
 プラハ オㇿ  タ チイェ イタㇰ  
 

  - ウサ モシㇼ  ウン ウタㇻ  ウコイタㇰ  パ クニ アカㇻ  イタㇰ  "エスペラント" マカナㇰ  アン ヤ カ、 エチヌレ ㇷ゚ ネ ルウェ ネ。-   

   オリパㇰ  トゥラノ ネ ヤッカ チイェ ルウェ ネ。 

   チュタリ アナㇰ ネ、 エスペラント イェ ウタㇻ  ナア ポロンノ アン クニ、 ウサ モシㇼ  タ ウサ オカイ ペ チキ オアシ ハウェ

 タパン ナ。  テ タ チイェ ヒ ウサ モシㇼ  ウン 政府  オㇿ  ウン ウタㇻ  ネヤ 国際組織 ウン ウタㇻ  ネヤ オピッタ ピㇼ カノ 

チヌレ カ キ、 テ タ チイェ ヒ ネン ポカ アン アイネノ アン クニ チャリキキ カ キ クス ネ。 ラポㇰ  タ、 ウサ オカ ウタㇻ  チ

ュタリ トゥラノ アリキキ ワ ウンコレ クニ チニスㇰ  クス ネ。  

   エスペラント アナㇰ ネ、 1887 パ タ アカㇻ  イタㇰ  ("アヌㇺ ケ エアㇱカイ クニ イタㇰ ") ネ ワ、 ネワアンペ アニ ウサ モシ

ㇼ  ウン ウタㇻ  ウコイタㇰ  エアㇱカイ クニ アラム イタㇰ  ネ ルウェ ネ。  オカケ タ、 エスペラント イタㇰ  イペヘ ナア ポロンノ

 ピㇼ カノ オカ ワ、 タネ 1 世紀 アッカリ ウトゥㇽ  タ、 ウサ オカ イタㇰ  イェ ウタㇻ  カ ウサ オカ プリ コㇿ  ウタㇻ  カ、 アニ 

エトコ トゥイパ カ ソモ キ ノ ウコイタㇰ  ア ルウェ ネ。  エスペラント イェ ウタㇻ  ネノ イラウェ ヒ アナㇰ ネ、 タネ ネ ヤッカ ウ

ネノ アン クニ チラム。  ネン ネ ヤッカ オヤ イタㇰ  アニ ウェンテ カ ソモ キ ノ、 ピㇼ カノ ウコイタㇰ  エアㇱカイ クニネ、 シ

ネ イタㇰ  オㇿ  タ チキ ルスイ ヒ エネ オカ ヒ; (ネワアンペ アナㇰ ネ、 イナン モシㇼ  ウン イタㇰ  ネ ヤッカ ウェン クニ チラ

ム。 テ ワノ ネウン 通信技術 ピㇼ カノ アン ヤッカ、 ネウン イタㇰ  エパカㇱヌ ヤッカ ウェン ナンコㇿ 。  

 

1. アウタリ オピッタ ウネノ アイェ エアㇱカイ クニ ㇷ゚ 

  シネ モシㇼ  ウン イタㇰ  イェ クㇽ  エピㇼ カ ラポㇰ  タ、 オヤ 

モシㇼ  ウン イタㇰ  イェ クㇽ  アナㇰ  ネ イタㇰ  ポンノ カ エラㇺ

ペウテㇰ  ヒ クス エシㇼキラㇷ゚ ヤㇰ  ウェン。 ピㇼ カ イタㇰ  アナ

ㇰ ネ、 アウタリ オピッタ ウネノ アイェ エアㇱカイ クニ ㇷ゚ ネ ル

ウェ ネ。  

 エスペラント ネㇷ゚ カ ウェン ヒ イサㇺ  セコㇿ  アナㇰ  ソモ チイ

ェ コㇿ カ、ネワアンペ オㇿ  タ イヨッタ ピㇼ カ イタㇰ  ネ セコㇿ  

ヤイヌアㇱ 。 

 

2. アウタリ オピッタ ウネノ アエラマン エアㇱカイ クニ ㇷ゚ 

  シネ モシㇼ  ウン イタㇰ  エラマン ルスイ ペ アナㇰ ネ、 ネ モ

シㇼ  オルㇱペ カ プリ カ ポロンノ エラマン ヤㇰ  エアシㇼ  ピ

ㇼ カ。  英語 エラマン ルスイ クㇽ  ネ ヤクン、 アメリカ オルㇱ

ペ ネヤ イギリス オルㇱペ ネヤ ピㇼ カノ エラマン クニ ㇷ゚ ネ。  

ラポㇰ  タ、 エスペラント シネ モシㇼ  ウン イタㇰ  カ ソモ ネ ク

ス、 ネノ アン オルㇱペ イサㇺ 。 

  アウタリ オピッタ ウネノ アエラマン エアㇱカイ クニ ㇷ゚ ネ、 セ

コㇿ  ヤイヌアㇱ。 

 

3. イサイカノ アエラマン エアㇱカイ クニ ㇷ゚ 

  オヤ モシㇼ  ウン イタㇰ  ホカㇺ パ ㇷ゚ ネ ルウェ ネ。 ネウン 

アエパカㇱヌ ヤッカ エラㇺペウテㇰ  ウタㇻ  ポロンノ オカ ナンコ

ㇿ 。 ラポㇰ  タ、 エスペラント イサイカ イタㇰ  ネ クス、 ヤイカタ 

ピㇼ カノ アエラマン エアㇱカイ ペ ネ。  オヤ モシㇼ  ウン イタ

ㇰ  アエパカㇱヌ ヒ エトコ タ、 エスペラント エラマン ヤㇰ  ピㇼ

カ セコㇿ  イェ ウタㇻ  カ オカ。 

  エスペラント イサイカノ アエラマン エアㇱカイ クニ ㇷ゚ ネ セコ

ㇿ  ヤイヌアㇱ 。 

 

4. ヤイタㇰ  トゥㇷ゚ アッカリ アエラマン ヒ 

  エスペラント イェ ウタㇻ  オピッタ、 ネウン ポカ ヤイタㇰ  トゥㇷ゚ 

アッカリ エラマン ペ ネ ルウェ ネ。 ウタリ ウコイタㇰ  エアㇱカイ 

クニ パㇰ ノ オヤ イタㇰ  エラマン ペ ネ。 イキ アイネ、 ネ クㇽ  

パウェトㇰ  クㇽ  ネ ワ、 ウウォスウォㇱ  ウサ オカイ ペ エラマン 

ナンコㇿ 。 

  ヤイタㇰ  トゥㇷ゚ アッカリ アエラマン ヤㇰ  ピㇼ カ ㇷ゚ ネ。 ネ ヒ 

オロ タ エスペラント  アナㇰ ネ イヨッタ ピㇼ カ イタㇰ  ネ、  セ

コㇿ  ヤイヌアㇱ。 

5. イナン イタㇰ  ネ ヤッカ アエヤㇺ  ヒ 

  ウサ オカ モシㇼ  ウン ウタㇻ  アナㇰ ネ、コㇿ  イタㇰ  シンナ 

ヒ クス アオㇰ パレ ヤㇰ  ウェン。エスペラント イェ ウタㇻ  オㇿ  

タ、イナン イタㇰ  ネ ヤッカ、ヘㇺパㇰ  ウタㇻ  コㇿ  イタㇰ  ネ ヤ

ッカ、ネイ タ イェ イタㇰ  ネ ヤッカ、オピッタ アエヤㇺ  クニ ㇷ゚ 

ネ ルウェ ネ。 エネ ヤイヌアン ヤㇰ ネ、コㇿ  イタㇰ  シンナ クス 

アイオㇰ パレ カ ソモ キ。 

 ウサ オカ カㇺ ピ カ タ "イナン イタㇰ  カ アエヤㇺ  ペ ネ" セ

コㇿ  アヌイェ ワ アン コㇿ カ、アンペ アナㇰ ネ インネ ウタㇻ  コ

ㇿ  イタㇰ  イェ クㇽ  パテㇰ  エピㇼ カ ワ アン ルウェ ネ。エスペ

ラント アン ヤㇰ  ウサ オカ イタㇰ  ナア アエヤㇺ 、セコㇿ  ヤイヌ

アㇱ 。 

 

6. ウタㇻ  コㇿ  イタㇰ  ポロンノ アン ヒ 

 ウサ オカ モシㇼ  ウン 政府 アナㇰ ネ、ウタㇻ  コㇿ  イタㇰ  ポ

ロンノ アン ヤㇰ  ウコイソイタカン ニウケㇱ  クス ウェン セコㇿ  ヤ

イヌ ナンコㇿ 。 コㇿ カ、エスペラント イェ ウタㇻ  オㇿ  タ、コㇿ  イ

タㇰ  ポロンノ アン ヒ シノ ピㇼ カ ルウェ ネ。 ウサ オカ イタㇰ  

アナㇰ ネ シネㇷ゚ ピㇱ ノカムイ コラチ アン ペ ネ ワ、オピッタ ア

エヤㇺ  クニ ㇷ゚ ネ。 

 イサイカノ ウコイソイタカン エアㇱカイ セコㇿ  アイェ コㇿ 、ポロ

ンノ アン イタㇰ  ウタㇻ  ソモ アエヤㇺ  クニ 政策 サンケ ヤク

ン、イタㇰ  ポロセㇾ  イサㇺ  ナンコㇿ 。インネ イタㇰ  トゥラノ オカ

アㇱ  クニ エスペラント ウンカスイ ワ ウンコレ、セコㇿ  ヤイヌア

ㇱ 。 

 

7. ネン ネ ヤッカ ソモ エシㇼキラㇷ゚ ノ イェ エアㇱカイ ヒ 

 イナン イタㇰ  ネ ヤッカ、エラマン ウタㇻ  アナㇰ  ウコイソイタ

ㇰ  エアㇱ カイ コㇿ カ、エラㇺ ペウテㇰ  ウタㇻ  アナㇰ  エアイカ

ㇷ゚。 ネワアンペ エウェン ウタㇻ  カ ポロンノ アン。 エスペラント 

アナㇰ ネ、イナン モシㇼ  タ ネ ヤッカ アイェ エアㇱカイ クニ ア

カㇻ  ペ ネ ワ、ネン ネ ヤッカ コㇿ  イタㇰ  カ コㇿ  プリ カ ソモ 

オスㇽパ ノ ウコイソイタㇰ  エアㇱカイ ルウェ ネ。 タㇷ゚ネ カネ、

アウタリ アナㇰ ネ "人類 ウウェカㇻ パ" オㇿ  ウン イヨロタン エ

アㇱカイ ルウェ ネ。 

 ネ ウウェカㇻ パ オㇿ  タ、シネ モシㇼ  オㇿ  タ アイェ イタㇰ  ト

ゥㇷ゚ カ レㇷ゚ カ アニ パテㇰ  ウコイソイタカン ヤㇰ  ウェン。 エス

ペラント アニ、ネン ネ ヤッカ ソモ エシㇼキラㇷ゚ ノ ウコイソイタㇰ  

エアㇱカイ、セコㇿ  ヤイヌアㇱ 。 
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