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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。
顧問司教
梅村 昌弘

司教団の理解を得ながら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。

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。私たち青年を表す言葉に、「ピーターパン＝シンドローム」や「シンデレラ＝コン
プレックス」といったものがあります。イギリスの作家J.M.Barrieの小説の主人公ピーターパンのように、い
つまでも大人にならず子どものままである様、シンデレラのように、いつか王子様が自分を愛してくれて幸せ
にしてくれるのではないかと思いながら、主体的な生き方を放棄してしまう様を示した言葉です。青年期のモ
ラトリアムを指していますが、信仰にも同じような時期があるように感じます。キリストと出会い、自分の召
命を確信し、生きていくことは難しいことです。小教区の共同体や家族からもらった信仰が、そうして独り立
ちしていくのにも時間がかかります。同世代とのつながりや居場所を探し、自身の深くにある想いを共有でき
る仲間を求めます。様々な出会いの中で、信仰の模範や良き同伴者を見出していきます。教皇様が今まで何度
も口にされてきたお言葉が、青年達との対話を受けて出された使徒的勧告の初句となりました。今ここに”キ

代表 林 純一

リストは生きている”、その真理と出会い、立派なひとりのキリスト者として歩んでいこうとする青年たち
が、各地にいます。そんな全国の青年達の宿り木となること、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。祈りのうちに。

カトリック⻘年連絡協議会
「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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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

運営委員会 議事まとめ

第 38 回 運営委員会
【日時】2019 年 2 月 10 日(日)~11(月・祝)
【場所】ノートルダム清心女子大学一宮校舎(岡山県岡山市北区尾上 2129)
【出席者】

議長、代表、事務局長、事務局員 3 名 運営委員・オブザーバー 47 名(札幌 5 名、東京 6 名、横浜 3 名、
名古屋 4 名、京都 6 名、大阪 8 名、広島 5 名、鹿児島 2 名、新潟 2 名、高松 1 名、福岡 3 名、長崎 2 名)
【報告事項】

１．各プロジェクト、各小委員会報告の補足
２．第 35 回ネットワークミーティング in 京都の会計報告
３．第 36 回ネットワークミーティング in 広島の所感・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
【議題】
１．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 年夏/東京教区):第 37 回ネットワークミーティング in 東京
②次々回(2020 年冬): 大阪教区立候補
③次々々回(2020 年夏):名古屋教区

教区に持ち帰り検討

④次々々々回(2021 年冬) :横浜教区

教区に持ち帰り検討

2.賛同教区奨励委員会の解散にあたり、今後の協議会としての継続的な働きかけについて

前回(37 回)の運営委員会にて、賛同教区奨励委員会の解散を承認した。これを受け、同委員会の行ってきた各教区への
働きかけを運営委員会にてどのように引き継ぐか議論し、今後も継続して各教区への働きかけを検討することとした。
3.協議会の英名について

からし種プロジェクトチームなどの企画を広報する際に、外国人信者の方たちに伝えやすくすることを目的に、当協議
会の英語表記について検討した。賛同教区による多数決により、英名『Catholic Youth Network of Japan』に決定し
た。
4.オーバー30 セカンド(仮)の開催について

当協議会発足時の青年たちの年齢が 30 歳を越えている現状から、繋がりを大切にするためにオーバー30 セカンド(仮)
の開催の提案があった。今回の企画に関しては、当協議会では取り扱わず、必要に応じて広報等を共に行っていくこと
となった。
5.その他

（青少年司牧部門 Fr.松村より）
WYD in パナマに 55 名の青年たちと日本巡礼団
として参加した。次回 2022 年 7 月のリスボン
(ポルトガル)へ多くの青年たちに参加して欲しい。
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次回 NWM のお知らせ
第３８回ネットワークミーティング in 大阪

テ ー マ：「なぁ、ＮＷＭしよか！-NaniWa で Meeting!-」
【日時】 2020年2月22日(土)12:00〜23日(日)13:00
延泊希望の場合、24日(月・祝)まで
【場所】 私立賢明学院小学校 〒590-0812 大阪府堺市霞ケ丘町 ４丁３−２７
【対象】 18歳以上(高校生不可)〜35歳までの青年
【定員】 100名 【参加費】 7000円 (※延泊希望者は追加 4000 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：osaka.38.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￥4000かかります。 なお、運営委員会に出席される方は、『あり(運営委員会
出席)』と明記してください。(運営委員会にも、別途申し込みが必要です)
※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38回 NWM in 大阪」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。
※申し込み時に簡単なアンケートにお答えいただきたいです。
【申込締め切り】２０１９年１２月３１日（火）
※定員に達し次第、申込を締め切らせていただきます。

みなさんまいど‼大阪にネットワークミーティングがやって来ました！

ネットワークミーティングとは

大阪開催は今回で３回目（^-^）

「カトリック青年連絡協議会」が後

今回のテーマはズバリ‼『NWM しよか‼』です。
「結局何するの？」と

援しているイベントです。全国のカ

思った方も多いかもしれませんが、今回は、ネットワークミーティング

トリックの青年や、教会に興味のあ

のそもそもの目的である『情報交換と交流』に焦点をあてて、大阪の青年

る青年、青年活動を支える修道者・

の色と、私が今まで参加して見てきた NWM の色が、程よく混ざり合う

司祭が集い、情報交換や交流をし、

NaniWa（なにわ）の Meeting をお届けできればと思います。場所は世

今抱えている問題や信仰のこと等を

界遺産なりたての古墳群の近く‼

分かち合う場として、年に 2 回教区

皆様のお申し込みを心からお待ちしています！
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長谷川奈緒

持ち回りで開催されています。

⻘年活動のお知らせ
札幌地区青少年委員会ＦＢページ

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）

⻑崎教区

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」
。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. 巡礼チーム・・・Youth Marian Day（秋田・湯沢台巡礼）それぞれの祈り・進行を見直す機会となった。
2. あっちこっち企画チーム・・・全国各地で映画「復活」の鑑賞会を実施。
今後の予定

1. 釜ヶ崎訪問企画チーム・・・第 2 回 釜ヶ崎夜回りに行こう！（2020 年 1 月 11 日（土）～12 日（日）
）
概要：日雇い労働者（おっちゃん）の町、釜ヶ崎を訪れ、社会のゆがみを知り、社会から「見えないもの」にさ
れようとしている人々に目を向けて、他人の苦しみを同じ目線で感じられる心をもつ人を育てる。
２.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。
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