DMI 国際ろう者支援会 日本
2012 年 夏号
敬愛する支援者の皆様
猛 暑 の 続 く 毎 日 で す が、 皆 様
がお元気に過ごされますようにと
願っています。これを書いている
朝はまだ涼しいですが、お昼まで
には暑さ厳しくなるでしょう。７
月前半は今までになく涼しかった
ように思います。世界中の気候は
予想の難しい状況ですが、私たち
のろう学校や教会もそのようです。
お互いに祈り支え合いましょう。
今月は DMI 国際スポンサーシッ
プのコーディネーターであるジェ
ニー・リードからの近況報告を同
封します。各国の報告をお楽しみ
いただけると思います。

ネヴィル・ミュアーの来日
DMI 国 際 総 主 事 の ネ ヴ ィ ル・
ミュアーとリル夫人が来日します。
韓国訪問とノルウェーでの国際理
事会出席のため日本滞在期間は短
いですが、支援者の皆様とお会い
して有意義な時を過ごしたいと
願っています。下記の集会を予定
していますので、どの集いでもま
た全てにでもご参加くだされば幸
いです。
9 月 29 日（土）午後 6:30
大阪インターナショナルチャーチ
大阪クリスチャンセンター 2 階チャペル
連絡：ダニエル・エルリック牧師
℡ 06-6768-4385
Email pastor@oicjapan.org
ホームページ http://oicjapan.org
9 月 30 日（日）午前 10:30
宝塚ルーテル教会
連絡：ネイセン・マイケルセン牧師
℡ 0797-86-0117
Email nathaninge@gmail.com
ホームページ http://takarazukalutheran-church.sola-la.com
9 月 30 日（日）午後 2:30
リジョイス・インターナショナル尼崎

連絡：ジャック・マーシャル牧師
＆恵子夫人
℡ 090-6664-8655
Email jkmwoi@earthlink.net

2 月 21 日 午前、学校訪問、生徒
たちとのプログラム、学校にて昼
食。午後、パラダイス島、又はフィ
リピン・イーグル訪問。

10 月 2 日（火）午前 10:30
六甲ルーテル教会
近畿福音ルーテル教会兵庫地区女性会
連絡：松田聖一牧師
℡ 078-841-3466

2 月 22 日 マニラ経由バコロド
着 10:25、ホテルへ。ろうセンター
と聖書学校訪問、昼食。午後、寮
にて夕食、ホテルへ。

10 月 2 日（火） 午後 7:30
「DMI 近況報告・ミュアー夫妻との交わり」
クリスチャンフェローシップセンター京都
連絡：アレイン・マドレ
℡ 075-871-8562、090-1028-8844
Email alaynemadore@mbr.nifty.com

2 月 23 日 フィリピン航空
ラ着 11:25、日本へ帰国。

マニ

この旅への参加は、年を取って
いる若すぎるなど考えないでくだ
さい。一般の旅行会社のツアーでは
ないので、皆様のご要望に沿いたい
と思っています。団体旅行ではな
く参加者それぞれが、フィリピン
フィリピン訪問
で神様がろう者をどのように祝福
されているかを見るのが目的です。
前回の手紙でお知らせしました
次回のニュースレターで更に詳し
ように、来年 2013 年 2 月に DMI
く情報をお知らせして申込書も同
フィリピン訪問を計画しています。
封いたします。ご質問があればアレ
ジャック・マーシャル牧師による
イン・マドレまでご連絡ください。
聖書の学びも現地のスタッフや生
℡ 075-871-8562、090-1028-8844
徒たちを交えて行い、励ましにな
ればと願っています。ネヴィル・ Email alaynemadore@mbr.nifty.com
ミュアーも現地で私たちを案内す
皆様のご関心とご支援を心から
る予定です。多くの皆様がご参加 感謝します。神様の祝福が豊かに
くださることを願い、その時を楽 ありますように。
しみにしています。DMI の支援者
でなくても参加いただけますが、
子どもをご支援くださっている方
はその子どもに会う良い機会です。 DMI 国際ろう者支援会 日本
まだ飛行機と宿泊先の詳細をお伝 理事長 アレイン・マドレ
え す る に は 早 過 ぎ ま す が、 ス ケ
ジュールはほぼ決まりました。
2 月 18 日 マニラ着 13:05、ホテ
ルへ移動。午後、マニラ観光、リ
ザル公園、エルミタ近郊、レスト
ランにて夕食。
2 月 19 日 マニラからレガスピ着
13:50。カグサワ・ルインズ訪問、
学校とプロジェクト訪問。
2 月 20 日 午前、学校訪問、スタッ
フと生徒たちと共に聖書の学び、マ
ニラ経由ダバオ着 18:40、ホテルへ。

Deaf Ministries International
DMI 日本部

Web: http://japan.deafmin.org
Email: info@japan.deafmin.org
郵便と電話は、大阪インターナショナルチャーチ：
〒 540-0004 中央区玉造 2-26-47-407
Tel/Fax: 06-6768-4385
DMI 国際本部（オーストラリア）

Web: http://deafmin.org
Email: muir@deafmin.org
P.O. Box 395 Beaconsfield Vic. 3807
Australia
Tel: +61-3-5940-5430
Fax: +61-3-5940-5432

DMI Japan

Summer 2012
- English -

Dear Friends of DMI,
I do hope you are all keeping
well during the hot summer days!
Actually as I write this it is still
cool, but I am sure it is going to be
hot before lunch. I can’t remember
it being so cool in July before.
Weather all over the world is quite
unpredictable these days, and
this includes the areas where our
schools and churches for the deaf
are. Let’s continue to hold each
other up in prayer.
This month I am sending out the
update from Jenny Reid in Australia
who is in charge of our school and
child sponsorship programs. She
has lots of news which I am sure
you will enjoy reading.

VISIT OF EXECUTIVE DIRECTOR

Tel: 0797-86-0117
Web: http://takarazuka-lutheranchurch.sola-la.com
Email: nathaninge@gmail.com
Sun. September 30th, 2:30 p.m.
Rejoice International - Amagasaki
Pastor Jack and Keiko Marshall
Tel: 090-6664-8655
Email: jkmwoi@earthlink.net
Tues. October 2nd, 10:30 a.m.
Hyogo Ken Lutheran Ladies
Fellowship, Rokko Lutheran Church
Contact: Pastor Seiichi Matsuda
Tel: 078-841-3466
Tues. October 2nd, 7:30 p.m.
"DMI Update and Meet the Muirs"
Kyoto Christian Fellowship Center
Web: http://www.geocities.jp/kyoto_cfc
Contact: Alayne Madore
Tel: 075-871-8562, 090-1028-8844
Email: alaynemadore@mbr.nifty.com

We are really pleased to
announce that DMI Executive
Director, Neville Muir and his VISIT TO PHILIPPINES
wife Lill, are coming to Japan It
As I mentioned in my last letter
will be a short trip as they have we are planning a visit to see
to visit Korea as well, then Neville the work of DMI Philippines in
needs to go on to the International February 2013. As we go it is our
Board meetings in Norway. But desire to encourage the staff there,
we are going to make the most of and the students, as we share a
their visit and hope many of our devotional time with them led by
supporters and prayer partners Rev. Jack Marshall. Our executive
will be able to meet up with them director, Neville Muir, is planning
as well. The following is the public to be there to show us around the
meeting schedule, and we would work. We are excited about it and
be delighted if you were free to hope many of you will be able to
come to any of them, or all of come. You do not have to be a
them!!
financial supporter of DMI to come,
but for those sponsors who have
Sat. September 29th, 6:30 p.m.
children in the Philippines, this will
Osaka International Church
Osaka Christian Centre, 2F Chapel be a good opportunity to meet the
child you are sponsoring. It is still
Contact: Pastor Dan Ellrick
too early to give you flight details,
Tel: 06-6768-4385
hotel names, prices etc. but we do
Web: http://oicjapan.org
have our schedule planned out.
Email: pastor@oicjapan.org
2/18 Arrive Manila 13:05.
Sun. September 30th, 10:30 a.m. Transfer to hotel. Afternoon
Takarazuka Lutheran Church
sightseeing in Manila. Visit Rizal
Contact: Pastor Nathan Mikaelsen
Park, Ermita area. Dinner at

restaurant.
2/19 Manila to Legaspi, 12:45
flight arrive 13:50. Hotel, visit
Cagsawa Ruins, visit school and
projects.
2/20 Visit school again for
devotions with staff and students.
Spend morning at school. 14:20
flight to Manila and Davao. Arrive
Davao via Manila 18:40. Straight
to hotel.
2/21 Morning at school. Program
with students, lunch at school.
Afternoon visit to Paradise Island
or Philippine Eagle.
2/22 6:20 am flight to Bacolod via
Manila, arrive 10:25. Transfer to
Hotel. Visit Deaf Center and Bible
School. Speak to students. Lunch.
Afternoon to the Dorm and dinner
there. Back to hotel.
2/23 Philippine Air flight to
Manila 10:15 am, arrive 11:25.
Fly back to Japan.
Please do not feel you are too
old or too young to join us. This
is not your usual travel agency
tour. It will be informal and we
will try and cater for the needs
of all who join us. We are just
a group of individuals with a
common purpose of seeing what
God is doing among deaf people
in the Philippines. I hope to give
you more informat ion in our
October newsletter together with
application forms. In the meantime
please feel free to contact me if
you have any questions: Alayne
Madore, Tel. 075-871-8562
or 090-1028-8844, email
alaynemadore@mbr.nifty.com.
The Lord bless you each
one and we do appreciate your
interest and support for DMI.

Chairperson, Japan DMI Board

