
J O C S 祈りの花束                   2022 年 6 月 

今月のことば：言葉と行いとの間には、絵画と現実ほどの違いがあります。（ニュッサのグレゴリオス 四世紀） 

SUN MON TUE WED  THU FRI 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、対応
に関わるすべての保
健医療従事者のため 

2 

岩本直美ワーカーの 

ため（バングラデシュ） 

3 

JOCSの奨学生のた
め（特にインドネシアの
奨学生のため。現在 
8名） 

4 

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 ） 

 5  

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） 

6 

ワーカーの安全のため 
バングラデシュ、タンザ
ニアの治安のため 

7 

地区 JOCSの働きの 

ため 

8 

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） 

9 

新しいワーカーが与えら
れるように 

10 

JOCSに協力するボラ
ンティアの方々のため 

11 

本日開催される第
61回定時社員総会
および定例理事会
のため 

 12  

労働を強いられているこ
どもたちのため、彼らの
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） 

13 

新型コロナに対する公
正な医療アクセスの 

ため 

14 

雨宮春子ワーカーの 

ため（タンザニア） 

15 

事務局スタッフのため 

16 

シロアムプロジェクト（協
働プロジェクト）のため
（ケニア） 

17 

砂漠化や干ばつで健康
が脅かされている人々
のため（本日、砂漠化
および干ばつと闘う 

世界デー＊５） 

18 

関西事務局の働き
のため 

 19  

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」） 

20 

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（本日、世界難民の
日＊６） 

21 

オンラインによる諸活動
の充実のため 

22 

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・ケニア・ 
ネパール・タンザニア・
バングラデシュ） 

23 

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） 

24 

協力団体である
「Where There Is No 

Doctor」のため。その 

ミャンマー避難民支援
活動のため 

25 

「つながる募金」 
「古本募金」の普及
のため 

 26  

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） 

27 

使用済み切手収集活
動のため 

28 

JOCSの会員のため 

（特に富山県の会員の

ため。11名） 

29  

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） 

30 

会員・支援者の増強の
ため 

  

＊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  困難な状況にありながらも、障がいのある我が子を心からいつくしむ母親たち（家族）のために。 



みことばの黙想      2022 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（水）            知恵 1:1-15 
主の霊は全地に満ち、すべてをつかさどり、

あらゆる言葉を知っておられる。 
 

2 日（木）        マタイ 6:5-8 
イエスは言われた。「祈るときは、奥まった自

分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところに

おられるあなたの父に祈りなさい。そうすれ

ば、隠れたことを見ておられるあなたの父が

報いてくださる。」 
 

3 日（金）       エフェソ 5:8-14 
何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。実を結

ばない暗闇の業（わざ）に加わらないで、む

しろ、それを明るみに出しなさい。 
 

4 日（土）         イザヤ 44:1-5 
主は言われる。「恐れるな、わたしの僕（しも

べ）、わたしの選んだ者よ。わたしは乾いてい

る地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与え、

わたしの霊をあなたがたに注ぐ。」 
 

5 日（日）        ヨハネ 14:19-23 
† 聖霊降臨日 
イエスは言われた。「わたしを愛する人は、わ

たしの言葉を守る。わたしの父はその人を愛

され、父とわたしとはその人のところに行き、

一緒に住む。」 
 

6 日（月）       エフェソ 2:14-18 
キリストはおいでになり、遠く離れている

人々にも、また、近くにいる人々にも、平和

の福音を告げ知らせられました。それで、こ

のキリストによってわたしたちは一つの霊に

結ばれて、御父に近づくことができるのです。 
 

 
 
 

7 日（火）       ホセア 2:16-22 
主はその民についてこう語られる。「わたしは

彼女をいざなって、荒れ野に導き、その心に

語りかけよう。」 

8 日（水）        ガラテヤ 5:16-26 
わたちたちは、霊の導きに従って生きている

なら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。 
 

9 日（木）      １コリント 1:26-31 
パウロは記す。「だれ一人、神の前で誇ること

はできません。神によってあなたがたはキリ

スト・イエスに結ばれ、このキリストは、わ

たしたちにとって神の知恵となり、義と聖と

贖（あがな）いとなられたのです。」 
 

10 日（金）        イザヤ 53:1-12 
主は言われる。「わたしの僕（しもべ）は自ら

の苦しみの実りを見、それを知って満足する。

わたしの僕は、多くの人が正しい者とされる

ために、彼らの罪を自ら負った。」 
 

11 日（土）        エフェソ 1:1-14 
あなたがたは、福音を信じ、そして約束され

た聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は、

わたしたちが御国を受け継ぐための保証であ

り、こうして、わたしたちは贖（あがな）わ

れて神のものとなるのです。 
 

12 日（日）     ヨハネ 16:12-15 
イエスは言われた。「真理の霊が来ると、あな

たがたを導いて真理をことごとく悟らせる。

その方は、自分から語るのではなく、聞いた

ことを語り告げるからである。」 
 

13 日（月）        イザヤ 49:8-15 
主は言われる。「わたしの民は飢えることも渇

くこともなく、熱風も彼らを打つことはない。

憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほ

とりに彼らを伴って行かれる。」 
 

14 日（火）             詩編 16 
主よ、あなたは命の道を教えてくださいます。

わたしは、御顔を仰いで満ち足り、喜び祝い

ます。 
 

 
 
 
 

 
15 日（水）       ローマ 5:1-11 
わたしたちがまだ罪人であったとき、キリス

トがわたしたちのために死んでくださったこ

とにより、神はわたしたちに対する愛を示さ

れました。御子の死によって神と和解させて

いただいたのであれば、御子の命によって救

われるのはなおさらです。 

16 日（木）        マルコ 14:12-26 
一同が過越しの食事をしているとき、イエス

はパンを取り、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。」 

17 日（金）      ２コリント 5:1-7 
パウロは記す。「わたしたちは地上の住みかで

ある幕屋が滅びても、神によって建物が備え

られていることを知っています。それは、人

の手で造られたものではない天にある永遠の

住まいです。」 

18 日（土）       マタイ 10:1-16 
イエスは言われた。「わたしはあなたがたを遣

わす。それは、狼の群れに羊を送り込むよう

なものだ。だから、蛇のように賢く、鳩のよ

うに素直になりなさい。」 
 

19 日（日）         ルカ 9:11-17 
イエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を

仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、

裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。

すべての人が食べて満腹した。 
 

20 日（月）       イザヤ 65:17-18 
主は言われる。「見よ、わたしは新しい天と新し

い地を創造する。代々とこしえに喜び楽しめ。わ

たしは民を喜び楽しむものとして、創造する。」 
 

21 日（火）       ヨハネ 6:51-58 
イエスは言われた。「生きておられる父がわた

しをお遣わしになり、またわたしが父によっ

て生きるように、わたしを食べる者もわたし

によって生きる。」 
 

22 日（水）            詩編 46 
神は言われる。「力を捨て、知りなさい、わた

しは神。国々にあがめられ、全地においてあ

がめられる。主はわたしたちと共にいます。

ヤコブの神はわたしたちの砦（とりで）。」 
 

23 日（木）     フィレモン 1-25 
パウロは記す。「わたしたちの間でキリストの

ためになされているすべての善いことを、あ

なたが知り、あなたの信仰の交わりが活発に

なるようにと祈っています。」 
 

24 日（金）    使徒言行録 13:22-26 
†洗礼者聖ヨハネ誕生日  
洗礼者ヨハネは、イエスがおいでになる前に、

民全体に悔い改めの洗礼を宣べ伝えました。 

25 日（土）        ルカ 1:67-79 
洗礼者ヨハネが生まれたとき、父ザカリアは

言った。「ほめたたえよ、神を。我らは、恐れ

なく主に仕える。」 

26 日（日）         ルカ 9:57-62 
イエスに対して、「あなたがおいでになる所な

ら、どこへでも従って参ります」と言う人が

いた。イエスは言われた。「狐には穴があり、

空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕す

る所もない。」 
 

27 日（月）        ルカ 12:22-31 
イエスは言われた。「ただ、神の国を求めなさ

い。そうすれば、他のすべてのものは加えて

与えられる。」 
 

28 日（火）     イザヤ 49:13-26 
イザヤの預言。天よ、喜び歌え、地よ、喜び

踊れ。主は御自分の民を慰め、その貧しい人々

を憐れんでくださった。 
 

29 日（水）       マタイ 16:13-20 
†使徒聖ペテロ・使徒聖パウロ日  
イエスは弟子たちにお尋ねになった。「人々は

わたしのことを何者だと言っているか。」弟子

たちは言った。「『洗礼者ヨハネだ』と言う人

も『エリヤだ』といます。ほかに『エレミヤ

だ』とか『預言者の一人だ』と言う人もいま

す。」イエスが言われた。「それでは、あなた

がたはわたしを何者だと言うのか。」ペトロが

答えた。「あなたはメシア、生ける神の子です。」 
 

30 日（木）       ヨハネ 12:47-50 
イエスは言われた。「わたしは、世を裁くため

ではなく、世を救うために来た。」 
 

 


