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I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20120701-001 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/01 徳田靖之
ハンセン病元患者の死刑検証　裁判の問題点指摘　菊池恵楓園で弁護団長講演
再審請求へ決意

菊池恵楓園

20120701-002 毎日新聞（県版）熊本版 2012/07/01 徳田靖之 徳田弁護士が問題点を説明　「菊池事件」巡る司法手続き　恵楓園で講演会 菊池恵楓園

20120701-003 読売新聞（県版）多摩版 2012/07/01
青山南圭、平沢保治、
渡部尚市、神美知宏

笑顔咲く森へ　（下）　全生園　将来構想示さない国　全域残し「人権教育を」の声
駿河療養所、多
磨全生園

20120701-004 朝日小学生新聞（東京） 2012/07/01 ことば　なるほどね!　ハンセン病（びょう） 多磨全生園

20120702-001 毎日新聞（東京） 2012/07/02
山内きみ江、小宮山洋
子、佐川修

「子供を見ると心が和む」　東村山・ハンセン病療養所　保育所開所 多磨全生園

20120702-002 朝日新聞（東京） 2012/07/02
山内きみ江、小宮山洋
子、佐川修、新沢とし
ひこ、山野さと子

子の歓声　入所者感涙　多磨全生園に保育園開園　「人間らしく過ごす時間、喜び」
小宮山厚労相「地域と交流、支援したい」

多磨全生園

20120702-003 日本経済新聞（東京） 2012/07/02 ハンセン病施設に保育所　東村山
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-004 日本経済新聞（札幌） 2012/07/02 ピックアップ　ハンセン病施設に保育所　東村山
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-005 日本経済新聞（名古屋） 2012/07/02 佐川修 ハンセン病施設　認可保育所開園　東京
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-006 東京新聞（東京） 2012/07/02 佐川修、小宮山洋子 ハンセン病療養所に初の認可保育園　待ちわびた子どもの声　東村山・多磨全生園
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-007 しんぶん赤旗（東京） 2012/07/02

神美知宏、小宮山洋
子、新保庄三、佐川
修、森田紅、汐見稔
彦、渡辺尚

多磨全生園　園内に保育所園舎　入所者と交流の中庭も
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-008 聖教新聞（東京） 2012/07/02 ハンセン病療養所　保育園が開園
多磨全生園、菊
池恵楓園



20120702-009 東奥日報（青森） 2012/07/02
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

子どもの声　心待ちに　東京・東村山　ハンセン病療養所　保育園が開園
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-010 岩手日報（盛岡） 2012/07/02 ハンセン病療養所に保育園 多磨全生園

20120702-011 福島民友（福島） 2012/07/02 山内きみ江 フラッシュ　NEWS　ハンセン病療養所に保育所
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-012 茨城新聞（水戸） 2012/07/02
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

待望の保育園開園　都内のハンセン病療養所　子どもの歓声　響く幸せ
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-013 埼玉新聞（さいたま） 2012/07/02
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

ハンセン病療養所に認可保育所が開園　東京・東村山
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-014 伊勢新聞（津） 2012/07/02
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

ハンセン病療養所に初の認可保育所開園　東京・東村山
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-015 大阪日日新聞（大阪） 2012/07/02
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

元気な歓声　心待ち　ハンセン病療養所に保育園　東京・東村山
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-016 日本海新聞（鳥取） 2012/07/02
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

元気な歓声　心待ち　ハンセン病療養所に保育園　東京・東村山
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-017 山陰中央新報（松江） 2012/07/02
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

ハンセン病療養所　初の認可保育園開設　　「命の大切さ教える場に」　東京　元気
な声に入所者笑顔

多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-018 愛媛新聞（松山） 2012/07/02
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

子どもの声「神の贈り物」　ハンセン病療養所内　認可保育所が開園　東京
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-019 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/02 東京のハンセン病療養所に保育園
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-020 琉球新報（那覇） 2012/07/02
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

ハンセン病　療養所内に保育園　子どもの声心待ちに　東京・東村山
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-021
朝日新聞（県版）東京川の
手版

2012/07/02
佐川修、小宮山洋子、
新沢としひこ、山野さと
子、山内きみ江

ハンセン病療養所　全生園に保育園　開園の祝賀行事　入所者が涙「うれしい」 多磨全生園

20120702-022 朝日新聞（県版）多摩版 2012/07/02
山内きみ江、佐川修、
小宮山洋子、新沢とし
ひこ、山野さと子

子の歓声　入所者感涙　多磨全生園に保育園開園　「人間らしく過ごす時間、喜び」
小宮山厚労相「地域と交流、支援したい」

多磨全生園

20120702-023 朝日新聞（県版）むさしの版 2012/07/02
山内きみ江、佐川修、
小宮山洋子、新沢とし
ひこ、山野さと子

子の歓声　入所者感涙　多磨全生園に保育園開園　「人間らしく過ごす時間、喜び」
小宮山厚労相「地域と交流、支援したい」

多磨全生園



20120702-024 読売新聞（県版）多摩版 2012/07/02

新沢としひこ、山内き
み江、山内定、佐川
修、小宮山洋子、森田
紅

多磨全生園敷地に保育園　「孫が来たよう」　園児124人が通園
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120702-025 朝日新聞（東京）夕刊 2012/07/02
谷川　俊太郎、荒井
献、荒井英子、イエ
ス、マリア、桃井和馬

谷川　俊太郎　7月の詩　聖書学者・荒井献さんに聞く　「弱さを絆に」生きる　だれも
が弱者　自覚し寄り添って

20120703-001 しんぶん赤旗（東京） 2012/07/03
藤田三四郎、谺雄二、
羽部光男、伊藤祐司、
酒井宏明

ハンセン病収容　検証を　楽泉園入園者が県と懇談　群馬・草津 栗生楽泉園

20120703-002 上毛新聞（前橋） 2012/07/03 藤田三四郎 被災の子ども招きキャンプで交流　来月、草津・栗生楽泉園 栗生楽泉園

20120703-003 京都新聞（京都） 2012/07/03
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

熱帯の新皮膚病、全国に散在　ブルーリ潰瘍、感染経路は謎　07年以降、毎年増加
埋もれるケースも　早期診断、抗菌剤を

20120703-004 東京新聞（県版）群馬版 2012/07/03 藤田三四郎 「無らい県運動」検証委の結成を　ハンセン病療養所自治会長ら県要請 栗生楽泉園

20120704-001 北海道新聞（札幌） 2012/07/04 知っ得北海道　ハンセン病療養所訪問の中高生募集 松丘保養所

20120704-002 岩手日報（盛岡） 2012/07/04 鈴木幸一 謎の土葬からハンセン病菌　江戸期人骨、DNA検出

20120704-003 四国新聞（高松） 2012/07/04
浜田知事、新盛英世、
山本隆久

浜田知事が入所者激励　大島青松園 大島青松園

20120704-004 毎日新聞（県版）香川版 2012/07/04
インフォメーション　みる　あいぽーと徳島　第1回特別展示「ハンセン病について正
しい知識・理解を深めよう『絆～日本・韓国・台湾のハンセン病』」

20120704-005 毎日新聞（県版）香川版 2012/07/04
浜田恵造、新盛英世、
山本隆久

元患者の冥福祈る　香川知事、ハンセン病療養所訪問 大島青松園

20120705-001 読売新聞（名古屋） 2012/07/05
小笠原登、小笠原英
司

ハンセン病問題に関する講演会～ハンセン病絶対隔離に抗した小笠原登

20120705-002 長崎新聞（長崎） 2012/07/05 中村久子 ハンセン病理解深めて　市民グループが講演会

20120705-003 琉球新報（那覇） 2012/07/05
比嘉正央、宜寿次政
江

人権劇に出演小中高生募集　HIV人権ネットワーク

20120705-004 産経新聞（県版）香川版 2012/07/05 十川勝幸 インフォメーション　まなぶ　あいぽーと徳島記念講演会「ハンセン病回復者の人権」

20120705-005 毎日新聞（東京）夕刊 2012/07/05 憂楽帳　全生園 多磨全生園



20120705-006 大分合同新聞（大分）夕刊 2012/07/05
佐川修、山内きみ江、
新保庄三

わが子のよう　ハンセン病療養所に保育所開園　入所者「命の大切さ教えたい」
多磨全生園、菊
池恵楓園

20120705-007 潮 2012/07/05 坂口力、小泉純一郎
Opinion　【県別特集】山口県　オピニオン　桝屋敬悟「新しい福祉」の実現こそわが
使命。　健全な共助、健全な雇用こそ、福祉の原点である。　年金改革とハンセン病
問題解決

20120706-001 毎日新聞（名古屋） 2012/07/06
小笠原登、小笠原英
司

知っ得　講演会　ハンセン病絶対隔離に抗した小笠原登

20120706-002 朝日新聞（東京） 2012/07/06 河原紀子 地域の希望　保育所の存続を　大学教員　河原　紀子 多磨全生園

20120706-003 朝日新聞（札幌） 2012/07/06 河原紀子 地域の希望　保育所の存続を　大学教員　河原　紀子 多磨全生園

20120706-004 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/06 取材前線　震災がれきと差別　鹿本　成人（上天草支局）

20120706-005 沖縄タイムス（那覇） 2012/07/06
フローレンス・ナイチン
ゲール、ヴァージニア・
ヘンダーソン

論壇　元患者に尊厳ある最期を　ハンセン病看取り考える　伊波　弘幸 沖縄愛楽園

20120706-006 毎日新聞（県版）岐阜版 2012/07/06
小笠原登、小笠原英
司

ハンセン病絶対隔離に抗した小笠原登

20120707-001 徳島新聞（徳島） 2012/07/07 十川勝幸 聞く　★ハンセン病回復者の人権記念講演会

20120708-001
しんぶん赤旗/日曜版（東
京）

2012/07/08
山内きみ江、山内定、
佐川修、新保庄三、楠
本美由紀、志田彊

ハンセン病療養所「多磨全生園」に保育園　園児の声に"孫やひ孫のよう"　地域共
生の場に

多磨全生園、菊
池恵楓園

20120708-002 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/08 きょうの歴史　＝9日＝【県内】 菊池恵楓園

20120708-003 南日本新聞（鹿児島） 2012/07/08 山口シメ子、後藤正道 鹿屋市がハンセン病啓発会　敬愛園入所者差別語る 星塚敬愛園

20120708-004 沖縄タイムス（那覇） 2012/07/08
仲井真弘多、稲嶺恵
一、奥平一夫、崎山八
郎

ハンセン病療養所　愛楽園と南静園　知事、両施設の訪問へ
沖縄愛楽園、宮
古南静園

20120710-001 毎日新聞（県版）熊本版 2012/07/10 志村康
生きる　ハンセン病回復者・志村康の記憶　19　題字は本人　再び恵楓園へ（1）　治
らない傷

菊池恵楓園

20120710-002 朝日小学生新聞（東京） 2012/07/10 ことば　おぼえとこ!　ハンセン病（びょう） 多磨全生園

20120711-001 沖縄タイムス（那覇） 2012/07/11
比嘉正央、宜寿次政
江

宮古・八重山の演劇参加者募集　人権啓発の創作劇



20120712-001 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/12 荒木合志 きょうの動き　首長の日程　【荒木合志市長】

20120712-002 朝日新聞（県版）鹿児島版 2012/07/12 山口シメ子、後藤正道 「家族断絶　一番の苦しみ」　差別・偏見解消願い　鹿屋　敬愛園の山口さんら講演 星塚敬愛園

20120712-003 病院新聞（東京） 2012/07/12 計画停電時に　通電する医療機関　厚労省、1922施設発表

20120712-004 毎日新聞（大阪）夕刊 2012/07/12
織田作之助、町田康、
ドストエフスキー、トル
ストイ

オダサク周遊　いちずな心　報われぬゆえの真の美

20120713-001 静岡新聞（静岡） 2012/07/13
東良子、有馬朗人、冨
士真奈美、村越化石

駿河区・東さん　女優　冨士真奈美さんらの作品　感銘受けた300句批評　思いつづ
り出版

20120713-002 西日本新聞（福岡） 2012/07/13 渡部尚 ハンセン病療養所所在地の市町が相互災害支援

20120713-003 南日本新聞（鹿児島） 2012/07/13 渡部尚 ハンセン病療養所自治体　災害時支援を承認　鹿屋で総会

20120714-001 岐阜新聞（岐阜） 2012/07/14
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

すこやかゼミ　ブルーリ潰瘍、確認数増加　日本にも病原菌存在　ザリガニからDNA
検出

20120714-002 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/14 入所者と地域　芸術交流　菊池恵楓園で「アートフェスタ」 菊池恵楓園

20120714-003 毎日新聞（県版）鹿児島版 2012/07/14 災害時相互支援に合意　ハンセン病療養所自治体総会　鹿屋

20120715-001 大阪日日新聞（大阪） 2012/07/15
岩崎孝祥、岩崎和美、
橋下徹

存続危機の大阪人権博物館　市長、補助金打ち切り　「薬害エイズ」コーナー　孝祥
を2度も消し去るの?　ミニクリップ

20120715-002 西日本新聞（福岡） 2012/07/15 記者だより　恵楓園の保育所　差別なくす大きな一歩
菊池恵楓園、多
磨全生園

20120715-003 琉球新報（那覇） 2012/07/15
大城明範、宮崎駿、東
竜太郎

論壇　2012年7月15日　大城明範　忘れてはならない隔離政策　ハンセン病正しい
理解を

沖縄愛楽園

20120715-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2012/07/15 南静園で市民講座開催へ　基調講演など 宮古南静園

20120715-005 宮古毎日新聞（宮古島） 2012/07/15 比嘉正央 「人権フォーラム」劇のあらすじ説明　出演希望者に 宮古南静園

20120716-001 京都新聞（県版）滋賀版 2012/07/16
岩崎孝祥、岩崎和美、
橋下徹

大阪人権博物館　薬害エイズ「息子の証が…」　橋下市長「補助金打ち切り」　存続
訴える母

20120717-001 朝日新聞（県版）青森版 2012/07/17 桜井哲夫、中野掔司
両親　故郷　ただいま　ハンセン病元患者・詩人　桜井さん　隔離70年、桜咲く鶴田
町に納骨

20120717-002 エコノミスト 2012/07/17 佐川修 言言語語　GENGENGOGO　～7/8 多磨全生園



20120718-001 神戸新聞（神戸） 2012/07/18 塩屋俊、田中好子
トーク&とーく　talk&talk　塩屋　俊さん　■映画監督　映画を通じて、地場産業の活
性化　農林水産業「かっこよく」

20120719-001 毎日新聞（東京） 2012/07/19 神美知宏 41年ぶりハンストへ　ハンセン病療養所　職員削減に抗議

20120719-002 読売新聞（東京） 2012/07/19
相良宏、小野茂樹、明
石海人、大岡信

編集手帳　2012.7.19

20120719-003 東奥日報（青森） 2012/07/19 福西征子、神美知宏 法務省など主催のハンセン病シンポ　31日、青森 松丘保養園

20120719-004 石巻かほく（石巻） 2012/07/19 森芳正 石巻・森医師　療養所で花火大会　21日登米　ハンセン病理解へ交流 東北新生園

20120719-005 愛媛新聞（松山） 2012/07/19 鈴木幸一、桜井準也 人骨からハンセン病菌　国立感染症研　DNA検出　鍋かぶり葬　理由解明へ

20120719-006 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/19 きょうの歴史　（19日）　【県内】

20120719-007 山陽新聞（岡山）夕刊 2012/07/19
デアシ、スサンティ、新
地律子

EPAで来日　長島愛生園（瀬戸内）勤務のインドネシア人　看護に日々奮闘　岡山県
内合格第1号　デアシさん　日本語筆記　新たな悩み　助手のスサンティさん　国家
試験再挑戦へ努力

長島愛生園

20120720-001 朝日新聞（大阪） 2012/07/20 林誠一郎 厚労元職員　不正受給　生活保護230万円詐取の疑い 大島青松園

20120720-002 読売新聞（県版）香川版 2012/07/20 林誠一郎 大島青松園元職員　保護費詐取の疑い 大島青松園

20120720-003 東京新聞（東京）夕刊 2012/07/20 神美知宏 ハンセン病　元患者ハンストへ　41年ぶり　職員削減に抗議

20120720-004 週刊金曜日 2012/07/20
能登恵美子、鶴見俊
輔、加賀乙彦

本箱　『射こまれた矢　能登恵美子遺稿集』

20120721-001 読売新聞（高岡） 2012/07/21 木下晋、桜井哲夫 木下晋展　祈りの心　4　孤独な生き方に惹かれ

20120721-002 東奥日報（青森） 2012/07/21

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

つながる　29　論楽社の講座「言葉を紡ぐ」　精神のバトン受け渡す　社会や命論じ
種まく場に　「居場所がない」　次の世代信じて　取材ノート　楽しみな記録の公開



20120721-003 デーリー東北（八戸） 2012/07/21

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

つながる　29　著名人招き議論交わす小講座　精神のバトン受け渡す

20120721-004 秋田魁新報（秋田） 2012/07/21

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

言葉を紡ぐ　京都市の「論楽社」　つながる　16　　精神のバトンつなぐ　取材ノート
珠玉の言葉見いだす

20120721-005 福島民報（福島） 2012/07/21

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、蒔田直子

つながる　20　言葉を紡ぐ　生き方論じ種をまく　取材ノート

20120721-006 中部経済新聞（名古屋） 2012/07/21

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

つながる　　言葉を紡ぐ　精神のバトン受け渡す　小さな講座に著名人が続々/社会
や命論じ,種をまく　居場所がない　仙人　次世代信じて　取材ノート　楽しみな記録

20120721-007 西日本新聞（福岡） 2012/07/21 恵楓園に憩いの場　熊本・ハンセン病療養所　施設内保育所に今秋カフェ開設 菊池恵楓園

20120721-008 中国新聞（広島）夕刊 2012/07/21

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

夕★You☆ライフ　つながる（20）　言葉を紡ぐ　著名人が続々と講師に　論を深め精
神広げる　疎外感から誕生　世俗超えた仙人　次世代を信じて　取材ノート

20120721-009 大分合同新聞（大分）夕刊 2012/07/21

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

つながる　28　言葉を紡ぐ　精神のバトン次へ　対立点ほぐし解決策探る　楽しみな
講座の「記録」　「居場所がない」　種をまくところ　成功には程遠い



20120722-001 朝日新聞（大阪） 2012/07/22
湯浅誠、橋下徹、花井
十伍

リバティ存続を全国ネット発足

20120722-002 読売新聞（高岡） 2012/07/22
木下晋、桜井哲夫、青
木新門

鉛筆画による現代絵画　木下晋展　砺波で始まる

20120722-003 陸奥新報（弘前） 2012/07/22 福西征子 お知らせ　青森で31日にハンセン病の親子シンポ 松丘保養園

20120722-004 大阪日日新聞（大阪） 2012/07/22
湯浅誠、橋下徹、花井
十伍

「暗い現実直視して」　集会に300人、必要性訴え　大阪人権博物館補助金廃止問
題

20120722-005 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/22 杉野桂子 ゴーヤ料理と昼寝欠かさず　杉野桂子

20120722-006 毎日新聞（県版）香川版 2012/07/22
松尾邦之、山本隆久、
嶺石将伍、塔和子、宮
崎信恵、酒井光雄

高松市・大島　ハンセン病の歴史学ぶ　臨海学校で小中高生ら　来月4日も開催　映
画「嵐の舞」上映

大島青松園

20120723-001 神戸新聞（神戸） 2012/07/23
高橋一郎、藤本とし、
中山秋夫

編集委員インタビュー　なぜ、いまハンセン病か?　映画監督　高橋　一郎さん　国策
の危うさを表現　知られざる迫害の歴史　キーワード　「もういいかい～ハンセン病と
三つの法律」

20120723-002 神戸新聞（神戸） 2012/07/23 神美知宏 情報　【企画展「たたかいつづけたから、今がある－全療協60年のあゆみ」】

20120723-003 週刊福祉新聞（東京） 2012/07/23 福西征子、神美知宏 ふくしくりっぷ　★ハンセン病に関する親と子のシンポジウム 松丘保養園

20120723-004 日刊建設工業新聞（東京） 2012/07/23 ■国立療養所沖縄愛楽園　＜一般競争＞ 沖縄愛楽園

20120723-005 信濃毎日新聞（長野）夕刊 2012/07/23

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

今つながる　28　著名人が集う講座「論楽社」　精神のバトン受け渡す　取材メモ

20120723-006 中国新聞（広島）夕刊 2012/07/23
崔博憲、西山リチャー
ド、土屋信三、イム・ト
ンシク

不法滞在者の医療不安指摘　広島でシンポ

20120724-001 山形新聞（山形） 2012/07/24

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

つながる　29　「論楽社」の講座「言葉を紡ぐ」　精神のバトン受け渡す　Note　講座
の記録に期待



20120724-002 静岡新聞（静岡） 2012/07/24

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

つながる　29　講座「言葉を紡ぐ」　社会論じ次世代へ種まき　居場所がない　俗世
間を超え　次世代信じて　取材ノート　講座内容　書き残す準備

20120724-003 中日新聞（県版）静岡版 2012/07/24 杉浦甚吾
御殿場の駿河療養所　交流カラオケ　名残の閉幕へ　ハンセン病入所者や職員ら
高齢化に伴い26日に最後の大会

駿河療養所

20120724-004 GQ JAPAN 2012/07/24
Agony Professor:Tatsuru Uchida　凱風館主、内田　樹の「ぽかぽか相談室」第5回
海外ボランティアを支えているのは、憲法9条ゆえの日本の「国力」です。　この難き
世をいかに生きるか?

20120725-001 毎日新聞（県版）岡山版 2012/07/25 中杉隆法、屋猛司 福島県の母子と交流　ハンセン病療養所　邑久光明園で
邑久光明園、大
島青松園、長島
愛生園

20120725-002 毎日新聞（東京）夕刊 2012/07/25
橋下徹、松井一郎、元
木健、米田弘毅、姜尚
中

存続の危機　大阪人権博物館　府市の補助金打ち切り　問題知る場なくせば差別
は消える?

20120725-003 熊本日日新聞（熊本）夕刊 2012/07/25

アーサー・ビナード、虫
賀宗博、鶴見俊輔、岡
部伊都子、島田等、藤
田省三、安江良介、中
村哲、松本剛一、橋下
徹、蒔田直子

心－kokoro　つながる　29　論楽社　小さな講座に著名人続々　「精神のバトン」を受
け渡す　「次の世代を信じて、できることをやればいい」　　居場所がない　何か探る
仙人　手応え感じて

20120726-001 毎日新聞（大阪） 2012/07/26 森和男 ハンセン病療養所　前自治会長が講演　きょう・浪速区 大島青松園

20120726-002 福島民報（福島） 2012/07/26
船越保武、ダミアン神
父、高山右近

民報サロン　ただ、寄り添って　降矢トヨ

20120726-003 中日新聞（名古屋） 2012/07/26 加藤延夫、原鴨孝 生命と環境問題　高校生48人学ぶ　名古屋

20120726-004 朝日新聞（県版）鹿児島版 2012/07/26 ハンセン病で要望決議

20120726-005 東奥日報（青森）夕刊 2012/07/26 おでかけガイド（7月27日～8月2日）　ホール催し　青森市民ホール

20120727-001 朝日新聞（東京） 2012/07/27 桜井哲夫、長峰誠 記者有論　大阪社会部　高木　智子　ハンセン病　ふるさとへの扉開くには

20120727-002 朝日新聞（札幌） 2012/07/27 桜井哲夫、長峰誠 記者有論　大阪社会部　高木　智子　ハンセン病　ふるさとへの扉開くには



20120727-003 朝日新聞（名古屋） 2012/07/27 桜井哲夫、長峰誠 記者有論　大阪社会部　高木　智子　ハンセン病　ふるさとへの扉開くには

20120727-004 朝日新聞（大阪） 2012/07/27 桜井哲夫、長峰誠 記者有論　大阪社会部　高木　智子　ハンセン病　ふるさとへの扉開くには

20120727-005 朝日新聞（北九州） 2012/07/27 桜井哲夫、長峰誠 記者有論　大阪社会部　高木　智子　ハンセン病　ふるさとへの扉開くには

20120727-006 日刊ゲンダイ（東京） 2012/07/27

笹本恒子、松本満次、
林富美子、黒沢明、南
とめ、徳富蘇峰、室生
犀星、浅沼稲次郎、小
西康夫

GRAPHIC　恒子の昭和　笹本　恒子著　話題の写真家が切り取った昭和の人と出
来事

20120727-007 山陽新聞（岡山） 2012/07/27
立岡脩二、鈴木淳子、
今野奈実枝

夏休み　被災地から招待　豊かな自然満喫　瀬戸内　福島の12家族39人　邑久光
明園を訪問　福島の6家族17人　入所者らと交流

邑久光明園

20120727-008 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/27 村山富市 きょうの歴史（27日）【県内】 菊池恵楓園

20120727-009 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/27 荒木義行、松崎景子
恵楓園に交流カフェ　保育所運営のNPO 9月開設へ　合志市「触れ合い　モデル
ケースに」

菊池恵楓園

20120727-010 読売新聞（県版）岡山版 2012/07/27 屋猛司、佐藤裕子 被災地親子受け入れツアー　瀬戸内　ハンセン病療養所で交流 邑久光明園

20120728-001 宮古毎日新聞（宮古島） 2012/07/28
亀浜玲子、延和聰、砂
川

案内　ANNAI　宮古南静園　ボランティアガイド・市民講座　－ハンセン病問題のこ
れから－　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

20120728-002 毎日新聞（県版）石川版 2012/07/28 木下晋、桜井哲夫
元ハンセン病患者モデルに　金沢美術工芸大教授　木下さん作品展　深い悲しみ、
祈りモノクロで表現

20120728-003 毎日新聞（県版）岡山版 2012/07/28 「長島愛生園」に笑顔と歓声　夏まつりに2000人 長島愛生園

20120729-001 読売新聞（東京） 2012/07/29 坂田勝彦 評・岡田　温司（西洋美術史家　京都大教授）　ハンセン病者の生活史　坂田勝彦著

20120729-002 読売新聞（札幌） 2012/07/29 坂田勝彦 評・岡田　温司（西洋美術史家　京都大教授）　ハンセン病者の生活史　坂田勝彦著

20120729-003 読売新聞（高岡） 2012/07/29 坂田勝彦 評・岡田　温司（西洋美術史家　京都大教授）　ハンセン病者の生活史　坂田勝彦著

20120729-004 読売新聞（名古屋） 2012/07/29 坂田勝彦 評・岡田　温司（西洋美術史家　京都大教授）　ハンセン病者の生活史　坂田勝彦著

20120729-005 読売新聞（大阪） 2012/07/29 坂田勝彦 評・岡田　温司（西洋美術史家　京都大教授）　ハンセン病者の生活史　坂田勝彦著

20120729-006 読売新聞（福岡） 2012/07/29 坂田勝彦 評・岡田　温司（西洋美術史家　京都大教授）　ハンセン病者の生活史　坂田勝彦著



20120729-007 信濃毎日新聞（長野） 2012/07/29
スマナ・バルア、若月
俊一

斜面　2012.7.29

20120729-008 宮古毎日新聞（宮古島） 2012/07/29 延和總
南静園ボランティアガイド　「人権の砦は心の中に築く」　市民講座　延教諭が基調
講話

宮古南静園、長
島愛生園

20120729-009 宮古毎日新聞（宮古島） 2012/07/29
知念正勝、延和聰、上
松朋子、国仲清正、中
村明洋、新城日出郎

「正しく知ること必要」　南静園市民講座　ハンセン病問題でフォーラム　パネリスト5
人が意見発表

宮古南静園

20120730-001 北陸中日新聞（金沢） 2012/07/30
桜井哲夫、木下晋、小
林ハル、萩尾信也

魂を描くモノトーン　細密鉛筆画　木下晋さん個展　金沢

20120730-002 琉球新報（那覇） 2012/07/30 犀川一夫 きょうの歴史　7月30日　沖縄 沖縄愛楽園

20120730-003 毎日新聞（県版）岡山版 2012/07/30 佐藤裕子
ハンセン病療養所邑久光明園　福島の親子「保養ツアー」　自然満喫　入所者と楽
しく　東日本大震災

邑久光明園

20120730-004 朝日新聞（県版）岡山版 2012/07/30
畑野研太郎、屋猛司、
佐藤裕子

福島の子　邑久で夏休みを　光明園入所者と交流　夏祭りなど参加 邑久光明園

20120730-005 週刊ポスト 2012/07/30

笹川陽平、笹川良一、
笹川勝正、笹川堯、喜
代子、一江、静江、了
平、北条民雄、大宅壮
一

宿命の子　高山文彦　笹川一族の神話と真実　第十三回

20120731-001 熊本日日新聞（熊本） 2012/07/31 きょうの歴史（31日）【県内】 菊池恵楓園

20120731-002 朝日新聞（県版）長野版 2012/07/31
若月俊一、スマナ・バ
ルア

医師の道開いてくれた師に感謝　ぴーぷる


