
ソロモン諸島

Don Bosco Oversea Youth Volunteer Group 20年の歩み 2423

派遣先（地域） 参加人数 主な作業

ソロモン諸島（ガダルカナル島テテレ）
8 月 8 日〜 8 月 29 日 15名 ルーラルトレーニングセンターの農場フェンス設置作業

パパイヤの苗植え

2009年度 の派遣活動

2009年度
DBVGの活動

  4 月 インターナショナルデー
  6 月 浜松ボランティア

ドン・ボスコ チャリティーバザー
ホームページ　リニューアルオープン
Ciao44 号発行

  10 月 宣教の日（派遣活動報告会）
11 月 ドン・ボスコ チャリティーバザー

  12 月 クリスマス会
Ciao45 号発行

  3 月 浜松ボランティア
ドン・ボスコ チャリティーバザー

■バザー活動（会場）
東京カテドラル
下井草・調布・碑文谷・三河島教会
横浜サレジオ学院
サレジオ高専
目黒サレジオ幼稚園
京王プラザホテル
桜新町商店街

あなたにとって DBVG はどのようなグループですか？
（アンケートの回答より抜粋）

●自分を成長させてくれる仲間に出会えた場所。●僕の
母なる団体。●自分がそれまで知らなかった人 （々遠い
国の人であったり、同じように悩みを持つ学生や社会人で
あったり）と密接に関わるチャンスをくださる団体。●考
える・行動する・出会う・知る様々な『きっかけ』を頂い
たグループです。●大切な居場所の一つであり、自分と
社会や人とのつながりを拡げる窓口のようなもの。●家
族！ ●貴重な体験をさせていただき、一生のうちなかな
か出会えないような大切な仲間と出会わせてくれるグルー
プです。● DBVG に参加したおかげで、世界観、人生
観が大きく広がりました！初めて広い世界を知った原点。

● DBVG 派遣時に感じたこ
とに、今もずっと挑戦し続け
ています。●若者の目を開か
せ、大きく成長させる良き体
験の場を与えてくれるグルー
プ。●周りの人や出来事にた
いして感謝の気持ちを持つよ
うになったので、自分のター
ニングポイントであり、現在の自分の根底には、DBVG
での経験が大きく占めていると言っても過言ではないと
思っています。…等々。

世界 日本 歌謡曲 流行語 アカデミー賞 受賞作品
新型インフルエンザ大流行、世界
で死者相次ぐ 政権交代　鳩山内閣が誕生 「Someday」

EXILE 草食男子 ハートロッカー

オバマ大統領が就任 日本でも新型インフルエンザ流行 「凍て鶴」
五木ひろし 派遣切り アバター

マイケル・ジャクソンさん急死 「裁判員制度」スタート 「ガラガラ GO!!」
BIGBANG 事業仕分け しあわせの隠れ場所

世界 日本
●韓国のキム・スーハン枢機卿帰天
●教皇ベネディクト16 世、司祭年開幕を宣言

●日本カトリック神学院、開校。
●白柳誠一枢機卿帰天

この年の3大ニュース

この年の教会の動き

この年の3大ヒット
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派遣先（地域） 参加人数 主な作業

ソロモン諸島（ガダルカナル島テテレ）
8 月 14 日〜 9 月 4 日 18名

テテレ教会のトイレ改修工事と井戸の設置
サリ村とタラウラ村でのトイレ設置作業
田植え

2010 年度 の派遣活動

2010年度
DBVGの活動

  5 月 ドン・ボスコ チャリティーバザー
  6 月 Ciao46 号発行
  7 月 浜松ボランティア

チャリティーコンサート（松居慶子＆ツァオ・レイ）
20 周年準備委員会発足

10 月 宣教の日（派遣活動報告会
  12 月 Ciao47 号発行

クリスマス会
  2 月 発足 20 周年記念日（23 日）
  3 月 国内ボランティア（四谷おにぎり仲間）

■バザー活動（会場）
鷺沼・下井草・調布・碑文谷・三河島教会
横浜サレジオ学院
サレジオ高専
目黒サレジオ幼稚園
京王プラザホテル
桜新町商店街

08 年フィリピン、10 年ソロモン諸島に派遣　安井 悠介「貧しさ」に気づければ
（派遣後の感想文より抜粋）

　DBVG の基本理念の一つに、「自分
の貧しさを発見すること」というものが
あります。この「貧しさ」はモノがない

とかお金がないとかいうことでは、もちろんないでしょう。
僕は派遣期間中、度々この「貧しさ」について考えていま
した。なので自分自身の「貧しさ」だけでなく、「貧しさ」
とは何か語らせてください。
　「貧しさ」は「渇き」のようなものだと思います。僕
自身のことを言えば、明確には判りませんが、何か「渇
き」をいやしてくれるものを探して今回の派遣に参加しま
した。今回の作業にちなんで「井戸掘り」でたとえると、
喉を潤し、生きていくのに必要な水を求めて、あるいは
水脈を探る方法を知りたくてソロモンに行ったような気

がします。本当は、逆に、人のために井戸を掘る立場、
つまり与える立場でなければならないのかもしれないの
ですが。（中略）
　「貧しさ」は単に負の意味しか持たないものではないと
思います。「渇き」が人に井戸を掘らせるなら、やはり意
味のある「渇き」です。また、その井戸を掘ることによっ
て人々が分かち合いの味を味わうことできます。このよう
に考えると、「貧しさ」は気づくことができれば「富」に
変わると言えるのではないでしょうか。より豊かな人間
関係を築くために、どんな状況にあっても自分の至らな
さや貧しさを思い出し、そして人の求めていることを意識
できるようになりたいです。

世界 日本 歌謡曲 流行語 アカデミー賞 受賞作品
北朝鮮の韓国砲撃等で朝鮮半島緊
迫

尖閣諸島沖で中国漁船が海保巡視船と衝突、海上保安官
が撮影ビデオを流出

「I Wish For You」
EXILE ゲゲゲの 英国王のスピーチ

チリ鉱山落盤事故。69 日ぶりに作
業員 33 人全員救助 ノーベル化学賞に根岸氏、鈴木氏 「心ざんばら」

近藤真彦 いい質問ですねぇ インセプション

北朝鮮の指導者金正日総書記の後
継者に三男、金正恩氏 宮崎で「口蹄疫」発生 「夢見る 15 歳」

スマイレージ 無縁社会 ソーシャル・
ネットワーク

世界 日本
●教皇ベネディクト16 世、「新福音化推進評議会」の設置を発表 ●高見三明長崎教区大司教、原爆 65 周年に当たり、被爆マリア像を

携え訪米。ニューヨーク国連本部でバン事務総長と会談。

この年の3大ニュース

この年の教会の動き

この年の3大ヒット



定例会
毎月第 3 土曜日に事務局にて行われます。
新しいメンバーを交えてチームを築きなが
ら派遣活動の準備をしたり、派遣活動後は
報告会を行い、活動の振り返りを通してそ
れぞれの学びや気づきを深めていきます。
OBOG や様々な分野の講師を招いての学習
会のほか、クリスマス会や新年会なども企画
して行われます。

国内ボランティア
海外ボランティアを通して学んだことを活
かす一つの形として、国内でのボランティア
活動にも励んでいます。これまでに浜松教
会で行われているホームレス支援活動や就
学支援活動の手伝いを行ったりしています。
2011 年 3 月 11日に発生した東日本大震災
の被災地にも支援活動のための派遣を始め
ました。

事務局の活動
毎週火曜日に活動を行います。派遣活動の事
務手続きや会計管理、バザー出店の準備と
実施、通信誌「Ciao」の発行他、DBVG の
運営において大切な役割を果たしています。

報告会
夏の海外派遣活動を終えた後、後援者やご
家族をはじめ、OBOG、事務局の方、また
DBVG の活動に興味のある方に報告会を行
います。「世界宣教の日」（10 月）に合わせ、
その集いの中で行います。「地球に笑顔が満
ちるまで」というモットーを掲げた“笑顔の
宣教師”として派遣活動の報告をします。

１０年 ソロモン諸島に派遣　伊藤  虹児感謝の連鎖
浜松教会でのボランティアに参加して、私が感銘を受けたのは、浜松教会のホームレス
支援グループがブラジル人の主導によって発足し、日本人と共に１５年間も活動を続け
ていることでした。まだブラジルの人々が移住して間もない頃、地域の日本人が温かく
彼らと接した、その時の感謝の心が、今の活動の始まりだと聞きました。きっと、支援
活動を続ける中でより多くの感謝や喜びが生み出されてきたことだと思います。私はふ
と「感謝は連鎖しているのかな」と感じました。　文化の違いや言葉の壁を越えて、彼
らの思いが点ではなく線となって連綿と続いているのは、とても尊いことです。そんな
共同体の中でお手伝いをすることができ、とても幸せであったと振り返りました。　私
自身、実生活の中で抱く感謝の心を他の人へしっかりと繋げていけるようにしようと思
いました。
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派遣者リスト
年 代表責任者 事務局長 派遣先 派遣者名 引率担当者 作業内容

1991 溝部脩 アキレ・
ロロピアナ

東ティモール ディリ、ロスパロ
ス、イヒヨマル他

中里恵美、野村武史、三輪慎平
黒木淳史

スロイテル神父 職業訓練所の電気配線工事
水路整備、英会話指導

1992 溝部脩 アキレ・
ロロピアナ

パプア
ニューギニア

ニューブリテン島
ラバウル
ブナボスコ

笹川 謙一郎、瀧口 順、徳岡 大介
野村 武史、藤田 真司、望月 文明
山野 尊志

ソーリヒ神父
ロメッリ修士
ロロピアナ神父

豚･牛小屋作り
豚小屋汚水層作り

ボリヴィア サンタクルス州
モンテーロ

一本木蛮、木俣望、竹内容子
藤原昌幸、宮澤正、山崎博二
米本春雄、渡辺小百合

（現地）倉橋輝信神父 壁画作成、ペンキ塗り
歯磨き指導

フィリピン ネグロス島
ドゥマゲーテ

芦沢修治、飯島裕子、梅村祐子
中里恵美、村田佳津男

溝部脩神父
古木真理一神父
雨宮泰紀
田村宣行

植苗、ペンキ塗り
養鶏場作り

1993 溝部脩 アキレ・
ロロピアナ

パプアニュー
ギニア

ニューブリテン島
ラバウル
ブナボスコ

石井広明、梅村恒、清田直子
桑畑俊孝、小久保順史、寺田真
中元順子、三輪一平、山口雄司

田中行広修士
酒井陽介

電気作業場
鶏小屋の土台作り

フィリピン ネグロス島
ドゥマゲーテ

芦沢修治、高橋礼子、伊東祥子
谷口きよ、沼田順太、松永久美
村田佳津男

ロロピアナ神父
鳥越政晴神父
田村寛

作業場建設
（ブロック、石、砂運び）

ボリヴィア サンタクルス州
モンテーロ

一本木蛮、木俣望、藤原武彦
藤原昌幸、山崎博二

（現地）倉橋輝信神父 壁画作成、施設慰問

1994 溝部脩 アキレ・
ロロピアナ

ソロモン諸島 ガダルカナル島
タナガイ

石川朋子、梅村祐子、寺田真
中元順子、初田保幸、三輪一平

ノーサル神父
佐藤直樹

木工室と裁縫室の建設

パプア
ニューギニア

ニューブリテン島
ラバウル

上野浩三、菅谷純子、野口朋広
広瀬直子、武藤英司、山口雄司
横田真也

ロロピアナ神父
Sr.笠原節子
北川純二、小島知博

農業工業学校のトイレと
フェンス設置

フィリピン セブ島
バラニド

荒木孝信、飯島裕子、伊東今日子
臼井真美、奥野昌之、谷口たみ
牧野志穂、正村祐一、松永久美、吉野裕人

鳥越政晴神父 ドン・ボスコ施設の豚舎
鶏舎建設準備

1995 溝部脩 アキレ・
ロロピアナ

ソロモン諸島 ガダルカナル島
タナガイ

糸瀬裕哉、木村岳央、嶋津絵里
竹田圭、中元順子、三俣正樹
山本道雄、渡辺圭作

ノーサル神父
初田正則

シャワートイレ室の設置
（穴掘り等）

パプア
ニューギニア

シンブ州
クンディアワ
クムギ

安藤高利、齊藤雪絵、齊藤絵美
村上三郎

ロロピアナ神父
濱崎敦
浦田謙太郎

職業訓練校のフェンス設置

フィリピン ミンダナオ島
マティ

野口朋広、藤永正悟、正村祐一 鳥越政晴神父
村松泰隆

職業訓練校の養鶏場作り
空手指導

1996 溝部脩 アキレ・
ロロピアナ

ソロモン諸島 ガダルカナル島
テテレ

浅羽章子、安藤高利、河口恵理子
高須恭子、野村武史、春木史子
薬真寺健臣

酒井陽介
（現地)浦田謙太郎

村の集会所建設、トイレ
配水管の設置

パプア
ニューギニア

シンブ州
クンディアワ
クムギ

小野由美子、古賀清美、佐久間大
富永啓介、山田芽丘美、若杦善満

ディビッド神父
ロロピアナ神父
田村宣行

技術訓練センター内
自動車修理設備建設

フィリピン ミンダナオ島
マティ

国広和毅、澤村信哉、塩谷琴子
橘知子、藤永正悟

飯田徹 訓練センターの牛小屋
水路、宿舎の建設

1997 藤川長喜 アキレ・
ロロピアナ

ソロモン諸島 ガダルカナル島
テテレ

石井ひとみ、河口恵理子、高野純子
田門誠一郎、西津大輔、薬真寺健臣

関谷義樹 コート設置、コンテナの錆落とし
ペンキ塗り

パプア
ニューギニア

ポートモレスビー 井上義博、白勢温子、新屋陽子
高須恭子、藤永正悟、山口菜見子

ディビッド神父
濱邊正

職業訓練校の私道作り

フィリピン ミンダナオ島　         
マティ

梅村恒、鍵富孝洋、河口真貴子
澤村信哉、長屋陽子、野口岳、古川縁

飯田徹 職業訓練校の多目的ホール
教会建設準備

1998 藤川長喜 アキレ・
ロロピアナ

ソロモン諸島 ガダルカナル島
テテレ

青木芳貴、白勢温子、高須恭子
中村隆悟、三輪二郎、村山卓二

雨宮泰紀
飯田徹

多目的ホール建設
セメント作り、木材の運搬

パプア
ニューギニア

サンダウン州
ヴァニモ

上野卓史、小川真理子、刀根大輔
福永啓太、望月正人、山口菜見子

ロロピアナ神父
浦田慎二郎

ドン・ボスコ高校の寮建設
ブロック運び

1999 藤川長喜 アキレ・
ロロピアナ

パプア
ニューギニア

サンダウン州
ヴァニモ

遠藤東太、大野裕代、岡田隆史
河口恵理子、先崎静恵、永松清次
三浦隆寛、森田有紀子、山本菜峰子

ロロピアナ神父
田村寛

貯水池の設置
コミュニティーホールの
土台作り

大分県 小百合愛児園 高須恭子、藤山陽子、古川みづき 生活支援、職員補助
2000 藤川長喜 田中次生 パプア

ニューギニア
サンダウン州
ヴァニモ

梅村智子、川口和広、桑野萌
寺田美和、福田健人、眞壁強
森田臣一

ノーサル神父
プッポ神父
三島心

学校敷地フェンス設置作業

2001 藤川長喜 オランド・
プッポ

ソロモン諸島 ガダルカナル島
テテレ

石川美紀、梅村智子、江原一真
長田真人、新藤淳子、高山温子
立石光洋、長野高志、原卓哉、丸小野邦彦

鈴木真一
三俣正高

コミュニティーセンターの
補修と仕上げ作業

パプア
ニューギニア

シンブ州
クムギ

内田直登、小野茉莉子、川口和広
五関宏之、斎藤志保、下山沙弥佳
寺田美和、星野匡邦、山縣裕司
山中恭子

プッポ神父 ドン・ボスコ 
テクニカルスクールの教室
の塗装作業

2002 藤川長喜 オランド・
プッポ

パプア
ニューギニア

シンブ州
クンディアワ
クムギ

梶山順子、鎌田健生、川原順平
五関宏之、小林ゆかり、島田志野
蛸島愛、田村佳菜、濱田麻里、星野匡邦

酒井陽介神父
中村誠也

多目的ホール建設の
手伝い

ソロモン諸島 ガダルカナル島
テテレ

梅村智子、川口和広、杉山未央
中西由紀、細谷勇太、森田臣一

佐藤直樹神父
須藤哲史

フェンス設置作業、
売店の建設の手伝い

2003 オランド・
プッポ

佐藤直樹 ソロモン諸島 ガダルカナル島
テテレ

大川千寿、葛綿ふみ、實石あづさ
島田志野、秋田佳樹、荒巻隆太
大圃久依、片岡沙織、川口和広
熊谷真理、小林ゆかり、星野綾
細谷勇太、増田健、溝口周子

鈴木真一修士 教会敷地、
バスケットコート
発電機小屋周辺のフェンス
設置、
除草作業

パプア
ニューギニア

サンダウン州
ヴァニモ

鎌田健生、川原順平、久保亮介
五関宏之、谷村真太郎、永下拓海
馬場佑介、濱田麻里、久田真由美
星野匡邦、山下維介、山中恭子

村松泰隆神父 学校敷地フェンス設置作業
合気道指導

2004 オランド・
プッポ

佐藤直樹 フィリピン サマール島                   
ボロンガン

赤岩みほ、久保亮介、原田康平
山田麻樹

村松泰隆神父 トレーニングセンターのブロッ
ク塀設置、ドン・ボスコユース
センター（DBYC）活動支援

パプア
ニューギニア

シンブ州
クンディアワ
クムギ

東絵里、荒巻隆太、石山剛、大圃久依
梶山順子、金沢一樹、葛綿ふみ
五関宏之、清水宏祐、清水雅子
手嶋翔子、富取佳菜子、馬場佑介
藤澤みず希、増田健、安井崇裕
山下維介、（現地)寺田美和

酒井陽介神父
鈴木真一修士
谷口哲

学校敷地フェンス設置作業

2005 オランド・
プッポ

佐藤直樹 パプア
ニューギニア

シンブ州
クンディアワ
クムギ

秋田佳樹、井口明子、石山剛
井上和哉、大川千寿、大圃久依
木下奈帆子、清水宏祐、竹内義裕
手嶋翔子、長谷直人、馬場裕子
丸山都萌、森山信洋、山縣裕司
山下維介

佐藤直樹神父
眞田登美彦
谷口哲

学校敷地フェンス設置作
業、体育館の塗装作業
農道の基礎工事

2006 濱崎敦 浦田慎二郎 ソロモン諸島 ガダルカナル島
テテレ

青嵜耕太郎、井口明子、井上和哉
岩重有希、大川千寿、菊池晶子
木下奈帆子、佐藤慎也、佐藤文彦
篠田寛子、築地寿三代、長谷直人
丸山都萌、百瀬真、森本真、山縣裕司
吉山大軌

浦田慎二郎神父
三俣正治

多目的ホール建設
基礎工事

2007 濱崎敦 浦田慎二郎 パプア
ニューギニア

シンブ州
クンディアワ
クムギ

青嵜耕太郎、赤松若奈、石野大輔
岩重有希、大熊由美、岡村美希
菊池晶子、工藤悠平、笹平友莉子
佐藤久依、篠田寛子、鈴木博和
新見日向子、馬場大輔、森松朱瑞乃
山下維介、吉山大軌

浦田慎二郎神父
松永栄次

学校敷地フェンス設置作業

2008 濱崎敦 浦田慎二郎 フィリピン ルソン島             
ラグナ州               
マヤパ

赤松若奈、菊池晶子、笹平友莉子
篠田寛子、鈴木博和、滝口茉莉子
立原さやか、中村崇史、中村茉莉菜
新見日向子、長谷直人、平島萌子
安井悠介

浦田慎二郎神父
松永栄次

チャペル改修工事

2009 アルド・
チプリアニ

村松泰隆 ソロモン諸島 ガダルカナル島
テテレ

赤松若奈、安達弘貴、岡田茉里奈
防村奈々子、笹平友莉子、佐藤祐歌
篠田寛子、鈴木博和、滝口茉莉子
中村崇史、新見日向子、蓮池望
桧山聖美、平島萌子、渡辺顕一郎

村松泰隆神父
武井アントニオ

ルーラルトレーニングセン
ターの農場フェンス設置作
業、パパイヤの苗植え

2010 アルド・
チプリアニ

村松泰隆 ソロモン諸島 ガダルカナル島
テテレ

赤松若奈、伊藤虹児、伊藤宇宙
伊藤葉月、江㟢崇晴、岡田茉里奈
小幡一貴、川下那津海、菊池晶子
木寺港、佐藤祐歌、篠田良介
滝口茉莉子、田代リサ、政翔一朗
新見日向子、宮脇智子、安井悠介

村松泰隆神父
岡本大二郎

テテレ教会のトイレ改修工
事と井戸の設置、ルーラル
トレーニングセンターの田
植え作業、サリ村とタラウラ
村でのトイレ設置作業




