愛する兄弟姉妹の皆様、日頃よりViBiのために尊いお祈り・ご支援・ご献金を賜りまして、誠にありがとう
ございます。皆様の上に神の祝福があるよう、お祈りしています。私は当協会の社員になって5年目ですが、
私自身、手話訳聖書の働きを通して学ぶことがたくさんあり、とても感謝しています。当協会には手話選定
委員会というものがあります。全国の有識者が定期的に集まり、オンライン会議を通して、聖書特有の手話
表出方法を決めています。その際、人名の手話を決めるだけでも、歴史や背景、その人物の特徴などを、
お互いに話し合いながら決めていくので、一つの手話を考えるだけでも時間がかかります。ということは、
聖書の手話翻訳の流れ全体を見ると、もっと時間がかかるのだということを学びました。皆さん、聖書の中
にはそういった歴史や文化的な背景などがたくさん詰まっているのです。手話訳聖書を通して、たくさんの
方々が聖書から学び、日々の生活の中で変えられ、成長していけるよう、お祈りください。
44年前、国際ろうあクリスチャン・ホリディ会議に参加のため、イギリスを訪問した際のことです。英語の
聖書と思って開くと、それはろう者のために特別に作られた聖書でした。当時、日本には同じような、ろう者の
ための聖書はなかったので、とても驚きました。とてもわかりやすく、聖書の内容がすんなり頭に入ってき
たのを今でも覚えています。やはり日本でも、ろう者のための聖書が必要だと、その時感じました。そのため
には、当協会のように、ろう者と聴者が一丸となって、ろう文化や日本手話を尊重し、励まし、協力してい
くことが大切だと思います。現在、日本手話に翻訳・発行されたのは、聖書全体の31.59% (2019年7月現在)
です。手話訳聖書全66巻の発行が１日でも早くなされるよう、一緒にお祈り頂ければ幸いです。
一般社団法人 日本ろう福音協会
社員 鷲尾繁

2018 9月

「ダニエル書」1-6章、アプリで発行！
当協会の2019年度も終わろうとしています。
今年度の成果の中に、8月初めに「ダニエル書」
1-6章を発行できたという快挙があります。皆様から
のお祈り・ご支援、誠にありがとうございます。
「ダニエル書」1-6章の翻訳過程では、従来の
方法とは異なる、新しい方法を試してみました。
従来は翻訳者(手話表出者)1人・釈義者1人の合計
2人で翻訳を進めていましたが、「ダニエル書」
1-6章の場合は、翻訳者も釈義者も複数名で集まり、
編集担当や事務担当などのスタッフも協力して
翻訳を進めました。その中で良かったことは、
様々な意見や聖書(釈義)の見方などを議論でき、
その結果良い翻訳ができたということ、スタッフ全員
が翻訳の流れをつかめたことです。「ダニエル書」
7-12章でも、同じ方法で翻訳を進めていく予定
です。是非引き続き、お祈り・ご支援のほどよろしく
お願いいたします。
(聖書の)他の書物も順次翻訳・発行していく予定
ですが、そのためには翻訳者・手話表出者数の拡大
が必要です。是非良い方を見つけられるようお祈り
ください。もし良い方をご存知でしたら、是非ご
紹介頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

*この記事の内容は、日本手話で見ることが
できます。できます。QRコードか
https://youtu.be/cD3JgY6GUPwへ！

活動内容

手話選定委員会を開催
スタッフ研修
10月 理事会および社員総会開催
日本ろう福音協会設立25周年記念祝賀会を開催
手話選定委員会を開催
11月 新ホームページ公開
日本ウィクリフ聖書翻訳協会・設立記念祝賀会に出席
カナダより牧師訪問
APSDAワークショップ（タイ・バンコクにて）
クリスチャン新聞に記事掲載
手話選定委員会を開催
「ヨハネの手紙一・二・三」理解チェックを実施
12月 WOW「許せないしもべ」本番撮影
「ヨハネの手紙一・二・三」本番撮影
手話選定委員会を開催
ニュースレター79号発行
「ヨハネの手紙一・二・三」アプリ発行
理事会を開催
2019 1月 手話選定委員会を開催
第15回聖書関連団体懇談会
2月 手話選定委員会を開催
理事会を開催
3月 手話選定委員会を開催
4月 ニュースレター80号発行
翻訳集中ワークショップ（ダニエル下訳)
理事会を開催
手話選定委員会を開催
翻訳集中ワークショップ（ダニエル下訳)
アメリカ・デフバイブルに訪問
FOBAI参加
アメリカ・Crossway ChurchにてPR活動
5月 アメリカ・Chinese Bible Missions Church of Los Angelesにて説教・PR活動
翻訳集中ワークショップ（ダニエル下訳)
6月 聖書協会世界連盟・アジア太平洋手話コンサルテーション (フィリピンにて)
「ダニエル書」1-6章 理解評価チェックを実施
アメリカよりJSL Bible US Supportチーム訪問・見学
明晴学園見学
7月 「ダニエル書」1-6章 本番撮影
手話選定委員会を開催
理事会を開催
8月 「ダニエル書」1-6章 アプリにて発行

「アジア太平洋手話コンサルテーション」に参加
6月4-5日、フィリピン・マニラのフィリピン聖書協会で
開催された、聖書協会世界連盟の「アジア太平洋手話
コンサルテーション」に参加いたしました。各国の
聖書協会や手話翻訳関係の宣教団体などが集まる中で、
日本ろう福音協会(ViBi)は、当団体の手話翻訳プロジェクト
の目的や目標・プロセスについて、また、日本聖書協会
との協力・支援関係について発表いたしました。

手話翻訳について、アジア太平洋各国の聖書協会からの
関心が更に高まっていること、また、それぞれの国や
地域のろう者・ろう文化にあった手話翻訳があると
いうことを知りました。そして、発表内容の多くで
「ろう者の第一言語が手話」ということが強調されてい
たことから、同じ想いを持って翻訳を進めているチーム
や団体が世界各国にあることを覚え、励まされました。

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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アメリカチームが当協会を訪問

6月、JSL Bible US Support Team (日本手話訳聖書ア
メリカサポートチーム)の皆さんが来日、ViBi本部に来
訪してくださいました。アメリカでPR活動をしてくだ
さったり、海外の支援者向けに英語で祈りカレンダーを
作成・配布してくださっています。当協会のスタッフと
交流を深め、実際に翻訳の様子をご見学頂きました。遠
く離れたアメリカから、いつも当協会の働きを覚えてお
祈り・ご支援くださっている皆様に、理事・スタッフ一
同、改めて感謝を覚えました。

代表のサラさんより

「アメリカサポートチーム一同、東京でViBiの皆さん
と時間を過ごせたこと、とても嬉しく思います。スタ
ッフの皆さんに実際にお会いして、翻訳の様子を直接
見学できたことが、とても楽しかったです。ViBiの皆
さんや働きのため、日本のろう者のために日本手話で
御言葉を届けたいという尊いお働きのため、お祈りや
できる限りのことをして応援していきたいと思ってい
ます。」

2019年2月~2019年7月 会計報告
収入
DVD販売
45,940
国内献金
1,718,490
国外献金
3,802,447
助成費
20,714,583
事業活動収入計 26,281,460

支出
事業費支出
18,748,718
管理費支出
2,197,492
事業活動支出計 20,946,210

南田 光喜 (みなみだ こうき)

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(23型) 3台 ・Apple社製のワイヤレスマウス 1台
・ビデオカメラ(AVCHD形式) 1台・Apple社製のキーボード 1台
・撮影用の緑の幕
・切手 金額は問わず
・HDモニター 2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！

今回は、理事の郡美矢先生にインタビューしました。

私の趣味は「旅行」です！小さい頃から旅行好きです。初めての
一人旅は16才の時。とい言っても田舎から大都会の東京へ。あれ
から今日まで海外へは60ヶ国に。自分の肌で感じる旅の魅力は
観光地だけでなく、旅先で出会う人たちとふれあうこと。どこに
行っても、山越え谷越え山奥にある集落でさえもろう者はいるので、
現地の友達と交流を楽しむのも良し。ガイドブックに載っていない
場所まで案内してもらえるし、行く国の予備知識は頭に叩き込ん
でますが、それもまた知識となって残るので一石二鳥。
夢は世界２００ヶ国旅することを目指し、リュック
ひとつ（バックパッカー）で海外を渡り歩くことです。 献 金 情 報

お祈りに覚えて下さい

・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

・ 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
教会献金

はじめまして！大好きな御言葉を味わ
いながら、新鮮な気持ちで働かせてい
ただいています。また私が生まれた年
はViBiが設立した年でもあり、新しい
職場ではありますが感慨深いものがあ
ります（年齢がバレますね）。慣れな
いうちは何かとご迷惑をおかけすると
は思いますが、いち早く力になれるよ
うかんばりますので、よろしくお願い
いたします。

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。

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。
（敬称略・順不同）

新スタッフの紹介

・ ゆうちょ銀行口座 記号 1 0 3 4 0 番号 81 472871
個人献金

東京ローア・バプテスト教会
坂口公将
保守バプテスト 津田沼教会
新納義弘
日本同盟基督教団 追浜聖書教会 池田美栄子
宇都宮聖書バプテスト教会
石塚昭男・知子
はれるや・デフ・スポーツ伝道団 金野彌一
古川聖書バプテスト教会
佐藤麗子
BlessU Production
国重昌志
東京カベナント教会
末森喜一郎
恵泉キリスト教会小美玉チャペル 田上守
森栄幸子

*2019年2月〜7月集計

上田由香利
木村裕之
野村喜久子
野村勝之
野嶋良弘
川田久子
石原尚子
小松均
島崎由紀枝
堀井ひとみ
西森康子
赤坂瑞穂

佐藤美智子
滝田茂子
千千献金
宮田咲子
久我純彦
宗像加代
中春枝
谷口嘉子
北本福音キリスト教会
大山里美
杉山準規
宍戸みさ子
山野淳
島田治夫
梶原恭子
福島ローア・バプテスト教会
前田和彦
内川信子
齋藤皓子
コヤマチヅコ 青森ローア集会
佐世保ローア・バプテスト教会
三原識文・鳩子 岡好美
加藤信子
森えい子
梶原恭子
相模中央キリスト教会
吉田尚穂
吉野結
茨木キリスト福音教会
千葉永子
佐藤逸子
李勝彦
深美陽子

久留米キリスト教会
中山智香子
森浩・直美
本郷台キリスト教会
瀧澤亜紀
ペナー マーク・メリー
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
平岡初美

砂田純子
中島奈代
堀拓也
町山和佳
荒木秀夫・みつ子
坂本洋子
宮井武憲・乃り子 佐藤光雄
若林昌平・郁美 池田杉男
山柿正洋
山田和幸
湊崎眞砂・史益 荒木宏彦・加代子
野村勝之
田上守
大坪勝之・優子 野村喜久子
廣田かおり
中川和彦
棚田茂・貴子
辻田悦子
時友正子
角真規子

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。
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