DMI 国際ろう者支援会 日本
2013 年 夏号
DMI の友人と支援者のみなさまへ
今年も早いもので、半分が過ぎ
てしまった…と多くの人が感じてい
るのではないでしょうか。暑い夏も
始まりました。そんな中、DMI へ
の変わらぬご支援を感謝します。
スポンサーシップのコーディ
ネーター、ジェニー・リードより
DMI の各学校の最新情報が届きま
した。神様が DMI の学校教育の働
きを祝福しておられる様子を読ん
で、きっとみなさまも喜んでくださ
ることでしょう。学校や生徒たちを
定期的に支援してくださるスポン
サーの方々に心からお礼を申し上げ
ます。
第６回 DMI 国際会議は 2014 年
10 月 14 日から 18 日までソウルで
開催されます。日本から遠くないソ
ウルで開かれる今回の会議には、ぜ
ひ日本からろう者健聴者を問わず、
多くの方が訪れてくださることを
願っています。どうぞ今から予定に
入れておいてください。
DMI の 国 際 総 主 事 ネ ヴ ィ ル・
ミューアが、ウガンダのロバート・
ムカサ兄について書いています。ど
うぞ、お読みください。大きな励ま
しを受けられることと思います。

「DMI のスタッフや関係者を
紹介する機会を時々、持ちたい
と 思 い ま す。
今回、紹介す
るのはウガン
ダのロバー
ト・ ム カ サ・
セワグーデで
す。
随分前の
こ と で す が、
ウガンダのカンパラにある
DMI の事務所に滞在していた
とき、いつも笑顔の利発な少年
によく会いました。彼は常に何
かをしていないと気がすまな
いようでした。まだ少年でし
たが、目的意識が強く積極的

で、会っていて楽しい子どもで
した。あまりにエネルギッシュ
なので、いっしょにいると疲れ
てしまうこともありましたが、
彼はいつも前向きで良い意味
で刺激的だったのです。彼の家
はカンパラから 50 キロほどの
ワキソ地区にあり、家族には 8
人の子どもがありました。
ロバートは、おそらくマラ
リアが原因で、7 歳のときに聴
力を失いました。しかし、彼は
物乞いをしたり、身の上話を
して人の憐れみを買ったりは
しませんでした。自ら描いた
絵を売って自力で学費を稼ぎ、
学校に行っていました。私は
彼から何枚の絵を買ったかわ
かりません。
ロバートはウガン
ダ 東 部 の 高 校、 カ ン
パ ラ の カ レ ッ ジ、 そ
して大学の受験資格
を得る試験に合格し
て、カンパラのカヴェ
ンディッシュ大学で
社会福祉と NGO マネージメン
トの学士コースで学んでいま
す。1997 年にクリスチャンに
なり、故デイビッド・ブィー
ムが洗礼を授けました。
彼はウガンダの DMI の教会
のユースリーダーです。情熱的
でユーモアにあふれ、明るく賢
い若者ですが、謙虚な人でもあ
ります。発展途上国に生まれた
ろう者として多くの困難があ
るにも関わらず、今までにすば
らしい成果を収めてきました。
若いにも関わらず経験も豊富
です。彼は本当にたくさんの
人たちを祝福してきました。
ロバートのビジョンは、障
害のある若者が各々の能力を
開花させて、人を指導したり、
生活技能を教えたり、職業カウ
ンセリングをしたり、信仰を導

いたりできるように、人づくり
をすることです。彼は障害者団
体の理事もしていて団体運営
の経験も積んでいます。海外の
会議等にも DMI を代表して出
席し、セミナーやワークショッ
プ、キャンプなどの講師もし
ています。ケニア、エジプト、
リトアニア、オーストラリア、
香港、ルアンダでろう者の団
体を設立しました。ノルウエー
の国際会議では、アフリカ諸国
の 14 人の代表のひとりとして、
発展途上国でユースプロジェ
クトを立ち上げるノウハウを
学びました。彼は世界ユース
ろう連盟の副総裁（任期 2011
～ 2015）に南アフリカのダー
バンで選ばれました。
先 日、 彼 か ら E
メールが来てびっ
くりするニュース
を告げられまし
た。 私 た ち は 何 も
言わなかったのに、
2014 年 10 月 に ソ
ウルで開催される第 6 回 DMI
国際会議に出席しようと、エジ
プト航空と交渉して 5 人分の
航空券を寄付してもらったと
いうのです。何とロバートら
しい行動力でしょう。神様は、
彼のような先見性ある若者を
与えてくださったのですから、
DMI の将来はきっとすばらし
いことでしょう。」
みなさん、どうか心を強くして
神様の祝福に感謝してください。
日本 DMI 理事会を代表して

理事長

アレイン・マドレ

お知らせ：
DMI 日本の郵便振替口座の名称 は「DMIFukuzawa」
から
「DMI」
に変更されました。
尚、口座番号に変更はありません。
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- English -

Dear friends and supporters of DMI,
Are we really in the second half
of 2013? Where does the time go?
So many of us feel this way. The hot
weather has come on us suddenly,
and we know summer has come.
Thank you for your cont inued
support of DMI.
We have just received another
school update from Jenny Reid, the
sponsorship coordinator, and I am
sure you will rejoice as you read
of how God is blessing the school
ministry of DMI. Thank you again to
those who regularly sponsor either
a child or a school, making this all
possible.
Plans are now underway for the
6th DMI International Conference
which will be held in Seoul, October
14~18, 2014. Seoul is very close to
Japan, so we are hoping that many
Japanese, both hearing and deaf,
will be able to attend. Please mark
these dates on your calendar.
I was really encouraged to read
about the following young man
from DMI Executive Director, Neville
Muir.

Now and then we would like
to provide you with a profile of
some of our DMI people. This
time we feature Robert Mukasa
Ssewagudde. Many years ago
whenever I was in the office,
or around the property of DMI
Uganda in Kampala, I would
keep coming in contact with
a young deaf guy who was
always bright and smiling. He
seemed to have something on
the go all the time. Even at the
young age he was at that time,
he was one of those ‘go getter’
kind of kids who always left
you with a good feeling after
meeting him. His energy kind of
wore you out at times though,
but he was always positive and
inspiring.
Robert needed money for his
schooling; he came from a rural
family from the Wakiso district
about 50 kilometres from

Kampala. One of six brothers
and two sisters he became
deaf, possibly from Malaria, at
the age of seven. Robert never
begged, told sob stories or
complained about his lot in
life. Instead, he supported his
schooling by painting pictures
and selling them. I don't know
how many pictures I bought
that I didn't need nor could find
anywhere to display!
Robert attended High School
in Ngora, Eastern Uganda,
where he passed his O levels.
He then attended Makerere
Highway College in Kampala
for his A levels and is currently
studying for a Bachelor of Social
Work and NGO Management
at Cavendish University, also in
Kampala. He became a Christian
in 1997 and was baptised by
the late David Bulime. Robert is
funny, enthusiastic, exuberant,
intelligent yet very humble.
He is the Youth Leader of DMI
churches in Uganda.
For such a young
guy who is deaf, who
comes from a third
world country and
had a disadvantaged
background, Robert
has achieved so much and
has already had so many
experiences; he has blessed
so many people in many
corners of the world. His vision
is to develop the capacity
of youth with disabilities in
leadership and life skills, using
spiritual and socio-economic
counselling skills. He holds
Board leadership positions on
a number of Deaf Youth and
Disability organisations and is
experienced with board work
and organisation.
Robert has travelled
extensively and has
represented DMI in a variety
of conferences and training
sessions with DMI Deaf youth
and other organisations. He has
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led workshops and seminars,
training sessions and camps
and has formed organisations
for the Deaf in Kenya, Egypt,
Lithuania, Australia, Hong Kong
and Rwanda. In Norway he was
one of 14 participants from
Africa learning how to start up
youth projects for developing
countries. He was elected
Vice President of the World
Federation of the Deaf Youth
Section in Durban, South Africa
for the 2011-2015 term.
The other day I received an
e-mail and this photo, which
kind of blew me away!
Without any instigation
on our part, Robert
approached EGYPTAIR
and asked for the
donation of 5 airline
tickets to enable some
African DMI leaders to
attend our next International
Conference in Seoul, Korea in
October 2014. He has been
promised these tickets. That's
our Robert! With this kind of
proactive young people DMI is
in good hands for the future.
So be encouraged, everyone,
and give thanks to the Lord for His
blessings.
Warmest greetings,
Alayne Madore
Chairperson, Japan DMI Board
Note: The name on DMI
Japan's postal transfer account
is now just "DMI" instead of
"DMI-Fukuzawa". (The number
has not changed.)

