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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
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。

林 純一

顧問司教

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。
V.E.フランクルは『夜と霧』の中で、
「生きることから何を期待するかではなく、生きることが
私たちに何を期待しているかが問題なのだ」という言葉を残しています。私たち人間は、生きるこ
とについて、意味を問うものではなく、問われる者であり、私たちを待っている仕事や愛する人に
対する、かけがえのない責任があるということを伝えています。
「生きるとは、生きることの問い

代
表
教皇様のお言葉と美しく響き合うように感じました。教皇様は昨年訪日時、青年との集いにおいて「正しい質問がなければ、 あ
い
人生の試験には合格しません。よい問いをもって、自分自身に問いかけてほしい」と述べられ、特に「何のために生きてい さ
るのかではなく、だれのために生きているのか。だれと、人生を共有しているのか」を問うことを習慣にするよう呼びかけ つ
に正しく答える義務、生きることが各人に課す課題を果たす義務を引き受けることに他ならない」と。私はこの言葉が、

られました。私はこのお話を聴き、フランクルの言う、人生が”私”に問うていることの答えを垣間見ることができたよう
に思い、全身に稲妻が走るような感覚を覚え、深い感慨に打たれておりました。
生きることへの問い、自らの召命の問いは多くの青年たちの胸の内に共通に在るものではないかと思います。青年たちは
この問いを問い合う仲間を必要としています。教会が深刻な少子高齢状態に陥る中、青年たちが同世代のキリスト者と出会
うことの難しさは増しています。教区を越えて全国の青年達を引き合わせ、対話の機会を設けること、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。

カトリック青年連絡協議会
「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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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 39 回 運営委員会
【日時】2019 年 9 月 22 日(日)～23(月・祝)
【場所】学校法人レストナック学園 聖母マリア幼稚園(千葉県千葉市緑区辺田町 552)
【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 42 名(札幌 4 名、東京 7 名、さいたま 1 名、
横浜 4 名、名古屋 5 名、京都 6 名、大阪 6 名、広島 2

名、新潟 3 名、福岡 3 名、長崎 1 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 36 回ネットワークミーティング in 広島の会計報告
３．第 37 回ネットワークミーティング in 東京の所感・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
【議事まとめ】
⚫

2020 年夏のネットワークミーティング・運営委員会の開催地を名古屋教区・新潟教区の合同開催に決定。

⚫

次期協議会代表、事務局長の立候補。

⚫

後援するJYD（2020年開催予定）にむけた基金の協議会事務局口座内への設置是非について議論。

からし種プロジェクト
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。

ロザリオの夕べ

カリタスジャパンとのコラボ企画
2020 年 11 月 17 日(日) 東京カテドラル
National Youth Gathering にブース出展

昨年に引き続き 2 回目の実施

釜ヶ崎に行こう 昨年に引き続き 2 回目の実施
2020 年 1 月 11 日(土)～12 日(日) 参加者：11 名

マイノリティの体験の最中に、神様の深い愛を感じたことを
打ち明けてくれた方もいて、外国籍の青年たちの本音を聞く
ことのできる貴重な機会でした。

ニュースなどで釜ヶ崎について聞いたことがあったけれども、
実際に来てみて、相手と関わろうとする人が多い、助け合う
あたたかい街だと気付いた。

フランシスコなう フランシスコ教皇の来日を盛り
上げた青年有志グループ #フランシスコ うぃる にも
からし種プロジェクトからスタッフが派遣され、当日
の振り返り企画「フランシスコなう」に協力。
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2020 年 7 月 24 日 （金）～25 日（土）

鶴島徒歩巡礼 決定！

今すぐ
ﾁｪｯｸ⇒

次回 NWM のお知らせ
第３９回ネットワークミーティング in 新潟
テ ー マ： 〜 じょんのび
せんまいけ

〜

【日時】 2020年9月19日(土)13:00〜20日(日)13 :00
【場所】カトリック妙高教会（新潟県妙高市大字田切西原218—37）
【宿泊】ホテル

アルペンブリック（新潟県妙高市大字関原2452）

【対象】 18歳以上(高校生不可)
【定員】 80名

（延泊定員20名 協議会参加者除く）

【参加費】 7000円 (※延泊希望者は追加 3000 円かかります。)
【申込事項・方法】お申し込みの際は次の項目を記入の上、下記アドレスに
送っていただくか、下記 URL または二次元コードの申込み
フォームより、お申し込みください。
メールアドレス ：nwm.2020.niigata.nagoya@gmail.com
申込フォーム URL：https://forms.gle/su87weJ6YX7SUJmL8

申込みフォーム→

必要事項
①氏名（ふりがな） ②性別 ③NWM 当日の年齢 ④所属教会（教区名・教会名）
⑤職業（学生、社会人、司祭、修道者）
⑥NWM への参加回数

⑦電話番号(携帯) ⑧ご自身のメールアドレス

⑩アレルギーの有無、ある場合はその種類
⑫延泊希望（する・しない）※２

⑪現地までの交通手段

⑨緊急連絡先と本人との関係
（公共交通機関/車）※１

⑬情報共有への同意（する/しない）※３

⑭その他連絡事項

※１ 駐車場が少ないため、なるべく公共交通機関で来られるよう、宜しくお願いします
※２ 延泊を希望される方は別途料金がかかります。 また、協議会に参加される方は、『希望しない』を
選んでいただき、協議会事務局へお申し込み下さい。
※２

お申込みいただいた個人情報を、ご自身の教区の青年担当者に、青年の出席情報把握のため共有する場合が
ございます。その他「第39回 NWM in 新潟」の運営・管理以外の目的では使用致しません。

【申込締め切り】2020年 7月 31日（金）
※ 定員に達した場合、上記の〆切にかかわらず申し込みを締め切る場合があります。
※ 今回は宿泊場所がホテルの利用となりますので、申し込み後、都合で参加できなくなった場合、
1週間前より所定のキャンセル料が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。
(金額は後日メールにてお知らせいたします)
今回のテーマ「じょんのび せんまいけ」は、新潟弁の「じょんのび」
と富山弁の「せんまいけ」をかけ合わせており、「のんびりしません

「カトリック青年連絡協議会」が後援

か?」という意味があります。忙しい毎日で心に余裕が持てない、疲れ

しているイベントです。全国のカトリ

てしまっている人も多いと思います。今回のネットワークミーティング

ックの青年や、教会に興味のある

はそんな日々の疲れを癒して「じょんのび」 することを目的に行って

青年、青年活動を支える修道者・司祭

いきたいと思います。 また、今回は初めて新潟でネットワークミーテ

が集い、情報交換や交流をし、今抱え

ィングを行います。初開催の地で皆さんと一緒に神さまのことを考えな

ている問題や信仰のこと等を分かち合

がら、じょんのびできるネットワークミーティングをお届けできたらと

う場として、年に 2 回教区持ち回りで

思います。 スタッフ一同お待ちしております。

開催されています。

代表 今井 萌生
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青年活動のお知らせ
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

東京教区

情報センターＦＢページ

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
カトリック高松教区青年会イベント FB ページ

みんなの つぶやき
＊青年のつぶやき＊

＊今の私からの青年への励まし＊

「誰かと食事をともにできる人は、幸いである」と、

一昨年の青年シノドス、去年の WYD、そして東京
カテドラルでの教皇との青年の集い。教会は青年

誰かが言った。と思う。私は、一人での食事にはどこ

に注目しています。日本の教会もこれを受けて青

か寂しさを覚える。どんなに高級な茶碗蒸しも、

年活動の支援に力をいれ始めています。皆さんの

みんなで囲む鍋には敵わないのではないだろうか。

活動が日本の青年、さらには日本の教会の活性化

私は、誰かと分かち合う心を大切に生きていきたい。

につながることを期待します。

そして、まずは高級な茶碗蒸しを食べることから
始めてみたい。

札幌教区 勝谷太治司教様より
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京都教区 かず

