
 

J O C S 祈りの花束                   2023 年 3 月 
 
今月のことば：わたしの魂は沈黙して、ただ神に向かう。神にわたしの救いはある。（詩編 62：2） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
   1 

冬期募金のため 
2 
トルコ・シリアの大地震
の被災者とそこで救援
に関わる医療従事者
のため 

3 
教会の一致のため
（本日、世界祈祷日
＊１） 

4 
雨宮春子さんのため
（タンザニア） 

 5  
JOCS の奨学生のため
（特にタンザニアの奨学
生のため。現在 24 名） 

6 
シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）の
ため（ケニア） 

7 
5 ヵ年計画 2018 総括及
び 5 ヵ年計画 2023 原案
検討委員会のため（本
日開催） 

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 
使用済み切手収集活
動のため 

10 
新しいワーカーが与
えられるように 

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 12 年） 

 12  
東日本大震災で JOCS
が支援した諸活動の現
在の働きのため 

13 
事務局スタッフのため 

14 
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 

15 
地区 JOCS の働きのた
め（本日、町田 JOCS 定
例会） 

16 
JOCS の財務のため
（本日、会計監査） 

17 
JOCS に協力するボ
ランティアの方々のた
め 

18 
理事会のため（本日、
定例理事会開催） 

 19  
JOCS を支援してくださ
っている教会のため 

20 
6 月の定期社員総会に
向けての準備のため 

 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 
岩本直美さんのため
（バングラデシュ） 

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 
会長、常務理事、事
務局長のため 

 26  
JOCS の会員のため
（特に三重県の会員の
ため。現在 23 名） 

27 
関西事務局の働きの
ため 

28 
JOYJOY 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） 

29 
会員・支援者の増強の

ため 

30 
会報誌「みんなで生き

る」のため 

31 
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） 

 

＊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。 
今年の祈りの主題は、「 あなたがたの信仰について聞いています」（エフェソ 1:15)。台湾の女性たちがテキストを準備した。 
＊２：International Women's Day 
＊３：International Day for the Elimination of Racial Discrimination 
＊４：World Day for Water 
＊５：World TB Day 
 

 



みことばの黙想      2023 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（水）        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。」 
 

2 日（木）      ネヘミヤ 8:8-12 
ネヘミヤの言葉。「悲しんだり、嘆いたりして

はならない。主を喜び祝うことこそ、あなた

たちの力の源。」 
 

3 日（金）     ２コリント 1:3-7 
あらゆる苦難に際してわたしたちを慰めてく

ださる神がほめたたえられますように。キリ

ストの苦しみは満ちあふれてわたしたちにも

及んでいるのと同じように、わたしたちの受

ける慰めもキリストによって満ちあふれてい

るからです。 
 

4 日（土）       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。 
 

5 日（日）         マタイ 17:1-8 
山の上でイエスの姿が変わり、光り輝く雲が

弟子たちを覆った。すると声が聞こえた。「こ

れはわたしの愛する子、わたしの心に適う者。

これに聞け。」 
 

6 日（月）      エレミヤ 12:1-3a 
エレミヤは言った。「主よ、あなたはわたしを

ご存知です。わたしを見て、あなたに対する

わたしの心を究められました。」 
 

7 日（火）      マルコ 11:22-25 
イエスは言われた。「あなたが祈るとき、だれ

かに対して何か恨みに思うことがあれば、赦

してあげなさい。そうすれば、あなたがたの

天の父も、あなたがたの過ちを赦してくださ

る。」

 

 
 

8 日（水）          ゼカリヤ 8:16-19 
主は言われる。「真実と正義に基づき、平和を

もたらす裁きをせよ。真実と平和を愛しなさ

い。」 
 

9 日（木）   出エジプト記 22:20-21 
主は人々に言われた。「寄留者を虐待したり、

圧迫したりしてはならない。あなたたちもエ

ジプトの国で寄留者であったからでる。」 
 

10 日（金）         マルコ 10:35-45 
イエスは言われた。「人の子は仕えられるため

ではなく仕えるために、また、多くの人の命

の代償として、自分の命を献げるために来た

のである。」 
 

11 日（土）       ルカ 11:27-28 
イエスは言われた。「神の言葉を聞き、それを

行動に移す人は幸い。」 
 

12 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。」 
 

13 日（月）      エフェソ 5:14-20 
霊に満たされ、主に向って心からほめ歌いな

さい。 
 

14 日（火）          アモス 8:11 
見よ、その日が来ればと、主なる神は言われ

る。わたしは大地に飢えを送る。それはパン

に飢えることでもなく、水に渇くことでもな

く、主の言葉への飢えと渇きだ。 

15 日（水）   ２コリント 4:16-5:10 
パウロは記す。「わたしたちは見えるものでは

なく、見えないものに目を注ぎます。見える

ものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠

に存続するからです。」 
 

 
 
 
 

16 日（木）        ガラテヤ 5:1-6 
パウロは記す。「自由を得させるために、キリ

ストはわたしたちを自由の身にしてください

ました。だから、しっかりしなさい。奴隷の

軛（くびき）に二度とつながれてはなりませ

ん。」

 
17 日（金）       ヨハネ 16:20-22 
受難に向かわれる前に、イエスは弟子たちに

言われた。「今はあなたがたも、悲しんでいる。

しかし、わたしは再びあなたがたと会い、あ

なたがたは心から喜ぶことになる。その喜び

をあなたがたから奪い去る者はいない。」 

18 日（土）      ２コリント 4:7-15 
わたしたちは知っています。主イエスを復活

させた神が、イエスと共にわたしたちをも復

活させ、御前に立たせてくださることを。 
 

19 日（日）        ヨハネ 9:1-41 
† 聖ヨセフ日 
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。」 
 

20 日（月）       エレミヤ 32:37-41 
主は言われる。「わたしは、わたしの民と永遠

の契約を結び、恵みを与えてやまない。」 
 

21 日（火）      マルコ 12:28-34 
イエスは言われた。「心を尽くし、精神を尽く

し、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの

神である主を愛しなさい。隣人を自分のよう

に愛しなさい。この二つにまさる掟はほかに

ない。」 
 

22 日（水）         ヤコブ 4:6-12 
ヤコブは記す。「神に服従し、悪魔に反抗しな

さい。そうすれば、悪魔はあなたがたから逃

げて行きます。神に近づきなさい。そうすれ

ば、神は近づいてくださいます。」 
 

 
 
 
 

23 日（木）     マタイ 19:16-22 
イエスは金持ちの青年に言われた。「もし完全

になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、

貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に

富を積むことになる。それから、わたしに従

いなさい。」 

24 日（金）    １ヨハネ 3:11-16 
ヨハネは記す。「わたしたちは、自分が死から

命へと移ったことを知っています。兄弟姉妹

を愛しているからです。」 

25 日（土）       ルカ 1:39-56 
マリアは言った。「主の御名は尊く、その憐れ

みは代々に限りなく、主を畏れる者に及びま

す。」 

26 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。」 
 

27 日（月）    出エジプト記 3:1-15 
主は言われた。「わたしは、エジプトにいるわ

たしの民の苦しみをつぶさに見、追い使う者

のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛み

を知った。それゆえ、わたしはくだって行き、

彼らを救い出す。」 
 

28 日（火）      詩編 119:33-40 
主よ、不当な利益にではなく、あなたの定め

に心を傾けるようにしてください。あなたの

道に従って命を得ることができますように。 
 

29 日（水）        ローマ 13:8-10 
聖パウロは記す。「愛は隣人に悪を行いません。

だから、愛は律法を全うするものです。」 
 

30 日（木）       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。」 
 

31 日（金）      イザヤ 1:16-18 
主は言われる。「あなたがたの罪がたとえ緋

（ひ）のようでも、雪のように白くなる。た

とえ紅のように赤くても、羊毛のように白く

なる。」 
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