
 
 
 

第３２回カトリック召命チーム会合議事録 
 

日時：２０１３年７月６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  

出席予定： 

池長潤大司教、井手口満師、藤倉彰三氏、松室康彦氏、大木聡氏、大山悟（書記） 
Sr.石井清美、Sr.松宮留美子、Sr.赤木純子、久慈澄江氏、鈴木崇代氏、氏家ゆり子氏、 

欠席：濱口秀昭師、Sr.松山つるえ、Sr.小田切智恵子、Sr.荒川佳世子、笠井三笠氏、 
 
 
Ⅰ．ＨＰの進捗状況 
 
Ａ．ＨＰみ言葉コーナーの記事･･確認 
７月：（井手口師、Sr.松宮）  ８月：（大山、鈴木氏）  ９月：（濱口師、久慈氏）   
10 月：（井手口師、藤倉氏）  11 月：大山、松室氏）  12 月：（濱口師、Sr.赤木）  
１月：（井手口師、Sr.松山）  ２月：（大山、Sr.石井）              
 
Ｂ．信仰年記事担当者･･確認 
７月：Sr.荒川、８月：松室氏、９月：Sr.石井、１０月：氏家氏、 １１月：鈴木氏、  
１２月：久慈氏、１月：大木氏 

 
Ｃ．司祭・シスター方への召命インタビューの進捗状況 

＊候補者 
【叙階金祝】 

   泉富士男師、大倉一美師、 パリジェラード師（イエズス会） 森岡ハインツ（イエズス会） 
   アロイジオ曽根忠明師（イエズス会）、大槙義弘師（サレジオ会）、百村等師（パウロ会） 
 
 ・泉富士男師･･藤倉氏がインタビュ－行う   
 ・パリジェラード師･･松室氏がインタビューを行う 
 ・サレジアンシスターズ（ダイヤモンド祝い）･･Ｓｒ．赤木がインタビューを行う 
 ・Ｓｒ．松宮･･２５周年･･自分についてのインタビュー記事を載せる。 
 
  【叙階銀祝】 
   立花昌和師、鈴木敬一師（レデンプトール会） 
 
 ＊横浜教区 

【ダイヤモンド祝】 
パシフィックス ボン エッセン師 
（アトンメントのフランシスコ会）鶴見修道院 
１９５３年６月 11 日叙階 

【金祝】 
ジュセッペ ピアッツィニ師 
（ミラノ外国宣教会）二宮教会 
１９６３年３月 30 日叙階 

【銀祝】 
クレメンス 芹沢博仁師 
（教 区）雪ノ下教会 
１９８８年３月 21 日叙階 
ペトロ 川村英成師 
（ベネディクト会）富士見修道院 
１９８８年９月 15 日叙階 

 

http://c-v-team.com
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 ＊インタビュー視点：召命を刺激するインタビューであるために 
   ①自己紹介･･簡単な経歴披露（自由に） 
   ②召命のきっかけ･･司祭に成ろうと思った理由 
   ③趣味、楽しみは何 
   ④召命の危機･･召命を歩む上で苦しかったこと･･どう乗り越えたか･･ 
   ⑤一番の想い出･･司祭となって良かったと思うことは･･ 
   ⑥司祭、修道者の召命を考えようとしている人たちに一言･･ 
 
 
 
 
Ⅱ．カトリック召命チーム主催シンポジウム 
 
Ａ．パネルディスカッションに関する確認 
 
 １．要領 

 
＊日時：１０月５日（土）14:00-17:00 
＊場所：麹町カトリック教会 
＊対象：カトリック信者（信徒、修道者、修道志願者、司祭が対象） 
＊内容：「信仰と召命」に関する勉強会（パネルディスカッション） 

①テーマ「信仰と召命」 
    ②４人のﾊﾟﾈﾗｰ(14:00～15:00)･･ 

   ・マタタ師（C.I.CM） 
   ・Sr.熊本幸子(F.M.A) 

     ・神学生（S.S.P）：大西徳明 
     ・修練者(C.N.D)：碓井明子 

③パネラーの相互質問・フロアーからの質問（時間があれば分かち合い）(15:00～16:00) 
④アンケート作成(16:00-16:10) 
③感謝ミサ（16:20～17:00） 

  ＊参加費用：1000 円：勉強会開催費用のために 
  ＊ミサ献金も会場費用等のために使用 
  ＊アンケート内容 

①年齢、叙階年数、誓願年数 
    ②今回の集いについて何処で知りましたか 
    ③何か得るもの、新たに気づいたものがありましたか 
    ④信仰と召命の関係をどう考えていますか。 
    ⑤次回のシンポジウムのテーマは何がいいですか 
 

 
２．広告・案内依頼に関して 

  
Ｂ．役割担当者 
 
・総合司会：藤倉氏 
・パネルディスカッション：司会（パネラーの紹介を含む）･･濱口師 or 大山 
・記録･･井手口師、松室氏 
・受付（会計）･･Ｓｒ．赤木、久慈氏、鈴木氏 
・案内･･氏家氏、松室氏、大木氏 
・会場設営･･松室氏、大木氏･･その他全員･･当日１３時に集合 
・典礼（ミサ準備）･･Ｓｒ．石井氏、井手口師 
・ミサ司式･･池長潤大司教･･説教（大山） 
 
Ⅲ．ＷＹＤ参加者招聘に関して 
 
Ⅳ．２０１４年第二回「召命担当者会議」について 
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Ａ．確認事項： 

テーマ：「召命の土壌作り」 
場 所：四ッ谷－麹町教会：ヨセフホール･･マリア聖堂（ミサのため） 
開催日：２０１４年４月２８日（月）午前～２９日（火）夕方まで：二日間 
懇親会：なし（各自のグループで） 
宿泊地：各自で確保する 
昼 食：弁当を準備･･事前に申し込む 
会費：３０００円（２０１２年の場合）＋弁当代 

 
Ｂ．スケジュール 
４月２８日（月） 

   ・午前：9:00 ミサ･･10:00 基調講演①･･召命の土壌（望洋庵から）･･11:30 分かち合い 
   ・午後：14:00－14-30 カトリック召命チーム･･この集いに寄せて･･ 

14:30－15:45 パネルディスカッション（召命の土壌とその現状打開の為の提言） 
16:00－17:30 分かち合い   

 
 ４月２９日（火） 
   ・午前：10:00－11:00 基調講演②･･教会の魅力（キリスト信者の輝き） 
       11:00－12:30 グループ分かち合い 
   ・午後：14:00－15:30 グループ発表  

15:30 全体のまとめ（これからの取り組み）  
       16:00 感謝のミサ 
 
Ｃ．内容･･召命の土壌づくり･･問題の射程 

１．召命の土壌として考えらえるものは何か･･召命の土壌とは･･  
・家庭･･教会･･修道院･･社会･･本人（とくに若者たち） 
・ダブル国籍、外国人家族･･今後はこのような家族が召命の土壌になる可能性が高い 

２．召命の土壌の現状･･何故、「土壌作り」が必要か 
３．種々の土壌の中で優先するべき土壌･･たとえば教会（小教区） 

    ・教会は召命の土壌となれているか 
    ・教会が召命の土壌であるとは 
      ・魅力ある教会であり、親しみのある教会、大切にしたいと思う教会 
      ・そこでは癒しがなされ、人間の力（自己肯定感、他との関係･･）が回復される 
      ・人間の力が十全化される。 
      ・競争の社会（否定社会）を生きる力を得る 
      ・神のみ言葉で自己十全化し人間の在るべき姿（神の似像）に生きることで、社会に愛と

正義を回復する･･社会をリードするものとなる。 
      ・和を構築、もたらす人を養成する。 
  ４．そこ（教会）をどのように「生きた召命の土壌」とできるか 
    ・教会の魅力は何か 
      ・癒し、もてなし、宣教する共同体･･恵みに生かされ、癒され、回復し、愛の実践へ向く 
      ・聖なる共同体･･神の恵みの場となること･･生きる力をそこから得る･･ 
      ・存在の内奥（心）から、自分の命を生かされるものとして実感できること 
    ・教会の課題？ 
      ・いやしの場にならない･･批判、蔑み、軽蔑、差別の場となる 
      ・信仰者のモデル（模範者）がいない。 
      ・信仰確立の場になっていない。･･信仰が形骸化 
    ・教会が召命の土壌になるために 
      ・輝き、希望、癒し、回復、赦し、深い神信仰、愛の実践 
 
  ５．メンバーによる分かち合い：設問：召命の土壌をどのように作るか 
 

池長大司教：大阪教区で出された考え 
・ 教区を地区に区割りし、その地区ごとに、徹底した青年のミサを行ってはどうか。
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歌、曲も説教も青年に合わせて行う。青年たちに準備させながら･･ 
 

井手口  ：小教区では子供ミサはあるが、徹底した青年のためのミサはない。 
 
池長大司教：子供ミサといって子供ミサをするが、肝心の子供は数人ということもある。 
 
Ｓｒ．赤木：教会の教えは大切だが、若者にとっては「楽しい関わり」が魅力となる。青年のた

めの「交わりの場」があるとよい。 
 
松室   ：かつてＹＧＴ（若者の集い東京）があった。「青年たちの集い」を考えるべき。自

分も青年のころ召命を考えるように司祭に進められたことがあり、そのほうに傾く

こともあった。青年たちは召命を考える良い時期であるから、教会は彼らに居場所

を提供するべき。現在、教会を動かしているのは 50-60 代の人であり、20 代の人

はほとんどいない。彼らは教会での役割がないので、従って教会に来ることもない

のではないか。 
 
大木   ：ＹＧＴはほぼ１０年前に終わった。もうイベントはしていない。その後、月に一度

ミサのみをしていたが、今はどうか分からない。同伴司祭も青年たちも継続を望ま

なかった。残念である。 
 
松室   ：40-50 の人たちは一所懸命に教会で働くが、若者の参加の場がないので、かれらが

常時、主体的に企画参加する何かが欲しい。料理をつくろうとすると中高生は喜ん

で参加する。若者が何を教会に望んでいるか、教会で何をしたいか聴き、実現でき

るように協力する必要がある。実際に自主的に企画し実行したときには「達成感」

を味わっているようだ。与えられた教会行事でなく、自分たちで考える。 
 
Ｓｒ．松宮：ＷＹＤに参加した人たちが、集まりカテキズム－祈り－分かち合いを行っている。

イエスについて「もっと学びたい」という思いが湧いてくている。青年たちのため

のミサを月に一度行う。そこには未信者の青年も来る。ミサ後のリクレーションは

楽しい。地区で月一度でもミサが青年のためになされることは良いこと。そのミサ

が彼らに癒しと元気を与えるミサになることが望ましい。教会行事で青年を振り回

してはいけない。彼らにも自分たちの仕事、生活があるから。ただカテキズムを楽

しく学べる場が必要。 
 
Ｓｒ．赤木：ＹＧＴの中心は、「共に分かち合う」こと。そこに参加したとき担当司祭から「召

命の話し、勧誘はしないで欲しい」と言われた。青年たちが召命についてどう考え

ているか直接に聴きたかったが･･青年たちは集う場を求めている。それに同伴する

シスター、司祭がいない･･ 
 
大木：   シスターが共にいてくれることは青年たちに力になる。地区ごとの青年のミサを設

定することは大切。年配者が同伴してくれることを青年たちは望んでいる。 
 
井手口：  横浜の二俣川教会で、すべての企画を青年が行う、青年のためのミサが行われてい

た。青年たちは「分かち合い」を求めている。 
 
大木：   東京教区は子供ミサに積極的･･ 
 
松室：   東京教区では青年たちが、教会の子供の世話を行い、よく頑張っている。 
 
池長大司教：大阪には田端神父がいる･･学園校長･･世界の音楽・曲を集めることができる人なの

で、青年たちが集まるときに、それらの曲を編曲したりしながら若者たちに演奏さ

せ、若者を引きつけることが出来るのではないかと思っている。 
 
藤倉：   教会学校の世話をする若者たちは活発。若者は「共に群れる」ことが好き。子供た

ちを通して召命が活性化する。召命の視点が考えるとき、「群れる」ことを好むだ

けでなく、「カテキズム」「聖書」などを学ぼうとする人たちの中から召命が生まれ
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ている。「群れる」若人たちを「学び」へと自然に促すことが大切。 
 
池長大司教：大阪教区･･侍者錬成会･･今は対象が侍者だけでないので名前が変わっているが･･

120-30 人の子供たちが教区内から集まり、５０－６０人の高校生以上のリーダーが

彼らの世話をしている。母親たちは子供のその集いのために食事を作る。その集い

での体験は、子供にとってインパクトが強いらしく、高校生になったら、自分たち

がリーダーとなって、小さい子供の世話をするようになる。青少年の養成のために

よい集いとなっている。 
       この集いのために３つの学校が協力してくれている。親が子供を連れてきて、青

年たちが受け取る。時にある子供は親から離れられずに泣くが、３日後には親から

の自立ができ元気になっている。 
 
Ｓｒ．赤木：子供を自分一人でキャンプに連れて行くことになった。中・高校生に呼びかけて協

力してもらった。このときに共に活動しリーダーになってもらった学生は後に教会

リ－ダ－になった。 
 
井手口：  子供たちに任せることが大切であるが、どこまで任せるか、その判断は難しい。 
 
藤倉：   子供の信仰教育などにおいて、それらの子供を受け入れ得る構造がない場合がある。

家－親－子供－教会－主任－助任－協者といった一連の関係的構造が切れている

場合がある。人が居なかったり、コミュニケーションが出来なかったりである。親

分－子分の連係プレーが必要。若い司祭たちが欲しい。 
 
大木：   今は２０年前と同じではない。以前のやり方、教え方では青年はついてこない。教

えの内容にしても、今の若者、会社員を生かすものでなければならない。教会の独

断的教えではなく、社会の価値観の中で生きている人たちに納得させ、彼らを内面

から生かし、動かす教え模範が必要である。今の時代の、今の価値観に生きる若者

に、教会の本質をどう確信をもって伝え得るかを考えるべき。 
 
藤倉：   ＷＹＤの参加者は燃えている。この若者の燃え立つ信仰体験を十分に発揮して貰う

べき。 
      教会は若者たちが燃える信仰体験を持てるように援助するべき。 
 
久慈：   自分の体験から･･身近な人が二人修道会に入った。祈りの人たちであった。被災地

に二人の人が奉仕にでかけた。彼らも祈りの人であった。これらの人たちはテゼー

の祈りをする仲間であった。沈黙の祈り、み言葉観想は人を燃え上がらせ、実際に

動かす。祈りとみ言葉、沈黙なくしては教会はあり得ないのではないか。 
 

まとめ： 
・若者たちは召命に応える土壌を持つ。 
・若者たちが信仰の燃える体験を持つこと（触れること）が大切･･ＷＹＤなどを通して･･ 
・若者がもつ、教会のために働く力 
  ・小中学生の世話をすることで、青年たちは、信仰の学びを深める、生き甲斐をもつ 
  ・教会の中で若者が自分たちは「必要とされている」という感覚を持てるようにする。 
    ・教会の中での生き甲斐、やりがい、存在感、達成感をもてるようにする。 
  ・一方、教会の仕事に縛り付けるのはよくない･･自分たちが自由に関われるように工夫する 
・若者は「群れる」ことを望む･･「交わりの場」を作ることも大切 
  ・「群れる」だけでは、足りない、すぐに飽きる･･好奇心旺盛な若者だから･･ 
  ・「祈る」ことから得る霊的体験、神の恵みの体験、信仰体験が若者の心を作る力となる。 
  ・「カテキズム」の学びも必要･･ 
  ＊従って若者がダイナミックにそれでいて、地道に、召命に開かれていくためには･･ 
    ・祈り、学び、役立ち観、遊び（交わり）の４つが必要である。 
    ・この４つが調和ある形で、青年の活動に適応されるときに、青年は自分の召命（結婚、

独身、司祭、修道者）を考え得ることになる。 
・現代社会の中の若者と教会の教え 
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・現代は実証科学主義社会であり、感覚経験を重視する社会。また実用（功利）主義社会である。 
・教会の教えがあまりに現実離れした独断の教えと感じている。 

・教えが抽象的で具体性がない･･「聖霊が力を与える」と言われても、その力を感じない･･ 
・赦し、奉献、自己犠牲を求める教会の教えは、現代の競争世界の中で「敗北者になれ」

といっているように感じてしまう。 
・「神からの恵み」があるといいながら、実際は何も感じない、恵みが実際にある風でも

ない。 
      ↓ 

・現代の若者に「三位一体の神の現存」「神からの恵み」などを具体的に感じとらせること

（キリストの受肉の意味がここにある）、 
・また、教会の教えは極めて人間に有益であり、現代のリーダーに不可欠であることを実感

できるように、教会の教えについての「教え方」「伝え方」「感じとらせ方」を考えるべき。 
・祈り（沈黙）、秘跡、み言葉の黙想･･霊的体験、信仰体験の甘美さに触れることが重要 
・愛の実践などを通して、神から力をうけてなされる行為の実感が大切･･ 
・新しい福音宣教のあり方を推進するべき。 
 

Ｄ．参加者への事前アンケート 
  １．「召命の土壌」と考えられるもの（所）は何か（どこか）･･何故そこが召命の土壌か 
  ２．「召命の土壌」の妨げ･･何が召命の活性化を妨げるか 

３．「召命の土壌」をつくるために、至急取り組む課題は何か･･どうしたら生きた土壌となるか 
  ４．その他･･ 
 
Ｅ．「基調講演」と「パネラー」の候補者 
 １．基調講演者： 
  ・【望洋庵のその後と召命の土壌】：溝部脩司教（４月２８日）  

・【キリスト者（特に司祭、修道者）の輝きのために】：池長潤大司教（４月２９日） 
 ２．パネラー：３名･･メールなどで候補者を連絡下さい･･９月の会議で決定したい。 
  ・信徒･･     
  ・シスター･･   
  ・司祭･･     
 
Ⅴ．今後の会議予定と場所予約（キエサ神父様のご協力により・２０１４年１月まで） 
 
Ａ．場所：岐部ホール３１０号室 
 
Ｂ．予定日 
    ７月･･第２回「召命担当者の集い」開催案内、初回アンケート発送･･ 

① ８月･･休会 
② ９月１５日（日）･･14:00 場所：サンパウロホール 
③ １０月５日（土）････ヨゼフホール テレジア聖堂 
④ １１月 ９日 ･･ ＷＹＤ参加者招聘  
⑤ １２月１４日 
⑥ ２０１４年１月１１日 ･･第二回「召命担当者の集い」参加者確認の手紙、プログラム発送 
⑦ ２月･･休会 
⑧ ３月･･休会 
⑨ ４月１２日（土） 
⑩ ４月２８日－２９日･･第二回「召命担当者の集い」 

 


