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★ 本号の発送先について 

今年から La Harmonio を年一回は全員(住所が判明している方々)

に郵送することになりました。本号がその初めての号で、次の①②

③の方々に郵送しています。合計 373 人です。 

 ①ＲＨ会費(電子版)の納入者  

 ②ＲＨ会費(印刷物郵送)の納入者 

 ③ＲＨ同窓会員(ＲＨでエスペラントの学習や活動をされた方) 
 

★ ＲＨ会費納入のお願い 

ＲＨ会費が来年から大幅に値下げされます。ＲＨを今後とも維持す

るために、ＲＨ会費の納入をお願いします。 
 

2010 年度(2010 年 1 月 1日～同年 12 月 31 日) 

  ◇ＲＨ会員お一人の場合 

    一般会費（La Harmonio 電子版）     2,400円 

    一般会費（La Harmonio 印刷物郵送） 3,600円 

  ◇ご夫婦ともＲＨ会員の場合 

    一般会費（LH電子版）＋家族会費     4,200円（2,400＋1,800） 

    一般会費（LH郵送）＋家族会費       5,400円（3,600＋1,800） 
 

2011 年度(2011 年 1 月 1日～同年 12 月 31 日)以降 

  ◇ＲＨ会員お一人の場合 

    ＲＨ維持会費（La Harmonio 電子版）       1,200円 

    ＲＨ維持会費（La Harmonio 印刷物郵送）  2,400円 

  ◇ご夫婦ともＲＨ会員の場合 

    ＲＨ維持会費（LH電子版）＋家族会費      1,800円（1200＋600） 

    ＲＨ維持会費（LH郵送）＋家族会費         3,000円（2400＋600） 
 

La Harmonio 225 号   2010 年 10 月 31 日発行 

 編集発行 Rondo Harmonia（国際語教育協議会） 
  ＊組織委員会書記局 

     〒631-0815 奈良市西大寺新町 1-2-31-703  竹森浩俊 

     FAX 0742-36-4302   電子ﾒｰﾙ takeh703@deluxe.ocn.ne.jp 

  ＊La Harmonio 編集部・財務担当 

     〒618-0071 京都府大山崎町大山崎尻江 13-8  森川和徳 

     FAX 075-955-1627     電子ﾒｰﾙ kz_morikawa@yahoo.co.jp 

  ＊ホームページ  http://esperanto.jp   電子ﾒｰﾙ oficejo@esperanto.jp 

  ＊ＲＨ情報誌のホームページ  http://esperanto.jp/info.html 

  ＊会費払込先 郵便振替口座 01050-3-11902 加入者名「国際語教育協議会」

         または 楽天銀行 マーチ支店 普通預金 3302340 「森川和徳」 
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  第58回関西エスペラント大会の2日目、6月6日(日)に「エスペラン

ト・ミニ大学」を開催。大澤孝明さん(奈良)と森川和徳さん(京都)

が講師を努め、2テーマを発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N-ro 225

Vinberoj kaj domo 

本誌 La Harmonio は電子ファイル(PDF)でも発行しています。次の

URL アドレスからダウンロード(elŝuti)できます。なお、ＲＨの維持

のため、ＲＨ会費を納入いただければ幸いです。（8㌻参照） 
  http://esperanto.jp/arkivo_harmonio.html 
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(1) 2010 年度ＲＨ全国協議会の開催 
 

  3月14日(日)午後2時～4時、「エスペラント会館」(京都市下京区)

にて、ＲＨ全国協議会が開催されました。組織委員選挙、財務、情宣、

ホームページ、エスペラント・ミニ大学などについて審議。2010年度

の組織委員選挙には、投票資格のある63人(2009年度ＲＨ会費納入者)

のうち、45人が投票しました。投票率は71%の高率。投票の結果、立

候補者3人全員（笹沼一弘、竹森浩俊、森川和徳）が信任されました。 

 

(2) 東京での食事会 
 

  2月20日(土)、東京ＲＨの旧メンバの食事会が行われました。2期

生(1967年入会)から12期生(1977年入会)までの10人が集まり、親交

を深めました。 

 

(3) 関西大会でエスペラント・ミニ大学を開催 
 

  第58回関西エスペラント大会（6月5日～6日、奈良市）の分科会で

恒例のエスペラント・ミニ大学（Esperanto-Universitat/et/o）を開

催し、2テーマを発表しました。参加者は、講師や司会を含め、22人。

発表テーマは次のとおり。発表テーマは本誌の次号以降にて紹介しま

す。 
 

 

Tergloba Medio kaj Energio 
 

（地球環境とエネルギー） 

Kiamaniere konservi datumojn 
longatempe? 
（データの長期間保存方法） 

大澤 孝明さん（奈良） 

 

 

 

 

 

 

 

 

森川 和徳さん（京都） 

ＲＨやＲＨ会員の活動 
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 公開講演会（11 月 7 日） 

国際語エスペラントによるロシアの歴史・文化の講演会 

モリーオ童話とエスペラント 

 大会記念品「柳田国男・新渡戸稲造・宮沢賢治 エスペラントをめ

ぐって」（3㌻参照） 

 不在参加：11 月 5 日まで受付。不在参加費は 2000 円。 

問合せは今泉久典さんまで 

（電話 019-626-3057、norinao9055@excite.co.jp） 
 

★ 第 29 回ＫＳ(Komuna Seminario) 

 期日：12 月 18 日(土)～20 日(月) 

 会場：ハノイ（ベトナム） 

 ※1982 年に第 1 回ＫＳが開催。ＲＨは第 1 回から第 3 回まで関与

しました。当初は日本・韓国が対象でしたが、中国が加わり、今

回ベトナムが加わり、「日韓中べ」の 4カ国となっています。 
 

★ 第 59 回関西エスペラント大会 

 期日：2011 年 6 月 18 日(土)～19 日(日) 

 会場：神戸市立生田会館 
 

★ 第 98 回日本エスペラント大会 

 期日：2011 年 10 月 7 日(金)～9日(日) 

          10 日(月)は大会後観光（日本では祝日） 

 会場：韓国セマウル運動中央研修院（ソウル近郊） 

 主催：日本エスペラント学会、韓国エスペラント協会 
 

参加費  2月末日まで 7月末まで 8月1日以降 

 一般 4,500円 5,500円 6,500円 

 不在参加 2,500 円 
 

 宿泊費と食費：3泊＋8食で部屋の種類により 8,000～16,000 円 

                （研修施設のため、費用が安い） 

 ※日本エスペラント大会と韓国エスペラント大会を同じ会場で開

催する試み。2008 年に日本側から韓国側に提案し、受け入れら

れました。「日本の大会をなぜ外国で行うのか」という反対意見

もありますが、多数のエスペランティストは賛成しています。

2010 年 5 月にフランスとドイツの大会の共同開催が行われてお

り、当然の取り組みと言えます。
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梅棹 忠夫 氏  1920年6月13日～2010年7月3日、享年90歳 
 生態学者，民族学者。 

 (財)日本エスペラント学会(JEI)の顧問、世界エスペラント協会

(UEA)の名誉顧問を務められました。 

 著作の中でもエスペラントの支持を表し、また自らエスペラン

トでの講演も行われました。国立民族学博物館の図書館にエスペ

ラント図書 3000 冊を収集。多くのエスペランチストとの繋がりが

あり、本の前書きや日本エスペラント大会等の講演を引き受けら

れました。 
 

小林 司 氏  1929年3月21日～2010年9月27日、享年81歳 

 精神科医、日本シャーロック・ホームズ・クラブ主宰。 

 (財)日本エスペラント学会(JEI)の顧問を務められました。 

 1943 年にエスペラントを独習、新潟大学医学部のエスペラント

会で活躍。1952 年に「原爆の子」の共同翻訳に参加し、その後、

数々のエスペラント関連の著作を執筆し、あるいは共同執筆に参

加されました。1997 年には夫人の萩原洋子さんとともに「小坂賞」

を受賞されました。エスペランチストのメーリングリスト ERAJ の

設立を主導するなどの活動を亡くなられるまで続けられました。 

 エスペラント関係の著述の一端を紹介します。 

・（学習書）『４時間で覚える地球語エスペラント』 

（萩原洋子さんとの共著、白水社） 

・（伝記）『ザメンホフ』（原書房） 

・（エスペラント原作の和訳）プリヴァ著『エスペラントの歴史』 

（大島義夫さんとの共訳、理論社） 

 

 
 

 

 
 

 エスペラントの行事は多数開催されています。その中の一部を紹介

します。 
 

★ 第 51 回東北エスペラント大会 

 期日：11 月 6 日(土)～7日(日) 

 会場：いわて県民情報交流センター 

 主催：東北エスペラント連盟、イーハトヴ・エスペラント会 

エスペラント界の行事 

行事の詳細を知りたい方

は編集部(8㌻参照)まで

お問い合わせください。
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(4) 第 97 回日本エスペラント大会での活動 
 

  10月9日～11日、長崎市で第97回日本エスペラント大会が開催され

ました。参加登録者は396人、実参加者は191人。 

  この大会にて、ＲＨやＲＨ会員が次のように活躍されました。 
 

＊ ＲＨが持つドメイン(esperanto.jp)を大会公式ウェブページに

お貸ししました。http://esperanto.jp/jek10n/ 
 

＊ 盛脇保昌さん(広島ＲＨ出身、長崎在住)が、大会の LKK(Loka 

Kongresa Komitato 現地大会委員会)で活躍されました。 
 

＊ 森川和徳さん(京都)が、大会公式ウェブページの作成と管理を行

いました。 
 

＊ 山口真一さん(愛知)が Shi Yonggen 氏の講演「中国の仏教エスペ

ラント運動」の準備を行いました。 
 

＊ 今泉久典さん(岩手)が第51回東北エスペラ

ント大会(11月6-7日、岩手で開催、6㌻参照)

の参加勧誘と、10月発売の図書『柳田国男・

新渡戸稲造・宮沢賢治 エスペラントをめ

ぐって』(税込735円)の販売促進を行われま

した。 

http://jei.or.jp/libro/eo-wo-megutte.htm 

 

(5) ＲＨ同窓名簿 
 

  2003年11月にRH同窓名簿を作成し、更新しています。名簿は

Microsoft Excelファイルで作成。700名以上を記載しています。 

  個人情報保護の観点から一般公開はできませんが、同窓会の目的で

使用すること、この名簿の内容をチェックしていただくことを条件に、

この名簿の電子ファイルをお渡しします。送付希望の方は編集部(8

㌻参照)宛てご連絡ください。 

 

(6) 2011 年のミニ大学 

 上記(4)日本大会ではミニ大学を開催できませんでした。2011 年の

関西大会(6 月)や日本大会(10 月、7㌻参照)では是非とも行いたいと

思います。そのためには、発表者が必要です。発表を希望される方は、

編集部(8 ㌻参照)宛てお知らせください。 
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★ インターネットでの 

全国講習会・展示会等の情報 
 

 日本エスペラント学会の広

報部では、全国講習会や展示

会等の 新情報をインターネ

ットで載せています。 

 お近くのイベントに参加し

ましょう。 
 

  http://jei.or.jp/informo/ 
 また、ツイッターもあります。 
  http://twitter.com/esperanto_info 
 
★ 日本エスペラント学会が「日本エスペラント協会」に 
 

 公益法人制度改革に伴い、財団法人 日本エスペラント学会は 2011

年に新制度での法人になります。それに伴い、日本語名称を「日本エ

スペラント協会」に変更することが決まりました。エスペラント名は

JEI(Japana Esperanto-Instituto)と変更ありません。 
 
★ 一般社団法人 関西エスペラント連盟 
 

 関西エスペラント連盟(KLEG, Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj)

が5月に一般社団法人になりました。法人になっていない状態では、

事務所の所有や預金は個人名でなければならないという不便があり、

社会的な信用に問題がありました。 
 
★ パスポルタセルボ 2010 
 

 TEJO（世界エスペラント青年組織）の有名な

民宿網 Pasporta Servoは1974年から始まり、

36年の歴史があります。 

 2010年リスト（右、税込1,365円）は、91ヶ

国、1450名のgastigantoj(民宿世話人)が掲載

されています。 

 2009年にインターネット版が立ち上がって 

エスペラント界のできごと 
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おり、インターネットでもパスポルタセルボを利用することができま

す。 

  http://www.pasportaservo.org/ 

 

★『ダーリンの頭ン中２』 
 

 小栗左多里＆トニー・ラズロのマンガ「ダー

リン」シリーズの『ダーリンの頭ン中２』（2010

年3月発行、950円、税別）に「とうとうエスペ

ラント」という話が載っています。６頁に渡り、

「ダーリン」こと、トニーさんがエスペラント

を勉強したこと、エスペラントがどのような言

語かが紹介されています。雑誌向けに2007年に

描かれ、単行本になったものです。 

 トニーさんは2007年の横浜の第92回世界エ

スペラント大会、2009年の第96回日本エスペラ

ント大会(甲府市)にも参加されています。 

 

★ 7月18日の『サンデーモーニング』でエスペラントを紹介 
 

 TBS テレビの報道ワイドショー「サンデーモーニング」（関口宏 司

会、毎週日曜日午前 8時～10 時）の 7月 18 日放送分の特集コーナー

「風をよむ」にて、「公用語は・・・」というテーマで、国際社会

での公用語について 20 分ほどの特集が組まれました。 

 この中で、エスペラントについても数分間紹介されました。エス

ペラントが、ポーランドの民族間の対立をきっかけにザメンホフに

より創られたことが丁寧に説明されていました。 

 

★ 訃報 
 

井上ひさし氏  1934年11月17日～2010年4月9日、享年75歳 

 小説家・劇作家。 

 井上氏はエスペラントを支持しておられ、井上氏の1980年初演の

戯曲『イーハトーボの劇列車』では、登場人物である宮沢賢治がエ

スペラントの講習を行っています。2007年の横浜での第92回世界エ

スペラント大会の際には、大会の名誉顧問の一人に就任されました。 
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