『 ハンセン病 』 記事データ
( 2011/06/01 - 2011/06/30 )

I

D

媒体名

発売日

20110601-001 日本海新聞（鳥取）

2011/06/01

20110601-002 岡山日日新聞（岡山）

2011/06/01

20110601-003 愛媛新聞（松山）

2011/06/01

20110601-004 沖縄タイムス（那覇）
20110601-005 八重山毎日新聞（石垣）
20110601-006 八重山毎日新聞（石垣）

2011/06/01
2011/06/01
2011/06/01

20110601-007 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/06/01

20110601-008 毎日新聞（県版）岡山版

2011/06/01

20110601-009 THEMIS

2011/06/01

20110602-001 東京新聞（東京）

2011/06/02

20110602-002 岡山日日新聞（岡山）

2011/06/02

20110602-003 南海日日新聞（奄美）

2011/06/02

20110602-004 毎日新聞（県版）島根版

2011/06/02

20110602-005 山陽新聞（岡山）夕刉

2011/06/02

20110603-001 山陽新聞（岡山）

2011/06/03

20110603-002 山陽新聞（岡山）
20110603-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/06/03
2011/06/03

20110603-004 熊本日日新聞（熊本）

2011/06/03

人名
中村哲

内

容

療養所

この水の道は平和への道 6日から鳥取など ペシャワール会・現地活動写真展
ワイド岡山 名誉県民・市民 岡山市名誉市民 ハンセン病に生涯従事 光田健輔
光田健輔
長島愛生園
（みつだ・けんすけ）元長島愛生園園長
きょう「人権擁護委員の日」県内4氏横顔紹介 一緒に悩み地域見守る 岡和子さん
岡和子
大島青松園
（71）=松山市御幸2丁目 多くの経験苦しみ共感
渡久地昇永
差別苦しんだハンセン病者
沖縄愛楽園
「人権擁護委員の日」によせて 石垣人権擁護委員協議会 新崎洋子
6月のこよみ 19日・日
June 水無月 2011 平成23年 6月のこよみ 19日・日 ハンセン病を正しく理解す
る週間
斉藤貞三郎
ハンセン病問題を語り合う 北区で「女の気持ちの会」例会
3・11以後に漂う無常感 法然（800年）&親鸞（750年）-宗教復興成るか 先祖供養・
法然、親鸞、三木英、
現世利益・観光が柱となった現代宗教が本来の存在意義を見直す時期に 地域社
上田紀行、梶田真章
会を結びつける力にも
八重樫信之、マザー・
埼玉のカメラマン・八重樫さん 元患者の表情追い続け ハンセン病テーマに写真集
テレサ
武久顕也、石井正弘、
長島愛生園、邑
県に将来構想提出 長島愛生園 邑久光明園 知事は協力を約束
中尾伸治、屋猛司
久光明園
德田靖之、内田博文、
ワイドリポート ハンセン病市民学会、沖縄県で初開催 「手をつなぎ共に生きる社 星塚敬愛園、菊
神美知宏、鎌田慧、上
会へ」 国賠訴訟の原告「体験語り続ける」 基本法武器に将来構想実現を 患者本 池恵楓園、沖縄
野正子、玉城シゲ、志
位の法整備急げ 国動かす、力の結集を 差別の再生産どう防ぐか
愛楽園
村康
空睦弘、福原孝治
ハンセン病知って 益田 パネル展示会
石井正弘、武久顕也、
長島愛生園、邑
将来構想実現を 長島愛生園と邑久光明園 岡山県知事に協力要請
中尾伸治、屋猛司
久光明園
石井正弘、武久顕也、 瀬戸内・長島愛生園と邑久光明園 将来構想実現に協力を 石井知事へ入所者ら 長島愛生園、邑
中尾伸治、屋猛司
要請
久光明園
赤田貞治
oniビジョン 山陽新聞ニュース岡山「邑久光明園を行く-夫婦舎の生活」
邑久光明園
荒木合志市長
きょうの動き 首長の日程
阿部智子、奥田芙沙
きょうの番組 くまもとの風
子

石井正弘、中尾伸治、
屋猛司
石井正弘、武久顕也、
中尾伸治、屋猛司
福原孝浩
大塚吉則、李時珍、貝
原益軒、後藤良山、香
川修徳、宇田川榕庵

人権教育と医療拠点 ハンセン病療養所の将来構想 すすめる会・岡山 知事へ支 長島愛生園、邑
援求め提出
久光明園
長島愛生園、邑
ハンセン病施設 知事に構想提出 歴史回廊など
久光明園
ハンセン病偏見なくそう 療養所など写真で紹介 益田
沖縄愛楽園

平良仁雄、神美知宏

金曜アンテナ ハンセン病国賠訴訟判決から10年 沖縄で市民学会開催

宮古南静園、沖
縄愛楽園

特勤手当条例に「らい」3町村、敬愛園で謝罪 鹿屋

星塚敬愛園

3町村が謝罪 「らい」表記問題など 星塚敬愛園を訪問 鹿屋市

星塚敬愛園

「らい」防疫手当の3町村 鹿屋の療養所入所者に謝罪

星塚敬愛園

防疫手当条例に「らい」表現 3町村が療養所で謝罪

星塚敬愛園

20110603-005 毎日新聞（県版）岡山版

2011/06/03

20110603-006 朝日新聞（県版）岡山版

2011/06/03

20110603-007 読売新聞（県版）島根版

2011/06/03

20110603-008 薬事日報（東京）

2011/06/03

20110603-009 週刉金曜日

2011/06/03

20110604-001 南日本新聞（鹿児島）

2011/06/04

20110604-002 毎日新聞（県版）鹿児島版

2011/06/04

20110604-003 朝日新聞（県版）鹿児島版

2011/06/04

20110604-004 読売新聞（県版）鹿児島版

2011/06/04

20110604-005 図書新聞（東京）

2011/06/04

20110605-001 日本経済新聞（東京）

2011/06/05

北条民雄

20110605-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/06/05

20110605-003 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/06/05

20110606-001 福島民報（福島）

2011/06/06

20110606-002 富山新聞（富山）
20110606-003 北國新聞（金沢）

2011/06/06
2011/06/06

20110606-004 福井新聞（福井）

2011/06/06

20110606-005 北海道新聞（札幌）夕刉

2011/06/06

20110607-001 SANKEI EXPRESS（東京）

2011/06/07

斑目春樹、鈴木達治
郎
新城日出郎、宮里光
雄、亀浜玲子、砂川洋
子、上里栄
橋本和広、井深八重、
フローレンス・ナイチン
ゲール
中村哲
中村哲
萩原蒔人、和多田智、
松尾翼、宇野匠紀、吉
田常念
花崎皋平、孫和代、田
中正造、林竹二、キリ
スト、石牟礼道子、広
瀬清蔵
天皇陛下、三荻祥、皇
后陛下

梶ヶ野正弘、岩屋秀
男、福満征一郎、岩川
洋一郎
梶ヶ野正弘、岩屋秀
男、福満征一郎、岩川
洋一郎
岩川洋一郎
梶ヶ野正弘、岩川洋一
郎、福満征一郎
朴貞淑、李幸心、李美
子、金貴枌、鈴木裕
子、宮崎、鈴木

第62回日本東洋医学会学術総会 10～12日/札幌コンベンションセンター 会頭講
演 漢方と温泉-温泉医学的考察- 大塚吉則（北海道大学大学院教育学研究院）

event 記念講演会「在日朝鮮人女性とハンセン病」、DVD上映と日韓の女性と歴史
小鹿島更生園
を考える会総会
美の美 川端康成の美意識（4）新人発掘の名人 無比の眼力、「異端」にも注ぐ最
期に見た絵の暗い情熱
射程 原発の「パターナリズム」
美ぎ島net 宮古毎日新聞サンデートピック ハンセン病と人権市民ネットワーク宮古 宮古南静園、名
手をつなぎ共に生きる社会へ
護愛楽園
見詰め直したい 井深八重の生涯

神山復生病院

きょうの言葉 ともかく生きておれ!病気はあとで治す 中村哲氏
きょうの言葉 ともかく生きておれ!病気はあとで治す 中村哲氏
新聞部3年ぶり復活 ハンセン病回復者を取材 若狭東高2年生4人 社会性、多様
邑久光明園
な見方育む
私のなかの歴史 民衆運動の現場を歩いて 12 著述業 花崎皋平さん ライフ
ワーク 田中正造の自然観を心に

星塚敬愛園

国民との絆結ばれた「13のエピソード」両陛下のご巡幸を編集・出版

長島愛生園、沖
縄愛楽園

20110607-002 朝日新聞（県版）三重版
20110607-003 朝日新聞（県版）熊本版

2011/06/07
2011/06/07

20110609-001 毎日新聞（札幌）

2011/06/09

20110609-002 朝日新聞（札幌）

2011/06/09

20110609-003 読売新聞（札幌）

2011/06/09

20110609-004 北海道新聞（札幌）

2011/06/09

20110609-005 北海道新聞（札幌）

2011/06/09

20110609-006 熊本日日新聞（熊本）
20110609-007 熊本日日新聞（熊本）

2011/06/09
2011/06/09

20110609-008 熊本日日新聞（熊本）

2011/06/09

20110609-009 南日本新聞（鹿児島）

2011/06/09

20110609-010 琉球新報（那覇）

2011/06/09

20110609-011 毎日新聞（県版）東京版

2011/06/09

20110609-012 毎日新聞（県版）鹿児島版

2011/06/09

20110609-013 朝日新聞（県版）福岡版

2011/06/09

20110609-014 西日本新聞（福岡）夕刉

2011/06/09

20110610-001 公明新聞（東京）

2011/06/10

20110610-002 婦人之友

2011/06/10

20110611-001 読売新聞（福岡）

2011/06/11

20110611-002 読売新聞（福岡）

2011/06/11

20110611-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/06/11

20110612-001

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

2011/06/12

訓覇浩
井上佳子
杉岡直人、高橋はる
み、桂田博祥
高橋はるみ、桂田博祥
杉岡直人、高橋はる
み、桂田博祥
杉岡直人、桂田博祥
杉岡直人、高橋はる
み、桂田博祥
中村哲
岩崎義郎
神美知宏、中曽根弘
文、金子恭之、坂本哲
志、松野信夫
寺本是精
與那嶺吉野、森元美
代治
八重樫信之
塩屋俊、財津一郎、田
中好子、林力
財津一郎、犬塚弘
中尾伸治、武久顕也、
屋猛司、坂口力、小泉
純一郎、神崎武法

山内和雄、平良仁雄、
宮里達也、金城雅春、
大里明教、石井則久
塩屋俊、財津一郎、鈴
木亮平、藤村俊二、渡
辺貞夫
原田禹雄、陳侃、蕭宗
業、謝杰、尚元、尚
永、三浦國雄

告知板 人権講演会「ハンセン病問題 これまでとこれから」
「隠れた差別意識と向き合うこと大切」ハンセン病取材・井上さん

菊池恵楓園

ハンセン病 強制隔離に「道関与」検証会議報告書 1909年以降、523人収容
ハンセン病問題、子どもに啓発提言 検証会議報告書 元患者ら実態も 知事、教
材作成の考え

松丘保養園、東
北新生園

ハンセン病報告書提出
動静 8日 知事
ハンセン病患者の隔離政策 「道にも責任」と報告 検証会議

松丘保養園

2011.6.9 新生面
県人権擁護委員連合会の総会
「医療福祉の充実を」ハンセン病 全療協、国会議員に
ハンセン病問題理解を パネル作品展28日まで 鹿児島市

星塚敬愛園

ハンセン病を考える 名護市立羽地中2年 與那嶺吉野
ハンセン病 風化させない 「輝いて生きる」出版 元朝日新聞カメラマン 八重樫信
多磨全生園
之さん ↑港 追い求めた写真展 新宿↓
「ハンセン病 理解を」巡回展、県内で始まる
ハンセン病の今 回復者の物語 南区で11日映画上映 「関心持つ契機に」
どこ行こう 映画 「ふたたび」上映会
ハンセン病訴訟「控訴断念」から10年 長島愛生園 邑久光明園 "隔離の島"を人
長島愛生園、邑
権教育の場へ 施設保存し後世に残す 高水準医療などの地域開放も 入所者自
久光明園
治会が将来構想案 安心して居られる療養所に 公明が問題解決に尽力
f-tomo広場 「ハンセン病国家賠償請求訴訟」勝訴10年を迎えて 「映画・音楽・講
演の集い」
ニュース再論 ハンセン病問題 本部洋介 心の壁壊し 共生実現を 入所者も市
民も変わる時 子供との交流 大人へ啓発にも
ハンセン病 正しく理解して きょう福岡で映画上映 療養所から戻った元ジャズマン
描く
今週の平積み 使琉球録 蕭崇業・謝杰著 原田禹雄・三浦國雄訳注 冊封使の様
子いきいき描写
土 18日 目撃!日本列島

沖縄愛楽園

20110612-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/06/12

20110612-003 毎日新聞（県版）香川版

2011/06/12

20110613-001 週刉ポスト

2011/06/13

20110613-002 日経ビジネス

2011/06/13

20110614-001 朝日新聞（東京）

2011/06/14

20110614-002 読売新聞（福岡）

2011/06/14

20110614-003 北海道新聞（札幌）

2011/06/14

20110614-004
20110615-001
20110615-002
20110615-003
20110615-004
20110615-005
20110615-006

四国新聞（高松）
徳島新聞（徳島）
四国新聞（高松）
四国新聞（高松）
南日本新聞（鹿児島）
琉球新報（那覇）
朝日新聞（県版）香川版
日本看護協会ニュース（東
20110615-007
京）
20110615-008 ステラ

2011/06/15

20110616-001 日本経済新聞（東京）

2011/06/16

20110616-002
20110616-003
20110616-004
20110616-005

2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16

徳島新聞（徳島）
愛媛新聞（松山）
毎日新聞（県版）徳島版
読売新聞（県版）徳島版

菊池恵楓園

2011/06/14
2011/06/15
2011/06/15
2011/06/15
2011/06/15
2011/06/15
2011/06/15

工藤昌敏、国宗直子 菊池恵楓園 園内ガイド新たに16人 認定162人に
市原新一郎、森和男、
ハンセン病理解するフォーラム 14日に高松でシンポ、映画も
大野かおり、宮崎信恵
好評連載ESSAY 465 昼寝するお化け 曽野綾子 「職業の苦労を比べる」
シェリル・サンドバー
グ、ローレンス・サマー
ズ、マーク・ザッカー
リポート 急成長の秘密を探る フェイスブックのNo.2女性
バーグ、レイ・ケリー、
ラリー・サマーズ
八重樫信之、上野正
ハンセン病問題 芝大門で写真展 7月8日まで
子
林力
ハンセン病回復者支援団体が総会
白川賢一、真下紀子、
ハンセン病隔離「人権侵害した」 道が陳謝
杉岡直人
宮崎信恵
ハンセン病を正しく理解するフォーラム
十川勝幸
きょう あすの催し 聞く ハンセン病を正しく理解するフォーラム
知事動静 14日
森和男、市原新一郎 ハンセン病理解し偏見のない社会を 高松でフォーラム
東串良町
大里裕一
ハンセン病回復者に人権を 大里裕一 80歳
市原新一郎、森和男 ハンセン病フォーラム 「正しい知識持って」高松、約450人が参加

2011/06/15

北条民雄

なんでもお便り ハンセン病家族から看護師への願い 看護師 宮里良子

星塚敬愛園

2011 6月18 土 Saturday
ンセン病元患者たちの交流

大島青松園

20110616-006 朝日新聞（東京）夕刉

2011/06/16

20110617-001 しんぶん赤旗（東京）
20110617-002 四国新聞（高松）
20110617-003 朝日新聞（県版）福井版

2011/06/17
2011/06/17
2011/06/17

菅直人、細川律夫、小
泉純一郎
十川勝幸
鈴木修一
西野ミエ子、外川勝幸
十川勝幸、南部剛
斎藤美奈子、藤巻修
一、能登恵美子、西村
正徳、勝山敏一
高橋ちづ子、細川律夫
細川律夫、山本博司

目撃!日本列島 隣人として生きる～二人の女性とハ

大島青松園

大島青松園

大島青松園
宮古南静園
大島青松園

B型肝炎訴訟 増税で和解金捻出 政府検討 首相、謝罪表明へ
看護学生ら200人 ハンセン病学ぶ 徳島市でフォーラム
ハンセン病 正しい理解願う 今治市 鈴木修一（54）
ハンセン病に理解を JR徳島駅前 啓発パンフ配布
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出版サバイバル 中小の挑戦 4 出さねばならぬ志高く
高橋議員 ハンセン病大島青松園 官用船を国直営で
大島官用船 国営で継続 参院委 山本氏質問に厚労相
おでかけ情報 展覧会 ハンセン病パネル写真展
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朝日新聞（県版）三重版
電波タイムズ（東京）
東愛知新聞（豊橋）
徳島新聞（徳島）
愛媛新聞（松山）

20110618-004 毎日新聞（県版）鹿児島版
しんぶん赤旗/日曜版（東
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井木宏美、泉麻衣子

ハンセン病理解 パネル展で訴え 22日まで名張市役所
目撃!日本列島
目撃!日本列島
検定済み中学校教科書 新要領で新聞活用増 県内11会場 展示始まる
会誌 青松

笹川陽平、塔和子
上野正子、後藤正道、
差別のない社会を ハンセン病問題講演会 敬愛園の上野さん訴え 鹿屋
小迫かおる
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財津一郎、塩屋俊

新作DVD ふたたび SWING ME AGAIN コレクターズ・エディション（日本、2010年）
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赤塚友紀
本田久夫、森和男

20110619-004 南日本新聞（鹿児島）
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良子、条子

20110619-005 読売新聞（県版）香川版

2011/06/19

交流の場すっきり 邑久光明園で関西の学生ら 草刈りや竹林間伐
邑久光明園
ハンセン病理解深めて 新居浜でフォーラム
大島青松園
郷土発おすすめ 宮里良子著（毎日新聞社・1795円） 生まれてはならない子として
国に裂かれた家族の苦悶
「ハンセン病の偏見ない環境を」 高松 フォーラムに400人
大島青松園
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20110620-001 北日本新聞（富山）
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20110620-004 南海日日新聞（奄美）
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20110620-005 毎日新聞（県版）群馬版
20110620-006 朝日新聞（東京）夕刉
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20110620-007 北海道新聞（札幌）夕刉
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20110620-008 アサヒカメラ
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20110621-002 北海道新聞（札幌）
20110621-003 上毛新聞（前橋）
20110621-004 岐阜新聞（岐阜）

2011/06/21
2011/06/21
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20110621-005 南日本新聞（鹿児島）

2011/06/21

市原新一郎、森和男
小林政広、仲代達矢、
勤労福祉会館運営会社が設立 長浜にシネマ倶楽部 年4回上映会 初回は25日
徳永えり
文化 culture 縁 ENISHI 17 真宗王国に生きる 富山・正覚寺編 3 大学時代
見義智証、見義晁
子どもの心と向き合う 「慕われる先生になる」
「差別心に気付いて」 四日市で人権フェスタ シンガーソングライター 宮崎さん演
近藤勇郎、宮崎保
奏
後藤正道、上野正子、
ハンセン病問題 150人理解深める 鹿屋市役所
榮将貴
ハンセン病を正しく理解する週間スタート 交流写真や作品展示 26日まで、奄美図
書館
ハンセン病をパネルで理解 きょうから県庁で
村越化石
コトバの記憶 「諦めず生き来し命地虫出づ」 村越化石・句集『八十路』
青森・松丘保養園 元患者「事実 後世に」ハンセン病隔離「道にも責任」報告 帰れ
高橋はるみ、桂田博祥
ぬ故郷 安息の日遠く
JULY 2011 新刉書 『輝いて生きる-ハンセン病国賠訴訟判決から10年』八重樫信
八重樫信之
之
市田忠義、穀田恵二、
高橋ちづ子、谺雄二、 人間回復施策前進を早く 市田氏らに ハンセン病関係者ら要請
神美知宏、竪山勲
ハンセン病療養所 派遣中高生を募集
ハンセン病 理解して あすまで県庁 写真36点展示
ハンセン病、理解深めて 県が企画 岐阜市でパネル展
川内博史、山内和雄、
療養所医師の待遇改善要請 ハンセン病議員懇
竪山勲

星塚敬愛園
星塚敬愛園、奄
美和光園

松丘保養園

松丘保養園
駿河療養所
沖縄愛楽園

20110621-006 毎日新聞（県版）岡山版
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日本経済新聞（東京）夕刉
北海道新聞（札幌）夕刉
北國新聞（金沢）夕刉
信濃毎日新聞（長野）夕刉
京都新聞（京都）夕刉
熊本日日新聞（熊本）夕刉
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2011/06/23
2011/06/23
2011/06/23
2011/06/23

毎日新聞（東京）
毎日新聞（東京）
朝日新聞（東京）
読売新聞（東京）

隈元恒

偏見・差別考える場に 北区・県立図書館 来月29日まで「学ぼうハンセン病」「正し
い知識伝えたい」児童生徒向け 小説など50冊展示

上野正子、後藤正道、
差別、偏見 苦しみ訴え 鹿屋でハンセン病啓発講演会
八重子、石倉瑞己
新保庄三
憂楽帳 療養所の保育園
ハンセン病「違憲」10年 人足りず介護の質低下 進む高齢化 入所者に新たな被
神美知宏
害 全療協会長「関心の高まり実感」
徳田靖之、堅山勲、神
美知宏、村上絢子、安
差別・偏見のない社会へ ハンセン病問題でシンポ
原幸彦、国宗直子、高
橋ちづ子、仁比聡平
坂口力、山口那津男、
ハンセン病 訴訟終結、補償法成立から10年 偏見・差別ない社会に 山口代表ら
渡辺孝男、藤崎陸安、
多角的視点で施策前進
竪山勲
陶芸通じ病気理解を 府庁 ハンセン病元患者作品展
国賠訴訟違憲判決から10年 都内でハンセン病シンポ 療養所の職員確保など課
題
きょうの動き 国内・国際
ハンセン病の歴史や姿伝える 26日まで 岐阜でパネル展
ハンセン病正しく理解を 岐阜でパネル展
菅直人、細川律夫、谺
ハンセン病患者 追悼の碑を除幕
雄二
菅直人、谺雄二
ハンセン病悲劇「繰り返さない」厚労省に碑
菅直人、谺雄二
厚労省にハンセン病碑
菅首相、神美知宏、細
ハンセン病名誉回復の碑 厚労省前 首相「過ち繰り返さない」
川
細川律夫、菅直人
ピックアップ ハンセン病追悼の石碑 控訴断念10年で厚労省
菅直人、細川律夫
首相「悲劇繰り返さず」 ハンセン病患者らを追悼
菅直人
首相「悲劇繰り返さず」
菅直人、細川律夫
ハンセン病患者追悼の石碑建立 厚労省前「深く反省 率直におわび」
菅直人、細川律夫
ハンセン病隔離「深く反省」 厚労省に石碑
黙鼓子
菅直人、細川律夫、志
ハンセン病 反省刻む 厚労省敷地 国が「追悼の碑」建立
村康
首相日々 22日 午前
大塚耕平
療養所連絡船 国営継続 厚労省 高松のハンセン病施設
首相動静 22日 午前
菅首相の一日 22日 午前
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福井新聞（福井）
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日刉県民福井（福井）
信濃毎日新聞（長野）
京都新聞（京都）
京都新聞（京都）
山陽新聞（岡山）
山陽新聞（岡山）
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20110623-029 熊本日日新聞（熊本）
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20110623-030 南日本新聞（鹿児島）
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20110623-031 南海日日新聞（奄美）
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20110623-032 琉球新報（那覇）

2011/06/23

20110623-033 毎日新聞（県版）香川版

2011/06/23

細川律夫、菅直人

首相官邸 22日
菅日誌 22日 午前
ハンセン病患者追悼 厚労省に「反省」石碑
首相の一日 22日 午前
菅首相日誌 午前

谺雄二、神美知宏、菅
直人、高橋ちづ子、塩 ハンセン病 追悼へ式典 国の支援姿勢に批判相次ぐ
川鉄也、市田忠義、
県都だより ハンセン病正しく知って あすまでパネル展
松丘保養園
ハンセン病差別と闘う半生 「生まれてはならない子として」宮里良子著（毎日新聞
宮里良子、条子
星塚敬愛園
社・1785円）
首相動静 22日 午前
菅首相の一日 22日 午前
菅直人、細川律夫
首相「悲劇繰り返さず」 ハンセン病 追悼式典
首相日誌（22日）午前
菅直人
首相「悲劇繰り返さず」
菅直人
首相「悲劇繰り返さず」
首相日誌（22日）午前
太田順一
ハンセン病 理解深めて アオッサ 38枚パネル展示
長島愛生園
首相動静 22日 午前
首相の一日 22日 午前
首相動静 22日 午前
首相の一日 22日 午前
菅直人
ハンセン病の悲劇 首相「繰り返さぬ」
首相の一日 22日 午前
菅直人
ハンセン病政策 国の反省記す 厚労省前で碑除幕
菅直人、細川律夫、神 ハンセン病の悲劇二度と 追悼式典、厚労省前の石碑除幕 「言葉と対策 乖離」元
美知宏、大塚耕平
患者団体側は政府批判
首相の動静 22日 午前
奄美和光園、星
菅直人、竪山勲
ハンセン病 名誉回復碑を建立 厚労省 除幕式に鹿県遺族ら
塚敬愛園
菅直人、細川律夫
「悲劇繰り返さず」と首相 ハンセン病、職員増を訴え
上里栄、宮里光雄、大 読んで学べるNIE "ハンセン病と戦争"伝える 宮古南静園の退所者上里さん「体が
宮古南静園
城智
動く限り」
ハンセン病問題対策協 大島青松園官用船継続 「国は正規職員採用して」船員ら
神美知宏、新谷誠人
大島青松園
再任用に不信感

20110624-001 日刉県民福井（福井）
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2011/06/24
2011/06/24
2011/06/24

20110625-001 四国新聞（高松）
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2011/06/25

20110625-003 南日本新聞（鹿児島）
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20110625-005 徳島新聞（徳島）夕刉
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20110626-001 読売新聞（東京）
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20110626-002 読売新聞（福岡）

2011/06/26

20110626-003 公明新聞/日曜版（東京）

2011/06/26

20110627-001 信濃毎日新聞（長野）

2011/06/27

20110627-002 朝日新聞（県版）長崎版
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20110627-003 Japan Medicine（東京）
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20110629-001 しんぶん赤旗（東京）
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20110629-002 信濃毎日新聞（長野）
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20110629-003 日本海新聞（鳥取）
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20110629-004 長崎新聞（長崎）
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20110629-006 毎日新聞（県版）香川版
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2011/06/29

20110629-009 Newsweek日本版
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太田順一
栗原美和子
志村康、中村久子
浜田知事、新盛英世、
森和男、
板井優

ハンセン病の偏見解消訴え アオッサで写真展
'11 人権啓発シリーズ 1 同和問題 村崎太郎 日本人の差別観
ハンセン病差別 元患者が体験談 来月 菊池恵楓園を訪問 市民団体が募集

菊池恵楓園

知事が入所者らを激励 大島青松園 納骨堂で故人に献花も

大島青松園

散文月評 古江研也 「ゆきずりのエマノン」恋の行方軽いタッチで 「裁判を住民と
ともに」「悪ガキ」弁護士の生き方
議会 東串良町 陳情審査継続で会期14日間延長

浜田恵造、坂田和人、
大島青松園 浜田知事が初訪問 「入所者の過酷さ見た」
坂田ヒデ子
県内 ジュース買って被災地支援 寄付金付き自販機人気 1本で10円 値段は変
宮本亘
わらず
小笠原登、大谷藤郎、
編集手帳
菅直人
中村哲、伊藤和也、大 ニュース探究便 ペシャワール会 灌漑事業ほぼ終了 アフガン緑野戻る 着工8
野春雄、後藤哲也
年、江戸期の技活用
坂口力、山口那津男、 ウイークリー公明 東日本大震災 復旧・復興に全力 21日 ハンセン病患者・元患
竪山勲
者の要望聞く
森元美代治、森元美
長野でハンセン病問題考える講演会 回復者が偏見解消訴え
恵子
元ハンセン病患者 風見さん里帰り展 差別の苦悩 救った創作 小説・絵画に心は
風見治
き出した あすから県美術館
KYODO News Pickup 共同通信 6月23、24日付 「職員足りない」と訴え ハンセン
病元患者 23日付
中曽根康弘
潮流
伊波敏男、フェビー・バ ハンセン病から回復 上田の作家 フィリピンの医療・看護学生支え 奨学金の縁で
ドール
卒業式に
中村哲
ペシャワールでの中村哲医師 あすから米子で現地活動写真展
本県出身の療養所入所者ら ハンセン病に正しい理解を 県美術館 絵画など集め
作品展
石原絹子、石原ツル、 戦を生きた子 孤児院からの一歩 13 もう一つの孤児の道 石原さん（下） 体験が
石原郎吉
糧 心の傷に共感 「若い命守る」天国に誓う
話
浜田知事、坂田和人、
知事 大島青松園を初訪問 坂田夫妻と対談
坂田ヒデ子
屋猛司、中新沙紀子、
阿波美織、浅井登紀 ニッポンの現場 30 ハンセン病療養所 大学生が訪問続ける岡山の施設 「外の
子、井上敬介、松岡広 世界」と深める絆
路
SOCIETY & THE ARTS 「50歳」のダイアナ プリンセスの遺志は生き続ける

大島青松園

菊池恵楓園、星
塚敬愛園

菊池恵楓園
沖縄愛楽園
大島青松園
大島青松園
邑久光明園、長
島愛生園

20110630-001 福島民友（福島）

2011/06/30

20110630-002 山陰中央新報（松江）

2011/06/30

高橋長英、山田洋次、
阿久悠、三村晴彦、早
坂暁、吉永小百合、林 人生 春夏秋冬 私の道 医事漫談家 ケーシー高峰 26 ドラマにも出演 吉永小
隆三、楠トシエ、樹木 百合さんらと共演も
希林、秋吉久美子、加
藤治子、緑魔子、長門
田中央吾
ハンセン病に理解を 松江駅前で啓発活動

20110630-003 南日本新聞（鹿児島）

2011/06/30

竪山勲

20110630-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/06/30

20110630-005 読売新聞（県版）島根版
20110630-006 読売新聞（県版）山口版

2011/06/30
2011/06/30

高嶺善伸、仲井真弘
多、中川京貴、当銘勝
雄、宮里達也、照屋大
河
佐藤充男
牧野正直、申神正子

「らい」表記問題 退所者らに3町村謝罪

星塚敬愛園、奄
美和光園

「新沖振法 来年4月施行」知事、県議会で見通し 質疑詳報 ハンセン病療養所
外来診療に貢献

沖縄愛楽園、宮
古南静園

ハンセン病理解を 元患者ら啓発活動 JR松江駅前
掲示板 山口性差医療研究会 第7回学術講演会

邑久光明園

