
林間学校参加へのお誘い

　今年のエスペラント林間学校は、９月１７日（土）から１

９日（敬老の日）の三連休に、六甲山上にある「六甲山

YMCA」で開催します。
　参加者の学習水準にあわせた講座が選択できるよう

初級教室から上級教室までの５教室を編成した他、六

甲山上という開催場所を生かした「六甲山夜景見学」、

「演芸会」や「分科会」の開催や合宿終了後の「神戸市

内観光」など、学習面以外の企画も充実させていま

す。

　開催場所の「六甲山YMCA」は、大阪市内から約１時
間、神戸市内からも約３０分と大変便利な場所に位置

しており、また、自然あふれる瀬戸内海国立公園（六

甲山地区）内にあることから学習にも適した環境となっ

ています。

　参加料金は全日程参加（授業料・２泊６食込）で合計

２５，０００円、近畿二府四県以外の方への地域割引

（最大６，０００円）や２０歳台の若年者むけに若年者割

引（４，０００円）も設定しています。

　２泊３日・５０時間余りの「エスペラント国周遊の旅」へ

あなたも出発しませんか。

２００４年林間学校（美里町）の授業風景（初級　沖恵明）

　　今回の林間学校でも同講師が「初級２」講座を受持ち
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Invito al Friska Lernejo
Ĉi-jara Friska Lernejo okazos en

Rokkousan-YMCA sur la monto Rokkou de la
17a (sabato) ĝis la 19a (lundo:fest-tago por
maljunuloj) de septembro.

Estos 5 kursoj por divers-nivelaj lernantoj.
Kaj ni ankaŭ havos eksterkursajn distraĵojn,
ekzemple rigardadon de nokta pejzaĝo el la
monto Rokkou, ekskurson en la urbo Koube,
gajan vesperon kaj diversajn fak-kunsidojn,
ktp. 

Rokkousan-YMCA, la loko por ĉi-jara Friska
Lernejo, troviĝas en Nacia Parko "Setonaikai
Kokuritu Kouen". Natur-riĉa ĉirkaŭaĵo taŭgas
por lernado kaj aliaj.
Ĝi estas tre oportuna ankaŭ por viziti,

proksima de Oosaka kaj Koube ： de Oosaka
nur 1 horon, kaj de Koube  nur 30 minutojn.

La kotizo estas 25,000 enoj inkluzive
manĝojn kaj tranoktojn.

Ni organizantoj atendas vian partoprenon!

La 37a Friska Lernejo de Esperanto

開催日 2005年9月17日（金）～9月19日（月：敬老の日）
DATO  de la 17a(sabato) ĝis la 19a(lundo: fest-tago por maljunuloj),septembro
開催場所 六甲山YMCA（神戸市灘区六甲山町北六甲８７５（〒６５７－０１０１））
EJO  　　　 Rokkou-san YMCA (Koube-si Nada-ku Rokkousan-tyou Kitarokkou 875)

主催　関西エスペラント連盟

Organizanto: Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj ( KLEG )



★★教室編成と講師の紹介★★

"Kursoj kaj la gvidantoj ktp" 
　①初級１教室  Elementa1　　
講師　ヌェン　チ　タン　ニャー

Gvidanto  S-ino Nguyen Thi Thanh Nga 
在日ベトナム人（愛知県在住）

受講対象：入門書を学習中か学習直後の方

Por komencantoj, kiuj lernas enkondukajn
lernolibrojn

受入人数：１２人　Kursanoj: maksimume 12 anoj
使用教材：未定　Lernolibro:Ne decidita
事前学習：不要　Antaŭa Lernado: Ne necesa
 授業内容 
初心者の方を対象に、愛知県在住のベトナム人講師

が分かりやすく丁寧にエスペラントを教授します。

講義中は日本人補助講師が同席し学習の手助けを

しますので、言葉（エスペラント）に自信がない方でも

受講可能です。

　②初級２（会話）教室　Elementa2"Interparola"　
講師　沖恵明　Gvidanto  S-ro Oki Keimei
神戸エスペラント会  Kobe-Esperanto-Societo

受講対象：初心者向け教材で学習中の方

Por komencantoj, kiuj lernas lernolibrojn
受入人数：１２人  Kursanoj：maksimume 12 anoj
使用教材：自主教材

Lernolibro: Memfarita de la gvidanto
事前学習：不要　Antaŭa Lernado: Ne necesa
 授業内容 
この講座では会話練習を中心に、初級者むけの文

法解説や発音指導をおこないます。聞き取りやすい発

音技術と簡易な文法知識、必要な単語力を習得する

ことにより、支障なく意思伝達ができる程度のエスペラ

ント力を身に付けることを目指します。 

　③中級（会話）教室　Meza "Interparola"　
講師　田平正子　Gvidanto  S-ino Tahira Masako

京都エスペラント会  Kioto-Esperanto-Societo
受講対象：基礎的な事項の学習を終えられている方

Por tiuj, kiuj jam havas bazajn sciojn 
受入人数：１０人　 Kursanoj:maksimume 10 anoj
使用教材：なし　　Lernolibro: Ne uzota
事前学習：以下のとおり必要

Antaŭa Lernado: Necesa
①文法の基礎を習得しておくこと。

②少なくとも３つのテーマで自分の意見を発表できる

準備をしておくこと。（１つのテーマの持ち時間５分

～１０分）

 授業内容 
①人の話をエスペラントで聞くチャンス！

②自分の意見をエスペラントで発表できるチャンス

③「賛成」「反対」に分かれて議論がエスペラントででき

るチャンス！

④文法がわからないとしゃべれないことに気がつくチャ

ンス！

⑤聴く・読む・書く・ができないとしゃべれないことに気

がつくチャンス！

⑥しゃべりたいことがないとしゃべれないことに気がつ

くチャンス！

　④中級（講師養成）教室　Meza"Por Gvidantoj"　
講師 川村泰範 
Gvidanto S-ro Kawamura Yasunori
エスペラント普及会 Esperanto-Populariga Asocio
受講対象：現在、講師をされている方、今後、講師を

しようと考えられている方

Por gvidanto aŭ gvidontoj, kiuj volas fariĝi
gvidantoj.

受入人数：１２人  Kursanoj： maksimume 12 anoj
使用教材：自主教材

Lernolibro: Memfarita de gvidanto
事前学習：不要　Antaŭa Lernado: Ne necesa
 授業内容 
１人でも多くの人にエスペラントを伝えたい、講師とし

て活躍したいという希望をお持ちの方を対象に、エス

ペラント教授法を紹介しながらそのコツをを伝授します

。また、参加者の皆様に実際に模擬授業をしていただ

き、それを評価することにより、教授技術向上を目指し

ます。

　⑤上級教室　Supera　
講師　タニヒロユキ　Gvidanto  S-ro Tani Hiroyuki
豊中エスペラント会　Toyonaka Esperanto-Grupo
受講対象：エスペラントで意思疎通できる能力をお持

ちの方（上手である必要はありません）

Por tiuj, kiuj havas kapablon interkompreni
esperante (ne devas esti lerta)

受入人数：１０人　Kursanoj： maksimume 10 anoj
使用教材：なし　Lernolibro: Ne uzota
事前学習：不要　Antaŭa Lernado: Ne necesa
 授業内容 
（聞き取りと自由討論）インターネットラジオなどからと

ったエスペラントのニュースやインタビューの録音を聞

いて、聞き取り練習をすると同時に、その内容をネタに

して、エスペラントで自由討論します。録音と一部を文

字化したものを講師が用意します。上級者の雑談クラ



スにならないように、聞き取り練習のほうに重点をおき

ましょう。

　お知らせ　

今回の林間学校では初心者教室（はじめてエスペラ

ントにふれる方対象）を設定していません。ある程度の

参加者が見込まれるようであれば開設しますので、ご

希望の方がおられれば組織委員会（担当田中）までご

照会ください。

★★学習以外の企画について★★

"Aliaj Programeroj ekster Lecionoj"
　六甲山からの夜景見学　　　　　　　　　　　　　　　　

Rigardado de nokta pejzaĝo el la Monto
Rokkou
９月１７日（合宿１日目）の午後８時から、全国的にも

有名な「六甲の夜景」を見学します。美しい夜景を堪

能し、学習で疲れた心と体を癒しましょう。

　分科会　Fakaj Kunsidoj　
９月１８日（合宿２日目）の午後、通常の学習とは別に

「分科会」を開催します。「狂言の演じ方（島谷剛・池田

エスペラント会）」や「ハンガリー青年セミナーへの参加

報告（沖恵明・神戸エスペラント会）」など、色々な企画

をしているところです。

詳細については、La Movado誌の8月号と9月号に
掲載していきますので、ご期待ください。

　演芸会　Gaja Vespero　
９月１８日（合宿２日目）の午後８時から、恒例の演芸

会を催します。演じる内容はエスペラントに関連するも

であれば何でもかまいません。

有志の方の参加をお待ちしています。

　談話室「天国」　Nokta babilejo "Paradizo"　
通称「天国」とよばれている夜通し話せる談話室を二

晩とも確保します。ゆっくりとお過ごしください。

（ちなみに、お世話係が詰めている部屋は通称「地

獄 Infero」と呼ばれています。）

　神戸市内観光　Turismo en Urbo Koube　
９月１９日（合宿３日目）の合宿終了後、希望者の皆

様を神戸市内観光にご案内します。異国情緒あふれ

る異人館街や神戸港（ハーバーランドなど）を、エスペ

ラントでの解説つきで散策します。

★★参加費用・申込方法について★★

　参加費用の詳細　Kotizoj　
①受講料・・・全日程（３日間４コマ）で９，０００円、部

分参加の場合は１コマで２，５００円。

②宿泊料・・・２泊で８，２００円（１泊４，１００円）。

③食事料・・・全日程（１日目夕食から３日目昼食ま

で）で７，８００円。一部のみの場合は以下の合計

④割引額・・・林間学校開催日（９月１７日）時点で３０

歳未満の方は若年者割引（４，０００円）を受けるこ

とができます。また、遠隔地からご参加される方に

対しては、遠隔地割引（北海道・沖縄県６，０００円

東北・関東・北陸・九州地方４，０００円　その他近

畿二府四県以外の地方２，０００円）を設定してい

ます。（最大割引金額は８，０００円です。）

（ご注意）

宿泊場所は和室団体部屋か二段ベッド部屋になり

ます（高い居住性は望めません）。ご希望の方には、

一人部屋（お風呂付８，３００円）や二人部屋（お風呂

付１人６，３００円）を手配いたしますのでその旨を申

込書にご記入ください。

ただし、これらの部屋は事前に確保していませんの

で、ご希望に添えない場合もあります。

　お申込みの方法　

次葉の参加申込書を、受付担当まで郵送または電

送（ファクス）していただくか、その内容を電便（電子メ

ール）で送信してください。

また、林間学校ホームページ（KLEGホームページ
からリンクしています）の該当部分からも申し込みが可

能です。（申込の期限は８月３１日です。）

○受付担当：　関西エスペラント連盟林間学校係

○所在地：　〒５６１-０８０２
　　　　　　　　豊中市曽根東町１－１１－４６－２０４

○ファクス番号：　０６－６８４１－１９５５

○メール番号：　kleg@mvf.biglobe.ne.jp
（件名には「林間学校」と入れてください）

【ご不明な点の照会先】

○担当者：田中一喜　（たなか　かずき）

電話番号　０６－６８７１－７４４７　

★★会場所在地・交通のご案内★★

○会場（宿舎）　六甲山YMCA
○所在地　　　　〒６５７－０１０１

　　　　　　　　　　神戸市灘区六甲山町北六甲８７５

○電話番号　　（０７８）－８９１－００５０

○ホームページアドレス

http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/rokko/kout
suu.html
○交通のご案内

阪急「六甲道駅」から阪急バス（有料）またはシャトル

バス（無料）で「丁字ヶ辻停留所」へ。停留所からは徒

歩３分程度で会場（六甲山YMCA）に着きます。
シャトルバスの時刻表など詳細については、お申込

いただいた後に案内文書を送ります。


