
DMIの支援者、祈りのパートナ
ーの皆さま、

桜前線が北上中の今日、皆
様はいかがお過ごしですか。
いつもDMIのために、お祈り、
ご支援をありがとうございま
す。私（アレイン・マドレ)は
先日、ケニアとウガンダのDMI
を、キャシー・キタオ姉とカ
レン・セット姉というふたり
の支援者と一緒に視察しまし
た。私たちは、この訪問が出
会う人たちにとって神様の祝
福となるように祈っていまし
た。そうだったことを願いま
す。実際、私たちは、この旅
で本当に祝福されました。このニュ
ースレターでは、ケニアの働きにつ
いて報告をさせていただきます。

私たちは最初の数日、首都のナ
イロビで過ごしました。DMIケニア
のディレクター、ジョセファット・
ムロンゴ師と妻のパトリシアの出
迎えを受け、彼らの家に行って、ケ
ニアの働きについて説明を受けまし
た。メノ＆ルツ・エディガー開発基
金から少額のローンを受けて小規模
ビジネスを始めることに関心のある
ろう者のためのセミナーが土曜日に
ありました。DMIはろう者の若者が
就労し自立することを目標のひとつ
にしていますので、これは、そのた
めのひとつです。このローンには返
済義務がありますが、無利子なので
す。

日曜日には礼拝者50人ほどのナ

イロビろう教会にいきました。手話
で主を礼拝する人々を見るのは大き
な祝福でした。私たちは彼ら、特に
牧師と牧師婦人の献身に感動しまし
た。礼拝の後、誰も家に帰りたくな
いように見えました。ただ共に座っ
て語り合うことで、彼らは祝福され
ているようでした。 

日 曜 日 の 午 後 、 私 た ち は 飛 行
機でキスムに向かい、そこから車
で１、２時間のリンガに向かいまし
た。穴と道路工事だらけのデコボコ
道を古いワゴン車に揺られ、いつに
なったら着くのだろうと思いました
が、ついにインマニュエルろう学校
のディレクター、ウェスリー先生と
妻のルツ先生、そしてふたりの可愛
い子供たちに迎えられました。 

月曜日は一日中、学校で過ごし
ました。全校生徒は93名。私たち

は各教室を案内され生徒たち
に対面しました。そのうち23
名は1カ月3千円を送ってくれ
る日本人のスポンサーがいま
す。私はその生徒たちの写真
を撮り、日本のスポンサーに
送りました。２、３年前、米国
のある牧師が校舎の建て直し
のために資金を募ってくださ
り、それが完成したので見違
えるようになりました。しか
し、何もかもが非常に質素で
必要最低限です。台所の状況
は大変悪いので2019年6月ま
でに建て直さなくてはなりま
せん。校庭には金属製のすべ
り台とシーソーがあるだけで

す。年少の生徒が遊ぶために、もっ
と多くの遊具が必要です。

互いに楽しそうに会話する子供
たちを見ることができて、すばらし
いと感じました。彼らを見れば、ス
タッフに愛され、大切にされている
ことは明らかです。聞こえないから
といって除け者にされず、すべての
ことに参加しています。ケニアには
全生徒を対象とした統一学力試験が
あり、ろう者も健聴者と同じ試験を
受けなくてはなりません。インマニ
ュエルろう学校は常にトップに近い
成績を収めています。教職員の皆さ
んと生徒たちに敬意を表したいと思
います。

制服の着用は国の規則で、この
学校も例外ではありません。最近、
ミシンを寄付してくださった方があ
りました。学校には裁縫師がいて制
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服を縫ってくれるので
費用が節約できます。
その上、裁縫の授業を
してくれるので、生徒
たちの卒業後の就職に
役立ちます。

ディレクターは月末
に月給の全額を払えな
いと教職員に言わなけ
ればならないことが一
番つらいと語り、私た
ちも心を痛めました。
彼らの給料は公立の学
校の教師の２割ほどなのに、その
50%~65%しか払えないことさえあ
るそうです。インマニュエルろう学
校の教師たちは、生徒たちの学力向
上のために働くだけでなく、生徒た
ちを愛し、よく世話をします。私は
もっとよい待遇を受けるべきと思い
ます。

私たちは全生徒にお土産を持っ
て行きました。小袋に入った飴と新
しい歯ブラシです。生徒たちは大
喜びです。彼らにとって、特別なも
のをもらう機会は本当
に少ないのです。ボラ
ンティアのチームはい
つでも大歓迎です。壁
のペンキ塗りをしてく
れた男性のチームがあ
り、女性たちはみんな
のためにピザを焼きま
した。彼らにとって、
これは本当に特別なご
褒美です。あの台所で
どうやってやったので
しょう??? 日本からもボラン
ティア・チームを送ってくだ
さいと頼まれました。行きた
い方はおられませんか？

私はさらに60人のスポン
サーを見つけるという重荷を
与えられ戻ってきました。
そうすれば、すべての生徒
に日本人のスポンサーが付くことに
なります。みなさまの中で、ひと月
3000円（一日100円）の支援を続
けてくださるかもしれないお知り合
いをご存知の方はおられませんか。
生徒たちがスポンサーを得て教育を
受け、主の愛と守りを知るように導
かれるならば、全体の状況が改善し
ます。生徒たちはスポンサーの有る
無しに関わらず平等に扱われます。

よって、少額の支援を皆で分かち合
うことになり、一人ひとりが得られ
るものが、少しずつ少なくなってし
まうのです。スポンサーになってく
ださる方をご存知の方は、どうぞ私
にご連絡くださいますようにお願い
します。 

学校に対して毎月一定額の献金
を約束してくださることも可能で
す。その献金は学校の運営や教職員
の給与に用いられます。

このニュースレターは私のケニ
ア訪問について書きました。これが
皆さんにとって有意義なものである
こと、また益々この働きについて祈
っていただけることを願っていま
す。世界中のDMIに対するご支援を
感謝いたします。
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Dear DMI supporters and 
prayer partners,

As the cherry blossom blooming 
progresses northward, how is 
everyone? Thank you for your 
continued prayers and support for 
DMI. Recently, I (Alayne Madore) 
visited the DMI work in Kenya and 
Uganda, along with Kathi Kitao and 
Karen Sette, two supporters of DMI. 
We went praying that we would 
be a blessing to those we met, and 
I hope we were, but we ourselves 
were really blessed. This letter will 
focus on the part of our trip spent 
in Kenya.

We spent a couple of days in 
Nairobi first, and the Director of 
DMI in Kenya, Josephat Patricia 
Mulongo, came to meet us and took 
us to their home where we could 
find out more of the work there. On 
Saturday they had a seminar for 
Deaf people interested in starting 
small business with a small loan 
from the Menno & Ruth Ediger 
Development Fund. One of the 
goals in DMI is to assist Deaf young 
people to find work, and this is just 
one way. Loans must be repaid, but 
no interest is charged.

On Sunday morning we went 
to the Nairobi Deaf Church where 
about 50 Deaf people gathered. It 
was such a blessing to us to see 
them worshipping the Lord in sign 
language. We were impressed 
by their dedication, especially of 
the pastor and his wife. After the 
service, it seemed that nobody 
wanted to go home – just being 
able to sit and talk with each other 
was a blessing to them. 

Later Sunday afternoon we 
flew to Kisumu and then rode 
another couple of hours to Ringa. 
It was a very old van, and the 
roads were extremely bumpy, with 
potholes and ongoing road repairs 
everywhere. We thought we would 
never get there. We were warmly 
welcomed by Joseph, the Director 
of the Immanuel School for the 
Deaf, and his wife Ruth and two 
lovely children. 

Monday we spent all day at the 
school. There are 93 students there, 
and we were taken to classrooms 
to see them. 23 of these children 
have Japanese sponsors, who send 
¥3000 to help with their support. 
So I took photos of these children 
and have sent them to their spon-
sors in Japan. Thanks to a pastor 
in the USA, funds were raised to 
rebuild the school a couple of 
years ago, and it has made a great 
difference. But things are still very 
basic. The kitchen is terrible and 
must be rebuilt by June 2019. 
The playground consists of one 
metal slide and a seesaw – much 
more equipment is needed for the 
younger children to play.

It was wonderful to see how 
happy the children are as they 
communicate with each other. They 
obviously feel loved and accepted 
by the staff, in a world where they 
are included in everything, not 
left out because of not hearing. 
All students in Kenya have to do 
national examinations, and the Deaf 
children have to do the same exams 
as hearing children. Students from 
the Immanuel School for the Deaf 
always come out with grades that 
are near the top of the national 
scores. It’s a tribute to the teaching 
staff and the children themselves.

It is a government regulation 
that all students have a uniform, 
and it applies to this school as well. 
Recently some sewing machines 
have been donated, and they have 
a seamstress who will not only 
make the uniforms and save money, 
but also teach the students how to 
sew so that they can get jobs when 
they graduate.

We were saddened when the 
director told us that the hardest 
thing he has to do is to tell the 
teachers at the end of each month 
how short their salary is. It is 
typically only 50%~65% of their full 
salary, and even their full salary is 
only about 1/5 of typical teacher 
salaries in government schools. 
The teachers at Immanuel work 
so hard, loving and caring for the 

students as well as helping them 
academically. I think they deserve 
to get so much more.

We took small presents for 
all the children – a small bag of 
candies and a new toothbrush. 
They were thrilled – they have so 
few treats. Teams of volunteers 
are always welcome. One team 
came and helped paint the school, 
and the ladies cooked pizzas for 
everyone. That was a REAL treat! 
How did they do it in the kitchen 
there??? They asked me to find 
teams of volunteers from Japan. 
Any takers?

I have come back to Japan with 
a burden to find 60 more sponsors, 
so that every child at this school 
in Kenya will have a Japanese 
sponsor. If you know anyone who 
would be willing to commit to 
sending ¥3000 a month (¥100 a 
day) to help give a Deaf child in 
Kenya an opportunity to get an 
education and to find security in 
the knowledge that the Lord loves 
them and cares for them, please get 
in touch with me. This would help 
the financial situation so much. Of 
course, when there are children 
without sponsors, they are treated 
the same as those with sponsors. 
It just means spreading the small 
amount around, so everyone has a 
little less. 

It is also possible to sponsor a 
school, giving a pledged amount 
every month, which helps with the 
general running of the school and 
teachers’ salaries.

This newsletter is all about my 
trip to Kenya, but I hope it will 
encourage you to pray for the 
work there. Thank you so much 
for your continued support of 
DMI worldwide.

Warmest greetings,

Alayne Madore

Chairperson, Japan DMI


