『 ハンセン病 』 記事データ
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20110201-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/01

20110201-002 琉球新報（那覇）

2011/02/01

宮里芳哉、平良仁雄、
権利条例大集会 共に生きる社会を 障がいの垣根超え500人
東内原旭

20110201-003 読売新聞（県版）島根版

2011/02/01

福原孝広

20110201-004 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/01

潮谷義子、太田明、永
ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶4 悪意に囲まれ でも優しく
野弘行、馬原孝浩

20110201-005 医薬経済

2011/02/01

開原成允、諸葛孔明

20110201-006 ZAITEN

2011/02/01

20110202-001 大阪日日新聞（大阪）

2011/02/02

大谷藤郎、平沢保治、
追想メモリアル らい予防法廃止運動旗頭 ハンセン病患者らの人権を守り差別と
武見太郎、大谷すみ
闘い続けた 大谷藤郎さん 12月7日死去（86歳）
れ

20110202-002 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/02

島比呂志（岸上薫）、
岸上昭子、島喜代子、 ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶5 あなたの娘になります
麻子、藤田彰一

20110202-003 西日本新聞（福岡）夕刊

2011/02/02

大谷藤郎、平沢保治、
追想 あの人 ハンセン病患者救済へ闘う（2010年12月7日死去、86歳） 大谷藤郎
武見太郎、大谷すみ
さん 「隔離政策は間違い」
れ

20110203-001 毎日新聞（東京）

2011/02/03

佐川修、渡辺尚

療養所

1月のファイル 23日 ●「無らい県運動」調査のやり直しを外部検証委員会が決定 菊池恵楓園
沖縄愛楽園

「心の壁取り払う意識を」 益田でハンセン病パネル展

From Local to Global 私と公衆衛生 医療の電子化を阻むもの 第28回 国際医療
福祉大学副学長 岩尾總一郎（元厚労省医政局長）
特集 薬剤師「失業時代」の処方箋 インタビュー "顔の見えない薬剤師"は生き残
れない

「人権啓発に」寄付 東村山市へ200万円 多磨全生園自治会

多磨全生園

菊池恵楓園、多
磨全生園

20110203-002 読売新聞（福岡）

2011/02/03

工藤昌敏

菊池恵楓園に保育所 来年4月にも 施設開放の一環

20110203-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/03

ハンナ・リデル

きょうの歴史 3日 県内

20110203-004 琉球新報（那覇）

2011/02/03

仲井真弘多

社説 障がい者の権利 心の壁取り除く条例制定を

20110203-005 毎日新聞（県版）多摩版

2011/02/03

佐川修、渡辺尚

「人権啓発に」寄付 東村山市へ200万円 多磨全生園自治会

多磨全生園

20110203-006 毎日新聞（県版）岡山版

2011/02/03

木下浩、柳田国男

元・気・人 民俗学を研究する小学校教諭 木下浩さん（43）妖怪好き 興味は尽き
ず

長島愛生園、邑
久光明園

20110203-007 東京新聞（県版）多摩版

2011/02/03

佐川修、渡部尚

偏見ない世の中に 東村山市に寄付金 多磨全生園入所者ら 人権啓発活動に活
多磨全生園
用へ

20110203-008 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/03

阿部智子、石田三成、
大谷吉継、山田泉、永
ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶6 壁の外いのちの出会い
岡美鈴、奥田芙沙子、
オードリー・ヘプバーン

20110204-001 毎日新聞（東京）

2011/02/04

栗原春菜

第56回 青少年読書感想文全国コンクール 本との出会い 感動 熊本

20110204-002 毎日新聞（大阪）

2011/02/04

財津一郎、塩屋俊

ハンセン病回復者支援へ あす阿倍野区で講演会

20110204-003 毎日新聞（北九州）

2011/02/04

原田正孝、工藤昌敏

恵楓園 保育所誘致 「地域との交流に期待」ハンセン療養所全国2例目 熊本

20110204-004 山陽新聞（岡山）

2011/02/04

屋猛司、中尾伸治

ハンセン病療養所 瀬戸内の2園 医療機器を開放 邑久光明園 人権学習回廊に 邑久光明園、長
長島愛生園 将来構想 大枠固まる
島愛生園

20110204-005 西日本新聞（福岡）

2011/02/04

原田正孝、工藤昌敏

菊池恵楓園に保育所 地域と共生「長年の夢」結実 事業者を公募

20110204-006 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/04

原田正孝、工藤昌敏、 菊池恵楓園保育所 事業者公募きょうから 全国2例目 地域開放へ一歩 「子ども 菊池恵楓園、多
荒木義行
の声響く場に」喜ぶ入所者
磨全生園

20110204-007 南日本新聞（鹿児島）

2011/02/04

岩川洋一郎、松下

ボランティア受講生を募集 星塚敬愛園

菊池恵楓園、多
磨全生園

菊池恵楓園、多
磨全生園

星塚敬愛園

20110204-008 読売新聞（県版）熊本版

2011/02/04

原田正孝、工藤昌敏

「恵楓園と地域の交流期待」 保育所正式発表 事業者きょうから公募

菊池恵楓園

20110204-009 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/04

桜井哲夫（長峰利
造）、金正美、長峰誠、 ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶7 歌おう津軽で思いっきり
赤尾拓子

20110205-001 津山朝日新聞（津山）

2011/02/05

押目美恵子、金泰九、 正しい知識、人権の大切さ学ぶ 差別や療養所の生活 林田小6年生押目さん講師
長島愛生園
石田雅男
「ハンセン病」授業

20110205-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/05

杉野芳武、杉野桂子

熊日出版文化賞受賞作決まる 小西行長「抹殺」されたキリシタン大名の実像 永
青文庫叢書 細川家文書 中世編 戦後65年熊本の戦争遺跡 江上茂雄作品集
連理の枝

20110206-001 北海道新聞（札幌）

2011/02/06

武田徹

殺して忘れる社会 武田徹著 たけだ・とおる 1958年生まれ。評論家・ジャーナリス
ト。著書に「戦争報道」「『隔離』という病い」など。 思い出すための時評集

20110206-002 西日本新聞（福岡）

2011/02/06

武田徹

読書館 殺して忘れる社会 武田徹著 大切なこと思い出すため

20110206-003 佐賀新聞（佐賀）

2011/02/06

20110206-004 読売新聞（県版）多摩版

2011/02/06

佐川修

20110206-005 読売新聞（県版）岡山版

2011/02/06

武久顕也、屋猛司、中
長島愛生園 人権学習の場に 邑久光明園 医療機器を開放 将来構想案固まる
尾伸治

20110207-001 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/07

赤塚興一、キリスト、
チャールトン・ヘスト
ン、林力

20110208-001 佐賀新聞（佐賀）

2011/02/08

20110208-002 佐賀新聞（佐賀）

2011/02/08

牧野正直

ハンセン病パネル展始まる 差別の歴史振り返る 県庁で14日まで 19日にセミ
ナーも

20110208-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/08

ジャン・マリー・コー
ル、髙木節子

中尾丸施療所、
コール神父の精神伝えたい あす没後100年命日 療養所「待労院」創設/ハンセン
待労院、回春病
病患者救済 熊本市で関係者ミサ
院、

菊池恵楓園

今週の県政・市政 7～13日 県政 7日
多磨全生園の自治会 東村山市に200万寄付

多磨全生園
長島愛生園、邑
久光明園

ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶8 死すら願った 父よごめん
Newsヘッドライン 県庁 ハンセン病パネル展始まる
邑久光明園

20110208-004 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/08

宮良正吉、宮里新一、
ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶9 告白した 自信になった
国宗直子

20110208-005 世界

2011/02/08

小泉首相

20110208-006 世界

2011/02/08

大田静男、光田健輔、
リレーコラム 沖縄という窓 いまハンセン病の歴史と向き合う
上里栄

宮古南静園

20110209-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/09

森鴎外、コール神父、
新生面 2011.2.9
夏目漱石

待労院

20110209-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/09

原田正孝、工藤昌敏

社説 菊池恵楓園 保育所設置で新たな交流を

菊池恵楓園、多
磨全生園

20110209-003 毎日新聞（県版）香川版

2011/02/09

大島青松園 官用船民間委託問題 12年度以降は継続協議

大島青松園

20110209-004 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/09

伊波敏男、スマナ・バ
ルア、森元美代治、森 ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶10 フィリピンへの贈り物
元美恵子

20110209-005 京都新聞（京都）夕刊

2011/02/09

西村ゆり

京の市民団体、JICA事業に選定 印の貧困層に芸術教育 子どもの感性、育てた
い

20110210-001 夕刊いわき民報（いわき）

2011/02/10

近藤宏一

文化 出版 時評2011 近藤宏一『闇を光に―ハンセン病を生きて』（2010年、みす
ず書房） 生の<豊饒さ>と出会う 過去と向き合うことの意味

長島愛生園

20110210-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/10

舟越桂、船越保武

「舟越桂2010」「光の絵画」展 13日に閉幕 熊本市現代美術館

菊池恵楓園、徒
労院診療所

20110210-003 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/10

小牧義美、原田燎太
郎

ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶11 待ってろ大陸散るもよし

20110211-001 朝日新聞（名古屋）

2011/02/11

三枝ひとみ、遠藤周作 声 連載読んで思い出した小説

20110211-002 山陽新聞（岡山）

2011/02/11

山本隆久、南智、上田 大島青松園（高松）変わりゆく慣習 入所者間の遺産分けに遺言利用 高齢化で仲
大島青松園
利枝
立ち難しく 増える外部関与

20110212-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/12

難波信義

蘇る"ブッシュ=小泉"の亡霊 かくて世界金融危機はさらに深まる

ハンセン病通じ信教の自由考察 熊本市の教会

20110212-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/02/12

池間哲郎

アジアの子 苦境生きる 池間さん宮古講演 「成長には我慢が大切」

20110212-003 毎日新聞（県版）群馬版

2011/02/12

谺雄二、井村春樹

ハンセン病施設で若手医師が研修会 草津で民医連

20110212-004 毎日新聞（県版）香川版

2011/02/12

高橋伸行、山本学、野
甘夏収穫で"つながり"芸術祭を機にリピーターも 大島青松園、あすまで
村宏

20110213-001 読売新聞（東京）

2011/02/13

李清俊、姜信子

あなたたちの天国 李清俊著 みずす書房3800円 評・今福龍太 自由を奪う楽園
幻想

20110213-002 徳島新聞（徳島）

2011/02/13

宮﨑保、山中千枝子

差別やいじめ 歌で根絶訴え 阿波市で人権コンサート

20110213-003 佐賀新聞（佐賀）

2011/02/13

20110213-004 琉球新報（那覇）

2011/02/13

辻央、吉川由紀、金城
「ハンセン病」考えよう 名護 愛楽園でガイド講座
雅治

20110214-001 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/14

高石伸人、杉野芳武、
杉野桂子、加藤嘉、虫
ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶12 ご近所さんに伝えたい
賀宗博、島田等、近藤
宏一、伊奈教勝

20110215-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/15

工藤昌敏、潮谷義子

宿泊拒否事件 教訓学ぶ 潮谷前知事が講演

20110215-002 時宝光学新聞（東京）

2011/02/15

北部保養院

鳥の日 虫の日 "込められた思い"に心打たれた日

20110215-003 朝日新聞（東京）夕刊

2011/02/15

吉永小百合、塔和子、
高見順、宮崎信恵、沢 ニッポン 人・脈・記 隔離の記憶13 やっとお会いできました
知恵

20110216-001 読売新聞（県版）熊本版

2011/02/16

20110216-002 毎日新聞（東京）夕刊

2011/02/16

栗生楽泉園
大島青松園

今週の県政・市政 14～20日 県政 19日

恵楓園の保育所 事業者説明会 予定地を見学
大巻伸嗣、木下晋、菱
展覧会 アートサイト府中2010いきるちから
山裕子、桜井哲夫

沖縄愛楽園

菊池恵楓園

菊池恵楓園

20110216-003 SAPIO

2011/02/16

笹川陽平

全冊プレゼント 書闘倶楽部 この本はこう読め 1 日中関係の担い手が戒める
「過大な期待」 『隣人・中国人に言っておきたいこと』 笹川陽平著 PHP研究所
1680円（税込）

20110218-001 佐賀新聞（佐賀）

2011/02/18

青木美憲

ハンセン病学ぶ講演会 22日、佐賀市

20110218-002 毎日新聞（県版）武蔵野版

2011/02/18

高山勝介

ネットワーク 展覧会 国立ハンセン病資料館企画展「高山勝介作陶展」

20110218-003 科学新聞（東京）

2011/02/18

20110219-001 南日本新聞（鹿児島）

2011/02/19

上野正子、黒松利菜、
ハンセン病理解深める 敬愛園の上野さん 鹿屋・田崎小で講演
西真鈴

20110219-002 南日本新聞（鹿児島）

2011/02/19

酒本喜與志、永田大
輔、清田莞爾

ハンセン病題材に創作劇 差別、偏見なくそう 奄美・朝日小 和光園訪問の5年生
奄美和光園
が訴え

20110219-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/02/19

伊波敏男

伊波さんが高江訪問 ハンセン病元患者 「多数のため少数犠牲」

20110220-001 徳島新聞（徳島）

2011/02/20

20110220-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/20

杉野かほる、杉野桂子

マイブック賞 エッセー集 連理の枝 杉野かほる・桂子著 ユーモア見つけ出す強
さ

20110221-001 朝日新聞（北九州）

2011/02/21

飯野鋭二郎、高石伸
人

声 地元にできた朗読奉仕員を回想

20110221-002 しんぶん赤旗（東京）

2011/02/21

岡本光樹

ひと 受動喫煙被害防止に奔走する若い弁護士 岡本光樹さん（28）

20110221-003 山陽新聞（岡山）

2011/02/21

立花誠一郎、野村泰
介、大和美緒

豪カウラ事件 元日本兵 立花さん（邑久光明園） 解放直後の写真 伝承映像制
作予定 山陽女子高生ら 現地HPで発見

20110222-001 日本農業新聞（東京）

2011/02/22

明石海人

おはよう 名歌と名句 残された私ばかりがここにゐてほんとの私はどこにも見えぬ

邑久光明園

2011年 学協会大会一覧（2月～7月） 5月13～14
星塚敬愛園

きょう あすの催し 聞く 人権ミニコンサート＆トーク

邑久光明園

20110223-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/23

鰐淵熊本大学長、高
橋熊本商大学長

20110223-002 琉球新報（那覇）

2011/02/23

遠藤繁喜、遠藤恭子、 49年前の慰問公演 「胸が熱くなった」

20110224-001 佐賀新聞（佐賀）

2011/02/24

青木美憲、中野百枝

ハンセン病問題 共に考えよう 市民団体が講演会 「療養所の実態は収容所」 岡
邑久光明園
山県邑久光明園副園長 被害調査を報告

20110224-002 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/02/24

和泉眞蔵

ハンセン病と隔離の歴史学ぶ 宮古南静園 ボランティア講座

20110225-001 しんぶん赤旗（東京）

2011/02/25

高橋ちづ子、江田五月 B型肝炎救済 議員立法必要 高橋議員求める

20110225-002 中国新聞（広島）

2011/02/25

牧野正直、松岡正典、
ハンセン病 日本の蓄積発信 周南の医師ら英語版専門書
佐田尾信作

邑久光明園

20110225-003 佐賀新聞（佐賀）

2011/02/25

青木美憲

邑久光明園、大
島青松園

20110225-004 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/25

嘉田由紀子、江上茂
雄、江上計太、杉野芳 射程 出版文化賞作品の「力」
武、杉野桂子

20110225-005 沖縄タイムス（那覇）

2011/02/25

和泉眞藏

ハンセン病政策 和泉・学会代表が正す 元患者と共存社会を 国・医学者・国民に
宮古南静園
責任 宮古南静園で講座

20110226-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/26

神美知宏

沖縄のハンセン病療養所 入所者以外の入院可

20110226-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/02/26

金城雅春、照屋寛徳、
愛楽園入院地域に開放 全国初4月から4床 園自治会「共生へ一歩」
大谷泰夫

20110226-003 毎日新聞（県版）岡山版

2011/02/26

20110227-001 神戸新聞（神戸）

2011/02/27

笹川陽平、宮脇昭、後 日本財団 全国で植樹支援 その意義は 日本財団 笹川陽平会長に聞く 森を育
藤新平
て「共生の心」養う 若者の才能・情熱に期待

20110227-002 愛媛新聞（松山）

2011/02/27

今川正章、鈴木靜、益 第26回愛媛新聞「読者と報道」委員会 より地域に密着期待 連載「記者が歩く」
基、星川俊堯
連載「真珠新世紀」 連載「えひめ丸事故」

きょうの歴史 23日 県内

有明抄

きび談語

沖縄愛楽園

宮古南静園

菊池恵楓園

沖縄愛楽園
沖縄愛楽園
大島青松園

20110227-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/02/27

潮谷義子、永野弘行

「人権幼い時期に啓発」宿泊拒否事件で潮谷前知事講演 合志市の菊池恵楓園

20110227-004 南海日日新聞（奄美）

2011/02/27

神美知宏

入所者以外の入院可能に 沖縄のハンセン病療養所

沖縄愛楽園

20110227-005 毎日新聞（県版）熊本版

2011/02/27

潮谷義子、永野弘行

菊池恵楓園 ホテル宿泊拒否事件 公開講座で学ぶ

菊池恵楓園

20110227-006 東京新聞（東京）

2011/02/27

熊澤祐子、森本清一、 サンデー版＋テレビ 世界と日本大図鑑シリーズNO.981 困った時の相談相手 人
細田進、嵯峨悦子
権擁護委員

2011/02/28

大森実、ライシャワー、
グエン・ドゥク・チェン、
トルーグ・ハット・ビエ 北ベトナム 大森実氏の病院爆撃報道 45年癒えぬ傷 検証「すでに歴史的事実」
ン、マット、ブイ・ダン・ ライシャワー氏が名指し批判 65年10月の記事 「大使は生涯謝罪考えた」 米元補
キック、グエン・ビエッ 佐官
ト・ドゥング、ジョージ・
パッカード、

20110228-002 読売新聞（東京）

2011/02/28

花田隆、清野喜久美、
佐々木高之輔、大山
修身、金弘、奥野正
孝、武田英雄、片山清
子、徳島敏枝、青山興
司、長尾恭代、市川光
太郎、高森博義、町田
知恵子、砂川英樹、上
杉もと、阿部春代、宮 第39回医療功労賞 全国表彰18人の横顔 国内部門 ハンセン病治療に奔走
城幸子、高久史麿、林
謙治、加藤達夫、岩尾
總一郎、松谷有希雄、
井部俊子、阿曽沼慎
司、大谷泰夫、外山千
也、内藤晴夫、氏家斉
一郎、老川祥一、久保
博

20110228-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/02/28

稲嶺名護市長

市長動静 28日 稲嶺名護市長

20110228-004 琉球新報（那覇）

2011/02/28

稲嶺名護市長

県首脳・市長 主要日程 28日 稲嶺名護市長

20110228-001 毎日新聞（東京）

20110228-005 毎日新聞（県版）岡山版

2011/02/28

菊池三郎、脇村春夫、
吉田和之、小河原源
支局長からの手紙 ベースボールの縁
太郎、中西太、谷本
博、安部磯雄

長島愛生園

