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＊入場無料
PWA/H・セクシュアリティ・性

プログラム

テーマ：つながる、ひろがる、わかちあう
文化

2016 年 7 月 14 日現在

国際
保健・医療・福祉
教育
若者
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。）
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）

事務局は 102 会議室
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(2 階ホール)
開会式
――――――――――――――――――
オープニング

洞察力
～生徒や保護者・大切な人の心を読む方法～
（精華学園高等学校 町田校校長/
心理カウンセラー 椎名雄一）
す
空気をよめる人、相手の心が読める人、本音がわかる
き
つながる ひろがる わかちあう ま 人は一言で相手を動かせます。相手のイメージに沿っ
た言葉の伝え方を紹介。
ミ
ニ 当事者研究が目指すこと
脳性まひの障がいのある熊谷晋一郎先生の言葉
講 （東京大学先端科学技術研究センター 熊谷晋一郎)
座 なぜ、いま、当事者なのか。
「自立は、依存先を増やすこと」
① 当事者に学ぶことの必要性とそこからしか得られない
「希望は、絶望をわかちあうこと」
知見について紹介します。
H
I
なぜ、この言葉が生まれたのでしょうか。
V
孤立や困難をのりこえる LGBT たちのためのサポー /
ト・チームにて LGBT、依存症者、自死遺族、HIV 陽性 A
者として、当事者支援活動を行っている谷山廣さんとと I
もに、今年のテーマ「つながる、ひろがる、わかちあう」 D 小・中学校の保健教科書の問題点
S
について考えます。
（北沢杏子 性を語る会／アーニ出版）
っ HIV 新規感染者は年々増加し、27 年は 1.748 名。
熊谷晋一郎 （東京大学先端科学技術研究センター て なぜ学校で感染経路を正しく教えないかを討議する。
何
当事者研究分野）
？ インターネット時代の危ない恋愛事情
谷山 廣 （ドント・ウォーリー副代表）
岩室 紳也 （AIDS 文化フォーラム in 横浜）
宮崎豊久（ネットスター株式会社）
リベンジポルノ、ストーカー、出会いのトラブル。インタ
ーネット時代の危ない恋愛事情と対策を考えます。

15:30～17:30
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～
（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 松本俊彦）
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。
人権と震災、HIV/AIDS
（ヘルスプロモーション推進センター 岩室紳也）
「人権」という言葉が一番苦手だった。しかし、東日本
大震災以降、岩手県陸前高田市、そして宮城県女川
町での支援で役に立ったのは HIV/AIDS の当事者の
人権と向き合ってきた経験そのものだった。
親子で考える教育プログラム-その２
（JOINT HEART）
思いのまま感じたことを伝えるために腹話術を用いた
コミュニケーション活動をおこないます。
薬害エイズと日本の HIV・AIDS
～学校教育の中で～
（PLANET（HIV/AIDS とともに生きる会））
HIV/AIDS が学校教育やメディアで取り上げられない
昨今、HIV・AIDS の学びについて考える。
ぼくがゲイの牧師で良かったこと
（平良愛香）
男性同性愛者であることをオープンにしているキリスト
教の牧師が、性について楽しく語ります。

ネットワーキング・TEA パーティ
8 月 5 日（金）17：45～18：45 １階展示会場
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
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宗教とエイズ Part １１
学校でできる、LGBT、薬物、こころ、そして性の教育
（新宿コミュニティー教会牧師 中村吉基）
（ヘルスプロモーション推進センター 岩室紳也）
（放送大学教授 井上洋士）
LGBT も、薬物も、こころも、性も教えなければならな
（浄土真宗本願寺派浄誓寺僧侶 古川潤哉）
い。でも、あるべき論を教えても伝わらない。そう思っ す
（ヘルスプロモーション推進センター 岩室紳也）
ている、あなたができる授業のヒントを差し上げます。 き 今の時代に宗教が持つ意味を考えます。ゲイ、牧師、
ま 信者、僧侶、医師の本音トーク。
ミ プロの心理カウンセラーによる
ニ
STI予防教室を考える
「一瞬で気持ちを切り替える方法」
講
（公益社団法人東京都臨床検査技師会）
（(一社)日本心理療法協会 代表理事 椎名雄一）
当技師会が STI 予防教室で使用しているスライドにつ 座 同じ悩みが頭から離れずグルグルとまわってしまった
② 時、誰にでもできる即効性のある心理療法をひとつ紹
いて LGBT の方を交えてディスカッションを行う。
介。
知
タイの子どもたちと HIV/AIDS と人身取引
っ 「忘れない、薬害エイズ」
（横浜ＹＭＣＡ）
て （薬害エイズを考える山の手の会）
バンコクＹＭＣＡと取り組んでいる児童保護プロジェク 納 薬害エイズ裁判和解から２０年。薬害エイズを風化させ
ト。現地訪問したユースが感じたことを報告します。
得 ないために何をすればよいか考えます。
！
お坊さん、ちょっときいて！
コ AIDS とサブカルチャー
エイズ、性、生きる、死ぬ？
ン
（桜屋伝衛門とユカイな仲間たち）
（古川潤哉）
ド 映画、アニメ、漫画などのサブカルチャーから学ぶ
AIDS 文化フォーラムならでは！性教育に関わるお坊 ｜
HIV/AIDS
さんに、気になること、なんでも尋ねてみませんか？ ム
！
子どもたちが未来を拓く！
！ ゲイ男性が陥りやすい負のスパイラル
～教室の中の多文化共生～
〜相談の場面でできること〜
（NPO 法人かながわ外国人すまいサポートセンター）
（認定NPO法人SHIP）
日本の公立学校に通うたくさんの外国につながる子ど
10代の６割以上がアプリで出会い、SEXをしている。
もたち。教室の中の出来事から、多文化共生について
中にはSEX依存など負のスパイラルに陥る人もいる。
考えてみませんか？

15:30～17:30
映画「最強のふたり」
【先着 100 名限定】
事故で首から下が麻痺
した大富豪と、彼を介護
するスラムの黒人青年。
最強のふたりが、無敵
の人生に乗り出した！
現役 AV 男優たちだからこそ見える性の大切さ
（現役 AV 男優たち）
AV 男優たちによる性感染症の意識、予防の話や性の
問題、幸せなセックスとは？について本音を語ります。
【 R-18 指定 】
ぶっちゃけ☆隣の性教育！
（HAATAS）
性教育やエイズ予防啓発って、やりがいもあるけれ
ど、難しさもありませんか？プロ、アマ問わず大歓迎！
タイの HIV/AIDS 孤児施設バーンロムサイ
映画とトークでこれまでの歩みを考える
（NPO 法人バーンロムサイジャパン）
寄付に頼らない運営を目指し始めたものづくりやゲス
トハウス事業。ここで卒園生が働き始めたお話。
LGBT 入門編
（新宿コミュニティー教会牧師 中村吉基）
LGBTって何？ゲイの牧師がLGBT（Lesbian、Gay、
Bisexual、Transgender）、セクシュアルマイノリティにつ
いて話します。
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「撮っちゃダメ！」では防げない
305
（認定 NPO 法人エンパワメントかながわ）
(60) 「10～20 代女性の 3 割が性的画像を求められた」
当団体が実施したネット調査結果から考えます。

再現ドラマを使って
つながる ひろがる わかちあう体験
（劇団プレイバッカーズ）
参加者の体験談をプレイバックシアター(再現ドラマ)に
して見る事で、多様な人生に触れる機会になります。

HIVと薬物依存 －「生きづらさ」のサイン－
石垣達也（聖マリアンナ会東横惠愛病院長）
（神奈川県健康危機管理課）
陽性者の悩み・苦しみとは。彼らをどう支えるべきか。
思春期や認知症の問題も含め、精神科医がお話しし
ます。

感染症にまつわる都市伝説
～これってホント？～
306
（山田雅子）
（30）
ＨＩＶはもちろん、ジカ熱やノロウイルスなどの予
防についてほどよい対策を提案します。

アフリカのエイズ
～青年海外協力隊員の報告～
（横浜 AIDS 市民活動センター）
アフリカのマラウィでエイズ対策ボランティアに取り組
んだ、青年海外協力隊経験者が語ります！

お坊さんが行う性教育授業ver.6
〜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！

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 6 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 102 事務局へ）
会場

10:00～12:00

若者たちの性・デート DV
(ウィメンズクリニック･かみむら 上村茂仁)
2階
若者から LINE による相談に日々答えながら、若者達
ホール
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。
体験！「わたしが護るわたしのカラダ」
(国際ソロプチミスト横浜・横浜東・横浜西・横浜みらい、
301 男女共同参画センター横浜)
(90) カナダ生まれの護身術 WEN-DO を体験し“心の力”
を育てる。（講師：橋本明子） 【10 歳～女性】
スカート、ジーンズ不可・運動靴着用・要タオル

８
月
７
日
・
日

す
き
ま
ミ
ニ
講
女性と HIV ～学校では教えてくれないけど、みんな
座
が知っておくべきこと～
302
③
(厚労科研 HIV 感染妊娠疫学調査と診療等研究班)
(30)
HIV 感染と妊娠から、性感染症や女性の病気など学校
看
では教えてくれないことをお話します。
護
師
世界がもし 100 人の村だったら
と
303
～HIV/AIDS バージョン （横浜 YMCA ACT）
し
(30) スグ使えるワークショップ「世界がもし 100 人の村だっ て
たら」を題材にエイズや性感染症の理解を深めます。 伝
え
た
ＨＩＶ感染者、AIDS 患者の看護と介護
い
（認定 NPO 法人 AIDS ネットワーク横浜）
304
横浜市民病院の看護師として経験豊富な宮林優子さ こ
(60)
んが、HIV 感染者、AIDS 患者の立場に立脚した看護・ と
！
介護のあり方をお話します。
神様がくれた HIV
（北山翔子）
305 当時付き合っていた彼氏から HIV に感染。まさか彼が
(60) 感染しているとは思わなかったのです。人生は 180 度
変わってしまったように思えましたが…。私が HIV と共
にどのように生きてきたのか、そのままお話します。

13:00～15:00
特別企画 夜回り先生
※ 事前申込制 （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。（申込はここから）
HIV と共に、働く、生きる
生島嗣（NPO 法人ぷれいす東京代表）
（神奈川県健康危機管理課）
陽性だと働きづらい?職場や周囲はどう配慮すべき?誰
もが活躍できる社会のために、私達がいまできること。
看護師と助産師の保健室トーク！
（CocoroColor～星野貴泰と唐澤美鈴～）
大人になったばかりの看護師と助産師が思春期時代
を振りかえります！恋愛って、性教育って、結婚っ
て？
予防を伝えるために必要なこと
～思春期保健指導者向け～ （北山翔子）
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。
性感染症に注意！
（認定 NPO 法人 AIDS ネットワーク横浜）
新宿しらかば診療所の井戸田先生が、性感染症の現
実を語ります。セクシュアルマイノリティの方の診療
や、「男子のための STD ハンドブック」で高名です。

15:15～16:00
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
「レッドリボン大作戦」
AIDS 文化フォーラム in 陸前高田
AIDS 文化フォーラム in 佐賀
の次は？

ドタバタ産婦人科医の心に響く性教育
（遠見才希子）
激動の現場から幅広い世代へメッセージを伝えます。
産婦人科にかかる前に聞いておいて損なし！

【1 階展示場出展団体】
◇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＆ABCD＆SKGH in NARA ◇G Hermit Club
◇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 6 日（土）

【助 成 金】公益財団法人エイズ予防財団 （平成 28 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、不二ラテックス株式会社、ＭＳＤ株式会社
（申請中）アッヴィ合同会社、アボットジャパン株式会社、ヴィーブヘルスケア株式会社、オカモト株式会社
相模ゴム工業株式会社、ジェクス株式会社、鳥居薬品工業株式会社、ワイズメンズクラブ国際協会東日本区
【物品協賛】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、株式会社典雅、東京キリンビバレッジサービス株式会社、不二ラテックス株式会社

