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MESSAGE NOTES 
次に何が来るかあなたは知らない 

詩篇 62:8 
   Loyd Flaherty 

 

1. 見えるものに頼って歩むのではなく、信仰によって歩む 
 
私たちは、いつも「知っている」状態でいたいし、先に何があるのかを明確にしたい

と思っています。 信仰に基づいて歩むということは、明確さを求めて歩むことでは

ありません。信頼して従うことです。 
 
コリント人への手紙 第二 5 章 7 節 

"私たちは見えるものによらず、信仰によって歩んでいます。" 
 

2. ぎゅうぎゅうに詰めたスーツケースに持っていかないで  
 
イエス様は、弟子たちに「行きなさい、しかし余分なものは持っていってはいけませ

ん」と言われました。 
 
マタイの福音書 10 章 9-10 節 

“9 胴巻に金貨も銀貨も銅貨も入れて行ってはいけません。10 袋も二枚目の下着も履

き物も杖も持たずに、旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。" 
 

3. どこに信頼を置くのか?  
 
マタイの福音書 24 章 35 節 

"天地は消え去ります。しかし、わたしのことばは決して消え去ることがありませ

ん。" 
 

まとめ 
 
私たちは詳細な地図を持って人生を歩みたいと思っていますが、聖書は御霊に導かれ

て歩みなさいと教えています。私たちは将来のための知恵を求めますが、イエス様は 

 "私に従いなさい "と言われます。私たちはすべての答えを欲しがりますが、主は私た

ちに「私を信頼しなさい」と言われます。 
 

詩篇 62 篇 8 節 

“民よどんなときにも神に信頼せよ。あなたがたの心を神の御前に注ぎ出せ。神はわれ

らの避け所である。セラ" 
 

私たちは、自分の心を神様の御前に注ぎ出さなければなりませんー賛美や感謝、心配、

恐れ、疑問、不安など、様々なものでいっぱいの心をです。神様は私たちの避難所で

す。神はすべての道の曲がり角の詳細は教えてくれません。私たちは、常に神様を信頼

しなければならないのです。私たちは不確実な時代に生きていると言われています。私

たちはその時代を、神様に信頼を置くための時間と考えるべきなのです。 
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MESSAGE NOTES 
You Don’t Know What is Next 

Psalm 62:8 
     Loyd Flaherty 

   

1. Walk by Faith Not by Sight 
 
We want to be “In the know” and to have clarity —to see what’s up ahead.  
Walking in faith isn’t walking in clarity. Walking in faith is trusting and 
following.  
 
2 Corinthians 5:7  “For we live by faith, not by sight.” 
 

 

2. Don’t Take a Suitcase Full  
 
Jesus told his disciples to go but don’t take extra provisions. 
 
Matthew 10:9-10 “Do not get any gold or silver or copper to take with you in your 
belts— 10 no bag for the journey or extra shirt or sandals or a staff, for the worker 
is worth his keep.  
 

 

3. Where do we place our trust?  
 
Jesus says Matthew 24:35 “ Heaven and earth will pass away, but my words will 
never pass away.” 
 

 

Conclusion  
 
We want to have a detailed map but the Bible tells us to walk in the Spirit. We 
ask for wisdom for our future but Jesus says, “Follow me.” We want all the 
answers but the Lord tells us to trust Him.  
 

Psalm 62:8 “Trust in him at all times, you people; pour out your hearts to him, for God 
is our refuge.  

We must pour out our hearts to Himーour hearts that are full of praise, thanksgiving, 
worries, fears, doubts and, uncertainty. God is our refuge. God doesn’t give all the 
details of every turn down the road. We must trust Him at all times. People say we live 
in uncertain times. We should see them as a time for us to put our trust in Him.  


