
DMI 国際ろう者支援会  日本
2010 年 秋号

敬愛する支援者の皆様

夏が過ぎて、木々の葉が美しく
色づくさわやかな秋を迎え、あら
ゆるところの紅葉が主の栄光を讃
えています。

DMI 日本支部の委員会では、毎
回会議の始めに各国の働きの課題
を覚えて、祈りの時を持っていま
す。前回の委員会における祈祷課
題の幾つかを、皆様にお伝えした
いと思います。

DMI 国際総主事のネヴィル・ミュアー

今 年 に 入 っ て か ら ネ ヴ ィ ル・
ミュアーは健康を害していて、８
月にノルウェーでの講演中に倒れ
て入院しました。両方の肺に血栓
があり、即刻抗凝固薬を飲み始め
て、当分予定していたもの、特に
長距離の旅をキャンセルしなけれ
ばなりませんでした。感謝なこと
にネヴィルも奥さんもノルウェー
にいて、良い治療を受けることが
できました。最近ノルウェーで講
演を再開し、近々ウガンダに行け
るようにと望んでいます。

ウガンダ

ウガンダの DMI のリーダーで
あるデイビッド・ブルメが天に召
されました。彼はウガンダのみな
らず、アフリカ各地での伝道の働
きの推進力となっていました。近
頃足にあった血栓が太ももに移り、
それからマラリアにかかり、数日
後に髄膜炎にかかりました。デイ
ビッドには奥さんのローズと十代
の息子が３人そして１歳の娘がい
ました。残されたご家族のために
お祈りください。私たちはウガン
ダにおいてふさわしい指導者が与
え ら れ る よ う、
祈らなければな
りません。

フィリピン

東 京 の あ る
商社マンからの
多額の献金によ
り、豚小屋を建
て る こ と が で
き、ろう者が養豚に携わって収入
が得られるようになります。その
献金の一部は、ミンダナオの地で

新しい寮を建設するためにも用い
られることになっています。

中国

エンジェル・ワンは中国の働き
人のリーダーで、彼女自身 CODA
と呼ばれるろう者成人の子どもで
す。その子どもたちは祖父母に養
育されて話すことを覚えます。問
題は、祖父母は子どもに手話を覚
えることを望んでいないことです。
このことは、両親と会話ができな
くなり、成長過程で両親やろう者
に対する否定的な感情を持つよう

になることを意味
します。この状況
にどのように対応
すべきか知恵が与
えられ、子どもた
ちが話し方と手話
の両方を学ぶこと
のできるようお祈
りください。

第５回 DMI 国際大会

2011 年 10 月 12 日から 16 日
まで、オーストラリアで開かれる

第５回 DMI 国際大会に参加で
きるよう、お金を貯め続けてく
ださい。アメリカのろう者ミッ
ションのリーダーであるチャ
ド・エンティンガーが講演され
ま す。 日 本 か ら 多 く の ろ う 者
と健常者が参加できるように
と 願 っ て い ま す。 参 加 す れ ば
大きな恵みをいただけますの
で、５百円硬貨でも貯えてご一
緒 し ま し ょ う。 詳 細 は 私 ア レ
インまでお問い合わせくださ
い。( 電 話 075-871-8562、 FAX 
075-872-1981)

皆様のお祈りとご支援を心か
ら感謝申し上げます。

アレイン・マドレ
DMI 日本理事会の理事長

デイビッド・ブルメの写真   David Bulime Photos
←主の喜び　↙ 2008 年の国際大会で佐藤幸
光と交わる　↓ 2009 年で行われた教会の開
会式で発表する姿
← The joy of the Lord　↙ In fellowship 
with Yukimitsu Sato at the 2008 
International Conference　↓ Speaking at 
a church opening ceremony in 2009
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Dear Friends and Supporters of 
DMI,

Summer has passed, and as I 
write the trees are just beginning 
to change color as we come into 
the beautiful fall season, when 
everywhere to gold and red leaves 
declare the Glory of the Lord. 

The Japan Board begins each 
meeting with a time of prayer 
for the work of DMI worldwide. 
I would like to share some of the 
prayer points from our last Board 
meeting.

DMI Executive Director – Neville 
Muir

Our Executive Director seemed 
to be plagued by ill health from 
early in the year, in August, while 
speaking at a meeting in Norway, 
he collapsed  and was hospitalized. 
He had a clot in each lung and was 
immediately put on anticoagulants, 
and had to cancel  a l l  future 
plans indefinitely, especially long 
distance flights. Praise the Lord 
he and his wife were both in 
Norway, where he could get good 
treatment. Recently he has started 
to speak at meetings in Norway, 
and is hoping to go to Uganda 
soon. 

Uganda

The leader of DMI in Uganda, 
David Bulime, went to be with 
the Lord. David was the director 
of our work in Uganda and the 
driving force for much of our 
outreach in Africa. He had been 
ill for some time with blood clots 
which moved from his legs into his 
thighs. He was then stricken with 
malaria and a few days later with 
meningitis. David has left behind 
his wife Rose, three teenage sons, 
and a one-year-old baby daughter. 
I know that you will be upholding 
the family in prayer. We also need 
to pray for the right person to take 
on the leadership in Uganda. 

Philippines

We are thankful for a large 
gift from a businessman in Tokyo, 
to build a pig sty and start a pig 
business which will give work to 
deaf people, and also bring income 
to the ministry. Then some can 
go to build a new dormitory in 
Cagayan de Oro Mindanao. 

China

Angel  Wang i s  the  leader 
of the work in China, and she 
herself is a CODA (Child of Deaf 
Adults). The CODAs are given 

to grandparents to raise as they 
learn how to speak. The problem 
is that these grandparents don't 
want the children to learn how to 
sign, which means the kids cannot 
talk with their parents and grow 
up with very negative attitudes 
towards the Deaf and their parents. 
Please pray for wisdom in how to 
handle this situation, so that the 
children can learn both how to 
speak and also how to sign. 

5th DMI International Conference

Keep saving your coins so 
that  you can at tend the 5th 
In ternat iona l  Conference  in 
Australia from October 12-16 in 
Australia.   Chad Entinger, a Deaf 
leader from Deaf Missions USA, 
is the KeyNote Speaker. We are 
hoping that lots of Japanese, both 
Deaf and hearing, will be able to 
attend this conference. It is such 
a blessing to all who attend, so 
save your 500 yen coins and plan 
to join us there. If you would like 
more information, please call or 
fax me (Alayne Tel. 075-871-8562 
Fax 075-872-1981).

Thanks to you all  for your 
prayer and support.

Alayne Madore 
Chairperson, Japan DMI Board
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CODA の子どもたちに手話を教えるエンジェル
Angel teaching sign to a group of CODAs


