
2021年 インターンシッププログラムの開始！

ウガンダで活動しているアメリカのミッション団体
「ワールドベンチャー」では、インターンシッププログラ
ム「アイデアワークショップ」を実施しています。ワール
ドベンチャーのスタッフは、日本のDMI理事長であるマド
レ・アレインと日本のDMIサポーターである北尾キャシー
さんの訪問を受け、ろう者の若者にインターンシッププロ
グラムを提供し、彼らが自立できるスキルを教え、また福
音を伝え、聖書の勉強をすることに合意しました。以下の
レポートで一緒に喜びを分かち合いましょう。

2021年のインターンシップは、「デフ・アクション（DMIの教育部）ウガンダ」を通じて募集された
3人のろう者のインターンと、私たちの地元のバワンボ村からの2人の聴者のインターンによって、2021

年3月15日に始まりました。 他の何人かのろう者インターンは、私たち
の場所がカンパラに近いことや、最近の選挙による緊張感が親たちに
安全上の懸念をもたらすことから、トレーニングを開始しませんでし
た。上の写真は、アイデアワークショップのスタッフ、2021年のイン
ターン生、デフ・アクション・ウガンダのスタッフが一緒にいるところ
です。

プログラムは、毎週、月・水・金の終日トレーニングで構成されて
います。 高品質で耐久性のある鉄や木の製品を安全に製作するために
必要なスキルを教えます。毎週火曜日と木曜日には、学んだこ
とを実践したり、スタッフから出された宿題をこなしたりしま
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2021 Internship program off and running!
World Venture, an American mission working in Uganda, 

has an internship program called the Ideas Workshop. 
Following a visit from Alayne Madore, Japan DMI board 
chairperson, and Kathi Kitao, a DMI supporter from Japan, 
World Venture staff agreed to offer their internship program 
to Deaf young people, teaching them skills which they can 
use to support themselves, and also sharing the Gospel and 
doing Bible studies. Rejoice with us in the following reports.

The Internship for 2021 began on March 15, 2021 
with three Deaf interns recruited through Deaf Action 
(DMI’s education branch) Uganda (DAU) and two 
hearing interns from our local Buwambo community.  
Several other Deaf interns did not begin the training 
due to the security concerns of their parents about 
our proximity to Kampala and the recent election 
tensions. The group picture [on front page] is of the 
Ideas Workshop staff, the 2021 interns, and the DAU 
staff meeting together. 

Our program consists of training all day on 
Monday, Wednesday, and Friday every week.  We 
teach the skills necessary to safely fabricate products 
in steel and wood that are of high quality and built to 
last. On Tuesday and Thursday of each week, interns 
can practice what they are learning and do homework 
assigned to them by staff. Last week the Deaf interns 
gave everyone names in sign. Jonathan was surprised 
at how much facial detail he doesn’t even notice but 
that they used to identify each person. 

Jonathan came home excited today because 
two of the interns chose to accept Jesus today 
and another reaffirmed in public his decision to 
follow Jesus. Praise God with us! Studying the Bible 
together is an integral part of all that we do at the 
Ideas Workshop. One of the interns has a good 
basic knowledge of Scripture and his faith and the 
others are very new to studying the Bible. Jonathan 
especially enjoys helping these men gain a clear 
overview of Scripture.

Creativity & Hard work
Charles Okello comes early every day. He grabs one of the 

woodworking magazines that was donated to Ideas Workshop 
and flips through it storing up ideas to use when he goes back 
home and opens up his own carpentry shop. Charles walks 
with a crutch and is Deaf, and yet he is joyful, hardworking, 
and has dreams for his future. The full-size chair was one of 
the interns’ group projects for their carpentry lessons. Using 
those same skills and an idea from one of those magazines, 
Charles made the cute doll-sized bed and chair all on his own. 
One of our goals is to teach creative thinking and problem 
solving skills through our internship. These men face a high 

unemployment rate as well as a flood of the same kinds of 
products on the market. When they graduate from the Ideas 
Workshop internship, we want them to have the practical 
skills to earn a living AND the creative thinking skills to 
produce unique and valued products.

Extra Dormitories in Uganda 
Last newsletter we mentioned the need for extra dormito-

ries in Uganda. We are thankful that the funds needed for the 
dormitories, including beds, bedding etc., has been provided 
through generous donors in Japan. Thank you everyone.

Lockdown in Uganda
There is a DMI Bible school in Kampala which currently 

has 10 students studying, some coming from Zambia and 
Congo. In mid-June, the Ugandan President ordered all 
schools to close for 42 days because of the coronavirus. It 
is too expensive for the Zambian and Congolese students 
to return home, so they were able to get permission for the 
students to stay in Uganda and get the vaccination as soon as 
possible. Pray for them and their teachers.

This will also affect the nine DMI Deaf churches in 
Uganda and the pastors and evangelists working in them. 
Our senior advisor in Africa, Sam Begumisa, led a mission 
in Kwania in central Uganda, where Richard Odongo serves 
as an evangelist and leader of the Deaf church. Sam stayed 
in Lira with Dennis Dagkene for security reasons, and 
together they drove and joined Richard for the outreach. 
18 Deaf people ‘heard’ the Word and came to Christ at the 
meeting! They wanted to be baptised immediately but were 2 
kilometres from water so had to postpone the baptisms until 
a later time. Our evangelists continue to spread the Word of 
God, and even in challenging times, the love of God is still 
breaking into people’s lives. That’s good news! 

Update on Myanmar
Things are still grim in Myanmar. The banks remain 

closed and the ATMs are only allowing the withdrawal of 3 
lakhs a week (about ¥20,000). Because the price of bus fares 
has doubled, attendance at church has dropped. Still, in a 
recent report from DMI leader Pa-Lian, he rejoices in 60 
Deaf gathering to celebrate the Lord’s supper followed by a 
wonderful meal thanks to donations of rice, oil, noodles, and 
onions from a kind Korean couple.

COVID is rampant in Kalay where the DMI school is. 
Saw Monday, his family, and the cook have all been very ill, 
but we praise the Lord they are recovering now. Other reports 
are beginning to come in of others in our Deaf families and 
congregations who are infected. Let’s left them in prayer and 
ask for healing.
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ウガンダでのロックダウン

カンパラにはDMIバイブルスクールがあり、現在10名の生徒が学んでいますが、中にはザンビアやコ
ンゴから来た生徒もいます。6月中旬、ウガンダの大統領はコロナウイルスのため、すべての学校に42

日間の閉鎖を命じまし
た。ザンビアとコンゴ
の学生が帰国するには
費用がかかりすぎるた
め、学生たちがウガン
ダに滞在し、一刻も早
く予防接種を受けられ
るよう許可を得ること
ができました。彼らと
先生方のためにお祈り
ください。

このことは、ウガンダにある
9つのDMIろう者教会と、そこで働
いている牧師や伝道者にも影響し
ます。アフリカのシニアアドバイ
ザー、サム・ベグミサは、リチャ
ード・オドンゴが伝道者として、
またろう者教会のリーダーとして
働いているウガンダ中部のクワニ
アでのミッションを担当していま
した。サムは安全上の理由からデ
ニス・ダグケネと一緒にリラに滞
在し、車で移動して、リチャード

との伝道活動に加わりました。18人のろう者
が集会で御言葉を聞き、キリストを受け入れま
した。彼らはすぐにバプテスマを受けたかった
のですが、水場まで2キロもあったので、バプ
テスマを後日に延期しなければなりませんでし
た。私たちの伝道者は神の言葉を広め続けてお
り、困難な時代であっても、神の愛は人々の人
生に浸透しています。これは良い知らせです！

創造性と勤勉さ

チャールズ・オケロさんは、毎日早く来ます。アイデア工房に寄贈された木工雑誌を手に取り、パラ
パラとめくっては、故郷に帰って自分の大工の店を開くときに使えるアイデアを蓄えています。松葉杖
をついて歩き、耳も聞こえないチャールズさんですが、明るく、勤勉で、将来の夢を持っています。人
が座れる大きさの椅子を作ることは、インターン生が大工の授業で行ったグループプロジェクトのひと
つでした。チャールズさんは、その技術と雑誌から得たアイデアを使って、人形サイズのかわいいベッ
ドと椅子を一人で作りました。私たちの目標の1つは、インターンシップを通して創造的思考と問題解決
のスキルを教えることです。彼らは、高い失業率に加え、同じような製品が市場にあふれているという

状況に直面しています。アイデアワークシ
ョップのインターンシップを卒業するとき
には、生活の糧を得るための実践的なスキ
ルと、ユニークで価値のある製品を生み出
すための創造的な思考スキルを身につけて
もらいたいのです。

ウガンダの追加寮

前回のニュースレターで、ウガンダ
に追加の寮が必要であることをお伝え
しました。ベッドや寝具など、寮の建
設に必要な資金が、日本の寛大な支援
者から提供されたことに感謝していま
す。皆様、ありがとうございます。

す。先週は、ろう者のインターンた
ちがみんなに手話で名前をつけまし
た。ジョナサンは、自分では気づか
ないような顔の細部まで、彼らがそ
れぞれの人を見分けるのに使ってい
ることに驚きました。

今日は、インターンのうち2人が
イエス様を受け入れ、もう1人がイ
エス様に従うことを公の場で再確認
したので、ジョナサンは大喜びして
家に帰りました。私たちと一緒に主

をほめたたえてください！ 一緒に聖書
を学ぶことは、アイデアワークショッ
プで行うすべてにおいて欠かせない部
分です。インターンの中の一人は、聖
書について十分な基
礎知識と自分の信仰
を持っていますが、
他の人たちは聖書を
学ぶのが全く初めて
で す 。 ジ ョ ナ サ ン
は、彼らが聖書の概
要を明確に理解する
のを助けることを特
に楽しんでいます。

ミャンマー

ミャンマーはまだ厳しい状況です。銀行は閉鎖さ
れたままで、ATMでは1週間に30万チャット（約2万
円）しか引き出せません。バスの運賃が2倍になったため、教会へ
の出席率も下がっています。しかし、DMIリーダーのパ・リアンか
らの最近のレポートによると、喜ばしいことに60人のろう者が集ま
り、主の晩餐を祝い、親切な韓国人夫婦から米、油、麺、玉ねぎな
どの寄付を受けて素晴らしい食事をしたそうです。
DMIの学校があるカレイでは、COVIDが蔓延していています。

ソー・マンデイと家族は、子供たちと料理人を含めて全員が非常に
体調を崩していましたが、今回復しつつあることを主に感謝しま
す。ろう者家族や信徒が感染したという報告も入ってきています。
彼らのための祈りを続け　癒しを求めましょう。

教会の一つ、ロックダウンの前
One of the churches prior to the lockdown
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