ロ ー マ ン 皇 ドブ ジ ンス キ ー 著 『大 本 物 語 』 か ら学 ぶ (20)

' UNU INTERLINGVO(3)

矢野裕巳

Sed ni revenu alla unua kurso en la jaro 1923.Ne五 u el倉 itt pMOprentnt呵
mcitasla iblon de la unua csperandsto en Oomoto,ear pli frue lemis Espcranton

Haruko Katoo,la sekret孤 狙nO de Oniξ aburo Deguei.La Kunfondinto dc Oomoto
eksciis p五 la lhgvo intemacia kelkttn jarttn pli fruc,sed konstatis,kc la tialn苅

oomotantt ne esis prcp御

DO‖ Rakonttt e1 00mOtOW verkita de Roman Dobrzyns重 (20)

直句 por akCCpi tian novttOn.

En 1921 eksplodね la ttel nomata Unua Oomoto… Afero.Tio estis komenco
de persekut呵 ,電 可n SwfeiS mu比 対oomotan呵 .Onisablttro Dcguei esis akuzita k衛
jwttOta.Tぬ m li legiさ en la gazcto Taneuu ttk010n p五 EspcrantO ktt moncOn p五
kurso en la Universit証 O Dou§ iSa en Kioto ktt decidiS efekt持 地 i sian mul筍 aran
dezlron.

Tamen en la tiamtt CirkOnstanctt de dれ ra Obscrvado fare dc la sekreta
polico Omsaburo rekomendis al oomotantt haligi ttun ain publkan akt抒 econ,
do ankau partoprcnon en la kurso de suspektinda lingvO internaciao Sed tt sends
趙rinon.■ ama五 erc li konfuzis la suspekteman policon,ear tiam Oni ttenerale
nc konsidcns viinon kicl subiektOn dc pohtika aktivado.Tiel vttino distingittie

kiel la unua adepto dc Esperanto en Oomoto.Haruk6 Katoo ttcevis inforinttn
ptt Esperanto―kurso en la U面 versiato DouSiSa dc la smdentOヽIotOO Takami,kiu
.Li esds la edzO de la
pott iois granda Oomotano sub la nom6 hdemaru Degu6三
Ttta SpМ ta Gvidandno,Naohi ktt plenu誼 s la altan funkcion dO Kungvidanto de
Oomoto.Li esis patto de KiotarO Deguei,la sukcesa oratoro cn Sono.

一つ の言葉 (3)
ここで、 1923年 の最初 の講習会 に戻 りまし ょう。その参加者 の誰 も、
大本 にお ける最初 のエスペ ランティス トではあ りませんで した。 とい うの
も、それ以前に、出 口王仁二郎 の秘書である加藤明子がエスペ ラン トを学
んで いたか らです。大本の、出 口王仁二郎教祖 は、その数年前 にエスペ ラ
ン トについて知ってい ました。しか し、当時のオーモ ター ノ (大 本信徒)が、
そのような新 しい言語を受 け入れ る用意がまだできていないことを認識 し
てい ました。
1921年 、 いわゆる、第 1次 大本事件が勃発 しました。弾圧 の始 まりで、
多 くのオーモ ター ノが被害を受 けました。出 口王仁 三郎 は、告訴 され裁判
を受 けることにな りました。当時、王仁二郎 は「丹州時報」 とい う新聞で、
エスペ ラン トについての記事 と京都 の同志社大学での講習会案内を読んで
い ます。そ して、 自分 の長年 の願望 を実現 させ る決意を固めたので した。
しか し、秘密警察 による監視が継続する当時の状況 の中で、王仁二郎 は、
信者 には疑 いに値す るエスペ ラン ト講習会への参加 を合め、 いかなる公的
活動 も中止 した方が良い との見解 を発表 しました。そ こで、王仁二郎 は女
性 を登用 しました。そうすることに よって、疑 い深 い警察 の捜査を混同さ
せ ました。 とい うのも、当時、一般的 に女性 は、政治活動 の対象 として考
えられてい ませんで した。 この ようにして、女性が、大本 での最初 のエス
ペ ラン トの信奉者 にな りま した。
加藤明子 は、高見元男 とい う学生か ら、同志社大学でのエスペ ラン ト講
習会 についての情報 を受 け取 りました。高見元男 は後 に出 口日出麿の名で、
偉大なオーモ ター ノにな りました。彼 は、 3代 荻主直 日の夫にな り、大本
教主補 として、大 きな役割を果 たされました。ソフィアでの弁論大会 で入
賞 した、出 口京太郎の父親です。

語旬・解説〕
〔
に戻 ,ま しょう neniu誰 も〜ない meriti〜 にふさわしい
pli frueそ れ以前に konstati確 認する、認める tiamtt oomotan呵 当時
のオーモターノら ne estis prepa五 輌 準備 (用 意)が できていなかった
por akcepti〜 を受 け入れ るための novttOは ニ ユース とい う意味 もあ り
ni reVenu al〜

ますが、 ここで は新 しい事物、 つ ま り、 ここで はェ ス ペ ラン トの こ とです。
eksplodi破 裂 す る、突発 す る la tiei nomataい わ ゆ る Unua Oomoto―
Afero第 1次 大本 事件 persekuto=persekutado弾 圧 sufe五 苦 しめ る
akuzi告 発す る、告訴す る jutti裁 判 す る、審判 す る Ofektivigi実 現 させ
る Sian multtaran deziron自 分 の 長 年 の 願 望 を tiamtt cirkOnstanc釘
当時 の環 境 (状 況 )daura ObseⅣ ado継 続 す る監視 fare de〜 に よる
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sekreta polico秘 密警察 rekOmendi al〜 に示唆す る、勧める haltigiや
めさせる、中止する kiun ttn publikan aktiveconあ らゆる公的な活動を
suspekti怪 しむ、嫌疑をかける、suspektinda疑 いにr直 する tiamaniereそ

のような方法で、そうすることによって konttzi混 乱させる、混同させる
suspektema疑 い深い tiam oni oenerale ne konsideris〜 当時は人々は一
般 に〜 とは考えていなかった konsiden宙 rinOn kiel suttektOn de politika
aktivadon女 性を政治活動の対象 として考 える distingittiめ だつ、抜 きん
出る、有名である、秀でてい る adepto 信奉者、仲間、同士 ittis granda
oomotano偉 大なオ ーモ ター ノにな りました plenumi〜 を果 たす alta
色nkcio高 い機能、大きな役割 oratoro発 言者、演説者、スピーカー
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