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ヨーロッパで会ってきたひとたちの話 
1. Marjorie Boulton 
　Boultonはロンドンには住んでいない。イングランドの北部、スコットランドに近いあたりらしい。わた
しは、イギリスでは1日だけ地方へ行ったが、あとは約1週間ロンドンにいた。大英博物館やBEA（イギリ
ス・エスペラント協会）の図書室へ行ったりしていた。 

　3年もまえのことだから、もはや「昔むかしのお話」である。「モバード特派
員」としては、「カロチャイに会ってくること」が唯一の使命で、これは、まえ
に本誌に「訪問記」を書いて一応果してある。これから書くのも、「会ってきた
話」が中心で、たとえばM. Boulton論ではないことはもちろんである。ただし、
多少のつけたしはする。また、ご登場ねがうのは「有名」なひとたちにかぎる
が、いわばワキ役としては、そうではないひとも出てくるかも知れない。 
 　彼女は、日本では詩人としてよりもザメンホフの伝記の著者として知られてい
るのだろう。そのまえには、例のVirino ĉe la landlimoの作者として有名であっ
たかも知れぬ。さらにさかのぼると、すでに20年ぐらいまえ、1953年のモバー
ドに詩がのっている。わたしが知ったのも多分それによってであったと思う。 
　69年の春、マヨール氏が夫人といっしょに日本をまわったそうである。わたし

は氏のまえの夫人に案内され、イギリスの教員エスペランチスト協会の年次総会？に顔を出した。そこで
M. Boultonを見たのだった。多分、「特別講演」ということで、話をしに来られたのだと思う。あとで思
うと、その席には、小沢君枝さんがのちに結婚して、そのダンナさんとして日本でも有名になった感のある
Markarian氏もいた。 
　M. B.といえば、日本でいちばんよく知っているのは、おそらく伊藤栄蔵氏であろう。氏は、たしか2度彼
女の住む地方へ行っておられるはずである。お話によると、M. Boultonはキンキン声というか、「頭のテッ
ペンから」出てくるような声の持ち主だという。このことをおぼえていたので、いざ講演が始まるというと
きに、「録音すべきか否か」大いにまよい、結局、しないことに決めてしまった。声は、なるほど、そうい
われるのもやむを得ないものであったが、内容は「さすが！」と思わせるもので、そのあとは大いに感心し
てきいていた。話し方も、立板に水という式でなく、まずはゆったりしたものであったが、ユーモアもあ
り、いわゆる「講演」になっていた。エスペラントでしゃべると、ところかまわず「大演説」するようにな
りがちだけれども、彼女のはそうでなかった、という意味である。内容はエスペラント教育に関する問題
点・・・ということだったはずだが、ノートもとってなく、ハッキリしたことは報告できかねる。「やっぱ
り録音しよう！」と思って、ゴソゴソやったが、話はすぐに終ってしまい、残念なことをした。 
　そのあと、彼女に接近し、ムニャムニャと話し、かねて用意の色紙を取り出し、「自作の詩」を・・・と
おねがいした。写真も2枚ほどうつした。そのときM. B.がボールペンを手に、思い出し思い出し書いた、日
本人の同志にあてたコトバは次のとおりで、いま、この色紙は、ガクにおさめてKLEGの事務所にかざって
ある。 

“Aŭ ĉiu espero kaj pasio 
Foriris tuj, sen ĉirkaŭbraki, 
Pro atombomba leŭkemio 
Post agoni’ de Nagasaki? 
̶ 
Ŝtatestroj krias pri minaco,  
Parolas pri naciaj gloroj, 
Sed ni sopiras al la paco,  
Ni, la virinoj sen memoroj!” 
  
 Mi citas neperfekte laŭmemore el mia poemo, 
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 “Elegio por Mia Edzo” en Londono, 25. i. 69. 
 Por saluti al miaj japanaj samideanoj ̶ 
   Marjorie Boulton 

　近況をおうかがいする。なにしろ仕事（女子模範学校？の校長らしい）が忙しい上に、としおいたおかあ
さんが、いわゆるモーロクしてしまい、その看護に追われるといった家庭の事情がかさなり、くたくたとい
う。まことに、お気の毒というほかはない。で、とても著作活動までは手がまわらないとのこと。「ザメン
ホフ」のこともきた。生存者等の関係で当時発表できなかったような資料も、多少はまだ残っているような
話であったが、現在はどうにもならないらしい。 
　場内がさわがしく、ゆっくり録音でもしながら・・・というわけにも行かず、また、おつかれの様子なの
で御礼を申し上げて切りあげた。日本のみなさまによろしくとのことで、毎年、大本の国際課から送っても
らっている日本の美しいカレンダーの話もでた。以上、立話なので、これくらいしか伝えられないが、終
始、話をそらせたりせず、まともに答えていただいたことを思いだす。彼女は1924年生まれ、もはや若くは
ないが、f-inoである。　 
（La Movado 1972年4月号） 

2. Emilija Lapenna 
　バス・ターミナルで入手した市街図と、電話で指示された道案内をたよりに、市電で都心の広場についた。
ここから北へ通じる坂道をのぼってゆく。「ユーゴスラビア社会主義連邦共和国」を構成する六ヵ国のう
ち、西の端にあるスロベニアのリュブリャナ市から夕方、バスでやってきたのだった。ここはクロアチアの
ザグレブ市。 
　UEAの年鑑にあるNova Ves 32番地へ行くのだ。「番地」と書いたが、じっさいはEmilija Lapenna女史
の住所がある家そのものの番号で、ポンピリオ氏をなげかした東京とはちがい、さすが苦労はなかった。32
という建物は右側にあった。このあたりは「山の手」で、家もみんな古い。六月の下旬で、まだ暗くはなかっ
た。 
　ユーゴといえば、日本で出されていたPrometeoと、そのころリュブリャナで発行されていたLa Suda 
Stelo-Prometeoとなっていたこともあり、まあ、長いツキアイのあるところ。ラペンナ女史のことも、その
ころから知っていた。長年、ラジオ・ザグレブのエスペラント番組の担当者でもあり、テープで、その声を
聞いたことがある。年鑑によると、専門は統計となっている。彼女は、その名も高き、かの有名なる（と、
二度ほどは言ってもいいぐらいの）Ivo Lapenna博士の、奥さまであったと聞いている。（いまも、正式に
は、ずっとE. Lapennaと名のっておられるから。）別れてのちも、姓はもとのままで一向に差しつかえはな
い。それにしても、なんでやろ？エスペラント界では、ラペンナという名のほうが通りがいいからかもしれ
ない。それが知りたいから、のこのこ出かけて来たわけではないけれど、気になることです。 

くれぐれも・・ 
　さて、女史は、にこやかに招じ入れ、応接間というのであろう、それらしい部屋にすわったわたしを、冷
い飲物でもてなし、ご自身は「ははあ、これがnegliĝoというものかな」と、こっちが内心おもったような、
ゆったりした、きわめて風通しのよろしい服をお召しになられておられたのである。いまはむかし、わたし
が勉強をはじめたころは、旧版の「新撰エス和」しか持ってなく、それにはnegliĝoは、「便服、略服」と
あった。いまでこそ改訂版の「新選」には「ネグリジェ」の訳語しか出てないほど、このカタカナも知られ
ているが、昔はそうでなかった。しかし、いったいネグリジェとは何か。これをアチラ風ねまき[居間着・
寝巻]と思うのは、マチガイらしい。大学書林の「小辞典」には「ネグリジェ（部屋着、化粧着）」とあり、
英和などにも、（婦人の）部屋着、普段着といった訳語があるように、それを着用したまま眠るためではな
く、起きてからしばらく、あるいは床につくまえにしばらく着ているもののようだ。PIVにも、そのように
出ているが、これは、あとの話。 
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　で、女史が着ていたのは、果して何かは不明だが、昔流行したムームーの親玉のような感じのものだっ
た。くつろいだときに着るものと思われ、暑かったせいでもあろうが、風が吹くとヒラヒラとするぐらい
に、風通しのよう「普段着」であったのはたしか。 
　さきほど、階段をあがって、たしか3階まできて、この住居へはいってきたとき、入口にはナントカと、
ラペンナでない姓が出ていて、「なるほど」と思ったのだが、女史は再婚でもしておられるようなのだ。そ
の旦那様には「紹介」はされなかったし、顔があったのでアイサツをした程度だが。とすると、E. Lapenna
というのはEmilija女史のペンネームのようなものかもしれないわけだ。 
　さて、用件は、明日「博物館」へ行きたいので、通訳かたがた同行していただけたら・・・ということ。
彼女は、いそがしくて、自分では行けないが、ダレヤラさんにきいてみます・・・と、電話レンラクの上、
ダレヤラさんに頼むことになる。[が、別件につき、ここでは省略。そして・・・]「ミヤモトさん」の話を
した。ホメたり、ワルクチ？を言ったりしたのである。お二人は文通をしておられる。STAFETOから「出
る」ことになって数年、うやむやになっている「戯曲集」（宮本正男訳「夕鶴」も入るはず）の、彼女は編
者でもあり、何かとヤリトリをした仲なのである。宮本さんは、筆まめ、いやタイプまめ？だから、彼女と
しても、たよりになる相手というべきであろう。もちろん、かれの仕事の話も出たのであった。「ただし、
むつかしいひとだから、つきあうには、多少コツがいりますけどどね」と、エミリヤ・ラペンナさんがいい、
いや、わたしが言って彼女が賛成したのだったかもしれんが、要するに、この点および次の点に関しては、
ユーゴスラビアの女史と、日本の「本誌特派員」なるワタシとは意見が一致したのだった。つまり「そやけ
ど、それさえ心得ておったら、いいひとやからね」と。 
　最後に、女史は「宮本さんに、くれぐれもよろしく」と言った（ように聞こえた）が、口調からそう思え
ただけで、じっさいは”bele saluti”というコトバだった。 
写真は、ヘルシンキで再会したとき写したものです（編集者注：La Movadoに掲載された写真は、入手不
可能のため省略しています）。 
（La Movado 1972年6月号） 

3. Ivo Rotkviĉ 
　「2. Emilija Lapenna」のはじめに書いた「都心の広場」から、西へあるいて行くと、すぐ右手にビルが
あり、このなかに”Cezaro”の訳者Ivo Rotkviĉ氏の仕事場があった。ここは、だれかの教えられたのか、自
分で勝手にさがし出したものか、あるいは昨日、エミリヤ女史に紹介でもしてもらってあったのか、とにか
く来てみると、やがてGabriel Divjanoviĉ氏も現れ、両大家の姿を一枚の写真におさめることができた。こ
のひとは、”Homo kaj Kosmo”誌の読者には、おなじみの天文学者である。二人とも、伊藤栄蔵氏をよく知っ
ている。R氏は、ここクロアチア自然科学会協会？のエライひとのようであった。 
　このときは、星を見るのが仕事のD氏がヒマだったと見えて、コーヒーが出たり、ビールでカンパイした
りしたあと、昼めしを食いに連れて行ってもらう。魚料理のレストランで、エスペランチストのキャンプ場
で知られる「プリモシテン」が、どういうわけで出来たか、ブドウ酒を飲みながら、たっぷりきかせてもらっ
た。 
　午后は、いったんホテルに帰り、晩は、R氏宅に招待されていたので、出かけた。道順は、よく聞いてい
たはずなのに、近くへ来てからウロウロして、着いたときはくらくなっていた。都心からは南の方へ、すこ
し行ったあたりの、まずは住宅地というところで、静かな家。庭つきの、りっぱなものであった。むすこ
に、いや、ご令息というべきかも知れぬ・・・は、医学生でエスペラントはダメ、英語を話した。 
　奥様は上品で、なかなかの美人であって、家に居て金になる仕事をしておられる。庭園等の設計らしく、
インテリアならぬエクステリア？デザイナーというのであろうか。ダンナ様は、外へ行き、時間にしがられ
ているのに、自由業の夫人は、時間のやりくりは自分でできるから、「いい商売」の由、まあ、優雅なくら
しというべきでありましょう。ステレオをききながら、できるらしく、人気歌手の話になった。 
　「トム・ジョーンズでしたら、一日中でも、きいていたいぐらいですわ」と申されるや、ダンナすかさず
曰く「そして、彼女は、それが現にできるのだから」と。 
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　わたしは、トム氏の名前はどうやら聞き知っていたけれど、その歌はきいたおぼえもなく、それ以上の話
にはなりようがない。なんとかディングと聞き、宿に帰ってから書いたノートに、ティンパーディング
（？）、アダモとあるが、帰国後、テレビのショーを初めて見たら、これはフンパー・・・らしい。 
　ハム、パン、チーズなどといっしょに、サクランボも出ていて、「いまごろは、桜桃忌の季節だったな」
と、あるいは思ったかも知れんが、それはさておき、テラスではすこし涼しくなりすぎたようで、中へ席を
うつす。 

CEZAROのことをきく 
　「これは、まあ、まだ話としてきいていただきたいわけですが、もしもですね、CEZAROを日本で復刻す
るということになったら、訳者としてですね、どう思われますか」というような話をした。この本は、戦前
出た訳書のなかでは、名訳といわれ、エスペラントの文章として、すばらしいものだったので有名なのだ
が、いまは入手できない。 
　わたしも、昔、宮本さんに借りて読んだはずだが、自分では持っていない。それがどういうものか
は”Esperanto 60-jara”に見本が出ているからそれで知っている人も多いだろう。（この本は、いまでも買え
るし、いいものである。それに安い。） 
　しかし、CEZARO自体は、500ページぐらいあって、復刻するにしても、かなり金がいるだろう。で、ま
ずは、訳者のご意向をうかがっておいて、出来るときがきたら、日本で出すことも考えてよかろう・・・と
いうことで、この件、R氏に会ったら、きいてみることに、宮本さんとの間に話はできていたのであった。
とはいえ、出版する・・・という計画をたてた上で、訳者の承諾をとりにきたわけはないから、ハッキリし
た話はできない。 
　「それは、そういうことになったら、何も反対することはないし、それどころか、やはり、うれしいと思
いますね」ということだが、R氏としては、実現すれば結構・・・という程度で、ここで大いに喜ぶには早
すぎる次第。仮定の話はしにくいものである。 
　そこで、「たしか、あれは、クロアチア語とドイツ語から訳した、ということだったようですが・・・」
と、本のことをきく。次に、原作者のM. Jeluŝiĉについて、R氏から聞いたことを書く必要があるが、ウロ
おぼえなので、以下、そのつもりで読んでほしい。つまり、どっちが先だったか、ドイツ語かクロアチア語
かで、小説を書いて、あとで、どっちかの言葉で改訂版を出した、訳者は両方をテキストに使い、しかるべ
く訳した・・・というような。R氏が数年前に訳した本”Tragedio en la Universo”の一節をカセットに朗読
していただく。氏は名文家であり、若いときから雄弁家で鳴らしたひと。 
　付記：CEZAROは「現代人のエスペラント」にも最後の章が出ている。　 
（La Movado 1972年8月号） 

4. Sandor Szathmari 
　本誌の1969年11月号と12月号に、「カロチャイをたずねて」というのを書いたとき、すでにサトマリは
一度登場しているが、あのときは、K訪問の道案内・・・という感があり、ここにあらためてお出ましねが
うことにしたい。K訪問記にも、S氏のことは「別の物語が必要」と予告もしてある。で、多少は重複するか
もしれないが。 
　和紙で出来た「サイン帖」をもち、各地で書いてもらったが、ひとによっては名前だけであったり、何か
ヒトコト書きそえてあったりする。なかには、住所姓名のほかにKun granda ĝojo pri la renkontiĝo kun 
mia japana samideano, 24, II, 1969と書いたサトマリのもある。これは、ブダペストに着いた晩に顔を出
したコンコルドというエスペラント会で、たまたま出席していた同氏に書いてもらったものだ。 
　　いずれゆっくり・・・と、自宅をたずねる約束はできたけれど、実現したのは、さらに5ヶ月近くたっ
てからだった。サイン帖にあるアドレスをたよりに、たずねて行ったが、留守だった。紙片に「自分は、こ
れこれしかじかのもので、いまやっと、約束を果すためにたずねて来たものでありますが、御留守の様子で
ザンネン、今夜B氏宅に泊まっています・・・」と書いて、ドアのところに置いて帰った。そのBrichta家で、
月へ行ったアポロのニュースなどを見ていたら、夜の9時すぎてから電話があり、朝10～11時には家にいる
ということだった。　 
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いつも反体制の作家 
　5階ぐらいある古い建物のいちばん上にサトマリの住居はあった。エレベータもあるにはあるが、時代物

で、動かないことが多いようであり、歩いてあがるのは、なかなかシンドイ。 
　「病気で、体の調子が悪い」とのこと。糖尿病だそうである、ノートにdiabeto
と書いてある。あとで、昼ごろ、「いま、ひとりだから、不自由だが・・・」と、
ご自分で、カンズメのオイルサーディンをあけ、レモンをたらし、まぜて、即席
ペーストのようなものをこしらえてくださる。それをパンにぬって食べたけれ
ど、氏の親切をありがたいと思いながら、ゆっくりと味わったことであった。S氏
夫人も病気で、入院中らしかった。 
　70はこえたかと思われる老いたる男性がひとりでは、部屋の中も、きちんと片
づいているというわけには行かず、雑然としていた。インコがいて、部屋に放して
あった。わたしの用件は、氏の声を録音し、写真をとることであった。2月に
も、一度うつしてあったが、ご本人も「これはどうも・・・」と、お気に召さな
い出来ばえ。 
　今回は、カラースライドにした。あとで見ると、青いカッターシャツを着たサ

トマリ氏が、まずはキレイにとれていたが、氏にはコピーを送っていない。 
　この作家は例のVojaĝo al Kazohinioを書いたひととして知られている。戦前、エスペラントの原作があっ
て、それからハンガリー語に訳したものが出て、ハンガリーの作家でもある。 
　「戦後も、2度は版を重ねたが、いまは出ていない」という。現政府の下では、かれは、歓迎すべき作家
ではないらしい。テープには、Kazohinioのなかから、すこし朗読していただいた。おトシ？に似ず、大変
元気のいい声だ。この作品のサワリという199ページから次ページにかけてで、前後に解説が入って、サト
マリの思想、文体、声を含んだ、この作家を知るうえにはうってつけの、まとまった「自作朗読」となった。
（このあと、カロチャイが、サトマリのテープを聞き、自分の意見をのべたり、K自身朗読をしたものもテー
プにとったが、それぞれソノシートになって天母学院から昨年の夏発売されたから、ゼヒおききねがいたい
ものであります。） 
　「政治がわるい」ということはあるが、サトマリによれば、「いくら体制がかわっても、人類は救いがた
い。どうにもならん」ということで、なんとも悲観的な話であり、カロチャイは、サトマリの考えに反対な
のである。これは、あるいは、サトマリはハンガリーの作家として不遇であるというような、個人的な事情
にもよることかも知れず、その点、カロチャイは社会的にもコレといった地位もあり、したがって経済的に
も恵まれているといった、これまた私的事情の相違があって、そうなったのか、まず、そういう考え方のち
がいがあったから、結局は身分もちがってきたのだ・・・ということなのか。まあ、いずれにせよ主著が「禁
書」になっている（sur la Indekso）身としては、人類の将来はともかく、作家として面白くないのも事実
であろう。エスペラント界では、この作品から何かと引用されることがあって、すでにエスペラント文化の
一角に陣をかまえているから、やはり読んでいないと何のことだかわからないことになる。 
　ブダペストはLiteratura Mondoの時代、エスペラントの中心地のひとつであったが、そのころ出来た古い
レコードで、エスペラントの歌をいくつか聞かせてもらったりもした。それからカロチャイ宅へむかって
行った。 
（La Movado 1972年11月号） 

5. Asen Grigorov 
　ひと昔まえ、ドイツからグンケルという男がきた。面白いひとだった。かれは、「ソフィアへ行ったら、
V. オリャノフに会うといい」と教えてくれた。そのときは、わたしがブルガリアへ行くことがあるとは思っ
ていなかった。しかし、かれの言ったことは忘れなかった。 
　Violin Oljanov氏に手紙を書き、返事も来たが、出発の日を変更したので、実際に日どりが決まってから
出したものは、どういうわけか、おくれたらしい。 
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　ソフィアの空港には、だれもきていなかった。結局、タクシーの運転手のすすめで、居合わせた三人で都
心まであいのりをした。他の男たちは次つぎに降りて、ひとりになった。運転手には、「アドレス！」と言っ
て、UEAのJarlibroを見せた。雪の夜だった。電話をかけてもらった。Asen Grigorov氏にかけてもらった
のだ。 
　わたしは、「じつは・・・」と用件をつたえた。今夜は、まず、ホテル・リラにでも泊まるように・・・
とすすめられ、そこへ連れて行ってくれた運転手とは別れたが、満員だとことわられた。やっと泊まること
ができたのは、先に相客が降りて行った大きなホテルであった。 
　あくる日、つとめ先のオリャノフ氏に連絡がつき、その夜からO家に泊めてもらうことになった。かれ
は、そういうことなら、A・グリゴロフにたのむといいかも知れないと言った。次の日、博物館などを見て
から、Tobuĥin 10に、G氏をたずねた。住宅は2階にあって、通りに面しており、むこうは公園だった。 
　その後、このひとには何度も会い、それはエスペラントの作家・詩人としてのかれに話をききに行ったの
ではなく、「資料収集」のために、お世話になったのであった。その日は、明日からわたしに案内がいるだ
ろうと、かなり遠いところに住んでいるアルナウードヴァ夫人の家まで連れていっていただいた。この人た
ちは、三人とも文学ロンドの仲間であるということだった。オリャノフ氏も詩人で、東京の世界大会では入
賞していたのをわたしも知っている。これは12月中旬で、次にソフィアへ来たのは3月の下旬だった。それ
まで、いろいろイキサツがあって、31日、急に「明日から、収集に、地方をまわる」と、対外文化交流委員
会で決めてしまった。そこでこの日は、グリゴロフ氏を2度もたずね、またいっしょに、アルナウードヴァ
夫人宅まで同道をたのんだ。 

見送り」は何というか？ 
　通訳として、5～6日、家をあけることになるので、ダンナ様の許可を得る必要があり、すぐには決まらな
かったがOKになった。そして、A夫人と三人で、外へ出て歩きだしたら、G氏がこういうことを言い出し
た。「こうやって、お客がきて帰るときに、家の人がね、たとえばバスにのるところまでいっしょに行くと
する。その先へはついて行かないで、家へ帰るとしたら、そのそこまでついて行くことは何と言えばいいと
思う？」つまり、「ははあ、見送りをエスペラントでは何というのか？と言うことだな」と分ったが、サテ、
困った。 
　これは日本語でも、かねがね考えあぐねている問題のひとつであって、ここにも「同志あり！」である。 
　グリゴロフ氏は、いくつか「こう言ったらどうか？」というコトバを言ったのだが、なかにelsekviという
のがあった。この夜は、エスペランチストのfilologojの集まりがあって、有名なADAなどにも会い、わたし
も何の話だかしたが、とにかく、ソフィアのエスペランチストたちは、なかなか活動的であると思った。 
　収集の旅は4月5日の夕方までで、この晩は、ちょうどHaskovo市で開かれた第9回エスペラント青年祭に
出た。開会式でアイサツをしたが、最前列にグリゴロフ氏がいた。かれは、この3日間にわたったFestivalo
の各種コンクールの審査委員長だったらしく、講評などをした。わtしは、かれが編集長をしていた
Nuntempa Bulgario（このころは単にBulgarioだったかな？）に原稿を書くようたのまれた。帰る途中で渡
したが、そのままではマズかったらしくA夫人が書き直したものを、あとでソフィアへ帰ってから見せても
らった。 
　それは、雑誌の記事になっていた。つまり、わたしなら書かないようなことが上手に書いてあった。 
　いつ会ったときだったか、わたしは「ワルシャワ条約軍」のことをきいてみた。グリゴロフは、68年のあ
れは「必要なこと」であると言った。かれの立場上、そういうことなのであろうと思い、それだけにした。
あとで、リンスに、この話をしたら、かれは「スタリニストだ」と言ったように思う。 
　G氏は、むかしLjubinという名で知られ、La himnoという短編集がありその中のKamarado Bojkoにはモ
デルがあったとのことである。これは、33 Rakontojにもはいっている。 
　ここまで書いて、グリゴロフ氏については、いろいろ書くことがあったと思い出した。昼食をごちそうし
てもらったこともあった。トイレの水洗は、ひもを引っぱったりせず、カラン方式で水量が自由に調整でき
た。 
　G氏はIPE（プロエスインター）以来の活動家で、他にもRuĝa aŭroroなどの原作詩集を書いている。その
1編はEsperanta Antologioにはいっている。 
（La Movado 1973年1月号） 
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6. Tibor Sekelj 
　ユーゴへ向かって北へ飛び、ヒコーキがギリシャ、ユーゴの国境をすぎたころから、下を見ると雪だっ
た。ベオグラードの空港にも雪がつもっていて、靴がぬれるのを気にしながら歩いていると、”saluton!”フ
ジモトさんですかとアイサツしたひとがあった。「セケリさんがお待ちです」と、赤い服を着たその若い女
性は言って、さらに先へ行った。うれしい心づかいでありました。 

　Tibor Sekelj氏は待合室にいた。そのひとに会うのは3度目であった。かれは日
本に2回ほど来ていたから。市内へいくバスがなかなか来ず、話をしながら待っ
ていたり、どうなっているのかききに行ったりする間にも、セケリさんは「日本
人エスペランチストの名前のつづり方について」意見をのべ、どうやら日本式が
気にいらぬ様子。それに対してわたしが何と言ったは忘れた。 
　ベオグラードでは、まず”SLAVIJA”ホテルに荷をおき、街をあるきに行ったが、
ガタガタふるえがとまらない寒さ。ある街角で、何やら交通規制ををしているら
しいところがあり、きくと、「きみが来るから、Titoが通るよう手配しておいた
んだ」と笑っていう。わたしは、空港の件といい、チトー大統領のお通りとい
い、セケリさんの手回しのいいことに感心し、かつ感謝したのであった。[マジメ
なひとに申します：Tito氏は、もちろん、セケリ氏の意図と関係なく通ったもの

です。] 
　曇り空で暗かったし、しばらくして通って行った車にT氏が乗っていたかどうかは見えなかった。オー
バーと暖い靴を買い、ふるえをとめてから、かれについて、エスペラント会へ行った。”Nova Vojo”という
名前、会員たちが”Esperanto-Gazeto”の発送のため、雑誌をふたつに折ったりしていた。これが12月10日
で、13日にはソフィアへたったが。この第1回ベオグラード訪問中には、かれと博物館に行ったり、「青年
の家」で初会合を開いていた「探検クラブ」へ顔を出したりした。2回目は、だいぶあとになって、3月9日、
あらかじめ連絡をしておいて、このクラブの青年男女10数名と顧問のセケリ氏について「収集」のために山
の村へ行ったとき。 
　この写真は、12月13日、氏を自宅にたずね、自作の詩を読んでいただいたときにとったもの（編集者
注：上に掲載した写真は、La Movadoで掲載されたものとは異なります）。部屋には、世界のあちこちか
ら持って帰ったみやげ物があり、日本のものもたくさんあった。氏はユーゴでは有名な探検ジャーナリスト
らしく、本を書いたり、新聞に寄稿したり、日本についての講演をしたりという生活。ユーゴ・エス・連盟
でも、キリヌキ通信をとっているのだが、エスペラントの記事でなくても、セケリ関係のものは全部送って
くるので「その分だけ余計に高くついてカナワン」と、連盟の男がボヤいていたほどだから、相当出るもの
と見られる。その後、何回も会い、収集品の後始末のことなども含めて、直接、間接お世話になったが、さ
て、かれと話したエスペラント運動のことについて、ちょっと： 
　戦前、ザグレブ大学に「学士エスペラント会」というのがあり、これはラペンア（イヴォとのちの夫人エ
ミリヤ）、セケリ等によって創立せられ、大活動をしていたらしい。昔からの仲間なのである。ところが、
ラペンナ氏は、出世？するにつれて、ワンマンの傾向をつよめ、ひとの意見をあまりきかぬようになってき
た。ちょっとでも気になるようなことを言うと、押しつぶしにかかる。他の団体、たとえばティボルと兄の
アントニェが中心となって発足させたInstituto por oficialigo de Esperantoの動きに対しても、UEAに対立
するものというわけか、そういう態度をとりがちである。とにかくラペンナひきいるUEAのやり方に納得し
がたいものがある。なんとか、かれの態度をあらためさせることはできないものか・・・等々、セケリ氏の
困っている話をきき、わたしも、なるほど、それは困った問題であると思い、その解決策について思わぬわ
けではなかったが、むかしからの「同志」が手を焼くほどの相手である。わたしがどうこうできるわけもな
かったが、その場ではなんとかガンバルつもりにだけはなったのであった。 
 　いずれにせよ、セケリさんは、いわば、シンミリと話ができるところのある人だと思われた。もちろ
ん、なんと言っても、かれはフリーのライターであるから、自由といえば自由だけれど、手元不如意になる
こともないとは言えぬわけでもあり、原稿の売り込み等については相当押しの強さも見せる人でもある。ま
た、運動のやり方も、「緑のカーテン」の内側に閉じこもりがちな従来の方法ではなく、もっと開いた姿勢
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をとって、いわば「みんなのものに」して行こう・・・ということを力説し、たとえば、博物館の展示物の
説明文などにも、エスペラントを使わせるように働きかけるなどの方法をとるのだ。さらに、観光旅行のた
めにも活用できるように、団体客を募り、スカンジナビア一周旅行を計画し、出発の日をずらすことで9台
とかのバスを運行するはずのところが、そうは問屋が・・・というわけで、どんどん縮小し、ついには「だ
から言わんこっちゃない、はじめからホラばかり吹いて」と、笑われるようなことにもなったりするので
あった。わたしがいたとき、あれは6月ごろか、それでも、観光バス1台で北欧へ向けて出発した一行を見
送ったので、初志の一端は貫徹したわけであった。 
　何かをすれば失敗もある。それをおそれていたのでは何もできない。こういうことから、多分、次つぎに
事業を思いつき実行に移すものと思われる。その後、ニューギニア等に行き、テレビ用の映画をうつし、仮
面等を買い、新聞に通信を送り、帰国後は講演をして廻り、展示したあと収集品を博物館に売り渡した。最
近の頼りによると、どうやら、今回の仕事を認められてでもあろうか、スポティツァにある博物館にポスト
を得たらしい。 
（La Movado 1973年2月号） 

7. Ivo Lapenna 
　先に「2. Emilija Lapenna」で出ていただいたエミリヤ女史の元ダンナさんがこのラペンナ先生であり、
前回のセケリ氏との関係もあり、ここでお出まし願うことにした。氏は若くして、多分23ぐらいのとき、す
でに博士号を得て、ザクレブのエスペラント運動でも大活躍をし、戦時中はパルチザンの闘士であったとい
う。とにかく有能の士であって、どうも、「世が世であれば・・・」いまごろは本国のユーゴにいれば、エ

ライさんになっているはずといった気持もあるらしいともウワサに聞いた。氏
は、いわゆる「亡命」したことになっているのかどうか、その辺の事情はわか
らないが、国外生活もすでに20年以上になるようだし、このところずっとロン
ドンにいる。エスペラント界ではUEAの会長であり、天下一の雄弁家として有
名だが、本職の方でどうなのかは、門外漢には分らない。なんでも法学者で、
「ソビエト法」？とかの専門家らしく、その方面の著書もあり、おそらくこの
分野でも有数の学者なのかも知れない。とにかく「ロンドン・スクール・オブ・
エコノミックス」の何かであるらしい。’69年の1月、ロンドンでお目にかかっ
たときは、ちょうど学生運動の盛んなときで、この大学でも一騒動おきている
ところだった。 
　最初は、ケルンの「合宿」であった。年末年始の1週間、ドイツの青年エスペ
ラント協会の主催で開かれるセミナリーオに、氏は顧問として招かれ、会場は

ユースホステルであったが、講師はそういう待遇であったのか、自前でそうしておられたのか、街のホテル
に滞在しておられたらしい。 
　大体、ヨーロッパに初めて行って、エスペラント界のそういう催し物をちょっとのぞいたぐらいでは、こ
れら常連の極めて複雑怪奇？な人間関係というのは、うかがい知れるものではないようなのである。そうし
て、ラペンナ氏は、そのような関係の中心人物のひとりであるから、周囲の動きもそれにつれてただならぬ
様子を呈するわけのようであった。たとえば、ケルンにおいても、氏につきしたがう影のごとくして常に女
性の姿がみられたのでありまして、このような光景は日本のエスペラント界では見られない現象でありま
しょう。 
　さて、UEAの事務所はロッテルダムにあり、この建物の15ばかりある部屋は、50万円寄付したひとの名
前をつけて「チャムブロ・ナントカ」と呼ばれている。ここでトイレに入ったところ、おどろいたことに
「チャムブロ・セケリ」と書いてあった。もちろん正式名でなく、ラクガキであるが、それにしても・・・
UEAにおけるセケリ氏のあつかいを思わざるを得ない話であった。そのUEA会長がラペンナ氏だから、セ
ケリ氏との関係が友好的でないのは当然かもしれない。 
　ケルンでは、ただ「見た」だけで、話しかけることもなかった。ロンドンで、エスペラント・クラブに出
て、そこでアイサツしたときに、「日本人にとってエスペラントはむずかしい」というようなことも言った
らしく、氏がそれに対して何か発言し、わたしがまた言い返したところ、みんながワァーッと反応を見
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せ・・・ということがあったあと、近くの喫茶店へ行ったら、常連の寄るところらしく、すでに先客があり、
なかにラペンナ氏も見えた。そのとき初めて、面と向って口をきいたのであった。ひとが、紹介してくれそ
うになったとき、「もう知っていますな」と言ってケルンで会ったことがあると言われたのだが、そこで
ちょっと話をしたとき、先に書いた学校での「多忙ぶり」もうかがったのである。 
　お茶でも飲みに・・・と自宅にもまねかれたのだが、日どりの関係でそれは実現しなくて思いを残すこと
になったのだった。この次はヘルシンキの世界大会で、「公式の行事で時間がとれないが、わたしと話した
い人は、このあとしばらく本の売場にいるからそちらへ・・・」と、閉会式だったか言われていたので、そ
こへ行ったときに会った。すでに、ユーゴのリブュリャナのひとで、わたしも知っているひとが、ユーゴで
の世界大会について話を始めていて、わたしはその辺にいて順番を待った。例の女性がそこにもいて、氏は
「ちょっとその辺へ行って写真でもうつしてきたら・・・」、と別に追っぱらうわけではないが、しばらく
解放してほしかったのか、そんなことを言っておられるのが聞こえて、わたしはニヤリとしたことがあっ
た。氏の写真をうつし「色紙」に言葉を書いていただき、見ると、クシャクシャと達筆すぎて読みづらい字
なので、ついでにその文章をテープコーダに吹きこんでもらった。名士の色紙も数あるなかに、トーキー？
つきというのは前代未聞であるかも知れません。 
　わたしは、つまり、セケリ氏とのつきあいのようにしては、ラペンナ氏を知っていないので、何とも比較
できないのだが、両氏のいわば「対立」を思うと、なんだか小国民の悲哀みたいなことを感じてしまう。ラ
ペンナ氏も、いまはロンドン住いながら、もとはダルマティアの一角に生を受け・・・というバルカンの小
国の出であり、昔からの友だちであれば何を好きこのんで・・・と思うのだけど、なおさら協調はできかね
るのかも知れない。 
　ラペンナ氏は声が大きく、テーブルについて歓談中でも、テーブルふたつばかりが間にあっても、こっち
までひびいてくるような感じで、つねに演説をしている風であった。いつも何かの中心にいるとそうなるの
であろう。UEAの会長選挙では、近年、他の対立候補者がかなりいいところまで行きながら、氏には勝てな
いというのがこのところつづいている。人間、表に立って何か仕事をすれば悪口も言われるわけで、氏も批
判には敏感で、雑誌に何か出たりするとただちに反撃もする。いずれにせよ、ひとまわり人物が大きくなっ
てほしい人である。 
（La Movado 1973年4月号） 

8. Reinhard Haupenthal 
　1965年前後だったと思うが、ドイツのエスペラント雑誌で、”Germana Esperanto-Revuo”というのが面
白かったことがある。有名なKanguruoの”Kiel venkigi Esperanton”が連載されていたのは67年で、それか
らしばらくは、その時代がつづいたようにおぼえている。いまは雑誌も見ていないけれど、おそらくべ別の
ものになっていると思われる。 

　さて、その雑誌を見ていると、R. Haupenthalというひとがよく書いていて、エ
スペラントのとくに古い  
文献などについて、何やらむつかしいことを言っているのが目についた。なんとな
く、トシをとったオッサンにちがいないと思うようになったのだが、そのうちに、
かれはUEAのĈefdelegitoになり、まだ学生だということが分っていささかおどろい
たのであった。 
　68年の暮れから正月にかけて、ケルンで合宿に出た。この「第12回GEJセミナ
リーオ」には毎回顔を出す常連が多数参加していて、かれらは仲よくやっているよ
うだった。リンスとかケーレットとか、日本に来たことのあるひとは別として、
こっちには顔なじみはすくない。しかし、雑誌などで名前だけ知っているのは、か

なりあった。ハウペンタールもそうで、会場で顔を見たとき、なんだかとっつきにくそうな男がいるなと
思っていたら、かれであった。つまり人とも口をきかない様子で、あとでだれが言っていたところによる
と、なんでも、「かれは自分のことを天才だと思っている」あるいは、いたのだそうである。それと、口数
がすくないのとどう結びつくのか知らないが、初めて会って最初から調子がいいという人は、以後それ以上
にはならないようだから、とっつきにくい人というのも、わるくないと思った。 



13

　ある晩、何人かで、ユースホステルを出て近所の店までビールを飲みに行くらしい話なので、のこのこつ
いて行ったが、これは勇気のいることだった。大体、コトバというのは、前からの関係で話をするものだか
ら、途中からではコトガラが理解しにくいものである。かれらの仲間でもないものが、同席するというの
は、すこし気がひけたけれど、ナニ、しばらく聞いていれば空気もわかると考えて、いっしょに行ったのだっ
た。そこには、多分、リンスとかツァイリンガーとかがいて、ハウペンタールもいた。わたしは、主として、
このひとと話をしたように思う。エスペラント考古学？というか、ザメンホフなどの昔話をした。いわば
「古文書」談義をしたわけだけれども、わたしは、かれのようなエスペラント学者ではないし、とくに高度
な話はできない。まあ、しかし、ビールを飲みながらボソボソやる程度には話はできた。これで認められ？
たものか、3日に「サイン帖」に何か書いてもらう段になって、かれは”Estis por mi granda intelekta 
plezuro renkonti homon, kiu kapablas ĝui samajn estoteraĵojn de nia kulturo, kiel mi mem ̶ speco 
unike rara, sed ege bezonata”と書いた。アチラの人は、なかなかお世辞が上手でありますな。 

ザメンホフの手紙を見に・・・ 
　次の帰国前、かれを訪ねてズルツバッハへ行ったのは、8月14日。小さな町の駅で降り、人にたずねて歩
いて行ったが道をまちがえ、もういちど出直そうと引きかえす途中、バッタリ会う。家へ行くと、ケルンで
会った若い女性がふたりいて、ひとりはかれの妹、もうひとりは恋人で、いまや婚約者という身分。かれら
は、夕方から、近くへ結婚したら住む予定の貸家を見に行き、その間、かれの部屋で本やら雑誌を見せても
らう。天井がナナメの、まあ、これがマンサルドかと思う部屋で、本棚は外の廊下にもおいてあった。客を
ほったらかしにしておいてはマズイと思われたのか、そのうちに、おとうさんが入ってこられ、ドイツ語を
解せぬ当方はギョッとしたのでしたが、なんと、ちゃんとエスペラントが話せる人でした。しかも、きくと
「自分とラインハルトの妹が、まずエスペランチストになったときは、あれはエスペラントには反対でし
て・・・」という話。ところが、ベルギーに旅行したときに、なにかがあって、ラインハルト・ハウペンター
ル氏は改心し、エスペラントに熱心となる。 
　さて、家は借りられることになった由。夕食後、リンスに電話。明日ケルンへ行くと言っておいて、近く
の宿屋に泊まりに行く。15日の朝、かれが呼びにきて、午前中ずっと、屋根裏部屋ですごし、ハウペンター
ルが目下収集中の「サメンホフの手紙」を見せてもらい、2~3枚写真にとる。発表ずみのものや未発表のも
のや、たくさんあって、これは、フランスのヴァランギャンあたりから借りているらしい。「手紙集」の第
3巻を編集するための資料なのだが、Leteroj de Z.を持ってきて、「これを見てくれ」と言い、手紙の原文
と比較して、プンクトだかコーモだかが、ちがっていると指摘、とにかく原典忠実主義でないといけないと
主張する。勝手に直さず、すべて脚注で説明すべきであるというわけである。 
　かれは、リンスとコンビで、Enciklopedio de E.の編集もしており、この年（69年）大学を出る・・・と
いう若さであるから、今後の活動には期待していいようだ。 
　シュヴァルツの話も聞いた。時間があれば会いに行きたい相手だが。アキラメざるを得ぬ。かれは、フラ
ンスの地方都市（メッツ？）にも家があり、パリとそこで優雅に人生を楽しんでいるそうである。うまいブ
ドウ酒なんぞも豊富にとりそろえてあって・・・ということだった。 
　「われわれが女の友だちといるのを見て、ハウペンタールは、フン、俗物どもが・・・といった顔をして
いたんだが、それが急に変わって、まえは何でもなかった彼女と熱あつになったんだ」ということも聞い
た。なお、大学の卒論はマリオロギーオと言ったと思うが、つまりマリア様についてであったという。かれ
はまた、エスペラントの「国際試験」4人目の合格者で、デキル男である。マイクをつきつけても、ブッツ
ケ本番の談話がよどみなく出てきた。著書に”Enkonduko en la lingvosciencon de Esperanto”がある。 
（La Movado 1973年5月号） 

9. John Wells 
　ひとはパンのみにて・・・と言うが、「イギリス人は英語のみにて」足りているのじゃなくて、なかには、
「されどエスペラントにても・・・」というわけで、大いにやっている人もある。UEAのV. サドラーもそ
うだし、このジョン・ウェルズも同様である。わたしはこのふたりが学生であった10年以上まえ、名前は忘
れたがタイプ・トーシャの雑誌を出し、KLEGでそれを見て心にとめて以来知っている。ケンブリッジの学
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生時代、かれらは毎日顔をあわせ、エスペラントを使いこなす、つまり、表現の可能性の追求・・・といっ
てもいいが、そのことに熱心であったという。これはサドラーに聞いた。なるほど、ふたりとも、そのせい
か見事にモノになっている。 

　かれも、例の「ケルン」にきていて、専門の音声学について、エスペランチスト
のための「入門講座」を  
開いていた。この合宿にかぎらず、世界大会とかセミナリーオとか、要するにエス
ペランチストの集まる会合には、欠かせない顔ぶれのひとりである。その話しぶり
は、現代式エスペラントの見本のひとつであろう。 
　また、日常の活動においても、ロンドン・エスペラント・クラブの会長をつとめ、
わたしがさきに「7. Ivo Lapenna」で書いたアイサツをしたときも、司会をしてい
た。洋書店などで売っている「エス英・英エス辞典」の編者だが、出版社からBEA
に話があったとき、若手の実力者のかれが推せんされたそうであった。 
　ケルンで、「ジョンが何年か前に、はじめて来たときは、こいつはいまでもして
いるけど、大きな手袋をしていてね、見るからにイギリスくさいフンイキだったも

んで、すぐにそれとわかったがね、いまじゃだいぶ・・・」こなれて、国際的？になったと、ある男が言っ
ていた。ご本人も、「この集まりでは、いちばん気のおけない友達に会える」から、毎年来るのだと言う。 
　「1. Marjorie Boulton」に書いた教育者の会のあと、かれの車で下宿へ行った。途中、地下の駐車場の
あるスーパーマーケットに寄り、食料品を買う自炊生活なので必要な仕事だが、きいてみると、「料理をす
るのは、メンドウじゃない」とのこと。そのときは居なかったけど、同宿者は黒人の学生？ということだっ
た。その後転居したようだが、わたしが訪ねたときの住居は、何階だったか忘れたが、かなり上の方まで
上って部屋に入ったようにおぼえている。辞書は出たところだったが、いつも小さなスリップをもってい
て、何か気がつくとすぐ書きこむのはケルンで見ていた。机の上に、ボール箱があって、それが入ってい
た。 
　何の用件だったか、かれはスコットランドのW. オールドに電話をかけた。たしか、相手のことは、
Vilĉo・・・と呼んでいた。ともかくエスペランチストであった。スコットランドまでは行けないので、せ
めて声だけでもと思い、わたしも電話でちょっと話をさせてもらう。ミヤモトさんの名をマクラに、わたし
がきいたのは、「エスペラント文学史」（Stafetoに昔予告が出ていた・・・）がどうなったかで、じつは、
原稿はできていないとのこと。わたしは期待していた本なのでがっかりしたが、ひとには事情があるから、
出来ないものは仕方ない。 
　さて、ジョン氏にマイクを向け、「エスペラント発音の規準」についてのお話を録音したが、専門家とい
えまあ次から次へと、話が続いて出てくるのに感心した。 
　また、チョムスキーのナントカという新著があって、これの書評を「タイムズ・文芸付録」に頼まれてい
て、これから書くのにメモをとったところと言い、その紙が本にはさんであった。英語の発音では、日本で
もジョーンズ博士が有名だが、この先生の講義は1回だったかきいたぐらいの「弟子」だけど、なにしろ「本
場」のロンドン大学に籍をおく音声学の講師である。日本の学者が訪ねてきたり、論文を送ってきたりする
とのことで、そのとき出た名前の先生は、わたしも知っていた。というのは、このひとはエスペラント反対
論者であり、公の席でその旨演説したりした学者だからである。で、わたしとしては、こころよく思ってい
なかったのだが、その先生の論文の英語が間違っているときき、もし面接することでもあれば、あまりエス
ペラント攻撃ははしないほうがいいですと言ってやろうかと思った。 
　それはさておき、J. Wells氏の下宿にいた間に、途中買ってきたものを食べたはずだが、ハッキリしな
い。ともかく、また車でウェスト・エンドを案内してもらい、しばらくは車から出て歩いたが、雑貨店にあっ
た麺棒を見て、「現在の民族資料としてどうです？」と言われ、それは買わなかったが、カーナビーのみや
げ物店にあった”DIPLOMA”というのは買っておいた。これはある行為のあと相手に渡すためのものなので
ある。 
（La Movado 1973年7月号） 
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10. ADAとTeo Jung 
　ふたりとも、1892年生まれだ。A氏はブルガリア人で、Atanas D. Atanasovというのが本名。ソフィア
大学でエスペラント会をつくったのが1910年という。中学校で文学の教師などもしていたらしが、1933年
刊のEnciklopedio de E.には、privata oficistoとある。ともかく、半世紀以上にわたる活動家・エスペラン
ト語学者であって、著書も多く、わたしは、昔、このひとの”Rememoroj de Esperantistoj”（1925年刊）
という本を読んでから知っていた。（白木歓松氏が「エスペランチストの思い出」？という訳本を出し、こ
れも読んだと思う。あるいは訳書だけ見たのかも知れない・・・） 
　Adaには、1968年の12月16日、ソフィアのZ祭で初めて会い、その後、どういう理由からか、23日に万
国博のブルガリア代表氏に面談したとき、通訳をしていただいた。そのとき都合のつく人がなく、わざわざ
お出まし願ったものと思う。近くのホテルで両替をして、タクシーに乗ったようでもあり、「イヤ、大して
遠くもない」とのことで、ふたりで歩いて行ったようでもあり、BEAの事務所へ行った。ここで、例によっ
て写真をとり、自作朗読テープのために、その辺にあったBulgara Esperantistoに出ていたAdaの記事を読
んでもらった。その他、すこし自由にシャベッてもらったはずで、いま、そのときのテープをさがしたが、
見つからない。他の人の声も録音するのだったら、あとで聞かせてほしいと言われたが、その機会はなかっ
た。この人は、日本でいうと小坂狷二さんのような人ではないかと思った。（その後3月31日の夜、
filologojの集まりに顔を出したときにも会い、何か話をせよとのことで、漢字を例にとって、日本語のこと
をすこししゃべったりした。） 
　 BEAの事務所（ここの人たちはkancelarioと言っていて、何だかモノモノしい感じがしたが、せいぜひ2
部屋ぐらいのもの）は表通りにあって、ブラッと寄る人もあると見え、このときもVenelin Mitevという詩
人が顔を出した。例のごとく写真とテープに収めておく。（3月か4月、わたしがこの事務所に寄ったとき、
電話で話をしている人がいて、「伊東三郎がなくなった」と言ったので、初めて知った。相手はMEMのア
レクシエフだったのかもしれない。） 

　さて、つぎはもうひとりのJung氏だが、写真が見あたらない。うつさなかったのか、フィルムがパァに
なったのか不明。そのかわり？色紙は書いてもらってある。ロッテルダムのUEA事務所から、元事務局長
フェルマース女史が運転する車でUEAのスヴェンソン、永田明子さんといっしょにハーグへ行き、古道具な
どを見てから、足をすこしのばしてスヘヴェニンゲンへ。オランダの町では、通りに面した部屋でも、カー
テンでかくしてなくて、夜など電灯が明るくかがやいていて、道からでも丸見えになっているのが珍らし
かった。 
　Jung氏は、Heroldo de E.の発行も人にゆずり、いまは昔からストックしてある本などは売っているが、
まあ引退しているわけだが、そこへドヤドヤと乗り込んだ。フェ女史が、多勢でinvadi・・・してとか言っ
て、奥さんに話しかけていた。自作詩の朗読をおねがいし、そのテープをきいてもらったが、「Rがきつい
な、ライン地方まる出しだ・・・」と言っておられた。 
　このときは76歳であったが、お元気で、川崎直一さんの話も出た。戦前から戦中のことなど、思い出話も
すこしうかがったが、あのころのことは、いまの若い人にはどうもわかりにくい、あるいは、わかってもら
えないかも知れないと言っておられた。ヘロルドは、ケルンで出ていたのだが、ナチスの時代となって、オ
ランダへ移った。その辺のことについて、そういえば、何やら問題になるような記事がエスペラントの雑誌
でに出ていたように思う。それで、昔のことを聞いてみたのかもしれぬ。 
　この町の名は、日本人には、「ヘ」を「ケ」にしたほうがわかりやすい。そうやっておぼえることになっ
ているが、原語どおりに発音するのは、たとえばドイツ人にも至難のワザらしい。戦時中は、この町の名を
言わせてオランダ人かどうか（つまり、テキか味方か・・・）見分けたものだそうである。 
　例のEnciklopedioによると、Teo氏は、Theodor Karl August Heirich Jungという名のドイツ人で、
Meckenheimの生まれというから、いま地図をさがしてみたが見つからなかった。1909~10年ごろからエス
ペラント運動に入り、20年にEsperanto Triumfontaを週刊で出し、25年から名をかえてHeroldoになっ
た。半世紀にわたるエスペラント詩人、作家、ジャーナリストktpの出版人である。あの”ata~ita”では、ata
派でこの問題についての著書もある。 
　わたしは、エスペラントは1953年からだが、昔のヘロルドなどもすこしは目を通したりして、戦前の同紙
のことも多少知っているが、ページも多かったし、ユング氏も若くて働き盛りであったからか、そういう時



16

代であったからか、やはり「ヘロルド時代」といっていいものがあったような気がしている。第二次大戦の
大打撃からEsp.運動が立ち直るにはヒマがかかりそうだ。　 
（La Movado 1973年7月号） 

11. Simo Milojević 
　これの第1話は72年の4月号に出たから、「3年もまえ」のこととあるが、もはや5年まえの話・・・になっ
てしまった。 
　今回のシモ・ミロイェヴィチ氏は、最近来たUEAの雑誌によると、V. サドラーのもとに、UEA事務局の

vicdirektoroになったそうである。数年まえから、Kontaktoの編集をリンス等と
やってきたが、今後はUEAの事務局次長として、多分フルタイムで働くことに
なったのだと思われる。かれの名は、約15年前、T. セケリが主唱してやっていた
APO (Agado en Proksima Oriento) のころ、ネパールあたりへ行ってエスペラン
ト普及のために働いた青年として、初めて知ったし、報告記事も読んだことが
あった。 
　68年の12月、セケリで書いたようにして、ベオグラードに着いてから、出たり
入ったり、この街には一番長くいたが、その間、シモさんには大いにお世話に
なった。 
　JEL (Jugoslavia Esperanto-Ligo) の事務所は、わたしが泊まったホテル・スラ

ヴィヤのすぐ近くにあり、かれは当時JELの専従で、sekretarioだった。機関誌La Suda Steloも編集してい
た。最初は、到着したあくる日、JELに電話をかけたか、かれからかかってきたかして、「あのシモ・ミロ
イェヴィチか、それなら昔からお名前は・・・」ということになった。12日に事務所へ行くと、ここで
Srdjan Flegoにも会った。このIAT（エスペラントの劇団）を主宰する役者は、パリに住んでいるが、ユー
ゴの出である。ここでは、その後も名前を知っているひとたちに何人も会った。 
　その夜は、Zemun（いまは市内だが、もともとは別の町で、サバの河向うにある）のザメンホフ祭につれ
ていってもらった。ゼムンには、シモがむかし下宿していたエスペランチスト（Rajšić氏）の家があり、の
ちに長期間滞在することになった。ライシチ家はおばさん以外は、みんなエスペランチストで、Z祭では
denaskaのMinjo（当時10才ぐらい）が詩の朗読をした。 
　シモは高校時代、体操の選手であったという。その後、ベオグラードで大会があったとき、日本の小野
（？）選手などと知り合いになったこともある。通訳などをしたのであろう。シモは大学を出てから、さき
のAPOへ行ったのか、学生の身分で行ったのか聞かなかったが、ともかく就職して「まともなサラリーマ
ン」にはならなかった。かれは、インテリであり、ジャーナリストになりたい気はあったようだが、それよ
り自由を愛するあまり、いいかどうか、エスペラント運動のプロになったのであろう。わたしが会ったころ
は、すでにその面での全盛時代はすぎていたが、その名残りは感じられた。「シモとその仲間たち」とも言
われる若い人たちが、歌に芝居に・・・と、にぎやかに活動をしていたという。しかし、何年かまえ、ザグ
レブへ行ったかえりに自動車事故があり、仲間たちが5人死んでしまった。 
　ライシチさんも「あれから様子がかわった」と言っていた。それに、テレビの時代がきて、人びとがエス
ペラント会の集まりにあまり出て来ないようになったらしい。 
　いずこも同じ・・・であるが、同じといえば、エスペラントの団体だからJELからもらうシモの給料も安
い。独身だから、なんとなくやって行けたというより、友だちと共同で住んでいだり、やりくりをしていた
ようだ。家はアドリア海の近くの村で、シモが「のん気」にしているので、老母は安心できないでいる・・・
という話もあった。 
　ユーゴでは、ワリカンはしないので、いっしょに食事したりすると、だれかが金を払う。わたしも何度も
おごってもらったけれど、シモにはいろいろと「借り」があると思っている。LSS誌の校正などを手伝った
り、多少のことはしたが、気やすめ程度にすぎない。 
　収集して村に残しておいた民具をとりに、かれといっしょに田舎へ行ったことがある。若いエスペランチ
ストのペライチ君に紹介したら、「あ、あの宮本さんですか」という感じで、「シモ・ミロイェヴィチ、へ
えー」と、やや感激のおももちで、あとでわたしが、「シモは、やっぱり有名なんだなあ」と言ったほど、
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つまりは「かの有名なるシモ・・・」に、はからずも我が家でお目にかかるとは・・・という場面なのであっ
た。 
　いま、かれが次長としてUEA入りをしたときいて、わたしには思い出すことがある。ポンピリオがKKSを
やめて、後任をどうするか・・・というときであった。何人か候補者があり、そのうち三人ほどはわたしも
知っている人で、シモもそのひとりだった。結局、決まったのはチェコの青年、M. ネヴァンであるが、こ
の人は73年の秋にKKSをやめたようだ。そして、今後はサドラーとシモが大会の仕事をするらしい。あのと
き、両者の言い分を別べつにきいたが、結局はこうなったのか・・・という思いがする。69年の秋から、か
れはオランダに渡り、ユーゴの出かせぎ労働者たちの通訳・世話係をしてきたが、JELの給料の4～5倍くれ
る・・・と、そのころ便りがあった。今度はUEAだし、またダウンしたことであろう。シモはエスペラント
とは縁が切れない男と見える。かれは「いいやつ」である。 
（La Movado 1974年4月号） 

12. Ulrich Lins 
　ここ数年のことは別として、それまでにかぎると、日本のエスペランチストたちの名前なら、わたしはか
なりの知っているほうだと思う。外国人についても、まあ、それに似たことが言えるかもしれない。ひとの
名前は、関心があれば、おぼえてしまうようだ。わたしにとっては「有名」であっても、他の人にはそうで
ないとしても不思議はない。これまで、一応「有名なひと」ということで書いてきたが、なかには一向にご
存じでない名前も出てきたかもしれない。まだ書きたい人はいるけれど、5年もまえの旅の整理もまだでき
ていないので、今回でおわることにしたい。 
　そこで、たれにしようかなと迷った。V. サドラーとUEAの事務所（いまはやめたけど、当時は着任して
間なしだった永田明子を含む・・・）にするか、ドイツのUwe Joachim モーリッツとか、M. ツァイリンガー
とか。あるいは、昨年のTEJOの大会で会長になったF. サボがいいか。その後日本に滞在して、おなじみと
なったリンスがいいかな。そして、他の人にも出てもらう。 

結婚式と母親の雄弁 
　かれとは、ケルンで「再会」したわけだが、はじめは’65年の世界大会のとき、顔を見たぐらいで、とく

に話をしたことはなかった。で、何度も書いたGEJのセミナリーオへ行った
ら2日目ぐらいで、ちょうど会場のユースホステルへ着くとリンスがいた。
受付はあとからすることになり、講演中の部屋に入ると、トルベン・ケーレッ
トがいて、近眼なのかどうか、眼を細めてこっちを見たが、わたしに見覚え
はなさそうであった。あとで名乗ったら、ヘェーとおどろいていた。行くこ
とは手紙で知らせてあったし、デンマークへ来たら協力するという返事もき
ていたのであった。そのとき、かれが出版しようとしていたのは、あとで出
たABZ de Amoとは別の写真を中心にしたB6ぐらいの横長の本で、それこ
そ人間が横になった姿をうつすのにちょうどいいカタチをしていた。こっち

にほうが受けたと思うが、版権が高すぎたとか何かでABZ・・・になったらしい。 
　リンスが、ヤパノローゴだといって紹介してくれたのがM. ツァイリンガーであった。のちに、かれの住む
ヴュルツブルグへ行ったのは2月11日で、ケルンのリンスに電話をかけると、「宮本から手紙がきて、ノイ
マンが自殺したということだ」と悲痛な声で知らせてくれた。われわれが近いうちに会えるかどうかをきく
ためだったが、このニュースにはショックを受けた。前年の正月、亀岡で合宿があり、参加していたノイマ
ンさんたちと話をしていたとき、amoについての合宿をすべきではないかという話になったら、かれは賛同
し、予約金？としてその場で500円わたしに託したのである。それを思い、あれを思って、つづきの話をし
ているツァイリンガーがボックスから出てくるのを待つ間、世界大会のころ見かけたノイマンが、その後日
本に住むようになったあたりの変化を考えていた。異国でくらすのも楽じゃなかったのであろう。（帰国
後、気になっていた予約金は、文集を出した福田正男さんに渡したが、ノイマンさんからもらったお札は、
どこかにあるかもしれない。） 
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　ツァイリンガーは、外に出ると、感にたえたように、「ええなあ、リンスは。上等やで」と言った。つま
り、ドイツにも優秀なる若いエスペランチストたちはいろいろいるけれども、ウルリヒはとくに、よくでき
たやつだと言うのである。このミヒャエルは、南ドイツに住むババリア人であり、たとえば、北のウヴェ・
モーリッツなどのことは、「あれはフォルマリストでどもならん」という。南北のちがいは、日本になおす
と、関東関西のそれにあてはまるようで、ニヤニヤしながら聞いていた。 
　最後は、前に書いたハウペンタール訪問のあと、8月15日の夜列車でケルン西駅に着く。電話で知らせて
あったが、リンスの姿が見えない。しばらく、その辺を探してから、例のユースホステルへ行くと、日本人
の団体が着いて、ゴッタ返していた。弱っていると、そのうちに、リンスが「タツーオ！・・・」と、ツに
アクセントをしこたま置いて、血相をかえてとびこんできた。かれはカンカンになっておこっていて、プ
ラットホームに出ていたのだ！という。わたしもそっちは見たつもりだが、行きちがいになったらしい。し
かも、わたしがユースホステルの会員でなく、券がなくては泊まれない。かれは、アキレはてて、やむなく
家へ電話をかけるのだが、なかなか通じない。やっとかかって、結局、ウチへ来いということになり、電車
でリンス家に向かったが、なんとも申し訳ないことになった。なにしろ、かれは明日結婚式なのだ。その前
夜に、押しかけたのだから、迷惑もいいところであった。もっとも、その式に招待されていて、そのために
来たのだから、こっちにもやむをえ得ない事情はあったのだが・・・　親類の人なども来ていて、他にスペー
スもないとのことで、地下室にねかしてもらう。かれは、すまながっていたが、ナニ、わたしとしては、昔
から気になっていたkeloなるものに一泊できて満足でありました。 
　1969年8月16日、ケルンから車で20分？ぐらい乗ってどこやらという有名な教会に入って式に出る。新婦
は日本人の加藤昭江さん。列席者には、UEA書記長のG. ベッカーや、シテファン・モウル、ミヒャエル等、
いずれも夫妻で。ツァイリンガー夫人は、イナバ・ケイコさんである。かれらは届はすんだが、披露は30日
にするというが、それまで居ることはできない。 
　式後、向かいにあるホテル、というより昔風の落ちついたgastejoで披露宴があった。ここで、おどろいた
のは人びとが部屋の入る前と、宴が始まってから、おかあさんが演説？をしたことであった。ドイツ語だか
ら、わからないが、どうやら、二人がどのようにして知り合って、きょうのよき日にめでたく結婚するよう
になったかを、物語ってきかせていたようであったのだが、きわめて雄弁であった。日本でなら、友人なん
かが、そのナレソメをシャベルことはあっても、まさか母親が一席ブツということはあるまい。固有名詞等
から判断するしかなかったが、母親が活躍することに感心し、面白かった。この模様は録音しておき、あと
でコピーを送ると約束したが、かれらが日本へ来てから渡すことになってしまった。 
　近くの人は帰り、ツァイリンガー夫妻とわたし、それにリンス夫妻はそのままここで一泊することにな
る。夕食後、ミヒャエルの政治の話をきき、結局、ウルリヒ・リンスは、新婦をほっといて10時半まで食堂
でつきあってくれたが、このとき「日本のファシズムを研究したいこと」をきき、日本へ行きたいというこ
とをきいた。こちらは、ファシズムといわれても、モノを知らないし、もっぱら聞き役であり、話は発展さ
せられない。 
　翌日、しばらく親元をはなれて、二人で住むという住居まで荷物をすこしはこび、そのあと車でケルン駅
まで見送ってくれたが、目の前にそびえるkatedraloには、「ついに入らなかったけど、ケルンではリンス
に会えばよろしい」と言って別れた。かれが京都に来るたびに、古本屋を回るのについてあるいたけど、ケ
ルンでの借りは、一生かえせないことであろう。それは、旅先で会ってきた人たちみんなについて、言える
ことでもあるが・・・。 
（La Movado 1974年6月号） 
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外国で会ってきたひとたちの話 
1. SATの事務所で 
　まえに書いたときは、とびとび連載で2年かかった。今回は、昨年の秋から始めることになっていたのだ
が、なまけていて、いまになってしまった。1968年12月から69年の8月まで滞在したヨーロッパで会ってき
た人たちのことを書いたのが前の連載だが、こんどは74年の7月から10月にかけてのヨーロッパ、および
1975年６～7月のアメリカ1カ月と、そのあと8月までのヨーロッパ1カ月という旅で会った人たちのことを
書くつもりである。 
　わたしは執念深いたちなので、いまでも、初めてヨーロッパへ行ったときのことを、もっと詳細に書くつ
もりはしているけれど、なかなか実現できない。いつでも、「とりあえず・・・」という感じである。今後
も例外ではあり得ないであろう。 
　G. ヴァランギャン、W. オールド、H. トンキン、C. ミナヤ、T. ケーレット、J. フォルジュ、V. サドラー、
A. ペティン、N. マイモン、U. モーリッツ、J. レーグロ・・・といったあたりが、会ったり見たりした人た
ちだが、たとえば、このうちのだれかについて書くときには、別の人のことも出てくるはずである。それ
に、上記以外の人のことも書くかも知れないし、上にあげた人でも、あまり書くことがない人もある。つま
り、インタヴューをしたわけではなく、たまたま顔を合わせたり、そこのウチに泊めてもらったりして、何
となく知っている程度のことをネタにして書くのだから、余計なことをたくさんいれないと、すぐネタ切れ
になってくる。 

SATの事務所 
　わたしはSATの会員だが、会員として何かしているわけではない。機関紙などを、きわめて不熱心に見て
いるにすぎない。初めてパリへ行った69年の8月には、事務所のまえまで行ったが、夏休みでしまってい
た。そこで74年の7月、こんどは電話をかけてから訪ねて行く。 
　電車通りに面して立っているロッテルダムのUEAの事務所とはちがい、SATのほうは、アベニュー・ガン
ベッタから建物の中を通って裏へ出て、すこしまがって・・・という調子で進んで行くと、小さな事務所が
あった。あとできくと、これでも広くなったらしいのだが、中津浜通り時代のKLEGの事務所ほどもないと
思った。 
　最初行ったときは、バルテルメスは居なかった。若い男がいて、ユーゴスラビアの人であった。 
　ユーゴからは西欧へ出やすいのか、エスペランチストのなかでも、プロとして仕事をしている人が何人も
いるようである。このとき、ヴァランギャンに電話をかけてもらい、「自分はルドビキート社の・・・」と
名のって、もしお目にかかることができたら、いつがいいかとたずねるち、18日なら・・・とのことだった。
まだ15日だから、あと何日かパリに滞在せざるを得ないことに決まった。 
　パリにあこがれているひとには申し訳ないが、わたしはパリに来たかったから来たのではなかった。わた
しが入手した安いキップが東京・パリ往復になっていて、どうしてもパリに到着することになっていたので
ある。もちろん、着いてみれば、わたしはエスペランチストであるから、会ってみたい人はいるし、それは
それでいいのだが、ちょっと困ったなという気もした。フランス料理にあこがれてもいないし、金もないか
ら、これといったレストランには入らない。その辺の街角にある食堂で食べることになる。つまり、そうい
う店で手て来る、あるいはこっちが注文する程度のもの、というべきであろうが、まあいわば大衆的な食べ
物というのが、どうもニガテなのである。着いてしばらくは、時差の関係で体の調子もよくない上に、食べ
物が気になると、ますます元気が出なくなる。それで、すくなくとも18日まではガンバラナクッチャ！とい
う感じがしたのであった。 
　あとでバルテルメスやバニエという御大もやってきたから、すこし本の話をした。ルドビキート版のザメ
ンホフ全集も、巻がすすむと、SAT発行の、そうしてどうやら品切れになったLeteroj de Z.から手紙をもら
う必要が出てくる。その許可がいただきたいという件であった。このZ全集のことでW氏にも面会を申し込
んだのである。バルテルメスは、いつもそうであるという半ズボン姿で、ちょうど着いたらしいUEAの雑誌
を読んでいた。本を買ってサインをしてもらった。例によって、写真もうつした。いそがしい様子なので長
居はしなかったし、本の用件以外にはこれという話もできなかった。 
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　　さて、ジャン・セル夫妻のお宅に泊めてもらいながら18日まで何をしていたのか、いまのところ思い出
せないけれど、当日になった。のりかえて、これからあとはバスにのって行けば、しかるべき停留所までW
氏がむかえてくださる・・・ということになっていた。バスを待つ間に、角の店で、腹ごしらえにオムレツ
を注文した。 
（La Movado 1976年3月号） 

2. G. Waringhien 
　石井好子さんの本に「巴里の空の下オムレツのにおいは流れる」というのがある。読んだ事はないけど、

「暮しの手帖」に広告が出るたびに、何度みても「オムツの・・・」と思ってし
まい、弱っていたことがあった。そのせいかどうか、パリに来たからには・・・
という感じで、なんとなくオムレツを注文したのである。 
　バスをおりて、停留所のあたりを写真にとっていると、道の向うにそれと分る
ヴァランギャン氏の姿が見えた。そのあと、何という文句でアイサツしたものや
ら、いまは思い出せないが、ともかく、すこし歩いて団地の6階にあるW家に案
内していただいた。書斎は、こぢんまりとした部屋で、せいぜい6帖分ぐらいに
見えた。左右の壁は、本棚やら本箱があって、つきあたりは大きな窓、そうして
入口の横の壁には、浮世絵が3点ばかりかかっている。ホクサイだかヒロシゲだ
か、ウタマロだったかもしれないけど、そのあたりの絵であった。 

Fundamenta Krestomatioの新版 
　氏はルドビキートについて質問した。これこれしかじかにて・・・ということを、もちろん、つつみかく
さず申しあげたわけだが、ここでは省略する。わが書店としては、この次の巻あたりでいるのですが・・・
と、例の「本質と将来」の話をもちだした。F. K.の初版があればいいがと思って、それまでにJEIその他で
さがしていたが手に入らなかったのに、さすがここにはあった。貴重なものだし、本来なら持ち出しはでき
ないはずだが、コピーをする間だけ拝借することになった。といって、とくにモッタイをつけられたのでは
ない。あと、どうやって返却するかという具体的な話をしただけである。わたしが自分で、またもってくれ
ばいいのだが、時間的にムリなので、SATの事務所か、またはセル氏を通しておかえしすることにした。 
　このとき、ザメンホフの手紙の封筒を2通いただいた。中身はなくて、封筒だけだけれど、すくなくとも
直筆で宛名が書いてあるので、ホンモノにはちがいない。Zの全集を出そうとう本屋が、ホンモノの手紙ひ
とつ持たずにやっているところへ封筒だけでも入手したのだからメデタイことであった。ただし、資料はゼ
ロックス等のコピーをどんどん使っているから、中味のほうはなんとかなっていることを念のため書いてお
きます。 
　そのときの成果は第4巻に入っている。どのテキストがいちばんいいかというのは別問題として、いくつ
かあるテキストのうち、入手しにくい初版によるものを提供できたのだから、パリでオムレツをたべたかい
はあったと思う。 

日本へは？ 
　紅茶が入ったとのことで、居間に席をうつした。奥さまは、病名は忘れたが、なにか難病をわずらってお
られた。ひょっとすると、そのまえに、氏がしばらく席をはずされたことがあったが、ご自身でお茶をいれ
られたのかも知れない。書斎の机には、娘さんの写真がかざってあったが、別に住んでいるから、いまはお
ふたりだけである。 
　このとき、フト思い出したことがある。出かけるまえのことだが、宮本さんに話に、ヴァランギャンを日
本へよんだら・・・というのがあった。いや、そう思い出したので、口に出したのだけれど、あとになって、
あれは思いちがいであったらしい。Wじゃなくて、スタフェートの大将だったかな・・・ということに気が
ついた。しかし、あとのまつり。 
　つまり、もし日本で、しかるべき条件がそろったとしてですが、日本へ来ませんかということになったと
して、日本へ出かけてみる気はおありですかということを、きいてしまったのである。金があって、ゼヒ
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に・・・と、ご招待申し上げるのであれば、もっとハッキリきけるのだが、すべては、もしも・・・だらけ
の話だから、シンドイことだ。氏は、健康状態とか、いろいろ考えてみるべきことはあるけれども、日本へ
行く事自体は、大いにのり気で、もしそうできたら、よろこんで行くとのことだった。 
　約1時間か1時間半ぐらいたって、おいとましましたが、またバス停まで見送っていただいた。そのあと、
ハンブルグの大会で再会したが、会場でJ. レグロ氏にも会い、さっきの件を思い出して、しまった！と思っ
た。といって、あれはマチガイでしたともいえず、そのことは何も言わなかった。第一、これからだって実
現できないことではないのだから、とくに訂正することもないと思ったからだ。 
　なお、Zの封筒を入れてもらったのは、JEIからRO誌を送ってきた封筒で、たしか1961年ごろのものだっ
た。封筒の古いものでも、すぐにはすてず、何かのときに利用しておられるのであろう。日本のものは日本
へ・・・というわけでもないけれど古い封筒のいれものとして役立った次第。 
　ほかに、Zの手紙のことか、いろいろ話はしたが、いっぺんには思い出せないものらしい。念のために目
を通していただいた資料もあるが、第5巻に出る予定である。 
（La Movado 1976年4月号） 

3. ハンブルグの大会で 
　ハンブルグ世界大会に出ようと思って、それまで数日間いたスイスから北へ向かった。列車がハンブルグ
に近づくにつれて、天気もわるくなってきた。かなり北まできたという感じだった。大会の間もずっと、寒
いぐらいだった。 
　会場についてから申し込んだ。LKKの中心はもちろん地元の人たちだが、UEAから来ている責任者はふた
り、V.サドラーとミロイェヴィチである。わたしなんかが考えると、UEAの職員は、留守番を残してあとは
総出でUKに顔をならべてしかるべきだと思うのに、実際はそうなっていない。なかには、大会に出席して
いるひともいるのだが、個人として、つまり休みをとって自費できているのであった。仕事をたのめば、そ
れだけ金がかかるとかで何もしてもらわず、UEAの金できた前記の二人ががんばっているらしい。もっと
も、サドラーは、ホテル代は自分の好きなところに泊れるようにということで自弁だといっていた。ふたり
には久しぶりに会ったのだが、すぐに仕事をたのまれた。写真をとることと、新しくできたKonversacia 
Rondoの面倒をみることだった。こちらはUEAの職員じゃないから、なんでもたのみやすいのであろう。 

コメンツァントの会 
　さて、この「談話会」だが、これは初心者番組である。ラペンナ会長は、UK、なんといっても「世界大
会」であるから、コメンツァントのことまで気にすることはないと言って、それまでにはなかったものだっ
た。それがどうした風の吹きまわしか、一度ためしにやってみることにでもなったのか、できることはでき
たのだった。どういう風にやるつもりだったのか知らないが、ともかく会場へ行ってみた。結局、12~3人の
人が出席した。初めての会だから、そんなに知られていないのであろう。 
　日本でおなじみの質問、”Kiam vi eklernis esperanton?”と順にきいてみると、平均して2~3年というと
ころだった。つまり、かれらの言い分はこうである。大会に出ていて、ひとの話は大体よく理解できる。と
くにむつかしい話でなければ、きいていて全部わかる。しかし、自分らがしゃべる場がない。多勢の前で発
言するのはようしない、それでもしゃべりたい・・・というわけであった。 
　それならお安いご用と、ふたつのグループに分け、A組は部屋のむこうの隅へ行ってもらい、勝手に話し
合いをしてもらった。わたしはB組に残って、みんなの話を聞き、ときどき質問をしただけであった。どち
らかといえば、A組の方に、わりにしゃべれる人が入っていて、ときどき笑い声がきこえてきた。この会
は、出席した人たちが大いに満足してくれ、一度ではすくない、もっと集りたいということになった。 
　KKS役のサドラーにかけあい、翌日のこの時間、この部屋があいているから・・・とのことで、いろいろ
と手をうったけれど、手ちがいで、その部屋へ行ってみると、まだ別の分科会をやっていたので実現しな
かった。ともかくコメンツァント対策が必要なのは日本だけではないらしいことがわかった。その後、出席
者のひとりから、UEAの本部へ手紙がきて、こういう会を毎年のUKでやるようにと要請してきたりした。
ハンブルグでは、2度目の会合があるかも知れないというとき、エスペロ学院の大庭篤夫さんにも応援をた
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のむことにしたが、それは約束だけで終ってしまった。しかし、第1回の試みは、大成功ということになっ
たらしい。 

ラペンナをめぐって 
　いわばラペンナにさからって開かれた小さな集まりはうまく行った。ハンブルグでは、はからずも、ラペ
ンナ退陣劇をたっぷり見せてもらったが、日本から久しぶりにきたものにとっては、野次馬根性を満足させ
るものであった。「はからずも」とはこっちの言うことで、現地ヨーロッパにおいては、じつは大いにハカ
リゴトをめぐらせていた結果をわれわれは見物することができたのであった。せっかくきたからには、何か
楽しいことがあったほうがいいにきまっている。東海林信行さんとわたしは、「いいときにきた」と、幸せ
をよろこびあったのであった。 
　と、まあ、以上、極東ニッポンの野次馬としての話であって、ひとたびエスペランチストとして見直せば、
まことにかなしい出来事に出あったのである。たとえば、シモのごときは、自分がむかしエスペラントをや
りはじめたとき、同国人ではあり、国際的にも「かがやける星」偉大的ラペンナ・・・であったラペンナが
あったればこそ、いまにいたるまでエスペラントに打ち込むことになったのだから、これは悲劇であった。
シモにかぎらず、ラペンナをいわば「崇拝」してきた人はかなりいたらしい。すくなくとも、熱烈か、まあ
まあかの差はあっても、「支持者」となると、たくさんいたようである。そういう人たちの眼から見ても、
最近のラペンナの言動は支持できなくなっていたのであろう。ラペンナは、みずから墓穴を掘ってしまっ
た。シモもサドラーも、その話をしたときには、ないていた。 
（La Movado 1976年5月号） 

4. J. Cool 
　先月号の写真は、「ロンドン通信」でもおなじみの由里忠勝さんだが、ハンブルグで会った日本のひとた
ちの、いわば代表といおうことで、本文には何も書いていないけど、出ていただいた（編集者注：La 
Movadoに掲載された写真は、入手不可能のため省略しています）。1920年年代の雑誌には、学生時代の由
里先生がモノにされたエスペラントの会話書の広告が、にぎにぎしく出ていたりする。若いときから有名な
ひとだが、由里さんのエスペラントは、まことに格調ただしい本格的なものである。5年におよぶロンドン
滞在のせいかどうか、そのエスペラントに近年ますますミガキがかかり、75年の秋に帰国されてからは、各
地のエスペラント会にまねかれ、さすがは由里さん・・・という評判の大ベテランなのである。 

アメリカの新人のこと 
　日本のベテランのつぎはアメリカの新人の話をしたい。サンフランシスコ州立大学の夏期講座がはじまる
日の午後オールドについて校舎を見に行った時、背の高い青年に会った。学生かと思ったら、かれはジム・
クールといい、大学の助教授だった。遠いところからやってきたらしく、エスペラントはまだ自由には話せ
なかったが、それは、まだなれていないからにすぎず、「これはできるな」と、すぐにわかった。もちろん
上級を受けにきたのであった。 
　午後はオールドは初級、わたしが中級を受けもち、夜は上級で主としてオールド、それに日本のことを組
み込んですすめた。午前中はオールドの特別クラスで、希望者があれば、翻訳などを個人的にみる・・・と
いうものだった。ジムは先生の出す問題を上手に訳して、「次になにか・・・」という。オールドがまた出
題する。それもやってしまう。ジムが「なにかほかに・・・」というので、オールドは、こんどは自分が20
年ぐらいまえから訳そうと思いながらナンギしていたオーデン（だったか？）の詩を渡してみた。 
　あくる朝、「まだ全部はできていない」と言いながらもってきたジムの訳稿をみて、オールドは、いわば
舌をまいた。それで完璧というわけではないにしても、ジムの訳は、「これはいける！」というものであっ
たという。全部で4週間のあいだに、かれらがどういう勉強をつづけたのか知らないが、わたしたち3人の部
屋がすぐ近くだったので、ねる前などに何度か話をした。 
　そういう話のなかからわたしが思ったことをタトエ話にすると、ジムは、もうエスペラント国なるものが
日本国のようなものであるとしたら、日本文学がドナルド・キーンをもっているように、エスペラント文学
にクールあり・・・ということになるかも知れない、ということになる。それはともかく、オールドは、「こ



23

れでどうやら、ウソーナ・アントロギーオの訳詩者が見つかった」という思いがしたらしい。このところア
メリカ合衆国では、大学人の間にエスペラントにとりくむ人がふえてきているが、詩というのはだれにでも
作れたり訳せたりするものではない。ふたりの間で、その後、手紙のやりとりがあったにちがいない。 

ことしはクールで行くことに・・・ 
　ハーモンが会長をしているELNAの機関誌がきた。ことしの3~4月号である。ジムの写真がのっていて、こ
としの7月6日～23日に行われる夏季講座ではELNA会員のJim Coolが助手をするというニュースが出てい
る。その記事は英語で書いてあり、全部は理解できないが、ジムは1943年にオハイオで生まれたとある。オ
ハイオ大学を65年に卒業。専攻はフランス語とラテン語で、いちばん優秀であったようなことが書いてあ
る。ヨーロッパにも留学したことは、わたしもきいたが、エクス・アン・プロヴァンス大学などで比較文学
を研究し、目下ウィルミントン・カレッジで現代語の助教授としてフランス語、英語、エスペラントを教え、
イタリア語とラテン語を教えることもあるらしい。 
　最近、オールドが編集しているLa Brita Esperantisto誌に、すでにジムが英語からエス訳した詩が出はじ
めたようなことも書いてあるが、わたしはまだ見ていない。ついでにいうと、オールドが認めたから、ただ
ちにそれがクールの才能を保証するものではないだろうし、ひょっとすると、かれがホメたら、それはアカ
ンことを意味している場合もあり得ることだろう。（たとえば、あの「雪国」のコニシ訳だが、オールドは
ああ言ったけれども、わたしはワルクナイと思っているし、他のひとたちも、みんながオールド説に全面的
に賛成しているわけではないと思う。） 
　サンフランシスコの最終日には、オールドは欠席していて、上級クラスはわたしが担当した。ここで、そ
れまでにオールドに提出してあったレポートを、4名みんなに、クラスで読んでもらうことにした。発表会
である。ジムは、上級のテキストのひとつであったG. マトスのArĉojについて論じたのだが、わたしは、
「ハァ、大学でエスペラント文学の講義をきくというのは、こういうことやな」と感心してしまった。これ
をきいて、「サンフランシスコに来てよかったなあ」という思いを深くしたほどであった。 
　わたしは、オールドがアメリカへ教えに行っていることは知っていたし、日本で会ったときも、サンフラ
ンシスコのことはきいたと思うが、まさか自分が行くことになろうとは思ってもみなかった。しかし、一度
ならいに行ってみたいと思ったことはあるようだ。たまたま機会を得て、オールド先生の講義も何度か聞く
ことができたし、いまから思うと、クール先生の講義も先取りしてきいてきたようなことになり、まずは、
メデタシ、メデタシである。 
（La Movado 1976年6月号） 

5. U. J. Moritz 
　日本のエスペランチストで、各地の人たちの実物を知っていることでは、三ッ石清さんにとどめをさす。
それこそ北は北海道から南は九州まで、実際に歩いていて、知っている人たちがじつに多いのである。北海
道で先生をしておられる向井豊昭さんもそのひとりで、何回か話をきいた。ムカイさんがEtnismoというド
イツで出ているミニコミ雑誌に寄贈したこともきいた。で、それを発行している男を知っているという話に
なった。 
  
エスペラント一家の話 
　U. J. モーリッツがそのひとであるが、かれは長年にわたって、ドイツ青年エスペラント協会（GEJ）の
親玉であった。その後UEAの役員にもなっていたが、ハンブルグの大会では、ラペンナから名指しでケナさ
れたりした。かれはラペンナを退陣させた側のひとりであったのだから無理もない。とはいえ、もとはラペ
ンナに協力していたのだし、崇拝していたかどうかは知らぬが、支持者ではあったろうと思う。 
　学生時代に活動家であったらしい奥さんはスペインのカタロニア人である。バルセロナの実家に里帰りし
たり、両親がドイツまで遊びにきたりする。国際結婚で、こどもがふたりある。娘がシルビアで、息子がマ
ルコという。4人全員の用語はエスペラントであり、母子だけのときはスペイン語、父子のときはドイツ
語・・・というのだったが、ドイツ語は家族のまわりでおぼえる・・・というのだったか忘れたが、いずれ
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にせよ３ツの言葉が話せる。学校へ行くようになると、ドイツ語の力は圧倒的になり、バランスがくずれ
る。ふたりとも午後はスペイン語学校へ通いだした。 
　この家庭でエスペラントをきいていると、自由にしゃべっていて自然な感じを受ける。ウヴェは元気いっ
ぱい、よくドナっている。コドモたちを叱りつけるときもだが、夫婦のやりとりをきいていても、声が大き
い。かれらは、客がいるからといって、とりつくろったりしない。いつものように好きにふるまっているよ
うに見えた。奥さんはメルセデスというが、こんなことを言っていた。あるとき、よそのうちのお客さんに
なっていたとき、自分のいないところで、ウチの人たちが何かを食べていた。別に自分も食べたいというの
ではなく、いわば差別されるのがいやだからなるべくヨソの家に行かないことにしている。そのかわり、ウ
チへ来た人たちは歓迎するけれど、特別に客あつかいはしない。ふだんのままのくらしをしていて、それに
入ってもらうだけだ ー。 
　初めてヨーロッパへ行ったときから、わたしはモーリッツ一家とはおなじみになり、行くたびに会いに行
く。気楽にしていられるので気にいっているのである。ケルンの西方に住んでいて、高校でフランス語を教
えている。同僚の先生たちは、金より時間というので、あまり引き受けようとしないが、オレはその分まで
授業をやる。金がいるからなあ、と言っている。本職がけっこう忙しい上に、かれはSUK（夏季大学講座）
の世話役でもあり、エスペランチストとしても精力的に活動している。しょっちゅう電話をかける。74年の
夏、行く前に手紙を出したら、返事が間に合うかどうか心配になり、日本へダイヤル（直通でかかるのであ
る。ただし日本からは、特定の局からだけ・・・）しようと思ったけど、番号がわからんのでやめたといっ
て速達をくれた。それには、自分のスケジュールがコマカく書いてあった。つまり、駅へむかえに行くの
に、何曜の何時だったらOKとかアカンとかわかるように・・・である。69年ごろはメルケン村にいたが、
その後2度転居して、いまはストールベルグにいる。ドイツの村は、これでいいのか知らんと思うくらいキ
レイだが、かれらの一家は、斜面に立った借家に住んでいて、部屋のなかから牧場が見え、きわめて牧歌的、
のんびりと自然にひたってくらしているのである。「これは、あそこに見える牛の乳を買ってきたの」とい
うミルクを飲ませてもらった。トイレの窓から早朝など、ウサギが見えたりする。家はトナリと壁ひとえの
二戸一だが、壁は厚いと見え、Uweがドナッたぐらいでは、騒音公害でうったえられる心配もない。タイプ
を打っても大丈夫であろう。まあ、そういうところで、かれは、Etnismoという少数民族の問題をあつかう
雑誌を編集したり、UEAの規約改正が行われるので、それを検討したりしているのである。さらに、テレビ
の推理番組も見るらしく、駅から家まで帰る車のなかで、そのあらすじを語ってきかせてくれたこともあっ
た。 
　シルビアと二人で話をして、教科書を見せてもらった時3年生になったばかりの彼女が、わたしに宗教の
ことはどう思いますかときいてから、その教科書を見せてくれたのが印象に残っている。彼女の父は宗教的
な人ではない。なかなかしっかりした娘さんだと思った。いわゆるデナスカ・エスペランチストは、ヨー
ロッパあたりにはすこしずつふえてきているが、モーリッツ一家の場合は、かなり典型的な例かもしれな
い。大会にも車で行き、こともたちはInfana kongresoに参加していた。 
（La Movado 1976年7月号） 

6. E. Borsboom 
　エスペラントの本は、予告が出てから実際に本が出版されるまでヒマがかかることが多い。何年かぶり
で、どうやら出たらしいとわかったからでも、外国からくるまで何週間かは待つことになる。ボルスボーム
のVivo de Lantiもそういう本のひとつだった。だれか、オランダあたりでランティ伝を書くために資料あ
つめをしているらしいということがわかってから、わたしは注意していた。しかし手紙をかいたりはせぬま
ま時間がたち、またヨーロッパに行ってしまった。74年の秋口、ロッテルダムはUEAの図書室で、「エディ
がきている」ときき、そこで会った。そのまえに、Vivoのなかの1部がUEAの雑誌に掲載されたことがあ
り、わたしはそれを読んで感心していたのだった。 
　エディは背が高く、落ちついた話し方をする。おとなしい男だが、なかなかチャーミングな人である。
チェ・メトードのアンドレオ・チェ氏の秘書をしていたこともあるという。そうして、かれの伝記も書きた
いといっていた。つまり、エスペラントを大衆化する上で、チェの果した役割は相当のものであったが、か
ならずしも正しい評価がなされていないというわけである。 
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　ひとに頼まれてだが、「わたしもランティの資料がいるので協力してほしい」とエディに頼んでみた。か
れは、自分が使った手紙類のことをいい、それを借りられるといいと思うと言った。ボルスボームは、ユト
レヒトの近くに住んでいて、時どき調べものをするためにUEAの図書室までくるという。このときは、原稿
の方は、ほとんど完成していたが、あるいはすでに出来てSATの方に送ってあって、何か別のことを調べに
来ていたのだったと思う。 
　ウチへ遊びに来ないかといってくれて、わたしもその気になった。このときは家族のものも一緒にいたの
で、一家三人でボルスボーム家を訪ねる約束をした。 

こどもは早くねるならい 
　ユトレヒトで乗りかえて、ひとつかふたつ行ったブーニクという小駅で降りると、電話で知らせてあった
から、エディが車で出むかえてくれた。霧のかかったような、うすら寒い日だった。車で数分・・・と言う
感じの近くに彼の家はあった。道路から10メートルほどの庭を通ると白い扉の玄関がある。入ると、イナ夫
人がいて、早速、「アラ、すてきなマント！」という声をあげた。秋とはいえ、肌寒いオランダのことだか
ら、ロッテルダムの百貨店で求めた家内のマントであった。ハンガーにかけるとき、ちゃんとだれの作品か
見て、「着る物にゼイタクなひと」かと思ったらしい。これは、あとで聞いた話しだが、オランダでは有名
なデザイナーの作らしく、さすがに女性だからご存じであったわけだ。ちなみにMAX HEYMANSという銘
が入っている。こちらは何も知らずに買ったのだが、その後日本で見ていると、その辺にあるという普通の
コートでもこのマントより高いので、「いい買い物をした」と、いまだに語り草となっている。何のかざり
気もない、スンナリした紺のマントだが、ボルスボーム夫人のおかげで、何やら一段とネウチがあがったよ
うなことになった。 
　玄関に右手に居間があり、その奥は裏庭に通じている。自転車を置いたりできるガレージがあって、さら
に別の道に接していて、こどもたちは、この辺で遊ぶことができるようになっている。B家には小さな娘が
ふたりいて、うちの娘と同じ年ごろである。二階にはバス、トイレとか寝室があり、その上に屋根裏部屋が
あり、エディがランティ伝を書いた書斎になっていた。書くのに追われてか、「あまり相手をしてくれな
い」と、奥さんが笑いながら言っていた。台所は玄関の奥にあって・・・と、これは、ボチボチ家の中を見
せてもらっているうちにわかったことで、はじめから全部わかっていたのではない。 
　夕方になって、話をしていると、こういうことがわかってきた。つまり、こどもたちは、6時ごろから、
夕食をたべさせたり、お風呂にいれりして、7時すぎたらもうベッドに行ってもらう・・・という毎日らし
い。コドモには不満はあるらしいが、ともかくそのようになっている。そのあと、おとなたちが、酒でも飲
みながら、コドモぬきの夕食をするのである。そこで、この日は、うちの子もシブシブこの家の習慣になら
い、早く夕食と風呂をすませ、二階の部屋に追いやられることになった。あとで見に行くと、つまらなそう
にしていたが、帰るときまでには、それでも眠ったようであった。 
　ほかに料理専門のひとでもいれば別だが、家庭でゴチソウになると、奥さんが食事の用意をするから、な
んとなく落ちつかない気がする。といっても、ウロチョロしても始まらぬから、居間のソファに腰かけて、
エディのすすめるブランデーなどを味わいながらボソボソ話しをする。彼は、ウチの奥さんには、婦人用の
甘いのをすすめたが、なに彼女のほうがわたしより強いのを知らないのだ。奥さんといえば、イナ夫人は学
校の先生で美術を教えている。エディも数学の先生をしている。エスペラントは、ふたりの御婦人はボチボ
チといったところ。 
　さて、ボルスボームの本だが、この原稿をかきかけてから、ある日、日本に書評用のが来たことを知った。
それをちょっと見せてもらい、まえがきだけは読んだが、まだ全部は読んでいない。取材のため、夫婦であ
ちこち旅行したことが書いてあり、奥さんの協力もあったことがわかる。 
　まえに書いた「感心した」というのは、かれの語り口というのが、エスペラントではあまり見かけない感
じを受けたからだった。語学的には、エディの場合、多少ひっかかるところもあるし、そのことを言うひと
もあるが、わたしは買っている。家庭訪問では、要するに家庭的な面がわかるから、その楽しみはあったけ
れど、ランティ伝の作者のことなら、その本を楽しんだほうがいいに決まっている。 
（La Movado 1976年8月号） 
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7. C. Minnaja 
　UKのプログラムのなかには、たいていAkceptoというのがある。市役所のホールなどであるレセプショ
ンというやつである。わたしも顔を出して、ビールかワイン、ジュースなどを飲んだり、サンドイッチを食
べたりしていたら、ビールの入ったコップを手にした男が、うしろから回りこむようにしてわたしの前へ来
た。やあ、タツーオ！と言って、「いた、いた！」と、なつかしそうな顔をしている。すぐに、だれだかわ
かったから、アイサツもそこそこに、10メートルばかりむこうに立っていたオクサンに声をかけた。いや、
呼びに行って、つれてきたのだった。 
  
カルロ・ミナヤはいい男なのだ 
　うちの、ますみ夫人は、エスペランチストの名前はあまり知らないのに、なぜか彼の名は知っていて、
「ホー、カルロ！」と、とんできた。カルロは、すこし猫背ぎみで、すでにビールが入って顔をほんのり染

めている。上体が、やや、ゆれかげん、眼も、笑っていて、ごきげんであ
る。このフンイキがよかったそうで、いっぺんに彼女の気にいってしま
い、カルロ、カルロと言うことにあいなった。 
　カルロの話し方が、また特徴があって、アクセントのおき方に感情が
こもって・・・というか、なんともチャルマなんだそうだ。声も、ハス
キーにもう一歩というところか、ややくたびれたような、なんだかモノ
マネがしやすい感じであって、わたしがマネすると、かなりうまく行く
のであった。じつは、そのまえにludovikitoのザメンホフ全集を、カル
ロが書評したときに、小文字使用が気にいっているようなことを書いて
いたので、出たばかりの第4巻の話をした。そうして、そのあと、大会場
で、一部進呈したところ、その場で開いて、「あ、やっぱり、これがい
いんだなあ」と、小文字のことと、ルドビキートの文章をホメて、
ekstreme interesaと、カルロ調で言う。するとこちらもうれしくなって
しまうという調子だった。 

　ミナヤ一家は、エスペラント界では有名で、先年なくなった父のルイジ・ミナヤは、長年ラジオ・ローマ
のエスペラント放送を担当していた。わたしが、はじめてこの名を目にしたのは、ずっと昔のことだが、次
には、若き雄弁家として、息子のニコラが出てきた。カルロは、その弟として、やがて出現したようにおぼ
えている。兄弟とも、天才か神童か知らぬが、すくなくとも、きわめてよくできた秀才だったらしく、若い
ときに、ローマの新聞かなにかで話題になったこともあったらしい。といったあたりのことは、いまはなく
なった、La Praktikoに昔出ていたことがある。その点、週刊朝日に出たとかいうコニシ・ガクさんとどっ
ちか・・・という程度に頭がよかったのであろう。（これは昔のことで、いまのガクさんやカルロさんの専
門分野である物理とか数学の世界は、わたしのまったく知らぬ世界だから、それこそ異次元のことだし、何
もよう言わない。）とにかく、本職は、みなさん、理科系であるが、小西さん同様、カルロもエスペラント
界では、文系で活躍していて、詩は書かぬまでも、コンクールの審査をしたり書評欄を担当したり、エスペ
ラント文学のほうでは一応知られたひとといっていいだろう。 
　大会が終わってから、会場のまえで写真をとりあったときなど、もちろんカルロと並んでうつしたのだ
が、そのときの話し。「マスミが、あんたが好きなんで、アテネ大会に会いにこようかと言っているけど、
kongresedzinoとして予約してもいいか」と、オクサンの意向をとりついだら、Kial ne?! キアル・ネ・・・
と笑っていた。もっとも、この大会で、彼に、影のごとく寄りそって？いる若い女性があって、奥さんかと
きいたら、すかさず、同じことをきくやつの、「あんたは37番目だ」と言っていた。この女性は、エスペラ
ント運動の仲間らしく、カルロの妻子はパドバで留守番のようだ。 
　帰ってから、小西家を訪問したら、カルロのいい写真があって、ちよ夫人もお気に入りとのことだった。
カラー写真だが、今回はそれを借用することにした（編集者注：上に掲載した写真は、La Movadoで掲載
されたものとは異なります）。アテネへは行けなかったが、ときどき、カルロの声色を使ってオクサンを笑
わせ、なぐさめている。この写真も、大きく引き伸ばしたのを、わけてもらうことになっている。 
　マスミがカルロに会ったのは75年の夏、コペンハーゲンだが、わたしは65年夏、東京の世界大会のとき
会って、夜宿舎まで帰るとき、歩きながらシャべったことがあった。カルロはそれでおぼえていたのだと思
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う。大会の委員会などでは、かれは、きわめてマジメそうにしていて、飲んでいてゴキゲンなときとは様子
がちがう。それでも、なかなか愛嬌のある男で、もののわかったひとにはちがいない。 
（La Movado 1976年9月号） 

8. C. R. L. Power 

　1976年9月号に「7. C. Minnaja」が出たきりで中断していたが、そのつづきが「8. C. R. L. Power」で
ある。C. ミナヤは、本文にあった小西家から「それを借用することにした」という「カルロのいい写真」
と、実際に出ている写真は別物。送っていただいたとき、「これはちがう」と思ってたずねてみたが、他に
はないとのこと。ネガ・アルバムにも見あたらない由で、そうなると「いい写真」はマボロシだったことに
なる。いずれにせよ、7.のは「カルロのいい写真」と書いたものとは違うので、訂正する次第。 

ヤング・パワーの大物?! 
　アメリカへはカメラは持って行かなかった。カルロならぬチャールズ・パワーの写真は何もない。もっと
も、UEAの”esperanto”5月号にはメガネをかけていない写真が出ているが、転機はしない。かれは3月の末
からUEAのKKSになってロッテルダムに住んでいる。私が会ったのは1975年6月の末で、パワーはELNA専
従の事務局長をしていた。サンフランシスコ州立大学の寄宿舎のロビーで待っていたら、太ってモタモタと
いうかドシドシというか、軽快とは言えない足どりで、ハアハアとシンドそうな息使いの若者がわたしに近
づいてきた。事務所から車で来たのだし、息をきらせるほどではないが、太りすぎのせいだと思われた。背
も高いから、とくに肥満体には見えないが、すこし目方をへらしたほうが楽にちがいないと思った。しか
し、エネルギッシュな男であって、エスペラントも、きわめてよくできる。75年度のUEAの文芸コンクール
では、翻訳の部で2位になっている。1位はオールドだった。逆でなくてよかったようなものの、つまり、そ
のくらいの腕前なのである。「4. J. Cool」で書いたクールのように「できるアメリカ人」のひとりで若手
のホープであり、とくに散文がうまいように思う。 
　翻訳といえば、太治の「斜陽」のエスペラント訳を上山さんから借りて持参していた。訳といっても、ま
だ本になっていないから、タイプで打った第一稿をコピーしたものである。それとキーン訳の英語のペー
パーバックも持っていた。パワーがわたしの部屋に来ていたとき、この英訳本を見せ、ものはためしという
ことで、有名な書き出しのところをエスペラントに訳してもらった。その紙は見あたらないが、その時読ん
だ印象では、原文（ただし、この際は英訳）に相当忠実で、しかもエスペラント文としてもいい文章になっ
ていたので感心したのだった。もっとも、わたしは英語がわからないから、日本語の原文の記憶をたよりに
そう思っただけで、あまりアテにはできないが。 
　講座は月曜から金曜まで、土・日は学校の食堂も閉まってしまう。ある日曜日、みんなでシュルツ家のパー
ティーによばれたことがあった。そこへ行くまえ、朝のうちは時間調整もかねて、ELNAの事務所へ10名ほ
どでゾロゾロと押しかける。といっても、サンフランシスコから車に分乗して南下し、途中には人家もな
く、次の市に入る・・・というようにアメリカは広いと思ううちにBurlingame市へ。日あたりのいい通り
に面した建物の2階に事務所はあった。 
　カウンターなどもあり、ちゃんとしたオフィスだが、いつもはパワーがひとりいるだけらしい。エスペラ
ントの本が壁ぎわの本棚や机の上に展示してあり、奥の小部屋にはストックがあり、種類もKLEGの図書部
より豊富にとりそろえてあった。廊下の向こうにもひとつ部屋があり、片づいていないから・・・と、見て
ほしくない様子だったが、みんなが下へ降りて行ったあと、ちょっとだけ見せてもらった。本の包みが雑然
とあちこちに置いてあったが、とくに乱雑をきわめるほどではなかった。　 
　歩いてすこしはなれたところにパワーのアパートがあって、しばらくそこで待つことになる。シュルツ家
まで車で行くのに、一度に乗りきれなかったからである。ELNAの事務所も、かれの住居も、日本の住宅事
情からは考えられないほど、ゆったりしたものだった。アパートといっても、部屋が三つか四つあり、独身
の若い男の住居としては広すぎるぐらいである。エスペラントや英語の本、雑誌などがギッシリ壁ぎわに並
んでいた。かれは、コミックというのか、日本で言えば劇画のような絵入りの雑誌をたくさんもっており、
部厚い文学書もいっぱいあるという風で、相当の読書家らしい。エスペラント歴は、当時で5~6年というと
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ころだったが、本は持っているだけでなく、中味にもよく通じていると見受けた。それは、上級クラスで
オールドに質問するときなどにもうかがわれることであった。わたしなどは、せいぜい題名に通じているぐ
らいで、かれのような勉強家と議論ができるほどの知識はない。わたしも、かれぐらい若かったころには、
いまから思えば本もよく読んでいたし、もしあのペースで読んでいれば・・・と思ってみたけれど、なに、
くやしかったら、これからだって読めばいいのである。 
　パワーは、議論するときは、かなり早口になって、ややいいつのるという感じの話し方になった。あるい
は、まくしたてるといってもいい。かれは、BEAの上級試験を受けた。オールドが問題用紙を持ってきて試
験をした。会話のテストもあったのかどうか知らないが、筆記のほうは、何やらむつかしいことを、気軽に
さっさと書いているのを見かけた。採点はBEAの試験委員会でするらしく、その場では合格したのかどうか
不明だった。 
　ELNAの資金は豊かでなく、カンパをつのったりしているが、パワーの給料も700ドルのはずだが500ドル
しか出ていない。しかし、最近シンプキンスの遺言でELNAにも金が入ったので不足分がもらえることに
なった・・・とのこと。ハーモンは、ほんとは1000ドルぐらい出さんといかんのだが・・・と言っていた。
UEAではELNAほどの給料は出ないはずだがエスペラントが好きで行ったのだろう。 
（La Movado 1977年6月号） 

9. F. Szabó-Felsö 

　女だからどうということはないにしても、しかし、近年における女性の社会進出には目ざましいものがあ
るようだ。それはエスペラント界でも例外ではなく、世界のあちこちで活躍中の女性の姿もちらほら見え
る。 
　UEAの理事のひとり、フローラ・サボ・フェルシェーもそういう活動的な女性に入ると思われる。理事と
いったが、エスペラントではestraranoである。同じ「理事」のことをJEIではdirektoroといっている。した
がって何人もいる。UEAではdirektoroは理事ではなく、事務局長というか所長というか、要するにUEAの
事務所の責任者であって、JEIでいえば忍岡守隆さんの仕事である。それはとにかく、そのestraranoのフ
ローラは、結婚してフェルシェー（?Felsö）になったが、わたしが初めて会ったときはサボ嬢であった。 
　1966年の世界エスペラント大会はハンガリーのプダペストで開催され、TEJOの大会は同国南部の古い都
市ペーチで行われた。フローラはペーチのひとである。このときすでにエスペランチストであったかどうか
は知らない。多分そうだろうと思う。わたしは1968年の暮れ、ケルンで会い、69年の2月の末、ペーチで再
会した。ケルンで、ペーチへ来れば、何か見つかるかもしれない、と聞いていたから会いに行ったのであ
る。当時、わたしは万博のため、民族資料の収集をしにヨーロッパへ行っていたのであった。 

恋愛談義と髪の毛の色 
　ケルンの合宿あけに、「5. U. J. Moritz」で書いたモーリッツ宅に数日滞在し、そのあたりを収集に回っ
たのだが、フローラも一緒だった。シューマッハーという学生と結局四人で合宿のつづきをしたようなもの
で、にぎやかだった。フローラには婚約者がいた。かれはエスペランチストではなく、フローラが自由に外
国へ出てあるくことを好まぬらしかった。あるといえば、そこに問題があったらしく、恋愛とか結婚の話に
なったのであった。外国に来ていて、もし生理的必要から、他の男性と肉体関係 [ 古いコトバ！] に入った
としても、それ自体はわるいことではない。つまり、こころとからだは別・・・ということであろう。した
がって、あとになって、その相手の「髪の毛の色をおぼえていなければ・・・」婚約者に対して罪の意識を
感じなくてすむ、というつまり、ああ、あのときのあのひとは・・・と思い出すようでは「こころ」が動い
たということで、よろしくない。その場かぎりの関係で、サッパリしていれば問題はない。 
　と、ここに要約すれば、こんなことになるかと思うような話をしたのだが、8年もまえのことである。思
いちがいもあるかもしれない。理論的には、わたしも彼女の相手になり得たのだが、おたがいに男女関係に
いたる動きは何もなく、ペーチでは婚約者に会ったけれど、74年の夏、ハンブルグで会ったときは、フェル
シェーというエスペランチストと結婚していた。フローラのおとうさんは弁護士で本人も法学を専攻してお
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り、アルバイトで裁判所にも出入りしているから、離婚や何やら「現実」を見すぎたせいで結婚はしたくな
いとも言っていたのに、いいダンナが見つかったものと見える。 
　ペーチでは、サボ家の親類の農家をたずねたり、フローラの友だちにたのんで仮面を作ってもらったりし
て、資料の収集には大いに協力してもらった。街をあるくとき、フローラは、わたしにかまってくれて、「ホ
ラ、石がある」「気をつけて！」と、わたしがコロンだりしないように、気をつかってくれた。その後、手
紙が来て、日本の結婚やら協議離婚やらのことをきいてきて、すこし調べたものの返事は書かないままに
なってしまった。それでも、イタリアに留学したりして論文を書いたらしく、フローラもdoktoroになって
いる。ダンナはラジオの仕事などをしているらしい。75年のコペンハーゲン大会でも会ったが、トンキン会
長をはじめとするestraroが会合をしているあいだestraraninedzoなるダンナは時間つぶしに街を散歩したり
していた。二人ともエスペランチストだから、こうして外国へもいっしょに出てこられるし、まずは幸せな
フローラと見受けた。 
　ハンブルグで会ったときは、モーリッツなどと、せわしなく歩いたりしていた。ラペンナをたおすために
いそがしかったものであろう。ついでに言えば、ラペンナ氏は、かれを崇拝かなにか、ともかくかっていた
ひとたちによって倒されたのであって、残念ながら、なぜそういうことになったについては、かれ自身の不
徳のいたすところであったということになろうか。 
　東欧の一国であるハンガリーにいて、UEAの役員をしているフローラは、多少の役得もあるのかもしれな
い。ふつうの観光客よりは、たやすく外国へも行けるといったような・・・。ただし、現在のハンガリーの
外貨事情がどうなっているかは知らない。 
（La Movado 1977年9月号） 

10. W. Auld 

話にきくだけであった土地を見たり、本で読んではいても、面識のなかったひとに会ったりすると、ちょっ
としたことに気がついて、なんだか「わかった！」気になったり、ガッカリしたり、思いがけぬホリダシモ
ノをした気分になったりすることがある。ただし、百聞は・・・と言いたいのではない。あらかじめ何も知
らずに何かを見ても、サッパリ・・・ということもあるからだ。 
　それはともかく、エスペランチストにも直接会うことが多くなったことは、結構なことにちがいない。 

愛妻家オールド 
　わたしは、オールドの詩を愛読したわけでもないから、詩人のオールドという人に特別の感情は何ももっ
ていなかった。エスペランチスト、あるいは人間一般に対する興味のひとつとして、かれにも関心はあっ
た。というよりも、オールドは、なぜ、あのようにエスペラント文学・文化に熱心なのだろう？と思ってい
たから、やや特別の関心があったというべきかも知れない。カロチャイのごときは「エスペラント文化？　
あれはオールドのおハコで・・・」というようなことも言っているぐらいなのである。 
　1973年夏、亀岡の日本大会に、オールドは招待されて初めて来日した。サンフランシスコから足をのばし
てもらえば、多少は安くあがるだろう・・・ということで、当時滞在中のハーモン氏などの尽力によるもの
であった。（このときのことは、ご存知のかたも多いから、次のことだけ書くことにする。）まず、「詩人
らしく見えないなあ」というのがわたしの第一印象であった。もっとも、これは、「青白きインテリ」とか
「カスミを食っている詩人」といった先入観によるもので、一見「それらしくない」ところが、いいのかも
知れないが・・・要するに、かれは、ふとっていて陽気なのであった。 
　わたしとしては、このとき京都で知り合いになったのが縁となって、1975年の夏、かれの助手をつとめる
べく、サンフランシスコに行った。わたしは、ひとあし早く着いていたが、オールドは、スコットランドの
男のシルシを身につけて到着した。つまりキルトを着用してきたのだが、空港でも「だれも見てくれない」
とボヤいていた。この街は国際的であり、キルトぐらいでは、ひとの注意は引かないらしい。スコッチも、
外貨かせぎのためか、本国で飲むより、米国のほうが安いとのことだった。ちょうど、ハーモン家が引っ越
しをしているときで、わたしたちは荷物を大型トラックに運びこんだりして手伝った。これもレンタルカー
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で、ハーモン氏が運転するのである。その後、中古とはいえ、かなり新しい感じのするハーモン家で、眼下
はるかにサンフランシスコ湾をながめながらウィスキーをいただくのは、格別の味わいではありました。 
　さて、講座が始まって何日か経った。オールドも、わたしも、宿舎の郵便箱を朝晩のぞいては、イライラ
しているのだった。家からの手紙が一向に着かないのである。 
　「そんなはずはないのだが・・・考えられない！」という。それでも、かれのほうが早く手紙が来た。 
　3週目の終りごろだったか、「こんどは長すぎた。やっぱり3週間が限度だなあ」という。例年は3週間な
のに、この年は全部で4週間であった。家族もちというのは仕様のないもので、ひと月も家をはなれている
と、おちつきをなくしたりする。かれは、毎夜、ウィスキーを飲む。部屋で、クールやわたしと飲んだり、
近くの街まで行き、バーで飲んだりである。レッドチムニーというのが行きつけの店であった。わたしも何
度か行った。あるとき、わたしは「出がけに、天風さんが、これでオールドさんとコーヒーでも飲んでくだ
さいと言って、おせんべつをくれはったので・・・」と、かれをさそった。「なんでコーヒーなんか知りま
せんが、酒でもいいでしょう」というわけで、ビールで山田天風さんのために乾杯をしたのだった。ふたり
で、エハガキを出すことになり、かれはその場でスラスラとhajkojを書いた。 
　おかげで山田天風さんには喜んでいただけたらしい。 
　その後、スコットランドのオールド家を訪ねることになった。京都で会ったことがある家内もいっしょで
あった。オールド夫人のミータさんにお目にかかったのだが、このひとは、なんとも感じのいいひとで、エ
スペラントも情感のこもったもので、わたしたちは、「いいひとに会った」と思った。彼女は、いわゆるペ
ラペラではなく、語学的には自由にしゃべれるという感じではない。しかし、人がらというか、そのひとら
しさが、にじみ出るような話し方をするひとで、まことに上品な女性なのである。サンフランシスコで「講
義」をしているときのオールド先生は、時に笑顔は見せるものの、コワイ顔つきをしていたのに、いまミー
タ夫人のかたわらにいるのを見れば、表情もおだやかであり、幸せなダンナさま・・・なのであった。看護
婦をしていた彼女とデートするために、病院の前で何時間も待っていたという若き日のオールド青年そのま
ま、いまだにホレているというおもむきがある。あの”Kvaropo”に入っている詩の「大部分は、そうやって
待っている間に出来たものでね」という。ミータ夫人は、エスペラント詩人オールドさんのmuzoなので
あった。 
　オールド家には一男一女があり、いまは大学生でふたりともエジンバラに住んでいる。お母さんが同居し
ていられるはずだが、わたしが居た二日間には、お目にかかれなかった。オールドさんは、例のキューちゃ
んの「スキヤキソング」がはやったとき、レコードを買って何度もかけてダンスをしたものだった・・・と
のことなので、タイヤキのレコードでも送ろうかと思ういうちにスタレてしまった。 
（La Movado 1977年10月号） 
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Kalocsayをたずねて 
  
1. 
  
まわりみち 
　旅行記に、いちいち日付が出てくるのは、書くものにとっては意味があっても、読まされるほうにすれ
ば、わずらわしいというのが持論だけれど、内容に多少とも関係するばあいは、それも仕方がないというこ
とで、以下おゆるしねがいたい。 
　おことわりついでに、もうすこし前説をつづけると、カロチャイ訪問記をかこうとしているのに、もはや
資料不足を感じている。一週間の合宿に行ってきて、さて家にかえるときでも、ああ「夢がおわった！」と
思い、がらりと戸をあけると、そこからが現実・・・という次第なのに、はじめてヨーロッパへ行き、3ヵ
月の予定がのびのびになって、8ヶ月半たって帰国したのだから、夢としてもこれは長かった。ユメにもい
ろいろあるが、悪夢のほうは別の機会もあるということにして、なるべく楽しいやつを書いてみたい。 
　旅行中は、日記をつけることになっていたが、空白もあり、かいてあっても最大一ページ、それも一行お
きに書いてそうだから、あまりアテになる資料ではない。カロチャイに関しても、1969年2月24日に「かえ
りに、カロチャイのこと。13時～ktp.」」とあって、自分でもよく考えてみないと理解しがたいことしか書
いてない。もうすこしわかりやすいときもあるが、ほぼこんな調子だから、いまこれをかくにあたっては、
もう一度ユメを見るような気になって、思い出すしか方法がない。 

カロチャイ病気説 
　本題に近づくまえに、もうひとつ書いておきたいことは、わたしがヨーロッパへ行ったのは「日本万国博
世界民族資料調査収集団」の一員として、モノを集めるためであって、かならずしもカロチャイに会うだめ
ではなかった・・・ということ。ただし、本来の仕事のかたわら、できれば、そういうひとたちにも会って
きたいとは思っていた。もともとエスペラントを活用して、その仕事をしようというのだから、収集のこと
を書いても、エスペラントに結びつくのは当然だが、それはまた別の機会にゆずるとして、ここでは「かた
わら」の話が中心になるということ、ktp。 
　さて、2月24日、ウィーンからブダペストにつき、市内にたどりついて宿が決まるまでも、語るべきこと
はあったけれど、とにかくタシナーディ夫人の家に泊まることになる。（このひとについては、石黒なみ子
さんの「エスペラントの世界」にも出てくるから、すでにご存知のかたもあるかもしれない）。 
　先客があって、夜はKonkordo（エスペラント会）の例会があるから、いっしょに行こうとさそわれ、つ
いて行った。この会のことも、一応とばしておくが、そこからの「かえりに」カロチャイのことをたずねた
のである。会いたいけれど、どうだろうかときいたら、カロチャイを知っているというひとたちも、「それ
はアカン」とはいわなかったが、かれは病気だから、むづかしいかも知れないということらしい。 
　さらにきくと、病気といっても、ベッドにねたままの病人というのではなく、外へ出たりしないで、つま
りムリをしないで、家では仕事をしているという。これはイケルと思ったが、なんでも午前中はまだベッド
から出ないで、休養している、自分が電話でつごうをきいてあげるけれど、デンワをかけるのも、午後一時
以降のほうがいい・・・と言ってくれるひともあって、日記に「13時～」となったわけだが、このときはそ
のままになって、会いに行けなかった。 

サトマリ 
　収集のほうに追われ、またきますから・・・と約束して、しかも、3週間か1ヵ月もしたらブダペストへか
えってくるといって南下、ユーゴ、ブルガリア、ルーマニアへ行き、ふたたび北上するまで、ひどい目にあっ
たが、それはさておき、こんどは7月の19日になってやっと、ブダペストへ「かえってきた」のである。 
　こんども、ゆっくりしておれないから、とにかくヒコーキを予約した。22日、プラハ行きである。それま
でに、カロチャイに会えるかどうか心配になったが、じつは、すでに約束ずみのひとがあって、これも気に
なっていた。2月、コンコルドの例会で、Vojaĝo al Kazohinioの著者であるシャンドル・サトマリに会い（も
ちろんこの辺のことも、お目にかかり・・・というべきかもしれず、そのときのことも、くわしく書きたい
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が、すべては先をいそぐ必要から、あしからず！）、たずねる約束がしてあったのだ。この作者のことは、
おのずからまた別の物語が必要になるとして、さて、21日、こちらとしては約束は忘れていないから、サト
マルを訪問。話のつでに、カロチャイ・・・と言ってみる。いまから行こうかと、かれがアッサリ言うので、
おどろいてしまう。病気ではないかと思うし、それに、きのう電話してみたけれど、だれも出なかったし、
留守かも知れないと、念のために言ってみるが、サトマリは、イャそんなはずはない、2、3日まえに行って、
この本を借りてきたところだ、いつも家にいるから、自分がつれて行ってやると言う。といえば景気がいい
が、そのサトマリも病気で、案内してもらうのも気の毒なくらいなのである。 
　そのあとの道中記は、またはぶくことにして、ついにカロチャイ家のまえにきた。これは、ただの通りで
はない、将来カロチャイ通りと名づけられるかどうかは不明だが、現に大詩人が住んでいるところと思え
ば、さっさと家へ入るわけにもいかず、やおらカメラをとりだして、その辺をうつしておく。通りからすこ
し中へ入り、そこから階段をあがり、それが3階か4階か、いまやわからなくなったが、勝手知ったるサトマ
リのあとからついて行く。予告なしで訪問するのだから、門前ばらいを食らっても仕方ないところだが、ベ
ルをおして待っていると、カロチャイ夫人が戸をあけてくださる。そこでのやりとりはさておき、中へすす
むと、カロチャイが立っていた。サトマリが背後から声をかけ、それは、大先生がいるとか、文豪がどうと
かいうようなことであったように思うが、こっちは前方にカロチャイを見つけて近よっていたので、耳のほ
うは留守になっていたようだ。あとから思うと、かれが立っていたのは客間で、その奥というか、右手の部
屋が詩人の寝室兼仕事部屋になっていて、ここへ案内される。 

5分間のつもりが・・・ 
　ひとをたずねて、5分できりあげてかえることなどもっとも苦手なくせに、かねてききおよんでいた病気
うんぬんとのこともあり、一応そのつもりであったが、さて、当のカロチャイは、ほとんど休みなしに話を
していて、なかなか愛想がよく、せっかくだからわたしもあわててきりあげようとはせず、長居をしてし
まった。ここで話の内容をつたえるべきだが、それにとりかかると、予定のスペースにおさまりそうにな
い。以下次号・・・ということになるようだから、いっそ楽にして、こちらの動きなども書いておきたい。
用件というのは、カロチャイの声を録音し、さらに写真もうつすことであった。自由に話をしているところ
を、よほど、ロクオンしようかと思ったが、しなかった。というのは、日本語でも、「作家の自作朗読」と
いうのがあるように、エスペラント作家をたずね、自作を読んでもらい、そういうテープを作りたいという
のが、こちらのネライであったから、自由な談話というのは、あまり必要でなかったのだ。 
　写真も、何枚かうつした。窓から見える向うの家もうつした。カロチャイの机の上も、本棚の一部も。は
じめ、詩人をひとりでうつし、あとでは夫人もいっしょに写した。カメラらしいカメラは、こんどの旅行で
初めて持ったので、パチパチやることはわかっていても果してうまく写っているかどうか心配なんだから、
写されざるを得ないカロチャイもまったく気の毒であった。もっとも、背広を着かえてくれたり、こっちの
言うとおりに、あっちを向いたり、部屋の外へ出たり、非常に協力的であった。 
　こんどは声である。まず、ハイネの訳詩を音読してもらい、欲がでてくるまま、さらにお願いする。つま
り、カロチャイのレコードないしソノシートはまだない。ついては、日本のアモ・アカデミーオで発行でき
るかも知れないので、ひとつそのつもりでやっていただけないでしょうか・・・というわけであった。 
　そのまえ、つかれたから・・・ということで、サトマリは先にかえっていった。まだ録音にかかるまえで
あった。 
　カロチャイはエンピツで何やら紙にかきだした。プログラムをこしらえているのだ。なかなか本格的に
なってきた。ことここにいたってエンリョをしてもなんだから、別にたのまれたわけではない「日本代表」
できたような顔をして、ひかえていたら、どうやらできた。ひとつが終ると、テープをもどしてきいてもら
い、また次のものを・・・というようにいったから時間もかかった。 
　むかしこのひとの声を評して、Velura voĉoというのがあって、いまやその声をきくことが出来たわけで
あるが、声ばかりでなく読み方も見事なもので、さすがはカロチャイと感じいったけれど、この辺のこと
は、いくら書いても伝えきれぬ。そのためのテープコーダである。いずれきいていただくときもあると思
う。（以下次号） 
（La Movado 1969年11月号） 
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2. 

あいさつ 
　ヨーロッパから見れば、日本は遠い。テープにいれてもらったカロチャイの「日本人へのメッセージ」に
も、カーライ・サミデアーノィのあと、malproksima Orientoという言葉が入る。「みなさんがた、まず、
わたしの知っている同志ナカムラ、ミヤモト、カワサキ、オサカその他のすべての方たちに、ごあいさつを
おくります」といってから、カロチャイは、こういう風に語る。「いま、自分のプログラムをはじめるまえ
に、サトマリ君のやつをきかせてもらったが、かれは、人類の現在や未来について、絶望的なことを吐いて
いた。もちろん、このことを考えてみれば、かれに言うことは、もっともだと思われる。ベトナムのことだ
け考えてみてもわかる。ベトナムでのおそろしい集団虐殺（genocido）が終るようにと、あなたがたも、た
たかっていることは知っています。ロシヤ語を通じてだが、ベトナムの詩人の詩を訳すことができましたの
で、それを音読することで、私のプログラムを始めましょう。」 
　それは、Sciigo en Suda VjetnamioといってPacoかHungara vivoに載っていた詩である。以下、あとで
朗読した詩と同じく、作品の引用はしない。 
　「ベトナムで起っていることを思えば、人類は、何世紀ものあいだに、果して進歩してきたのかどうか、
うたがわれるし、また、われわれがひどく誇りにしてい技術文明というのも、人類に幸福よりもいっそう多
くの危険をもたらさなかったかどうか・・・わたしも”Perspektivoj”というソネットで、このことについて
書いたこともある。」 
　カロチャイは、そのなかから、一部を読みー。「しかし、ここで、すぐ言っておきたいことは、サトマリ
君の意見、つまり人類は生まれつき病んでいて、どうしても手のうちようがない・・・ということには、賛
成できないということだ。われわれはいま過渡期に生きているわけで、時代が病んでいる。人類ではなく
て、時代が病んでいるのだから、もし時代が直れば人類も時とともに健康になり、人類は・・・」と、カロ
チャイは、サトマリとちがって、楽観的である。つまり、人類が、苦労、労働、戦争、貧困などから解放さ
れているところの、そういう未来をついにカクトクすることが、できるだろう。そして・・・」 
　「人類は、私見によれば、これが人間の本質であるが、遊んでいることができるようになるだろうと思う。
で、このludoについてもソネットを次に・・・」と、Ho, ludo…ではじまる詩を朗読。 
　「さよう、人類は目的をもたぬ、よろこばしい、無邪気な遊びの時代に、ほんとうに到達するだろうと、
わたしは確信しているから、わがサトマリ君の考えや理想で、わたしがつねにさからってきたのは、かれに
よる火遊びもまた、人類の病気の一部だという点なのだ。」これにつづく一節は、原語のままで見てもらい
たいと思う。 
　“Mia sankta opinio estas, ke la ludo estas ne la malsano, sed la saniĝo de la homaro!” 

新選エス和辞典 
　「ここで、もうひとつ、原作の詩を読みたいと思うが、もともとこの詩は、あなたがた（日本人）にあて
たものとしては、すこしマトはずれなところがあります。つまり、ネオロギスモに関するもので、詩人が新
語を使う権利をまもろうというのだが、このことをあなたがたに言うのは、まさに『あいている戸をたた
く』ことだと知っている。というのは、ちょうどいま、わたしが手にしている（ーと、カロチャイは、わた
しに示した・・・）岡本、貫名、宮本、川崎の”la admirinde bona”新選エス和辞典には、あらゆる種類の
もっとも罪なコトバ、詩人と悪魔が発明した単語が、すべて含まれているからである。」と、うれしそうで
ある。もちろん、カロチャイは、日本語は知らないので、訳語については何も言っていない。新語反対論者
からみれば、罰あたりなコトバが勢ぞろいしているから、それだけで充分にうれしかったものとみえる。 
　（このあと、ちょっと新語の話が続いたが、この辺の事については、Nova Vojo誌で、中村陽宇氏が、す
でにくわしくあつかっておられるので、そちらで見ていただければと思う『事実と史実のメモ、10月号～連
載』）。 
　なお、この詩は”La fundamento kaj la palaco”というものだった。 
　「これをもって、愛するAMO-AKADEMIOに大いなる愛をこめておわかれいたします」というところ
で、録音はおわっている。 
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表現辞典のこと 
　そのまえ、アイサツをいただくまえに、すでにハイネの詩をひとつ朗読してもらってあった。天母学院か
らは、いろいろソノシートを出しているが、カロチャイのはまだ出ていない。それをいうと、じつは、まえ
にテープを送ってきていたが、テープコーダがなかったりして、吹き込んでいなかったとのこと。それで、
あるいは、いま録音してかえれば、天母学院から出してもらえるかもしれない、ついては、そのつもりで、
何か吹きこんでいただきたいと申しいれてみた。その結果が、このプログラムになったのだが、ソノシート
になるかどうかは、AMO-AKADEMIOに話をしていないからわからない。 
　それに、録音中、むこうの部屋で、カロチャイ夫人が電話に出て、しばらく話しておられたが、果してそ
の声が、わずかながら入っている。そういう雑音の問題もあり、ソノシートの件は、にわかに決めがたいけ
れど、テープとなれば多少は感情がちがうから、これについては考えもある。 
　さて、さきにかいた「あいている戸をたたく」ということについて。録音にかかるまえ、サトマリがまだ
同席していたとき、カロチャイが熱心に話していたのは、表現の問題であった。エスペラントは国際語だか
ら、何かの表現も、もしそれが日本語から直訳してこしらえたものなら、多の国のひとにも、よくわかるか
どうかは不明である。 
　ザメンホフのProverbaro Esperantaでもわかるものもあり、むつかしいのも入っている。カロチャイは、
ハンガリーの、名前は忘れたが、ある夫人と協力して、いま表現辞典とでもいうべきものにとりくんでい
る。なかでも、5,000ぐらいの文例をならべるらしいが、目下進行中の原稿のなかから、カロチャイはわた
しを実験台にして次つぎに読みあげる。たとえば、Frapadi la nefermitajn pordojnというのがあると、こ
れをきいて、わたしは、それはこういう意味でしょうと、解釈をのべる。正解のばあいもあり、全然まちが
いのこともあり、あたらずといえども遠からず・・・といううときもあった。かれは、何十という文献を読
みあげるが、じつは、大部分は、ハンガリー語から訳したものだから、横できいているサトマリには、その
訳しぶりについて意見がある。 
　ある言語から「直訳」するといっても、限度がある。また役者によってちがってくる。サトマリが首をか
しげるものや、うまい！と感心するのもあり、まずハンガリー語からエスペラント訳するときの問題も含み
ながら、しかし、わたしが聞くものはエスペラントだから、日本語にも似た言い方があるかなと思いなが
ら、テストされる。もちろん、「わたしが分らなくても、ほかの日本人がきけば別の解釈をして正しい答え
が出るかもしれないから」とは、言いわけをしておいたが。 
　カロチャイは、そんなことはわかっている、しかし・・・というわけか、タイプで２～３枚だったと思う
が、ひと区切りするところまで読んでから、これでよしとばかり終りにした。そうして、今読まなかった分
のなかから、あとで送ることにしようと言う。じつは、こういう話になったのは、はじめカロチャイが、
OOMOTO誌に出ていた中村陽宇氏のIom da FrancismojというシュヴァルツのKiel Akvo・・・のかれの表
現について書いたものを読んでいて、あれは面白かった、ついては、自分たちもいまこんな仕事をしている
から、中村さんに送ろうとしていたところだ、あんたがきたから、まず・・・ということからであった。そ
うして、最近、中村氏のところへ、送られてきたそうである。わたしがテストされた以外の分であろうと思
われる。そういうこころみが各国でなされて、ついにはそれを集大成した「世界エスペラント表現辞典」て
なものおができることでもなったら、エスペラントの表現力も、まことに豊かになることだろうが、おぼえ
て使おうとすれば、さぞむつかしいことであろう。 
  
カロチャイの親切心 
　ヴァランギャンと共著のハイネの詩集は、いま校正刷がボツボツ出ている、というところであるが、ほか
にTutmonda Sonoroという世界訳詩集は、いつ終るともわからない。つまり、つぎつぎに歌が出てきて、
大きくなっていっている・・・というのが、カロチャイの近況である。Hungara Vivoなどの編集もあり、
いそがしい毎日のようであった。 
　長居もええことと思い、腰をあげたら、6時ごろ。夫人が、テレビを見て行ったら・・・といわれた。そ
のころには、夫人の友だちがトランプをするというので、集ってきていたが、その部屋へ行き、一同テレビ
を見ることになった。例の、あとできくと、日本では特に大さわぎをしたというアポロの放送である。解説
はハンガリー語だから分らない。カロチャイは、月面散歩をするアメリカ人たちが、かならずしもハッキリ
写っていないことを考えてか、自分の席から2メートルほど先にあるテレビまで行って、指で示しながら、
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これがこうだと、通訳をしてくれた。それが4回も5回もだから、大いに恐縮したが、世にエスペランンチス
ト多しといえども、かような光栄に浴したものは、めったにあるまいと、おまけに「真夏の夜の夢」にサイ
ンしていただいていたからなおさら、ありがたい思いをしつつカロチャイ家を出た。 
（La Movado 1969年12月号） 
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W. オールドの語ったこと 
  
宮本正男、上山政夫、藤本達生：誌上座談会 

 藤本：編集部の命によって、誌上座談会をやり、われわれがオールドに聞いたことをお伝えしよう・・・と
いうことになりました。ほとんど忘れてしまった・・・では話になりませんから、よろしくお願いします。
いろんな時と所で聞いたことを、ポンと出しても分りにくいかも知れませんけどネ。宮本さんは、KLEGの
事務所で初対面を・・・ 
宮本：そうや。おたがいに、”Finfine, finfine!”で始まったけど、文通は20年ぐらいやっているかな。 
上山：わたしはカメオカで、向うから”Verku prozaĵon!”と言うてきたのが最初。詩はダメだから散文を--
というのかと思ったけど、そうでもないらしいな。 
藤本：その話は、いわば「つづき」があって、林間学校でオールドが講話をした帰りに、上山さんとぼくが
いっしょに歩いていたときにも出ましてね。かれは「ヨーロッパでわれわれ仲間うちで文学の話をするとき
には、ほかの詩人たちと並んでミヤモト、ウエヤマという名は出てくる。知らんかったか」と言うてました
が、そら知らん。それで、アそうかというわけですが、かれは、そのとき、御両所のことを、すでに
ĉefpoetojだと言っていましたな。まあ、「レッキとした詩人」と認められているわけで、しかも、世界中に
「詩人はようけいる」から、もっと散文書くやつ出てこなアカン・・・という、そのような意味で、「上山
よ、散文を書け！」となる。 
宮本：ウン。黒田正幸に、このあいだきいたら、かれにも”Verku, verku!”と言うたらしい。昔から、オール
ドは原作文学論者？で、こんどもそれをムシ返したわけだけど、やっぱり原作文学全体の水準は低いな。 
上山：レベルが、とくに詩にくらべたら低いのは、かれも承知しているから、散文を書くように言うのだろ
う。 
宮本：自分では小説は書かんのかな。 
藤本：自分では書けないとか、書かないとか、何か言ってましたね。Romanoというと、フランスの話をし
てましたが・・・ 
上山：あの、なんとか・・・”La granda kaldrono”だったかな。フランスは、何年もかけて長編を書いた
のに、一向に本にならんのでエスペラントに失望して書くのをやめたという話ね。 
藤本：最近のニュースでは、結局UEAが出すことになるらしいですな。本が出たらカムバックするのかな？ 
宮本：”Kvaropo”の連中の話をしていたけど、ディンウディも足を洗うたんやろ。 
藤本：ええ。オールドが、いつだったか教会にかれを訪ねてみたら、なつかしがって話はしたらしんです
が、「これをよろしく・・・」というわけで、エスペラント書きの原稿は全部オールドに託したそうですよ。 
上山：そうそう。”Skota Antologio”の原稿も入っていたというやつ。これも出るようなことだったけど。 
藤本：スコットランドの協会ですか、それは何とかせんならんと言うて、出版の動きがあるらしいですね。 
上山：ロゼッティは、ものすごく推敲するそうだな。かれは、「雑誌に原稿を送ってもきても、あとから、
あの時の何節の何行目はこう直せ・・・と何度でもハガキをよこしてくるんで、こっちは困ってしまう。も
う印刷屋にわたしたと言って打切りにする」というような話をしていた。 
藤本：それでね、オールドなんかが昔、スコットランドの大会でオセロを上演したときのセリフと、いま本
になっているのでは、うんとちがっているそうですね。 
宮本：カロチャイは、人の作品まで直してしまうけど、あれはいただけないとか、ほかに、「真夏の夜の夢」
の訳は余り良くないんで、書評せんならんけど、そのまま放ってあるとか、そんな話もしていたな。 
藤本：オールド自身は、「アキラメのいいほうだ。というのは、次つぎ直したらきりがないし、必ずしもよ
くならないから・・・」というような意見のようでしたね。ところで、その「書評」ですが・・・東京でも
出たらしくて- 
宮本：「雪国」の書評やけど、neĝaとちごて、日本はĝena landoということになったな。 
藤本：KLEGの事務所で、その話になったら、かれは「ああ、またや、もう帰りとうなった！」とウンザリ
してましたな。 
上山：それで、小西はいたんか、そこに？ 
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藤本：そうですよ。それで、なおさらシンドかったはずですが、宮本さんは、念の入ったことに、訳書を持
ち出して、「どこがぐあいわるいか、いうてくれ」と、こうですから・・・ 
上山：あそれは、おたがいツライことをしたもんだ。 
宮本：さすがのオールドも往生しとったけど、「エートたとえば・・・」とか言って、読みあげてくれたけ
どな。かれの言い分は、要するに「エスペラントの文章には、やはり伝統があって、それからはずれている
と、よくない」ということだ。しかし、「雪国」についての考えには承服できかねる。 
上山：バギイはホメとったね。「内容は古いけど、文章はモハン的で、勉強した」と。シュヴァルツもいい
ということだったけど、”Kiel akvo…”は、あとの方はツマランということだったかな。 
藤本：あのね、あれは、「全体としては、いい作品」というか、やはり文章のことかも知れませんが、オー
ルドは買うてるんですね。ただし、後半、やや急すぎるというか、その辺はだれでも思うことですけど
も・・・ 
宮本：東京で話が出たんかも知れんけど、バルビンとかハーモンとか、みんな宮本は「源氏物語」をいつ訳
すんだときいていたけど、オールドにもきかれた。 
上山：訳しても、長いから出すのをどうするかねえ。 
藤本：それは問題で・・・だから詩を書く人が多いのかな。それはともかく、どうやらオールドは、「下手
な原作でも、上等なホンヤクよりマシ・・・」というぐらいに、原作文学の振興をはかりたいようですね。
上山：なんか”Japana skolo”の時代が来たとか、オダテていたようだったけど、そうかな、これは？ 
宮本：じっさいはシンドイ話でね。そううまいこといかん、一番その中身を知っているのはオレだからな。 
藤本：もっとも、かれも日本人だけにまかせている気はないらしくて、”Japanesko”には、ほかの国の人た
ちも参加するし、しているというていたでしょうね。 
宮本：しかし、近くにいた方がいいこともある。Skota skoloというか、”Kvaropo” の4人もはじめは近くに
住んでいて、行き来が楽にできたというからな。 
藤本：宮本さんは、原作文学に否定的な態度をとりつづけているわけですが、そのご当人の”Invit’ al 
Japanesko”がですね、すでに認められたんで、さらにガンバらんならんのとちがいますか。 
宮本：オールドは、「源氏訳は止めたほうがいい。時間のムダ使いはやめて、それより原作を書け」と言う
とったけど、それはオレもわかっているけど、sed tamenや。 
上山：人にも言われ、自分でも承知してるけど、オールドに面と向かって、「書け！」と言われると、やっ
ぱりそうかなと・・・ま、大いにはげまされた感はあるかなあ。 
藤本：それから、amatorecoの話もしましたね。 
宮本：エスペラントで書いても「食えない」し、原稿料が出ないということで、これは私の持論だけど・・・ 
藤本：でも、かれは、「プロだからいいものがかける」という説には反対でしたね。書く時間というと、か
れは「めしを食いながら本を5冊書いた」といってましたね。つまり、昼食が1時間あるとすると、食事には
半分か15分しか使わずに、考えたことを書きつける・・・というわけでね。 
宮本：それはそのとおりで、オレもバスのなかで詩の訳をずいぶんやったよ。百人一首も啄木も全部・・・ 
上山：例の”Kredu Min”の、Cezaroもね、車に乗って移動するときに、ひざの上で書きつづけたという話だっ
たけど、要は意欲の問題じゃないかな。 
藤本：プロの作家といえば、イギリスの、つまり英語の作家の話は、ちょっとオドロキでしたね。まさか？
とも思いますが、話半分、いや倍かな？としても・・・ 
宮本：すくないな。「文筆だけで食えているのはイギリスで10人ぐらい」という話だったね。 
上山：あれを聞いたときは、ビックリしたな。しかし、図書館のことも言うていたな？　イギリスじゃ、図
書館が充実していて、そこへ入るのはいいとして、その分だけ個人が本を買わない、したがって、作家たち
に入る金もすくない・・・というやつ。だから、エスペラントにかぎらず、筆一本で食えないのはあたりま
えと思っているんとちがうかな。 
宮本：それもあるが、書いても一向に読まんし、売れんし、これは困ったことだ。20年来かわってないよ。 
藤本：詩の話が出たときに、小西が「日本では、日本語でもあまり売れていない」と言ったら、かれはこう
言うてましたな。「イギリスでは、逆に、英語ではまったく詩を読まない人でもエスペラントでは詩を読む
人がいる」その他、この調子で「如是我聞」をつづけていくと、まだまだ出てくると思いますが、そろそろ
スペースもありませんので、何か最後にありましたら。 
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上山：大会の文学分科会で、「こういう会は、大会の中ではやったことはないが、エスペラントのverkistoj、
なんならverkemulojといってもいいが、まあ、週末の2日間、ホテルに泊まって『文学合宿』をやる」とい
う話をしていたけど、あれは面白いと思った。 
藤本：そうですね。昼は、各自が、というのは、だれでも参加するんじゃなくて、名ざしで来てもらう人た
ちらしんですが、それが自分の目下かかえているテーマについて報告をして・・・というやつですね。たと
えば、オールドが、いまやっている”The British Esperantist”誌の編集について話をしたり、ボールトンが、
彼女は英語の著作もするわけですが、「2カ国語を使う作家の問題」について話をするとか、まあ、分科会
だけを2日間やると思ったらいいでしょう。人数も10人以内ぐらいらしいですね。 
宮本：いろんな話をして帰ったけど、気さくなやつだったな。日本のウィスキーも、かなりいけるというて
大部飲んどった。エスペラント運動に対して、原作の書けるやつは書くのが、当人にはŝarĝoになるかも知
れんけど、やっぱりŝuldoだと言っていたけど、これを結論ということにするか。（おわり） 
（La Movado 1973年11月号） 
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ジャン・有馬の襲撃 
1. 

これから、読者はすでにこの映画をご覧になったものとして、物語などはぬきにして、エスペラントが使わ
れるに至った事情といかにして使われたかについてだけ書きます。 
  
　五月初め、「ジャン・有馬」の本読みがあって、徳田勝紀大映京都撮影所宣伝課員も居わあせた。史実で
はポルトガルだが、伊藤大輔監督の脚本はイベリヤ王国とあるため、イベリヤ語をどうするかで、スタッフ
は困ってしまった。スペイン語かイタリヤ語か？ 
　伊藤監督はこの時、エスペラントのことを思いついたけれど、やはり少し変わったことであるから、云い
ださずにいたところ、この映画を製作する同撮影所の三浦信夫所長が、いっそエスペラントにしたら？とい
う意味の発言をしたので、さっそく賛成した。そんなめんどうなことはしなくても、という強い反対があっ
たことはもちろんだが、カタコト英語などでごまかすのはごめんだとばかり、この場は押し切ってしまっ
た。とにかく、外大あたりの先生に相談して、指導者をさがしてみようということになった。 
　これとは無関係に、同夜「王者の剣」で協力してくれた梅棹忠夫助教授にお礼に行った徳田は、ついでに
ジャン・有馬のことを話した。それは面白そうだということになったが、さらに、それでエスペラントを使
うことになって弱っている、と話したところ、梅棹は、わたしもエスペランチストですよと云ったので、徳
田はビックリして、帰ってからこのことをスタッフに話しておいた。それではこのことは徳田にまかせると
いうことになって、梅棹に相談したところ、自分は忙しくてできないけれども、すぐ大会があるから、この
時なんとかしようということになった。 
　五月十日の関西大会には、伊藤監督が出かけて、会の様子を見、また協力をたのむつもりであったが、ロ
ケ・ハンのため、これは実現しなかった。（毎日がこれをスクープする予定のところ、ダメになり、小さい
記事がでていた。）これは、エスペラントが使われるのはいいけれど、悪役のイベリヤ側の言葉となるた
め、もし反対があれば、そこを特にたのむつもりであったかも知れない。 
　そこで、前川治哉のすすめもあって、梅棹は、まず個人的に宮本正男に相談した。宮本は、結局、指導者
は京都に住んでいて、十日ないし二週間、撮影現場にも立ち会う必要がある、などの条件を考えて、そこに
居合わせた藤本をすいせんした。このときは、まだ脚本もなくて、どういう物語かわからず、海賊かなにか
を使うらしいと心得て、ワァとかキャーとか、叫びごえばかりではないかと思っていた。そういうことも
あって、大会では、正式に発表しなかった。 
　事は案外に早くて、十五日にシナリオが出たので、十六日にはさっそく打ち合わせのため梅棹と藤本が撮
影所に行き、伊藤監督をはじめ、スタッフに紹介された。 

☆固有名詞も変えること☆ 
　脚本には、ポルトガル語による固有名が出ているけれど、エスペラントを使う以上、困ることがある；ど
うするかと相談の結果、やはり変えることになった。 
　それで、デ・マツトスはマトーソ；アントニオ・ド・カストロはアントニーオ・デ・カストロ；ミランダ
はミランド；クララはクラーラ；ラ・マードレ・デ・デウス号はラ・パトリーノ・デ・ディーオ号というぐ
あいになった。（ただし、DioのDi音がみんな発音できるとはかぎらぬので、実際には、主演の市川雷蔵を
はじめ、さかんに、デーオ号とかディオ号とか云っている）日本語の中にでてくるときは、日本流の発音に
なっている。 
　スタッフは準備で多忙のため、この日は一般的な話だけで帰った。（記者にしゃべったので、新聞にで
た。このジャンでは、あちこちの新聞に、エスペラントのことも出たし、この映画に関しては、普通作品の
二倍のスクラップができたそうである。） 
  
☆思いのほか多いエスペラント☆ 
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　十八日に、わたしは、スタッフ（この場合監督や助監督数名）と、エスペラントのセリフのことで、脚本
の読み合わせをやった。 
　はじめ読んだときは、あんまり感じなかったのだが、こうして、ここにもいる、またここにも、というふ
うに、書き込んでいくと、なかなか多いのである。 
　エスペラントの出る撮影は、二十一日が初日だから、その前に必要な部分から訳さねばならぬ。　 
　ちょうど、KLEGでは、宮本がモバードの100号を印刷中であったが、イベリヤ王国の秘書官よろしく、
二人でほん訳をした。これを宮本がタイプで三通ぐらいずつコピーして、撮影にそなえた。何しろ、セリフ
だけでなく、イベリヤ王国の公文書（断罪書やら緊急命令など）をギソウ？するのだから大へんで、この作
業のため、100号は多少の被害をまぬかれ得なかった。 
  
☆コメンツォント？のイベリヤ人？☆ 
　二十一日朝、カストロなるピーター・ウイリアムスに初対面。ところが、昼からすぐ撮影があるので、ゆっ
くり勉強するヒマはないのである。ロクにABCもやれない。いきなりセリフを渡して、棒暗記してもらわざ
るを得ない。向こうも苦しい立場におかれているわけだ。「イベリヤ語」はきいたこともないのだから、大
へんなイベリヤ人である。 
　この日はもう一人、これは日本人で、通辞の桂通斉になる山茶花究。これは、はじめ本郷秀雄の役であっ
たが、語学はダメだからと云って役をおりたのであるそうだ。 
　ケイコのうちはまだしも、いざカメラがまわり出すと、おぼえていたはずのセリフも、シバイをしながら
では、忘れがちである。見学者は多ぜいいるし、やはり初日でなじみがないので、どうしてもあがってしま
うのだろうと思うが、エスペラントのセリフで手間をどったあげく、ついに、黒い紙にセリフを書いて、見
えぬところにそれを助監督がさげているのを読むことになった。これでは、まさに先が思いやられたわけだ
が、わたしはわたしで、困ったことがあったのである。というのは、伊藤監督の意向で、Jesは英語のよう
に思われるから、使わぬことになった。しかし、簡単なJesが禁句では、どうしても困るのだ。カストロの
セリフも、Jesがあったのを、かえてみた。見ていて気づいた人もあるかもしれぬが、Jesといえばいいとこ
ろを、ほかの云い方にしてあるところが何カ所もある。 
　役のあるイベリヤ人は数名で、みんなそれぞれ苦労してもらったけれども、現場で、セリフが増えたり、
減ったり、全然といっていいくらい決まっていないのだから、知らないコトバで何かを云わされるのが苦し
く、その点非常に気の毒に思った。また、苦心談のようなものをすれば、きりがないので、書きにくいけれ
ども、全然はぶいては意味がない。 
  
☆白浜ロケーション☆ 
　映画のはじめ、処刑場の場面をとるため、白浜に行ったのは五月二十八、二十九日、前日に合ったばかり
のミランド（ジェリー・伊藤）は、ここでおおいに活躍するのだが、セリフのほかに「断罪書」やら「緊急
命令」を読まねばならず、発音で一苦労することになった。ここはアフレコで、しかも口が大きく写るわけ
ではないので、例えば10 personojとあれば、テンとかトーペルソーノイという風に「適当に」読んでおい
てもらった。10をdekとはまだ読めないのだから、またojとかaŭは、なかなかちゃんと云えない。 

☆ざわめきもエスペラント☆ 
　普通では気づかないけれど、よく見ると、とびらなどにも、バケツにも、地図にも、それぞれエスペラン
トで名前が書いてあるのだが、全然写りそうにない。机の上においてある航海日誌とかの書物の表題も一応
エスペラントで書いてある。さらに苦心したのは、群衆シーンにおけるエスペラントによるざわめきであ
る。映画になってしまえば、音楽もはいり、音をしぼってあるので、何を云っているのかわからぬぐらいで
も、やはり云う時は簡単な文句を作って云わねばならぬからである。これはアフレコだったので、京都のロ
ンド・カレーショおよび緑星会の竹内義一、鈴木、吉田薫子、山本亨子、川野とき子、中原修司、小原正義、
浦野俊雄、中野厚子、川野邦蔵の同志に、二回ほど声の出演をしてもらった。もちろん、6人と4人にわけて
二度ほどだったので、群衆には人数が足りない。それで、ほかには、大映の俳優さんに、イベリヤ人になっ
てもらった場合も多かった。あとでは、イベリヤ専門の方来て下さい、とか云って、コトバを二つか三つず
つ渡しておいて、それをつぎつぎに呼んでもらい、もってイベリヤ語の雑音としたのであった。 
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☆号令に大弱り☆ 
　大砲発射もだまってするわけにはいかないから、号令をかける必要がある。ボーナン・ターゴンとはちが
い、これにかぎらず、あまり日常的でない言葉が多数でるので、全体的に困ったことが多い。襲撃のところ
で、結局きこえなくなっているが、云うことは云ったものに、「やぐら船をうてッ」てなことがある。これ
はSkafaldo云々にしておいた。それから、御朱印船とか奉行所とかは、そのまま用いたけれども、伊藤監督
の意にしたがったままでで、こちらとしては、エスペラントでその用意はしておいた。なる、ならぬはとに
かく、エスペラントに関してはわたしが頼りであるから、ハイ、ここでセリフは要ります、と云われれば、
即座に間に合わせなければならぬので弱ったことがある。新撰エス和などを、ひろげてみるわけにはいかな
いのであるから。 
（La Movado 1959年8月号） 

2. 

　1959年はザメンホフ生誕100周年の年であったが、その5月10日には京都の楽友会館で第7回関西エスペ
ラント大会が開かれた。会場にいると呼び出され、宮本正男さんから会館の一室で紹介されたのが梅棹忠夫
さんであった。もっとも、56年から58年あたりに京都のザメンホフ際で2度ほどお話は聞いていたので、私
の方からは知っていた。その頃の京都では、川野邦造さんが「梅棹はん」に連絡をとって来てもらっていた
のだった。 
　さて、今度は大映の京都撮影所でとる映画にエスペラントが使われることになった。ついては、だれか指
導にあたる必要がある。宮本さんが、それなら「ちょうどいいのがいる」と言って私を呼び出したらしい。
たしかこの時は、これこれしかじかと、私がそのために行くことになったことが大会の席でも発表されたよ
うな気がする。つまり、KLEGが認めた上で私を派遣するといったような。 
　結局、この仕事は、名目上は梅棹・藤本の両名、実質は私とセリフの翻訳は宮本さん、その他、群衆シー
ンのアフレコには京都の会員数名（カニヤの中原修司さんも）などの協力を得て完成した。15日ぐらいはス
タジオに通う必要があるらしいという話であったが、実際には50日近くかかった。この間のウラ話は当時、
本誌やJEIの”La Revuo Orienta”誌、UEAの”Esperanto”誌にも書いたし、最近では”Riveroj”にも2回にわ
たって書いた。詳しくはそれらによって見ていただくことにする。 
　ところで、7月12日にお盆映画として封切りされたのだが、その前、私の仕事が終わった日、担当の人か
ら「じつは…」と相談があった。いったい、どのようにして御礼をしたらいいものか…相場というものもな
さそうだし…という、つまりは謝礼の話であった。私は「エスペラントのことですから、個人としては別に
タダでもいいのですが、しかしエスペラント運動というのは、まあ、いくらでも金はあったほうがいい。で
すから、それは少しでも多い方がありがたいです。全額、私がいただくのではなく、関西連盟にも寄付する
つもりですし…」というようなことを申し上げた。そのせいかどうか、この仕事に対する謝礼として10万円
いただいた。タクシーの初乗りが60円、映画が200円ぐらいという1959年の話だが。KLEGには、ヘルメ
ス・ベービーというポータブルタイプライターを寄付させていただいた。（これは2万数千円だった。）宮
本さんが、60年代にかけての数年間、このタイプライターで大いに仕事をし、国際的に売り出すのについて
は役に立ったといえようか。 
　この仕事を通じて知り合いになった梅棹さんから、7月か8月に「じつは、家でこういうことをしているの
やけど、よかったらどうぞ」と、さそっていただいた。月に一度だったが、金曜日の夜、夕食後、北白川伊
織町の梅棹宅の応接間に、氏と同年輩の学者や大学の探検部の学生たちが数名集ってくる。そうして自由に
討論する会だというのである。 
　木曜日の夜、緑星会の例会に出るほかは特別に用のない身なので、よろこんで参加することになった。こ
の会は、数年後には出席する人も増え、金曜サロンとか梅棹サロンとして知られるようになる。私が行き出
した59年夏あたりは、まだ初期のころで、人数も3人から5人ぐらいではなかったろうか。ともかく、ビール
と何かおつまみが出て、好きなことをしゃべる会なのであった。 
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　62年の夏までの丸3年間、このサロンのお世話になった。梅棹さんは「大阪市立大学助教授」の肩書き
で、数年前からマスコミでも名が知られてきつつあった時代である。とくに、59年は、『婦人公論』に載っ
た「妻無用論」が評判となり、出版社の編集者なども、時にはサロンに顔を出していた。私には他に肩書き
はなかったので、どこの所属というわけにもいかず、梅棹さんは「私の若い友人でエスペラントの…」と私
のことを他の人たちに紹介した。 
　このあと、何かといえば「梅棹さんに講演を…」という時代となり、関西大会、日本大会、さらには東京
の世界大会と、そのすべてに私も関係することになる。 
（La Movado 1998年9月号 - 「KLEGの50年を語る(12)」より） 
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第50回世界エスペラント大会見聞記 
 1. 
  
　アジアではじめての第50回世界エスペラント大会は、8月1日から東京で開催され、45カ国から1700名を
越える参加者を得て、7日大成功のうちに その幕を閉じた。この世界大会の模様を、国際部の藤本達生氏に
くわしく記してもらったので、三回にわけて掲載する。 

1. 懇親会と開会式 
　7月31日（土曜日）。午後3時、本部から世界大会に出席する一行15名の中にまじって、私も東京駅へ着
く。東京本部の人たちが出迎えに来ておられた。さっそく大手町にある「農協ビル」へ行く。今日のプログ
ラムは、いわば前夜祭で”懇親会”だけである。しかし受付も開いている。あっさりした感じの大きな建物で
あった。その8階。コングレーサ・リーブロにある通り、そこへ行くと、すでにかなりの数の外国人たちが
いる。もちろん日本人も。こときからしばらく住むことになる「エスペラント国」への入国手続き、すなわ
ち大会受付をしてもらう。大きな封筒をもらった。中には、いろいろの案内書にまじって参加章がはいって
いた。胸につける。一週間、それをつけて歩く。きれいに名前が書いてある。もちろんローマ字である。 
　受付のある円形の広場の左側には、大きな部屋があって、そこにはいわゆるgiĉetojがいくつもあった。マ
ルチヌ学会、本の売店、エクスクルソ、ポスト・コングレーソ、青年大会、写真、UEA、その他のスタンド
にまじって大本のもあった。25日から東京に来ている先発隊、といっても二人、梅田さんとジョゼさんが、
ちゃんとそこにいて、外人客と対応していた。それから6時の「閉店」まで、みな大変いそがしかった。そ
れまでがまた大変だったらしいが、要するに、あらかじめ大本国際フェスティバーロへ申し込んでなくて新
しく申し込んでくる人や、いろんな苦情のある人に、いれかわりたちかわり事情を説明するのに、伊藤先生
をはじめ、一同あせをかいた。フェスティバーロは人気を呼んで、東京へ着いてから参加したくなった人も
かなりいたようだった。そのうちにも、会場一体はどんどん出席者がふえてくる感じ。冷房もしてあるはず
だが、窓ぎわのここまではとどかないのか、人が多いせいか暑い。日本へ行きたいというのでエスペランチ
ストについて来たとしか思えないほどロクに話せない人もいてヒマがかかるのであった。 
　一方、ザメンホフと呼ばれるサロンでは懇親会がはじまっていた。立派な部屋に椅子がたくさん置いて
あって、みんな好き勝手に話し相手を見つけて、9時すぎまで自由に語り合うだけだから、司会者がいた
り、開会の辞がのべられたりするわけではない。このサローノ・ザメンホフは快適だった。壁ぎわの椅子に
座って眺めている人もいたけれど、みんな中に入って交歓にはげんでいたようだ。その間一度、地下へ降り
て夕食をとったが、店はどこも満席で、世界大会参加者がさかんな食欲を示していた。私はポーランド人と
いっしょだったが、この人はワルシャワ放送のエスペラント部員で、編集をしたり、アナウンサーをしたり
する。こんどもNHKのスタジオを使って録音するのだといっていた。あちこちでビールを飲んでいた。乾
杯！、あとから来た者には、売り切れで何もない。会場が閉められてからのことは知らないが、こうして前
夜集会は終わった。 
　8月1日（日曜日）。第50回世界エスペラント大会は、参加者1710名を得て、東京で開催された。今日は
第1日目、開会式。上野公園にある東京文化会館の大ホールがその会場で、プログラムによると9時半からは
じまることになっていた。上野にある大本東京本部からは近い。宿舎の一つであった法華クラブには、外人
もたくさん泊まっていて、朝不忍池のほとりを通って歩いて行く姿が見られる。本苑には本部や地方から出
席する人たちがたくさん宿泊した文化会館は、これまで日本エスペラント大会などで来たことがあるが、こ
んどのは大ホールである。それでも、上のほうは別とすれば、一階の席は満員になった。 
　定刻よりおくれて10時20分、いよいよ開会式がはじまった。UEA（世界エスペラント協会）の名誉会長
ホームズ氏の司会。開会宣言、あいさつ。大会組織委員長西成甫先生の歓迎の言葉。ホームズ氏の謝辞。文
部大臣、外務大臣等のあいさつは、いずれも代読。大会名誉会長の日本学士院院長柴田雄次博士はみずから
出席してあいさつされた。また、日本ユネスコ国内委員会事務総長の井上孝治郎氏は、原稿を読むのではな
く、その場で立派な話をされたうえ、それがご自分の外国での経験にもとづいた具体的な言葉の問題であっ
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たから、かっさいを浴びた。なお日本語によるあいさつは、数人の人たちがエスペラントに通訳したが、こ
のときはヒナ壇に並んでいた梅田氏が通訳にあたり、これまた好評だった。 
　各国政府の代表が自国語やエスペラントで次々にあいさつ。神戸駐在のウルグアイ領事カオ氏も、自国の
政府を代表して立派なサルートをする。さて、UEAの会長ラペンナ先生の姿は見えず、テープによる静かな
あいさつが流れた。女房役のUEA事務理事フェルマース女史にバトンが渡り、UEAを構成する各国のエスペ
ラント協会の代表が、ぞくぞくと現れてはあいさつをする。これは開会式の呼びものの一つで、先ほどのえ
らい人たちの国語による演説を訳するわずらわしさもなく、直接エスペラントでやるのだから、気分をもり
あげるのにうってつけである。 
　オーストラリア、オ－ストリア、ベルギー、イギリス、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ス
ペイン、ハンガリア、イタリア、ニッポン、ユーゴスラビア、カナダ、モナコ、モロッコ、オランダ、ノル
ウェー、ニュージーランド、ポーランド、スウェーデン、スイス、ウルグアイ、アメリカ、さらにUEAに加
盟の国内団体としてチェコスロバキア、インド、韓国、ソ連、アラブ連合の代表がこもごも立ってあいさつ
する。すべておくれていたためか休憩もなく、正午もとっくにすぎて、午後1時10分から世界エスペラント
青年機構事務局長、イタリアのカルロ・ミナヤ氏による「大会祝賀演説」が行われた。静かな話しぶりで20
分間、さすがは家庭でエスペラントを毎日使っているという一家の出身だけに、また加えて頭のいい人（ド
クトーロである）だから、まことに明快なエスペラントを聞かせてもらった。そのあと、写真をとるのにも
たついて（せっかく満員の会場にいながら、会場のテッペンから舞台を撮るという失態のためである）1時
40分にいたって開会式は終了した。 
（Nova Vojo 1965年9月号） 

2. 

2. 日本の夕べ 
　8月1日（つづき）。夜は開会式と同じ大ホールで「日本の夕べ」があった。 
　そのまえに、午後のことを少し書いておきたい。開会式が終わって、みんなでゾロゾロと外へ出るころに
は、2時ちかくになっていた。 
　2時からは、平河町の都市センターというところで、「世界連邦主義者特別集会」が始まるはずだった。
文化会館まえに集合して、みんなで行くことになっていたが、わたしは連れができたので、いっしょに食事
をした。 
　会場にかけつけたときは、たいぶ遅かった。あとできくと、出席者はセンターの食堂で昼食をとり3時頃
から、会が始まったそうである。エスペランチストだけでなく、日本の世界連邦主義者たちにも来てもら
い、特別集会と名づけただけのことは、結果としてあったようだ。というのは、日本の連邦主義者が、この
会で使われたエスペラントに対する認識を新たにしてくれたからである。 
　永田明子さんが、6月にサンフランシスコで開かれた世界連邦大会の報告文を、まことに流暢なエスペラ
ントで読みあげた。 
　フランス人のボルペリエール夫妻は、ヨーロッパ特にフランスにおける世界市民運動のことを、くわしく
報告した。この会には、本部からは藤本達生、重栖国際部長、梅田さんなど、司会や通訳をした人たちのほ
かにも、数名の参加者があったことを付記する。出席したのは50名ほどであった。5時ごろ終わった。 
　回り道をしたので文化会館についたときは、日本の夕べは始まっていたようだ。しかも、それから夕食を
したから、ホールに入ったときは、プログラムは相当すすんでいた。 
　「越天楽」（雅楽）、「春の海」（琴独奏）、「六段」（舞踊）などは、見た素養がないから、このあた
りまではすんでいたらしい。 
　ホールは満員らしく、みんな熱心に舞台を見ていた。わたしには、舞いや踊りについの知識がないので、
正確な判断はできないが、たとえば「千鳥」などでみると、一流の芸術家たちによるものとは思えなかった。 
　外人参加者だけでなく、日本人をも大体において大いに満足させ、生涯忘れることができないほどの印象
さえあたえたようだから、それでいいのかも知れないが、正直なところ「これでは困るな」と思いながら見
ていた。 
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　それは第2部の歌唱（独唱と合唱）番組についてもいえることで、一流のようではなかった。また、エス
ペラント訳のときよりも、日本語で歌ったときのほうが、生き生きとしていたから、エスペランチストでも
ない歌手に無理に歌ってもらうより、一流の芸術家になれた言葉で歌わせるほうが、芸術という点からいえ
ば、いいのではないだろうか。 
　ついでにいえば、ポスト・コングレーソでも、京都の祇園コーナーでは、似たような思いをした。つまり、
「外人用」に日本文化の見本をお見せする、というお手軽なところがあり、これで日本文化の一流に接した
と思われては困るのである。もし、こういうのが一流だとすれば、日本の文化というか芸術も、まずいもの
だといわざるをえない。 
　それはさておき、一般的にいえば好評をはくした日本の夕べは9時に終了した。 
　この第1日目の午後には、分科会として仏教徒、カトリック、プロテスタントの集会がそれぞれあった。 

3. 協議会 
　8月2日（月曜日）。ISU（国際夏季大学）の開講式が9時15分から、つづいて「分子生物学とはなにか」
という江上不二夫教授の講義があったが、わたしは出なかった。むずかしくて途中から退場してきたという
ひとや、よく理解できたというひとや、さまざまであった。 
　TEJOの総会が日経ホールであったので、まずそれをのぞいてみた。大会中サロン・ボアラックと名づけ
られた劇場だから、広びろとした会場にわずかの青年男女が座っていた。報告によると、出席者は50名。 
　カルロ・ミナヤ氏が、開会式の祝賀演説とはちがい、気楽な調子で、TEJOの組織や活動などについて報
告・説明をしていた。 
　わたしは、次に農協ビルに引きかえし、同時刻に進行していた「協議会Ⅰ」を見に行った。サロン・ユネ
スコが会場。国際協力の諸様相、というテーマで、1. 国際協力年（はすでに終わっていた）と、2. ユネス
コの東西文化交流計画にわけて行われた。 
　UEAの機関誌編集長サドラー氏の報告があり、結局決議なども行われたが、途中の質疑応答のときには、
わたしも発言した。それは、日本人の名前をローマ字でつづるとき、いろんな方式があって混乱している、
ということから、私が主張したのは、こうであった。統一がとれてないのは、要するに日本人が、何式にし
ろ、ローマ字に書き換えるからである。もしエスペラント文の原稿にも、漢字で署名しておけば、何ら混乱
は生じない。漢字やカナで書けば、ヨーロッパ人には読めないかも知れない。しかし、たとえばイギリス人
やフランス人は、たまたま国語にローマ字を使っているからという理由で、国語のときと同じ名前で、エス
ペラント文にも署名してもいいのか。すなわち、われわれエスエラントしか読めないものには、正確に発音
できないつづりのままでいいのか、エスペラント式アルファベットで読めるように、書きかえなくてもいい
のか、東西文化の交流のどうのこうのといったところで根本的にそういう一歩ゆずるという態度がなければ
どうにもならない。これは、単に何式に統一して解決する、という問題ではなく、もっと大きなものを含ん
でいる、というつもりであったが、かれらにはそれが理解できなかったらしく、キレイごとで片づけたよう
であった。 
　出席者の中には、賛成してくれる人も何人かいて会がすんだら話をしに来た。そのおかげで、まえからも
名前だけ知っている人を発見したりするという余得もあったが、協議会そのものには不満であった。 
　ただ、会を進めていくエスペラントの技術というか、事務的な使い方は、さすがになれたもので、感心し
たことのひとつである。 
  
4. 演劇の夕べ 
　夜7時からは日経大ホールでエスペラントによる劇「カタキ」を見る。役者は二人だけで、アメリカ兵と
日本兵だ。無人島に言葉の通じない人間が、しかも敵同士として暮らすのだから、オモシロイというだけで
なく、エスペランチストがうれしくなるようなセリフも出てくるし、2時間、650名という観客を感動させた
り、笑わせたり、楽しい夕べとなった。終っても、鳴りやまぬ拍手にポーランドから来たふたりのプロの俳
優は、何度もおじぎをしていた。 
　この大会では、これひとつだけであったが、ヨーロッパでの世界大会では、いくつもの劇が上演されるの
である。日本のエスペランチストは、その点おくれをとるなあ、と思わせられた。しかし、これを見物でき
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たことは、やはりうれしいことだった（なお、観客が多いので、3日の夜にも上演され、このときは700名
が見物したそうである）。 
　この日の午後はUEAの総会もあった。 

5. UEA評議員会 
　8月3日（火曜日）、および8月6日、とくに6日の会では、大問題がとりあつかわれていたが、これは別に
考えて書く必要があることなので、ここではふれない。わたしは、うしろの席にすわっている組、ただの傍
観者であったから、途中で言いたくても言えなくて困ったことをおぼえている。 
　東京都知事招待によるレセプション、晩さん会、いくつかの分科会が午後にあった。 
（Nova Vojo 1965年10月号） 

3. 

6. 弁論大会 
　8月4日（水曜日）。10時から弁論大会。多くのひとをまえにして話をするだけでも、むずかしいことで
ある。単に発音が正確であり、流れるように話をすすめるだけでは、弁論として充分とはいえない。聴衆が
いる。これと無関係に、共感を得ずに話をするだけでは、よきオラトーラとは見られない。わたしもこれま
で何回か出たことがあり、むずかしいことは多少とも知っている。 
　それにしても、今回のコンクルソは、他に同時刻にあったプログラムに出るために全部はきけなかったの
で、言いにくいことではあるが、聴衆とほとんど無関係の感じで話がなされたという点で、みんな同じで
あったと思う。 
　弁士は5人で、1位になったのはポーランドの青年だった。梅田善美氏は審査員のひとりとして活躍した。 
　最後のひとが話をしだしたころ、11時ちかくになったので、私は日経ホールへ急いだ。 
　夏季大学の講演をきくためで、講師は梅棹忠夫先生。きいているひとの拍手などもあり、かりにこれが弁
論大会のなかで行われた話としたら、聴衆との交流があったという点だけでも、相当いい点が入ったはずと
思った。もっとも、梅棹先生は原稿を読まれたのに対して、弁論大会では原稿をみてはいけないという違い
があって、別に考えなければならないが・・・。 

7. 文芸コンクール 
　午後は2時からサロン・ザメンホフで文芸コンクールの発表会があった。今回は日本人の応募・入選者が
何人もいて、めでたいことであった。サドラー氏が司会というのか、進行係兼朗読者として会を進め、コン
クールについての説明や、入賞者の発表があり、同氏の性格そっくりの、おとなしいまことにおだやかな会
で、1時間ぐらいですんでしまった。黒田正幸氏は自作を朗読されたが、他の入選者である宮本正男、上山
政夫の両氏はそうされず、わたしがかわりに読んだ。エスペラントの詩は、いったいどうやって朗読するの
か、何の経験もないし、困ったけれども、原稿をみて読むのだから、おぼえていなくてもいいし、とにかく
読むことはよんだ。 
　8月5日（木曜日）は恒例により、全日エクスクルソの日で、日光と箱根の両コースがあったが、わたしは
不参加、夜行ってきたひとたちの話をきくと、すばらしかったようだ。 
  
8. 大本人類愛善会 
　8月6日（金曜日）。わたしは、同じときにあったUEAの第2回総会に出ていて、大本の分科会には欠席し
た。出口京太郎氏による大本紹介の講演などがあり、フェスティバーロ出席者にとってもいい案内となった
ことと思われる。 

9. お別れパーティー 
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　ヨルはダンス・パーティー。ダンスをしないわたしは、庭園にあるテーブルでビールを飲む組に入ってい
た。会場のプリンス・ホテルも10時にはお開きとあっては、せっかくの気分がこわれる。そこで、各自おも
いおもいの二次会、三次会があったはず。 

10. 大会閉会式 
　8月7日（土曜日）。サロン・ボアラックで9時半から閉会式。第1回世界大会（60年前である）に出席し
たフランス人の同氏が紹介され、さかんな拍手を受けた。来年の第51回世界大会（ブダペスト）へ招待する
ハンガリアの代表の話や大会旗の受け渡し等で、一週間つづいた大会も、ようやく終わりとなる。 
　おくれて参加、やっと閉会の席でアイサツをしたT・セケリ氏のエスペラントは、やはり光っていると思っ
た。 
　午後早く、東京駅へ向かった。 
（おわり） 
（Nova Vojo 1965年11月号） 
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リンス氏、グラボウスキ賞と伊東幹治につい
て語る 
（注） 
今回はポーランド放送2006年1月27日放送分より掲載しました。テープ起こしは原田英樹さん。
文中のBはポーランド放送のバルバラ・ピエトシャクさん、Lはエスペラント歴史家のウルリッ
ヒ・リンスさんです。） 

B: ビリニュスでの世界大会は、グラボウスキ基金のその年度の各賞金。または奨励金について発
表する大会になりましたね。私はリンスさんとお話ができて、大変嬉しく思っています。初めは、
しかしながら、日本の友人たちなら言うと思いますが、ある非常に残念な状況にあります。と言
いますのは基金の創設者にして資金提供者のアダム・ゴラルスキさんが、この世界大会を前にして
ご逝去されたからです。この基金について何かお話していただけますか。 

L：そうですね、基金はおそらく20年程前に創設されました。そして事実上、先程のゴラルスキさ
んが基金のメセナ（古代ローマの政治家で文芸の擁護者メセナの名前に由来して、文化・芸術を
支援する人）でした。この方は最初の資金を提供し、UEAが若い著作家たちをはげまし、またエ
スペラント文化の開花を全般的に奨励するために、そのお金を使うように依頼したのです。その
意味は．グラボウスキ基金は何年にもわたって、いわゆる賞金を特に個人に授賞し、これとは別
種の、つまり奨励金を主としてそのような顕彰に値すると思われる出版社にあたえてきた、とい
うことです。私たちはすでに、かなり多くの人びとや団体に受賞してきました。今、その人たちを
リストアップするのはいいことだと思いますが、しかし平均して常に1年おきには世界大会の席で
私たちの決定を発表してきました。ここで言及すべきことでしょうが、「リトアニアの星」誌、つ
まりビリニュスの大会を組織したリトアニア協会の機関誌ですが、これもすでに数年前に受賞しま
したし、「リトアニア・エスペラント協会」自身も出版社として顕彰されました。理由はエスペラ
ントに関する国語、すなわちリトアニア語の本の出版による卓越した活動を私たちが賞賛したから
です。 
それから、有名な中国人の詩人で翻訳家のラウルムさんもグラボウスキ基金の賞金を受けていま
す。エスペラント文文化へのヨーロッパ以外からの貢献者のことも広く考慮するように気を遣って
きました。 
で、本年度の選考結果も賛同を得られるものと思っていますし、さらなる著作ならびに出版活動
のための奨励として理解されることでしょう。これは正に、いまは亡きメセナの本来の目的に叶
うものです。 

B: どなたか受賞者で、文芸コンクールに参加した人は？ 
  
L: あの、文芸コンクールの多くのかっての受賞者が、のちのグラボウスキ基金の受賞者になりましたね。つ
まり、文芸コンクールの参加者としては、この人たちはまだおそらくグラボウスキ基金に値しなかったので
しょうね。しかしもちちん、文芸コンクールに入選することは励みになりますし、次のステップはグラボウ
スキ基金の賞であるかも知れません。 

B: メセナが亡くなられたことは、基金の運営において何かを変えることになりますか。 
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L: おそらくそうなるでしょうね。過去においては全ての変更について、ほんのわずかな場合でも私たちはゴ
ラルスキさんに問わねばならなかったのです。このことは実際問題として、たやすいことではありませんで
した。と言いますのは、ゴラルスキさんは時にはポーランド、時にはベネズエラ、時にはカナリア諸島で生
活する習慣があったからなのです。それで、何かのことで手紙を書こうと決心してもどの住所に出せばいい
のか全然分かりませんでした。またこれはつけ加えるべきことですが、ゴラルスキさんにとって手紙を書く
ことは、夫人の手助けがあっても、晩年では大変な努力がいることだったのです。そして事実、私が出した
最後の2、3通の手紙には、もはや返事はいただけませんでした。 
その死が仕事をしやすくするとの印象を、もし私が与えているとすれば申し訳なく思いますが、しかし、お
そらく、ゴラルスキさんが創設された事業を私たちが継続するならば、まったくメセナの意に沿ったことに
なるのではないでしょうか。私たちはまったく冷静に議論し、規約をどのようにして変更するか、場合に
よってはそれをどのように将来の要請に適応させていくか等、考えていくでしょうが、早まってそうするこ
とはないでしょう。 
  
B: グラボウスキ基金についていろいろとお知らせ下さり、どうもありがとうございました。 
さて、たしかに2005年は（第1回エスペラント世界大会から100年という）記念の年ですが、しかし強烈な
衝撃の年でもあります。それらの衝撃のひとつは、いとう・かんじさんの逝去でしたね。 

L: そうですね、あの、いとう・かんじさんはその著作の広がりがあまりにも大がかりだったという単純な
事実から、グラボウスキ基金の受賞者ではなかったのですが、グラボウスキ基金の比較的少額の賞金ではふ
さわしくない、あるいは十分ではないかも知れませんね。しかしいとうさんはその生涯のうちファーメ財団
の賞金を受けましたし、これはかなりの高額でした。2、3年前には、私も一役買ったのですが、アメリカの
「エスペラント研究財団」もまた、いとうさんに奨励金を出しました。これでザメンホフ全集のうち未刊の
2冊を刊行することが可能となったのです。いとうさんは多額の金を全集のためにつぎ込みましたが、ご自
身が言ったとおり、しまいには懐が枯渇してしまいました。それらの重要な2巻も出ない危険もあったので
すが、でも幸いなことにこのアメリカの財団のおかげで出せたのでした。 
これは聞いたことですが、いとうさんは最後まで次の出版物にそなえて仕事をしていたといいます。私は、
いとうさんは主としてザメンホフ全集全体にかかわる、いわばガイドブックを作ろうとしていたように思う
のです。というのはいかにその仕事がすばらしいものであっても、その成果は巨大なのです。そこで人びと
は、たやすく迷ってしまいます。つまり、もしザメンホフの何か特定の演説または文章、あるいは、まあ言っ
てみれば、グラボウスキに書いた手紙とかをほとんど60巻に近い本の中から見つけ出すのは、ちょっとむず
かしいことです。ですからザメンホフの著作集を見通す手引書が要るわけです。先にも言いましたが、いと
うさんはおそらくは生涯の最後の日までそのことに携わっていましたが、いま私が希望することは、日本の
エスペランティストたちがその仕事を完成することなのです。 

B: いずれにせよ、それはまことに歓迎すべきことですね。私は思い出すのですが、いとうさんが受け入れた
おそらくは最後の客の一人として訪ねた時、微笑みながら暗示するように言いました。「そう、著作集は完
成した」、しかし大会、1905年の第1回大会と結ばれたテーマが、いとうさんの関心の中心にあったようで
した。 
ところで，あなたは歴史家です。しかしウルリッヒ・リンスでもあります。正に文化活動にも常取り組んで
いる人なわけです。そしてルドビキートのあの著作集は歴史の研究家にとっても例外的な宝物ですし、それ
にまた、わがエスペラント文化に対する貢献でもあります。 
  
L: そうです。十分に評価し、十分に賞賛するのは不可能です。事実、いとう・かんじさんの功績をまっとう
に記述するには言葉が足りません。私は数十年にわたって、その活動を見守ってきました。私が東京にいて
学生だった時、京都を訪ねたことがあり、そこには一人のエスペランティストがいて、日本語でザメンホフ
について小説説を書いていると偶然知ったのです。私は最初信じることができませんでした。いとうさんを
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個人的に知っているエスペテンティストに会わなかったので、なおさらです。藤本達生さんを例外として
ね。 
B: もし、「窓さん」を知れば、もうすべてが分かったわけですね。 
  
L: そう、「窓さん」ですよ。まあその、初めから私はいとうさんと知り合いになることを念願していたので
す。ところが窓さんは私にいつも言うんです、「いとう・かんじさんはエスペランティストとは話したがら
ない、外国のエスペランティストとはなおさらだ」とね。 

B: でもそれは、幸運なことにあとで変わりましたね。 
  
L: 私が何年か後に日本に戻ってきた時のことですが、ある日曜日のこと、私は京都の街なかを藤本達生さん
と散歩していたのですね。すると急に藤本さんがとある何の変哲もない和風住宅の前で立ち止まって言った
のです。「あのですね、ここに、いとう・かんじさんは住んでいるんですよ。ご在宅かどうか試してみましょ
う。ベルを鳴らしてみます」、で幸せなことに、いとうさんは戸を開け、私たちを入れてくれました。そう
いうわけで私はいとう・かんじさんと知り合うチャンスを得たのです。その後、なお2度程は訪問したと思
います。 

B: いまの、まったく個人的な詳しいお話をどうもありがとうございました。と言いますのは、まあそうで
すね、どうやら初めのうちは、いとうさんと会うことはむずかしかったようですからね。 
  
L: ともかく言いましたように、いとうさんは断っていましたから。でも別の面から言うと、日本には予約な
しに行く、即ち不意打ちをする可能性も存在しているのです。あ、そうだ、私はいとうさんに言ったことが
あるのです。「不意打ちをしてすみません」と。それであとではいとうさんはしばしば微笑みながら私に
言ったものでした。「ああ、あなたの不意打ちのことは覚えていますよ」、 しかしいとうさんはいつも笑っ
ていましたね。いつも笑っていて私が不意打ちしたことに対しては決して苦情は言いませんでした。 

B: まあ、私は不意打ちはしませんでしたね。事実、私にとって大変名誉なことに、いとうさんは私の訪問
を待っていてくれました。ただ、今となって残念なことは、再訪が実現しなかったことです。出会った時の
終わり頃には、そのこともほのめかしてはいたのですが。 
  
L: インタビューはなさったのですか。 
  
B: もちろんです。そしてそれは、このただならぬ人物についての音声ドキュメントなのです。 

L: 特筆すべきことは、いとうさんがエスペラントをよく知っていたことです。思ったことがあるのですが、
話したがらない多くのエスペランティストたち、なかでも日本のエスペランティストたちが存在するので
す。スラスラと書き文法は完全に知っている，だが話すと片言・・・という多くの人を知っています。しか
し、いとうさんはまったく違っていました。エスペランティストたちとの接触がなくてさえ、流暢に話した
のです。 

B: 流暢でしたね。いとうさんは温かくて、非常に魅力がありました、幾分お年を召されてはいましたが。
少なくとも私が知り合いになった時はですけれども。 
この、私たちの共同体の、とびぬけた人物についても、いくつかの思い出を交換して下さって、どうもあり
がとうございました。 
（ポ－ランド放送2006年1月27日放送分より） 
  
アダーモ・ゴラルスキ氏：詳しくはUEAの「Esperanto」誌2005年10月号214ページ参照 
ラウルム氏：本名、李士俊。エスペラント学士院会員 
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グラボウスキ賞審査員の峰芳隆氏のコメント。「2005年の受賞者はロマン・ドブジンスキ氏とウルリッ
ヒ・ベッカー氏。ラウルム氏の受賞年は2004年」 
（Nova Vojo 2006年, 6月号） 
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Esplorejoj kaj esploriloj ĉe la kazo de 
ludovikito
Oni povus diri, ke ludovikito havis du esplorejojn, unu en sia domo kaj alian en sia laborejo aŭ oficejo. La 
lasta estis en la redakcio de faka eldonejo por dentistoj, kie li estis redaktoro dum jardekoj. Apud li deĵoris s-
ino Maeda Kimiko, kiun li poste nomis ĉiam ”mia unusola amikino”, kiu sekretarie laboris por li. Krom ili 
ambaŭ povis esti ankaŭ aliaj laboristoj, tamen ŝajnas al mi, ke ili estis sufiĉe liberaj, kion fari, kaj mi kredas, 
ke ludovikito faris almenaŭ fojfoje esplorojn pri L. L. Zamenhof en la oficejo.

Li loĝis en japana ligna domo duetaĝa en la urbo Kioto, kiu estas unu el la malnovaj urboj de 
Japanujo. Kiam ludovikito revenas hejmen, li banas sin, vespermanĝas, brosas al si la dentojn kaj laŭ kruta 
ŝtuparo iras supren. Malsupre sur la teretaĝo, kiu konsistas el kuirejo, banejo, sidĉambro kaj dormoĉambro 
krom vestiblo. La edzino plenumas sola siajn taskojn post la vespermanĝo.

Supre sur la unua etaĝo estas dekstre tenejo, maldekstre-norde ĉambro kun librobretaroj kun ĉefe 
japanaj libroj kaj maldekstre-sude alia, iomete pli vasta ĉambro. Tie estas la ĉefa esplorejo de ludovikito, kies 
japana nomo itô kanzi (oni prononcu kanĝi malgraŭ literumo) fariĝis pli kaj pli konata.

Ĉiuvespere li kutimis resti tie dum tri horoj por esplori kaj verki. Je la dekunua horo li venas 
malsupren por prepari sin enlitiĝi. Tian kutimon li hivis jam antaŭ la jaro 1959, kiam li konatiĝis kun 
Esperanto. Dum pli ol dek jaroj antaŭ tio li apartenis al koteria revuo nomata ”VIKING” kaj publikigis de 
tempo al tempo siajn verkojn. Tamen pli kaj pli itô kanzi fariĝis malkontenta pri sia japana lingvo. Tiam en la 
jaro 1959 eliris trivoluma verkaro de Eroŝenko en la japanlingva traduko de Takasugi Itirou. itô estis frapita 
de ties konciza lingvo kaj precipe de tio, ke ĝi estis tradukita el Esperanto. Ĝuste tiam jam ekĝermis la tuta 
entrepreno de ludovikito.

Baldaŭ komuna lernado de Esperanto de itô kaj Maeda komenciĝis kredeble ankaŭ en la oficejo. La 
lernado ne iris glate per unu fojo, ili stumblis, ĉesis lerni kaj poste denove relernis ĝin kaj tiel tri-kvar jaroj 
pasis, kiam ili pli-malpli ellernis la lingvon. itô legis ankaŭ biografiojn de Zamenhof kaj la ”Leterojn de 
Zamenhof” de Waringhien. itô diris al mi, ke tiam li enamiĝis en la personecon de Ludoviko Zamenhof.

Ŝajnas, ke estis ĉirkaŭ la jaro 1963 aŭ 1964, kiam vekiĝis en li animo de verkisto kaj li komencis verki 
japane romanon s.t. ”Zamenhof”, kiu estis unue publikigita felietone en ”VIKING” en la jaro 1965. Do post 
la jaro 1959 lia esplorado koncernis Ludovikon. Mi mem malkovris la ekziston de la romano Zamenhof kaj 
tiun nekonatan aŭtoron, printempe de la jaro 1965. Mi tre miris pri la ekzisto de tiu fremda persono en la 
sama urbo Kioto, kie ankaŭ mi loĝas. La romano, dika eĉ en unu volumo, montriĝis poste, ke ĝi estis la unua 
kaj la serio iĝis entute sepvoluma plus ”cetera guto” (same dika). Mi dubas, ĉu la serio estus tiel volumena, 
se mi ne intervenus nutrante lin per pliaj materialoj.

Verdire, printempe de la jaro 1965 mi ekloĝis en Kameoka por labori ĉe Oomoto kaj mi skribis al itô 
kanzi, demandante pri lia persono. Probable en unu jaro mi ricevis almenaŭ tri esperante tajpitajn leterojn. Ili 
ne estas forĵetitaj, sed sin kaŝas ie. bedaŭrinde. Mi tamen memoras nebule iom el la enhavo. Dum la milito li 
estis soldato aŭ oficiro, kiu okupiĝas per deĉifrado. Post la milito li estis ankaŭ militkaptito dum iom da 
tempo.

Kelkajn jarojn post la milito li komencis labori en la eldonejo (kie, cetere, li restis ĝis sia emeritiĝo).
Certe, la supra priskribo estas tro simpligita.
Iel montriĝis, ke li ne ŝatas renkontiĝi ku homoj. Tial mi, ne volante ĝeni lin, sendis al li pakaĵkeste 

malnovajn materialojn, kiujn mi prunteprenis de malnova samideano. Tiel daŭris ĝis majo de la jaro 1966.
Tiumonate oni havis monatan kunvenon de la revuo ”VIKING” ĝuste en Kioto kaj mi, kredante ke 

certe itô ĉeestos, ĉeestis kun mia edzino. Tamen forestis itô. Aŭdinte, ke ni venis por itô, la tiel nomata 
kapitano Fuĵi Masaharu, intima amiko de itô de sia juneco, ordonis al la homoj telefone venigi itôon. Tiu ĉi 



53

baldaŭ venis kaj ni interŝanĝis salutojn en Esperanto. Poste en la revuo aperis kritiko, ke temis pri infane 
ĝoja naiveco de ambaŭ.

Post la kunveno itô prenis nin ambaŭ per taksio al sia domo, jam prezentita. Estis preskaŭ vespero kaj 
mi memoras. ke ŝ-ino itô regalis nin per bongusta manĝo. Ankaŭ pli poste, tio estis ripetita plufoje.

itô mem baldaŭ komencis nomi min s-ro fenestro al la mondo Esperantista. Estis tiel en la unuaj jaroj 
post 1966. En la jaro 1967 aperis libroforme la unua volumo aŭ unu stelo de la romano Zamenhof. Ŝajnas, ke 
tiam li havis projekton ĉiuvolume plinombrigi la stelojn, ĉar li iom amasigis al si materalojn plilongigi la 
romanon.

Survoje de la japanlingva eldonado venis al li en la kapon la ideo eldoni por la internacia publiko ĉiujn 
Zamenhofaĵojn. Ĉar Maeda responis al tio per ”Kial ne?”. itô decidis kaj konsultis min. Mi, ne imagante, ke 
finfine temos pri kvindeksep-voluma eldonado, facilanime aprobis la ideon. Mi devus danki mian 
facilanimecon. Ĉar, se mi estus tro singardema kaj dirus al li, ke tio estas neebla, tro aŭdaca entrepreno, tiam 
mi almenaŭ bremsus la aferon.

Unu tagon ial okazis, ke itô venis al kafejo prokisime de mia domo kaj en la subtera kafejo ni 
interkonsiliĝis pri la eldonplano. Mi donis al li la nomon ludovikito kaj ni nomis nin eldonejo ludovikito. Tio 
estis iam malfrue de la jaro 1972. La tiel nomata unua kajero, nome, ”unuaj libroj por esperantistoj” estis 
eldonita iom haste por trafi tiujaran kongreson de Esperantistoj en Kansajo. Por tio el la presejo Tenseiŝa, 
tiam tipografia, eliris unua cento da binditaj ekzempleroj. Tamen montriĝis, ke oni ial uzis du aliajn specojn 
de papero kaj tio ne plaĉis al ludovikito, kiu do decidis forĵeti 900 ekzemplerojn kaj represi tiom da 
ekzempleroj. Tio estis la lasta luksaĵo, ĉar baldaŭ en oktobro la mondon skuis la nafta ŝoko kaj post tio ĉiuj 
prezoj terure altiĝis.

En la komenco, kiam aperis la unua kajero, oni rilatis al ĝi skeptike, ĉu io tia estos ebla. Tiom pli, ke 
temis pri nekonata homo en Japanujo. Efektive estis tri personoj, kiuj nomiĝis en la libro provizoraj 
komitatanoj, sed kun la tempo la du aliaj estis tute ignoritaj kaj nur la nomo de ludovikito konatiĝis.

Mi ne memoras jam, kiuj titoloj aperis en kiu jaro, ĉar foje en unu jaro eliris eĉ kelkaj. Kiam ni eldonis 
duan kaj trian titolojn sufiĉe sinsekve, oni komencis ŝanĝi sian sintenon iom kaj komencis rilati al la serio 
relative favore. Tipa ekzemplo el tiaj personoj estas s-ro Haupenthal, kiu volis mem kompili la trian 
volumon de ”Leteroj de Zamenhof” post Waringhien. Tamen li rezignis tion kaj komencis sendi al ludovikito 
tra la fenestro, nome mi mem, siajn kolektitajn materialojn. Haupenthal agis tute kunlaboreme. Kun la jaroj 
mi iom laciĝis kiel la fenestro de ludovikito kaj mi grade komencis ne bone funkcii, tiam iom post iom 
ludovikito mem ekkorespondis kun kelkaj personoj.

 Nun mi devus iom paroli pri la esploriloj de ludovikito. Unue estis konata literaturo pri L. L. 
Zamenhof, kiel ekzenple ”Vivo de Zamenhof” de Edmond Privat aŭ la ”Leteroj de Zamenhof” de Gaston 
Waringhien. Krome, malnovaj revuoj, kiel ”Lingvo Internacia” kaj ”La Revuo” plus korespondaĵoj kun 
pluraj personoj. La tipaj el tio estas korespondado kun N. Z. Maimon kaj G. Waringhen. Iliaj korespondaĵoj 
poste aperis libroforme kaj tio montras, kiel ludovikito uzis tiajn esplorilojn.

Mi ne scias, kiom da kelkdek fojoj mi supreniris al lia esplorejo kun jam tralegitaj presprovaĵoj.
Neniufoje, kiam mi estis tie, li estis nenionfaranta. Li ĉiam ion faris kaj interrompinte tion, li komencis 

labori kun mi, t.e. kontroli niajn presprovaĵojn. Post iom da tempo, ekzemple 30 minutoj, sentiĝis atmosfero, 
ke la hodiaŭa laboro estas finita, tiam mi kutime foriris. Tio signifas, ke ni preskaŭ tute ne babilis pri ceteraj 
aferoj. Estas notinde, ke en lia ĉambro estis krom tabloj, seĝoj kaj divano ankaŭ stereofono, per kiu li 
konstante aŭdis klasikan muzikon. Eĉ se aperus vortoj, tio ne ĝenis lin pro la nekomprenebleco. Sur la muro 
pendis slipoj kun titoloj unu post alia eldonotaj. Survoje de nia laboro nepre envenis s-rino itô kun teo kaj 
kuketoj.

Pli poste, kiam li ekeldonis LD aŭ Ludovikologian Dokumentaron, mi jam ne bezonis legi 
presprovaĵojn, ĉar estis represaĵoj de malnovaj dokumentoj. En la komenco, nome en la tempo, kiam aperis 
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nur la Plena Verkaro de Zamenhof aŭ PVZ, la eldonnombro estis 999, sed poste, kiam eliris aliaj partoj, ni ne 
plu eltenis tion kaj la nombroj falis al 500, 300 kaj 200. Fakte, mi mem ne havas precizajn ciferojn. Dum 
multaj jaroj mi kunlaboris por ludovikito, sed mi estis nur helpanto kaj li estis ĉiam la ĉefa laboranto.

Mi ne vidis, kiel li esploris diversajn dokumentojn, ĉar mi renkontiĝis kun li nur, kiam li ne esis 
esploranta, ludovikito heredis sian konstantan diligentecon ĉe la tablo de sia patro, kiu estis tajloro kaj ĉiam 
sin klinis al stablo. Li vidis tion dum sia knabeco. Laŭ legendo estas tiel, ke jam en la vespero de sia edziĝo li 
supreniris al sia kabineto kaj ion studis. Tia vivo daŭris pli ol dek jarojn antaŭ ol li renkontiĝis kun 
Esperanto. Ĉiukaze, la edzino jam alkutimiĝis al tia karaktero de sia edzo. Li foje faris ion por sia fileto kiel 
dimanĉa ĉarpentisto. Tamen, kun Zamenhof li estis ekskluzive okupita. Nun necesus ion mencii. Dum la dua 
mondmilito li estis en ĉina kontinento kaj, kiel mi jam diris, okupiĝis per deĉifrado. Post la milito, li 
introspektis sian militistan tempon kaj, kiam li malkovris Ludovikon, kiu estis paca batalanto, li kredis trovi 
la homon, al kiu li povas dediĉi la tempon kaj laboron.

Kiam ludovikito konatiĝis kun Esperanto, li estis jam 41-jara kaj li forpasis en la aĝo de 87 jaroj la 
25an de aprilo 2005. En pli ol duono de sia vivo li esploris, verkis kaj eldonis Zamenhofaĵojn. Ĉiujare pli ol 
unu libron li eldonis kaj atingis la nombron 57 laŭ onidiro, ĉar mi mem ne nombris la tuton. Krom tio estas 
dek kelkaj japanlingvaj libroj. Restas antaŭ ni multe da libroj, esploritaj, eksplikitaj, aranĝitaj de ludovikito. 
Kun la jaroj post 1973 oni pli kaj pli trovis la unikan valoron de la serio ludovikito. Sekve, en kaj 
eksterlande, oni komencis ankaŭ laŭdi kaj doni premion al ludovikito. Kaj tiel, en la jaro 1991, la Fondaĵo 
FAME donis al li la unuan kulturpremion okaze de la bergena UK, kvankam ludovikito ne ĉeestis tie. Cetere 
li diris, ke tiel longe, kiel la ŝtato bonvolas doni aŭ ne doni vizon, li ne emas vojaĝi eksterkanden, Tio povis 
esti preteksto, sed ankaŭ fakto. Cetere, li estis tia homo, kiu ĉeestis neniam en funebra ceremonio de konatoj 
kaj amikoj. Tial lia edzino devis ĉiam ĉeesti anstataŭ la edzo. ludovikito, kiam li restis sola hejme, ne prenis 
aŭskultilon de telefono, kiam oni telefonas.

Li uzis la tempon ekskluzive por siaj taskoj. Li diris ankaŭ, ke li ne pasigis tempon en drinkejoj.
ludovikito ne povis resti nenion farante. Ĉiutage li faris ion kaj tion kaj ĉio rezulte fariĝis la plimalpli 

kompletigita Plena Verkaro de Zamenhof en kelkaj partoj, nome originala, traduka, temkoncerna kaj represa. 
La lasta estas kolekto de broŝuroj kaj libroj de la biblioteko, kiujn Zamenhof ĉefe eldonis en la 19a jarcento 
kaj en la komenco de la 20a jarcento.

Mi kredas, ke ili ĉiuj estas bonaj esploriloj kaj ĉiu povas havi esplorejon en sia privata domo kaj mi 
estos danka, se oni komencos esplori Ludovikon per aĉeto de almenaŭ unu libro el la granda serio de 
ludovikito. Mi kore dankas vin por via afabla aŭskulto al mia alparolo.

Epizodoj de ludovikito

ludovikito nomis sin mizantropo kaj evitis renkontiĝi kun homoj. Sed efektive, kiam li renkontiĝis kun 
homoj, li estis tre afabla. Kaj mi miris, ke li tre laŭte ridis interparolante. Povas esti, ke por kaŝi sian 
hontemon li tiel laŭte ridis. Ĉar ju pli ofte mi vizitis lin, des malpli ofte li tiel ridis. Ŝajnis, ke tiam nia 
interrilato estis jam ordinara.

Dum la unuaj kelke da jaroj post 1966, kiam ni mem unuafoje renkontiĝis, li diradis, ke unu 
esperantisto estas sufiĉa por li kaj li nomis min s-ro fenestro. En tiuj jaroj oni pensis, ke malantaŭ ludovikito 
sin kaŝas konata esperantisto, ĉar oni kredis, ke nekonata esperantisto ja ne povus plenumi tian laboron.

Preskaŭ meze de la 70aj jaroj s-ro Urlich Lins restis en Japanujo kaj fojfoje venis al Kioto. Jam du 
fojojn ludovikito rifuzis renkontiĝi kun li, kiam mi demandis lin pri rendevuo. Nun li estis por la tria fojo kaj 
denove intersiĝis, do mi agis tiel: Promenante kun li en Kioto, mi grade proksimiĝis al la loĝkvartalo de 
ludovikito kaj ekstaris ĝuste antaŭ lia domo. Tiel, sen antaŭa promeso ni entrudiĝis en la vestiblon kun 
pardonpetado. Tamen, ludovikito tre afable kondukis nin supren al la esplorejo.
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Ankaŭ en postaj jaroj Lins revenis kaj ĉiuokaze fariĝis unu el la kunlaborantoj. Li foje verkis longan 
artikolon por la revuo ”Esperanto” de UEA tiuteme.

La malmolnuka ludovikito pri homaj rilatoj, kun la tempo iom moliĝis kaj en pli postaj jaroj li jam ne 
rifuzis akcepti vizitantojn. Malvolonte aŭ volonte, ĉiukaze li renkontiĝis kun alilandaj gastoj aŭ hejme aŭ 
ekstere en hotela kafejo. Sergej Kuznecov estis unu el ili. Kiam ges-roj Fornal kaj Fornalova el Pollando 
estis en Kioto, mi mem kondukis ilin al ludovikito, ĉar s-ro Fornal estis ekipita per videokamerao. Mi pensis, 
ke indus kaj necesus videofilmi ludovikiton, kiam li ankoraŭ fartas bone. Ni rapide agis kaj foriris. La 
neatendita vizito plaĉis precipe al s-rino Fornalova. Laŭmemore, tio okazis en oktobro 2000.

Same el Pollando, nu, Varsovio, venis al Kameoka S-rino Barbara Pietrzak kaj tiuokaze ŝi estis amkaŭ 
ĉe ludovikito. El Francujo venis vizite al ludovikito, L. Zaleski-Zamenhof kaj ili nomis unu la alian sia kuzo 
kaj ili bone interamikiĝis.

Ankaŭ Simo Milojeviĉ venis al Kioto post la Seula UK en 1994, kiam ludovikito vivis en hospitalo 
proksime de sia hejmo. Ili parolis sur benko en la hospitalo. Post tio ludovikito travivis kelke da hospitalaj 
vivoj. Kaj la lasta estis en vintro de 2005.

Kredeble ĉe li estis sufiĉe multaj leteroj adresitaj al li, kvankam oni ankoraŭ ne esploris tion. Mi tamen 
supozas, ke unu kartona kesto povos enteni la tuton. Mi, cetere, ne scias, ĉu li konservis kopiojn de siaj 
leteroj. Povas esti, ke liaj leteroj estas nur dissenditaj sen kopioj.

Pri sendokostoj. En la unuaj jaroj post 1973 mi povis ankoraŭ respondi al mendoj de libroj ekspedante 
ilin. Por tio oni bezonas sendkostojn kaj kun la tempo mi ne povis trovi necesajn sendkostojn. Tiel, nature mi 
komencis tre malbone funkcii kiel la fenestro de ludovikito. Mi ne memoras de kiam, sed de iam ges-roj 
Syôzi en Tokio bonvolis funkcii kiel peranto aŭ libroservo de ludovikito. Nur danke al ili, la eldonejo 
ludovikito ne bezonis esti tute fermita kaj tiel, ankoraŭ nun oni povas akcepti libromendojn. Ĉe mi hejme ne 
restas eĉ unu kompleto de ĉiuj 57 ĝis nun eldonitaj libroj. Ekzistas kelke da hazarde restantaj libroj en mia 
domo, la nominala eldonejo.

Pri eldonkostoj. Post 1973, kiam eliris la unua kajero de eldonejo ludovikito, ni kutimis eldoni ĉiun 
novan libron antaŭ la fino de junio. Mi ne sciis, kial? Tamen, baldaŭ mi informiĝis, ke eldonejo ludovikito 
dependas de la faka eldonejo por dentistoj, ke la lasta devas manipuli libron por librotenado por ne pagi vane 
impostojn por apenaŭ vendataj ludovikitaĵoj. Ŝajnis al mi, ke iam en la dua duono de la jaro la ludovikitaĵoj 
ne plu apartenas al la faka eldonejo, kiu elspezis eldonkostojn, kaj ili liberiĝis kiel ludovikitaĵoj mem, tiel 
donacitaj de imposta magio, kvankam laŭleĝe aranĝita. Pro tio necesis observi la daton: la 30a de junio.

Post esplorejo kaj esploriloj de ludovikito

Oni jam komencis transsendi materialojn kaj librojn de ludovikito al Japana Esperanto-Instituto, kiu 
tenos esplorilojn en sia sino.

Post la esplorejo nome la kabineto en la loĝejo de ludovikito baldaŭ restos nur simpla ĉambro, kiu jam 
ne montros vive la esplorejojn de ludovikito, kie li laboradis dum jardekoj dediĉante sin al sia kara Lazaro 
Ludoviko Zamenhof. Mia sola espero estas, ke aperos iam kelkaj homoj, kiuj esploros tion, kio restis ne 
finesploritaj de ludovikito. Tio estas mia deziro, ĉar mi longe funkciis kiel lia fenestro.
(Fonto n-ro 300, Decembro, 2005)
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Pri traktado de niaj verkistoj
Mi ne scias, kiel beletristoj kaj poetoj mem, ekzemple ambaŭ jubileatoj ĉi-kaze, sentas kaj pensas ĉe la fakto, 
ke kutime en nia Esperantujo ili ne estas same traktataj, kiel oni traktas nacilingvajn bonajn verkistojn en 
iliaj respektivaj landoj.

Povas esti, ke ni esperantistoj ankoraŭ ne estas sufiĉe maturaj por imiti ion tian, kiu estas ordinare 
videbla en diversaj landoj ĉe literatura rondo. Certe, plej bona maniero trakti poetojn kaj prozistojn estas legi 
kaj apreci iliajn verkojn kaj sekve ankaŭ aĉeti por tio librojn; tamen, tio ne signifus, ke la aŭtorojn oni lasu 
vivi tute senĝene for de la publiko. Kelkaj verkistoj mondfamaj ŝatas mem izoli sin for de la amaskomunika 
priinteresiĝo, kaj sukcesas tiom pli grandigi tian intereson. Tio sama tamen estas malfacile imagebla ĉe niaj 
aŭtoroj: apenaŭ ekzistas ĉe ni en Esperantujo amaskomunika gazetaro, kiu estas preta tiel peli izoliĝeman 
aŭtoron. Ĉu, tamen, mi simple eraras? Mi komencis skribi de tiu temo, ĉar ŝajnas, ke niaj aŭtoroj devas senti 
sin vole-nevole izolitaj, eĉ ĉeestante en sia propra persono inter la esperantistoj, ekzemple dum la kongresa 
semajno de Univerala Kongreso de Esperanto. Ne unu fojon sed tre ofte mi vidis nialingvajn verkistojn esti 
solaj ie kaj tie en koridoro, en angulo de la kongresejo. Tiam ili aspektas kvazaŭ nenio, nome ne io en la 
mondo de esperantistoj, sed sole simplaj kongresanoj. Mi ja scias, ke ili ne estas reĝoj aŭ nobeloj, sekve 
mankas ĉirkaŭ ili sekvantaro, ke ankaŭ ne gardas ilin korpogardistoj, malkiel mondfamajn gravulojn. En la 
lastaj jaroj okazas, ke en angulo, litere en angulo de salono, kie funkcias la Libroservo de UEA dum la UK-
semajno, aranĝo sub titolo: “Aŭtora duonhoro”; tiakaze, pluraj aŭtoroj de libroj, aperintaj precipe en la 
interkongresa jaro post la antaŭa UK, estas petataj sin montri tie kaj doni aŭ prelegeton aŭ deklamon aŭ ion 
similan antaŭ la publiko, kiu kvazaŭ hazarde formiĝas el tiaj kongresanoj, kiuj eble ne trovis alian 
programeron nepre partopreni, kaj kiuj ja havas apartan intereson por la tiuduonhore ĉeestanta aŭtoro. Tio 
estas certe bona okazo por publiko tiel konatiĝi persone almanaŭ kun kelkaj el niaj verkistoj. Mi tamen 
sentas, ke tiu duonhoro estas tro modesta por bone trakti esperantlingvajn verkistojn.

Nun mi revenu al mia unua demandeto: Kion kaj kiel sentas kaj pensas tiaj verkistoj mem pri la 
koncerna temo, t.e. la traktado de niaj verkistoj. Mi mem persone renkontiĝis kun multaj el la literaturistoj de 
nia tempo ĝis nun depost 1953, kiam mi eklernis Esperanton; kun kelkaj el ili mi ankaŭ persone konatiĝis, 
kaj foje eĉ bone amikiĝis kun iuj. Mi tamen neniam starigis al ili la nunan demandon, sekve havas nenies 
respondon, do mi devas ankoraŭ daŭrigi mian priskribon, kial al mi ja okazis havi tiun demandon.

Mi opinias, ke la bonaj aŭtoroj en Esperantujo ne estas, por uzi iom rektan esprimon, “bone traktataj”; 
nome, oni ne scias, kiel ŝati kaj esprimi la verkistojn, ekzemple, kiel rekompenci ilin por la verkoj kaj 
konsekvence, bone kaj adekvate trakti ankaŭ verkintojn. Tiuteme, mi nun devus noti unu afereton: foje, ĉe 
unu el la jubileatoj mi legis, miamemore, jenan plendon: D-rino Marjorie Boulton iam kaj ie skribis, ke ŝi tre 
ŝatus. se oni bonvolus rekompenci, ĉe la liverita artikolo, almenaǔ je kostoj por uzita papero kaj rubando de 
tajpilo (do, en tempo, kiam oni ne konis komputilon…), se ne pagi minimuman honorarion por la koncerna 
artikolo mem. Mi ne scias, ĉu intertempe estiĝis iom da progreso kaj plibonigo tiurilate, nome, ĉu oni nun 
pagas honorarion por revua artikolo kaj tantiemon por eldonita libro. Temis supre pri la ekonomia flanko de 
la afero, kiel trakti aŭtorojn; kvankam ni devus pripensi ankaǔ plibonigon de la ekonomia pritrakto, mi tamen 
ĉi tie interesiĝas ĉefe pri la socia flanko de la traktado de niaj aŭtoroj.

Laŭ tiu vidpunkto, estis senekzemple bonega novaĵo, ke oni decidis kandidatigi la alian el la jubleatoj: 
nome, mag. William Auld estu kandidato je Nobel-premio por literaturo. Jam tiu novaĵo mem, diskonigita de 
konataj novaĵagentejoj kaj gazetoj, laboris efike por montri al la mondo, ke ekzistas en Esperantujo serioza 
literaturo kaj ankaŭ tia poeto-verkisto, kiel nun jubileata W. Auld. Tio espereble estos unu el la unuaj paŝoj, 
kiujn necesas fari en la direkto de pli vasta rekono de niaj verkistoj, antaŭ ĉio fare de ni mem, esperantistoj, 
kiuj formas publikon por la kreantoj en Esperanto. Mi persone havas dankeman senton al s-ro Manuel de 
Seabra, kiu initiatis la ideon kandidatigi poeton Auld. Cetere, la nomo de tiu initiatinto restas ĉiam ĉe mi kel 
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io kara kaj dankinda: li tradukis portugalen la verkon de Masao Miyamoto, Pri Arto kaj Morto. Ke la verko 
de Miyamoto aperis ankaŭ en la portugala lingvo donis al la aŭtoro vere grandan ĝojon; mi scias tion, ĉar 
tiam mi estis prokisime de Miyamoto, kiu estis por mi la unua el la verkistoj, kun kiuj mi konatiĝis. Jam en 
1955, kiam li estis ĉiutage deĵoranta en la tiama Oficejo de KLEG (aŭ Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj), 
mi apenaŭ 20jara aperis antaŭ li kaj komencis ĝeni lin alparolante en Esperanto. almenaŭ en la komenco de 
nia konatiĝo. De tiu ĉi renkontiĝo okazis multo, kiun rakonti en detaloj mi tamen ne provos nun; kaj mi notu 
ĉi tie nur tion, ke Miyamoto tuj post la malsigelo kaj tralego de poŝtaĵoj kutimis forĵeti paperkorben tiujn ĉi, 
se temis pri ordinaraj leteroj, ke li konservis tamen korespondaĵojn de konataj verkistoj, eldonistoj. Do, post 
li restis almenaŭ faskoj da kartoj kaj leteroj, inter kiuj ankaŭ tiuj senditaj de WA kaj MB. Mi nur bedaŭras, ke 
mi faris nenion konkretan por revivigi ilin, kvankam la ricevinto mem konfidis al mi la koncernajn kartojn 
kaj leterojn fotokopii por eventala utiligo. Ili restas en stato ne komplete priaranĝita. En la dua duondekado 
de la kvindekaj jaroj kaj iom pluen ĝis 1962, mi estis tre ofte kun li, kiu unue nomiĝis mijamoto kaj poste 
Miyamoto. Li funkciis por mi mentore, kiam mi dum tiuj jaroj kreskis kiel esperantisto de tia staturo, kiun mi 
bezonis poste, ekzemple, kiam mi konatiĝis kun s-ro itô kanzi en 1966 kaj komencis kunlabori tiel, ke en 
1973 li nomis min Fenestro kaj inverse mi nomis lin ludovikito.

Pli frue, en tiuj jaroj supre nomitaj, kiam Miyamoto estis internacie debutanta poete, tradukiste kaj 
originaliste, mi kutimis prunti de li nvajn librojn, ekzemple de STAFETO, kiujn la eldonisto Juan Régulo 
Pérez sendis al KLEG por recenzo en ties organo La Movado aŭ simile por la revueto Prometeo, kiu eliris 
dum iom da tempo. Ne konante la hispanan kutimon de propraj nomoj, ni ĉiam nomis ”Perez” laŭ japana 
prononcmaniero. Plaĉis al mi legi precipe la prezenton de nova, ĵus eldonita libro, fare de ”Perez”, kiu havis 
bonan kutimon enŝovi flugfolion kun tiu prezento en la recenz-ekzempleron de ĉiu nova libro. Literaturo de 
Esperanto, inkluzive de beletro kaj ankaŭ jarkolektoj de malnovaj numeroj de revuoj kaj novaj numeroj de 
tiuj periodaĵoj, kiun mi volonte legadis en tiuj jaroj, donis al mi lingvan senton de Esperanto, tiel ke mi 
povas, ankoraŭ nun, uzi la lingvon laŭ tia maniero, kiun mi disponas sufiĉe libere kaj konforme al tiu aŭ alia 
bezono. Kvazaŭ parenteze, mi dankas nun d-ron Vilmos Benczik, redaktoron de ĉi-libro jubilea, kiu sin 
turnis kun peto ankaŭ al mi kontribui por la libro. Dum jaroj, eĉ jardekoj, mi volonte laboris malantaŭ la 
kulisoj de tiaj laboroj, kies valoron oni agnoskis internaciskale: kiel ekzemple, pluraj libroj de M. Miyamoto, 
kies presprovaĵojn mi prilegis; kaj ankaŭ la plena verkaro de l.l.zamenhof (PVZ) de ludovikito, por kiu mi 
plenumis tion saman kaj ankoraŭ ion plian, ktp.; mi ja ne plendis kontraŭ mi mem tiel agi, tamen, kun ioma 
sento de abusurdeco mi devas aŭdi nun, kiam fojfoje oni kvazaŭ riproĉas min: ”Nu, finfine, vi mem devos 
ion fari en via propra nomo!” Tio nome devus signifi, ke mi, ne plu asistante iun alian, faru mem, kion mi 
volas fari en la propra intereso de la koncerna afero. Certe, por la aliaj estis oportune havi apude tian homon, 
kiel mi, preta helpi ilin kun tempo disponebla por tio. Dume, mi tro longe kutimiĝis esti nur ies helpanto, do 
mankas al mi forta volo fari memstare propreorientitan agaon. Kaj fakte, se oni demandos min, kion mi faris 
ĝis nun en Esperanto, mi devos respondi nur tiel, ke en ĝi mi kreis nenion. Mi estas aŭtoro de neniu konata 
verko, neniu prozo, eĉ neniu verso. Povas esti, ke simple al mi mankas kreemo, sekve ankaŭ kreivo. Estus 
tamen evitinde mem decidi ion tiel gravan en la homa vivo, precipe en la nuna periodo de mia kazo, kiam 
restas por mi apenaŭ dek kelke da jaroj, eĉ se mi vivos ĝis la aĝo de 80 jaroj.

Pri la traktado de niaj verkistoj nun ŝajnas, ke de kelka tempo okazas io nova ekster la kadro de UK, 
praktike do ekster UEA; ekzemple, Literatura Foiro donas foje aranĝon, en kiu oni prilumas la vivon kaj 
verkon de iu konata verkisto, kiel William Auld. Efektive, en tia relative malgrandnombra kunveno de 
homoj, oni povas formi intiman rondon ĉirkaŭ la specifa aŭtoro kaj ĝui la etoson de la kunestado kun la 
ŝatata verkisto. Estus tamen iom maljuste, se mi donus miaskribe impreson, ke ĉe UK tute maleblas havi tian 
rondeton. Kun intereso mi trovis tiurilate citindan artikolon de verkisto Trevor Steele en la revuo Litova 
Stelo, n-ro 5, 1998. Tie, dirante, ke li ne povas ”raporti” objektive pri la ”83a UK” en Montpeliero, li 
mencias tian rondon, kiun li trovis subjektive plej inda, kiel jene:
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”Mi konsentas kun la ofte esprimita opinio, ke ĉe UK plej valoras la ’koridoraj renkontiĝoj’, la 
neoficialaj (re)konatiĝoj. Por mi persone la plej verva memoraĵo de tiu semajno estis vespermanĝo sur la 
larĝa promenejo apud Le Corum. En subĉiela restoracio sidis dekoj da esperantistoj. Ĉe bona franca vino 
ŝprucis, zigzagis, eksplodis gaja, sprita konversacio, en kiu partoprenis egalrajte homoj el almenaŭ kvar 
kontinentoj. Mi volis, ke observu nin unu el tiuj spertuloj, kiuj apriore SCIAS, ke Esperanto estas ’nura 
kodo’, ne vivanta lingvo.”

Cetere, UEA mem ne restas lastatempe for de tia rondo; nome, kadre de la ”Malferma Tago”, kiu 
okazas du fojojn jare en la-UEA-Domo, t.e. CO, oni invitas ”ĉefan gaston” de la tago en la persono de konata 
verkisto. Tiel, ekzemple, la 28-an de novembro 1998 Claude Piron estis la ĉefa gasto de la Tago kaj li, 
laŭraporte, ”fascinis la aŭskultantojn per du prelegoj pri siaj spertoj i.a. kiel interpretisto, kiuj donis al li, kaj 
sekve al liaj aŭskultantoj, abunde da argumentoj pri tio kial Esperanto estas ’la bona lingvo’.”

Ŝajnas, do, ke jam de longe ekzistas la bona lingvo, ke en ĝi verkas nemalmultaj homoj, ke el tiuj 
almenaŭ dekoj estas eĉ bonaj verkistoj, aŭ ke fojfoje aperas bonaj verkoj ankaŭ de nekonataj aŭtoroj. Ĉe tio 
mi pensas denove, ĉu tiuj bonaj verkistoj kaj bonaj verkoj estas bone traktataj, nome socie ŝatataj kaj 
ekonomie rekompencataj. Ĉu ne eblus iel trovi rimedojn, por ke oni povu surbaze de tio pagi honorariojn por 
bonaj verkoj? Certe, por siaj premiitaj verkoj ĉe la Belartaj Konkursoj de UEA oni ricevas ankaŭ 
monpremiojn, kaj tio estas bona kutimo, sed tamen, oni ne ĉiam konkursas per siaj plej bonaj verkoj; kaj 
povas okazi, ke laŭ peto aŭ mendo de iu redaktoro aŭ redakcio oni foje sukcesas produkti kvazaŭ hazarde tre 
bonajn verkojn ekster ia konkurso. Mi opinias, ke ankaŭ tiuj bonaj verkoj devus esti iel rekompencitaj. Mi 
tamen havas nenian scion, ĉu ekzemple Literatura Foiro kaj Fonto kapablas eĉ iomete honorarii la 
akceptitajn artikolojn. Estus ja detale, se oni havus centran beletran revuon, kiu povas mem vivi per 
abonkotizoj kaj reklamenspezoj kaj kiu povas krome pagi tiajn honorariojn, sed tia memstara revuo estus eĉ 
ne imagebla.

Ĉu ne eblus iel starigi komunan ”kason por honorarioj” en mia tuta komunumo Esoerantujo, tiel ke el 
ĝi onu povu pagi por bonaj verkoj? Mi ja konscias, ke temas pri vere delikata demando, ĉar inter 
esperantistoj ni ne kutimas pensi pri mona rekompenco. Kutime, preskaŭ ĉio en Esperantujo estas plenumata 
senpage, kaj eĉ pensi pri mono inter esperantistoj estas iom malfacile. Estus do pli prudente ne plu okupiĝi 
pri tio, kaj mi mem iel volis eviti tuŝi la monan flankon de la temo, kiel trakti niajn verkistojn. Tamen, se 
ankaŭ en Esperantujo ia profesieco estus dezirinda ĉe niaj verkistoj, do tiuj ĉi estu ankaŭ traktataj kiel eble 
plej profesiece.

Mi ankoraŭ ne trovis brilan ideon por proponi konkrete tian kason por honorarioj, sed laŭ mi estus 
antaŭ ĉio plej grave ekkonscii pri tia bezono. Ĉe la vorto bezono mi rememoris unu kampon, en kiu oni iel 
traktis kaj traktas niajn verkistojn tra iliaj verkoj, nome la tradician kampon de recenzoj. Tra la tuta historio 
de nia lingvo kaj literaturo estas kutimo en revuoj recenzi librojn, kaj tio estas evidente unu maniero trakti 
verkojn de niaj verkistoj. Tamen, tiuj recenzoj aperas dise tra la mondo en diversaj periodaĵoj, kaj oni 
malfacile povas ĉiujn sekvi. Mi ne memoras, ĉu iam oni kolektis almenaŭ bonajn recenzojn libroforme, 
escepte de kelkaj kazoj, kiam oni redaktis libron de iu konata aŭtoro kaj en ĝi parte kolektis ties recenzojn. 
Estus inde pli vaste kolekti recenzojn libroforme almenaŭ unu fojon en kelkaj jaroj.

Laŭ la Bulonja Deklaracio, materie Esperanto apartenas al la tuta mondo, sed spirite ĝi apartenas al la 
bonaj aŭtoroj, kiel konfesataj de la mondo esperantista. Kaj la nuna duopo jubileata estas unu esenca parto de 
tiaj aŭtoroj, kiuj estas spiritaj posedantoj de nia lingvo. La eldona fako de UEA sciis taksi iliajn meritojn kaj 
agnoskis tion per la publikigo de tiu ĉi libro kaj tiel montris unu bonan manieron, kiel trakti niajn verkistojn. 
La duopo prijubileata unue servis respektive al Muzo, kaj pro la fidela servanteco tra la duonjarcenta 
tempospaco nun iĝis ambaŭ, naskitaj en la sama jaro 1924, bonaj mastroj de la lingvo Esperanto.
(Lingva arto - Jubilea libro omaĝe al William Auld kaj Marjorie Boulton; Red. Vilmos Benczik: UEA, 1999)
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En la ombro de aŭroro: pri Takasugi Itirô
En la jaro 1956 aperis biografio de V. Eroŝenko, konata kiel blinda poeto. Mi mem lernis Esperanton en 
1953; mi ne plu memoras, ĉu tiam mi sciis la nomon de ties aŭtoro: Takasugi Itirô. La libro apartenis al la 
serio ”Unuhora Biblioteko” de la prestiĝa beletra eldonejo Sintyô-sya.

En tiuj jaroj mi estis juna esperantisto sen profesio, kun multe da tempo, sed sen mono. Krom legi en 
bibliotekoj, mi legis ĵus eldonitajn revuojn kaj librojn ofte en librejoj; mi ne povis atendi ĝis ili atingos la 
bibliotekojn. Ankaŭ la libron de Takasugi mi tralegis starante en du-tri librovendejoj. Tiajn star (ŝtel’!)-
legantojn la librejestro delikate forpelis en maniero, kvazaŭ li nur senigus la stakitajn revuojn kaj librojn je 
polvo. Tiam mi migris al alia librejo por daŭrigi la komencitan starlegadon. Mi memoras, ke mi certe bezonis 
pli ol unu aŭ du horojn; la vivo de Eroŝenko interese rakontata de Takasugi kaptis min tiom, ke mi ne 
rezignis la senpagan legadon, eĉ ripetante ”eskaladon” de unu libejo al alia.

Pli frue, en 1950, aperis alia verko, praktike la unua, per kiu Takasugi debutis kiel matura aŭtoro: Kyokkô 
no Kage ni (En la ombro de aŭroro). Ĝi estis tre alte taksata tuj post la eldoniĝo, kaj ankoraŭ daŭras tiu bona 
reputacio, kion pruvas la fakto, ke ĝi aperis en pluraj versioj kaj eldonoj. Malgraŭ tio, la libro tamen 
renkontis ankaŭ alian reagon, tute negativan. La kialo estis: ĝi kuspis la tiaman reĝimon de Sovet-Unio.

Takasugi travivis militkaptitecon en la stalinisma Sovetio dum kvar jaroj en Siberio. La tie spertitan vivon 
li detale rakontis en aŭtentike sobra stilo; li ne akuzis Sovetion per nudaj kaj krudaj vortoj, tamen la legantoj 
povis bone senti tra tia trankvila sinteno de la aŭtoro ion esencan: reziston kontraŭ la stalina diktaturo.

En sia junaĝo Takasugi estis pozitive impresita de stalina traktaĵo. En la jaro 1930 li legis la verkon de 
Stalin pri Kulturo nacia kaj internacia. En la dudekaj kaj tridekaj jaroj en Japanujo multaj junuloj, precipe 
studentoj, inklinis al marksismo, do estis maldekstruloj. Por ili Sovetio havis brilon kiel la unua socialisma 
lando.

Takasugi mem ne celis al politika agado; lia laborkampo estis ĉiam en kulturo kaj literaturo. Beletre, li ne 
estis fekunda originalisto, sed traduke li kontribuis multon al la leganta publiko. Krome, oni devas noti, ke 
liaj tradukoj preskaŭ senescepte aperis ĉe renomaj eldonejoj.

Kun s-ro Takasugi mi renkontiĝis unuafoje en somero 1958, ĝuste antaŭ kvindek jaroj, kiam li loĝis en 
modesta apartamento en la urbo Sizuoka. Li estis profesoro pri angla literaturo kaj inter la studentoj estis 
konata kiel prof. Ogawa Gorô; Takasugi Itirô estis lia plumnomo. Mi haltis tie survoje hejmen kun s-ro W. L. 
Simpkins, brita pensiulo, eksbankisto, ĉiam vojaĝanta; li pendolis tien kaj reen inter la hemisferoj norda kaj 
suda, preferante someron — li vivis nur somere vestita. De Kioto ni veturis ĝis Saporo, Hokajdô kaj reen ĝis 
Kioto, kie mi loĝas.

Laŭ mia memoro, Takasugi parolis kun Simpkins trankvile kun ridetanta, simpatia mieno. Poste, en la 
jaro 1965, en la kongresejo de la jubilea 50-a Universala Kongreso en Tokio, mi revidis s-ron Takasugi; mi 
estis kun s-ro Umesao Tadao *1. Ni estis triope ĉe tablo en komuna manĝejo. Mi momoras nur la jenan diron 
de Takasugi: ”Mi ĝojas, ke inter ni estas tiaj junaj homoj kiel vi.” Ni estas naskitaj respektive en la jaroj; 
Takasugi: 1908; Umesao: 1920; Huĝimoto: 1935; evidente, Takasugi estis plej aĝa, la du aliaj estis pli junaj. 
Poste, mi ne estas certa, en kiu jaro, okazis jeno. En la domo de Japana Esperanto-Instituto kolektiĝis 
kelkdek gesamideanoj okaze de iu festo. Tiam ankaŭ Takasugi ĉeestis. De tiu kunveno mi memoras nur unu 
epizodon aŭditan rekte el la buŝo de Takasugi:

”S-ino Doris M. Worcester*2, anglino, prezentis al mi la libron Tom’s Midnight Garden, ĉar ŝi estis 
amikino de la aŭtorino, Philippa Pearce. En la komenco ŝi ne estis favoris, ke ŝia verko estu eldonita en 
japana traduko. Ŝi ne forgesis, ke Japanujo estis malamika lando dum la milito. Tamen, ŝajnas, ke ŝi ŝanĝis 
sian opinion pri japanoj, ĉar en Japanujo ŝia verko pli bone vendiĝis ol en Britujo mem.” Ankoraŭ nun, 
kvardek unu jarojn post la unua eldono ĝi restas tiel ŝatata de la amantoj de infanliteraturo, ke ĝi atingis jam 
la 47-an eldonon.



60

Antaŭ ĉio, la originalo estis bone verkita, tamen la japana traduko lia de Takasugi estis minimume egale 
bona, eble eĉ pli bona. Mi ne kapablas fari komparon inter ili, sed mi diras tion ankaŭ baze de alia traduko, 
nome Kumeŭaŭa de Tibor Sekelj. Mi iom komparis la originalon de Sekelj kun la japana traduko de Takasugi 
kaj ege miris: ĉu oni povas traduki tiel bone el Esperanto? Cetere, Takasugi diris al mi ankaŭ: ”Kumeŭaŭa 
(en japana traduko: ’Knabo en ĝangalo’) tre bone vendiĝis. Per la tantiemo mi aĉetis por mia filino vilaon en 
Karuizawa.” La urbo Karuizawa estas konata kiel somera restadejo, kun multaj vilaoj , kiujn posedas 
ekzemple tokianoj.

Post la unua verko pri Erosŝenko, nome biografio, Takasugi kompiltradukis trivoluman verkaron de 
Eroŝenko. Ĝi aperis ĉe Misuzu, tre solida eldonejo. En 1959, kiam aperis la verkaro, aĉetis kaj legis ĝin s-ro 
Itô Kanzi, famiĝonta kiel ”Ludovikito”. Li estis membro de la kotoria literatura revuo Viking, al kiu ĉiam 
kontribuas ĝiaj verkemaj membroj. Anstataŭ honorario la kontribuantoj mem devas pagi ĉiumonate kotizon.

Dum multe da jaroj Itô Kanzi estis unu el tiaj diletantaj verkantoj, ĝis li renkontiĝis kun Eroŝenko tra la 
frape konciza stilo de Takasugi. Itô malŝatis tiam sian stilon de la japana lingvo; li do trovis savanton en la 
lingvaĵo de Takasugi, kiu mem pli frue decidis apliki la koncizan stilon de Eroŝenko. Povas esti, ke 
Eroŝenko, estante blinda, ne povis apogi al ĉinaj ideogramoj. Parenteze, mi povas diri laŭ propra travivaĵo, 
ke en Japanujo la tiel nomata leciono de la nacia, t.e. japana, 　lingvo konsistas ĉefe el kompreno kaj skribo 
de la ĉinaj ideogramoj. Mi kredas, ke ĉinaj ideogramoj, jam pli ol mil jarojn uzataj en Japanujo, estas tamen 
ankoraŭ nur fremdaj por la indiĝenoj en Japanujo, Mi mem scias legi almenaŭ iujn ideogramojn, kiujn mi 
tamen ne povas ĝuste skribi. Tio ne efikas je mi tragedie, ĉar ni ĉion povas skribi per la du serioj da kanaoj.

Se fremdulo deziras bone ellerni la japanan, tiu provizore rezignu lerni la ĉinajn ideogramojn kaj limigu 
sin al la lernado de parolata japana lingvo, ĉar ne estas tro malfacile uzi ĝin almenaŭ sur baza nivelo. 
Eroŝenko buŝe rpetadis ĵus aûditajn vortojn kaj frazojn, ekzemple en preĝejo, kie pastro predikis aŭ faris 
edifajn alparolojn. Unvorte, Eroŝenko lasis ere grandan influon en la japana Esperantujo. La du ĉefaj influitoj 
estis Takasugi Itirô kaj Itô Kanzi.

Fakte, oni povas legi en Esperanto sufiĉe multe da paĝoj kaj volumoj el la plumo aŭ komputilo de 
Ludovikito en liaj vesperaj jaroj. Kontraŭe, oni apenaŭ povas trovi ion verkitan de Takasugi originale aŭ 
traduke en Esperanto*3. Ŝajnas al mi, ke tio ĉi estas la unua provo prezenti la samideanon Takasugi al la 
internacia legantaro.

Jam de sia juneco, li montriĝis tre klara intelektulo. Li ekdeĵoris en la tiam konata eldonejo Kaizô-sya, 
kiel redaktoro de la beletra revuo Bungei (Beletro). En tiu revuo Takasugi volonte publikigis ankaŭ verkojn 
de ĉinaj aŭtoroj; li celis ekvilibrigi la redaktadon pere de la internacieco pro la ĉinaj verkistoj. Post kelkaj 
jaroj Japanujo falis en militismon. Ankaŭ Takasugi estis konskripciita kaj li estis sendita al la kontinentan 
Ĉinujon. Post la militfino, kun la malvenko de la japana imperia armeo, li estis militkaptita kaj transportita en 
Siberion. Siajn travivaĵojn dum kvar jaroj tie li prikribis, kaj la verko estis unue publikigita felietone en la 
literatura revuo Ningen (Homo), monate eldonata de Meguro Syoten, malgranda eldonejo estrata de Kimura 
Tokuzô, kiu konis la kapablan redaktoron Takasugi el la antaŭmilita tempo. Kimura alte taksis la verkon de 
Takasugi. Poste, en 1950, ĝi aperis libroforme: ”En la ombro de aŭroro”.

Kvankam en Siberio multaj japanaj ekssoldatoj estis malliberigitaj en pluraj koncentrejoj kaj post la 
milito aperis ne malmulte da libroj pri la temo ”vivo de militkaptitoj en Siberio”, la libro de Takasugi kiel 
sola estas efektive fariĝis jam klasikaĵo pri la temo*4.

Krom pri Eroŝenko, Takasugi verkis en 1980 ankaŭ biografion pri alia esperantisto, nome pri ”Verda 
Majo” aŭ Hasegaŭa Teru, japanino edziniĝinta kun ĉina kamarado; ŝi transiris al Ĉinujo kaj tie agadis por 
Ĉinujo kaj Azio, sekve kontraŭ la imperiisma Japanujo, kiu invadis la kontinentan Ĉinujon.

Takasugi estis kaj restis ĝismedola kaj konsekvenca esperantisto. Krom sia profesoreco pri la angla 
literaturo kaj ankaŭ la ĉi-rilata tradukado, li ja plenumis taskojn de sia esperantisteco. Tion montras la titoloj 
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de liaj japanlingvaj libroj: ”Familianoj de Zamenhof. La intelekta historio de iu esperantisto” (1981); 
”Rememoroj el mia vivo kun la verda stelo” (1997).

Kvankam Takasugi ne estis movadano, lia kontribuo al nia afero estis unika kaj granda, sekve alte 
taksinda pro liaj bonaj verkoj ankaŭ koncerne Esperanton. Liaj verkoj ampleksas ĉirkaŭ kvardek titolojn, el 
kiuj dek estis verkitaj originale, kaj naŭ estis tradukitaj; dek ok estis infanliteraturaj tradukoj. El tiuj ĉi 
probable plej ŝate legata estas Tomu wa mayonaka no niwa de (Tom en meznokta ĝardeno). Kiam Takasugi 
forpasis la 9-an de januaro 2008, en la aĝo de 99 jaroj, en gazetoj tutlande aperis kelklinia nekrologo. Ili ĉefe 
parolis pri lia reprezenta verko ”En la ombro de aŭroro”, sed multaj ĵurnaloj menciis ankaŭ, ke ”cetere, kiel 
studento li lernis Esperanton, kaj li kompiltradukis la plenan verkaron de la blinda Esperanto-poeto 
Eroŝenko.”

D-ro Ôta Tetuo, profesoro ĉe la Universitato J.F. Oberlin en Tokio, fakulo pri japana ideo-historio, 
komencis intervjui s-ron Takasugi jam antaŭ pluraj jaroj. Surbaze de tio kaj propraj studoj Ôta povis eldoni 
biografian libron sub la titolo ”Juna Takasugi Itirô” (en junio 2008 ĉe la eldonejo Mirai-sya) *5. Li povis 
raporti al Takasugi pri la baldaŭ aperonta libro ĉ. unu monaton antaŭ ties forpaso. La 14-an de septembro 
2008 en la ĵurnalo Asahi aperis, en la rubriko ”Librolegado”, recenzo pri la libro ”Juna Takasugi Itirô”, kiun 
verkis la tankaisto Odaka Ken. Mi iom citi el ĝi:

Konpare kun ”En la ombro de aŭroro”, majstroverko traktanta, pere de la travivaĵo de kaptito en Siberio, 
la realan situacion de la koncentreja arkipelago en la stalina tempo, ne estas tiel konate, ke Takasugi Itirô 
antaŭ la milito estis redaktoro de la revuo Bungei de Kaizô-sya.

Kiel kunmeti revupaĝojn en tempo grade submetiĝanta al la militotempa sistemo? Kaj: kiel samtempe 
rezisti kontraŭ tio? Kun la intervjuoj kaj flankaj materialoj, tiu ĉi libro freŝimprese eltondas la kulturan 
situacion de Japanujo en la 1930-aj jaroj. La armilo de Takasugi estis lingvoj. Internacia senso pro tio, ke li 
bone regis fremdajn lingvojn, komencante ĉe Esperanto kaj la franca. Li mem tradukis el Thomas Mann, H. 
G. Wells, Agnes Smedley k.a.; kaj plenumis redaktan laboron. Malgraŭ tio, ke ĝi estis efektive altgrade 
politika, aŭ ĝuste pro tio necesis delikata zorgo por eviti persekuton.

Kompreneble, kiel ĵurnalisto li havis interrilaton kun literaturistoj, sciencistoj kaj ideologoj kaj tio 
subtenis lian laboron. […]

Kune kun la valoraj atestoj pri la ne plu ekzistanta eldonejo Kaizô-sya, reliefiĝas la ”tempo” tra la spuroj 
de unu redaktoro.

Mi estas preskaŭ konvinkita, ke esperantistoj tute ne miras pri aferoj, kiuj okazas inter esperantistoj aŭ en 
Esperantujo. Ekzemple, la ekzisto kaj laboro de Takasugi estis vere pli ol mirinda. Sed ŝajnas al mi, ke oni ne 
sufiĉe atentis pri ĝi. Tial mi estis feliĉa, kiam en la 95-a Japana Esperanto-Kongreso en Wakayama (2008) 
oni havis kunvenon por rememori pri s-ron Takasugi, kiun ĉeestis preskaŭ 30 personoj. 

Mi konscias. ke tiu ĉi mia provo estas nur supraĵa, spontane elŝutita peco. Takasugi meritas pli detalan, 
adekvatan pritrakton ankaŭ por la internacia legantaro. Li estis unu el la malmultaj, kiuj sciis kombini sian 
esperantistecon kun la propra dumviva kariero.

 * * *
Unu jaron post la forpaso de Takasugi, aperis priu li, en privata eldono, memorlibro. Kompilis ĝin du el 

liaj tri filinoj kaj al ĝi kontribuis pli ol naŭdek koncernataj personoj, inkluzive de kelkaj esperantistoj*6. Inter 
la interesaj atestoj, precipe jenaj vortoj de s-ino Tanaka Yasuko, la unua filino, altiris mian atenton:

”Tio ĉi estu la lasta laboro,” diris la patro. Li intencis verki biografion de Jesuo. Ĉirkaŭ la tablo estis 
stakitaj, krom la biblio, multaj verkoj pri Jesuo.

La deziro de Takasugi restis nur intenco, sed ŝajnas al mi, ke trakti la vivon de Jesuo estis por li afero 
nepre necesa, ĉar per tio kompletiĝus la humaneco, kun kiu li vivis ekde sia juneco.
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La juna Takasugi Itirô estas la titolo de japanlingva libro. Ĝi aperis 
kelkajn monatojn postkiam Takasugi forpasis, preskaŭ 100-jara.

*1 Umesao Tadao (1920-2010) estis konata etnologo. Li estis membro de la Honora Patrona Komitato de 
UEA.
*2 Doris M. Worcester (†1989), brita pensiulo-esperantistino, dum kelkaj jaroj vivis ren Japanio, ĉefe ĉe 
Oomoto.
*3 En Esperanto aperis prelego-tekisto de Takasugi: ”Esperanto kaj la internaciismo”, en : Kongresa 
Universitato de 38-a Japana Kongreso, 1951, Nagoya 1951, p. 3-13. Krome lia artikolo ”Amiko 
malprokisima”,  trad. Y. Waseda, Prometeo, 1956, n-ro 1. p. 8-15; n-ro 2, p. 42-47.
*4 En oktobro 2004 en kunveno organizita de la instituto pri Orientaziaj Studoj de la Kalifornia Universitato 
en Berkeley la historiisto Andrew Barshay prelegis pri ”Humanismo en gulago: La memoroj de Takasugi 
Itirô pri kaptiteco en Siberio, 1945-1945”.
*5 Ota Tetuo: Wakaki Takasugi Itirô. Kaizô-sya no zidai, Tokyô: Mirai-sya 2008. Anglalingva resumo de la 
libro de Ota estas ĉe: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007042203/en/.
*6 Takasugi Itirô, Ogawa Gorô tuisô (Rememoro pri Takasugi Itirô). Kompilis Tanaka Yasuo kaj Nakagawa 
Motoko. Kyôto: Kamogawa syuppan 2009.
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