『 ハンセン病 』 記事データ
( 2011/11/01 - 2011/11/30 )
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療養所

20111101-001 徳島新聞（徳島）

2011/11/01

小池真紀子、有川哲
雄、佐藤哲之、谷口三 B型肝炎特措法修正を 小池代表ら全国原告団集会 除斥規定に怒り
枝子

20111101-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/01

全国中学生人権作文コンテスト 県大会 最優秀・特別賞作品 特別賞 県教育委
内田樹里、坂本单、稲
員会賞 「私が感じたハンセン病」熊本県立八代中2年 内田樹里さん 特別賞 熊 菊池恵楓園
葉、岩崎義郎
本日日新聞社賞 「人権の花」 山鹿市立菊鹿中3年 坂本单さん

20111101-003 朝日新聞（県版）青森版

2011/11/01

三村申吾、石川勝夫、 みちのくワイド ハンセン病政策 違憲判決から10年 隔離から共生へ重い歩み 入 松丘保養園、東
神美知宏、久保瑛二 所者高齢化、活動に限界
北新生園

20111101-004 朝日新聞（県版）岩手版

2011/11/01

三村申吾、石川勝夫、 みちのくワイド ハンセン病政策 違憲判決から10年 隔離から共生へ重い歩み 入 松丘保養園、東
神美知宏、久保瑛二 所者高齢化、活動に限界
北新生園

20111101-005 朝日新聞（県版）宮城版

2011/11/01

三村申吾、石川勝夫、 みちのくワイド ハンセン病政策 違憲判決から10年 隔離から共生へ重い歩み 入 松丘保養園、東
神美知宏、久保瑛二 所者高齢化、活動に限界
北新生園

20111101-006 朝日新聞（県版）山形版

2011/11/01

三村申吾、石川勝夫、 みちのくワイド ハンセン病政策 違憲判決から10年 隔離から共生へ重い歩み 入 松丘保養園、東
神美知宏、久保瑛二 所者高齢化、活動に限界
北新生園

20111101-007 読売新聞（県版）奈良版

2011/11/01

光明皇后、久我高照、
狭川宗玄、藤本靑一、 名尼僧 温和な人柄惜しむ 法華寺の久我門跡死去 光明皇后 生き方の手本に
湯山賢一、樋口教香

20111101-008 医薬ジャーナル

2011/11/01

二渡良智、河野龍太
郎

連載・リスクマネージメント～院内での薬剤師の活動～（72）ハイリスク薬を含む医療 星塚敬愛園、奄
安全対策の構築について 伊藤政祥・川井田加代子・加納達雄
美和光園

20111102-001 秋田魁新報（秋田）

2011/11/02

石川勝夫

県出身・元ハンセン病患者石川さん 差別、偏見の根絶訴え 講演会 体験談、100
松丘保養園
人聞き入る

20111102-002 福井新聞（福井）

2011/11/02

坂岡嘉代子、柴田房
雄

少年と受刑者 心通わせ30年 越前市の更生施設 福井刑務所へ和太鼓慰問
「はぐるまの家」演奏後 感想文やり取り

長島愛生園

20111102-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/02

工藤昌敏、浜田知明

入所者らの力作ずらり 菊池恵楓園文化祭

20111102-004 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/02

宮崎洋子、宮崎駿雄

秋の褒章 県関係受章者 ひたすらに…歩み続けた道 緑綬 宮崎洋子さん（85）朗
菊池恵楓園
読奉仕者=熊本市 活字を声で伝えて35年

20111102-005 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/02

川畑孟、赤崎勇、増満
基仁、松田正幸、麓憲
歩んだ道地域の誇り 单日本文化賞 2氏3団体表彰
吾、松下德二、逆瀬川
尚文、中馬清福

20111102-006 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/11/02

下地政昭、知念正勝、
「思いやりの心大切」池間小中 知念さんが人権講話
ハンセン

宮古单静園

20111102-007 中日新聞（県版）静岡版

2011/11/02

池間哲郎、花井十伍、
小鹿美佐雄、石井則 ハンセン病理解しよう 中区・5日 共生へシンポジウム
久

駿河療養所

20111103-001 山陽新聞（岡山）

2011/11/03

松浦和子、江田三郎、 秋の变勲 県関係者78人 努力ひたむき 各分野に功績 長島架橋運動に注力
秋山長造
瑞宝双光章 元参院副議長秘書 松浦和子さん（79）

20111103-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/03

麻生美子

県内 秋の变勲 受章者の横顔 「この道」積み重ね… 瑞双 長期療養者看護に
尽力 元向陽台病院看護部長 麻生美子さん（66）=熊本市

菊池恵楓園

20111103-003 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/03

松崎景子、酒本喜與
志、工藤昌敏

菊池恵楓園の地域開放 保育所来月中旬開所へ 施設改修工事始まる

菊池恵楓園

20111103-004 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/03

川畑孟、赤崎勇

社説 单日本文化賞 受賞者の功労に思いを

星塚敬愛園

20111103-005 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/03

出水沢藍子、立石富
男、杉山武子、島比呂 文学の意義語り合う 鹿屋 講演会に愛好家ら35人
志

星塚敬愛園

20111103-006 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/11/03

宮里光雄

投稿 特別番組 島尻八八八番地に込める思い 宮古テレビ制作部 奥山れもん

宮古单静園

20111103-007 毎日新聞（県版）熊本版

2011/11/03

松崎景子、工藤昌敏

菊池恵楓園 保育所を着工 「かえでの森こども園」

菊池恵楓園

20111103-008 毎日新聞（県版）熊本版

2011/11/03

麻生美子

秋の变勲 県内から69人受章 精神病患者と"素"で接し 瑞宝双光章 看護業務
功労 麻生美子さん（66）=熊本市城单町

菊池恵楓園、星
塚敬愛園

20111103-009 朝日新聞（県版）静岡版

2011/11/03

講座 ハンセン病問題に関するシンポジウム

菊池恵楓園

20111103-010 読売新聞（県版）熊本版

2011/11/03

酒本喜與志、工藤昌
敏、松崎景子

菊池恵楓園で保育園着工式 園児募集始まる

20111104-001 宮崎日日新聞（宮崎）

2011/11/04

下坂守

秘仏降臨 清水寺の歴史と至宝 3 参詣曼荼羅 仕掛け多彩 にぎわう

20111104-002 建通新聞東京（東京）

2011/11/04

20111105-001 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/05

20111105-002 沖縄タイムス（那覇）

菊池恵楓園

入札速報 公示・公告 国立療養所多磨全生園

多磨全生園

高橋伸行

かお 高橋伸行さん 病院での美術活動に取り組む美術家

大島青松園

2011/11/05

宮里光雄

論壇 奥山れもん 病と苦闘も気高い一生 宮古单静園 宮里氏を悼む

宮古单静園

20111105-003 琉球新報（那覇）

2011/11/05

宮里光雄、ドストエフス
論壇 横山れもん 一粒の麦、実を結ぶように ハンセン病者の思い継ぐ
キー、ヨハネ

宮古单静園

20111106-001 静岡新聞（静岡）

2011/11/06

小鹿美佐雄

駿河療養所

20111106-002 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/06

神美知宏、宮里良子、
ハンセン病理解深める 鹿屋のNPOが講演会 敬愛園
宮地佳奈子

20111107-001 しんぶん赤旗（東京）

2011/11/07

池永賢児、池永唯史

20111107-002 山陽新聞（岡山）

2011/11/07

徳田靖之、屋猛司、中
ハンセン病問題 隔離政策考える 岡山弁護士会が集会
尾伸治、田村朊久

長島愛生園、邑
久光明園

20111107-003 朝日新聞（県版）岡山版

2011/11/07

屋猛司、中尾伸治、徳
「人権学習の場に」ハンセン病療養所 将来像語り合う
田靖之

邑久光明園、長
島愛生園

20111107-004 読売新聞（県版）岡山版

2011/11/07

徳田靖之

20111107-005 日刊建設産業新聞（東京）

2011/11/07

20111107-006 薬事日報（東京）

2011/11/07

大平勝美

薬害資料館めぐり意見交換 PMDA内設置などの提案も 薬害防止検討会

20111108-001 神戸新聞（神戸）

2011/11/08

高橋伸行

人 病院での美術活動に取り組む美術家 高橋伸行さん

20111108-002 山陰中央新報（松江）

2011/11/08

奥村均

明窓

偏見、差別ない社会を ハンセン病問題シンポ 浜松

星塚敬愛園

池永賢児さん

「ハンセン病理解訴え続ける必要」岡山弁護士会がシンポ
17日まで申請受付 雨水排水対策整備その他 国立療養所菊池恵楓園

菊池恵楓園

大島青松園

20111108-003 四国新聞（高松）

2011/11/08

高橋伸行

時の人 病院での美術活動に取り組む美術家 高橋伸行さん 「病院の日常の中で
大島青松園
少しでも力に」

20111108-004 毎日新聞（県版）茨城版

2011/11/08

平沢保治、牧田真由
子

古河第三中 ハンセン病元患者講演 「生きることの大切さ」訴え

20111108-005 毎日新聞（県版）福岡版

2011/11/08

古川貞二郎、小泉、福
第16回毎日・北九州フォーラム 政官知恵出し合って 公平公正な判断が必要 古
田康夫、豊田京子、盛
川貞二郎 元内閣官房副長官
岡伝治

20111108-006 サンデー毎日

2011/11/08

竹内景助、高見澤昭
戦後三大ミステリー「三鷹事件」62年目の再審請求 「"無実の死刑囚"を絶対に風
治、鈴木忠五、田中耕
化させてはならない」闇に葬られた真相が明かされる
太郎

20111109-001 毎日新聞（東京）

2011/11/09

稲葉上道

全療協結成60年 ハンセン病患者人権回復の歩み 「たたかいつづけたから、今が
ある」東村山で企画展

20111109-002 河北新報（仙台）

2011/11/09

石川勝夫

「ハンセン病の偏見なくそう」秋田で講演会

松丘保養園

20111109-003 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/11/09

勝連常治、奥山れも
ん、上里栄

差別、偏見なき社会訴え 東小でハンセン病講話

宮古单静園

20111109-004 毎日新聞（県版）武蔵野版

2011/11/09

稲葉上道

全療協結成60年 ハンセン病患者人権回復の歩み 「たたかいつづけたから、今が
ある」東村山で企画展

20111109-005 毎日新聞（県版）多摩版

2011/11/09

稲葉上道

全療協結成60年 ハンセン病患者人権回復の歩み 「たたかいつづけたから、今が
ある」東村山で企画展

20111109-006 毎日新聞（県版）岡山版

2011/11/09

溝渕嘉雄、友直茂子

ハンセン病の歴史学ぶ 岡山女の気持ちの会「長島愛生園」訪問

長島愛生園

20111110-001 中国新聞（広島）

2011/11/10

知事往来 9日 山口

邑久光明園、長
島愛生園

20111111-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/11

芹川実加

学んだことを伝えるために 芹川実加

菊池恵楓園

20111111-002 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/11

島比呂志、立石富男、
单風録
出水沢藍子

星塚敬愛園

20111111-003 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/11

加納達雄、山田祥

奄美和光園

20111111-004 毎日新聞（県版）愛媛版

2011/11/11

ハンセン病勝訴から10年「地域との絆大切に」 奄美和光園 367人の冥福祈る
の・ボール

多磨全生園

20111111-005 朝日新聞（県版）徳島版

2011/11/11

イベントガイド Events Guide 催し 第55回県社会福祉大会

20111111-006 朝日新聞（県版）香川版

2011/11/11

イベントガイド Events Guide 徳島 第55回県社会福祉大会

20111112-001 毎日新聞（北九州）

2011/11/12

藤本松夫、国宗直子

菊池事件 検証委発足へ ハンセン病差別で「捜査、裁判ずさん」再審請求目指す

20111112-002 徳島新聞（徳島）

2011/11/12

十川勝幸

ハンセン病差別根絶へ 人権劇50回目公演 阿波市の劇団徳島市で15日 元患者
の思い描く

20111112-003 毎日新聞（県版）奈良版

2011/11/12

20111112-004 毎日新聞（県版）広島版

2011/11/12

20111113-001 朝日新聞（北九州）

2011/11/13

菊池恵楓園

御杖 ハンセン病の理解を深めて あすまで療養所入所者の作品展
濱田真由美、金泰九

「ありのまま」が大切 ハンセン病元患者と交流 濱田さん体験語る 福山で障害者
長島愛生園
大会 私のこと―出会いに感謝― 要約
B型肝炎特措法 街頭で反対訴え 九州訴訟原告団ら

20111113-002 西日本新聞（福岡）

2011/11/13

ハンセン、神美知宏、
徳田靖之、小林洋二、
田中恭子、福山美音 患者の権利 ハンセン病問題を教訓に 自己決定権 法整備を
子、沢田貴志、小泉純
一郎

20111113-003 毎日新聞（県版）岡山版

2011/11/13

濱田真由美、金泰九

「出会った人すべてに感謝」聴覚障がい者濱田さん 体験談に感銘の声 広島・福
山福祉大会

20111114-001 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/14

国宗直子

ハンセン病元患者の「藤本事件」死刑後50年 再審請求へ 来年実現目指し実行委 菊池恵楓園

20111114-002 薬事日報（東京）

2011/11/14

寺岡章雄、津谷喜一
郎

日本版コンパッショネート使用制度創設を来春の薬事法改正で 寺岡章雄、津谷喜
一郎（東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学） コンパッショネートユース（CU）
制度はなぜ必要か

20111114-003 西日本新聞（福岡）夕刊

2011/11/14

高橋伸行

こだわり仕事人 美術家 高橋伸行さん 病院での美術活動に取り組む 患者との
交流通して考える

2011/11/14

塩屋俊、山路ふみ子、
財津一郎、鈴木亮平、
塩屋俊監督（臼杵市出身）山路ふみ子賞を受賞 卓抜な発想で福祉問題映画「今後
ラインホルト・メス
も希望持てる話を」 悲劇の"新事実"描く 映画「ヒマラヤ 運命の山」
ナー、ギュンター・メス
ナー

20111114-004 大分合同新聞（大分）夕刊

菊池恵楓園、星
塚敬愛園

長島愛生園

大島青松園

20111115-001 上毛新聞（前橋）

2011/11/15

20111115-002 四国新聞（高松）

2011/11/15

20111115-003 西日本新聞（福岡）

2011/11/15

20111115-004 毎日新聞（県版）岡山版

上岡克己、羽部光男

ハンセン病支援バザー収益寄付 県再生資源事業協
第13回大島青松園入所者作品展・ハンセン病啓発パネル展

大島青松園

国宗直子

菊池事件 再審請求を 死刑執行50年控え実行委発足 現地調査や上映会など

菊池恵楓園

2011/11/15

溝渕嘉雄

きび談語

長島愛生園

20111115-005 毎日新聞（県版）熊本版

2011/11/15

藤本松夫、坂本克明、
無実訴え殺人罪で死刑に 「菊池事件」検証委発足 来年9月の再審請求目指す
中山節夫、国宗直子

20111115-006 読売新聞（大阪）夕刊

2011/11/15

崔勝、小泉純一郎

弁護士会報に差別病名 大阪 広告表記見逃し掲載

20111116-001 朝日新聞（大阪）

2011/11/16

崔勝

会報にハンセン病の差別的表現

20111116-002 山陽新聞（岡山）

2011/11/16

細野高広

ハンセン病訴訟 愛生園元入所者 遺族、国と和解 岡山地裁

長島愛生園

20111116-003 四国新聞（高松）

2011/11/16

心を引き付ける書など40点出品 県庁で青松園作品展

大島青松園

20111116-004 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/16

菊池恵楓園入所者の盆栽展

菊池恵楓園

20111116-005 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/16

広告に差別病名 会報で謝罪記事 大阪弁護士会

20111116-006 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/16

図師博隆、神美知宏、
ひろば ハンセン病問題まだ道遠しの観 図師博隆
蓮池薫

20111116-007 琉球新報（那覇）

2011/11/16

照屋雅幸、高良盛勝

20111116-008 毎日新聞（県版）熊本版

2011/11/16

恵楓園入所者が丹精込めた盆栽展

菊池恵楓園

20111116-009 読売新聞（県版）熊本版

2011/11/16

恵楓園入所者の盆栽展が始まる 県庁できょうまで

菊池恵楓園

20111117-001 しんぶん赤旗（東京）

2011/11/17

佐川修

全療協運動60年思い語る ハンセン病療養所・多磨全生園自治会長 佐川修さん

多磨全生園

20111118-001 愛媛新聞（松山）

2011/11/18

鈴木修一、松本常二

中学生のハンセン病劇 感激 鈴木修一

大島青松園

秋吉洋美

菊池恵楓園

星塚敬愛園

県アイバンク協会に純益金71万円を贈呈 チャリティーいけばな展

20111118-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/18

宮崎滔天、小松裕、田
中正造、幸徳秋水、宮 滔天 夢の軌跡 インタビュー編（6）熊本大教授 小松裕さん 中国・辛亥革命100
崎槌子、孫文、宮崎蕗 年 第2部 「四海同胞主義」を血肉化していた
苳

20111118-003 沖縄タイムス（那覇）

2011/11/18

国工事にも暴力団 型枞解体に作業員 派遣法違反容疑

20111118-004 毎日新聞（県版）三重版

2011/11/18

宮里新一

20111118-005 東京新聞（東京）夕刊

2011/11/18

谺雄二、サルトル、菅
あの人に迫る 谺雄二 ハンセン病元患者 せっかく罹った病気は「長い旅」 あなた 栗生楽泉園、多
直人、小泉純一郎、水
に伝えたい
磨全生園
木しげる

20111118-006 中日新聞（名古屋）夕刊

2011/11/18

谺雄二、サルトル、菅
あの人に迫る 谺雄二 ハンセン病元患者 せっかく罹った病気は「長い旅」 あなた 栗生楽泉園、多
直人、小泉純一郎、水
に伝えたい
磨全生園
木しげる

20111118-007 中日新聞（名古屋）夕刊

2011/11/18

大下大圓

人生のしまい方 自分らしく生きるには 飛騨千光寺住職 大下大圓さん

20111119-001 河北新報（仙台）

2011/11/19

久保瑛二

屋台や舞台通じ地域住民と交流 登米・東北新生園

20111119-002 茨城新聞（水戸）

2011/11/19

大内愛子

家族の絆こそ切れないもの 大内愛子

20111119-003 北國新聞（金沢）

2011/11/19

浅井あい

ハンセン病で要望書

20111119-004 北陸中日新聞（金沢）

2011/11/19

浅井あい、木村吉伸

ハンセン病問題 県に啓発要望書 市民グループ

20111119-005 徳島新聞（徳島）

2011/11/19

青木恵哉、佐久川正
美

県出身 ハンセン病救済に尽力 青木恵哉の詩歌 本に 痛み経て 真珠となりし
貝の春 出版の佐久川さん「差別も希望失わず」

20111119-006 宮古毎日新聞（宮古島）

2011/11/19

勝連常治、上里栄、下
「くじけない」を学ぶ 東小で道徳研究授業
地美保代

宮古单静園

20111119-007 毎日新聞（県版）群馬版

2011/11/19

藤田三四郎、小泉純
一郎

奥山はるな

沖縄愛楽園

「ハンセン病理解を」元患者が歌の訴え 宮里新一さんコンサート 「堂々と生きた
い」来月4日、名張で

「無知ほど恐ろしいものない」国賠訴訟も人権回復の闘い ハンセン病栗生楽泉園
藤田自治会長が講演

東北新生園

邑久光明園、栗
生楽泉園

沖縄愛楽園、大
島青松園

2011/11/19

谺雄二、サルトル、菅
あの人に迫る 谺雄二 ハンセン病元患者 せっかく罹った病気は「長い旅」 あなた 栗生楽泉園、多
直人、小泉純一郎、水
に伝えたい
磨全生園
木しげる

20111120-001 日医ニュース（東京）

2011/11/20

横倉義武、石井正三、
畔柳達雄、ホセ・ルイ
横倉副会長、石井常任理事 2011年世界医師会（WMA）ウルグアイ総会に出席
ス・ゴメス・ド・アマラー
ル、セシル・ウィルソン

20111121-001 神奈川新聞（横浜）

2011/11/21

江原由美子

人権問題の座右の書に 基礎から原発事故まで 神奈川センター刊行

20111121-002 新潟日報（新潟）

2011/11/21

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 医師ら育成へ比で活用

20111121-003 神戸新聞（神戸）

2011/11/21

平沢保治

正平調

多磨全生園

20111121-004 山陽新聞（岡山）

2011/11/21

広瀬哲夫、石田雅男

長島愛生園（瀬戸内）創立80周年記念誌 ハンセン病真実知って 自治会も編集
元患者の生活克明に

長島愛生園

20111121-005 朝日新聞（県版）熊本版

2011/11/21

姜尚中、永野鉄男

インタビュー 今週のこの人 心豊かな世に希望の芽 戦後の熊本と被災地に重な
る思い 姜尚中さん（61）

20111122-001 西日本新聞（福岡）

2011/11/22

20111122-002 毎日新聞（県版）熊本版

2011/11/22

松崎景子、酒本喜與
志、工藤昌敏

なるほドリ 熊本 恵楓園に保育所ができるの? 熊本のNPOが運営 ハンセン病療 菊池恵楓園、多
養所の地域開放で
磨全生園

20111123-001 市民タイムス（松本）

2011/11/23

金正美、吉田穂乃香

人権について考える 信明中講演会

20111123-002 沖縄タイムス（那覇）

2011/11/23

20111124-001 朝日新聞（北九州）

2011/11/24

有村敏春、福岡安則、 玉砕戦 今こそ伝える サイパンの経験 半生が本に ハンセン病回復者の有村さ
黒坂愛衣
ん 復員後差別で生活困窮も

2011/11/24

増田慶子、草かすみ、
生田長江、音田八千
代、うえだジョージ、伊
『さるびあ』第16号発刊
藤礼子、池田侑子、成
瀬洸、宮原涼子、田村
鈴代、西村幸人、松本

20111119-008 北陸中日新聞（金沢）夕刊

20111124-002 日本海新聞（鳥取）

連絡帳 鹿児島で全国人権・同和教育研究大会

国工事に参入の組幹部起訴猶予 地検沖縄支部

沖縄愛楽園
星塚敬愛園

20111124-003 徳島新聞（徳島）

2011/11/24

立木早絵

全盲の立木さん 登山体験を紹介 徳島市でヒューマンフェス

20111124-004 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/24

上野正子、倉園尚

差別のない社会に 伊仙中 ハンセン病問題学ぶ

20111125-001 常陽新聞（土浦）

2011/11/25

堅山勲

食豊かな暮らし イオラスハーブ館 中村さた子＜54＞ ハンセン病療養所での楽し
長島愛生園
みは…

20111125-002 芸術新潮

2011/11/25

高峰秀子、松山善三、
北條民雄、指田、川
没後一周年特集 高峰秀子の旅と本棚
島、司馬遼太郎

20111126-001 東京新聞（東京）

2011/11/26

財津一郎、鈴木亮平、
映画 ふたたび SWING ME AGAIN
塩屋俊

20111126-002 朝日新聞（県版）熊本版

2011/11/26

藤本松夫、国宗直子

ハンセン病患者死刑「菊池事件」 来年9月再審請求へ 実行委方針 講演・シンポ
菊池恵楓園
計画

20111127-001 山梨日日新聞（甲府）

2011/11/27

中村哲

アフガン支援30年 中村代表（ペシャワール会）单アで講演 干ばつ被害に目向け
て 荒れ地を農地に再生

20111127-002 熊本日日新聞（熊本）

2011/11/27

中田有美、稲葉正彦

忘れられない言葉もらった 中田有美

20111127-003 琉球新報（那覇）

2011/11/27

宇良樹希、赤嶺舞、玉
城千馨、前竹秋帆、原 羽地中・宇良さん 中央大会に推薦 中学生人権作文県大会、入賞者
田沙羅

20111127-004 毎日新聞（県版）熊本版

2011/11/27

20111127-005 朝日新聞（県版）三重版

20111127-006

朝日中学生ウイークリー（東
京）

記者ノート 笑い声が聞こえる

星塚敬愛園

菊池恵楓園

菊池恵楓園、多
磨全生園

2011/11/27

東北新生園、栗
生楽泉園、多磨
坂口力、小泉元首相、 ハンセン病元患者に今できること 坂口力元厚労相に聞く 一般市民との共存課題 全生園、駿河療
福田康夫
療養所内に交流施設を
養所、神山復生
病院、長島愛生
園、邑久光明園

2011/11/27

平良真夏、宮城佑多、 偏見・差別のない未来へ 浜松で「ハンセン病問題」シンポジウム開催 沖縄の子ど
沖縄愛楽園、駿
小鹿美佐雄、池間哲 もが劇で歴史伝える 入所者は平均80・7歳 小鹿美佐雄さん ミャンマーで支援活
河療養所
郎、花井十伍
動 患者の顔に笑み広がる 出演した中学生の声

今週の動き 3日（土） 道民フォーラム「ハンセン病問題を風化させないために 今、
私たちにできること」

20111128-001 北海道新聞（札幌）

2011/11/28

20111128-002 单日本新聞（鹿児島）

2011/11/28

松下徳二

人権・同和教育全国大会が閉幕 鹿児島・奄美市

20111129-001 朝日新聞（札幌）

2011/11/29

杉岡直人、桂田博祥

ハンセン病学ぶ 元患者らも参加 来月3日、札幌で集い

20111129-002 朝日小学生新聞（東京）

2011/11/29

比嘉まどか、宮城佑
偏見・差別のない未来へ向けて 浜松で「ハンセン病問題に関するシンポジウム」開
多、平良真夏、小鹿美
沖縄愛楽園、駿
催 沖縄の子どもたちが劇で悲しい歴史伝える 出演した小中学生の声 入所者は
佐雄、池間哲郎、花井
河療養所
平均80・7歳 小鹿美佐雄さん ミャンマーで支援活動
十伍

20111130-001 東奥日報（青森）

2011/11/30

小川秀幸

20111130-002 日本海新聞（鳥取）

2011/11/30

加賀田一、石田雅男、
熱心な取り組みの成果は 「ハンセン病国賠償訴訟から10年」3日米子
荒井玲子

松丘保養園

本 ほん 「ローカル局のこころ」小川秀幸著
菊池恵楓園、長
島愛生園

