第61回関西エスペラント大会
La 61a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo

25-26 majo 2013 en Wakayama
2013 年 5 月 25 日(土)～ 26 日(日)
和歌山市民会館(市民ホール)
〒 640-8204 和歌山市伝法橋南ノ丁７
TEL 073-432-1212
主催： 和歌山緑丘会
一般社団法人 関西エスペラント連盟
後援（予定）： 和歌山市、和歌山市教育委員会、
和歌山ユネスコ協会、朝日新聞、読売新聞、
毎日新聞、和歌山新報、ニュース和歌山

日時：
会場：

大会テーマ
黒潮に乗って、上げ潮のエスペラントを！
Ni levu Esperanton pli prospera sur la tajdo Kuroŝio tra Azio ！
少子高齢化や趣味の多様化などの環境下で、エスペラント運動にも時代変化への対
応が求められています。還暦を過ぎた第６１回関西大会に必要なテーマは、関西と近隣
アジアのエスぺランチストが連携し、互いの地域市民に見えるグローカルな実践知の創
造です。このことに関しては、すでに KLEG 林間学校の「もしドラ」分科会で論議を積
み重ねています。今回、和歌山と姉妹関係にある中国山東省の棗庄大学にエスペラント
を導入し、国際エスペラント博物館を設立し、市民公園にザメンホフ銅像を建て、同省
でエスペラント国際フェスティバルを隔年開催するなど戦略的な普及活動をしている孫
明孝氏を招いて、現実的な実践知の創造を学び合いましょう。
★公開番組 26 日(日) 13:00-15:30

日本語講演

「四百年の時を越えて今『沙也可』が甦る」

講師： 辻

健

氏

今からおよそ４００年前の安土桃山時代に朝鮮に帰化し『沙也可』と呼ばれていた日本人
がいた。『沙也可』は、豊臣秀吉の文禄の役に従軍するが、朝鮮に渡ると直ぐに、「この戦い
には、大義がない」として反旗を翻し朝鮮軍に味方して勝利へと導きました。その後、降和
の将軍として、朝鮮李王朝から重用され「金忠善(キム・チュンソン)」という名前を賜った。
この『沙也可』が紀州雑賀鉄砲衆の頭領・雑賀孫一の嫡男・孫市郎ではないかという説が
有力で、現在韓国大邱(テグ)広域市友鹿里(ウロンリ)に住んでいる『沙也可』の子孫の人達
からも支持されています。
この『沙也可』を通しての日韓交流と地域活性化についてお話していただきます

エスペラント講演

『韓国側から見た「沙也可」』

講師：（So Gilsu 氏に決定）

歴史資料に基づいて、
「沙也可」が実在の人物である事、またどの様に記録されているか、
及び韓国での「沙也可」の人物像について話していただきます。
(通訳付き)

エスペラント講演 26 日(日) 10:50-11:40
「山東省の世界遺産泰山と棗庄市の
国際エスペラント博物館」 孫明孝氏
中国山東省棗庄市で意欲的なエスペラン
ト運 動 を 展 開 している孫明孝(Sun Mingxiao)さんに、山東省の世界遺産（中国４大
霊山の一つ泰山・儒教の開祖孔子の孔廟孔
林孔府）やその他の観光地について、また
棗庄市のエスペラント運動や、棗庄大学に
付設された国際エスペラント博物館などに
ついて語っていただきます。

日本語講演 25 日(土) 15:50-16:40
講師： エスペラント普及会理事
EEU名誉会員 三好鋭郎氏
「人生を賭けて、不可能を可能に」

★公開番組 26 日(日) 14:00-14:30

機能的なキャスター付き旅行カバンなど
で好評の（株）スワニー会長でもある三好
鋭郎氏に、エスペラント普及のためヨーロ
ッパで実施した広報（フランスのルモンド
紙など欧州各国の一流新聞への宣伝広告掲
載）など物心両面にわたる国際的な活動に
ついて語っていただき、今後のエスペラン
ト運動や普及に対する課題や期待に言及し
ていただきます。

ミニコンサート とらふす少年少女合
唱団 の 合唱をお楽しみ頂きます。2008

特別番組

年の和歌山での日本大会ではエスペラント
で歌を披露していただきました。

アジアと連帯したエスペラント運動

★公開番組 26 日(日) 14:40-15:30

直接教授法によるエスペラント入門講座

講師：Atilio Orellana Rojas 氏
エスペラントだけを使う直接教授法(Rekta
Metodo) による入門講座を行います。もち
ろんエスペラント初心者は大歓迎です。見
学の方は初心者の邪魔にならないようにお
願いします。

大会記念品
稲むらの火－浜口梧陵のはなし－
エスペラント・英語・日本語の三ヵ国語
による絵本です。東北大震災による津波の
衝撃が既に薄れつつある現在、1854 年の安
政の南海地震による津波から、村人の命を
救い、海岸に津波を防ぐための土手を築い
て、村人の生活を支え、村の復興を図った
浜口梧陵の経験をこれからの世代に、また
世界へ伝えたいと思います。

分科会 25 日(土) 13:30-14:40
26 日(日)
9:30-10:40
各分野の討議の場です。それぞれ５部屋
準備しています。分科会を開催される方の
申込をお待ちしています。
締切は３月 10 日。

25 日(土)
26 日(日)

13:30-14:40
9:30-10:40

KLEG 林間学校の分科会「もしドラ」で
論議を重ねてきた戦略的な普及活動につい
て、孫明孝さんを交えて議論します。初日
は、孫さんの棗庄市での普及活動での成功、
苦労、問題点を報告していただき質疑応答。
翌日は、前日を踏まえて、アジアのエスペ
ラント会が連帯してそれぞれの地域市民に
見える普及活動の実践知を如何に創造でき
るかを論議します。この特別番組は分科会
と平行して行いますが、できるだけ両日と
も連続して参加してください。また各エス
ペラント会からの出席を期待します

大会前遠足 25 日(土) 10:30 ～ 12:30
和歌山城散策 (『一の橋』門 10:30

集 合)

集合場所：南海電鉄和歌山市駅又はＪＲ
和歌山駅からバスで和歌山城の入口(バス
停「公園前」）で下車したところの城門）。
ガイドによる、紀州徳川家の話を聞きな
がら、城内を散策します。紅葉谷庭園では、
抹茶(500 円)も頂けます。健脚の方は、独
自に天守閣へもどうぞ。解散は市役所前広
場で 12:30 です。昼食持参の方は、天気が
良ければ、芝生で食事できます。雨の場合
は、大会会場で食事してください。大会会
場までは、徒歩で約 15 分です。途中、又
は会場内に食堂があります。

初心者番組

25 日(土) 13:30-14:40
26 日(日)
9:30-10:40
「作文教室」や「外国人と話す会」など、
分科会と同じ時間帯で企画しています。初
心者が大会に来ても退屈させません。

朗読・雄弁コンクール 25 日 16:50-17:10
朗読コンクール
初心者：学習歴２年未満
一般：指定なし
テーマ：自由。時間：３分以内。
雄弁コンクール
テーマ：自由。時間：５分以内
申込締切：いずれも４月 10 日。

大会サロン (市民ホール内後方)終日
エスペラントの本や CD などを展示し、
販売します。また各ロンド・団体で利用し
たい場合は、１テーブル 500 円です。
申込締切：４月 10 日。
大会郵便局も開設する予定です。

Gaja Vespero 25 日(土) 17:20-18:00
エスペラントによる演芸です。各個人・
ロンドの参加を希望します。
申込締切４月 10 日。

プログラム案
第１日目

５月25日(土曜日)

10:30-12:30
13:0013:30-14:40

14:50-15:40
15:50-16:40
16:50-17:10
17:20-18:00
18:30-20:30

大会前遠足(和歌山城)
受付開始
分科会(1)
「アジアと連帯した運動を」①
大会ミニ大学
初心者番組「作文教室」
開会式
日本語講演(三好鋭郎氏)
朗読・雄弁コンクール
Gaja Vespero
Bankedo(Restoracio "Amitie")

第２日目

５月26日(日曜日)

9:30-10:40

10:50-11:40
11:40-12:10
12:10-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30
14:40-15:30

バンケード

25 日(土) 18:30-20:30
レストラン「アミティエ(Amitie)」
場所：ワカヤマ第二富士ホテル内
大会会場から徒歩数分です。
申込順に 50 名まで受け付けます
参加費：ドリンク１杯付き 4500 円
(ディナーのコース料理です。)
飲み物の追加は各自お支払いください。

弁当

26 日(日) 昼食
市民会館内にレストランがありますが、
他の催しの参加者で混雑するかもしれませ
んので、できるだけお弁当を申しこんでく
ださい。お茶付きで 1000 円です。
食事場所は大会会場の市民ホールです。
申込締切４月末日。

15:30-16:00
16:00-16:30

分科会(2)
「アジアと連帯した運動を」②
初心者番組「外国人と話す会」
エスペラント講演（孫明孝氏）
記念写真撮影
昼食
公開講演(韓国人)
とらふす少年少女合唱団
公開講演（辻健氏）
エスペラント入門講座
(直接教授法で)
閉会式
(会場のイスの片付けのお手伝
いをお願いします)

参加費用など
①３月末まで
②４月末まで
③５月以降
④１年未満の新人
⑤ 35 歳未満
⑥ 20 歳未満で記念品不要の人
⑦不在参加
⑧弁当(5/26)
⑨バンケード
⑩記念写真

3,500 円
4,000 円
4,500 円
3,000 円
1,000 円
無料
2,500 円
1,000 円
4,500 円
500 円

宿

泊

宿 泊 希 望 者 は 福 本 ( 090-56632595) まで電話してください。下記宿泊費
は事務局でまとめて予約する場合のシング
ルの割引価格です。できるだけ３月末まで
に申しこんでくださるようお願いします。
☆ワカヤマ第二富士ホテル(Bankedo 会 場)
(5500 円、朝食は 800 円) 073-431-3352
★Ａビジネスホテルかわしま 073-422-2250
★Ｂタウンホテル丸の内 073-431-2335
(★Ａ朝食付 4400 円、★Ｂ 4000 円 朝食 630 円)
(ＡＢは会場から徒歩約 10 分です。詳しい場所は
ホームページで見てください。)

交通案内
和歌山市民会館は、南海電鉄の和歌山市
駅を出て、右方向に徒歩５分です。
大阪方面からは、難波又は新今宮から和
歌山市駅（又は和歌山港）行き特急自由席
(特急券不要)で約１時間です。
JR の場合は、JR 和歌山駅下車、バスで
和歌山市駅まで 15 ～ 20 分です。
（四国からは南海フェリーが便利です。）

La 61a Kongreso de Esperantistoj
en Kansajo (KEK61)
Dato: 25(sab.)-26(dim.) majo 2013
Loko: WAKAYAMA-Shimin-Kaikan
(WAKAYAMA-Civitana Domo)
Temo: Ni levu Esperanton pli prospera sur la
tajdo de Kuroŝio-marfluo tra Azio!
Organizas: WAKAYAMA-Verda-Monteto,
kaj Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj

Programo de la 25a (sab.)

10:30-12:30 Antaŭkongresa Ekskurso
13:00Akceptado
13:30-14:40 Fakaj Kunsidoj(1)
Kongresa Universitateto
Movadu kun Aziaj E-istoj ①
14:50-15:40 Inaŭguro
15:50-16:40 Prelego (japane)
16:50-17:10 Konkursoj Deklama kaj
Oratora
17:20-18:00 Gaja Vespero
18:30-20:30 Bankedo( Restoracio "Amitie")

Programo de la 26a (dim.)

9:30-10:40 Fakaj Kunsidoj(2)
Movadu kun Aziaj E-istoj ②
10:50-11:40 Esperanta prelego
11:40-12:10 Fotado
12:10-13:00 Tagmanĝo
13:00-14:00 Prelego (Esperante)
14:00-14:30 Muzika Paŭzo
14:30-15:30 Prelego (japane)
15:30-16:00 Fermo

Kotizo (japanaj enoj)
連絡先・お問合せ先
641-0035 和 歌山市関戸 3-3-8 福本博次方
第 61 回関西エスペラント大会実行委員会
電話 073-444-3658 携 帯 090-5663-2595
メール: fuku_hirotsugu@yahoo.co.jp
郵便振替口座：00970-7-186418
口座名：関西エスペラント大会
新情報はモバード誌やホームページで 見てく
ださい http://www.geocities.jp/kansai_kongreso/

① ĝis la fino de marto -----------② ĝis la fino de aprilo -----------③ post la fino de aprilo ---------④ novulo malpli ol unujara -----⑤ junulo malpli ol 35-jaraĝa ---⑥ morala partopreno -------------⑦ lunĉo (5/26)-------------------⑧ Bankedo -------------------------⑨ Foto -------------------------------

3,500
4,000
4,500
3,000
1,000
2,500
1,000
4,500
500

Kontaktu la organizan komitaton
Retadreso: fuku_hirotsugu@yahoo.co.jp
Retpaĝo: http://www.geocities.jp/kansai_kongreso/

