『 ハンセン病 』 記事データ
( 2011/07/01 - 2011/07/31 )
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媒体名

発売日

人名

内
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療養所

20110701-001 毎日新聞（名古屋）

2011/07/01

石井則久

講演会 ハンセン病をもっと身近に

20110701-002 山梨日日新聞（甲府）

2011/07/01

小川正子

生きてゆく日に愛と正義の十字路に立たば必ず愛の道に就け 小川正子

20110701-003 神戸新聞（神戸）夕刊

2011/07/01

塩屋俊

ふぁいる 映画「ふたたび swing me again」上映会

20110702-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/07/02

矢野友理

若者コーナー ハンセン病の問題深く学習 矢野友理

2011/07/03

宮里良子、条子

人間ドキュメント 両親はハンセン病 子どもの苦悩 「父母は死んだ」そう偽って生
星塚敬愛園
きてきた 「風化させない」と自伝を書いた 宮里良子さん

20110703-002 十勝毎日新聞（帯広）

2011/07/03

中川義雄、小泉純一
郎、亀井静香、平沼赳 あの日 あの時 ～十勝ひと物語～ 元参院議員 中川義雄さん 7 小泉構造改
夫、山下貴史、麻生太 革との対峙 地方の切り捨て 容認できず
郎

20110703-003 神戸新聞（神戸）

2011/07/03

知念正勝

20110703-001

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

八尋光秀、原健一、倉
田康路、大石美穂、山
田美保、滝口真、門田
光司
玉城シゲ、松下徳二、
温水鴻介

社会復帰果たした男性 ハンセン病の正しい知識を 西宮で講演

菊池恵楓園

宮古南静園

論論ワイド 日曜討論 虐待を考える 日本社会福祉学会九州部会シンポ 関係機
関の研修強化を 個の尊厳いかに守るか 基調講演 八尋光秀弁護士「障害は社
会のほうにある」排除やめて知ってほしい 記者の目 だれでもいつかは

20110703-004 佐賀新聞（佐賀）

2011/07/03

20110703-005 南日本新聞（鹿児島）

2011/07/03

20110703-006 南海日日新聞（奄美）

2011/07/03

加納達雄

20110704-001 日本海新聞（鳥取）

2011/07/04

屋猛司、中新沙紀子、
阿波美織、浅井登紀 ニッポンの現場 記者がゆく ハンセン病療養所に通う学生 心の懸け橋求めて
子、井上敬介、松岡広 キャンプ通じ深めた絆
路

20110704-002 山陰中央新報（松江）

2011/07/04

デスク席から

20110704-003 毎日新聞（県版）岡山版

2011/07/04

支局長からの 新米ボランティア

20110704-004 中日新聞（県版）岐阜版

2011/07/04

松本清張、野村芳太
郎

長島愛生園

「人権の大切さ」実感 第一鹿屋中 ハンセン病問題学ぶ

星塚敬愛園

奄美和光園 ゲートボールで交流 16チーム100人さわやかな汗

奄美和光園

つなごう医療 ぎふ養生訓 五十三 渡辺佐知郎・県総合医療センター院長 遺伝
とDNA

邑久光明園

長島愛生園、
邑久光明園

菅直人、谺雄二、細川
厚労相
大塚耕平、谺、神美知
宏、
中村哲、林恒弘、広河
隆一
国井長次郎、大谷藤
郎、河合忠
細川律夫、古賀倫嗣、
松崎景子、工藤昌敏

20110704-005 週刊福祉新聞（東京）

2011/07/04

「ハンセン病問題 解決へ」患者の名誉回復と追悼の記念碑除幕

20110704-006 週刊福祉新聞（東京）

2011/07/04

20110705-001 伊勢新聞（津）

2011/07/05

20110705-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/07/05

20110705-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/07/05

20110705-004 読売新聞（県版）多摩版

2011/07/05

金貴粉

20110706-001 毎日新聞（北九州）

2011/07/06

酒本喜與志

20110706-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/07/06

森重淳次郎、志村康

菊池恵楓園の保育所 11月開所へ 「子どもの姿 楽しみ」入所者ら歓迎の声

20110706-003 朝日新聞（県版）愛知版

2011/07/06

石井則久、小笠原登

エリア情報 ハンセン病問題に関する講演会

20110706-004 朝日新聞（県版）熊本版

2011/07/06

20110706-005 読売新聞（県版）熊本版

2011/07/06

20110706-006 教育学術新聞（東京）

2011/07/06

20110707-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/07/07

20110707-002 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/07/07

下地敏彦宮古島市長 市村長の日程

20110707-003 朝日新聞（県版）兵庫版

2011/07/07

山本芳明、塩屋俊

元ハンセン病のジャズメン描く「隠れた名作」加古川シネマクラブ発足10年で9日上
映

20110707-004 創

2011/07/07

親鸞

極私的メディア論 第62回 震災で表出した後ろめたさ 森達也

20110708-001 朝日新聞（大阪）

2011/07/08

ハンセン病対策協 総合相談機関 設置を 療養所の職員確保も要求
途上国支援の活動紹介 津でペシャワール会写真展
わたしを語る 予防がいちばん（44）日赤熊本健康管理センター名誉所長 小山和
作 愛とヒューマニズムが原点
厚労相 運営NPOを承認 恵楓園内保育所11月開所

菊池恵楓園

多磨全生園、
失明ハンセン病患者の活動紹介 見えぬ目 光求め生きる姿 東村山 写真や生
邑久光明園、
活用具展示
菊池恵楓園
菊池恵楓園、
恵楓園に保育施設 ハンセン病療養所で初 11月に開所
多磨全生園
菊池恵楓園

恵楓園保育所11月に開園へ 熊本のNPOに委託

菊池恵楓園

古賀倫嗣

恵楓園保育所11月開所 運営事業者に熊本のNPO

菊池恵楓園

原武史、昭和天皇、丸
山眞男、吉野作造、福
澤諭吉、菅首相
稲嶺名護市長、下地
宮古島市長

高等教育の明日 われら大学人〈13〉行動し、発言する政治学者 鉄道にも造詣
三陸鉄道支援 天皇論など著作も多数 慶應高校から早大へ 明治学院大学教授
原武史さん（四八）
市長動静 7日

ハンセン病資料700点ネット公開 長島愛生園歴史館

長島愛生園

20110708-002 愛媛新聞（松山）

2011/07/08

今川正章、鈴木靜、益 第27回愛媛新聞「読者と報道」委員会 地方自治の視点必要 東日本大震災 県
基、加藤令史、中村時 ごと被害分析あれば 鈴木氏 風評被害ルポ 興味深い 益氏 原発事故 段階的
広
廃止へ道探って 今川氏 国策の在り方問うては 鈴木氏

20110708-003 南海日日新聞（奄美）

2011/07/08

福山洋志、重原壮良

「差別のない世の中に」奄美情報処理専門学校が交流授業 奄美和光園で

奄美和光園

20110708-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/07/08

渡辺尚

療養所構想「実現を」 ハンセン病 所在市町が決議

宮古南静園

20110708-005 琉球新報（那覇）

2011/07/08

20110708-006 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/07/08

20110708-007 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/07/08

20110708-008 週刊金曜日

2011/07/08

20110709-001 京都新聞（京都）

2011/07/09

20110709-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/07/09

20110709-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/07/09

20110709-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/07/09

20110709-005 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/07/09

20110709-006 読売新聞（大阪）夕刊

2011/07/09

20110710-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/07/10

渡部尚、下地敏彦、荒
「療養体制の充実を」 ハンセン病 全国所在市町が決議 宮古島
木義行
渡部尚、玉城デニー、
瑞慶覧長敏、糸数慶 県選出の国会議員 入所者の声、政治に反映 全国ハンセン病療養所連絡協と意
子、島尻安伊子、赤嶺 見交換
政賢、長濵政治
国の施策に「将来不安」 医療、看護の充実求め決議 全国ハンセン病療養所連
渡部尚、下地敏彦
絡協が総会
本田政昭、大岡信、田 本箱 本田政昭（編集部）/選 『ハンセン病文学全集9 俳句・川柳』大岡信、田口
口麦彦
麦彦ほか=編 皓星社
屋猛司、中新沙紀子、
ニッポンの現場 ハンセン病療養所に通う学生 心の架け橋求めて キャンプ積み
阿波美織、井上敬介、
重ね築いた絆
松岡広路

宮古南静園
宮古南静園、
沖縄愛楽園

邑久光明園

きょうの歴史 9日 県内
赤嶺昇、宮里達也、奥
精和病院250に減床 県議会文教厚生委が可決
平一夫
渡辺尚、宮里光雄、知
療養所課題 首長ら議論 所在市町協 南静園を訪問
念正勝
渡部尚、宮里光雄、新
「基本法が形がい化」と指摘 全国病療養所連絡協 南静園で意見交換
城日出郎、知念正勝
吉戒修一

沖縄愛楽園、
宮古南静園
宮古南静園
宮古南静園

ひと人抄 国民目線の裁判所 使いやすくしたい
複眼 ハンセン病問題 真の理解へ 社会が関心を 屋良朝輝

知念正勝、亀浜玲子、
島尻誠、長浜博文、新
垣ひとみ、小路千恵 11年度事業計画など承認 ハンセン病と人権ネット総会
宮古南静園
子、大里明教、池村源
盛
金城幸子、上里栄、平
沖縄愛楽園、
ハンセン病とフォーラム きっかけは理解者の温かさ カミングアウトの体験語る
良仁雄、知念正勝
宮古南静園
ニュースウィークリー ダイジェスト版 7月3日～7月9日 入所者の不安浮き彫りに
全国ハンセン病療養所連絡協

20110710-002 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/07/10

20110710-003 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/07/10

20110712-001 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/07/12

20110712-002 朝日新聞（県版）三重版

2011/07/12

小川秀幸

三重テレビの小川秀幸さん出版 20年の取材体験つづる 「命の大切さ伝えたい」

20110712-003 産経新聞（県版）香川版

2011/07/12

十川勝幸

ハンセン病の正しい理解を 徳島で街頭啓発

20110712-004 山形新聞（山形）夕刊

2011/07/12

光明皇后、松本清張、
平清盛、藤原定家、大 気炎 感染症と風評
杉栄

20110713-001 高知新聞（高知）

2011/07/13

徳田武士

声ひろば 大島青松園「風の舞」 徳田武士62

大島青松園

大島青松園

20110713-002 朝日新聞（県版）三重版

2011/07/13

本居長世、本居若葉、
松浦良代、大正天皇、 本居若葉さん死去 童謡と父・長世の功績伝える 各地で普及の演奏会 92歳
貞明皇后

20110714-001 愛媛新聞（松山）

2011/07/14

沼田鈴子、平沢保治

地軸

20110714-002 琉球新報（那覇）

2011/07/14

比嘉正央

人権劇の参加者募集 HIVネット沖縄

20110714-003 琉球新報（那覇）

2011/07/14

沼田鈴子、具志八重、
「思い継ぐ」決意新た 南風原町や沖縄愛楽園 関係者ら死を悼む「沼田さんから
熊野ひとみ、平良次
平和の種受け取った」
子、金城雅春

沖縄愛楽園

20110714-004 朝日新聞（県版）福岡版

2011/07/14

杉野桂子

お知らせ 小竹町人権講演会

菊池恵楓園

20110716-001 AV REVIEW

2011/07/16

塩屋俊、鈴木亮平、
MINJI、財津一郎、藤
村俊二

DVD QUALITY CHECK ふたたび SWING ME AGAIN

20110717-001 毎日新聞（東京）

2011/07/17

山本太郎

海部宣男評 感染症と文明 共生への道 山本太郎著（岩波新書・756円） 微生物
と人の平和的共存とは

20110717-002 北海道新聞（札幌）

2011/07/17

20110717-003 佐賀新聞（佐賀）

2011/07/17

20110717-004 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/07/17

20110718-001 中国新聞（広島）

2011/07/18

20110718-002 琉球新報（那覇）

2011/07/18

20110719-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/07/19

20110719-002 財界

2011/07/19

細川律夫、菅直人

霞が関情報 厚生労働省 ハンセン病元患者追悼の碑が建立

20110722-001 日刊薬業（東京）

2011/07/22

衛藤隆、大平勝美

厚労省検討会 薬害の資料収集や公開の仕組みで議論スタート

20110722-002 月刊BOSS

2011/07/22

笹川陽平

お宝拝見 ピアノ 1500万円のスタインウェイ 若手音楽家支援に活用 笹川陽平
（日本財団会長）

2011/07/23

伊波敏男、ドローレス・
クリオ、フェビー・バ
日本・信州 医療・福祉 つながる 支える フィリピン4 「伊波基金」医師・看護師
ドール、スマナ・バル
ら養成支援 地元の医療 充実を願い
ア、オーディン・ダヤッ
グ

20110723-001 信濃毎日新聞（長野）

滝田十和男、伊藤整、
小林慧子、中條資俊、
荒川巌
大隈重信、フルベッ
キ、成瀬仁蔵、ハン
ナ・リデル、渋沢栄一、
大隈美登、大隈熊子
金城幸子、上里栄、平
良仁雄、知念正勝
親鸞、兪渶子、玉光順
正
照屋雅幸、小黒美智
子、我那覇利敬

書棚から歌を 田中綾

松丘保養園

幕末維新のさがんもん 大隈重信（1838-1922） ハンセン病患者救済にも功績

回春病院

ニュースウィークリー ダイジェスト版 7月10日～7月16日 理解者の温かさ決断の
きっかけ ハンセン病フォーラム
わたしと親鸞 一人一人尊ぶ世の中に 真宗大谷派僧侶 兪渶子さん 懺悔に共
感 得度し活動
アイバンクを支援 那覇でいけばな展 25日から、9流派参加
きょうの歴史 19日 県内

サマセット・モーム、厨
BOOKS 本紙書評委員10人が選んだ 夏休みの一冊 月と六ペンス サマセット・
川圭子、ゴーギャン、
モーム著、厨川圭子訳
ゴッホ
「差別、偏見 体験知って」ハンセン病患者遺族 宮里良子さん 富山でお話を聴く
宮里良子、堀江節子
星塚敬愛園
会

20110724-001 信濃毎日新聞（長野）

2011/07/24

20110724-002 毎日新聞（県版）富山版

2011/07/24

20110725-001 河北新報（仙台）

2011/07/25

森芳正

20110725-002 北日本新聞（富山）

2011/07/25

見義智証、見義華月、
文化 culture 縁 ENISHI 21 真宗王国に生きる 富山・正覚寺編 7 重責 命授
見義ゆかり、見義晁、
かり 寺継ぐ決意 現実を自らの課題に
見義悦子、釈迦、親鸞

20110725-003 京都新聞（京都）夕刊

2011/07/25

森敏治

20110726-001 産経新聞（県版）岡山版

2011/07/26

小川正子、明石海人、
資料や小説50冊で紹介 県立図書館でハンセン病展
中畑友希

長島愛生園

20110727-001 山梨日日新聞（甲府）

2011/07/27

押目美恵子

ハンセン病の知識 学生ら90人が学ぶ 甲府で講演会

長島愛生園

20110728-001 静岡新聞（静岡）

2011/07/28

駿河療養所を慰問 秋篠宮ご夫妻 入所者らと懇談 御殿場

駿河療養所

20110728-002 東愛知新聞（豊橋）

2011/07/28

秋篠宮ご夫妻、田村
謙二、天皇皇后両陛
下
大村秀章

ハンセン病療養所訪問 大村知事が県出身者と面談 あす東京

多磨全生園

20110728-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/07/28

工藤昌敏

「差別・偏見なくして」教職員×ハンセン病療養所入所者 心に熱く深く

菊池恵楓園

20110728-004 毎日新聞（県版）熊本版

2011/07/28

「監禁室存在に衝撃」菊池恵楓園を教職員ら見学

菊池恵楓園

20110728-005 朝日新聞（県版）静岡版

2011/07/28

秋篠宮さま、秋篠宮紀
秋篠宮ご夫妻来県 馬術競技など見学 御殿場
子さま

駿河療養所

20110728-006 読売新聞（県版）静岡版

2011/07/28

秋篠宮ご夫妻

駿河療養所

20110728-007 読売新聞（県版）熊本版

2011/07/28

20110728-008 日本経済新聞（大阪）夕刊

2011/07/28

平沢保治

仲々ふしぎ 元ハンセン病患者の思いやり 大阪高裁長官 吉戒修一さん 人権擁
多磨全生園
護の本質 身に染みる

20110729-001 東愛知新聞（豊橋）

2011/07/29

大村知事

知事・副知事・市長・市議会議長・町長の予定（29日） 大村知事

20110729-002 山陽新聞（岡山）

2011/07/29

平沼赳夫、中尾伸治、 長島愛生園、邑久光明園将来構想 予算措置で側面支援 岡山関係国会議員が 長島愛生園、
屋猛司、逢沢一郎
懇談
邑久光明園

20110729-003 南海日日新聞（奄美）

2011/07/29

福田恵信

20110729-004 山陽新聞（岡山）夕刊

2011/07/29

20110730-001 読売新聞（東京）

2011/07/30

登米 交流の大輪彩る

東北新生園

ハンセン病 誤解なくせ 元患者らの団体 府県パンフ検証、冊子に

秋篠宮ご夫妻来県 高校馬術競技大会開会式出席
テレビタミン特集企画を合評 KKT番組審議会

ハンセン病問題は未解決 人権同和教育の在り方検討 奄美市で研修会
関西ナビ ぶらりおでかけガイド 香川 映画「ふたたび」トークINシネマ

美智子さま、白洲正
昭和時代 第1部 30年代 14 旧習改め新しい皇室像 「新生日本」の親善外交
子、小泉信三、皇太子 試練を乗り越えて 昭和時代 30年代（1955～64）お二人の歩み（昭和）「美しい革
さま、鈴木
命」（下）

奄美和光園

20110730-002 中日新聞（名古屋）

2011/07/30

20110730-003 琉球新報（那覇）

2011/07/30

20110730-004 毎日新聞（県版）徳島版

2011/07/30

20110731-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/07/31

20110731-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/07/31

知念正勝、宮里光雄

南静園「学校」碑 記憶継承へ建立 関係者除幕

宮古南静園

20110731-003 毎日新聞（県版）石川版

2011/07/31

浅井あい、木村吉伸

ハンセン病回復者の歌人 浅井さんしのび法要 社会的な支援 考える機会に

栗生楽泉園

犀川一夫

知事の一日

多磨全生園

きょうの歴史 7月30日

沖縄愛楽園

川端康成、北條民雄、
ハンセン病文学を英訳 北條民雄「いのちの初夜」 徳島在住の米国人留学生 ヘ
ウォルター・ヘア、岸
アさん取り組む
文雄
石牟礼道子、米良美
一、迦陵頻伽、渡辺京 本を歩く 高山文彦 自然から遣わされた人々の声に戦慄
二

