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2018 年冬号
あけましておめでとうございます。

リガオ、フィッシャーメン・オブ・クライスト・学習センター

新年のご挨拶を申し上げます。
皆さまの一年が、主の導きと祝福
を実感する日々となりますように
お祈りします。

6月に生徒78名が新学年を始めました。うち、15名は高校3
年生です。政府の教育改革で中高等教育機関では中等教育だけ
でなく高等教育も提供することが必須となったので、初めて高
校3年生のカリキュラムを提供します。
新学期が始まって数カ月で、保護者との懇談会、食育週
間、世界教師デーなどを行いました。高校を担当する先生が新
たにふたり加わりました。新しいフルタイムの英語の先生は、
退職された英語の先生に代わって教えるため、
現在手話を習っています。
韓国とオーストラリアから来られた方々が、
学校のお手伝いをしてくださいました。また、
オーララ・リゾートで、生徒と先生とスタッフ
のためにレクリエーションの日を開催してくだ
さいました。このような特別イベントを主催す
る経済的余裕は学校にないので、とても感謝して
います。農業省から種子の寄贈を受け、有機野菜
畑も始めました。農場では、豚肉、鶏肉、果物、
野菜などの収穫物の販売と、近隣農場の精米の請
負で、学校運営に貢献しています。
大学生社交慈善団体「アルファ・ファイ・オメ
ガ」によるクリスマスの慈善活動先として当校が
選ばれ、子どもたちのためにサプライズで食事会
が開かれました。現地の子どもたちに人気のキャ
ラクター、ジョリビーも参加し、子どもたちに食
事やお菓子を渡してくれました。思いがけないプ
レゼントに、子どもたちは大喜びでした。

クリスマスカード
スポンサーとなっておられる学
校にクリスマスカードをお送りくだ
さった皆様、ありがとうございま
す。カードは子どもたちに届けられ
ましたが、子どもたちが皆様にクリ
スマスカードを送った後に届けられ
ましたので、子どもたちからクリス
マスカードが届かなかった方々には
お詫び申しあげます。学校のスタッ
フは多忙で、子どもたちがカードを
書くのを手伝う余裕がないこともあ
るので、ご理解ください。

フィリピンでのキャンプ
もうすぐフィリピンのキャンプシーズンがやってきます。今年は講師
として日本から湊崎先生をお招きしています。先生から次のようなお手
紙をいただきました。

湊崎先生
ご夫婦

新年おめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
私はフィリピンのバコロドにあるDMIインマヌエルろう教会のアルバー
ト牧師から四月にキャンプでメッセンジャーとして是非来て欲しいとのご
依頼を受けました。ビコルにあるDMIインマヌエルろう教会のアーネル牧
師からも四月にキャンプの講師としてのメッセージご依頼を受けました。
4月17日から19日まではビコルろうキャンプで、20日から21日までは教
職者ワークショップ、22日（日）はインマヌエルろう教会の礼拝でメッセ
ージの奉仕をさせて頂きます。23日にネグロス島のバコロドへ行き、24日
から26日まではネグロスろうキャンプでメッセージの奉仕を致します。弱い私ではございますが、私が英
語とASL（アメリカ手話）でメッセージがスムーズに出来ますようお祈り下さい。フィリピンろう者が福音
の意味が分かり、まことの救いを得られますようお祈り下さい。

ダバオのDMI創立
25周年おめでとう
10月には、特別講師や来
賓をお迎えし、生徒たちのた
めに特別イベントを用意し
て、25周年を祝いました。ダ
バオの学校は、ろう児に幼稚
園から大学までの教育を提供
する特別な学校です。こちら
では、学位も取得できます。
学校前では式典として風船
を飛ばしました。25周年記念
食事会のために、生徒たちが
作った色とりどりの旗で体育
館を飾り付けました。生徒た
ちの学校生活の思い出に残る
素敵なひと時となりました。
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Happy New Year!

Philippine Camps

Greetings at the beginning of another year, and
we pray that it will be a year when you experience
the Lord’s leading and blessing on your life.

Camp time in the Philippines is approaching, and
this year Pastor Minatozaki from Japan has been
invited to speak at some of these camps. He writes:

Fishermen of Christ Learning Center at Ligao
The new school year started in June with 78
students including 15 studying Year 12 in Senior
High School. This is the first time Year 12 has been
offered since the government made it compulsory
for secondary schools to offer Senior High School as
well as Junior High School.
Parent and teacher discussions, Nutrition Week
activities, and World Teachers Day are some of
the school activities in the first few months of this
school year. Two extra High School 1 teachers have
joined the staff and a new full time English teacher
is learning sign language to replace the English
teacher who left.
Visitors from Korea and Australia provided help
for the school, including a special recreation day for
all students, teachers, and staff at Oh Lala Resort.
Everyone is very grateful for special celebrations
that the school cannot afford. A new Organic Vegetable Garden has been started with the donation
of seed by the Department of Agriculture. The farm
continues to provide some finance for the school
through the sale of pigs, crops, dressed poultry,
fruit, vegetables and milling of rice for other farmers in the area.
The school was chosen by the Alpha Phi Omega
organisation for a Christmas treat, with a visit
and special lunch as a surprise for the children.
Jollibee came and gave food and treats to every
child, and the children were thrilled to receive such
unexpected gifts.

Christmas Cards
Thank you to all who sent Christmas cards to
the schools they sponsor. These were forwarded on
to the children, but they received them after they
had sent their Christmas card to you. If you did not
receive a Christmas card from your child, we are
sorry, but sometimes the staff at the school are so
busy, they cannot help the children do this.

Happy New Year!
I was invited by Pastor Albert of DMI
Emmanuel Deaf Church in Bacolod to be the
messenger at a camp in April. I also received
a similar invitation from Pastor Arnel of DMI
Emmanuel Deaf Church in Bicol.
So April 17-19 I’ll give messages at the Bicol
Deaf Camp, April 20-21 I’ll conduct a teachers
workshop, and on April 22nd I’ll deliver the
sermon at Emmanuel Deaf Church. On April
23rd I’ll travel to Bacolod on Negros Island, and
April 24-26 I’ll give messages at the Negros
Deaf Camp. Even though I am weak, please
pray that I’ll smoothly give messages in English
and ASL, and that Deaf Philipinos would
understand the meaning of the Gospel and
receive true salvation.
Congratulations to DMI Silver Anniversary
at Davao
The 25th Anniversary was celebrated in October
with guest speakers, visitors, and many special
activities for the students. This school is a special
place and provides Kindergarten to College education, including a bachelor degree for Deaf students.
Balloons were released at the front of the school,
and the students made many cellophane flags and
decorated the indoor basketball court for a special
Anniversary Dinner. It was a wonderful time that
the students will remember as a highlight of their
years at school.

