
Bloom Where You are Planted: Abraham 植えられた所で咲きなさい：アブラハム編 

1. The reason God planted you here is to 
bless you, and make you the source of 

God’s blessing 
Genesis 12:1-4 

 Where God plants=place of blessing 
 We are blessed » the source of God’s blessing 
 How can we become the source of blessing? 

o It is better to give than to receive 
Acts 20:35 

o Because we are full 
o Dead Sea 

1. 神様があなたをここに植えられた理由は、あなた

を祝福で満たし、祝福の源となるためです 

創世記 12:1-4 
 神様に植えられた場所=祝福の場所 
 私達が祝福される»神様からの祝福の源となる 
 あなたはどうやって祝福の源となれるでしょうか？ 

o 受けるより与える方が幸い 使徒 20:35 
o 満たされているから 
o 死海 

2. Faith that waiting patiently by believing 
that God will allow us to bloom and be 

fruitful 
Hebrews 6:14-15 

 God gives the increase 1 Corinthians 3:6 
 Patience & faith can’t be separated: Coexist & 

support each other 
 It takes years for fruits trees to bear fruits 
 When our faith is weak, we can strengthen our 

faith by seeing past results. If it happened 
before»Confidence to trust God=faith Heb 11 

 It’ll be fruitful if planted in the right place Psa 1  
 Are you waiting on the Lord faithfully with 

hope? Isaiah 40:31 

2. 神様が咲かせ、実らせて下さる事を 

忍耐強く待つという信仰 

ヘブル 6:14-15 
 育てて下さるのは神様です 1コリント3:6 
 忍耐と信仰は切って離せない：共存し支え合う 
 桃栗 3年、柿 8年 
 信仰が弱っている時、以前の結果を見る事によって
信仰が増し加わる、強くなる。以前出来たのなら»
神様を信頼仕切る自信=信仰 ヘブル11 

 植えられる場所が正しければ実る 詩篇1 

 神様に期待して待ち望めていますか？イザ40:31 

3. Living a new life looking unto Jesus, instead 
of getting stuck in past failures & mistakes 

Genesis 17:1-15 
 A change in names=Identity » process of 

becoming fruitful » To prepare to receive God’s 
promise, first release our past and become 
new 

 To produce different results, you must do 
different things 

 Old things » New things  2 Corinthians 5:17 
 When God gives us a new place or changes, 

gives us greater blessing 
o Issac » Rehoboth Genesis 26:22 
o Naomi & Ruth » Bethlehem  Ruth 1 

 When it is difficult to accept a change, seek 
God who is causing the change, not reasons 

 Are you transforming by being touched by 
God? 

3. 過去の失敗や間違いに囚われず、神様を仰ぎ

見つつ新しい人生を歩む 

創世記 17:1-15 
 名前=アイデンティティが変わる»実りのプロセス»
約束を受ける準備として、神様はまず過去を捨て
新しい者となる 

 違う結果をもたらすには、違う事を 
 古い物»新しい物 2コリント5:17 
 神様が新しい場所や変化をもたらされる時»更な
る祝福を与えて下さる 

o イサク»レホボト 創世記 26:22 
o ナオミ＆ルツ»ベツレヘム ルツ１ 

 変化を受け入れにくい時、理由を探求するより、変
化を起こしておられる、神様自信をもっと知る事を
探求しよう 

 神様に触れられ変えられていますか？ 

Prayer 
 Thank You for filling us with Your blessing, 

love, forgiveness, joy, hope & peace. Fills us 
with the Holy Spirit so that we can share with 
others 

 Strengthen, help and lead us, as we wait upon 
You with full of hope & faith 

 Transform us into a child of God through 
repentance, and baptism in  water & the Spirit 

祈り 
 あなたの大いなる祝福と愛と赦しと喜びと希望と

平安の満たしに感謝し、人々とシェアできるように
更なる聖霊による満たしを与えて下さい 

 希望と信仰をもって、あなたを待ち望みますので、
私達を強め、助け、導いて下さい 

 悔い改めと水と霊のバプテスマを持って私達を新
しく神の子ととして生まれ変わらさせて下さい 

 


