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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20120101-001 読売新聞（県版）香川版 2012/01/01
泉麻衣子、井木宏美、
坂本雅美、野村宏、高
橋伸行

絆をつむぐ（1）大島青松園　島カフェ外とつながる 大島青松園

20120101-002 漢方医薬新聞（東京） 2012/01/01 鈴木宗彦 平成24年（2012年）学会・シンポジウム・研究会（医学・食関連）一覧

20120101-003 薬粧流通タイムズ（東京） 2012/01/01 小宮山洋子
新春特集　各界有力リーダーの年頭抱負メッセージ　社会保障制度を再構築　厚生
労働大臣　小宮山洋子氏　健康長寿社会実現へ　革新的医薬品創出で経済成長に
貢献　医療サービス提供体制を改革

20120102-001 週刊福祉新聞（東京） 2012/01/02 桂田博祥 ハンセン病フォーラム　問題を風化させるな 松丘保養園

20120103-001 河北新報（仙台） 2012/01/03 加藤拓馬、馬場康彦
第6部　ちから　（2）結ぶ（下）これから―大震災を生きる　41　まちの将来語っぺし
情報誌で橋渡し役に

20120103-002 西日本新聞（福岡） 2012/01/03
課題山積　2012ニュースカレンダー　核兵器廃絶研究センター開設　格安航空が
続々参入　熊本市、4月に政令市に　九州　9月

20120104-001 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/04 杉野桂子 読者のひろば　特集　新しい年に思う　下　新幹線に乗り夫と全国巡る　杉野桂子

20120104-002 健康食品新聞（東京） 2012/01/04 外山千也
年頭所感2012　次期健康づくり運動策定　質の高い生活と能力を発揮できる社会へ
厚生労働省　健康局長　外山千也

20120105-001 秋田魁新報（秋田） 2012/01/05 ソアレス ハンセン病対策を加速　早期発見と投薬　13年までに「制圧」へ　ブラジル政府

20120105-002 信濃毎日新聞（長野） 2012/01/05 紙面から　ブラジル、ハンセン病制圧へ　5

20120105-003 信濃毎日新聞（長野） 2012/01/05 ソアレス ハンセン病　来年にも制圧　「最後の国」ブラジル対策加速



20120105-004 岐阜新聞（岐阜） 2012/01/05 ソアレス、ハンセン ハンセン病、来年制圧か　最後の未制圧国　ブラジル、対策加速

20120105-005 静岡新聞（静岡） 2012/01/05 ソアレス、ハンセン 来年にもハンセン病制圧　ブラジル、対策加速

20120105-006 山口新聞（下関） 2012/01/05 ソアレス 来年にもハンセン病制圧　最後のブラジル、対策加速

20120105-007 徳島新聞（徳島） 2012/01/05 十川勝幸 知事動静　4日　午後

20120105-008 徳島新聞（徳島） 2012/01/05 十川勝幸 来社

20120105-009 四国新聞（高松） 2012/01/05 ソアレス ハンセン病制圧へ　最後のブラジル、来年にも　対策加速

20120105-010 西日本新聞（福岡） 2012/01/05 ソアレス、ハンセン ブラジル　感染防止策を加速　ハンセン病制圧へ　政府高官「来年までに達成」

20120105-011 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/05 ソアレス
ブラジル　ハンセン病制圧加速　最後の「未達成国」　早期発見と投薬で「来年まで
に」自信

20120105-012 南日本新聞（鹿児島） 2012/01/05 ソアレス、ハンセン ハンセン病対策加速　抑止達成　来年にも　未制圧国・ブラジル

20120105-013 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/05 ソアレス ブラジル、ハンセン病制圧へ　アマゾン対策で来年にも

20120105-014 食品化学新聞（東京） 2012/01/05 外山千也 がん、生活習慣病対策の節目　厚生労働省　健康局長　外山千也

20120105-015 Medical Tribune（東京） 2012/01/05 鈴木定彦 Medical Tribune　2012年　国内学会カレンダー　1月→6月

20120105-016 薬事新報 2012/01/05
逢坂誠二、堀内会長、
三浦先生、野田

一般社団法人　日本病院薬剤師会　平成23年度　第43回通常総会（1）来賓挨拶

20120106-001 東奥日報（青森） 2012/01/06
桜井哲夫（長峰利
造）、金正美

来月11日に東京で桜井さん追悼ミサ 栗生楽泉園

20120106-002 静岡新聞（静岡） 2012/01/06 ソアレス、ハンセン 来年にもハンセン病制圧　ブラジル、対策加速

20120107-001 国際商業 2012/01/07
ヒトラー・ユーゲント、
小泉親彦

連載（2）健康食品新時代　第一章　その誕生と発展の系譜（2）　ジャーナリスト　飯
田隆二



20120108-001 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/08
姜信子、上野正子、志
村康、谺雄二、金泰九

「今日、私は出発する」姜信子著　近代に抗い、問い続ける旅

20120108-002 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/08
辻央、平良仁雄、井上
昌和、比嘉共樹

愛楽園がガイド養成　講座申し込み13日まで 沖縄愛楽園

20120108-003 中日新聞（県版）長野版 2012/01/08
五味靖弘、両角彩由
季

小中生が人権活動発表　諏訪　思いやる心、命の尊さ学ぶ

20120110-001 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/10 免田栄
月刊NIE（Newspaper in Education=教育に新聞を）イン熊本　中学教科書に「新聞」
続々　読解力など向上へ工夫　県内関係の記事も登場　教材の"代打の切り札"
教師向け実践講座　来月25日に天草市で

20120110-002 医歯薬新報（東京） 2012/01/10 小宮山洋子 今年の展望　山積する重要課題に全力で　厚生労働大臣　小宮山洋子

20120110-003 保健産業事報（東京） 2012/01/10 外山千也 年頭所感　厚生労働省健康局長　外山千也

20120110-004 週刊朝日 2012/01/10

泉鏡花、田山花袋、石
川啄木、高浜虚子、志
賀直哉、島崎藤村、北
条民雄、川端康成

週刊図書館　医療を読むと現代が見える　時代を映す医療小説の世界　戦前　明治
時代の泉鏡花に始まり花袋、虚子、啄木らの名作が

20120111-001 読売新聞（県版）岡山版 2012/01/11
大島昭夫、大島登志
子

医療功労賞に大島院長　長島愛生園でボランティア治療 長島愛生園

20120111-002 日本医科器械新聞（東京） 2012/01/11 小宮山洋子 年頭所感　国民の生活が第一という考えの下に　厚生労働大臣　小宮山洋子

20120111-003 薬日新聞（富山） 2012/01/11 小宮山洋子
平成24年新春年頭所感　スピード感を意識しながら　厚生労働大臣　小宮山洋子
新販売制度定着により一層取り組む　国民の安全と安心の確保

20120112-001 朝日新聞（東京） 2012/01/12 社説　余滴　石橋英昭　「不安と差別」の歴史に学ぶ
菊池恵楓園、多
磨全生園

20120112-002 産経新聞（東京） 2012/01/12

畠山泰史、小松恵子、
鈴木重雄（田中文
雄）、高松宮、馬場康
彦、鈴木亮輔

越冬　大震災から10ヵ月　中　歴史の力　積み重ねた縁　支援の輪　ともに生きる人
38年前から交流

長島愛生園

20120112-003 産経新聞（大阪） 2012/01/12

畠山泰史、小松恵子、
鈴木重雄（田中文
雄）、高松宮、馬場康
彦、鈴木亮輔

越冬　大震災から10ヵ月　中　歴史の力　縁から生まれた「恩返し」 長島愛生園



20120112-004 SANKEI EXPRESS（東京） 2012/01/12 ソアレス、ハンセン 最後の1国　ブラジル「ハンセン病、来年にも制圧」

20120112-005 西日本新聞（福岡） 2012/01/12
入江章子、山埜井喜
美枝、山埜井信、

残響　短歌とイトトンボ 菊池恵楓園

20120112-006 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/12 金城雅春、平良仁雄
くらしを歩く　5　山城紀子　愛楽園・退所者の入院制度（1）　後遺症の治療　後押し
地域と話し合い重ね実現

沖縄愛楽園

20120112-007 毎日新聞（県版）宮崎版 2012/01/12 こころ温まる映画上映会

20120112-008 食品化学新聞（東京） 2012/01/12 年頭所感2012　将来への希望が持てる社会を構築　厚生労働大臣　小宮山洋子

20120112-009 Medical Tribune（東京） 2012/01/12 鈴木定彦 2012年日本医学会分科会開催一覧

20120113-001 北陸中日新聞（金沢） 2012/01/13 桜井哲夫、木下晋
詩人元ハンセン病患者の桜井哲夫さん死去　「会えて幸せでした」画家の木下晋さ
んが悼む

20120113-002 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/13
今村晃、原雅道、美空
ひばり、荒井由実

心潤す　四重奏の音色　九州交響楽団員　菊池恵楓園で演奏 菊池恵楓園

20120113-003 琉球新報（那覇） 2012/01/13 井上昌和、平良仁雄 21日から愛楽園ボランティア講座　ハンセン病の歴史や課題学ぶ 沖縄愛楽園

20120113-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2012/01/13 井上昌和、知念 お知らせ　井上昌和氏「薬害エイズとハンセン病」講演会

20120113-005 読売新聞（県版）山梨版 2012/01/13
小川正子、山田宏亨、
神田甲陽、白鳥彰

ハンセン病救済に力　医師小川正子を語る　甲府で29日講演会

20120113-006 週刊読書人（東京） 2012/01/13
姜信子、光田健輔、谺
雄二

火を熾す者たち　ハンセン病の側から書かれた厳しい近代批判　港千尋　姜信子著
今日、私は出発する　ハンセン病と結び合う旅・異郷の生

楽生院

20120113-007 薬事ニュース（東京） 2012/01/13 小宮山洋子 年頭所感　厚生労働大臣　小宮山洋子

20120114-001 毎日新聞（東京） 2012/01/14 松下竜一 メディア時評　徳田靖之　弁護士　首かしげる電力不足報道

20120114-002 朝日新聞（大阪） 2012/01/14 清野友義、桜井哲夫 盲目の詩人・桜井さんを悼む　清野友義

20120114-003 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/14 金城雅春、平良仁雄
くらしを歩く　6　山城紀子　愛楽園・退所者の入院制度（2）　差別体験から治療拒む
回復者への広報が課題

沖縄愛楽園



20120115-001 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/15
大久保宏貴、平良仁
雄

くらしを歩く　7　山城紀子　愛楽園・退所者の入院制度（3）　痛みに気づかず傷悪化
「重度化する前に受診を」

沖縄愛楽園

20120115-002 日本医療衛生新聞（大阪） 2012/01/15 小宮山洋子
年頭所感　厚生労働大臣　小宮山洋子　「国民の生活が第一」のもと課題に取組む
将来への希望が持てる社会の構築を誓う

20120115-003
MEDICAMENT NEWS（東
京）

2012/01/15 小宮山洋子
年頭所感　「国民の生活が第一」という考えの下　取組を進めていく　厚生労働大臣
小宮山洋子

20120115-004
MEDICAMENT NEWS（東
京）

2012/01/15 外山千也 年頭所感　がん、生活習慣病対策の節目の年に　厚生労働省健康局長　外山千也

20120115-005 読売新聞（東京） 2012/01/15

岩下壮一、ケーベル、
スコラ、九鬼周造、天
野貞祐、半澤孝麿、輪
倉一広、プラトン、アリ
ストテレス、カント、
ヘーゲル、重兼芳子、
岩下清周

異才列伝　岩下壮一　ハンセン病患者と哲学実践　岩下壮一の生涯 神山復生病院

20120116-001 毎日新聞（北九州） 2012/01/16 松下竜一 メディア時評　徳田靖之　弁護士　首かしげる電力不足報道

20120116-002 静岡新聞（静岡） 2012/01/16
村越化石、小林悠斗、
谷口泰亮、鈴木奈々
恵、田崎とし子

小林君（岡部小3）ら4人最高賞　村越化石俳句大会　全国から2065点　藤枝

20120116-003 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/16
山内和雄、並里まさ
子、辻央

くらしを歩く　8　山城紀子　愛楽園・退所者の入院制度（4）　自己流の手当てに警鐘
専門処置　心身の負担軽減

沖縄愛楽園

20120116-004 週刊福祉新聞（東京） 2012/01/16 小宮山洋子 2012年　年頭所感　厚生労働大臣　小宮山洋子　「国民の生活が第一」を念頭に

20120116-005 製菓時報（大阪） 2012/01/16 小宮山洋子 年頭所感　希望持てる社会構築　厚生労働大臣　小宮山洋子

20120116-006 読売新聞（東京）夕刊 2012/01/16 遠藤周作
ロングセラーの周辺　男女関係が神の問題に昇華　遠藤周作著『わたしが・棄てた・
女』

20120118-001 毎日新聞（大阪） 2012/01/18 塩屋俊、野島駿輔 復興願い学園祭　ミュージカルに　大手前大学



20120118-002 社会新報（東京） 2012/01/18

松井やより、サラスワ
ティ・ムトゥ、イトー・
ターリ、岸本眞奈美、
金順徳（キム・スンド
ク）、石川一雄

2011やより賞が決定　受賞者がスピーチ　やより賞　サラスワティ・ムトゥさん　やよ
りジャーナリスト賞　イトー・ターリさん　岸本眞奈美さん

20120118-003 信濃毎日新聞（長野） 2012/01/18
池田修一、池上俊彦、
鬼頭昭三

信大　肝移植で治療の難病　重症FAP県内ゼロへ　差別の歴史　分岐点

20120118-004 信濃毎日新聞（長野） 2012/01/18
井原今朝男、池田修
一、鬼頭昭三、宮川真
一

FAP差別　患者苦悩の歴史　「命の保障」大きな成果　信大の治療　軸は投薬へ

20120118-005 健康食品新聞（東京） 2012/01/18 小宮山洋子
年頭所感2012　課題対応にスピード感意識　将来へ希望が持てる社会構築　厚生
労働大臣　小宮山洋子

20120119-001 下野新聞（宇都宮） 2012/01/19 笹川陽平 映画予告編の削除求める　「ハンセン病の表現」

20120119-002 伊勢新聞（津） 2012/01/19 笹川陽平 映画予告の削除要請　「ハンセン病差別の表現」

20120119-003 四国新聞（高松） 2012/01/19 笹川陽平 映画予告編の削除要請

20120119-004 西日本新聞（福岡） 2012/01/19 潮谷義子 ハンセン病例に潮谷氏人権訴え　長崎国際大最終講義

20120119-005 佐賀新聞（佐賀） 2012/01/19 潮谷義子、安部直樹 「人権、心に刻んで」長崎国際大　潮谷学長　最後の講義

20120119-006 長崎新聞（長崎） 2012/01/19 潮谷義子、安部直樹 長崎国際大を3月退任　潮谷学長が最終講義　人権心に深く刻んで

20120119-007 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/19 笹川陽平 「米のアニメ映画ハンセン病差別」日本財団会長修正削除要請

20120119-008 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/19 笹川陽平、金城雅春
米で今春上映予定のアニメ映画予告編　ハンセン病で差別表現　啓発大使、修正を
要求

沖縄愛楽園

20120119-009 朝日新聞（県版）長崎版 2012/01/19 潮谷義子 潮谷学長、3月退任　長崎国際大　人権主題に最終講義

20120119-010 朝日新聞（県版）宮崎版 2012/01/19 宮崎情報　講座・講演　宮崎学園短期大学市民講座ニューライフ・アカデミー

20120119-011 毎日新聞（東京）夕刊 2012/01/19 笹川陽平 「ハンセン病差別表現」映画予告編を削除要請



20120119-012 毎日新聞（名古屋）夕刊 2012/01/19 笹川陽平 「ハンセン病差別表現」映画予告編を削除要請

20120119-013 毎日新聞（大阪）夕刊 2012/01/19 笹川陽平 ハンセン病差別表現　アニメ予告に削除要請

20120119-014 毎日新聞（北九州）夕刊 2012/01/19 笹川陽平 ハンセン病差別的表現　米映画に削除要請

20120120-001 朝日新聞（県版）兵庫版 2012/01/20 塔和子、高見順、川崎 「塔和子詩集」朗読会

20120120-002 朝日新聞（県版）福岡版 2012/01/20
寺島尚彦、永松睦子、
澤田美津子、森五月

平和の願い歌に込め　「さとうきび畑」あす朝倉で合唱

20120120-003 読売新聞（県版）宮城版 2012/01/20 加藤拓馬、菅野一代
「復興への希望」発信へ　唐桑で情報誌創刊準備　兵庫出身　ボランティア加藤さん
ら

20120121-001 徳島新聞（徳島） 2012/01/21 ハンセン ニュースの言葉　ハンセン病

20120121-002 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/21 原田正純、鎌田實 水俣病、差別…人権問題考える　来月2、3日　熊本市で集会 菊池恵楓園

20120121-003 朝日新聞（県版）熊本版 2012/01/21 潮谷義子 人権・社会　あり方語る　潮谷学長が最終講義　長崎国際大を3月末退任

20120121-004 読売新聞（県版）岡山版 2012/01/21
大島昭夫、佐々木健、
大山哲弥、落合浩二

医療功労賞県表彰式　長島愛生園無償診療16年　大島医師「通い続けます」 長島愛生園

20120124-001 埼玉新聞（さいたま） 2012/01/24
寺島萬里子、寺島清
文、光田健輔

ハンセン病患者を記録　「この人たちに尽くしたい」元医師・写真家　川口の寺島さん
写真に思い込める

栗生楽泉園、楽
生院

20120124-002 徳島新聞（徳島） 2012/01/24 十川勝幸 事業主ら人権問題学ぶ　ハンセン病題材に研修会　美馬

20120124-003 毎日新聞（県版）徳島版 2012/01/24 十川勝幸 差別解消へ理解　ハンセン病講演　美馬で事業主対象

20120125-001 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/25 桂木まや 町から村から　南小国町　きよら人権デー

20120125-002 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/25
井上昌和、浅川身奈
栄

「病気の無知　差別生む」薬害エイズとハンセン病理解訴え

20120125-003 毎日新聞（県版）山梨版 2012/01/25
小川正子、神田甲陽、
白鳥彰

ハンセン病救済　小川正子を紹介　甲府で29日講演会



20120125-004 健康日本 2012/01/25 小宮山洋子 年頭所感　厚生労働大臣　小宮山洋子

20120126-001 朝日新聞（大阪） 2012/01/26
井ノ山奈津子、桜井哲
夫

差別生む「傍観者」脱しよう　主婦　井ノ山奈津子

20120126-002 南日本新聞（鹿児島） 2012/01/26 堅山勲、宮園めぐみ ハンセン病　現状を訴え　鹿大で堅山さん 星塚敬愛園

20120126-003 朝日新聞（県版）山梨版 2012/01/26
小川正子、神田甲陽
（末利光）

お知らせ　講演会「小川正子の生涯とハンセン病」

20120127-001 朝日新聞（東京） 2012/01/27 桜井哲夫、清野友義 盲目詩人の桜井さんを悼む　清野友義

20120127-002 東奥日報（青森） 2012/01/27 志村康、山田祥
ハンセン病療養所・菊池恵楓園（熊本）　全国初、施設内に保育所　来月開設　地域
との交流期待

菊池恵楓園、奄
美和光園

20120127-003 上毛新聞（前橋） 2012/01/27 志村康 熊本のハンセン病療養所　全国初の保育所開設 菊池恵楓園

20120127-004 静岡新聞（静岡） 2012/01/27 ハンセン病療養所に保育所 菊池恵楓園

20120127-005 京都新聞（京都） 2012/01/27 志村康 ハンセン病療養所　全国初　保育所開設　熊本で来月　子どもと交流に期待 菊池恵楓園

20120127-006 四国新聞（高松） 2012/01/27 志村康 熊本のハンセン病療養所　全国初　保育所開設　住民との交流拠点に期待 菊池恵楓園

20120127-007 佐賀新聞（佐賀） 2012/01/27 志村康 ニュースカセット　菊池恵楓園内に保育所 菊池恵楓園

20120127-008 南日本新聞（鹿児島） 2012/01/27 志村康
熊本・ハンセン病療養所「菊池恵楓園」　全国初、保育所開設へ　地域住民との交
流拠点目指す

菊池恵楓園

20120127-009 南海日日新聞（奄美） 2012/01/27 志村康、山田祥 2月に保育所開設　全国初、熊本のハンセン病療養所　交流拠点として期待
菊池恵楓園、奄
美和光園

20120127-010 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/27 松下智治 まだ使われる差別的な用語　松下智治

20120127-011 毎日新聞（県版）兵庫版 2012/01/27 塔和子 催し　塔和子詩集朗読会 大島青松園



20120127-012 週刊読書人（東京） 2012/01/27

荒井裕樹、中村光夫、
小田切秀雄、加藤周
一、前田愛、二葉亭四
迷、森鴎外、島木健
作、北條民雄、小川正
子、大岡信、大谷藤
郎、加賀乙彦、鶴見俊
輔、大正天皇、貞明皇
后節子

まったく「新しい」文学研究　刮目すべき見解に満ちた画期的な秀作　黒古一夫　荒
井裕樹著　隔離の文学　ハンセン病療養所の自己表現史

20120127-013 日本経済新聞（福岡）夕刊 2012/01/27 志村康、山田祥
熊本のハンセン病療養所　保育所　子供と触れ合える　全国初開設へ「元気に走り
回って」

菊池恵楓園、奄
美和光園

20120128-001 徳島新聞（徳島） 2012/01/28
工藤壮一郎、大石著
人、住友葵、十川勝幸

川田小6年生　ハンセン病人権劇企画　来月5日　アメニティセンター　ボランティア
劇団と共演

大島青松園

20120128-002 宮崎日日新聞（宮崎） 2012/01/28
志村康、山田祥、ハン
セン

施設内に保育所開設　熊本の国立ハンセン病療養所　1日から全国初　交流の拠点
期待

菊池恵楓園、奄
美和光園

20120129-001 朝日新聞（東京） 2012/01/29 荒井裕樹
隔離の文学　ハンセン病療養所の自己表現史　荒井裕樹〈著〉　文学への衝動　生
んだ葛藤

20120129-002 西日本新聞（福岡） 2012/01/29 林力、橋下徹
反差別貫いた87歳の教育者　体験交え人権啓発50年　福岡市の林力さん　九大で
講義終える

20120129-003 沖縄タイムス（那覇） 2012/01/29 志村康 ハンセン病療養所に保育所　全国初　熊本の「菊池恵楓園」 菊池恵楓園

20120129-004 毎日新聞（県版）奈良版 2012/01/29

藤岡長和、宇太郎、田
中修司、与謝野鉄幹、
与謝野晶子、犬養毅、
川村優理、阿波野青
畝、柴田正輝

NPO飛龍元年　うちのの館　「藤岡家住宅」の管理、運営　季節・月ごとの催しで集
客

20120129-005 東京新聞（県版）千葉版 2012/01/29
斎藤仁、新和宏、山根
佳奈、黒尾和久、小島
道裕、佐藤誠

ちばライブ　Chiba Live　博物館の「宝」教育に　展示資料や職員マンパワー活用
千葉でシンポ「距離縮め見る楽しさを」

20120130-001 読売新聞（福岡） 2012/01/30
杉野芳武、松崎景子、
遠藤隆久

恵楓園内保育所　入園1人　来月1日開設　認可外が影響　支援薄くNPO負担大　共
生構想「行政は運用も関与を」

菊池恵楓園、多
磨全生園

20120130-002 山梨日日新聞（甲府） 2012/01/30 神田甲陽、小川正子 小川正子の半生　神田甲陽さん語る　甲府で講演会 長島愛生園



20120130-003 信濃毎日新聞（長野） 2012/01/30 桜井哲夫 斜面　2012.1.30 栗生楽泉園

20120130-004 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/30 きょうの歴史（30日）【県内】

20120130-005 るるぶ情報版 フランス 2012/01/30
海上に聳える孤高の修道院　モン・サン・ミッシェル　パリから訪ねる憧れの街　フラ
ンスの至宝巡礼　CLOSE UP!　モン・サン・ミッシェル修道院の必見SPOT　みどころ
POINT　聖エティエンヌ大聖堂

20120131-001 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/31 甲斐國英、山村睦 街かどクリップ　熊本市　県社会福祉士会が創立20周年記念式典

20120131-002 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/31 中山節夫 上映会　「新・あつい壁」上映会 菊池恵楓園

20120131-003 熊本日日新聞（熊本） 2012/01/31 松崎景子
News　インタビュー　菊池恵楓園内保育所　園児7人あすスタート　「かえでの森こど
も園」園長　松崎景子さん　無理なく自然な交流を

菊池恵楓園

20120131-004 宮崎日日新聞（宮崎） 2012/01/31
笹川陽平、ラウル・フォ
レロー

ハンセン病差別撤廃　世界の医師がアピールへ

20120131-005 毎日新聞（県版）熊本版 2012/01/31 国宗直子、中山節夫
「菊池事件を知って」ハンセン病差別描いた「新・あつい壁」来月5日　恵楓園で上映
会

菊池恵楓園

20120131-006 建通新聞東京（東京） 2012/01/31
勝島町住宅や八ツ場ダムなどで新規債務負担　国の12年度予算案　沖ノ鳥島港湾
施設も

多磨全生園

20120131-007
THE WALL STREET
JOURNAL ASIA（香港）

2012/01/31 Bill Gates Gates,Aid Agencies,Drug Makers Target 10 Diseases


