


第第第第 20202020 回回回回ネットワークミーティングネットワークミーティングネットワークミーティングネットワークミーティング（（（（NWMNWMNWMNWM））））inininin 横浜横浜横浜横浜    報告報告報告報告    

テーマテーマテーマテーマ「「「「YOKOHAIRIYOKOHAIRIYOKOHAIRIYOKOHAIRI」」」」    

２０１１年２月１１日（金）～１２日（土）＠天城山荘 

 さて、今回のNWM!横浜と言っています

が、静岡県伊豆市で行われました☆当

日はですね、いやはや、すごい雪でした

よ…プログラム中もどんどん積ってくる

雪。私は帰れなくなるのではないかと

思いました。 

 さて、どんなことをしたかはプログラ

ムを感想を交えて、順に追って話してい

きましょう！ 

【集合・受付】 

受付を済ませ、何やらある会場へ。そこでがちゃぴんの着ぐるみを着た実行委員に写真

をパシャリ！！これはあとでのお楽しみ♪ 

【オリエンテーション】 

実行委員の紹介と後援であるカトリック青年連絡協議会の代表のあいさつですね。実行

委員会紹介の時には、一人一人のテーマソングが流れてました。スタッフ約３０名のテーマ

ソングが被らないなんて、個性豊です♪ 

【企画】 

今回のテーマソングに合わせて２フレーズずつぐらいを各班で写真撮ります！その撮っ

た写真を合わせると…なんと！！テーマソングの PV ができるんですね☆どんなのにな

るのかは、できてからのお楽しみ。スタッフも予想がつかない。難しい箇所もあったけど、そ

こは班のみんなで協力して知恵を絞って、こんな写真にしようと体を使って表現しました。 

【夕食】 

今回の夕食は！なんと！！天城山荘の食堂のおばちゃんたちが作ってくれました。 

【分かち合い①】 

班のみんなの第一印象を順番に…。今回が第一印象じゃない人もいたけど…なんとか

思いだして…思いだして…思いだせない！ってなこともあったり。何回か NWM に行ってる

とこんなことも出てくるよね。ちなみに私はあくびいっぱいしてたからか「眠そう」って意

見が多かったかな～。 

親友紹介もしてみたり。出会いはいつだとか、きっかけだとか…人の紹介って難しい。 

【夕の祈り】 

落ち着いて心をやすめます。今日あったこと、明日のこと各自いろいろと。 

【交流会】 

待ちに待った交流会ですね♪各教区の青年が思い思いにお酒を交えて楽しみます。こ



こで友達の友達を紹介されて～とか、同学年で集まって～とか、新たに友達になったり、

同期会が結成されたりなんてこともあったり。交流会は夜な夜な続きます。眠たくなった

ら各自布団へゴー！！ 

【朝食】 

朝食は！なんと！！食堂のおばちゃんたちが作ってくれました。 

【分かち合い②】 

 これは今回の宿題でもあったエニアグラムというもので班分けをしました。性格診断み

たいなものですね。同じ傾向の人ばっかりが集まるものだから、その傾向の内容に「あー

うんうん、わかるわかる」って反応だったり、時には「え？違うかも」って反応だったりでし

たね。ちなみに私はエニアグラム⑥でした。「何かに守られていたい人」うん、何かに守ら

れていたーい♪ 

【情報交換】 

恒例ですね。北から順番に「うちの教

区こんなことしてますー！」っていう場。

京都はいつも行く途中に考えるんやけど、

今回は人数が少なくて直前のわたわた

感が出てしまった。情報交換は時間制限

があって時間になるとたぬきとかっぱが

出てきて強制終了（笑） 

【PV 発表】 

昼食前に昨日作った PVの発表。即席で編集して発表できるなんてすごいですよね。 

実はこれ、途中でハプニングが起きて…なんと PV の途中で曲が止まってしまったんです

ね。でも PV は流れる。スタッフの一人がテーマソングを歌い始めて…それにつられ、参加

者も一緒に歌い始める。会場が一体になったと感じた瞬間でしたね。最後には音楽隊も加

わって、素晴らしいものになりました♪ 

【昼食】 

みなさん、もうわかってますよね？おばちゃんたちが作ってくれました。今回はデザート

にソフトクリームがついてました♪ 

【ミサ】 

閉祭の時には手を繋いだりと NWMならではのミサの終わり方ですね♪ 

【解散】 

泣く泣くの解散。延泊者はその準備。準備までの間、雪合戦してる人もいたり♪みんな

名残惜しそうに帰って行きました。 

    

次回は名古屋。詳しくは青年センターの次回は名古屋。詳しくは青年センターの次回は名古屋。詳しくは青年センターの次回は名古屋。詳しくは青年センターの HPHPHPHPまで☆まで☆まで☆まで☆    

（八幡教会 田川愛美子） 



第第第第２２２２２２２２回回回回カトリックカトリックカトリックカトリック青年連絡協議会運営委員会報告青年連絡協議会運営委員会報告青年連絡協議会運営委員会報告青年連絡協議会運営委員会報告    

（八幡教会 田川愛美子） 

NWM が終わったら次はそう！カトリック青年連絡協議会運営委員会、通称協議会が始ま

りますね。私はいつも延泊組が観光に行くのを横目に、会議に参加しています。 

 さて会議内容を振り返りましょう。 

 

・各地報告の補足（各地からの報告冊子を参照）・各地報告の補足（各地からの報告冊子を参照）・各地報告の補足（各地からの報告冊子を参照）・各地報告の補足（各地からの報告冊子を参照）    

→報告冊子について補足説明を行いました。青年センターにありますので、進学や就職

にあたって京都教区以外の情報が欲しい方は青年センターまでどうぞ！ 

・・・・2010201020102010年会計報告＆予算について事務局より報告年会計報告＆予算について事務局より報告年会計報告＆予算について事務局より報告年会計報告＆予算について事務局より報告    

・第１・第１・第１・第１９回ネットワークミーティング９回ネットワークミーティング９回ネットワークミーティング９回ネットワークミーティング inininin札幌（前回）会計報告札幌（前回）会計報告札幌（前回）会計報告札幌（前回）会計報告    

・第２０回ネットワークミーティング・第２０回ネットワークミーティング・第２０回ネットワークミーティング・第２０回ネットワークミーティング inininin横浜（今回）暫定会計報告・所感横浜（今回）暫定会計報告・所感横浜（今回）暫定会計報告・所感横浜（今回）暫定会計報告・所感    

→運営委員会出席者の中で意見交換がありました。ゆったりとしていたとか、スタッフは

どうやって集めたの？とか。各教区で運営を行っている人ばかりなので、NWM 自体の

感想から運営・会計に関する質問などいろいろと出ました。 

・・・・次回以降のネットワークミーティング・運営委員会開催地について次回以降のネットワークミーティング・運営委員会開催地について次回以降のネットワークミーティング・運営委員会開催地について次回以降のネットワークミーティング・運営委員会開催地について    

→次回：＠名古屋教区、2011 年 9 月 17 日（土）～18 日（日）、18 日（日）～19 日（月） 

次々回：＠東京教区、2012 年冬。３月初めの土日 

次々々回：2012 年秋。未定。 

・・・・第５回第５回第５回第５回あっちこっちミサについてあっちこっちミサについてあっちこっちミサについてあっちこっちミサについて    

→主催教区：長崎教区。テーマ：「あかし」。日時：2011 年 6 月 26 日（日）15：00 

・広報活動について・広報活動について・広報活動について・広報活動について    

→HP リニューアルについて。 

説明・意見交換 

 

さて、会議の中で、活動報告の中に書いた

「みんなに相談したいこと・分かち合いたい

こと」から分かち合いを行いました。 

うちの教区はこんなことで悩んでいる。ど

の教区も人手不足に悩んでいたりしましたね。

しまいには青年を派遣し合おうなんて話も

出たり。でも、それには一理あると思います。

高校生まで地元の教会で下の子の面倒を見

て、活動していた子が、進学を機に他の教区に行ってしまい、活動しなくなるなんてことも

あると思うんです。また、学生の時は下宿先で活動していたけど、就職で地元に戻ってき

たけど、活動していない。そんな人もいると思います。 

なので、そんな青年が活動しやすいように私たちが情報を提供し、他教区との橋渡しを

する必要がありますよね！これ、京都教区も実践していきたいと思います☆ 

こうやって思いの丈をぶつける時間も大切だなぁと、いつも以上に楽しい協議会を過

ごすことができました♪ 



東北地方太平洋沖地震被災者の方々のために捧げる祈りの集い 

いま私たちが 

出来ることを…。 

 

３月１１日に発生しました東北地方太平洋沖地震において、被災さ

れた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。  

いま、私たちキリスト者ができること。 

それは、みんなで心合わせて祈ること、そして義援金だと思います。 

そこで全国のカトリックの青年有志が、各地で同じ日時に祈りの集

いを行おうと企画いたしました。 

私たちは離れていても、いつも「主とつながり」、「主と共にいる」

ということを、祈りを通して、被災地へ伝えていきたい。そういう趣

旨です。 

なお、当日、各会場で集められた義援金は、カリタス・ジャパンを通して、被災地へお送りします。 

********************************************************************************* 

このような企画のもと３月２７日（日）１５時３０分
から１６時３０分、河原町教会の地下の小聖堂
でお祈りを捧げました。 

私達にできることは何でしょうか。本当に無力だ
と思いました。京都ではほとんど揺れませんでした。
全てはテレビの中の出来事のように感じます。でも、
どれも本当にあったこと。多くの被災された方がい
るけれど、友人が無事だと聞いた時は、だた「嬉し
い」それしかありませんでした。 

今回、私達はロザリオの祈りを行いました。直前のお知らせだったにも関わらず、来ていただきあり
がとうございました。京都教区では 14,775 円の義援金が集まりました。これは既にカリタス・ジャパン
に送金させて頂きました。 

これからも、祈るということを忘れず、私達にできることをしていこうと思います。 
********************************************************************************** 

青 年 連 絡 協 議 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://catholicyouth.jp/）から当日の

全国の様子の写真が閲覧できるように

なっています。どうぞ、ご確認ください。  



中学生会春合宿 報告 
（唐崎教会 木村 哲朗） 

 2011 年 3 月 29・30・31 日にかけて、カトリック奈良教会で中学生会春合宿が行われました。

中学生 19 名、リーダー11 人、司祭が集まりました。今回の合宿のテーマは、「目を覚ましていなさい～

見えていますか？身近な○○～」。充実したこの 3 日間を振り返ってみようと思います。 

◇中学生会～準備段階～ 

 まずはテーマを決めるため、ミー

ティングを重ねてリーダー同士で

分かち合いを深めました。春とい

えば、出会い、または別れの季節。

じぶんの身近な人との間に様々な

思いが交差する、とても心が詰ま

る季節です。 

また、春は新たな生活へ一歩

踏み出す一方、開放感などから

気持ちが緩みがちです。じぶんが

見失いかけた何かに気づかせてく

れる、そんな合宿になることを願って、今回のテーマは決まりました。 

 

◇1 日目(29 日) 

  きょうは合宿の初日。みんなが集まると自己紹介を始めました。そして、昼食後は室内レクリエーション

「1・2・3」、「ゾンビゲーム」、「足何本？」をして盛り上がりました。班同士の対抗戦ということで、メンバー

同士の団結力が深まっていきました。 

 その後は、班に分かれての分かち合

いです。今回のテーマを分かち合うに

あたり、ある班ワークをお願いしました。

まずは 2 枚の紙を用意します。1 枚

目には「神さま」、2 枚目には「身近な

○○」と真ん中に大きく書いて、そこ

から矢印を伸ばしてじぶんのイメージ

をどんどん加えてもらいます。例えば、

「身近な○○→友達→励まし合える」

のような感じです。書き終えた2枚を



見てみると、神さまと身近な○○のイメージとの間には、いくつか共通するものが見つかります。それを丸

で囲ってもらい、そこから身近な○○の中にも神さまがいるんだなということを感じてもらいました。 

 

◇二日目(30 日) 

 昨日の分かち合いの内容を班ごとに発表してもらいました。ある班は、班ワークの紙が足りなくて 6 枚

ほど作成してくれました。各班、とても熱心に分かち合いをしてくれた様子です。中学生の積極的な意見

には、私たちリーダーだけが集まる分かち合いでは得られない学びがありました。 

お昼は奈良公園まで行き、食事係さんが作ってくれたおにぎりを皆でいただきました。春らしい天気に

恵まれ、昼食後はレクリエーション「YES ゲーム」「カップル子ブタちゃん」をして遊びました。 

教会へ帰ると、リーダーたちで企画した「春合宿プロジェクト(ハルプロ)」のはじまりです。班ごとに、「出

会い」、「別れ」などをテーマにして、様々な劇をつくって発表してもらうというものです。笑いあり涙ありの、

あまりの完成度の高い発表に、リーダーたちも驚きを隠せませんでした(笑) 

 

◇三日目(31 日)  

 朝食を食べ終わったあとは、例年通りサイン帳を書きました。この合宿で初めて友達になった人もいれ

ば、久しぶりに再会した人もいると思います。このサイン帳には、三日間を通しての絆がこめられています。

合宿が終わったあとも、いつまで

も心の支えとなるものです。 

ミサでは、神父さまのお話を聞

いてこの 3 日間を振り返りました。

奈良教会の聖堂には、教会の青

年たちが作成したステンドグラス

が展示されています。一枚一枚、

どれも見ごたえがあるものばかり

でした。 

 

◇～春合宿を通して～ 

 今回の春合宿で、非常に印象に

残っていることがあります。私が食

前の祈りを中学生にお願いしたときのことです。その中学生は「東日本大震災で被災した人たちを思っ

て、この食事をいただきましょう」と祈ってくれました。被災で苦しむ人たちの事を心にとめてくれたのです。

みんなの温かい気持ちに、私は心を打たれました。そして気づきました。テーマ、「目を覚ましていなさい～

見えていますか？身近な○○～」は、普段の生活のなかで、みんなが自然に意識できていることなんだと。 

 こうしたすばらしいメンバーたちと、春合宿に参加できたことを嬉しく思います。最後となってしまいまし

たが、春合宿に関わったすべての人たちに感謝します。ありがとうございました！！ 



 

２２２２月月月月２６２６２６２６日日日日((((土土土土))))     

 当日は進行担当だったにも関わらず、開始１時間前までその任務を忘れていたのでした。さぁ！

どんなテーマでやってやろうか？！と思案しながら聖書をぱらぱらとめくっといると、「やもめの

献金」（ルカ ２１：１‐４）に目が留まりました。「ふるさと納税」として宮崎県に一千万円の

寄附をした大リーグマリナーズイチロー選手のニュースを思い出しました。鳥インフルエンザ、

新燃岳噴火、と相次いで大事に見舞われた地域に、いち早く遠い海外から支援の手を差し延べた

アスリート精神に、私は感銘を受けていました。 

 分かち合いでは、まずイチローのニュースに対する感想、意見を聞き、次に献金をするときの

気持ちについて話し合いました。 

一千万円の寄附と聞くと、私たちはその額に目がいきがちで、それだけの大金を出せるなんて一

流選手は違うなぁと考えてしまうのではないでしょうか？ですが、献金とはその額で評価される

ものではありませんよね。かといって、自分のために使った残りでいいのかというとそれも違い

ます。イエス様は、大金の献金をした金持ちの後に、たったの銅貨二枚を入れたやもめを、だれ

よりも多く寄附したと褒められました。自分の生活費すべてを神様に差し出したやもめは、恵ま

れない境遇にあってなお神様に全幅の信頼を寄せ、自分の人生をゆだねる、そういったひたむき

な心を持っています。 

 この分かち合いの後日起こった、東北地方太平洋沖地震の被災地には、世界中からたくさんの

励ましと支援が届いています。何か立派なことでなくていい。目立たなくても、人にきづかれな

くても、真心をもって自分のできる精一杯の力で、行動を起こすことの大切さを、イチローとこ

のやもめから教わることができるのではないでしょうか。 

（奈良教会 杉山 京子） 

３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日((((土土土土))))    

今月の聖書の集いは担当の人が急に来られなくなったため、その人から急遽進行表だけもらって、みんな

でやることになりました。聖書の箇所は「ルカによる福音書」13 章、18 節～20 節。「神の国はからし

種のようなものである。」という所です。 

最初は聖書を読まず、神の国（天国）は何に似ているか、自分で考えてみることになりました。「広くてふ

わふわ」とか「広くてきれいな景色」とか。色々出ましたが、みんな「広い」というイメージは共通しているよう

です。しかし、ここで神父様曰く「神の国は場所じゃないねん」。場所じゃない？ 

実は「天国」というのはかなり意訳らしく、原語を直訳すると「神の支配」という言葉になるそうです。結

構カルチャーショック。空の上のどこかに、天国という場所があるみたいに思っている人、多いんじゃないで

しょうか。 

次に聖書の箇所を皆で読みました。進行表では「からし種、パン種の例えは何を言いたいと思う？」と。

なんとなく、最初は小さいけど後で大きくなって周りに影響を与える、とか自分で育てないと大きくならな

い、などの意見が。勝手にやってくるものではなく、自分たちで作らないといけない、ということなんですよ

ね。 

聖書の箇所が短く難解だったこともあって、結構みんな考え込んだ今回。聖書って難しいのです。 

（八幡教会 中村 光祐） 



青青青青青青青青年年年年年年年年セセセセセセセセンンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーー担担担担担担担担当当当当当当当当司司司司司司司司祭祭祭祭祭祭祭祭かかかかかかかからららららららら…………………… 

 

「共に歩み、共に成長しつづける」 

       瀧野 正三郎 

 

私が神学生の頃は「中間期」という制度がありました。神学生の半分ぐらいは小神学校卒業

生で、小学校を卒業後すぐに家庭を離れて寄宿生活をしていました。小学６年生の時の召命に

ついての決断を確かめる期間として「中間期」制度が作られていました。 

 

私は高校を卒業後神学校に入ったのですが、「中間期」をガラス工場で過ごしました。工場の

上にある部屋で、中学、高校を卒業して働く人たちと一緒に寝泊まりしていました。私は一緒

に１年間過ごしながら無力な自分を感じました。神学校に入って４年間勉強したけれど、彼等

の力になれるようなことを学んでこなかったと感じたのです。ここで働いた経験は私の司祭へ

の歩みを大きく変えるものとなりました。 

 

 中間期を終えて、神学校に戻って勉強し始めましたが、一緒に働いていた人の力になれない

ようなことを学んでも意味がないと考えるようになっていました。司祭になるために必要な単

位を取るため授業に出てはいても、自分でなにか見つけたいと思っていました。その時興味を

持ったのは、人間としてのイエスの生き方です。イエスはどんな人で、どんなことを行ったり、

話したりしたのかということです。イエスのことを知るようになり、自分もイエスと同じよう

に生きたいと思うようになりました。 

 

 第２バチカン公会議があっても、教会はすぐに変わりませんでした。まして、一人一人の信

者の多くは、第２バチカン公会議の教えではなく、宗教改革に対抗して開かれたトレント公会

議の教えを信じてきました。それが、急に新しくなったと言われても、とまどうばかりです。

私は自分が司祭になることで、トレント公会議の教会ではなく、第２バチカン公会議の目指し

た教会になったらいいと思って司祭になることにしました。トレント公会議の教えにどっぷり

とつかっていた信者の目からすると、とんでもない司祭だと思われたかもしれません。でも、

こんな司祭もいるのだと示すことが私の役割だと今でも思っています。私は司祭として何かを

教えるのではなく、共に歩み、共に成長しつづけることを望んでいます。 

 



信信信信信信信信仰仰仰仰仰仰仰仰っっっっっっっってててててててて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        
りょうすけくんに聞いてみました… 

 今月から始まる新連載、「信仰って・・・」。私たちはキリスト教徒だけど、普段「信仰」について意識

することって、あんまりないよね？そんな言葉から、この連載が始まりました。 

自分が「信仰」について思うこと。このコーナーではその辺りのことを、青年センターの人たちに語っ

ていただこうと思います。 

 

 子供の頃は、考えもしなかったこの言葉。ただ単純に、漠然と、神様はいるんだなって思って

いました。 

 親がカトリックの信者で、自分も幼児洗礼という環境で育った僕は、何の疑念も持たずにいた

わけですが、学校での勉強や友達との交流を通して、多くのことを学んだことで、宗教や信仰に

ついて考えるようになりました。 

 

 カトリックに限ったことではありませんが、同じ信者であっても、毎日のようにお祈りをした

り、日々意識しながら生活している人や、特に気にせず生活を送り、なかなか教会には行かない

人など、宗教との関わり方は人によって大きく変わります。 

 僕はそれでいいと思っています。キリストの教えを守り、教えに従い、それを人々に証する、

そんな生き方ができれば、カトリック信者として確かに、理想であり、あるべき姿であるように

感じます。僕自身、普段は神様のことが、頭から完全に離れてしまっているので、日常から祈る

ことを忘れず生活している人を見ると、自分の信仰とは何なのか、疑問を抱かずにはいられませ

ん。 

 ですが、それを理解したところで、その瞬間からそのようにできるかと言われればなかなか難

しく、人の社会の中で生き、その一員として働くこともまた重要なことであり、どうしても優先

してしまいます。 

 一方で、教会へ行っている人と、そうでない人の間にどれほどの違いがあるでしょうか？毎週

日曜には、教会へ行っている人の方が強い信仰を持っているでしょうか？そんな比較は、意味が

ありませんね。 

 信仰とは信じること。そこで優劣をつけることはできませんし、してはいけないことです。強

要したところで、意識が変わらなければ何にもなりません。 

 

 都合のいい様に、とは言いませんが、キリストの教える大切なことを、それぞれのやり方で、

日常生活において実践していくことができればいいのではないかと思います。 

（草津教会 瀬戸良輔） 



映映画画をを観観よようう  
 

まずは、東日本大震災で被害にあわれた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 

 

日本で大きな地震がありました。沢山の被害が出て、いまだ余震だ原発だで心休まらない人々が沢山いま

す。 

映画を観る余裕なんか、ましてや、映画館に行く余裕なんかないかもしれません。 

こんな時こそ、エンターテイメントが必要と言う人がいれば、こんな時に不謹慎だという人もいます。 

どっちが正しいかなんて言えません。どっちも正しいんです。 

 

毎日毎日、胸が苦しくなる映像がテレビのニュースからながれ、直接被害にあってない人々も 

心が痛むことがたくさんあると思います。 

とにかく私たちは今、心の消耗が激しいのです。 

 

今回、この『映画を観よう』の原稿を書くにあたっていろいろ悩みました。 

勇気があふれる感動作、心温まるホームドラマ、嫌な気分を吹き飛ばすコメディ映画、そんなすばらしい

映画はたくさんあります。それらを紹介することは、簡単です。 

でも、それでは何かが違う。 

 

私は心の体力がなくなった時に、いつも見慣れた安心できる映画を観ます。 

見慣れたシーン、見慣れた役者に見慣れたラスト。そして、それに付属した楽しい思い出。 

こういう時は、新しい映画を観るより、いつも通りの日常みたいなものが必要なのかもしれません。 

 

今回の映画を観ようでは、映画は紹介しません。 

その代り、あなたの好きな、よく知っている、楽しい思い出のある映画を見てください。 

なんだっていいです。 

コメディーだって、アニメだって、ホームドラマだって、人によってはホラーだっていいんです。 

それかあなたの心の平穏に繋がるなら。 

 

日本人は粘り強い人種。必ず立ち上がります。今はそのために、心の体力をつけましょう。 

復興するにしろ支援するにしろ、 

祈るにしろ生きるにしろ、体力が必要です。 

そして、今はその体力を養う時期なんだと私は思います。 

 

どこに住んでいるどんな人も、大丈夫であるように。 

 

タナカメグミ 





青青年年セセンンタターーかかららののおお知知ららせせ  
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京都カトリック青年センター 
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京都教区青年の集いのお知らせ！ 

京都教区の青年が、京都教区の青年が、京都教区の青年が、京都教区の青年が、国籍に関係なく集まる場を作国籍に関係なく集まる場を作国籍に関係なく集まる場を作国籍に関係なく集まる場を作

ろう！５月２９日土曜日、河原町教会に京都の青年がろう！５月２９日土曜日、河原町教会に京都の青年がろう！５月２９日土曜日、河原町教会に京都の青年がろう！５月２９日土曜日、河原町教会に京都の青年が

一堂に会するイベントがあります！一堂に会するイベントがあります！一堂に会するイベントがあります！一堂に会するイベントがあります！ 

今までのイベントは対象が高校卒業以上となってい今までのイベントは対象が高校卒業以上となってい今までのイベントは対象が高校卒業以上となってい今までのイベントは対象が高校卒業以上となってい

ることが多かったですが、今回は高校生の方も参加でることが多かったですが、今回は高校生の方も参加でることが多かったですが、今回は高校生の方も参加でることが多かったですが、今回は高校生の方も参加で

きまきまきまきます！分かち合いや、各国青年による出し物、司教す！分かち合いや、各国青年による出し物、司教す！分かち合いや、各国青年による出し物、司教す！分かち合いや、各国青年による出し物、司教

様との対話など、盛りだくさんなプログラムが用意され様との対話など、盛りだくさんなプログラムが用意され様との対話など、盛りだくさんなプログラムが用意され様との対話など、盛りだくさんなプログラムが用意され

ていますので、ぜひご参加ください！ていますので、ぜひご参加ください！ていますので、ぜひご参加ください！ていますので、ぜひご参加ください！    

日時／２０１１年５月２９日（土）日時／２０１１年５月２９日（土）日時／２０１１年５月２９日（土）日時／２０１１年５月２９日（土）    

対象／１５歳（中学生は除く）～３５歳の青年対象／１５歳（中学生は除く）～３５歳の青年対象／１５歳（中学生は除く）～３５歳の青年対象／１５歳（中学生は除く）～３５歳の青年    

申し込み／事前申し込みは不要です。質問等ある方申し込み／事前申し込みは不要です。質問等ある方申し込み／事前申し込みは不要です。質問等ある方申し込み／事前申し込みは不要です。質問等ある方

は奥村豊神父様までお問い合わせください。は奥村豊神父様までお問い合わせください。は奥村豊神父様までお問い合わせください。は奥村豊神父様までお問い合わせください。    

主催／教区青少年委員会主催／教区青少年委員会主催／教区青少年委員会主催／教区青少年委員会    

運営委員会＆交流会と青少年交流会 
青年センターの活動や運営に関する話し合いと各

教区、諸活動グループの青年が交流する場として、運

営委員会を開催しています。 

また、翌日ミサ後、中高生と共に交流会をしたいと

考えています。奮ってご参加ください。 

日時／２０１１年６月１８日（土）１８：００～ 

               交流会２１：００～ 

青少年交流会：翌日ミサ後 

場所／三重地区 

青年のための聖書の集い 
青年を対象に次の主日の福音について分かち合い

をしています。どのような分かち合いをするのかは担当

する青年の自由！普通の分かち合いとは一味違う聖書

の味わい、あなたも一緒にいかがですか？ 

 

日時／４月２３日（土）１８：００～ 

５月２１日（土）１８：００～ 

６月２５日（土）１８：００～ 

７月２３日（土）１８：００～ 

場所／青年センター 

NWM in NWM in NWM in NWM in 名古屋名古屋名古屋名古屋のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

日時／９月１７日～１８日 

場所／神言会多治見修道院 

ログハウス・研修センター 

詳しくはセンターの HPをご覧ください。 

詳しくは、 

ホームページを 

ご覧ください。 

 

http://www.kyoto.catholic.jp/seinen/ 

qr_code.
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