
ミャンマーは私たちの祈りを必要としています

ミャンマーの国のために、特にろう教会とDMIスクールの先生と生徒のた
めに、団結して祈りを捧げる時が来ました。ここ数週間、私たちはパ・リアン
から、国の状態が悪化しているという悲痛なメッセージを受け取っています。
最新の報告では、最も重要なことですが、パ・リアンと学校のスタッフが無事
であるということです。多くの政治的不安の後、2月8日の午後8時に軍がクー
デターで政権を乗っ取り、戒厳令を宣言しました。多くの国民は、軍の支配に
対して大規模な抗議活動（現在は非合法）を行っています。集会は5人まで、
夜8時から朝6時までの外
出禁止令が出されていま
す。これに従わない場合

は、最高6ヶ月間の懲役刑が科せられるなど、深刻
な事態となります。銀行も通知があるまで閉鎖さ
れています。感謝なことに、パ・リアンは銀行が
閉鎖される前に送られてきた1月分の予算を引き出
すことができました。しかし、状況は依然として
厳しいままです。

昨年のコロナウイルスによる閉鎖以来、学校は
再開されていません。これから数週間の動向を見
守る必要があります。このことのため学校は強盗
の標的になっています。数日前、学校を警備して
いるソー・マンデイと彼の妻は、何人かの泥棒を
追い払わなければなりませんでした。学校が運営
されていないにもかかわらず、私たちは教師の給料や学校の地所にかかる費用を支払うために資金を送
っています。学校と教会によって、ろう者のコミュニティの世話がされるように、食料の緊急支援金が
送られています。それまでの間、どうかお祈りください。私たちには、なぜそのようなことが起こって
いるのか理解できないときでも、すべてのことの上におられる神様は私たちの神様です。

パ・リアン  Pa Lian

ピンドー村のろう教会  Pindaw Oo Deaf Church

ソー・マンデイと家族        Saw Monday & family
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ウガンダでの追加寮の必要性

パンデミックの影響で、ウガンダ政府はリラ
にあるネヴィル・ミュアー総合養護学校に新たに
2つの寮を建設することを要求しています。地区
の検査官は、この学校がウイルス対策が万全な学
校のひとつであると評価していますが、健康基準
を満たすためには寮の増設が必要です。コロナ以
前、既存の寮はすでにひどく混雑していたので、
パンデミックの後も、寮としてではなくても、追

加の教室やワークショップなどとして、この追加
の宿泊施設は役に立つことでしょう。寮の建設に
は400万円近い費用がかかるため、地元の学生や
スタッフがすでにレンガを作って支援を始めてい
ます。ノルウェーからも資金が寄せられています
が、完成までにはさらに多くの資金が必要です。
これは、学校の存続を脅かす切実な問題です。こ
のプロジェクトにご協力ください。

ケニアの最新情報 - 隔離センターの建設が進行中

ケニアの学校が1年近く閉鎖されていました
が、再開が許可されましたのでお知らせしま
す。2人の生徒を除いて全員が戻ってきました。
これを実現するために、学校のスタッフが規制を
満たすための素晴らしい努力をしてくれました。

ご支援いただいた皆様のおかげで、ケニアの

学校には、ケニア政府のコロナウイ
ルス規制を満たす2つの隔離部屋が
新設されることになりました。

この隔離部屋は、ウガンダで必
要とされている新しい寮と同様、パ
ンデミック後には、追加の教室、職

業訓練、ワークショップなどに利用され
る予定です。現在これらの部屋には、ベ
ッド、手洗い設備、多くの手指消毒剤や
マスクなどが完備されています。

このような展開はとてもありがたい
ことで、私たちは、神様と支援者に感謝
しています。現在の困難な状況の中でニ
ーズが満たされていることは素晴らしい
ことです。



DMIの活動は続く

ネヴィルのいないDMIを思うと、いまだに辛いものがあり
ます。彼がいないことは寂しく、そのことを深く受けとめて
います。しかし、彼のレガシーは生き続け、彼が始めた仕事
を引き継ぐことを誇りに思うチームを残してくれました。

グンナー・デーリ：DMIの新インターナショナル・ディレクター

グンナー・デーリは、ネヴィルの後
任としてDMIの新たな責任者となるイン
ターナショナル・ディレクターです。ノ
ルウェー人の彼は、イングリッドと結婚
し、3人の息子と7人の孫がいます。次男
がろう者であることから、グンナーは40
年間、さまざまな指導的立場でろう者の

ために働いてきました。ネヴィルとリルとは20年来の付き合
いで、DMIには10年在籍しています。ネヴィルの健康状態が
悪化し始めた昨年8月、グンナーはインターナショナル・デ
ィレクターの役割を引き継ぎました。この仕事を引き継ぐの
に、彼以上の人はいません。彼はDMIに、穏やかな知恵と高
い能力、ろう者への愛、そして福音への情熱をもたらしてく
れます。グンナーは次のように書いています。「ネヴィルの
代わりをしようとするのは大きな仕事です。それはできませ
ん！しかし、多くの国のさまざまな立場の優秀な人材ととも
に、神が私たちの肩に背負わせたネヴィルのレガシーを引き
継いでいきたいと思います。多くのろう者の子どもたちが教
育を受け、安定した仕事に就き、自分の家族を養えるように
なることを望んでいます。私たちの目標は、新しい教会や交
わりが設立され、国内外でこのミニストリーをリードするろ
う者の働き手が育てられ、ろう者の間で神の王国が成長し続
けることです」。

マタイス・テルプストラ：DMI最高財務責任者

マタイスは、グンナーが語ってい
るろう者の働き手の一人です。ノルウ
ェー在住のオランダ人で、DMIに入社
して4年、過去2年間はDMIのCFO、
ノルウェー支社長、国際理事を務めて
いました。ろう者のカトリーヌと結婚
し、幼いろう者の娘、エマ・ソフィア
がおり、2人目の子供も生まれる予定
です。マタイスは、あらゆる意味で
DMIの未来そのものであり、DMIが世

話をしている多くのろう者の模範となる人物です。彼はこの
ように書いています。「世界中のろう者がDMIから様々な分
野で素晴らしい機会を得ていることを、ろう者の一人として
とても嬉しく思っています。最も重要なのは、自分たちの言
語、自分たち方法でイエスを知るということです。ろう者文
化の観点からも、発展途上国のろう者に実りと尊厳ある生活
を提供するためにも、志を同じくする才気あふれる人々と一
緒に仕事ができる素晴らしい機会に感謝しています。」

賛美と祈り

	y ミャンマーの状況のためにお祈
りください。私たちのスタッフ
と学生が無事であることを神に
感謝し、今はまだ不確実性が高
いので、今後も無事であること
を祈ります。

	y コロナウイルスの影響で長い
間休んでいた先生や生徒たちが
徐々に学校に戻ってきているの
で、彼らのためにお祈りくださ
い。ケニアの学校が再開された
ことと、隔離室を作るための準
備ができたことを神に感謝しま
す。ウガンダにも同じことがで
きるようにお祈りください。

	y グンナーが、新たな出発をす
るDMIを導くことができるよう
にお祈りください。彼がその役
割を果たすために必要な強さ、
知恵、導きが与えられますよう
に。

	y リル、イアン、そして家族が、
愛するネヴィルのいない生活を
どのように送るかを学ぶことが
できるようにお祈りください。

Praise and Prayer
 y Pray for the situation in Myanmar. We 
praise God that our staff and students 
are safe and pray they will continue to 
be safe as there is so much uncertainty at 
this time.

 y Pray for our teachers and students, as 
they slowly return to school after such 
a long time due to COVID. Praise God 
that the Kenya school has reopened and 
for the provision to build the isolation 
rooms. Pray for provision for Uganda to 
be able to do the same.

 y Pray for Gunnar as he leads DMI 
through a new chapter. Please give him 
the strength, wisdom, and guidance he 
needs to fulfil the role.

 y Pray for Lill, Ian, and the family as they 
learn how to live their lives without their 
beloved Neville.
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Myanmar needs our prayers
It’s time to band together in prayer for the country of 

Myanmar, especially for our deaf church and the teachers 
and students at the DMI school. Over the last few weeks, 
we have been receiving distressing messages from Pa Lian 
about the worsening situation of the state of the country. 
The latest news, most importantly, is that Pa Lian and the 
staff at the school are safe. After much political unrest, at 
8pm on February 8th, the military took over the country and 
declared martial law. Much of the country’s population has 
been involved in huge protests (now outlawed) against the 
military rule. Gatherings are limited to five people, and there 
is a curfew from 8pm-6am. There are serious consequences 
for those who decide not to comply, including serving up to 
six months in prison. Banks have been closed until further 
notice. Thankfully, Pa Lian was able to withdraw the January 
budget that was sent before they were closed. The situation 
remains grim. 

The school hasn’t re-opened since shutting due to COVID 
last year. We shall wait and see what will happen over the 
coming weeks. This has made the school a target for robbers. 
Just days ago, Saw Monday and his wife (who guard the 
school) had to chase away some thieves. Even though the 
school isn’t operating, we still send funds to pay the teachers’ 
salaries and school property costs. Food emergency funds have 
been sent so that the school and the church can make sure the 
Deaf community is cared for. In the meantime, please pray. 
We have a God who is above all things, even when we don’t 
understand why certain things are happening.

Extra Dormitories needed in Uganda
Because of the pandemic, the Ugandan government is 

requiring two new dormitories to be built at our Neville Muir 
Comprehensive Disabled School in Lira. District Inspectors 
praised the school for being one of the best prepared to 
fight the virus, yet the extra dormitories are required to 
meet health standards. In pre-COVID times, the existing 
dorms were already horribly overcrowded, so the additional 
accommodation will be well used long after the pandemic, if 
not as dormitories then for extra classrooms or workshops. 
At nearly ¥4,000,000, the cost to build the dormitories is 
significant, so the local students and staff have already begun 
to assist by making bricks. Some funds have come in from 
Norway, yet more are needed to complete the work. This is a 
dire matter which threatens the continuation of the school. 
Please contribute to this building project if you can.

Kenya Update - Isolation Centres On the Way
We are excited to inform you that our school in Kenya 

has now been allowed to reopen after nearly a year of being 
closed. All but two students have returned. What an amazing 
effort from the school staff to meet regulations in order for 
this to happen.

Thanks to generous supporters, our school in Kenya will 
have two new Isolation Rooms built to satisfy the Kenyan 
government’s COVID regulations.

Just like the new dormitories required in Uganda, 

these Isolation Rooms will find good use post-pandemic as 
extra classrooms, for vocational training, and/or to house 
workshops. For now, the rooms will be equipped with beds, 
hand washing facilities, and plenty of access to hand sanitiser 
and masks.

We’re very grateful for this development, thanking God 
and our supporters for the provision. It’s wonderful to see 
needs being met amidst the current challenges.

The work of DMI continues
It’s still hard for us to think of DMI without Neville. We 

continue to miss him and we feel his absence very deeply. Yet, 
his legacy lives on and he has left a team which is proud to 
carry on the work that he began.

Gunnar Dehli – DMI’s New International Director
Gunnar Dehli is our International Director and replaces 

Neville as the new head of DMI. A Norwegian, he is married 
to Ingrid and they have three sons and seven grandchildren. 
Their second son is Deaf, which has led Gunnar to work 
amongst the Deaf for 40 years in various leadership positions. 
He has known Neville and Lill for 20 years, and served with 
DMI for 10 years. Gunnar took on the role of International 
Director in August last year when Neville’s health began to 
deteriorate. There isn’t a better man to take on the job. He 
brings to DMI a gentle wisdom, a high degree of competence, 
a love for the Deaf, and a passion for the gospel. Gunnar 
writes, “It is a big task to try to fill Neville’s shoes. It cannot 
be done! However, together with good, skilled people in 
different positions and in many countries, we will carry on 
the legacy from Neville that God has put on our shoulders. 
We want to see an increased number of Deaf children educat-
ed and landing stable jobs so they can provide for their own 
families. Our aim is to see the Kingdom of God continuing 
to grow among the Deaf with new churches and fellowships 
being planted and Deaf workers being raised up to lead this 
ministry both locally and internationally.” 

Matthijs Terpstra – DMI Chief Financial Officer
Matthijs is one of these Deaf workers that Gunnar is 

talking about. He is a Norway-based Dutchman who has 
been serving with DMI for four years, the last two as DMI’s 
CFO, Norway office head and international board member. 
Married to Katrine, who is Deaf, they have a young Deaf 
daughter, Emma Sofia, and a second child on the way. 
Matthijs is in every respect the very future of DMI and a 
role model for the many, many Deaf under DMI’s care. He 
writes, “As a Deaf person, I am very pleased to see the great 
opportunities that Deaf people worldwide are receiving 
from DMI in many areas. Mostly, to get to know Jesus in 
their own language and in their own way. I am thankful 
for the great opportunity to work with like-minded and 
resourceful people, both from a Deaf cultural perspective and 
in providing a fruitful and dignified life for Deaf people in 
developing nations.”

(last section on page 3)
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