『 ハンセン病 』 記事データ
( 2013/02/01 - 2013/2/28）
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媒体名

発売日

人名

内

容

療養所

20130201-001 毎日新聞（東京）

2013/02/01

残留孤児支援切り下げ 生活保護費減にあわせ

20130201-002 毎日新聞（東京）

2013/02/01

20130201-003 毎日新聞（北九州）

2013/02/01 高石伸人

20130201-004 東京新聞（東京）

2013/02/01

曽我野一美、神美知
宏、曽我野チサコ

ハンセン病差別 「曽我野さん目標にしてきた」 200人追悼集会

20130201-005 中日新聞（名古屋）

2013/02/01

曽我野一美、神美知
宏

曽我野さん追悼集会

20130201-006 日本海新聞（鳥取）

生田長江、荒波力、
ニーチェ、佐藤春夫、
生田長江の足跡たどる 作家・荒波力さん（静岡在住）が評伝出版 あす荒波さん
2013/02/01 与謝野晶子、平塚らい
講演会 日野
てう、河中信孝、大江
賢次

20130201-007 四国新聞（高松）

2013/02/01

曽我野一美、神美知
宏、曽我野チサコ

曽我野さん追悼集会 ハンセン病差別と闘った人生しのぶ 東京

大島青松園

20130201-008 高知新聞（高知）

2013/02/01

曽我野一美、神美知
宏、曽我野チサコ

ハンセン病差別と闘った人生しのぶ 東京 曽我野さん追悼集会

大島青松園

20130201-009 西日本新聞（福岡）

2013/02/01

曽我野一美、神美知
宏

ハンセン病差別と闘った曽我野さん追悼集会

大島青松園

20130201-010 佐賀新聞（佐賀）

2013/02/01

曽我野一美、神美知
宏

ハンセン病差別と闘った人生しのぶ 曽我野さん追悼集会

大島青松園

20130201-011 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/01 園田米子

一足早く「鬼は～外」 菊池恵楓園 園児と入所者 豆まき

菊池恵楓園

20130201-012 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/01

曽我野一美、神美知
宏

差別と闘った人生しのぶ

大島青松園

20130201-013 宮崎日日新聞（宮崎）

2013/02/01

塩月恵子、兒玉未優、
歌聞いて人権考えて 広瀬小合唱部 10日フォーラムへ練習
山下芳輝

20130201-014 南日本新聞（鹿児島）

2013/02/01

ハンセン病問題に関するシンポジウム

曽我野一美、神美知
宏

ハンセン病訴訟元原告団会長を追悼
記者有情 虫の便り

沖縄愛楽園

曽我野一美、神美知
宏

20130201-015 琉球新報（那覇）

2013/02/01

差別と闘った生涯をしのぶ 曽我野さん追悼集会

20130201-016 産経新聞（県版）滋賀版

2013/02/01 財津一郎

催し 日本語字幕スーパー付き映画上映会

20130201-017 産経新聞（県版）京都版

2013/02/01 財津一郎

催し 日本語字幕スーパー付き映画上映会

20130201-018 週刊読書人（東京）

2013/02/01 犀川一夫

日本図書館協会選定図書週報 第2838回＜その3＞ 400 自然科学 世界ハンセ
ン病疫病史－ヨーロッパを中心として

20130201-019 シルバー新報（東京）

2013/02/01

介護福祉士国家試験 問題 総評 藤仁館学園 "EPA対応"前面に/イメージしや
すい事例問題 【領域・人間と社会】

20130201-020 北海道新聞（札幌）夕刊

2013/02/01

魚眼図 瀬戸内国際芸術祭

20130201-021 正論

小鹿島更生
特集 歴史捏造国家に一撃を 韓国人よ、頭を冷やして聞きなさい! 患者たちの感 園、麗水愛美
朴賛雄、皇后陛下、皇
2013/02/01
謝の言葉は打ち消せない 官製資料でみる日本の半島統治（4） 内鮮一体で励ん 園、大邱癩病
太后陛下、李王殿下
だ衛生・医療事業 韓国語翻訳家●あらき・のぶこ 荒木信子
院、釜山癩病
院

20130202-001 毎日新聞（東京）

2013/02/02 福島菊次郎

20130202-002 京都新聞（京都）

木下晋、小林ハル、谷
2013/02/02 崎潤一郎、和嶋せい、 ギャラリー 精神の深奥に触れる絵画体験 木下晋展
桜井哲夫

20130202-003 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/02 中山節夫

第67回毎日映画コンクール ドキュメンタリー映画賞「ニッポンの嘘 報道写真家
福島菊次郎90歳」

きょうの歴史（2日） 【県内】

菊池恵楓園
邑久光明園、
多磨全生園、
菊池恵楓園、
長島愛生園、
外島保養院

20130203-001 毎日新聞（東京）

2013/02/03 屋猛司

ハンセン病 療養所が特養誘致 岡山 機能維持、偏見解消狙う

20130203-002 読売新聞（福岡）

2013/02/03 古賀克重

オン・ステージ 全面解決へ続く奔走 薬害C型肝炎九州弁護団事務局長 古賀克
重さん 46

20130203-003 しんぶん赤旗（東京）

2013/02/03

ハンセン病入所者家族 中国残留邦人も 生活保護基準引き下げ

20130203-004 神戸新聞（神戸）

2013/02/03

賀川豊彦、中尾伸治、
ハンセン病問題語る 市民ら聴講 元患者らが座談会 賀川記念館
浅井登紀子

長島愛生園

20130203-005 山口新聞（下関）

2013/02/03

神谷美恵子、美智子
妃殿下、大谷美和子

多磨全生園

20130203-006 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/03

ハンナ・リデル、エダ・
きょうの歴史（3日）【県内】
ハンナ・ライト

20130204-001 沖縄タイムス（那覇）

2013/02/04 田村憲久

ヤングアダルト 13歳からの図書 59 「神谷美恵子 ハンセン病と歩んだ命の道
程」大谷美和子著 くもん出版

ハンセン病療養所 介護充実へ 厚労省 新年度に職員増

20130205-001 キネマ旬報

2013/02/05

2012年 第86回キネマ旬報ベスト・テン 文化映画ベスト・テン選評 晏妮 映画研
究/評論 原田健一 新潟大学教授/映像メディア研究 野村正昭 映画評論家
（１）もういいかい ハンセン病と三つの法律

20130205-002 キネマ旬報

2013/02/05

文化映画 総括 日本社会とは何かを問うしたたかな映画群 渡部実 社会

20130205-003 キネマ旬報

鵜久森典妙、高橋一
2013/02/05 郎、川島信治、原ひろ 2012年封切日本映画一覧表 封切日9.1 もういいかい ハンセン病と三つの法律
し 鈴木瑞穂

20130206-001 東奥日報（青森）

2013/02/06 下村博文、田村憲久

生活保護基準額引き下げ 他制度への影響回避 政府 保育料免除や就学援助

20130206-002 河北新報（仙台）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護下げ影響回避 政府方針 就学援助や保育料免除

20130206-003 秋田魁新報（秋田）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

政府、生活保護基準額引き下げ 就学援助など影響回避 自民 参院選控え、批
判封じ

20130206-004 山形新聞（山形）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

他制度への影響回避 政府、生活保護引き下げ対応 就学援助など維持

20130206-005 福島民友（福島）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

他制度への影響回避 生活保護下げ政府対応方針 保育料免除や就学援助

20130206-006 下野新聞（宇都宮）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護下げで政府 保育料免除や就学援助 他制度への影響回避

20130206-007 北日本新聞（富山）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護下げ 他制度への影響回避 保育料免除や就学援助

20130206-008 福井新聞（福井）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護下げ 他制度へ影響回避決定 政府 保育料免除や就学援助

20130206-009 山陰中央新報（松江）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護下げ 他制度への影響回避 政府決定 保育料免除や就学援助

20130206-010 山陽新聞（岡山）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護下げ 他制度へ影響回避 保育料免除や就学援助 政府対応を決定

20130206-011 中国新聞（広島）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護引き下げ 他制度への影響回避 就学援助や保育料 政府、現状維持へ

20130206-012 山口新聞（下関）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護費下げ 他の支援対策 現状で

20130206-013 徳島新聞（徳島）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

保育料免除など生活支援 保護費下げの影響最小に 政府決定

20130206-014 愛媛新聞（松山）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護削減 他の支援制度 影響回避 政府決定 保育料免除など

20130206-015 西日本新聞（福岡）

2013/02/06 田村憲久

生活保護基準額下げ 就学援助の連動なし 政府方針 保育料免除も現状維持

20130206-016 佐賀新聞（佐賀）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護下げ 他制度への影響回避 政府方針 保育料免除や就学援助

20130206-017 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護下げ 他制度への影響回避 政府決定 保育料免除や就学援助

20130206-018 南日本新聞（鹿児島）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

生活保護下げ 他制度へ影響回避 就学援助や保育料免除 政府が方針決定

20130206-019 南海日日新聞（奄美）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

他制度への影響回避決定 保育料免除や就学援助 生活保護下げで政府

20130206-020 沖縄タイムス（那覇）

2013/02/06 田村憲久

生活保護の削減 影響は最小限に 政府方針 保育料免除など

20130206-021 琉球新報（那覇）

2013/02/06 田村憲久、下村博文

他制度へ影響回避 生活保護下げで政府決定 保育料免除や就学援助

20130207-001 日本海新聞（鳥取）

大島渚、田原総一朗、
2013/02/07 小山明子、明石海人、 散歩道 大島渚監督とハンセン病歌人
荒波力、荒井玲子

長島愛生園

熊本で5月「ハンセン病市民学会」「無らい県運動」を検証 官民挙げ強制隔離 市
菊池恵楓園
民の責任考える

20130207-002 西日本新聞（福岡）

2013/02/07 志村康

20130207-003 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/07

齊藤真、神美知宏、志 ハンセン病市民学会 5月開催 「熊本集会 県民参加を」 来月から写真展、上映
菊池恵楓園
村康
会など事前企画 「集会支えて」ボランティア150人募集

20130207-004 日刊建設工業新聞（東京）

2013/02/07

福元満治、酒井和広、 土木学会関西支部 新春講演会 アフガニスタンでの事業を福元氏語る 日本の
中村哲
伝統技術で用水路建設

20130207-005 朝日新聞（東京）夕刊

2013/02/07 神田蘭、遠藤周作

20130207-006 CREA

アグネス・ゴンジャ・ボ 池上彰×お茶の水女子大学 短期集中連載 第2回 世界を変えた10人の女性
2013/02/07 アジュ、マハトマ・ガン 特別講義for CREA 3人目 マザー・テレサ 修道会「神の愛の宣教者会」創立者
ジー
1910年8月27日～1997年9月15日

20130208-001 朝日新聞（大阪）

2013/02/08 沢知恵、塔和子

◆ハンセン病シンポジウムと歌手沢知恵さんの弾き語り

20130208-002 愛媛新聞（松山）

2013/02/08

イベント 【新居浜市】差別をなくする市民の集い～ハートFULL新居浜

20130208-003 西日本新聞（福岡）

2013/02/08 志村康

ハンスト計画を恵楓園見送りへ 職員数維持方針受け

菊池恵楓園

20130208-004 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/08 志村康

菊池恵楓園入所者自治会 ハンスト見送り決議 職員削減問題

菊池恵楓園

20130208-005 朝日新聞（県版）三重版

2013/02/08

20130208-006 読売新聞（県版）熊本版

2013/02/08 志村康、斉藤真

ハンセン病 5月に市民学会 県内で8年ぶり 無らい県運動を検証 一般参加、ボ
菊池恵楓園
ランティア募集

20130208-007 毎日新聞（大阪）夕刊

2013/02/08 樋野興夫

憂楽帳 小島のカフェ 2013.2.8

長島愛生園

20130209-001 北陸中日新聞（金沢）

2013/02/09 南雲敬

この人 ハンセン病療養所で訪問販売20年の洋品店主 南雲敬さん

栗生楽泉園、
多磨全生園、
駿河療養所

20130209-002 中日新聞（名古屋）

2013/02/09 南雲敬

この人 ハンセン病療養所で訪問販売20年の洋品店主 南雲 敬さん

栗生楽泉園、
多磨全生園、
駿河療養所

20130209-003 京都新聞（京都）

2013/02/09

天眼 だれかの代わりに 鷲田 清一

長島愛生園

20130209-004 徳島新聞（徳島）

2013/02/09 賀川豊彦、中尾伸治

兵庫だより ハンセン病差別語る 元患者が歴史や体験談 神戸の賀川記念館

長島愛生園

20130209-005 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/09 志村康

ハンセン病元患者死刑事件 再審求め7800人署名 熊本地検へ

菊池恵楓園

20130210-001 北海道新聞（札幌）

2013/02/10

20130210-002 茨城新聞（水戸）

2013/02/10 新谷正義、藤田幸久

20130210-003 新潟日報（新潟）

2013/02/10

女の絶望的孤独に共感

川北為俊、草分京子、
ハンセン病元患者の川北さん これからも伝えたい 松阪の小学校で講演
川北幸子

神谷美恵子、若松英
輔

下村博文、細川久美
子

神谷美恵子、大谷美
和子、美智子妃殿下

大島青松園

長島愛生園

就学援助の後退懸念 生活保護費8月から切り下げ 対象、支給基準と連動 大学
授業料減免、公営住宅賃料の減額も 低所得者支援に影響
県選出国会議員 今週の動静
ヤングアダルト 「神谷美恵子」大谷美和子著

多磨全生園

20130210-004 信濃毎日新聞（長野）

2013/02/10

そもそも解説 生活保護の基準額引き下げ 「同様の給付」は連動して減額 一口
メモ

20130210-005 四国新聞（高松）

2013/02/10

近着郷土図書 県立図書館＝1月分 ◇「ハンセン病を知っていますか?」

20130210-006 西日本新聞（福岡）

2013/02/10 上野正子、池間哲郎

鹿児島市でハンセン病問題シンポ

20130210-007 西日本新聞（福岡）

2013/02/10

20130210-008 南日本新聞（鹿児島）
20130210-009 南日本新聞（鹿児島）

デスク日記
尾辻秀久、西郷隆盛、
松澤力、湯川一行、下
2013/02/10
2013参院選 かごしま 「絶えず弱者の立場に」 自民 尾辻氏が出馬表明
村祐毅、加治屋義人、
徳田毅
2013/02/10 上野正子、池間哲郎 ハンセン病に正しい理解を 鹿児島市でシンポ

星塚敬愛園

星塚敬愛園

20130210-010 南海日日新聞（奄美）

森山裕、尾辻秀久、徳
2013/02/10 田毅、加治屋義人、湯 辻尾氏が自民党公認候補に決定 参院選鹿児島選挙区
川一行、下村祐毅

20130210-011 読売新聞（県版）鹿児島版

2013/02/10

尾辻秀久、加治屋義
人、徳田毅

自民公認尾辻氏 参院選へ抱負 「難病対策取り組む」

20130210-012 毎日小学生新聞（東京）

2013/02/10

神谷美恵子、大谷美
和子、高山ケンタ

今月は地図の魅力いっぱいの本（下） しんかん 神谷美恵子 ハンセン病と歩ん
だ命の道程

20130211-001 四国新聞（高松）

2013/02/11

玉木雄一郎、小川淳
也、山本博司

県関係国会議員週間予定 【衆議院】玉木雄一郎氏 小川淳也氏 【参議院】山本
博司氏

20130211-002 南海日日新聞（奄美）

2013/02/11

石塚勝郎、上野正子、
星塚敬愛園、
根強い偏見・差別 上野さん、過酷な体験語る 鹿児島市でハンセン病問題シンポ
前野芽、池間哲郎
奄美和光園

20130211-003 週刊福祉新聞（東京）

2013/02/11 田村憲久、下村博文

生活保護引き下げ 他制度の影響最小に 田村厚労相が閣僚に要請

20130213-001 愛媛新聞（松山）

2013/02/13

ハンセン病 理解深めて 差別の歴史 高校生発表 新居浜

長島愛生園

20130213-002 西日本新聞（福岡）

2013/02/13

ハンセン病の今 理解を 5月、熊本で学会 ボランティア募集

菊池恵楓園

20130214-001 産経新聞（東京）

2013/02/14 田村憲久

ハンセン病、療養所の介護充実へ

20130214-002 下野新聞（宇都宮）

2013/02/14 谷博之

きょうの国会議員 【参院】

20130214-003 北國新聞（金沢）

2013/02/14

20130214-004 東奥日報（青森）夕刊

2013/02/14 金正美、桜井哲夫

情報BOX ◆RABラジオで24日午後4時から「スペシャルドキュメンタリー 金正美
の青春－詩人桜井哲夫との17年」

20130215-001 毎日新聞（東京）

2013/02/15 神美知宏

ハンスト方針を維持

20130215-002 静岡新聞（静岡）

2013/02/15

長島愛生園

島田清次郎、荒波力、
「島清抹殺」の背景読み解く 静岡の荒波さん新著
生田長江、杉森久英

青山南圭、小鹿美佐
雄

ハンセンの歴史 施設の現状学ぶ 御殿場

駿河療養所

20130215-003 西日本新聞（福岡）

2013/02/15 佐藤

20130215-004 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/15

20130215-005 朝日新聞（県版）愛媛版

2013/02/15

20130215-006 読売新聞（県版）岡山版

2013/02/15

20130215-007 週刊ポスト

神美知宏、中曽根弘
文

まちナビ ■映画「ふたたび SWING ME AGAIN」上映会
ハンセン病療養所職員削減 年度内ハンスト 全療協が見送り
景気と防災 建設事業増 県当初予算案 一般会計5976億9千万円 主な事業【福
祉】

ハンセン病療養所に特養 瀬戸内市誘致 説明会に8法人
笹川良一、笹川陽平、
笹川勝正、笹川堯、笹 宿命の子 第三十七回 高山文彦 笹川一族の神話と真実
2013/02/15
川一江、日野原重明、 円を突破 みかん箱いっぱいの一〇円玉
石館守三

邑久光明園
競艇売上げが二兆

この人 ハンセン病療養所で20年訪問販売続ける洋品店主 南雲敬さん ■顔な
じみの入所者と会えるのが楽しみ

20130216-001 東京新聞（東京）

2013/02/16 南雲敬

20130216-002 四国新聞（高松）

2013/02/16 高橋伸行、森和男
●大島 入所者の記憶伝えたい
松本清張、橋本忍、山
田洋次、加藤剛、加藤
2013/02/16 嘉、緒形拳、内藤武 西村雄一郎のシネマトーク ◎1414◎「砂の器」シナリオ 見事な構成に感嘆
敏、丹波哲郎、野村芳
太郎

20130216-003 佐賀新聞（佐賀）

20130217-001 朝日新聞（東京）

20130217-002 陸奥新報（弘前）

20130217-003 デーリー東北（八戸）
20130217-004 佐賀新聞（佐賀）

2013/02/17

太田順一、井上青龍、 ■写真家 井上青龍の時代 太田順一＜著＞ ドヤ街に住み、撮影した無頼派
岩宮武二
評・後藤 正治 ノンフィクション作家

生田長江、荒波力、
ニーチェ、佐藤春夫、
2013/02/17
ミニ評パック 「知の巨人 評伝生田長江」 荒波力著
平塚雷鳥、与謝野晶
子
生田長江、荒波力、
ニーチェ、佐藤春夫、
ミニ書評 「知の巨人 評伝生田長江」 荒波力著
2013/02/17
平塚雷鳥、与謝野晶
子
2013/02/17 大屋徳夫
柳川市の住職「ハンセン病問題」で講演 宗教が差別に加担 佐賀市

20130217-005 熊本日日新聞（熊本）

曽我野一美、坂口力、
小泉純一郎、飯島勲、
政考政読 控訴断念から12年…かすむ政治
2013/02/17
安倍晋三、安倍昭恵、
津島雄二、藤井裕久

20130217-006 読売新聞（県版）佐賀版

2013/02/17 国宗直子

20130218-001 岩手日報（盛岡）

曽我野一美、坂口力、
小泉純一郎、飯島勲、
2013/02/18
政考政読 療養所充実どう実現 控訴断念 英断から12年
安倍晋三、安倍昭恵、
津島雄二、藤井裕久

ハンセン病 正しい知識 佐賀のセミナーに50人

栗生楽泉園、
多磨全生園、
駿河療養所

20130218-002 四国新聞（高松）

2013/02/18 大西

首長 今週の予定（18日～24日） 大西高松市長

20130218-003 四国新聞（高松）

2013/02/18 新盛英世、山本隆久

19日 高松 ◆ハンセン病を正しく理解する講演会

20130218-004 長崎新聞（長崎）

曽我野一美、坂口力、
小泉純一郎、飯島勲、
2013/02/18
政考政読 政治決断の功績 患者の思い首相に届くか 月曜コラム
安倍晋三、安倍昭恵、
津島雄二、藤井裕久

20130218-005 大分合同新聞（大分）

曽我野一美、坂口力、
小泉純一郎、飯島勲、
2013/02/18
政考政読 元患者の声 届くか
安倍晋三、安倍昭恵、
津島雄二、藤井裕久

20130218-006 南日本新聞（鹿児島）

曽我野一美、坂口力、
小泉純一郎、飯島勲、
2013/02/18
政考政読 政治決断の功績 思い 首相に届くか
安倍晋三、安倍昭恵、
津島雄二、藤井裕久

20130218-007 岐阜新聞（岐阜）夕刊

曽我野一美、坂口力、
小泉純一郎、飯島勲、
2013/02/18
政考政読 ハンセン病訴訟 控訴断念12年 今も厳しい医療環境
安倍晋三、安倍昭恵、
津島雄二、藤井裕久

20130219-001 北陸中日新聞（金沢）

2013/02/19 草分京子

この人 人権教育に力を注ぐ小学校教諭 草分京子さん

20130219-002 中日新聞（名古屋）

2013/02/19 草分京子

この人 人権教育に力を注ぐ小学校教諭 草分京子さん

20130219-003 大阪日日新聞（大阪）

2013/02/19

韓国の元入所者に補償金

小鹿島更生園

20130219-004 日本海新聞（鳥取）

2013/02/19

韓国の元入所者に補償金

小鹿島更生園

20130219-005 高知新聞（高知）

曽我野一美、坂口力、
小泉純一郎、飯島勲、
政考政読 ハンセン病 政治断念から12年 残る苦悩 首相に届くか
2013/02/19
安倍晋三、安倍昭恵、
津島雄二、藤井裕久

20130220-001 産経新聞（東京）

笹川陽平、テイン・セイ
2013/02/20 ン、アウン・サン・スー・ ミャンマー国民和解担当政府代表に笹川氏
チー

20130220-002 京都新聞（京都）

2013/02/20 篠原鋭一

原発事故被害 共感訴え 全日本仏教会 長岡京で人権連絡協

20130220-003 山陽新聞（岡山）

2013/02/20 高橋伸行、野村宏

瀬戸内国際芸術祭2013 ハンセン病療養所「唯一の息抜き」 入所者の釣り舟展
示へ 高松大島青松園 半世紀前の生活伝える

20130220-004 中国新聞（広島）

曽我野一美、坂口力、
小泉純一郎、飯島勲、
2013/02/20
政考政読 控訴断念 政治決断の功
安倍晋三、安倍昭恵、
津島雄二、藤井裕久

大島青松園

大島青松園

山本隆久、十河英世、
ハンセン病の正しい理解を 高松で講演会
塔和子

20130220-005 四国新聞（高松）

2013/02/20

大島青松園

20130220-006 熊本日日新聞（熊本）

坂手悦子、加藤めぐ
ハンセン病回復者家族ら 差別への恐怖 今なお 大阪市でシンポジウム 暴言、 菊池恵楓園、
2013/02/20 み、稲葉正彦、松井一
破談、解雇…苦悩の数々語る
邑久光明園、
郎

20130220-007 南日本新聞（鹿児島）

2013/02/20 向和典、森山一隆

講演 ◇「ハンセン病基本法」を学ぶ講演会

20130220-008 毎日新聞（県版）群馬版

2013/02/20 丸橋学、半田靖史

放火罪の被告に4年6月を求刑 地裁公判

栗生楽泉園

20130220-009 毎日新聞（県版）岡山版

2013/02/20 畑野研太郎

ハンセン病 歴史通じ人権考えて 邑久光明園 写真やパネル紹介

邑久光明園

20130220-010 毎日新聞（県版）熊本版

2013/02/20 神美知宏、志村康

ハンセン病を考えよう 5月11、12日「市民学会」総会・交流集会 参加呼びかけ
来月から事前企画実施

菊池恵楓園

20130220-011 月刊美術

本江邦夫、木下晋、小
本江邦夫の「今日は、ホンネで」 第59回 画家 木下晋 孤独を生きる人びと そ
2013/02/20 林ハル、桜井哲夫、棟
の無言の強さを伝える 小林ハルの闇を表す鉛筆とは
方志功、州之内徹

20130221-001 新潟日報（新潟）

2013/02/21

20130221-002 京都新聞（京都）

曽我野一美、坂口力、
小泉純一郎、飯島勲、
2013/02/21
政考政読 控訴断念 光る政治決断
安倍晋三、安倍昭恵、
津島雄二、藤井裕久

暮らしコンパス 社会保障・雇用労働 そもそも解説 他の公的制度にも影響? 生
活保護の基準額引き下げ 「連動させない」と政府方針

20130222-001 公明新聞（東京）

Dr.William Levis、
Malcolm S.Duthie、Bill
2013/02/21
Low-cost test offers hope for stopping leprosy early
Simmons、John
S.Spencer
2013/02/22 渡辺孝男
党人事

20130222-002 上毛新聞（前橋）

2013/02/22 谺雄二、藤田三四郎

「思い、実態 知って」 草津「栗生楽泉園」 ガイドブック入園者が制作

栗生楽泉園

20130222-003 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/22 工藤昌敏、志村康

入所者自治会の工藤会長退任へ 菊池恵楓園

菊池恵楓園

20130222-004 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/22 齊藤真

ハンセン病市民学会 ボランティア支援を 5月県内で開催 実行委呼び掛け

菊池恵楓園

20130222-005 毎日新聞（県版）福岡版

2013/02/22 徳田靖之

お知らせ ★人権講演会

20130222-006 薬事ニュース（東京）

2013/02/22

グローバルヘルスの課題「NTDｓ」制圧の向こうに見える市場 国内製薬企業も熱
帯地域のNTDｓに着目 アステラス製薬/エーザイ 顧みられはじめたグローバルヘ
ルス問題

20130223-001 西日本新聞（福岡）

2013/02/23 工藤昌敏、志村康

恵楓園の自治会長退任へ

20130223-002 南海日日新聞（奄美）

2013/02/23

International Herald Tribune
20130221-003
（パリ）

向和典、森山一隆、崎
南海ガイド ◆「ハンセン病文庫」友の会総会
田信正

菊池恵楓園

20130224-002 佐賀新聞（佐賀）

曽我野一美、坂口力、
2013/02/23 小泉純一郎、曽我野
千沙子、美空ひばり
生田長江、荒波力、
ニーチェ、佐藤春夫、
2013/02/24
平塚雷鳥、与謝野晶
子
2013/02/24

20130224-003 南日本新聞（鹿児島）

2013/02/24

暮らしコンパス 生活保護基準額引き下げ 他の制度へ波及? 非課税限度額 就
学援助など 政府「影響させない」

20130224-004 南海日日新聞（奄美）

2013/02/24 上野正子

南海天地

星塚敬愛園

20130224-005 琉球新報（那覇）

2013/02/24

しんかん 高 神谷美恵子 ハンセン病と歩んだ命の道程

長島愛生園

20130224-006 読売新聞（県版）愛媛版

岡野鏡子、宮田真衣、
2013/02/24 渡部英綱、白潟八州 今治西高放送部 岡野さん（砥部町） 最優秀賞 県自作視聴覚教材コンテスト
彦

20130225-001 上毛新聞（前橋）

2013/02/25 谺雄二、藤田三四郎

20130225-002 福井新聞（福井）

2013/02/25

20130225-003 佐賀新聞（佐賀）

2013/02/25

20130225-004 南海日日新聞（奄美）

2013/02/25

森山裕一隆、向和典、 ハンセン病文庫友の会 元患者の生活支援、道半ば 奄美和光園存続へ連携を
向井俊夫
国賠訴訟弁護士が講演

奄美和光園

20130225-005 朝日新聞（県版）群馬版

2013/02/25

羽部光男、藤田三四
郎、谺雄二

栗生楽泉園

20130225-006 週刊ポスト

笹川陽平、笹川良一、
石館守三、大森正男、
日野原重明、笹川堯、
田中角栄、福田赳夫、
児玉誉士夫、小佐野
賢治、岸信介、朝比奈
2013/02/25
宿命の子 第三十八回 高山文彦 笹川一族の神話と真実
泰彦、小笠原登、湊一
義、芦田、光岡良二、
北条民雄、川端康成、
光田健輔、林芳信、湯
川恒美、伊藤憲一、池
田勇人、紀伊國献三

20130223-003 朝日新聞（東京）夕刊

20130224-001 茨城新聞（水戸）

神谷美恵子、大谷美
和子、高山ケンタ

惜別 元ハンセン病国賠訴訟全国原告団協議会長 曽我野一美さん 人間の尊厳
大島青松園
求め一歩も引かず

「知の巨人 評伝生田長江」 荒波力著
今週の県政・市政 25～3月3日 ●県政 25日

大島青松園

「後世に思い継いで」 前橋でハンセン病学習会
栗生楽泉園
マンデー特報 そもそも解説 生活保護の基準額引き下げ 他の公的制度目安に
も
そもそも解説 生活保護 基準額引き下げ 「最低生活費」の目安 収入との差額
を支給

楽泉園ガイド育成へ学習会 前橋

松丘保養園、
多磨全生園、
長島愛生園、
栗生楽泉園

藤田三四郎、谺雄二、
ハンセン病ガイド養成 群馬 差別・療養所の歴史後世に
船越聡一郎

20130226-001 しんぶん赤旗（東京）

2013/02/26

20130226-002 佐賀新聞（佐賀）

2013/02/26 中島英男

ハンセン病差別と正しい知識を紹介 県庁で1日まで 佐賀市

菊池恵楓園

20130226-003 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/26

菊池恵楓園のボランティアガイド 来月9、16日に第6期養成講座

菊池恵楓園

20130226-004 熊本日日新聞（熊本）

2013/02/26 エダ・ハンナ・ライト

きょうの歴史（26日）【県内】

20130226-005 南日本新聞（鹿児島）

2013/02/26 河野進、良寛

南風録 ≪2031・2・26≫

20130226-006 毎日新聞（県版）京都版

2013/02/26

20130226-007 毎日新聞（県版）岡山版

2013/02/26 安田裕美、中尾伸治

愛生園にイラスト寄贈 福山の高3生5人 交流学習の恩返し

長島愛生園

20130226-008 毎日新聞（県版）岡山版

2013/02/26 安藤忠雄、荒木経惟

公式ガイドを発売 来月20日開幕、瀬戸内芸術祭

大島青松園

20130226-009 毎日新聞（県版）香川版

2013/02/26 安藤忠雄、荒木経惟

瀬戸内国際芸術祭 公式ガイドブック 全国で発売

20130226-010 朝日新聞（県版）福岡版

2013/02/26 徳田靖之

お知らせ 人権講演会

20130226-011 読売新聞（県版）岡山版

2013/02/26

20130226-012 毎日新聞（東京）夕刊

小嵐九八郎、イエス、
読書日和 一番書きたかった初心 小嵐九八郎さん 大胆に切り込んだイエス伝
2013/02/26 マグダラのマリア、吉
天のお父っとなぜに見捨てる
川英治

20130227-001 毎日新聞（東京）

2013/02/27 長妻昭、安倍

異論反論 寄稿 雨宮処凛 生活保護費が削減されました 「どん底への競争」止
めよ 就学援助の基準も引き下げ「教育を受ける権利」を侵害

20130227-002 産経新聞（東京）

2013/02/27 木下晋

鉛筆画の木下晋 4日から震災の「祈り」展

20130227-003 高知新聞（高知）

2013/02/27

らいふコンパス－随時掲載－ 生活保護の基準引き下げ 他制度への影響配慮

20130227-004 沖縄タイムス（那覇）

2013/02/27

生活保護減額 他に影響は? 税など連動懸念

20130227-005 毎日新聞（県版）熊本版

2013/02/27

恵楓園でガイド講座 来月開催 参加者募集

菊池恵楓園

20130227-006 朝日新聞（県版）熊本版

2013/02/27 志村康、斉藤真

ハンセン病の歴史・課題を考察 市民学会 恵楓園などで5月

菊池恵楓園

20130228-001 河北新報（仙台）

土井晩翠、土井八枝、
とうほく 方言の泉 NIE エホエホ（喉の奥からせき込む様子） 岩手では肺結核の
2013/02/28 土井英一、福島の八
意も
重

20130228-002 沖縄タイムス（那覇）

2013/02/28 国宗直子、幸喜、稲山 非入所者4人和解 ハンセン病国賠訴訟

20130228-003 琉球新報（那覇）

2013/02/28

ハンセン病非入所者 那覇地裁で和解合意 県内では2例目

20130228-004 朝日新聞（県版）佐賀版

2013/02/28

佐賀情報 展覧会 ●ハンセン病啓発パネル展

20130228-005 毎日新聞（北九州）夕刊

2013/02/28

知花昌一、鳩山由紀
夫、野坂昭如

栗生楽泉園

沖縄への構造的差別へ怒り 読谷村の僧侶・知花昌一さん 歴史と現実振り返り
訴え 左京で講演「被害見て見ぬふり」

中尾伸治、石田雅男、
ハンセン病差別 思いイラストに 広島・盈進中・高 長島愛生園に9枚贈る
安田裕美

志村康、神美知宏、齊
ハンセン病 熊本で学ぼう 療養所入所者交え市民学会 来月から事前企画
藤真

長島愛生園

菊池恵楓園

