
 『 ハンセン病 』　記事データ 　 　
 ( 2012/08/01 - 2012/08/31 )

 
 

I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20120801-001 陸奥新報（弘前） 2012/08/01 石川勝夫 ハンセン病　正しく理解　親子シンポ　元患者の声に耳傾け　青森 松丘保養園

20120801-002 静岡新聞（静岡） 2012/08/01
旭野康裕、渡辺美幸、
小鹿美佐雄

「原発事故とハンセン病　苦しみ共有したい」　福島の親子ら入所者と交流　御殿場・
国立駿河療養所

駿河療養所

20120801-003 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/01 志村康、木原啓晴 ハンセン病　理解深めて　菊池恵楓園　教職員ら園内見学 菊池恵楓園

20120802-001 毎日新聞（東京） 2012/08/02
藤村修、小宮山洋子、
川内博史、中曽根弘
文、野田佳彦

ハンセン病療養所　ハンスト回避へ申し入れ

20120802-002 朝日新聞（東京） 2012/08/02
スマナ・バルア、若月
俊一

ひと　地域医療に貢献した人に贈る「若月賞」を受賞したスマナ・バルアさん（57）

20120802-003 朝日新聞（札幌） 2012/08/02
スマナ・バルア、若月
俊一

ひと　地域医療に貢献した人に贈る「若月賞」を受賞したスマナ・バルアさん（57）

20120802-004 朝日新聞（名古屋） 2012/08/02
スマナ・バルア、若月
俊一

ひと　地域医療に貢献した人に贈る「若月賞」を受賞したスマナ・バルアさん（57）

20120802-005 朝日新聞（大阪） 2012/08/02
スマナ・バルア、若月
俊一

ひと　地域医療に貢献した人に贈る「若月賞」を受賞したスマナ・バルアさん（57）

20120802-006 朝日新聞（北九州） 2012/08/02
スマナ・バルア、若月
俊一

ひと　地域医療に貢献した人に贈る「若月賞」を受賞したスマナ・バルアさん（57）

20120802-007 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/02 志村康、神美知宏 ハンセン病療養所の職員削減に抗議　入所者、全国でハンスト計画 菊池恵楓園

20120802-008 南日本新聞（鹿児島） 2012/08/02 池田澪佳 第一佐多中学の池田さん最優秀　少年の主張鹿県大会

20120802-009 東京新聞（県版）群馬版 2012/08/02
藤田三四郎、谺雄二、
星寿江

ハンセン病療養所「栗生楽泉園」　福島・栃木の子らキャンプ　あすから入園者にイ
ンタビューも

栗生楽泉園

20120802-010 東京新聞（県版）群馬版 2012/08/02
谺雄二、高橋一郎、鵜
久森典妙

ハンセン病映画完成　回復者証言で差別振り返る　都内で来月上映　栗生楽泉園も
登場

栗生楽泉園



20120803-001 しんぶん赤旗（東京） 2012/08/03
高橋ちづ子、小宮山洋
子

ハンセン病療養所　賃金職員を正職員に　高橋議員　厚労相、意向示す

20120804-001 朝日新聞（東京） 2012/08/04
野田佳彦、菅直人、小
泉純一郎、福田首相、
麻生首相、鳩山首相

首相、反原発派と面会明言　来週にも　再稼働は撤回せず

20120804-002 しんぶん赤旗（東京） 2012/08/04
藤田三四郎、渡邉美
友、羽部光男、山口敦
史、谺雄二

群馬・栗生楽泉園　福島の子らがサマーキャンプ　入園者と交流「自然のなか楽し
く」

栗生楽泉園

20120804-003 河北新報（仙台） 2012/08/04 石川勝夫 ハンセン病へ偏見なくして　青森でシンポ 松丘保養園

20120804-004 北國新聞（金沢） 2012/08/04 浅井あい 浅井あいさんしのぶ

20120804-005 北陸中日新聞（金沢） 2012/08/04 浅井あい、木村吉伸 支援団体　「遺志を継ぎ運動」　ハンセン病元患者墓参り 栗生楽泉園

20120804-006 山陽新聞（岡山） 2012/08/04 沢知恵 歌手沢知恵さん　9日コンサート　さん太ホール 大島青松園

20120804-007 毎日新聞（県版）富山版 2012/08/04
頭川政治、木下晋、小
林ハル、桜井哲夫、白
洲正子

アート巡り　青山郁子記者　2人の鉛筆画家の巻　頑固でハングリー

20120804-008 毎日新聞（県版）岡山版 2012/08/04 赤坂綺星 福島の親子も笑顔　2000人以上でにぎわう　邑久光明園で納涼夏祭り　瀬戸内 邑久光明園

20120804-009 毎日新聞（県版）鹿児島版 2012/08/04 玉城シゲ、甲斐愛佳 「偏見、差別ない社会を」　ハンセン病人権講演会　悲痛な体験語る　串良商 星塚敬愛園

20120804-010 朝日新聞（県版）石川版 2012/08/04 浅井あい、木村吉伸 元ハンセン病患者浅井さん　命日　支援者ら墓参

20120804-011 朝日新聞（県版）石川版 2012/08/04 木下晋、桜井哲夫 鉛筆濃淡　微細な陰影　金沢　木下晋さん作品展

20120804-012 図書新聞（東京） 2012/08/04
天田城介、村上潔、山
本崇記、市川崑

現代社会の差別に指向する新たな視座を提示する優れて意義のある論集　マイノリ
ティ研究で空洞になっていた、差異をめぐる複数の＜繋がり＞と＜争い＞　好井裕
明　天田城介/村上　潔/山本崇記編

20120804-013 キネマ旬報 2012/08/04 千浦僚 今号の筆者紹介

20120805-001 しんぶん赤旗（東京） 2012/08/05
藤田三四郎、谺雄二、
安藤由佳

栗生楽泉園内を探検　群馬　福島の子スタンプラリー 栗生楽泉園

20120805-002 下野新聞（宇都宮） 2012/08/05
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

聞き書　野中広務回顧録　御厨　貴、牧原　出編　冷酷で優しい影の総理



20120805-003 山陰中央新報（松江） 2012/08/05 上田政子、高橋勝
生きた証（上）　島根　ハンセン病を語り継ぐ　元患者・高橋勝さん（益田出身）　心に
刻印抱えて結婚生活　クリック　ハンセン病

多磨全生園、長
島愛生園

20120805-004 中国新聞（広島） 2012/08/05
大野林火、山下清、池
田静江

天風録　2012.8.5 邑久光明園

20120805-005 読売新聞（県版）熊本版 2012/08/05 阿部智子、菅原顕子 自治体職員ら恵楓園を訪問　200人、入所者と交流 菊池恵楓園

20120806-001 山陰中央新報（松江） 2012/08/06
上田政子、佐々木松
雄、高橋勝

生きた証（下）　島根　ハンセン病を語り継ぐ　元看護師・上田政子さん（松江）　被害
者は敗北者ではない　記者雑感　生きざま　埋もれさせたくない

多磨全生園、長
島愛生園

20120806-002 沖縄タイムス（那覇） 2012/08/06 池間哲郎 アジアの貧困苦　生徒ら実態学ぶ　久米島高　池間さん講演

20120806-003 東京新聞（県版）群馬版 2012/08/06
藤田三四郎、谺雄二、
鈴木由萌果

福島の子ら　人権の尊さ学ぶ　草津町でキャンプ　ハンセン病回復者と交流 栗生楽泉園

20120807-001 聖教新聞（東京） 2012/08/07 小泉純一郎
文化　本質は住民が支えた隔離政策　ハンセン病への恐怖を煽り強化　「無癩県運
動」の再検討　地域を追われ　故郷も奪われた患者たち

栗生楽泉園

20120807-002 京都新聞（京都） 2012/08/07 知花昌一、親鸞
こころ　袈裟つけて平和の戦い　沖縄の活動家・知花さん　京で得度　親鸞にひか
れ、自分なりに

20120807-003 愛媛新聞（松山） 2012/08/07
小泉純一郎、野田佳
彦

地軸

20120807-004 毎日新聞（県版）島根版 2012/08/07 宮里良子 偏見、差別　根絶訴え　宮里さん　ハンセン病講演　益田 星塚敬愛園

20120807-005 毎日新聞（県版）熊本版 2012/08/07 志村康
生きる　ハンセン病回復者・志村康の記憶　21　題字は本人　再び恵楓園へ（3）　ら
い予防法廃止

菊池恵楓園

20120807-006 ミセス 2012/08/07
辰巳芳子、辰巳芳雄、
辰巳浜子、栗田宏一

辰巳芳子さんのドキュメンタリー映画「天のしずく」が完成!　生きることは愛すること
多くの人の愛によって、この映画にいのちが与えられ、無事に生み出していただくこ
とができました―辰巳さん　食は愛、愛はいのち

20120808-001 東京新聞（東京） 2012/08/08
スマナ・バルア、若月
俊一

バルアWHO医務官に若月賞　24日都内で「祝う会」　「いのちはレントゲンに写らな
い」　地域医療の貢献を評価「日本の医学生　途上国で経験積んで」

20120808-002 しんぶん赤旗（東京） 2012/08/08
岸従一、谺雄二、藤田
三四郎、鈴木由萌果、
江口翔

群馬・栗生楽泉園サマーキャンプ　賞状渡し「また来てね」　福島の子どもらとお別
れ会

栗生楽泉園



20120808-003 下野新聞（宇都宮） 2012/08/08

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　15　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　■
居場所がない　■俗世超えた仙人　■次世代信じて

20120808-004 東京新聞（県版）多摩版 2012/08/08
スマナ・バルア、若月
俊一

バルアWHO医務官に若月賞　24日都内で「祝う会」　「いのちはレントゲンに写らな
い」　地域医療の貢献を評価「日本の医学生　途上国で経験積んで」

20120808-005 東京新聞（県版）武蔵野版 2012/08/08
スマナ・バルア、若月
俊一

バルアWHO医務官に若月賞　24日都内で「祝う会」　「いのちはレントゲンに写らな
い」　地域医療の貢献を評価「日本の医学生　途上国で経験積んで」

20120808-006 熊本日日新聞（熊本）夕刊 2012/08/08 山田雅人、馬原孝浩 ステージ＠熊本　「山田雅人かたりの世界」　恵楓園題材に熱い話芸 菊池恵楓園

20120808-007 世界 2012/08/08

藤本とし、島田等、伊
奈教勝、近藤宏一、金
泰九、宇佐美治、阿部
はじめ

ひとつの星座　虫賀宗博　自殺したくなったら、風景の中へ行こう　「地面の底がぬ
けた」とき

長島愛生園

20120808-008 週刊文春 2012/08/08

鳩山由紀夫、小沢一
郎、佐々淳行、アーミ
テージ、野田総理、崔
洋一、後藤謙次、小泉
純一郎、菅直人

核心レポート　政局緊迫!　ダントツ1位はやっぱりあの人　メルマガ読者緊急アン
ケート　あなたが落選させたい議員は誰ですか?　解決策を示さず反対ばかり

20120809-001 聖教新聞（東京） 2012/08/09
入江弘、池田名誉会
長、田村朋久、藤田邦
雄

信仰体験　国立療養所　長島愛生園　ヒューマン・ルポ　義肢装具士・入江　弘さん
ハンセン病元患者のために作り続ける　「偏見、強制隔離、後遺症…　苦悩と闘って
こられた皆さんからの助言が私の成長の言動力」

長島愛生園

20120809-002 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/09
♪踊りはやせな　若い衆も　老いも♪　世代超え一つの輪に　菊池恵楓園「納涼盆
踊り」

菊池恵楓園

20120809-003 毎日新聞（県版）香川版 2012/08/09 林誠一郎 生活保護不正受給の罪で起訴　大島青松園元看護助手 大島青松園

20120809-004 毎日新聞（県版）熊本版 2012/08/09 稲葉正彦 園児がダンス披露　菊池恵楓園盆踊り大会　入所者から大きな拍手 菊池恵楓園

20120809-005 朝日新聞（県版）香川版 2012/08/09 林誠一郎 元厚生労働省職員　詐欺罪などで起訴　生活保護費詐取 大島青松園

20120809-006 読売新聞（県版）香川版 2012/08/09 林誠一郎 大島青松園元職員保護費詐取で起訴 大島青松園

20120810-001 朝日新聞（東京） 2012/08/10 渡部尚 ハンセン病療養所　災害支援ネット　全国12市町「背負った縁　強みに」



20120810-002 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/10 本田清悟、小松裕 ハンセン病「無らい県運動」と事件の関係を探る　あす菊池恵楓園でシンポ 菊池恵楓園

20120810-003
朝日新聞（県版）東京川の
手版

2012/08/10 渡部尚 ハンセン病療養所　災害支援ネット　全国12市町「背負った縁　強みに」

20120810-004 朝日新聞（県版）多摩版 2012/08/10 渡部尚 ハンセン病療養所　災害支援ネット　全国12市町　背負った縁、広域の強みに

20120810-005 朝日新聞（県版）むさしの版 2012/08/10 渡部尚 ハンセン病療養所　災害支援ネット　全国12市町　背負った縁、広域の強みに

20120811-001 沖縄タイムス（那覇） 2012/08/11
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

冷酷さと弱者への優しさ　聞き書　野中広務回顧録　御厨　貴　牧原　出編

20120812-001 毎日新聞（北九州） 2012/08/12 徳田靖之 菊地事件再審を要望　弁護団　検事総長に文書提出へ

20120812-002 東奥日報（青森） 2012/08/12
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

聞き書　野中広務回顧録　御厨　貴　牧原　出編　冷酷で優しい影の総理

20120812-003 東奥日報（青森） 2012/08/12 徳田靖之 「菊池事件」再審請求　来月末めどに手続き　弁護団が着手方針

20120812-004 下野新聞（宇都宮） 2012/08/12 徳田靖之 再審請求手続き来月末めど開始　菊池事件

20120812-005 上毛新聞（前橋） 2012/08/12
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

聞き書　野中広務回顧録　（御厨貴、牧原出編）　冷酷で優しい「影の総理」

20120812-006 信濃毎日新聞（長野） 2012/08/12
北原白秋、昭和天皇
裕仁、大塚久雄、丸山
眞男、中野敏男

詩歌と戦争　中野　敏男著　愛された抒情詩と翼賛への道

20120812-007 愛媛新聞（松山） 2012/08/12 徳田靖之 元ハンセン病死刑囚　執行から50年　再審請求方針　熊本・弁護団表明

20120812-008 愛媛新聞（松山） 2012/08/12
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

聞き書　野中広務回顧録　御厨　貴・牧原　出編　評・魚住　昭＝ジャーナリスト
「影の総理」冷酷さと優しさ

20120812-009 佐賀新聞（佐賀） 2012/08/12 坂田勝彦 「ハンセン病者の生活史」　入所者の声　丹念に拾う 多磨全生園

20120812-010 佐賀新聞（佐賀） 2012/08/12 徳田靖之 死刑執行50年　「菊池事件」再審請求へ　9月めど手続き開始

20120812-011 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/12 徳田靖之 検察の再審請求促す　ハンセン病元患者死刑事件弁護団　来月にも検事総長へ 菊池恵楓園

20120812-012 宮崎日日新聞（宮崎） 2012/08/12 徳田靖之 来月末めど手続き開始　「菊池事件」再審請求

20120812-013 南日本新聞（鹿児島） 2012/08/12 徳田靖之 9月末めど手続き開始　菊池事件再審請求



20120812-014 南海日日新聞（奄美） 2012/08/12
正本彩夏、中村江里
奈、加納達雄

地域住民ら入所者と交流　新体操など出し物多数　和光園夏祭り 奄美和光園

20120812-015 沖縄タイムス（那覇） 2012/08/12 徳田靖之 再審請求手続き来月めどに開始　熊本の「菊池事件」

20120812-016 琉球新報（那覇） 2012/08/12
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

聞き書　野中広務回顧録　御厨　貴・牧原　出編　冷酷で優しい影の総理

20120813-001 北海道新聞（札幌） 2012/08/13
砂澤ビッキ、辺泥和
郎、文公輝、義村未
来、橋下徹、松井一郎

橋下市長らが廃止方針「大阪人権博物館」　アイヌ文化発信に打撃　資料400点「関
西の拠点」

20120813-002 山陰中央新報（松江） 2012/08/13 デスク席から 多磨全生園

20120813-003 朝日新聞（大阪）夕刊 2012/08/13
飯田浩、松田毅、竹宮
恵子、石ノ森章太郎、
戸部けいこ

石綿禍　漫画で継ぐ　竹宮恵子さん共同監修　神大・京都精華大の学生ら連携

20120814-001 毎日新聞（北九州） 2012/08/14 大屋徳夫 紙ふうせん　福島の子に「楽しい時を」 菊池恵楓園

20120814-002 東京新聞（東京） 2012/08/14 本音のコラム　ハンセン病施設のいま　鎌田慧（かまたさとし）

20120814-003 北陸中日新聞（金沢） 2012/08/14 本音のコラム　ハンセン病施設のいま　鎌田慧（かまださとし）

20120814-004 大阪日日新聞（大阪） 2012/08/14

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　【第29回】言葉を紡ぐ　精神のバトン受け渡す　小さな講座　著名人続々
■居場所がない　■仙人　■次世代信じて　楽しみな記録

20120814-005 日本海新聞（鳥取） 2012/08/14

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　【第29回】言葉を紡ぐ　精神のバトン受け渡す　小さな講座　著名人続々
■居場所がない　■仙人　■次世代信じて　楽しみな記録

20120814-006 山陽新聞（岡山） 2012/08/14
立花誠一郎、野村泰
介

記憶のバドン　～戦後67年　上　トランク　カウラ事件伝える　私の8月15日　立花誠
一郎さん　友の分まで平和訴え

邑久光明園

20120814-007 南日本新聞（鹿児島） 2012/08/14 中村哲 「本当の幸せ教わった」　アフガン支援の中村医師講演　鹿児島市



20120814-008 毎日新聞（県版）島根版 2012/08/14 宮里良子 閑想閑話

20120815-001 東京新聞（東京） 2012/08/15
砂澤ビッキ、辺泥和
郎、文公輝、義村未
来、橋下徹、松井一郎

「大阪人権博物館」廃止方針　アイヌ文化発信の危機　貴重資料400点収蔵　撤回
求め署名活動

20120815-002 北陸中日新聞（金沢） 2012/08/15
砂澤ビッキ、辺泥和
郎、文公輝、義村未
来、橋下徹、松井一郎

「大阪人権博物館」廃止方針　アイヌ文化発信の危機　貴重資料400点収蔵　撤回
求め署名活動

20120815-003 市民タイムス（松本） 2012/08/15 ハンセン病療養所訪問交流事業 多磨全生園

20120815-004 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/15 きょうの歴史（15日）【県内】 菊池恵楓園

20120815-005 朝日新聞（県版）熊本版 2012/08/15 酒本喜與志 隔離の悲哀　歌に込め　市民ら、恵楓園で盆踊り 菊池恵楓園

20120816-001 朝日新聞（大阪） 2012/08/16 ヒバクと人権考えよう　梅田、20日から講座

20120816-002 読売新聞（東京） 2012/08/16
若林清、高橋伸行、泉
麻衣子

医療ルネッサンス　No.5391　アートの力　4/5　入所者との交流が作品 大島青松園

20120816-003 読売新聞（札幌） 2012/08/16
若林清、高橋伸行、泉
麻衣子

医療ルネッサンス　No.5391　アートの力　4/5　入所者との交流が作品 大島青松園

20120816-004 読売新聞（高岡） 2012/08/16
若林清、高橋伸行、泉
麻衣子

医療ルネッサンス　No.5391　アートの力　4/5　入所者との交流が作品 大島青松園

20120816-005 読売新聞（名古屋） 2012/08/16
若林清、高橋伸行、泉
麻衣子

医療ルネッサンス　No.5391　アートの力　4/5　入所者との交流が作品 大島青松園

20120816-006 読売新聞（大阪） 2012/08/16
若林清、高橋伸行、泉
麻衣子

医療ルネッサンス　No.5391　アートの力　4/5　入所者との交流が作品 大島青松園

20120816-007 読売新聞（福岡） 2012/08/16
若林清、高橋伸行、泉
麻衣子

医療ルネッサンス　No.5391　アートの力　4/5　入所者との交流が作品 大島青松園

20120816-008 千葉日報（千葉） 2012/08/16

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　京都・論楽社　精神のバトン受け渡す　社会や命論じ、種をまく　■居場
所がない　■仙人　■次世代信じて　楽しみな記録

20120816-009 信濃毎日新聞（長野） 2012/08/16 県内　ハンセン病療養所訪問の参加者募る　県が24日まで 多磨全生園



20120816-010 沖縄タイムス（那覇） 2012/08/16
仲井真弘多、新城日
出郎、豊見山一雄、知
念正勝、稲嶺恵一

知事、南静園で献花　入所者ら医師確保要望 宮古南静園

20120816-011 宮古毎日新聞（宮古島） 2012/08/16
仲井真弘多、豊見山
一雄、知念正勝

宮古南静園　仲井真知事、納骨堂に献花　自治会・退所者会から要望受ける 宮古南静園

20120818-001 読売新聞（東京） 2012/08/18
川端康成、横光利一、
北条民雄、三島由紀
夫、芥川龍之介

昭和時代　第2部　戦後転換期（1965年～79年）　第18回　人物抄　川端康成　「末
期の眼」と新人発掘の「眼」

20120818-002 読売新聞（札幌） 2012/08/18
川端康成、横光利一、
北条民雄、三島由紀
夫、芥川龍之介

昭和時代　第2部　戦後転換期（1965年～79年）　第18回　人物抄　川端康成　「末
期の眼」と新人発掘の「眼」

20120818-003 読売新聞（高岡） 2012/08/18
川端康成、横光利一、
北条民雄、三島由紀
夫、芥川龍之介

昭和時代　第2部　戦後転換期（1965年～79年）　第18回　人物抄　川端康成　「末
期の眼」と新人発掘の「眼」

20120818-004 読売新聞（名古屋） 2012/08/18
川端康成、横光利一、
北条民雄、三島由紀
夫、芥川龍之介

昭和時代　第2部　戦後転換期（1965年～79年）　第18回　人物抄　川端康成　「末
期の眼」と新人発掘の「眼」

20120818-005 読売新聞（大阪） 2012/08/18
川端康成、横光利一、
北条民雄、三島由紀
夫、芥川龍之介

昭和時代　第2部　戦後転換期（1965年～79年）　第18回　人物抄　川端康成　「末
期の眼」と新人発掘の「眼」

20120818-006 読売新聞（大阪） 2012/08/18 川北為俊 今日のノート　帰れない古里 長島愛生園

20120818-007 読売新聞（福岡） 2012/08/18
川端康成、横光利一、
北条民雄、三島由紀
夫、芥川龍之介

昭和時代　第2部　戦後転換期（1965年～79年）　第18回　人物抄　川端康成　「末
期の眼」と新人発掘の「眼」

20120818-008 静岡新聞（静岡） 2012/08/18 荒波力 著者や資料など展示　島田の作家荒波さん　21日まで文学展

20120818-009 琉球新報（那覇） 2012/08/18
仲井真弘多、豊見山
一雄、知念正勝

仲井真知事が南静園を視察　自治会など支援要請 宮古南静園

20120819-001 毎日新聞（北九州） 2012/08/19
大屋徳夫、佐々木道
範

屋外で思い切り遊んで　熊本・恵楓園　福島の子供招待 菊池恵楓園

20120819-002 茨城新聞（水戸） 2012/08/19 藤田三四郎 詩壇　武子　和幸選　三十二の瞳との出会い　藤田　三四郎（群馬県草津市） 栗生楽泉園

20120819-003 佐賀新聞（佐賀） 2012/08/19 中西和久、田中みゆき 差別意識の存在「目を向けよう」　俳優・中西さん講演



20120819-004 佐賀新聞（佐賀） 2012/08/19
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

聞き書　野中広務回顧録　御厨　貴、牧原　出編　冷酷で優しい影の総理

20120819-005 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/19
大屋徳夫、安達かお
り、安達煌庸、杉野桂
子

福島の親子　ハンセン病学ぶ　菊池恵楓園　入所者と意見交換も 菊池恵楓園

20120819-006 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/19 田中照幸、山田雅人 天窓　「楽しんで人生前向きに」　菊池恵楓園に野球部…主将だった田中さん
菊池恵楓園、星
塚敬愛園

20120820-001 東京新聞（東京） 2012/08/20 市橋佳恵 初の保育園開設に喜び

20120820-002 新潟日報（新潟） 2012/08/20

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

歩む結ぶ　22　「言葉を紡ぐ」　精神のバトン受け渡す　小さな講座　著名人続々　■
居場所なく　■世俗を超え　■次世代信じ　取材ノート　記録の公開　実現楽しみ

20120820-003 神戸新聞（神戸） 2012/08/20
石井則久、大塚幹夫、
鈴木幸一

からだ　新皮膚感染症　熱帯に多いブルーリ潰瘍　全国に散在　ザリガニから病原
菌DNA検出　報告が増加　感染経路は謎　抗菌剤で治療

20120820-004 山陽新聞（岡山） 2012/08/20
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

聞き書　野中広務回顧録　御厨　貴、牧原　出編　岩波書店・2940円　冷酷で優しい
「影の総理」

20120820-005 南日本新聞（鹿児島） 2012/08/20 田中民市、古市亮太 ハンセン病理解深める　鹿屋　敬愛園　親子で入所者と交流 星塚敬愛園

20120820-006 毎日新聞（県版）熊本版 2012/08/20 ばってん×日記　盆踊りの意味は 菊池恵楓園

20120820-007 朝日新聞（東京）夕刊 2012/08/20
福仲功、ヤングマン、
棟居勇、神美知宏

我々を忘れないで　ハンセン病基本法施行から3年　信仰の仲間　年々少なく　問題
は解決していない　■ハンセン病をめぐる動き

星塚敬愛園

20120820-008 オトナファミ 2012/08/20 高橋一郎
MOVIEスケジュール　2012年8月22日～　9月1日　もういいかい　ハンセン病と三つ
の法律

20120820-009 キネマ旬報 2012/08/20

高橋一郎、宇佐美治、
畑野研太郎、曽我野
一美、神美知宏、鈴木
瑞穂

UPCOMING　新作紹介　8.19→9.1　もういいかい～ハンセン病と三つの法律～



20120820-010 キネマ旬報 2012/08/20

鵜久森典妙、高橋一
郎、川島信治、原ひろ
し、鈴木瑞穂、宇佐美
治、畑野研太郎、曽我
野一美、神美知宏、加
賀田一、樫山勲、玉城
しげ、志村康、上野正
子、金城幸子、キム・
キヒョン、キム・ボク
ファ、キム・チョムネ、
ク・ナムイ、カン・チャン
ソク、横田廣太郎、高
瀬重二郎、徳田靖之、
田中民市、牧野正直、
谺雄二、宮良正吉、
G.A.Hanssen、島比呂
志、中山秋夫、塔和子

文化映画紹介　もういいかい　ハンセン病と三つの法律　「もういいかい」映画製作
委員会作品

長島愛生園

20120820-011 キネマ旬報 2012/08/20 千浦僚 今号の筆者紹介

20120821-001 新潟日報（新潟） 2012/08/21
笹川陽平、テイン・セイ
ン、アウン・サン・スー・
チー

きょうの人　ミャンマー少数民族福祉向上大使に任命された日本財団会長　笹川
陽平さん（73）

20120821-002 信濃毎日新聞（長野） 2012/08/21
笹川陽平、テイン・セイ
ン、アウン・サン・スー・
チー

時の顔　ミャンマー少数民族福祉向上大使に任命された日本財団会長　笹川　陽平
さん

20120821-003 中国新聞（広島） 2012/08/21
笹川陽平、テイン・セイ
ン、アウン・サン・スー・
チー

この人　ミャンマー少数民族福祉向上大使になった日本財団会長　笹川　陽平さん
（73）　民主化の恩恵　浸透誓う

20120821-004 佐賀新聞（佐賀） 2012/08/21
笹川陽平、テイン・セイ
ン、アウン・サン・スー・
チー

ひと　人　ミャンマー少数民族福祉向上大使に任命された日本財団会長　笹川　陽
平さん（73）

20120821-005 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/21
笹川陽平、テイン・セイ
ン、アウン・サン・スー・
チー

ひと　人　ミャンマー少数民族福祉向上大使に任命された日本財団会長　笹川　陽
平さん（73）

20120821-006 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/21 本多康二
公文書を未来へ（上）　天草アーカイブズ10年　被災地支援　水損資料もよみがえる
ズーム　天草アーカイブズ　2012.8.21



20120821-007 宮崎日日新聞（宮崎） 2012/08/21
笹川陽平、テイン・セイ
ン、アウン・サン・スー・
チー

ひと　INTERVIEW　ミャンマー少数民族福祉向上大使に任命された日本財団会長
笹川　陽平さん

20120821-008 宮崎日日新聞（宮崎） 2012/08/21 甲斐英幸 サイン見逃さない　教職員ら虐待防止策学ぶ　日南

20120821-009 宮古毎日新聞（宮古島） 2012/08/21
神崎英敏、田村八穂
子

人権フォーラム演劇　ハンセン病への意識高める　出演者が南静園で合宿 宮古南静園

20120821-010 毎日新聞（県版）熊本版 2012/08/21 志村康
生きる　ハンセン病回復者・志村康の記憶　22　題字は本人　提訴（1）　無責任な国
への怒り

菊池恵楓園

20120822-001 高知新聞（高知） 2012/08/22 県が人権意識調査　10年ぶり　ネット問題など追加

20120822-002 沖縄タイムス（那覇） 2012/08/22
笹川陽平、テイン・セイ
ン、アウン・サン・スー・
チー

時の人　民主化へき地も恩恵を　ミャンマー少数民族生活向上に尽力　笹川陽平さ
ん

20120822-003 日刊建設工業新聞（東京） 2012/08/22 全国落札ファイル【委託】■国立療養所沖縄愛楽園（8月9日） 沖縄愛楽園

20120823-001 信濃毎日新聞（長野） 2012/08/23 募集　◆ハンセン病療養所訪問交流事業参加者

20120823-002 南海日日新聞（奄美） 2012/08/23 加納達雄、津畑太星 親子で和光園訪問　入所者と交流図る 奄美和光園

20120823-003 朝日新聞（県版）岐阜版 2012/08/23
薄れぬ記憶　戦後67年　3　隔離　ハンセン病患者と戦争　平和来ても続いた　記者
から　回復者の高齢化を危惧

邑久光明園

20120823-004 読売新聞（県版）宮城版 2012/08/23 森芳正、大泉智枝
ほのぼのアットマークタウン　タウンリポーターのコーナー　新生園花火大会　盛大
に

東北新生園

20120823-005 日刊スポーツ（東京） 2012/08/23
野田佳彦、浅川博忠、
小泉元首相

野田首相　演出失敗　「耳を傾ける」アピールも底の浅さ見透かされた　政治評論家
の浅川博忠氏

20120823-006 新婦人しんぶん（東京） 2012/08/23 高橋一郎
文化情報　ドキュメンタリー映画　『もういいかい　ハンセン病と三つの法律』（高橋一
郎監督）　9月1日～オーディトリウム渋谷

20120823-007 読売新聞（大阪）夕刊 2012/08/23
樋野興夫、内村鑑三、
新渡戸稲造

がん哲学外来　樋野興夫・順天堂大教授　言葉の処方箋　生の道標に　「人の尊厳
に触れ、奮い立たせる力がある」　　樋野さんが信条としている主な言葉

長島愛生園

20120824-001 毎日新聞（東京） 2012/08/24 小宮山洋子 ハンセン病療養所職員　厚労相が増員努力を表明

20120824-002 北海道新聞（札幌） 2012/08/24 鳥居一頼 朝の食卓　無知と無関心　鳥居　一頼 多磨全生園

20120824-003 市民タイムス（松本） 2012/08/24 ハンセン病療養所交流で参加者募集 多磨全生園



20120824-004 伊勢新聞（津） 2012/08/24
坂口力、小泉首相、細
川首相

坂口氏「次世代にバトンを」　公明・元厚労相　今期限り引退表明　ハンセン病訴訟、
印象に残る

20120824-005 朝日新聞（県版）熊本版 2012/08/24
矢走理恭、蒲島郁夫、
大屋徳夫、渡辺美幸

福島っ子　熊本で過ごす夏　地域再生の道、水俣に学ぶ　中学生ら、資料館など訪
問　親子、恵楓園訪問　放射能なく、のびのび

菊池恵楓園

20120825-001 愛媛新聞（松山） 2012/08/25

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

つながる　■25　6畳2間で論を楽しむ　京都　言葉の広がり手応え　居場所づくり
俗世間超えて　種をまく場に　講演内容多くの人に

20120825-002 読売新聞（県版）鹿児島版 2012/08/25
田中民市、田中ミエ、
古里瑠奈、竹山幸那

親子でハンセン病問題学ぶ　鹿屋と奄美の療養所見学
星塚敬愛園、奄
美和光園

20120825-003 大分合同新聞（大分）夕刊 2012/08/25
笹川陽平、テイン・セイ
ン、アウン・サン・スー・
チー

旬の人　ミャンマー少数民族福祉向上大使に任命された日本財団会長　笹川　陽平
さん　民主化の配当　実感させる

20120826-001 福井新聞（福井） 2012/08/26
木下晋、小林ハル、桜
井哲夫、青木新門

ふくい　文化　心の内面描く鉛筆画　木下晋さん1日から福井で個展　闇と強さ　濃
淡に込め

20120826-002 大阪日日新聞（大阪） 2012/08/26
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

「聞き書　野中広務回顧録」　御厨　貴、牧原　出編　冷酷で優しい影の総理

20120826-003 日本海新聞（鳥取） 2012/08/26
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

「聞き書　野中広務回顧録」　御厨　貴、牧原　出編　冷酷で優しい影の総理

20120826-004 中国新聞（広島） 2012/08/26
野中広務、細川首相、
御厨貴、牧原出

聞き書　野中広務回顧録　御厨貴、牧原出編　冷酷で優しい影の総理

20120826-005 四国新聞（高松） 2012/08/26
沢知恵、塔和子、山本
隆久

塔さんの詩を弾き語り　沢知恵さんコンサート　大島青松園 大島青松園

20120826-006 佐賀新聞（佐賀） 2012/08/26
本田清悟、徳田靖之、
小松裕

日曜講演　菊池事件と「無らい県運動」を考えるシンポ　偏見除き、冤罪晴らす報道
を　熊本日日新聞社熊本総局次長　本田清悟氏　憲法違反ただすのは国民の義務
菊池事件再審弁護団団長　徳田靖之氏　戦後の運動　強烈に展開

菊池恵楓園

20120826-007
朝日中学生ウイークリー（東
京）

2012/08/26

高松怜美、鎌田一蕗、
渡邉千聖、蛎崎聖菜、
福西征子、石川勝夫、
松下直祐

ハンセン病　正しい理解が差別を防ぐ　青森で「親と子のシンポジウム」開催　誤解
から今も偏見や差別「患者さんの思い」みんなで

松丘保養園

20120827-001 北日本新聞（富山） 2012/08/27
高橋哲哉、神美知宏、
浜野信宏、藤野豊

ハンセン病考えて　来月7日にシンポ



20120827-002 神戸新聞（神戸） 2012/08/27
笹川陽平、テイン・セイ
ン、アウン・サン・スー・
チー

人　ミャンマー少数民族福祉向上大使に任命された日本財団会長　笹川陽平さん

20120827-003 山陰中央新報（松江） 2012/08/27

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）言葉を紡ぐ　精神のバトン次世代へ　■本が唯一の救い　■種をまく
ところ　■できることする　取材ノート　輝きをより多くの人に

20120827-004 朝日新聞（県版）福井版 2012/08/27
木下晋、桜井哲夫、青
木新門

告知板　◆木下晋・鉛筆画展～祈りの世界～

20120828-001 山陽新聞（岡山） 2012/08/28
菅野光明、立花誠一
郎

カウラ事件伝える女子高生 邑久光明園

20120828-002 毎日新聞（県版）熊本版 2012/08/28 志村康
生きる　ハンセン病回復者・志村康の記憶　23　題字は本人　提訴（2）　背中押して
くれた母

20120828-003 朝日新聞（県版）石川版 2012/08/28 短信　◆第21回人権講座

20120829-001 毎日新聞（北九州） 2012/08/29 松崎景子 恵楓園ぶらっと寄って　療養所に全国初カフェを開設　体操　押し花など講座も 菊池恵楓園

20120829-002 しんぶん赤旗（東京） 2012/08/29 高橋一郎 映画　「もういいかい　ハンセン病と三つの法律」各地で上映会

20120829-003 山陽新聞（岡山） 2012/08/29 森川巧規 ハンセン病知り貴重な体験 長島愛生園

20120829-004 山陽新聞（岡山） 2012/08/29
樋野興夫、中尾伸治、
大和豊子

長島愛生園で来月から月1回「カフェ」　悩みや苦しみ語り合う　入所者と市民交流
生きがいづくりに

長島愛生園

20120829-005 熊本日日新聞（熊本） 2012/08/29 高谷和生 読者のひろば　菊池恵楓園をガイドした夏
菊池恵楓園、多
磨全生園

20120829-006 読売新聞（県版）熊本版 2012/08/29
松崎景子、浜田善也、
志村康

恵楓園保育所の園児減少　3分の1の7人　入所者も心配　合志市が財政支援を検
討

菊池恵楓園

20120829-007 朝日小学生新聞（東京） 2012/08/29

高松怜美、鎌田一蕗、
渡邉千聖、蛎崎聖菜、
福西征子、石川勝夫、
松下直祐、やなせたか
し、大和田りつ子、岡
崎裕美、平沢保治

ハンセン病　病気を正しく理解　　偏見や差別のない社会　「ハンセン病に関する親
と子のシンポジウム」青森市で開かれる　地元の中学生が意見を発表

松丘保養園、多
磨全生園

20120830-001 朝日新聞（県版）山口版 2012/08/30
中山節夫、山本末男、
室積光、ヘレンケラー

映画「山頭火」中山節夫さん監督　「人間の生き方　発見してほしい」　「応援する会」
防府に発足



20120831-001 日本経済新聞（東京） 2012/08/31

メアリ・ヘレナ・コン
ウォール・リー、G・H・
ウィルキンソン、荻原
利彦

文化　「隣人と共に」捧げた精神　◇宣教師リー女史、草津でハンセン病患者に寄り
添う◇　中村　茂

栗生楽泉園

20120831-002 日本経済新聞（札幌） 2012/08/31

メアリ・ヘレナ・コン
ウォール・リー、G・H・
ウィルキンソン、荻原
利彦

文化　「隣人と共に」捧げた精神　◇宣教師リー女史、草津でハンセン病患者に寄り
添う◇　中村　茂

栗生楽泉園

20120831-003 日本経済新聞（名古屋） 2012/08/31

メアリ・ヘレナ・コン
ウォール・リー、G・H・
ウィルキンソン、荻原
利彦

文化　「隣人と共に」捧げた精神　◇宣教師リー女史、草津でハンセン病患者に寄り
添う◇　中村　茂

栗生楽泉園

20120831-004 日本経済新聞（大阪） 2012/08/31

メアリ・ヘレナ・コン
ウォール・リー、G・H・
ウィルキンソン、荻原
利彦

文化　「隣人と共に」捧げた精神　◇宣教師リー女史、草津でハンセン病患者に寄り
添う◇　中村　茂

栗生楽泉園

20120831-005 日本経済新聞（福岡） 2012/08/31

メアリ・ヘレナ・コン
ウォール・リー、G・H・
ウィルキンソン、荻原
利彦

文化　「隣人と共に」捧げた精神　◇宣教師リー女史、草津でハンセン病患者に寄り
添う◇　中村　茂

栗生楽泉園

20120831-006 福井新聞（福井） 2012/08/31
木下晋、小林ハル、桜
井哲夫

県内イベント　■展覧会■　9月1日～30日　木下晋　鉛筆画展

20120831-007 宮崎日日新聞（宮崎） 2012/08/31 野口智可 若い目　NIE　教育に新聞を　ハンセン病理解


