チマッティ資料館ニュース 8 月 2002
夏の厳しい陽射しのもとで田畑の稲が豊かに実ります。
「これも神様のお恵みです」とチマッティ
神父が教えていました。ご疲労回復のため、必要な休息が得られますようお祈りいたします。
さて、チマッティ神父に関する最近の情報をお伝えいたします。

増える巡礼 − このごろ、チマッティ神父への巡礼が増えています。亀有、豊島、大船、荻窪、
磯子、千葉などの各教会から信徒のグループがまとまってお参りして、資料館を見学し、いただい
たお恵みを報告しに参りました。くも膜下出血や、膵臓ガンを診断された方が治り、痴呆症老人が
三日間も行方不明になり、ご家族がチマッティ神父の墓前で祈っている時刻に見つかるなどという
ような不思議な出来事です。奇跡といえるには完全な医学的裏付けが必要ですが、チマッティ神父
が天から働いておられることを私たちは身近に感じています。
一つの good news − 念願のチマッティ神父のビデオができました。『音楽、自然、日本を愛し
たチマッティ神父』という、一生を紹介する５０分作品です。生まれ故郷、中学時代の写真（初公
開！）、来日以前、来日後の初期・戦前・戦時中・戦後の苦労と働きぶり、病床での姿などが見られ
ます。写真のほかに現地取材、珍しい１６ミリフィルム、生の声とピアノ演奏。バックミュージッ
クには師の２８曲。
「一見は百聞にしかず！」とある通りです。定価 2000 円！ご活用ください。
2 つのコンサート − 4 月 7 日 14：00 碑文谷サレジオ教会で、5 月 11 日 17：00 多摩センター
百貨店ビル（三越・大塚家具）ホールで、チマッティ神父音楽のコンサートが開催されました。い
ずれも有志ボランティアの出演によって大成功！ 心から感謝いたします。
10 月 6 日（日）命日は調布教会で − 今年のチマッティ神父の命日はカトリック調布教会で祝
います。10：30 はミサ、13：00 はコンサート（無料）。是非、ご参加ください。
ファエンツァ市の訪問 − 6月後半ファエンツァ市を訪れ、市当局から歓迎されました。この際、
資料館に不足しているチマッティ神父の作曲９０曲ほどを市の図書館でコピーし、全曲をそろえる
ことができました。この際、著名な彫刻家ジョヴァンニ・チマッティ氏にお目にかかり、2 ﾒｰﾄﾙほ
どの焼き物「恵みの聖母」の浮き彫り、またゴフレード・ガエタ氏から 3 枚のステンドガラスを贈
呈されました。ただいま、チマッティ神父の墓の入口に飾られています。
細川ガラシアのオペラ準備中 − 来年９月の初上演を目指して、東京室内歌劇場主催で、ただ
いま、チマッティ神父作曲『細川ガラシア』というオペラの上演の準備を進めています。方針とし
ては、教会堂を舞台にして宗教劇の形で全国の主な教会で上演することです。ご期待ください。
ホームページの改善 − チマッティ資料館のホームページの内容は豊かですが、接続が悪いと
いう苦情が最近出ています。今回、デザインと中身を改善し、サーバーの容量を増やして見やすく
することに決めました。その作業の最中です。協力してくださる方々に心から感謝いたします。
調布神学院工事完成 − ５０年を経たサレジオ神学院の本館は去年から工事中でした。今年の

5 月に工事が完成し、衣替えで若返りました。資料館の周りも美しくなってきています。
写真の整理完成 − 資料館に無数のチマッティ神父の写真が保存されていますが、今回のビデ
オの撮影を機に、場所や時代の順で分け１６冊のアルバムができました。貴重な資料です。
最初の音楽卒業論文 − 教皇立ミラノ宗教音楽大学でサレジアン・シスター ルチア・マント
ヴァーニ氏は、チマッティ神父の音楽について論文を完成し、満点で卒業しました。私が知ってい
る限り、最初のチマッティ神父の音楽についての論文です。一冊は資料館に寄贈されました。
新しいご絵・
写真はがき − 今まで配布されたチマッティ神父のご絵は、ついに品切れになりま
した。今回、ご絵は６種類、写真はがきは１０種類新しくできました。ご絵は無料、写真はがきは
一枚 20 円、セット 200 円で配布いたします。友人にも広くお配りください。
このとおり、皆さんのご協力によりチマッティ神父の列福運動が広まっています。いま、一番必
要なのは、チマッティ神父を知ってもらうことや、一つの奇跡が得られますよう、その取次ぎを願
うことです。個人やグループでお祈りしたり、その伝記やご絵を配布したり、ＣＤやビデオを広め
たり、開催されるコンサートへの参加を奨励したりすることは、このための有効な手段です。早く
列福の恵みが得られますよう、ご活躍をお願いいたします。チマッティ神父は、必ず、神様のもと
で取り次いでくださり、皆さんのお祈りが受け入れられますようにしてくださるでしょう。
ご家族の上にも神様の豊かなお恵みがありますよう、チマッティ神父のお墓の前でお祈りいたし
ます。
ガエタノ・コンプリ神父

チマッティ神父に関する次のものを注文します

・
本

「
チマッティ神父と歩んだ日々」タシナリ
著

800円

冊

「
日本を愛したチマッティ神父」コンプリ著 特価 100 円

冊

「
DON VINCENT CIMATTI」 英語の伝記

1000 円

冊

1500 円

枚

2 ｢チマッティ神父 その声 その心｣

1500 円

枚

3 ｢マリアさまを歌うチマッティ神父｣

1500 円

枚

2000 円

本

1 セット200 円

ｾｯﾄ

・
CD 1 「
心が歌う チマッティ神父」

･ビデオ 「
音楽、自然、日本を愛したチマッティ神父」
・
写真はがき 10 枚セット
・ご絵

6種

無料

(郵送料は別払いです)
氏名
住所 〒
電話番号

email

６×

枚

Tokyo 28 luglio 2002
Reverendissimo Sig. Direttore
Sono un salesiano missionario del Giappone, che vorrebbe chiederle un favore.
Ho qui un bravo giovane cattolico giapponese KAKISAKO JUN AGOSTINO,
che vorrebbe passare qualche giorno in Italia, e vorrebbe essere ospite possibilmente in una
casa salesiana, anche per essere piu` sicuro e avere un posto piu` economico. E` possibile li` da
voi avere una stanza nei giorni da lui desiderati e a quali condizioni? Penso che l'esperienza di
una casa salesiana gli lasciera` un buon ricordo e sara` utile per le relazioni future.
Io mi trovo attualmente nello studentato Salesiano di Tokyo-Chofu e sono l'incaricato della
Causa di Beatificazione del Ven. Don Vincenzo Cimatti, che certamente fu anche vostro ospite
quando torno` in Italia nel prima e dopoguerra. Prego che dal cielo interceda per voi e vi
ringrazio in anticipo. Don Gaetano Compri SDB

Prego rispondere al seguente indirizzo
Nome: KAKISATO JUN
Indirizzo: 221-0013 YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KU, SHINKOYASU 1-2-2 C1702
Telefono: 045-434-7488
Fax: :

045-434-7488

Email:

fairlady-z-nissan@jp-t.ne.jp

Permanenza desiderata: dal

settembre al

settembre 2002

