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８月 日 終戦の日として知られる 年前のこの日、いわゆる玉音放送で昭和天皇が敗戦
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62

戦場からの「土産」

「バンザイ･フラッグ」
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August Special

Does war end?

In Japan, August 15th is known as the anniversary of the end of the Pacific War in which the country surrendered. Here in the
United States, the date is Victory over Japan Day (V-J Day). Now 62 years later, there are still “claw marks” of the war in people's
minds in both the United States and Japan. The North American Post will focus on stories from both sides during this month. This is
the fourth story of the series.

北島、世界競泳でＶ
59 秒 74 の好タイム
4 面へ

“Banzai Flag” to Be Returned

Attitude Regarding Take-Home Souvenirs Changes After War
By Shihou Sasaki
The North American Post

大家友和ドリームツアー
シアトルで開催
8 面へ
Photo by Shihou Sasaki / The North American Post

The machineguns had been fired, the
tanks had shot and tons of bombs had
exploded at southern Arakan Hill, Burma,
at night on May 16, 1944.
Next day, after the battle ended, what
could be seen was only Japanese soldiers’
dead bodies piled up on the field.
Hiro Nishimura, then an-early-20syear-old U.S. Military Intelligence Service
soldier, found a Japanese flag with dozens
of well-wishers’ names. Picking up the
flag, he found out that it was owned by
Seichi Sano, one of the Japanese soldiers
from Tokushima at the battlefield.
“It’s the war time,” said Nishimura, 88.
“Everybody was looking for souvenirs,
any kind. In my way, I wanted to save
it somehow, not to keep it as souvenir
because I thought this Japanese soldier
died for his country.”
The Nisei (second generation Japanese
American) soldier said he wanted to take
items related to Buddhism but could not
find any of what he wanted except for
the flag. Other soldiers brought Japanese
swords, rifles or other items except for the
important Japanese written documents.
Returning to his home, Nishimura
realized his family looked fine after the
years in the incarceration camp. Peacetime
came to him. Nishimura was relieved, and
everything changed after the war.
“Once you got home, you star ted
thinking differently,” he said. “A lot of
respect for the soldier and his family came

U.S. Coast Guard veteran Morey Skaret, left, and his friend Ron Richardson hold a
“Banzai Flag,” which was picked up in South Pacific in 1944 during World War II.

out. It’s very personal and important. It’s
really an heirloom.”
Nishimura put the f lag into a shrine
and prayed for the soldier until he found
an opportunity to return it to the family in
Japan. Mitsuyoshi Tsutsui, an educational
worker from Japan, visited Seattle in
1951, and Nishimura asked him to search
for the soldier’s family. With nearly 10
persons helping and even a local medium's
c ove r a g e fo r t h e n e x t e ig h t ye a r s ,
Nishimura could finally track the family
information.
In fact, the news actually included
additional great information. Nishimura

heard that Sano was still alive in Tokyo.
“He was alive!” said Nish i mu ra ,
smiling. “I was very pleased. The flag was
returned, and Sano-san was still alive. It’s
a double joy. It was a nice ending.”

“We are no more enemy. It was
a happy experience to meet each
other. We were like old friends.”
Nearly thirty years after the f lag’s
return, Nishimura finally made a visit to
Sano in 1988, saying, “We are no more

enemy. It was a happy experience to meet
each other. We were like old friends.”
His case, however, rarely happened.
Morey Skaret, a 94-year-old U.S. Coast
Guard veteran, works on a f lag-return
mission to Japan. He took a flag off of one
dead Japanese soldier in New Guinea in
early 1944.
He said that the item, called a “Banzai
Flag,” on the battlefield was well known to
the U.S. soldiers, and some of them were
eager to collect them for making money.
Japanese soldiers seemed to take items
like watches or canteens from the U.S. or
British soldiers, he added.
“I was young,” said Skaret. “People’s
thinking was quite different. We called it
‘spoils of war.’”
The flag of his does not have the name
of the soldier. But as usual, it has dozens
of names, possibly from the soldier’s
family, relatives and community as well as
a poem for him.
Interestingly, the last names written on
the flag like Okuaki and Shirasu can be
often seen in Yamanashi Prefecture, west
from Tokyo.
Ac c o r d i n g t o a r e p o r t f r o m t h e
continues on page 4

Beth Takekawa Appointed as Wing
Luke Asian Museum Executive Director
By The North American Post Staff

Beth Takekawa, CEO of the Wing Luke Asian Museum, will be appointed as its new
executive director after Ron Chew’s 17 years of leadership. Chew will step down from
his position this coming December after completing the museum's $23.2 million capital

The North American Post photo archive

continues on page 3

Photo Courtesy of PEMCO Webster & Stevens Collection, MOHAI

T

Celebrating 100th Birthday

he Pike Place Market celebrated its 100th Birthday this Friday and showed
appreciation to the former sellers including Japanese farmers before World War
II. In the photo above Japanese farmers show their community spirit by donating
vegetables to needy local families and publicly thanking Seattleites for their
business.
See story on Jpn. page 9

Wing Luke Asian Museum
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The war ret u r n item is mainly
organized by the Ministry of Health, Labor
and Welfare in Japan. The government
asks the clients to send a picture of the
items and as much information as possible
to identify the individual.
He added that the clients need to
expect it to take at least six months to
compete the return. Unexpected situations
including the family’s rejection of the
return of items sometimes happens if
they do not want to be reminded of the
miserable wartime again.
Photo provided by Hiro Nishimura

Banzai Flag

Hiro Nishimura, right, visits Seichi Sano, center, in Tokyo in 1988.

Ministry of Health, Labor and Welfare in
Japan, the origin of the flag is still under
search.
Skaret said that if he cannot return
the f lag to Japan for any reason, he
wants to donate it to some local Japanese
organization like the Seattle Betsuin to
preserve it. He said he does not want to
keep it in his house.
“Otherwise, the flag reminds me of a
lot of [sad] things,” said Skaret.

The Return Mission by
the Japanese Government
According to the Ministry of Health,
Labor and Welfare in Japan, over two
million Japanese soldiers were killed
during World War II. Most of them died

in China, Southeast Asia or on Pacific
Islands. And many U.S. soldiers took some
war items from dead bodies for souvenirs
to their homes.
The ret ur n of war items has been
attempted in the six decades since the
war. In many ways, the missions were not
completed because the Japanese soldiers
are not alive, or the items did not have
much family information.
The Consulate General of Japan in
Seattle is willing to help when the U.S.
side of a family asks to return items, said
Consul Masaya Tanigawa. He said that the
Seattle consulate handled five or six cases
every year, which mostly includes flags,
headbands, photo albums and letters. The
consulate does not deal with the rif les,
swords and bones.

T

he war item return projects
are managed not only by
the government but also by
volunteers’ contributions.
T he war item ret u r n projects are
managed not only by the government but
also by volunteers’ contributions.
Ohio doctor Yasuhiko Kaji, 73, has
returned about 40 to 50 items to families
in Japan in the past 35 years. He still has
over 100 items including f lags, swords,
rifles, helmets, senninbaris and pictures,
whose owners have not been located.
Raised in Japan during the war before
immigrating to the states in 1966, his
heritage includes both his father and
grandfather as Japanese Imperial Military
doctors.
“I have seen people who left for war
and never returned,” said Kaji. “I feel
sorry for the soldiers who fought and died
for the country. I feel sorry for the family.
It is all natural for me to collect dead
soldiers belongings, handle them with due
respect and if possible return them to the
families.”
Three years ago, Kaji’s high school

friend Kiyoshi Nishiha launched a website
for the project, which can be seen at www.
rose.sannet.ne.jp/nishiha/iryuhin/. The
website also opens for families who look
for U.S. or the other Allied soldiers’ items
in the Pacific War.
“I think many Japanese at my age
would feel the same way and have done
the same thing,” said Kaji, who gathered
the items at his own expense.
Those who want to return items often
contact Kaji or reach him at Nishiha’s
website including Ron Richardson, who
helps Skaret’s flag returning project.
Kaji said that he still finds two or three
items from a local military collector’s
show in Toledo. Due to the financial and
time-wise issues, he does not travel the
country, but Kaji said he can easily guess
that there are still hundreds of thousands
of items in the states. And those military
items can be mainly seen at the online
auction sites including eBay, where he
can't match administratively or financially.
“Buying certainly costs you, especially
when other side k nows that I would
really like to get the item,” said Kaji of
the experience that a person offered over
$2,000 for a Japanese flag to sell.
He said that the average price for the
f lag at the time was about $200 on the
market. Swords are the most expensive
ranging from $500 to $5,000, he added.
But Kaji pointed that the clients have
mostly good will.
“They have considerations and feeling
for the families of fallen soldiers,” he said.
“Many people have beautiful hearts and
minds in America.”
And he does the same.
“There is no politics or benefit in this
matter,” said he. “I burn the incenses, pray
for dead soldiers and hopefully can return
items to their families.”

Are you prepared?
We are continuing
the expansion of the
Washelli Columbarium
The Washelli Room
offers a serene and
tranquil environment for
those desiring beautiful,
cost effective cremation
placement options for
you or your loved ones.
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