『 ハンセン病 』 記事データ
( 2011/10/01 - 2011/10/31）
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20111001-001 毎日新聞（大阪）

2011/10/01

片山昭人、小泉純一
郎

熊本の遺族と国 ハンセン病和解 西日本訴訟終結

20111001-002 毎日新聞（北九州）

2011/10/01

片山昭人、小泉純一
郎

ハンセン病 西日本訴訟が終結 遺族69人と国の和解成立

20111001-003 朝日新聞（北九州）

2011/10/01

片山昭人

熊本でハンセン病和解

20111001-004 読売新聞（福岡）

2011/10/01

片山昭人

ハンセン病西日本訴訟 終結

20111001-005 西日本新聞（福岡）

2011/10/01

徳田靖之

ハンセン病国賠熊本訴訟終結

20111001-006 佐賀新聞（佐賀）

2011/10/01

徳田靖之

ハンセン病訴訟終結 元患者ら2160人が和解 熊本地裁

20111001-007 長崎新聞（長崎）

2011/10/01

徳田靖之

熊本・ハンセン病訴訟 原告全員の和解成立

20111001-008 熊本日日新聞（熊本）

2011/10/01

片山昭人、徳田靖之

熊本地裁 ハンセン病訴訟が終結 提訴から13年 最後の和解成立

20111001-009 南日本新聞（鹿児島）

2011/10/01

川畑孟、赤崎勇、松田
正幸、麓憲吾、松下徳
二、エジソン、中馬清
第62回南日本文化賞 赤崎勇氏に特別賞 川畑孟氏と3団体も受賞
福、山縣由美子、石井
祥、木部暢子、小野寺
浩

20111001-010 南日本新聞（鹿児島）

2011/10/01

20111001-011 南海日日新聞（奄美）

2011/10/01

ハンセン病訴訟 熊本地裁で和解 全原告2160人
徳田靖之

ハンセン病訴訟終結 熊本 2千160人が和解

療養所
星塚敬愛園、奄
美和光園、菊池
恵楓園
星塚敬愛園、奄
美和光園、菊池
恵楓園

菊池恵楓園、星
塚敬愛園、奄美
和光園

菊池恵楓園

20111001-012 沖縄タイムス（那覇）

2011/10/01

伊波敏男、ジュシー・リ ハンセン病回復者伊波さん 「差別なく平等な医療を」医療従事者育成に基金 フィ
ディア・シーガスール リピンの若者巣立つ

20111001-013 沖縄タイムス（那覇）

2011/10/01

伊波敏男

ローカル QAB報道特別番組「花に逢はん～人としての尊厳を求めて～」

沖縄愛楽園

20111001-014 毎日新聞（県版）香川版

2011/10/01

森和男

船員募集 再延長 ハンセン病療養所「大島青松園」今月末まで

大島青松園

20111001-015 朝日新聞（県版）群馬版

2011/10/01

谺雄二、吉幸かおる

元ハンセン病患者 これからを考える 前橋であす、集会と講演も

栗生楽泉園

20111001-016 読売新聞（県版）鳥取版

2011/10/01

浦田大地、河原詩央
音、竺原奈緒、小谷大
中部最優秀 浦田さん 中学校英語弁論 地区予選
成、岡本桜、岡本咲、
斉木翠

20111003-001 上毛新聞（前橋）

2011/10/03

谺雄二

「療養所は生きた証」 前橋 ハンセン病勝訴10年集会

20111003-002 岐阜新聞（岐阜）

2011/10/03

伊波敏男

フォーラム医療 村の顔まちの声 ハンセン病の賠償金 比の医療に大半活用

20111003-003 朝日新聞（県版）群馬版

2011/10/03

谺雄二

ハンセン病の療養所 「人権のふるさとに」 勝訴10年集会 元患者が訴え

20111003-004 読売新聞（県版）愛媛版

2011/10/03

白石沙織、井川和樹、
白石さん県大会V 高円宮杯中学英語弁論 2位井川君、3位飯尾さん
飯尾夏帆

20111003-005 東京新聞（県版）群馬版

2011/10/03

谺雄二

20111003-006 月刊リベラルタイム

2011/10/03

20111004-001 しんぶん赤旗（東京）

2011/10/04

20111004-002 日本海新聞（鳥取）

2011/10/04

「ひずみに沈んだまま」 ハンセン病訴訟勝訴判決から10年 谺さんが前橋で講演

伊藤隆、笹川良一、佐
藤榮作、重光葵、川端
康成、山本五十六、鳩
LT's IMPRESSION 新刊書 『評伝 笹川良一』
山一郎、児玉誉士夫、
岸信介、ヨハネ・パウ
ロ二世、笹川陽平
谺雄二、斉藤悟、戸澤
由美恵、菅原真理子、
藤田三四郎、酒井宏 ハンセン病訴訟勝訴10周年 「療養所を人権のふるさとに」 群馬で記念集会
明、鈴木彩子、羽部光
男
小川秀幸

ブック 視聴者と正面から向き合う 「ローカル局のこころ」小川秀幸著

栗生楽泉園

栗生楽泉園

栗生楽泉園

20111004-003 毎日新聞（県版）岡山版

2011/10/04

屋猛司

ハンセン病隔離史後世に 邑久光明園岡山事務所 前身の外島保養院を紹介 写 邑久光明園、外
真や入所者証言DVD展示
島保養院

20111004-004 読売新聞（県版）岡山版

2011/10/04

畑野研太郎

ハンセン病患者隔離の歴史紹介 岡山

邑久光明園、外
島保養院

20111005-001 西日本新聞（福岡）

2011/10/05

林力、上野政行

ハンセン病回復者講演 「わが隔離の人生語る」7日・行橋、8日・福岡市

星塚敬愛園

20111005-002 毎日新聞（県版）香川版

2011/10/05

新盛英世

傷害事件の職員 停職3カ月処分 大島青松園

大島青松園

20111005-003 朝日新聞（県版）福岡版

2011/10/05

上野政行、林力

お知らせ ハンセン病公開講演会

星塚敬愛園

20111005-004 読売新聞（県版）香川版

2011/10/05

傷害で罰金刑の看護助手処分 大島青松園

大島青松園

20111005-005 北海道新聞（札幌）夕刊

2011/10/05

伊藤霞、伊藤たてお、 私のなかの歴史 難病患者会とともに 12 日本難病・疾病団体協議会代表 伊藤
笹本恒子
たておさん 患者運動史 戦後の変遷ウェブで紹介

20111006-001 上毛新聞（前橋）

2011/10/06

藤田三四郎

草津・藤田さん エッセー、詩、ひろば欄投稿… ハンセン病に理解を 13冊目の著
栗生楽泉園
書

20111006-002 愛媛新聞（松山）

2011/10/06

安野喜子、赤松良孝

ハンセン病療養所入所者 里帰り 郷土料理で歓迎 県内

20111006-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/10/06

由井晶子

草の根運動に「期待」由井さん 出版記念講演

20111006-004 毎日新聞（県版）香川版

2011/10/06

宇都宮健児、ニルス・
多くの市民参加して 日弁連人権擁護大会 高松で32年ぶり きょう、あす
クリスティ

20111006-005 毎日新聞（県版）愛媛版

2011/10/06

安野喜子、赤松良孝

県出身のハンセン病元患者3人 理解広め地域と交流 里帰り 親せき面会や食事 長島愛生園、大
会
島青松園

20111007-001 産経新聞（東京）

2011/10/07

小宮山洋子、笹川陽
平、黒鉄ヒロシ、坂本
龍馬

金曜討論 オピニオン たばこ1箱700円 笹川陽平氏 医療費を相当抑制できる
黒鉄ヒロシ氏 税の公平性感じられない

20111007-002 下野新聞（宇都宮）

2011/10/07

伊波敏男

フォーラム医療 村の顔まちの声 8 ハンセン病賠償金

20111008-001 秋田魁新報（秋田）

2011/10/08

土方巽、小島政治、九
不世出の舞踏家 土方巽 秋田から世界へ 森下隆 35 第6章 東京浮浪 証言
日夫、松居りゅうじ、元
者 簡易宿泊所での生活知る2人
藤燁子、稲田奈緒美

20111008-002 愛媛新聞（松山）

2011/10/08

知事動静 7日

長島愛生園

志はフィリピン医療に

大島青松園

20111008-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/10/08

財津一郎、陣内孝則、
第24回ひとよし映画祭
鈴木亮平、犬塚弘

20111008-004 熊本日日新聞（熊本）

2011/10/08

坂本麻衣子

若者コーナー ハンセン病の劇発表へ全力 坂本麻衣子

菊池恵楓園

20111008-005 読売新聞（県版）香川版

2011/10/08

塔和子、宮崎信恵

元ハンセン病詩人 記録映画上映会 高松で15日、講演も

大島青松園

20111009-001 北海道新聞（札幌）

2011/10/09

井上佳子

三池炭鉱「月の記憶」井上佳子著 苦役に耐えた島出身者 評・伊佐治知子

20111009-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/10/09

小川秀幸

本 「ローカル局のこころ」小川秀幸著

20111009-003 読売新聞（県版）多摩版

2011/10/09

結成60年のハンセン病療養所入所者組織 全療協の歩み 企画展に 生活改善
闘う姿紹介 国立資料館「療養所の将来考えて」 「夢や希望をもつ人間に」中学で 多磨全生園
入所者・平沢さん講演

20111010-001 公明新聞（東京）

2011/10/10

佐川修、稲葉上道、神
美知宏、平沢保治、三
木圭太
村上成予、坂口力、小
泉首相

20111010-002 信濃毎日新聞（長野）

2011/10/10

小川秀幸

本だな 「ローカル局のこころ」

20111010-003 四国新聞（高松）

2011/10/10

小川淳也、玉木雄一
郎、磯崎仁彦

県関係国会議員週間予定 衆議院 小川淳也氏 玉木雄一郎氏 参議院 磯崎仁
彦氏

20111010-004 読売新聞（県版）愛媛版

2011/10/10

磯野常二、村上進、十 差別と決別 卒業式 ハンセン病 元患者・磯野さん 古里・西条の小学校 19日
河格
本名名乗り「ゆっくり生きる」

20111010-005 週刊福祉新聞（東京）

2011/10/10

厚労省 2012年度予算概算要求 各種施策の推進

20111012-001 秋田魁新報（秋田）

2011/10/12

ハンセン病療養所入所者 古里の景色楽しむ 県出身6人が里帰り

20111012-002 佐賀新聞（佐賀）

2011/10/12

小川秀幸

Book ぶっく ローカル局のこころ（小川秀幸著）

20111012-003 南日本新聞（鹿児島）

2011/10/12

伊藤知事

鹿児島県庁 三役・部長 12日

20111012-004 朝日新聞（県版）熊本版

2011/10/12

20111012-005 読売新聞（県版）武蔵野版

2011/10/12

ハンセン病への誤認識なくそう 村上成予

大島青松園

こちらKABです 考えるきっかけになるニュース 届けたい アナウンサー・エッセー/
土屋孝博さん2
佐川修、稲葉上道、神
ハンセン病闘いの60年 東村山 資料館で企画展
美知宏

多磨全生園

20111012-006 山陽新聞（岡山）夕刊

2011/10/12

安達静雄

邑久光明園岡山事務所 隔離、差別の歴史知って 大阪・外島保養院題材 パネル 邑久光明園、外
展やビデオ上映
島保養院

20111013-001 読売新聞（名古屋）

2011/10/13

大村秀章、岩村進

ハンセン病療養所入所者と知事面談 県出身の18人

20111013-002 上毛新聞（前橋）

2011/10/13

谺雄二

ハンセン病国家賠償訴訟全国原告団長 谺雄二さん 「人権のふるさとを創る」生き
栗生楽泉園
た証しを次代に

20111013-003 上毛新聞（前橋）

2011/10/13

コンウォール・リー

ハンセン病患者を支援 リー女史功績伝える 草津・栗生楽泉園 写真や十字架
愛用品を展示 きょうまで

20111013-004 中日新聞（名古屋）

2011/10/13

20111013-005 山陽新聞（岡山）

2011/10/13

安達静雄

20111013-006 四国新聞（高松）

2011/10/13

塔和子、宮崎信恵、酒
あすの催し案内 四国新聞社 情報パック 塔和子 詩の世界を愛（め）でる
井

20111013-007 愛媛新聞（松山）

2011/10/13

塔和子、宮崎信恵、酒
あの町この街 県外・ハンセン病問題の早期解決をめざす講演と映画のつどい
井

大島青松園

20111013-008 南海日日新聞（奄美）

2011/10/13

伊藤祐一郎、前田終
止、岩川洋一郎、上野 ハンセン病療養所入所者ら 初めての温泉満喫 県庁訪問、伊藤知事と懇談
正子、迫田正宏

星塚敬愛園、多
磨全生園、菊池
恵楓園、奄美和
光園、長島愛生
園

20111013-009 沖縄タイムス（那覇）

2011/10/13

姜信子、李清俊

唐獅子 私と私たちのために 山根頼子

20111013-010 毎日新聞（県版）熊本版

2011/10/13

徳田靖之

記者ノート 遅すぎた裁判

菊池恵楓園

20111013-011 読売新聞（県版）鹿児島版

2011/10/13

伊藤知事、岩川洋一
郎

ハンセン病療養所の県出身者ら知事訪問

星塚敬愛園

20111013-012 産経新聞（県版）香川版

2011/10/13

塔和子、宮崎信恵

まなぶ ハンセン病問題の早期解決をめざした講演と映画のつどい「塔和子 詩の
世界を愛でる」

大島青松園

20111014-001 日本海新聞（鳥取）

2011/10/14

小谷俊行、深沢義彦

委員選定には当事者意見も 人権団体ら鳥取市に要望

20111014-002 愛媛新聞（松山）

2011/10/14

長島愛生園

栗生楽泉園

知事の一日
差別の歴史に思いはせ、人権考えて 邑久光明園岡山事務所 写真展示やビデオ 邑久光明園、外
上映
島保養院

愛媛新聞 あすの催し 後援

20111014-003 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/10/14

与那覇孝和、亀浜玲
子、砂川洋子、上里
栄、粟国南

久松小で「人権学習」悲惨な歴史繰り返さない ハンセン病の歴史など学ぶ

20111014-004 朝日新聞（県版）徳島版

2011/10/14

塔和子、宮崎信恵

イベントガイド 香川 市民企画講座「塔和子 詩の世界を愛でる」

20111014-005 朝日新聞（県版）香川版

2011/10/14

塔和子、宮崎信恵

イベントガイド 催し 市民企画講座「塔和子 詩の世界を愛でる」

20111014-006 朝日新聞（県版）愛媛版

2011/10/14

塔和子、宮崎信恵

イベントガイド 講演会 香川 市民企画講座「塔和子 詩の世界を愛でる」

20111015-001 愛媛新聞（松山）

2011/10/15

20111015-002 毎日新聞（県版）香川版

2011/10/15

20111016-001 山梨日日新聞（甲府）

2011/10/16

20111016-002 山陰中央新報（松江）

2011/10/16

石田雅男、片山善博

20111016-003 四国新聞（高松）

2011/10/16

塔和子、宮崎信恵、吉
ハンセン病問題を考える 講演や映画通じ長い苦悩に思い 高松でつどい
永小百合

20111016-004 毎日新聞（県版）香川版

2011/10/16

塔和子、宮崎信恵、平 苦悩だけでなく人間の本質的な優しさ 塔さん詩の魅力 「大島青松園」入所者 作
大島青松園
峯千春、大江奈津美 品に親しむ 高松で講演会

20111017-001 朝日新聞（大阪）

2011/10/17

中村哲、田中俊、宮良 ハンセン病表現苦悩 アフガン舞台の市民人権劇 演出修正 協議重ねる 患者側
正吉、田中暢
「怖い病気として描かれ、ショック」主催側「苦しみ・悲しみ 隠したくなかった」

20111017-002 山陽新聞（岡山）

2011/10/17

永瀬清子

20111017-003 山陽新聞（岡山）

2011/10/17

20111017-004 徳島新聞（徳島）

2011/10/17

20111017-005 毎日新聞（県版）岡山版

2011/10/17

宮古南静園

第28回愛媛新聞「読者と報道」委員会 きょうから新聞週間 行政への追及期待 市
今川正章、鈴木靜、益
民感覚に沿う内容 招致拒否正しい判断 若者へ伝え方工夫を 代替エネ取り上げ
基、加藤令史、養老
て 対象年齢を絞るべき 読む技術教える必要
松尾邦之、塔和子、宮
崎信恵、平峯千春、脇 塔さんの詩に親しむ講演会 きょう高松で
大島青松園
林清
渋谷りつ子、マザー・ 19年間無償奉仕貫く インド「マザー・テレサの家」で活動 渋谷さん 一時帰国、県
テレサ、田ケ谷雅夫
内に滞在 生活費ため再び現地へ
岡山・長島愛生園 差別の愚かさ語り掛け ハンセン病療養所の石田さん 鳥取県 長島愛生園、邑
民訪問団67人に
久光明園
大島青松園

先人の風景 68 地方に咲いた肯定の詩人 永瀬清子（赤磐市）

永瀬清子、井奥行彦、
井上奈緒、なんば・み
ちこ、山本遺太郎、上
先人の風景 故郷熊山で顕彰進む 農業しながら詩壇リード 遺族寄贈の詩集など
田敏、佐藤惣之助、永
長島愛生園
並ぶ 永瀬清子展示室
瀬越夫、高村光太郎、
萩原朔太郎、壺井繁
治、壺井栄、与謝野晶
大島青松園、長
吉田正衛
県出身ハンセン病回復者 佐那河内で住民と交流
島愛生園
宇佐美治

支局長からの手紙 古里を取り戻す旅

長島愛生園

佐那河内 県外療養所から里帰り ハンセン病元患者6人 郷土料理味わう

大島青松園、長
島愛生園

20111017-006 毎日新聞（県版）徳島版

2011/10/17

十川勝幸、吉田正衛

20111018-001 中部経済新聞（名古屋）

2011/10/18

高橋伸行、北川フラ
ム、稲田道彦、ジャウ 文化 芸術祭が過疎の島変えた 住民に誇りとにぎわい
メ・プレンサ

20111018-002 宮崎日日新聞（宮崎）

2011/10/18

伊波敏男

フォーラム医療 村の顔まちの声 8 佐久総合病院医師 色平哲郎 ハンセン病
賠償金使い基金創設

20111018-003 熊本日日新聞（熊本）夕刊

2011/10/18

伊波敏男

フォーラム医療 村の顔まちの声 色平哲郎 8 ハンセン病賠償金フィリピンに

20111019-001 日刊県民福井（福井）

2011/10/19

20111019-002 山陽新聞（岡山）

2011/10/19

20111019-003 西日本新聞（福岡）

2011/10/19

上野政行

星塚敬愛園の回復者 上野政行さん 88歳「最後の講演」 ハンセン病問題まだ終
わらない

20111019-004 沖縄タイムス（那覇）

2011/10/19

豊見山一雄、宮里光
雄、前里財佑

南静園自治会長 豊見山さん就任

20111019-005 毎日新聞（県版）岡山版

2011/10/19

徳田靖之

20111019-006 朝日新聞（県版）鳥取版

2011/10/19

池原正雄、沼田鈴子

20111019-007 朝日新聞（大阪）夕刊

2011/10/19

松本常二、磯野常二

20111020-001 東奥日報（青森）

2011/10/20

福西征子、石川勝夫、
御霊に祈り 松丘保養園で物故者慰霊祭
三村申吾、鹿内博

加藤景子

20111020-002 陸奥新報（弘前）

2011/10/20

福西征子、石川勝夫、
物故者に哀悼の意 青森 松丘保養園で慰霊祭
三村申吾

松丘保養園

20111020-003 河北新報（仙台）

2011/10/20

福西征子、石川勝夫、
青森・松丘保養園 「差別なくす」物故者に誓う 1600人を慰霊
三村申吾

松丘保養園

20111020-004 山陽新聞（岡山）

2011/10/20

小宮山洋子、藤崎陸
安

多磨全生園

20111020-005 愛媛新聞（松山）

2011/10/20

松本常二、村上進、本 元ハンセン病患者 松本さん 70年越し万感卒業式 母校の西条・神戸小 隠した
田久夫、磯野、十河格 本名名乗り

大島青松園

吉田藤作、岩村雄太、
若狭東高 演奏で生徒ら訪問歓迎 ハンセン病回復者と交流
邑久光明園
橋詰万名美
金泰九、田中幸夫、坂
長島愛生園入所の在日朝鮮人・金さん 差別との闘い知って 有志が自主映画 岡
田瑠梨、早瀬尚子、久
#REF!
山で29日上映会
次博文
星塚敬愛園

宮古南静園、楽
生園、沖縄愛楽
園
「ハンセン病のことを知っていますか?今も残る課題」 講演や討論会 11月6日北区 長島愛生園、邑
で
久光明園
とっとり 100人100通り この人、この一言 社会的な問題を、個人的な問題にしたと
き、人は動ける 平和運動 楽しくなくちゃ 鳥取ピース・クロス世話人 池原正雄さ
ん（65） その節は…
元患者 67年ぶり卒業証書 ハンセン病で隔離の松本さん 愛媛の小学校、本名で
大島青松園
授与

職員不足訴えに「可能なことを」 東京のハンセン病療養所訪れ厚労相

大島青松園

松本常二、磯野、村上
西条 「偏見・差別ない古里に」80歳ハンセン病元患者、本名で出席 「67年前一緒
進、十河格、本田久
大島青松園
に迎えるべき卒業式」やっと今
夫、久門忠夫
三村知事、鹿内博、石
入所者慰霊祭で知事が隔離謝罪 青森・ハンセン病療養所
松丘保養園
川勝夫

20111020-006 毎日新聞（県版）愛媛版

2011/10/20

20111020-007 朝日新聞（県版）青森版

2011/10/20

20111020-008 朝日新聞（県版）鹿児島版

2011/10/20

20111020-009 読売新聞（県版）愛媛版

2011/10/20

20111021-001 大阪日日新聞（大阪）

2011/10/21

20111021-002 日本海新聞（鳥取）

2011/10/21

20111021-003 山陽新聞（岡山）

2011/10/21

20111021-004 愛媛新聞（松山）

2011/10/21

20111021-005 熊本日日新聞（熊本）

2011/10/21

内田博文、小松裕

20111021-006 南日本新聞（鹿児島）

2011/10/21

森達也、堅山勲、寺本 みなみのカレンダー 集い ハンセン病訴訟勝訴10周年記念市民の集い

20111021-007 毎日新聞（県版）熊本版

2011/10/21

内田博文

20111021-008 朝日新聞（県版）群馬版

2011/10/21

吉幸ゆたか、吉幸かお ハンセン病 活動 写真で後世に 韓国・台湾の入所者ら補償求め闘争 韓国訪問 小鹿島更生園、
る
あす入所者に贈る 高崎の吉幸さん夫婦保存
楽生療養院

20111021-009 朝日新聞（県版）群馬版

2011/10/21

藤田三四郎

栗生楽泉園自治会長 13冊目の著書を出版

栗生楽泉園

20111021-010 朝日新聞（県版）熊本版

2011/10/21

内田博文

報告書完成時期1年遅れ2013年春 「無らい県運動」検証委

菊池恵楓園

20111022-001 佐賀新聞（佐賀）

2011/10/22

ハンセン病問題 理解を 療養所訪ねる学習会 市民団体 参加者を募集

邑久光明園、長
島愛生園

20111022-002 毎日新聞（県版）香川版

2011/10/22

松本常二、磯野、村上
80歳 愛媛の神戸小 卒業式 67年経て喜びの証書 ハンセン病元患者 松本さん
進、十河格、本田久
大島青松園
「偏見 差別ない古里に」
夫、久門忠夫

藤原

イベント ハンセン病問題パネル展とハンセン病訴訟勝訴10周年を考える上映の集
い

磯野常二、十河格、松
67年遅れ 喜びの卒業証書 西条・神戸小 ハンセン病元患者・磯野さん
本常二、久門忠夫
高橋伸行、北川フラ
ム、稲田道彦、ジャウ 文化 瀬戸内国際芸術祭 住民に誇りとにぎわい 島に活気、新たな変化
メ・プレンサ
高橋伸行、北川フラ
ム、稲田道彦、ジャウ 文化 瀬戸内国際芸術祭 住民に誇りとにぎわい 島に活気、新たな変化
メ・プレンサ
赤田貞治、堀川武

山陽新聞ニュース岡山 長島愛生園を行く-青い鳥楽団

大島青松園
大島青松園
大島青松園
長島愛生園

知事動静 20日
「無らい県運動」報告 来年度の完成目指す 検証委

報告書の完成1年先送り 無らい県運動検証委員会

菊池恵楓園

菊池恵楓園

20111022-003 朝日小学生新聞（東京）

2011/10/22

坂本南、阪本悠太、書
川佑理、篠原亜実、喜
多雅子、平沢保治、酒 ハンセン病 心の「壁」を取りはらおう 熊本で「親と子のシンポジウム」開催 偏見と
菊池恵楓園、多
本喜與志、工藤昌敏、 差別に苦しめられた患者 悲しい歴史、正しく伝えていく 菌は弱く完治する病気
磨全生園
内田博文、大和田りつ 恵楓園100年の苦難 問題は終わっていない
こ、岡崎裕美、やなせ
たかし、高橋守雄

20111022-004 リビングおかやま

2011/10/22

徳田靖之、中尾伸治

ハンセン病問題を風化させない集会

長島愛生園

20111022-005 リビングくらしき

2011/10/22

徳田靖之、中尾伸治

ハンセン病問題を風化させない集会

長島愛生園

20111022-006 読売新聞（福岡）夕刊

2011/10/22

20111023-001 福井新聞（福井）

2011/10/23

岩村雄太、吉田藤作

ハンセン病回復者と交流 若狭東高 里帰り 演奏で歓迎

20111023-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/10/23

浦ひとみ、柿木ヒデ、
神谷美恵子

わたしの三ツ星 「いかに生きる」の実践 「神谷美恵子 人として美しく」柿木ヒデ著 多磨全生園

20111023-003 毎日新聞（県版）富山版

2011/10/23

徳田靖之、小泉純一
郎

日曜ひろば 回復者への理解、支援を ハンセン病国賠訴訟西日本弁護団代表
徳田靖之さん（67） 勝訴から10年差別と偏見

20111023-004 毎日新聞（県版）石川版

2011/10/23

徳田靖之、小泉純一
郎

日曜ひろば 回復者への理解、支援を ハンセン病国賠訴訟西日本弁護団代表
徳田靖之さん（67） 勝訴から10年差別と偏見

20111023-005 毎日新聞（県版）岡山版

2011/10/23

金泰九、田中幸夫、久 「苦しみ乗り越え生きている姿を」 映画「虎ハ眠ラズ」完成 ハンセン病回復者 金
次博文
さんの半生描く

長島愛生園

20111023-006 読売新聞（県版）岡山版

2011/10/23

金泰九、田中幸夫

長島愛生園

2011/10/23

坂本南、阪本悠太、書
川佑理、篠原亜実、喜
多雅子、酒本喜與志、 ハンセン病 心の「壁」を取りはらおう 熊本で「親と子のシンポジウム」開催 偏見と
工藤昌敏、内田博文、 差別に苦しめられた患者 悲しい歴史、正しく伝えていく 菌は弱く完治する病気
菊池恵楓園
大和田りつこ、岡崎裕 恵楓園100年の苦難 問題は終わっていない
美、やなせたかし、高
橋守雄

20111024-001 山陰中央新報（松江）

2011/10/24

石田雅男、西尾邑次

20111024-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/10/24

浜田知明、永野一成、
菊池恵楓園で浜田知明展 来月3日「噂」など銅版画16点
宮崎静夫

20111023-007

朝日中学生ウイークリー（東
京）

夕影

ハンセン病 在日朝鮮人 差別との闘い映画に 29日、岡山で上映

後世に真実伝えたい ハンセン病元患者の石田さん（境港出身） 長島を「人権の
島」に

邑久光明園

長島愛生園
菊池恵楓園

20111024-003 南日本新聞（鹿児島）

2011/10/24

伊藤祐一郎、岩川洋
一郎

伊藤知事が敬愛園表敬 鹿屋

星塚敬愛園

20111024-004 琉球新報（那覇）

2011/10/24

家坂幸三

きょうの歴史 10月24日

沖縄愛楽園

皇后陛下美智子さま、
陛下、聖武天皇、光明
皇后、大正天皇、貞明
皇后、明治天皇、昭憲
皇太后
塩屋俊、鈴木亮平、財
津一郎、MINJI、青柳
翔、藤村俊二、犬塚
弘、佐川満男、渡辺貞
夫、古手川祐子、陣内
孝則、織本順吉、長谷
部優、中村麻美

新世紀の風をおこす オピニオン 縦横無尽 国民と共にある姿が皇室の特色と実
感させてくれる美智子さまのお言葉 ジャーナリスト 櫻井よしこ

20111024-005 週刊ダイヤモンド

2011/10/24

20111024-006 TV Taro/関東版

2011/10/24

20111025-001 東奥日報（青森）

2011/10/25

高橋伸行

20111025-002 北日本新聞（富山）

2011/10/25

日野原重明、シュバイ
親子で読む 「道は必ずどこかに続く」 著・日野原重明（講談社・1050円） つらい経
ツァー、神谷美恵子、
験プラスに
ジョン万次郎

20111025-003 大阪日日新聞（大阪）

2011/10/25

高橋伸行

人ひと 病院での美術活動に取り組む美術家の 高橋伸行さん

大島青松園

20111025-004 日本海新聞（鳥取）

2011/10/25

高橋伸行

人ひと 病院での美術活動に取り組む美術家の 高橋伸行さん

大島青松園

20111025-005 愛媛新聞（松山）

2011/10/25

20111025-006 南日本新聞（鹿児島）

2011/10/25

20111025-007 琉球新報（那覇）

2011/10/25

佐久川正美、青木恵
哉

20111025-008 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/10/25

豊見山一雄、宮里光
雄、前里財佑、川満節 南静園第15代自治会長 豊見山一雄さんが就任 将来構想実現に意欲
子

20111025-009 月刊シティ情報おおいた

2011/10/25

徳田靖之

BS TV映画 10/29→11/30 1/26土 ふたたび swing me again（10年「ふたたび」製
作委員会

この人 病院での美術活動に取り組む美術家 高橋伸行さん

白石由紀子、松本常
「大島青松園」訪問続けたい 今治市 白石由紀子（68）
二
川畑孟、赤崎勇、松田
正幸、麓憲吾、松下德
第62回南日本文化賞 地域に献身 道究める 受賞者の横顔 地域文化部門 島
二、元ちとせ、中孝
人つなぐメディアに あまみエフエム（奄美市）/これまでの受賞者
介、永井ヨシ、倉園
尚、島比呂志
沖縄ハンセン病者救済の父 青木恵哉氏残す詩歌集め一冊に 愛楽園ガイド 佐
久川さんまとめる

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

大島青松園

大島青松園

星塚敬愛園、奄
美和光園

沖縄愛楽園
楽生院、沖縄愛
楽園、宮古南静
園

20111026-001 読売新聞（県版）大分版

2011/10/26

徳田靖之、近沢昭雄、
医療の人権問題 公開講座を開講 大分、第1回は30日
坂田和江、江藤裕子

20111027-001 中日新聞（名古屋）

2011/10/27

人権を理解する作品コンクール

20111027-002 神戸新聞（神戸）

2011/10/27

沢知恵、金素雲、金東
「死」を考える KCC講座から 13 歌手 沢知恵さん 「レクイエムとマイラストソン
鳴、夏川りみ、持田香
グ」ソウルでの原体験が根幹に
織

20111027-003 南日本新聞（鹿児島）

2011/10/27

神美知宏

みなみのカレンダー 講演 「らい予防法」廃止から15年、熊本判決から10年記念講
星塚敬愛園
演会

20111027-004 毎日新聞（県版）秋田版

2011/10/27

石川勝夫

講演・講座 ハンセン病問題に対する理解を深めるための講演会

20111027-005 毎日新聞（県版）大分版

2011/10/27

徳田靖之、近沢昭雄、
講演・講座 医療と人権公開講座
坂田和江

20111027-006 朝日新聞（県版）群馬版

2011/10/27

谺雄二、藤田三四郎

監禁施設復元へ協議 草津のハンセン病療養所 「誤り後世に伝えたい」

栗生楽泉園

20111027-007 朝日新聞（県版）多摩版

2011/10/27

稲葉上道

ハンセン病巡る闘いたどる写真 東村山で100点展示

多磨全生園

20111027-008 朝日新聞（県版）むさしの版

2011/10/27

ハンセン病巡る闘いたどる写真 東村山で100点展示

多磨全生園

20111027-009 読売新聞（県版）島根版

2011/10/27

米田千賀子、米田淳
雄

喜び悲しみ三十一文字に 本紙文芸選者 米田さんが歌集出版 生のありがたさ伝
えたい

20111028-001 宮崎日日新聞（宮崎）

2011/10/28

高橋伸行

ひと INTERVIEW 病院での美術活動に取り組む美術家 高橋伸行さん

20111028-002 南日本新聞（鹿児島）

2011/10/28

松下德二

ひろば 身の丈にあった活動を続けたい 松下德二（73）

20111028-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/10/28

佐久川正美、青木恵
哉

ハンセン病患者救済の父 青木氏の遺作集 ガイド佐久川さん出版

沖縄愛楽園

20111028-004 大分合同新聞（大分）夕刊

2011/10/28

高橋伸行

旬の人 病院での美術活動に取り組む美術家 高橋伸行さん 兄亡くしたときの後
悔が原点

大島青松園

20111028-005 大分合同新聞（大分）夕刊

2011/10/28

江藤裕子、徳田靖之

ハンセン病、今後の課題 30日に大分市で講演会

20111028-006 東京ストーリー

2011/10/28

寺山守、ウィリアム・オ 教育最前線 YMS（代々木メディカル進学舎） 医学部をめざす人に求められる力と
長島愛生園
スラー
は?「学力+医の心」を高める独自の教育方針で驚異的な医学部合格率を達成

大島青松園

松丘保養園

大島青松園

20111029-001 東京新聞（東京）

2011/10/29

藤井輝明

国立市の藤井輝明さん 差別乗り越えた半生絵本に 顔にこぶ…「うつるぞ」といじ
め 福島の子も負けないで

20111029-002 中日新聞（名古屋）

2011/10/29

藤井輝明

生活 暮らし見つめて 顔のこぶでいじめに 藤井輝明さんが絵本 差別に負けない
で 福島の子への偏見知り出版

20111029-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/10/29

酒本喜與志、松崎景
子

恵楓園保育所「開所12月に」 運営NPO 手続き遅れ2カ月延期

20111029-004 朝日新聞（県版）岡山版

2011/10/29

金泰九、田中幸夫

ハンセン病ありのままを 在日韓国・朝鮮人で元患者の金さん 大学・家族…「全て
長島愛生園
あきらめ、全部捨ててきた」 二重の苦しみ映画に きょう岡山で試写会

20111030-001 毎日新聞（県版）岡山版

2011/10/30

金泰九、田中幸夫、坂
在日、金さんの半生描く映画 北区で上映会 舞台あいさつも
田瑠梨、久次博文

20111030-002 読売新聞（県版）岡山版

2011/10/30

金泰九、田中幸夫、久
ハンセン病差別「知って」 元患者・金さんの映画試写会 北区
次

菊池恵楓園

長島愛生園

