『 ハンセン病 』 記事データ
( 2012/11/01 -

I

D

20121101-001

媒体名
読売新聞（福岡）

2012/11/30）

発売日

人名

2012/11/01

神美知宏

内

容

「ハンセン病展」きょうから 写真など展示 県内4市で順次開催

療養所
菊池恵楓園

20121101-002

京都新聞（京都）

2012/11/01

三井辧雄、神美知宏、
川内博史、江田五月、
政考政読 厚労相への熱い視線
中曽根弘文、小宮山
洋子

20121101-003

毎日新聞（県版）武蔵野版

2012/11/01

洞口遼太、山口直人、 職場体験 豆記者がゆく ハンセン病資料館へ 患者の苦しさを知る 強く生きた姿
浅浦雄大
驚き 帰れないつらさ

20121101-004

毎日新聞（県版）岡山版

2012/11/01

20121101-005

読売新聞（県版）多摩版

2012/11/01

志田彊

全生園にお茶会プレゼント

多磨全生園

20121102-001

朝日新聞（名古屋）

2012/11/02

北條良至子、親鸞

隔離の傷 演じ伝える 愛西で11日 地元住民ら ハンセン病めぐる朗読劇

長島愛生園

20121102-002

読売新聞（東京）

2012/11/02

辰巳芳子、河邑厚徳、
記者ノート 食べる、生きる、そして愛する
宮崎かづゑ、

20121102-003

静岡新聞（静岡）

2012/11/02

小鹿美佐雄

解説・主張SHIZUOKA 生きる 一筋の「光」があれば 駿河療養所入所者自治会長 駿河療養所、長
小鹿美佐雄さん
島愛生園

20121102-004

愛媛新聞（松山）

2012/11/02

中島啓江、中村時広

偏見のない社会を ハンセン病療養所県外入所者里帰り

20121102-005

愛媛新聞（松山）

2012/11/02

中島啓江

知事動静 1日

20121102-006

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/02

田中照幸、田中幸子

取材前線 幸せな食卓 楠本佳奈子（社会部）

20121102-007

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/02

大久保麗子、大久保
稔、井博文、井美恵
子、稲葉正彦

菊池恵楓園 保育所に交流カフェ 講座や入所者作品展示も 園児、25人に大幅増 菊池恵楓園

20121102-008

南日本新聞（鹿児島）

2012/11/02

加納達雄、山田祥

冥福祈り慰霊祭 入所者らが献花 奄美和光園

奄美和光園

20121102-009

南海日日新聞（奄美）

2012/11/02

加納達雄、徳田靖之

皮膚科、13年度以降 入院患者も受け入れ 施設存続へ地域貢献 奄美和光園

奄美和光園、沖
縄愛楽園

多磨全生園

きび談話

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

菊池恵楓園

20121102-010

南海日日新聞（奄美）

2012/11/02

加納達雄

370柱の冥福祈る 和光園で合同慰霊祭 奄美市

20121102-011

琉球新報（那覇）

2012/11/02

大城さゆり、金城幸
子、萩野敦子、田場裕
規、上原康司、川満俊 開邦・大城さん 中央選考会に 高校生読書体験記
祐、橋本そよか、鈴木
まこと、田中瑞穂

20121102-012

毎日新聞（県版）富山版

2012/11/02

木下晋

ギャラリーだより ◆木下晋展「闇の深淵から」

20121102-013

毎日新聞（県版）熊本版

2012/11/02

浜田知明

園児らの作品に笑顔 菊池恵楓園で文化祭始まる

20121102-014

朝日新聞（県版）群馬版

2012/11/02

小宮山洋子、神美知
処遇改善「最後の闘い」 ハンセン病元患者 東京で5日集会 療養所職員減に抗
宏、羽部光男、吉幸か
議 元患者高齢化、1対1の介護必要 全国原告団協議会・谺会長の訴え
おる、谺雄二

20121103-001

しんぶん赤旗（東京）

2012/11/03

20121103-002

しんぶん赤旗（東京）

2012/11/03

神美知宏、谺雄二

20121103-003

北日本新聞（富山）

2012/11/03

木下晋、小林ハル、桜
深奥に迫る鉛筆画 きょうからギャラリーNOW 木下晋さん個展
井哲夫

20121103-004

毎日新聞（県版）青森版

2012/11/03

20121103-005

朝日新聞（県版）静岡版

2012/11/03

辰巳芳子、大久保満
「いのちのスープ」映画に 料理研究家・辰巳さんの姿、ドキュメントに 日本歯科医
男、辰巳芳雄、辰巳浜
師会 大久保満男会長「食へのお思想に感銘」
子、河邑厚徳

20121104-001

しんぶん赤旗（東京）

2012/11/04

神美知宏

ハンセン病療養所 職員減 命脅かす 全国ハンセン病療養所入所者協議会会長
神 美知宏さんに聞く

20121104-002

信濃毎日新聞（長野）

2012/11/04

立花誠一郎、佐田尾
信、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

20121104-003

静岡新聞（静岡）

2012/11/04

小泉純一郎、三井辧
雄

社説 ハンセン病療養所 命支える人員確保せよ

20121104-004

西日本新聞（福岡）

2012/11/04

20121104-005

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/04

奄美和光園

沖縄愛楽園

菊池恵楓園
栗生楽泉園

くらしの情報 東京 ◇いまハンセン病療養所のいのちと向き合う! ～実態を告発す
る市民集会～
ハンセン病療養所の今 5日、東京で集会

会計検査員指摘 松丘保養園が不当支出 6200万円「設計ミスが原因」

福田和也、北條民雄、
正岡子規、小泉、川端
文学の深海を読み解く 病気と日本文学 福田和也著
康成、椎名麟三、武田
泰淳
徳田靖之、三角恒、村
山雅則、高峰武、国宗 冤罪、死刑…問題点考える 11日、熊本市でシンポ
直子、大出良知

松丘保養園

駿河療養所、多
磨全生園

20121105-001

上毛新聞（前橋）

2012/11/05

伊藤千尋、谺雄二、堀
お知らせ 11日に県母親大会 沼田
玉江

20121105-002

山陰中央新報（松江）

2012/11/05

高橋勝、星野扶美子、 元ハンセン病患者 高橋さん（益田出身） ハーモニカ演奏披露 東京の療養所 文 多磨全生園、長
小林進一
化祭で観客魅了
島愛生園

20121105-003

毎日新聞（大阪）夕刊

2012/11/05

20121105-004

キネマ旬報

2012/11/05

20121106-001
20121106-002
20121106-003

毎日新聞（東京）
朝日新聞（東京）
朝日新聞（大阪）

2012/11/06
2012/11/06
2012/11/06

20121106-004

しんぶん赤旗（東京）

2012/11/06

20121106-005

東奥日報（青森）

2012/11/06

20121106-006

岩手日報（盛岡）

20121106-007

中村孝、野澤和之、さ
らだたまこ、堀田泰
寛、手島康裕、石原
肇、辻浩一、小松勇
樹、会田享生、KAZZ、
斉藤剛、中原想吉、平
井将人、渡辺良樹、近
藤富士夫、吉田正紀、
坂田ひろみ、山本卓
也、細谷義久、新堂史
夫、臼田宏、鈴木康
元、東條康江、東條
高、井上正、落合孝、
谺雄二
辰巳芳子、河邑厚徳
松井一郎、宮良正吉
神美知宏、青木美憲、
木村建一、谺雄二、田
中民市、玉城シゲ、上
野正子、徳田靖之、田
村智子、塩川鉄也

栗生楽泉園

憂楽帳 語り部の代打 2012.11.5

長島愛生園

文化映画紹介 渡部実 61ha（ヘクタール） 絆 インタナショナル映画社作品

大島青松園

療養所実態訴え入所者らが集会 ハンセン病患者
辰巳芳子さん、いのちのスープ追う映画
ニュース短信 ハンセン病元患者ら知事に啓発要請

栗生楽泉園
邑久光明園

ハンセン病療養所職員削減 脅かされる命と尊厳 食事・排せつの手足りず 大幅
増員求め集会 東京

邑久光明園、松
丘保養園、星塚
敬愛園

神美知宏

介護職員が不足 ハンセン病療養所 都内で全国集会

松丘保養園

2012/11/06

神美知宏

全国のハンセン病療養所 進む高齢化、介護足りず 東京で実態訴え

松丘保養園

上毛新聞（前橋）

2012/11/06

谺雄二、神美知宏

生活環境改善訴え ハンセン病元患者ら 都内で市民集会

栗生楽泉園

20121106-008

静岡新聞（静岡）

2012/11/06

神美知宏

ハンセン病療養所の実態伝える集会

駿河療養所

20121106-009

大阪日日新聞（大阪）

2012/11/06

知事日誌（5日）

20121106-010

山陽新聞（岡山）

2012/11/06

ハンセン病療養所の実態訴え

20121106-011

四国新聞（高松）

2012/11/06

20121106-012

長崎新聞（長崎）

2012/11/06

神美知宏

進む入所者高齢化 介護職員不足訴え ハンセン病療養所集会
来庁者和ますキク鉢植え ハンセン病療養者寄贈 県庁

菊池恵楓園

20121106-013

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/06

神美知宏、青木美憲、
「介護に職員必要」 ハンセン病全療協 集会で訴え 東京
谺雄二

邑久光明園

20121106-014

南日本新聞（鹿児島）

2012/11/06

神美知宏

ハンセン病療養所 介護職員不足訴え 東京で集会

松丘保養園

20121106-015

毎日新聞（県版）熊本版

2012/11/06

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 31 題字は本人 宿泊拒否事件（2） 差
別禁止法の制定を

20121106-016

週刊朝日

2012/11/06

辰巳芳子、宮崎さん、 人生に乾杯! 54 「食べることは愛すること」であり「愛することは生きること」なので
辰巳浜子、河邑厚徳 す 辰巳芳子 料理で五感を磨き「気づき」を養う

20121107-001

毎日新聞（県版）群馬版

2012/11/07

丸橋学

丸橋被告を放火容疑で再逮捕 県警と長野原署

栗生楽泉園

20121107-002

東京新聞（県版）群馬版

2012/11/07

丸橋学

NEWSフラッシュ ★トイレに放火容疑、准看護師の男再逮捕

栗生楽泉園

20121107-003

東京新聞（県版）群馬版

2012/11/07

谺雄二、玉城シゲ

「差別の歴史で障害重く」 回復者の介護 充実を ハンセン病療養所改善求め、東 栗生楽泉園、星
京で集会 草津「栗生楽泉園」の谺さん訴え 職員数1割減る 全国
塚敬愛園

20121107-004

日刊スポーツ（東京）

2012/11/07

丸橋学

消防団の男 スカッとしたい…連続放火

20121108-001

朝日新聞（北九州）

2012/11/08

菊池事件弁護団 再審請求を要請 熊本地検に

20121108-002

日本経済新聞（福岡）

2012/11/08

菊地事件巡り検察に再審要請 ハンセン病施設入所者ら

20121108-003

しんぶん赤旗（東京）

2012/11/08

徳田靖之、内田博文、
菊池事件再審請求を ハンセン病団体 熊本地検に要請
志村康

20121108-004

東奥日報（青森）

2012/11/08

20121108-005

河北新報（仙台）

2012/11/08

20121108-006

河北新報（仙台）

2012/11/08

20121108-007

山形新聞（山形）

2012/11/08

20121108-008

新潟日報（新潟）

2012/11/08

20121108-009

北日本新聞（富山）

2012/11/08

20121108-010

北國新聞（金沢）

2012/11/08

菊池事件で再審要請

20121108-011

静岡新聞（静岡）

2012/11/08

菊池事件 検察に再審要請 熊本「ハンセン病差別で違憲」

菊池恵楓園

20121108-012

伊勢新聞（津）

2012/11/08

菊池事件 検察に再審要請 「ハンセン病差別、違憲」

菊池恵楓園

20121108-013

神戸新聞（神戸）

2012/11/08

地域版から 元ハンセン病患者を訪問 北播

長島愛生園

久保瑛二

志村康

栗生楽泉園

菊池恵楓園

「ハンセン病差別で違憲」 熊本・菊池事件 検察に再審要請

菊池恵楓園

ハンセン病療養所歴史追うパネル展 登米・迫 きょうから

東北新生園

52年の「菊池事件」 ハンセン病団体 検察に再審要請

菊池恵楓園

「ハンセン病差別」と検察に再審請求要請 熊本の弁護団など

菊池恵楓園

菊池事件 検察に再審請求 「ハンセン病差別で違憲」

菊池恵楓園

木下晋、小林ハル、桜
SCENE シーン ■木下晋展「闇の深淵から」 清らかな祈りの世界
井哲夫

志村康

20121108-014

徳島新聞（徳島）

2012/11/08

20121108-015

四国新聞（高松）

2012/11/08

20121108-016

高知新聞（高知）

2012/11/08

20121108-017

西日本新聞（福岡）

20121108-018

志村康

菊池事件の再審要請 「ハンセン病差別で違憲」 入所者ら熊本地検に

菊池恵楓園

菊池事件、検察に再審要請

菊池恵楓園

志村康

菊池事件 検察に再審要請 ハンセン病患者団体など「裁判 差別で違憲」 熊本

菊池恵楓園

2012/11/08

志村康

菊池事件の再審請求を 恵楓園入所者ら要望書

菊池恵楓園

佐賀新聞（佐賀）

2012/11/08

徳田靖之

弁護団団長が講演 14日、佐賀市のアバンセ

20121108-019

佐賀新聞（佐賀）

2012/11/08

志村康

菊池事件 再審請求を 入所者と弁護団 熊本地検に要請書提出

菊池恵楓園

20121108-020

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/08

尾上としこ

菊池恵楓園入所者の盆栽展

菊池恵楓園

20121108-021

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/08

小津博司

県内ハンセン病元患者の死刑事件 検察に再審請求要請 全療協など

菊池恵楓園

20121108-022

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/08

徳田靖之、内田博文、
「差別による誤判 是正を」 弁護団、元患者ら決意
志村康

20121108-023

大分合同新聞（大分）

2012/11/08

検察が再審請求を 菊池事件で弁護側

20121108-024

毎日新聞（県版）熊本版

2012/11/08

恵楓園入所者が丹精 盆栽即売会始まる 県庁新館できょうまで

20121108-025

毎日新聞（県版）熊本版

2012/11/08

20121108-026

読売新聞（県版）熊本版

2012/11/08

20121108-027

読売新聞（県版）熊本版

2012/11/08

20121108-028

毎日新聞（東京）夕刊

2012/11/08

20121108-029

世界

2012/11/08

20121109-001

産経新聞（東京）

2012/11/09

20121109-002

産経新聞（九州・山口特別
版）

2012/11/09

20121109-003

西日本新聞（福岡）

2012/11/09

20121109-004

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/09

遠藤隆久、神美知宏

20121109-005

琉球新報（那覇）

2012/11/09

島田善次、伊波敏男、
「戦争のにおいする」 信州沖縄塾 野嵩ゲート訪問
鶴田昱男

徳田靖之、内田博文、
菊池事件 検察に再審請求要請 全療協や恵楓園自治会
志村康

徳田靖之、志村康

菊池恵楓園
菊池恵楓園

入所者が育てた盆栽展 菊池恵楓園

菊池恵楓園

菊池事件再審請求 地検に要請書提出 入所者自治会など

菊池恵楓園

「菊池事件」の再審要請 ハンセン病療養所入所者ら

菊池恵楓園

陳光興、王智明、胡清 東アジアの歴史清算を遅らせるものは何か －「民間東アジアシンポジウム」の心と
楽生療養院
雅
情をイメージする 陳光興、王智明、胡清雅 訳＝丸川哲史
「ハンセン病療養所の職員不足」
神美知宏

「介護職員不足が深刻化」 ハンセン病市民学会
国がハンセン病療養所職員削減 「手回らぬ」恵楓園悲鳴 入所者介助、午前4時
から
ハンセン病市民学会が会見 医療介護の改善訴え 東京

菊池恵楓園

20121109-006

朝日新聞（県版）富山版

2012/11/09

木下晋、小林ハル

展覧会 ◆木下晋展 闇の深淵から

20121109-007

読売新聞（県版）熊本版

2012/11/09

小松裕

催し ▽「熊本県の無らい県運動-『菊地事件』を中心に」研究会

20121110-001

朝日新聞（東京）

2012/11/10

伊能茂

今年も多磨全生園で地域交流

20121110-002

琉球新報（那覇）

2012/11/10

竹下小夜子、長島昭
久、新垣勉

紙面批評 新報を読んで 桃原 一彦 基地撤去議論の場提供を 被害者支援策検
討して

20121110-003

毎日新聞（東京）夕刊

2012/11/10

スマナ・バルア、若月
俊一

「将来も住みたい日本」作って

20121111-001

しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

2012/11/11

田村智子、塩川鉄也、
谺雄二、玉城シゲ、神 ハンセン病療養所職員削減 せめて余生を人間らしく 国は被害回復の約束守れ
美知宏、高橋ちづ子、 療養体制の充実今すぐ 日本共産党衆院議員 高橋ちづ子さん
小宮山洋子

20121111-002

南信州（飯田）

2012/11/11

伊波敏男

26日ハンセン病元患者の講演会 県の人権研修

20121111-003

南日本新聞（鹿児島）

2012/11/11

岩川洋一郎

時事春秋 鹿児島この人に聞く 33 ハンセン病問題 国立療養所星塚敬愛園自治
星塚敬愛園
会長 岩川洋一郎さん（75） 園の職員削減に不安

20121111-004

毎日新聞（県版）岡山版

2012/11/11

樋野興夫、石田懐子、
＜カフェin長島愛生園＞ 回復者と園外者 垣根取り払い 語り合い呼び掛ける
高崎康子

長島愛生園

20121111-005

読売新聞（県版）岡山版

2012/11/11

中尾伸治

ハンセン病患者の苦労学ぶ 長島愛生園 市民ら訪問

長島愛生園

20121112-001

静岡新聞（静岡）夕刊

2012/11/12

桜井昌司

布川事件で国賠請求 再審無罪桜井さん えん罪原因を追及 国家賠償請求訴訟

20121113-001

茨城新聞（水戸）

2012/11/13

桜井昌司

布川事件で国賠提訴 再審無罪の桜井さん 1億9000万円を請求 組織の反省、社
会に問う

20121113-002

上毛新聞（前橋）

2012/11/13

藤田三四郎、内田よ
し、谺雄二

楽泉園は今 開園80年（上） 「今も隔離続くよう」 高齢化 医療や介護 充実は遠
栗生楽泉園
く

20121113-003

琉球新報（那覇）

2012/11/13

山内優子

公営住宅入居「倍率優遇」、本当に優先? 県内5自治体、規定なし

20121113-004

毎日新聞（県版）熊本版

2012/11/13

志村康、志村操、志村
生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 32 題字は本人 妻の死 静かな別れ
嘉子

20121113-005

東京新聞（県版）茨城版

2012/11/13

桜井昌司

2012/11/13

村松武司、鶴見俊輔、
加賀乙彦、大岡信、大
安野光雅 逢えてよかった 22 村松武司 日韓とハンセン病に命をかけた詩人
谷藤郎、能登恵美子、
白石明彦、政市

20121113-006

週刊朝日

「正しい組織になって」 布川事件国賠提訴 元被告の桜井さん 警察、検察の改革
願う 国家賠償請求訴訟

多磨全生園

星塚敬愛園、栗
生楽泉園

菊池恵楓園

20121114-001

日刊ゲンダイ（東京）

2012/11/14

鶴見俊輔、黒川創

文庫あらかると 豊かな作品世界を堪能 ●身ぶりとしての抵抗 鶴見 俊輔著 黒
川 創編

20121114-002

上毛新聞（前橋）

2012/11/14

佐川修、谺雄二

楽泉園は今 開園80年（中） 重監房「人の住む場所でない」 復元 負の歴史 後
世に ■日に日に衰弱 ■著名10万超す

栗生楽泉園、多
磨全生園

20121114-003

日本海新聞（鳥取）

2012/11/14

若木行寿

ハンセン病の認識を深める 岡山で青谷地区の高齢者クが人権学習

長島愛生園

20121114-004

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/14

射程 口約束でない「存園保障」を 2012.11.14

菊池恵楓園

20121114-005

宮古毎日新聞（宮古島）

2012/11/14

下地敏彦、仲宗根正

ハンセン病に理解を ふれ愛・交流GG大会開く 市など主催

宮古南静園

20121114-006

私立中高進学通信/関東版

2012/11/14

大矢正則

新私学百景 東星学園 キリスト教倫理の授業 授業や行事を通じて生徒に宿る健
全な精神

20121115-001

毎日新聞（東京）

2012/11/15

金井直子、広田次男

「原発事故 古里追われ全人格に被害」 双葉の41人 東電提訴へ

20121115-002

上毛新聞（前橋）

2012/11/15

藤田三四郎、油井英
理、冨沢正

楽泉園は今 開園80年（下） 差別や偏見 解消に努力 交流 同じ過ち「二度と」
■大きな悲劇 ■児童の新聞

栗生楽泉園

20121115-003

分散型エネルギー新聞（東
京）

2012/11/15

神美知宏、遠藤隆久

ちょと一休 ハンセン病の病棟に新しい動き

多磨全生園、菊
池恵楓園、邑久
光明園

20121115-004

MEDICAMENT NEWS（東
京）

2012/11/15

羽生田俊、原田燎太
郎

Information 35歳以下の若手研究者を顕彰 京大iPS研・高橋氏らに －「明日の象
徴」組織委員会 ▽NGO・ボランティア部門

20121116-001

山梨日日新聞（甲府）

2012/11/16

小川正子

きょうの歴史（11月16日）

20121116-002

愛媛新聞（松山）

2012/11/16

立木早絵

えひめ あることいくとこ 講座・講演【宇和島市】人権を考える市民の集い

20121117-001

中日新聞（名古屋）

2012/11/17

横井泰周、高木里衣
奈

中学生人権作文 県大会入賞決まる

20121117-002

毎日小学生新聞（東京）

2012/11/17

20121117-003

東京新聞（東京）夕刊

2012/11/17

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 混迷日本 次世代で変えて 引退したベテラン議員
部恒三、大野功統

20121117-004

北海道新聞（札幌）夕刊

2012/11/17

森喜朗、福田康夫、坂
口力、中野寛成、渡部 「子どものけんかみたい」「公約の頓挫残念」 引退議員苦言、反省も
恒三、大野功統

20121117-005

新潟日報（新潟）夕刊

2012/11/17

武部勤、小泉純一郎、
国難 混迷の政治 「次代で変えて」 引退した大物、ベテラン議員 往時を回顧、後
坂口力、中野寛成、渡
悔の念も
部恒三、大野功統

映画「61ha（ヘクタール）絆（きずな）」

20121117-006

岐阜新聞（岐阜）夕刊

2012/11/17

武部勤、小泉純一郎、
引退大物 今、何思う 衆院解散、総選挙 「政治主導大変」 「原発事故申し訳な
坂口力、中野寛成、渡
い」「政党、内輪げんか反省を」
部恒三、大野功統

20121117-007

京都新聞（京都）夕刊

2012/11/17

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 衆院選2012 混迷「次世代で変えて」 引退大物議員語る
部恒三

20121117-008

中国新聞（広島）夕刊

2012/11/17

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 引退議員 悔いも満足も 混迷政治「次代で変えて」
部恒三、大野功統

20121118-001

しんぶん赤旗（東京）

2012/11/18

片野田斉、山内定、山
片野田 斉著『生きるって、楽しくって』
内きみ江

20121118-002

岩手日報（盛岡）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 混迷脱却 次代に託し 引退大物議員"遺言"語る 政権運営に嘆き節も
部恒三、大野功統

20121118-003

河北新報（仙台）

2012/11/18

久保昭市、津田勝信

20121118-004

福島民報（福島）

2012/11/18

渡部恒三、武部勤、小
渡部氏「政治が混迷」 大物引退議員 思いめぐらす
泉純一郎、坂口力

20121118-005

神奈川新聞（横浜）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 往時を思いベテラン"遺言"「次代で変えて」
部恒三、大野功統

20121118-006

福井新聞（福井）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 1票の力 日本の岐路 「次の世代で変えて」 引退議員、思いめぐらし
部恒三、大野功統

20121118-007

伊勢新聞（津）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
1票の力 日本の岐路 「次の世代で変えて」 衆院解散、選挙戦に突入 引退議
坂口力、中野寛成、渡
員、思いめぐらし
部恒三、大野功統

20121118-008

大阪日日新聞（大阪）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 混迷日本に思い 引退のベテラン議員ら「次の世代で変えて」
部恒三、大野功統一

20121118-009

日本海新聞（鳥取）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 混迷日本に思い 引退のベテラン議員ら「次の世代で変えて」
部恒三、大野功統

20121118-010

四国新聞（高松）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 1票の力 日本の岐路 次の世代で政治変えて… 引退議員 思いめぐらし
部恒三、大野功統

ハンセン病施設を紹介 登米 東北新生園でパネル展

多磨全生園

東北新生園

20121118-011

高知新聞（高知）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
引退議員 自負、反省… 自民・武部氏「ばかにされ楽に」 公明・坂口氏 控訴断
坂口力、中野寛成、渡
念「貫いた」 民主・渡部氏 原発容認を悔やむ
部恒三、大野功統

20121118-012

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/18

潮谷知事

20121118-013

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 イエスマン「最大の武器」/原発の事故「申し訳ない」 引退議員 政界に別れの言葉
部恒三、大野功統

20121118-014

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/18

種田山頭火、中山節
夫、横田与志

20121118-015

宮崎日日新聞（宮崎）

2012/11/18

武部勤、小泉純一郎、
坂口力、中野寛成、渡 混迷の政治 次代で変えて 各党大物、ベテラン議員引退 「未来図明快に」注文
部恒三、大野功統

20121118-016

毎日新聞（県版）熊本版

2012/11/18

内田博文

20121118-017

朝日新聞（県版）岐阜版

2012/11/18

小泉純一郎、久世美 Produced by志村 英司 元患者と共に年重ね ハンセン病療養所で12回目の交流
邑久光明園、大
由喜、幸子さん、足立 会 30年ぶり対面 手助けも 短歌に思いしのばせ 記者の視点 地道な活動 見
島青松園
みち子
守り続けたい

20121119-001

佐賀新聞（佐賀）

2012/11/19

福田純子、沢知恵、塔
命の大切さ伝える 歌手 沢知恵さん 佐賀市
和子

大島青松園

20121119-002

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/19

飯田尚子、岡野美由
紀、岡野彩葉、松崎景 恵楓園内 保育所にぎやか入園式 入所者願う園児の成長 「泣き声も頼もしい」
子

菊池恵楓園

20121119-003

日刊CARGO（東京）

2012/11/19

モー・イエン、チャン・
イーモウ、コン・リー

20121119-004

朝日新聞（東京）夕刊

2012/11/19

山内定、山内きみ江、
夫婦の絆、とびきりの笑顔 元ハンセン病患者の写真集
片野田斉

2012/11/19

中野寛成、鳩山由紀
夫、渡部恒三、坂口
力、武部勤、小泉純一 乱戦衆院選2012 引退大物託す"遺言" 中野寛成氏 ローマ帝国になるな 渡部
郎、羽田孜、森喜朗、 恒三氏 混迷の時代立て直せ 坂口力氏 政治主導貫き通そう 武部勤氏 揶揄も
中井洽、古賀誠、中川 武器に変えて
秀直、与謝野薫、福田
康夫、滝実

20121119-005

産経新聞（大阪）夕刊

きょうの歴史（18日）【県内】

菊池恵楓園

新作映画 舞台は熊本 山頭火誕生130年で企画 八代、人吉 中山監督ら説明会

記者ノート 菊池事件

ロジスティシャンの四方山話（21） 中国雑感その3 日中友好の桜 池田 俊彦
「紅いコーリャン」
多磨全生園

20121119-006

週刊ポスト

2012/11/19

笹川良一、笹川陽平、
福留繁、福島世根、明
治天皇、前田郁、坪内
八郎、藤吉男、大野伴
睦、鳩山一郎、村田省
宿命の子 第二十七回 高山文彦 笹川一族の神話と真実
蔵、ムッソリーニ、矢次
一夫、北一輝、田中隆
吉、壺井玄剛、岸信
介、重光葵、甘利昴
一、北條民雄

20121120-001

毎日新聞（東京）

2012/11/20

北條民雄、稲葉上道

20121120-002

東京新聞（東京）

2012/11/20

野澤和之、東條高、東
筆洗
條康江

20121120-003

しんぶん赤旗（東京）

2012/11/20

谺雄二

20121120-004

毎日新聞（県版）奈良版

2012/11/20

20121120-005

毎日新聞（県版）熊本版

2012/11/20

20121120-006

朝日新聞（県版）奈良版

2012/11/20

20121121-001

京都新聞（京都）

2012/11/21

辰巳芳子

凡語

20121121-002

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/21

ハンナ・リデル、リデ
ル・ライト

きょうの歴史（21日）【県内】

20121121-003

沖縄タイムス（那覇）

2012/11/21

青木恵哉、金城雅春

愛楽園資料館が来年開館 強制隔離や戦争被害伝える 11月、全国療養所で新築
沖縄愛楽園
初

20121121-004

産経新聞（県版）三重版

2012/11/21

常盤勝憲、喜多昭真、
高取の壺阪寺で23日にイベント インドの子供たち支援
鶴田美翔
天皇陛下、高橋美佐
男、雅子さま、川島
悪魔の契約書 ワイド特集 （7）「天皇陛下」お誕生日会見打ち切りで「侍従職」と記
裕、皇后さま、神田秀 者の戦争 徹底的に勉強
一

20121121-005

週刊新潮

2012/11/21

20121122-001

下野新聞（宇都宮）

2012/11/22

20121122-002

新潟日報（新潟）

2012/11/22

国立ハンセン病資料館で北條民雄企画展 「人として生きる」写真でメッセージ 療
養所や患者の様子、克明に

多磨全生園
大島青松園

トークとーく ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会会長 谺 雄二さん 真の
栗生楽泉園
解決医療充実こそ 「基本法」完全実施 棚ざらし 生活環境悪化 「絶滅」今でも
インド祭りで貧困層を支援 壺阪寺で23日

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 33 題字は本人 保育所（1） 療養所の
菊池恵楓園
開放目指し
インドの教育支援の「祭り」 高取・壺阪寺で23日

歳末たすけあい募金 来月から
藤野豊、小池ユリ子

ハンセン病隔離学ぶ 新発田で同和教育講座

20121122-003

琉球新報（那覇）

2012/11/22

呉屋清徳、上出真千
子、吉永陽一郎

全国保育研究大会 心の育ちを重視 配慮必要な子は受け皿を 記念講演 平和
に勝る福祉はない 呉屋 清徳さん 元県社会福祉協議会副会長

20121122-004

宮古毎日新聞（宮古島）

2012/11/22

湧川新一、仲里実光、
佐久川三郎、下澤伸
夫、瀬底月城、野ざら
麻姑山俳句アーカイブス 伊志嶺 あきら
し延男、近藤忠、井手
青燈子、伊島厳、平良
邦江、天皇、皇后

20121122-005

毎日新聞（県版）兵庫版

2012/11/22

鵜久森典妙

"神戸の元気"に貢献 西宮の映画プロデューサー 鵜久森さん ロドニー賞

20121122-006

毎日新聞（県版）兵庫版

2012/11/22

谷川秋夫、西村和平

ハンセン病元患者・歌人 谷川さんの歌碑で植樹 故郷の加西で園児ら

宮古南静園

長島愛生園

20121122-007

朝日新聞（県版）兵庫版

2012/11/22

高木智子、高橋一郎、
鵜久森典妙、森敏治、 隔離 記録と証言 ハンセン病連続講座 来月芦屋で 回復者講演や映画 「もうい
川崎正明、玉城しげ、 いかい…」製作 西宮の鵜久森さん 「ロドニー賞」受賞
イチロー選手

20121122-008

朝日新聞（県版）大分版

2012/11/22

徳田靖之、久保田あゆ
●明日をみんなで明るい日とするために! シンポジウム
子

20121122-009

産経新聞（県版）滋賀版

2012/11/22

喜多昭真

印の子供たち支援バザー あす、奈良・壺阪寺

20121122-010

産経新聞（県版）京都版

2012/11/22

喜多昭真

印の子供たち支援バザー あす、奈良・壺阪寺

20121123-001

公明新聞（東京）

2012/11/23

太田あきひろ、竪山
勲、神美知宏

職員削減方針 見直しを 太田議長が要請受ける ハンセン病療養所 入居者の介
助は必要

20121123-002

奈良新聞（奈良）

2012/11/23

20121123-003

南日本新聞（鹿児島）

2012/11/23

白坂栄子

内之浦中教職員 ハンセン病の劇

星塚敬愛園

20121123-004

沖縄タイムス（那覇）

2012/11/23

国宗直子、具志堅博
一、森川恭剛

ニュース 近景遠景 非入所者 大半が未受領 ハンセン病 国の一時金・給与金
不安も背景■提訴呼び掛け 非入所者の苦しみ記録必要

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20121123-005

沖縄タイムス（那覇）

2012/11/23

非入所者2人 国提訴 ハンセン病 損害賠償求める

20121123-006

琉球新報（那覇）

2012/11/23

「非入所者」2人が提訴 ハンセン病国家賠償 県内、未提訴8割 那覇地裁

20121124-001

毎日新聞（東京）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子、山本隆久、坂口 元ハンセン病国賠訴訟の原告団会長 曽我野一美さん85歳
力

大島青松園

20121124-002

朝日新聞（東京）

2012/11/24

曽我野一美、千沙子、
元ハンセン病原告団会長 曽我野 一美さん
山本隆久

大島青松園

インド農村の教育を支援しよう 手作り品を学費に きょう 壺阪寺で交流行事

20121124-003

読売新聞（東京）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子、小泉、坂口

曽我野一美さん死去 ハンセン病原告団元会長

大島青松園

20121124-004

日本経済新聞（東京）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子、坂口力

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-005

産経新聞（東京）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟の原告団長 曽我野一美氏死去 85歳

大島青松園

20121124-006

東京新聞（東京）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟原告団長 曽我野一美氏

大島青松園

20121124-007

北海道新聞（札幌）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美さん

大島青松園

20121124-008

東奥日報（青森）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-009

岩手日報（盛岡）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病原告団長 曽我野 一美氏

大島青松園

20121124-010

河北新報（仙台）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-011

秋田魁新報（秋田）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-012

山形新聞（山形）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-013

福島民報（福島）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-014

茨城新聞（水戸）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟解決 曽我野 一美さん

大島青松園

20121124-015

上毛新聞（前橋）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟 全国原告団協議会長 曽我野氏が死去

大島青松園

20121124-016

神奈川新聞（横浜）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-017

新潟日報（新潟）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟 全国原告団会長 曽我野一美氏

大島青松園

20121124-018

北日本新聞（富山）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-019

富山新聞（富山）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-020

北國新聞（金沢）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-021

北陸中日新聞（金沢）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟 全面解決に尽力 曽我野一美氏

大島青松園

20121124-022

福井新聞（福井）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-023

日刊県民福井（福井）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟 全面解決に導く 曽我野一美氏

大島青松園

20121124-024

山梨日日新聞（甲府）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟原告団長 曽我野一美氏が死去

大島青松園

20121124-025

信濃毎日新聞（長野）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美さん死去 ハンセン病訴訟原告団会長

大島青松園

20121124-026

岐阜新聞（岐阜）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-027

静岡新聞（静岡）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-028

中日新聞（名古屋）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病で尽力 曽我野一美氏死去

大島青松園

20121124-029

京都新聞（京都）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏死去 ハンセン病原告団長

大島青松園

20121124-030

神戸新聞（神戸）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟原告団長 曽我野一美氏 死去 85歳

大島青松園

20121124-031

山陰中央新報（松江）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏死去 ハンセン病訴訟原告団長

大島青松園

20121124-032

山陽新聞（岡山）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟原告団元協議会長 曽我野一美氏

大島青松園

20121124-033

中国新聞（広島）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏が死去 ハンセン病訴訟原告団協議会長

大島青松園

20121124-034

徳島新聞（徳島）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美さん死去 ハンセン病訴訟原告団長

大島青松園

20121124-035

四国新聞（高松）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏が死去 85歳 ハンセン病訴訟原告団長

大島青松園

20121124-036

愛媛新聞（松山）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-037

高知新聞（高知）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟原告団長、県出身

20121124-038

西日本新聞（福岡）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟原告団長

20121124-039

佐賀新聞（佐賀）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟団長

20121124-040

長崎新聞（長崎）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

20121124-041

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟 全面解決に尽力 曽我野一美さん

大島青松園

20121124-042

宮崎日日新聞（宮崎）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟全面解決へ導く

大島青松園

20121124-043

南日本新聞（鹿児島）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏が死去 ハンセン病訴訟原告団長 85歳

大島青松園

20121124-044

南海日日新聞（奄美）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏死去 ハンセン病訴訟原告団長

大島青松園

20121124-045

沖縄タイムス（那覇）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子、金城幸子

曽我野一美さん死去 85歳 ハンセン病訴訟けん引

大島青松園

20121124-046

琉球新報（那覇）

2012/11/24

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟原告団長

大島青松園

20121124-047

高知新聞（高知）夕刊

2012/11/24

曽我野氏

短波

20121125-001

毎日新聞（東京）

2012/11/25

曽我野一美

LAST WEEK 先週の出来事 17～23日 訃報

20121125-002

産経新聞（九州・山口特別
版）

2012/11/25

曽我野一美、山本千
沙子

ハンセン病訴訟の原告団長

20121125-003

しんぶん赤旗（東京）

2012/11/25

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美さん

大島青松園

20121125-004

埼玉新聞（さいたま）

2012/11/25

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏

大島青松園

曽我野一美氏死去 85歳

曽我野一美さん死去

曽我野一美氏

曽我野一美氏

曽我野 一美氏

曽我野一美氏死去 85歳

大島青松園
大島青松園
大島青松園

大島青松園

20121125-005

神奈川新聞（横浜）

2012/11/25

堤康次郎、原武史

戦後の郊外と思想空間 レッドアローとスターハウス 原 武史 著

20121125-006

南信州（飯田）

2012/11/25

伊波敏男

メモ 【26日】

20121125-007

大阪日日新聞（大阪）

2012/11/25

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏死去 ハンセン病訴訟原告団長

大島青松園

20121125-008

日本海新聞（鳥取）

2012/11/25

曽我野一美、山本千
沙子

曽我野一美氏死去 ハンセン病訴訟原告団長

大島青松園

20121125-009

高知新聞（高知）

2012/11/25

明石海人、曽我野一
美

小社会 2012.11.25

20121125-010

熊本日日新聞（熊本）

2012/11/25

曽我野一美

新生面 2012.11.25

20121125-011

毎日新聞（県版）香川版

2012/11/25

曽我野一美、小島誠
志、山本隆久、田多隆 ハンセン病啓発「礎根付いた」曽我野一美さん 前夜式しめやかに
子

大島青松園

20121125-012

朝日新聞（県版）香川版

2012/11/25

曽我野一美、小島誠
志、山本隆久

元ハンセン病訴訟原告団リーダー

大島青松園

20121125-013

読売新聞（県版）香川版

2012/11/25

曽我野一美、小島誠
志、野村宏、山本隆
久、田多隆子

「病の中 十分生き抜いた」 曽我野さん告別前夜式 ゆかりの100人参列

20121125-014

月刊タウン情報おかやま

2012/11/25

金泰九

SCREEN MONTHLY INFORMATION GUIDE 映画イベント

20121126-001

東京新聞（東京）

2012/11/26

曽我野一美

ニュースメモ 11月18日～24日 亡くなった人

20121126-002

徳島新聞（徳島）

2012/11/26

20121126-003

琉球新報（那覇）

2012/11/26

金城雅春、青木恵哉

愛楽園に社会交流会館 14年開館目標「強制隔離」伝える 自治会長 人権、平和
沖縄愛楽園
発信の場に

20121126-004

読売新聞（県版）香川版

2012/11/26

曽我野一美、神谷誠
人、堅山勲

ハンセン病訴訟 曽我野さん冥福祈る 高松で葬儀

20121126-005

中日新聞（名古屋）夕刊

2012/11/26

平成24年度 全国中学生人権作文コンテスト 愛知県大会入賞者が決まりました!
横井泰周、伊波敏男、
名古屋法務局長賞作品 全文紹介 ハンセン病から考える日本人の差別 稲沢市
三橋
立平和中学校二年 横井泰周

20121127-001

静岡新聞（静岡）

2012/11/27

近藤泰雄、杉山和子

20121127-002

徳島新聞（徳島）

2012/11/27

20121127-003

八重山毎日新聞（石垣）

2012/11/27

大島青松園

曽我野さん悼む 大島青松園

大島青松園

今週の動き 県内

創立125周年を記念 建学の精神継承誓う 静岡英和女学院中・高で式典
市長の予定 27日 ◆阿南

知念正勝、大田静男、
「偏見・差別の解消を」 ハンセン病元患者ら 市に啓発と支援訴え 相談窓口の設
亀浜玲子、中山義隆、
置も
上里栄

大島青松園
松丘保養園

20121127-004

毎日新聞（県版）島根版

2012/11/27

曽我野一美

閑想閑話

20121127-005

毎日新聞（県版）熊本版

2012/11/27

志村康

生きる ハンセン病回復者・志村康の記憶 34 題字は本人 保育所（2） 子供の存
菊池恵楓園
在は希望

20121128-001

奈良新聞（奈良）

2012/11/28

明石海人（野田勝太
郎）

明風清音 中井龍彦 天啓の歌人 明石海人

長嶋愛生園

20121128-002

徳島新聞（徳島）

2012/11/28

南部剛

ハンセン病体験語る 阿南 県出身回復者、市民と交流

大島青松園、長
島愛生園

20121128-003

沖縄タイムス（那覇）

2012/11/28

松浦順子、松浦和代

「強制堕胎」悲痛さ迫る 愛楽園 交流会館開館へ学習会

沖縄愛楽園

20121128-004

読売新聞（県版）多摩版

2012/11/28

北条民雄、成田稔

「私の1冊」次回で100回 立川、八王子などの書店に特設コーナー （43）北条民雄
「いのちの初夜」（国立ハンセン病資料館館長・成田稔）

20121128-005

読売新聞（県版）兵庫版

2012/11/28

鵜久森典妙、吉川冬
季子

ロドニー賞に鵜久森さん ハンセン病など記録映画

20121129-001

中日新聞（名古屋）

2012/11/29

森永翔太、横井泰周

人権作文入賞作を発表

20121129-002

南日本新聞（鹿児島）

2012/11/29

上野正子、内村加代
子、松下徳二、堀切
奈々

ハンセン病問題 実態正しく理解 溝辺・陵南中

20121129-003

産経新聞（県版）兵庫版

2012/11/29

鵜久森典妙

神戸っ子元気づけた「ロドニー賞」 映画プロデューサー鵜久森氏に

20121130-001

日本経済新聞（東京）

2012/11/30

渡部恒三、小沢一郎、
引退議員に聞く 元衆院副議長（民主）渡部恒三氏 責任与党の経験なかった 元
田中角栄、竹下登、中
幹事長（自民）中川秀直氏 成長こそ日本再生の道 元厚労相（公明）坂口力 政策
川秀直、安倍晋三、坂
本位の協力探れ
口力、小泉純一郎

20121130-002

上毛新聞（前橋）

2012/11/30

蟹瀬誠一

20121130-003

岐阜新聞（岐阜）

2012/11/30

手代木慶、林優花、山
本美香、北村実来、吉 全国新聞記事感想コンクール 大垣北中の3人受賞
川利奈

20121130-004

薬事ニュース（東京）

2012/11/30

加藤誠実

犯罪被害者支援、ハンセン病の歴史… 人権 身近に考えて 中之条でフェス 講
演やパネル展示

加藤誠実・血液対策課長 原料血漿標準価格の引き下げ調整、来年度以降も検討
過去の歴史「非常に重たい」

井上大作

星塚敬愛園

