
 『 ハンセン病 』　記事データ 　 　
 ( 2010/07/01 - 2010/07/31 )

 
 

I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20100701-001 信濃毎日新聞（長野） 2010/07/01 金正美 講座・講演会　单信　ハンセン病「今、私達にできる事」金正美講演会

20100701-002 山陽新聞（岡山） 2010/07/01 武久顕也 ハンセン病療養所　瀬戸内の2園　将来構想策定へ　「すすめる会」決定
長島愛生園、邑
久光明園

20100701-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/01 河津修司、倉岡巧 町から村から　单小国町　町人権教育推進協議会総会 菊池恵楓園

20100701-004 琉球新報（那覇） 2010/07/01 照屋雅幸、松原紫保 短信　チャリティー展5日から開催へ　県華道連盟「来場を」

20100702-001 毎日新聞（名古屋） 2010/07/02 森敏治 講演会　ハンセン病と私

20100702-002 産経新聞（大阪） 2010/07/02 渡辺幸弘 プリンスホテル起訴猶予　教研集会宿泊拒否

20100702-003 下野新聞（宇都宮） 2010/07/02 高松征雄、北沢潤 ハンセン病事業本年度計画承認　県藤楓協会理事会

20100702-004 信濃毎日新聞（長野） 2010/07/02 渡辺幸弘 日教組集会宿泊拒否　ホテル側起訴猶予　東京地検「悪質とはいえない」

20100702-005 山陽新聞（岡山） 2010/07/02 渡辺幸弘 プリンスホテル起訴猶予　日教組集会宿泊拒否　「悪質ではない」東京地検

20100702-006 山口新聞（下関） 2010/07/02 商議所だより　光

20100702-007 毎日新聞（県版）岐阜版 2010/07/02 森敏治 ハンセン病と私

20100703-001 上毛新聞（前橋） 2010/07/03
中沢孝之、大宮登、岩
崎比奈子、嶋田学

図書館めぐる問題探る　あすから全国大会　鼎談や分科会に200人　草津 栗生楽泉園

20100703-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/03 工藤昌敏 ハンセン病　歴史伝えて　菊池恵楓園　案内ガイド養成講座　24、31日 菊池恵楓園



34 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/03 大城貞俊、幸喜良秀 「椎の川～じんじん」あす最終公演　名護市民会館

20100703-004 熊本日日新聞（熊本）夕刊 2010/07/03 黒田信子
くまもと人めぐり　12　県中央児童相談所児童相談課長　黒田信子さん（59）　親子
の絆　再びつなぎ合わせる

20100704-001 河北新報（仙台） 2010/07/04
久保瑛二、大木三郎、
内藤雅義

ハンセン病に理解を　元患者らがシンポで訴え　仙台 東北新生園

20100704-002 单海日日新聞（奄美） 2010/07/04 酒本喜與志、高山登 奄美和光園　入所者、住民和やか交流　親善ゲートに16チーム 奄美和光園

20100704-003 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/04

比嘉克之、幸喜良秀、
比嘉留利子、新垣満
子、新垣正次、比嘉芳
克、當間奏瑠

島人夢人　オキナワン・ドリーマー　1　「国宝」なりたいな　比嘉克之君（9）　演劇「椎
の川～じんじん」太一役　役柄演じること楽しむ

20100705-001 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/05

大城貞俊、幸喜良秀、
金城雅春、宮城美智
子、宮城单美桜、宮城
星琉斗

偏見ない世願い「椎の川」が終幕　名護で1000人鑑賞 沖縄愛楽園

20100706-001 四国新聞（高松） 2010/07/06
フラムの瀬戸芸　鑑賞ガイド　File.6　7/19→10/31　名古屋造形芸術大学生有志
やさしい美術プロジェクト（大島）

大島青松園

20100706-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/06
志村康、徳田靖之、内
川寛、藤田光代、国宗
直子、八尋光秀

わたしを語る　35　ヤナワラバー人生　弁護士　板井優　被害に最も近い地で裁判を 菊池恵楓園

20100706-003 THE JAPAN TIMES（東京） 2010/07/06 Japan's hostile hosteling industry　JUST BE CAUSE

20100706-004 Discover Japan 2010/07/06
今年の夏は瀬戸内の島をめぐる冒険へ!　特集　まだまだ知らないニッポンがありま
した　秘密の島旅　世界中から100人以上のアーティストが集結!　瀬戸内国際芸術
祭はじまります!

大島青松園

20100707-001 北陸中日新聞（金沢） 2010/07/07 今井由三代
いしかわ　参院選　7・11　本紙県内世論調査詳報　「景気・雇用」重視トップ　参院選
ひとこと言わせて　金沢市僧侶　今井由三代さん（53）　弱者にもっと目向けて

20100707-002 日本海新聞（鳥取） 2010/07/07 池原正雄
人権と平和あらゆる角度から　「あまのじゃくのひとりごと」　25年間の市民活動を集
約　倉吉の池原さん出版



20100707-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/07
知念、徳田靖之、八尋
光秀、豊田誠、堅山
勲、加藤修、国場

わたしを語る　36　ヤナワラバー人生　弁護士　板井優　「その目で見、その耳で聞
け」

20100707-004 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/07 大城貞俊 唐獅子　時間 沖縄愛楽園

20100707-005 ELLE DECO 2010/07/07 北川フラム この夏は島をめぐる、瀬戸内海アートの旅へ。

20100708-001 朝日新聞（札幌） 2010/07/08
深谷雄大、村越化石、
大野林火

俳壇　深谷雄大選　磨く　秀句へのいざない（5） 栗生楽泉園

20100708-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/08 荒木市長 きょうの動き　首長の日程　荒木合志市長

20100708-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/08
工藤昌敏、蒲島郁夫、
志村康

菊池恵楓園「考える会」　旧医療刑務所の保存活用　知事に協力要請 菊池恵楓園

20100708-005 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/08 與那城一夫 茶のみ話　椎の川…じんじんに感動　與那城一夫（69）

20100708-006 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/08 高嶺豊 参院選候補者の回答公開　県内福祉団体が質問状

20100708-007 琉球新報（那覇） 2010/07/08 下地市長 県首脳・市長主要日程（8日）　下地宮古島市長

20100708-008 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/07/08 下地敏彦 市村長の日程　下地敏彦宮古島市長

20100708-009 毎日新聞（県版）熊本版 2010/07/08 育てボランティアガイド　ハンセン病理解へ　講座受講者を募集 菊池恵楓園

20100708-010 毎日新聞（県版）熊本版 2010/07/08
工藤昌敏、蒲島郁夫、
志村康、国宗直子、

医療刑務支所跡地保存・活用　知事に協力要請　菊池恵楓園入所者ら　10万人署
名活動で

菊池恵楓園

20100708-011 読売新聞（県版）熊本版 2010/07/08
工藤昌敏、志村康、蒲
島知事

医療刑務所跡　人権考える場に　恵楓園入所者保存訴え　知事に署名協力を要望 菊池恵楓園

20100708-012 週刊文春 2010/07/08 北川フラム 北川フラム　瀬戸内国際芸術祭、いよいよ開幕

20100709-001 岐阜新聞（岐阜） 2010/07/09 小鹿美佐雄 県内の若者、静岡の療養所訪問　ハンセン病の苦しみ聞く 駿河療養所



20100709-002 西日本新聞（福岡） 2010/07/09
渡部尚、荒木義行、嶋
田芳博

ハンセン病療養所　地域開放へ借地料減免を　熊本市で連絡協総会　建造物保存
も要求へ

菊池恵楓園、星
塚敬愛園

20100709-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/09
渡部尚、下地敏彦、荒
木義行

全国ハンセン病療養所連絡協　将来構想で意見交換 菊池恵楓園

20100709-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/09 きょうの歴史　9日　県内

20100709-005 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/09
潮谷義子、国宗直子、
藤田光代、馬場啓、三
角恒、小泉首相

わたしを語る　38　ヤナワラバー人生　弁護士　板井優　勝訴判決を紙切れにするな
菊池恵楓園、大
島青松園、星塚
敬愛園

20100709-006 毎日新聞（県版）香川版 2010/07/09 三宅志津子
ジグザグかがわ　視覚障害者向けテープ作製の「高松朗読会」　求む　カセットデッ
キ　製造中止のソニー機　デジタル化進み「困った」

大島青松園

20100709-007 読売新聞（県版）熊本版 2010/07/09 荒木義行 ハンセン病　「療養所の地域開放を」　全国所在市町村協が総会 菊池恵楓園

20100709-008 建設通信新聞（東京） 2010/07/09 関東地方整備局10年度（7月期）発注予定　下

20100710-001 福井新聞（福井） 2010/07/10
高瀬重二郎、上前三
博

若狭高　ハンセン病理解を　教諭対象の研修に40人

20100710-002 日本海新聞（鳥取） 2010/07/10 近藤剛、朝日貴浩 遺族が自身の被害訴え　ハンセン病で賠償請求　鳥取地裁

20100710-003 山陰中央新報（松江） 2010/07/10 朝日貴浩 司法ファイル　ハンセン病訴訟、国と県が争う姿勢

20100710-004 四国新聞（高松） 2010/07/10 山本隆久、高橋伸行
瀬戸内国際芸術祭2010　青松園の解剖台展示へ　よみがえる悲しい記憶　入所者
「見て何か感じて」

大島青松園

20100710-005 愛媛新聞（松山） 2010/07/10 市川ひろみ
学究の先へ（27）　愛媛の研究室から　今治明徳短期大学　市川ひろみ教授　兵役
拒否の概念分類　権力へ抗する姿に感動　帰り道の風景に心を癒やす

20100710-006 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/10
江田康幸、坂本哲志、
工藤昌敏

ハンセン病療養所・12自治体協議会　「将来構想へ国支援を」　恵楓園訪問　入所
者、国会議員と懇談

菊池恵楓園

20100710-007 毎日新聞（県版）鳥取版 2010/07/10 朝日貴浩 ハンセン病　患者の息子　提訴　国と県「隔離政策で差別」

20100710-008 朝日新聞（県版）岡山版 2010/07/10
戸高千世子、山田鐘
泰、高橋伸行、崎山陽
子

瀬戸内国際芸術祭　サポーター　開幕へ汗　こえび隊が掃除・案内 大島青松園



20100710-009 読売新聞（県版）鳥取版 2010/07/10 朝日貴浩 ハンセン病政策訴訟　国、県争う構え

20100710-010 読売新聞（県版）熊本版 2010/07/10
荒木義行、渡部尚、原
田正孝、工藤昌敏

ハンセン病　療養所の将来考える　全国所在市町村協　恵楓園で意見交換 菊池恵楓園

20100710-011 京都新聞（京都）夕刊 2010/07/10
チャンギジン、小松裕
子

カメラは見た　刻まれた負の歴史　日韓併合100年　韓国ハンセン病療養所　差別、
植民地支配の傷跡

小鹿島病院

20100711-001 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/11 上里栄 ハンセン病学習会で退所者講演　周囲に支えられ伝え続ける決意
宮古单静園、沖
縄愛楽園

20100711-002 朝日新聞（県版）香川版 2010/07/11
真鍋武紀、福武總一
郎、北川フラム

瀬戸内国際芸術祭　7島　アート散歩 大島青松園

20100712-001 四国新聞（高松） 2010/07/12 篠永哲一、喜田清
四国新聞読者文芸　随筆　篠永哲一選　今月のテーマは「小さい」　第3席　五ミリの
魚たち　高松　喜田清

長島愛生園

20100712-002 OZ magazine 2010/07/12
泉麻衣子、甘利彩子、
天野入華

01　瀬戸内　瀬戸内国際芸術祭2010　2010/７/19～10/31　大島 大島青松園

20100713-001 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/13 杉野桂子、弘子 随想　おしゃべり人形　杉野桂子

20100713-002 読売新聞（大阪）夕刊 2010/07/13
山本隆久、高橋伸行、
泉麻衣子

瀬戸内のハンセン病療養所　「大島焼」明日への希望　島の歴史から生まれた作品
は驚くほど温かい　学生ら芸術祭で「復活」

大島青松園

20100714-001 福島民報（福島） 2010/07/14 橋本和広、服部けさ みんなのひろば　「服部けさ」知り人生の財産に 栗生楽泉園

20100714-002 信濃毎日新聞（長野） 2010/07/14 白石草 「あなたの伝えたいこと」映像化　東京のネット放送局　番組の企画募集

20100714-003 信濃毎日新聞（長野） 2010/07/14
丸山多喜男、杉嶋千
聖

松本　ハンセン病元患者が講演　信大で懇談会　差別の根絶訴える 栗生楽泉園

20100714-004 徳島新聞（徳島） 2010/07/14 松浦徳雄、森和男 県関係ハンセン病回復者　板野訪れ住民と交流
大島青松園、長
島愛生園

20100714-005 毎日新聞（県版）徳島版 2010/07/14
十川勝幸、森和男、松
浦徳男

ハンセン病療養所の10人　里帰り交流会　感謝や決意述べる　板野
大島青松園、長
島愛生園

20100714-006 読売新聞（県版）香川版 2010/07/14
山本隆久、高橋伸行、
泉麻衣子

大島青松園の山本さん　"大島焼"命の軌跡　「入所者の絶望と美しい自然を込めた
い」　学生ら復活　芸術祭のカフェで披露

大島青松園



20100714-007 中日新聞（県版）長野版 2010/07/14 丸山多喜男 ハンセン病理解して　信大で丸山さん　強制隔離など語る 栗生楽泉園

20100714-008 中日新聞（県版）岐阜版 2010/07/14 ミニニュース　ハンセン病パネル展

20100715-001 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/15 白石草 「伝えたいこと」映像企画を公募　ネット放送局

20100715-002 朝日新聞（県版）大分版 2010/07/15 渡辺明子 講座・講演　第4回身近な人権講座

20100716-001 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/16

工藤昌敏、田中健三、
中山裕二、北岡秀郎、
中島康、中島潤史、板
井俊介、小野寺信勝、
久保田紗和、具志堅
興雄、我那覇隆裕、城
間トミ、板井八重子、
板井陽平、寿崎肇

わたしを語る　45　ヤナワラバー人生　弁護士　板井優　家族と仲間に囲まれて 菊池恵楓園

20100716-002 毎日新聞（県版）熊本版 2010/07/16 中山節夫 ハンセン病テーマの映画上映　「あつい壁」「新・あつい壁」　来月7日菊池恵楓園 菊池恵楓園

20100717-001 新潟日報（新潟） 2010/07/17
マザー・テレサ、沖守
弘、千葉茂樹、石本久
子

文化　愛することやめぬ人　マザー・テレサ映画祭に寄せて　労働者の街・山谷にも
足跡

20100717-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/17
工藤昌敏、幸山政史、
蒲島郁夫、志村康

医療刑務所　保存活用を　恵楓園「考える会」　熊本市長に協力要請 菊池恵楓園

20100717-003 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/17 林達雄 寄稿　偏見をなくしエイズ理解を　比嘉正央
沖縄愛楽園、宮
古单静園

20100717-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/07/17 神美知宏、知念正勝
案内　ハンセン病回復者の話を聴く　「宮古单静園ボランティアガイド講座」へのご案
内　ハンセン病と人権市民ネットワーク宮古事務局

宮古单静園

20100717-005 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/07/17
神美知宏、宮里光雄、
長濱政治

全寮協会長に神氏　副市長に就任あいさつ　「療養所は資料館に」
宮古单静園、多
磨全生園

20100717-006 毎日新聞（県版）熊本版 2010/07/17
工藤昌敏、幸山政史、
志村康、国宗直子

医療刑務所支所跡保存　熊本市長に協力要請　菊池恵楓園入所者ら 菊池恵楓園

20100717-007 朝日新聞（県版）熊本版 2010/07/17 幸山政史 ハンセン病支援者ら「医療刑務所保存を」　熊本市長に協力要請 菊池恵楓園



20100717-008 読売新聞（県版）熊本版 2010/07/17 幸山政史 ハンセン病専用の刑務所保存「協力」を　熊本市長に恵楓園入所者 菊池恵楓園

20100718-001
しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

2010/07/18 金耿昊、高橋梓
韓国併合100年　国超え理解しあいたい　在日の学生と日本の青年　連続講座で問
い直す　在日の歴史

20100718-002 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/07/18 神美知宏、山崎杏花
单静園ボランティア養成講座　ハンセン病の歴史学ぶ　神氏（全寮協会長）将来構
想で講話

宮古单静園

20100719-001 毎日新聞（大阪） 2010/07/19 山本隆久、高橋伸行
高松・大島　ハンセン病療養所　悲しみ語る解剖台　25年ぶり引き揚げ　芸術祭で
展示

大島青松園

20100719-002 中国新聞（広島） 2010/07/19
柳幸典、妹島和世、福
武總一郎、真鍋武紀

現代アート　7島つなぐ　岡山・香川「瀬戸内芸術祭」きょう開幕

20100719-003 四国新聞（高松） 2010/07/19 高橋伸行、山本隆久
SCRANBLE讃岐　大島青松園と国際芸術祭　脚光浴びる療養所の島　過去を学
び、未来語る場に

大島青松園

20100719-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/19 きょうの歴史　19日　県内

20100719-005 琉球新報（那覇） 2010/07/19 ネットワーク　愛楽園で1フィート上映会　入所者と一緒に参加を 沖縄愛楽園

20100719-006 朝日新聞（県版）むさしの版 2010/07/19 木下美智子、木村快 ハンセン病元患者の思い込めた歌と朗読　小金井の劇団、23日から
菊池恵楓園、星
塚敬愛園

20100720-001 東奥日報（青森） 2010/07/20
单ユウ子、小田桐公
雄、滝田十和男、神子
沢新八郎

証言でつづる松丘保養園　12　新薬の衝撃（1）/絶望の淵から　劇的改善　見えた
希望

松丘保養園、多
磨全生園

20100720-002 旅 2010/07/20
特別企画・瀬戸内の旅　ことしの夏は瀬戸内海!　アートと手仕事の島めぐり。　大島
開かれた療養所と、やさしい美術。

20100721-001 毎日新聞（大阪） 2010/07/21 高橋伸行、脇林清
水　ニュースUP　おおさか発・プラスアルファ　ハンセン病療養所で芸術イベント
「大島」ファン育てたい　学芸部　手塚さや香

大島青松園

20100721-002 産経新聞（東京） 2010/07/21 画家　木下晋（3）　母親学　「愛」感じる感性が衰えてしまった

20100721-003 MAINICHI RT（東京） 2010/07/21 山本隆久、高橋伸行
3　NEWS　No.44 Vol.1　04　News Ranking　悲しみ語る解剖台　高松・大島　ハンセ
ン病療養所　25年ぶり引き揚げ　芸術祭できょうから展示

大島青松園

20100721-004 しんぶん赤旗（東京） 2010/07/21 国民医療の充実要求　全医労が定期全国大会



20100721-005 東奥日報（青森） 2010/07/21
滝田十和男、駒木根
卓寿、中條資俊

証言でつづる松丘保養園　13　新薬の衝撃（2）/プロミン以前　务悪な環境で手足失
う

松丘保養園

20100721-006 山陽新聞（岡山） 2010/07/21 山本隆久、高橋伸行 ハンセン病悲しい歴史感じて　高松「大島青松園」　かつての遺体解剖台展示 大島青松園

20100721-007 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/21 工藤昌敏、中山節夫 ハンセン病題材に映画2本連続上映　来月7日、菊池恵楓園 菊池恵楓園

20100721-008 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/21 ハンセン 唐獅子　ガイドの場で… 沖縄愛楽園

20100721-009 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/07/21 神美知宏 行雲流水 宮古单静園

20100721-010 読売新聞（県版）香川版 2010/07/21 高橋伸行、山本隆久 歴史伝える解剖台展示　大島青松園　30年ぶり海から引き揚げ 大島青松園

20100722-001 産経新聞（東京） 2010/07/22 正論　日本財団会長　笹川陽平　新幹線輸出はオール日本態勢で

20100722-002 東奥日報（青森） 2010/07/22 渡部尚
この人　ハンセン病療養所内の保育園を構想する東京都東村山市長　渡部尚さん
未来担う子どもと入所者の交流を

多磨全生園

20100722-003 東奥日報（青森） 2010/07/22 重松貞子、重松みえ
証言でつづる松丘保養園　14　新薬の衝撃（3）/戻ってきた声　「生きていて良かっ
た」

松丘保養園

20100722-004 山陽新聞（岡山） 2010/07/22 渡部尚
ひと　ハンセン病療養所内の保育園を構想する東京都東村山市長　渡部尚さん　入
所者の力強さに感銘

多磨全生園

20100722-005 西日本新聞（福岡） 2010/07/22
中山節夫、ケーシー高
峰

ハンセン病差別問う「あつい壁」「新・あつい壁」　菊池恵楓園で上映会　来月7日
監督も参加

菊池恵楓園

20100722-006 西日本新聞（福岡） 2010/07/22 山田祥、神美知宏
ハンセン病療養所・奄美和光園　入所者自治会　活動を再開　半年ぶり　行政交渉
窓口の不在解消

奄美和光園

20100722-007 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/22 渡部尚
人　ひと　ハンセン病療養所内の保育園を構想する東京都東村山市長　渡部尚さん
（48）

多磨全生園

20100722-008 朝日新聞（県版）香川版 2010/07/22
山本隆久、高橋伸行、
山本俔雄、小野寺実

瀬戸内国際芸術祭　ハンセン病　悲しい歴史　大島青松園　解剖台前に慰霊祭 大島青松園

20100722-009 病院新聞（東京） 2010/07/22 上杉もと 平成22年　盛夏　所感・随想　太陽の輝く夏が来て!!　竹内正也



20100723-001 東奥日報（青森） 2010/07/23 佐藤勝
証言でつづる松丘保養園　15　新薬の衝撃（4）/「治療早ければ…」　後遺症、偏見
との闘い続く

松丘保養園、栗
生楽泉園

20100723-002 毎日新聞（県版）香川版 2010/07/23
井木宏美、泉麻衣子、
天野入華、山本隆久、
高橋伸行、大野安長

ジグザグかがわ　芸術祭　（2）ふれあう　青松園ゆかりの菓子・食器"復刻"　大島
名古屋造形大「カフェ・シヨル」　島の文化　等身大で

大島青松園

20100724-001 朝日新聞（東京） 2010/07/24
仙谷由人、菅直人、小
泉純一郎、鳩山、橋本

訴訟対応　官邸に集約　各省判断を見直し

20100724-002 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/07/24
宮里光雄、神美知宏、
徳田靖之

案内　隔離の歴史と戦跡を歩く　宮古单静園フィールドワークへのお誘い　みやこ・
あんなの会

宮古单静園

20100724-003 信濃毎日新聞（長野）夕刊 2010/07/24
山本隆久、高橋伸行、
天野入華

瀬戸内海のハンセン病療養所　入所者と学生ら「大島焼」で交流 大島青松園

20100724-004 山陽新聞（岡山）夕刊 2010/07/24
山本隆久、高橋伸行、
天野入華、

瀬戸内国際芸術祭　大島焼　学生と制作　ハンセン病山本さん考案「生きている実
感」　香川

大島青松園

20100724-005 徳島新聞（徳島）夕刊 2010/07/24
山本隆久、高橋伸行、
天野入華

ハンセン病療養所　香川・大島　学生と陶芸交流　山本さん（県出身）指導　芸術祭
で作品話題に

大島青松園

20100724-006 高知新聞（高知）夕刊 2010/07/24
山本隆久、高橋伸行、
天野入華

瀬戸内国際芸術祭　参加学生と「大島焼」制作　ハンセン病療養所入所者　「生きて
いることを実感」

大島青松園

20100724-007 GOETHE 2010/07/24 ゲーテ ゲーテのコトバ　42　Text=明川哲也

20100725-001 中国新聞（広島） 2010/07/25
北川フラム、福武總一
郎、真鍋武徳

瀬戸内国際芸術祭　総合ディレクター　北川フラムさんに聞く　現代アートは地域づ
くりにつながるか　若者呼び込み島の魅力発信

20100725-002 四国新聞（高松） 2010/07/25 真鍋武紀 瀬戸内国際芸術祭2010開幕　人つなぐアートの祭典　活気あふれる瀬戸の島々 大島青松園

20100725-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/25
工藤昌敏、坂本克明、
志村康

社説　旧菊池医療刑務支所　人権啓発拠点へ保存・活用を 菊池恵楓園

20100725-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/25 工藤昌敏、志村康
菊池恵楓園の旧看護学校　「保育所」計画　足踏み　「財務省と調整必要」厚労省が
"待った"　公募手続き入れず、入所者ら不満

菊池恵楓園

20100725-005 沖縄タイムス（那覇） 2010/07/25 発信　着信　27日　愛楽園でフィルム上映　ハンセン病　理解深めて 沖縄愛楽園



20100726-001 朝日新聞（東京） 2010/07/26
福武總一郎、北川フラ
ム

七つの島　美の遍路道　瀬戸内国際芸術祭が開幕

20100726-002 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/07/26
上里栄、仲宗根明香
里

戦中の避難地で学習　单静園ボランティア　ガイド閉講 宮古单静園

20100726-003 朝日新聞（県版）香川版 2010/07/26 塔和子 ハンセン病映画「風の舞」上映会　高松 大島青松園

20100727-001 MAINICHI RT（東京） 2010/07/27 検索ワードトップ30

20100727-002 東奥日報（青森） 2010/07/27
石館守三、神子沢新
八郎、成田稔

証言でつづる松丘保養園　16　新薬の衝撃（5）/石館の功績　「人間回復」へ扉開く
多磨全生園、松
丘保養園

20100727-003 徳島新聞（徳島） 2010/07/27 渡部尚 人　ハンセン病療養所内の保育園を構想する東村山市長　渡部尚さん 多磨全生園

20100727-004 单日本新聞（鹿児島） 2010/07/27
酒本喜與志、神美知
宏、山田祥

奄美和光園　入所者自治会が再開 奄美和光園

20100728-001 東奥日報（青森） 2010/07/28
日野原重明、石館守
三、笹川良一、石館順
子、湊一義、菅直人

証言でつづる松丘保養園　17　新薬の衝撃（6）/不幸な人のために　故郷での決
意、生涯貫く

多磨全生園

20100728-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/28 阿部智子
菊池恵楓園で「学ぶ旅」　心に刻む　入所者の思い　「骨になったら故郷に帰りたい
が、無理だと思います」

菊池恵楓園

20100728-003 毎日新聞（県版）熊本版 2010/07/28 井上達也 ハンセン病を学ぶ　教職員ら250人　菊池恵楓園を見学 菊池恵楓園

20100728-004 朝日新聞（県版）鳥取版 2010/07/28 近藤剛
追!　ハンセン病の母とともに差別　「非入所」家族　続く孤独　男性が国・県提訴　国
の把握進まず

20100728-005 読売新聞（県版）熊本版 2010/07/28 工藤昌敏、松岡泰子 ハンセン病理解へ　教諭ら恵楓園見学　入所者と意見交換 菊池恵楓園

20100729-001 東奥日報（青森） 2010/07/29
石館守三、石館基、石
館光子、平沢保治、佐
川修

証言でつづる松丘保養園　18　新薬の衝撃（7）/「命の恩人」　今も心に生き続ける
松丘保養園、多
磨全生園

20100729-002 单日本新聞（鹿児島） 2010/07/29 山田祥、山田百枝 かお　奄美和光園・入所者自治会の会長に就任した　山田祥さん 奄美和光園

20100729-003 産経新聞（県版）長野版 2010/07/29 ハンセン病を一緒に考えよう 多磨全生園



20100729-004 朝日新聞（名古屋）夕刊 2010/07/29 磯見輝夫、高橋伸行 瀬戸内国際芸術祭　愛知の2芸大参加　過疎の島とアートの出会い

20100729-005 中国新聞（広島）夕刊 2010/07/29 山本隆久、高橋伸行 かがわ　「大島焼」を学生に指導　ハンセン病療養所で交流 大島青松園

20100729-006 図書 2010/07/29
高山文彦、北条民雄、
川端康成

本と私の時間（8）　ゆっくりと、何度でも　森まゆみ

20100730-001 徳島新聞（徳島） 2010/07/30
山本隆久、森和男、大
智慶巳

ハンセン病療養所　大島青松園（香川）　解剖台　患者の無念代弁　芸術祭機に展
示　入所者、来島訴え

大島青松園

20100730-002 西日本新聞（福岡） 2010/07/30

藤巻修一、大岡信、加
賀乙彦、島比呂志、畑
野むめ、田口麦彦、中
山秋夫

「ハンセン病文学」完結　作品2万点、8年がかり編さん　小説、詩、短歌、俳句など
全10巻　患者らの思い　後世に

星塚敬愛園、菊
池恵楓園

20100730-003 佐賀新聞（佐賀） 2010/07/30 中村久子
ハンセン病問題　県内に学びの場　学習会や療養所訪問　宗教、医療関係者参加
一般の入会呼び掛け

20100730-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/30 本田清悟 町から村から　人吉市　人吉球磨人権教育研究協議会研究大会

20100730-005 琉球新報（那覇） 2010/07/30 犀川一夫 きょうの歴史　沖縄 沖縄愛楽園

20100731-001 熊本日日新聞（熊本） 2010/07/31

森鷗外、下瀬兹太郎、
コール神父、ハンナ・リ
デル、本田増次郎、大
隈重信、細川家

歴史の界隈　本妙寺をゆく　18　鷗外が見た参道の光景

20100731-002 琉球新報（那覇） 2010/07/31
松岡和夫、徳原、江川
兄、岸本兄、小田

戦前の療養所　松岡和夫　松風寮で共に暮らした日々　2010年7月31日
星塚敬愛園、沖
縄愛楽園


