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京都御所

地下鉄出入口
バス停留所

会場：同志社大学 室町キャンパス 寒梅館（かんばいかん）
、今出川キャンパス 良心館（りょうしんかん）
< 市営地下鉄烏丸線「今出川駅」徒歩1分、京阪電車「出町柳駅」徒歩15 分、烏丸通今出川上ル>
※ 同志社大学今出川キャンパス出入口は良心館と直結しています。ご利用ください。

サポートスタッフ募集中！
！
詳細はホームページをご覧ください。

http://hiv-kyoto.com

参加自由
事前申し込み不要

入場無料

ＨＩＶ/ＡＩＤＳに関するさまざまな活動を行うＮＧＯ・ＮＰＯをはじめ、学生、
ＨＩＶ/ＡＩＤＳ当事者、
行政、個人が京都に集まるフォーラムです。講演・ワークショップ形式の発表、展示、
交流を行います。小学生から社会人の方まで、幅広い方々のご参加をお待ちしています。

● 主催＝AIDS文化フォーラムin京都

運営委員会

● 共催＝京都府、京都市

● 会場提供＝同志社大学

● 後援（一部申請中）
＝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、
（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、
（社）京都府介護支援専門委
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Ｈ
Ｉ
Ｖ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、花園大学、龍谷大学、
（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）
、
Ｊ
Ｉ
ＣＡ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、
ＦＭ８０２

AIDS 文化フォーラムin京都 事務局

お問い合わせ＝

〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２ 京都ＹＭＣＡ
tel：075-231-4388 fax：075-251-0970 mail：information@hiv-kyoto.com

twitter : @bunka̲forum facebook : https://www.facebook.com/AidsBunkaForum

同志社大学
室町キャンパス 寒梅館 /
今出川キャンパス 良心館
会場=

かん

ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都
キャラクター

「陽だまろ」

ばい

りょう

しん

かん

かん

市営地下鉄烏丸線「今出川駅」すぐ
平成 25 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業

第３回 AIDS 文化フォーラムin 京都
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プログラム

「エイズを知ろう、エイズで学ぼう III」

テーマ ：

▶ 開催内容は変更となることがあります。ご来場前に AIDS 文化フォーラムin 京都 HPにて最新情報をご確認ください。

10/5

（土）

12:30 〜13:00

（寒梅館）
「受けてみようHIV 即日検査」
京都市による無料、匿名のHIV 即日検査を実施します。

開会式

「教育」
、
「ユース」をメインとしたプログラムに
それぞれ色分けをしています。参考としてご覧ください。
もちろん、どのプログラムにもお気軽にご参加ください。
ユース
どなたでも歓迎です！
教育

10:00 〜11:30

（204号室）
「バッシングされないエイズ・性教育」

教育

臨床研究・疫学研究部門）

教育

「HIVとカミングアウト〜「伝える」を考える〜」

日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

（304 号室）
「シンポジウム：世界のエイズ〜私たちができることを考える〜」

土屋菜歩、里英子、白井美穂

15:00 〜18:30

上村茂仁（ウイメンズクリニック・かみむら）
、CHARM
中瀬克己（岡山市保健所）
、伊藤正寛（京都市）

（304号室）
「これからのHIV 検査の方向性は？」

全体会（寒梅館）

岩室紳也（地域医療振興協会）

（岩手医科大学 いわて東北メディカル・メガバンク機構
（207号室） 佐々木亮平
「AIDS文化フォーラムin陸前高田が目指す人と人とのつながり」

「デートDV最大の暴力は約束！？
（デートDV 防止学校講演の提案）
（305号室）
」

（寒梅館）

「なぜＡＩＤＳ？ なぜ文化？ なぜ京都？」

13:00 〜14:30

（日）

（316 号室）
「多様性を考える〜ワールドカフェ〜」

ユース

WARLD LOG

（321号室）
「若者と HIV/AIDS 〜若者ができることはなにか〜」

ユース

立命館大学 color-free、一般社団法人日本薬学生連盟

12:00 頃から

15:00 〜16:30

13:00 〜16:30

、白野倫徳
江藤天音（シンガーソングドクター）

トークショー& ミニライブ

京都性教協、PLANET、
愛知県私学性教育研究会＆愛知・思春期研究会

矢嶋敬史郎（大阪医療センター）

「シンポジウム：HIV/AIDS と性教育の果たす役割

（207号室）
「男同士で結婚式を挙げて９年 〜変わったこと、変わらないこと〜」

そう＆カッシー

（303号室）
「HIVと在宅療養・介護を考えるミニシンポジウム」

さぽーと京都

（208 号室）
「感染13 年の振り返りとこれから」

洪 久夫（HIV陽性者）
、古川潤哉（浄土真宗本願寺派 僧侶）

（305 号室）
「HIVと看護」

北川綾子（京都大学医学部附属病院）

（207号室）
「お坊さんが行う中学校での性教育授業〜性と生を考える〜」

古川潤哉（浄土真宗本願寺派 僧侶）

（303号室）
「HIV 個別施策層へのアプローチー外国人にとっての予防啓発−」

NPO 法人CHARM

「ワークショップ：セックスワーカーのセクシャルヘルス

SWEETLY

（316 号室）
「＋の女性も −の女性も ？の女性も！？」

HIV母子感染の疫学調査と予防対策及び
女性・小児感染者支援に関する研究班

（305号室）
「シンポジウム：セクシュアルマイノリティ支援の取り組み」

メモリアル・キルト・ジャパン

Base Kobe,土肥いつき、etc

（317号室）
「HIV 陽性者支援となるテディベア作りを体験しよう」

（304号室）
「薬物依存」

NPO 法人 京都DARC

「市民対象講座

（２04 号室）
HIV 感染症とは？」

「ピア・エデュケーション！

ユース

青年赤十字奉仕団

（322号室）
「オリジナルコンドームケースを作ろう！」

ユース

みるく・る

みんなで話そう(・∀・)学校で教えてくれないエイズのこと」
（320 号室）

17:00 〜18:30

（204号室）
「宗教と AIDS」

（日本キリスト教団牧師）
岩室紳也（地域医療振興協会）
、
（カトリック）
古川潤哉（浄土真宗本願寺派 僧侶）
、

（207号室）
「口からエイズをみる」

連 利隆（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）

「風俗講習で教えているSafer Sexお披露目＆
SWASH
（208号室）
全米セックスワーカー会議報告！アメリカの先進的な取り組みを紹介！」

〜小中高大の現場から」
（204号室）

13:00 〜14:30

〜求人誌を使って職種に詳しくなる」
（208号室）

（316 号室）
「思春期 PEER☆長野式♪」

ユース

サノチカ（From長野県 HappyLife☆PEERS）
メモリアル・キルト・ジャパン

（317号室）
「HIV 陽性者支援となるテディベア作りを体験しよう」
（318号室）
「Exhibition 0.03」

ユース

HOMME

「ピア・エデュケーション！

ユース

青年赤十字奉仕団

みんなで話そう(・∀・)学校で教えてくれないエイズのこと」
（320 号室）

15:00〜16:30
（207号室）
「人の心を動かす攻めのカウンセリング実践例」

（305号室）
「陽性者を支える制度やサービスについて」

拠点病院医ソーシャルワーカー有志

（208号室）
「HIV/AIDS とスピリテュアルケア」

（303号室）
「自分らしい人生を簡単に始める６つのポイント」

一般社団法人 日本心理療法協会

「"みんな集まれ！(・∀・)

（316 号室）
「リンパマッサージで免疫力をアップして長生きしよう」

SKG＆ATAC in NARA

（304号室）
「
『薬害エイズの多様な意味世界』ー当事者の語りからー」

〜若者によるシンポジウム」
（305号室）

（318号室）
「Exhibition 0.03」

ユース

HOMME

16:45〜17:15

「
“恋愛”を通じて考えよう！私たちの“性と生”

ユース

公益財団法人 京都市ユースサービス協会

全体会（出演者大集合 ! )・閉会式

〜青少年によるワークショップ〜」
（319 号室）

教育

教育

椎名雄一（精華学園高校 町田学習センター）
榎本テル子、仲倉高広、白阪琢磨、古川潤哉（僧侶）

ユース

HOMME、京都市ユースサービス協会、color-free、
全国青年赤十字奉仕団、みるく・る、サノチカ
特定非営利活動法人 ネットワーク医療と人権

＊ 18 時45 分より懇親会( 有料）あります。参加ご希望の方は、当日事務局へお申し込みください。

展示プログラム出展者、出展団体（予定） ＊１０月5日、6日両日共に開催

（公財）エイズ予防財団、メモリアル・キルト・ジャパン、
ＮＰＯ法人京都ＤＡＲＣ、ＪＩＣＡ関西、Ｈｏｍｍｅ、みるく・る、
ATAC in Nara、自助グループ「SWEETLY」、風俗嬢のための STD 情報サイト「ガールズヘルスラボフォーワーカー

ズ」、ＳＷＡＳＨ、カトリック中央協議会、ＨＩＶ/AIDS デスク、同志社大学社会学部社会福祉学科、AIDS 文化フォー
ラム in 横浜、横浜ＡＩＤＳ市民活動センター、京都府健康対策課、エイズ等予防啓発ボランティアグループ「紅紐」、
京都市、（公財）京都市ユースサービス協会、青年赤十字奉仕団、立命館大学 color-free、PLANET（HIV と共
に生きる会 )、ジェクス株式会社、池田 勝俊、中川 裕次

