
DMI 日本の友人である皆さまへ

各国の DMI では心躍るようなこ
とが起こっています。この手紙では
アフリカの働きの上にもたらされ
た恵みについて分かち合わせてい
ただきます。みなさまの中でも多く
の方が、アフリカの学校や子どもた
ちのスポンサーになっておられま
す。みなさまのお祈りとご支援を感
謝します。

タンザニア

さらに８人が洗礼を受けました。

今年は、神さま
の御業が多くのタン
ザニアの方々に成さ
れ、この方々はキリ
ストを知ることがで

きました。８人の大人のろう者が洗
礼を受けました。彼らの村の人たち
は、この人たちが幼児洗礼を受けて
いるために、再び洗礼を受けること
に反対しました。しかし、洗礼を受
ける人たちは反対に屈せず、自分た
ちが知り得た信仰を人々に分かち
合って、キリストに従って生きる人
とはどういう人のことをいうのか
を証ししました。ダル・エス・サラー
ムには川が

ないので、彼らはインド洋で洗礼を
受けることにしました。ここにはた
くさんの水がありますから！

北部の苦難

タンザニア北部のろう者は困窮
しています。干ばつによって多くの
人が苦しんでいるのです。教会には
助けと食べ物を求めて人がやって
来ますが、教会にはお金も食べ物も
ありません。教会員の大半は失業
しています。教会の人たちを何と
かして支援しなければなりません。
また、オートバイを購入して、ベ

ネディクト師が、周辺地
域のろう者を訪問できる
ようにしたいのです。こ
のような苦境のときです
が、28 人の新しい信徒
が生まれました。神を賛
美します。

ケニア

ケニアのイマヌエルろう学校
（ICSD）は、群と行政区の全体のろ
う者の体育祭を主催しました。当初
は資金と設備が不足していたので、
そのようなことができるのか不安
でした。しかし、政府は計画どおり
遂行するように要求しました。それ
で、予算の無いまま、多くの祈りを
もって地域の企画団体と協力し、す
ばらしい体育祭を開催しました。ウ
エスレー校長は、「この経験を通し
て、私たちが学んだこと
は、私たちが仕えている神
は、必要を与えてくださる
神だということです！」と
語っています。

学校に嬉しいニュースが届きま
した。多目的に使用できる食堂がど
うしても必要だったのですが、その
建設に着手できる運びになりまし
た。最近、着工に必要な資金が与え
られたのです。彼らは、どうか竣工
まで必要が満たされ続けられるよ
うに、一緒に祈ってくださいと、伝
えています。このプロジェクトを支
援されたい方はおられますか。どう
ぞ、よろしくお願いします。

シャリフ　ー　成功の物語

シャリフはウガンダのデフ・ア
クションが支援してきた子どもで

す が、 先 ご
ろ、キャンボ
ゴ大学から物
資調達および
マネージメン
トの学士号を
授与され、同
大学を卒業ま
し た。DMI は
シャリフの教

育に大きな役割を果たしました。
シャリフは、彼の家族で唯一のろう
者です。また、家族の中で初めて大
学を卒業しました。彼の両親は、彼
が中学 1 年生のときに亡くなりま
した。家は貧しかったので勉強を続
ける望みが無くなってしまいまし
た。ウガンダではろう者の教育は学
費が高い上、ろう者に対する理解も
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一般的に良いとは言えません。DMI
は、彼の状況に介入して金銭的な支
援をしました。ウガンダのデフ・ア
クション DMI の代表者は、「この貧
しい少年のために犠牲を払って支援
してくださった方々に感謝します」
と言っています。シャリフはカンパ
ラの中学校の物資調達課の幹部とし
て雇用されました。

みなさまもこのニュースを読ん
で励まされたことと存じます。私も
シャリフのことを読んで、神が日本
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Dear Friends of DMI Japan,

Some exciting things have been 
happening in countries where DMI 
works, and in this letter I would 
like to share with you some of the 
blessings in Africa. I know quite a 
few of you support students and 
schools in these countries. Thank 
you for your support and prayers.

TANZANIA

Another Eight Baptized

This year has seen God at work 
in the lives of many in Tanzania who 
have come to know Christ; eight 
deaf adults have been baptized. 
There was much opposition from 
some in the community saying 
that these believers were baptised 
as children. The Deaf who were 
planning to be baptized did not hold 
back in sharing their new found 
faith in Christ and showing that 
they fully understood what it meant 
to be a follower of Christ. There is 
no river in Dar es Salaam so they 
decided to have the baptisms in the 
Indian Ocean, where there is plenty 
of water!

Struggles in the North

Times are hard for the deaf in 
northern Tanzania at the moment. 
There is currently a famine in 
most parts and many people are 
struggling. Many have been asking 
the church for support and food but 
the church doesn’t have any money 
or food to give. The majority of the 

church members are they have no 
work. They are in desperate need to 
find ways to support their church 
community and possibly purchase 
a motorbike so that Benedict can 
have transport to visit the deaf in 
surrounding districts. We praise God 
that, regardless of these tough times, 
they have 28 new deaf believers.

KENYA

Immanuel  Chr is t ian  School 
for the Deaf in Kenya has just 
recently hosted both the County 
and Regional sports festival for the 
hearing impaired. They were unsure 
that they would be able to host this 
event, due to lack of facilities and 
funds, but the government insisted 
they go ahead as planned. So, with 
no budget and a lot of prayer, they 
teamed up with local organizers 
and pulled off a successful sports 
carnival. The ICSD Principal, Wesley 
says ...

“One thing we learnt in all 
this is that the God we serve is a 

God of provisions!”

The school has just received 
some exciting news that they are 
able to start work on a much needed 
multi-purpose/dining hall facility. 
They were recently given enough 
funds to get the project started but 
are asking us to join them in praying 
for provision to fund the project 
through to completion. Would you 
like to contribute towards this DMI 
project?

Sharif – A Success Story

S h a r i f  w a s  a  D e a f  A c t i o n 
sponsored child from Uganda. 
He has recently graduated with a 
Bachelor of Arts in Procurement 
and Management at Kyambogo 
University. DMI had a large part to 
play in Sharif ’s education. Sharif 
is the only deaf child in his family. 
He’s also the first and only one 
to have completed University. His 
Parents passed away when he had 
just completed primary 7. He came 
from a poor family and had lost 
all hope of continuing his studies. 
Deaf education is quite expensive in 
Uganda and there is also a general 
negativity towards the deaf.

DMI was able to step in and 
provide the support he needed. 
Our Ugandan Deaf Action DMI 
representative says “We are grateful 
to the people who sacrif ice to 
support these poor children”. Sharif 
is now employed in a Secondary 
School in Kampala as a Procurement 
Officer.

I ’ m  s u r e  y o u  h a v e  b e e n 
encouraged as you have read the 
above news. As I read about Sharif, 
I again thanked the Lord for the 
wonderful sponsors we have in 
Japan.  Thank you al l  for your 
interest in DMI, for your prayers and 
for your giving. The Lord bless you 
each one.

Warmest greetings,
Alayne Madore

にもすばらしいスポンサーの方々を
起こしてくださったことを感謝しま
した。DMI について関心を持って
くださり、お祈り、ご支援くださる
ことを感謝いたします。主の恵みが
みなさまと共にありますように。

日本 DMI　理事長

アレイン・マドレ


