J O C S 祈りの花束

2021 年 6 月

今月のことば：イエスの言葉を真に自分の中にもつ人は、イエスの沈黙さえも聞くことができます。（アンティオキアのイグナティオス 二世紀）
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6

雨宮春子さんのため
（タンザニア・帰国中）

13

JOCS の会員のため
（特に茨城県の会員のた
め。50 名）

20

ハンセン病に関する偏見
や誤解がなくなるように
（本日より「ハンセン病問
題を正しく理解する週
間」）
27

シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）のため
（ケニア）
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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

会員・支援者の増強
のため

岩本直美さんのため
（バングラデシュ）

侵略や抑圧の状況
下で苦悩するこども
たちのため（本日、侵
略による罪のない幼
児犠牲者の国際デー
＊１ ）

破壊された環境下で健康
が脅かされている人々の
ため（本日、世界環境デ
ー＊２）
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12

ラルシュ・マイメンシン
（バングラデシュ・岩本
ワーカー派遣先）のため

海の環境と資源が守ら
れ、海洋環境に暮らす
人々の健康が育まれるよ
うに（本日、世界海洋デー
＊３）

ワーカーの安全のた
め バングラデシュの
治安のため

新型コロナに対する
公正な医療アクセス
のため

明日開催される第 60 労働を強いられているこ
回定時社員総会およ どもたちのため、彼らの
び定例理事会のため 保護と健康のために働く
人々のため（本日、児童
労働反対世界デー＊４）
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17

18

オンラインによる諸活動
の充実のため

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・ケニア・
バングラデシュ・
タンザニア・タイ）

砂漠化や干ばつで健 使用済み切手収集
康が脅かされている 活動のため
人々のため（本日、砂
漠化および干ばつと
闘う世界デー＊５）

各地の難民のため、また
難民のために働く保健医
療従事者のため（明日、
世界難民の日＊６）
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地区ボランティア活動
委員会のため
（本日、委員会開催）

「つながる募金」
「古本募金」の普及の
ため

過去の過ちから常に
学び、苦悩する弱者
に聴くことができるよ
うに（本日、沖縄慰霊
の日）

JOCS の奨学生の
ため（特にケニアの
奨学生のため。
現在 1 名）

JOCS を支援してくだ
さっている教会の
ため

薬物乱用で苦悩する人々
のため、また彼らのため
に働く保健医療従事者の
ため（本日、国際薬物乱
用・不正取引防止デー
＊７）

28
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30

地区 JOCS の働きの
ため

新しいワーカーが与えら
れるように

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 International Day of Innocent Children Victims of Aggression
＊２ World Environment Day
＊３ World Oceans Day
＊４ World Day Against Child Labor
＊５ World Day to Combat Desertification and Drought
＊６ World Refugee Day
＊７ International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking
祈りの項目
岩本直美ワーカーより： 後任のコミュニティリーダーが与えられますように。

19

みことばの黙想

2021 年 6 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（火）

ヘブライ 10:5-10
キリストは世に来られたとき、こう言われま
した。
「 あなたは、いけにえや献げ物を望まず、
むしろわたしのために体を整えてくださいま
した。そこでわたしは言いました。
『ご覧くだ
さい。わたしは来ました。神よ、御心を行う
ために。』」

2 日（水）

6 日（日）

マルコ 14:12-26
イエスは、弟子たちと食事をしているとき、
パンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂
き、弟子たちに与えて言われた。
「 取りなさい。
これはわたしの体である。」

7 日（月）

マタイ 6:7-15
イエスは言われた。
「 ある者は祈る時に言葉数
が多ければ、聞き入れられると思い込んでい
る。彼らのまねをしてはならない。あなたが
たの父は、願う前から、あなたがたに必要な
ものをご存じなのだ。」

8 日（火）

フィリピ 1:20-26
パウロは記す。
「これまでのように今も、生き
るにも死ぬにも、わたしの身によってキリス
トが公然とあがめられるようにと切に願い、
希望しています。わたしにとって、生きるこ
とはキリストです。」

9 日（水）

マタイ 5:1-12
イエスは言われた。「心の清い人々は、幸い。
その人たちは神を見る。」

イザヤ 1:16-26
イザヤの預言。主は言われる。
「悪を行うこと
をやめ、善を行うことを学び、正義をどこま
10 日（木）
２コリント 1:18-22
でも実行し、抑圧されている者たちを守りな
パウロは記す。「イエス・キリストは、『然り
さい。そうすれば裁判官を初めのように、参
（しかり）』と同時に『否』となったような方
議官を最初の時のようにする。そして、あな
ではありません。この方においては『然り』
たは正義の都、忠実な町と呼ばれるであろう。」
だけが実現したのです。」

3 日（木）

ヨハネ 6:47-51
イエスは言われた。
「わたしは、天から降って
来た生きたパンである。このパンを食べるな
らば、その人は永遠に生きる。」

4 日（金）

イザヤ 26:19
イザヤは言った。
「あなたの死者が命を得、立
ち上がりますように。塵（ちり）の中に住む
者よ、目を覚ませ、喜び歌え。」

11 日（金）

ルカ 1:67-79
ザカリアはこう預言した。
「ほめたたえよ、イ
スラエルの神である主を。主はその民を訪れ
て解放し、我らのために救いの角を、僕（し
もべ）ダビデの家から起こされた。昔から聖
なる預言者たちの口を通して語られたとおり
に。」

12 日（土）

マルコ 4:1-9,13-20
イエスはたとえて言われた。
「 良い土地に蒔か
5 日（土）
１テサロニケ 4:13-18
れたものとは、御言葉を聞いて受け入れる人
パウロは記す。
「 イエスが死んで復活されたと、
たちであり、ある者は三十倍、ある者は六十
わたしたちは信じています。神は同じように、
倍、ある者は百倍の実を結ぶ。」
イエスを信じて眠りについた人たちをも、イ
エスと一緒に導き出してくださいます。」
13 日（日）
マルコ 4:26-29
イエスは言われた。
「 神の国は次のようなもの
である。人が土に種を蒔いて、夜昼、寝起き
しているうちに、種は芽を出して成長するが、
どうしてそうなるのか、その人は知らない。」

14 日（月）

コロサイ 3:12-21
キリストの言葉があなたがたの内に豊かに宿
るようにしなさい。

15 日（火）

フィリピ 3:12-21
パウロは記す。
「 わたし自身は既に捕らえたと
は思っていません。なすべきことはただ一つ、
後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつ
つ、目標を目指してひたすら走ることです。」

16 日（水）

詩編 139
神よ，わたしを究め、わたしの心を知ってく
ださい。わたしを試し、悩みを知ってくださ
い。わたしを、とこしえの道に導いてくださ
い。

17 日（木）

黙示録 1:1-8
イエス・キリストは、証人、誠実な方、死者
の中から最初に復活した方、地上の王たちの
支配者です。イエスはわたしたちを愛し、罪
から解放してくださいました。

18 日（金）

エフェソ 2:1-10
神は、罪のために死んでいたわたしたちを、
キリストと共に生かしてくださいました。

23 日（水）

１ペトロ 1:22-25
ペトロは記す。
「 あなたがたは朽ちる種からで
はなく、朽ちない種から、神の変わることの
ない生きた言葉によって新たに生まれたので
す。」

24 日（木）
†洗礼者聖ヨハネ誕生日

イザヤ 49:1-6

イザヤの預言。わたしは思った、わたしはい
たずらに骨折り、空しく力を使い果たしたと。
しかし、わたしの公正は主と共にあり、働き
に報いてくださるのもわたしの神である。

25 日（金）

２コリント 8:1-4
パウロはキリスト者の初期の共同体について
こう記す。
「 彼らは苦しみによる激しい試練を
受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度
の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊
かさとなりました。」

26 日（土）

エゼキエル 18:21-32
主は言われる。
「 わたしはだれの死をも喜ばな
い。あなたたちは立ち帰って、生きよ。」

27 日（日）

マルコ 3:13-19
イエスは、これと思う人々を呼び寄せ、十二
人を任命された。彼らを自分のそばに置くた
めに、また、派遣して宣教させ、悪霊を追い
出す権能を持たせるためであった。

マルコ 5:21-43
娘が亡くなった知らせを受けた人にイエスは
言われた。
「恐れることはない。ただ信じなさ
い。」その後、イエスはその子供の手を取って
言われた。
「タリタ・クミ。」これは「少女よ、
起きなさい」という意味である。少女はすぐ
に起き上がって、歩き出した。

20 日（日）

マルコ 4:35-41
イエスが叱ると、風はやみ、すっかり凪（な
ぎ）になった。弟子たちは非常に恐れて、互
いに言った。
「いったい、この方はどなたなの
だろう。風や湖さえも従うではないか。」

28 日（月）

21 日（月）

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。」

19 日（土）

エゼキエル 20:40-44
神は民に言われる。
「 わたしはあなたがたを受
け入れる。わたしが、散らされている国々か
ら集めるとき、わたしは諸国民の前で、あな
たがたに自分を聖なる者として示す。」

イザヤ 50:7-9
イザヤの預言。見よ、主なる神が助けてくだ
さる。誰がわたしを罪に定めえよう。

29 日（火）
マタイ 16:13-20
†使徒聖ペトロ・使徒聖パウロ日

30 日（水）
１ペトロ 5:5-11
イザヤ 30:18-21
信仰にしっかり踏みとどまって、悪魔に抵抗
主は憐れみを与えようとして立ち上がられる。 しなさい。あなたがたと信仰を同じくする兄
何と幸いなことか、すべて主を待ち望む人は。 弟たちも、この世で同じ苦しみに遭っている
のです。
22 日（火）

