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敬愛する支援者の皆様

再 び Ｄ Ｍ Ｉ 国 際
総 主 事 の ネ ヴ ィ ル・
ミュアーの来日があ
り、今これを書いて
いる時にはもう来日
が終わろうとしています。
ネヴィルは今回、ＤＭＩを
忠実にご支援くださってい
る皆様の何人かにお会いで
きたことが、本当にうれし
かったようです。ネヴィル
とリルが韓国でＤＭＩの働
きを始めてから３０周年を
迎え、それを記念して大阪
で感謝会を行いました。約
６０名の方々がお集りくださ
り、神様がＤＭＩを通して世
界で成してくださっているす
ばらしい働きについて聞くこ
とができました。特に、支援
者になってくださってお名前
を存じ上げていてもお会いし
たことのない方々に、感謝会
でお会いできたことは喜びでした。
ご出席くださって、そのお祝いの
日を楽しい時としてくださった皆
様に感謝いたします。

ネヴィルは、神様が世界各国
で成されているろう者の働きの
様子を皆様にお伝えいたしまし
た。この手紙では、その内の２
つをご紹介させていただきます。

ウガンダ
今年８月９日に、カンパラ

の教会で献堂式が行われ、大
きな喜びのお祝いでした。朝
の２時間半の礼拝に続いて、
４時間の賛美の時と献堂式
がありました。それに続き
約４００人分の昼食が用意
されました。何というす
ばらしい日だったことで
しょう！教会の建設に大
きく関わってくださった、
アメリカのテクサーブと
そのボランティアチーム
に感謝いたします。そし
て 世 界 各 地 ま た 地 元 の
方々のご支援を感謝し
ています。今はすばら

しい施設で礼拝ができ、神様
に仕えることができるウガン
ダのろう者にとって、このプ
ロジェクトの完成は非常に意
義あることでした。

ケニア
ア フ リ カ で 最 も 良

く知られている部族の
一つは、マーサイ族か
も 知 れ ま せ ん。 こ の
人々は変化を拒み、今

でも大方は牛農夫で、広い
土地に渡って常に牛を使っ
て生活しています。町に住
んでいる人々もいますが、
その多くは泥を牛糞で覆っ
て造った小屋に住み、ライ
オンが侵入しないように藪
で囲い小屋を円形に並べ

て建てます。色鮮やかな衣服
やアクセサリーが良く知られ
ています。しかしあまり知ら
れていないことは、私たちの

マーサイ族のろう者教会
がナイロビから約１時間
の所のケセリアン市にあ
るということです。この
文化の変化にかなり抵抗
する部族の中で、４０人
のマーサイろう者教会は
激的に成長しています。

今は１１月でもうすぐク
リスマスになります。皆様
の中で支援している里子に
クリスマスカードを送りた
いと思われている方がおら

れることでしょう。そのカー
ドは子どもたちにお送りいた
しますが、英語でお書きくだ
さるようお願いします。ロー
マ字でご自分の名前と子ども
の名前を書くだけでも結構で
す。１２月１０日までにＤＭＩ
事務局宛お送りください。（宛
先は裏面）

最後に今年皆様からいただき

30 周年記念のケーキ、一緒にテーブルを囲むろう
者たち、手話、日本語、英語で祈る DMI 日本委員

たち、簡単な手話の歌にトライする出席者たち
The cake, several Deaf sitting together, 

DMI Japan board members praying in three 
languages (sign, Japanese, and English), 

and attendees trying a simple song in sign
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Dear Friends and Supporters of 
DMI,

As I write this we are coming 
to the end of another visit by 
Neville Muir, Executive Director of 
DMI International. He has really 
enjoyed meeting so many of you 
who support the work of DMI 
so faithfully. It is 30 years since 
Neville and Lill began the work 
of DMI in Korea and  we had a 
celebration Luncheon in Osaka. 
About 60 people gathered and 
heard about the wonderful things 
God is doing around the world 
through DMI. We were especially 
pleased to meet sponsors whom 
we knew by name but had never 
met in person. Thanks to all who 
came and helped make it such a 
great day. 

Neville brought news from 
around the world of how the Lord 
is working among Deaf people. I 
will just mention two countries in 
this letter. 

UGANDA
G r e a t  e x c i t e m e n t  a n d 

celebration on August 9th 
when the church in Kampala 
was officially opened and 
dedicated. The morning two 
and a half hour long service 
was followed by a four hour 

service of dedication and 
praise. Lunch was then served 
for some 400 people. What a 
day! Thanks so much to Tech 
Serve USA and their team of 
volunteers who made the 
construction happen. Thanks 
t o  t h e  N o r w e g i a n  b o a r d 
m e m b e r s  w h o  p r o v i d e d 
the majority of the funding; 
with a very quick response 
one year ago. Thanks also to 
those who gave locally and 
globally. Bringing this project 
to completion has meant so 
much to the Ugandan deaf, 
who now have a wonderful 
building to worship and serve 
God in.

KENYA
Probably one of the most 

famous tribes in Africa is the 
Maasai. These people have 
resisted a lot of change and 
still, for the most part, remain 
cattle-men who move their 
cattle constantly over vast 
areas of land. Some live in 
towns but many still live in 
huts made with mud covered 
with cow dung, built  in a 
circle and surrounded by 
brush fences to keep out the 
lions! Their colorful jewelry 
and dress is well known. What 

is less well known is that we 
have a Maasai  church for 
the deaf that meets in the 
town of Keserian, about an 
hour from Nairobi. This is a 
growing congregation of 
some 40 Maasai deaf people 
and a real breakthrough into a 
tribe of people that has been 
relatively resistant.

It is November and soon it will 
be Christmas. Many of you may 
like to send a Christmas card to 
the child you are sponsoring. We 
are happy to forward these on, 
but we have to ask you to write in 
English. Just your name and the 
child’s name in Romaji is enough. 
Please send your card before 
the end of November to the DMI 
contact address at the top of this 
page.

Let me finish this letter by 
thanking you for your support 
a n d  p r a y e r s  d u r i n g  2 0 0 9 . 
Because of you, Deaf children in 
underprivileged countries are 
getting an education and are also 
hearing the Gospel. We wish you a 
blessed Christmas and the Lord’s 
blessings in 2010.

On behalf of the Japan DMI Board,

Alayne MADORE 
Chairperson
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ましたご支援とお祈りを心から
感謝申し上げます。皆様のご
支援によって各国の貧しいろ
うの子どもたちが教育を受け、
福音を聞く機会が与えられて
います。

祝されたクリスマスを迎え
られ、新しい２０１０年の上
にも神様の豊かな祝福があり
ますように。

DMI 日本理事会を代表して、

アレイン・マドレ
理事長

マーサイ族の信者たちMaasai believers


