『 ハンセン病 』 記事データ
( 2009/07/01 - 2009/08/31 )
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媒体名

発売日

人名

内

容

療養所

20090702-001 日本経済新聞（東京）夕刊

2009/07/02

イエス、光明皇后、マ
岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる 1 編集委員 原田勝広 ゲ
ザーテレサ、チェ・ゲバ
バラは素手で握手 治癒しても残る後遺症
ラ、半田裕久

20090709-001 日本経済新聞（東京）夕刊

2009/07/09

加藤佳子、周洋子、石 岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる 2 編集委員 原田勝広 100
邑久光明園
山和子、半田裕久
周年の静かな生活 小学生が来園、談笑の輪

20090716-001 日本経済新聞（東京）夕刊

2009/07/16

畑野研太郎、岩村昇、 岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる 3 編集委員 原田勝広 バン
邑久光明園
中村哲、半田裕久
グラの赤ひげ アジア啓発、奮闘する園長

20090723-001 日本経済新聞（東京）夕刊

2009/07/23

津島久雄、津島貴美
岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる 4 編集委員 原田勝広 "宝
枝、宮川清子、宮川弘
邑久光明園
物"を見つけた人生 助け合い乗り越える美しさ
道、半田裕久

20090730-001 日本経済新聞（東京）夕刊

2009/07/30

中野鹿尾、望月拓郎、
岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる 5 編集委員 原田勝広 看
芳山智雄、河合静子、
護師の鑑 災害救助で殉職、滅私の心
半田裕久

邑久光明園、栗
生楽泉園

20090806-001 日本経済新聞（東京）夕刊

2009/08/06

コンウォール・リー、コ
ンスタンチン・トロチェ
フ、鶴見俊輔、テスト
ウィード、ベルトラン、
岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる 6 編集委員 原田勝広 外
エダ・ライト、ハンナ・リ
国人宗教家の献身 教会設立、人間の尊厳守る
デル、大隈重信、中村
茂、佐渡裟智子、河東
三郎、香山末子、藤田
三四郎、半田裕久

邑久光明園、栗
生楽泉園

20090808-001 大分合同新聞（大分）夕刊

2009/08/08

御手洗礼子

20090809-001 熊本日日新聞（熊本）

2009/08/09

佐竹義斎、柴田和彦、 菊池恵楓園100年 隔離の歴史伝える「代弁者」 2千人を案内 市民ボランティアガ
菊池恵楓園
志村康
イド活動3カ月

邑久光明園

「ハンセン病の問題忘れないで」 大分市で写真展

20090811-001 西日本新聞（福岡）

2009/08/11

知花重雄

療養所にて平和を考える 1 働こうにも働けなくて

20090811-002 婦人之友

2009/08/11

キリスト、岩下壮一

随想 バスケット 6 しあわせな人ふたり 犬養道子（作家・評論家）

20090812-001 市民タイムス（松本）

2009/08/12

20090812-002 西日本新聞（福岡）

2009/08/12

屋比久良彦、日戸修
一、吉川由紀

20090812-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/08/12

入江信、入江章子、松 菊池恵楓園100年 「とんぼの里を交流の拠点に」亡き入江さんの思い受け継ぐ 菊
菊池恵楓園
元保乃歌
鹿中生徒らボランティア清掃

20090813-001 西日本新聞（福岡）

2009/08/13

青木恵哉、金城雅春、
療養所にて平和を考える 3 私たちも加害者だった
森川恭剛、糸数宝善

20090813-002 朝日新聞（県版）島根版

2009/08/13

上田政子

沖縄愛楽園

ハンセン病療養所訪問ふれあい交流事業

多磨全生園

療養所にて平和を考える 2 役に立たないと言われ

沖縄愛楽園

医を創る 中国地方から 国立ハンセン病療養所「長島愛生園」元看護婦長 上田
政子さん（83） 患者らの人生つづった本出版 尊厳を全く無視された人たち それ
でも人間性失わなかった

水木れいじ、榎本初
子、望月拓郎、香山末 岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる 7 編集委員 原田勝広 実
子、佐渡裟智子、半田 の母との再会 突然の電話で真実を知る
裕久
杉野芳武、玉井敏、工
療養所にて平和を考える 4 考えることができずに
藤昌敏

沖縄愛楽園

長島愛生園

邑久光明園、栗
生楽泉園

20090813-003 日本経済新聞（東京）夕刊

2009/08/13

20090814-001 西日本新聞（福岡）

2009/08/14

20090815-001 朝日新聞（大阪）

2009/08/15

青木美憲、宮良正吉

20090815-002 西日本新聞（福岡）

2009/08/15

長州次郎、松村真砂
療養所にて平和を考える 5 おわり 心の壁を壊したときに
子、藤野豊、太田玲子

20090818-001 読売新聞（東京）

2009/08/18

金夏日

20090818-002 日本海新聞（鳥取）

2009/08/18

小笠原登、荒井玲子、 カルチャーコーナー 小笠原登の人生～ハンセン病者と共に～ 荒井玲子（大山町 奄美和光園、長
小笠原英司
赤松、長島と鳥取を結ぶ会）
島愛生園

20090818-003 月刊タウン情報かがわ

2009/08/18

野島泰治

島時間 大島編

20090819-001 熊本日日新聞（熊本）

2009/08/19

入口司、井上佳子

差別や偏見 認識深める 全日本同和会県連研修大会 教員ら600人参加 熊本市 菊池恵楓園

学ぶ 講演会「ハンセン病回復者とともに地域で暮らすために」

菊池恵楓園
邑久光明園
菊池恵楓園、沖
縄愛楽園

枝折 金夏日歌集『一族の墓』

大島青松園

20090820-001 日本経済新聞（東京）夕刊

2009/08/20

コンスタンチン・トロ
チェフ、鶴見俊輔、湯
岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる 8 編集委員 原田勝広 労
浅進、小川正子、筑紫
働奉仕でともに汗 「希望のネット」生まれる
哲也、長尾文雄、金地
慶四郎、半田裕久

20090821-001 四国新聞（高松）

2009/08/21

森和男

20090822-001 山陽新聞（岡山）

2009/08/22

日下裕梨、大森摩由、 岡山、京阪神の高校・大学生がワークキャンプ 光明園（瀬戸内）に集いの広場を
屋猛司、讃岐太郎
療養所の将来見つめ構想

邑久光明園

20090823-001 熊本日日新聞（熊本）

2009/08/23

吉村豊明、大住清昭、
菊池地域議員 恵楓園を見学 グラウンドゴルフ大会も
工藤昌敏

菊池恵楓園

20090826-001 読売新聞（東京）

2009/08/26

20090826-002 熊本日日新聞（熊本）

2009/08/26

大住清昭、中修一、志
菊池恵楓園100年 医療機能の維持 議論 将来構想 来月からまとめへ 検討委 菊池恵楓園
村康

20090827-001 沖縄タイムス（那覇）

2009/08/27

比屋定喜代子、山内
恵

2009/08/27

藤本とし、藤原作夫、
明石海人、村越化石、
塔和子、北条民雄、川
邑久光明園、多
岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる 9 編集委員 原田勝広 2人
端康成、飯田春美、松
磨全生園、長島
の文学者 対照的な航跡 無念の夭折 病超えた安寧
本清張、丹波哲郎、加
愛生園
藤嘉、小川正子、村上
春樹、半田裕久

20090827-002 日本経済新聞（東京）夕刊

ハンセン病に理解を あす高松で親と子のシンポ

邑久光明園、栗
生楽泉園、長島
愛生園

大島青松園

論点 フィリピンの日系残留2世 政治主導で「日本人」認定 笹川陽平

ハンセン病の偏見なくすシンポ開催 30日 那覇市で

沖縄愛楽園

