DMI 国際ろう者支援会 日本
2011 年 春号
敬愛する支援者の皆様、
2011 年に入って、いろいろな
ことがありました。世界中で何と
多くの災害が起こったことでしょ
う。オーストラリアとアメリカで
の洪水、またニュージーランドの
地震では 24 人の日本人の方々が
犠牲となって亡くなられ、そして
3 週間も経たない内に、日本では
東北関東において大震災が起こり
ました。特に津波で多くのものを
失われた方々のことを思うと心が
痛みます。福島原発の放射能漏れ
が早急に解決されますよう続けて
祈っています。この地域に住んで
おられるろう者のことも祈りに覚
えています。警報は聞こえなく、
電気が通じないのでテレビも見る
ことができなく、ラジオももちろ
ん聞くことができませんでした。
20 人以上のろう者の方々が亡くな
られたという情報を聞いています。
この大変な状況にある東北の方々
のためにお祈りください。

オーストラリアでの第５回 DMI 国
際大会
今年 10 月に開催される国際大
会の申込みが届き始めています。
オーストラリアで事務を担当され
ている方からは、なるべく早く出
席者のお名前を知りたいとの連絡
をいただいています。この手紙に、
大会案内を再度同封いたします。
スケジュールについては、最終決
定はまだなされていませんが、旅
行計画のご参考になると思い、プ
ログラム原案を同封します。航空
券は早期に購入するほど安価です。
大会費用は、5 日間の宿泊と食費
に加えてシドニー日帰りツアーを
含み 45,000 円です。
大会後、キャンベラ（オースト
ラリア首都）とメルボルンへのル

アーの可能性を調べています。参
加人数により費用が検討されます。
そのツアーへの参加にご興味があ
ればお知らせください。
大会参加者のほとんどがろう者
ですが、健常者でもろう者でも参
加されるととても祝福されます。
参加予定の方は、同封の申込書に
記入し、私宛 FAX でお送りくださ
い。後に詳細をお知らせいたしま
す。パスポートのコピーなどが必
要となりますが、今のところ申込
書で十分です。他にご質問などあ
れば、私までお電話や FAX でお知
らせください。

国際総主事ネヴィル・ミュアーより
世界の多くの地域にいるろ
う者を祝福するために、この
国際ろう者支援の働きが続け
られていることを、神様と支
援者の皆様に心から感謝いた
します。共に労してくださる
方々とボランティアの皆様の
お力添え無しには、多くのろ
う者の教育、雇用、職業訓練
は提供されていなかったこと
で し ょ う。 そ し て 何 よ り も、
ろうの人々に福音が宣べ伝え
られなかったことでしょう。
そのため、実際的な意味での
援助と同様に、私たちにはキ
リストの愛を知らせる大きな
責任があります。この働きに
おいては、皆様がパートナー
になっていただかなければ、
私たちは何も成し得なかった
ことでしょう。皆様が関わっ
てくださることを心から感謝
いたします。
財政的には悪化し、また
この働きに対する種々の妨害
があるにも関わらず、幾つか
のすばらしいことが起きてい

ま す。 フ ィ リ ピ ン に お い て、
ろう者を支援する新しいプロ
ジェクトが始まり、コロンピ
アでの働きは良い方向に発展
し、数々の教会が成長し続け
ています。また薬剤も支給さ
れ聴力と健康の問題が取り扱
われていて、また子どもをご
支援くださる方々が増えてい
ます。
一方、エジプトの働きでは、
その地における脅かしがあっ
て、集いに参加するにも路上
で常に監視されている恐れが
あり、非常に困難な状態にあ
ります。その国の方々や、加
えてシリアの方々の安全のた
めに祈っています。
ネヴィル・ミュアーは 4 月下旬
に数日間、日本に立ち寄りました。
DMI 理事会に出席し、東近江キリ
スト福音教会の日曜礼拝で奉仕し、
読売新聞のインタビューを受け（記
事になるかどうか分かりませんが）
忙しい日々を過ごしました。
皆様のお祈りとご支援を心から
感謝いたします。
アレイン・マドレ
DMI 日本理事会の理事長
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Dear Friends and Supporters of
DMI,

the conference will be 45,000 yen
for the 5 days accommodation and
meals, plus a day trip to Sydney.

What a start we have had for
2011! So many disasters around
After the conference it is hoped
the world. The floods in Australia, that a trip to Canberra (The capital
the USA, the earthquake in New city of Australia) and Melbourne
Z e a l a n d w h e r e 2 4 J a p a n e s e can be arranged. This is going to
lost their lives, and less than 3 depend on numbers, and no prices
weeks later, the Great Eastern are can be decided yet. However,
Japan earthquake!! Our hearts if you are interested in doing the
continue to ache as we think of after trip, please let me know.
all those people who have lost so
The majority of those attending
much, especially as a result of the
will be Deaf, but it doesn’t matter
tsunami. We continue to pray for
whether you are Deaf or hearing,
a solution to the nuclear problem
you will be blessed if you attend.
in Fukushima. Of course, our
If you plan on going, please fill
thoughts and prayers have been
out the enclosed form and fax it
with the Deaf people living in that
to me. Later we will need more
area. They are not able to hear
information, passport copies etc.
warnings and directions, and with
but just the form on the flyer is
no electricity they could not see
enough for now. If you would like
TV, and of course they cannot hear
more information, please call or
the radio. We have heard that
fax me (Alayne Tel. 075-871-8562
more than 20 Deaf are known to
Fax 075-872-1981)
have lost their lives. We would ask
you to pray for our Deaf brothers
NEWS FROM THE EXECUTIVE
and sisters in the Tohoku area in
DIRECTOR
this difficult time.
Neville Muir, the International
Director of DMI writes…
5th DMI INTERNATIONAL

CONFERENCE IN AUSTRALIA

Applications are starting to
come in for the Conference in
October. The Australian office has
asked that we let them know the
names of those who will attend as
soon as possible. Once again we
are sending you more information
in Japanese with this letter. The
schedule has not been finalized
but I am enclosing a tentative
program to assist you in deciding
what flights you want to book.
The earlier you book, the cheaper
your air fare will be! The cost of

It is with grateful thanks
to God and to our supporters
that this ministry continues
to bless Deaf people in many
areas of the world. Without
the work of our fantastic team
of co-workers and volunteers,
education, employment
and training would not be
available to most of the Deaf
with whom we work.
More than that, the Gospel
would not be proclaimed
among this community, so
we have a huge responsibility

to make the love of Christ
known as well as helping in a
practical sense. Without your
partnership in this work we
could achieve nothing. Thank
you for your participation.
In spite of an ever
worsening financial situation
and attacks in various forms
on the work, some great
things are happening. New
projects to assist the Deaf
have commenced in the
Philippines; the work in
Colombia is blossoming;
churches continue to grow;
medicines distributed; hearing
and health issues dealt with
and children being sponsored
in many countries to name a
few of the ministries of DMI.
On the other hand, our
work in Egypt is suffering
greatly with threats about
our land, fear in attending
meetings and being on the
streets and we are being
watched constantly. We are
praying for protection for our
people there and in Syria also.
Neville was able to make a
brief visit to Japan at the end of
April. He participated in a Board
meeting, spoke at the Higashi
Omi Christian Church on Sunday
morning, was interviewed by the
Yomiuri newspaper (not sure when
they will print the article??) and
generally had a busy time.
Thanks to you all for your
prayer and support.
Alayne Madore
Chairperson, Japan DMI Board

DMI INTERNATIONAL CONFERENCE 2011䎃䎃— AUSTRALIA
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DATE ᣣઃ
Wednesday
October 12

Thursday
October 13

Friday
October 14

Saturday
October 15

Sunday
October 16

SITUATION ⁁ᴫ
The Tops Conference Centre, Sydney
Check-in and Registration in the afternoon
䉲䊄䊆䊷䌔䌨䌥㩷 䌔䌯䌰䌳ળ⼏䉶䊮䉺䊷
ඦᓟ䋺䉼䉢䉾䉪䉟䊮䈫ฃઃ
The Tops Conference Centre, Sydney
Arranged programme
䉲䊄䊆䊷䌔䌨䌥㩷 䌔䌯䌰䌳ળ⼏䉶䊮䉺䊷
䊒䊨䉫䊤䊛
Day Tour:
Zoo, harbour bridge, botanical gardens, city centre
৻ᣣ䉿䉝䊷
േ‛Ṷ䇮᷼ᯅ䇮ᬀ‛䇮ਅ↸
The Tops Conference Centre, Sydney
Arranged programme
䉲䊄䊆䊷䌔䌨䌥㩷 䌔䌯䌰䌳ળ⼏䉶䊮䉺䊷
䊒䊨䉫䊤䊛
The Tops Conference Centre, Sydney
Check-out and Departure after lunch
䉲䊄䊆䊷䌔䌨䌥㩷 䌔䌯䌰䌳ળ⼏䉶䊮䉺䊷
ᤤ㘩ᓟ䇮䉼䉢䉾䉪䉝䉡䊃
Coach to Canberra
䊋䉴䈪䉨䊞䊮䊔䊤䉁䈪

ACCOMMODATION ኋᴱ䇮
ኋᴱ䇮㘩
Provided and all meals
䊖䊁䊦䈫㘩ో䈩

Provided and all meals
䊖䊁䊦䈫㘩ో䈩
Provided and
Breakfast/Ev. Meal
䊖䊁䊦䈫ᦺ㘩䇮ᄕ㘩
Provided and all meals
䊖䊁䊦䈫㘩ో䈩

Breakfast/Morning tea/lunch
ᦺ㘩䇮ᦺ⚃⨥䇮ᤤ㘩
Hotel
䊖䊁䊦

Monday
October 17

Parliament Buildings
ᐭᑪ‛

Hotel
䊖䊁䊦

Tuesday
October 18

War Memorial
ᚢ⸥ᔨ⎼

Hotel
䊖䊁䊦

Wednesday
October 19

Coach down to Victoria
䊋䉴䈪䊎䉪䊃䊥䉝䉁䈪

Thursday
October 20

Great Ocean Road
䉫䊧䊷䊃ᵗㅢ䉍

Friday
October 21

Phillip Island
Penguins
䊐䉞䊥䉾䊒ፉ㩷 䊕䊮䉩䊮

Home-stay
Breakfast
䊖䊷䊛䉴䊁䊷䊶ᦺ㘩

Saturday
October 22

Melbourne City
䊜䊦䊗䊦䊮Ꮢ

Home-stay
Breakfast/Ev. Meal
䊖䊷䊛䉴䊁䊷䊶ᦺ㘩䇮ᄕ㘩

Sunday
October 23

Service at Monash City Church of Christ
Breakfast provided – Delegates fly out shortly thereafter
䊝䊅䉲䊠Ꮢ䉼䊞䉼䉥䊑䉪䊤䉟䉴䊃㩷 ᦺ㘩䇮Ꮻ࿖

Home-stay
Evening meal
䊖䊷䊛䉴䊁䊷䊶ᄕ㘩
Home-stay
Breakfast
䊖䊷䊛䉴䊁䊷䊶ᦺ㘩

Worship
Drama
礼拝、セミナー、証し、各国報告、
Seminars
Day Trip
劇、日帰り旅行、講演等
Testimonies
Guest Speakers
Country Reports
Australian Hospitality

プログラム：

Cancellation
（キャンセル料：2011
年 9 月 12Policy:
日まで 5,000 円、それ
Prior to 12th September 2011 - $50 penalty.
以降は払戻し無）
After 12th September 2011 - no refund.

This includes all meals, accommodation
含まれる物：食事、宿泊費、日帰り旅費
and a day trip to Sydney.
含まれない物：航空券、ビザ取得費用、旅行保険、個人費用

Conference
cost of AUD450.00
大会費用：45,000
円

Chad Entinger (D)
チャド・エンティンガー（ろう者）
アメリカ・デフミッション総主事
Director of Deaf Missions USA

Key Note
Speaker
講師：

オーストラリア ニューサウスウェールズ
（スタンウェル・トップス）

DMI Conference

I n t e r国際大会
national
DMI

「私は福音を恥とは思いません。…」ローマ人への手紙 1:16
“I am not ashamed of the Gospel . . . .” Romans 1:16

第５回

It is hoped that a new facility will be built in time for the
conference which will provide rooms for couples but
currently only dormitory accommodation is available.

大会開催までにツインルームを備えた新しい建物の建
Accommodation
is in dormitory style rooms. These rooms
築完成を願っていますが、現時点では寮スタイルの施
have
self-contained bathroom facilities and are bright and
設が備えられています。
comfortable.

Accommodation

Stanwell
Tops Conference Centre is situated about one
ストラリアの潅木林の地にあり、海岸と他の観光地の
and
a half hours south of Sydney near to the city of
近くに位置しています。会議場には、広い会議ホール、
Wollongong.
The facilities, although near to major cities,
セミナー室、森林に面する眺めのダイニングルーム、
are
in
beautiful
Australian bush land with views of the
水泳プール、他のスポーツ施設が備わっています。
Pacific Ocean; near to beaches and other scenic spots.
The conference centre supports roomy meeting halls and
宿泊設備
seminar
rooms, a dining room overlooking the forest, a
swimming pool and other sports facilities.
宿泊は寮スタイルの部屋です。個別の浴室付きで、明
るく快適です。

Location
の近郊ですが、施設は太平洋の景観を有する美しいオー

時間半のウーロンゴング市近郊にあります。主要都市

Conference
Centre Information
スタンウェル・トップス会議場は、シドニー南方約１

所在地

大会会議場情報

“I am not ashamed of the Gospel . . . .” Romans 1:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ろう □

難聴 □

Hard of Hearing

Single

Female

Hearing

健聴 □

We will post/email more information
詳細案内については、参加申込書を受領後、
and registration details to you
お送り致します。
upon receipt of the slip.

I would like to help a deaf worker to
途上国のろう者働き人を大会に
attend the conference.
参加出来るように献金したい。

Position:

Church name :

Expiry Date:

信徒・牧師等：

Passport Number:

教会名：

Nationality:

有効期限：

Deaf

パスポート番号：

Hearing Status:

国籍：

Marital Status: Married

聴力：

女□

country / area / number

独身 □

男□

Male

結婚 □

結婚状況：

Age:

歳

年齢：

Email:

(Circle one of the above)
Ｅメール：

Phone/Fax/Mobile:

（いずれか○で囲んでください）

電話・FAX・携帯：

Address:

Name:

住所：

氏名：

DMI 国際大会
参加申込書
CONFERENCE
REGISTRATION
FORM

