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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
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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。

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。さて、日本は平成というひとつの時代を終え、新しい時代へと移ろうとしています。私たち青年の多くは、この時代の
生まれです。元号の変更という初めての出来事を様々な思いで迎えようとしていることと思います。若さの代名詞であっ
た“平成生まれ”も、いずれは年をとっていることの象徴となっていくのでしょう。平成という時代はバブル経済只中に始ま
り、その好景気の崩壊、阪神大震災や東日本大震災、リーマンショックなど、経済成長・文明発展の絶頂を知った一方、
その危うさ・脆さも痛感した時代といえるでしょう。AIやICT、バイオ技術などの発展の目覚しい分野もありますが、従来の
成長モデルの限界は明らかになり、持続可能な社会への転換が求められています。人生の成功の形は多様化し、人々
の興味関心も多岐にわたるようになりました。少子高齢化の未来、尻すぼみの将来を見ながら育った“平成世代”は、こ
れからどのように生きることが求められているのでしょうか。自らの生き方の答えを見出すことの難しくなった時代にこそ、
私たちが大切にしている教えは、道しるべとして大きな意味を持つものであると信じています。どんな社会、時代にあっ
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ても、そこに存在する一人ひとりを神様は愛し、導いてくださいます。キリスト者としての軸を明確に持ちつつ、関わる
人々の幸せのために尽くすこと、そこに私たちの活動のベースがあります。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仲間として共に歩んでいただけたらと存じます。新しく迎える時代が
神の国により近いものとなりますように。祈りのうちに。

カトリック⻘年連絡協議会
「カトリック⻘年連絡協議会」は、情報交換と交流を通じ、教区を超えてカトリック⻘年の活動を⽀援し、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 。

第 37 回 運営委員会
【 日 時 】 2018 年 9 月 23 日(日)~24(月・祝)
【 場 所 】 京都府立青少年海洋センター「マリーンピア」
【出席者】

議長、代表、事務局長、事務局員 4 名 運営委員・オブザーバー 44 名(札幌 5 名、東京 4 名、

横浜 4 名、名古屋 4 名、京都 7 名、大阪 7 名、広島 3 名、鹿児島 2 名、さいたま 1 名、新潟 2 名、
高松 1 名、福岡 2 名、長崎 2 名)
【報告事項】
１．各教区より独自の青年活動の報告
２．第 34 回ネットワークミーティング in 北陸の会計報告
３．第 35 回ネットワークミーティング in 京都の所感・暫定会計報告
４．小委員会・プロジェクトチームより活動についての報告
５．事務局より今後の会議の進め方について報告。新しい聖歌やレクリエーションの共有も行うことになった。
【議題】
１．小委員会からの報告、プロジェクトチームからの報告
①広報委員会

→

紙媒体の改訂を検討中。電子媒体を使用しての広報も行っている。

②ウェルカムプロジェクト

→

新メンバー加入

③JYD 検討プロジェクト

→

「全国カトリック青年大会 Japan Youth Day 企画書」を司教団に提出予定

④からし種プロジェクト

→

各企画を進めている。

⑤シェアプロジェクト

→

各教区が知っている曲やレクリエーションを集める準備を進行中。

２．ネットワークミーティング・運営委員会開催地について
①次回(2019 年冬/広島教区):第 36 回ネットワークミーティング in 広島
②次々回(2019 年夏):東京教区立候補
③次々々回(2020 年冬):大阪教区立候補
３．日韓司教協議会への要望について
11 月 13 日(火)～15 日(木)に議政府(ウィジョンブ)教区にて行われる第 24 回日韓司教交流会へ、日本の青年たち
からのメッセージを協議会事務局が動画としてまとめて届ける。それぞれの教区より持ち寄ったメッセージを事務
局に伝えた。
４．賛同教区奨励委員会より
賛同教区奨励委員会の解消。賛同を得られていない教区への働きかけについては、現在の賛同教区運営委員が引き
継いでいく。
５．ネットワークミーティング参加者の対象年齢の表記について
各教区の判断に任せて、今後も議論していく。
６．ネットワークミーティング実行委員会が得た個人情報の共有について
各開催教区が情報を開示する旨を申込時に案内する。また、同意のチェックボックスも作成。
問い合わせの返信先は、協議会の窓口に表記されている連絡先を使用する。
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NWM のお知らせ
第３７回ネットワークミーティング in 東京
テ

ー

マ：「灯して照明！応えて召命！」

【日時】 2019年9月21日(土)12:00〜22日(日)13:00
延泊希望の場合、23日(月・祝)まで
【場所】 聖母マリア幼稚園 〒266-0007 千葉県千葉市緑区辺田町 552
【対象】 18歳以上の青年(高校生不可)〜35歳までの青年
【定員】 120名 【参加費】 5000円 (※延泊希望者は追加 2000 円かかります。)
【申込方法】メールでの申し込み、または申し込みフォームからの申し込みができます。
（１）メールでのお申し込み：番号に沿って必要事項を明記の上、
下記のアドレスまで送ってください。※件名に「参加申し込み」と記入してください。
また、こちらから確認のメールを送信いたしますので、受信ができるように設定をお願いいたします。

宛先：tokyo.37.nwm@gmail.com
必要事項
①氏名（ふりがな） ②性別 ③生年月日

④年齢（NWM 当日の年齢）

⑤今までの NWM への参加回数

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
⑩緊急連絡先・本人との関係（本人以外）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//公共交通機関）⑭延泊希望（する・しない）※１をご覧ください。

⑮情報共有への同意（する/しない）※２をご覧ください。 ⑯その他連絡事項
※１

延泊を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。

※２

お申込みいただいた個人情報は、ご自身の教区青年担当者へ、青年の出席情報 把握の為、参加者情報を共有す
る場合がございます。その他「第37回 NWM in 東京」の運営・管理以外の目的では使用致しません。

（２）申し込みフォームでのお申し込み：
右記のＱＲコードから申し込みフォームを開き、お申し込みください。
【申込締め切り】２０１９年７月３１日（水）
※定員に達し次第、申込を締め切らせていただきます。

【召命】と聞くと何を思いますか?神父様やシスターになることを考えた

ネットワークミーティングとは

人もいるのではないでしょうか。今回の NWM では、その狭義的なイメー

「カトリック青年連絡協議会」が後援して

ジを払拭し【召命】を他人事ではなく自分の事として捉えられるように青

いるイベントです。全国のカトリックの青

年に呼びかけていくことを目的としています。

年や、教会に興味のある青年、青年活動を

そんな今回の NWM のテーマは『灯して照明!応えて召命!』です。みなさ

支える修道者・司祭が集い、情報交換や交

ん一人一人の心の中にあるろうそくと神様からの呼びかけがテーマのヒン

流をし、今抱えている問題や信仰のこと等

トになっています。詳しいことは是非東京に来て代表挨拶で聞いてくださ

を分かち合う場として、年に 2 回教区持ち

い!お待ちしております。

回りで開催されています。
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⻘年活動のお知らせ
カトリック全道青年会 LINE

公式 HP Facebook

Twitter

Instagram

新潟教区の青年活動（協議会公式ＨＰより）

札幌教区

新潟教区

北海道

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

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

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
広島・岡山・鳥取・山口・島根
横浜教区
福岡教区

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
名古屋教区の青年活動（協議会公式ＨＰより）

⻑崎教区

⼤阪教区

⼤分教区

大阪教会管区青年担当者会議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

大分カトリック青年会ＦＢページ

⿅児島教区

⾼松教区
カトリック高松教区青年会イベント FB ページ

からし種プロジェクト活動報告
小さな種から大きな実りが生まれるようにと名付けられた「からし種プロジェクト」が始まっています。巡礼や
黙想、海外の青年達との交流、様々な勉強会やスタディーツアーなど、青年たちによる青年たちのための新しい企
画をつくり、発信します。
活動報告
1.あっちこっち企画チーム・・・全国各地で同日にロザリオの祈りを実施。
2.エキュメニカル企画チーム・・・えきゅぷろの後援。
3.釜ヶ崎訪問企画チーム・・・大阪・釜ヶ崎で行われている「こどもの里」夜回りに参加。
4.カリタスジャパンとの連携企画チーム・・・名古屋カテドラルで難民移民の勉強会を開催。
今後の予定 あっちこっち企画チーム:映画「復活」の鑑賞会
eiga
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巡礼チーム：youth marian day（秋田・湯沢台巡礼）

