『 ハンセン病 』 記事データ
( 2009/04/01 - 2009/04/30 )
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内
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療養所

20090401-001 西日本新聞（福岡）

2009/04/01

菊池恵楓園、宮
古南静園、星塚
きょうハンセン病基本法施行 菊池恵楓園100年 地域と共に生きる 「最期の家」守
志村康、工藤昌敏、小
敬愛園、奄美和
る覚悟 菊池恵楓園 苦難強いられ続け 外来診療や農作業交流も 九州・沖縄の
泉純一郎、金城雅春
光園、沖縄愛楽
療養所
園、待労院診療
所

20090401-002 西日本新聞（福岡）

2009/04/01

畑野むめ

20090401-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/04/01

隔離から開放へ ハンセン病療養所 恵楓園開設100年

菊池恵楓園

20090401-004 熊本日日新聞（熊本）

2009/04/01

社説 菊池恵楓園100年 隔離から共生への幕開けに

菊池恵楓園

20090401-005 熊本日日新聞（熊本）

2009/04/01

工藤昌敏、中島煕八 「共生のまち」テーマに意見交換 恵楓園の将来を考える会 4日、ハンセン病問題
郎、中島晃、大住清昭 基本法施行記念シンポ

菊池恵楓園

20090401-006 沖縄タイムス（那覇）

2009/04/01

宮城義房、島袋吉和、
名護市が愛楽園構想 会館など地域開放へ案
山内和雄

沖縄愛楽園

20090402-001 上毛新聞（前橋）

2009/04/02

島田馨、藤岡洋保、鮎 草津の栗生楽泉園 9年で93人 半強制的収監 重監房 復元へ 厚労省作業部会
栗生楽泉園
京真知子、谺雄二
月内に現地調査 来年度にも着工

20090402-002 西日本新聞（福岡）

2009/04/02

20090402-003 西日本新聞（福岡）

2009/04/02

畑野むめ

2009/04/02

大石省蔵、工藤昌敏、
楯直晃、河岸渉、浦田
稔、鷹志順、鷹志トキ
菊池恵楓園開設100年 「祝えない誕生日」 入所者淡々、記念行事なく…
エ、畑野むめ、稲葉正
彦、中修一、原田正
孝、小泉純一郎

20090402-004 熊本日日新聞（熊本）

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 雑草のように生きて 畑野むめ 一世紀 菊池恵楓園、栗
の軌跡 2 監禁 暗闇の中 まるで犯罪者
生楽泉園

社説 ハンセン病新法 共生へ、最大限の支援急げ

菊池恵楓園

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 雑草のように生きて 畑野むめ 一世紀
菊池恵楓園
の軌跡 3 堕胎 今も自責の念に苦しみ

菊池恵楓園

20090402-005 南日本新聞（鹿児島）

2009/04/02

岩川洋一郎、酒本喜
與志

鹿県内療養所 「地域共生」ハンセン病基本法施行 元患者ら意欲と不安

20090403-001 西日本新聞（福岡）

2009/04/03

畑野むめ、大助

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 雑草のように生きて 畑野むめ 一世紀
菊池恵楓園
の軌跡 4 悲願 死ぬ前に会いたい「孫」

20090404-001 朝日新聞（大阪）

2009/04/04

中川智子

宝塚市長選 顔ぶれほぼ固まる 中川元衆院議員が出馬表明

20090404-002 西日本新聞（福岡）

2009/04/04

畑野むめ

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 雑草のように生きて 畑野むめ 一世紀
菊池恵楓園
の軌跡 5 盛衰 死後に明かされる本名

20090405-001 朝日新聞（大阪）

2009/04/05

川島保

差別乗り越え桜咲く ハンセン病基本法施行 回復者ら花見

20090405-002 東京新聞（東京）

2009/04/05

中嶋煕八郎

市民と入所者「共生」シンポ ハンセン病療養所

20090405-003 北海道新聞（札幌）

2009/04/05

石川勝夫

道内出身 元患者20人 青森の国立療養所 ハンセン病基本法施行 地域との「共
松丘保養園
存」に活路 高齢化で医療・介護維持 課題 福祉施設誘致も

20090405-004 西日本新聞（福岡）

2009/04/05

畑野むめ

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 雑草のように生きて 畑野むめ 一世紀
菊池恵楓園
の軌跡 6 強さ 詠み続けて人間らしく

20090405-005 西日本新聞（福岡）

2009/04/05

志村康、中島晃

熊本・恵楓園でハンセン病シンポ 交流し正しい理解を 地域開放 不安も

20090405-006 熊本日日新聞（熊本）

2009/04/05

工藤昌敏、中島煕八
郎、中島晃、大住清
「菊池恵楓園」地域と共生へ 現状知って「将来」考えよう 基本法施行シンポジウム 菊池恵楓園
昭、白井哲哉、志村康

20090408-001 山陰中央新報（松江）

2009/04/08

上田政子

ハンセン病療養所元看護師 患者の「苦悩」本に 松江の上田さん 入所者の半生
長島愛生園
つづる

20090412-001 愛媛新聞（松山）

2009/04/12

塔和子

社説 ハンセン病問題基本法 「かかわる」ことを忘れないで

20090415-001 西日本新聞（福岡）

2009/04/15

杉野芳武、杉野桂子、 ハンセン病問題基本法「施行後の課題」を語る 菊池恵楓園の杉野さん 19日に講
菊池恵楓園
高石伸人
演 小竹町の「虫の家」

20090416-001 東京新聞（東京）

2009/04/16

小川一弥

医療のジンマー社 約3700万円を寄付 日本財団「～貯金箱」へ

星塚敬愛園、奄
美和光園

菊池恵楓園

菊池恵楓園

大島青松園

20090417-001 毎日新聞（東京）

2009/04/17

ハンセン病療養所 将来構想 福祉施設併設案も 半数自治会決まらず

東北新生園、栗
生楽泉園、多磨
全生園、大島青
松園、沖縄愛楽
園、宮古南静園

20090417-002 東奥日報（青森）

2009/04/17

ハンセン病療養所 将来構想づくり難航 遠隔地、離島 立地要因か

松丘保養園

20090418-001 朝日新聞（東京）

2009/04/18

大島青松園、邑
森和男、高瀬重二郎、
久光明園、長島
ハンセン病問題基本法施行 再出発の春 道険し 療養所開放 構想進まず 隔離
亀浜玲子、藤田三四
愛生園、宮古南
史 検証急ぐ
郎、内田博文、谺雄二
静園、栗生楽泉
園、菊池恵楓園

20090420-001 朝日新聞（大阪）

2009/04/20

中川智子

宝塚市長に中川氏 歌劇の街 女性初舞台 超党派の人脈生かす 「クリーンさ」
「市政変えて」 でも…投票率さらに減

20090420-002 神戸新聞（神戸）

2009/04/20

中川智子

宝塚市長に中川氏 信頼回復待ったなし 清廉さ強調 激戦制す 生かした市民運
動の輪

20090421-001 読売新聞（大阪）

2009/04/21

中川智子

汚職防止へ外部調査委 中川宝塚市長 決意語る

20090421-002 熊本日日新聞（熊本）

2009/04/21

蒲島邦夫、小野友道、 ハンセン病患者隔離政策に加担
志村康
ず 全体像浮き彫り 懸念の声

20090422-001 中日新聞（名古屋）

2009/04/22

小川秀幸

20090423-001 中国新聞（広島）

2009/04/23

20090424-001 読売新聞（東京）

2009/04/24

五野井隆史、原主水、
徳川家康、ペトロ岐
殉教の足跡 見つめ直す キリシタン史跡巡るツアー
部、ヨゼフ・ピタウ

20090424-002 山陰中央新報（松江）

2009/04/24

上田政子、溝口善兵
衛

長島愛生園元看護婦長 「差別なくす啓発を」 溝口知事に自著贈る

長島愛生園、邑
久光明園

20090424-003 山口新聞（下関）

2009/04/24

二井関成、田中栄

岡山のハンセン病療養所入所者 6人里帰り、知事訪問

長島愛生園

20090427-001 西日本新聞（福岡）

2009/04/27

田端明

田端明さんを囲む会

長島愛生園

無らい県運動「検証」なるか 内部資料収集でき

菊池恵楓園

この人 三重TV初の坂田賞受賞 小川秀幸さん
岡山の議員ら懇談会発足へ ハンセン病で議論

長島愛生園、邑
久光明園

20090428-001 中国新聞（広島）

2009/04/28

平沼赳夫、高瀬重二
郎、屋猛司

ハンセン病施設の介護施策を考える 議員懇が初会合

20090428-002 西日本新聞（福岡）

2009/04/28

吉山安彦

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 幸多かれと 入所者の日々 1 描く い
菊池恵楓園
つか針金解ける日が

20090428-003 南日本新聞（鹿児島）

2009/04/28

20090429-001 西日本新聞（福岡）

2009/04/29

20090430-001 読売新聞（東京）

2009/04/30

社説 時効殺人賠償 除斥期間を超えた最高裁判決

20090430-002 日経産業新聞（東京）

2009/04/30

5月の主要学会 日本ハンセン病学会

20090430-003 西日本新聞（福岡）

2009/04/30

ハンセン病の明日を考えよう 来月9、10日 鹿屋で市民学会総会
遠藤邦江

古川和子、松島みず
代、谷川天龍

長島愛生園、邑
久光明園

星塚敬愛園

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 幸多かれと 入所者の日々 2 抱く 今
菊池恵楓園
は太郎と穏やかに…

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 幸多かれと 入所者の日々 3 歌う
聞こえるよね お母さん

菊池恵楓園

