
J O C S 祈りの花束 2021年 11月 

今月のことば：悪い人があなたに敵対しても、恨みを抱かず、前日の敵意を忘れようとするなら、あなたは神に似た者となります。 

（カエサリアのバシレイオス 四世紀） 

 

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 

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 

 3  

会員・支援者の増強の
ため 

4 

岩本直美ワーカー 

のため 

（バングラデシュ） 

5 

雨宮春子ワーカーのため 

（タンザニア） 

6 

地区 JOCSのため 

（本日、全体オンライン 

ミーティングを開催） 

 7  

ラルシュ・マイメンシン
（岩本直美ワーカー 

派遣先）のため、 

岩本ワーカーの後任の
リーダーのため 

8  

シロアムプロジェクト 

（協働プロジェクト） 
のため（ケニア） 

9 

新しいワーカーが与えら
れるように 

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 

ワーカーの安全のため 
バングラデシュと 

タンザニアの治安の 

ため 

12 

役員推薦委員会のため
(明日開催) 

13 

理事会のため 

（本日定例理事会開催） 

 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 

JOCSの会員のため
（特に鳥取県の会員の
ため。8名） 

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 

会報誌 

「みんなで生きる」の 

ため 

18 

使用済み切手収集 

活動のため 

19 

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） 

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  

JOCSの奨学生のため
（特にインドネシアの 

奨学生のため。現在 

14名） 

22 

事務局スタッフのため 

 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 

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・
バングラデシュ・ケニア・
タンザニア・タイ） 

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 

国際保健医療勉強会 

「国際協力とプロジェクト
マネジメント」のため 

(本日オンラインで開催) 

27 

新型コロナに対する 

公正な医療アクセスの 

ため 

 28  

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） 

29 

オンラインによる諸活動
の充実のため 

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：ラルシュ・マイメンシンコミュニティリーダーの職務を代行している、ロトナとゴウトムのために。 

アフガニスタンの人々のために。 



みことばの黙想      2021 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（月）       １ヨハネ 3:1-3 
†諸聖人の日 
わたしたちは、今既に神の子ですが、自分が

どのようになるかは、まだ示されていません。

しかし、御子が現れるとき、御子に似た者と

なるということを知っています。なぜなら、

そのとき御子をありのままに見るからです。 
 

2 日（火）       知恵の書 3:1-9 
神に従う人の魂は神の手で守られ、もはやい

かなる責め苦も受けることはない。 
 

3 日（水）        エフェソ 2:19-22 
あなたがたは、使徒や預言者という土台の上

に建てられています。そのかなめ石は、キリ

スト・イエス御自身です。 
 

4 日（木）     １コリント 10:23-31 
誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い

求めなさい。あなたがたは、何をするにして

も、すべて神の栄光を現すためにしなさい。 
 

5 日（金）       ルカ 12:22-32 
イエスは弟子たちに言われた。「小さな群れよ、

恐れるな。あなたがたの父は喜んで神の国を

くださる。」 

6 日（土）     マルコ 12:41-44 
イエスは一人の貧しいやもめが、賽銭箱にレ

プトン銅貨二枚を入れるのを見て、弟子たち

を呼び寄せて言われた。「はっきり言っておく。

この貧しいやもめは、賽銭箱に入れている人

の中で、だれよりもたくさん入れた。皆は有

り余る中から入れたが、この人は、乏しい中

から自分の持っている物をすべて、生活費を

全部入れたからである。」 
 

 

7 日（日）    ヘブライ 9:22-28 
キリストは、多くの人の罪を負うためにただ

一度身を献げられた後、二度目には、罪を負

うためではなく、御自分を待望している人た

ちに、救いをもたらすために現れてくださる

のです。 

8 日（月）      ガラテヤ 1:11-24 
パウロは記す。「わたしが告げ知らせた福音は、

人によるものではありません。わたしはこの

福音を人から受けたのでも教えられたのでも

なく、イエス・キリストの啓示によって知ら

されたのです。」 
 

9 日（火）      エフェソ 3:7-13 
いろいろの働きをする神の知恵は、教会によ

って知らされるようになり、これは、神が主

キリスト・イエスによって実現された永遠の

計画に沿うものです。 
 

10 日（水）        申命記 32:1-4 
モーセは言った。「主は岩、その御業（みわざ）

は完全で、その道は正義。」 
 

11 日（木）        ルカ 11:27-28 
イエスは言われた。「神の言葉を聞き、それを

行動に移す人は幸い。」 
 

12 日（金）     １テモテ 1:12-17 
パウロは記す。「わたしを強くしてくださった、

わたしたちの主キリスト・イエスに感謝して

います。この方が、わたしを忠実な者と見な

して務めに就かせてくださったからです。」 
 

13 日（土）        イザヤ 11:1-9 
イザヤの預言。「その日が来れば、何ものも害

を加えず、滅ぼすこともない。水が海を覆っ

ているように、大地は主を知る知識で満たさ

れる」 

14 日（日）     マルコ 13:24-32 
イエスは言われた。「天地は滅びるが、わたし

の言葉は決して滅びない。」 

15 日（月）      エレミヤ 33:1-3 
主は言われる。「わたしを呼べ。わたしはあな

たに答え、あなたの知らない隠された大いな

ることを告げ知らせる。」 
 

 

 
16 日（火）     フィリピ 2:12-16) 
パウロは記す。「あなたがたの内に働いて、御

心のままに望ませ、行わせておられるのは神

です。」 

17 日（水）     エフェソ 1:3-14 
あなたがたは、キリストにおいて、真理の言

葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じ

て、約束された聖霊で証印を押されました。 
 

18 日（木）    ローマ 8:1-11 
パウロは記す。「キリスト・イエスによって命

をもたらす霊の法則が、罪と死との法則から

あなたを解放しました。」 
 

19 日（金）     １ペトロ 3:8-17 
心の中でキリストを主とあがめなさい。あな

たがたの抱いている希望について説明を要求

する人には、いつでも弁明できるように備え

ていなさい。 
 

20 日（土）       イザヤ 42:1-7 
主はその僕（しもべ）に言われる。「わたしは

恵をもってあなたを呼び、あなたの手を取っ

た。諸国の光としてあなたを形づくった。」 
 

21 日（日）      ヨハネ 18:33-37 
イエスはピラトに言われた。「わたしは真理に

ついて証しをするために生まれ、そのために

この世に来た。真理に属する人は皆、わたし

の声を聞く。」 
 

22 日（月）   サムエル記下 22:1-20 
主はわたしの岩、砦（とりで）、ほむべき方。

主をわたしは呼び求め、主はわたしを救われ

る。 

23 日（火）       ヨハネ 6:41-47 
イエスは言われた。「預言書にこう書いてある。

『皆、神によって教えられる。』父から聞いて

学んだ者は皆、わたしのもとに来る。」 

24 日（水）       マタイ 6:19-21 
イエスは言われた。「あなたがたは地上に富を

積んではならない。富は、天に積みなさい。

あなたの富のあるところに、あなたの心もあ

るのだ。」 
 

 
 

25 日（木）  イザヤ 63:16b; 64:3-4 
主よ、あなたはわたしたちの父、わたしたち

の贖（あがな）い主。喜んで正しいことを行

い、あなたの道に従って、あなたに心を留め

る者を、あなたは迎えてくださいます。 

26 日（金）      ヤコブ 1:12-18 
試練に耐え忍ぶ人は幸い。彼らは、神を愛す

る人々に約束された命の冠をいただきます。 
 

27 日（土）      ローマ 6:8-14 
パウロは記す。「自分自身を死者の中から生き

返った者として神に献げ、また、五体を義の

ための道具として神に献げなさい。」 
 

28 日（日）       ルカ 21:25-36 
†待降節・アドヴェント 
イエスは言われた。「天地は滅びるが、わたし

の言葉は決して滅びない。いつも目を覚まし

て祈りなさい。」 
 

29 日（月）            詩編 27 
心よ、主はお前に言われる。「わたしの顔を尋

ね求めよ」と。主よ、わたしは御顔を尋ね求

めます。 
 

30 日（火）      ローマ 10:11-13 
†使徒聖アンデレ日 
パウロは記す。「すべての人に同じ主がおられ、

御自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵

みになるのです。」 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


