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親愛なるアジア・オセアニア地域のサレジオ同窓生と友人の皆さん。 

  

本日、この特別な会合でお目にかかれて本当にうれしく思います。オンラインでの

会合には制約もありますが、地球をほぼ半周ほど離れているところからも、皆さんの

サレジオ的な喜びと、ドン・ボスコへの感謝の気持ちを感じます。 

 

新型コロナウイルスのパンデミックが生み出した困難で悲しい時期ではあります

が、同窓生がお互いに、サレジオ家族に、そしてこの世界のすべての人に愛情、支

援、助けを示す絶好の機会です。私たちは受け取ったものをお返しするように招かれ

ています。仮にこうした困難な時期になかったとしても、私たちにはお返しすることが

あるのです。じつに私たちはたくさんのものをいただいてきました。そして、私たちが

毎日世界中でお返ししていることを、確かに私は知っています。 

 

こうした時を生きているというのは興味深いことです。それは、私たちが今日直面し

ている困難があるからではありません。むしろ、助けの手を差し伸べ、ドン・ボスコの

夢を毎日現実のものとしようとする私たちのアイデンティティや意志をよみがえらせる

ための偉大な精神と日々の招きがあるからなのです。 

 

そのためには、本当に良いコミュニケーションとネットワークが必要です。私たちの

多くが経験しているように、オンラインの世界において、私たちは前進し、私たちの利

点を活用する必要があります。私たちはここ数か月、オンラインのコミュニケーション

が人々に出会い、私たちの目標を達成するためのカギであることを経験して学びまし

た。私たちはその経験から学ぶ必要がありますし、また、オンライン・コミュニケーショ

ンでの優れた実践と前向きな経験を継続するために、将来に向けた計画を進める必

要があります。サレジオ家族にはすでにそのような例がたくさんあります。オンライン

で開催されたサレジオ霊性週間、サレジオ家族の世界評議会、サレジアン・シスター

ズのオンライン総会、それに同窓会連合など多くのオンラインでの集いや会合は、よ

り少ない資源と時間で、より多くの人々にアプローチし、つながることができることを示

しています。 

 

私たちは、新しいテクノロジーを用いて、新しい課題に積極的に答えることで、21世

紀の現代性をサレジオ同窓会連合にもたらすとともに、私たち聖職者でない者として

の専門性を発揮することができると信じています。 

 



私たちは、2020年 6月 24日―私たちの多くは、パンデミックの真っ只中にありまし

たが―に始まったサレジオ同窓会 150周年の記念にあたっても、そのようなアイデア

とアプローチを実践しようとしています。 

 

150周年を記念して、父であるドン・ボスコに感謝し、愛する同窓会の豊かな歴史と

遺産を私たちとサレジオ家族に思い起こさせるためのアイデアをいくつか用意しまし

た。 

 

最初の同窓生であるカルロ・ガスティーニに関する史上初めての本と、同窓生であ

り教会の福者であるアルベルト・マルヴェッリに関する新しい本が準備され、それは

2020年のサレジオ会総長のストレンナ（サレジオ家族年間目標）の「誠実な社会人、

キリストに倣う者」を積極的に広めるものとなりました。また、私たちは世界中の同窓

生の 150の優れた実践を集めた非常に価値ある出版物も準備しています。皆さんも

それぞれの国や地域の活動から良い経験と実践をもって参加するように招かれてい

ます。さらに、とても興味深い活動の 1つは、同窓生の 150周年を表す贈り物です。

これは特別なコーヒーカップとコーヒー豆のセットで、カルロ・ガスティーニとヴァルドッ

コの同窓生たちとドン・ボスコとの出会いを思い出させるために、1から 150までのシ

リアルナンバーが刻印されています。コーヒーセットは、私たちの精神と歴史のプロモ

ーションのために使用しますが、同時に、1セットあたり最低 150米ドルの寄付をいた

だいた場合に提供され、資金調達のツールとしても使用されます。寄付いただいたお

金から、世界のあらゆる大陸でコーヒーやチョコレートを扱って働く若者の社会活動や

教育プロジェクトのために資金が提供されます。まだいくつかのセットが残っています

ので、ぜひお求めください。 

  

お祝いための活動だけでなく、私たちのすべての活動は、同窓会連合 7つの優先

課題（2015-2021）の戦略的計画を振り返ることに焦点を当てています。世界連合現

会長の 6年間の任期において、私たちは 21世紀の同窓会連合としての連合の主要

な原則とニーズは何かに焦点を合わせてきました。それは、成長と持続可能性、養成

と教育、GEX（青年部）の促進、財政と資金調達、同窓生家族の支援、サレジオ家族

との関わり、そしてコミュニケーションと社会との関係性といったことです。各優先課題

には独自のアイデア、方法、優れた実践がありますが、それらが一つになることで、

私たちが生きる個人的および職業的生活のあらゆるレベルで、全体として生き生きと

した、機能的な価値のある同窓会連合が作り上げられていく傾向があります。詳細に

ついては、同窓会連合のウェブサイト www.exallievi.orgを参照するか、地域評議員ま

たは GEX地域評議員に、皆さんが所属している美しく力強い地域レベル・国レベル・

http://www.exallievi.org/


各同窓会レベルでの実践に関して、オンラインでご紹介いただくよう協力を呼びかけ

てください。 

  

このアジア・オセアニア地域のオンライン大会は、実りある活動に、また、アイデア

や喜びを共有する場所となり、同窓会連合の戦略や計画だけでなく、皆さん自身の自

身の現実、ニーズ、喜びを反映することになるかもしれません。今日ここで皆さんにお

会いできてとてもうれしく思います。私が個人的に知っている皆さんの多くは、私の毎

日の祈りの中にいます。このオンライン大会が実を結び、皆さんの共同体と活動を豊

かにし、私たちをより団結させ、よりドン・ボスコに近づけることを願っています。 

 

私の挨拶の終わりに、2021年 11月 26日から 28日にオンラインで開催される予

定のサレジオ同窓会世界連合総会という別のオンラインでの大会に、皆さんを招待さ

せてください。史上初めてのオンラインでの総会となり、とても興味深い内容とプログ

ラムが準備されています。ぜひ日程を予定し、皆さんの国の同窓会連合の準備を進

めてください。次の会長選挙のために皆さんの中から良い候補者を探し、最新情報を

確認して、準備チームの皆のために祈ってください。総会でまたお会いできることを楽

しみにしています。 

  

今、私は皆さんに良い成果と、ドン・ボスコと聖霊のサポートを、そしてエネルギー

あふれる機会となることを願っています。どうかこの特別な時を満喫してください。私も

皆さんと一緒に楽しみたいと思います。 

 

 

サレジオ同窓会世界連合 

会長 ミハル・ホルト 

 

 

Dear Past Pupils and Friends of Don Bosco of Asia and Oceania. 

  

I am truly happy seeing you today during this special meeting. Even though the online conference 

has its limits, I feel the Salesian joy and your gratitude to Don Bosco from across half of the globe.   

Apart from the hard and sad times that Pandemic of Covid -19 creates, it is a great opportunity for us 

Past Pupils to show affection, support and help to each other, to the Salesian Family and to every 

person in this world. We are invited to give back what we have received and what else if not these 



challenging times are for us to give back. We have received so much. And we are giving back that is 

for sure I see is everyday all around the world. 

Indeed these time are interesting to be alive. Not because of the struggles we face nowadays. But 

because of the great spirit and daily invitations for re-living our identity, our will to help, to become 

everyday realization of the dreams of Don Bosco. 

For that we truly need good communication and network. Mostly as we see it is the online world we 

need to move forward in and take our advantages. We have seen and learned from recent months 

that the online communication is the key to meet people and to reach our goals. We need to learn 

from that experience and to plan also for future to keep the best practices and positive experience 

of the online communication. We can find a lot of examples of such doing also in Salesian Family. 

Online days of Salesian Spirituality, World Consulta of Salesian Family. Past Pupils of FMA online 

General Assembly and many online meetings and congresses or Assemblies shows us that we can 

approach and connect many more people with less resources and time. 

I believe that by using new technologies and giving the active answers to the new challenges we live 

up our lay professionality along with bringing the modernity of the 21st century to our association of 

Past Pupils of Don Bosco. 

We try to implement such ideas and approaches also in our celebrations of Anniversary of Past Pupils 

of Don Bosco which as started 24th of June 2020 – for many of us already the fully ongoing Pandemic 

situation. 

For the 150th anniversary we have prepared some ideas to give our thanks to our father Don Bosco 

and to remind us and the Salesian Family the rich history and heritage of our beloved association. 

Among preparation of the books about Carlo Gastini (first of its kind ever written) and new book 

about blessed past pupil Alberto Marvelli, it has been a active promotion of Strenna of Rector Major 

2020 – Good Christians and Upright Citizens. We are preparing very valuable publication of 150 Best 

Practices of Past Pupils all over the world – you are invited to participate as well with your good 

experiences and practices from your regional and national activities. One of the very interesting 

activities is the gift of 150 year of Past Pupils – which is an exclusive wooden coffee cups and coffee 

box. Each with engraved number from 1 to 150 as a reminder of the meeting of Carlo Gastini and Past 

Pupils of Valdocco with Don Bosco. Boxes uses as a promotion of our spirit and history but at the 

same time as a tool for fundraising since each one is being given for contribution at minimum 150USD. 

From the money collected will be funded social activities and educative projects of youngsters from 



all continents of the world working with the coffee or chocolate. Feel free to join, since there are still 

few more numbers free waiting to be claimed. 

  

All our activities, not only celebrative ones, are focused to reflection on the Strategic plan od Past 

Pupils 2015-2021 with its 7 priorities. With the program for the period of 6 years mandate of the 

actual Presidency of World Confederation we were and are focused on main principles and needs of 

our association as association for 21st century. It is growth and sustainability, Formation and 

education, GEX promotion, finance and fundraising, family support, Salesian Family and the 

relationships with it and Communication and External relationships.  Each part and priority has its 

own ideas, options and best practices, but together they tend to create the holist, live and functional 

valuable association of active Past Pupils of Don Bosco on any level of the personal and professional 

lives we live. Feel free to read more on our webpage www.exallievi.org or ask your regional councilor 

or GEX regional councilor for your online copy or explanation and cooperation on its implementation 

in your beautiful and strong region or at national and local levels as well. 

  

This meeting of the Asia-Oceania, online congress, may it will be fruitful activity, place for sharing 

ideas and joy, may it will reflect not only Strategic Plan and international indentions, but your own 

realities, needs and joys. I am very happy to see you all here today, many of you I know personally 

and all of you are in my daily prayers. I wish that this Online meeting will bring its fruit, will enrich 

your communities and work and will bring us more together and closer to Don Bosco.  

At the end of my greeting, allow me to shortly invite you for another one online activity, General 

Assembly of Past Pupils of Don Bosco 2021 which is planned to take place in online space, 26-28th 

November 2021. It will be historically first time of online Assembly and there is very interesting 

content and program being prepared. Please save the date, prepare your federation, look for good 

candidates among you for next Presidency elections, check the information’s and updates and pray 

for all preparatory team. I am looking forward to see you all again during General Assembly. 

  

Now I wish you good work, support of Don Bosco and Holy Spirit and lot of energy. Enjoy this special 

time as I will enjoy it with you all. 

 

http://www.exallievi.org/
http://www.exallievi.org/

