DMI 国際ろう者支援会 日本
2014 年 春号
親愛なる支援者のみなさまへ

てどのように働いておられるかを
この手紙を書いている今は、ま ミュアー師から直接お聞きくださ
だ寒いのですが、春はそう遠いこ い。日本へは先の台風で被害を受
とではありません。暖かい天気と けたフィリピンのサマール島を訪
美しい花を心待ちにしています。 問した後に来られます。多くの方々
春は多くの人たちにとって、新し から惜しみない支援が寄せられた
い始まりのときでもあります。私 ことを主に感謝し御名をほめたた
たちには、楽しみに待つべき多く えます。今は倒壊した寄宿舎の再
建について決断すべきときですの
のものがあります。
で、そのことについてもお話しで
きると思います。どうか、ミュアー
ネヴィル・ミュアー師（DMI エグゼク
師の来日の上に主の祝福がありま
ティブ・ディレクター）の来日
すようにお祈りください。発展途上
私たちはネヴィル・ミュアー師 国の聴覚障害のある子どもたちが
の来日を心待ちにしています。滞在 教育を受け、神の愛を知ることがで
日数は限られていますが、できるだ きるように、DMI は働きつづけて
け多くのみなさまとお目にかかれ います。神が、この働きのために
るように以下の集会を計画しまし 心を動かされる人を数多く起こし
た。どうぞどれかにお越しくださっ てくださり、さらなるチャイルド・
て、世界中で神さまが DMI を通し スポンサーが起こされますように。

ミュアー師の集会の予定は以下の
とおりです。
各教会への道順などの情報が必
要な方は、アレイン・マドレまで
ご連絡ください。 (Tel. 090-10288844, Fax 075-872-1981, email
alaynemadore@mbr.nifty.com)

第 6 回 DMI 国際大会
第 6 回 DMI 国 際 大 会 が、 本 年
10 月 7 日から 11 日までソウルの
ハイソウル・ユースホステルで開
催されます。会場および宿舎施設
に つ い て は ホ ー ム ペ ー ジ (http://
www.hiseoulyh.com/jp) を ご 覧 く
ださい。メイン講師はアメリカの
ボブ・マッファーランド牧師です。
マッファーランド牧師自身ろう者
です。手話のメッセージは健聴者の

ミュアー師の報告会 Meetings for Rev. Neville Muir
4/5（土）18:30
℡ 06-6768-4385/
090-1028-8844

大阪インターナショナルチャーチ Osaka International Church
大阪市中央区玉造 (Osaka Chuo-ku Tamatsukuri) 2-26-47
大阪クリスチャンセンター (Osaka Christian Center)、Room 407

4/6（日）10:15
℡ 0743-74-8044

奈良インターナショナルクリスチャンチャーチ Nara International Christian Church
奈良県生駒市門前町 (Nara Ikoma Monzenmae) 22-1 関西聖書学院内 (at KBI)

4/6（日）14:00
℡ 090-6664-8655

リジョイス・インターナショナル（尼崎）Rejoice International
兵庫県尼崎市昭和通 (Amagasaki Showadori) 2-6-68
尼崎市中小企業センター (Amagasaki Chushokigyo Center) Room 402

4/8（火）10:30
℡ 075-461-1938

京都信愛教会 Kyoto ShinAi Church
京都市北区大将軍坂田町 (Kyoto Kita-ku Taishogun Sakatamachi) 21-12

4/8（火）19:30
℡ 075-722-6993

京都クリスチャンフェローシップセンター Kyoto Christian Fellowship Center
京都市左京区一乗寺木ノ本町 (Kyoto Saikyo-ku Ichijoji Kinomoto-cho) 20

4/9（水）19:30
℡ 0749-62-8019

長浜キリスト教会 Nagahama Christian Church
滋賀県長浜市八幡中山町 (Shiga-ken Nagahama-shi Yawata Nakayama cho) 721

4/10（木）20:30
℡ 06-6875-6458/
090-3628-7154

箕面国際教会 Mino International Church
箕面市粟生外院 (Osaka-fu Mino-shi Aogein) 3-1-1 3F

4/11（金）19:00
℡ 090-4307-0717

松坂ルーテル教会 Matsusaka Lutheran Church
三重県松阪市殿町 (Mie-ken, Matsusaka-shi Tono-machi,) 1331

4/13（日）10:00
℡ 059-292-4588

ベテルリバーサイドチャペル（津市） Bethel Riverside Chapel
三重県津市香良洲町 (Mie-ken Tsu-shi Karasu-cho) 2988-1

4/13（日）15:00
℡ 080-1458-2510

河芸ルーテル教会（津市） Kawage Lutheran Church
三重県津市河芸町千里が丘 (Mie-ken Tsu-shi Kawage-cho Chisatogaoka) 40-14

ために英語と日本語に通訳されま 表 を ア レ イ ン・ マ ド レ ま で FAX
す、参加費 5 万円には、宿泊、食事、 (Fax. 075-872-1981) か メ ー ル
空港から宿舎までの交通費、および （alaynemadore@mbr.nifty.com）で
ソウル市内観光が含まれています。 お送りください。空港でお出迎え
する手配をいたします。
宿舎の収容人員は 200 名です
の で、 同 封 の 申 込 書 に て ど う か
DMI 国際大会に参加されたこと
お早目にお申込みください。お申 のない方は、今回はぜひご参加く
込みの際にはパスポートの写真の ださい。期待以上のことを体験す
ページをコピーして同封してくだ ること請け合いです。隣国韓国で
さ い。 ソ ウ ル に は 多 く の 格 安 航 の開催ですので、日本から多くの
空 便 も あ り ま す の で、 団 体 渡 航 参加者が与えられることを心から
は 企 画 し て い ま せ ん。 ご 自 分 で 願っています。ご質問のある方は、
渡 航 の 手 配 を し い た だ き、 旅 程 どうぞご遠慮なくお問い合わせく

DMI Japan

Spring 2014
- English -

Dear Friends and Supporters,
As I write this it is still very cold,
but it won’t be long until spring
comes with warmer weather and
beautiful flowers. Spring is a time of
new beginnings for lots of people, and
we have much to look forward to.

Visit of Executive Director, Rev.
Neville Muir

visit and for God to raise up lots
more child sponsors to enable
this wonderful work to carry on
– giving an education to deaf
children and sharing with them
the love of God. Neville’s schedule
is on the front side of this letter.
If you need more information
about how to get to these places,
please email, call me, or send a fax:
Alayne Madore (Tel. 090-10288844, Fax 075-872-1981, or email
alaynemadore@mbr.nifty.com).

DMI Japan is looking forward
to the visit of Rev. Neville Muir,
founder and executive director of
Deaf Ministries International. It will
only be for a short time, but we 6th DMI International Conference
are arranging as many meetings as
The 6th DMI Internat ional
possible, and we hope you will be Conference will be held October
able to come along to at least one 7-11 in Seoul. It is going to be
to meet Neville and hear what he held at the Hi Seoul Youth Hostel.
has to tell us about the worldwide You can find out more about the
work of DMI. Before he comes he a c c o m m o d a t i o n e t c . o n t h e i r
will spend time in the Philippines, homepage (http://www.hiseoulyh.
especially visiting Samar Island com/jp). The speaker is Pastor Bob
where there was so much damage McFarland from the USA. He is
from the typhoon last year. We deaf but it will be translated into
praise the Lord for the generous English, and then into Japanese
giving of so many people, and for the hearing people from Japan.
now it has to be decided how to The cost will be ¥50,000 which
replace the dormitory which was covers accommodation, meals,
destroyed. Neville will be able to sightseeing in Seoul, and airport
give us an update when he is here. transfers.
Please pray for blessings on his
Accommodation is limited to

ださい。また、ミュアー師の来日中、
ひとりでも多くのみなさまにお目
にかかることができるように願っ
ています。
日本 DMI 理事会を代表して

アレイン・マドレ

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

about 200, so please be sure to get
your application in early. There
is an application form included
with this letter. Please be sure to
send a copy of the photo page of
your passport. There are many
cheap flights to Korea these days,
so we are not planning on a group
booking. Please book your own
flights but be sure to send a copy
of your itinerary to Alayne Madore
(Fax 075-872-1981 or email
alaynemadore@mbr.nifty.com), so
that we can arrange for you to be
met at the airport.
If you have never been to a DMI
International Conference before,
you don’t know what you are
missing! We really hope we will
have a big group from Japan there
this year. Please feel free to email
or fax me if you have any questions.
I am really hoping that I will get to
meet up with many of you during
the visit of Neville Muir.
Warmest greetings,
Alayne Madore
Chairperson, DMI Japan

