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☺エスペラントで
こんなことが!?

☺ヒロシマから世界へ発信

☺世界中に友達を作る夕べ

☺ ９０分でわかるエスペラント語講座

☺夜 のコンサート 暫定

☺エスペラントで
こんなことが!?

☺ヒロシマから世界へ発信

☺世界中に友達を作る夕べ

☺ ９０分でわかるエスペラント語講座

☺夜 のコンサート 暫定

◆ お申込方法／往復葉書（お1人1枚），要／お名前・ご住所・電話番号

◆ お申込み先／〒410-0012 沼津市岡一色501　藤巻方
　　　LKK事務局 (第９２回世界エスペラント大会国内準備委員会事務局) 

■お問い合わせ／(財)日本エスペラント学会内・第92回世界エスペラント大会公開番組担当 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町12-3　電話：03-3203-4581  Fax：03-3203-4582

Eパ シフィコ横浜 （世界大会主会場）
E横浜みなとみらいホール （式典・芸能）
E神奈川県立音楽堂 （音楽・演劇）
FＺＡＩ Ｍ　（青年・一般公開/主会場）
F関内ホール （青年・一般公開/音楽）

横浜公園前

★大会テーマ★ 東洋における西洋：受容と反発
Okcidento en Oriento : akcepto kaj rezisto

■大会名誉会長：中田宏横浜市長

 神奈川県
在住・在職の方　　

 100名様 ご招待 　　　

約60カ
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※世界大会参加登録者限定のコンサートです。出演出演

朗読の夕べ

 エスペラントの詩×日本の詩第92回世界エスペラント大会

☺人形劇９日（木）

15 :15～16 :15☺人形劇９日（木）
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第92回世界エスペラント大会
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★大会テーマ★ 東洋における西洋：受容と反発
Okcidento en Oriento : akcepto kaj rezisto

第92回世界エスペラント大会
@ 三味線講座
９日（木）13 :00～14 :00

@ 日本の遊び
９日（木）14 :00～15 :00

@ ふるさと紹介
7日（火）14：00 ～16：00
※参加ご希望の方は、下記
　公開番組担当へメールを。

日本文化紹介

☺エスペラントで
こんなことが!?
（展示）連日　 ☺人形劇９日（木）

15 :15～16 :15

■お問い合わせ／(財)日本エスペラント学会内・第92回世界エスペラント大会公開番組担当 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町12-3　電話：03-3203-4581  Fax：03-3203-4582

エスペラント活動展示交流会
4日（土）夜6：00～／パシフィコ横浜内「会議センター５階」

一般公開
無料

■大会名誉会長：中田宏横浜市長

　　世界エスペラント大会は1905年に初めてフランスで開催

されて以来，戦争による中断をのぞき毎年各国持ち回りで

開催されてきました。昨年のイタリア・フィレンツェに続き，

今年は横浜で第92回世界大会が開かれます。 参加者は

約60カ国から2000人，メイン会場パシフィコ横浜の他に，

青年・一般公開番組 「横浜エスペラント週間2007」 が

ZA I Mで同時開催されます。大会前には学術的な催しも。

　　外国からの参加者と交流しながら，幅広いプログラムを

お楽しみください。

2007-6-1現在

Eパ シフィコ横浜 （世界大会主会場）
E横浜みなとみらいホール （式典・芸能）
E神奈川県立音楽堂 （音楽・演劇）
FＺＡＩ Ｍ　（青年・一般公開/主会場）
F関内ホール （青年・一般公開/音楽）

会
　
場

Sみなとみらい線「日本大通り駅」……徒歩２分

SＪＲ京浜東北線（ＪＲ根岸線）/横浜市営地下鉄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「関内駅」……徒歩５分

＊ 会場：上智大学四ツ谷キャンパス
＊ 共催：世界言語問題調査記録センター
　　　　　　　上智大学ヨーロッパ研究所
　　　　　　　（財）日本エスペラ ン ト 学 会
＊ 申込期限：2007年6月30日

■主催：世界エスペラント協会　■共催：（財）日本エスペラント学会　■国内準備委員会(LKK)ホームページ (PC・携帯) ★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  メール★esperanto＠je i .or . jp　

＊ お申込み・お問い合わせ　
上智大学ヨーロッパ研究所

電 話 03-3238-3902
メール　n i tobe2007@gma i l .com

■顧問（敬称略）／井上ひさし／梅棹忠夫／川喜田二郎／國弘正雄

栗栖　継／小林　司／佐高　信／高杉一郎／田中克彦／陳　舜臣

なだいなだ／福原満洲雄／本多勝一／吉沢久子／米沢富美子

　　青年・一般公開番組詳細★全般お問い合せ

★http://www.k2.d i on.ne.jp/~dsn/uk/

★公開番組担当 : yes2007＠yahoogroups.jp

《後援》☆日本ユネスコ国内委員会☆(独)国際交流基金☆(独)国際観光振興機構☆(社)日本ペンクラブ☆(社)日本ユネスコ協会連盟☆神奈川県☆神奈川県ユネスコ連絡協議会☆横浜市☆(財)横浜市国際交流協会☆(財)横浜開港150周年協会☆横浜ユネスコ協会

☆(財)横浜観光コンベンション・ビューロー☆(株)横浜国際会議場 パシフィコ横浜☆読売新聞社☆毎日新聞社☆産経新聞社☆日本経済新聞社☆神奈川新聞社☆朝日新聞横浜総局☆NHK横浜放送局☆テレビ神奈川　《協賛》☆週刊金曜日　《協力》☆横浜みなとみらいホール

http://www.info.sophia.ac.jp/g-areas/nitobe2007-j.htm

☺ヒロシマから世界へ発信
5日（日）・6日（月）・9日（木）・10日（金）

15 :30～16 :00……展示とお話

5日（日）16 : 00～18 : 005日（日）16 : 00～18 : 00

☺世界中に友達を作る夕べ
　　 ４日（土）21：00 ～22：00　

ZAIMZAIM
市民の交流と創造のための施設

4日（土）／13：00～19：00
５日（日）～10日（金）／10：00～19：00

11 日（土）／ 13：00～16：00

主会場

■開場時間／下記の時間＋夜の番組

出演者（敬称略）出演者（敬称略）

▲定員20名 ▲当日食事代1,000円

ベジタリアン昼食会
ZAIM

　　
☺ ９０分でわかるエスペラント語講座

　　5日（日）・6日（月）・9日（木）・10日（金）／14 :00～15 :30

8日（水）／18 :00～19 :30 　　　　　90分完結連日開催

要お申込

要お申込
要お申込

要お申込

要お申込

朗読の夕べ

 エスペラントの詩×日本の詩
▲先着100名 ▲参加費／一般500円（資料代）

世界大会参加登録者(*)無料

▲先着100名 ▲参加費／一般500円（資料代）

Ｇ. マ トシュ
Ｉ. エルティル
谷川俊太郎

Ｇ. マトシュ
Ｉ. エルティル
谷川俊太郎poemo

詩

☺夜 のコンサート 暫定
     ４日（土）22：00～24：00
　   ８日（水）19：30～23：00
　     ９日（木）21：00～23：00　　  10日（金）21：00～23：00
 　　　　　　  （兼ダンス講座）

マークのついた番組のお申込方法

◎要お申込み

世界大会参加登録者(*)無料

(*)　世界大会参加登録は
（財）日本エスペラント学会で受け付けます。

*催し名 *お名前 *ご住所 *電話番号を明記の上，①メールで右記・公開

番組担当へ　　②ハガキで下記・（財）日本エスペラント学会内 公開番組担当へ

Asorti（民族音楽からポップスまで歌と演奏／リトアニアの音楽一家）

  モーツァルト・アンサンブル・オーケストラ(MEO)
      （日本・弦楽合奏　www. k2. d ion.ne. jp/~trevadus/MEO.htm l）

※お申込が必要な番組は定員になり次第締め切らせて頂きます。※公開番組のみ
を掲載しています。※公開番組であっても場合によっては入場を制限させていただく
ことがあります。※プログラムは変更される可能性があります。
※頂いた個人情報の管理には十分に注意を払い取り扱わせて頂きます。

音楽の文化交流コンサート

※世界大会参加登録者は当日１００名まで参加自由

7日（火）18：00～21：00

一般の方
150名様ご招待

Asorti（大会記念コンサート参照)
弥勒（沖縄音楽)／昇龍（和太鼓)

出
演

関内ホール

5日（日）13：00～15：00

指定席ではありません
18 : 30開場／19 : 0 0～21 : 00
神奈川県立音楽堂
主催：世界エスペラント協会

8月９日(木)

http ://www.je i .or . jp/UK92/


