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2019 年 9 月 

 

町田エスペラント会  八ヶ岳合宿のお知らせ  

 

日 時：９月２０日（金）１３ :３０（受付は 13:00 より）  

〜２１日（土）１２ :００  

 

場 所：八ヶ岳エスペラント館  

      〒408-0031 山梨県北杜市長坂町小荒間 1897-1 

      電話 0551（32）7335 

 

内 容：ゲスト Gesinjoroj Martine kaj Max DEMOUY 

・s-ino Martine DEMOUY さんに「ペリグーにおけるエ

スペラント指導法を使っての会話練習」をして頂く予定

です。  

・参加者の発表（自由なテーマで 5 分程度、全員にエス

ペラントでの発表をお願いします。）  

・歌、オカリナ演奏  

・２１日の予定は未定です  

 

 参加費：５ ,０００円（1 泊 2 食代）  

 

申込み：久場さんまで 

 

締  切：９月１４日（土） 

N-ro 1７２ 
町田エスペラント会  

Esperanto-klubo de Maĉida  
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ges-roj DEMOUY を迎えて  

    Ueno 

Ges-roj DEMOUY の来日は今回が二度目である。前回、s-ino Martne

は Amuza Kunveno においてエスペラント 100 回記念大会が行われる大

会開催地リールや自身の住むペリグーの町の紹介やペリグーエスペラン

ト会について簡単な話をした。今回、JEI 創立 100 年を迎える記念大会

であることを伝え、参加することを勧めた。そして、日本を再び訪ねるこ

ととなった。  

お二人とはコペンハーゲン大会、ハノイ大会と一緒に大会プログラムに

参加し、行動を共にしていた。そしてニトラの大会からは大会プログラム

はもちろん、その前後に行われる ILEI(Internacia Ligo de Esperantistaj 

Instruistoj)にも一緒に参加するようになった。もちろん s-ro Max 

DEMOUY もともに、である。交流するなかで二人の穏やかで思いやりの

ある心遣いを感じた。そのような誠実な二人に私は信頼の度を深めていっ

た。彼らの控えめな態度は町田エスペラント会の方々にも良い印象を与え

ると思う。  

町田エスペラント会の合宿に合わせて来日する予定であることから、

s-ino Martine に講師をお願いした。会員からペリグーエス会でエスペラ

ントをどのように教えているか知りたいという要望があったので、その提

案を受けて話し合っている。  

現時点での内容は以下のとおりである。  

フランスで使用されている教材を使っての講習会を行う、という連絡が

入っている。 ’Metodo 11’という名前である。彼女は日本語をほとんど話

せないので、どんなふうにするか、進め方をどのようにするかについて、

これから話し合っていく予定である。内容や進め方について要望があれば

上農まで連絡してほしい。  

スカイプでたびたび、八ヶ岳エスペラント館を話題にしていたので

Martine は合宿が行われる八ヶ岳エスペラント館を訪れるのをとても楽

しみにしている。みなさんの参加でおおいに盛り上げてほしい。  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

La promenado   

                                         Lilio 

Mi loĝas 10 kilometrojn norde de la stacidomo de Maĉida. Tie 

troviĝas bone aranĝitaj kelkaj belaj lokoj ĉirkaǔ mia domo, ekzemple 

la parko Jakuŝi, la florĝardenoj pri dalioj, hortensioj, sovaĝaj orkideoj 

kaj peonioj. Ili situas ene de protektata loko pri medio. Do, mi povas 

viziti tiujn lokojn iam ajn laǔplaĉe. Kaj estas tre feliĉe esti ĉirkaǔita 
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de arbetaĵo kun riĉa verdaĵo. Plue oni vidas la monteton ‘七国山  

(Nanakunijama)’ en la parto. Pro la tiaj bonaj kondiĉoj mi refreŝigas 

min kaj la ondanta tereno donas al mi avantaĝon je ekzerco pri mia 

muskolo.  

Havante la kondiĉojn kaj avantaĝon mi ĝuas promenadon en ĉiu 

sezono. Tio vigligas min kaj malstreĉas mian animon. Post tia 

refreŝiĝo mi povas fari ion ajn pli bone ol antaǔe. 

Baldaǔ venos freŝa sezono, aǔtuno, tio alportos al mi novan etoson. 

 

※前号に掲載できなかった AMUZA KUNVENO での発表です。  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

★埼玉エスペラント大会にて分科会開催予定です。 早川 

１０月１４日 9:10〜10:30 埼玉会館 5 階 5B 室 

 

予行演習をしました。 
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Disvolva Cirklo de Alfabetigo kaj Kalkuligo  識字計算教育研究会  

[Edukado por Ĉiuj]  Raciaj kaj Facilaj Kalukulmetodoj kaj Raciaj  kaj 

Facilaj Alfabetoj en penso de [Edukado por Ĉiuj].Kalukulmetodoj estis 

disvolvitaj de Antikva Hinda Multiplika Metodo. Alfabetoj estis 

disvolvitaj per Influo de Korea Hangulo kaj Japanaj Kanaoj.  

 

「万人に教育を」の精神で開発された古代インドの掛け算をヒントにして

開発された易しい計算法（数がかぞえられればすぐに加減乗除ができるよ

うになる）とハングルと仮名の濁点等をヒントにして国際音声記号の形を

合理化した世界共通文字（文字の形と発音法が簡単な規則で一致し覚えや

すい）。エスペラントの発想法の影響もある。 

「線による計算」一覧（動画を含む） 

http://ccmg.cc.toin.ac.jp/tech/bmed/ft28/CalculLinesPropJP.pdf 

文書 線による計算-数をかぞえられればすぐに加減乗除ができる 

http://ccmg.cc.toin.ac.jp/tech/bmed/ft28/CalculationLines2JP.pdf  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

★ 土曜日学習会は、１０月１２日は日本大会のため、１０月２６日は生

涯学習まつりのためお休みします   

 

 

 

 

 

 

編集後記：大震災、噴火、原発や再処理施設事故の危険性、気候変動（寒

冷化による飢餓）、危険な新型インフルエンザの大流行、地球磁場消滅、

資本主義の暴走と第３次世界大戦の可能性など危機感が強まっていま

す。エスペランテイストとして希望をもった見識・知識・行動力で対策

のたつものについては対策をたてていきましょう。編集 早川 

疲 れ る の で 馬 鹿 馬 鹿 し い 動 画 を 一 つ 。 東 京 コ ミ ッ ク シ ョ ウ 

https://www.youtube.com/watch?v=EX28fd9aaGM  

次号 173 号は、11 月発行予定。原稿は永木さん宛に送付してください。 

お 知 ら せ 

http://ccmg.cc.toin.ac.jp/tech/bmed/ft28/CalculLinesPropJP.pdf
http://ccmg.cc.toin.ac.jp/tech/bmed/ft28/CalculationLines2JP.pdf

