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20101201-001 東京新聞（東京）

2010/12/01

江川麻理香、大田葵、
大井海琴、久米一輝、 人権作文の入賞発表
林里咲、守田幸平

20101201-002 埼玉新聞（さいたま）

2010/12/01

久米一輝、小山裕己、
久米君に新聞協会長賞 全国中学人権作文 県内7作品入賞
江川麻理香

20101201-003 宇部日報（宇部）

2010/12/01

森繁久彌、クラーク桂
子、大倉徹也、外谷健
よみがえる森繁節 若き日のラジオ番組がCDに
司、島崎藤村、奈良岡
朊子、川崎洋

20101201-004 大分合同新聞（大分）

2010/12/01

佐藤益美、野口雤情、 "歌う養護教諭"大分市・原川中の佐藤益美さん 「命」「性」「生きるということ」 メロ
草伏村生
ディーに乗せ伝える

20101201-005 沖縄タイムス（那覇）

2010/12/01

比嘉正央、小那覇祐
希

20101201-006 毎日新聞（県版）香川版

2010/12/01

20101201-007 STORY

2010/12/01

私たちのCHALLENGE STORY キャリアの先に見えたものは? その後の「女子ア
藪本雅子、増田和夫、
ナ」、それぞれの選択。 藪本雅子さん（42） 新聞学を学び、あの頃苦しかった理由
永井美奈子
が自己分析できました

20101201-008 正論

2010/12/01

笹川良一、川端康成、
ムッソリーニ、松下幸 悪名の棺 笹川良一伝 工藤美代子著 「戦後」を笑い飛ばした大衆性
之助、寺内大吉

20101202-001 毎日新聞（東京）

2010/12/02

細川律夫、川内博史

20101202-002 しんぶん赤旗（東京）

2010/12/02

細川律夫、神美知宏、
谺雄二、竪山勲、高橋 ハンセン病問題対策を 全療協と全原協 厚労相に申し入れ 高橋議員同席
ちづ子

療養所

エイズ・ハンセン病 偏見解消 劇で訴え 小学生ら40人学び演じる HIV人権ネット
沖縄 10日披露
厚労省 「12年度は協議」民間委託問題で 大島青松園官用船

ハンセン病療養所の船、国が運航

大島青松園

大島青松園
大島青松園

20101202-003 山陽新聞（岡山）

2010/12/02

細川律夫、川内博史

連絡船民間委託 厚労相が撤回 高松・大島青松園

大島青松園

20101202-004 徳島新聞（徳島）

2010/12/02

細川律夫、川内博史

大島青松園への連絡船 国、民間委託撤回へ

大島青松園

20101202-005 四国新聞（高松）

2010/12/02

細川律夫、神美知宏、
玉木雄一郎、植松恵 「大島航路」国営で1年間運航延長へ 厚労相が見解
美子

大島青松園

20101202-006 愛媛新聞（松山）

2010/12/02

細川律夫、川内博史

大島青松園

香川ハンセン病施設 連絡船民間委託 厚労相が撤回

中曽根弘文、工藤昌
敏、荒木義行、松野信
ハンセン病療養所協議会など 療養態勢 充実訴え 国会議員団に
夫、坂本哲志、金子恭
之
細川律夫、玉木雄一
大島航路 国が運航継続へ
郎

20101202-007 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/02

20101202-008 朝日新聞（県版）香川版

2010/12/02

20101202-009 東京新聞（東京）夕刊

2010/12/02

塩屋俊、矢城潤一、松
本清張、財津一郎、鈴 大波小波 明るい社会派映画
木亮平

20101203-001 山梨日日新聞（甲府）

2010/12/03

田中耕太郎、松永貴
明、高橋修

アフガンに井戸を掘る、病をなくす 山梨ペシャワール会発足 あすから甲府で活動
写真展

20101203-002 島根日日新聞（出雲）

2010/12/03

吉永小百合

証言 八十年目の真実～長島 そして ノルウェー

20101203-003 毎日新聞（県版）山口版

2010/12/03

松浦徳男、船木冨美
子

ワイド メモ帳から 「海あかり」

International Herald
20101203-004 Tribune/The Asahi Shimbun
（東京）

2010/12/03

Toshi Shioya,Ichiro
Zaitsu,Tomonao
Hara,Kirk
MOVIES Actor thankful for chance to return to silver screen
Douglas,Makoto
Fujita,Kei Tani,Junko
Ikeuchi,Ryouhei Suzuki

大島青松園

20101203-005 朝日新聞（東京）夕刊

2010/12/03

村越化石、高浜虚子、
本田一杉、大野林火、 ハンセン病を生きる 87歳 村越化石が句集
山本健吉

栗生楽泉園

20101204-001 佐賀新聞（佐賀）

2010/12/04

阿部智子、平田智恵
子

菊池恵楓園

有明抄

菊池恵楓園

大島青松園

20101204-002 佐賀新聞（佐賀）

2010/12/04

青木美憲

ハンセン病問題考える 研究者ら参加、初の学習会 ネットワーク・さが

20101205-001 朝日新聞（東京）

2010/12/05

20101205-002 東京新聞（東京）

2010/12/05

小川真吾

この人 ウガンダ子ども兵の社会復帰を支援するNPO理事 小川真吾さん 時間か
けて日本人ならではのやり方を

20101205-003 信濃毎日新聞（長野）

2010/12/05

石井光太

地を這う祈り 石井光太著 酷い現実 人間の姿を見つめる

20101205-004 沖縄タイムス（那覇）

2010/12/05

宮城厚博、比嘉正央、
城間政江、比嘉悠、し しましまネット 「自分らしく生きよう」HIV人権ネット沖縄講演 北山高 ライブも
おり、伊是名興一

20101206-001 福島民報（福島）

2010/12/06

菊池峰子、マザー・テ
レサ、アーサー・C・ク
ラーク

元ラジオ福島アナウンサー 菊池峰子さん記録集発刊 演劇ボランティア7年の歩み
つづる 世界11カ国訪問

20101206-002 南海日日新聞（奄美）

2010/12/06

松下徳二、福田

南海ガイド ハンセン病問題学習会・奄美和光園と共に歩む会総会

20101206-003 読売新聞（県版）多摩版

2010/12/06

木下晋、大巻伸嗣、菱
生命の輝き伝える 府中で60作品展示
山裕子

20101207-001 十勝毎日新聞（帯広）

2010/12/07

菊池恵楓園、邑
久光明園

梓会出版文化賞決まる

ハンセン病に正しく理解を 総合振興局パネル展

20101207-002 日本海新聞（鳥取）

2010/12/07

松本薫、池田侑子、梶
岡一郎、伊藤礼子、田
村鈴代、音田八千代、
南久仁、宮原涼子、森 研鑽の成果まとめる さるびあ15号発刊
脇千寿夫、小丸山侑、
東あき、汐田淳市、増
田慶子、うえだジョージ

20101207-003 岡山日日新聞（岡山）

2010/12/07

南智元、石井正弘

20101207-004 宇部日報（宇部）

2010/12/07

山西義蔵、山縣熙、堤
悠佳子、深野優香、荒 差別のない地域づくり 新川校区人権教育推進大会 児童ら啓発作文朗読
木渉、木村一恵

20101207-005 徳島新聞（徳島）

2010/12/07

北川亮佑

ハンセン病に焦点 県人権政策指針審議会答申案 ネット人権侵害も

音楽や講演で人権問題啓発 美波・上板でフェス

奄美和光園

森和男、塔和子、脇林
ハンセン病 理解深めて 元患者講演や映画上映 あす 新居浜・泉川公民館
清

20101207-006 愛媛新聞（松山）

2010/12/07

20101207-007 南海日日新聞（奄美）

2010/12/07

20101207-008 琉球新報（那覇）

2010/12/07

福村朱姫、知念由樹

20101207-009 読売新聞（県版）武蔵野版

2010/12/07

木下美智子、真知尚
子、吉野由美子、木村 ハンセン病患者の苦難語る 小金井の劇団員 朗読劇
快

20101207-010 東京新聞（東京）夕刊

2010/12/07

フランス・ドゥ・ヴァー
ル、小松和彦

梓会出版文化賞に紀伊国屋書店出版部

20101207-011 日経WOMAN

2010/12/07

神谷美恵子、美智子
皇后

10年後も本棚に置いておきたい! 一度は読んでおきたい古典の名著15冊 試練が
あってこそ生きる喜びがある 「生きがいについて」 神谷美恵子著 みすず書房
1680円

20101208-001 東京新聞（東京）

2010/12/08

山本隆久

ラジオ深夜番組（NHK） アンカー

20101208-002 しんぶん赤旗（東京）

2010/12/08

山崎まゆみ、山本隆久 ラジオ深夜便

20101208-003 デーリー東北（八戸）

2010/12/08

財津一郎、塩谷俊、陣
内孝則、古手川祐子、 映画「ふたたび」主演の財津一郎 "変化球"封印 忠実に演技
鈴木亮平

20101208-004 沖縄タイムス（那覇）

2010/12/08

20101208-005 毎日新聞（県版）香川版

2010/12/08

高橋伸行、山本隆久、 ジグザグかがわ 大島青松園 「芸術祭」で5000人 園内ガイドツアー/ギャラリー/
笹川尚子
カフェ 「3年後」へ活動継続 新たなつながり大切に

大島青松園

2010/12/08

光明皇后、聖武天皇、
大正天皇、貞明皇后、
九州・山口 Signal 国立病院機構都城病院院長 受け継がれる慈悲の御心
美智子皇后、皇太子
殿下

沖縄愛楽園

20101208-006 産経新聞（県版）福岡版

ハンセン病問題学習会・奄美和光園と共に歩む会日程・会場変更

大島青松園
奄美和光園

人権フォーラムで県内の生徒が演劇 10日、県立博物館・美術館
菊池恵楓園

大島青松園
大島青松園

唐獅子 今必要な移民・出稼編とは

20101208-007 ホームシアターファイル

2010/12/08

財津一郎、貴島健三
郎、原朊直、ダニー・ケ
イ、カーク・ダグラス、
鈴木亮平、渡辺貞夫、
塩屋俊、矢城潤一、中 財津一郎 映画『ふたたび swing me again』公開記念 演じぬいた、50年のブラン
村幸代、江原祥二、砥 ク。胸に秘めた一片のロマン
川元宏、青柳翔、陣内
孝則、古手川祐子、
MINJI、犬塚弘、藤村
俊二、佐川満男

20101209-001 毎日新聞（東京）

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ

ハンセン病で尽力 大谷藤郎さん死去

20101209-002 朝日新聞（東京）

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ

大谷藤郎さん

20101209-003 読売新聞（東京）

2010/12/09

村越化石

四季

20101209-004 読売新聞（東京）

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ

ハンセン病問題解決に尽力 大谷藤郎氏死去

20101209-005 日本経済新聞（東京）

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ

大谷藤郎氏

20101209-006 産経新聞（大阪）

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ

大谷藤郎氏

20101209-007 下野新聞（宇都宮）

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ、高木邦格

国際医療福祉大、初代学長 大谷藤郎さん死去

20101209-008 沖縄タイムス（那覇）

2010/12/09

比嘉正央、福村朱姫、
知念由樹、比嘉まど
「人権守る心訴えたい」 HIVネット あす県博で劇公演
か、宮城佑多、金城諒

20101209-009 読売新聞（県版）長崎版

2010/12/09

中村哲、藤田千代子、
海外での支援活動を紹介 福岡の団体 24日まで長崎で写真展
鬼木稔

20101209-010 東京新聞（東京）夕刊

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ

ハンセン病問題尽力 大谷藤郎さん死去

20101209-011 北國新聞（金沢）夕刊

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ

墓碑銘 県外の人

20101209-012 信濃毎日新聞（長野）夕刊

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ

ハンセン病問題に尽力 大谷藤郎さん死去

20101209-013 京都新聞（京都）夕刊

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ

大谷藤郎氏が死去 ハンセン病問題尽力

20101209-014 熊本日日新聞（熊本）夕刊

2010/12/09

大谷藤郎、大谷すみ
れ、太田明

大谷藤郎さん死去 ハンセン病問題に尽力 86歳

菊池恵楓園

20101210-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/12/10

森和男、酒井

くらしの情報 東京 ハンセン病問題の早期解決を求める講演と映画のつどい

大島青松園

20101210-002 しんぶん赤旗（東京）

2010/12/10

大谷藤郎、大谷すみ
れ

大谷藤郎さん

20101210-003 北海道新聞（札幌）

2010/12/10

大谷藤郎、大谷すみ
れ

ハンセン病行政転換 大谷藤郎さんが死去

20101210-004 山陽新聞（岡山）

2010/12/10

大谷藤郎、大谷すみ
れ

ハンセン病問題尽力 大谷藤郎氏死去

20101210-005 中国新聞（広島）

2010/12/10

大谷藤郎、大谷すみ
れ

大谷藤郎氏

20101210-006 愛媛新聞（松山）

2010/12/10

大谷藤郎、大谷すみ
れ

大谷藤郎氏

20101210-007 愛媛新聞（松山）

2010/12/10

青野真由子、白石琴
中学生人権作文コンテスト県大会 愛媛新聞社賞 青野真由子さん 西条南中3年
恵、越智芽生、磯野、
大島青松園
（西条市） ハンセン病問題から学んだこと 命の大切さと人の尊さ
本田、河野歩、中山

20101210-008 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/10

河津修司、稲葉正彦、
南小国発 宿泊拒否機にハンセン病啓発7年 事件の風化 懸念する声も
佐藤義己

20101210-009 沖縄タイムス（那覇）

2010/12/10

大谷藤郎、大谷すみ
れ

らい予防法廃止に尽力 大谷藤郎さん死去

20101210-010 朝日新聞（県版）兵庫版

2010/12/10

坂元茂樹

講座 シンポジウム「国際化の中のハンセン病問題」

20101211-001 福島民友（福島）

2010/12/11

菊池峰子、マザー・テ
レサ、岡部恵久子

恵まれない国々での感動の劇団公演描く 菊池峰子さんが本出版

20101211-002 中国新聞（広島）

2010/12/11

財津一郎、鈴木亮平、
MINJI、渡辺貞夫、塩 ハンセン病…「約束」の旅へ 映画「ふたたび」広島で25日から
屋俊

20101211-003 徳島新聞（徳島）

2010/12/11

北條民雄、川端康成、 東京の中のトクシマ 古里が生んだ文化人の足跡 8 作家・北條民雄と東村山 ハ
多磨全生園
佐川修、山下道輔
ンセン病治療で入院 小説「いのちの初夜」発表

20101211-004 愛媛新聞（松山）

2010/12/11

森和男、塔和子、藤田
ハンセン病 苦悩今も 新居浜 元患者 隔離政策を批判
勉

菊池恵楓園

大島青松園

大島青松園

20101211-005 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/11

舟越桂、舟越保武

人間の内面見つめ… 「舟越桂2010」「光の絵画vol.3-祈りの風景-」 熊本市現代
美術館できょう開幕

菊池恵楓園、待
労院診療所

20101211-006 山陽新聞（岡山）夕刊

2010/12/11

西岡藤八、山本隆久

瀬戸内国際芸術祭 閉幕1ヵ月 直島、女木島などの42作品 展示 今も… 来島者
大島青松園
減尐「ゆっくり見に来て」

20101212-001 毎日新聞（東京）

2010/12/12

大谷藤郎

LAST WEEK 先週の出来事 4～10日 訃報

20101212-002 読売新聞（東京）

2010/12/12

笹川良一、ムッソリー
ニ、川島芳子、児玉誉 悪名の棺 笹川良一伝 工藤美代子著 「黒幕」の素顔に迫る
士夫、工藤美代子

20101212-003 沖縄タイムス（那覇）

2010/12/12

澤岻良心、比嘉正央、
病気や性 差別を問う HIV人権ネット 体験報告や劇
しおり

20101212-004 琉球新報（那覇）

2010/12/12

しおり、下地輝明、宜
寿次政江、澤岻良心

「自らの恐れ解放」人権フォーラム 演劇で愛、希望表現

20101213-001 Japan Medicine（東京）

2010/12/13

大谷藤郎

共同通信 12月9、10日付 大谷藤郎氏死去 訃報 10日付

20101213-002 週刊住宅（東京）

2010/12/13

20101213-003 薬事日報（東京）

2010/12/13

大谷藤郎、大谷すみ
れ、高木邦格

大谷藤郎氏

20101213-004 高知新聞（高知）夕刊

2010/12/13

西岡藤八、山本隆久

瀬戸内芸術祭まだ見られます 閉幕後も展示を延長

大島青松園

20101214-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/12/14

森和男、新田恵一

船運航 国の責任で ハンセン病問題 都内で集い

大島青松園

20101214-002 朝日新聞（県版）三重版

2010/12/14

小鹿美佐雄

ハンセン病巡る講演会

駿河療養所

20101215-001 東京新聞（東京）

2010/12/15

西尾雄志、梶田恵理
子、塩川正十郎

PR力 大学生競う 活動 30秒の映像に ボランティア人材育成目的

20101215-002 河北新報（仙台）

2010/12/15

石井勝夫、池間哲郎、
青森 ハンセン病を考えるシンポ
花井十伍、しおり

松丘保養園

20101215-003 西日本新聞（福岡）

2010/12/15

志村康

菊池恵楓園

余滴

ハンセン病患者専用の刑務所跡 保存署名10万人突破 熊本

20101215-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/15

暗闇の中で「光」詠む 菊池恵楓園盲人会長 中山さんが句集 自然、故郷、家族
菊池恵楓園、星
中山弥弘（桜木安夫） 思う 寒椿小鳥遊ばせけんかさせ 初夢や郷里の山河亡き妻と 子を産まぬ身に孫
塚敬愛園
のいる春の夢

20101215-005 読売新聞（県版）鹿児島版

2010/12/15

松田典久、伊藤、山田
古里の味を楽しんで 奄美和光園に「お楽しみ便」
祥

20101216-001 東京新聞（東京）

2010/12/16

菅直人、小泉、鳩山由
紀夫、福田康夫、麻生 諫早常時開門へ 「決断」で政権浮揚なるか 効果なしの場合も
太郎、西村清貴

20101216-002 しんぶん赤旗（東京）

2010/12/16

吉井秀一

2010/12/16

菅直人、鹿野道彦、仙
谷由人、篠原孝、小泉
純一郎、福田康夫、石 「諫早」首相が上告断念決定 持論貫き 原点回帰 求心力低下、局面打開狙う
原伸晃、松木謙公、宮
本明雄

20101216-003 東奥日報（青森）

20101216-004 北國新聞（金沢）

2010/12/16

20101216-005 京都新聞（京都）

2010/12/16

20101216-006 山陽新聞（岡山）

2010/12/16

菅直人、鹿野道彦、仙
谷由人、篠原孝、小泉
純一郎、福田康夫、石
原伸晃、松木謙公、宮
本明雄
菅直人、鹿野道彦、仙
谷由人、篠原孝、小泉
純一郎、福田康夫、石
原伸晃、松木謙公、宮
本明雄、宮入興一、東
幹夫
菅直人、鹿野道彦、仙
谷由人、篠原孝、小泉
純一郎、福田康夫、石
原伸晃、松木謙公、宮
本明雄

人の便り運ぶ官用船に乗り

表層深層 諫早湾開門訴訟 上告断念 政権運営の局面打開へ持論を貫く 「首相
の決断」アピール

表層深層 首相、諫早上告断念 持論貫き攻勢狙う 「サプライズ」に賭け 干拓の
影響に白黒つく 農漁業の共存もできる

表層深層 諫早訴訟 上告断念 持論貫き反転攻勢 首相、局面打開狙う

20101216-007 中国新聞（広島）

2010/12/16

菅直人、鹿野道彦、仙
谷由人、篠原孝、小泉
表層深層 「諫早」上告断念 局面打開へ「首相の決断」 農水省の思惑覆す 原点
純一郎、福田康夫、石
回帰 持論を貫く
原伸晃、松木謙公、宮
本明雄

20101216-008 高知新聞（高知）

2010/12/16

菅、小泉

小社会

奄美和光園、星
塚敬愛園

大島青松園

2010/12/16

菅直人、山下弘文、鹿
野道彦、仙谷由人、小 焦点 FOCUS 「口約」死守 首相高揚 諫干訴訟上告断念 官邸主導で一転 指
沢一郎、筒井信隆、小 導力演出の狙いも Q&A 41法人・個人が営農
泉純一郎、西岡武夫

20101216-010 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/16

菅直人、鹿野道彦、仙
谷由人、篠原孝、小泉
表層深層 諫早訴訟上告断念 首相、持論貫き決断 野党時代から事業中止訴え
純一郎、福田康夫、石
停滞打開へ反転攻勢
原伸晃、松木謙公、宮
本明雄

20101216-011 毎日新聞（県版）香川版

2010/12/16

泉麻衣子、井木宏美、 ジグザグかがわ 「カフェ・シヨル」造形大OGあすから再開 大島青松園・つながりの
大島青松園
高橋伸行、野村宏
家 「にぎやかしで終わりたくない」 入所者との交流「人生観変わった」

20101216-012 建通新聞東京（東京）

2010/12/16

20101216-013 信濃毎日新聞（長野）夕刊

2010/12/16

20101217-001 日経産業新聞（東京）

2010/12/17

20101217-002 プレス民主（東京）

2010/12/17

玉木雄一郎、細川律
夫

ハンセン病患者療養所 最後まで国が責任を 香川県第2区 玉木雄一郎衆院議員 大島青松園

20101217-003 南日本新聞（鹿児島）

2010/12/17

岩川洋一郎

星塚敬愛園に古里の味贈る 鹿県

星塚敬愛園、奄
美和光園

20101217-004 毎日新聞（県版）熊本版

2010/12/17

工藤昌敏、志村康

「旧菊池医療刑務所支所」跡の保存 署名が10万人突破 考える会

菊池恵楓園

20101217-005 週刊金曜日

2010/12/17

川端康成、北條民雄、
金曜日から
夏目漱石、マードック

20101217-006 BARFOUT!

2010/12/17

鈴木亮平、塩屋俊、財
特集 NEXT GENERATION RYOHEI SUZUKI NEXT GENERATION INTERVIEW
津一郎、MINJI、青柳
鈴木亮平
翔

20101218-001 愛媛新聞（松山）

2010/12/18

小池清治

知的障害者理解 行政努力を

20101218-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/18

工藤昌敏、志村康

菊池恵楓園 「刑務支所」保存の署名 目標の10万人突破

20101216-009 西日本新聞（福岡）

多磨全生園 認可保育所の事業者 1月13日まで募集
大谷藤郎、小笠原登

多磨全生園

今日の視角 異色の官僚を悼む
肺結核薬 抗酸菌症向け申請 第一三共 欧米の実績活用

菊池恵楓園

20101218-003 毎日新聞（県版）香川版

2010/12/18

高橋伸行、泉麻衣子、
井木宏美、山本隆久、 つながり ふたたび 大島青松園で餅つき楽しむ
野村宏

大島青松園

20101219-001 山陽新聞（岡山）

2010/12/19

山田香緒里、松岡広
路

集いの広場整備へ ボランティア作業 神戸大大学院生ら36人 邑久光明園

邑久光明園

20101220-001 徳島新聞（徳島）

2010/12/20

金子みすゞ

高齢者差別など中・高生が議論 徳島市で人権集会

大島青松園

20101220-002 キネマ旬報

2010/12/20

財津一郎、青柳翔、酒
キネ旬ロビイ この記事、面白かった 財津一郎さんの生き様
井博勝

20101221-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/12/21

木下晋、小林ハル、桜
井哲夫、大巻伸嗣、菱 学問 文化 木下晋を見る-「いきるちから」展から 鉛筆で描く民衆の底力
山裕子

20101221-002 しんぶん赤旗（東京）

2010/12/21

大谷和一、財津一郎、
人生ふたたび夢を追求する
黒藪次男

20101221-003 山梨日日新聞（甲府）

2010/12/21

嶋崎紀代子、小川正
証言集「伝えたい山梨の女性たち」より 次代へのことづて 7 国内外でハンセン病 多磨全生園、神
子、テストウィード、吉
治療に貢献 患者の喜び、自分の幸せに
山復生園
岡弥生

20101221-004 中日新聞（名古屋）夕刊

2010/12/21

加川一郎、岩脇宏二、 虹 ハンセン病 望郷の筆 隔離の半生 絶たれた絆 三重出身故教諭の絵 里帰
長島愛生園
ハンセン
り

20101222-001 東京新聞（東京）

2010/12/22

大谷藤郎

私説 論説室から 差別撤廃にかけた生涯

20101222-002 日刊ゲンダイ（東京）

2010/12/22

笹川良一、工藤美代
子

人間が面白い 悪名の棺 笹川良一伝 工藤美代子著 晩年の愛人は41歳年下

20101222-003 沖縄タイムス（那覇）

2010/12/22

訓覇浩、金城雅春、平 「ハンセン病 偏見なくして」 相互理解へ参加呼び掛け 来年 名護・宮古で市民学
沖縄愛楽園
良仁雄
会

20101222-004 朝日新聞（県版）長野版

2010/12/22

戸崎公恵、河野美由
紀、田辺冴華

学びの森 高校生と社会人がともに学ぶ 長野市立長野高校 ノーマライゼーション
講座 点字に触れ見聞広め 点訳メニュー作り店で活用

20101222-005 朝日新聞（県版）三重版

2010/12/22

加川一郎、岩脇宏二

長島愛生園、邑
ハンセン病回復者の作品、里帰り 療養所で制作、津できょう・あす展示 故郷との
久光明園、駿河
「決別」隠した本名…
療養所

20101222-006 読売新聞（県版）熊本版

2010/12/22

有江光、津山紗弓

公務員専門学生ハンセン病学ぶ 菊池恵楓園を訪問

菊池恵楓園

20101222-007 朝日新聞（大阪）夕刊

2010/12/22

村越化石

「最後のハンセン病患者」 俳人・村越化石氏 9冊目句集「団扇」

栗生楽泉園

20101223-001 東奥日報（青森）

2010/12/23

大谷藤郎

残した足跡大きく 2010墓碑銘 国内 政治・経済

20101223-002 島根日日新聞（出雲）

2010/12/23

20101223-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/23

財津一郎、塩屋俊

芸能 老ジャズ・トランぺッター 友との約束果たす物語
津一郎（熊本市出身） 「私の人生と重ねて演技」

20101223-004 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/23

杉野芳武、杉野桂子

こもれびの詩 母と引き裂かれ、出会い、結ばれ… 夫婦の生きざまつづる 菊池恵
菊池恵楓園
楓園 杉野芳武さん、桂子さん エッセー集

20101223-005 南海日日新聞（奄美）

2010/12/23

酒本喜與志、築愛三、 「社会とのつながり」重視 和光園将来構想検討委が中間報告 福祉・医療施設とし
奄美和光園
朝山毅
て活用 休診の皮膚科常勤医師内定

20101223-006 琉球新報（那覇）

2010/12/23

訓覇浩、金城雅春、平
ハンセン病全国集会 県内で来年5月 退所者問題など協議
良仁雄

20101223-007 中日新聞（県版）三重版

2010/12/23

角田奈緒

20101223-008 薬事新報

2010/12/23

大谷藤郎、金平輝子、
北条民雄、松本清張、
元新聞記者の視線（71） ハンセン病 日本が抱えた宿痾とハンセン病問題検証会
ウイリアム・ワイラー、
議
チャールトン・ヘスト
ン、藤本松夫、佐川修

20101224-001 毎日新聞（東京）

2010/12/24

くらしの明日 私の社会保障論 年金一律減額が広げる格差 貧困高齢者にも目を
向けよ

20101224-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/24

クリスマスに大喜び 入所者と歌って交流 職員が演奏会 合志中生徒ら参加 菊
池恵楓園

菊池恵楓園

20101224-003 南海日日新聞（奄美）

2010/12/24

酒本喜與志、築愛三

和光園入所者アンケート 施設開放8割が肯定 学習利用にも意見多数

奄美和光園

20101224-004 毎日新聞（県版）三重版

2010/12/24

訓覇浩

津でハンセン病考えるシンポ

長島愛生園、邑
久光明園、駿河
療養所

20101224-005 読売新聞（県版）三重版

2010/12/24

青木美憲、加川一郎、
ハンセン病問題で訴え 津でシンポ、差別撤廃など
竹内りつこ

ハンセン病差別撤廃を国連決議 日本が主導
映画「ふたたび」主演 財

宮古南静園、沖
縄愛楽園

ハンセン病克朋者 絵画などの作品展 津

多磨全生園、菊
池恵楓園

邑久光明園

20101224-006 読売新聞（県版）鹿児島版

2010/12/24

酒本喜與志

皮膚科外来が来春再開 奄美和光園 常勤医1人赴任へ

奄美和光園、星
塚敬愛園

20101225-001 南日本新聞（鹿児島）

2010/12/25

大谷藤郎

南風録

星塚敬愛園、奄
美和光園

20101225-002 ふい～らあ

2010/12/25

街タウンストリート やじうまカレンダー 第10回ハンセン病問題に関するシンポジウ
ム 青森市
高橋ちづ子、山本隆
久、新田恵一、脇林ム 地域発 離島ハンセン病療養所の「官用船」 国が民間委託撤回 社会との懸け橋
大島青松園
ツ子、仁比聡平、樫昭 守った
二、白川容子

しんぶん赤旗/日曜版（東
20101226-001
京）

2010/12/26

20101226-002 西日本新聞（福岡）

2010/12/26

20101226-003 沖縄タイムス（那覇）

2010/12/26

杉良太郎、伍代夏子

タイムス女性倶楽部 俳優の杉良太郎さん講演 福祉活動への理解促す

20101227-001 中国新聞（広島）

2010/12/27

近藤宏一

病への偏見を不屈の歩みに 長島愛生園の近藤さん 遺稿集まとまる

20101227-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/27

11年度政府予算案 九州の重点予算項目

きょうの歴史 27日 県内

20101227-003 琉球新報（那覇）

2010/12/27

瀬長亀次郎、瀬長フ
ミ、当山栄、土田武
信、西賢祐、與那覇し 墓碑銘 2010 県内 社会・平和・福祉
づ、大城榮徳、平敷り
つ子、新城馨

20101227-004 東京新聞（東京）夕刊

2010/12/27

大谷藤郎、小笠原登、
偲ぶ 元国際医療福祉大総長 大谷藤郎さん 差別の撤廃に尽力
小泉純一郎

20101228-001 愛媛新聞（松山）

2010/12/28

大竹伸朗、西岡藤八、
瀬戸内国際芸術祭 閉幕2カ月 アートな島々「継続中」 34作品 展示を延長
山本隆久

20101228-002

日本経済新聞（県版）四国
版

長島愛生園

2010/12/28

4県回顧2010年 上 ドラマ・アートが観光けん引 効果継続へ布石も次々

20101228-003 NYLON JAPAN

2010/12/28

神谷美恵子

年末年始のおこもりバケーションは内面からおしゃれ磨き! DVD&BOOK150 旬デ
ザイナー&プロデューサー"座右の銘"書

20101229-001 しんぶん赤旗（東京）

2010/12/29

杉野桂子

私の三大ニュース 夫婦そろって50年党員表彰

大島青松園

20101229-002 秋田魁新報（秋田）

2010/12/29

大谷藤郎、鈴木幸次

2010墓碑銘 足跡刻み時代に別れ それぞれに事績残す 国内 県内

20101229-003 佐賀新聞（佐賀）

2010/12/29

井出美乃里

中学生人権作文コンテスト県大会 佐賀新聞社賞 井出美乃里（相知中3年） あつ
菊池恵楓園
い壁の向こう側

20101229-004 毎日新聞（県版）徳島版

2010/12/29

松浦徳男

バックミラー 2 6月

大島青松園

20101229-005 毎日新聞（県版）香川版

2010/12/29

塔和子

話

大島青松園

20101230-001 下野新聞（宇都宮）

2010/12/30

大谷藤郎

2010墓碑銘 厳しい時代の中 次にバトン渡す 県内 大谷氏 らい予防法廃止に
奔走

20101230-002 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/30

20101230-003 熊本日日新聞（熊本）

2010/12/30

20101230-004 南日本新聞（鹿児島）

2010/12/30

20101230-005 朝日新聞（県版）熊本版

2010/12/30

志村康

菊池医療刑務支所保存署名10万人に 国会提出へ

20101231-001 毎日新聞（東京）

2010/12/31

大谷藤郎

今年亡くなられた方々 12月

20101231-002 沖縄タイムス（那覇）

2010/12/31

芸能・エンタメ 2010年 芸能回顧 演劇 社会派テーマ光る

20101231-003 毎日新聞（県版）香川版

2010/12/31

バックミラー 下 9月

菊池恵楓園の保育所計画 厚労省が承認方針 園の意向尊重、実現へ前進

栗生楽泉園

菊池恵楓園

大谷藤郎、小笠原登、 追想 メモリアル 旧厚生省医務局長 大谷藤郎さん 12月7日死去 86歳 ハンセ
大谷健
ン病 人権回復に尽力
2010年鹿県十大ニュース
菊池恵楓園

大島青松園

