
Bloom where you are planted: Because we are God’s 

people 

1 Peter 2:9-10 

植えられた所で咲きなさい：私達は神の民だから 

第一ペテロ 2:９-１０ 

Setting: 

A. To God, who are we? 

 Chosen (to be sanctified, holy and forgiven) 
Ephesians 1:4, Colossians 3:12 

 Royal (as a child of King Jesus) priesthood 
=worshippers, direct connection with God 

 Holy nation, God’s own people (our citizenship is in 
heave). v. 11: we are travelers (to heaven)  
Colossians 3:12 

 We belong to God 
o God=our (sheep) Shepherd Psalm 23 
o We are God’s creation 

B. We can see things in Christ’s light that we could not 

see when we were in the darkness 

 Through experiencing God’s power, the possibility 
of God’s power becomes the conviction 

 What is God trying to show you in your life? 

聖句の背景:  

A. 神様にとって、私達は何者？ 

 （汚れのない、聖い者にしようと、罪を贖う対象として）選

ばれた エペソ 1:４，コロサイ 3:12 

 王の系統を引く（イエス・キリストの子として）祭司=礼拝

する者、神様と直接繋がる事の出来る者 

 聖なる国民・神の民（国籍は天国）11節:（天国へ

の）旅人 コロサイ 3:12 

 神のもの 

o 神=私達（羊）の羊飼い 詩篇 23 

o 神に創造されたもの 

B. 暗闇で見えなかったものが、キリストの光の中でみえる 

 神様の力を体験する事によって、神様の力が可能性から

確信に変わる 

 神様はあなたに何をみせようとしておられますか？ 

Application: 

Because God was merciful, we were allowed be God’s 

people. How should we live (bloom) as Christians, 

God’s people? 

 Jesus Christ intentionally passed on His mission of 
“proclaiming v.9” to us. We can accomplish this by 
being filled with the Holy Spirit: you shall receive 
power when the Holy Spirit has come upon you 
and you shall be a witness Acts 1:8 

 Removing negative things in our lives v.1 

 Seek the Holy Spirit and the Word like a baby v. 2 

 Experience the growth through the Holy Spirit and 
the Word v.2 

 Become holy priests=Worshipers with a desire to 
be holy, and praise with sacrifice v.5 

 Become a sanctuary for God to dwell v.5 
 Become a part of God’s body and establish a local 

church where God has planted v.5 

聖句の適用方法:  

神様は私達を憐れみ、神の民として下さいました。私達は

神の民、クリスチャンとしてどう生きて（咲いて）行くべきで

しょうか？ 

 イエス・キリストは、「広く伝える 9節」宣教の使命を私達

に託された。それは、私達が聖霊に満たされる事によって成

就できる » 聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力

を受け…私の証人となる 使徒 1:8 

 マイナスな物を捨て去る 1節 

 赤子のように、聖霊と御言葉を慕い求める 2節 

 聖霊と御言葉をもって更なる成長を体験する 2節 

 聖なる祭司となる＝神様に聖められる事を求める礼拝者と

しての心からの賛美と献げ物 5節 

 私達自身が神様の住まわれる家となる 5節 

 神の体の一部として、共に植えられた所で神様の地方教

会を建て上げる 5節 

Prayer 
 Thank you for creating us, and saving us through 

Your mercy, and making us as God’s people 
 As we release negative things, and seek for the 

Holy Spirit & the Word, allow us to bloom as 
God’s people where you planted us 

 Grow us into worshippers and a part of the local 
church that you are trying to establish here 

いのり 

 私達を創り、憐れみを持って神の民としてくださった事

を感謝いたします。 

 マイナスなものを捨て、聖霊と御言葉の満たしを日々

求めますから、あなたが植えて下さったこの場所で神

の民として咲かせて下さい 

 建て上げられようとしているこの教会の一部として、教

会と共に成長の出来る礼拝者として下さい 


