
No.28／2015年 6月 4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 

ドン・ボスコ生誕 200 周年を記念するイベントが国内・世界各地で行われていますが、現在進行中の

もの、11 月 23 日の閉幕式までの予定を含め、DB200 委員会から呼びかけているイベントを、ここで一

度まとめてお知らせします。（このほかにも各地で、どんどん企画・実施してください！） 

この記念の時を、サレジオ家族の内輪にとどまらず、学校や施設の同窓生・保護者をはじめ、日本の

教会、まだドン・ボスコを知らない方たちとも共に喜び祝うことができるよう伝えていきましょう！ 

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

★『ドン・ボスコ生誕 200周年ニュース』のバックナンバーは、サレジオ会 HP→「ライブラリー」 

 → http://salesians.jp/library/db200news でご覧いただけます。 

 

【2015 年 6 月 6 日】 中高生の Salesian Youth Day!! DB 杯スポーツ大会＆お泊り企画！ 

～Run, Jump, Make Noise, But Do Not Sin!!～ 

200 周年の機会に、中高生の皆さんで集まってスポーツ大会をしましょう！ ドン・ボスコが勧めた

ように、思いっきり走り、跳びはね、はしゃぎましょう！ ドン・ボスコでつながっている仲間とし

ての輪を広げ、交流を深めることができたら嬉しく思います。 

対象： サレジオに関係する中高生（教会、学校、その他） 

日時： 2015年 6月 6日（土）16:30～ 7日（日）16:00 

場所： 赤羽サレジアン・シスターズ修学院集合、碑文谷教会解散 

内容： スポーツ大会、交流、碑文谷教会ミサに参加 etc. 

参加費： 500円 

担当： サレジオ家族青少年司牧合同企画（三島神父、浦田神父、シスターズ、各教会中高生リーダー） 

★詳細は「DB200ニュース」No.25をご覧ください。 

 

【2015 年 8 月 10 日～21 日】 SYM サレジオ青年イタリア巡礼 2015 

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

ドン・ボスコの 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）世

界大会に参加する特別巡礼です！ ゆかりの地トリノ、ローマのほか、アッシジも訪問します。 

対象： 18歳以上（高校生除く）30 歳まででサレジオ会の活動に関係している青年 

日程： 2015年 8月 10日（月）～21日（金） 

訪問主要都市： トリノ、ローマ、アッシジ 

旅行代金： 学生 20 万円 社会人 25 万円 

★詳細は「DB200ニュース」No.22をご覧ください。（募集は締め切りました） 

 

◆SYM（Salesian Youth Movement）活動支援のため、ご寄付をお願いします 

サレジオ青年運動をとおして、多くの若者たちに恵みの体験をしてほしいと願っています。 

青年たちのため、この活動の経済的支援のため、皆様の寛大なご協力をお願いします。 

★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。 

http://salesians.jp/library/db200news
http://salesians.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/DB200news25_150416.pdf
http://salesians.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/DB200news22_150305.pdf


【2015 年 8 月】 ドン・ボスコ生誕 200 周年記念日のための九日間・三日間の祈り 

2015年 8月 16日にドン・ボスコの 200 回目の誕生日を迎えるにあたり、「九日間の祈り」（7～15日）、

「三日間の祈り」（13～15日）を、心を合わせ、ドン・ボスコに取り次ぎを願いながら祈りましょう。

対象： サレジオ家族合同開催（各地区・支部・事業所・小教区ごとに実施） 

日程： 【九日間の祈り】 2015年 8月 7日（金）～15日（土） 

【三日間の祈り】 2015年 8月 13日（木）～15日（土） 

 内容： 祈りの内容は現在準備中です。 

 ★「ドン・ボスコへの祈り各種」（サレジオ会 HP「ライブラリー」→「祈り」）もご覧ください。 

 

【2015 年 8 月 16 日】 ドン・ボスコ生誕 200 周年記念日ミサ・イベント 

2015 年 8 月 16 日のドン・ボスコの 200 回目の誕生日には、各地区・支部・事業所・小教区で記念ミ

サ等を行い、皆で祝いましょう。（近い日程で行うこともできます。学校の場合は、9月に入り始業式

等で記念式を行うことも勧められます。） 

対象： サレジオ家族合同開催（各地区・支部・事業所・小教区ごとに実施） 

日程： 8 月 16 日は主日（日曜日）にあたるため、午前の場合はミサに意向を

加え、午後の場合は記念ミサを行うなどの対応が考えられます。典礼

パンフレットは現在準備中です。 

記念： ミサ後に祝賀会を行うことも勧められます。「200 回目のバースデーパ

ーティー」のコンセプトで、誕生日ケーキやちらし寿司などを作り、

参加者の皆さんで記念撮影しましょう！ 

 

 

◆8月16日の記念日に「ひまわり」を咲かせましょう！ 

・あざやかな黄色のひまわりが咲きならぶ姿は、ドン・ボスコの「喜び」「明るさ」を連想します。 

・ひまわりが太陽を追い続ける姿は、いつも神さまを追い求める人のイメージと重なります。 

・一つの種が実ると、無数の種に増えます。ドン・ボスコの心の無限の広がりを連想します。 

・群れで成長し、いっしょに咲く姿は、サレジオ家族共同体のファミリーらしさに似ています。 

・各支部・学校・小教区等で、200周年を紹介しつつ、ひまわりを育ててみましょう。 

 

★「ひまわり」のそばに、例えばこんな説明を添えて… 

ドン・ボスコ生誕200周年を祝う「ひまわり」 

日本のサレジオ家族は「ひまわり」を、ドン・ボスコ生誕200周年を記念

する花として育てます。ひまわりのように、私たちもいっしょに神さまに

向かって歩み、笑顔でまわりの人に生きるよろこびを分かち合いましょう。 

 

 

 

【随時募集中】 「チャレンジ 200！」プロジェクト 大募集！ 

「生誕 200周年」とかけて「200」をテーマにしたアイデアを大募集！ 

グループや個人で挑戦し、写真・動画を送ってください。 

例えば、200 周リレー、200km ラン＆ハイク、200m 泳ぐ、200 環ロザリオ、200

回長縄跳び… Facebook「ドン・ボスコの風」や「DB200 ニュース」でも紹介

してきましたが、すでに各地でチャレンジしてくださっています。フェルナン

デス総長もチャレンジしていますよ！ 

さあ、あなたは何にチャレンジしますか？ ＜送付先は、db200@salesians.jp まで＞ 

http://salesians.jp/library/prayer
mailto:db200@salesians.jp


 

【随時募集中】「みんなで踊ろう！ DB ダンス」プロジェクト 

ドン・ボスコ生誕 200 周年を記念して、「ドン・ボスコ体操」を 

最高にハッピーに踊ろう！ 

学校で、幼稚園、クラブ、職場、教会、修道院で… 

みんなで一緒に踊っている様子を動画に撮ってシェアしよう！ 

＜送付先は、db200@salesians.jp まで＞ 

 

【2015 年 11 月 23 日】 ドン・ボスコ生誕 200 周年 閉幕イベント 

2015 年 11 月 23 日（祝）、東京カテドラルにて、生誕 200 周年を締めくくる「閉幕イベント」を盛大

に行います。詳細は検討中ですが、概要をお知らせします。 

対象： サレジオ家族合同開催（サレジオ家族だけでなく、同窓生、日本の教会など広く呼びかけ） 

日程： 2015年 11月 23日（祝） 10：30～16：30 

場所： カトリック東京カテドラル関口教会 

テーマ：「ドン・ボスコの夢は続く」をテーマに、次の 3点を大切にし、共に作り上げましょう。 

①ドン・ボスコの仲間が出会い、つながる機会となるように 

②若者が主役となり、大人は若者のために奉仕するように 

③ドン・ボスコが現代の日本において望む夢を共に考え・行動する出発点となるように 

内容： 10：00 受付開始 展示・売店コーナー 

    10：30 シンポジウム「あなたが主役！DB青年の主張」（＠地下ケルンホール） 

        （サレジオ青年活動の青年メンバーと溝部司教によるシンポジウム） 

    12：00 昼食・アトラクション・懇親会（＠外広場・地下ケルンホール） 

        （食事の出店、ミニライブ、ゲームコーナー、同窓会コーナーなど） 

    13：30 アカデミア（＠大聖堂） 

        （演奏、ダンス、ドン・ボスコの劇上演など） 

    15：00 閉幕ミサ（＠大聖堂 主司式：岡田大司教、説教：溝部司教、来賓：教皇大使） 

        （音楽・奉納など、サレジオ家族合同で工夫を凝らし盛大に執り行う） 

    16：30 終了・片付け（～18：00） 

 

・たくさんの働き手が必要です。人的・経済的ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 

・カトリック東京教区本部ならびに関口教会の皆様の寛大なご協力をいただいております。 

・ご来場には、原則として公共交通機関をご利用ください。（駐車場は器材搬入車両等に限ります） 

・配布物・食材・会場準備等のため、およその参加人数を 10月頃に各グループに確認する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ドン・ボスコ体操」生誕200周年Ver.踊ってみた  

（出演：Takuro／撮影：調布サレジオ神学院） 

YouTube: https://youtu.be/lAPx6cqv3vQ 

mailto:db200@salesians.jp
https://youtu.be/lAPx6cqv3vQ
https://youtu.be/lAPx6cqv3vQ


◆サレジオ家族霊性選集 1 『オラトリオ回想録』 6 月 15 日発売！ 

 ドン・ボスコ生誕 200周年を記念する今年、サレジオ家族のつながりを

より深め、各会における養成をさらに充実させていくことが求められてい

ます。今年 1月の合同評議会でも話し合われたとおり、私たちの霊性を深

めるための「サレジオ家族霊性選集」を刊行することになりました。 

 第 1巻として『オラトリオ回想録』が出版されます。日本では『ドン・

ボスコ自叙伝』として出版されていましたが、今回はジラウド師による解

説と註を加え、本文の訳も見直しています。ドン・ボスコ自身の考え方、

信仰のあり方、教育法を知るために不可欠の作品です。200 周年にあたっ

て今一度この作品に近づき、黙想するようにいたしましょう。 

  ★別紙注文書をご利用ください。 

 

◆出版物・記念グッズ（ドン・ボスコ社） 

●漫画『コラッジョ!! ドン・ボスコの夢は続く』 好評発売中です！ 

★詳細は「DB200ニュース」No.27をご覧ください。 

 

●「ドン・ボスコ Tシャツ」 好評発売中です！ 

 在庫に限りがあります。受注生産も承りますのでお早めにお申込ください。 

★詳細は「DB200ニュース」No.24をご覧ください。 

★ドン・ボスコ社 HPトップページ左側「ドン・ボスコ生誕 200周年関連聖品」もぜひご覧ください。 

 

●ムック『ドン・ボスコ ガイドブック』 7月発行に向け準備中です。 

 

◆DB200 記念イタリア巡礼 

さまざまなグループがドン・ボスコゆかりの地を巡礼しています。実り多い旅となりますように… 

・7 月 31日～8月 9日： FMA教員巡礼 

・8 月 1日～8月 11日： ADMA 扶助者聖マリア第 7回国際大会 

・8 月 10日～17 日： ウニオーネ扶助者聖母会同窓会連合 世界大会（代表者） 

・8 月 19日～29 日： サレジオ家族の教職員・同窓生 ★募集中 

★詳細はサレジオ会 HP「イタリア巡礼ツアー」をご覧ください。 

・10月 3日～9日： サレジオ同窓会連合 世界大会（代表者） 

・10月 15日～23日： 信徒・一般向け ★開催未定 

 

◆ホームページ・SNS でも、DB200 情報をお楽しみください！ 

■ドン・ボスコ生誕 200周年記念特別サイト 

http://salesians.jp/db200 

 

■Facebook ドン・ボスコの風 

https://www.facebook.com/dbnokaze 

 

■Twitter ドン・ボスコくん 

https://twitter.com/DonBoscoSha 

 

◆200 周年記念イベントの写真・動画＆コメントの投稿をお待ちしています！ 
www.facebook.com/dbnokaze または db200@salesians.jp まで 

http://salesians.jp/db200
https://twitter.com/DonBoscoSha
https://www.facebook.com/dbnokaze
http://salesians.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/DB200news27_150515.pdf
http://salesians.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/DB200news24_150401.pdf
http://www.donboscosha.com/product-group/58
http://salesians.jp/tour
http://salesians.jp/db200
https://www.facebook.com/dbnokaze
https://twitter.com/DonBoscoSha
http://www.facebook.com/dbnokaze
mailto:db200@salesians.jp


2015 年 6 月 

サレジオ家族の皆様 

 新刊『オラトリオ回想録』 特別価格のご案内  
 

サレジオ家族霊性選集１ 

オラトリオ回想録 
新刊 6 月 15 日発売 

ジョバンニ・ボスコ 著 
アルド・ジラウド 解説・注釈 
石川康輔／浦田慎二郎 編訳 

A5 判 329 頁 定価（本体 1,200 円＋税） 
 
青少年教育に献身するカトリック・サレジオ会

の創立者ドン・ボスコが、教皇ピオ 9 世の命に

より執筆した、誕生から事業草創期までの 40 年

の回想録。最新の研究による新訳と解説・注釈

付き。ドン・ボスコの考え方・信仰・教育法を

深く伝える必読の書。 
 
2015 年 8 月に生誕 200 周年を迎えるドン・ボスコ自

身の著書。世界 130 か国に広がるサレジオ会の教育

事業の原点を伝える書として、最新の歴史研究に基

づいてイタリアで出版された本の日本語版です。 
― もくじ ― 
【解説】『オラトリオ回想録』の歴史的、教育学−霊性的重要性（抄訳） 
オラトリオ回想録 1815 年から 1835 年まで サレジオ会員のためだけに／最初の 10 年間 1825 年

−1835 年／2 番目の 10 年間 1835 年−1845 年／3 番目の 10 年間 1846 年−1855 年／オラトリオ回想

録におさめられた時代の年表／附録 
 

注 文 書 

『オラトリオ回想録』（590）  定価 本体 1,200 円＋税 

サレジオ家族 特別価格（価格は税別です）  1 部～ 20％OFF（＠960 円） 

ご注文部数       部 

修道院・教会 

事業所名  
ご担当者 

 

住所 
〒 

電話 
（     ） 

      － 

※この注文書はドン・ボスコ社宛のみ有効。価格は税別、送料は別途いただきます。 

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


