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と怒鳴っている。

｢うまくやったな！ ジャガイモ持って来いよ！」

と久々ににぎやかだ。そこへ

｢オイ、小坂井委員（私は千五百人の捕虜の中で選ば

れた七人の中で文化部担当の委員だった）君一つ一緒

に行ってピリボウチクを頼む」と言われた。

ピリポウチクと言うのは通訳の事でラーゲルには正

式なピリボウチクは一名しかいない。これはラボー

ター（労働）をしなくてもよいノルマから外されてい

る公式のものだ。捕虜生活も長くなると逃亡事件もほ

とんどなくなり、色々な農耕の使役に民間人が人手を

借りに来るのである。しかし言葉が判らないので私の

ような多少話せる奴が珍重される事になる。言わばサ

ブのピリボウチクである。

‐'一二人の兵と一緒にラーゲルの門を出ると人の良さ

そうなソ連人の農夫が出迎えに来てくれていた。目的

の農地へ着くと沢山のジャガイモを入れた袋が野積み

してある。ノルマは一人一日に一袋のジャガイモの植

え付けである。畑に横一列に並んで一人が首から紐で

一杯の種イモを入れたバケツをブラ下げる。次の一人

はスコップを持って穴を掘る。そこへ種イモを一つ放

り込む。その次が穴を掘ったスコップの土をイモの入っ

た穴の上へパサッと掛ける。十三人の捕虜が先頭のソ

連農夫の次に横一列少し斜めになって順に進むのだ。

しかし真面目にやったのは最初の一・二回だけだった。

｢一人一袋植えればノルマ完了だ｡」

さすれば、そんなに真面目にやれますか？．…．．と早

速、一人を遊撃隊としてひねり出しバケツを持ってイ

モの補給をする係とした。そして各イモ入れ担当は両

手で一掴み四・五ヶずつ位一つの穴に放り込んで行っ

た。バケツが忽ち空になると補給係がイモをバサッ、

バサッと数個ずつ放り込む。極めて能率が良い。

先頭に立つ農夫は何も知らず真面目に一つずつ入れ

ている。何か仕返しをしているような妙な快感に自然

に笑いがこみ上げてくる。

我々は作業の前に牛の糞とジャガイモをピラミッド

のように小山にして下から火をつけておいた。

ゴーと牛糞が燃え真っ赤なオキのようになる。この

地方では牛糞は貴重な燃料である。牧草が細かく裁断

された固まり状で乾燥している為少しも臭くなく素手

で持っても汚いという感じはしないのである。

へ

囹"君が代”“我等の生業,’

囹斉唱“四つのテスト”

囹出席報告

会員 65(54)名 出席

出席率 68.52％

前々回 1月27日(修正出席率）

囹ビジター紹介

37名

98‘18％

1名

舎人幹事報告’
1．次回例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方はお残り下さい。

2．下半期会費をまだお振込みで無い方は至急お願い

致します。

3． ロータリーの友・ガバナー月信が来ておりますの

で、お帰りにお持ち下さい。

囹マルチプル・ポール・ハリスフェロー。ピン授与

鈴木正男君に会長よりフェローピンが手渡されました。

團2004～2005年度委嘱状伝達

会長より加藤重雄君に次年度地区ライラ委員会委

員の委嘱状が手渡され、欠席された大谷利雄君の次

年度地区国|際奉仕委員会副委員長委嘱状が伝達され

ました。

へ

｜小坂井会長挨拶｜
ピリボウチク

「オーイ、農家の手伝いだ。ジャガイモがタラ腹食

えるぞ」

そんな声で作業長がソ連人の民家の手伝い-'一二人を募

集････－というよりも日頃のお気に入りを指名していた。

ブツブツ言う選に漏れた兵に

｢今度はお前を指名してやる。ちょっと待つとれ」

－1－

会長ﾃｰﾏ 「初心に戻ろう」清浄発心 EXPO開催まであと 402日 本紙は再生紙を使剛しております。



の五種類の書体があります。この五種類の漢字を使っ

て私達が学生時代に勉強した漢文の形が使用され始め

ます。空海（弘法大師）の時代はその様な形体で文字

が書かれています。

余談ですが「弘法筆を選ばず」の本来の意味は、弘

法大師は良質の一本の筆で階・行・草・笑・隷の沓を

上手に書き分けられる事で、悪い筆でも上手に書ける

こととは違います。その証拠に空海は遣唐使として中

国に渡り五体の書が評価され五筆和尚の称号を頂いた

とされています。

奈良、平安時代になると日本独自の文字が誕生しま

す。それが仮名です。仮名には万葉仮名、変体仮名、

平仮名、片仮名があり、漢字を使って晋くものを男手

(おのこで)、それに対し仮名を使って書くものを女手

(おんなで）といいます。又、平安時代になると漢字

や仮名を混ぜて文章が書き始められ、日本の文字が複

雑、多様化されます。そして時代を経て昭和の戦後に

なると義務教育が実施され学校教育において漢字は階

書、仮名は平仮名・片仮名の限定された文字を学ぶよ

うになります。ですから現代の私達は古い時代に書か

れた物、例えば源氏物語、徒然草、奥の細道の原文や

書道展の作品など日本人でありながら日本の古典が読

めないのが現実です。

＜字と書について＞

「字」は表記文字のことで、見て、読めて、理解で

きるもので、パソコン、 ワープロ等の文字もその様に

言います。

「書」は文字に味がついたものと思います。書く人

の感情、思想、経験、美意識等が文字に織り込まれて

いる事です。二つの違いをあげれば、女性が化粧をし

たり服を選んだりアクセサリーをつけたり外見を作る

のが「字」で、その女性が教養、経験を身につけ豊か

な人間性を高めるのが「普」なのです。

少々難しい話でしたが書く文字に少しでも興味を

持っていただけたら幸いです。

お昼休みに、ちょうどジャガイモが焼けているとい

う寸法で久々にホカホカのジャガイモをフーフー言い

ながら頬張る。

「オー、フクースノ、オーチンハラショウー」

久し振りに腹一杯になった。

午後も得意の作戦で手早く終了した。しかし収稚の

時に（したらどうするのだろう。銃殺されてしまうだ

ろうか。エーイその時はその時だとみんな腹をくくっ

た。そんな事より今腹一杯になる事だった。

その後、次に使役に行った者の話では我々がやった

所からはモヤシの如く芽が出て来て青々とし、 「ハラ

ショー」と言って農夫が喜んでいたとかでどうしたん

だと聞かれた。どうやら彼らは真面目に作業をしたよ

うだった。ナイショナイショと言っていたが、そのう

ちに種明しをして大笑い。久々にラーゲルに笑いの渦

が起こった。掘ってみたらびっくりするだろうな！

日本ではイモの芽をいくつかに切り、切り口に灰を

つけて一つずつ芽を上にして丁寧に植えるのだが、そ

れを丸ごと一ヶずつ植えるなんて何と大陸的な事よ・

それを三つも四つも一つの穴に入れたんだからモヤ

シのように芽が出て当たり前。とんだ使役を傭ったも

のだ｡しかし我々には一片の罪悪感も涌かなかった｡む

しろザマ見ろという気だった。しかも銃殺される事なく

サブピリボウチクとしてのご利益多大の使役であった。

←

囹卓話

“日本の文字と害”

会員伊藤健文君

く日本の文字＞

本来、 日本の国では言葉が先に誕生し文字は後から

使われるようになりました。中国から渡来した漢字に

日本語の同じ意味の発音をつけて使い始められまし

た。ですから漢字の姿は中国と日本で同じでも発音が

両国で違うのはそのためです。

漢字には少なくとも階書、行書、草書、築書、隷書
へ

、へへへへへへへへへへへへへへへへ〉
、

寛．澤田 淳治；
理之・竹内 眞三＃
経昭・和田 正敏；

、

壽勝 ぐ

ずつ日も長くなりましたﾈ｡：
〈

豐長 〈
／

誕生日祝い。
；

哲央 〈

記念日祝い。 〈
〈

宏輝 〈
〈

ムクラブ御無沙汰しました。 メ

腿生州､棚記念日祝い｡；

I
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、
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；鈴木正男 寒い中を出席頂き有難うご座居 佐野 寛．澤田 淳治
、

； 愛知万博長久手会場に建設する ました。 鈴木 理之・竹内 眞三
やかた

ゼロータリー館「友愛の家」の起工 浅井誠寿 舎人経昭．和田 正敏
〈

；式が、咋2月9日現地に於て、 日 北千種公園寸見。 山田 壽勝
ミ本国際博覧会協会会長豊田章一郎 浅春や梢の紫立つ見へて 少しずつ日も長くなりましたネ。

:氏､同事務総長中村莉雄氏を来賓 在田 忠之．萩原喜代子 西川豊長
／

〉にお迎えして盛大に執り行われ、 池田 隆・池森 由幸 会員誕生日祝い。

;私は運営委員として参列してまい 伊藤健文．加藤重雄 林 哲央
メリました。 9月末に完成予定であ 河合隆二．菊池昭元 結婚記念日祝い。
；ります。 小林 明．小杉啓彰 堀江宏輝
;小坂井盛朗 小山 雅弘．黒須アイ子 ﾎｰﾑｸﾗﾌ御無沙汰しました。
； 今年の節分の恵方は龍泉寺でし 牧野登志子．柵木充明 会員誕生日祝い.結婚記念日祝い。
;た｡所用と重なり節分例会を欠席 松居敬二・宮尾紘司
；し副会長の山本眞輔君に会長代行 三好 親・水野民也

i蕪職其數黛へ…へ…へ~、杢食､へ萱貫､入委且_､靭､…~、_、~､ﾍｰ､_、_､_､ﾍｰ､~、

次回例会 平成16年2月24日(火) 1M(会員登録） 於：ウイステインナゴヤキヤツスル15時～
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