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第５７回 カトリック召命チーム会合 
 

日時：２０１６年１２月１０日（土）16:00-18:00 
場所：岐部ホール 307 号室 

 

出席予定：井手口満師、藤倉彰三氏、松室康彦氏、佐々木多嘉男氏、大木聡氏、 
孫聖和（ソンスンホア）氏、大山悟（書記）  
Sr.松宮るみ子、Sr.荒川佳世子、鈴木崇代氏、氏家ゆり子、片岡秀美 

欠席予定：笠井三笠氏、Sr.小田切智恵子、久慈澄江氏、 
 
 
Ｉ．報告･確認事項  
 

Ａ．ＨＰみ言葉コーナーの記事･･以下の方々宜しくお願いします。 

2017 年 1 月大木 2 月松室 3 月孫 4 月小田切 5 月大山 

   

Ｂ．２０１６年度特集･･『いつくしみの特別聖年』･･記事は終了しました。 

 

Ｃ．クリスマス・感謝 食事会：この会の後、一緒に食事行きましょう。 

 

 

Ⅱ.審議事項 
 

Ａ．2017 年度のカトリッック召命チームによる企画について 

 

１．前回：議事録内容確認 

  ・カトリック召命チーム企画シンポジウム 

・テーマ：「若者と教会」 

    理由：2018 年のシノドス(全世界司教会議)では《若者たち、信仰と召命の識別》がテーマ 

2018 年度の「召命担当者の集い」に向けての準備として 

     教会離れが進む中で･･ 

      ・青少年司牧のあり方を取り扱うのではない･･召命の視点からのみ･･ 

・今そして未来の教会を支えるカトリック青年たちが何を思い、期待し、行っている

かを知るため 
         ⇊ 

＊2018 年の《カトリック召命チーム企画シンポジウム》は、青年たちに聴くことを中心に

進めることに決定。 

    方法：三人のパネラーに、召命チームがお願いするテーマに添った話をしてもらう。 

    準備：三人のパネラーの選定：青年たちのグループにお願いする。 

《ワカゲ》･･大木氏を通してお願いする 

《はつど》（カトラジオ・ネートワークミーティングを含む）･･Sr.小田切を通して 

《麹町教会青年会》･･松室氏を通して･･ 

    ＊話のテーマ 

      ①あなた(若者)にとってカトリック教会とは何。 

        ・あなた（若者）が教会に対して持つ素朴な疑問は何か  

・あなた（若者）は、教会に何を期待するか･･求めるか 

      ②あなた(若者)が《召命》という言葉を聞くときに感じる思い(反応は･･) 

      ③あなた(若者)にとって司祭･修道者とはどんな存在なのか 

http://c-v-team.com
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＊12 月に青年たちのグループにお願いし、テーマにそって話し合ってもらい、その代表者一人

に 20 分の発表(5 月 6 日)をお願いする。 

 

２．スケジュール 

 

開催日： 5 月 6 日(土)  

場 所：麹町カトリック教会 ヨゼフホール 

時 間：13 時から 18 時まで 

    13:00 受付 

    13:20 開始･･祈り、挨拶、オリエンテーション 

    13:30 シンポジウム開始(60 分)･･三人が発表：一人 20 分 

    14:30 質疑応答(20 分) 

    14:50 休憩(10 分) 

    15:00 グループ別分かち合い(60 分) 

    16:00 休憩(10 分) 

    16:10 全体会･･発表･･まとめ･･ 

    16:50 挨拶と終わりの祈り 

    17:00 感謝ミサ 

    18:00 終了 

 

３．参加費用･･(1000 円) 
 
４．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････････････藤倉氏 
  ・開始の祈り・挨拶････････････････････Sr.松宮、 

・始めの挨拶･･････････････････････････藤倉氏 
  ・パネルディスカッション･･司会････････大木氏 
  ・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･･････････････････････大山？ 

共同司式･･････････････････････ 
    ・パネラー･ミサ共同司式者案内･････････Sr.荒川 
    ・アンケート係････････････････････････大山 
    ・質問用紙作成････････････････････････大山 
 
  ＊５月６日(土)･･スタッフは 12:00 に、一階、ヨセフホール前に集合。 

＊謝礼････ミサ司式者、講師、パネラー････････ 
 
５．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。 

 

Ｂ．正式な依頼文書･･ 
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次回会合：1 月 14 日 16:00-18:00 
     岐部ホール：307 号室  
     次回の内容：   
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ワカゲの皆様と同伴司祭の皆様 

はつどの皆様と同伴司祭の皆様 

麹町教会青年会の皆様と同伴司祭の皆様 

お願い 

＋主の平安 

 

皆様におかれましては、主のご誕生を喜びの内に迎えるために勤しんでおられることと存じます。 

私たちカトリック召命シームは、2009 年より日本におけるカトリック者(信徒、修道者、司祭たち)の

召命の促進のために活動している会です。これまで召命に関するシンポジウムや召命担当者の集いを開

催し、日本の召命問題を考えてきました。 

ところで、日本カトリック召命チームは 2017 年 5 月 6日（土曜日）に、《若者と教会》というテーマ

で、シンポジウムを開催し、《教会について》《召命について》《司祭・修道者について》カトリック青年

の皆様の考えを拝聴し、分かち合えたらと考えています。 

 開催場所と日程は次の通りです。 

 

開催日： 5 月 6 日(土)  

場 所：麹町カトリック教会 ヨゼフホール 

時 間：13 時から 18 時まで 

    13:00 受付 

    13:20 開始･･祈り、挨拶、オリエンテーション 

    13:30 シンポジウム開始(60 分)･･三人が発表：一人 20 分 

    14:30 質疑応答(20 分) 

    14:50 休憩(10 分) 

    15:00 グループ別分かち合い(60 分) 

    16:00 休憩(10 分) 

    16:10 全体会･･発表･･まとめ･･ 

    16:50 挨拶と終わりの祈り 

    17:00 感謝ミサ 

    18:00 終了 

 

つきましては 13:30 分から始まるシンポジウムで、三つのグループ《ワカゲ》《はつど》《麹町教会青

年会》から、それぞれ 20 分程の発表をお願い出来ないでしょうか。 

 

 発表内容は以下の三点です。 

  ①あなた(若者)たちにとってカトリック教会とは何。 

    ・あなた（若者）たちが教会に対して持つ素朴な疑問は何か  

・あなた（若者）たちは、教会に何を期待するか･･求めるか 

  ②あなた(若者) たちが《召命》という言葉を聞くときに感じる思い(反応は･･) 

  ③あなた(若者) たちにとって司祭･修道者とはどんな存在なのか 

 

それぞれのグループで前もって上の三つのテーマについて話し合って頂き、そこで分かち合われた内

容を 20 分程度にまとめ発表していただけたらと思います。そしてその話を受けて、その後、参加者全員

で、グループに分かれ、分かち合えたらと考えています。何卒よろしくお願いいたします。 

 

末尾になりましたが青年司牧・宣教活動に従事し、青年たちに同伴されている神父様方またシスター

方、何卒、私どもカトリック召命チームの活動と意向を御理解いただき、御協力いただけますように切

にお願い申し上げます。 

皆様方の活動が今後とも神の御助けと祝福のもとに盛会でありますように祈っています。 

 

2016 年 12 月 12 日 

カトリック召命チーム 

代表 大山 悟 PSS
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2017 年度 岐部ホール 使用願い 

 

 

イエズス会 日本管区 

 

 

申込日：2016 年 12 月  日 

 

使用者：カトリック召命チーム 代表：大山悟ＰＳＳ（日本カトリック神学院東京キャンパス） 

 

 

使用目的：日本における召命の促進のための活動･･会議 

 

使用者数：多くても 20 人前後 

 

使用部屋：2016 年･･307 号室  2017 年      号室 

 

使用日程：4月 8日、5月 6日(ヨゼフホール)、6月 10 日、7月 8日、 

8 月休会、9月休会、 

10 月 14 日(神学生訪問)、11 月 11 日、12 月 9 日、1月 13 日、 

2 月休会、3月休会 

 

＊岐部ホールを使用する月： 

・4月、6月、7月、10 月、11 月、12 月、1月の合計 7回 毎第二土曜日 

・5月はヨゼフホールを使用する。 

 
 
2016 年 12 月  日 
 

カトリック召命チーム 
代表 大山 悟 PSS 


