第 60 回関西エスペラント大会
La 60a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo
23-24 junio 2012 en Osaka
日時： 2012 年 6 月 23 日(土)～24 日(日)
会場： クレオ大阪東 536-0014 大阪市城東区
鴫野西 2-1-21 TEL 06-6965-1200
主催： 大阪エスペラント会
一般社団法人 関西エスペラント連盟
後援： 大阪市、大阪市教育委員会（交渉予定）

大会テーマ
この花咲かそ、エスペラント！ Florigu la floron, Esperanto !
今年の大会は第 60 回の還暦の記念大会です。また今年は、エスペラントが発表され
て 125 年になります。日本では 25 年をあまり記念すべき年と考えませんが、Jubileo
は 25 年ごとに行なう記念祭ですので、私たちにとっては、今年は 2 重の記念大会です。
記念大会として、いつもの大会ではあまり行なわれない企画を取り入れました。①エ
スペラント歌詞コンクール、②人形劇団クラルテによるエスペラント人形劇、③関西
大会の 60 年（展示）の 3 つです。
この大会を契機にエスペラントの花が大きく咲くことを願って、大会テーマを大阪
弁を交えて「この花咲かそ、エスペラント！」にしました。

★公開講演 24 日 13:30-16:00
エスペラント講演 （通訳付き）
Bharat Ghimire さん「ネパール人が語るネ
パールの自然と文化」（仮題）
関東大会と共同で、ネパールエスペラン
ト協会事務局長 Bharat Ghimire さんを招
待し、雄大なヒマラヤのふもとネパールの
自然や生活、文化について講演していただ
き ま す 。 来 年 に は 10 回 目 を む か え る
Internacia Himalaja Renkontiĝo につい
ても語っていただきます。

日本語講演
大阪市立科学館 館長加藤賢一さん
「宇宙膨張の発見とその後」
宇宙膨張といえば、ほとんどの人がすぐに

ビッグバンを思い浮かべることでしょうが、
実はビッグバン理論が提示される十数年前
にすでに、宇宙が膨張していることに気づい
た人がおり、その発展がダークマターの発見
に伴う2011年度ノーベル物理学賞につなが
っているという興味深い話が期待されます。

ミニ コンサート
シンガーソングライター 野田淳子さん
２つの講演の間に野田淳子さんのミニコ
ンサートが入ります。社会派フォークとし
て命の尊さを歌い続け、金子みすゞの詩に
曲をつけた作品は高い評価を受けています。
最近は、京都エスペラント会に属し、エス
ペラントの歌も歌っています。野田さんの
透きとおった美しい声をお楽しみください。

★大会記念企画
（１）エスペラント歌詞コンクール
ホルストの組曲「惑星」から、
「木星」の
第４主題の有名な旋律の一部分に歌詞をつ
けるエスペラント歌詞のコンクールを行な
います。これに似た企画は第 32 回大会
（1984 年）原作歌曲コンクールが行なわれ
ていますが、原作歌詞コンクールは初めて
です。応募要領を載せるにはスペースをと
りすぎますので、別に挟み込みます。また、
KLEG のホームページ http://kleg.jp にも
掲載して、すでに広報を開始しています。
応募要領を KLEG 事務所に請求すること
もできます。
最優秀作は Gaja Vespero で、
野田淳子さんに歌っていただき、歌唱指導
もしていただきます。作詞についてのご相
談などは世話役の佐野さんがうけたまわり
ます。ぜひエスペラント歌詞の創作に挑戦
ください。

(2)人形劇上演 23 日 16:40-17:10
人形劇団クラルテに 10 年ぶりに人形劇
「ポリチーノの結婚」を上演していただき
ます。このとき、1 回の上演のため、エス
ペラントの台詞を覚えて披露してください
ます。感謝です。

(3)関西大会 60 年(展示)
第 50 回大会での展示に、10 年分を追加
して、La Movado の大会記事、記念写真、
Kongreslibro, Raporto を展示します。懐か
しい人やできごとをお探しください。

大会前遠足 23 日 10:00-12:00
行き先は大阪城 1 コースのみ。
集合場所：大阪城公園駅（JR 環状線）
集合時間：09:30（10:00 出発）
駅を出たところで緑星旗を持って待ってい
ます。徒歩で行き、徒歩で会場に帰ります。
天守閣入館料は 600 円。
会場近くの観光スポットをホームページ
で紹介します。大阪市中央公会堂、大阪市
役所、中ノ島、適塾、大阪歴史博物館、水
上バスなど。

記念品
『簡明エスペラント小辞典』（仮題）
タニヒロユキさんが日常的に用いる基本
単語を収めた実用的な単語集を執筆中です。

エスペラント体験講座 24 日 09:30-11:30
初めてエスペラントを学ぶ市民向けの公
開無料体験講座。知り合いの方にお勧めく
ださい。

分科会 23 日 13:30-14:40、
24 日 09:30-10:50
各分野の討論・討議の場です。5 部屋準
備しています。分科会を開催される方の申
し込みをお待ちしています。締め切りは 5
月 1 日。分科会申し込み状況は随時ホーム
ページで案内します。

朗読・雄弁コンクール 23 日 15:50-16:20
朗読コンクール
初心者：学習 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。
いずれも申し込み締切日は 5 月 1 日。
23 日 17:20-18:10
エスペラントによる寸劇、合唱、狂言な
ど楽しい演目が並びます。ロンド、個人の
参加を募ります。申し込み締切日は 5 月 1
日。なお、今回は野田淳子さんによる歌詞
コンクール最優秀作の歌唱指導があります。

Gaja Vespero

エスペラント講演 24 日 11:00-11:30
講師はまだ決まっていませんが、外国人
によるエスペラント講演を予定しています。

展 示
「2012 国際女性デーのメッセージ」
展示。
広島の忍岡妙子さんが世界各国、地域から
集めたメッセージと写真を展示します。

大会サロン
エスペラントの学習用図書、文学書、CD
などを展示します。各ロンドの展示などに
もご利用ください。申し込み締切日は 5 月
1 日。また、休憩、交流の場としてもご利
用ください。大会臨時郵便局の開設につい
ても検討中です。

バンケード

23 日 19:00-21:00

大阪キャッスルホテル（天満橋）費用 4,500
円（飲み物別）ただし、最初の一杯（アル
コールあるいはソフトドリンク）を含む。
申し込み締切 5 月 1 日。
大阪キャッスルホテルへは、京阪電車で京
橋駅から西（淀屋橋方面）へ 1 駅、天満橋
駅下車。駅の真上。

和室を準備しています
組織委員会の準備室・控え室としてつか
いますが、赤ちゃんをお連れのお母様方ど
うぞご利用ください。

弁 当
京橋駅付近まではすこし距離があり、梅
雨の時期ですので、外に行かなくてもいい
ように弁当をお求めください。お茶付きで
1,000 円です。
（京橋駅付近は、飲み屋はた
くさんありますが、食堂、レストランは少
ないです）

参加費など
①4 月末まで
4,000 円
②5 月末まで
4,500 円
③6 月以降
5,000 円
④1 年未満の新人
3,000 円
⑤35 歳未満
1,000 円
⑥20 歳未満で記念品不要の人 無料
⑦不在参加
3,000 円
⑧弁当(6/24)
1,000 円
⑨バンケード
4,500 円
⑩記念写真
500 円

プログラム（暫定）
第 1 日 6 月 23 日（土）
10:00-12:00 大会前遠足
13:00受付開始
13:30-14:40 分科会（1）
14:50-15:40 開会式
15:50-16:20 朗読・雄弁コンクール
16:40-17:10 クラルテ人形劇
17:20-18:10 Gaja Vespero
歌詞コンクール最優秀作発表
19:00-20:30 Bankedo
大阪キャッスルホテル（天満橋駅）
第 2 日 6 月 24 日（日）
09:30-10:50 分科会（2）
09:30-11:30 エスペラント体験講座
11:00-11:30 エスペラント講演(講師未定)
11:30-11:50 記念写真
11:50-13:20 昼食
13:30-16:00 公開番組
エスペラント講演 Bharat Ghimire さん
ミニコンサート 野田淳子さん
日本語講演
加藤賢一さん
16:00-16:30 閉会式

宿 泊
組織委員会としては、宿舎の世話はいた
しませんので、各自で予約してください。
☆ホテル京阪 京橋
06-6353-0321
☆大阪キャッスルホテル（バンケード会場）
06-6942-2401(代)

申し込み締切
各種の申し込み締切はすべて 5 月 1 日。
参加料は、4 月末、5 月末、それ以後によ
って金額が異なります。
新しい情報は随時ホームページでお知
らせします。
http://sites.google.com/site/osakaesperanto/

会場への交通案内
●JR 京橋駅（環状線、東西線）南口から
南へ 600m
●京阪 京橋駅中央口から南へ 900m
●地下鉄長堀鶴見線 大阪ビジネスパーク
駅 4 番出口から東へ 750m
※駐車台数に限りがありますので、公共交
通機関をご利用ください。

linio, kaj vi atingos la Kongresejon,
Kureo-Osaka-Higasi (クレオ大阪東)．

Programo de 23a (sab.)

10:00-12:00 Antaŭkongresa Ekskurso
13:30-14:40 Fakaj Kunsidoj 1
14:50-15:40 Inaŭguro
15:50-16:20 Konkursoj Deklama kaj
Oratora
16:40-17:10 Pupteatraĵo
17:20-18:10 Gaja Vespero
19:00-20:30 Bankedo

Programo de 24a (dim.)

連絡先・お問合せ先
639-0223 奈良県香芝市真美ヶ丘 7-9-23
田熊健二方
第 60 回関西エスペラント大会組織委員会
電話 0745-76-3167
FAX 0745-76-3167
メール：

La 60a Kongreso de Esperantistoj
en Kansajo (KEK60)
Dato: 23(sab.)-24(dim.) junio 2012
Loko: Kureo-Osaka-Higasi
Temo: Florigu la floron, Esperanto !
Organizas: Osaka Esperanto-Societo kaj
Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj

Por atingi la kongresejon
(Vidu la mapon supre montritan kompare
kun japanlingaj vortoj en parentezoj)
Iru piede el la suda elirejo (南口) de la
stacio Kyoubasi de Japana Fervojo (JR京
橋駅) al sudo 600 metrojn laŭ la punkto-

09:30-10:50 Fakaj Kunsidoj 2
09:30-11:30 Enkonduka Kurso por
Civitanoj
11:00-11:30 Prelego en Esperanto
11:30-11:50 Komuna Fotado
11:50-13:20 Tagmanĝo
13:30-16:00 Publikaj Prelegoj
(1) Prelego en Esp. kun interpretado
(2) Mini-Koncerto
(3) Prelego japanlingva
16:00-16:30 Fermo

Kotizoj(japanaj enoj)
Aliĝo
①ĝis la fino de aprilo ···················4,000
②ĝis la fino de majo·····················4,500
③post majo ································ 5,000
④novulo malpli ol 1-jara ·············· 3,000
⑤junulo malpli ol 35-aĝa ············1,000
⑥junulo sen memoraĵo············· senpage
⑦morala aliĝo ····························3,000
Aldonaj Kotizoj
⑧lunĉo kun verda teo ·················1,000
⑨bankedo ································· 4,500
⑩foto ········································· 500

Kontakto kun organiza komitato
Retadreso:
Retpaĝo:
http://sites.google.com/site/osakaesperanto/

