『 ハンセン病 』 記事データ
( 2010/06/01 - 2010/06/30 )
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媒体名

発売日

人名

内

20100601-001 富山新聞（富山）

2010/06/01

きょうから6月 26日にキラリカップ 【18日】

20100601-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/06/01

5月のファイル 8日 「ハンセン病市民学会」

容

療養所

菊池恵楓園

20100601-003 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/01

大城貞俊、幸喜良秀、
神谷武史、小嶺和佳
子、比嘉克之、當間奏
瑠、宇座仁一、座喜味
米子、山城亜矢乃、呉
屋かなめ、嘉数道彦、 「椎の川～じんじん」上演 19・20、26・27、来月4日 3会場で
知花小百合、佐辺良
和、宮城茂雄、金城真
次、大田守邦、平田智
之、髙宮城実人、新垣
雄

20100601-004 毎日新聞（県版）茨城版

2010/06/01

倉持博、平沢保治

散歩道 第二小に開校100周年記念の絵

20100602-001 社会新報（東京）

2010/06/02

金貴粉

催しもの 「韓国併合」100年/「在日」100年を越えて第3回（東京）

20100602-002 山陰中央新報（松江）

2010/06/02

溝口善兵衛、佐藤充
男、池内謙次郎

再会喜び交流深める ハンセン病療養所入所者 県出身8人里帰り 松江で歓迎会 長島愛生園

20100602-003 山陰中央新報（松江）

2010/06/02

知事室 1日 島根

20100602-004 中国新聞（広島）

2010/06/02

知事往来 1日 島根

20100602-005 熊本日日新聞（熊本）

2010/06/02

沖縄愛楽園、宮
古南静園

工藤昌敏、志村康、徳 ハンセン病患者専用 旧菊池医療刑務所 「人権啓発の拠点に」 恵楓園入所者ら
菊池恵楓園
田靖之、坂本克明
国会請願へ署名活動本格化

基俊太郎、基俊子、藤
奄美和光園 夫制作の旧納骨堂初視察 命日を前に基俊太郎夫人
岡洋保

20100602-006 南海日日新聞（奄美）

2010/06/02

20100602-007 山陽新聞（岡山）夕刊

2010/06/02

20100603-001 西日本新聞（福岡）

2010/06/03

中野実、岩川洋一郎

20100603-002 長崎新聞（長崎）

2010/06/03

鈴木幸一、鵜殿俊史、
ハンセン病 長い潜伏期 チンパンジーが実証
石井則久

20100603-003 南日本新聞（鹿児島）

2010/06/03

中野実、岩川洋一郎

歴史伝える「里」に 鹿屋市・星塚敬愛園 考える会が将来構想

20100603-004 朝日新聞（県版）熊本版

2010/06/03

姜信子

熊本情報 講座・講演 ハンセン病啓発事業講演会

奄美和光園

東西南北 ハンセン病隔離政策で犠牲 生き証人たちが苦悩証言 島根出身9人の 長島愛生園、栗
手記を発刊
生楽泉園
星塚敬愛園の地域開放構想 考える会まとめる

星塚敬愛園

星塚敬愛園

東北新生園、多
磨全生園、菊池
恵楓園、栗生楽
泉園、駿河療養
厚労省官房会計課（高度専門医療センター 国立ハンセン病療養所） 10年度発注 所、長島愛生
見通し
園、邑久光明
園、大島青松
園、星塚敬愛
園、沖縄愛楽
園、宮古南静園

20100603-005 日刊建設工業新聞（東京）

2010/06/03

20100604-001 毎日新聞（東京）

2010/06/04

長妻昭、多田羅浩三、
ハンセン病の教訓 政策に反映 厚労、法務、文化省 合同検討チーム
舛添要一、内田博文

20100604-002 毎日新聞（大阪）

2010/06/04

増田尚

退所者の思い聞く あす 天王寺でハンセン病集会

20100604-003 東奥日報（青森）

2010/06/04

多田羅浩三、長妻昭

「医療の基本法」整備求め最終報告書

20100604-004 神戸新聞（神戸）

2010/06/04

太田順一、伊奈信男

写真家太田順一さん 人権問題を題材に講演 26日、神戸

20100604-005 山陽新聞（岡山）

2010/06/04

多田羅浩三、長妻厚
労相

「医療の基本法」整備求め最終報告書

成人T細胞白血病 ATL制圧へ 支援策探るシンポ あす福岡市で 登壇者に聞く
国の感染症対策は「欠陥」 弁護士 古賀克重さん

20100604-006 西日本新聞（福岡）

2010/06/04

古賀克重、山本慎一

20100604-007 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/04

大城貞俊、新垣雄、呉
「椎の川～じんじん」への期待 （上） 大城立裕 涙と笑い誘う舞台注目
屋かなめ、幸喜良秀

20100604-008 読売新聞（県版）熊本版

2010/06/04

姜信子

講座 講演 ハンセン病啓発事業講演会

20100604-009 読売新聞（県版）鹿児島版

2010/06/04

後藤正道

ハンセン病の歴史など講演 星塚敬愛園園長

20100605-001 毎日新聞（大阪）

2010/06/05

菅直人、堅山勲

沖縄「約束実現を」 辺野古「押し返すだけ」 「庶民の痛み分かる人」ハンセン病元
星塚敬愛園
原告団

20100605-002 毎日新聞（北九州）

2010/06/05

菅直人、堅山勲

飾らず強い責任感 「イラ菅、信じられない」 テニス部引っ張る明るい存在 宇部の
中学同級生 弘津安雄さん ハンセン病元患者と入浴も 「背中流させて」断られ ら 星塚敬愛園
い予防法廃止の厚相時

20100605-003 東京新聞（東京）

2010/06/05

菅直人、小泉純一郎

菅新首相 こんな人 挫折越え頂点 「倒閣失敗」「年金」糧に 語録

20100605-004 秋田魁新報（秋田）

2010/06/05

20100605-005 新潟日報（新潟）

2010/06/05

水嶋

こしじウイークリー 上越 糸魚川

20100605-006 京都新聞（京都）

2010/06/05

菅直人、小泉純一郎

課題山積 いばらの道 菅新政権 政策チェック 語録は

20100605-007 西日本新聞（福岡）

2010/06/05

丸山泉、丸山豊、谷川
人物現在形 丸山泉さん（医師） 初のエッセー集出版 父・丸山豊の話法で 言葉
雁、森崎和江、松永伍
と行動 歩調を整え
一

20100605-008 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/05

知念正勝、亀浜玲子、
宮古 南静園ガイド講座 継続 人権ネット総会で承認 ハンセン病啓発に力
宮里光雄

20100605-009 読売新聞（県版）群馬版

2010/06/05

菅直人、谺雄二

20100605-010 図書新聞（東京）

2010/06/05

学術 豊富な調査を背景とした冷静な視点 留岡の生涯を追体験するなかから生ま
二井仁美、留岡幸助、
れた一書 藤野豊 二井仁美著 留岡幸助と家庭学校 近代日本感化教育史序説
光田健輔
2.25刊 A5判344頁 本体5000円 不二出版

シリーズ 時代を語る 佐々木満 20 患者チームと野球も

星塚敬愛園

多磨全生園、栗
生楽泉園

宮古南静園、多
磨全生園、菊池
恵楓園

民・自サバイバル新局面 菅新首相指名 参院選戦略 見直しも 「ハンセン病問題
栗生楽泉園
解決を」

20100605-011 産経新聞（大阪）夕刊

2010/06/05

松本清張、三澤又三
郎、丹波哲郎、緒方
拳、杠哲也、高松英
舞台はここに 松本清張「砂の器」 島根・亀嵩 「おんぼらと」に癒されて
郎、仲代達矢、田中邦
衛、渡辺謙、中居正広

20100605-012 潮

2010/06/05

渡辺喜美、与謝野馨、 特集「参院選」政党選択の条件 「第三極」に問われる要件。 日本政治の舵取りを
中田宏、橋下徹
安定させる使命を公明党は果たしていくべきである。 佐藤秀雄

20100606-001 京都新聞（京都）

2010/06/06

THE JUNIOR TIMES ジュニア タイムズ Sunday 日曜版 カメラアイ 今週チェッ
ク! あのころ 7日（月）

20100606-002 毎日新聞（県版）島根版

2010/06/06

大西笑子、大西俊明

しまねのひと ハンセン病療養所機関誌に100回を越える連載 大西笑子さん（74）

20100607-001 Japan Medicine（東京）

2010/06/07

多田羅浩三、長妻昭

医療界の動き ニュースフラッシュ from MEDIFAX 審議会・検討会 ハンセン病問
題で厚労省検討会 再発防止へ報告書を提出 4日付

20100608-001 読売新聞（東京）

2010/06/08

神美知宏

顔 全国ハンセン病療養所入所者協議会の新会長 神美知宏（こうみちひろ）さん
76

大島青松園

20100608-002 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/06/08

下地義治、伊良皆秀
満、下地和夫

南静園一般舎 進ちょく率66%、8月竣工 美しい赤瓦屋根の景観

宮古南静園

20100608-003 東京新聞（県版）群馬版

2010/06/08

氷点下20度体感ブースも ハンセン病療養「栗生楽泉園」 重監房復元へ素案 厚
労省部会まとめる

栗生楽泉園

20100608-004 FLASH

2010/06/08

20100608-005 世界

2010/06/08

平良仁雄、青木恵哉

20100609-001 東京新聞（東京）

2010/06/09

中村哲、伊藤和也、福 アフガン治安悪化 撤退検討したが… 中村医師 活動継続へ 砂漠開拓に意欲
元満治
「あと7年続ける」

20100609-002 愛媛新聞（松山）

2010/06/09

鈴木静

20100609-003 長崎新聞（長崎）

2010/06/09

遠藤周作、高野菜々、
遠藤文学館10周年で記念対談 「誰の心にもミツはいる」 女優・高野菜々さん、作
加藤宗哉、井深八重、
家・加藤宗哉さん 劇中歌「泣かないで」披露
浦山桐郎、熊井啓

20100609-004 読売新聞（県版）兵庫版

2010/06/09

中村哲

イラ菅総理誕生の舞台裏（1） 「宇宙人」からバトンを受け継いだ「カイワレマン」の
正体 菅直人 総力11ページ特集! 「酒と女とケンカ」半生 あのころ、総理は若
かった!
リレーコラム 沖縄（シマ）という窓 「隠さずに生きる」仁雄さんの愛楽園ガイド 山
城紀子

講座・講演 松山市 講演会「ハンセン病医療政策と平和、人権」

NGO代表の医師 アフガン現地報告 13日、尼崎で講演会

大島青松園

沖縄愛楽園

20100610-001 京都新聞（京都）

2010/06/10

大谷暢顕、大谷智子、
小笠原登、森一男、訓 信ふたたび 問い直す 1 「解放こそ本来の役割だった」 「強制隔離」過ち認め
覇浩、安原晃

大島青松園

20100610-002 山陽新聞（岡山）

2010/06/10

武久顕也

ハンセン病療養2園 将来構想の会 事務局設置検討 瀬戸内市

長島愛生園、邑
久光明園

20100610-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/06/10

坂本克明

旧菊池医療刑務所の様子は ハンセン病差別の象徴 後世に ひばりヶ丘教会牧
師 坂本克明さん

菊池恵楓園

20100610-004 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/10

池間哲郎、玉木馨

アジアチャイルドサポート ミャンマーへ井戸400基 村人から大歓迎

20100610-005 琉球新報（那覇）

2010/06/10

上里一之、平良仁雄、
「差別のない社会を」 チーム沖縄 30人、愛楽園で学習会
伊佐真栄

20100610-006 毎日新聞（県版）富山版

2010/06/10

宮坂道夫、藤田三四
郎、藤野豊

20100610-007 薬事新報

2010/06/10

20100611-001 北日本新聞（富山）

2010/06/11

藤野豊、宮坂道夫、藤
ハンセン病問題で18日にシンポ
田三四郎

20100611-002 山陰中央新報（松江）

2010/06/11

竹内玄光、溝口知事

20100611-003 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/11

20100611-004 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/06/11

宮里光雄、亀浜玲子、
宮古南静園ボランティアガイド養成講座参加者募集
徳田靖之

宮古南静園

20100611-005 毎日新聞（県版）島根版

2010/06/11

大西笑子

大島青松園

20100611-006 朝日新聞（県版）香川版

2010/06/11

向田邦子、山本周五
郎、乃南アサ、三宅志 視覚障害者にカセット届ける「高松朗読会」 結成27年 録音に黄信号 マイク入力
大島青松園
津子、五島幸子、西山 型が減少 「眠っている機器あれば譲って」
佳子

20100612-001 朝日新聞（大阪）

2010/06/12

上野正子

沖縄愛楽園

ハンセン病 勝訴9周年記念シンポ 「負の遺産の保存継承を」 富山で18日 風化
栗生楽泉園
させず、理解深める
元新聞記者の視線（58） 不同意堕胎事件に見る中絶の問題 医事ジャーナリスト
大西正夫
栗生楽泉園

また元気で島根に里帰りを 出雲市大社町 竹内玄光 74歳
「椎の川～じんじん」への期待（下） 宜保栄治郎 生き抜く大切さ伝える

想話

ハンセン病講演会 元患者、26日兵庫・西宮

星塚敬愛園

橋爪長三、門屋和子

ハンセン病の問題 上田で27日講演会

長島愛生園、大
島青松園

20100612-002 信濃毎日新聞（長野）

2010/06/12

20100612-003 紀伊民報（田辺）

2010/06/12

20100612-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/06/12

蒲島郁夫、高木健次

恵楓園の将来構想 「人権啓発 拠点に」 知事 国に働き掛け示唆

菊池恵楓園

20100613-001 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/13

神美知宏

茶のみ話 その人の選んだ道 比嘉正央（49）

大島青松園

20100613-002 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/13

大城貞俊

発信着信 19日から「じんじん」舞台公演 共生へのメッセージ込め

20100613-003 毎日新聞（県版）広島版

2010/06/13

橋本江津子、元木茜

福山・障害者支援団体が中高生と 歌や踊り交流 勉強会も

20100614-001 熊本日日新聞（熊本）

2010/06/14

工藤昌敏、徳田靖之、
菊池恵楓園 "負の遺産"再生 人権啓発拠点に 旧医療刑務所活用で講演会
坂本克明

20100614-002 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/14

大城貞俊、幸喜良秀、
森川恭剛、小嶺和佳 「命の叫び」熱演 公開リハーサル 椎の川～じんじん 19日から各地で公演
子

20100614-003 毎日新聞（県版）山口版

2010/06/14

菅直人、高杉晋作、古
支局長評論 下関 奇兵隊内閣
川薫、吉田松陰

星塚敬愛園

20100614-004 毎日新聞（県版）徳島版

2010/06/14

松浦徳男、松浦篤男、
大島青松園の県人会長 ハンセン病元患者 松浦さん死去
十川勝幸

大島青松園

20100614-005 毎日新聞（県版）香川版

2010/06/14

松浦徳男、松浦篤男

松浦徳男さん83歳（まつうら・とくお=ハンセン病元患者、国立療養所大島青松園徳
島県人会会長）

大島青松園

20100614-006 毎日新聞（県版）熊本版

2010/06/14

徳田靖之、坂本克明

ハンセン病患者専用刑務所跡 人権啓発に利用を 菊池恵楓園 教戒師らが講演

菊池恵楓園

20100614-007 BCN（東京）

2010/06/14

菅直人、小沢一郎

北斗七星

20100615-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/06/15

工藤昌敏、徳田靖之、
ハンセン病 熊本の医療刑務所 跡地を残そう 講演会開く
坂本克明

菊池恵楓園

20100615-002 東奥日報（青森）

2010/06/15

淡谷悠蔵、稲葉上道、
菊地正實、増田勇、菊 証言でつづる松丘保養園 9 開設前後（上）/放浪患者 差別され 社会の底辺に
池一郎

松丘保養園

和歌山人権研究所 「和歌山の部落史」発行 新聞記事で構成 第1弾 史料編近
現代1

長島愛生園
菊池恵楓園

20100615-003 徳島新聞（徳島）

2010/06/15

山本隆久

きょう あすの催し 集う ハンセン病を正しく理解するフォーラム

大島青松園

20100615-004 徳島新聞（徳島）

2010/06/15

松浦徳男、十川勝幸、 ハンセン病 偏見なくしたい 故 松浦さんの思い訴え 阿波市の市民劇団「追悼舞
大島青松園
玉井由紀雄
台」成功誓う きょう、あわぎんホール

20100615-005 四国新聞（高松）

2010/06/15

20100615-006 琉球新報（那覇）

2010/06/15

玉木馨、池間哲郎

20100615-007 高齢者住宅新聞（東京）

2010/06/15

池田茂、秋山正子、澤
宏紀、北条慶一、佐藤 フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団 「新しいホームケア」看護師・
智、小笠原登、大谷藤 秋山氏が講演
郎

20100616-001 毎日新聞（東京）

2010/06/16

村崎太郎、栗原美和
子、住井すゑ

発信箱 社会部 滝野隆浩 夫婦でかける橋

20100616-002 朝日新聞（北九州）

2010/06/16

中村哲

最後のアフガン 自立の村つくる ペシャワール会・中村哲さん（63） 「70歳までは
頑張れる」「年内に診療所を」

20100616-003 東奥日報（青森）

2010/06/16

稲葉上道、増田勇、菊
池一郎、渡邊蔵太郎、
証言でつづる松丘保養園 10 開設前後（中）/誘致 地域繁栄狙い「わが村へ」
内田守、戸井田吉之
助

20100616-004 静岡新聞（静岡）

2010/06/16

内田文喬

20100616-005 徳島新聞（徳島）

2010/06/16

松浦徳男、十川勝幸、
ハンセン病人権劇 市民が熱演 苦悩や悲しみ訴え 徳島市
山本隆久

大島青松園

20100616-006 四国新聞（高松）

2010/06/16

松尾邦之、神谷誠人、
伝言板 東から西から 高松 ハンセン病問題を考える集い
塔和子、宮崎信恵

大島青松園

20100616-007 愛媛新聞（松山）

2010/06/16

神谷誠人

近県あれこれ 「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」講演と映画
高松市

20100616-008 熊本日日新聞（熊本）

2010/06/16

坂口力、潮谷知事

きょうの歴史 16日

菊池恵楓園

20100616-009 南日本新聞（鹿児島）

2010/06/16

前田次江

ハンセン病問題伝える資料展 鹿県庁、28日まで

星塚敬愛園、奄
美和光園

隣県イベント（15～21日） 徳島
ミャンマーに井戸400基 サイクロン被害支援 エーヤワディーにアジアチャイルド

松丘保養園、多
磨全生園、宮古
南静園

親子にハンセン病シンポ 静岡 県人権擁護委員ら活動決定

20100616-010 毎日新聞（県版）徳島版

2010/06/16

山本隆久、十川勝幸、
徳島 ハンセン病フォーラム 青松園の自治会長 山本さん講演
松浦徳男

大島青松園

20100616-011 朝日新聞（県版）富山版

2010/06/16

宮坂道夫、藤田三四
郎

「負の遺産」保存を 18日、富山でハンセン病シンポ

栗生楽泉園

20100616-012 読売新聞（県版）多摩版

2010/06/16

渡辺静夫、志田彊

多磨全生園 「けやきの丘」で枝切り

多磨全生園

20100617-001 東奥日報（青森）

2010/06/17

丘松寿草、中條資俊、 証言でつづる松丘保養園 11 開設前後（下）/閉ざされた園 心すさみ逃走、喧嘩
淡谷悠蔵
も

20100617-002 大阪日日新聞（大阪）

2010/06/17

森敏治

ハンセン病回復者 思いつづる いちょうの会（大阪）が啓発冊子 誰だって老後を
楽しみたいんです 「当たり前の社会保障を」

20100617-003 徳島新聞（徳島）

2010/06/17

松浦徳男

鳴潮

松丘保養園

大島青松園

向田邦子、山本周五
郎、乃南アサ、三宅志 香川 目の不自由な人に情報届ける高松朗読会 「声の便り」SOS マイク入力型減
大島青松園
津子、五島幸子、西山 「機器ゆずって」
佳子
鈴木忠実、イエス、三
宮一将、ダミアン神
大分市で「三宮一将絵画展」 展評 色彩と慈光で描く祈り
父、マザー・テレサ

20100617-004 朝日新聞（県版）徳島版

2010/06/17

20100617-005 大分合同新聞（大分）夕刊

2010/06/17

20100618-001 朝日新聞（大阪）

2010/06/18

原田燎太郎、柳川

情報ラック 報告会「中国でのハンセン病回復者支援」

20100618-002 神戸新聞（神戸）

2010/06/18

上野正子、長尾

ハンセン病問題 訴訟原告が26日に講演 西宮

20100618-003 四国新聞（高松）

2010/06/18

20100618-004 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/18

小嶺和佳子、比嘉克
「椎の川じんじん」あすから 出演者と劇団の子ら交流 浦添ゆいゆいキッズ 熱演
之、當間奏瑠、佐久田
に感激
泰生

20100618-005 毎日新聞（県版）兵庫版

2010/06/18

上野正子

20100618-006 朝日新聞（県版）香川版

2010/06/18

戸高千世子、山田鐘
瀬戸内国際芸術祭 サポーター開幕へ汗 制作手伝い展示場所掃除 あと1カ月
泰、高橋伸行、崎山陽
「大島青松園」で交流も
子

大島青松園

20100619-001 北日本新聞（富山）

2010/06/19

藤野豊、宮坂道夫、藤
隔離施設復元を 富山でハンセン病シンポ
田三四郎

栗生楽泉園

情報パック 「らい予防法による被害者の名誉回復および追悼の日」祈念 講演と映
画のつどい

講演会 ハンセン病講演会

宮坂道夫、藤田三四
郎

20100619-002 富山新聞（富山）

2010/06/19

「隔離の歴史」後世に 富山でハンセン病シンポ

栗生楽泉園

20100619-003 南海日日新聞（奄美）

2010/06/19

20100619-004 毎日新聞（県版）富山版

2010/06/19

中村哲、土井由三

アフガンの大地を緑に 「ペシャワール会」現地代表 医師・中村哲さん講演 ボラン
ティア活動26年 写真などで紹介 射水

20100619-005 毎日新聞（県版）徳島版

2010/06/19

松浦徳男

ニュース箱 この1週間 12日

20100620-001 読売新聞（東京）

2010/06/20

伊丹万作、大江健三
郎、伊丹十三、中野重 ポケットに1冊 伊丹万作エッセイ集 伊丹万作著 大江健三郎編
治

20100620-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/06/20

工藤昌敏

20100620-003 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/20

大城貞俊、幸喜良秀、
神谷武史、小嶺和佳
椎の川～じんじん 「家族思う心」に涙 公演初日
子、比嘉克之、當間奏
瑠、砂川るみ子

20100620-004 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/06/20

宮里光雄、亀浜玲子、
南静園 ハンセン病の歴史伝えて ボランティア養成講座受講生募集
徳田靖之、神美知宏

宮古南静園

20100620-005 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/06/20

宮里光雄、亀浜玲子、
募集 宮古南静園ボランティアガイド養成講座参加者募集
徳田靖之

宮古南静園

20100620-006 毎日新聞（県版）富山版

2010/06/20

宮坂道夫、藤田三四
郎、藤野豊

20100620-007 朝日新聞（県版）香川版

2010/06/20

松尾邦之、神谷誠人、
「青松園の将来 国は示せ」 ハンセン病 入所者ら語る 「追悼の日」前につどい
森和男、大槻倫子

20100620-008 朝日新聞（県版）熊本版

2010/06/20

20100620-009 読売新聞（県版）香川版

2010/06/20

松岡あき、森和男

20100621-001 愛媛新聞（松山）

2010/06/21

政石蒙、松浦篤男、若 波乱の人生 遺歌700首 ハンセン病回復者政石さん（松野出身） 仲間が出版 差
大島青松園
山牧水、磯野常二
別解消・反戦 願い続け

「ハンセン病問題 知ることが解決の第一歩」 療養所入所者の作品など展示 奄美 星塚敬愛園、奄
図書館で資料展
美和光園

恵楓園「考える会」 医療刑務所跡活用 署名活動を強化へ

大島青松園

菊池恵楓園

ハンセン病問題 風化させぬ 熊本訴訟から9年 富山でシンポ 療養所入所者「命
栗生楽泉園
の限り体験伝える」
大島青松園

菊池恵楓園で「考える会」 保育所誘致など将来構想を協議

菊池恵楓園

ハンセン病療養所入所者と市民 歴史や課題など意見交換 高松でつどい

大島青松園

20100621-002 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/21

玉城節子、幸喜良秀

ウチナーンチュ 肝心にじむ演技 「椎の川～じんじん」

20100621-003 エコノミスト

2010/06/21

神美知宏

言言語語 『憤りがエネルギー源だ』

20100622-001 東京新聞（東京）

2010/06/22

長妻昭、谺雄二

ハンセン病追悼式典

20100622-002 日本海新聞（鳥取）

2010/06/22

加賀田一、光田健輔

潮流 鳥取ピース・クロス世話人 池原正雄 ハンセン病市民学会に出席して

20100622-003 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/22

大城貞俊、幸喜良秀、
神谷武史、小嶺和佳
子、比嘉克之、當間奏
瑠、大田守邦、呉屋か 家族愛 試練の場面 「椎の川～じんじん」写真で紹介
なめ、嘉数道彦、宇座
仁一、座喜味米子、金
城真次、宮城茂雄

20100622-004 毎日新聞（県版）徳島版

2010/06/22

20100622-005 朝日新聞（東京）夕刊

2010/06/22

20100622-006 産経新聞（大阪）夕刊

2010/06/22

20100623-001 毎日新聞（東京）

2010/06/23

谺雄二、長妻昭

ハンセン病元患者の追悼式

20100623-002 産経新聞（東京）

2010/06/23

藤野信明、清水義久

感染研元係長も逮捕 収賄容疑 業者推薦謝礼200万円

20100623-003 しんぶん赤旗（東京）

2010/06/23

長妻昭、谺雄二、神美
知宏、奥晴美、市田忠 療養所職員の削減やめよ ハンセン病 政府式典で来賓が批判
義

20100623-004 東奥日報（青森）

2010/06/23

長妻昭、谺雄二、長浜
「差別を生み反省」式典で長妻厚労相 ハンセン病患者追悼
博行

20100623-005 河北新報（仙台）

2010/06/23

久保瑛二、大木三郎、
ハンセン病シンポ26日企画 地域 元患者 心の垣根取り除こう 仙台の「市民の集
内藤雅義、園部英俊、
東北新生園
い」 参加呼び掛け
常盤俊成

20100623-006 福井新聞（福井）

2010/06/23

伊藤秋夫、伊藤節子

遊山箱
長妻昭

長島愛生園

菊池恵楓園、星
塚敬愛園

ハンセン病追悼式典
ハンセン病患者の追悼式典

富士山の魅力 故郷に ハンセン病耐え撮影 本県出身 故伊藤さん 写真紹介
念願かなう 県立図書館

駿河療養所

20100623-007 日刊県民福井（福井）

2010/06/23

伊藤秋夫、伊藤節子

自然撮り続け"生きた証し" 福井県出身の元ハンセン病患者・伊藤さんの写真 県
立図書館でパネル展開催 富士山や季節の花々

20100623-008 山陽新聞（岡山）

2010/06/23

長妻昭、谺雄二

差別と偏見生み反省 ハンセン病患者を追悼 東京で国为催式典

20100623-009 熊本日日新聞（熊本）

2010/06/23

長妻昭、谺雄二

ハンセン病患者追悼式典 厚労相「解決に全力」 都内

20100623-010 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/23

大城貞俊、井上ひさ
し、幸喜良秀

大弦小弦

20100623-011 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/23

辻央、早田皓

継ぐ 戦後65年 戦争遺跡が記憶「語る」 保存・活用への取り組み急務 水タンク
に無数の弾痕 沖縄愛楽園（名護市）

20100623-012 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/23

金城雅春、平良仁雄、
愛楽園 入院機関指定めぐり 国、医師会意見聴取へ
知念正勝

20100623-013 琉球新報（那覇）

2010/06/23

大城貞俊、幸喜良秀、
小嶺和佳子、神谷武
二重の悲劇 迫真演技 「椎の川～じんじん」 戦争とハンセン病隔離描く
史、比嘉克之、當間奏
瑠、呉屋かなめ

20100623-014 毎日新聞（県版）福岡版

2010/06/23

中村哲、伊藤和也、後
ペシャワール会が写真展
藤哲也

20100624-001 北海道新聞（札幌）

2010/06/24

中高生向けハンセン病研修会

20100624-002 上毛新聞（前橋）

2010/06/24

県庁 ハンセン病 正しく知って あすまでパネル展

20100624-003 徳島新聞（徳島）

2010/06/24

20100624-004 朝日新聞（県版）長崎版

2010/06/24

20100624-005 読売新聞（県版）兵庫版

2010/06/24

長尾文雄

20100624-006 読売新聞（県版）鹿児島版

2010/06/24

勢田カンナ、赤塚興一 ハンセン病入所者作品展 理解する週間 絵画や写真など 奄美図書館

20100625-001 毎日新聞（北九州）

2010/06/25

中村哲、伊藤和也、後
人・水・命テーマに ペシャワール会27年の歩み 福岡 活動振り返り写真展
藤哲也

松浦徳男

沖縄愛楽園
沖縄愛楽園

松丘保養園

記者席 差別なくす思い受け継ごう

大島青松園

展覧会 ハンセン病療養所県出身入所者らの作品展

菊池恵楓園

講演会 ハンセン病を正しく理解する講演会2010関西「人間回復の瞬間」－差別
偏見のない社会を願って
星塚敬愛園、奄
美和光園

20100625-002 徳島新聞（徳島）

2010/06/25

藤田隆子、松浦徳男

読者の手紙 人権劇の恩人 松浦さん逝く （阿波市、藤田隆子・65歳・小売業）

大島青松園

20100626-001 南信州（飯田）

2010/06/26

金正美、桜井哲夫

ハンセン病理解深める講演会 7月3日

栗生楽泉園

20100626-002 徳島新聞（徳島）

2010/06/26

十川勝幸

閑話小題

20100626-003 長崎新聞（長崎）

2010/06/26

梶谷アサコ

ハンセン病に理解を あすまで 療養所入所者が作品展

菊池恵楓園

20100626-004 南海日日新聞（奄美）

2010/06/26

金城雅春、森山

ハンセン病文庫友の会 あす講演と映画上映会 名瀬公民館金久分館で

沖縄愛楽園

20100626-005 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/06/26

20100626-006 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/06/26

徳田靖之、神美知宏

案内 宮古南静園ボランティアガイド講座へのお誘い ～南静園の歴史を知ること
から始めよう～ みやこ・あんなの会 砂川洋子

宮古南静園

20100626-007 毎日新聞（県版）香川版

2010/06/26

神谷誠人、森和男、宮 「追悼の日は人間回復の日」 高松で ハンセン病問題を啓発する集会 大島青松
崎信恵、塔和子
園舞台の映画「風の舞」も上映

大島青松園

20100626-008 読売新聞（東京）夕刊

2010/06/26

平沢保治、藤村若菜、
江田翔太、山口奈々、 ハンセン病差別 歴史を語る着物 元患者「社会の偏見まだ根強い」 国立資料館
木下倫太朗、西浦直 で企画展
子

多磨全生園

20100627-001 徳島新聞（徳島）

2010/06/27

松浦徳男、十川勝幸

日曜コラム 岩木敏久 特別編集委員 松浦徳男さん 勇気に教えられた

大島青松園

20100627-002 宮崎日日新聞（宮崎）

2010/06/27

瀧口俊一

ハンセン病に理解深めよう 公衆衛生医 瀧口俊一 49

20100627-003 朝日新聞（県版）鹿児島版

2010/06/27

赤塚興一、永山広子

つらい差別 家族切々 奄美でハンセン病学ぶ講演会

20100627-004 読売新聞（県版）福井版

2010/06/27

伊藤秋夫、伊藤節子、
病に負けず撮った富士 故伊藤さん 故郷で個展 県立図書館
田中進司

駿河療養所

20100628-001 読売新聞（東京）

2010/06/28

小林草人

枝折（しおり）『句集 多胡入野（たごいりの）』

栗生楽泉園

20100628-002 上毛新聞（前橋）

2010/06/28

谺雄二

Tokyo通信 隔離の悲劇 繰り返すな 栗生楽泉園の谺さん訴え

栗生楽泉園

20100628-003 信濃毎日新聞（長野）

2010/06/28

山崎利一

斜面 2010.6.28

多磨全生園

こよみ 26日・土 ハンセン病を正しく理解する週間（－29日）

奄美和光園

20100628-004 信濃毎日新聞（長野）

2010/06/28

門屋和子、橋爪長三

ハンセン病治療の医師が経験を語る 上田で初の講演会

長島愛生園

20100628-005 市民タイムス（松本）

2010/06/28

丸山多喜男、柳川真
澄

偏見消えぬハンセン病 元患者の丸山さん講演

栗生楽泉園

20100628-006 愛媛新聞（松山）

2010/06/28

政石蒙、山本隆久、土
ハンセン病問題考える 歌人・故政石さんしのび400人 松野
田和子、上岡昭彦

20100628-007 南海日日新聞（奄美）

2010/06/28

森山一隆、金城雅春

20100628-008 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/28

大城貞俊、幸喜良秀、
神谷武史、小嶺和佳
子、呉屋かなめ、大田
家族のきずなに観客目頭押え 「椎の川～じんじん」
守邦、比嘉克之、当間
奏瑠、渡辺貞美、吉田
真和

20100628-009 朝日新聞（県版）香川版

2010/06/28

喜田清

讃岐ひと模様 韓国・定着村で奉仕活動

20100628-010 AERA

2010/06/28

原武史

現代の肖像 政治学者 原武史 団地の子が歌う政治思想ブルース

20100629-001 東愛知新聞（豊橋）

2010/06/29

高部ゆかり

飲料1本購入で10円寄付 「すこやかの里」玄関口に設置 豊橋初の「夢の自動販
売機」

20100629-002 南日本新聞（鹿児島）

2010/06/29

赤塚興一、永山広子、
無知や差別の傷 今も 奄美でハンセン病勉強会
森山一隆、金城雅春

奄美和光園、沖
縄愛楽園

20100629-003 宮古毎日新聞（宮古島）

2010/06/29

宮里光雄、亀浜玲子、
ハンセン病問題、風化させない 南静園でボランティア養成講座
徳田靖之

宮古南静園

20100630-001 山陽新聞（岡山）

2010/06/30

本田勝昌

長島愛生園を招待 入所者ら14人 猛獣ショーなど堪能

長島愛生園

20100630-002 沖縄タイムス（那覇）

2010/06/30

辻央

唐獅子2010年下半期の執筆者 水 辻央（つじ・あきら）

沖縄愛楽園

大島青松園

ハンセン病講演会 沖縄愛楽園自治会長の金城さん 将来構想 官民一体で 「療 沖縄愛楽園、奄
養所自体の社会復帰を」
美和光園

沖縄愛楽園

