DMI 国際ろう者支援会 日本
2015 年 秋号
DMI 日本の支援者と友人の皆様へ

ケニヤ

私の一番好きな季節、秋がやっ
てきました。晴天がつづき、木々
も色づいています。あたり一面、
紅葉で彩られる日も遠くないで
しょう。

前 回 の 手 紙 で、 ケ ニ ヤ の 学 校
には、多目的に使える食堂が必要
だと申し上げました。リンガの学
校と生徒たちに深く心を寄せてく
ださったアメリカ人の牧師の努力
によって、多目的ホールを兼ねた
食堂ができました。また、マイケ
ル・ガンツ牧師（マイク）が以前
に、二棟の寄宿舎のために資金調
達をしてくださったので、感謝し
ています。このようにして、学校
の施設は少しずつ改良されてきま
した。マイク牧師は骨身を削って、
献金の奨励のために動いてくださ
いました。以前、学校の台所と食
堂は、トタン屋根の粗末な小屋で
した。木を燃やして調理しました
が、煙突がないので、食事の時間
は、部屋中が煙だらけでした。し
かし、新しい設備のおかげで、今
では、このような不健康な状態で

最近、エグゼクティブ・ディレ
クター、ネヴィル・ミュアー師の
様子はどうですかと、何人かの方
に尋ねられました。みなさまもご
存じのとおり、18 か月前に膀胱ガ
ンが見つかり、昨年 7 月に手術を
しました。その後の検査では、ガ
ンの再発が見つかることもなく、
主 を 賛 美 し ま す。12 月 11 日 に、
再検査を受けます。その一方で、
彼は関節炎と筋肉の痛みに悩まさ
れています。どうか、癒されるよ
うに、お祈りください。しかし、
このような痛みにもかかわらず、
彼は世界中を回って、DMI に対す
る支援を訴え、また、その働きを
監督指導しています。

食事をすることもなくなりました。
ろう者の生徒の数は 90 人を超
えました。ほとんどは近隣の子ど
もですが、寄宿舎生活をしていま
す。その理由は、通学のための交
通手段がほとんどないからです。
また、多くはエイズ孤児で、片親
だったり、祖父母が親代わりをし
たりしています。
この学校は、生徒たちが受験す
る一斉実力テストの成績によって、
今やケニヤで最高レベルの学校と
見なされています。健聴者だけで
なく、ろう者の教師もいますので、
生徒にとって、良い模範になりま
す。この学校の卒業生で教師になっ
ている人もいます。
次は、二階建ての校舎の建設を
予定しています。マイクは再び資金
調達の活動を率いてくださいます。
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シリア
戦火のシリアから逃れようとし
ている大勢の難民の姿をテレビで
見るにつけ、私たちの心は痛みま
す。シリアの DMI の働きは、最初
からネダルとファディが導いてき
ました。戦争が始まったとき、彼
らはろう者たちのために国に留ま
ることを決意しました。ふたりと
も妻と幼い子どもがいますから、
脱出しないと決心するには大きな
勇気が必要でした。戦争、
恐 怖、 そ し て 先 の 見
えない状況の中で、
この教会は成長し
て い ま す。 神 は
ふたりを用いて
老若男女のろう
者 を 祝 福 し、 影
響を与えていま
す。ファディ夫妻
には最近、女の子
アナベル
が生まれ、アナベラ
Annabella
と名付けられました。
先日、ダマスカス近くのサダナ
ヤでキャンプが開催され、ろう者
たちが大いに励まされました。そ
れから間もなくのことです。IS（イ
スラム国）が、ダマスカスから一
時間半ほどの距離にあるアル・カ
ラティンの村を襲撃して、230 人
を連れ去りました。この内の多く
はキリスト者で、25 人はろう者で
す。この人たちは IS（イスラム国）
が首都だとしているラッカに連れ
ていかれました。その後の消息は
不明です。

この内の 40 人が解放された
というニュースが先週届き
ました。ろう者はひとりも
いませんが、解放された人
たちの話によると、その当
時までは、全員、無事だっ
た そ う で す。 そ の 後、4 人
のろう者を含む 30 人が、ア
ル・カラティン村を脱出し
たそうです。つまり、ラッ
カに連れ去られた人たちは、
アル・カラティンに連れ
戻され、そこで監禁されてい
るようなのです。脱出に成功
した人たちは、羊を満載に
したトラックに隠れて、逃
げ出すことができたとのこ
とです。どうか、この人た
ちの命が守られるように、
そして解放されるようにお
祈りください。写真の女性は、
ナディアです。彼女は、私た
ちの教会の会員で、IS（イスラ
ム国）に捕えられた 25 人のろ
う者のうちのひとりです。

ラッカ

アル・カラティン

京都市右京区常盤下田町 20-165
アレイン・マドレ宛です。
お祈りとご支援を感謝いたしま
す。主の祝福が、ご自身とご家族
にありますように。
日本 DMI

理事長

アレイン・マドレ

クリスマスカード

生徒のスポンサーの方で、生徒
にクリスマスカードを送ろうと考
えておられる方は、封筒に生徒の
名前とご自分のお名前をお書きく
ださって、私のところに必ず 11
月 30 日まで着くようにお送りく
ださい。それぞれの学校にクリス
マスに間に合うように郵送したく
思いますので、どうぞご協力くだ
ほんの少しだけ幸いなことに、 さ い。 送 り 先 は、 〒 616-8228

ナディア
Nadia
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Dear Friends of DMI Japan,
Once again it is time for my
favorite season…autumn, with nice
sunny days and leaves starting
to change colors. Not long until
there will be gold and red leaves
brightening up everything.

conditions are now a thing of the
past because of the new facilities.
The number of Deaf children has
grown to over 90. Most come from
the district but live in our dormitory
as local public transport is very
unreliable or non-existent. Many
too are AIDS orphans or from oneparent families, and some are cared
for by grandmothers.

Quaryatayn which is about an hour
and a half from Damascus. Of those
230 people many were Christians,
and of that group 25 were Deaf.
These people were all taken by ISIS
to Raqqa, the ISIS headquarters.
Since then we have not heard from
them and no contact can be made.

Recently I have had some
The only good bit of news has
folk ask me about our Executive
come this past week when about
Director, Rev. Neville Muir. You will
40 people were released. None of
The school is now rated as the
remember he was diagnosed with
them were Deaf, but those released
bladder cancer about 18 months best school in Kenya judging by the
said that everyone was OK at that
ago. He had surgery in July last results of public examinations taken
time. Now we hear that 30 more
year and follow-up examinations by our students. Our teachers are a
have escaped from Al Qaryatayn
have shown him to be cancer free. mixture of Deaf and hearing people,
village including four Deaf. It seems
We praise the Lord for this. He so a good role model is presented
that they all were returned to the
goes back to hospital for a further having Deaf teachers. Some current
village from Raqqa and were being
examination on December 11th. teachers are former students of our
held there. Those who escaped
But his arthritis and muscle pains school.
did so hiding in a truck full of
are causing a lot of discomfort, and
Our next project is a two-story sheep. Please continue to pray for
he would appreciate your prayers classroom block. Mike is leading
their safety and release. Nadia, in
for relief. Regardless of pain, he the drive for funds once again.
the photo, is one of our church
c o n t i n u e s t o t r a ve l t h e w o r l d
members and one of the 25 Deaf
promoting the work of DMI and
from her village taken by ISIS.
Syria
overseeing the work in the many
countries where DMI works.
As we look at the news on our
TV sets and see the many refugees Christmas Cards
fleeing from Syria, our hearts go out
If you sponsor a child and would
Kenya
to these people, escaping their war- like to send a Christmas card to
Last letter I told about Kenya torn country. Nedal and Fadi have
him or her, please send them to me,
and the need of a multi-purpose led our work in Syria from the very
Alayne Madore, 20-615 Shimoda
hall facility. Thanks to the efforts of beginning. When war broke out
cho, Tokiwa, Ukyo ku, Kyoto 616an American pastor who fell in love they decided to stay for the sake
8228 ( Tel. 090-1028-8844),
with our school and Deaf children of the Deaf. Both have wives and
and I will send them on to the
in Ringa Kenya, we now have a young families, so their decision to
school where your child is. On the
new dining room and general stay took a lot of courage. In spite
envelope put the name of the child
use hall. We are also thankful to of the war, fear, and uncertainty,
and your name. You do not need
Michael Gantt’s previous efforts, the work in Syria is growing, and
to write your address. Please have
as two dormitories have also been God has been using them to bless
them to me by November 30th at
built, thus gradually upgrading our and influence Deaf children and
the latest, or they will not reach
facilities. Mike has worked tirelessly adults alike. Fadi and his wife have
your child before Christmas.
to raise funds for these buildings. been blessed with a new baby girl
Thank you again for your
Prior to the opening of the new Annabella.
prayers and financial support. The
facilities our dining room and
Recently
a
camp
was
held
in
Lord bless you and your family.
kitchen was a shabby old tin shed.
Sadanaya
near
Damascus
which
was
Cooking was done over a wood
Alayne Madore
fire which had no chimney so the a great encouragement to the Deaf.
Chairperson, Japan DMI Board
whole room was full of smoke each Not long after the camp ISIS took
meal time. These unhealthy eating 230 people from the village of Al

