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主のご復活おめでとうございます 

「イエスは生きておられる」（ルカによる福音書 24 章 23 節）	 

復活されたイエスの証人になりましょう！ 

	 キリスト教はイエスが復活されたと証しする人た

ちの運動によって生まれ、発展し、現在も「わたしは

主と出会った」と確信をもつ方々の証しによって生き

ています。確かにイエスの復活がなければ、キリスト

教もありません。「キリストが、聖書に書いてあると

おりわたしたちの罪のために死んで、三日目に復活し、

ケファに現れ、その後十二人に、次いで五百人以上も

の弟子たちに、最後にパウロ自身にも現れました」（コ

リントの信徒への手紙一 15章 3-8節より抜粋）。それから今日ま

で多くの人がイエスの福音の価値観によって人類社

会を築いてこられました。わたしたちも復活されたイ

エスの証人となる喜びの体験に心を向けましょう。 
	 主のご復活おめでとうございます。 

サレジオ会日本管区長	 マリオ 山野内倫昭神父 
 
溝部脩司教 帰天   4/9 追悼ミサのお知らせ 
	 高松教区名誉司教であり京都「望洋庵」庵主を務めていたフランシス

コ・ザビエル溝部脩司教が、原発不明癌のため、2016年 2月 29日に、
京都大学医学部附属病院で帰天されました。享年 80歳でした。 
	 3月 2日、カトリック京都司教区による仮通夜・ミサが河原町教会で、
3 日・4 日にカトリック高松司教区による通夜と葬儀ミサが高松市の公
益会館で行われ、別れを惜しむ方々が多数参列されました。 
	 サレジオ会日本管区による追悼ミサは、下記のとおり執り行われます。 
	 	 日時：4 月 9 日（土）16:00 から	 

	 	 場所：カトリック碑文谷教会聖堂 （東京都目黒区碑文谷 1-26-24） 
	 	 	 ※香典やお花代等は辞退させていただきますのでご了承ください。 

	 人びとと、若者たちと共にいて、牧者としての使命に生涯をささげら

れた溝部司教様に感謝を込め、永遠の安息をご一緒に祈りましょう。 
 
2 人のサレジオ会員   誓願式 
	 2016年 3月 19日、聖ヨセフの祭日に、調布サレジ
オ神学院でサレジオ会日本管区の誓願式がとり行われ、

洗礼者ヨハネ	 レ・ファム・ギェ・フーさんが終生誓

願を、フィリポ・ネリ	 堤崚作さんが初誓願をそれぞ

れ宣立しました。山野内倫昭管区長、濱口秀昭副管区

長（神学院長）のほかサレジオ会員、ベトナム、福岡



第 1 回 Salesian Youth Day（2015 年 4 月） 

の親族・関係者、サレジオ家族のメンバー、友人・知

人など多くの人びとに見守られて、2 人は神の前で従
順・清貧・貞潔の 3つの誓願を立てました。 
	 山野内管区長は、「きょう祭日を祝っている聖ヨセフ

は、サレジオ会の大切な保護者です。聖ヨセフのよう

に、人間の望みではなく、神の望みに従い、サレジオ

会員として、兄弟会員やサレジオ家族、すべての人び

ととの交わりを大切にし、青少年の救いのために、喜

びのうちに修道生活を歩んでほしい」と祝いの言葉を

述べました。フー神学生とポストノビス堤さんのこれ

からの歩みのために祈りましょう。 
★誓願式の日に撮影したフー神学生と堤さんのフレッ

シュなビデオメッセージをご覧ください！	 

（YouTube）https://youtu.be/PaSaub8PctY 
 
 
第22回  SSaalleessiiaann  YYoouutthh  DDaayy  55//77--88☆青年夜間巡礼  参加者募集のお知らせ！ 
	 SYM事務局より、年 1回の大イベント「Salesian Youth Day」のお知らせです！(ﾟ∀ﾟ) 
	 昨年好評だった夜間巡礼を今年も行います。第 1回のゴール地点だった調布サレジオ神学院から、目
黒星美学園中・高を通って、カトリック碑文谷教会までの 16kmの道のりにチャレンジします！!(^o^)! 
	 テーマは「WWiitthh  JJeessuuss!!!!  イエスと歩こう！」一緒に歩きながら、わたしたちの人生の旅を共に歩い

てくださるイエスさまとのつながり、そしてドン・ボスコの仲間であるサレジオ青年同士のつながりを

深めてみませんか？ 
集合：5月 7日（土）20:00 ＠東京・調布サレジオ神学院 
希望者は 17:00～夕食作り、19:00～一緒に食べましょう。 
解散：5月 8日（日）14:00 ＠東京・カトリック碑文谷教会 
内容：夜から朝にかけての徒歩巡礼（調布～目黒星美中高～

碑文谷）、分かち合い、ミサ（8日＠碑文谷教会）など 
参加資格：18～30歳のサレジオにかかわる青年（高校生除く） 
持ち物：歩きやすい服装、歩き慣れた靴、飲み物、防寒着等 
参加費：1,000円	 ★参加申込は↓こちらから 
	 	 	 	 http://goo.gl/forms/tS9OSSkuJL 【5月 1日〆切】 
お問合せ	 SYM事務局	 symjapan@salesians.jp 
	 みなさんの参加をお待ちしています！イエスと一緒に、そ

して仲間と一緒に、この巡礼にチャレンジしよう！♡ 
 
2016 年度   サレジオ家族教職員養成講座   開催のお知らせ 
	 サレジオ系学校・施設・事業所で奉職する教職員が、ドン・ボスコの精神・教育を学び、サレジオ家

族としての自覚を高め合える場として「サレジオ家族教職員養成講座」（1年間 6回、隔月開催）が開催
されます。対象は、サレジオ家族事業体で奉職 10年目以内の教職員です。 
	 第 1回は、2016年 5月 13日（金）18:45～20:15	 カトリック下井草教会隣サレジオ会研修施設サイ
テックにて開催。参加費は 1年 3,000円（または各回 500円）。参加申込期限は 2016年 4月 28日まで。 
	 講座内容など詳細は、サレジオ会 HP	 http://salesians.jp/news/14853.htmlをご覧ください。 
【連絡先】浦田慎二郎神父	 mshinurata@donboscojp.org 
	 	 	 	 	 増田 健（目黒星美学園小学校教諭）takeshi_masuda_1981@outlook.jp 



フェルナンデス総長からのビデオメッセージ（3月） 
フェルナンデス総長から、全世界のサレジオ会員ならびに

サレジオ家族に向けたビデオメッセージ（日本語字幕）が

届きました。今回は、シリアの人びとを思い起こして祈る

こと、世界の心温まる出来事を分かち合うよう呼びかけら

れています。下記リンクよりご覧ください。 
（YouTube）https://youtu.be/QNaNmtvnPXg 
 
山野内倫昭管区長からのビデオメッセージ（3月） 

今回は 3月 4日、香川県・高松市で行われた溝部脩司教の
葬儀ミサ・告別式の前に撮影したものです。 
（YouTube）https://youtu.be/IcwcKvgny2g 
 
 
サレジオ通信  ANS ウェブサイト   リニューアル  

	 サレジオ会総本部のニュースサイト ANS（Agenzia 
iNfo Salesiana）が新しくなりました。 
	 フェルナンデス総長がビデオメッセージ（3 月）で呼
びかけているように、メディアを活用して、世界の出来

事を分かち合い、サレジオ世界の家庭的交わりを育み、

共に祈り・働いてまいりましょう！ 
	 ANS イタリア語版	 http://www.infoans.org  
	 ANS 英語版	 http://www.infoans.org/en/ 
	 EAO（東アジア・オセアニア地域）のニュースサイト	 

	 	 	 Boscolink	 http://www.bosco.link 
 
 
DB ソングの吹奏楽用スコア公開！ 
	 2015年 11月 23日に行われた「ドン・ボスコ生誕 200
周年記念イベント&ミサ」の閉幕ミサでは、星美学園中
学校・高等学校吹奏楽部の皆さんが、元気よく美しいハ

ーモニーの演奏で盛り上げてくれましたね！	 そこで

演奏された 3 曲のドン・ボスコの歌「聖者ドン・ボス
コ」「ドン・ボスコのことばを」「道標（みちしるべ）」

の吹奏楽用スコア（楽譜）が、サレジオ会ホームペー

ジからダウンロードできるようになりました。 
	 編曲・楽譜作成してくださった星美学園短期大学の町田治先生に、心より感謝申し上げます。 
	 全国のサレジオ学校の皆さん、ぜひ様々なイベントで演奏して、歌っていきましょう！（演奏の様子

を撮影した動画を、ぜひお寄せください！） 
 
★ダウンロード URL：サレジオ会 HP「ライブラリー」→「ドン・ボスコ	 ソングライブラリー（楽譜集）」	 

	 http://salesians.jp/library/dbsongs 
※上記ライブラリーには、十数曲のドン・ボスコ関連の楽譜や劇脚本を掲載中。ぜひご利用ください！ 
 
 



日向学院での役員会 総長と世界連合会長からの感謝状 初代チマッティ校長と歴代校長の写真 

サレジオ同窓会日本連合 役員会   日向学院で開催 
	 2016年 2月 27日、宮崎の日向学院にて、サレジオ同
窓会日本連合の役員会が開催され、育英学院（サレジオ

高専）、大阪星光学院、日向学院、サレジオ学院、サレ

ジオ小中学校の各同窓会代表者と顧問である山野内管

区長・校長のサレジオ会員たち 21人が出席しました。 
	 サレジオ家族年間目標（ストレンナ 2016）の紹介、役
員の追加、規約改正、今年度事業の進捗報告、昨年 10
月の世界大会の報告、今後の展望など充実した話し合い

が行われ、連合メンバーが「共に」支え合いながら歩ん

でいくことを確認できた実り豊かな会合となりました。 
	 サレジオ会来日 90 周年の機会に日本のサレジオ会発
祥地に集い、チマッティ神父が初代校長を務めた日向学

院の校内も見学。懇親会では日向学院 OBの地鶏専門店
で料理を楽しみつつ、一層の交わりを深めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ドン・ボスコくん ぬりえ 7種」ダウンロードできます 
	 ドン・ボスコのゆるキャラ「ドン・ボスコくん」のぬりえが、サレジオ会ホームページからダウン

ロードできます。市販の家庭用プリンターで A4用紙に印刷してご利用ください。 
★ダウンロード URL：サレジオ会 HP「ライブラリー」→「ドン・ボスコくん	 ぬりえ 7 種」	 

	 http://salesians.jp/library/dbcoloring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★サレジオ家族の皆さんからの情報・投稿をお待ちしています！  

情報提供、写真・動画＆コメントの投稿は、サレジオ会広報	 koho@salesians.jp（立石）まで	 

Facebook「ドン・ボスコの風」は、ほぼ毎日更新中！	 https://www.facebook.com/dbnokaze/	 


