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Greetings,
I hope that you are healthy and well during
these unprecedented times. You have been in my
heart and mind, especially during this season of
reflection and appreciation.
This fall marked my 15th anniversary as C.E.O. of
Portland Japanese Garden. It has been my honor
to help shepherd the organization through good
times and bad, through success and at times
challenges, but mostly, through a remarkable
transformational journey seeking to fulfill the
limitless potential of the Garden and its ability to
touch hearts and lives.
Today, the pandemic we are facing has been
perhaps the most challenging moment in our
organization’s 57-year history. We have been
focusing on preserving and securing the work
that we, and those that came before us, have
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拝啓
寒冷の候、
また、未曽有の災禍の中で迎える年の瀬に
あたり、皆様のご健勝を日々念じております。
さて、今年は、私がポートランド日本庭園 の最高経営
責任者に就任してから15周年を数えました。
この間、
人々の心や生活に直に語りかけることのできる庭園の
無限な可能性を追求する中で、
さまざまな成功を収め
ると同時に多くの課題を庭園と苦楽を共にしながら乗
り越え、目覚ましい変革を続けるこの組織を導く役目
を続けさせていただいておりますことを、大変名誉に
思っております。
今日の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は、
弊園57年の歴史で最も困難な状況であると言えるでし
ょう。私どもは、先人が守り伝えてきた無二の文化的財
産を継承し、維持・保全することに注力して参りました。
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done to build this irreplaceable cultural and
community treasure. Throughout the most
difficult of moments this year, I have been
buoyed by the support of so many, especially the
incredible support that we’ve received from our
community around the world, and in particular
those in Japan. We are deeply grateful for our
global community that has come together time
and time again to move the Garden forward in
the fulfillment of its mission.
WORLD-CLASS PROGRAMMING CONTINUES

Though travel limits and COVID-19 restrictions
postponed much of our programming, the last
half of 2020 was not without its meaningful
moments. In August, we upheld our annual
tradition of celebrating O-Bon, done virtually.
On the International Day of Peace in September,
we hosted a virtual tea ceremony, Tea for Peace,
where the mayors of Portland, Hiroshima, and
Nagasaki joined together to symbolize how the
culture and art of Japanese tea can unify people.
In October, we conducted an in-person, sociallydistanced O-tsukimi (Moonviewing) event. And
in November, we opened Healing Nature: Gardens
and Art of Manzanar, an exhibition featuring the
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この困難の時にも、世界各地の多くの人々、
とりわけ
日本の皆様からの応援を受けて支えられてきました。
弊園の使命遂行を後押ししてくれる人と人とのつなが
りに支えられて弊園は成り立っていることに深く感謝
いたします。
ワールドクラスのプログラムの提供
新型コロナウイルスにより、2020年に計画をしていたさ
まざまな行事やプログラムの中止や延期を余儀なくさ
れましたが、後半期には恒例行事やプログラムを催す
ことができました。8月には恒例行事「お盆」のバーチャ
ル配信、国連が定めた9月の国際平和デーには、弊園
主催にて広島市長、長崎市長、ポートランド市長がバ
ーチャルで集う茶会「Tea for Peace」
を開催し、茶の
湯という日本文化を通じて人々の絆を深め平和の大
切さについて想いを共有しました。10月には秋の恒例
行事「お月見」
を、身体的距離（ソーシャルディスタンス）
を徹底し来園者そしてスタッフの安全を確保しつつ庭
園にて行いました。
そして11月には、写真展「Healing
Nature: Gardens and Art of Manzanar」が開幕。
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photography of Ansel Adams, Dorothea Lange,
and Toyo Miyatake. These photos, taken at a
Japanese American internment camp in the
1940’s, highlight lessons learned from World
War II around the importance of the essential
role that nature and gardens in moments of civil
injustice can play. This exhibition, which takes
an important look at a dark period in American
history, has been particularly profound for our
visitors during this tumultuous year in America.
Looking ahead, 2021 programming brings
exciting things. We will be sharing a range
of art exhibitions, made possible through the
generous support of our partners. March of
2021 marks the 10th anniversary of the Tohoku
earthquake, so in acknowledgement and
commemoration, we will present an exhibition
that epitomizes perseverance, hope, and the
power of community through the resiliency
of the Japanese people as well as the journey
of kasagi (crossbeams of a torii gate) from the
shores of Oregon back to a shrine in Hachinohe,
Japan. And this is just the beginning.

本展では、
アダム・アンセル、
ドロシア・ラング、宮武東洋
の3名の写真家による1940年代の日系アメリカ人収容
所内の写真を通じて、不当な扱いの中にあっても自然
と庭が果たす重要な役割という、第二次世界大戦がも
たらした教訓に焦点を当てています。
アメリカの暗い歴
史を直視する本展は、今般の激動の年とも相まって、来
場者にとってさまざまな思索をもたらす機会となったよ
うです。
2021年のプログラムも鋭意企画をすすめております。
春には、2011年3月の東日本大震災10周年を記念し
追悼し、
その震災の津波で流されオレゴン沿岸へ漂着
した鳥居の一部である
「笠木」
を八戸の漁村へ返還す
るプロジェクトを振り返る特別展を開催する予定です。
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Even in these uncertain times, we have much to be
grateful for. So let me say Thank You! Thank you
for allowing me this journey as C.E.O. for 15 years,
for always being there to support and do what’s
right and good for Portland Japanese Garden.
Thank you for the trust to lead, the opportunity
to dream, and the freedom to make mistakes and
learn important lessons along the way.
Each morning as I begin my day, I remind myself
of the Garden’s Mission… “To bring the ideals of the
Portland Japanese Garden to the world: art of craft,
connection to nature, experience of peace.”
My best wishes for a healthy, happy, and
prosperous year ahead. Please stay safe and well
wherever you may be, and I hope to see you again
very soon!

私は毎朝、弊園のミッション
「文化芸術、自然への畏敬、
世界恒久平和の希求」
を心に刻み一日を始めます。
以上、簡単ではございますが歳末のご挨拶とさせてい
ただきます。
皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
どうぞ良いお年をお迎えください。
敬具

With gratitude,

ポートランド日本庭園
最高経営責任者
スティーブ・ブルーム

Steve Bloom
Chief Executive Officer

Phone: (503) 223-1321

この先行き不透明な時代にあっても、日々の感謝は絶
えません。
この15年の間、皆様のご支援をいただきな
がら、弊園の代表取締役として組織の更なる発展のた
めに働かせていただけましたことに深く感謝を申し上
げます。皆様の信用を得て、
そして将来への夢を抱か
せていただきながら、
また、
ときには誤ちも教訓にさせ
ていただける自由を与えていただき誠にありがとうご
ざいました。
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