『 ハンセン病 』 記事データ
( 2009/12/01 - 2009/12/31 )
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媒体名

発売日

人名

内
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療養所

20091201-001 毎日新聞（東京）

2009/12/01

多磨全生園、長
神美知宏、渡部尚、宇 記者の目 ハンセン病療養所の地域への開放 法律できたが「壁」は残る 隔離した
島愛生園、楽生
佐美治
側が動く番
療養院

20091201-002 伊勢新聞（津）

2009/12/01

訓覇浩、森敏治、神谷
ハンセン病問題を考えよう 5日、津で集い
誠人、岩脇宏二

20091201-003 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/01

金城光彩、金城幸子

金城さん（沖縄東）奨励賞 全国中学生人権作文

20091201-004 琉球新報（那覇）

2009/12/01

金城光彩

金城さん（沖縄東中）が奨励賞 全国中学生人権コンテスト ハンセン病差別訴える

20091201-005 読売新聞（県版）兵庫版

2009/12/01

平野昭、内田博文

ハンセン病回復者講演 7日、神戸学院大でシンポ

20091201-006 毎日新聞（北九州）夕刊

2009/12/01

後藤哲也、中村哲、吉
国際財献賞にペシャワール会 福岡市
田宏

20091201-007 選択

2009/12/01

長妻昭、皇太子、光明
皇后、貞明皇后、神谷
美恵子、金平輝子、天 宮中取材余話 連載16 皇室の風 ハンセン病に寄り添って
皇陛下、皇后陛下、塔
和子、高見順

多磨全生園、大
島青松園

20091202-001 上毛新聞（前橋）

2009/12/02

上岡克己、羽部光男

栗生楽泉園

20091202-002 中日新聞（名古屋）

2009/12/02

20091202-003 山陽新聞（岡山）

2009/12/02

笹川陽平

20091202-004 西日本新聞（福岡）

2009/12/02

森崎和江、姜尚中、丸
「植民二世」森崎和江さん 「在日二世」姜尚中さん 朝鮮半島 九州を語る 都内で
山豊、谷川雁、上野英
対談 歴史は超えていかねばならない
信、乙羽信子

ハンセン病裁判支援へ収益寄付 県再生資源事業協組連がバザー
人権を理解する作品コンクール
行動する国際人目指せ 日本負団の笹川会長が出版

20091202-005 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/02

大住清昭、蒲島郁夫、
菊池恵楓園100年 将来構想 知事に報告 検討委 実現へ協力求める
志村康

菊池恵楓園

20091202-006 朝日新聞（県版）熊本版

2009/12/02

大住清昭、蒲島郁夫、
恵楓園「将来構想」 知事に検討委提出
志村康

菊池恵楓園

20091202-007 読売新聞（県版）熊本版

2009/12/02

大住清昭、蒲島郁夫、
菊池恵楓園の将来構想を報告 知事に検討委
志村康

菊池恵楓園

20091203-001 北海道新聞（札幌）

2009/12/03

桂田博祥、清原愛子

松丘保養園

20091203-002 北國新聞（金沢）

2009/12/03

ハンセン病対策を要望

20091203-003 中日新聞（県版）三重版

2009/12/03

ウイークリー情報 ハンセン病問題を共に考える集いinみえ

20091204-001 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/04

20091204-002 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/04

20091204-003 琉球新報（那覇）

2009/12/04

金城光彩

第29回 全国中学生人権作文コンテスト 最優秀賞受賞作 中央大会奨励賞（那覇
沖縄愛楽園
地方法務局長賞）ハンセン病だった祖母は幸せ 金城光彩 沖縄東中3年

20091204-004 毎日新聞（県版）新潟版

2009/12/04

藪本雅子

人権を大切にする県民のつどい

20091204-005 朝日新聞（県版）三重版

2009/12/04

岩脇宏二、訓覇浩、森
敏治、西尾雄志、神谷 ハンセン病 考えよう 三重で会発足 あす課題巡りシンポ
誠人

20091204-006 読売新聞（県版）三重版

2009/12/04

訓覇浩

20091204-007 読売新聞（県版）鹿児島版

2009/12/04

竹原信一、堅山勲、酒 阿久根市長ブログ発言 「見過ごせない」 ハンセン病関係者も憤り 市や県教委に 星塚敬愛園、奄
本喜與志、西宣行
抗議の電話
美和光園

20091204-008 中日新聞（県版）三重版

2009/12/04

訓覇浩

20091204-009 信濃毎日新聞（長野）夕刊

2009/12/04

金城光彩

パネル通じ学ぶ ハンセン病問題 巡回展がスタート

第29回全国中学生人権作文コンテスト県大会 最優秀作品 沖縄東中3年 金城光
沖縄愛楽園
彩 那覇地方法務局長賞 ハンセン病だった祖母は幸せ
第30回沖縄タイムス出版文化賞 多彩な研究成果凝縮 沖縄タイムス出版文化賞
歴代受賞作

沖縄愛楽園、宮
古南静園

ハンセン病問題 津で考える集い 隔離政策100年で5日

あす津市で考える集い ハンセン病問題
豆らんぷ

20091204-010 信濃毎日新聞（長野）夕刊

2009/12/04

近藤宏一、門林真人

失明、障害、差別… ハーモニカが心の支え ハンセン病半生を劇に 故郷・大阪の
長島愛生園
住民グループ 回復者と交流 感謝

20091204-011 山陽新聞（岡山）夕刊

2009/12/04

近藤宏一、門林真人

ハンセン病回復者・故近藤さん（長島愛生園出身） 半生を朗読劇に ハーモニカで
長島愛生園
周囲に感動 故郷の住民らまとめる

20091204-012 熊本日日新聞（熊本）夕刊

2009/12/04

20091204-013 熊本日日新聞（熊本）夕刊

2009/12/04

近藤宏一、門林真人

ハンセン病回復者 故近藤さん ハーモニカが心の支え 感動の人生 朗読劇に
故郷大阪の住人ら 6日初演

長島愛生園

20091205-001 北海道新聞（札幌）

2009/12/05

清原愛子

街のうた お母さんの奇跡

松丘保養園

20091205-002 北海道新聞（札幌）

2009/12/05

高橋はるみ

ハンセン病施設 高橋知事が訪問 元患者4人と面会

多磨全生園

20091205-003 神戸新聞（神戸）

2009/12/05

内田博文

掲示版 社会との共生をめざして～ハンセン病の現在と未来

20091205-004 八重山毎日新聞（石垣）

2009/12/05

石川桃子

第29回全国中学生人権作文コンテスト県大会 優秀賞 大事な事は知ること 石垣
宮古南静園
中3年 石川桃子

20091205-005 朝日新聞（県版）新潟版

2009/12/05

藪本雅子

人権を大切にする県民のつどい講演会

20091205-006 日本経済新聞（大阪）夕刊

2009/12/05

近藤宏一、門林真人

ハンセン病回復者 故人の半生、朗読劇に 故郷・大阪の住民ら 「私たちの青い
鳥」に感謝込め

20091206-001 読売新聞（東京）

2009/12/06

石井則久、金平輝子、
平沢保治、山口和子、 人権週間特集 ハンセン病 解決途上 パネリストメッセージ 間違いなく治る病気
多磨全生園、大
横田洋三、田中正人、 石井さん 再差別恐れる元患者 金平さん 怨念を許す心で 平沢さん 偏見と差別
島青松園
笹川陽平、アルマウェ 解決を 山口さん 強制隔離 大きな過ち 横田さん
ル・ハンセン

20091206-002 伊勢新聞（津）

2009/12/06

訓覇浩、森敏治、岩脇
隔離から共生の明日へ 津でシンポ ハンセン病問題考える
宏二

20091206-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/06

神谷美恵子、ミシェル・ 菊池野に生きる 4 姜信子 哲人とハンセン病と 「生きがいについて」 私も誰かを 長島愛生園、菊
フーコー、志村
追いつめている?
池恵楓園

20091206-004 南日本新聞（鹿児島）

2009/12/06

川野博志、松本徹

黙鼓子

「違い」認め自尊心を 4～10日は人権週間 同和教育 鹿県関係者 問題意識の
薄れ懸念

長島愛生園

20091206-005 毎日新聞（県版）三重版

2009/12/06

訓覇浩、神谷誠人、西
ハンセン病問題を共に考える集い 「全面解決目指したい」 津 80人が出席してシ
尾雄志、岩脇宏二、平
長島愛生園
ンポジウム
山郁夫

20091206-006 朝日新聞（県版）三重版

2009/12/06

岩脇宏二、西尾雄志

20091206-007 読売新聞（県版）三重版

2009/12/06

訓覇浩、岩脇宏二、田
ハンセン病問題を考える集い 地域からの解決訴え 津で市民ら80人が参加
端明

20091206-008 中日新聞（県版）三重版

2009/12/06

訓覇浩、森敏治、神谷
苦しむ人々の現状語る 津 ハンセン病考える集い
誠人

20091207-001 しんぶん赤旗（東京）

2009/12/07

20091207-002 新潟日報（新潟）

2009/12/07

藪本雅子

ハンセン病テーマ 藪本元アナが講演 新潟、12日

20091207-003 中国新聞（広島）

2009/12/07

神谷美恵子、高橋幸
彦、近藤宏一

長島愛生園、邑
岡山出身の精神科医 神谷美恵子没後30年 同じ目線 入所者と向き合う ハンセ 久光明園、多磨
ン病療養所勤務 苦難を包容 魂の診療 京都で20日まで企画展
全生園、大島青
松園

20091207-004 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/07

本田清悟

人権尊重の社会めざす 荒尾市で講演会

20091207-005 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/07

20091207-006 読売新聞（県版）三重版

2009/12/07

岩脇宏二

20091208-001 毎日新聞（東京）

2009/12/08

太田順一、伊奈信男、
ひと 太田順一さん（59） 展覧会「父の日記」で伊奈信男賞の写真家
貝塚太一

20091208-002 産経新聞（大阪）

2009/12/08

神谷美恵子、神谷律、 ハンセン病治療に尽力 神谷美恵子 信じた道進む姿 心に響く 「没後三〇年」
高山明子
展、京都で

20091208-003 しんぶん赤旗（東京）

2009/12/08

20091208-004 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/08

ハンセン病への「正しい知識を」 津で共に考える集い

主張 ハンセン病基本法 人権と希望の療養所作り急げ

多磨全生園

きょうの歴史 【県内】
扉をひらく 隔離から共生へ 「ハンセン病問題を共に考える会・みえ」 ハンセン病
邑久光明園
問題の歴史や課題を次世代に伝えたい

長島愛生園

扶養控除廃止 貟担増23項目 政府資料で判明
西浦直子

菊池恵楓園100年 国立ハンセン病資料館が企画展 現在と重なる「拒絶と無関心」 菊池恵楓園、九
療養所開設当時に焦点
州療養所

エルネスト・ゲバラ、ア
シネアストの映像追跡 貝山知弘 チェ・ゲバラを描いた作品を考察する Ⅰ
ルベルト・グラナード

20091208-005 ホームシアターファイル

2009/12/08

20091209-001 中部経済新聞（名古屋）

2009/12/09

20091209-002 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/09

金城光彩、永井行雄

20091209-003 西日本新聞（福岡）夕刊

2009/12/09

山田泉、高倉聡子、阿
命の授業 放課後 山田泉さん死去から1年 上 教え子「一歩を踏み出せた」
部智子、奥田芙沙子

20091210-001 中日新聞（名古屋）

2009/12/10

長妻昭、神美知宏

いま考えたいこと ハンセン病 国立療養所 100年 地域共生を探る 保育園設置
多磨全生園、奄
や外来診療 壁あるが実現に挑む 強制隔離の歴史たどる 国立ハンセン病資料
美和光園
館で展示

20091210-002 伊勢新聞（津）

2009/12/10

藤木あずさ

全国中学生人権作文コンテスト県大会 最優秀作品 三重県大会入賞者

20091210-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/10

志村康、国宗直子

菊池恵楓園100年 第3部 主語の見えない構想 上 将来へ「啓発」 苦難の歴史
伝える施設に

菊池恵楓園

20091210-004 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/10

近藤宏一、門林真人

ハンセン病回復者 劇に 朗読で近藤さんの半生 故郷の住民、感謝込め

長島愛生園

20091210-005 朝日新聞（県版）京都版

2009/12/10

金正美、桜井哲夫、姜 催し 会と催し 講演会「ハンセン病啓発と人権を考える」

2009/12/10

藪本雅子

20091211-001 北海道新聞（札幌）

2009/12/11

桂田博祥、清原愛子、
ハンセン病考えよう きょう札幌でシンポ
徳田靖之

20091211-002 山陽新聞（岡山）

2009/12/11

江本真波、西本愛璃、 私たちの意見 ハンセン病について 山陽女子高 人権を尊重する社会に 正しい
末松亜実、久戸瀬稔 知識を深めたい 療養所で話聞いて衝撃 差別のない世の中願う 地道な教育と啓 長島愛生園
子、中谷早希
発必要

20091211-003 西日本新聞（福岡）

2009/12/11

志村康

20091211-004 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/11

菊池恵楓園、多
志村康、野上玲子、神 菊池恵楓園100年 第3部 主語の見えない構想 中 介護・医療 最後の一人まで
磨全生園、大島
美知宏
道筋を
青松園

20091210-006

日本経済新聞（県版）新潟
版

列島・北から南から ハンセン100年誌

邑久光明園

中学生人権作文コン県大会 最優秀の5人を表彰
菊池恵楓園

人権を大切にする県民のつどい

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 蝕まれる人権 1 感染症の教訓から
狂騒 "犯罪者"のようだった

松丘保養園

菊池恵楓園

20091211-005 琉球新報（那覇）

2009/12/11

20091211-006 朝日新聞（県版）多摩版

田村謙二、宮里光雄

宮古南静園 新しい居住棟着工 共用多目的施設も建設

宮古南静園

2009/12/11

ハンセン病回復者招き「語り合う会」 あす東村山

多磨全生園

20091212-001 毎日新聞（東京）

2009/12/12

ハンセン病回復者と交流 きょう、あすイベント 東村山

多磨全生園

20091212-002 朝日新聞（札幌）

2009/12/12

桂田博祥、高橋はるみ ハンセン病被害実態解明へ 来年度に検証会議 知事方針

松丘保養園

20091212-003 読売新聞（札幌）

2009/12/12

桂田博祥、高橋はるみ ハンセン病元患者 「風化させぬ」訴え 札幌でフォーラム

松丘保養園

20091212-004 北海道新聞（札幌）

2009/12/12

桂田博祥

動静 知事

松丘保養園

20091212-005 北海道新聞（札幌）

2009/12/12

清原愛子、桂田博祥

隔離政策の被害 元患者ら切々と ハンセン病で訴え

20091212-006 中日新聞（名古屋）

2009/12/12

20091212-007 西日本新聞（福岡）

2009/12/12

山田和徳、太田明、内 国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 蝕まれる人権 2 感染症の教訓から
田博文
誹謗 なぜ患者に向かうのか

菊池恵楓園

20091212-008 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/12

合志良一、渡部尚、大
菊池恵楓園100年 第3部 主語の見えない構想 下 社会化 法律や行政が"壁"
住清昭、志村康、蒲島
に
郁夫

菊池恵楓園、多
磨全生園

20091212-009 南海日日新聞（奄美）

2009/12/12

宮里新一

差別のない社会に 宮里さんが「生き直しライブ」 伊仙町・鹿浦小

沖縄愛楽園

20091212-010 図書新聞（東京）

2009/12/12

北村毅

北村毅著『死者たちの戦後誌』を読む 「戦死後」を生きる私たち 新城郁夫 問わ
れているのは、私たちの言葉への模索そのものなのではないか

20091213-001 新潟日報（新潟）

2009/12/13

藪本雅子

消えぬ差別に怒り 元日テレ藪本さん ハンセン病で講演 新潟

20091213-002 西日本新聞（福岡）

2009/12/13

成瀬修次、中修一

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 蝕まれる人権 3 感染症の教訓から
壁 医者にも治せないもの

菊池恵楓園

20091213-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/13

志村、藤村、川端康
菊池野に生きる 5 姜信子 哲人とハンセン病と 「法哲学講義」 荒野を生き抜く
成、ドストエフスキー、
「知」を鍛えて
ヘーゲル

菊池恵楓園

20091213-004 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/13

荻堂花鈴

宗教トピックス 大垣別院仏教公開講座

人権問題訴え6人作文発表 北部12市町村

邑久光明園

20091214-001 山陽新聞（岡山）夕刊

瀬戸内国際芸術祭サポーター 「こえび新聞」発行 会場の歴史や風土 "通なネタ
大島青松園
"を提供

2009/12/14

高橋伸行、甘利彩子

20091215-001 日本経済新聞（東京）

2009/12/15

神谷美恵子、前田多
門、マルクス・アウレリ
文化往来 精神科医・神谷美恵子の思索たどる回顧展
ウス、ミシェル・フー
コー

20091215-002 山梨日日新聞（甲府）

2009/12/15

サンテグジュペリ、池
沢夏樹

20091215-003 西日本新聞（福岡）

2009/12/15

鈴宮寛子、箕輪はる
国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 蝕まれる人権 4 感染症の教訓から
か、ビートたけし、是久
無関心 「正しく恐れる」難しさ
哲郎

菊池恵楓園

20091215-004 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/15

赤嶺昇

ハンセン病療養所将来構想 推進意見書提案へ 県議会案

宮古南静園、沖
縄愛楽園

20091215-005 琉球新報（那覇）

2009/12/15

荻堂花鈴、山崎愛里

人権作文発表会 他者を知り 共に生きる 北部6中学生が登壇

20091215-006 読売新聞（県版）多摩版

2009/12/15

小泉首相、平沢保治、
記者ノート2009 多磨全生園100年 「過酷な運命」伝えたい
松本清張、佐川修

20091215-007 週刊サッカーマガジン

2009/12/15

20091216-001 しんぶん赤旗（東京）

2009/12/16

高橋ちづ子、神美知
宏、岸田重信、仁比聡 ハンセン病 基本法具体化へ共同 党議員団 全療協・全医労と懇談
平、赤嶺政賢

多磨全生園

20091216-002 西日本新聞（福岡）

2009/12/16

大城友記、清水哲也、 国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 蝕まれる人権 5 感染症の教訓から
徳田靖之
学校 想像力の種をまきたい

菊池恵楓園

20091217-001 しんぶん赤旗（東京）

2009/12/17

長浜博行、小池晃、穀
田恵二、高橋ちづ子、
ハンセン病元患者救済早く 共産党が厚労省に 療養所職員確保を
仁比聡平、赤嶺政賢、
塩川鉄也

多磨全生園

20091217-002 しんぶん赤旗（東京）

2009/12/17

20091217-003 西日本新聞（福岡）

2009/12/17

長島愛生園

風林火山

多磨全生園

2010ワールドカップ・南アフリカ実録ストーリー アパルトヘイト時代の政治犯とサッ
カーとの絆

阿部智子、内田博文

「ハンセン病問題に関する申し入れ」（全文） 日本共産党国会議員団

沖縄愛楽園、宮
古南静園、多磨
全生園

国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年 蝕まれる人権 6 感染症の教訓から
記者ノート 過ち繰り返さぬために 終

菊池恵楓園

20091217-004 南日本新聞（鹿児島）

2009/12/17

岩川洋一郎

消しゴム

星塚敬愛園、奄
美和光園

20091217-005 山陽新聞（岡山）夕刊

2009/12/17

谷川秋夫

一日一題 山陽女子高校放送部顧問 門田豪毅 忘れられない光景

長島愛生園

20091218-001 南海日日新聞（奄美）

2009/12/18

奄美和光園に今年も 県ふるさとお楽しみ便

奄美和光園、星
塚敬愛園

20091218-002 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/18

高嶺善伸

県議会 補正47億円可決へ きょう最終本会議

20091218-003 読売新聞（県版）鹿児島版

2009/12/18

西宜行、山田祥

回復者に古里の味 奄美和光園に県が贈る

20091218-004 週刊読書人（東京）

2009/12/18

谺雄二、福岡安則、黒
二〇〇九年の収穫 年末恒例アンケート特集 橋爪大三郎
坂愛衣

20091219-001 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/19

高嶺善伸

補正47億円可決 県議会最終日 費用弁償を改正

20091219-002 琉球新報（那覇）

2009/12/19

高嶺善伸

補正予算を可決 最終本会議 議員の費用弁償見直し 県議会 意見書と決議 ハ
宮古南静園
ンセン病療養所の将来構想実現などに関する意見書（要旨）

20091220-001

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

2009/12/20

20091220-003 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/20

栗生楽泉園

おかしいゾ 鳩山税制 庶民だけ増税!? 大企業・資産家減税そのまま 扶養控除
廃止の影響を受ける制度

2009/12/20

20091220-002 日本海新聞（鳥取）

奄美和光園、星
塚敬愛園

齋藤舞

全国中学生人権作文コンテスト鳥取県大会 優秀作紹介 中 優秀賞（日本海テレ
ビジョン放送賞） 「私の家の高齢者問題」 伯耆町立岸本中学校2年 齋藤舞
菊池野に生きる 6 姜信子 哲人とハンセン病と 「服従」 「差別」問う 揺るぎない
声 終
星塚敬愛園、沖
縄愛楽園、草津
楽泉園

20091220-004 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/20

松岡和夫、塩沼英之
助

20091220-005 読売新聞（県版）島根版

2009/12/20

溝口知事

人権啓発活動 知事が感謝状

20091221-001 読売新聞（県版）島根版

2009/12/21

米田淳雄、米田千賀
子

人・華・ひと ハンセン病元患者の里帰り支援

長島愛生園

20091221-002 東京新聞（県版）群馬版

2009/12/21

谺雄二、金奉玉

取材メモから 2009 元ハンセン病入所者証言集 「在日」との二重差別も

栗生楽泉園

論壇 免れた監禁室の恐怖 入室直前 園長に救われる

20091221-003 日本経済新聞（東京）夕刊

2009/12/21

『ルポ 日本の縮図に住んでみる』発売中

邑久光明園

20091222-001 島根日日新聞（出雲）

2009/12/22

溝口善兵衛、米田淳
雄

20091222-002 山陽新聞（岡山）

2009/12/22

栗生楽泉園、邑
谺雄二、渡部尚、神美
公立ハンセン病療養所開設100年 東京シンポ 元患者に不安、いらだち 医療、介 久光明園、大島
知宏、徳田靖之、内田
護が不十分 地域開放へ国有の壁
青松園、多磨全
博文
生園

20091222-003 高知新聞（高知）

2009/12/22

浜田義秋

美宜子神社で落成式 香南市 住民70人が参列

20091223-001 宮崎日日新聞（宮崎）

2009/12/23

佐藤勇夫

福祉施設などへ生活用品贈呈 県共同募金会

20091223-002 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/23

喜納昌吉、照屋寛徳、
うるの会 愛楽園指定 国に要請 保険入院医療機関に
長浜博行

20091224-001 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/24

大住清昭

県内47市町村長が選んだ2009年わがまちトップニュース 山鹿・菊池 合志市 菊
池恵楓園将来構想まとまる

菊池恵楓園

20091224-002 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/24

井芹和幸、小山真矢

菊池恵楓園で恒例の演奏会 入所者と中学生 歌や踊りで交流

菊池恵楓園

20091224-003 南海日日新聞（奄美）

2009/12/24

大山巧、酒本喜與志

ハンセン病正しい理解を 大島紬織りや着付け体験も 名音中、和光園で人権学習 奄美和光園

20091224-004 琉球新報（那覇）

2009/12/24

金城雅春、喜納昌吉、
「地域住民の入院 愛楽園で可能に」 厚労省へ自治会長要請
長浜博行

20091224-005 IHT/ASAHI（東京）

2009/12/24

20091224-006 山陽新聞（岡山）夕刊

2009/12/24

谷川秋夫

一日一題 山陽女子高校放送部顧問 門田豪毅 あしながおじさん

20091225-001 朝日新聞（東京）

2009/12/25

伊藤蕨、ハー先生

心優しいハー先生との3週間

20091225-002 熊本日日新聞（熊本）

2009/12/25

浜田知明

主な県内ニュース 上半期

20091225-003 全国保険医新聞（東京）

2009/12/25

大谷藤郎

新刊案内 ひかりの足跡 －ハンセン病・精神障害とわが師わが友

米田さん（出雲市）らに知事感謝状 人権教育・啓発功労で 4人と2団体を表彰

沖縄愛楽園

沖縄愛楽園

BRIEFLY Health RESEARCH Brazil and India lead world in spending on ills like
leprosy
長島愛生園

菊池恵楓園

20091227-001 しんぶん赤旗（東京）

2009/12/27

「ハンセン病問題に関する申し入れ」（全文・再録） 日本共産党国会議員団

沖縄愛楽園、宮
古南静園、多磨
全生園

20091228-001 読売新聞（県版）熊本版

2009/12/28

回顧2009 上 4月

菊池恵楓園

20091229-001 西日本新聞（福岡）

2009/12/29

国際 2009年十大ニュース 国内 2009年十大ニュース 【熊本】

菊池恵楓園

20091229-002 朝日新聞（県版）熊本版

2009/12/29

回顧2009 ＠熊本 上 4月

菊池恵楓園

20091230-001 朝日新聞（東京）

2009/12/30

4月 ハンセン病問題基本法施行

20091230-002 南日本新聞（鹿児島）

2009/12/30

2009年 県内10大ニュース ●過去10年の主な出来事

20091230-003 沖縄タイムス（那覇）

2009/12/30

20091230-004 読売新聞（県版）多摩版

2009/12/30

20091231-001 読売新聞（東京）

2009/12/31

20091231-002 読売新聞（福岡）

金城雅春、吉川由紀、
愛楽園ガイド養成講座開催 来年1月13日まで募集
平良仁雄

沖縄愛楽園

回顧2009 中 市政など 節目

多磨全生園

酒本喜與志

ハンセン病療養所 外来が休診 ＊「奄美和光園」医師1人に

奄美和光園

2009/12/31

酒本喜與志、山田祥

奄美・ハンセン病療養所 医師1人に、外来休診 入所者診療に影響も

奄美和光園

20091231-003 北國新聞（金沢）

2009/12/31

木村吉伸

知事選 木村氏（県民の会事務局長）出馬表明 谷本、桑原氏と三つどもえ

20091231-004 朝日新聞（県版）石川版

2009/12/31

木村吉伸

知事選「県民の会」木村氏を擁立 雇用・福祉を優先 開発重視の現職批判

