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これが届く頃にはもう１月が過ぎてしまっているかと思いますが、DMIのためのお祈りと支援を感謝し、2020
年に主の豊かな祝福がありますよう、願っています。

新たに作った日本語のパンフレットを同封します。DMIの働きが拡大している中、スポンサーを増やす必要があ
り、ろう者である子どもが教育を受け、イエス様の愛について学べるようになるために、あなたはスポンサーにな
り、用紙に記入をしていただけるでしょうか？さらに、子どものスポンサーになってくださる友人がいるでしょう
か？多くの方にDMIの事を知らせたく、さらにパンフレットをご希望の方は、申し出てください。

クリスマスカード
スポンサーの

皆さんが子どもか
らの、クリスマス
カードを頂き、そ
れを受けて嬉しか
ったかと思います。あいにく、ア
フリカから個人的にカードが出せ
なく、各学校から一枚のみが、届
きました。スポンサーになって、
子どもにカードを出してくださっ
た方々に感謝をします。これらの
カードが集められ、学校に送ら
れ、子どもに渡されました。

フィリピンの台風
年末に、台風28号（国際名「カ

ンムリ」）による、フィリピンでの被害のニュースをお聞きになった
かと思います。残念なが
ら、リガオでの被害額は
約700万円に及んでいま
す。子どもにもスタッ
フにも怪我人が居なかっ
た事を主に感謝していま
す。建物の構造の被害、
及び、連絡ができなくな
っている面もあって、細
かいことがまだ分かって
いません。もし特別支援
をしてくださるのなら、
郵便局用紙の「スペシャ
ル・プロジェ
クト」に印
を付けて、
「フィリピ
ン」と記入し
てください。
フィリピン人
らしく、皆さ
んの顔に笑み
があります！

第８回DMI国際大会 ： ケニアのモンバサで
同封した、８月にもたれる大会に関するパンフレットをご覧くだ

さい。日本からも数人の参加者があることを願います。自分で切符
を買うなり、あるいは私
にそれを頼んでもいい
です。保険の手配もでき
ます。

世界各地で、神様が
DMIを通して、なさって
いる業の報告を聞く事
が、この三年に一度の大
会でいつも、私達を活気
付け、恵を与えてくださいます。参加者の多くはろう者ですが、健
常者も多く出席します。友人も誘ってください。ケニアの方々は、
この大会を成功させるため、一生懸命です。それも海岸にある美し
い街、モンバサで。加えて、大会後、参加希望であれば、ツアーを
三つ、計画しています。

Continue to Pray

hh 政治的な困難がある、シリ
アやコンゴでのろう者と指
導者の為に祈ってくださ
い。安全である事と同時
に、信仰が強められるよう
にも祈ってください。

hh DMI創立者ネヴィル・ミュ
アー師は昨年、新しい薬を
飲み始め、それが、とても
効果的であるようです。ガ
ン関係の痛みも少なくな

り、前立腺ガンの
数値も良くなって
います。主をほめ
称えます。しか
し、疲れやすくな
っているので、
祈り続けてくだ
さい。



Byhthehtimehyouhgeththis,htheh
firsthmonthhofh2020hwillhbehover,h
buthwehwouldhlikehtohthankhyouhforh
yourhprayershandhsupporthforhDMIh
andhwishhyouhthehLord’shrichesth
blessingshforh2020.

We’rehenclosinghahcopyhofhourh
newhJapanesehbrochure.hAshthehworkh
expands,hwehneedhnewhsponsors,hsoh
ifhyouharehnothalreadyhsponsoring,h
youhmighthlikehtohfillhinhthehformhtoh
beginhhelpinghahDeafhchildhgethanh
educationhandhlearnhabouththehloveh
ofhJesus.hOrhperhapshyouhknowhah
friendhwhohmighthbehinterestedhinh
sponsoringhahchild.hIfhyouhwouldhlikeh
morehbrochureshtohhelphushspreadh
thehword,hfeelhfreehtohask.

Christmas Cards
Ihhopehthathallhourhchildh

sponsorshenjoyedhgettinghChristmash
cardshfromhtheirhchild/children.h
Unfortunately,hindividualhcardsh
werehnothablehtohbehsenthfromh
Africa,hsohjusthonehfromhthehschoolh
washsent.hThankhyouhtohallhwhoh
senthChristmashcardshtohthehchild/
childrenhthaththeyhsponsor.hTheseh
werehforwardedhtohthehschoolshtoh
givehtohthehchildren.

8th DMI International Conference: 
Mombasa, coast of Kenya
Seehthehenclosedhinformationh

abouththehconferencehcominghuphinh
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August.hIhhopehwehwillhhavehahgoodh
numberhgoinghfromhJapan.hYouhcanh
makehyourhownhairhbookingshorhIh
canhmakehahbookinghforhyou.hIhcanh
alsoharrangehinsurance.

Thesehtriennialhconferenceshareh
alwayshsuchhanhinspirationhandh
blessinghashwehhearhreportshofhwhath
GodhishdoinghthroughhDMIhinhsoh
manyhcountriesharoundhthehworld.h
Thehmajorityhofhthosehattendingh
arehDeaf,hbuththereharehalsohahloth
ofhhearinghpeoplehashwell.hPleaseh
feelhfreehtohinvitehyourhfriendsh
tohcome.hThehDMIhfolkhinhKenyah
arehworkinghhardhtohmakehthishah
greathconferenceh–hinhthehbeautifulh
coastalhcityhofhMombasa.hTherehwillh
alsohbehthreehoptionalhtourshafterh
thehconference.

Typhoon in the Philippines
Aththehendhofhlasthyear,hyouh

probablyhheardhonhthehnewshofhtheh
damagehdonehinhthehPhilippineshbyh
TyphoonhKammuri.hUnfortunately.h
Ligaohwashinhitshpath,handhtheyh
havehbeenhlefthwithhahhugehcleanuph
andhdamagehbillhofhapproximatelyh
¥7,000,000.hWehpraisehthehLordh
thathnonehofhthehchildrenhorhstaffh
werehinjured.hDuehtohthehextenthofh
damagehtohthehinfrastructurehandh
lackhofhcommunication,hwehareh
stillhfindinghouthdetails.hIfhyouhareh
ablehtohhelphwithhahspecialhgifthtoh

helphthem,hpleasehsendhithusinghtheh
enclosedhPOhslip,hcheckh“Specialh
Project”,handhwriteh“Philippines”.h
InhtypicalhFilipinohstyle,htherehareh
stillhsmiles!

Apprenticeships in Uganda
StartinghinhFebruary,hfivehyoungh

Deafhmenhwillhhavehthehopportunityh
tohdohanhapprenticeshiphrunhbyh
WorldhVenture,hahChristianhmission-
aryhorganization.hOnhcompletionh
ofhthehcourse,hthesehyounghmenh
shouldhbehablehtohfindhworkhorh
starththeirhownhsmallhbusiness.hDMIh
provideshahgoodheducationhforhDeafh
younghpeople,handhithishourhprayerh
thaththeyhwillhalsohbehablehtohfindh
suitablehwork,hnothanheasyhthingh
tohdohinhahcountryhwherehpeopleh
whohhavehhandicapsharehlookedh
downhon.

Continue to Pray
hh Prayhforhourhworkershandhtheh
Deafhpeoplehtheyharehworkingh
with,hinhdifficulthcountrieshlikeh
SyriahandhCongohwherehtherehish
sohmuchhpoliticalhstrife.hPrayhforh
safetyhandhforheveryonehtohbeh
strengthenedhinhtheirhfaith.

hh ExecutivehDirectorhNevillehMuirh
startedhonhahnewhdrughlatehlasth
year,handhithseemshtohbehworking.h
Hehdoeshnothhavehashmuchhpainh
fromhthehcancer,handhhishPSAh
counthhashgonehdown.hPraisehtheh
Lord.hHoweverhhehdoeshgethtiredh
easily,hsohpleasehcontinuehtohprayh
forhhim.

ウガンダでの見習い
２月にクリスチャン

宣教師団体主催のワール
ドベンチャーに５人のろ
う者男性が見習いをする
特権が与えられていま
す。このコースの修了
後、この青年達は職につ
いたり、小規模の会社を
作る事ができるはずで
す。障害を持っている方々は、
見下げられていて国で良い仕事
につくのは難しいですが、DMI
はろう者青年に良い教育をし、
良い仕事につくことができるよ
う祈り願っています。

Deaf Ministries International
DMI 日本主部

Web:  http://japan.deafmin.org
Email:  info@japan.deafmin.org
Tel/Fax:
（代表：真艸嶺） 075-871-8562
（スポンサーシップ：マイケルセン）090-4307-0717
（会計：マーシャル）06-4980-5414
郵便（真艸嶺・アレイン宛）：

616-8228 京都市右京区常盤下田 20-615

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

見習いコースの準備



2020年 8月 10～15日

「『それは、父よ、あなたがわたしにお
られ、わたしがあなたにいるように、

彼らがみな一つとなるためです。」 
ヨハネの福音書 17:21

第8回  DMI 国際大会

5月1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 May 1st!

For more English information:
dmikenya2020.com

メインスピーカー： Heo In Yong師
Heo In Yongはろう者Chencheonインマヌエ
ル教会の牧師。生まれつきろう者で、DMIの
伝道によってクリスチャンのなり、DMIの活
動に協力している。ミャンマー、ケニアやウガ
ンダに伝道チームの指導をし、スリランカやペ
ルで説教をし、ろう者の聖書訳に関わっている。

大会後のオプションツアー
交通、宿泊、食事、入場などを含む　（ケニヤで支払う）

① Tsavo East: １泊２日 (US$420)
 サファリ、ロッジ泊

② Amboseli: １泊２日 (US$474)
 サファリ、キリマンジャロ近くでキャンプ伯

③ Kilimanjaro: ３泊４日 (US$1,070)
 登山、温泉、村、ロッジ伯

ケニヤ　モンバサ
コンチネンタル リゾート

Mombasa Continental Resort

お問い合わせ： 真艸嶺アレイン       TEL: 075-871-8562 
alaynemadore@mbr.nifty.com       FAX: 075-872-1981

予防注射とヴイサ必要。
申し込み書頂き次第、さらに細かい詳細を出す。

もっと安価であるホステル宿泊のオプションも
あります。詳細は、お問い合わせください。

５月１日まで  ¥５９,０００

 ５月２日以後  ¥６５,０００
宿泊：  ツインルーム （2~3人）

Lodging: Twin room (2-3 people per room)



記入日： 2020年　　 月　　  日

フリガナ

写真1枚を貼付けて
お送り下さい

氏　　名

パスポート表記の
ローマ字氏名

Mr.／Ms.
 (男/女どち
らかに○) Family Name Given Name

国籍 通っている教会名：

□ ろう者　　　□ 難聴者　　　□ 健聴者

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 ：
続柄： 電話：

氏名：

フリガナ ：

〒

病気/アレルギー

同室希望者

大会開催前後の
宿泊予約希望

(大会前) 
宿泊日　　　　日 ～10日　（　　泊）

(大会後) 
宿泊日　　15日 ～　　日　（ 　　泊）

大会後オプション □ Tsavo East: 1泊2日　　　□ Amboseli: 1泊2日　　　□ Kilimanjaro: 3泊4日

ご本人様署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　○印

第8回　DMI国際大会　ケニヤ・モンバサ　申込書
2020年8月10日〜15日

こちらにパスポートのコピーを貼ってお送りください。

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。

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。



Application Date: 2020 / ____ / ____

Name

Name shown
on passport

Mr.／Ms.
 (circle)

Family Name Given (and Middle) Name

Nationality Church:

□ Deaf　　　□ Hard of Hearing　　　□ Hearing

Email

Furigana

Address 〒

Phone Home: FAX: Mobile:

Emergency
contact while

traveling

Furigana:
Relation: Phone:

Name:

Furigana:

〒

Illnesses/Allergies

Desired roommate(s)

Request lodging
before/after
conference

(before conference) 
Dates:　　8/　　 ～8/10　(# nights:  　　 )

(after conference) 
Dates:　　8/15～8/　　　(# nights:  　　 )

Tour option
after conference □ Tsavo East (2 days/1 night)　　　□ Amboseli (2 days/1 night)　　　□ Kilimanjaro (4 days/3 nights)

Signature　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　○印

8th DMI International Conference - Mombasa, Kenya
August 10-15, 2020

Please affix a copy of your passport first page here.

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.

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”


