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マミ・ニュースレター 
 

 

主の御降誕、 

新年あけましておめでとうございます。 
 

古川 健一 神父 

 

昨年もマミの皆様には大変お世話になりました。本年度もどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 私にとって 2013年は「工事車両」もしくは「改築」の年でした。隣の保育園が新園舎を

建築するために、司祭館はいつも工事車両が止まっていました。吉塚教会では老朽化した

倉庫を取り壊し、新しいフェンスを設置し、大型車まではいってこれるように門の拡張を

しました。とどめは雨漏りの修理です。信徒会館では崩落した床をすべて取り替え、司祭

館では配線が 50年以上前のものだったので、全ての配線、ついでにトイレ、風呂場のリフ

ォームをしました。次から次に出てくる問題にいつも頭を抱えていましたが、今年はたく

さん気づかせていただけました。 

 ものが存在する。あるといことがどんなにあたりまえでないか。それがどんなに素晴ら

しいことか、感謝すべきことかということです。残念ながら私はそれを、失ってから改め

て気づかされました。改修のため家で風呂、シャワーが出来なかった 2週間、その風呂の

ありがたさに気づかされました。 

 あちらこちらの部屋のコンセントがショートして使えなくなっていたので、延長コード

を継ぎ足してつかっていた煩わしさは今ありません。電気が通じることはあたりまえでは

ないということはいうまでもありません。 

 ものだけではありません。人が存在することが、どんなにあたり

まえでないか、どんなに嬉しいことか、尊いか、いとおしいか、感

謝すべきかということも気づかされました。 

 ハー神父様、そして大切な信者さん、マミのみなさんをなくすた

びに、私のまわりに人々がいることは本当に幸せなことなんだとい

うことに気づかされました。 

 今年は、関わる全ての人、物、全てを失ってからではなく、「いる。」「ある。」こと

があたりまえでなく幸せなんだということをもっと意識して生きたいです。 

 ある日テレビを見ているとドラマの主人公がカール・ブッセの次の言葉を引用していま

した。「やまのあなたの そらとほ(お)く さいはひ(わい)すむと ひとのいふ(ゆう)」解
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釈はいろいろあるとおもいますが、私は次のように解釈しました。幸いを見つけに遠くま

で探しにいったけれど、そこで幸いを見つけることが出来なかった。幸せは遠くではなく、

すぐ近くにあるということに気づくこと、すでに幸いだ

ということに気がつくことが大事なのかもしれません。

それに気づいたときイエスさまが福音で言う「幸せな

人」に近づくのかもしれないと感じました。今年もマミ

の皆様が神さまからくる幸せにたくさん気づくことが

できるようにお祈りしています。 

 

韓国オブレート会での体験                   
■志願者 大城 勉 

 神様のお導きで オブレート会と出会い、2013年 9月から 12月まで、志願者として日本

と韓国のオブレート会の修道院で生活しました。 

 今回は、皆様、あまり御存知ないであろう韓国のオブレート会についてレポートします。 

11 月 1日から 12月 16日まで、私は韓国、水原(スウォン)のオブレート会のコミュニティ

ー(養成の家)で暮らしました。3人の神父様と 3人の神学生が住んでいます。 

 40代の院長の神父様は、以前空軍にいたとのこと。大らかな人柄で、誰に対しても公平

です。みんなから慕われていて、彼を中心に韓国のオブレート会はうまく機能していると

思います。 

 バングラデシュから来られた神父様は、語学の天才です。まだ 30代前半ですが、英語、

韓国語はもちろんのこと、合計 6カ国語を話すそうです。正義感が強く、信仰深い方です。

ボーリングもとても上手で、いいスコアを出していました。もう一人の韓国人の若い神父

様はユーモアの精神もあり、話も上手です。みんなから愛されています。よく勉強してい

て、色んなことを知っています。日本のこともよく御存知で、日本語の勉強もしているそ

うです。 

 この他、ここには 3人の神学生が暮らしています。

彼らは典礼や朝晩の祈り、食事のあとかたづけ、掃

除、雪かき、キムチ作りなど真面目にこなしていま

した。私は韓国語が少ししかわかりませんでしたが、

多かれ少なかれ皆、英語が出来るので、私は助かり

ました。彼ら 3人は、将来、オブレート会の立派な

神父様に育っていくことでしょう。 

 次に私の韓国での活動について書きます。週 3回

私は、オブレート会が運営している"アンナの家"で働きました。ホームレスの人々のため

の食事提供(スープキッチン)と、事情があって家で暮らせない学生たちの世話をする施設

の運営が主な仕事です。 

 スープキッチンには、毎日約 500人位の人々が午後 4時 30分からの食事を食べに集まっ

て来ていました。毎日 20 人位のボランティアが来ていました。主婦、学生、会社員などで

す。私も彼らと一緒に、食事の世話、皿洗い、掃除などをしました。 

 午後 4時 30分からの食事ですが、外では長い行列ができていて、寒い日は本当にお気の

毒でした。食事のメニューも、肉や魚は人気がありますが、トウフやキムチが中心のメニ
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ューの時は少し食べ残しが出ていて、スタッフから注意されていました。 

 日曜日には広州(クワンジュ)の"エマウス"というオブレート会のもう一つの施設に行き

ました。近くの教会で、フィリピンから来た人々のための英語ミサにも出席し、そのあと

彼らと一緒に韓国語の勉強を少ししました。 

 30年以上教員として(そのうち 25年は米国暮らし)過ごして来た私でしたが、神様のお導

きでオブレート会に関わりました。今後も世界に広がるオブレート会の一員として、誇り

をもって働きたいと思っています。皆様、よろしくお願いいたします。  

 

神のみ手のなかで                   
■伊丹教会 福富広子 

(※編集者のミスで、前回号に掲載すべきでしたが、今回号に掲載します。) 

十 主の平和 MAMIの皆さんこんにちは。2013 年 6月 29日、伊丹教会にて、マミ・伊

丹地区集会が行われました。新旧世話役交代の報告、神父様方のお話を拝聴し、実りある

一時を共に過ごさせて頂きました。 

 ブラザー八木のお話で「ありのままを、受け入れる」こ

とを分かち合ってくださいました。お母様の現状を、人前

で話すことは勇気の要する事だと思います。 

お母様の介護にご苦労されておられる事と思います。私の

知人でシスターが居ます。先の東日本大震災と津波によ

り、シスターの実家も被災し、今までの平和な生活が奪わ

れてしまいました。ご家族の都合でお母様を修道院で預か

り、現在も修道院での生活を余儀なくされておられます。故郷に帰れる日は何時になるの

でしょうね。ブラザーのお母様と、シスターのお母様も、「ありのままを、受け入れ」て、

神様から大切に見守られながらすごされておられると思います。 

 ブルゴアン神父様のスリランカの訪問の報告により、マミ・会費が有効に活用されてい

る様子が伺えて良かったです。また、オブレート会創立者の宣教への不屈の精神が、今も

脈々と伝え続けられています。活動の一環にマミ・会員として全聖職者・修道者・若者の

召し出しを祈る事に参加出来る事は大きな喜びと、感謝です。 

 

ＭＡＭＩの集いに参加して               

■中島町教会 青野芳子 

２０１３年１１月９日（土）、高知カトリック中島町教会で、ＭＡＭＩ高知地区の集いが

開かれました。 

昨年、会員の方からお誘いを受けて入会したばかりなので、今回で２回目の参加です。

多くの会員のみなさまが参加されており、古川神父様、ブラザー八木との久しぶりの再会

に和やかな雰囲気に包まれていました。 

そのような中、ビデオレター、古川神父様、ブラザー八木、ヒラン神父様のお話を聞き

ながら、これまで以上に「召命」を願い、お祈りしなければならないと思いました。 

豊かな時代にありながら、迷いや苦しみ、孤独や絶望に病んでいく心・・これらを救う

神様の愛を伝え、導く司牧者を願わなければなりません。 
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古川神父様が近隣の保育園との交流のお話をしてくださいましたが、わたしはある友人

の話を思い出しました。友人の家は、キリスト教とはなんの関係もない家庭でしたが、近

所のカトリックの幼稚園に３年間通いました。朝のお祈り、神様のお話、クリスマスの聖

劇、復活祭、５月のマリア祭など３年間を楽しく過ごしま

した。友人は大人になって、結婚。子供にも恵まれて幸せ

に暮らしていましたが、数年前に事故で、成人したばかり

の子供さんを亡くしました。彼女の苦しみはどのようなも

のだったか・・その友人が苦しみや悲しみの先にたどり着

いた所は、３年間彼女の通った幼稚園のシスターでした。

ずっと連絡もしていなかったシスターをなぜ彼女はより

どころとして選んだのか。４０年前にシスターを通じて、

神様のメッセージは彼女に届けられていたのだと私は思ったのです。古川神父様が関わら

れる子供たちや保護者、先生、ブラザー八木やヒラン神父様が関わられる若者たちにもき

っと神様のメッセージが届けられています。神父様や修道者の皆様の尊い仕事を、受け継

ぎ、担っていく多くの「召命」をこれからも願い、祈っていこうと思いました。 

 

イエスキリストの愛するマミの皆さん         

■ヒラン神父 

この時代に生きている私達が、何を求めているのでしょうか。この時代に生きている私

達が誰に出会ってみたいと思っているでしょうか。答えはいろいろあると思います。 

福音；ルカ 19：4によると、ザアカイという金持が、

イエス様を見るために、走って先回りし、いちじく桑の木

に登ったと書かれています。お金さえあれば何でもできる

と思われている世界に生きている私達もイエス様に出会

ってみたいとか、イエス様の力に触れてみたいとは思わな

いでしょうか。徴税人の頭で金持ちのザアカイはどうして

もイエス様を見たかったのです。ですから自分の欠点であ

った、背が低かったことを乗り越えるためにいちじく桑に

登りました。自分のありのままを受け取ったその行動で、遜る心を持つようになったザア

カイがイエス様を見る事が出来ました。そしてイエス様の力に触れて、人生も変わって、

救いもいただく事が出来ました。「へりくだる者は高められる」（ルカ 18：14）というイ

エス様の言葉がザアカイの人生に実現しました。それはもちろん、ザアカイがイエス様を

見たかったという行動の結果でもありますが、本当のことは、イエス様がザアカイを探し

て来られたのではないかと思います。「人の子は、失われたものを捜して救うために来たの

である」（ルカ 19：10） 

この世界のいろいろな欠点で失っている、迷っている、そして盲人になっている私達も、

イエス様に出会ってみたい、イエス様の力に触れてみたいという思いさえあり、遜る者に

なるなら、今日、そのイエス様の救いが私達一人ひとりを訪れるに違いないでしょう。 

イエス様がどんなお方であるかを見ようとする熱意が、お金に囚われている現代社会に

おいても、強く働きます様に。 

 

http://www.google.co.jp/imgres?hl=ja&rlz=1T4MXGB_jaJP531JP531&tbm=isch&tbnid=JQl002dTj2W47M:&imgrefurl=http://www.tomoshibi.or.jp/oldpage/tushin/otozure/otozure92.html&docid=F_ZssyIOAdhZkM&imgurl=http://www.tomoshibi.or.jp/oldpage/tushin/otozure/images/ot92.gif&w=298&h=230&ei=OcffUqO_FYXokgWcpYDgDw&zoom=1&ved=0CFwQhBwwAw&iact=rc&dur=963&page=1&start=0&ndsp=8
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ほんものは私たちを解放する                      

■ロビンソン神父 

イエス・キリストは常に、神である御父のみこころを行うためだけに生きました。つま

り、イエスは自分の利益のために生きたわけではありませんでした。神である御父のみこ

ころとは、あらゆる人が一人も滅びることなく、すこやかに生きていくことを切実に願う

ことでした。つまり、神は相手のしあわせを望みます。その御父の想いを実現しようとし

て、イエスはイスラエルのあらゆる町や村を歩きまわり、出会う相手を親身になって世話

しました。イエスの生き方は徹頭徹尾、相手を想う御父のいつくしみを生き抜くことだっ

たのです。相手の名前を呼びながら、尊敬の念をいだいて受け容れること。相手に向き合

うイエスの態度には一貫性があります。相手がどんな身分であろうが、どんな弱さや罪を

かかえていようがおかまいなく、イエスは相手を曇りのないまなざ

しで眺めて支えます。税金逃れのために、法律的に適正な団体を作

りあげるような似せ宗教（宗教の名を借りた利益集団）と根本的に

異なる方向性にイエスは突き進みました。にせものは、常に自分の

ほうに人々を取り込んで利用します。相手のすこやかなしあわせよ

りも、まず自分たちの利益のみを優先するのが似せ宗教団体です。

しかし、イエスの場合は常に相手を優先して支える姿勢を貫きまし

た。それゆえイエスは、ちょうど似せ宗教団体とは逆方向の生き方

をしていました。ということは、ほんものの信仰心を備えている者

は相手を決して利用しないことがわかります。相手に奉仕して、ともによろこびながら協

調することが、ほんものの姿勢です。イエスと出会った人は解放されました。ほんものは

私たちを解放します。真の信仰とは、相手をのびやかに活かす動きを生み出します。相手

のすこやかなよろこびを求めて奔走するイエスのまごころに触れた人々は「自分たちがあ

りのままで神から大切にされ、期待されていること」に気づきました。一切のフィルター

をかけずに、何らかのレッテルを貼らずに、ひたすらありのままに自分を親身に支えてく

れるイエスがそばに寄り添うことを実感した人々は、よりいっそう私らしく生きていける

ようになりました。それが、真の解放です。 

 

近況報告                         

■クリスティ神父 

(※編集者のミスで、前回号に掲載すべきでしたが、今回号に掲載します。) 

 マミの皆さんお元気でしょうか。どんどん仕事が増え忙しくなってきているので、しば

らく皆さんに連絡できませんでした。毎日変化している社会に生きている私達にとっても、

色々な事が変化したのを感じていませんか。 

 昨年(2013 年)の 1 月から伊丹に来ている私は、平日は王

たるキリスト幼稚園と伊丹教会の仕事をしていますが、週末

は加古川教会と西脇教会に行って色々な事をしています。王

たるキリスト幼稚園では、英語を教えたり子ども達と楽しく

一緒に遊んだりしています。同時に子供達からも色々な事を

学んでいます。 

http://www.google.co.jp/imgres?hl=ja&rlz=1T4MXGB_jaJP531JP531&tbm=isch&tbnid=xNuqUv72zFpdJM:&imgrefurl=http://blogs.yahoo.co.jp/akaruihivi/4326262.html&docid=lcbr-xrXCYJsaM&imgurl=http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/bf/6e/akaruihivi/folder/759751/img_759751_4326262_0&w=240&h=320&ei=X-TgUqLtCI6ZkAWFzIHoAw&zoom=1&ved=0CKsCEIQcMEU&iact=rc&dur=1139&page=7&start=60&ndsp=10
http://www.google.co.jp/imgres?hl=ja&rlz=1T4MXGB_jaJP531JP531&tbm=isch&tbnid=TLRgLXK5QRQeNM:&imgrefurl=http://www2.town.fuchu.hiroshima.jp/www/contents/1347239670398/index.html&docid=dSm-_HqLPXiNJM&imgurl=http://www2.town.fuchu.hiroshima.jp/www/contents/1347239670398/simple/120918101446_0.jpg&w=600&h=451&ei=axDhUqezEYymkQWnrIGwAg&zoom=1&ved=0CMsBEIQcMCU&iact=rc&dur=1524&page=5&start=31&ndsp=8
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カトリック加古川教会 

 私は今までの人生の中で体験したことがないことを、初めて加古川教会で経験しました。

４月１３日の早朝、私のベットをだれかが動かしているような気がして、目が覚めました。

外を見ると建物がゆれていたので驚きました。一人だったので大変不安でした。スリラン

カでは地震にあったことがなかったのでこのことは一生忘れないでしょう。 

 私は叙階されて４年、日本に来てからまだ３年あまりです。ですから経験が浅いし、ま

た日本語を上手に使うこともできません。これから勉強しないといけないことがたくさん

あるので、皆さんから教えていただければ、とてもうれしいです。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

新年にあたって                     

■クリスティ神父 

 マミの皆さん、ご無沙汰していましたが、今年もよろしくお願いします。 

昨年一年間の伊丹での生活は、さまざまな事を学んだ年でした。伊丹教会の事も王たるキ

リスト幼稚園の事も、そして去年の四月から共同司牧司

祭として加古川、西脇ブロックで働いている事からも、

多くの事を学びました。平日は伊丹教会のミサなどや、

幼稚園の子供達に英語を教えたり一緒に遊んだり、先生

達からも、幼稚園のいろいろなやり方について学びまし

た。週末は、加古川、西脇、加西、小野の教会を交代で

回り、ミサをしたり、病者訪問に行ったり、信者の方と

交流しました。また、この一年間に、幼稚園の子供達から

言われた事が、とても印象に残っています。たとえば 私が日本語の使い方を間違えてい

る時、「神父様、それ違うよ。」とはっきりと、正直に伝えてくれる事は、私にとって良い

勉強になるし、そのことは何年経っても忘れないでしょう。 

 昨年は、山があったり、谷があったように思います。というのは、スリランカの母が病

気になったり、手術する事ができなかったのは、わたしにとって辛い事でした。伊丹と加

古川で、信者さん達と交わった事は、良い経験になりました。日本の事について、もっと

深く知る事ができたし、自分の考え方も広くなっていきます。今までの事に感謝していま

す。これからもよろしくお願いします。 

 

OGF…                           
■ベルナルド神父 

マミの皆様お元気ですか？新年を迎え、どんどん寒くなって、

十分健康を大事にされています？皆さんの為にいつも祈っており

ます。皆さんの応援で、皆さんの御陰で新しく日本に来た私達の

生活はそんなに難しくなくて、感謝致します。 

四ヶ月前の話ですが叙階後 5年未満の神父さん達は、福岡県の源じいの森旅館で集まり

ました。この集まりは OGF（On Going Formation）と申します。私達はもう神父になり

ましたが、先輩達の指導やガイドが必要な為、年に一回か二回ぐらいこの集まりを行なっ

ています。韓国と日本は一つの地区なので、韓国で司牧している神父達と日本で司牧して

http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ir_bcYACAALQzM&tbnid=ZhgE3nPUmGqIeM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www2.ocn.ne.jp/~ch-kako/&ei=exLhUtHoK8a9kAWij4DIAg&psig=AFQjCNFGJ2jz8IWrIzMuZtAqwRL-CffF2w&ust=1390568443791362
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いる神父達は一緒にしています。韓国からは 3人（ペドロ神

父、サムエル助祭、セバスチアン神父）で、日本からは 4人

（ロビンソン神父、ステイーブ神父、セルヴァ神父、ベルナ

ルド神父）が集まりました。残念ですがクリスティ神父は家

族の事情で参加できませんでした。ステイーブ神父とセルヴ

ァ神父とサムエル助祭は一回目の参加なので彼らの歓迎会に

もなっていました。やはり多ければ多いほど楽しかったです。 

二日間、スリランカから来て頂いたロサリオ神父の指導で、私達は一緒に祈ったり、分

かち合ったり、茶話会したり、日本と韓国の文化を勉強した

りしていました。たまたまロサリオ神父様は、日本のオブレ

ート会の黙想指導者をしてくれて、この珍しい機会を利用し

ました。毎日のミサはマミの皆様の為に捧げました。二日間

は短かったですがとても楽しかったです。集まりの後、皆は

黙想会に参加しました。皆様いつも応援してくれて、心から

ありがとう御座います。祈っています。 

 

かけがえのない…                      

■ブラザー八木信彦 

 観光客宿泊者数が一番少ない県が徳島県だそうです。阿波踊り以外にこれといった観光

の目玉がないのですが、私にとって全国に誇れる景観が徳島にはあります。 

 吉野川下流の川幅は優に 1 キロはあり、河口から約 5

キロ間に至ってその幅は保たれており、そこに開けた街

が徳島市です。ということは、下流に架かるその橋や土

手に立つと、360度視界が開け、何も遮られることなく、

大きな広い空や川、遠くの街並みや山並みを眺めること

ができます。大きな鳥も小鳥ものびのびと飛んでいるし、

土手に咲く草花もどこか愛嬌があるし、夕方は太陽の光

が広い川面に当たってきらきらと輝き、その中で水鳥が

浮かんでいます。それはそれはとても美しい光景です。ここを通るたびにこの自然に癒さ

れます。そして、その時の天気、特に空の青さや、太陽や雲の位置、温度によって、川の

色や下流の雄大な風景の表情が変わっていきます。何回もこの場所を車で通りますが、そ

の風景は本当に一度たりとも同じであったことがありません。その上、一日の内でも表情

を幾度となく変えます。なので、その時の風景が愛おしくなり、ここを通るときは、今の

この風景の表情はもう二度と見られない、そんな気持ちで、運転の差し支えにならない程

度に、じっくりこの景色を味わいながら通ることにしています。 

 人も…、そうかもしれない…。その人にしかない美しさ・魅力。そこから癒される不思

議な力。その時々に変わる表情や面持ち。そして何より目の前にいる人は、人生において

二度と同じタイプの人に絶対に出会えないくらいのかけがえのない人…。なので、その人

との今の出会いを愛おしく思い、じっくりと味わいながら関わっていく…、吉野川のよう

に、そんな気持ちになれればいいのですが…、それがなかなかねぇ…。 

 

http://www.google.co.jp/imgres?hl=ja&rlz=1T4MXGB_jaJP531JP531&tbm=isch&tbnid=WGTPOUbH9ZclDM:&imgrefurl=http://www.pref.tokushima.jp/docs/2009102000015/&docid=e8tHHQ7IWDprJM&imgurl=http://www.pref.tokushima.jp/docs/2009102000015/files/yoshinogawa.jpg&w=320&h=213&ei=UQzjUoL_NsbMkgXIxYGYBg&zoom=1&ved=0CK4CEIQcMEY&iact=rc&dur=606&page=11&start=70&ndsp=7
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お知らせ・お祈りのお願い 
◆今年度MAMI地区集会； 

福岡地区集会…２０１４年４月５日(土)  

◆サムエル氏司祭叙階式(右写真；ご両親と共に) 

韓国のサムエル氏の司祭叙階式が１２月７日(土) に 

韓国・水原(スウォン)市で行われました。彼はアフリカ 

のケニアに派遣されることになりました。 

◆訃報 

ジュード神父様のお母様が昨年９月１４日に、ブラザー八木のお父様が１１月２２

日に、ヴィンチェンツォ神父様(韓国)のお父様が今年１月１日に、天の国へ召されま

した。ご冥福をお祈りします。 

◆オブレート会創立 200周年に向けて 

2年後の 2016年はオブレート会が創立されてから 200年の節目の年となります。

オブレート会の精神を深めるために、全世界で準備が進められています。 

◆ハー神父様 

昨年 5月 13日に亡くなったハー神父様の追悼ミサが、2月 16日(日)午前 9時半か

ら高知・中島町教会で、その後納骨式が 11時半から南国墓地で行われます。 

オブレート会と創立者                  

■ジャン・ドゥルアール神父 ■編集：レモン・ブルゴアン神父 

 創立者は会員に２つの質問をする。「そこに行くことを受け入れるか？」「受け入れるな

ら、ひとりひとりが自分が行く意志があるか？」 

 当時の交通手段は、船だけで行けば一生フランスには帰ってこれないだろう。多くのイ

ンディアンの住む土地、情報交換の方法もない、道路もない未開の地。しかし熱意の反応

がかえってきた。「我々は誰も行きたがらない、見捨てられた人のところへ行くのだ。」創

立者は常に人数より質を求めていた。 

 １８２６年に認可を受けた時２２人の会員がいた。当時の名簿を見ると修練院に入った

のは６０人くらいだったが、たった２２人が残った。１８４０年には会員が４５人、修練

者の数は２００人を越えたが４５人しか残っていない。創立者の要求は厳しかった。使徒

的人物を求めていたのでこの４５人はよく選ばれた人といえるだろう。カナダへの派遣の

アンケートをとった時、殆どの人が志願した。 

 １８４１年最初のグループがカナダへ向かった。今なら少人数の管区から宣教地区へ人

を派遣しなさいと言われたら「我々はまだまだ小さな管区だから無理だ」と殆ど断るが、

ド・マズノは大胆さを持って積極的だった。 

決め手としては教会の必要性だった。創立は日記の中で「世界的な発展のきっかけにな

るに違いない」と記している。 

 船で１ヶ月以上かかってニューヨークへ着く。ここでミサをたてた時、ひとりのフラン

ス系の青年が侍者をした。後で神父たちはどこへ行くのかを尋ねた。カナダへの宣教だと

聞くと行動を共にすることを望み、彼は北米最初の会員となる。（彼は靴職人だったが） 

(つづく) 

 

 

 

 

 

 

 

 


