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BULTENO DE HAMA-RONDO
N-ro 1　1967.11.26　横浜エスペラント会

『真の世界平和とベトナム問題の早期解決を念願する
人々が私の死をムダにしないことを確信する』

すでに十分ご存知のことと思いますが，

我々の会の中心的存在であった由比さんが

11 月 11 日午後 5時 50 分頃首相官邸前で，

ベトナムにおける残虐な戦争の継続に対する

抗議の焼身自殺を遂行されました。

由比さんと毎週膝を交えて会を押し進めて

来た我々にとって，氏のご冥福を祈るととも

に，由比さんが，その首相あての抗議書の末

尾に記された言葉をもう一度肝に銘じて，今

後のエスペラント運動を推進する必要がある

と思います。

由比さんのこのたびの行動については，

様々な論評がなされ，まだその評価もまちま

ちです。由比さんと一緒に会合を続けながら，

エスペラントはもちろん，政治やその他当然

目を見開いて，注視し，討議し，考え，批判

しなければならない事柄に努力を怠っていた

我々は，由比さんの行動に対し，早い時期に

一定の見解を明らかにすることができません

でした。

今後我々は「由比さんの為
ひととなり

人が誤って伝え

られないように，マスコミを見守ると同時に

積極的にニュースを提供しよう」という考え

のもとに進んで行きたいと思っています。
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規約を作ったから会の運営

がスムーズに行われるとは

毛頭考えてはいない。が会を

一定のルールに従って進め

ていくことは必要なことで

ある。会の進むべき道を示

し，目的を明確に，それに到

達しようと努力することは，

会の運営をうまく行う一つ

の要因にもなろう。会員と非会員とをはっ

きり区別することによって，会員にはエス

ペランチストとしての自覚を，非会員には

目標を持ってもらえるだろう，と様々なこ

とを考えながらこの仮案を作成した。下案

は山田氏と黒田氏が作成した。この下案を

例会で検討した。最終案を土居が整理し，

例会で承認を受けた。――　補足ではある

がこの例会は１１月１０日である。由比さ

んが参加した最後の例会となった。尚，第

5条の「世界平和に貢献することを目的」

に入れるよう由比さんが提案された　――

現在会は本格的な活動を始める時期を来

年 4月としている。それまでは準備期間と

して試行錯誤を続けていくであろう。それ

まではこの規約仮案を活かしていきいき，

不備は補って行きたい。

会の略称としてはハマロンドを使って行

きたい。会費は従来通りである。

新しい規約ができたのではなく，今まで

慣例的に行われてきたものを統一，整理し

たものである。

その後の話し合いの結果来年3月までは，

相原，黒田，土居，浅見，山田，山口が執

行委員会を構成することになりました。

執行委員会

書記長	 相原美紗子

書記	 土居敬和

JEI 支部係	 黒田勇

会計	 浅見ヒロ子

委員	 山田善之

よろしくお願いします。
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NOMARO

9 月に往復はがきでご案内をさしあげ，会費を納めていただいた方々を会員と考えてこの

リストを作りました。未加入の方はドシドシ我々の会にご参加下さい。お待ちしています。

会員資格は規約の通りです。年間会費 600 円をお送り下さい。

会員には一般の会員の他，維持会委員があります。本会の目的に賛同し，事業を支持して

いただいたり，年額一口 2,000 円を払っていただける方です。進んで維持会員になられる

ことを希望します。また維持会員に適当な方をご紹介下さい。　　Kom.

	 nomo	 adreso	 telefono

1	 渡辺輝一	 横浜市鶴見区馬場町 230	 501-3940

2	 高村利義	 　〃	 神奈川区神の木台 47	 491-5072

3	 丘　直通	 　〃	 西区花咲町花咲団地 2-202	 231-5072,	

4	 由比忠之進	 　〃	 保土ヶ谷区中希望ケ丘 56	 391-3120（呼出）

5	 長田茂雄	 　〃	 南区弘明寺町 270	郵便局	 731-9811

6	 勝家ゆ紀子	 　〃	 鶴見区馬場町 891　石井方

7	 山田善之	 　〃	 西区西平沼町１番 26号

8	 松永節雄	 　〃	 神奈川区白幡南町 127

9	 石田敏幸	 　〃	 保土ヶ谷区万騎ケ原 111	 391-4511

10	 青木久子	 　〃	 戸塚区瀬谷町 1159

11	 内藤武良	 　〃	 西区平沼一丁目 33-21

12	 中村栄治	 　〃	 横須賀市衣笠栄町 4-8-B-65

13	 堀田健蔵	 　横浜市金沢区平潟町 183	 781-8142

14	 黒田　勇	 　〃	 中区山元町 1-44	 641-5979

15	 土居敬和	 　〃	 金沢区富岡町 2636	 981-8231

16	 相原美紗子	 　〃	 戸塚区小雀町 1868-20	 871-0637

17	 相原悦子	 　〃	 　　　　〃	 　　〃

18	 浅見ヒロ子	 　〃	 磯子区中浜町 2-9

東京教育大学
041-0181

サントリー
311-1451

社会調査研究所
03-813-3741

1967.11.10 現在
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第 59 回日本エスペラント大会で久し振り

で満州時代の友人住吉勝也医師に逢った。氏

は最近毎年，日本で暮らすのが半年，あとの

半年はチベット，インド，インドネシアなど

に出かけて医療奉仕をしているが，医療用具

や薬品補充のための資金の出どころが無い。

それで皆んなに頼んで古切手を集めているか

ら私にも協力せよとの声がけがあった。

これより先に小樽市の原正吉という仁が精

薄者の村建設を組織して古切手 10万枚収集

のための協力呼びかけが新聞投書欄に出た事

があり，同氏に切手を送った事があった。

然るにエスペラントに関係の無い人や機関

に協力してもエスペラントその物の PRには

殆ど効果の見るべきものが無い。

そこで私は考えた。若し吾がハマロンドで

一定の目的，例えばベトナムに医療品を送る

ためとか，原爆被災救済とかを目標にして新

聞の投書欄を利用すれば相当の反響がある

筈，或期間経過顎その成績や処理状況の報

告をする事により 2回記事が載ることにな

り可成りの効果を期待出来ることを確信す

る。

エスペラントの名さえ知らない者の方が

多い現実では先ず名前を売ることが第一で

ある。絶えず何等かの形で PR

しなければ進展するものではな

い。と云ってお互いに貧弱な財

布では金のかかる事業には手が出ない。自分

の金を使わず，人の金で勝負するのが最も懸

命な方法である。それには社会事業の一翼を

担うのが手っ取り早いと思うが皆さんの意見

や如何。賛成者が多ければ吾々の手で古切手

を集めようではありませんか。吾がハマロン

ドでは県内を対象にするのが適当ではあるま

いか。例えば県内の身障者を対象にするとか，

或いはエリザベスサンダースホームに協力す

るのも一方法ではあるまいか。まだ外に変

わった対象はあると思う。（↗次頁左下へ続く）

古切手を集めましょう

由比忠之進
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（↙前頁より）そこで例会の一日をその相談

に当てることを提案します。

切手についての注意
１）少しでも傷のついたものは無価値，ミシ

ンのギザギザが一ヶ所でも欠けたら駄目，折

り目も不可。

２）封筒から切り取る時は約 5mmを残して

切り取ること。そしてそのまま集めること。

原爆ドーム保存募金報告
由比・相原

3月，故由比忠之進氏の提案で，折からの原

爆ドーム保存運動に呼応して，募金を行い広

島市に送った。なお11月広島市長より感謝状

と「原爆ドームの記録」の本を贈られた。募

金は折鶴バッジ（原価 25 円）のものを 100

円に売って，集めた。全部で6,000円である。

3月 5日	 14 コ	 1,460 円
	 ６日	 21 コ	 2,100
	 １０日	 24 コ	 2,400
	 11 日	 10 コ	 1,600（＋
	 小計	 	 6,900
　　バッジ原価 25× 69	 1,750（−
　　差引	 	 5,175
　　カンパ	 	 				825（＋	
	 	 	 6,000
	送金　3月 9日，17日	 6,000 円

Kasistino より中間報告
浅見ヒロ子　1967.11.10 現在

1966年度 JEI 横浜支部より繰越	 4,661 円

1967年度横浜エスペラント会会費その他の収入
22,360 円

'67 年 11月 10日までの支出	 13,500円
差引残高	 13,521円

☆
―　会費について　―

先日葉書にて，会費月 200 円とお知らせし

たのは，次の理由によるものです。

年会費 600 円，毎月会場費として 150 円，

これらを一緒にして，月 200円とか来ました。

その後の話し合いにより，例会にはほとんど出

席できない方には，年 600 円だけを払ってい

ただき，例会に出席されたごとに，会場費とし

て，50円を払っていただくことに改定されま

した。

尚，上記の中間報告後，由比氏の遺言により，

印刷機購入資金として5,000 円の寄付をいただ

きました。

「古切手を集めましょう」の記事は 11月 10 日の例
会の席で由比さんにお頼みし , 相原さんまで郵送された
ものです。最後まで責任を強く感じておられた由比さん
の一面が，この記事にあらわれています。
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En la biblioteko nenio nova!?
まったく驚いたことに――または当然のことかも知れない

が――毎週例会を開いている婦人会館にほど近い（？）神奈

川県立図書館には現在のところエスペラントの本が一冊もな

い。あるのかも知れないけれどとにかく見当たらない。辞書

さえないようだ。一つ我々の力でこの状態をなんとかしよう

ではないか。幸い，この図書館には購入希望図書を一般から

募る制度がある。そこでこの制度を大いに利用して，一冊で

も購入するよう館員に働きかけよう。もし一冊の本も購入さ

れないとしても「神奈川県にエスペランチスト有り」「横浜に

エスペラントをやっているのは居るのだ」と館員に知らせる

効果はあるだろう。タダでできる宣伝は大いに利用しよう。	

参考までに

１．開館時間は平日朝９時から７時まで，土曜は５時まで，

日曜・祝日休館というのは一寸不便だ。

２．灌漑貸出は２冊まで，２週間以内なら無料で借り出せる。

第５５回日本エスペラント大会
1968 年８月３日―４日
札幌市　ホテル　アカシア

一緒に行こう北海道へ

Babilejo
★喫茶店主募集中・男女

不問，連絡先 ― 土居

〜マジメラシイデスゾ〜

★ガリ版とはおさらば

だけれどシンドサは同じ，

せめて疲れと比例する内

容の仕事をしたい（相）

〜ドウモスミマセン〜

★由比さんの死後何度と

なく，見あきた顔ぶれが

集まりましたが，どうも，

ものたりません。次回に

はあなたも参加して下さ

い。（浅）

〜マッタク，マッタク〜

★待望の Bulteno が出来

ました。私は満足感でいっ

ぱいです。我ながらよく

やりました。

〜ウソバッカリ〜

★あなたもオシャベリを
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Hama − Rondo 例会のお知らせ
Kiam:	 毎週金曜日　夜６時半から８時半まで（但し　第５金曜日は休み）

Kie:	 横浜市婦人会館（横浜市中区花咲町　桜木町下車。市電	紅葉坂）

紅葉坂教会隣

Kia:	 第１・３週	主に初心者を中心に基本的学習を

	 第２・４週　主に活動者を中心に上級学習と会務を

12 月中の活動予定
１日	「Kio	toKiu について」（黒田・土居発表）

８日	 １．Internacia	Pedagogia	Seminario について（阿部祈美さんに交渉中）

２．　Fundamenta	Krestomatio の学習（pp.241	-	252）

Al	la	historio	de	la	provoj	de	lingvoj	tutmondaj	de	Lcibnitz	ĝis	la	nuna	tempo

15 日「勉強はやめて一緒に食事を！」しましょう。　場所未定

22日　今年度最後の例会，Bulteno	第 2 号発行

誌名募集 !

いい名前をつけて下さ

い。これはと思う名前を相

原までハガキで結構ですか

らお知らせ下さい。

採用の分にはなにかお礼

と，と考えてます。

12月 15日までにお願い

致します。　Red.

原稿募集中！

今月号は初めてのことも

あり，数名の者で編集して

しまいました。でもツマン

ナイでしょう。何でも歓迎

します。

一億総評論家時代（？）

ですヨ。12月 15日〆切

相原まで送って下さい。Red.

海外文通用記念切手貼

付封筒特売中

由比さん寄贈のもので

す。各種のきれいな記念

切手が航空郵便用の封筒

に貼ってあります。

例会で売ります。ザメ

ンホフ祭にも店開きしま

す。　	 	 　　Red.	
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シンプロコピー
を買おう!

ガリ版文化よ，さようなら！皆様が今

ごらんになっている Bulteno が，この

「シンプロコピー」で印刷したいい見本

です。いかがですか？

この機械がたったの 2 万円，といっ

ても比較的 riĉulo 雅少ないエスペラン

ト界にあってはこれでなかなかのお金。

でもご安心下さい。2 万円の内 1 万円

はもうすでにメドがついてます。由比

さんがこの印刷機の購入にと残して下

さった 5000 円。大洋観光より，当社

のパンフレット翻訳を条件に山田善之

さんを通じていただいた 5000 円，ど

うですあと 1 万円です。

そこで一つ提案，えぇもちろんカンパ

です。一口 500 円にしようじゃないで

すか。20 口です。幸い今会費が 17 名。

ボーナスもそろそろ入る頃。個人，団体

大いに歓迎。（ミトゥシアカルイカラネー）

カンパは直接相原宛送ってくださって

も結構。また連絡下されば，お宅へも

おうかがい致します。例会の席上なら

最高です。お待ちしています。

今号は石田敏幸さんに印刷してもらい

ました。次号は是非自分達の「シンプ

ロコピー」で印刷さしてチョウダイ！

■■・・・ザメンホフ祭・・・■■
○	神奈川県エスペラント連盟
	 12 月 3日　p.m	2.00 〜 4.00（日曜デス）
	 横須賀文化会館（京浜急行横須賀中央駅
下車，バスで文化会館前まで）

○	TEK,	TEJA
	 12 月 16日　p.m	6.00 〜 9.00（土曜デス）
	 全逓会館　水道橋駅新宿よりすぐ

	 会費　前売り 200 円，当日 250 円

発行　横浜エスペラント会
（事務所　横浜市戸塚区小雀町 1868-20

相原美紗子方
編集　土居敬和
印刷　石田敏幸
付録印刷　山田善之

1967.11.26


