チマッティ資料館便り 2019年
チマッティ神父を慕っておられる皆さん、共に新年を迎えることができて神に感謝いたします。私には米寿の
年でした。これから先、いっそう神様の御手にあることを想い、毎日、皆さんの幸せを祈ります。

ミサ60周年
2018年、私にとって大事な記念の年でした。1958年３月９日横浜のルカ荒井勝三郎司教の手により下井草
教会で叙階されたことのダイアモンド記念です。60年の間ほとんど毎日ミサにおいてキリストの死と復活を記念
しました。この記念にあたって下井草、調布、鷺沼教会、また生まれ故郷の教会で60周年を祝いました。健康
であり、良い友達に恵まれ、多くの仕事ができたことを神様に感謝いたします。宣教師として日本に来られて良
かったと思います。神様がくださる残りの寿命もよく使いたいのです。

左：生まれ故郷で
60 周年のミサ
右：洗礼を受けた
洗礼盤

チマッティ神父の列福運動
今、一番大事な仕事はチマッティ神父の列福のために働くことです。このごろ、グループでもお参りする人や
見学者がずいぶん増えています。フィリピン、香港、韓国、イタリアからも見えます。2018年11月８日サレジオ会
のアンヘル フェルナンデス アルティメ総会長もご来
館しました。チマッティ神父の取り次ぎを感謝する方が
多く、列福のための必要な奇跡が生まれそうな気がし
ます。皆さんも、是非、お祈りください。イエス様は「願
いなさい。そうすれば与えられる」とおっしゃいました。
願わないと与えられないのです。しかし、願う時に「御
こころが行われますように」と付け加えなさい。奇跡は
神の恵みであるからです。
資料館を訪れた総会長一行
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キリシタン関係の音楽
長崎のキリシタンが世界文化遺産に認められました。キリシタンについて一番多
くの音楽を作曲したのはチマッティ神父でしょう。日本最初のオペラ「細川ガラシ
ア」をはじめ、
「使節帰る」
「支倉六右衛門」
「丘の上の十字架」
「原城哭く」
「慰
めの聖母」という六つの歌劇があり、師がキリシタンのことを大事にしていたことの
証拠になります。この一年、原本を参考にしてこれらすべての楽譜が印刷され販
売されました。今はどこでも上演できる状態となっています。

1946 年に出版された『原城哭く』の脚本

調布でのコンサート
2018年のチマッティコンサートはカトリック調布教会

中、今回のコンサートはトップ十に入ります」と褒めてく

で行われました。第一部で、教会の聖歌隊は「慰めの

れました。来年の予定は「原城哭く」という島原の乱

聖母」を上演し、第二部で、上尾市の友清和親先生

のオペレッタです。チマッティ神父が戦時中に作曲した

のコーラスが「放蕩息子」のオラトリオを上演しました。 もので、その脚本は1946年に別冊として印刷されまし
教会の音響がよく、コーラスもソリストも見事でした。皆

た。当時の古い漢字と仮名使いなので、現代用語に

チマッティの音楽が大好きで、是非また歌いたいと言っ

書き直されました。

ています。ある方は「私が与った数多くのコンサート
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2018 年９月30 日カトリック調布教会でのコンサート

2018 年９月30 日カトリック調布教会でのコンサート
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北朝鮮でのチマッティ神父
2019年に教皇が北朝鮮を訪れる話がありますが、1934年９月末、チマッティ神父は
現地教会から招かれてそこでコンサートを開催し、その記録とチラシが残っています。
師は、満州で大成功したのち、９月25・26日中国の境にある新義洲、27日は平城でコン
サートしました。招いたのはメリノール宣教会のモリスMorris司教でした。教会は生き生
きとしていて、若者や求道者が多く、コンサートは大成功でした。チラシにサインを頼む
人が多かったと書いています。28日は韓国の京城、29日は大邱でのコンサートでした。
韓国の教会はパリミッションのラリボー Laribeau司教の指導の下でとても活発でした。
ドン・ボスコも知られていて、当時の多くの新聞記事が残っています。今、韓国でのサレ
ジオ会の活動はとても盛んです。

1934 年９月末の北朝鮮の新
義集でのコンサートのチラシ

チマッティ資料館、有名になる
チマッティ資料館に保存されている物の中、生物学

本の学校で最初にこれほどの教材を取り入れたのは

の標本、特に化石が注目されています。チマッティ神

チマッティ神父である。チマッティ資料館は、この点で

父は既に1934年ごろ、これらを宮崎の小神学校で

も宝物の宝庫となっています。

飾っていました。サレジオ会の道に入る人が自然科学
にも通じていないといけないと考えていたからです。
師が言うには、自然は神から造られ、その中に神の知
恵と愛が現れている、と。化石の大部分はイタリアか
ら来ていますが、一部はボロニャの世界的に有名な
Museo Capelliniカペリーニ博物館からきている。当
時の館長Gordoni氏が送ってくれていた。現在の館
長Gian Battista VaiとStefano Marabini教授は、そ
の事実を確認したうえで、日本の科学史国際学術誌
であるHistoria Scientiarum 2018年３月号の中に英

ボロニャの自然博物館の記念
写真

語で18ページの長い記事を書きました。その監修をな
さった東京大学の地学教授山田俊博氏によれば、日

キリシタン研究が進む
資料館の庭に「沈黙」の映画で有名な主人公のモデル キアラ神父の墓碑があり、ま
た2014年キリシタン屋敷でシドッティ神父の遺骨が発見されました。これらはチマッティ神
父の教え子タシナリ神父に関係があり、その研究のためによく資料館を訪れる人がいま
す。さらに2011年にバチカン図書館で発見された一万三千点以上の古文書を1953年に
そこに送ったのは同じサレジオ会員マレガ神父でした。なお、キリシタン研究でよく知られ
ている故溝部修司教の貴重な資料も調布サレジオ神学院の図書館に保存されています。
これらのことに接している私は、専門家ではなくてもキリシタンにとても興味があり、2018年
５月19日、神津島のジュリア祭にも参加しました。細川ガラシアと同時代なので、彼女の史
実を知りたかったのです。キリシタンの研究は本当に奥深いもの。世界文化遺産に指定さ
れたことで、これからはもっと興味が湧いてくるでしょう。皆さんにもお勧めいたします。
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神津島の
「おたあジュリア」
にまつわる謎の墓塔

ローマでの研修会
2018年４月10日から14日までローマでサレジオ会本

されます。医師は、
「治癒がどうしてできたか説明でき

部主催の列福列聖運動担当者の研修会に参加しま

ない」と証言すればよい。その書類はバチカンの審査

した。驚いたのは、サレジオ会関係の列福列聖候補

委員会の担当医７名に送られる。審査は非常に厳し

者が多いこと。その中に名前の知らない人もいたが、 い。奇跡の最終判断は教会が行います。毎年、何件
「チマッティ神父」の名前を言うと、皆知っていました。 も認められて、福者、聖人が教皇から宣言されます。
プログラムの中に列福の奇跡の審査担当者の話もあり

奇跡は神の声といえるのです。

ました。治癒のことなら、まず担当医の診断書が要求

ローマ研修会にて

調布神学院の新院長
サレジオ会の人事異動が多い年でした。管区長マリオ・山之内神父がさいたま教区の司教になったこ
とで、調布支部の濱口秀昭院長は管区長に選ばれ、田村宣行神父は調布の院長に任命されました。なお、
元のカトリック調布教会の藤川神父は11月２日神に召されました。人材が不足している今の教会では、年
配の私たちも役立つようにしたいものです。神様が後継ぎを送ってくださるように祈ります。

聖骸布は本物
2018年にも聖骸布を知らせる活動を続けてきまし

と思います。機会を作ってくだされば、神がいのちを下

た。私は、本物だと確信しています。1931年、日本で

さるかぎり、全国のどこでも公演する用意があります。

最初にそれを紹介したのはチマッティ神父でした。こ
れを考えると負けたくありません。この一年、上野の文
化会館、また豊吉教会、大泉教会、百合丘教会、藤
が丘教会で、さらにVie montantの会員、横浜聖光
学院父母100名の巡礼者などにも聖骸布のレプリカの
実物大写真の前で講演しました。資料館を訪れる小
さなグループにもしばしば紹介し、イエス様のご受難と
ご復活のことを説明します。そのための最高の資料だ

▲聖骸布に基づく実物大のキリスト像

▲藤が丘教会での講演

皆さんとご家族の上にチマッティ神父の取次によって神様の豊かな恵みがあるように祈ります。
チマッティ資料館 ガエタノ・コンプリ神父
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チマッティ神父のことを広めるために
チマッティ神父関係の資料を簡単に手に入れ、皆さんが列福運動に貢献できるように、書籍、CD，DVDを資料館
だけの特価でお分けします。振込用紙を同封してお送りいたしますので代金をお振り込みください。
チマッティ神父関係書籍・CD・DVD

コンプリ神父関係書籍・DVD

■書籍

■書籍

注文

題 名

頒 価

数量

注文

題 名

頒 価

チマッティ神父 本人が書かなかった自叙伝 上

1500円

こころにひかりを（分かりやすいカトリック入門書）

チマッティ神父 本人が書かなかった自叙伝 下

1500円

これこそ聖骸布 コンプリ神父その真相を語る

1200円

800円

チマッティ神父 日本を愛した宣教師
（一般向きの短い伝記）

100円

キリストと聖骸布 —文庫本 最新情報イースト・プレス出版

1000円

チマッティ神父と歩んだ日々（タシナリ神父著）

600円

聖骸布 詳しい歴史 サンパウロ刊 残り50部

2000円

ほほえみ、慈愛と祈りの人チマッティ神父（クレヴァコーレ著）

600円

人生に光を 旧約聖書 I（分かりやすい旧約聖書の物語）

800円

チマッティ神父の生涯 上・下巻セット
（クレヴァコーレ著）

3000円

知恵の光を 旧約聖書 II（旧約聖書の預言書と知恵文学）

1000円

聖歌集 CANTATE DOMINO ラテン語
（教会聖歌隊用）

1300円

喜びの光を 四つの福音書（分かりやすい合併福音書）

1000円

チマッティ神父によるロザリオの黙想
楽譜Vol.1 ピアノソナタ 国の肇 その他4つのピアノソナタ

200円
1500円

キリストの光を 使徒言行録、手紙、黙示録

900円

人間を考える（人間の諸問題を考えるための教科書）

1200円
各700円

楽譜Vol.2 アヴェマリア
（No.191）よく歌われる名曲

800円

神父様、教えて 小学校1･2年生、3･4年生、5･6年生

楽譜Vol.3 Ave Maria イタリア語の名曲

500円

若者を育てるドン・ボスコのことば（家庭･学校のための教育書）

800円

殉教者シドッティ タシナリ神父著 現代用語改定
G. Compri 監修 序文

800円

楽譜Vol.4 オペラ
「細川ガラシア」
（No.22）

5000円

楽譜Vol.5 オペレッタ
「カルマ」
（No. 24）

3500円

楽譜Vol.6 オペラ
「支倉六右衛門」
（No. 23）

3500円

楽譜Vol.7 オペレッタ
「天正少年使節 帰る」

4000円

楽譜Vol.8 オペラ
「エリコの盲人」

4000円

■ DVD
カトリック入門「こころにひかりを」に基づく 240分

1000円

知っておきたい 聖書の常識 旧約聖書編 115分

1000円

知っておきたい 聖書の常識 新約聖書編 Ⅰ 福音書 175分

1000円

知っておきたい 聖書の常識 新約聖書編 Ⅱ
使徒言行録・手紙 270分

2000円

聖骸布 あなたはどなたですか 90分

1000円

新

楽譜Vol.9 オラトリオ「放蕩息子」

4000円

新

楽譜Vol.10 オペレッタ「丘の上の十字架」

4000円

新

楽譜Vol.11 オペレッタ「原城哭く」

4000円

1 心が歌う チマッティ神父 23曲収録

1000円

2 チマッティ神父 その声 その心 26曲収録

1000円

3 マリアさまを歌う チマッティ神父 18曲収録

1000円

4 チマッティ神父 コンサートセレクション 25曲収録

1000円

5 蘇る チマッティ神父とその弟子の歌声

1000円

6 神と聖テレジアを歌うチマッティ神父 13の合唱収録

1000円

7 チマッティ神父のミサ曲 日本語ミサ その他4ミサ曲収録

1000円

8 チマッティ神父—その声と技 1950年代の収録

1000円

郵送

下記の住所へお送りください

イエスのカリタス会韓国記念 チマッティ神父作 17曲

1000円

聖フランシスコ・サレジオ オペラ 二幕
2007年10月7日上演の記録

TEL

042-482-3117

1000円

FAX

042-490-6707

アブラハム オラトリオ 2009年6月12日上演の記録

1000円

Eメール

db@v-cimatti.com

エリコの盲人 2幕 2010年3月12日上演の記録

1000円

生誕100周年記念Concerto Don Cimatti Faenza 1980

1000円

チマッティコンサート名曲アルバム
2013年11月4日目黒サレジオ教会での上演

1000円

イエスのカリタス会韓国記念 チマッティ神父作 17曲

1000円

■ CD

数量

・価格はチマッティ資料館のみの特別頒布価格です。
・価格はすべて税込の価格です。
・別途送料がかかります。
（3000円以上は送料無料です）
● 注文方法（次のいずれかの方法でご注文ください）

郵送とFAXの場合は、このページをコピーまたは切り取り、ご希望の商品の
注文欄に○印をつけ、数量を記入してください。下の合計金額、住所、氏名、
電話番号を記入しお送りください。

合計金額

¥

ご住所：〒

■ DVD・記念品
音楽・自然・日本を愛したチマッティ神父
オペラ 細川ガラシア 三幕
（2016年10月15日調布グリーンホールでの公演）
新

オペレッタ 天正少年使節帰る／慶長使節支倉六右衛門

しおり 2種類 各10枚セット
ご 絵

1000円
特 価
1000円
1000円

お名前：

各100円
10円

電話番号：

チマッティ資料館 〒182-0033 調布市富士見町 3-21-12 TEL：042-482-3117
（修道院） 070-5590-0890
（直通） FAX：042-490-6707
E-メール：d--b@v-cimatti.com または compri@v-cimatti.com URL：http://www.v-cimatti.com

