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第５０回カトリック召命チーム会合議事録 
 

 

日時：２０１６年１月１６日（土）16:00-18:00 
場所：岐部ホール３０９号室 

出席：井手口満師、藤倉彰三氏、松室康彦氏、大山悟（書記）、久慈澄江氏、氏家ゆり子氏、 
Sr.小田切智恵子、Sr.荒川佳世子、孫聖和（ソンスンホア） 

欠席：笠井三笠氏、鈴木崇代氏、大木聡氏、Sr.松宮るみ子、Sr.中田亮子、Sr.野間順子、 
 
 
Ｉ．報告･確認事項  
 
A. 新メンバ－が加わりました。 
 ・孫聖和（ソン・スンホア）･･関口教会信者。将来の夢は司祭ですが･･祈りください。 
 
B．ＨＰみ言葉コーナーの記事･･好きな言葉（召命に関連づけて）を選び、分かち合う。 

・2015 年度の担当者の確認 
1 月：井手口 2 月：大山 3 月：Sr.松宮  4 月：大山 ５月：孫、６月：大山 ７月井手口 

 
C．２０１６年度特集(2015 年 12 月 8 日～2016 年 11 月 20 日 

 ・記事の寄稿について･･毎月ではなく、書ける人が書く。12 月より始める。 
・記事は主に大山と井手口師が担当するが、適宜チームメンバーも協力する。 

   ・記事内容 
・『イエス･キリスト、父のいつくしみのみ顔』フランシスコ教皇の大勅書を使って。 
・あるいは《みことば》から、神のいつくしみについて感じることなど。 

   ・記事担当  
3 月担当：Sr.荒川 4 月担当：大山 ５月担当：松室 ６月担当：久慈 ７月担：当井手口 

 
Ⅱ.2016 年度「召命担当者の集い」 
 

Ａ．進捗状況：アンケート内容と参加案内、申し込みハガキを発送する予定(３月 7 日～10 日頃) 
Ｂ．以下のことを確認しました 

 
１．概要 

テーマ：『年齢枠を超えた人の召命と識別』 
目的：司祭・修道者の召命の活性化と養成上の問題を考えるため。 
日程：2016 年 4 月 29 日(金)～30 日(土) 
時間：29 日(金曜日)10:00 頃から 30 日(土曜日)14:00 頃まで。 
場所：麹町イグナチオ教会、ヨゼフホール 

29 日（金）(昭和の日･･横浜教区司祭叙階) 
  午前：『年齢枠を超えた人の召命と識別』 
   講師１：Sr．松宮るみ子 

    講師２：田中昇師（東京教区事務所･教会法） 
   午後はグループ別話し合い･･ 
 30 日（土） 

午前 
    『召命の識別』 パネルディスカッション形式 
     教区司祭養成：白浜満師（カトリック神学院院長） 
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     男子修道会 ：住田師(イエズス会修練院)   
     女子修道会 ：Sr.吹田（聖心会） 
   13:00 から感謝･閉会のミサ 

      班分け･･前もってしない･･班長は事前に決めない･･ 
      参加者名簿は造る･･修道会ごとの主席者名簿は作成 
 
２．時間割 

 

２０１6 年 4 月 29 日（金） 
  9:15：受付開始 
 10:00：開会･･祈り･･挨拶･･基調講演オリエンテーション（質問用紙配布） 
 10:20：基調講演「年齢枠を超えた人の召命の可能性」･･Sr.松宮るみ子（C.N.D） 
 11:10：特別講演「教会法的視点から見る年齢枠を越えた人の召命の可能性と問題点」 

･･田中昇師（教会法・北町教会主任 東京教区） 
 12:00：休憩（昼食） 
 13:15：質問に答えて 
 13:45：オリエンテーション（分かち合いへ向けて）・移動 
 14:00：グループ別話し合い①：「年齢枠を越えた人の召命の可能性」 
 15:00：休憩 
 15:15：グループ別話し合い②：「召命を活性化するために何が必要か-どんな協力が必要か」 
 16:00：まとめ提出 
 16:15：最後の祈り･片付け 
 
2016 年 4 月 30 日（土） 
 9:00 受付 
 9:20 オリエンテーション（始めの祈り・お知らせ等） 
 9:30 パネルディスカッション： 『召命の識別』  
   教区司祭養成：白浜満師（カトリック神学院院長） 
   男子修道会 ：住田師(イエズス会修練院)   
   女子修道会 ：Sr.吹田（聖心会） 
   司会    ：大山 
 10:30 質問用紙への書き込み･･ 
 10:40 休憩 
 11:00 質疑応答･･意見交換 
 11:30 グループ別話し合い 
 12:30 まとめと挨拶 
 12:40 移動 
 13:00 感謝のミサ 
 
 ＊参加費用･･(2 日で 2000 円)(1 日 1000 円) 

 
３．係・担当者 

・広告、チラシ、看板･･････････････････井手口師、藤倉氏、笠井氏 
・会場設営、マイク････････････････････松室氏 
・受付：Sr.小田切、Sr.荒川、久慈氏、鈴木氏、深堀氏 
  参加者チェック････････････････････ 受付 

会計（参加費、寄付受付）･･････････ 受付 
  資料等配布････････････････････････ 受付 

  ・名札準備････････････････････････････井手口師 
・会場案内、誘導･･････････････････････全員 

  ・ホームページ用記録･･････････････････松室氏、井手口師 
  ・総合司会・タイムキーパー 
    ・29 日（金）･････････････････････藤倉氏 
    ・30 日（土）･････････････････････大木氏 
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  ・開始の祈り・最後の祈り･･････････････Sr.小田切 
・始めの挨拶･･････････････････････････藤倉氏 
・基調講演･質疑応答･･司会進行･････････藤倉氏 

  ・パネルディスカッション･･司会････････大山 
  ・記録･･写真･･････････････････････････松室氏 
  ・グループ別話し合い･･････････････････井手口師 
  ・まとめと最後の挨拶･･････････････････大山 
  ・ミサ･･準備･･聖歌、朗読･･････････････Sr.小田切、Sr.荒川 
      ミサ司式･･････････････････････ 

共同司式･･････････････････････ 
    ・講師、パネラー･ミサ司式者案内･接待･･大山 
    ・アンケート係････････････････････････大山 
    ・質問用紙作成････････････････････････大山 
  ＊4 月 29 日(金)･･スタッフは 9:00 に、一階、ヨセフホール前に集合。 
 
４．ミサ司式者・講師への謝礼など  

 ・略歴依頼･･････････････････････････････････大山 
・謝礼････ミサ司式者、講師、パネラー････････一律 1 万円 

 

５． 29 日（金）昼食に関して･･各自で用意する 
 
６．簡単な掃除、片付け･･チームメンバ-が中心となり、参加者の皆さんの協力を願う 

ゴミ関係･･原則持ち帰り･･アナウンスする。 

 
７．今後のタイムスケジュール  
 ・集いの具体的案内と参加申し込みハガキの送付･･案内の手紙と申し込み用紙･･2016 年 3 月上旬 
 
８．参加者アンケート内容の確認 
 ・参加者感想アンケート･･「年齢枠を越えた人たちの召命」 
   ①今回の集いから得たものがありますか。それは何ですか。 
   ②年齢枠を越えた人たちの召命にはどんな豊かさがありますか。 
   ③年齢枠を超えた人の召命を考える時何が問題となりそうですか 
   ④年齢枠を超えた人の召命を受け入れる場合、特に何に留意しながら育てたいですか。 
   ④その他、あなたの今の思い、気づき、望みなどをお聞かせ下さい。 
  ＊アンケートの結果は「カトリック召命チーム」のホームページに匿名で掲載いたします。 
 

９．質問用紙準備･･基調講演①、②  パネラーへ①②③ 
          への質問 
 
Ⅲ．カトリック召命チームの展望･･2016 年度 

 
Ａ．会合日程、場所、時間 

＊２０１６年度の予定を確認しました。 
  4 月 9 日、29-30 日、5 月 14 日、6 月 11 日、7 月 9 日、（8 月と 9 月）は休会 
  10 月 8 日、11 月 12 日、12 月 10 日、1 月 14 日 （2 月と 3 月）は休会 
＊予約の部屋：309 号室？？ 
＊費用：寄付金として ･･ 年間２万円 
＊イエス会師のサインが必要･･キエサ師にお願いするつもり 

＊岐部修道院３F,４F に関しては、イエズス会管区会計室が事務室･･ 
＊松室さんの紹介で、麹町教会事務の大塚さんを通して、大山が準備した申し込み用紙と寄付金

をイエズス会管区事務局に提出して頂くことになっています。 
 
Ｂ．今後、召命について取り扱うべき課題 

１．若者たちの信仰養成と召命 
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２．情報化社会における召命･･インターネット情報が若者に与える影響 
３．精神的病と召命 
４．家庭における信仰教育と召命 
５．養成者の養成･･養成の課題 
 

Ｃ．カトリック召命チームの課題 

＊会合を重ねる中で、いかに実感を伴う具体的実りに繋げる活動ができるか。 
  ・真生会館の森司教様との協力関係が望ましい。 
  ・「教皇フランシスコと共に歩む」という視点で、修道者、信徒と協働する活動を試みる。 
  ・各メンバーが小教区で、機会があるたびに召命促進を呼びかける。 
  ・小教区における青年たちへの呼びかけのあり方などを検討する。 
    ・いまはスマートフォンなどへ直接的呼びかけ･･line, facebook などによって･･が主流。 
    ・青年たちは「テゼーの祈り」などへ参加する人が多くなっている。 
    ・青年たちは何かの具体的活動（平和憲法を護る。原発反対。辺野古基地反対など）に

積極的である。しかしそれが召命と結びつく訳ではない。自分の未来を考えることに

生き甲斐、使命を感じている。 
    ・青年たちの諸活動が「神から力を汲む」ことに結ばれるとよいのではないか。 
＊新メンバーを入れる･･各自身近な人に呼びかけて欲しい。 
＊顧問司教･･将来的に森司教様などに協力を願えないか。 

 
今後の会議予定の確認 

＊2 月･3 月は休み 
＊次回会合：4 月 9 日(土)16:00～18:00 場所：309 号室？予定 


