
J O C S 祈りの花束 2020年 12月 

今月のことば：キリスト者は貧しいですが、多くの人を富ませます。キリスト者はすべてを欠いていますが、すべてにおいてあり
余るほど豊かです。（ディオグネトスへの手紙 二世紀） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
 

 

 

 1 

HIV感染者・AIDS患者
とその家族のため。予
防・治療・啓発活動に関
わる人々のため（本日、
世界エイズデー＊１） 

2 

人身売買や性的な搾
取の犠牲者のため。そ
の健康が守られるよう
に（本日、奴隷制度廃
止国際デー＊２） 

3 

貧困の中にある障が
い者の心身が守られ
るように（本日、国際
障がい者デー＊３） 

4 

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 

5 

JOCSに協力するボ
ランティアの方々の
ため（自宅待機中）
（本日、国際ボラン
ティアデー＊４） 

 6  

会員・支援者の増強のた
め 

7 

冬期募金のため 

8 

戦争の過ちを繰り返す
ことのないように。平和
教育のため（本日、太平
洋戦争開戦の日） 

9 

岩本直美さんのため
（バングラデシュ） 

10 

すべての人、特に抑
圧されている人々の
人権とその健康が守
られるように（本日、
世界人権デー＊５） 

11 

雨宮春子さんのため 

（タンザニア・帰国中） 

12 

足利 JOCSのため 

（本日、足利市民ク
リスマス） 

 13  

新しいワーカーが与えら
れるように 

14 

オンライン報告会の普及
のため 

15 

会報誌「みんなで生き
る」のため 

16 

ワーカーの安全のため 
バングラデシュの治安
のため 

17 

使用済み切手収集活
動のため 

18 

すべての移民の健康・人
権が守られるように（本
日、国際移民デー＊６） 

19 

奨学金委員会のた
め（本日、委員会開
催） 

 20  

JOCSの奨学生のため
（特にネパールの奨学生
のため。現在 17名） 

21 

地区 JOCSの働きのた
め 

22 

JOCSの会員のため
（特に高知県の会員の
ため。現在 52名） 

23 

シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）の
ため（ケニア） 

24 

ワーカーとそのご家
族にクリスマスの希
望と平和の祝福が豊
かにありますように 

25 

救い主キリストのご降誕
の喜びが、すべての人々
に、JOCSの支援者の
方々にありますように 

26 

教会が、幼子イエス
の希望によって日々
新たにされてゆきま
すように 

 27  

理事会のため 

28 

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） 

29  

事務局スタッフの今年
の働きが祝福され、来
年の働きが導かれるよ
うに（本日より年末年始
休暇。1月 4日まで） 

30 

JOCS と関わりのある
海外の諸団体・諸活動
の働きが来年祝福され
るように 

31 

今年 JOCSに注がれ
た恵みを感謝し、来
年のJOCSの歩みが
主のみ旨にかなうも
のとなりますように 

                

＊１：World AIDS Day 

＊２：International Day for the Abolition of Slavery 

＊３：International Day of Disabled Persons  

＊４：International Volunteer Day 

＊５：Human Right Day 

＊６：International Migrant's Day   

 



みことばの黙想      2020 年 12 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（火）        イザヤ 12:1-6 
主にほめ歌え。全世界にその御業を示せ。叫

び声をあげ、喜び歌え。なぜなら、神は、あ

なたたちのただ中におられるから。 
 

2 日（水）     ２テモテ 2:22-26 
パウロは記す。「主の僕（しもべ）は争わず、

すべての人に柔和に接し、忍耐強くありなさ

い。」 
 

3 日（木）                詩編 62 
わたしの魂よ、沈黙して、ただ神に向かえ。

神にのみ、わたしは希望をおいている。 
 

4 日（金）      マタイ 18:21-22 
ペトロはイエスに尋ねた。「主よ、兄弟がわた

しに対して罪を犯したなら、何回赦すべきで

しょうか。七回までですか。」イエスは言われ

た。「あなたに言っておく。七回どころか七の

七十倍までも赦しなさい。」 
 

5 日（土）     イザヤ 61:10-11 
大地が草の芽を萌えいでさせ、園が蒔かれた

種を芽生（めば）えさせるように、主なる神

は恵みと賛美を芽生えさせてくださる。 

6 日（日）         マルコ 1:1-8 
洗礼者ヨハネは言った。「わたしよりも優れた

方が、後から来られる。わたしは水であなた

たちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼

をお授けになる。」 
 

7 日（月）     ２コリント 3:16-18 
パウロは記す。「主の霊のおられるところに自

由があります。」 
 

 

8 日（火）        エフェソ 1:3-14 
天地創造の前に、神はわたしたちを愛して、

御自分の前で聖なる者、汚れのない者にしよ

うと、キリストにおいてお選びになりました。 
 

9 日（水）       知恵 9:13-18 
あなたが知恵をお与えにならなかったら、天

の高みから聖なる霊を遣わされなかったなら、

だれが御旨を知ることができたでしょうか。

こうして地に住む人間の道はまっすぐにされ、

人はあなたの望まれることを学ぶようになっ

たのです。 
 

10 日（木）       ヨハネ 15:9-13 
イエスは言われた。「わたしがあなたがたを愛

したように、互いに愛し合いなさい。これが

わたしの掟である。」 
 

11 日（金）       ヨハネ 15:9-13 
イエスは言われた。「わたしがあなたがたを愛

したように、互いに愛し合いなさい。これが

わたしの掟である。」 
 

12 日（土）     １コリント 4:1-5 
パウロは記す。「主が来られるまでは、先走っ

て何も裁いてはいけません。」 
 

13 日（日）       ヨハネ 1:19-28 
洗礼者ヨハネは言った。「わたしは荒れ野で叫

ぶ声である。『主の道をまっすぐにせよ』と。」 

14 日（月）       詩編 10:14-18 
主よ、あなたは貧しい人に耳を傾け、その願

いを聞き、彼らの心を励ますのです。 

15 日（火）       ヨハネ 7:37-44 
イエスは大声で言われた。「渇いている人はだ

れでも、わたしのところに来て飲みなさい。」 
 

16 日（水）     列王記上 19:1-8 
エリヤは希望を失い、横になって眠ってしま

った。神の御使いがエリヤに触れ、言った。

「起きて食べよ。この旅は長く、あなたには

耐え難いからだ。」エリヤは起きて食べ、飲ん

だ。その食べ物に力づけられた彼は、歩き続

け、ついに神の山に着いた。 
 

 

17 日（木）      １ヨハネ 1:1-7 
神は光であり、神には闇が全くありません。

わたしたちが光の中を歩むなら、互いに交わ

りをもちます。 
 

18 日（金）        イザヤ 2:2-5 
イザヤは言った。「多くの民が来て言う。『主

の山に登ろう。主はわたしたちに道を示され

る。』」 
 

19 日（土）    エレミヤ 33:14-16 
主は言われる。「見よ、わたしが、わたしの民

に恵みの約束を果たす日が来る。その日、彼

らの中からわたしは正義の若枝を生え出でさ

せる。彼は公平と正義をもってこの国を治め

る。」 
 

20 日（日）      ルカ 1:26-38 
マリアは天使に言った。「わたしは主のはした

めです。お言葉どおり、この身に成りますよ

うに。」 
 

21 日（月）     コロサイ 1:15-20 
御子は、見えない神の姿であり、天にあるも

のも地にあるものも、見えるものも見えない

ものも、万物は御子において造られました。 
 

22 日（火）    １コリント 12:3-13 
賜物にはいろいろありますが、それをお与え

になるのは同じ霊です。務めにはいろいろあ

りますが、それをお与えになるのは同じ主で

す。働きにはいろいろありますが、すべての

場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。 

23 日（水）       マタイ 1:16-21 
主の天使がヨセフに言った。「マリアは男の子

を産む。その子をイエスと名付けなさい。こ

の子は自分の民を罪から救うからである。」 
 

24 日（木）      イザヤ 57:14-19 
主は言われる。「平和、平和、遠くにいる者に

も近くにいる者にも。わたしは彼をいやす。」 
 

 
 
 
 
 
 

25 日（金）        ルカ 2:16-21 

†クリスマス・降誕日 
羊飼いたちは飼い葉桶に寝かせてある幼子イ

エスを見て、天使が話してくれたことを人々

に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話

を不思議に思った。しかし、マリアはこれら

の出来事をすべて心に納めて、思い巡らして

いた。 
 

26 日（土）     マタイ 10:17-22 

†殉教者聖ステファノ日 
イエスは言われた。「引き渡されたときは、何

をどう言おうかと心配してはならない。その

ときには、言うべきことは教えられる。実は、

話すのはあなたがたではなく、あなたがたの

中で語ってくださる、父の霊である。」 
 

27 日（日）         ルカ 2:22-32 
シメオンは幼子イエスを腕に抱き、神をたた

えて言った。「わたしはこの目であなたの救い

を見ました。これはすべての人のために整え

てくださった救い。すべての人を照らし啓示

の光。」 
 

28 日（月）     イザヤ 9:1-6 (1-7) 
一人のみどりごがわたしたちのために生まれ

た。一人の男の子がわたしたちに与えられた。

その名は、「力ある神、永遠の父、平和の君。」 
 

29 日（火）      エフェソ 5:8-14 
あなたがたは主に結ばれて光となっています。

光の子として歩みなさい。光から、あらゆる

善意と正義と真実とが生じるのです。 
 

30 日（水）     コロサイ 1:15-20 
神は、満ちあふれるものをキリストの内に宿

らせ、万物をただ御子によって、御自分と和

解させられました。 
 

31 日（木）        ルカ 17:20-21 
イエスは言われた。「神の国は、見える形では

来ない。神の国はあなたがたの間にあるのだ。」 
 

 
 
 


