
■腰の痛みがウソのように癒されました！ 

いつもオンラインでの礼拝も必ず参加していますが、教会での礼拝ができない週は事故の後遺症で脚に箸で刺

すような痛みと痺れ、こむら返りが酷く、続いていました。 

先週、教会で礼拝に出席することができ、受付の所で増山牧師とヒーリングチームの方に癒しのお祈りをしてい

ただきました。 

すると礼拝中、長田牧師のお話の前半で、自分の体から何かが出て行ったような感じがしました。 

同時に、体の中に何か入ってきて自分を丸ごと包み込んで、指先や足先まで満たされた感じがしました。 

その後、痛みや痺れが全く、ゼロになったんです。初めての体験で、驚きました。 

増山牧師に聞いてみたところ、聖霊様が自分を癒して下さったということがわかりました。 

現在も全く痛みは起きていません。 神様に感謝します！（SI さん） 

 

■身体の癒しも進み、ずっと抱え込んでいた束縛から解放され、神様の愛を受け取りました！ 

今日はヒーリングルームで、27 年前の事故での後遺症、右手、右足麻痺、坐骨神経痛の癒しのお祈りをお

願いしました。 

お祈りして頂くと、ZOOM を通しても聖霊様が働かれ、私の心と身体に力強く触れてくれました。 

お祈りの言葉にのって神様の愛と御言葉が私の心の奥に優しく沢山流れ込んで、 

心にずっと抱え込んでしまった傷や囚われ、痛みの塊に聖霊様が触れてくれて、癒し、解放して、感情が涙と共

に溢れ、流れて消えていきました。 

打ち砕かれた様に、塊がとれました。本当に優しい、愛の神様の臨在に包まれ、心が慰められ 

神様の愛を感じ、平安に、包まれました。その日は夜はぐっすり眠れました。 

責任は全て神様がとるからと自分で負わなくていいよ、全て神様に委ねてとメッセージと、神様からの励ましの御

言葉も頂き、 

肩の力が抜けて、そのままでいんだと安心して、優しい神様の愛の中へ入って行けた気持ちで、ずっと平安と愛

が続いている感じです。 

身体も、右手、右足の麻痺、硬直が揺るんで、どんどん回復してきています。坐骨神経痛の痛みもほぼ失くな

り、力が、前より入る様になりました。 

祈りを受ける度に、心も癒され、身体も自由に軽くなってきています。 

祈りを通して、神様が生きて、働かれ、癒し主の優しい神様の存在を実感しています。 

神様の栄光を褒め称えます！ （Y さん） 

 

■膝の痛みと共に、心も解放された！ 

ご紹介をいただきこの 21 世紀キリスト教会の礼拝に出席しています。 右膝に痛みとつっぱるような感じがあっ

て、何回かヒーリングチームの方たちにお祈りをして頂いていました。E1 クラスというものがあると聞いて参加して

みようと小田原から早起きをして参加しました。2 日間のセミナーで、教会とは、自分とは、偶像崇拝、天の父

の心などを学んでいくうちに、自分の中にあった苦い根を発見して聖めて頂き悔い改めたのですが、2 日目の朝

から右足の膝が、つっぱる感じがあって、終了書をいただくときに痛みを感じて足を少しひきずっていたらヒーリング



のスタッフの方がそばに来て、帰りに手を置いて祈ってくれました。立ち上がった時に「あれ？痛くない！」と思わず

叫んでしまいました。ヒーリングのスタッフの方も喜んでくださいましたが、私が１番喜んでいました。また「あなたの

信仰があなたを救ったのです。」というルカの 7 章が私の頭の中で響き渡りました。それと同時に私の苦い根が

取り除かれたことも感じて幸せな気持ちで溢れました。ずっと痛みと一緒にいたので、「痛くない」という感覚を自

分の身体が忘れてしまっていたことに気づき驚きました、痛くないってこういう感覚だったと最近思い出してきまし

た。神さま、ありがとうございます。感謝します。M.O さん 

 

■１０のレベルだった肩こりが０になりました 

肩こりと腰痛のお祈りをお願いに来ました。祈り手の方が、手を置いて祈ってくださるとすぐ肩こりがなくなりました。 

１０あった痛みが０になりました。ありがとうございました。 ＭＴさん  

 

■肩の痛みがゼロになりました 

２～３日前から、翻訳のお仕事をしています。訳していると心にざわつきを感じて、肩の痛みがどんどんひどくな

ってきたので、今日はヒーリングルームに駆け込みました。祈ってもらうと痛みが 50%に半減しました。もう一度

祈ってもらうと、痛みがなくなって、完全に癒されました。ありがとうございました。 

ＭＫさん 

 

■ヒーリングルームに入ったとたんに癒やされていました！ 

今日は服に合わせて少し大きめの靴を履いてしまい、階段の上り降りで膝を痛めてしまいました。ヒーリングルー

ムに入ったとたんに、痛みが完全に癒やされていました。念のため祈っていただきましたがレベル１０だった痛みは

０です。ハレルヤ！ HM さん 

 

■10 年前から腰痛があり、20 分以上立っていられなかったが、痛みが完全に癒されました。 

また、右脚の長さが１㎝長いことに気付いていただき、祈ってもらうと脚の長さが同じになりました。感謝しま

す！ M さん 

 

■１０から２レベルまで癒やされた膝(左)の痛み   

膝に痛みを感じ、また、頭痛で右側の後方に違和感があるため、お祈りを受けに伺いました。祈って頂くと、膝

の痛みは１０から２レベルまで癒やされました。とても楽になりました。 

山登りに誘われていますが参加することにしました。ありがとうございました。ＳＫさん  

 

■腰痛がすぐに癒されました 

２月の下旬くらいから腰痛に悩まされていました。それに昨夜、認知症のホームにいる父が体調を崩して入院し

ました。私の腰痛と父の病が早く癒やされるようにお祈りをお願いしました。 祈って頂くと腰痛は、すぐに直りまし

た。凄い！ 

また、心も平安になり、ずいぶん楽な気分になりました。主の愛を感じました。感謝します。 



ＩＨさん  

 

■足の静脈瘤の痛みがゼロに 

お祈りしていただいている間、イエス様が私を癒してくださったビジョンが見えて、体中が熱くなりました。そして、痛

みが今までレベル５くらいだったのが、２まで減りました。感謝します！ 

 

■腰と左膝の痛みがなくなりました！ 

膝の痛みと、腰痛がありました。また、前立腺肥大や狭心症、胃腸炎などもあります。お祈りして頂くと、左足の

膝の痛みが完全に癒されました。また、祈りの中で、体中の細胞が再創造されるイメージを受けました。腰痛は

足の長さが異なっているのが原因だとうことで、祈っていただくと、両足の長さがそろいました！ 

疲れもあり、フラフラしていたのですが、それも癒され、感謝します！ MH さん 

 

■朝でがけに、ころんで足をひねり、左わき腹を打って息ができないくらいでした。初めてヒーリングルームに駆け

込みました。手を置いて祈って頂くと足の痛みがひいていくのを感じました。わき腹の痛みも、息ができないほどで

はなくなりました。朝、祈り手の方に「足の痛い人がくる」と言うメッセージが与えられていたようでし。神さまは、今

日、私を癒やしてくれるつもりだった事がわかり、喜びと安心感が与えられました。神さま、ありがとうございました。

ＹＴさん 

 

■登山で痛めた足の筋の痛みの完治 

母が祈りを受けて１０レベルあった頭痛が０になり、感謝して一緒に帰ろうと思った瞬間、自分の足の痛みも

なくなっていることにと気づきました。数日前、山登りに行って足の筋を痛めていて、湿布してもなかなか治らなか

った痛みが消えました。来る時は、びっこ引き引き辛かったのですが、１０あった痛みが５まで癒やされました。

主のみわざに感謝します。 

ＲＯさん  

＊それから数日後、足の痛みは完全に癒やされました。  

 

■足の腫れがひいた！ 

孫と連休に出かけたせいでしょうか、足の甲が腫れてしまい、痛がゆい感じで、祈って頂こうとヒーリングルームに

きました。手を置いて、祈って頂くと痛みがひき、甲の腫れが少しひいたように思えます。神さまありがとうございま

した。ＭＩさん 

 

■両足の長さがそろいました！ 

左足首の腫れや、痛みがあり、股関節にねじれがあると聞いておりました。 

祈っていただくと、痛みが軽くなって驚いていたのですが、さらに両足の長さをそろえるお祈りをしていたくと、 

左右、異なっていた足の長さがそろいました。驚きました。感謝します！ 

 



■父とドライブに行けるようになった術後の母 

遠くに住んでいる母が手術し、術後の癒しを毎週ずっと祈って頂いていますが、母は肩や骨の痛みが癒されてき

ています。副作用も軽くなってきました。今日何と！母は父とドライブに行くことができ、台所にも立てたとのことで

す。神様、今まで祈ってもらって良かったです。本当に感謝します。 

ＭＯさん 

 

■つらかった肩の重さが１０から 1 まで癒やされました 

身体が疲れぎみです。肩こりがつらいです。祈って頂くと手に何かが流れはじめました。神さまのフレッシュなもの

が 流れているイメージがあり、全身がふわっと軽くなりました。肩の重さが１０から 1 まで癒やされ心の重たいも

のがなくなり身体 もポカポカしてきました。すごい奇跡です！神様、本当に感謝します。ＡＫさん  

 

■腰痛の癒やし（痛みのレベルが 10→0.5 に軽減） 

仕事をすると、腰痛になります。祈る前に、左右の足の長さがチェックされ、片方が短いことが分かりました。 

祈りによって、長さがが揃いました。続けて痛みの癒しの祈りが始まりました。１０レベルあった痛みが１まで下

がりました。さらに、感謝の祈りで 0.5 までに癒やされました。 

ＫＯさん 

 

■首の回りを囲んでいた重いだるさがス～ッと引きました 

ここ何日か朝、起きた時とても重いだるさがのしかかって、首が回らず体調がすっきりしませんでした。  

５０代なので年齢のせいか疲れかなとも思いましたが、これはヒーリングルームに行くしかないとダルさと不快感に

我慢できず伺いました。 

祈り手の方の祈りと御言葉を伝えてもらうと 首の回りを囲んでいた重～いだるさが、すっと引いていくのを感じま

した。 

肩の重さが１０から５くらいまで癒やされ、感謝をヒーリングルームの方たちと一緒祈ると、０まで癒やされ、回

らなかった首がくるくる 回るようになりました。スタッフの皆さん、神様、ありがとうございました。HＭさん  

 

■ピリピリしたあと、首の痛みがウソのように消えました 

首の部分にいつも痛みがあります。咳も２週間くらい続いていて、今日はじめてヒーリングルームに伺いました。

祈り手の方に手を置いていただき、ゆっくり祈ってもらうと、一瞬ピリピリとした痛みが走りました。胸も苦しくなりめ

まいがしたのですが、１０だった痛みは 1 まで急激に癒やされスーっと全てがウソのように楽になりました。いつも

痛かった首は何かに支えられているような感じです。胸も楽になり咳も止まってるみたいです。主に本当に感謝

します。ＡＭさん 

 

■足の、左右の長さが揃って、足の痛みが解消。首と肩こりの痛みも０に 

首・肩こり・腰・土ふまずと、ありとあらゆる場所に痛みがありヒーリングルームに伺いました。まず足の長さを揃え

てもらう祈りをして頂くと足がふわっと軽くなり、左右の長さが揃いました。痛みもなくなりました。ハレルヤ！ 



首の寝違えと 肩こりは何回か手を置いて祈ってもらって１０が０になりました。 

ＮＦさん 

 

■レベル１０だった足と腰の痛みが、５に半減 

今年の３月くらいから、足と腰に痛みを感じています。クリスチャンではないんですが、ヒーリングルームで祈ってい

ただこうと思い伺いました。祈って頂くと身体の緊張が抜けて腰の重さが楽になりました。10 レベルの痛みが半

減して 5 になりました。主に感謝します！ ＹＫさん 

 

■足首の痛みが８０％改善 

今日はじめて伺いました。右足首に捻挫（ねんざ）癖があり、昨年の２月くらいから足首を曲げると痛みます。

一回目の祈りで 10 レベルの痛みから 5 になり、もう一度祈って頂くと 2 レベルまで下がりました。スポーツしたく

てもこの足首が怖かったのですが、チャレンジできそうです。神様に感謝します。神さまありがとうございました。 

ＣＩさん 

 

■ひどい肩こりが７割軽減  

肩こりがひどく、ヒーリングルームに来ました。手を置いて祈ってもらうと１０レベルの肩こりが３まで軽くなりました。

主に、感謝です。ＯＹさん 

 

■足と腰の痛みの癒し 

両足と腰に痛みがあり身体がスムーズに動かないので、この痛みを癒やして欲しくて、お祈りして頂きました。最

初は体が温かくなり、その後足元から涼しい力が上ってきて痛いところを覆って頭から抜けていくイメージを感じま

した。１０段階の７のレベルにあった痛みが１になりました。ハレルヤ！ＡＡさん 

 

■痛くて上がらなかった腕が上がるように  

３年くらい前から右の肩から腕にかけてずっと痛みがあり、高く上がりませんでした。手を置いて祈っていただくと

肩が暖かくなり、痛みのない左腕と同じ高さまで上げることができました。感謝します。 

１０段階でいうと５のレベルだった痛みが２回祈っていただいて１になりました。神さま、ありがとうございました。 

ＮＭさん  

 

 

■手が上がるようになりました  

肩に痛みを感じていました。右手が上がらなかったのですが、痛みが半分以下に減り、上がるようになりました。

「右手に痛みがある人が癒される」という示しが事前にあったことを伺い、神さまが私のことをご存知だったと思うと、

心も癒されました。ヒーリングルームに来ると、温泉に入っているような感じで癒されていきます。ありがとうござい

ました。 ＳＹさん 

 



■上ることができなかった階段に挑戦できるまでに！  

８年程前、自転車で転んだ時に、何かがずれた感覚がありました。そのときから、ずっとお尻に痛みがあり治りま

せん。医者にも通い続け、薬も飲んでいますが、この１年位は痛みで電車にも乗れず、眠れないし、階段すら

登ることができません。 

この教会のフェイスブックを見てやっとの思いで今日ヒーリングルームにお邪魔しました。正直ここに来ることが出

来たことが奇跡に思えました。お祈りをしてもらうと、身体が暖かくなり、癒された感じがしますので、後で階段を

上ってみて確認します。 神様、ありがとうございました。 ＡＯさん 

 

■教会にくる途中で左側腹部が急に痛くなりヒーリングルームに駆け込みました。また相変わらずの腰痛と左ま

ぶたの湿疹のお祈りもお願いしました。手を置いて頂き何回も祈って頂きました。お腹は１０だった痛みが８ま

で癒やされ、お腹も腰痛も、３時の礼拝前までに０まで癒やされました。ハレルヤ。自分で思い込んでいる○

○だから痛いと言う思いを手放すことができた事、ありがとうございます。神さまいつも共にいて下さってありがとう

ございます。ＩＨさん 

 

■ヒーリングルームに通い始めてから１０回目くらいでしょうか、交通事故の後遺症で、右足が麻痺していまし

たが、今日はじめて、普通の足のような感覚が戻ってきている事に気がつき驚きでいっぱいでした。事故以来自

分の足の感覚が、戻ってきた事が何よりの励みです。ありがとうございます！ ＹＫさん 

 

■左膝の痛みが癒されました 

左膝に痛みがあり医者に通っています。ヒーリングルームの方に祈って頂くと温かいものを感じ、レベル９だった痛

みが、４まで癒やされました。嬉しくて階段を上り降りしてみて、更にレベル２まで癒やされました。祈り手の方か

ら「今日、左膝の痛みの人が来るからと神さまに示されていた」と聞かされ、神さまが私を癒やして下さるために、

今日ここに呼んでくださったことが示され感動しました。神さま、歩くのが楽になりました。ありがとうございました。

ＴＯさん 

 

■5 年ほど前に交通事故に合い、左足の腰からのマヒやしびれがあり、また左足をかばうので、右手、右足にも

硬直がみられ、これらの症状について何回かお祈りしてもらっています。少しずつですが良い結果が与えられてい

ますので、今日もお祈りをお願いしました。手を置いて祈ってもらい身体全体が楽になりました。 

ＹＫさん 

 

■腰の痛みが全く無くなくなりました。耳鳴りは 70％癒されました。M さん 

 

■転倒して左肩が痛くてあがらなかったけれど、上がるようになりました。祈り手から「腰は痛くないですか？」と言

われ、頷くと祈ってくださり、左足が伸びて楽になりました。 Y さん 

 

■左半身の痺れが完全に癒され、痛みがほぼなくなりました。イエス様を受け入れるお祈りをしました。K さん 



 

■重度の方の痛みが消えました 

2～3 日前から右肩に痛みを感じて、腕が動かせなかったため、お祈りをお願いしました。手を置いてもらうと右

肩が熱くなり、血が流れているイメージが湧いてきました。腕が回せるまでに回復し痛みは１０から０になりまし

た。祈り手の方は今日、肩の痛みの癒しに重荷を感じていたそうです。主の示しに感謝します。 

ＲОさん  

 

■腰痛の癒し 

先々週くらいに腰をねんざしました。肉離れの痛みが背中から腰全体にあって、この痛みから完全に癒されるよ

うお祈りをお願いしました。お祈りして頂いているうちに、神様が触れて下さっているイメージが体感でき癒されて

いきました。腰全体がサポートされた感じです。神様ありがとうございました。 ＳＹさん 

 

■肩の痛みがなくなりました 

今朝から左の肩が痛くて、上がらない状態でしたので、ヒーリングルームでお祈りをお願いしました。痛みがほとん

ど消えました。ハレルヤ、神さま心地よい感じが与えられました。感謝します。ＴＡさん 

 

■身体全体のこわばりと手首の痛みの癒し 

動悸、息切れ、倦怠感、肘から手首までのこわばりと痛み、不眠症、左肩の痛みと具合が悪いところばかり。

数年前からこの状態が続いていて身体がつらく、お祈りをお願いしました。手を置いて祈って頂くうちに呼吸が深

くなり、楽になってきました。左ひじの痛みはなくなりました。ハレルヤ！身体全体のこわばりも取れて手首の痛み

は７レベルの状態が３まで軽減されました。（最も痛いときが１０とすると）。主に感謝します。 

ＡＩさん 

 

■小さい頃、スポーツで痛めた傷の後遺症で腕の裏側と足の裏側に痛みがありました。その事を祈ってもらうと、 

１回目はレベル１０だった痛みが２まで癒やされました。もう１回祈ってもらうと「あれっ？」どうしたんだろう…と

いう位に完全に痛みが消えました。腕を回してみましたが、全く痛くありません！すごい神さま。感謝します。あり

がとうございました。Ｒさん 

 

■先週ひざの裏側に痛みがあって祈ってもらって癒やされました。今週は表側が両方とも痛くて、続けてお祈り

をお願いしました。２回祈ってもらうと、しゃがんで立ち上がることが出来るようになりました。ハレルヤ！ 

今日は、主の臨在が会堂に満ちていて、凄く癒やされました。神様、感謝します。Ｔさん  

 

■首の痛み、肩の痛みが全くなくなった！ 

首の後ろから肩にかけて痛みがあって辛くて心配でしたのでお祈りをお願いしました。 

手を置いてもらうと、初めは肩が痛いように思えたのですが、温かいものに包まれるような感覚があり筋肉がゆる

んでいくのが解り、痛みは全くなくなり、癒やされました。ノンクリスチャンの友達にもこの出来事を伝えたいです。



神様、ありがとうございました。ＹＴさん 

 

■肩の痛みが軽減しました。 

昨夜から、肩が眠れないくらい急に痛くなりました。手を置いて祈って頂きくと、両肩から背中にかけて温かいもの

が流れていく感じがして、８くらいあった痛みは、半分になり４まで癒やされました。神さま、今日はゆっくり眠れ

そうです。ありがとうございました。 

ＹＴさん 

 

■ぎっくり腰の痛みの軽減 

ぎっくり腰の痛みの回復を祈って頂きました。祈り手の方の手が腰に置かれると、鳥肌がたつような、電気が走る

ような感覚がありました。血流がながれ出し、６だった痛み重みが４まで癒やされました。少しずつ痛みがひいて

いきました。神様、あなたの御手の癒しを感謝します。ＴＮさん 

 

■足の付け根の痛みが癒されました。 

２～３週間前から、左足と左足付け根の部分に痛みがあり、お祈りをお願いしました。痛みは４レベルです。

祈って頂くと左足付け根の辺りに手が触れられているイメージが与えられました。痛みは１まで癒されました。神

さまハレルヤ、感謝します。心の癒しも下さった神さま、ありがとうございました。この癒しがずっと継続していくと信

じます。 ＡＤさん 

 

■お尻と背中の痛みが癒された！ 

今朝転んでしまい、お尻と背中を打ってとても痛いので、お祈りして頂きました。ヒーリングルームは初めてでした

が手を置いて祈ってもらうと、マックス１０だった痛みが５になり、栄光を主お返しし感謝してもう１回祈ると痛

みは１まで癒されました。神さま、ありがとうございました。ＫＳさん 

 

■背中の痛みを祈ってもらったら、暖かくなり光を感じた！ 

先日喉の痛みを祈っていただき、癒されました。今日は仕事の影響で首、肩、背中に痛みを感じ、もう一度ヒ

ーリングルームに伺いました。祈って頂いている間、身体が暖かくなり、心の奥の扉がパッと開かれ、明るい光が

差し込んできて暖かくなり涙が流れました。神様、本当にありがとうございます。ＦＮさん 

 

 

■術後の腰の痛みがゼロに。 

ヒーリングルームのお話しを聞いて、北海道から来ました。術後の腰の痛みを癒してほしかったのです。手を置い

て祈って頂くと３あった痛みが０になり解放されました。主からの新しいビジョンが与えられた事も喜びです。神さ

ま、今日はありがとうございました。 

ＹＳさん 

 



■私が来ることを祈り手の方に事前に神様が示していたことに驚きました！ 

お友達に連れてきてもらい、初めてヒーリングルームに伺ってみました。「今日は肩の痛い方、商売の不安を抱え

ている人がヒーリングルームに来る」ということを、神様がヒーリングルームの２人のスタッフに預言として与えられて

いたようで、それは両方とも私のことでした。手を置いて祈って頂いた後、肩がとても軽くなりました。何より驚いた

のは、「今日私がヒーリングルームに行って、そこで癒される」というのは神のご計画だったという事。そのことをヒー

リングルームが始まる前にスタッフの方々が話されていて、みんなで期待して待っていて下さった事でした。「そん

な事あるんだ」と、私はポカンとした状態でしたが皆さんの暖かさにも触れる事ができて平安も頂けて、とても感

謝です。「神様っているんですね。」クリスチャンではないですが、神様に感謝したい気持ちでいっぱいです。ありが

とうございました。ＹＴさん 

 

■首と肩の痛みが癒されました。 

目が急に見えづらくなり、とても不安になってしまったので今日は２回目なのですがヒーリングルームでのお祈りを

お願いしました。 

首と肩にも痛みがあったのですが、こちらは１０だった辛さが半分の５まで癒やされました。 

目の方も、まだ見にくいのですが全て癒やされると主に期待します。神さま本当にありがとうございました。 

ＭＩさん 

 

■足首の痛みと違和感に癒しが！ 

右足首に痛みがあり、右側の腰も少しコリのような違和感があるので、ヒーリングルームに伺いました。手を置い

て、お祈りをして頂いている間、身体がポカポカ暖かくなり、痛みも６だったものが３まで緩和され癒やされました。

神様、感謝します。ＫＹさん 

 

■お尻の痛みがだいぶラクに！ 

水曜日にお尻から倒れてしまい、痛みが続いておりスムーズに歩けない状態でしたのでヒーリングルームにお祈り

の助けを求めました。 

祈ってもらうと、まず身体が暖かくなって４だった痛みが１に癒やされました。ハレルヤ！もう椅子に座ったり立っ

たりがスムーズにできるようになりました。神様、ありがとうございます！ＮＵさん 

 

■腰痛が完全に癒された！ 

実は６ヶ月くらい前から、腰痛があり騙しだまし身体を使っていましたが、今日は思い切ってお祈りをしてもらおう

とヒーリングルームに来ました。手を置いて祈ってもらいましたが、背中が温まり身体が軟らかくなるのを感じ、また

完全に腰痛が癒やされました。ヒーリングルームの方たちが全員拍手してくださって嬉しかったです。妻の歯痛に

ついても一緒に祈ってもらい安心しました。主に感謝します！ＳＴさん 

 

■腕の痛みが軽く！ 

スポーツクラブの床にワックスがツルツルにかけてあったので転んでしまい、腕を強打しました。肩がはずれそうな痛



みがありヒーリングルームに伺いました。まず、手を置いて祈ってもらいました。８だった痛みは６まで癒やされまし

た。マタイ８：１７、イエスさまが痛みを負ってくださった事を宣言して頂き平安と暖かさを感じました。ＡＭさん 

 

■痛みが軽減し、義の衣を着せていただくビジョンまで頂きました！ 

首から肩、背中が痛くて、重くて、動かすのが辛かったので、初めてお祈りをお願いしに来ました。手を置いて頂

いて、温かさに包まれて身体がポカポカしてきました。６だった辛さが、３まで癒やされ楽になりました。また白い

義の衣を着せて頂くビジョンも与えられて励ましも頂けたことに感謝します。ＭＩさん 

 

■上がらなかった足が上がるようになった！ 

右足の指と甲が痛くて曲がらず、左足も痛くて上がらないので、ヒーリングルームで祈って頂きました。何回も手

を置いて祈ってもらっているうちに徐々に足が上がるようになってきました。凄い！今は両方とも上がるようになり

ました。ハレルヤ、神さまありがとうございました。ＵＨさん 

 

■突き指の痛み、肩こりが癒された！ 

先週ですが突き指をしていまい痛くてお祈りをして頂くと、体からジワジワと重い煙のようなものが抜けていく事を

感じました。突き指は癒やされました。ハレルヤ！肩こりやのどの痛みまでも神さまは癒やして下さいました。神さ

ま感謝します。ありがとうございました。ＳＴさん 

 

■膝の痛みが驚くほどラクに！事前に祈り手の人に神様が告げていた事にも驚き。 

左膝に痛みがあり医者に通っています。ヒーリングルームの方に祈って頂くと温かいものを感じ、レベル９だった痛

みが、４まで癒やされました。嬉しくて階段を上り降りしてみて、更にレベル２まで癒やされました。祈り手の方か

ら「今日、左膝の痛みの人が来るからと神さまに示されていた」と聞かされ、神さまが私を癒やして下さるために、

今日ここに呼んでくださったことが示され感動しました。神さま、歩くのが楽になりました。ありがとうございました。

ＴＯさん 

 

■祈ってもらい、血流が活発に！ 

昨年の１２月くらいから左手にしびれがあり、ずっと冷たいのが気になります。仕事で背骨が右に傾いているせ

いなのかもしれないと思いヒーリングルームで、お祈りして頂きました。祈り手の方々が、傾きが改善されています

よ。と言われ癒やしのみ業が始まっているように思えました。血流の動きが活発になってきました。また祈り手のお

祈りの言葉が、心に響きました。神さま感謝します。ＳＳさん 

 

■腰の痛みがゼロになった！ 

１週間くらい前から腰に痛みがあり座骨神経痛と医者から言われ薬を飲んでいます。 

今日は痛みが辛くてヒーリングルームに駆け込みました。祈ってもらうと背骨の後ろの骨が動いて、背中が延びた

感じがしました。腰が軽くなって快適な感じになりました。神様に栄光をお返ししてから、もう一度祈ってもらうと、

最大で１０だった痛みは殆どなくなりました。神様感謝します。ありがとうございました。ＪＮさん 



 

■膝の痛みが癒され、手も上がるようになった！ 

今日で２回目のヒーリングルームです。左肩に痛みがあり、辛かったので神さまに委ねるつもりでヒーリングルーム

に伺いました。手を置いて祈って頂くと７くらいだった痛みが３まで癒やされ、手が上がるようになりました。癒や

し主である神さま、感謝します！ ＹＴさん 

 

■膝の痛みが軽減されました！ 

膝が痛くて鍼に行ったり色々と試みており、ヒーリングルームでも祈って頂くと癒やされるのですが、何日か経つと

また痛くなってくるので再度お祈りしてもらいに伺いました。今日は祈っていただくと、痛みのレベルが８くらいあっ

たのが、３くらいまで痛みが減りました。また、祈り手の方が自分が癒やされたので、その証もインパテーションして

頂き、その後、痛みが戻らないようにともう一度お祈りして頂きました。本当に感謝します。神様、どうもありがと

うございました。ＴＯさん 


