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「神よ、弱いわたしたちを癒してください」 

エレミヤ書 17:14 
  



今敬愛する姉妹兄弟の皆さま 
 
イースターの喜びと希望から、ペンテコステの聖霊降臨の恵みと祝福へと導かれる主イエ
ス・キリストによって皆さまが神の愛のうちにお過ごしのことと存じます。 
 本年初頭より今日に至るまで新型コロナ・ウイルス感染が世界を席巻し猛威を振るう未曽
有の危機に直面し、未だ収束の見通しのつかない現実をわたしたちは過ごしております。 
 この状況の中で、わたしたちNCCが 3月中旬にアジアキリスト教協議会（CCA）から
送られてきました「アジア祈祷日」のテーマと礼拝式文は、全面的にコロナ・ウイルス危機
の問題を扱い、祈りの連帯を呼びかけています： 
 
テーマ： 「神よ、弱いわたしたちを癒してください」  
（ “God, Heal us as We are Vulnerable”エレミヤ書 17:14） 
 
これまで長らくNCCは、CCAの「アジア祈祷日」のテーマや式文は日本語翻訳し、NCC
加盟教団や団体に伝達してまいりましたが、それに基づく集会を催しては来ませんでした。
しかしながら現在、日本をはじめ世界が直面する深刻なコロナ・ウイルス危機のただ中で、
CCAが主イエス・キリストに助けを叫び求める祈りの連帯を切実に要請していることに、
NCCとして真摯に応答しようという結論に至りました。 
現在日本では、とりわけ 4月 7日の緊急事態宣言下の強い自粛要請にある中で、どのよう
に「アジア祈祷日」の礼拝共同体を実現できるかについて準備担当者は検討を重ねました。
その結果、NCCといたしまして、5月 31日のペンテコステ主日の午後に、YouTube 配信
によって、どなたでも遠隔的に礼拝に参加できる方式を整えようということになりました。
そのために、礼拝の司会者、祈祷者、そして説教者も Zoomでつながり合って礼拝のプロ
グラムを構成するという方法をとることになりました。社会的接触が厳しく制限される状況
下で、わたしたちは、これが主によって示された道として準備してまいりました。 
皆さまのお手元には、事前に PDFファイルによって、式文を送付させていただいた次第で
あります。またご要望によっては紙媒体のパンフレットを送付させていただくことにいたし
ました。 
目に見えないウイルス危機をこれからも繰り返し迎えることになるかもしれない時代にお
いて、わたしたちのこの度の試みがなおも主の霊的な共同体として歩み続ける道のひとつで
あるのかという予感さえ覚えるところであります。 
どうか、皆さまにおかれましては、この危機の中で、互いに体は離れていても、わたしたち
がアジアの諸教会と共に、今こそ主より注がれる聖霊に慰められ、励まされ、力強く支えら
れ導かれていくために、一人でも多くのご参加くださいますことを心よりお願いし、お祈り
する次第であります。 
                            2020 年ペンテコステ 
                    日本キリスト教協議会 総幹事 金性済 
  



 
 アジア・キリスト教協議会（CCA）の歴史は、1957 年、前身である東アジア・キリスト
教協議会（EACC）がインドネシアのプラパトで行なった設立準備総会に遡ります。1959
年、EACCがマレーシアのクアラルンプールにおいて正式に設立したのは、ペンテコステの
前の主日でした。これを記念して、CCAは 1975 年以降、毎年同じ主日を「アジア祈祷
日」（Asia Sunday）として大切にしています。毎年、新しく作られるリタジーは、CCA加
盟教会・協議会によってそれぞれの言語に翻訳され、広く用いられています。今年の「アジ
ア祈祷日」は 5月 24日ですが、教会・グループ・個人のご都合に合わせて、いつでも自由
に用いていただくことができます。 
 エキュメニカル運動ではこれまで、出かけていくこと、出会うことが大切にされてきまし
た。タイのチェンマイにあるCCA事務局には、アジアの人々を中心に、多くの人たちが集
まってきました。ですが、世界的に感染が拡大している新型コロナウイルスから自分と他者
の健康と命を守るため、集会は延期され、スタッフは在宅勤務を行なっています。これまで
のように運動することは、できなくなっているのです。それでは、アジアのエキュメニカル
運動はこのまま中断してしまうのでしょうか。そのようなことはないと私は思います。 
 なぜなら、新型コロナウイルスの感染によって苦しんでいる人たち、医療現場で働いてい
る人たち、愛する者を失って悲しんでいる人たちに対する言いつくせぬ思いや願いは、アジ
アのどこにいても、私たちに共通の叫びであるように思えるからです。前例のない事態にあ
っても、私たちは祈りと信仰によって、身体的距離（フィジカル・ディスタンス）を超え
て、堅く連帯するように招かれているのではないでしょうか。近くにいながら会えなくて
も、距離が遠く離れていても、キリストがわたしたちの間にいて下さることを望みます。そ
して、このリタジーには書かれていない日本の状況についても、祈りにおぼえていただきた
いと思います。 
 日本では、感染者や医療従事者が差別や偏見に晒されています。家にいる時間が長くなる
ことによって、DVや児童虐待のリスクが高まっています。入管収容施設にいる外国籍、無
国籍の人たちは、密閉・密集・密接がすべて揃った危険な環境に置かれています。この他に
も数多くの問題が明らかになってきました。新型コロナウイルスの脅威のもと、様々な形態
の暴力に晒されているすべての命が守られるように祈ります。そして、このような状況下で
も、私たちがそれぞれにできる支援の方法を探していくことができますように。 
 最後になりますが、昨年に引き続き、翻訳作業に協力して下さった芝田陽治さん（日本聖
公会）、柳谷雄介さん（日本基督教団）、日本語版作成のために力を尽くしてくださった
NCC事務局、アジア祈祷日実行委員会のみなさまに感謝申し上げます。 
 

藤原佐和子 
アジア・キリスト教協議会常議員 
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アジア祈祷日 2020 

  

アジア祈祷日 2020 礼拝式文 
「神よ、弱いわたしたちを癒してください」 

 
はじめに 
 

 今日、世界は新型コロナウイルス(COVID-19、以下コロナウイルス)の感染拡大によっ
て、前例のない状況に直面しています。コロナウイルスの突然の発生は、地球上のすべての
国に対する大きな警鐘です。SARS、エボラ出血熱、ニパウイルス、MERS といった今世紀
初頭以来の大規模な感染症の流行と同じように、コロナウイルスの蔓延は、新しい病原体と
疾患から生じる脅威についての神話を打ち砕いています。このような伝染病の爆発的拡大
は、これらの疾患が、人口過密の貧しい国だけでなく、豊かな先進国にも免れることのでき
ない影響をもたらすことを証明しています。高い生活水準や、一見して成熟した医療制度に
頼ることは、新しい病気原体や流行しやすい病気を克服する上でわたしたちの唯一の解決策
にはなりません。 
 
 新たな病気の登場、毒性の強い菌株の拡散は、地球を搾取し、神の被造世界を破壊すると
いうわたしたちの組織的な慣習と行動の結果です。ウイルスの急速な広がりと、グローバル
な対応の組織的な遅れは、洗練された医療制度でさえ、ダメージを和らげるための準備が不
十分であることを示しました。コロナウイルスの拡散によって、適切な医療管理メカニズム
の不十分さと欠如が明らかになり、人類は脆弱性の危機にさらされています。 
 
 コロナウイルスの増殖の重大さと、多くの国へのさまざまな影響は想像を絶するものであ
り、まだ適切に測られてはいません。 世界中の多くの人々が非常に影響を受けやすくなっ
ています。2019年12月末から数か月間に確認された症例の総数は世界126か国で128,000
人を超え、これまでに 4,717 人以上の死亡が報告されています。 現在、アジアの 25の国と
地域の人々が、この致命的なウイルスの影響を受けています。わたしたちが現在、集団的に
経験している重大な状況は、人間のいのちの脆さと、宇宙全体の究極的な脆弱性を、人類に
思い起こさせているのです！わたしたちの世界は、特にこの危機の時に、祈りを、治療を、
癒しを必要としています。この文脈を鑑みて、アジア・キリスト教協議会（CCA）は、
2020 年のアジア祈祷日のテーマを「神よ、弱いわたしたちを癒してください」と定めるこ
とにしました。 
 
 わたしたちは CCA のすべての加盟教会・協議会、そして世界中のエキュメニカル・パー
トナーと教会に、人々の祈りのために、そしてアジア祈祷日が記念される 2020 年 5 月 24
日にこの特別なリタジーを使ってくださることを勧めます。わたしたちは神の人類への愛と、
癒やしの力に対する信仰を守り、信頼を抱き続けていますから、健康、回復、癒やしのため
に祈り続けましょう。神がこの弱さの時代に、わたしたちの祈りを聞き入れ、病気に苦しむ
人々を癒してくださいますように。 

 
主よ、あなたがいやしてくださるなら わたしはいやされます。 

あなたが救ってくださるなら わたしは救われます。 
あなたをこそ、わたしはたたえます。 (エレミア 17:14) 

 
 

マシューズ・ジョージ・チュナカラCCA総幹事 
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招きの言葉 
 
わたしたちの弱さが明らかになるこの時、わたしたちは神を礼拝するために集います。わた
したちは、前例のない脅威に直面していますが、それは単にわたしたちの健全な生活に対す
る脅威なのではなく、わたしたちの生存そのものに対する脅威です。ですから、わたしたち
の全能の神に、共に祈りをささげ、信仰に堅く立つものとなりましょう。わたしたちは信じ
ます。 
 
信仰に基づく祈りは、病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。（ヤコブ
5:15） 

 

♫ Give Us Light  
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詩編朗読（詩編 41） 
 

いかに幸いなことでしょう 弱いものに思いやりのある人は。 
  災いのふりかかるとき 主はその人を逃れさせてくださいます。 
主よ、その人を守って命を得させ 
  この地で幸せにしてください。 
貪欲な敵に引き渡さないでください。 
  主よ、その人が病の床にあるとき、支え 
力を失って伏すとき、立ち直らせてください。 
  わたしは申します。「主よ、憐れんでください。 
  あなたに罪を犯したわたしを癒してください。」 

 
嘆きの言葉 
 
信仰をもって、わたしたちはあなたのみ前に祈ります。あなたとあなたの被造物に対して犯
した罪を、憐れみをもってお赦しください。この不安と困難の時、世界中に広がるコロナウ
イルスの状況をおぼえて、あなたに祈りをささげます。 
 
わたしたちのもろさ、恐れ、死が明らかになるこの時、わたしたちはあなたに叫び求めま
す。病めるわたしたちを癒やし、愛する者を亡くし、あとに残された人々を慰め、わたした
ちのために治療に従事する人たちを守ってください。わたしたちの祈りを、主よ、あなたに
ささげます。限りない慈しみに信頼します。 
  
神よ、わたしたちを憐れみ、わたしたちの祈りを聞いてください。  
助けを求めるわたしたちの叫びを聞いてください。 
 

 
 
神よ、わたしたちの身体から湧き起こる叫びを聞いてください。肉体的、精神的、霊的に苦
しんでいる人々を、あなたは慈しみのうちに癒やしてくださいます。ウイルスに感染した
人々に代わって、わたしたちは今、あなたに向かって叫びます。病気の人たちを癒し、この
病気で亡くなった人たちを悼み、悲しみに暮れている人たちを支えてください。 
 
神よ、わたしたちを憐れみ、わたしたちの祈りを聞いてください。 助けを求めるわたした
ちの叫びを聞いてください。 
 

 
 
神よ、わたしたちは弱く、傷つき、怯えています。あなたがわたしたちと共に歩んでくださ
る時、あなたは癒やしの力を満たされます。わたしたちは、ウイルスにおかされた人々の癒
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しを求め、あなたの愛のみ手に依り頼みます。恐怖と死の沼から、わたしたちはあなたに叫
び求めます。どうか信仰、希望、愛のうちにわたしたちを支え、お守りください。 
 
神よ、わたしたちを憐れみ、祈りを聞いてください。主よ、助けを求めるわたしたちの叫び
を聞いてください。 
 

 
 
確信の言葉 
 
6しかし、見よ、わたしはこの都に、いやしと治癒と回復とをもたらし、彼らをいやしてま
ことの平和を豊かに示す。7そして、ユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めのとき
のように建て直す。（エレミヤ 33 :6-7） 
 
創造主なる神はわたしたちに新たな命をもたらされます。神はわたしたちを赦し、贖われま
す。イエスのいのちと死と復活によって、わたしたちは確信します。神が赦されないような
恐ろしい罪はなく、神が癒されないような恐ろしい傷はないと。 
 
アーメン、アーメン、神に感謝。 
 
聖書朗読 
 

列王記上 8:37-40 
37またこの地に飢饉が広がったり、疫病がはやったり、黒穂病、赤さび病、いなご、ばった
が発生したり、敵がこの地で城門を封鎖したり、そのほかどんな災い、どんな難病が生じた
ときにも、38あなたの民イスラエルが、だれでも、心に痛みを覚え、この神殿に向かって手
を伸ばして祈るなら、そのどの祈りも、どの願いにも、39あなたはお住まいである天にいま
して耳を傾け、罪を赦し、こたえてください。あなたは人の心をご存じですから、どの人に
もその人の歩んできたすべての道に従って報いてください。まことにあなただけがすべての
人の心をご存じです。40こうして彼らは、あなたがわたしたちの先祖にお与えになった地で
生を営む間、絶えずあなたを畏れ敬うでしょう。 
 
マルコによる福音書 1:29-34 
29すぐに、一行は会堂を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブもヨハネも一緒であ
った。30シモンのしゅうとめが熱を出して寝ていたので、人々は早速、彼女のことをイエス
に話した。31イエスがそばに行き、手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもて
なした。32夕方になって日が沈むと、人々は、病人や悪霊に取りつかれた者を皆、イエスの
もとに連れて来た。33町中の人が、戸口に集まった。34イエスは、いろいろな病気にかかっ
ている大勢の人たちをいやし、また、多くの悪霊を追い出して、悪霊にものを言うことをお
許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。  
 
 
♫ 讃美歌 21 376 人の知恵と言葉を越え 
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聖書による黙想、説教 
 
とりなしの祈り 
 
1わたしの魂よ、主をたたえよ。わたしの内にあるものはこぞって、聖なる御名をたたえ
よ。2わたしの魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何ひとつ忘れてはならない。3主はお前
の罪をことごとく赦し、病をすべて癒し、命を墓から贖い出してくださる。 

（詩編 103 編 1～4節） 
 
神よ、わたしたちは、コロナウイルスの感染拡大のために苦しんでいるすべての人たちのた
めに祈ります。彼ら彼女らが必要なときに治療を受けることができますように、あなたの癒
しのみ手を祈り求めます。わたしたちは、病気のうちにある人たちに寄り添い、み前に進み
出て祈ります。この人たちが語る前から、あなたはその恐れと痛みを知っておられます。恐
れ、怯えている人たちをあなたのやさしさで包み込み、痛みのうちにある人たちに力を与
え、弱い人たちをあなたの愛の腕に抱え、回復の途上にある人たちに希望と忍耐とをお与え
ください。 
 
神よ、あなたの慈しみによって、弱いわたしたちを癒してください。 
 
神よ、わたしたちはこの地上のどこにいても、互いに深くつながり合っています。わたした
ち世界のさまざまな場所で、ウイルスの感染にさらされた人たちのために祈ります。あらゆ
る地域のすべての神の民のために、癒しと十分な健康管理と安心、人間らしさの全き回復を
祈ります。神が苦しんでいる人たちに、信仰と希望を維持する力と勇気を与え、感染症対策
の働きを続けさせてくださいますように。わたしたちが協力してケアにあたり、努力して、
分かち合い、愛し合うことで、どうかこの病気の感染を終わらせることができますように。 
 
神よ、あなたの慈しみによって、弱いわたしたちを癒してください。 
 
わたしたちは、隔離状態にある人たち、感染してしまったかもしれないと恐れている人た
ち、一体いつになったら普通の生活に戻れるのだろう、次は何が起こるのだろうと心配して
いる人たちをおぼえます。わたしたちの思いを超えたあなたの平和によって、その人たちを
慰め、この緊迫した状況を耐え抜く力をお与えください。わたしたちはまた、その人たちと
の再会を心待ちにしている家族、親戚、友人たち、共同体をおぼえます。聖霊によって慰め
られますように。 
 
神よ、あなたの慈しみによって、弱いわたしたちを癒してください。 
 
わたしたちは、コロナウイルスのために亡くなったすべての人たちのいのちをおぼえて祈り
ます。神の慈しみによって、信仰を守り、先立たれたすべての魂に、平安が与えられますよ
うに。わたしたちは、愛する者を失って悲しんでいる人たちのために祈ります。全能の神が
この人たちを慰め、砕かれた希望を取り戻し、歩みを支えてくださいますように。 
 
神よ、あなたの慈しみによって、この人たちに永遠の安息をお与えください。 
 
わたしたちは、コミュニティにおいて奉仕し、感染リスクを減らす方法を指導しているすべ
ての人たちのために祈ります。感染と恐れとがともに広がっていく中で、他者のために自ら
の健康を危険にさらしながら、医療やケアに携わっている人たちがいます。あなたがその人
たちに勇気を与え、守られますように。 
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わたしたちは、政策決定にたずさわる人と、治療法の開発に努め、コロナウイルスの感染拡
大と戦っている医療従事者たちに、あなたが知恵と知識を与えてくださるように祈ります。
希望や信頼を失い、絶望に追いやられるような状況にあっても、この人たちが皆、必要不可
欠な働きを継続する力を見出すことができますように。すでに感染によって苦しんでいる人
たちを治療し、他の人たちの感染を防ぐために何をする必要があるかを、この人たちが正し
く識別できますように。 
 
神よ、あなたの慈しみによって、この人たちを助けてください。 
コロナウイルスと戦うために、決断力をもって効果的な行動を取ることができますように。 
 
いのちの源である神よ、あなたの体の弱い部分として、わたしたちは、あなたの力こそわた
したちの力、あなたのいのちこそわたしたちのいのち、あなたの存在こそわたしたちの存在
であることを告白します。どうか、あなたの知恵によってわたしたちの働きが、あなたの愛
によってわたしたちの痛みが、あなたの平和によってわたしたちの心が支えられますよう
に。病気の人たちをケアしているすべての人たち、その人たちがお仕えしているすべての人
たちに、あなたの祝福が届きますように。そして、とこしえの愛の喜びをわたしたちにお与
えください。 
 
主はわたしの力、わたしの盾、わたしの心は主に依り頼みます。主の助けを得てわたしの心
は喜び躍ります。歌をささげて感謝いたします。（詩編 28:7） 
 
神よ、あなたの慈しみによって、弱いわたしたちを癒してください。 
 
聖霊よ、すべての人のうちに平和と新しいいのちを吹き込んでください。恵みによって、わ
たしたちが確かな責任感覚をもって社会にあって必要なことを行えるように、また、注意深
く思慮深く行動できるようにしてください。神の家族としてひとつになって共に働き、互い
の苦しみを慮ることができるよう、あらゆる人を祝福してください。 
わたしたちの救い主、イエス・キリストのみ名によって、祈ります。 
 
アーメン。 
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♫ O Most Holy, O Most Holy  
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献金 
 
祈り（１） 
 
愛と思いやりの神よ、病気の人たちが怯えている時、あなたは素早く援助を与え、まっさき
に訪ねて行かれます。コロナウイルスのために苦しんでいる人たちのために祈ります。その
人たちを弱さや痛みから救い出してください。 
 
わたしたちが深刻な状況に置かれている時、あなただけが、海のように深い思いやりと慰め
をもって、わたしたちを豊かにしてくださいます。 
あらゆる困難や病気からあなたの民を解放してくださるように、切に祈り求めます。 
恵み深い主よ、あなたが癒しの泉であることをわたしたちは信じます。 
あなたが必要なすべての人に癒しを与えてくださいますように。 
 
絶えることのない慈しみをわたしたちに示し、重症の人たちを癒してください。 
わたしたちの嘆願に目を注ぎ、すべての苦痛から救い出してください。 
あなただけが、確かで安全な拠り所であることを、わたしたちは信じます。 
あなたが守ってくださると、わたしたちは信じます。 
わたしたちは信仰をもってあなたに近づき、あなたの恵みを熱心に祈り求めます。 
 
恵み深い神よ、この宇宙の支配者であり、すべてのものの主よ、 
あなたは痛みと病気のある人たちにとって、医者であり、贖い主であり、支援者です。 
あなたのしもべたちは今、言葉では表すことができないほどの慈しみをあなたに求めます。 
わたしたちは、熱心な信仰をもってあなたに祈り求めます。 
 
わたしたちは躓いたかもしれませんが、わたしたちを哀れんで、恵みを与えてください。 
あなたの民をすべての苦しみから解放し、すべての病気を癒してください。 
神の恵みによって、わたしたちを癒してください。 
主よ、み心によって、わたしたちの願いを受け入れてください。アーメン。 
 
 
祈り（２） 
 
主よ、わたしたちは弱さと病気に苦しむ姉妹、兄弟のかたわらに立ちます。 
あなたの傷によって、その人たちが癒されることを、わたしたちは知っています 
あなたの体としてともに強められ、困難を克服できるように、祈り求めます。 
コロナウイルスとの戦いの最前線にいるすべての人たちが、守られるように祈ります。 
病気と闘っている人たちが、1日も早く回復し、癒されるように祈ります。 
パニックを鎮め、恐怖心を和らげるために、冷静で、安心できる、理にかなった行動を取る
ことができますように。 
この悲惨な状況において、世界中の人たちが連帯することができますように。 
あなたの平和を、わたしたちの内に宿らせてください。 
イエスのみ名によって祈ります。アーメン。 
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祝福 
 
闇の中を歩む民は、大いなる光を見、 
死の陰の地に住む者の上に、光が輝いた。（イザヤ 9:1） 
 
神の癒しのみ手がわたしたちの上にありますように。命を与える神の力が、わたしたちの
体のすべての細胞と、魂の深みにまで流れ入りますように。神の平和のうちに、わたした
ちが洗い清められ、その強さとまったき全体性とを建て直されますように。 
 
アーメン。 

（以 上） 


