日本ろう福音協会が設立されてから、今年で25年が経ちました。これまで
の皆様のお祈りや尊いご献金に、本当に感謝しています。ありがとう
ございます。25年が経ちましたが、手話訳聖書は全巻の翻訳が完成し
たわけではありません。現在翻訳が完成しているのは聖書全体のうちの
3分の1ですので、私たちには残りの3分の2の翻訳を進めていく使命が
あります。手話訳聖書完成のため、また翻訳の働きのため、引き続き
お祈りや献金によるご支援をよろしくお願いいたします。
聖書手話翻訳者の必要性から、今年5月より、私も再び翻訳チームに
加わりました。「ペテロの手紙一・二」の手話翻訳を進めているところ
です。週１回、翻訳のためにViBiに出勤しています。翻訳の進捗のため、
また翻訳の働きそのもののために、是非お祈りに覚えていただければ
幸いです。よろしくお願いいたします。
一般社団法人 日本ろう福音協会 社員
東京ローア・バプテスト教会 牧師
南田 政浩

翻 訳 状 況 （2018/6/26 現在）

「ペトロの手紙一・二」

「ペトロの手紙一」は全章、「ペトロの手紙二」は
1章まで、2回目の下訳が終わったところです。
翻訳中、日本語と日本手話の意味の違いをいくつか
発見しました。原語のギリシャ語との意味も照らし
合わせながら、一番良い表出方法は何かを考えつつ
翻訳を進めています。

「ヨハネの手紙一・二・三」

「ヨハネの手紙一」の下訳1回目が終了しました。
手話で詳しく説明するのと、手話翻訳をするのでは
方法が異なります。長く説明するのではなく、
まとめてわかりやすく手話表出するにはどうしたら
いいのか、試行錯誤して、スタッフ間で話し合い
ながら進めています。

「オバデヤ書」

朝の会の中で、背景や内容について確認し合い、
スタッフで協力しながら少しずつ下訳を始めました。
普段翻訳に携わっていないスタッフにとっても、
手話の表出方法をどうやって決めているのか、
ろう者と聴者が協力して翻訳するのに最善の方法は
何かを話し合う、良い機会になっています。

「WOW (Words of Wisdom)」

香港聖書協会発行の「WOW (Words of Wisdom)」
という子ども向けの聖書絵本を、APSDA協力のもと
当協会で手話翻訳しています。翻訳作業も佳境を
迎え、10月にある25周年記念祝賀会までの完成を
目指して、15冊の絵本を翻訳しています。ViBi
の翻訳スタッフだけでなく、新しいスタッフの
トレーニング材料としても活用でき、また、ろう者
教会員の皆様にも翻訳のご協力を頂いていること、
本当に感謝しています。

活動内容

2017 9月

「レビ記」15-27章のDVD発行
理事会を開催
「ルカによる福音書」1-10章のDVD発行
JDBF&DBBCキャンプ2017に参加
手話選定委員会を開催
手話言語と音声言語に関する民博フェスタ2017／SSLL2017にて発表
10月 「ルカによる福音書」16-27章の理解チェック実施
理事会および社員総会開催
11月 日本ウィクリフ聖書翻訳協会へ訪問
「ルカによる福音書」16-27章 本番撮影
APSDAワークショップ（タイ・バンコクにて）
香港へ出張
日本ウィクリフ聖書翻訳協会・松丸嘉也先生来訪
「ルカによる福音書」16-27章 修正撮影
理事会を開催
2018 1月 「テモテへの手紙一・二」「ユダの手紙」 理解チェックを実施
聖書関連団体懇談会
手話選定委員会を開催
理事会を開催
「ユダの手紙」本番撮影
2月 手話選定委員会を開催
「ルカによる福音書」11-18章・19-24章のDVD発行
ＷＯＷワークショップ・ろう者交流（鹿児島にて）
「テモテへの手紙一・二」本番撮影
APSDAコンサルタント向上委員会（フィリピンにて）
「ユダの手紙」アプリ発行
3月 「テモテへの手紙一・二」アプリ発行
手話選定委員会を開催
4月 日本ウィクリフ発行「聖書ほんやく」に記事掲載
日本聖書協会を訪問
「テモテへの手紙一・二」「ユダの手紙」DVD発行
5月 「ペトロの手紙一・二」翻訳開始
手話選定委員会を開催
オーストラリア・ライドにあるC3教会よりチームが来訪・交わり
6月 理事会を開催
クリスチャン新聞に記事掲載
手話選定委員会を開催

設立25周年記念祝賀会を開催します！

当協会の設立から、早いもので25年が経ちました。
日頃からお祈り・ご支援頂いている皆様へ感謝の気持ち
を込めて、ささやかではございますが、25周年記念
祝賀会を開催いたします。その際に、最新の翻訳状況や
活動報告などをさせて頂く予定です。詳細は別紙を
ご覧いただくか、広報担当 (PR@j-dem.net) までお問い
合わせください。
一般社団法人 日本ろう福音協会ニュースレター
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2018年3月~2018年5月 会計報告
収入
DVD販売
56,415
国内献金
838,130
国外献金
4,857,439
助成費
2,060,503
その他
15
事業活動収入計 7,812,502

新スタッフの紹介

八木 利枝 (やぎ りえ)

私は八木利枝といいます。趣味は映画
鑑賞、美術鑑賞です。出身地は、静岡県
沼津市です。駿河湾から見ている富士山が
とってもきれいで、特にびゅうおという
水門の展望台から見る富士山がおすすめ
です。ViBiスタッフとして頑張って行きたい
と思っています。日本手話を身につけて、
できるだけ多くの人に手話で聖書のこと
を伝えられるように頑張ります。

支出
事業費支出
管理費支出
事業活動支出計

6,248,821
1,404,995
7,653,816

活動収支差額
繰越費

158,686
6,462,717

お譲りください

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。
・液晶モニター(17型) 12台 ・HDモニター 2台
・液晶モニター(23型) 3台
・Apple社製のワイヤレスマウス
・Androidスマートフォン 1台 1台
・ビデオカメラ 1台
・Apple社製のキーボード 1台
・HDD 2台
・切手 金額は問わず
・撮影用の緑の幕
・官製はがき（旧式でも可）

あなたの趣味を教えてください！
今回はジャスティーナにインタビューしました。

最近、刺繍にハマっています。まだまだ学ぶことは多いですが、
インスタグラムなどで他の人たちの美しい作品を見て、ヒントを
得ています。刺繍が好きな一番の理由は、細かい作業なので、他の
ことができないくらい集中する必要があることです。最近はずっと
スマホやパソコンの画面を見ていることが多いので、画面を見ている
だけではなく、手を使える趣味があるのは楽しいです。目標は、
自分で刺繍したものを友達にプレゼントできるようになることです！
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。

お祈りに覚えて下さい

手話翻訳者と技術者、釈義コンサルタント
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。

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

献金者お名前 （敬称略・順不同）
教会献金

恵泉キリスト教会小美玉チャペル
保守バプテスト 津田沼教会
恵泉キリスト教会福田町チャペル
古川聖書バプテスト教会
東京カベナント教会

個人献金

中西 強
ジム・キャロル ペナー
吉田 尚穂
平井 龍一
永富 勝子
新納 義弘
久我 純彦

栗田 久美子
山口 俊郎
後藤 健一
山口 加恵
堀井 ひとみ
中 春枝
田上 守
武藤 シゲ子・古織
神山 祥子
堀 幸一
川田 久子
野嶋 良弘
山野 淳
赤坂 瑞穂
金野 彌一

・ ゆうちょ銀行口座 記号 1 0 3 4 0 番号 81 472871
福薗 浪子
山内 和子
山崎 唯行
秋山 潔・早苗
佐藤 逸子
加藤 信子
新佐枝 知子
杉山 準規
華表 佳子
台田 好則
中島 春生
伊藤 鳩子
石塚 昭男・知子

千千献金

久留米キリスト教会
瀧澤亜紀
福島ローア・バプテスト教会
ペナー マーク・メリー
宍戸 みさ子
城戸 洋子
茨木キリスト福音教会
佐々木 真輝・宏美
山形聾者キリスト教会
山崎 寿絵
北本福音キリスト教会
佐世保ローア・バプテスト教会 熊谷 敦子
藤堂 博徳
李 勝彦
松本 聖也・ちほ子
中山 智香子
平岡 初美
青森ローア集会
中島 奈代
深瀬 節子
町山 和佳
安達 そら
坂本 洋子
宗像 加代
宮井 武憲・乃り子
坂口 公将
梶原 恭子
若林 昌平・郁美

山田 和幸
湊崎 眞砂・史益
荒木 宏彦・加代子
田上 守
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
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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