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第107回日本エスペラント大会
（名古屋市）

La 107a Japana Esperanto-Kongreso 

(Nagoya)

日時：2020年9月20日（日）21日（月祝）22日（火祝）
会場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
主催：（一財）日本エスペラント協会・第107回日本エスペラント大会名古屋委員会
協力：名古屋エスペラントセンター

大会テーマ：愛と知を奏でよう！̶ 日本のまん中で ̶
kongresa temo: Sonoru amo kaj saĝo! — el la meza Japanio —

1966年に名古屋市で第53回日本エスペラント大会が開催されてからおよそ半世紀が経
過しました。ひさしぶりに大会をこの地で開催できることを喜んでいます。

名古屋市は日本の三大都市圏の一つである中京圏の中心であり、人口では政令指定都市
中第三位に位置する大都市です。「名古屋は都市としての魅力に欠ける」と言われること
がありますが、よいところはたくさんあります。歴史的には、近世日本の基礎を築いた織
田信長や豊臣秀吉らを輩出し、徳川御三家筆頭の尾張藩が置かれた地です。肥沃な尾張平
野を基盤とする経済力を背景に芸能文化を花開かせました。また名古屋や豊田などを核と
する愛知県は「ものづくり県」といわれるように、産業が盛んな土地柄です。

今回の日本大会の会場であるウインクあいちは、まさしく「ものづくり県」を象徴する
施設であり、名古屋駅のほぼ正面に位置します。名古屋駅周辺は近年再開発が進んで、高
層ビルが林立し、グルメやショッピング目的の市民・観光客・ビジネスマンでにぎわって
います。そのような場でエスペラント大会を開催することで、エスペランチストの皆様に
は会場へのアクセスが容易になり、一般市民にもエスペラントをアピールできるチャンス
となるでしょう。いわば「都市型の大会」をめざします。また大会前後の遠足では、当地
の魅力を発見してもらえるようコースを組みました。

大会テーマである「愛と知を奏でよう！」の「愛」とはエスペラントの理念である人類
愛に通じ、「知」はエスペランチストの知性を意味します。（あわせて「愛知」県でもあ
ります。）

多くの皆様のご参加をお待ちしています。
第107回日本エスペラント大会実行委員長 山口眞一
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▶︎主なプログラム（予定）
 9月20日（日）大会前遠足、開会式、分科会、講演会、音楽の夕べ
 9月21日（月祝）公開シンポジウム「日韓関係の未来」、大会大学、分科会、懇親会
 9月22日（火祝）公開講座、分科会、閉会式、大会後遠足（～23日）

▶︎大会記念品
 伊藤俊彦『エスペラントの本の世界へ』（日本語書き、仮題）

▶︎大会後遠足（予定）
（22日）名古屋城→堀川クルーズ（飲み放題宴会プラン付き）→ホテル
（23日）ホテル→半田（ミツカンミュージアム、新美南吉記念館、ヒガンバナが群生する矢勝川
堤、半田赤レンガ建物など、この間昼食）→名古屋駅で解散

参加費未定

▶︎大会会場
 ウインクあいち（WINC AICHI  愛知県産業労働センター）4階ホール・11階会議室
 住所　〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

（アクセス方法）
列車利用の場合　(JR･地下鉄･名鉄･近鉄)名古屋駅より
（地上アクセス）JR名古屋駅桜通口から：ミッドランドスクエア方面　徒歩5分
（地上アクセス）ユニモール地下街 5番出口から：徒歩2分
（地下アクセス）名駅地下街サンロードから：ミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル、名古屋
クロスコートタワーを経由　徒歩8分（段差あり、車いすアクセス不可）

航空機利用の場合
 中部国際空港からは名鉄電車で名鉄名古屋駅へ最速で30分
 県営名古屋空港からはバスで名古屋駅（ミッドランドスクエア前）まで30分
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▶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12-3 一般財団法人日本エスペラント協会内
 メール jek2020@jei.or.jp / ホームページ https://www.jei.or.jp/
 電話 03-3203-4581 / ファックス 03-3203-4582
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▶大会参加費など

参加費　期限→ 2月末まで 6月末まで 7月から 備考（記念品ありは○）

⑴一般 5500円 6500円 7500円 ○

⑵障害者 3000円3000円3000円 ○

⑶家族 2000円 3000円 4000円

⑷青年・留学生 2000円 3000円3000円 ○青年は1985年以後生まれ

⑸中学生・高校生 1000円 1500円1500円 単独参加の場合は○

⑹小学生以下 無料無料無料

⑺外国から 2000円2000円2000円 高校生以下は⑸⑹で

⑻不在参加 3500円3500円3500円 ○実参加へ切替の際は申込み日の
額との差額を追加で

注文（大会参加費と別に、希望者のみ）注文（大会参加費と別に、希望者のみ）注文（大会参加費と別に、希望者のみ）注文（大会参加費と別に、希望者のみ）注文（大会参加費と別に、希望者のみ）

⑼記念写真 1000円1000円1000円

⑽懇親会（21日） 5000円5000円5000円 受付8月20日まで

⑾大会前遠足 現地で実費徴収現地で実費徴収現地で実費徴収現地で実費徴収

⑿大会後遠足 未定。公式ウェブサイトのお知らせまたは第二報をごらん下さい。未定。公式ウェブサイトのお知らせまたは第二報をごらん下さい。未定。公式ウェブサイトのお知らせまたは第二報をごらん下さい。未定。公式ウェブサイトのお知らせまたは第二報をごらん下さい。

⒀JEI学力検定試験 実施予定。正式告知をお待ち下さい。実施予定。正式告知をお待ち下さい。実施予定。正式告知をお待ち下さい。実施予定。正式告知をお待ち下さい。

⒁募集分科会 一コマ（45分）1000円一コマ（45分）1000円一コマ（45分）1000円 受付6月末まで。コマ数に制限あり

⒂募集サロン 一区画（テーブル半分）1000円一区画（テーブル半分）1000円一区画（テーブル半分）1000円 受付7月末まで。机数に制限あり

キャンセル規定 ⑴～⑻参加費は原則として返金はありません。
  ⑼ ⑽ ⑿は7月末までに限り500円の手数料を引いて返金します。

▶宿泊について
 各自にて宿泊先をご手配下さい。第二報では安価なホテルのリストを作ります。

▶昼食について
 弁当の手配はありません。周辺に多くの飲食施設やコンビニがあります。

▶申込み方法
参加費ほかを下記の口座にお支払い下さい。
郵便振替 00100-4-400372 日本エスペラント大会 
*ゆうちょ銀行以外の金融機関から上記口座に払い込む場合
  ゆうちょ銀行 〇一九(ゼロイチキユウ)支店 当座 0400372 日本エスペラント大会 
※お支払い金額の内訳とローマ字のお名前を必ずご記載下さい。 
専用の払込取扱票のご利用をおすすめします。JEI事務局での参加申込みも可能です。 
入金確認後、メールまたは郵便で申込み確認書(Konfirmilo)をお送りします。大会参加者のお名前・居住
国/都道府県等の情報は大会参加者名簿(パスワード付きウェブ版と大会冊子)に掲載されます。掲載を希望
されない情報がある場合はお申込み時にかならずお知らせ下さい。
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La 107a Japana Esperanto-Kongreso (Nagoya)
Dato: la 20-a, 21-a, 22-a de septembro 2020 
Kongresejo: WINC AICHI
! 5 minutojn piede de la stacidomo Nagoya
Kongresa Temo: "Sonoru amo kaj saĝo! — el la meza Japanio —"

ĉefaj programeroj (provizoraj)
La 20-an de septembro (dimanĉe)
! antaŭkongresa ekskurso, inaŭguro, prelegoj, fakaj kunsidoj, arta vespero
La 21-an de septembro (lunde)
! kongresa universitato, publika simpozio, fakaj kunsidoj, 
! bankedo (bufedo)
La 22-an de septembro (marde)
! publika kurso, fakaj kunsidoj, fermo, postkongresa ekskurso (ĝis la 23-a)

Memoraĵo: Ito Toshihiko “Al la Mondo de Esperantaj Libroj” (japanlingve)

Postkongresa ekskurso
! (22-a) la kastelo Nagoya, ŝipveturo sur la rivero Horikawa kun bankedo 
! (23-a) Handa (la muzeo Mitsukan, la muzeo de Niimi Nankichi, bierfabrikejo, 
tagmanĝo) 
! La kotizon ni baldaŭ anoncos.

Kotizoj
! Partopreno el eksterlando:! 2 000 enoj 
! Loĝanto plenaĝula en Japanio:! 5 500 enoj (ĝis la 29a de februaro)
! 6 500 enoj (ĝis la 30a de junio) 
! 7 500 enoj (post la 1a de julio)
! Gejunuloj 35-jaraj aŭ malpli:! 2 000 enoj (ĝis la 29a de februaro)
!        (loĝantaj en Japanio)! 3 000 enoj (post la 1a de marto)
! Pri ceteraj kotizoj (handikapulo, junulo, familiano, morala partopreno, ktp) 
demandu al Japana Esperanto-Instituto (vidu informon malsupran piednotan). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pri detalaj informoj havu kontakton kun Japana Esperanto-Instituto
! JP-162-0042 Tôkyô-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
! retadreso: jek2020@jei.or.jp, telefono: +81-3-3203-4581, fakso: +81-3-3203-4582, 
! retejo: https://www.jei.or.jp/
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