
J O C S 祈りの花束 2023年 1月 
今月のことば： わたしの名のためにこの子どもを受け入れる者は、わたしを受け入れるのである。（ルカ 9:48） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
1 
新しい年、ＪＯＣＳの働
きがますます祝福され、
み旨に沿うものとなりま
すように 

2 
ＪＯＣＳワーカーの派遣
先団体と協働プロジェ
クトのパートナーに、今
年、神さまの導きが豊
かにありますように 

3 
会長、常務理事、事務
局長のため 

4 
事務局スタッフのため
（明日、仕事始め） 

5 
タンザニアでの事業の
モニタリングのため 

6 
冬期募金のため 

7 
新しいワーカーが与えら
れるように 

 8  
雨宮春子ワーカーのた
め（タンザニア） 

 9  
若い会員のため。青年
会員の増強のため（本
日、成人の日） 

10 
JOCS の奨学生のた
め（特にウガンダの奨
学生のため。現在 12 
名） 

11 
岩本直美ワーカーの
ため（バングラデシュ） 

12 
JOCS に協力するボラ
ンティアの方々のため 

13 
JOCS を支援してくださ
っている教会のため 

14 
地区 JOCS の働きのた
め 

 15  
JOCS の会員のため
（特に奈良県の会員の
ため。現在 34 名） 

16 
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） 

17 
被災者とその方々の
支援に長年従事する
方々のため（本日、阪
神淡路大震災記念日） 

18 
JOCS が教会一致の
ために貢献できるよう
に（18 日～25 日：キリ
スト教一致祈祷週間
＊１） 

19 
JOCS の財務のため
（明日、会計監査） 

20 
本日実施される「JANIC
アカウンタビリティセルフ
チェック 2021」のため 

21 
理事会のため(本日、定
例理事会を開催) 

 22  
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 

23 
使用済み切手収集活
動のため（本日、
JOCS 切手の日） 

24 
関西事務局の働きの
ため 

25 
会報誌「みんなで生き
る」のため 

26 
遺贈による寄付の普及
のため 

27 
会員・支援者の増強の
ため 

28 
シロアムプロジェクト（協
働プロジェクト）のため
（ケニア） 

 29  
ハンセン病を患う人々
のため。予防、治療、啓
発に関わる人々のため
（本日、世界救らいの日
＊２） 

30 
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 

31 
「古本募金」「つながる
募金」の普及のため 

＊１：Week of Prayer for Christian Unity：世界規模のイベントで、今年のテーマは「善を行い、正
義を追い求めなさい」（イザヤ 1・17 参照）。今年の祈りの式文は、米国のミネソタ教会協議会が準
備した。日本でもそれに基づいて各地で祈りの集会が開催される。 
＊２：World Leprosy Day 
 
 

 
祈りの課題 
 
岩本直美ワーカーより： 新しい年、私たちが更に分かち合うことができますように。 
 



みことばの黙想      2023 年 1 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）         ルカ 2:16-21 
羊飼いたちは飼い葉桶に寝かせてある幼子イ

エスを見て、天使が話してくれたことを人々

に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話

を不思議に思った。しかし、マリアはこれら

の出来事をすべて心に納めて、思い巡らして

いた。 
 

2 日（月）       ローマ 1:1-7 
パウロは記す。「主イエス・キリストは、肉に

よればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊に

よれば、死者の中からの復活によって力ある

神の子として定められたのです。」 
 

3 日（火）      民数記 6:22-27 
主があなたを祝福し、あなたを守られるよう

に。主が御顔（みかお）を向けてあなたを照

らし、あなたに恵みを与えられるように。主

が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜

（たまわ）るように。 
 

4 日（水）       士師記 5:31 
主を愛する者が、日の出の勢いを得ますよう

に。 
 

5 日（木）    サムエル上 12:20-24 
主を畏れ、心を尽くし、まことをもって主に

仕えなさい。主がいかに偉大なことをあなた

たちに示されたかを悟りなさい。 
 

6 日（金）            詩編 18 
†主の公現 
主よ、あなたはわたしの灯、あなたはわたし

の闇を照らしてくださる。 
 

 

 
7 日（土）         イザヤ 42:1-4 
主は言われる。「わたしの僕（しもべ）は叫ば

ず、声を巷（ちまた）に響かせない。正しい

裁きを導き出して、確かなものとする。暗く

なることも、傷つき果てることもない、この

地に正しい裁きを置くときまでは。」 
 

8 日（日）      マタイ 2:1-12 
学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家

に入ってみると、幼子は母マリアと共におら

れた。彼らはひれ伏して幼子を拝んだ。 
 

9 日（月）         箴言 3:3-6 
心を尽くして主に信頼しなさい。自分の分別

に頼ってはなりません。 
 

10 日（火）    申命記 30:15-20 
モーセはその民に告げた。「命を選びなさい。

あなたの神、主を愛し、御声を聞き、主につ

き従いなさい。それが、まさしくあなたの命

です。」 
 

11 日（水）      マタイ 8:5-13 
百人隊長はイエスに言った。「主よ、わたしは

あなたを自分の屋根の下にお迎えできるよう

な者ではありません。ただ、ひと言おっしゃ

ってください。そうすれば、わたしの僕（し

もべ）はいやされます。」 
 

12 日（木）       詩編 55:17-19 
わたしは神を呼ぶ。主はわたしを救ってくだ

さる。夕べも朝も、そして昼も、神はわたし

の声を聞き、わたしの魂を平和に守ってくだ

さる。 
 

13 日（金）      イザヤ 26:7-13 
主よ、あなたは、あなたに従う者の道を、ま

っすぐにされる。あなたの裁きによって定め

られた道を歩み、わたしたちはあなたを待ち

望みます。あなたは、わたしたちの魂のあこ

がれ。 
 

14 日（土）       マタイ 7:7-11 
イエスは言われた。「求めなさい。そうすれば、

与えられる。探しなさい。そうすれば、見つ

かる。門をたたきなさい。そうすれば、開か

れる。」 
 

 
 

 
15 日（日）       ヨハネ 1:29-34 
洗礼者ヨハネは、自分の方へイエスが来られ

るのを見て言った。「見よ、世の罪を取り除く

神の子羊。」 

16 日（月）    ヨハネ 12:20-33 
イエスは言われた。「わたしに仕えようとする

者は、わたしに従いなさい。そうすれば、わ

たしのいるところに、わたしに仕える者もい

ることになる。」 
 

17 日（火）       黙示録 2:8-11 
主は言われる。「わたしは、あなたの苦難や貧

しさを知っている。だが、本当はあなたは豊

かなのだ。あなたは、受けようとしている苦

難を決して恐れてはいけない。死に至るまで

忠実であれ。そうすれば、あなたに命の冠を

授けよう。」 
 

18 日（水）      ダニエル 9:18-19 
ダニエルは祈り、こう言った。「神よ、僕（し

もべ）の祈りに耳を傾けて聞いてください。

わたしたちが正しいからではなく、あなたの

深い憐れみのゆえに。」 
 

19 日（木）     ヘブライ 12:1-2 
わたしたちは、おびただしい証人の群れに囲

まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪

をかなぐり捨てて、自分に定められている競

争を忍耐強く走り抜こうではありませんか、

信仰の創始者また完成者であるイエスを見つ

めながら。 
 

20 日（金）               詩編 65 
罪の数々がわたしを圧倒します。しかし主よ、

あなたはわたしたちを贖（あがな）ってくだ

さいます。 
 

21 日（土）      マタイ 24:32-36 
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。」 
 

22 日（日）       マタイ 4:12-23 
イエスは言われた。「悔い改めよ。天の国は近

づいた。」 
 

 
 
 
 

 
23 日（月）          詩編 37 
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。」 
 

24 日（火）     ヨエル 2:12-13 
主は言われる。「今こそ、心からわたしに立ち

帰れ。あなたたちの神、主に立ち帰れ。主は

恵みに満ち、憐れみ深い。」 
 

25 日（水）      マルコ 10:42-45 
イエスは弟子たちに言われた。「あなたがたも

知っているように、世では支配者たちが民を

支配し、権力を振るっている。あなたがたの

間では、そうではない。あなたがたの中で偉

くなりたい者は皆に仕える者になりなさい。」 
 

26 日（木）       ヨハネ 15:1-8 
イエスは言われた。「わたしはまことのぶどう

の木。ぶどうの枝が、木につながっていなけ

れば、実を結ぶことができないように、あな

たがたも、わたしにつながっていなければ、

実を結ぶことができない。」 
 

27 日（金）       イザヤ 60:1-7 
見よ、闇は地を覆い、暗黒が人々を包んでい

る。しかし、あなたの上には主が輝き出で、

主の栄光があなたの上に現れる。 
 

28 日（土）      ヨハネ 3:22-30 
洗礼者ヨハネはイエスについてこう言った。

「あの方は栄え、わたしは衰えねばならない。」 
 

29 日（日）       マタイ 5:1-12 
イエスは言われた。「心の清い人々は、幸い、

その人たちは神を見る。平和を実現する人々

は、幸い、その人たちは神の子と呼ばれる。」 
 

30 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。 
 

31 日（火）     ２テモテ 2:1-7 
パウロは記す。「あなたはキリスト･イエスに

おける恵みによって強くなりなさい。」 
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