『 ハンセン病 』 記事データ
( 2011/03/01 - 2011/03/31 )

I

D

媒体名

発売日

人名

内

容

療養所

発進!2011九州新幹線＜第11部＞ 仕掛け人8 地域を元気に 県新幹線元年委員
会委員長 石原靖也さん 57 市民の熱意に火つけたい

20110301-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/01

石原靖也、小山薫堂

20110301-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/01

志村康、蒲島郁夫、内 ハンセン病患者の隔離収容 「今度こそ きちんと検証を」 「無らい県運動」実態解 菊池恵楓園、長
田博文
明 迷走の末に再始動
島愛生園

20110301-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/01

建畠哲、福沢諭吉

紙面月評 楠本智郎 恵楓園活用 万感の思いで注目 支える意義説いて 地域文
菊池恵楓園
化

20110301-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/03/01

金城雅春、平良仁雄

ハンセン病理解 「議論に参加を」 市民学会、呼び掛け 5月宮古・名護で

20110301-005 朝日新聞（県版）埼玉版

2011/03/01

森松

うたと語り 「遠い空の下の故郷-ハンセン病療養所に生きて」

20110301-006 医薬経済

2011/03/01

デュノワイエ

From Local to Global 私と公衆衛生 第29回 偏見と差別-難病対策で残されたも
の 国際医療福祉大学副学長 岩尾總一郎（元厚労省医政局長）

20110301-007 ZAITEN

2011/03/01

高木邦格、自見庄三
郎、渡辺美智雄、渡辺
喜美、大谷藤郎、谷修
「医学部新設」を狙う国際医療福祉大学に地元から上がる"避難の嵐" 大物官僚と
一、岩尾總一郎、北島
スター医師を次々にかき集める
政樹、金澤一郎、堤
治、黒岩義之、中川俊
男

20110302-001 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/03/02

訓覇浩、稲嶺進、亀浜
ハンセン病市民学会 5月20日に沖縄大会 宮古島市と名護市で
玲子

宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110302-002 毎日新聞（県版）香川版

2011/03/02

野村宏

話

大島青松園

20110303-001 東京新聞（東京）

2011/03/03

渡辺盛夫

ハンセン病苦難忘れぬ

沖縄愛楽園、宮
古南静園

神山復生園

20110303-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/03

きょうの歴史 3日 県内

菊池恵楓園

20110303-003 毎日新聞（県版）香川版

2011/03/03

山本隆久、高橋伸行

ハンセン病は差別の歴史 「大島青松園」の入所者自治会前会長 山本さん「将来
不安」 名古屋造形大 高橋准教授 外に伝える媒介者に

大島青松園

20110304-001 埼玉新聞（さいたま）

2011/03/04

長島利夫、寺島悦子、
「差別のない社会を」 ハンセン病主題に朗読劇 あす熊谷
森松

20110304-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/04

原田正孝

20110304-003 読売新聞（県版）多摩版

2011/03/04

高山勝介、寿美枝、田
全生園で陶芸30年 高山さん 初の個展 後遺症乗り越え 6日まで
代学

20110305-001 新潟日報（新潟）

2011/03/05

高橋道映、片桐宣嗣

45施設・団体に助成 県共同募金会 NHK義援金を交付

20110305-002 南海日日新聞（奄美）

2011/03/05

宮里新一、星村博文

ハンセン病回復者の宮里新一さんライブ 7日、名瀬で

沖縄愛楽園

20110306-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/03/06

ドキュメント JNN九州沖縄ドキュメント・ムーブ

星塚敬愛園

20110306-002 毎日新聞（県版）徳島版

2011/03/06

北條民雄、川端康成

阿波春秋 北條民雄 不朽「いのちの初夜」 ハンセン病 受難の生涯

多摩全生園

20110307-001 毎日新聞（東京）

2011/03/07

チェ・ゲバラ、アルベル
ゲバラと2人旅 グラナド氏死去 88歳
ト・グラナド

20110307-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/07

内田博文

「無らい県運動」検証委 報告書更生案固める 第2回会合

菊池恵楓園

20110307-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/07

浜田知明、宮崎静夫

菊池恵楓園で浜田知明さん作品展 20日 銅版画16点

菊池恵楓園

20110307-004 琉球新報（那覇）

2011/03/07

きょうの歴史 3月7日（月） 沖縄

宮古南静園

20110307-005 毎日新聞（県版）熊本版

2011/03/07

内田博文、蒲島郁夫

「聞き取り調査 早くして」 無らい県運動検証委員会 報告書案で議論

菊池恵楓園

20110307-006 山陽新聞（岡山）夕刊

2011/03/07

笹川陽平、越宗孝昌、
日本財団 障害者自立支援を 岡山12団体へ福祉車両
高津利明

20110308-001 山陽新聞（岡山）

2011/03/08

笹川陽平、越宗孝昌、
福士車両活用して 日本財団 岡山の12団体に贈る さん太広場
高津利明

菊池恵楓園の保育所設置計画 県内2事業者申請

菊池恵楓園
多摩全生園

20110308-002 朝日新聞（県版）群馬版

2011/03/08

村越化石、大野林火

郷土ゆかりのほん 「団扇」村越化石 全身の感覚を俳句に働かす

栗生楽泉園

20110309-001 南海日日新聞（奄美）

2011/03/09

酒本喜與志、築愛三、 和光園、将来構想案を承認 復帰者支援など盛り込む 検討委最終会合 「社会と
奄美和光園
朝山毅
のつながり」理念に

20110309-002 日本経済新聞（大阪）夕刊

2011/03/09

宮良正吉、中島住夫

20110310-001 SANKEI EXPRESS（東京）

2011/03/10

宮崎松記、井上宇之
吉、井上ナツ、宮崎好
徳、ハンナ・リデル、ダ 日本人の足跡 日本のシュバイツァー 宮崎松記 1 ハンセン病患者とともに印で
ミエン神父、ランムル 80万人治療
ティー、アニル・クマー
ル

20110310-002 新潟日報（新潟）

2011/03/10

ハンセン病回復者の会 講演行脚 「隔離の歴史」風化させぬ 「若い人も実態知っ
て」

回春病院、菊池
恵楓園

動物の診察室から 71 サリドマイド 家族の愛情と相乗効果
宮崎松記、光田健輔、
林芳信、入江信、宮崎
好信、宮崎公子、谷口
菊池恵楓園、長
日本人の足跡 日本のシュバイツァー 宮崎松記 2 渡印し現地調査 ネール首相
弥三郎、ハンナ・リデ
島愛生園、多磨
も「期待」
ル、中井栄一、徳山博
全生園
之、那須皓、ネール、
ガンジー

20110311-001 SANKEI EXPRESS（東京）

2011/03/11

20110312-001 福井新聞（福井）

2011/03/12

30日、療養所見学ツアー 小浜・交流を深める会 訪ねてハンセン病理解を

20110312-002 大阪日日新聞（大阪）

2011/03/12

ハンセン病回復者支援センター あすから総合生活相談会

20110312-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/12

きょうの歴史 12日 県内

菊池恵楓園

20110312-004 琉球新報（那覇）

2011/03/12

ハンセン病市民学会 5月に名護・宮古大会 プレ企画、多彩に展開

宮古南静園、沖
縄愛楽園

青木恵哉、平良仁雄

長島愛生園、邑
久光明園

宮崎松記、中井栄一、
石坂泰三、那須皓、ラ
ジ・クマール・ムドゥガ
ル、ネール、池田勇
日本人の足跡 日本のシュバイツァー 宮崎松記 3 センター完成 骨埋める覚悟 長島愛生園、回
人、佐藤栄作、ハン
で尽力
春病院、
ナ・リデル、マザー・テ
レサ、宮崎千代、宮崎
光子、宮崎公子、シャ
ストリ首相

20110313-001 SANKEI EXPRESS（東京）

2011/03/13

20110313-002 日刊県民福井（福井）

2011/03/13

20110313-003 南日本新聞（鹿児島）

2011/03/13

福仲功

20110314-001 SANKEI EXPRESS（東京）

2011/03/14

宮崎松記、中井栄一、
ラジ・クマール・ムドゥ
ガル、宮崎好信、宮崎 日本人の足跡 日本のシュバイツァー 宮崎松記 4 1日の患者1500人 夜明け前
長島愛生園
公子、宮崎玲子、宮崎 に列
千代、徳山博之、宮崎
光子

20110314-002 日本教育新聞（東京）

2011/03/14

蛭田明、竹内恵子、小
人権問題と向き合う 東京・荒川区立第一中が研究発表会 3年生 学んだ成果「総
森美登里、森元美代
合」で発表 「生徒にできること」問い掛け
治、浦本誉至史

20110315-001 SANKEI EXPRESS（東京）

2011/03/15

宮崎松記、宮崎千代、
ラジ・クマール・ムドゥ
日本人の足跡 日本のシュバイツァー 宮崎松記 5 インドの空に散る 継承される
ガル、宮崎好信、公
長島愛生園
奉仕 終わり
子、中井栄一、K・V・デ
シカン、寺沢国子

20110316-001 徳島新聞（徳島）

2011/03/16

徳島新聞社会文化助成金 95団体に贈呈 あす本社で式典

20110316-002 朝日新聞（県版）福井版

2011/03/16

岡山のハンセン病療養施設訪問交流ツアー

20110317-001 毎日新聞（県版）奈良版

2011/03/17

源淳子、宮前千雅子、 「女人禁制」開放願い 市民グループが出版 21日に記念シンポジウム 県中小企
松村徳子
業会館

20110318-001 山陽新聞（岡山）

2011/03/18

笹川陽平、越宗孝昌、 豊かな社会 次世代に 日本財団・笹川陽平会長に聞く 絆や思いやり再構築を
笹川良一、宮脇昭
「民」の役割 より大きく 聞き手 越宗孝昌山陽新聞社社長

ハンセン病に理解 30日に交流ツアー 小浜市社協 参加者募る

長島愛生園、邑
久光明園、

消しゴム

星塚敬愛園

長島愛生園、邑
久光明園

長島愛生園、邑
久光明園

20110318-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/18

板井優

熊日の本 ヤナワラバー弁護士奮闘記 裁判を住民とともに-発売中

20110319-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/19

杉野桂子、工藤昌敏

被災地の療友気遣い 菊池恵楓園で支援募金

20110319-002 きょうの健康

2011/03/19

財津一郎、丹下左膳、 病に学んだこと 61 財津一郎さん（俳優） 病後は半歩前進でゆっくりと。存在感の
ベン・ケーシー
にじむ演技を目標に

20110319-003 DVD&ブルーレイ VISION

2011/03/19

20110320-001 東京新聞（東京）

2011/03/20

八岩まどか、伊藤克己

テーマを読み解く 温泉（中） 裸のつきあい 八岩まどか著『増補版 温泉と日本
人』ほか

20110320-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/20

浜田知明

きょうの動き 県内

菊池恵楓園

20110320-003 琉球新報（那覇）

2011/03/20

森川、松田孝太郎

ネットワーク ハンセン病の現在（沖縄の退所者） あす、ミニシンポ開催

沖縄愛楽園

20110321-001 長崎新聞（長崎）

2011/03/21

明石海人

すこやかに育てばまして歎かるる幼き命わが血をぞ曳く 明石海人

長島愛生園

20110321-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/21

浜田知明、永野一成、
入所者や市民 鑑賞楽しむ 菊池恵楓園 浜田知明さんの作品展
野口信也、宮崎静夫

菊池恵楓園

20110321-003 毎日新聞（県版）熊本版

2011/03/21

浜田知明、永野一成、
「本物の芸術を」 浜田知明さんの版画 菊池恵楓園で展示
井上正敏

菊池恵楓園

20110323-001 南日本新聞（鹿児島）

2011/03/23

後藤正道、岩川洋一
郎

敬愛園で慰霊祭 2075柱追悼 鹿屋

星塚敬愛園

20110323-002 日刊木材新聞（東京）

2011/03/23

松本清張

三井住商建材 島根県奥出雲 町立亀嵩小学校、木造で校舎、体育館建替え 地
域林業の活性化、雇用機会の創出促す サミットHR工法で建設

20110324-001 静岡新聞（静岡）

2011/03/24

石原都知事

避難者への宿泊拒否 法律以前に心の問題

20110324-002 山陽新聞（岡山）

2011/03/24

武久顕也、中尾伸治、
武久顕也、中尾伸治、屋猛司
屋猛司

20110325-001 毎日新聞（県版）岡山版

2011/03/25

武久顕也、中尾伸治、 療養所2園 将来構想固まる ハンセン病療養所の将来構想すすめる会 長島愛生 長島愛生園、邑
屋猛司
園は人権学習の場に 邑久光明園は福祉タウン検討
久光明園

菊池恵楓園、東
北新生園

DVD 速報!!発売日スケジュール プラス 発売・レンタル6/2木 ふたたび SWING
ME AGAIN

邑久光明園、長
島愛生園

20110325-002 暮しの手帖

2011/03/25

伊勢真一、前田、は
な、しほ、神谷美恵
子、柴内

20110326-001 しんぶん赤旗（東京）

2011/03/26

中野修、山下芳生

ハンセン病の療養所予算を

20110326-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/03/26

板井優、板井八重子

熊本市の板井さん 弁護士の足跡1冊に

20110328-001 大分合同新聞（大分）

2011/03/28

20110328-002 琉球新報（那覇）

2011/03/28

池間哲郎、玉木馨

わがまちNPO 未来への懸け橋 44 アジアチャイルドサポート 7ヵ国で180の事業
展開 過酷な実態も学ぶ

20110329-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/03/29

金城雅春

愛楽園の将来「自ら築こう」 市民学会委が提言

20110330-001 朝日新聞（北九州）

2011/03/30

伊波敏男

地元TV 偏見と差別 ハンセン病 テレメンタリー2011

20110330-002 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/03/30

宮里光雄、亀濱玲子、
南静園ガイドブック発刊 自治会と人権市民ネット ハンセン病に正しい理解を
砂川洋子、吉原愛子

20110331-001 毎日新聞（県版）香川版

2011/03/31

美馬由布子、大智慶
巳、河田祥司

いつもいいことさがし「大丈夫。」聖路加国際病院小児科 細谷亮太

長島愛生園
菊池恵楓園

私の紙面批評 「人の世に熱あれ、人間に光あれ」

沖縄愛楽園

宮古南静園

ジグザグかがわ 大島青松園で瀬戸内国際芸術祭 手紙が縁、少女と入所者交流
大島青松園
クラスに広がる輪 差別なくす第一歩に

