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Bloom Where 

You Are 

Planted 

~Ruth~

植えられた所

で咲きなさい

~ルツ~

• Ruth=1 of 2 gentiles in the 
ancestors of Jesus 

• Abrahamic Covenant

– God: Bless decedents as God’s 
people

– Abraham & decedents: 
Protects the identity as God’s 
people/not allow the gentile 
blood to be mixed

• Not that she did not have a 
choice. Her choice not 
where to bloom, but 
whether to belong to God or 
not

• ルツ=イエスの先祖の中に
入る2人の異邦人の内の1
人

• アブラハム契約
– 神様：子孫の繁栄・神様の
人々となる

– アブラハムとその子孫：神様
の人々としてのアイデンティ
を守りきる・異邦人と血を混
ぜない

• 選択が無かった訳ではない。
彼女にとって、何処に咲く
かの選択は場所の選択では
なく、「誰に所属するか」
神の民となるか

Uncertainty is not a Good 
Enough Reason to Give up

Ruth 1:16
• Naomi=Mara/lost all, 

miserable, no hope for the 
future, can’t provide

• You may disappoint 
yourself

• Hope is in God (faith)
• May be impossible to us but 

it’s possible to God
• Jam 4:14 You do not know 

about tomorrow (given)
• Tomorrow may be 

uncertain but God is certain
• Are you trusting 

unchanging God without 
excuses?

将来が見えないのは諦め
る理由ではない

ルツ1:16
• ナオミ=マラ・全て失い、
惨め、希望がない、養えな
い

• 自分には失望するかも
• 希望は神様に(信仰)
• 私達に不可能でも神様には
可能である

• ヤコ4:14あすのこともわ
からぬ身なのだ (前提)

• 明日･将来は不明確かもし
れないが、不変な神様がお
られる

• 理屈に制限されず不変な神
様を信頼できていますか?

Humbling

Ruth 2:7

• Humbling = release your 
own agenda » depend

• Would take left over = 
Satisfied with whatever 
given

• Phil 4:19 / God’s promise: 
my God will supply your 
every need according to his 
glorious riches in Christ 
Jesus

• Are you completely 
depending on God to supply 
your needs?

へりくだる

ルツ2:7

• へりくだる=自己・自我を
捨てる » 頼る

• 残り物でいいですから= 与
えられてもらえる物で満足
する

• ピリピ4:19・神様からの約
束:、あなたがたのいっさ
いの必要を、キリスト・イ
エスにあって満たして下さ
るであろう。

• 神様が必要を満たしてくだ
さると頼れていますか？
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Do Your Best

Ruth 2:7

• Excuses does not move 
anything

• Doing your best = Faith 
followed by actions

• Gal 6:9 we must not grow 
weary in doing good, for in 
due time we will reap, if we 
do not give up.

• What are you doing to go 
with your faith?

ベストを尽くす

ルツ2:7

• 言い訳で前進する事はでき
ない

• やれる事をできる限り行う
=行動を伴う信仰

• ガラテヤ6:9 善を行うこ
とに、うみ疲れてはならな
い。たゆまないでいると、
時が来れば刈り取るように
なる。

• あなたの信じる心に伴って
どのような行動をおこせて
いますか?

Help Will Come

Ruth 4:6

• Sometimes our plan  falls 
through

• God will always send help in 
times of need

• Trust » Peace

• If you are fulfilling your 
dream without God’s help, 
you may be dreaming too 
small!? 

• Without limiting yourself 
with your limited ability, are 
you seeking the help from 
unlimited God?

必ず助けがきます

ルツ4:6

• 時に助けてくれそう・解決
法があったとしても旨くい
かない事があります

• 必ず神様は助けを必要な時
に送って下る

• 信じて頼る»平安

• もしあなたが神様の助け無
しに夢を叶えているのなら、
あなたの夢は小さすぎるか
も!?

• 自分の限られた方法だけに
頼らず神様の無限の力の助
けを求めていますか?

• To bloom where we are 
planted:

– Help us not to be bounded by 
our excuses, and to trust you 
wholeheartedly that we can 
bloom with your help

– Guide us to humble ourselves 
before you and believe that you 
will supply our needs

– Strengthen us to do our very 
best as we know that we will 
reap Your blessing at Your time

– Let us not forget that You will 
always send help when we 
need

• 植えられた所で咲けるよう
に：

– 理由に妨げられずにあなたを
心から信頼し、この地で咲け
るように助けてください

– あなたに素直にへりくだりあ
なたが必要を満たしてくださ
る事を信じれるように導いて
ください

– 我々のベストを尽くしやがて
あなたの時にあなたの祝福を
収穫できるよう力づけて下さ
い

– 必要な時にあなたが必ず助け
手を送ってくださる事を忘れ
ないように助けてください


