
J O C S 祈りの花束 2020年 8月 

今月のことば： 柔和が主の到来を表明し、その到来は謙遜によって示されます。（アンブロシウス 四世紀） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
   

 

 

３ 1 25 1 

母乳育児の保護、推
進、支援が進み、赤ちゃ
んと母親の健康が守ら
れるように（本日、世界
母乳の日＊１） 

 2  

夏期募金のため 

3 

雨宮春子ワーカーの 

ため 

（タンザニア・帰国中） 

4 

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 

5 

会員・支援者の増強の
ため 

6 

核兵器全廃に向けて働
く人々のため（本日、 

広島平和記念日） 

7 

岩本直美ワーカーの 

ため 

（バングラデシュ） 

8 

先住民・少数民族の生
活・人権・健康が守られ
るように（明日、世界の
先住民国際デー＊２） 

 9  

戦争や紛争で亡くなった
人々の魂の平安のため
（本日、長崎原爆の日） 

 10  

山間部の僻地に暮らす
人々の健康のため。ま
たその地域で保健医療
活動に従事する人々の
ため（本日、山の日） 

11 

ワーカーの御家族のた
め。特にその健康が守
られるように 

12 

世界の青少年に、平等
に保健医療的なケアや
教育の機会が与えられ
るように（本日、国際 

青少年デー＊３） 

13 

聖ヨハネ・パウロ２世病
院のため（タンザニア・
奨学生所属先） 

14 

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 

3名） 

15 

JOCS が平和への責任
を新たに担ってゆくこと
ができるように 

（本日、敗戦記念日） 

 16  

会報誌「みんなで生きる」
のため 

17  

新しいワーカーが与えら
れるように 

18 

JOCSの理事のため 

19 

地区 JOCSの働きの 

ため 

20 

ラルシュ・マイメンシンの
ため。コアメンバー、ア
シスタントの健康が守ら
れるように 

（バングラデシュ・岩本
ワーカー派遣先） 

21  

アナンダバン病院の 

ため（ネパール・奨学生 

所属先） 

22 

奨学金委員会のため
（本日、委員会開催） 

 23  

JOCSを支援している教
会のため 

24 

シロアムプロジェクト（協
働プロジェクト）のため
（ケニア）  

 

25 

ネパールの教会のため  

26 

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） 

27 

JOCS の会員のため
（特に福岡県の会員の
ため。63名） 

28 

事務局スタッフのため 

29 

JOCS に協力するボラ
ンティアの方々のため
（自宅待機中） 

 30  

使用済み切手収集活動
のため 

31  

ワーカー派遣地の治安
のため 

＊１：World Breastfeeding Day WHO と UNICEFの援助のもとに制定された日 

＊２：International Day of the World's Indigenous People 1994年に国連で制定された国際デー 

＊３：International Youth Day 1999年に国連で制定された  

                                                                                                                    
  祈りの項目 

・岩本直美ワーカーより： ラルシュの新しい会計士ヒメルさんのために。 

コロナ渦の暮らしの中に、多くの喜びの種を見つけることが出来ますように。 



 
みことばの黙想      2020 年 8 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）     ２コリント 12:1-10 
パウロは記す。「主はわたしに言われた。『わ

たしの恵みはあなたに十分である。力は弱さ

の中でこそ十分に発揮される』」 
 

2 日（日）      マタイ 14:13-21 
イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を

仰いで讃美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子

たちにお渡しになった。弟子たちはそのパン

を群衆に与えた。すべての人が食べて満腹し

た。 
 

3 日（月）         エレミヤ 33:1-8 
主は言われる。「見よ、わたしは民にいやし

と回復をもたらし、彼らをいやしてまことの

平和を豊かに示す。」 
 

4 日（火）          マタイ 7:1-5 
イエスは言われた。「人を裁くな。あなたが

たも裁かれないようにするためである。」 
 

5 日（水）          シラ 17:1-14 
神は御自分に似せて人間を造られた。主は彼

らの心に御自分の光を植え付けられた。 
 

6 日（木）        マタイ 17:1-8 

†主の変容 
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。」 
 

7 日（金）       ２コリント 4:7-12 
わたしたちは、神の栄光の宝を、土の器に納め

ています。この並外れて偉大な力が神のもので

あって、わたしたちから出たものでないことが

明らかになるために。 
 

 
 
 

8 日（土）        ゼカリヤ 8:16-19 
主はこう言われる。「城門では真実と正義に

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（日）       マタイ 14:22-33 
夜、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに

行かれた。おびえる弟子たちは、恐怖のあまり叫

び声をあげた。イエスはすぐ話しかけられた。「安

心しなさい。わたしだ。恐れることはない。」 
 

10 日（月）       エレミヤ 7:21-24 
主は言われる。「わたしの声に聞き従え。そ

うすれば、わたしはあなたたちの神となり、

あなたたちはわたしの民となる。わたしの道

にのみ歩むならば、あなたたちは幸いを得る。」 
 

11 日（火）       マタイ 10:37-42 
イエスは派遣する弟子たちに、こう言われた。

「あなたがたを受け入れる人は、わたしを受

け入れ、わたしを受け入れる人は、わたしを

遣わされた方を受け入れるのである。」 
 

12 日（水）      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。」 
 

13 日（木）      コロサイ 3:12-17 
パウロは記す。「キリストの平和があなたが

たの心を支配するようにしなさい。この平和

にあずからせるために、あなたがたは招かれ

て一つの体とされたのです。」 
 

14 日（金）       イザヤ 44:21-23 
主は言われる。「わたしはあなたの背（そむ）

きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。

わたしに立ち帰れ、わたしはあなたを贖（あ

がな）った。」 
 

15 日（土）        ルカ 1:39-45 
†主の母聖マリア日 
エリザベトはマリアに言った。「主がおっしゃ

ったことは必ず実現すると信じた方は、なんと

幸いでしょう。」 
 

 

16 日（日）       マタイ 15:21-28 
イエスはカナンの女に言われた。「婦人よ、

あなたの信仰は立派だ。あなたの願いどおり

になるように。」 
 

17 日（月）      イザヤ 58:7-10 
指をさすこと、呪いの言葉をはくことをあな

たの中から取り去るなら、飢えている人に心

を配るなら、あなたの光は、闇の中に輝き出

で、あなたを包む闇は真昼のようになる。 
 

18 日（火）     エレミヤ 29:11-14 
主は言われる。「わたしがあなたたちのため

に立てた計画は、平和の計画であって、災い

の計画ではない。将来と希望を与えるもので

ある。」 
 

19 日（水）      ガラテヤ 1:6-11 
パウロは記す。「今わたしは人に取り入ろう

としているのでしょうか。それとも、神に取

り入ろうとしているのでしょうか。もし、今

なお人の気に入ろうとしているなら、わたし

はキリストの僕（しもべ）ではありません。」 
 

20 日（木）      ヨハネ 17:20-26 
世を去って、父のもとに行かれる前に、イエ

スはこう祈られた。「これらの弟子たちのた

めだけでなく、彼らの言葉によってわたしを

信じる人々のためにもお願いします。すべて

の人を一つにしてください。」 
 

21 日（金）      ２コリント 4:5-7 
わたしたちは、自分自身を宣べ伝えるのでは

なく、主であるイエス･キリストを宣べ伝えて

います。わたしたち自身は、イエスのために

あなたがたに仕える僕（しもべ）なのです。 
 

22 日（土）     １コリント 15:54-58 
動かされないようにしっかり立ち、主の業（わ

ざ）に常に励みなさい。主に結ばれているな

らば自分たちの苦労が決して無駄にならない

ことを、あなたがたは知っているはずです。 
 

23 日（日）       マタイ 16:13-20 
ペトロはイエスに言った。「あなたはメシア、

生ける神の子です。｣イエスはお答えになった。

「あなたは幸いだ。あなたにこのことを現し

たのは、わたしの天の父なのだ。」 
 

 

24 日（月）        マタイ 14:23-33 
イエスは祈るためにひとり山にお登りになっ

た。夕方になっても、ただひとりそこにおら

れた。 
 

25 日（火）       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。」 
 

26 日（水）    ２テサロニケ 3:1-5 
パウロは記す。「どうか、主が、あなたがた

に神の愛とキリストの忍耐とを深く悟らせて

くださるように。」 
 

27 日（木）        ルカ 22:24-27 
イエスは言われた。「あなたがたの中でいち

ばん偉い人は、いちばん若い者のようになり、

上に立つ人は、仕える者のようになりなさい。」 
 

28 日（金）       ローマ 6:12-14 
あなたがたの自身を神に献（ささ）げなさい。

罪は、もはや、あなたがたを支配することは

ないからです。あなたがたは律法の下ではな

く、恵みの下にいるのです。 
 

29 日（土）       創世記 28:10-22 
主は言われる。「わたしはあなたと共にいる。

あなたがどこへ行っても、わたしはあなたを

守る。わたしは、あなたに約束したことを果

たすまで決して見捨てない。」 

30 日（日）       マタイ 16:24-26 
イエスは言われた。「わたしについて来たい

者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、

わたしに従いなさい。」 
 

31 日（月）           ルカ 11:9-13 
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。」 
 


