ローマン・ ドブジンスキー著『大本物語』から学ぶ

(14)

矢野裕巳

Cent Kvindek TagoJ

〔
語旬・解説〕

Kameoka kun sitt centmil lo倉 anttt estas駒 厳la japana kritedo malgranda

urbO.6i situas 20 km norde de Kioto eepiede de la montaro Tamba.Ce la

sama montoOeno,sed 50 km for tro歯 倉
as A,abe kun la mirinda arkitektura
komplekso dc la spirita Centto de Oomoto.Wri vizitis oin plurfOje interalie

kun stt centmil 10倉 ant呵

(10万 の人口を抱える)が 前の Kameokaに か

かる形容詞旬
lau lajapana kntenO日 本の基準 によれば

Ci=Kameoka

eeesd en kektt CuHna面 sai.■ o estas monattt fest筍 ,L苅 n Okazigis Oomoto―

situi位 置 を占め る Cepiede裾 野 に
montaro山 が沢 山集 まって→ 山脈 mOntOCeno山
for遠 くへ、離れて trovittas tt estas

brane呵 ,disSemittt en diVerstt part呵

kun la n五 rinda arkitektura komplekso de la spittta Centro de 00moto

dum du Grandtt Fest可 ,Okazanttt februare ktt mtte.Krome oni ebligis al mi

Kobe,電 e gmpo de gttunul呵

de Japanio.La unuan mi celebtts en

Surpttzis nain per kantado de pola popola kanto

p五 la"knabineto,Hu iris arbareton''.Oni kantis ain en la japana ktt Esperanta

Sogun筍 .Neforgesebla estis la monata festo en Kioto.Post la religia ceremonio
可

de

la malnova eefurbo de Japanio interalie la Oran Pavilonon el la 15‑a jarcento

ktt la budhanan templon KttomiZu de la 8‑ajarcento.Krome mi po立

s la unuan

fttOn en mia v"o speki la plenan prezenton de Noo― dramo en profesia teatro.
(WRakonttt e1 00mOtOW p13〜 )

150日

(そ の 14)

10万 の人 口を持 つ亀岡は、 日本の規準か らすれば、小 さな市です。京都か ら
北 に 20キ ロ、丹波山脈 の裾野 に位置 して い ます。同 じ山系で、 さらに 50キ ロ
離れ た大本の聖地 には、驚 くべ き建築の複合体 がある綾部が位置 しています。2
月 と 5月 の大祭時 に加 えて、私 は何度 か綾部 を訪れ ました。 また、Cukinamisai
にお参 りす る機会が何度かあ りました。Cukinamisaiと は毎月の祭典で、 日本
各地 にある大本の支部で も、行われて い ます。地方機関で は、神戸本苑での月
次祭 に初めて参拝 しました。サ プライズがあ りました。神戸青年 グルー プが、ポー
ラン ド民謡 「森 へ行 きましょ う、 お嬢 さん !」 で私 を迎 えて くれたのです。 日
本語 とエ スペ ラン トで歌 っていただ きました。 そこで、私 はオ リジナルのポー
ラ ン ド語で歌 うはめにな りました。次 に参加 した月次祭 は、播磨市で した。将
軍の白い城が、堂 々 と市 にすっぽ りと王冠 をかぶせた ようで した。京都本苑 の
月次祭 は忘れ られない もので した。祭典後、京都 のオオモ ター ノが、 日本 の古
都 に何百 も存在する驚 きに値す る場所 をい くつか案内 して くれ ました。 15世 紀
の金 閣寺、 8世 紀 の仏教寺院であ る清水 寺 な どです。 また、生 まれて初 めて、
能楽師 による能一番を鑑賞することがで きました。
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(大 本 の霊 的聖地 に驚 くべ き建築 の複合体 を持 つ )ん ゞ
前 の 珂 abeに かか る形

容詞旬

hngV呵 .Mi devis kand ttian Ottginalan polan version.La sekvan Cuttnalnis五 コ阻
panOprenis en la urbo Hahma,電 es supron impone kronas la blanka kastelo de
tiett OOmOtantt eSperantist呵 montriS al mi kelkttn el Centtt da mirind可

系

interalieと りわ け、数 あ る中で、例 えば

okazanttt februare ktt mtte(2月 と5月 に行われ る)は 前の du Grand珂
Fes蜘 にかか る形容詞旬
krome加 えて ebligi可 能 にす る Ceesti参 加する、出席す る
okazigi開 催す る
dissemitt en deverstt parttt de」 apanio(日 本各地 に存在す る)が 前の
Oomoto― branC呵 にかか る形容詞旬
celeb五 祝賀す る、行 う ここでは、celebriよ り partOpreni力 h ceestiを
使 った方 が良 い と思われ ますが ?
surprizi驚 かせ る
Halimaは Him申 の間違 いだ と思われ ます
supro頂 き、頂点 impone堂 々 として
krono王 冠 krOni冠 をかぶせ る
blanka kastelo白 い城 Soguno将 軍 nefOrgesebla忘 れ られない
tiett OOmOtantt eSperantis輌 そ こ (京 都本苑 )の 大本 のエ スペ ランティ
スト
montri示 す、案内す る
kelkttnの 後 に mirind郊 呵n(驚 きに値す るもの)ん ゞ
省略
interalieと りわけ、数ある中で、例 えば
Ora Pavilono金 閣寺 15‑a jarcento 15世 紀 budhana templo仏 教寺院
8‑a jarcento 8世 紀 krOme加 えて f
spekti演 劇、 映 画 等 を見 物 す る、 見 る plena prezento完 全 な上演
prOfesia teatro ttF目 家 の劇場
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