シド モアさ んと百年 の夢
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エライザ ・シド モアさ んには、長 い間思 い つづけ て いる、
大きな夢があ りま した。
それ は シド モアさ んが、ふるさと のアメリカをはなれ て、
日本 でくら していたとき のこと。春 にな ると、 まち じ ゅうを
ピ ンク色 にそめる桜 のはな花 のう つく しさ に、心をうばわれ
た のでした。 そして い つしかアメリカにも、 日本 でみた桜並
木を つくりた いと思うよう にな った のです。 そ こで、 アメリ
カ の首都 ワシント ンＤＣに、桜 の木を植え る計画をた てる こ
と にしました。

しかし、 ワシント ンで桜 の花を咲 かせるためには、 たくさ
ん の人 の力とお金が必要 です。
シド モアさ んは、友達 に相談 しま した。 公園をかんりす る
えら い人たち にも、 たくさ ん手紙を書きました。
でも、誰も助け てくれません。 そんな夢 はかなわな いと笑
われ る こともありま した。 シド モアさ んは、何度 もあきら め
そう になりま した。 でも、 い つかワシント ンの街が 日本 の桜
の花 で い っぱ いにな ったら、どんな にすばら し いだ ろうと考
え ると、あきらめる ことが できません でした。

そして、 二十四年 の年月がながれ て いきました。
とき は 一九〇九年 のこと。 アメリカ で新 しく、第 二十七代
目 の大統領が 誕生 しま した。 ウ ィリ アム ・タ フト大統領 です。
そして奥さ ん の ヘレン ・タ フト夫人には、 ホ ワイト ハウ スが
あ る ワシント ンの街を、美 しくす ると いう仕事が与えられま
した。
そ のことを知 った シド モアさ んは、あ ることを思 い つきま
した。 タ フト夫人に手紙を書く こと にした のです。 日本 にあ
る美 し い桜を植え て、 ワシント ンの街をきれ いにしてはどう
でし ょうと伝えま した。

手紙をだ してから、 二日後 のこと です。 タ フト夫人から、
シド モアさ んに返事がとどきま した。

「
ワシント ンに桜 の木を植え ると いう のは、すばら し い考
えだと思 います。街 の中 に桜並木を つく る のはどう かしら。
あなた の意 見をき かせてくださ い。 ヘレン ・タ フトより」
シド モアさ ん の長年 の思 いは、 そ のときたまたま ワシント
ンを訪れ て いた、高峰譲吉博士 の耳 にも つたわ りま した。高
峰 博士 は、 日本 から アメリカにわたり、 アド レナリ ンと いう
薬を発明 した化学者 です。高峰 博士 は、 二千本 の桜を運ぶた
めに、協力す ること にしま した。

そしてもう 一人、 ワシント ンに桜 の花をさ かせるために、
助け てくれ る人があらわれました。

アメリカ の農務省 ではたら いて いた、デ ィビ ッド ・フ ェア
チ ャイ ルド博士 です。博士 は、 それま でに世界中を旅 して、
めずら し い植物を み つけ ては、 アメリカに持ち帰 って植え て
いま した。 日本 の桜 のとり こになり、自分 の家 の庭 に桜 の木
を植え て、育 て方 を研究 していた のです。 日本とは土も気候
もちがう アメリカ で、美 し い桜 の花を咲 かせるために、何度
も失敗をくりかえ して、 ついに成功 した のでした。

フ ェアチ ャイ ルド博士 の住 む地 元には、 三百本 の桜 の木が
植えられま した。 また ワシント ンにあ る学校 の校庭 にも、桜
の木がプ レゼ ントさ れま した。 そ の式典 には、 シド モアさ ん
も参加 しま した。 フ ェアチ ャイ ルド博士も、 日本 から桜を は
こぶために、 手伝 ってくれ ることにな りました。

こう して、 シド モアさ ん の長年 の夢が、 いよ いよ現実 のも
のにな ろうと して いました。
あ る日、尾崎行雄市長 から、 日本大使館を通 して、 アメリ

カに正式な 手紙がとどきま した。
「
東京と ワシント ンの友好 の記念 に、 二千本 の桜を贈 りま
す。」

そして、 一九 一〇年 一月六 日。 日本 の横 浜港を出発 した 二
千本 の桜 の木が、 ワシント ンに到着 しま した。

と ころが、大問題が発生 しま した。

送られ てきた桜 の木が、 日本 から アメリカま で の長 い船旅
の間 に、害虫 にやられ てしま っていた のです。農務 省 の専門
家 たちが相談 した結 果、 ほとんど の木が燃やさ れる ことにな
りま した。

すぐ に桜 の花が咲くよう にと、苗木 ではなく成長 した木を
送 った ことが、失敗 の原因 でした。 東 京 の尾崎行雄市 長 には、
アメリカから おわび の手紙がとどきま した。
それ でもまだ、 シド モアさ ん の夢 は消えませんでした。 そ
の夢 は日本と アメリカで、 たくさ ん の人 の心を動 かし、今 で
は皆 の夢とな って いました。 一度 の失敗 ではあきら められな
いほど、大きく、大きくふくら んで いた のです。

皆 で力をあわせ て、もう 一度 日本 から桜を おくる ことにし
ま した。今度 は前 よりも多 い、 六千 四十本 の桜 です。
前 と同じ失敗を しな いよう に、尾崎市長 の友 人 で、植物 の
専門家 の河瀬春太郎さ んが ていね いに選んだ苗木が おくられ
る こと にな りました。東京 の荒 川近く の桜と、兵庫県伊丹市
の桜を接ぎ 木 して、強 い桜が育 てられま した。皆が心を ひと
つにして、 アメリカに運ぶため の準備を しま した。
そして、横 浜港を出発 したあわ丸と いう船 に の って、 二度
目 の桜が アメリカに運ば れ てきました。 ワシント ンに到着 し

た三千 二十本 の桜 には、害虫も ついておらず、 これま で誰も
みた ことがな いほど、すばら し い木 でした。

一九 一二年、 三月 二七 日。
ヘレン ・タ フト大統領夫 人と、珍 田日本大使夫 人が、 ワシン
ト ンＤＣのタイダ ル池 のそば に最初 の桜 の木を植え ま した。

続け て シド モアさ んも、桜 の木を植え ま した。

日本 から送られた桜 は、 ワシント ンＤＣのほか、 ニ ュー ヨ
ー クなどにも植えられ、 日本と アメリカ の友情 と絆 のシンボ
ルとな りま した。

アメリカ人が桜 の美 しさ に見とれる のを みて、 シド モアさ
んはほほえ みました。最初 に日本 で目にした、 日本 人が桜 の
花を愛 でる様 子を思 い出 していた のです。

や が て、桜が咲く季節 には、 人 々が お花 見をす るためにあ
つまり、 ワシント ンで桜祭 りが開 かれ るよう になりま した。

それから 百年 の月 日が流 れま した。
二〇 一二年、 三月 二十七 日。
オバ マ大統領夫人と、藤崎 日本大使夫 人、 そして地 元 の子供
たちが、 百年続 いてきた 日本と アメリカ の絆が これからも続
く よう にと願 って、 ワ シント ンＤＣ のポ ト マック川 のそば に、
桜 の木を植え ました。

日本 から贈られた桜 は、 ワシント ンに春 の訪れを知ら せる
ために、なく てはならな いも のとな りま した。街中がピ ンク
色 にそまると、 人 々が世界中 から集 ま ってきます。 そして毎
年、 ワシント ンの桜が咲 いたと いう ニ ュー スは日本 にも届け
られます。

シド モアさ ん の夢 は、 百年後 の今も、 そ こに生きる人 々に
愛さ れ、大 切 に守られ て います。

