
部屋 12:30～13:00 13:00～14:30 休憩 15:00～16:30 休憩 17:00～18:30

B201
(450)

開会式
（B201号室）

全体会
（B201号室）

B101
(200)

「生き抜く力を育む性・HIV/AIDS予防教育とは」
（ヘルスプロモーション推進センター　岩室紳也）
新しい学習指導要領が目指す「生き抜く力」を育む性
教育、HIV/AIDS予防教育について考えます。★★★

「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～」
（特定非営利活動法人ＳＨＩＰ代表 星野慎二）
国内HIV感染者の約７割が男性同性間であることか
ら、学校における男性同性間を視野に入れた予防啓
発のあり方について考えます。

B102
(200)

「エイズを知ろう！エイズで『人間関係を』学ぼ
う！」（看護学校教員　山田雅子）
ＨＩＶ/ＡＩＤＳの感染から検査，発症，治療，感染した場
合の生活など、まだよく知らないという方に向けての
基礎講座です。皆さんの疑問を解決しながら進めて
いきたいと思います。

「宗教とエイズ」（日本基督教団牧師　平良愛香、
カトリックHIV/AIDSデスク秘書　伊東和子、浄土真宗
本願寺派浄誓寺僧侶　古川潤哉、ヘルスプロモーショ
ン推進センター　岩室紳也）
いま、宗教に何を学ぶ？～差別、偏見、他人ごと意
識、誤解、排除が蔓延する社会が変わるには～

B103
(200)

「お坊さんが行う性教育授業　ver9」
（浄土真宗本願寺派  僧侶　古川潤哉)
「生と性と死を考える」中学生向けに実施している授
業のご紹介と模擬授業を実施します。

「PLANET（HIVとともに生きる会）」
（小田切孝子）
HIV・AIDSを学ぶ中で、是非薬害エイズの歴史を知る
ことにより、そこから見えてくるものはについて考えて
いきたい。

B104
(200)

「働く障害者～障害者雇用の現状～」
（さとうなおみ(精神障害２級)）
HIV感染者は「免疫機能障害」として障害者手帳を取
得することができます。多様な障害者の働き方につ
いて、障害当事者が語ります。

「AIDSがまだ死の病だと言われていた1990年のNY
生活から始まった”俺のGAY LIFE”」
（元LGBTマガジン「yes」編集長　透海零）
一般誌「宝島」ゲイ雑誌「薔薇族」「さぶ」などでゲイ
シーンを主とするコラムを連載後、タワレコからLGBT
マガジン「yes」を創刊させた・・・

B105
(100)

「ワークショップ：当事者だからこそ話せる本
当の姿～薬学生がつなぐ交流の場～」
（摂南大学薬学部医療薬学研究室）
依存症を経験された方と対話をすることで依存症や
その現実を知り、依存症の方の回復を応援する人が
増えることを目指します。

「ワークショップ：当事者だからこそ話せる本当
の姿～薬学生がつなぐ交流の場～」
（摂南大学薬学部医療薬学研究室）
依存症を経験された方と対話をすることで依存症やそ
の現実を知り、依存症の方の回復を応援する人が増
えることを目指します。

B106
(100)

「僕がゲイの牧師で良かったこと、そして」
（平良愛香）
ゲイであることをカミングアウトしている牧師が気づい
た、キリスト教の功罪と男性同性愛者の無意識の加
害性について語ります。

「男同士で結婚式を挙げて１５年　～変わったこと、変
わらないこと～」
（そう&カッシー）
２００４年に某イベントで結婚式を挙げて１５年、平成
の半分を一緒に暮らしてきたゲイカップルの他愛もな
い話です。

B109
(100)

展示 展示

B110
(100)

「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）
若者による、若者にもわかりやすいHIVやAIDSの知
識や、恋愛のコツを一緒に勉強しましょう！！

「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）
若者による、若者にもわかりやすいHIVやAIDSの知識
や、恋愛のコツを一緒に勉強しましょう！！

共に生きる
予防
文化
薬物

教育

若者

「つなぐ」「つながる」今、できること～レッドリボン大作戦　第9回AIDS文化フォーラムin京都　プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　10月5日（土）      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月14日版

「つなぐ」
「つながる」
今、できるこ

と

１.開会イベン
ト

　　テーマ曲
演奏

（シンガーソング
ドクター

江藤天音）

2.「開会宣
言」

　
（運営委員）

「自分のことと
して考えよう
〜性感染症・

HIV〜」

（白阪琢磨
公益財団法人エイズ
予防財団理事長、エ
イズ動向委員長。

白井千香
枚方市保健所所長。

岩室紳也
ヘルスプロモーション

推進センター代表
厚木市立病院泌尿器

科）

★★★

【展示出展団体】
◇龍谷大学◇京都府健康対策課◇京都市健康安全課◇メモリアル・キルト・ジャパン◇PLANET（HIVと共に生きる会）
◇color＊study◇関西クイア映画祭◇カトリック中央協議会HIV/AIDS予防デスク◇全国青年赤十字奉仕団
◇特定非営利活動法人パープルハンズ◇（公財）京都ユースサービス協会◇地域連携学生団体「REACH」
◇ＳＫＧ＆ＡＴＡＣｉｎＮＡＲＡ◇秘忍者ジミー・ハットリ◇エイズフォーラムin陸前高田、佐賀、横浜、名古屋
◇オカモト株式会社◇TENGAヘルスケア

【助成金】平成31年度京都府地域交響プロジェクト、公益財団法人エイス予防財団（平成31年度エイス予防財団助成事業）
【エイズ予防プログラム支援寄付金】ｳﾞｨｰﾌﾞﾍﾙｽｹｱ株式会社（対象プログラムは★★★印で表記）
【協賛・寄附】多くの方々にご支援いただきました。詳細は当日掲示、および報告書をご参照くださいませ。

セクシュアリティー

保健・医療・福祉

＊ネットワーキングパーティー

5日（土）１８：４５～２０：４５ 龍谷大学深草キャンパス 4号館地下1階 ミール&カフェ

発表者も,参加者も、ボランティアも集まってわいわい交流しましょう。参加は自由です。
参加費： 社会人 4000円、学生 2000円 定員60名（参加希望者は事前に事務局（B108室）でチケットを購
入して下さい）



10:00～11:30 11:30～13:00 13:00～14:30 休憩 15:00～16:30 16:30～17:00

B201
(450) B201号室

閉会式
（B201号室）

B107
(300)

「アディクションと偏見、そしてコミュ
ニティへ」講演とえんたく
（JST/RISTEX（社会技術研究開発事業）安
全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築
「多様化する嗜癖・嗜虐行動からの回復を支
援するネットワークの構築」（ATA-net）研究
班：石塚 伸一（龍谷大学教授）、田代まさし
（日本ダルク）、金尚均（龍谷大学）、加藤武
士（木津川ダルク）、メディア関係者（交渉
中）、地域住民（交渉中）、他

「アディクションと偏見、そしてコミュ
ニティへ」講演とえんたく
依存が病であるという認識は広まっていま
す。しかし、いざ自分の身に周りの問題とな
るとコミュニティはアディクトを差別し排除しよ
うとする事について考えててみます。

B101
(200)

「産婦人科のおじさんと泌尿器科のモモ
先生の教室」(上村茂仁（産婦人科医）、
モモ（泌尿器科医））TwitterやFacebook
で宣伝している「産婦人科医のおじさんと
泌尿器科医のモモ先生と看護学生のか
すみちゃんのブログ」から産婦人科医の
上村と泌尿器科医のモモ先生が性教
育、しくじり恋愛話、性感染症や避妊など
について皆さんと話をしたいと思っていま
す。気楽にのぞいてください。

「 AVで描かれるファンタジーセックスと
リアルの違い 」
（現役AV男優有志の会）
　AV作品で描かれる性行為を現実で真似す
るのがなぜ危険でバカげているかをAV男優
が解説します。

「性感染症のアップデート」
（関西HIV臨床カンファレンス：古林敬一（そ
ねざき古林診療所）、白野倫徳（大阪市立総
合医療センター）、宇野健司（南奈良総合医
療センター）、澤田暁宏（兵庫医科大学））
主だった性感染症(梅毒、A・B型肝炎、ア
メーバ）とPrEPの最近の話題に関して、医療
者がわかりやすく解説します。

B102
(200)

「性・薬物乱用防止教育と児童、生徒指
導-授業を通して自己指導能力、自己有
用感を高めるー用」
（安藤晴敏（健康指導アドバイザー）
教科における知識理解のみに止まるの
ではなく、予防、防止教育を通して児童・
生徒指導の視点を取り入れた、学習方法
や自己指導能力、自己有用感の高まり
が期待できる授業実践を考えたい。

「看護師からの性教育！思春期に贈るメッ
セージ」（星野　貴泰)
関東で性教育講演活動をしている手術室看
護師の京都出張版をお届けします！西日本
と東日本の性教育交流、してみません
か？？

「保健室発！コンドームソムリエが教える「選
び方の方程式」（コンドームソムリエAi）
Twitterを中心に性教育インフルエンサーとし
て発信をしているコンドームソムリエ Ai。普
段は保健室の先生。国内コンドーム120種に
精通。実物を触って嗅いで引っ張れる体験
型学習イベント「コンドーム試触会」を立ち上
げ。心ゆくまでお楽しみください！★★★

B103
(200)

「HIV陽性者と介護をつなぐ
～介護の現状と課題について話し合おう
～」(摂南大学薬学部医療薬学研究室）
HIV陽性者の介護受入の現状と問題点
について話し合い、今後の介護ニーズの
増加における課題について検討する。

「生活を支える制度やサービスについて考え
る」（医療ソーシャルワーカー有志）
治療を継続しながら生活していく中で様々な
心配事があるかもしれません。生活を支える
サービス、制度を紹介しながら、現在の京
都、滋賀の現状と課題を考えたいと思いま
す。

「にじ色ライフプランニング入門ーー2000
万円なくても死ぬまで生きよう」
（NPO法人パープル・ハンズ）
長期延命時代に知っておきたい、おひとりさ
まや同性ふたり暮らしに対応する、お金や社
会制度、意思表示の法的書面の知恵。

B104
(200)

「HIVおよび性感染症の検査」　 （中瀨克
己（吉備国際大学），川畑拓也（大阪健康
安全基盤研究所），西本美穂（京都市））
急増する梅毒と徐々に増え続けるHIV感
染症。予防対策や検査を通して見えるエ
イズや梅毒等の今とこれからについてお
話しします。

「マラウイで感じたエイズという病気につい
て(青年海外協力隊の経験から)」
（矢谷優季)
エイズ対策隊員としてマラウイで活動してい
く中で感じた、エイズに対する考え方の違い
やマラウイの予防啓発対策、協力隊の魅力
などについて紹介していきます。

「女性と性感染症～HIVをはじめとする性感
染症と妊娠出産との関係～」（厚労科研分
担研究[HIVをはじめとする性感染症と妊娠
に関する情報の普及啓発法の開発」班）
HIV感染症やここ数年急増している梅毒など
の性感染症について、女性に焦点を当てて
お話しします。HIVと妊娠出産についての最
新情報もお伝えします。

B105
(100)

「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」
(SKG＆ATAC in NARA)
「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」

「ＮＡとの出会い～薬物依存からの回復
の始まり～」
（ＮＡ関西エリアＰＩコミティ）
ＮＡとの出会いを通して、どのように回復が
始まったのかをメンバーそれぞれの体験か
ら分かち合います。

「養護教諭だからできる「性教育」と生徒の
反応」
（岡山睦美)
養護教諭が行う性教育は、生徒の実態や悩
みを知っているからこそできるもの。生徒の
性に関する事例をお話ししつつ、一緒に考え
ましょう。

B106
(100)

「仲間との出会いと別れ，孤独を通し生
きることを考える
～HIV陽性者との対談を通して～」
（仲倉高広（京都橘大学））
HIVと物質乱用を併せ持つゲイ男性が，
孤独を抱えつつ，仲間との出会いと別
れ，生きるということを考える時間にした
い。

ONE TRACK MINDS　２ 　～オリンピックと
性分化疾患：キャスター・セメンヤが闘ってい
るものは何か？～（ネクスDSDジャパン）東京
オリンピックにも出場予定の南アフリカの女
性ランナー，キャスター・セメンヤさん。果た
して彼女は「性の多様性」の象徴なのでしょ
うか？彼女が闘わざるを得なかったもの，女
性差別と人種差別について考えます。

「薬剤師とプチ調剤薬局体験をしてみよう
〜抗HIV薬の展示もあるよ〜」
（調剤薬局グループ法円坂メディカル）
薬剤師と共に調剤薬局の仕事を体験してみ
よう。

B109
(100)

展示

「メモリアルキルト展示＆レッドリボンをつけ
たテディベア作り」（メモリアル・キルト・ジャパ
ン）
AIDSで亡くなった人たちの存在を表す1枚の
布・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
に考えましょう。

展示

B110
(100)

「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）
若者による、若者にもわかりやすいHIV
やAIDSの知識や、恋愛のコツを一緒に
勉強しましょう！！

「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）
若者による、若者にもわかりやすいHIVや
AIDSの知識や、恋愛のコツを一緒に勉強し
ましょう！！

「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）
若者による、若者にもわかりやすいHIVや
AIDSの知識や、恋愛のコツを一緒に勉強し
ましょう！！

和顔
館2階

10月6日（日）

11:30～15:00　和顔館2階
ＨＩＶ即日検査（無料・匿名）「自分のため、愛する人のために、
今、一歩を踏み出しませんか？」
（京都市健康安全課）
無料，匿名で検査を実施します。採血のみの検査で，結果は約
１時間～１時間半でお伝えできますので，この機会に一度検査を
受けてみませんか。

★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

江藤天音
×白野倫徳

江藤天音
　『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』

白野倫徳
（大阪市立総合医療

センター）

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。今年もトーク
ショー＆ミニライブを

開催します。

☆昼のお弁当を食べ
ながら参加可能で

す。お弁当は会場で
も販売予定です（詳細
はホームページでご

確認ください）。

1.閉会イベン
ト
　

2.「閉会宣
言」
　

   （運営委員）


