
J O C S 祈りの花束 2022年 4月 

今月のことば：神はそれほど偉大で、全被造物をその手の中に収めることのできる御方であるにもかかわらず、ご自身の全体をあ
なたの内におさめられるのです。（ニュッサのグレゴリオス 四世紀) 
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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 

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  

JOCSに協力するボラ
ンティアの方々のため
（自宅待機中） 

4 

シロアムプロジェクト（協
働プロジェクト）のため
（ケニア） 

5 

事務局スタッフのため 

6 

新しいワーカーが与えら
れるように 

7 

健康であるために必要
なものが、公平にすべて
の人に提供されるように
（本日、世界保健デー＊
２） 

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 

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） 

10  

岩本直美ワーカーの 

ため（バングラデシュ・
本日お誕生日） 

11 

新型コロナに対する公
正な医療アクセスのため 

12 

NPO団体「Where 

There Is No Doctor」（タ
イ北部）のため（ミャンマ
ー避難民緊急支援先） 

13 

JOCSの財務のため 

（明日、会計監査） 

14 

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） 

15 

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） 

16 

JOCSの会員のため
（特に石川県の会員
のため。現在 10名） 

17  

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） 

18 

関西事務局の働きの 

ため 

19 

使用済み切手収集活動
のため 

20 

会員・支援者の増強の 

ため 

21 

オンラインによる諸活動
の充実のため 

22 

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（本日、世界
アースデー＊３） 

23 

理事会のため 

（本日、定例理事会
を開催） 

24  

会報誌 

「みんなで生きる」の 

ため 

25 

ネパールの大地震の復
興活動のため（本日、 

ネパール大地震７周年）  

26 

6月に開催される定時社
員総会のため。 

その準備のため。 

27 

地区 JOCSの働きの 

ため 

28 

ワーカーの安全のため。
タンザニアとバングラデ
シュの治安のため 

29  

JOCSの奨学生のため
（特にインドの元奨学
生のため。） 

30 

雨宮春子ワーカーの
ため（タンザニア） 

＊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：世界保健機関(WHO)が 1949年に制定した国際デー。WHOは 1946年のこの日に、すべての人々がそれぞれの環境の中で可能な最高の健康水準に到達することを目的とし
て、世界保健機関憲章によって設立された。World Health Day 

＊３：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： キリスト者の四旬節とご復活祭、イスラム教徒の断食月がそれぞれ祝されますように。 

 



みことばの黙想      2022 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（金）          詩編 139 
わたしの舌がまだひと言も語らぬさきに、主よ、

あなたはすべてを知っておられる。前からも後

ろからもわたしを囲み、御手をわたしの上に置

いていてくださる、その驚くべき知識はわたし

を超え、あまりにも高くて到達できない。 
 

2 日（土）       箴言 4:18-27 
神に従う人の道は輝き出る光、進むほどに光

は増し、真昼の輝きとなる。 
 

3 日（日）        ヨハネ 8:1-11 
イエスは女に言われた。「あなたを捕らえたあ

の人たちはどこにいるのか。だれもあなたを

罪に定めなかったのか。」女はこたえた。「主

よ、だれも。」イエスは言われた。「わたしも

あなたを罪に定めない。行きなさい。これか

らは、もう罪を犯してはならない。」 
 

4 日（月）      イザヤ 48:16-21 
喜びの声をもって告げ知らせよ。地の果てま

で響かせよ。主はその僕（しもべ）を贖（あ

がな）われたと。 
 

5 日（火）     １コリント 2:1-5 
パウロはコリントの信徒たちにこう書き送っ

た。「わたしの言葉もわたしの宣教も、知恵に

あふれた言葉によらず、霊と力の証明による

ものでした。それは、あなたがたが人の知恵

によってではなく、神の力によって信じるよ

うになるためです。」 
 

6 日（水）        マタイ 8:5-17 
イエスは病人を皆いやされた。それは預言者

イザヤを通して言われていたことが実現する

ためであった。「彼はわたしたちの患いを負い、

わたしたちの病を担った。」 
 

 

 
7 日（木）           マルコ 10:2-16 
イエスは言われた。「はっきり言っておく。子

供のように神の国を受け入れる人でなければ、

決してそこに入ることはできない。」 
 

8 日（金）    １コリント 10:12-13 
神は真実な方です。あなたがたを耐えられな

いような試練にあわせることはなさらず、試

練と共に、それに耐えられるよう、逃れる道

をも備えていてくださいます。 

9 日（土）      ２テモテ 1:6-11 
聖パウロはテモテにこう書き送った。「主を証

しすることを恥じてはなりません。むしろ、

神の力に支えられて、福音のためにわたしと

共に苦しみを忍んでください。」 
 

10 日（日）     ゼカリヤ 9:9-10 

† 枝の主日 
踊れ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王

が来る。彼は神に従い、勝利を与えられえた

者。高ぶることなく、ろばに乗って来る。 
 

11 日（月）          黙示録 2:8-11 
主は言われる。「わたしは、あなたの苦難や貧

しさを知っている。だが、本当はあなたは豊

かなのだ。あなたは、受けようとしている苦

難を決して恐れてはいけない。死に至るまで

忠実であれ。そうすれば、あなたに命の冠を

授けよう。」 
 

12 日（火）       マタイ 10:38-39 
イエスは言われた。「自分の命を得ようとする

者はそれを失い、わたしのために命を失う者

は、かえってそれを得る。」 
 

13 日（水）    ２コリント 5:13-17 
キリストはすべての人のために死んでくださ

いました。その目的は、生きている人たちが、

もはや自分自身のために生きるのではなく、

自分たちのために死んで復活してくださった

方のために生きることなのです。 
 

14 日（木）     ヨハネ 13:31-35 
イエスは弟子たちに言われた。「あなたがたに

新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。

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。」 
 

 
15 日（金）     エフェソ 2:13-18 
† 聖金曜日 
キリストはわたしたちの平和です。二つのも

のを一つにし、御自分の肉において敵意とい

う隔ての壁を取り壊しました。 

16 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。」 

17 日（日）      ルカ 24:1-8 
† 復活日 
女たちは、空の墓のそばで輝く衣を着た二人

の人に会った。女たちが恐れて地に顔を伏せ

ると、二人は言った「なぜ、生きておられる

方を死者の中に捜すのか。」 
 

18 日（月）      ヨハネ 20:11-18 
復活なさったイエスはマグダラのマリアに言わ

れた。「わたしの兄弟たちのところへ行って、こ

う言いなさい。『わたしの父であり、あなたがた

の父である方、また、わたしの神であり、あな

たがたの神である方のところへわたしは上る。』」 
 

19 日（火）    １コリント 15:12-28 
パウロは記す。「キリストは死者の中から復活

なさいました。アダムによってすべての人が

死ぬことになったように、キリストによって

すべての人が生かされるのです。」 
 

20 日（水）        ルカ 24:35-48 
復活なさったキリストは弟子たちに言われた。

「次のように書いてある。『メシアは苦しみを

受け、三日目に死者の中から復活する。また、

罪の赦しを得させる悔い改めが、その名によ

ってあらゆる国の人々に宣べ伝えられる。』」 
 

21 日（木）      マタイ 21:18-22 
イエスは言われた。「信じて祈るならば、求め

るものは何でも得られる。」 
 

22 日（金）      ガラテヤ 6:7-10 
たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んで

いれば、時が来て、実を刈り取ることになる

のです。

 

 
23 日（土）     ヘブライ 13:17-25 
羊の大牧者、わたしたちの主イエスを、死者

の中から引き上げられた平和の神が、御心を

行うために、すべての良いものをあなたがた

に備えてくださるように。 
 

24 日（日）      ヨハネ 20:19-31 
復活されたキリストは弟子たちに息を吹きか

けて言われた。「聖霊を受けなさい。だれの罪

でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦され

る。」 

25 日（月）     マルコ 16:15-20 

†福音記者聖マルコ日 
イエスは弟子たちに言われた。「全世界に行っ

て、すべての造られたものに福音を宣べ伝え

なさい。」 
 

26 日（火）       マタイ 9:9-13 
イエスは通りがかりに、マタイという人が収

税所に座っているのを見かけて、彼に言われ

た。「わたしに従いなさい。」彼は立ち上がっ

てイエスに従った。 
 

27 日（水）     イザヤ 61:10-11 
わたしは主によって喜び楽しみ、わたしの魂

はわたしの神にあって喜び踊る。主は救いの

衣をわたしに着せてくださる。 
 

28 日（木）     使徒言行録 4:1-22 
議会が、ペトロとヨハネに、イエスの名によ

って話すことを禁じたとき、二人はこう答え

た。「わたしたちは、見たことや聞いたことを

話さないではいられないのです。」 
 

29 日（金）       ルカ 6:27-35 
イエスは言われた。「敵を愛し、あなたがたを

憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝

福を祈り、あなたがたを侮辱する者のために

祈りなさい。」 
 

30 日（土）            詩編 31 
わたしにふさわしいときに、御手をもって、

追い迫る者、敵の手から助け出してください。

あなたの僕（しもべ）に御顔の光を注ぎ、慈

しみ深く、わたしをお救いください。 
 


