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イースターおめでとうございます。「主は今、生きておられる」。この素晴らしいメッセージはわたしたちに多くの希望
と励ましを与えてくれます。自分の限界や失意を覚える時、わたしたちは神さまが見捨てられ、わたしたちをお叱りに
なっているのではないかと恐れます。けれども神様のまったき愛には恐れはありません。ご自分の御子をこの世に与え
たもうほど、わたしたちを深く愛してくださっているからです。わたしたちは、恐れの壁を打ち破り、神の永遠の命に与る
喜びで満たされるのです。日本聖書協会では、2003年以来、日本ろう福音協会の働きに賛同し、祈りの支援をして参り
ました。その結果、多くの VHS の手話訳聖書が制作され、更に DVD 版となって活用されていることは私たちにとって
大きな喜びでもあります。今ではその輪が更に大きくなり、多くの人々の支援者が与えられ感謝です。これからも様々な
可能性を秘めた日本ろう福音協会の働きが、手話訳聖書の全巻達成を目指して、またグローバルなＩＴネットワークを
通じて、多くの人々の支援者の祈りによって大きく展開されますよう願っています。すべてを成就する主に感謝します。
一般社団法人 日本ろう福音協会 社員
一般財団法人 日本聖書協会 総主事
渡部信

「ヨハネの手紙一・二・三」 「WOW」(Words of Wisdom)

アプリで発行！

お待たせいたしました！昨年12月20日に「ヨハネ
の手紙一・二・三」を手話訳聖書アプリおよび
当協会のYouTubeチャンネルにて公開いたし
ました。是非ご覧ください。皆様からのお祈り・
ご献金を通してのご支援、誠にありがとうござい
ました。DVD版につきましては、しばらくお待ち
ください。

知恵のことば

3月11日に、香港聖書協会が発行している聖書物語
の絵本「WOW」(Words of Wisdom = 知恵
のことば)から、ASPDA協力のもとで4作品を
日本手話に翻訳し、発行いたしました！今回発行
したのは「放蕩息子」「良きサマリア人」
「ザアカイという小さな男」「許せないしもべ」
です。ご家族で、ご友人と一緒に、教会やスモール
グループで、是非お役立てください。

APSDA主催・翻訳ワークショップに参加して

昨年11月タイ・バンコクにて、APSDA主催の翻訳ワークショップに
参加しました。今回はアート（芸術表現）に関する内容を通して、
翻訳やコンサルタントに役立つ知識や技術を得ることができました。
異文化交流や質疑応答等のコミュニケーションは、互いに理解を深め
られ、大変有意義なものでした。各国それぞれの文化の違いだけで
なく、自国のクリスチャン文化やライフスタイルは、ノンクリスチャン
と違う部分もあります。例えば、教会やクリスチャン同士での手話は、
ノンクリスチャンに通じない場合もあります。異文化間のギャップを
理解し、尊重して行動する大切さに改めて気づかされました。各国
チームや選抜されたチームで議論して発表したり、手話ポエムを披露し
たり、良い体験となりました。
日本ろう福音協会

「手話訳聖書」の感想と証、募集中！

新しくなった当協会のHPでは、手話訳聖書はなぜ必要なのか？
手話訳聖書の魅力とは何か？など、実際の使用者の感想をビデオ
でご覧いただくことができます。「自分の体験をHPに掲載しても
良い」「手話訳聖書の良さを伝えたい！」という方がいらっしゃい
ましたら、是非当協会までご一報ください。

釈義コンサルタント

お祈りに覚えて下さい

堀幸一

・手話翻訳者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増えますように
・年間の運営費が満たされますように
・翻訳活動が更に進みますように

翻訳状況
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ペトロの手紙一・二

下訳の修正を繰り返しています。「ペトロの手紙一・二」には概念やた
とえがたくさん含まれています。例えば「生きた石」(2:4,5)はどう
手話表出すれば、より分かりやすく意味をつかみやすくなるか、など
を議論しながら翻訳を進めています。どなたにも分かりやすい手話表出
を目指しておりますので、引き続き進捗のためにお祈りください。

第15回聖書関連団体
懇談会に参加して

ダニエル記

引き続き1回目の下訳を進めています。日本手話は、ただまっすぐ
前を向いて手話表出すれば良いというものではなく、目線を変え
たり、会話の際には体の向きを変えたり、場所の位置関係を表す
必要があります。第三者の目線から見たときに分かりやすいかを確認し
ながら翻訳を進めています。

オバデヤ書

スタッフで協力して、2回目の下訳を進めています。預言書というこ
ともあって、内容が現実に起きたことなのか、それともたとえだけな
のか、過去のことなのか、これから起きることなのか、などを区別し、
情景をしっかりイメージする必要があります。スタッフ間で理解
チェックをこまめにしながら、試行錯誤の真っ最中です！

あなたの趣味を教えてください！

今回は、広報担当・安達のハマっていることです。
食べることも大好きな私ですが、他に
好きなことはピアスを集めることです。
旅行に行く度に、その土地の思い出
としてピアスをよく買ってきます。
その国・地域らしい！ものもあれば、
シンプルなものもあり、お国柄がよく
出るな〜と思います。他にも、お世話に
なった方からプレゼントでもらったもの、
手作りしてくださったものなど、ひとつ
ひとつに色々な思い出があって、とても大切にしています。
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、
お気軽に当協会まで！

2018年10月~2019年1月 会計報告
収入
DVD販売
国内献金
国外献金
助成費
事業活動収入計

7,670
1,538,255
20,879,687
5,354,920
27,780,532

支出
事業費支出
管理費支出
事業活動支出計

12,901,783
1,987,033
14,888,816

去る2019年1月21日、聖書関連団体懇談会
に12の団体から22人が出席し、当協会
からは松本(代表理事)、南田(社員)、ペナー
(社員・通訳)が参加しました。聖書全体
の内容の意味をつかむための学びや
読み方、現代の伝道、聖書を読むだけで
なく生き方が変わる働き、など今必要と
されている様々なトピックで懇談の時を
持ちました。当協会については「50の
アジアの国の手話訳の先駆け」とご紹介
いただき、松本から活動報告をさせてい
ただきました。
個人的に印象に残ったのは、日本ウィクリフ
聖書翻訳協会の福田先生からのお話に
あった、「コリントの手紙一 15:10」
の御言葉でした。私たちは一生懸命働
いたけれども、働いたのは私ではなく、
私と共にある神の恵みなのだ、ということ
です。聖書翻訳の働きは労を要するもの
ですが、その結果は自分たちの努力の成果
だけではなく、神様の恵みでもあり、
神様に栄光を帰すことを思い返しました。
一般社団法人 日本ろう福音協会
社員 南田 政浩

お譲りください

献金のお願い・献金方法

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

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

献金者お名前 （敬称略・順不同）
教会献金

久留米キリスト教会
ビクトリー・チャペル聖書教会
日本ホーリネス教団 豊中泉キリスト教会 エパタ
新居浜福音キリスト教会
活けるキリスト 一麦教会
日本基督教団 静岡草深教会
日本アッセンブリーズ・オブ・
ゴッド教団 徳島神召キリスト教会
恵泉キリスト教会 米沢チャペル
山手ヘレン記念教会
いしのみなと教会
比企聖書教会
福岡西部バプテスト教会
保守バプテスト 津田沼教会
カトリック横浜司教区 大船教会
東京ローア・バプテスト教会

*2018年10月〜2019年2月集計

加藤 信子
宮井 武憲・乃り子
島田 治夫
前田 和彦
千千献金
新居浜福音キリスト教会 若林 昌平・郁美
池田 美栄子
川田 久子
中西
強
新納 義弘
佐世保ローア・バプテスト教会 山田 和幸
田上 守
金野 彌一
金永 珠
宗像加代
岡好美
湊崎 眞砂・史益
山口 俊郎
鈴木 温子
相模中央キリスト教会
千葉 永子
本郷台キリスト教会
田上 守
栗田 久美子
大山 豊
安達 そら
齋藤 晧子
池田 あゆみ
大坪 勝之・優子
台田 好則
植村 ヒロ子
山形聾者キリスト教会
鈴木 敦子
瀧澤 亜紀
中川 和彦
梶原 恭子
小松 均
中山
智香子
加藤 久美子
ペナー マーク・メリー
辻田 悦子
加藤 信子
森栄 幸子
宍戸 みさ子
土田 久美子
城戸 洋子
時友 正子
武藤 シゲ子・古織 野嶋 良弘
福島ローア・バプテスト教会 佐々木 真輝・宏美
小海 幸子
角 真規子
新佐枝 知子
萱野 喜美子
青森ローア集会
清野 明子
山崎 寿絵
砂田 純子
松坂 征豊・登茂子 上田 由香利
北本福音キリスト教会
大山 里美
熊谷 敦子
堀 拓也
中 春枝
黒澤 礼子
秋山 早苗・潔 西森 康子
藤堂 博徳
荒木 秀夫・みつ子
芦野 誠・やえ子 茨木キリスト福音教会
𠮷崎 芳子
坂口 公将
松本 聖也・ちほ子
佐藤 光雄
小林 満子
野村 勝之
深瀬
節子
島崎 由紀枝
平岡 初美
池田 杉男
渡辺 恵里
野村 喜久子
李
勝彦
平井 龍一
中島 奈代
山柿 正洋
赤坂 瑞穂
杉山 準規
梶原 恭子
佐藤 逸子
町山 和佳
荒木 宏彦・加代子
山野 淳
緒方 陽一
宗像 加代
梁 少銘
坂本 洋子
廣田 かおり
後藤 香代
棚田 茂・貴子
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。

個人献金
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