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ごあいさつ
日本の司教協議会は組織改革の一環として 1998 年に青少年委員会を解散し、青少年の活動や
その信仰養成は、各教区の司教のもとで行うこととしました。一方その少し前の 1996 年にジャパン・
ユース・デーが開催されるなど、その頃から教区を超えた青年たちのつながりと活動も活発になって
きていました。青少年委員会がなくなると、こうした全国レベルでの青少年活動を支える組織が皆無
となってしまいます。そこでせっかく築かれてきた青年の全国ネットワークをいかし、教区を超えた
顧問司教

梅村 昌弘

青年活動を支援・促進していくため、2000 年にこの青年連絡協議会が立ち上げられたのです。
その後 2003 年には司教団の公認団体となり、現在では運営を担う賛同教区も８つ（札幌、東京、

横浜、名古屋、京都、大阪、広島、鹿児島）を数えるようになりました。青年は機動力と活力にあふれています。その今
だからこそ、同じ信仰を持つ仲間と教区を超えて出会い、交わりを深めることができるのです。一人でも多くの青年が、
この協議会をとおして信仰の喜びを体験することができますように、顧問司教として心から願い、祈っています。
皆様、こんにちは。この度、カトリック青年連絡協議会の代表を務めさせていただくことと
なりました。これまで 2 年間、事務局員として携わってきたなかで、全国の教会に集う様々な
青年の輪をより広げ、豊かなものにしたいと強く思うようになりました。
さて、
「豊かさ」とは何でしょうか。様々な捉え方があって良いと思います。ただ私は、
「多様性における一致」がカトリック教会にとっての豊かさなのではないかと考えています。

代表

岩﨑信幸

カトリック教会を生きる青年には、多様な背景をもつ人々との一致を目指すことが、求められて
いるのではないでしょうか。カトリック青年連絡協議会は、
「多様性における一致」を目指して、今後とも活動し
て参ります。今後とも、よろしくお願い致します。

カトリック青年連絡協議会とは
「カトリック青年連絡協議会」は、情報交換と交流を通じ、教区を超えて
カトリック青年の活動を支援し、促進することを目的とし、以下のことに
取り組んでいます。
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運営委員会

議事まとめ

カトリック青年連絡協議会では、年に２回「運営委員会」を開催しています。
その場で話し合われたことを「議事まとめ」として掲載します。

第３２回 運営委員会
【日時】2016 年 2 月 28 日(日)～29 日(月)
【場所】学校法人 聖カタリナ学園 セミナーハウス
【出席者】議長、代表、事務局長、事務局員 3 名（うち 2 名は運営委員と兼任）
運営委員 16 名(札幌 2 名、東京 2 名、横浜 2 名、名古屋 2 名、京都 2 名、大阪 2 名、広島 2 名、鹿児島 2 名)
オブザーバー24 名(札幌 6 名、仙台 1 名、さいたま 2 名、横浜 1 名、名古屋 1 名、京都 2 名、大阪 1 名、
広島 1 名、高松 6 名、福岡 1 名、長崎 1 名、鹿児島 1 名)

【報告事項】
1. 各地、各プロジェクト、各小委員会報告の補足
2. 第 29 回ネットワークミーティング（以後 NWM と表記）in 東京 会計報告
3. 第 30 回 NWM in 四国 暫定会計報告・所感
4. 2015 年協議会会計報告&2016 年予算について(事務局より)
5. 小委員会(広報、賛同教区奨励)、プロジェクトチーム(新天地応援、Japan Youth Day 準備)からの報告
【議題】
1. NWM、運営委員会開催地について
①次回(2016 年秋/鹿児島教区)9 月 24 日～25 日(第 31 回 NWM)、25～26 日(第 33 回運営委員会)。
②次々回(2017 年冬)東京教区に決定（横浜、さいたま教区に協力を依頼予定）。
③次々々回(2017 年秋)札幌教区が立候補。
2.次期協議会の代表、事務局長の選出、事務局員の選出
【代表】岩﨑信幸(鹿児島)【事務局長】山崎麻里(横浜)
【事務局員】栗山透(京都)、長谷川奈緒(大阪)
3.新広報委員会
①今期のメンバーは、顧問司祭：Fr.福島一基（東京)、委員：大島明（札幌）、青木信（横浜）、稲畑愛子（東
京）、田川愛美子（京都）
、中塚汐音（広島）生治純一（高松）、篠原聡一（福岡）、岩﨑信幸（鹿児島）に決定。
任期は 2018 年 2 月まで。
②今後の方針の報告(ホームページは現状維持、Twitter と Facebook の活用、広報誌の作成)。
4.賛同教区奨励委員会
・高松教区の賛同教区加入検討及び、広報誌作成について。
5.運営委員会の開催日程について
・基本 3 連休で開催し、そうでない場合は土日に開催する。開催時間については随時検討。
6.Japan Youth Day（以後 JYD と表記）開催に向けて
①目的…World Youth Day（以後 WYD と表記） in クラクフに参加できる青年が少ないため、2017 年か
2018 年を目処に WYD と同じような信仰体験の場を作り出したい。
②ねらい…WYD に参加できない人への信仰体験の受け皿、NWM を開催できない教区の青年の実行委員と
しての参加。
③検討事項…形式、世話部署、内容についてはプロジェクトチームで検討する。
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第３３回 運営委員会
【日時】2016 年 9 月 25 日(日)～26 日(月)
【場所】カトリック鹿児島教区教区本部(鹿児島県鹿児島市)
【出席者】議長、代表、事務局長、事務局員 2 名
運営委員 15 名(札幌 2 名、東京 2 名、横浜 2 名、名古屋 1 名、京都 2 名、大阪 2 名、広島 2 名、鹿児島 2 名)
オブザーバー19 名(札幌 2 名、さいたま 2 名、東京 3 名、横浜 1 名、京都 2 名、大阪 1 名、高松 4 名、
福岡 2 名、長崎 1 名、鹿児島 1 名)

【報告事項】
1.各地報告の補足
2.第 30 回ネットワークミーティング in 四国 会計報告
3.第 31 回ネットワークミーティング in 鹿児島 暫定会計報告・所感
4.小委員会（広報、賛同教区奨励）、新天地応援プロジェクトからの報告
5.事務局会計より報告
【議題】
1.NWM、運営委員会開催地について
①次回(2017 年冬/東京教区) 3 月 18 日～19 日(第 32 回 NWM)、19～20 日(第 34 回運営委員会)。
②次々回(2017 年夏)札幌教区に決定。
③次々々回(2018 年冬)未定。
④次々々々回(2018 年夏)京都教区が立候補の意志あり。
2.広報委員会より
会報第 1 号は、第 33 回運営委員会議事録発送と同時に発行。
3.賛同教区奨励委員会より
①青年連絡協議会のスローガンについて。
②青年連絡協議会及び NWM のこれまでの歩みの総括・目的及び成果の検証。
4.新天地応援プロジェクトチームより
プロジェクトチームの名称変更について。
5.2017 年冬 NWM の高校生参加について(東京教区より)
・これまで 18 歳以上であっても高校生の参加は不可としてきたが、来年の 3 月開催に伴い、改めて高校生の
参加可否について協議。
⇒NWMin 東京での高校生の全日参加に対して議決。賛成：３票 反対：３票 棄権：２票。議決できず。
・事務局案：東京教区が 18 歳以上で参加者募集を募集し、高校生の参加不参加に関しての判断は、申込をす
る各教区の判断に委ねる。賛成：６票 反対：２票 棄権：０票⇒賛成多数で議決。
6.高松教区の賛同教区加入について(高松教区より)
賛同教区になることを教区で話し合った結果、今回は見送ることになった。
7.高山右近列福に伴う企画について(大阪教区より)
開催日が平日のため、プログラムを組むことは困難だが、宿泊所の提供とささやかな交流会を企画している。
8.運営委員会をより有意義なものにするための提案(東京教区より)
事務的に議題をこなすことに終始してしまっている運営委員会の現状を踏まえ、より有意義なものとするため
のアイデアを出し合った。
9.JYD 準備検討プロジェクトチーム
・名称を日本カトリック青年大会(仮)に変更。
・カトリック青年連絡協議会として特別後援するか決議した。賛成：7 票 反対：0 票 棄権：1 票
⇒賛成多数で議決。
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第３０回 ネットワークミーティング in 四国
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報告
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青年活動のお知らせ
カトリック全道青年会 LINE

公式ＨＰ

Facebook

札幌教区

新潟教区の青年活動（協議会公式ＨＰより）

Twitter

新潟教区

北海道

新潟・山形・秋田

～随時更新中～
さいたま教区公式ＨＰ（「お知らせ」参照）

さいたま教区
京都カトリック青年センターHP

埼玉・栃木・群馬・茨城

仙台教区の青年活動（協議会公式ＨＰより）

京都教区

仙台教区

京都・滋賀・奈良・三重

宮城・青森・福島・岩手

東京教区青少年委員会ＦＢページ
情報センターＦＢページ

東京教区

広島教区

東京・千葉

広島・岡山・鳥取・山口・島根
横浜教区
福岡教区

神奈川・静岡・長野・山梨

福岡・佐賀・熊本

カトリック横浜教区青少年委員会ＨＰ

カトリック福岡地区青年会ＦＢページ

名古屋教区
愛知・石川・富山・岐阜・福井
名古屋教区の青年活動（協議会公式ＨＰより）

長崎教区

大分教区

長崎

大分・宮崎

沖縄

大阪・兵庫・和歌山
大阪教会管区青年担当者会議ＦＢページ

大分カトリック青年会ＦＢページ

長崎教区の青年活動（協議会公式ＨＰより）

那覇教区

大阪教区

鹿児島教区

高松教区

鹿児島

徳島・高知・香川・愛媛

カトリック鹿児島司教区☆青年会☆ＦＢグループ

高松教区の青年活動（協議会公式ＨＰより）

編集後記
記念すべき会報第一号、いかがだったでしょうか。
全国各地で活躍するカトリック青年、青年活動を支える人たちの情報交換と交流を目的とした「カトリッ
ク青年連絡協議会」が立ち上がって１５年以上が経ちました。この１５年間で、青年の輪はみるみるうちに
広がり、絆は驚くほどに深まり、多くの出会いとつながりが、パワーやエネルギーの源になってきたと思い
ます。しかし、まだまだ全国には、キリストの愛を伝えるために悩み、苦しみ、困っている青年がいます。
この、会報という新たな試みが、
「カトリック青年連絡協議会」という存在を明るく照らし、更に多くの青
年の、福音を告げ知らせる助けになるように、
「教会には青年がいない」と嘆いているすべての信徒の希望に
なるように願いたいと思います。作成にあたり、ご協力くださったすべての人に心から感謝いたします。
カトリック青年連絡協議会 広報委員会・賛同教区奨励委員会
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