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笠木：友情の鳥居

今年の5月30日、青森県八戸市より小林眞市長率いる24名

の北米訪問団がポートランドを訪れ、弊園で歓迎会を催し

ました。訪問団からは、2基の笠木の返還について当時関

わった個人や企業および弊園に謝意が示されました。笠木

は鳥居の一部であり、2011年の東日本大震災の津波で同市

の大久喜（おおくき）漁港内の厳島（いつくしま）神社から

鳥居が流出、2013年にオレゴン州の海岸に笠木が漂着し

ました。前述の人々の協力により、笠木は大久喜に返還さ

れ、2016年5月に新しい鳥居が再建されました。

小林市長は、「大震災では甚大な被害を受けましたが、流さ

れた笠木がこうして大久喜に返ってきたことは非常に感慨

深い出来事であり、多くの人々に笑顔が戻ってきました。笠

木の返還を支援してくださった皆様のご厚情に深く感謝申

し上げます。再建された鳥居は日米の友好の証として末永く

後世へ語り継がれるでしょう。」と述べられました。

Kasagi: Gates of Friendship
On May 30, the Portland Japanese Garden was 
honored to welcome a delegation of 24 citizens from 
City of Hachinohe and Okuki village, there to express 
gratitude for the return of the lost torii gate pieces. 
The torii pieces had been swept away by the Great 
East Japan Earthquake and Tsunami in 2011 and were 
later found on the Oregon coast in 2013. The Portland 
Japanese Garden tracked down their origination and 
coordinated their reinstatement to Okuki village 
outside of Hachinohe in May 2016.

The delegation included Hachinohe Mayor Kobayashi 
Makato who spoke from the heart saying, “So many 
people grieved when our torii were washed away. Now 
there are many smiles to be seen in Okuki. We came 
so we could express our feelings of deep gratitude in 
person. These torii show the connection between our 
two countries which is felt on a national level and will 
continue for generations to come.”

   Tyler Quinn
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   Tyler Quinn

Also attending were 12 children from the Hachinohe 
middle school. The children each introduced 
themselves in English and then performed a yosakoi 
dance. Following the dance, CEO Steve Bloom was 
joined by International Advisory Board member 
Geoffrey Hoefer and Board of Trustees President 
Dorie Vollum to thank the delegation on behalf of the 
Portland Japanese Garden noting that the two torii 
had “returned to their rightful place.” The ceremony 
then closed with pianist, Lisa Downing, playing her 
original composition “The Torii Gates” inspired by the 
story of the torii’s return.

また、訪問団の青少年団員として参加した八戸市内の中学

生12名には、それぞれ英語で自己紹介をし、全員で「よさこ

い」踊りを披露していただきました。スティーブ ブルーム

庭園CEO、庭園インターナショナル アドバイザリー ボード

メンバー（国際理事会メンバー）のジェフリー ホーファー、

そしてドリー ヴォルム庭園理事長らが支援関係者を代表し

て訪問団に感謝の意を述べ、笠木の里帰りによって導かれ

た新しい友好関係についてお互いに喜びを分かち合いまし

た。歓迎会のフィナーレとして、この笠木のストーリーに感

銘を受けたピアニストのリサ ダウニングさんが、自ら作曲し

た「The Torii Gates」を演奏され、会は心あたたまる雰囲

気の中で盛会裡に終わりました。



F R O M  T H E  D E S K  O F  S T E V E  B L O O M4

A Symbol of Everlasting 
Peace and Friendship

永遠の平和と友好の象徴

Healing Wounds from War

When the World War II came to an end in 1945, many 
painful scars were left behind. In the years following 
the war, anti-Japanese sentiment in Portland and the 
United States was still very real for many, the wounds 
from the war had not healed. 

Less than ten years after the war ended, the first 
Portland-bound commercial ship from Yokohama, 
Japan, pulled into the Port of Portland on a peace 
mission. The ship was carrying a granite snow-
viewing (yukimi) lantern from the city of Yokohama.  

Inscribed with the words “Casting the Light of 
Everlasting Peace,” and later called the Peace Lantern 
– it was a gift to the city of Portland from then 
Mayor, Hiranuma Ryozo, and the city of Yokohama. 
It symbolized the first step in a new relationship 
between Yokohama and Portland. For the first time 
since the war, many Portlanders started to become 
reenergized about the idea of once again having a 
relationship with Japan, both culturally and from a 
business standpoint.

戦争の傷を癒す

1945年に第二次世界大戦は終焉しましたが、多くの人々の心

に深い傷を残すことになりました。戦後、全米そしてポート

ランドでも反日感情はなお実在し、戦争の傷が癒えるのは

遠い将来に感じられました。

戦後10年も経たない頃、横浜港からポートランド港行き商

船が出されました。船には、当時の横浜市長平沼亮三氏が

ポートランドに「友好と平和の灯を点ずる」として寄贈した

雪見灯籠が積載されていました。灯籠には「Casting the 

Light of Everlasting Peace（恒久平和の灯をともす）」と

いう文字が刻まれており、この灯籠は後にピースランタンと

呼ばれるようになりました。灯籠は、横浜とポートランドと

の新しい友好関係の第一歩を象徴し、文化交流と経済発展

の観点から、多くのポートランドの市民たちにとっても日本

との関係の再構築を考え始めるきっかけになりました。

   Robbie Robinson
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Maintaining Meaning and Strengthening Bonds

It’s been 63 years since the peace lantern first arrived 
in Portland, establishing a friendship with the city of 
Yokohama. But like many friendships, time has a way 
of creating a distance and perhaps making us ponder 
the strength of its bond. 

Last year, when Portland Japanese Garden Curator 
Uchiyama Sadafumi was visiting Japan, his Sensei 
Professor Shinji Isoya asked him for advice. Professor 
Shinji was selected as an advisor to the 33rd Annual 
National Urban Greenery Fair in Japan. The city of 
Yokohama had won the bid to host the three month 
event, which is highly celebrated in Japan.

“Professor Shinji did not want just flowers in a 
garden for the Urban Greenery Fair. He was looking 
for a symbol; something tangible. He believes that 
landscape has everything to do with human culture 
and the acknowledgement of history. Over dinner one 
night I mentioned, ‘we have our stone lantern from 
Yokohama,’ and that was it. That is how it started. It 
was a very casual conversation,” said Uchiyama.

平和の意を引き継ぎ絆を強める 

横浜との友好関係を築いたピースランタンがポートランドに

到着してから今年で63年が経ちました。多くの友人関係に

例えられるように、時の流れはお互いの絆の強さを確かめ

合う機会を与えてくれます。

昨年、ポートランド日本庭園ガーデンキュレーターの内山貞

文が日本へ出張した際、「第33回全国都市緑化よこはまフェ

ア」の参与であり恩師の進士五十八（しんじ いそや）教授

より内山にフェアについて相談がありました。

進士先生は、フェアに花や緑だけではなく、何か象徴的で

不朽なものを組み入れたいと考えていらっしゃいました。ラ

ンドスケープは人類文化と歴史の認識に大いに関わってい

るという先生の意思に反応するかのように、内山は、同園

にある横浜市から贈られた石灯籠の存在について伝えまし

た。こうして、2人の食事の席での何気無い会話から、フェア

の新しいアイディアが生まれました。

   Julia Taylor   Heinz Holzapfela
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   Steven McCarthy

   Steve Bloom
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An Idea Takes Hold

Professor Shinji presented the idea of a peace lantern 
to the city of Yokohama. 

The city decided and Mayor Hayashi Fumiko 
supported the idea – to not just commemorate, but 
have an actual object made that would stay in a 
garden in Yokohama. City leaders decided to make a 
replica of the peace lantern.

The city had hoped to display the peace lantern 
similarly to how it is displayed at the Portland 
Japanese Garden.

On March 25th at the grand opening of the event, the 
city of Yokohama revealed its peace lantern to the 
city. It was widely received, especially when the story 
of its origin was told.

“It’s a small thing between two relationships and two 
cities. It’s really a relationship or friendship that has 
been revived. And now, it will only continue to grow 
stronger. Because after 63 years, all the old memories 
are back and that is a wonderful thing,” Uchiyama 
said.

Lantern in Higa Japanese Garden at Yokohama Park Revives 
Old Friendship

The peace lantern at the Portland Japanese Garden, 
now with moss on its top - sits on the east bank of 
the Upper Strolling Pond and serves as a reminder 
of a deep desire for understanding and appreciation 
between two diverse cultures.

Now, 63 years later and nearly five-thousand miles 
away, an exact replica of the Portland peace lantern 
sits in the Higa Japanese Garden in Yokohama, Japan 
casting the “Light of Everlasting Peace.”

“All of a sudden it becomes real again and our 
relationship is back today,” said Uchiyama.

アイディアの実現化

進士先生は横浜市にピースランタンをフェアで紹介すること

をご提案されました。林文子市長はじめ横浜市議会は賛同

し、フェア会場の一つである横浜公園内の日本庭園「彼我

庭園」の再整備に合わせ、ピースランタンの複製を制作し設

置することが決められました。また、横浜市の意向は、ポー

トランド日本庭園に設置されているピースランタンと同じよ

うに池畔に設置したいということでした。

2017年3月25日、フェアのグランドオープンにて新しく完成し

たピースランタンが公開されました。特にその灯籠設置の背

景について大きな評判を呼びました。

「元々は63年前に2都市間に起きたささやかな出来事だっ

たかもしれません。しかし今こうして両市の友好関係がよ

みがえっています。この素晴らしい歴史のおかげで、今後も

両市の関係は成長し続けるでしょう。」内山はそう語りまし

た。

彼我庭園のピースランタン友好関係を復活させる

現在、笠に苔をかぶったポートランド日本庭園のピースラン

タンは、両市がお互いの異文化間の理解と尊重を切望する

シンボルとして、ポートランド日本庭園内池泉回遊式庭の池

畔東側に立っています。

63年の歳月と5,000マイル（約8,000キロ）もの距離を経て、

ピースランタンの忠実な複製は横浜市の「彼我庭園」内に

設置され、今日、故郷でも「友好と平和の灯」を点じていま

す。ピースランタンの歴史が突然現代にかえりみられ、両市

は友好関係の復活の第一歩を踏み出したと内山は実感して

います。



Inaugural International 
Japanese Garden 
Conference 2018 in 
Portland

2018　日本庭園

国際カンファレンス

於 オレゴン州ポートランド

The Garden Society of Japan, North American 
Japanese Garden Association, and Portland Japanese 
Garden are pleased to announce the launch of the 
first-ever International Japanese Garden Conference. 
This inaugural three-day conference will take place 
in Portland, Oregon from September 29 through 
October 1, 2018 and brings together Japanese gardens 
from around the world. 

For more information, please email Portland Japanese 
Garden Deputy Director, Cynthia Haruyama at 
charuyama@japanesegarden.org.

世界の日本庭園関係者が集う初の「日本庭園国際カンファ

レンス」が、日本庭園協会、北米庭園協会、ポートランド日

本庭園の三者共催により開催されます。

	 開催地：オレゴン州ポートランド 

	 会期：2018年9月29日～10月1日（3日間）

本カンファレンスに関する各種お問い合わせは、 

ポートランド日本庭園マネージングディレクター　 

シンシア	ハルヤマ	charuyama@japanesegarden.org	 

までお願いいたします。
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