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「奇跡を起こす思考」キャサリン・ルオナラ
How To Have a Miracle Mindset! |
Katherine Ruonala
シド・ロスです／超自然が普通の世界へようこそ！
私がイエスを救い主として信じた約 40 年前に／キャサリン・クールマン師に出会いましたが
あのような大きな奇跡は／それ以来 体験していません
しかし 神はオーストラリアで／もう一人のキャサリンを育てました
奇跡の領域で同じように働くだけではなく
彼女は皆が同じ奇跡を行うことができると教えています／あなたも奇跡を行いたいですか？
私は奇跡を行いたいです！
キャサリンが通り過ぎると／人は癒されるのです
驚くべきことが起こっています
彼女のすることを見て／神が微笑んでいるようです
耳が無かった女性に聴覚の癒しを祈った時のことを／話してください
私がアメリカで集会をしていた時に／知識の言葉を受け取り
「聴覚が回復する必要がある女性がいますね」／と言いました
大勢の聴覚が回復した事を見ているので／耳が聞こえない人が来ると思いましたが
出てきた女性は癌を治療した為に／鼓膜と耳がありませんでした
彼女は神が触れてくださっているのを感じていて
確認させてください 鼓膜と耳のない女性が／聴覚の回復の祈りを受けに出てきたのですよね
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当時の私の信仰では 癒しに一晩は必要で／次の日に彼女は聞くことができると思いました
時に右手が神の力により震えるのですが／その日は主が「左手を置きなさい」と言われたので
左手を置いて祈りましたが 主に「彼女に聞こえるか／どうか聞きなさい」と言われ聞きました
彼女が「聞こえます！」と言うので／私は驚いて「本当ですか？」と言ってしまいました
栄光が降り 沢山の奇跡がその晩 起こりました／目の前で白内障が癒され 曲がった指も伸びた
のです
神は私達が信仰を持って期待する以上に／奇跡を行いたいのです
神の選びには驚かされます オーストラリア人で／幼児虐待による恐れやトラウマがある女性を
選んだのです
彼女はハリウッド映画の様に素敵な男性と結婚すれば／全ての問題が解決すると思いましたが
残念なことにキャサリンの恐れは／消えることはなく
白馬の王子様と結婚した後は ／夫が死んでしまう恐れに 束縛されていました
あなたは神に 3 つの事を願いましたが／何を願ったのですか？
聖書に聖霊は教師であり 助け主だと書いてあります／ですから集会に向かう車中で聞いてみた
のです
「人が倒れる現象について教えてください」 ／集会で神の力で倒れる人達を見ていて
それが神の力による事と知っていましたが／なぜかを知りたかったのです
神は 私達を助けてくださるのが とても上手ですから／「主よ 教えてください」と求め
私の手首の小さな神経節を癒し／夫が死ぬという恐れから解放される事を願いました
私達は新婚で 夫は結婚証明書に／私が死ぬまで愛すると サインしたばかりなのに
不安感や 捨てられた過去の経験で／夫が死んでしまうのではないかと 心配したのです
「この恐れから解放してください」と言いましたが／それが聖霊に偉大な働きをして頂く事にな
りました
その夜の集会で 祈りの為に人々が招かれた時／私は最後に並んで 手をあげて 主を見上げまし
た
聖霊の力によって打たれキャッチャーも／いなかったので私は床に倒れ 神の力で震えていまし
た
ミニスターに／倒されたのではなかったのですね
いいえ 祈られてもいませんでした／でも 彼に立ちなさいと言われ 立ち上がった時に
「圧迫よ 出て行け」と彼が行った途端／私は床に倒れました
その時 私はイエスの顔が見え／声も聞こえました
「あなたを 全ての事から自由にしている」と聞こえました／神の主権で 私は一方的に解放され
たのです
あなたの手首の神経節はどうなりましたか
素晴らしい体験によって忘れていましたが／帰宅したら無くなっていました
その晩私は御言葉通りに「私が主を呼び求めた時 主が答え／私は全ての恐れから解放された」を
受け取りました
主によって一方的に ／恐れは主の愛に変えられました
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数日後に何か変化があったのですよね
常に自分達の弱さを／主の前に差し出す事は非常に重要です
恥についてのメッセージを聞いて 示された事があり／祈りの為に 前に出ました
数名の人に祈ってもらったのですが／聖霊に「ここにいなさい」と言われたので
そこに立っていたら／聖霊が幻を見せてくれました
子どもの私が 天の父に寄りかかり／父の手が 私の髪を撫でている場面が 最初に見えました
こんな事は／誰にもしてもらえませんでした
次は酷く醜い顔をしている／子どもの自分の幻が見えましたが
その顔がマスクのように／消えていくのが見えました
次に とても美しい女性が 素晴らしいドレスを着て／天国を歩いていましたが
彼女は尊厳を／身にまとっているように見えました
幻を見ていると「あれは あなただ」と主が語られ／私は また倒れていました
私が倒れていた間に 主は精神科医には／できないような事をしてくれたのです
尊厳とアイデンティティーを回復し／私が主に愛されている娘である事を教え
主が全ての必要を満たし 愛を現す為にいつも共にいる／本当の親友である事も見せてくれまし
た
皆さんが見た事がない奇跡が起こります／チャンネルはそのままで！
あなたは 酷い虐待を受けた過去がありますが／神様は幻を通して あなたの尊厳を回復し
その上 神の炎も受けるなんて／ボーナスのようですね
そうです！私は 奇跡に関する本を／できる限り 読み始めました
キャサリンクールマンの動画を見たり／ウィグルスワース師や ジョン G レイク師の本を読み
彼らの話す 聖霊のパブテスマと／炎の事を学びました
私は 14 歳の時に 聖霊のパブテスマを受け／異言の賜物も受けました
当時は 神の炎を受ける事を 願っていませんでした／でも 彼らの癒しの話を読み始めて
自分は何か足りないと思い

飢え渇きを感じ／主に炎のバプテスマを願い求めました

9 ヶ月に渡って主の深い取扱いが始まり／私は聖霊に倒され 起き上がれない事もよくあり
幻を通して私への主の計画が示され／この時に神からの召しを受け取りました
神は清めの炎で心の不純物を／取り去ってくださいました
神は私達を通して力を現され／働かれる事に感謝しています
私達が神ご自身と神の炎を求める時／主が用いてくださるのです
あなたが祈って起こった／最初の奇跡はどのようでしたか？
日曜礼拝で「腫瘍が消える事をあなたは見る」／と預言されましたが
月曜日は女性集会で／講師として招かれていました
集会の最後に ある女性が前に出て来て／「腫瘍があるので祈ってください
私は倒れないし 異言も祈りませんが／それでも祈ってくれますか」と言うので
私は「もちろんです」と答え 祈り始めたら／聖霊が彼女に触れ 彼女は床に倒れました
倒れなくてもいいのですが 私のように／神の力により 倒れやすい人もいるようです
彼女は横になっている時に 神の力が／4 回 腹部に触れた事を感じました
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私は海外に 数週間出かけており／戻って来た頃に 知りましたが
彼女は祈りを受ける前に 膵臓の近くにある／18 センチ程の腫瘍を 手術で摘出する予定でした
が
肝臓が肝硬変を起こしており 手術が不可能な状態で／彼女は集会に来たのです
再検査の結果は 腫瘍が消え／癌の痕跡もなく 肝臓は全く新しくされていました
これらの事は 普通だと／聖書から知ることができます！！
あなたは 若者を訓練していると聞きましたが／彼らも あなたの様な事ができるのですか？
ある若い男性が薬局に行ったとき 年配の男性が／心臓発作を起こして倒れて死んでしまいまし
た
聖霊は彼に「この状況をどうしますか？」／と聞きました
救急士が来ましたが 年配の男性の／呼吸も脈拍も止っていました
彼は 男性の足に 手を置いて死の霊を叱り／命を預言し始めた時 男性は咳をして生き返ったの
です
その週末に 救急士が教会で／この様な事は 見た事がないと 証しをしてくれました
あなたは 自分に必要がある事を認める事が／鍵だと言っていますが
大抵は「イエスによって 私には全てがありますし／自分だけで大丈夫です
経済も健康も家族もありますから」と／信者はよく言うのですが
神の心をとらえるには／自分に必要がある事を知るべきなのですね
とても重要です／私達の弱さを差し出す時 そこに神の強さがあります
信仰によって主に 灰をささげるなら／素晴らしいものを主から受け取ります
主に罪を渡すなら赦しを 弱さや恐れを渡すなら／主が全ての祈りに答え必要は満たされます
聖書では聖霊は私達の助け手だと教えています／私はどんな時も主の助けが必要なのです
私は本当に愛が必要なのです／結婚 23 年目になる夫は素晴らしい男性ですが
私の必要を完全に満たすことは／地上の誰にもできません
全員の愛の必要を満たす人は 存在していません／私達は 神の完全な愛を必要として創造され
ましたから
日々 主の前に 必要を持って出るなら／私達は 豊かに受ける事ができます
私の人生の一部が 大きく欠けている幻を見て／「こんなに欠けているのですか」と主に訴えたら
私の欠けを完全に満たす形のものが 天から与えられ／私の人生の最も深い所まで満たしたので
す
私達が必要を持って日々主の前に出る時／溢れるほど豊かに満たしてくださいます
元売春婦の女性に 起きた奇跡の事を 聞かせてください／彼に祈ってもらいますから チャンネ
ルはそのままで
その女性に何が起きたんですか？
オーストラリアの集会で／ある女性がメッセージを聞いていました
自分は祈りを受ける価値がないと思っていましたが／最終日に祈りを受けに前に来ました
彼女が人生を主に捧げると 力強い解放が起こり／私は彼女の為に祈りました
数日後に 彼女からの手紙で知りましたが／彼女は若い時から ヘロイン中毒で売春をしていま
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した
集会の次の朝 タバコを吸おうとしたら咳き込んで／吸うことができませんでした
彼女はヘロインの売人達に電話をし／「私は*ボーンアゲインクリスチャンだから」
*生まれ変わり新しくされた者
「もう薬は いらないから関わらないで」／と言いました
外に出て 知り合いのヘロイン中毒者に会い／彼らに証しをしたのです
「震えも禁断症状もないのよ！自由になったの／イエスが私を解放してくれたのよ」
「神が俺の胃痛を癒したら信じるけどな」／と胃に問題があった男性が言ったので
彼女は救われて 24 時間も過ぎていませんでしたが／祈りました
私がしていたように手を置いて その場で祈ったら／彼は聖霊の力に打たれ 道端で地面に倒れ
立ち上がった時に 彼の胃は癒されていたので／呆然としていました
ポケットから 8 万円を出し 彼女に 5 万円を渡し／残りの 3 万円は ガールフレンドに渡して
「今週ヘロインに使う予定だったけど／もういらなくなったから」と言ったのです
空中にある椅子の話をしてください！
夢を見たのです／聖霊は夢や幻を通して私達に語る事を信じています
私はイギリスでのミニストリーの機会を主に約束されましたが／当時は誰とも繋がりがありま
せんでした
私は信仰で数週間をイギリスの為の日程に取り分けました
誰からの連絡や招待もなく／自分からドアを叩くつもりはありませんでした
何もなく時が過ぎて／私は何かを間違えたかと思い始めました
ある夜 この事を考えたまま／眠りに落ち 夢を見ました
夢の中で私は椅子に座り／素晴らしい事が明らかにされる事を見ていました
素晴らしい場所に座っている事に気がつきましたが／その椅子は空中に浮いていました
なぜ空中に浮いている椅子に私が座っているのかと／考えたら椅子が揺れ出して目が覚めたの
です
主が私に語っていると思い／ミステリーを明かされる聖霊に尋ねると
主が「これらの奇跡はあなたによるのか？」と尋ねるので／「いいえ あなたです 主よ」と答え
ました
「あなたは 1 つでもドアを開いたことがあるか？」／私は「開けたことがありません」と答えま
した
「ではなぜあなたがイギリスの事を心配するのか」／と主が言われたのです
秘書に「このイギリスの予定は？」と尋ねられ／「神様に任せているの」と答えたら
その夜に 私達のミニストリーをインターネットで／見ていた人からメールが来ました
スミス・ウィグルスワース師が奉仕していた地域の／近くの教会の牧師からの招待で
「イギリスに来て 私達の地域に奇跡の油注ぎを／解き放ってくれる事はできるでしょうか？」
「２週間ほど空いています」と答えました／神がドアを開いた事がわかり始めました
あなたは何を学びましたか？
私達はイエスの力に／より頼む必要があるのです
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集会で祈る時 ／主の油注ぎが跳ね返されてくる事がたまにあります
その時に「主よ どうしましょうか」と言うと／「わたしに寄りかかりなさい」と聖霊の声が聞こ
え
従うと聖霊の力が降ったのです
今 奇跡の為に祈ってください
父よ あなたの力と聖霊の癒しの油注ぎを感謝します
全ての視聴者とその場所を／聖霊が覆っている事を宣言します
神の霊に感謝します あなたが癌や多発性硬化症／全ての病に触れ癒しています 主の力が癒す
のです
あなたに触れて 癒している聖霊の力を／イエスの御名で 今 受け取ってください
今 癒している事を感じることができる／聖霊の力を感謝します
主に 祈り求めるなら ご自身を現し／昨日も 今日も 永遠に変わらない方として答えてくれま
す
主よ 感謝します／弱さを隠さずに 差し出す時にあなたが満たし
必要のある所に聖霊が激しく注ぎ 触れてくれる事を／イエスの御名によって祈ります
証しを楽しみにしています
聖霊の臨在が／あなたの上にある事を感じます
イエスをあなたの救い主としていない方々がいますが／主は素晴らしい神です
あなたが 彼を知る前から あなたの罪の為に死なれました／赦しを受けるように祈りましょう
イエスの血潮があなたの罪を洗い清める事を信じて／あなたの内に来て住んでもらいましょう
イエスを主とする事を 自分の言葉で言ってください／神の平和が あなたに平和をもたらしま
す
キャサリンが話した事が／あなたに 起こる準備はできています
今 癒されます 聞こえない耳が開き 関節炎が癒されます／イエスの御名で あなたは奇跡の中
を歩むのです
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