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敬愛する支援者の皆様

DMI 日本理事会から、新年のご挨拶を申し上げます。2010 年が、皆様にとりまして祝福あ
ふれる年でありますようにお祈りいたします。これまでの皆様のお祈りとご支援を心より感謝
いたします。今後とも私たちが皆様と共に力を合わせて、貧しい国々のろう者に教育を与え就
労支援を行っていくことができますよう、また何よりイエス・キリストに関する良き知らせを
伝えることができますようにと願っております。

昨年末に、オーストラリア DMI 本部から写真入りのレターが届きましたので、日本の皆様に
お送りいたします。DMI 国際総主事ネヴィル・ミュアーのメッセージを日本語に訳していますが、
写真はご覧になってその様子をお分かりいただけると思います。世界各国で行われているＤＭ
Ｉの働きをご覧ください。

昨年、DMI 国際理事会のメンバーのジャック・マーシャル師と恵子夫人が日本に戻って来ら
れました。お二人は当初から DMI に関わってこられ、日本の方々にさらに DMI の働きを良く知っ
ていただきたく思っています。皆様がご存知の小さな集い、教会、ロータリークラブ、ライオ
ンズクラブ、VIP などどこででも、マーシャル師から DMI の働きについてお聞きいただけるよ
うでしたら、ご連絡ください。（私も私の主人と共にできるだけ同行させていただきたいと思っ
て お り ま す。） 連 絡 先： 電 話 075-871-8562、FAX075-871-1981、E メ ー ル alaynemadore@
mbr.nifty.com です。皆様にお会いできれば幸いです。

　2010 年の上に、神様の豊かな祝福を心よりいたします。

DMI 国際ろう者支援会　日本支部
アレイン・マドレ
理事長

Dear Friends and Supporters of DMI,

New Year Greetings from the Japan Board of DMI. We pray that 2010 will be a year full of 
blessings for you each one. At DMI we appreciate your prayers and support in the past and look 
forward to being a team with you, in helping deaf in underprivileged countries get an education, 
find work, and more than anything else, hear the Good News of Jesus Christ.

At the end of last year, DMI in Australia had the enclosed picture letter printed and have 
sent us copies to be distributed in Japan. We have translated the message from our Executive 
Director, Neville Muir, into Japanese. Pictures speak for themselves, so no need for translation. 
We hope you will enjoy seeing something of what is happening through the worldwide ministry 
of DMI.

Last year, Rev. Jack Marshall and his wife Keiko, who are on our International Board, 
returned to Japan. They have been with DMI since it began, and have a real heart to share 
what is happening with more Japanese people. If you know of any group, church, Rotary, 
Lions, VIP, etc. who would be willing to have to Marshalls (most times my husband and I will 
also be with them) speak, could you contact me? My telephone number is 075-871-8562, Fax 
075-872-1981, or email alaynemadore@mbr.nifty.com. We would to visit with you.

Once again, may God’s richest and choicest blessings be yours in 2010.

For the Japan DMI Board,
Alayne Madore
Chairperson
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写真レターの翻訳   (translation of text in photo letter)

3～4 ページ
1978 年 12 月、私はリルと長

男のブレントと共に、日本から韓
国に移り住みました。その時は、
神様がどのように私たちを導かれ、
私たちがどのような信仰の体験を
することになるか、全く分かりま
せんでした。30 年経った現在、私
たちが関わってきたからというこ
とではなく、ただ神様の導きと守
り、そしてろう者の中に御国を建
て上げておられることを見て、驚
きを覚えています。私たちが火災、
地震、洪水、軍事クーデター、火
山噴火、台風、盗難、逮捕、結核、
マラリア、交通事故、誤解、告訴
などに見舞われる中でも、神様の
守りがありました。神様は真実に
私たちをここまで支え助けてくだ
さいました。

1979 年 3 月に、韓国のインチョ
ン市で最初の教会が生まれました。
私たちがワールドビジョンを通し
て、幼少の頃から支援していた
リー・デュー・ヒョンはその教会
の最初にいた４人の内の１人でし
た。

当初は、教会開拓伝道を考えて
いませんでしたが、その事をする
ように導かれ、今日に至っていま
す。現在では 170 以上の教会があ
り、今なお増え続けていて、宣教
師や現地の人々のすばらしい同労
者が与えられていることを、日々
神様に感謝しています。

その小さな最初のグループは、
東インチョンメソジスト教会の地
下室で集まっていましたが、現在
では南極を除く全ての大陸にある
20 ヶ国以上の国々へと広げられて
います！教会開拓伝道を優先して
いますが、全体的な宣教計画を目
指しています。教育がなくて、ど

のようにろう者たちは福音を
理解できるでしょうか。無学
で知識がなければ、社会や教
会での指導者になれるでしょ
うか。この思いが結果的には、
ろう学校、専門学校、神学校
を創設することになり、今で
は 10 校の運営をしています。
ろう者が教育を得ても、働く
場所がなければ意味がありま
せん。就労のためのプロジェ

クトや収入を得るための活動に、
現在取り組んでいます。チーズケー
キやコーヒーショップ、飲食屋台、
レストラン、ベーカリー、洋裁や
木工工場、養豚所、米作農業や脱穀、
ゴム農場などに関わり、ろう者の
必要を満たすための手段となって
います。

DMI の 30 周年のお祝いは、4
月 に イ ン チ ョ ン で、9 月 に ノ ル
ウェーで、10 月には再び韓国で、
そして最後に日本で行われました。
これらのお祝いの企画に携わって
くださった皆様とお祝いにご出席
してくださった方々に感謝いたし
ます。

この 30 年目には様々な困難も
ありました。ケニアのろう学校で
働きをしていたろう教師のパウロ・
オワコが脳マラリアで突然天に召
され、かけがえの無い先生を亡く
しました。またいくつかの地域で
は干ばつ続きのために作物の収穫
ができず、DMI スタッフや信徒の
人々が困っています。不景気のた
め物価が上昇する中、本部でも地
域でもスタッフの給料は 50％減少
せざるを得なくなり、生活費が上
昇する中でかなりのストレスを経
験している人々がいます。しかし
私は、皆がつぶやくことなく忠実
に働きをされていることに驚いて
います。皆様のご支援により、今
年は黒字になり更に不足分も補う
ことができればと望んでいます。
皆様のこの働きへのご協力を当然
いただくものと決して軽く思って
いるわけではありません。この 30
年間、ご支援とお祈りをいただい
た皆様に心より感謝しております。

神様の豊かな祝福をお祈りいた
します。

ネヴィル ＆ リル

裏面
皆様の続けて捧げてくださるご

支援を感謝いたします。私たちは
22 ヶ国で貧しいろう者たちのた
め、教育施設、就労の機会、神学校、
教会、自立支援、ビデオ製作、小
さな事業、農業、災害対策などに
携わってきました。この教育や地
域プログラムは、伝道の拠点とも
なり、福音を広め、私たちの救い
主であるイエス・キリストの力あ
る愛と望みを語ることができます。
この 30 年間の歩みを感謝し、さ
らに将来に向かって、拡大してい
る DMI の働きに対し、更なるご支
援とお祈りをいただければと願っ
ております。
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In the beginning . .... . 

When Lill, Brent and I moved to Korea from Japan in the December of 1978, we had no idea of what 
God was going to lead us into or what an adventure of faith He was going to take us on. 30 years 
later we look back in awe as we see His hand guiding, protecting and building His kingdom among 
the deaf in spite of us and not because of us. He has seen us through house fire, earthquakes, floods, 
military coups, volcanic eruptions, typhoons, robberies, arrest, TB, malaria, car accident, misunder
standing and false accusations. God has remained faithful and has helped us to persevere. 

In the March of 1979 the first church was commenced in the city of Inchon, Korea. Lee Doo Hyong, 
whom we sponsored as a little boy through World Vision, was one of the four in that first church. 

We originally had not considered church planting but, this is what eventuated and we have not 
stopped doing so to this day. 170+ churches later God is still working among us as He has sent our 
way a wonderful group of coworkers, both missionary and nationals, whom we thank Him for daily. 

30th AnnivefSilry 
CelebQfions 



 

 From that small beginning in the basement of the East Inchon Methodist church the work has spread 
to over 20 countries on every continent except Antarctica! Although church planting has been a prior-
ity, an holistic approach to ministry has been part of the strategy. Without education how can the deaf 
understand the gospel? How can they become leaders in their communities or churches if illiterate 
and ignorant? This resulted in the establishment of schools, vocational colleges and Bible colleges for 
the deaf, of which we operate ten at this time. What is the point of education if the deaf cannot find 
jobs afterwards? We are now involved in projects that provide employment and other income-
generating activities.   Ranging from cheese cake and coffee shops, food carts, restaurants, bakeries, 
sewing and wood work factories, a pig farm, rice growing and rice milling and now a rubber planta-
tion, these added programs help meet the needs of the deaf with whom we are involved.  
 

During the year, 30th Anniversary celebrations were held first for the Inchon church in April, then in 
Norway in September, again in Korea and finally in Japan in October. Thank you to all who helped 
organize these functions and to those who attended. 
 
This, the 30th year, also had its difficulties. We lost Paul Owako, 
one of our treasured deaf teachers at the school in Kenya, who 
suddenly died of cerebral malaria leaving an irreplaceable gap. 
Crops have failed due to drought in some areas making life 
very difficult for DMI workers and believers alike. The economic 
down turn has resulted in a cut of up to 50% in support for the 
fields which has caused great stress to us here on the home 
front but even more so to those working on the field whose in-
comes have been halved at the same time as cost of living has 
increased. I am constantly amazed at their faithfulness and un-
complaining spirit.  It is our hope that through your generosity 
we can finish the year in the black and make up some of the 
loss our people have experienced during the past year or so.  
 
Thank you for your faithful support and prayers not only over the past year but also the past 30 years, 
as some of you have done. Your partnership in this ministry is never taken for granted. 
 
God Bless 
Neville and Lill  
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Thank you for your consistent support! We have been able to work with deaf communities in 
Zl. countries, serving the very needy, poor people groups by contributing towards the running 
_of educational facilities-and employment opportunities, Bible schoolS and churches, ~-h-elp 
programs, video production, miero-e.nterprise, farming and disaster response. These educa
tional and community programs also provide _a platform for outreach; spreading the gospel 
and sharing the love and hope found in the power of our Lom & Saviour,_ Jesus Christ. In 
thanking God for the past thirty years and looking towards the fut"ure, we pray for your in
creased support to service this growing Ministry - as we-all rely on Him for the days ahead. 

For US Tax deductible donations, please make checks payable to Deaf Ministries 
lntemation~I and mail to DMI, 

~, Cl- Kathy Toth 
.68'1- 87 46 Bluebird Drive 

Dewayne & Jackie Lieb~ndt 
2116 Alexandria Drive 
Greenfield, IN 46140 

Email: dl1976jl@comcast.net 
Home Ph: 317 3265419 

Mobile: 317 4433458 
PerSorral website: 

http J/web .mac.com/dl1976jVSiteJWelcome.html 

Neville & Lill Muir 
Deaf Ministries lntemational 
PO Box 395, Beaconsfield 

Victoria 3807. Australia 
Ph: +613 5940 5431 
Fax: +613 5940 5432 
Mob: +n1402· 181820 

Email: info@deafmin.org 
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