『 ハンセン病 』 記事データ
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療養所

20110401-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/04/01

原田正孝、酒本喜與
志

菊池恵楓園 原田園長惜しまれ退任 「園の社会復帰に道筋」 11年勤務「万年傷」 菊池恵楓園、奄
治療にも尽力
美和光園

20110401-002 大分合同新聞（大分）

2011/04/01

御手洗礼子、徳田靖
之

ハンセン病、熊本地裁勝訴10年 高校生が学習を報告 あす「共に歩む会」が総会

20110401-003 毎日新聞（県版）富山版

2011/04/01

藤野豊、加納実紀代、 ハンセン病研究 藤野さん 「過去の問題ではない」富山で最終講座 「イタイイタイ
萩野昇
病」テーマに

20110401-004 実業界

2011/04/01

ケビン・メア、オバマ大
人を尊重するという意識が人権文化をつくる 注目ルポ 人を尊重するという意識が
統領、デクラーク大統
「人権文化」をつくる
領、池田

20110402-001 琉球新報（那覇）

2011/04/02

宮里光雄、亀浜玲子

20110403-001 朝日新聞（東京）

2011/04/03

大森実、小倉孝保、ラ
大森実伝 アメリカと闘った男 小倉孝保<著>ベトナム戦争報道 現代に問う
イシャワー

20110403-002 愛媛新聞（松山）

2011/04/03

山口カズコ、阿部安
成、大西笑子

文化短信 会誌 青松

20110404-001 静岡新聞（静岡）

2011/04/04

池谷晴一、川勝平太

県議選 候補者の決意 御殿場市・駿東郡北部（定数2、立候補者3） 池谷晴一氏
（61歳、民主現）JR線生かし振興策

20110404-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/04/04

フランク永井、金泰九

「故郷」、忘じがたく候 在日と祖国とハンセン病と 1 姜信子 口ごもる穴 馴染み
長島愛生園
深い異郷にとどまって

20110404-003 大分合同新聞（大分）

2011/04/04

御手洗礼子、阿部智
子、松下徳二、徳田靖 ハンセン病「共に歩む会」今後も粘り強く活動
之

20110404-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/04

板井優、阿波根昌鴻

ハンセン病理解を 人権市民ネットと宮古南静園自治会 ガイドブック発刊

出版 「裁判を住民とともに」（板井優著）

星塚敬愛園、菊
池恵楓園

宮古南静園

大島青松園

菊池恵楓園

20110404-005 週刊ポスト

2011/04/04

渡辺敬夫

問題追及レポート ただ徒らに「不安」と「差別」を煽る人々 絶対に許せないいわれ
なき「放射能差別」

20110405-001 福井新聞（福井）

2011/04/05

吉田常念、高瀬重二
郎

ハンセン病苦難学ぶ 小浜市民ら45人岡山の療養所へ 歌、演奏通し回復者と交
流

20110405-002 中日新聞（名古屋）

2011/04/05

鈴木雅明、高橋伸行、
拝戸雅彦、片山浩、高 独自にギャラリー、展覧会 アーティストが発表の場 「自由に表現したい」
橋綾子

20110405-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/05

宮里光雄、亀浜玲子

ハンセン病の理解へ 宮古 宮古南静園 初ガイド本 負の歴史 写真と解説で

宮古南静園

2011/04/05

畑野研太郎

医学会日程一覧（5月）12（木）～14（土）［84］日本ハンセン病学会

邑久光明園

20110406-001 京都新聞（京都）

2011/04/06

親鸞、訓覇浩

届け 東日本大震災 避難者の思いノートに切々 「マスク外せて幸せ」「とても癒さ
れた」東本願寺の特設カフェ 書き込み続々

20110406-002 毎日新聞（県版）京都版

2011/04/06

西村ゆり

京の人 今日の人 市民団体「光の音符」代表 西村ゆりさん（54）インドで芸術教育
活動

20110406-003 毎日新聞（県版）香川版

2011/04/06

上原忠行

大島青松園 打ちたてに舌鼓 さぬきうどん共同組合 入所者らに振る舞う

20110406-004 日刊薬業（東京）

2011/04/06

須藤博光

厚生労働省人事

20110407-001 毎日新聞（北九州）

2011/04/07

竹添栄

水俣病一時金で生活保護停止 国に再審査請求

20110407-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/07

宜寿次

募集 イベントボランティア募集説明会

沖縄愛楽園

20110408-001 朝日新聞（県版）大分版

2011/04/08

御手洗礼子、徳田靖
之

国施策の停滞 回復者ら警鐘 ハンセン病問題で総会

星塚敬愛園、菊
池恵楓園

20110408-002 朝日新聞（東京）夕刊

2011/04/08

親鸞、知花昌一

窓 論説委員室から 親鸞に学ぶ

20110409-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/09

新城日出郎、宮里光
雄、山内和雄

宮古島 南静園長に新城医師 「地域に開かれた園に」

宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110409-002 毎日新聞（県版）香川版

2011/04/09

大智慶巳、美馬由布
子

話

大島青松園

20110405-004

MEDICAMENT NEWS（東
京）

邑久光明園、長
島愛生園

大島青松園

20110409-003

ダイヤモンド・ハーバード・ビ
ジネス・レビュー

Disaster Relief,Inc. 【再掲】民間援助機関とのパートナーシップのつくり方 災害援
助とCSR

2011/04/09

20110410-001 朝日新聞（北九州）

2011/04/10

畑中美月、宮崎駿

ハンセン病を学んで思ったこと 畑中美月

20110410-002 茨城新聞（水戸）

2011/04/10

藤田三四郎、桧山、キ
詩壇 武子和幸選 出会い 藤田三四郎（草津町）
リスト

20110411-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/04/11

泰九、光田健輔、水牛 「故郷」、忘じがたく候 在日と祖国とハンセン病と 2 姜信子 連鎖する病 非-国
老師
民 囲い込む植民地

20110412-001 長崎新聞（長崎）

2011/04/12

中野志歩美

20110412-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/12

仲里陽子、良寛、永六
茶のみ話 花の心は人の心 仲里陽子（58）
輔

20110412-003 婦人之友

2011/04/12

塔和子、高見順、菅野 憲法記念日に寄せて かかわらなければ路傍の人 ハンセン病元患者の詩人 塔
昭正、川崎洋、大岡信 和子の世界 川崎正明（社団法人好善社理事）

20110413-001 読売新聞（東京）

2011/04/13

20110413-002 八重山毎日新聞（石垣）

2011/04/13

大田静男

あすからハンセン病パネル展 市立図書館展示室

20110413-003 建設通信新聞（東京）

2011/04/13

境野健太郎

建築学会賞決まる <奨励賞>

20110413-004 日刊建設工業新聞（東京）

2011/04/13

境野健太郎

11年日本建築学会賞 奨励賞

20110413-005 日刊建設産業新聞（東京）

2011/04/13

境野健太郎

11年建築学会賞 【奨励賞】

20110413-006 山陽新聞（岡山）夕刊

2011/04/13

藤井信哉、滝本

ちまたの風 長島愛生園を再訪 藤井信哉

長島愛生園

20110414-001 毎日新聞（東京）

2011/04/14

高橋伸行、高橋秀年

ひと ハンセン病療養所で活動するアーティスト 高橋伸行さん（43）

大島青松園

20110414-002 京都新聞（京都）

2011/04/14

神美知宏、徳田靖之、
真宗大谷派 元患者里帰りの壁 議論 ハンセン病で交流集会
浜崎真実、玉光順正

20110414-003 八重山毎日新聞（石垣）

2011/04/14

長島愛生園

人権を尊重し差別なくそう 中野志歩美

大島青松園

論点 大震災の被災者救済 ボランティアに「支援金」を 笹川陽平氏

催し物 八重山のハンセン病を考える会主催「ハンセン病を知る」パネル展

20110414-004 Medical Tribune（東京）

2011/04/14

畑野研太郎

国内開催学会案内 <5月> 第84回日本ハンセン病学会

20110415-001 毎日新聞（名古屋）

2011/04/15

植田美津恵、荒木経
惟、北條早雲、熙子、
武将に学ぶ健康術 早雲、光秀、利家、謙信など 乳がんを経験 植田さん出版
明智光秀、前田利家、
上杉謙信

20110415-002 長崎新聞（長崎）

2011/04/15

平山由紀恵、福田雅
文

20110415-003 八重山毎日新聞（石垣）

2011/04/15

大田静男、平良仁雄、
市立図書館 偏見、差別の歴史紹介 ハンセン病考える会が資料展
知念正勝

20110416-001 朝日新聞（大阪）

2011/04/16

畑中美月、宮崎駿

ハンセン病学び思ったこと 畑中美月

20110418-001 毎日新聞（東京）

2011/04/18

渡部尚

市長選立候補者（届け出順） 東村山市

20110418-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/04/18

金泰九、村松武司

「故郷」、忘じがたく候 在日と祖国とハンセン病と 3 姜信子 非ライ、非朝鮮、非
在 見えるものしか見ぬ困難な病

20110418-003 電通報（東京）

2011/04/18

マザー・テレサ、ローマ
広告人語
法王

20110419-001 西日本新聞（福岡）

2011/04/19

小野川瑛

20110419-002 読売新聞（県版）鹿児島版

2011/04/19

馬場まゆみ、加納達
ハンセン病療養所・奄美和光園 皮膚科外来を再開
雄、国島忠広、山田洋

20110419-003 週刊朝日

2011/04/19

磯村健太郎、聖徳太
週刊 図書館 『ルポ 仏教、貧困・自殺に挑む』磯村健太郎 ●岩波書店 一九〇
子、法然、親鸞、道
〇円 仏教の領域を超えるあらたな実践 評者 ルポライター 鎌田慧
元、日蓮、叡尊、忍性

20110420-001 読売新聞（県版）秋田版

2011/04/20

財津一郎、陣内孝則、
古手川祐子、鈴木亮
平、MINJI、藤村俊二、 シネマの世界 「ふたたび swing me again」ハンセン病元患者の再生
犬塚弘、佐川満男、塩
谷俊、吉田幸雄、稲場

20110420-002 月刊美術

2011/04/20

山村新治郎、神谷恵
美子

邑久光明園

障害ある子、弱者へ目線広げよう 気軽に社会問題考える「チョコハナ」 23日、最
後の講演 運営の主婦、平山さん
沖縄愛楽園、宮
古南星園

長島愛生園

ハンセン病を学び差別知る 小野川瑛=12

日野原重明のアートで生き生き 東日本大震災によせて 苦難の中を進むために
与えられたいのちを、生きがいとともに

奄美和光園

20110420-003 FACTA

2011/04/20

八尋光秀、古賀克重、
FACTA REPORT ［イレッサ訴訟］DEEP［ディープ］薬害賠償の「津波」に防波堤
鈴木利廣

20110421-001 産経新聞（東京）

2011/04/21

枝野幸男

20110421-002 神戸新聞（神戸）

2011/04/21

中村哲、田中暢、春名 憲法精神ミュージカルで アフガンで活動中村医師描く 兵庫の弁護士ら 市民出演
一典
者募集 10月、初の神戸公演 人間の尊厳、平和考える

20110421-003 山陽新聞（岡山）

2011/04/21

赤田貞治

oniビジョン 山陽新聞ニュース岡山 後6・40、8・40、10・40 「長島愛生園を行く-新
長島愛生園
良田教室」

20110421-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/21

枝野幸男

社説 原発と偏見 温かい心で受け入れて

20110421-005 八重山毎日新聞（石垣）

2011/04/21

大浜信泉

催し物 八重山のハンセン病を考える会主催「ハンセン病を知る」パネル展 講演会
「八重山のハンセン病を考える」

20110421-006 八重山毎日新聞（石垣）

2011/04/21

知念正勝、平良仁雄、 ハンセン病問題を考える講演会 八重山のハンセン病を考える会世話人代表 大田
宮古南静園
大浜信泉
静男

20110421-007 八重山毎日新聞（石垣）

2011/04/21

大田静男、大浜信泉、
24日にハンセン病を考える集会
平良仁雄、知念正勝

20110421-008 建通新聞東京（東京）

2011/04/21

20110421-009 Medical Tribune（東京）

2011/04/21

畑野研太郎

20110421-010 女性セブン

2011/04/21

雅子さま、皇太子、ダ
イアナ元妃、ウイリア
感動スクープ 皇太子妃雅子さま47に届いた故ダイアナ元妃 享年36の「遺言」 英
ム王子、ヘンリー王
国・ウイリアム王子28からの手紙に綴られていた
子、ケイト、エリザベス
女王、愛子さま

20110422-001 秋田魁新報（秋田）

2011/04/22

矢城潤一、塩屋俊、鈴
木亮平、財津一郎、小 絆の大切さ感じて 秋田市で「ふたたび」上映会 30日 祖父と孫の交流描く
松、稲場

20110422-002 毎日新聞（県版）香川版

2011/04/22

塔和子、高見順、川崎
ジグザグかがわ 命の尊厳 感じて 大島青松園に入所 詩人 塔和子さん個展
正明、沢知恵、宮崎信
来月21日から 東京・国立ハンセン病資料館
恵

大島青松園

20110422-003 朝日新聞（県版）熊本版

2011/04/22

志村康

菊池恵楓園

主張 2011.4.21 人への風評被害 心ない仕打ち恥ずかしい

宮古南静園

多磨全生園 「土の根会」を事業者に選定 認可保育所整備・運営へ敷地一部貸し
多磨全生園
付けで
国内開催学会案内 <5月> 第84回日本ハンセン病学会

患者に寄り添う福祉追求を 志村・恵楓園自治会副会長が講義

邑久光明園

interview 笹川陽平 日本財団会長に聞く 被災者救済はスピードが命 政府に任
せてはいられない

20110422-004 月刊BOSS

2011/04/22

笹川陽平

20110423-001 しんぶん赤旗（東京）

2011/04/23

沢知恵、沢正彦、塔和
ひと 沢知恵さん（40）
子

大島青松園

20110423-002 山口新聞（下関）

2011/04/23

二井関成、高杉晋作、
ハンセン病患者5人が里帰り 知事と面談
田中栄

長島愛生園

20110423-003 毎日新聞（県版）多摩版

2011/04/23

渡部尚

20110423-004 東京新聞（東京）夕刊

2011/04/23

大岡信、大谷藤郎、加
賀乙彦、鶴見俊輔、田
口麦彦、森叫雲、百合
男、早川免月、北川雪
舟、染太郎、青山孝、
水原栄翠、村越化石、
竹村のぼる、山田静
俳句 月評 正木ゆう子 残すべき言葉
考、須並一衛、青木恵
哉、松原雀人、原田美
千代、金子晃典、佐藤
敬子、中村花芙蓉、氏
原孝、斎藤俳小星、本
田一杉、大野林火、安
野光雅

20110424-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/24

知念正勝、平良仁勇、
ハンセン病回復者が公開座談会 差別克服へ教育を
金城幸子、上里栄

20110424-002 八重山毎日新聞（石垣）

2011/04/24

村山秀雄、大田静男、
不連続線
信泉

20110424-003 八重山毎日新聞（石垣）

2011/04/24

平良仁雄、知念正勝、
きょう、ハンセン病問題講演会 大浜信泉記念館
大田静男、大浜信泉

20110425-001 毎日新聞（東京）

2011/04/25

渡部尚

新市長略歴 東村山市

20110425-002 岩手日報（盛岡）

2011/04/25

藤島誠、高橋こうこ、
佐々木結、加藤基

風土計

11 統一選 後半戦あす投票 八王子市議選は翌日開票 市長選立候補者（届け
出順）東村山市

宮古南静園

20110425-003 大分合同新聞（大分）

2011/04/25

読者の声 拡大版 ハンセン病を知る 竹田市久住中 正しい知識持ちたい 甲斐
甲斐良紀、工藤玲、須
良紀 今も消えない心の傷 工藤玲 差別なくせるように 須藤拓也 人権はみん
藤拓也、大倉杏香
なにある 大倉杏香

20110425-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/25

安心をつくる 大阪・回復者支援センター 上 当事者の自立助ける ハンセン病問
題 解決向け施策

2011/04/26

枝野幸男

視点 感染症対策から学べ 排除よりも支援が大切だ 産経新聞編集委員 宮田一
雄

20110426-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/26

加藤めぐみ

安心をつくる 大阪・回復者支援センター 下 医療・介護者の啓発課題

20110426-003 八重山毎日新聞（石垣）

2011/04/26

大浜信泉、大田静男、
「ハンセン病に理解を」元患者ら2人が講演
平良仁雄、知念正勝

20110426-004 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/04/26

20110426-005 朝日新聞（県版）長崎版

2011/04/26

20110426-006 朝日新聞（県版）大分版
20110426-007 朝日新聞（県版）鹿児島版

20110426-001

Fuji Sankei Business i.（東
京）

沖縄愛楽園、宮
古南静園

第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島

宮古南静園、沖
縄愛楽園

志村康

ハンセン病問題 体験を講義 国立療養所の志村さん、熊本で

菊池恵楓園

2011/04/26

志村康

「ハンセン病へ根強い偏見」菊池恵楓園の志村さん講義

菊池恵楓園

2011/04/26

志村康

ハンセン病問題「現在」を語る 熊本・玉名、恵楓園の志村さん

菊池恵楓園

20110427-001 毎日新聞（東京）

2011/04/27

小泉純一郎、福田康
夫、谷口三枝子、清本 記者の目 久野華代 北海道報道部 大詰めのB型肝炎訴訟和解協議 一律救済
太一、小川ルリ子、菅 に背向けた国の"罪"
直人

20110427-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/04/27

工藤昌敏

20110427-003 南日本新聞（鹿児島）

2011/04/27

20110427-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/04/27

20110427-005 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/04/27

菊池恵楓園 保育所の運営事業者 来月にも正式決定

菊池恵楓園

ハンセン病「共生」「啓発」協議へ 鹿屋・敬愛園 将来構想で確認

星塚敬愛園

知念正勝、平良仁雄、 ハンセン病回復公表者が座談会 当事者も伝え続けて 苦難の歩み吐露 金城幸
金城幸子、上里栄、森 子さん 闘病の歴史語り継いで 上里栄さん 偏見と差別運動で拭う 知念正勝さん
川恭剛
差別を恐れ「病歴」隠す 平良仁雄さん 隔離政策で心に傷負う
第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島

宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110427-006 毎日新聞（県版）岡山版

2011/04/27

20110427-007 読売新聞（県版）多摩版

2011/04/27

20110429-001 日本経済新聞（大阪）

2011/04/29

20110429-002 福井新聞（福井）

2011/04/29

上田紀行

20110429-003 山陽新聞（岡山）

2011/04/29

武久顕也、中尾伸治、 瀬戸内のハンセン病療養所将来構想発表 早期予算措置求める すすめる会 進
屋猛司
ちょく確認へ

20110429-004 中国新聞（広島）

2011/04/29

長島を公園整備 ハンセン病啓発 瀬戸内 療養所自治会長ら構想

20110429-005 愛媛新聞（松山）

2011/04/29

月間のこよみ 5月（下）

20110429-006 熊本日日新聞（熊本）

2011/04/29

佐賀由美子

20110429-007 毎日新聞（県版）岡山版

2011/04/29

武久顕也、中尾伸治、
医療・福祉、教育の場に ハンセン病療養所 将来構想発表
屋猛司

20110429-008 朝日新聞（県版）秋田版

2011/04/29

稲場みち子、小松

新保庄三

支局長からの手紙 お世話になりました

長島愛生園

全生園誘致 保育所事業者決まる 土の根会 東村山の社会福祉法人

多磨全生園

窓

邑久光明園、長
島愛生園

第6章 大震災 宗教の使命 親鸞なう 750年の時を超えて （10）縁起の教え 未
来の社会語るとき 文化人類学者・東工大准教授 上田紀行さん 題字 武田双雲
さん
長島愛生園、邑
久光明園
邑久光明園、長
島愛生園

避難者差別に人間の罪深さ 佐賀由美子

ハンセン病元患者描いた映画「ふたたび」「偏見・差別気づくきっかけに」女性団体
主催、秋田であす上映会

長島愛生園、邑
久光明園

