
名物は ゲーム「何でも知つてるガイドさん」、「お年玉交換」

昼食「特製おでん」

主催・問合せ口申込み先 :korno@esperanto.ne.ipま たは 03‐3429…5173きくしま(留守録付)

★ 当 日の連絡は早朝から 090-6790-5794(で きるだけショートメールで )

プログラム (時間割はあくまでも予定)[使用言語はエスペラント語のみ]

10:50 開場

11100-11:30(30分 )「歌声喫茶:1曲を仕上げよう」のど慣らし

11:30-12:20(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

12i30-13:20(50分 )昼 食会 :「おでん」

13:20-13:30(10分 )全 員集合記念撮影十後片付け

13:30-15:00(90分 )か くし芸披露十「お年玉交換」+ゲーム「何でも知つてるガイドさん」
15:00-16100(60分 )ゲー「みんなで話そう“Partt Babil● "」

●「歌声喫茶 コルノ」(エスペラント語で):1曲を仕上げよう(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「おでん」。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)。 ★菜食希望者は、参加申

込み時に申し出れば、別鍋で「菜食者専用おでん」も用意できる(当 日の申し出には対応できない)。

● 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。★会場備え付け楽器は、電子ピアノ、ギターのみ。

● ゲーム:何でも知つてるガイドさん “Oioscia CicerOno":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 “Par■ 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…「エスペラント語で話す機会がない」というストレスが吹つ飛ぶこ

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・学習会は、毎週木曜日 1830-20:30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 15:30… 17:30)も あり。学習には非会員 (有料受講者 )も参加。

連絡先は kornO@esperanto.ne.jp(ま たは電話 03‐ 3429¨ 5173菊島)
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PROGRAMO prO宙 zOra

10:50 malferlnttO de la eiO

11:00-11:30  (30 minutan)KanteiO KORNO:kantu Esperante(lernOs unu kanton perfekto

H:30-12:20  (50 minutoin)Sinprezentoi de eiui ceeStantoi,en Esperanto

12:20-12:30  (10 minlltoin)PattZO+preparado por la festenado

12:30-13:20 (50 minutoin)Festenado perjapaneca“ ODEN"
13:20-13:30  (10 minutOin)Foloo+reOrdigado

13:30-15:00 (90minutoin)Prezento de KaSitai TalentOi+Donac… interSaneO+``eioscia CiCerOnO"

15:00-16100  (60 minutan)Ludo“ Parai Babi10i"de la tutO de la Ceestant●

● KanteiO KORNO:Nilemu unu kanton perfekte.Disdonota cstas mllziknotaro.

● Sinprezentoi(en Esperranto):ett devas paroli minimullne l maksimume 3 minutqn(ne」 apttq
parolu 5 minutttn)。 Sinprezenton de ne―esperantisto esperantigu akompananto de tiu ne‐ esperantisto.

● Festenado(tagmanoo)I Periapaneca“ ODEN".Vegetaran輌 antiCipe sinanoncu.Aldonc estos

nur trinktta SenalkoAol可 ka papertt tril]歯可輌.Do drinkemula portu sian alkoAlゴ On prOprakostc.
Bonvenc estas donaci m田 唸可an/trink可 ●n(1由Cble antatanoncu).

● KaSitai TalentOi de Ceestantoi:sc vi havas ian a■ on per Esperanto(aこ klarigos la enhavon per

Esperanto),Sinanoncu anticipe al la organセ anto.Kanti en la lingvo alia ol lajapana,prezenti intcmacian

sperton 5-minute ktp.estos akceptottt kiel Via“ talento''.ca aO posedas elektran pianon ktt gitarOn。 )

● Ludo:“ intettaneO de oToS:DAMA".OtOsidama estas"no可 ara dOnaco"laこ lajapana familia

kutimo.(Origine familiestro,山 pliaguld,donaS alinfana,ofte monbileton,scd ni reciproke interSanou。
)

● Ludo:“eioscia cieerOnO''I Ni karavanv● age a市enOs en la lokon de prezentita bildo k巧 loka

CiCerono devos respondi ttnttn demandttn de la karavanan衝 ・Diri ion gravas ol la veron.

● Ludo:“ Parai Babiloi":Babilu ma1longe,2-4 minut● n,unu kOntrat unu.Ettas bona Sanco por

gttni nOvan amikan hj ankai por solvila mankon dc o虚 可giSSate paroli Esperantc.

********************************************************************************

Organizanto:Rondo Korno (fOndita en 1965) Esperanto¨grupo unikaje la agado komuna de blindula

kai VidantOio Regulakunsido:faude 18:30… 20:30 en EsperantO‐ Kaikan,en Waseda.

kontakto:rete korno@eSperanto.nelp (試 itelefone 03… 3429‐5173 KIKUSIMA)


