日本ろう福音協会
会設２１周年！

2014年11月1日、手話訳聖書
の無料 アプリを発行しました。

21周年祝賀会の実行委員 しかお手伝いできず、申し訳ございませんでした。で
も、
日本ろう福音協会の働きを21年続けられ、貴重
長からの挨拶

はれるや・デフ・スポーツ伝道団
協力牧師：佐藤光雄

な機会かつ輝かしい歴史の中に、
自分も一瞬だけ
でも関わることができ、光栄でした。21周年ありがと
う、
そして次回は何周年かな？ただ楽しみです。

永遠の支配なる神であられる主の御名を賛美致し
ます。 日本ろう福音協会設立21周年祝賀会では
大変お世話になり、
ありがとうございました。雨が降
っているにもかかわらず、無事にこの日を迎えること
ができ、
21周年を皆様と一緒にお祝いさせていただ
くことができて、心から嬉しく思いました。 実行委員
会の皆様におかれましては、
この日のために、様々
な企画や準備、活動をしていただきまして、
どうもあ
りがとうございました。本当にお疲れ様でございまし
た。委員会及び関係者の皆様のおかげで、
あれほ
どの盛大な祝賀会が行われ、沢山の方々が参加で
きて、本当によかったと思います。 私はほんの少し

APSDA: 台湾総会を終えて

2014年10月13日―19日、9か国から理事および会員代表が集ま
り、
台湾でAPSDA理事会・総会を開催しました。会議中には、台湾
の聖書協会やウィクリフ、長老教会の方々やDOOR International,
Deaf Bible, Wycliffe USA, SILグローバル手話チームの方々との
話し合いやワークショップがあり、
よい学びと交わりの機会となりま
した。閉会式では、APSDAで最初のろう翻訳コンサルタント二名が
認定され、今後、聴の翻訳コンサルタントと共に手話翻訳の普及と発展のために活動していきます。
2015年度は、新しい手話翻訳チームの設立や会員国における手話翻訳の発展のためのプロジ
ェクトを企画しており、FOBAI（国際的な聖書団体のフォーラム）
などの機会をとおして手話翻
訳の必要に対する理解を深めたいと考えています。APSDAの働きのために、
引き続きご支援、
お祈りをお願いいたします。

感謝状を頂いた方からのコメント
サイモン カズンズ

宣教師となったとき、
その時まで仕事
としてしていたコンピューターブログラミン
グをすることは、
もうないだろうと思って
いました。
また、
その頃、
ろう者伝道への
導き感じていましたが、
どういう形を取る
かは、
わかりませんでした。（実は今でも手話がとても
下手です！） しかし２年前に、ViBiから連絡があり、
ろ
う者のために、
そして福音のために、
プログラミングの
能力を使える機会が与えられました。 神様のご計画
が本当に素晴らしいと改めて感じました。皆さんも、人
生の様々な経験、興味や賜物を主に捧げるなら、全部
を御国のために用いてくださいます。

近藤健二＆サンディー
（ウイクリフ・カナダ聖書翻
訳協会、技術宣教師）

私（近藤健二）
は、
１年半ほど前からＡ
ＰＳＤＡ
（アジア太平洋手話翻訳協会）
を
通して、ViBiの協力者として広報部の面で奉仕をして
きました。PRビデオやHP、
パンフレットなどの製作に加
わらせていただきました。
この度感謝状をいただいて、
やはり思うのは
「導き、
与える主への感謝」
と
「私の奉仕
を支えてくれる家族への感謝」
でした。
これからもがん
ばります。

近藤由紀子

２年前からViBiのためにいろいろボラ
ンティアできて嬉しいです。
ろうの人と
交わりをしたり、朝９時からのViBiでの

翻訳状況

朝の会では、手話訳聖書を見て交わりをして神の言葉
で励ましてもらっています。
ボランティアを通して私の心
を元気にしてくれています。
ありがとうございます。翻訳
者のために祈っています。

マーク＆メリー ペナー

世の中には永遠に残るものは少な
いのですが、
その一つは神の言葉で
ある。
その み言葉を日本手話に翻訳
し、
日本のろう者に届こうとする団体から賞を
受ける のは、二人とも皆の前ででも涙を流すほど、大
きな喜びでした。ViBiは小さな出 発から、
このまま行
けば３０年で聖書全体の翻訳を完成する ペースまで
進み、しっかりした実績ある団体に成長して来たのも
感謝。
そして、
さらにレベルアップを目指しています。少し
でもViBiのサポートが 出来ることは嬉しいです。

日本聖書協会 募金部主任
高橋 章子

「Ｖｉｂｉの２１周年おめでとうござい
ます。祝賀会に出席させていただき、
感謝状までいただいて感激しておりま
す。
Ｖｉｂｉと日本聖書協会との関わり
は、
２００３年に手話訳聖書製作支援に関する覚書を
交わした時から、
もう１１年になります。
ちょうどＶｉｂｉの
歴史の半分を共にさせていただいたことになりますね。
これからも広報や資金の面でできる限りの支援をさせ
ていただき、新しい２０年を重ねる前には、手話訳聖書
の全巻完成の日を共に迎えられれますことを楽しみに
しております。」

今後のアプリ・DVD発行予定日

出エジプト14-28章本番撮影

2014年12月15日〜19日

出エジプト14-28章アプリ発行予定

2015年1月末

出エジプト29-40章本番撮影

2015年1月26日〜30日

出エジプト29-40章アプリ発行予定

2015年2月末

テトスへの手紙下訳中

出エジプト14-40章DVD発行予定
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クリスマス特別献金のお願い
私たちの救い主、
イエス・キリストの御名を賛美いたします。
皆様のお祈りに支えられて手話訳聖書の働き
ができる特権を感謝しています。
今年、
日本ろう福音協会は創立２１周年を迎えました。
１０月３０日に日本手話訳聖書のアプリ
（iOSと
Android)が発行、公開されるに至りました。１１月１日に協会設立２１周年記念祝賀会で大勢の方々にア
プリ発行の朗報をお伝えすることが出来ました。
ろう者は今まで、母語の聖書である手話訳聖書を持ち歩き、
「どこでもいつでも御言葉に触れる」
というこ
とが大変困難でした。聴者であれば、本の聖書を持ち歩き、
どこでも読むことが出来ますが、
ろう者の聖
書はビデオです。
ずいぶん前は、VHSのデッキとテレビが必要で、
その後、DVD、
インターネットと技術環境
が向上してきましたが、
アプリの発行によって、
ようやく御言葉を持ち歩くことができるようになりました。
このアプリによって、個々人の日々のデボーションが変わるでしょうし、礼拝や諸集会の持ち方が大きく変
わることになります。
また、簡単に未信者と御言葉を見ることができるようになったので、
これからの伝道
の形も大きく変わることになると思います。
日本ろう者宣教の大きな一歩となることを信じています。
手話訳聖書の１６巻（約２０％）
が翻訳されており、未訳は５０巻（約８０%）
あります。手話訳聖書の働きに
は、困難もありますが、
やりがいもあります。
現在、当協会では、
２０３３年の手話訳聖書の完訳を 目指しています。
この働きの広がりの為、諸教会、
諸団体との協力為に、引き続き祈りに覚えてください。
翻訳の働きについて別紙同封しますので、
ご参照ください。
※事務員、手話翻訳スタッフ募集していますが、
ふさわしい人が与えられますように。
※年間の運営費が満たされ、活動が全うできますように。
幸いなクリスマス、主にある喜びと祝福が豊かでありますように。
また希望に満ちた新年を迎えられますよ
うに、宣教の祝福を祈りつつ。
2014年12月
献金いただく際には、
同封の郵便振替または銀行振込をご利用ください。
日本ろう福音協会
・郵便振替「日本ろう福音協会」
００１２０－８－７１２４０
理事長 松本 英二
・銀行振込 ゆうちょ銀行 記号１８５３０ 番号 １１６８０６０１

個人献金者

田上守
中山智香子
山口信枝
橋本昭子
嶺岸浩
鈴木龍生
加藤孝子

久我純彦
田辺敏治
中山智香子
大橋不三男

教会からの献金

青森ローアバプテスト教会
福島ローアバプテスト教会
本郷台キリスト教会
八戸ローアバプテスト教会
山形聾者キリスト教会
塩釜聖書バプテスト教会
茨木キリスト福音教会
罪人の友 主イエス・キリスト教会

千千献金者

瀧澤亜紀
小海秀純・幸子
ペナー マーク・メリー
棚田茂・貴子
城戸洋子
佐々木宏美
山崎寿絵
熊谷敦子
藤堂 博徳
松本ちほ子
松本聖也
平岡初美
中島奈代
鳥居塚恵美子
末石理恵子
町山和佳
朝比奈晴朗
坂本洋子

宮井武憲・乃り子
小杉泰正
若林昌平・郁美
山田和幸
湊崎真砂・史益
荒木宏彦・加代子
田上守
吉田尚穂
大坪勝之・優子
山柿正洋
中川和彦
吉田真里
辻田悦子
時友正子
角真規子
砂田純子
堀拓也
荒木秀夫・みつ子

21周年祝賀会の献金

横浜国際教会
塩釜聖書バプテスト教会
佐藤光雄・道子
奥山博子
堀井ひとみ
佐藤和信
山本美子
赤坂瑞穂
荒木秀夫・みつ子
栗田洋介・衣穂江
砂田純子
南田政浩・浩子
大輪誠一・春江
嶺岸浩（気仙沼第一聖書バプテスト教会）
中山智香子
ペナーマーク・メリー
ペナーアンドリュー・エミリ
ペナーアンナ
秋山さなえ
水戸聖書バプテスト教会

日本ろう福音協会ニュースレター
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事務員 ＆ 手話翻訳
スタッフ募集！！
日本ろう福音協会は事務員、手話翻訳者を募集しています。
当協会はろう者が集まって仕事をしていますので、手話が出
来る人や今後手話を覚えたい人を募集しています。
詳しい内容は下記迄。
また、
この求人情報をプリントして、各教会の掲示板にて広
めていただくことをお願いしております。
ご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。
職種：一般事務
勤務時間：月曜日〜木曜日
９時から５時まで（休憩１時間）
給与：面談時に相談の上決定・昇給・賞
与あり
通勤手当支給あり
休日・休暇：有休休暇あり
職務地：日本ろう福音協会
条件：試用期間あり
PCできる方
未経験者歓迎します
健康な方

職種：手話翻訳者
勤務時間：月曜日〜木曜日
９時から５時まで
（休憩１時間）
給与：面談時に相談の上決定・昇給・賞
与あり
通勤手当支給あり
休日・休暇：有休休暇あり
職務地：日本ろう福音協会
条件：試用期間あり
未経験者歓迎します
第一言語が手話である方
健康な方

連絡方法はFAXかメールでお願いいたします。
メール：vibi.edit@gmail.com
FAX:042-439-4789
発行元:日本ろう福音協会
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