『 ハンセン病 』 記事データ
( 2010/03/01 - 2010/03/31 )
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媒体名

発売日

人名

内

容

療養所

20100301-001 医薬経済

2010/03/01

菅直人、安部英

From Local to Global 私と公衆衛生 検察権力との遭遇 国際医療福祉大学副学
長 岩尾總一郎（元厚労省医政局長） 第17回

20100302-001 毎日新聞（大阪）

2010/03/02

マザー・テレサ、山口
仙二、

平和をたずねて 広岩近広 被爆地からの伝言 7 マザー・テレサ 原爆写真集に
絶句

20100302-002 奈良日日新聞（奈良）

2010/03/02

神美知宏

偏見をなくし正しい理解を

20100302-003 西日本新聞（福岡）

2010/03/02

高石伸人、徳田靖之

ふるさと 人・話題 ハンセン病をテーマにした講演会を企画したNPO「虫の家」事務
菊池恵楓園
局長の高石伸人さん

20100302-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/02

溝口製次、多恵子

菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 2 捜し当てたあんちゃん 下 手を重ね
菊池恵楓園
「負けちゃダメ」

20100303-001 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/03

杉野芳武、杉野桂子、 菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 3 取り戻した古里 「この町出身」と初告
菊池恵楓園
島崎藤村、河津修司 白

20100303-002 朝日新聞（県版）佐賀版

2010/03/03

遠藤隆久

ハンセン病問題公開シンポジウムin佐賀

20100304-001 毎日新聞（大阪）

2010/03/04

村田正太、今田虎次
郎

わが町にも歴史あり 知られざる大阪 外島保養院 大阪市西淀川区 156 室戸台 外島保養院、邑
風襲い 壊滅 岡山・邑久光明園が歴史継承 ハンセン病療養施設 職員・入所者 久光明園、長島
187人が犠牲 いち早く自治会組織 内部対立事件も
愛生園

20100304-002 大阪日日新聞（大阪）

2010/03/04

牧野正直、青木美憲

ハンセン病元患者 総合生活相談会 22日から 波速区

邑久光明園

20100304-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/04

宮崎文、杉野桂子

菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 4 一緒に笑って泣く 「最後まで向き合
いたい」

菊池恵楓園

20100304-004 毎日新聞（県版）石川版

2010/03/04

木村吉伸

2010知事選 立候補者の横顔 届け出順 下 木村吉伸さん 58＝無新 医療の充
実が願い

20100304-005 毎日新聞（県版）佐賀版

2010/03/04

志村康

講演・講座 ハンセン病問題公開シンポジウムin佐賀

20100305-001 読売新聞（東京）

2010/03/05

藤田千代子

医療功労賞 全国表彰17人の横顔 海外部門 ペシャワール会で活躍 藤田千代
子 51 看護師

20100305-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/05

吉山安彦、中田寛美

菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 5 絵画に込めた思い 前を向き「希望」
菊池恵楓園
テーマに

20100305-003 毎日新聞（県版）大分版

2010/03/05

20100305-004 朝日新聞（県版）福岡版

2010/03/05

20100305-005 Japan Medicine（東京）

2010/03/05

20100306-001 神戸新聞（神戸）

2010/03/06

沢知恵、沢正彦

20100306-002 佐賀新聞（佐賀）

2010/03/06

志村康、遠藤隆久、富 ハンセン病問題 重い問い掛け 排除と隔離 危うさ今も 県出身元患者 志村さん
菊池恵楓園
吉賢太郎、吉木
訴え 10日、佐賀市でシンポ

20100306-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/06

山田泉、奥田芙沙子、
菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 6 いのちの授業 亡き恩師の教え受け
阿部智子、小泉純一
菊池恵楓園
継ぎ
郎

20100306-004 熊本日日新聞（熊本）夕刊

2010/03/06

神谷美恵子、石山貴
章

薦めたい1冊 「生きがいについて」（神谷美恵子著） 九州ルーテル学院大人文学
部・石山貴章准教授

20100307-001 河北新報（仙台）

2010/03/07

マザー・テレサ、筒井
義之、神保亮

米沢藩士の殉教 絵本原画で紹介 山形・10日まで

20100307-002 神戸新聞（神戸）

2010/03/07

中川智子、土井たか
子、辻元清美

新兵庫人輝く 第12部 負託に応える 1 女性首長 家庭と行政 より近づける 暮
らしやすいまちに変えよう

20100307-003 山陽新聞（岡山）

2010/03/07

田村朋久、山本勝敏

ハンセン病ともに考えよう 市民学会現地実行委 21日、岡山で集会

20100307-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/07

平川一美、平川敏則、 菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 7 露店でパン販売 入所者の息遣い感
菊池恵楓園
竹下正信
じる

20100307-005 沖縄タイムス（那覇）

2010/03/07

糸数慶子

ハンセン病問題 あす講演会 大分市で、写真展も
徳田靖之、高石伸人、
国の隔離政策・差別…ハンセン病問題考える 7日、直方で「虫の家」が講演会
杉野芳武、杉野桂子

菊池恵楓園、星
塚敬愛園
菊池恵楓園

医療界の動き ニュースフラッシュ from MEDIFAX 3月5日（金）～7日（日）の予定
地球人間模様 49 3世代続く懸け橋 ハンセン病療養所で毎年公演 父が残した
宿題 原点は生後6ヶ月の体験

記者のメモ ハンセン病問題に闘士

大島青松園

長島愛生園

長島愛生園

20100307-006 琉球新報（那覇）

2010/03/07

きょうの歴史 3月7日（日）

宮古南静園

20100307-007 朝日新聞（県版）多摩版

2010/03/07

佐川修、渡部尚

ハンセン病の歴史伝える碑 多磨全生園に建立

多磨全生園

20100307-008 読売新聞（県版）多摩版

2010/03/07

佐川修、渡部尚

「人権の森宣言」に石碑 多磨全生園で除幕式

多磨全生園

20100308-001 南日本新聞（鹿児島）

2010/03/08

中村汐里

若い目 ハンセン病を知って 手打小6年 中村汐里

20100308-002 沖縄タイムス（那覇）

2010/03/08

宮里光雄、金城雅春、
来年 県内で初開催 ハンセン病市民学会 名護・宮古
平良仁雄

20100309-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/03/09

中原弘、中原藤江

中原弘さん（なかはら・ひろし、群馬県北毛地区）

20100309-002 西日本新聞（福岡）

2010/03/09

原田正孝、志村康

菊池恵楓園 ハンセン病の歴史を刻む森

菊池恵楓園

20100309-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/09

原田正孝、志村康

菊池恵楓園 創立100周年 入所者ら記念植樹

菊池恵楓園

20100309-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/09

吉田周生、山下敏文

菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 8 障害者ボランティア 入所者と支え
合って働く

菊池恵楓園

20100309-005 宮崎日日新聞（宮崎）

2010/03/09

釈迦郡ひろみ、小島ゆ
かり、中島淳祐、正岡
子規、明石海人、石田
日南 釈迦郡さんの句魅力紹介 全集出版記念しシンポ 歌人・小島さんが講演
波郷、伊藤一彦、杉谷
昭人、永田タヱ子、谷
口義幸

20100309-006 毎日新聞（県版）熊本版

2010/03/09

原田正孝、大住清昭、
菊池恵楓園 桜やクヌギ植える 創立100周年で入所者ら
志村康

菊池恵楓園

20100309-007 読売新聞（県版）熊本版

2010/03/09

原田正孝、志村康

恵楓園に森造り 初の植樹 開園100年 「市民の憩いの場に」

菊池恵楓園

20100309-008 北陸中日新聞（金沢）夕刊

2010/03/09

木村吉伸、秋山暁子

だから応援します 3・14知事選 ■中■ ロマン持ち強い 木村吉伸候補 ハンセン
病支援仲間 秋山暁子さん（64）

20100309-009 財界

2010/03/09

笹川陽平

Book必読本 ZAIKAI LIBRARY 『不可能を可能に 世界のハンセン病との闘い』
笹川陽平著

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20100310-001 社会新報（東京）

2010/03/10

福島将美、森田実、志
森田実さんが憲法語る
村康、森重淳次郎

20100310-002 北日本新聞（富山）

2010/03/10

吉江忠了、藤野豊

差別の歴史解説

20100310-003 山陽新聞（岡山）

2010/03/10

立花誠一郎、大和美
緒

山陽女子高放送部 豪の日本軍兵士捕虜脱走「カウラ事件」 取材成果 英学会で
邑久光明園
発表へ 邑久光明園入所 立花さんに焦点 ポスター展示

20100310-004 西日本新聞（福岡）

2010/03/10

岩川洋一郎

九州ハンセン病療養所 「地域に開放」国へ実現要求 協議会方針

20100310-005 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/10

秋吉不二雄、青木照
美、宮田信一

菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 9 地元住民との交流 教育を柱にすえ
菊池恵楓園
着実に…

20100310-006 宮崎日日新聞（宮崎）

2010/03/10

中島淳祐、釈迦郡ひろ
み、小島ゆかり、杉谷
県南に文芸の灯を 第3回文化シンポ 1 小島ゆかりさん講演要旨 上 命を楽し
昭人、正岡子規、山川
み歌つむぐ 病と向き合った歌人紹介
登美子、三ケ島葭子、
明石海人、伊藤一彦

20100310-007 南日本新聞（鹿児島）

2010/03/10

20100310-008 大分合同新聞（大分）夕刊

2010/03/10

20100310-009 日経メディカル

菊池恵楓園

星塚敬愛園、菊
池恵楓園、奄美
和光園

長島愛生園

議会 奄美市

奄美和光園

御手洗礼子、林力

「ハンセン病問題終わっていない」 「歩む会」の総会

星塚敬愛園

2010/03/10

尾崎元昭

新刊 NEW COMERS 隔ての海の岸辺で 長島愛生園便り ハンセン病治療の現
場報告

長島愛生園

20100311-001 西日本新聞（福岡）

2010/03/11

風見治

文化 2010年代の創造力 はぐくむ 豊饒な辺境 九州芸術祭文学賞40年 中 時
代性と多様性 "文学"の幅を広げる存在

20100311-002 佐賀新聞（佐賀）

2010/03/11

志村康

"自分発"で考えて ハンセン病考えるシンポ 元患者、宗教者ら論議 佐賀市

20100311-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/11

佐竹義斎、遠藤隆久

菊池恵楓園100年 第4部 共生への一歩 10 ボランティアガイド 新たな支援組織
菊池恵楓園
の核に 終

20100311-004 南日本新聞（鹿児島）

2010/03/11

岩川洋一郎

星塚敬愛園でブロック協 医師確保、開放要求へ

星塚敬愛園、奄
美和光園、菊池
恵楓園

20100311-005 SANKEI EXPRESS（東京）

2010/03/11

沢知恵、沢正彦

地球人間模様 ＠コリア 日本との懸け橋 3代目 「ハンセン病は父の宿題」療養
所で定期公演

20100312-001 毎日新聞（東京）

2010/03/12

伊藤拓水、半田宏

東工大など サリドマイド たんぱく質の働き阻害 奇形化 仕組み解明

20100312-002 朝日新聞（大阪）

2010/03/12

半田宏

東工大など サリドマイド副作用関与 たんぱく質を確認

20100312-003 山陽新聞（岡山）

2010/03/12

牧野正直

oniビジョン oniビジョン・ニュースショー ハンセン病問題を考える市民の集い

20100312-004 西日本新聞（福岡）

2010/03/12

原田恵子、森友

福岡市の要心寺で20日 ハンセン病の学習会

20100312-005 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/12

20100312-006 読売新聞（県版）佐賀版

2010/03/12

20100313-001 北國新聞（金沢）

大島青松園

邑久光明園

きょうの歴史 12日 県内

菊池恵楓園

志村康

ハンセン病シンポ 差別ない社会実現訴え 県出身の志村さん

菊池恵楓園

2010/03/13

木村吉伸

知事選あす投開票 投票率も焦点 現職に3新人挑む

20100313-002 北陸中日新聞（金沢）

2010/03/13

木村吉伸

石川県知事選立候補者 県知事選あす投開票

20100313-003 中部経済新聞（名古屋）

2010/03/13

笹川陽平

新刊紹介 「不可能を可能に 世界のハンセン病との闘い」 笹川陽平著

20100313-004 山陽新聞（岡山）

2010/03/13

石井正弘、牧野正直、
5月の市民学会総会実行委 「ハンセン病行政」発信を 知事に協力要請
山本勝敏

邑久光明園、長
島愛生園、大島
青松園

20100313-005 高知新聞（高知）

2010/03/13

田村和恵、塔和子、曽
大島青松園の風景 田村和恵 79 主婦
我野一美

大島青松園

20100313-006 読売新聞（県版）鹿児島版

2010/03/13

岩川洋一郎、工藤昌
敏、神美知宏

ハンセン病 療養所の将来考える 鹿屋で協議会「国へ支援求めたい」

星塚敬愛園、菊
池恵楓園、奄美
和光園

20100315-001 福井新聞（福井）

2010/03/15

ハンセン病 訪ねて理解を 療養所見学 参加募る 小浜・交流を深める会

長島愛生園、邑
久光明園

20100315-002 日刊県民福井（福井）

2010/03/15

学ぶ、教える、育つ 若狭東高放送部顧問 村上恵教諭 一緒に悩んで番組作り

長島愛生園

村上恵、高瀬重二郎

20100315-003 中日新聞（名古屋）

2010/03/15

松本清張、池谷広八

青春の本棚 とよね観光総支配人 池谷広八さん 「砂の器」 トリックに魅せられた

20100316-001 毎日新聞（東京）

2010/03/16

聖（サン）フランチェス
コ

くらしナビ 旅 Travel 清貧の聖人を訪ねて イタリア・アッシジ 励まし、安らぎ 与
え続け 聖堂、墓 祈る人絶えず

20100316-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/16

大住清昭

合志市長選 立候補者に聞く 大住清昭氏 企業誘致さらに進める

20100316-003 毎日新聞（県版）熊本版

2010/03/16

大住清昭

合志市長選 両候補者に聞く 大住清昭候補（66）=無現 8年かけ継続事業を完結 菊池恵楓園

20100317-001 下野新聞（宇都宮）

2010/03/17

20100317-002 信濃毎日新聞（長野）

2010/03/17

関孝之、樋勝朋巳

信州 未来をつくる 第11回 障害者アートの現場から 下 対談 地域・社会の中
で 理解を超えて諒解へ 小さなことに大事さが 奥にあるもの感じ取る

20100317-003 静岡新聞（静岡）

2010/03/17

若林洋平、水口正宏

御殿場 駿河療養所 医療、福祉など複数案 将来構想検討委 市長に提出

20100317-004 朝日新聞（県版）山梨版

2010/03/17

北條楽只、中田直道、

古寺彩る15メートル天井画 浄林寺に画家・北條さん寄贈 奉納3作品目、釈迦の誕
生描く

20100318-001 毎日新聞（東京）

2010/03/18

鈴木禎一、黒坂愛衣

ハンセン病入所者権利回復運動語る 多磨全生園で20日

20100318-002 しんぶん赤旗（東京）

2010/03/18

宇多喜代子

『婦人通信』4月号

20100318-003 下野新聞（宇都宮）

2010/03/18

ハンセン病募金

20100318-004 北國新聞（金沢）

2010/03/18

宗教

20100319-001 下野新聞（宇都宮）

2010/03/19

ハンセン病募金

20100319-002 北陸中日新聞（金沢）

2010/03/19

20100319-003 大阪日日新聞（大阪）

2010/03/19

20100319-004 朝日新聞（県版）岡山版

2010/03/19

菊池恵楓園

ハンセン病募金

志村康、大屋徳夫

ハンセン病 宗教視点で問題提起 金沢東別院 元患者と僧侶対談
ハンセン病 回復者と家族支援 22日から生活相談

八重樫信之、難波

八重樫信之写真展「絆（きずな）」-日本・韓国・台湾のハンセン病

駿河療養所

多磨全生園、栗
生楽泉園

菊池恵楓園

20100319-005 科学新聞（東京）

2010/03/19

半田宏、伊藤拓水、安 東工大、東北大のグループ世界初 サリドマイドの催奇性機構発見 標的分子を単
藤秀樹、小椋利彦
離・特定

20100319-006 薬事ニュース（東京）

2010/03/19

糸数慶子

厚生行政 Weekly 「国立ハンセン病療養所」に関する答弁書を閣議決定-政府

20100320-001 北海道新聞（札幌）夕刊

2010/03/20

マザー・テレサ

週刊フムフム 世界と日本 大図解334 学校の教材に役立つ大図解 一生を神と
貧しい人々に捧げた修道女 マザー・テレサ 生誕100年 ハンセン病患者の救済
「平和の村」

20100321-001 毎日新聞（大阪）

2010/03/21

原田恵子

ハンセン病 回復者に支援を あすから・波速区 医師、弁護士らが相談会

20100322-001 山陽新聞（岡山）

2010/03/22

牧野正直、屋猛司、中
邑久光明園、長
岡山で「市民の集い」 ハンセン病 現状、将来は 5月交流会 プレ企画 140人認
尾伸治、南智、山本勝
島愛生園、大島
識深める
敏
青松園

20100322-002 朝日新聞（県版）岡山版

2010/03/22

屋猛司、中尾伸治

療養所の開放など「ハンセン病」討論 岡山で考える集い

邑久光明園、長
島愛生園

20100323-001 東京新聞（東京）

2010/03/23

鈴木禎一、黒坂愛衣

本音のコラム 強制と感謝 鎌田慧

多磨全生園、栗
生楽泉園

20100323-002 静岡新聞（静岡）

2010/03/23

平沢保治

＜人権アニメ劇場＞ 「未来への虹」「こころ、と、ことば」「プレゼント」

20100323-003 月刊BOSS

2010/03/23

笹川陽平

新刊案内 不可能を可能に 世界のハンセン病との闘い 笹川陽平 著

20100324-001 日本経済新聞（東京）

2010/03/24

神谷美恵子

文化 戦争の受難超えた「マタイ」 ユダヤ人指揮、日本語で歌った成城合唱団 柴
田巌

20100324-002 社会新報（東京）

2010/03/24

山川菊栄、堀江節子、
山川菊栄賞 西倉さんと堀江さんが受賞 ライフストーリー研究の2作
玉城しげ、西倉実李

20100324-003 社会新報（東京）

2010/03/24

20100324-004 朝日新聞（県版）岡山版

2010/03/24

20100324-005 月刊スカパー!
20100324-006 月刊スカパー!

平和の村

星塚敬愛園

催しもの 関東 多磨全生園でお花見を

多磨全生園

牧野正直、山本勝敏

ハンセン病議論 市民学会が総会 5月に岡山・瀬戸内で

長島愛生園、大
島青松園、邑久
光明園

2010/03/24

小笠原登

ハンセン病強制隔離に抗した医師 小笠原登物語 創作劇 空白のカルテ

2010/03/24

小笠原登

ch.774 医療福祉チャンネル774 ハンセン病強制隔離に抗した医師・小笠原登物語
創作劇「空白のカルテ」 制作:甚目寺町人権教育調査研究委員会

ch.774B 医療福祉チャンネル774 創作劇「空白のカルテ」 ハンセン病強制隔離に
抗した医師・小笠原登物語

20100324-007 スカパー!TVガイド

2010/03/24

小笠原登

20100325-001 京都新聞（京都）

2010/03/25

森清範、桓武天皇、一
西国三十三所 観音霊場 第6番礼所 壷阪寺（奈良県高取町） 眼病に負けぬ心
条天皇、喜多昭真、常
授ける
盤勝範

20100325-002 朝日新聞（県版）奈良版

2010/03/25

西山厚、岡本彰夫、長
岡千尋、折口信夫、佐 6社寺で「特別講話」 「祈りの回廊」 先人の偉業伝える
伯龍幸、森村欣司

20100325-003 読売新聞（県版）岡山版

2010/03/25

立花誠一郎、日下裕
梨

豪の収容所 日本兵脱走、死亡 山陽女子高生 英学会で発表 生存者に取材

20100325-004 毎日新聞（東京）夕刊

2010/03/25

木津川計、北条民雄

帰りたい 私だけのふるさと 木津川計さん 高知市 桂浜の龍馬像と1冊の本

20100326-001 北海道新聞（札幌）

2010/03/26

村越化石

うた暦 客来れば客間となりて暖かし 村越化石

20100326-002 下野新聞（宇都宮）

2010/03/26

村越化石

季（とき）のうた 客来れば客間となりて暖かし 村越化石

20100326-003 信濃毎日新聞（長野）

2010/03/26

村越化石

けさの一句 客来れば客間となりて暖かし 村越化石

20100326-004 西日本新聞（福岡）

2010/03/26

東国原英夫、小牧義
美、松形祐尭

ハンセン病療養所 星塚敬愛園を訪問 東国原知事

星塚敬愛園

20100326-005 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/26

浜田知明、永野一成、
菊池恵楓園で浜田知明展 「初年兵哀歌」など 28日
宮崎静夫

菊池恵楓園

20100326-006 宮崎日日新聞（宮崎）

2010/03/26

20100326-007 沖縄タイムス（那覇）

2010/03/26

田村謙二、井原哲夫、
日本医療機構 南静園 機能評価を認定 体制向上 存続に光 宮古島
宮里光雄

20100326-008 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/03/26

知念正勝

20100326-009 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/03/26

恩河尚清、田村謙二、
宮里光雄、赤星隆典、 病院機能評価に合格 宮古南静園が宮古初 医療安全強化などで高評価
原田喜代子

知事の動き

邑久光明園

星塚敬愛園
宮古南静園

ハンセン病と人権を考える集い 「差別、偏見なくしたい」 知念共同代表が講話

宮古南静園

20100326-010 毎日新聞（県版）鹿児島版

2010/03/26

東国原英夫、岩川洋
一、小牧義美

東国原知事 入所者の苦労ねぎらう 星塚敬愛園を訪問 鹿屋

星塚敬愛園

20100326-011 読売新聞（県版）鹿児島版

2010/03/26

東国原英夫、小牧義
美

東国原知事が敬愛園を訪問 3年越しの約束果たす

星塚敬愛園

20100326-012 山形新聞（山形）夕刊

2010/03/26

20100326-013 ベストカー

2010/03/26

20100328-001 東奥日報（青森）

2010/03/28

20100328-002 岐阜新聞（岐阜）

2010/03/28

宇佐美光代、沢知恵、
沢正彦、金子みすず、 沢知恵さんの人間性に感動 岐阜市 宇佐美光代（主婦・64歳）
金素雲

大島青松園

20100328-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/28

杉野芳武

ハンセン病を身近に感じた 林将平12=小学生（南小国町）

菊池恵楓園

20100328-004 読売新聞（県版）茨城版

2010/03/28

石山春平

街・ふれあい ハンセン病 逆境語る

20100329-001 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/29

浜田知明、永野一成、
恵楓園で"1日作品展" 浜田知明さんの版画16点 合志市
永野敬子、宮崎静夫

20100329-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/03/29

浦島郁夫、遠藤隆久、 菊池恵楓園100年 国立ハンセン病療養所 菊池恵楓園の今後 5人に聞く 共生へ
原田正孝、工藤昌敏、 の新たな一歩 啓発へ率先して行動 地域シンボルへ転換 保育所誘致へ準備中 菊池恵楓園
荒木義行
安心して暮らせる場所に 国を動かすことが重要

20100329-003 琉球新報（那覇）

2010/03/29

宮里光雄、田村謙二

病院機能評価で宮古南静園認定 将来構想へ弾み

20100329-004 週刊東洋経済

2010/03/29

笹川陽平

国際鉄道ビジネス 高速鉄道「オールジャパン」の幻 INTERVIEW 「高速鉄道を一
括受注するオールジャパンの企業が必要」

20100330-001 山陽新聞（岡山）

2010/03/30

中尾伸治

ハンセン病問題基本法アンケート 住民半数「中身」知らず 関心の低さ浮き彫り

20100330-002 山陽新聞（岡山）

2010/03/30

八重樫信之、難波幸
矢

療養所生活物語る 八重樫さん写真展 あすから岡山

季（とき）のうた 客来れば客間となりて暖かし 村越化石
石田三成、小早川秀
秋、脇坂、大谷吉継

日本SAMURAIクルマ列伝 スポーツ&GT14車種 討死に覚悟の猛将たち 英傑伝
地域に密着 あすを考える 県内の「元気」発見 4月から新企画スタート 朝 証言
松丘保養園
でつづる松丘保養園

菊池恵楓園

宮古南静園

長島愛生園、邑
久光明園

20100331-001 朝日新聞（東京）

2010/03/31

20100331-002 毎日新聞（県版）宮崎版

2010/03/31

教科書 盛りだくさん 言葉での表現、全教科で 社会 裁判員制度 全社が説明
東国原英夫、岩川洋
一、小牧義美

知事が星塚敬愛園訪問 入所者らの労苦ねぎらう 鹿屋市

星塚敬愛園

