J O C S 祈りの花束

2021 年 9 月

今月のことば：貧しい人は神なのです。（証聖者マクシモス 六世紀）
SUN

5

会員・支援者の増強の
ため

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）

19

JOCS を支援している
教会のため

26
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4

夏期募金のため

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、対応
に関わるすべての保
健医療従事者のため

雨宮春子ワーカー
のため（タンザニア）

6

7

8

9

10

11

新しいワーカーが与え
られるように

ラルシュ・マイメンシン
（岩本ワーカー派遣先）
のため（本日、創立記念
日）、岩本ワーカーの
後任のリーダーのため

すべての人に読み書
きを学ぶ機会が与えら
れ、それによって人々
の健康が守られ育ま
れるように（本日、
国際識字デー＊１）

岩本直美ワーカーの
ため（バングラデシュ）

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）

理事会のため
（本日、定例理事会
を開催）

13

14

15

16

17

18

保健と医療に関する
法律がどこでも整備
され、心身の健康が
公平に守られ育まれる
ように（本日、世界の
法の日＊２）

オンラインによる諸活動
の充実のため

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・タイ・
ネパール・ケニア・
バングラデシュ・
タンザニア）

オゾン層の破壊によって
健康な生活が脅かされ
ている人々のため。保護
に取り組む諸活動のた
め（本日、国際オゾン層
保護デー＊３）

新型コロナに対する
公正な医療アクセスの
ため

JOCS に協力する
ボランティアの方々
のため
（自宅待機中）

24
JOCS の奨学生の
ため（特にインドの
元奨学生のため）

25

21

22

JOCS を支えてきてく
ださった高齢の会員の
方々のため（本日、
敬老の日）

20

紛争や暴力の中で心身
を病んでいる人々のた
め（本日、世界停戦と
非暴力の日＊４）

使用済み切手収集
活動のため

地区 JOCS の働きの
ため

23

27

28

29

30

武器使用によって健康 JOCS の会員のため
ワーカーの安全のため 事務局スタッフのため
緊急支援先である
を害されてる人々のた
（特に広島県の会員の 「Where There Is No
バングラデシュと
め。JOCS の働きが平
ため。38 名）
タンザニアの治安の
Doctor」（タイ）のため
和構築に寄与するため
ため
（＊６）
（本日、核兵器の
全面的廃絶のための
国際デー＊５）
＊１：International Literacy Day
＊２：World Law Day
＊３：International Day for the Preservation of the Ozone Layer
＊４：Day of Global Ceasefire and Non-violence
＊５：International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons
＊６：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

祈りの項目
岩本直美ワーカーより

SAT

1
自然災害などにおける
保健医療対策の充実
のため
（本日、防災の日）

１ アフガニスタンの人々のために。 ２ 適任のコミュニティリーダーがラルシュ・マイメンシンに与えられますように。

会報誌
「みんなで生きる」
のため

みことばの黙想

2021 年 9 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（水）

エレミヤ 17:5-8
主に信頼する人は、水のほとりに植えられた
木。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶこ
とをやめない。

2 日（木）

列王記上 19:9-13
ホレブ山で、エリヤは静かにささやく神の声
を聞いた。

3 日（金）

ルカ 9:46-48
イエスは言われた。
「わたしの名のために一人
の子どもを受け入れる者は、わたしを受け入
れるのである。わたしを受け入れる者は、わ
たしをお遣わしになった方を受け入れるので
ある。」

4 日（土）

２コリント 3:1-6
パウロはコリントの信徒へこう記す。
「 あなた
がたはキリストがお書きになった手紙、墨で
はなく生ける神の霊によって、石の板ではな
く人の心の板に、書きつけられた手紙です。」

5 日（日）

マルコ 7:31-37
イエスは耳が聞こえず舌の回らない人を群衆
の中から連れ出した。深く息をつき、イエス
は言われた、「エッファタ。」これは「開け」
という意味である。すると、耳が開き、舌の
もつれが解け、はっきり話すことができるよ
うになった。

6 日（月）

詩編 119:81-88
主よ、あなたの戒めはすべて確かです。人々
は偽りをもってわたしを迫害します。慈しみ
深く、わたしに命を得させてください。

16 日（木）
7 日（火）

シラ 30:21-25
気分を変えて心を奮い立たせ、悲しみを遠く
へ追い払え。悲しみは何の益にもならない。

8 日（水）

ルカ 1:46-55
マリアは言った。「わたしの魂は主をあがめ、
わたしの霊は救い主である神を喜びたたえま
す。」

ガラテヤ 6:1-10
互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこ
そ、キリストの律法を全うすることになるの
です。

17 日（金）

詩編 142
主よ、あなたに向かって叫び、申します。
「あ
なたはわたしの避けどころ、命あるものの地
でわたしの分となってくださる方」と。

18 日（土）

黙示録 22:16-21
イエスは輝く明けの明星である。渇いている
者は来るがよい。命の水を欲しい者は、値な
しに飲むがよい。

フィリピ 3:4-14
パウロは記す。
「わたしは、キリストとその復
活の力とを知り、その苦しみにあずかって、
その死の姿にあやかりながら、何とかして死
者の中からの復活に達したいのです。」

10 日（金）

19 日（日）

9 日（木）

フィリピ 1:27-30
パウロはフィリピの信徒たちにこう書き送っ
た。「一つの霊によってしっかり立ちなさい。
あなたがたは、キリストを信じることだけで
なく、キリストのために苦しむことも、恵み
として与えられています。」

11 日（土）

マルコ 3:31-35
イエスは言われた。「神の御心を行う人こそ、
わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ。」

12 日（日）

マルコ 8:27-35
イエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、
祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、
三日の後に復活することになっている、と弟
子たちに教えられた。

13 日（月）

シラ 18:8-14
人間の慈しみは、隣人にしか及ばないが、主
の慈しみは、すべての人に及ぶ。

14 日（火）

ヨハネ 3:1-8
イエスは言われた。
「 霊から生まれるものは霊
である。風は思いのままに吹く。あなたはそ
の音を聞いても、それがどこから来て、どこ
へ行くのかを知らない。霊から生まれた者も
皆そのとおりである。」

15 日（水）

イザヤ 57:14-19
主は言われる。
「わたしは、わたしの民の背き
の道を見た。しかし、わたしは彼らをいやし、
休ませ、慰めをもって彼らを回復させよう。」

24 日（金）

フィリピ 4:4-7
主において常に喜びなさい。重ねて言います。
喜びなさい。あなたがたの広い心がすべての
人に知られるようになさい。主はすぐ近くに
おられます。

25 日（土）

フィリピ 2:12-18
パウロは記す。
「 神はあなたがたの内に働いて、
御心のままに望ませ、行わせておられます。
それゆえ、あなたがたは世にあって、星のよ
うに輝く神の子となるでしょう。」

26 日（日）

マルコ 9:38-48
イエスは言われた。
「 キリストの弟子だという
理由で、あなたがたに一杯の水を飲ませてく
れる者は、必ずその報いを受ける。」

マルコ 9:30-37
シラ 2:1-9
イエスは言われた。
「 わたしを受け入れる者は、 27 日（月）
主を畏れる人たちよ、主の憐れみを待ち望め。
わたしではなくて、わたしをお遣わしになっ
わき見をしてはならない。
た方を受け入れるのである。」

20 日（月）

ダニエル補遺 18-20
今や、わたしたちは心からあなたに従います。
御顔を求めます。あなたの驚くべき御業をも
って、わたしたちをお救いください。

21 日（火）
エフェソ
†福音記者使徒聖マタイ日

4:11-16

キリストの体は造り上げられてゆき、ついに
は、わたしたちは皆、神の子に対する信仰と
知識において一つのものとなるのです。

22 日（水）

エフェソ 3:1-9
パウロは記す。
「わたしは恵みにより、キリス
トの計り知れない富についてすべての人に福
音を告げ知らせており、世の初めから隠され
ていた秘められた計画がどのように実現され
るのかを説き明かしています。
」

23 日（木）

シラ 7:32-36
貧しい人に援助の手を差し伸べなさい。生き
とし生けるもの、すべてに恵みを施しなさい。
泣く人に背を向けてはなりません。悲しむ人
と共に悲しみなさい。

28 日（火）

１テモテ 4:12-16
パウロはテモテに書き記す。
「 あなたの内にあ
る恵みの賜物を軽んじてはなりません。」

29 日（水）

ルカ 9:18-24
イエスは弟子たちにお尋ねになった。
「 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。「神からのメシアです。」

30 日（木）

ルカ 18:15-17
イエスは言われた。
「 子供のように神の国は受
け入れる人でなければ、決してそこに入るこ
とはできない。」

