
ケニヤ

DMIケニヤディレクター、ジョセファッ
トが現地の状況を知らせてくれました：

「 コ ロ ナ ウ イ ル ス が 広 が り 続 け る
中、これほど将来の状況を把握しづらい
と感じたことはありません。私たちすべ
てが今困難な状況にいますが、皆さんが
心身ともに健康であることを望みます！
現在、直面しているすべての困難の中
で、私たちはDMIケニヤミニストリーを
存続させていけるよう奮闘しています。

政府が集会禁止令を出したことによ
り、私たちは信者に、家でオンライン礼
拝をするように指示しなければなりませ
んでした。残念ながらケニヤの大多数の
ろう者は、インターネットにアクセスで
きないのでオンライン礼拝をすることが
できません。オンライン礼拝ができてい
るのは、ほんの一握りの幸運な人たちだ
けです。

コロナウイルスは健康、経済両方に
おいての緊急事態で、DMIケニヤの役
員、奉仕者、教会員とその家族に負の影
響を及ぼしています。ステイホーム、集
会の禁止、部分的夜間外出禁止令、郡と
郡とをまたぐ移動の制限などの条例が政
府によって出されたことで、収入源が断
たれてしまった人たちもいます。

ここケニヤの大多数のろう者は、と
ても弱い立場にいます。このパンデミッ
クが教会の家族の中に危機をもたらし
ています。ほとんどの人たちが家賃を
払えず、家族を養えなくなってしまっ
たのです。状況はさらに悪化して、家
主/大家が、ろう者の住人を賃貸住宅
から立ちのくよう脅かしています。さ
らにろう者は、毎日の食事を３食から
１、２食に減らさなければならなくな
っています。中には食料を手に入れる
ことができずに空腹のまま床に就く人
たちもいます。弱い立場であるろう者
コミュニティに、政府からの食糧援助
は届いていない状態です。」

このような困難な時期にいる私た
ちのことを覚えて、どうかお祈りくだ
さい。

コンゴとブルンジの洪水

コロナウイルスだけでは済まず、コンゴとブルンジ
の国境にある地域では、大雨の後ルジジ川の堤防が氾濫
し、ひどい洪水が起きました。何千もの家が失われ、人
々はそこから移動することを余儀なくされました。この
ことについて書かれた情報はあまり入ってきませんでし
たが、送られてきた写真がすべてを語っていました。ベ
ニ・コミュニティは洪水の影響を受けませんでした。

コロナウイルスは世界中で私たちすべてに影響を及ぼ
しています。ある国は他の国より大きな影響を受けてい
ますが、すべての国が影響を感じています。DMIが支援
している発展途上国の人々の多くは、他の国のほとんど
の人たちより苦難を強いられています。彼らにとってロ
ックダウンは、仕事がなくなり、収入がなくなり、食べ
物がなくなるということを意味します。DMIは、それら
の人々に必需食品を与え、彼らの家族が食べることがで
きるように必要基金を募る働きを始めました。
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コロナウイルス緊急食糧支援
緊急食糧支援ための資金が届き始めまし

た。DMIはそれを、最も支援を必要として
いる所に送ることができ始めていま
す。過去数週間、コンゴ、マラウイ、
フィリピン、シリアの家族たちは、食
糧を受け取ることができとても感謝し
ています。コロナウイルスによるロッ
クダウンは、多くの人たちにとって収
入がなくなるということで、結果、
家族のために食卓に食べ物を置くこ
とができなくなります。この厳しい
時期、私たちはDMIが身体的ばかりで
なく、霊的にも飢えた人たちに食べ
物を与え続けていくことができるよ
うに祈っています。

Kenya
Josephat is head of DMI Kenya 

and has sent us an update on the 
situation there:

“As COVID-19 continues to 
spread, the future has never 
felt so unpredictable. These 
are challenging times for us 
all, and we hope you’re in 
good spirits and health! Right 
now, we’re struggling to keep 
our DMI Kenya ministry alive 
with all the challenges we are 
currently facing.

Banning of social gatherings 
by the government has forced 
us to instruct our believers to 
stay at home and follow church 
service online. Unfortunately, 
the majority of the Deaf in 
Kenya can’t access the online 
sermon because they are unable 
to access the internet. So, only 
a few are lucky to follow the 
online sermon.

COVID-19 is both a health and 
economic emergency which has 
negatively affected DMI Kenya 
Board members, workers, church 
members and their families. 
Some have lost their source of 
income since the government 
announced some measures such 
as staying at home, prohibiting 
social gatherings, partial curfew, 
and restrictions of movement 
from one county to another.

Most of the Deaf here in 
Kenya are very vulnerable. This 

pandemic has resulted into a 
crisis within the families since 
most of them are now unable to 
pay their house rents and feed 
their families. The situation is 
getting worse as some house 
owners/landlords threaten to 
evict the Deaf tenants. Even the 
Deaf are forced to change their 
daily meal plan by taking one 
or two meals a day. Sometimes 
others have to sleep hungry 
due to failure to get foods. The 
government has failed to provide 
relief foods to the vulnerable 
Deaf community.”
Please be in prayer as we navi-

gate through these difficult times. 

Floods in The Congo and Burundi
If COVID-19 wasn’t enough, the 

townships on the borders of The 
Congo and Burundi experienced 
severe flooding when the banks of 
the Ruzizi river overflowed after 
torrential rains. Thousands of homes 
have been lost and people displaced. 
We haven’t received much written 
information about the situation 
but, we have been sent photos 
which sometimes speak louder than 
words. The floods did not impact the 
Beni community.

COVID-19 has had an impact on 
all of us around the world. Some 
countries have been impacted more 
than others, but every country 
has felt the effects. Many people 
that DMI supports in developing 

countries are struggling harder than 
most. Lock-down for them means 
no work, no income, no food. DMI 
has launched an appeal to raise 
much needed funds to give these 
people access to staples to feed 
their families. 

COVID-19 Food Emergency 
Funds for the Food Emergency 

Relief have started coming, and DMI 
has been able to start sending them 
to the fields that are in desperate 
need of support. Families in the 
Congo, Malawi, Philippines, and 
Syria were so grateful to receive 
food supplies over the past few 
weeks. COVID-19 lockdowns have 
meant no income for so many, which 
has resulted in not being able to put 
food on the table for their families. 
We pray that DMI will be able to 
continue to feed the hungry not only 
physically but also spiritually during 
this extra tough season.

If you are able to donate to 
the Food Emergency fund, there 
is a PO deposit slip enclosed with 
this letter, and your gift would be 
greatly appreciated.

He’s Got the Whole World in 
His Hands 

We have many things to be 
thankful for even though the world 
is full of uncertainty at this time. 
Please continue to pray for the work 
of DMI as we reach out and minister 
to the Deaf in different ways to how 
we have in the past. May we serve 
with servant hearts and our actions 
be those that reflect Christ in all 
we do.

全世界は神の手の中に
このような先の見え

ない世界情勢の中でも、
私たちには感謝するべき
ことがたくさんありま
す。過去にやっていたこ
ととは異なったやり方
で、ろう者に働きかけ奉
仕できるように、DMIの
働きのために続けてお祈
りください。私たちがし
もべの心で仕え、私たち
のするすべての行いがキ
リストを表すものとなり
ますように。

コロナウイルス緊急

食糧支援の寄付

緊急食糧基金にご協

力してくださる方の

ために、ゆうちょ口

座の振込用紙を同封

してあります。皆さ

まからのご支援を深

く感謝致します。
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