
5時間の『エスペラント国』へょぅこそ!

★名物は「紅鍋・自鍋」と「何でも知つてるガイドさん」★

新 年 会 Fa″ 鮮 .回 い コ ″ 新年ω

……ロエスペラント語話者なら誰でも歓迎、かくし芸披露も差し入れも大歓迎 口…"

同時:2019年 1月 12日 (土 )11:00-16:00
会場 :エスペラント会館 4階教室 (東京メトロ「早稲田」駅下車、「神楽坂」駅寄り出日の向かい)

参カロ費 (昼食を含む):一般 1,500円 、外国人 500円 、学生 500円 、中学生まで無料。

(かくし芸披露者 1,000円 )(ロンド・コルノ会員は年会費とも6,000円 )

問合せ・申込み先 :korno@esperanto.ne.jpまたは 03‐ 3429‐5173きくしま(留守録付)

プログラム (時間割はあくまでも予定)[司会・進行はエスペラント語のみで]

10:50 開場

11100-11:30(30分 )「歌声喫茶」:のど慣らし

1180-12:20(50分 )出席者全員の自己紹介(1分以上。3分以内で)

12:20-12:30(10分)休憩+昼食準備

12:30-13:20(50分)昼食会 :「紅鍋自白鍋」
13:20-13:30(10分)全員集合記念撮影+後片付け
13:30-15:00(90分)かくし芸披露+ゲーム:「何でも知ってるガイドさん」
15:00-16100(60分 )ゲーム:みんなで話そう“Partt Babila"

16:00-16:10(10分)後片付け

●「歌声喫茶 コルノ」(エスペラント語で):歌詞プリント配布。
● 自己紹介(エスペラント語で):持ち時間は「一人 1分以上 3分以内(外国人は5分以内で)」 。

名前と所属だけでは短すぎてやり直し。非エスペランティストの場合は連れてきた人がエスペラントに通訳。

● 昼食会 :コルノ特製「紅鍋 自白鍋」。飲み物は非アルコール飲料と紙コップのみを用意する。アルコール

飲料は飲みたい人が自前で持参。 そのほかの食べ物・飲み物の差し入れ大歓迎 (事前連絡歓迎)。

● かくし芸 :エスペラント語を使う芸が原則。言語なしやエスペラント語以外の言語を使用する場合はエス

ペラント語で内容を解説するのが義務。経費は出演者負担。日本語以外の言語 (エスペラント語を含む)での歌

大歓迎。エスペラント語でであれば、テーマ自由の「3分間スピーチ」、「詩の朗読」、「国際体験報告」なども

「芸」と認定。持ち時間は「1人 5分以内」を目安に。★かくし披露希望者は事前連絡を。

● ゲーム :何でも知ってるガイドさん “Cioscia OcerOnO":行 き先不明のエスペラント語旅行案内

ゲーム。掲示された絵が到着地。地元ガイド役は旅行客のあらゆる質問に答えるのが義務。嘘人百大歓迎。

● ゲーム :みんなで話そう “Partt Babi10i'':だれと当たるかわからない「1対 1」での会話は新しい友

人を作る絶好の機会。1回は 2¨4分。60分で何人と話せるか…「エスペラント語で会話する機会がない」という

ストレスが吹っ飛ぶこと請け合いの、外国人参加者も大喜びのエスペラント語会話ゲーム。
********************************************************************************

主催 :ロ ン ド・ コルノ Rondo Korno(1965年 12月 結成)首 都圏のエスペラント会の一つで、視
覚障害者と晴眼者とがいっしょに活動する。例会口学習会は、毎週木曜日 1830‐2030早稲田のエスペラント会
館で。ほかに午後の部『雑誌を読む」(木曜 16:30… 18ЮO)もあり。学習には非会員(有料受講者)も参加。

連絡先は korno@esperanto.neojp(または電話 03…3429‐5173菊島)
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Nottara Fcs†enado′りfgdeRondoЮ m岬副→
★ ★  la tuta kunsido kuros nur per Esperanto ★ ★

.… ….Bonvenai estaS ne‐IIlembr● ,ne‐japan衝 ,a通 kun prezent埼 o.… ….

dato:11:00-16100 en la 12a deianuarO(sabatO),2019

eio : Esperanto― Kalkan,cn Waseda(lemOcambro en la 4-a eta2o)

kotizo(kun tagmang。 ):1500 enoi,neJapanOi k studenta 500 enoi:malplitta geknaba senpagC      l

alioo : Lateblc antai― anoncu Cc korno(Desperanto.ne.ip ato3-3429-5173(KIKUSIPIA)

PROGRAMO provizora

10:50 malferlni2o de la可 0

11100-11:30(30 minut● ■)Kant朝o KORNO: kmtu Espettallte

H:30-12:20(50 mintltan)SinprezentOi de eiui ceeStant可 ,cn Esperanto

12:20-12:30(10 minutan)Pa口 zo tt prcparado pOr la festenado

12:30-13:20(50 millutan)Festenado perjapanecai``Rutta POtO"kai“ Blanka Poto"

13:20-13:30(10 minutttn)Fo」 oo+rCOrdigado
13:30-15:00(90 minutan)Prezenね do de KaSitJ Talentoi+“ CiOSCia CicerOnO"

15:00-16100(60 millutan)Ludo“ Parai Babi10i"de la tutO dc la Ccestant衛

16:00-16:10(10 minutan)reordigo de la Cambro

● Kan■io KORNO:Disdonota cstas versaro.

● Sinprezentoi(en Esperranto):eiui devas paroli minimume l maksimume 3 minutoin(neJapanOi

parolu 5 minutoin).Sinprexnton de ne― esperantisto esperantigu akompananto de tiu ne― esperantisto.

● Festenado(tagmanoo):Perjapaneca“ Nabemono",Citte nOmata pro la kololoi de la Sup倒 “Ruga
Poto"kai."Blanka Poto".vegetarand antiCipe sinanoncu.Aldone estos nur tri泳 可可senalkoお 1可 kai paper可

trinktliは Do drinkemula portu sian drink■ on prOprakOs“ .Bonvene estas donaci man倉 ゴan/trinkィan.

● KaSibi Talentoi de Ceestant可 :Se宙 havas ian arton per Esperanto(疵 klarigos la enhavon per

Esperanto),Sinanoncu anlcipe al la organizanto.Kanti en la lingvo alia ol la japana,prezenti intemacian

sperton per 3-minuta parolo,deklami poemon en Esperanto ktp.estos akceptott kiel宙 a``talento''.

● Ludo:“ Cioscia CicerOnO":Ni karavanvaage alvcnOs en la lokon de prezcntita bildo ka

loka CiCcrono devos rcspondi ttnan demandttn de la karavananoJ.Diri ion gravas olla veron.

● Ludo:“ Parai Babi:可 "I Babilu ma1longc,2-4 minutan,llnu kontrtt llnu.Estas bona Sanco

por gttni noVttn amikan覇 劉」at pOr s01vila mankon de okazq ttissate paroli Esperantc.
********************************************************************************

Organizanto:Rondo Korno(fondita en 1965)Esperanto‐ 8興lpo unikaje la agado komuna de blindula

ktt VidantOi.Regllla kllnsido:∫ aude 18:30… 20:30 en Esperanto… Kaikan,en Waseda.

kontakto:rete korno(DeSperantoome.jp (試 itelefOnc 03¨ 3429…5173 KIKUSINIIA)


