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今月のことば： 聖霊がなければ、大勢であるわたしたちがキリスト・イエスにおいてひとつにはなれません。 

（リヨンのエレイナイオス 三世紀） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
 1  

募集中の事務局員に相
応しい方が与えられる
ように 

2 

事務局スタッフのため
（本日、新職員入局） 

3 

会員の増強のため 

4 

岩本直美さんのため
（バングラデシュ） 

5 

シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）の
ため（ケニア） 

6 

教会の一致のため（本
日、世界祈祷日＊１） 

7 

雨宮春子さんのため 

（タンザニア） 
 

 

 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） 

9  

理事に相応しい方々が
選出されるため 

（現在、投票期間） 

10 

JOCSのボランティア
の方々のため 

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９年） 

12 

会報「みんなで生きる」
のため 

編集スタッフのため 

13 

神戸 JOCSため 

（明日、委員会開催） 

14 

理事会のため（本日、定
例理事会開催） 
仙台 JOCSきってきっぺ
のため（本日開催） 

 15  

６月に開催される定時
社員総会と「創立６０周
年感謝の祈り」のため 

16 

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 

17 

JOCSの財務のため
（明日、会計監査） 

18 

創立６０周年記念活動
報告会のため 

19 

ワーカーのご家族のた
め。特にその健康が守
られるように 

 20  

JOCSの支援者のため
（特に山形県の会員のた
め。現在８名） 

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） 

 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） 

23 

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） 

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） 

25 

カンボジアの「SALT プ
ロジェクト」終了後、現
地で続く健康教育活動
のため 

26 

教会訪問プログラムの
ため 

27 

JOCSの奨学生のため
（特にウガンダの奨学生
のため。現在８名） 

28 

関西事務局のオープン
サタデイのため 

（本日開催） 

 29  

使用済み切手収集活
動のため 

30 

新しいワーカーが与え

られるように 

31 

本日退職なさる３名の 

事務局職員のため 

お疲れ様でした。 

＊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。今回の祈りの主題は、「起き上がりなさい！ 床をかついで歩きなさい」。今年の式文とメッセージはジンバブ

エ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 
事務局より 新型コロナウィルスの感染拡大の早期収束のため 



みことばの黙想  2020 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（日） マタイ 4:1-11
イエスは誘惑する者に言われた。「退け、サタ

ン。『あなたの神である主を拝み、ただ主に仕

えよ』と書いてある。」 

2 日（月） 詩編 71 
わたしは常に待ち望み、繰り返し、あなたを賛

美します。わたしの口はあなたの正義を語り続

けます。 

3 日（火） 詩編 121
目を上げて、わたしは山々を仰ぐ。わたしの助

けはどこから来るのか。わたしの助けは、天地

を造られた主のもとから来る。 

4 日（水） エレミヤ 2:1-13
主は主の民に言われる。「彼らは生ける水の源

であるわたしを捨てて、無用の水溜めを掘った。

水をためることのできない、こわれた水溜め

を。」 

5 日（木） ヘブライ 4:14-16
イエスは、わたしたちの弱さに同情できない方

ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点

において、わたしたちと同様に試練に遭われた

のです。 

6 日（金） ローマ 5:1-11
実にキリストは、わたしたちがまだ弱かったこ

ろ、定められた時に、不信心な者のために死ん

でくださった。 

7 日（土） ヨハネ 14:11-19
イエスは弟子たちに言われた。「わたしの名に

よって願うことは、何でもかなえてあげよう。

こうして、父は子によって栄光をお受けにな

る。」

8 日（日） マタイ 17:1-9
イエスの姿が変わったとき、弟子たちはひれ伏

し、恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れ

て言われた。「起きなさい。恐れることはない。」 

9 日（月） １テサロニケ 1:1-7 
パウロはテサロニケの人々にこう書き送った。

「あなたがたはひどい苦しみの中で、聖霊によ

る喜びをもって御言葉を受け入れ、信者の模範

となったのです。」 

10 日（火） １ヨハネ 2:29—3:2 
ヨハネは記す。「あなたがたは、御子が正しい

方だと知っているなら、義を行う者も皆、神か

ら生まれていることが分かるはずです。」 

11 日（水）    哀歌 3:22-26
神の憐れみは朝ごとに新たになる。主の真実は

それほど深い。主の救いを黙して待てば、幸い

を得る。 

12 日（木） イザヤ 64:3-8
主よ、あなたはわたしたちの父。わたしたちは

粘土、あなたは陶工。わたしたちは皆、あなた

の御手の業（わざ）。 

13 日（金） ルカ 22:24-27
イエスは弟子たちに言われた。「食事の席に着く人

と給仕する者とは、どちらが偉いか。食事の席に着

く人ではないか。しかし、わたしはあなたがたの中

で、いわば給仕する者である。」 

14 日（土） ヨブ 19:25-27
ヨブは言った。「わたしを贖（あがな）う方は

生きておられ、ついには塵（ちり）の上に立た

れるであろう。」 

15 日（日） ヨハネ 4:1-14
イエスはサマリアの女に言われた。「もしあな

たが、神の賜物を知っており、『水を飲ませて

ください』と言ったのがだれであるかを知って

いたならば、あなたの方からその人に頼み、そ

の人はあなたに生きた水を与えたことであろ

う。」 

16 日（月） １ペトロ 4:7-11 
あなたがたはそれぞれ、賜物を授かっているので

すから、神のさまざまな恵みの善い管理者として、

その賜物を生かして互いに仕えなさい。 

17 日（火） ルカ 22:28-34
イエスはペトロに言われた。「わたしはあなた

のために、信仰が無くならないように祈った。

だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力

づけてやりなさい。」 

18 日（水） 詩編 86
主よ、あなたの道をお教えください。わたしは

あなたのまことの中を歩みます。御名を畏れ敬

うことができるように、一筋の心をわたしにお

与えください。 

19 日（木） ルカ 2:41-52
†聖ヨセフ日 
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。 

20 日（金） マタイ 7:7-14
イエスは言われた。「狭い門から入りなさい。

命に通じる門はなんと狭いことか。」 

21 日（土） フィリピ 3:1-9
パウロは記す。「キリストのゆえに、わたしは

すべてを失いましたが、それらを塵（ちり）あ

くたと見なしています。キリストを得、キリス

トの内にいる者と認められるためです。」 

22 日（日） ヨハネ 9:1-41
イエスは、盲人であった人に言われた。「あな

たは人の子を信じるか。」彼は答えて言った。

「主よ、その方はどんな人ですか。その方を信

じたいのですが。」イエスは言われた。「あな

たは、もうその人を見ている。あなたと話して

いるのが、その人だ。」 

23 日（月） ヨハネ 6:16-21
イエスは湖の上を歩いて弟子たちに近づき、こ

う言われた。「わたしだ。恐れることはない。」

24 日（火） ルカ 6:27-38
イエスは言われた。「与えなさい。そうすれば、

あなたがたにも与えられる。押し入れ、揺すり

入れ、あふれるほどに量りをよくして、ふとこ

ろに入れてもらえる。あなたがたは自分の量る

秤（はかり）で量り返されるからである。」 

25 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。」 

26 日（木）   １コリント 4:1-13 
パウロは記す。「わたしたちは、侮辱されては

祝福し、迫害されては耐え忍び、ののしられて

は優しい言葉を返しています。」 

27 日（金） 申命記 4:29-31
あなたは、あなたの神、主を尋ね求めねばなら

ない。心を尽くし、魂を尽くして求めるならば、

あなたは神に出会うであろう。 

28 日（土） 申命記 30:11-14 
モーセは人々に言った。「わたしが今日あなた

に命じるこの戒めは難しすぎるものではなく、

遠く及ばぬものでもない。御言葉はあなたのご

く近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、

それを行うことができる。」 

29 日（日） ヨハネ 11:1-45
イエスは言われた。「わたしは復活であり、命で

ある。わたしを信じる者は、死んでも生きる。」 

30 日（月） ２ペトロ 3:14-18
平和に過ごすように励みなさい。また、わたし

たちの主の忍耐深さを、救いと考えなさい。 

31 日（火） コロサイ 4:2-6
目を覚まして感謝を込め、ひたすら祈りなさい。 
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