
DMI支援者の皆様へ

夏が過ぎ、涼しく心地よい季
節となりました。日本は四季に恵
まれています。世界中で行われて
いるDMIの働きを覚えて祈り、ご
支援くださりありがとうございま
す。DMIの働きは継続的に拡大し
ており、毎月新たな課題があらわ
れます。お世話しているろう者の
子どもたちや各国の働き人のニー
ズに応え、経済的に支援しなけれ
ばなりません。

教会の信徒たちや学校の生徒た
ちなど、私たちが支援している人
々の多くは苦しい生活を強いられ
ています。

シリア

毎号お願いしていますが、シリ
アの働き人を覚えてお祈りくださ
い。シリア内戦の惨状は、新聞で
伝えられているとおりです。ここ
で、現地の働き人から届いた近況
報告をご紹介します。

ダマスカスから皆様へ。皆様
が日々、主イエスにある真の喜
びで満たされていますように。
皆様の祈りと励ましを感謝しま
す。この数ヶ月の近況をお伝え
します。4月初
めには、ろう者
の女性向けのス
ペシャルデーを
開きました。シ
リア料理をとも
に囲み、ゲーム
を楽しみました。この女性たち
にとって素敵な一日となりまし
た。それからまもなく、男性向
けにもスペシャルデーを開きま

し た 。 こ ち
ら は ス ポ ー
ツ な ど を 中
心 と し た プ
ロ グ ラ ム に
しました。

5月1日にはイースターを祝い
ました。この日は、ろう者が集
まってともに祝い、すばらしい
一日を過ごせました。6月には難
民のご夫妻が新しく加わりまし

た。ふたりは4
年前に家も仕事
も失ったそうで
す。私たちは、
ふたりの結婚記
念のお祝いのお
手伝いをして応
援することがで
きました。

ダ マ ス カ ス
出身のサハルさ
んは、ろう者の
女性です。彼女
は母親と暮らし
ていますが、友
人はおらず、無
職で自活できる
収 入 も な い た
め、孤独で苦し
んでいました。

数ヶ月前、私たちのろう者の
集会に参加するようになって
から、彼女によい変化が見ら
れるようになりました。この
ことを主に感謝します。彼女
の人生が新しく輝く光となり

ますように、どうか私たちとと
もにお祈りください。

毎週月曜日の朝はろう者の子
どもたちの集会です。私たちは
喜びをもってこの集会を続けて
います。午後には大人も加わり
ます。また日曜日の地域教会で
の集いも継続しています。内戦
の影響で、多くの家族が苦しい
状況です。私たちの教会は、ろ

う者のご家庭に対する毎月の食
糧支援を続けています。

タンザニア

タンザニアのろう者教会のひ
とつが地域住民からの迫害を受
け、40日間断食と祈りを行いま
した。彼らは、教会の人々のし
ていることは時間の無駄だと考
える住民たちから守られるよう
にと祈りました。そして、40日
が終わるころに、教会の隣に住
んでいたイスラム教グループが
逮捕されました。彼らは、タン
ザニア北東部で虐殺を犯したと
のことです。不安が多い時期で
すが、神がこのような形で祈り
に応えてくださり、教会の皆は
感謝しています。

2017  DMI国際大会 ― ノルウェー

早いもので、来年は3年ごとに
開かれる国際大会の年です。次回
はノルウェーで6月12-16日に開
催されます。日本にいる私たちも
参加を予定していますので、ろう
者も健常者もふるってご参加くだ
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Dear DMI supporters,

Summer has passed and we 
are now enjoying cooler weather. 
We are blessed in Japan to have 
4 seasons. Thank you for your 
prayers and continued support 
for the work of DMI worldwide. 
The work continues to expand and 
each month there is a challenge to 
meet the needs and send financial 
support to our workers and for the 
deaf children under our care. 

Life is not easy for many 
that we support, for believers 
in the churches, for children in 
our schools.

Syria
In every letter I ask you to pray 

for our workers in Syria. We read 
in the newspapers of the terrible 
atrocities going on in the war in 
that country. Here is an update 
from the workers there.

Greetings from Damascus 
to you all and we wish that 
your days be filled with real 
joy from our Lord Jesus. We 
would like to thank you for 
your encouragement and 
prayers. We are pleased to 
share with you our news from 
the last few months. At the 
beginning of April we had a 
special day for deaf ladies. 
There were fun games and 
they enjoyed eating Syrian 
food. It was an amazing day 
for them. Shortly after we had 
a special day for the men too, 

which was more focused on 
strength and sport!! 

We celebrated Easter on 
the first of May. We spent a 
wonderful day celebrating 
with the Deaf. We had a new 
couple join us in June who 
were both refugees, after 
losing their houses and jobs 
four years ago. We were able to 
help and support them as they 
celebrated their wedding day.

Sahar, a deaf lady from 
Damascus, was suffering 
loneliness as she was living 
with her mother and had 
no friends, job, or income to 
support herself. She began 
attending our deaf meetings 
a few months ago. Since then, 
we thank our Lord we’ve seen 
a change in her life. We ask 
you to pray with us that her 
life be new and a shining light. 

We continue with joy to 
meet with deaf children on 
a Monday morning and then 
are joined by adults in the 
afternoon. We also continue 
to meet on a Sunday in our 
local church. As a result of 
the war, many families are 
struggling. Our church is 
continuing to provide food aid 
for deaf families every month.

Tanzania
One of the Tanzanian 

churches for the Deaf spent 
forty days fasting and praying 
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after suffering persecution 
from the community. They 
were praying for protection 
from those who believed 
that what they were doing 
was a waste of time. The 
outcome was that, at the 
end of their forty days, the 
police captured an Islamic 
group (who were living next 
door to the church) who had 
been killing people in north 
eastern Tanzania. The church 
is so thankful for the way that 
God answered their prayers in 
such unsettling times.

2017 DMI International 
Conference – Norway

Time passes quickly, and next 
year is the triennial DMI Inter-
national Conference in Norway. 
It will be held June 12-16. There 
will be a group going from Japan, 
and we would like to encourage 
as many as possible, both hearing 
and Deaf, to come and join in this 
wonderful time of fellowship, hear-
ing how God is working among 
Deaf around the world. We will 
be arranging interpretation into 
Japanese sign language as well 
as spoken Japanese. We will be 
sending out a Japanese brochure 
soon, but information in English is 
available at www.dmi2017.com.

Warmest greetings,
Alayne Madore
Chairperson, Japan DMI

さい。ともに交わり、世界中のろ
う者の間で神がなしてくださる
働きについて聞くすばらしいひと
ときを分かち合いましょう。大
会中、日本語手話通訳および日本
語通訳を手配いたします。日本語
のパンフレットは後日お送りしま
す。英語でよろしければ、大会の

詳細をwww.dmi2017.comでお読みに
なれます。

日本DMI　理事長

アレイン・マドレ
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