『 ハンセン病 』 記事データ
( 2010/11/01 - 2010/11/30 )
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内
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療養所

20101101-001 山陽新聞（岡山）

2010/11/01

畑野研太郎、関正勝、
ハンセン病をテーマに講演会 5日、岡山
花崎皋平

邑久光明園

20101101-002 四国新聞（高松）

2010/11/01

山本隆久、植松恵美
子

大島官用船継続 植松議員に要望 青松園入所者自治会

大島青松園

20101101-003 琉球新報（那覇）

2010/11/01

玉木馨

ミャンマーに新校舎 ACSと丸三 被災の小中学校支援

20101101-004 毎日新聞（県版）香川版

2010/11/01

植松恵美子、新田恵
一、山本隆久

大島青松園 入所者「船は生命線」 民間委託反対 植松議員に直訴

大島青松園

20101101-005 読売新聞（県版）香川版

2010/11/01

植松恵美子

大島青松園官用船「国直営で維持を」 民主議員に要望

大島青松園

20101101-006 Japan Medicine（東京）

2010/11/01

細川律夫、

共同通信 10月28、29日付 保育所の早期開設に努力 ハンセン療養所で厚労相
28日付

多磨全生園、大
島青松園、菊池
恵楓園

20101101-007 週刊現代

2010/11/01

財津一郎、藤村俊二、
犬塚弘、佐川満男、渡 私の地図 あの場所へ帰りたい 財津一郎 第二十九回/俳優
辺貞夫

20101101-008 百楽

2010/11/01

塩屋俊、鈴木亮平、財
津一郎、渡辺貞夫、犬
塚弘、MINJI、青柳翔、 稲田隆紀のムービーNavi 真の大人を意識した話題の日本映画を楽しむ 『ふたた
藤村俊二、佐川満男、 び-swing the again-』 50年の時を経て、友との約束を果たす旅へ
古手川祐子、陣内孝
則

20101102-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/11/02

生川政留

生川政留さん

長島愛生園

20101102-002 神戸新聞（神戸）

2010/11/02

畑野研太郎、朴木佳
緒留

ハンセン病 教育・啓発へ 神戸大と協定調印 岡山の療養所

邑久光明園

20101102-003 山陽新聞（岡山）

2010/11/02

畑野研太郎、朴木佳
緒留、屋

ハンセン病啓発推進 邑久光明園と神戸大大学院 連携協定結ぶ

邑久光明園

20101102-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/11/02

工藤昌敏

入所者力作ずらり 菊池恵楓園で文化祭 合志市

菊池恵楓園

20101102-005 沖縄タイムス（那覇）

2010/11/02

仲宗根恵子、池間哲
郎

「人を愛する大切さ教わった」 生き方アジアに学んだ NPO代表池間さん 支援通
し体験語る 沖縄市・島袋小

20101102-006 読売新聞（県版）兵庫版

2010/11/02

ハンセン病問題啓発連携 協定締結 神大と岡山の国立療養所

邑久光明園

20101102-007 東京ウォーカー

2010/11/02

塩屋俊、矢城潤一、
MINJI、鈴木亮平、財
津一郎、藤村俊二、犬 Entertainment 上映作品 Movie New 11/13（土）～ ふたたび swing me again
塚弘、佐川満男、渡辺
貞夫

20101103-001 西日本新聞（福岡）

2010/11/03

原田正純、河西龍太
郎、徳田靖之、山口美 「尊厳を私たちに」全国大会 福岡市で「きょうされん」2400人参加
智子

20101103-002 毎日新聞（県版）香川版

2010/11/03

山本隆久

話

大島青松園

20101104-001 上毛新聞（前橋）

2010/11/04

鈴木幸次

記者め～る 栗生楽泉園 最後の"証人"逝く 「重監房」知る鈴木幸次さん

栗生楽泉園

20101104-002 信濃毎日新聞（長野）

2010/11/04

小宮山量平、スマナ・
バルア、伊波敏男

バングラデシュ出身のWHO医務官 バルアさんを囲む会 上田で6日対談や講演

20101105-001 神戸新聞（神戸）

2010/11/05

円丁力

発言 他人の逆境を尐しでも共有

20101105-002 西日本新聞（福岡）

2010/11/05

堅山勲、林力

県ハンセン病に学ぶ会 7日に発会式、記念講演も 福岡市

20101105-003 单日本新聞（鹿児島）

2010/11/05

酒本喜與志

合同慰霊祭開催 364人に祈り 奄美和光園

奄美和光園

20101105-004 朝日新聞（県版）岡山版

2010/11/05

募集 長島健康ウオーク

長島愛生園

20101105-005 読売新聞（県版）鹿児島版

2010/11/05

酒本喜與志

奄美和光園で慰霊祭 ハンセン病療養所 364人の冥福祈る

奄美和光園

20101105-006 中日新聞（県版）静岡版

2010/11/05

柏原道志

ハンセン病問題24日に学習会 県立大、参加者募る

駿河療養所

邑久光明園

20101105-007 デイリースポーツ（東京）

2010/11/05

財津一郎、原朊直

20101105-008 読売新聞（福岡）夕刊

2010/11/05

塩屋俊、財津一郎、鈴
彩人 残る差別「この作品に意味」 映画「ふたたび」塩屋俊監督
木亮平、矢城潤一

20101105-009 キネマ旬報

2010/11/05

財津一郎、鈴木亮平、
塩屋俊、カーク・ダグラ
ス、ダニー・ケイ、原朊
直、渡辺貞夫、緒形
拳、谷啓、池内淳子、
財津一郎 スペシャル・インタビュー "ふたたび"魅せた迫真の演技を生み出す俳
犬塚弘、佐川満男、藤
優としての姿勢
村俊二、アル・ジョルス
ン、アンジェラ浅丘、奈
良あけみ、榎本健一、
山中鹿之介、陣内孝
則

20101106-001 高知新聞（高知）

2010/11/06

大谷英之、大谷淳子

輝く生命の証し きょうから 大谷英之さん写真展 香美市立美術館

20101106-002 毎日新聞（県版）香川版

2010/11/06

神美知宏、山本隆久

交渉団と国、平行線 大島官用船問題「協議会」作業部会

20101106-003 朝日新聞（県版）福岡版

2010/11/06

林力、堅山勲

偏見差別なくしハンセン病理解 あす、学ぶ会が発足

20101106-004 産経新聞（大阪）夕刊

2010/11/06

財津一郎、塩屋俊、渡
プレミアムシート 俳優 財津一郎 "最後の挑戦"全う「神様に感謝」 映画「ふたた
辺貞夫、藤田まこと、
び―」に主演
原朊直

20101106-005 東京新聞（東京）夕刊

2010/11/06

李清俊、姜信子、武田
大波小波 韓国の反ユートピア小説
泰淳、今福龍太

20101106-006 料理王国

2010/11/06

辰巳芳子、宮崎かづ
ゑ、辰巳浜子、加藤正 辰巳芳子さんのスープの向こうがわ
之

20101107-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/11/07

谺雄二、志位和夫、瀬
見えた 過去・現在・未来 谺さんの話に聞き入る ハンセン病問題を考える
古由起子、仁比聡平

2010/11/07

鈴木亮平、塩屋俊、財
スポット 俳優 鈴木亮平さん "演じない"を頭に
津一郎

2010/11/07

財津一郎、塩屋俊

20101107-002

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

20101107-003 聖教新聞（東京）

元気 日昏るにまだ熱し 財津一郎（76）（下） 今「家族」が変だ

ヒューマンINTERVIEW 財津一郎さん ジャズの名曲で綴る映画「ふたたび」 主人
公・貴島健三郎を熱演 いつも一期一会の思いで仕事に命を燃やしてきまいした。
何の悔いもありません。

大島青松園

長島愛生園

20101107-004 高知新聞（高知）

2010/11/07

20101107-005 毎日新聞（県版）長野版

2010/11/07

20101107-006 朝日小学生新聞（東京）

2010/11/07

喫水線 本社編集局長 中平雅彦 「私の責任」という旗

黒岩理恵子、伊波敏
男、大田昌秀、下田好 NIE 教育に新聞を 長野市でセミナー 松川中の生徒ら 沖縄新聞独自に制作
行
鈴木亮平、ジャッキー・
チェン、アーノルド・
この人と 俳優 鈴木亮平さん 正解がないから一生演じ続ける
シュワルツェネッガー

2010/11/07

塩屋俊、鈴木亮平、財 ムービーTOWN 映画ジャーナリスト 宇井寿之 ふたたび swing me again 祖父の
津一郎、渡辺貞夫
過去にあこがれて

20101108-001 朝日新聞（県版）福岡版

2010/11/08

堅山勲、林力、松本清
ハンセン病理解へ「学ぶ会」が発足式 福岡
張

20101108-002 デイリースポーツ（東京）

2010/11/08

財津一郎、鈴木亮平、
ひと足お先に ジャズが"絆"を結んでいく 映画「ふたたび SWING ME AGAIN」
塩屋俊

20101109-001 公明新聞（東京）

2010/11/09

財津一郎、鈴木亮平

2010/11/09

千葉一郎、千葉ヨシ
ノ、鈴木立春、滝田十
和男、菊地正實、千葉 証言でつづる松丘保養園 37 絶たれた系譜（1）/逃避 小さな命守るため他園へ
ノブ子、久保瑛二、单
山

20101109-003 京都新聞（京都）夕刊

2010/11/09

塩屋俊、財津一郎、鈴
木亮平、藤村俊二、犬 娯楽の枠の中 痛みと喜びを 社会的テーマ 定番の風景避け 老ジャズマンの受
塚弘、佐川満男、渡辺 難と再生描く 「ふたたび」の塩屋俊監督
貞夫

20101110-001 東京新聞（東京）

2010/11/10

長澄子

20101110-002 しんぶん赤旗（東京）

2010/11/10

財津一郎、鈴木亮平、
映画 「ふたたび SWING ME AGAIN」13日公開
塩屋俊

20101110-003 しんぶん赤旗（東京）

2010/11/10

新田恵一、脇林清、山
本隆久、高橋ちづ子、 元ハンセン病施設官用船を民間委託 香川 "離島の足" 国に運航責任
仁比聡平、松原昭夫

20101107-007

朝日中学生ウイークリー（東
京）

伊波敏男

20101109-002 東奥日報（青森）

星塚敬愛園

失われた絆を取り戻す旅路 映画「ふたたび SWING ME AGAIN」（13日公開） ハン
セン病のジャズトランぺッターを熱演した財津一郎にインタビュー "映画の思い"を
一人でも多くの人に届けたい!
松丘保養園、東
北新生園

「おはよう日本」

大島青松園

20101110-004 東奥日報（青森）

2010/11/10

片平シズ子、半沢タ
ケ、成田サタ、滝田十 証言でつづる松丘保養園 38 絶たれた系譜（2）/闇から闇へ 「人間扱いされな
和男、藤崎陸安、福西 かった」
征子

20101110-005 山陽新聞（岡山）

2010/11/10

塩屋俊、財津一郎、鈴
ハンセン病テーマ 映画「ふたたび」13日公開 岡山など 不屈の魂ジャズに込め
木亮平、藤村俊二、犬
元患者の願い届ける
塚弘、佐川満男

20101110-006 長崎新聞（長崎）

2010/11/10

20101110-007 沖縄タイムス（那覇）

2010/11/10

平良仁雄

20101110-008 毎日新聞（県版）徳島版

2010/11/10

十川勝幸、佐伯純子、 ハンセン病回復者 安心して里帰りできる社会に 県支援協会の会員増加 講演会
大島青松園
森和男
や人権劇軸に活動

20101110-009 スポーツ報知（大阪）

2010/11/10

石野貴之、石野智加、
石野SG初制覇 祝勝会に500人
石野玄都、石野美好

20101110-010 朝日新聞（大阪）夕刊

2010/11/10

財津一郎、塩屋俊、渡
新たな一歩 神戸舞台に映画 ふたたび 50年後の再会 ジャズ軸に
辺貞夫、曽根桂子

20101110-011 TVガイド/関東版

2010/11/10

塩屋俊、矢城潤一、鈴
木亮平、財津一郎、
MINJI、青柳翔、藤村
NEW RELEASE REVIEW MOVIE & DVD ふたたび SWING ME AGAIN
俊二、犬塚弘、佐川満
男、渡辺貞夫、古手川
祐子、陣内孝則

20101110-012 クロワッサン

2010/11/10

近藤宏一、神谷美恵
子

最近出版された ぜひ おすすめの本 闇を光に ハンセン病を生きて 近藤宏一

20101110-013 文藝春秋

2010/11/10

柳田邦男、村越化石

柳田邦男連続インタビュー 愛する人を看取る4つの約束 柳田邦男（ノンフィクショ
ン作家） 死は人生の物語を跳躍させる

20101110-014 ホリデーオート

2010/11/10

HA LIBRARY BOOK MUSIC MOVIE クルマ好きにオススメの珠玉のコレクション
塩屋俊、財津一郎、鈴
今月のイチ押し! 世代を越えてつながる心。音楽と約束は時間を越えて… 「ふたた
木亮平、陣内孝則
び swing me again」

20101111-001 日本経済新聞（東京）

2010/11/11

鈴木亮平、財津一郎、
映画 「ふたたび」
渡辺貞夫

松丘保養園

大島青松園

ハンセン病理解を 療養者のキク展示 県庁・12日まで

菊池恵楓園

唐獅子 刻印

沖縄愛楽園

長島愛生園

20101111-002 東奥日報（青森）

2010/11/11

菊地正實、光田健輔、
島崎ミサ、須田太助、
駒木根卓寿、荒川巖、 証言でつづる松丘保養園 39 絶たれた系譜（3）/断種 生き抜く諦めの儀式
桂田博祥、神子沢新
八郎

20101111-003 北海道新聞（札幌）夕刊

2010/11/11

財津一郎、鈴木亮平、
芸能プラス 週間シネマガイド 【札幌のみ】 13日から 再び swing me again
塩屋俊

20101111-004 週刊文春

2010/11/11

阿川佐和子、財津一
郎、藤田まこと、塩屋
俊、原朊直

20101112-001 産経新聞（東京）

2010/11/12

財津一郎、鈴木亮平、
犬塚弘、藤村俊二、佐 プレビュー（満点は★5つ） ふたたび
川満男

20101112-002 信濃毎日新聞（長野）

2010/11/12

スマナ・バルア、若月
俊一

談話室 WHO医務官 スマナ・バルアさん（55） 高齢者 家族の支え必要

20101112-003 四国新聞（高松）

2010/11/12

塔和子、柳川直則

アマ合唱団との交流コンサート 14日、大島青松園

20101112-004 毎日新聞（県版）徳島版

2010/11/12

十川勝幸

遊山箱

20101112-005 毎日新聞（県版）香川版

2010/11/12

塔和子、柳川直則

ジグザグかがわ 塔さんの詩 ハーモニーで 東京の合唱団、演奏会 14日、大島
青松園で「入所者の力に」

20101112-006 シティリビング/福岡

2010/11/12

鈴木亮平、財津一郎

絆、夢、青春…心温まる映画「ふたたび swing me again」 主演の鈴木亮平さんに
インタビュー! 11月13日（土）、中洲大洋、TOHOシネマズ久山ほかで全国公開 配
給/ギャガ

20101112-007 朝日新聞（東京）夕刊

2010/11/12

財津一郎、塩屋俊、
カーク・ダグラス、藤田
「作品に出会え感謝」財津一郎 映画「ふたたび swing me again」
まこと、谷啓、池内淳
子

20101112-008 日本経済新聞（大阪）夕刊

2010/11/12

財津一郎

2010/11/12

鈴木亮平、陣内孝則、
財津一郎、藤村俊二、
ふたたび SWING ME AGAIN 祖父・父・息子の再生物語
犬塚弘、佐川満男、渡
辺貞夫、塩屋俊

20101112-009 東京新聞（東京）夕刊

松丘保養園、多
磨全生園

阿川佐和子のこの人に会いたい 第851回 撮影所で藤田まことさんと会った。映画
が、最後に僕らを会わせてくれたんです。 俳優 財津一郎

シネマ万華鏡 ふたたび

大島青松園

大島青松園

大島青松園

20101113-001 中日新聞（名古屋）

2010/11/13

金正美

宗教トピックス 大垣別院仏教公開講座

20101113-002 スポーツニッポン（大阪）

2010/11/13

鈴木亮平、財津一郎、
クローズアップ 差別問題をジャズに乗せて きょう公開「ふたたび」
陣内孝則

20101113-003 サンケイスポーツ（東京）

2010/11/13

財津一郎、塩屋俊、藤
村俊二、犬塚弘、佐川 シネ魂! 今週の別盛 財津一郎ラスト映画 感動作「ふたたび」
満男、渡辺貞夫

20101114-001 読売新聞（県版）岡山版

2010/11/14

田村朊久、中尾伸治、
偏見・差別の歴史振り返る 80周年 長島愛生園でウォーク
赤木沙知子

20101114-002 THE JAPAN TIMES（東京）

2010/11/14

20101115-001 沖縄タイムス（那覇）

2010/11/15

比嘉正央、東蔵盛進、
児童虐待防止へ「地域力」説く 「自己肯定感も大切」 石垣でシンポ
島袋裕美

20101115-002 沖縄タイムス（那覇）

2010/11/15

平良仁雄

ハンセン病市民学会 県内大会の内容決定

20101115-003 琉球新報（那覇）

2010/11/15

平良仁雄

ハンセン病市民学会 県内大会の内容決定

長島愛生園

Erasing the stigma for sufferers of leprosy

20101115-004

日本看護協会ニュース（東
京）

2010/11/15

鈴木亮平、陣内孝則、 今月のオススメ GOOD 映画「ふたたび swing me again」11/13から全国ロード
財津一郎
ショー

20101115-005

プリテックステージニュース
（東京）

2010/11/15

小山浩、天皇陛下

小山浩氏が旭日双光章 ジャグラ新潟会員で初めて

20101115-006 週刊現代

2010/11/15

工藤美代子、笹川良
一

作家・工藤美代子氏が『悪名の棺』で明かした日本の黒幕・笹川良一 「艶福家の私
生活」

20101115-007 中学受験進学レーダー

2010/11/15

遠藤健一、濱崎立資

TOPICS 国際化学オリンピック金! 国際物理オリンピック銀! メダリストが誕生する
まで

20101116-001 单日本新聞（鹿児島）

2010/11/16

藤原

ギャラリー ハンセン病問題パネル展

20101116-002 毎日新聞（県版）奈良版

2010/11/16

福本知則

ハンセン病4療養所 入所者力作140点展示 橿原

20101116-003 毎日新聞（県版）香川版

2010/11/16

塔和子、柳川直則、清
大島に響くハーモニー 塔さんの詩を合唱 東京の「新声会」
水悦子、野村宏

大島青松園

2010/11/16

塔和子、柳川直則、高
塔さんの詩 響き合う 大島青松園 東京の合唱団、交流
見順、藤山一郎

20101116-005 定年時代/東京版

2010/11/16

財津一郎、井上ひさ
し、藤沢周平、渡辺貞
夫、犬塚弘、カーク・ダ
逆境を乗り越える! "ネアカの魂" 財津一郎さん 映画「ふたたび」で新境地 最期
グラス、ダニー・ケイ、
は「ありがとう」で
原朊直、塩屋俊、鈴木
亮平、MINJI、青柳翔、
藤村俊二、佐川満男

20101117-001 毎日新聞（大阪）

2010/11/17

藪本雅子

平和と人権のつどい

20101117-002 読売新聞（大阪）

2010/11/17

下之坊修子、佐々木
千津子

今日のノート 優生保護法の闇

20101117-003 茨城新聞（水戸）

2010/11/17

第30回 全国中学生人権作文コンテスト茨城県大会最優秀賞作品紹介 国立療養
大澤吾侑、平沢保治、
所多磨全生園を訪問して 日立市立駒王中学校1年 大澤吾侑 審査講評 人権意 多磨全生園
平子剛之
識が築く明るい明日 茨城県教育庁義務教育課指導主事 平子剛之

20101117-004 毎日新聞（県版）岡山版

2010/11/17

溝渕嘉雄、神信子

20101117-005 毎日新聞（県版）香川版

2010/11/17

塔和子、高城進、高見
芸術に込めた生 大島青松園 入所者作品80点 県庁、19日まで
順

20101117-006 読売新聞（県版）多摩版

2010/11/17

黒尾和久

20101117-007 読売新聞（県版）山口版

2010/11/17

宮里新一、山本浩二、
ハンセン病回復者の宮里さん 阿知須中でコンサート
木山涼平

20101117-008 日刊スポーツ（福岡）

2010/11/17

塩屋俊、鈴木亮平

ハンセン病、ジャズ、家族の絆描く「ふたたび」 50年ぶりに帰る祖父

20101117-009 教育新聞（東京）

2010/11/17

佐川修、渡部尚

保育所誘致を決定 子どもの歓声を園内に 国立療養所多磨全生園

多磨全生園

20101117-010 山陽新聞（岡山）夕刊

2010/11/17

木下浩

岡山市文化奨励賞 学術部門 木下さん

長島愛生園、邑
久光明園

20101118-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/11/18

20101116-004 朝日新聞（県版）香川版

大島青松園

歌壇 神信子選
大島青松園

ハンセン病資料館で企画展 東村山 「望郷の丘」パノラマ再現 1920年代の写真8
多磨全生園
枚つなぎ合わせ 「入所者の気持ち追体験を」

ハンセン病差別撤廃決議案採択 国連総会委

20101118-002 河北新報（仙台）

2010/11/18

福西征子、石川勝夫、
青森・松丘保養園 「差別なくす努力続ける」 物故者慰霊祭
三村申吾

20101118-003 岡山日日新聞（岡山）

2010/11/18

木下浩

20101118-004 四国新聞（高松）

2010/11/18

20101118-005 单日本新聞（鹿児島）

2010/11/18

20101118-006 八重山毎日新聞（石垣）

2010/11/18

20101118-007 毎日新聞（県版）富山版

2010/11/18

玉城しげ、上野正子、
隔離と差別の歴史、つらい体験…「善悪判断できる大人に」 ハンセン病元患者が
向田永真、松下徳二、
「語り部」 県内で初 高岡龍谷高で出前授業
麻生竜平

20101118-008 読売新聞（県版）岡山版

2010/11/18

高尾千秋

20101118-009 スポーツニッポン（福岡）

2010/11/18

塩屋俊、鈴木亮平、財
津一郎、藤村俊二、犬 ハンセン病からの再生描く「ふたたび―」 塩屋監督、鈴木亮平が来福キャンペーン
塚弘、佐川満男

20101118-010 徳島新聞（徳島）夕刊

2010/11/18

十川勝幸

20101118-011 サイゾー

2010/11/18

村崎太郎、大宅壮一、
上原善広、中上健次、
和賀正樹、田畑稔、三
國連太郎、勝新太郎、
栗原美和子、小沢昭
日本のタブー［部落民の"スゴさ"］タブー対談4 「天皇と被差別部落は、表裏一
一、松本哉、安倍晋太
体」ってホント!? 大宅賞作家、猿まわし師らが語る"部落民のスゴさ"と"タブーの変
郎、見城徹、辛淑玉、
化"
野中広務、中村勘三
郎、野坂昭如、天皇陛
下、桓武天皇、桂春団
治、ビートたけし、石川
一雄、美智子皇后

20101119-001 毎日新聞（大阪）

2010/11/19

溝渕嘉雄

短歌に「人間らしく生きたし」 岡山・ハンセン病療養所の溝渕さん 半世紀詠み続け 長島愛生園

20101119-002 茨城新聞（水戸）

2010/11/19

大沢吾侑、佐藤莉沙

人権テーマ作文 中学生13人表彰 水戸

学術部門に木下さん（第一藤田小教諭） 岡山市文化奨励賞 芸術部門 初の該当
なし
隔離生活の思いつづる 県庁で青松園作品展

藤原

松丘保養園

大島青松園

ギャラリー ハンセン病問題パネル展
日本主導、全会一致で採択 ハンセン病差別撤廃決議 国連総会委
星塚敬愛園

国立療養所「邑久光明園」神戸大大学院 ハンセン病問題 教育と啓発協定 全国
邑久光明園
初 学習プログラム作成、講師派遣など

講座・講演会 フェスティバルあい講演会「ふるさとへ帰りたい」

多磨全生園

20101119-003 奈良新聞（奈良）

2010/11/19

財津一郎、鈴木亮平、
陣内孝則、MINJI、渡
辺貞夫、藤村俊二、犬
塚弘、佐川満男、塩屋 映画時評 田中冨士男 ふたたびSWING ME AGAIN バンド仲間探す祖父
俊、ベルトラン・タヴェ
ルニェ、クリント・イース
トウッド

20101119-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/11/19

中山節夫

参加してみませんか ヒューマンライツ・シアター「新・あつい壁」上映会

20101119-005 单日本新聞（鹿児島）

2010/11/19

藤原

きょうの催し ギャラリー ハンセン病問題パネル展

20101119-006 日本経済新聞（東京）夕刊

2010/11/19

財津一郎、鈴木亮平

シネマ万華鏡 ふたたび SWING ME AGAIN

20101120-001 山陽新聞（岡山）

2010/11/20

中尾伸治、歌川寿美
長島愛生園80年 基本法施行1年半 いまだ見えぬ将来像 進む高齢化 入所者に
夫、野村ヨシ子、宇野
長島愛生園
不安の声
百合子、近藤剛

20101120-002 山陽新聞（岡山）

2010/11/20

藤田邦雄、中尾伸治

20101120-003 岡山日日新聞（岡山）

2010/11/20

藤田邦雄、細川律夫、
長島愛生園創立80周年 「歴史の教訓語りつぐ」 ハンセン病問題 高齢化で新たな
古川浩二、中尾伸治、
長島愛生園
課題
古矢博通、武久顕也

20101120-004 愛媛新聞（松山）

2010/11/20

山岡伸三

20101120-005 单海日日新聞（奄美）

2010/11/20

久保田瑞成、赤塚興
一、赤塚新蔵、山田綾 「弱者に配慮する人間に」 赤塚氏がハンセン病講演 大島高校
香

20101120-006 沖縄タイムス（那覇）

2010/11/20

仲井真弘多、伊波洋
一

政策対決（9） 医療・福祉 仲井真弘多氏 長寿一に再挑戦へ 伊波洋一氏 病院 沖縄愛楽園、宮
独法化に反対
古单静園

20101120-007 毎日新聞（県版）岡山版

2010/11/20

武久顕也

隔離の歴史かみしめ 長島愛生園で記念式典 創立80周年

長島愛生園

20101120-008 読売新聞（県版）岡山版

2010/11/20

藤田邦雄、中尾伸治

愛生園 苦闘の歴史回顧 80周年式典 差別なき社会願う

長島愛生園

20101120-009 サンケイスポーツ（大阪）

2010/11/20

佐川満男、財津一郎

北野義則 地獄の沙汰も3連卖 （5）オーロラ負けるまで追うロラ マイルCS

20101121-001 産経新聞（大阪）

2010/11/21

長島愛生園80周年 差別ない社会を 瀬戸内で式典 入所者ら誓う

課題に事欠かない格差社会

『望郷の島から』審議 関西テレビ番組審議会

長島愛生園、邑
久光明園

長島愛生園
奄美和光園

2010/11/21

塩屋俊、鈴木亮平、財
石子順のにちようシネマ館 ふたたび swing me again（日本）
津一郎

20101121-003 茨城新聞（水戸）

2010/11/21

大澤吾侑、平沢保治

20101121-004 北國新聞（金沢）

2010/11/21

李清俊、姜信子、朴正
あなたたちの天国 李清俊著、姜信子訳 患者にお仕着せの理想像
熙

小鹿島病院

20101121-005 中国新聞（広島）

2010/11/21

李清俊、姜信子、朴正
あなたたちの天国 李清俊著、姜信子訳 患者にお仕着せた理想像
熙

小鹿島病院

20101121-006 徳島新聞（徳島）

2010/11/21

十川勝幸、諏訪

聞く フェスティバルあい講演会「ふるさとへ帰りたい」

20101121-007 西日本新聞（福岡）

2010/11/21

鈴木亮平、マイルス・
デイビス、陣内孝則、
渡辺貞夫

GETコア いい孫って見られたくなかった 俳優 鈴木亮平さん（27）

20101121-008 熊本日日新聞（熊本）

2010/11/21

工藤昌敏

旧菊池医療刑務支所の保存訴え 「考える会」が署名活動 熊本市

20101122-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/11/22

益川敏英、山本雅彦、 若手科学者が白熱議論 科学と社会 JSAの学校 他分野からの意見 刺激に 研
児玉一八
究職 活躍の場を 正規の枠減る社会問題

20101122-002 徳島新聞（徳島）

2010/11/22

小川真吾

人 ウガンダで兵士だった子どもたちの社会復帰を支援するNPO理事 小川真吾さ
ん

20101122-003 毎日新聞（県版）滋賀版

2010/11/22

福島亮俊

ハンセン病差別 今も 天台宗 元患者らの写真展 きょうまで 大津

20101123-001 産経新聞（東京）

2010/11/23

財津一郎（財津永
オピニオン 話の肖像画 俳優 財津一郎 魂の叫びよ、届け 上 映画の神様が
栄）、塩屋俊、藤田まこ
「最後にこれをやれ」
と、池内淳子

20101123-002 徳島新聞（徳島）

2010/11/23

十川勝幸

県ハンセン病支援協厚労大臣表彰を受賞

20101123-003 沖縄タイムス（那覇）

2010/11/23

樋口美智子、田名勉

福祉政策を質問 3氏の回答発表 県ソーシャルワーカー協

20101123-004 琉球新報（那覇）

2010/11/23

樋口美智子、仲井真
弘多、伊波洋一、金城 県知事選 3候補に公開質問 ソーシャルワーカー協 回答HPで公開
竜郎、高嶺豊

20101124-001 河北新報（仙台）

2010/11/24

20101121-002

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

いばらき春秋

東北新生園で尐年野球大会 登米

多磨全生園

菊池恵楓園

東北新生園

笹川良一、工藤美代
子

全冊プレゼント BOOK FIGHT CLUB 書闘倶楽部 この本はこう読め1 戦後の巨
魁・笹川良一の清濁併せ呑んだ96年

20101124-002 SAPIO

2010/11/24

20101125-001 北海道新聞（札幌）

2010/11/25

20101125-002 山陽新聞（岡山）

2010/11/25

近藤孝正

20101125-003 クロワッサン

2010/11/25

財津一郎、塩屋俊、小
泉元首相、藤村俊二、 わたし きのう きょう あした 178 財津一郎さん 俳優 楽な道と険しい道がある
犬塚弘、佐川満男、鈴 と、あえて険しい道を選びました。今は勝負ではない、修業だと。
木亮平、MINJI

20101125-004 月刊シティ情報おおいた

2010/11/25

鈴木亮平、財津一郎、
INTERVIEW 鈴木亮平
塩屋俊、古手川祐子

20101126-001 北國新聞（金沢）

2010/11/26

ハンセン病対策を要望

20101126-002 東京新聞（東京）夕刊

2010/11/26

20101127-001 毎日新聞（東京）

2010/11/27

「大島青松園」の定期船 民間委託を先送り

20101127-002 秋田魁新報（秋田）

2010/11/27

子ども人権デーの集い 人を思いやる心大切に 作文 標語 8人に最優秀賞

20101127-003 上毛新聞（前橋）

2010/11/27

上岡克己、吉幸かおる ハンセン病訴訟支援に浄財寄付 県再生資源事業協

20101127-004 山陽新聞（岡山）

2010/11/27

吉永小百合、山下晴
海

20101127-005 徳島新聞（徳島）

2010/11/27

十川勝幸、松浦徳男、
記者席 人権行政 十分な検証必要
飯泉嘉門

20101127-006 毎日新聞（県版）香川版

2010/11/27

山本隆久、神美知宏、
大島官用船委託見送り方針 抜本的解決は不透明 統一交渉団 30日に対応協議 大島青松園
川内博史

2010/11/28

古川浩二、高橋ちづ
子、仁比聡平、樫昭
香川・大島青松園 ハンセン病療養所を結ぶ 官用船運航守った 高橋議員に厚労
大島青松園
二、白川容子、松原昭 省説明 来年度の民間委託断念
夫、山本隆久

20101128-001 しんぶん赤旗（東京）

動静 24日 知事
長島愛生園訪ね大きな感動

長島愛生園

財津一郎、塩屋俊、前
田陽一、栗山富夫、渡 大谷弘路の新作ウオッチ 「ふたたび SWING ME AGAIN」
辺貞夫
大島青松園

ハンセン病政策 実態対比 日本 患者隔離 ノルウェー 人権尊重 あす山陽放送
長島愛生園
現地ルポ交え放映
大島青松園

20101128-002 東奥日報（青森）

2010/11/28

有馬康平、鎌田仁、高
第30回全国中学生人権作文コンテスト県大会 優秀賞 「ハンセン病から気付かさ
木圭一、浅見則昭、繁
れたこと」 青森市立新城中学校2年 有馬康平さん
在家啓子、木村繁

松丘保養園

20101128-003 佐賀新聞（佐賀）

2010/11/28

李清俊、姜信子、朴正
あなたたちの天国 李清俊著 姜信子訳 患者にお仕着せの理想像
熙

小鹿島病院

20101128-004 毎日新聞（県版）奈良版

2010/11/28

香西敏美、額田王、天
支局長からの手紙 文は人なり
智天皇

20101129-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/11/29

財津一郎、塩屋俊

20101129-002 山陽新聞（岡山）

2010/11/29

李清俊、姜信子、朴正
あなたたちの天国 李清俊著 みすず書房・3990円 患者にお仕着せの理想像
熙

20101129-003 東京新聞（県版）群馬版

2010/11/29

栗原美和子、村崎太
郎

20101130-001 埼玉新聞（さいたま）

2010/11/30

12月10日は人権デー みんなで築こう人権の世紀-考えよう 相手の気持ち 育てよ
久米一輝、伊波敏男、
う 思いやりの心- 平成22年度 全国中学生人権作文コンテスト 埼玉県大会最優 多磨全生園
佐藤達哉
秀作品

20101130-002 伊勢新聞（津）

2010/11/30

賀川一郎、訓覇浩

ハンセン病に正しい理解を 津で来月22、23日に回復者作品展と交流会 考える会
が来場呼び掛け

20101130-003 佐賀新聞（佐賀）

2010/11/30

小川秀幸、中村

ハンセン病問題学ぼう あすアバンセ テレビ番組素材に

潮流

大島青松園
小鹿島病院

差別なき社会へ 被差別部落出身の男性と結婚 栗原美和子さんが講演 富岡で
来月11日

