
J O C S 祈りの花束 2022 年 11 月 
 
今月のみことば： 
わたしはわたしの目に眠りを与えず、まぶたにまどろむことを許すまい、神のいますところを定めるまでは。（詩編 132：4‐5） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
 
 
 

 1 
雨宮春子ワーカーのた
め（タンザニア） 

2 
新しいワーカーが与え
られるように 

 3  
JOCS の奨学生のため
（特にバングラデシュの
奨学生のため。現在 5
名） 

4 
岩本直美ワーカーのた
め（バングラデシュ） 

5 
JOCS に協力するボ
ランティアの方々の
ため 

 6  
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） 

7 
ミラノ外国宣教会
（PIME)とそのジョイジョ
イプロジェクトのため（バ
ングラデシュ・岩本ワー
カー派遣先） 

8 
会員・支援者の増強の
ため 

9 
シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）の
ため（ケニア） 

10 
事務局スタッフのため 

11 
タボラ大司教区保健事
務所（タンザニア・雨宮
ワーカー派遣先）のため
（今週、スーパービジョン
（巡回指導）実施中） 

12 
JOCS5 ヶ年計画策
定検討委員会のため 

 13  
すべての障がい者に保
健医療の恩恵が平等に
届くように（本日から
NCC「障害者」週間） 

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 
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） 

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 
JOCS の会員のため（特
に和歌山県の会員のた
め。現在 16 名） 

18 
関西地区活動委員会の
設置に関する協議のた
め 

19 
理事会のため 
（本日、定例理事会
開催） 

 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 
使用済み切手収集活動
のため 

22 
地区 JOCS の働きのた
め 

 23  
ミャンマー難民支援医
療チーム派遣に関する
準備・検討のため 

24 
関西事務局の働きのた
め 

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 
JOCS を支援してい
る教会のため 

 27  
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） 

28 
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 

29  
会報誌「みんなで生き
る」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：  ・ジョイジョイに集う子どもたちと家族のために。特にシャヒヌールとシュジョンのため。 
                 ・戦禍の只中で苦しんでいる人たちのために。 

 



みことばの黙想      2022 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（火）       マタイ 5:1-12 
† 諸聖人の日 
イエスは言われた。「心の貧しい人々は幸い。

天の国はその人たちのもの。悲しむ人々は幸

い。その人たちは慰められる。」 
 

2 日（水）    １テサロニケ 4:13-18 
パウロは記す。「イエスが死んで復活されたと、

わたしたちは信じています。神は同じように、

イエスを信じて眠りについた人たちをも、イ

エスと一緒に導き出してくださいます。」 
 

3 日（木）      知恵の書 7:21-30 
神の知恵はすべてを新たにする。それは、世々

にわたって魂に移り住み、神の友を育成する。 
 

4 日（金）       ルカ 17:20-21 
イエスは言われた。「神の国は、見える形では

来ない。神の国はあなたがたの間にあるのだ。」 
 

5 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、ついには塵の上に立たれるで

あろう。」 
 

6 日（日）       ルカ 20:27-38 
イエスは言われた。「神は死んだ者の神ではな

く、生きている者の神なのだ。すべての人は、

神によって生きているからである。」 
 

7 日（月）             詩編 37 
詩編の言葉。「主を喜びとせよ。に自らをゆだ

ねなさい。主はあなたの心の願いをかなえて

くださる。」

 
 

8 日（火）       シラ 27:30-28:7 
隣人から受けた不正を赦しなさい。人が互い

に怒りを抱き合っていながら、どうして主か

らいやしを期待できようか。 
 

9 日（水）      イザヤ 30:15-18 
イザヤの預言。「立ち帰って落ち着いていれば

救われる。静かにして信頼していることにこ

そあなたがたの力がある。」 
 

10 日（木）        マタイ 18:1-4 
イエスは言われた。「はっきり言っておく。自

分を低くして、子どものようになる人が、天

の国でいちばん偉いのだ。」 
 

11 日（金）      エフェソ 1:1-10 
わたしたちは御子において、その血によって

贖（あがな）われ、罪を赦されました。これ

は、神の豊かな恵みによるものです。 
 

12 日（土）      １ヨハネ 5:14-15 
ヨハネは記す。「何事でも神の御心に適うこと

をわたしたちが願うなら、神は聞き入れてく

ださる。これが神に対するわたしたちの確信

です。」 
 

13 日（日）        ルカ 21:5-19 
イエスは弟子たちに言われた。「人々はあなた

がたを迫害する。それはあなたがたにとって

証しをする機会となる。」 

14 日（月）      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。 

15 日（火）       マルコ 1:1-15 
イエスは言われた。「神の国は近づいた。悔い

改めて福音を信じなさい。」 

16 日（水）    ヘブライ 12:12-24 
すべての人との平和を追い求めなさい。苦い

根が現れてあなたがたを悩まさないように気

をつけなさい。 
 

 
 
 
 

17 日（木）      ローマ 8:31-39 
パウロは記す。「死も命も、現在のものも未来

のものも、力あるものも、高いものも深いも

のも、他のどんな被造物も、わたしたちの主

キリスト・イエスにある神の愛から、わたし

たちを引き離すことはできないのです。」 
 

18 日（金）            詩編 24 
詩編の言葉。「地とそこに満ちるもの、世界と

そこに住むものは、主のもの。主は、大海の

上に地の基を置き、大河の上に世界を築かれ

た。」 
 

19 日（土）     ダニエル 7:9-14 
ダニエルは言った。「幻（まぼろし）を見てい

ると、『人の子』のような者が来て、諸国、諸

言語の民が彼に仕えた。彼の支配はとこしえ

に続き、それは滅びることがない。」 
 

20 日（日）       ルカ 23:33-46 
イエスの隣で十字架にかけられていた犯罪人

が言った。「イエスよ、あなたの御国においで

になるときには、わたしを思い出してくださ

い。」するとイエスは言われた。「はっきり言

っておくが、あなたは今日わたしと一緒に楽

園にいる。」 
 

21 日（月）        ローマ 5:1-11 
パウロは記す。「希望はわたしたちを欺くこと

がありません。わたしたちに与えられた聖霊

によって、神の愛がわたしたちの心に注がれ

ているからです。」 
 

22 日（火）       ヤコブ 2:14-26 
ヤコブは記す。「魂のない肉体が死んだもので

あるように、行いを伴わない信仰は死んだも

のです。」 

23 日（水）     １ヨハネ 3:16-24 
ヨハネは記す。「わたしたちは神の御前で安心

できます。心に責められることがあろうとも、

神は、わたしたちの心よりも大きく、すべて

をご存じだからです。」 
 

 
 
 
 
 
 

24 日（木）      マルコ 6:45-52 
弟子たちは、イエスが湖上を歩いておられる

のを見て、おびえていた。しかし、イエスは

すぐ彼らと話し始めて、言われた。「安心しな

さい。わたしだ。恐れることはない。」 

25 日（金）       ルカ 23:33-34 
十字架上で、イエスは言われた。「父よ、彼ら

をお赦しください。自分が何をしているのか

知らないのです。」 
 

26 日（土）  ゼカリヤ 2:14-17 (2:10-13) 
ゼカリヤの預言。「主は言われる。『歌え、喜

べ、わたしの民よ、わたしは来て、あなたの

ただ中に住む。』」 
 

27 日（日）     マタイ 24:42-44 
† 待降節・アドヴェント 
イエスは弟子たちに言われた。「あなたがたも

用意していなさい。人の子は思いがけない時

に来るからである。」 
 

28 日（月）        黙示録 21:5-7 
神は言われる。「わたしは、アルファであり、

オメガである。初めであり、終わりである。

渇いている者には、命の泉から値なしに飲ま

せよう。」 
 

29 日（火）      マタイ 25:1-13 
イエスは言われた。「目を覚ましていなさい。

あなたがたは、その日、その時を知らないの

だから。」 
 

30 日（水）       マタイ 4:18-22 
† 使徒聖アンデレ日 
イエスはシモンとその兄弟アンデレが湖で網

を打っているのをご覧になった。彼らは漁師

だった。イエスは彼らに言われた。「わたしに

ついて来なさい。人間をとる漁師にしよう。」

二人はすぐに網を捨てて従った。 
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