
DMI支援者の皆様へ

新年おめでとうございます。新
しい年にあたって、みなさまのご
多幸を祈ります。DMIは2016年を
振り返って、神の守りと備えを感
謝しました。そして、2017年を期
待をもって迎えました。

カード

大多数の支援者の方は、ご自
分がスポンサーとなっておられる
子どもたちからクリスマスカード
を受け取られたことと存じます。
もっと早くにお届けできればよか
ったのですが、それでも喜んでい
ただけたことと思います。残念な
ことに、カードを送れなかった学
校もありました。子どもたちにカ
ードを書かせるのは忙しい生活の
中で手間のかかることなので、あ
る学校の先生たちにとっては難し
かったのかもしれません。カード
の届かなかった方々には、誠に申
し訳なく思っています。どうぞお
赦しください。みなさまの引き続
きのご支援をよろしくお願いいた
します。みなさまのご支援によっ
て、ろう者の子どもたちは教育の
機会を得るだけでなく、自分が愛
され大切にされる存在であること
を体験しています。

第7回DMI国際大会がノルウェーで
開催

2017年6月12日から16日にか
けて開催されます。日本からも多
くの参加があることを期待してい
ます。これはろう者の聖会です
が、健聴者の方の参加も歓迎いた
します。過去の大会の際には、通
常、日本から8人から10人の参加
者があります。みなさま、どうぞ
参加をご検討ください。 大会のプ
ログラムには説教、セミナー、ワ
ークショップ、賛美、そしてネッ
トワークを構築する機会がありま

す。メインスピーカーにはケニア
からジョセファット・ムロンゴ師
を招いています。ムロンゴ師はろ
う者ですが、メッセージは英語と
日本語、その他の言語にも通訳さ
れます。日本手話に通訳してくだ
さる方も見つけたいと願っていま
す。これらに加えて、ノルウェー
の美しい海岸で自然を体験するプ
ログラムも用意しています。 

大会参加を希望される方は同封
の申込み用紙にご記入の上、ご自
身のパスポートの写真のページの
コピーと共に075-872-1981までFAX
を送信くださるか、Eメールに添付
してalaynemadore@mbr.nifty.comま
で送信してください。 

ノルウェー週末体験

DMIノルウェーは週末に山岳
地帯でキャンプをしてノルウェー
文化を体験するプログラムを用意
しました。希望される方は追加料
金（格安の18,000円）と別途申
込みが必要です。日程は6月16日
（金）から19日（月）までです。
「ノルウェー週末体験」の参加料
金18,000円には、スターヴェルン
からオール、そして オスロまでの
バス往復と宿泊、3日間の食事が含
まれています。

ネヴィル・ミュアー師（DMIエグ
ゼクティブディレクター）

DMI創立者でありエグゼクティ
ブディレクターのネヴィル・ミュア
ー師のためにお祈りいただき感謝し
ます。ミュアー師は家族と共に長年
神戸で暮らしていましたので、多く
の方がご存じのことと思います。膀
胱がんが再発していないことを主に
感謝していますが、担当医師は腫瘍
マーカーの数値が高いために、がん
がリンパや骨に移転したのではない
かと心配しています。1月には更な
る検査とスキャンが予定されていま
す。また、関節痛の痛みとも戦って
います。このような健康状態にも関
わらず、ミュアー師は、DMIを指導
し、各国に散らばる学校や現場を訪
問し、自分のことより先に他者のこ
とを考えて行動しています。どうか
つづけてミュアー師のためにお祈り
ください。

世界のDMI

世界に散らばるDMIの学校や
教会のことを忘れずに祈りましょ
う。その中には戦乱のシリアや台
風の脅威にさらされるフィリピン
などがあります。最近もフィリピ
ンのリガオの学校が台風の影響を
受けました。しかし感謝なことに
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Dear DMI supporters,

Greetings to you all and best 
wishes for the New Year. We pray 
that the coming year will be a year 
of blessing for you. DMI looks 
back on 2016 and gives thanks 
to the Lord for His protection and 
provision during the year, and 
we look forward to all that 2017 
holds in store.

Cards
Most of our sponsors will have 

received Christmas cards from the 
children they sponsor. I am sorry 
they were late in arriving, but I 
hope you enjoyed receiving them. 
Unfortunately there were some 
schools from which we did not 
receive cards from the children. 
It takes time getting the children 
to do the cards, and sometimes 
the staff at the school are so busy 
they are not able to arrange this. 
So please forgive us if you did not 
receive a card, but be assured, 
your continued sponsorship 
is greatly appreciated and is 
enabling Deaf children to receive 
an education and to know they are 
loved and cared for.

7th International DMI Conference 
in Norway

This will be held June12-16, 
2017, and I hope there will be a 
good group from Japan who will 
attend. While it is a conference for 
Deaf people, hearing people are 
also welcome to attend. Usually we 

have from 8-10 go from Japan, so 
please consider attending. 

The conference will include 
activities like preaching, seminars, 
workshops, worship times, and 
network exchange opportunities. 
The keynote speaker will be 
Josephat Mulongo from Kenya. He 
is Deaf, and his messages will be 
interpreted into spoken English 
and Japanese as well as many 
other sign languages. We will try 
and find someone to interpret into 
Japanese sign language. Further-
more, there will be some activities 
which include the beauty of the 
Norwegian coastal nature. 

If you would like to attend, 
please complete the enclosed 
form, and fax it together with a 
copy of the photo page of your 
passport to 075-872-1981 or 
email it to alaynemadore@mbr.
nifty.com.

Norway Weekend Experience
DMI Norway is offering a 

weekend camp to get a cultural 
experience from a Norwegian 
mountain area (they have called it 
“Norway in a Nutshell”). This camp 
is for all conference participants 
who want to attend, from Friday, 
June 16th to Monday, June 19th. 
You will have to register and pay 
for this separately (very cheap!). 
The price of ¥18,000 includes 
both the bus travel from Stavern 
to Ål and back to Oslo plus accom-
modation and meals for 3 days.
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Neville Muir – Executive Director 
of DMi

Thank you for your prayers for 
the founder and Executive Director 
of DMI, Neville Muir. He is known 
to lots of our Japan supporters 
because he lived in Kobe with his 
family for many years. We praise 
the Lord there is no recurrence 
of the bladder cancer, but doctors 
are concerned about his high 
cancer marker and fear that there 
is cancer in some other part of 
his body, like the lymph nodes 
or bones. He had more tests and 
scans in January and will get the 
report from the doctor at the end 
of the month. He is also in con-
tinual pain with arthritis. Despite 
this he continues to lead the work, 
traveling to visit the fields, always 
caring for others first. So let’s 
continue to uphold him before 
the Lord.

DMI Worldwide
Let us never forget to pray for 

the work among the Deaf world-
wide – schools and churches, in 
areas where there is much danger, 
such as Syria, and typhoons, like 
the Philippines. The school in 
Ligao was hit by a recent typhoon, 
but praise the Lord, there was not 
much damage to property and 
nobody was injured.

Warmest greetings,
Alayne Madore
Chairperson, Japan DMI

被害は大きくなく、関係者の中に
けが人もありませんでした。 

感謝して

日本DMI　理事長

アレイン・マドレ

Deaf Ministries International
DMI 日本部

Web:  http://japan.deafmin.org
Email:  info@japan.deafmin.org
Tel/Fax: （代表：マドレ） 075-871-8562
 （スポンサーシップ：談議）075-723-7089
 （会計：マーシャル）090-6664-8655
郵便（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

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



スターヴェルン、ノルウェー
2017年6月12～16日

DMIノルウェー
国際ろう者支援会

愛してくださる御父の息子と娘
「『父となり、あなたがたはわたしの息子、娘となる。』全能の主はこう仰せられる。」 

コリントの信徒への手紙二 6:18

2017 DMI国際大会

宿泊：  ツインルーム （2~3人）
Lodging: Twin room (2-3 people per room)

1月27日まで 申込書を送り参加費を振り込んだ場合は、 

早期割引料金！
Early Bird Discount

if you register and pay by Jan. 27!

For English information, visit 
www.dmi2017.com

1月27日まで  ¥49,000
 1月28日以後  ¥53,000

説教

セミナー

交わり

ワークショップ

自然

メインスピーカー：
DMIケニア  ディレクター
ジョセファット・ムロンゴ師

大会後のオプション：
ノルウェー週末体験

6月16日～19日
¥18,000



★申込書の送り先： DMI日本代表   真艸嶺アレイン         〒616-8228 京都市右京区常盤下田町20-615
Eメール：alaynemadore@mbr.nifty.com       TEL: 075-871-8562        FAX: 075-872-1981

参加費：　郵便振替口座 00930-9-8259 加入者名 DMI に振り込んでください。

※太枠内を記入し写真を貼ってお送りください。 印ご本人様署名

第7回　DMI国際大会　ノルウェー・スターヴェルン　申込書
2017年6月12日～16日 

  記入日： 2017年　　 月　　  日
フリガナ

氏　　名

写真1枚を貼付けて
お送り下さいパスポート表記の

ローマ字氏名

国籍

Eメール

フリガナ

現住所 〒

電話番号 自宅 ﾌｧｯｸｽ 携帯

渡航中の
緊急連絡先

フリガナ

氏名：

住所：〒

続柄： 電話：

通っている教会名

病気/アレルギー

同室希望者

Mr.／Ms.
 (男/女どちらかに○)

Family Name First Name

フリガナ

申請中、またはこれから申請される方は、この申込書を先にお送りいただき、
パスポートコピーは改めてお送りください。

こちらにパスポートのコピーを貼ってお送りください。

□ ろう者　     　　　　　□ 難聴者   　                   □ 健聴者

大会開催前後の
宿泊予約希望

(大会前) 
宿泊日　　　　　日 ～　　　日　　　　泊

(大会後) 
宿泊日　　　　　日 ～　　　日       　　泊

大会後オプション □ ノルウェー週末体験（18,000円）

今回の大会は収容人数に制限があるためお早めにお申し込みください！ 



★ Send
application to: Alayne Madore, DMI Japan Chairperson　20-615 Tokiwashimoda-cho, Ukyo-ku, Kyoto 616-8228

Email: alaynemadore@mbr.nifty.com      Phone: 075-871-8562      FAX: 075-872-1981
Send money to: Postal Account #00930-9-8259, name “DMI”

※Fill out everything within the
thick frame and affix photograph.

印Signature

7th DMI International Conference - Stavern, Norway  
June 12-16, 2017 

  Application Date： 2017/___/___

Name

Please affix one
photo hereName shown

on passport

Nationality

Email

Furigana

Address 〒

Phone Home FAX Cell

Emergency
Contact

Furigana

Name：

Address：〒

Relation： Phone：

Church

Illnesses/Allergies

Desired
Roommate(s)

Mr.／Ms.
 (circle)

Family Name First (and Middle) Name

Furigana

If you are still in the process of applying for a passport, you can send this
in now and then send a copy of your passport later.

Please affix a copy of your passport first page here.

□ Deaf　     　　　　　□ Hard of Hearing   　                   □ Hearing

Request lodging
before/after
conference

(before conference) 
Dates　　　____～____  for　____ nights

(after conference) 
Dates　　　____～____  for　____ nights

After conference
Norway tour □ I will attend (¥18,000)

Capacity for this conference is limited, so please turn this in quickly! 
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