『 ハンセン病 』 記事データ
( 2012/04/01 - 2012/04/30 )

I

D

媒体名

発売日

人名

内

容

療養所

20120401-001 日本経済新聞（福岡）

2012/04/01

志村康

窓

20120401-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/01

松崎景子

恵楓園の桜 満喫 合志市 園内保育所の子どもら

20120401-003 毎日新聞（県版）茨城版

2012/04/01

菅野博之

茨人 いばんちゅ 利用しやすい裁判所に 水戸地裁所長に就任した菅野博之さん
（59）

20120401-004 毎日新聞（県版）熊本版

2012/04/01

松崎景子、間美加

春の訪れ楽しむ 菊池恵楓園 保育所でお花見

20120401-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/01

20120402-001 日本海新聞（鳥取）

2012/04/02

加賀田一

週間ダイジェスト 山陰社会 加賀田一さんお別れ法要 ハンセン病偏見解消に尽
力

20120402-002 沖縄タイムス（那覇）

2012/04/02

蒲島郁夫、志村康

ハンセン病患者の名簿など10冊発見 「無らい県運動」関連か

20120402-003 毎日新聞（県版）香川版

2012/04/02

松尾邦之、山本隆久、 親子連れら「大島青松園」を訪問 過去の苦しみ 先の不安…私たちの置かれた立
大島青松園
野村宏、多田広幸
場 実感して 施設見学や浜辺清掃 入所者と交流

20120403-001 徳島新聞（徳島）

2012/04/03

十川勝幸

徳島中央ライフサポートセンターによる人権研修「ふるさとに帰りたい」～無知から
の偏見・差別

20120403-002 毎日新聞（県版）熊本版

2012/04/03

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 8 題字は本人 心の渇き（2） 17歳で
の初恋、別れ

20120404-001 南日本新聞（鹿児島）

2012/04/04

江田五月、堅山勲、岩
江田参院議員 敬愛園を訪問 鹿屋
川洋一郎、山口トキ

星塚敬愛園

20120404-002 琉球新報（那覇）

2012/04/04

金城雅春

愛楽園の将来像語る 名護市民の会 講座を初開催

沖縄愛楽園

20120405-001 MAINICHI RT（東京）

2012/04/05

山下道輔

!PHOTO-REPORT eye 入所71年 光と影と 国立療養所「多磨全生園」山下道輔さ
多磨全生園
ん

20120405-002 信濃毎日新聞（長野）

2012/04/05

酒井シヅ

斜面 2012.4.5

20120405-003 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/05

御厨貴、蒲島郁夫

社説 公文書の管理 厳しく問われる行政の意識

菊池恵楓園

菊池恵楓園

新聞製作と熊本県内の歩み 歴史をひらく ハンセン病国賠訴訟で原告勝訴
長島愛生園

菊池恵楓園

20120406-001 朝日新聞（東京）

2012/04/06

知花昌一、親鸞

ひと 僧侶になった沖縄の元読谷村議 知花昌一さん（63）

20120406-002 朝日新聞（札幌）

2012/04/06

知花昌一、親鸞

ひと 僧侶になった沖縄の元読谷村議 知花昌一さん（63）

20120406-003 朝日新聞（名古屋）

2012/04/06

知花昌一、親鸞

ひと 僧侶になった沖縄の元読谷村議 知花昌一さん（63）

20120406-004 朝日新聞（大阪）

2012/04/06

知花昌一、親鸞

ひと 僧侶になった沖縄の元読谷村議 知花昌一さん（63）

20120406-005 朝日新聞（北九州）

2012/04/06

知花昌一、親鸞

ひと 僧侶になった沖縄の元読谷村議 知花昌一さん（63）

20120406-006 産経新聞（東京）

2012/04/06

笹川陽平、須田慎一
郎

金曜討論 オピニオン 休眠口座預金 合意形成し活用すべきだ 笹川陽平氏 活
用すれば逆に「損失」も 須田慎一郎氏

20120406-007 福井新聞（福井）

2012/04/06

吉田藤作

ハンセン病 理解深める 若狭東高生ら 岡山の施設訪問

邑久光明園、長
島愛生園

20120406-008 中国新聞（広島）

2012/04/06

脇林清、ムツ子

差別越え「生」撮り続け 高松のハンセン病療養所入所62年 竹原出身脇林さん
島の歴史・自然 次の世代に クリック 大島青松園

大島青松園

20120406-009 大分合同新聞（大分）

2012/04/06

御手洗礼子、宮里良
子、徳田靖之

ハンセン病遺族の出版記念講演会 あす、大分市で

菊池恵楓園

20120406-010 朝日新聞（県版）多摩版

2012/04/06

佐川修

開花目前の桜 強風で倒れる ハンセン病療養所・多磨全生園

多磨全生園

20120406-011 朝日新聞（県版）むさしの版

2012/04/06

佐川修

開花目前の桜 強風で倒れる ハンセン病療養所・多磨全生園

多磨全生園

20120406-012 産経新聞（県版）兵庫版

2012/04/06

高橋一郎

兵庫廻廊新開地幻想曲（110）

20120406-013 週刊読書人（東京）

2012/04/06

イルダ・ガデア、エルネ
スト・ゲバラ（チェ・ゲバ
イルダ・ガデア著 チェ・ゲバラと歩んだ人生 三年間の経緯を詳細に記す 人々が
ラ）、フィデル・カスト
織りなす複雑で豊かな関係性 太田昌国
ロ、アレイダ・マルチ、
リカルド、松枝愛

20120407-001 毎日新聞（県版）大分版

2012/04/07

宮里良子

20120407-002 日本経済新聞（東京）夕刊

2012/04/07

福永武彦、新井重男、 文学周遊 308 福永武彦「草の花」東京・清瀬市 人は皆、死の影の谷を歩いてい
多磨全生園
古川百香
るのだ。

日本経済新聞（名古屋）夕
刊

2012/04/07

福永武彦、新井重男、 文学周遊 308 福永武彦「草の花」東京・清瀬市 人は皆、死の影の谷を歩いてい
多磨全生園
古川百香
るのだ。

20120407-003

催し ハンセン病回復者と共に歩む会・大分総会

20120407-004 日本経済新聞（大阪）夕刊

2012/04/07

福永武彦、新井重男、 文学周遊 308 福永武彦「草の花」東京・清瀬市 人は皆、死の影の谷を歩いてい
多磨全生園
古川百香
るのだ。

20120407-005 日本経済新聞（福岡）夕刊

2012/04/07

福永武彦、新井重男、 文学周遊 308 福永武彦「草の花」東京・清瀬市 人は皆、死の影の谷を歩いてい
多磨全生園
古川百香
るのだ。

20120408-001 毎日新聞（北九州）

2012/04/08

宮里良子

紙ふうせん 差別との闘い 手記に

20120408-002 しんぶん赤旗（東京）

2012/04/08

井上英夫

住み続ける権利 貧困、震災をこえて 井上英夫著 現代の基本的人権確立を提唱
評者 高瀬康正 党国民運動委員会

20120408-003 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/08

20120408-004 朝日新聞（県版）熊本版

2012/04/08

国宗直子、前川史

ハンセン病問題 学生ら学ぶ 恵楓園でボランティアガイド養成講座 弁護士が訴訟
菊池恵楓園
概要も語る

20120409-001 大分合同新聞（大分）夕刊

2012/04/09

御手洗礼子、宮里良
子、徳田靖之

ハンセン病訴訟、遺族原告 「正しい理解持って」大分市で講演

20120410-001 毎日新聞（県版）熊本版

2012/04/10

志村康（康浩）

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 9 題字は本人 心の渇き（3） 隔離反
対、名前捨て

菊池恵楓園

20120410-002 毎日新聞（県版）熊本版

2012/04/10

国宗直子

菊池事件 再審に向け現地調査

菊池恵楓園

20120410-003 女性自身

2012/04/10

天皇皇后両陛下

4月10日は天皇皇后両陛下のご成婚記念日 三十一文字に込められた愛のメッ
セージで振り返る思い出の53年 美智子さまが詠まれた"あの日"の御歌

多磨全生園

20120411-001 函館新聞（函館）

2012/04/11

井上昌和、浅川身奈
栄、菊地利春

ハンセン病 考えよう 21日に函館集会 講演など

松丘保養園

20120411-002 日刊県民福井（福井）

2012/04/11

古谷明日香、吉田藤
作、武内さくら

元患者との交流 ハンセン病療養所訪問記 上 涙誘った合唱 忘れがたきふるさ
と

邑久光明園、長
島愛生園

20120411-003 山陽新聞（岡山）

2012/04/11

山下晴海、中村良平

新番組 RSK地域スペシャル メッセージ 毎週水曜放送 「今」掘り下げる骨太ド
キュメンタリー 岡山大大学院 中村良平教授 多彩なテーマに期待 山陽放送 山 長島愛生園
下晴海ディレクター 地域の元気生む番組に

20120411-004 徳島新聞（徳島）

2012/04/11

十川勝幸

県ハンセン病支援協会 会員数 1万人達成 十川会長「活動の励みに」

20120411-005 読売新聞（県版）大分版

2012/04/11

御手洗礼子、宮里良
子

ハンセン病回復者 総会に50人参加

20120412-001 東京新聞（東京）

2012/04/12

平沢保治、佐川修

「ハンセン病」シンポ 納骨堂の4000柱守りたかった 資料館 設立秘話明らかに

星塚敬愛園

取材前線 目を背けるな 小林義人（社会部）2012.4.8

多磨全生園

若きリーダーが見つめる未来の故郷 World Vision この子を救う。未来を救う。
ワールド・ビジョン・ジャパン

20120412-002 SANKEI EXPRESS（東京）

2012/04/12

20120412-003 日刊県民福井（福井）

2012/04/12

今村麻耶、森下友理
子、谷麻有

元患者との交流 ハンセン病療養所訪問記 下 隔離、差別の哀史 憤りを覚えた
監房跡

20120412-004 山陽新聞（岡山）

2012/04/12

デアシ、藤田邦雄

EPAでインドネシアから来日 デアシさんに採用辞令 長島愛生園（瀬戸内）看護師
長島愛生園
に

20120412-005 朝日新聞（県版）岡山版

2012/04/12

デアシ・イルニワティ・
県初 EPA看護師に辞令 インドネシア出身デアシさん
シナガ、藤田邦雄

20120412-006 東京新聞（県版）多摩版

2012/04/12

佐川修、平沢保治

「ハンセン病の歴史」シンポ 「納骨堂には4000人以上 これを残したかった」多磨全
多磨全生園
生園の前自治会長ら 資料館開設の経緯など語る

20120412-007 東京新聞（県版）武蔵野版

2012/04/12

佐川修、平沢保治

「ハンセン病の歴史」シンポ 「納骨堂には4000人以上 これを残したかった」多磨全
多磨全生園
生園の前自治会長ら 資料館開設の経緯など語る

20120412-008 婦人之友

2012/04/12

宮沢賢治、イエス、
Musik-Notizbuch ［9］梅津時比古（音楽ジャーナリスト・大学教授） ハーモニー（独
シューベルト、クザーヌ
Harmonie） おんがくてちょう
ス

20120413-001 日本海新聞（鳥取）

2012/04/13

加賀田一（一儀）、音
田八千代

20120414-001 日刊ゲンダイ（東京）

2012/04/14

ジュディ・ダットン、横
山啓明、テイラー、ギャ 理系の子 ジュディ・ダットン著 横山啓明訳 高校生"科学オリンピック"出場者の
レット、BB、ビル・ゲイ すごい実績
ツ、フィリップ

20120414-002 神戸新聞（神戸）

2012/04/14

20120414-003 中国新聞（広島）

2012/04/14

土井良子、脇林清

運命に負けぬ姿 敬服 無職 土井良子 70歳

大島青松園

20120414-004 朝日新聞（県版）熊本版

2012/04/14

杉野芳武

記者メール

菊池恵楓園

20120415-001 日本経済新聞（東京）

2012/04/15

木下晋

読書 木下晋画文集 祈りの心 木下晋著

20120415-002 日本経済新聞（札幌）

2012/04/15

木下晋

読書 木下晋画文集 祈りの心 木下晋著

20120415-003 日本経済新聞（名古屋）

2012/04/15

木下晋

読書 木下晋画文集 祈りの心 木下晋著

20120415-004 日本経済新聞（大阪）

2012/04/15

木下晋

読書 木下晋画文集 祈りの心 木下晋著

散歩道 加賀田一さんを悼む

邑久光明園

長島愛生園

長島愛生園

映画 もういいかい ハンセン病と三つの法律

20120415-005 日本経済新聞（福岡）

2012/04/15

木下晋

読書 木下晋画文集 祈りの心 木下晋著

20120415-006 函館新聞（函館）

2012/04/15

井上昌和、浅川身奈
栄、菊地利春

DONAN情報navigation イベントガイド 21日（土）▼ハンセン病問題を考える函館集
松丘保養園
会（函館市総合保健センター、午後2時）

20120415-007 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/15

西田力男

読者のひろば 県民先導する熊日であって 西田力男71=保護司

20120416-001 函館新聞（函館）

2012/04/16

井上昌和、浅川身奈
栄、菊地利春

DONAN情報navigation イベントガイド 21日（土）▼ハンセン病問題を考える函館集
松丘保養園
会（函館市総合保健センター、午後2時）

20120416-002 北日本新聞（富山）

2012/04/16

大郷博、室永少尉（室 大郷さん（富山出身）HPで紹介 沖縄戦下の交流 語り続けたい 40年前 本紙記
永巌）、室永厚子
事きっかけ 少尉（砺波出身）の消息不明

20120416-003 四国新聞（高松）

2012/04/16

玉木雄一郎、植松恵
美子、山本博司

県関係国会議員週間予定（16日～22日） 衆議院 玉木雄一郎氏 参議院 植松恵
美子氏 山本博司氏

20120417-001 神戸新聞（神戸）

2012/04/17

塩屋俊

淡路の食映画に記せ 「種まく旅人」第2弾 農業や漁業の振興テーマに 塩屋監督
ら3人現地取材

20120417-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/17

20120417-003 毎日新聞（県版）熊本版

2012/04/17

志村康、嘉子

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 10 題字は本人 結婚（1） 同じ苦しみ
を知る人

20120418-001 函館新聞（函館）

2012/04/18

井上昌和、浅川身奈
栄、菊地利春

DONAN情報navigation イベントガイド 21日（土）▼ハンセン病問題を考える函館集
松丘保養園
会（函館市総合保健センター、午後2時）

20120418-002 徳島新聞（徳島）

2012/04/18

十川勝幸、吉田正衛、
知事動静 17日 午前
南部剛

20120418-003 徳島新聞（徳島）

2012/04/18

十川勝幸、飯泉嘉門、
県ハンセン病支援協会員数 「1万人到達」報告 回復者 県庁で知事と懇談
吉田正衛、南部剛

20120418-004 朝日新聞（県版）広島版

2012/04/18

星野由幸、安田裕美、
盈進中学高校の生徒 福山空襲体験談 冊子に 市人権平和資料館に寄贈
山口洋斗、山本真帆

20120419-001 毎日新聞（東京）

2012/04/19

中曽根弘文、川内博
史、神美知宏

ハンセン病療養所職員削減除外求める

20120419-002 毎日新聞（札幌）

2012/04/19

中曽根弘文、川内博
史、神美知宏

ハンセン病療養所職員削減除外求める

20120419-003 毎日新聞（大阪）

2012/04/19

20120419-004 毎日新聞（北九州）

2012/04/19

きょうの歴史 17日 県内

中曽根弘文、川内博
史
中曽根弘文、川内博
史

ハンセン病療養所「職員削減しないで」
ハンセン病療養所職員減反対運動へ 国会議員懇総会

菊池恵楓園

長島愛生園、大
島青松園

20120419-005 函館新聞（函館）

2012/04/19

井上昌和、浅川身奈
栄、菊地利春

DONAN情報navigation イベントガイド 21日（土）▼ハンセン病問題を考える函館集
松丘保養園
会（函館市総合保健センター、午後2時）

20120419-006 沖縄タイムス（那覇）

2012/04/19

中曽根弘文、川内博
史、山内和雄

療養所職員の不足訴え ハンセン病国会議員懇 抑制除外要求へ

沖縄愛楽園

20120419-007 毎日新聞（県版）熊本版

2012/04/19

坂本克明、内田博文

死刑執行から50年の「菊池事件」差別で「ずさん」な司法手続き 再審請求目指し
28日、恵楓園で講演会

菊池恵楓園

20120420-001 毎日新聞（東京）

2012/04/20

萩尾信也、佐藤健、西 本紙・萩尾信也記者に日本記者クラブ賞 取材相手に寄り添い 出会いとつながり
原明
現場へこだわり続け 「人の営み」見詰めて 日本記者クラブ賞

20120420-002 毎日新聞（札幌）

2012/04/20

萩尾信也、佐藤健、西 本紙・萩尾信也記者に日本記者クラブ賞 取材相手に寄り添い 出会いとつながり
原明
現場へこだわり続け 「人の営み」見詰めて 日本記者クラブ賞

20120420-003 毎日新聞（名古屋）

2012/04/20

萩尾信也、佐藤健、西 本紙・萩尾信也記者に日本記者クラブ賞 取材相手に寄り添い 出会いとつながり
原明
現場へこだわり続け 「人の営み」見詰めて 日本記者クラブ賞

20120420-004 毎日新聞（大阪）

2012/04/20

萩尾信也、佐藤健、西 本紙・萩尾信也記者に日本記者クラブ賞 取材相手に寄り添い 出会いとつながり
原明
現場へこだわり続け 「人の営み」見詰めて 日本記者クラブ賞

20120420-005 函館新聞（函館）

2012/04/20

井上昌和、浅川身奈
栄、菊地利春

DONAN情報navigation イベントガイド 21日（土）▼ハンセン病問題を考える函館集
松丘保養園
会（函館市総合保健センター、午後2時）

20120420-006 陸奥新報（弘前）

2012/04/20

神美知宏、石川勝夫

ハンセン病に理解を 来月12、13日 青森などで交流集会

20120420-007 茨城新聞（水戸）

2012/04/20

神谷美恵子、大貫力、
本で生きがい再発見を 来月から「三の丸読書会」県立図書館 2年ぶり再開、参加
後藤克己、森山勝一、
者募集
染谷信洋、村上実

20120420-008 神戸新聞（神戸）

2012/04/20

高橋一郎

記録映画の上映会 ハンセン病の歴史を検証 あすから尼崎

20120420-009 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/20

潮谷義子、蒲島郁夫

射程 "発見"されたハンセン病文書 2012.4.20

20120420-010 毎日新聞（県版）青森版

2012/04/20

本田雅章

ハンセン病 理解深めて 青森と宮城・登米で 来月12日から市民学会

20120421-001 読売新聞（大阪）

2012/04/21

山地和家子、アウン・
サン・スー・チン

ミャンマー支援 思い出の日々 貧困の中 輝く人たち 洋裁指導20年 山地さん、
エッセー集

20120421-002 函館新聞（函館）

2012/04/21

井上昌和、浅川身奈
栄、菊地利春

DONAN情報navigation イベントガイド きょう ▼ハンセン病問題を考える函館集会
松丘保養園
（函館市総合保健センター、午後2時）

20120421-003 沖縄タイムス（那覇）

2012/04/21

赤嶺政賢

記者のメモ 療養所の職員維持訴え

松丘保養園

#REF!
松丘保養園

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20120421-004 朝日新聞（県版）神奈川版

2012/04/21

木下晋、小林ハル、桜
鉛筆の世界 木下さんの56点 平塚市美術館6月10日まで
井哲夫、棟方志功

20120422-001 函館新聞（函館）

2012/04/22

井上昌和、浅川身奈
栄、菊地利春

集会でハンセン病考える 差別や偏見ない社会を

20120422-002 上毛新聞（前橋）

2012/04/22

ジュディ・ダットン

理系の子（ジュディ・ダットン著） 科学に懸ける高校生群像

20120422-003 北國新聞（金沢）

2012/04/22

李明博、朴槿恵、朴正 透明な歳月の光 曽野綾子 苦難に克った朴大統領の娘 韓国総選挙、与党勝利
熙、陸英修、李庚宰
の立役者

20120422-004 西日本新聞（福岡）

2012/04/22

遠藤隆久

来年熊本で「市民学会」 ハンセン病

菊池恵楓園

20120422-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/22

工藤昌敏、遠藤隆久

ハンセン病市民学会 熊本で来年開催 交流、検証へ実行委始動

菊池恵楓園

20120422-006 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/22

坂本克明、内田博文

ハンセン病元患者 無実訴え死刑 司法の責任問う講演会 28日・菊池恵楓園

菊池恵楓園

20120422-007 読売新聞（県版）神奈川版

2012/04/22

木下晋、土方明司、中
平塚で木下晋展
内輝子

20120423-001 公明新聞（東京）

2012/04/23

秋野公造、城下広作、
地域との交流促進 国立ハンセン病療養所 敷地内保育所を視察 熊本・合志市で
松井美津子、松崎景
菊池恵楓園
秋野氏
子

20120423-002 東京新聞（東京）夕刊

2012/04/23

森下裕子、ジェラー
ル、青木祐介、テスト
ウィド神父

20120423-003 週刊ポスト

2012/04/23

笹川良一、笹川陽平、
日野原重明、ロック
新連載 宿命の子 高山文彦 笹川一族の神話と真実
フェラー、堯、鎮江、勝
正

20120424-001 沖縄タイムス（那覇）

2012/04/24

池間哲郎

アジアチャイルドサポート・池間哲郎さん 「懸命に生きる」が原点 沖縄市 ボラン
ティアの心語る

20120424-002 毎日新聞（県版）京都版

2012/04/24

塩屋俊、さだまさし、
瀬々敬久

憲法月間「映画のつどい」「人権」の邦画2本上映 来月17日

20120424-003 毎日新聞（県版）熊本版

2012/04/24

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 11 題字は本人 結婚（2） 命を守りた
い

20120424-004 朝日新聞（県版）大分版

2012/04/24

塩屋俊

「映画に世の中変えるヒント」塩屋監督、芸短公開講座で教壇

20120425-001 毎日新聞（北九州）

2012/04/25

松崎景子、飯田尚子

写真館 「菊池恵楓園」内に保育所 子どもの声響き始める

横浜発 初の国産西洋瓦「ジェラール瓦」 御殿場の病院で発見 土の中から大小
100点

山崎大和

神山復生病院

菊池恵楓園

20120425-002 毎日新聞（県版）大分版

2012/04/25

松崎景子、飯田尚子

写真館 「菊池恵楓園」内に保育所 子どもの声響き始める

菊池恵楓園

20120425-003 毎日新聞（県版）宮崎版

2012/04/25

松崎景子、飯田尚子

写真館 「菊池恵楓園」内に保育所 子どもの声響き始める

菊池恵楓園

20120425-004 毎日新聞（県版）鹿児島版

2012/04/25

松崎景子、飯田尚子

写真館 「菊池恵楓園」内に保育所 子どもの声響き始める

菊池恵楓園

20120425-005 薬局新聞（東京）

2012/04/25

20120426-001 信濃毎日新聞（長野）

2012/04/26

幕内雅敏、池田修一、 難病FAP 県内差別の歴史に区切り 肝移植必要な患者ゼロ 信大が関与 都内で
鬼頭昭三
手術

20120426-002 中国新聞（広島）

2012/04/26

田中栄

知事往来 25日 山口

長島愛生園

20120426-003 山口新聞（下関）

2012/04/26

二井関成、田中栄

ハンセン病療養所5人 県里帰り事業で二井知事と面談

長島愛生園

20120427-001 毎日新聞（県版）青森版

2012/04/27

市民学会交流集会 ハンセン病考える 青森で来月12・13日

松丘保養園

20120428-001 毎日新聞（東京）

2012/04/28

西浦直子

20120428-002 秋田魁新報（秋田）

2012/04/28

元藤燁子、北里柴三
不世出の舞踏家 土方巽 秋田から世界へ 森下隆 64 第10章 禁色 慰廃園
郎、渋沢栄一、皇太后
終戦後、元藤の母が跡地を取得
陛下、土方巽

20120428-003 毎日新聞（県版）武蔵野版

2012/04/28

西浦直子

偏見の中で病を隠し ハンセン病資料館 きょうから企画展 社会復帰追う 11人の
資料も展示

20120428-004 毎日新聞（県版）多摩版

2012/04/28

西浦直子

偏見の中で病を隠し ハンセン病資料館 きょうから企画展 社会復帰追う 11人の
資料も展示

20120428-005 日本経済新聞（東京）夕刊

2012/04/28

吉山昌、岩崎元郎

うたた寝 「難民起業家」を育てる こころ編集室から

日本経済新聞（名古屋）夕
刊

2012/04/28

吉山昌、岩崎元郎

うたた寝 「難民起業家」を育てる こころ編集室から

20120428-007 日本経済新聞（大阪）夕刊

2012/04/28

吉山昌、岩崎元郎

うたた寝 「難民起業家」を育てる こころ編集室から

20120428-008 日本経済新聞（福岡）夕刊

2012/04/28

吉山昌、岩崎元郎

うたた寝 「難民起業家」を育てる こころ編集室から

20120429-001 長崎新聞（長崎）

2012/04/29

伊達加代子

春の叙勲 走り続けた人生に花 瑞宝双光章 元国立療養所星塚敬愛園看護部長
星塚敬愛園
伊達加代子さん（60）佐世保市有福町 命と向き合った38年

20120429-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/04/29

坂本克明、内田博文

ハンセン病元患者 無実を訴え死刑に 「"弁護不在"の裁判」五十回忌講演会 司
菊池恵楓園
法の在り方問う 菊池恵楓園

20120428-006

7審議及び2報告の品目を了承 薬・食審 新効能の関節リウマチ薬など

偏見の中で病を隠し ハンセン病資料館 きょうから企画展 社会復帰追う 11人の
資料も展示

20120429-003 読売新聞（県版）岐阜版

2012/04/29

久世美由喜、久世悟

春の叙勲に66人 瑞宝双光章 元民生・児童委員 久世美由喜さん 75（岐阜市万
代町）「信頼関係築く」心がけ

20120429-004 読売新聞（県版）熊本版

2012/04/29

内田博文

菊池事件再審請求 理解求める講演会 恵楓園

菊池恵楓園

20120430-001 毎日新聞（県版）熊本版

2012/04/30

内田博文、坂本克明

ハンセン病への差別、偏見 「ずさん」な裁判 訴え 菊池恵楓園で講演会

菊池恵楓園

