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敬愛する友人と支援者の皆様
猛暑の夏となりました。今年は
節電が呼び掛けられているので、
暑い日々がさらに暑く感じること
と思います。しかし東北の方々に
とって、この暑さが重荷をもう一
つ増やすことになり、手伝ってい
るボランティアの方々にとっても、
大変であることを覚えたいと思い
ます。
今 月 は、 各 国 の DMI の 学 校 に
関するニュースレターを同封しま
す。多くの皆様方が学校支援、個々
の生徒への支援をしてくださり、
お祈りと金銭的なご支援を感謝い
ダバオ寮の中
たします。里親支援をしてくださっ
Inside the Davao dorm
ている何人かの方々に、最近の写
真や報告を送らせていただきます。
てきましたのでお知らせいたしま
しかし、申し訳ありませんがすべ
す：
ての里子の写真が届いているわけ
未明のことで皆が深い眠り
ではありません。それらのものを
についていた時、２階で寝て
入手しにくいこともあります。皆
いた私たちは一階での物音と
様がご支援を続けてくださること
停電のため目が覚め、水は腰
を心より感謝しております。
までの高さに達し、強い勢い
で流れていました。一階に居
ネヴィル・ミュアーについて
たろうの子どもたちは自分の
多くの方々が DMI 国際総主事
物を持ち出していましたが、
のネヴィル・ミュアーの健康を案
一人の少年は眠り続けてベッ
じてお尋ねくださり、家族のため
ドが水浸しになって始めて目
にもお祈りを感謝いたします。ネ
が覚めました。持ち出せない
ヴィルが体調を崩して入院した時
で 流 さ れ た も の は、 冷 蔵 庫、
から１年が経ちました。今は元通
アイロン、ストーブ、扇風機、
り回復し、いつものように一生懸
台 所 用 品、 椅 子、 ソ フ ァ ー、
命働きを続けています。まだ薬を
戸 棚、 テ ー ブ ル な ど で し た。
飲んで定期的に血液検査をします
が、本人はとても元気とのことで
す。

フィリピンのダバオにある学校
ジェニー・リードが学校報告を
書いた後に、ダバオの学校と寮に
被害をもたらした鉄砲水の洪水が
ありました。ダバオのリーダーで
あるジョシュアは次のように書い

鉄製の門が開いて、テーブ
ル、椅子などが１００メー
トル先の隣のコンクリート
塀まで流され、遂にその塀
も崩れました。特に大きな
被害を受けたのは、窓まで
達した水の中に沈んでいた
２台の車でした。道路の水
流 は 強 く、 隣 の 駐 車 場 に
あった車は、早朝に大きな
水路まで流されてしまいま
した。
幸いなことに私たちの建
物は３階まであり、水が増
してきても逃げ場がありま
した。お昼頃まで水が増し
たり退いたりするのを眺めて
いました。隣人たちは自分の
家の屋根に上がっていました。
DMI の高い建物を感謝します。
屋根に上ることなく、床のス
ペースがありました。

物を持ち出す Saving items

世界各国の DMI の働きを支援し
お祈りくださっている皆様に、心
から感謝しています。
日本の DMI 理事会を代表して
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理事長 アレイン・マドレ
上がっている水位
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ダバオ寮の外で物を乾燥する Drying items outside Davao dorm
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Dear Friends and Supporters of
DMI,

his family. It is a year since he
collapsed and was hospitalized,
but we give thanks to the Lord that
he has now recovered and is once
again working as hard as ever. He
is still on medication and regular
blood tests, but says he is feeling
fine.

Summer has arrived with its
very hot days. This year as we
are asked to save electricity in
every way possible, I am sure the
hot days will seem hotter than
usual. But we need to especially
remember the folk in Tohoku,
for whom the heat will add yet Davao School in the Philippines
another burden to daily living and
Since the school reports were
make it hard for volunteers as they written we have heard of flash
seek to help.
flooding in Davao, which hit the
This month I am sending you a DMI school and dormitory there.
newsletter about the schools which Joshua, the leader in Davao, wrote
DMI runs in various countries. the following –
Many of you now sponsor
It happen in the wee
schools rather than individual
hours when we are all in
students, and we appreciate your
acceleration of a nice needed
continual prayers and financial
asleep, what wake us up in the
support. For those who sponsor
second floor is the commotion
children, we have updated photos
downstairs and power block
and school reports for many of
out, only to find that the
you. Unfortunately we have not
water is already waistline and
received a report and/or photo
coming with a strong current.
for every child sponsored by a
The boys in the ground floor
Japanese. It is hard to get photos
were already in commotion,
and reports sent from some
saving their things. Only to
countries. But please be assured
find out later there was one
that your continued support is
deaf boy who sleep soundly
much appreciated.
and was awaken by water

Executive Director
Many have enquired about the
health of DMI Executive Director,
Neville Muir, and we thank you
for your prayers for him and

coming up to the level of his
bed. We have no chance to
save the refrigerators, presser,
stoves, electric fans, kitchen
utensils, chairs, sofas, cabinets
and tables all floating in all
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directions. Iron gates were
opened by the strong current
and our tables , chairs and
things where carried 100
meters away to a concrete
wall of our neighbors, that
wall also later give way. The
big damage was two cars
submerge in water at window
level. The water on the road
is so strong that cars of our
neighbor park there was
carried to the big canal early
in the morning.
It's good that our building
is until third floor, we have
reserved option where to
go and what to do if water
continue to rise, the whole
early morning was spent
watching and waiting
for water to rise and fall.
Our neighbors went up
to their roof, spend their
early morning there. Thank
you Lord for this DMI high
building, we need not climb
the roof, we still have floors to
spare.
Thank you all for your
continued support and prayers for
the work of DMI worldwide.
On behalf of the Japan Board,

Chairperson, Japan DMI Board

