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米・ポートランド市の財団から平和灯籠　広島市に贈られ
る

news.yahoo.co.jp/articles/7ed49e61aaa5b6d93600e58ce76da593db86b7e7

中国放送

アメリカ西海岸にあるポートランド市の財団が、日米の友好促進などを願う「平和灯籠（と
うろう）」を広島市に贈りました。 【写真を見る】米・ポートランド市の財団から平和灯
籠　広島市に贈られる 14日は、広島市の平和大通りで記念の式典が開かれ、日米の関係者
が出席しました。贈られた平和灯籠は、ポートランド市の日本庭園にある雪見灯籠のレプリ
カです。 雪見灯籠は1954年、日米親善を目的に当時の横浜市長がポートランド市に贈った
もので、日本庭園の「ピースランタン」として親しまれています。 今回、贈られたレプリ
カは、被爆75年の節目に日米の友好促進と恒久平和を願い、制作が企画されました。当初は
2020年に寄贈される予定でしたが、新型コロナの流行で延期されていました。 ポートラン
ド日本庭園財団　スティーブ・ブルームCEO 「平和公園にすぐのところで灯籠を寄贈させ
てもらったことで、本当にうれしく思う」 平和灯籠は16日、長崎市にも寄贈されるという
ことです。
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あなたにおすすめの記事

G7広島サミットに向け　宮島整備など準備　廿日市市

HOME広島ホームテレビ9/12(月) 19:09

ガーナで“平和の大切さ”発信　青年海外協力隊 出発前に
平和学習　広島

HOME広島ホームテレビ9/13(火) 18:35
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「広島大仏」広島市中心部を練り歩き

広島テレビ　ニュース9/12(月) 19:39

「72年ぶり」広島大仏がパレード　広島

HOME広島ホームテレビ9/10(土) 17:29

1:25

【改修の広島市現代美術館】ＬＥＤライトにカフェ…改
修を報道公開

広島テレビ　ニュース9/15(木) 23:08

安倍元総理の国葬　広島県・湯崎英彦知事は出席へ

RCC中国放送9/12(月) 17:59

【速報】新型コロナ　広島市536人・福山市391人・呉
市97人感染　新型コロナ（13日）

RCC中国放送9/13(火) 10:29

【速報】新型コロナ　広島市900人・福山市181人・呉
市191人感染　新型コロナ（12日）

RCC中国放送9/12(月) 11:59

1:01

夏の風物詩「三次の鵜飼」 3年ぶり通常開催を終える

RCC中国放送9/12(月) 12:18
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広島市青少年センター縮小に反対　市民団体が市議会に
請願書を提出

テレビ新広島9/14(水) 19:05

夜にしか咲かない花など　恒例の秋の夜間開園　広島市
植物公園

HOME広島ホームテレビ9/12(月) 11:39

知事と広島市長に「国葬参列しないで」市民団体が申し
入れ　広島

HOME広島ホームテレビ9/9(金) 19:01

旧そごう呉店の建物　来年度に解体　駅周辺の再開発　
複合ビルを建設へ

RCC中国放送9/14(水) 18:38

https://news.yahoo.co.jp/articles/7fcdddfb0f334a72d5d5114c7467991763149f99
https://news.yahoo.co.jp/articles/bae6783530d076dcaf5713c86a40609968d5f212
https://news.yahoo.co.jp/articles/a193c868b3b40223ff0d9038ce7f3d85df78b117
https://news.yahoo.co.jp/articles/fd2ad55c627925b2298b79b501e2e12ca2eed44d
https://news.yahoo.co.jp/articles/43daf720f94107ae7fdd2eb8ab35b3b69f639c62
https://news.yahoo.co.jp/articles/ec1e8d31046b16325ac7c82759436ed5a09eec71


5/12

0:57

広島城をもっと知って！　城郭ジオラマ展　広島

テレビ新広島9/12(月) 11:43

サミット関連費など補正予算案を審議　広島県議会 定
例会

RCC中国放送9/15(木) 16:21

広島県内で2405人感染発表　9人死亡　新型コロナ（10

日）

RCC中国放送9/10(土) 15:51

軽乗用車が自転車に追突　94歳男性死亡　広島・三次市
の国道375号

RCC中国放送9/13(火) 11:11

「事件事故両面から調査」炎上沈没の小型クルーズ船　引き揚げ

RCC中国放送9/12(月) 14:08
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1:28

大仏が人混みをかき分けて…　商店街を練り歩き

テレビ新広島9/10(土) 17:01

【速報】新型コロナ　広島市1233人・福山市418人・呉

市265人感染　1人死亡　新型コロナ（9日）

RCC中国放送9/9(金) 10:33

広島市現代美術館　改修工事を報道公開　来年3月リニ
ューアルオープン

HOME広島ホームテレビ9/15(木) 19:03
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銀行が大学生と中小企業をマッチング　広島

RCC中国放送9/12(月) 19:01

新型コロナ3095人　5人死亡　14日広島

HOME広島ホームテレビ9/14(水) 15:14

1:27

水産資源を守る対策　「海底耕うん」実施　広島・福山
市

RCC中国放送9/12(月) 19:06

広島県湯崎知事「ピークアウトと判断」　“医療非常事
態警報”を解除、“やっぱ広島じゃ割”再開へ

RCC中国放送9/13(火) 16:48

新型コロナ1599人　8人死亡　13日広島

HOME広島ホームテレビ9/13(火) 15:45

広島「道の駅」秋の特産品マルシェ　そごう広島店

RCC中国放送9/13(火) 12:18

0:33

「異臭がする」通報相次ぎ 消防など出動　原因は “洗
剤”　広島・福山市役所近く

RCC中国放送9/15(木) 12:09

https://news.yahoo.co.jp/articles/c8914274e5314196a7111f4784e637912c8358a5
https://news.yahoo.co.jp/articles/9feea01ad9be69a5f0b2d3fd11cf1c15f0190184
https://news.yahoo.co.jp/articles/3bc6b1b1478bb25bc6bd29ae924b0e107c22bf14
https://news.yahoo.co.jp/articles/8f1f8d6ba62c39d81a537e4222725860eef482d0
https://news.yahoo.co.jp/articles/be5ec1cc36090e3229a6f22091128d8b055547b5
https://news.yahoo.co.jp/articles/0e3ebe823cd2f196d091b4e3a372312461834c8b
https://news.yahoo.co.jp/articles/d28f4f49b0990ecbf5398947dbf7af25e8114362
https://news.yahoo.co.jp/articles/a57bcd13212da4f517383aca8b39d686e0c599d7
https://news.yahoo.co.jp/articles/194f582a2f236b20bd1343f24e96199a1fe90004


8/12

0:50

国葬　広島市・松井市長が参列表明　県内から少なくと
も８人参列

テレビ新広島9/14(水) 17:26

安倍元総理の国葬　市民団体が学校に弔意強制しないよ
う求める　広島

RCC中国放送9/12(月) 19:01

「ホテルに行った時点で犯罪になるんぞ」知人の少女と
会おうとした男性から現金を脅し取ろうとした疑い　高
校生の男（18）を逮捕

RCC中国放送9/13(火) 19:06
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2:15

ピカピカに生まれ変わる途中　広島市現代美術館　改修
工事進む

テレビ新広島9/15(木) 18:26

戦後復興の行事を再現　広島の繁華街を練り歩き 「広
島大仏」 湖底にある集落の記憶

RCC中国放送9/12(月) 17:59

新型ワクチン接種費も　G7サミット費用など審議　県
＆広島市議会

HOME広島ホームテレビ9/15(木) 19:03

広島県で2905人感染、8人死亡　15日新型コロナ

中国新聞デジタル9/15(木) 17:00

【速報】広島市と呉市、福山市で2081人感染4人死亡　
14日新型コロナ

中国新聞デジタル9/14(水) 9:48

新型コロナ2905人　8人死亡　15日広島

HOME広島ホームテレビ9/15(木) 16:33

【速報】広島市・松井一実市長が新型コロナ感染　14日
までリモートで公務

RCC中国放送9/9(金) 13:46

新型コロナ1811人　7月20日以来2000人下回る　12日広
島

HOME広島ホームテレビ9/12(月) 15:33

広島県内　2905人感染8人死亡　市町別詳細　15日新型
コロナ

RCC中国放送9/15(木) 16:41
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何が？本川に渦巻状の“水しぶき”　原因「よく分からな
い」　広島

HOME広島ホームテレビ9/15(木) 19:01

広島県内　3095人感染5人死亡　市町別詳細　14日新型
コロナ

RCC中国放送9/14(水) 15:27

1:06

小規模な県立高校4校が合同説明会　中学生に入学を呼
びかけ　生徒たちが学校や地域の魅力をアピール

RCC中国放送9/11(日) 18:18

1:55

広島市 松井市長と福山市 枝広市長が感染　広島県全体
2662人感染（9日）

RCC中国放送9/9(金) 16:18

【詳報】新型コロナ 広島県1人死亡2662人感染　福山は
418人、広島市長と福山市長も感染

山陽新聞デジタル9/9(金) 20:03

【速報】広島県広島市と呉市、福山市で1024人感染3人
死亡　13日新型コロナ

中国新聞デジタル9/13(火) 9:25
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