
アレイン・マドレ
氏について

D M I 設
立 後 は 早
期 か ら 関
わ り 、 長
年 に 渡 っ
て D M I 日

本 の 理 事
長 を 務 め た

アレイン・マドレ
さんが、9月23日

に召天しました。今は天でイエス
と一緒におられますが、大きな寂
しさの中にあるアレインさんご家
族と、DMIを覚えてお祈りくださ
い。また、DMI日本が今後の体制
や役割について検討していくにあ
たり、主の導きがあるようお祈り
ください。

北尾キャシーさんのケニヤでの
活動とウガンダ訪問

北尾キャシーさんが、今年5月
から7月までケニアのインマニュエ
ル・クリスチャン・ろう学校へ、
ボランティアとして赴きました。
キャシーさんは学校に図書室を設
置し、生徒のための多読プログラ
ムを始め、教師にもトレーニング
を行いました。図書室を整え、生

徒がその使い方を理解できるよう
にしてくださったほか、女子生徒
たちにかぎ針編みも教えてくれま
した。

キャシーさんからのウガンダ訪
問の報告を紹介します。

「7月の最初の10日間は学期
末の休み中でしたので、その間
にウガンダのDMI本部を訪問し
ました。ろうの起業家に融資を
行う『メノ＆ルツ・エディガー
開発基金』のプロジェクトを見
に行くのが主な目的でした。ロ
バート・セワグデがウガンダで
この基金を監督しており、彼は
私のガイド役も務めてくれまし
た。そこでは豚の飼育と
子豚の販売を行う豚舎、
レストラン、乾物屋、家
具製造業など、さまざま
な事業が展開されていま
す。パンデミックの影響
でレストランが閉鎖した
り、豚舎の場所を引っ越
ししなければならなかっ
たりと、さまざまな困難
に直面する中でも忍耐強
さを見せてきた起業家た
ちがとても印象的でし
た。またこれらの事業
は、他のろう者の雇用機
会となり、ろう者コミュ
ニティと近隣の健聴者た

ちとの接点としても機能してい
ます。

これらのプロジェクトに加
え、私はカンパラのろう教会に
出席することができました。
またろう者のための聖書学校で
も、授業でお話することができ
ました。聖書学校には、教会の
礼拝で熱心に賛美リードをする
生徒たちが多くいたことに感激
しました。」

ケニヤの学校の校長先生は、も
っと多くの方がボランティアに来
てくれることを希望されいます。
ご興味のある方がいらっしゃいま
したら、ぜひご連絡ください。
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Alayne Madore
It is with heavy hearts that we 

announce that Alayne Madore, 
who had been involved with 
DMI since its very early days 
and had chaired the DMI Japan 
board for decades, passed away 
on September 23rd. She is in 
heaven with Jesus, but please pray 
for her family and all the rest of 
us who miss her. Also pray for DMI 
Japan as we consider how to proceed with 
our leadership structure and roles.

Kathi Kitao’s Work in Kenya and Visit to Uganda
Kathi Kitao was able to go as a volunteer to work at 

Immanuel Christian School for the Deaf in Kenya, from May 
through July this year. She established a library at the school 
and instituted an extensive reading program for the students, 
training the teachers as well. She helped them set up a library, 
and help the students understand how to use it. She also 
taught the girls to crochet.

Kathi also wrote a short report about a side trip to Uganda:

There was a term break was the first 10 days 
of July, and so I took that time to visit the DMI 
headquarters in Uganda. 

The main purpose of my visit was to see some 
of the projects of the Menno and Ruth Ediger 
Development Fund, which offers loans to Deaf 
entrepreneurs. The fund is overseen in Uganda by 
Robert Ssewagudde, who acted as my guide. These 
projects included a piggery, which breeds pigs and 
sells the offspring; a restaurant; a dry goods store; 
and a furniture-making business. The perseverance of 
the entrepreneurs, who had faced many difficulties, 
including the restaurant being closed down by Covid 
and the piggery having to move from its original 
location, was impressive. Also, these businesses 
employ other Deaf people and act as a point of 
contact between the Deaf community and their 
hearing neighbors. 

In addition to seeing these projects, I was able 
to attend the church for the Deaf in Kampala and 
also speak to a class at the Bible school for the Deaf 
students. The Bible school had an impressive group 
of students, who enthusiastically led worship at the 
church service. 

The principal in Kenya has said he would like more 
volunteers to come to the school, so if any of our readers are 
interested, please contact us.

Report from Rev. Minatozaki
Pastor Masago Minatozaki, pastor of Sasebo Deaf 

Baptist Church, shared this report about his July trip to the 
Philippines:

In autumn of 2020, I heard from Pastor Arnel 
Benitez of Bicol, Philippines. He said that the 
warehouse at Fishermen of Christ Learning Center 
(DMI school in Ligao) was old and falling apart, and 
the principal said it would be okay to tear it down and 
build a new church building, but they couldn’t afford 
it financially and were asking for help.

I appealed to each Deaf church in our small 
denomination,  Japan Deaf Baptist Fellowship (JDBF). 
Then, by God’s grace He filled the need, so we 
immediately sent the money to the church in Bicol.

The Bicol pastors and assistants are all Deaf, and 
with new enthusiasm, guided by an experienced Deaf 
carpenter, they started building the new building in 
January 2021, and it was completed in March.

Pastor Arnel asked me to deliver a message at the 
initial dedication ceremony. However, I was unable to 
go due to the pandemic.

Then this year, I received an eager invitation 
from Pastor Heo In Yeong of Korea, a close friend of 
mine, saying, “I am going to the Philippines in July for 
the 18th anniversary service of DMI’s Bacolod Deaf 
Church, a dedication ceremony for Bicol Church of the 
Deaf (in Ligao), and a workshop - please come with 
me.” At first I declined, but then decided to go with 
him. But Pastor Heo later had to postpone his trip 
to the Philippines. I was very disappointed because I 
was looking forward to going with him, but I believed 
God had the best plan, so I looked to the Lord and 
submitted to Him.

On Sunday, July 17, I gave a message titled “Lord 
of the Church” at a worship service in the hall of the 
Fishermen of Christ Learning Center. About 90 people 
attended, nearly 100 percent of them young people, 
and I admit I was envious. When I went to see the 
new church building, I thought it was very impressive 
in spite of its small size. Before a ceremonial ribbon 
cutting, we offered a prayer of blessing. Then when 
I entered the building, I was moved to tears. I knelt 
down in front of the pulpit and thanked God in prayer. 
Both the inside and outside of the new church were 
beautiful. The sanctuary, kitchen, toilets, plumbing, 
etc. were all the craftsmanship of only Deaf people. 
Really awesome! I’m thankful to see the glory of 
the Lord.

On Monday, July 18 and Tuesday, July 19, I taught 
at a two-day workshop about “The Seven Churches 

(continued on page 3)
メノ＆ルツ・エディガー開発基金の成功例：豚舎、家具製造業者が作製中の下駄箱、ロバート・セワグデの乾物屋

Menno & Ruth Ediger Development Fund successful examples: the piggery, a shoe rack being built by the furniture business, and Robert Ssewagudde's dry goods store

聖書学校の生徒と国際開発コーディネーターのマタイス・
テルプストラ。彼らの後ろにあるのは、2019年にアレ
インとキャシー、キャシーの妹が植えたマンゴーの木

Uganda Bible school students with International Development 
Coordinator Matthijs Terpstra. Behind them is the mango tree 

planted in 2019 by Alayne, Kathi, and Kathi's sister.
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of Revelation” and had a Q&A 
session. There were about 20 
pastors and assistants, and I 
enjoyed the fellowship in the 
same Lord.

I was blessed with the grace 
of serving at the dedication 
ceremony and the workshop. 
I returned home safely on 
Thursday, July 21. I thank God 
the Father for guiding me 
through it all.

Christmas Cards
Many of our sponsors like to send 

Christmas cards to the students they 
are sponsoring. Because of COVID it 
has not been possible to do so for the 
past two years, and it seems that postage 
is still very slow, but if you would like 
to send a card anyway, please send it 
to DMI, c/o Osaka Christian Center, 
2-26-47 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 
540-0004 before November 15th, and it 
will be sent on to the student’s school.

2023 International Conference
Save the date! It will be held in 

Mombasa, Kenya, August 7-12, 2023. 
The main speaker will be Rev. Heo In 
Yeong from South Korea, and the theme 
will be based on John 17:21 “That they 
all may be one; as thou, Father, art in 
me, and I in thee...” More information 
will be in our next newsletter.

湊崎牧師からの報告
佐世保ローア・バプテスト教会

牧師、湊
みなとざき まさご

崎 眞砂先生が、7 月にフィ
リピンを訪問した際のお証をくだ
さいました。

私は心を尽くして【主】に
感謝します。あなたの奇しいわ
ざを余すことなく語り告げま
す。私は、あなたを喜び、誇り
ます。いと高き方よ。あなたの
御名をほめ歌います。（詩篇
９:１-２）

2020年秋、フィリピン・ビ
コルのアーネル・ベニテズ牧
師より、DMIのフィッシャーメ
ン・オブ・クライスト学習セン
ターの倉庫がとても古く朽ちて
いるので、校長から取り壊して
新しい会堂を建てる許可をもら
ったが、経済的に余裕がないの
で助けて欲しいということで
した。

私は、私たちの小さな団体
である日本ローア・バプテス
ト・フェローシップ（JDBF）の
各デフ教会に精一杯アピールし
ておきました。そして、神の恵
みによって必要を満たしてくだ
さいましたので、早速ビコルの
教会へ送金しました。

ビコルの牧師やアシスタン
トたちは皆ろう者で、2021年の
１月から新たな気持ちでベテラ

堂だと思いました。セレモニー
のテープカットをする前に祝福
の祈りを捧げました。そして新
会堂の中に入った時、感動の涙
が自然に溢れました。私は説教
台の前にひざまずいて神様に感
謝の祈りを捧げました。新会堂
の内外はとても綺麗でした。
新会堂や台所、トイレ、上下
水道等は全てろう者たちだけ
の手作りでした。本当に凄い

なあー！主の栄光を見ることが
出来て感謝します。

７月18日（月）～19日（火）
の ２ 日 間 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ で
「黙示録の七つの教会」を学び
ながら質疑応答しました。牧
師、アシスタントは20人位で
す。同じ主にある交わりはとて
も楽しかったです。

私は献堂式、及び、ワーク
ショップで奉仕の恵みと祝福に
与りました。主の偉大な栄光
をほめたたえます。７月21日
（木）に無事に帰国。全てを導
いてくださった父なる神様に感
謝します。

クリスマスカード

多くのスポンサーの皆様
が、スポンサーになっている学生
へのクリスマスカード送付を希望
されています。

パンデミックの影響でこの２年間
は送れず、現在も郵便事情は厳し
いようですが、今年は希望を募り
ます。カード送付を希望される方
は、11月15日（火）までにDMIま
でお送りください。こちらから生
徒の学校へ送ります。

送付先：〒540-0004 大阪市
中央区玉造 2-26-47
大阪クリスチャンセンター内
DMI

DMI 国際カンファレンス 2023

開催日決定！2023年
8月7日～12日、ケニ
アのモンバサで開催予
定です。テーマはヨハ

ネ17:21 「父よ、あなたがわた
しの内におられ、わたしがあなた
の内にいるように、すべての人を
一つにしてください。…」から
で、メインスピーカーは韓国の
ホ・インヨン牧師の予定です。詳
細は次号のニュースレターでお
知らせします。

ンのろう者大工の指導を受けなが
ら新会堂建築に取り掛かり、３月
に完成しました。

アーネル牧師から私に一回目
の献堂式でのメッセージの依頼が
ありました。ですが、コロナ禍の
影響で行けませんでした。

今年に入ってから、私の親し
い韓国のホ・インヨン牧師から
「７月にDMIのバコロドろう者教
会の18周年記念礼拝とビコルろ
う者教会（リガオ）の献堂式及び
ワークショップのためフィリピン
へ行くので是非一緒に行きましょ
う。」と、強く誘われました。私
は一度は断ったのですが、一緒に
行くことを決めました。ですが、
ホ牧師は理由があってフィリピン
行きが延期となりました。私はホ
牧師と一緒に行くのを楽しみにし
ていたのでとてもがっかりしまし
たが、神様が最善をしてくださる
ことを信じ主を仰ぎ信頼して委ね
ました。

７月17日（日）にフィッシャー
メン・オブ・クライスト学習セン
ターのホールの礼拝で、「教会の
主」というタイトルでメッセージ
をいたしました。約90名の方が参
加しました。100パーセント近く
若者ばかりなので、正直言って羨
ましい限りです。新会堂を見に行
った時、小さいがとても立派な会
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学校のホールでの特別礼拝Special worship service in the school hall

ワークショップ    

The workshop

新教会の前で。指さしているのは JDBF

からの寄付についてのプレート

In front of the new church, pointing out the 

plaque about the donations from JDBF
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Deaf Ministries International
DMI 日本支部

Web:  http://japan.deafmin.org
Email:  info@japan.deafmin.org
Tel/Fax:
（スポンサーシップ：マイケルセン）090-4307-0717
（会計：マーシャル）06-4980-5414

郵便：
540-0004 大阪市中央区玉造 2-26-47
大阪クリスチャンセンター内

DMI 国際本部（オーストラリア）
Web:  http://deafmin.org
Email:  muir@deafmin.org
P.O. Box 395 Beaconsfield Vic. 3807 Australia

Tel: +61-3-5940-5430
Fax: +61-3-5940-5432


