J O C S 祈りの花束

2021 年 3 月

今月のことば：神の内にはいかなる暴力も存在しません。（ディオグネトスへの手紙 ２００年頃）
SUN

MON
1
冬期募金のため

7
雨宮春子さんのため
（タンザニア・現在国内
で活動中）

14
地区 JOCS の働きのた
め（本日、京都 JOCS 委
員会）
21
人種による差別や偏見
がなくなるように。そのた
めに働く人々のため
本日、国際人種差別撤
廃デー＊３）
28
キリストの受難に思い
を向け、すべて苦悩す
る人々と連帯できるよう
に（本日から受難週・聖
週）

8
貧困や紛争の中に置か
れている女性の健康が
守られるように
（本日、国際女性デー
＊２）
15
ワーカーの安全のため
バングラデシュの治安
のため
22
すべての人にきれいな
水が平等にいきわたる
ように
（本日、世界水の日＊
４）
29
カンボジアにおける協
働プロジェクト終了後、
現地で続く健康教育活
動のため

TUE

WED

THU

FRI

SAT

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
9
JOCS に協力するボラン
ティアの方々のため
（自宅待機中）

3
JOCS の会員のため
（特に山口県の会員の
ため。現在 22 名）

4
事務局スタッフのため

5
教会の一致のため
（本日、世界祈祷日＊１）

6
岩本直美さんのため
（バングラデシュ）

10
使用済み切手収集活動
のため

11
東日本大震災および
放射能汚染の被災者
のため
（本日、震災から 10 年）

12
東日本大震災で JOCS
が支援した諸活動の
現在の働きのため

13
新しいワーカーが与えら
れるように

16
オンラインによる諸活動
の充実のため

17
新型コロナウイルスに対
する公正な医療アクセス
のため

18
会報誌「みんなで生き
る」のため

19
「古本募金」「つながる募
金」の普及のため

20
理事会のため
（本日、定例理事会
開催）

23
JOCS の財務のため
（明日、会計監査）

24
結核に感染している人々
のため、結核の予防・治
療に関わる人々のため
（本日、世界結核デー＊
５）
31
ラルシュ・マイメンシンの
ため。新しいリーダー候
補者のため
（岩本直美さん派遣先）

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
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
JOCS の奨学生のため
（特にバングラデシュの
奨学生のため。
現在 3 名）

30
会員・支援者の増強の
ため

＊１：World Day of Prayer：
世界 170 の国において、教派を超えて同じテーマで祈る日。
日本でも各地で集いが開催される。
今年の祈りの主題は、「堅固な土台の上に建てなさい」。
今年の式文とメッセージはバヌアツの女性たちが用意した。
＊２：International Women's Day
＊３：International Day for the Elimination of Racial Discrimination
＊４：World Day for Water
＊５：World TB Day

祈りの項目 (今回寄せられたもの)
岩本直美ワーカーより：エリザベト（国際ラルシュ担当者）とノエラ（岩本ワーカーの後任予定者）の訪問が祝福されますように。

みことばの黙想

2021 年 3 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 43:18-21
神は言われる。「わたしは荒れ野に水を流れ
させる。わたしの民に飲ませるために。わた
しはこの民をわたしのために造った。そして
彼らは、賛美の歌を歌う。」

2 日（火）

１ペトロ 3:13-17
ペトロは記す。
「 義のために苦しみを受けるの
であれば、幸いです。恐れることはありませ
ん。心の中でキリストを主とあがめなさい。」

3 日（水）

１ペトロ 1:22-25
ペトロは記す。
「あなたがたは、真理を受け入
れて、魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くよ
うになったのですから、清い心で深く愛し合
いなさい。」

4 日（木）

ローマ 15:1-6
忍耐と慰めの源である神が、あなたがたに互
いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ声をそろ
えて、神をたたえさせてくださいますように。

5 日（金）

ルカ 19:1-10
イエスは言われた。
「人の子は、失われたもの
を捜して救うために来たのである。」

6 日（土）

１ヨハネ 2:12-17
この世は過ぎ去って行きます。しかし、神の
御心を行う人は永遠に生き続けます。

7 日（日）

１コリント 1:22-25
パウロは記す。
「わたしたちは、十字架につけ
られたキリストを宣べ伝えています。異邦人
には愚かなものですが、召された者には、神
の力、神の知恵であるキリストを宣べ伝えて
いるのです。」

8 日（月）

エゼキエル 3:10-11
主はエゼキエルに言われた。
「人の子よ、わた
しがあなたに語るすべての言葉を心におさめ、
耳に入れておきなさい。そして、同胞のもと
に行き、
『主なる神はこう言われる』と言いな
さい。」

9 日（火）

マタイ 20:17-19
イエスは言われた。
「人の子は、祭司長たちや
律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を
宣告して、人々に引き渡す。人の子を侮辱し、
鞭打ち、十字架につけられるためである。そ
して、人の子は三日目に復活する。」

10 日（水）

イザヤ 43:1-4a
主は言われる。
「 わたしの目にあなたは値高く、
貴く、わたしはあなたを愛する。」

11 日（木）

詩編 119:145-152
夜明けに先立ち、助けを求めて叫び、御言葉
を待ち望みます。わたしの目は夜警に先立ち、
あなたの仰せに心を砕きます。

12 日（金）

コロサイ 2:9-15
あなたがたは、洗礼によって、キリストと共
に葬られ、また、キリストを死者の中から復
活させた神の力を信じて、キリストと共に復
活させられたのです。

13 日（土）

１ヨハネ 2:3-6
ヨハネは記す。
「神の言葉を守るなら、まこと
にその人の内には神の愛が実現しています。」

14 日（日）

ヨハネ 3:13-17
神は、その独り子をお与えになったほどに、
世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅
びないで、永遠の命を得るためである。

15 日（月）

ダニエル 9:18-19
ダニエルは祈り、こう言った。
「神よ、僕（し
もべ）の祈りに耳を傾けて聞いてください。
わたしたちが正しいからではなく、あなたの
深い憐れみのゆえに。」

16 日（火）

１ヨハネ 2:1-6
ヨハネは記す。
「 神の内にいつもいると言う人
は、イエスが歩まれたように自らも歩まなけ
ればなりません。
」

17 日（水）

ヨハネ 6:22-29
イエスは言われた。
「 朽ちる食べ物のためでは
なく、いつまでもなくならないで、永遠の命
に至る食べ物のために働きなさい。」

18 日（木）

イザヤ 40:29-31
主に望みをおく人は新たな力を得、鷲のよう
に翼を張って上る。走っても弱ることなく、
歩いても疲れない。

19 日（金）
†聖ヨセフ日

ローマ 1:8-17

パウロは記す。
「福音は、信じる者すべてに救
いをもたらす神の力です。」

20 日（土）

ダニエル 7:9-14
ダニエルは言った。
「幻（まぼろし）を見てい
ると、
『人の子』のような者が来て、諸国、諸
言語の民が彼に仕えた。彼の支配はとこしえ
に続き、それは滅びることがない。」

21 日（日）

ヨハネ 12:23-26
イエスは言われた。「自分の命を愛する者は、
それを失うが、この世で自分の命を憎む人は、
それを保って永遠の命に至る。
」

22 日（月）

詩編 72
神の日には、正しい者が栄え、時の終わりま
で大いなる平和が続く。彼は、叫び求める貧
しい者を、助け手のない苦しむ者を救う。

23 日（火）

１コリント 2:1-9
パウロは記す。
「 わたしは神の秘められた計画
を宣べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いま
せんでした。なぜなら、わたしはあなたがた
の間で、イエス・キリスト、それも十字架に
つけられたキリスト以外、何も知るまいと心
に決めていたからです。」

24 日（水）

ヨハネ 5:19-24
イエスは言われた。
「 父が死者を復活させて命
をお与えになるように、子も、与えたいと思
う者に命を与える。
」

25 日（木）

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。」

26 日（金）

ヨハネ 17:1-11
イエスはこう祈られた。
「 父よ、時が来ました。
あなたの子があなたの栄光を現すようになる
ために、子に栄光を与えてください。子はあ
なたからゆだねられた人すべてに、永遠の命
を与えることができるのです。
」

27 日（土）

イザヤ 55:10-11
主は言われる。
「雨も雪も、ひとたび天から降
れば、むなしく天に戻ることはない。それは
大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせる。そ
のように、わたしの口から出るわたしの言葉
も、むなしくは、わたしのもとに戻らない。」

28 日（日）
†枝の主日

マルコ 11:1-10

イエスがエルサレムに入られると、前を行く
者も後に従う者も叫んだ。
「ホサナ、主の名に
よって来られる方に祝福があるように。来（き
た）るべき国に祝福があるように。」

29 日（月）

マルコ 14:32-42
ゲッセマネで、イエスは祈り、言われた。
「ア
ッバ、父よ、あなたは何でもおできになりま
す。この杯をわたしから取りのけてください。
しかし、わたしが願うことではなく、御心に
適うことが行なわれますように。」

30 日（火）

ルカ 22:39-46
オリーブ山に行かれると、イエスは弟子たち
に言われた。
「誘惑に陥らないように祈りなさ
い。」

31 日（水）

ヨハネ 19:23-37
キリストについてこう書かれている。
「 彼らは、
自分たちの突き刺した者を見る。」

