
DMI エグゼクティブ・ディレクター、ネヴィル・ミュアー師の来日  Visit of DMI Executive Director, Neville Muir

私たちはDMIエグゼクティブ・ディレクター、
ネヴィル・ミュアー師が4月に来日されるのを楽し
みにしています。ミュアー師の報告会に多くの方が
足を運んでくださいますようにお願いいたします。

4/8 (日)、10:00
京都クリスチャンフェロシップセンター  Kyoto Christian Fellowship Center
京都市左京区一乗寺木ノ本町 (Kyoto-shi Sakyo-ku Ichijoji Kinomoto-cho) 20
090-1028-8844 (マドレ・アレイン / Alayne Madore)

4/11 (水)、20:00
浜松クリスチャンセンター  Hamamatsu Christian Center
静岡県浜松市西区神ヶ谷 (Hamamatsu-shi, Nishi-ku, Kamigaya) 2048-3
090-9920-1115 (川崎グロリア / Gloria Kawasaki)

4/12 (木)、13:30
名東生涯学習センター、2階3号室  Meito Life Learning Center, 2F, Room 3
名古屋市名東区社が丘 (Nagoya-shi, Meito-ku, Yashirogaoka) 3丁目 802
090-4307-0717 (マイケルセン・ネーサン / Nathan Mikaelsen)

4/14 (土)、19:00
箕面国際教会  Minoh International Church
箕面市粟生外院 (Mino-shi, Aogein) 3-1-1 3F
072-702-0207 (ミラー・アンドリュー / Andrew Miller)

4/15 (日)、10:00
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-shi, Chuo-ku, Tamatsukuri) 2-26-47, 1F
06-6768-4385

4/15 (日)、14:45

リジョイス・インターナショナル・バイブル・フェローシップ  Rejoice International Bible Fellowship
兵庫県尼崎市昭和通 (Amagasaki-shi, Showadori) 2-6-68
尼崎市中小企業センター、402号室  Amagasaki Small Business Center, Rm. 402
080-4392-4242

応えられた祈り

ケニアのジョセファットは、ここ数年、がんで何
度も手術や治療を受けましたが、ほぼ完治したと笑
顔で言っています。

ミュアー家の人たちの健康問題について引き続き
お祈りください。

タンザニア湖水地方

伝道者のヴェロニカは、ろう者の
少年、特にブイル男子中学校の生徒に
伝道しようと決めました。多くの学校
には生徒が遠くに行くことを禁じる新
しい規則があり、そのため、ヴェロニ
カは校内に迎えられ教えることができ
ます。年長の生徒たちのグループは洗
礼の決心をして11月上旬ヴィクトリ
ア湖で洗礼を受けました。

ブガンド小学校では毎週、火曜日と木曜日
に聖書物語を教えています。センゲレマにあ
るろう者たちの新しい教会は、朝の集会と聖
書の学びを楽しんでいます。礼拝式の後にグ
ループの祈り会に集う人たちもいます。この
教会は指導者を非常に必要としていますが、
ヴェロニカが霊の成長について教えてくれる
ことに励まされ、信仰の道を歩んでいます。

We are looking forward to the Executive Direc-
tor of DMI visiting Japan in April. I do hope that 
many of you will be able to come to the meetings 
where he will be speaking.
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ミャンマー

D M I は 数 年
前、カライの奥
地の地図にも載
っていないピン
ドーという村で
教会開拓を始め
ました。DMI の学校の校長ノルウクとろう者の教員
ソー・マンデーが、その村に行ってビルマ語やビルマ
語の手話を教え、識字力のほとんどない人たちに福音
を伝えました。小さな教会の交わりが徐々に始まり、
洗礼を受けるろう者が増えていきました。そこで土地
を購入し教会堂を建て、2月に献堂式をしました。主
な礼拝堂は２階にあり、１階は木工の工房にして地元
のろう者の男性たちを雇用する予定です。献堂式には
多くの人たちが集い、彼らは、この建物を大変誇りに
思っています。多くのろう者にイエスの福音を伝えて
いく祝福の2018年を楽しみにしています。

Neville Muir visit to Japan
Bilingual schedule on front page.

Tanzania Lake District
Evangelist Veronica is dedicated 

to ministering to young Deaf adults, 
especially those attending Bwiru 
Boys’ Secondary School. Many 
schools have a new law where 
students may not venture far from 
the school, and this is why Veronica 
is welcome to hold classes at the 
school. Another new group of older 
students dedicated themselves to 
baptismal instruction and were 
baptized in the waters of Lake 
Victoria early November.

Bible stories are taught at 
Bugando Primary School each 
Tuesday and Thursday. The new 
church for the Deaf in Sengerema 
enjoy morning fellowship and Bible 
teachings. Some gather for group 
prayer after the worship program. 
Although the church is very much 
in need of a caretaker, the group is 

always encouraged by Veronica’s 
teaching on spiritual growth and 
keeping up the faith.

Myanmar
Some years ago DMI started a 

church a long way out of Kalay in 
a little village called Pyin Daw Oo. 
You probably couldn’t find it on a 
map. Over the past few years, Saw 
Monday, one of our Deaf teachers 
at the school, and Nawl Uk, the 
principal, visited the village, taught 
Burmese sign language as well as 
the Burmese language, and present-
ed the Gospel to a mostly illiterate 
group of people. Slowly, a little 
church fellowship developed, and 
a growing number of Deaf people 
have been baptized. A block of land 
was eventually purchased and a 
building constructed to be used as a 
church. In February they held their 
official opening of the new building. 
The main worship sanctuary is on 
the 2nd floor, and the ground floor 
will be used as a woodworking 

workshop to employ some of the 
local Deaf men. They are all so 
proud of the building, which held a 
huge number of people who came 
for the opening. And so we look 
forward to a blessed 2018 as we 
reach Deaf people with the good 
news of Jesus.

Answer to Prayer
Josephat in Kenya reports that 

his condition feels almost normal 
again after the many operations 
and treatment for cancer over the 
past year. “I can smile that I am 
cancer free for now.”

Continue to pray for the Muir 
family and their physical needs.
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