
 『 ハンセン病 』　記事データ 　 　
 ( 2011/12/01 - 2011/12/31 )

 
 

I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20111201-001 北海道新聞（札幌） 2011/12/01 杉岡直人、桂田博祥 ハンセン病問題　3日フォーラム　道、札幌弁護士会 松丘保養園

20111201-002 東奥日報（青森） 2011/12/01
崔玄祺、山田香菜、宇
良樹希

全国中学生人権作文コン　山田さん（十和田甲東中）奨励賞

20111201-003 秋田魁新報（秋田） 2011/12/01 梅林芳弘 潟上市の男性2人　ブルーリ潰瘍　県内初の患者　感染経路は不明

20111201-004 神奈川新聞（横浜） 2011/12/01 崔玄祺、宇良樹希 人権作文コン入賞者決まる　全国の中学生が応募

20111201-005 日本海新聞（鳥取） 2011/12/01 荒井玲子 鳥取県西部文芸同人誌　「麓人」88号が発刊

20111201-006 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/01 井上佳子、宮崎静夫
ドキュメンタリー「死者たちの残像」で放送3賞　RKKディレクター　井上佳子さん　「国
とは何か」問い続ける

20111201-007 沖縄タイムス（那覇） 2011/12/01 崔玄祺、宇良樹希 羽地中の宇良君　人権作文で入賞　人権擁護委連会長賞に

20111201-008 琉球新報（那覇） 2011/12/01 崔玄祺、宇良樹希 宇良君（羽地中3年）が会長賞　全国中学人権作文　ハンセン病の偏見考察 沖縄愛楽園

20111201-009 毎日新聞（県版）富山版 2011/12/01
堀江節子、伊藤博文、
安重根、イム・オクサン

カメラ探訪　日本の負の歴史たどる　コリア・プロジェクト@富山　隣人関係どう再構
築

20111201-010 毎日新聞（県版）石川版 2011/12/01
堀江節子、伊藤博文、
安重根、イム・オクサン

カメラ探訪　日本の負の歴史たどる　コリア・プロジェクト@富山　隣人関係どう再構
築

20111201-011 毎日新聞（県版）福井版 2011/12/01
堀江節子、伊藤博文、
安重根、イム・オクサン

カメラ探訪　日本の負の歴史たどる　コリア・プロジェクト@富山　隣人関係どう再構
築

20111202-001 読売新聞（福岡） 2011/12/02
牧園忠義、山田祥、宮
里光雄、豊見山一雄

ハンセン病療養所　進む高齢化　奄美和光園自治会休止
奄美和光園、宮
古南静園



20111202-002 日本海新聞（鳥取） 2011/12/02 ガイド　まるごと生活情報　あす　西部

20111202-003 山陰中央新報（松江） 2011/12/02 石田雅男 ハンセン病の正しい知識を　あす米子でシンポ 長島愛生園

20111202-004 佐賀新聞（佐賀） 2011/12/02 富吉賢太郎 あす人権考える意見発表や講演　ハートフルフォーラム　伊万里市

20111202-005 朝日新聞（県版）兵庫版 2011/12/02
酒本喜與志、宇野公
男、内田博文

ハンセン病医療　医師らシンポ　9日、神戸学院大
菊池恵楓園、多
磨全生園

20111203-001 日本海新聞（鳥取） 2011/12/03 まるごと生活情報　ガイド　きょう　西部

20111203-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/03
宇土みどり、中山泰
男、西岡由典

検証　熊本の姿（9）福祉　障害者条例　対応ちぐはぐ　2012　くまもと知事選
2011.12.3

20111203-003 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/03
平良仁雄、遠藤隆久、
森山亜貴

「温かい心を持つ人に」沖縄・ハンセン病療養所退所者　平良さん、熊本学園大で講
演

沖縄愛楽園、菊
池恵楓園

20111203-004 朝日新聞（県版）鳥取版 2011/12/03 石田雅男 ハンセン病　違法認定からの10年　きょう米子でミニシンポ 長島愛生園

20111204-001 北海道新聞（札幌） 2011/12/04
高原楓奈、佐藤将、白
井瑠奈、藤堂衿菜、松
本郁美

中学生人権作文コンテスト　道内の最優秀4編　差別のない社会願って　人として
「生きる」姿に　北海道教育大学付属釧路中1年　高原楓奈　講評　向き合う姿勢に
感動　佐藤将さん

多磨全生園

20111204-002 室蘭民報（室蘭） 2011/12/04 桂田博祥 知事の一日（3日） 松丘保養園

20111204-003 山陰中央新報（松江） 2011/12/04
石田雅男、片山善博、
荒井玲子

ハンセン病に理解を　国立療養所入所の石田さん　シンポ通じ訴え　米子 長島愛生園

20111204-004 沖縄タイムス（那覇） 2011/12/04
宇良樹希、赤嶺舞、原
田沙羅、玉城千馨、前
竹秋帆

第31回全国中学生人権作文コンテスト　県大会　最優秀作品　那覇地方法務局長
賞　考ハンセン病　名護市立羽地中3年　宇良樹希　沖縄タイムス社賞　原田沙羅
県人権擁護委員連合会長賞　赤嶺舞　県教育委員会教育長賞　玉城千馨

沖縄愛楽園



20111204-005 琉球新報（那覇） 2011/12/04

宇良樹希、赤嶺舞、玉
城千馨、前竹秋帆、原
田沙羅、大城笑美、高
嶺潮、西江舞、普久原
美月、下地美南海、荻
原淳司、冨永萌、外間
夏帆、砂川都偉、與那
覇聖哉、池間凛、牟田
美亜、仲井眞さくら、長
浜清乃、金城杏佳、江
川麻里香

第31回全国中学生人権作文コンテスト　県大会最優秀賞受賞作　全国人権擁護委
員連合会長賞・那覇地方法務局長賞　考ハンセン病　名護市立羽地中3年　宇良樹
希　県教育長賞　琉球新報社賞　県人権擁護委員連合会長賞

沖縄愛楽園

20111204-006 琉球新報（那覇） 2011/12/04 宇良樹希、稲吉伸博 最優秀5人を表彰　人権作文コンテスト

20111204-007 八重山毎日新聞（石垣） 2011/12/04
小濱瑞稀、島袋瑞希、
生盛香奈江、高原美
保

エイズデーリレーエッセー　中　エイズを学ぶこと・そしてエイズから学ぶこと　小濱瑞
稀、島袋瑞希、生盛香奈江、高原美保（八重山高校1年）

20111205-001 北海道新聞（札幌） 2011/12/05
桂田博祥、塩屋俊、高
橋はるみ

ハンセン病　偏見なくして　札幌で道民フォーラム 松丘保養園

20111205-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/05 谷口幸夫、月足さおり 熊本市で人権啓発キャンペーン

20111206-001 読売新聞（福岡） 2011/12/06 神美知宏、白石博昭 「ハンセン病資料展　県内でも」全療協・神会長　県に要望 大島青松園

20111206-002 陸奥新報（弘前） 2011/12/06 ハンセン病に理解深める　つがるでパネル展 松丘保養園

20111206-003 日本海新聞（鳥取） 2011/12/06

松本薫、増田慶子、草
かすみ、うえだジョー
ジ、伊藤礼子、池田侑
子、成瀬洸、宮原涼
子、田村鈴代、音田八
千代、生田長江、西村
幸人、近藤久子

読みごたえある多彩な内容　「さるびあ」16号刊行

20111206-004 西日本新聞（福岡） 2011/12/06 神美知宏、白石博昭
ハンセン病　過去に「無らい県運動」推進　福岡から巡回資料展を　全療協会長、県
に要請

菊池恵楓園

20111206-005 日刊薬業（東京） 2011/12/06 第二部会　サリドマイドなどのオーファン指定了承

20111206-006 サンデー毎日 2011/12/06
談志、清張、佐々木蔵
之介

恒例　岩切徹が斬る秋ドラマ　「談志風に言うと人間の業が描けなくなった」



20111207-001 佐賀新聞（佐賀） 2011/12/07
力武美汐、富吉賢太
郎

人と人との関係は　紙芝居や講演　人権学ぶ　ハートフルフォーラム　伊万里高生ら
800人　伊万里市

20111207-002 南日本新聞（鹿児島） 2011/12/07
岩川洋一郎、小城麻
美

ハンセン病講演　偏見「なくそう」長島中 星塚敬愛園

20111207-003 薬事日報（東京） 2011/12/07 2件をオーファン指定　医薬品第2部会

20111207-004 創 2011/12/07
高見澤昭治、竹内景
助、樋口勝、竹内政

11月10日、ついに再審請求!　戦後三大謀略事件のひとつ「三鷹事件」の再審開始
を!

20111208-001 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/08
首藤基澄、渋谷敦、入
江章子、夏目漱石、桂
米朝

熊本にゆかり3氏の追悼展　近代文学館 菊池恵楓園

20111208-002 毎日新聞（県版）岡山版 2011/12/08
立花誠一郎、大和美
緒

「戦争のこと知るきっかけに」日米開戦70年考える　山陽女子中・高　きょうから資料
展示

邑久光明園

20111208-003 新潟日報（新潟）夕刊 2011/12/08 塔和子 夕YOUひろば　なんでも通信　別世界の人生　本読んで感銘 大島青松園

20111208-004 月刊総務 2011/12/08 1月のこよみ　2012.January　睦月（むつき）　29日　世界救らいの日

20111209-001 沖縄タイムス（那覇） 2011/12/09 松田正一 パークゴルフで人権委員ら交流　名護の愛楽園 沖縄愛楽園

20111209-002 沖縄タイムス（那覇） 2011/12/09 比嘉正央 差別の現実　子に伝えて　八重瀬で比嘉さん講演

20111209-003
朝日新聞（県版）東京川の
手版

2011/12/09

吉永小百合、樋口一
葉、熊沢南水、塔和
子、大村興嗣、山口義
夫、山下正寿、鈴木時
夫、今崎暁巳、佐々木
良文

吉永小百合さんらに下町人間庶民文化賞　くらし・平和に貢献

20111209-004 薬事ニュース（東京） 2011/12/09 ポール・ブランド オピニオン　OPINION　「痛み」と「潜在能力」

20111209-005 毎日新聞（大阪）夕刊 2011/12/09 立花誠一郎
「生きて辱め受けず」豪の収容所脱走　病の私残し231人死んだ　カウラ事件　ハン
セン病療養所の90歳「体砕けるまで語る」

邑久光明園

20111209-006 西日本新聞（福岡）夕刊 2011/12/09
武藤糾明、谷口三枝
子

B型肝炎特措法　「一律救済できず悔しい」原告ら法成立にも憤り



20111209-007 週刊金曜日 2011/12/09
サラスワティ・ムトゥ、イ
トー・ターリ、岸本眞奈
美

金曜アンテナ　第7回やより賞（女性人権活動奨励賞）マレーシアの活動家受賞

20111210-001 上毛新聞（前橋） 2011/12/10 岡部浩之 語り継ごうハンセン病　岡部浩之（安中市・29） 多摩全生園

20111210-002 神戸新聞（神戸） 2011/12/10
春日勉、酒本喜與志、
宇野公男、内田博文

ハンセン病の現状学ぶ　神戸学院大でシンポ　学生が企画　中央区
菊池恵楓園、多
磨全生園

20111210-003 徳島新聞（徳島） 2011/12/10 人権劇通して差別根絶訴え　阿波市で人権フェス

20111210-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2011/12/10
平良ヒロ子、知念正
勝、上里栄

苦難の歴史語り継ぐ「ハンセン病」「戦争」久松中人権集会 宮古南静園

20111211-001 南日本新聞（鹿児島） 2011/12/11
玉城シゲ、松下徳二、
満留鈴奈

ハンセン病差別　入所者が講話　南大隅高 星塚敬愛園

20111211-002 琉球新報（那覇） 2011/12/11 宇良樹希、稲吉伸博 差別ない社会目指す　中学生人権作文で表彰式

20111213-001 産経新聞（東京） 2011/12/13
原田燎太郎、加藤拓
馬

社会に役立つ生き方考える

20111213-002 愛媛新聞（松山） 2011/12/13 山形久子 人権啓発講習　発見と使命感　松山市　山形久子（70）

20111213-003 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/13 畑野むめ 102歳の歌人　人生を振り返る　社会29 菊池恵楓園

20111213-004 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/13 中山節夫 「藤本事件」再審めざし…「新・あつい壁」上映　来年2月 菊池恵楓園

20111213-005 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/13
畑野むめ、廣瀬和夫、
杉野桂子、土屋文明、
量雤江、茂吉、虚子

こもれびの詩　苦難の過去にも笑顔　「やっぱり生きてきてよかったのかなぁ」菊池
恵楓園に暮らす歌人　畑野むめさん（102）

菊池恵楓園

20111213-006 沖縄タイムス（那覇） 2011/12/13
板井（具志堅）優、国
場

水俣病訴訟に尽力　板井さん講演報告　人権派弁護士　首里高で

20111213-007 毎日新聞（県版）茨城版 2011/12/13 ピーター・フランクル
「21世紀は人権の世紀になるか」ピーター・フランクルさん講演　ユーモア交え「寛
容」の心を強調　つくば

20111213-008 毎日新聞（県版）広島版 2011/12/13 安田裕美
こんにちは広島　盈進中高ヒューマンライツ部副部長　安田裕美さん（16）=福山市
手話は笑顔を運び、人の心をつなぐ

長島愛生園



20111213-009
産経新聞（県版）多摩・武蔵
野版

2011/12/13
原田燎太郎、加藤拓
馬

社会に役立つ生き方考える

20111214-001 京都新聞（京都） 2011/12/14

虫賀宗博、中村哲、鶴
見俊輔、志村ふくみ、
岡部伊都子、森毅、徐
勝、森崎和江

対話重ね、通算100回へ　論楽社の自主講座　18日に、法然院で記念講座　多彩な
講師「命」への問い同じ目線で

20111215-001 西日本新聞（福岡） 2011/12/15 古賀秀菜 僕の夢私の夢　大楠小5年　古賀秀菜

20111215-002 沖縄タイムス（那覇） 2011/12/15 細川篤
専門医インタビューシリーズ（8）漢方の役割　国内医師80%以上が処方　琉球大学
大学院医学研究科診療教授　日本東洋医学会専門医、琉大医学部東洋医学指導
医　細川篤先生

20111215-003 Medical Tribune（東京） 2011/12/15
Valerie Bonham、John
Cutler

第139回米国公衆衛生学会（APHA2011）時勢を反映した公衆衛生テーマを討議　～
米グアテマラ性感染症実験～　米大統領調査委員会が関係者の道義的責任を糾
弾

20111215-004 山陽新聞（岡山）夕刊 2011/12/15 青江信男、森元 講座・講演会　岡山　岡山近代史研究会研究例会

20111216-001 朝日新聞（北九州） 2011/12/16 マザーテレサ、沖守弘 お知らせ　マザーテレサ　沖守弘写真展&朗読ミニコンサート

20111216-002 山陽新聞（岡山） 2011/12/16 赤田貞治、本田勝昌 山陽新聞ニュース岡山「長島愛生園を行く-希望のカメラ」 長島愛生園

20111216-003 津山朝日新聞（津山） 2011/12/16 押目美恵子 正しい知識、人権学ぶ　林田小6年　ハンセン病　押目さん（元看護部長）授業 長島愛生園

20111216-004 毎日新聞（県版）富山版 2011/12/16
藤野豊、山下英愛、金
時江

韓国併合100年　連続講座　差別の連鎖　解明、打破を　「在日」の人権侵害絡め力
説　ハンセン病にも　富山で藤野教授

20111216-005 朝日新聞（県版）京都版 2011/12/16

虫賀宗博、岡部伊都
子、安江良介、徐勝
（ソスン）、中村哲、森
崎和江

「言葉を紡ぐ」集会100回目　作家・学者らと対話　参加5千人　論楽社　18日に記念
講座

20111216-006 朝日新聞（県版）福岡版 2011/12/16 鎌田慧、高石伸人 差別と原発考えて　小竹の障害者施設「虫の家」25周年　あす鎌田慧さん講演会 菊池恵楓園

20111217-001 聖教新聞（東京） 2011/12/17
共に生きる未来【あした】愛媛大学准教授　鈴木靜氏　住民の声なき声に耳を傾け
る社会を

20111217-002 毎日新聞（県版）広島版 2011/12/17 山本真帆
ぼうさい甲子園　県内初応募　盈進中高　寄り添い、学び、つながり続け…　"私た
ちにできること"被災地で

長島愛生園



20111217-003 新潮45 2011/12/17
松野信夫、山口那津
男、谷垣禎一、千葉景
子

特集「弁護士政治家」が日本を滅ぼす　保存版!　弁護士国会議員総覧

20111218-001 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/18 池上正示 歴史的建造物　建築士が学ぶ　熊本市の本妙寺「仁王門」を見学 菊池恵楓園

20111218-002 宮崎日日新聞（宮崎） 2011/12/18 人権テーマ　映画上映会　1月17日

20111218-003 琉球新報（那覇） 2011/12/18
青木恵哉、佐久川正
美、伊奈教勝

沖縄愛楽園の創設者　青木恵哉遺作集　佐久川正美編著　安住の地を願う悲しみ
沖縄愛楽園、長
島愛生園

20111218-004 朝日新聞（県版）三重版 2011/12/18
島田等、岩脇宏二、徳
永進

県出身・元患者の故島田等さん　ハンセン病差別　闘いの詩　遺作など60点展示や
講演　四日市で24・25日

長島愛生園

20111218-005 読売新聞（県版）鹿児島版 2011/12/18
福盛順子、伊藤知事、
山田祥

奄美和光園に古里の味　県が黒糖や知覧茶贈る 奄美和光園

20111219-001 苫小牧民報（苫小牧） 2011/12/19
田中伸哉、一木崇宏、
石畠博道、潮田亮平

高齢者医療、現場で理解　道内の医学生が体験授業　むかわ

20111219-002 上毛新聞（前橋） 2011/12/19 伊能茂 「語り継ごう」投稿に感謝　伊能茂
栗生楽泉園、多
磨全生園

20111219-003 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/19 随想　菊池電車　杉野桂子 菊池恵楓園

20111219-004 大分合同新聞（大分） 2011/12/19 私の紙面批評　弁護士　徳田靖之　虐待問題　読者と悩んで

20111219-005 沖縄タイムス（那覇） 2011/12/19 金城幸子、上原健司 認め合う社会　当事者ら訴え　人権フォーラム

20111220-001 毎日新聞（県版）神奈川版 2011/12/20
宮崎信恵、長塚幾子、
塔和子、吉永小百合

ハンセン患者の記録映画を上映　伊勢原であす 大島青松園

20111220-002 読売新聞（県版）岡山版 2011/12/20
金正日、孫泰欽、福田
寺大英、金泰九、金正
恩

「後継者　対話路線進めて」金総書記死去　大皿贈った美作の住職 長島愛生園

20111221-001 信濃毎日新聞（長野） 2011/12/21 保科潔、間宮亜武呂 NIE　教育に新聞を　新聞活用の実践報告　信濃教育会　研究調査委

20111222-001 釧路新聞（釧路） 2011/12/22 高原楓奈
人権作文入賞作品　第31回東北海道大会釧根関係分＜上＞　人として「生きる」姿
に　最優秀賞　高原楓奈さん　道教育大付属釧路中1年

多磨全生園



20111222-002 日本海新聞（鳥取） 2011/12/22
光田、片山前知事、平
井知事、石田雅夫、渋
谷博子

散歩道　ハンセン病強制隔離の歴史 長島愛生園

20111223-001 新潟日報（新潟） 2011/12/23 姜信子、高史明 再生への旅描く　姜さんの新刊2冊

20111223-002 琉球新報（那覇） 2011/12/23 宮里達也 記者席　将来照らす灯を

20111223-003 薬事ニュース（東京） 2011/12/23 薬食審・第二部会　「ランマーク」等3成分の承認を了承

20111224-001 沖縄タイムス（那覇） 2011/12/24

翁長助裕、赤嶺千壽、
徳田安太郎、上江洲
易男、具志八重、宮里
光雄、山元芙美子、仲
田重利、當山堅次、真
喜志康忠

墓碑銘2011　県内　沖縄芝居の名優　真喜志康忠　豚輸送「七勇士」上江洲易男
女性地位向上に貢献　赤嶺千壽

20111224-002 中日新聞（県版）三重版 2011/12/24
島田等、徳永進、岩脇
宏二

ハンセン病主題　講演や作品展示　きょう四日市

20111224-003 朝日新聞（東京） 2011/12/24 矢部潤子、笹川良一
再読　こんな時　こんな本　リブロ池袋店　矢部潤子さんに聞く　「ワル」と呼ばれて
目が釘付けになる悪役

20111225-001 朝日新聞（東京） 2011/12/25 石井則久、大滝倫子 生活　患者を生きる　1759　感染症　疥癬（6）情報編　安全な塗り薬、治験進む

20111225-002 伊勢新聞（津） 2011/12/25
訓覇浩、島田等、徳永
進

四日市でハンセン病問題を考える集い　隔離された患者　生きる姿を紹介　野の花
診療所　徳永院長が講演　県出身元患者　故島田さんの遺稿展示

長島愛生園

20111225-003 西日本新聞（福岡） 2011/12/25
12年度政府予算案　安全安心の九州へ　公害・疾病　チッソ支援は増額　熊大に先
端研究拠点

20111225-004 西日本新聞（福岡） 2011/12/25
姜信子、谺雄二、村松
武司、宮沢賢治

今日、私は出発する　姜信子著　ハンセン病患者の旅路

20111225-005 朝日新聞（県版）三重版 2011/12/25 徳永進、島田等
「患者隔離　国民の無関心も原因」　ハンセン病巡り講演　四日市で詩や絵画展示
会

長島愛生園

20111226-001 毎日新聞（大阪） 2011/12/26 親鸞 東西の本願寺協力しパネル展　被差別民衆と親鸞の出会い



20111226-002 琉球新報（那覇） 2011/12/26

翁長助裕、赤嶺千壽、
徳田安太郎、上江洲
易男、具志八重、宮里
光雄、山元芙美子、仲
田重利、當山堅次、真
喜志康忠

墓碑銘2011　県内　沖縄芝居界の重鎮　真喜志康忠氏　女性地位向上に尽力　赤
嶺千壽氏

宮古南静園

20111226-003 朝日新聞（県版）大分版 2011/12/26 広瀬勝貞 取材メモから2011　大入島埋め立て問題　行政の悪癖　浮き彫りに

20111227-001 上毛新聞（前橋） 2011/12/27 谺雄二 草津・栗生楽泉園　「重監房」を再現　建設費2億　予算案計上　ハンセン病　後世に 栗生楽泉園

20111227-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/27 きょうの歴史　27日　県内

20111227-003 南日本新聞（鹿児島） 2011/12/27 伊波敏男 フォーラム医療　村の顔　まちの声　色平哲郎　（8）　ハンセン病の賠償金活用

20111227-004 南海日日新聞（奄美） 2011/12/27 森元美代治、延和聰
ハンセン病市民学会　教育部会合宿　入、退所者らと交流　和光塾の取り組みに注
目

奄美和光園

20111227-005 男の隠れ家 2011/12/27
井田剛文、源頼朝、徳
川吉宗、ベルツ

温泉街をたっぷり愉しむ　草津温泉　大温泉街に今も生き続ける古くからの湯治入
浴法を学び　懐かしき佇まいに浸かる　標高1200ｍ、高原のいで湯は温泉の横綱で
あり続ける

20111228-001 西日本新聞（福岡） 2011/12/28 上野政行
共に生きる　障害ある子の居住地とつながり　重層的支援　「地域所属」が合言葉
読者から　「強制隔離」と言えなかった母

星塚敬愛園

20111228-002 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/28
松崎景子、稲葉正彦、
志村康

恵楓園の保育所完成　合志市　来月下旬以降開所へ　園児募集始まる
菊池恵楓園、多
磨全生園

20111228-003 南日本新聞（鹿児島） 2011/12/28 西浦直子 郷土の雑誌　姶良野（322号） 星塚敬愛園

20111228-004 琉球新報（那覇） 2011/12/28 島袋定、宇良樹希 「考ハンセン病」に感動　島袋定　59歳

20111228-005 毎日新聞（県版）熊本版 2011/12/28 金子義幸、松崎景子
菊池恵楓園の保育所で内覧会　「広くてきれいで明るい」　開所は点検間に合わず
来年に

菊池恵楓園

20111228-006 読売新聞（県版）熊本版 2011/12/28
酒本喜與志、松崎景
子

菊池恵楓園内保育所が完成 菊池恵楓園

20111228-007 読売新聞（東京）夕刊 2011/12/28
西村和子、村越化石、
大野林火

五七五七七　12月の題　つなぐ　俳句時評　西村和子　300俳人の「生涯の一句」
村越化石

栗生楽泉園



20111228-008 SAPIO 2011/12/28
野呂、パーキンソン、
アルツハイマー、ハン
セン、川崎

日本人のホコロビ　深川峻太郎　第61回　下呂温泉積年の思い

20111229-001 毎日新聞（東京） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫さん87歳 栗生楽泉園

20111229-002 毎日新聞（札幌） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫さん87歳 栗生楽泉園

20111229-003 毎日新聞（名古屋） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫さん87歳 栗生楽泉園

20111229-004 毎日新聞（大阪） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫さん87歳 栗生楽泉園

20111229-005 毎日新聞（北九州） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫さん87歳 栗生楽泉園

20111229-006 朝日新聞（東京） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫さん 栗生楽泉園

20111229-007 読売新聞（東京） 2011/12/29 桜井哲夫（長峰利造） 桜井哲夫氏　87歳 栗生楽泉園

20111229-008 産経新聞（東京） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111229-009 産経新聞（大阪） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

元ハンセン病患者で詩人　桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111229-010 東京新聞（東京） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111229-011 東奥日報（青森） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎、
ローマ法王

ハンセン病元患者、詩人　桜井哲夫さん死去　87歳 栗生楽泉園

20111229-012 信濃毎日新聞（長野） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111229-013 京都新聞（京都） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園



20111229-014 神戸新聞（神戸） 2011/12/29 富田善範 「弱者の視点忘れずに」神戸地裁　富田所長が就任会見

20111229-015 徳島新聞（徳島） 2011/12/29 藤田隆子 劇でハンセン病の理解願う（阿波市、藤田隆子・67歳・自営業）

20111229-016 四国新聞（高松） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111229-017 西日本新聞（福岡） 2011/12/29
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111229-018 朝日新聞（県版）群馬版 2011/12/29
桜井哲夫、ローマ法
王、赤尾拓子、藤田三
四郎、斎田朋雄

60代で本格的に詩作、各地で講演　ハンセン病の元患者で詩人・桜井哲夫さん死去 栗生楽泉園

20111229-019 朝日新聞（県版）兵庫版 2011/12/29 富田善範 強制起訴公判　「環境整備に力」　富田・地裁新所長会見

20111230-001 河北新報（仙台） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

「ハンセン病」詩人　桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-002 秋田魁新報（秋田） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-003 静岡新聞（静岡） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-004 大阪日日新聞（大阪） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-005 神戸新聞（神戸） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-006 日本海新聞（鳥取） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-007 山陰中央新報（松江） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-008 中国新聞（広島） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園



20111230-009 山口新聞（下関） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-010 愛媛新聞（松山） 2011/12/30
高橋伸行、塔和子、松
浦武夫

会誌　青松 大島青松園

20111230-011 西日本新聞（福岡） 2011/12/30 溝口製次
九州　3連覇貢献　参院議長　いいちこ　ウルトラセブン　被爆一人芝居　サロンパス
長寿日本一　九州関係の主な物故者（敬称略）

菊池恵楓園

20111230-012 佐賀新聞（佐賀） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-013 熊本日日新聞（熊本） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫さん 栗生楽泉園

20111230-014 宮崎日日新聞（宮崎） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-015 南日本新聞（鹿児島） 2011/12/30 2011年　鹿県十大ニュース　過去10年の主な出来事

20111230-016 南海日日新聞（奄美） 2011/12/30 2011回顧　下　飼い猫の登録義務付け　福岡直行便が復活　医療・福祉 奄美和光園

20111230-017 沖縄タイムス（那覇） 2011/12/30
桜井哲夫（長峰利
造）、藤田三四郎

療養所での日々詠む　桜井哲夫氏 栗生楽泉園

20111230-018 毎日新聞（県版）香川版 2011/12/30 バックミラー〈中〉6月 大島青松園

20111230-019 毎日新聞（県版）熊本版 2011/12/30 藤本松夫、坂本克明 年末ワイド　記者ノート　深い闇の中の「真実」

20111231-001 毎日新聞（東京） 2011/12/31 溝口製次 哀悼　今年亡くなられた方々　9月

20111231-002 毎日新聞（札幌） 2011/12/31 溝口製次 哀悼　今年亡くなられた方々　9月

20111231-003 毎日新聞（名古屋） 2011/12/31 溝口製次 哀悼　今年亡くなられた方々　9月

20111231-004 毎日新聞（大阪） 2011/12/31 溝口製次 哀悼　今年亡くなられた方々　9月

20111231-005 毎日新聞（北九州） 2011/12/31 溝口製次 哀悼　今年亡くなられた方々　9月



20111231-006 朝日新聞（北九州） 2011/12/31 松崎景子、志村康 ハンセン病施設　地域の子と共に　熊本　併設保育所完成
菊池恵楓園、多
磨全生園

20111231-007 上毛新聞（前橋） 2011/12/31 大野林火 三山春秋 栗生楽泉園

20111231-008 琉球新報（那覇） 2011/12/31
島袋陽子、田中聡、金
城馨、伊波敏男

未明の搬入　辺野古アセス評価書　下　差別解消は県外移設


