イースターおめでとうございます。
ろう者が自分の母語である日本手話で見られる聖書が持てたらどんなに
幸いなことでしょう。神様は一人一人に寄り添い、希望を与えてくださる
お方です。手話訳聖書、みことばを一人でも多くの方に届けられたらと
願ってやみません。
ViBiでは1993年の創設以来、2033年に手話訳聖書全巻の翻訳を終える
ことを目指しております。2017年度にはレビ記とルカによる福音書の
11-18章、2018年度にはルカによる福音書の19-24章と、第一テモテの
手紙、第二テモテの手紙、そしてユダの手紙の翻訳が完成いたしました。
これも皆様からのたくさんのご支援とお祈りのおかげです。ありがとう
ございます。
今現在、聖書全巻の31.21％まで翻訳作業が進んでいますが、まだまだ
ろう者が聖書で見ることのできる書物は限られています。どうか引き
続き、お祈りに覚えていただければ幸いです。これからもお祈りと献金
を通して手話訳聖書とみことばがろう者に広まるようにご支援ください
ますよう、よろしくお願いいたします。

翻 訳 状 況 （2018/03/30時点）

一般社団法人

日本ろう福音協会
社員 加藤久美子

「ユダの手紙」
「テモテへの手紙一・二」

日本ろう福音協会25周年に、
4つの福音書が全て完成！

撮影・編集作業ともに、皆様のお祈り
のおかげで無事終了し、アプリと
YouTubeで発行することができ
ました。ありがとうございました。
現在は、両書簡のDVD作成のために、
編集作業を行っているところです。
４月以降は、ヨハネの手紙一・二・三
を翻訳していく予定です。

1993年に創立された日本ろう福音協会は、2018年で25周年を
迎えました。記念すべき今年2月上旬に「ルカによる福音書」
11-18章・19-24章の手話訳聖書DVDを発行しました。つまり、
25年という時を経てようやく、4つの福音書全てが完成したのです。
ここに至る道のりは決して平坦ではありませんでしたが、主の導きと
励まし、そして皆さまからのご支援とお祈りのおかげで、この快挙
を達成することができました。心より、御礼申し上げます。
今後も皆さまの温かいご支援のもとで、そして主の御手の内で、
キリストの体の一部として、手話翻訳の働きに日々邁進していきたい
と思います。

日本ウィクリフが当協会を訪問

2017年11月末に日本ウィクリフ聖書翻訳協会の
総主事の松丸先生が、当協会にご来訪くださいました。
とても優しく温かい松丸先生ご自身の経験談を聞か
せて頂いたり手話訳聖書の必要性を理解してくださった
りと、とても貴重な時間でした。聖書翻訳という同じ
目的を持った団体同士、これからも協力できます
ように。是非日本ウィクリフ聖書翻訳協会の働きを
お祈りに覚えてください。

（日本ウィクリフ聖書翻訳協会 HP http://www.wycliﬀejapan.org/ ）
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新スタッフの紹介
安達そら（あだちそら）

収入
DVD販売
127,855
国内献金
1,191,231
国外献金
2,470,006
助成費
11,662,128
その他
512
事業活動収入計 15,451,732

はじめまして！以前、母教会でViBiの活動
報告を聞いて、この度ご縁があって、
ViBiの日本の広報担当として仲間入り
しました。母教会では英語↔日本語の通訳
や賛美を通して、主に奉仕していますが、
手話に触れるのは初めてです。今、必死
で覚えています！（頑張ります！）
オーストラリアのシドニーに住んでいた
ことがあります。とにかく食べることが
大好きで、色々な地方や国の料理に挑戦
したいので、おすすめがあれば、是非教え
てください！これから広報として、手話
訳聖書がもっとたくさんの方に広まるよ
うに一所懸命がんばりますので、何か
あればいつでもご連絡ください。

支出
事業費支出
12,171,949
管理費支出
2,143,484
事業活動支出計 14,315,433
活動収支差額
繰越費

しおりができました！

1,136,299
7,440,330

当協会の活動と「手話訳聖書」について、より多くの方に知って
いただくために、ViBiのしおりを作りました！パンフレットよりも
小さいサイズですので、お気軽に皆様のご家族・ご友人にもお渡し
頂けます。教会や書店等に置いて頂ける方がいらっしゃいましたら、
お気軽に PR@j-dem.net までお問い合わせください。ご協力の程、
よろしくお願いいたします。

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
・一眼レフカメラ 1点
・パソコン(タワー Mac) 1台 ・ビデオカメラ(HDMI付) 1台
・液晶モニター(17型) 6台
・HDD 2台
・液晶モニター(23型) 3台
・切手 金額は問わず
・Androidスマートフォン 1台 ・官製はがき（旧式でも可）

あなたの趣味を教えてください！
海外広報担当・メリーの趣味を教えてもらいました。

お祈りに覚えて下さい

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。

私の趣味は書道で書いた「窓」（写真参照）に関連しています。
この書道という「窓」を通して、日本の文化、人、言語を見ることができます。
学び続けることで、年齢は関係なく成長して、新しいことを探しつづけるこ
とができます。
書道は少しの道具だけでできて、お天気も関係なくどこでもできて、
一人でもできます。
自分の心を見て、騒がしい世界の中で心を静かにして、 献 金 情 報
紙に触れて墨のにおいを感じて、
ご献金の際は、同封の郵便振替口座払込用紙をご使 用
筆の動きをみることに集中できます。

いただくか、ゆうちょ銀行口座へお振り込みください。

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。

・ 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 1 0 3 4 0 番号 81 472871

献金者お名前 （敬称略・順不同）
教会献金

個人献金 山口 敏郎
田上 守
赤坂 瑞穂
オアシス横浜店
大原 澄子
「罪人の友」主イエス・キリスト教会 黒澤 礼子
島崎 由紀枝
堀井 ひとみ
高松ローア・バプテスト教会
鈴木 温子
千葉
永子
保守バプテスト 津田沼教会
緒方 陽一
堀 幸一
山口 加恵
デフ聖書バプテスト教会
西田 由美子
山内 和子
日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団
大森 啓子
野嶋 良弘
はれるや・デフ・スポーツ伝道団
花城 美由紀
吉田 尚穂
追浜聖書教会
橋本 昭子
佐藤 逸子
活けるキリスト 一麦教会
山本 雅子
宮井 武憲
徳島神召キリスト教会
永富 勝子
町山 和佳
宇都宮聖書バプテスト教会
佐藤 加代子
川田 久子
日本基督教団静岡草深教会
新納 義弘
松坂 登茂子
大船カトリック教会
フクゾノ ナミコ 武藤 シゲ子・古織
加藤 久美子
中 春枝
福岡西部バプテスト教会
森下 俊子
宗像 加代
三滝グリーンチャペル ろうあ部

梶原 恭子
千千献金
中山 智香子
本郷台キリスト教会
加藤 信子
宍戸 みさ子
郡 美枝
福島ローア・バプテスト教会
神山祥子
宗像 加代
加藤 早苗
中山智香子
中島 あつ子
佐藤 麗子
茨木キリスト福音教会
大山 里美
山形聾者キリスト教会
中村 ミツ子
佐世保ローア・バプテスト教会
芦野 誠・やえ子 李勝彦
中西 強
北本福音キリスト教会
萱野 喜美子
青森ローア集会
池田 美栄子
秋山 潔・早苗 久留米キリスト教会
深瀬 節子
土田 久美子
相模中央キリスト教会
末森 喜一郎
小林 尚子
梶原 恭子

𠮷崎 芳子
山田 和幸
瀧澤 亜紀
湊崎 眞砂・史益
ペナー マーク・メリー 荒木 宏彦・加代子
城戸洋子
田上 守
佐々木 真輝・宏美 大坪 勝之・優子
山崎 寿絵
山柿 正洋
熊谷 敦子
中川 和彦
藤堂 博徳
辻田 悦子
松本聖也・ちほ子 時友 正子
平岡 初美
角 真規子
中島 奈代
砂田 純子
町山 和佳
堀 拓也
坂本 洋子
荒木 秀夫・みつ子
宮井 武憲・乃り子 佐藤 光雄
小杉 泰正
池田 杉男
若林 昌平・郁美
廣田 かおり

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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