
あゆみの証言  
 
やっと私が聖霊との関係を持つことが出来て夫ヤオは喜んでいます。  
 
エンカウンターセミナーで体験したこと全ては  amazing でした。セッションの一番最
初に参加者一人一人が名前の前に Almighty Akikoのように名前と同じアルファベット
の形容詞を付けました。誰かが私のことを  Amazing Ayumi と付けがました。これは
本当だと思いました。なぜなら神様はすでに私が（エンカウンターで）amazing な体
験をすることを分かっていたからです。  
 
セッション中、このプログラムは私のために特別にあつらえてもらった物に感じまし

た。聖書の箇所やお話しは私自身に訴えてきたからです。  
 
聖霊を受けるセッションで、クリスティーナ先生からヨハネ 7:37-38 を読むようにと
言われました。読もうとした時、「乾いている」の文字が聖書の紙から立体的に浮か

び上がりました。その瞬間、私はどれだけ乾いているかを知りました。泣きそうにな

り、ちゃんと文字を読むことが出来ませんでした。この聖書の箇所は以前も何度も読

みましたが、こんな風に感じたのは今まではありませんでした。  
 
聖霊を受けるようにクリスティーナ先生が私のために祈り出した時、頭ではなくて心

でどれだけ天のお父さんが私を愛しているかを知りました。また初めて異言で語るこ

とが出来ました。それもとても自然に語ることが出来たのです。  
 
私の体に起きた癒しも amazing でした。私は今まで背骨と右肩に関して「あなたは弱
くて曲がっている」と思うように悪霊にだまされていたことを感じました。  
クリスティーナ先生が祈り出した時、右肩と右腕が正しい姿勢に戻されていくように

はっきりと感じました。右腕が熱くなり、その後、何かが取り除かれたように感じま

した。  
 
 
本当は私は癒しのために祈りを受けたのは初めてのことではありませんでした。毎回

祈っていただいても、何も起きませんでした。何故なら神様は私の体を癒すことが出

来るとは信じていなかったからです。しかし今回、神様は私のことを愛してくださり

癒したいと信じることが出来ました。今は右腕を高く上げることが出来て、その腕で

喜びにあふれた魂で天のお父さん、イエスさま、聖霊さまを賛美出来ます。  
 
セッション中、神様がどれだけ私を愛してケアーしてくださっているのかを知りまし

た。頭では分かっていたのですが、今度は心で分かることが出来ました。  
 
 
私はとても敏感でその性格が嫌いでした。しかし今分かったのは聖霊を敏感にとても

近く感じるように神様が私を創ってくれたのだと感じました。  
聖霊によって私はもっと強く大胆になれることが分かりました。  
 
エンカウンターセミナーの 2日目の早朝、聖書のヨシュア記 1:9が与えられました。  
「わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならな

い。おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなた

とともにあるからである。」  
このみことばを宝にします。  
 
神様はまたエスターが日本に来た理由は私にこのエンカウンターセミナーを届けるた

めだと教えてくれました。  
 



神様の愛、受け入れるハート、赦しは  amazing です。神様を賛美し、私のためにして
くださったことを感謝して、いつも神様と共にいて付いて行きます。  
 
 
In His love, 
あゆみ  
 

Ayumi's testimony 
 
My husband Yaw is happy to see that now I can connect to Holy 
Spirit.  
 
All the experiences through the encounter was amazing. At the very 
beginning of the session, we all shared our own names with 
everyone like Akiko as Almighty. Someone described me as "Ayumi 
as Amazing". This was true. God already knew that I'm going to 
have amazing experience. 
 
During the session, I felt like the program was custom-made just for 
me because all the verses and stories meant a lot to me.  
 
In a session of receiving Holy Spirit, Pastor Christina asked me to 
read John 7:37-38. When I tried to read, the letters "thirsty" started 
to float up on the paper, and became bold. At the very moment, I 
understood that how thirsty I am. I couldn't read very well because I 
was almost crying. I read this verse many many times in the past but 
I have never felt that way.  
 
When Pastor Christina started to pray for me to receive Holy Spirit, 
my heart (not my head) clearly understood that how much our 
heavenly Father loves me. And I started to pray in tongue first time. 
It was so natural. 
 
All the healing happened to my body was amazing too. I felt like my 
back bone and right shoulder have been deceived by evil spirit to 
think that you are weak and not straight. When Pastor Christina 
started to pray, I clearly felt that my right shoulder and right arm 
started to move back to the right position. I felt heat in my right arm. 
After that I felt something was removed.  
 
Honestly this is not my first time that someone prayed for my 
healing. All the time, nothing happened because I didn't believe that 



God can heal my body. But this time I could believe that God loves 
me and wants to heal. Now I can lift up my right arm high to praise 
Heavenly Father, Jesus and Holy Spirit with joyful soul.  
 
Through the sessions, I understood how God loves me and cares for 
me. I knew it by my head, but this time I could understand in my 
heart.  
 
I'm very sensitive and didn't like my this character. Now I know that 
God made me this way to sense Holy Spirit so closely. I can be more 
strong and bold with Holy Spirit. 
 
Early morning of the second day, Joshua 1:9 was given to me. I will 
cherish this verse.  
“Remember that I commanded you to be strong and brave. Don’t be 
afraid, because the LORD your God will be with you everywhere 
you go.” 
 
Also God told me that Esther came to Japan to bring me to the 
encounter session.  
 
His love, acceptance and forgiveness is amaizing. I praise Him, am 
thankful for what he has done, and just try to be with him and follow 
him.  
 
Thank you Pastor Caleb and Pastor Christina to come all the way to 
Japan to guide us. You are special Pastors. Looking forward to 
seeing you again very soon.  
 
In His love, 
Ayumi 
 


