『 ハンセン病 』 記事データ
( 2011/09/01 - 2011/09/30）
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媒体名

発売日

人名

内

容

療養所

20110901-001 中日新聞（県版）滋賀版

2011/09/01

狩野永岳、高木文恵、
高木さん（彦根）らに贈賞 大津で式典 ハン六文化振興財団
安部正毅、石丸正運

20110901-002 CLINIC magazine

2011/09/01

辻純一郎

20110901-003 月刊デ☆ビュー

2011/09/01

塩屋俊、相武紗季、桐 デ☆ビュー読者だけが得をする!!「ちょっと芸能界体験」イベント参加者募集 Dトク
谷健太、鈴木亮平、向 イベント あの有名俳優・女優も学んだ塩屋俊アクターズクリニックで無料体験レッ
井理、夏菜
スン

20110902-001 山陽新聞（岡山）

2011/09/02

赤田貞治

oniビジョン ■山陽新聞ニュース岡山「カフェで交流広がる-大島青松園」

大島青松園

20110902-002 読売新聞（県版）鹿児島版

2011/09/02

中村かしこ

奄美和光園で聖歌や島唄披露 声楽家ら慰問

奄美和光園、
星塚敬愛園

20110903-001 北日本新聞（富山）

2011/09/03

藤野豊、金城幸子

ハンセン病の歴史風化させないで 富山でシンポ

20110903-002 富山新聞（富山）

2011/09/03

金城幸子、徳田靖之

ハンセン病 風化させぬ 富山で10周年シンポ

視点 Vol.116 イレッサ訴訟が問いかけること 医薬品の情報提供にあっては真の
リスクコミュニケーションが必要 Point 意見・提言の骨子

高橋伸行、北川フラ
ム、稲田道彦、ジャウ 「瀬戸内国際芸術祭」その後 交流生まれ、島に変化 にぎわい、住民に誇り
メ・プレンサ
座喜味五一、渡具知
本格的社会復帰へ 堂々と生きられる世に 愛楽園構想実現へ決意 新組織「市
裕徳、稲嶺進、金城雅
民の会」発足 会長に元職員・座喜味さん
春

20110903-003 岐阜新聞（岐阜）

2011/09/03

20110903-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/09/03

20110903-005 北陸中日新聞（金沢）夕刊

2011/09/03

松崎景子、工藤昌敏、
ハンセン病施設で保育 「交流の場に」民間が11月初設置
ハンセン

20110904-001 北海道新聞（札幌）

2011/09/04

小林慧子

ほっかいどうの本 ハンセン病者の軌跡 小林慧子著

20110904-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/04

坂本南

若者コーナー 心のつながり恵楓園で発見 坂本南

20110904-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/09/04

吉田敬子、金城幸子、
発信着信 10日、名護でハンセン病学ぶ講演会 ともに生きる社会目指し
金城雅春、浦島

大島青松園

沖縄愛楽園
菊池恵楓園、
多磨全生園、
沖縄愛楽園

菊池恵楓園
沖縄愛楽園

20110904-004 毎日新聞（県版）富山版

2011/09/04

金城幸子、徳田靖之、 ハンセン病差別、偏見 今も 高齢回復者 帰郷できず 富山でシンポ 熊本訴訟
藤野豊
原告団 金城さんら講演

沖縄愛楽園

20110905-001 四国新聞（高松）

2011/09/05

高橋伸行、北川フラ
ム、稲田道彦

大島青松園

20110906-001 山陽新聞（岡山）

2011/09/06

高橋伸行、北川フラ
ム、稲田道彦、ジャウ 昨年の瀬戸内国際芸術祭 島民に自信と活力 絶えない観光客ら 交流今も
メ・プランサ

20110906-002 山陽新聞（岡山）

2011/09/06

20110906-003 西日本新聞（福岡）

2011/09/06

20110906-004 南日本新聞（鹿児島）

2011/09/06

20110906-005 琉球新報（那覇）

2011/09/06

20110907-001 大阪日日新聞（大阪）

2011/09/07

20110907-002 西日本新聞（福岡）

2011/09/07

志村康、八尋光秀

無実主張の元ハンセン病患者死刑に 「菊池事件」と差別 検証 恵楓園 再審視
菊池恵楓園
野に講演会など

20110907-003 西日本新聞（福岡）夕刊

2011/09/07

山口美智子、内田博
文

貧困者の医療 深刻に 福岡県弁護士会が実態報告書 受診我慢し重症化も 福
岡市で10日シンポを開催

20110908-001 毎日新聞（東京）

2011/09/08

溝口製次

溝口製次さん76歳

菊池恵楓園、
星塚敬愛園

20110908-002 読売新聞（福岡）

2011/09/08

溝口製次、小泉純一
郎

ハンセン病訴訟の原告 溝口製次氏 76歳

菊池恵楓園

20110908-003 徳島新聞（徳島）

2011/09/08

20110908-004 西日本新聞（福岡）

2011/09/08

溝口製次

20110908-005 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/08

松尾信悟、入口司、松
正しい人権教育伝える発信地に 全日本同和会九州連が大会
尾弘

20110908-006 朝日新聞（県版）熊本版

2011/09/08

溝口製次、杉野桂子

20110908-007 東京新聞（東京）夕刊

2011/09/08

溝口製次、千代女、小
溝口製次氏
泉純一郎

菊池恵楓園

20110908-008 岐阜新聞（岐阜）夕刊

2011/09/08

溝口製次、千代女、小
溝口製次氏
泉純一郎

菊池恵楓園

瀬戸内国際芸術祭で新たな変化 島に誇りとにぎわい 次回開催への活動注目

愛生園元入所者遺族が国を提訴 「隔離政策で人権を侵害」

大島青松園
長島愛生園

文化 与論出身炭鉱労働者の歴史追う 「三池炭鉱『月の記憶』」刊行 炭坑節の
「煙たがる月」近代が抑圧したものと重ねて 熊本放送ディレクター 井上佳子さん 菊池恵楓園
映像で、文字で差別された人に向き合う
松下敏夫、中村哲、吉 米中枢同時テロから10年 中村哲医師招き11日講演会 九条医療者の会 かごし
見
ま
沖縄愛楽園、
金城幸子、金城雅春 ネットワーク 10日にハンセン病学ぶ集会 共に生きる社会へ
宮古南静園
隔離政策 過ち再認識を ハンセン病問題啓発パンフ 6府県と大阪市検証 市民
森敏治
外島保養院
団体 「真の被害回復」提案
井上佳子

27団体・施設に助成金310万円 阿波銀福祉基金
ハンセン病原告 溝口製次氏死去

ハンセン病地裁訴訟原告の溝口さん死去

菊池恵楓園、
星塚敬愛園

菊池恵楓園

20110909-001 読売新聞（福岡）

2011/09/09

溝口製次、小泉純一
郎

ハンセン病訴訟の原告 溝口製次氏 76歳

菊池恵楓園

20110909-002 産経新聞（東京）

2011/09/09

千代女

溝口製次氏

菊池恵楓園

20110909-003 SANKEI EXPRESS（東京）

2011/09/09

溝口製次、千代女

訃報 溝口製次氏

菊池恵楓園

20110909-004 新潟日報（新潟）

2011/09/09

溝口製次、千代女、小
溝口製次氏
泉純一郎

菊池恵楓園

20110909-005 北陸中日新聞（金沢）

2011/09/09

溝口製次、千代女、小
溝口製次氏
泉純一郎

菊池恵楓園

20110909-006 中日新聞（名古屋）

2011/09/09

溝口製次、千代女、小
溝口製次氏
泉純一郎

菊池恵楓園

20110909-007 山陽新聞（岡山）

2011/09/09

溝口製次、千代女、小
溝口製次氏
泉純一郎

菊池恵楓園

20110909-008 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/09

溝口製次、斉藤勝、志
記者ノート 国賠訴訟牽引した"闘士"
村康、溝口千代女

菊池恵楓園

20110909-009 琉球新報（那覇）

2011/09/09

金城幸子、金城雅春

読者ひろば 講演・講座

沖縄愛楽園

20110909-010 琉球新報（那覇）

2011/09/09

金城雅春、座喜味五
一

「名護市民の会」結成 愛楽園の将来構想実現へ 元組織は解散 会長に座喜味
沖縄愛楽園
氏

20110909-011 読売新聞（県版）熊本版

2011/09/09

溝口製次、千代女、志
入所者ら50人が追悼 ハンセン病訴訟 溝口さんの告別式
村康

20110909-012 京都新聞（京都）夕刊

2011/09/09

20110910-001 陸奥新報（弘前）

2011/09/10

20110910-002 西日本新聞（福岡）

2011/09/10

20110911-001 毎日新聞（東京）

2011/09/11

溝口製次

LAST WEEK 先週の出来事 3～9日 訃報

20110911-002 北海道新聞（札幌）

2011/09/11

神谷美恵子

書棚から歌を 田中綾

長島愛生園

20110911-003 静岡新聞（静岡）

2011/09/11

ハンセン病問題 課題探る 御殿場の国立療養所 全国の青年が交流

駿河療養所

20110911-004

THE DAILY YOMIURI（東
京）

2011/09/11

菊池恵楓園

Stage/Event 催し 映画「ふたたびSWING ME AGAIN」
福西征子、石川勝夫、
神美知宏、滝田十和 雑誌寸描 機関誌「甲田の裾」第670号
男
竹添栄、小堀清直、江
水俣病一時金で生活保護停止 処分取り消し求め提訴 出水市の4人
口豊

Jerome Starkey、Ali
Mural、Zahra、Fatima、
Keates、Elena Vuolo、 They can be cured,but leprosy patients face a life of rejection
Liisamaria Keates、
Ahmad Babrak

松丘保養園

20110913-001 朝日新聞（大阪）

2011/09/13

橋下知事

ハンセン病元患者と知事が懇談

20110913-002 産経新聞（大阪）

2011/09/13

20110913-003 毎日新聞（県版）福岡版

2011/09/13

野田健一、小林洋二、
問題点や目的など議論 患者の権利法制化でシンポ 福岡
内田博文、荒木弘幸

20110915-001 西日本新聞（福岡）

2011/09/15

坂本克明、徳田靖之

20110915-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/15

藤本、志村康、杉野芳 Newsの眼 「藤本事件」本紙報道検証 短い判決記事 理由は触れず 「救う会」
武
現地調査では詳報も

菊池恵楓園

20110915-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/15

藤本、徳田靖之、志村 無実訴えたハンセン病元患者死刑「藤本事件」 再審への道筋探る 菊池恵楓園
康、八尋光秀
の将来を考える会 五十回忌を機に検証へ

菊池恵楓園

20110915-004 毎日新聞（県版）熊本版

2011/09/15

藤本松夫、志村康、坂 藤本元死刑囚50回忌 菊池恵楓園で「しのぶ会」 私たちが生きている間に再審を
菊池恵楓園
本克明、八尋光秀
思い出語り合い請求活動継続を確認

20110915-005 東京新聞（県版）群馬版

2011/09/15

谺雄二、吉幸かおる

20110915-006 東京新聞（東京）夕刊

2011/09/15

北条民雄、川端康成、 百年の手紙 20世紀の日本を生きた人びと 梯久美子 40 発掘された「いのち」
高山文彦、三好達治 川端康成

20110915-007 北陸中日新聞（金沢）夕刊

2011/09/15

北条民雄、川端康成、 百年の手紙 20世紀の日本を生きた人びと 梯久美子 40 発掘された「いのち」
高山文彦、三好達治 川端康成

20110915-008 中日新聞（名古屋）夕刊

2011/09/15

北条民雄、川端康成、 百年の手紙 20世紀の日本を生きた人びと 梯久美子 40 発掘された「いのち」
高山文彦、三好達治 川端康成

20110916-001 日刊県民福井（福井）

2011/09/16

北条民雄、川端康成、 百年の手紙 20世紀の日本を生きた人びと 梯久美子 40 発掘された「いのち」
高山文彦、三好達治 川端康成

20110916-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/09/16

金城雅春、新城日出
郎

県、将来構想向け検討会 ハンセン病療養所 連携を強化

20110916-003 毎日新聞（県版）群馬版

2011/09/16

谺雄二

前橋市=ハンセン病訴訟勝訴10周年集会

20110917-001 西日本新聞（福岡）

2011/09/17

知事日記 12日

菊池恵楓園 菊池事件再審へ「偲ぶ会」を開催 男性死刑から50年目

菊池恵楓園

ハンセン病国家賠償訴訟判決から10年 人権の尊さ訴える 来月2日、前橋で記念
栗生楽泉園
集会 回復者の谺さんが講演

花時計

20110917-002 佐賀新聞（佐賀）

2011/09/17

松本清張、野村芳太
郎、橋本忍、山田洋
次、玉木宏、加藤嘉、
西村雄一郎のシネマトーク 1340 テレビ版「砂の器」超えられない映画の脚本
緒形拳、加藤剛、山本
学、橋爪功、佐々木蔵
之介

20110917-003 南日本新聞（鹿児島）

2011/09/17

中村哲、ウサマ・ビン
ラディン、火野葦平

9・11から10年 ペシャワール会 中村・現地代表が講演 人の営み回復を アフガ
ン用水路15万人恩恵 鹿児島市 インタビュー 飢餓救済から平和導く

沖縄愛楽園、
宮古南静園

20110917-004 朝日新聞（県版）熊本版

2011/09/17

藤本松夫、志村康、徳 菊池事件「再審を」ハンセン病の被告を非公開審理、死刑 支援者動き強める
田靖之、坂本克明
「疑問多い裁判」きょう講演会

20110918-001 日刊県民福井（福井）

2011/09/18

高瀬重二郎、米田清
華

20110918-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/18

藤本、志村康、八尋光 「ハンセン病への差別的判決」菊池恵楓園で「藤本事件」講演会 再審請求の可能
菊池恵楓園
秀
性探る

20110919-001 東京新聞（東京）

2011/09/19

藤倉良子

「砂の器」

20110919-002 琉球新報（那覇）

2011/09/19

山内和雄、新城日出
郎、金城雅春

開放進むハンセン病療養所 沖縄愛楽園 外来の半数が地域住民 宮古南静園
施設内エコツアー計画

20110919-003 琉球新報（那覇）

2011/09/19

宮里光雄、瀬名波雪、
宮里光雄氏が死去 南静園自治会長 差別解消に尽力 76歳
豊見山一雄

20110920-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/20

リデル、ライト、福西大
街かどクリップ 熊本市 「清正公信仰とハンセン病」講座
輔、加藤清正

20110920-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/09/20

宮里光雄

南静園支えた行動派 評伝 宮里光雄さん 豊見山一雄

宮古南静園

20110920-003 琉球新報（那覇）

2011/09/20

宮里光雄

宮里光雄さんを悼む 亀浜玲子 ハンセン病問題に尽力

宮古南静園、
沖縄愛楽園

20110921-001 しんぶん赤旗（東京）

2011/09/21

20110921-002 福井新聞（福井）

2011/09/21

20110921-003 読売新聞（県版）群馬版

2011/09/21

大沢知事

強制隔離 県は検証委を ハンセン病施設入所者が要望

栗生楽泉園

20110922-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/09/22

ルソー、宮里光雄

大弦小弦

宮古南静園、
沖縄愛楽園

20110922-002 毎日新聞（県版）群馬版

2011/09/22

20110922-003 読売新聞（県版）滋賀版

2011/09/22

20110923-001 南海日日新聞（奄美）

2011/09/23

20110923-002 朝日新聞（県版）京都版

2011/09/23

20110924-001 東奥日報（青森）

2011/09/24

差別、偏見の事実訴え 意見発表会でハンセン病回復者との交流 米田清華さん
（17）=若狭東高3年

大沢正明、高橋健郎、
藤田三四郎、酒井宏 楽泉園将来構想で要望 群馬県に ハンセン病関係団体
明
高橋伸行、北川フラ
国際展閉幕後の瀬戸内 芸術祭の島に誇り、にぎわい 観客と交流、住民自信
ム、稲田道彦
次回への活動注目

藤田三四郎、大沢正
国立ハンセン病療養所一般開放 要望書を知事に提出
明
石丸正運、高木文恵、
彦根城博物館の高木氏に学術賞 ハン六文化振興財団
安部正毅
松本清張

菊池恵楓園

沖縄愛楽園、
宮古南静園、
菊池恵楓園、
大島青松園
宮古南静園

栗生楽泉園
大島青松園

栗生楽泉園

南海天地
イベント 映画 ふたたび SWING ME AGAIN

石川勝夫、滝田十和
男、野中武祉

新刊雑誌 機関誌「甲田の裾」670号

松丘保養園

20110924-002 四国新聞（高松）

2011/09/24

関谷利裕

人権3テーマ 熱く討論 日弁連 来月6日シンポ 32年ぶり県内開催

20110924-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/24

書川佑理、内田博文

ハンセン病学ぶ「親と子のシンポ」偏見、差別のない社会を 熊本市 菊池恵楓園
と交流 中学生が発表

菊池恵楓園

20110924-004 琉球新報（那覇）

2011/09/24

金城幸子、金城雅春

命、人権の大切さ訴え 回復者の金城幸子さん ハンセン病講演会 名護

沖縄愛楽園

20110924-005 毎日新聞（県版）熊本版

2011/09/24

早田厚

健康フェスタにぎわう

20110924-006 朝日新聞（県版）熊本版

2011/09/24

坂本南、阪本悠太、書
川佑理、篠原亜実、酒
残る差別 中学生心痛 ハンセン病シンポ 恵楓園学び討論
本喜與志、工藤昌敏、
内田博文

菊池恵楓園

20110924-007 読売新聞（県版）熊本版

2011/09/24

工藤昌敏、阪本悠太

ハンセン病小中生ら学ぶ 熊本学園大でシンポ

菊池恵楓園

20110925-001 沖縄タイムス（那覇）

2011/09/25

西明雄、稲福薫

「差別は妄想」的外れな指摘

20110925-002 月刊シティ情報おおいた

2011/09/25

徳田靖之

コンサート&イベント情報 PLAYGUIDE イベント 各種イベント 医療と人権 公開
講座

20110926-001 日本海新聞（鳥取）

2011/09/26

池原正雄、佐野眞一

私の視点 福島原発事故と「因幡人」

20110926-002 毎日新聞（県版）兵庫版

2011/09/26

玉城しげ、是沢宏美

命の尊さ問いかける 尼崎 ハンセン病元患者が講演

20110926-003 週刊医学界新聞（東京）

2011/09/26

柳田邦男、竹原裕美、
陣田泰子、河合隼雄、 「気づき」が生む心の"よすが" 感性を育む,看護が変わる interview 柳田邦男氏
北条民雄、サンテグ・ （ノンフィクション作家）に聞く
ジュペリ

20110927-001 朝日新聞（東京）

2011/09/27

20110927-002 上毛新聞（前橋）

2011/09/27

谺雄二、吉幸かおる

20110927-003 京都新聞（京都）

2011/09/27

高橋伸行、北川フラ
文化 島再生へ芸術祭が活力 香川・岡山 瀬戸内の7島 観光客と交流 自信生
ム、稲田道彦、ジャウ
大島青松園
む
メ・プレンサ

20110927-004 山陽新聞（岡山）夕刊

2011/09/27

伊波敏男

20110928-001 しんぶん赤旗（東京）

2011/09/28

谺雄二、斉藤悟、田中
くらしの情報 群馬 ハンセン病訴訟勝訴10周年集会（前橋市）
和子、吉幸

20110929-001 南日本新聞（鹿児島）

2011/09/29

星塚敬愛園

ニュースを読み解くウェブサイト WEBRONZAから http://webronza.asahi.com/
評論家 武田徹 断ち切られる被災地との絆
ハンセン病の将来考えよう 2日に前橋で集会

医療エッセー 村の顔まちの声 8 ハンセン病賠償金で基金 比の医療従事者育
成

HTLV1研究10億円 厚労省概算要求で初計上

栗生楽泉園

谺雄二

厚労省 「重監房」復元に3億円 国立ハンセン病療養所「楽泉園」12年度予算で要
栗生楽泉園
求へ

20110929-002 東京新聞（県版）群馬版

2011/09/29

20110930-001 秋田魁新報（秋田）

2011/09/30

20110930-002 上毛新聞（前橋）

2011/09/30

20110930-003 日本海新聞（鳥取）

2011/09/30

20110930-004 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/30

20110930-005 熊本日日新聞（熊本）

2011/09/30

20110930-006 沖縄タイムス（那覇）

2011/09/30

仲井真弘多、宮里達
也、玉城義和

熊日 紙齢25000号特集 「1号も絶やさず」歴史刻む 熊本の課題 深く、息長く
ハンセン病 差別の壁 目そらさず 記者が見たあの瞬間 20000～25000号 ハン 菊池恵楓園
セン病国賠訴訟で元患者勝訴 2001年5月11日
沖縄愛楽園、
「入所者意向を優先」 知事 療養所構想へ意欲
宮古南静園

20110930-007 沖縄タイムス（那覇）

2011/09/30

伊波敏男

人の尊厳求める伊波さんの足跡 具志堅勝也

20110930-008 毎日新聞（県版）京都版

2011/09/30

高畑吉博

「エイズ」学んで、知る あす・あさって 龍谷大でフォーラム HIV陽性者ら発表 「と
もに生きる」社会を 京都市の高畑吉博さんに聞く

内外の歴史 9月30日（金） 県内
斉藤悟、田中和子、谺
ハンセン病
雄二
生田長江、河中信孝、
ニーチェ、ツルゲーネ 日野出身の文芸評論家 生田長江 初の詩集 地元顕彰団体が作成
フ
社説 紙齢2万5千号 熊本の明日を共につくろう

