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敬愛する友人ならびに DMI 支援者の皆様、

今年、エジプトで開催された、３年に
一度のＤＭＩ国際大会に出席し、日本に
帰ってきて一週間たちました。３２カ国
から２００人以上の参加者があり、７０
～８０％の参加者はろう者で、健聴者の
多くは通訳者として活躍しました。日本
からは７名出席しました。開催会場は、
地中海に面したアレキサンドリアにある
クリスチャンコンファレンスセンターで
した。毎朝、朝食前の７時より祈祷会が
行われ、９時からは礼拝メッセージがろ
う者牧師よりあり、それは英語とアラビ
ア語に音声通訳されました。ろう者は歌
うのが好きですが、声ではなく手を使っ
て手話で美しく賛美します！

その後、昼食までの時間と、夕方には、各国からの報告
を聞きました。ろう者のためになされている伝道、学校教育、
職業提供、キリスト教教育について、各地で進められてい
ることを聞くことができ、感動しました。先進国からの支
援によって、各国でろう者自身が自国のろう者を助けてい
ます。豊かな国からの支援があったからこそ、多くの発展
途上の国々の人たちが大会に参加することができました。

各国の手話は、それぞれ異なっていますが、ろう者たち
は互いに良く通じ合い、よく話して、
交わりを楽しんでいました。違いがあっ
ても、手話を用いて一生懸命コミュニ
ケーションに専念していました。

日本の国報告の時
Japan's time for
a country report

子どものスポンサーシップ
毎朝、ＤＭＩの里親と学校支援

制度を担当しているジェニー・レ
イドが、まだ里親を必要としてい
るアフリカとアジアの子どもにつ
いて報告されました。その８０％
の子どもたちの支援者が、大会中
に与えられました。毎朝、報告を
聞きながら、日本でも月三千円捧
げてくださる方々はおられますが、
さらに多くの支援者をお願いしな
ければならないと思いました。日
本では、ろうの子どもが教育を受
けられるのは当然のことですが、
貧しい国ではそうではありません。
里親がいたからこそ、教育を受け
ることができて、今指導者の立場
にあるという何人かのろう者が大
会に来られていましたが、そのこ
とは大きな喜びでした。

今回、ＤＭＩパンフレットを同
封してお送りいたします。発展途

上国にいるろう者の子ども、また
は学校をご支援くださる方は、申
込み欄にご記入いただき、ＤＭＩ
事務局までお送りください。ご支
援くださる子ども及び学校の写真
をお送りし、定期的に経過報告さ
せていただきます。

ウガンダの車
エジプト大会に、ウガンダの

ディレクターのデイビッドと、聖
書学校の校長のジョイスが出席さ
れていました。日本からの支援金
で購入した車のために、その二人
からお礼のことばがありました。

車の後部には座席がないにもかか
わらず、もう車をよく使っている
そうです！ジョイスによると、あ
る日、何人かの生徒を乗せて走っ
ていた時、座席がないということ
で警察に止められました。しかし、
日本から支援金をいただいて車を
買ったものの、座席のためのお金
が足りなかったことを説明したと
ころ、警察が分かってくれて、そ
のまま目的の集会に向かって走り
続けたとのことでした！！それで、
座席がなくても車が大いに活用さ
れていて、車の購入を可能にして
くださった日本の皆様に、感謝の

友達作り：日本人、ケニヤ人、ヨルダン人

New friends:  Japan, Kenya, and Jordan

一人の発表する人と七人の通訳者  One speaker and seven interpreters



気持ちを伝えてくださいと言われました。

あらためまして、ＤＭＩの働きに対する皆様のお祈りと
ご支援を心より感謝いたします。

心よりのご挨拶をもって。

DMI 国際ろう者支援会　日本支部
委員長　アレイン・マドレ
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Dear friends and supporters of 
DMI,

As I write this, it is just a week 
since I returned from the Triennial 
DMI International Conference 
which was  held in Egypt this 
year.   There were more than 
200  who attended, and they 
came from 32 different countries. 
Probably 70-80 % were deaf, 
with the hearing people often 
being used as interpreters.  There 
were 7 representing Japan.  The 
Conference was held at a Christian 
Conference Centre in Alexandria, 
right on the Mediterranean Sea.  
Mornings began with prayer 
meetings at 7 a.m., then breakfast, 
and at 9 a.m. we met for worship 
and a message from a deaf pastor, 
which was then voiced in English 
and Arabic.  Deaf people love to 
sing, using their hands, not voices! 

The remainder of the morning, 
and then the evenings, were spent 
listening to reports from different 
countries.  It was thrilling to listen 
to how outreach is being done 
among the deaf people of so many 
countries, providing education, 
jobs, and spiritual teaching.  With 
financial assistance from western 
countries, it is the deaf people who 
are helping the deaf in their own 
countries.  Many from third world 
countries were only able to attend 
the Conference with the help of 
donations from people in more 
affluent countries.

In spite of having different sign 

language for each country, it is 
amazing how the deaf are able 
to communicate, and they just 
love being together and talking.  
Instead of being different to others 
around them, signing is the normal 
way of communication.

CHILD SPONSORSHIP
Each morning, Jenny Reid, from 

Australia, who is in charge of the 
DMI child and school sponsorship 
p r o g r a m m e ,  p r e s e n t e d  t h e 
needs of children in Africa and 
Asia who were still in need of 
sponsors.  Sponsors for about 80% 
of those children were found at 
the Conference.  As I heard the 
presentation each morning, I felt 
a new urge to find more sponsors 
in Japan.  I know there are many 
people who can afford to give 
￥3000 a month, and it makes 
such a difference to the life of a 
deaf child.  There is education 
readily available to deaf children 
in Japan, but not so in some of 
these poorer countries.  There 
were deaf people at the conference 
who could say it was thanks to a 
sponsor that they had received 
an education and were in the 
leadership position they hold now. 

You will find a DMI brochure 
with this letter, and if you feel you 
are able to help a deaf child or 
school in a third world country, 
would you mind filling out the 
card and sending it to the DMI 
Office? We will send you a photo 

of the child  or school you sponsor, 
and send you reports at regular 
intervals.

CAR FOR UGANDA
Also attending the conference 

in Egypt were David, who is the 
Director, and Joyce, who is the 
principal of the Bible College in 
Uganda.  Both told me how much 
they appreciated the van they 
had been able to buy with money 
sent from Japan.  It has already 
been put to use, in spite of the 
fact that there are no seats in the 
back!  Joyce said they once had a 
group of students in the back on 
there way to an outreach, when 
the police pulled them up because 
there were no seats!!  However 
after explaining how they had got 
the van with money from Japan 
and didn’t have enough money for 
seats, the police just let them go 
on to their meeting!!!  So seats, or 
no seats, they are making good use 
of the van and asked me to send 
on their grateful thanks to all in 
Japan who helped make it possible 
for them to buy it.

Once again, many thanks to 
you each one for your prayers 
and support for the work of Deaf 
Ministries International.

With warmest greetings,

Alayne Madore
Chairperson, Japan DMI Board
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ネヴィルさんとケニヤ人たち
Neville with some Kenyans


