
J O C S 祈りの花束 2021年 8月 

今月のことば： なぜ、互いにひとつの体の肢体であることを忘れ、対立の中に身を置いているのですか。 

（ローマのクレメンス 一世紀） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
 1  

母乳育児の保護、 

推進、支援が進み、 

赤ちゃんと母親の健康
が守られるように 

（本日、世界母乳の日
＊１） 

2 

夏期募金のため 

3 

雨宮春子ワーカーの
ため（タンザニア） 

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 

奨学金委員会のため
(明後日オンラインで 

開催) 

6 

核兵器全廃に向けて 

働く人々のため（本日、 

広島平和記念日） 

7 

山間部の僻地に暮らす
人々の健康のため。 

またその地域で保健医療
活動に従事する人々の
ため（明日、山の日） 
 

 8  

先住民・少数民族の 

生活・人権・健康が 

守られるように（明日、
世界の先住民国際デー
＊２） 

 9  

戦争や紛争で亡くなっ
た人々の魂の平安の
ため（本日、長崎原爆
の日） 

10 

ラルシュ・マイメンシ
ン（バングラデシュ）
のため。岩本直美 

ワーカーの後任の 

リーダーのため 

11 

シロアムプロジェクト 

（協働プロジェクト）の 

ため（ケニア） 

12 

世界の青少年に、平等
に保健医療的のケア
や教育の機会が与えら
れるように（本日、国際 

青少年デー＊３） 

13 

岩本直美ワーカーの 

ため 

（バングラデシュ） 

14 

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） 

 15  

JOCSが平和への責任
を新たに担ってゆくこと
ができるように（本日、
敗戦記念日） 

16 

地区ボランティア活動
委員会のため(本日、
オンラインで開催) 

17 

感染症に関する緊急
医療活動支援先のた
め（インドネシア・ 
ネパール・ケニア・ 
バングラデシュ・ 
タンザニア・タイ） 

18 

地区 JOCSの働きの 

ため 

19 

緊急支援先である
「Where There Is No 

Doctor」（タイ）のため
（＊４） 

20 

事務局スタッフのため 

21 

JOCSの奨学生のため
（特にタンザニアの奨学
生のため。現在 18名） 

 22  

新型コロナに対する公
正な医療アクセスの 

ため 

23 

会報誌 

「みんなで生きる」の 

ため 

 

24 

使用済み切手収集
活動のため 

25 

JOCSに協力するボラン
ティアの方々のため 

（自宅待機中） 

26 

JOCSを支援している
教会のため 

27 

会員・支援者の増強の
ため 

28 

JOCSの会員のため（特
に東京都の会員のため。 
788名） 

 29  

ワーカーの安全のため 
バングラデシュの治安
のため 

30 

オンラインによる 

諸活動の充実のため 

31 

新しいワーカーが 

与えられるように 

 

＊１：World Breastfeeding Day。世界母乳育児行動連盟（WABA）が世界保健機関（WHO）と 
ユニセフの援助の元に制定された日 
＊２：International Day of the World's Indigenous People 1994年に国連で制定された国際デー。 
＊３：International Youth Day 1999年に国連で制定された。 
＊４：タイ北部ミャンマーとの国境近くの山岳地帯で医療・衛生・教育などの社会活動をおこなう NPO団体 



みことばの黙想      2021 年 8 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）      ヨハネ 6:28-35 
イエスは言われた。「わたしが命のパンである。

わたしのもとに来る者は決して飢えることが

なく、わたしを信じる者は決して渇くことが

ない。」 
 

2 日（月）        アモス 5:4,24 
神は言われる。「わたしを求めよ、そして生き

よ。正義を洪水のように、恵みの業（わざ）

を大河のように尽きることなく流れさせよ。」 
 

3 日（火）    歴代誌上 29:10-20 
ダビデはこう祈った。「神よ、すべてはあなた

からいただいたもの、わたしたちは御手から

受け取って、差し出したにすぎません。わた

したちは、あなたの御前では寄留民にすぎず、

移住民にすぎません。」 
 

4 日（水）            詩編 73 
主よ、あなたがわたしの右の手を取ってくだ

さるので、常にわたしは御もとにとどまるこ

とができる。あなたは御計らいに従ってわた

しを導かれる。 
 

5 日（木）        レビ 19:33-34 
主は言われる。「あなたたちのもとに寄留する

者を、自分自身のように愛しなさい。」 
 

6 日（金）      ２ペトロ 1:19-21 
† 主の変容 
夜が明け、明けの明星があなたがたの心の中に

昇るときまで、暗い所に輝くともし火として、

どうか預言の言葉に留意していてください。 

7 日（土）        エゼキエル 36:24-27 
主は言われる。「わたしはあなたたちに新しい

心を与え、あなたたちの体から石の心を取り

除き、肉の心を与える。そして、わたしの霊

をあなたたちの中に置く。」 
 

8 日（日）        ヨハネ 6:41-51 
イエスは言われた。「わたしをお遣わしになっ

た父が引き寄せてくださらなければ、だれも

わたしのもとへ来ることはできない。わたし

はその人を終わりの日に復活させる。」 

9 日（月）     １コリント 13:1-13 
たとえ、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じ

ていようとも、たとえ、山を動かすほどの完

全な信仰を持っていようとも、愛がなければ、

無に等しい。 
 

10 日（火）    使徒言行録 4:32-34 
最初に信じた人々の群れは、心も思いも一つ

にし、一人として持ち物を自分のものだと言

う者はなく、すべてを共有していた。 
 

11 日（水）          １テモテ 2:1-8 
パウロは記す。「神は、すべての人々が救われ

て真理を知るようになることを望んでおられ

ます。」 
 

12 日（木）        イザヤ 45:18-19 
主は言われる。「わたしはわたしの民に向かっ

て、混沌の中にわたしを求めよ、と言ったこ

とはない。わたしは主、正義を語り、公平を

告知する者。」 
 

13 日（金）       マルコ 8:34-37 
イエスは言われた。「わたしの後に従いたい者

は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、

わたしに従いなさい。」 
 

14 日（土）       ヨハネ 4:5-42 
イエスは言われた。「わたしが与える水を飲む

者は決して渇かない。わたしが与える水はそ

の人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわ

き出る。」 
 

15 日（日）    １コリント 15:12-22 
† 主の母聖マリア日 
パウロは記す。「アダムによってすべての人が

死ぬことになったように、キリストによって

すべての人が生かされることになるのです。」 
 

 
 
 
 

16 日（月）       マタイ 11:25-30 
イエスは言われた。「わたしは柔和で謙遜な者

だから、わたしの軛(くびき)を負い、わたしに

学びなさい。そうすれば、あなたがたは安ら

ぎを得られる。」 

17 日（火）      マルコ 8:34-38 
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、また

福音のために命を失う者は、それを救う。」 
 

18 日（水）     ヨハネ 14:21-26 
イエスは言われた。「父がわたしの名によって

お遣わしになる聖霊が、あなたがたにすべて

のことを教え、わたしが話したことをことご

とく思い起こさせてくださる。」 
 

19 日（木）     １ヨハネ 4:12-21 
いまだかつて神を見た者はいません。わたし

たちが互いに愛し合うならば、神はわたした

ちの内にとどまってくださり、神の愛がわた

したちの内で全うされているのです。 
 

20 日（金）      マルコ 11:22-25 
イエスは言われた。「あなたが祈るとき、だれ

かに対して何か恨みに思うことがあれば、赦し

てあげなさい。そうすれば、あなたがたの天の

父も、あなたがたの過ちを赦してくださる。」 
 

21 日（土）          ミカ 6:6-8 
主が何をあなたに求めておられるかは、あな

たに告げられている。正義を行い、慈しみを

愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これ

である。 
 

22 日（日）       ヨハネ 6:57-63 
イエスは言われた。「命を与えるのは霊である。

肉は何の役にも立たない。わたしがあなたが

たに話した言葉は霊であり、命である。」 

23 日（月）       イザヤ 41:8-10 
主は言われる。「恐れることはない。わたしは

あなたと共にいる。わたしはあなたの神。勢

いを与えてあなたを助け、あなたを支える。」 
 

24 日（火）      ヤコブ 1:17-27 
ヤコブは記す。「心に植え付けられた御言葉を

受け入れなさい。この御言葉は、あなたがた

の魂を救うことができます。」 

25 日（水）   出エジプト記 22:20-21 
主は人々に言われた。「寄留者を虐待したり、

圧迫したりしてはならない。あなたたちもエ

ジプトの国で寄留者であったからでる。」 
 

26 日（木）     エフェソ 4:25-32 
パウロは記す。「神がキリストによってあなた

がたを赦してくださったように、赦し合いな

さい。」 
 

27 日（金）    １コリント 2:1-5 
パウロは記す。「わたしもそちらに行ったとき、

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。そ

れは、あなたがたが人の知恵によってではな

く、神の力によって信じるようになるためで

した。」 
 

28 日（土）   出エジプト記 4:10-17 
モーセは神に言った。「わたしはもともと弁が

立つ方ではありません。」しかし神は彼に言わ

れた。「さあ、行くがよい。このわたしがあな

たの口と共にあって、あなたが語るべきこと

を教えよう。」 
 

29 日（日）      ヤコブ 1:16-21 
だれでも、聞くのに早く、話すのに遅く、ま

た怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは

神の義を実現しないからです。 
 

30 日（月）    知恵の書 11:21-26 
全能のゆえに、あなたはすべての人を憐れみ、

あなたは存在するものすべてを愛される。 
 

31 日（火）        詩編 94:14-23 
主よ、あなたの慈しみがわたしを支え、わた

しの胸が思い煩いに占められるとき、あなた

の慰めがわたしの魂の楽しみとなります。 
 

 


