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Proverbs 3:5-6

Trust in the LORD with all 
your heart, and do not 
rely on your own 
understanding.

Acknowledge him in all 
your ways, and he will 
make your paths straight.

箴言 3:5-6
心を尽くして主に信頼し、
自分の分別には頼らず

常に主を覚えてあなたの
道を歩け。そうすれば主
はあなたの道筋をまっす
ぐにしてくださる。

When we put 

trust in God
神様に信頼を
寄せる時

• Straight path? narrow curvy 
road at a ridge vs straight 
highway
– Easier to drive
– Safer, less dangerous
– Can speed

• Basic principle of the US=
When trusting in the 
Creator God (He has already 
shown His trust to us 
through creation & love)
– Wrapped with grace
– To not lose others’ trust 

and respect
– Bless us
– Protect us
(ex: monetary value) Psalm 
31, Proverbs 3:9-10, 
Matthew 6:33, Malachi 3:10

• まっすぐの道とは? 峠の
細いカーブ道VSまっす
ぐな高速

– 走りやすい
– 危険も少なく安全
– スピードも出せる

• アメリカの基本理念=創
造主である神様を信頼す
る時(既に創造する事と愛
で私達への信頼を表して
下さっている)

– 恵みに包まれ
– 私達が周りの信頼と敬
愛を失わないように

– 祝福し
– 守って下さる
(例:貨幣価値) 詩篇31、箴
言3:9-10 、マタイ6:33 、
マラキ3:10

Life style of “putting 
trust in God”

• To trust?
– Depend on Him with all 

your heart
• Trust of a child to a parent  

Mat. 18:3 unless 
you…become like little 
children…will never enter 
the kingdom of heaven!

• Child like faith?
– Not rely on our limited 

understanding. We don’t 
know everything 
including ourselves.

– Put God first
• Are you depending on God 

instead of trusting your 
limited understanding?

「神様に信頼をよせる」
生き方をしよう

• 信頼するとは?
– 心を尽くし、委ねきる
• 子どもの親への信頼 マタ
イ18:3  幼な子のように…天
国にはいることはできない
であろう

• 子供のような信仰?

– 自分の限られた知識に
頼らない。人間には未
知の世界がある。自分
自身すら。

– 神様を念頭において生
きる

• 自分の限られた知識に頼
らず、神様に全てを委ね
きれていますか?
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Prayer of “Putting trust 
in God”:

 We’ll trust You instead of 
our limited understanding.

 We thank You that You are 
taking care even things we 
don’t understand.

 We put You first in our 
lives as we seek You.

 We thank you for making 
everything good, meeting 
our needs, give us Your 
peace, and strengthen us.

 We accept what You are 
trying to do in our lives as 
we obey and depend on 
You.

「神様を信頼します」
という祈り:

 自分の限られた知識よりも、
あなたを委ね、信頼します。

 私達では理解しきれない所
は、あなたが全て良きとし
て計らって下さる事を感謝
します。

 あなたを日々の歩みの念頭
に置き、あなたを求めて歩
んで行きます。

 あなたが、全てを良しとし、
必要を満たし、平安を与え、
力づけて下さる事を感謝し
ます。

 あなたが、私達のうちにし
ようとしておられる事を受
け入れ、従い、委ねます。


