
J O C S 祈りの花束 2020年 10月 

今月のことば：キリストに従う者は、つねに始まりから始まりへと進みます。（ニュッサのグレゴリオス 四世紀） 
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1 

すべての高齢者に、特
に貧しい国々の高齢
者に保健医療ケアが
行き渡るように（本日、
国際高齢者デー＊１） 

2 

新型コロナウイルスに
よって困難な状況にお
かれている方々、そし
て対応に関わるすべて
の保健医療従事者の
ため 

3 

岩本直美ワーカーの 

ため（バングラデシュ） 

 4  

会員・支援者の増強の
ため 

5 

すべての人々、特に抑
圧されている人々に健
康的な居住環境が備え
られるように（本日、国際
ハビタットデー＊２） 

6 

JOCSの奨学生のた
め（特にウガンダの 

奨学生のため。 

現在 4名） 

7  

雨宮春子ワーカーの
ため（タンザニア・ 
帰国中） 

8 

会報誌「みんなで 

生きる」のため 

9 

神戸 JOCSのため 

（明日、委員会開催） 

10 

精神の病で苦悩する
人々、その家族、ケア
に関わる人々のため
（本日、世界精神保健
デー＊３） 

11  

オンライン報告会の 

普及のため 

12 

JOCSに協力するボラン
ティアの方々のため 

（自宅待機中） 

13 

JOCSの会員のため
（特に愛媛県の会員の
ため。現在 26名） 

14 

タンザニアの教会の
ため 

15 

「つながる募金」（スマ
ートフォンの利用によ
る募金）が JOCS支援
者に普及するため 

16 

食糧の公平な分配のた
め（本日、世界食糧デー
＊４） 

17 

貧困撲滅のために働く
人々や団体のため（本
日、貧困撲滅のための
国際デー＊５） 

18  

教会学校のこどもたちに
JOCSの働きを伝えるこ
とができるように（今週は
NCC教育週間） 

19 

カイラクリ・ヘルスケアプ
ロジェクト（バングラデシ
ュ）のため（奨学金事業
パートナー） 

20 

ケニアの教会のため 

21 

町田 JOCSのため 

（本日、定例会） 

22 

新しいワーカーが与え
られるように 

23 

JOCSの財務のため
（本日、会計監査） 

24 

大阪 JOCSのため 

25  

ネパールの教会のため 

26 

ママ・ナ・ムトトプロジェク
ト（協働プロジェクト）の
ため（タンザニア） 

27 

事務局スタッフのため 

28 

使用済み切手収集 

活動のため 

29 

シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）の
ため（ケニア） 

30 

バングラデシュの治安
のため 

31 

「古本募金」がさらに広
まるように 

＊１：World Breastfeeding Day。WHO と UNICEFの援助のもとに制定された日 

＊１：International Day of Older Persons 

＊２：World Habitat Day (ハビタットとは元来「居住、生息地」の意味。国連によって 1986年に制定） 
＊３：World Mental Health Day 

＊４：World Food Day 

＊５：International Day for the Eradication of Poverty 

    

祈りの項目                                                                            

    岩本直美ワーカーより： ラルシュに適任の会計士が与えられますように。 

ラルシュの家の暮らしが守られますように。                        



みことばの黙想      2020 年 10 月 
 
これらの短いみことばは、フランスにある超

教派男子修道共同体テゼの昼の祈りから取ら

れたものです。 
より深くみことばを味わいたい方は、出典箇

所を参照して文脈のなかでみことばを黙想な

さってください。 
聖書本文は、原則として『聖書 新共同訳』

日本聖書協会発行をもとにしています。 
 

1 日（木）        ヨハネ 4:5-42
イエスはサマリアの女に言われた。「まことの礼

拝をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝す

る時が来る。今がその時である。なぜなら、父は

このように礼拝する者を求めておられるからだ。」 
 

2 日（金）       ヘブライ 5:1-10 
キリストは、御自分を死から救う力のある方

に、祈りと願いをささげ、その畏れ敬う態度

のゆえに聞き入れられました。 
 

3 日（土）     イザヤ 52:13-53:12 
主の望まれることは、その僕（しもべ）の手

によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみ

の実りを見、それを知って満足する。 
 

4 日（日）       マタイ 21:33-43 
イエスは言われた。「聖書にこう書いてある

のを、まだ読んだことがないのか。『家を建

てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。

これは、主がなさったことで、わたしたちの

目には不思議に見える。』」 
 

5 日（月）      フィリピ 1:3-11 
パウロは記す。「あなたがたの中で善い業（わ

ざ）を始められた方が、キリスト・イエスの

日までに、その業を成し遂げてくださると、

わたしは確信しています。」 
 

6 日（火）            詩編 23 
主は羊飼い、わたしには何も欠けることがな

い。主は、わたしを憩いの水のほとりに伴い、

魂を生き返らせてくださる。 

7 日（水）        コロサイ 3:1-4 
あなたがたは、キリストと共に復活させられたの

ですから、上にあるものを求めなさい。あなたが

たは死んだのであって、あなたがたの命は、キリ

ストと共に神の内に隠されているのです。 
 

 
 
 

8 日（木）        ヨハネ 14:18-21 
イエスは弟子たちに言われた。「しばらくす

ると、世はもうわたしを見なくなるが、あな

たがたはわたしを見る。わたしが生きている

ので、あなたがたも生きることになる。」 
 

9 日（金）     １ヨハネ 1:8-2:2 
ヨハネは記す。「イエス・キリストこそ、わ

たしたちの罪、いや、わたしたちの罪ばかり

でなく、全世界の罪を償（つぐな）ういけに

えです。」 
 

10 日（土）        ヨブ 42:1-6 
ヨブは神に言った。「わたしは、自分に理解

できず、自分の知識を超えた驚くべき御業（み

わざ）について述べてきました。あなたのこ

とを、耳にはしておりました。しかし今、こ

の目であなたを仰ぎ見ます。」 
 

11 日（日）       イザヤ 25:6-9 
イザヤの預言。見よ、この方こそわたしたち

の神。わたしたちは待ち望んでいた。この方

がわたしたちを救ってくださる。その救いを

祝って喜び踊ろう。 
 

12 日（月）        シラ 2:1-11 
主を畏れる人たちよ、主を信頼せよ。主が賜

（たまわ）るすばらしいこと、すなわち、永

遠の喜びと憐れみを待ち望め。 
 

13 日（火）       詩編 119:1-16 
心を尽くしてわたしはあなたを尋ね求めます。

わたしは仰せを心に納めています、あなたに

対して過ちを犯すことのないように。 
 

14 日（水）        レビ 26:3-13 
神はその民に言われる。「わたしはあなたた

ちのただ中にわたしの住まいを置き、あなた

たちを退けない。わたしはあなたたちの神と

なり、あなたたちはわたしの民となる。」 

15 日（木）     使徒言行録 3:1-10 
ペトロは、足の不自由な男に言った。「わた

しには金や銀はないが、持っているものをあ

げよう。ナザレの人イエス・キリストの名に

よって立ち上がり、歩きなさい。」 
 

16 日（金）     ２コリント 1:3-7 
あらゆる苦難に際してわたしたちを慰めてくだ

さる神がほめたたえられますように。キリスト

の苦しみは満ちあふれてわたしたちにも及んで

いるのと同じように、わたしたちの受ける慰め

もキリストによって満ちあふれているからです。 

17 日（土）     １ヨハネ 5:14-15 
ヨハネは記す。「何事でも神の御心に適うこと

をわたしたちが願うなら、神は聞き入れてくだ

さる。これが神に対するわたしたちの確信です。」 
 

18 日（日）    １テサロニケ 1:1-5 
パウロはテサロニケの人々へこう書き送った。

「わたしたちの福音があなたがたに伝えられ

たのは、ただ言葉だけによらず、力と聖霊と、

強い確信とによったからです。」 
 

19 日（月）       ローマ 5:1-11 
希望はわたしたちを欺くことがありません。

わたしたちに与えられた聖霊によって、神の

愛がわたしたちの心に注がれているからです。 
 

20 日（火）       ホセア 6:3-4,6 
主は言われる。「わたしが喜ぶのは、愛であ

っていけにえではなく、神を知ることであっ

て、焼き尽くす捧げ物ではない。」 
 

21 日（水）       ガラテヤ 5:1-6 
パウロは記す。「自由を得させるために、キリ

ストはわたしたちを自由の身にしてください

ました。だから、しっかりしなさい。奴隷の

軛（くびき）に二度とつながれてはなりません。」

 
22 日（木）        イザヤ 61:1-4 
主なる神はわたしを遣わす。嘆いている人々を慰

め、暗い心に代えて賛美の衣をまとわせるために。 
 

23 日（金）      ヨハネ 14:15-26 
受難の前に、イエスは弟子たちに言われた。

「わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護

者、真理の霊を遣わして、永遠にあなたがた

と一緒にいるようにしてくださる。」 

24 日（土）    マタイ 12:15-21 
預言者イザヤを通して言われていたことが、

イエスにおいて実現した。「見よ、わたしの

選んだ僕（しもべ）。この僕にわたしの霊を

授ける。すべての人は彼の名に望みをかける。」

 

25 日（日）      マタイ 22:34-40 
イエスは言われた。「『心を尽くし、精神を

尽くし、思いを尽くして、あなたの神である

主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の

掟である。第二も、これと同じように重要で

ある。『隣人を自分のように愛しなさい。』」 
 

26 日（月）     ２テモテ 1:6-14 
パウロは記す。「キリスト･イエスによって与

えられる信仰と愛をもって、わたしから聞い

た健全な言葉を手本としなさい。あなたにゆ

だねられている良いものを、わたしたちの内

に住まわれる聖霊によって守りなさい。」 
 

27 日（火）      マタイ 8:18-22 
イエスは言われた。「狐には穴があり、空の

鳥には巣がある。だが、人の子には枕すると

ころもない。」 
 

28 日（水）     マタイ 13:1-23 
イエスはたとえ話を用いてこう言われた。「良

い土地に蒔かれた種とは御言葉を聞いて悟る

人であり、その人は実を結ぶ。」 
 

29 日（木）      マタイ 20:20-28 
イエスは一同を呼び寄せて言われた。「あな

たがたの知っているように、この世では偉い

人たちが権力を振るっている。あなたたちの

間では、そうであってはならない。あなたが

たの中で、いちばん上になりたい者は、みな

の僕（しもべ）になりなさい。」 
 

30 日（金）       マルコ 10:17-22 
イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。「あ

なたに欠けているものが一つある。行って持

っている物を売り払い、貧しい人々に施しな

さい。そうすれば、天に富を積むことになる。

それから、わたしに従いなさい。」 
 

31 日（土）       創世記 50:15-21 
ヨセフは兄たちを赦してこう言った。「恐れ

ることはありません。あなたがたはわたしに

悪をたくらみましたが、神はそれを善に変え

てくださいました。それによって、多くの人々

の命の救いがもたらされたのです。」 
 

 


