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スポンサーと支援者の皆さまに感謝します。

日本支部スポンサーシップコーディネーター

国際スポンサーシップコーディネーターのジェ
ニー・リードは次のように述べています。

コーディネーターの竹田伸子さんが結婚された
ことを、以前、皆様にご報告したと思います。そ
して嬉しいことに、伸子さんは11月に第一子を出
産される予定です。彼女は今まで良い奉仕を続け
てこられましたが、牧師の妻となり、今回、母親
になるにあたって、コーディネーターの役割を担
っていくことは難しいと感じ、退任を申し出られ
ました。今までの奉仕に心から感謝します。そし
て竹田家に主の恵みが豊かにあること
を祈ります。

子供たち、両親、教師たちが、みなさまの経
済的支援に心から感謝していることをお伝えし
たく存じます。そのおかげで耳の不自由な子供
たちが学校に通うことが可能です。学校は授業
料を保護者に徴収していますが、多くの保護者
にはその余裕がありません。しかし私たちは貧
しい家庭のろうの子供を拒絶することなく入学
させ、皆様の献金で教育しています。

日本DMI理事会はジェニーの言葉に同感です。
そして、この思いに答えてくださるスポンサーを
ぜひご紹介いただくように皆様にお願いします。

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
きくださり、11月30日必着でお送りください。
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、どうぞご協力ください。
送り先は、〒616-8228京都市右京区常盤下田町
20-165、アレイン・マドレ宛てです。

伸子さんの後任はマイケルセ
ン・インゲさんです。インゲさん
はノルウェー人ですが、両親が
宣教師で、日本で育ちました。
日本語、英語、ノルウェー語も
ペラペラなので、皆さんとの連
絡はスムーズです。スポンサーシ
ップについてのお問い合わせは、以
下の連絡先にお願いします。
マイケルセン・インゲ （Inge Mikaelsen）
〒465-0051愛知県名古屋市名東区社が丘3-1710
Tel. 090-4307-0717
Email: nathaninge@gmail.com

ケニアのイマヌエル・クリ
スチャンろう学校
生徒数は80人を超えま
した。彼らは学校で学べる
ことを非常に感謝してい
て、勉学や運動に一生懸
命に取り組んでいます。最
近、学校を訪問したインド
人の家族から、85枚の良質
のマットレスと毛布を献品
していただきました。物価
が上昇して食費は2倍、3倍
になり、多くの人たちが困
っています。学校は献金や
献品、また敷地内の畑の産
物によって、生徒たちに必
要な食事を与えることがで
きています。

DMI奉仕者の健康について
奉仕者の健康のためにお祈りください。
エグゼクティブ・ディレクターのネヴィ
ル・ミュアー師の状況について良い知らせ
がありました。最近の健診
によると、膀胱がんの癌細
胞が消えていたそうです。
放射線治療の結果、前立腺
がんの転移による膀胱がん
の細胞が消滅し、それ以外
の原因で発生した膀胱が
んも再発が抑えられていることが分かりま
した。ただ周辺のリンパ節には未だ癌細胞
が残っており、ホルモン治療が続いていま
す。主の守りを感謝すると共に、つづけて
完全な癒しのためにお祈りください。

ミャンマー、カライのミュアーろう学校
現在、36名の生徒がいます。10人の幼い生徒た
ちが6月から自宅を離れて学んでいますが、新しい
生活によく順応しています。新しい生徒は皆5歳以
上で、年長の生徒たちが彼らの面倒を良く見てくれ
て学校にも慣れてきつつあります。もうすぐ新しい
友達ができて、手話が使えるようになるでしょう。
そうすれば、笑顔も増えてくるに違いありません。
この地域には、学校に行ったことがなくて農業に
従事しているろうの大人が多いです。そこで、私た
ちの学校の教師一人は毎週末、近所のピンドーとい
う町に行き、大人たちに読み書き算数をはじめ、ラ
イフスキルを教えています。私たちはそこで教会も
しています。会堂は古い竹の建物で崩れかけていま
す。新しい建物に床スラブを敷いていますが、雨季
に入り洪水で道路が寸断されるので建材がの入手が
滞っています。

病気と闘い、通院に
も苦労しているウガンダ
聖書学校の校長、ジョイ
ス・ムビルさんのため
に、力と忍耐が続けて与
えられるようにお祈りく
ださい。ムビル校長は足
に常時、疼痛があります
が、彼女はそれに負ける
ことなく学生たちの訓練
に献身的に取り組んでいます。
ケニアDMIのディレクタ
ー、ジョセフ・ムロンゴ師
は、今年、胃がんの手術の
後、化学療法をしました。
彼は退院して仕事に復帰し
ていますが、私たちの祈り
を必要としています。
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Thank you, Sponsors
and Supporters
Jenny Reid, the International
Child Sponsorship Coordinator,
writes:

I would like to pass on the
sincere thanks from parents,
teachers and students,
who greatly appreciate the
financial assistance given
so our disadvantaged Deaf
children can go to school. The
schools do ask parents to pay
school fees, but many cannot
afford to pay anything at all.
We do not deny education
to any Deaf child from a
needy home.
The Japan DMI Board endorses
what Jenny says, and we would
be really thankful if you could
introduce us to more people who
are willing to sponsor a child or
a school.

Christmas Cards
Child sponsors who would like
to send a Christmas card to their
child, please send it to: Alayne
Madore, 20-165 Shimoda-cho,
Tokiwa, Ukyo-ku, Kyoto 616-8228,
and it will be sent on to the
respective school. On the card
envelope put the name of the child
and your name. You do not need
to write your address. Please have
them to me by November 30th at
the latest, or they will not reach
your child before Christmas.

Japan Sponsorship Coordinator
You will remember us telling
you about Nobuko Takeda getting
married, and now we rejoice that
she is expecting her first baby
in November. Nobuko has done
a great job looking after Japan
sponsors, but feels she is unable to

carry on, as she has become a Pastor’s wife and now a new mother.
Thank you, Nobuko, and the Lord
bless you and your family.
Taking over from Nobuko will
be Inge Mikaelsen. Inge is from
Norway but grew up in Japan, as
her parents were missionaries. She
is fluent in Norwegian, English,
and Japanese, so she will be able
to communicate with all of you.
In the future, please address all
sponsorship enquiries to:
Inge Mikaelsen
3-1710 Yashirogaoka, Meito-ku,
Nagoya-shi, Aichi-ken 465-0051
Tel. 090-4307-0717
Email: nathaninge@gmail.com

Immanuel Christian School for
the Deaf in Kenya
More than 80 students are very
grateful to be able to attend the
school in Kenya, and they continue
to work hard in their study and
sport. The school received a very
welcome, practical donation of 85
quality mattresses and blankets
from an Indian family, who had
recently visited the school. Staple
foods have doubled and tripled in
price, creating hardship for many.
The provisions at the school have
sustained the students, when
added to the produce grown
on site.

Muir School for the Deaf at Kalay
in Myanmar
This school now has 36 students enrolled. 10 new little ones
started in June and are settling
in to living away from home well.
They are all over 5 years old, and
the older students love and care
for them and make sure they are
adjusting to school well. Smiles
will appear on their faces very

soon, once they make new friends
and learn sign language.
There are many Deaf adults in
this area who live as farm workers
and have never been to school. A
teacher from the school visits the
nearby town of Pyin Daw Oo every
weekend to teach the adults basic
life skills. We also have a church
there. Their old bamboo building
is falling down, and a concrete
slab for a new building has been
poured, but the wet season has
stopped transport of building
materials on flooded roads.

Health of DMI workers
Please pray for the health of
our workers.
Good news about Neville Muir,
Executive Director of DMI. His
recent cystoscopy showed neither
type of cancer in the bladder. The
radio therapy killed the prostate
cancer in the bladder, and the
other bladder cancer has still not
returned. He still has cancer in
the lymph nodes which is being
monitored and slowed down by
hormone injections. We praise the
Lord for this and continue to pray
for complete healing.
Pray for additional strength
and endurance for the Ugandan
Bible School head-mistress, Joyce
Mubiru, as she contends with
illness and hospital visits. Despite
the constant pain in her legs
she is committed to her calling
and oversees the training of
the students.
Josephat Mulongo, the director
of DMI Kenya, had surgery for
stomach cancer earlier this year,
followed by chemotherapy. He is
back working again, but needs
our prayers.

