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敬愛する友人ならびに支援者の皆様、

暑い夏の季節となりましたが、
皆様とご家族が、楽しい時をお過
ごしになりますようにと願ってい
ます。前回の手紙では、ＤＭＩ国
際総主事のネヴィル・ミュアーの
来日予定についてお知らせいたし
ましたところ、多くの皆様がネヴィ
ル師にお会いくださり、国際ろう
者支援の働きについて、お聞き頂
く時が与えられましたことは感謝
でした。また多くの方々が、貧し
いろうの子どもたちが教育を受け
られるようにと、支援者になって
くださいましたことを心から感謝
しております。その子どもたちに
とって、神様の愛を知るすばらし
い機会が与えられました。ＤＭＩ
の働きのために、お祈りとご支援
を捧げてくださっている皆様に心
より感謝いたします。

ウガンダ
私たちが祈って見守り、熱

心に求めていたあのコンテナ
が、無事にウガンダに到着し
ました。トラック、船、貨物
列車、再びトラックと、コン
テナは目的地ウガンダのカン
パラ市に向かいました。当時
一番心配していたことは、ソ
マリア沖で、海賊に会わない
かということでした。多くの
方 々 が こ の こ と を 心 配 し て
祈ってくださり、無事にそこ
を通り抜けましたが、ウガン
ダの入国検査で問題が起きま
した。税関で関税を 22,000 米
ドル支払わないと、コンテナ
を引き渡さないと言われまし
た。恐ろしい事です・・私た
ちにはそのようなお金はあり
ません！二週間に亘り、私た
ちのスタッフは税関に何度も
通って交渉し嘆願し、祈り続
けました。

プレハブを組み合わせるた
め、アメリカからボランティ
アチームが到着していました
が、その作業に取り組むこと
ができませんでした！しかし、
嬉しいことに時間を無駄にし

ないで、工夫して敷地の奥に
擁壁を築くことができました。
そしてもうこれ以上我慢でき
ないところまできた時、神様
は私たちの祈りに答えて奇跡
を起こしてくださいました。
コンテナ本体だけの料金とい
うことで、1000 ドルだけの支
払いで通関することができま
した。目的地までの道が狭い
ため、最後には感謝して喜ん
でいたろう者たち自身が（写

真をご覧になってお分かりの
ように）、コンテナの中身全て
を手で運びました。中身は、
アメリカからの別のチームに
よって組み立てられ、遂に完
成されました。建物の写真を、
どうぞ楽しんでご覧ください。

今年は、国際ろう者支援会が創
設されて、３０周年を迎えます。
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Dear Friends and Supporters of 
DMI,

Summer has come, and we trust 
it will be an enjoyable time for 
you and your family.  Last time I 
wrote we were looking forward to 
the visit of the Executive Director 
of DMI, Neville Muir.  Many of 
you were able to meet him while 
he was here and listen to him tell 
of the work of DMI around the 
world.  We were so excited to see 
so many people sign up sponsor 
deaf children in poor countries, 
giving them a chance to get an 
education which they might not 
have otherwise had.  This is a 
wonderful opportunity to share the 
Love of God with these children. 
Thank you so much to each one of 
you who came to the meetings and 
are now praying and giving to the 
work of DMI.

UGANDA
Our famous - much prayed 

for, prayed over, watched and 
fought over - container finally 
made it to Uganda. By truck, 
boat, train and then truck 
again, the container made its 
way to its destination city - 
Kampala, Uganda. Our main 
concern at the time was that 
i t  would successful ly  sai l 
through the pirate infested 
waters off Somalia without 

being hijacked. Many groups 
o f  p e o p l e  w e r e  p r a y i n g 
that all would go smoothly, 
which it did, until it reached 
the customs inspection in 
Uganda. We were informed 
by the Customs Dept. that a 
US $22,000 duty needed to be 
paid for the container to be 
released. Horror - we did not 
have that kind of money ! For 
two weeks our workers went 
back and forth to government 
offices, argued, pleaded and 
continued to pray.

A team of volunteers, from 
the US, had arrived to put the 
prefabricated bits together. 
The team had to return home 
as there was nothing to put 
together! Their time was not 
wasted, I am happy to say, as 
they were able to alter the 
slab and build a retaining wall 
at the back of the property. 
W h e n  w e  w e r e  f i n a l l y  a t 
wits  end,  God performed 
the miracle we had been 
praying for. The container was 
released with a ‘face-saving’ 
payment of US $1,000 - being 
for duty on the container 
itself. The road down to the 
property  was  imposs ib ly 
narrow so (as you can see) 
the truck was unloaded by a 
group of grateful and happy 
deaf young men & women 

who carried the contents the 
remaining distance to the 
site. The flat packs are being 
assembled by another group 
who arrived from the US.The 
building is now complete 
and we hope you enjoy the 
photos. 

This year is the 30th anniver-
sary of DMI, and the Board in 
Japan felt it would be a good 
opportunity to have a special 
function to celebrate this and to 
meet up with so many supporters 
of DMI in Japan.  Our Executive 
Director, Neville Muir, will be in 
Japan again at the end of October, 
so on October 31st we are planning 
a Thanksgiving Luncheon in Osaka 
at the Osaka Christian Center.  It 
will be from 12:30 pm to 2:30 
pm with sometime for fellowship 
after, and the cost will be ￥2000 
to cover the lunch and expenses.  
We are enclosing a flyer to tell you 
all the details and we do hope you 
can come.  We would also like you 
to bring new people who might be 
interested in learning more about 
the work of DMI.  Unfortunately 
there will only be room for 80 
people, so please order your ticket 
early!!

On behalf of the Japan DMI Board,

Alayne MADORE 
Chairperson
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この機会に、ＤＭＩ日本支部をご
支援くださっている多くの支援者
の皆様と、この時を共にお祝いし
たいと思います。国際総主事のネ
ヴィル・ミュアー師が１０月末に
再び来日いたしますので、１０月
３１日に大阪クリスチャンセン
ターにおいて、皆様と昼食を共に
しながら「３０周年感謝会」の集
いを企画いたしました。時間は
１２時半から２時半までの予定で、
交わりの時間も持ちたいと思って
おります。昼食代などを含めて費
用は一人 2000 円です。詳細は同
封チラシに掲載されていますので、

ぜひご予定くださりご出席賜りま
すようよろしくお願いいたしま
す。ＤＭＩについて、さらに知り
たい方々がおられましたら、ぜひ
お誘いくださって共にご参加くだ
さい。定員は８０名ですので、お
早めにチケットをお申込みくださ
い。

皆様の上に神様の祝福をお祈
りいたします。

DMI 日本理事会を代表して、

アレイン・マドレ
理事長


