
  ２０１１年２月１１日（金）～１２日（土）、

静岡県の日本バプテスト連盟 天城山

荘にて第２０回ネットワークミーティング 

in 横浜（以下NWM横浜）が開催されま

した。 

 

  今回のNWM横浜でのテーマは

「YOKOHAIRI」。参加者はスタッフを合

わせて約１５０名が集まりました。 

  雪が舞い始めた天城山荘で、最初に

班ごとに分かれて「マトリックス自己紹

介」が行われました。 

「マトリックス自己紹介」とは、まず一人

ずつ画用紙に自分の関心があること、

好きなものなどをジャンルで書き出し、

書いたジャンルのまわりに、そのジャン

ルの中で特に関心があることを具体的

に書き加えていきます。書き終わったら

円になって隣の人の書いてあることの

中で気になる所をひとりずつ順番に質

問をしていくというもの。その人の意外

な一面を見つけて盛り上がり、今までに

ないとても新鮮な自己紹介でした。 

  

 

  次に行われたのは、今回NWM横浜

のテーマソング「奇跡の輪」のPV作り。

班ごとに2つのフレーズの歌詞に合う写

真を撮り、曲に合わせて流すというもの

でした。 

外は一面の雪景色！外に出て体を張る

班もいれば、部屋の中でユーモア溢れ

る写真を撮る班もいて、大いに盛り上が

りました。 

  夕食をはさんで、企画と同じ班のメン

バーで分かち合いをしました。 

まずはじめに、一人ずつお互いの第一

印象を分かち合いました。それぞれ予

想外な第一印象だったり、うなずけるよ

うな第一印象だったりと様々でとても盛

り上がりました。 

そして、さらに相手のことをもっと知ると

いうことで、「親友紹介」をしました。親

友にまつわるエピソードを語り合い、そ

の人の人との関わり合いや出会いにつ

いて深く知ることができました。 

  夕の祈りでは、粉雪の舞う中ろうそく

を灯し、一日をゆっくりと振り返りました。

そして１日目の締めは交流会。夜な夜

な語り合いながら、一日目が終わりまし

た。 

  ２日目は、朝食後に事前に参加者に

送っていたエニアグラムのタイプ別に分

かち合いをしました。 

「この時は、こう行動する・こう考える」と

タイプが似ている仲間同士で大いに盛

り上がりました。最後はタイプ別に写真

を撮り、掲示しました。 

  それから、各教区・団体のインフォメ

ーションをしました。制限時間３分でい

かにアピールをするかを考えており、ど

の教区・団体もユーモアの溢れるもの

ばかりでした。 

  最後には一日目に作ったPVをみん

なで鑑賞しました。途中、パソコンの不

具合で音楽が途切れてしまいましたが、

楽器隊が急遽演奏を始めて参加者全

員で映像に合わせて歌い、偶然が生ん

だ皆で作り上げたとても感動的なPVと

なりました。昼食をはさんで、梅村司教

様による司式のもと、ミサを行いました。

横浜教区の鈴木真神父様率いる楽器

隊の演奏により、横浜教区らしいミサと

なりました。閉祭の歌では腕を組み、テ

ーマソング「奇跡の輪」を大合唱し、

NWM in 横浜は幕を閉じました。
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戦場カメラマンも乱入！？ 

 

   

 

   

 

企画の時間は、最初にマトリックス

自己紹介を行いました。マトリックス自

己紹介とは、1枚の画用紙の中心に名

前を書き、あとはひたすら自分の好き

なことや興味のあることを時間内に思

い出す限り書いて発表する自己紹介

方法の１つ。同じ趣味を持つ人、個性

的な趣味を持つ人…この画用紙を見

れば一目瞭然！初対面の人も多い中、

お互いの興味があることを知れること

で一気に心の距離が縮まりました。     

そしてもう１つ、企画のメインである

テーマソング PV 作りを行いました。こ

れは、今回の NWM in横浜のテーマソ

ング「奇跡の輪」に合わせて写真のス

ライドショーを作るというもの。班ごとに

２フレーズずつ、歌詞にちなんだ写真

を撮ってもらいました。最後に NWM 中

の様々な写真も盛り込みつつ１曲の

PV が完成！上映中、音声が途切れる

というハプニングが起こりつつも、最後

には参加者・スタッフ一同で大合唱を

して１つのものを作り上げることができ、

感動の作品となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

『YOKOHAIRI』をした時には必ず出

会いがある！ということを考え、1 日目

の分かち合いでは、班のメンバーと出

会った時の第一印象、そして親友を知

ることでその人を知ろうという趣旨での

親友紹介(どんな人・どんな出会いだっ

たか等)をしました。 

第一印象では、自分が予想外の印

象を与えていたり、実は心の奥まで見

透かされていたり(?)と、それぞれに新

しい発見があったと思います。 

親友紹介では、すごく気の合う親友や

お互いを補い合っている親友、世代を

超えた親友等、同じ親友でも様々な関

係があるのだなと思いました。 

２日目の分かち合いでは、エニアグ

ラムをやりました。エニアグラムとは性

格を大きく９つのタイプに分けるもので、

それぞれのタイプごとに集まって分か

ち合いをしました。似たような性格の人

が集まったので、普段思っていること

を色々と共感することが出来ました。 

ちなみに一番多かったのはタイプ２

で人のために尽くす人！さすが教会の

人の集まりですね(笑) 

 

     

 

 

情報交換係は、ＨＰの開設と当日の

情報交換の時間を担当しました。ＨＰ

では事前連絡およびテーマソングの公

開などをしました。NWM 終了後にも更

新されているので、今これを読んでい

る あ な た ！ ぜ ひ 一 度 「 NetWork 

Meeting in Yokohama 2011」で検索し

てみてください！ 

合宿期間中の情報交換の時間には

全部で 18団体の報告・連絡があり、活

動報告や企画のお誘いなどそれぞれ

の味が出た 3分間の連続でした。 

特に次回の NWM in 名古屋の宣伝

は非常に凝った演出で、爆笑の嵐でし

た。各々、他教区の青年がどのような

取り組みを行っているのかを知ること

で、それらに YOKOHAIRIするきっかけ

になったり、自分たちのこれからの活

動のヒントを得たりできた時間になりま

した。情報交換は分かち合いなど他の

企画と比べると軽視されやすいですが

(笑)、そんなことありません。わきあい

あいとした、すてきな時間でした。 

 

 

 

 

 

優しい風が吹いている図 

矢印の先のタイプから学ぶのです 



 

 梅さんと愉快な仲間たち★ 

「YOKOHAIRI」実践中！ 

 

    

 

白い雪が舞う中、暗闇の中でろう

そくを灯し、静かに夕の祈りは行わ

れました。ゆっくりと聖書の言葉に耳

を傾け、静かに祈る。約 150個もの

ろうそくの光がとても綺麗で、なんと

も言えないくらい素敵な夕の祈りと

なりました。 

そして、しめくくりのミサ。中でも鈴

木真神父様のドラム姿は必見だっ 

たと思います。梅村司教様によるミサ

で、皆で心を合わせて祈りを捧げまし

た。 

最後に歌ったテーマソングは皆で肩 

を組ながらひとつになれました。   

夕の祈りとミサの中で読まれた聖書の

箇所、「エマオへの道」。きっと一泊二

日の短い間に沢山神さまが横入りをし

て、素敵な NWMにしてくれたんだと思

います。神さまに感謝！ 

 

 

 

 

 

     

 

 

NWMの夜の定番といえば自由な

交流会。その名のとおり全国規模で

の交流を深める大チャンスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

半年ぶりに再会して話し込んでいた 

り、同世代で集まっていたり、みんなが

教区の枠を越えて楽しく交流すること

ができました。 

僕は少し人見知りなので、よく知ら

ない人の輪に「横はいり」するために

気合を入れて交流会に臨んだのです

が、いざ話しかけてみるとあっさり輪に

入れて拍子抜けするくらいでした。僕

以外の人見知りする人も、交流会では 

 

アルコールも手伝って「横はいり」が実

践しやすかったのではないでしょうか。 

すでに知り合いの人とはもちろん、

初対面の人とでもすぐに親しく話せる 

交流会の雰囲気は居心地がよかった

です。居心地がよすぎて気づいたら夜 

中の３時…なんて人も多かったでしょう。

NWMのいいところを改めて感じた夜で

した。 

 

 

 

 

 

★年々参加する人が多くなり、非常に感動しています。これからますます、この繋がりが深くなっていったらいいな！                                            

（東京/男性 １１回目） 

★色々な場面で喜びがあり、その度に「来て良かった！」と思いました。どこの教区も、温かさが似ているなと感じました。                                                                        

（横浜/女性 初参加） 

★参加する度に仲良くなる人が増えていきます。色々な人との関わりの中で、どんどん自分の知識も広がっていきまし

た！                                                        （京都/女性  ３回目） 

★情報交換の場として自分の地区の宣伝ができるし、新しい情報をもらうこともできます。県外の友達も出来やすいです。 

（広島/男性  ２回目） 

★このような集まりには抵抗があったのですが、来てみたら楽しかったです。色々な人とのコミュニケーションで、自分を知

ることができました。                                               （横浜/男性 初参加） 

まだ参加したことのない人へ・・・ 

参加しないと分からない事がたくさんあると思うので、ぜひ参加してください！自分の地区・教区だけでなく、新しい場所

へ情報をもらいに行ってみましょう！次は名古屋(2011 年 9 月 17・18日)です！ 

梅村司教様と素敵な仲間たち☆ 

  



 ＮＷＭ in 横浜に“YOKOHAIRI”して下さった皆さ

ん、本当にありがとうございました！皆さんのご協

力のお陰で、素晴らしいＮＷＭを無事に終えること

が出来たと感じています。皆さんとスタッフが一つ

の輪になって、一体感のあるとても温かいＮＷＭ

になりましたよね。最後の挨拶の時の涙はこの温

かさが原因ですので、ご了承下さい(笑)。 

 今回の代表をやるにあたって、僕は一つのレー

ルを走る電車に駆け込み乗車したのです。しかも

急行電車に。皆さんも電車に乗る際には行き先な

どくれぐれもご注意下さいね！(笑)。 

 代表をやると決まってからは、確かにたくさん大

変な事があったのですが、しかしそれ以上にたくさ

んのお恵みがありました。“仲間”というお恵みが。

同じスタッフをやる仲間だけでなく、参加者の皆さ

ん一人ひとりが僕にとってかけがえのない仲間で

す！ＮＷＭ中に笑い合った一瞬一瞬が僕にとって

大切な宝物なんです！仲間という大切さは、皆さ

ん感じたことはあると思います。 

 しかし、この仲間を手に入れるためには自ら行動

を起こし、様々な仲間の輪に入っていくことが大切

です。一人で知らない人たちの輪の中に入ってい

くのは、不安だし勇気のいることですよね。人見知

りの僕には、この行動の大変さがよく分かります

(笑)。でも大丈夫。側には神様もいるし、何よりそ

んな勇気あるあなたを最高の笑顔で受け入れてく

れる仲間が全国にいます。あなたを待っています。

なので不安がらずに積極的に色々な仲間の輪へ

と“YOKOHAIRI”していって下さいね。最高の仲間

たちがあなたを最高の笑顔で迎え入れてくれると

思いますよ。そして、輪の中に入るための一歩を

踏み出せないでいる周りの仲間の手を、優しく導

いてあげて下さい。全国のみんなで最高の輪を作

る、これもＮＷＭの醍醐味の一つではないかと僕

は思っています。仲間のありがたさ、大切さを実感

したＮＷＭでした。そりゃ涙も出ますって！(笑)。 

 最後になりましたが、今回のＮＷＭを開催するに

あたって、ご指導・ご支援をいただきました皆様に、

改めまして心より感謝申し上げます。皆様の、そし

て神様からの支えがあって成功のうちに終えるこ

とが出来たと感じています。本当にありがとうござ

いました！ 

ＮＷＭ in 横浜 実行委員会代表 古松直樹 

 

第２１回ネットワークミーティング in 名古屋 

テーマ 「まるとも」 

キーワード 「共有・輪・ＺＥＲＯ」 

 

２０１１年９月１７日（土）~１８日（日） 

神言会多治見修道院 ログハウス・研修センター 

ブログ http://ameblo.jp/nwm-in-nagoya-2011/ 

ブログ見に来てね！ 

 

 

 

 
※イラストおよび注意事項は

NWM in 名古屋とは関係はあ

りません。 

 

名古屋名物 

天むすの持ち込み禁止 

ネットワークミーティング（NWM）とは… 

カトリックの青年、青年の活動を支えている信徒・修道者・司祭が自由に集い、そこで今かかえている問題や信仰のこと等を分かち合い、交流す

る場であるとともに、いろいろな地域の青年や活動している青年と出会い、情報交換の場として、年２回、教区持ち回りで開催されています。 
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人間には９つの性格タイプがあり、すべての人はそのうちの一つに当てはまると言われています。 

今回のタイプ別分かち合いは、それぞれの特徴が顕著に現れる面白い企画でした！ 

一番多かったタイプ２は、“人のために尽くす人”･･･さて、あなたのタイプは何でしょうか？ 

タイプ１ 

完全さを求める人 

理想が高く、勤勉で向上心に溢れてい

ます。常に自分を成長させ、理想の自

分に近づけようと頑張っています。まじ

めで責任感が強く、いつも一生懸命な

努力家です。倫理的道徳的で、人一倍

正義感が強く、何事もよいか悪いかの

基準で判断しようとします。人には誰に

対しても、平等公平に接しようとします。 

タイプ２ 

人のために尽くす人 

人と人との結びつきや温かい心の触れ

合いを大切にします。 

他人に感情移入しやすく、共感的で同

情心に厚いところがあります。自分の

ことよりもまず第一に、他人の必要（ニ

ーズ）を気づかい心配します。人の世

話をしたり、人を育てることに生きがい

を感じるタイプです。 

タイプ３ 

成功を追い求める人 

現実的で野心的なところのあ

る人です。社会的な成功を追

い求めて具体的な目標を設定

し、その目標を達成するため

に積極的に努力します。 

自分の能力や魅力、実績が

認められることに強い関心を

抱き、じっさい有能で魅力的と

いった肯定的な自己イメージ

に合わせて、常に最高の自分

を出し切ろうとしています。 

タイプ４ 

人と違っていたい人 

きわめて個人的で内面的な世

界に住み、その内面にある感

情を深く味わおうとする人で

す。自分の中にあるものを自分

なりの仕方で表現したいという

欲求を強く持っています。その

一方、自分自身の移ろいやす

い感情に翻弄され、自分が何

者であるかわからず、常に「本

当の自分」を探し求めているよ

うなところがあります。 

タイプ５ 

人から離れて観察する人 

行動するよりも先に、何が

起こっているのかよく観察し

ようとする人です。何事もま

ず頭で受け止め、思考を働

かせて、頭で理解しようとし

ます。そのために必要な知

識や情報を集めます。孤独

を求め、人と一緒にいるよ

りは、ものや機械などと対

応している方がよく、ひとり

でいることを好みます。 

タイプ６ 

何かに守られていたい人 

自分を保護して導いてくれるよう

な大きな力を求め、自分が所属

する団体や組織、同じ価値観を

共有するグループ、仲間に忠実

であろうとします。また、ある特

定の宗教や伝統、信念、信条、

学説などに忠実であろうとするこ

ともあります。しかし、その一方

で自分が忠実であろうとするも

のに反発を感じ、矛盾した内面

を抱えている場合があります。 

タイプ７ 

冒険と楽しみを求める人 

９つのタイプの中では、もっ

とも社交的で活動的なタイ

プの人です。きわめて楽天

的で、常に物事の明るい面

だけを見ようとしています。

好奇心旺盛で、冒険を好

み、物事に熱中しやすく、自

分が興味持ったことは何で

もやってみようとします。ひ

とつのことでは飽き足らず、

あれもこれもを求めます。 

タイプ８ 

自分の力で突き進む人 

エネルギッシュで行動力が

あり、何に対しても挑戦的で

す。自分の強さを信じ、自分

の力を頼りに人生を切り開

いていく人です。周りの環境

や人間関係を含めて、自分

で自分の世界を思い通りに

コントロールしようとします。

どんなときにも自己を主張

し、自分が欲するもののた

めに戦うことを恐れません。 

タイプ９ 

平和と安定を求める人 

争いやいさかいを好まず、自分の周りの世

界や自分自身の内面が平和で安定している

ことを望んでいます。内的時間の流れが他

のタイプよりも遅くゆっくりしているため、周り

のテンポに巻き込まれず、のんびりゆったり

マイペースで生きています。何をするにも動

き出すまでに時間がかかりますが、いったん

動き出すと大きな力を発揮する人です。 
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