『 ハンセン病 』 記事データ
( 2012/10/01 - 2012/10/31 )
I
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媒体名

発売日

20121001-001

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/01

20121001-002

熊本日日新聞（熊本）

20121001-003

人名
内田博文

内

容

療養所

来年の総会テーマ討議 ハンセン病市民学会 初の合同会議 5月熊本開催

菊池恵楓園

2012/10/01

9月のファイル 【15日】再審請求へ恵楓園で追悼集会

菊池恵楓園

週刊福祉新聞（東京）

2012/10/01

厚労省2013年度予算の概算要求 どこに住んでいても、その人にとって適切な医
療・介護サービスが受けられる社会の実現

20121001-004

山陽新聞（岡山）夕刊

2012/10/01

鏑木玲子、李鍾郁、ロ
地球人間模様 @ペルー 172 スラムの邦人女性 編み物教え生活支援 止まらな
サ・パフエロ、フジモリ
い人口流入
元大統領

20121002-001

上毛新聞（前橋）

2012/10/02

藤田三四郎

ハンセン病の理解に感謝

20121002-002

毎日新聞（県版）熊本版

2012/10/02

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 27 題字は本人 壁を超えた日（2） 起
訴と支援広まる

20121002-003

高知新聞（高知）夕刊

2012/10/02

田島征三、田島燃

田島征三さんライブペイント 香川・大島で8日 ハンセン病歴史を絵巻に 10メート
ル大作で差別表現

栗生楽泉園、菊
池恵楓園、多磨
全生園

大島青松園

20121002-004

週刊朝日

2012/10/02

小鹿美佐雄、天皇・皇
后両陛下、大正天皇、
平成皇室12の証言 私がグッときたあの時この名場面 下 目線の高さ合わせた会
駿河療養所
貞明皇后、昭和天皇、
話でハンセン病患者の心を溶かす
高松宮ご夫妻、秩父宮
ご夫妻

20121003-001

毎日新聞（北九州）

2012/10/03

ジム・アルバティーニ、
オスプレイ 沖縄強行配備 ハワイ住民も「おかしい」 「地元民意無視は不公平」着
カイル・カジヒロ、カメ
陸訓練撤回させる
ハメハ大王

20121003-002

四国新聞（高松）

2012/10/03

塔和子

高松 ◆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

20121003-003

沖縄タイムス（那覇）

2012/10/03

国宗直子

県内非入所者が和解 ハンセン病国賠訴訟 02年合意に準拠

20121003-004

琉球新報（那覇）

2012/10/03

国宗直子

「非入所者」が和解 ハンセン病、那覇地裁で初

20121004-001

しんぶん赤旗（東京）

2012/10/04

酒井宏明

子ども医療費 県は18歳まで無料に 群馬 酒井県議が要求

大島青松園

20121004-002

新潟日報（新潟）

2012/10/04

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳

捕虜収容所からハンセン病療養所へ 半生の語り 写文集刊行 元通信兵立花さ
ん

20121005-001

北海道新聞（札幌）

2012/10/05

橋下徹、松井一郎、成
大阪人権博物館存続へ寄付募る 補助打ち切り方針
山治彦

20121005-002

上毛新聞（前橋）

2012/10/05

丸橋学

20121005-003

徳島新聞（徳島）

2012/10/05

橋下徹、松井一郎、成
人権博物館 寄付金募り存続模索 補助金打ち切りを想定
山治彦

20121005-004

毎日新聞（県版）群馬版

2012/10/05

丸橋学

放火未遂容疑で准看護師を逮捕 長野原署など

20121005-005

朝日新聞（県版）山口版

2012/10/05

神谷美恵子、芥川龍
之介

「私（わたくし）流」 横山
むこと教えた父

20121005-006

朝日新聞（県版）徳島版

2012/10/05

高見順、塔和子、平峯
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
千春、酒井

20121005-007

朝日新聞（県版）香川版

2012/10/05

高見順、塔和子、平峯
催し ◎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
千春、酒井

20121005-008

朝日新聞（県版）愛媛版

2012/10/05

高見順、塔和子、平峯
香川 ◎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
千春、酒井

20121005-009

読売新聞（県版）栃木版

2012/10/05

木下晋、桜井哲夫

「木下晋展 祈りの心」（下） 合掌するハンセン病元患者

栗生楽泉園

20121005-010

読売新聞（県版）群馬版

2012/10/05

丸橋学

療養所准看護師 放火未遂の疑い

栗生楽泉園

20121005-011

東京新聞（県版）群馬版

2012/10/05

丸橋学

NEWSフラッシュ 放火未遂容疑で逮捕

栗生楽泉園

20121005-012

日刊スポーツ（東京）

2012/10/05

丸橋学

放火未遂で准看を逮捕

栗生楽泉園

20121006-001

しんぶん赤旗（東京）

2012/10/06

ナルサッパ

ハンセン病差別なくそう ニューデリーで国際シンポ開く

20121006-002

佐賀新聞（佐賀）

2012/10/06

中山節夫、徳田靖之

ハンセン病問題 考えよう 「新・あつい壁」11日上映会 再審目指す「菊池事件」題
菊池恵楓園
材

20121006-003

河北新報（仙台）夕刊

2012/10/06

鏑木玲子、李鍾郁、ロ
地球人間模様 173 @ペルー スラムの邦人女性 夫の遺志継ぎ編み物教室 人
サ・パフエロ、フジモリ
口流入依然止まらず 「恐れず」貧困層支援
元大統領

20121006-004

週刊ポスト

2012/10/06

20121006-005

Precious

2012/10/06

桜井哲夫、山本健吉

古今東西の名詩を俳人・黛まどかさんが案内する ことばのちから －第20回－
今月の詩 晩秋

20121007-001

読売新聞（東京）

2012/10/07

遠藤周作、井深八重

本よみうり堂 書・榊 莫山 本を読もう ビタミンBOOK 作家 大野 更紗 うまくい
かないことに発見あり

30歳消防団員を逮捕 放火未遂容疑「覚えない」と否認 長野原、吾妻両署

邑久光明園

栗生楽泉園

栗生楽泉園

真佐子 4 児童書専門店「こどもの広場」代表 本を読

好評連載 ESSAY 495 昼寝するお化け 「パートナー考」 曽野綾子

20121007-002

河北新報（仙台）

2012/10/07

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳

本名捨てた兵士の復権 われ、決起せず 立花 誠一郎 語り、佐田尾 信作 編、 邑久光明園、駿
柳原 一徳 写真 評 野木京子（詩人）
河療養所

20121007-003

茨城新聞（水戸）

2012/10/07

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳

本・えとせとら 「われ、決起せず」 立花 誠一郎・語り、佐田尾 信作・編、柳原 一
徳・写真 戦中戦後の理不尽さ

20121007-004

神戸新聞（神戸）

2012/10/07

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳

われ、決起せず 立花誠一郎語り、佐田尾信作編、柳原一徳写真 本名捨てた兵士
邑久光明園
の復権

20121007-005

中国新聞（広島）

2012/10/07

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳

われ、決起せず 立花誠一郎語り、柳原一徳写真 本名捨てた兵士の復権

邑久光明園

20121007-006

高知新聞（高知）

2012/10/07

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳

われ、決起せず 立花誠一郎語り 佐田尾 信作編 柳原 一徳写真 本名捨てた
兵士の復権

邑久光明園

20121007-007

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/07

藤村修、小泉

社説 人権法案閣議決定 公権力への対応になお疑問

20121007-008

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/07

20121008-001

徳島新聞（徳島）

2012/10/08

藤田隆子

20121009-001

山口新聞（下関）

2012/10/09

テイン・セイン、アウン・ ミャンマー少数民族福祉向上大使に任命された日本財団会長笹川 陽平（さざかわ
サン・スー・チー
ようへい）さん 民主化を実感させることが必要

20121009-002

四国新聞（高松）

2012/10/09

田島征三、山本隆久、 高松。大島で「あおぞら市」 広がれ交流の輪! 絵本作家田島さん ハンセン病"絵
大島青松園
多田早織
巻"描く

20121009-003

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/09

橋下徹、松井一郎

射程 水俣病展示は後ろ向き? 2012.10.09

20121009-004

読売新聞（県版）香川版

2012/10/09

田島征三、野村宏

ハンセン病の苦難 絵巻に 画家・田島さん、大島で 「若い世代に歴史伝えたい」

20121010-001

神戸新聞（神戸）

2012/10/10

20121010-002

西日本新聞（福岡）

2012/10/10

きょうの歴史（7日）【県内】

上山勝、城ノブ、島崎
藤村、立川雲平、左近
允孝之進、印部すゑ
こ、鎌田珠子、岩田孫
左衛門、加藤弘之、松
谷富吉、大部孫太夫、
三田谷啓、賀川豊彦、
大野悦子、清水喜市、
内海正名、太田顕太
郎、杉本信雄、岡村武
雄
鶴見俊輔、鶴見祐輔、
後藤新平、丸山真男、
加藤典洋、黒川創、安
立清史

菊池恵楓園

ハンセン病劇 高校生と共演

ニュース&ニュース兵庫 同和教育に尽力の元教員ら選定 賀川ら16人人権先覚者
「再評価でいじめや差別考えて」

行動し、考え、書いた人 いま90歳 鶴見俊輔の仕事を読み解く 加藤典洋さん、黒
川創さん 福岡市で講演、対談 自分が変わらなければ変えられない 世代継承、
常に準備

大島青松園

20121010-003

朝日新聞（県版）香川版

2012/10/10

塔和子、平峯千春、西
塔和子さんを語る ハンセン病元患者詩人 詩朗読 映画上映も
浦雅和、高見順

20121010-004

文藝春秋

2012/10/10

北條民雄、川端康成

名著再発見 六十歳になったら読み返したい41冊大特集 「いのちの初夜」北條民
雄 【創元ライブラリ/『定本 北條民雄全集』所収】

20121010-005

文藝春秋

2012/10/10

宮崎かづゑ、西トヨ

今月買った本 連載129 文・平松洋子 エッセイスト 生、そして死

20121011-001

中日新聞（名古屋）

2012/10/11

知事の一日

20121011-002

宮古毎日新聞（宮古島）

2012/10/11

ハンセン病啓発・交流事業 映画「ふたたび」上映会

大島青松園

長島愛生園

20121011-003

毎日新聞（県版）香川版

2012/10/11

塔和子、松尾邦之、田
中金春、平峯千春、宮 塔さんの詩や半生紹介 ハンセン病療養所入所者 早期解決へ「つどい」 市民の
崎信恵、永田洋也、高 会
見順

20121012-001

上毛新聞（前橋）

2012/10/12

谺雄二

草津・栗生楽泉園 重監房資料館建設で国 遺物求め跡地発掘

栗生楽泉園

20121012-002

中日新聞（名古屋）

2012/10/12

大村秀章、小林功

ハンセン病療養所入所者が窮状訴え 知事らと面談

多磨全生園、邑
久光明園

20121012-003

山陽新聞（岡山）

2012/10/12

金泰九

映画や料理教室 韓国文化を紹介 あすから岡山

長島愛生園

20121012-004

佐賀新聞（佐賀）

2012/10/12

大屋徳夫

社会の意識変革訴え 上映会でハンセン病考える

菊池恵楓園

20121012-005

南日本新聞（鹿児島）

2012/10/12

伊藤祐一郎、岩川洋
一郎

「環境の整備を」 鹿県知事と懇談 ハンセン病元患者

星塚敬愛園
星塚敬愛園、奄
美和光園、多磨
全生園、菊池恵
楓園
星塚敬愛園

大島青松園

20121012-006

南海日日新聞（奄美）

2012/10/12

伊藤祐一郎、岩川洋
一郎、上野正子、迫田 県庁を訪問、知事と懇談 ハンセン病療養所入所者ら
和子

20121012-007

読売新聞（県版）鹿児島版

2012/10/12

伊藤知事、岩川洋一
郎

ハンセン病療養所入所者が知事訪問 県出身者ら25人

20121012-008

山陽新聞（岡山）夕刊

2012/10/12

金泰九

見たい 食べたい 遊びたい 金 週末ガイド 韓国文化を知って あすからイベント 長島愛生園

20121013-001

新潟日報（新潟）夕刊

2012/10/13

鏑木玲子、李鍾郁、ロ
地球人間模様 @ペルー スラムで編み物教える女性 貧しい人へ優しさ紡ぎ 亡き
サ・パフエロ、フジモリ
夫の励まし胸に奮闘 慕われる「先生」 寒村から人口流入続く
元大統領

20121014-001

山陽新聞（岡山）

2012/10/14

宋燦鍚、豊福孝子、金
岡山でコリアウィーク開幕 料理や講演 友好深める
泰九

20121016-001

沖縄タイムス（那覇）

2012/10/16

謝花直美、松井やよ
り、東海林路得子

第8回やよりジャーナリスト賞 本紙・謝花記者が受賞

20121016-002

毎日新聞（県版）熊本版

2012/10/16

志村康、溝口製次

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 28 題字は本人 壁を越えた日（3） 司
菊池恵楓園
法は生きていた

20121017-001

陸奥新報（弘前）

2012/10/17

福西征子、三村申吾

苦難の生涯に哀悼 青森 松丘保養園で慰霊祭

松丘保養園

20121017-002

河北新報（仙台）

2012/10/17

佐藤勝、三村申吾

ハンセン病療養所物故者の冥福祈る 青森で慰霊祭

松丘保養園

20121017-003

秋田魁新報（秋田）

2012/10/17

市川講二

ハンセン病療養所入所者 久しぶりの古里堪能 県出身3人が里帰り

20121017-004

静岡新聞（静岡）

2012/10/17

神美知宏、小宮山洋
子

御殿場・ハンセン病療養所 悲痛な声 介護職削減「命の危機」 政府方針に反発
全療協実態調査 窮状浮かぶ 要食事介助者28%、認知症22％ 全国入所者

駿河療養所

20121017-005

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/17

中修一

ハンセン病療養所 退所者の特別相談 19日、熊本市

菊池恵楓園

20121017-006

朝日新聞（県版）香川版

2012/10/17

円尾敏郎、月形龍之
介、上原忠行

映画出前 お年寄り元気 映画研究家 円尾敏郎さん2年前から 収集した昭和の
邦画中心

大島青松園

20121017-007

読売新聞（県版）徳島版

2012/10/17

横関駿

ハンセン病理解へ迫真演技 東みよし 阿波「千の舞い座」公演

大島青松園

20121017-008

静岡新聞（静岡）夕刊

2012/10/17

20121018-001

福井新聞（福井）

2012/10/18

寺井宣子、宮島尚史、
人権問題取り組み 寺井さんに感謝状 越前町で伝達
関敬信

20121019-001

福井新聞（福井）

2012/10/19

岩村雄太、吉田藤作

回復者里帰り歓迎 ハンセン病県人会と交流 若狭東高

邑久光明園

20121019-002

朝日新聞（県版）香川版

2012/10/19

林誠一郎、幅田勝行

元青松園職員に懲役1年6ヵ月 生活保護費詐取判決

大島青松園

20121019-003

読売新聞（県版）香川版

2012/10/19

林誠一郎、幅田勝行

生活保護を詐取 元看護助手実刑 地裁判決

大島青松園

20121020-001

しんぶん赤旗（東京）

2012/10/20

酒井宏明

大型開発を批判 酒井議員が反対討論 群馬県議会

20121020-002

上毛新聞（前橋）

2012/10/20

藤田三四郎、中曽根
弘文、東正明、小渕優 入園者の苦渋しのぶ 栗生楽泉園で80周年式典
子、黒岩信忠

20121020-003

日刊県民福井（福井）

2012/10/20

湯口あかね、吉田藤
作

ハンセン病回復者5人 小浜で里帰り交流

20121020-004

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/20

中修一

ハンセン病 ありのままに生きる 暮らしやすい社会を 熊本市 恵楓園退所者が講
菊池恵楓園
演

20121020-005

宮古毎日新聞（宮古島）

2012/10/20

財津一郎、渡辺貞夫

「ふたたび」の整理券配布 昼、夜の部それぞれ10枚 宮古毎日新聞社

20121021-001

しんぶん赤旗（東京）

2012/10/21

谺裕二

潮流＜2012.10.21＞

20121021-002

しんぶん赤旗（東京）

2012/10/21

藤田三四郎、神美知
ハンセン病基本法実施を 栗生楽泉園80年記念式典
宏、羽部光男、谺雄二

紙弾

栗生楽泉園

栗生楽泉園
栗生楽泉園

20121021-003

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

2012/10/21

高橋一郎、藤本とし、
文化 国策で進めた"ハンセン病狩り"を問う 映画「もういいかい」監督 高橋一郎さ
中山秋夫、上野正子、
ん 元患者の名誉はまだ回復されていない
カン・チャンソク

20121021-004

静岡新聞（静岡）

2012/10/21

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳

ブックエンド 「われ、決起せず」 立花誠一郎・語り

駿河療養所、邑
久光明園

20121021-005

日本海新聞（鳥取）

2012/10/21

広沢孝彦

散歩道 長島愛生園を訪ねて

長島愛生園

20121021-006

西日本新聞（福岡）

2012/10/21

宮崎かづゑ、辰巳芳
子

長い道 宮崎かづゑ著 ハンセン病患者の70年

長島愛生園

20121022-001

四国新聞（高松）

2012/10/22

高松 第14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

20121022-002

朝日新聞（県版）熊本版

2012/10/22

20121022-003

週刊福祉新聞（東京）

2012/10/22

20121022-004

毎日新聞（大阪）夕刊

2012/10/22

川端康成、村上春樹、
加賀乙彦、北条民雄、 浮世の波間で 一心の人 川端康成、有本忠浩
川端香男里

20121023-001

日刊ゲンダイ（東京）

2012/10/23

片野田斉、山内定、山
週間読書日記 愛と勇気に満ちた写真集「生きるって、楽しくって」 永瀬隼介 作家
内きみ江

20121023-002

秋田魁新報（秋田）

2012/10/23

石川勝夫

20121023-003

中日新聞（名古屋）

2012/10/23

人権を理解する作品コンクール

20121023-004

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/23

職員減で入所者生活に不安 社会26

20121023-005

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/23

小宮山洋子

20121023-006

毎日新聞（県版）熊本版

2012/10/23

志村康、坂口力、森山 生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 29 題字は本人 壁を越えた日（4） 人
真弓、小泉純一郎
間回復、願いが通じた

20121023-007

毎日新聞（県版）鹿児島版

2012/10/23

田中一村、福田卓爾、
宮崎裕子、伊藤祐一 田中一村の作品寄贈 福岡市の所有者遺族 奄美の記念美術館に 公開始まる
郎

20121023-008

朝日新聞（県版）奈良版

2012/10/23

工藤良任、加藤悦子、
伊行末、叡尊、忍性、 週刊まちぶら 般若寺かいわい コスモスと平和願い
南畑久美子

20121023-009

読売新聞（県版）多摩版

2012/10/23

北条民雄、稲葉上道、
絶対隔離下の全生園展示 ハンセン病資料館 北条民雄の随筆基に
清原工

中山泰男

インタビュー 今週のこの人 難病 負の印象変えたい 熊本難病・疾病団体協議会
代表 中山 泰男さん（48）
10月22日～11月4日 テレビ・ラジオ 医療福祉eチャンネル ネット放送

ハンセン病講演会 実態、現状など元患者が語る 横手市で27日

松丘保養園

菊池恵楓園

人手不足…生活に不安 職員削減進む菊池恵楓園 「公務員削減」閣議決定が影
菊池恵楓園
響 入所者高齢化、介助は不可欠

奄美和光園

多磨全生園

20121023-010

週刊朝日

2012/10/23

山内きみ江、山内定、
ハンセン病を生きて 山内夫妻900日の記録
山内真由美

20121024-001

朝日新聞（東京）

2012/10/24

中西和久、小沢昭一

ひと 一人芝居で通算1000回の舞台に立つ 中西和久さん（59）

20121024-002

朝日新聞（札幌）

2012/10/24

中西和久、小沢昭一

ひと 一人芝居で通算1000回の舞台に立つ 中西和久さん（59）

20121024-003

朝日新聞（名古屋）

2012/10/24

中西和久、小沢昭一

ひと 一人芝居で通算1000回の舞台に立つ 中西和久さん（59）

20121024-004

朝日新聞（大阪）

2012/10/24

中西和久、小沢昭一

ひと 一人芝居で通算1000回の舞台に立つ 中西和久さん（59）

20121024-005

朝日新聞（北九州）

2012/10/24

中西和久、小沢昭一

ひと 一人芝居で通算1000回の舞台に立つ 中西和久さん（59）

20121024-006

四国新聞（高松）

2012/10/24

20121024-007

南日本新聞（鹿児島）

2012/10/24

20121024-008

琉球新報（那覇）

20121024-009

多磨全生園

隔離生活の心情反映 書や写真など58点 県庁で青松園作品展

大島青松園

濱田綾乃

とても貴重な一日

星塚敬愛園

2012/10/24

家坂幸三

きょうの歴史 10月24日

沖縄愛楽園

宮古毎日新聞（宮古島）

2012/10/24

池間

ハンセン病啓発・交流事業 映画「ふたたび」上映会

20121024-010

毎日新聞（県版）岡山版

2012/10/24

近藤剛、金田美佐緒、 ハンセン病考えるシンポ 北区で 27日 これからを考える国際シンポ 28日 生き
則武透、日野三郎
てきた証を受け止めて

長島愛生園

20121024-011

読売新聞（県版）香川版

2012/10/24

東條高

チャレンジ精神にじむ60作 県庁で大島青松園の企画展

大島青松園

20121025-001

静岡新聞（静岡）

2012/10/25

三井辧雄、神美知宏

ハンセン病施設の職員不足解消努力 厚労相

多磨全生園

20121025-002

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/25

社会26 恵楓園内保育所、園児増える

菊池恵楓園

20121025-003

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/25

三井辧雄

ハンセン病療養所「職員不足解消へ努力」

多磨全生園

20121025-004

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/25

松崎景子

菊池恵楓園内の保育所 園児増 来月22人に 現在7人 合志市支援策が奏功

菊池恵楓園

20121025-005

八重山毎日新聞（石垣）

2012/10/25

春山一夫、川満栄長、
慶田盛安三、、中村健
二、唐真佑子、寒原義
思いやる優しい心を 大原小で人権の花植え付け式
輝、星公望、竹盛洋
一、黒島久義、西大舛
高均、下地綾香

20121025-006

朝日新聞（県版）京都版

2012/10/25

高橋一郎、村主

映画 上映会「もういいかい～ハンセン病と三つの法律」

20121025-007

読売新聞（県版）群馬版

2012/10/25

丸橋学

准看護師を放火で起訴

20121025-008

モーニング

2012/10/25

サマセット・モーム、
ポール・ゴーギャン

TV「王様のブランチ」他 各メディア絶賛の大人気読み切りシリーズ♪ 草子ブック
ガイド 10冊め『月と六ペンス』 玉川重機

栗生楽泉園

20121025-009

月刊タウン情報おかやま

2012/10/25

金泰九

EDITORS EYE 映画によって引き出される、地域の魅力。「岡山映画祭2012」開催!
上映スケジュール 『虎は眠らず』

20121026-001

沖縄タイムス（那覇）

2012/10/26

堀田力、中村裕

QAB制作番組系列 最優秀賞に「花に逢はん」

20121026-002

琉球新報（那覇）

2012/10/26

中村裕、草柳悟堂、嶺
QABが最優秀賞 ハンセン病差別描く テレ朝系プログレス賞
井政樹

20121026-003

宮古毎日新聞（宮古島）

2012/10/26

池間

ハンセン病啓発・交流事業 映画「ふたたび」上映会

20121026-004

朝日新聞（県版）熊本版

2012/10/26

吉良末恵子、稲倉大
輝、臼杵市正生

野球の原点「恵楓園」 オリックス稲倉選手 ハンセン病患者と思い出 球児時代応
菊池恵楓園
援励みに

20121026-005

読売新聞（県版）高知版

2012/10/26

田島征三、野村宏

ハンセン病の苦難 絵巻に 画家・田島さん 高松で即興画 同郷元患者の体験モ
大島青松園
チーフ

20121026-006

産経新聞（県版）岡山版

2012/10/26

近藤剛

あすハンセン病問題を考えるシンポ開催

長島愛生園

20121027-001

山陽新聞（岡山）

2012/10/27

ハンセン病問題後世に 海外の元患者支援団体 長島愛生園（瀬戸内）を見学

長島愛生園

20121027-002

中国新聞（広島）

2012/10/27

宮崎かづゑ、辰巳芳
子

潮流 食というよりどころ 論説副主幹 佐田尾信作

長島愛生園

20121027-003

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/27

神美知宏、志村康

「職員減で生活に支障」 ハンセン病療養所全国協の会長来熊 恵楓園入所者が訴
菊池恵楓園
え

20121027-004

毎日新聞（県版）香川版

2012/10/27

安藤忠雄、横尾忠則、 瀬戸内国際芸術祭「アートと島を巡る四季」 来年3月20日に 香川、岡山県の12の
大島青松園
丹下健三
島で開幕 各島の展示内容決まる

20121027-005

毎日新聞（県版）高知版

2012/10/27

安藤忠雄、横尾忠則、 瀬戸内国際芸術祭「アートと島を巡る四季」 来年3月20日に 香川、岡山県の12の
大島青松園
丹下健三
島で開幕 各島の展示内容決まる

20121027-006

朝日新聞（県版）多摩版

2012/10/27

北条民雄、稲葉上道、 戦前のハンセン病患者に迫る 北条民雄企画展、東村山で 「一生懸命生きた」思
清原工
いを

20121028-001

福井新聞（福井）

2012/10/28

堤康次郎、原武史

レッドアローとスターハウス 原 武史著 郊外の「思想空間」を解明

20121028-002

京都新聞（京都）

2012/10/28

堤康次郎、原武史

レッドアローとスターハウス 原 武史著 西武沿線団地がなぜ革新化した

20121028-003

山陽新聞（岡山）

2012/10/28

クリスチャーノ・トレス、
根強い差別撤廃を ハンセン病国際シンポ 元患者、医師ら訴え 岡山
近藤剛

20121028-004

西日本新聞（福岡）

2012/10/28

馬奈木昭雄、阪口由
美

西日本新聞の本 馬奈木昭雄聞き書き たたかい続けるということ 阪口由美著

多磨全生園

長島愛生園

20121028-005

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/28

三井辧雄、神美知宏、
川内博文、江田五月、
政考政読 療養所改善 厚労相へ熱い視線
中曽根弘文、小宮山
洋子

20121028-006

熊本日日新聞（熊本）

2012/10/28

浜田知明、永野一成、
菊池恵楓園で浜田知明展 来月3日
宮崎静夫

20121028-007

琉球新報（那覇）

2012/10/28

小渡有明、国宗直子

20121028-008

琉球新報（那覇）

2012/10/28

20121028-009

宮古毎日新聞（宮古島）

2012/10/28

池間

ハンセン病啓発・交流事業 映画「ふたたび」上映会

20121028-010

毎日新聞（県版）岡山版

2012/10/28

近藤剛、クリスチャー
ノ・トレス

隔離政策 歴史語る 北区 ハンセン病国際シンポ

20121029-001

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

2012/10/29

河邑厚徳、辰巳芳子、
映画「天のしずく」監督 河邑厚徳さん 「いのちのスープ」が結んだ"人の輪"に涙
宮崎かづゑ
多磨全生園
松丘保養園

ハンセン病 勇気持って 非入所男性 差別、苦悩乗り越え 原告参加訴える

20121029-002

岩手日報（盛岡）

2012/10/29

20121029-003

秋田魁新報（秋田）

2012/10/29

石川勝夫

長崎新聞（長崎）

2012/10/29

20121029-005

大分合同新聞（大分）

2012/10/29

20121029-006

南日本新聞（鹿児島）

2012/10/29

20121029-007

北海道新聞（札幌）夕刊

2012/10/29

20121030-001

朝日新聞（東京）

2012/10/30

菊池恵楓園

ハンセン病非入所者和解期限迫る 県内84%未提訴 請求権は16年まで 給付金受
けられず 支援団体「相談して」

三井辧雄、神美知宏、
川内博文、江田五月、
政考政読 新厚労相と政局不安 ハンセン病患者ら注視
中曽根弘文、小宮山
洋子

20121029-004

多磨全生園

「差別意識なくして」 元ハンセン病患者が講演 県立衛生看護学院

三井辧雄、神美知宏、
川内博文、江田五月、
政考政読 月曜コラム 厚労相への熱い視線 懸念は不安定な政局
中曽根弘文、小宮山
洋子
三井辧雄、神美知宏、
川内博文、江田五月、
政考政読 入所者への思い
中曽根弘文、小宮山
洋子
三井辧雄、神美知宏、
川内博文、江田五月、
政考政読 ハンセン病問題 厚労相への熱い視線
中曽根弘文、小宮山
洋子
秀嶋ゆかり

ハンセン病風化防げ 道などが冊子配布へ
●講座・講演 ◆いま、ハンセン病治療所のいのちと向き合う!－実態を告発する市
民集会

長島愛生園

多磨全生園

多磨全生園

多磨全生園

三井辧雄、神美知宏、
川内博文、江田五月、
政考政読 「失言厚労相」期待の声も
多磨全生園
中曽根弘文、小宮山
洋子
三井辧雄、神美知宏、
川内博文、江田五月、
政考政読 全療協 厚労相に熱視線 ハンセン病問題進展期待
多磨全生園
中曽根弘文、小宮山
洋子
第63回南日本文化賞 努力いちずに道開く これまでの受賞者（敬称略、肩書は受
賞当時） 第62回（同23年） 医療福祉 ハンセン病問題の全面解決を目指して共に
歩む会

20121030-002

中国新聞（広島）

2012/10/30

20121030-003

高知新聞（高知）

2012/10/30

20121030-004

南日本新聞（鹿児島）

2012/10/30

20121030-005

南日本新聞（鹿児島）

2012/10/30

神美知宏

ハンセン病療養所入所者高齢化危惧 鹿屋で全療協会長

20121030-006

毎日新聞（県版）熊本版

2012/10/30

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 29 題字は本人 宿泊拒否事件（1） 差
菊池恵楓園
別は続いていた

星塚敬愛園

20121030-007

朝日新聞（県版）香川版

2012/10/30

福武總一郎、安藤忠
雄、増田敬一、イサ
セトゲイ深化 瀬戸内国際芸術祭2013 来春開幕 舞台の島、アーティスト大幅増
ム・ノグチ、北川フラ
一から分かる芸術祭 誕生の発想 直島に手本 今度は12島出品数約200 頼れる 大島青松園
ム、横尾忠則、甘利彩
裏方「こえび隊」 3千人登録 島に通い元気お届け
子、妹島和世、丹下健
三

20121030-008

東京新聞（東京）夕刊

2012/10/30

山内定、山内きみ江、
今週の本棚 「生きるって、楽しくって」
片野田斉

20121030-009

東京新聞（東京）夕刊

2012/10/30

20121030-010

北陸中日新聞（金沢）夕刊

2012/10/30

20121030-011

中日新聞（名古屋）夕刊

2012/10/30

20121030-012

中日新聞（名古屋）夕刊

2012/10/30

20121031-001

南日本新聞（鹿児島）

2012/10/31

20121031-002

琉球新報（那覇）

2012/10/31

立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳
山内定、山内きみ江、
片野田斉
山内定、山内きみ江、
片野田斉
立花誠一郎、佐田尾
信作、柳原一徳
ラファエロ、ピエロ・デ
ラ・フランチェスカ、ムッ
ソリーニ

多磨全生園

【各地の出版情報ワイド】 ●立花誠一郎語り『われ、決起せず』
今週の本棚 「生きるって、楽しくって」

多磨全生園

今週の本棚 「生きるって、楽しくって」

多磨全生園

【各地の出版情報ワイド】 ●立花誠一郎語り『われ、決起せず』
南点 造園家 永井 明弘 落葉のまち
社説 未提訴8割超 ハンセン病の差別なくそう 琉球新報2012年10月31日（水）

