
No.14／2015年 1月 13日／ドン・ボスコ生誕 200周年実行委員会発行 

サレジオ家族の皆さん 

いよいよ 2015年、ドン・ボスコ生誕 200周年の年となりました。 

今年最初の 200周年ニュースは、サレジオ会のフェルナンデス総長からの贈り物「ストレンナ」を紹

介します。この記念すべき時に、総長の呼びかけに応えて、大きな一歩を踏み出してまいりましょう！ 

また、200周年記念グッズ・ドン・ボスコ関連書籍等をご案内します。1月 31日ドン・ボスコの記念

日や卒業・進級記念、各種行事で大いにご活用ください。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

2015 年 ストレンナ（サレジオ家族年間目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良き牧者イエスのみ心は、私たちの最も大切な模範であり、よりどころです。同時に、私たちはドン・

ボスコを具体的な模範とし、牧者の愛をもって青少年の教育を実践します。 

「君たちが若者だというだけで、私は君たちを心から愛している」──ドン・ボスコの活動のすべて

は若者のためでした。彼は若者一人ひとりに細やかに心を配り、その父のような愛によって、若者はよ

り崇高な神の愛を感じとることができたのです。 

私たちもドン・ボスコのように、若者一人ひとりと深いレベルで出会い、若者を信じ、人のために生

きるよう助け、イエスへと導き、彼らの中に神の国の種があると確信しましょう。 

ドン・ボスコ生誕 200 周年の今、教皇フランシスコの呼びかけに応え、私たちサレジオ家族は教会と

共に歩みます。ドン・ボスコのように最も小さく貧しい、私たちを必要とする若者のところへ出向きま

しょう。困難のうちにある若者こそ私たちの善であり、私たちが愛によって生きるよう助けるでしょう。 

 

サレジオ会総長 アンヘル・フェルナンデス・アルティメ神父 

（2015 ストレンナ要約より） 

 



◆ドン・ボスコ紹介パネル 第 2 弾「教育・霊性編」が出来ました！ 

 

昨年「ドン・ボスコ紹介パネル」の【生涯編】（3 枚組）をご紹介しましたが、その第 2 弾、【教育・

霊性編】（3枚組）が出来ました。ドン・ボスコの教育法・生き方のポイントについて、初めての人や中

高生にも、わかりやすく、楽しく伝えられるよう工夫しています。（もちろん、ベテランのサレジアン

の皆さんにも、大いに役立つはず…） 思わず笑いを誘う、ユーモアあふれるイラストにご注目！ 

学校・施設・教会などで、多くの人の目にふれる場所に掲示しましょう。ぜひご注文ください。 

 

NEW！ ドン・ボスコ紹介パネル B2【教育・霊性編】H728×W515mm・3枚組 500 円（消費税・送料別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドン・ボスコ紹介パネル B2【生涯編】 H728×W515mm・3枚組 500円（消費税・送料別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Facebook「ドン・ボスコの風」へ 200 周年記念イベントの投稿をお待ちしています！ 

各地の記念イベントの様子をぜひ投稿してください。www.facebook.com/dbnokaze  



DB200告知ポスターA3/B2
無料
仕様：A3 H420×W297mm
B2 H728×W515mm

DB200ロゴステッカー
定価20円＋税
100枚以上で特価 @10円＋税
仕様：H75×W62mm

祈りカード　聖ヨハネ・ボスコへの祈り（改訂版）
定価@30円＋税
100枚以上で特価 @10円＋税
仕様：H110×W70mm

DB紹介パネルB2（生涯編）
3枚1組 @500円＋税
仕様：H728×W515mm

DB200うちわ
定価80円＋税
10本セットで特価500円＋税
仕様：両面カラー（持ち手は白）
H368×W260mm

おもてうら

DB200クリアファイルA4
定価@150円＋税
10枚セットで特価1,000円＋税
仕様：H297×W210mm

DB200シールセット
定価 @150円＋税
10枚セットで特価1,000円＋税
仕様：H165×W120mm

ドン・ボスコ生誕200周年記念グッズカタログ
※この特価は、別紙FAX注文書でドン・ボスコ社宛にご注文の場合のみ有効です。
※数に限りがありますので、お早めにご注文ください。
※表示価格は本体価格。別途消費税、送料がかかります。
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DB紹介パネルB2（教育・霊性編）
3枚1組 @500円＋税
仕様：H728×W515mm

5
Don Bosco Japan旗
1枚 @5,000円＋税
仕様：5号帆布
H900×W1350mm
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丸型／金・紺色
定価200円＋税
サイズ：直径18mm
【70810655】

ハート型／金・紺色
定価200円＋税
サイズ：Ｈ２０×W18mm
【70810650】

カギ型／金色
定価200円＋税
サイズ：H29×W13mm
【70810657】

楕円型／銀・青色
定価200円＋税
サイズ：H22×W16mm
【70810781】

楕円型／金縁・カラー
定価200円＋税
サイズ:H22×W16mm
【70810616】

ドン・ボスコ関連イタリア直輸入グッズカタログ
<サレジオ家族限定 特価セール>

【メダイ】
ドン・ボスコ

両面／ドン・ボスコ・扶助者聖マリア

丸型／銀色・金縁
定価200円＋税
サイズ：直径25mm
【70810651】

丸型／金色
定価160円＋税
サイズ：直径18mm
【70810771】

※この特価は、別紙FAX注文書でドン・ボスコ社宛にご注文の場合のみ有効です。
※数に限りがありますので、お早めにご注文ください。
※表示価格は本体価格。別途消費税、送料がかかります。
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メダイ：楕円型／銀色
（メダイはみ心のイエス・
扶助者聖マリア）
定価100円＋税
サイズ：カード／H52×W85mm
メダイ／H21×W16mm
【70810970】

21

丸型／銀色・青縁
定価300円＋税
サイズ：メダイ直径33mm
全長90mm
【71710085】

22

ゴム製／
「ドン・ボスコが好き♥」
定価280円＋税
サイズ:H20×W85mm
【71710045】
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　 ～ 　取り混ぜ可、1個以上20%OFF、100個以上30%OFF  ※この割引率は1回のご注文ごとに適用されます。10 24

18 19 丸型／銀色
定価160円＋税
サイズ：直径18mm
【70810770】
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楕円型／銀・青色
定価250円＋税
サイズ:H40×W25mm 【70810943】
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楕円型／銀縁・カラー
定価200円＋税
サイズ:H22×W16mm
【70810962】
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【No.2】
2015.01.13

【メダイ付きパウチカード】 【キーホルダー】

ドン・ボスコと
扶助者聖マリア
定価500円＋税
サイズ:輪の長さ180mm
メダイH10×W8mm
【70710230】

24

【ロザリオブレスレット】

楕円型／
銀・赤色
定価200円＋税
サイズ：H21×W16mm
【70810661】
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おもて うら



ドン・ボスコ生誕 200 周年記念グッズ 注文書 （2015 年 1 月 13 日版） 

この記念の時を知らせ、祝うツールとして、大いにご活用ください。売上は、これから行われる様々な

記念イベントの運営に役立てられます。皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。 

 
※在庫数に限りがありますので、お早めにご注文ください。 

※表示価格は本体価格。別途消費税、送料がかかります。 

注文書    ※この特価は、下記 FAX 注文書でドン・ボスコ社宛にご注文の場合のみ有効です。 

品番 品名 定価（税別） 特価（税別） 注文数 

 ●ドン・ボスコ生誕 200 周年記念グッズ    

１-１ DB200 告知ポスター（A３サイズ） － 無料  

１-２ DB200 告知ポスター（B２サイズ） － 無料  

２ DB200 ロゴステッカー ¥20 100 枚以上で＠¥10  

３ 祈りカード 42 聖ヨハネ・ボスコへの祈り（改訂版） ¥30 100 枚以上で＠¥10  

４ DB 紹介パネル 生涯編 （B２サイズ３枚１組）  ¥500 ¥500  

５ DB 紹介パネル 教育・霊性編 （B２サイズ３枚１組） ¥500 ¥500  

６ Don Bosco Japan 旗（90×135cm 5 号帆布） ¥5,000 ¥5,000  

７ DB200 クリアファイル（A４サイズ） ¥150 10 枚セットで¥1,000 セット 

８ DB200 シールセット（16.5×12cm） ¥150 10 枚セットで¥1,000 セット 

９ DB200 うちわ（36.8×26cm） ¥80 10 本セットで¥500 セット 

 ※DB の言葉付きボールペンは品切中です   ― 

 ●ドン・ボスコ関連イタリア直輸入グッズ    

１０ メダイ DB（丸型／金色・紺色）       70810655 \200 

⑩～㉔取混ぜ可 

１個以上 ２０％OFF 

100 個以上 ３０％OFF 

 

１１ メダイ DB（ハート型／金色・紺色）     70810650 \200  

１２ メダイ DB（カギ型／金色）          70810657 \200  

１３ メダイ DB＋マリア（楕円型／銀色・赤色）  70810661 \200  

１４ メダイ DB＋マリア（楕円型／銀色・青色）  70810781 \200  

１５ メダイ DB＋マリア（楕円型／銀色・青色）  70810943 \250  

１６ メダイ DB＋マリア（楕円型／金縁・カラー） 70810616 \200  

１７ メダイ DB＋マリア（楕円型／銀縁・カラー） 70810962 \200  

１８ メダイ DB＋マリア（丸型／銀色・金縁）  70810651 \200  

１９ メダイ DB＋マリア（丸型／金色）      70810771 \160  

２０ メダイ DB＋マリア（丸型／銀色）      70810770 \160  

２１ メダイ付きパウチカード（DB＋マリア）   70810970 \100  

２２ キーホルダー（丸型／銀色・青縁）     71710085 \300  

２３ キーホルダー（ゴム製）            71710045 \280  

２４ ロザリオブレスレット（DB＋マリア）    70710230 \500  

ドン・ボスコ社  〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-9-7  FAX 03-3351-5430 

団体名   担当者 
 

住所 
〒 

電話 
（     ） 

      － 



申込期限／2015年 2月 28日 

サレジオ家族の修道院・教会・学校・事業所限定 

 ドン・ボスコ関連書籍 特価セールのご案内  
 

1 月 31 日ドン・ボスコの記念日にあたり、下記のドン・ボスコ関連書籍・ＤＶＤを、期間限定でドン・

ボスコ生誕 200 周年記念特別価格にて提供いたします。申込期限は 2015 年 2 月 28 日までです。 

請求を 4 月以降にすることもできます。皆様からの多数のお申し込みをお待ちしております。 

 
※表示価格は本体価格。別途消費税、送料がかかります。 

注文書    ※この特価は、下記 FAX注文書でドン・ボスコ社宛にご注文の場合のみ有効です。 

品番 書名 著者 定価 特価 注文数 

 ●伝記（中学生～一般向け）     

514 完訳 ドン・ボスコ伝 テレジオ・ボスコ著 ¥1,800 ¥1,200  

439 ドン・ボスコ ダイジェスト版 テレジオ・ボスコ著 ¥1,200 ¥100  

108 ドン・ボスコの生涯 Ａ・オフレー著 ¥1,300 ¥100  

023 ドン・ボスコ自叙伝 ドン・ボスコ著 ¥1,200 ¥500  

 ●伝記（小学生～一般向け）     

475 青少年の友 ドン・ボスコ 【新書判】 キャサリン・ビーブ著 ¥660 ¥500  

200 青少年の父 聖ヨハネ・ボスコ 【冊子】 テレジオ・ボスコ著 ¥250 ¥100  

 ●絵本     

295 聖ヨハネ・ボスコ 青少年の友 【小学生向け】 オーギュスタ・キュレリ絵 ¥900 ¥100  

 ●教育・語録     

545 心が強く優しくなる ドン・ボスコのことば 100 サレジオ会日本管区編 \500 \300  

567 こころの教育者ドン・ボスコの「ローマからの手紙」 サレジオ会日本管区編 \200 ¥100  

478 若者を育てるドン・ボスコのことば ガエタノ・コンプリ編著 ¥1,000 ¥500  

328 聖ヨハネ・ボスコのすすめ 365 日 山本克己訳 ¥365 ¥100  

 ●祈りカード（子ども・大人用両面に記載）     

42 聖ヨハネ・ボスコへの祈り（改訂版）  ¥30 ¥10  

 ●ＤＶＤ     

 ドン・ボスコ 日本語吹替版・200分 \952 \500  

 ドン・ボスコ 夢見る少年ジョヴァンニ 日本語吹替版・45 分 ¥952 ¥500  

 

団体名   担当者 
 

住所 
〒 

電話 
（     ） 

      － 

通信欄 
 

  

ドン・ボスコ社  〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-9-7  FAX 03-3351-5430 


