
Go Paperless!
Would you be willing to receive future newsletters by email instead of postal mail? If so, please send an email to info@japan.deafmin.org from your preferred mail address, and we will send the newsletter as a PDF. Thank you for your ongoing 

support of DMI.

ケニアでのボランティア活動

京都出身の北尾キャシーさ
んは、ケニアのインマニュエ
ル・クリスチャン・ろう学校
（以下、インマニュエル校）
でのボランティア活動の1ヶ
月目を終えようとしていま
す。学校では、女生徒たちに
かぎ針編みを教えたり、生徒
たちのための多読プログラム
を立ち上げたりしています。
また、インマニュエル校の
多くの卒業生が通うクジャ
の高校を訪問する機会にも
恵まれました。現在そこで学んでい
る卒業生の写真と共に以下のような
報告がありました。

「そこにはインマニュエル校出
身の22人の生徒がいます。校長先生
は、みんなよくやっているし、自分
を律することができる生徒たちだと
おっしゃいました。それは、インマ
ニュエル校がいかに生徒たちの将来
への準備を整えてきたかを示してい
ます。そして、この生徒たちが言葉
もなく、将来もないという選択肢を
考えたとき、先生方の熱心な働きぶ
りと、生徒を支援する人たちや学校
を支える人たちの大切さに気づかされ
るのです。」

エマニュエルの近況報告

前回のニュースレターでお
伝えしましたが、ザンビアで14
年間不当に投獄されていたエマ
ニュエルさんが恩赦で釈放され
ました。その続報ですが、エマ
ニュエルさんは現在カンパラで
新しい生活を始め、私たちの聖
書学校で勉強しています。彼は
安心して、学校で頑張ってい
ます。
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Volunteering in Kenya
Kathi Kitao, from Kyoto, is nearing the end of her first 

month as a volunteer at the Immanuel Christian School for 
the Deaf (ICSD) in Kenya. At the school she is teaching some 
of the girls to crochet, and she is setting up a program for 
Extensive Reading for the students. She also had the chance 
to visit the nearby high school at Kuja where many graduate 
students from Immanuel go after graduating. She sent a 
photo of the current Immanuel graduates studying there and 
writes…

There are 22 students there who went through 
ICSD. The principal said they are all doing very well, 
and that they are all self-disciplined students. It 
is an indication of how well the Immanuel school 
has prepared the students for their future. And to 
think about what the alternative would be for these 
students—to have no language and no future—really 
makes me appreciate both how diligently the 
teachers work and the importance of those who 
sponsor students and who support the school.

Grand Vision - Bible Schools for the Deaf 
One of our most wonderful and important visions is to 

develop Bible schools for the Deaf on three continents. We 
currently have a Bible school in Uganda to 
train pastors and evangelists from all over 
Africa. We are also developing a four month 
Bible school in Norway to serve Europe, but 
it will even provide scholarships to students 
from the Middle East and from African 
countries. And we plan to develop a new 
Bible school in the Philippines to train the 
Deaf in ministry from all over Asia.

The work of our Bible schools is truly 
revolutionary. Training the Deaf to take 
the gospel to the Deaf is a surprisingly 
unique approach, yet is so important in 
order to effectively reach out to the Deaf 
and into Deaf cultures and communities. 
The benefits of running Bible schools on three continents will 
be almost incalculable to the Deaf all around the world.

Our Bible school in Uganda has been running for 18 
years and typically trains 10-12 students every year. Students 
study for three years and stay at the dormitory attached to 
the school. Once graduated, our students go on to serve as 
pastors and evangelists to the Deaf in their own local commu-
nities, or go as missionaries to other regions or countries in 
Africa. 

Praise the Lord that we have received donations from 
some very generous supporters to enable us to buy an excel-

lent plot of land on which we can re-develop the Bible school 
in Uganda. This is wonderful news! 

Emmanuel Update
In our last newsletter, we brought you the wonderful news 

that Emmanuel had been pardoned and freed after being 
wrongfully imprisoned for 14 years in Zambia. We’re happy 
to follow up on this and say that Immanuel is now in Kampa-
la, starting his new life and studying at our Bible School. He 
is in good hands and is doing well at the school.

Still No Peace for Myanmar
A year on and the situation is still very grim in Myanmar. 

People are still living in fear for their lives, and there is much 
violence on the streets. It’s amazing what becomes viewed 
as “normal”. DMI Myanmar leader Pa Lian says in one of 
his emails, “Yangong is like normal, but sometimes there is 
random bombing!” Despite this, DMI teachers are continu-
ing to go to the students’ homes, and the students are always 
so happy when they arrive to teach them. They are meeting 
with 13 students three days a week.

The church is still unable to meet formally, but 12-15 have 
gathered together a few times a week to worship. They have 

been able to run a few Zoom meetings for those who have 
access to the internet, but many have no 
phones and no wifi. The church has been 
able to use funds from DMI to purchase 
food to distribute to those in most need.

Disaster Relief Campaign Update - 
Malawi

In our last newsletter, we launched the 
Malawi Disaster Relief Campaign to assist 
our Deaf there in recovering after Cyclone 
Ana tore through the country causing 
huge amounts of damage. Thanks to your 
amazingly generous response this campaign 
is now fully funded. 

We at DMI and the DMI Malawi family are so grateful 
to all those who have contributed to assist in these recovery 
efforts. Our prayer is that these buildings will be a blessing to 
all who enter and give opportunity for the love of Jesus to be 
shared.

DMI Japan
We give thanks for the time Andrew Miller, the DMI 

International Operations Coordinator, was able to spend in 
Japan in June. We would like to have more opportunities to 

現在クジャ高校で学んでいるインマニュエル校の卒業生とキャシーさん
Kathi with Immanuel graduates now attending Kuja High School

かぎ針編みを教えてい

るキャシーさん。ケニ

ヤ手話で「いいね」と

言っているところ。
Kathi teaching crochet. 

She is saying "good" in 

Kenyan Sign Language.

エマニュエルさん
Emmanuel

メールでのニュースレター配信今後、郵便ではなくメールでニュースレターをお受け取りになりたい方はご連絡ください。受け取りを希望す る メ ー ル ア ド レ ス か らinfo@japan.deafmin.org にご連絡くだされば、今後はそのメールアドレス宛にPDF版のニュースレターをお送りいたします。DMIへの継続的なご支援を感謝いたします。
(continued on page 3)
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share the work of DMI with churches 
and other organizations, so if you 
are able to arrange for someone from 
DMI Japan to speak at any gathering, 
it doesn’t matter how small. Please get 
in touch with DMI Japan chairperson, 
Alayne Madore, at (phone) 090-1028-
8844, (fax) 075-872-1981, or (email) 
info@japan.deafmin.org.

災害支援キャンペーン最新情報 - マラウイ

前回のニュースレターでお伝えしましたが、甚大な被害をもたらし
たサイクロン「アナ」による被害からの復興を支援するため、マラウイ
災害支援キャンペーンを開始しました。皆様の多大なるご協力のおかげ
で、このキャンペーンは満額を調達することができました。

私たちDMIとDMIマラウイファミリーは、復興支援のために寄付を
してくださった皆様
にとても感謝してお
ります。これらの建
物が、ここに入る全
ての人々に祝福を与
え、イエス様の愛が
伝えられる機会とな
りますようにとお祈
りしています。

未だ平和が訪れないミャンマー

ミャンマーでは、1年経った今でも厳しい状況が続いています。
人々はまだ命の危険を感じながら生活しており、街では多くの暴力
事件が起きています。何を "普
通 "と言うのか、不思議な気持
ちになります。パ・リアンは
メールで、「ヤンゴンの日常
は平穏ですが、時々無差別爆
撃があるんです！」と伝えて
います。それでも、DMIの教
師たちは生徒たちの家を訪問
し続けています。教師たちが
教えに来ると、生徒たちはい
つもとても喜んで迎えてくれ
ます。このように教師たちは
13人の生徒と会っているの
です。

教 会 で は 、 ま だ 正 式 な 集
会を持てませんが、週に2～3
回、12～15人が集まって礼
拝をしています。インターネ
ッ ト に ア ク セ ス で き る 人 に
は、Zoomミーティングを2～3
回開くことができましたが、
多くの人々は電話もWifiもない状態です。教会はDMIからの資金で食糧
を購入し、最も必要としている人々に配布することができました。

壮大なビジョン - ろう者のための聖書学校 

私たちの最も素晴らしく重要なビジョン
のひとつは、ろう者のための聖書学校を三
つの大陸に展開することです。現在、アフ
リカ全土の牧師や伝道師を養成するための
聖書学校をウガンダに開設しています。ま
た、ヨーロッパに奉仕するためにノルウェーで4ヶ月間の聖書学校を建設していますが、中東やアフリカ
諸国からの学生に奨学金を提供することも予定しています。そして、アジア各地からろう者の宣教師を養
成するために、フィリピンで新しい聖書学校を開設することを計画しています。

私たちの聖書学校の働きは、まさに革命的と言えます。ろう者に福音を伝えるためにろう者を訓練す
るというのは、驚くほどユニークなアプローチですが、ろう者やろう者の文化や地域社会に効果的に働き
かけるためにはとても重要なことなのです。三大陸で聖書学校を運営することは、世界中のろう者にとっ
て計り知れない利益をもたらすでしょう。

ウガンダの聖書学校は18年間運営されており、毎年10～12名の生徒を教育しています。生徒たちは3
年間、学校に併設された寮に住みながら勉強します。卒業後は、地元でろう者のための牧師や伝道者とし
て奉仕したり、アフリカの他の地域や国々に宣教師として赴いたりします。

この度、寛大な支援者の皆様方から寄付をいただき、ウガンダの聖書学校を再開発するための素晴ら
しい土地を購入することができましたので、主を賛美いたします。この素晴らしいニュースをご報告し
ます。

DMI日本

DMI国際事業コーディネーターのアンドリュー・ミラーが6月に来日できたことを感謝していま
す。DMIの活動を教会や他団体にお伝えする機会をさらに増やすことができればと思っています。です
から、もしDMI日本のスタッフが皆様方の教会や集会でDMIについてお話をさせていただくことが可能で
したら、どんな小さなことでも構いませんので、DMI日本理事長、マドレ・アレイン（電話 090-1028-

8844, FAX 075-872-1981, 
メール info@japan.deafmin.org）
にご連絡くださいますようお願
い致します。

ミャンマーで配付された食糧の一例   Example of food aid in Myanmar

メイズ（トウモロコシ）粉を配付中   
Distributing maize flour

大阪の箕面インターナショナル教会で語るアンドリューAndrew speaking at Minoh International Church in Osaka

名古屋でDMIの説明をするアンドリュー

（左）と、参加された数人のろう者の方

に手話通訳をするDMI日本の若狭近子(右)   

In Nagoya, Andrew (L) explains DMI to a few 

Deaf while DMI Japan's Chikako Wakasa (R) 

interprets into JSL

DMI日本のジャック・マーシャルが牧会する兵庫のリジョイス・インタ

ーナショナル教会。笑顔のアンドリュー、ジャックとマーシャル惠子。   

Andrew laughing with DMI Japan's Jack and Keiko Marshall at 

Rejoice International in Hyogo Prefecture, where Jack is pastor
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lent plot of land on which we can re-develop the Bible school 
in Uganda. This is wonderful news! 

Emmanuel Update
In our last newsletter, we brought you the wonderful news 

that Emmanuel had been pardoned and freed after being 
wrongfully imprisoned for 14 years in Zambia. We’re happy 
to follow up on this and say that Immanuel is now in Kampa-
la, starting his new life and studying at our Bible School. He 
is in good hands and is doing well at the school.

Still No Peace for Myanmar
A year on and the situation is still very grim in Myanmar. 

People are still living in fear for their lives, and there is much 
violence on the streets. It’s amazing what becomes viewed 
as “normal”. DMI Myanmar leader Pa Lian says in one of 
his emails, “Yangong is like normal, but sometimes there is 
random bombing!” Despite this, DMI teachers are continu-
ing to go to the students’ homes, and the students are always 
so happy when they arrive to teach them. They are meeting 
with 13 students three days a week.

The church is still unable to meet formally, but 12-15 have 
gathered together a few times a week to worship. They have 

been able to run a few Zoom meetings for those who have 
access to the internet, but many have no 
phones and no wifi. The church has been 
able to use funds from DMI to purchase 
food to distribute to those in most need.

Disaster Relief Campaign Update - 
Malawi

In our last newsletter, we launched the 
Malawi Disaster Relief Campaign to assist 
our Deaf there in recovering after Cyclone 
Ana tore through the country causing 
huge amounts of damage. Thanks to your 
amazingly generous response this campaign 
is now fully funded. 

We at DMI and the DMI Malawi family are so grateful 
to all those who have contributed to assist in these recovery 
efforts. Our prayer is that these buildings will be a blessing to 
all who enter and give opportunity for the love of Jesus to be 
shared.

DMI Japan
We give thanks for the time Andrew Miller, the DMI 

International Operations Coordinator, was able to spend in 
Japan in June. We would like to have more opportunities to 

現在クジャ高校で学んでいるインマニュエル校の卒業生とキャシーさん
Kathi with Immanuel graduates now attending Kuja High School

かぎ針編みを教えてい

るキャシーさん。ケニ

ヤ手話で「いいね」と

言っているところ。
Kathi teaching crochet. 

She is saying "good" in 

Kenyan Sign Language.

エマニュエルさん
Emmanuel

メールでのニュースレター配信今後、郵便ではなくメールでニュースレターをお受け取りになりたい方はご連絡ください。受け取りを希望す る メ ー ル ア ド レ ス か らinfo@japan.deafmin.org にご連絡くだされば、今後はそのメールアドレス宛にPDF版のニュースレターをお送りいたします。DMIへの継続的なご支援を感謝いたします。
(continued on page 3)

DMI 国際ろう者支援協会  日本
2022 年 夏号

(4) (1)




