
J O C S 祈りの花束 2020年 5月 

今月のことば：あなたは恥を恐れていますが、父はあなたの尊厳を回復させられます。あなたは体罰を恐れていますが、父はあな
たに接吻なさいます。あなたは非難を恐れていますが、父は祝宴の支度をなさいます。（アンブロシウス 四世紀） 
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1 

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 

2 

岩本直美さんのため
（バングラデシュ） 

 3  

憲法の理念が守られ、
どこにおいても平和と
正義が実現していくよう
に（本日、憲法記念日） 

 4  

自然が破壊から守られ、
その豊かさをすべての
人々が享受できるように
（本日、みどりの日） 

 5  

どこにおいても、こども
が大切にされ、その心身
の健康が守られるように
（本日、こどもの日） 

 6  

定時社員総会の準備の
ため（来月開催予定） 

7 

シロアムプロジェクト（協
働プロジェクト）のため
（ケニア） 

8 

JOCSの支援者のため
（特に宮城県の会員の
ため。46 名） 

9 

遺贈によるご寄付に
関する広報のため 

10  

貧困や抑圧の中に置
かれている母親たちの
ため。その健康が守ら
れるように（本日、母の
日） 

11 

ボランティアの方々のた
め 

12 

どこの国においても、看
護師とその働きが守ら
れ、祝福されるように（本
日、国際看護師デー＊
１） 

13 

JOCSのホームページ
による広報活動のため 

14 

困難な状況に置かれて
いる家族に適切なケア
がなされ、家庭に平和と
健康がもたらされるよう
に（明日、国際家族デー
＊２） 

15 

雨宮春子さんのため 

（タンザニア・本日お誕生
日） 

16 

JOCSの奨学生のた
め（特にネパールの
奨学生のため。現在 
10名） 

17  

新しいワーカーが与え
られるように 

18 

会員・支援者の増強の
ため 

19 

ワーカーの御家族のた
め。特にその健康が守ら
れるように   

20 

事務局スタッフのため 

21 

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） 

22 

グレースの会のため（雨
宮春子ワーカーを応援
する会） 

23 

地区 JOCSの働きの
ため 

24  

アジア・キリスト教協議
会(CCA)のため（本
日、アジア祈祷日。今
週はアジア・エキュメニ
カル週間＊3） 

25 

使用済み切手収集活動
のため  

26 

元 JOCSワーカーの現
在の働きのため 

27 

JOCSの財務のため 

28 

政治的権力によって人
権が侵害されている
人々のため。その人々
の健康のため（本日、国
際アムネスティデー＊4） 

29 

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  

30 

喫煙による健康被害
の問題に取り組む団
体のため（明日、世
界禁煙デー＊5） 

31  

聖霊の息吹によって
JOCSの働きが力づけ
られるように（本日、聖
霊降臨日 

＊１：International Nurse Day    ＊２：International Day of Families 

＊３：アジア・キリスト教協議会(CCA)にはアジアの 21の国々の諸教会が属し、神学研究や健康保健の 

分野における協働プログラムを実施している。本部はタイのチェンマイにある。    

＊４：Amnesty International Day    ＊５：World No-Tabacco Day＊５：World TB Day 

    

祈りの項目  岩本直美ワーカーより： 新型コロナウイルスの影響で日毎の糧が得られていない貧しい人たちのために                               



みことばの黙想      2020 年 5 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（金）      ローマ 8:18-25 
パウロは記す。「被造物がすべて今日まで、

共にうめき、共に産みの苦しみを味わってい

ることを、わたしたちは知っています。わた

したちも、体の贖（あがな）われることを、

心の中でうめきながら待ち望んでいます。」 
 

2 日（土）      イザヤ 43:18-21 
神は言われる。「昔のことを思いめぐらすな。

見よ、新しいことをわたしは行う。」 
 

3 日（日）       ヨハネ 10:1-10 
イエスは言われた。「わたしは門である。わ

たしを通って入る者は救われる。その人は、

門を出入りして牧草を見つける。」 
 

4 日（月）      ヘブライ 6:13-20 
神は、希望を持ち続けようとするわたしたち

を励ましてくださいます。この希望は魂にと

って錨のようなものです。 
 

5 日（火）        イザヤ 8:11-18 
イザヤは言った。「主は御手をもってわたし

をとらえ、言われた。『恐れてはならない。

おののいてはならない。』主をのみ、聖なる

方とせよ。」 
 

6 日（水）       １ヨハネ 5:5-12 
ヨハネは記す。「神は永遠の命をわたしたち

にお与えになり、この命は御子の内にあるの

です。」 

7 日（木）        ルカ 13:18-21 
イエスは言われた。「神の国はからし種に似

ている。人がこれを取って庭に蒔くと、成長

して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。」

 

8 日（金）         ２ペトロ 1:1-8 
わたしたちは、尊くすばらしい約束を与えら

れています。それは、神の本性にあずからせ

ていただくようになるためです。 
 

9 日（土）       マタイ 9:36—10:8 
イエスは弟子たちに言われた。「収穫は多い

が、働き手が少ない。だから、収穫のために

働き手を送ってくださるように、収穫の主に

願いなさい。」 
 

10 日（日）       ヨハネ 14:1-12 
フィリポが「主よ、わたしたちに御父をお示

しください。そうすれば満足できます」と言

うと、イエスは言われた。「わたしを見た者

は、父を見たのだ。」 
 

11 日（月）       エレミヤ 9:22-23 
神は言われる。「この地に慈しみと正義と恵みの

業（わざ）を行う事、その事をわたしは喜ぶ。」 
 

12 日（火）          ユダ 20-21 
神の愛によって自分を守り、永遠の命へ導い

てくださる、わたしたちの主イエス・キリス

トの憐れみを待ち望みなさい。 
 

13 日（水）            詩編 23 
主よ、あなたはわたしを正しい道に導かれる。

死の陰の谷を行くときも、わたしは災いを恐

れない。あなたがわたしと共にいてくださる。 
 

14 日（木）     ２コリント 5:11-21 
パウロは記す。「キリストと結ばれている人

はだれでも、新しく創造された者なのです。

古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。」 
 

15 日（金）      １ペトロ 1:13-21 
ペトロは記す。「召し出してくださった聖な

る方に倣って、あなたがた自身も生活のすべ

ての面で聖なる者となりなさい。」 

16 日（土）     １テサロニケ 5:12-28 
パウロは記す。「どうか、平和の神御自身が、

あなたがたを全く聖なる者としてくださいま

すように。また、わたしたちの主イエス・キ

リストの来られるとき、あなたがたの霊も魂

も体も、非のうちどころのないものとしてく

ださいますように。あなたがたをお招きにな

った方は、真実です。」

 

17 日（日）        ヨハネ 14:15-21 
イエスは言われた。「わたしは父にお願いし

よう。父は別の弁護者を遣わして、永遠にあ

なたがたと一緒にいるようにしてくださる。

この方は、真理の霊である。」 

18 日（月）            詩編 113 
主は御座を高く置き、なお、低く下って天と

地を御覧になる。弱い者を塵の中から起こし、

乏しい者を高く上げられる。 
 

19 日（火）       ヨハネ 16:23-33 
イエスは言われた。「父御自身が、あなたが

たを愛しておられる。あなたがたが、わたし

を愛し、わたしが神のもとから出て来たこと

を信じたからである。わたしは父のもとから

出て、世に来たが、今、世を去って、父のも

とに行く。」 
 

20 日（水）       １ペトロ 2:19-25 
ペトロは記す。「キリストは、ののしられて

もののしり返さず、苦しめられても人を脅さ

ず、正しくお裁きになる方にお任せになりま

した。」 
 

21 日（木）       マタイ 28:16-20 
†昇天日 
復活なさったイエスは弟子たちに姿を現し、

こう言われた。「行って、すべての民をわた

しの弟子にしなさい。わたしは世の終わりま

で、いつもあなたがたと共にいる。」 
 

22 日（金）      ヘブライ 13:7-16 
あなたがたに神の言葉を語った指導者たちの

ことを、思い出しなさい。その信仰を見倣い

なさい。イエス・キリストは、きのうも今日

も、また永遠に変わることのない方です。 
 

23 日（土）   エゼキエル 37:24-27 
主は言われる。「わたしは彼らと平和の契約

を結ぶ。それは永遠の契約となる。わたしは

また、永遠に彼らの真ん中にわたしの聖所を

置く。」 

24 日（日）     １ペトロ 4:12-16 
キリストの苦しみにあずかればあずかるほど

喜びなさい。それは、キリストの栄光が現れ

るときにも、喜びに満ちあふれるためです。

 

25 日（月）      １ヨハネ 3:1-3 
ヨハネは記す。「御父がどれほどわたしたち

を愛してくださるか、考えなさい。それは、

わたしたちが神の子と呼ばれるほどで、事実

また、そのとおりです。」 

26 日（火）       ヘブライ 3:1-6 
キリストは御子として神の家を忠実に治めら

れます。もし確信と希望を持ち続けるならば、

わたしたちこそ神の家なのです。 
 

27 日（水）            詩編 42 
なぜうなだれるのか、わたしの魂よ。なぜ呻

（うめ）くのか。神を待ち望め。わたしはな

お、告白しよう、「御顔（みかお）こそ、わ

たしの救い」と。わたしの神よ。 
 

28 日（木）       マタイ 6:24-34 
イエスは言われた。「だれも、二人の主人に

仕えることはできない。一方を憎んで他方を

愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、

どちらかである。あなたがたは、神と富とに

仕えることはできない。」 
 

29 日（金）      ヘブライ 11:1-10 
信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えな

い事実を確認することです。 
 

30 日（土）       イザヤ 32:15-20 
イザヤは言った。「ついに、主は再び我々の

上に霊を注がれる。そして、わが民は平和に

生きる。」 
 

31 日（日）       ヨハネ 20:19-23 
†聖霊降臨日 
復活されたキリストは、弟子たちに言われた。

「あなたがたに平和があるように。父がわた

しをお遣わしになったように、わたしもあな

たがたを遣わす。」そう言ってから、彼らに

息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさ

い。」 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	2020-5.pdf
	mikotoba.pdf

