救い主の御降誕を心よりほめたたえます。
聖書手話翻訳の働きのためにお祈りとご支援を感謝いたします。
手話翻訳の作業は、現在までに旧新約聖書66巻のうち19巻が翻訳を終えて
います。つまり全体の5分の1までが完成しています。この翻訳作業を
維持するためには多額の費用が必要とされています。この働きが円滑に
進められていくために、多くの方々の祈りによるご支援が必要です。また、
献げ物をもってご協力いただけますようにお願いいたします。
神の祝福に満ちた2018年でありますように心よりお祈り申し上げます。
一般社団法人日本ろう福音協会
社員 井桁正巳
イエス・キリストのご誕生を心からお祝い申し上げます。
皆様の熱心なお祈りやご支援に励まされて、手話訳聖書の働きが進められて
いることを心から感謝いたします。
ろう者は耳で聞くのではなく、目で手話訳聖書を通して御言葉を知り、
そして神さまからの福音を受けることができます。しかし現在では聖書
全巻66巻のうち19巻のみしか翻訳し終えていません。私たちは全巻66巻を
翻訳し終えることを目標としておりますので、皆さまからのさらなるお祈りや
ご支援を必要としています。
また一人でも多くのろう者が手話訳聖書を通して正しく御言葉を知ることを
願ってやみません。
どうぞ私たちの働きのために続けてお祈り、ご支援、応援のほどよろしく
お願いいたします。
最後に主イエス・キリストのご降誕をクリスマスでお祝いし、主の豊かな
恵みやご祝福がありますように。
一般社団法人日本ろう福音協会
社員 坂口公將

カトリック諏訪教会に訪問して
長野はたくさんの自然や山々に囲まれながら通訳者の
マークと電車で向かい、当協会の社員である石田神父様と
お会いし、諏訪カトリック教会に訪問させていただき
ました。
実は当協会の理事にあるカトリック教会の神父様に
お世話になり、引継者として石田神父様を紹介していた
だき、現在社員になっていただいています。
当協会はろう者と関わりを持っている教派、ろう者に
対 し て 関心を持っている、支援したいなど覚 え て
い た だ いている教派、また聖書を翻訳する団 体 と
協力したいという考えを持っております。
ご多忙に関わらず石田神父様とお話しさせていただく
時間を設けていただきました。お会いした時は

笑顔いっぱいの穏やかな方で緊張した気持ちを解ける
ことができ、手話訳聖書の必要性をテーマに1〜2時間
ほど交わりました。石田神父様は手話ができる方で、
また教会にきているろう者がいらっしゃるのですぐ
ご理解していただけました。今後当協会の社員として
協力できることはしたいと仰ってくださり、とても
嬉 し く 思 い ま し た 。 ま た こ う い っ た 時 間 を 設 けて
いただき、心から感謝いたします。
石田神父様や、諏訪カトリック教会に神から満ち
ありふれたご祝福がありますように。
一般社団法人日本ろう福音協会
理事代表 松本英二
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翻 訳 状 況 （2017/10/18時点）

「テモテへの手紙1, 2」

予定より大幅に遅れていますが、テモテ１は下訳
１回目が終わりチェック中です。チェックを
細かくしているため時間がかかっています。
テモテ２も１回目の下訳をすると同時に、その
場で修正をしながら進んでいるために予定より
遅れていますが、コンサルタントに提出する時は
ルカの翻訳の時と同じく修正数が少ないと
思います。
予定では12月発行ですが、現状況では厳しいので
1月に発行する事になりそうです。

「ユダの手紙」

朝の会で、みんなで一緒に調べ、絵を描いてより
深く理解をし、下訳をしながら修正をしたので、
楽しく翻訳できたと思います。今までと違う
下訳なので、2回目の修正後もみんなで確認
しながら進めたいと思います。

「ルカによる福音書」16-24章

理解評価チェックをしていただいた時に理解できなかった、
手話表出の不自然さを指摘された箇所を聖書釈義コンサルタントと
一緒に修正しています。エルサレムに着くまでにイエスが
例をあげて説明するところなどは、背景を知らないと理解
できないところがあり難しいという声が多かったです。
17：32「ロトの妻のことを思い出しなさい。」
そのまま表出すると、いい行動したとも捉えられます。
それでロトの妻の「罪な行動」を思い出しなさいと表出
しました。
18：37「ナザレのイエス」
ナザレとイエスとの関係がわからないので、ナザレで
「育った」イエスといったように表出しました。
理解評価チェックがあることによって、より分かりやすく
表出することができ、学ぶ事がたくさんありますので
とても重要な作業だと改めて思いました。

お祈りに覚えて下さい

あなたの趣味を教えてください！

手話翻訳者と技術者を募集しております。ふさわしい人が与え
られますように。
手話訳聖書の必要性を理解する方がもっと増えますように。
そして年間の運営費が満たされ、活動が全うできますように。

堀の趣味はなんでしょう！？

私は体を動かすことが好きです。バッティングやキャッチボール、卓球などを
して汗をかきストレスを発散しています。
また、自宅の畑を耕して、野菜やさくらんぼなどを栽培しています。畑仕事は、
天候の変化に左右されたり、病害虫の被害にあったりと難しい事も多い
ですが、その分やりがいがあります。
そして、パソコンをいじる事も好きです。時々、友人に依頼されて自作の
パソコンを作ったり、メンテナンスをしたり、故障したパソコンを修理したり
しています。

2017年事業年度 (2016年9月〜2017年8月) 会計報告
収入
DVD販売
104,065
国内献金
2,971,358
国外献金
12,881,551
助成費
6,659,207
その他
1,453,306
事業活動収入計 24,069,487

支出
18,506,942
事業費支出
6,614,400
管理費支出
事業活動支出計 25,121,342
活動収支差額
繰越費

-1,051,855
6,304,031

献金情報

ご献金の際は、同封の郵便振替口座払込用紙をご使 用
いただくか、ゆうちょ銀行口座へお振り込みください。
・ 名義：「一般社団法人 日本ろう福音協会」
郵便振替口座 ００１２０−８−７１２４０
・ ゆうちょ銀行口座 記号 10340 番号 81472871

献金者お名前 （敬称略・順不同）

教会献金

田上 守
保守バプテスト 津田沼教会 山口 俊郎
鄭 鎭英・小舘
古川聖書バプテスト教会
和彦
中 春枝
個人献金
川田久子
深美 陽子
伊佐治 正幸
新納 義弘
後藤 健一
鈴木 温子
塩山 幸子
佐藤 逸子
武藤 シゲ子・
李 勝彦
古織
芦野 誠・やえ子

小海 幸子
西森 康子
中島 あつ子
山野 淳
池田 美栄子
中島 春生
堀 幸一
野嶋 良弘
石倉 有見子
齋藤 皓子

こんなコーナーも設けてほしいなど、
ご意見・ご要望がございましたら、
ご遠慮なくお伝えください。

捧げもの

使用されてない、または不要の方は処分する前に当協会まで
ご一報ください。
・パソコン(Mac mini) ２台
・パソコン(タワー Mac) 1台
・液晶モニター(17型) 6台
・液晶モニター(23型) 3台

千千献金

山形聾者キリスト教会
宍戸 みさ子
福島ローア・バプテスト
教会
吉崎 芳子
本郷台キリスト教会
宗像 加代
中山 智香子
相模中央キリスト教会
北本福音キリスト教会

・Androidスマートフォン 1台
・一眼レフカメラ 1点
・ビデオカメラ(HDMI付) 1台
・HDD 2台

加藤 信子
青森ローア集会
深瀬 節子
瀧澤 亜紀
マーク・メリー ペナー
城戸 洋子
佐々木 真輝・宏美
山崎 寿絵
熊谷 敦子
藤堂 博徳
松本 聖也・ちほ子

平岡
中島
町山
坂本
宮井
小杉
若林
山田
湊崎
荒木
田上

初美
奈代
和佳
洋子
武憲・乃り子
泰正
昌平・郁美
和幸
眞砂・史益
宏彦・加代子
守

ご支援ありがとうございました。日本手話訳聖書作成のために、有効に活用させていただきます。
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大坪 勝之・優子
中川 和彦
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
佐藤 光雄
池田 杉男
山柿 正洋
廣田 かおり

www.j-dem.net
vibi@j-dem.net
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