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〜ろう者のための手話訳聖書を〜

ViBi NewsLetter
引越しました！
新座住まいのクリスチャンの厚意で家賃を安く貸していた
だけることになり、理事の承認を得て引越しました。
新事務所、
スタジオで神と共にいることを覚え、一層よりが
んばっていきたいと思います。
貸していただいた家族に祝福がありますように。
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主の成し遂げられることは栄え
輝き 恵みの御業は永遠に続く
詩篇111:3

■手話訳感謝 「自分で聞いて理解する聖書を」
（新共同訳 ヨハネ4：39-42）
さて、その町の多くのサマリア人は、
「この方が、わたしの行っ
たことをすべて言い当てました」
と証言した女の言葉によって
、
イエスを信じた。
そこで、
このサマリア人たちはイエスのもと
にやって来て、
自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。
イ
エスは、二日間そこに滞在された。
そして、更に多くの人々が、
イエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。
「わたした
ちが信じるのは、
もうあなたが話してくれたからではない。わ
たしたちは自分で聞いて、
この方が本当に世の救い主である
と分かったからです。
」
私たちろう者は、手話訳聖書がまだなかった時は、聴者や
日本語が得意な人の言葉、
また証言した人の言葉によってイ
エスを信じたろう者が多いと思う。4：39に書いてあるように、
証言した女の言葉によってイエスを信じた。
まさにその通り
ではないかと思う。
日本語聖書理解は、聴者や日本語が得意な人に頼らなけれ
ば十分理解できない聖書だといえる。
ろう者の言葉で、手話で聖書を読みたい、その祈りは日に
日に強くなり、1993年、
日本ろう福音協会（ViBi)を立ち上げ、聖
書の手話訳の働きに取り組むようになった。
支援の皆様のおかげで、聖書完成した１５巻によって私たち
ろう者は 4:42に書いてあるように「彼らは女に言った。
『わた
したちが信じるのは、
もうあなたが話してくれたからではな
い。わたしたちは自分で聞いて、
この方が本当に世の救い主
であると分かったからです。
』
」
と書いてあるように自分で手
話訳聖書を調べ見てイエスを信じることができる恵みが与え
られ感謝します。ハレルヤ

お待たせしました！
！
ヨハネによる福音書11章〜21章は無事に発行できました。
今までの尊い祈りと愛の献金で支えてくださった皆様あり
がとうございました。購入は、下記にて受付しています。
メール vibi.@j-dem.met
FAX、TEL 042-439-4789
見た感想などＦＡＸやメールください。
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■日本語の理解が誤解していた（新共同訳 ヨハネ20：22-23）
そう言ってから、彼らに行きを吹きかけて言われた。
「聖霊を
受けなさい。
だれの罪でも、
あなたがたが赦せば、その罪は赦
される。
だれの罪でもあなたがたが赦さなければ、赦されない
まま残る」
手話下訳を見て、
えっ私たちが赦す権威もってるのと・・・びっ
くり。間違いだろうと再確認してみたら間違いないと言われま
たびっくり。
先入観による聖書の読み方を間違いだと気がつくのは日本
語聖書では限界がある。手話訳聖書を見て初めて今まで理解
していた事が間違いだったことがわかり、
自分の言語で御言
葉に対する正しい理解の重要性があることを支援者に伝えな
くてはと思いました。
それとともに日本語では理解できなかっ
たことが手話訳で理解できた喜びがここにもあったもっと広
く伝えなくてはと思いました。
松本 英二

祈りの課題
・出エジプト記の翻訳が始まりました。見てわかる手話表現を
チェックしていきながら、2014年2月に出エジプト記1-13章の
本番収録に向けて練習中です。翻訳チームに聖霊による知恵
が与えられるよう、引き続きお祈りください。
クリスマスですが、
フィリピンなど各地の災害で家や街を失く
した方たちがたくさんいます。
より多くの被災者の方々にあた
たかい場所や食べ物が与えられますように。
・福島ローア･バプテスト教会が礼拝できる場所を探していま
す。2014年3月までに新しい場所を見つけないといけません。
主の導きと備えがあるよう、祈ってください。
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献金感謝

APSDAより海外情報
APSDA(アジア太平洋手話翻訳協会)は、2013年11月
12-15日に、
タイのバンコクで理事会・総会およびワークシ
ョップを開催いたしました。10か国からの代表者に加え、オ
ブザーバーとして多くのタイのろう者が参加してくださり、
祝福された4日間になりました。
会議では、2012-2013年度の活動報告や理事の選出が
行われ、台湾とフィリピンの代表者が新たに理事として迎
えられました。パワーポイントや動画をつかった各会員の
活動報告もおこなわれ、それぞれの国の現状や課題につ
いて、情報を共有することができました。
またSILのグロー
バル手話チームやウィクリフアメリカから専門家を迎え、パ
ートナー団体の組織や世界における聖書の手話翻訳の現
状、新しい翻訳方法、組織強化などについて学びました。
2013年11月16日には、
タイのろう者40名が集まり、
APSDAの代表者と情報を共有し、今後のタイにおける聖書
の手話翻訳について話し合いました。
タイ聖書協会やウィ
クリフタイ、SILグローバル手話チームの代表者も参加して
くださり、APSDAと共に、今後どのような協力ができるのか
について協議することができました。総会や理事会をきっ
かけに、
このような新たな道が開かれ、神様が計画を備え
てくださっていることに感謝いたします。
APSDAは設立2年を迎えましたが、多くの皆様のサポート
とお祈りに支えられ、会員数を増やし、活動の幅を広げて
いますどうか、一日も早く、
アジア太平洋のろう者に福音を
伝えることができるように、引き続きご支援、お祈りをお願
いたします。
皆様に、たくさんのクリスマスの祝福がありますよう、お祈
りいたします。

いつもお捧げものによってろう者伝道、手話訳聖書の働
きを支えて下さり、ありがとうございます。
（2013年７月〜2013年12月3日献金順 敬称略）
千千献金（個人）

山川 許子、湯浅 友子、吉田 美佐子、川野 正、中山 智香子、森山 敏広、大
橋 不三男、深瀬 節子、久我 純彦、吉崎 芳子、梶原 恭子、津川 正男、ベッ
ク ナタリー、佐藤 逸子

千千献金（教会）

青森ﾛｰｱ・ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会、
日野キリスト教会、茨木キリスト教会、福島ロー
ア･バプテスト教会、保守バプテスト津田沼教会、本郷台ｷﾘｽﾄ教会、山形
ろう者ｷﾘｽﾄ教会、八戸ローア･バプテスト教会、北本福音キリスト教会、
佐世保ローア・ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会

自由献金（個人）

立松 啓子、石川 いろえ、山本 雄次、白石 務、鳥谷 由利子、赤坂 瑞穂、山
口 俊郎、北澤 ミチ、田上 守、梶原 恭子、栗田洋介・衣穂江、丹下 智恵子、
郡 美矢、野村 みどり、和田 勝宣、中 春枝、千葉 永子、舎官 邦夫、王子 英
雄、小松 均、川野 正、伊佐治正幸・咲子、谷口 嘉之、鳥居塚 恵美子、大山
豊、橋本 昭子、門元 和巳、塩山 幸子、中島 あつ子、樋口 孝、町山 和佳、
山田裕紀・カーウィン、中西 強・相子、伊原 美歩、匿名3人

タイ会議の詳細については、
facebook.com/APSDA迄。

自由献金（教会）

御影神愛キリスト教会ろう部、はれるや・デフ・スポーツ伝道団、三滝ブ
リーンチャペルろう部、宇都宮聖書バプテスト教会、保守バプテスト津田
沼教会
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