
 

J O C S 祈りの花束                   2023 年 2 月 
 
今月のことば：主よ、あなたはわたしを究め、わたしを知っておられる。（詩編 139：1） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
   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、対応
に関わるすべての保
健医療従事者のため 

2 
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） 

3 
冬期募金のため 

4 
ボランティアグループ
のオンラインミーティ
ングのため（本日開
催） 

 5  
事務局スタッフのため 

6 
雨宮春子さんのため
（タンザニア） 

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 
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 

9 
公益社団法人としての
JOCS の働きのため（本
日、内閣府立入検査） 

10 
岩本直美さんのため
（バングラデシュ） 

 11  
信教の自由が、どこ
においても守られるよ
うに。信仰の多様性
を認め合うことができ
るように（本日、信教
の自由を守る日＊１） 

 12  
JOCS に協力するボラ
ンティアの方々のため 

13 
JOCS の奨学生のた
め（特にネパールの奨
学生のため。現在 17  
名） 

14 
会報誌「みんなで生き
る」のため 

15 
地区 JOCS の働きの
ため 

16 
会員・支援者の増強の
ため 

17 
財務委員会のため
（本日、委員会開催） 

18 
タイに派遣される医療
チームのため 

 19  
JOCS の会員のため
（特に愛知県の会員の
ため。現在 59 名） 

20 
ジョイジョイプロジェクト
のため（バングラデシ
ュ・岩本直美さん派遣
先） 

21 
すべての人の母語とそ
の文化が尊重されるよう
に（本日、国際母語の日
＊２） 

22 
生活をシンプルにする
ことによって苦悩する
人々と共に歩めますよ
うに（灰の水曜日。本日
からレント・四旬節） 

 23  
関西事務局の働きのた
め 

24 
JOCSを支援してくだ
さっている教会のた
め 

25 
地区ボランティア活動
委員会のため（本日、
関西事務局で開催） 

 26  
会長、常務理事、事務
局長のため 

27 
新しいワーカーが与え
られるように 

28 
使用済み切手収集活動

のため 

＊１：日本キリスト教団・バプテスト連盟などの諸教会で制定された日。 
＊２：International Mother Language Day （ユネスコが制定した国際デー。1952 年、当時パキスタンの一部

であったバングラデシュで起きたベンガル語公用語化運動に由来する。） 

 
祈りの項目  
岩本直美ワーカーより  ジョイジョイプロジェクトが貧しさのうちに、苦悩する人々のそばにとどまり続けることができますように。 



みことばの黙想      2023 年 2 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）      ２コリント 1:3-7 
神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰

めてくださるので、わたしたちも神からいた

だくこの慰めによって、あらゆる苦難にある

人々を慰めることができます。 
 

2 日（木）        ルカ 2:22-40 
† 主の奉献 
幼子イエスを神殿に献げたのち、両親は幼子

とともに自分たちの町であるガリラヤのナザ

レに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に

満ち、神の恵みに包まれていた。 
 

3 日（金）            詩編 38 
わたしの罪悪は頭を越えるほどになり、耐え

難い重荷となっています。主よ、わたしはな

お、あなたを待ち望みます。わたしの主、神

よ、あなた御自身がわたしに答えてください

ます。 
 

4 日（土）       ヨハネ 13:31-35 
イエスは言われた。「わたしがあなたがたを愛

したように、あなたがたも互いに愛し合いな

さい。それによってあなたがたがわたしの弟

子であることを、皆が知るようになる。」 
 

5 日（日）         アモス 5:4,24 
神は言われる。「わたしを求めよ、そして生き

よ。正義を洪水のように、恵みの業（わざ）

を大河のように尽きることなく流れさせよ。」 
 

6 日（月）       マルコ 10:46-52 
イエスは盲人に言われた。「何をしてほしいの

か。」盲人は言った。「先生、目が見えるよう

になりたいのです。」そこで、イエスは言われ

た。「行きなさい。あなたの信仰があなたを救

った。」 
 

 

7 日（火）        知恵 10:9-14 
神の知恵は義人を正しい道に導き、神の国を

彼に示す。 

8 日（水）          １ヨハネ 1:1-7 
ヨハネは記す。「わたしたちがイエスから既に

聞いていて、あなたがたに伝える知らせとは、

神は光であり、神には闇が全くないというこ

とです。」 
 

9 日（木）       ガラテヤ 6:1-10 
互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこ

そ、キリストの律法を全うすることになるの

です。 
 

10 日（金）         イザヤ 25:1-5 
主よ、まことにあなたは弱い者の砦（とりで）、

苦難に遭う貧しい者の砦。 
 

11 日（土）       ガラテヤ 5:16-26 
わたちたちは、霊の導きに従って生きている

なら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。 
 

12 日（日）      マタイ 5:17-37 
イエスは言われた。「あなたが祭壇に供え物を

献げようとし、兄弟が自分に反感を持ってい

るのをそこで思い出したなら、その供え物を

祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りを

し、それから帰って来て、供え物を献げなさ

い。」 
 

13 日（月）        ホセア 6:3-4,6 
主は言われる。「わたしが喜ぶのは、愛であっ

ていけにえではなく、神を知ることであって、

焼き尽くす捧げ物ではない。」 
 

14 日（火）       ヤコブ 3:13-18 
上から出た知恵は、純真で、温和で、優しく、

従順なものです。憐れみと良い実に満ちてい

ます。偏見はなく、偽善的でもありません。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 日（水）    ローマ 12:14-18,21 
パウロは記す。「だれに対しても悪に悪を返さ

ず、すべての人の前で善を行うように心がけ

なさい。できれば、せめてあなたがたは、す

べての人と平和に暮らしなさい。」 

16 日（木）        ミカ 7:18-20 
あなたのような神がほかにあろうか。罪を赦

される神。慈しみを喜ばれる神。 

17 日（金）           詩編 32 
わたしは言った、「主にわたしの背（そむ）き

を告白しよう」と。そのとき、あなたはわた

しの罪と過ちを赦してくださいました。 

18 日（土）        イザヤ 40:6-8 
イザヤは言った。「草は枯れ、花はしぼむ。し

かし、わたしたちの神の言葉はとこしえに立

つ。」 
 

19 日（日）     マタイ 5:38-48 
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。」 
 

20 日（月）       ローマ 14:13-19 
パウロは記す。「神の国は、聖霊によって与え

られる義と平和と喜びです。」 
 

21 日（火）       イザヤ 43:18-21 
主は言われる。「見よ、新しいことをわたしは

行う。今や、それは芽生えている。あなたた

ちはそれを悟らないのか。わたしは荒れ野に

道を敷き、わたしの民はわたしの栄誉を語ら

ねばならない。」 
 

22 日（水）   ２コリント 5:20-6:2 
† 灰の水曜日 
パウロは記す。「神がわたしたちを通して勧め

ておられるので、わたしたちはキリストの使

者の務めを果たしています。キリストに代わ

ってお願いします。神と和解させていただき

なさい。今や、恵みの時、今こそ、救いの日。」 

23 日（木）     エレミヤ 14:8-9 
わたしたちの希望、主よ、あなたはわたした

ちの中におられます。わたしたちは御名によ

って呼ばれています。 
 

 

24 日（金）    ヨハネ 17:6-11 
イエスは祈って言われた。「父よ、わたしは、

もはや世にはいません。彼らは世に残ります

が、わたしはみもとに参ります。聖なる父よ、

わたしに与えてくださった御名によって彼ら

を守ってください。わたしたちのように、彼

らも一つとなるためです。」 

25 日（土）      ハバクク 3:18-19 
わたしは主によって喜び、わが救いの神のゆ

えに踊る。 

26 日（日）         マタイ 4:1-11 
イエスは悪魔に言われた。「こう書いてある。

『人はパンだけで生きるものではない。神の

口から出る一つ一つの言葉で生きる。』」 
 

27 日（月）        ローマ 8:22-27 
パウロは記す。「わたしたちは希望によって救

われています。見えるものに対する希望は希

望ではありません。目に見えないものを望ん

でいるなら、忍耐して待ち望むのです。」  
 

28 日（火）         詩編 51 
神よ、わたしを憐れんでください。御慈しみ

をもって。深い御憐れみをもって背きの罪を

ぬぐってください。わたしの咎（とが）をこ

とごとく洗い、罪から清めてください。 
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