J O C S 祈りの花束

2021 年 12 月

今月のことば：喜びのうちに集ろう。これまで闘い抜いた人々のことを記念するために、またこれから闘わねばならない人々が
心を鍛え、備えるために。（スミュルナのポリュカルポス 二世紀）
SUN

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）
12

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
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）

26

JOCS の奨学生のため
（特にウガンダの奨学
生のため。現在 10 名）

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

3

4

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）

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）

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

6

7

8

9

10

11

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)

冬期募金のため

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）

新しいワーカーが
与えられるように

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）

足利 JOCS のため
（本日、足利市民
クリスマス）

13

14

15

16

17

18

雨宮春子ワーカーの
ため（タンザニア）

ラルシュ・マイメンシン
（岩本ワーカー派遣
先）のため、
岩本ワーカーの後任
のリーダーのため

シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）の
ため（ケニア）

新型コロナに対する
公正な医療アクセス
のため

国際保健医療勉強会の
ため。講師の畑野会長の
ため
(本日、オンラインで開催)

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）

20

21

22

会員・支援者の増強の
ため

地区 JOCS の働きの
ため

23
JOCS の会員のため
（特に千葉県の会員
のため。
現在 219 名）

24
ワーカーとその協働者
の方々にクリスマスの
希望と平和の祝福が
豊かにありますように

25

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・タイ・
タンザニア）
27

28

29

30

使用済み切手収集
活動のため

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

事務局スタッフの
ため。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 4 日まで
年末年始休暇）

岩本直美ワーカー
のため

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

救い主キリストの
ご降誕の喜びが、
すべての人々に、
JOCS の会員の方々に
ありますように

みことばの黙想

2021 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（水）

マルコ 1:1-8
預言者イザヤの書にこう書いてある。
「 主の道
を整え、その道筋をまっすぐにせよ。」そのと
おり、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の
赦しを得させるために悔い改めの洗礼を宣べ
伝えた。

2 日（木）

詩編 138
主は、低くされている者を見ておられます。
わたしが苦難の中を歩いているときにも、わ
たしに命を得させてくださる。

3 日（金）

１ペトロ 4:7-11
語る者は、神の言葉を語るにふさわしく語り
なさい。奉仕をする人は、神がお与えになっ
た力に応じて奉仕しなさい。それは、すべて
のことにおいて、イエス・キリストを通して、
神が栄光をお受けになるためです。

4 日（土）

ヘブライ 10:19-25
希望を揺るがぬようしっかり保ち、互いに愛
と善行に励むように心がけなさい。

5 日（日）

ルカ 3:1-6
洗礼者ヨハネについて、預言者イザヤの書に
こう書いてある。
「 荒れ野で叫ぶ者の声がする。
『主の 道 を整 え 、そ の道 筋を まっ す ぐに せ
よ。』」

6 日（月）

詩編 119:49-56
主よ、あなたの掟（おきて）はわたしの歌。
夜にはあなたの御名を唱えます。

7 日（火）

使徒言行録 13:23-25
その生涯を終えようとするとき、洗礼者ヨハ
ネはこう言った。
「 わたしを何者だと思ってい
るのか。わたしは、あなたたちが期待してい
るような者ではない。その方はわたしの後か
ら来られるが、わたしはその足の履物をお脱
がせする値打ちもない。」

8 日（水）

ルカ 1:26-38
天使はマリアに言った。
「マリア、恐れること
はない。あなたは神から恵みをいただいた。
あなたは身ごもって男の子を産む。その子を
イエスと名付けなさい。」

9 日（木）

詩編 18
主はわたしを広い所に導き出し、助けとなり、
喜び迎えてくださる。

10 日（金）

シラ 28:2-7
隣人から受けた不正は赦せ。そうすれば、願
い求めるとき、あなたの罪は赦される。

11 日（土）

イザヤ 11:1-10
イザヤは言った。
「 神の霊がメシアの上にとど
まる。彼は、目に見えるところによって裁き
を行わず、弱い人のために正当な裁きを行い、
この地の貧しい人を公平に弁護する。」

12 日（日）

ルカ 3:15-22
洗礼者ヨハネは言った。
「 わたしはあなたたち
に水で洗礼を授けるが、わたしよりも優れた
方が来られる。わたしは、その方の履物のひ
もを解く値打ちもない。その方は、聖霊と火
であなたたちに洗礼をお授けになる。」

13 日（月）

１コリント 1:4-9
パウロは記す。
「あなたがたは主イエス・キリ
ストの現れを待ち望んでいます。主も最後ま
であ な たがた を しっ か り 支え て くだ さい ま
す。」

14 日（火）

詩編 96
新しい歌を主に向かって歌え。主の御名をた
たえよ。日から日へ、御救いの良い知らせを
告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。

15 日（水）

24 日（金）

16 日（木）

25 日（土）
†クリスマス・降誕日

ヨハネ 1:29-34
洗礼者ヨハネはイエスについてこう言った。
「わたしの後から一人の人が来られる。その
方はわたしにまさる。わたしよりも先におら
れたからである。」
イザヤ 56:1-7
主は言われる。
「 正義を守り、恵みの業（わざ）
を行え。わたしの救いが実現し、わたしの恵
みの業が現れるのは間近い。」

17 日（金）

ミカ 7:7-8
わたしは主を仰ぎ、わが救いの神を待つ。た
とえ闇の中に座っていても、主こそわが光。

18 日（土）

ミカ 7:14-20
主よ、あなたの民を牧してください。あなた
の選ばれた羊の群れを。豊かな牧場で草をは
むことができるように。

19 日（日）

ルカ 1:39-45
マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、そ
の胎内の子がおどった。エリザベトは聖霊に
満たされて、声高らかに言った。
「あなたは女
の中で祝福された方です。胎内のお子さまも
祝福されています。
」

20 日（月）

イザヤ 64:3-7
主よ、喜んで正しいことを行い、あなたの道
に従って、あなたを心に留める者を、あなた
は迎えてくださいます。

21 日（火）

詩編 119:25-32
主よ、あなたによって心は広くされ、わたし
は戒（いまし）めに従う道を走ります。

22 日（水）

１コリント 1:26-31
神は地位のある者を無力な者とするため、世
の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げら
れている者を選ばれたのです。

23 日（木）

イザヤ 50:10
あなたがたのうちにいるであろうか、主を畏
れ、主の僕の声に聞き従う者が。闇の中を歩
くときも、光のないときも、主の御名に信頼
し、その神を支えとする者が。

１コリント 2:1-9
パウロは記す。
「目が見もせず、耳が聞きもせ
ず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、
神は御自分を愛する者たちに準備された。」
ヨハネ 1:1-5

初めに言（ことば）があった。言の内に命が
あった。命は人間を照らす光であった。

26 日（日）

ルカ 2:41-52
マリアとヨセフは神殿にいるイエスを見つけ
た。そのときイエスは言われた。
「どうしてわ
たしを捜したのですか。わたしが自分の父の
家にいるのは当たり前だということを、知ら
なかったのですか。」マリアはこれらのことを
すべて心に納めていた。

27 日（月）

１ヨハネ 1:1-4
命は現れました。御父と共にあったが、わた
したちに現れたこの永遠の命を、わたしたち
は見て、あなたがたに証しし、伝えるのです。

28 日（火）

ヨハネ 1:14-18
いまだかつて、神を見た者はいない。父のふ
ところにいる独り子である神、この方が神を
示されたのである。

29 日（水）

フィリピ 2:1-11
パウロは記す。
「自分のことだけでなく、他人
のことにも注意を払いなさい。それはキリス
ト･イエスにもみられるものです。」

30 日（木）

ヨハネ 12:35-36
イエスは弟子たちに言われた。
「光の子となる
ために、光を信じなさい。」

31 日（金）

マタイ 5:44-48
イエスは言われた。
「敵を愛し、自分を迫害す
る者のために祈りなさい。あなたがたの天の
父の子となるためである。天の父がそうであ
るように、あなたがたも分けへだてなく愛し
なさい。」

