
目黒星美学園中学高等学校（東京都世田谷区）

では、被災地からの要望に応えて携帯トイレをさ

らに 620 セット送付。生徒はもちろん、保護者や同

窓生にも被災地支援の輪が広がっています。 

各地の小教区（教会）でも義援金を呼びか

けています。カトリック碑文谷教会（東京都

目黒区）では若者たちも募金活動に協力し

ています！ 

目黒星美学園小学校（東京都目黒区）では、児

童から被災地に献金を送りたいとの声が寄せ

られました。自分達にできる小さな我慢や節

約、お手伝いなどをして貯めたお金を毎月集め

ている「まごころ献金」を被災地に届けました。 
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熊本地震   祈りと支援の呼びかけ 
	 熊本地震の発生から 2か月が経ちました。悲しみや
不安を抱える被災地の皆様のため、また支援活動に携

わる皆様のために心を寄せてお祈りいたします。 
 
カリタス福岡・熊本センター（くまセン）がオープン 

	 熊本地震被災地の復興支援活動のため、カトリック

福岡司教区はカリタスジャパンの支援を受けて「カリ

タス福岡・熊本センター（通称くまセン）」をカトリッ

ク菊池教会（熊本県菊池市）内に設置しました。「くまセン」

では被災地ボランティアを募集しています。カトリッ

ク教会の施設に宿泊し、地域、特に西原村の社会福祉

協議会などのボランティア活動に参加します。詳細は

下記「くまセン」ホームページをご覧ください。 
http://fukuoka.catholic.jp/kumasen.html 
 
被災地支援の動き 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
DBK ドン・ボスコ基金   緊急募金の呼びかけ 

	 DBKドン・ボスコ基金では緊急募金を受け付けています。振込先は下記のとおりです。 
	 	 	 郵便振替口座番号：	 00190-5-292253	 	 	 加入者名：ドン・ボスコ基金	 

	 	 	 	 ※通信欄に「熊本地震のため」と明記してください。	 

	 当面の支援先は、カトリック福岡教区（熊本地震被災者支援室）、別府教会（サレジオ会としての被

災地支援拠点）、日本カトリック学校連合会（被災地のカトリック学校・幼稚園を支援）とします。（現

地との連携体制が整い次第、支援先拡大を検討します。）皆様のお祈りとご支援をお願いします。 
【DBK ドン・ボスコ基金】ホームページ	 http://salesians.jp/about/dbk 
 
★サレジオ家族の皆様の、被災地支援の取り組みや、現地の状況など、情報をぜひお寄せください。 



5 月 7 日夕刻から東京・カトリック調布教会に集まった参加者は、一緒に夕食を作って食べた後、ドン・ボスコとサレジアンの信仰の姿を学びました。 

「ドン・ボスコの灯火」（ランタン）に点火して祈った後、ドン・ボスコ像にハイタッチして巡礼スタート。 

途中立ち寄った、目黒星美学園中学高等学校では、深夜にもかかわらずシスターたちが温かく出迎え、休息と聖堂で聖体礼拝のひと時をもちました。 

朝食、主日のミサ、分かち合い（ふり返り）と続き、管区長の山野内マリオ神父も同伴しました。

徒歩の歩みとともに、ミサ・聖体礼拝・分かち合い・振り返りなどを通して、人生の目的である神

への道のり、サレジアンな信仰のあり方について知り、考えることができたと思います。 

翌 8 日の朝 6 時

に、目的地のカト

リック碑文谷教

会（目黒）に全員

元気に到着。主

任司祭のロロピ

アナ神父の出迎

えを受け、聖母

マリアに感謝の

祈りをささげまし

た。 

古木真理一神父 帰天   7/9 追悼ミサのお知らせ 
	 サレジオ会司祭のヨセフ 古木真理一（ふるき・まりかず）神父が、肺栓
塞炎のため、2016年 6月 8日に、長崎県愛野町 愛野中央病院で帰天され
ました。昨年 5月末より癌の治療を継続していました。享年 66歳でした。 
	 6 月 10 日・11 日に通夜と葬儀ミサがカトリック浦上教会（長崎県長崎
市）で行われ、別れを惜しむ方々が多数参列されました。 
	 サレジオ会による追悼ミサと納骨式は、下記のとおり行われます。 
	 	 日時：7 月 9 日（土）14:30 から（追悼ミサ終了後に納骨式） 
	 	 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

古木神父様に感謝を込め、永遠の安息をご一緒に祈りましょう。 
 

第22回  SSaalleessiiaann  YYoouutthh  DDaayy  青年夜間巡礼  開催！ 
	 5月 7日～8日、サレジオ家族に関係する青年（18～30歳）40人が集まり、Salesian Youth Day 青
年夜間巡礼が東京で開催されました。この徒歩巡礼は、SYM JAPANの青年スタッフが中心となって準
備したもの。昨年に続き 2回目となる今回は、「WWiitthh  JJeessuuss!!!!  イエスと歩こう！」をテーマに、20km
という長い距離を一緒に歩きながら、人生を共に歩んでくださる主イエスとのつながり、そしてサレジ

オ青年同士のつながりを深める目的で行われました。ミサ、結びの振り返りも充実した内容に。山野内

管区長も振り返りに参加し、共に歩む中で様々な気づきを得た若者たちにエールを送りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



←城星学園中学校・高等学校（大阪府大阪市）

では 5 月 13 日、隣の大阪カテドラル聖マリア大

聖堂（カトリック玉造教会）で聖母祭ミサが行わ

れました。今年の徳の花のテーマは「主よ、わ

たしをお使いください」です。代表によって徳の

花のカードと花が捧げられました。 

↓静岡サレジオ（静岡県静岡市）では 5 月 21

日、小中高合同で聖母祭が開催されました。第

1 部として地域清掃、第 2 部のステージ発表は

ドン・ボスコスクールバンドのファンファーレで

開会、児童生徒代表の発表や、「徳の花」と祈

り、聖母マリアへのお手紙をお捧げしました。 

↑カトリック調布教会サレジオ日曜学校

（東京都調布市）では 5 月 22 日、聖母月

の特別企画として、富士山の二合目にあ

る「富士の聖母」へ巡礼に行きました。山

中湖のサレジアン・シスターズ山中修道

院も訪問しました。 

↑町田サレジオ幼稚園（東京都町田市）では 5 月

31日、開園2年目にして初の聖母祭を開催。聖母

行列も行いました。 

ご紹介でき
ない皆さん

、

ゴメンなさ
い！  

 
山野内倫昭管区長からのビデオメッセージ（5月） 

今回は青年夜間巡礼のゴール地点カトリック碑文谷教会（目黒）か

ら、SYM Japanの青年たちと一緒にお届けします。ご覧ください！ 
（YouTube）https://youtu.be/n5ZbUk6N8O4 
 
 
2016 年度サレジオ家族教職員養成講座スタート 
	 5月 13日、聖マリア・マザレロの祝日に、サレジオ会研修
施設サイテック（東京都杉並区）にて 2016 年度サレジオ家
族教職員養成講座が始まりました。 
	 今年度は浦田慎二郎神父（サレジオ会）を同伴司祭とし、

サレジオ家族の事業所の教職員らがコーディネーターとなっ

て、主として若手の皆さんを対象に、2 か月に 1 回のペース
でドン・ボスコと教育についての学びを進めていきます。 
	 第 1 回は「サレジオ家族とは？	 サレジオ家族の学校とは？」をテーマに講話を聞き、各事業所に抱
いているイメージや、ドン・ボスコの教育法や精神について分かち合いました。実践に基づきながら、

事業所を超えた共通点に気づき、また、それぞれの課題も語ることもでき、充実した時間となりました。 
	 山野内管区長は「皆さんの子どもたちへの働きは、神様から与えられた使命・召命です」と強調し、

また、シスター小島理恵（サレジアン・シスターズ、目黒星美学園小学校長）は「ドン・ボスコ、マリ

ア・マザレロの時代から協力者の存在が重要でした」と、教職員たちを激励しました。 
	 第 2回は「予防教育法・私たちの使命」をテーマに、7月 8日 18:45〜同会場で開催されます。 
 

55月  聖母祭・扶助者聖マリアの祭日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



青少年の集い in 調布サレジオ神学院 
	 6 月 4 日～5 日、調布サレジオ神学院に関東近辺の小教区から
小学校高学年から中高生約 50 人が集まり、青少年の集いが開催
されました。テーマは「イエスと共に歩む喜び」。聖人たちについ

て学んだ後、各班で発表。最後はミサで締めくくりました。この

イベントは、サレジオ会、サレジアン・シスターズ、イエスのカ

リタス修道女会の 3修道会によるコラボ企画として開催。各会が
夏の野尻湖で開く召命錬成会の呼びかけもありました。 
 
 
フェルナンデス総長からのビデオメッセージ（5月）  

	 扶助者聖マリアの祭日にあたり、フェルナンデス総長より、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。私たちに、若者と共に生きる使命を再確認

する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/5T9fhMXocNg 
 
サレジオ会管区会議   in 山中湖 
	 6 月 5 日～9 日、サレジオ会日本管区の管区会議が山中湖のサ
レジアン・シスターズ山中修道院で行われました。山野内倫昭管

区長はじめ管区と各支部を代表する 30人の会員は、「より貧しい
青少年のための管区になる」という長期目標を承認、今後の「6
カ年計画」について話し合いました。ドン・ボスコの精神になら

い、日本でサレジオ会が果たす使命について、兄弟的な雰囲気の

中での真剣な討議を通して、新たな一歩を踏み出す決意を確認し

ました。また古木真理一神父の訃報に接し、永遠の安息を願って

皆で祈りをささげました。私たちの歩みはこれからが大切になり

ます。管区会議に際して皆様がささげてくださった祈りに感謝す

ると共に、サレジオ会日本管区がこれからもサレジオ家族、協働

者、多くの方々に支えられて共に歩んでいくことができるように

お祈りをお願いいたします。 
 
★	 山中湖でのサレジオ会管区会議閉会にあたり、山野内管区長

と、若手会員からのビデオメッセージをご覧ください。	 

新しい道のりを共に歩んでいきましょう(^^)/	 

	 （YouTube）https://youtu.be/lHtkTc857ok 
 
 

          今年もドン・ボスコの誕生日 88月 1166日に「ひまわり」を咲かせましょう！ 
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うことができますように！ 
 
★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/	 


