『 ハンセン病 』 記事データ
( 2012/09/01 - 2012/09/30 )
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媒体名

20120901-001 富山新聞（富山）

発売日

人名

内

容

療養所

県いけ花作家協会展 高岡展、6日に開幕 きょうから9月 【7日】ハンセン病訴訟勝
訴11周年記念シンポジウム

2012/09/01

20120901-002 山口新聞（下関）

2012/09/01

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤 つながる 29 言葉を紡ぐ 精神のバトン受け渡す 社会や命論じ種をまく 居場所
田省三、安江良介、中 がない 「仙人ですわ」 次世代信じて 「言葉の人」の記録公開期待
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

20120901-003 宮古毎日新聞（宮古島）

2012/09/01

新城日出郎、瀬名波
清

20120901-004 正論

2012/09/01

鑑真、会津八一、井上
靖、田村高廣、普照、
ザビエル、ロヨラ、神父
根源へ 草舟立言 第13回 情熱について前篇 ■鑑真、そしてムルソー
ダミアン、アルベール・
カミュ、ローマ法王、カ
ンタベリー大司教

20120901-005 メディカル朝日

2012/09/01

大谷吉継、石田三成

連載 歴史上の人物を診る 第36回 負け戦と知りながら 大谷吉継（1559年～
1600年） 一命は誰がため

20120902-001 毎日新聞（東京）

2012/09/02

八田浩輔、鳥井真平

ストーリー 予想超えた巨大地震 学者たちの限界と使命

20120902-002 毎日新聞（北九州）

2012/09/02

田中照幸、田中幸子

写界 夢見てきた触れ合い ハンセン病療養所

菊池恵楓園

20120902-003 琉球新報（那覇）

2012/09/02

新城日出郎

入所者の平安誓う 南静園で慰霊祭

宮古南静園

20120903-001 四国新聞（高松）

2012/09/03

磯崎仁彦

県関係国会議員週間予定（3日～9日） 【参議院】磯崎仁彦氏

20120903-002 沖縄タイムス（那覇）

2012/09/03

新城日出郎

ハンセン病問題啓発誓う 宮古南静園で慰霊祭

20120903-003 毎日新聞（県版）山口版

2012/09/03

種田山頭火、中山節
夫、山本末男、西本正 映画「山頭火」 「生き方見つめるきっかけに」 監督に中山節夫氏
彦

20120903-004 週刊ポスト

2012/09/03

20120903-005 月刊リベラルタイム

2012/09/03

519柱の冥福祈る 宮古南静園で慰霊祭

宮古南静園

今回のSの取材は

好評連載 ESSAY 493 昼寝するお化け 「ベビーカーの乗り心地」 曽野 綾子
笹川陽平、石田紗英
子

石田紗英子のFree Talking 日本財団会長 笹川 陽平 本物の支援とは「希望」を
与えること

宮古南静園

20120904-001 朝日新聞（大阪）

2012/09/04

井ノ山奈津子

邑久光明園で奉仕の学生ら 井ノ山奈津子

邑久光明園

20120904-002 熊本日日新聞（熊本）

2012/09/04

国宗直子、徳田靖之、 無実訴えたハンセン病元患者に死刑執行 藤本事件 再審へ 思いつなぐ 恵楓園
菊池恵楓園
志村康
入所者、弁護士ら 上映会、シンポ… 活動1年

20120904-003 毎日新聞（県版）熊本版

2012/09/04

志村康、徳田靖之、島 生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 24 題字は本人 提訴（3） 弁護士との
比呂志
出会い

20120905-001 朝日新聞（東京）

2012/09/05

河合勝、山本須美子、
自費出版文化賞に河合勝氏 【特別賞】
加藤尚子

20120905-002 福井新聞（福井）

2012/09/05

木下晋、桜井哲夫、小
人の強さ鉛筆で表現 緻密な作風 木下さん個展
林ハル

20120905-003 山陽新聞（岡山）

2012/09/05

中村哲

20120905-004 山陽新聞（岡山）

2012/09/05

パッチ・アダムス、土井
岡山旭東病院「あかいはな道化教室」 笑いで心を健康に 10周年前に9日記念行
章弘、塚原成幸、大田
事
堯

邑久光明園

20120905-005 熊本日日新聞（熊本）

2012/09/05

横田洋三、志村康

菊池恵楓園

いのちのことば ともかく生きておれ! 病気はあとで治す（中村哲） 国際貢献でなく
地域協力

ハンセン病差別撤廃へ懇談 日本財団の委員会 恵楓園を訪問

中曽根弘文、川内博
史、赤嶺政賢、塩川鉄
也、高橋ちづ子、小宮 充実した介護体制を ハンセン病議員懇談会が総会
山洋子、神美知宏、谺
雄二
中曽根弘文、川内博
史、小宮山洋子、藤村 療養所の定員減少に歯止めを ハンセン病議員懇
修

20120906-001 しんぶん赤旗（東京）

2012/09/06

20120906-002 上毛新聞（前橋）

2012/09/06

20120906-003 南日本新聞（鹿児島）

2012/09/06

20120906-004 新文化（東京）

2012/09/06

20120906-005 山陽新聞（岡山）夕刊

2012/09/06

20120906-006 週刊文春

2012/09/06

宮﨑かづゑ、北条民
雄、辰巳芳子

今週の必読 2 瑞々しく綴られた人生に胸打たれる『長い道』 宮﨑かづゑ

20120907-001 中国新聞（広島）

2012/09/07

宇佐美治、高橋一郎

長島愛生園、大
元ハンセン病患者 今も苦悩 広島で14日 記録映画「もういいかい」 社会復帰の
島青松園、菊池
壁 証言通じ問う
恵楓園

HTLV対策 10億円を計上 厚労省概算要求
河合勝、色川大吉、鎌
田慧、山本須美子、加
藤尚子
北川フラム、福武總一
郎、ジェームズ・タレ
ル、ウォルター・デ・マ
リア、安藤忠雄、草間
弥生、大竹伸朗

栗生楽泉園
星塚敬愛園、奄
美和光園

大賞に河合勝氏 日本自費出版文化賞 【研究評論部門】

来年3月から瀬戸内国際芸術祭 島や海の魅力決め手 新たに中西讃地域も参加
「ベネッセアートサイト直島」20周年シンポ 北川氏 お年寄り元気になった 福武氏
笑顔があふれる地域に 安藤氏 年月経てよくなる建築
多磨全生園、長
島愛生園

一般会計 9月補正は318億2500万円 九州北部豪雨復旧費中心に 県、議会提案
菊池恵楓園
へ

20120907-002 毎日新聞（県版）熊本版

2012/09/07

20120907-003 ミセス

2012/09/07

宮﨑かづゑ

響きあういのち ことばのスープ（7） 祈りの眼・辰巳芳子 祝福の眼・竹内修一 私
長島愛生園
たちは誰でも、かくあるべく与えられたいのちの質を生きている

20120908-001 北日本新聞（富山）

2012/09/08

高橋哲哉

ハンセン病隔離の歴史を振り返る 富山大でシンポ

20120908-002 富山新聞（富山）

2012/09/08

高橋哲哉、神美知宏、
ハンセン病の歴史考える 富山でシンポ
藤野豊

20120908-003 福井新聞（福井）

2012/09/08

木下晋、小林ハル、桜
越山若水 2012.9.8
井哲夫、青木新門

20120908-004 愛媛新聞（松山）

2012/09/08

村上進、松本常二、岩 読もう! 元ハンセン病患者の人生 あす上演 西条 小中生ら100人 歌も披露 伝
大島青松園
長征志朗
えたい差別の悲劇

20120908-005 西日本新聞（福岡）

2012/09/08

20120908-006 毎日新聞（県版）兵庫版

2012/09/08

鵜久森典妙、高橋一
郎

非人間的政策 映画で訴え もういいかい～ハンセン病
30日上映 県内映画人ら 元患者22人の証言基に

20120908-007 読売新聞（県版）長野版

2012/09/08

スマナ・バルア、若月
俊一

WHO医務官に若月賞 ハンセン病対策に力注ぐ

20120909-001 朝日新聞（東京）

2012/09/09

宮崎かづゑ

■長い道 宮崎かづゑ＜著＞ 診療所での樹木のような70余年 評・松永 美穂
早稲田大学教授・ドイツ文学

20120909-002 しんぶん赤旗（東京）

2012/09/09

山内定、山内きみ江、
ハンセン病元患者密着 多磨全生園で写真展始まる
片野田斉

2012/09/09

高橋一郎

文化短信 ▽「もういいかい ハンセン病と三つの法律」上映

20120909-004 秋田魁新報（秋田）

2012/09/09

藤野豊

秋田ゆかりの本 戦後日本の人身売買 藤野 豊・著 かつての県内事例も

20120909-005 読売新聞（県版）多摩版

2012/09/09

片野田斉、山内きみ
全生園夫婦の日常写す 東村山の写真家25日出版 「ハンセン病知ってもらう機会
多磨全生園
江、杉山真由美、山内
に」
定

20120910-001 中央公論

2012/09/10

宮﨑かづゑ、宮﨑孝
行、辰巳芳子

書苑周遊 新刊この一冊 評者◎若松英輔/評論家 『長い道』 宮﨑かづゑ

20120911-001 朝日新聞（東京）

2012/09/11

高橋慶子

安心して生きていける社会を

20120911-002 東京新聞（東京）

2012/09/11

佐藤萌花

ハンセン病歴史学んだ

20120911-003 毎日新聞（県版）富山版

2012/09/11

神美知宏、藤野豊、高 犠牲のシステム繰り返さない 風化防止へ関心持って 富山でハンセン病シンポ
橋哲哉
隔離政策検証を

20120912-001 沖縄タイムス（那覇）

2012/09/12

仲井真弘多、金城雅
春

20120909-003

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

インフラの整備急務 水害、大震災教訓に 堤防や警報網を強化 公害・疾病 水
俣病対策27億円増額 2013年度九州関連の概算要求

知事、愛楽園を訪問 名護 入所者らと意見交換

と三つの法律～ 姫路で

長島愛生園

長島愛生園
多磨全生園

長島愛生園

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20120912-002 琉球新報（那覇）

2012/09/12

仲井真弘多、稲嶺恵
一、山内和雄、金城雅 将来構想 県も共に 仲井真知事が愛楽園訪問
春

沖縄愛楽園

20120912-003 毎日新聞（県版）福岡版

2012/09/12

遠藤文美代

写真館 草の上で思いっきり 菊池恵楓園へ福島の家族

菊池恵楓園

20120912-004 毎日新聞（県版）鹿児島版

2012/09/12

遠藤文美代

写真館 草の上で思いっきり 菊池恵楓園へ福島の家族

菊池恵楓園

20120912-005 新聞之新聞（東京）

2012/09/12

河合勝、吉岡新、色川
大吉、鎌田慧、山本須 ジャグラ 日本自費出版文化賞 大賞は河合さん（愛知県江南市）に
美子、加藤尚子

20120913-001 毎日新聞（県版）広島版

2012/09/13

鵜久森典妙、高橋一
郎

20120914-001 産経新聞（東京）

2012/09/14

20120914-002 産経新聞（大阪）

2012/09/14

20120914-003

産経新聞（九州・山口特別
版）

2012/09/14

ハンセン病国策問う 構想5年の記録映画 あす上映 西区民文化センター

長島愛生園

天皇陛下、テイン・セイ
ン、李明博、アウン・サ
正論 ミャンマーで外交の立て直しを 日本財団会長 笹川 陽平 2012.9.14
ン・スー・チー、渡辺秀
央、マキャベリ
笹川陽平、テイン・セイ
ン、李明博、アウン・サ
正論 ミャンマーで外交の立て直しを 日本財団会長 笹川 陽平 2012.9.14
ン・スー・チー、渡辺秀
央、マキャベリ
笹川陽平、テイン・セイ
ン、李明博、アウン・サ
正論 ミャンマーで外交の立て直しを 日本財団会長 笹川 陽平 2012.9.14
ン・スー・チー、渡辺秀
央、マキャベリ

20120914-004 秋田魁新報（秋田）

2012/09/14

志村康、国宗直子

菊地事件、再審目指す 弁護団、入所者「ハンセン病への差別意識が背景」 菊池
菊池恵楓園
事件

20120914-005 新潟日報（新潟）

2012/09/14

志村康、国宗直子

熊本の「菊池事件」 死刑執行50年再審目指す 弁護団 ハンセン病差別指摘 菊
菊池恵楓園
池事件

20120914-006 北陸中日新聞（金沢）

2012/09/14

国宗直子、志村康

菊池事件「ハンセン病差別」 死刑執行50年再審目指す

20120914-007 四国新聞（高松）

2012/09/14

国宗直子、志村康

熊本の「菊池事件」 死刑執行50年、再審目指す ハンセン病差別が背景 菊池事
菊池恵楓園
件

20120914-008 愛媛新聞（松山）

2012/09/14

国宗直子、志村康

ハンセン病元患者 死刑執行50年 差別なき裁判求めて 「菊池事件（熊本）」弁護
菊池恵楓園
団再審請求へ 非公開・異様手続き批判 菊池事件

20120914-009 高知新聞（高知）

2012/09/14

国宗直子、志村康

死刑執行50年 熊本菊池事件再審目指す 弁護団「ハンセン病差別で不当」

20120914-010 西日本新聞（福岡）

2012/09/14

田中照幸、宮崎松記、 菊池恵楓園野球部 初遠征から60年 隔離下の青春 白球追った 監視くぐり鹿児 菊池恵楓園、星
太田明、山田雅人
島の療養所へ 埋もれた秘話舞台に ワードBOX 癩予防法と無らい県運動
塚敬愛園

20120914-011 佐賀新聞（佐賀）

2012/09/14

志村康、国宗直子

菊池事件「再審を」「恵楓園」入所者ら活動 死刑執行50年「ハンセン病差別背景」
菊池事件

20120914-012 熊本日日新聞（熊本）

2012/09/14

永松健幹

人 ひと 熊本地裁所長に就任した 永松健幹（ながまつたけもと）さん（59）

菊池事件

菊池恵楓園

菊池恵楓園

菊池恵楓園

20120914-013 宮崎日日新聞（宮崎）

2012/09/14

志村康、国宗直子

菊池事件死刑執行50年 ハンセン病患者へ差別 11月、再審請求手続き

菊池恵楓園

20120914-014 南日本新聞（鹿児島）

2012/09/14

国宗直子、志村康

菊池事件死刑執行50年 「背景にハンセン病差別」 弁護団再審請求手続きへ
ズーム 菊池事件

菊池恵楓園

20120914-015 朝日新聞（県版）熊本版

2012/09/14

松永健幹

「裁判員の負担減も」 地裁新所長が会見

20120914-016 週刊読書人（東京）

2012/09/14

野崎六助、山田風太
郎、日下三蔵、バル
ザック、高木彬光、松
本清張、高村薫

野崎 六助著 山田風太郎・降臨 忍法帖と明治伝奇小説以前 風太郎の原点に迫
る 探偵小説に「さよなら」をした作家 末國 善己

20120914-017 北海道新聞（札幌）夕刊

2012/09/14

橋下徹、松井一郎

魚眼図 人権博物館の危機

20120915-001 読売新聞（福岡）

2012/09/15

中西和久、ふじたあさ 中西和久 一人芝居1000回 説経節3部作など積み重ね 記念公園で「しのだづま
や、安倍晴明
考」 来月26、27日 福岡・住吉神社で

20120915-002 日本経済新聞（福岡）

2012/09/15

志村康

20120915-003 しんぶん赤旗（東京）

2012/09/15

塩川鉄也、糸井洋、藤
田三四郎、谺雄二、岸 職員不足問題で懇談 栗生楽泉園入園者と塩川議員ら
従一

栗生楽泉園

20120915-004 東奥日報（青森）

2012/09/15

スマナ・バルア、若月
俊一

この人 WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ・バルアさん

多磨全生園

20120915-005 秋田魁新報（秋田）

2012/09/15

志村康、阿部智子

「菊池事件」再審を 死刑執行50年で男性しのぶ会 熊本の国立療養所

菊池恵楓園

20120915-006 上毛新聞（前橋）

2012/09/15

田口哲男、福島弘和、
高経附高吹奏楽部 ハンセン病患者の悲しみ、希望 「祈る手」心込め 西関東コン
栗生楽泉園
桜井哲夫、市村信持、
クールで演奏
竹下志帆

20120915-007 新潟日報（新潟）

2012/09/15

スマナ・バルア、若月
俊一

きょうの人 WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ・バルアさん（57）

多磨全生園

20120915-008 京都新聞（京都）

2012/09/15

スマナ・バルア、若月
俊一

時のひと WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ・バルアさん（57）

多磨全生園

20120915-009 大阪日日新聞（大阪）

2012/09/15

スマナ・バルア、若月
俊一

人 ひと WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ・バルアさん

多磨全生園

20120915-010 日本海新聞（鳥取）

2012/09/15

スマナ・バルア、若月
俊一

人 ひと WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ・バルアさん

多磨全生園

20120915-011 佐賀新聞（佐賀）

2012/09/15

志村康、阿部智子

ニュースカセット 死刑執行50年でしのぶ会

菊池恵楓園

20120915-012 熊本日日新聞（熊本）

2012/09/15

杉野桂子、阿部智子、
死刑男性の無念晴らそう 菊池恵楓園 入所者ら思い語る
国宗直子

菊池恵楓園

20120915-013 南日本新聞（鹿児島）

2012/09/15

島比呂志

星塚敬愛園

「菊池事件」死刑執行から50年 熊本の療養所でしのぶ会 自治会副会長「再審や
菊池恵楓園
り遂げたい」

南風録 2012・9・15

20120915-014 八重山毎日新聞（石垣）

2012/09/15

崎山八郎、仲盛康治、
迎里伸朗、仲田まり
差別や偏見ない社会を ハンセン病元患者ら 劇で人権の大切さ訴え
な、押尾奈美、金城幸
子

20120915-015 毎日新聞（県版）熊本版

2012/09/15

阿部智子、志村康

20120915-016 朝日新聞（県版）香川版

2012/09/15

河野歩、河野茉莉花、
大島青松園で敬老祝会開く 小学生の兄妹、演奏
東条高、野村宏

大島青松園

20120915-017 北陸中日新聞（金沢）夕刊

2012/09/15

片野田斉、山内きみ
江、山内定

「生きるって、楽しくって」 元ハンセン病患者夫妻見つめた写真 戦場カメラマン東
京で展示 苦境でも前向く姿 感銘

多磨全生園

20120915-018 信濃毎日新聞（長野）夕刊

2012/09/15

片野田斉、山内きみ
江、山内定

元ハンセン病夫妻に密着 報道カメラマン都内で写真展 2年半…夫と死別の瞬間
も

多磨全生園

20120916-001 読売新聞（東京）

2012/09/16

宮崎かづゑ

記者が選ぶ 長い道 宮崎かづゑ著

長島愛生園

20120916-002 北海道新聞（札幌）

2012/09/16

宮崎かづゑ、辰巳芳
子

ほん 長い道 宮崎かづゑ著 ハンセン病を生き80年

長島愛生園

20120916-003 東奥日報（青森）

2012/09/16

馬場啓

熊本で「菊池事件」追悼集会

菊池恵楓園

20120916-004 伊勢新聞（津）

2012/09/16

馬場啓

「再審で無念晴らして」 菊池事件・死刑執行50年 熊本の療養所で追悼集会

菊池恵楓園

20120916-005 西日本新聞（福岡）

2012/09/16

徳田靖之、内田博文

ハンセン病元患者死刑の「菊池事件」 検察に再審請求要請へ 執行から50年、恵
菊池恵楓園
楓園で集会 背景に差別「公正な裁判を」 ワードBOX 菊池事件

20120916-006 佐賀新聞（佐賀）

2012/09/16

馬場啓

「無念晴らして」再審請求へ思い 菊池事件で追悼集会

菊池恵楓園

20120916-007 長崎新聞（長崎）

2012/09/16

馬場啓

菊池事件 「再審で無念晴らして」 死刑執行50年で追悼集会

菊池恵楓園

20120916-008 熊本日日新聞（熊本）

2012/09/16

長州次郎、坂本克明、 ハンセン病元患者 無実訴えも「死刑」50年 再審請求へ活動本格化 恵楓園で追
菊池恵楓園
徳田靖之
悼集会 「司法と社会の責任問う」 弁護団

20120916-009 南日本新聞（鹿児島）

2012/09/16

馬場啓

菊池事件支援者ら「無念を晴らして」 執行50年追悼集会

菊池恵楓園

20120916-010 南日本新聞（鹿児島）

2012/09/16

加納達雄

地球と絆大切に 入所者長寿祝う 奄美和光園

奄美和光園

20120916-011 毎日新聞（県版）熊本版

2012/09/16

坂本克明、中山節夫、
「菊池事件」死刑執行50年 恵楓園で追悼集会 入所者ら思い語る
長州次郎、徳田靖之

菊池恵楓園

20120916-012 朝日新聞（県版）熊本版

2012/09/16

中山節夫、徳田靖之

菊池恵楓園

菊池事件 恵楓園で最後のしのぶ会 死刑執行から丸50年 引き続き再審請求誓う 菊池恵楓園

再審請求働きかけへ 菊池事件 再審弁護団、地検に

20120917-001 京都新聞（京都）

2012/09/17

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
つながる 29 言葉を紡ぐ 「精神のバトン」受け渡す 小さな講座に著名人が続々
部伊都子、島田等、藤
社会や命を論じ、種まく 居場所がない 仙人 次世代信じて 取材ノート 楽しみな
田省三、安江良介、中
記録
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

20120917-002 愛媛新聞（松山）

2012/09/17

スマナ・バルア、若月
俊一

この人 WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ・バルアさん 取り残さ
れた人々とともに問題に取り組みたい

多磨全生園

20120917-003 沖縄タイムス（那覇）

2012/09/17

スマナ・バルア、若月
俊一

時の人 ハンセン病対策WHOリーダー スマナ・バルアさん 地域に根差す医療確
立

多磨全生園

20120918-001 東奥日報（青森）

2012/09/18

片野田斉、山内きみ
江、山内定

苦境で前向く美しさ ハンセン病資料館で写真展

多磨全生園

20120918-002 神戸新聞（神戸）

2012/09/18

スマナ・バルア、若月
俊一

人 WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ・バルアさん

多磨全生園

20120918-003 毎日新聞（県版）奈良版

2012/09/18

北高、儀同政一

ハンセン病・北高さん個展 生きる意味込めた作陶 天理・23日から

長島愛生園、多
磨全生園

20120918-004 毎日新聞（県版）岡山版

2012/09/18

高倉健、金本知憲、島
支局長からの手紙 失うことと捨てること
田等

長島愛生園

20120918-005 朝日新聞（県版）多摩版

2012/09/18

片野田斉、山内きみ
江、山内定

ハンセン病に目を向けて 写真家の片野田さん 患者密着2年半 全生園で展示
「不自由抱え、切り開いた人生に学ぶ」

多磨全生園

20120918-006 河北新報（仙台）夕刊

2012/09/18

スマナ・バルア、若月
俊一

かお WHOのハンセン病対策リーダー スマナ・バルアさん 途上国での治療に尽
力

多磨全生園

20120919-001 東奥日報（青森）

2012/09/19

石川勝夫、谺雄二

ハンセン病の歴史 後世に 松丘保養園（青森）火葬場跡地など 厚労省 建造物
保存 検討開始

松丘保養園、長
島愛生園、菊池
恵楓園、星塚敬
愛園、栗生楽泉
園

20120919-002 岩手日報（盛岡）

2012/09/19

スマナ・バルア、若月
俊一

ひと WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ・バルアさん

多磨全生園

20120919-003 上毛新聞（前橋）

2012/09/19

20120919-004 山陰中央新報（松江）

2012/09/19

建造物、跡地保存 厚労省が検討会 ハンセン病療養所

谺雄二

ハンセン病 隔離政策の歴史 後世へ 建造物保存の検討始まる

長島愛生園、菊
池恵楓園、松丘
保養園、星塚敬
愛園、栗生楽泉
園
長島愛生園、菊
池恵楓園、松丘
保養園、星塚敬
愛園、栗生楽泉
園

20120919-005 山陽新聞（岡山）

2012/09/19

ハンセン病関連建造物保存検討 厚労省初会合

20120919-006 四国新聞（高松）

2012/09/19

谺雄二

20120919-007 高知新聞（高知）

2012/09/19

鏑木玲子、李鍾郁、ロ
地球人間模様 アットマーク ペルー 171 スラムの邦人女性 止まらない人口流
サ・パフエロ、フジモリ
入 夫の遺志を継ぎたい 日韓の溝 体力が続く限り
元大統領

20120919-008 高知新聞（高知）

2012/09/19

片野田斉、山内きみ
江、山内定

ハンセン病建造物保存の検討始まる 厚労省

長島愛生園、菊
池恵楓園、松丘
保養園、星塚敬
愛園、栗生楽泉
園
長島愛生園、菊
池恵楓園、松丘
保養園、星塚敬
愛園、栗生楽泉
園

苦境で前向く美しさ 元ハンセン病夫妻モデル写真展 東京 カメラマン片野田さん
多磨全生園
2年半密着 死別立ち会う

20120919-009 長崎新聞（長崎）

2012/09/19

谺雄二

ハンセン病歴史後世に 建造物や跡地保存 検討会が初会合

20120919-010 熊本日日新聞（熊本）

2012/09/19

谺雄二

ハンセン病療養所 建造物保存を検討 厚労省が初会合

20120919-011 南日本新聞（鹿児島）

2012/09/19

谺雄二

敬愛園納骨堂など提示 ハンセン病建造物保存 厚労省が初会合

20120919-012 沖縄タイムス（那覇）

2012/09/19

20120919-013 毎日新聞（県版）福井版

2012/09/19

松村せつ、木下晋、小
「五感で感じて」 福井・30日まで 木下さん作品展 "生きる人の闇"鉛筆で描写
林ハル、桜井哲夫

20120919-014 毎日新聞（県版）岡山版

2012/09/19

屋猛司

20120919-015 週刊文春

2012/09/19

マザー・テレサ（アグネ
ス・ゴンジャ・ボワ
こんなリーダーになりたい （15） マザー・テレサ 一 神に捧げた身 佐々木常夫
ジュ）、キリスト

20120920-001 日本経済新聞（東京）

2012/09/20

網野善彦

建造物保存検討始まる ハンセン病療養所など

人権回復の架橋まで苦闘の歴史紹介 中区で邑久光明園人権啓発展示会

駐在保健婦が見た戦後 地域医療支えた存在、聞き取りで往時の生活探る 木村
哲也 戦中に国主導で創設 祖母の同僚から話を聞く 今後の医療の参考に

長島愛生園、菊
池恵楓園、松丘
保養園、星塚敬
愛園、栗生楽泉
園
菊池恵楓園、長
島愛生園、松丘
保養園、星塚敬
愛園、栗生楽泉
園
長島愛生園、菊
池恵楓園、松丘
保養園、星塚敬
愛園、栗生楽泉
園
長島愛生園、菊
池恵楓園、松丘
保養園、星塚敬
愛園

邑久光明園

20120920-002 日本経済新聞（札幌）

2012/09/20

網野善彦

駐在保健婦が見た戦後 地域医療支えた存在、聞き取りで往時の生活探る 木村
哲也 戦中に国主導で創設 祖母の同僚から話を聞く 今後の医療の参考に

20120920-003 日本経済新聞（名古屋）

2012/09/20

網野善彦

駐在保健婦が見た戦後 地域医療支えた存在、聞き取りで往時の生活探る 木村
哲也 戦中に国主導で創設 祖母の同僚から話を聞く 今後の医療の参考に

20120920-004 日本経済新聞（大阪）

2012/09/20

網野善彦

駐在保健婦が見た戦後 地域医療支えた存在、聞き取りで往時の生活探る 木村
哲也 戦中に国主導で創設 祖母の同僚から話を聞く 今後の医療の参考に

20120920-005 日本経済新聞（福岡）

2012/09/20

網野善彦

駐在保健婦が見た戦後 地域医療支えた存在、聞き取りで往時の生活探る 木村
哲也 戦中に国主導で創設 祖母の同僚から話を聞く 今後の医療の参考に

20120920-006 徳島新聞（徳島）

2012/09/20

スマナ バルア、若月
人 WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ バルアさん
俊一

多磨全生園

20120920-007 愛媛新聞（松山）

2012/09/20

鈴木修一、松本常二

ハンセン病の人権劇に感動 鈴木修一

大島青松園

20120920-008 宮崎日日新聞（宮崎）

2012/09/20

スマナ・バルア、若月
俊一

ひと INTERVIEW WHOでハンセン病対策のリーダーを務める スマナ・バルアさん

多磨全生園

20120920-009 中国新聞（広島）夕刊

2012/09/20

鏑木玲子、李鍾郁、ロ
地球人間模様 ペルー 夫の遺志 貧困救う 編み物指導11年 海外で販売 エピ
サ・パフエロ、フジモリ
ローグ
元大統領

20120921-001 毎日新聞（県版）三重版

2012/09/21

坂口力、小泉純一郎

政策中心の議論を 「維新の会」提案に危惧も 引退の坂口力元厚労相に聞く

20120921-002 北海道新聞（札幌）夕刊

2012/09/21

大城聡

まど 法の力

20120922-001 産経新聞（東京）

2012/09/22

スマナ・バルア、若月
俊一

この人 WHOハンセン病対策リーダー スマナ・バルアさん 途上国での早期治療へ
多磨全生園
道筋

20120922-002 新潟日報（新潟）

2012/09/22

20120922-003 中部経済新聞（名古屋）

2012/09/22

貝瀬雅弘、小泉純一
郎
鏑木玲子、李鍾郁、ロ
サ・パフエロ、フジモリ
元大統領

地球人間模様 ペルー 女性支援で毛糸紡ぐ スラムの邦人女性 「恐れていては
できない」 @日韓の溝 @夫のために 止まらない人口流入 フジモリ政権下で環境
改善

2012/09/22

スマナ・バルア、若月
俊一

この人 WHOハンセン病対策リーダー スマナ・バルアさん 途上国での早期治療へ
多磨全生園
道筋

20120923-001 山梨日日新聞（甲府）

2012/09/23

片野田斉、山内きみ
江、山内定

苦境で前向く美しさ ハンセン病資料館で写真展

20120923-002 神戸新聞（神戸）

2012/09/23

20120923-003 熊本日日新聞（熊本）

2012/09/23

内田博文、林田直志

行政文書徹底調査を 「無らい県運動」検証委 県に要請

菊池恵楓園

20120923-004 毎日新聞（県版）熊本版

2012/09/23

内田博文、小松裕

無らい県運動検証委 「徹底して調査を」 報告書完成さらに延長も

菊池恵楓園

20120924-001 東京新聞（東京）

2012/09/24

水田勝己

ハンセン病患者に共感

20120922-004

産経新聞（県版）多摩・武蔵
野版

ハンセン病への偏見今も

多磨全生園

多磨全生園

きょうの小史 ことば サリドマイド

20120924-002 しんぶん赤旗（東京）

2012/09/24

片野田斉、山内定、山
ひと 元ハンセン病患者山内定・きみ江夫妻の写真展を開催 片野田斉さん（52）
内きみ江

20120924-003 日刊県民福井（福井）

2012/09/24

岡尾正雄

小浜の25年「切りとる」 森林の水PR館 岡尾さんが展示 新聞や写真200点

20120924-004 沖縄タイムス（那覇）

2012/09/24

座喜味五一、山城紀
子、川野

ハンセン病問題解決向け講演会 30日 名護市港区公民館

20120924-005 毎日新聞（県版）奈良版

2012/09/24

北高、勝見貴子

「ハンセン病 知ってほしい」 生きる喜び作陶で表現 北さん 天理で28作品展示

20120925-001 毎日新聞（東京）

2012/09/25

片野田斉、山内きみ
江、山内定

ハンセン病療養所 山内さんモデルに 片野田さんが写真集 前を向き生きてきた
姿写す

20120925-002 秋田魁新報（秋田）

2012/09/25

中村哲

杉 三無主義

20120925-003 熊本日日新聞（熊本）

2012/09/25

20120925-004 毎日新聞（県版）香川版

2012/09/25

林誠一郎、幅田勝行

元青松園職員に懲役2年求刑 地裁

20120925-005 毎日新聞（県版）熊本版

2012/09/25

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 26 題字は本人 壁を超えた日（1） 子
供を返して

20120925-006 朝日新聞（県版）香川版

2012/09/25

林誠一郎、幅田勝行

フラッシュ 元大島青松園職員に懲役2年求刑

大島青松園

20120925-007 読売新聞（県版）香川版

2012/09/25

林誠一郎

生活保護費詐欺 懲役2年を求刑 地裁

大島青松園

20120926-001 しんぶん赤旗（東京）

2012/09/26

片野田斉、山内定、山
国立ハンセン病資料館で写真展 30日まで 片野田氏
内きみ江

20120926-002 茨城新聞（水戸）

2012/09/26

片野田斉、山内きみ
江、山内定

元ハンセン病患者に密着 東京の資料館 報道写真家、37点展示

多磨全生園

20120926-003 山陽新聞（岡山）

2012/09/26

新地律子、畑野研太
郎、大岩伸喜

わがまちの備え 南海トラフ地震の新想定 （4）瀬戸内、備前市 災害弱者の避難
懸念

邑久光明園、長
島愛生園

20120926-004 熊本日日新聞（熊本）

2012/09/26

恵楓園内保育所に補助 合志市 待機児童対策で

菊池恵楓園

20120926-005 宮古毎日新聞（宮古島）

2012/09/26

神美知宏、宮里光雄、
南静園入園者自治会 ハンガーストも辞さない 全国の療養所職員削減に抗議
坂中隆

20120926-006 朝日新聞（県版）宮崎版

2012/09/26

徳田靖之

20120926-007 西日本新聞（福岡）夕刊

2012/09/26

鏑木玲子、李鍾郁、ロ 地球人間模様 @ペルー WHO元事務局長の妻 スラムに通い10年 編み物教え女
サ・パフエロ、フジモリ 性支える ▽日韓の溝 ▽夫のために… リマ首都圏 止まらない人口流入 フジモ
元大統領
リ政権下で環境改善

20120927-001 北陸中日新聞（金沢）

2012/09/27

スマナ・バルア、若月
俊一

多磨全生園

沖縄愛楽園

多磨全生園

「人権に関心」低下傾向 熊本市の市民アンケート 11年度64%、過去4年で最低
大島青松園

宮古南静園

問われる健康被害 携帯基地局訴訟 インタビュー（1） 症状深刻目そむけないで
原告弁護団長 徳田靖之さん（68）

この人 ハンセン病対策で若月賞を受けた スマナ・バルアさん

多磨全生園

20120927-002 中日新聞（名古屋）

2012/09/27

スマナ・バルア、若月
俊一

この人 ハンセン病対策で若月賞を受けた スマナ・バルアさん

20120927-003 毎日新聞（県版）香川版

2012/09/27

平峯千春

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」

20120927-004 朝日小学生新聞（東京）

2012/09/27

入所者と園児 ふれ合う日々 ハンセン病療養所内に保育園が移転 子どもを持つ
山内きみ江、佐川修、
ことが許されなかった元患者たち 「顔を見られるだけでもうれしい」 人権考える子 多磨全生園
黒尾和久
に 歴史を語り継ぐ ハンセン病と「らい予防法」

20120927-005 病院新聞（東京）

2012/09/27

20120928-001 福井新聞（福井）

2012/09/28

高瀬重二郎、山岸和
若狭東高放送部をソロプチ若狭表彰 ハンセン病啓発活動で
恵、和多田智、北川悟

20120928-002 中国新聞（広島）

2012/09/28

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳

20120928-003 愛媛新聞（松山）

2012/09/28

木下晋、鴨居玲、松田
生命を問う人物画 松山で「木下晋と鴨居玲」展 きょうギャラリートーク
一、越智和子

20120928-004 毎日新聞（県版）兵庫版

2012/09/28

鵜久森典妙、高橋一
郎

20120929-001 毎日新聞（県版）熊本版

2012/09/29

20120930-001 北海道新聞（札幌）

2012/09/30

20120930-002 秋田魁新報（秋田）

2012/09/30

内外の歴史 9月30日（日） 【県内】

20120930-003 宮崎日日新聞（宮崎）

2012/09/30

募ってます ◇人権セミナー参加者

多磨全生園

厚生労働省医政局 平成25年度予算概算要求の概要 7・各種施策

くらしシニア 捕虜からハンセン病療養所へ 苦難の半生 写文集に 邑久光明園
立花さん

駿河療養所、邑
久光明園

非人間的政策 映画で訴え もういいかい～ハンセン病と三つの法律～ 姫路で30
長島愛生園
日上映
恵楓園内の保育所を支援へ 合志市 補助で保育料を認可並みに 待機児童の解
菊池恵楓園
消も図る 11月にも

ほん この1冊 「あなたたちの天国」 李 清俊（イ チョン ジュン）著、姜信子訳/み
李清俊、姜信子、上野
すず書房 上野朱（あかし）さん＝福岡県宗像市・古本「アクス」店主 無告の民を記
英信
録 父の姿重ね読む

