
ユース企画 教育企画 医療関連企画

部屋 12:20～12:50 休憩 13:00～14:30 休憩 15:00～16:30 休憩 17:00～18:30

地下
1号室

(地階１号室） (地階１号室）

「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）
身近なようでよく知らない「HIV感
染症」とはどんな病気なのか、そ
の仕組みと治療、問題点につい
て解説します。

「宗教とAIDS」
（地域医療振興協会　岩室紳也、日本
キリスト教団牧師　藤崎義宣、日本聖
公会司祭　門脇光禅、浄土真宗僧侶
古川潤哉、曹洞宗僧侶　梅原正俊）
性・エイズ教育を宗教はどうとらえ、ど
のような役割ができるのか、考えてみ
ませんか？HIV/AIDS と宗教との関わ
りは、日本ではまだまだ始まったばか
り,このフォーラムを通して理想的な関
わりを築いてみませんか。

1階
1号室

「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-について
神戸市教育委員会との共働に
ついてのプロセスを紹介する。

「関西におけるHIV陽性者の支援〜
現状と課題」
（さぽーと京都、CHARM、follow）
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
について考察します。

1階
2号室

「感染13年の振り返りとこれ
から」
（HIV陽性者洪久夫&真宗僧　古
川潤哉）
HIVに感染して13年の洪久夫と
一緒に「ライフライン図」を作成
し、振り返りとこれからを考えま
す。生と死を通して今を見つめる
ための時間。

「世界のエイズ～青年海外協力隊
員からの報告」
(JICA OV）
アフリカを中心とした、世界での
HIV/AIDSの現状・啓発活動・診療の
活動を元JICAボランティア報告しま
す。

1階
3号室

「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）
保健・医療関係者対象に精神科
医とカウンセラーが作り上げて
いるカウンセリングメソッドを紹
介します。悩みのセルフケアをし
たい方も参加可です。

「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 ）
エイズについて口腔症状を通じて解説
し、口腔管理の重要性や、さらには性
感染症としての「HIV感染の予防」と若
者の性についても考えてみたいと思い
ます。

1階
4号室

「陽性者を支える制度やサー
ビスについて」
（医療ソーシャルワーカー）
治療をしながら、その他の心配
事があるかもしれません。使用
できるサービスや制度等をご紹
介します。

「HIV看護」　（エイズ拠点病院看護
師）療養生活支援について一緒に考
えましょう。「京都府エイズカウンセラー
派遣事業、針刺し後のHIV感染防止体
制整備について」(京都府）エイズカウン
セラーとの連携、万一の針刺し事故発生時
に使用する予防薬について府内の配備状
況等を説明します。

地下
5号室

「"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〜」
（青年赤十字奉仕団）
恋愛をテーマに、自分や大切な
人を性感染症から守るために、
また心地よい恋愛をするにはど
うすれば良いのかをグループ
ワークを通して楽しく考えていき
ます。

「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　上村
茂仁）
全ての恋愛は必ずといっていいほど
DVに傾きます。恋愛とDVの境界は無
く、いろいろな因子が関わっています。
友人はその重要な因子です。楽しく恋
愛するには？みんなニコニコの講演で
す。

地下
7号室

「Exhibition 0.03」（HOMME)
世界のコンドームのCMやHIV、
AIDSに関するCMを上映します。
また来場された方に、コンドーム
のプレゼントもあります！

第2回AIDS文化フォーラムin京都　詳細プログラム

10月6日（土）

　開会式
～なぜAIDS？
　 ～なぜ文化？
　　～なぜ京都？

１．落語
　　　　　(森乃福郎)
オリジナル献血落語
「レッツ・けんけつ」

２．開会宣言
　　　　　（運営委員）

全体会
「HIV陽性者のい
ま～AIDS GOES

ON」
(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、
情報提供活動、アド
ボカシー活動、ネット
ワーク事業に取り組
んでいます。



ユース企画 教育企画 医療関連企画

部屋 13:00～14:30
休
憩

14:45～16:15
休
憩

3階大
教室

地下
1号室

「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）
徳島県のセクシュアルマイノリティ
自助グループ、SAG徳島のこれま
での活動を紹介し、そこから見
え、考えられてくる「地域独自」の
支援と自助のあり方を発表いたし
ます。

「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。

1階
1号室

「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・宮本 ほか）
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。それについて考えていこう。

2号室

1階
3号室

「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（大橋佳恵・
梶育世・勝冶奈緒美・後藤千寿
子・畠山雅行）)
免疫力をあげるためにリンパマッ
サージ挑戦と無煙活動をしてみま
せんか。

「保健・教育の場で良い相談
相手になるには」
（精華学園高校　町田学習セン
ター　椎名雄一）
1000人以上の臨床経験を踏ま
え、保健師・養護教諭を対象に講
演でお話している現場で役立つ
カウンセリング技術を紹介しま
す。

1階
4号室

「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）
セックスワーカーに対して様々な
活動を行なっている団体が集ま
り、現状分析とそれに対するアプ
ローチや効果、展望を報告しま
す。

地下
5号室

「"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〜」
（青年赤十字奉仕団）
恋愛をテーマに、自分や大切な
人を性感染症から守るために、ま
た心地よい恋愛をするにはどうす
れば良いのかをグループワーク
を通して楽しく考えていきます。

「薬物依存」
（特定非営利活動法人　京都ダ
ルク）
京都ダルクの概要説明と当事者
によるモデルミーティング

地下
7号室

「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？

「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 etc)
若者対象の活動をしている団体
によるコラボ企画！みんなも気に
なっているいくつかのテーマに対
し、会場を巻き込んで討論します
♪

「受けてみようHIV即日検査」
＊3階で京都市による無料、匿名のHIV即日検査を実施します。

受付10:00～13:00, 14:00～15:00

「シンポジウム：HIV/AIDSと性教育の果たす役割」
（PLANET 小田切孝子、徳永桂子、性教協　大江亜紀子、京都府保健師
下山美穂、京都教育大学　関口久志　）
幼児・小学生（低学年）の性被害及び教育の課題と予防。
中学生と思春期の子どもたちの実情と性教育のあり方。
青年期の性意識の実態及びその教育から見えてくるものと課題。
以上についてそれぞれの分野の専門家が実践に即して話し、参加者との
交流も行います。

 閉 会
式

全体会
「アメリカにお
けるゲイの人権
について」
(大阪・神戸アメリ
カ総領事館総領事
パトリック・ジョセ

フ・リネハン)

「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〜」
（地域医療振興協会　岩室紳也）
子どもたちの「生きる力」をより一層
育むためにエイズ教育とは…「コン
ドームの達人」の被災地活動を交え
お話しします。京都府・市主催の研
修会です。

＊14:00～16:30
HIV検査結果説明

３階　大教室

「セクシュアリティーの多様性につ
いて～基礎理解を深める」
（大阪府立大学　山中京子）
一人一人が生きやすい社会を作る
ために、一市民として是非知ってお
きたい、セクシュアリティーの多様性
について、わかりやすく解説しま
す。

「お坊さんが行う中学校での性
教育授業〜性と生を考える〜」
（浄土真宗本願寺派  僧侶　古川潤
哉）
佐賀県の公立中学校で実施したお
坊さんによる性教育（性と生と死を
考える）を模擬授業として再現しま
す。

「これからのHIV検査の方向性
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）
エイズを考える一番多い機会であ
り、早期治療への入り口でもある
HIV検査の利用者は減っています。
有用で、そして安心して受けられる
HIV検査とは？公私にわたって長年
HIV検査に関わって来た経験を踏ま
えてお話しします。

「“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）
あなたの恋愛観はどんなもの？若
者（ユース）同士のリアルな “恋愛
観”について話してみよう！20 代の
ボランティアとともに企画・運営して
います。

「Exhibition 0.03」（HOMME)
世界のコンドームのCMやHIV、
AIDSに関するCMを上映します。ま
た来場された方に、コンドームのプ
レゼントもあります！

10月7日（日）

「みんなで考える日本の
HIV/AIDS」(IFMSA-japan　SCORA)
HIV/AIDSの予防啓発活動が盛ん
になりつつある今日ですが、なぜそ
れほど重要なのか、どうしたら予防
できるのか、今後実際に何ができる
のか知りたい方、友達で困っている
人がいる方、だれでもぜひお越しく
ださい。

11:30～13:00

＊バザールカフェに
て行います。

（昼食も可能です）

 トークショー ・ 音
楽演奏
　（シンガーソングドク
ター 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。京
都AIDS文化フォーラムの
テーマソング「陽だまりの
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。
今回、子どもの性教育の
観点から、AIDSに切り込ん
でいく。

10:00～11:30 16:30～17:45


