
 『 ハンセン病 』　記事データ 　 　
 ( 2009/06/01 - 2009/06/30 )

 
 

I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20090601-001 西日本新聞（福岡） 2009/06/01 西日本新聞社熊本総局　開設100年　翔　激動　感動　発信し続け

20090602-001 西日本新聞（福岡） 2009/06/02 花時計 奄美和光園

20090603-001 熊本日日新聞（熊本） 2009/06/03 酒本喜與志
菊池恵楓園100年　第2部　療養所の将来像　上　奄美和光園から　一般外来　地域
医療支え　住民も信頼

奄美和光園、菊
池恵楓園、星塚
敬愛園、沖縄愛
楽園

20090604-001 熊本日日新聞（熊本） 2009/06/04
嘉原孝治、森山一隆、
石原英一、国宗直子

菊池恵楓園100年　第2部　療養所の将来像　中　奄美和光園から　幻の構想　国の
白紙回答で振り出しに

奄美和光園、菊
池恵楓園

20090605-001 熊本日日新聞（熊本） 2009/06/05
薗博明、堀切博子、尾
ノ上義直

菊池恵楓園100年　第2部　療養所の将来像　下　奄美和光園から　ふれあい和光
塾　野菜作りで市民と交流

奄美和光園、菊
地恵楓園

20090605-002 建設通信新聞（東京） 2009/06/05 厚労省の発注見通し（国立高度専門医療Cと国立ハンセン病療養所）

東北新生園、栗
生楽泉園、多磨
全生園、駿河療
養所、邑久光明
園、長島愛生
園、大島青松
園、菊池恵楓
園、星塚敬愛
園、沖縄愛楽
園、宮古南静園

20090606-001 朝日新聞（大阪）夕刊 2009/06/06 常盤勝憲 神仏に出あう　おとなの遠足　大和・健康の寺　1　壺阪寺　眼病も眼鏡も癒やす

20090607-001 読売新聞（大阪） 2009/06/07 柳田邦男 柳田邦男さん「言葉で心成長」　プール学院大で講演



20090607-002 沖縄タイムス（那覇） 2009/06/07 平良仁雄
曙光きらら　ハンセン病回復者の思い　1　思いにこたえ実名公表　隠して、隠れて
生きてきた　親元離れ61年　平良仁雄さん　堂々社会へ

沖縄愛楽園

20090608-001 東京新聞（東京） 2009/06/08 とうきょうカフェ　100年前の教訓 多磨全生園

20090608-002 河北新報（仙台） 2009/06/08 小泉純一郎 社説　原爆症訴訟対応　政権の感度問われている

20090608-003 沖縄タイムス（那覇） 2009/06/08 平良仁雄
曙光きらら　ハンセン病回復者の思い　2　「再発」で奪われた幸せ　いつ出られるの
だろう　仕事失い、支えた妻も

沖縄愛楽園

20090608-004 神戸新聞（神戸）夕刊 2009/06/08
小林洋司、小西菜緒、
芝野哲、屋猛司

ハンセン病　苦難の歴史　学んで次代へ　療養所に集いの場　神戸の大学生ら企画
今夏から岡山に建設「問題意識消さない」

邑久光明園

20090609-001 河北新報（仙台） 2009/06/09 赤塚俊治 東北福祉大　ベトナム研修　看護の神髄　海外で学ぶ　言葉の壁越え心の交流

20090609-002 中日新聞（名古屋） 2009/06/09
野田勝太郎、明石海
人

中日春秋 長島愛生園

20090609-003 沖縄タイムス（那覇） 2009/06/09 平良仁雄
曙光きらら　ハンセン病回復者の思い　3　偏見・差別に立ち向かう　皆と交わり楽に
なった　葛藤の末　登壇決意

沖縄愛楽園

20090610-001 西日本新聞（福岡） 2009/06/10 潮谷義子、原田正純 熊本市で社会福祉士会全国大会　テーマ多彩に講演・討議

20090610-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/06/10 小泉純一郎 社説　原爆症認定　国は未来見据えた対応を

20090610-003 沖縄タイムス（那覇） 2009/06/10 平良仁雄
曙光きらら　ハンセン病回復者の思い　4　恐れずに前へ堂々と　熱い思いに支えら
れた　自ら語り理解求める

沖縄愛楽園

20090611-001 毎日新聞（大阪） 2009/06/11 大谷英之、大谷淳子
大分の大谷さん写真展　ハンセン病や奇形猿「風化させない」　新宿・日本写真会館
できょうから

20090611-002 岐阜新聞（岐阜） 2009/06/11 社説　原爆症上告断念　一括して救済する道探れ

20090611-003 静岡新聞（静岡） 2009/06/11 小泉純一郎 社説　原爆症上告断念　救済へ大胆に踏み出せ

20090614-001 信濃毎日新聞（長野） 2009/06/14 社説　インフル1ヵ月　秋冬への備えを急げ

20090614-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/06/14 貞明皇后
6月22日はハンセン病「追悼の日」　厚労省　制定しても通知せず　従来の啓発週間
どう関連?　県内自治体に戸惑い

菊池恵楓園



20090618-001 北海道新聞（札幌） 2009/06/18 平中忠信 知っ得北海道　中高生向けにハンセン病学ぶ研修 松丘保養園

20090619-001 朝日新聞（大阪）夕刊 2009/06/19 ハンセン病　光明園100年
邑久光明園、外
島保養院

20090619-002 山陽新聞（岡山）夕刊 2009/06/19 畑野研太郎、屋猛司 邑久光明園100周年式典　歴史の重み　胸に　差別ない未来祈る　瀬戸内

邑久光明園、川
北村外島、長島
愛生園、外島保
養院

20090619-003 徳島新聞（徳島）夕刊 2009/06/19 十川勝幸 ハンセン病　差別解消を　支援者ら啓発活動　徳島駅前
大島青松園、長
島愛生園

20090620-001 朝日新聞（東京） 2009/06/20 塔和子 天声人語

20090620-002 山陽新聞（岡山） 2009/06/20 畑野研太郎、屋猛司 邑久光明園式典　100年の重み胸に　差別ない未来決意
邑久光明園、外
島保養院、長島
愛生園

20090620-003 徳島新聞（徳島） 2009/06/20
十川勝幸、森和男、松
浦徳男、玉井由紀雄、
宇野祈

ハンセン病　理解訴え　徳島市内　回復者らフォーラム 大島青松園

20090621-001 中国新聞（広島） 2009/06/21

牧野正直、徳田靖之、
畑谷史代、坂手悦子、
河合静子、立花誠一
郎、太田明夫、大西笑
子、和泉真蔵、永山広
子

ハンセン病問題基本法4月施行　さらに啓発と検証必要　「偏見を招く記述も」　感染
症対策　あり方問う　市民学会　高松の大島青松園　「普段着」で同県人の交流
瀬戸内の邑久光明園　入所者の苦難　聞き書き10年

邑久光明園、星
塚敬愛園、栗生
楽泉園、大島青
松園

20090621-002 徳島新聞（徳島） 2009/06/21
岩瀬弥永子、北條民
雄

尾灯

20090622-001 南日本新聞（鹿児島） 2009/06/22
森山一隆、酒本喜與
志

ハンセン病週間始まる　奄美に医学書コーナー　鹿県内2施設　パネル展
奄美和光園、星
塚敬愛園

20090623-001 毎日新聞（東京） 2009/06/23 舛添要一、谺雄二 取り返しのつかない犠牲に哀悼　ハンセン病　初の「追悼の日」

20090623-002 朝日新聞（東京） 2009/06/23 舛添厚生労働相 ハンセン病、初の式典

20090623-003 読売新聞（東京） 2009/06/23 舛添厚生労働相 国主催ハンセン病患者を追悼



20090623-004 日本経済新聞（東京） 2009/06/23
舛添要一、谺雄二、森
下翔太

ハンセン病　「いまだ社会復帰できず」　原告団会長実態訴え　国主催で初の式典 多磨全生園

20090623-005 産経新聞（東京） 2009/06/23
池田士郎、新村拓、新
谷尚紀

感染症「排除」の意識　今も

20090623-006 産経新聞（東京） 2009/06/23 舛添要一 ハンセン病患者追悼し国が式典

20090624-001 山陽新聞（岡山） 2009/06/24 平沼赳夫、近藤剛 岡山のハンセン病2療養所　将来構想づくり支援　東京で超党派議員懇談会
長島愛生園、邑
久光明園

20090625-001 毎日新聞（大阪） 2009/06/25 新城浪
波乱の人生乗り越え明るく　沖縄最後のお座敷芸者　"ナミィ"の歌声を　三線と島
唄　新城浪さん関西初ライブ　あす、あさって大阪市内で

20090625-002 四国新聞（高松） 2009/06/25
神美知宏、多田有依
夏

ハンセン病に正しい理解を　悲痛な体験語る　香川大で講演会

20090626-001 山口新聞（下関） 2009/06/26 松本清張 四季風

20090626-002 四国新聞（高松） 2009/06/26
真鍋知事、新盛英世、
森和男、今井静子

大島青松園　知事、入所者を激励　「追悼の日」合わせ訪問 大島青松園

20090627-001 西日本新聞（福岡） 2009/06/27 工藤昌敏、原田正孝
「古里を失い独りぼっちに」　ハンセン病　苦難かみしめ　熊本県合志市　恵楓園で
100周年式典

菊池恵楓園

20090629-001 東京新聞（東京） 2009/06/29
大船重幸、安井良則、
藤野豊、藤田隆芳、北
英太郎

検証　インフルエンザ騒動　第二波に備えて　4　情報発信　過剰反応　招かぬ努力
を

20090629-002 毎日新聞（東京）夕刊 2009/06/29
エルネスト・ゲバラ、ア
ルベルト・グラナード

訪ねたい　銀幕有情　モーターサイクル・ダイアリーズ（アルゼンチン・アルタグラシ
ア）　若きゲバラ　心の旅

20090630-001 静岡新聞（静岡） 2009/06/30

舛添要一、谺雄二、松
本清張、明石海人、野
中広務、村越化石、辛
淑玉

社説　ハンセン病名誉回復の日　国は率先、啓発活動を 駿河療養所


