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矢野裕 巳

UNU INTERLINGVO

一つ の言葉

En Kameoka trovittas StOnego kun jOna esperantlingva reliefo:Unu
Dio,Unu Mondo,Unu lnttdingv。 .O江 raJtas nOm倉 h làmtt10StOno'en la

亀岡 には巨大 な岩があ ります。そ こにはエ スペ ラン トによるレリー フ、「一
つの神」「一つ の世界」「一つの言葉」 が書 かれています。大本 のエ スペ ラン
トの歴史 において、 それ をマイ ルス トー ン と呼ぶ ことがで きます。大本 のエ
スペ ラ ン ト導入 40年 を記念 して、 1963年 7月 14日 、 その除幕式 が行われ

hstotto do la lingvo internacia ee Oomot。 .Cli esis inaむ gunta la 14‑an de Julio

1963 rememore al la enkonduko de Esperanto a1 0omoto 40 jarttn pli frue.
La imponan solenttOn eeesis 300 persontt i五

Ⅲwガ ve

de la unwa kursg宙 dallto

T』こzo Sigemacu k可 澁 可 esperandSttt kOttfe呵 .Unu el ili,Koogecu NiSimura
reCiⅢ S la vOr依 巧n

eizitttn sur la mOnumento,dum la Tria SPМ ta G宙 dとnino,

Naohi Deguei ests lnakovranta gln.

Krom ti司 du piO五 rO」 esis honorittt ankau ah苅 eminenttt eSperanist可
nome Tadakacu Ju直 ,Tazuo Nakamura ktt HidCO Jagi,la tama prezid〔 mto de

,

Universala Esperanto― Asocio.Sed la plimulto da eeestant。

」esis

gttunul呵 .En

la dua pano de la sOlenttO juntt oomotantt eSpO(越 sttt prezends tea仕 可on.
登 ome okazis kortutt adia近 o de du junul呵 ,nOme踊 OtarO Deguei ktt JoSim
Umeda,鼈 苅 entrepre五 s grandan ekspedicion eと ktt la mondo.Ilia unua celo
ests la R」 五ヤersala

Kongreso de Esperanto en la bulgara eefurbO sOIio.Apatte

surpttza estis sukccso ce町 otΥ O Deguei,kiu g菊 苗s premiOn en la oratora
konkurso.

、
語句・解説〕
〔
trO宙 倉
i=estiあ ります、存在 します Stono石 → Stonego大 きな石
reliefo レ リ‐ フ rttti=povi〜 す る ことがで きる nomi命 名す る、
〜 とい う名で呼んでいる mttoStOnOマ イルス トーン、一里塚、時代
の 目印 となる画期的な出来事 ei la histOiO de la lingvo intё maCia
Oe Oomoto大 本 でのエ スペ ラ ン トの歴 史 において inauguri落 成、
竣 工 な どを行 う rememore al〜 の思 い 出 として、 記念 として
enkonduko de Esperanto a1 0omoto大 本 へ のエスペ ラン ト導入、採
用 40 jarttn(antau 40 jar筍 )ph frue 40年 前
La impOnan solenttOn ceestis 300 persontt Ceesti(出

自動詞 Oeesti en〜
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席する)は
前置詞の enが 省略されて、impona solentto
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ました。最初 の講師である重松太喜 三 や、 その他 の重鎮 エ スペ ランチス トを
合 み、300人 がその厳粛 な式典 に参加 しました。参加者 の 1人 、西村光月が
記念碑 に刻 まれたその言葉 を朗唱す る中、 3代 教主 さまが除幕 され ました。
この 2人 の開拓者 に加 えて、 その他 の傑 出 したエ スペ ランチス トも表彰 さ
れ ました。す なわち、 由里忠勝、 中村 田鶴雄 (陽 宇 )、 当時 の世界 エ スペ ラ
ン ト協会会長 の八 木 日出雄です。 しか し、出席者 の過 半数 は青年 たちで した。
除幕式 の第 2部 で は、青年 たちが エ スペ ラ ン ト劇 を披露 しま した。加 えて、

2人 の青年 のために感動的な壮行会 が行われ ました。出口京太郎、梅田善美。
彼 らは世界 へ の大探検 を企てました。当初の目的 はブルガ リアの首都、ソフィ
アで開催 の世界 エ スペ ラン ト大会 で した。 さらに驚 くことに、出 口京太郎が、
弁論大会 で入賞す るとい う快挙 があ りました。

(堂 々た る荘厳行事)に

nを つ けて、imponan solenttonと してい る。

inkluzive de〜 を加 えて korifeq合 唱 隊長、重鎮 reciti朗 唱す
る、暗唱する Ciziほ りこむ、刻みつ ける la vortttn CiZittn Sur la
monumento記 念碑 の上 に刻 まれた言葉を malkovriふ たをとる、あ
ば く、打 ち明 ける krom titt du piOnirω 2人 の開拓者 に加 えて
hon9ritt anaku altt eminen呵 栄誉 を与 えられた、 そして卓越 した
その他 の plittulto多 数、過半数 kortusa adiauo心 に触れる別れ、
壮行会 entreprё ni大 仕事を企 て る、着手す る ekspedicio遠 征、探
検 aparte さ ら に sukceso成 功 gttni獲 得 す る premio賞
oratora ko4kurso弁 論 コンクール
OKT
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