
受賞団体の沿革

ABriefHistoryoftheRecipient

1940 年、レイ・デビー師は北アフリカの YMCA でボ

ランティアをしていた。 f皮はトブルク(リビア)で\砂

漠での戦争に従事している人々の社会的、物質的、精神

的必要に対して全ての宗教が利用できるセンター設立に

尽力した。 1942 年、彼は戦争捕虜として捕らえられ、 ド

レスデンの近くで拘束された。彼はそこで市内に爆弾が

投下され、たくさんの市民が死んだのを目撃した。捕虜

から解放され家に帰ったレイは、クイーンズ大学(ベル

ファスト)の最初の長老派教会礼拝堂牧師に任命され

た。そこで彼は、自分の仕事の中心としてコミュニティ

ーセンターを設立した。

1963-64 年

和解活動に従事しているキリスト教共同体であるアガ

ペ(イタリア)とイオナ共同体(スコッ卜ランド)を訪

問後、北アイルランドにおける新しいキリスト教共同体

構想検討のためのグループが形成される。また、それに

ふさわしい建物を探した。

1965 勾i

(2 月) コリメーラと H引まれる休日用のゲストハウスを

手に入れ、また「調和の丘」を意味する「コリメーラ J

が新しい共同体の名前として採用された。ボランテイア

のワークキャンプで建物を修繕・修復する。

(10 月) コリメーラセンターは、アガペ共同体の創設者

であるツリオ・ビナイ牧師によって開館される。

レイ・デピー師が|臨時代表として選出される。

1966 年

コリメーラはイースター蜂起の 50 周年を記念し、「コ

ミュニテイ 1966 プロテスタントとローマカトリックの

合同会議j と題した会議を開催した。ダプリンで、起きた

共和主義者のイースター蜂起を祝った。このような合同

での試みはユニークであった。テレンス・オニール・北

16

In1940, theRev.RayDaveyvolunteersforfield

workwiththeYMCAinNorthAfrica.Hehelpsestabｭ

lishacentreinTobruktob巴 used byallfaithstocare

forthesocial, physical, andspiritualneedsofthose

engagedindesertwarfare.In1942heistakenprisonｭ

erofwarandheldnearDresden, wherehewitnesses

thealliedbombingofthecity, inwhichhugenumbers

ofciviliansdied.

Afterreturninghome, theRev.Daveyisappointed

asthefirstPresbyterianChaplaintoQueen's

UniversityBelfast.HeestablishesaCommunity

Centreasthefocalpointforhiswork.

1963-64

Following a series ofvisits to Christian

CommunitiesofReconciliationinItaly(Agape)and

Scotland(TheIonaCommunity), agroupisformed

toexploretheideaofanewChristianCommunity

inNorthernIreland.Thegroupsearchesforsuitｭ

ablepremises.

1965

(February)

Aholidayguesthousecalled“COl ・rymeela" ispurｭ

chased. COl ・ 1・ymeela ， meaning “The Hill of

Harmony ," isadoptedasthenameofthenew

Community.Volunteerworkcampsrepairandrenｭ

ovatethebuilding.

(October)

TheCorrymeelaCentreisopenedofficiallyby

PastorTullio Vinay , founder oftheAgape

Community.
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アイルランド首相は、カトリック教徒とプロテスタント

教徒が和解する申し立てを行うのに、この機会を使った。

他にも、多くの重要な会議がコリメーラにおいて開催

された。それらは、北アイルランド住宅連合、北アイル

ランドホスピス運動、北アイルランド雑婚連合、統合教

育といった団体や、自発的な運動の発展に寄与するもの

であった。

共同体のメンバーは休日をもてない人達のために、コ

リメーラでサマー・ファミリ一週間を行った。ボランテ

イアが家族、子供・、年金受給者のプログラムをリードし

た。またボランティアのワークキャンプでは、施設やそ

の周辺の修繕・修復を継続する。

1968-69年

公民権要求の抗議運動が、「紛争 j の始まりとされる

暴力に発展した。

1970年

コリメーラのメンバーは、ベルファス卜で共同体プロ

ジェクトに関わり、また潜在的に問題のある地域で「サ

マー・プレイ計画J を行った。

コリメーラの個人メンバー達は、プロテスタントとカ

トリックの両方を引きつける目的の政党、同111作りに関

わった。

1971if

8 月 9 日、 300 人が i鮮軍事組 k~~x と接触を持っていると

の容疑で拘禁される。これに続き、ベルファストとロン

ドンデリーで、の暴動が広がっていった。このことで、家

族への脅しからプロテスタン卜とカトリックの居住地が

分離された。

コリメーラは家を失った家族を、センターとパリーキ

ヤツスルの近くの urr に受け入れた。ストレスを感じなが

ら生活する家族との共同作業は、コリメーラの最も大切

なi舌動として続いていく。

(9 月) クロス・オブ・ネイルズは、和解のキリスト教

センターの国際的ネットワークに、コリメーラを紹介す

る機会を与えた。

1973ilO

コリメーラセンターで初めて専従の部長が任命される。

「奉仕と学習 j と呼ばれる長期のボランティアプログ
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TheRev.RayDaveyiselectedaspart-time

leader

1966

CoωITη.)γyme 田ela markst出he fifl加tie凶th ann山nversa 創1' )γyoぱft仙he

RepublicanEaste 飢l' RisinginDublinbyholdinga

c∞onfe引l'羽e町nce entit叫led

ProtestantandRomanCatholicConference."Sucha

jointventureisuniqueatthistime.ThePrime

MinisterofNorthernIreland , Capt.TerenceO'Neill ,
usestheopportunitytomak 巴 a pleaforreconciliaｭ

tionbetweenCatholicsandProtestants.

A numberofothersignificantconferencesare

heldatCorrymeelawInchcontributetothedevelopｭ

mentofvolw1tarymovementsandorganisations,
suchastheNorthernIrelandHousingAssociation,
theNorthernIrelandHospiceMovement , the

NorthernIrelandMixedMarriageAssociationand

IntegratedEducation

MembersoftheCommunityrunSummerFamily

WeeksatCorrymeelaforthosewhocan'taffordholｭ

idays.Volunteersleadprogramm 巴s withfamilies ,
children, andpensioners.Workcampsofvolunteers

continuetorenovateandadaptthebuildingsand

thesite.

1968-69

Theprotestmovementforcivilrightsisovertaken

byviolencemarkingthebeginningofwhatis

referredtoas “ the troubles."

1970

CorrymeelamembersareinvolvedinCommunity

ProjectsinBelfast, andrunSummerPlaySchemes

inpotentiallytroubledareas.

IndividualmembersofCOl・ rymeela areinvolved

intheformationofAlliance , apoliticalpartywhose

aimistoattractbothProtestantsandCatholics

1971

On9thAu 思1st ， 300peopleareinternedonsuspiｭ

cionofhavingparamilitaryconnections.Thisisfolｭ

lowedbywidespreadviolenceinBelfastand

Londonderry.Intimidationoffamiliessegregates

housingintoProtestantestat 巴 s andCatholic

estates.

Corrymeelahostsdisplacedfamiliesatitscentre

andthenearbytownofBallycastle.Theworkwith

familieslivingunderstresscontinu 巴s asacentral

priorityforCorrymeela.
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ラムが始まる。それはボランティアが新しい技術を身に

つけるのと引き換えに 1 年間のボランテイア活動を行

う。これは、プログラムの拡大開発を促進した。

キ1:1/1作活動で殺害されたメンバーの追悼のため、コリメ

ーラの運動場が開放される。

1973-74年

音楽と ]}IJ を通して和解のメッセージを伝えるため、コ

リメーラの歌手と役者の劇団が作られる。

1974年

レイ・デビー師は、コリメーラの専従代表となる。運

営の拠点・施設としてベルファストで家を購入。

1976年

国際的なボランティアチームの施設として、パリーキ

ヤッスルセンターに「コベントリーハウス j カfイ乍ら~1.

る。その家はクロス・オブ・ネイルズから寄贈された。

活発な青年活動のため青年村が作られる。また共同

体、家族プログラム、青年プログラムのため、最初の専

従者が任命された。

準軍事組織によって息子を殺されたメンバーの、モー

ラ・キーレイは、暴力によって家族を失った人々のため

に「クロス・グループJ を形成する。

1977if:

「直接統治、についての批判的見解」をテーマにした政

治会議がコリメーラで開催される。

1978 年

屋内作業施設として、コテージがさらに開館される。

これによって、パリーキャッスルセンターは 3 つの宿泊

施設すなわち、 50 のベッドがある家、 32 のベッドのある

村と 32 のベッドを持つコテージを有した。これにより、

3 つの別々のプログラムが、同時に行われるようになっ

た。

19791'1:

祈りと会合の建物として「クロイ J (心の意)が、 I~~J

館される。

キリスト教教育のための専従者が任命される。

1980flO

レイ・デビー師引退。ジョン・モロ -nm が代表に任命

される。
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(September)

TheCrossofNailsispresentedtoCorrymeela ,
introducingCorrymeelatoaninternationalnetwork

ofChristianCentresofreconciliation

1973
Thefirstfull-timedirectoroftheCorrymeela

Centreisappointed.

Along-termvolunteerprogrammecalled“Serve
andLearn"commences.

Vo叶lunteers giveayea剖l'乍 VOll山.til叫ta創l'γy workinreturn

forlea創rn首n凶1註ing newski孔lI s. Thissupportsthedevelopｭ

mentofmoreextensiveprogrammes.

AplaygTowldatCorrymeelaisopenedinmemory

ofacommunityworkerwhowaskilledforhiswork

f01 ・ reconciliation.

1973-74
TheCor ・1・ymeela SingersandPlayersareformed

asameansofpromotingthemessageofreconciliaｭ

tionthroughmusicanddrama.

1974
TheRev.RayDaveybecomesfull-timeleaderof

Corrymeela.AhouseispurchasedinBelfastasan

administrativebaseandresource.

1976
“Coventry House"isbuiltattheBallycastle

Centretoaccommodatetheinternationalvohmteer

team.ThehouseisagiftoftheCommunityofthe

CrossofNails

TheYouthVillageisbuilttoaccommodatethe

expandingyouthwork.Firstfull-timeworkersare

appointedforCommunitylFamilyProgTammesand

YouthProgrammes.

最初の大きな拡張後のパリーキャッスルの「家 J
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マザー・テレサ尼がコリメーラで講演 (1981 年)

1981 年

(3 月) クイーンズ大学で「政治協力のモデlレj と題し

た政治的な大会議が、ダブリンに拠点をおく「和解のグ

レンクリー共同体」の協力で行われた。

(6 月) 信仰の光によって現在の問題を考え、またすべ

ての世代のためのキリスト教教育の場であるサマーフェ

スタが初めて開催される。テーマは「あなたの王国が来

る」で、基調講演にカルカッタのマザー・テレサ尼が出

席した。現在、サマーフェスタはコリメーラの恒例行事

となっている。毎回 2-3 年ごとに開催され、通常 1.000

人の関係者が出席する。

1983 司

コリメ一ラのメンパ一は、新しく作られた「信仰と政

治に関する教会開グループj で主要な役割を来たした。

その広報誌は継続されており、現代の問題について教会

問グループで話し合われた記録を公にしている。

スタッフのメンバーとして、ローマカトリックの司祭

が任命された。

カトリックとプロテスタントの最初の聖職者会議が行

われた。

1984年

学校担当の専従者が任命される。

1985年

紛争翌日j仰のプロジェクトが始まる。これはコリメーラ
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CommunitymemberMauraKiely, whosesonwas

murderedbyparamilitaries , formsthe “ Cross
Group"asasupportforthosewhohavelostmemｭ

bel'softheirfamilythroughviolence.

1977
PoliticalconferenceatCorrymeelaonthetheme

“A CriticalLookatDirectRule."

1978
TheCottagesareopenedasanadditional

resourceforresidentialwork.Bythistimethe

BallycastleCentrehasthreeresidentialunits, The
Housewith50beds, TheVillagewith32, andthe

Cottageswith32.Thismeansthatthreeseparate

programmescantakeplaceconcurrently

1979
“The Croi"(Irishfor “ the heart")isopenedasa

buildingforworshipandsocialmeetings

A full-timeprogrammeworkerinChristian

Educationisappointed.

1980
TheRev.RayDaveyretiresandtheRev.John

MorrowisappointedleaderoftheCommunity

1981
(March)

Amajorpoliticalconference,“Models ofPolitical

Cooperation," isorganisedatQueen'sUniversity

Belfast , in partnership with the Glencree

CommunityofReconciliationbasedinDublin.

(June)

Thefirst “Summerfest," anall-ageChristianeduｭ

cationfestivalexaminingcurrentissuesinthelight

offaithisheld.Thethemeis"YourKingdomCome"

andMotherTeresaofCalcuttaisthekeynote

speaker. Summerfest is a regular part of

Corrymeela'sprogramme.Itisheldev 巴ry twoto

threeyears , andnormallyattracts1,000 particiｭ

pants.

1983
Corrymeelamemberstakealeadingroleinthe

newlyformed “Inter-Church GrouponFaithand

Politics."Itcontinuestopublishdocum 巴nts emergｭ

ingfromtheinter-churchgroup'sdiscussionson

currentissues.

ARomanCatholicpriestisappointedasamemｭ

bel'ofthestaff.

FirstConferenc 巴 for CatholicandProtestantcler-
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とアルスター大学の合同事業で‘あった。和解活動の実際

的な経験を持つコリメーラがアカデミックな枠内で、警

察、労働組合、地方自治体などの公共団体その他に対し

て訓練を提供するものであった。

1986it:

避難所セダー・へブンは、脅威の中で生活する人々が

直而する必要に迫られて建てられた。

青年活動に対して、テンプルトン・プロジェクト賞を

受賞。

1988110

世界平和のための社会からピース・ポールを受賞。

1989if'.

コリメーラのメンバーである、ノーマン・リチヤード

ソンとカーメル・ヒーネイが、その平和教育活動に対し

てコール国際平和賞を受賞。

1992 勾1

北アイルランド調停ネットワークが、コリメーラの上

位者も入って形成される。コリメーラ共同体との密接な

連係が継続する。

村が改造される。

19931'1:

トレバー・ウィリアムズ師が代表に選ばれる。

1995 王F

子供たちと死別した人々のグループ「梢」が始まる。

1996 年

コテージが改良される。

コリメーラの名前の由来となり、 1965 年に購入された

木造建築が老朽化したため、それに代わるシンプルな家

の建設計画に着手することを決定。予算は 130 万ポンド

(約 2 億 6 千万円、 £1= ￥ 200) 。

19971'1:

コリメーラ、庭野平和賞受賞。

〈レイ・デビー師の著作〉

ｷTakeAwayThisHate.1985(この憎悪を取り去ろう)

ｷFortyYearson GermanyRevisted.1986 (40 年

後:ドイツへの再訪)

ｷAnUnfinishedJourney.1986(終わりなき旅)
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gyisheld.

1984

Full-timeschoolsworkerisappointed

1985

UnderstandingConflictProjectcommences.This

isajointventurebetweenCorrymeelaandthe

UniversityofUlster, bringingCorrymeela'spractiｭ

calexperienceofworkingfOl・ reconciliation within

anacademicframework , providingtrainingforpubｭ

lieandotherbodiessuchasthepolice, tradeunions ,
localgovernment, etc.

1986

SanctuaryUnitCedarHavenbuiltforthose

underthreattomeettheincreasingdemandforthis

proVlslOn

CorrymeelareceivesTempletonProj 巴ct Awardfor

itsYouthWork

1988

CorrymeelareceivesPeacePolefromSocietyfor

WorIdPeace

1989

Norman Richardson and Carmel Heaney ,
CorrymeelaMembers, winKohlInternationalPeace

Prizefortheirpeaceeducationwork.

1992

TheMecliationNetworkforNorthernIrelandis

formedwithCOl・ rymeela membersinseniorposiｭ

tions.A closeassociationwiththeCOl・ 1・ymeela

Communitycontinues.

TheVillageisrefurbished.

1993

TheRev.TrevorWilliams , is 巴lected leaderofthe

Community.

1995

Cor ・rymeela “Tr 巴etops ，" achildren'sbereavement

group , commences.
1996

TheCottagesareupgraded

TheCommunitydecidetoundertakea｣1.3-milｭ

lionplantorebuildthehouseasasimpl巴 structure

toreplacetheworn-outwoodenbuildingwhichwas

boughtbytheCommunityin1965andwhichgave

Corrymeelaitsname.

1997

COl・ rymeela receivestheNiwanoPeac 巴 Prize.
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ｷThePollenofPeac 巴. 1991 (平和の花粉)

ｷChann巴I ofPeace.1993(平和のチャンネル)

〈コリメーラのその他の出版物〉

ｷFrankWright.IntegratedEducationandNew

BeginningsinNorthernIreland.1991/1993(フラン

ク・ライト「統合教育と北アイルランドの新しい始ま

り J)

ｷTomPatterson , OutofDarkness.Poetry1993 (ト

ム・パターソン「暗やみを出て.詩集 J)

ｷRo巴 1 Kaptein , ViolenceintheFamily , 1994(ロエル・

カプテイン「家庭内暴力 J)

ｷBrendanMcAllister¥Death.PeaceandJustice.1994

(ブレンダン・マックアリスター「死、平和と正義 J)

ｷTimePasses.Poetry1995 (f 時が過ぎる.詩集 J)

ｷDuncanMorrowandDerick"Vilson.WaysOutof

Conflic t, 1996(ダンカン・モロー、テ。リック・ウィル

ソン「紛争解決の道 J)

<f 信何と政治に関する教会間グループ」出版物リスト〉

ｷBreakingDowntheEnmity (敵意の打破)

ｷUnderstandingth 巴 Signs ofTimes (II 寺のしるしの理

解)

ｷTowardsanIslandthat"Vorks(働く島に向かつて)

ｷTowards Peac 巴 and Stability(平和と安定に向かつ

て)

ｷRememberingOurPast(我々の過去の記'憶)

ｷBuryingOurDead PoliticalFuneralsinNorthern

Ireland(我々の死者の埋葬:北アイルランドの政治的

葬{義)

ｷTheThingsthatMakeforP巴ace (平和を作るもの)

・ Liberty totheCaptives?(囚われへの自由? )

ｷForgiveusourTrespasses"'? (我々の不法侵害を

赦せ…?)

〈コリメーラについて〉

メンバーシップ 180 名

専従スタッフ 23 名

TheRev.RayDaveyhaswrittenthefollowing

books:

TakeAwayThisHate(1985)

FortyYearsOn:GermanyRevisited(1986)

AnUnfinishedJourney(1986)

ThePollenofPeace(1991)

ChannelofPeace(1993)

OthertitlespublishedbyCor ・I・ymeela Press:

IntegratedEducationandNewBeginningsin

NorthernIreland(Frar 虫 Wright ， 1991-1993)

OutofDarlmess(TomPatterson, Poetry, 1993)
ViolenceintheFamily(RoelKaptein, 1994)
Death , PeaceandJustice(BrendanMcAllister ,
1994)

TimePasses(Poetry, 1995)
WaysOutofConflict(DuncanMorrowandDerick

Wilson , 1996)
ListoftitlesoftheInter-ChurchGroupon

FaithandPolitics

BreakingDowntheEnmity

Unde 飢rst旬anc吋d出ling theSiほgns oftheTimes

Towa 加I' d出s anIslandt出ha叫t Wor!

To 、wards PeaceandStabili 比ty

RememberingOmPast

BmyingOurDead:PoliticalFWleralsinNorthern

Ireland

TheThingsthatMakeforPeace

LibertytotheCaptives?

ForgiveusourTrespasses'..?
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〈コリメーラのプロジェクトと活動〉

-居住施設で、双子の(カトリック/プロテスタント)

学校、青年、大人、教会~;のプロジェクトを、フォロ

ーアップ支援と共に行う。

-社会的、文化的、政治的、宗教的テーマに|刻して、す

べての伝統を持つ人々のための居住開放イベント。

-平和、和解活動の新しいプロジ.エクトに対する支援0

・紛争、調停、キリスト教教育などの分野の訓練と学習

プロジェク卜。

-犠牲者とストレスにさらされている人々に対する保護

と支援。

〈コリメーラの趣旨と目的〉

-プロテスタントとカトリック教徒が、和解のための共

通の証言と使命において分かち合うことができるとい

うしるしとシンボルとなる。

-相手への一無関心、偏見、恐れを取り払い、相互の敬

意、信頼、協力を促進するための話し合い、対話、学

習の機会を社会に提供する。

-暴力と不正行為の犠牲者を支援する;個人、社会の傷

の癒しを可能にし、社会と政治の変革のため、新しい

主導性を促進する。

-現代の信仰と倫理の問題に取り組み、キリスト教徒の

共同体、生活、祈りの新しい表現を発展させる。

ボランティア

1 年間のボランティア

2 年間のボランテイア

その他のボランティア

年間プログラム数

年間プログラム参加者

10 名

2 名

400 名

200件以上

6，000名以上

FactsaboutCorrymeela

Membership 180

Full-timeStaff 23

Volunteers

10one-yearvolunteers

2two-yearvolunteers

400occasionalvolunteers

Numberofprogrammeseachyear 200+

Numberofprogrammeparticipantseachyear

6,000+
Corr・ymeela's AimsandObjectives

ｷTobeasignandsymbolthatPI 叫estants and

Catholicscansharetogetherinacommonwitness

andministryofreconciliation

ｷToprovideopportunitiesformeeting, dialogue,
andlearningincommunitiestodispelignorance ,
prejudice , andfearandtopromotemutual

resp 巴ct ， trust, andcooperation

ｷTosupportvictimsofviolenceandinjustice;to

enablethehealingofpersonalandsocialwounds,
andtopromotenewinitiativesforsocialand

politicalchange

ｷToaddresscontemporaryissuesoffaithand

ethicsanddevelopnewexpressionsofChristian

community, life, andworship

Corrymeela'sProjectsandActivities

ｷResidentialtwinned(CatholiclProtestant)School ,
Youth , Adult, andChurchprojectswithfollow-up

supportwork

ｷOpenresidentialeventsforpeoplefromalltradiｭ

tionsonsocial , cultural, political , andreligious

themes

ｷSupportfornewprojectsinpeaceandreconciliaｭ

tionwork

ｷTrainingandlearningprojectsinthefieldsof

conflict, mediation, Christianeducation, etc
ｷSanctuaryandsupportfOl・ victims andthose

understress.
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