
新しいスポンサーを歓迎します

ろう者の生徒のスポンサーになってくださり、ありがとうございます。おかげで、
学校に通い、就労し、自活する子供が増えました。どうか子供たち、または学校を支
援してくださる日本の方々が、もっと多く起こされるようにお祈りください。

コンゴ民主共和国：新しい学校

コンゴ民主共和国でのDMI働き人のア
ランは、北部キブ地域のベニに耳の聞こえ
ない子供たちの教育が必要だと気づき、そ
こでろう学校を開くために頑張ってきまし
た。そして2018年に開校しましたが、ス
ポンサーシップの支援は今も継続的に必要
です。この地域はテロリスト集団の活動で
治安が悪く、エボラ熱も大きな問題です。
地元の人や国際団体のスタッフなどがこの病気
に感染して亡くなりました。この学校では2学
級、30人の生徒が学んでいます。また、エボラ
熱の感染を防ぐ対処法も教わっています。

写真：学生たち、先生たち

ミャンマー：ミュアーろう学校

全校生徒41人が寮生活をしています。政府の指導で、中学1
年生以上は健聴者の学校で学んでいますが、残念なことに学校
には通訳者がいないので授業が十分に理解できません。それで
DMI寮に戻ると宿題があるし、学校の先生が教えたことを寮の
先生が説明します。そのような学び方は大変ですが、健聴者の
学校の勉強が私たちの教師の助けを得て進めています。

ピンドオー村のろう者センタ
ーの天井は、日本の支援者からの
献金で完成しました。プロジェク
トに対して指定献金をいただける
ことを大変感謝しています。地域
の町々から訪問者があり、子供た
ちはその方々との交わりを楽しん
でいます。学校は学年末を迎え、
生徒たちは雨季の中、道なき道と
いう大変な状況の中で、それぞれ
の家庭に帰っていきました。

ピンドオー村の
ろう者センター
Deaf Centre in
Pyin Daw Oo

宿題
Homework
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自活することを学ぶ（ウガンダ）

シルビアとピーターはマライカ職
業訓練学校のケータリング学科の最
終学年で、今年、卒業します。シル

ビアは学生のグループを組織して、聴覚
学生と協力して収入創出活動を開始しました。彼らはチャパ
ティを作り、地域の人たちに販売したのです。生徒たちはこ
の収入を、将来より大きな規模で活動するときの原資の一部
にしようと貯金することにしました。

ウガンダ

学生たちは皆、非常に困難な境遇を生きてきました。
孤児もいますし、片親を亡くした生徒もいます。母親が農
場や石切場の下働きをして子供たちを養っている家庭もあ
ります。ですから、子供の教育のためにスポンサーが与え
られて本当に感謝しています。この学校は良いスポーツプ
ログラムがあります。また、通常の学科に加えて編み物や
仕立てのクラスを設けようと計画しています。

ネヴィル・ミュアー師

癌で闘病中のエグゼクティブ・ディレクター
のネヴィル・ミュアー師のためにお祈りいただ
き感謝します。１回目の化学療法の後も、がん
細胞の収縮は見られませんでした。しかし、増
えてもいません。そこで、6月には2回目の化学
療法を行うことにしました。２回目は前回より
強い治療になります。副作用のためにだるさや
疲労感がありますが、ミュアー師の陽気な性質
は健在で、DMIの指導者としての奉仕を続けて
います。引き続き、お祈りくださいますように
お願いいたします。

DMI理事のアンドリュー・ミラー師

アンドリューはオーストラリアに帰国すること
になり、DMI日本の理事を退任します。しかし、
感謝なことに、オーストラリアのDMIで続けて奉

仕することになりました。私た
ちはアンドリューが将来、日本
を訪問し、全世界のDMIの近況
を報告してくれるだろうと期待
しています。アンドリューに感
謝します。新しい一歩を踏み出
すにあたり、神の祝福が彼と彼
の家族にあるように祈ります。

チャパティを作っているシルビアと仲間

Sylvia and friends making chapattis

ピーター
Peter
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Welcome to New Sponsors
Thank you so much for agreeing to sponsor a 

Deaf student and enable them to attend school, 
and then work and support themselves. Please 
pray that more people in Japan will help by 
sponsoring a child or a school.

DR Congo - New School
Allain, one of our workers in the DR Congo, 

saw the need for education of Deaf children in 
Beni in the northern Kivu area, so he worked 
towards starting this school there. It was opened 
in 2018 and needs ongoing sponsorship support 
to continue. There has been much unrest in 
the area due to terrorising rebel groups. Ebola 
has also been a big problem. Many local people 
and some International workers have died from 
this disease.

There are 2 classes and a total of about 30 
students. The students are also taught how to 
avoid infection from Ebola that is still prevalent 
in the Congo.

Myanmar - Muir School for the Deaf
There are 41 students attending this school 

and staying in the dormitory. The government 
requires the students in grades 7 and above to 
attend the local hearing high school, but sadly, 
no interpreters are provided by the school. So 
when they return to the DMI dormitory after 
school, they need to do homework! Our teachers 
help explain what they have learned. This does 
make learning more difficult, but the students 
are progressing at this hearing school with help 
from our teachers.

Finance to complete the ceiling of our Deaf 
centre at Pyin Daw Oo village was donated by 
a couple from Japan. We are very grateful for 
the extra donations that our supporters give 
for specific projects. Other visitors have been 
from local towns and the children enjoy having 
visitors. The school has finished their school 
year and the children have gone home for the 
monsoon season even though travel on unmade 
roads is very difficult.

Learning to Support Themselves (Uganda)
Sylvia and Peter are completing their final 

studies in Institutional Catering at Malaika 
Vocational Training Institute and will finish this 
year. Sylvia has organised a group of students to 
start an income generating activity with hearing 
students. They make chapattis and sell them to 
their neighbours. The students are saving their 
earnings and hope to continue their project to a 
larger scale to support themselves in the future.

Uganda
All our students in Uganda have experienced 

severe hardship. Some are orphans, or one 
parent in the family is deceased. Some mothers 
of our students even work as manual labourers 
in quarries or farms to provide for their 
children. Thank you sponsors for supporting 
the educational needs of these students. It has 
a good sports program and the school plans 
to introduce knitting and tailoring classes so 
the students can learn extra skills away from 
class work.

DMI Board Member Andrew Miller
Andrew is moving back to Australia, and we 

will miss him from the Japan DMI Board. Howev-
er, we are pleased that he will continue working 
with DMI in Australia, and we look forward to 
welcoming him back to Japan to share updates 
of DMI work worldwide. Thank you, Andrew, and 
blessings on you and your family as you make 
the transition.

Neville Muir
Thank you for your continued prayers for 

DMI Executive Director Neville Muir as he 
battles cancer. It seems the first round of che-
motherapy did not shrink the tumors at all, but 
they have not grown. So in June he commenced 
a second round of chemotherapy which is 
stronger than the first. In spite of tiredness and 
other affects of the treatment, he is still his usual 
cheerful self and continues to lead the DMI work 
worldwide, so please continue to pray for him.


