
2018  プログラム 

＊入場無料                   テーマ：＃リアルとつながる            2018年8月3日現在 
PWA/H・セクシュアリティ・LGBT・性 文化 国際 保健・医療・福祉 教育 若者・ネット 薬物 薬害・人権・ノーマライゼーション 

＊プログラム内容が分かりやすいよう上記の分類で色分けしています。 

プログラム内容をより深く理解していただくため、対象者を限定するものがあります。 

（都合によりプログラムが変更になることがあります。最新情報はHPでご確認ください。） 

事務局は 1階 

HIV/AIDSの基礎知識や「こんなこと聞いてもいいのかな？」にお応えします。 

すきまミニ講座 by 山田雅子 （AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員） 

（306会議室 12：20～12：50） 

 会場 10:00～12:00  13:00～15:00  15:30～17:30 

８ 

月 

３ 

日 

・ 

金 

2階 

ホール 

(2階ホール) 

開会式 

―――――――――――――――――― 

オープニング 

 

リアルじゃない？ エイズ 
～えっ、まだエイズってあるんですか？～ 

 

1994年の国際エイズ会議、第1回AIDS文化フォー

ラム in 横浜から 25年。教科書にもHIV/AIDSが記載

されるようになる一方で、中高生が「エイズ？って聞い

たことがない」時代に。 

 喉元過ぎれば熱さを忘れる。リアルではなくなった、

リアルじゃない？エイズ。 

 でも事態は決して好転していない。 

 いま、何が問題なのか。当事者とYouTuberが本音で

語り合う。 

 

川田龍平 （薬害エイズ裁判原告・参議院議員） 

高久陽介 （JaNP+） 

北山翔子 （神様がくれたHIV） 

かずえちゃん（YouTuber） 

岩室紳也 （AIDS文化フォーラム in 横浜） 
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ドラッグから見えてくる若者のリアル 

松本俊彦（国立研究開発法人 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部長） 

薬物依存、自傷など、若者たちをむしばむ現代社会の

病理と向き合う精神科医。 

 

つながりから考える薬物依存症 
松本俊彦・安藤晴敏・岩室紳也 

「ダメ､ゼッタイ」だけでは防げない薬物依存症｡精神科

医､教師､公衆衛生医がたどり着いた結論が「つながり」

「居場所」「絆（きずな＋ほだし）」。今を生きる一人ひと

りが求めていることを考えます。（3人共著の新刊発表） 

301 

性犯罪のリアルに迫る 

斉藤章佳（大森榎本クリニック） 

岩室紳也（オフィスいわむろ） 

「痴漢、レイプはダメ、絶対」とわかって

いるのにどうして！？！ 「男が痴漢に

なる理由」の著者に性教育の第一人者が突っ込む。 

AV現場での性感染症予防の取り組み 

現役AV男優有志の会 

性描写を主とする撮影現場において、出演者がどのよ

うに性感染症予防に取り組んでいるのかを説明しま

す。                           【R18】 

304 

ネット時代のリアルコミュニケーションを語る 

かずえちゃん、北山翔子、宮崎豊久 

ネットでコミュニケーションが便利になった今、リ

アルコミュニケーションについて考える。 

心に響く話をしよう 

思春期保健指導者研究会 

思春期世代の若者の心に響く話をしたいと思いません

か？心に響くプレゼンのコツをお教えします。 

305 

日本の避妊はないものだらけ！…ってどういうこと？ 

#なんでないの プロジェクト 

日本の性の健康を守る環境はないものだらけ！を変

えたいスウェーデン留学から帰国の女子大生が語りま

す！ 

 

306 
 

親子で考える教育プログラム・腹話術 

JOINT HEART 

思いのまま感じた事を伝えるために腹話術を用いて分

かりやすく行います          （15：30～16：30） 

ネットワーキング・TEAパーティ 

8月 3日（金）17：45～18：45 1階展示場 

ボランティア、参加団体、一般参加者の交流のための気軽なパーティです。無料・予約不要 

  会場 10:00～12:00  13:00～15:00  15:30～17:30 
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2階 

ホール 

映画「私はワタシ over the rainbow」 

痛み、苦悩、ファンタジー、希望･･･。企画･キャスティ

ング・プロデューサーの東ちづるがインタビューを行

い、50 名の LGBTｓ セクシュアル・マイノリティの言葉

を紡いだ記録映画。 

す 

き 

ま 

ミ 

ニ 

講 

座 

② 

 

予 

防 

に 

活 

か 

せ 

る 

㊙ 

テ 

ク 

ニ 

ッ 

ク 

編 

 

三ツ矢雄二と語るセクシュアリティ＆コンドーム 

二次元演出のプロ、ゲイのドクター、コンドーム

の達人が語るHIV/AIDSと性のリアル！ 

三ツ矢雄二（声優） 

井戸田一朗（しらかば診療所） 

岩室紳也（厚木市立病院） 

 

宗教とエイズ Part 13 

三橋健（國學院大學大学院客員教授） 

スダーカル ヌカポグ神父（カトリック雪ノ下教会） 

古川潤哉（浄土真宗本願寺派浄誓寺） 

岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター） 

今の時代に宗教が持つ意味を神道、キリスト教、仏教

の立場から考えます。 

301 

HIV感染も、薬物依存も、性犯罪も根っこは同じ！？ 

岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター） 

HIV/AIDS 診療医、薬物依存症プライマリケア医、そし

て犯罪予防は健康づくりからと主張している公衆衛生

医が語る「根っこ対策」とは！？！ 

性暴力と SNS－ネット社会を生きる子どもを守る 

アジアの女性と子どもネットワーク（AWC） 

女子中高生を支援する Colabo 代表仁藤夢乃氏、イン

ターネット専門家宮崎豊久氏と考えてみましょう。 

（予約優先：AWCメールにて受付） 

神様がくれたHIV 

北山翔子 

「神様がくれたHIV」（紀伊國屋書店）の著者が、感染

の告知を受けてからこれまでの経験を語る。 

302 

僕がゲイの牧師で良かったこと 

平良愛香 

ゲイだから気づいた社会のひずみ、人の豊かさ、そし

て身近なエイズ。キリスト教の牧師の立場から語りま

す。 

４人に１人がHIV!? ケニアの小さな村から 

鈴木佳奈 

私の友人たちの多くはHIVに感染している。一緒にこ

の地域の文化とHIV/AIDSを考えてみませんか？ 

 （14：00～15：00） 

にじ色ライフプランニング入門 

特定非営利活動法人パープル・ハンズ 

ひとり暮らしや同性ふたり暮らし、HIV やメンタル疾

患、性別変更、私たちバージョンのライフプラン講座。 

303 

元青年海外協力隊員が語るアフリカのエイズ 

横浜AIDS市民活動センター 

アフリカのエイズ予防啓発、異文化の面白さや辛さ、

ボランティアに対する考え方を語ってくれます。 

（11：00～12：00） 

大学生のための性教育 

HAATAS（HIV/AIDS Action Team At SHARE） 

大学生だから知っておきたいことって何だろう？大学

生に伝えたいことって何だろう？みんなで考えよう！ 

1人じゃないよ   ～SANEからのメッセージ～ 

SANE team かながわ 

もしあなたが、あなたの大切な人が、性被害にあった

ら。どうしたらいいか私達と一緒に考えてみませんか。 

             （16：30～17：30） 

304 

進歩する治療,完治しない現状,深めたい社会の理解 

渡辺恒二、他（国立国際医療研究センターエイズ治

療・研究開発センター） 

神奈川県健康危機管理課 

内服薬で健常な生活が可能となったHIVという病気。

周囲が理解を深め、負のイメージを払拭しましょう。 

なぜ、相手の深い話が聞けないのか？ 

一般社団法人 日本心理療法協会 心理カウンセラー 

椎名雄一 

相手の話や気持ちを理解したいのに、自分の気持ち

でいっぱいになる、違うことを考えてしまうのはなぜ？ 

教室で使える！ 

HIV／AIDSを伝えるワークショップアイデア 

横浜YMCA ACT 

「世界がもし100人の村だったら」を題材としたワークな

ど、授業や講座で楽しく・易しく学ぶアイデアを紹介 

http://ryuheikawada.jp/
http://www.janpplus.jp/
https://www.youtube.com/channel/UC6WcDW527KWU4eE9OaWPh4g
http://iwamuro.jp/
https://researchmap.jp/9391383089/
https://researchmap.jp/9391383089/
https://researchmap.jp/9391383089/
http://iwamuro.jp/
http://iwamuro.jp/
http://www.libidolib.com/
https://www.youtube.com/channel/UC6WcDW527KWU4eE9OaWPh4g
https://www.amazon.co.jp/dp/4314010665
http://iwamuro.jp/2019shsk
https://www.nandenaino.com/
https://www.facebook.com/watashi.ha.watashi/
http://iwamuro.jp/
http://furujun.info/
http://iwamuro.jp/
http://iwamuro.jp/
http://awcnetwork.org/
mailto:info@awcnetwork.org?subject=2018AIDS文化フォーラム%20in%20横浜（性暴力とSNS申込）
https://www.amazon.co.jp/dp/4314010665/
https://www.amazon.co.jp/dp/4314010665
https://yaaic.gr.jp/
https://www.facebook.com/HAATASofficial
http://www.acc.go.jp/
http://www.acc.go.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1369/
https://j-mental.org/
https://j-mental.org/
https://language.yokohamaymca.org/english/school/act/
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これからの健康教育と外部講師の活用 

安藤晴敏（健康教育アドバイザー） 

アクティブな健康教育の取組みとともに、外部講師を

有効に活用した効果ある学校の健康教育を考える。 

 

色々な子どもたちへの性教育 

～元児相保健師の実践から 

富岡順子（神奈川県福祉子どもみらい局子どもみら

い部次世代育成課） 

神奈川県健康危機管理課 

発達や家庭に様々な課題を抱えた子どもたちの性教

育｡工夫と笑いがいっぱい!多くの実践から話します! 
 

中高生の心に響く性教育を～性暴力も伝えるには～ 

遠見才希子 

妊娠や性感染症だけでなく性的同

意や性暴力も伝えるには？産婦人

科医、新米ママの目線で等身大に

語ります。 

306 

 
タイの子どもたちとエイズ・人身取引のリアル 

横浜YMCA 

バンコク YMCAと取り組んでいる児童保護プロジェク

ト。子どもたちのその後など。活動のこれまでと今・未

来。 

HIV感染と妊娠・出産 

平成30年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策

政策研究事業 

日本におけるHIV母子感染の状況およびHIV母子

感染のメカニズムと予防についてお話します 

ネットワーキングパーティ （誰でも参加できる、参加者が、参加団体同士がつながる、ひろがる、わかちあう場） 

8月 4日（土）18:00～ 中華料理屋 迎珍  内容：横浜ならではの中華料理を食べながら交流 

 有料・要予約 成人 4,200円 未成年 3,200円 定員：55名（参加希望者は事務局へ） 
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月 
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会場 10:00～12:00  13:00～15:00 15:15～16:00 

2階 

ホール 

パワハラ、モラハラ、セクハラ、ラバハラ？ 

ー恋人間のハラスメントってー 

上村茂仁（ウィメンズクリニック･かみむら) 

岡山県で産婦人科医をしながらSNSを通した相談を受

け付ける。デートDVの予防に必要なことは。 
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特別企画 夜回り先生 

水谷 修 

夜の世界だけではなく、若者に広が

る生きづらさ。ドラッグの本当のことを

学びましょう。   

2階ホール 

 

全体会・閉会式 

 

次のつながりへ、AIDS文化フォーラム 

 

 

AIDS文化フォーラムを支えてくれた人たち 
 

 

AIDS文化フォーラム in 横浜 

 

AIDS文化フォーラム in 京都 

 

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 NAGOYA 
 

  

 

301 

メディアの向こうのリアルとつながれ！ 

～＃想像力を培い直そう～ 

下村健一(白鷗大学客員教授/元TBS報道キャスター) 

宮崎豊久（ネットスター株式会社） 

岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター） 

メディアとリアルを繋げる想像力について語ります。 

一瞬で気持ちを切り替える方法 

精華学園高等学校町田校 校舎長・心理カウンセラー 

椎名雄一 

落ち込んだり傷ついた時、心にこびりついている気持

ち。誰でも簡単にでき、一瞬で切り替える方法を紹介 

302 

性教育をやってみよう！看護師からの性教育実践方法 

星野貴泰 

性教育をやってみたい、講師を探している、そんな人に

伝えたい性教育講師からのお話です。お気軽にどうぞ。 

お坊さんが行う性教育授業 ver.8 

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。 

303 

薬物依存症になってからの回復 

ナルコティクスアノニマス 

私たちは薬物依存当事者団体です。薬物依存症にな

ってしまった私たちがどのように回復しながら生きてい

るかお伝えします。 

薬害エイズの教訓は生かされているのか 

薬害エイズを考える山の手の会 

現在問題になっている HPV ワクチン副反応を取り上

げ当事者と共に薬害エイズ問題を振り返る。 

304 

notAlone(ひとりじゃないよ）気づいて、デートDV 

認定NPO法人エンパワメントかながわ 

オリジナルソングから、若い世代から同世代に、デート

DVについて啓発する輪を広げます。 

Ribbonを繋ごう in YOKOHAMA 

AIDS文化フォーラム in NAGOYA 

様々な色のリボン（レッド・オレンジ・イエロー・スプリン

ググリーン・レインボー・パープル）の運動家が集まり、

トークセッションを行います。 

305 

HIV感染者の分娩と未受診妊婦の問題 

AIDS ネットワーク横浜 

ﾊｲﾘｽｸ出産の名医として知られ、分娩の社会的問題の

啓発にも活躍中の東女医大の水主川純先生の講演。 

感染者・患者の生活とソーシャルワーカーの役割 

AIDS ネットワーク横浜 

感染者の生活を守る制度とその実際について、横浜

市大病院で経験豊富な S.W. 友田安政さんが語る。 

【展示場出展団体】 

◇アジアの女性と子どもネットワーク ◇カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク ◇神奈川県健康医療局保健医療部健康危機管理課 ◇神奈川県ユニセフ協会  

◇ジェクス株式会社 ◇ナルコティクスアノニマス ◇横浜AIDS市民活動センター ◇横浜YMCA ◇ATAC＆ABCD＆SKGH in NARA ◇N hermitclub  

◇NPO法人HIVと人権・情報センター ◇NPO法人かながわ外国人すまいサポートセンター  

 

横浜雙葉学園 茶道部 8月 4日（土）～5日（日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

【助 成 金】公益財団法人エイズ予防財団 （平成30年度エイズ予防財団助成事業）→広がるネットワークを評価していただきました。 

【寄   付】ヴィーブヘルスケア株式会社、神奈川県化粧品工業協会、神奈川県製薬協会、ジェクス株式会社、鳥居薬品株式会社、ヤンセンファーマ株式会社、 

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 

【物品協賛企業】株式会社伊藤園、株式会社ジャパンビバレッジセントラル、東京キリンビバレッジサービス株式会社 

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1369/
https://ameblo.jp/emmskk/
http://www.yokohamaymca.org/
http://www.nextftp.com/erumi/geichin/
http://www.wck-ok.jp/
http://www.mizutaniosamu.com/
http://www.yokohamaymca.org/AIDS/
http://hiv-kyoto.com/
http://abfs.red/
https://www.facebook.com/events/432365863902167/
http://shimomuraken1.com/
http://iwamuro.jp/
https://seika-machida.jp/
https://seika-machida.jp/
https://www.tkstarys.com/
http://furujun.info/
http://najapan.org/
http://npo-ek.org/
https://www.facebook.com/events/432365863902167/
http://www.netpro.ne.jp/~any/
http://www.netpro.ne.jp/~any/
http://www.awcnetwork.org/
http://www.cath-aids-desk.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1369/
http://www.unicef-kanagawa.jp/
http://www.jex-inc.co.jp/
http://najapan.org/
http://www.yaaic.gr.jp/
http://www.yokohamaymca.org/
http://www.npo-jhc.com/
http://sumasen.com/
http://www.yokohamafutaba.ed.jp/highsch/index.html
http://www.yokohamafutaba.ed.jp/highsch/schoollife/cultural.html#page02
http://www.jfap.or.jp/
http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/
http://www.kcis.jp/
http://www.jex-inc.co.jp/
https://www.torii.co.jp/
http://www.janssen.com/japan/
http://www.ys-east.or.jp/
https://www.itoen.co.jp/
株式会社ジャパンビバレッジセントラル
https://www.kirin.co.jp/company/group/kirinbeverage/tokyo/

