
南スーダンで宣教女として働く下崎優子シスター（右） 

紛争を逃れて避難する南スーダンの人びと 
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「ドン・ボスコの風」No.17 発行  

	 「ドン・ボスコの風」（年 2回、1月・7月発行）の No.17が刊行
されました。今号はサレジオ会来日 90周年の特集のほか、社会で活
躍する同窓生、別府教会・ユースセンターの紹介、SYM青年夜間巡
礼、星美学園中高アジア研修旅行、溝部司教追悼、Sr.マリア・コス
タの若者へのメッセージ、熊本地震被災地支援の動き、各グループ

のニュースなど盛りだくさんの内容です。 
	 本誌の制作・配布のため、いつもご支援をありがとうございます。

今号も本誌制作費のため、引き続き本誌とじ込みの払込用紙にてご

寄付いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 
 
DBK ドン・ボスコ基金   チラシ・「DBK だより」のお知らせ 
	 DBKドン・ボスコ基金は、サレジオ家族の皆様に広く活動を知っていただくため、 
今回「ドン・ボスコの風」と一緒にチラシ（払込用紙付き）を配布させていただきました。 
さっそく多数のご支援をいただき、誠にありがとうございます。 
	 DBKでは、支援者の皆様へのご報告と感謝の気持ちとして、機関誌「DBK だより」を年 2回（1月・
7月）発行しています。今回は見本として「かわら版」と一緒に送付しますので、ぜひご一読ください。 
（「DBKだより」のバックナンバーは、下記ウェブサイトでもご覧いただけます。） 

【DBK ドン・ボスコ基金】ウェブサイト	 http://salesians.jp/about/dbk 
 
 
南スーダンのための祈り 
	 長年の紛争で荒廃した南スーダンの人びとに教育や

医療を提供するため、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宣教者が派遣さ

れています。イエスのカリタス修道女会の下崎優子シ

スターも宣教女として派遣されている一人です。 
	 南スーダンは 2011 年に独立した後もクーデターが
起こるなど政情が不安定で、避難民は数百万人にのぼ

る事態になっています。今年 7 月には首都ジュバで激
しい銃撃戦があり、政府だけでなく教会の司教・司祭・

宣教者も標的となり、非常に危険な状態です。シスタ

ーたちは、現地サレジオ会の神父たちによって無事国

外に退避できたとのことです。 
	 南スーダンに一日も早く平和が訪れ、人びと特に子

どもたちが安心して暮らせる国になるように、また現

地で教会を守っている神父・宣教者のために、共に祈

りましょう。 



↑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 7 月 9〜10 日、「男塾」の夏キャンプが行

われました。小学生の男の子たちは、夢を語ったり、

自作の旗を掲げてナイトウオークをしたり、元気いっ

ぱいに楽しい時間を過ごしました。 

↑イエスのカリタス修道女会の召命練成会「カリタスサマースクール」が、7 月末から 8

月初めにかけて、宮崎と野尻湖（長野県）で行われました。祈り、学び、遊び、神様のい

つくしみを感じながら、子どもたちは恵み深い時を過ごしました。 

↑カトリック碑文谷教会サレジオ日曜学校（東京

都目黒区）では、7 月 16〜17 日、小学 1・2 年生の

おとまり会が行われました。プール遊び、すいか

割り、神様のお話、お祈り、ミサなど盛りだくさん

の内容で、子どもたちは、リーダーや中高生会の

メンバーと共に楽しく過ごしました。 

←サレジオ学院（神奈川

県横浜市）では毎年、中

学 1 年生は 3 泊 4 日の

「野尻湖林間学校」に参

加。大自然の中、湖で泳

いだり、ボートを漕いだ

り、BBQ などアクティビテ

ィを通じて、仲間との絆を

深めます。 

↑日向学院（宮崎県宮崎市）では、7 月 30 日〜8 月 6 日にかけて、インド・中国・タイの高校生

を招いて「アジア高校生サミット in 宮崎」を初開催。「Get Connected! つながろう、アジア」を

テーマに、高校生たちはアジアや世界の未来について英語で語りあいました。宮崎だけでな

く、サレジオ学院（横浜）にも宿泊し、星美学園（赤羽）の高校生ともミニサミットを開催。同窓

生の力強い支援もあり、充実した交流体験をしました。 
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夏はドン・ボスコ音頭！ 
昨年のドン・ボスコ生誕 200 周年を記念して生まれた
「ドン・ボスコ音頭」。サレジオ会来日 90 周年の今年
も、ぜひみんなで歌って踊りましょう！ 
 
音源・振付は下記 YouTubeリンクでご覧いただけます。 
【音源】	 https://youtu.be/7JXkvhux0ec 
【振付】	 https://youtu.be/45lpScmfXUw 
 
 



ヴィンチェンツォ 

新界政造修道士 

6 月 17 日帰天 

（享年 80 歳） 

ヨセフ 

大槇義弘神父 

7 月 16 日帰天 

（享年 80 歳） 

パウロ 

山野源太郎神父 

8 月 2 日帰天 

（享年 69 歳） 

 

ミカエル・モスカ神父 

8 月 10 日帰天 

（享年 100 歳） 

 
山野内倫昭管区長からのビデオメッセージ（7月） 

今回はフィリピン・マニラのマカーティから、ポストノビスの

深川信一さん、イエスのカリタス修道女会のシスターたちと一

緒にお届けします。ご覧ください！ 
（YouTube）https://youtu.be/4nmogWnfwFQ 
 
 
サレジオ家族   各地の話題  

 
大阪星光学院生   国際物理オリンピックで金メダル獲得！ 

世界 84か国の高校生が参加しスイスなどで開かれた第 47回国際物理オリンピックで、大阪星光学院高
等学校（大阪府大阪市）3 年の吉田智治さんが見事金メダルを獲得しました。吉田さんは、昨年度の銀
メダルに続く受賞という快挙です。おめでとうございます！ 
 
VIDES 世界大会   ローマにて開催 
サレジアン・シスターズの国際ボランティアグループ

VIDESの世界大会が、サレジオ会ローマ総本部で 7月に開
催され、日本からも代表者が参加しました。写真は、日本

からの参加メンバーとローマにいるシスターたち、EAO顧
問のクレメンテ神父と一緒に撮影したものです。 
 
サレジアニ・コオペラトーリ九州地区黙想会 

サレジアニ・コオペラトーリ九州地区の黙想会が、7 月 2
～3日、長崎・立山黙想の家で行われました。写真は、長崎
星美幼稚園（大村）の聖母像の前で、コオペラトーリ担当

司祭のロロピアナ神父と撮影したものです。 
 
 
帰天したサレジオ会員   お祈りください 
人びとと、若者たちのために生涯をささげられた会員の皆様に感謝を込め、永遠の安息を祈りましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2016.1.30 訪問時 浜松教会の子どもたちと 

みなさんの参加
を  

お待ちしていま
す！  

ジュビレオ青年徒歩巡礼  〜いつくしみの聖年を浜松で祝おう！〜  参加者募集のお知らせ！ 
	 SYM JAPANは、不定期でカトリック浜松教会（静岡）を訪れ、外国人移住者の子どもたちとの交流
を図っています。今回は、そんな子どもたちと一緒にいつくしみの特別聖年を祝う徒歩巡礼を企画しま

した！	 イエスさまの十字架を思いながら歩き、仲間へ神さまのいつくしみを示しましょう♡ 
集合：9月 17日（土）11:00	 @カトリック碑文谷教会（東京） 
解散：9月 19日（月・祝）15:00 @東京カテドラル関口教会（東京） 
	 ※途中参加、途中早退可能です。 
	 ※予定が変更になる場合もあります。予めご了承ください。 
内容：17 日：集合、車で浜松へ移動／夕食／子どもたちとレク／
徒歩巡礼のための霊的準備（神父様からのお話、お祈り、聖体礼拝、

ゆるしの秘跡）／就寝 
18日：朝食／徒歩巡礼／いつくしみの扉をくぐる／ミサ／BBQ...流れに身をまかせる！ 
19日：朝食／車で東京へ移動／昼食／マザー・テレサ列聖記念ミサ、解散 
参加資格：①静岡・浜松の中高生＆青年	 ②18～30歳のサレジオ家族に関係する青年（高校生除く） 
持ち物：歩き慣れた靴、2泊 3日分の着替え、帽子、寝袋（持っている人はマットも）、雨具（傘＋レイ
ンコート）、洗面用具（シャンプー、タオルなど）、持ち歩く用の小さいカバン等 
参加費：1000円	 ★参加申込は↓こちらから 
	 	 	 	 https://goo.gl/forms/EnvB4JdUIaluVi8P2	  【9月 9日〆切】 
お問合せ	 SYM事務局	 symjapan@salesians.jp 
19日には、このたび聖人になることが決まったマザー・テレサの列聖記念ミサにあずかる予定です。 
またとない機会をみなさんと共に過ごせることを楽しみにしています♡	 ぜひご参加ください☺ 
 
 
山中湖青年聖書学校   参加者募集のお知らせ 
山中湖で大自然、仲間、神さまとの出会いを見つけよう！ 

大自然に囲まれた山梨県の山中湖にて、毎年夏、

聖書学校・青年の部を開催しています！	 名前

からは堅いイメージを持つかもしれませんが、

山と湖の大自然を満喫して、日本中から集まっ

た仲間と一緒に信仰をわかちあうキャンプで

す。あなたも同じ信仰を持つカトリック教会の

青年たちと楽しい時間を過ごし、共に祈りなが

ら神様と出会う体験をしてみませんか？ 
目的・対象 
・主催：サレジオ会日本管区	 青少年司牧委員会 
・目的：大自然の中で、祈りと聖書の分かち合いを通して、自らの召命を考える。 
・対象：18〜30歳の青年男子信徒 
・期間：2016年 9月 23日（金）～9月 25日（日） 
お申し込み・お問い合わせ 

〒182-0033	 東京都調布市富士見町 3-12-12 調布サレジオ神学院	 	 辻家直樹神父 
TEL 042-482-3117	 FAX 042-489-7645	 メール：aspchofu@hotmail.co.jp 
 
★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/	 


