
 『 ハンセン病 』　記事データ 　 　
 ( 2009/09/01 - 2009/09/30 )

 
 

I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20090901-001 大阪日日新聞（大阪） 2009/09/01
永田道正、宮良正吉、
青木美憲

西成区　今も偏見に苦しむ人々が　ハンセン病元患者らが講演 邑久光明園

20090902-001 朝日新聞（札幌） 2009/09/02
桂田博祥、山本邦彦、
高橋はるみ

ハンセン病めぐり道に要望　元患者ら「苦難検証を」　副知事、前向き回答 松丘保養園

20090902-002 読売新聞（札幌） 2009/09/02 山本邦彦、桂田博祥 ハンセン病差別検証会議設置を　元患者が申し入れ

20090902-003 北海道新聞（札幌） 2009/09/02 桂田博祥、山本邦彦 ハンセン病元患者　道に検証会議要望　「強制隔離の実態明らかに」 松丘保養園

20090902-004 熊本日日新聞（熊本） 2009/09/02 三穂野雅則
支え合いのあゆみ　3　熊本市ボランティア週間30年　熊本福祉囲碁の会　趣味生
かし施設訪問

菊池恵楓園

20090903-001 東京新聞（東京） 2009/09/03
森下翔太、佐々木愛
梨、渡部尚

東村山市議会、「人権の森」宣言　「全生園」訪問児童、議場で作文朗読　ハンセン
病差別「繰り返さない」

多磨全生園

20090903-002 上毛新聞（前橋） 2009/09/03
藤田三四郎、大沢正
明、谺雄二、福岡安
則、永井正取

ハンセン病伝える証言集　差別の連鎖　根絶を　入所者50人の生涯　3巻に　知事
に寄贈　草津・栗生楽泉園

栗生楽泉園

20090903-003 熊本日日新聞（熊本） 2009/09/03 本紙連載「川辺川ダムは問う」　新聞協会賞を受賞

20090903-004 毎日新聞（県版）群馬版 2009/09/03
藤田三四郎、大澤正
明、谺雄二、福岡安
則、永井

「思いを伝えて」　ハンセン病療養所自治会長ら知事表敬　入所者の証言集を贈る 栗生楽泉園

20090903-005 朝日新聞（県版）多摩版 2009/09/03 佐川修
ハンセン病患者の苦難を記憶　「人権の森」宣言　東村山市議会　多磨全生園100
年機に

多磨全生園

20090903-006 読売新聞（県版）群馬版 2009/09/03
谺雄二、福岡安則、永
井正取、藤田三四郎、
大沢知事

ハンセン病の歴史　伝えたい　療養所の自治会が証言集　助成した県に贈呈 栗生楽泉園

20090903-007 読売新聞（県版）多摩版 2009/09/03
佐川修、森下翔太、
佐々木愛梨、渡部尚

全生園「人権の森宣言」可決　東村山市議会　自然・施設　市民が守る 多磨全生園
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20090903-008 東京新聞（県版）群馬版 2009/09/03
福岡安則、桜井哲夫、
鈴木幸次、藤田三四
郎

国立ハンセン病療養所「栗生楽泉園」「入所者証言集」完成　差別体験1400ページ
の本に　中絶した胎児の標本や「重監房」の実態生々しく

栗生楽泉園

20090903-009 日本経済新聞（東京）夕刊 2009/09/03
有馬修､有馬照子､渡
辺義弘､和田良三

岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる　10　編集委員　原田勝広　住
職の"英断"布袋さまの御利益?　　地元の人が園でそば打ち

邑久光明園

20090903-010 東京新聞（東京）夕刊 2009/09/03
福岡安則、桜井哲夫、
鈴木幸次、藤田三四
郎

ハンセン病元患者50人の告白　子ども中絶　医師が「標本に」　15人が「獄死」重監
房の実態　群馬の療養所　入所者証言集　埼玉大の教授編集「作成、最後の機会」

栗生楽泉園

20090904-001 朝日新聞（大阪） 2009/09/04 訓覇浩、磐井静江
社会におびえ　復帰後なお　ハンセン病回復者　支援団体調査　「病歴がばれるか
ら、近所の医者に行くのは嫌」　大阪府支援センター　家探し・手続き補助も　「実
態・心情に寄り添う支えを」

20090904-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/09/04 菊池恵楓園100年　ハンセン病学ぼう　ガイド2期生募集 菊池恵楓園

20090904-003 朝日新聞（県版）熊本版 2009/09/04 吉山安彦、中田寛美
ハンセン病隔離　絵筆が心の糧　捨てられたものにひかれる　菊池恵楓園の吉山さ
ん　絵画教室で指導

菊池恵楓園

20090905-001 朝日新聞（札幌） 2009/09/05 高橋はるみ ハンセン病　検証会議設置へ　知事「第三者入れる」 松丘保養園

20090905-002 北海道新聞（札幌） 2009/09/05 高橋はるみ ハンセン病実態調査へ　知事意向

20090905-003 上毛新聞（前橋） 2009/09/05 瀬山善郎、小林修 身近な人権　考えて　安中で講座　2人が教育、侵犯事件語る

20090905-004 毎日新聞（県版）神奈川版 2009/09/05
山口正章、宮田隆信、
大川常吉

大川署長の遺徳しのぶ　鶴見・東漸寺　修行僧52人が読経

20090905-005 東京新聞（東京）夕刊 2009/09/05
高山文彦、大下英治、
ヴェルレーヌ、北条民
雄、奥平剛士

文化　土曜訪問　父の死見つめ私小説　高山文彦さん（作家）　はいつくばる「生」書
く

20090906-001 産経新聞（東京） 2009/09/06 笹川陽平 若者よ、世界に翔け!　笹川陽平著

20090906-002 熊本日日新聞（熊本） 2009/09/06 県内　熊日連載「川辺川ダムは問う」に新聞協会賞

20090906-003 南日本新聞（鹿児島） 2009/09/06 上野正子、松下徳二 ハンセン病問題を考える 星塚敬愛園

20090906-004 静岡新聞（静岡） 2009/09/06 瀬戸内寂聴 店頭から　お勧めの一冊　「寂聴　幸運の鍵」　瀬戸内寂聴　著
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20090907-001 産経新聞（大阪） 2009/09/07 森敏治
関西在住　元ハンセン病患者ら　「銭湯もう来るな」「本屋で商品さわるな」回復後も
消えぬ差別

20090907-002 信濃毎日新聞（長野） 2009/09/07 伊波敏男、今井真紀 信州上田夏季大学　身近な問題考え10年目　4分科会50人　ハンセン病など学ぶ 多磨全生園

20090907-003 沖縄タイムス（那覇） 2009/09/07 下地敏彦 ハンセン病の啓発向け交流　ふれ愛GG大会 宮古南静園

20090907-004 週刊ダイヤモンド 2009/09/07 新宗教　驚きの資産力!

20090908-001 奈良新聞（奈良） 2009/09/08
ハンセン病の実状紹介　平群町立図書館でバリアフリー展　来月26日まで　多様な
資料展示

20090909-001 しんぶん赤旗（東京） 2009/09/09
福岡安則、谺雄二、永
井正取

ハンセン病療養所　栗生楽泉園入所者の証言が本に　隔離の歴史と事実知って 栗生楽泉園

20090909-002 SAPIO 2009/09/09

美智子皇后、貞明皇
后、昭憲皇后、寛仁親
王、聖武天皇、昭和天
皇、秩父宮、高松宮、
三笠宮、松崎敏弥、神
谷美恵子、光明皇后

慈愛と辛苦のご在位20年　美智子皇后論　光明皇后から1300年続く「皇后としての
祈り」を受け継いで―　「時をつなぐ飛び石」となる覚悟の美しさ

悲田院、施楽
院、邑久光明
園、奄美和光園

20090910-001 朝日新聞（県版）群馬版 2009/09/10
コンウォール・リー、金
山昭夫、中村茂

ハンセン病患者に献身　英女性リーさんの功績　回顧展　大正～昭和期　草津で活
動　12～14日　前橋

栗生楽泉園

20090910-002 東京新聞（県版）群馬版 2009/09/10
コンウォール・リー、金
沢孝

ハンセン病患者に献身「かあさま」　リー宣教師の功績に思いはせ　12日から　前橋
で遺品など展示

20090910-003 日本経済新聞（東京）夕刊 2009/09/10

溝井百合子、佐々木
松雄、近藤宏一、森元
美代治、神谷美恵子、
半田裕久

岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる　11　編集委員　原田勝広　県
立高校、希望の学舎　全国から受験、大学進学も

邑久光明園、長
島愛生園、東北
新生園

20090911-001 読売新聞（県版）鹿児島版 2009/09/11 牧園忠義、前田憂美 教育かごしま　ハンセン病正しい理解を　奄美・和光園　親子ら回復者と交流 奄美和光園

20090912-001 東京新聞（東京） 2009/09/12 神美知宏 情報ボード　講座「人権の尊さについて‐ハンセン病から学ぶ-」

20090912-002 毎日新聞（県版）鹿児島版 2009/09/12 関サダ 105歳の関さん　長寿祝う　鹿屋市最高齢　星塚敬愛園で敬老祝賀会 星塚敬愛園
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20090913-001 しんぶん赤旗（東京） 2009/09/13
山下道輔、荒井裕樹、
黒田暁子

「差別しない人間に」　ハンセン病知る青年交流会　東京 多磨全生園

20090913-002 SANKEI EXPRESS（東京） 2009/09/13 笹川陽平 文芸・エッセー　若者よ、世界に翔け!　行動する国際人を目指して

20090914-001
Fuji Sankei Business i.（東
京）

2009/09/14 笹川陽平 若者よ、世界に翔け!　笹川陽平・著　「内向き」となった日本人に喝

20090914-002 中国新聞（広島） 2009/09/14 岡本貞夫、牧野正直 ハンセン病医師ら「禅と講演の集い」　18日から安芸高田 邑久光明園

20090916-001 西日本新聞（福岡） 2009/09/16
古川貞二郎、小泉純
一郎

こう望む　鳩山新政権　「政と官」は車の両輪　元内閣官房副長官　古川貞二郎氏

20090917-001 日本経済新聞（東京）夕刊 2009/09/17
柴田良平、柴田すい
子、新谷信一、宮良正
吉、半田裕久

岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる　12　編集委員　原田勝広　多
難な社会復帰　頑張る人も園に戻る人も

邑久光明園、多
磨全生園、栗生
楽泉園

20090919-001 宮崎日日新聞（宮崎） 2009/09/19

伊藤一彦、明石海人、
正岡子規、中城ふみ
子、上田三四二、フラ
ンクル

県南に文芸の灯を　第2回文化シンポ　中　伊藤一彦さん講演要旨　下　想像を表
現、心は自由　病の4歌人　人生観紹介

20090919-002 週刊ダイヤモンド 2009/09/19
北康利、重兹芳子、岩
下壮一、小林一三、岩
下清周

ビジネス・人生に役立つ本　ベスト100　秋の夜長は「じっくり読書」　先人の生き様に
心震わせ　生きる勇気もらう伝記の醍醐味　北康利

20090920-001 毎日新聞（東京） 2009/09/20
藤田三四郎、福岡安
則、谺雄二

発信箱　人の証し　萩尾信也（社会部） 栗生楽泉園

20090920-002 朝日新聞（東京） 2009/09/20
谺雄二、福岡安則、黒
坂愛衣

ハンセン病元患者ら証言 栗生楽泉園

20090920-003 朝日新聞（県版）多摩版 2009/09/20 佐藤
「多磨全生園」28日に開園100年　差別と共生の歴史振り返る　東村山で企画展　回
復者と話す集い　東村山で22・23日

多磨全生園

20090921-001 しんぶん赤旗（東京） 2009/09/21
山下道輔、宮崎学、田
中キャサリン

差別・偏見　考えた　ハンセン病療養所で交流会　東京　国立多磨全生園
多磨全生園、大
島青松園

20090922-001 毎日新聞（大阪） 2009/09/22
天皇陛下、皇后美智
子

天皇皇后両陛下ご即位20年・ご成婚50年記念写真展　国民と歩み　心寄せた軌跡
あすから京都で　大阪へも巡回

20090922-002 山口新聞（下関） 2009/09/22
田村朊久、高瀬重二
郎、神美知宏

ハンセン病　「偏見の歴史伝えたい」　岡山　療養所案内に職員奮闘 長島愛生園
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20090922-003 読売新聞（県版）多摩版 2009/09/22
志田彊、山田欢作、ハ
ンセン医師

全生園はいま　上　隔離政策の苦難　後世へ　逃走阻止へ堀や監房　設置100年
入所者は高齢化

多磨全生園

20090923-001 産経新聞（東京） 2009/09/23 馬英九、笹川陽平 台湾総統が日本財団会長と会見

20090923-002 読売新聞（県版）多摩版 2009/09/23
平沢保治、佐久間建、
佐藤京子

全生園はいま　中　ハンセン病　偏見と闘う　入所者　学校講演で理解促す 多磨全生園

20090924-001 読売新聞（県版）多摩版 2009/09/24 天野秋一、平沢保治 全生園はいま　下　生きた証し　入所者植樹　「公園にして残してほしい」 多磨全生園

20090924-002 日本経済新聞（東京）夕刊 2009/09/24

神谷美恵子、中山秋
夫、神美知宏、原田燎
太郎、蔡潔珊、嶺后、
小牧義美、屋猛司、
チェ・ゲバラ、半田裕久

岡山・邑久光明園「ハンセン病療養所」に住んでみる　13　総集編　編集委員　原田
勝広　写真部　半田裕久　ぎゅっと握手　心から　老いてゆく入所者　家族の絆もう
一度　地域に溶け込む施設作り　世界をつなぐ　国際支援

邑久光明園、長
島愛生園、栗生
楽泉園、沖縄愛
楽園、宮古南静
園、松丘保養
園、星塚敬愛
園、大島青松
園、多磨全生
園、東北新生園

20090924-003 スカパー!e2TVガイド 2009/09/24 ルー大柴、藪下修 地球にやさしい世界のプロジェクト　ワールドチャレンジとは?

20090925-001 熊本日日新聞（熊本） 2009/09/25 福岡安則 人　ハンセン病歴者の証言集を編さんした埼玉大教授の福岡安則さん（61） 栗生楽泉園

20090925-002 朝日小学生新聞（東京） 2009/09/25

谷本大樹、明日勇聖、
多田羅望、坂下敬和、
田中未来子、藤田彰
一、平沢保治、新盛英
世、森和男、長谷川彦
市、岡崎裕美

ハンセン病　差別・偏見の苦しみ知って　高松で「夏休み親と子のシンポジウム」開
催　「うつる」と誤解され隔離生活　元患者と中高生が意見を交換

大島青松園、多
磨全生園

20090925-003 朝日新聞（東京）夕刊 2009/09/25 松本清張 アスパラ会員に聞きました　映画大好き!　★好きな清張原作の映画は?

20090926-001 朝日新聞（東京） 2009/09/26
平沢保治、光岡良二、
北条民雄

隔離　100年の現在　多磨全生園　1　白衣の「権威」と闘う　「罪人でも欠陥者でもな
い」

多磨全生園

20090926-002 北海道新聞（札幌） 2009/09/26
高橋はるみ、北原秀一
郎、多田健一郎、梶谷
大志、小林郁子

ハンセン病の検証機関　知事、年度内設置を表明
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20090926-003 大阪日日新聞（大阪） 2009/09/26 犠牲者187人の冥福を祈る　ハンセン病施設の悲劇75周年法要 外島保養院

20090926-004 熊本日日新聞（熊本） 2009/09/26 市議会　一般会計補正など28議案可決、承認

20090926-005 熊本日日新聞（熊本） 2009/09/26
菊池恵楓園100年　菊池恵楓園の将来構想　保育所誘致　重点項目に　高齢者施
設も　「考える会」が確認

菊池恵楓園

20090926-006 読売新聞（県版）香川版 2009/09/26 二ノ宮博之 補正見直し　演奏会延期　来月、福祉施設　運営費の半分、国負担 大島青松園

20090926-007 読売新聞（県版）熊本版 2009/09/26 議会　合志市 菊池恵楓園

20090927-001 朝日新聞（東京） 2009/09/27 平沢保治、福留庸友 隔離　100年の現在　多磨全生園　2　「里帰りの禁」に思い乱れ 多磨全生園

20090927-002 しんぶん赤旗（東京） 2009/09/27
藤田三四郎、谺雄二、
羽部光男、市川旦、酒
井宏明

ハンセン病　基本法具体化を急げ　群馬で支援する会総会 栗生楽泉園

20090927-003 徳島新聞（徳島） 2009/09/27 森和男
ハンセン病療養所　地域開放半年　将来構想づくり難航　大島青松園　離島ハン
ディ大きく　入所者「国が考え示せ」怒り

大島青松園

20090927-004 沖縄タイムス（那覇） 2009/09/27
上里一之、岡島実、金
城雅春

差別問題で理解深め　愛楽園で意見交換会 沖縄愛楽園

20090927-005
朝日中学生ウイークリー（東
京）

2009/09/27

谷本大樹、明日勇聖、
多田羅望、坂下敬和、
田中未来子、藤田彰
一、新盛英世、森和
男、長谷川彦市

ハンセン病　差別・偏見の苦しみ知って　高松で「夏休み親と子のシンポジウム」開
催　「うつる」と誤解され隔離生活　元患者と中高生が意見を交換

大島青松園

20090928-001 朝日新聞（東京） 2009/09/28

光田健輔、加賀田一、
志村康、古田高夫、皇
太后、三宅一志、石川
啄木、山田わか、有田
音松、田辺一雄、吉原
賢二、中田益允、武部
俊一

検証　昭和報道　病の昭和史　結核　啓発の一方、怪しい売薬広告も　ハンセン病
遠巻き姿勢、法の矛盾を放置　インフルエンザ　接種への疑問、問いかけ続く

長島愛生園、大
島青松園、菊池
恵楓園

20090928-002 朝日新聞（東京） 2009/09/28
堤良蔵、小泉純一郎、
志田彊、高波淳

隔離　100年の現在　多磨全生園　3　得た償い　恩恵か権利か 多磨全生園

20090928-003 大阪日日新聞（大阪） 2009/09/28 週間ダイジェスト　大阪社会　ハンセン病施設の入所者らの追悼法要 外島保養院
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20090928-004 大阪日日新聞（大阪） 2009/09/28 富田めぐみ
「ハンセン病問題基本法」施行から半年　施設退所者の生活実態調査　6割強が老
後に不安　社会環境の不備浮き彫り

20090928-005 西日本新聞（福岡） 2009/09/28 姜信子 語るように書く、という旅　新刊　姜信子さん　「イリオモテ」 　

20090928-006 熊本日日新聞（熊本） 2009/09/28
工藤昌敏、野上玲子、
豊永喜代美、豊永悠

菊池恵楓園100年　ガイド養成へ第2期講座　90人がハンセン病学ぶ 菊池恵楓園

20090928-007 朝日新聞（県版）多摩版 2009/09/28 黒尾和久 モノが語る　隔離の歴史　国立ハンセン病資料館でシンポ 多磨全生園

20090928-008 読売新聞（県版）多摩版 2009/09/28 黒尾和久 患者囲んだ堀や土塁考えるシンポジウム 多磨全生園

20090928-009 読売新聞（県版）多摩版 2009/09/28 成田稔、神美知宏 全生園「老人・保育施設に」　ハンセン病資料館長　空き地利用提言 多磨全生園

20090929-001 毎日新聞（東京） 2009/09/29 佐川修
苦しみと悲しみの100年　「地域の人と生きていく」　多磨全生園　記念式典で佐川自
治会長

多磨全生園

20090929-002 毎日新聞（東京） 2009/09/29 松谷有希雄.佐川修 都内のハンセン病養療所で100周年式典 多磨全生園

20090929-003 朝日新聞（東京） 2009/09/29 長妻昭、阿曽沼慎司 「隔離を深くおわび」　長妻厚労相が告示　多磨全生園100年式典 多磨全生園

20090929-004 朝日新聞（東京） 2009/09/29
伊波敏男、檀一雄、高
波淳

隔離　100年の現在　多磨全生園　4　社会復帰　しみる寒風 多磨全生園

20090929-005 読売新聞（東京） 2009/09/29 多磨全生園設置100年 多磨全生園

20090929-006 琉球新報（那覇） 2009/09/29 岡島実、金城雅春 金口木舌 沖縄愛楽園

20090929-007 琉球新報（那覇） 2009/09/29
上里一之、岡島実、金
城雅春

障がい者もハンセン病元患者も　理解深め　歩み共に　いのち輝く会と愛楽園が意
見交換　条例作りへ協力確認

沖縄愛楽園

20090929-008 朝日新聞（県版）多摩版 2009/09/29

松谷有希雄.佐川修、
長妻昭、阿曽沼慎司、
佐藤光葉、坂元萌、長
谷川朱音

開園100年式典　「深くおわび」厚労相が告示 多磨全生園

20090930-001 毎日新聞（大阪） 2009/09/30
ハンセン病回復者の支援を　府総合福祉協会　サポーター養成講座　来月3、9、10
日参加者を募集

邑久光明園、長
島愛生園
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20090930-002 朝日新聞（東京） 2009/09/30
並里まさ子、大谷藤
郎、高波淳

隔離　100年の現在　多磨全生園　5　医学の怠慢　過ち放置 多磨全生園

20090930-003 秋田魁新報（秋田） 2009/09/30 内外の歴史　9月30日（水）

20090930-004 四国新聞（高松） 2009/09/30
橋本一仁四、二ノ宮博
之

全国初　文化事業が延期　大島の演奏会　補正見直し受け 大島青松園
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