
エグゼクティブ・ディレクター、ネヴィル・ミュアー師

ミュアー師のために続けてお祈りください。癌が広がって
いることが分かり、抗がん剤治療を始めました。第一回目の
投与の後の副作用は、さほど酷くなく、一週間後には通常の
生活に戻れました。しかし、投薬量が増えていくにしたがっ
て、状況は変わるかもしれません。抗がん剤治療は3週間お
きに6か月間続く予定です。最近のPETスキャンの結果、骨へ
の転移はないことが確認され、主を賛美します。

DMIの支援者、祈りのパートナーの皆
さま、新年おめでとうございます。この
一年が、皆さまにとって、神の祝福に満
ちたものとなりますように。 

サポートされている子供さんにクリス
マスカードを送ってくださった方々に感
謝いたします。カードは各々の学校に送
らせていただき、そこで当人に手渡され
ます。クリスマス前にみんなの手元に届
いたことを願っています。

メンノ&ルツ・エディガー開発基金
ろう者の卒業生が小規模ビジネスを始める際の

無利子貸し付けを可能にするために、日本の支援者
のひとりが高額の寄付をしてくださったことを覚え
ておられると思います。すばらしい成果が上がって
いるとのことでワクワクしています。その中のいく
つかをご報告します。

デニスはDMIウガンダの伝道師
としてリラ地区で奉仕しています。
同時に、ネヴィル・ミュアー障害者
学校のディレクターでもあります。
デニスは、この基金からローンの支
援を受けて土地を買い、農作物を育
てています。収穫物は生徒たちの食

事となり、また市場に持って行き販売します。そし
て収益で返済をしています。返済が終われば、利益
は学校のために用いられます。

ブライアンはDMIウガンダの理事です。彼はロ
ーンの支援を受けて、アイスクリ
ーム店を開きました。お店のスタ
ッフは地元大学のろう者の学生で
す。ビジネスの収益は、若いろう
者たちが、小規模事業をスター
トさせるための訓練に用いられま
す。この店のアイスクリームは、
店で作られるオリジナルです。

マラウイのパン屋は準備期間を要しましたが、
やったオープンにこぎ着けました。この店は、ろ
う者に雇用を提供し、収益をDMIマラウイの活動に
用いるだけなく、地域に向けた伝道にも役立ちま
す。DMIの副ディレクター、グナール・デーリは開
店に立ち会い、オーブンに最初のトレイを入れる名
誉に預かりました。現在、３名のろう者と２名の健
聴者が働いています。この働きに資金を与えてくだ
さった主をたたえます。また、もっと多くのろう者
に雇用を提供できるようにお祈りください。

フィリピンのリガオの学校は、学校の前の道で
露店を始めました。小規模ビジネス・コースの修了
生ふたりが、この店を切り盛りし、学校で育ててい
る米、ココナッツ、野菜、果物、鶏肉、卵、豚肉を
売っています。この店の目的は、単に食料品を売っ
て継続的に収入を得るだけでなく、ろう者の卒業生
に働く機会を提供することです。この店は、調理さ
れた昼食を学校職員が取る社食の役割も果たしてい
ます。職員たちもまたろう者です。
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ルワンダ
イマヌエルろう教会団体ルワンダ

（ICDR）のリーダーシップ会議がルワ
ンダの首都キガリで開かれました。会
議のテーマは「霊的弟子作り」です。
参加者は聖書知識とリーダーに必要な
スキルを学びました。この訓練は、伝
道者たちが霊的に成長し、神のみこと

ば の 知
識を深める助けになりました。

もうひとつの訓練が、数か月に渡っ
て続いています。それは「聖書の手話
訳」の訓練で、講師たちが米国からキ
ガリに派遣されました。彼らは既成の
ビデオを用いての伝道について教えて
います。これによって教会の無い地域
や未伝地にいるろう者に宣教すること
ができます。
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Happy New Year to all our DMI 
supporters and prayer partners. 
May the Lord bless you richly in the 
year ahead. 

Thank you to the child sponsors 
who sent Christmas cards to the 
children they sponsor. These cards 
were sent on to the schools to give 
to the children. Hopefully they 
arrived in time for Christmas.

Executive Director Neville Muir
Please continue to pray for 

Neville. The cancer has spread and 
he has just started chemotherapy. 
The side effects were not too bad this 
first time, and after the first week he 
is able to live a normal life, but this 
may not be the case as the doses 
increase. He will continue to have the 
chemotherapy every three weeks for 
six months. Praise the Lord, a recent 
PET scan showed that the cancer has 
not gone into his bones.

Menno & Ruth Ediger 
Development Fund

You might remember how a 
donor from Japan gave a large 
amount of money to establish a 
fund to give interest-free loans to 
Deaf people wanting to start a small 
business, to provide employment for 
Deaf graduates of our schools. It has 

been exciting to hear some of what 
is being done. 

Denis is working as an evangelist 
for DMI Uganda in the Lira district. 
He is also the Director of the Neville 
Muir Comprehensive Disabled 
School. Denis was given a loan 
to purchase land to grow crops. 
The crops will be used to feed the 
students at the school and to take 
to the market to sell. All profits will 
be used to prepay the loan. Once it 
is repaid, future profits will go back 
into the school.

Brian is a board member of 
DMI Uganda. He was approved to 
receive a loan to run an ice cream 
parlour. The business will employ 
Deaf workers at the local university. 
Profits will be used to train other 
Deaf youth on how to start and run 
a business. The ice cream is made in 
store by his skilled staff.

A bakery in Malawi has been in 
the preparation stage for some time, 
to not only provide employment for 
the Deaf and put profits back into 
DMI Malawi, but to be an outreach 
to the local community. It is now 
open and baking! DMI’s Vice-Direc-
tor, Gunnar Dehli, was able to attend 
the grand opening and was given the 
honour of putting the first tray into 
the oven. The bakery currently has 

three Deaf and two hearing employ-
ees. Praise the Lord for the provision 
of money to do this, and pray that 
through it, many more Deaf young 
people will find employment.

The school in Ligao, Philippines, 
has also started a shop on the road 
at the front of the school. Two 
former students who have complet-
ed the Small Business Training run 
this shop. It sells rice, poultry, pork, 
eggs, coconuts, fruit and vegetables 
from the school farm. The aim of 
this store is not only to sell produce 
and have a sustainable income, but 
also give job opportunities to Deaf 
former students. The shop is also a 
canteen that sells cooked food to the 
employees at lunch and recess time, 
and this employs more Deaf people. 

Rwanda
The Immanuel Churches for the 

Deaf Rwanda leadership conference 
was held in Rwanda’s capital, Kigali. 
The theme of the conference was 
“Spiritual Discipleship”. Participants 
were trained in leadership skills 
and Bible knowledge. This training 
helps the evangelists to grow 
spiritually and in their knowledge of 
God’s Word.

Then another type of training 
has been offered in the past few 
months. It is called “Sign Language 
Bible Translation”. Facilitators 
travelled from the USA to train the 
participants in Kigali, Rwanda. The 
trainers teach how to evangelise the 
Deaf through pre-recorded videos. 
This makes it possible to reach Deaf 
in areas that don’t have churches or 
Christian outreach.


