DMI 国際ろう者支援会 日本
2012 年 春号
敬愛する DMI 支援者の皆様
今年の春は遅れてやってきまし
たが、皆様は美しい桜を楽しまれ、
今ではあちこちで咲いている色々
な花を楽しまれていることと思い
ます。神様は何と美しい世界を創
造されたことでしょう。

ネヴィル・ミュアー（DMI 国際総
主事）からの近況報告
ミャンマー
国際実行委員会出席のため
ミャンマーに行った時、ヤン
ゴン教会の１３周年記念会に
参加することができました。
そこで３人のろう牧師（ミャ
ンマー、韓国、オーストラリア）
がその記念集会を導きすばら
しい時を持ちました。その後、
カレーで創設した学校の献堂
式に行きました。カレーに行
く時は飛行機が飛ぶかどうか
いつも心配です。以前車で行っ
た時の大変な記憶があるので、
飛行機が往復順調に飛んだこ
とを神様に感謝しました。学
校の献堂式は盛大なものでし
た。生徒たちは民族衣装を着
て参加できたことを喜んでい
ました。授業はすでに始まっ
ていますが、建物はまだ完成
していません。建築中に建設
費が上がって、予算どおりい
かなくなりました。建物は使
用されていますが、一階の窓
にはガラスが入らず、天井や
手すりもなく、セメント塗り
もまだです。お風呂のレンガ
積みが完成していないので、
生徒たちは服を着たままお風
呂に入っています！台所には
壁を作らなければなりません。

建 築 の 完 成 に は 更 に 7000 ド
ルを必要としています。でも
この建物の建築を可能にして
くださった皆様に感謝してい
ます。日本から大きな献金が
あり、本当に感謝です。
フィリピン
フィリピンにおいては、そ
の一校を閉鎖することになり
ました。リガオ本校に近いマ
リナオで生徒数が減少してい
ます。それよりも校舎がかな
り傷んでいて、建物の使用が
禁止される可能性があります。
建築基準に適合させるには、
時々洪水に遭っていた土地を
埋め立てて建物を完全に建て
替えることが必要でした。生
徒数や将来の必要を考慮する
と、建て直しは賢明なお金の
使い方ではないと思いました。
上級の生徒はリガオに転校し、
下級の生徒は家庭でリガオか
ら遣わされた先生が教えるこ
とになります。
最近、災害に遭ったにもか
かわらず、働きに明るい面も
ありました。ゴムの木は実り
始めました。農場はカガヤン
デオロから 2 時間のところに
あり、カレーへの道のりに良
く似ています。私たちの四輪
駆動の車はすばらしいのです
が、乗り心地は遊園地の最悪
の乗り物のように大変です。
災害が再び起こらなければ、
９月に収穫を始めることがで
きます。最近の台風で被害を
受けた寮の工事はまだ続いて
おり、昨年の洪水によって被
害を受けたダバオの土地の隣
にある家も再建中です。

日本の委員会からのお知らせ
DMI がどのような働きをしてい
るか、御自身で見てみたいと思わ
れたことはありませんか。支援し
ている子どもに会い、支援してい
る学校を見たいと思われませんか。
またご友人もお誘いして、見に行
かれないでしょうか。
来年 2013 年 2 月に、日本の
委員会のジャック・マーシャル牧
師と恵子夫人、そして秀弘・マド
レと私アレインは、6 日間フィリ
ピンに旅する予定です。リガオ、
ダバオ、バコロドにある DMI の学
校と教会を訪問することにしてい
ますので、皆様もご一緒されませ
んか。詳細はまだ決まっていませ
んが、同行されることにご関心の
ある方はご連絡ください。現時点
でまだ決めておられなくても、こ
の企画に関心があれば、私アレイ
ンまでご意向をお知らせください。
電話 075-871-8562
090-1028-8844
FAX 075-872-1981
メール alaynemadore@mbr.nifty.com
年齢制限はありませんので、年
を取っている若過ぎるなど考えな
いでください。私たちの訪問は、
現地スタッフを励ましフィリピン
のろう者の必要を更に理解できる
と祈っています。皆様からのご連
絡をお待ちしています。
皆様のお祈りとご支援を心から
感謝いたします。
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Dear Friends and Supporters of
DMI,
Spring came late, but I am
sure you all enjoyed the beauty
of the cherry blossoms and now
the colorful spring flowers that
are blooming everywhere. What a
wonderful world God created!

News from the Executive Director
Rev. Neville Muir writes:

Myannmar
While in Myanmar for the
International Board meetings,
we were also able to join
with the Yangon church for
their 13th anniversary. It was
wonderful having three deaf
preachers leading the service
(from Myanmar, Korea and
Australia).
We then flew up to Kalay
for the dedication of our
new school building. When
travelling to Kalay, one is
always on edge as to whether
the plane will fly or not. Horror
memories came to mind of
overland journeys made in the
past, but praise God, the plane
flew this time - both ways!
The dedication of the
school was carried out with
suitable colourful pomp
and circumstance. The kids
were dressed in various
tribal costumes and were
so excited to be part of
such a gathering. Although
we opened the school, it is
still not quite finished. Our
budget got messed up as
costs continued to rise during
construction. The building is
in full use but, there is no glass
in the windows down stairs,
no ceiling or banisters and
cosmetic cement work needs
to be completed. The bathing
facilities are still to be bricked
in so at the moment everyone

takes a bath with their clothes
on! The kitchen also needs
new walls. We still need about
$7000 to complete the facility.
Thank you to all who have
made this building project
possible. A large gift was
received from Japan for which
we were truly thankful.
Philippines
Meanwhile, over in the
Philippines, we have decided
to close one of our schools.
The little school in Malinao,
near to our main campus
in Ligao, was showing a
decline in enrolments. More
to the point, though, was the
deterioration of the building,
to the condemned stage.
To get the place up to an
acceptable standard would
have required the complete
reconstruction of the building
and the filling in of the land,
as it was subject to minor
flooding. Such an investment
we did not consider wise due
to the number of children
and future needs. The older
children will be transferred to
Ligao and the younger ones
taught at home by a teacher
we will send from Ligao.
After all the recent
disasters it was good to see
some positive aspects of
the work. Our rubber trees
are beginning to produce.
The plantation is a couple of
hours out of Cagayan de Oro
and the journey is a repeat
of the road to Kalay. Our
little 4-wheel drive truck is a
marvel, but to travel in it is like
taking a very uncomfortable
amusement park ride. If
no new disasters strike, we
hope to begin harvesting
in September. Construction
is still going on in the dorm
which was damaged during
the recent typhoon, and also

the house next door to our
Davao property (which was
damaged during the flood last
year) is being reconstructed.
News from the Japan Board
Have you ever thought you
would like to see for yourself,
just what DMI is doing? Would
you like to meet the child you are
sponsoring, or see the school you
are helping to sponsor? Or would
you like to take a friend to see the
work of DMI?
In February 2013, God willing,  
R e v. J a c k & K e i k o M a r s h a l l
and Hidehiro & Alayne Madore
from the Japan DMI Board are
planning to make a 6 day visit
to the Philippines. We plan to
visit DMI schools and churches
in Ligao, Davao and Bacolod, and
we invite you to join us if you are
able. All the specifics have still
to be worked out, but we would
appreciate knowing if you are
interested in going. At this stage
it is not a commitment but just an
expression of interest. If you could
let me, Alayne, know, I would
appreciate it. Tel. 075-871-8562
or 090-1028-8844, Fax
075-872-1981, or email
alaynemadore@mbr.nifty.com.  
There are no age limitations, so
don’t think you are too old or too
young to join us.
As we go, we will be praying
that we can be an encouragement
to the workers and gain a deeper
understanding of the needs of the
deaf people in the Philippines. I am
looking forward to hearing from
you.  
Thanks to you all for your
prayer and support.
   
Alayne Madore
Chairperson, Japan DMI Board

