
J O C S 祈りの花束 2020年 11月 
今月のことば： 神の像（かたどり）は、いつもあなたの内に留まっています。 

（オリゲネス 三世紀） 
SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 

 1  
JOCSのために尽くされ
て永眠された方々の 
ため 
（本日、永眠者記念日） 

2 
台風・大雨などで被災
された方々、JOCS の
会員のため 

 3  
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 

4 
会員・支援者の増強の
ため 

5 
新しいワーカーが与え
られるように 

6 
JOCS の奨学生のため
（特にケニアの奨学生の
ため。現在 1 名） 

7 
JOCS の会員のため 
（特に栃木県の会員のた
め。現在 33 名） 
 
 

 8  
すべての障がい者に保
健医療の恩恵が平等に
届くように（本日から
NCC「障害者」週間） 

9  
岩本直美ワーカーの 
ため（バングラデシュ） 

10 
JOCS に協力するボラ
ンティアの方々のため
（自宅待機中） 

11 
雨宮春子ワーカーの 
ため 
（タンザニア・帰国中） 

12 
シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）の
ため（ケニア） 

13 
理事会のため 
（明日、定例理事会催） 

14 
発展途上国で深刻になっ
ている糖尿病の対策に
取り組む人々のため 
（本日、世界糖尿病デー
＊１） 

 15  
オンライン報告会の 
普及のため 

16 
暴力に対して暴力で報
いることのないように。
平和教育のため 
（本日、国際寛容デー
＊２） 

17 
JOCS の財政のため。
特に遺贈についての 
理解が深まるため 

18 
会報誌「みんなで 
生きる」のため 

19 
バングラデシュのラル
シュ・マイメンシンの 
ため 
（岩本ワーカー派遣先） 

20 
すべてのこどもたちの健
康と権利が守られるよう
に（本日、世界こどもの
日＊3） 

21 
事務局スタッフのため 

 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  
搾取や抑圧の中で 
労働を強いられている
人々のため 
（本日、勤労感謝の日） 

24 
地区 JOCS の働きの
ため 

25 
差別や暴力に苦しむ女
性のため。救済に取り
組む諸団体のため（本
日、女性に対する暴力
廃絶のための国際デー
＊４） 

26 
タボラ大司教区保健事
務所（タンザニア）の 
ため 

27 
使用済み切手収集活動
のため 

28 
国際保健医療勉強会の
ため(本日、オンラインで
開催） 

 29  
困窮する人々のもとに
宿られる幼子主イエス
を心することができるよ
うに（本日より待降節・
アドベント） 

30 
冬期募金のため 

 
＊１：World Diabetes day 2006 年に国連が制定。年間 500 万人以上が糖尿病の引き起こす合併症などが原因で死亡し、これは AIDS による

死者に並ぶ数字。患者の増加は特に発展途上国で顕著に見られる。 
＊２：International Day of Tolerance 
＊３：Universal Children's Day 
＊４：International Day for the Elimination of Violence against Women 

   
祈りの項目 
 岩本直美ワーカーより：  - 新任会計士シャゴールさんの学びが守られますように。 
                 - 難民キャンプで暮らすロヒンギャの人たちのために。 



みことばの黙想      2020 年 11 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（日）      マタイ 5:1-12 
†諸聖人の日 
イエスは言われた。「心の清い人々は、幸い、

その人たちは神を見る。平和を実現する人々

は、幸い、その人たちは神の子と呼ばれる。」 
 

2 日（月）           知恵 3:1-9 
主に依り頼む人は真理を悟り、信じる人は主

の愛のうちに主と共に生きる。 
 

3 日（火）      １ヨハネ 2:3-11 
兄弟・姉妹を愛する人は、いつも光の中にお

り、その人にはつまずきがありません。 
 

4 日（水）       ローマ 12:3-13 
パウロは記す。「施しをする人は惜しまず施し、

慈善を行う人は快く行いなさい。」 
 

5 日（木）      ローマ 12:14-21 
あなたがたを迫害する者のために祝福を祈り

なさい。祝福を祈るのであって、呪ってはな

りません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に

泣きなさい。 
 

6 日（金）       イザヤ 50:4-10 
疲れた人を励ますようにと、主は、弟子とし

ての舌をわたしに与えられる。 

7 日（土）  ゼカリヤ 2:14-17 (2:10-13) 
主は言われる。「歌え、喜べ、わたしの民よ、

わたしは来て、あなたのただ中に住む。」 
 

8 日（日）        マタイ 25:1-13 
イエスは言われた。「目を覚ましていなさい。

あなたがたは、その日、その時を知らないの

だから。」 
 

 
 
 
 

9 日（月）       ホセア 14:2-9 
主は言われる。「わたしは背（そむ）く民をい

やし、喜んで彼らを愛する。彼らの求めにこ

たえ、彼らを見守るのはわたしではないか。」 
 

10 日（火）      イザヤ 45:1-7 
神は言われる。「わたしはあなたの前を行き、

山々を平らにする。あなたは知るようになる、

わたしは主、あなたの名を呼ぶ者であると。」 
 

11 日（水）       使徒言行録 15:5-12 
ペトロは言った。「人の心をお見通しになる神

は、信じる者には聖霊を与えて、すべての人

を受け入れられたことを証明なさったので

す。」 
 

12 日（木）         レビ 19:9-18 
あなたたちは不正な裁判をしてはならない。

同胞を正しく裁きなさい。自分自身を愛する

ように隣人を愛しなさい。 
 

13 日（金）      ２テモテ 4:6-18 
パウロは記す。「わたしは、戦いを立派に戦い

抜き、決められた道を走りとおし、信仰を守

り抜きました。今や、義の栄冠を受けるばか

りです。正しい審判者である主が、かの日に

それをわたしに授けてくださるのです。」 
 

14 日（土）          詩編 103 
わたしの魂よ、主をたたえよ。わたしの内に

あるものはこぞって聖なる御名をたたえよ。

わたしの魂よ、主をたたえよ。主の御計らい

を何ひとつ忘れてはならない。 
 

15 日（日）      マタイ 25:14-30 
たとえ話の中で、主人は忠実な僕（しもべ）

にこう言った。「忠実な良い僕だ。よくやった。

お前は少しのものに忠実であったから、多く

のものを管理させよう。主人と一緒に喜んで

くれ。」 
 

 
 
 
 

16 日（月）       ２コリント 5:1-7 
パウロは記す。「わたしたちは目に見えるもの

によらず、信仰によって歩んでいるのです。」 

17 日（火）     １ヨハネ 4:7-12 
神は、独り子を世にお遣わしになりました。

その方によって、わたしたちが生きるように

なるためです。ここに、神の愛がわたしたち

の内に示されました。 
 

18 日（水）      詩編 109:21-31 
わたしはこの口をもって、主に尽きぬ感謝を

ささげ、多くの人の中で主を賛美します。主

は乏しい人の右に立ち、死に定める裁きから

救ってくださいます。 
 

19 日（木）       ルカ 1:39-56 
マリアは言った。「主は飢えた人を良い物で満

たし、富める者を空腹のまま追い返されます。」 
 

20 日（金）      マタイ 16:21-27 
イエスは言われた。「自分の命を救いたいと思

う者は、それを失うが、わたしのために命を

失う者は、それを得る。」 
 

21 日（土）      ヨハネ 15:18-27 
イエスは弟子たちに言われた。「わたしがあな

たがたを世から選び出した。『僕（しもべ）は

主人にまさりはしない。』と、わたしが言った

言葉を思い出しなさい。人々がわたしを迫害

したのであれば、あなたがたをも迫害するだ

ろう。わたしの言葉を守ったのであれば、あ

なたがたの言葉をも守るだろう。」 
 

22 日（日）     マタイ 25:31-40 
イエスは言われた。「はっきり言っておく。わ

たしの兄弟であるこの最も小さい者の一人に

したのは、わたしにしてくれたことなのであ

る。」 

23 日（月）        箴言 23:15-19 
罪人らのことに心を燃やすことはない。日ご

と、主を畏（おそ）れることに心を燃やすが

よい。確かに未来はある。あなたの希望が絶

たれることはない。 
 

 
 
 

 
24 日（火）     ２テモテ 1:6-14 
わたしたちの救い主キリスト・イエスは死を

滅ぼし、福音を通して不滅の命を現してくだ

さいました。 

25 日（水）      ルカ 7:11-17 
人々はイエスについてこう言った。「大預言者

が我々の間に現れた。神はその民を心にかけ

てくださった。」 
 

26 日（木）       ルカ 5:12-16 
重い皮膚病を患っている人が、イエスに願っ

て言った。「主よ、御心ならば、わたしを清く

することがおできになります。」イエスは手を

差し伸べてその人に触れ、言われた。「よろし

い。清くなれ。」 
 

27 日（金）     ヘブライ 2:5-18 
キリストは御自身、試練を受けて苦しまれた

からこそ、試練を受けている人たちを助ける

ことがおできになるのです。 
 

28 日（土）    エレミヤ 17:14-17 
主よ、あなたがいやしてくださるなら、わた

しはいやされます。あなたが救ってくださる

なら、わたしは救われます。あなたをこそ、

わたしはたたえます。 
 

29 日（日）     マルコ 13:33-37 
†待降節・アドヴェント 
イエスは言われた。「あなたがたに言うことは、

すべての人に言うのだ。目を覚ましていなさ

い。」 
 

30 日（月）       マタイ 4:18-22 
†使徒聖アンデレ日 
イエスはシモンとその兄弟アンデレが湖で網

を打っているのをご覧になった。彼らは漁師

だった。イエスは彼らに言われた。「わたしに

ついて来なさい。人間をとる漁師にしよう。」

二人はすぐに網を捨てて従った。 
 

 
 
 
 
 
 
 


