
DMI の友人のみなさまへ

春が来ました。桜は散ってしまいましたが、あち
こちで春の花が咲き、国中を彩っています。私たち
は神の創造された美しいもので祝福されています。 

世界の 26 か国でろう者に手を差し伸べる働きが
引き続き行われています。私たちは、多くの方々が
この働きのために祈り、献金し、奉仕をしているこ
とを覚えて、神に感謝しています。ご存じのとおり、
この働きには大きな経済的な必要がありますが、私
たちは常に、神がその必要を満たしてくださる様を
目撃し、驚かされています。 

チャリティーコンサート

毎月第三金曜日に大阪で「ソリデオグロリア」と
いうコンサートを開いている音楽家たちがいます。
DMI の理事の数名が、最近、このコンサートに行っ
て楽しいときを過ごしました。このすばらしい音楽
家たちは、5 月 20 日に開催するコンサートを DMI
の働きを支援するチャリティーコンサートとして捧
げてくださいます。みなさまにチラシを同封させて
いただきますので、お近くの方はぜひ、いらしてく
ださい。音楽家の方々と DMI の双方の励みになりま
すので、どうぞよろしくお願いします。コンサート
は昼の部と夜の部があります。多くの方々と会場で
お目にかかれることを期待しています。もし、遠方
のため来ることのできない方は、どうぞ当日、この
働きを覚えてお祈りください。 

新しいパンフレット

新しいパンフレットができましたので、二部同封
いたします。二部お届けする理由は、一部を DMI に
関心を持ってくださるかもしれない方に渡して、こ
の働きを紹介していただきたいからです。ニュース
レターを読みたい方、子どものスポンサーになりた
い方、また、祈りで働きに参加されたい方が身近に
おられませんか。どうか、このパンフレットを有効
にお使いください。

感謝と祈りの課題 
1.	エグゼクティブディレクター
のネヴィル・ミュアー師の
体調が、フィリピンに渡航
して奉仕をすることが可能
なほどに回復しました。神
を讃美します。	

2.	私たちはシリアの恐ろしい苦難の中で、笑顔にな
れることなど無いと思うかもしれません。しかし
昨年末、ふたりのろう者が洗礼を受け、彼の地の
兄弟姉妹は喜びにあふれています。シリアのDMI
でろう者が洗礼を受けたのは初めてのことです。
どうか、シリアのろう者宣教の働きのために、つ
づけてお祈りください。	

3.	ろう者の学生にとって、卒業後に仕事を見つける
のは大変なチャレンジです。カナダ出身のダグ・
クラトンと妻のヴァルは、フィリピンのビサヤ諸
島（ネグロス島周辺）で、
ろう者の自立を支援す
る農業プロジェクトを
設立し、発展させようと
しています。この働き
は、ナチュラリー・ネグ
ロスと呼ばれています。

このプロジェクトは
多くの雇用の機会を
ろう者に与え、高品
質の製品を提供して
おり、今は注文をさ
ばくのが大変なほど
です。	

み な さ ま の 常 々
のお祈りとご支援を
感謝します。多くの
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方々と 5 月 20 日のコンサートでお
会いできることを期待しています。 

主にありて

日本 DMI　理事長

アレイン・マドレ

Dear friends of DMI,

Spring has come. The cherry 
blossoms have fallen, but there 
are spring flowers everywhere, 
brightening up the country. We 
are so blessed with the beauty of 
God's creation.

The work continues of reaching 
out to Deaf people in about 26 
countries, and we thank the Lord 
for so many of you who pray and 
give to assist this work. As you 
know, the financial challenge is 
enormous, and we are continually 
amazed at how the Lord provides.

Charity Concert

On the 3rd Friday of every 
month, a group of musicians hold 
a SoliDeoGloria Concert in Osaka. 
Several of our DMI board members 
have attended these concerts re-
cently and enjoyed them. On May 
20th, these wonderful musicians 
will make their concert a charity 
concert to help support the work 
of DMI. I am enclosing a couple 

of flyers, and if those who live 
near enough are able to attend, it 
would be a real encouragement, 
both to the musicians and to DMI. 
There is an afternoon concert as 
well as an evening concert, so I am 
hoping that I will get to meet a lot 
of our supporters at one of these 
concerts. If you are too far away to 
attend, please remember this night 
in your prayers.

New Brochures

I am enclosing two of our new 
brochures. The reason I am enclos-
ing two is so that you can perhaps 
pass them on to others who might 
be interested in learning more 
about the work of DMI and would 
like to get our newsletters, support 
a child, or pray for the work. 
Please use them however you can.

Praise & Prayer Points
1.	 Praise	the	LORD	that	our	execu-
tive	director,	Neville	Muir,	is	well	
enough	to	go	to	the	Philippines	
for	ministry.

2.	 During	such	horrific	 turmoil	 in	
Syria	you'd	think	there	wouldn't	
be	much	 to	 smile	 about.	 But	
the	Deaf	there	are	rejoicing	that	
they	had	two	Deaf	baptisms	at	
the	end	of	last	year.	This	was	the	
first	time	any	Deaf	 in	DMI	Syria	
had	been	baptized!	Continue	to	
pray	for	the	Syrian	work.

3.	 After	 finishing	school,	 the	next	
challenge	is	to	find	work	for	the	
Deaf.	Doug	and	Val	Clutton	from	
Canada,	 serving	 in	 the	Philip-
pines,	have	established	and	built	
up	a	self-sustaining	agricultural	
project	on	Negros	Island	in	the	
Visayas,	called	Naturally	Negros.	
This	project	employs	many	Deaf	
who	sell	quality	products,	and	
they	are	now	struggling	to	keep	
up	with	demand.

Once again, thank you for your 
prayers and support. I hope I will 
meet many of you at the concert 
on the 20th.

Warmest greetings,
Alayne Madore

ナチュラリー・ネグロスは
ヤギをも飼育しています。

Naturally Negros raises goats, too!
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