第 70 回関西エスペラント大会
La 70a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo
日 時：2022 年６月 18 日（土）～19 日（日）
会 場：大阪市立中央会館
〒542-0082 大阪市中央区島之内 2 丁目 12−31

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：（申請予定）大阪市、大阪市教育委員会、
大会ウェブページ：
http://www.kleg.org/kek/kek70/kek70.htm
メールアドレス：
kek70osaka@gmail.com

大会テーマ：コロナ禍のなかでも知恵を絞って活動を続けよう!
Ni daŭrigu nian agadon kun saĝo eĉ en la pandemio!
日本におけるコロナ禍は 2020 年 1 月に始まり、今年で 3 年目になります。関西大会としても第 68 回、
第 69 回、今回の第 70 回とコロナ禍の中での 3 回目の大会となります。その間、緊急事態宣言、まん延防
止等重点措置などで、会場の閉鎖、人数制限、時間短縮などで大会延期、例会休会、短縮など活動に支障を
きたしました。先進的なロンドは最近の通信技術を取り入れ、在宅でリモート例会を行い、活動を続けてい
ます。リモート例会をやりたいがやり方がわからないというロンドは、やり方を教えてもらい、メカに弱い
から無理というロンドは、リモート例会でなくとも活動の方法はないか知恵を絞っていただきたいと思いま
す。コロナ禍の中で、普段の活動ができなくても、別の方法で活動を持続できないかを話し合う大会にして
ほしいと願い、上記の大会テーマを掲げました。
公開講演としては、長谷川テル研究者の西田千津さんに「長谷川テルをとおして平和を考える」と題し
て講演していただきます。西田さんは中国近現代史を専門にしておられますが、日本で長谷川テルの知名度
が不当に低いと考えるようになり、長谷川テルの反戦思想を研究テーマとして取り組んでいるそうです。大
阪・長谷川テル顕彰の会はテルの著作を集め、著作集を作ろうと活動しています。また、奈良・長谷川テル
顕彰の会は奈良の般若寺にテルの顕彰碑を建てる計画を進めています。すでに日本語・中国語・エスペラン
ト 3 言語の説明文も決まり、碑建立の募金活動を始めています。
公開番組としてはもう 1 つ「野田淳子・中西史子ジョイントコンサート」があります。シンガーソング
ライターの野田さんと、日本人唯一のプロのヤトガ（モンゴル箏）奏者の中西さんが共演する異色のコンサ
ートです。どんなコンサートになるのでしょう? 楽しみです。
大会記念品は、今回は本ではなく、野田淳子さんがエスペラントで歌う歌 10 曲を収録した CD です。

日程
第 1 日目 ６月 18 日（土）
10：00～
受付開始
10：00～12：00 大会前遠足
13：00～14：45 分科会
15：00～16：30 開会式
16：30～18：00 Gaja Vespero (楽しい夕べ)
18：30～20：30 Bankedo (懇親会)
［開催する場合の時間帯］
第２日目 ６月 19 日（日）
9：30～
受付開始
9：30～11：20 分科会
10：00～11：20 公開入門講座
11：20～11：40 記念写真撮影
11：40～13：00 昼食 休憩
13：00～14：45 公開講演
15：00～16：00 公開コンサート
16：00～16：30 閉会式
公開番組
(1) 公開講演：｢長谷川テルをとおして平和を考える｣
６月 19 日 13:00~14:45
長谷川テル研究者の西田千津（にしだちづ）さん
（奈良・長谷川テル顕彰の会）による講演。
(2) 野田淳子・中西史子ジョイントコンサート
6 月 19 日 15:00~16:00
シンガーソングライター野田淳子(のだじゅんこ)さ
んと日本人唯一のヤトガ(モンゴル箏)奏者 中西史
子(なかにしふみこ)さんとの異色のジョイントコンサ
ート。
(3) 公開入門講座
6 月 19 日 10:00~11:20
エスペラントってどんなことばだろう？と興
味を持っている一般市民向けの入門講座。
大会前遠足 大阪歴史博物館 難波宮(なにわのみや) 跡
6 月 18 日 10:00～12:00
当初、難波宮跡の見学を計画しましたが、現
在コロナ禍のため、中止になっています。この
遺跡の敷地内に建つ大阪歴史博物館最上階 10 階
に古代の展示エリアがあり、奈良時代の難波宮
の大極殿を原寸大に復元した空間があります。9

階は中世・近世、8 階は「歴史を掘る」
、7 階は
近代・現代の常設展示場で、これを見学すれば、
大阪の歴史が概観できます。遺構見学が再開さ
れていれば、見学を優先します。申込書には参
加希望欄を設け、希望者に開催の有無、集合場
所などをお知らせします。申込期限 5 月 15 日。
参加費は当日集めます。
Gaja Vespero (楽しい夕べ)
6 月 18 日 16：30～18：00
毎回好評の池田エスペラント会の狂言が今大会
でも演じられます。出演大歓迎です。事前の申し
込みをお願いします。申し込みがあり次第、ホー
ムページでお知らせします。
Bankedo（懇親会）開催予定
6 月 18 日 18：30～20：30
コロナ禍がおさまり、条件が整えば開催します。
申込書に参加希望欄を設け、開催の場合は希望者
にお知らせします。申込期限 5 月 15 日。参加費
（5,000 円程度）は当日集めます。
並行番組（分科会）
6 月 18 日 13:00~14:45, 6 月 19 日 9:30~11:20
時間、部屋の割り振りは申込期限の 5 月 15 日
後に行います。限りある室数のため先着順としま
す。申込状況は、ホームページでお知らせします。
・外国人と語る会
・エスペラント講演
海外からエスペランティストを招待するのは難
しい状況なので、日本在住者を招待し、実現した
いと考えています。
・大会ミニ大学
・作文教室
講師、内容など決まり次第お知らせします。
・各団体申込の分科会
例年、科学者・医学者の会、大本分科会などか
ら申し込みがありました。他の団体の申込もお待
ちしています。
昼食・休憩 6 月 19 日 11：40～13：00
近くの食堂をご利用ください。弁当を買ってき
て会議室で昼食をとることもできます。

大会一般情報
大会参加費その他
① 一般参加者 4 月末まで 3,500 円
② 一般参加者 5 月末まで 4,000 円
③ 一般参加者 6 月以降
4,500 円
④ 学習開始一年未満の新人 2,000 円
⑤ 青年（35 歳未満）
1,000 円
⑥ 20 歳未満（記念品なし）
無料
⑦ 障がい者
2,500 円
⑧ 不在参加
2,500 円
⑨ 記念写真
500 円
⑩ 大会前遠足
実費、当日徴収
⑪ 懇親会（開催の場合）希望者に別途案内
・年齢制限は、大会当日の年齢によります。
・不在参加は、
「出席はできないが大会を応援
しよう」と思ってくださる方が対象です。
大会後記念品と資料をお送りします。
★大会記念品：
“Junko kantas Esperante”
シンガーソングライターの野田淳子さんがエス
ペラントで歌う歌 10 曲（CD）
。
Feliĉan nasktagon, ABC（ヤスイヨシオ作曲の
もの）, La Lasta Rozo, Kanto de kvar sezonoj, La
hejmloko, Sed ŝvelos nia esper’, Ĉi tiu vojo, Al
amiko malproksima, Kion postlasis la viro per la
morto, La granda kantado.
★Kongresa Salono (大会サロン)
ちょっと休憩していただける場所をサロンとし
て設けます。Libroservo も開設し図書などを展示
しますので、手にとってご覧ください。

★連絡先：第 70 回関西エスペラント大会実行委員会

〒561- 0802 豊中市曽根東町 1-11-46-204
関西エスペラント連盟 気付
電話：06-6841-1928、ファクス：06-6841-1955
メール：kek70osaka@gmail.com
★会場へのアクセス
会場：大阪市立中央会館（島之内図書館、中
央スポーツセンターも同じビル）
大阪市中央区島之内 2-12-31
大阪メトロ堺筋線「長堀橋」駅下車 D 階段南
改札口を出て⑦番出入口から堺筋を南へ約 200m、
周防町通（すおうまちどおり）を東へ 100m、お
としより健康センターの東側。（堺筋線長堀橋駅
には地上に出るエレベータはありません。必ず
D 階段のエスカレーターを使い、南改札口を出て
⑦番出入口から出ると信号が一つ少なくてすむの
でお勧めです。
「なか卯」の店があるところが堺
筋周防町交差点。
）
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★宿泊：各自で確保願います。
★申し込み方法
専用の振込用紙に必要事項を記入の上、ご送金
ください。ゆうちょダイレクトでご送金の方は、
内容を別途メールでお知らせください。
郵便振替口座：00970-7-186418
口座名：関西エスペラント大会
★申込受付期限
分科会・Gaja Vespero 出場・大会前遠足・
Bankedo (開催した場合の参加希望)
申込期限：5 月 15 日
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コロナ禍が終息に向かってくれればいいの
ですが、現時点では予測が困難です。変更点
が多々出てくるかもしれません。変更点、新
たな決定事項などは大会のホームページや La
Movado 誌でお知らせしますので、これらをご
覧ください。

La 70a Kongreso
de Esperantistoj en Kansajo
Dato: 2022.6.18(sabato)-19(dimanĉo)
Kongresejo: Tyûô-Kaikan (Ĉuuoo-Kaikan)
Ôsaka-si tyûô-ku simanouti 2-12-31
Organizas:
Osaka Esperanto-Societo
Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj (KLEG)
Kongresa temo:
Ni daŭrigu nian agadon kun saĝo eĉ en la
pandemio!
Programo de la 18a de julio:
10:00～
akceptado
10:00～12:00
antaŭkongresa ekskurso
13:00～14:45
laŭtemaj apartaj kunvenoj
15:00～16:30
inaŭguro
16:30～18:00
gaja vespero
18:30～20:30
bankedo (se okazigota)
Programo de la 19a de julio:
9:30～
akceptado
9:30～11:20
laŭtemaj apartaj kunvenoj
10:00～11:20
enkonduka kurso (publika)
11:20～11:40
komuna fotado
11:40～13:00
tagmanĝo kaj ripozo
13:00～14:45
japanlingva prelego de s-ino
Nishida Chizu pri Hasegawa Teru
(publika programero)
15:00～16:00
koncerto de s-inoj Noda
Junko kaj Nakanishi Fumiko (publika
programero)
16:00～16:30
fermo
Antaŭkongresa ekskurso
Kvankam ni planis la viziton al la ruinoj de
Naniwa-no-miya (Palaco de Naniŭa) en antikva
epoko, sed pro koronvirusa pandemio nun oni ne
povas viziti ilin. Historia Muzeo de Osako staras
sur la ruinoj, kaj la plej supra 10a etaĝo estas
ekspoziciejo por antikva epoko. Kaj tie troviĝas
Daigokuden (Ĉefa Salono) restaŭrita al sia origina
grandeco. La 9a etaĝo estas mezepoka kaj frumoderna, kaj la 7a etaĝo estas moderna kaj
nuntempa. Se vi vizitas tiujn ekspoziejojn, vi
povas ricevi superrigardon de la historio de Osako.

Se la vizito de la ruinoj estos remalfermita, vi
povos viziti ĝin.. Ni demandas vin pri via
partopreno en la aliĝilo, kaj poste informos la
partoprenontojn pri detalo. Limdato pri aplikaĵo
la 15-an de majo. Bonvolu pagi la kotizon en tiu
tago.
Kongresa memoraĵo
“Junko kantas Esperante” (KD). Dek kantoj
kiujn kantas kantaŭtoro s-ino Noda Junko.
Feliĉan nasktagon, ABC, La Lasta Rozo, Kanto
de kvar sezonoj, La hejmloko, Sed ŝvelos nia
esper’, Ĉi tiu vojo, Al amiko malproksima, Kion
postlasis la viro per la morto, La granda kantado.
Kotizo kaj aliaj prezoj
① aliĝo ĝis la fino de aprilo 3,500 enoj
② aliĝo ĝis la fino de majo 4,000 enoj
③ aliĝo post la 1a de junio 4,500 enoj
④ novulo malpli ol 1 jaro
2,000 enoj
⑤ junulo malpli ol 35-jara 1,000 enoj
⑥ junulo malpli ol 20-jara
senpage
(sen kongresa memoraĵo)
⑦ handikapulo
2,500 enoj
⑧ morala aliĝo
2,500 enoj
⑨ komuna foto
500 enoj
⑩ antaŭkongresa ekskurso neta kosto
(pagu 18an de junio)
⑪ bankedo (se okazigota) ĉ. 5,000 enoj
(pagu 18an de junio)
Kiel atingi la kongresejon
La kongresejo Tyûô-Kaikan (Ĉuuoo-Kaikan)
situas proksime de la stacio “Nagahoribasi
(Nagahoribaŝi)” de la linio “Sakaisuzi” de Osaka
Metro. Ekde la stacio oni povas atingi ĉirkaŭ 7
minutojn piede.
Pri detaraj informoj kontaktu kun
Loka Kongresa Komitato (LKK)
Osaka Esperanto-Societo (OES)
Aliĝon akceptas
Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj (KLEG)
Retadreso por ambaŭ organizoj:
kek70osaka@gmail.com
TTTejo por la kongreso:
http://www.kleg.org/kek/kek70/kek70.htm

