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敬愛する DMI 支援者の皆様、

この手紙をお届けする頃には、
桜の花は散りかけていることで
しょう。でも春と共にやって来る
新しい事の始まりを、楽しんでお
られることと思います。この手
紙 に 同 封 し て、DMI 日 本 支 部 の
2008 年度会計報告をお送りいた
します。皆さんのご支援を心から
感謝しております。世界の経済状
況は、2009 年度の DMI Ｉにチャ
レンジを与えることになりそうで
す。DMI 総主事のネヴィル・ミュ
アーは、次のように書いています。

DMI の 働 き 全 体 が、 今 の 世
界的な経済下降の影響を受けて
い る 状 況 で す が、 神 様 は 今 も
すばらしく働いてくださってい
ます。以前、手紙でもお知らせ
しましたが、アメリカのテク
サーブがウガンダのカンパラ
で、プレハブ教会堂と聖書学
校を建設する計画があること
を覚えておられることと思い
ます。それは進行中です。今
まさにこれを書いている時、
コンテナがウガンダに向かっ
ています。先ずアーカンサス
州からサウスキャロライナ州
のチャールストン市に送られ、
ヨーロッパに渡って、他の船
に乗せられました。ルートは
続いてスエズ運河を通り、ソ
マリア半島を回り、海賊の多
い海を航海し、モンバサに着

きます。そこから電車でナ
イロビに運ばれ、トラック

でカンパラに運送されます。税
関での問題や海賊に会うことな
く、無事に着くようお祈りくだ
さい。アメリカのいくつかの奉
仕チームが、ウガンダに行って
建物を組み立てる予定です。こ
のプロジェクトの第一段階に入
ることができ、テクサーブに感
謝しています。

４月下旬に、ネヴィル・ミュアー
が来日するのを楽しみにしていま
す。関西地区の各地で報告を致し
ます。世界の多くの国々で、神様
がＤＭＩを通して行われているこ
との報告をお聞きくださるように
と願っています。

4 月 19 日（日）滋賀県長浜キリ
スト教会、3 つの礼拝：10:30 日
本語、16:00 英語、17:30 スペイ
ン語。 （0749-62-8019）

•

4 月 22 日（水）10:30 京都一麦
教会（075-723-7089）
4 月 24 日（金）14:00 DMI コー
ヒータイム（手話のみ）、ぶどう
の木セルチャーチの関目チャペ
ル、大阪（info@budounoki.org）
4 月 25 日（土） 18:30 OIC 夕
拝、大阪クリスチャンセンター

（06-6768-4385）
4 月 26 日（日）10:30 京都クリ
スチャンセンター 
4 月 26 日（日）16:30 Christ of 
All Nations Church、大阪
日 本 の 理 事 の 何 人 か の 人 も

上記の集会に出席するので、そ
の 時 に 皆 様 に お 会 い し た い と
思 い ま す。 ぜ ひ お 越 し く だ さ
い。 詳 し く は、 私 ア レ イ ン・ マ
ド レ Tel. 075-871-8562 ま た は
090-1028-8844 までご連絡くだ
さい。

もう一つの祈りの課題が、ミャ
ンマーから届いています。クリス
チャンが迫害を受け、ヤンゴン市
の教会を閉鎖する圧力が増えてい
ます。またクリスチャンのグルー
プには物件を貸さないようにと、
家主たちを指導しています。ミャ
ンマーの教会は見えるところ、見
えないところで再び困難に会って
います。今のところ現地の DMI は、
地域の長の人たちとの良い関係が
保たれているために、問題を感じ
ていません。DMI の人たちは皆ろ
う者なので、見逃しているのかも
分かりません。ミャンマーのこの
状況のためにお祈りください。

最後にブ
ル ン デ ィ で
喜 ば し い こ
と が あ り ま
す。 ろ う 者
夫 人 た ち が
仕 事 と 収 入

•

•

•

•

•ウガンダのためのコンテナと

貼っている祈り   The container 

for Uganda and a prayer that 

Tech Serve affixed to it

ブルンディの
「ろう者裁縫
ワークショッ
プ」の夫人た
ち   Ladies in 
the Burundi 
Deaf sewing 

workshop
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Dear Friends and Supporters of 
DMI,

By the time you get this letter 
cherry blossoms will be gone 
and we will be enjoying spring, a 
time of new beginnings. With this 
letter you will receive a financial 
report of contributions received 
by DMI Japan in 2008 and sent 
to the work of DMI worldwide. 
Thank you one and all. In 2009 
new challenges lie ahead as DMI 
is affected by the financial turmoil 
of the world. Executive director 
Neville Muir writes:

Our whole work is suffering 
at the moment due to the 
economical downturn all over 
the world but is not all misery 
however, and God is still 
working in wonderful ways. 
You might remember from past 
letters that Tech Serve USA 
were preparing a prefabricated 
church building and Bible 
School building for Kampala, 
Uganda. Well it is on the 
way. As I write, the container 
is on the high seas headed 
towards Uganda. It was sent 
from Arkansas to Charleston, 
South Carolina, put on a boat 
for Europe where it is to be 
transferred to another boat. 
The route then goes through 
the Suez Canal and around the 
horn of Somalia, through pirate-
infested waters to Mombasa. 
From there - by train to Nairobi 
and then by truck to Kampala. 
Please pray for a safe arrival 
without problems at customs 
or from pirates. A few teams 
from the US are preparing to 

travel to Uganda to assemble it 
all. We are so grateful to Tech 
Serve and all who have given, 
to make this first stage of the 
development there possible.
We are looking forward to the 

visit of Neville Muir to Japan at 
the end of April. He is speaking in 
many places in the Kansai area, 
and we hope you will be able 
to come and meet him and get 
an update of what God is doing 
through DMI in so many countries 
of the world. 

Sun, 4/19: All services at Shiga-
ken Nagahama Church. 10:30 
Japanese worship, 16:00 English 
worship, 17:30 Spanish worship 
(0749-62-8019)
Wed. 4/22 10:30: Kyoto Ichibaku 
Church (075-723-7089)
Fri. 4/24 14:00: DMI Coffee Time 
(sign language only), Sekime 
Chapel of Budounoki Cell Church 
(info@budounoki.org)
Sat. 4/25 18:30: OIC Evening 
Worship (06-6768-4385)
Sun. 4/26 10:30: Kyoto Christian 
Fellowship Center
Sun. 4/26 16:30: Christ of All 
Nations Church, Osaka
Some of our Board members 

wi l l  a lso  be  at tending these 
meetings, and we hope to meet 
up with many of you. Please try 
and come. Contact me, Alayne 
Madore Tel. 075-871-8562 or 
090-1028-8844 if you need more 
information, or call the telephone 
numbers above.

One more i tem for  prayer 
comes from Myanmar, where 

•

•

•

•

•

•

there is increasing persecution 
of Christians. Pressure to close 
down churches in Yangon is 
on the increase. Landlords are 
being told not to rent to Christian 
groups; through active and subtle 
pressures the church in Myanmar 
is again in the firing line. So far 
DMI has not had any problems 
because of a good relationship 
with the block captain. Hopefully 
the fact that everyone is Deaf is 
a contributing factor in leaving 
them alone. But please pray for 
Myanmar and the situation there. 

And to finish, there is great 
rejoicing in Burundi. The Deaf 
Women’s Sewing Workshop was 
desperately in need of more sewing 
machines to give training, work 
and income to deaf ladies. Through 
an NGO organization they recently 
received 6 sewing pedal machines, 
2 zigzag electric machines, 2 
electric irons and 2 coal irons, plus 
other materials such as scissors, 
meter ribbon etc., which means 
that now all applicants are able to 
receive training. One of the aims of 
DMI is to help Deaf people support 
themselves financially, and this 
is one of the projects. Another 
project in Burundi is carpentry, 
but more equipment is still needed 
there.

We hope we will meet many of 
you this month.

On behalf of the Japan DMI Board,

Alayne MADORE 
Chairperson
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を得るために、「ろう者裁縫ワーク
ショップ」でトレーニング用のミ
シンを必要としていました。最近
ある NGO より、ペダル式ミシン６
台、電気ジグザクミシン２台、電
気アイロン２台と炭火アイロンに
加えて、はさみやリボンなどをい
ただき、今では申込者全員がトレー
ニングを受けられるようになりま
した。DMI の目標の一つは、ろう
者が経済的に自立することで、こ

のワークショップはそれを実現し
たプロジェクトの一つです。プル
ンディでは大工仕事もプロジェク
トのひとつですが、今のところ道
具はまだ足りていません。

今月多くの皆様にお会いする
のを楽しみにしています。

DMI 日本理事会を代表して、

アレイン・マドレ
理事長


