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第２５回カトリック召命チーム会合議事録（web 用） 
 
 

日時：２０１２年７月１４日（土）16:00-18:00   
場所：イエズス会管区長館（岐部ホール）３１０号室  

参加者予定 井手口満師、大山悟（書記）藤倉彰三氏、 
Sr.松山つるえ、Sr.寺田奈美江、Sr.石井清美、鈴木崇代氏、笠井三笠氏、久慈澄江氏、 

    （深堀淳子） 
 
 
Ⅰ．「召命担当者の集い」について 
 
Ａ．進捗状況 

１．会議参加者： ７月８日現在 

参加者･･教区５－５人  男子修道会８つ･･１２人  女子修道会３１･･５６人 信徒･･１ 

   合計７４人＋（スタッフ） 

２．懇親会 

  教区･･５人 男子修道会･･･１２人 女子修道会･･４７人  信徒･･１  

合計６５人＋（スタッフ） 

３．アンケート 回収（男性３１，女性５０）  

仙台２（男１，女１）、さいたま３（男１，女２）、名古屋６３（男２２．女４１） 

京都２（男性２）、大阪２（女性２）、広島２（男性１、女性１）、鹿児島２（女性）、 

那覇１（男性） 

    年齢 １０代  （男性１，女性２） 

２０～２４（男性６，女性９）２５～２９（男性５，女性１２） 

       ３０～３４（男性３，女性５）３５～４０（男性１４，女性２１） 

       不祥（男性２，女性１） 

 

 

Ｂ．役割確認と仕事 
日時と内容 

＊日時 １０月１２（金）午後～１３（土）12:00 まで 
＊内容と時間割 

１０月１２日（金）  

 

１２：００ チームメンバ集合、確認と準備 

１３：００ 受付開始 

   １３：３０ 開会･･あいさつ、お知らせなど･･ 

１３：４５ み言葉の祭儀   

  １４：００ 「召命の現状と召命の促進のために」－基調講演－ 

  １５：２０ 分団会（①講演を聴いて、②召命活動の現状、③直面している問題、 

④召命促進を妨げる諸問題は何か－それにどう答えるか－今後の召命促進活動） 

  １７：45 結びの祈り、移動－懇親会（ニコラバレ） 

   
１０月１３日（土）   

   ９：００ 開場 

９：１０ 開会･･お知らせ、祈り、説明  

９：２０ 前日の分団会の話し合いの内容報告･･（各班の書記） 

         アンケート内容報告･･･「アンケートから見えてくる教会の若者たち」（Sr.寺田） 

         質疑応答･･主要な問題を受けて･･出来ることを考える･･（大山） 

   １０：３０ 「まとめと今後の召命活動の展望」･･（池長大司教） 

   １０：４５ 聖堂へ移動･･（次のグループのため会場を空ける） 

   １１：００ 感謝のミサ･･司式：レオ池長 潤大司教  

  １２：００ 解散 
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  ・総務：大木氏、藤倉氏（会場の設定、設備点検、集いの進行管理、その他） 

  ・受付・案内係：Ｓｒ．寺田、久慈さん、氏家氏、鈴木氏、（深堀淳子） 

  ・会計：氏家氏、久慈氏、鈴木氏、    

     

  ・司会進行係：濱口師（溝部司教講話） 

         大山（総合司会、分団会報告進行） 

  ・み言葉の祭儀：Ｓｒ．石井 

  ・基調講演･･Sr.上原、濱口師 

  ・分団会（司会と書記）･･ ８０人？･･（大山担当） 

    ・濱口師、大山 

  ・懇親会：氏家氏、久慈氏、鈴木氏、井出口師 

    ・ケータリング先との交渉、会場作り、ニコラバレとの交渉、片づけ 

    ・参加者の確認と会費収集、領収書作成、 

  ・記録：井手口師、笠井三笠氏･･ビデオ、録音 

  ・ミサ（ミサ準備、朗読、聖歌、侍者）：Sr.松山：当日のミサ （テーマ：信仰について） 

 
準備するべきもの： 各担当者が行う 
１日目 
・受付（名簿、会計、領収書、筆記用具、紙、 

・集い会費、懇親会会費の領収書の事前作成・準備（深堀淳子） 

    ・紙と筆記用具の準備・購入（分団会用も含めて） 

    ・名札用シール（藤倉氏が準備） 

    ・「カトリック召命チーム」印鑑･･大山 

・み言葉の祭儀 
    ・招きのことば･･聖歌･･聖書朗読･･沈黙･･主の祈り、聖母マリアの祈り、詠唱･･聖歌、祈願 
    ・（聖書、聖歌集、祈願文） 
・基調講演（溝部司教プロフィール、宿泊場所の確保、控え室、おしぼり、飲み物、マイク設備、質

疑応答マイク） 
・分団会（全体会場作り、１０班の班分け、班の設置（班表示プラカード）、司会と書記の選び） 
・懇親会（会場確認、参加者名簿と会計、ケーターリング打ち合わせ、準備、片づけなど） 

 
２日目： 
・受付（名簿、会計、領収書、筆記用具、紙など） 
・分団会報告（報告内容、発表者への確認、マイク、記録録音 
・池長大司教による「今後の展望」･･マイク、記録録音 
・ミサ･･（祭服、ミサ典礼書、聖書（毎日のミサ）、聖歌集、オルガニスト 
・会場費用：松室さんに交渉を依頼する（藤倉氏が依頼する） 

 
Ⅱ．外国人（主にアジア）の召命についての実態調査依頼 

 

１．アンケート作成・送付･･締切６月２３日 

２．送付先･･８教区（さいたま、横浜、大阪、広島、高松、大分、鹿児島、那覇） 

      ３２修道会（男子４，女子２８） 

３．返信状況･･教区６ 男子修道会３ 女子修道会２１ 合計３０ 

    教区（さいたま、横浜、大阪、広島、高松、那覇）                

    男子修道会（イエズス会、コンベンツアル聖フランシスコ会、サレジオ会）      

    女子修道会（    は午前の会議に参加する修道会） 

     厳律シトー会（那須、西宮、伊万里、安心院）、御血礼拝修道会（那須、鹿児島） 

     キリストイエスの宣教会、汚れなきマリア修道会（町田、本部）、 

大阪聖ヨゼフ宣教修道女会、汚れなき聖母の騎士聖フランシスコ修道女会、 

イエスのカリタス修道女会、聖母奉献修道女会、礼拝会、聖ドミニコ宣教修道女会 
汚れなき御心のフランシスコ姉妹会、聖フランシスコ病院修道女会、 

     福音の光修道会、善き牧者愛徳の聖母修道女会、聖マリア修道女会、 
     御心の布教姉妹会、 
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  ４．返信が来ていない教区・修道会 

    大分教区、鹿児島教区、                            

    神言会、 

    愛の十字架の修道女会、マリアの汚れなき御心修道会、マリアの宣教者フランシスコ修道会、 

    アッシジの聖フランシスコ宣教修道女会、 

聖ビンセンシオ・ア・パウロの愛徳姉妹会、マリアの娘エスコラピアス修道女会 

     （午後の会議に参加可能教区・修道会 15） 

 

    ＮＢ：聖母訪問会への案内がないので、早急に送付する。 

 

  ５．外国（アジア）人司祭候補者、修道志願者の召命に関する会議･･ 

    ・日時：１３日（土）午後 14:00～16:00 

    ・場所：岐部ホール  ３１０号室 

    ・スケジュール 

13:30 受付 

      14:00 外国人（アジア－ベトナム）司祭、修道志願者召命に関する会合  

        ・祈り 

・池長大司教挨拶 

        ・アンケートから見えてくるもの 

        ・司教たちからの質問 

        ・養成上の諸問題についての意見交換 

          ①日本語の習得の問題 

            ・志願者のストレス 

            ・意思疎通、自己表明の難しさ 

          ②日本文化への適応の問題 

          ③入国の問題 

          ④外国人（ベトナム人）の気質 

            ・プライドの高さ 

            ・家庭とのつながりの強さ 

          ⑤召命意識への疑問 

          ⑥その他 

        ・早急に改善するべき点 

          ①日本語習得 

          ②宣教者、修道者精神の養成 

          ③日本文化の理解と尊重 

          ④その他 

        ・今後の養成のあり方 

          ①本国での養成を重視･･会員として日本派遣へ 

            ・外国にまず宣教に出かけて、そこで志願者をつのり、養成する。 

          ②外国宣教が出来ない修道会の場合 

            ・合同養成学院をベトナムにつくる？？ 

            ・自分たちなりの養成を、自分たちの責任で行う･･ 

          ③その他 

Ⅲ．ＨＰ担当から･･記事等の進捗状況 

  ・み言葉コーナーの担当 

・８月担当者 ･･２人･･ 井出口師、 Ｓｒ．石井 

     ・９月担当者 ･･２人･･大山、 Ｓｒ．寺田 

  ・特集･･７月号･･召命活動の紹介 

     ・サレジオ会：野尻湖キャンプ 

     ・パウロ会： 

     ・ＣＮＤの長崎での黙想会など 

     ・札幌教区、長崎教区などに打診する 

    ８月号特集：新司祭の声 

    ９月号特集：金祝、銀祝者の声 
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・司祭へのインタビュー：市川師･･７月頃に実施（笠井氏） 

・各修道会、教区のＨＰアドレスへのリンク･･順調にすすんでいる。   

 

Ⅳ．意見交換 
 
Ａ．教会の再生のため 
  ・信仰の見直し･･キリスト信仰は意味があるし、日常の中で役に立つか 
  ・内省の重要性の再確認 
    ・黙想、沈黙の大切さ 
    ・神との出会い･･自己肯定、自己の歪みの是正、 
    ・自分の命の実感、生かされている感覚の呼び起こし 
  ・自己存在基盤（枠組み）の確認 
    ・有限的存在基盤➽普遍的、精神的➽宗教的 
  ・神の恵みの実感 
    ・三位一体の神の実存実感･･呼吸によって、今、ここにいる 
  ・愛の実践 
    ・神を愛する、隣人を自分の用に愛する･･縦横関係の再確認 
    ・聖性を求める生き方･･今、主に生かされ、自分肯定し、他を愛する･･ 
  ・他者を生かす 
    ・その人の力を引き出し、育て、愛されていることを実感させる 
    ・役立ち感を与える･･自分の存在の重要性を感じ取らせる 
 
Ｂ．召命促進のため 
 １．人間存在の４次元を確認･･人間は宗教的霊的存在･･神との関わりの中で最大限に生きる 
 ２．青年たちへの４つのアプローチ 
    ・祈り－学び－役立ち－遊び（交わり） 
 ３．交わり、関わりの継続、重視、実感 
    ・現代は引きこもり、孤独化時代･･関わり、交わりの実感･･･ 
 ４．召命文化を創る 
    ・誰もが主に招かれている･･信徒として、修道者として、司祭として 
    ・誰もが生かされている･･主によって･･命が与えられている 
 ５．教会が場となる 
    ・交わりの場･･神と私と他者･･交わりが実感となるべき 
    ・赦しの場、赦しを得る、与える力を得る場となるべき 
    ・力の回復の場となる･･生命力、成長力、恒常力、関係力、内省力、回復力、霊性力 
    ・聖性の場となる･･神からの恵みが愛の実践に展開する場 
    ・宣教する共同体･･外へ広がり、外を内に連れてくる･･ 
 ６．司祭・修道者の生き方 
    ・聖性を生きる人 
    ・恵みを実感させえ得る人 
    ・喪失の霊性に生きる人 
 
Ｃ．召命活性化のため、日本教会に対する具体的呼びかけ 
 １．信者の信仰を再構築する･･神離れに対して 
    ・信仰の年を充実する・・信仰的生き方の現代的意義を考える 
    ・信仰生活の喜びを感じ取らせる･･司祭、修道者の顔が輝く 
 
 ２．青年たちへの呼びかけを行う 
    ・４つの視点を大切にしながら（祈り、学び、役立ち感、あそび） 
    ・具体的アプローチを教会全体で行う･･ 
    ・若者の多くが、教会への関心と重荷、嫌悪を感じている？ 
      ・自由が束縛される 
      ・宗教への嫌悪･･科学的に神は存在しないことは明らかなのに･･何故？ 
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Ｄ．召命錬成会プログラム（案）･･大阪教区：松浦謙神父からの質問 
 １．プログラム内容 
    ・プログラムは対象によって異なる 
      ・小、中学生は遊び、仲間作りなどが優先 
      ・大学生、青年になると、黙想会となる･･会の霊性、み言葉中心･･ 
    ・青年へのアプローチの４面（祈り、学び、役立ち感、あそび）を含むこと･･ 
    ・青年の特徴である、「議論する」「話し合う」「分かち合う」を大切にする。 
      納得して受け入れること･･ 
    ・神の恵みの実感･･感性的祈り･･ミサの体験 
    ・スポーツ、あそび、食事、仕事（役立ち感）、協働性を大切にしたプログラム 
    ・自分を知り、肯定するプログラム 
 
 ２．青年への呼びかけ方法は何か 
   ・カトリック新聞、教区新聞、ホームページ、教会での案内とお知らせ、 
   ・信者が身近な青年に呼びかける･･ 
 
 ３．具体的実践：例えば･･ 
   ・パウロ会の場合 
     ・小学高学年、中学生の場合･･二泊三日でなされる 
     ・遊び中心、花火、バーベキュー、聖書に関する作業（劇）を作る、ミサ、 
   ・サレジオ会の場合 
     ・野尻湖でのキャンプ 
     ・小学３－４年生グループ  と  小学５－６年生 ＆ 中学生 グループ 
     ・内容：聖書学校･･聖書を学ぶ、聖書のレクチャーが行われる。 
         登山･･仲間と共に上る 
         野尻湖での水遊び 
         ミサ、赦しの秘跡（自然の中行う。特に大切にしている） 
         ミサの時、各グループで、学んだ聖書を劇にして披露する。 
         キャンドル・サービスの中でふり返りを行う。 
 
Ｅ．現代における召命の育成のために 
 ＊濱口サレジオ神学院院長 
   ・ミサと沈黙を大切にする養成に取り組んでいる。 
   ・意識改革に取り組んでいる 
     ・今、優先的に大切なものは何かと考え、実行する。 
     ・一つの大切なものを、堅実に具体的に行うことが重要 
     ・今、行うべき事を行えるように励ますことが重要。 
 
 ＊藤倉氏の被災地体験から 
   ・被災地には今でも多くの若者が集まってきている。 
   ・シスターズリレーによる食事作り奉仕は評判が良かった。 
   ・被災地では、声かけなどが自死者を減らす 
   ・被災者たちも、またボランティアを行う人たち自身も「生かされて生きる」という体験をして

いる。 
   ・教会の反省･･利便性を求めるような、会議づけでは何かが不足 
          教会全体が恵みを受けて、生かされていることを感じ取れる共同体であるなら、

希望がもっと出てくるだろう。 
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次年度の会合予定： 
 

８月･･････休会 
９月１５日（土）16:00-18:00 （岐部ホール）３１０号室 

１０月１２日（金）13:00－18:00          
１０月１３日（土）9:00－12:00        
１１月１０日（土）16:00-18:00 （岐部ホール）３０６号室（神学生参加） 

１２月 ８日（土）16:00-18:00 （岐部ホール）３１０号室 

１月１２日（土）神学生参加 
   ２月･･････休会 
   ３月 ９日（土） 
 
 


