
J O C S 祈りの花束 2023 年 4 月 
今月のことば： 主なる神は、弟子としての舌をわたしに与え、疲れた人を励ますように、言葉を呼び覚ましてくださる。（イザヤ 50:4) 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
   

 
 

３ 1 25 1 
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 

 2  
自閉症についての理解
が深まるように（本日、
世界自閉症啓発デー＊
１） 

3 
新しいワーカーが与え
られるように 

4 
JOCS に協力するボラ
ンティアの方々のため 

5 
事務局スタッフのため 

6 
すべての人の心と身体
に必要な糧が与えられ
ますように（本日、主の
晩餐の日） 

7 
すべて苦悩する人々の
中におられる主イエス
に気づくことができます
ように（本日、聖金曜
日） 

8 
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） 

 9  
暗闇に光をもたらす者
になりますように（本日、
イースター・復活日） 

10 
岩本直美さんのため
（バングラデシュ・本日
お誕生日） 

11 
会報誌「みんなで生き
る」のため 

12 
NPO 団体「Where 
There Is No Doctor」 
（タイ北部）のため（ビル
マ避難民緊急支援先） 

13 
JOCS の財務のため
（本日、会計監査） 

14 
地区 JOCS の働きのた
め（本日、仙台 JOCS き
ってきっぺ） 

15 
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） 

 16  
会長、常務理事、事務
局長のため 

17  
JOCS の会員のため
（特に静岡県の会員の
ため。現在 61 名） 

18 
リサイクル募金の普及
のため 

19 
世界の紛争地で保健医
療活動に従事している
人々のため 

20 
JOCS を支援してくださ
っている諸教会のため 

21  
地球環境の保全のた
め。環境破壊によって
健康が損なわれている
人々のため（明日、世
界アースデー＊２） 

22 
JOCS の理事・監事の
ため（本日、監事監査・
定例理事会） 

 23  
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 

24 
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 4
名） 

25 
会員・支援者の増強
のため 

26 
シロアムプロジェクト（協
働プロジェクト）のため
（ケニア） 

27 
使用済み切手収集活
動のため 

28 
関西事務局の働きのた
め 

 29  
雨宮春子さんのため
（帰国。来月開催される
報告会のため） 

 30  
6 月の定時員総会に向
けての準備のため 

＊１：自閉症についての正しい理解を広めることを目的として、国連によって定められた国際デー。 
World Autism Awareness Day 

＊２：米国の市民運動として始められ、現在は世界各地で環境問題をテーマにした催しが企画される。 
World Earth Day 

 
祈りの項目  岩本直美ワーカーより： 異なる宗教の者たちが互いに知り合い理解を深め、尊重しあうことが出来ますように。 



みことばの黙想      2023 年 4 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（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。」 
 

2 日（日）       マタイ 26:36-46 
† 枝の主日 
イエスは弟子たちに言われた。「誘惑に陥らぬ

よう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃

えても、肉体は弱い。」 
 

3 日（月）          ルカ 22:39-46 
オリーブ山に行かれると、イエスは弟子たち

に言われた。「誘惑に陥らないように祈りなさ

い。」 
 

4 日（火）        マルコ 14:32-42 
ゲッセマネで、イエスは祈り、言われた。「ア

ッバ、父よ、あなたは何でもおできになりま

す。この杯をわたしから取りのけてください。

しかし、わたしが願うことではなく、御心に

適うことが行なわれますように。」 
 

5 日（水）      イザヤ 52:13-53:12 
主の望まれることは、その僕（しもべ）の手

によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみ

の実りを見、それを知って満足する。

6 日（木）      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。」 
 

7 日（金）        ルカ 23:33-46 
† 聖金曜日・受苦日 
十字架上でイエスは言われた。「父よ、わたし

の霊を御手に委ねます。」こう言って息を引き

取られた。 

8 日（土）           ローマ 6:3-11 
パウロは記す。「わたしたちは、洗礼によって

キリストと共に葬られました。それは、キリ

ストが御父の栄光によって死者の中から復活

させられたように、わたしたちも新しい命に

生きるためです。」 
 

9 日（日）       マタイ 28:1-10 
† 復活日 
墓の入口で天使は婦人たちに言った。「恐れる

ことはない。十字架につけられたイエスを捜

しているのだろうが、あの方は、ここにはお

られない。かねて言われていたとおり、復活

なさったのだ。」 
 

10 日（月）         ローマ 8:1-11 
キリスト・イエスを死者の中から復活させた

方は、あなたがたの内に宿っているその霊に

よって、あなたがたの死ぬはずの体をも生か

して下さるでしょう。 
 

11 日（火）      エレミヤ 14:8-94 
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。 
 

12 日（水）            ハバクク 2:1-4 
神がわたしに何を語るかを見よう。主はわた

しに答えて、言われた。「神に従う人は信仰に

よって生きる。」 
 

13 日（木）   ゼファニヤ 3:14-18a 
ゼファニヤの預言。「主なる神はあなたのただ

中におられる。愛によってあなたを新たにし、

あなたのゆえに喜びの歌をもって楽しまれ

る。」 

14 日（金）    １ヨハネ 3:16-205 
ヨハネは記す。「イエスは、わたしたちのため

に、命を捨ててくださいました。わたしたち

も兄弟のために命を捨てるべきです。」 
 

 
 

 
15 日（土）         エフェソ 4:1-13 
キリストは、低い所、地上に降りておられま

した。この降りて来られた方が、すべてのも

のを満たすために、もろもろの天よりも更に

高く昇られたのです。 
 

16 日（日）      ヨハネ 20:19-31 
ご復活の八日の後、イエスが来て弟子たちの

真ん中に立ち、言われた。「あなたがたに平和

があるように。」それから、トマスに言われた。

「あなたの指をここに当てて、わたしの手を

見なさい。また、あなたの手を伸ばし、わた

しの脇に入れなさい。信じない者ではなく、

信じる者になりなさい。」 

17 日（月）        １ペトロ 1:3-9 
ペトロは記す。「神は豊かな憐れみにより、わ

たしたちを新たに生まれさせ、死者の中から

のイエス・キリストの復活によって、生き生

きとした希望を与えてくださいました。」 
 

18 日（火）      マタイ 7:24-27 
イエスは言われた。「わたしの言葉を聞いて行

う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人

に似ている。」 
 

19 日（水）     １ヨハネ 2:29-3:2 
ヨハネは記す。「あなたがたは、御子が正しい

方だと知っているなら、義を行う者も皆、神

から生まれていることが分かるはずです。」 
 

20 日（木）      エフェソ 2:14-18 
キリストはおいでになり、遠く離れている

人々にも、また、近くにいる人々にも、平和

の福音を告げ知らせられました。それで、こ

のキリストによってわたしたちは一つの霊に

結ばれて、御父に近づくことができるのです。 
 

21 日（金）        コロサイ 2:6-15 
パウロは記す。「罪の中にいて死んでいたあな

たがたを、神はキリストと共に生かしてくだ

さり、わたしたちの一切の罪を赦してくださ

いました。」 
 

22 日（土）        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。 
 

 
 

23 日（日）           ルカ 24:13-35 
エマオで二人の弟子の目が開け、復活された

イエスだと分かった。二人は、「道で話してお

られるとき、また聖書を説明してくださった

とき、わたしたちの心は燃えていたではない

か」と語り合った。 

24 日（月）      イザヤ 51:4-12 
主は言われる。「人に嘲（あざけ）られること

を恐れるな。ののしられてもおののくな。わ

たしこそ、あなたたちを慰める者。なぜ、あ

なたは恐れるのか、死ぬべき人の子らを。」 

25 日（火）          マルコ 9:17-29 
† 福音記者聖マルコ日 
その父親はイエスに叫んだ。「信じます。信仰

のないわたしをお助けください。」 

26 日（水）     コロサイ 4:2-6 
パウロは記す。「たゆまず祈りなさい。感謝の

うちに、目を覚まして祈りなさい。」 
 

27 日（木）         ルカ 4:1-13 
イエスは悪魔に答えられた。「こう書いてある。

『人はパンだけで生きるものではない。』」 
 

28 日（金）         マタイ 6:19-21 
イエスは言われた。「あなたがたは地上に富を

積んではならない。富は、天に積みなさい。

あなたの富のあるところに、あなたの心もあ

るのだ。」 
 

29 日（土）                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。 
 

30 日（日）          ヨハネ 10:11-18 
イエスは言われた。「わたしは良い羊飼いであ

る。わたしは自分の羊を知っており、羊もわ

たしを知っている。こうして、羊は一人の羊

飼いに導かれ、一つの群れになる。」 
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