J O C S 祈りの花束

2021 年 5 月

今月のことば： 聖霊なる神よ、わたしの中のあなたへのあこがれも、実はあなたご自身。
あなたによって、わたしはあなたにあこがれる者となったのです。（新神学者シメオン 10 世紀）
SUN

MON

TUE

WED
３

THU
1

FRI
25

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、そして対
応に関わるすべての
保健医療従事者のため
2

ラルシュ・マイメンシンの
ため。新しいリーダー候
補者のため
（岩本直美さん派遣先）
9

貧困や抑圧の中に置か
れている母親たちのた
め。その健康が守られる
ように（本日、母の日）
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自然が破壊から守ら
れ、その豊かさをすべて
の人々が享受できるよう
に（本日、みどりの日）

どこにおいても、こども
が大 切にさ れ、 そ の 心
身の健康が守られるよ
うに（本日、こどもの日）

定時社員総会の準備の 岩本直美ワーカーの
ため（6 月 12 日開催）
ため
（バングラデシュ）

新 型 コロ ナ ウ イ ルス に
対する公正な医療アク
セスのため

10
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JOCS の 会 員 の た め
（特に京都府の会員の
ため。138 名）

ママ・ナ・ムトトプロジェ どこの国においても、看 すべてのムスリム（イス
クト（協働プロジェクト） 護師とそ の働きが守ら ラム教信者）のため
のため（タンザニア）
れ 、 祝 福 さ れ る よ う に （本日断食明け）
（本日、国際看護師デー
＊１）

困難な状況に置かれて 雨宮春子さんのため
い る家 族 に 適 切な ケア （タンザニア・帰国中・
がなされ、家庭に平和と 本日お誕生日）
健康がもたらされるよう
に（明日、国際家族デー
＊２）
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アジア・キリスト教協議会 JOCS の奨学生のため
(CCA)のため
（特にウガンダの奨学生
（ 本日、ア ジ ア 祈 祷日。 のため。現在 8 名）
今週はアジア・エキュメニ
カル週間＊3）
聖霊の息吹によって
JOCS の働きが力づけ
られるように
（本日、聖霊降臨日）

4

憲法の理念が守られ、
どこにおいても平和と正
義が実現していくように
（本日、憲法記念日）
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新しいワーカーが与えら オンラインによる諸活動 会員・支援者の増強の
れるように
の充実のため
ため

使用済み切手収集活動 地区 JOCS の働きのた
のため
め
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JOCS に協力するボラン
ティアの方々のため
（自宅待機中）

事務局スタッフのため

感染症に関する緊急医
療活動支援先のため
（インドネシア・ネパー
ル・バングラデシュ・ケニ
ア・タンザニア）

国際保健医療勉強会の
ため。講師の弓野綾元
ワーカーのため
(明日オンラインで開催)

政治的権力によって人 ワーカーの安全のため
権 が 侵 害 さ れ て い る バン グラ デシ ュの 治安
人々のため。その人々 のため
の健康のため
（本日、国際アムネステ
ィデー＊4）

31

＊１：International Nurse Day
＊２：International Day of Families
＊３：アジア・キリスト教協議会(CCA)にはアジアの 21 の国々の諸教会が属し、
神学研究や健康保健の分野における協働プログラムを実施している。本部はタイのチェンマイにある。
＊４：Amnesty International Day
＊５：World No-Tabacco Day

シロアムプロジェクト（協 喫煙による健康被害の
働 プ ロ ジ ェ ク ト ） の た め 問題に取り組む団体の
（ケニア）
ため（本日、世界禁煙デ
ー＊5）

29

みことばの黙想

2021 年 5 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。

7 日（金）

使徒言行録 10:34-43
ペトロは言った。
「神がイエス・キリストによ
って御言葉を送り、平和を告げ知らせてくだ
さったのです。このイエスこそ、すべての人
の主です。」

8 日（土）

詩編 37:27-40
主に従う人の救いは主のもとから来る。災い
がふりかかるとき、砦（とりで）となってく
ださる方のもとから。

9 日（日）
ヨハネ 15:15-17
ガラテヤ 5:16-18,22-23
イエスは言われた。
「もはや、わたしはあなた
パウロは記す。
「 霊の導きに従って歩みなさい。
がたを僕（しもべ）とは呼ばない。僕は主人
霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、柔和、
が何をしているか知らないからである。わた
誠実、節制です。」
しはあなたがたを友と呼ぶ。父から聞いたこ
とを す べてあ な たが た に 知ら せ たか らで あ
2 日（日）
ヨハネ 15:1-8
る。」
イエスは言われた。
「あなたがたがわたしにつ
ながっており、わたしの言葉があなたがたの
10 日（月）
知恵の書 10:9-14
内にいつもあるならば、望むものは何でも願
神の知恵は義人を正しい道に導き、神の国を
いなさい。そうすればかなえられる。あなた
彼に示す。
がたが豊かに実を結び、わたしの弟子となる
なら、それによって、わたしの父は栄光をお
11 日（火）
ヨハネ 3:22-36
受けになる。」
神がお遣わしになった方は神の言葉を話され
る。神が霊を限りなくお与えになるからであ
3 日（月）
１ヨハネ 1:1-4
る。
ヨハネは記す。
「わたしたちが見、また聞いた
ことを、あなたがたにも伝えるのは、あなた
12 日（水）
イザヤ 2:1-5
がたもわたしたちとの交わりを持つようにな
イザヤの預言。主は国々の争いを裁き、多く
るためです。わたしたちの交わりは、御父と
の民のために判決をくだされる。彼らが剣を
御子イエス･キリストとの交わりです。」
打ち直して鋤（すき）とし、槍を打ち直して
鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、も
4 日（火）
１ヨハネ 3:16-20
はや戦うことを学ばない。
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
13 日（木）
マルコ 16:15-20
も兄弟のために命を捨てるべきです。」
1 日（土）

†昇天日

5 日（水）

詩編 55:17-19
わたしは神を呼ぶ。主はわたしを救ってくだ
さる。夕べも朝も、そして昼も。神はわたし
の声を聞き、わたしの魂を平和に守ってくだ
さる。

6 日（木）

ローマ 14:13-19
パウロは記す。
「 もうお互いに裁き合わないよ
うにしよう。むしろ、つまずきとなるものや、
妨げとなるものを、兄弟の前に置かないよう
に決心しなさい。」

イエスが天に上げられた後、弟子たちは出か
けて行って、至るところで宣教した。主は彼
らと共に働き、彼らの語る言葉が真実である
ことを、それに伴うしるしによってはっきり
とお示しになった。

14 日（金）

マタイ 9:18-26
イエスはご自分がいやした女に言われた。
「娘
よ、元気になりなさい。あなたの信仰があな
たを救った。」

15 日（土）

民数記 6:22-27
主があなたを祝福し、あなたを守られるよう
に。主が御顔（みかお）を向けてあなたを照
らし、あなたに恵みを与えられるように。主
が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜
（たまわ）るように。

16 日（日）

ヨハネ 17:1-11
イエスは祈って言われた。
「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下
さい。わたしたちのように、彼らも一つとな
るためです。」

17 日（月）

イザヤ 53:1-5
主の僕（しもべ）が背負ったのはわたしたち
の苦悩。彼の受けた傷によって、わたしたち
はいやされた。

18 日（火）

１ペトロ 1:13-21
あなたがたは、キリストを死者の中から復活
させて栄光をお与えになった神を、キリスト
によって信じています。従って、あなたがた
の信仰と希望は神にかかっているのです。

23 日（日）
†聖霊降臨日

ヨハネ 15:18-27

イエスは弟子たちに言われた。
「父のもとから
出る真理の霊が来るとき、その方がわたしに
ついて証しをなさる。」

24 日（月）

イザヤ 44:1-4
主は言われる。
「恐れるな、わたしの選んだ僕
（しもべ）よ。わたしは、あなたの子孫に霊
を注ぐ。」

25 日（火）

使徒言行録 15:5-12
ペトロは言った。
「 神はわたしをお選びになり
ました。それは、すべての人々が、わたしの
口から福音の言葉を聞いて信じるようになる
ためです。人の心をお見通しになる神は、彼
らにも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられ
たことをお示しになったのです。」

26 日（水）

マタイ 23:1-12
イエスは言われた。
「 あなたがたのうちでいち
ばん偉い人は、仕える者になりなさい。」

27 日（木）
１ペトロ 1:22-25
１コリント 6:12-20
ペトロは記す。
「 主の言葉は永遠に変わること
主に結び付く者は主と一つの霊となるのです。 はない。これこそ、あなたがたに福音として
告げ知らせられた言葉なのです。」
20 日（木）
１コリント 12:12-27
パウロは記す。
「体は一つでも、多くの部分か
28 日（金）
１ヨハネ 5:1-4
ら成っているように、キリストの場合も同様
神を愛するとは、神の掟を守ることです。神
です。一つの霊によって、皆一つの体となる
の掟は難しいものではありません。
ために洗礼を受け、皆一つの霊をのませても
らったのです。」
29 日（土）
詩編 138
神よ、あなたの慈しみとまことのゆえに御名
21 日（金）
イザヤ 49:13-15
に感謝をささげます。あなたはわたしの魂に
主は言われる。
「 女が自分の乳飲み子を忘れる
新たな力を与えてくださいました。
であろうか。母親が自分の産んだ子を憐れま
ないであろうか。たとえ、女たちが忘れよう
30 日（日）
マタイ 28:16-20
ともわたしがあなたを忘れることは決してな
イエスは弟子たちに言われた。
「わたしは天と
い。」
地の一切の権能を授かっている。だから、あ
なたがたは行って、すべての民をわたしの弟
22 日（土）
１コリント 9:16-23
子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によ
パウロは記す。
「 わたしが福音を告げ知らせて
って洗礼を授け、あなたがたに命じておいた
も、それはわたしの誇りにはなりません。そ
ことをすべて守るように教えなさい。」
うせずにはいられないことだからです。」
31 日（月）
詩編 34
主を仰ぎ見る人は光と輝き、辱（はずかし）
めに顔を伏せることはない。
19 日（水）

