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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20100101-001 上毛新聞（前橋） 2010/01/01
沢地久枝、半藤一利、
中村哲

歴史を見つめる　希望をつくる　志失った日本人懸念　危うい団塊ジュニア　国民も
「小国」志向を　日中関係こそが重要　米に「対等」主張を　自主外交ない日本

20100101-002 四国新聞（高松） 2010/01/01
「島アート」世界に発信　瀬戸内国際芸術祭2010　犬島　精錬所跡を保存し活用　小
豆島　棚田の里山に芸術空間　大島　入所者の願いを作品に

大島青松園

20100101-003 毎日新聞（県版）香川版 2010/01/01 高橋伸行
瀬戸内国際芸術祭　アートが生む魅力と元気　七つの島と高松港が舞台　大島　や
さしい美術

大島青松園

20100101-004 保健産業事報（東京） 2010/01/01 上田博三 年頭所感　厚生労働省健康局長　上田博三

20100101-005 病院新聞（東京） 2010/01/01 後藤正道 2010年医学会開催スケジュール　5月　第83回日本ハンセン病学会 星塚敬愛園

20100101-006 薬事日報（東京） 2010/01/01 小野村雅久
英国漫遊記　ケルトの人々の伝統医学を求めて　漢方専門医　小野村雅久　ローマ
時代ゆかりの温泉も

20100103-001 毎日新聞（大阪） 2010/01/03 塩屋俊 二つの痛みを映画に

20100103-002 毎日新聞（大阪） 2010/01/03
塩屋俊、財津一郎、陣
内孝則、鈴木亮平

共に生きる　阪神大震災15年　「痛み」伝えたい　ハンセン病差別、被災…　映画
「ふたたび」　神戸で撮影

20100103-003 西日本新聞（福岡） 2010/01/03 ニュースカレンダー2010　九州　5月

20100103-004 毎日新聞（県版）香川版 2010/01/03 山本隆久、高橋伸行
アートが来る島　1　大島　陶芸で「社会ときずな」模索　ハンセン病元患者　山本隆
久さん

大島青松園

20100104-001 毎日新聞（大阪） 2010/01/04 横尾忠則 2010年ニュースな現場　瀬戸内　　島でアートの祭典

20100104-002 週刊医学界新聞（東京） 2010/01/04 後藤正道 2010年医学関連学会・研究会開催一覧　5月　日本ハンセン病学会 星塚敬愛園



20100105-001 南海日日新聞（奄美） 2010/01/05 酒本喜與志、山田祥 奄美和光園外来が休診　常勤医師1人の退職で 奄美和光園

20100106-001 日刊ゲンダイ（東京） 2010/01/06 薮本雅子
出戻り女子アナの身上調査　薮本雅子（42歳）　元日本テレビ　"アイドル出身アナ"
の元祖は講演活動に走り回っている

20100106-002 北國新聞（金沢） 2010/01/06 ハンセン病シンポ　23日に金沢で開催

20100106-003 信濃毎日新聞（長野） 2010/01/06 門屋和子 信州の60年安保　下　沖縄と向き合う　戦争への加担　止める力に

20100106-004 南日本新聞（鹿児島） 2010/01/06
酒本喜與志、山田祥、
神美知宏、黒尾和久

奄美　和光園自治会、再び休会　医師足りず外来休診に 奄美和光園

20100106-005 読売新聞（県版）石川版 2010/01/06 今月のしおり　芸術・講演　23日(土)　国立ハンセン病政策シンポジウム

20100107-001 中日新聞（名古屋） 2010/01/07
小笠原登、大谷藤郎、
大角晃代、脇島春香

ハンセン病患者の隔離阻止　小笠原医師の偉業伝えたい　生涯描いた劇「空白の
カルテ」　甚目寺　17日の本番へ練習に熱

奄美和光園

20100107-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/01/07 馬原孝治、神内靖 プロ野球ホークスの馬原投手　入所者に活躍誓う　合志市　菊池恵楓園を訪問 菊池恵楓園

20100107-003 南日本新聞（鹿児島） 2010/01/07 朝山毅、神美知宏 全療協　和光園問題で奄美市長に要望 奄美和光園

20100107-004 毎日新聞（県版）香川版 2010/01/07 話

20100107-005 朝日新聞（県版）鹿児島版 2010/01/07
作田隆義、酒本喜與
志、神美知宏

ハンセン病療養所「奄美和光園」　自治会　休会状態　高齢化で役員なり手不在 奄美和光園

20100107-006 読売新聞（県版）熊本版 2010/01/07 小野寺信勝
会う　聞く　話す　外国人研修生問題弁護士連絡会の共同代表　小野寺信勝さん
研修制度見直し求めたい　実態改善への判決を望む

20100107-007 食品化学新聞（東京） 2010/01/07 上田博三
年頭所感　2010　増加する生活習慣病に国民的な運動を展開　厚生労働省　健康
局長　上田博三

20100107-008 Medical Tribune（東京） 2010/01/07 後藤正道 2010　1月～6月　国内医学関係学会日程　5月　日本ハンセン病学会（83） 星塚敬愛園

20100108-001 日本経済新聞（東京） 2010/01/08
マザー・テレサ、小島
好美、シスター白井

文化　マザー・テレサ　永遠の愛　千葉茂樹　撮影取材30年、生誕100年の今年3作
品再上映



20100108-002 南日本新聞（鹿児島） 2010/01/08
酒本喜與志、岩川洋
一郎、作田隆義、神美
知宏

和光園外来休診　「3月に医師派遣」内定　全療協など奄美で協議　自治会の再開
模索　敬愛園も高齢化に不安

奄美和光園、星
塚敬愛園

20100108-003
THE DAILY YOMIURI（東
京）

2010/01/08 Kiyoshi Sakamoto Hansen's facility forced to stop treating outpatients Amami-Wakoen

20100108-004 朝日新聞（名古屋）夕刊 2010/01/08

土屋公雄、高橋伸行、
北川フラム、磯見輝
夫、高北幸矢、山本隆
久

瀬戸内の島　アートで再生　愛知の2大学、「国際芸術祭」参加へ　県立芸術大　女
木島の空き家　劇場に　名古屋造形大　大島の療養所とタッグ

大島青松園

20100108-005 東京新聞（東京）夕刊 2010/01/08 宮内勝典 魔王の愛　199

20100108-006 山陽新聞（岡山）夕刊 2010/01/08 新盛英世、森和男 ハンセン病を正しく理解する講演会 大島青松園

20100109-001 日本経済新聞（東京） 2010/01/09 パラオ元入所者に補償金
パラオ癩療養
所、韓国国立小
鹿島病院

20100109-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/01/09
工藤昌敏、志村康、加
藤公一、石井忠雄

旧刑務所　啓発施設に　恵楓園自治会　法務省へ要望 菊池恵楓園

20100109-003 南海日日新聞（奄美） 2010/01/09
酒本喜與志、作田隆
義、山田祥

奄美和光園　3月から医師再派遣　外来は未定、自治会休会 奄美和光園

20100109-004 沖縄タイムス（那覇） 2010/01/09 パラオ元入所者に補償
韓国国立小鹿
島病院

20100109-005 毎日新聞（県版）香川版 2010/01/09
新盛英世、森和男、蓮
井孝夫

12日にハンセン病講演会　高松　大島青松園入所者ら 大島青松園

20100109-006 西日本新聞（福岡）夕刊 2010/01/09 宮内勝典 魔王の愛　200

20100110-001 朝日新聞（名古屋） 2010/01/10
小笠原登、大谷藤郎、
大角晃代、脇島春香

甚目寺出身　ハンセン病研究・小笠原医師　貫いた反隔離　中学生が熱演　差別
「過去のものではない」　17日本番

多磨全生園

20100110-002 山形新聞（山形） 2010/01/10 ミニ評パック　「ルポ　日本の縮図に住んでみる」日本経済新聞社編

20100110-003 静岡新聞（静岡） 2010/01/10 遠藤博之 来月7日、御殿場でボランティア研究集会 駿河療養所

20100110-004 佐賀新聞（佐賀） 2010/01/10 告知板　ハンセン100年誌 邑久光明園



20100112-001 毎日新聞（東京） 2010/01/12 金末子
ジョジョ企画が2010年版発売　カレンダー「女の暦」　先駆者をその言葉と写真で紹
介　田沢稲舟、神川松子、金末子さんらに光当て

20100112-002 日本海新聞（鳥取） 2010/01/12 加賀田一 海潮音 長島愛生園

20100112-003 日本海新聞（鳥取） 2010/01/12 加賀田一
もっと読みたい　はっと気付く　ほっと安らぐ　ハンセン病元患者の半世記出版　差
別、偏見と闘う加賀田さん（用瀬出身）　「誤りを認め反省することが重要」

20100112-004 山陽新聞（岡山） 2010/01/12
芝明義、平田敦子、井
上雅雄

精神障害者の自立促進、住居確保　「社会的入院」解消へ活発化　県内　官民で支
援取り組み

20100113-001 静岡新聞（静岡） 2010/01/13 遠藤博之 県社協など　ボランティア研究集会　来月、御殿場で開催

20100113-002 朝日新聞（県版）香川版 2010/01/13 森和男 社会復帰は困難　療養所はついの住み家　青松園自治会長　隔離の歴史語る 大島青松園

20100113-003 読売新聞（県版）香川版 2010/01/13 森和男、久利言 生きている間に偏見解決したい　大島青松園入所者講演 大島青松園

20100113-004 Japan Medicine（東京） 2010/01/13 資料　厚生労働省医政局　2010年度予算案の概要

20100114-001 下野新聞（宇都宮） 2010/01/14
粟津キヨ、市川信夫、
平沢保治、中島晃士
郎

「ふみ子の海」　野木で3月上映会　ハンセン病に関する講演も

20100114-002 Medical Tribune（東京） 2010/01/14 後藤正道 2010年日本医学会分科会開催一覧　5月 星塚敬愛園

20100115-001 神戸新聞（神戸） 2010/01/15 笹川陽平
日本財団　笹川陽平会長に聞く　阪神・淡路大震災から15年　「支え合う社会」実現
のために　一人ひとりが行動起こそう　脱「官依存」民がリードを

20100115-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/01/15 大住清昭、工藤昌敏 菊池恵楓園あすシンポ　ハンセン病療養所の将来は? 菊池恵楓園

20100115-003 読売新聞（県版）鹿児島版 2010/01/15
堅山勲、堅山恵、鵜木
志織、阿久根市長

ハンセン病回復者・堅山さん講演　「いらない命一つもない」　鹿大生「胸に響いた」 星塚敬愛園

20100115-004 Japan Medicine（東京） 2010/01/15 資料　厚生労働省健康局　2010年度予算（案）の概要

20100115-005 日本医療衛生新聞（大阪） 2010/01/15
厚生労働省10年度予算案　社会保障関係費27兆円　年金10兆円、医療9兆円、介
護2兆円



20100115-006
MEDICAMENT NEWS（東
京）

2010/01/15 上田博三
年頭所感　生活習慣病の予防に取り組み健康危機には迅速な対応を　厚生労働省
健康局長　上田博三

20100116-001 毎日新聞（東京） 2010/01/16 大平勝美、神美知宏
ハンセン病と薬害エイズ語り継ぐ　早稲田大学小野記念講堂で　あす大学生らがシ
ンポ

20100116-002 日本海新聞（鳥取） 2010/01/16 荒井玲子 県西部文芸同人誌「麓人」85号が発刊

20100116-003 佐賀新聞（佐賀） 2010/01/16 論説　無らい県運動　感染症隔離を教訓に

20100116-004 毎日新聞（県版）岡山版 2010/01/16 高橋伸行
島の魅力を再発見　7島と高松港舞台　瀬戸内国際芸術祭　世界的アーティスト参
加　7月19日～10月末

大島青松園

20100116-005 朝日新聞（県版）石川版 2010/01/16

ハンセン、ユングベ・ネ
ドレボ、シグード・サン
ドモ、宇佐美治、徳田
靖之、鈴木

ハンセン病政策　変遷を考える　23日・金沢　日本とノルウェーを対比

20100117-001 北海道新聞（札幌） 2010/01/17 清原愛子
はなし　抄　元ハンセン病患者の遺族　清原愛子さん　「おまえと一緒に暮らせたら」
－。療養所の母は泣いた　（昨年12月11日・札幌市中央区で開かれたフォーラム
「語り継ぐ北海道のハンセン病問題」から）

松丘保養園

20100117-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/01/17 大住清昭、志村康
菊池恵楓園100年　将来構想実現へ行動案　福祉施設誘致や医療刑務所跡利用
「考える会」がシンポ

菊池恵楓園

20100117-003 沖縄タイムス（那覇） 2010/01/17 ひがたいち オピニョン人　「愛楽園」のビデオ　悲しい歴史学んだ 沖縄愛楽園

20100117-004 毎日新聞（県版）岡山版 2010/01/17
デアシ、スサンティ、中
尾伸治

長島愛生園　インドネシア人看護師候補　働きながら資格取得へ
長島愛生園、邑
久光明園

20100117-005 朝日新聞（県版）熊本版 2010/01/17 原田正孝 菊池恵楓園でシンポ 菊池恵楓園

20100118-001 岐阜新聞（岐阜） 2010/01/18
谺雄二、渡部尚、神美
知宏、徳田靖之、内田
博文

ハンセン病問題　元患者、消えぬ不安　東京でシンポ　「療養所、医師不足」
栗生楽泉園、多
磨全生園

20100118-002 山陰中央新報（松江） 2010/01/18 岡田晴恵、川端祐人
紙上　ブックトーク　新型インフルエンザに負けないで!　高橋悦子　正しい情報知り
予防を

20100118-003 毎日新聞（県版）熊本版 2010/01/18
大住清昭、志村康、徳
田靖之

菊池恵楓園で将来構想シンポ　「差別なくし市民の入居を」 菊池恵楓園



20100118-004 山陽新聞（岡山）夕刊 2010/01/18 目指せ日本の看護師資格　インドネシア人候補7人　岡山県内4施設受け入れ
長島愛生園、邑
久光明園

20100119-001 上毛新聞（前橋） 2010/01/19
県央　前橋　高崎　伊勢崎　群馬教弘教育奨励賞　最優秀に県立聾学校　地域支
援の実践　評価　前橋箱田中、六合中が優秀賞

20100119-002 山陽新聞（岡山） 2010/01/19 インドネシア人候補7人　4施設着任　日本の看護師目指せ　国家試験へ実務積む
長島愛生園、邑
久光明園

20100119-003 読売新聞（県版）京都版 2010/01/19
塩屋俊、渡辺貞夫、北
川淳一

京で映画製作　活況　忠臣蔵や恋物語…続々　行政、大学支援　撮影所改装など
効果

20100120-001 朝日新聞（東京） 2010/01/20 ハンセン医師 ノルウェーの研究者　ハンセン病政策語る　あす東村山でシンポ

20100120-002 毎日新聞（県版）岡山版 2010/01/20
アルマウェル・ハンセ
ン、宇佐美治、鈴木
静、ジグード・サンドモ

ノルウェーのハンセン病研究者　隔離政策の痕跡見学　愛生園を訪問　元患者に聞
き取り

長島愛生園

20100120-003 朝日新聞（県版）鹿児島版 2010/01/20 堅山勲 「差別・偏見なお」　元ハンセン病患者講義　鹿大 星塚敬愛園

20100120-004 産経新聞（大阪）夕刊 2010/01/20
レヴィ＝ストロース、渡
辺公三、フーコー、デリ
ダ

文化　複眼鏡　武田徹　レヴィ＝ストロース　自らの文明への批判精神

20100120-005 SWITCH 2010/01/20
大島渚、明石海人、綱
中洋子

特集　闘う、大島渚

20100121-001 京都新聞（京都） 2010/01/21 井深八重 京日記

20100121-002 毎日新聞（県版）福岡版 2010/01/21 沢知恵 案内板　コンサート　沢知恵コンサート

20100122-001 北陸中日新聞（金沢） 2010/01/22 教室・講演会　国際ハンセン病政策シンポジウム 長島愛生園

20100122-002 北陸中日新聞（金沢） 2010/01/22

アルマウェル・ハンセ
ン、ユングベ・ネルレ
ボ、アーネ・スキヴェン
ス、シグード・サンド
モ、鈴木静

ハンセン病研究先進地　ノルウェー医師ら政策と人権語る　あすシンポ



20100122-003 西日本新聞（福岡） 2010/01/22 内田博文、寺園喜基
九大、西南大で最終講義　「弱者の尊厳守れ」　内田教授　「神学の質を問え」　寺
園学院長

20100122-004 朝日新聞（県版）福岡版 2010/01/22 内田博文
刑法の内田・九大教授　学生らに「お別れ講義」　「真の障害は社会の側にあり、弱
者の側にあるのではない」

20100122-005 読売新聞（県版）多摩版 2010/01/22 桃生小富士、金貴粉
宮城のハンセン病療養所で創作　生きた証し　個展に　東村山　水彩画と川柳　30
日から

東北新生園

20100122-006 読売新聞（県版）多摩版 2010/01/22
平沢保治、佐川修、ハ
ンセン医師

ハンセン病資料館テーマに　ノルウェーの研究者招きシンポ

20100122-007 Japan Medicine（東京） 2010/01/22
医療界の動き　ニュースフラッシュ　from MEDIFAX　審議会・検討会　1月22日
（金）、23日（土）の予定

20100123-001 上毛新聞（前橋） 2010/01/23 遠藤周作 ステージ鑑賞　遠藤周作原作で無償の愛を描く

20100123-002 北國新聞（金沢） 2010/01/23 きょうの案内板　本社催し　金沢

20100123-003 西日本新聞（福岡） 2010/01/23
石村善右、田中塊堂、
井上亮範、菅原道真、
西行法師

聞き書きシリーズ　ひとすじの梅の香　大宰府発見塾長　森弘子　父の信仰生活と
私

菊池恵楓園

20100124-001 北國新聞（金沢） 2010/01/24

中村信一、ユングベ・
ネルレボ、シグード・サ
ンドモ、井上英夫、宇
佐美治、徳田靖之、莇
昭三、アーネ・スキベ
ンス

ハンセン病の政策を議論　金大などシンポ　ノルウェー研究者招き 長島愛生園

20100124-002 北陸中日新聞（金沢） 2010/01/24
ユングベ・ネルレボ、
宇佐美治、シグード・
サンドモ

金沢でハンセン病国際シンポ　北欧の政策学ぼう 長島愛生園

20100124-003 日本海新聞（鳥取） 2010/01/24 加賀田一、明石海人 ハンセン病　隔離政策の中で　加賀田一著「いつの日にか帰らん」 長島愛生園

20100124-004 読売新聞（県版）石川版 2010/01/24
ユングベ・ネルレボ、
宇佐美治、徳田靖之

ハンセン病患者の人権考えるシンポ

20100125-001 北國新聞（金沢） 2010/01/25
浅井あい、井上英夫、
ユングベ・ネルレボ

ハンセン病研究発展誓う　ノルウェー研究者　元患者を墓参　金沢出身、浅井あいさ
んしのぶ



20100125-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/01/25 杉野芳武、河津修司 菊池恵楓園の杉野さん　南小国町で講演古里への思い深く差別ない社会訴え 菊池恵楓園

20100125-003 毎日新聞（県版）茨城版 2010/01/25 平沢保治 ハンセン病と人権学ぶ　来月27日　多磨全生園　バスツアー参加者募集 多磨全生園

20100125-004 毎日新聞（県版）神奈川版 2010/01/25

松本清張、野村吉太
郎、丹波哲郎、森田健
作、信欣三、松本克
平、加藤嘉

支局長だより　年輪刻む毎日映コン

20100126-001 毎日新聞（札幌） 2010/01/26 太田賢二、桂田博祥
道内ハンセン病実態調査　検証会議設置へ　10年度中　元患者らの要請受け　実
名で体験語る　道南出身　青森で暮らす桂田さん

松丘保養園

20100126-002 朝日新聞（北九州） 2010/01/26 内田博文 刑法の内田教授　九大で最終講義　「真の障害は社会の側にある」

20100126-003 朝日新聞（東京）夕刊 2010/01/26
村崎太郎、栗原美和
子、野中広務、辛淑玉

ニッポン　人・脈・記　差別を越えて　7　心を動かす　手さぐりで

20100126-004 日本経済新聞（東京）夕刊 2010/01/26 ハンセン病差別撲滅訴え

20100126-005 自遊人 2010/01/26 伊奈規雄、宮田清彦
和歌山県　湯の峰　熊野の地に沸くことの意味。湯の峰に生きる人々のだれもが、
その重みと誇りを感じている。

20100127-001 朝日新聞（東京） 2010/01/27
桃生小富士、北高、金
貴粉

ハンセン病隔離　38年の思い描く　東村山　回復者の作品展
東北新生園、多
磨全生園

20100127-002 しんぶん赤旗（東京） 2010/01/27 具志堅興繁、稲嶺進 名護市長選　13年ぶりのバンザイ　ハンセン病療養所元職員　元患者に支持広げる 沖縄愛楽園

20100127-003 Japan Medicine（東京） 2010/01/27
医療界の動き　ニュースフラッシュ　from MEDIFAX　審議会・検討会　ハンセン病再
発防止検討会　患者の権利・差別で意見聴取

20100127-004 朝日新聞（東京）夕刊 2010/01/27
天辰哲男、長養敏男、
大西英雄

ニッポン　人・脈・記　差別を越えて　8　企業に根づく人権担当

20100128-001 毎日新聞（東京） 2010/01/28 佐川修、川内博史 多磨全生園　敷地無償貸与訴え　国会議員懇に　保育園誘致へ自治会 多磨全生園

20100128-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/01/28 きょうの歴史　28日　県内



20100128-003 朝日新聞（県版）石川版 2010/01/28
ハンセン医師、シグー
ド・サンドモ、徳田靖
之、宇佐美治

ハンセン病「社会の共生映す」　元患者らシンポ 長島愛生園

20100128-004 山陽新聞（岡山）夕刊 2010/01/28 上代淑 一日一題　山陽女子高校放送部顧問　門田豪毅　女子教育 長島愛生園

20100128-005 週刊新潮 2010/01/28
菅直人、児玉源太郎、
菅源太郎、向畑典子、
森元美代治

結婚　菅直人副総理の長男「源太郎氏」が実らせた「たこ焼屋の恋」

20100129-001 スポーツニッポン（東京） 2010/01/29 きょうは世界救らいの日

20100129-002 朝日新聞（東京）夕刊 2010/01/29

駒井喜作、西光万吉、
阪本清一郎、守安敏
司、斎藤洋一、近藤悦
朗

ニッポン　人・脈・記　差別を越えて　10　いつの世も　人間に光あれ

20100129-003 神戸新聞（神戸）夕刊 2010/01/29 遠藤周作、清田和美
ステージ　ミュージカル「泣かないで」　悲恋超えた人間愛を描く　神戸出身、清田和
美が出演　原作は遠藤周作

20100130-001 山梨日日新聞（甲府） 2010/01/30 小川正子 わが町　春日居ふるさと図書館　小川女医の功績紹介 長島愛生園

20100130-002 信濃毎日新聞（長野） 2010/01/30 広河隆一 硬派報道写真誌「DAYS JAPAN」　存続かけキャンペーン

20100130-003 日本海新聞（鳥取） 2010/01/30
石田雅男、吉永小百
合、早瀬

来月7日、境港で人権教育合同研修会 長島愛生園

20100130-004 津山朝日新聞（津山） 2010/01/30
押目美恵子、日野拓
哉

人権の大切さ学ぶ　林田小6年生　ハンセン病　押目さん訴え 長島愛生園

20100130-005 西日本新聞（福岡） 2010/01/30 大島佳代
国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年　絆ふたたび　1　葛藤　「死んだ」父が生
きていた

菊池恵楓園

20100130-006 熊本日日新聞（熊本） 2010/01/30 きょうの歴史　30日　県内

20100130-007 沖縄タイムス（那覇） 2010/01/30 尾崎元昭、チェ・ゲバラ 今週の平積み　隔ての海の岸辺で　尾崎元昭著　逃げなかった医師の交流史 長島愛生園

20100130-008 朝日新聞（県版）宮城版 2010/01/30
桃生小富士、北高、金
貴粉

ハンセン病回復の桃生さんが作品展　生を託す水彩と川柳　きょうから東京で　故
郷・旧雄勝町の風景評判に

東北新生園、多
磨全生園



20100131-001 中国新聞（広島） 2010/01/31 加賀田一 話題の1冊　「いつの日にか帰らん」　加賀田一著　尊厳求めて闘った自分史 長島愛生園

20100131-002 愛媛新聞（松山） 2010/01/31 政石蒙、上岡昭彦
元ハンセン病患者・歌人政石蒙さん蔵書　「差別撤廃」文庫に託し　古里の松野町
来月14日開設　歌集やノート600点

大島青松園

20100131-003 西日本新聞（福岡） 2010/01/31 山本春子
国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園100年　絆ふたたび　2　償い　30年の空白　埋
める姉妹

菊池恵楓園

20100131-004 沖縄タイムス（那覇） 2010/01/31
崎原永輝、上里信太、
池原瑠理、金城雅春

リポート2010　浦城小の人権教育　ハンセン病を学習　学芸会で正しい知識訴え 沖縄愛楽園


