
啓発講演会

年度 日時・場所 主な内容・共催・参加者数

平成13年度 1回目
平成14年2月18日（月）
草津アミカホール

第１部　演題　「ハンセン病の歴史に学ぶ」
　　　　　講師　中井　榮一　長島愛生園園長
第２部　演題　「元患者の体験記」
　　　　　講師　平沢　保治　氏　　多摩全生園園長
＊パネル展も同時に開催
参加者数：330名

平成14年度 1回目
平成14年8月7日(水)
滋賀県医師会館

演題　「長島愛生園に半世紀と生きて」
講師　国立療養所長島愛生園自治会副会長　池内　謙次郎　氏
＊パネル展も同時に開催
参加者数：181名

1回目

平成15年12月25日(木)
滋賀県農業情報教育センター
第3研修室

テーマ　「ハンセン病対策と偏見差別について」
講師　元邑久光明園入園者自治会会長　　望月　拓郎　氏
＊感染症啓発講演会として、エイズ予防啓発講演会と同時開催
＊パネル展も同時に開催
参加者数：74名

2回目

平成16年3月13日(土)
滋賀県立男女共同参画セン
ター　大ホール

テーマ　「人間回復のかけはし―ハンセン病の歴史に学ぶ―」
講師　国立療養所邑久光明園園長　　牧野　正直　氏
＊滋賀県地域婦人団体連合会「会館のつどい」において開催
参加者数：200名

平成16年度 1回目
平成16年12月7日(火)
滋賀県立長寿社会福祉セン
ター　　　1Ｆ　大教室

テーマ　「人間回復のかけはし～ハンセン病入所者の昔と今～」
講師　元国立療養所邑久光明園入園者自治会副会長　　南　龍一　氏
＊パネル・ポスター展も同時に開催
＊財団法人滋賀県老人クラブ連合会「平成16年度新高齢市民社会活動支援研修
会」において開催
参加者数：370名

1回目
平成17年7月23日(土)
志賀町市民センター
文化ホール

演題　問われるハンセン病問題「私たちの人権奪回と恒久対策について」
講師　元国立療養所多摩全生園入所者　　平野　昭　氏
対象：志賀町民・一般県民
参加者数：150名

2回目

平成17年10月15日(土)
ピアザ淡海
滋賀県立県民文化センター
ピアザホール

演題　「ハンセン病とわたし」～人間として生きる～
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：大津市民・一般県民・滋賀県内の（衛生）検査技師および近畿地区の臨床（衛
生）検査技師等
参加者数：200名

1回目

平成18年9月2日(土)
滋賀県立陶芸の森
信楽産業展示館
信楽ホール

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
演題（講演）　「ハンセン病とわたし―人間として生きる―」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：甲賀市民・一般県民
参加者数：150名

2回目
平成19年3月10日(土)
大津市田上市民センター
２階　大会議室

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「ハンセン病とわたし―人間として生きる―」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：大津市田上学区民・大津市民・一般県民
参加者数：110名

1回目
平成19年7月5日(木)
滋賀女子短期大学１２１教室

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「滋賀県のハンセン病対策」
講師　滋賀県ハンセン病調査相談員　　駒村　静子氏
対象：滋賀女子短期大学　教職員
参加者数：55名

2回目
平成19年12月6日(木)
滋賀女子短期大学２３１教室

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「ハンセン病とわたし―今を生きる―」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：滋賀女子短期大学生
参加者数：295名

1回目
平成21年2月6日(金)
滋賀医科大学　医学部看護学
科　第４講義室

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「わたしの人生」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：滋賀医科大学　医学部看護学科学生　３回生
参加者数：74名

2回目
平成21年2月20日(金)
滋賀文化短期大学　特別講義
室

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「滋賀県のハンセン病対策」
講師　滋賀県ハンセン病調査相談員　　駒村　静子氏
対象：滋賀文化短期大学・高等学校・中学校の教職員
参加者数：85名

1回目
平成21年9月28日(月)
滋賀県立大学人間看護学部
第１中講義室　E5-101

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「ハンセン病とともに生きる」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：滋賀県立大学　人間看護学部学生　３・４回生
参加者数：71名

平成15年度

平成21年度
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平成20年度



2回目
平成21年11月17日(火)
滋賀医科大学　医学部看護学
科　第４講義室

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「ハンセン病とともに生きる」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：滋賀医科大学　医学部看護学科学生　２回生
参加者数：62名

1回目
平成22年10月26日(火)
滋賀医科大学　医学部看護学
科　第４講義室

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「ハンセン病とともに生きて」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：滋賀県立大学　人間看護学部学生　２回生
参加者数：61名

2回目
平成22年11月30日(火)
大津市立仰木中学校
１階多目的ホール

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「ハンセン病とともに生きて」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：大津市立仰木中学校２年生
参加者数：207名

1回目
平成23年8月4日(木)
大津市役所
新館７階大会議室

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「ハンセン病とともに生きて」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：大津市内の市立幼稚園、小・中学校人権教育推進主任、教育等領域別研究
部会（人権教育）所属教員、坂本市民会館教育担当職員、昭和会館地域相談指導
員

2回目
平成23年11月8日(火)
滋賀医科大学　医学部看護学
科　第４講義室

映画上映　「ハンセン病　今を生きる」
講演　「ハンセン病とともに生きる」
講師　元国立療養所長島愛生園入所者自治会長　石田　雅男　氏
対象：滋賀医科大学　医学部看護学科学生　２年生および編入３年生
参加者数：70名

1回目
平成25年1月28日(月)
彦根市立城南小学校
１階図工室

講演　「ハンセン病問題と今日の課題」
講師　国立療養所大島青松園入所者自治会　森　和男　氏
対象：彦根市立城南小学校教職員
参加者数：54名

2回目
平成25年3月5日(火)
滋賀県立看護専門学校
２階講義室

講演　「ハンセン病問題と今日の課題」
講師　国立療養所大島青松園入所者自治会長　森　和男　氏
対象：滋賀県立看護専門学校　３年生
参加者数：73名

1回目
平成25年6月17日(月)
滋賀県内の民生委員
滋賀県社会福祉協議会

講演　「ハンセン病回復者と家族がおかれている実態と今後の課題」
講師　社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
　　　　ハンセン病回復者支援センター　加藤めぐみ氏
講演　「ハンセン病であったことを隠さず生きる」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会　森　敏治氏
対象：滋賀県内の民生委員
参加者数：261名

2回目
平成25年7月29日(月)
聖泉大学
４階講義室

講演　「ハンセン病問題と差別について」
講師　国立療養所大島青松園入所者自治会長　森　和男　氏
対象：聖泉大学看護学部看護学科　2年生
参加者数：91名

1回目
平成26年6月28日(土)
滋賀県婦人会館

DVD上映「ハンセン病を正しく理解するために」
講演　「ハンセン病と差別について」
講師　国立療養所大島青松園入所者自治会長　森　和男　氏
対象：滋賀県地域女性団体連合会の各市町代表
参加者数：約40名

2回目
平成27年3月16日(月)
木之本スティックホール

講演　「ハンセン病問題について」
講師　国立療養所大島青松園入所者自治会長　森　和男　氏
対象：長浜市各自治会の人権学習推進員
参加者数：約200名

平成27年11月17日(火)
特別養護老人ホーム福寿荘

講演　「ハンセン病問題を知っていますか」
講師　社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
　　　　ハンセン病回復者支援センター　原田　惠子氏
講演　「ハンセン病回復者として地域で生きるということ」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会事務局長　山中進氏
対象：特別養護老人ホーム福寿荘等職員
参加者数：約70名

平成27年11月25日(水)
特別養護老人ホーム福寿荘

講演　「ハンセン病回復者と家族がおかれている実態と課題」
講師　社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
　　　　ハンセン病回復者支援センター　加藤　めぐみ氏
講演　「国賠訴訟原告というかけがえのない経験」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会副会長　手嶋敬一氏
対象：特別養護老人ホーム福寿荘等職員
参加者数：約70名

2回目
平成27年12月3日(木)
長浜市立木之本中学校

講演　「一緒に考えようハンセン病問題」
講師　社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
　　　　ハンセン病回復者支援センター　原田　惠子氏
講演　「ハンセン病であったことを隠さず生きる」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会　顧問　森　敏治氏
対象：長浜市立木之本中学校　２年生
参加者数：約65名
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平成28年度 1回目
平成28年12月9日(金)
長浜市立木之本中学校

講演　「一緒に考えようハンセン病問題」
講師　社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
　　　　ハンセン病回復者支援センター　桑山　麻奈美氏
講演　「ハンセン病であったことを隠さず生きる」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会　顧問　森　敏治氏
対象：長浜市立木之本中学校　２年生
参加者数：約65名

1回目
平成25年12月3日(木)
長浜市立木之本中学校

講演　「一緒に考えようハンセン病問題」
講師　福祉運動・みどりの風　原田　惠子氏
講演　「ハンセン病であったことを隠さず生きる」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会　顧問　森　敏治氏
対象：長浜市立木之本中学校　２年生
参加者数：約60名

2回目

平成29年12月16日（土）
甲賀市碧水ホール
（甲賀市人権連続セミナー第８
回）

講演：「私の母はハンセン病でした」
講師：ハンセン病家族訴訟原告副団長　黄　光男（ファン　グァンナム）氏
対象：甲賀市在住、在職者等
参加者数：約90名
※ロビーにて、パネル展示

平成30年度 1回目
平成30年11月21日(木)
長浜市立木之本中学校

講演　「一緒に考えようハンセン病問題」
講師　社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
　　　　ハンセン病回復者支援センター　　　井ノ山　奈津子氏
講演　「差別・偏見解消へ　あるがままに」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会　宮良　正吉氏
対象：長浜市立木之本中学校　２年生
参加者数：約60名

平成31年
度
（令和元年度）

1回目
令和元年12月9日（月）
長浜市役所

講演　「一緒に考えようハンセン病問題」
講師　社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
　　　　ハンセン病回復者支援センター　　　井ノ山　奈津子氏
講演　「ハンセン病回復者として地域で生きるということ」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会事務局長　Y..S氏
対象：一般市民、その他、参加を希望する者（
参加者数：約80名

1回目
令和2年8月2日（日）
長浜市市民交流センター

講演　「新型コロナウイルス感染症と人権」
　　　　　湖北じんけんネットワーク代表　　　田邉　九二彦
講演　「肝炎患者と人権について～患者会の歩みから～」
　　　　　元滋賀県人権センター職員　　　　　田中　守
講演「ハンセン病回復者として地域で生きるということ」
　　　　　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会　　　Aさん
対象：参加を希望する者（一般市民、人権推進員、市・ＮＰＯ職員等）
参加者数：50名

2回目
令和2年11月19日（木）
市民交流プラザ
（ザ・ルッチプラザ）

講演　「一緒に考えようハンセン病問題」
講師　社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
　　　　ハンセン病回復者支援センター　　　井ノ山　奈津子氏
講演  「差別・偏見解消へ　あるがままに生きる」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会　宮良　正吉氏
対象：人権教育推進員、一般市民、市職員等
参加者数：約70名

3回目
令和３年３月１５日（木）
滋賀県健康づくり財団
大会議室

講演：「ハンセン病について」（ハンセン病について正しく理解を）
講師：公益財団法人滋賀県健康づくり財団　多比良　卓志
対象：滋賀県健康づくり財団の職員
参加者数：30名

1回目
令和3年7月26日（月）
彦根総合高校

講演　「一緒に考えようハンセン病問題」
講師　社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会
　　　　ハンセン病回復者支援センター　　　井ノ山　奈津子氏
講演  「山城物語」
講師　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会　山城　清重氏
対象：湖東地域人権教育担当者
参加者数：14名

2回目
令和３年８月１日（日）
セミナー＆カルチャーセンター
「臨湖」

報告Ⅰ　「『コロナ』から１年、何が残ったか」
　　　　　湖北じんけんネットワーク代表　　　田邉　九二彦
報告Ⅱ　「Ｂ型Ｃ型肝炎　病気と人権」
　　　　　元滋賀県人権センター職員　　　　　田中　守
報告Ⅲ  「相談・啓発を活動と通じて考えたこと・・・」
　　　　　部落差別解消のための啓発を考える会草津　杉江　範昭
報告Ⅳ「変われない現実に思うこと」
特定非営利法人ヒューマンネット滋賀　　山﨑　真由子
報告Ⅴ「ハンセン病回復者と家族の訴え」
　　　　　ハンセン病関西退所者原告団いちょうの会　　　Aさん
対象：参加を希望する者（一般市民、人権推進員、市・ＮＰＯ職員等）
参加者数：35名　Web10名

令和3年度

令和2年度

平成29年度


