La unua informilo

JEI 創立 100 周年記念

第 106 回日本エスペラント大会
 （埼玉県さいたま市）
La 106-a Japana Esperanto-Kongreso


memore al la 100-jara
100
jubileo de Japana Esperanto-Instituto

日 時：2019 年 10 月 12 日 土 、13 日 日 、14 日 月・祝
会 場：埼玉会館 （さいたま市）
主 催：一般財団法人日本エスペラント協会・埼玉県エスペラント連絡会
大会テーマ：エスペラントがひらく世界〜わかりあいのその先へ

La mondon malfermas Esperanto - Interkompreno kaj pluen
 2019 年に日本エスぺラント協会（Japana Esperanto-Instituto、略称 JEI）は創立 100 周年を

迎えます。1919 年 12 月 20 日に日本エスペラント学会として創立され、1926 年の財団法人
化、2012 年の一般財団法人化・日本エスペラント協会への名称変更を経て（エスペラント
名は変わらず）、記念すべき 100 周年を迎えるに至りました。そこで JEI では現在、
『JEI100 年史』（仮称）の編纂などの 100 周年記念事業を進めていますが、中でも 2019 年
の国内最大のエスペラント行事である第 106 回日本エスペラント大会を JEI 創立 100 周年
記念大会と位置づけています。本大会において、国内のエスぺランティスト、また一般の
方々に JEI の 100 年にわたる歩みと現在を知っていただき、さらに本大会を次の 100 年へ
の活力の起点とできればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
（一般財団法人日本エスペラント協会理事長 鈴木恵一朗）
 106 回目にして初めて、埼玉の地で日本エスペラント大会が開催されます。首都圏にあ
り、JEI 会員数（県別）でも 4 位にありながら、大会の開催は東京に頼っているようなとこ
ろがありましたが、このほど県内のエスペランティストが総力をあげて日本大会を開催す
る決心をしました。地元実行委員の多くが、エスペラントを始めて日が浅い、あるいは今
まで日本大会には参加したことがないという状況ですが、JEI 創立 100 周年という記念の大
会を成功させようとがんばっています。
 JEI100 年の活動の上に、この先の 100 年をどうしていくのかを考える機会としての第
106 回日本大会のテーマは、「エスペラントがひらく世界～わかりあいのその先へ」で
す。エスペラント普及活動は続けながらも、エスペラントを具体的にどのように活かして
いくか、つまり por Esperanto（エスペラントのために）ではなく per Esperanto（エスペラン
トを使って）への軸足の移転を考える大会にしていきたいと思っています。多くのみなさ
まのご参加をお待ちしています。
（第 106 回日本エスペラント大会実行委員長 石川智恵子）
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◆主なプログラム（予定）
 10 月 12 日 土
 10 月 13 日 日


 10 月 14 日(月)


午後
午前
午後
  
午前

開会行事＋JEI 創立 100 周年記念番組・音楽と親睦の夕べ
学力検定試験、小講演、分科会など
公開シンポジウム「グローバル社会の課題と言語(仮)」
分科会、懇親夕食会
小講演、分科会

午後 閉会行事

◆公開プログラム（予定）
 10 月 14 日 月 午前 ハルペン・ジャック氏講演（題未定）
 10 月 12 日 土 13 日 日 「みんなで楽しむエスペラントの部屋」
 10 月 12 日 土 夕方 コンサート「音楽と親睦の夕べ」
 10 月 12～14 日 展示
◆大会後遠足（予定）
 10 月 14 日 月 大会終了後 大宮盆栽村、鉄道博物館、漫画博物館など（自由参加）

夕方大宮のホテルに集合、懇親夕食会、宿泊
 10 月 15 日 火 さきたま古墳群、小川町、丸木美術館など見学、夕方大宮駅解散
◆大会記念品（予定）
 La Revuo Orienta 抄録 DVD
「埼玉のエスペラント運動史」
◆会場へのアクセス
 JR 浦和駅（西口）下車 徒歩約 10 分

電車利用：JR 東京駅より（上野駅経由）約 30 分（上野東京ライン、高崎線、宇都宮線）
     JR 東京駅より約 45 分（各駅停車）（京浜東北線）
     JR 大宮駅より約 10 分（京浜東北線）
     JR 新宿駅より約 25 分（湘南新宿ライン）
車利用：国道 17 号の県庁前交差点から東側（浦和駅方面）へ道なり。（駐車場有）

La Revuo Orienta 2018 novembro

-38-

◆大会参加費など （3 月末までのお申し込みがお得です。お早めに！）
 参加費   期限→
(1) 一般

3 月末

7 月末

5,000 円

6,000 円

(2) 障がい者

8 月～

3,000 円

(3) 家族

2,000 円

(4) 青年・留学生

2,000 円

(5) 青年・留学生

3,000 円

○
4,000 円

3,000 円
2,000 円

(6) 中学生・高校生

1,000 円

1,500 円

(7) 小学生以下

備考（記念品、大会報告ありは○）

7,000 円 ○

無料

○青年は 35 歳（1984 年生まれ）
以下
記念品なし
単独参加の場合は○


(8) 海外住所から参加

2,000 円

○高校生以下は(6)、(7)でお申込み
ください

(9) 不在参加

3000 円

○3 月末まで申込めば、実参加へ
切替えは 2,000 円追加で

(10) 記念写真

1,000 円

(11) 弁当 13 日 日

1,000 円

(12) 弁当 14 日 月

1,000 円

(13) 懇親夕食会

お茶付。受付は 8 月末まで

5,500 円

(14) 大会後遠足

参加費未定

(15) JEI 学力検定試験

1 級 5,000 円 2 級 3,000 円 3 級 2,000 円 4 級 1,000 円
受験料の返金はありません。

(16) 募集分科会
(17) 募集サロン
キャンセル (1)～(9)

一コマ 1,000 円

受付 6 月末まで コマ数に制限あり

机一つ 1,000 円

受付 8 月末まで 机数に制限あり

参加費は原則として返金はない。

      (10)～(13) 9 月末までに限り、手数料 500 円引きで返金
◆宿泊例（ホテルの斡旋はいたしません）
 ホテルメッツ浦和 (048-826-0011) 浦和ワシントンホテル (048-825-4001)
 浦和ロイヤルパインズホテル (048-827-1111) マロウドイン大宮 (048-645-5111 )
 東京隅田川ユースホテル (03-3851-1121) 東京上野ユースホテル (03-5817-8570)
 東京セントラルユースホテル (03-3235-1107) 等
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------（連絡先）日本エスペラント大会事務局
 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町 12-3 一般財団法人日本エスペラント協会内
 TEL：03-3203-4581 FAX：03-3203-4582
 メール：jek2019@jei.or.jp （お問い合わせは主にメールで）
 ウェブサイト： http://www.jei.or.jp/
 郵便振替：00130-4-744162 日本エスペラント大会 A
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La 106-a Japana Esperanto-Kongreso en Saitama
Kongresa temo: La mondon malfermas Esperanto - Interkompreno kaj pluen
Dato: la 12-a, 13-a, 14-a de oktobro 2019
Kongresejo: Halo de Saitama (Saitama Kaikan) en la urbo Saitama
ĉi. 10 minutoj piede de la stacio Urawa
Ĉefaj programeroj (provizoraj)
La 12-an de oktobro (sabate)
Posttagmeze: Inaŭguro, speciala programo memore al la 100-a jubileo de JEI,
Vespere: Arta Vespero
La 13-an de oktobro (dimanĉe)
Antaŭtagmeze: ekzameno de JEI, fakkunsidoj, prelegoj, kursoj
Posttagmeze: Publika Simpozio, fakkunsidoj,
Vespere: Bankedo en la restoracio de Halo de Saitama
La 14-an de oktobro (lunde)
Antaŭtagmeze: ĝenerala kunsido de JEI, fakkunsidoj, kursoj
Posttagmeze: Ferma Soleno
Postkongresa ekskurso
La 14-an (lunde): vespere: komuna vespermanĝo
La 15-an (marde): Nekropolo de Sakitama, Ogawa-maĉi, La Muzeo Maruki
Memoraĵo
DVD de malnovaj RO-j, Libreto “Historio de E-movado en Saitama”
Kotizoj
Partopreno el eksterlando: 2 000 enoj
Loĝanto en Japanio: 5 000 enoj (ĝis la 31-a de marto)
6 000 enoj (ĝis la 31-a de julio)
7 000 enoj (post la 1-a de aŭgusto)
Gejunuloj 35-jara aŭ malpli: 2 000 enoj (ĝis la 31-a de marto)
3 000 enoj (post la 1-a de aprilo)
*pri ceteraj kotizkategorioj, demandu la organizanton ĉe Japana Esperanto-Instituto.
Lunĉo: 1 000 enoj (kun teo) por la 13-a kaj la 14-a de oktobro. Troviĝas diversaj
manĝejoj ĉirkaŭe de la kongresejo.
Loĝado: hotellisto aperos en la dua informilo
Pri detalaj informoj, havu kontakton kun Japana Esperanto-Instituto (JEI)
JP-162-0042 Tokyo-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
retadreso: jek2019@jei.or.jp telefono: 03-3203-4581 fakso: 03-3203-4582
retejo: http://www.jei.or.jp/
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