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 5 月１９日（金）高松港県営桟橋（JR 高松駅すぐ）から大島青松園までの官有船（無料・予約制） 

 ①グループ 高松港出発時刻（往路）09:10 大島出発時刻（復路）15:00（申込先着 50 名） 
 ②グループ 高松港出発時刻（往路）11:15 大島出発時刻（復路）16:30（申込先着 80 名） 
 5 月２１日（日）岡山駅から光明園・愛生園（往復予約）の送迎バス等について 

・送迎バス（岡山駅～光明園～愛生園）岡山駅西口出発時刻 07:30（1 便のみ：有料（往復）・要予約） 
・送迎バス（愛生園～光明園～岡山駅）愛生園出発時刻 13:00，17:00（２便のみ：有料（往復）・要予約） 
・路線バス 愛生園 15:10～光明園 15:16～邑久駅 15:56 着（愛生園から 710 円、光明園から 620 円）  
  長島愛生園      Tel 0869-25-0321 
  邑久光明園     Tel 0869-25-0011 
  大島青松園     Tel 087-871-3131 
  岡山市民会館     Tel 086-223-2165 
  オークラホテル高松   Tel 087-821-2222    

 
 
 

   

ハンセン病市民学会 
第 1３回 総会・交流集会 in 香川・岡山 
２０１７年 ● 5月１９日（金）大島青松園・オークラホテル高松（高松市） 
      ● 5月２０日（土）岡山市民会館ほか（岡山市） 
      ● 5月２１日（日）長島愛生園・邑久光明園（瀬戸内市） 

主催 ハンセン病市民学会 
後援 岡山県 岡山市 瀬戸内市 香川県 高松市 他（当日全掲示） 

         

ハンセン病問題の前で、一度でも立ち止まってみたあなた、 

少しでも考えてみようと思ったあなた、 

そんなあなたであれば、どなたでも参加は自由です。 

ハンセン病問題には、まだまだ大きな課題があります。 

私たちは今、光を見失ったかのような大きな時代のうねりの中で、 

どういう社会に生きたいのか、どういう社会を願うのか、 

そして私たち自身がどんな生き方を選びたいのか、 

真剣に考えなくてはならない曲がり角に立っています。 

ハンセン病問題は、そんな私たちの固い扉を開いていくための光であり、 

一人一人の考える力、行動する力が試されている問題でもあります。 

交流集会は、そんな一人一人が考える場であり、そんなみんなが集う場です。 

ぜひご参加ください。 

会員以外のみなさんのご参加も歓迎いたします。 

● 参加費 香川大会 1000 円 岡山大会 1000 円 ● 高校生以下は入場無料 
●レセプション 香川（1９日）4500 円、岡山（２０日）3500 円 

● 弁当  

【参加申込方法】申込先 (株)近畿日本ツーリスト中国四国 岡山支店 申込締切 ４月７日( )厳守 
	 	 	 	予約は全て別紙「参加申込書」 	 ( )

 

	  

● お問い合わせ先：岡山現地実行委員会Tel 086-421-0805（近藤剛法律事務所） 
香川現地実行委員会Tel 090-9775-8473（酒井光雄） 
ハンセン病市民学会事務局Tel 06-4394-7078 

 



 

第１３回ハンセン病市民学会総会・交流集会 in 香川・岡山 

全体統一テーマ   島と生きる 
  
● ５月１９日（金） 会場 大島青松園（１～３）・オークラホテル高松（４）
１．フィールドワーク、交流（9：40 ～ 11：40） ＊参加グループ＝①

２．シンポジウム 「大島青松園の過去・現在・未来」（12：30 ～ 14：40） 

 コーディネーター 神谷誠人
    パネリスト 磯野常二
          森 和男
          四国医療専門学校生 

          善通寺東西中学校ボランティア部

＊参加グループ＝①＋②

３．フィールドワーク、交流（15：00 ～ 16：10） ＊参加グループ＝②

＊プログラム１～３の参加グループ①、②については裏表紙「５月１９日」官有船のグループを参照 

４．交流会「大島の人を語る」、レセプション（17：30 ～ 20：30）＊事前申込制 会場 オークラホテル高松 
  
● ５月２０日（土） 会場 岡山市民会館（１～２）・ダイニングバー トロン（３） 
１．開会・総会 （12：30 ～ 13：50）＊手話通訳あり               ＊休憩（13：50 ～ 14：10） 
 

２．交流集会 （14：10 ～ 17：00）＊手話通訳あり 

第 1 部 シンポジウム「隔離の歴史をのこし、つなぐ」 
 コーディネーター 近藤 剛
    パネリスト 森 和男 
          德田靖之
          大月敏雄
          武久顕也 
第２部 中高生の報告「わたしたちの未来へ のこす，つなぐ，むすぶ」 
          瀬戸内市立長船中学校卒業生
          山陽女子中学校・高等学校
          盈進中学高等学校ヒューマンライツ部 

３．全原協・全療協・国賠訴訟弁護団・ハンセン病市民学会 主催 

  レセプション（18 : 00 ～ 20 : 00 ）＊事前申込制             会場 ダイニングバー トロン 

●視覚障害者の方にテキストデータで交流集会、分科会の資料提供をいたします。ご希望の方はハンセン病 
 市民学会にお申込みください。 Ｅ-mail: shimin-g@tiara.ocn.ne.jp ℡.06-4394-7078 

● ５月２１日（日） 会場 長島愛生園・邑久光明園 
１．分科会（9 : 00 ～12 : 00 ） 

【分科会 Ａ】「家族被害を語ろう」                       （会場 長島愛生園） 
第１部 原告から家族被害を聞く 
第２部 パネルディスカッション 
 コーディネーター 莖田信之  
  コメンテーター 国宗直子
    パネリスト 難波幸矢
          林千賀子  
          未  定   
【分科会 Ｂ】「救らい思想とは何だったのか」                  （会場 邑久光明園） 
 コーディネーター 青木美憲
          遠藤隆久
    パネリスト 藤崎睦安  
          近藤 剛
          松岡弘之  
          玉光順正  
          兵藤好美  
          石田 裕   
【分科会 Ｃ】「当事者運動を市民一人ひとりの取り組みの力に」         （会場 邑久光明園） 
 コーディネーター 訓覇 浩  
    パネリスト 志村 康  
          徳田靖之 
          高橋典男  
          宮前千雅子  
          金 貴粉   
【分科会 Ｄ】「瀬戸内３園の世界遺産登録運動の現状と課題」          （会場 長島愛生園） 
第１部 基調報告「世界遺産・原爆ドームが生まれるまで」  
          淵ノ上英樹  
第２部 現状報告  田村朋久  
第３部 パネルディスカッション 
 コーディネーター 則武 透  
    パネリスト 中尾伸治  
          山本典良
          島村鐡二
          釜井大資
          疋田邦男
２．昼食・休憩（12：00 ～ 13：00） 

 
３．フィールド・ワーク（13 : 00 ～14: 30）（15 : 00 ～16: 30）愛生園、光明園とも       ＊事前申込不要 
 
◇ 部会 教育部会 13:00～14:25（場所未定）、他未定 
● 愛生園･光明園間のシャトルバス：ともに「12:40 発」「14:40 発」利用可能（無料･予約不要）  
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