
 『 ハンセン病 』　記事データ 　 　
 ( 2010/10/01 - 2010/10/31 )

 
 

I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20101001-001 中国新聞（広島） 2010/10/01 斎藤潤、安藤忠雄 瀬戸内の10島を歩く　斎藤潤さん　ルポ第2集刊行

20101001-002 徳島新聞（徳島） 2010/10/01 ハンセン病　理解訴え　県出身回復者　海陽で住民と交流 大島青松園

20101001-003 愛媛新聞（松山） 2010/10/01
村上進、越智麗世、能
田一輝

ハンセン病差別知ろう　今治東中等教育学校　生徒30人が人権劇を熱演 大島青松園

20101001-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/01 ハンセン病の差別撤廃決議　国連人権理事会

20101001-005 医薬経済 2010/10/01
From Local to Global　私と公衆衛生　メディアとの正しい付き合い方　第24回　国際
医療福祉大学副学長　岩尾總一郎（元厚労省医政局長）

20101002-001 毎日新聞（東京） 2010/10/02
岸井成格、久保田智
子

「毎日ジャーナリズム」とは　岸井成格・毎日新聞主筆×久保田智子・TBSアナウン
サー　本質に迫るキャンペーンこそ　個性と主張…顔が見える

20101002-002 中国新聞（広島） 2010/10/02
福武總一郎、湯崎英
彦、川本一之、浜田恵
造

ちゅうごく未来塾　2020対談　瀬戸内を国際観光地に　福武總一郎　ベネッセHD会
長　宮島-直島航路ほしい　湯崎英彦　広島県知事　芸術祭の広域化に期待

20101002-003 愛媛新聞（松山） 2010/10/02 鈴木靜 本誌「読者と報道」委員会　第5期3委員決まる

20101002-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/10/02 並里まさ子、知念
講演会「ハンセン病問題と退所者の課題」　10月10日（日）午後1時30分-5時　市働
く女性の家（ゆいみなぁ）

宮古南静園

20101002-005 毎日新聞（県版）宮城版 2010/10/02 桃生小富士 情報パーク　ギャラリー　桃生小富士「絵と川柳展」 東北新生園

20101003-001 MAINICHI RT（東京） 2010/10/03 吉永小百合 おすすめtweet　TBS

20101003-002 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/10/03 並里まさ子、知念
講演会「ハンセン病問題と退所者の課題」　10月10日（日）午後1時30分-5時　市働
く女性の家（ゆいみなぁ）

宮古南静園



20101004-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/04
財津一郎、陣内孝則、
鈴木亮平、渡辺貞夫、
原朊直、MINJI

文化　学問　月曜インタビュー　俳優・コメディアン　財津一郎さん　ハンセン病元患
者の悲しみ　感情を抑えた言葉や行動で

20101004-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/04
草津サルトル、コンス
タンチン・トロチェフ

異郷の旅人　姜信子　詩とハンセン病と（3）　せかいの王　排除と流転…　近代の一
風景

栗生楽泉園

20101004-003 東京新聞（県版）群馬版 2010/10/04 鈴木幸次、谺雄二
栗生楽泉園・ハンセン病回復者　鈴木幸次さん急死　懲罰施設「重監房」園内最後
の生き証人

栗生楽泉園

20101005-001 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/05 工藤昌敏 医療刑務所保存　キャラバン出発　恵楓園「考える会」 菊池恵楓園

20101005-002 沖縄タイムス（那覇） 2010/10/05

高嶺善伸、仲井真弘
多、玉城義和、勝目和
夫、玉城満、金武正八
郎、嶺井光

「普天間県外」明言避ける知事　固定化されると認識　県議会答弁
沖縄愛楽園、宮
古南静園

20101005-003 琉球新報（那覇） 2010/10/05
仲井真弘多、玉城義
和、伊江朝次、奥村啓
子、赤嶺昇

新振計に愛楽園組み入れを検討　知事、前向き姿勢 沖縄愛楽園

20101005-004 毎日新聞（県版）熊本版 2010/10/05 工藤昌敏 旧菊池医療刑務所支所跡　保存・活用へ協力を　署名求め、県内をキャラバン 菊池恵楓園

20101005-005 朝日新聞（名古屋）夕刊 2010/10/05 朝日新聞の窓　特別試写会　ふたたび　swing me again

20101005-006 ソトコト 2010/10/05
スマナ・バルア、川田
龍平、若月俊一、中川
米造

Dr.Sumana Barua　医師、WTO南東アジア地域事務所医務官　人の森　SOTOKOTO
MTU volume5　"金"持ちになるより、"心"持ちに。

20101006-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/06 神美知宏、谺雄二 『前衛』11月号　沖縄の発展の道、展望を語る

20101006-002 愛媛新聞（松山） 2010/10/06 知事動静　5日

20101006-003 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/06 沢知恵 話 大島青松園

20101006-004 読売新聞（県版）群馬版 2010/10/06 鈴木幸次、谺雄二、 ハンセン病患者　過酷な「草津送り」　「重監房」最後の生き証人　鈴木幸次さん死去 栗生楽泉園

20101006-005 日刊建設工業新聞（東京） 2010/10/06 ナイチンゲール
所論諸論　井上智史　山下設計執行役員プリンシパルアーキテクト　病院整備のあ
るべき姿を考える



20101007-001 徳島新聞（徳島） 2010/10/07 閑話小題 大島青松園

20101007-002 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/10/07 並里まさ子、知念
講演会「ハンセン病問題と退所者の課題」　10月10日（日）午後1時30分-5時　市働
く女性の家（ゆいみなぁ）

宮古南静園

20101007-003 中日新聞（県版）静岡版 2010/10/07 ハンセン病療養所訪ね将来を考える　御殿場で参加者募集
駿河療養所、多
磨全生園

20101007-004 朝日新聞（大阪）夕刊 2010/10/07 柴谷真理子、山下リオ ハンセン病　孤独感を描く　11日、関テレ　ドキュメンタリー「望郷の島から」 邑久光明園

20101008-001 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/10/08 並里まさ子、知念
講演会「ハンセン病問題と退所者の課題」　10月10日（日）午後1時30分-5時　市働
く女性の家（ゆいみなぁ）

宮古南静園

20101008-002 読売新聞（大阪）夕刊 2010/10/08 柴谷真理子、山下リオ ハンセン病の今　関テレ、11日 邑久光明園

20101009-001 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/10/09 並里まさ子、知念
講演会「ハンセン病問題と退所者の課題」　10月10日（日）午後1時30分-5時　市働
く女性の家（ゆいみなぁ）

宮古南静園

20101009-002 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/09 山本隆久 大島官用船問題　自治会に具体案提示　厚労省「民間委託変えず」 大島青松園

20101009-003 中央公論 2010/10/09 松本清張、若槻慎治
特集　夜汽車の魅力　鉄路でたどる清張『砂の器』　葉上太郎　地方自治ジャーナリ
スト

20101009-004 中央公論 2010/10/09
堅山勲、川原慎一、竹
原信一、浜之上大成

ルポ　混乱と対立の阿久根市政七五〇日　ブログ市長の独善と官民格差 星塚敬愛園

20101010-001 東愛知新聞（豊橋） 2010/10/10 神田真秋、日高昇 ハンセン病療養所入所者が里帰り　県出身者、13日に知事らと面談 長島愛生園

20101010-002 愛媛新聞（松山） 2010/10/10
塔和子、吉永小百合、
宮崎信恵、酒井光雄

ハンセン病　悲劇知って　西予出身・塔さん記録映画　市民団体　無料貸し出し 大島青松園

20101010-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/10 関敬
読者のひろば　特集　私にとっての新聞　上　实社会を知るただ一つの窓　関敬　82
=療養者（合志市）

20101010-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/10/10 並里まさ子、知念
案内　想いをつないで　ハンセン病問題を学ぶ講演会へのご案内　ハンセン病と人
権市民ネットワーク宮古　亀浜玲子

宮古南静園

20101010-005 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/10/10 知念
きょうの催し　宮古島市　講演会「ハンセン病問題と退所者の課題」（午後1時30分・
市働く女性の家）

20101011-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/11 高橋ちづ子、仁比聡平 潮流 大島青松園



20101011-002 信濃毎日新聞（長野） 2010/10/11 伊波敏男
ひと　沖縄の基地建設に反対する意見広告掲載を計画　伊波敏男さん（67）　多くの
賛同に心強さ

20101011-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/11

草津サルトル、金子光
晴、神谷美恵子、小野
十三郎、ラングストン・
ヒューズ

異郷の旅人　姜信子　詩とハンセン病と（4）　死ぬふりだけでやめとけや　世界を揺
さぶる　魂のブルース

20101011-004 沖縄タイムス（那覇） 2010/10/11
森口豁、アイゼンハ
ワー、金城哲夫、山本
邦彦

復帰前の沖縄　写真で　ジャーナリスト　森口さん出版

20101011-005 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/10/11 並里まさ子、知念正勝
人権市民ネットなど主催　ハンセン病の正しい理解を　おうえんポリクリニック　並里
院長が講演

20101012-001 サンデー毎日 2010/10/12
塩屋俊、鈴木亮平、
MINJI、青柳翔、財津
一郎

読者プレゼント　MOVIE　映画「ふたたび　swing me again」試写会にご招待

20101012-002 GINZA 2010/10/12

鈴木亮平、財津一郎、
MINJI、陣内孝則、古
手川祐子、藤村俊二、
塩屋俊、渡辺貞夫

特別試写会　人気若手俳優・主演鈴木亮平×本格派名優・財津一郎　ジャズの名
曲にのせて贈る祖父と孫の爽やかなロードムービー『ふたたび　swing me again』

20101013-001 東奥日報（青森） 2010/10/13

福島三郎、滝田十和
男、渡辺義春、武田正
之、渡辺ヨシ、淡谷悠
蔵、中條資俊、佐藤

証言でつづる松丘保養園　31　異風景（1）/解剖立ち合い　ぬぐいきれない悪夢 松丘保養園

20101013-002 神戸新聞（神戸） 2010/10/13

財津一郎、鈴木亮平、
塩屋俊、曽根桂子、秋
満義孝、小曽根实、北
村英治、佐川満男、
MINJI

神戸でロケ新作映画　「ふたたび　SWING ME AGAIN」　出演者ら舞台あいさつ　老
ジャス奏者の人生描く　スイングが結ぶ人と情熱　SONEオーナー　曽根桂子さん
「偲ぶ会」　小曽根实さんら熱演

20101013-003 西日本新聞（福岡） 2010/10/13

古賀知夫、小峯寿々
子、石原雅弘、徳田靖
之、原田正純、山口美
智子

共に生きる　きょうされん全国大会　福岡市で23、24日　障害者問題の明日　实行委
員会が座談会　尊厳、私たちの手に

20101013-004 南日本新聞（鹿児島） 2010/10/13 伊藤知事 鹿児島県庁　13日　三役・部長

20101013-005 南日本新聞（鹿児島） 2010/10/13 金城雅春、森山一隆 ハンセン病文庫友の会が冊子作成
沖縄愛楽園、奄
美和光園



20101013-006 沖縄タイムス（那覇） 2010/10/13 唐獅子　カタレナイ気持ち 沖縄愛楽園

20101013-007 スポーツ報知（大阪） 2010/10/13
塩谷俊、財津一郎、
MINJI

久々美声披露　財津一郎

20101013-008 建設通信新聞（東京） 2010/10/13 関東地方整備局の10年度（10月期）発注予定

20101013-009 建通新聞東京（東京） 2010/10/13
工事302件と業務192件　圏央道利根川橋上部工など　WTO4件を追加　関東地整
の10年度10月期発注見通し

20101014-001 毎日新聞（東京） 2010/10/14 佐川修、渡部尚 多磨全生園保育所誘致　「子供の声聞きたい」　入所者の願い届く 多磨全生園

20101014-002 毎日新聞（東京） 2010/10/14 佐川修 ハンセン病療養所に保育所　東村山・多磨全生園　12年春に開設へ
多磨全生園、菊
池恵楓園

20101014-003 朝日新聞（東京） 2010/10/14 佐川修、渡部尚 東村山の「全生園」　地域開放で保育所　2012年にも開設
多磨全生園、菊
池恵楓園

20101014-004 朝日新聞（東京） 2010/10/14 ハンセン病療養所内認可保育所を併設へ　地域との交流促進に
多磨全生園、菊
池恵楓園

20101014-005 読売新聞（名古屋） 2010/10/14 神田真秋、日高昇 ハンセン病患者里帰り　県出身の16人、知事らと面談
駿河療養所、長
島愛生園

20101014-006 読売新聞（名古屋） 2010/10/14
鈴木亮平、財津一郎、
塩屋俊

映画「ふたたび」　迫真の演技語る

20101014-007 産経新聞（東京） 2010/10/14 ハンセン病療養所　初の保育園開設へ　東村山市 多磨全生園

20101014-008 東奥日報（青森） 2010/10/14 佐川修、渡部尚 ハンセン病療養所に民間の保育所設置へ　厚労省が方針
多磨全生園、菊
池恵楓園

20101014-009 東奥日報（青森） 2010/10/14
渡辺義春、滝田十和
男、木村男也、中條資
俊、成田サタ

証言でつづる松丘保養園　32　異風景（2）/野外解剖　火をたき、遺体守る 松丘保養園

20101014-010 信濃毎日新聞（長野） 2010/10/14 佐川修、渡部尚 ハンセン病療養所に保育所　厚労省2ヵ所に　子どもたちと交流期待
多磨全生園、菊
池恵楓園



20101014-011 南日本新聞（鹿児島） 2010/10/14
伊藤祐一郎、岩川洋
一郎

ハンセン病支援　鹿県知事に要望　元患者ら36人 星塚敬愛園

20101014-012 南海日日新聞（奄美） 2010/10/14 伊藤祐一郎 伊藤知事と懇談　ハンセン病療養所入所者ら

星塚敬愛園、奄
美和光園、多磨
全生園、菊池恵
楓園、長島愛生
園

20101014-013 毎日新聞（県版）多摩版 2010/10/14 佐川修、渡部尚 多磨全生園に保育所　「子供の声聞きたい」　入所者の願い届く 多磨全生園

20101014-014 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/14 話 大島青松園

20101014-015 朝日新聞（県版）むさしの版 2010/10/14 佐川修、渡部尚 ハンセン病療養所「多磨全生園」　地域開放で保育所　賃借料合意、12年にも開業
多磨全生園、菊
池恵楓園

20101014-016 東京新聞（県版）多摩版 2010/10/14 佐川修、渡部尚 多磨全生園に保育園　厚労省　20102年4月開園目指す 多磨全生園

20101014-017 女性セブン 2010/10/14
鈴木亮平、財津一郎、
陣内孝則

ふたたび　SWING ME AGAIN　ジャズを通じて祖父と孫が繰り広げるロードムービー

20101015-001 毎日新聞（東京） 2010/10/15
中村京太郎、本山彦
一、ルイ・ブライユ

きょうから新聞週間　読者に寄り添い　消えぬ痛み伝える　毎日新聞のキャンペーン
報道　「他者の心」に思いはせ　ともに歩く　目と手話の探訪記

20101015-002 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/15 ハンセン施設官用船　国直営維持へ意見書を可決　香川県議会 大島青松園

20101015-003 聖教新聞（東京） 2010/10/15 「顧みられない熱帯病」10億人　WHO

20101015-004 上毛新聞（前橋） 2010/10/15 桜井哲夫 講座・講演　ハンセン病問題 栗生楽泉園

20101015-005 四国新聞（高松） 2010/10/15

伊賀三千広、川口洋
子、山地孝士、吉田一
代、名渕薫、時岡晴
美、山本慶子、川崎達
夫、杉昌輝、木村薫

9月県議会　大島の官用船運航維持など　意見書5件可決、閉会 大島青松園

20101015-006 愛媛新聞（松山） 2010/10/15 第25回　愛媛新聞「読者と報道」委員会　県民選択の材料を



20101015-007 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/15 大川龍喜、三枝憲二 街かどクリップ　熊本市　菊池恵楓園入所者の盆栽展 菊池恵楓園

20101015-008 沖縄タイムス（那覇） 2010/10/15 佐川修 ハンセン病療養所　民間保育所設置へ　厚労省が方針
多磨全生園、菊
池恵楓園

20101015-009 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/15 大島官用船問題　県議会が委託反対　意見書可決「入所者の生命線」 大島青松園

20101015-010 毎日新聞（東京）夕刊 2010/10/15
財津一郎、森繁久弥、
藤田まこと

人生は夕方から楽しくなる　神様へ心の叫び「キビシー」に込め　76歳で主役級オ
ファー　財津一郎さん

20101015-011 朝日新聞（東京）夕刊 2010/10/15
塩屋俊、鈴木亮平、財
津一郎

上映会ご招待　ふたたび　swing me again

20101016-001 読売新聞（県版）宮城版 2010/10/16 桃生小富士 ハンセン病　川柳に託した半世紀　上　望郷、憤り…投句が生の証し 東北新生園

20101016-002 リビングおかやま 2010/10/16
畑野研太郎、関正勝、
花崎皋平、宇田川

「ハンセン病隔離　政策の歴史と現实」 邑久光明園

20101017-001 読売新聞（東京） 2010/10/17 社説　芸術の秋　アートの刺激で地域を元気に

20101017-002 読売新聞（東京） 2010/10/17
鈴木亮平、塩屋俊、財
津一郎

進学特集2011　私の受験・大学時代　俳優　鈴木亮平さん　27　東京外国語大学
（英語専攻）卒

20101017-003 読売新聞（大阪） 2010/10/17
谷井篤、光明皇后、聖
武天皇、上司永慶、忍
性

宝物に源流をみる　上　遷都1300年の物語　第五部　福祉の心　弱者救う皇后の慈
悲

20101017-004 日本経済新聞（東京） 2010/10/17 佐川修 ハンセン病療養所　民間保育所を設置　厚労省方針
多磨全生園、菊
池恵楓園

20101017-005 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/17 塔和子、宮崎信恵 ハンセン病映画の宮崎監督が講演会　あす高松で 大島青松園

20101017-006 読売新聞（県版）宮城版 2010/10/17 桃生小富士 ハンセン病　川柳に託した半世紀　下　穏やかに創作続ける日々 東北新生園



20101017-007 中日新聞（県版）静岡版 2010/10/17
田村謙二、小鹿美佐
雄、宮里光雄、神美知
宏

現場発　2010　ハンセン病療養所　「医師足りぬ」綱渡り　駿河は定員の半数　定年
延長続出　掛け持ち園長も

松丘保養園、東
北新生園、栗生
楽泉園、多磨全
生園、駿河療養
所、長島愛生
園、邑久光明
園、大島青松
園、菊池恵楓
園、星塚敬愛
園、奄美和光
園、沖縄愛楽
園、宮古南静園

20101018-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/18 ニュースと読み物　多磨全生園で实現へ 多磨全生園

20101018-002 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/18
小池晃、佐川修、神美
知宏

全生園に保育所誘致　「ハンセン病差別なくす」　東京・東村山 多磨全生園

20101018-003 信濃毎日新聞（長野） 2010/10/18 斜面
多磨全生園、菊
池恵楓園

20101018-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/18 草津サルトル、谺雄二
異郷の旅人　姜信子　詩とハンセン病と（5）　朝未来　両親から受け継いだ血…愛
の力

20101018-005 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/18 立岩真也 支局長からの手紙　考えること

20101018-006 ピクトアップ 2010/10/18
塩谷俊、鈴木亮平、財
津一郎、MINJI

MOVIE and more!　ふたたび　swing me again

20101019-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/19
朝日茂、小林健二、小
林君子

朝日訴訟　一審判決から50年　6　運動の炎は燃え上がる

20101019-002 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/19 WHO「予防は急務」　「顧みられない熱帯病」途上国中心に10億人

20101019-003 東奥日報（青森） 2010/10/19
桂田博祥、滝田十和
男、千葉繁一、荒川
巖、中條資俊

証言でつづる松丘保養園　33　異風景（3）/解剖承諾書　予告された園内での死 松丘保養園

20101019-004 毎日新聞（県版）埼玉版 2010/10/19
高橋如宏、米塚尚司、
米塚雉杜子、高橋久
子

ハンセン病元患者夫婦　壮絶な半生舞台に　「アバ音楽の森」のプロ演奏家ら、語り
と音楽で　川越で22日「神様からの贈りもの」

栗生楽泉園



20101019-005 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/19 山本隆久、神美知宏 自治会「反対」鮮明に　大島官用船問題　全国集会のテーマに 大島青松園

20101019-006 読売新聞（県版）多摩版 2010/10/19 佐川修、渡部尚
全生園　保育所誘致へ　園内の2000平方メートル　12年春にも開所　入所者「子ど
もの姿見たい」

多磨全生園、菊
池恵楓園

20101020-001 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/20
谺雄二、宇都宮健児、
穀田恵二、井上哲士、
山下芳生

司法修習生給費制廃止　原告に寄り添う道絶つな　ハンセン病国賠訴訟原告　谺雄
二さん訴え

20101020-002 東奥日報（青森） 2010/10/20
根市忠明、滝田十和
男、竹沢臹、奈良岡末
造

証言でつづる松丘保養園　34　異風景（4）/火葬　仲間たち、園内で弔う 松丘保養園

20101020-003 毎日新聞（県版）京都版 2010/10/20
金正美、桜井哲夫、虫
賀宗博

元ハンセン病患者　桜井哲夫さんを語る　「生きる」問い続ける詩人　15年間交流の
金正美さん　24日・左京区「論楽社」

20101020-004 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/20 神美知宏 話 大島青松園

20101020-005 朝日新聞（県版）鹿児島版 2010/10/20 伊藤祐一郎 県、ハンセン病啓発　療養所入所者らふるさとを訪問
星塚敬愛園、奄
美和光園

20101020-006 日医ニュース（東京） 2010/10/20 財津一郎、塩谷俊 案内　日医推薦映画「ふたたび」　11月13日より全国ロードショー

20101020-007 産経新聞（大阪）夕刊 2010/10/20
塩屋俊、名取裕子、財
津一郎

映画にかける夢「ふたたび」　阪神大震災機に俳優から転身　塩屋監督「神戸の魅
力作品に」

20101020-008 pumpkin 2010/10/20

財津一郎、鈴木亮平、
塩屋俊、MINJI、藤村
俊二、犬塚弘、佐川満
男、青柳翔、渡辺貞
夫、陣内孝則、古手川
祐子

MOVIE　ジャズ　ふたたび　swing me again

20101021-001 東奥日報（青森） 2010/10/21
西条太郎、中川佐介、
藤原福男、桂田博祥、
阿部秀直

証言でつづる松丘保養園　35　異風景（5）/殺人事件騒動（上）　病気恐れ　捜査及
び腰

松丘保養園

20101021-002 北陸中日新聞（金沢） 2010/10/21
高本芳昭、今井由三
代、ルロワ東出康江、
野田龍三

来月8日と15日に人権シリーズ講座　県庁で専門家講演

20101021-003 毎日新聞（県版）和歌山版 2010/10/21 中村哲 和歌山　アフガンの現状報告　ペシャワール会・中村さん　29日に講演会



20101021-004 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/21 塔和子、宮崎信恵
ジグザグかがわ　ハンセン病が教えてくれた　映画「風の舞」宮崎監督が講演　「共
存」に思いが至っていなかった以前の自分　生きることに闘ってきた人々の力のすご
さ　私にできることは問題を考える時間の提供

大島青松園

20101021-005 Medical Tribune（東京） 2010/10/21 多田富雄
リレーエッセイ　623　続・時間の風景　脳卒中診療に急性期よりリハビリを　-多田富
雄先生の著書から思うこと-　浅木病院（福岡県遠賀郡）院長　三好正堂

20101021-006 毎日新聞（東京）夕刊 2010/10/21 奄美豪雤　住民　途方に暮れ　道路寸断　救援は難航 奄美和光園

20101022-001 東奥日報（青森） 2010/10/22
中川佐介、星正之、藤
原福男、西条太郎、滝
田十和男、桂田博祥

証言でつづる松丘保養園　36　異風景（6）/殺人事件騒動（下）　「病気だから」裁き
受けず

松丘保養園、栗
生楽泉園

20101022-002 朝日新聞（県版）富山版 2010/10/22
上野正子、玉城しげ、
堀江

ハンセン病元患者　「隔離と差別」語る　あす高岡、24日富山 星塚敬愛園

20101023-001 東京新聞（県版）群馬版 2010/10/23
桜井哲夫、桜井真理
子、戸澤由美恵

「栗生楽泉園」ハンセン病回復者・桜井哲夫さん講演　差別、家族　思い詩に　30日
高崎健康福祉大で　中絶で失った娘の鎮魂も　声絞り出し　職員が筆記

栗生楽泉園

20101023-002 TV Taro/関西版 2010/10/23

鈴木亮平、財津一郎、
小栗旬、塩屋俊、長淵
剛、中島みゆき、マイ
ルス・デイビス、矢城
潤一、MINJI、青柳翔、
藤村俊二

Actor's Interview #3　鈴木亮平　Ryohei SUZUKI　毎日、ひたすらマイルスを聴いて
いました

20101023-003 TV Taro/関東版 2010/10/23

鈴木亮平、財津一郎、
小栗旬、塩屋俊、長淵
剛、中島みゆき、マイ
ルス・デイビス、矢城
潤一、MINJI、青柳翔、
藤村俊二

Actor's Interview #3　鈴木亮平　Ryohei SUZUKI　毎日、ひたすらマイルスを聴いて
いました

20101024-001 デーリー東北（八戸） 2010/10/24
山口美智子、村崎太
郎、徳田靖之、原田正
純、河西龍太郎

「人の尊厳考える大会に」　共同作業所全国組織　きょう福岡でシンポ



20101024-002 岩手日報（盛岡） 2010/10/24

菊地幸夫、川嶋あい、
市川禮子、江村利雄、
長田渚左、なだいな
だ、田中正人、あんべ
光俊、松本哲也、桂枝
太郎、いっこく堂、中岩
持美樹

盛岡で「ヒューマンフェスタ2010いわて」　育て紡ごう　人権の絆　共に認め合う社会
实現を目指して　「超高齢社会と人権」シンポジウム　菊地幸夫弁護士の人権講演
アーティストら多彩にライブ　雫石高生が啓発劇

20101024-003 山形新聞（山形） 2010/10/24
浅古弘、伊藤孝夫、植
田信広、神保文夫

日本法制史　浅古弘・伊藤孝夫・植田信広・神保文夫編　中世日本のありさま理解
＜評＞松尾剛次・山形大人文学部教授

20101024-004 北日本新聞（富山） 2010/10/24
上野正子、玉城しげ、
松下徳二

ハンセン病に理解深める　高岡で講演会 星塚敬愛園

20101024-005 大阪日日新聞（大阪） 2010/10/24

財津一郎、塩屋俊、笈
田敏夫、トニー・カー
ティス、ダニー・ケイ、
原朊直、アル・ジョルス
ン、藤村俊二、犬塚
弘、佐川ミツオ、鈴木
亮平、渡辺貞夫、陣内
孝則、古手川祐子、笠
智衆

日曜インタビュー　ロマン失わずに生きる　映画「ふたたび　SWING ME AGAIN」　主
演　財津一郎　迫真のジャズセッション

20101024-006 琉球新報（那覇） 2010/10/24 家坂幸三 きょうの歴史　10月24日（日） 沖縄愛楽園

20101024-007 毎日新聞（県版）富山版 2010/10/24
玉城しげ、上野正子、
堀江

苦難や訴訟　歴史語る　ハンセン病元患者の2女性　富山 星塚敬愛園

20101025-001 河北新報（仙台） 2010/10/25

佐藤つや子、今野きよ
し、園永泊、千代田秀
夫、桃生小富士、笹川
陽平

総合文芸　新生/62巻3号 東北新生園

20101025-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/25 草津サルトル、谺雄二
異郷の旅人　姜信子　詩とハンセン病と（6）　出発する　社会とつながる新しい故郷
へ　（終）

20101025-003 月刊タウン情報おかやま 2010/10/25

財津一郎、鈴木亮平、
渡辺貞夫、塩屋俊、
MINJI、藤村俊二、犬
塚弘、佐川満男、渡辺
貞夫、矢城潤一

screen　ふたたび　SWING ME AGAIN　11/13より



20101025-004 月刊タウン情報おかやま 2010/10/25
塩屋俊、鈴木亮平、財
津一郎

SCREEN MONTHLY INFORMATION GUIDE　『ふたたび　SWING ME AGAIN』　監督
塩屋俊　貴島大翔役　鈴木亮平

20101025-005 月刊タウン情報おかやま 2010/10/25 鈴木亮平、財津一郎 読者の言いたい放題　この映画、ここがおもしろい、つまらない

20101025-006 シティ情報Fukuoka 2010/10/25

塩屋俊、鈴木亮平、
MINJI、渡辺貞夫、古
手川祐子、陣内孝則、
財津一郎、矢城潤一

ふたたび　SWING ME AGAIN　11.13　土

20101026-001 毎日新聞（東京） 2010/10/26 川内博史、神美知宏
離島のハンセン病療養所　四国への定期船　一部民間委託へ　入所者反発「国は
隔離責任放棄」

大島青松園

20101026-002 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/26 神美知宏 まど　消せない「人生被害」 多磨全生園

20101026-003 秋田魁新報（秋田） 2010/10/26 中村哲
アフガン、中村哲医師の闘い　ペシャワール会写真展の秋田市開催に寄せて　小松
幹雄

20101026-004 茨城新聞（水戸） 2010/10/26 平沢保治、赤間美波 ハンセン病差別赤裸々に　古河　総和南中で元患者講演 多磨全生園

20101026-005 山陽新聞（岡山） 2010/10/26
細川律夫、山本隆久、
川内博史

高松のハンセン病療養所連絡船　民間委託見直しを　超党派議員懇　厚労省に要
求へ

大島青松園

20101026-006 徳島新聞（徳島） 2010/10/26 細川律夫、山本隆久 大島青松園への連絡船は国営で　超党派議員、維持要求へ 大島青松園

20101026-007 四国新聞（高松） 2010/10/26 細川律夫、山本隆久 連絡船の民間委託見直しを　大島青松園で議員懇 大島青松園

20101026-008 愛媛新聞（松山） 2010/10/26 地軸

20101026-009 毎日新聞（県版）茨城版 2010/10/26
栃木利人、平沢保治、
赤間美波

「生きること大切」　平沢保治さん講演　古河の中学　ハンセン病元患者 多磨全生園

20101026-010 日本経済新聞（福岡）夕刊 2010/10/26 酒本喜与志 奄美豪雤被害　ハンセン病療養所も　早い避難、入所者けがなく 奄美和光園

20101026-011 東京新聞（東京）夕刊 2010/10/26 ハンセン病療養所　浸水で畑など被害 奄美和光園

20101026-012 熊本日日新聞（熊本）夕刊 2010/10/26 酒本喜与志、山田祥
奄美豪雤　ハンセン病療養所　被災　一部で床上浸水、畑めちゃくちゃに…　高齢入
所者「怖かった」

奄美和光園



20101027-001 毎日新聞（東京） 2010/10/27
本居長世、本居若葉、
本居宣長

本居長世直筆の楽譜発見　三女宅で「通りゃんせ」や日記　邦楽研究やオペラも
台東で200点展示

大島青松園

20101027-002 毎日新聞（東京） 2010/10/27 山本隆久 ハンセン協議会が集会 大島青松園

20101027-003 読売新聞（東京） 2010/10/27
宮本常一、柳田国男、
有川里江

リラックス　がらんどう（千代田区神田神保町1）　本も雑貨も昔なつかし

20101027-004 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/27
神美知宏、徳田靖之、
高橋ちづ子

ハンセン病　療養所職員減らすな　基本法完全实施求め集会

20101027-005 高知新聞（高知） 2010/10/27
細川律夫、山本隆久、
川内博史

「大島青松園」への連絡船国営維持を　超党派議員懇が要求 大島青松園

20101027-006 沖縄タイムス（那覇） 2010/10/27 唐獅子　病気は病院だけの問題か

20101027-007 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/27
山本隆久、神美知宏、
徳田靖之

ハンセン病東京集会　形骸化する「基本法」　大島自治会山本会長　「残りの人生、
安心を」

大島青松園

20101027-008 朝日新聞（県版）富山版 2010/10/27 玉城しげ
フォーラムとやま　あふれる思い高岡で富山で訴え　生まれた人間は誰しも平等　元
ハンセン病患者・玉城しげさん　差別を受けた日々「言葉にできぬ」

星塚敬愛園

20101027-009 東奥日報（青森）夕刊 2010/10/27
田村八穂子、比嘉正
央、石川勝夫

来年1月　青森でハンセン病シンポ　「共に生きる」劇で発信　沖縄の生徒ら　けいこ
に熱

松丘保養園

20101028-001 神戸新聞（神戸） 2010/10/28 小西菜緒、屋猛司
神大　ハンセン病問題　教育・啓発で協定　岡山の国立療養施設と　訪問・見学型
学習をモデル化

邑久光明園

20101028-002 神戸新聞（神戸） 2010/10/28 デスク日誌 邑久光明園

20101028-003 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/28 神美知宏 療養所の機能充实を　ハンセン病　全療協が東京で集会
菊池恵楓園、宮
古南静園、大島
青松園

20101028-004 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/28 細川律夫 療養所内保育所　早期開設に努力　厚労相
多磨全生園、大
島青松園、菊池
恵楓園

20101028-005 毎日新聞（県版）香川版 2010/10/28 細川律夫、藤崎陸安 大島官用船問題「報告聞き判断」　細川厚労相 大島青松園



20101029-001 東京新聞（東京） 2010/10/29

本居長生、松浦良代、
本居若葉、三笠宮崇
仁、三笠宮澄宮、沢知
恵、本居貴美子

本居長世しのび作品などを演奏　旧東京音楽学校奏楽堂　来月3日コンサート 大島青松園

20101029-002 しんぶん赤旗（東京） 2010/10/29
谺雄二、瀬古由起子、
後藤彰子

第40回　赤旗まつり　11月6日（土）・7日（日）　東京・夢の島公園　「ハンセン病問題
を考える」　谺（こだま）さんを囲んで交流　私も参加します

20101029-003 デイリースポーツ（東京） 2010/10/29

財津一郎、小泉（当時
首相）、塩屋監督、ダ
ニー・ケイ、カーク・ダ
グラス、サッチモ、緒形
拳、仲代達矢

元気　日昏るにまだ熱し　財津一郎（76）（中）　76歳できた大役

20101029-004 新聞之新聞（東京） 2010/10/29

村上光一、下村健一、
村上雅通、西村幹夫、
高峰武、鳥居元吉、東
山正宜、永山悦子、大
塚貴司、大石剛、土井
敏之

「新聞・テレビ報道を考える」　水俣病報道を検証　日本新聞博物館開館10周年　記
念イベント

20101029-005 東京ストーリー 2010/10/29 寺山守
東京ストーリー　教育特集号　教育最前線　YMS（代々木メディカル進学舎）　合格
に必要なのは「学力+医の心」　独自の教育方針で驚異の医学部合格率88・5%!

長島愛生園

20101030-001 聖教新聞（東京） 2010/10/30 国際　ハンセン病差別撤廃を　日本、国連総会へ初の決議案提出

20101030-002 熊本日日新聞（熊本） 2010/10/30
志村康、合志良一、工
藤昌敏、原田正孝、遠
藤隆久

アングル'10　菊池恵楓園「将来構想」策定から1年　保育所誘致　ハードル高く　合
志市・厚労省の調整難航…入所者「柔軟に対応を」

菊池恵楓園、多
磨全生園

20101030-003 宮古毎日新聞（宮古島） 2010/10/30
平良正克、宮里光雄、
亀浜玲子

鍛えた喉で熱唱　南静園でカラオケ歌の祭典 宮古南静園

20101030-004 朝日新聞（県版）香川版 2010/10/30 山本隆久、高橋伸行
瀬戸内国際芸術祭　大島・ハンセン病療養所の山本さん　生きる希望　陶芸に託し
た　食器づくり指導「差別の歴史知って」　台風に備えて4作品を撤去

大島青松園

20101030-005 日刊スポーツ（東京） 2010/10/30 塩屋俊、財津一郎 現場から　柴田寛人記者　抜群の演技は57年間の集大成

20101030-006 朝日新聞（東京）夕刊 2010/10/30

曽根桂子、林隆三、畠
岡きみ子、小曽根实、
北村英治、小野武彦、
原田芳雄、渡辺貞夫、
塩屋俊

惜別　ジャズレストラン「SONE」ママ　曽根桂子さん　奏者育てた情熱と包容力



20101030-007 読売新聞（大阪）夕刊 2010/10/30

横尾忠則、李禹煥、中
川圭子、北川フラム、
北里麻子、安藤忠雄、
山本隆久

アートの島へ　人の波　瀬戸内国際芸術祭　予想3倍90万人　3年ごと開催へ 大島青松園

20101031-001 東奥日報（青森） 2010/10/31
井上昌和、井上身奈
栄

「薬害エイズとハンセン病　問題の根同じ」　HIV感染の井上さん（札幌）と妻・身奈栄
さん　差別根絶へ学び、行動を　弘大など各地で講演

松丘保養園

20101031-002 信濃毎日新聞（長野） 2010/10/31 伊波敏男、門屋和子
上田　ハンセン病療養所　40年ぶり語り合う　県出身男性と回復者の伊波さん　再
会　「覚えていてくれたか」

多磨全生園

20101031-003 朝日新聞（県版）香川版 2010/10/31
瀬戸内国際芸術祭　50人に聞きました　アート遍路　感想は　島で鑑賞、新鮮/閉幕
後撤去、もったいない/島民生き生き/トイレが不足/島民に迷惑も/バスやフェリー
多ければ/もう1泊の仕掛けを


