『 ハンセン病 』 記事データ
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療養所

20091101-001 産経新聞（大阪）

2009/11/01

松本清張、宮川清子

遙か ハンセン病隔離100年 2 消えぬ傷跡 差別と偏見 苦しみ今も

邑久光明園、
大島青松園

20091101-002 山陽新聞（岡山）

2009/11/01

近藤宏一、河田萌

子どものページ 日ようしんぶん NIE 教育に新聞を 私たちがつくった紙面です
山陽女子 放送部 元患者と交流 ハンセン病 悲劇忘れない

長島愛生園

20091101-003 毎日新聞（県版）熊本版

2009/11/01

大住清昭、志村康

菊池恵楓園 将来構想まとまる 検討委 保育園など誘致目指す

菊池恵楓園

20091101-004 読売新聞（県版）熊本版

2009/11/01

大住清昭、志村康

恵楓園 将来構想決まる 検討委「地域共生の施設」

菊池恵楓園

20091101-005 健康医学

2009/11/01

黒岩裕勇起

レクチャーノート 黒岩裕勇起社長のミニ講演会より D体アミノ酸 Vol.11

20091102-001 産経新聞（大阪）

2009/11/02

磯野常二

遙か ハンセン病隔離100年 3 療養所の生活 「島流し」脱走や自殺も

20091102-002 朝日新聞（県版）多摩版

2009/11/02

多磨全生園

多磨全生園のハンセン病回復者 対話重ね地元と共生 語る会、市内を一巡 東
村山 小平でも計画

20091103-001 産経新聞（大阪）

2009/11/03

有馬修、有馬清子

遙か ハンセン病隔離100年 4 結婚生活と断種 療養所維持の「装置」

20091104-001 産経新聞（大阪）

2009/11/04

曽我野一美

遙か ハンセン病隔離100年 5 胎児標本化 尊厳傷つけ、目的すら不明

大島青松園

20091104-002 山陽新聞（岡山）

2009/11/04

平岡二三子

隔離の歴史に思い ハンセン病理解深める 瀬戸内で長島健康ウオーク

邑久光明園、
外島保養院

20091104-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/04

佐竹義斎

模型で伝える"絶対隔離" ボランティアガイド・佐竹さん（合志市） 昭和初期の恵
楓園を再現

菊池恵楓園

20091105-001 産経新聞（大阪）

2009/11/05

森敏治

遙か ハンセン病隔離100年 6 社会復帰への道 11年の「空白」 就職に苦戦

長島愛生園

20091105-002 北海道新聞（札幌）

2009/11/05

桂田博祥、ハンセン、 現代かわら版 国内最北のハンセン病療養所 開設100年 「歴史に残さないと死
平中忠信、太田賢二、 にきれない」 道内の被害 実態解明を 道民会 桂田会長訴え 札幌弁護士会な 松丘保養園
徳田靖之
ど 来月、札幌と旭川でフォーラム

長島愛生園、
大島青松園、
多磨全生園
佐藤京子、佐
藤忠彦、山下
道輔
邑久光明園、
多磨全生園
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20091105-003 信濃毎日新聞（長野）

2009/11/05

丸山多嘉男、南山洋 信州 未来をつくる 第9回 ハンセン病差別の歴史から 上 体験を語る丸山多嘉
子、矢澤里英、羽入田 男さん おれたちは人間なんだ 訪ね手 南山洋子さん 飯田女子短大での講演 栗生楽泉園
夢、坪井彩佳
要旨 強制隔離「地獄のようだった」

20091105-004 信濃毎日新聞（長野）

2009/11/05

丸山多嘉男

イベント 南信 ハンセン病問題と共に歩むつどい ふるさとからふるさとへ

20091105-005 西日本新聞（福岡）

2009/11/05

桜井哲夫、外川直見

「自分失わぬため詩作」 ハンセン病元患者 桜井さん講演会 泰星中高が招く
中央区

栗生楽泉園

20091106-001 産経新聞（大阪）

2009/11/06

牧野正直

遙か ハンセン病隔離100年 7 ある医師の奮闘 らい予防法廃止へ奔走

邑久光明園

20091106-002 福井新聞（福井）

2009/11/06

高瀬重二郎、村上恵、 ハッピーニュース ハンセン病回復者招き記録番組上映 差別、偏見ない社会に
山内宅也
若狭東高 生徒制作、580人誓い新た

20091106-003 日刊県民福井（福井）

2009/11/06

高瀬重二郎

ハンセン病 差別なくそう 若狭東高のビデオ番組上映 高瀬さん（高浜出身）も来
長島愛生園
校し訴え

20091106-004 南日本新聞（鹿児島）

2009/11/06

酒本喜與志、山田祥

奄美和光園で合同慰霊祭

奄美和光園

20091106-005 読売新聞（県版）福井版

2009/11/06

高瀬重二郎

ハンセン病 元患者への差別撲滅訴え 高瀬さん 若狭東高生らと交流

長島愛生園

20091107-001 産経新聞（大阪）

2009/11/07

曽我野一美、小泉純
一郎、牧野正直

遙か ハンセン病隔離100年 8 勝利と隔離のはざまで 療養所、描けぬ将来像

大島青松園、
邑久光明園

20091107-002 信濃毎日新聞（長野）

2009/11/07

丸山多嘉男、桜井こう 飯田 ハンセン病回復者 丸山さん講演 「一人でも多く 理解して」
熊井啓、遠藤周作、合
木こずえ、柳裕典、本
熊井啓への旅 82 ～愛する～ 苦難…ハンセン病患者
山正、渡部篤郎、酒井
美紀
島田等、本田哲郎、近
藤宏一、ヨハネ、イエ 読者談話室 あるハンセン病回復者 その生涯
ス

20091107-003 市民タイムス（松本）

2009/11/07

20091107-004 世界

2009/11/07

20091108-001 琉球新報（那覇）

2009/11/08

宮里朝光、金城雅春、
「愛楽園資料館」へ25万円 支援実行委 建設向け寄付
仲間春那

20091110-001 日本経済新聞（東京）

2009/11/10

天皇陛下、皇后

平成の天皇 即位20年の姿 4 皇后の支え 二人三脚 新たな皇室像

20091110-002 信濃毎日新聞（長野）

2009/11/10

丸山多嘉男、南山洋
子、伊波敏男

信州 未来をつくる 第9回 ハンセン病差別の歴史から 中 語り続けることの意
味 誰しも「無関係」でない ありのまま自分呈し 丸山多嘉男さん 本音に切り込
めるか 伊波敏男さん 訪ね手 南山洋子さん

長島愛生園

栗生楽泉園

駿河療養所

長島愛生園
沖縄愛楽園

栗生楽泉園
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20091110-003 京都新聞（京都）

2009/11/10

高瀬重二郎

差別、偏見のない社会を ハンセン病回復者モデルに ドキュメンタリー制作 若狭
長島愛生園
東高放送部 本人招き上映会

20091110-004 日本病院会ニュース（東京）

2009/11/10

小泉純一郎

主潮 医療基本法について考える

20091110-005 文藝春秋

2009/11/10

松本清張

生誕100周年特別企画 松本清張の「現場」 「砂の器」

20091111-001 信濃毎日新聞（長野）

2009/11/11

丸山多嘉男、伊波敏
男、南山洋子

信州 未来をつくる 第9回 ハンセン病差別の歴史から 下 今の社会を見つめて
隣り合って生きるには 近づいていくことから 自分の問題・責任として 生徒の姿 栗生楽泉園
に教えられ 訪ね手 南山洋子さん

20091111-002 山陽新聞（岡山）

2009/11/11

川淵祥一

光と影 ハンセン病施設巡り 川渕祥一 54 教員

邑久光明園

20091111-003 岡山日日新聞（岡山）

2009/11/11

天皇皇后両陛下、中
尾伸治

長島愛生園 中尾伸治さん 両陛下来岡の思い出 一人ひとりを激励

長島愛生園

20091111-004 南日本新聞（鹿児島）

2009/11/11

谺雄二、竪山勲、藤井
療養体制充実 国へ要請確認 ハンセン病議員懇
裕久、川内博史

20091112-001 朝日新聞（東京）

2009/11/12

天皇陛下、渡辺允、中 天皇陛下 昭和の「負の遺産」を背に 人々に寄り添い20年 一つの務めも ゆる
山秋夫、牧野正直、皇 がせにせず 前侍従長・渡辺允さん寄稿 弱者へ 心寄せて 被災者や高齢者ね
后陛下
ぎらう ハンセン病施設へ詩集携え

20091112-002 茨城新聞（水戸）

2009/11/12

平沢保治

20091112-003 愛媛新聞（松山）

2009/11/12

森和男、新盛英世、長
ハンセン病元患者に安心を 大島青松園 創立100年式 高松
妻昭、米田孝弘

大島青松園

20091112-004 南海日日新聞（奄美）

2009/11/12

森山一隆、弓削政己、
ハンセン病文庫友の会 パンフ作成、イベントも 啓発充実、NPO化へ
當田嶺男

栗生楽泉園

20091112-005 読売新聞（県版）茨城版

2009/11/12

平沢保治

20091112-006 婦人之友

2009/11/12

木下美智子、真知尚
子、吉野由美子、木村 時の広場 ハンセン病をうたと朗読で
快、堤勝雄

20091112-007 和樂

2009/11/12

神谷美恵子

偉大なる医師、文筆家であった女性の生涯 没後30年 神谷美恵子がのこしたも
の（京都・思文閣美術館）

20091113-001 徳島新聞（徳島）

2009/11/13

松浦徳男

県関係ハンセン病回復者 上板訪れ町民と交流

邑久光明園

県「特別功績者」 渋谷、中川さんを表彰 特別功労賞は平沢、福見さん

福見選手ら県表彰

大島青松園
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20091113-002 愛媛新聞（松山）

2009/11/13

政石蒙、三好真由美

歩みきたりぬ ハンセン病療養所の100年 1 人間の尊厳 心に刻む 歌とともに

大島青松園

20091113-003 毎日新聞（県版）徳島版

2009/11/13

十川勝幸、松浦徳男

ハンセン病療養所の入所者10人 里帰りで交流 差別・偏見の解消に向け 上板

大島青松園、
長島愛生園

20091113-004 朝日新聞（県版）福井版

2009/11/13

高瀬重二郎、山岸博
之

ハンセン病回復高瀬さん 小浜市社協へ30万円

長島愛生園

20091114-001 茨城新聞（水戸）

2009/11/14

平沢保治、磯崎喜久
雄、橋本昌

県功績・功労賞 38人、9団体を表彰 茨城発展「今後も努力」 「県民と認められ感
多磨全生園
無量」 平沢さん

20091114-002 常陽新聞（土浦）

2009/11/14

橋本昌、平沢保治

38人と9団体を県表彰 ハンセン病回復者の平沢さんら

20091114-003 愛媛新聞（松山）

2009/11/14

本田久夫、磯野常二、
歩みきたりぬ ハンセン病療養所の100年 2 最後までここで生活 老いゆく島
森和男

大島青松園

20091114-004 毎日新聞（県版）茨城版

2009/11/14

平沢保治、橋本知事

多磨全生園

20091114-005 朝日新聞（県版）熊本版

2009/11/14

岩崎詳二、結純子、藤
ハンセン病の理解 一人芝居通じ学ぶ 玉名高生徒ら鑑賞
本とし、永田圭典

邑久光明園、
菊池恵楓園

20091115-001 愛媛新聞（松山）

2009/11/15

磯野常二、野村宏、本
歩みきたりぬ ハンセン病療養所の100年 3 支え合う 命を生活を 重労働
田久夫

大島青松園

20091115-002 愛媛新聞（松山）

2009/11/15

政石蒙

大島青松園、
長島愛生園

20091115-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/15

志村康、ソクラテス、
菊池野に生きる 1 姜信子 哲人とハンセン病と 「純粋な正義」と「凡庸な悪」「小 菊池恵楓園、
小川正子、光田健輔、
島の春」
長島愛生園
アレント

20091115-004 毎日新聞（県版）石川版

2009/11/15

鈴木靜、光田健輔、宇 日曜ひろば 「過ち繰り返さぬために」 人権侵害の歴史問い直す 金沢でハンセン
同康院
佐美治、ハンセン
病国際シンポを企画 鈴木靜さん（37）

20091115-005 読売新聞（県版）熊本版

2009/11/15

藤本とし、結純子、松
ハンセン病回復者描く芝居 壮絶な生涯 玉名高で上演
永賢斗

20091115-006 東京新聞（県版）群馬版

2009/11/15

谺雄二、戸澤由美恵

差別解消 若者に託し ハンセン病回復者 過酷な実態語る 高崎健康福祉大学
園祭で講演

2009/11/15

高良道子

ニュースパック 社会貢献者表彰 今年度は看護職2人が受賞

20091115-007

日本看護協会ニュース（東
京）

元ハンセン病患者 平沢さん県功労賞

編集局 送信受信 ＜生活文化部＞ 歩みきたりぬ

菊池恵楓園
栗生楽泉園
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20091116-001 朝日新聞（東京）

2009/11/16

宮里光雄、徳田靖之、
津島雄二、内田博文、 ハンセン病の隔離100年検証 あす九段会館で集会
神美知宏、谺雄二

多磨全生園

20091116-002 読売新聞（東京）

2009/11/16

神美知宏

ハンセン病「隔離の100年」 国立療養所考える集会 あす東京で

大島青松園、
多磨全生園

20091116-003 愛媛新聞（松山）

2009/11/16

田中まり子、本田久
夫、磯野常二

歩みきたりぬ ハンセン病療養所の100年 4 社会とつながり求め 生きる証し

大島青松園、
長島愛生園

20091116-004 毎日新聞（東京）夕刊

2009/11/16

療養所開設100年、あす都内でハンセン病シンポ

松丘保養園、
多磨全生園

20091116-005 北海道新聞（札幌）夕刊

2009/11/16

杉田忍

今日の話題 絵手紙で交流

20091117-001 山形新聞（山形）

2009/11/17

藪本雅子

ハンセン病と人権の講演会 村山で藪本雅子さん

20091117-002 京都新聞（京都）

2009/11/17

李添培、徐玲玲、大屋 オピニオン・解説 取材ノートから 洛西総局 新里健 台湾の元ハンセン病患者
徳夫
尊厳保障へ日本も支援を

楽生院

20091117-003 愛媛新聞（松山）

2009/11/17

森和男、鈴木静

歩みきたりぬ ハンセン病療養所の100年 5 不安 見えぬ将来構想 終生在園

大島青松園

20091117-004 女性自身

2009/11/17

瀬戸内寂聴

寂聴 青空説法 39 京都・寂庵編 私の故郷、徳島には霊場がたくさんありました
「春はお遍路の鈴が運んでくる」 子供のころ、そう信じていました

20091118-001 毎日新聞（東京）

2009/11/18

内田博文、神美知宏

ハンセン病隔離100年問うシンポ

20091118-002 朝日新聞（東京）

2009/11/18

結純子、石牟礼道子、
水俣病の苦しみ「一人芝居」に 21日築地 女優の結純子さん舞台
大村トミエ、土本典昭

20091118-003 朝日新聞（東京）

2009/11/18

宮里光雄、長妻昭

20091118-004 読売新聞（東京）

2009/11/18

ハンセン病療養所100年集会

20091118-005 産経新聞（大阪）

2009/11/18

ハンセン病隔離100年、都内で集会

20091118-006 東京新聞（東京）

2009/11/18

長妻昭、宮里光雄

20091118-007 しんぶん赤旗（東京）

2009/11/18

谺雄二、神美知宏、長
ハンセン病隔離100年 "人権の故郷" 療養所残そう 患者ら集会
妻昭、仁比聡平

隔離百年を問う集会

偏見解消求め集会
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20091118-008 信濃毎日新聞（長野）

2009/11/18

長妻昭、宮里光雄

ハンセン病への差別一掃を訴え 隔離100年 都内で集会

20091118-009 愛媛新聞（松山）

2009/11/18

疋田邦男、近藤剛

歩みきたりぬ ハンセン病療養所の100年 6 意識変える懸け橋に 市民ボラン
ティア

20091118-010 西日本新聞（福岡）

2009/11/18

長妻昭

偏見解消求め都内で集会

20091118-011 西日本新聞（福岡）

2009/11/18

山田泉、シャニ・ディ
リュカ、白濱圭朗

「いのちの授業」ずっと心に 山田泉さん1周忌コンサート 大分の教え子ら追悼

20091118-012 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/18

工藤昌敏、宮里光雄、
ハンセン病公立療養所100年 隔離から回復誓う 東京で集会
長妻昭

20091118-013 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/18

潮谷知事

20091118-014 毎日新聞（県版）岡山版

2009/11/18

長妻昭、山本英郎、宮
ハンセン病療養所開設100年シンポ 厚労相「患者らに苦痛」 県内出席者 過去
里光雄、内田博文、中
の総括求める
尾伸治

20091118-015 毎日新聞（県版）岡山版

2009/11/18

望月拓郎

20091119-001 山陽新聞（岡山）

2009/11/19

平沼赳夫、中尾伸治、
谷合正明、逢沢一郎、 療養所職員確保に努力 岡山県関係超党派議員懇 ハンセン病支援
津村啓介、柚木道義

邑久光明園、
長島愛生園

20091119-002 山陽新聞（岡山）

2009/11/19

吉村駿一、花田健吾

人権保障される社会の実現大切 岡山で研究集会

栗生楽泉園

20091119-003 山陽新聞（岡山）

2009/11/19

望月拓郎

邑久光明園（瀬戸内） 隔離から解放 歴史伝える 入所者自治会 開設100年 記
邑久光明園
念誌出版

20091119-004 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/19

20091120-001 しんぶん赤旗（東京）

2009/11/20

20091120-002 プレス民主（東京）
20091120-003 津山朝日新聞（津山）

邑久光明園、
長島愛生園

菊池恵楓園

きょうの歴史 【県内】
邑久光明園、
長島愛生園

「邑久光明園」の歴史回顧 入所者自治会「隔離から解放へ」出版 写真や記事な
邑久光明園
どで紹介

きょうの歴史 【県内】

菊池恵楓園

塔和子、吉永小百合

ドキュメンタリー映画を撮り続けて 映画監督 宮崎信恵 3 ハンセン病元患者の
思いを

大島青松園

2009/11/20

網屋信介

ハンセン病患者の皆さんを訪問。民主党として支えると挨拶 鹿児島県第5区 網
屋信介衆院議員

星塚敬愛園

2009/11/20

押目美惠子、原田勇

元長島愛生園看護部長・押目さん 話聞きハンセン病理解 老人ク若柳会 園での
長島愛生園
"真実"を紹介
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20091120-004 愛媛新聞（松山）

2009/11/20

高橋伸行、大竹伸朗、
歩みきたりぬ ハンセン病療養所の100年 7 島に芸術を 上 祭典に出会いの希
安藤忠雄、森和男、本
大島青松園
望
田久夫

20091120-005 南日本新聞（鹿児島）

2009/11/20

西薗琢巳、岩川洋一
郎

星塚敬愛園内開放 入所者7割が理解 考える会がアンケート

星塚敬愛園

20091120-006 読売新聞（県版）多摩版

2009/11/20

小峰孝男

全生園100年 地元との交流 東村山 写真や資料300点展示

多磨全生園

20091121-001 愛媛新聞（松山）

2009/11/21

高橋伸行、泉麻衣子、 歩みきたりぬ ハンセン病療養所の100年 8 島に芸術を 下 人の温かさに触れ
大島青松園
山本隆久
て

20091121-002 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/21

20091121-003 京都新聞（県版）滋賀版

2009/11/21

小笠原登、藪本雅子

患者差別の歴史伝え 大津 ハンセン病資料展示

20091122-001 秋田魁新報（秋田）

2009/11/22

大山正人

見聞記 過ちを繰り返すな 県北出身 ハンセン病の語り部 差別される痛み思い
松丘保養園
めぐらせて

20091122-002 愛媛新聞（松山）

2009/11/22

磯野常二、本田久夫、
村上進、塔和子、米田
歩みきたりぬ ハンセン病療養所の100年 9 近きふるさとへ 知り考えることから 大島青松園
孝弘、稲葉上道、鈴木
静

20091122-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/22

光田健輔、周防正季

菊池野に生きる 2 姜信子 哲人とハンセン病と 絶対隔離支えた"無自覚な罪"
「あなたたちの天国」

菊池恵楓園

20091122-004 南日本新聞（鹿児島）

2009/11/22

岩川洋一郎

記者の目 鹿屋総局・野村圭 今こそ理解と協力を

星塚敬愛園

20091122-005 毎日新聞（県版）奈良版

2009/11/22

森敏治

「ハンセン病は普通の病気」 元患者 偏見、差別解消訴え 天理で講演

長島愛生園

20091122-006 読売新聞（県版）滋賀版

2009/11/22

小笠原登、藪本雅子

ハンセン病差別 歴史をパネルに あすまで大津

奄美和光園

20091123-001 読売新聞（福岡）

2009/11/23

福元満治、中村哲

ターニングポイント 福元満治さん 61 ペシャワール会事務局長 中村医師の哲
学に共感

20091123-002 奈良日日新聞（奈良）

2009/11/23

長妻昭

ハンセン病偏見解消へ集会

20091123-003 四国新聞（高松）

2009/11/23

高橋伸行、北川フラ
SCRAMBLE讃岐 大島青松園にギャラリー 生きた証しをアートに 瀬戸内芸術祭
大島青松園
ム、山本隆久、森和男 に膨らむ期待

20091123-004 大分合同新聞（大分）夕刊

2009/11/23

阿部智子

きょうの歴史 【県内】

忘れないで 正義貫く心 ハンセン病回復者の阿部智子さん 「存在許されぬ人とさ
菊池恵楓園
れた」 隔離体験 子どもに語る
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20091124-001 山陽新聞（岡山）

2009/11/24

立花誠一郎、出口雅
世

元日本兵 立花さん（瀬戸内）山陽女子高に カウラ事件の"証人"託す 捕虜生活
邑久光明園
伝える12点 きょうから一般公開

20091124-002 西日本新聞（福岡）

2009/11/24

中修一、石井久則

ハンセン病 縁遠い医師 「制圧」後、新たな課題 大半「診察の経験ない」 患者
の発見遅れる恐れ 回復者協力 全国で講習

20091124-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/24

飛松路易子、ハンナ・
リデル、エダ・ライト、 街かどクリップ 熊本市 還暦記念の授業
高橋誠司

20091124-004 沖縄タイムス（那覇）

2009/11/24

上里一之、田中寛、赤 「障害者の権利条例」でフォーラム 県民の関心と理解不可欠 制定の意義・可能
嶺昇、野沢和弘
性探る 基調講演 野沢和弘さん 違い認め合える社会に

20091125-001 毎日新聞（東京）

2009/11/25

長谷川修、石原慎太
郎、森元美代治

都に民間版「人権白書」 被差別当事者団体実行委 実態調査など求め

20091125-002 津山朝日新聞（津山）

2009/11/25

池内謙次郎、押目美
惠子

ハンセン病に理解深める 長島愛生園入所者・池内さん講演 美作高校 生徒650
長島愛生園
人体験談聞く

20091126-001 北陸中日新聞（金沢）

2009/11/26

木村吉伸

ハンセン病対策充実を県に要望 市民グループ

20091126-002 福井新聞（福井）

2009/11/26

寄稿 元ハンセン病患者が教えてくれた差別 社会の罪 直視する時代 和太鼓は
ぐるま代表 坂岡嘉代子 人権週間合わせ越前市で上映会 5日、映画「新・あつい 長島愛生園
壁」

20091126-003 山口新聞（下関）

2009/11/26

知事の動静

20091126-004 四国新聞（高松）

2009/11/26

黒川康嘉

庵治第二小 再開へ 来年度 青松園職員の男児入学

大島青松園

20091126-005 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/26

工藤昌敏

菊池恵楓園100年 将来構想 実現めざせ 恵楓園で「考える会」

菊池恵楓園

20091126-006 朝日新聞（県版）石川版

2009/11/26

木村吉伸、菊池修一

ハンセン病対策充実を県に要望 市民団体

20091126-007 読売新聞（県版）香川版

2009/11/26

黒川康嘉

休校の庵治二小 来年度に再開 高松、1人入学

20091127-001 東京新聞（東京）

2009/11/27

近藤登志一

埋もれる差別 強盗標的に 入居拒否4割…「人権白書Tokyo」発行 実行委「石原
都政で政策後退」

20091127-002 河北新報（仙台）

2009/11/27

福西征子、石川勝夫、
ハンセン病差別 解消誓う 青森 松丘保養園で物故者慰霊祭
三村申吾

20091127-003 神戸新聞（神戸）

2009/11/27

北川淳一

菊池恵楓園

大島青松園

松丘保養園

人 神戸が舞台の映画「ふたたび」プロデューサー 北川淳一さん
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20091127-004 山陰中央新報（松江）

2009/11/27

松江の「沙羅の会」 ボランティア賞に ソロプチミスト表彰

長島愛生園

20091127-005 朝日新聞（県版）青森版

2009/11/27

三村知事、加賀谷久
輝、石川勝夫

知事ら150人参加 入所者の慰霊祭 ハンセン病松丘保養園

松丘保養園

20091128-001 静岡新聞（静岡）

2009/11/28

村越化石、榊原陸一、
前田ひなた、小花海 ハンセン病と闘う「魂の俳人」 化石さんの世界 古里藤枝が継承 顕彰大会 小中
月、関森勝夫、天野公 生に浸透
江

20091128-002 沖縄タイムス（那覇）

2009/11/28

金城幸子、新里健

ハンセン病回復者の金城さん 生き別れた母 台湾でお参り 誤解とけ愛情に感謝 楽生療養院

20091128-003 読売新聞（県版）滋賀版

2009/11/28

藪本雅子

ハンセン病 正しい知識を 天台宗務庁で藪本さん講演

20091128-004 東奥日報（青森）夕刊

2009/11/28

藤嶋由子、福西征子、 隔離政策「罪深いこと」 松丘保養園 元総看護師長・藤嶋さん（青森） ハンセン病
松丘保養園
石川勝夫
家族とのきずな絶たれ… つらい思い 今も胸に

20091129-001 産経新聞（大阪）

2009/11/29

遠藤周作、今津朊子、
高野菜々、安彦佳津
傑作ミュージカル 待望の再演 新キャストで「泣かないで」
美、藤岡正明、安中淳
也、秋本みな子

20091129-002 熊本日日新聞（熊本）

2009/11/29

志村康、ジャン・アメ 菊池野に生きる 3 姜信子 哲人とハンセン病と 「生身の感覚」 忘れぬために
リー、ハンナ・アレント 「拷問」

20091130-001 北海道新聞（札幌）

2009/11/30

中山節夫

菊池恵楓園、
奄美和光園

ハンセン病差別の実態知って 映画「あつい壁」2日に上映会
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