
J O C S 祈りの花束 2020年 6月 

今月のことば： 道そのものが、その上を歩くわたしたちに、旅にとって必用なすべてを豊かに与えてくれます。（オリゲネス 三世紀） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 

 1  

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
医療保健従事者のため 

2 

会員・支援者の増強の
ため 

3 

岩本直美さんのため 

（バングラデシュ） 

4 

侵略や抑圧の状況下で
苦悩するこどもたちの
ため（本日、侵略による
罪のない幼児犠牲者の
国際デー＊１ ） 

5 

破壊された環境下で健康
が脅かされている人々の
ため（本日、世界環境デ
ー＊２） 

6 

神戸 JOCS委員会のた
め（本日、委員会開催） 

 7  

関西地区活動委員会 

（明日、委員会開催） 

8  

海の環境と資源が守ら
れ、海洋環境に暮らす
人々の健康が育まれる
ように（本日、世界海洋
デー＊３） 

9 

JOCSの奨学生のため
（特にタンザニアの奨学
生のため。現在 14名） 

10 

雨宮春子さんのため 

（タンザニア） 

11 

「つながる募金」「古本
募金」の普及のため 

12 

労働を強いられているこ
どもたちのため、彼らの
保護と健康のために働く
人々のため（本日、児童
労働反対世界デー＊４） 

13 

本日開催される第 59回
定時社員総会および定
例理事会のため 

 14  

JOCSを支援している
教会のため 

15 

事務局スタッフのため 

16 

ワーカーの安全のため。
バングラデシュとタンザ
ニアの治安のため 

17 

砂漠化や干ばつで健康
が脅かされている人々
のため（本日、砂漠化お
よび干ばつと闘う世界デ
ー＊５） 

18 

ハンセン病に関する偏
見や誤解がなくなるよう
に（本日より「ハンセン
病を正しく理解する週
間」） 

19 

バングラデシュの教会の
ため 

20 

各地の難民のため、また
難民のために働く保健医
療従事者のため（本日、
世界難民の日＊６） 

 21  

奨学金委員会のため 

22 

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） 

23 

過去の過ちから常に学
び、苦悩する弱者に聴く
ことができるように（本
日、沖縄慰霊の日） 

24 

タンザニアの教会のため 

25 

シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）のた
め（ケニア） 

26 

薬物乱用で苦悩する
人々のため、また彼らの
ために働く保健医療従事
者のため（本日、国際薬
物乱用・不正取引防止デ
ー＊７） 

27 

使用済み切手収集活動
のため 

 28  

新しいワーカーが与え
られるように 

29 

ワーカーの御家族のた
め。特にその健康が守
られるように 

30 

JOCSの支援者のため
（特に佐賀県の 2名の会
員のため） 

＊１ International Day of Innocent Children Victims of Aggression 

＊２ World Environment Day ＊３ World Oceans Day  

＊４ World Day Against Child Labor 

＊５ World Day to Combat Desertification and Drought  

＊６ World Refugee Day 

＊７ International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking 

 祈りの項目 (今回寄せられたもの)   

岩本直美ワーカーより： COVID-19感染に苦しむ人たちとその家族、その方々のために自分を捧げておられる人たちのために。 

                  COVID-19対策のために、世界の指導者たちが協働できますように。                                                                            



みことばの黙想      2020 年 6 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（月）       イザヤ 59:15-21 
主は言われる。「あなたの上にあるわたしの

霊、あなたの口に置いたわたしの言葉は、今

もとこしえにあなたから離れることはない。」 
 

2 日（火）        イザヤ 60:18-20 
神はその民に言われる。「あなたの地は再び

不法を耳にすることなく、破壊と崩壊はそこ

から絶える。太陽は再びあなたの昼を照らす

光りとならず、月の輝きがあなたを照らすこ

ともない。主があなたのとこしえの光となり、

あなたの神があなたの輝きとなる。」 
 

3 日（水）            ヨエル 3:1-5 
主は言われる。「わたしはすべての人にわが

霊を注ぐ。」 
 

4 日（木）          ローマ 1:1-7 
パウロは記す。「主イエス・キリストは、肉

によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊

によれば、死者の中からの復活によって力あ

る神の子として定められたのです。」 
 

5 日（金）        ２テモテ 2:8-13 
パウロは記す。「死者の中から復活されたイ

エス･キリストのことを思い起こしなさい。こ

の福音のために、わたしは苦しみを受け、つ

いには犯罪人のように鎖につながれていま

す。」 

6 日（土）       １ヨハネ 2:7-10 
ヨハネは記す。「闇が去って、既にまことの

光が輝いている。兄弟を愛する人は、いつも

光の中にいる。」 
 

7 日（日）        ヨハネ 3:14-21 
神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くた

めではなく、御子によって世が救われるため

である。御子を信じる者は裁かれない。 

8 日（月）        詩編 118 
苦難のはざまから主を呼び求めると、主は答

えてわたしを解き放たれた。 
 

9 日（火）      ローマ 15:7-13 
パウロは記す。「神の栄光のためにキリスト

があなたがたを受け入れてくださったように、

あなたがたも互いに相手を受け入れなさい。」 
 

10 日（水）       ヨハネ 12:23-36 
イエスは言われた。「わたしが地上から上げ

られるとき、すべての人を自分のもとへ引き

寄せよう。」 
 

11 日（木）    １コリント 10:16-17 
パウロは記す。「わたしたちが裂くパンは、

キリストの体にあずかることではないか。パ

ンは一つだから、わたしたちは大勢でも一つ

の体です。」 
 

12 日（金）       コロサイ 2:6-15 
パウロは記す。「罪の中にいて死んでいたあ

なたがたを、神はキリストと共に生かしてく

ださり、わたしたちの一切の罪を赦してくだ

さいました。」 
 

13 日（土）       イザヤ 46:3-5,9 
主はその民に言われる。「あなたたちは、胎

を出た時から担われてきた。同じように、わ

たしはあなたたちの老いる日まで、背負って

行こう。わたしが背負い、救い出す。」 

14 日（日）      ヨハネ 6:47-51 
イエスは言われた。「わたしは、天から降っ

て来た生きたパンである。このパンを食べる

ならば、その人は永遠に生きる。」 

15 日（月）       エレミヤ 1:4-8 
主はエレミヤに言われた。「わたしは、あな

たを母の胎内に造る前から、あなたを知って

いた。そして、あなたを聖別した。」 
 

 
 
 

16 日（火）   出エジプト 14:5-31 
モーセは民に言った。「恐れてはならない。

落ち着いて、今日、あなたたちのために行わ

れる主の救いを見なさい。」 

17 日（水）     マタイ 4:1-11 
イエスは悪魔に言われた。「こう書いてある。

『人はパンだけで生きるものではない。神の

口から出る一つ一つの言葉で生きる。』」 
 

18 日（木）      １ペトロ 5:1-4 
ペトロは記す。「あなたがたにゆだねられて

いる、神の羊の群れを牧しなさい。強制され

てではなく、神に従って、自ら進んで世話を

しなさい。」 
 

19 日（金）     １ペトロ 5:6-11 
ペトロは記す。「思い煩（わずら）いは、何

もかも神にお任せしなさい。神が、あなたが

たのことを心にかけていてくださるからで

す。」 
 

20 日（土）      フィリピ 2:1-11 
キリスト・イエスは、僕（しもべ）の身分に

なり、人間と同じ者になられました。へりく

だって、死に至るまで、それも十字架の死に

至るまで従順でした。このため、神はキリス

トを高く上げ、あらゆる名にまさる名をお与

えになりました。 
 

21 日（日）       マタイ 10:26-33 
イエスは言われた。「一羽の雀さえ、あなた

がたの父のお許しがなければ、地に落ちるこ

とはない。あなたがたの髪の毛までも一本残

らず数えられている。だから、恐れることは

ない。」 
 

22 日（月）        知恵 1:11-15 
神が死を造られたわけではなく、命あるもの

の滅びを喜ばれるわけでもない。生かすため

にこそ神は万物をお造りになった。 

23 日（火）        ヨハネ 10:1-10 
イエスは言われた。「わたしが来たのは、羊

が命を受けるため、しかも豊かに受けるため

である。」 
 

 
 
 

24 日（水）        マタイ 3:1-11 
†洗礼者聖ヨハネ誕生日  
洗礼者ヨハネが荒れ野に現れた。これは預言

者イザヤによってこう言われている人である。

「荒れ野で叫ぶ者の声がする。『主の道を整

え、その道筋をまっすぐにせよ。』」 

25 日（木）      ヨハネ 1:19-27 
ヨハネは言った。「わたしは水で洗礼を授け

るが、あなたがたの中には、あなたがたの知

らない方がおられる。その人はわたしの後か

ら来られる方で、わたしはその履物のひもを

解く資格もない。」 
 

26 日（金）     ローマ 10:5-10 
御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、

あなたの心にある。 
 

27 日（土）        ヨハネ 14:1-3 
イエスは言われた。「心を騒がせるな。神を

信じなさい。そして、わたしをも信じなさい。」 
 

28 日（日）       マタイ 10:37-42 
イエスは言われた。「わたしの弟子だという

理由で、この小さな者の一人に、冷たい水一

杯でも飲ませてくれる人は、必ずその報いを

受ける。」 
 

29 日（月）       マタイ 16:13-20 
†使徒聖ペテロ・使徒聖パウロ日  
イエスは弟子たちにお尋ねになった。「人々

はわたしのことを何者だと言っているか。」

弟子たちは言った。「『洗礼者ヨハネだ』と

言う人も『エリヤだ』といます。ほかに『エ

レミヤだ』とか『預言者の一人だ』と言う人

もいます。」イエスが言われた。「それでは、

あなたがたはわたしを何者だと言うのか。」

ペトロが答えた。「あなたはメシア、生ける

神の子です。」 
 

30 日（火）      エフェソ 1:15-23 
神が心の目を開いてくださるように。神の招

きによってどのような希望が与えられている

か悟らせてくださるように。 
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