
J O C S 祈りの花束 2022年 7月 

今月のことば：泉はあなたたちの内にあり、外から湧き出るのではありません。（オリゲネス 3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 

戦争・紛争の中で保健
医療活動に従事する
人々のため 

 3  

シロアムプロジェクト
（協働プロジェクト）のた
め（ケニア） 

4 

使用済み切手収集活動
のため 

5 

JOCSの奨学生のため
（特にウガンダの奨学生
のため。現在 10名） 

6 

新しいワーカーが与えら
れるように 

7 

JOCSに協力するボラ
ンティアの方々のため 

8 

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 

9 

地区 JOCSの働きの
ため。特に本日開催
の「仙台 JOCSきって
きっぺ」のため 

10  

新型コロナに対する公
正な医療アクセスのた
め 

11 

79億を超える人口を抱
える世界で、人口問題に
取り組む人々のため（本
日、世界人口デー＊１） 

12 

ミラノ宣教会（PIME)とそ
のジョイジョイプロジェク
トのため（バングラデシ
ュ・岩本ワーカー派遣
先） 

13 

JOCSの財務のため。
本日、会計監査 

14 

雨宮春子ワーカーのた
め（タンザニア） 

15 

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） 

16 

オンラインによる諸活
動の充実のため 

17  

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） 

18  

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） 

19 

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） 

20 

地区 JOCSの働きのた
め。特に本日定例会を開
催する町田 JOCSのた
め 

21 

岩本直美ワーカーのた
め（バングラデシュ） 

22 

国際保健医療勉強会の
ため。講師の小宅泰郎
元ワーカーのため（本日
オンラインで開催） 

23 

世界各地の難民への
保健医療活動に従事
する人々のため 

24  

JOCSを支援している
教会のため 

25 

遺贈に関しての広報や
活動が実を結ぶため  

26 

会員・支援者の増強の
ため 

27 

関西事務局の働きのた
め 

28 

JOCSの会員のため
（特に兵庫県の会員の
ため。273名） 

29 

事務局スタッフのため 

30 

理事会のため（本日、
定例理事会開催） 

31 

夏期募金のため 

 

 

 

 

＊１：World Population Day 
 
 

 



みことばの黙想      2022 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（金）     マタイ 27:45-46 
十字架上で、イエスは大声で叫ばれた。「わが

神、わが神、なぜわたしをお見捨てになった

のですか。」 
 

2 日（土）    出エジプト 14:5-31 
モーセは民に言った。「恐れてはならない。落

ち着いて、今日、あなたたちのために行われ

る主の救いを見なさい。」 
 

3 日（日）        ルカ 10:21-22 
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。これらのことを知恵

ある者や賢い者には隠して、幼子のような者

にお示しになりました。」 
 

4 日（月）         哀歌 3:19-26 
主に望みをおき尋ね求める魂に、主は幸いを

お与えになる。主の救いを黙して待てば、幸

いを得る。 
 

5 日（火）       イザヤ 57:14-15 
神は言われる。「わたしは、高く、聖なる所に

住む。しかしわたしは、打ち砕かれて、へり

くだる霊の人と共にあり、彼らに命を得させ

る。」 
 

6 日（水）        マルコ 5:1-20 
いやされた人にイエスは言われた。「自分の家

に帰りなさい。そして身内の人に、主があな

たを憐れみ、あなたにしてくださったことを

ことごとく知らせなさい。」 
 

7 日（木）            イザヤ 62:1-5 
イザヤの預言。「わたしの民のために、わたし

は決して黙さない。その正しさが光と輝き出

で、松明（たいまつ）のように燃え上がるま

で。」 
 

 
8 日（金）      知恵の書 11:21-26 
あなたはすべてのことがおできになるがゆえ

に、すべての人を憐れみ、彼らが回心するよ

うに、人間の罪を見過ごされる。 

9 日（土）       黙示録 3:20-22 
復活されたキリストは、こう言われる。「見よ、

わたしは戸口に立って、たたいている。だれ

かわたしの声を聞いて戸を開ける者があれば、

わたしは中に入ってその者と共に食事をし、

彼もまた、わたしと共に食事をするであろう。」 
 

10 日（日）       ルカ 10:25-37 
心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思

いを尽くして、あなたの神である主を愛しな

さい。また、隣人を自分のように愛しなさい。 
 

11 日（月）          ヘブライ 11:8-16 
信仰によって、アブラハムは、自分が財産と

して受け継ぐことになる土地に出て行くよう

に召し出されると、これに服従し、行き先も

知らずに出発したのです。 
 

12 日（火）              詩編 5 
主よ、朝が来る度に、あなたに向かって身を

整え、あなたを仰ぎ望みます。 
 

13 日（水）       マタイ 7:21-27 
イエスは言われた。「わたしに向かって『主よ、

主よ』と言う者が皆、天の国に入るわけでは

ない。天におられるわたしの父の御心を行う

者が入るのである。」 
 

14 日（木）     エレミヤ 22:1-3 
主は言われる。「公正と正義を行い、搾取され

ている者を虐げる者の手から救いなさい。」 
 

15 日（金）        ルカ 23:33-46 
十字架上でイエスは言われた。「父よ、わたし

の霊を御手に委ねます。」こう言って息を引き

取られた。 

16 日（土）     １コリント 13:1-13 
パウロは記す。「たとえ、あらゆる神秘とあら

ゆる知識に通じていようとも、たとえ、山を

動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、

愛がなければ、無に等しい。」 
 

 
 

17 日（日）      ルカ 10:38-42 
イエスはマルタに言われた。「マルタ、マルタ、

あなたは多くのことに思い悩み、心を乱して

いる。しかし、必要なことはただ一つだけで

ある。」 
 

18 日（月）      ヨハネ 14:27-31 
イエスは弟子たちに言われた。「心を騒がせる

な。おびえるな。『わたしは去って行くが、ま

た、あなたがたのところへ戻ってくる』と言

ったのをあなたがたは聞いた。わたしを愛し

ているなら、わたしが父のもとに行くのを喜

んでくれるはずだ。父はわたしよりも偉大な

方だからである。」 
 

19 日（火）       １コリント 1:4-9 
パウロは記す。「神は真実な方です。この神に

よって、あなたがたは神の子、イエス･キリス

トとの交わりに招き入れられたのです。」 
 

20 日（水）      ガラテヤ 3:19-29 
パウロは記す。「あなたがたは皆、キリストを

着ています。そこではもはや、ユダヤ人もギ

リシア人もなく、奴隷も自由な身分の者もな

く、男も女もありません。あなたがたは皆、

キリスト・イエスにおいて一つだからです。」 
 

21 日（木）       申命記 30:15-20 
モーセはその民に告げた。「命を選びなさい。

あなたの神、主を愛し、御声を聞き、主につ

き従いなさい。それが、まさしくあなたの命

です。」 
 

22 日（金）      エフェソ 3:14-19 
どうか、御父が、信仰によってあなたがたの

心の内にキリストを住まわせ、あなたがたを

愛に根ざし、愛にしっかりと立つ者としてく

ださるように。また、人の知識をはるかに超

えるこの愛を知るようになり、神の満ちあふ

れる豊かさのすべてにあずかり、それによっ

て満たされるように。 
 

23 日（土）       マタイ 5:13-16 
イエスは弟子たちに言われた。「あなたがたは

世の光である。山の上にある町は、隠れるこ

とができない。」 
 

 
 
 

 
24 日（日）        ルカ 11:9-13 
イエスは言われた。「あなたがたは悪い者であ

りながらも、自分の子供には良い物を与える

ことを知っている。まして天の父は求める者

に聖霊を与えてくださる。」 

25 日（月）       ヤコブ 4:6-12 
† 使徒聖ヤコブ日  
ヤコブは記す。「神に服従し、悪魔に反抗しな

さい。そうすれば、悪魔はあなたがたから逃

げて行きます。神に近づきなさい。そうすれ

ば、神は近づいてくださいます。」 
 

26 日（火）      イザヤ 57:14-19 
イザヤの預言。「主は言われる。『平和、平和、

遠くにいる者にも近くにいる者にも。わたし

は彼をいやす。』」 
 

27 日（水）    １コリント 6:14-20 
パウロは記す。「あなたがたの体は、神からい

ただいた聖霊が宿ってくださる神殿です。」 
 

28 日（木）       １ペトロ 5:5-7 
ペトロは記す。「皆互いに謙遜を身に着けなさ

い。神は、謙遜な者に恵みをお与えになりま

す。」 
 

29 日（金）      エフェソ 2:13-18 
パウロは記す。「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。」 
 

30 日（土）       マタイ 18:15-20 
イエスは言われた。「二人または三人がわたし

の名によって集まるところには、わたしもそ

の中にいる。」 
 

31 日（日）      ルカ 12:13-21 
イエスは言われた。「どんな貪欲にも注意を払

い、用心しなさい。有り余るほど物を持って

いても、人の命は財産によってどうすること

もできないからである。」 
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