『 ハンセン病 』 記事データ
( 2012/03/01 - 2012/03/31 )

I

D

媒体名

発売日

人名
三好はるか

内

容

療養所

交流を広げて偏見なくそう 静岡県 三好はるか（65歳）

菊池恵楓園、多
磨全生園

2月のファイル 1日 「菊池恵楓園内に保育所オープン

菊池恵楓園

20120301-001 しんぶん赤旗（東京）

2012/03/01

20120301-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/01

20120302-001 中国新聞（広島）

2012/03/02

西井えみこ、森永真由
ハンセン病療養所歌の交流 安佐北区の西井さん 高松に3度目訪問へ
美、西嶋正気

20120302-002 愛媛新聞（松山）

2012/03/02

今川正章、鈴木靜、益
第29回愛媛新聞「読者と報道」委員会 教訓伝え問題提起を TPP 交渉内容タイ
基、加藤令史、野田首
ムリーに オレンジ自由化検証を 新年号 市町村合併その後興味 国体の意義問
相、ドナルド・キーン、
い直して 東日本大震災と伊方原発 原子力の課題浮き彫り
池澤夏樹

20120303-001 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/03

きょうの歴史 3日 県内

20120303-002 朝日新聞（県版）熊本版

2012/03/03

死刑制度シンポ きょう熊本市で 県弁護士会

20120303-003 読売新聞（県版）香川版

2012/03/03

酒井

20120303-004 読売新聞（県版）愛媛版

2012/03/03

松本常二、十河格、近
元ハンセン病68年経て卒業の松本さん 母校にレリーフ 西条・神戸小
藤哲夫

20120304-001 毎日新聞（東京）

2012/03/04

桜井哲夫

悼む 生老病死を楽しんで 桜井哲夫さん ハンセン病元患者・詩人 肺炎のため
昨年12月28日死去・87歳

栗生楽泉園

20120304-002 毎日新聞（札幌）

2012/03/04

桜井哲夫

悼む 生老病死を楽しんで 桜井哲夫さん ハンセン病元患者・詩人 肺炎のため
昨年12月28日死去・87歳

栗生楽泉園

20120304-003 毎日新聞（名古屋）

2012/03/04

桜井哲夫

悼む 生老病死を楽しんで 桜井哲夫さん ハンセン病元患者・詩人 肺炎のため
昨年12月28日死去・87歳

栗生楽泉園

20120304-004 毎日新聞（大阪）

2012/03/04

桜井哲夫

悼む 生老病死を楽しんで 桜井哲夫さん ハンセン病元患者・詩人 肺炎のため
昨年12月28日死去・87歳

栗生楽泉園

ハンセン病理解を 来月交流イベント 大島青松園で

大島青松園

菊池恵楓園

大島青松園
大島青松園

悼む 生老病死を楽しんで 桜井哲夫さん ハンセン病元患者・詩人 肺炎のため
昨年12月28日死去・87歳

20120304-005 毎日新聞（北九州）

2012/03/04

桜井哲夫

20120304-006 しんぶん赤旗（東京）

2012/03/04

谺雄二、神美知宏、高
橋ちづ子、江田五月、 ハンセン病問題 療養所職員確保を 超党派議員懇 厚労省に要請
辻泰弘

20120304-007 毎日新聞（県版）熊本版

2012/03/04

久間三千年、岩田務、
死刑制度 考えよう 熊本でシンポ 問題点など論議
坂本敏夫、高峰武

20120305-001 佐賀新聞（佐賀）

2012/03/05

不動寺さやか

2012/03/05

ビル・ゲイツ、メリンダ・ ニュースレーダー 熱帯病根絶に向けた宣言を発表 フィラリア症治療剤を無償提
ゲイツ
供 エーザイ（株）

20120305-003 週刊現代

2012/03/05

猫ひろし、ジャン・ピ
エール=プレシェット

全国民必読 曽野綾子 「猫ひろしさんへの違和感について」 最低限の礼儀

20120306-001 四国新聞（高松）

2012/03/06

酒井

募集 大島遠足

20120306-002 毎日新聞（県版）熊本版

2012/03/06

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 4 題字は本人 恵楓園へ（2） モルモッ
菊池恵楓園
トにされた

20120307-001 読売新聞（東京）

2012/03/07

大島昭夫、松谷有希
雄

第40回 医療功労賞全国表彰18人の横顔 国内部門 療養所の無償診療継続 大 長島愛生園、多
島昭夫 75 医師 中央選考委員（敬称略）
磨全生園

20120308-001 毎日新聞（東京）

2012/03/08

宮脇昭

これが言いたい がれきの処理目標、このままでは達成できない 復興資源としてリ
サイクルを 笹川陽平 日本財団会長

20120308-002 読売新聞（県版）岡山版

2012/03/08

大島昭夫、大島登志
子、藤田邦雄

医療功労賞中央表彰 「受賞、園の人とより親密に」療養所で無償診療 大島院長

20120309-001 佐賀新聞（佐賀）

2012/03/09

笹川陽平、田中善郎、 東日本大震災から1年 日本財団 笹川陽平会長に聞く 被災地の痛み 共有を リ
ガンジー、橋下徹、西 アルで成長する若者たち 悲観論でなく自身持って 聞き手 田中善郎論説委員長
郷隆盛
日本財団の支援活動

20120310-001 信濃毎日新聞（長野）

2012/03/10

丸山多嘉男

丸山多嘉男氏

20120311-001 上毛新聞（前橋）

2012/03/11

小泉武夫、高橋洋一

ぐんまときめきフェスティバル 前橋 長生き 元気 発信 美術展や俳句大会

20120311-002 北陸中日新聞（金沢）

2012/03/11

加藤拓馬

この人 被災地でボランティアを続けながら情報誌創刊 加藤拓馬さん

20120311-003 中日新聞（名古屋）

2012/03/11

加藤拓馬

この人 被災地でボランティアを続けながら情報誌創刊 加藤拓馬さん

20120312-001 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/12

20120305-002

MEDICAMENT NEWS（東
京）

栗生楽泉園

中学生の意見 人権は今日の日本に最も大切 佐賀市 不動寺さやか

きょうの歴史 12日 県内

大島青松園

長島愛生園

栗生楽泉園

菊池恵楓園

20120312-002 朝日新聞（県版）大分版

2012/03/12

塩屋俊、向井理、桐谷
総局長のしんけん聞きたい なぜ大分で俳優学校ですか 演劇通し表現能力育む
健太、MAKIDAI、相武
アクターズクリニック主宰 塩屋俊さん（55）
紗季、深田恭子

20120313-001 東京新聞（東京）

2012/03/13

加藤拓馬

この人 被災地支援を続けつつ無料情報誌創刊 加藤拓馬さん

20120313-002 日本海新聞（鳥取）

2012/03/13

田渕真知子、三輪宣
雄、天皇皇后両陛下

教育に新聞を NIE 那岐小 沿革

20120313-003 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/13

20120313-004 毎日新聞（県版）熊本版

2012/03/13

志村康

20120313-005 中日新聞（名古屋）夕刊

2012/03/13

塩屋俊、陣内孝則、柄
「種まく旅人」の塩屋監督 農業のあり方問う 茶の有機農家モデルに 17日公開
本明、田中麗奈

20120314-001 岐阜新聞（岐阜）

2012/03/14

明石海人

20120314-002 西日本新聞（福岡）

2012/03/14

金泰九、林力、松岡節
在日ハンセン病回復者描く「虎ハ眠ラズ」20日、春日市で上映会
子

20120314-003 沖縄タイムス（那覇）

2012/03/14

比嘉正央、大城浩

20120315-001 神奈川新聞（横浜）

2012/03/15

石山春平、石山絹子、
元ハンセン病患者 石山さん 横浜瀬ケ崎小 講演きっかけ、卒業式招待 門出に
山森麗華、藤田理緒、
「思いやりを」
小畑朝子

20120315-002 中国新聞（広島）

2012/03/15

内山博司、井深八重

あんそろじー郷土誌（上） 統合文芸 「飃」89号

20120316-001 読売新聞（大阪）夕刊

2012/03/16

鵜久森典妙、高橋一
郎

エンタメ ENTERTAINMENT ハンセン病政策浮き彫り 24・25日神戸で上映会

20120316-002 神戸新聞（神戸）夕刊

2012/03/16

塩屋俊、田中麗奈、柄 緑茶栽培通し農業に光 塩屋俊監督 「種まく旅人～みのりの茶」 シリーズ化計画
本明、陣内孝則
次作は淡路島の漁業

20120316-003 神戸新聞（神戸）夕刊

2012/03/16

高橋一郎

ふぁいる 「もういいかい―ハンセン病と三つの法律」完成記念上映会

20120318-001 神戸新聞（神戸）

2012/03/18

鵜久森典妙、高橋一
郎、ハンセン

ハンセン病忘れないで 強制隔離90年の歴史を映画化 神戸のグループ 構想5年
長島愛生園
県立美術館で24、25日上映会 元患者22人の証言収録

20120318-002 徳島新聞（徳島）

2012/03/18

十川勝幸、森和男

ハンセン病支援会員1万人目前 回復者の心 支え続け 県協会 差別解消へ「通
過点」

新生面 2012.3.13
生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 5 題字は本人 療養所ではなく収容所
菊池恵楓園
（1） きつい作業強いられ

うたごよみ
長島愛生園、菊
池恵楓園

HIVネット 支援活動PR 県教育長を訪問

大島青松園

栗生楽泉園、菊
池恵楓園、多磨
全生園、邑久光
明園

20120319-001 信濃毎日新聞（長野）

2012/03/19

丸山多嘉男

社説 ハンセン病問題 学ぶ努力を続けよう 2012.3.19

20120319-002 神戸新聞（神戸）

2012/03/19

藤本とし、高橋一郎

正平調

20120319-003 徳島新聞（徳島）

2012/03/19

20120319-004 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/19

リデル、ライト

20120319-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/19

ハンナ・リデル、エダ・
リデル、ライト記念館（熊本市）装い新た ハンセン病正しく理解 「両女史の心未来
ハンナ・ライト、小笠原
へ」完成記念式
嘉祐、緒方晶子

20120319-006 大分合同新聞（大分）

2012/03/19

金子みすゞ、徳永英明 私の紙面批評 弁護士 徳田靖之 心動かす言葉の力

20120319-007 週刊アサヒ芸能

2012/03/19

高橋お伝、後藤吉蔵、
波之助、小川市太郎、 真説! 日本史傑物伝 番外編スペシャル 日本犯罪史「魔性の女殺人者」たち 高
田中甚三郎、カネ、山 橋お伝 借金のカタに枕を交し強盗殺人 毒婦ではなかった高橋お伝
田浅右衛門

20120319-008 アサヒカメラ

2012/03/19

黒崎彰、山下道輔

20120320-001 陸奥新報（弘前）

2012/03/20

吉本隆明、北条民雄、
現代の親鸞 大衆の救い、一人考える 吉本隆明氏を悼む 芹沢俊介
マルクス、親鸞

20120320-002 毎日新聞（県版）熊本版

2012/03/20

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 6 題字は本人 療養所ではなく収容所
菊池恵楓園
（2） 一家心中も考えた母

20120321-001 しんぶん赤旗（東京）

2012/03/21

山下道輔、黒崎彰

美術展 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

20120321-002 信濃毎日新聞（長野）

2012/03/21

丸山多嘉男

斜面 2012.3.21

20120321-003 東京カレンダー

2012/03/21

ダミアン神父

DYNAMIC HAWAII 自然が紡ぐ、6つの島の造形美 SIX BEAUTIFUL ISLANDS
OAHU KAUAI MOLOKAI LANAI MAUI HAWAII Kalaupapa Lookout

20120322-001 毎日新聞（東京）

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-002 毎日新聞（県版）茨城版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-003 毎日新聞（県版）栃木版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

県内 17日（土） ハンセン病支援会員1万人
都市圏18 リデル、ライト女史記念館が改装

写真展ガイド 東京 その他の地域 国立ハンセン病資料館1Fギャラリー 写真展
西東 黒崎彰「みちのり（二）」

栗生楽泉園

20120322-004 毎日新聞（県版）群馬版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-005 毎日新聞（県版）埼玉版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-006 毎日新聞（県版）千葉版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-007 毎日新聞（県版）武蔵野版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-008 毎日新聞（県版）多摩版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-009 毎日新聞（県版）神奈川版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-010 毎日新聞（県版）山梨版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-011 毎日新聞（県版）静岡版

2012/03/22

黒崎彰、山下道輔

写真 みちのり（二）元ハンセン病図書館員 山下道輔氏 黒崎彰写真展

多磨全生園

20120322-012 東京新聞（東京）夕刊

2012/03/22

吉本隆明、多子（ハル
文化 日常営む大衆の一人 私と吉本隆明さん―芹沢俊介
ノ宵子）、北条民雄

20120323-001 朝日新聞（札幌）

2012/03/23

杉岡直人

情報くりっぷ 「北海道ハンセン病問題検証会議の成果を生かし、啓発をすすめるつ
どい」

20120323-002 日本海新聞（鳥取）

2012/03/23

加賀田一、平井伸治

加賀田一さん死去 94歳 ハンセン病理解へ尽力 長島愛生園元県人会長

20120323-003 西日本新聞（福岡）

2012/03/23

馬奈木昭雄、馬奈木
厳太郎

現場から 聞き書き「たたかい続けるということ」を終えて 託された「使命」を思う
久留米総局 阪口由美

20120323-004 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/23

内田博文

「無らい県運動」検証委 県の行政文書開示を

菊池恵楓園

20120323-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/23

遠藤隆久

ハンセン病市民学会 総会・交流集会 来年5月8年ぶり熊本開催

菊池恵楓園

20120324-001 しんぶん赤旗（東京）

2012/03/24

梅村早江子、藤田三 群馬 ハンセン病栗生楽泉園 梅村比例候補、入園者と懇談 基本法の全面実施
四郎、谺雄二、岸従一 に全力

栗生楽泉園

20120324-002 十勝毎日新聞（帯広）

2012/03/24

20120324-003 東奥日報（青森）

2012/03/24

松丘保養園

20120324-004 長野日報（諏訪）

2012/03/24

吉本隆明、北条民雄、
一人で立つ現代の親鸞 吉本隆明氏を悼む 芹沢俊介（評論家）
親鸞、マルクス
福西征子、石川勝夫、
川西健登、滝田十和 新刊雑誌 機関誌「甲田の裾」672号
男、三浦喜美子、野中
武志
吉本隆明、北条民雄、
吉本隆明氏を悼む 評論家 芹沢俊介 大衆の救い一人考える
マルクス、親鸞

長島愛生園

20120325-001 朝日新聞（東京）

2012/03/25

能登恵美子、鶴見俊
輔、政市

扉

20120325-002 朝日新聞（札幌）

2012/03/25

能登恵美子、鶴見俊
輔、政市

扉

20120325-003 朝日新聞（名古屋）

2012/03/25

能登恵美子、鶴見俊
輔、政市

扉

20120325-004 朝日新聞（大阪）

2012/03/25

能登恵美子、鶴見俊
輔、政市

扉

20120325-005 朝日新聞（北九州）

2012/03/25

能登恵美子、鶴見俊
輔、政市

扉

20120325-006 産経新聞（東京）

2012/03/25

笹川陽平、笹川良一、
紳士の「品格」わが懺悔録 笹川陽平著（PHP研究所・1575円） イメージとかけ離れ
エリザベス・テーラー、
た日常 評・田中規雄（論説委員）
工藤美代子

20120325-007 日本海新聞（鳥取）

2012/03/25

加賀田一

海潮音

20120325-008 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/25

国宗直子

ハンセン病元患者男性死刑の事件 再審請求へ現地調査

20120325-009 読売新聞（県版）多摩版

2012/03/25

山下道輔、黒崎彰、谺 写真家・黒崎さん 撮り続けた作品展示 ハンセン病元患者の10年 人生と向き合う
多磨全生園
雄二、北条民雄
42点 東村山の資料館

20120326-001 日本海新聞（鳥取）

2012/03/26

加賀田一、徳永進、加
ハンセン病環境改善に尽力、加賀田さん ふるさとでお別れ法要 鳥取・用瀬
賀田さゆり

20120327-001 毎日新聞（大阪）

2012/03/27

高橋一郎、玉城しげ

ハンセン病問題語り継ぐべき 元患者が証言 映画「もういいかい」 5月20日に上映
会 阿倍野

20120327-002 山陽新聞（岡山）

2012/03/27

中尾伸治

ハンセン病入所者支援員 10人社会復帰実現 県実績まとめ 本年度で廃止 生活 長島愛生園、邑
相談は延べ141人
久光明園

20120327-003 山陽新聞（岡山）

2012/03/27

デアシ、内田真澄

岡山初のEPA看護師 インドネシア デアシさん 全国で47人合格

20120327-004 西日本新聞（福岡）

2012/03/27

佐々木道範、大屋徳
夫、神美知宏

震災 私たちは 放射能汚染忘れのびのびと 福島の子ども 恵楓園招待へ NPO
菊池恵楓園
法人など計画 夏休みなど1週間程度 交流イベントも

20120327-005 毎日新聞（県版）熊本版

2012/03/27

志村康、ドストエフス
キー、マルクス

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 7 題字は本人 心の渇き（1） 読書と音
菊池恵楓園
楽が安らぎ

20120327-006 朝日新聞（県版）福井版

2012/03/27

高瀬重二郎

岡山・ハンセン病療養所へ あす、小浜の中高生ら訪問

長島愛生園

長島愛生園

#REF!

長島愛生園、邑
久光明園、多磨
全生園

山下道輔、黒崎彰、北 ハンセン病元患者・山下さん 関連資料収集に尽力 姿に打たれ日常に迫る 写真
多磨全生園
条民雄
家の黒崎さん 東村山で作品展

20120327-007 東京新聞（県版）多摩版

2012/03/27

20120327-008 東京新聞（県版）武蔵野版

2012/03/27

20120327-009 山陽新聞（岡山）夕刊

2012/03/27

20120328-001 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/28

20120328-002 琉球新報（那覇）

2012/03/28

20120328-003 朝日新聞（県版）熊本版

2012/03/28

20120329-001 日刊県民福井（福井）

2012/03/29

大崎悦子、玉村規子、 小浜の看護学生がハンセン病施設訪問 笑顔の元患者に「強さ」 岡山・瀬戸内市
吉田藤作
正しい医療知識の普及誓う

邑久光明園、長
島愛生園

20120329-002 毎日新聞（東京）夕刊

2012/03/29

山下道輔、黒崎彰

NEWSLINE eye 72年目の春 6

多磨全生園

20120329-003 毎日新聞（東京）夕刊

2012/03/29

山下道輔

eye 入所71年 光と影と 国立療養所「多磨全生園」山下道輔さんを訪ねて ハン
セン病と隔離政策

多磨全生園

20120329-004 毎日新聞（名古屋）夕刊

2012/03/29

山下道輔、黒崎彰

NEWSLINE eye 入所71年 3

多磨全生園

20120329-005 毎日新聞（名古屋）夕刊

2012/03/29

山下道輔

eye 入所71年 光と影と 国立療養所「多磨全生園」山下道輔さんを訪ねて ハン
セン病と隔離政策

多磨全生園

20120330-001 毎日新聞（札幌）

2012/03/30

山下道輔

eye 入所71年 光と影と 国立療養所「多磨全生園」山下道輔さんを訪ねて

多磨全生園

20120330-002 毎日新聞（北九州）

2012/03/30

杉野芳武、松崎景子、 現場発 「ようやく普通の社会になった」のに 薄い支援 保育所苦境 熊本・ハンセ 菊池恵楓園、多
遠藤隆久
ン病療養所内 こども園開園2カ月 かさむ改修費 認可も下りず
磨全生園

20120330-003 奈良日日新聞（奈良）

2012/03/30

池田士郎、神谷誠人

20120330-004 山陽新聞（岡山）

2012/03/30

安藤忠雄、国吉康雄、 瀬戸内国際芸術祭2013事業発表 安藤忠雄氏 足跡紹介 国吉康雄の回顧展 新
丹下健三
規めじろ押し

山下道輔、黒崎彰、北
条民雄
泉麻衣子、井木宏美、
山本隆久、村田孝、浜
口正男、疋田邦男、香
川奈津子、今瀧哲之、
高橋伸行

阿波根昌鴻、宇根悦
子、鳥山淳

ハンセン病元患者・山下さん 関連資料収集に尽力 姿に打たれ日常に迫る 写真
多磨全生園
家の黒崎さん 東村山で作品展
ハンセン病療養所 大島青松園（高松） 入所者と社会 広がる交流 瀬戸内芸術
祭きっかけ カフェ今も営業

二羽俊次

菊池恵楓園ガイド養成講座 参加者を募集 来月7、14日

菊池恵楓園

ニュースのつぼ 2012 故阿波根さんの資料調査10年 反戦平和の語り部に 進む
保存、活用方法検討へ
募集 第5回菊池恵楓園ボランティアガイド養成講座

偏見や差別解消を ハンセン病問題で学習会 架け橋長島 奈良結ぶ会

菊池恵楓園

20120330-005 西日本新聞（福岡）

2012/03/30

内山博司、井深八重、
レゼー神父、岩下壮
一、ダミアン神父、羹 西日本文学展望 長野秀樹 「自己犠牲」内山博司「愛の系譜を訪ねて」運命に殉じ
神山復生病院
凪翔、宇田尾昇、浜田 た女性の生涯 羹凪翔「ハイエナ」臓器移植めぐる命の物語
麻里、花田衛、三東崇
昇、波佐間義之

20120331-001 朝日新聞（北九州）

2012/03/31

蒲島郁夫、志村康

20120331-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/03/31

蒲島郁夫、志村康、内
「無らい県運動」関連の行政文書 「存在せず」一転「発見」県発表
田博文

菊池恵楓園

20120331-003 南日本新聞（鹿児島）

2012/03/31

加納達雄

庶務業務怠慢49歳係長戒告 奄美和光園

奄美和光園

20120331-004 毎日新聞（県版）岡山版

2012/03/31

山内宅也

究求救Q 「邑久光明園」在園 詩人の山内さん 「生きた証し残したい」 読んでハ
ンセン病に理解を 今も同人誌に創作 「80歳までにもう一冊」

邑久光明園

20120331-005 毎日新聞（県版）熊本版

2012/03/31

蒲島郁夫、内田博文、 「無らい県運動」文書発見 「ない」から一転、書庫などから 県「調査に思い込み
林田直志
あった」

20120331-006 読売新聞（県版）熊本版

2012/03/31

蒲島知事

20120331-007 毎日新聞（大阪）夕刊

2012/03/31

20120331-008 毎日新聞（北九州）夕刊

2012/03/31

山下道輔

「無らい県運動」県庁に関連資料 熊本 ハンセン病

菊池恵楓園

菊池恵楓園

ハンセン病文書見つかる 県「保管していない」報告分
憂楽帳 小島の春 2012.3.31

長島愛生園

eye 入所71年 光と影と 国立療養所「多磨全生園」山下道輔さんを訪ねて ハン
セン病と隔離政策

多磨全生園

