ＮＷＭ新聞
青年連絡協議会

発行

NW M in 鹿児島 つ いに 開催! !

2008 年 2 月 9 日と 10 日に鹿児島純心女子学園 江角記念セミナーハウスで第 14 回 ネットワークミーティング(NWM)が行われました。
北は北海道、南は奄美大島の日本全国から 98 名の方に参加していただき、鹿児島の豊かな自然の中で、スタッフの予想以上に盛り上
がりました。上の写真は閉会式後に撮った写真です。NWM の 1 泊 2 日の中で、今回のテーマである『ひろげもんそ』について、それ
ぞれが自分なりの『ひろげもんそ』を見つけられたと思います。

ＮＷＭ in 鹿児島はこんな感じでした!!
ＮＷＭには 98 名が参加し、『ひろげもんそ』というテーマで行

その後、鹿児島の郡山司教さまとＮＷＭに参加してくださった

いました。今回の NWM では各教区・教会のことをもっと知る機

神父さまの共同司式のもとミサを行いました。ミサでは青年の

会を増やすことが出来るように、情報交換を重要視しようという

オルガンとギターでミサ曲を歌い、各班で考えた共同祈願を唱

ことで、各教区の紹介やそれを元に語り合う時間を多くとれるよ

えました。

うに心がけました。

閉会式の前には、次回のＮＷＭの開催地である東京からのお

一日目は開会式後に、簡単なレクレーションを行い、野外で班

知らせや、長崎の青年たちから『ペトロ岐部１８７殉教者列福

ごとにオリエンテーリング（クイズ）を行いました。その後、オ

式』に向けてのローソクリレーミサ『証し灯』の案内がありま

リエンテーリングの時に集めた材料でロザリオ作りをし、各教区

した。そして、名古屋の青年が列福式のために作ってくれたテ

の情報交換会や情報交換を踏まえての分かち合い（夢を語ろう）

ーマソング『あかしびと』を歌い、中には涙ぐむ青年もいまし

をしました。夜は祈りの集いを行い、交流会では教区を越えた盛

た。

り上がりを見せました。
二日目は班ごとの『ひろげもんそ』についての分かち合いを行
い、今回のＮＷＭの感想などを話し合いました。

閉会式後も、別れ惜しむ青年たちで盛り上がるグループあり、
鹿児島の観光に出かけるグループありで、ＮＷＭ in 鹿児島を
楽しんでくれた姿がありました。

ＮＷＭでの食事は？
メニュー♪

メニューで注目すべきは夕食の『鶏飯』
と昼食の『カレー』です。鶏飯はもとも

夕食は・・

と奄美大島の料理で、皆さんに鹿児島の

鶏飯、豚の角煮、

味を楽しんでいただきたいと思い、メニ

白和え、芋のがね天

ューに加えました。

朝食は・・

今回の食事は純心学園のシェフとシスタ

パン、牛乳、ヨーグルト

ーに準備していただきました。おいしい

昼食は・・

料理、大変ありがとうございました。

カレー、サラダ

ＮＷＭ

ＮＷＭを終えて・・・

ミサ

ＮＷＭには青年だけでなく各教区の司祭も参加されました。

今回の NWM in 鹿児島は、半年間という時間の中で準備をしてきまし

司祭団でミサが行われ、祈りを通して、青年活動の全国的な

た。
『ひろげもんそ』というテーマでしたが、参加した皆さんは何が広が

つながりを実感できました。下は、鹿児島教区の郡山司教の

りましたか？私の中で広がったのは、参加してくださった方との交流も

説教の写真です。

ですが、大きな企画への取り組み方のノウハウが増し(広がっ)たと思い

ＮＷＭはたくさんの

ます。

青年の出会いの場で、

今までこのような企画に取り組んだ青年が少なかったので、悪戦苦闘し、

もっと熱い信仰を持

あっという間に時間が過ぎてしまいました。でも、鹿児島らしい NWM

てるように。と話し

を行うことが出来たと思います。今回の NWM で広がった青年たちの輪

てくださいました。

をもっと広げて、信仰・交流を深めていけるようにしていきたいです。
NWM in 鹿児島 実行委員長

久保 篤志

次回・次々回の開催地
左は鹿児島の青年たちと次回のＮＷＭの
開催地である東京の青年たちとのバトン
タッチの写真。右は次回のＮＷＭ in 東
京を紹介している写真です。次回のＮＷ
Ｍ in 東京ではＮＷＭ in 鹿児島で得た
ものを何かの形で表現してくれると、大
変嬉しいです!!

Ｎ Ｗ Ｍ in 東 京

次回：

テーマは

《 2 0 0 8 年 9 月 1 3 日( 土) ・ 1 4 日( 日) 》

東京パワー
日本の中心で ミんなとつながって
素直に感謝をサさげよう
〜キミとボクのドキドキミサ〜

公式サイト：http://www.geocities.jp/nwm_in_tokyo/

ＮＷ Ｍ i n 仙 台

次々回：

NWM in 東京のスタッフの皆さん!!
参加者 300 人を目指して、頑張って
ください!!!

鹿児島ってどんなところ？
ＮＷＭ in 鹿児島に参加する際に、参加者には『鹿児島に対するイメージ』を答えてもらいました。みなさんが鹿児島にどのよう
なイメージを持っているのかを紹介する機会がなかったので、ここで紹介したいと思います。

鹿児島のイメージ
第１位（芋）焼酎
第２位 桜島
第３位 西郷隆盛
第４位 さつま揚げ
第５位 黒豚

21 票
19 票
10 票
7票
6票

貴重な１票
ボンタン飴、鹿児島スイッチ、さつま戦隊カゴシマン、軍国酒場、
島津、巡礼歩行、チェスト、酒豪、濃い、種子島宇宙センター、
豚トロラーメン、野太刀自顕流

etc..

個性的な意見
・の〜んびりと時間が過ぎていきそうななごやかな感じがします☆
・指宿温泉でお肌ツルツル！

たくさんの意見

・芋焼酎呑めないと仲間はずれにされちゃうんじゃ・・・。

ありがと〜♪

・おいしいものがいっぱい！やさしい人がいっぱい♪
・自然が多く、神秘的なイメージがします。癒しスポットが多い。
・気さく、明るく朗らか、温和、のんびり

ＮＷＭの参加者からの鹿児島のイメージは『焼酎』と『桜島』がダントツで多かったです。予想以上に鹿児島を連想するもの
をたくさん書いてくださったので、鹿児島の青年としては大変嬉しいかぎりでした。
NWM 参加者のみなさん、アンケートに協力してくれてありがとうございました!!

みんなで夢を語ろう!!
ＮＷＭ in 鹿児島のスケジュールの中で『夢を語ろう』という

・メッセージ性を持っていて、子供にも分かるような内容で聖書の

テーマの下で『プログラム①②を踏まえて』という企画を行いま

意味を面白く伝えられるような劇団をつくって全国を回りた

した。この企画はその名の通り、実現が不可能でも良いから自由

い！

に『夢を語ろう』というものです。下はその時の様子の写真です。 ・仲間同士の信頼関係のもとに、大きなイベントを開きたい！
さて、皆さんが語り合ったことをまとめたので紹介したいと思い
ます。

・青年だけの活動だけでなく、全ての年代が含まれた活動がやりた
い！
・NWM 中高生バージョンをしたい！
・ベネディクト 16 世を列福式に呼びたい！
・日本で WYD をやりたい！
・WYD を生中継でミサの時に見たい！
・地域の文化の小さな違いを集めて、
『教会ウラ話(ネタ本)』にした
ら面白そう！
・その土地ならではのミサをしてみたい！（ホワイトミサ、ハリケ
ーンミサ、ビーチミサ）
・全国青年スポーツ大会をやりたい！
・ユースデーをもっともっと広げたい！
・中高生たちに自分たちの活動を伝えていきたい！
・中高生の集いをしたい！

オリエンテーリングでの問題の答え
ＮＷＭ in 鹿児島の参加者のみなさん！ 鹿児島の自然を生かしたオリエンテーリングはいかがだったでしょうか？いくつか問題に
間違いがあったようですが・・・。
オリエンテーリングでは問題を出しましたが、答えあわせをするのをすっかり忘れていました。なので、この場をかりて答えを発表
したいと思います!!! 自分の班の答えはあっていたのかをぜひ確認してくださいね。

問題

答え

やっぱり
芋焼酎だよねー

１、今回の NWM のアンケート第 1 位と
なった鹿児島のイメージは？

・・

焼酎

２、鹿児島弁で黒板消しのことを何という？

・・

ラーフル

３、実行委員長の誕生日は？

・・

４月

４、実行委員長の洗礼名は？

・・

ステファノ

５、崖の下にある花の名前は？

・・

梅

準備段階で
花が咲いていたので
問題にしました♪

６、鹿児島の定番の待ち合わせ場所といえば？・・

タカプラ

７、鹿児島の殉教者は？

・・

レオ 七右衛門

８、鶴がやってくる場所は？

・・

出水

９、桜島の標高は？

・・ 1117m

鶴は鹿児島へ

10、現在のザビエル教会の建築年は？

・・ 1999 年

シベリアから冬に渡ってきます

11、大河ドラマの主演女優は？

・・

宮崎 あおい

12、ザビエル上陸記念碑がある場所は？

・・

祇園之洲

13、さつまいもを鹿児島に伝来した人は？

・・

前田 利右衛門

14、鹿児島のかき氷といえば？

・・

白くま

15、鹿児島の南の境界線はどこまで？

・・

与論島まで

16、霧島連山の山の名前を一つ

・・

韓国岳、高千穂峰、中岳、
新燃岳、獅子戸岳

etc..

17、ザビエルが日本に来日した年は？

・・ 1549 年

18、生産量が多いものは？

・・

サツマイモと豚

19、鹿児島にある世界遺産はどこ？

・・

屋久島

20、かるかんの原材料は？

・・

やまいも

21、温泉利用の公衆浴場は全国で何位？

・・

２位 （１位は長野県です）

22、鉄砲伝来の地は？

・・

種子島

23、鹿児島方言でサツマイモはなんと言う？

・・

からいも

実は白くまは・・・
戦後、物が少ない時期に
誕生しました

鹿児島方言で・・・
豆腐は『おかべ』
鮮魚は『ぶえん』

HP アドレス
青年連絡協議会：http://www.catholic.gr.jp/youth/ccnet/
鹿児島教区連合青年会：http://mz.minx.jp/dejamu
編集後記

編集

今回の新聞作りは慣れないながらも試行錯誤し、協力して鹿児島らしい新聞を作り上げるこ
とができました。ＮＷＭの参加者の皆さんが、
『ＮＷＭではこんなことがあったな』と思い出
しながら読んでくださることが、一番嬉しいことだと思います。最後に、鹿児島へおこしい
ただき、ありがとうございました。
宮崎将尊

久保篤志（あつひめ）
角田

聡（つのぴー）

宮崎将尊（マーボ）

