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サレジオ家族の皆さん 

 3月、ドン・ボスコの教え子たちが旅立ち、また新しい出会いに向けて備える季節となりました。 

 今回は、今年 8 月にトリノで行われるサレジオ青年運動（SYM）世界大会の参加巡礼について、サレ

ジオ会青少年司牧担当の三島神父からお知らせです。 

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

ドン・ボスコ生誕 200 周年 サレジオ青年巡礼 2015 のご案内 

＜SYM（Salesian Youth Movement）Don Bosco 2015～LIKE WITH FOR～＞ 

 

サレジオ家族の皆さん 

 しだいに温かくなっていく気候に春の訪れを感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか？ いつ

も青少年司牧活動にご尽力、ご協力くださり感謝いたします。 

 大変遅くなりましたが、ドン・ボスコ生誕200周年にあたり8月にトリノで行われるサレジオ青年運動

（SYM：Salesian Youth Movement）の世界大会への参加巡礼の案内を送らせていただきます。 

 今回のイベントは、日本のサレジオ家族関係の若者たちがSYMの活動に参加する初めての機会となり

ます。世界中から集まるサレジオの若者たちと共有する体験は、日本のサレジオ青年にとって貴重な時

となることを確信しています。 

 またこの巡礼が日本のサレジオ青年たち同士の交わりが深まるきっかけとなり、これからの日本の教

会を担う者として多くのことを学び、体験する場となることを望んでいます。ぜひ教会のリーダーとし

て頑張っている青年たちや、学校や教会、また各種グループの中での活躍を期待する青年たちにお声か

けをしていただきますようお願いいたします。 

◆SYMサレジオ青年巡礼2015 募集要項等 

 告知チラシ・募集要項・申込用紙は別紙をご覧ください。サレ

ジオ会日本管区ホームページからもダウンロードできます。 

 http://salesians.jp/tour 

 

◆SYM活動支援のため、ご寄付をお願いします 

 また、別紙案内をご覧いただければお分かりのとおり、青年た

ちの参加費は通常の巡礼企画に比べてかなり安価に設定してお

ります。多くの若者たちに恵みの体験をしてほしいという思いで

このようにしました。つきましては、大変恐縮ではありますが、

青年たちのため、皆様の寛大なご協力をお願いしたいと思ってお

ります。ご寄付は下記振込口座までお願いいたします。 

★SYM活動支援ご寄付の振込先 

【郵便振替】口座番号 00100-7-412947 

 加入者名「ドン・ボスコの風」編集事務局 

 ※通信欄に「SYM活動支援のため」と明記してください。 

 

 ご不明な点などありましたら三島までお知らせください。よろしくお願いいたします。 

サレジオ会青少年司牧委員会 三島 心 神父  E-mail： missin71@hotmail.com 

http://salesians.jp/tour
mailto:missin71@hotmail.com
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Salesian Youth Movement
Don Bosco 2015

サレジオ青年巡礼サレジオ青年巡礼
ドン・ボスコ
生誕200周年
特別企画

年の夏、私たちは待ちに待ったドン・ボスコ生誕200周年の日を迎えます。その

日を迎えるにあたり、サレジオ家族に関わりのある世界中の若者たちがイタリ

ア・トリノに集結して、盛大な祝賀イベントが開かれます。その名も「SYM Don 
Bosco 2015 ～ LIKE, WITH, FOR～」（SYMはSalesian Youth Movement：サレジオ青年運
動、の略）。世界中のサレジオ青年たちが、8月11日（火）からトリノ周辺のドン・ボスコゆかり

の地を巡りながら、イベントテーマである“LIKE DON BOSCO, WITH THE YOUNG, 
FOR THE YOUNG”（「ドン・ボスコのように、若者と共に、若者のために」2015年サレジオ家族年間目標）

に沿って祈り、学び、分かち合い、そしてドン・ボスコの200回目の誕生日となる8月16日

（日）には、全参加者が生誕地コッレ・ドン・ボスコに集い、生誕200周年を盛大に祝います。

　このイベントに、日本のサレジオ青年たちも参加するべく巡礼旅行を企画しました。世界中

のドン・ボスコの仲間と出会い、交流を深めるまたとない機会です。また、SYMの大会後には

アッシジ、ローマを訪問し、キリスト教世界を体験する巡礼も組み込んでいます。日本のサレジ

オ家族に関係する若者の皆さん、この機会にぜひふるってご参加ください！

【旅行の詳細】および【注意事項】
別紙募集要項をご覧ください。
【申込み方法】
● 別紙募集要項の内容をよく確認し、参加申込書に必要事項を記入の上、
　パスポートコピーを添付して5月15日（金）までに
　旅行会社（近畿日本ツーリスト）へ直接FAXをお送りください。
● 参加費のお支払いについては、申し込み確認後、担当者より詳細を連絡いたします。

ドン・ボスコのように
若者と共に
若者のために

8月10日　 ～8月21日
旅行日程

 ドン・ボスコ生誕の地

イタリア北部　　 を巡
る＋ローマ

　アッシジ

心動く歴史的瞬間を見逃すな！

【お問い合わせ】
サレジオ会青少年司牧委員会
三島心神父[みしましん]　カトリック碑文谷教会　
Tel. 03-3713-7624  Fax. 03-3713-7513
E-mail.  missin71@hotmail.com

今
2015 12日間の旅

月 金



旅行日程/2015年8月10日（月）～2015年8月21日（金）

参加資格/18歳以上（高校生除く）～30歳でサレジオ会の活動に関係している方

参加費/ 学生200,000円 社会人250,000円
募集人員/25名様

同行司祭/三島 心 神父 （団長）
浦田 慎二郎 神父

旅行取扱

近畿日本ツーリスト株式会社 首都圏西団体旅行支店
観光庁長官登録旅行業第1944号 （社）日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員

〒190-0012 東京都立川市曙町1-25-12 オリンピック曙ビル6F
営業時間：月～金曜日（祝祭日を除く）9：00～17：45
TEL 042-847-6161  FAX 042-847-8328

総合旅行業取扱管理者 平沼知己 お問い合せ担当 上山・上谷

ドン・ボスコ生誕200周年 サレジオ青年巡礼2015

※航空機、交通機関などの事情により行程を変更する場合があります。予めご承知おきください。 【食事】 朝：朝食 昼：昼食 夕：夕食 機：機内食

8月、ドン・ボスコ200回目の誕生日に
生誕地コッレ・ドン・ボスコでのサレジオ
青年運動（SYM）の世界大会に参加す
る特別巡礼です。ぜひご参加下さい‼

お申込締切日 2015年5月15日（金）

主催・お問合せ

サレジオ会青少年司牧委員会
〒152-0003 東京都目黒区碑文谷1-26-24 カトリック碑文谷教会

TEL 03-3713-7624  FAX 03-3713-7513

担当 三島 心 神父
E-mail : missin71@hotmail.com

長距離の徒歩巡礼や
野宿を含みます。
また、一般的なパック
ツアーとは異なります
ので、相応の心構えで
準備が必要になります。
あらかじめご承知おき
ください。

羽田空港出発
成田空港着・解散
となります。

青年巡礼ですので、参
加希望者には出発前
に課題の提出や事前
準備会への出席、また
帰国後の報告などを
義務付けます。詳細は
主催者より追って連絡
します。



１・ご旅程 表面の日程表をご参照下さい。

２・ご旅行期間 2015年8月10日（月）より8月21日（金）まで12日間

３・ご旅行代金 学生 1名様あたり ￥200,000-

社会人 1名様あたり ￥250,000-

（１）上記旅行代金に含まれるものは、次の通りです。

ア．航空運賃 別紙日程表に記された区間のエコノミークラス特別運賃

移動、観光代金 別紙日程表に記載された区間の専用バス代、ガイド代

イ．宿泊料金 各地における宿泊料金（ツインルーム2名1室・シャワー、トイレ付き利用を基準とします）

ウ．食事代金

エ．手荷物料金 航空会社の規定以内(30kgまで／エミレーツ航空の場合)

オ．団体行動中のチップ、税金など 宿泊税については、計EUR26相当を含みます。

（代行して支払いができない場合は差引き、各自払いとさせて頂きます。）

（２）上記「旅行代金」（１）に記載がないものは旅行代金に含まれません。その主なものを例示します。

ア． 旅券印紙代・証紙代等の費用

イ． 観光施設入場料金（入館施設は別途検討の上加算します）

ウ． 飲物代

エ． 超過手荷物運搬料金（規定を越える分について。）

オ． クリーニング代、電報・電話代、飲食代等個人的性格の費用

カ． 傷害、疾病に関する医療費

キ． 日本国内交通費

ク． 任意加入の海外旅行保険料

４・取消料について

附記
1）2015年2月1日現在の運賃、料金、及び上記条件による団体の場合を基準にしております。
2）利用予定ホテル

旅行契約の解除期日 企画料金・取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目（営業日）にあたる日よりも前 無料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目（営業日）にあたる日以降15日目に当たる日まで 旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目（営業日）にあたる日以降3日目まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前々日以降旅行開始まで 旅行代金の50％

旅行開始後及び無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

お
申
し
込
み
方
法

参加申込書に必要事項をご記入の上、近畿日本ツーリスト㈱までＦＡＸ又はご郵送にてお送りください
また、すでにパスポート取得の方は写真のページを併せてお送りください。

参加費の支払いに関しましては事務局より追って連絡させていただきます。

ご不明な点がございましたら、事務局または、受付時間内に近畿日本ツーリスト首都圏西団体旅行支店「ドン・
ボスコ生誕200周年 サレジオ青年巡礼」係までお問い合わせください。

滞在地 ホテル名

トリノ トリノ市内各教会

アッシジ ロゼオホテル・アッシジ または 同等クラス

ローマ ベストウェスタン プレジデント または 同等クラス



 
FＡＸ：042-847-8328 担当：上山・上谷行  
近畿日本ツーリスト株式会社御中 別紙パンフレットに記載の旅行条件に同意します。また旅行手配およびお客さまとの連絡等のために必要な範囲内での運送・宿泊機関、本ツアーで提携

の団体・企業への個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申し込みます。 

※この申込書は渡航書類を作成する基本データになります。もれなく正確に楷書でご記入ください。                                               お申込日：   月   日  

8/10（月）出発 ドン・ボスコ生誕200周年 

サレジオ青年巡礼    ご参加申込書 

お申込締切 

5/15（金） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 名 

□男性   

□女性 

国籍 喫煙について 

氏 名 

(漢字) 
  

□ 日本国籍 

□ その他(        ) 

□ 喫煙 

□ 禁煙 

パスポートの

ローマ字 

姓/Surname 名/Given Name  

□学生   

□社会人 

生年 

月日 

西暦      年    月    日 

(□昭和   □平成    年) 

ﾌﾘｶﾞﾅ 〒    － 

ご自宅 

 

 

TEL:     －      －  

所属先 

フリガナ  部署名 

または 

学部名 

学科名  

勤務先 

または 

学校名 
 

弊社からの 

日中のご連絡先 

□ご本人   ⇒  □E-Mail  □携帯電話   □勤務先   □ご自宅 

□ご担当窓口(       様宛) ⇒ □E-Mail           ＠       □TEL:  -    -      

渡航中の 

日本国内 

連絡先 

(ご家族・ 

保護者) 

フリガナ 〒   － 

住 所 

 

 

                           電話番号：       －       －  

フリガナ  

続 柄 
□ 父  ・ □ 母 

□ その他（       ） 氏 名  

【パスポート】 ２015年12月31日以降も有効なパスポートをお持ちですか？ 

持っている⇒ 有効期間満了日：    年   月  日  ⇒ パスポートコピーを一緒にお送りください。 

持っていない、または申請中⇒ 取得日:   月  日 ⇒ 取得完了次第、パスポートコピーをお送りください。 

お部屋について 

 
トリノでは教会などのホールでの共同宿泊、 
アッシジ・ローマにつきましては、ホテルにて 基本ツイン利用となります。  
       

海外旅行保険 後日、海外旅行保険のご案内をお送りいたします。 

備  考 その他、連絡事項などございましたらご記入ください。 
 
 

※各代行手数料には消費税 ８％が含まれています。 



 

ＦＡＸ：042-847-8328   担当：上山・上谷行   

     返信期限 2015年 5 月 15日(金)必着 

8/10（月）出発 ドン・ボスコ生誕 200周年 サレジオ青年巡礼   

パスポートコピー貼付け用紙 

氏 名 
※申込書と２枚に分かれますので、お手数ですが再度お名前をフルネームでご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前の訂正をおこなった方は追記ページもあわせてお送りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のご旅行に際し、有効なパスポートの顔写真ページコピーを 

下記に貼付けてお送りください。 
※パスポート申請/更新等の都合上返信期限以降となる場合、受領次第、速やかにご返信ください。 

2012 


