
2/15/2015

1

1 Peter 2:9

But you are a chosen 

generation, a royal 

priesthood, a holy nation, 

His own special people, 

that you may proclaim 

the praises of Him who 

called you out of darkness 

into His marvelous light;

１ペテロ 2:9

しかし、あなたがたは、

選ばれた種族、祭司の国、

聖なる国民、神につける

民である。それによって、

暗やみから驚くべきみ光

に招き入れて下さったか

たのみわざを、あなたが

たが語り伝えるためであ

る。

We are chosen 

and called

選ばれ招かれ

た私達

• Not only we were called to 
know God but we are called 
to be transformed into 
God’s people/priest

• abstain from fleshly lusts 
(11)

• they may, by your good 
works which they observe, 
glorify God in the day of 
visitation (12)

• as free, yet not using liberty 
as a cloak for vice, but as 
bondservants of God.(16) 
Because we are free

• For we are his 
workmanship, created in 
Christ Jesus unto good 
works… (Ephesians 2:10)

• 私達はただ神を知るだけで
なく、神の民・祭司として
召され変えられていくべき
• 肉の欲を避けなさい(11)
• あなたがたのりっぱなわざ
を見て、かえって、おとず
れの日に神をあがめるよう
になろう(12)
• 自由人にふさわしく行動し
なさい。ただし、自由をば
悪を行う口実として用いず、
神の僕にふさわしく行動し
なさい(16)自由だからこそ

• わたしたちは神の作品で
あって、良い行いをするよ
うに、キリスト・イエスに
あって造られたのである(エ
ペソ2:10)

When we seek to live 
Holy as Christ did

1 Peter 1:14-17
• …as you have always 

obeyed…work out your own 
salvation with fear and 
trembling (Phil. 2:12)

• Pursue peace with 
all people, and 
holiness, without which no 
one will see the Lord
(Hebrews 12:14)

• Living by faith » seek to be 
like Christ/holy » Salvation 
/ heaven

救いはキリストに倣って
聖く生きる事を求める時

１ペテロ 1:14-17
• あなたがたがいつも従順で
あったように…いっそう従
順でいて、恐れおののいて
自分の救の達成に努めなさ
い(ピリピ2:12)

• すべての人と相和し、また、
自らきよくなるように努め
なさい。きよくならなけれ
ば、だれも主を見ることは
できない (ヘブル12:14)

• 信仰によって生きる»キリ
ストのように・聖めをもと
める»救い・天国
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Walk according to the 
Spirit instead of according 

to the flesh

Rom. 8:4-6
• Paul who were called wrote 

as a guide book for 
Christians

• those who are in the flesh 
cannot please God(8)

• in the Spirit, if indeed the 
Spirit of God dwells in 
you…if anyone does not 
have the Spirit of Christ, he 
is not His. (9)

• Is your walk God-driven 
instead of your knowledge-
driven?

肉によらず
霊によって歩む

ローマ8:4-6
• 召されたパウロが書いたク
リスチャンへの手引き

• 肉にある者は、神を喜ばせ
ることができない(8)

• 神の御霊があなたがたの内
に宿っているなら»霊にお
るのである。もし、キリス
トの霊を持たない人がいる
なら、その人はキリストの
ものではない(9)

• 自分の知識だけでなく、神
様に動かされ、導かれて歩
めていますか?

Daily worship that 
pleases God

Rom. 12:1-2
• To please God / Why?
• Priest » Worshipper=your 

reasonable service » Our 
lives, worship through our 
lives, to glorify God

• do not be conformed to this 
world

• but be transformed by the 
renewing of your mind

• Pleased God = Enoch
• Wouldn’t you want to 

experience the wonderful 
blessing of pleasing God?

神様に喜ばれる者とし
ての日々の礼拝

ローマ12:1-2
• 神に喜ばれる・なぜ?
• 祭司»礼拝者=あなたがた
のなすべき霊的な礼拝»私

達自身の人生・生活で礼拝
する・栄光を表す

• この世と妥協しない
• 心(想い)を新たにすること
によって、造りかえられる

• 神に喜ばれた者=エノク
• 神様を喜ばすという素晴ら
しい祝福を体験してみたい
と思いませんか?

Thank you for choosing and 

calling us to be a part of God’s 

family:

 As we seek to live Holy as 

you did, sanctify us and lead 

us to heaven

 Guide us as we are filled 

with the Spirit, and driven 

by It rather than being 

fleshly-driven

 Transform us into Holy, 

acceptable sacrifice as we 

seek to please you with our 

walk and worship

神の家族として選び、招き

入れて下さったことを感謝

します:

 今あなたに倣って聖めを

求めて歩みますので聖別

し天国へ導いてください

 私達の肉の思いに頼らず、

あなたの霊に満たされ、

霊に頼って歩みますので

導いてください

 聖なる供え物として、

日々の歩みをもって礼拝

しますので、あなたに喜

ばれるものへと変えて下

さい


