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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20110501-001 朝日新聞（東京） 2011/05/01
平沢保治、柴田隆行、
佐藤

多磨全生園森の散策会　7日・案内も 多磨全生園

20110501-002 読売新聞（東京） 2011/05/01
能登恵美子、明石海
人、鶴見俊輔、加賀乙
彦

よみうり堂から　投稿募集　こんな時だからこそ読みたい本

20110501-003 しんぶん赤旗（東京） 2011/05/01
中村哲、春日正伸、中
飯田

憲法　平和　人権　ミュージカル8日公演　山梨

20110501-004 神戸新聞（神戸） 2011/05/01 中村哲、神代大輔
中央区　アフガン支援ペシャワール会　緑化や農業振興27年の活動紹介　写真展
あすまで　中央区

20110501-005 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/01 5月のこよみ　20日・金
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110501-006 琉球新報（那覇） 2011/05/01 5月のこよみ　20日（金）

20110501-007 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/01 第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110501-008 朝日新聞（県版）むさしの版 2011/05/01 平沢保治、佐藤 園内の四季紹介　案内付き散策会　7日、多磨全生園 多磨全生園

20110501-009 朝日新聞（県版）岡山版 2011/05/01
武久顕也、中尾伸治、
屋猛司

ハンセン病療養所　将来構想　すすめる会・岡山　歴史建造物巡る回廊　愛生園
医療施設　地域に開放　光明園

長島愛生園、邑
久光明園

20110501-010 朝日新聞（県版）福岡版 2011/05/01 上野正子 お知らせ　杉野ハンセン病資料室3周年記念講演 星塚敬愛園

20110502-001 産経新聞（東京） 2011/05/02
谷口三枝子、小泉純
一郎、福田康夫、鳩山
由紀夫、菅直人

苦渋　受け入れか拒否か　原告きょう判断　政治決断期待できず　B型肝炎訴訟
追加和解案



20110502-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/02 泰九
「故郷」、忘じがたく候　在日と祖国とハンセン病と　4　姜信子　生きる　内と外つなぐ
密かな闘い思う

長島愛生園

20110502-003 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/02 ハンセン病療養所の将来像　歴史を伝え残し地域医療資源に　岡山の2園が構想
邑久光明園、長
島愛生園

20110502-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/02 第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110502-005 毎日新聞（県版）岡山版 2011/05/02
小園長治、江見洋、斉
藤貞三郎

支局長からの手紙　よろしくお願いします

20110502-006 読売新聞（県版）宮崎版 2011/05/02 前田隆一
ひむか人模様　福祉の充实　住民と共に　「地域医療を考える会」会長　前田隆一さ
ん　52（小林市須木）

大島青松園

20110502-007 日本証券新聞（東京） 2011/05/02 投資カレンダー（5月2日～5月15日）

20110503-001 朝日新聞（東京） 2011/05/03
細川律夫、谷口三枝
子、小池真紀子

B型肝炎　来月にも決着　原告　追加和解案受諾　賠償請求20年の壁　大震災　活
動に影響　「苦渋の選択」原告団会見

20110503-002 京都新聞（京都） 2011/05/03
森元美代治、小鹿美
佐雄、徳田靖之、大屋
徳夫、親鸞

こころ　ハンセン病元患者のふるさと遠く　何が何でも帰りたい　家族のため帰らな
い　療養所が落ち着く　複雑な胸中語る　真宗大谷派が交流集会　教団とハンセン
病

多磨全生園、駿
河療養所

20110503-003 琉球新報（那覇） 2011/05/03 長位鈴子、高嶺豊
感じる憲法　日常の裂け目から…　下　障がい者の制度づくり　「平等理念が背中押
して」

20110503-004 毎日新聞（県版）奈良版 2011/05/03 守安敏司、芳本甚二 奈良人権文化選奨　3団体と1個人に　きょう　柏原北方感謝祭で表彰

20110504-001 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/04 第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110504-002 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/04 上里栄 20日にハンセン病市民学会開催　南静園 宮古南静園

20110504-003 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/04
宮里光雄、新城日出
郎、当真篤、下地志織

漂着ごみ拾い環境美化　南静園の海浜を清掃　ハンセン病市民学会控え 宮古南静園

20110504-004 朝日新聞（県版）むさしの版 2011/05/04
金貴粉、タケカワユキ
ヒデ

ハンセン病・失明、「かすかな光」へ苦闘の記録展　東村山の国立資料館 多磨全生園



20110504-005 朝日新聞（県版）山梨版 2011/05/04
中村哲、諏訪部農、樋
川一人、荻野シゲ子

何かできる!～山梨から　憲法の精神　復興に重ね　中村哲医師描くミュージカル　8
日上演、被災者を招待

20110505-001 日本海新聞（鳥取） 2011/05/05

吉田正温、直野喜光、
荒井玲子、新山通江、
塩見佐恵子、美柑み
つはる、佐藤夫雤子、
木村弘子、成田公一、
中塚萩泉、深田翠舟、
谷野陽彩、八原得安

鳥取県西部文芸同人誌「麓人」87号が発刊

20110505-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/05 きょうの歴史　=6日=　県内 菊池恵楓園

20110505-003 宮崎日日新聞（宮崎） 2011/05/05 上里栄 20日にハンセン病市民学会開催　南静園 宮古南静園

20110505-004 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/05 下地宮古島市長 市長動静　6日

20110505-005 琉球新報（那覇） 2011/05/05 下地宮古島市長 県首脳・市長主要日程（6日）

20110505-006 琉球新報（那覇） 2011/05/05
喜久村徳男、白保台
一、牧野浩隆、石川文
洋、大浦信行、南嶌宏

インタビュー　どこへ向かう　博物館・美術館　下　高い見識、独立性を　喜久村徳男
氏（画家）「ひも付き館長」に懸念

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20110505-007 産経新聞（県版）岡山版 2011/05/05 ハンセン病歴史知る公園目指す構想案　岡山・長島
邑久光明園、長
島愛生園

20110507-001 陸奥新報（弘前） 2011/05/07 宮里良子、条子 「生まれてはならない子として」宮里良子著　ハンセン病差別と闘う半生 星塚敬愛園

20110507-002 埼玉新聞（さいたま） 2011/05/07
八重樫信之、森元美
代治、上野正子、鈴木
禎一

「自ら輝く人生」追う　所沢の八重樫さん出版　元ハンセン病患者の姿、写真集に 多磨全生園

20110507-003 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/07
宮里光雄、下地敏彦、
知念正勝、亀浜玲子

ハンセン病市民学会に協力を　实行委が市長に要請
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110507-004 国際商業 2011/05/07 潮流　評論家　足立亶　ここにもある不当な偏見と差別

20110508-001 琉球新報（那覇） 2011/05/08 宮里良子、条子 生まれてはならない子として　宮里良子著　ハンセン病差別と闘う半生 星塚敬愛園



20110508-002 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/08 第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110508-003 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/08 上里栄 20日にハンセン病市民学会開催　南静園 宮古南静園

20110508-004 読売新聞（県版）岡山版 2011/05/08
武久顕也、中尾伸治、
屋猛司

長島愛生園　学校と連携、歴史学ぶ場　邑久光明園　レクリエーションの拠点　将来
構想正式に決定

長島愛生園、邑
久光明園

20110509-001 読売新聞（福岡） 2011/05/09
上野正子、稲葉正彦、
中修一、小泉首相

扉は開かれて　上　ハンセン病勝訴から10年　心の壁今も消えず　「本当はみんな
社会で死にたい」なお療養所に2300人　平均80歳超す

星塚敬愛園、菊
池恵楓園

20110509-002 岡山日日新聞（岡山） 2011/05/09 畑野研太郎、中村哲 ハンセン病を知る　12日市民公開講座　岡山国際交流センター 邑久光明園

20110509-003 西日本新聞（福岡） 2011/05/09 今週の予定　9日-15日　九州・沖縄

20110509-004 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/09 金泰九、宇佐美治
「故郷」、忘じがたく候　在日と祖国とハンセン病と　5　姜信子　それでも諦めきれな
い　未だ姿を現さぬ未来の祖国

長島愛生園

20110509-005 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/09 こよみ・催し

20110509-006 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/09 第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110509-007 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/09 上里栄 20日にハンセン病市民学会開催　南静園 宮古南静園

20110509-008 朝日新聞（県版）福岡版 2011/05/09
上野正子、上野清、杉
野芳武、杉野桂子

ハンセン病訴訟元原告　上野さん　本名取り戻し「満10歳」療養・裁判　小竹で講演
星塚敬愛園、菊
池恵楓園

20110510-001 読売新聞（福岡） 2011/05/10
上野正子、上野八重
子、志村康

扉は開かれて　中　ハンセン病勝訴から10年　人間回復へ語り続ける　小学校など
で500回夢の先生役

菊池恵楓園

20110510-002 下野新聞（宇都宮） 2011/05/10 ハンセン病募金

20110510-003 西日本新聞（福岡） 2011/05/10 ハンセン病の強制隔離政策　違憲判決から10年
菊池恵楓園、星
塚敬愛園、奄美
和光園



20110510-004 西日本新聞（福岡） 2011/05/10
内田博文、小泉純一
郎、志村康、徳田靖之

ハンセン病隔離　違憲判決10年　療養所「共生」の象徴に　元「検証会議」副座長
内田博文氏に聞く　判決の意義いま考える　20-22日、沖縄で市民学会

菊池恵楓園、星
塚敬愛園、沖縄
愛楽園

20110510-005 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/10 きょうの歴史　10日　県内 菊池恵楓園

20110510-006 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/10 八重樫信之 新たな一歩力強く表現　埼玉の写真家・八重樫さん　ハンセン病テーマに写真集 菊池恵楓園

20110510-007 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/10
沖宮キク、谷口テル、
岩川洋一郎

きずなの風景　ハンセン病勝訴から10年　1　最期まで故郷遠く　退所者わずか35人
星塚敬愛園、奄
美和光園

20110510-008 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/10 八重樫信之 回復者の力強さ紹介　ハンセン病判決10年　宮古島で写真展

20110510-009 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/10 八重樫信之、上里栄 ハンセン病写真展始まる　市民学会プレ企画　平良庁舎で13日まで 宮古南静園

20110510-010 毎日新聞（県版）愛媛版 2011/05/10
塔和子、高見順、増田
昭宏

大島青松園の元ハンセン病詩人　塔さんは郷土の誇り　出身地の西予に文学碑や
資料室　取り組み、生き様展示　「共に生きよう」考えて

大島青松園

20110510-011 日本病院会ニュース（東京） 2011/05/10
石井瑛禧、小長井良
浩、大井利夫

主潮　医療基本法の制定に向かって

20110511-001 毎日新聞（北九州） 2011/05/11
志村康、操、小泉純一
郎

熊本国賠訴訟勝訴10年　ハンセン病今も「隔離」志村康さん　差別恐れ故郷に帰れ
ず

菊池恵楓園、多
磨全生園

20110511-002 朝日新聞（北九州） 2011/05/11 社会　ハンセン病訴訟10年　尊厳は

20110511-003 朝日新聞（北九州） 2011/05/11
上野正子、曽我野一
美、曽我野チサ子、稲
葉正彦、小泉純一郎

ハンセン病隔離　違憲判決10年　人間回復实感　本名で講演　手を隠さず外出　冷
たい視線、なお　2400人今も入所

星塚敬愛園、大
島青松園、菊池
恵楓園、多磨全
生園

20110511-004 読売新聞（福岡） 2011/05/11 杉山正士 過酷な歴史　衝撃　ハンセン病判決の元裁判官 菊池恵楓園

20110511-005 読売新聞（福岡） 2011/05/11

古城正己、石坂あつ
子、奥田芙沙子、阿部
智子、小泉首相、高石
伸人

扉は開かれて　下　ハンセン病勝訴から10年　「虐げる世の中おかしい」小学教諭入
所者と心の交流8年

菊池恵楓園

20110511-006 下野新聞（宇都宮） 2011/05/11 ハンセン病募金



20110511-007 神奈川新聞（横浜） 2011/05/11 森元美代治 ハンセン病理解を　NPO理事長講演　宮前で27日

20110511-008 山陽新聞（岡山） 2011/05/11 堀口俊江、牧野正直 「回復者」たちの今　ハンセン病熊本地裁判決10年　上　偏見　変わらない社会の目
邑久光明園、長
島愛生園

20110511-009 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/11
島比呂志、小泉純一
郎

社説　ハンセン病判決10年　人間の尊厳を考える原点に 菊池恵楓園

20110511-010 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/11
志村康、国宗直子、潮
谷義子、皇太子、工藤
昌敏

ハンセン病国賠訴訟熊本地裁判決から10年　共生へ…進む地域開放　差別なくす
旗振り続ける　若い世代の学ぶ姿に希望　西日本訴訟原告団副団長　志村康さん
（78）国立療養所の「将来構想」保育所誘致实動段階に

菊池恵楓園、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、星塚敬愛
園、奄美和光
園、沖縄愛楽
園、宮古南静園

20110511-011 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/11 きょうの歴史（11日）県内

20110511-012 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/11 上野正子 南風録 星塚敬愛園

20110511-013 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/11 亀津茂男、堅山勲 きずなの風景　ハンセン病勝訴から10年　2　社会復帰　地域の理解に温度差
星塚敬愛園、奄
美和光園

20110511-014 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/11
共に生きる明日　ハンセン病市民学会　1　金城雅春　国賠後の園の変化　取り戻す
家族・社会の絆

沖縄愛楽園

20110511-015 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/11
福広太郎、沼田鈴子、
与座寛晃

南風原　平和学習の成果　紙芝居で伝える　はえばるニュース　沖縄戦など主題に
制作　町の子ども交流基に

沖縄愛楽園

20110511-016 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/11
宮里光雄、下地敏彦、
知念正勝、亀浜玲子

宮古島　ハンセン病問題　学会協力市に要請　实行委　課題共有し解決へ 宮古南静園

20110511-017 琉球新報（那覇） 2011/05/11 八重樫信之 「回復者」の姿収める　宮古島市でハンセン病写真展
宮古南静園、沖
縄愛楽園



20110511-018 朝日新聞（県版）熊本版 2011/05/11 志村康 ハンセン病違憲判決10年　差別・偏見変化の兆し　葬儀に家族/地域交流促進へ 菊池恵楓園

20110512-001 毎日新聞（東京） 2011/05/12
細川律夫、山本隆久、
徳田靖之、神美知宏

記者の目　三上健太郎　大阪社会部（前高松支局）ハンセン病療養所の連絡船問
題　入所者の心情　最優先の施策を

大島青松園

20110512-002 読売新聞（福岡） 2011/05/12 岩川洋一郎 ハンセン病療養所　医師不足解消要求　全療協
松丘保養園、星
塚敬愛園

20110512-003 下野新聞（宇都宮） 2011/05/12 ハンセン病募金

20110512-004 山陽新聞（岡山） 2011/05/12 中村哲、畑野研太郎 ハンセン病現状を紹介　きょう岡山で講座 邑久光明園

20110512-005 山陽新聞（岡山） 2011/05/12 石田雅男 長島愛生園・石田雅男さん　地域共生实現を　岡山　将来構想めぐり訴え
長島愛生園、邑
久光明園

20110512-006 山陽新聞（岡山） 2011/05/12
屋猛司、森和男、石田
雅男、牧野正直

「回復者」たちの今　ハンセン病熊本地裁判決10年　中　将来構想　差別の歴史を
後世に

長島愛生園、邑
久光明園、大島
青松園

20110512-007 岡山日日新聞（岡山） 2011/05/12 石田雅男 ハンセン病の歴史紹介　愛生園の石田さん講演　憲法週間市民のつどい 長島愛生園

20110512-008 岡山日日新聞（岡山） 2011/05/12 武久顕也、石井正弘
長島愛生園　将来構想を策定　文化財指定目指す　地域に医療施設開放　邑久光
明園

長島愛生園、邑
久光明園

20110512-009 西日本新聞（福岡） 2011/05/12 春秋

20110512-010 西日本新聞（福岡） 2011/05/12 志村康、玉城シゲ ハンセン病違憲判決から10年　「偏見消し去る」元原告決意新た
菊池恵楓園、星
塚敬愛園

20110512-011 佐賀新聞（佐賀） 2011/05/12
志村康、五十嵐雄道、
中村久子

ハンセン病訴訟　違憲判決から10年　「差別や偏見　今も」県出身元原告　志村さん
語る　風化防ぐ活動模索　県内市民団体

菊池恵楓園、星
塚敬愛園、栗生
楽泉園、待労院
診療所

20110512-012 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/12
上野正子、上野八重
子、上野清、窪田美
穂、玉城シゲ

きずなの風景　ハンセン病勝訴から10年　3　語り部　差別、偏見消えるまで 星塚敬愛園

20110512-013 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/12
共に生きる明日　ハンセン病市民学会　2　訓覇浩　沖縄開催の意義　解放へ新た
な道筋期待

沖縄愛楽園



20110512-014 毎日新聞（県版）岡山版 2011/05/12 きょうの予定

20110512-015 毎日新聞（県版）岡山版 2011/05/12 石田雅男 長島愛生園で64年　「人権学習ができる島に」自治会副会長　石田さん講演
長島愛生園、邑
久光明園

20110512-016 毎日新聞（県版）熊本版 2011/05/12 菊池恵楓園来月4、11日　園内ガイドの養成講座開講 菊池恵楓園

20110512-017 朝日新聞（県版）鹿児島版 2011/05/12 ハンセン病問題パネル展

20110512-018 毎日新聞（東京）夕刊 2011/05/12 神美知宏 ハンセン病入所者協　「被災者を療養所に」厚労省に要請へ　設備も敷地も充实

20110512-019 朝日新聞（東京）夕刊 2011/05/12 神美知宏 ハンセン病療養所で被災者受け入れ方針　入所者団体 松丘保養園

20110512-020 読売新聞（福岡）夕刊 2011/05/12 神美知宏 ハンセン病療養所被災者受け入れへ 松丘保養園

20110513-001 毎日新聞（大阪） 2011/05/13 ミニニュース　ハンセン病療養所が被災者受け入れへ

20110513-002 東奥日報（青森） 2011/05/13 石川勝夫、神美知宏 震災被災者受け入れ　松丘（青森）など全国療養所
松丘保養園、東
北新生園

20110513-003 河北新報（仙台） 2011/05/13 石川勝夫 ハンセン病療養所被災者受け入れへ 松丘保養園

20110513-004 山陽新聞（岡山） 2011/05/13 橋本貴美子 ハンセン病へ理解深めて　長島愛生園入所者　道の駅で作品展 長島愛生園

20110513-005 山陽新聞（岡山） 2011/05/13 中村哲、畑野研太郎 海外のハンセン病患者支援活動紹介　NGO・中村医師講演　岡山 邑久光明園

20110513-006 山陽新聞（岡山） 2011/05/13 牧野正直
「回復者」たちの今　ハンセン病熊本地裁判決10年　下　市民学会共同代表　牧野
正直氏に聞く　入所者の話聞き伝承を

邑久光明園、大
島青松園、長島
愛生園

20110513-007 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/13
志村康、国宗直子、杉
野桂子

ハンセン病熊本地裁判決から10年　原告ら自治会誌に課題刻む　副会長・志村さん
「将来構想实現　国は努力を」

菊池恵楓園

20110513-008 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/13 平良仁雄、中居征子 20日からハンセン病市民学会　名護・宮古　差別なき社会探る
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110513-009 琉球新報（那覇） 2011/05/13 平良仁雄、中居征子
ハンセン病考え市民学会　20～23日、名護市と宮古島市で　实行委、広く参加を呼
び掛け

宮古南静園、沖
縄愛楽園



20110513-010 Japan Medicine（東京） 2011/05/13 5月13日（金）、14日（土）の予定

20110514-001 下野新聞（宇都宮） 2011/05/14

森山真弓、森喜朗、橋
本龍太郎、小泉純一
郎、麻生太郎、高村正
彦、坂口力

私の生きた刻　元法相前衆院議員　森山真弓さん（83）　14法務大臣　上　ハンセン
病訴訟　控訴せず

20110514-002 山陽新聞（岡山） 2011/05/14
畑野研太郎、牧野正
直、

ハンセン病　元患者支援誓う　医師ら　岡山で学会総会開幕 邑久光明園

20110514-003 愛媛新聞（松山） 2011/05/14
県高校総体来月3日開幕　74校7838人闘志　29競技組み合わせ決まる　競技日程
と会場

20110514-004 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/14 稲葉正彦
ハンセン病療養所に被災者　全療協方針　菊池恵楓園などの職員施設　医療充实
高齢者らに開放　死者1万5000人超える

松丘保養園、菊
池恵楓園

20110514-005 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/14 森山一隆 きずなの風景　ハンセン病勝訴から10年　4　園の将来　地域連携で存続模索
奄美和光園、星
塚敬愛園、菊池
恵楓園

20110514-006 琉球新報（那覇） 2011/05/14
宮里光雄、下地敏彦、
知念正勝

「ハンセン病に関心を」20日から「市民学会in名護・宮古島集会」宮古島实行委、市
に協力要請

宮古南静園

20110514-007 毎日新聞（県版）岡山版 2011/05/14 橋本貴美子 入所者26人、絵画や写真　ハンセン病問題啓発展　瀬戸内市 長島愛生園

20110514-008 朝日新聞（県版）東京版 2011/05/14
佐川修、宮崎駿、平沢
保治

ハンセン病隔離　違憲判決10年　多磨全生園来春にも保育園　療養所　子の成長と
歩む　地元と交流促進　熊本でも保育園

多磨全生園、菊
池恵楓園

20110514-009 中日新聞（県版）三重版 2011/05/14 小堀高生、加川一郎
先生、お帰りなさい　ハンセン病で故郷去った恩師　津の小堀さん　遺作絵画展に
万感

長島愛生園

20110514-010 朝日新聞（東京）夕刊 2011/05/14 朝日小学生新聞

20110515-001 山陽新聞（岡山） 2011/05/15
本多康生、畑野研太
郎

社会復帰したハンセン病元患者　国立研究所本多研究員　岡山の学会で発表　家
族、地域に対し孤立感　隔離政策の弊害か

邑久光明園

20110515-002 宮崎日日新聞（宮崎） 2011/05/15 本田勝昌
ハンセン病療養所に65年　人生を変えた希望のカメラ　岡山・長島愛生園　本田勝
昌さん（80）「地球の美しさ知った」

長島愛生園

20110515-003 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/15 赤塚興一 きずなの風景　ハンセン病勝訴から10年　5　家族　自責の念今も消えず 奄美和光園



20110515-004 南海日日新聞（奄美） 2011/05/15
松田秀樹、松田裕美
子、田中一村

顔　必要、信頼される組織へ　奄美大島商工会議所専務理事に就いた松田秀樹氏

20110515-005 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/15
鹿川幸三、野辺喜世
一

手をつないで　ハンセン病市民学会　1　愛楽園のゲートボール場　「普通」の交流
やっと　共生社会へ一歩ずつ

沖縄愛楽園

20110515-006 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/15 第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110516-001 日本海新聞（鳥取） 2011/05/16 自治体動静　溝口善兵衛島根県知事

20110516-002 西日本新聞（福岡） 2011/05/16 今週の予定　16日-22日　九州・沖縄

20110516-003 西日本新聞（福岡） 2011/05/16 ニュースファイル　5月8日-14日　九州　違憲判決から10年

20110516-004 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/16
金泰九、金島利幸、金
子利幸、司馬遼太郎、
秀吉、沈寿官

「故郷」、忘じがたく候　在日と祖国とハンセン病と　6　姜信子　「物語」という封印
揺れる自分は揺れるままに

長島愛生園

20110516-005 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/16 光田健輔
共に生きる明日　ハンセン病市民学会　3　大田静男　西表島癩村構想　根絶思想
国策の主流に

長島愛生園

20110516-006 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/16
中野辰夫、野原、上里
栄、知念正勝

手をつないで　ハンセン病市民学会　2　積もる偏見・差別　名乗れぬ回復者　「家族
に大きな傷跡残す」「同級生だ」励ましに勇気

宮古南静園

20110516-007 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/16
金城幸子、並里博孝、
吉田大輝

那覇　ハンセン病回復者の金城さん　差別乗り越え前向く姿伝授　石嶺中生徒へ



20110516-008 北海道新聞（札幌）夕刊 2011/05/16

大岡信、大谷藤郎、加
賀乙彦、鶴見俊輔、田
口麦彦、森叫雲、百合
男、早川免月、北川雪
舟、染太郎、青山孝、
水原栄翠、村越化石、
竹村のぼる、山田静
考、須並一衛、青木恵
哉、松原雀人、原田美
千代、金子晃典、佐藤
敬子、中村花芙蓉、氏
原孝、斎藤俳小星、本
田一杉、大野林火、安
野光雅

時評　俳句　残すべき言葉　正木ゆう子

20110517-001 山口新聞（下関） 2011/05/17 本田勝昌
ハンセン病療養所に65年、下関出身本田勝昌さん　カメラに出会い希望　人と交
流、命の輝き实感

長島愛生園

20110517-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/17 恵楓園の見学ガイド募集　来月4、11日に養成講座 菊池恵楓園

20110517-003 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/17 差別のない社会を模索　沖縄でハンセン病市民学会　20日から
菊池恵楓園、宮
古南静園、沖縄
愛楽園

20110517-004 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/17
有田昭郎、松下徳二、
玉城シゲ、片平聖健

きずなの風景　ハンセン病勝訴から10年　6　未来への教訓　風化防ぐ取り組みを 星塚敬愛園

20110517-005 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/17
共に生きる明日　ハンセン病市民学会　4　亀浜玲子　宮古南静園　隔離・戦禍　苦
難の歴史

宮古南静園

20110517-006 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/17
平良仁雄、辻央、亀浜
玲子、志萱ひろこ

手をつないで　ハンセン病市民学会　3　悲しみ苦しみ「命」の叫び届け　当事者、語
り継ぐ決意　次世代へ継承課題

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20110517-007 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/17
宮里良子、山城紀子、
宮里次良

書評　生まれてはならない子として　宮里良子著　両親愛した慟哭の記録　フリーラ
イター　山城紀子

星塚敬愛園

20110517-008 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/17
本田勝昌、八重樫信
之、金城幸子

ハンセン病写真に刻む心　本田勝昌さん（80）岡山・長島愛生園に65年　社会と接点
人生変えた　八重樫信之さん（67）ジャーナリスト　国賠訴訟10年　輝く生描く　名護
市中央公民館

長島愛生園

20110517-009 琉球新報（那覇） 2011/05/17 八重樫信之 読んで温かいNIE　懸命に生きる姿記録　八重樫さんがハンセン病写真展



20110517-010 山陽新聞（岡山）夕刊 2011/05/17 本田勝昌
瀬戸内・長島愛生園　本田さん　人生変えた希望のカメラ　入所65年「外の世界とつ
ながる」

長島愛生園

20110518-001 朝日新聞（北九州） 2011/05/18

小泉純一郎、平沢保
治、佐川修、宮崎駿、
工藤昌敏、中尾伸治、
森和男、牧園忠義

ハンセン病隔離「違憲」控訴断念まもなく10年　療養所開放　まだ手探り　保育園・
人権学習…前進は一部施設

多磨全生園、菊
池恵楓園、長島
愛生園、大島青
松園、奄美和光
園

20110518-002 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/18

島袋吉和、金城雅春、
森川恭剛、山城美千
代、宮里光雄、知念正
勝

手をつないで　ハンセン病市民学会　4　進まぬ将来構想　地域の協力が鍵　開か
れた園で「最期まで」高齢化で焦り　国に不信感

沖縄愛楽園、多
磨全生園、菊池
恵楓園、宮古南
静園

20110518-003 琉球新報（那覇） 2011/05/18 きょうの紙面　社会　25　連載・ハンセン病「ともに生きる」

20110518-004 琉球新報（那覇） 2011/05/18 砂川洋子 ハンセン病学会受け入れへ準備　名護、宮古島で20日から 宮古南静園

20110518-005 琉球新報（那覇） 2011/05/18 平良仁雄
ともに生きる　ハンセン病回復者のいま　上　ハンセン病心の傷癒えず　「真の解
決、自分の使命」平良さん、伝える歴史

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20110518-006 毎日新聞（県版）岡山版 2011/05/18 中村哲
「医療は無力」中村さん講演　水があれば食糧問題も改善　アフガンで活動のペシャ
ワール会

20110518-007 毎日新聞（県版）岡山版 2011/05/18 山本勝敏 「邑久光明園」「長島愛生園」を支援　ボランティア養成講座　来月、参加者募る
邑久光明園、長
島愛生園

20110518-008 毎日新聞（県版）愛媛版 2011/05/18
塔和子、高見順、川崎
正明、沢知恵、宮崎信
恵

「命の尊厳を感じて」西予市出身の元ハンセン病詩人　塔和子さん個展　21日から
東京

大島青松園

20110519-001 山陰中央新報（松江） 2011/05/19
溝口善兵衛、佐藤充
男、池内謙次郎

ハンセン病療養所の5人が島根に里帰り　松江で知事ら歓迎会 長島愛生園

20110519-002 中国新聞（広島） 2011/05/19 知事往来　18日　島根

20110519-003 西日本新聞（福岡） 2011/05/19 岩川洋一郎、志村康
ハンセン病判決10年九州の現状は　療養所　進む開放募る不安　見学急増、地域
も一役/高齢化…「最後の闘い」

菊池恵楓園、星
塚敬愛園、奄美
和光園

20110519-004 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/19 村越化石、聖母マリア 季のうた　1211　村上護



20110519-005 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/19

金城幸子、知念正勝、
平良仁雄、上里栄、井
上昌和、上里一之、新
里よし子

共に生きる明日　ハンセン病市民学会　5　山城紀子　少ない理解者　差別打破へ
当事者語る

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20110519-006 琉球新報（那覇） 2011/05/19 上里栄、知念正勝 ともに生きる　ハンセン病回復者のいま　中　退所機に名前公表　黙れば再び過ち 宮古南静園

20110519-007 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/19 亀浜玲子、上里栄 あすハンセン病市民学会　南静園で講話、フィールドワークなど
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110519-008 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/19 第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110519-009 山形新聞（山形）夕刊 2011/05/19 村越化石、聖母マリア 季のうた

20110520-001 朝日新聞（大阪） 2011/05/20

小泉純一郎、平沢保
治、佐川修、宮崎駿、
工藤昌敏、中尾伸治、
森和男

ハンセン病隔離「違憲」確定10年　地域と交流　なお模索　敷地に保育園　離島将来
描けず

多磨全生園、菊
池恵楓園、長島
愛生園、大島青
松園

20110520-002 徳島新聞（徳島） 2011/05/20 集う　ハンセン病回復者との交流会

20110520-003 西日本新聞（福岡） 2011/05/20 小泉純一郎 社説　2011年5月20日　違憲判決10年　ハンセン病を問い続ける
菊池恵楓園、星
塚敬愛園

20110520-004 西日本新聞（福岡） 2011/05/20
中村哲、ウサマ・ビンラ
ディン

モニターの紙面評価　「アフガン報告」は宝物　福岡県男女共同参画センターあすば
る館長　村山由香里さん

20110520-005 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/20 こよみ・催し
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110520-006 琉球新報（那覇） 2011/05/20 森川恭剛、下里結子
琉大生がハンセン病アンケート　病気への誤解9割超　学生200人対象「正しい知識
周知を」

宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110520-007 琉球新報（那覇） 2011/05/20 森川恭剛、辻央
ともに生きる　ハンセン病回復者のいま　下　遠い「人間の回復」　まずは手をつなご
う

沖縄愛楽園

20110520-008 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/20 第7回ハンセン病市民学会in名護・宮古島
宮古南静園、沖
縄愛楽園



20110520-009 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/20
長位鈴子、長位鎌二
良、藤井克徳、森祐
司、清水聡、知念正勝

「共に生きる社会」の实現へ　イルカ・JDF　来月20日に宮古島フォーラム

20110520-010 朝日新聞（県版）島根版 2011/05/20 森 イベント情報　会と催し　ハンセン病の歴史に学ぶ 沖縄愛楽園

20110520-011 朝日小学生新聞（東京） 2011/05/20
黒尾和久、ハンセン博
士、佐川修

らい予防法　廃止15年、差別今も　患者を閉じ込め、务悪な生活強いた　国が誤っ
た政策　全国に13の国立療養所　震災被災者受け入れへ

多磨全生園

20110520-012 毎日新聞（大阪）夕刊 2011/05/20
塔和子、沢知恵、高見
順、川崎正明

何億人　かかわらなければ路傍の人　「大震災にも向き合って」元ハンセン病患者
の詩　被災地思い歌う

大島青松園

20110520-013 DVD&ブルーレイ VISION 2011/05/20

鈴木亮平、財津一郎、
MINJI、渡辺貞夫、矢
城潤一、塩屋俊、青柳
翔、藤村俊二、犬塚
弘、佐川満男、古手川
祐子、陣内孝則

ブルーレイ&DVD　新作!!ソフトピックアップ　5.21土-6.20月　ふたたび　SWING ME
AGAIN　50年前のバンド仲間に会いたい…

20110521-001 毎日新聞（大阪） 2011/05/21 吉戒修一 「サービス合理的に」吉戒高裁長官　着任の会見

20110521-002 読売新聞（東京） 2011/05/21 三笠宮寛仁 寛仁さま23日宮城入り

20110521-003 読売新聞（大阪） 2011/05/21
明治天皇、炭谷茂、渡
辺由美

今日のノート　済生会100年

20110521-004 読売新聞（福岡） 2011/05/21 上里栄、幸野香代子 隔離と戦争　悲劇伝える　ハンセン病市民学会　沖縄で開幕　回復者がガマ案内 宮古南静園

20110521-005 産経新聞（大阪） 2011/05/21 宮良正吉 ハンセン病問題啓発パンフ完成　関西在住の元患者ら

20110521-006 西日本新聞（福岡） 2011/05/21 上里栄 ハンセン病市民学会開幕　二重苦の歴史学ぶ　沖縄・宮古島市 宮古南静園

20110521-007 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/21 上里栄 ハンセン病と戦争学ぶ　市民学会総会・交流会　宮古島で開幕 宮古南静園

20110521-008 宮崎日日新聞（宮崎） 2011/05/21
木村雄二、濱本義一、
木村知珂子

地域に人生ささげる　市木診療所に木村医師着任

20110521-009 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/21 宮里光雄 ハンセン病理解深めて　全国市民学会始まる　県内で23日まで
宮古南静園、沖
縄愛楽園



20110521-010 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/21
与世田副知事、稲嶺
名護市長

県三役動静　市長動静　（21日）

20110521-011 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/21 横山穣、山形孝子 南静園の苦難学ぶ　ハンセン病市民学会　宮古島で交流 宮古南静園

20110521-012 琉球新報（那覇） 2011/05/21 きょうの紙面　社会　27　宮古島でハンセン病市民学会 宮古南静園

20110521-013 琉球新報（那覇） 2011/05/21
与世田副知事、稲嶺
名護市長

県首脳・市長主要日程（21日）

20110521-014 琉球新報（那覇） 2011/05/21 上里栄、加来史明 苦難の歴史学ぶ　ハンセン病市民学会開幕　宮古南静園
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110521-015 八重山毎日新聞（石垣） 2011/05/21 大田静男 交流会の参加募る　ハンセン病考える会

20110521-016 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/21
上里栄、宮里光雄、長
濵政治、下地敏彦

差別の歴史風化させない　退所者が体験語る　ハンセン病市民学会交流集会　宮
古南静園

宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110521-017 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/21
上里栄、長坂貴之、宮
崎信恵

ハンセン病市民学会フィールドワーク　戦時中の過酷さ体験　避難壕やトンネルを見
学

宮古南静園

20110521-018 読売新聞（県版）香川版 2011/05/21
塔和子、平峯千春、赤
沢正美、高見順、市原
新一郎、酒井

元ハンセン病患者　詩人の塔和子さん　悲しみ耐えた半生知って　29日映画と講演
命の尊さ、病気への理解求め

大島青松園

20110521-019
THE MEDICAL & TEST
JOURNAL（東京）

2011/05/21
日本臨床衛生検査技師会　2010年度表彰　日臨技有功賞　会長賞　日臨技有功賞
（会長賞）について　国立療養所沖縄愛楽園　長嶺一男

沖縄愛楽園、宮
古南静園

20110521-020 朝日新聞（東京） 2011/05/21
J・パーキンソン博士、
アロイス・アルツハイ
マー博士

健康　99歳私の証し　あるがまゝ行く　日野原重明　病名のつけ方を見直そう

20110522-001 朝日新聞（東京） 2011/05/22 宮里良子 おすすめ　生まれてはならない子として　宮里良子<著>

20110522-002 しんぶん赤旗（東京） 2011/05/22
訓覇浩、金城雅春、仲
井真弘多、稲嶺進

ハンセン病市民学会総会「解決へ時間ない」沖縄・名護
宮古南静園、沖
縄愛楽園

20110522-003 北海道新聞（札幌） 2011/05/22
松下竜一、近藤芳美、
伊藤保

書棚から歌を　田中綾



20110522-004 京都新聞（京都） 2011/05/22 宮里良子、宮里条子
生まれてはならない子として　宮里良子著　ハンセン病差別と闘う半生　評者　まつ
ばらけい（ライター）

星塚敬愛園

20110522-005 徳島新聞（徳島） 2011/05/22 大智慶己 ハンセン病の回復者もてなす　神山町民交流深める
大島青松園、長
島愛生園

20110522-006 西日本新聞（福岡） 2011/05/22 訓覇浩、神美知宏 「震災被災者と連帯」沖縄でハンセン病市民学会 沖縄愛楽園

20110522-007 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/22
宮里良子、平良仁雄、
神美知宏

ハンセン病　差別の解消訴え　市民学会　総会、全大会で討論 沖縄愛楽園

20110522-008 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/22 回復者、続く差別報告　ハンセン病市民学会　尊厳回復訴え 沖縄愛楽園

20110522-009 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/22

神美知宏、平良仁雄、
宮里良子、金城幸子、
上里一之、井上昌和、
新里よし子

ハンセン病市民学会　回復者共に生きる　实名公表決めた、いたわりの涙　「療養
所を人権の砦に」

沖縄愛楽園

20110522-010 琉球新報（那覇） 2011/05/22 神美知宏 ハンセン病　基本法完全实施を　名護で市民学会　シンポジウム　市民の協力訴え 沖縄愛楽園

20110522-011 琉球新報（那覇） 2011/05/22

金城幸子、上里一之、
井上昌和、新里よし
子、平良仁雄、宮里良
子、神美知宏

ハンセン病市民学会　「差別の連鎖」絶とう　語り継ぐ大切さ訴え　HIV、障がい者も
参加　他者との関わり指摘

沖縄愛楽園

20110522-012 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/22 上里栄
ニュースウィークリー　ダイジェスト版　5月15日～5月21日　先週の主な動き・出来事
差別の歴史を風化させない　ハンセン病市民学会

宮古南静園

20110522-013 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/22 訓覇浩、金城雅春 ハンセン病市民学会「開かれた社会へ歩む」名護市で総会・交流集会開く 沖縄愛楽園

20110522-014 毎日新聞（県版）徳島版 2011/05/22 森和男 ハンセン病に理解を　神山へ里帰り　回復者10人　小中生らと交流
大島青松園、長
島愛生園

20110522-015 東京新聞（県版）神奈川版 2011/05/22 森元美代治 学ぶ　尊厳回復へのたたかい「堂々と生きたい」-ハンセン病を生きて-

20110522-016
朝日中学生ウイークリー（東
京）

2011/05/22
黒尾和久、ハンセン博
士、佐川修

「らい予防法」廃止から15年　国の誤った政策が生んだ差別・偏見いまも根強く　隔
離を法で定め、务悪な生活強いる　正しい理解の結果の一つが法廃止　14歳の時
やけどで感染　腐ったご飯、手は血だらけ

多磨全生園

20110523-001 しんぶん赤旗（東京） 2011/05/23
志村康、赤嶺政賢、井
上昌和、宮里新一

ハンセン病市民学会　4分科会などで交流　人権回復のたたかい強調　沖縄・名護
「生き直したい」歌でメッセージ　入所者の思い　宮里新一さん

沖縄愛楽園



20110523-002 信濃毎日新聞（長野） 2011/05/23 社説　ハンセン病　風化させず学び続ける　2011.5.23

20110523-003 西日本新聞（福岡） 2011/05/23
徳田靖之、山内和雄、
内田博文、志村康

ハンセン病市民学会が閉幕　沖縄・名護市　判決10年「課題まだ多い」絆広げ差別
根絶を　「変わりきれない社会」へ訴え

沖縄愛楽園、菊
池恵楓園

20110523-004 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/23 きょうの歴史　23日　県内

20110523-005 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/23
知念正勝、宮良正吉、
志村康

退所者の支援体制を　ハンセン病市民学会閉幕　沖縄・名護市
沖縄愛楽園、菊
池恵楓園、松丘
保養園

20110523-006 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/23 岩川洋一郎 防疫手当対象に「らい」鹿県内3町村　予防法廃止後も存続 星塚敬愛園

20110523-007 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/23
知念正勝、山内和雄、
金城雅春

ハンセン病市民学会　社会復帰「良かった」7割　退所者　医療に不安も
沖縄愛楽園、宮
古南静園

20110523-008 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/23 八重樫信之、鎌田慧 魚眼レンズ　思い受け止め回復者撮る

20110523-009 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/23 宮良正吉
ハンセン病市民学会　65歳宮良さん、故郷で初の实名公表　残りの人生自分らしく
「家に迷惑」10年葛藤　退所者の半数　再入所希望　生活实態調査　複雑さ浮き彫
り

沖縄愛楽園、長
島愛生園、宮古
南静園

20110523-010 琉球新報（那覇） 2011/05/23 きょうの紙面　社説　2　ハンセン病/日中韓首脳宣言

20110523-011 琉球新報（那覇） 2011/05/23 社説　ハンセン病　「差別の連鎖」絶つ社会に

20110523-012 琉球新報（那覇） 2011/05/23
宮良正吉、鎌田慧、上
野正子、玉城シゲ

"人間回復"へ行動を　名護でハンセン病市民学会分科会　退所者医療など課題
差別　語り継ぐ使命　鹿児島在の県出身者講演　上野さん「夢の先生今ようやく」玉
城さん「堂々と隠さず生きる」

沖縄愛楽園、宮
古南静園、星塚
敬愛園

20110523-013 毎日新聞（県版）岡山版 2011/05/23
小泉純一郎、曽我野
一美

支局長からの手紙　明日も心に青空を
邑久光明園、長
島愛生園

20110523-014 東京新聞（県版）神奈川版 2011/05/23 森元美代治 情報BOX　どうぞ　尊厳回復へのたたかい「堂々と生きたい」ハンセン病を生きて

20110523-015 デイリースポーツ（東京） 2011/05/23 小泉首相
元気　カネタ鉄工　闘う職人軍団　下　生き残るか否か　10年前　40…50…60…70
…80

20110523-016 朝日新聞（東京）夕刊 2011/05/23
高橋伸行、井木宏美、
泉麻衣子、大智慶巳、
野村宏、森和男

療養所の島に交流の風　芸術祭を機に出会い広がる　ハンセン病元患者、小学生
と文通　若者らカフェ開設　ハンセン病療養所

大島青松園



20110523-017 朝日新聞（北九州）夕刊 2011/05/23 岩川洋一郎 「らい」防疫に手当　鹿児島3町村　廃止へ 星塚敬愛園

20110523-018 読売新聞（福岡）夕刊 2011/05/23
寺西明男、岩川洋一
郎

防疫手当条例に「らい」添田町と鹿児島3町村 星塚敬愛園

20110523-019 日本経済新聞（福岡）夕刊 2011/05/23 職員手当条例に差別的な表記　鹿児島の3町村

20110523-020 静岡新聞（静岡）夕刊 2011/05/23 3町村の職員手当条例　ハンセン病差別的表記　鹿児島、近く改正

20110523-021 熊本日日新聞（熊本）夕刊 2011/05/23 ハンセン病を条例で「らい」鹿児島3町村差別的表現

20110524-001 産経新聞（東京） 2011/05/24 職員手当条例に差別的表記

20110524-002 東京新聞（東京） 2011/05/24 本音のコラム　被災者救済の夢　鎌田慧

20110524-003 陸奥新報（弘前） 2011/05/24 法務局なんでもQ&A　人権擁護委員制度について　多様化する問題対応

20110524-004 中日新聞（名古屋） 2011/05/24 吉村登 INFORMATION　戯曲集『気骨の祭典』

20110524-005 岡山日日新聞（岡山） 2011/05/24 畑野研太郎、中村哲
岡山でハンセン病市民公開講座　アフガンで用水路整備　邑久光明園で研修　中村
氏が活動紹介

邑久光明園

20110524-006 四国新聞（高松） 2011/05/24 沢知恵、塔和子 歌手の沢さん命の尊さ訴え　藤井高で人権コンサート 大島青松園

20110524-007 西日本新聞（福岡） 2011/05/24
岩川洋一郎、寺西明
男

防疫手当対象に「らい」鹿児島の3町村　条例から削除へ　添田町は修正 星塚敬愛園

20110524-008 南海日日新聞（奄美） 2011/05/24 職員手当条例に差別的表記　ハンセン病を「らい」

20110524-009 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/24 知念正勝 社説　ハンセン病学会　問われる差別なき社会
沖縄愛楽園、宮
古南静園

20110524-010 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/24
ハンセン病入所者団体が提言　13療養所　避難所活用へ　厚労省調査　被災県へ
情報提供

20110524-011 琉球新報（那覇） 2011/05/24
知念正勝、松村憲一、
光田健輔、大川正治

自立の一歩　幻の集団農場計画地「断念、でも無駄でなかった」知念さん（77）45年
経て訪問　ハンセン病市民学会西表へ　隔離の原型　3万人収容　患者村構想地

宮古南静園



20110524-012 八重山毎日新聞（石垣） 2011/05/24
徳田祐弼、大田静男、
知念正勝、宮良正吉、
加藤めぐみ

ハンセン病の元患者ら　八重山での差別の足取り確認　市民学会　石垣と西表で現
地視察　苦難な当時の心境を語る　55年ぶり同級生と再会　元患者の宮良さん「覚
えていて、うれしい」

宮古南静園

20110524-013 毎日新聞（県版）香川版 2011/05/24
塔和子、沢知恵、高見
順、川崎正明

東日本大震災　"路傍の人"であってはいけない　被災者を思い歌う　胸の泉に　沢
さん28日、東京で　元ハンセン病詩人　塔和子さん代表作

大島青松園

20110524-014 毎日新聞（県版）鹿児島版 2011/05/24 岩川洋一郎 防疫対象業務に「らい」　3町村「削除忘れ」　近年、支給实績なし 星塚敬愛園

20110524-015 朝日新聞（県版）福岡版 2011/05/24 添田も「らい」手当　防疫対象、町「削除ミス」

20110524-016 朝日新聞（県版）熊本版 2011/05/24
工藤昌敏、小泉純一
郎、志村康

恵楓園　進むか地域交流　来春保育所　理念实現へ一歩　平均80歳超少ない時間
未来表現の模型

菊池恵楓園

20110524-017 産経新聞（県版）福岡版 2011/05/24 職員手当条例に差別的な表記　鹿児島3町村、改正へ

20110525-001 毎日新聞（東京） 2011/05/25 神美知宏、細川律夫 全療協が厚労相に要請

20110525-002 福井新聞（福井） 2011/05/25
高瀬重二郎、米田清
華

ハンセン病回復　交流男性の半生描く　若狭東高放送部　苦難、喜び紙芝居に　内
外海小で上演　児童理解深める

長島愛生園

20110525-003 日刊県民福井（福井） 2011/05/25
高瀬重二郎、米田清
華、橋詰万名美

ハンセン病回復者交流の紙芝居製作　若狭東高放送部　内外海小で披露　差別を
なくして

20110525-004 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/25 小泉首相 きょうの歴史　25日　県内

20110525-005 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/25 「らい」表記は3自治体のみ　鹿県調査

20110525-006 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/25 ローカル　どーんと鹿児島　MBC後7:00

20110525-007 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/25 宮良正吉、平良仁雄 大弦小弦

20110525-008 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/25 謝花直美、要美優
タイムス　双方向新聞　読者モニター　4月　印象に残った記事　「集団自決」判決報
道　修正主義に歯止め



20110525-009 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/25

知念正勝、宮良正吉、
小鹿美佐雄、川邊嘉
光、牧野正直、宮里光
雄、金城雅春、山内和
雄、親川敬、玉城し
げ、上野正子、志村
康、内田博文

ハンセン病市民学会分科会　差別解消　社会の課題　当事者・支援者ら論議　遺族
にも給与金支給を　退所者支援　膝を交えた交流が必要　啓発のあり方　国の積極
的支援求める　園の将来構想　国民の人権守る医療に　今後の課題

駿河療養所、邑
久光明園、宮古
南静園、沖縄愛
楽園、星塚敬愛
園

20110525-010 琉球新報（那覇） 2011/05/25 きょうの紙面　特集　19　ハンセン病市民学会シンポ

20110525-011 琉球新報（那覇） 2011/05/25

山城紀子、平良仁雄、
宮里良子、神美知宏、
金城幸子、新里よし
子、井上昌和、上里一
之、宮良正吉、知念正
勝、牧野正直、小鹿美
佐雄、川邊嘉光、塩屋
俊、宜寿次政江、山内
和雄、金城雅春、宮里
光雄、豊見山京子、親
川敬、宮里達也、徳田
靖之、内田博文、竹内
渉、鎌田慧

ハンセン病市民学会 in　名護・宮古島　差別・偏見　絶つ時　第1部　シンポジウム
回復者のいま　熱い心あれば解決できる　療養所を地域医療の場に　第2部　シン
ポジウム　いま、ぬけだそう!手をつなぎ共に生きる社会へ

沖縄愛楽園、宮
古南静園、邑久
光明園、駿河療
養所

20110525-012 朝日新聞（県版）福井版 2011/05/25
高瀬重二郎、橋詰万
名美

ハンセン病問題考えて　若狭東高校放送部　小学校で紙芝居上演 長島愛生園

20110525-013 朝日新聞（県版）香川版 2011/05/25 沢知恵、稲靏雅 ハンセン病に理解を　沢知恵さん、人権コンサート　琴平高に600人 大島青松園

20110526-001 長野日報（諏訪） 2011/05/26 宮里良子、宮里条子 書評　ハンセン病差別と闘う半生　生まれてはならない子として　宮里良子著 星塚敬愛園

20110526-002 愛媛新聞（松山） 2011/05/26 村上秀美 療養所訪問　過酷な人生思う　今治市　村上秀美（49） 大島青松園

20110526-003 西日本新聞（福岡） 2011/05/26 社説　2011年5月26日

20110526-004 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/26
知念正勝、中修一、加
藤めぐみ、遠藤隆久

ハンセン病市民学会　退所者の社会復帰どう支援　進む高齢化、介護・医療は喫緊
の課題　普通に暮らせる仕組みを

菊池恵楓園、沖
縄愛楽園

20110526-005 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/26 前原睦男 知らなかったハンセン病实態 菊池恵楓園



20110526-006 八重山毎日新聞（石垣） 2011/05/26 上里栄
宮古情報ファイル　宮古毎日新聞提供　差別の歴史を風化させない　ハンセン病市
民学会

宮古南静園

20110526-007 毎日新聞（県版）岡山版 2011/05/26
塔和子、沢知恵、高見
順、川崎正明

東日本大震災　被災地の人たちへのメッセージ　塔和子さんの心を歌う　"路傍の人
"にならないために　沢知恵さんコンサート　東京・ハンセン病資料館で28日　胸の
泉に　詩・塔和子

大島青松園

20110526-008 読売新聞（県版）熊本版 2011/05/26 山口さい子 事件事故　酒気帯び運転の疑いで逮捕 菊池恵楓園

20110526-009 産経新聞（県版）香川版 2011/05/26
塔和子、平峯千春、市
原新一郎、酒井

ハンセン病を考える講演と映画のつどい　高松で29日 大島青松園

20110526-010 建設通信新聞（東京） 2011/05/26 14件すべて一般入札　厚労省、ハンセン病療養所の発注見通し

松丘保養園、多
磨全生園、駿河
療養所、栗生楽
泉園、邑久光明
園、長島愛生
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

20110526-011 日刊建設産業新聞（東京） 2011/05/26 一般競争入札14件　ハンセン病療養所発注見通し　厚労省
多磨全生園、星
塚敬愛園、駿河
療養所

20110526-012 毎日新聞（東京）夕刊 2011/05/26 ビデオDVD　ふたたび　スイング・ミー・アゲイン

20110527-001 読売新聞（名古屋） 2011/05/27
平田佳那子、ヴァイオ
レット・リチャードソン

ボランディア活動で受賞　瀬戸・聖カピタニオ女高の平田さん

20110527-002 山陽新聞（岡山） 2011/05/27 赤田貞治、宇佐美治 Oniビジョン　山陽新聞ニュース岡山「長島愛生園を行く-入所者の証言」 長島愛生園

20110527-003 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/27 大西昌澄 菊池恵楓園入所者の盆栽展 菊池恵楓園

20110527-004 沖縄タイムス（那覇） 2011/05/27 大城智 ひと粋　大城智さん（54）差別・偏見　解消訴え　学会で宮古南静園ガイド 宮古南静園

20110527-005 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/27 宮古南静園　AED体験コーナーなど開設　「看護の日」で骨密度測定も实施 宮古南静園



20110527-006 毎日新聞（県版）香川版 2011/05/27 沢知恵、塔和子 命の大切さ学ぶ　藤井中・高生　人権コンサート開く　歌手・沢さん迎え　丸亀 大島青松園

20110527-007 毎日新聞（県版）熊本版 2011/05/27 恵楓園入所者が育てた盆栽210点　県庁ロビー 菊池恵楓園

20110527-008 読売新聞（県版）熊本版 2011/05/27 清田啓子 入所者が育てた盆栽を展示即売　菊池恵楓園 菊池恵楓園

20110527-009 建通新聞東京（東京） 2011/05/27 多磨全生園は2件　国立ハンセン病療養所の11年度見通し 多磨全生園

20110527-010 週刊読書人（東京） 2011/05/27
廣川和花、ダミエン神
父、アシュミード、藤野
豊

学術思想　倫理的な思索　廣川和花著　近代日本のハンセン病　問題と地域社会
日本のハンセン病史研究が革命的な前進をする道を描いた傑作　独創的な仕方で
歴史研究の視点を示唆　鈴木晃仁

20110527-011 日刊建設工業新聞（東京） 2011/05/27 厚労省　ハンセン病療養所発注予定14件

松丘保養園、栗
生楽泉園、多磨
全生園、駿河療
養所、邑久光明
園、長島愛生
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

20110528-001 毎日新聞（大阪） 2011/05/28 空き室リストを被災3県に伝達　ハンセン病療養所

20110528-002 朝日新聞（東京） 2011/05/28 神美知宏 ハンセン病療養所被災者に空室提供　仮設住宅用の土地も

松丘保養園、東
北新生園、栗生
楽泉園、多磨全
生園、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



20110528-003 朝日新聞（北九州） 2011/05/28 88世帯分　被災者利用可能　全国のハンセン病療養所

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

20110528-004 四国新聞（高松） 2011/05/28 塔和子 ハンセン病問題の早期解決をめざす講演と映画のつどい 大島青松園

20110528-005 四国新聞（高松） 2011/05/28 ドキュメンタリー　いのちの瀬戸～ハンセン病・文芸に生きて～　山陽　後　4・00

20110528-006 愛媛新聞（松山） 2011/05/28 愛媛新聞　あすの催し　後援

20110528-007 西日本新聞（福岡） 2011/05/28 島比呂志 土曜エッセー　共に歩く　立石富生 星塚敬愛園

20110528-008 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/28 上原ヨシ子、上原栄一 天窓　沖縄の海と貝の記憶 沖縄愛楽園

20110528-009 琉球新報（那覇） 2011/05/28 亀浜玲子
ハンセン病療養所退所者　社会復帰評価も偏見残る　医療、高齢化に課題　八重
山・宮古で实態調査

20110528-010 毎日新聞（県版）徳島版 2011/05/28 ニュース箱　この1週間　21日 大島青松園

20110528-011 毎日新聞（県版）香川版 2011/05/28
塔和子、市原新一郎、
平峯千春、脇林清

ハンセン病考える　映画上映と講演会　来月22日「らい予防法による被害者の名誉
回復及び追悼の日」入所者で写真家・脇林さんの作品展も　あす高松で市民の会

大島青松園

20110528-012 毎日新聞（県版）愛媛版 2011/05/28
塔和子、沢知恵、高見
順、川崎正明

東日本大震災　「大島青松園」入所・塔和子さん　人との関わり切望　「胸の泉に」の
詩を歌に　歌手・沢さん　きょう、東京でコンサート

大島青松園

20110528-013 朝日新聞（県版）富山版 2011/05/28 「イタイイタイ病資料館」に　名称含む条例案、県提出へ

20110528-014 東京新聞（県版）神奈川版 2011/05/28
森元美代治、森元恵
美子

ハンセン病を私はこう生きた　元国家賠償原告団協議会事務局次長　森元さん、宮
前で講演

20110529-001 西日本新聞（福岡） 2011/05/29
土井たか子、与謝野晶
子、トルストイ、ヒトラー

読書館　日本国憲法の旅　藤森研著　理想を世界に活かす道

20110529-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/29 宮里良子 ハンセン病「患者家族」の苦難　「生まれてはならない子として」宮里良子著

20110529-003 南日本新聞（鹿児島） 2011/05/29 週間キーワード　2011 5・21～5・27　防疫手当対象に「らい」



20110529-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/05/29 西平夏織、長嶺早苗 宮高生徒10人　介護、リハビリなど学ぶ　南静園で看護体験 宮古南静園

20110529-005 朝日新聞（県版）多摩版 2011/05/29
塔和子、高見順、稲葉
上道

ハンセン病、苦悩と希望　元患者・詩人「塔和子展」東村山の資料館で 大島青松園

20110529-006 朝日新聞（県版）香川版 2011/05/29
塔和子、平峯千春、高
見順、市原新一郎、脇
林清、酒井

元ハンセン病患者の詩人　塔さんの詩に生きる力　20年来の交流　元香川大教授
きょう集いで紹介

大島青松園

20110529-007 琉球新報（那覇） 2011/05/29

平良仁雄、平良和希、
新里澪、末吉星佳、喜
屋武葉亜都、金城雅
春

差別のない社会へ　ハンセン病を知っていますか
沖縄愛楽園、宮
古南静園

20110530-001 山陽新聞（岡山） 2011/05/30 松岡弘之、光田健輔
長島愛生園　苦悩や感謝克明に　不幸なる病者　親兄弟にすてられ　楽園ひじょう
にたのしいところ　岡山大OB松岡さん出版　創設期の記録、作文編集

長島愛生園

20110530-002 四国新聞（高松） 2011/05/30
塔和子、平峯千春、市
原新一郎、吉田美香

ハンセン病に理解を　塔さんの詩と映画紹介　高松でつどい 大島青松園

20110530-003 熊本日日新聞（熊本） 2011/05/30
ジャン・マリー・コー
ル、髙木慶治

ハンセン病患者を救済　コール神父の記念公園　没後100年　熊本市に完成 待労院

20110530-004 八重山毎日新聞（石垣） 2011/05/30 記者席　元患者のわだかまり

20110530-005 八重山毎日新聞（石垣） 2011/05/30 知念正勝 ハンセン病　病歴公表にためらい　市内の70代女性　自らと社会に問い続け

20110530-006 毎日新聞（県版）香川版 2011/05/30
塔和子、松尾邦之、平
峯千春、市原新一郎

「塔さんの詩は心に響く」ハンセン病高松で講演会　平峯さん、魅力語る 大島青松園

20110530-007 読売新聞（県版）香川版 2011/05/30
塔和子、平峯千春、市
原新一郎、脇林清、石
田美香

元ハンセン病患者で詩人の半生を紹介　高松で映画や講演 大島青松園

20110531-001 東京新聞（東京） 2011/05/31 本音のコラム　無関心者の後悔　鎌田慧

20110531-002 中日新聞（名古屋） 2011/05/31

井川義光、大谷弘、神
谷嘉一、河合雅子、黒
下明日香、佐藤徳昭、
篠田浩年、炭竃泰代、
辻本光司、原田結花

移動読者応接室　第109回　岐阜市　今こそ信頼できる情報を　障害者事件　扱い
丁寧に



20110531-003 西日本新聞（福岡） 2011/05/31
塩屋俊、財津一郎、藤
村俊二、渡辺貞夫、林
力

元ハンセン病患者の思い描く　映画「ふたたび」来月11日に上映会　旧友と再会、約
束果たすストーリー「現实知るきっかけに」福岡市アミカス

20110531-004 FLASH 2011/05/31
ペネロペ・クルス、マ
ザー・テレサ

ペネロペ・クルス　脱ぎっぷりも、イイ女!　トリビア編「ペネロペをもっとよく知るキー
ワード10」マザー・テレサと一緒に働いた


