
 『 ハンセン病 』　記事データ 　 　
 ( 2013/01/01 - 2013/1/31）

 
 

I　　D 媒体名 発売日 人名 内　　　容 療養所

20130101-001 神戸新聞（神戸） 2013/01/01 鵜久森典妙 神戸の市民賞「ロドニー賞」を受けた映画プロデューサー　鵜久森典妙さん

20130101-002 高知新聞（高知） 2013/01/01
田島征三、山岸綾、笹
川尚子、高橋伸行、福
武総一郎、北川フラム

瀬戸内国際芸術祭3月開幕　あふれる人魚の涙　田島征三さん　大島に「青空の水
族館」　ハンセン病の歴史刻んで　入所者の思い　制作の原動力に　土佐清水出身
の76歳語る　第1回は93万人鑑賞

大島青松園

20130101-003 シルバー新報（東京） 2013/01/01 時評・風評　「医療基本法」はできるか

20130101-004 保健産業事報（東京） 2013/01/01 平成二十五年　年頭所感　厚生労働省健康局長　矢島　鉄也

20130103-001 日本経済新聞（東京） 2013/01/03
山内きみ江、森田紅、
酒井美代子、茂木真
二ノルベルト

隣り合う　4　見えぬ「壁」越えて　踏み出す勇気　偏見ほどく　癒やす一歩 多磨全生園

20130103-002 東京新聞（東京） 2013/01/03
宮城まり子、利根一
郎、宮川哲夫

ガード下　今昔物語（2）　有楽町　靴磨き　あの子は今、幸せかな　ガード下の靴磨
き　作曲・利根一郎　作詞・宮川哲夫

20130103-003 西日本新聞（福岡） 2013/01/03 九州　5月

20130103-004 沖縄タイムス（那覇） 2013/01/03 松田正一、伊佐眞榮 交流で人権理解深める　愛楽園でパークゴルフ　【名護】 沖縄愛楽園

20130103-005 東京新聞（県版）多摩版 2013/01/03
宮城まり子、利根一
郎、宮川哲夫

ガード下　今昔物語（2）　有楽町　靴磨き　あの子は今、幸せかな　ガード下の靴磨
き　作曲・利根一郎　作詞・宮川哲夫

20130103-006 東京新聞（県版）武蔵野版 2013/01/03
宮城まり子、利根一
郎、宮川哲夫

ガード下　今昔物語（2）　有楽町　靴磨き　あの子は今、幸せかな　ガード下の靴磨
き　作曲・利根一郎　作詞・宮川哲夫

20130104-001 神戸新聞（神戸） 2013/01/04
片山泉、安倍晋三、北
上哲仁、土井たか子、
辻元清美、中川智子

選挙草論　3　少数派　市民運動と政治どう結ぶ

20130104-002 北海道新聞（札幌）夕刊 2013/01/04

中江有里、赤川次郎、
宮本輝、東野圭吾、北
村薫、宮部みゆき、児
玉清、大江健三郎、百
田尚樹、佐伯泰英、北
條民雄、高山文彦

カルチャーPlus+　中江さんおすすめの10冊　中江有里さん　年300冊　生活の一部
「定本　北條民雄全集（上・下）」北條民雄（創元ライブラリ　各2100円）



20130104-003 週刊ポスト 2013/01/04 笹川良一、笹川陽平
宿命の子　第三十二回　高山文彦　笹川一族の神話と真実　会長職に就きながら
無給をとおした

20130105-001 京都新聞（京都） 2013/01/05 平野昭、加藤めぐみ
深層わがまち　第1部　地域コミュニティー　4　京都は故郷、でも帰れない　ハンセン
病偏見いまだ残る

多磨全生園

20130105-002 徳島新聞（徳島） 2013/01/05 十川勝幸 知事動静　＜4日＞

20130105-003 徳島新聞（徳島） 2013/01/05 十川勝幸 来社

20130105-004 愛媛新聞（松山） 2013/01/05
曽我野一美、山本隆
久、小島誠志、曽我野
チサコ、小泉

追想　ハンセン病訴訟全国原告団元協議会会長　曽我野一美さん　法改正求め国
と闘争　「高知県民の気質を体現したような、気骨のある男」　親交のあった牧師・小
島誠志さん

大島青松園

20130105-005 山陽新聞（岡山）夕刊 2013/01/05 日野三郎、志賀雅子
瀬戸内・ハンセン病療養所へ　社会の風届け続ける　岡山県の事業　昨年で終了
支援員が相談継続

長島愛生園、邑
久光明園

20130105-006 ジャパン・フードサイエンス 2013/01/05 丸山博士 談話室

20130106-001 四国新聞（高松） 2013/01/06
曽我野一美、山本隆
久、小島誠志、曽我野
チサコ、小泉

追想メモリアル　ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長を務めた　曽我野一美さ
ん　11月23日　85歳で死去

大島青松園

20130107-001 産経新聞（東京） 2013/01/07
中村彰彦、保科正之、
綾瀬はるか、八重、新
島襄、井深八重

産経抄　　2013.1.7 神山復生病院

20130107-002 東京新聞（東京） 2013/01/07 離島指定基準を変更　半世紀ぶり　小豆島など対象に　国交省検討

20130107-003 室蘭民報（室蘭） 2013/01/07 23島「離島」指定検討　半世紀ぶり基準見直し　国交省

20130107-004 東奥日報（青森） 2013/01/07 小豆島など離島指定も　国交省検討、13県の23島　半世紀ぶりに基準見直し

20130107-005 デーリー東北（八戸） 2013/01/07 小豆島など離島指定検討　国交省　半世紀ぶり基準見直し

20130107-006 岩手日報（盛岡） 2013/01/07 23島　新たに離島指定　国交省検討　半世紀ぶり見直し

20130107-007 秋田魁新報（秋田） 2013/01/07 小豆島など23島　「離島」指定を検討　国交省　半世紀ぶり基準見直し

20130107-008 茨城新聞（水戸） 2013/01/07 離島指定の基準見直し　国交省　過疎対策や地域振興

20130107-009 上毛新聞（前橋） 2013/01/07 伊能茂 ハンセン病の記事を見て　伊能茂 多磨全生園

20130107-010 埼玉新聞（さいたま） 2013/01/07 小豆島を離島指定へ　国交省　半世紀ぶり基準見直し

20130107-011 千葉日報（千葉） 2013/01/07
小豆島の離島指定検討　国交省、鴨川の仁右衛門島含む13県23島　半世紀ぶりに
基準見直しへ

20130107-012 神奈川新聞（横浜） 2013/01/07 小豆島など13県の23有人島　離島指定を検討　国交省半世紀ぶり基準見直し

20130107-013 新潟日報（新潟） 2013/01/07 23島を離島指定検討　半世紀ぶり見直し　人口減に対応



20130107-014 北日本新聞（富山） 2013/01/07 人口減でも「離島」検討　本土に近い小豆島など23島　半世紀ぶり基準見直し

20130107-015 富山新聞（富山） 2013/01/07 小豆島など離島指定へ　国交省検討　半世紀ぶり基準見直し

20130107-016 北國新聞（金沢） 2013/01/07 小豆島など離島指定へ　国交省検討　半世紀ぶり基準見直し

20130107-017 福井新聞（福井） 2013/01/07
離島振興指定　小豆島など検討　国交省　半世紀ぶり基準見直し　13県23島　本土
に近い島も希望

20130107-018 信濃毎日新聞（長野） 2013/01/07
13県23島「離島」指定も　国交省　半世紀ぶり基準見直し　　香川の小豆島など　活
性化へ期待

20130107-019 岐阜新聞（岐阜） 2013/01/07 国交省　23島の離島指定検討　　振興法対象、基準見直し

20130107-020 岐阜新聞（岐阜） 2013/01/07
曽我野一美、山本隆
久、小島誠志、曽我野
チサコ、小泉

追想メ・モ・リ・ア・ル　ハンセン病訴訟全国原告団協議会会長　曽我野一美さん
2012年11月23日　85歳で死去　尊厳を求め闘かった半生

大島青松園

20130107-021 静岡新聞（静岡） 2013/01/07 小豆島の離島指定検討　13県の23島　半世紀ぶり基準見直し

20130107-022 京都新聞（京都） 2013/01/07 離島指定の拡大検討　滋賀・沖島など23島　国交省

20130107-023 大阪日日新聞（大阪） 2013/01/07 小豆島「離島」指定も　国交省検討　半世紀ぶり基準見直し

20130107-024 神戸新聞（神戸） 2013/01/07 小豆島の離島指定検討　国交省計23島　活性化へ基準見直し

20130107-025 山陰中央新報（松江） 2013/01/07 半世紀ぶりに基準見直し　小豆島の離島指定も検討　国交省　新たに13県の23島

20130107-026 山陽新聞（岡山） 2013/01/07 小豆島の離島指定検討　瀬戸内・前島も　半世紀ぶり基準改正　国交省、13県23島

20130107-027 山口新聞（下関） 2013/01/07 小豆島など23島　離島指定を検討　国交省が基準見直し

20130107-028 徳島新聞（徳島） 2013/01/07 小豆島など「離島」指定　国交省検討　半世紀ぶり基準見直し

20130107-029 四国新聞（高松） 2013/01/07
小豆島の離島指定　検討　活性化へ基準見直し　国交省が半世紀ぶり　大島、沖之
島も候補

20130107-030 愛媛新聞（松山） 2013/01/07 興居島離島指定へ　基準見直し国交省検討　13県23有人島

20130107-031 高知新聞（高知） 2013/01/07 小豆島など離島指定検討　国交省基準見直し　須崎市戸島も

20130107-032 西日本新聞（福岡） 2013/01/07 離島指定基準緩和へ　23島候補　能古島も　活性化、定住促す　国交省検討

20130107-033 西日本新聞（福岡） 2013/01/07
ニュースファイル　12月23日-1月5日　いまを読む　あすを探る　九州　「待労院（た
いろういん）」閉鎖へ

待労院診療所



20130107-034 長崎新聞（長崎） 2013/01/07
離振法の対象追加　本県から鹿島、竹ノ島、前島　国交省検討　　13県23島「離島」
基準見直しへ

20130107-035 長崎新聞（長崎） 2013/01/07
曽我野一美、山本隆
久、小島誠志、曽我野
チサコ、小泉

追想　メモリアル　ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長を務めた　曽我野一美
さん　11月23日、85歳で死去　国相手に戦い抜く

大島青松園

20130107-036 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/07 国交省　「離島」基準緩和を検討　振興法対象　小豆島など23島候補

20130107-037 宮崎日日新聞（宮崎） 2013/01/07 新たに23離島指定　-国交省方針-　半世紀ぶり基準見直し

20130107-038 南日本新聞（鹿児島） 2013/01/07 13県23有人島　離島指定検討　国交省が基準見直し

20130107-039 南海日日新聞（奄美） 2013/01/07 小豆島の離島指定も検討　半世紀ぶりに基準見直し　国交省

20130107-040 沖縄タイムス（那覇） 2013/01/07 「離島」の基準見直し　国交省検討　小豆島など23追加へ

20130107-041 新潮 2013/01/07

中沢新一、大島堅一、
ラカン、アンジェル・ド・
フェリニオ、ベルニー
ニ、萩尾望都、長谷川
和彦、沢田研二、永井
隆、マリー・アラコック、
テレジア

原子力の享楽に抵抗せよ　「快楽」と「享楽」の違い　斎藤環　國分功一郎

20130108-001 神奈川新聞（横浜） 2013/01/08 石山春平 ハンセン病通じて人権の尊重考える　23日、市役所で講演会

20130108-002 紀伊民報（田辺） 2013/01/08 13県23島の離島指定検討　国交省　中ノ島（那智勝浦）も

20130108-003 京都新聞（京都）夕刊 2013/01/08
曽我野一美、山本隆
久、小島誠志、曽我野
チサコ、小泉

追想　ハンセン病訴訟全国原告団協議会会長　曽我野一美さん　2012年1月23日
死去、85歳　「尊厳取り戻す闘い」率いる

大島青松園

20130109-001 福井新聞（福井） 2013/01/09
曽我野一美、山本隆
久、小島誠志、曽我野
チサコ

追想　ハンセン病訴訟全国原告団元協議会長　曽我野　一美さん　11月23日死去、
85歳　国家賠償へ戦い抜く

大島青松園

20130109-002 静岡新聞（静岡） 2013/01/09 きょうの夕刊　ハンセン病施設支援10年

20130109-003 神戸新聞（神戸） 2013/01/09
高橋一郎、今井千和
世

ハンセン病問題授業で　記録映画制作　神戸の高橋さん　11日、京都の高校　国策
が生んだ差別知ってほしい

20130109-004 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/09 馬原孝浩、工藤昌敏
復活誓う　プロの力　昨年は登板なし…「もう大丈夫」　ソフトバンク馬原投手　恵楓
園入所者と交流

菊池恵楓園

20130109-005 静岡新聞（静岡）夕刊 2013/01/09 日野三郎、志賀雅子
生活　社会の風届けたい　ハンセン病療養所支援続ける　歩みまとめた記念誌も
岡山

長島愛生園、邑
久光明園



20130109-006 西日本新聞（福岡）夕刊 2013/01/09
曽我野一美、山本隆
久、小島誠志、曽我野
チサコ、小泉

追想あの人　ハンセン病訴訟で全国原告団協議会会長　（2012年11月23日死去、
85歳）　曽我野一美さん　戦い抜いて、生き抜いた

大島青松園

20130110-001 毎日新聞（県版）島根版 2013/01/10 閑想閑話

20130110-002 Medical Tribune（東京） 2013/01/10 牧野正彦 Medical Tribune 2013年1月→6月　国内学会カレンダー　5月

20130111-001 毎日新聞（北九州） 2013/01/11 熊本の私立療養所閉鎖
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-002 日本経済新聞（福岡） 2013/01/11 ハンセン 窓
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-003
産経新聞（九州・山口特別
版）

2013/01/11 熊本の「待労院診療所」が閉鎖
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-004 東京新聞（東京） 2013/01/11 ハンセン病施設閉鎖
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-005 東奥日報（青森） 2013/01/11 ハンセン 私立ハンセン病施設　100年以上の歴史に幕　熊本
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-006 岩手日報（盛岡） 2013/01/11 熊本のハンセン病施設が閉鎖 待労院診療所

20130111-007 秋田魁新報（秋田） 2013/01/11 熊本・私立ハンセン病施設　明治からの歴史に幕
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-008 山形新聞（山形） 2013/01/11 私立ハンセン病施設　熊本の「待労院」閉鎖
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-009 上毛新聞（前橋） 2013/01/11 ハンセン病　私立療養所が閉鎖　熊本　国立へ入所者移転
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-010 千葉日報（千葉） 2013/01/11 私立ハンセン病施設が閉鎖　熊本、明治以来の歴史に幕
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-011 神奈川新聞（横浜） 2013/01/11 私立ハンセン病療養所　熊本の施設閉鎖　明治以来の歴史に幕
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-012 日刊県民福井（福井） 2013/01/11 ハンセン病療養　私立の施設閉鎖　熊本、明治に創設
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-013 中日新聞（名古屋） 2013/01/11 ハンセン病施設閉鎖
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-014 京都新聞（京都） 2013/01/11 ハンセン病私立施設閉鎖　熊本、明治期設立
待労院診療所、
神山復生病院



20130111-015 大阪日日新聞（大阪） 2013/01/11 熊本の私立ハンセン病施設が閉鎖
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-016 日本海新聞（鳥取） 2013/01/11 熊本の私立ハンセン病施設が閉鎖
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-017 山口新聞（下関） 2013/01/11 私立ハンセン病施設が閉鎖
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-018 徳島新聞（徳島） 2013/01/11 熊本ハンセン病施設閉鎖
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-019 四国新聞（高松） 2013/01/11 私立ハンセン病療養所、歴史に幕　熊本
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-020 西日本新聞（福岡） 2013/01/11 鈴木暘子 「待労院」の1世紀　幕　熊本市　ハンセン病私立療養所　閉院
菊池恵楓園、待
労院診療所

20130111-021 佐賀新聞（佐賀） 2013/01/11 ハンセン病の私立施設閉鎖　熊本・100年の歴史に幕
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-022 長崎新聞（長崎） 2013/01/11 熊本ハンセン病施設　明治以来の歴史に幕　私立、残るは静岡だけ
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-023 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/11 原田寿真 菊池恵楓園の歴史資料館　4月に改装オープン　未公開写真など展示へ 菊池恵楓園

20130111-024 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/11 鈴木暘子 ハンセン病私立療養所　待労院診療所が閉鎖　熊本市　施設保存求める声も
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-025 南日本新聞（鹿児島） 2013/01/11 ハンセン病の私立施設閉鎖　熊本市
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-026 南海日日新聞（奄美） 2013/01/11 私立ハンセン病施設が閉鎖　熊本、明治以来の歴史に幕
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-027 沖縄タイムス（那覇） 2013/01/11 金城雅春、田村朋久 愛楽園ガイド養成講座　19日から　市民の参加募る
沖縄愛楽園、長
島愛生園

20130111-028 琉球新報（那覇） 2013/01/11 ハンセン病の私立施設閉鎖　100年超の歴史に幕
待労院診療所、
神山復生病院

20130111-029 読売新聞（県版）熊本版 2013/01/11 志村康 民間ハンセン病療養所閉所　国に先立ち救済　「待労院」114年の歴史
菊池恵楓園、待
労院診療所

20130112-001 朝日新聞（大阪） 2013/01/12 後水尾天皇 京都の寺を提訴　700万円払った夫婦「霊感商法被害」

20130112-002 京都新聞（京都） 2013/01/12 高橋一郎 京日記



20130112-003 朝日新聞（東京）夕刊 2013/01/12 後水尾天皇 「京都の尼寺が霊感商法」　990万円賠償求め熊本の夫婦提訴

20130113-001 山形新聞（山形） 2013/01/13 辰巳芳子、河邑厚徳
■ENTERTEINMENT　芸能　MOVIE　「天のしずく　辰巳芳子"いのちのスープ"」　料
理とは祈ることと一体　河邑厚徳監督来県

20130113-002 琉球新報（那覇） 2013/01/13
金城雅春、平良仁雄、
森川恭剛

ハンセン病の歴史を知って　名護・愛楽園　19日から講座
沖縄愛楽園、宮
古南静園

20130114-001 東京新聞（県版）神奈川版 2013/01/14 石山春平 募集　★川崎市人権学校

20130115-001 陸奥新報（弘前） 2013/01/15
福西征子、笹川陽平、
丹藤淳、比良信治

雑誌寸描　◇機関誌「甲田の裾」第675号 松丘保養園

20130115-002 宮崎日日新聞（宮崎） 2013/01/15 私立ハンセン病施設閉鎖　熊本市　100年の歴史に幕
待労院診療所、
神山復生病院

20130115-003 朝日新聞（県版）岐阜版 2013/01/15
林優花、加藤久美子、
北村実来、吉川利奈

真実知り偏見断とう　いっしょに読もう!新聞コンクール　大垣北中3年　林さん優秀賞

20130115-004 中日新聞（県版）三重版 2013/01/15 川北為利 波の詩（うた）　烙印

20130115-005
MEDICAMENT NEWS（東
京）

2013/01/15
年頭所感　国民が健康で質の高い生活を送り能力を発揮できる地域社会の実現を
厚生労働省健康局長　矢島鉄也

20130115-006 中学受験進学レーダー 2013/01/15 私立中高一貫校レポート　210　横浜共立学園　秋桜祭にて

20130116-001 佐賀新聞（佐賀） 2013/01/16 慶喜、美賀子
私の紙面批評　佐藤悦子（読み聞かせサークル「ケムケム」代表）　有権者に多様な
判断材料　「政治を見ろ」のメッセージ

20130116-002 沖縄タイムス（那覇） 2013/01/16
金城幸子、金城雅春、
森川恭剛

メッセージ　社会を拓いた女たち（5）　金城幸子さん　元ハンセン病違憲国賠訴訟原
告　山城紀子　差別へ怒り　訴訟の原点　命の尊さ語り継ぎたい　沖縄愛楽園自治
会長・金城雅春さん　歴史伝えること重要

沖縄愛楽園、長
島愛生園、宮古
南静園

20130116-003 沖縄タイムス（那覇） 2013/01/16 ハンセン病施設　100年の歴史に幕　私立「待労院診療所」
待労院診療所、
神山復生病院

20130116-004 中日新聞（県版）三重版 2013/01/16 榎本初子 波の詩（うた）

20130117-001 毎日新聞（東京） 2013/01/17

大島渚、ビートたけし、
坂本龍一、D・ボウイ、
松田龍平、崔洋一、明
石海人

余録　2013.1.17

20130117-002 朝日新聞（東京） 2013/01/17
大島渚、明石海人、小
津安二郎、小山明子

天声人語　2013・1・17

20130117-003 信濃毎日新聞（長野） 2013/01/17
大島渚、明石海人、小
山明子

斜面　2013.1.17



20130117-004 静岡新聞（静岡） 2013/01/17 明石海人、大島渚 大自在　2013.1.17

20130117-005 神戸新聞（神戸） 2013/01/17 賀川豊彦、小林洋司 講演会「賀川豊彦とハンセン病-　＜遺産＞の解釈と、実践」

20130117-006 高知新聞（高知） 2013/01/17
大島渚、小山明子、田
原総一朗、明石海人

小社会　2013.1.17

20130118-001 朝日新聞（東京） 2013/01/18
大島渚、明石海人、荒
波力

燃えて光を発した大島渚監督　荒波力

20130118-002 北海道新聞（札幌） 2013/01/18 桂田博祥 ハンセン病問題考えよう　パネルや上映会　弁護士会など22日から札幌で

20130118-003 高知新聞（高知） 2013/01/18

木下杢太郎、与謝野
鉄幹、北原白秋、高村
光太郎、石川啄木、夏
目漱石、森鴎外、谷崎
潤一郎、小宮豊隆、斎
藤茂吉、与謝野晶子

画家の装丁　<4>　木下杢太郎　科学者らしい観察力　小林真理

20130118-004 宮古毎日新聞（宮古島） 2013/01/18

大島渚、ビートたけし、
坂本龍一、D・ボウイ、
松田龍平、崔洋一、明
石海人

余録

20130118-005 毎日新聞（県版）岡山版 2013/01/18
伊原木隆太、中尾伸
治、屋猛司

二度と人権侵害繰り返さない　知事・ハンセン病療養所を訪問
長島愛生園、邑
久光明園

20130119-001 朝日新聞（東京） 2013/01/19
鈴木禎一、小泉純一
郎

ハンセン病訴訟　語り継ぐ講演会　あす多磨全生園で 多磨全生園

20130119-002 福井新聞（福井） 2013/01/19
山田佐九治、宮島尚
史

人権擁護委員退任山田さんに感謝状　越前町で伝達式

20130119-003 神戸新聞（神戸） 2013/01/19 佐川修、神谷誠人 「歴史学び偏見なくせ」　ハンセン病問題考える　ポーアイでシンポジウム 多磨全生園

20130119-004 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/19 遠藤隆久
Newsインタビュー　ハンセン病市民学会8年ぶりに熊本集会　事務局長　遠藤隆久
さん　原点の地で「命」問い直す

20130119-005 宮崎日日新聞（宮崎） 2013/01/19 下村英視
LOOK!注目の一冊　星ふるさとの乾坤～星塚敬愛園を生きた人々　下村　英視著
鉱脈社・1995円　ハンセン病隔離を探る　評・三好　充（弁護士）

星塚敬愛園

20130119-006
朝日新聞（県版）東京川の
手版

2013/01/19
鈴木禎一、小泉純一
郎

ハンセン病訴訟　語り継ぐ講演会　あす多磨全生園で 多磨全生園

20130119-007 朝日新聞（県版）多摩版 2013/01/19
鈴木禎一、小泉純一
郎

ハンセン病訴訟　語り継ぐ講演会　あす多磨全生園で 多磨全生園



20130119-008 朝日新聞（県版）むさしの版 2013/01/19
鈴木禎一、小泉純一
郎

ハンセン病訴訟　語り継ぐ講演会　あす多磨全生園で 多磨全生園

20130119-009 読売新聞（東京）夕刊 2013/01/19
曽我野一美、小泉、山
本隆久、徳田靖之、曽
我野チサコ、小島誠志

追悼抄　元ハンセン病全国原告団協議会会長　曽我野　一美さん　（1202年11月23
日、誤嚥性肺炎で死去、85歳）　国との戦い　法廃止の象徴

大島青松園

20130121-001 しんぶん赤旗（東京） 2013/01/21
伊波敏男、具志堅勝
也

地域発　テレビの力　琉球朝日放送「花に逢はん」　制作担当ディレクター　中村裕
偏見や差別と向き合う

20130121-002 北日本新聞（富山） 2013/01/21
曽我野一美、山本隆
久、小島誠志、曽我野
チサコ、小泉

追想　ありし日　ハンセン病訴訟で全国原告団協議会長を務めた　曽我野一美さん
国と闘い尊厳取り戻す

大島青松園

20130121-003 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/21 本田清悟 ハンセン病と人権　菊池恵楓園で研修　30日、熊本市参加者募集 菊池恵楓園

20130121-004 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/21 叡尊、田中英恵 巨大茶わんで「初釜」玉名市の蓮華院誕生寺

20130121-005 教育新聞（東京） 2013/01/21
神谷美恵子、大谷美
和子

BOOK　波乱にとんだ一生を平昜な文章で描く　神谷美恵子　ハンセン病と歩んだ命
の道程

長島愛生園

20130122-001 毎日新聞（県版）滋賀版 2013/01/22 字幕付き「ふたたび」　栗東芸術文化会館で上映　来月3日　草津

20130122-002 毎日新聞（東京）夕刊 2013/01/22 大澤麻衣 話題です　■イギリスの小さな教会（大澤麻衣著・書肆侃侃房・1680円）

20130122-003 読売新聞（大阪）夕刊 2013/01/22
鶴見俊輔、黒川創、新
島襄、金子ふみ子、金
芝河

ブックレビュー　「鶴見俊輔コレクション」

20130123-001 毎日新聞（札幌） 2013/01/23 桂田博祥 ハンセン病問題考えるパネル展　札幌

20130123-002 北海道新聞（札幌） 2013/01/23 桂田博祥 ハンセン病問題　過ち繰り返さぬ　札幌でパネル展

20130123-003 山陽新聞（岡山） 2013/01/23 延原光子、藤田邦雄 ATMの9万円置引　岡山南署　容疑で准看護師逮捕 長島愛生園

20130123-004 大分合同新聞（大分） 2013/01/23
塩屋俊、桂悠紀、小畑
貴裕

女性倶楽部「萌」塩屋さん講演　「映画で弱者に光当てる」

20130123-005 毎日新聞（県版）岡山版 2013/01/23 延原光子 ATM取り忘れ現金盗む　岡山南署　容疑の准看護師逮捕 長島愛生園

20130123-006 朝日新聞（県版）石川版 2013/01/23 高橋一郎、木村 短信　◆証言映画「もういいかい　ハンセン病と三つの法律」

20130124-001 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/24 宮崎保 町から村から　南小国町　●きよら人権デー

20130124-002 琉球新報（那覇） 2013/01/24 木島知草、伊波敏男 沖縄講演に一区切り　がらくた座の木島知草さん　HIV理解深める

20130125-001 毎日新聞（東京） 2013/01/25 田村憲久、神美知宏 ハンセン病　療養所職員減らさず　厚労相　入所者代表に方針示す

20130125-002 読売新聞（東京） 2013/01/25 田村、神美知宏 ハンセン病療養所　職員数削減見送り　厚労省



20130125-003 上毛新聞（前橋） 2013/01/25 田村憲久 非正規補充で職員減らさず　ハンセン病療養所で厚労相

20130125-004 四国新聞（高松） 2013/01/25 田村憲久 ハンセン病療養所、非正規補充で職員減らさず

20130125-005 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/25 田村憲久、神美知宏 ハンセン病療養所　非正規で職員維持　厚労相

20130125-006 南日本新聞（鹿児島） 2013/01/25 田村憲久 ハンセン病療養所　非正規で職員補充　厚労相方針

20130125-007 沖縄タイムス（那覇） 2013/01/25 田村憲久 療養所の職員　非正規で補充　ハンセン病で厚労相

20130125-008 朝日新聞（県版）滋賀版 2013/01/25 ◆字幕付き映画「ふたたび」上映会

20130125-009 週刊金曜日 2013/01/25 朴槿恵、笹川陽平 編集長後記

20130126-001 毎日新聞（東京） 2013/01/26 柴田良平、柴田すい子 柴田良平さん84歳

20130126-002 上毛新聞（前橋） 2013/01/26 療養所の介護体制充実化　ハンセン病で厚労省

20130126-003 山陽新聞（岡山） 2013/01/26 田村憲久 療養所介護体制　厚労省が充実へ　ハンセン病

20130126-004 四国新聞（高松） 2013/01/26 田村憲久 療養所介護体制充実へ　ハンセン病で厚労省

20130126-005 西日本新聞（福岡） 2013/01/26 田村憲久 ハンセン病療養所　介護体制を充実へ　厚労省方針

20130126-006 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/26 田村憲久 ハンセン病療養所　介護職員を増員へ　厚労省 菊池恵楓園

20130126-007 読売新聞（県版）滋賀版 2013/01/26

財津一郎、藤村俊二、
犬塚弘、佐川満男、陣
内孝則、古手川祐子、
鈴木亮平、渡辺貞夫

字幕で邦画楽しんで　栗東で　来月3日上映会　ジャズテーマ、ハンセン病患者の生
涯描く

20130126-008 図書新聞（東京） 2013/01/26 坂田勝彦
学術　ノンフィクション　隔離の只中であっても当事者はいかに他者との関係で生き
ていこうとするか　人びとの生が「根こぎ」になっている時代にこそ読まれるべき本
天田城介　坂田勝彦著

20130126-009 朝日新聞（東京）夕刊 2013/01/26
池永満、鈴木利広、安
東毅、東島浩幸、具島
兼三郎

惜別　弁護士　池永満さん　住み良い社会めざし　市民と行動

20130126-010 朝日新聞（北九州）夕刊 2013/01/26
高石伸人、上野正子、
緒方正人、高石衆

NEWSかいわい　「虫の家」人権問い100号

20130126-011 読売新聞（東京）夕刊 2013/01/26
神谷美恵子、高山ケン
タ、大谷美和子

本だな　苦悩の生涯が心を打つ　『神谷恵美子　ハンセン病と歩んだ命の道程』

20130127-001 北海道新聞（札幌） 2013/01/27 桂田博祥 動静　26日　■知事 松丘保養園

20130127-002 北海道新聞（札幌） 2013/01/27 桂田博祥、塩屋俊
ハンセン病への偏見なくす啓発続けて　北斗出身元患者が訴え　隔離、断種手術の
屈辱語る　札幌でフォーラム

松丘保養園



20130127-003 室蘭民報（室蘭） 2013/01/27 桂田博祥 知事の一日（26日） 松丘保養園

20130127-004 静岡新聞（静岡） 2013/01/27 田村憲久 ハンセン病療養所の介護充実へ

20130127-005 南海日日新聞（奄美） 2013/01/27 田村憲久 療養所の介護充実へ　ハンセン病で厚労省

20130127-006 毎日新聞（県版）兵庫版 2013/01/27 賀川豊彦、小林洋司
「今の問題として捉えて」　賀川豊彦とハンセン病　兵庫大短大講師小林さん　解釈
など講演

大島青松園、長
島愛生園

20130128-001 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/28
志村康、稲葉正彦、間
美加、有明てるみ、松
崎景子

菊池恵楓園に保育所開設1年　園児の歓声　入所者癒やす　散歩、祭り、贈り物…
深まる交流

菊池恵楓園

20130129-001 山陽新聞（岡山） 2013/01/29
曽我野一美、山本隆
久、小島誠志、曽我野
チサコ、小泉

ハンセン病訴訟で全国原告団協議会長を務めた　曽我野一美さん　11月23日、85
歳で死去　弱音を吐かず戦い抜く

大島青松園

20130129-002 京都新聞（県版）滋賀版 2013/01/29 森和男 彦根・城南小　ハンセン病への差別　根絶して　患者が教職員らへ講演 大島青松園

20130129-003 京都新聞（県版）滋賀版 2013/01/29
塩屋俊、財津一郎、陣
内孝則、古手川祐子、
藤村俊二

聴覚障害者も映画を　栗東で3日　字幕付きの上映会

20130129-004 東京新聞（東京）夕刊 2013/01/29
曽我野一美、小泉純
一郎、神美知宏、沢知
恵、山本千沙子

ハンセン病差別撤廃に尽力　曽我野さん遺徳しのぶ　都内で31日集会
大島青松園、多
磨全生園

20130130-001 西日本新聞（福岡） 2013/01/30 13年度政府予算案　2013年度予算　九州関連のおもな予算項目

20130130-002 毎日新聞（県版）青森版 2013/01/30 鹿内 1期目は「80点以上」　マニフェスト　進捗を自己評価 松丘保養園

20130130-003 新聞之新聞（東京） 2013/01/30
神谷美恵子、高山ケン
タ、大谷美和子

新刊紹介　『神谷美恵子　ハンセン病と歩んだ命の道程』　くもん出版刊 長島愛生園

20130130-004 日刊薬業（東京） 2013/01/30 石井則久 ［医薬品等安全対策部会　委員名簿］

20130130-005 北陸中日新聞（金沢）夕刊 2013/01/30
曽我野一美、小泉純
一郎、神美知宏、沢知
恵、山本千沙子

ハンセン病患者差別撤廃に尽力　曽我野さんの遺志継ぎたい　都内であす追悼集
会「謙虚な姿勢魅力」

大島青松園

20130130-006 中日新聞（名古屋）夕刊 2013/01/30
曽我野一美、小泉純
一郎、神美知宏、沢知
恵

ハンセン病原告団長　曽我野さん　「尊厳を」遺志つなぐ　あす東京で追悼集会
大島青松園、多
磨全生園

20130131-001 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/31 曽我野一美 きょうの動き　国内・国際

20130131-002 熊本日日新聞（熊本） 2013/01/31
本田清悟、稲葉正彦、
東梨紗、林田隆一

入所者の思い追体験　菊池恵楓園　熊本市民ら研修会　電車内で手記紹介 菊池恵楓園

20130131-003 高知新聞（高知）夕刊 2013/01/31 田島征三 話題　知る作業


