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ごあいさつ
2000 年の立ち上げ以来、青年連絡協議会は教区を超えた青年活動を支援・促進するという目的を達成
するために、運営を担う賛同教区（現在は札幌、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、広島、鹿児島の 8 教
区）の青年を中心に主体的に活動し、同じ信仰を持つ仲間との教区を超えた出会いと交わりを深めるた
めに努力してきました。青年は機動力と活力にあふれています。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。司教団の理解を得ながら顧問司教として
顧問司教

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。

梅村 昌弘
こんにちは。本会報を手にしてくださり、ありがとうございます。カトリック青年連絡協議会は、日本全国での
教区の枠を超えた青年たちの活動を支援する団体です。年に２回、各教区の代表者に集まっていただき、
運営会議を開いています。 社会に目を向けると、何ごとに対しても自己責任論が叫ばれるようになり、その
場その場のより良い判断よりマニュアルが優先され、歴史の中で脈々と流れてきた優生思想が再び表面化
し、必要でない命が存在するかのような考え方が公然と唱えられています。こうした、枚挙にいとまのない"生
きづらさ"が目立つ社会にあっても、私たちが大切にしている教えは、その中に一筋の光を見出させるもので
あると信じて疑いません。どんな社会であっても、そこに存在する一人ひとりを神様はどこまでも愛してくださ
っています。関わるすべての人に「あなたは愛されています」と伝えること。それが私たちの活動のベースに
あります。どうか当会の活動をご支援いただくとともに、キリストに根ざし、キリストの香りのする生き方を志す

代表
林 純一

仲間として共に歩んでいただけたらと存じます。祈りのうちに。

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 3６回 運営委員会
【日時】2018 年 2 月 11 日(日) 18:00～21:00

12 日(月)9:00～12:00

【場所】砺波青少年自然の家 (富山県砺波市)
【出席者】議長、代表、事務局長、事務局員 2 名 運営委員 14 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) オブザーバー20 名(新潟 3 名、さいたま 3 名、東京 5 名、真生会館 1
名、名古屋 2 名、京都 4 名、大阪 5 名、福岡 2 名)
【報告事項】
１．各地報告の補足
２．第 33 回ネットワークミーティング in 札幌の会計報告
３．第 34 回ネットワークミーティング in 北陸の所感・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
９．からし種プロジェクトより報告
10．データ収集プロジェクトチームより報告
【議題】
１． NWM、運営委員会開催地について
①次回(2018 年夏/京都教区) (第 35 回 NWM)2018 年 9 月 22 日～23 日(NWM）
、23 日～24 日(第 37 回運営委員
会)
②次々回(2019 年冬) 広島教区に決定。
③次々々回(2019 年夏)現時点で立候補無し
④次々々々回(2020 年冬) 大阪教区が立候補。
２． 次期運営委員会の代表、事務局長の立候補受付、事務局員の選出
・代

表 林純一（横浜）

・事務局長 山崎麻里（横浜）
・事務局員 中塚汐音(広島)、木谷萌理(東京)、岩﨑ミサ(名古屋)、田中一光(京都)
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。
・会報の内容についての意見交換をした。
４．からし種プロジェクトより
・広報についての方法を検討した。
・今後のプロジェクトの進め方について意見交換をした。
５．シェアプロジェクトより
・青年活動の活性化に向けて、まずは楽譜の収集を行うことを決定した。
６．賛同教区奨励委員より
・賛同の取り下げや更新の対応について、各教区から意見を募り、意見交換をした。
７．その他
・今後の NWM に向けて、開催教区の決定時期についての意見交換をした。
・キャンセル予防の取組について意見交換をした。
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NWM のお知らせ
第３６回ネットワークミーティング in 広島
テ ー マ：「いってかえりぃ」
日

時：2019 年 2 月 9 日(土) ～ 10 日(日)

場

所：ノートルダム清心女子大学一宮校舎

対

象：18歳以上の青年（高校生不可）～35歳までの青年

参 加 費：￥4000
定

員：120名

申 込 先：nwm.36.hiroshima@gmail.com
①名前（ふりがな） ②性別 ③生年月日
④年齢（NWM 当日の年齢） ⑤参加回数
⑥職業（学生/社会人/司祭/修道者）
⑦所属教会（○○教区○○教会）⑧電話番号 ⑨メールアドレス
⑩20歳以下の方は、緊急連絡先（本人との関係）
⑪アレルギーの有無
⑫アレルギーの種類（あると回答された場合）
⑬現地までの交通手段

（車の運転手/乗り合わせ/公共交通機関）

⑭延泊希望（する・しない）
※希望される方は別途￥2000かかります。なお、運営委員会に出席される方
は「しない」を選択し、協議会事務局へ別途お申し込みください。
⑮その他連絡事項等
締切：2018年11月30日（金）

今回のテーマである「いってかえりぃ」という言葉は広島弁で｢行って無事に帰ってきてね｣という優しい心遣いが込められています。
神様と私たちの関係と一緒です。私たちは、お母さんのおなかの中にいるもっと前から、神様から美しい心(お花のタネ)をいただい
ています。その心のタネを枯らさず守り育てるために多くの人と出会い、沢山のお恵みを感じることで、その人にしかないオンリーワ
ンのお花が咲くような気がします。今回のNWM in 広島に参加して下さるすべて人の心が満たされ、神様と一緒にそれぞれの場所
に派遣され、いつか神様のもとへ帰り、平和の花束が作られる、そんな願いを込めています。みなさんの心のタネにお水を与えあえ
る場所となるよう、スタッフ一同お待ちしております。
代表 中塚 汐音

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

左記のQRコードを読み込むと申込みフォームが開きます。

ベントです。全国のカトリックの青年や、教会に

申込み後、こちらから確認のメールを送信致します。
【nwm.36.hiroshima@gmail.com】←こちらのアドレスから受信ができ

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

るように設定をお願い致します。

※定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。
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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。

青年活動のお知らせ
カトリック全道青年会 LINE

公式ＨＰ

Facebook

Twitter

Instagram

札幌教区

新潟教区の青年活動（協議会公式ＨＰより）

新潟教区

北海道

新潟・山形・秋田

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

カトリック高松教区青年会イベント FB ページ

編集後記
2016 年に発行が始まったこの会報も気が付けば 2 年目を迎え、この度、第 4 号を発行することができ
ました。作成にあたりご協力くださったみなさま、ありがとうございます。広報委員も第 3 期から第 4 期
に引き継ぎが行われ、青年をはじめとした全国の信者のみなさま、そして神父様方にどのようにすれば全国
のカトリック青年活動をより深く知っていただけるか、新たな広報委員のメンバーで試行錯誤しておりま
す。現在広報委員会ではこの会報をはじめ、HP や SNS 等を使い青年活動の情報をお伝えしております。
さらに今後は各媒体に合わせ情報をブラッシュアップし、媒体の特色を生かした広報活動をしていきたいと
思っております。広報委員会一同、青年連絡協議会の目的である「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」を胸に今後も尽力していきます。どうぞよろしくお願い致します。
カトリック青年連絡協議会
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広報委員会

