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先行き不安な時期で安心
近頃、テレビ、ラジオや新聞では、世界中の何

百万人もの人々を苦しめているCOVID-19に関する
ニュースが大きく取り上げられています。多くの国
でロックダウンの対策が取られていて、DMIが活動
をしているケニア、ウガンダ、フィリピンもそのひ
とつです。日本はそれほどの対策はとられていない
ものの生活は大きく変わりました。日に日に状況が
変わる中、桜が綺麗に咲くこの時期もお花見を楽し
むことが難しい状況です。イサヤ書26:20には「さ
あ、わが民よ。あなたの部屋にはいり、うしろの戸
を閉じよ。憤りの過ぎるまで、ほんのしばらく身を
隠せ。」とあります。

どんな困難な状況でも神様は私たちに寄り添って
導いてくださると確信できます。なんという安心で
しょう。

リガオの復興
フィリピンでは自然災害がたくさん起こってい

ますが、そんな中でも人々は生活を続けていかなけ
ればなりません。昨年、クリスマスの直前に台風が
発生しましたが、その後少しずつ学校が復興し始め
ています。屋根は修理され、建物が再建され、被害
跡も片付けられしつつしています。授業が再開され
ました。しかし、まだ電気はなく、通信は少し難し
い状況です。ですか
ら、学校の人々は、
私たちにメッセージ
を送るためにリガオ
の町まで行かなけれ
ばなりません。フィ
リピンの人々は、文
句も言わずに実際に
立ち上がり行動しま
す。彼らの精神は素
晴らしいです。やらなければならないことはまだた
くさんありますが、修理や復興に役立てるために、
みなさんからいただいた資金に感謝しています建物
が吹き飛ばされましたが、建物が吹き飛ばされる

際、中距離ミ
サイルでも壊
れないと冗談
で言われる建
物に建て直さ
れています。
次の台風には
きっと備える
と確信してい
ます。

マラウイ共和国
マラウイの教会は

成長しています！マ
ラウイの教会には、
手話を知らない聴覚
障 害 者 も 来 て い ま
す。このことは、他
の教会のメンバーに
とって、彼らに手話
と福音を同時に教え
ることができる素晴
らしい機会になります。それによって、これらの聴
覚障害者の人々の中で家族や友人と初めてコミュニ
ケーションをとれるようになった人もいます。

昨 年 、 マ ラ ウ イ で
は広範囲にわたる洪水
が起こり、農場の作物
は被害を受け、たくさ
んの人々が食糧不足で
苦しみました。DMIの
「Deaf Action」ベーカ
リーというパン屋も例
外ではなく、洪水から
免れることはできず、
パ ン 、 配 達 用 の 自 転
車、お金も水に流され
失ってしまいました。

以来、ベーカリーのビジネスは回復し今はもう
順調です。パンが焼かれ、配達も行われています。
彼らは、さらに遠くの地域の人々へ配送の範囲を
広げ、今年はビジネス拡大を目指しています。しか
し、そのためには、もう一台のバイクや車を購入
する必要があり、彼
らは祈りに託してい
ます。

ベーカリーで稼い
だ利益は、DMIプロ
グラムのサポートに

使われます。パン屋で
働く労働者、職業技能
教師、その他のDMI活
動を行なっている人々
に賃金を支払うことに
役立っています。

手話を教える
Teaching sign language

パン屋のオーブン
Bakery oven
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ケニアでの第８回DMI国際大会
コロナウイルス感染症の世界

的拡大を受け、今年8月に予定し
ていた大会は残念ながら来年に
延期となりました。日程は決定
していませんが、同じ場所を予
定しています。

DMI創立者ネヴィル・ミュアーの最新情報
今年の初め、ネヴィルは新薬が癌を制御しておらず、中止されると

言われました。彼は現在、化学療法をもう一回受けています。それは助
けになっているようですが、医者はそれで治されないと言っています。
お祈りの中でネヴィルと彼の家族を思い出し続けましょう。

ウガンダでの見習い
6人のろう者の男性がウガン

ダへ見習いに行く予定でした
が、残念ながら現在ウガンダは
COVID-19の影響で、世界の各国
と同じようにロックダウンの対
策を取っているため延期になり
ました。

Certainty in Uncertain Times
These days the news about 

COVID-19, the virus affecting 
millions of people in so many 
countries around the world, is all 
we seem to get on the TV, radio, or 
in the newspapers. Many countries 
are in lockdown, including the 
countries where DMI is working, 
such as Kenya, Uganda, etc. In Japan 
it’s not as strict, but our lifestyles 
have changed considerably. Life is 
uncertain as the situation seems 
to change from day to day. The 
cherry blossoms were beautiful this 
year, but there were no parties to 
enjoy while admiring their beauty. 
Someone reminded me of the verse 
in Isaiah 26:20: “Go my people, 
enter your rooms and shut the doors 
behind you. Take cover, for in a 
little while the fury will be over.” We 
can be certain that no matter what 
happens, the Lord will be with us. 
What a comfort that is!

Ligao Recovery
In spite of all the disasters, life 

goes on in the Philippines. Bit by 
bit the school is being put together 
following the typhoon which hit 
just before Christmas. Roofs are 
being fixed, buildings rebuilt, the 
mess cleaned up, and classes are 
back. There is still no electricity 
and communication is a bit difficult. 
They have to go into the Ligao 

Township to send messages to us. 
The spirit of the Filipinos is amazing; 
no complaints, just get up and get 
on with it. There is still much to be 
done; however, we are thankful for 
the money that has come in to help 
with the repairs and reconstruction. 
As buildings blow away they are 
being replaced by what we jokingly 
call scud missile-proof buildings, 
which we trust will stand up to the 
next typhoon.

Malawi
The church in Malawi has been 

growing! They’ve had Deaf attend 
who do not know any sign language. 
This has created an amazing oppor-
tunity for the church members to 
teach sign language and the gospel 
at the same time. It has also meant 
that these people are now able to 
communicate with their family and 
friends, some for the first time.

Last year Malawi endured wide-
spread flooding that destroyed crops 
and farms, and left many people 
without food. The DMI “Deaf Action” 
bakery was not spared from the 
flooding, which washed away bread, 
delivery bikes, and money.

Since then, the workers have 
restored the business, and it’s doing 
well. Bread is being baked and 
deliveries are being made. They’re 
aiming to expand the business this 
year by expanding their deliveries 

to communities further away. This, 
however, will require the purchase 
of a motorbike or car, so they are 
committing the situation to prayer.

The profits that are made are 
used to help support the DMI 
program. It helps to pay the 
wages of the bakery workers, the 
vocational skills teachers, and other 
DMI activities.

8th DMI International Conference 
in Kenya

Due to the corona virus situation 
in the world, the conference sched-
uled for August this year has been 
postponed until next year. The exact 
dates have not been decided, but 
the location will be the same. This 
is disappointing, but it is difficult to 
continue with plans for this year.

Apprenticeships in Uganda
Six young people were accepted 

to do the apprenticeship course, but 
unfortunately, due to corona virus, 
it has been delayed. Uganda, like so 
many other countries, is in lockdown 
these days.

Update on Executive Director 
Neville Muir

Earlier this year, Neville was told 
that the new drug was not con-
trolling the cancer and it would be 
stopped. He is now having another 
round of chemo; it seems to be help-
ing, but the doctor says it is not a 
cure. Continue to remember Neville 
and his family in your prayers.


