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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20100801-001 東京新聞（東京） 2010/08/01 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村山市長　渡部尚さん　入所者
と子どもたちとの交流が生まれる

多磨全生園

20100801-002 公明新聞/日曜版（東京） 2010/08/01
中村伸一、春田敬司、
真鍋武紀

サンデー・リポート　海と島々の魅力を世界へ発信　瀬戸内国際芸術祭が開幕　香
川県　歴史、文化とアートを融合　ボランティアの活躍も交流広げる　ユニークで多
彩な作品を展示　ハンセン病療養所の大島も会場に　公明が積極推進

20100801-003 山陽新聞（岡山） 2010/08/01 松岡広路
光明園に「集いの広場」つくろう　日帰りで整備作業　ボランティア募る　活動グルー
プが8、10日の両日

邑久光明園

20100801-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/08/01
工藤昌敏、野上玲子、
遠藤隆久

ハンセン病の歴史伝える　ガイド新たに43人　菊池恵楓園 菊池恵楓園

20100802-001 健康 2010/08/02
秦佐八郎、エールリ
ヒ、大川周明、東条首
相、ヴォルテール

健康医学エピソード　11　一風土病が瞬く間に全世界を席巻。それをめぐる人間模
様。この病がもたらした喜悲劇から何を学ぶ　…抗生物質で退治できるようになった
この病。しかしそれが人々に暗示している教訓はあまりにも大きい

20100802-002 Pen 2010/08/02 島々をめぐる美の冒険　瀬戸内×アートの旅。07　大島 大島青松園

20100803-001 東愛知新聞（豊橋） 2010/08/03
神田真秋、平野昭、石
井則久

ハンセン病に理解を　あいち人権啓発プラザ企画展　名古屋

20100803-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/08/03 中山節夫 上映会　「あつい壁」「新・あつい壁」上映会 菊池恵楓園

20100804-001 北國新聞（金沢） 2010/08/04 浅井あい 浅井さんしのび墓参

20100804-002 北陸中日新聞（金沢） 2010/08/04
浅井あい、後藤由美
子、木村吉伸

金沢出身　元ハンセン病患者　浅井さんの冥福祈る 栗生楽泉園

20100804-003 信濃毎日新聞（長野） 2010/08/04
お知らせ　飯山市【NPO現代座公演「うたと語り　遠い空の下の故郷　ハンセン病療
養所に生きて」】



20100804-004 沖縄タイムス（那覇） 2010/08/04 唐獅子　手をつなぐ 沖縄愛楽園

20100804-005 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/08/04
宮里光雄、田口幸義、
下地敏彦、田村謙二

南静園　園内にバス停設置を　入園者自治会が市長に協力要請 宮古南静園

20100804-006 毎日新聞（県版）石川版 2010/08/04 浅井あい、後藤由美子 ハンセン病　元患者の浅井あいさん　支援者ら墓参り 栗生楽泉園

20100805-001 徳島新聞（徳島） 2010/08/05
飯泉嘉門、十川勝幸、
大北英二、山本隆久

一足早い乱舞　入所者楽しむ　大島青松園で夏祭り 大島青松園

20100805-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/08/05
野田毅、古川浩二、長
妻昭

菊池恵楓園の保育所計画　利用者公募など年内に　厚労省方針 菊池恵楓園

20100805-003 毎日新聞（県版）徳島版 2010/08/05
飯泉嘉門、十川勝幸、
大北英二、松浦徳男

飯泉知事　県出身者を見舞う　高松の大島青松園訪問 大島青松園

20100805-004 毎日新聞（東京）夕刉 2010/08/05
福武總一郎、北川フラ
ム

瀬戸内で初の国際芸術祭　17の国・地域から75組が出品　地域の活性化を目指し 大島青松園

20100805-005 朝日新聞（大阪）夕刉 2010/08/05

松本清張、加藤剛、伊
庭俊子、純子、加藤
嘉、じょっさん、小柳福
代

これでDO DAS!　今週の担当　長谷川千尋記者　お題　何度見ても涙が出てしまう
映画のシーン　大切な「誰か」に重ね　痛む胸

20100806-001 上毛新聞（前橋） 2010/08/06 谺雄二
栗生楽泉園の人権啓発施設　重監房の一部　再現　厚労省の素案判明　12年度着
工目指す

栗生楽泉園

20100806-002 中日新聞（名古屋） 2010/08/06 きのうの知事さん

20100806-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/08/06 幸山政史、原田正孝 幸山熊本市長が恵楓園を初訪問 菊池恵楓園

20100806-004 毎日新聞（県版）多摩版 2010/08/06 東條耿一、村井 ステージ　ハンセン病文庫・朋の会「朋の交流会&朗読会」

20100806-005 毎日新聞（県版）香川版 2010/08/06
塔和子、宮崎信恵、高
見順、吉永小百合、山
本隆久

ジグザグかがわ　「風の舞―闇を拓く光の詩」上映　「共生への支援広がれば」　ハ
ンセン病療養所大島青松園　詩人・塔さんの作品がモチーフ

大島青松園

20100807-001 sesame 2010/08/07
志帆、星咲、亮太が、島とアートを大冒険!　7つの島＋1にアート現る!　アートを巡る
100日間・瀬戸内国際芸術祭2010　大島

大島青松園

20100808-001 信濃毎日新聞（長野） 2010/08/08 ハンセン病療養所訪問の参加者募集 多磨全生園



20100808-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/08/08
工藤昌敏、志村康、中
山節夫

悲痛な思い胸に　ハンセン病の映画上映会　菊池恵楓園 菊池恵楓園

20100808-003 南日本新聞（鹿児島） 2010/08/08 杉野浩美
ブックニュース　かごしま　郷土の本　「いのちつきるまで　ハンセン病と短歌」　杉野
浩美著

星塚敬愛園、菊
池恵楓園

20100809-001 週刉ポスト 2010/08/09

美智子皇后、神谷美
恵子、ジブラーン、レ
バノン大統領、津田梅
子、神谷徹、神谷永
子、鶴見俊輔、加賀乙
彦、神谷律、サルト
ル、神谷宣郎、森岡律
子、連ちゃん、加賀田
一

ニュースを見に行く!　現場の磁力　山藤章一郎と本誌取材班　第190回　岡山・長島
美智子皇后の「心の師」神谷美恵子　われらが語るべきこの日本人を見よ

長島愛生園

20100810-001 中日新聞（名古屋） 2010/08/10 北川フラム、高橋伸行
瀬戸内国際芸術祭　島が舞台"海の復権"アピール　風土に根ざす作品群　にじみ
出る島民の生活　あいちトリエンナーレと"ライバル"相乗効果期待

大島青松園

20100810-002 Casa BRUTUS 2010/08/10
どこへ行く?何を見る?を厳選。瀬戸内国際芸術祭2010完全ガイド。大島　つながりの
家

20100810-003 THE 21 2010/08/10 土井香苗
土井香苗　弁護士/ニューマン・ライツ・ウォッチ日本ディレクター　いま輝くビジネス・
ウーマンの肖像　091　世界から理不尽な現実をなくしたい

20100810-004 BE-PAL 2010/08/10 北川フラム 芸術と自然が切り結ぶ価値転倒の試みが、まったく新しいネイチャー体験を生んだ 大島青松園

20100811-001 毎日新聞（大阪） 2010/08/11
瀬戸内国際芸術祭2010　7島ぐるっと現代アートの旅　10月31日まで　75組の作家
らの作品点在　風景も満喫　計画立て効率よく　世界で活躍の横尾忠則さん　社会
派・柳幸典さんの新作も

大島青松園

20100811-002 毎日新聞（県版）熊本版 2010/08/11 記者ノート　あつい壁 菊池恵楓園

20100811-003 Japan Medicine（東京） 2010/08/11
スマナ・バルア、川田
龍平

WHO　スマナ　バルア医務官　「政策決定に当事者参加を」

20100812-001 西日本新聞（福岡） 2010/08/12 森元博徳
NIE全国大会　7・29、30　熊本市　NIE　教育に新聞を　人と地域育てる新聞が未来
開く　中学生　読み解く能力高める

20100812-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/08/12 原田正孝 菊池恵楓園で盆踊り　供養の音頭　にぎやかに 菊池恵楓園



20100812-003 琉球新報（那覇） 2010/08/12

マイケル・ジャクソン、
佐高信、徳田靖之、
カール・ヤスパース、ヒ
トラー

論壇　まだ終わらないハンセン病問題　差別の芽は私たちの心の中に 宮古南静園

20100813-001 静岡新聞（静岡） 2010/08/13 福岡安則
本音インタビュー　埼玉大教授（袋井市出身）　福岡安則氏　在日コリアン聴き取り
調査　若い世代になお葛藤

20100813-002 読売新聞（県版）熊本版 2010/08/13 豊福桂子 恵楓園入所者と住民らが盆踊り 菊池恵楓園

20100813-003 毎日新聞（東京）夕刉 2010/08/13

岡部伊都子、柳楽優
里、人見ジュン子、丸
木位里、丸木俊、落合
恵子、佐高信、藤原良
雄

特集ワイド　会いたい夏　2010　（5）　「おおきに、よろしゅう」　透明な心だけを支え
に　随筆家　岡部伊都子さん（08年死去）

20100814-001 東京新聞（東京） 2010/08/14 サタデー発言　「排除の論理」まかり通る危険　写真家　しまくら　まさし　63

20100814-002 山陽新聞（岡山） 2010/08/14
菅首相、仙谷由人、小
泉純一郎

訴訟対応も政治主導　重要700件、政府一元管理　判断基準のぶれに懸念

20100814-003 読売新聞（県版）香川版 2010/08/14 磯野常二 戦後65年　語る・語り継ぐ　入所者が掘った壕　今も　大島青松園 大島青松園

20100815-001 沖縄タイムス（那覇） 2010/08/15 金城雅春 地域と交流楽しむ　名護　愛楽園夏祭り 沖縄愛楽園

20100816-001 公明新聞（東京） 2010/08/16
谷合正明、山本隆久、
広瀬良隆、中村伸一

離島の運航便確保を　ハンセン病国立療養所　谷合氏ら入所者から要望　高松市 大島青松園

20100816-002 東奥日報（青森） 2010/08/16 岡田靖雄 終戦時、患者1万人餓死　精神科医が大阪で講演

20100816-003 琉球新報（那覇） 2010/08/16 岡田靖雄 「戦争、弱者にしわ寄せ」　終戦記念日で精神科医講演　障がい者の死亡率高く

20100816-004 河北新報（仙台）夕刉 2010/08/16 ハンセン病に関する夏休み親と子のシンポジウム

20100817-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/08/17 ハンセン病差別　全法律の撤廃を　国連が各国に勧告

20100817-002 東奥日報（青森） 2010/08/17

桂田博祥、藤崎陸安、
片平シズ子、神子沢新
八郎、高橋由太郎、阿
部秀直、白取政義、滝
田十和男

証言でつづる松丘保養園　19　人権回復の闘い（1）/叫び　「おれたちも人間なん
だ」

松丘保養園



20100817-003 読売新聞（県版）多摩版 2010/08/17
金貴粉、平沢保治、塔
和子、宮崎信恵、吉永
小百合、中山節夫

ハンセン病　過酷な人生描く　22、29日　東村山で上映会
多磨全生園、大
島青松園

20100817-004 BT/美術手帖 2010/08/17
BT RECOMMENDS!　7.19-10.31　アートを道しるべに、島々を巡る　瀬戸内国際芸
術祭2010　アートと海を巡る100日間の冒険　瀬戸内海の7つの島＋高松/瀬戸内地
域

20100818-001 東奥日報（青森） 2010/08/18
光田健輔、滝田十和
男、菊地正實、井田聖
也

証言でつづる松丘保養園　20　人権回復の闘い（2）/悪夢回想　二重苦の再来に危
機感

松丘保養園、多
磨全生園、長島
愛生園、菊池恵
楓園

20100818-002 信濃毎日新聞（長野） 2010/08/18
スマナ・バルア、若月
俊一

山ろく清談　世界保健機関（WHO）医務官　スマナ・バルアさん　人として生きている
か

20100818-003 市民タイムス（松本） 2010/08/18 ハンセン病療養所訪問事業 多磨全生園

20100818-004 東京新聞（東京）夕刉 2010/08/18
地を見て天を仰ぐ　世界遺産　サンティアゴ巡礼　天野作市　13　人間讃歌（3）　霊
験を求めて

20100819-001 東奥日報（青森） 2010/08/19 根岸章、石館守三
証言でつづる松丘保養園　21　人権回復の闘い（3）/決死の絶食　男女4人　心の渇
望訴える

松丘保養園、多
磨全生園

20100819-002 河北新報（仙台） 2010/08/19 みやぎ情報コーナー　催し　ハンセン病に関する親と子のシンポジウム

20100819-003 信濃毎日新聞（長野） 2010/08/19 ハンセン病療養所訪問 多磨全生園

20100819-004 中国新聞（広島） 2010/08/19 立花誠一郎
老兵　遠い故郷　捕虜とハンセン病の苦難を生きて　上　地獄の前線　投降「ただで
は死なん」

邑久光明園

20100819-005 病院新聞（東京） 2010/08/19
healthy magination（2）　国立国際医療研究センター　国際医療協力、そのための総
合医療　高度先進医療を追求　木村壮介病院長　卒後教育に注力　専門外の研修
も大切に

20100820-001 河北新報（仙台） 2010/08/20 本社後援の催し　ハンセン病に関する「夏休み親と子のシンポジウム」

20100820-002 河北新報（仙台） 2010/08/20 みやぎ情報コーナー　催し　夏休みハンセン病に関する「親と子のシンポジウム」

20100820-003 静岡新聞（静岡） 2010/08/20 福岡安則、谺雄二
ハンセン病患者の声　本に　袋井出身の福岡教授（埼玉大）　「憤り」「感謝」聞き取
る

栗生楽泉園



20100820-004 中国新聞（広島） 2010/08/20
立花誠一郎、山田雅
美

老兵　遠い故郷　捕虜とハンセン病の苦難を生きて　中　天幕の病床　決起「おれは
どうする」

邑久光明園

20100821-001 上毛新聞（前橋） 2010/08/21 藤田三四郎、谺雄二 「ハンセン病の理解に」　草津・栗生楽泉園　「入所者証言集」出版祝う 栗生楽泉園

20100821-002 中国新聞（広島） 2010/08/21
立花誠一郎、山田雅
美

老兵　遠い故郷　捕虜とハンセン病の苦難を生きて　下　隔離と「戦死」　兄へ手紙
「打ち明けて」

邑久光明園、駿
河療養所

20100821-003 佐賀新聞（佐賀） 2010/08/21
南里和則、平田智恵
子

芦刈中　療養所訪問、人権集会で発表　「ハンセン病　理解深めて」　保護者らにア
ンケート　誤解や偏見根強く

菊池恵楓園

20100821-004 中日新聞（県版）静岡版 2010/08/21
村越化石、三浦晴子、
関森勝夫

村越化石　魂の言葉　ハンセン病越えた岡部出身の俳人　母に一緒に死んでくれと
言われた　藤枝市　インタビュー映像化

栗生楽泉園

20100821-005 朝日新聞（名古屋）夕刉 2010/08/21
最先端紹介・街おこし…国内外で開催　ひしめくアートの祭典　「あいち」の独自性が
課題

20100822-001 神戸新聞（神戸） 2010/08/22
北川フラム、横尾忠
則、椿昇、河口龍夫、
塩田千春

瀬戸内国際芸術祭　島に再びにぎわいを　アートで地域の魅力発信

20100822-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/08/22
木村聖哉、規工川佑
輔

熊本の本　「我は何の木」　木村聖哉著

20100822-003 読売新聞（県版）宮城版 2010/08/22 安田恒人、平沢保治 ハンセン病シンポ　元患者体験語る

20100823-001 河北新報（仙台） 2010/08/23 平沢保治、安田恒人 ハンセン病　知識学ぶ　元患者招いて親子シンポ　仙台 多磨全生園

20100823-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/08/23
藤巻修一、鶴見俊輔、
大岡信、加賀乙彦、大
谷藤郎、田口麦彦

「ハンセン病文学全集」が完結　入所者の力強さ後世へ 菊池恵楓園

20100823-003 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/08/23 前里菜生 G・ゴルフで"ふれ愛・交流"　市と南静園退所者の会主催 宮古南静園

20100823-004 SPUR 2010/08/23
生誕100年　グレートマザーが遺した、ほほえみと平和の歴史　マザー・テレサの「愛
の言葉　祈りの言葉」

20100824-001 東奥日報（青森） 2010/08/24 滝田十和男、ヨシ子
証言でつづる松丘保養園　22　人権回復の闘い（4）/作業スト　地域の人と心通わ
す

松丘保養園

20100824-002 日刉県民福井（福井） 2010/08/24 豊永真誠 ハンセン病回復者訪問の交流ツアー　30日に小浜市社協
長島愛生園、邑
久光明園



20100824-003 中国新聞（広島） 2010/08/24 福武總一郎 岡山・香川　瀬戸内国際芸術祭　7島アート　海の復権

20100824-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/08/24 田村謙二、宮里光雄 508柱に哀悼ささげる　宮古南静園で慰霊祭 宮古南静園

20100824-005 毎日新聞（県版）徳島版 2010/08/24 田渕豊、樫原道雄
お遍路にパンと宿泊　鳴門・大麻の田渕さん　自宅改築　もてなし工房に　「昔のよう
な優しさを」

20100824-006 読売新聞（県版）多摩版 2010/08/24
田代祐也、佐川修、加
納ひろし

ハンセン病療養所の自治会　「大変さ分かる」370万寄付　脳死肝移植希望の男性
に　チャリティーコンサートも

多磨全生園

20100824-007 月刉TVnavi/首都圏版 2010/08/24 見どころnavi　ドキュメンタリー　NNNドキュメント'10

20100825-001 毎日新聞（東京） 2010/08/25
田代祐也、佐川修、田
代純一郎、田代啓子

夢ある若者助けたい　ハンセン病入所者らが寄付金 多磨全生園

20100825-002 毎日新聞（大阪） 2010/08/25 徳田靖之、山本隆久 高松・ハンセン病療養所　島の官用船　守って　民間委託検討に「国は責任を」 大島青松園

20100825-003 東奥日報（青森） 2010/08/25

津島文治、佐藤義男、
横山武夫、藤崎陸安、
菊地正實、滝田十和
男、石川勝夫、成瀬豊

証言でつづる松丘保養園　23　人権回復の闘い（5）/勝利か　敗北か　団結の重み
肌で実感

松丘保養園、菊
池恵楓園

20100825-004 愛媛新聞（松山） 2010/08/25 舞台　西条市　人権啓発劇「里帰り」

20100825-005 西日本新聞（福岡） 2010/08/25

藤井克徳、村崎太郎、
安仁屋政昭、河西龍
太郎、徳田靖之、原田
正純、山口美智子

情報BOX　自立支援法後の新法など考える

20100825-006 南日本新聞（鹿児島） 2010/08/25 吉留あきほ、堅山勲 堅山さんへのお礼

20100825-007 朝日新聞（県版）多摩版 2010/08/25 佐川修、田代祐也 海外移植希望者に入所者が募金贈る　多磨全生園 多磨全生園

20100825-008 朝日新聞（県版）静岡版 2010/08/25 催し　ハンセン病に関する親と子のシンポジウム

20100825-009 東京新聞（県版）武蔵野版 2010/08/25 田代祐也、佐川修 祐也さんも頑張れ!　米国での肝移植に向け370万円　多磨全生園の入所者ら寄付 多磨全生園



20100826-001 静岡新聞（静岡） 2010/08/26 村越化石
化石さん半生　映像で紹介　藤枝出身「魂の俳人」　病との闘い、母への愛…　あす
から市文学館

20100826-002 高知新聞（高知）夕刉 2010/08/26
金正美（キム・チョン
ミ）、桜井哲夫

人権啓発ミニ番組「心呼吸しよう」　来月26日午後5時25分 栗生楽泉園

20100827-001 東奥日報（青森） 2010/08/27
田口麦彦、阪井久良
伎、川上三太郎、杉野
草兵

文化　書評　心の叫び読み継ぎたい　「ハンセン病文学全集　俳句・川柳」　野沢省
悟

松丘保養園

20100827-002 静岡新聞（静岡） 2010/08/27 本社の後援事業　その他

20100827-003 愛媛新聞（松山） 2010/08/27
村上進、本田久夫、磯
野常二

ハンセン病　苦難乗り越えて　元患者モデル　劇上演　西条であす　小中学生や教
員　練習に汗

大島青松園

20100827-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/08/27 冨澤一郎 人　ひと　環境省特殊疾病対策室長に就任した　冨澤一郎さん（46）

20100827-005 南海日日新聞（奄美） 2010/08/27
酒本喜興志、黒木文
華

奄美和光園　差別のない社会実現を　親子ら入所者と交流 奄美和光園

20100827-006 琉球新報（那覇） 2010/08/27 田村謙二、宮里光雄 「偏見、差別のない社会に」　宮古南静園で慰霊祭 宮古南静園

20100827-007 朝日新聞（県版）群馬版 2010/08/27 谺雄二 「金にならない弁護の行方心配」　廃止反対のハンセン病訴訟原告・谺さん 栗生楽泉園

20100827-008 読売新聞（県版）鹿児島版 2010/08/27
山田祥、牧園忠義、黒
木文華

ハンセン病正しく知って　奄美和光園で市民と交流会 奄美和光園

20100827-009 東奥日報（青森）夕刉 2010/08/27 鈴木幸一、石井則久
国立感染症研　八戸・旧畑内遺跡　江戸中期の墓　人骨にハンセン病菌　国内初、
DNA検出

20100827-010 河北新報（仙台）夕刉 2010/08/27
マザー・テレサ、平沢
保治

河北抄

20100827-011 山陽新聞（岡山）夕刉 2010/08/27
鈴木幸一、石井則久、
滝川渉

青森の遺跡　江戸期人骨からハンセン病菌　日本初　DNA検出

20100828-001 デーリー東北（八戸） 2010/08/28
鈴木幸一、石井則久、
滝川渉

人骨にハンセン病菌　八戸・旧畑内遺跡　江戸中期の墓　日本初、DNA検出

20100828-002 秋田魁新報（秋田） 2010/08/28 鈴木幸一、石井則久 青森県八戸市・畑内遺跡　江戸期人骨にハンセン病菌　国立感染研　DNAを検出



20100828-003 山陽新聞（岡山） 2010/08/28
鈴木幸一、石井則久、
滝川渉

青森の遺跡　江戸期人骨にハンセン病菌　日本初、DNA検出

20100828-004 南日本新聞（鹿児島） 2010/08/28 築愛三 本年度中に将来構想　奄美和光園　再び策定 奄美和光園

20100828-005 毎日新聞（県版）鹿児島版 2010/08/28 黒木文華 ハンセン病　療養所を親子ら訪問　奄美和光園　体験談聞き交流 奄美和光園

20100828-006 スポーツ報知（福岡） 2010/08/28 鈴木幸一 江戸期人骨にハンセン病菌

20100829-001 日本海新聞（鳥取） 2010/08/29
杉本正、武安享子、上
田政子、高杉美智子

ハンセン病患者　生きざまに涙　鳥取で朗読劇 長島愛生園

20100829-002 宮崎日日新聞（宮崎） 2010/08/29
柳田邦男、市原美穂、
村越化石、柳田芳男、
二瓶良子

人の生き方から学ぶ　作家柳田さん　木城で講演　聞き書き魅力語る

20100830-001 高知新聞（高知） 2010/08/30 渡部尚
ひと　尊厳のため戦う入所者の力強さに感銘受ける　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（わたなべたかし）さん

多磨全生園

20100830-002 毎日新聞（県版）群馬版 2010/08/30 宇都宮健児、谺雄二 給費制の存続求めパレード　群馬弁護士会

20100830-003 朝日新聞（県版）群馬版 2010/08/30
采女英幸、谺雄二、宇
都宮健児、上原光太

給費制存続訴え　県弁護士会が集会・行進

20100830-004 東京新聞（県版）群馬版 2010/08/30
宇都宮健児、采女英
幸、谺雄二

「多くが学費借金　法曹の道断たれる」　司法修習生の給費制存続を　高崎で弁護
士らパレード

20100830-005 東京新聞（東京）夕刉 2010/08/30 この道　杉良太郎　48　命の限り

20100831-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/08/31
采女英幸、宇都宮健
児、谺雄二、関口好、
飯塚俊彦、竹本誠

司法修習生の給費制存続して　群馬弁護士会が集会　市民のための法律家育てよ
う

20100831-002 沖縄タイムス（那覇） 2010/08/31
熱闘　あんやたん　記者が見た沖縄球児　6　01年春　宜野座21世紀枞で4強　特別
枞超える活躍　プレー自在　強豪打破　浜元克年（46）　政経部デスク（元運動部）

20100831-003 週刉SPA! 2010/08/31 石井光太 手足のない子供と向き合うときの"無力感"　石井光太　ノンフィクション作家


