
No.30／2015年 8月 1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 

 いよいよドン・ボスコ生誕 200 周年のクライマックスとなる 8月です。真夏の大自然の恵みを満喫す

る時、家族団らんで休息の時、戦後 70年目に平和を祈る時、聖母被昇天祭の時でもあります。8月 1日

から ADMA扶助者聖マリアの会の皆さんが国際大会へ、10日からは SYM（Salesian Youth Movement）ト

リノ大会・イタリア巡礼に約 20 名の青年が出発、また同日ウニオーネの代表者も世界大会へ参加しま

す。元気にこの恵みの時を過ごせるよう、ともに祈りましょう。 

 今回は、長らくお待たせしました『ドン・ボスコガイドブック』発売のニュースと、「缶バッジ」「DBJ

刺繍ワッペン」など新作も加わった「DB200記念グッズ」をご案内します。 

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

◆『ドン・ボスコ ガイドブック』ついに発売！ 

 この１冊でドン・ボスコがまるわかり！ 

 「ドン・ボスコってだれ？」という「ビギナー」の

方から、「なんでも熟知しとるよ、エヘン」という「ベ

テラン」の方まで、「へえ、そうなんだ！」「な〜るほ

ど！」とワクワクしながら読んでしまうガイドブック

がドン・ボスコ社から発売されました。オールカラー

で、写真やイラストも満載。巡礼旅行への携帯にも嬉

しいハンディな A5サイズです。 

 まず、１章＜超入門＞「イラストでわかるドン・ボ

スコ」では、コミカルなイラストで生涯・教育・霊性

をインプット。続く２章＜出会う＞「ドン・ボスコゆ

かりの地を巡る」では、生まれ故郷のベッキ村から始

まるバーチャル巡礼の旅へ。豊富な写真とエピソード

にガイドされて、ヴァルドッコ、アルゼンチン、ロー

マへ……ドン・ボスコの生涯と神の恵みを知る旅とな

るでしょう。ピエモンテの名物・おみやげ・歴史など、

気の利いた情報も。３章＜深める＞「もっとよくわか

るドン・ボスコ講座」では、中学 3年生の Yくんとド

ン・ボスコ研究家の U神父による、ときに鋭く、とき

にオトボケな問答が楽しめます。これが意外と深い内

容。トリビアクイズにも挑戦しましょう。４章＜なら

う＞「ドン・ボスコのように生きる」では、歴代総長、

サレジオ家族の聖人たちがずら〜り 138人登場。５章

＜つながる＞「こんにちは！サレジオ家族です」では、

世界そして日本のサレジオ家族を一挙紹介。私たちの

つながりの豊かさ・広がりを感じましょう。若者への

メッセージ、若者による愉快なトークもあります。 

 

 お求めは、別紙の注文書（特別価格あり！）でドン・

ボスコ社までご注文ください。 



2015 年 8 月 

サレジオ家族の皆様 

 新刊『ドン・ボスコ ガイドブック』 特別価格のご案内 
  

ドン・ボスコ 

ガイドブック 
新刊 8 月 1 日発売 

サレジオ会日本管区 編 

浦田慎二郎 監修 

A5 判 151 ページ 定価（本体 1,200 円＋税） 

 

青少年の教育・救いのために生涯をささげたドン・ボ

スコのことをわかりやすく深く学べるガイドブック。 

オールカラーで写真やイラストも豊富。 

イラストでわかる超入門、ゆかりの地を巡るガイド、

人物・ことば・生き方研究、世界・日本のサレジオ家

族紹介など情報満載。巡礼旅行への携帯にも嬉しいハ

ンディなムック本です。 

あなたもドン・ボスコと出会う旅へ出かけませんか？ 

 

毎年、新入生および保護者へのプレゼントとして、ド

ン・ボスコの心・生き方を学ぶ教材として、様々な機

会にぜひご活用ください。 

 

 

注文書  （申込〆切：2015 年 12 月 25 日） 

『ドン・ボスコ ガイドブック』（596）  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）／ 100 部～ 30％OFF（＠840 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、2015 年 12 月 25 日まで有効。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 

 



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
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）
@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
@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
@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
@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
※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。

1

4

8
9

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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ドン・ボスコ生誕200周年記念グッズ

【缶バッジ】
バッグや帽子につけちゃおう！
旅行や巡礼など、
海外へのお土産におすすめです。

【缶ミラー】
缶バッジの裏側が鏡になっちゃった？！
ミラータイプの缶バッジです。

※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。

缶バッジ　DBJ

ビビッドな色づかいが可愛い、
大きめ缶バッジ。

200円＋税
サイズ：直径56mm　日本製
【22000129】

缶ミラー
浮世絵ぼすこ

ポーチやポケットにも
すっぽり入る、
携帯に便利な
コンパクトサイズ。

300円＋税
サイズ：直径57mm　日本製
【22000124】

【刺繍ワッペン】
ポロシャツ、Tシャツ、ペンケース、トートバッグなど
布製品にアイロン接着して、オリジナルの
ドン・ボスコグッズを作っちゃおう！

Don Bosco Japan
刺繍ワッペン（アイロン接着）
必ずあて布を使用し、
やけどに注意して接着してください。
※9月初旬入荷予定。

350円＋税
サイズ：直径35mm　日本製
【22000130】 

缶バッジ　浮世絵ぼすこ

ドン・ボスコが浮世絵になって登場。
いちばん人気の缶バッジです！

150円＋税
サイズ：直径44mm　日本製
【22000128】

缶バッジ　魂／たましい

ドン・ボスコのモットー
「魂を与えてください、
ほかのものは取り去ってください」。
Da Mihi Animas,
Cetera Tolle.

100円＋税
サイズ：直径32mm　日本製
【22000127】 

缶バッジ　喜／よろこび

漢字シリーズ。
「絶えず、いつも喜ぶようにしよう！」

100円＋税
サイズ：直径32mm　日本製
【22000125】

缶バッジ　夢／ゆめ

漢字シリーズで
いちばん人気の缶バッジ。
Don Bosco's DREAM
continues！

100円＋税
サイズ：直径32mm　日本製
【22000126】 

　 ～ 　取り混ぜ可、100個以上20%OFF
※この割引率は1回のご注文ごとに適用されます。

2015.08.01
NEW
新着アイテム！
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ドン・ボスコ生誕 200 周年記念グッズ 注文書 （2015 年 8 月 1 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   ― 

 ★NEW！ 新着アイテム    

１０ 缶バッジ DBJ（直径 56mm）        22000129 \200 

⑩～⑮取混ぜ可 

100 個以上で 

２０％OFF 

 

１１ 缶バッジ 浮世絵ぼすこ（直径 44mm）  22000128 \150  

１２ 缶バッジ 夢／ゆめ（直径 32mm）     22000126 \100  

１３ 缶バッジ 魂／たましい（直径 32mm）   22000127 \100  

１４ 缶バッジ 喜／よろこび（直径 32mm）   22000125 \100  

１５ 缶ミラー 浮世絵ぼすこ（直径 57mm）   22000124 \300  

１６ DBJ 刺繍ワッペン（直径 35mm）      22000130 \350 ¥350  

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 
（     ） 

      － 


