『 ハンセン病 』 記事データ
( 2011/08/01 - 2011/08/30）
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媒体名

発売日

人名

内

容

療養所

20110801-001 北國新聞（金沢）

2011/08/01

浅井あい

浅井さんをしのぶ

20110801-002 北陸中日新聞（金沢）

2011/08/01

浅井あい、木村吉伸

ハンセン病への支援広がり誓う 歌人・浅井さんの七回忌

20110801-003 山陽新聞（岡山）

2011/08/01

田村朋久

長島愛生園歴史館 半世紀前のハンセン病資料 500点 ネット公開 3年かけデー
長島愛生園
タベース化

20110801-004 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/01

細川律夫、古賀倫嗣

7月のファイル 4日 恵楓園内保育所、11月開所へ

菊池恵楓園

20110801-005 沖縄タイムス（那覇）

2011/08/01

上里一之、伊佐眞榮

名護 愛楽園訪問し人権問題学ぶ チーム沖縄50人

沖縄愛楽園

20110801-006 琉球新報（那覇）

2011/08/01

新城日出郎、上里栄、
苦難の歴史刻む 南静園に碑建立
知念正勝、宮里光雄

宮古南静園

20110801-007 毎日新聞（県版）石川版

2011/08/01

浅井あい、木村吉伸、
全面解決へ意志継承 ハンセン病元患者で歌人 浅井あいさん七回忌法要 古
大川陽一、後藤由美
里・金沢で支援者ら
子

栗生楽泉園

20110801-008 朝日新聞（県版）石川版

2011/08/01

浅井あい、木村吉伸

20110802-001 山陽新聞（岡山）

2011/08/02

20110802-002 毎日新聞（県版）徳島版

2011/08/02

ウォルター・ヘア、北
條民雄、岸文雄

20110802-003 健康

2011/08/02

小泉純一郎、Hansen、
大竹章、マタイ、イエ 健康医学エピソード 22 ハンセン病に苦しむ人たちへのいわれなき偏見と差別。
ス、光明皇后、松本清 これこそ人間の「業病」そのものではないか …来年にはかつての療養所「多磨全
張、立川昭二、石館守 生園」の一角に保育園が開かれる
三

20110803-001 山梨日日新聞（甲府）

2011/08/03

伊波敏男

20110804-001 徳島新聞（徳島）

2011/08/04

飯泉嘉門、鶴瀬幸子、
香川のハンセン病施設 県訪問団、阿波踊り披露
十川勝幸、森和男

栗生楽泉園

ハンセン病問題 解決誓う 浅井あいさん七回忌に支援者ら
納涼夏祭り来て きょう長島愛生園 4日は邑久光明園

長島愛生園、
邑久光明園

遊山箱

フォーラム医療 村の顔まちの声 ハンセン病賠償を基金に
大島青松園

20110804-002 四国新聞（高松）

2011/08/04

塩屋俊、財津一郎、鈴
木亮平、藤村俊二、犬
50年間抱き続けた夢を追う 大島青松園の入所者が主人公の映画
塚弘、佐川満男、渡辺
貞夫、森和男

20110804-003 南海日日新聞（奄美）

2011/08/04

森山一隆

20110804-004 毎日新聞（県版）岡山版

2011/08/04

20110804-005 読売新聞（県版）熊本版

2011/08/04

山口さい子

菊池恵楓園の看護助手免職 酒気帯び、無免許運転

20110805-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/05

井上佳子

熊本放送の井上さん 「三池炭鉱」テーマに出版 負の歴史 差別の視点も

20110805-002 毎日新聞（県版）香川版

2011/08/05

20110805-003 朝日新聞（県版）三重版

2011/08/05

20110805-004 朝日新聞（県版）熊本版

大島青松園

「歴史、差別の事実学んで」中・高校生向け啓発誌発行 ハンセン病文庫友の会

奄美和光園

子どもも歓声 「長島愛生園」納涼夏まつり

長島愛生園、
邑久光明園
菊池恵楓園

ハンセン病療養所で夏祭り 岡山

長島愛生園

ハンセン病支援に尽力 名張の故寺田さん 入所者里帰りに奔走 遺志継ぐ弟が
交流 ハンセン病療養所入所者の里帰り事業

長島愛生園、
邑久光明園、
駿河療養所

2011/08/05

恵楓園、看護助手を免職

菊池恵楓園

20110805-005 山陽新聞（岡山）夕刉

2011/08/05

ぶらり おでかけガイド 関西ナビ 香川 映画「ふたたび」トークINシネマ

20110805-006 週刉金曜日

2011/08/05

松本龍、犬伏正好

20110806-001 毎日新聞（大阪）

2011/08/06

オノ・ヨーコ、ジョン・レ 文化文芸 「希望の路」に込めた被災地への思い オノ・ヨーコさん ヒロシマ賞記
ノン
念展 乗り越え、また建ててやる

20110806-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/06

20110807-001 北國新聞（金沢）

2011/08/07

青島敬二、菅総理

20110807-002 琉球新報（那覇）

2011/08/07

沼田鈴子、平野伸人、
沼田さんの心 永遠に 沖縄とも交流 仲間が「しのぶ会」
豊永恵三郎

20110809-001 朝日新聞（県版）鹿児島版

2011/08/09

20110809-002 読売新聞（県版）多摩版

2011/08/09

高木範夫

2011/08/09

大正天皇、節子妃（貞
明皇后）、昭和天皇、
良子妃、美智子さま、 ご病気8年の"元凶"はここに!! 雅子さま47を苛む 明治→大正→昭和→平成 皇
雅子さま、九条道孝、 太子妃4代 「宮中の呪縛」111年! 皇太子妃の孤独と宿命を渾身リポート 皇太子
昭和天皇、秩父宮さ 妃4代のご結婚とご出産
ま、高松宮さま、三笠
宮崇仁さま

20110809-003 女性自身

寺田一郎、寺田紀彦

投書 松本龍復興大臣の辞任

踊りの輪 幾重にも 菊池恵楓園で納涼盆踊り

菊池恵楓園

地鳴り 感染症の正しい知識身に付けて 青島敬二 46歳
沖縄愛楽園

KKB スーパーJチャンネル
東村山の市民団体代表 全生園で栽培 ヒマワリの種 新産業の糧に 加工工場
多磨全生園
で食用油に

20110810-001 京都新聞（京都）

2011/08/10

ポーリーン・プアハラ・
ヘス、ステアリング・
取材ノートから 洛西総局 新里健 ハンセン病元患者の家族 国超え連帯、前進
ハッチソン、川邊嘉
の力に
光、本多倫子

20110810-002 徳島新聞（徳島）

2011/08/10

十川勝幸

20110810-003 Japan Medicine（東京）

2011/08/10

県精神障害者家族会連が総会
政府 計画停電時の「通電医療機関」を公表

2011/08/10

キャシー・ジュスティ、
Transformative Events That Shape Leaders 試練がリーダーシップを育む 飛躍の
ボニー・J・アダリオ、ス
瞬間 case3 心ならずも大企業型人間が社会起業家の道を歩んで キャシー・ジュ
コット・サンタレラ、
スティ
キース・スチュアート

20110811-001 山陽新聞（岡山）

2011/08/11

横川昴奈、高橋侑里

邑久光明園ワークキャンプ 山陽女子中生が初参加 大学生に交じり草刈り

邑久光明園、
長島愛生園

20110811-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/11

杉野桂子

町から村から 南小国町 第27回阿蘇郡市人権同和教育研究大会

菊池恵楓園

20110811-003 毎日新聞（県版）愛媛版

2011/08/11

飯尾夏帆

中学生弁論大会 12人が弁舌競う 北中・飯尾さん優勝 新居浜

20110812-001 北日本新聞（富山）

2011/08/12

藤野豊、金城幸子、徳
ハンセン病風化させない 富山で来月シンポ
田靖之

20110813-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/13

志村康

20110813-002 南海日日新聞（奄美）

2011/08/13

加納達雄、朝山毅、福
入所者と地域住民が交流 奄美和光園で夏祭り
山敏裕、生元高男

奄美和光園

20110813-003 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/08/13

新城日出郎

宮古南静園慰霊祭 512柱のみ霊に哀悼の意 ハンセン病法律の理念実現を

宮古南静園

20110814-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/14

杉野かほる

患者の命綱の薬さえ奪った 杉野かほる

菊池恵楓園

20110816-001 京都新聞（京都）

2011/08/16

伊波敏男

村の顔まちの声 8 色平哲郎 ハンセン病賠償金で基金

20110816-002 山陽新聞（岡山）

2011/08/16

20110817-001 徳島新聞（徳島）

2011/08/17

20110817-002 佐賀新聞（佐賀）

2011/08/17

20110817-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/17

20110810-004

ダイヤモンド・ハーバード・ビ
ジネス・レビュー

菊池恵楓園 冤罪指摘事件 問い直す 死刑の元患者50回忌を機に 来月、講演
菊池恵楓園
会計画

人権連続講座 受講者募る 市、来月から計4回

長島愛生園

北條民雄、ウォル
北條民雄（県出身作家）代表作 「いのちの初夜」英訳挑戦 四国大米留学生 ヘ
ター・ヘア、川端康成、
アさん ハンセン病患者の苦悩 表現苦心 米で出版へ
岸文雄
ルーシー、太朝臣安
「ちょっと一息、医メール」 42 西村謙一 いにしえの病 骨やミイラから判明
万侶
中修一

「差別なぜ繰り返す」恵楓園元入所者 天草市で講演

菊池恵楓園

20110818-001 徳島新聞（徳島）

2011/08/18

ウォルター・ヘア、北
條民雄、岸文雄、川端 鳴潮
康成、小林秀雄

多磨全生園

20110818-002 南日本新聞（鹿児島）

2011/08/18

石川ひなた、石川あ
き、岩川洋一郎

差別解消へ思い新た 鹿屋・星塚敬愛園 親子ら96人訪問

星塚敬愛園

20110818-003 琉球新報（那覇）

2011/08/18

上里一之、伊佐真栄

ハンセン病理解を チーム沖縄 愛楽園を清掃 名護

沖縄愛楽園

20110818-004 病院新聞（東京）

2011/08/18

20110819-001 山陽新聞（岡山）

2011/08/19

赤田貞治

邑久光明園を行く-監禁室 山陽新聞ニュース岡山

20110819-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/19

杉野桂子

太平洋戦争末期 菊池恵楓園にも「国民義勇隊」隔離の壁の中 苦難と戦う 空襲
菊池恵楓園
警報下の警戒、不自由者退避誘導…

20110819-003 琉球新報（那覇）

2011/08/19

長谷

催し物 ハンセン病問題公開座談会「沖縄県のハンセン病問題のこれから」

20110820-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/08/20

新城日出郎

宮古島 南静園で慰霊祭 512人の冥福祈る

20110820-002 毎日新聞（県版）京都版

2011/08/20

中村哲、虫賀宗博、岡 99回目のかんかんがくがく あす法然院で「言葉を紡ぐ」講座 「ペルシャワール会」
長島愛生園
部伊都子、島田等
現地代表 中村哲さん講師に迎え 演題は「平和を取り戻すこと」

20110821-001 朝日新聞（県版）兵庫版

2011/08/21

高木慶子

20110822-001 北日本新聞（富山）

2011/08/22

見義智証、見義晁、見 文化 culture 縁 ENISHI 24 真宗王国に生きる 富山・正覚寺編 10 攻めの姿
義唯香、見義ゆかり 勢 救い求める声に応える 若い世代へ呼び掛け

20110822-002 神戸新聞（神戸）

2011/08/22

中村哲、今西雄介、石 「治療は後。まず生きるのだ」中村医師の信条に共鳴 アフガンで支援活動 半生
原才知代
描くミュージカル 10月上演 公募の120人 神戸で公開稽古

20110822-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/08/22

ポーリーン・プアハラ・
ヘス、ステアリング・
国超え連帯 前進の力に ハンセン病元患者の家族
ハッチソン、川邊嘉
光、本多倫子

20110822-004 薬事日報（東京）

2011/08/22

9月3、4日 東大・安田講堂 日本社会薬学会が第30年会開催へ 過去振り返り今
津谷喜一郎、ゴーギャ
後を展望 年会長 津谷喜一郎氏（東京大学大学院薬学研究科医薬政策学特任
ン
教授）

20110823-001 新潟日報（新潟）

2011/08/23

松崎景子、工藤昌敏

20110823-002 北日本新聞（富山）

2011/08/23

厚労省が事務連絡 373病院のリスト公表 万が一の場合の計画停電時にも通電
邑久光明園

宮古南静園

東日本大震災 被災者にも心ケアの書 上智大研究所・高木さん刉行 事故や病
死見つめた体験語る 愛情「乗り越える力に」

ハンセン病 療養所内に保育所 熊本 地域との交流目指し

菊池恵楓園、
多磨全生園、
沖縄愛楽園

ハンセン病療養所に初の民間保育所設置 熊本

菊池恵楓園

20110823-003 福井新聞（福井）

2011/08/23

松崎景子

熊本 療養所に民間保育所 国立ハンセン病施設で初

菊池恵楓園

20110823-004 愛媛新聞（松山）

2011/08/23

伊波敏男

フォーラム医療 村の顔まちの声（8） 色平哲郎 賠償金で基金 異国で生かされ
る志

20110823-005 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/23

酒本喜興志、工藤昌
敏、内田博文

ハンセン病 親子で学ぶ 来月23日 熊本市でシンポ

菊池恵楓園

20110823-006 宮崎日日新聞（宮崎）

2011/08/23

松崎景子

ハンセン病療養所 菊池恵楓園に保育所 全国初 地域と交流の場に

菊池恵楓園

20110823-007 南日本新聞（鹿児島）

2011/08/23

松崎景子、工藤昌敏

菊池恵楓園、
多磨全生園、
熊本・ハンセン病療養所「菊池恵楓園」全国初 保育所を併設 11月開始 入所者
沖縄愛楽園、
との交流期待
星塚敬愛園、
奄美和光園

20110823-008 日本経済新聞（東京）夕刉

2011/08/23

松崎景子、工藤昌敏

ハンセン病療養所 園内に初の民間保育所 「地域との交流の場に」

菊池恵楓園

20110824-001 南海日日新聞（奄美）

2011/08/24

松崎景子、工藤昌敏

ハンセン病療養所に保育所 全国初、地域と交流の場に

菊池恵楓園、
多磨全生園、
沖縄愛楽園

20110824-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/08/24

新城日出郎

南静園 納涼まつり盛況 施設の理解へ地域交流 宮古島

宮古南静園

20110824-003 読売新聞（県版）多摩版

2011/08/24

成田稔、北条民雄

私の1冊 国立ハンセン病資料館館長 成田稔さん 83 北条民雄「いのちの初夜」
多磨全生園
（創元社・角川文庫） 障害の受容-患者から学ぶ

20110825-001 福井新聞（福井）

2011/08/25

米田清華、高瀬重二
郎

ハンセン病 理解深めて 意見発表で北信越優秀賞 米田さん（若狭東高）小浜二
中訪れ訴え

20110825-002 信濃毎日新聞（長野）

2011/08/25

20110825-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/08/25

20110825-004 日本病院会ニュース（東京）

2011/08/25

20110826-001 信濃毎日新聞（長野）

2011/08/26

伊波敏男

村の顔、まちの声 高齢社会の医療・福祉 色平哲郎（6）「伊波基金」志受け継ぎ

20110826-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/26

江田五月

射程 法務省とハンセン病問題

20110826-003 南海日日新聞（奄美）

2011/08/26

加納達雄、野村美生、
奄美和光園 親子療養所訪問で思い新た 差別や偏見ない社会に
野村知生

奄美和光園

20110826-004 琉球新報（那覇）

2011/08/26

川野純治、座喜味五
一

愛楽園構想 実現を 名護 30日に市民の会結成

沖縄愛楽園

20110826-005 Japan Medicine（東京）

2011/08/26

松崎景子、工藤昌敏

菊池恵楓園、
KYODO News Pickup 共同通信 8月23、24日付 ハンセン病療養所に保育所 全
多磨全生園、
国初、地域と交流の場に 23日付
沖縄愛楽園

東京のハンセン病療養所 県が訪問参加者を募集
長谷

多磨全生園

インフォ ハンセン病問題公開座談会・県のハンセン病問題のこれから
厚労省が事務連絡 373病院のリスト公表 万が一の場合の計画停電時にも通電

菊池恵楓園

20110826-006 週刉金曜日

2011/08/26

20110827-001 山陽新聞（岡山）

2011/08/27

20110827-002 山陽新聞（岡山）

2011/08/27

20110827-003 岡山日日新聞（岡山）

2011/08/27

平松正臣、金田美紗
緒、中尾伸治、屋猛
司、原田昌樹

20110827-004 愛媛新聞（松山）

2011/08/27

菅直人、小泉純一郎、
地軸
高杉晋作、小沢

20110827-005 毎日新聞（県版）京都版

2011/08/27

中村哲、虫賀宗博

100年後の世代に今よりましな世界を 平和へ温故知新 左京・法然院 中村哲さ
ん講演

20110827-006 毎日新聞（県版）岡山版

2011/08/27

平松正臣、金田美佐
緒

ハンセン病入所者支援 社会交流が中心に 県対策協 高齢化受け対応協議

20110828-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/08/28

20110828-002 琉球新報（那覇）

2011/08/28

20110828-003 琉球新報（那覇）

2011/08/28

平良仁雄、金城雅春

療養所の将来語り合う ハンセン病問題 ネット沖縄 那覇で座談会

20110830-001 日刉県民福井（福井）

2011/08/30

米田清華、高瀬重二
郎

差別をなくす活動続けよう 小浜の中高生が交流会

20110830-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/08/30

稲嶺

市長動静 30日

20110830-003 女性自身

2011/08/30

片桐和子、E・T・ロー
ズ

日本とインド、孫は全部で118人! PowerfulパワマダMADAM 不定期連載 第3回
ボランティア団体「教育と環境の『爽（さわやか）』企画室」代表 片桐和子 74

20110831-001 徳島新聞（徳島）

2011/08/31

ハンセン

ニュースの言葉 ハンセン病

20110831-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/08/31

20110831-003 朝日新聞（大阪）夕刉

2011/08/31

尾形修一

教員免許の更新を拒否 都立高校教師の怒りの退職 平舘英明
解説 県が「ハンセン病」支援員廃止へ 高齢化進みやむを得ず 療養所ごと社会 長島愛生園、
復帰急げ
邑久光明園
長島愛生園、
ハンセン病 入所者社会復帰で岡山県 支援員本年度廃止へ
邑久光明園
社会復帰支援に区切り 県ハンセン病問題対策協 高齢化で「見込みゼロ」

長島愛生園、
邑久光明園

長島愛生園、
邑久光明園

金城雅春、平良仁雄、
愛楽園の将来探る ハンセン病問題座談会 「市民と行政一体に」
沖縄愛楽園
川野
2011年8月28日 ネットワーク 愛楽園将来構想の実現を 30日に名護市民の会結
川野
沖縄愛楽園
成

9月のこよみ 23 金
松本清張、野村芳太
郎、つっちー、かめだ
け、元気印のひまわ
り、中井貴一

これでDo DAS! お題 列車や駅のシーンが印象に残った映画 別れの場面 何度
見ても涙 今週の担当 長谷川千尋記者

沖縄愛楽園

沖縄愛楽園

