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敬愛する支援者の皆様

この日本では梅雨の季節になる
と、降り続く雨を大変だと思うこ
ともあるでしょう。でも日本は、
豊かな雨と水に恵まれているとい
うことをお考えになられたことが
あるでしょうか。私は、何年も干
ばつや節水に悩まされているオー
ストラリアに、その雨を送りたい
と何度も思ったことがあります。
神様が私たち一人ひとりを心にか
け見守ってくださっていることを
感謝しています。

すばらしい出来事

イースターの直前に、フィリピ
ンのビコルで行われたキャンプに、
168 人のろうの子どもと大人が参
加しました。今までのそのキャン
プでは、最も数多い参加者でした。
メルボルンからデイビッド・ワン
ストールご一家をお招きし、デイ
ビッドがそのキャンプとそれに続
く卒業式で説教しました。そして
29 人が洗礼を受け、そのことは大
きな励ましと祝福になりました。

それと同時に、ロッド・チャッ
プマンはネグロスにおいて、また
引続いてダバオにおいても、セミ
ナーの講師として卒業行事でもミ
ニキャンプでも説教をし、更に９
人が洗礼を受けました。その後バ
カロッドでもキャンプを行い、ま
たミャンマーでも始めてキャンプ

を行いました。これらは４月に行
われたものです。

ミャンマーのカレイでは、新校
舎の建設が始まっています。日本
の皆様の多くのご支援のお陰で、
このプロジェクトに百万円を送金
することができました。しかし完
成までには、更に同額の経費を必
要としています。完成しないまま
では、子どもたちはかなり風通し
の良すぎる壁なしの教室を使うこ
とになるでしょう。カレイの郊外
に、収益を得るためのプロジェク
トのために用いる土地を購入しま
した。そこで米作をして、カレイ
の働きの必要を賄えることを願っ
ています。

ソー・モン・デイ（月曜日に生
まれたのでこの名前が付けられま
した）はカレイの学校のろう者教
師の一人です。最近、彼のために
バイクを購入し、彼は「48 ろう者
村」に通っています。その村の名
は、ろう者が 48 人いるのでその

ように名付けられました。最近そ
の町で教会を開始し、集会所にな
る建物も購入しました。しかし風
速３０キロの風が吹くと、その建
物は倒れてしまうでしょう。しか
しその対応に関しては、次回のプ
ロジェクトといたします。

第５回 DMI 国際大会

皆様の日程表にご記入くださ
い。来年、2011 年 10 月に、第５
回 DMI 国際大会を開催します。今
回はシドニーから南へ約１時間半
の距離にある、ウーロンゴングに
近いスタンウェル・トップス会議
場で開かれます。日程は 12 日か
ら 16 日までですので、ご予定く
ださい。すでに受付を開始してい
ますので、参加ご希望の方は申込
みされるのに決して早過ぎること
はありません。

この手紙に同封しているパンフ
レットの申込書をお使いください。
講師は米国のデフミッションのろ
う者リーダー、チャド・エンティ
ンガーです。日本から多くのろう
者も健聴者も、奮ってご参加くだ
さるようにと願っています。参加
されると皆とても恵まれますので
ぜひご検討くださり、今から 500
円硬貨を貯めてご一緒に参加くだ
さい。更に詳細をお知りになりた
い方は、私までご連絡ください。（ア
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Dear Friends and Supporters of 
DMI,

The rainy season is here, and 
we may be tempted to complain 
about so much rain. But have you 
ever stopped to consider how 
blessed we are to have rain and 
abundance of water here in Japan?  
I often wish I could send some of 
the rain to Australia where there 
has been a drought for years and 
water restrictions are in force. 
Praise the Lord for caring for us 
each one.

Exciting Goings On

168 Deaf kids and adults joined 
the Bicol camp in the Philippines 
just before Easter. This was the 
largest number we have had at 
that camp. David Wanstall and 
his family, from Melbourne, were 
guests where David was the main 
speaker for the camp and for the 
graduation service which followed 
it. 29 were baptised, which was a 
real encouragement and blessing.

In the meantime Rod Chapman 
was in Negros and later in Davao, 
where he lead seminars, spoke 
for the Baccalaureate and mini-
camp and where a further 9 were 
baptised.  Another camp followed 

at Bacalod and the first camp ever 
in Myanmar. These were held later 
in April.

In Myanmar, the new school 
building in Kalay is underway. 
Thanks to a l l  our  wonderful 
supporters in Japan, we were able 
to send a gift of 1 million yen to 
help with this project. But they 
are still in need of at least that 
much again to complete it or else 
the kids will have very draughty 
c l a ss rooms .   Land  has  been 
purchased, just out of Kalay, as an 
income generating project. It is 
hoped that the rice produced will 
help supply some of the needs of 
the Kalay work. 

Saw Mon Day (got his name 
because he was born on a Monday) 
is one of our Deaf teachers in 
Kalay. We were recently able to 
purchase a motor bike for him to 
commute out to what we call 48 
Deaf Village, called that because 
there are 48 Deaf people in the 
village!  

Also, we recently started a 
church in the town and have 
actually purchased a building! I am 
sure if the wind reached 30kmph, 
it would fall over. But, that is 
another project. 

5th DMI International Conference

Mark it in your diaries!  Next 
year ,  2011 in  the  month  o f 
October is our 5th International 
Conference. This time it will be 
held in Australia at the Stanwell 
Tops Conference Centre near 
Wollongong, which is about an 
hour and a half south of Sydney. 
12th -  16th are the dates to 
keep free if you are planning on 
coming. We are taking bookings 
and reservations now so it’s never 
too early to let us know if you are 
hoping or thinking about coming. 

You can register using the 
brochure enclosed with this letter.  
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 do think about it, 
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

DMI  Japan    Summer 2010
- English -

レイン・マドレ Tel.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

モン・デイさんのバイク、48 ろ

う者村の教会  Mon Day on his 

bike, 48 Deaf Village church


