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敬愛する支援者の皆様

う の 方 も、 ま た 日
本人も外国の方々
涼しいさわやかな天候となり、
もご参加ください。
私の一番好きな季節となりました。
共通語は英語です
日中は暖かく夜は涼しくて良い時
が、 日 本 手 話 と 日
候です。
本語の通訳があり
DMI 国際総主事のネヴィル＆リ ます。
ル・ミュアー夫妻の来日の際に、
多くの皆様とお会いできて感謝で
シリア
した。滞在期間は６日間だけでし
今回、シリアに
たが、いろいろなところで集会を
ファディとネダルと家族
持ちました。DMI が行っている多 焦 点 を 当 て て お 伝
Fadi,
Nedal, and their families
くの国々でのろう者伝道の働きを え し よ う と 思 っ た
見聞きくださった方々は、その成 の は、 １ 年 以 上 の
果に大きな励ましを受けられたこ 間この国において、激しい内戦の の財務制裁措置により、シリアに
中に拡大してきた騒乱のために、 はそうすることが不可能になった
とと思います。
最近、多くの報道がなされている ので、働き人たちはお金を引出す
新 た に 支 援 者 と な り、 こ の
からです。DMI はこの国で７年以 ためには、レバノンにまで行かな
ニュースレターを読んでくださる
上前から働きを進めています。若 ければならない状況となっていま
方々を歓迎いたします。発展途上
い夫婦が指導者となっていて、二 す。
国でのろう者の働き人たちを励ま
人の若い男性、ネダルとファディ
ろう者の集会は毎週月曜日に開
しているチームに加わってくだ
は良い同労者で元気に働いていま かれており、木曜日にはろう者子
さったことを、とてもうれしく思
す。ヨルダンのある家族は、シリ ども集会があります。ろう者の遠
います。皆様のお祈りとご支援は
アの一人にヨルダンでの働きのた 足やイベントをよく計画して準備
この働きへの大きな励ましです。
めに来てほしいと願っています。 し、共に集まって手話でコミュニ
通常ＤＭＩは、アメリカのシティ ケーションすることを楽しんでい
DMI フィリピン訪問
バンクのクレジットカードを用い ます。この二人の働き人は多くの
以前のニュースレターで二度、 て、ダマスカスの働き人たちに給 個人訪問やカウンセリングもして
DMI フィリピン訪問についてご案 与を送金していますが、アメリカ います。
内いたしましたが、今回はその申
込み受付の時期となりました。こ
のレターに同封している案内のパ
ンフレットに詳細を載せています。
多くの興味深い旅程がありますの
で、ご参加くださる方は申込書に
ご記入の上、早急に私宛お送りい
ただきますようお願いいたします。
すでに数名の方が参加を決めてお
られ、２０名までとなっています
ので、早めに申込みをお願いしま
す。このチャンスをお見過ごしの
ないようにしてください。参加に
は年齢制限はありません。すでに
申込みされている若い方は２０代
半ばで年上の方は８０代ですので、
皆様はそのどこかに当てはまると
思います！これには健常の方もろ

ダマスカスにあるろう教会

Deaf Church in Damascus

今回はシリアのことだけをご報
告 い た し ま し た が、 他 の DMI 各
地の働きのためにも続けてお祈り
をお願いいたします。世界各国の
DMI チームに代わって、皆様に心
から感謝申し上げます。
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Dear friends and supporters of
DMI,
The weather is cooling down
and we are now in my favorite
season of the year. Warm days and
cool nights! My favorite season!
It was good to meet up with
many of you during the brief visit
of Neville and Lill Muir, Executive
Director and his wife. They were
only here for 6 days, but we had
meetings almost all the time.
For those who got to see the
presentation and hear of what is
happening in so many countries
where DMI is working, it was so
encouraging.
Welcome to new supporters
and readers of this newsletter. We
are so glad you joined our team
as we seek to stand with those
working among the Deaf in third
world countries. Your prayers and
gifts are vital to the work.

information with this letter. There
is quite a lot of interest in the trip,
so if you want to join us, please
fill in the application form and
send it to me as soon as possible.
We already have a few people
confirmed, and we cannot take
more than 20, so don’t be slow
in applying. We would hate for
you to miss out. It doesn’t matter
how old you are - you are not too
young, and you are not too old.
The youngest who has applied
so far is in her mid-twenties and
the oldest in his eighties, so I am
sure you will fit in somewhere
in that age bracket!! It is for
hearing people and deaf people,
for Japanese people and people
from other countries. There will be
interpretation into Japanese sign
language and Japanese spoken
language. The main medium will
be English.

Syria
DMI Philippines Visit
I have mentioned in the past
two letters about our proposed
visit to the DMI work in the
Philippines, and now it is time
to go ahead with applications
and make bookings. You will find
a pamphlet with more detailed

I thought I would focus on Syria
in this letter, because for more
than a year, this is a country that
has been in the news a lot lately
due to the uprisings that have
escalated into a violent civil war.
DMI has had a work in this country
for more than seven years. Two

young couples lead up the work.
The two men, Nedal and Fadi, work
together and are fine. In Jordan
there is a couple who has asked
to borrow one man as a worker
from Syria to Jordan. Normally
DMI sends money for salaries to
the workers in Damascus using a
Citibank credit card, but the U.S.
financial sanctions have made that
impossible to do in Syria, so the
workers must travel to Lebanon to
withdraw the money.
Meetings for the Deaf continue
every Monday, and then there
a r e D ea f c h i l dr en ’ s m e e t in g s
on Thursday. They arrange
outings and activities for the
Deaf, as it means so much for
them to get together and be able
to communicate through sign
language. These two young men
do a lot of personal visits and
counseling.
While I am only mentioning
Syria this time, please continue to
pray for the rest of the DMI work,
and thank you again on behalf of
all the DMI team around the world.

Alayne Madore
Chairperson, Japan DMI Board

