『 ハンセン病 』 記事データ
( 2012/02/01 - 2012/02/10 )

I

D

媒体名

発売日

人名
栗田陽二郎

内

容

療養所

20120201-001 山口新聞（下関）

2012/02/01

東流西流 栗田陽二郎 人が喜ぶ人生を

20120201-002 化学工業日報（東京）

2012/02/01

熱帯病10疾患 制圧へ共同声明 エーザイなど

20120201-003 毎日新聞（東京）夕刊

2012/02/01

ハンセン施設に保育所

菊池恵楓園

20120201-004 毎日新聞（名古屋）夕刊

2012/02/01

ハンセン施設に保育所

菊池恵楓園

20120201-005 毎日新聞（大阪）夕刊

2012/02/01

熊本の恵楓園に保育所オープン ハンセン病療養所

菊池恵楓園

20120201-006 毎日新聞（北九州）夕刊

2012/02/01

杉野桂子、松崎景子

子供と交流楽しみ 菊池恵楓園に保育所開所

菊池恵楓園

20120201-007 朝日新聞（北九州）夕刊

2012/02/01

松崎景子

一緒に大きくなろうね 菊池恵楓園

菊池恵楓園

20120201-008 日本経済新聞（東京）夕刊

2012/02/01

松崎景子

ハンセン病療養所 施設内に初の保育所オープン

菊池恵楓園

20120201-009 信濃毎日新聞（長野）夕刊

2012/02/01

杉野桂子、松崎景子

ハンセン病療養所保育所がオープン 熊本 全国13施設で初

菊池恵楓園

20120201-010 神戸新聞（神戸）夕刊

2012/02/01

松崎景子

熊本 国立ハンセン病療養所内 全国初の保育所開設

菊池恵楓園

20120201-011 山陽新聞（岡山）夕刊

2012/02/01

杉野桂子

熊本・ハンセン病療養所内 全国初 保育所オープン 地域との交流拠点に

菊池恵楓園

20120201-012 西日本新聞（福岡）夕刊

2012/02/01

松崎景子、志村康

子どもの笑顔 地域結ぶ 恵楓園に保育所開園 NPO運営 ハンセン病療養所で初
菊池恵楓園
熊本・合志市

20120201-013 大分合同新聞（大分）夕刊

2012/02/01

松崎景子

ハンセン病療養所内 全国初の保育所 熊本でオープン

菊池恵楓園

20120202-001 毎日新聞（札幌）

2012/02/02

ハンセン施設に保育所

菊池恵楓園

20120202-002 朝日新聞（名古屋）

2012/02/02

ハンセン病療養所に保育所

菊池恵楓園

20120202-003 読売新聞（福岡）

2012/02/02

松崎景子

ハンセン病回復者と交流へ 熊本 恵楓園内保育所が開園

20120202-004 室蘭民報（室蘭）

2012/02/02

笹川陽平、アマラル

ハンセン病差別撤廃訴え「宣言」ブラジルで日本財団

20120202-005 岩手日報（盛岡）

2012/02/02

20120202-006 秋田魁新報（秋田）

2012/02/02

20120202-007 上毛新聞（前橋）

菊池恵楓園

ハンセン病療養所内に全国初の保育所

菊池恵楓園

杉野桂子、松崎景子

熊本の国立ハンセン病療養所内 全国初の保育所設置 入所者と子どもが交流

菊池恵楓園

2012/02/02

杉野桂子、松崎景子

「孫のようでうれしい」ハンセン病療養所に保育所 熊本

菊池恵楓園

20120202-008 京都新聞（京都）

2012/02/02

杉野桂子、松崎景子

ハンセン病療養所に保育所 熊本

菊池恵楓園

20120202-009 山陰中央新報（松江）

2012/02/02

杉野桂子、松崎景子、
ハンセン病 療養所内初の保育所 熊本 入所者と子ら交流
阿部智子

菊池恵楓園

20120202-010 山陽新聞（岡山）

2012/02/02

杉野桂子、松崎景子

熊本のハンセン病療養所内 全国初、保育所オープン

菊池恵楓園

20120202-011 山口新聞（下関）

2012/02/02

近県情報ネット ハンセン病療養所内に保育所

菊池恵楓園

20120202-012 山口新聞（下関）

2012/02/02

栗田陽二郎、篠田沙
織、茅壁瑞季、大岡
信、谷川俊太郎、北條 サビエル高生2人入選 高校生読書体験記コン 茅壁さんと篠田さん
民雄、大堀葉、新井万
輪、古賀ルピナ

20120202-013 宇部日報（宇部）

2012/02/02

篠田沙織、茅壁瑞季

20120202-014 四国新聞（高松）

2012/02/02

20120202-015 高知新聞（高知）

2012/02/02

20120202-016 西日本新聞（福岡）

サビエル、全国入選2人 高校生読書体験記コンクール 篠田さんと茅壁さん快挙
熊本、ハンセン病療養所内に保育所オープン

菊池恵楓園

杉野桂子、松崎景子

ハンセン病施設に保育所 全国初 子どもと入所者ら交流 熊本

菊池恵楓園

2012/02/02

松崎景子

ひと 菊池恵楓園内の保育所「かえでの森こども園」園長 松崎景子さん

菊池恵楓園

20120202-017 西日本新聞（福岡）

2012/02/02

松崎景子、志村康、工
菊池恵楓園に保育所 地域開放大きな一歩 ハンセン病療養所で初 交流通じ差
藤昌敏、山田祥、岩川
別解消 他の施設は活用難航
洋一郎、藤崎陸安

菊池恵楓園、奄
美和光園、星塚
敬愛園、多磨全
生園、沖縄愛楽
園

20120202-018 佐賀新聞（佐賀）

2012/02/02

杉野桂子、松崎景子、 ハンセン病療養所に保育所 菊池恵楓園に初開設 熊本 地域住民と交流の場も
阿部智子
入所者「待ち遠しかった」

菊池恵楓園

20120202-019 長崎新聞（長崎）

2012/02/02

杉野桂子、松崎景子

ハンセン病施設内に保育所 熊本 全国初

菊池恵楓園

20120202-020 熊本日日新聞（熊本）

2012/02/02

松崎景子、岸昌代、志 「恵楓園」保育所（合志市）オープン 全国初 地域開放へ一歩 「子どもたちの姿に
菊池恵楓園
村康、杉野桂子
和む」入所者に笑顔

20120202-021 宮崎日日新聞（宮崎）

2012/02/02

20120202-022 南日本新聞（鹿児島）

2012/02/02

20120202-023 沖縄タイムス（那覇）

2012/02/02

20120202-024 毎日新聞（県版）熊本版

2012/02/02

20120202-025 朝日新聞（県版）熊本版

2012/02/02

20120202-026 読売新聞（県版）熊本版

ハンセン病の療養所に保育所 熊本、全国初

菊池恵楓園

杉野桂子

ハンセン病療養所初の保育所 熊本・菊池恵楓園にオープン

菊池恵楓園

杉野桂子、松崎景子

孫のようでうれしい 熊本 療養所内の保育所始動

菊池恵楓園

恵楓園に笑い声響く 保育所が開所 親子連れでにぎわう 入所者も子どもの姿に
菊池恵楓園
笑顔

2012/02/02

志村康、岸昌代、松崎
景子
志村康、杉野桂子、岸
昌代、松崎景子、杉野
芳武
牧口るみ、杉野桂子

恵楓園内保育所 入園11人関係者「ほっ」 入所者「園児と交流、楽しみ」

菊池恵楓園

20120202-027 読売新聞（県版）熊本版

2012/02/02

松崎景子

恵楓園内保育所が開園 ハンセン病回復者と交流へ

菊池恵楓園

20120203-001 毎日新聞（東京）

2012/02/03

加藤萌衣

本を通じ感動、成長 受賞の10作品 全文を紹介 第57回 青少年読書感想文全国
コンクール 読んで世界を広げる、書いて世界をつくる。 57回 青少年読書感想文
全国コンクール入賞・入選者 三重

20120203-002 毎日新聞（札幌）

2012/02/03

加藤萌衣

本を通じ感動、成長 受賞の10作品 全文を紹介 第57回 青少年読書感想文全国
コンクール 読んで世界を広げる、書いて世界をつくる。 57回 青少年読書感想文
全国コンクール入賞・入選者 三重

20120203-003 毎日新聞（名古屋）

2012/02/03

加藤萌衣

本を通じ感動、成長 受賞の10作品 全文を紹介 第57回 青少年読書感想文全国
コンクール 読んで世界を広げる、書いて世界をつくる。 57回 青少年読書感想文
全国コンクール入賞・入選者 三重

20120203-004 毎日新聞（大阪）

2012/02/03

加藤萌衣

本を通じ感動、成長 受賞の10作品 全文を紹介 第57回 青少年読書感想文全国
コンクール 読んで世界を広げる、書いて世界をつくる。 57回 青少年読書感想文
全国コンクール入賞・入選者 三重

20120203-005 毎日新聞（北九州）

2012/02/03

加藤萌衣

本を通じ感動、成長 受賞の10作品 全文を紹介 第57回 青少年読書感想文全国
コンクール 読んで世界を広げる、書いて世界をつくる。 57回 青少年読書感想文
全国コンクール入賞・入選者 三重

20120203-006 しんぶん赤旗（東京）

2012/02/03

松崎景子、工藤昌敏、
久保山啓介、今村直 元ハンセン病療養施設 絆求め、保育所できた 熊本県合志市 全国で初
登

20120203-007 上毛新聞（前橋）

2012/02/03

高橋洋一

笑顔の輪 またひとつ 堕胎強制の歴史 菊池恵楓園「保育所長く続けて」「広い敷
菊池恵楓園
地に多くの自然 子どもに最適の場所」松崎園長

ときめきフェス

菊池恵楓園

20120203-008 熊本日日新聞（熊本）

2012/02/03

杉野桂子

2012.2.3 新生面

20120203-009 熊本日日新聞（熊本）

2012/02/03

ハンナ・リデル

きょうの歴史 3日 県内

20120203-010 熊本日日新聞（熊本）

2012/02/03

寺木伸明、原田正純、
人権問題 考え、学ぼう 県内初開催 熊本市で全国研究集会
鎌田實

20120203-011 日刊薬業（東京）

2012/02/03

ビル・ゲイツ、メリンダ・
スイスノバルティス ハンセン病制圧へ支援を5年間延長
ゲイツ

20120203-012 中国新聞（広島）夕刊

2012/02/03

杉野桂子、松崎景子

20120203-013 東京人

2012/02/03

長谷川如是

20120204-001 神奈川新聞（横浜）

2012/02/04

杉野浩美

20120204-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/02/04

志村康

ハンセン病への差別学ぶ 人権研究集会、菊池恵楓園など視察

20120204-003 読売新聞（県版）熊本版

2012/02/04

志村康、中山節夫

恵楓園で菊池事件の映画 再審請求目指す団体、あす上映 「ハンセン病差別知っ
菊池恵楓園
て」

20120205-001 熊本日日新聞（熊本）

2012/02/05

20120206-001 奈良新聞（奈良）

2012/02/06

20120206-002 徳島新聞（徳島）

くまもと 療養所に保育所 弾む交流 国立ハンセン病施設で初

菊池恵楓園

菊池恵楓園

菊池恵楓園

特集 東京鉄道遺産100 全解説。散歩の途中で、東京の近代化や歴史を発見する
多磨全生園
喜び。原武史 川本三郎 丸田祥三 内田宗治 隠されてしまった鉄道遺産。
多磨全生園、星
市民発 地域をつくる人・活動 歌人 杉野浩美さん ハンセン病 短歌で理解
塚敬愛園、菊池
恵楓園
菊池恵楓園

内外日誌 1月29～2月4日 県内 菊池恵楓園に保育所オープン

菊池恵楓園

杉野桂子、松崎景子

国立療養所内に初の保育園 熊本で開園、大きな反響

菊池恵楓園

2012/02/06

塔和子

鳴潮

大島青松園

20120206-003 徳島新聞（徳島）

2012/02/06

工藤壮一郎、大石著 読んで学ぼう NIE ハンセン病 正しい理解を 川田小6年生 人権劇で訴え 差別
大島青松園
人、住友葵、白川由惟 の根絶宣言

20120206-004 西日本新聞（福岡）

2012/02/06

20120206-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/02/06

20120206-006 熊本日日新聞（熊本）

読解 ニュースファイル 1月29日-2月4日 九州 恵楓園に保育所開園

菊池恵楓園

原田寿真

菊池恵楓園 「差別の歴史」より深く 展示内容見直しへ

菊池恵楓園

2012/02/06

中山節夫

「新・あつい壁」上映会 ハンセン病「差別は重く」菊池恵楓園 中山監督が講演

菊池恵楓園

20120206-007 毎日新聞（県版）熊本版

2012/02/06

中山節夫

「差別の重さ」訴え 菊池事件モデル「新・あつい壁」恵楓園で上映会

菊池恵楓園

20120206-008 朝日新聞（県版）熊本版

2012/02/06

中山節夫、志村康

「菊池事件」題材の映画上映 再審請求へ後押し 差別や偏見の歴史 考える契機
菊池恵楓園
に 菊池恵楓園

20120206-009 読売新聞（県版）熊本版

2012/02/06

中山節夫

菊池事件映画 上映に200人 恵楓園、監督講演も

菊池恵楓園

20120206-010 建設通信新聞（東京）

2012/02/06

20120206-011 週刊医学界新聞（東京）

2012/02/06

高木康

学ぼう!!検査の使い分け 第12回 梅毒検査 TP法・STS法 高木康 昭和大学教
授・医学教育推進室

20120206-012 京都新聞（京都）夕刊

2012/02/06

佐藤泰子

終末期患者の心理、図で表現 なぜ苦しい?寄り添って 京大女性研究者 独自の
理論 「思い語り新しい意味」

20120206-013 ダ・ヴィンチ

2012/02/06

亜利沙、神谷美恵子

発見!私の角川文庫 11 らんぷ倶楽部 亜利沙さん

20120207-001 公明新聞（東京）

2012/02/07

中山節夫

北斗七星

菊池恵楓園、多
磨全生園

20120207-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/02/07

友田政和、友田智惠
子

友田政和さん

長島愛生園、菊
池恵楓園

20120207-003 産経新聞（大阪）夕刊

2012/02/07

友田政和氏

長島愛生園

20120207-004 東京新聞（東京）夕刊

2012/02/07

友田政和氏

長島愛生園

20120207-005 京都新聞（京都）夕刊

2012/02/07

友田政和氏

長島愛生園

20120207-006 山陽新聞（岡山）夕刊

2012/02/07

友田政和氏

長島愛生園

20120208-001 上毛新聞（前橋）

2012/02/08

友田政和氏

長島愛生園

20120208-002 信濃毎日新聞（長野）

2012/02/08

友田政和氏

長島愛生園

20120208-003 山陰中央新報（松江）

2012/02/08

友田政和氏

長島愛生園

20120208-004 中国新聞（広島）

2012/02/08

長島愛生園名誉園長 友田政和氏

長島愛生園

20120208-005 山口新聞（下関）

2012/02/08

友田政和氏

長島愛生園

20120208-006 徳島新聞（徳島）

2012/02/08

友田政和氏

長島愛生園

20120208-007 四国新聞（高松）

2012/02/08

友田政和氏

長島愛生園

20120208-008 高知新聞（高知）

2012/02/08

友田政和氏

長島愛生園

政府 公共事業費6兆1410億円 3次・4次補正、12年度予算分

友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子

20120208-009 西日本新聞（福岡）

2012/02/08

20120208-010 佐賀新聞（佐賀）

2012/02/08

20120208-011 大分合同新聞（大分）

2012/02/08

20120208-012 宮崎日日新聞（宮崎）

2012/02/08

20120208-013 毎日新聞（県版）岡山版

2012/02/08

20120208-014 毎日新聞（県版）熊本版

友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子

友田政和氏

長島愛生園

友田政和氏

長島愛生園

友田政和氏

長島愛生園

友田政和氏

長島愛生園

友田政和、友田智恵
子

友田政和さん85歳

菊池恵楓園、長
島愛生園

2012/02/08

友田政和、友田智恵
子

友田政和さん85歳

菊池恵楓園、長
島愛生園

20120208-015 毎日新聞（県版）熊本版

2012/02/08

松崎景子

記者ノート かえでの森こども園

菊池恵楓園

20120208-016 産経新聞（県版）福岡版

2012/02/08

友田政和氏

長島愛生園

20120208-017 神戸新聞（神戸）夕刊

2012/02/08

友田政和氏

長島愛生園

20120209-001 しんぶん赤旗（東京）

2012/02/09

青龍美和子

ひと 労働者の権利を守る弁護士になった 青龍美和子さん（29）

20120210-001 読売新聞（東京）

2012/02/10

笹川陽平

ハンセン病差別表現 米アニメが場面削除 日本財団会長抗議で

20120210-002 東奥日報（青森）

2012/02/10

杉野桂子、松崎景子

熊本・ハンセン病療養所内 全国初 保育所オープン

菊池恵楓園

20120210-003 佐賀新聞（佐賀）

2012/02/10

酒本喜與志

偏見や差別払しょくを 県庁 ハンセン病パネル展 佐賀市

菊池恵楓園

20120210-004 農業協同組合新聞（東京）

2012/02/10

震災・原発事故を風化させるな 新世紀JA研究会が第11回セミナー 福島の農業を
鈴木昭雄、奥田均、宮
次世代に引き継いでいく 福島から「差別反対」の声を 詳細な汚染マップの作成
本勝彬
ベースに安全対策を

友田政和、友田智恵
子
友田政和、友田智恵
子

