
カンナのパネルをカンナ・プロジェクトから須坂市に寄贈 

カンナパネル救出劇「一歩踏み出せば無限大の可能性」かんなちゃん語録より 

         カンナの写真パネル寄贈者 非営利任意団体 カンナ・プロジェクト 

  

カンナ・プロジェクトのホームページでゆっくりお読みいただけます。(QR コード)↑ 

１９４５年広島、原爆から１ヶ月、爆心地８２０m に咲いた真っ赤なカンナ。 

「生」を感じるものの全くなくなった焦土に真っ赤な花が咲きました。 

「生きられる」をくれた花です。復興へのはじめの一歩でした。 

皮肉なことに、復興の始まった広島で、枯れたカンナは瓦礫とともに捨てられ、人々の

記憶からも忘れ去られました。 

それから数十年の時が流れこのカンナの写真が見つかったのです。 

「物事にはストーリーがあります」そしてそこには「人」が存在しています。 

このカンナには三人の人が存在します 

カンナが咲いているのを見て写真を撮った一人のジャーナリスト M 氏 

この前のリニューアルで反対を押して掲げる意味を唱えた一人の被爆者 H 館長 

広島の人でさえ知らなかったこのカンナの周知・植栽活動した一人の女性 T 

 

悲惨な展示にどうすることもできなという追体験をした T 

壁一面の白黒の巨大な写真の花が救ってくれた 

カンナがあの日咲いてくれた意味 

多くの人に知ってもらおうと自費で活動を展開している T 

ようやく多くの人の知れるところとなったカンナ・・・13 年の月日が流れました。 

しかし３度目のリニューアルは容赦なくやってきたのです。 



2014 年９月末、この写真がなくなることを T は知りました。   

2004 年から 10 年という月日をかけてひたすら伝えた資料館のカンナの写真。 

多くの人が広島に出向いてこのカンナの写真を見てくださいました。 

ようやく人々の知れるところとなったカンナの写真です。なんとか残して欲しい。 

そういう人たちの声を集めました。 

１ヶ月で３１３５名の署名と１１４人のメッセージを添えてお願いに行きました。 

この署名には須坂の皆様の署名もたくさん含まれています。 

広島平和推進課から「良い方向になるように前向きに対処します」とご回答をいただき

ました。 

 

カンナの写真がある本館の工事着工予定は 2016 年３月でした。 

オバマ大統領の訪問は 2016 年５月２７日。本来なら工事が始まっていたはずの日程。 

しかし原爆資料館東館の工事の大幅な遅れにより本館はそのまま残りました。 

オバマ大統領に本館をご覧いただくことができましたのも何かの巡り合わせのように

感じます。 

広島３校（大州小・己斐小・安田小）のカンナ大使校の子どもたちの「カンナの写真を

見て欲しい」というオバマ大統領への手紙は、外務省を経て、アメリカ大使館からオバ

マ大統領の元に届けられました。（外務省報告による） 

ここには2008年の思いもよらない岸田外務大臣とTの出遭いによるものがありました。 

 

カンナは不思議な出遭いをくれて、たくさんの奇跡を巻き起こしてきました。 

写真は外務省の北米課の方が撮って送って下さったものです。 

カンナ・プロジェクト次世代代表の大学生が手紙を届けてプレゼンした時のものです。 

 

２０１７年６月、原爆資料館東館リニューアルが終わり、新規オープンした東館には、

大きな卓上パネルにデジタル化されてこのカンナの写真は残されました。 

１０数個のタブレットのトップページに残りました。 

そこを順次クリックしていくと、あのカンナの写真にたどり着きます。 



廃墟からの復興にカンナの写真を見ることができます。 

 

 

２０１８年、本館リニューアル完成までの暫定的なものではあるようなのですが、 

１階正面の無料展示場に工事中の本館の主なものが展示してあります。 

あのカンナの写真もかなり小さなサイズになりましたが残りました。 

まずはカンナの写真を残す第１のハードルはクリアできました。 

      

 

 

東館リニューアルオープンと共に、いよいよ本館解体工事が始まります。 

工事は容赦なくこのカンナの写真にも襲いかかりました。 

 

この１３年間の活動の元となった写真です。 

そして本当に咲いたという事実の証です。 

カンナが咲いたことから何を学ばなくてはならないのか、大事な１枚の写真です。 

 

縦２７０×横１６０の巨大なパネルはどうなるのでしょう。 



カンナはまたしてもストーリーを生んだのです。 

ここにも「人」が存在しました。 

広島のカンナ大使（カンナ・プロジェクトの応援団員）K さんが動きました。 

工事の日取りを確認してくださったのです。 

「６月１９日〜２３日の間のどこかで取り壊す」ことを知らせてくださいました。 

カンナの大きなパネルは解体工事の一環として処分されることがわかりました。 

 

カンナを助けなくては！「捨てるなら私に下さい！！」 

 

思わずお電話で平和推進課に言ってしまいました。なんとかなるでしょう。 

署名を届けた部署です。担当の課長は異動となり新しい担当者は N 課長です。  

カンナ・プロジェクトのこの一連をお話し申し上げました。 

「処分するものですからどう使っていただいてもお咎めなしです。ただし原型が残る

かはわかりません。」そのようなミュアンスのご回答でした。 

たとえ原型が残らずともせめてカンナの咲いている部分と解説の文言の部分だけでも。 

そういう気持ちで譲りうける事に致しました。 

解体工事は業者に委ねられた作業です。原型が残る保障はありません。 

 

それでもまずは２段階目もクリアしました。 

 

「人の心は時として奇跡を起こします」 かんなちゃん語録より 

 

初めから諦めないでとにかく進めているうちになんとかなると信じていました。 

 

さてさて、譲り受けることにはなりましたがその大きさは２７０cm×１６０cm 

誰が取りにいってくれるでしょう 

急なことなので東京の私は仕事も予定いっぱい。広島には行かれません。 

３つ目のハードルです 

 

俗な言葉ですが・・・人間って捨てたものではないのです 

初めてこの活動に参加してくださった小学校元校長 T 先生からメールがきました。 

 



「私が取りに行きましょう！」「え〜〜〜！！ ほ、本当ですか？」 

 

３段階目もクリアです 

 

今度は受け取ってもこんな大きなもの預かって下さる人がいない 

４つ目のハードルです 

 

「預かりも私が何とかましょう！なんとかなるでしょう！」 

これも T 先生です 

 

４段階目もクリアです 

 

受け取り・預かりはしたものの引き取る人が必要です。 

５つ目のハードルです 

 

引き取り手に手を上げてくださったのが長野県須坂市の市長でした 

カンナの球根を田辺さん亡き後ご提供下さっている須坂市の M 市長です。 

「他に引き取り手があるなら別ですが、もしなければうちに下さい！」 

なんという素敵なお言葉でしょう 

 

「２７０×１６０ですよ？大丈夫ですか？」「なんとかなるでしょう」 

 

「なんとかなるさ」キーワードですね 

 

「一歩踏み出せば無限大の可能性」 

まさにかんなちゃん語録ですね 

役者は揃いました！！ 

 

５段目の階段クリアです 

平和推進課 N 課長に報告します 

「受け取り・預かり・掲げるところが決まりました！」 



「原型が残るかわかりませんよ」 

「はい、それでもいいです。ボロボロならば継接ぎして使わせていただきます。」 

「そうですか・・・・」 

「そうなると今度は著作権の問題が発生しますので、著作権者の朝日新聞社に問い合わ

せてください」 

 

６つ目のハードルですね 

 

朝日新聞で昨年カンナの特集を組んでくださった記者さんに尋ねました。 

「これこれしかじかであの写真を貰い受ける事になりました」 

「それは良かったですね。T さんが家に飾るなら問題ありません。」 

「いいえ、私の家に入りません（笑）掲げるところも決まりました」 

「そうなると著作料が発生します」 

「はぁ〜」 

またお金です・・・・いろいろ考えました。 

自己資金の活動ですから、植栽・公園に出かける交通費で精一杯です。 

でもこの写真の存在はお金には替えられません 

 

「お支払いします！」 

 

６段目もクリアです 

 

平和推進課 N 課長に報告しました。 

「全て整いました！受け取りに行きます。」 

「えっ、全て決まったのですね・・・・。」 

「それではこちらも出来る限り形を残すように取り外すよう解体業者さんにお願いし

てみます」 

「あ、あ、ありがとうございます！！」 

「人の心は時として奇跡を起こします」 かんなちゃん語録より 

 

心を込めてアクションを起こせば人の心は動いてくれる。 

私はそう信じています。 

しかし、本来は解体業者さんは「ただ取り壊す」だけの取り決めです 



その上原型をとどめることは非常に手間暇かかることです 

ありえないことです。 業者さんが快く承諾くださるか 

 

７つ目のハードルです 

 

ところが・・・ 

「業者さんも出来る限りやってみましょう！と言ってくださったようです。確約はでき

ませんが・・・・」 

「ここまで気持ちが動いて下さることが本当に嬉しいです。はい、確約は要りません。

本当に、本当にありがとうございます。」 

 

７段目の階段ほぼクリアです。 

 

さてさて、もしかすると原型をとどめたまま取り出し成功するかもしれません。 

その時にこちらが対応できないのでは申し訳ありません。その準備が必要です。 

 

８つ目のハードルです 

 

受け取り・預かりは T さん 

引き取り手は長野県須坂市 

運び出しの手伝いにはあのカンナ大使 K さん 

８つ目のハードルは運送です 

 

仮に原型を留めた状態だと重さは１００kg ほどになるのだそうです。 

大きさが２７０×１６０こんな大きなものを運ぶ費用はいったいいくらか・・・・ 

ここは須坂市に直接運送会社さんとのご相談をお願いいたしました。 

まちづくり課 T 課長からのお返事に愕然。な・な・なんと○十万円・・・・ 

「は〜 いよいよここまでか〜・・・・」と そんなさなかに１本の電話がなるのです。 

「りほさん、運搬はどうなっているのですか？」 

広島で２番目にカンナ・プロジェクトに参加して下さった小学校の当時の PTA 会長の

Y さんからです 

「僕にいいアイデアがあるのです」 「えっ？本当ですか？」 

 



「帰り車のトラックを手配できればずっと安く運んでくれるはずです！！」 

「え〜〜〜〜〜〜本当ですか？」 

「確認してみます」 

神様はいると思いました  

再びの電話 

「早速手配しますよ！橘さんは安心していて大丈夫です^^」 

 

これで８段目クリアです。 

すぐに須坂市に連絡しました。 

 

こうしてただ言葉にして書くと緊迫した様子が伝わりにくいですが 

これが１週間〜１０日の間の出来事なのです。 

しかも仕事をしながらの連絡、授業の休憩時間でのほんの短い時間での対応なのです。 

メールを書くのも時間切れのおかしな文章でした。 

電話には出られないことも度々ありました。 

しかも、こちらが決まらなければ次が動けない。 

一つ状況が変われば全てが変わってしまいます。  

そもそもやらなくてもいいことのために皆が心を動かしてくださったのです。 

本当にこの間の心拍数は普段の３倍〜４倍？という毎日でした（ホントです ） 

しかもちょうどこの１週間〜１０日間と言うのは仕事だけでもやりくり大変な中 

その上 仕事だけではなく 

①東京オリンピック・パラリンピックの実現に向けての組織委員会への資料作り 

②インドからの次世代の代表を連れての関係各位へのプレゼン 

③次世代との時間のやりくり 

④インドの代表との連絡の Wi-Fi 関係の難しい中での連絡・・・ 

⑤８月８日のピースアート広島イベント出演の学校とのやりとり 

⑥まだ公表できない１１月２３日の大きな出来事のやりとり 

⑦そしてこの最中に行われた大きな講演の準備 

⑧カンナ・プロジェクト北海道の日程のやりとり、スライドショー作成等々・・・ 



本当に目まぐるしく慌ただしく息もつけないほどの毎日でした 

電話に出られないことしきり。次への対応も遅れます。 

徹夜はもちろんです。 

そんな中での出来事でした  

 

そして当日、カンナ大使 K さんより写真が送られてきました。 

な、なんと無傷です。しかもこのように丁寧な梱包作業です。 

 

 

 

 

 

「人の心が時として奇跡を起こします」 かんなちゃん語録より 

 

 

            （写真右は本資料、広島平和推進課への報告のみに使用） 

 



かくしてあの巨体なカンナの写真は、一路長野県須坂市へと向かうのです。 

 

   

 

搬出と言うよりは私には「救出劇」としか言えない日々でした。 

 

カンナは不思議です。 

忘れられ、気づかれることも少なく数奇な運命を辿ってきました。 

しかしながら、数人の人たちの手によって、想いによって、何らかのタイミングでこの

社会にかろうじて残るのです。 

 

資料館側に工事の日を確認してくださったカンナ大使 K さん 

ありがとうございました。 

すぐに手を上げて受け取りに行ってくださった T 先生 

ありがとうございました。 

引き取りを申し出てくださった須坂市 M 市長 

ありがとうございました。 

安い輸送料を取り次いでくださった Y さん 

ありがとうございました。 

それならと異例の取り外しをしてくださった広島平和推進課の皆様 

ありがとうございました。 

無傷で取り外してくださり梱包までしてくださった解体業者の皆様 

ありがとうございました。 

 

いつも感謝感謝のカンナ・プロジェクトなのです。 

 



そして、そもそも遡れば 

前のリミューアルで掲げて下さった被爆者でもある元平和祈念資料館 H 艦長 

そして誰よりも、1945 年のあの日カンナに気づきシャッターを押さずにはいられなか

った朝日新聞の記者 M さん 

そして誰も知らないと言ったこのカンナのことを知らせ、子どもたちと花を咲かせリ

レーをしてきたこのカンナ・プロジェクトを応援してくださるみなさま 

ありがとうございます。 

 

このカンナはたくさんの人の善意を秘めて、たくさんのあたたかい人たちの手を経て 

このように語り継がれていきます。語り継がれていって欲しいのです。 

人は繋がり、助け合い、お互いに想いを馳せあって生きることを、カンナは教えてくれ

ています。 

「75 年は草木は生えない・・・」 

この文言はある意味真実だったのかもしれません。 

あの日わずか１ヶ月で花は咲いたけれど、文言通り本当に草木が生えるのは 75 年目な

のかもしれません。 

 

75 年目は 2020 年です。東京五輪です。 

 

年々カンナ・プロジェクトは広がり、心ある人たちが携わってくださっています。 

東京五輪会場に真っ赤なカンナを咲かせたいという「カンナ子ども夢プラン」実現に向

けて、次世代の子どもたちと共に具体的に進めています。 

 

詳しくは canna-project.com （１ページ目に QR コードも掲載）でお読みいただけまし

たらこの活動の意味をご理解頂けると存じます。 

 

 

「物事にはストーリーがあります」 カンナちゃん語録より 

そこにある写真は写真に過ぎません。 

しかし、実際に物事は「人」を介して展開されていきます。 

「写真の見えない世界を見る。」そんなことが必要だと思います。 

 

 



2017 年８月３日、須坂にお願いしていた写真が届きました。 

 

この写真のおかげで、思いが繋がります。 

長野県須坂市では、カンナ・プロジェクトで子どもたちが「カンナの花を見たことがな

い」（袋町小講演にて）という言葉に驚き植栽活動を思いついた時、広島にも雪が積も

ると聞いて『雪に強いカンナ』を探して辿り着いた町でした。 

はじめは田辺さんという個人がこの活動に感動して球根を提供してくださいました。 

本当に助かりました。田辺さん亡き後は須坂市長からお申し出があり、引きついでくだ

さっています。この田辺さんの癌の闘病にも広島の廿日市市野子どもたちと私学三育 s

小学校の子どもたちが奇跡を起こしたエピソードがございます。 

カンナは子どもたちに不思議な貴重な体験をさせてくれています。 

今は２０２０参画プログラムに参加しました。 

＊「カンナ子ども夢プラン」に向けて引き続き進めてまいります。 

今までは学校で開けで展開してまいりましたカンナ・プロジェクトで菅、今年から、広

島市民の皆様にも「カンナ里親制度」を設けて２０２０参画プログラムに参加していた

だいています。＊「カンナ子ども夢プラン」についての詳細は別途参照 

（カンナ大使 k 氏撮影） 

写真は、この搬出劇の最中に咲いてくれていた広島市に寄贈した元安川河岸のカンナです 

 

                        以上  2017 年７月２２日 

  


