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「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ 

カトリック青年連絡協議会 会報 Vol.3 

カトリック青年連絡協議会とは 

2017 年 11 月 12 日発行 

顧問司教 

梅村 昌弘 

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 年にはジャパン・

ユース・デーが開催され、その頃から教区を越えた青年たちのつながりも広がり、その活動も活発にな

って来ました。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全国の青年のネットワークをいかし、教区を超えた青年

活動を支援・促進していくことを目的として、2000年にこの青年連絡協議会が立ち上げられました。 

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た出会い、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るようにと祈っています。顧問司教とし

てこれからも教区を超えた青年の皆さんの活動をしっかりと支えていきたいと思います。 

代表 岩﨑信幸 

皆さん、こんにちは。おかげさまで，本会報も 3回目の発行を迎えることができました。あり

がとうございます。さて，今回は皆さんに私からのお願いがあります。今お読みいただいている

本会報を，1 人でも多くの周りの方々にご紹介いただけないでしょうか。教皇様は，「世界召命

祈願の日」にあたって「すべてのキリスト者は福音宣教者とされています」と私たちに呼びかけ

ておいでです。この本会報を読まれた方々が，1人でも多くの方にご紹介していただければ，日

本中で沢山の「福音宣教」が行われることになります。何だか，とても素敵なことではないでし

ょうか。ぜひ，私たちと一緒に小さな「福音宣教」の一歩を踏み出してみませんか？ 
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 第 35 回 運営委員会  

 

【日時】2017年 9 月 17 日(日) 18:00 ～ 18日(月) 12:00 

【場所】支笏湖ユースホステル(北海道千歳市） 

【出席者】議長、代表、事務局長、事務局員 2 名 

運営委員 13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、鹿児島 1名) 

オブザーバー20名(札幌 3 名、さいたま 2 名、東京 4 名、名古屋 1 名、京都 3 名、大阪 1名、福岡 2 名、大分 2

名、長崎 2名) 

【報告事項】 

１．各地報告の補足 

２．第 32 回ネットワークミーティング in東京の会計報告 

３．第 33 回ネットワークミーティング in札幌の所感・暫定会計報告 

４．事務局より報告 

５．広報委員会より現状報告 

６．賛同教区奨励委員会より現状報告 

７．ウェルカムプロジェクトチームより報告 

８．JYD 準備検討プロジェクトチームより現状報告 

【議題】 

１． NWM、運営委員会開催地について 

①次回(2018年冬/名古屋教区)  

 (第 34回 NWM)2月 10 日～11日 (第 36 回運営委員会)11日～12日 

②次々回(2018 年夏) 京都教区に決定。 

③次々々回(2019年冬) 大分教区・福岡教区合同開催を提案。持ち帰り検討する。 

２． 次期運営委員会の代表、事務局の立候補受付 

・代表立候補：岩﨑信幸（鹿児島）、林純一（大阪）が立候補。 

・事務局長立候補：山崎麻里（横浜）が立候補。 

３． 広報委員会より 

・広報誌ダイジェスト版の活用についての意見交換をした。 

４． 日本カトリック司教協議会への青少年委員会設立の要請について 

・日本カトリック司教協議会への青少年委員会設立の要請はしないことに決定。 

５．賛同教区奨励委員会より 

・今後の協議会のさらなる活性化に向けて話し合いをし、歌やレクリエーションなどのデータ集約をする「共有班」、

教区を超えたイベント企画をする「イベント班」の新プロジェクトチームが発足した。 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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第３４回ネットワークミーティング in 北陸 

テ ー マ：「どうも」 「どうぞ」 せんまいけ 

日 時：2018 年 2 月 10 日(土)～ 11 日(日)  

場 所：富山県砺波青少年自然の家 

対 象：18歳以上の青年（高校生不可） 

参 加 費：社会人5,000円  学生3,500円 

申 込 先：34thnwm.hokuriku@gmail.com 

①名前（ふりがな） ②性別 ③年齢（NWM 当日の年齢） 

④所属教会（○○教区○○教会） ⑤電話番号 ⑥メールアドレス 

⑦緊急連絡先・本人との関係 ⑧アレルギーの有無  

⑨ある場合、アレルギーの種類 ⑩現地までの交通手段 ※次項に記す送迎が必要な方は「送迎利用」とご記入くだ

さい。  

⑪延泊希望（する・しない 延泊される方は別途 3,500 円がかかります）  

⑫その他 連絡事項等 

締切：12月20日（水）定員に達し次第締切 

 

代表の言葉：皆さん、普段生活している中で神様からの贈

り物をどれだけ感じられていますか？嬉しいことも、悲し

いことも、辛いことも、すべて神様からの贈り物です。 

「どうも」と受け取った贈り物を、今度は他の誰かに「ど

うぞ」とつないでいく。 

今回のNWM では、そんなプレゼント交換のような、私

たちの普段何気ないやり取りを味わえる集いにできたらと

思っています。「せんまいけ」とは、富山弁で「〜しよ

う」という意味です！ 

今回は、4年ぶり4度目の名古屋教区での開催となりま

す。しかし、名古屋教区の私たちは、今回初めて北陸・富山という場所を開催地に選びました。これも名古屋教区

の私たちにとって、実は「贈り物」を味わう大切な意味がありました。その理由は会場でお会いした時に！（笑） 

それでは、初めて参加する方も、参加したことのある方も、冬の寒さに負けない心温まる NWM を北陸・富山でせ

んまいけ！ 

 

第３５回ネットワークミーティング in 京都 

日 時：2018 年 9 月 22 日(土)～ 23 日(日) 

場 所：マリーンピア宮津（京都府） 

（その他詳細については、確定次第ご連絡させて頂きます） 

  

NWMのお知らせ 

ネットワークミーティングとは 

「カトリック青年連絡協議会」が後援しているイ

ベントです。全国のカトリックの青年や、教会に

興味のある青年、青年活動を支える修道者・司祭

が集い、情報交換や交流をし、今抱えている問題

や信仰のこと等を分かち合う場として、年に 2 回

教区持ち回りで開催されています。 
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 おなじみ、というには早計でしょうか。第 3 号の発行です。 

2016 年 2月に広報委員会第 3期が発足し、ようやく自分たちのやるべきことの方向性が定まってきた矢

先、任期が近付きつつあります。青年だけではなく、もっと多くの人に知ってもらいたい。そう思っている

のは私たちだけではないでしょう。上の世代の信者の皆様にも、そしてまだ見ぬ将来が楽しみな子どもたち

に繋ぐためにも、絶やさずに活動を続けなければならないのです。近年、ネットワークミーティングは大い

なる盛り上がりをみせています。しかしもっと身近な教区、さらには小教区での活動の充実が大切ではない

でしょうか。少子高齢化で若者がいない状況は顕著に感じます。「全国のカトリック青年活動を支える人達

の情報交換と交流」という目的のために。関わりのある青年だけではなく、全ての信者の皆さまへ。そんな

広報でありたいと思っています。 

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 

青年活動のお知らせ 

編集後記 

札幌教区 

北海道 

仙台教区 

宮城・青森・福島・岩手 

さいたま教区 

埼玉・栃木・群馬・茨城 

東京教区 

東京・千葉 

横浜教区 

神奈川・静岡・長野・山梨 

名古屋教区 

愛知・石川・富山・岐阜・福井 

大阪教区 

大阪・兵庫・和歌山 

新潟教区 

新潟・山形・秋田 

京都教区 

京都・滋賀・奈良・三重 

広島教区 

広島・岡山・鳥取・山口・島根 

高松教区 

徳島・高知・香川・愛媛 

福岡教区 

福岡・佐賀・熊本 

長崎教区 

長崎 

大分教区 

大分・宮崎 

鹿児島教区 

鹿児島 
那覇教区 

沖縄 

公式ＨＰ  Facebook  Twitter  

 

 

     ～随時更新中～ 

さいたま教区公式ＨＰ（「お知らせ」参照） 

情報センターＦＢページ 

京都カトリック青年センターHP 

大分カトリック青年会ＦＢページ 

東京教区青少年委員会ＦＢページ 

新潟教区の青年活動（協議会公式ＨＰより） 

カトリック全道青年会 LINE 

カトリック福岡地区青年会ＦＢページ 

仙台教区の青年活動（協議会公式ＨＰより） 

長崎教区の青年活動（協議会公式ＨＰより） 

大阪教会管区青年担当者会議ＦＢページ 

カトリック鹿児島司教区☆青年会☆ＦＢグループ 

カトリック横浜教区青少年委員会ＨＰ 

カトリック高松教区青年会イベント FBページ 

名古屋教区の青年活動（協議会公式ＨＰより） 


