
2017  プログラム 

＊入場無料                   テーマ：リアルとであう                2017年7月30日現在 
PWA/H・セクシュアリティ・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 2階 
初心者向けHIV/AIDSすきまミニ講座 by 山田雅子 （早稲田速記医療福祉専門学校） 

（306会議室 12：20～12：50） 

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

８ 

月 

４ 

日 

・ 

金 

2階 

ホール 

(2階ホール) 

開会式 

―――――――――――――――――― 

オープニング 

 

リアルとであう 
 

人は知識ではなく、経験に学ぶ。 

リアル（本物、現実）との接点が減り、 

バーチャル（仮想、2次元）な世界が広がる 

現代社会の課題を考えます。 

 

ニュースと AVが抱える『リアルの壁』 
 

 

下村健一 （白鷗大学客員教授 

/元TBS報道キャスター） 

吉沢明歩 （タレント/現役セクシー女優） 

岩室紳也 （AIDS文化フォーラム in 横浜） 
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AVはリアルかファンタジーか 

吉沢明歩（タレント／現役セクシー女優） 

松本俊彦（精神科医） 

今井伸（泌尿器科医） 

古川潤哉（僧侶） 

岩室紳也（HIV/AIDS診療医） 

出演者、僧侶、医師が本音で紐解く AV の真実。なぜ

ファンタジーを信じる人がいるのか。 

 

人はなぜ薬物依存症になるのか 

～痛み、コントロール、そしてHIV～ 

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） 

薬物依存だけではなく、幅広く若者たちをむしばむ病

理と向き合う精神科医。現代社会の病理をどう考え、ど

う対処すればいいかを考えます。 
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“リアル？” “ヴァーチャル？” 

若者を取り巻くコミュニケーションを語る 

下村健一  

（白鷗大学客員教授/元TBS報道キャスター） 

「10 代からの情報キャッチボール入門」（岩波書店）の

著者が、各地で実践している授業を披露。 

HIV陽性者から見たエイズ問題の“いま” 

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） 

（神奈川県健康危機管理課） 

当事者だからこそ見えてくる現状と課題を、分かりや

すくお伝えします。前半は講義、後半はトーク形式で

す。 
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(30) 

 腹話術による教育プログラム 

 （Joint＆Heart（ATAC）） 

リンパマッサージと腹話術による教育プログラム 
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エイズ教育の検証と課題 

－知識・理解から行動選択・変容へ－ 

安藤晴敏（神奈川県立総合教育センター教育事業

部 教育人材育成課） 

（神奈川県健康危機管理課） 

学校教育は重要な鍵を握り、授業内容も知識の活用

が期待されている今、エイズ教育を見直します。 

現役AV男優が語る『性感染症と幸せなセックス』 

（現役AV男優有志の会） 

岩室紳也（コンドームの達人） 

現役男優が業界の性感染症検査について、予防法や

体験談、そして幸せなセックスについて、コンドームの

達人と共に語ります。 【 R-18指定 】 

ネットワーキング・TEAパーティ 

8月４日（金）17：45～18：45 2階会場 

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。参加無料・予約不要 

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

８ 

月 

５ 

日 

・ 

土 

2階 

ホール 

人の心を動かすメッセージの伝え方 

（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） 

カウンセリングからプレゼンテーションにまで役立つメ

ッセージの伝え方をご紹介します。 
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宗教とエイズ Part １２ 

堀江有里（なか伝道所牧師） 

イグナシオ・マルティネス（カトリック教会司祭） 

古川潤哉（浄土真宗本願寺派浄誓寺僧侶） 

岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター代表） 

今の時代に宗教が持つ意味を考えます。LGBTと宗教

について、牧師、司祭、僧侶、医師の本音トーク。 

 

三ツ矢雄二×コンドームの達人のトーク 

 三ツ矢雄二（声優） 

 柳秀高（東海大学医学部総合内科） 

 岩室紳也（HIV/AIDS診療医） 

2次元演出のプロ、三ツ矢雄二にとって「リアル」

とは？セクシュアリティとHIV/AIDSへのおもいを

語る。【先着順】 
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リアルに学ぶコミュニケーション 

 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） 

インターネット時代のコミュニケーションとは何か。ネッ

トだけではなく、様々な事例をもとにその必要性を学

びます。 

美点を見抜く「技」ではない傾聴 

椎名雄一（(一社)日本心理療法協会 代表理事） 

人の心は、傾聴のスキルでは紐解けない部分がありま

す。傾聴の「技」ではない部分の習得方法をご紹介。 

HIV対策の昔と今 

市川誠一（人間環境大学 看護学部教授） 

木村博和 

（横浜市健康福祉局健康安全課医務担当部長） 

（特定非営利活動法人SHIP） 

HIV対策の過去を振り返り、今後のあり方を考えます。 
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11：00～12：00 

あなたはホントに知っている！？ 

～HIV感染妊娠と性感染症のこと～ 

(厚労科研HIV感染妊娠に関する国民への啓発と

教育班（塚原班）) 

研究班の全国調査よりHIV感染妊娠の現状報告ととも

に、性感染症予防のポイントをご紹介します。 

薬害エイズ被害者の生活の変遷 

 （薬害エイズを考える山の手の会） 

薬害エイズ裁判の和解から２１年。被害者のHIVエイ

ズの治療体制や生活の変遷を当事者から聞きます。 

大学生の考える大学生のための性教育 

(大人も歓迎！) 

 （HAATAS） 

バイト、サークル、飲み会、恋愛…大学生だから知りた

いこと、伝えられることってなんだろう？ 
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これってリアル？感染症にまつわる都市伝説！ 
（山田雅子：看護教員） 

血液型で感染しやすさが違う？信じていいの！？

リアルな感染予防をお伝えします。 

タイで出会った子どもたちとHIV/AIDS、人身取引 

 （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。現地訪問したユースが見たこと、感じたこと。 

薬害エイズの歴史とHIV/AIDSの学校での取り組み 

 （PLANET(HIVとともに生きる会）） 

風化している薬害エイズの歴史を通じて、HIV/AIDS

から見えてくるものは何か！ 
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神様がくれたHIV 

（北山翔子） 

HIVの感染告知からこれまでの生活をありのままに語

ります。 

インターネットトラブルを防ぐ教育を考える 

 宮崎豊久（ネットスター株式会社） 

思春期のインターネットトラブルは情報モラル教育だ

けでは防げません。デジタル社会を生き抜く力をつけ

るために必要な新たな取り組みを紹介します。 

思春期世代に伝わる話し方プレセミナー 

（北山翔子 思春期保健指導者研究会） 

正しい知識があっても、他人事意識、自分だけは大丈

夫と思っていると予防ができません。何を、どう伝えれ

ばいいかのコツを学びませんか。 
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 会場 10:00～12:00  13:00～15:00  15:30～17:30 
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ぼくがゲイの牧師で良かったこと 

 （平良愛香） 

ゲイの牧師が「異性愛主義」「男女二分主義」の問題性

について、自分史を交えてざっくばらんに語ります。 

 

本音で語る 家探し ～虹色の町を創ろう！ 

（かながわ外国人すまいサポートセンター） 

家を貸す側、借りる側、異なる立場から家探しについ

て話を聞き、そこから何が見えるか、一緒に考えよう！ 

 

お坊さんが行う性教育授業ver.7 

 〜中３向け「生と性と死を考える授業」〜 

（古川潤哉） 

佐賀県の中学3年生向けに実施している、「生と性と

死」を考える授業を模擬体験！ 
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11：00～12：00 

HIV感染から数十年。癌の告知と治療の今 

（洪久夫） 

（古川潤哉） 

古川潤哉が HIV、癌患者の当事者に治療等で辛かっ

た事などインタビュー方式で行います。 

 

 

 

 

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５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 

 参加費：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） 

８ 

月 

６ 

日 

・ 

日 

会場 10:00～12:00  13:00～15:00 15:15～16:00 

2階 

ホール 

いま、何を、どう教えるか 

 岩室紳也（厚木市立病院泌尿器科） 

性教育、エイズ教育、いのちの教育、情報モラル教

育、ダメ絶対教育。「教育」を積み重ねても気が付けば

不登校予防教育も必要に。いま、若者が、子どもたち

が、社会が求めている「教育」を考えます。 
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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。【先着順】 

2階ホール 

 

全体会・閉会式 

 

次へのステップ、AIDS文化フォーラム 

 

あなたは、当事者の声に耳を傾けていますか？ 

 

 

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 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 名古屋 

 

日本エイズ学会（東京開催） 

 

の次は？ 
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若者たちの性・デートDV 

上村茂仁（ウィメンズクリニック･かみむら) 

若者から LINEによる相談に日々答えながら、若者達

の生の声を社会に届ける、デートDV予防教育の第一

人者からのメッセージ。 

性感染症にご注意！ 

 （ (認定特非）AIDSネットワーク横浜） 

新宿しらかば診療所でセクシャルマイノリティの方の診

療、ＳＴＤハンドブックで高名の井戸田先生が語る。 
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11：00～12：00 

アフリカのエイズと青年海外協力隊 

（横浜AIDS市民活動センター） 

アフリカの 1国で 2年間のエイズボランティア活動に

取り組んだ元青年海外協力隊員からの報告です！ 

若者に聞いてほしい！ 

看護師と助産師のリアルトーク！ 

 （星野貴泰＆唐澤美鈴） 

性に関心のある人に、将来妊娠を望む人たちに伝え

たい等身大リアルトーク！お楽しみください！ 
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保健師、養護教員向け「ＨＩＶ/ＡＩＤＳや性感染症予防を

伝えるワークショップやアイデア」 

 （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

ショップ等、ホームルームでも使える「楽しく、易しく」

伝えるアイデアをご紹介します。（保健師、養護教員以

外の方も歓迎） 

自分と相手を大切にするって？ 

えんみちゃんからのメッセージ 

 （遠見才希子） 

産婦人科の現場から事例をもりこんだ中高生対象の性

教育です。心に響くメッセージの伝え方を伝授しま

す。 
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母と子を守る －感染者の分娩・未受診妊婦－ 

 （ (認定特非）AIDSネットワーク横浜） 

「ハイリスク出産」の名医、聖マリの水主川純先生が、

感染者の分娩､飛込み分娩､未受診妊婦の問題を語

る｡ 

デートDVはあなたのすぐ身近にあります 

（認定NPO法人エンパワメントかながわ） 

今年3月、デートDV防止全国ネットワークが設立しま

した。そのユースプロジェクトの活動を紹介します。 
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若者と考えるライフプランと性の健康 

 （NPOピルコン） 

中学生～大学生を対象に行っている若者スタッフが身

近な立場から性について伝え、考える講演の模擬講

座。 

HIV/AIDSのいまとこれから 

（第31回日本エイズ学会会長 生島嗣） 

（TOKYO AIDS WEEKS 201７ 高久陽介） 

（ジャーナリスト 宮田一雄） 

（AIDS文化フォーラム in 横浜 岩室紳也） 

HIV/AIDS 対策の方向性はこれでいいのか。学会・

ボランティア・NPO・AIDS 文化フォーラムのこれまでの

取り組みを検証し、今後の方向性を一緒に考えます。 

【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 ◇神奈川県保健福祉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） ◇認定NPO法人エンパワメントかながわ ◇横浜AIDS市民活動センター ◇横浜YMCA ◇ATAC ◇N hermitclub ◇NPO法人HIVと人権・情報センター  

◇PLANET(HIVとともに生きる会）  

 

横浜雙葉学園 茶道部 8月 ５日（土）  

 

 

 

 

 

 

 

 

【助 成 金】公益財団法人エイズ予防財団 （平成29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】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 

（申請中6/20現在）鳥居薬品株式会社、ヴィーブヘルスケア株式会社、ヤンセンファーマ株式会社、アッヴィ合同会社、アボットジャパン株式会社 

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区、不二ラテックス株式会社、相模ゴム工業株式会社 

【物品協賛】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、オカモト株式会社、株式会社典雅 
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