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アメリカの財団が長崎市に平和の燈籠を寄贈
news.yahoo.co.jp/articles/7131de6cb1fecdaca0450d25750d13a3cb36fa02

長崎放送

戦後、アメリカオレゴン州の都市ポートランドに日本が寄贈した「雪見燈籠」のレプリカ
が、平和を広めるシンボルとして長崎市に寄贈されました。 燈籠は長崎市爆心地公園の一
角に設置されました。 寄贈したのはアメリカ・ポートランドの日本庭園財団。海外では最
高峰と名高い庭園の運営者で1954年頃、横浜市が贈った燈籠を開園当時から設置していま
す。 戦後75年の記念に作ったレプリカを広島市と長崎市に寄贈し、さらに今後3年で世界6

大陸にランタンの輪を広げるとしています。 （ポートランド日本庭園財団スティーブ・ブ
ルーム最高経営責任者）「私たちは、長崎の平和のメッセージを広めます。私たちは、あな
たの平和のメッセージを世界中に広めるパートナーになります。」 「恒久平和の火を灯
す」と刻まれた雪見燈籠、ピースランタン。財団ではシンポジウムの開催とあわせ平和の灯
りを世界に広める予定です。
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あなたにおすすめの記事

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

RCC中国放送9/14(水) 13:16

0:58

アメリカ・ポートランドから「平和灯籠」のレプリカ　
平和大通りに設置　広島

テレビ新広島9/14(水) 11:46
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1:05

原爆投下日時の写真展　忘れないプロジェクト【長崎】

NBC長崎放送9/14(水) 12:21

1:07

「原爆や平和について考え直したいなって思えた」長崎原爆死没者追悼平和祈念館 19

年で入館200万人

NBC長崎放送9/14(水) 20:56

【長崎】「被爆７７年８月９日１１時２分」の写真展　

長崎国際テレビ9/13(火) 22:39

1:11

【長崎】「忘れないプロジェクト」平和の文化事業に

長崎文化放送9/13(火) 20:17

2:28

戦争遺跡 魚雷試験場跡の夏【長崎県川棚・片島魚雷発射試験場跡】

NBC長崎放送9/15(木) 20:54

https://news.yahoo.co.jp/articles/7e0cc486e1badbb4a8e67919e99843a7c00ab2e9
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0:54

「7年分の演し物が一堂に」長崎大くんち展 概要発表

NBC長崎放送9/13(火) 17:16

「８月９日午前１１時２分」を忘れない　長崎で写真展　
被爆者の小川さん呼びかけ

長崎新聞9/14(水) 11:50

長崎駅前交通広場が新しくなる!周辺道路も開通

NBC長崎放送9/16(金) 20:14

長崎原爆の日、忘れない写真展　午前11時2分の日常捉
え

共同通信9/13(火) 16:54

1:30

「被爆地長崎での開催意義が大きくなるよう組み立てていく」G7保健相会合 長崎市開
催決定

NBC長崎放送9/16(金) 18:36

3:06

懐かしの三角屋根も…現在で5代目　長崎駅・駅舎の歴史を映像でたどる ～新幹線がや
ってくる（5）

NBC長崎放送9/13(火) 19:53

https://news.yahoo.co.jp/articles/a9a84bf79f3941a77adc3a5d2b32b02a2ebff54c
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1:07

「長崎に来てもらうため・教会群を守るために」岩崎食
品が世界遺産の基金に累計500万円を寄付

NBC長崎放送9/13(火) 19:31

https://news.yahoo.co.jp/articles/e74a7780ac7fa011ee896c453ecd30f8b3b90cd5
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1:52

長崎市でG7保健相会合開催へ 田上 市長「被爆の実相に触れてほしい」

KTNテレビ長崎9/16(金) 19:28

長崎市梁川町で解体中の建物1棟を焼く火事　けが人な
し

NBC長崎放送9/16(金) 21:48

0:56

【長崎】台風11号　世界遺産「軍艦島」にも被害

長崎文化放送9/13(火) 20:21

「国際平和映像祭」長崎で初開催へ　世界中の学生によ
る作品を上映、審査

みんなの経済新聞ネットワーク9/12(月) 11:08

1:11

【長崎】長崎新地中華街で4年ぶりに「中秋節」

長崎文化放送9/13(火) 20:18

1:07

松浦市鷹島沖で元寇船のいかりの引き揚げ準備はじまる

NBC長崎放送9/16(金) 12:38

https://news.yahoo.co.jp/articles/802c6f60e9022c9bb6b1010c24f2a0143d491545
https://news.yahoo.co.jp/articles/532c335e22d06ba11745ace202c0015c3829068e
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https://news.yahoo.co.jp/articles/14c0c3bb0101aeee3fef7098d3b99714c86558a0
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2:36

長濱ねるさんのトークショーやプロジェクションマッピングも…水辺の森で新幹線歓
迎イベント

NBC長崎放送9/14(水) 17:26

1:03

【長崎】西九州新幹線開業に合わせイベント　水辺の森公園に２１市町の特産品集ま
る

長崎国際テレビ9/14(水) 22:48

1:26

長崎市 ”宿泊施設プレミアム付き商品券” 即日完売

NBC長崎放送9/15(木) 19:03

連合軍捕虜７３人を追悼「平和への誓いを新たに」　長
崎・福岡俘虜収容所第２分所跡地

長崎新聞9/12(月) 10:00

1:27

文明堂社長が名誉ソムリエに就任「ワイン通して ”長崎
の食” を全国に発信していきたい」

NBC長崎放送9/13(火) 19:23

https://news.yahoo.co.jp/articles/b4a6a99a45203eb417e527b21cd0b05782a639a9
https://news.yahoo.co.jp/articles/a43576d199d9b6fb8aa51ea9dd9ffed5253167ee
https://news.yahoo.co.jp/articles/fdf62eb1a25e325d122b24623ee77a40191a685f
https://news.yahoo.co.jp/articles/b60dd292404bab2e60e925df566ea828a1c6e0f5
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19:48

安倍元総理の国葬に大石長崎県知事出席へ

NBC長崎放送9/15(木) 18:43

1:29

全踊町揃い踏み「ながさき大くんち展」10月7日に開幕へ

KTNテレビ長崎9/13(火) 13:08

元和の大殉教から400年…長崎市で記念式典やミサ営まれる

KTNテレビ長崎9/10(土) 16:32

https://news.yahoo.co.jp/articles/e0b4fd052ec2238bbcc92a3408f16abe17d4b676
https://news.yahoo.co.jp/articles/bc83f772a8e54da969ac2d636caccac840443d25
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https://news.yahoo.co.jp/articles/55a7499f78eb5ddaa19f5dd01b3e23a52db66809
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0:51

繁華街が一時騒然　長崎市の路上でトレーラーから炎と
黒煙

NBC長崎放送9/13(火) 17:09

0:51

【長崎】G7保健相会合　長崎市で開催へ

長崎文化放送9/15(木) 20:57

0:31

減便の長崎バスが通常ダイヤへ　長崎市「オミクロン株対応ワクチン」接種へ

NBC長崎放送9/15(木) 18:36

https://news.yahoo.co.jp/articles/bc83f772a8e54da969ac2d636caccac840443d25
https://news.yahoo.co.jp/articles/55a7499f78eb5ddaa19f5dd01b3e23a52db66809
https://news.yahoo.co.jp/articles/4c44669250786b0279792f1918677fa9426e8eec
https://news.yahoo.co.jp/articles/f523f2bfc9a34a0281d568fd0d5541f93b8e0ff3
https://news.yahoo.co.jp/articles/56a36655f72ccd15bb6e28fa64352928aa5b1017
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0:27

諫早市で22日からオミクロン株ワクチン接種開始

NBC長崎放送9/16(金) 18:18

1:23

【長崎】長崎市議会　市と旧統一教会との関係は

長崎文化放送9/15(木) 20:48

1:17

【長崎】来年５月開催　Ｇ７保健相会合　長崎市が内定

長崎国際テレビ9/15(木) 19:40

【長崎】長崎西ロータリークラブ、パールドライが児童
養護施設の毛布を無償でクリーニングする奉仕活動

長崎文化放送9/14(水) 20:37

1:06

板付基地返還５０年「かつて町にアメリカがあった」

九州朝日放送9/13(火) 15:15

https://news.yahoo.co.jp/articles/7b60f99dfc02dcc2712207db8a4cda79a4c73456
https://news.yahoo.co.jp/articles/9a42eef4f6bcf3e364447c00393ca1fb12cd14dc
https://news.yahoo.co.jp/articles/77940d0e9480dc733e30060fe25d3e9919239723
https://news.yahoo.co.jp/articles/7c2cc6e04f3fd744ce9f9a92addd5b27419a4e92
https://news.yahoo.co.jp/articles/49cc45134faa9417476a9067edda914bb90c8294
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0:43

【長崎】観光消費拡大へ　コピーライターがセミナー

長崎国際テレビ9/13(火) 12:37

舞台「シーボルト父子伝」が長崎で初上演…シーボルト
と息子2人の物語

KTNテレビ長崎9/16(金) 12:08

デジタル、アート‥‥世界の多種多様な地図ずらり　岐
阜県図書館

ぎふチャンDIGITAL9/14(水) 19:42

平和メッセージ発信にも…2023年に長崎市でG7保健相
会合開催へ

KTNテレビ長崎9/16(金) 12:09

2:22

3連休に台風14号接近で長崎のホテルは旅行客のキャン
セル増えた一方、避難客の予約が…

NBC長崎放送9/16(金) 19:21

1:02

「GoTo」に代わる全国旅行支援を政府検討…長崎の観
光地「去年みたいに来てもらえたら」

KTNテレビ長崎9/13(火) 19:09

https://news.yahoo.co.jp/articles/27d0ab33e80661856e0b2d5c374193d5ab46ca0d
https://news.yahoo.co.jp/articles/9f9e7d29482e7861a98dc628a36abf5b8244230f
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb4afdceab50ec1fa616e3ff482e79227ea1e4e3
https://news.yahoo.co.jp/articles/040ded527d5a2e640cb67408b39b08ae1764d686
https://news.yahoo.co.jp/articles/4ce93336927c0e7e21034ffef1dc04dc7632eded
https://news.yahoo.co.jp/articles/52bc14f29bafdf9bf6231e8e00a8d7145a0b7a95
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砕氷艦「しらせ」一般公開　５年ぶり長崎寄港　南極の
氷やヘリコプター展示

長崎新聞9/11(日) 10:20

0:50

長崎市梁川町で火災　けが人なし

長崎文化放送9/16(金) 22:28

0:19

【速報】「ボンと大きな音がして煙が上がった」長崎市築町で車両火災

NBC長崎放送9/13(火) 12:26
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