
J O C S 祈りの花束 2020年 7月 

今月のことば：キリストを着るために。深みから湧き出る共感と親切の心を身につけなさい。（カエサリアのバシレイオス 四世紀） 

SUN MON TUE WED  THU FRI SAT 
   1 

雨宮春子ワーカーのた
め（タンザニア・帰国
中） 

2 

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 

3 

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 

4 

会員・支援者の増強の
ため 

 5  

岩本直美ワーカーのた
め（バングラデシュ） 

6 

ワーカーのご家族のた
め。特にその健康が守
られるように 

7 

タボラ大司教区保健事
務所のため（タンザニア・
雨宮ワーカー派遣先・奨
学生所属先） 

8 

夏期募金のため 

9 

講師派遣プログラムお
よび教会訪問のため 

10 

７７億を超える人口を
抱える世界で、人口
問題に取り組む人々
のため（明日、世界
人口デー＊１） 

11 

地区ＪＯＣＳの働きのた
め（本日、京都 JOCS

委員会） 

 12  

JOCSの支援者のため
（特に福島県の会員の
ため。現在 21名） 

13 

JOCSに協力するボラ
ンティアの方々のため
（自宅待機中） 

14 

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） 

15 

クリスチャン・フェロー
シップ病院のため（イン
ド・奨学生所属先） 

16 

新しいワーカーが与え
られるように 

17 

コイノニアミニストリー
「シロアムの園」のた
め（ケニア・協働プロ
ジェクト協力団体・奨
学生所属先） 

18 

理事会のため（本日、
定例理事会開催） 

 19  

タンザニアの教会のた
め 

20  

使用済み切手収集活
動のため 

21 

「つながる募金」「古本募
金」の普及のため 

22 

事務局スタッフのため 

 23  

海上生活を強いられて
いる人々とその問題に
取り組んでいる人々の
ため （本日、海の日） 

 24  

カイラクリ・ヘルス・プ
ロジェクトのため（乾
元ワーカー派遣先・
奨学生所属先） 

25 

遺贈に関しての広報や
活動が実を結ぶため 

 26  

JOCSを支援している
教会のため 

27 

JOCSの奨学生のた
め（特にインドの奨学
生のため。現在 2名） 

28 

ラルシュ･マイメンシンの

ため（バングラデシュ・岩

本ワーカー派遣先） 

29  

UPMB（ウガンダ・プロ
テスタント医療連盟）の
ため（奨学生所属先） 

30 

ケニアの教会のため 

31 

シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）の
ため（ケニア） 

 

                                                                                       
＊１：World Population Day 
 
祈りの項目  
岩本直美ワーカーより ラルシュの会計管理体制が整えられますように。                                            

収入源が絶たれ、不安を抱える人たちのために。       
 



みことばの黙想      2020 年 7 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）     １ヨハネ 1:5-7 
神が光の中におられるように、わたしたちが

光の中を歩むなら、わたしたちは互いに交わ

りを持つのです。 
 

2 日（木）    使徒言行録 10:1-35 
ペトロは言った。「神は人を分け隔てなさら

ないことが、よく分かりました。どんな国の

人でも、神を畏（おそ）れて正しいことを行

う人は、神に受け入れられるのです。」 
 

3 日（金）       ヨハネ 20:19-31 
† 使徒聖トマス日 
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。」 
 

4 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。 
 

5 日（日）         マタイ 11:25-27 
イエスは言われた。「天地の主である父よ、

あなたをほめたたえます。知恵ある者や賢い

者には隠しておられたことを、幼子のような

者にお示しになりました。」 
 

6 日（月）        創世記 2:5-9 
主なる神は土の塵（ちり）で人を形づくり、

その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこう

して生きる者となった。 
 

 
 
 

7 日（火）      使徒言行録 8:1-8 
迫害によって散って行った人々は、福音を告

げ知らせながら巡り歩いた。 
 

8 日（水）           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。」 
 

9 日（木）           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。 
 

10 日（金）        エレミヤ 3:12 
主は民に言われる。「立ち帰れ。わたしは慈

しみ深い。」 
 

11 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。」 
 

12 日（日）       マタイ 13:1-9 
イエスは言われた。「種を蒔く人が種蒔きに

出て行った。ある種は、良い土地に落ち、実

を結んで、あるものは百倍、あるものは六十

倍、あるものは三十倍にもなった。耳のある

者は聞きなさい。」 
 

13 日（月）     エレミヤ 31:31-34 
主は言われる。「わたしの律法を彼らの胸の

中に授け、彼らの心にそれを記す。わたしは

彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。」 
 

14 日（火）      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。」 
 

15 日（水）     ヘブライ 12:18-24 
あなたがたが近づいたのは、手で触れること

のできるものや、燃える火、暗闇、ラッパの

音などではありません。あなたがたが近づい

たのは、生ける神の都、新しい契約の仲介者

イエスです。 
 

16 日（木）           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。 
 

17 日（金）           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。 
 

18 日（土）       ガラテヤ 3:23-29 
あなたがたは皆、信仰により、キリスト・イ

エスに結ばれて神の子なのです。 
 

19 日（日）       マタイ 13:31-32 
イエスは言われた。「天の国はからし種に似

ている。人がこれを取って畑に蒔けば、どん

な種よりも小さいのに、成長するとどの野菜

よりも大きくなる。」 
 

20 日（月）          ルカ 4:14-30 
イエスは預言者イザヤの巻物をお開きになる

と、次のように書いてある箇所が目に留まっ

た。「主がわたしを遣わされたのは、貧しい

人に福音を、捕らわれている人に解放を、告

げ知らせるためである。」 
 

21 日（火）      コロサイ 2:6-10 
パウロは記す。「キリストの内には満ちあふ

れる神性が見える形をとって宿っており、あ

なたがたは、キリストにおいて満たされてい

るのです。」 
 

22 日（水）            詩編 5 
わたしは、深い慈しみをいただいて、あなた

の家に入り、聖なる宮に向かってひれ伏し、

あなたを畏れ敬います。主よ、わたしを導き、

まっすぐにあなたの道を歩ませてください。 
 

23 日（木）       ヤコブ 1:21-25 
ヤコブは記す。「御言葉を聞くだけで行わな

い者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡

に映して眺める人に似ています。鏡に映った

自分の姿を眺めても、立ち去ると、それがど

のようであったか、すぐに忘れてしまいます。」 
 

 
 
 

 
24 日（金）       ローマ 8:31-39 
だれがわたしたちを罪に定めることができま

しょう。死んだ方、否、むしろ、復活させら

れた方であるキリスト・イエスが、神の右に

座っていて、わたしたちのために執り成して

くださるのです。 
 

25 日（土）    ２コリント 4:7-15 

† 使徒聖ヤコブ日 
パウロは記す。「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、あなたがたと一緒に

御前に立たせてくださると。」 
 

26 日（日）       マタイ 13:44-52 
イエスは言われた。「天の国は次のようにた

とえられる。商人が良い真珠を探している。

高価な真珠を一つ見つけると、出かけていっ

て持ち物をすっかり売り払い、それを買う。」 
 

27 日（月）     エレミヤ 30:17-22 
主は言われる。「わたしがあなたの傷を治し、

打ち傷をいやそう。こうして、あなたたちは

わたしの民となり、わたしはあなたたちの神

となる。」 
 

28 日（火）         ルカ 17:3-4 
イエスは言われた。「もし兄弟が一日に七回

あなたに対して罪を犯しても、七回、『悔い

改めます』と言ってあなたのところに来るな

ら、赦してやりなさい。」 
 

29 日（水）    ゼカリヤ 12:10-13:1 
神は言われる。「わたしはわたしの民に憐れ

みと祈りの霊を注ぐ。彼らは、彼ら自らが刺

し貫いた者であるわたしを見つめる。その日、

わたしの民のために、罪と汚れを洗い清める

一つの泉が開かれる。」 
 

30 日（木）      １テサロニケ 1:1-8 
パウロは記す。「あなたがたはひどい苦しみ

の中で、聖霊による喜びをもって御言葉を受

け入れ、主に倣（なら）う者となりました。」 
 

 
31 日（金）      マルコ 14:32-41 
イエスは言われた。「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。」 
 


