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ВРАЖОГРНАЧКА ЗВОНА 
 

Избор из поезије 
 
 

Зоран Милић 
 

 
ǷǸǭǳǻǬǰǡǻǴ 
 
‶けくけゃけ ゆっ いっきもぇ こけすっゆう 
╇ すっゆう ゆっ すっゆう すっゆう 
 
╇ ゃけょぇ けこっす う こけくけゃけ いっきもぇ 
┿ きう ゆっきけ くぇ けぉぇかう 
‶けしきぇすさぇすう 
 
╇ すぇおけ くっこさっしすぇくけ 
〈っゆう ゆっ ゃけょぇ すっゆう ゆっ 
╆っきもぇ 
 
╇ せ くぇきぇ ゆっ せゃっお けしすぇめぇすう 
こけきぇかけ ゃけょっ う こけきぇかけ  
╆っきもっ 
  
]ゃっ ょけお しっ う きう 
′っ こさっすゃけさうきけ 
 
〉 ゃけょせ 
 
〉 いっきもせ 
 
ǲǶǡǰ ǹǻ ǽǸǨǩǸǰ 
 
╉けめう しせ たさぇぉさう ょゃけしすさせおけき しきさゆせ 
せきうさせ 
╉けめう くうしせ ょゃけしすさせおうき いぇぉけさぇゃけき 
 
【すけ しきけ ゃけかっかう くっあくけしすう めっ ういきぇおかけ 
【すけ しきけ ういきうしかうかう くっゆっ しかせあうすう 
くぇきぇ 
 
╆ぇぉけさぇゃもっくう しせ こせすっゃう おけめう うい 
こさけてかけしすう ゃけょっ ょけ くぇし 
╇いゅせぉもっくっ しせ さっつう おけめっ ぉう くぇし 

けぉめぇしくうかっ 
 
′ぇてっ しっ もせぉぇゃう う しぇきっ ゃさぇゆぇめせ しっぉう 
′ぇてっ しせ きうしかう こさっおうくせすっ 
 
′う しせくちっ ゃうてっ くっ ょけかぇいう しぇ うしすけおぇ 
]ゃっ てすけ ょけかぇいう ょけかぇいう し めせゅぇ 
╅っもくけ ゅけゃけさぇ う くっしうゅせさくけ う すぇめくけ 
 
『っけ しゃっす ゆっ めっょくけゅぇ ょぇくぇ くぇ くぇてっ けつう 
‶せく すぇめくう せ こかぇきっくせ ういゅけさっすう 
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ǪǸǨǮǶǫǸǵǨǿǲǨ ǯǪǶǵǨ 
 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ]┿ ╁[┿╅¨╂[′┿』╉╄ 『[╉╁╄1 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ]┿ ╁[┿╅¨╂[′┿』╉╄ 『[╉╁╄ 
′╄╉¨╂┿ ┻╄ ╀╄╆ ╂╊┿╁╄ ¨]〈┿╁╇〈╇ 
 
くっおけ ゆっ けしすぇすう ぉっい しさちぇ 
くっおけ ゆっ けしすぇすう ぉっい もせぉぇゃう 
くっおけ ゆっ けしすぇすう ぉっい けつうめせ 
 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ′╄╉¨╋╄ ┹〉╀┿╁ ′╄ 〈[╄╀┿ 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ′╄╉¨╋╄ ][『╄ ′╄ 〈[╄╀┿ 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ′╄╉¨╋╄ ¨』╇ ′╄ 〈[╄╀┿┸〉 
 
け おけ すけ うきぇ おぇきっく きっしすけ しさちぇ 
おけ すけ うきぇ ぉけかっしす きっしすけ しっゆぇやぇ 
おけ すけ うきぇ さぇくせ きっしすけ けつうめせ 
 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ╃┿′ ]╄ ‶¨╋╄[┿ ′┿ ╆┿‶┿╃ 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ╃┿′ ]╄ ‶¨╋╄[┿ ′┿ ╆┿‶┿╃ 
]┿′ ]〈[┿【┿′ 〉]′〉╊┿ ‶[┿╆′┿ ╊¨╀┿┺┿ 
 
くぇ こせす ょぇかっお こけてかっ くっゃってすっ くけゅっ 
こさっょっけ かぇあぇく ゃうょっかっ くっしさっゆくっ けつう 
すせあくせ もせぉぇゃ けしっすうかけ きさすゃけ しさちっ 
 
¨ ╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ]┿ ╁[┿╅¨╂[′┿』╉╄ 『[╉╁╄ 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ]┿ ╁[┿╅¨╂[′┿』╉╄ 『[╉╁╄ 
′╄╉¨╂┿ ┻╄ ╀╄╆ ╂╊┿╁╄ ¨]〈┿╁╇〈╇ 
 
しきさす うょっ せかうちぇきぇ しきさすう すうたぇ くっゃけもけ 
もせぉぇゃ うょっ せかうちぇきぇ もせぉぇゃう かっこぇ こさけこぇしすう 
こかぇつ うょっ せかうちぇきぇ しせいけ しっしすさけ さけふっくぇ 
 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ]┿ ╁[┿╅¨╂[′┿』╉╄ 『[╉╁╄ 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ]┿ ╁[┿╅¨╂[′┿』╉╄ 『[╉╁╄ 
╆╁¨′╄ ╆╁¨′┿ ╃┿′ ]╄ ‶¨╋╄[┿ ′┿ ╆┿‶┿╃ 
  

                                                        
1 ╁さぇあけゅさくぇち – しっかけ せ うしすけつくけめ ]さぉうめう, こっしくうおけゃけ さけょくけ きっしすけ 
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ǰǯǫǶǪǨǸǨǣǭ ǹǴǸǺǰ 
 
╉ぇょ めっ ういゅけゃけさうき しゃっす ゆっ こけょっかうすう 
′ぇ けくっ おけめう しせ あうゃう 
╇ くぇ けくっ おけめう しせ ぉうかう あうゃう 
 
┸っょくっ すさっぉぇ くぇせつうすう ょぇ めっ ゃけかっ 
┸っょくっ すさっぉぇ くぇせつうすう ょぇ めっ ういゅけゃけさっ 
 
╉け しっ けょさっおくっ しっぉっ きけあっ う ょぇ めっ こっゃぇ 
┿おけ くっ せきっ せきさっゆっ おぇょ こさけゅけゃけさう 
 
┿おけ うきぇて せ せしすうきぇ けゃせ ゃっかうおせ さっつ 
╁うょっゆって けょ やっ きけあって くぇこさぇゃうすう 
いぇおけく 
¨ょ やっ きけあって くぇこさぇゃうすう ぉうすおせ 
¨ょ やっ きけあって くぇこさぇゃうすう こすうちせ 
 
]っょっゆって こけさっょ こすうちっ う ゅけさおけ ゆって しっ  

おぇめぇすう 
 

┿おけ うきぇて せ せしすうきぇ けゃせ ゃっかうおせ さっつ 
╁うょっゆって いぇおけく きけあっ ぉうすう せ こっしきう 
╀うすおぇ きけあっ ぉうすう せ いぇおけくせ 
‶すうちぇ きけあっ かっすっすう こけ ゃけょう 
 
¨しすぇゆって ぉっい こすうちっ う ゅけさおけ ゆって しっ  

おぇめぇすう 
 

 
ȀǰǸǶǲǶ ǡǭ ǷǶǢǭ 
(けょかけきちう) 
 
〉きけさぇく くっおけ いぇしこぇけ めっ 
‶けかぇ くっぉぇ こけょ ゅかぇゃせ しすぇゃうけ 
‶けかけゃうくけき くっぉぇ しっ こけおさうけ 
‶すうちっ きせ せすさけぉせ けすゃけさうかっ 
〉 せすさけぉう しせくちっ しっ いぇぉっかっかけ 
』っすうさう ょぇもうくっ けぉぇしめぇかけ 
〉 こっすせ ょぇもうくせ しっ いぇゅかっょぇかけ 
 
╀うめせ いゃけくぇ [ぇょけゃぇくせ 
〈さう こせすぇ ぉうめせ すさうこせす しすぇめせ 
╁けかけゃう しおぇつせ おけかぇ ゃせおせ 
′ぇ おけかうきぇ かっあう [ぇょけゃぇく 
╃けおすけさうきぇ しっ けしきったせめっ 

′ぇこさっょ うょせ おさしす う こけこけゃう 
╆ぇ こけこけゃうきぇ うょせ あっくっ う こかぇつせ 
╁さぇすう くぇき しっ ゃさぇすう くぇき しっ ゃさぇすう くぇき しっ 
╆っきもけ いっきもけき いぇこうしぇくぇ 
 
╅っくっ うい おせゆぇ くっ ういかぇいっ 
[ぇいぉけめっ うい おせゆぇ くっ ういくけしっ 
′う しこぇゃぇめせ くう めっょせ くう こうめせ 
]ゃせ くけゆ ゆうかうきっ すおぇめせ 
′ぇ ゆうかうきうきぇ させあっ う ゅけかせぉけゃっ 
]ゃうかっくっ おけやぇくうおっ う おけやっ 
 
 
ǩǶǳǭǹǺǨǵ ǻ ǸǶǬǵǶǴ ǲǸǨǡǻ 
 
╃せてぇ きけめぇ かっすう くぇ ゃぇすさっくけき おけやせ 
¨ゅぇや うい くけいょさゃぇ しっゃぇ 
 
╃せてぇ きけめぇ ぉっかぇ こすうちぇ くぇ しっゃっさせ 
 
╆ゃっいょっ きう しっ こさっすゃぇさぇめせ せ ゃけょせ 
  
 
ǻ ǹǸǾǻ ǹǪǭǺǨ 
 
【せてすう こさもぇゃぇ ゃけょぇ せ しさちせ しゃっすぇ 
‶けくぇゃもぇ しっ すけ めっ くっしすゃぇさくけしす 
]うめぇ けぉけかっかけ しせくちっ せ きけょさうくう くっぉぇ 
‶けくぇゃもぇ しっ すけ めっ くっしすゃぇさくけしす 
[ぇいかぇあせ しっ くっめぇしくっ しうかっ せ こけしすけめぉうくう  

]ゃっゅぇ 
‶けくぇゃもぇめせ しっ すけ めっ くっしすゃぇさくけしす 
 
]うめぇ しゃっすかけしす しゃっすかけしす めっ 
╀けかっしくぇ こけすさっぉぇ ょぇ しゃっ ぉせょっ 
さぇいめぇてやっくけ 
]うめぇ しゃっすかけしす しゃっすかけしす めっ 
′っつせゃっくぇ こけすさっぉぇ ょぇ しっ しゃっ けゅけかう 
]うめぇ しゃっすかけしす しゃっすかけしす めっ 
]すさぇた こさっょ けくうき てすけ くうめっ ょけおせつっくけ 
 
]うめぇ しゃっすかけしす せ しゃけめけめ 
′っこさうこさっきもっくけしすう う しおさけゃうすけしすう 
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ǰǹǺǭǸǰǪǨǣǭ ǯǳǨ 
 
╀っしこせゆうきぇ ぉっいきっさめうきぇ ぉっいゅかぇしめうきぇ 
╀っいょぇやうきぇ ぉっいくぇふうきぇ ぉっいけさめうきぇ 
╀もってすぇめうきぇ けょしめぇめうきぇ おかうおすぇめうきぇ 
┸っちぇめうきぇ ょさたすぇめうきぇ すうすさぇめうきぇ  

すさっこすぇめうきぇ 
╃ぇたすぇやうきぇ しっゃぇやうきぇ しうめぇやうきぇ 
╂さちぇやうきぇ ゅさぇおすぇやうきぇ ぉせくちぇやうきぇ 
》せおすぇやうきぇ ゃうすかぇやうきぇ きっすかぇやうきぇ 
╀させめぇやうきぇ ぉかっめぇやうきぇ いせめぇやうきぇ 
[けめっやうきぇ めぇゆっやうきぇ うしおさっやうきぇ 
╂かせたけすぇきぇ しすさぇたけすぇきぇ しくけたゃぇすうきぇ 
╋さぇおけゃうきぇ すきうくぇきぇ すきせてぇきぇ つうくうきぇ 
╆ぇきおぇきぇ ょけたゃぇすうきぇ ょけしっすうきぇ 

ょけしっいうきぇ 
╉ぇくりぇきぇ おけこうすぇきぇ けつやぇちうきぇ  

けあうもちうきぇ 
╀けかっしすうきぇ ゃぇさおぇきぇ ゃぇすさぇきぇ うゅさぇきぇ 
╀せくうかうきぇ しっくおぇきぇ しけつうゃうきぇ しっつうゃうきぇ 
 
╇ょう 
 
╇ょう けょぇゃょっ いかけ 
 
¨しうやぇちうきぇ いきうめぇさくうちうきぇ  

いゃっさうやぇちうきぇ 
╂さけいくうちぇきぇ くっしぇくうちぇきぇ  

くっしゃっしすうちぇきぇ 
╆っぉせゆう さうつせゆう めっつっゆう ゅけさっゆう 
╀っしくっゆう さぇいぉうめぇめせゆう くうてすっゆう ゅさきっゆう 
》せかっゆう しすさっしぇめせゆう おけしっゆう かけきっゆう 
 
╇ょう うょう けょぇゃょっ いかけ けょかぇいう けょぇゃょっ  
╆ぇくぇゃっお 
 
′っいくぇやっき くっしっゆぇやっき くっくぇょぇやっき 
]ゃっすかせちぇやっき けこうさぇやっき さぇしうこぇやっき 
╀せふっやっき ゅかぇふっやっき さぇいきうちぇやっき 
]ぇゃうめぇやっき けすうきぇやっき ゅさけたけすぇやっき 
╉けおけすぇやっき てすっおすぇやっき ちうめせおぇやっき 
╊ぇめぇやっき てぇこせすぇやっき さぇしうこぇやっき 
╊っこさてぇやっき さぇいかうゃぇやっき おけかせすぇやっき 
]うおすぇやっき こうてすぇやっき つっゅさすぇやっき 
]すっやぇやっき たせおすぇやっき ちゃけおけすぇやっき 
]っつっやっき ちっふっやっき しっくつっやっき 
╆ゃっつぇやっき つっおうゆぇやっき こけくうさぇやっき 

╃ぇたすぇやっき ておさゅせすぇやっき おけゃうすかぇやっき 
‶けきうちぇやっき さぇいょうさぇやっき せさぇやぇやっき 
‶さけしすうさぇやっき こさけょうさぇやっき けすうさぇやっき 
 
[っあっゆう ちゃうかっゆう さうょぇめせゆう おせおぇめせゆう 
╂ぇつせゆう すせすやっゆう しっゃぇめせゆう てうてすっゆう 
〈さっこっさっゆう こせいっゆう さうめせゆう ゅぇいっゆう 
 
′ぇ こかぇくうくせ しっ くぇめゃうてせ うしこっやう 
╃うゃもうくう しっ こせしすけてくけめ こけおぇあう 
╋せやぇきぇ しっ さぇしこさしかうちぇきぇ けおさせあう 
╋さおかうくぇきぇ くっこさけいうさくうき けすうょう 
╆きうめぇきぇ しっ けすさけゃくうちぇきぇ こさうょさせあう 
 
]ぇ さけめっゃうきぇ おさゃけあっょくうき けょかっすう 
]ぇ しっつうゃうきぇ いぇさふぇかうき うしすさせくう 
〉 ぉっいょぇくうきぇ くっこけゃさぇすくうき くっしすぇくう 
〉 けゅやっゃうきぇ しさょうすうき ういゅけさう 
]ぇ しくっゅけゃうきぇ こさもぇゃうき うしおけこくう 
]ぇ ゃけょぇきぇ せきけさくうき せしぇたくう 
〉 おかせこおけ しっ させあくけ こさっすゃけさう 
 
╇ょう うょう けょぇゃょっ いかけ けょかぇいう けょぇゃょっ 
╆ぇくぇゃっお 
 
] ちさくけき おぇこけき くぇ ゅかぇゃう 
] ちさくうき おけくちっき せ けおせ 
] ういかけきもっくけき くけゅけき こけょ おけかっくけき 
]ぇ いぇさふぇかうき ゅゃけあふっき けおけ ゃさぇすぇ 
]ぇ こけかけきもっくうき くけあっき せ りっこせ 
] けぉけかっかうき しさちっき せ ゅさせょうきぇ 
╆っきもけき けゃけき ゅけさっかけき いっきもけき けゃけき 

きせつっくけき 
╀うつっゃぇくけき しっつっくけき つっさっつっくけき 
[ぇやぇゃぇくけき こさっぉうめぇくけき こさけしうこぇくけき 
 
╆っきもけき けゃけき きぇめおけき きせつうすっもうちけき  

たさぇくうすっもうちけき 
╆っきもけき けゃけき かぇおけき しくっくけき こぇゆっくけき 
╆っきもけき けゃけき さぇすくけき こけさぇすくけき 
╆っきもけき けゃけき おさうかぇすけき いせぉぇすけき 
 
〉 いっきもせ ょさせゅせ こかぇきくせ おぇきっくせ 
〉 いっきもせ ょさせゅせ ゅさけきくせ けゅやっくせ 
〉 いっきもせ ょさせゅせ ちさくせ ょぇかっおせ 
╃ぇかっおけ ょぇかっおけ けょぇゃょっ すさう くっぉぇ 
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ǺǨǲǨǪ ǡǭ ǫǶǪǶǸ 
 
〉 ╃っつぇくうきぇ ╇しすけお ゅけゃけさう ╆ぇこぇょせ 
╆ぇこぇょ ╇しすけおせ 
 
[ふぇゃう ゆっ こけぉっょうすう 
〈ぇおぇゃ めっ ゅけゃけさ 
 
 
ǬǨǪǵǶ ǬǶǩǨ 
 
‶けしすぇめっき すさけぉけあぇくしすゃけ 
[ぇしすせ きう せてう さけゅけゃう さっこ 
 
] くっぉぇ しっ しおけすさもぇ つうしすけ めぇめっ 
╋ぇかけ いぇすうき かうしす 
 
‶さけかぇいっ ゃっおけゃう 
 
 
ǯǪǭǸǰ ǰǯ ǹǵǨ 
 
¨てすさうちぇ かうしすぇ 
╊っぉょう くぇょ きけめけき ゅかぇゃけき 
╆ぇおかぇやぇ きう しゃっす 
 
╇╆ ]′┿ ]〉 ╋¨╂ 
╃╇╁┹╄ ╆╁╄[╇ ╇╆╊┿╆╇╊╄ 
′ぇうゃくけ う つせょくけ 
╉┿╉¨ ]╄ ‶[¨╊╄┻╄ ]╄〈╇╊¨ 
╃┿ ╃¨┲╄ 〉 ][╄╃ ╆╇╋╄ 
 
′っ せきっき ゃうてっ 
╃ぇ ゅけゃけさうき 
 
′っ せきっき ょぇ こっゃぇき 
 
╉╇]╄¨′╇╉ ╋╇ ]╄ 
〉 ‶╊〉┻╇╋┿ 
[┿]‶[]╉┿╁┿ 
 
 
ǷǸǶǳǭǤǭ ǡǭ ǡǭǬǵǨ  
ǵǭǷǶǯǵǨǺǨ ǯǭǴǢǨ 
 
‶さけかっゆっ めっ めっょくぇ くっこけいくぇすぇ いっきもぇ 
‶けしかっ こっしきっ け めけさゅけゃぇくせ 

『ゃっすけゃう ういゅけさっ ょさゃっゆっ しっ しゃぇふぇ しぇ  
あうかぇきぇ 

╋っしっち めっ くぇかうお くぇ かけこすせ おけめぇ めっ こせおかぇ 
╁せかおぇくう しせ しかうつくう きかぇいっゃうきぇ  

いゅさせてぇかっ おさゃう 
[っおっ かっあっ くぇしかせゆっくっ てせきっ しっ せかぇゅせめせ 
╉かぇしけゃう ういさぇしすぇめせ うい いっきもっ 
‶さっきぇ くっぉせ くぇ おけきっ しっ 
]さこ けちさすぇゃぇ 
 
 
ǹǭǵǺ ǨǵǬǸǭǡǨ 
 
〉 ゃうてっ くぇゃさぇすぇ こけすこせくけ くぇ うしすう くぇつうく 
┸ぇゃもぇ きう しっ けゃぇ きうしぇけ 
╊っぉょうき くぇょ くっゃうょもうゃうき ゅさぇょけき 
 
′ぇ こけつっすおせ しゃぇおっ せかうちっ 
╇しこうしぇくけ めっ うきっ こけくっおけゅ こさっすおぇ 
 
╂さぇょ しっ こけかぇおけ しきぇやせめっ 
]すぇめっ せ しゃけめ こけつっすぇお 
 
‶けつっすぇお せ めっょくせ すぇつおせ 
〈ぇつおぇ せ くうてすぇ 
 
╊うしすけゃっ こぇこうさぇ 
[ぇいかうしすぇゃぇ ゃっすぇさ 
 
 
ǹǺǨǩǳǶ ǵǰ ǰǯ ǿǭǫǨ 
 
]すぇぉかけ てすけ しっ ういょうあっ くう うい つっゅぇ うい  

きぇゅかっ 
╋っふせ しっくおっ う もせょっ う せこかぇてっくっ いゃっさう 
¨おせこぇくけ しさりぉけき う こさぇうしおけくしおけき  

いっぉやけき 
]っつうゃけ てすけ ゅけさうて けょ あうちぇ おけめっ しっ  

さぇしこぇょぇめせ 
¨ょ けかけゃぇ う けょ おさゃう おけめせ くっ すさっぉぇ  

いぇぉけさぇゃうすう 
¨ょ いきうめっ ゃぇすさっ せ こせこけもちうきぇ 
¨ょ こっこっかぇ う けょ こせしすけてう おけめぇ くぇし ゃさっぉぇ 
 
¨ょ さぇしすぇおぇやぇ おけゅぇ しっ う くぇめたさぇぉさうめう ぉけめっ 
¨ょ おけゃぇくけゅ ゅゃけあふぇ おけめっ くぇき めっ  

こけすさっぉくけ 
¨ょ ぉっしぇくうた くけゆう せ おけめうきぇ くぇき しっ  

さけょうすっもう こさうゃうふぇめせ 
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¨ょ しせいぇ ょっゃけめぇおぇ こさうゃっいぇくうた いぇ ぉっょさぇ 
╇い おけめうた しっ きうさうしう こけょうあせ こさっきぇ くっぉせ 
 
¨ょ しくっゅけゃぇ てすけ ょぇくけくけゆくけ ゃっめせ 
¨ょ こかけすけゃぇ おけめう ゅさぇょっ いっきもせ う けょ  

おさゃけかけつくうた こぇしぇ 
¨ょ ゅさけきけゃぇ てすけ しっ いぇおかぇやぇめせ ちゃっすけき 
¨ょ くっぉっしぇ う けょ ゃけょっ おけめぇ おぇもぇ 
 
¨ょ くぇし しぇきうた ょけお しっ こけしすっこっくけ  

せょぇもせめっきけ 
¨ょ けくけゅぇ てすけ しきけ ぉうかう ぇ くっ さぇいせきっきけ 
¨ょ かうゃぇょぇ う ゃけゆやぇおぇ せ ぉかぇゅけき かせおせ 
¨ょ くっせおうた おけめう しせ こけおけさくう しせくちせ 
 
¨ょ あうかぇ おけめっ こけょさうゃぇめせ う けょ こぇさちっかぇ  

おけめっ しっ しっかっ 
¨ょ いゃっさう う けょ こせすくうおぇ おけめう うゅさぇめせ ぉけしう 
〉 ぉかぇすせ おけめっ しっ すぇかけあう くっこさっしすぇくけ 
 
 
ǶǫǣǰȀǺǭ 
 
╀っかぇ しゃぇょぉぇ ちさくせ しきっやせめっ 
╀っかぇ しすさぇあぇ ちさくせ 
 
╉せゆぇ ぉけかくうちぇ 
 
╇い いうょけゃぇ おけしすう ゃうさっ 
 
 
ǹǪǨǬǩǨ 
 
〈さう つっすうさう いきうめうちっ 
′ぇしさっょ ぉっかっ てせきうちっ 
[ぇしこさけしすさかっ つぇさてぇゃっ 
〉 おかせこおけ しっ ゃっいぇかっ 
 
′ぇ ゅさぇくぇきぇ しきせおけゃう 
′ぇ しきせおけゃうきぇ ぉさおけゃう 
′ぇぉけさぇくぇ つっかぇ 
]ゃぇすけゃしおぇ けょっかぇ 
 
┸っいょう ゃっすぇさ おけやぇくうお 
[せあっ こけもっき けぉぇさぇ 
┸っいょう ゃっすぇさ おけやぇくうお 
╆ぇ やうき きせやっ ゅさけきけゃう 
 
 

ǹǨǵ 
 
╉さけい こさぇいぇく ゅさぇょ ╆ぇめっつぇさ 
╉けかぇ うょせ 
 
‶けおけめくうおぇ ゃけいっ 
 
 
ǶǬ ǹǵǨ 
 
′ぇつうくうけ しっ けょ しくぇ けゅぇや 
′ぇつうくうかぇ しっ めぇしくぇ きせやぇ 
 
¨ょ しっぉっ しっ くぇつうくうかぇ 
 
¨ょ しっぉっ しすさぇょぇ 
 
 
ǺǨǿǲǨ 
 
╆ぇ いゃっいょけき おけくぇち 
╆ぇ ちゃっすけき させきっく 
╆ぇ ゃっすさけき しすせょっく 
 
』っすうさう けすゃけさぇ しっ 
¨すゃけさうかぇ 
 
〉 すぇつおせ しっ 
╆ぇすゃけさうかぇ 
 
 
Ƕ ǷǶǸǭǺǲǻ ǹǺǪǨǸǰ 
 
]ゃっ ゃうしう け おけくちせ 
╉けくぇち け っおしっさせ 
╄おしっさ け くうつっき 
 
 
ǹǳǰǲǨ 
 
′ぇ つっすうさう こさけこかぇくおぇ 
』っすうさう ゃせつうちっ 
〉 ゅけさう こぇせちう 
′ぇ こさけこかぇくちうきぇ いきうめっ 
 
]せすけく 
′っういきっさくぇ すせゅぇ 
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╃うゃもっき しっきっくせ 
╋ぇめおぇ ちゃっすぇ 
 
 
ǻǡǭǬ 
 
〉 しゃぇおけめ いきうめう 
┸っいうお 
 
′ぇ しゃぇおけき めっいうおせ 
¨すさけゃ 
 
╉け こさゃう こさけゅけゃけさう 
╆ぇゆせすぇゆっ 
╆ぇくぇゃっお 
 
 
ǶǵǶ 
 
╇ょっ うょっ う ゃうつっ 
╇ょっ うょっ う こかぇつっ 
╆っきもぇ きせ しっ けすゃぇさぇ 
╆っきもぇ きせ しっ いぇすゃぇさぇ 
〉 いっきもせ しっ しぇおさうゃぇ 
〈さけめっ ゃさぇすぇ いぇおもせつぇゃぇ 
〈さう おぇきっくぇ くぇゃぇもぇ 
』っすうさう ゃぇすさっ いぇこぇかう 
 
 
ǶǩǸǭǬ 
 
╇いかけきうけ  
ちさくっ たかっぉけゃっ 
 
〉おさけすうけ 
くっゃうょもうゃっ しっくおっ 
 
‶さっさっいぇけ  
つせょくけき しっおうさけき 
 
╆ぇおうすうけ 
╆っかっくうき ちゃっすけき 
 
]すぇゃうけ 
╂せてすっさぇ せ せしすぇ 
 
╀ぇちうけ 
‶っこっけ こさっおけ ゅかぇゃっ 
 

‶けおぇいぇけ 
╇ゅかっくっ せてう 
 
¨すおけこつぇけ  
]めぇめくっ おけこつっ 
 
 
ǹǪǭǤǨ 
 
『さくう しっ しゃっゆぇ 
′ぇ くっぉせ 
 
しゃっすぇ 
¨しゃっすもぇゃぇ 
 
‶けかぇ しゃっすぇ  
¨しゃっすもっくけ 
 
‶けかぇ しっ せ しゃっゆせ 
‶さっすゃぇさぇ 
 
 
ǳǰǪǨǬǨ 
 
‶させあうかぇ しっ かうゃぇょぇ 
‶け やけめ しぇぉもっ 
╆っかっくっ 
 
′ぇ しゃぇおけめ しぇぉもう 
〈さう ちゃっすぇ 
 
′ぇ くぇめゃっゆけめ 
』っすうさう 
 
 
ǷǸǶǬǨǡǨ 
 
‶さっょ しゃうすぇやっ せ ゅさぇょ 
‶さけょぇけ しゃっ 
 
╀っい めせくぇちぇ 
╀っい あうすぇ 
]ぇ しせくちっき せ けつうきぇ 
 
╇ すうちけき 
╉けめぇ めっ めっょくぇ ぉっかぇ しせいぇ 
′ぇ くっぉせ 
 
╀けかぇく 
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ǹǭǿǭǣǭ ǬǸǪǨ 
 
╋かぇょけ しせくちっ せ しっつうゃせ しっおうさっ しっ 
けゅかっょぇ, 
『さくう おさしす くぇ つっかうおせ ぉかうしすぇ. 
 
〉 きけめっ あうゃけ きっしけ けてすさうちぇ しっ いぇぉぇょぇ 
]うかけき くっさぇいせきくけき たうすくせすぇ. 
 
′ぇ いさぇおせ ぉっかけき しきさす めぇてっ, 
┸ぇ めっ くっ ゃうょうき. 
 
]ぇ ゃけょっ たせつくっ ょっゃけめおっ ょけかぇいっ, 
┸ぇ うた くっ つせめっき. 
 
╊ぇあくっ しゃっちっ ゅかっょぇき, 
╊ぇあくっ こさけさけおっ. 
 
╊ぇあくうき いゃけくうきぇ いゃけくっ, 
╊ぇあくうき きけかうすゃぇきぇ 
╊ぇあくうき ぉけゅけゃうきぇ しっ きけかっ. 
 
╊ぇあくけゅ ぇくふっかぇ 
〉 けょっあょう くう くっぉっしおけめ くう いっきぇもしおけめ 
╁っかうつぇめせ. 
 
╂かぇしけき きっすぇかくうき, 
′う くっぉっしおうき くう いっきぇもしおうき. 
 
 
ǻ ǾǸǲǪǰ ǹǪǭǺǰ ǨǸǽǨǵǛǭǳǰ 
ǲǶǬ ǷǸǰǯǸǭǵǨ 
 
[せおぇ きう しっ せ おさうかけ こさっすゃぇさぇ. 
╃させゅぇ させおぇ せ ょさせゅけ おさうかけ. 
》けょ せ かっす. 
╊っす せ くっしすぇめぇやっ. 
 
 
ǴǨǡǹǺǶǸǰ Ǹǭǿǰ 
 
¨くう てすけ せ しきうさぇめ ょけかぇいっ しぇ 
くっこけいくぇすうた けぉぇかぇ, 
╊っすっ ゅせすぇめせゆう しゃけめせ しけ, 
╋っやぇめせ きっょぇもっ いぇ しかうおっ いぇゃうつぇめぇ, 
′けしっ けおかけこっ こけょ きうておけき, 
╁うすかぇめせ くっゃうょもうゃうき しっおうさぇきぇ, 
‶さけょぇめせ きけさっ, 
╁けょっ しゃけめっ きせやっ くぇ おぇくぇこせ, 

¨くう てすけ うきぇめせ ょさせゅせ おさゃ... 
  
╋ぇめしすけさう さっつう くけしっ せ くっょさうきぇ いきうめっ, 
╆っきぇもしおう こかぇきっく. 
 
 
ǺǸǨǫǶǪǰ 
 
╉けさぇつぇかけ めっ さぇゃくけきっさくけ: 
[ぇくぇきぇ う けあうもちうきぇ こさっおさうゃっくけ, 
′っゃうょもうゃうき いくぇちうきぇ けぉっかっあっくけ, 
′っこけいくぇすうき しせくちうきぇ けしゃっすもっくけ, 
╆きうめぇきぇ けすさけゃくうちぇきぇ けおさせあっくけ, 
╇い こせしすけてう, うい こさぇうしおけくう しっ こけきぇもぇかけ. 
 
╉けさぇつぇかけ めっ さぇゃくけきっさくけ: 
╉せょ ゅけょ ぉってせきくけき くけゅけき しすぇかけ, 
‶さぇいくうくせ せ ゃさっきっくせ けすゃけさうかけ, 
【おさゅせすぇかけ, けすうきぇかけ, せょぇさぇかけ. 
 
╉けさぇつぇかけ めっ さぇゃくけきっさくけ: 
‶さっしうめぇゃぇかけ しっ くぇ しすぇおかうきぇ う せ おさゃう, 
¨ょめっおうゃぇかけ, けょいゃぇやぇかけ, けょしおぇおぇかけ, 
‶っやぇかけ しっ, こぇょぇかけ, せしすぇめぇかけ, 
〈ぇやうかけ しっ, すせすやぇかけ, こけくうさぇかけ, 
╃ぇたすぇかけ, たせおすぇかけ, しゃけおけすぇかけ. 
 
╉けさぇつぇかけ めっ さぇゃくけきっさくけ: 
‶さけしすけさ めっ ぉうけ ちさく しゃっす, 
‶さけてかけしす めっ うきぇかぇ ちさく しめぇめ. 
 
╉けさぇつぇかけ めっ さぇゃくけきっさくけ: 
╇しすけゃさっきっくけ しゃうき こさぇゃちうきぇ, しゃうき  

こせすっゃうきぇ, 
╇きぇかけ めっ せ けつうきぇ くぇてせ すせゅせ, 
╇いめっょくぇつぇゃぇかけ しっ しぇ こもせしおけゃうきぇ, 
╋うさうしけき こぇもっゃうくっ, きうさうしけき ぉぇさせすぇ, 
‶さゃうき くっしぇくうちぇきぇ, こさゃうき きせちぇやうきぇ. 
 
╉けさぇつぇかけ めっ さぇゃくけきっさくけ: 
〉 こさけてかけしす, せ こっこっけ いぇこさっすぇくけ, 
╂かせたけすぇきぇ, きぇゅかぇきぇ, ぉっかうくぇきぇ, 
╀っしこせゆうきぇ, ぉっいきっさめうきぇ, ぉっいゅかぇしめうきぇ, 
′ぇょうきぇかけ しっ ちゃうかっかけ, こぇかぇちぇかけ. 
  
╉けさぇつぇかけ めっ さぇゃくけきっさくけ: 
]かっこけ, ぉっしきうしかっくけ, ぉっいけしっゆぇめくけ, 
╇い めっょくっ すぇきっ せ ょさせゅせ すぇきせ. 
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ǷǸǶǬǨǪǵǰǾǨ 
 
╃ゃっ さぇしこぇさっくっ かけぉぇやっ, こっす いせぉぇ, 
┸っょくぇ おぇさかうつくぇ おけしす, しすけこぇかけ, 
╃ゃっ かっゃっ くけゅっ, 
]ぇゃっしす, 
╆ぇゃうしす, 
┸っょくけ ょけぉさけ けつせゃぇくけ しさちっ, 
′ってすけ もせぉぇゃう, 
╋さあやぇ, 
¨つっゃう せ ぉっおしすゃせ. 
[ぇしこさけょぇめぇ, さぇしこさけょぇめぇ, さぇしこさけょぇめぇ! 
 
* 
 
【すぇ ょぇ おせこうきけ, たぇめょっ ょぇ おせこうきけ 
╃ゃぇ くけあぇ いぇ させつぇゃぇやっ, 
╃ゃぇ こしぇ, ょゃっ ゃうもせておっ う ょゃぇ すぇやうさぇ, 
╆ぇすうき めっょくせ ぉぇめおせ, 
┸っょくせ かせすおせ う めっょくせ おけつくうちせ, 
╆ぇつうくっ う ぉせょうかくうお. 
 
¨ゃけ めっ こさけょぇゃくうちぇ う いぇすけ 
》ぇめょっ しぇしゃうき けいぉうもくけ ょぇ すさゅせめっきけ. 
 
〈さっぉぇ おせこうすう しゃっ! 
╉さっゃっす, かぇしすせ, ういかっすうてすっ, ╂ぇさう ╉せこっさぇ, 
′っこさうめぇすっもしおっ ぇゃうけくっ, ぉせさっお, 
╋ぇてうくせ いぇ ぉさうめぇやっ, うゅかうちっ, 
〈ぇぉかうちせ きくけあっやぇ, 
‶けくけさくうちせ, こけょきけさくうちせ. 
 
* 
 
》ぇめょっ ょぇ おせこうきけ ぉせおせ う すさぇょうちうめせ, 
╅うゃちっ けぉぇゃっいくけ, しゃさぇおせ けぉぇゃっいくけ, 
《さっしおっ, しぇさょうくっ う くっおっ しうすくうちっ, 
]せめっゃっさめっ, 
《かっおっ, 
‶うかせかっ いぇ しこぇゃぇやっ, ぉっかせ ゃさぇくせ, 
╆せぉけぉけもせ, 
 
[っこすうかぇ ゅせてすっさぇ, さっこぇすうちせ しゃうやせ, 
′ぇこけかうすぇくおっ しけおけ. 
  
¨ゃけ めっ こさけょぇゃくうちぇ, こさけょぇゃくうちぇ! 
╇ ぇおけ くっおけきっ くってすけ くっょけしすぇめっ 
╋けあっ ょぇ おせこう. 
 

* 
 
〈さう かうすさぇ ぉっくいうくぇ, こせす せ こぇおぇけ, 
〈さう せおさぇしぇ, すさう ちゃっすぇ, すさう おうかけゅさぇきぇ  

っおしっさぇ, 
┿ くっおけめ ゅけしこけふう  
′っょけしすぇめっ てってうさ いぇ こかぇあせ, 
〈け めっ ぉぇさ かぇおけ, けゃけ めっ こさけょぇゃくうちぇ, 
]すぇゃうきけ めけめ けぉかぇお くぇ ゅかぇゃせ. 
 
╆ぇ ょっちせ しこせすやうお, 
′っういぉっあくぇ けぉめぇゃぇ さぇすぇ, 
╁けめくう こせつ せ ]うさうめう, いぇゃっさぇ せ ┿さゅっくすうくう, 
′うてすぇ かぇおてっ いぇ さぇつせくぇやっ: 
┸っょぇく あうゃけす ょゃぇ おうかけゅさぇきぇ しけかう. 
 
* 
 
‶っす すっゅかう りっきぇ, 
╊っこぇ ╋っおしうおぇくおぇ う しっょぇき ぇくふっかぇ, 
》けさ ゃっしっかうた しすぇさぇちぇ ういくぇょ 70 ゅけょうくぇ, 
╃ゃっ しすぇさうめっ あっくっ せ ぉせくぇさせ, 
╉さういぇ ゃかぇょっ せ ╀さぇいうかせ, 
┿せすけきぇすういけゃぇくう こぇおぇけ, うすょ, うすょ. 
 
¨ゃけ めっ こさけょぇゃくうちぇ 
╇ ぇおけ くってすけ くっょけしすぇめっ 
╋けあっ ょぇ しっ おせこう. 
 
* 
 
╃ゃっ さぇしこぇさっくっ かけぉぇやっ, こっす いせぉぇ, 
┸っょくぇ おぇさかうつくぇ おけしす, しすけこぇかけ, 
╃ゃっ かっゃっ くけゅっ, 
]ぇゃっしす, 
╆ぇゃうしす, 
┸っょくけ ょけぉさけ けつせゃぇくけ しさちっ, 
′ってすけ もせぉぇゃう, 
╋さあやぇ, 
¨つっゃう せ ぉっおしすゃせ. 
[ぇしこさけょぇめぇ, さぇしこさけょぇめぇ, さぇしこさけょぇめぇ! 
 
1963. 
 
 
ǵǭǪǰǬǰ 
 

′っゃうょう しせ すせ こけしぇけ けしすぇゃうかう 
¨おせこうかう しっ いぇくけゆうかう ちさくぇ いくぇやぇ  

ちさくっ 
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╁ぇかけゃっ さぇしこさけしすさかう しゃっすかけ うき しうめぇ 
′っ ゃうょっ しっ ゃっすさけゃう うき ちさくっ しかせゅっ 
′う けくう しっ くっ ゃうょっ きうしかう うき 
『さくっ しかせすっ くう けくっ しっ くっ ゃうょっ 
′っゃうょう ゃっつっさぇめせ しぇきう しっぉう しゃっすかっ 
 
[ぇいきうかっかう しっ ちさくう くっゃうょう ぉっかう  

くっゃうょう 
′っ ゃうょっ しっ くっ つせめせ しっ 
′っ つうくっ くっ さぇてつうやぇゃぇめせ 
╉さしすっ せおさてすぇめせ せおさてすっくう けょかぇいっ  

ゃさぇゆぇめせ しっ 
〉 うしすせ けくせ くっゃうょっかうちせ うい おけめっ しせ  

ょけてかう 
╇い おけめっ ゆっ けこっす ょけゆう せ おけめせ ゆっ けこっす 
¨すうゆう こけ しゃっすかけしす こけ いぇおかっすゃせ 
‶け すぇきめぇく う うい やっ きさぇお ういくっすう 
 
 
ǛǨǪǶǢǨ ǪǨǸǶȀ 
 
╉ぇょ すぇきけ ぇ けくけ もせょう こぇしせ こぇしすうさ うき  

╃ぇうてぇ 
╉ぇきっくっ ゅかぇゃっ ゅかっょぇめせ せ くぇし 
╋うしかうきけ すけ めっ しぇく ぇかう けくっ しっ こけおさっゆせ 
 
〈ぇょぇ くっおけ こさけゅけゃけさう う しゃっ くっしすぇょっ 
 
╉ぇきっく せいっ おぇきっく 
]ゃっ てすけ しっ ういさけょうかけ しゃっ てすけ しっ 
ういさけょうかけ 
]ゃっ てすけ つぇきう しゃっ てすけ つぇきう 
]ゃっ てすけ ゅけさう しゃっ てすけ ゅけさう 
 
]ゃっ くっおせょ くっしすぇょっ 
¨ょきぇた けょきぇた けょきぇた 
┿きうく 
 
 
ǳǨǮǵǰ ǹǪǭǾǰ 
 
╋っしっち ぉっあう こけょ けぉかぇお 
]せくちっ ぉっあう こけょ けぉかぇお 
]ゃっちう ぉっあっ こけょ けぉかぇお 
 
╆ぇ きっしっちけき せ こかぇきっくせ 
‶ぇし せ こかぇきっくせ 
 

╆ぇ こしけき せ こかぇきっくせ 
╊けゃぇち せ こかぇきっくせ 
 
╆ぇ かけゃちっき せ こかぇきっくせ 
‶せちぇや せ こかぇきっくせ 
′っおけ しすけめう 
 
╊ぇあくう しゃっちう うきぇめせ 
〉てう くぇ さぇきっくうきぇ 
 
╂さけき 
]さょうすけ しせくちっ 
 
 
ǷǶǫǳǭǬ ǹ ǷǸǶǯǶǸǨ 
 
╂かっょぇき し こさけいけさぇ せ あぇぉもう ゃさす 
〉 あぇぉもっき ゃさすせ ちゃっすぇ あぇぉもう ぉけしうもぇお 
〉 あぇぉもっき ぉけしうもおせ つせめせ しっ あぇぉもっ  

こっしきっ 
〉い あぇぉもっ こっしきっ けしきったせめせ しっ あぇぉもぇ  

かうちぇ 
 

¨すゃけさうすっ しっ あぇぉもぇ かうちぇ 
‶さっゃっょうすっ きっ こさっおけ ゃけょっ 
 
 
ǸǨǛǨǣǭ 
 
╉ぇけ ょぇ しっ めっょくけき こけかけゃうくけき けすゃぇさぇき 
┸っょくけき いぇすゃぇさぇき 
┸っょくぇ あっさぇゃうちぇ めっょくぇ ちゃっす 
 
‶けくっおぇょ ぇた こけくっおぇょ おせこせめっき いっきもせ 
‶けくっおぇょ こさけょぇめっき 
 
′っおぇょ おせこせめっき ょぇ ぉうた こさけょぇゃぇけ 
′っおぇょ こさけょぇめっき ょぇ ぉうた おせこけゃぇけ 
 
′っ きけゅせ いっきもせ けょ いっきもっ ょぇ けょっかうき 
‶さぇた けょ こさぇたぇ おさもせてす けょ おさもせてすう 
′っ きけゅせ ょぇ しっ しっすうき 
 
‶けいくぇ めっしっく きっくう くうつっ いせぉ 
‶けいくぇ いうきぇ きっくう くうつっ いせぉ 
 
′ぇ めっいうおせ 
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ǵǭ ǷǶǲǨǯǻǡǭ ǹǭ ǹǪǭ 
 

╇ぇおけ めっ ょぇもうくぇ ういゃうめっくぇ う おさうゃぇ 
╇ぇおけ めっ たけさういけくすぇ させぉ けかけゃぇく 
╇ぇおけ こさっょっかう くっしすぇめせ せ きぇゅかう 
╇ぇおけ しせ ぉせくぇさう せ ゃうしうくぇきぇ 
╇ぇおけ おせゆっ かっぉょっ くぇょ ぇきぉうしうきぇ 
╇ぇおけ もせょう たけょぇめせ ゅかぇゃぇきぇ 
╇ぇおけ こしう しこぇゃぇめせ くぇ おけもせ 
′っ こけおぇいせめっ しっ しゃっ けょめっょくけき 
 
〉 こさけかっゆっ しっ させおっ けしこせ さぇくぇきぇ 
〉 こさけかっゆっ させいきぇさうくう ちさくう くうつせ 
╆っかっくぇ めっ おけあぇ いっきもっ しかぇゃせめ あせす 
《させかぇ う しっおうさぇ ゅかぇしけゃっ こさけくけしっ 
 
′ぇょ けさぇくうちぇきぇ きせすくうき 
]ゃってすっくうお こけめっ 
 
『さおゃっ さうふっ ゃうしっ 
¨ こかぇゃっす けぉってっくっ 
 
 

ǷǸǰǪǰǬǰ 
 

┹せょう しすけめっ おぇけ きぇゅかっ 
╆ゃっさう しすけめっ おぇけ ゃぇすさっ 
‶すうちっ しすけめっ おぇけ うゅかっ 
]っくおっ しすけめっ おぇけ しかうおっ 
╆ゃっいょっ しすけめっ おぇけ つぇさおっ 
╃せてっ しすけめっ おぇけ ゃぇさおっ 
[っつう しすけめっ おぇけ おぇゃゅっ 
 
╁さっきっ しすけめう おぇけ しすけあっさ 
╁ぇいょせた しすけめう おぇけ こけあぇさ 
╃ぇくう しすけめっ おぇけ ぉぇおもっ 
╆ゃせちう しすけめっ おぇけ いぇきおっ 
 
]すけめっ おけくちう しすけめっ おけあっ 
]すけめっ おけしすう しすけめっ おけしっ 
]すけめっ おけこちう しすけめっ おけこつっ 
]すけめっ けつう しすけめっ けきつっ 
 
 
ǨǺǶǵǹǲǨ ǹǪǭǺǰǳǨ 
 

        ╀っかっ しっ しゃっすうやっ. ‶けょくけ しすぇさうた  
ゅさけぉぇもぇ 

あうてちう ょせてぇきぇ けしゃっすもぇゃぇめせ こせす. 
        『さくっ すぇつおっ しすせこぇめせ しすぇいけき  

けうゃうつっくけき 

うおけくぇきぇ. ]ゃっすうすっもう うょせ ぉけしう. 
        [ぇあ かっかせめぇ. ╋ぇしかうくっ しっ こけゃうめぇめせ くぇ 
ゃっすさせ. ╉さけい きうさうしくけ さぇしすうやっ,  

ゃさかっすう, てせきっ — 
しっくう おけさぇつぇめせ こさっきぇ くっぉせ. 
        〈さぇゃぇ さぇしすっ うい けつうめせ. 『ゃっすけゃう しっ  
けすゃぇさぇめせ. ╋ぇくぇしすうさしおぇ いゃけくぇ いゃけくっ. 
 
 
Ǵǰǳǭǡǹǲǰ ǷǶǺǶǾǰ 
 

        ′っおぇょぇ いっきもけき うふぇたせ もせょう せ  
ぉっかけき. 

]きっさくけしす. ]おさせてっくけしす. ]おさけきくけしす.  
]くっゅ せ 

おけしう. 
        【すぇこけゃう しうめぇめせ, けさっけかう ぉかってすっ, 

ゅかっょぇめせ 
せ ょぇもうくっ. 
        ]ゃぇおせ さっつ つせゃぇめせ おぇけ おゆっさ くっさけふっくせ. 
╆っきもけき うょせ いっきもせ くっ ょけょうさせめせゆう. 
        ]ぇょぇ こけすけちう ゆせすっ おぇけ いぇかうゃっくう.  

╂かぇゃっ 
しっ しかぇあせ, こせすっゃう しゃっすかっ, こさせすけゃうきぇ 

けぉさぇしすぇめせ  
させおっ. 
 
 
ǽǰǳǨǵǬǨǸǹǲǰ ǯǨǷǰǹ 
 
        ╉ぇけ ょぇ きっ けょくっおせょ ゅかっょぇめせ きけめっ  

けつう. ╉ぇけ 
ょぇ きっ しゃっ すけ くぇ くってすけ こけょしっゆぇ. 
       ¨ゃょっ くうめっ あうゃ おけ めっ あうゃ, めっさ あうゃう 

おぇけ 
ょぇ くっ あうゃう. 
       ′っ こけしすけめう おけ こけしすけめう, めっさ こけしすけめう おぇけ 
ょぇ くっ こけしすけめう. 
       ′うおけ くうてすぇ くっ こさけょぇめっ, めっさ しっ くっ 
こさけょぇめっ. ′うおけ くうてすぇ くっ おせこせめっ, めっさ しっ くっ 
おせこせめっ. ′っ いぇめきう, めっさ しっ くっ いぇめきう. ′っ  

ゃさぇゆぇ,  
めっさ くうめっ こけいぇめきもっくけ. 
       [っつ めっ ゃっかうおぇ, ゆせすやぇ ゃっかうおぇ. ┻せすっ 
こかぇくうくっ, ゆせすっ こせしすうやっ せ こかぇくうくぇきぇ.  

┻せすっ 
こせしすうやぇちう せ こせしすうやぇきぇ. 
       ‶すうちっ う すさぇゃっ ゅけゃけさっ. ╉けめう し ╀けゅけき 
ゅけゃけさっ ゆせすっ. 
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ǴǶǳǰǺǪǨ ǷǻǺǭǪǶǬǰǺǭǢǲǰ 
ǽǰǳǨǵǬǨǸǹǲǶǡ 
 
        ‶せすっゃけょうすっもおけ, ょけゃっょう きっ ょけ  

たさぇきぇ. 
‶さけしゃっすかう ょせてせ きけめせ さっつうきぇ  

くっうしおぇいぇくうき. 
╊うお きけめ せつうくう くっゃうょもうゃうき,  

ゃうょもうゃけき すせゅせ 
きけめせ, しぇきけゆせ, しすさぇた, くっ せきっき ょぇ しっ  

ゃさぇすうき. 
        【すぇ しゃっ くっつうやっくけ ぉう つうやっくけ.  

【すぇ しゃっ 
くっさっつっくけ ぉう さっつっくけ. 【すぇ しゃっ  

くっいぇぉけさぇゃもっくけ 
ぉう いぇぉけさぇゃもっくけ. ‶ぇょっ う ぉう くぇふっくけ, 

さぇしすぇゃう 
しっ う くっしすぇょっ 
        》けょ きけめ たけょ めっ ょさせゅけきっ. ]かせあぉぇ 

きけめぇ 
しかせあぉぇ ょさせゅけきっ. [けょ きけめ けょさけょ ぇ こせす 

さぇしこせす. 
        [ぇしこっす たけょうき, さぇしこっすけゅ しっぉっ 

くけしうき. 
 
 
ǯǨǷǰǹ ǵǨ ǸǨǯǪǨǳǰǵǨǴǨ  
ǾǸǲǪǭ ǹǪǭǺǭ ǺǸǶǡǰǾǭ 
ǵǨ ǹǷǨǹǶǪǶǡ ǪǶǬǰ2 
 
        ′ぇ ゃさたせ ゃうょもうゃけゅ しすけめう  

くっゃうょもうゃけ, 
おぇけ てすけ くぇょ こせくうき かっぉょう こさぇいくけ. ╉ぇけ 
てすけ めっ しうすけ ゅかぇょくけきっ, ょけしすうあくけ  

くっょけしすうあくけき,  
ゃさっきっくけ ぉっいゃさっきっくけき, しすゃぇさくけ  

くっしすゃぇさくけき. 
        ]ゃっ ゅかっょぇ, つけゃっお, ょさゃけ, おぇきっく う  

しすけめう 
くう くぇ つっきせ おけめっ めっ くってすけ! 
        ╉け いくぇ てすぇ くけしう ょぇく ぇ てすぇ くけゆ, おけめう 

                                                        
2 ]こぇしけゃぇ ゃけょぇ — いぇさぇゃぇく せ こかぇくうくう ういくぇょ 
きぇくぇしすうさぇ 》うかぇくょぇさぇ くぇ おけめけめ しっ くぇかぇいう ちさおゃぇ 
]ゃっすっ 〈さけめうちっ. ╉さぇも 〉さけて I しさっょうくけき XIII 
ゃっおぇ こけょうあっ おっかうめせ ]ゃっすぇ 〈さけめうちぇ おぇおけ ぉう し 
おけこくっくっ しすさぇくっ いぇてすうすうけ 》うかぇくょぇさ, ぇ せ やっきせ 
1264. ゅけょうくっ たうかぇくょぇさしおう きけくぇた ╃けきっくすうめぇく, 

しせ つうめう ょぇくう ぇ つうめっ くけゆう? 
        ╂けょうくぇ めっ ゅさぇふっゃうくぇ せ おけめせ  

ぉっいぉさけめ こせすぇ  
せふって, うい おけめっ ぉっいぉさけめ こせすぇ ういぇふって ぇ  
ゅさぇょうすっも めっ ╀けゅ. 
 
 
ǬǶǴǭǵǺǰǡǨǵǶǪǶ  
ǶǩǸǨǤǨǣǭ ǩǶǫǻ 
 

       ′ぇ ゃさたせ ゃうょもうゃけゅ しすけめう  
くっゃうょもうゃけ, 

おぇけ てすけ くぇょ こせくうき かっぉょう こさぇいくけ. ╉ぇけ 
てすけ めっ しうすけ ゅかぇょくけきっ, ょけしすうあくけ  

くっょけしすうあくけき,  
ゃさっきっくけ ぉっいゃさっきっくけき, しすゃぇさくけ  

くっしすゃぇさくけき. 
       ]ゃっ ゅかっょぇ, つけゃっお, ょさゃけ, おぇきっく う しすけめう 
くう くぇ つっきせ おけめっ めっ くってすけ! 
 
        〈う, おけめう しう けしくけゃぇけ いっきもせ くぇ  

すゃさふう 
やっいうくけめ, う さっおぇけ ょぇ しっ くっ こけおけかっぉぇ せ  

ゃっおけゃっ ゃっおぇ, 
こけゅかっょぇめ しゃっきうかけしさょくうき けおけき 
すゃけめうき う けゃょっ くぇ きっくっ しかせゅせ すゃけゅぇ. 
 
        ╇しすけき しくぇゅけき おけめけき ぉさけめうて  

ょさゃっゆっ, 
しすさっしぇて かうてゆっ, こけさぇゃくぇゃぇて  

こかぇくうくっ, ょけかぇいうて 
う けょかぇいうて, こけゅかっょぇめ う くぇ きっくっ, しかせゅせ  

すゃけゅぇ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
╇いぉけさ うい こけっいうめっ ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ  
しぇつうくうけ  ¨ぉさっく [うしすうゆ 

せつっくうお ]ゃっすけゅ ]ぇゃっ, こうてっ ╅うすうめっ ]ゃっすけゅ ]う-
きっけくぇ. ¨ゃぇめ せつっくう きけくぇた, 〈っけょけしうめっゃ う ╃ぇくう-
かけゃ こさっすたけょくうお, くぇめいくぇつぇめくうめう おやうあっゃくう さぇょ-
くうお XIII ゃっおぇ, ゅけょうくっ 1253. せ ╉ぇさっめう くぇこうしぇけ めっ 
う ╅うすうめっ ]ゃっすけゅ ]ぇゃっ ]さこしおけゅ.  
(′ぇこけきっくぇ ╆. ╋.) 
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ЗОРАН МИЛИЋ ДАНАС 
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‶っしくうお ╆けさぇく ╋うかうゆ3 こさっきうくせけ めっ 7. そっぉさせぇさぇ 2007. せ ╀っけゅさぇょせ. ¨こさけしすうかう 
しきけ しっ けょ やっゅぇ – おけかっゅっ, こさうめぇすっもう, いっきもぇちう – めっょくけゅ すきせさくけゅ ょぇくぇ くぇ ╀っあぇくうめしおけき 
ゅさけぉもせ. ‶けょっかうかう ぉけか し こけさけょうちけき, こけしっぉくけ こけすさっしっくう こさうしせしすゃけき ╆けさぇくけゃっ 
きぇめおっ. 

〈けおけき ぉけかけゃぇやぇ う かっつっやぇ ╆けさぇく めっ, おぇょ ゅけょ きせ めっ ぉうかけ きけゅせゆっ, さぇょうけ くぇ 
くけゃけき, すさっゆっき こけ さっょせ ういぉけさせ しゃけめうた こっしぇきぇ ¨ぉっかっあぇゃぇやっ こせすぇ. 〈け めっ, ょぇおかっ, 
おけくぇつぇく ういぉけさ ゅけすけゃけ すっしすぇきっくすぇさくけゅ おぇさぇおすっさぇ. 

′ぇおけく ]ゃっすけゅけさしおっ しすぇいっ (1998) ╋うかうゆ めっ けぉめぇゃうけ ╇いぇぉさぇくっ こっしきっ 
(′ぇさけょくぇ おやうゅぇ, ╀っけゅさぇょ, 2001), こけすけき ╇い しすぇさうた しこうしぇ, くけゃせ ゃっさいうめせ ]ゃっすけゅけさしおっ 
しすぇいっ (╂せすっきぉっさゅけゃぇ ゅぇかぇおしうめぇ, ╀っけゅさぇょ, 2003), ょゃけめっいうつくう ういぉけさ こけっすしおっ こさけいっ 
》けょ せ かっす (くぇ しさこしおけき う っくゅかっしおけき, ]きっょっさっゃしおぇ こっしくうつおぇ めっしっく, ]きっょっさっゃけ, 2006), 
╉やうゅせ こかぇくうくぇ う きけさぇ, くけゃけ ういょぇやっ しゃけゅ ういぉけさぇ うい かうすっさぇすせさっ ょさっゃくけゅ うしすけおぇ 
(╃っさっすぇ, ╀っけゅさぇょ, 2001) う けきぇかっくせ しゃっしおせ しすうたけゃぇ ╅さゃぇや せ くうゅょうくう (╉やうあっゃくけ 
ょさせてすゃけ ]ゃっすう ]ぇゃぇ, ╀っけゅさぇょ, 2005) おけめぇ めっ ょけこさうくっかぇ ょぇ きせ 2006. ぉせょっ ょけょっもっくぇ 
くぇゅさぇょぇ [ぇょっ ╃さぇうくぇち. 

〉 けおゃうさくけ けいくぇつっくけき こっさうけょせ こけめぇゃうけ しっ めっょぇく ぉさけめ くぇこうしぇ おけめう せこけすこせやせめせ 
うくすっさこさっすぇすうゃくせ しかうおせ う おさうすうつおけ ゃうふっやっ こけっいうめっ ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ. [っつ めっ, しゃぇおぇおけ, 
け くぇょけこせくぇきぇ, ぉせょせゆう ょぇ しせ すぇ しかうおぇ う すけ ゃうふっやっ こさっすたけょくけ ゃっゆ こけせいょぇくけ う めぇしくけ 
そけさきうさぇくう. 

                                                        
3 ǯȖȘȈȕ ǴȐȓȐȲ (╁さぇあけゅさくぇち, おけょ ╆ぇめっつぇさぇ, 07.11.1940 — ╀っけゅさぇょ, 07.02.2007) — こっしくうお, こせすけこうしぇち, 
っしっめうしす, こさっゃけょうかぇち. ‶けゃさっきっくけ しっ ぉぇゃうけ しかうおぇやっき せ すせてせ: うかせしすさけゃぇけ めっ ゃっゆう ぉさけめ しゃけめうた おやうゅぇ. 
¨しくけゃくせ ておけかせ う ゅうきくぇいうめせ いぇゃさてうけ めっ せ ╆ぇめっつぇさせ, ‶さぇゃくけ-っおけくけきしおう そぇおせかすっす せ ′うてせ. ′けゃうくぇさ けょ 
しすせょっくすしおうた ょぇくぇ — さっこけさすっさ う せさっょくうお くうておうた ゅかぇしうかぇ: ]すせょっくすしおっ くけゃうくっ, ╊うしす きかぇょうた '68, 
′ぇさけょくっ くけゃうくっ. 〉 ょゃぇ くぇゃさぇすぇ せさっょくうお くうておっ ╂さぇょうくっ (1966—1970, 1973—1975). ┸っょぇく けょ 
こさうさっふうゃぇつぇ ]ぇぉさぇくうた ょっかぇ ╀さぇくおぇ ╋うもおけゃうゆぇ (′うて 1974). ╂けょうくっ 1974. こさっかぇいう せ ╀っけゅさぇょ う ょけ 
こっくいうけくうしぇやぇ 2002. さぇょう おぇけ しかせあぉっくうお ╋うくうしすぇさしすゃぇ いぇ おせかすせさせ ]さぉうめっ. 
¨ぉめぇゃうけ いぉうさおっ こっしぇきぇ: ╆っきもぇ (1967, 1995), ╁さぇあけゅさくぇつおぇ いゃけくぇ (1972), ╇しすっさうゃぇやっ いかぇ (1978), 
]すぇぉかけ くう うい つっゅぇ (1981, 1997), 〉 すさぇゅぇやせ いぇ ‶けかうそっきけき (1984), ╋けくゅけかしおぇ しすぇいぇ (1985), ╉さけゆっやっ 
いきうめぇ (1986), ]っきっ くぇ ゃっすさせ (1992), ╆ぇこうしう くぇ おけあう (1993), ‶うしきぇ くっぉせ (1993), 〉しすぇ いぇ しっょぇき ゅかぇゃぇ 
(1993), ┲ぇゃけもぇ ゃぇさけて (1995), ╃せてぇ せ しすせょっくう (1996), 【うさけおけ めっ こけもっ (1997), ]ゃっすけゅけさしおぇ しすぇいぇ 
(1998), ╇いぇぉさぇくっ こっしきっ (2001), ╇い しすぇさうた しこうしぇ (2003), ╅さゃぇや せ くうゅょうくう (2005), 》けょ せ かっす (2006). 
‶さうさっょうけ めっ, こさっょゅけゃけさ くぇこうしぇけ う けぉめぇゃうけ いぉけさくうお こっしぇきぇ きかぇょうた くうておうた こっしくうおぇ ]ぇいゃっあゆっ くぇ させぉせ 
くっぉぇ (1970). ‶さっゃっけ めっ, こさっょゅけゃけさ くぇこうしぇけ う こさうさっょうけ ういぉけさ すっおしすけゃぇ うい ょさっゃくっ おうくっしおっ おやうあっゃくけしすう 
こけょ くぇしかけゃけき ╉やうゅぇ こかぇくうくぇ う きけさぇ (1993, 2001), う ╇いぉけさ うい こけっいうめっ きけくゅけかしおけゅ こっしくうおぇ ╀っゅいうめくぇ 
┸ぇゃせたせかぇくぇ (1995). 
╋うかうゆっゃっ こっしきっ いぇしすせこもっくっ しせ せ ぉさけめくうき ぇくすけかけゅうめぇきぇ, いぉけさくうちうきぇ う こさっゅかっょうきぇ しさこしおっ こけっいうめっ, う 
こさっゃけふっくっ しせ くぇ ゃうてっ しすさぇくうた めっいうおぇ. ╃けぉうすくうお めっ ゃうてっ おやうあっゃくうた こさういくぇやぇ, きっふせ けしすぇかうき う 
′ぇゅさぇょっ [ぇょっ ╃さぇうくぇち いぇ 2005. ゅけょうくせ. 
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〈ぇおけ ╋うかけて ‶っすさけゃうゆ せ くぇこうしせ ]ゃっ ゃけょう 》うかぇくょぇさせ4, ぉぇゃっゆう しっ ╋うかうゆっゃけき 
]ゃっすけゅけさしおけき しすぇいけき, くぇゅかぇてぇゃぇ おぇさぇおすっさうしすうおっ こっしくうおけゃけゅ かうさしおけゅ ょうしおせさしぇ: 
そさぇゅきっくすぇさくけしす, しおかけくけしす きうくうめぇすせさう, さっょせおけゃぇくけき しすうたせ, ぇしけちうめぇすうゃくうき 
せいかっすうきぇ う „くぇしすせこうきぇ ゆせすやっ“ – ぉっかうくぇきぇ, こさぇいくうくう, „ゃぇいょせたせ“ ういきっふせ さっつう う 
しすうたけゃぇ – けょくけしくけ けくけめ ゃさしすう しぇあっすけしすう てすけ こさういうゃぇ う しぇけいくぇつぇゃぇ う くっさっつっくけ, すっお 
くぇゅけゃってすっくけ. ‶っすさけゃうゆ こけすけき うしすうつっ: „┺っゅけゃっ こっしきっ おぇいせめせ ょぇ ょうきっくいうめぇ 
ぇさたっすうこけゃぇ めけて しくぇあくけ こけしすけめう せ しゃっしすう しさこしおけゅ くぇさけょぇ“. 

┸けて めっ ぉうすくうめっ, きっふせすうき, てすけ ╋うかうゆ くうめっ こせおう ぉぇてすうくうお ぇさたっすうこくけゅ, ゃっかう 
ょぇもっ ╋うかけて ‶っすさけゃうゆ, めっさ こっしくうお „くっ けこけくぇてぇ ぇさたっすうこけゃっ, けく うた おさっぇすうゃくけ 
こさっさぇふせめっ う しすゃぇさぇ くけゃっ“. 〈ぇおけ こけしすうあっ ょぇ „せ やっゅけゃけめ こっしきう ょせた うしおけくう“ くぇこさけしすけ 
„ょせゃぇ おさけい くぇてぇ すっかぇ“. 

╀ぇゃっゆう しっ ういぉけさけき ╋うかうゆっゃうた しすうたけゃぇ けぉめぇゃもっくうき 2001. ╀けめぇくぇ 
]すけめぇくけゃうゆ-‶ぇくすけゃうゆ5 ょぇめっ ゃっけきぇ こさっちういぇく ぇくぇかうすうつおう けこうし こっしくうおけゃけゅ 
しすゃぇさぇかぇつおけゅ こけしすせこおぇ, ういょゃぇめぇめせゆう ょゃぇ くぇめつってゆっ こさうしせすくぇ そけさきぇかくぇ 
(そけさきけすゃけさくぇ) きけょっかぇ. ‶さゃう めっ, こけ きうてもっやせ おさうすうつぇさおっ, „さっょせおけゃぇくう 
しうきぉけかうつくう すうこ こっしくうつおっ そけさきっ“ う „こけつうゃぇ くぇ さぇいゅさぇょやう きけょっかぇ せしきっくっ 
すさぇょうちうめっ う そせくおちうけくぇかくけ おけさうてゆっくうき しすうかしおうき こけしすせこちうきぇ“. ╃させゅう すうこ (ゃうょ) 
„こけょさぇいせきっゃぇ こさけいくう かうさしおう そさぇゅきっくす, こっしきせ せ こさけいう おけめぇ こけつうゃぇ くぇ しうきせかすぇくうき 
うしおぇいうきぇ“. 

〉 せゃけょくうき しすぇゃけゃうきぇ しゃけゅぇ すっおしすぇ おさうすうつぇさおぇ めっ こけぉさけめぇかぇ う こけょしすうちぇめっ 
ゃさっょくっ こぇあやっ おぇょぇ めっ さっつ け しすゃぇさぇかぇてすゃせ ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ. 〈け しせ, こけ やけめ, 
╋うもおけゃうゆっゃ ぇきぇかゅぇき „しうきぉけかういきぇ う くぇょさっぇかうしすうつおっ ゅさぇょやっ“, きうすけかけておけ-
そけかおかけさくぇ きぇすさうちぇ, おぇけ う さういくうちぇ しさこしおっ かうさしおっ こさけいっ. 

╀けめぇくぇ ]すけめぇくけゃうゆ-‶ぇくすけゃうゆ しきぇすさぇ ょぇ しゃっ すっ さっすけさうつおっ しすさぇすっゅうめっ „けすっかけゃ-
もせめせ こっしくうおけゃせ っゅいうしすっくちうめぇかくせ いっぉやせ う しすさぇた, おさけい しこけいくぇめせ ょぇ しっ きぇすっさうめぇかくけしす う 
かっこけすぇ しゃっすぇ たぇけすうつくけ きさゃっ う さぇしこぇょぇめせ, すゃけさっゆう めっょくせ くけゃせ, こぇくょっきけくうめしおせ 
きうすけかけゅうめせ いかぇ“. ╇い すけゅ こさけういかぇいう う こっしくうおけゃけ „けしっゆぇやっ しぇきけゆっ う しすってやっくけしすう“. 

′っきぇ くうおぇおゃっ しせきやっ ょぇ しせ けゃっ けこぇしおっ けょ いくぇつぇめぇ いぇ さぇいせきっゃぇやっ しゃっおけかうおっ 
こけっいうめっ ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ, きぇょぇ めっ くせあくけ こけょしっすうすう う くぇ きけゅせゆくけしす ういかぇいぇ, 
うしたけょうてすぇ – けくぇおけ おぇおけ うた こっしくうお ゃうょう う け やうきぇ こっゃぇ. 〉 ゃっゆ くぇゃけふっくけき すっおしすせ, 
ぉぇゃっゆう しっ ╋うかうゆっゃけき ]ゃっすけゅけさしおけき しすぇいけき, ╋うかけて ‶っすさけゃうゆ かせちうょくけ いぇこぇあぇ: 
„]ぇょぇ しっ, きっふせすうき, ょっしうかけ くってすけ いくぇつぇめくけ, ょっしうけ しっ せ こっしくうおけゃけき あうゃけすせ 》うかぇくょぇさ, 
めっょうくぇ しさこしおぇ うくしすうすせちうめぇ, こけ うしすけさうつぇさせ ╃せてぇくせ ╉けさぇゆせ, おけめぇ めっ けつせゃぇかぇ 
くっこさっおうくせすう おけくすうくせうすっす けょ しゃけゅぇ けしくうゃぇやぇ ょけ ょぇくぇし. 〉 》うかぇくょぇさせ ょせてぇ ういかぇいう 
うい しすせょっくう, うい すっしおけぉっ, けおさっゆっ しっ しゃっすかせ, さぇいゅけゃぇさぇ し ╀けゅけき, けぉけあせめっ しっ. ╀けさぇゃぇお せ 
》うかぇくょぇさせ けきけゅせゆうけ めっ こっしくうおせ ょぇ ちっけ しゃけめ あうゃけす しぇゅかっょぇ せ すけき ゃさっょくけしくけき 
ょけあうゃもぇめせ おけめう しきさすう ょぇめっ しきうしぇけ ゅさぇくうちっ こさっおけ おけめっ しっ きけあっ こさっゆう“6. 

╃させゅうき さっつうきぇ, せ 》うかぇくょぇさせ う せ しゃけめうき こっゃぇやうきぇ-いぇこうしうきぇ け 》うかぇくょぇさせ 
こっしくうお めっ けすおさうけ ういかぇい うい こさけしすけさぇ っゅいうしすっくちうめぇかくっ すっしおけぉっ. ╇いくぇてぇけ めっ 
きっすぇそういうつおけ うしたけょうてすっ う せすけつうてすっ てすけ, くぇしせこさけす おさせゅせ ╆かぇ う すぇきくうた しかせすやう, 
ゃさぇゆぇ ゃっさせ せ しきうしかっくけしす しゃっすぇ う しゃっすかけしす う しゃっすけしす あうゃけすぇ. 

                                                        
4 ╋うかけて ‶っすさけゃうゆ: ]ゃっ ゃけょう 》うかぇくょぇさせ, せ おやういう ╉けょ ゃさやぇつおっ ╄せすっさこっ, ╁さやぇつおぇ ╀ぇやぇ, 2000. 
5 ╀けめぇくぇ ]すけめぇくけゃうゆ-‶ぇくすけゃうゆ: ‶さうこうすけきもぇゃぇやっ しすさぇたぇ, ‶けかうすうおぇ, 21. しっこすっきぉぇさ 2002. 
6 ╋うかけて ‶っすさけゃうゆ, ]ゃっ ゃけょう 》うかぇくょぇさせ, せ おやういう ╉けょ ゃさやぇつおっ ╄せすっさこっ, ╁さやぇつおぇ ╀ぇやぇ, 2000. 
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╇しすけゅ きうてもっやぇ めっ う ┲けさふっ ┸. ┸ぇくうゆ7. ‶け けゃけき おさうすうつぇさせ 》うかぇくょぇさ めっ 
╋うかうゆっゃ „ょせたけゃくう おぇすぇかういぇすけさ“, ういゃけさ „くけゃっ うしすうくっ“ け しゃっすせ, こけうきぇやぇ あうゃけすぇ 
ょさせゅぇつうめっゅ けょ けくけゅ くぇ おけめっ めっ こっしくうお ょけ すぇょぇ ぉうけ くぇゃうおぇけ. ‶せすけゃぇやっ せ 》うかぇくょぇさ めっ 
╋うかうゆっゃ „ょせたけゃくう こせす“, „こっしくうつおう たぇりうかせお“. ¨きけゅせゆうかけ めっ こっしくうおせ ょぇ しぇいくぇ „おけ-
さっくっ いぇ おけめっ くうめっ いくぇけ“ う けすおさうかけ きせ くけゃけ いくぇつっやっ „せきうさぇやぇ う しきさすう“. ¨ゃぇ ょゃぇ 
けすおさうゆぇ ぉうかぇ しせ, こけ ┸ぇやうゆせ, „うくうちうめぇちうめっ せ ょゃっ しそっさっ つけゃっおけゃけゅ こけしすけめぇやぇ“: „┸っょくぇ 
きせ めっ けすおさうかぇ くけゃけ ういゃけさうてすっ しけこしすゃっくけゅ さけょぇ. ╃させゅぇ きせ めっ けすおさうかぇ くけゃけ いくぇつっやっ 
しきさすう, ぇ すけ いくぇつう う くけゃけ いくぇつっやっ あうゃけすぇ.“ ]ゃっ すけ, いぇおもせつせめっ おさうすうつぇさ, うくうちうさぇかけ 
めっ こっしくうつおせ いさっかけしす う もせょしおせ きせょさけしす おぇけ ぉうすくっ うしたけょうてくっ すぇつおっ こけっいうめっ ╆けさぇくぇ 
╋うかうゆぇ. 

]うしすっきぇすうつぇく こさうしすせこ こけっいうめう ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ しぇょさあぇく めっ せ めっょくけき 
くっこさっすっくちうけいくけ くぇしかけゃもっくけき っしっめせ ╋うかぇくぇ [ぇくおけゃうゆぇ.8 ‶けょしっゆぇめせゆう くぇ さぇくせ 
ぉかうしおけしす しぇ しゃけめっゃさっきっくけ ゃうてっ くっゅけ せすうちぇめくうき ╀さぇくおけき ╋うもおけゃうゆっき けゃぇめ ぇせすけさ 
くせょう ぉうすくせ ょうしすうくおちうめせ (せおぇいせめっ くぇ けょかうおっ ╋うかうゆっゃけゅ いさっかけゅ しすゃぇさぇやぇ). [ぇくおけゃうゆ, 
くぇうきっ, くぇゅかぇてぇゃぇ ょぇ ╋うかうゆっゃぇ こけっいうめぇ くうめっ こっゃぇやっ ぇかう くう けぉうつくけ きうてもっやっ ゃっゆ 
„ゅさぇふっやっ めっいうおぇ せ めっいうおせ, しすゃぇさぇやっ めっょくけゅ くけゃけゅ ょせたけゃくけゅ しゃっすぇ ういさぇしかけゅ くぇ 
けさうゅうくぇかくけき う こぇあもうゃけ けょくっゅけゃぇくけき ょけあうゃもぇめくけき うしおせしすゃせ“. 

〉 しすゃぇさう, せ しぇゃさっきっくけき しさこしおけき こっしくうてすゃせ ぇせすっくすうつくっ こけっいうめっ ょけゃうくせかう しせ 
しっ せこさぇゃけ けくう ぇせすけさう おけめう しせ, くぇ くぇつうく くうきぇかけ ょけしかけゃぇく, ういくぇてかう ゃかぇしすうすっ くぇつうくっ 
ょぇ ょけあうゃもぇめくけ う うしおせしすゃっくけ しこけめっ し ゃってすぇしすゃっくうき, し きぇめしすけさしおうき こっしくうつおうき 
せきっゆっき. ¨しすぇかう, けくう くぇゅかぇてっくけ けこさっょっもっくう いぇ ゃってすぇしすゃっくけ, う ょぇもっ こうてせ こけ 
うしこうしぇくけき, ゃっさぉぇかくけ くっせすっきっもっくけ うきぇゅうくうさぇめせ う „かっぉょっ“, せ けしくけゃう, せ めっょくけき くぇけおけ 
うしこせやっくけき ぇ そぇおすうつおう こさけぉかっきぇすうつくけき う くっ けょゃうてっ しきうしかっくけき こさけしすけさせ. 

╆けさぇく ╋うかうゆ しっ, めぇしくけ ゃうょうきけ, けすさゅぇけ すけめ しせょぉうくう. 
′ぇさぇゃくけ, くぇ こさっょけつっくけき こせすせ くうしせ ゅぇ きけゅかう きうきけうゆう くう すさっくせちう しせきやっ う 

おけかっぉぇやぇ. 〈け, さっちうきけ, こけしゃっょけつせめせ そさぇゅきっくすう くぇしかけゃもっくう ╇い ぉけかくうつおうた しこうしぇ.9 
〉 こさゃけき けょ すうた そさぇゅきっくぇすぇ けおけ (ぉけかくうつおけゅ) おさっゃっすぇ くうつっ そぇくすぇいきぇゅけさうつぇく „こっめ-
いぇあ“. ╆ぇしすさぇてせめせゆ こけ せしすさけめしすゃせ, こけゃけょ めっ ょぇ しっ ぇせすけさ こさうしっすう けくけゅ うょうかうつくけゅ, し 
ゃうかぇきぇ う ゃうかっやぇちうきぇ, おけめう ぉう けきけゅせゆうけ „ょぇ しっ かっつうきけ/ ¨ょ こさけてかけしすう, しすさぇたぇ う 
いぇぉけさぇゃぇ“. 

〉 ょさせゅけき そさぇゅきっくすせ しおうちうさぇくぇ めっ しかうおぇ ょけしっあくけゅ ゃうょけおさせゅぇ おぇけ いっきぇもしおけゅ 
たぇけしぇ, ょぇ ぉう しっ せ すさっゆっき こけしすぇゃうかけ こうすぇやっ け くっおうき ょさせゅぇつうめうき „つせょうきぇ“, しゃっ ょけ 
こぇさぇょけおしぇかくうた, ょうしおせさいうゃくけ けこけさうた う くっかうさしおうた こうすぇかうちぇ け しきうしかせ う ぉっしきうしかせ 
こけっいうめっ. ╇くょうさっおすくけ け しきうしかせ う ぉっしきうしかせ こけしすけめぇやぇ. 

╇しすけ こうすぇやっ, ぇかう ゃっゆ せ ういさうつうすけき けぉかうおせ, こっしくうお こけしすぇゃもぇ せ こっしきう 
]けかうかけおゃうめせき.10 ′ぇ しぇきけき やっくけき おさぇめせ – ぇ しすうかういけゃぇくぇ めっ ゃうてっ こけこせす ょさっゃくけゅ 
きけくぇておけゅ いぇこうしぇ くけ くぇ そけさきせ すうこうつくっ ╋うかうゆっゃっ こっしきっ – つうすぇきけ: „╃ぇ か’ こさうめぇすっも 
ぉっめぇた しっぉう うか’ ょせてきぇく,/ しさっょ しすさぇてくっ けゃっ かっこけすっ, おけめけめ しきうしぇけ/ くっ いくぇき?” 

〉 ぇしけちうめぇすうゃくけ ういせいっすくけ さぇいぉけおけさっくけめ こっしきう ]ぇく11 こうすぇやっ け こさうさけょう 
しすゃぇさくけしすう こけしすぇゃもっくけ めっ ゃっゆ せ こさゃうき しすうたけゃうきぇ. ¨くぇ めっ すせ „ょっそうくうしぇくぇ” ゃうてっ 

                                                        
7 ┲けさふっ ┸ ┸ぇやうゆ: ┸ぇおけゃもっゃっ かっしすゃうちっ, [ぇいゃうすぇお ぉさ. 213–214 
8 ╋うかぇく [ぇくおけゃうゆ: ‶けっいうめぇ ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ, ╂さぇょうくぇ ぉさ. 7. ′うて, 2005. 
9 〉 つぇしけこうしせ ┸っそうきうめぇ ぉさ. 15, 〈さしすっくうお, 2005. 
10 ╁っつっさやっ くけゃけしすう, 30. ぇゃゅせしす 2006. 
11 ‶けかうすうおぇ, 19. ぇゃゅせしす 2006. 
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ょうしおせさいうゃくうき くけ こけっすしおうき さっつうきぇ – „おぇけ こせおう こさけゃういけさうめせき いぇ くっせこせゆっくっ“. ╉け 
しかっょう しゃけめ しぇく, こけさせつせめっ こっしくうお, ょけしこっゃぇ きっふせ こけさぇあっくっ. 

‶けっくすぇ ょさせゅっ (いぇゃさてくっ) しすさけそっ せくっおけかうおけ めっ ちさやぇくしおけゃしおぇ, きぇょぇ ぉうしきけ しっ, 
こけ うしすけきっ すさぇゅせ, きけゅかう しっすうすう う ╉ぇかょっさけくぇ ょっ かぇ ╀ぇさおっ: ╅うゃけす めっ しぇく. ┿かう う 
【っおしこうさぇ, くぇさぇゃくけ, すけ めっしす しっくすっくちっ け こさうつう こせくけめ ぉせおっ う ぉっしぇ. 

〉 ╋うかうゆっゃけめ ゃっさいうめう しゃっ めっ けこしっくぇ; う こさけてかけしす う しぇょぇてやけしす: „¨こしっくぇ めっ しゃっ. 
]ぇきけ てすけ しっ こさっくって うい / しくぇ, しすゃぇさくけしす すっ せ しぇく ゃさぇすう.“ 

]ゃっ めっ くっしすぇかくけ, こさけきっくもうゃけ, そかせうょくけ う, せ けしくけゃう, けぉうつくけき さぇいせきせ 
くっょけしすせこくけ, ぉぇて おぇけ せ こっしきう ¨ こけさっすおせ しすゃぇさう: 
 

]ゃっ ゃうしう け おけくちせ 
╉けくぇち け っおしっさせ 
╄おしっさ け くうつっき 

 
〉こさぇゃけ „っおしっさ“ めっ すせ しうくけくうき すいゃ. „けぉめっおすうゃくっ さっぇかくけしすう“ おけめぇ めっ しゃけめっゃさしくぇ 

せすけこうめぇ, けこしっくぇ せきぇ. 
‶っしくうおけゃ こけっすしおう ういせき せ うしすけき ょせたせ めっ う しすぇおかっくけ ょさゃけ (せ うょっくすうつくけ 

くぇしかけゃもっくけめ こっしきう). 〈けき そうゅせさけき (けおしうきけさけく) こさういゃぇくけ めっ くっゃうょもうゃけ, くっしすゃぇさくけ, 
くっこけしすけめっゆっ ょさゃけ – こぇさぇょけおしぇかくう しこけめ ぇこしすさぇおすくけゅ う おけくおさっすくけゅ, „きってぇゃうくぇ“, 
すぇつくうめっ こさっこかっす おけめう めっ せ こけっいうめう ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ せけこてすっ せいっゃ ゅさぇょうゃくけ ういせいっすくけ 
いくぇつぇめぇく. 

‶っしきぇ ]せこさけすくけ さぇいせきせ ょっかうおぇすぇく めっ しおかけこ ぇしけちうめぇちうめぇ け いゃっさしおけめ 
つけゃっおけゃけめ こさうさけょう う やっくうき すさぇめくうき きぇくうそっしすぇちうめぇきぇ けょ こさぇょぇゃくうくぇ ょけ ょぇくぇし. ]ぇ 
こっしきけき ]せこさけすくけ さぇいせきせ ゃさっょう おけきこぇさうさぇすう おけくおさっすういけゃぇくせ ゃっさいうめせ せ けしくけゃう 
うしすっ すっきっ, こっしきせ しぇ いぇ くぇてっゅ ぇせすけさぇ くっせけぉうつぇめっくけ ょせゅうき くぇしかけゃけき 〉いきうきけ すけ おぇけ 
ょぇ しっ くうてすぇ くうめっ ょけゅけょうかけ.12 〉 けゃけめ ょさせゅけめ くっょゃけしきうしかっくけ しせ いぇぉさぇゃもっくっ 
ぇしけちうめぇちうめっ くぇ ぉけきぉぇさょけゃぇやっ 1999, こさう つっきせ めっ やっく けしくけゃくう おゃぇかうすっす ょけつぇさぇゃぇやっ 
くっしすゃぇさくけしすう めっょくっ うてつぇてっくっ, くぇけおけ くっさぇいせきくっ う くっきけゅせゆっ ぇかう しゃっめっょくけ ぇゅさっしうゃくっ 
しすゃぇさくけしすう. 

〉 けゃけき しかせつぇめせ, きっふせすうき, おけくぇつくせ ゃさっょくけしす こっしきっ せきぇやせめっ せこさぇゃけ ぇすうこうつくけ 
こさっめぇおぇ ょけいぇ おけくおさっすくけしすう („¨くょぇ めっ せしかっょうかぇ すぇ すぇおけいゃぇくぇ ぇゅさっしうめぇ“) せい うしおけお うい 
せけぉうつぇめっくけゅ, こけ こさぇゃうかせ ょっかうおぇすくうめっゅ う こけっすしおう こせくけいくぇつくうめっゅ ╋うかうゆっゃけゅ 
ゃけおぇぉせかぇさぇ. ╆ぇゃさてくう ょうしすうた, けこっす, うきぇ しぇいゃせつめっ こけかうすうつおっ きせょさけかうめっ う 
こさっょしすぇゃもぇ こけ しゃっきせ けょゃうてっ っおしこかうちうすくせ こけっくすせ. ╆ぇかぇいっゆう せ しそっさせ しゃっょけつっやぇ う 
くっおっ ゃさしすっ „おけきっくすぇさぇ“ (てすけ きせ うくぇつっ くうめっ ぉうかけ しゃけめしすゃっくけ, くうすう こさっょしすぇゃもぇかけ めぇつせ 
しすさぇくせ), ╆けさぇく ╋うかうゆ めっ すせ こっしきせ けしすぇゃうけ くぇ くうゃけせ しおうちっ. ¨ょゅけゃぇさぇめせゆう せすうしぇお 
こけめぇつぇゃぇ やっくけ けぉめぇゃもうゃぇやっ せ させおけこうしせ (そぇおしうきうか). 

╀ぇゃもっやっ ょくっゃくけき しすゃぇさくけしくけき さぇゃくう こっしくうおせ, こけくぇゃもぇき, くうめっ ぉうかけ 
しゃけめしすゃっくけ, すっ めっ こっしきぇ 〉いきうきけ すけ おぇけ ょぇ しっ くうてすぇ くうめっ ょけゅけょうかけ ゃうてっ ういせいっすぇお, 
ぇすうこうつくぇ すゃけさっゃうくぇ, くけ ぉうかけ てすぇ ょさせゅけ. ┿かう しっ, しゃっめっょくけ, くっ きけあっ いぇくっきぇさうすう 
せすうしぇお ょぇ めっ やっくぇ こけつっすくぇ うょっめぇ ぉうかぇ ういゃさしくぇ. 〈け ゃぇあう う いぇ さぇゃぇく ぇすきけしそっさっ 
ょけつぇさぇくせ, すけ めっしす いぇつっすせ せ こさゃうき ょうしすうしうきぇ. 

′ぇきっゆっ しっ けこぇしおぇ ょぇ せ ╋うかうゆっゃうき こけすけやうき こっしきぇきぇ ういけしすぇめっ うくぇつっ ゃぇいょぇ 
しすさけゅ けょくけし こさっきぇ けぉかうおけゃぇやせ しすうたぇ. ¨くっ しっ きっしすうきうちっ „かけきっ“ くぇ くっけぉうつくうき 

                                                        
12 ′けゃうくっ ぉっけゅさぇょしおけゅ つうすぇかうてすぇ, ぉさ. 2–4, ╀っけゅさぇょ, 2005. 
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きっしすうきぇ, ゅけすけゃけ おぇけ ょぇ めっ さっつ け こさけいう. 《けさきぇ いぇこうしぇ, せ しすゃぇさう, ういゅかっょぇ ょぇ こけつうやっ 
ょぇ くぇょめぇつぇゃぇ しすうたけゃくせ そけさきせ こけょしすうつせゆう すっおしす ょぇ くぇかうおせめっ くぇ くっおう こさぇすっおしす, 
ょさっゃくせ う ゃぇくゃさっきっくせ すっおしすせさせ. 

╃ぇ めっ ぉうかけ ゃさっきっくぇ う こさうかうおっ きけあょぇ ぉう ╆けさぇく ╋うかうゆ, うくぇつっ ゃっけきぇ 
ぉさうあもうゃ おぇょぇ めっ け そけさきう しすうたぇ さっつ, せ くぇおくぇょくけき こけしすせこおせ せくけしうけ ういきっくっ, 
ちういっかうさぇけ しゃけめっ うしおぇいっ. ′け すぇ くぇけおけ „さけぉせしすくぇ“, „ょうさっおすくぇ“ そぇおすせさぇ つうすぇけちせ くっ 
しきっすぇ. ‶けゅけすけゃせ くっきぇ さぇいかけゅぇ ょぇ しっ け やけめ さぇいきうてもぇ ょさせゅけめぇつうめっ う ょぇ しっ さぇしこけいくぇめっ 
おぇけ くっおぇおゃぇ „きぇくぇ“ ぇおけ しっ うきぇ くぇ せきせ けしゃっょけつっくぇ, おぇおけ めっ こさっすたけょくけ さっつっくけ, せ 
おさうすうちう おけくしすぇすけゃぇくぇ う こけいうすうゃくけ ゃさっょくけゃぇくぇ そけさきぇかくぇ ょゃけめくけしす こっしくうおけゃけゅ „させ-
おけこうしぇ“. 
 

* 
*      * 

 
′ぇ いぇゃうつぇめくけしすう こけっいうめっ ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ せ めっょくけき っしっめうしすうつおけき いぇこうしせ 

こけしっぉくけ うくしうしすうさぇ ╁かぇしすぇ ╋かぇょっくけゃうゆ.13 ′っきぇ くうおぇおゃっ しせきやっ ょぇ めっ くぇさけょくぇ 
かうさうおぇ うしすけつくっ ]さぉうめっ, せおもせつせめせゆう けぉうつぇめっ う さうすせぇかっ, ぉぇめぇかうちっ う ょさせゅっ ょさっゃくっ 
そけさきっ くぇょぇたやうゃぇかぇ こっしくうおぇ う こけきけゅかぇ きせ せ けしけぉっくけめ ぇさすうおせかぇちうめう. 〉 すけき くぇしかっふせ 
めっ ╆けさぇく ╋うかうゆ けすおさうゃぇけ けくせ ょさっゃくけしす う くっゃうくけしす しゃっすぇ くぇかうお けくうきぇ おけめうきぇ めっ, 
しゃけめっゃさっきっくけ, ぇそさうつおぇ せきっすくけしす そぇしちうくうさぇかぇ っゃさけこしおっ きけょっさくうしすっ. [っつ めっ, 
きっふせすうき, け ういゃっしくけき けすおさうゆせ う こさけちっしせ おけめう しせ くぇめゃうょくうめう すさぇゅ けしすぇゃうかう せ 
しかうおぇさしすゃせ, せ さぇしこけくせ けょ ‶うおぇしぇ ょけ ‶ぇせかぇ ╉かっぇ (きぇょぇ, おぇょぇ めっ さっつ け けゃけきっ ょさせゅけき, 
う ょっつうめぇ くぇうゃぇ くっ しきっ ょぇ ぉせょっ いぇこけしすぇゃもっくぇ). 

╇いゃけさくぇ しゃっあうくぇ しゃっすぇ そぇしちうくぇくすくけ いさぇつう しぇ しかうおぇ くぇょぇたくせすうた 》けきけもっき う 
]すぇさけき こかぇくうくけき つうめう しせ ぇせすけさう [ぇょうしかぇゃ 〈さおせもぇ う 〈けょけさ ]すっゃぇくけゃうゆ. ╀ぇつうめっ う 
きぇゅうめっ, こっすかけゃけ こっさめっ う けゃつうめぇ させくぇ, ょさゃけ う おぇきっく, すさぇゃおっ, おさつぇいう う ちさっこ, すけ しせ 
けしくけゃっ こさっょきっすくけ-しうきぉけかうつおけゅ しゃっすぇ けゃぇこかけゆっくけゅ せ ょゃぇ かうおけゃくぇ させおけこうしぇ くぇ 
さぇくうき しかうおぇきぇ けゃうた きぇめしすけさぇ う ぇさゅせきっくすう せ こさうかけゅ うしおけくしおっ ゃういうめっ „ょっすうやしすゃぇ 
つけゃっつぇくしすゃぇ“. 

‶けっいうめぇ ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ めっょくうき ょっかけき めっしすっ やうたけゃ しゃけめっゃさしくう おやうあっゃくう 
こぇくょぇく. ┿かう すけ めっ しぇきけ こさゃぇ, こけつっすくぇ やっくぇ „こさっきうしぇ“. ]ゃっ けしすぇかけ めっ こさっきぇてうゃぇやっ 
しゃぇおっ, こけゅけすけゃせ けゅさぇくうつぇゃぇめせゆっ いぇゃうつぇめくけしすう. 

╉ぇおけ ゅけょ ぉうかけ, こけょくっぉもっ, けくけ せあっ, せ おけめっき めっ けょさぇしすぇけ う そけさきうさぇけ しっ ぉせょせゆう 
こっしくうお, しぇ ╁さぇあけゅさくちっき せ しさっょうてすせ, くっいぇけぉうかぇいくけ めっ せ しゃぇおけき うけかっ うくすっゅさぇかくけき 
こさうしすせこせ こけっいうめう ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ. ╉さぇめ めっ すけ くぇょぇたやせめせゆ しぇ きくけゅけ さぇいかけゅぇ.14 ┺っゅけゃっ 
けしけぉっくけしすう しせ ぉうすくっ う せゅさぇふっくっ せ こっしくうおけゃ たけさういけくす くっ しぇきけ せ さぇくうき こっしきぇきぇ. ┿かう 
めっ, せ うしすう きぇた, ういゃっしくけ ょぇ めっ ╋うかうゆ, けしかぇやぇめせゆう しっ くぇめこさっ くぇ いぇゃうつぇめくけ ぉかうしおけ う 
ぉうすくけ, くぇょしおけつうけ しゃっ かけおぇかくけ う けゅさぇくうつぇゃぇめせゆっ, せすおうゃぇめせゆう しっ しゃうき しゃけめうき 
けしけぉっくうき ゃさっょくけしすうきぇ せ うくすっゅさぇかくう おけくすっおしす しぇゃさっきっくけゅ しさこしおけゅ こっしくうてすゃぇ. 〉 
すけき おけくすっおしすせ しっ けく けしすゃぇさうけ; せ やっきせ めっ こけっいうめぇ ╆けさぇくぇ ╋うかうゆぇ しすっおかぇ くっこけぉうすくけ 
いくぇつぇめくけ きっしすけ. 

                                                        
13 ╁かぇしすぇ ╋かぇょっくけゃうゆ: ╆けさぇく ╋うかうゆ, ╂さぇょうくぇ ぉさ. 15, ′うて, 2006. 
14 ╇きぇき くぇ せきせ ょぇくぇてやせ こうすけさっしおくけしす きっしすぇ, かっこせ きぇくうそっしすぇちうめせ ╁さぇあけゅさくぇつおう すけつぇお, ょっすぇも ょぇ めっ 
╁さぇあけゅさくぇち くっおぇょ ぉうけ ゃっゆう う いくぇつぇめくうめう けょ けぉかうあやっゅ ╆ぇめっつぇさぇ, おぇけ う こさっふぇてやっ ゃっかうおぇくっ 
╁さぇあけゅさくちぇ – ┸っさっきうめせ ╅うゃぇくけゃうゆぇ う ╀さぇくうしかぇゃせ ╀けあうくけゃうゆ. 
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╆ぇくうきもうゃけ しゃっょけつぇくしすゃけ け こけさっおかせ ╋うかうゆっゃっ こけさけょうちっ ょぇかぇ めっ ╁うけかっすぇ 
╅うゃぇくけゃうゆ せ いぇこうしせ ¨ ╆けさぇくせ ╋うかうゆせ, こけゃけょけき ゅけょうてやうちっ しきさすう.15 ¨くぇ くぇゃけょう 
ょぇ しせ しっ ╋うかうゆっゃう こさっちう せ くけゃけき おさぇめせ くぇしすぇくうかう くっゅょっ おさぇめっき しっょぇきくぇっしすけゅ ゃっおぇ. 
〉 しすゃぇさう しせ ぉうかう ょっけ ╁っかうおっ しっけぉっ ]さぉぇ うい めせあくうた おさぇめっゃぇ こけょ ┿さしっくうめっき III 
』ぇさくけめっゃうゆっき (こけ けおけくつぇやせ ╀っつおけゅ さぇすぇ しぇ 〈せさちうきぇ). 

╉ぇょぇ しっ う けゃぇおゃう ょっすぇもう うきぇめせ くぇ せきせ きくけゅけ てすぇ こけしすぇめっ めぇしくうめっ, こぇ う けくぇ 
こさうゃさあっくけしす ぇさたっすうこくけき – おけさっくせ ぉっい おけめっゅ くう しすぇぉかぇ, くう ゅさぇくぇやぇ くっきぇ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
′ぇこけきっくぇ: 
 
‶っしきっ せ けゃけき ういぉけさせ こさっせいっすっ しせ うい しかっょっゆうた おやうゅぇ: 
– ╆っきもぇ (1967, 1995): ‶さっかせょうめせき, ╉けめう しせ たさぇぉさう 
– ╁さぇあけゅさくぇつおぇ いゃけくぇ (1972): ╁さぇあけゅさくぇつおぇ いゃけくぇ, ╇いゅけゃぇさぇやっ しきさすう, 【うさけおけ めっ こけもっ 
– ╇しすっさうぉぇやっ いかぇ (1978): ╀けかっしすぇく せ さけょくけき おさぇめせ, 〉 しさちせ しゃっすぇ, ╇しすっさうゃぇやっ いかぇ 
– ]すぇぉかけ くう うい つっゅぇ (1981): 〈ぇおぇゃ めっ ゅけゃけさ, ╃ぇゃくけ ょけぉぇ, ╆ゃっさう うい しくぇ, ‶さけかっゆっ めっ めっょくぇ くっこけいくぇすぇ 
いっきもぇ, ]っくす ┿くょさっめぇ, ]すぇぉかけ くう うい つっゅぇ,  
– ]っきっ くぇ ゃっすさせ (1992): ¨ゅやうてすっ, ]ゃぇょぉぇ, ]ぇく, ¨ょ しくぇ, 〈ぇつおぇ, ]かうおぇ, ¨ こけさっすおせ しすゃぇさう, 〉めっょ, ¨くけ, 
¨ぉさっょ, ]ゃっゆぇ, ╊うゃぇょぇ, ‶さけょぇめぇ 
– 〉しすぇ いぇ しっょぇき ゅかぇゃぇ (1993): ]っつっやっ ょさゃぇ, 〉 ちさおゃう ]ゃっすう ┿さたぇくふっかう おけょ ‶さういさっくぇ, ╋ぇめしすけさう さっつう, 
〈さぇゅけゃう, ‶さけょぇゃくうちぇ 
– ╃せてぇ せ しすせょっくう (1996): ′っゃうょう, ┲ぇゃけもぇ ゃぇさけて, ╊ぇあくう しゃっちう, ‶けゅかっょ し こさけいけさぇ, [ぇふぇやっ, ′っ 
こけおぇいせめっ しっ しゃっ, ‶さうゃうょう 
– ]ゃっすけゅけさしおぇ しすぇいぇ (1998): ┿すけくしおぇ しゃっすうかぇ, ╋うかっめしおう こけすけちう, 》うかぇくょぇさしおう いぇこうし, ╋けかうすゃぇ 
‶せすっゃけょうすっもおう 》うかぇくょぇさしおけめ 
– ╇い しすぇさうた しこうしぇ (2003): ╆ぇこうし くぇ さぇいゃぇかうくぇきぇ ちさおゃっ ]ゃっすっ 〈さけめうちっ くぇ ]こぇしけゃけめ ゃけょう, 
╃けきっくすうめぇくけゃけ けぉさぇゆぇやっ ╀けゅせ 
‶っしきぇ せ させおけこうしせ 〉いきうきけ すけ おぇけ ょぇ しっ くうてすぇ くうめっ ょけゅけょうかけ こさっせいっすぇ うい ′けゃうくぇ ぉっけゅさぇょしおけゅ 
つうすぇかうてすぇ, ぉさ. 2–4/2005 
 
『さすっあう せ させぉさうちう ′ぇてぇ ぇくすけかけゅうめぇ: ╆けさぇく ╋うかうゆ 

 
 

                                                        
15 ╁うけかっすぇ ╅うゃぇくけゃうゆ: ¨ ╆けさぇくせ ╋うかうゆせ, こけゃけょけき ゅけょうてやうちっ しきさすう, ╂さぇょうくぇ ぉさ. 22, ′うて, 2008. 
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НАГРАДА РАДЕ ТОМИЋ 
 
 

Тања Крагујевић 

 
 

ǺȈȱȈ ǲȘȈȋțȯȍȊȐȲ さけふっくぇ めっ 1946. せ ]っくすう. ╃うこかけきうさぇかぇ めっ 1970, ぇ 
きぇゅうしすさうさぇかぇ 1973. くぇ 《うかけかけておけき そぇおせかすっすせ せ ╀っけゅさぇょせ, くぇ ゅさせこう いぇ ¨こてすせ 
おやうあっゃくけしす しぇ すっけさうめけき  おやうあっゃくけしすう. ‶さゃせ こっしくうつおせ おやうゅせ けぉめぇゃうかぇ めっ せ 
ょゃぇょっしっすけめ ゅけょうくう, せ  おけかっおちうめう „‶さゃぇ おやうゅぇ” ╋ぇすうちっ しさこしおっ (′けゃう ]ぇょ, 1966), う いぇ 
やせ めっ, いぇめっょくけ しぇ [ぇょっすけき 〈けきうゆっき, うしすっ ゅけょうくっ ょけぉうかぇ ╀さぇくおけゃせ くぇゅさぇょせ. ¨ょ すぇょぇ 
めっ けぉめぇゃうかぇ けしぇきくぇっしす こっしくうつおうた おやうゅぇ, う ゃうてっ おやうゅぇ っしっめぇ け しさこしおけめ う しゃっすしおけめ 
こけっいうめう. ╃けぉうすくうお めっ ╇しうょけさうくっ くぇゅさぇょっ いぇ っしっめ, おぇけ う くぇゅさぇょっ „╋うかぇく ╀けゅょぇくけゃうゆ” 
いぇ おやうあっゃくせ おさうすうおせ, う ゃうてっ いくぇつぇめくうた こさういくぇやぇ いぇ こけっいうめせ. ′ぇゅさぇょぇ „┲せさぇ 
┸ぇおてうゆ” ょけょっもっくぇ めけめ めっ いぇ いぉうさおせ ╃うゃもう ぉせかっゃぇさ (1993). ╉やうゅぇ ういぇぉさぇくうた こっしぇきぇ 
]すぇおかっくぇ すさぇゃぇ, おけめせ めっ こさうさっょうけ ′っくぇょ 【ぇこけやぇ (┿ゅけさぇ, 2009), くぇゅさぇふっくぇ めっ 
こさういくぇやっき „╋うかうちぇ ]すけめぇょうくけゃうゆ ]さこおうやぇ”, ぇ  すうき こけゃけょけき けぉめぇゃもっく めっ ういぉけさ うい 
やっくっ こけっいうめっ, [せあぇ, けょうしすぇ, おけめう めっ こさうさっょうかぇ ╃さぇゅぇくぇ ╀っかっしかうめうく (2010). 
╃けぉうすくうお  めっ „‶っつぇすぇ ゃぇさけてう しさっきしおけおぇさかけゃぇつおっ”, いぇ いぉうさおせ 》かっぉ けょ させあぇ, おぇけ 
くぇめぉけもせ おやうゅせ こけっいうめっ せ 2012. ゅけょうくう. ╆ぇしすせこもっくぇ めっ せ ゃうてっ ょっしっすうくぇ いぉけさくうおぇ う 
ぇくすけかけゅうめぇ しぇゃさっきっくっ しさこしおっ こけっいうめっ せ いっきもう う うくけしすさぇくしすゃせ, きっふせ おけめうきぇ しせ 
くぇめぇおすせっかくうめっ Poesía Serbia, hoy, Debats (Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 
n.109, 2010/4), ‶っしくうちう ╋っょうすっさぇくぇ (Les Poètes de la Mediterannée) こさっょゅけゃけさ ╇ゃ 
╀けくそけぇ (Yves Bonnefoy), Gallimar & Culturesfrance, 2010; Hundert gramms seele – 
╃っしっす ょっおぇ ょせてっ, ┿くすけかけゅうめぇ しさこしおっ こけっいうめっ ょさせゅっ こけかけゃうくっ XX ゃっおぇ, こさうさっょうけ ょさ 
[けぉっさす 》けょっか; Leipziger Literaturverlag, 2011; Malul celal<lt, Antologie de poezie sârb<, 
sec. XX-XXI (Antologie coordonat< de Aleksandar Stoicovici. Traduc<tori: Liubinca Per-
inat Stancova, Slavomir Gvozdenovici Тi Aleksandar Stoicovici), Herg Benet, Bukurest, 
2012; ╀けめぇ しせてすうくっ –  El color de la esencia (Monográfico de Poesía Serbia Contempo-
ránea, Prefacio, selección y traducción de Silvia Monrós de StojakoviФ), Ánfora nova, 
Rute, 2013. ╂けしすけゃぇかぇ くぇ そっしすうゃぇかうきぇ こけっいうめっ: ]すさせておっ ゃっつっさう こけっいうめっ 
(╋ぇおっょけくうめぇ), ‶せておうくけゃう ょぇくう こけっいうめっ ([せしうめぇ), 〈さゅ こめっしくうおぇ (『さくぇ ╂けさぇ). 
〉つっしすゃけゃぇかぇ せ さぇょせ おやうあっゃくっ おけかけくうめっ せ ]うゆっゃせ (1994), せ ╋っふせくぇさけょくけめ おやうあっゃくけめ 
おけかけくうめう せ 』けさすぇくけゃちうきぇ (2008), くぇ ‶さゃけき すさぇくしぉぇかおぇくしおけき そっしすうゃぇかせ こけっいうめっ せ 
]けかせくせ (2012) う くぇ 』っすゃさすけき きっふせくぇさけょくけき そっしすうゃぇかせ そうかきぇ う おやうあっゃくけしすう, せ 
ゅさぇょせ ¨さょせ, 〈せさしおぇ, 2013. ╅うゃう せ ╆っきせくせ. ¨おさっくせすぇ ╃せくぇゃせ. 
 
  



 
 

  

╋かぇょう こっしくうちう 〈ぇやぇ ╉さぇゅせめっゃうゆ う [ぇょっ 〈けきうゆ 
くぇ ょけょっかう „╀さぇくおけゃっ くぇゅさぇょっ“ いぇ くぇめぉけもっ こさゃっ こっしくうつおっ おやうゅっ 

せ ′けゃけき ]ぇょせ, 25. 11. 1966. 
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ОД СВЕТЛОСТИ, ОД ПРАШИНЕ 
 

ИЗБОР ИЗ НАГРАЂЕНЕ КЊИГЕ 
 
 

Тања Крагујевић 

 
 
ǲǨǶ ǲǨǬ ǷǶǪǻǿǭȀ  
ǷǸǹǺǭ ǷǶ ǲǶǹǰ  
 
‶けゅかっょぇめすっ. ╃けくっかぇ めっ けゃせ  
こっしきせ. ┿ ょぇ すけ くうおけ  
けょ やっ くうめっ すさぇあうけ.  
 
╅さっち きけゅ さぇくけゅ おやうあっゃくけゅ  
ょけぉぇ すぇおけ めっ けちっくうけ  
てすけ うきぇょけた さっゆう. 
 
]すぇめぇかぇ しぇき こけ しすさぇくう. 
‶けしきぇすさぇかぇ. ╉ぇけ おぇょ  
こさうおけゃぇくう せ すさぇきゃぇめせ 
こさけきぇすさぇすっ くっけくしおっ  
しゃっすうもおっ せ さぇくう しせきさぇお.  
 
╉ぇけ いぇこっすぇ. 〉 こけゃっしすう  
きくけてすゃぇ. 〉きけさくうた もせょう. 
 
¨くう こけいゃぇくう いぇ ]おせこせ さっつ 
しおせこもぇかう しせ いかぇすくっ  
いくぇつおっ. [ぇいゃうめぇかう  
こっさゅぇきっくすっ. ╀っしっょうかう. 
 
¨ぉうつくう ょぇくう しさっゆくけ しせ  
ぉうかう けぉうつくう. ‶けくっおぇょ 
くぇ さぇしこせしすせ. ‶ぇょぇかう しせ  
くぇゅかぇゃちっ せ かっすやっ ぉぇいっくっ.  
╉かういぇかう くぇ ぉもってすぇゃうき  
しかうつせゅぇきぇ. 〉つうかう ておけかっ  
さっいぉっ こぇこうさぇ. 〉おさぇてぇゃぇやぇ.  
╇ ゃっつうすけゅ こけつっすおぇ.   
 
╀っい おせちぇやぇ せかぇいうかう  
せ ょさせゅっ ょぇくっ. 』うすぇかう.  

]っょっかう くぇ こさぇゅせ.   
〉 ょぇくうきぇ ]っけぉぇ させあぇ.  
 
‶さけかぇいうかう. ┿ ょぇ すけ くうおけ  
けょ やうた くうめっ すさぇあうけ.  
 
╉ぇけ おぇょ こけゃせつって  
こさしすっ こけ おけしう. 
 
》さぇくうかう しせ きっ けくうき  
てすけ うき ょぇめっき. 〉しすさぇてっくう  
おぇすおぇょ こさうこうすけきもっくう  
ゃさぇこちう くぇ しうきしせ. 
 
‶かぇゃう こけすっい させおけき.  
╋ぇめおっ おけめぇ くっきぇ ゅけょうくっ.  
‶けしすぇゃもっく しすけ. ╀かぇゅう しめぇめ.  
╁ぇすさぇ せ きさゃうちぇきぇ.  
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╇ おさうしすぇかう くうつっゅ.  
╉けめうきぇ めけて せゃっお こさうくけしうき  
うしすけお う いぇこぇょ せ こせくうき  
ゃさっゆうちぇきぇ. ╁かぇあくっ すさけすけぇさっ.  
〈うてうくせ さぇしこかぇおぇくうた  
しすぇいうちぇ おぇ 〉てゆせ.  
 
]ゃっすかけしすう おさせいっさぇ. 
╇いぇ つうめうた きぇかうた けおぇくぇ 
すうやぇめせ ょぇかっおっ  
ょっしすうくぇちうめっ.  
 
‶さっくぇしっもっくけしす けおぇ  
いぇきうてもっくうき. ¨ょ おけめっゅ 
くっ きけゅせ いぇしこぇすう  
くう ょけ しかっょっゆっ しきっくっ  
こぇしぇょぇ くけゆう.  
 

┿ ょぇ すけ せうしすうくせ くうおけ 
けょ きっくっ くうめっ すさぇあうけ. 
 
 

ǴǨǳǰǣǨǾǰ  
 
╃け ゅさかぇ いぇおけこつぇくけ  
すさつう いぇ きくけき ぇこさうかしおけ  
しせくちっ. ′ぇ すさうき しすぇいう.  
 
┿しすっさけうょう きせ こぇょぇめせ せ けつう.  

 
〈さっぉぇ ういょさあぇすう くぇきっすもうゃっ 
ゅっくっさぇちうめっ しせきさぇおぇ.  
 
]きぇお うきこさっしうけくういきぇ. 
╋っかぇくたけかうめっ. ┿さす ょっおけぇ. 
╉さぇた きうしかう おけめぇ くっ けょせしすぇめっ.  
〉ょけゃうつおっ っこけたっ.  
【すっこ ぉっさいう. ‶せしすうやっ 
せ くぇめぇゃう.〈っかっゅさぇきっ  
け くっしすぇくおせ こさぇてせきっ.  
╃ぇく ぉっい おぇこう ょぇくぇ.  
 
¨ しぇきけ ぉっい けつぇめぇ. 
╀っい けつぇめぇ きけかうき.  
 
╆ぇおもせつぇくけ  
せ すっお けすおせちぇくっ しこうしっ  

けょゅけゃぇさぇ すっかけ. 
』せめっき きせ しさちっ.  
 
〉 きぇかうき しかせてぇかうちぇきぇ  
いぇ ぉっあうつくう こさっくけし  
いぇょうたぇくうた すぇかぇしぇ けこさっいぇ.  
〉 こさけゃけょくうちうきぇ  
しおぇさかっすくっ すけこかうくっ. 
 
【すけ おぇけ う せゃっお  
かうつくぇ しせ くけすぇ こさうつっ.  
‶けっすうおぇ けすこけさぇ う ゃっさっ.  
 
┸っさ ゃぇいょせた ゅさっぉっ. 
 
╇ せしおさてやう めっ しくっゅ 
せ きぇかうやぇおせ. 
 
 
ǯǸǭǳǶǹǺ 
 
╃せゅけ いくぇかぇ しぇき しゃうさぇすう  
くぇ すっお めっょくけめ くけすう  
ゃっかうおっ しっゃっさくっ くけゆう.  
 
┿ ょぇ すけ うきぇ いゃせお こせくけゅ  
しさちぇ. ╆ゃけくぇ ゃぇしうけくっ.  
 
╇ けぉかぇお ゃさっかうくっ せ こさぇてうくう  
こさっすさつぇすう こぇせおけゃうき おけさぇおけき.  
 
╆ぇ しけぉけき けしすぇゃもぇすう ゃさっきっ.  
′っせかけゃもっくけゅ かっこすうさぇ.  
╇かう すけこけす うい おけすぇさうちっ  
さぇしせすけゅ ゅさぇておぇ. ╁うてやせ.   
〉 さぇしすけこもっくけき しかぇょけかっょせ.  
 
╃ぇきぇさっ う こけもせこちっ. 
]ゃかぇお ぉさいうた しせくつぇやぇ. 
 
]ぇょ いさっかけしす めっ しゃっ. 
 
《ぇいぇくおぇ おけめぇ ょけかぇいう  
しぇ こけもぇ けょ くっおぇょ.  
]おせこもぇめせゆう  
てぇさっくう おせゆくう こかぇてす  
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くっこけすさっぉくうた おさうかぇ.  
]すぇさぇち てすけ うい ╁っかうおっ  
おうくっしおっ さぇょやっ ういかぇいう  
しぇ こぇこうさくうき かぇきこうけくけき 
くっしすぇてうちっ かぇおうた くけゆう.  
 
╉ぇかっき くっしぇくうちっ.  
【すけ さぇしすっ. ╉ぇけ しすせぉ  
こせしすけゅ きぇかけゅ すさゅぇ. 
′ぇ おけめっき しこぇさうくぇ かっこう  
ぇそうてっ すせゅけゃぇくおう. 
 
╇ めせすさけ. 【すけ くぇこけおけく しすうあっ.  
]ぇあっすけ. 〉 たかっぉ う くけあ. 
  
 
ǷǸǨǶǺǨǾ, ǻǵǰǪǭǸǯǻǴ  
 
‶さぇけつうくしおう しう しすさけゅ  
こさっきぇ きっくう. ╋ぇかっくう  
きけめ 〉くうゃっさいせきっ.  
 
╉ぇけ ょぇ しゃっ てすけ しう しきうしかうけ 
くうめっ ゃっゆ こけしすぇゃうかけ けゅさぇょっ  
う きっふっ. 〉 おけめっ しこせしすうて きう 
いぇゃっあもぇめつうゆ. ‶けさせおっ.  
‶けせおっ. ╆ぇせしすぇゃくっ さぇきこっ.  
╆くぇおっ しおさっすくうつぇさぇ.  
 
‶ぇ いぇめぇあっくぇ しぇき う あっょくぇ  
ゃけょぇ. ┿ すう けょめっいょうて. 
╀けゅけゃしおう きけゆぇく. ‶せしす う しぇき.     
 
‶せしすう きっ ょぇ しさおせゆっき しせくちっ  
うい けゃっ つぇてっ せ おけめせ しかっゆっ  
けきぇきもっく かっこすうさ. ╊っすやう ょぇく.  
╃ぇ ゅさうちおぇき たぇけし.  
╇い すゃけめっ くっけぉさうめぇくっ ぉさぇょっ. 
 
╁っゆ しせすさぇ ゆせ すう しゃっ 
くぇょけおくぇょうすう. [ぇいゃさしすぇすう   
きっさうょうめぇくっ. ╉せこうすう おぇさすせ  
いぇ こさけゃっさっく こさぇゃぇち.  
]ぇあっすう いぇきうしかうゃけ せ めぇしぇく  
さぇしこけさっょ すぇぉかっすくけゅ さぇつせくぇさぇ.  
 

]ぇょぇ ぉうた しぇきけ ょぇ こさっょっき. 
╉ぇけ きぇつっ ういゅせぉもっくけゅ  
ゃうょぇ. ] つぇしけゃくうおけき け ゃさぇすせ.  
′ぇ ょうゅうすぇかくけめ すさぇちう. 
【すけ すっつっ ゅかぇすおけ.  
′っつせめくうき てすっこけき.  
 
′ぇつうくう しっ ょぇ くうしう すせ.  
╁うしけおうき すけくけき ゅけしこけょぇさぇ  
ょけきぇ さっちう こさけしすけ: ょぇくぇし 
うきぇき ゃぇあくぇ こけしかぇ.  
 
╇ こせしすう ょぇ おかうしくっき  
くぇ すさっく うかう ょゃぇ.   
〉 しゃけめっ けすおぇつっくけ ょけぉぇ.  
 
╃ぇ ぉせょっき ょせゅきっ.  
〉 ゅぇさょっさけぉう すゃけめうた  
しすさぇたけすくうた ゃっかうつぇめくけしすう.  
 
′っ しかせてぇめ きっ. ′っ ゅかっょぇめ.  
╃けお せ やっゅけゃけめ おけてせもう. 
╀けしぇ. ]ぇ おぇきっさけき せ させちう  
しこさっきくけめ いぇ しくうきぇやっ  
ょせぉけおけゅ いぇかぇしおぇ しうかぇいうき.  
 
╋っふせ ゃうかうくしおっ すぇかぇしっ. 
‶けょゃけょくっ ゅさぇょけゃっ  
てすけ きぇいっ しっ. 〉 ょさっゃくけき  
う おかうしおけき ぉっしおさぇめせ  
きうかけゃぇやぇ けおっぇくぇ.    
 
╇ けくょぇ しっ ゃさぇゆぇき.  
 

]ぇ おけさぇかくうき けしすさゃうきぇ.   
╇ さぇめしおうき こかけょけゃうきぇ.  
′ぇ せょけゃうきぇ. [ぇきっくうきぇ.  
〉 いせぉうきぇ. ‶けょ めっいうおけき. 
 
]こさっきくぇ. ╆ぇ くぇぉけめ  
すゃけゅ ぉっいさぇいかけあくけゅ しきうしかぇ.  
╉けめうき ゆって うた せ おやういう  
ゃっかうおうた けょかせおぇ こさっちさすぇすう.  
 
╆ぇこぇかうゃてう かせかせ.  
]きけすぇゃてう きっ せ けぉかぇお.  
╇い たうもぇょせ う めっょくっ すゃけめっ  
きっょうすぇちうめっ. ¨ けぉかぇちうきぇ. 
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ǨǵǛǭǳǶǪ ȀǭǫǸǺ 
 
‶けゅかっょぇめ. ‶さゃう しくっゅ. 
[っおけた. ‶さけゃっめぇゃぇけ めっ ゃっゆ 
おさけい きぇかせ こせおけすうくせ さふっ  
くぇ ゃけいうかせ 》うすくうた しかせあぉう.  
 
╇ すけこうけ しっ. ╉ぇけ ′っぉけ.  
′ぇ かっこけき かうちせ ょぇくぇ 
いぇ おけめうき けしすぇゃもっくう しきけ  
ょぇ つっいくっきけ.  
 
╃せゅけ う ょせぉけおけ.  
‶けおけさくけ う ゆせすおっ. 
 
┸っさ おけ いくぇ おけかうおけ ょせゅけ  
う おぇおけ しゃっ しくっゅ  
せきっ ょぇ こぇょぇ. 
 
╀うかけ ゅぇ めっ う せ ぉっかうき  
たけょくうちうきぇ ╊ぇゃうさうくすぇ  
╂ょっ けょぉうめぇけ めっ 
ょぇ くぇ きっさぇつうきぇ こせかしぇ  
ぉっかうた しけぉぇ おぇあっ  
ょぇ こけしかっょやう めっ  
せ すうき かっこうき けつうきぇ  
くっこさっしせてくうた 
きけめうた しせてすうくぇ.  
 
╇ おけ せけこてすっ いくぇ おぇょぇ  
う せ おけき つぇしせ う おけきっ  
しくっゅ こさっしすぇめっ. 
 
╉ぇょぇ しっ う しぇき  
くっこさっおうょくけ しっかう せ ぉうゆぇ.  
′けしっゆう しぇ しけぉけき  
しゃけめっ いぇゃうつぇめくっ こさっょっかっ.  
 
╉ぇけ ょぇ きせ めっ すっておぇ  
こさぇいくうくぇ ぉっい ゃっめぇゃうちっ  
せ おけめけめ くぇし いぇすうつっ. 
 
′っ きけあっ けく すせ きくけゅけ. 
┿くふっかけゃ てっゅさす.  
 
]ぇ しすうこっくょうめけき  

いぇ くぇせお こさぇゃけゅ  
せすってくけゅ ぇくふっかぇ. 
 
〉 つぇしせ おぇょ うこぇお しきけ  
しぇきう. ╀っい てきうくおっ  
ょさせゅうた ゃさっきっくぇ.  
 
』うしすう. ╇ ぉっい かぇあう.  
′ぇ ゅけかけき きっしすせ  
けしおせょうちっ う すせゅっ. 
 
╉ぇけ こけかぇさくぇ かうしうちぇ. 
╃せゅぇ ょせゅぇ いうきぇ.  
 
╇  けゃぇめ あうゃけす. 
╂ょっ こぇょけた う めぇ.  
 
 
ǡǻǺǸǶ ǻ ȀǶǷǰǵǫ ǴǶǳǻ 
 
╃けすうつっき きっすぇか.  
‶けさちせかぇく う しすぇおかけ. 
 
〈っお こさうしすうゅかっ せ おけさこぇきぇ 
くっさぇいゃさしすぇくっ う くっけぉけさうゃっ  
ょけおぇいっ そぇさぇけくしおっ さぇしこさけょぇめっ  
くぇ ゃっかうおけ. 』うしすうた しこけさっょくけしすう. 
 
╋うさくけ めっ めせすさけ.  
╇ きけめ さぇしおぇかぇてくう けしっゆぇめ  
ょぇ しっき こけおさっすくうた しすっこっくうちぇ  
てすけ ゃけょっ おぇ いぇしすぇおもっくけき  
くっぉせ ゃっかっゅさぇょしおっ こうさぇきうょっ  
くっ こけしすけめう くうてすぇ  
てすけ せしすうくせ きう すさっぉぇ 
ういくっくぇょぇ こけくうてすう きぇかぇ おけかけくぇ 
しすぇさけしくうた せすぇきやっくうおぇ.  
 
╉けめせ ういゃっょけてっ くぇ ういかっす. 〈せ.  
′ぇ ょけきぇお くっぉけくけしくけゅ ょぇくぇ. 
 
╇ けくぇ しさっぉさくぇ きぇかぇ そうゅせさぇ.  
 
¨ょっゃっくぇ せ すおぇくうくせ きけめっ  
もせぉぇゃう しぇ てぇさぇきぇ おけめっ てうさけき  
けすゃけさっくうた けつうめせ しゃぇおっ くけゆう  
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こさけういゃけょうき せ いゃぇやっ  
ょうゃけすくうた っしすぇきこう ょけきぇ  
くぇゅくぇ きっ ょぇ こけすさつうき いぇ やけき.  
 
‶さっきょぇ. ┿おけ ぉうた ぉうかぇ ょけ おさぇめぇ  
うしおさっくぇ. ╃け おさぇめぇ めぇ. ╋けさぇかぇ ぉうた  
けこっす さっゆう. ╃ぇ しっき すうた めぇさおうた ぉけめぇ  
あせょやっ くうつっゅ すせ すぇおけ さっつうすけゅ  
くうめっ ぉうかけ. ′うつっゅ う ′うおけゅ  
いぇせしすぇゃもっくけゅ. ╁うょもうゃけゅ. ╃させゅけゅ.  
 
╃け きっくっ しぇきっ. ]ぇ たうもぇょせ  
くぇきけすぇめぇ せこけさくうた くうすう  
めぇ ぉっめぇた すぇ しゃうめっくぇ けおけ めっょくっ 
めっょうくっ つぇせさっ うい おけめっ こけゅかっょ  
せすってくけ ょけしこっゃぇ せ くっこさけきぇてっくけしす.  
 
╁っつうすせ しかうおせ.  
‶さうつせ け けぉかうちうきぇ. 
 
《うおすせき う そさぇおすせし.  
〉 ういきぇゅかうちう かっぉょっやぇ.  
 
〉 きうさうしせ つぇめぇ う おぇそっ.  
〉 さっしすけさぇくせ. 〉 かぇすうちうきぇ 
きぇかうた おさたけすうくぇ.  
 
╉けめっ ういくっくぇょぇ けしっすうた  
こけょ  しすけこぇかうきぇ. 
〉 こさぇいくうくう.  
 
‶けょ いぇしすぇおもっくけき  
こうさぇきうょけき.  
 
′ぇ こけおさっすくうき  
しすっこっくうちぇきぇ ゃぇさもうゃけゅ  
こせすぇ. 〉 くっぉけ. 
 
 
ǬǨ ǹǨǴ  ǸǶǛǭǵǨ ǻ ǬǶǩǨ ǴǨǡǨ 
 
》けょぇかぇ ぉうた ぉけしぇ  
こけ さっつうすけめ かっおけゃうすけしすう けぉかうおぇ. 
》さぇくうかぇ ぉうた しっ こけゅかっょけき 
くぇ こけしすけめぇやっ. 
 

]こぇゃぇかぇ こけょ くけゆうきぇ 
くっょけゃさてっくけゅ きっしっちぇ. 
 
‶せすけゃぇかぇ しせこっさしけくうつくうき 
けょめっおけき しぇあっすけゅ せ おぇきっく. 
 
【すけ っゃけ う けゃけゅ つぇしぇ めぇゃもぇ 
け いぇこさっゅぇきぇ ょせぉけおけゅ  
しきうしかぇ おけめっ ゃせおせ きぇかう おけやう   
くぇ こさぇゅせ うてつっいくせゆぇ.  
 
╉ぇけ う しゃぇおけき ょさせゅけき きっしすせ  
う ぉうゆせ てすけ しゃっすけ めっ ぇ いけゃせ ゅぇ あうゃけす  
すさっぉぇ うき すっお きぇかけ もせぉぇゃう.  
╃ぇてぇお せきぇ う もせょしおぇ させおぇ.  
‶けおさっすう こかっしぇ おけめう しすさぇしくけ きうしかっ.  
 
‶けゃうめぇかぇ ぉう きっ こさけきうしぇけ  
すっかぇ う ょせたぇ おけめせ くっ ぉうた  
けこすっさっゆうゃぇかぇ おけきっくすぇさうきぇ.  
′っ いくぇめせゆう せけしすぇかけき めけて 
くうてすぇ け すっけさうめぇきぇ いぇゃっさぇ.  
¨ くっこけしさっょくけき うしおせしすゃせ 
さぇいぉうめぇやぇ つっしすうちっ.  
 
′っ ぉうた さぇいょゃぇめぇかぇ うくすっゅさぇかくぇ  
いさくぇ う こけしさくせかっ いゃっいょっ.  
′うすう ぉうた ぉさうくせかぇ いぉけゅ  
くぇゅけきうかぇくっ っかっおすさけくしおっ こけてすっ.  
 
╋けめっ こさうすぇもうちっ うい ょせぉけおっ 
おけくすっきこかぇちうめっ つうくうかっ ぉう くっぉっしおう  
こかぇてす すぇおけ いっきくうき う ょせゅけゃっつくうき  
ょぇ ゅぇ きけあって せょっくせすう せ うゅかせ  
てすけ ょさたすう せ けしう こせくけゅ めっいゅさぇ.  
¨しゃけめうゃけゅ ょけょうさけき. 〉ょうしぇめっき.   
‶さう しゃぇおけき おけさぇおせ せ しぇくょぇかう  
けょ おせおせさせいくっ もせしおっ.  
  
┿ けこっす. ╋けあって ゅぇ う さぇいゃうすう  
せ こさけしすうさおせ おけめぇ ゅけゃけさう.  
 
╁っさけゃぇかぇ ぉうた ょぇ かっすっやっ めっ しすゃぇさ   
こさうさけょくぇ う こさけしすぇ. ┸っさ しぇきけ  
ぇおけ うけかっ  さぇいかうおせめって  
すさっくせすぇお けょ くぇゃうおっ  
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こけしすぇめっ いぇせゃっお くけゃぇ おぇこ  
くっけょかっあぇくっ ゃけょっ. ╋かぇょけゅ ゃうくぇ.  
 
┸けて こさっ すけかうおけ しすけかっゆぇ いくぇかぇ ぉうた  
ょぇ こけしすけめう くせかぇ. ╇ ょぇ くうめっ  
しすさぇてくぇ. ┸っさ しっ おさけい やせ せうしすうくせ  
ょぇ こさけゆう. 〉 しせしさっす ょさせゅうき めけて  
くっせゅかぇつぇくうき ゃさっょくけしすうきぇ. 
╃ぇかっおけ ういくぇょ しゃぇおっ きけくっすっ. 
 
╀うかぇ ぉうた しこけおけめくぇ. ╁っさせめせゆう   
ょぇ しっ きけあっ こさっあうゃっすう くっしすぇくぇお.  
╉ぇけ う ゃっつくけしす. 〉 うしすけき かぇゃうさうくすせ.  
]さっょ しゃぇゅょぇてやうた りせくゅかう.  
 
╃ぇ めっょくぇおけ くっせくうてすうゃう しせ  
すさぇめぇやっ う こさけかぇいくけしす.  
┿おけ せ しゃっきせ けしすぇゃうて  くってすけ.  
 
┸っさ すぇおけ ゃぇあっ いぇゃってすぇやぇ 
いぉけゅ おけめうた ゃさっょう しっ こさけぉせょうすう. 
〉 くっおけ う ぉうかけ おけめっ ょけぉぇ.  
 
┺うてせゆう  せ くぇさせつめせ こさぇせくせつぇょ  
たうもぇょうすっ しっおせくょっ くっこけいくぇすけゅ  
きうかっくうめせきぇ ぉせょせゆくけしすう. 
 
〉 こぇさぇきこぇさつぇょ さぇいぉうめっくけ 
けゅかっょぇかけ かっょぇ. ╇ しゃっ  
ょさせゅっ くぇめぇゃもっくっ すせふうくっ.  
 
]さっゆくけ いぇぉけさぇゃうゃてう つぇしけゃくうお.  
╉ぇかっくょぇさ. ╇ しゃぇおけ ょさせゅけ くうてすぇ. 
 
 
ǷǶǹǪǭǺǨ  
  
¨しすぇゃもぇき すう けょさってっくっ させおっ. 
 
╆くぇき ょぇ こさっ しゃっゅぇ きけさぇて 
ういゃっしすう くぇ つうしすぇち つうやっくうちっ  
あうゃけすぇ. ┿ けくっ うきぇめせ めぇしくせ 
しゃっしす. 〈ゃさょ こさけそうか.  
 
〉い すけ う しおかけくけしす ょぇ いょさせあっ しっ. 
‶けきせすっ こぇきっす. 〉ゃっゆぇめせ すっあうくせ. 

〉ゃっさぇゃぇめせゆう くぇし ょぇ ういぉけさぇ  
う くっきぇ. ╃ぇ しゃっ めっ う くぇょぇもっ  
おぇけ う せゃっお しぇきけ つうしす さぇつせく.   
 

╇ ょけお こかってって くぇ くっういきっさくけめ  
こけゃさてう こぇこうさぇ しゃぇおぇ けょ やうた  
ゃっゆ いくぇ しゃけめ こせす. ╇ すゃけめせ 
ちっくせ ういくけゃぇ ういゅせぉもっくけゅ.  
 

╇ けくぇめ おけきぇょうゆ ぉうもせさぇ   
う けくせ かうくうめせ くぇ ょかぇくせ 
おけめけき しゃぇおぇ さっつ こさうかぇいう すう  
う おかういくっ おぇけ おぇこ うい しさちぇ  
しすぇおかっくけゅ くっゃっくぇ.  
 
〈ゃさょっゆう ょぇ せこさぇゃけ けくぇ めっ  
すぇ いぉけゅ おけめっ こさうきぇて  
たうすぇく くぇかけゅ せきうさぇやぇ. 
 
╇ しゃっ すっ ょさせゅっ せしこせす  
う ぉっしすさぇゅぇ さぇしせすっ くけすっ. 
 
╉けめっ ゆっ すっ くぇゃけょくけ めっょくけき  
せ くっういゃっしくけめ ぉせょせゆくけしすう  
くぇせつうすう ょぇ ういゃっょって ょけ おさぇめぇ 
こっしきせ きぇっしすさぇかくっ しぇきけゆっ.  
]ぇゃさてっくっ すうてうくっ.  
 

 
ǻ ǺǸǨǵǯǰǺǻ 
 
‶けゃっさうかぇ しぇき すぇめくせ  
こけすこせくけき くっいくぇくちせ. 
 
〈っお てすけ しきけ くぇこせしすうかう  
いっきもせ かってくうおぇ てすけ てさおうこせすぇけ めっ  
こけょ しすけこぇかうきぇ けおすけぉさぇ. 
╇ こさうきうちぇかう しっ おさけい けぉかぇおっ   
ゃっつっさやうき しゃっすかけしすうきぇ  
╇しすぇくぉせかぇ. ╆ぇゃけょもうゃうき.  
‶けこせす しっさこっくすうくぇ おけめうきぇ  
すぇおけ かぇおけ ぉうかけ めっ いさぇつくけき  
かうくうめけき つっあやうゃっ きうしかう  
こさうゆう. ╇ すぇおけ すっておけ  
せかけゅけゃぇすう しっ. ╆ぉうもしおう.  
¨ゃぇおけ. 〉 かっすせ. ╇ ゅけすけゃけ  
しかせつぇめくけ. 〉 すさぇくいうすせ. 
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〉 ういくっくぇょくけめ こけゃっさもうゃけしすう   
けくうた てすけ しっ いぇしうゅせさくけ 
くうおぇょぇ ゃうてっ くっゆっ しさっしすう  
けく てぇこせすぇけ きう めっ くってすけ  
け ょさぇきぇすしおうき きっしすうきぇ.   
╉けぉくうき くっょけせきうちぇきぇ 
しゃけゅ ぉうゃぇやぇ. ╇い おけめうた  
くうめっょぇく ういかぇい くっ ょけくけしう  
ょさせゅけ ょけ おぇこうすぇか しせいぇ. 
 

′う くぇかうお けょゅけゃけさせ. ]こぇょっ  
ういくっくぇょぇ う くっおぇおけ しぇき けょ しっぉっ 
きけめ きせちぇゃう すさぇくしこぇさっくすくう  
させあ しぇ せしくっ. ‶っつぇす いぇすぇめっくけゅ.  
 

┸っさ くっおう さぇいかけゅ くぇこけおけく  
きけさぇけ めっ こけしすけめぇすう. ╆ぇ すけ  
てすけ ういゅけゃけさうた すぇめくせ さっつ.  
‶さゃう う  めっょうくう こせす.  
╀ぇて すぇょぇ. ╇ ぉぇて すせ. 
 

╋けあょぇ いぇすけ てすけ いぇおさぇすおけ  
う すぇおけ くっけぉけさうゃけ ぉうかう しきけ うしすけ.  
╃ゃぇ しすさぇくちぇ くぇ うしすけき こせすせ.  
 

╃っけ おぇさぇゃぇくぇ. ‶せすくうちう 
おぇさぇゃっかっ. 【すけ こさけかぇいっ.  
〉 すうた くっおけかうおけ しぇすう  
せくぇこさっょ さっいっさゃうしぇくけゅ かっすぇ  
くっきっさもうゃけゅ ゃさっきっくぇ. 
【すけ せ めっょくけめ めっょうくけめ  
ゃっかうおけめ しっおせくょう  
う しぇきう こさけかっすっ. 
 
╋けあょぇ う しすけゅぇ てすけ  
きっふせ すっお せこぇもっくうき いゃっいょぇきぇ  
ゃっゆ ゃうつくうき すっかっしおけこしおけき  
そけすけゅさぇそうしぇやせ ぉっめぇしきけ 
すぇおけ ぉっいくぇょっあくけ う すぇおけ  
しこぇしけくけしくけ ぇくけくうきくう.   
 
┿ こけしゃせょぇ ぉっいょぇく.  
 
‶さっこせく ういゅせぉもっくうた こさすもぇゅぇ.  
′ぇ ちさくけめ こけおさっすくけめ すさぇちう. 
‶さっょぇおぇ. ‶けすけきぇおぇ.   
 

╅っょぇく っすけ う きけゅ しうゆせてくけゅ  
てぇこぇすぇ せ きさぇおせ.  
¨くっ しおさうゃっくけしすう きけゅ ぉうゆぇ 
てすけ しぇ きくけき めっょくけき  
いぇせゃっお ぉう くっしすぇかぇ.  
 
╂かぇょぇく ゃっかうつぇめくけしすう  
くっうしこうしぇくっ こけっきっ. ╆ぉうめっくっ  
せ ぉっいゃぇいょせてくけき こさけしすけさせ.  
╉ぇけ せ くっけこかけふっくうき  
たさけきけいけきうきぇ.  
′うおぇょぇ ょぇすうた. ′うおぇょぇ 
けしすゃぇさっくうた けぉっゆぇやぇ.  
 
¨くっ こさっょ ちっかうき ぉかぇあっくしすゃけき  
う せあぇしけき くっこけいくぇすけゅ  
くぇこけおけく けしかけぉけふっくっ.  
〈ぇめくっ もせぉぇゃう. 
 
¨さょせ-╇しすぇくぉせか, 6. けおすけぉぇさ 2013.  
 
 
ǿǰǡǰ ǡǭ ǴǰǳǭǵǰǡǻǴ  
 
′っ きけゅせ けこうしぇすう すぇめ けぉかうお. ╂さぇょ.  
′うすう ゅぇ ういかけきうすう せ しうすくっ こぇさつうゆっ  
うい しせゃっくうさくうちっ くぇ せゅかせ.  
╇ しすけゅぇ っすけ くけしうき ゅぇ  
おぇけ おけてすうちせ せ ゅさかせ. 
 
′っ せょけゃけもぇゃぇ くっこけゅけょう. 
′うおぇょぇ めっ くっ きけかう ょぇ しっ ょっしう  
せ くっおけ こさうしすけめくうめっ ゃさっきっ. 
 
〉 しゃっつぇくせ ぇせょうめっくちうめせ  
こさうきぇ かっょ. ╇ こっしぇお せ けおけ. 
〉 ゃさっきっ しぇたぇさしおうた すせさくっめぇ  
ゅけしすせめせゆっゅ すけさくぇょぇ.  
【すけ けこつうやっく こせぉかうおけき  
いぇしこう こけょ すさうぉうくぇきぇ  
くぇおけく しゃけゅ おけくちっさすぇ 
くぇ けすゃけさっくけき. ╉ぇけ つせこぇゃけ.  
′うつうめっ. ]おうすぇつおけ おせつっ. 
 
〈せ しぇき ゃっゆ う しぇきぇ   
けこうしぇくぇ. ╇ぇおけ くっ いくぇき 
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おぇおけ う おぇょぇ こけくっしけた  
すぇめ すさく せ ぉけしけめ くけいう ょっつぇおぇ  
しぇ おぇかょさきっ. [ぇいぉうめっく 
おさつぇゅ. ]ぇ せかうつくっ つっしきっ.  
╁ぇいょせた せ おぇきっくせ. ╇てぇさぇく  
ぉぇさせすけき しゃぇょもうゃうた っこういけょぇ  
うしすけさうめっ. ╉せこけゃくせ ぉせおせ.  
╉ぇこうしかせ. ‶さしおぇかうちせ.  
《うてっお. ‶せく てせてすぇゃうた  
けくけきぇすけこっめぇ けょっ さぇょけしすう.  
 
╇ きうしすうつくう ょさせき. ] きぇかけき  
ぇさたぇめしおけき うしおけこうくけき  
くぇ せかぇいせ せ おぇいうくけ.  
 
╀っくいうくしおせ ょせゅせ し おさせあくっ  
しすぇいっ ぇせすけさっかうめぇ. ┿かっめせ  
し おぇくょっかぇぉさうきぇ. 〉かうちっ.  
[っおっ. ╁ぇかけゃっ しせくちけぉさぇくぇ. 
 
╇ せくうおぇす. 〉ゃっお しぇきけ めっょぇく. 
╊うお あっくっ せ こかぇゃけき. 
 
〉 させちう きう めっ きうおさけそけくしおぇ 
こすうちぇ. ′ぇ こっしくうつおけき  
つうすぇやせ せ ╀うぉかうけすっちう. 
¨すゃけさっく めっ こさけいけさ.  
╇ きけめぇ さっつ すっお かぇこしせし めっ  
せ こけっいうめう たぇさきけくうおっ  
せかうつくけゅ しゃうさぇつぇ.  
‶さたせす. ‶けょ かぇおうき  
こもせしおけき かうこぇ. 
╉ぇょ きせいぇ すさっくせすおぇ  
けすおせちぇゃぇ きけょくう すぇおす  
しすぇおかっくうき こけすこっすうちぇきぇ.  
′ぇ ょせゅけめ こうしすう.  
〉 きせいっめせ しすけかっすくうた こかぇすぇくぇ. 
 
‶けしおぇおせめせ きう せ おさゃけすけおせ.  
╊けきっ しっ う きさゃっ. ╉ぇこしせかっ 
ゃさっきっくぇ. 〉 こけゃさぇすおせ  
し ういかけあぉっくっ てっすやっ.  
] っめょっすしおうき ゃけょけしおけちうきぇ 
てすけ おせこぇめせ きぇかっ きせしぇゃっ 
つうしすぇつっ ちうこっかぇ けょ くっおぇょ. 
【すけ せ きうしかうきぇ きっ こさっしさっゆせ 

う けゃけゅ すさっくぇ. ╃けお こせくぇ  
こさういけさぇ せ けぉぇかしおけき ょけきせ  
しおうょぇき くっつせめくっ きけおぇしうくっ  
いぇ たけょぇやっ こけ ゃさっゃう.  
 
╆ぇせゃっお うた くっ けすうさせゆう. 
 
┸っさ おけ ぉう きけゅぇけ いくぇすう. 
〉うしすうくせ おけ ぉう いくぇけ.  
』うめう めっ きうかっくうめせき.  
 
╇ ょぇ かう めっ すぇめ ゅさぇそうす 
くぇ きっおけめ おけあう  
せ ぉけめぇきぇ しぇかぇきぇくょっさぇ 
けこけさせおぇ きっすっけさうすぇ. ╇かう すっお 
こさぇてうくぇ こさゃけゅ. ╃ゃぇょっしっす  
こさゃけゅ. ]ぇすぇ. ╁っおぇ.  
 
 
ǷǸǭǬǫǸǨǛǨ 

…]けゃぇ う しかぇゃせめ しせ くっきう, 
╇ ぇくふっけ くっゆっ ょけゆう. 

 
╁. 》. ¨ょく,  ╃ゃぇくぇっしす しけくゅけゃぇ, VI  

 
‶さっょゅさぇふぇ しせ けょゃっゆ ょぇかっおけ  
けょ こさっょゅさぇふぇ. ╆っきもぇ  
けょぉっゅかぇ けょ こけかけゃぇ. 
 
′ぇ ちっくう しせ さっこさういっ  
さっしすぇせさうさぇくうた しさっょうてすぇ.  
]ゃぇおけ しっょうてすっ 
せ ぇきそうすっぇすさせ めっょぇく めっ  
ちっくすぇさ. 〉 うくすっさぇおちうめう  
ょさぇきぇすしおけゅ くぇぉけめぇ.  
╋ぇかう きったせさ くっつっゅぇ. 
 
‶ぇさぇかっかくう せくうゃっさいせき. 
‶さっすやぇ ょけしぇょう  
こけいくぇすけゅ しゃっきうさぇ. 
 
‶さすもぇいう くぇてうた ょせてぇ   
こさけいうさくう くぇ しおっくっさうきぇ  
きうきけうかぇいっ しっ ゆせすおっ  
くぇ おけくすさけかくうき こせくおすけゃうきぇ. 
╁さっきっくしおう こっめいぇあう  
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くっけこうしぇくう. ′っけこうしうゃう.  
[けめっ しっ. ‶さっょ すさっこゆせゆうき  
しゃっすかうきぇ うてつっいくせゆぇ.   
 
]ぇきけ ゃけいぇつう くせかすっ  
そけさきせかっ. ╀さあう けょ ぉさいうくっ. 
¨しすぇゃもぇめせ しゃけめっ いぇこうしっ.  
╂さうきういくっ こけかせすぇさっ.  
]ゃっすかっゆっ くぇょゅさけぉくっ  
すぇぉかっす-こけょしっすくうおっ.   
〉 くけゆうきぇ ぉっい うめっょくけゅ  
さっぉさぇ. ╀っい すっかぇ. ╀っい ょせてっ. 
  
〉 しゃぇ めっいっさぇ う しゃっ さっおっ  
しせいっ ┿くけくうきせしぇ  
こぇょぇめせ すっておっ. ╉ぇけ  
くっういかっつっくっ こかぇくっすっ. 
 
╃けお こさぇいくうくっ こけ くぇゃうちう  
しかぇゃくっ う すぇてすっ けつっおせめせ  
ょぇさけゃっ. 〈っつぇく けょゅけゃけさ  
しせしっょしすゃぇ こさぇいくうくっ. 
 
╄かっゅうめっ こかぇきすっ せ こけあぇさうきぇ. 
′うおけ うた くっ つせめっ.  
 
′うおけ う くうてすぇ くっ せいょうあっ しっ. 
╇い ゆせすおっ こさっゅぇあっくけゅ.    
 
╇ くっ しゃさぇゆぇめせ ぇくふっかう. 
′っ しうかぇいっ しこぇしっやぇ. 
 
 
ǵǨǲǶǵ ǰǯǳǶǮǩǭ ǯǳǨǺǵǰǽ 
ǪǭǵǨǾǨ 
 
╋うさうてっ ]けかせく せ ╀っけゅさぇょせ.  
‶っすけ しすけかっゆっ. ╋ぇしかうくぇ  
う きうさすぇ. ╀さてもぇく う たさぇしす.  
┿そさけょうすうくっ ぇそさけょういうめしおっ つぇさう.  
′っこさけかぇいくぇ こさけかぇいくけしす  
ゅけしこけょぇさうちっ もせぉぇゃう う しきさすう.  
 
【すけ こけこさしおぇかぇ めっ う けゃけゅ  
こうさゅぇゃけゅ ゅけかせぉぇ  
てすけ し くけゅっ くぇ くけゅせ たけょっゆう  

うしこさっょ くぇし おぇけ ょっすっ  
さってぇゃぇ 》っさぇおかけゃっ  
つゃけさけゃっ. 〉かうちっ.  
 
] すっいゅぇきぇ おさつぇゅぇ.  
′ぇけつぇさうきぇ いぇ しせくちっ. 
╉うてけぉさぇくうきぇ. ′ぇさせおゃうちぇきぇ  
う ってぇさこぇきぇ させつくっ ういさぇょっ  
くけゃけゅ ょけぉぇ. ] くっこけしすけめぇくうき   
しぇゃっいくうてすゃけき こかぇしすうおっ   
う ゅかうくっ. ┿おさうかぇ う しゃうかっ.  
 
╂せゅせつっ すぇめ きぇかう  
こさうこうすけきもっくう ゅさせきっく  
さけいっおゃぇさちぇ. ‶っさくぇすぇ  
おやうゅぇ せさぉぇくっ ょうゃもうくっ.  
 
〉きくけあぇゃぇ しゃけめ けぉさうし.  
]さっょ ぉぇさうちぇ きさぇおぇ.  
╅ぇきけさぇ う こさぇたぇ.  
 
╁うょう しっ. ‶けすうつっ けょ いゃっいょぇ.  
 
╇ しうすくうき しゃけめうき おけさぇおけき  
こけせいょぇくけ けゃせ ぇかっめせ  
ぉっさいう う ょうゅうすぇかくうた ぇこけすっおぇ.  
¨ゃけ いぇゅかっょぇやっ ういかけゅぇ  
う そけすけゅさぇそうしぇやっ うさうしぇ う かぇかぇ.   
‶さっしゃかぇつう せ しめぇめ こうしすっ.  
′けゃう きけょっか くっゃっしすうくしおけゅ ょけぉぇ.  
 
‶せく ゅけかせぉうめっ きけゆう.  
╆ぇ おけめせ ょけゃけもくぇ めっ  
すさせくおぇ きさぇおぇ. ╃ぇ こかぇくっ. 
]さっょ ╃うしけゃっ こかぇゃっ ぇこしぇくっ. 
 
╇ けくぇ きさゃぇ. ] こさけいけさぇ  
╁っつくけゅ たけすっかぇ.  
╇い たかっぉぇ しぇきけゆっ.  
 
╉けめせ 〈っしかぇ かっつっゆう  
しかけきもっくっ こすうつうめっ  
くけあうちっ. ]すぇゃもぇめせゆう うた  
せ けすゃけさっ おぇさすけくしおっ おせすうめっ  
いぇ けぉせゆせ. ]ゃぇおけゅぇ めせすさぇ.  
╇いくけゃぇ. 〉つう かっすっやせ.  
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╋うしかっゆう こさう すけき  
╀うゆっ. ╇ しゃっすかけしす.  
 

‶ぇ ゃうょうきけ.  
╉ぇょ こさうてうゃぇきけ ょせゅきっ.  
 

╇ おぇょ くっ ゃうょうきけ. ╁うょうきけ. 
]ゃっすうもつうちせ. ‶っさかせ.  
┿こけおさうそっ ょせてっ. 
 

╀っけゅさぇょ, きぇさす, 2014. 
 
 

ǪǭǿǵǶǹǺ  
 

′ぇさぇゃくけ ょぇ ゃっつくけしす くっ こけしすけめう.  
 

′ぇょ くぇてうき すぇしすぇすせさぇきぇ  
こけしすけめっ しぇきけ うくしすぇくす くぇかけいう  
てすけ  めっょくぇおうきぇ つうくっ ょぇく う くけゆ.  
 
╉ぇけ つっかうつくぇ きさっあぇ ゃうすっいけゃぇ 
てすけ やけきっ いぇてすうゆっくう せきうさぇたせ  
けょゃぇあくけ. ¨ょ くっょけしすぇすおぇ ょけょうさぇ.  
¨ょ せすぇきくうつっくけゅ ゃぇいょせたぇ もせぉぇゃう.  
 
]かぇめょ-てけせ きくけゅけ めっ しかうつくうめう  
きっくぇきぇ. ╂ょっ かっこっいっ ょくっゃくうた  
う くけゆくうた ゃうょっけ-さっいけゃぇ  
すゃさょっ ょぇ きっ うきぇ.   
 
╅うゃっゆせ ょぇおかっ めけて せゃっお. 〉こさおけし.  
╀さいけ. ╇ しすさっしくけ. ╇いくっくぇょくけ.  
╇いくけゃぇ. ]すさぇしくけ.  
╃け こけしかっょやっゅ ょぇたぇ.  
╇ しぇしゃうき.  
 
‶さけしすけ めっ すけ. ‶さっきょぇ  
こけくっおぇょ せつうくう きう しっ  
ょぇ こけしすけめう すぇめ めっいうお.  
〈け ぉうゆっ.  
 
╉けきっ こさうくけしうき こけさせおっ.  
′っこけすこうしぇくっ ちっょせもっ.  
〈さっくせすおっ いぇゅかぇゃもっくっ  
ういきっふせ しこさぇすけゃぇ.  
〉 かうそすせ ╀っいういかぇいぇ.  
 

╇かう すっ しすゃぇさくけしくけ くっしすゃぇさくっ   
ぇきぇかゅぇきっ. ╆ぉけゅ おけめうた おぇすおぇょ  
いぇぉけさぇゃうき ょぇ きっ うきぇ.  
╁っさせめせゆう ょぇ こけしすけめう  
しぇきけ すけ ぉうゆっ. 〈ぇめ めっいうお.  
【すけ ゅけゃけさう せきっしすけ きっくっ.  
 
╇ くぇゃけょう きっ ょぇ ぉさけめうき.   
╂ぇかぇおしうめっ う きかっつくっ こせすっゃっ. 
[せこっ くぇ こせすせ. ‶さけこぇょぇやっ 
せ かっすせ っさ-ぉぇしぇ おけめう くぇし  
こさっくけしう おけ いくぇ ゃっゆ おせょぇ.  
 
¨ぉっゆぇゃぇめせゆう こせくせ しうゅせさくけしす. 
〉ょけぉくけしす くっしすぇめぇやぇ.  
 
╇かう けくっ せょぇさちっ うくすっさくっ けかせめっ.  
╆ょっしくぇ う しかっゃぇ. ╇ こさぇゃけ せ ゅさせょう.  
╆ぉけゅ おけめうた めけて ぉさうあくうめっ けょかぇあっき  
しかうつうちっ こけ きっさう  いぇょぇすうた そけさきぇすぇ 
せ おぇすぇかけゅ つせょぇ. ╂ょっ ゃさっきっ  
せ しっおせくょう こさけふっ. ╇ いぇしかっこう きっ. 
 
╋ぇょぇ せ すけき つぇしせ こっゅかぇき おけてせもっ. 
′っ つうくうき くうてすぇ こけしっぉくけ. 
′うてすぇ きっすぇそぇいうつおう ぉかぇゅけゃっしくけ. 
〉 すっけさうめうきぇ しこけさくけ. 〈さぇあっゆう 
すっお こさうかうおせ ょぇ こけさぇゃくぇき くぇぉけさっ. 
╇いゅかぇょうき. ╉けかうおけ きけゅせ すせ すおぇくうくせ 
せ おけめせ きけさぇき しっ けょっくせすう いぇ しせすさぇ. 
 
┸っさ くっこけこさぇゃうゃぇ しぇき さっおぇ.  
╉ぇけ う しゃっ ょさせゅけ. ╉ぇけ ゃさっきっ 
そぇすぇかくうた くっしぇゃさてっくけしすう. 
‶けょきっすくせすうた ゃさっきっくせ.  
¨ぉけかっかけ けょ させぉっけかぇ. ╂さってぇおぇ  
うしすうた. ′ぇつうやっくうた せゃっお ういくけゃぇ.  
〉 くっすさこっもうゃけしすう しこさぇき 
こけしっぉくけゅ う ぉっいゃさっきっくけゅ 
ゃさっきっくぇ もせぉぇゃう. 
 
╇ てすぇ めっ けくょぇ すせ くっこさけかぇいくけ.  
╉ぇょ ょゃぇこせす せ うしすけめ ゃけょう  
くっ きけゅせ ゃうょっすう かうちぇ くっゃっくぇ.  
′うすう くっゃっく きっくっ. 
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╉ぇょ ゃっつくけしす めっ せうしすうくせ  
おぇけ こけ ╀けさたっしせ: しぇきけ しすうか あっもっ. 
 
‶ぇ きけあって ぉうすう いぇゅかっょぇく せ くっぉけ  
しけかぇさうめぇきぇ. 〉ゃっゆぇくっ こけさっ  
せ おけめうきぇ くうおぇょ くっゆっ くうゆう  
せゃっさもうゃけ こさっしぇふっくぇ きかぇょけしす. 
 
┿ きけあって こさけしすけ. ‶けきうかけゃぇすう  
すっ ょゃっ-すさう ゃかぇすう しゃうかっ おけめっ 
くぇ きぇめせてくけめ ゅかぇゃう せきっしすけ  
ぉせょせゆうた ぉぇてすう きうしかっくうた そけさきせかぇ  
いぇ しぇょぇ くけしう ょっすっ ╉けくしすぇくすうく.  
 
╋けあって せゆう せ 【っおしこうさけゃ  
しけくっす け [せあう.  
 
]ぇ しゃってゆせ ょぇ くっ すさっぉぇ  
ょさせゅぇ こっしきぇ. ╃ぇ すけ めっ  
すぇめ つぇし. ╁ぇかせすぇ てすけ ゃさっょう.  
〉 しゃぇおけめ ぉせょせゆくけしすう うしすけ.  
 
]ゃっめっょくけ てすけ くぇこさけしすけ くうおぇょ. 
╀ぇて くうおぇょ. ′っ ょぇ しっ こけくけゃうすう. 
  
 
ǲǻǬ ǶǬǳǨǯǰ ǪǸǭǴǭ 
                                          
                                   ′うくう ]うきけく 
 
[っちう きう おせょ けょかぇいう ゃさっきっ. 
╉ぇょ しうこう う  こぇょぇ. ╉ぇょ たうもぇょっ 
しうすくうた おぇこう う もせすうた こつっかぇ 
ういめっょぇ こかけょけゃっ. ╂さぇくっ.  
‶けすこけさくっ ゅさっょっ. 〈ぇゃぇくっ.  
╋ぇくしぇさょっ. ╋ぇかっ ょさゃっくっ きけしすけゃっ  
こさっおけ こけすけおぇ. ‶さっおけ せいょぇたぇ. 
‶さっおけ くっこけすさっぉくうた うきぇやぇ.  
╂けかうた しすっくぇ. ╉もせつぇけくうちぇ.  
]せゃうてくうた さっつう. ╀ぇいぇかすくうた しけぉぇ. 
 
╃けお すゃけめぇ させおぇ かぇおけ しすうしおぇ きけめせ  
くぇ いぇょやっき しっょうてすせ ぇせすけぉせしぇ.  
′ぇ ういかっすせ せ くっこけいくぇすけ.  
〉 けぉうつくうき ょけきぇゆうき こさっょっかうきぇ.  
 

╉ぇょ しぇゃ すさっくせすぇお めっ きうさうしくぇ 
おせこおせ いさぇおぇ. ╉さゃ. ┿しすさぇかくけ 
きけさっ. ┿ くっ いくぇき めけて せゃっお くってすけ  
すぇおけ こさけしすけ. ╉せょ けょかぇいう ゃさっきっ. 
 
]すさけこけてすぇ しっ しゃけょ てすけ けょぇめっ 
ょっかう. ]こさぇすけゃっ. ′っょけゃさてっくぇ 
しすっこっくうてすぇ. ╆ぇしすぇくおっ. 〉しおっ   
おけさうょけさっ. ‶けこせす けくうた 
おけめうきぇ ゃけょうつ すっ こけゃっょっ 
う おぇあっ: うしおもせつうすっ すっかっそけくっ. 
′っ しくうきぇめすっ. ‶けゅくうすっ ゅかぇゃっ.  
′うしおう しせ けゃょっ かせちう:  
しうかぇいうきけ せ こけょいっきくう しゃっす. 
 
┿ ゅかっ すせ ゃっゆ くっおけ めっ ぉうけ  
こさっ くぇし. ╇ しうすくぇ う おさぇすおぇ しゃっすかぇ  
かっょ-ぉぇすっさうめぇ こけこせす いぇせきくうた かっこすうさぇ  
けしゃっすかっ くぇ いうょせ さぇしおけてくう  
こかぇてす う すぇくおう しすぇし おぇきっめっ 
きぇかっ きぇょけくっ きさぇおぇ. ╇ かうちっ.  
¨つう. ‶けこかぇゃくう すぇかぇし ╃せくぇゃぇ  
せ やうきぇ. ┿ すう めけて せゃっお くっ いくぇて.  
╉ぇけ くう めぇ. ╉せょ けょかぇいう ゃさっきっ. 
 
 
╉ぇょ すせ めっ. ┸っさ ゃうょうて う しかうおぇさぇ  
てすけ くぇしかうおぇく めっ う しâき.  
′ぇ くぇしこさぇきくけき いうょせ けゃっ  
ゅさけぉくっ すうてうくっ. 〈っかっこぇすしおっ  
ゃぇくこけめぇきくっ おぇぉうくっ いぇ ょゃけめっ.  
 
〉 こせくけめ ょけぉさけすう ょゃぇ いぇゃっすくぇ  
たかっぉぇ おけめっ くけしう. ╃ゃぇ ょぇさぇ 
しゃっすかけしくうた させおせ. ╆ぇ すぇきせ  
ゃっつくうた しうかぇいぇおぇ. ╇ くぇょせ  
ょぇ こけしすけめっ けょきけさうてすぇ.  
[ぇいゅけゃけさう こけゅかっょぇ. ╇ すせ. 
′ぇ すけき こせすせ. ╉けめうきぇ ょぇもっ  
う ょせぉもっ めけて しうかぇいう  ゃさっきっ.  
 
┿ おせょぇ. ╉せょ けょかぇいう. ╂ょっ こさっぉうゃぇ.  
》すっけ ぉう ょぇ いくぇて. ╉ぇけ う めぇ. 
 
╇ ゅょっ ういくけゃぇ こけつうやっ.  
]ゃっ てすけ しくぇあくぇ しすさせくぇ きうしかう 
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せ くっこけきうつくけき ゃぇいょせたせ  
けゅかぇしう ょぇ しっ いぉうかけ.  
┿ すう こけきっさぇて おけちおうちっ  
うゅさっ. ╃うおすうさぇて ぉけめっ っおさぇくぇ. 
〉 させおぇきぇ ょさあうて こぇさ しかぇぉぇてくうた  
せいょう おぇおゃうきぇ こけおぇあせ しっ ぉさいうくっ 
おけめうきぇ くっ しすうあって くうおせょ. ╁っさせめせゆう  
ょぇ ゅけしこけょぇさ しう しっおせくょう. ┿せすけしすさぇょâ.  
]っおゃっくちう. ╃けこかぇすくうた きうくせすぇ.  
╉けめうきぇ こせくうて こかせゆくぇ おさうかぇ  
ょうゅうすぇかくうた つぇしけゃくうおぇ. ]くけこけゃっ 
おさうゃせもぇ くぇ きけくうすけさせ ょぇくぇ.  
 
┿ くっ いくぇて めけて せゃっお. ╇ くうおぇょぇ 
せ しすゃぇさう. ¨すおせょぇ くぇき しすうあっ  
けゃぇめ しすさせめくう ょけょうさ さぇきっくâ.  
‶せく おさせゅ しすぇさうくしおうた  
おぇいぇもおう くぇてっゅ いぇゅさもぇめぇ. 
 
╇ おせょぇ けこっす けょかぇいう ゃさっきっ.  
【すぇ こけすさっしぇ うい ょせぉうくっ すかぇ  
しさちっ すっさきけっかっおすさぇくぇ. 『さくせ せすさけぉせ  
せゅもぇ. ╇ いかぇすくう かうしす てすけ せ やせ こぇょぇ. 
 
╇  おぇおけ. ╇ おせょぇ. ¨すこせすせめせ ぉかうあやう.  
 
╇ しぇゃ すぇくぇくう やうたけゃ うきっすぇお. 
〉きうかくう しさけお. ╁ぇこぇめ いぇ くぇきぇ. 
 
╇ けすおせょぇ すっ すぇきくうちっ. 〈っ さってっすおっ  
きさぇいぇ. 【すけ ょっかっ うた けょ くぇし.  
]ゃっ ょけお すけこかう すぇかぇし ぉうゆぇ  
くっ さぇしすけこう きっふっ. ╁さぇすう うき 
てぇこぇす. ¨ぉぇしめぇ こけおさっすっ う かうちぇ. 
 
╇ ぉっい けいかけめっふっくけゅ さぇきぇ ぉうもぇ  
う さふっ ゃさぇすくうちぇ う せきけさくうた ゅさぇそっきぇ  
けこっす めっ すせ くっおけ しぇょぇ. ┿ くっ いくぇて  
けすおせょぇ すぇ こさけいうさくぇ しさっぉさくうくぇ.  
 
〈ぇめ おけきぇょ かっぉょっやぇ. ′っぉっしおぇ 
きったぇくうおぇ. ]っき ぇおけ くっ こせすせめせ 
ょせてっ. ╆ぇゃってすぇゃてう けさっけか こぇすやっ  
すきうくぇきぇ. ╇ めっょくけ きぇかけ う めけて めっょくけ  
いゃけくちっ しめぇめぇ けしすぇゃっ くぇ おぇこうめう  
しゃけめっ ぉせょくっ いっきもっ しくぇ.  

¨ さっちう. ╉せょ けょかぇいう ゃさっきっ. 
┸っさ くっ  いくぇき. ┿ いくぇゆせ すぇょぇ. 
╂ょっ ぉうゆせ. ╉ぇょ けょっき う めぇ. 
 
╁うきうくぇちうめせき, めせくう 2013. 
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ВЕЛИГДЕН 
 
 

 
 
 
ǬǨ ǳǰ ǡǭ ǺǶ ?... 
 
╃ぇ かう めっ すけ すぇめ こかぇき? 
〈ぇめ しゃっすかう すさゅ-こせつうくぇ 
ゅょっ せくぇこさっょ しすせぉせ けゅやっくけき 
さぇょせめせ しっ さうぉっ いかぇすくっ: 
ゃっゆ う こかぇきうつぇお さぇいうゅさぇくう 
こけょ ゃけょけき ょさってう うき めっいうお.  
╃ぇ かう めっ すけ すぇめ しゃっす 
ぉうしすさうめう けょ おさうしすぇかぇ –  
ゅょっ こさういけさ, けくっしゃってゆっく せ けおせ いっきくけき,  
こさっおけ ちっかけゅ くっぉぇ せゃっゆぇく めっ. ╇ ゃさぇゆっく  
けゅかっょぇかせ ゃけょっくけき: つうけ, つうしす. 
‶かぇきしぇ う いゃけくう うい おぇこもうちっ しゃっすかけしくっ: 
おゆっさう しせくつっゃっ, ょっゃけめおっ-こすうちっ 
ぇこしけかせすくけゅ しめぇめぇ う ぇこしけかせすくけゅ  
しかせたぇ. 
 
 
 

ǯǨǬǨǺǨǲ  
 
〈ぇおぇゃ しめぇめ うい ゃっしっかっ しせくつうちっ  
ょぇ きぇゅぇさ くっ いくぇ おせょ ょぇ しっ ょっくっ: 
ゅかぇゃせ せ ゃけょせ たすっけ ぉう, せ けぉかぇお,  
くぇ すさっく. ┿かう ゅかぇゃぇ ょけお きぇゅくっ けおけき, 
すさっく, こさっうきっくけゃぇく せ きぇゅ-くけゃっやっ, 
けこっゃぇくせ ゅさけぉくうちせ こかぇゃせ 
ゃぇすさっくけちさゃっくうき いぇけょっくっ. 
┸っさ しっぉっ こさうくっけ しう ぉっい けしすぇすおぇ: 
しおけお. ‶けゃうしうかうちぇ. ′ぇ ゅけさやけめ ちさすう 
ゃぇしこけしすぇゃもぇめ しっ せ さぇゃくう くけゃけめ: 
うしこけょ こけょゃけょくっ しすっくっ ういゃせつっく 
すけく おさうしすぇかくけ つうしす, さぇいかうゃぇめ  
しおさぇきけき けおっぇくぇ: ′っおぇ くぇょけかぇいう. 
]おぇかけき,  ょけ しゃっすかっ しきっくっ せ いぇいゃっあふせ –  
せ すけさあっしすゃっくう こさぇた う こせた. 
╇しすけ めっ ょぇ か しせくつうちぇ ういくけゃぇ いぇょぇめっ –  
うかう すう しぇき しっぉう – いぇょぇすぇお くけゃ: 
いぇゅけさしおけ いぇきけさしおけ いぇけぉかぇつくけ いぇせきくけ 
けおけ う せたけ ぉうすう. 』うしすう ょせた. 
 

ǫǳǨǹ ǵǨǬ ǪǶǬǨǴǨ 
 
′っょっもぇ しゃっすかぇ. ╂かぇし くぇょ ゃけょぇきぇ. 
》けょうすっ お きっくう, しゃう せきけさくう. 
╉けめう すけくっすっ こけょ すけくぇきぇ すっさっすぇ 
せしっょくうすっ くぇ すけくけゃっ. 〉 つせくけゃっ くけすくっ. 
》けさけゃう こすうつめう きけくぇておう さうぉもう. 
‶ぇさぇきこぇさつぇょ しかぇあうすっ くぇ ゃけょう 
ょけお しっ せ しかうおせ くっ しかうめせ. ╅うゃaゃぇゅぇ  
ょけお くっ せしこさたくっ. ‶けめ ょさっゃくけぉせょせゆう. 
– ╉け いぇくっきっけ くっ ぉう, 》けさけゃけふけ?  
┿くゅっかっ つせめっきけ. ╃ぇ かう きうつせ せしくぇきぇ? 
╇かう すけ しâきけ くっぉけ こっゃぇ, うかう  
けょっあょぇ うき かっこさてぇゃぇ?  
′ぇせつう くぇし ょぇ う きう – おぇけ たっさせゃうきう. 
┿おけ くっ, ぉぇさっき おぇけ さうぉっ. 
╃けぉさけ めっ ょぇ たけさ けすこっゃぇ きせお. 
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ǹǻǵǾǭ ǷǸǭǬ ǶǫǳǭǬǨǳǶǴ 
 
]ゃっすかぇ くっょっもぇ: くっ こうすぇめ てすぇ 
しせくちっ こさっょ けゅかっょぇかけき すさぇあう. 
╆ぇてすけ しかけゃけ ┹, せ けおせ-けゅかっょぇかせ, 
いさぇつくせ しゃけめせ おぇこもせ せょゃぇめぇ. 
╇い つうめっゅ いぇこうしぇ さぇいかうゃっくぇ めっ  
おぇこ, ょけ せ ょゃぇ くっょけゅかっょぇ.  
【すぇ かうめせ すぇきけ, てすぇ けゃぇきけ,  
ぇくゅっかう せきうもっくうめぇ. 
╇い せしすさっこすぇかっ かうくうめe ゃうょうおぇ 
こさっかうゃぇ しっ う こさっかうゃぇ 
こさっおけ しせくつぇくうた すぇしけゃぇ.  
〈っさぇいうめっ, すうすさぇゃっ, くぇしさっょ こせつうくっ.  
Mぇゅ-くけゃっやっ しおかぇょぇ, くっういょさあくけゅ, 
ょぇ う きぇゅぇさ いくぇ:ぉっい ゃぇゅっ さぇゃくっ, てすぇ しきけ? 
╀さょぇ う ょけかう ぉう こさうくっけ, ぇ めっょくけ  
こけすさっぉくけ めっ. ′ぇ こさぇゃっょぇく すぇし. 
 
 
ǹǳǶǪǶ ǢǻǩǪǭ 
 
╋ぇおぇさ きぇさぇきうちせ しさつぇくせ こさうくっすう,  
うしこうさぇくせ おぇけ こっしぇお:ょけ いかぇすくっ すさせくつうちっ:  
┹. ┿おけ くっきぇき, くうてすぇ しぇき.╀かぇあっくけ  
 しかけゃけ:  
もせもおぇ もせぉけいぇさくぇ.]ゃけめけき おぇこもけき いゃけく 
 おけき 
けぉゅさもせめっ しゃっ.]さちっ けおっぇくぇ, ょけお ぉせもおぇ:  
 ぉせぉさう. 
┹せておぇくせ こけおけあうちせ きけさしおせ, ょけお つゃさしくっ. 
]すっくせ くぇ こかっゆうきぇ, ょけお せ ぉうもせさ しぇいさっゃぇ. 
〉 ょせてう こかけょけゃっ, ょけお しけおけゃうきぇ  
くぇかうゃぇめせ しっ, もせぉうつぇしすうき. 
┹うもぇく ぉかぇゅけゃっしくう. ╉ゆっさ ゃけもっくせ. 
]うくぇ もせぉもっくけゅ, くぇ けしかせ ぉっかけき.  
┹せょっ せいもせぉもっくっ. ╆ゃっさう ゃぇもぇくっ. 
‶すうちっ ゃけもくっ. ┿くゅっかっ もせこおっ. 
╇ ゃしった う ゃしめぇ. ╇ け ゃしった う いぇ ゃしめぇ. 
′ぇ 》ぇさきけくけゃ きうゅ せ めっょぇく ゅかぇし –  
しけこさぇく ぇかす すっくけさ ぉぇし. 
 
 
 
 
 

ǹǨǯǪǻǿǡǭ 
 
 
′っ こうすぇめ ょぇ かう けょさぇい めっ うかう ょけうしすぇ 
せ ゃけょう ぉかぇあっくけめ いぇ させおっ せいっかう しっ 
こせく きっしっち う しせくちっ こさっこせくけ. 
╃ゃっ ょせゅっ, しもせぉもっくっ せ こさしすっく, 
かうくうめけき ゃうょうおぇ こけかっゅかっ.  
〉 すけ もせぉうおけかけ たゃぇすぇ しっ う もせょ  
せきうゃっく, せきうもっく, せょうゃもっく, 
けこうめっく こけもせぉけき くっぉぇ う こせつうくっ.  
¨つぇさぇく こせくうき おさせゅけき ゃっくつぇくうちっ  
けょ しゃかぇおけゃぇ ょせゅうくうた. ]ぇきけき ょせゅけき –  
こさっゃっいけき けおけ させおせ くけゃけぉさぇつくうた. 
′ぇ せてゆせ きぇゅきっ う かっょぇ せ こかぇいきせ, 
すけこかけ, あうすおけ こさっょゃけさめっ おさうしすぇかぇ, 
おさぇめ たけょせ こけ きせおぇきぇ: たけさ 
せこかうゃぇゃぇ せ ぉかぇゅけしくけ しぇいゃせつめっ: 
╁けしおさっしっくうめっ 〈ゃけめっ... 
 
 
ǹǺǰǽ 
 
‶さっおけ いぇちっもっくけゅ けゅかっょぇかぇ ゃけょっくけゅ 
ょけゅっゅせちおぇけ Basiliscus basiliscus. 
》けさうしすっ, ゃっゆ こけかせけょっくせすっ 
せ しゃかぇおけゃっ ょせゅうくっ, もせぉけこうすぇ: 
おけ ゅょっ おぇょぇ おぇおけ こけいゃぇゆっ  
くぇ ぇせょうちうめせ, ぉかぇゅせ, しすさけゅせ かう, 
いぇ こさっかぇいぇお, しすさぇてくう, せ しくっゃぇくう  
たけさ ょせゅうくうた つっしすうちぇ. 
′っ こうすぇめ. 〉いきう しすうた. ′けすっ つっおぇきけ. 
【すぇ しっ ぉっかう くぇ こせつうくう こかぇゃけめ, 
         うか  しせくつうちぇ うかう いさくけ しけかう 
         ゅけさおけいっきくっ う きっょくけくっぉっしくっ? 
         ‶けしおぇおせめっ おぇけ ぉっかけ こせかっ, 
         おぇけ しさちっ せ くっゃっしすっ すうすさぇ, 
         おぇけ かせつぇ きっかけょけゃぇ こかぇきすう 
         ょせゅけき てぇさくけき, きけめぇ ぉっかぇ ょせてけ. 
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ǹǰǳǨǯǨǲ ǬǸǭǪǨ, ǶǫǣǭǵǶǫ 
 
′っ こうすぇめ ゅょっ めっ, ょけおかっ こさけしすうさっ しっ しゃっつぇくぇ  
ょゃけさぇくぇ けょ けゅかっょぇかぇ, ぉっい うめっょくけゅぇ いうょぇ.  
]ぇきけ しすせぉ, けゅやっくう, こけしさっょ. 〈さっこっさぇゃ,  
しうかぇいう くぇ きけさっ.]ぇょくうちぇ きうかけしすう くっぉっしおっ?  
] おけさっくけき けょ おさけすおうた きせやぇ.  
╃っぉかけき, くぇくうあっ – こかぇきしぇめう さぇいくけぉけめくう,  
ぇ ゅっめいうさう すさぇゃぇ きけさしおうた –  せ けぉかぇお いっかっくう. 
〉 きうさうしくせ ╉さけてやせ. ‶けかうめっかっめ いゃっいょぇくう.  
╂ょっ, せ きけかうすゃう いぇ しうかぇいぇお, こかけょ ゃさたせくう きっょけき. 
′っ こうすぇめ  かっかせめぇ かう ぇかっめぇ いかぇすくぇ.  
           ╇い ょせてっ こかぇすぇくけゃっ さぇしぇょ ゃぇしおさてやう.  
           ╊っかせめぇ. 〈せ ゅょっ しう. [せおけき ょぇ おぇこもせ しせくつっゃせ 
           せいぉっさって. ╇いくせすさぇ せきうめって しっ こかぇきうつおけき 
           ぉかぇゅけょぇすくうき. ‶さっ くけ せ ょせゅうくせ つっしすうちせ  
           けょっくって しっ. ′ぇ ゆせこさうめう きぇゅかっくけめ.  
           ╂ょっ う こせかっ, けょゃっいぇくけ, すさつおぇさぇ.  
           ╁せつっ すさぇきゃぇめ ちっけ, けぉかぇおぇ ょっけ.  
           ╃けお くっ こさうゃっあせ ゅぇ ょせゅけき てぇさくけき. 
           ╆ぇ ╃さっゃけ あういくう. ′ぇしさっょ こせつうくっ.  
           ╂ょっ ょゃぇ しゃっすぇ おせこぇめせ しっ せ さぇょけしすう  
           めっょくぇおけめ. ╁ぇうしすうくせ, ういゃぇゅぇかぇ めっ けかけゃおぇ.  
           ╊うぉっかぇ せしこさぇゃくぇ. ‶ぇ くっお ういゃけかう ゅせきうちぇ,  
           しせくふっさ, てすぇ かう ゃっゆ. 

 

 
╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ – ¨ぉぇかぇ, 2006.
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ИМПРОВИЗАЦИЈЕ 
 
 

 
 
 
1. 
]さっゆくう すさっくせちう 
ゅさぇょっ  
こせすっもぇお おさけい しさちっ – 
  
2. 
╇いぇ ょせゅっ しせてっ 
あぇぉっ ょゃっ こけ ょゃっ 
こっゃぇめせ – くっあくけ いっかっくっ 
  
3. 
]さっすけた 
ょぇゃくせ もせぉぇゃ 
けゅさせぉっかけゅ ゅかぇしぇ – 
  
4. 
]ぇやぇき  
ょぇ めっょっきけ たかっぉ 
いぇめっょくうつおうき せしすうきぇ – 
  
5.  
┸っょぇく ちゃさつぇお 
せすうたくせけ きぇかけ: 
けしかせておせめっ ょさせゅけゅ – 
  
6. 
〉しくうた ょぇ きう めっ 
きぇめおぇ あうゃぇ う ょぇ ゆっ すぇおけ 
ぉうすう いぇせゃっお – 
  
7. 
╉うてぇ しせくちっ おうてぇ... 
くっぉけき 
ょっつめっゅ かうちぇ – 
 
  
 

8. 
┻っさおぇ こさうめぇすっもぇ: 
– ╇きぇき めっょくせ        
うゅさぇつおせ 
おぇょ さけょうて ょっゃけめつうちせ 
こけおかけくうゆせ すう めっ... 
   
9. 
′ぇ さけょめっくょぇく しすうあっ 
こけしかっ しゃうめせ – ょけぉさぇ 
ゃうかぇ 
し こぇおっすうゆっき せ しさちせ 
 
10. 
]ぇ おぇおゃけき かぇおけゆけき 
しさっゆくうお こさせあう ょかぇく 
『うゅぇくおう てすけ ゃさぇつぇ! 
 
11. 
╊せぉっくうちうくけ しさちっ – 
ょけお きうしかうき 
くぇ こさゃせ もせぉぇゃ! 
  
12. 
‶けおせてぇた ょぇ くっ あっかうき  – 
ぇかう: くっけつっおうゃぇく 
しせしさっす! 
  
13. 
┸っょぇく ちゃさつぇお 
せすうたくせけ きぇかけ: 
けしかせておせめせゆ ょさせゅけゅ... 
  
14. 
╉けこぇき,おけこぇき... 
ゅかっ,くけゃぇ あうかぇ 
ぉかうしおけしすう! 

 
 
  

15. 
╀っさっき きぇしかぇつぇお – 
くぇょかっゆっ きっ ゃさぇくぇ 
うしおけてっくっ ゅかぇゃっ... 
 
 16. 
′ぇしかうおぇた きぇつおせ – 
けくぇ こけこう ゃけょせ 
けょ けこさぇくっ つっすおっ! 
  
17. 
╀せょうき しっ おぇけ 
いぇゅやせさっくぇ せ さっおせ – 
こさけたかぇょくけ めせすさけ- 

  
18. 
┸っいっさちっ けおぇ – 
くぇきさっておぇけ ゅぇ 
めっしっやう ゃっすぇさ... 
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НА КАПИЈИ МЕДИТЕРАНА 
 
 

 
 
 
ǵǨ   ǲǨǷǰǡǰ   ǴǭǬǰǺǭǸǨǵǨ 
 
′っ きけゅせ つうすぇゃ あうゃけす  
こさけゃっしすう きっふせ おやうゅぇきぇ, せ しかうおぇきぇ,  
こけおせてぇゃぇめせゆう ょぇ こさっこさぇゃうき ゃさっきっ う  
くぇゅけゃけさうき ╆っそうさぇ ょぇ しかぇくう ゃっすぇさ くぇょせゃぇ きけめぇ 
めっょさぇ 
う けょ いさくぇ こっしおぇ けつう きう いぇしせいっ. 

– ′っ うょっ, もせすっ しっ ぉけゅけゃう,  
くうめっ すけ けくけ てすけ しきけ すう ょぇかう,  
おけ めっ くっいぇょけゃけもぇく くぇてうき ょぇさけゃうきぇ 
くっおぇ しっ こけあぇかう ╃うゃせ ¨かうきこしおけき う ′っこすせくせ  

╆っきもけすさっしちせ, 
せくぇこさっょ しっ しきっめっきけ  おぇおけ ゆっ こさけゆう 
くぇ おけこくせ う くぇ きけさせ,  
ゅょっ ゅけょ おさっくっ,  
おけきっ ゅけょ しっ けおさっくっ,  
おけゅぇ いぇきけかう,  
おけゅぇ いぇゃけかう. 
 
〈ぇょぇ しっ こさうおかけくうき けかすぇさせ おせゆくうた  

ぉけゅけゃぇ, 
けくうた てすけ つうすぇゃ ょぇく めっつっ, いゃっつっ,  
 こさっょせ,  
ぇ くぇめゃうてっ めっょせ, こさっすっゆう きう – 
おけ つっいくっ ょぇ こけしすぇくっ ょぇた ゃっすさぇ う いさぇお  
 ]せくちぇ, 
ょぇ かっすう くぇょ きけさっき,  
こっゃぇ しぇ くうきそぇきぇ,  
ょぇ きせ くぇ せたけ ╋せいっ てぇこせゆせ,  
きけあっ, ぇかう おぇょ けしすぇくっ しぇき う  
やっゅけゃけ いっきぇもしおけ ゃさっきっ うしすっおくっ. 
 
╇ けこっす ょぇく しぇゃうめっき  
せ すゃさょせ かけこすせ けょ おけめっ ぉけかっ かっふぇ,  

おけかっくぇ, 
ょせてぇ う こさしすう.   
′っおぇ ぉせょっ ゃけもぇ ゃぇてぇ,  
ぇ ちぇさしすゃけ きけめっ せ おやうゅぇきぇ. 

 
 
 
 
 
ǼǶǺǶǫǸǨǼǰǡǨ 
 
╋けめっ めっ ょっすっ ゃうょっかけ きけさっ,  
こけしかぇた ゅぇ こけ しゃけめせ つっあやせ,  
ょぇ きう ょけくっしっ しかうおせ ╉けさうくすしおけゅ  

おぇくぇかぇ,  
しっこすっきぉぇさしおけゅ ょぇくぇ, ゃけょっ う くっぉぇ 
ぉうしっさくうた すぇかぇしうゆぇ こけょ けゅさけきくうき  
 きけしすけき,  
ゃっすさぇ おけめう こさゃう こせす けおせしう 
ょぇ こけしっめっ しっきっ つっあやっ う せ やっきせ,  
しかうおせ せ やっゅけゃうき けつうきぇ 
う けょしめぇめ せ きけめうき うい おけめうた めっ  
こけてぇけ せ しゃっす.   
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ǲǻǬǨ 
 
¨すうしぇお しすけこぇかぇ くぇ こっしおせ  
う けてすさけゅ おけくけこちぇ くぇ ょかぇくせ  
けくけゅ てすけ ゃせつっ しゃけめ ぉさけょ  
ょぇ こさうしすぇくっ せい くけゃけ おけこくけ. 
╆くぇ かう ょぇ 
しせくちっ, ゃっすぇさ, しけ う たかっぉ 
うきぇめせ しゃせゅょっ うしすう せおせし.  
 
╂けさつうくせ こさけかぇいくけしすう  
う しかぇしす いぇぉけさぇゃぇ. 
 
 
ǶǬǨ  ǻǿǭǵǶǹǺǰ  
 
╁けかっかぇ ぉうた ょぇ しぇき ぉうかぇ  
┿くぇ ╉けきくうくぇ,  
ょぇ しっょうき しぇ おやうゅけき 
せ きうさうしせ しゃうかっ ゃういぇくすうめしおっ ゃうかっ 
くぇょくっしっくぇ くぇょ ゃさっきっくけき 
おけめっ きう くっ ういきうつっ.  
 
 

ǤǭǸǲǰ  
 

¨すうゆう  ゆっきけ  せ ╀ぇさしっかけくせ  
ょぇ ゃうょうきけ おぇすっょさぇかせ けょ つうこおっ う こっくっ, 
けすうしくせゆっきけ しっ せ ╁ぇかっくしうめせ  
ゅょっ こけきけさぇくりうく ちゃっす  
ぉかうしすぇ せ しゃぇおけき けおせ,  
しおせこうゆっきけ しっ こけょ おさけゃ けょ しかぇきっ 
ぉっかっ しっもぇつおっ おせゆっ せ ╊ぇ ╋ぇくつう, 
つっおぇめせゆう  ょぇ しっ  くぇ ゃさっかけき たけさういけくすせ 
こけめぇゃっ ゃうすっい う やっゅけゃ てすうすけくけてぇ 
おけめう おぇけ う めぇ,  
つうすぇゃ あうゃけす つっおぇ くぇ しゃけめっ けしすさゃけ, 
すさぇあうゆっきけ ╂さぇくぇょせ う 
すゃけゅ  しすせょっくすぇ うい ]ぇかぇきぇくおっ, 
ぇ おぇょぇ しっ しこせしすうきけ ょけ ╉ぇょういぇ,  
くぇ きけしすせ ういきっふせ きけさぇ う けおっぇくぇ, 
くっゅょっ おけょ 》っさおせかけゃうた しすせぉけゃぇ 
こけあっかっゆせ  すう   ょけぉぇさ ゃっすぇさ  
う きうさくけ きけさっ. 

ǮǭǵǹǲǨ  ǷǭǹǴǨ 
 
》うもぇょせ こせすぇ こさけゃっさう  
ょぇ かう しせ しゃっ しすゃぇさう けこさぇくっ,  
しかけあっくっ, ゃさぇゆっくっ くぇ きっしすけ 
せ さっょ おけめうき きうしかうて ょぇ こけおけさぇゃぇて  

ゃぇしうけくせ,  
たうもぇょせ こせすぇ こさうこさっきう, しおかけくう,  

こさうくっしう う ういきぇおくう 
けくうきぇ おけめう すけ くっ こさうきっゆせめせ,  
ぇ つっしすけ いぇぉけさぇゃっ ょぇ うた ゃけかうて ゃうてっ けょ  
 しゃっゅぇ,  
う おけかうおけ すう くっょけしすぇめせ ょぇくう おぇょぇ しせ  
おゃぇさうかう, けぉぇさぇかう, こさもぇかう う  

かぇさきぇかう,  
せきっしすけ ょぇ しっょっ ゆせすおっ,  
ょぇかっおけ けょ すっぉっ う しっくおけき う おけさぇおけき,  
すっしくけ うき めっ せ おけかっゃちう おけめぇ うた めっ  

いぇもせもぇかぇ. 
 
》うもぇょせ こせすぇ うき さっちう ょぇ しう いぇ やうた  

せゃっお すせ,  
ぇ しぇきけ めっょくけき こさけゃっさう ょぇ かう めっ  

こさっけしすぇけ 
おけきぇょうゆ ゃさっきっくぇ くっゃうょもうゃ  
う すぇくぇお おぇけ ゃかぇし おけしっ くけゃけさけふっくつっすぇ, 
ょぇ かう めっ けしすぇけ ょぇ ゅぇ けぉきけすぇて けおけ  
 こさしすぇ,  
くうす ゃさっきっくぇ おけめっ こさけかぇいう う くっ ゃさぇゆぇ  
 しっ. 
]ぇつせゃぇめ ゅぇ いぇ しっぉっ 
おぇょ たうもぇょうすう こせす こさけゃっさうて  
ょぇ かう めっ しゃっ くぇ きっしすせ  
せ あうゃけすせ おけめう めっ こさけてぇけ. 
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АНЂЕО КОЈИ ЋЕ ОДГАЈИТИ 
ТВОГ АНЂЕЛА 

 
 

 
 
 
ǲǨǶ ǻǹǸǭǬ ǩǨǡǲǭ ǲǶǡǻ ǡǭ ǵǭǲǶ ǬǨǪǵǶ 

ǯǨǷǶǿǭǶ 
 
 ¨ょめっょくけき, おぇけ せしさっょ ぉぇめおっ おけめせ めっ くっおけ くっ-
おぇょぇ ょぇゃくけ いぇこけつっけ, ぇ けくょぇ せしくせけ ょせゅけ すさぇあっゆう 
くぇめくっあくうめっ さっつう おけめうきぇ くっ ぉう いぇこさもぇけ ぉっかうくせ, 
いぇしすぇかう しきけ せ ゃさっきっくせ おけめっ めっ ゃっめぇかけ けょぇしゃせょ. ╂かっ-
ょぇかう しきけ めっょくけ ょさせゅけき せ けつう, しっゆぇて かう しっ, おぇけ ょぇ 
ゅかっょぇきけ せ くっぉっしおう しゃけょ, すさぇあっゆう こけゅかっょけき けぉかぇお 
おけきっ しせ ぇくふっかう さぇしこぇさぇかう てぇゃけゃっ. ┸っさ ゃっめぇかけ めっ 
すぇおけ ょぇ くうしきけ きけゅかう おぇいぇすう くう さっつ ぇ ょぇ くぇき ゃっめぇ-
ゃうちぇ せ せしすぇ くっ ゃさぇすう かっょっくう おせしせさ. ╇こぇお, さっおかぇ 
しぇき すう: – ¨ょ けゃけゅ しくっゅぇ しっ きけゅかけ くぇつうくうすう ょっすっ, 
めっょくけ しぇしゃうき かっこけ ょっすっ, ぉぇて おぇけ ょぇ めっ さけふっくけ うい 
つっあやっ いぇ けくうき てすけ しっ くうおぇょぇ くっゆっ いぉうすう. – ‶けつくう すう – おぇいぇけ しう, ぇ めぇ しぇき しっ かぇおけ 
ゅせぉうかぇ せ くぇくけしうきぇ ういさっつっくけゅ: – ′ぇめこさっ きせ きけあっきけ くぇつうくうすう きぇかけ すっかけ, ぇ いぇすうき 
ゅさせょゃせ おけめぇ ゆっ くぇき せいゃさぇすうすう けしきったけき. ┿ けくょぇ ゆっきけ ょっすっくちっ せいっすう いぇ させおっ う おさっ-
くせすう すぇきけ ゅょっ ゆっきけ きけゆう ょぇ ゅぇ しぇつせゃぇきけ けょ ゃかぇしすうすけゅ ょぇたぇ. ╃ぇ, めぇ ゆせ ゅぇ せいっすう 
せ くぇさせつめっ う いぇやうたぇすう くっあくけ, ぇ すう きせ こっゃせてう すうたけ, すぇおけ すうたけ ょぇ う しぇきぇ せしくうき. 
╃ぇ ゅぇ しぇ けゃけゅぇ せいゃうてっやぇ  くうおぇょぇ くっ けょゃっょせ くぇてう すさぇゅけゃう.  
 ╋くけゅけ おぇしくうめっ, さっゆう ゆって きう, ょけお ぉせょっきけ ゅかっょぇかう こさゃっ おけさぇおっ くぇてっゅ しうくぇ, 
ょぇ しう う すう すせ こけきうしぇけ いぇやうたぇけ せ けくけき いうきやっき ょぇくせ. ╋けあょぇ しっ いぇすけ けゃけき ょっつぇおせ せ 
けつうきぇ きけあっ ういぉさけめうすう めっょくぇ いうきぇ ゃうてっ けょ  けくうた おけめっ, っゃけ, くぇぉさぇめぇ くぇ こさけきさいかっ 
こさしすうゆっ. ╋けあょぇ いぇすけ けおけ くぇし う ょぇもっ ゃっめっ けくぇめ おさせこぇく しくっゅ こけょ おけめうき しっ すけこっ けてすさっ 
うゃうちっ う ぉけめっ せきけさくっ けょ しゃっすかぇ. ╋けあょぇ しせ くぇてう ょぇくう ちっかぇち おさけい おけめう たけょぇきけ, ゅぇいっゆう 
しぇきけ せ ょっすうやっ めっょゃぇ ゃうょもうゃっ, しぇしゃうき こかうすおっ, しすけこっ. ┿ しさっゆぇ すさぇめっ, めっさ ぇくふっかう しっ めけて 
おうおけゆせ, ゅけかうちぇめせゆう めっょぇく ょさせゅけゅ こっさうきぇ せきっしすけ ょぇ こけこうしせめせ しゃっ けくけ てすけ めっ こけょ けゃうき 
すけこかうき しくっゅけき.  
 
 

ǬǨǵǰ ǲǶǡǰ ǹǭ ǴǭȀǲǶǢǭ ǻ ǻǺǸǶǩǰ ǵǶǤǰ 
 
 ¨ょぇゃょっ くぇめぉけもっ ゃうょうき ょぇくっ おけめう しっ きっておけもっ せ せすさけぉう けゃっ くけゆう. ╁うょうき しゃぇおう 
おさしすうゆ くぇ ゃっいっくけき めぇしすせつっすせ う おやうゅせ おけめぇ しっ こけょ やうき しぇきぇ こさっかうしすぇゃぇ. ╇ ゃうょうき: 
こさゃう きさぇい いぇしすぇけ こさっょ てもうゃうくけき ゅさぇくつうちけき. ]ゃぇおぇ かぇすうちぇ すぇくおう めっ しゃうすぇお しゃっすかけ-
しすう. ┿ いぇすうき ゃうょうき かぇきこうけく くぇ くぇめくうあけめ ゅさぇくう めっかおっ う ょゃぇ けしきったくせすぇ かうちぇ せ やっきせ. 
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〉きっしすけ さっつう, こぇたせもっ こさけゃっめぇゃぇめせ ういきっふせ やうた. ╁うょうき う きさゃうちっ たかっぉぇ おけめっ いぇ くぇきぇ 
いけぉぇめせ いっぉっ, いくぇめせゆう ょぇ こけしすけめっ こせすっゃう かっこてう けょ けゃけゅ, めっさ しせ ょぇもう. ╇ たうもぇょせ しせくぇちぇ 
けゅさっめぇゆっ きっ うい めっょくけゅ させおけたゃぇすぇ さぇいかうつおぇ. ╇ けくぇめ ゅさせきっく しけかう, けすけこもっく せ めっょくけめ めっ-
ょうくけめ しせいう, ょぇ, しゃっ すけ ゃうょうき. ╇ くっおっ ゃうしけおっ おせかっ, しぇいうょぇくっ けょ ういくっくぇふっくけゅ ゃぇいょせたぇ. 
╇ こけもぇ せ おけめうきぇ かぇゃぇくょぇ やうてっ しゃけめ きうさうし.╇ さうぉもっ めぇすけ せかけゃもっくけ せ きさっあせ けょ 
さぇしこさっょっくけゅ しせくちぇ. ╇ ゃっすぇさ こけゃうめっく せ こっかっくっ おけめっ しっ ゃうめけさっ せ ょくせ  めっょくけゅ ょゃけさうてすぇ. 
╇ しゃけめせ させおせせ すゃけめけめ きぇかっくけめ てぇちう, すせ させあせ おけめぇ こけくけゃけ こけしすぇめっ こせこけもぇお. 
 ┸っさ ょさっゃくっ こさうつっ, うい おやうゅっ しおかけこもっくっ こけょ きけめうき せいゅかぇゃもっき, おぇあせ: せ きぇめつう-
くけめ せすさけぉう しぇやぇきけ しぇきけ けくけ せ てすぇ けくぇ くっすさっきうちっ ゅかっょぇ. ┿ けょ けくけゅ くぇ てすぇ きうしかう 
けしすぇめせ くぇき けあうもちう. ╆ぇすけ しっ ぉけめうき, っすけ いぇすけ しっ, しうくっ, ぉけめうき ょぇ けすゃけさうき けつう. ╇ ゃっゆ 
せくぇこさっょ いくぇき: しゃぇおう すゃけめ ぉっかっゅ きっしすけ めっ ゅょっ しぇき すっ, せ きうしかうきぇ, しおかけこもっくうた けつうめせ う 
せしぇくぇ, もせぉうかぇ. 
 
 

ǻ ǷǶǹǺǭǢǰǾǰ ǲǶǡǨ ǹǭ ǸǨǯǳǰǹǺǨǪǨ 
  
 ╄おさぇく めっ いぇしゃっすかっけ う めぇ しぇき せ すぇきう しゃけめっ せすさけぉっ くぇめこさっ さぇいぇぉさぇかぇ こさしすっ おけめうきぇ 
ゆって きうかけゃぇすう しゃっす. ┿ けくょぇ しせ きう こけおぇいぇかう: けすゃけさっくうた けつうめせ, さけくうけ しう おさけい ゃけょせ, 
しかぇくせ おぇけ きけめっ すさっこぇゃうちっ. ╃ぇ, ゃうょっかぇ しぇき: すう しゃっ ゃっゆ せきって しぇき. ┿かう, しゃっ ゆって きけさぇすう 
ょぇ せつうて けょ こけつっすおぇ おけめう う くうめっ こけつっすぇお, けょ けくょぇ おぇょぇ ゃさっきっ こけつくっ しっ きっさうすう けすゃけ-
さっくけてゆせ きぇかけゅ うかう ゃっかうおけゅ ょかぇくぇ. ╆ぇすけ いぇこぇきすう, こぇ ゆって きう さっゆう, おぇおゃけ めっ すけ きけさっ 
おけめっ しっ きさっておぇ せ きっくう? ╆ぇこもせしおせめっ かう けぉぇかっ おけめっ ゆっ しっ さぇいきぇゆう せ ぉけかけゃうきぇ? ╋けあょぇ 
ゆって せこぇきすうすう すけ てすけ くうおけ けしうき すっぉっ くっ きけあっ ょぇ ゃうょう: こけしすっもうちせ つうめう しっ いうょけゃう  
さぇいかうしすぇゃぇめせ おぇけ こせこけもぇお くぇ めせすぇさやっき しゃっすかせ. ╇ けくけ てすけ くうおけ けしうき すっぉっ くっ きけあっ 
ょぇ つせめっ: おぇおけ てせきう おさゃ おぇょ きけめっ しさちっ すゃけきっ こっゃせてう せしこぇゃぇくおせ. ┸っさ めっょくけき, おぇょ しゃう 
っおさぇくう いゅぇしくせ, おぇょ しゃっ けおけ すっぉっ せゆせすう, めっょうくけ ゆって つせすう すぇめ けすおせちぇめ いぇ けすおせちぇめっき. ╀ぇて 
おぇけ ょぇ ょぇめせ さうすぇき こっしきう ぉっい さっつう, けくけめ けょ おけめっ ゆっ しっ けゃぇめ しゃっす しきうかけゃぇすう しぇきけき しっぉう. 
╇ ょけすぇおくせす すゃけめうき ょかぇくけゃうきぇ, すぇきけ せ きさおかけき きさぇおせ, くぇめいぇょ, こさっしすぇゆっ ょぇ ょさたすう. 

 
 

ǹǨ ǷǻǷǿǨǵǰǲǨ ǵǭǷǶǬǪǭǯǨǵǶǫ ǹǨ ǴǶǡǭ ǹǺǸǨǵǭ 
 

╃けてぇゃてう けすせょ, うしこけょ きけゅ こさっょせゅけ けょかぇゅぇくけゅ しさちぇ, こかぇつっき しう せすゃさょうけ けくけ 
てすけ けょ しさうちぇやぇ こさっけしすぇくっ せ けぉくぇゃもぇやせ. ┿ こけすけき う しゃっ ょさせゅけ. ╇い しゃっゅぇ てすけ しすうてぇゃぇ 
すゃけめ ゅかぇし, さぇいせきっかぇ しぇき ょぇ めっいうお う めっしすっ めっいうお すっお おぇょ くっ ぉうゃぇ ゅけゃけさ, ぇ  くっゃうくけしすう ょぇ 
けぉくけゃもうゃっ しせ めっょうくけ ぇおけ いぇうしすぇ しせ ぉうかっ くっゃうくけしすう. ]ぇ こせこつぇくうおぇ, くっこけょゃっいぇくけゅ しぇ 
きけめっ しすさぇくっ, せ しゃぇおけめ けょ くけゆう させぉもっくうた おぇけ こっかっくっ, せつうかぇしぇき おぇおけ しっ くっうしおせしすゃけ 
ぉさけめう せ おぇこもぇきぇ: けこけめくうき おぇこもぇきぇ きうさうしぇ, おぇこもぇきぇ きぇめつうくけゅ きかっおぇ, せ しせいう おけめぇ 
こさっすっゅくっ くぇょ しきっておけき. ╇ おぇおけ しっ くっういきっくもうゃけ しぇ かぇおけゆけき きっやぇ, ょけお すう ゅかっょぇき 
きぇかっくう ょかぇく くぇ おけめう しかっゆっ こさっせきけさくう ぇくふっけ. ┿ すう, ゅけかうちもうゃ めっょうくけ くぇ ょけょうさっ 
おさうかぇ, しきってっゆう しっ, っゃけ, せゃっさぇゃぇて きっ: もせぉぇゃ めっ, うこぇお, こかけょけゃぇ, くぇめぉうしすさうめぇ, ゃけょぇ. 〉 
おけめけめ ょうしぇけ しう けくぇおけ おぇおけ ょうてっき, っゃけ けゃぇおけ, くぇょくっすぇ くぇょ すゃけめっ せしくせかけ かうちっ. ╇ いぇゅかっ-
ょぇくぇ せ ゃさた こさしすうゆぇ おけめうき せこうさって ゅけさっ, ゃうしけおけ, せ けくけゅ おけめう しっ くぇめぉさうあくうめっ くぇょ くぇきぇ 
しゃうめぇ, けくょぇ おぇょぇ すけ, せしくうゃてう すぇおけ ょぇ くぇき しっ おうょぇ ょぇた, う くっ しかせすうきけ. 
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ǲǨǶ ǲǨǷǢǨ ǴǳǭǲǨ ǵǰǯ ǺǪǶǡ ǸǨǯǢǻǩǨǲ 
 

┸っさ こさっしかぇくぇ めっ しっくおぇ おけめせ くっ きけゅせ けすさすう しぇ かうちぇ けすおぇょ しっ きけめっ ゃさっきっ 
けょぉさけめぇゃぇ すゃけめうき ょぇくうきぇ. ╉ぇけ おぇこもぇ きかっおぇ くうい すゃけめ さぇいもせぉぇお, くうい きけめっ つっかけ しかうゃぇ 
しっ こさゃう しすさぇた, ぇ いぇ やうき けくぇめ けょ おけゅぇ しゃっ ょさせゅけ いぇぉけさぇゃもぇき. ╉さけい くっこさけたけょくっ 
すうてうくっ,めっょくぇ いぇ ょさせゅけき,  こさけぉうめぇめせ しっ けおぇしくっかっ しせふぇめっ. ]ゃっ てすけ すう めっ くぇきっやっくけ, 
こさうきぇき せ しゃけめ せしすぇゃもっくう ょぇた う ょけすうつっき すぇ きっしすぇ くぇ すゃけめけめ おけあう. 》っきぇくゅうけきう, すけ しせ 
きっしすぇ くぇ おけめうきぇ しきけ しっ こさうゃうめぇかう めっょくけ せい ょさせゅけ, せ しすさぇたせ けょ しゃっすぇ. ┿ こさうこうすけきうき 
かう たけさけゃけふせ ぇくふっかぇ, かぇおけ ゆせ う いゃっさう こけ けょめっちうきぇ. ╇ ょさたすうき:つっきせ かう しっ ぉかうあう くうい 
きけめ こさっこせやっく こけゅかっょ すゃけめぇ こせてすっくぇ おけかっゃおぇ? ┿  しせいっ,  くう けくっ け ぉせょせゆっき くっ いくぇめせ 
くうてすぇ, しぇきけ おかういっくうい きけめっ かうちっ, う けょかぇいっ, しゃぇおぇ いぇ  くっおうき ゃっゆ ょぇゃくけ けしせてっくうき 
すさぇゅけき. 

 
 

ǬǶǲ ǣǰȀǭȀ ǹǪǭ ȀǺǶ ǹǭ ǰǲǨǬ ǯǨǾǭǵǰǳǶ ǻ Ǵǭǵǰ 
 

╇ けゃぇめ こけもせぉぇち しこせてすっく くぇ すゃけめっ めけて くっしさぇしかけ すっきっ,しぇきけ めっ めっょぇく 
こさっこかぇてっくう ぇくふっけ. ¨くぇめ おけめう しっ, いくけめぇゃ けょ しすさぇたぇ, くっこさっしすぇくけ たかぇょう しゃけめうき おさう-
かうきぇ. ¨くぇめ おけめう ゆっ しっ しおかせこつぇすう せ かけこすせ こさっょ すゃけめうき しすけこぇかけき う こけかっすっすう こけょ 
こさっつおせ. ¨くぇめ おけめう ゆっ いぇ つぇし こけしすぇすう きうくせし こさっょ いぇゅさぇょけき けょ おけゅぇ しっ きっやぇ ゃさっょくけしす 
しゃっゅぇ せ やけめ. ̈ くぇめ おけめう ゆっ すう てぇこくせすう ょぇ めっしきけ ぉうぉっさけゃけ いさくけ う ょぇ すさっぉぇ けょしっゆう おけきぇょ 
ゃかぇしすうすけゅ きっしぇ おぇおけ ぉう しっ くぇきうさうかっ いゃっさう. ¨くぇめ ぇくふっけ おけめう ゆっ けょゅぇめうすう すゃけゅぇ 
ぇくふっかぇ. ┸っさしゃぇおう ぉう しすうた おぇけ う もせぉぇゃ けゃぇ: ょぇ ぉせょっ, ょぇ ぉせょっ. ‶さうゃうめぇき すっ せい しっぉっ, めっさ 
しさちっ めっ きぇかぇ やうたぇもおぇ いぇ ぉけかけゃっ.╃けお やうてって しゃってすけ しっ うおぇょ いぇちっくうかけ せ きっくう, こっゃせ-
てうき, めっさ くぇめいぇょ いくぇき: こけっいうめぇ めっけゃぇめ てぇこぇす いぉけゅ おけゅぇ しっ すう, ぉかぇゅけ おぇけ ょぇ しゃっ ゃっゆ しかせ-
すうて, けしきったせめって せ しくせ. 
 

 
 

╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ – ╀うお, 1978.
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ИЗДАЈА МУЗЕ 
 
 

 
 

 
ǰǯǬǨǡǨ Ǵǻǯǭ 
 
1. 
╉ぇおゃぇ ゅぇょけしす しっ ういかうかぇ 
うい くっしぇあゃぇおぇくけゅ いぇかけゅぇめぇ きけめうた ╋せいぇ 
う ゅさぇょしおうた ゃうかっやぇおぇ (てすぇ ぉう くぇ すけ さっおぇけ  

〈けかおうく) 
すぇおけ きっ こもせくせてっ ぉっい しすうょぇ 
いぉけゅ やうた しっ  すっきっも けつっゃうくっ せ くけゃけめ ょっちっくうめう 
すさせくう う しおせこもぇ おさうかぇ せゅうくせかうた かっこすうさぇ 
 
╇ぇおけ めせかしおけ しせくちっ てうさう あゅぇさぇゃうちせ 
きうてっゃっ せ さぇいさせてっくう ょけき せさっょくけ くっおけ しきってすぇ 
きけあょぇ しせ うた  うい ちさくうた こけすけおぇ ょけゃせおかっ きぇつおっ 
ょぇ きっ  せかけゃけき こさうょけぉうめせ – こぇ ゆせすうき 
 
╃ぇ かう ゆっ けゃけゅ おうてくけゅ かっすぇ さっおっ こけしすぇすう こかぇゃっ,   
ょぇ しっ ゃうてっ くっ すさっしっ けゃぇ うしこせちぇかぇ いっきもぇ 
ょぇ かう ゆっ しきった ょぇ こさけゅせすぇ  しかぇぉけしす う すぇてすうくせ 
 
┸っさ てっすぇかぇ ぉうた けこっす せ こかうゆぇおせ うしこさっょ くぇしうこぇ 
きうかけゃぇかぇ ゃけょけき おけかっくぇ おけめぇ くっ いぇちっもせめせ 
ぇ くっ いくぇき くう いぉけゅ つっゅぇ めっ すぇめ ぉけか う すさく 
 
2. 
╆ぇ すさっく ゆっ しおかういくせすう ゃさっきっ おぇけ  

  あうゃけす くぇ ゃってぇかうきぇ 
おぇょぇ ゃうてっ しくぇあくけ 
くっゆせ きけゆう ょぇ しかっすうき せ しゃけめ おさぇめけかうお  
くう おさけい おぇかっうょけしおけこ ょぇ せたゃぇすうき   

  ょうさうあぇぉか  
う かうお ちさくっ ょっゃけめつうちっ 
 
¨くぇ めけて せゃっお くけしう きけめ きぇかう ゅさぇきけそけく 
う くけすっし けょ かうてゆぇ しぇ ┸っかうしっめしおうた こけもぇ  
きぇてっ きう  うい いかぇすくけゅ おぇゃっいぇ せしこけきっくぇ 
– けこけきうやっ いぉけゅ きけゅ しゃぇおけゅ けょかぇしおぇ 
せ ゅさぇょ しゃっすかっゆうた こぇさけかぇ う しきぇさぇゅょぇ 
 

╉ぇけ ょぇ う けくぇ くっ いくぇ ぇ う くうおけ けょ くぇし 
ょけお こぇおせめっきけ  おけそっさ いぇ  しゃけめっ ょぇもうくっ 
ょぇ くっ しかせすうきけ おけ ゆっ くぇし う ゅょっ  しせすさぇ  

しぇきかっすう  
う けょ くぇてうた ょかぇくけゃぇ う かうちぇ うしこっゆう   

あせすう  おけかぇつ  
ょぇ せきうさう ゅかぇょ いぇ けくっ たぇかぇこもうゃっ  
 
╇かう  めっ すけ きけあょぇ こさしす しせょぉうくっ 
 
╉ぇょぇ すっ う さけふっくっ ╋せいっ ういょぇめせ 
けょ  さけょくけゅ ょけきぇ しぇゅさぇょっ 
ちさくう しこけきっくうお しぇ っこうすぇそけき 
いぇ ╇そうゅっくうめっ う ‶っくっかけこっ  
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う かっすぇつっ ぉっい きっょぇもっ 
〉きうてもっくっ ゅけしこっ うくしこうさぇちうめっ 
せ すゃけき さぇいさせてっくけき しゃっすせ  
くぇこさぇゃっ おさせゅ ういきっふせ ょゃぇ きけさぇ  
せふせ すう せ けおけ おぇけ しすさっかぇ  
 
‶っゃぇめせ こっしきせ け くぇこせおかけき しすっこっくうてすせ 
 

‶ぇさぇゆうく, 1. めせかう 2014. 

 
 
ǺǸǨǫǨǣǭ ǯǨ ǵǨǸǨǵǧǶǴ 

 
′ぇ すさゅせ Prato dello Valle 
せ おうてくけめ くけゆう すさぇあうた ‶っすさぇさおせ う  

ぇさす ぇおさけぉぇすっ 
くぇしかけやっくぇ くぇ きっさきっさくぇ すっかぇ – 

ょけしすけめくぇ しゃっすかけしすう 
こさっけぉさぇすうた しっ せ こけっいうめせ くぇ ょくせ そけくすぇくっ 
 
╋くけゅけ めっ いうきぇ こさけてかけ けょ ょっつぇつおっ  

うゅさっ  
おぇょ し かぇおけゆけき こさっふけた きぇかう きけしす 
ょぇ しっ せ さっおせ ╀ぇつうやけくっ せかうめっき  
うい しっぉっ うしすうしくっき しゃせ うさけくうめせ う  

けたけかけしす  
 
]ぇょぇ しぇき せ すぇめくっ きさすゃうた いぇさけぉもっくぇ 
おぇけ すう ゃぇさけてう – ゃっつくぇ ‶ぇょけゃけ! 
てすけ せ きぇさすけゃしおけき こもせしおせ しぇ ょせたけき  

ょせあょっゃぇ 
ゅかぇつぇて しおせかこすせさっ しかぇゃくうた せ こぇさおせ  

┿かう せしうょさうた  しっ せ すっぉっ しすぇさぇ ょぇきけ 
ょぇ こさおけしうき しゃぇおけめぇおけめ ぉけかっしすう う  

しきったせ いゃっさう 
う いぇかっつうき しぇ すけぉけき こけさすさっす せきっすくけしすう 
ょぇ こけしすぇくっき こけしゃっゆっくうお しかぇすおけゅ けおぇ 
 
╇しこけょ おぇぉぇくうちっ うしすさっしぇき ゅけかせ ょせてせ 
ゅせてうき しっ けょ おぇこう ゃけょっ てすけ 
うい けぉかぇおぇ しおかういくせ せ きけめ せき  
う おぇけ ょぇ きう ┲けすけ こけおぇいぇ こさしすけき 
ょぇ せ くぇさぇくりう いかぇすくけめ こぇょけゃぇくしおけめ 
てすけ しっ くぇ すさゅせ こけさっょ しすぇすせっ ‶っすさぇさおっ  

ょけおけすさもぇ  
すさくっ きけめ いぇくけし, ゅさった う きけめ かっお 
 
〉いきう すせ しけつくせ ぉうもおせ, いぇ けょかぇいぇお! 
(おさけい こかぇつ きう てぇこせゆっ そうさっくすうくしおう  

しかうおぇさ) 
うしちっょう めっ ちぇさしおう おぇけ めせあくっ ぇゅさせきっ せ  

しっぉっ 
ょぇ けこっす きけあって ゃってすけ せこかうすぇすう  

しくけゃっ う 
さぇょけしくうき さっつうきぇ ゅけしすっ ょゃけさうすう 
う しかうおぇすう あうゃけす しゃけめ  
てすけ しっ ぉせょう う しかぇゃう 
ぇ こけしかっょやせ おぇこ くぇさぇりうくけゅ しけおぇ  
いぉけゅ せさけおぇ くぇ せしすぇ しすぇゃう 
ょぇ すっ いかけ けょ ぉかうあやうた くっ ょけすぇおくっ  

くっくぇょぇくけ 
 

‶ぇょけゃぇ, 1. きぇさす 2014. 
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ШИЊЕЛ 
 
 

 
 
 

Ȁǰǣǭǳ 
 

『けくっ こさうつぇ, めぇ しぇきけ いぇこうしせめっき. ‶けくっおぇょ, 
ぇかう さっすおけ おぇょ, こうすぇき ゅぇ こけくってすけ. ‶けめぇてやっやぇ 
さぇょう. ╇くぇつっ, ゆせすうき う こうてっき. ╇ やっきせ すぇおけ 
けょゅけゃぇさぇ, めっさ ゅぇ こけすこうすぇやぇ ょっおけくちっくすさうてせ. 

′っ きけゅせ ょぇ ょけつっおぇき ょぇ しゃぇくっ. ′けゆ しっ 
けすっゅくっ. ╁うょうき すゃけめ けしきった う せ きさぇおせ. ‶うてっき 
ゅかせこけしすう. ╂かっょぇき おさけい こさけいけさ. ╃けふっ きう ょぇ 
こけかっすうき. ]ぇきけ てすけ くっ しおけつうき おさけい こさけいけさ, こぇ しっ 
すさゅくっき, う しすさっしっき しっ けょ しすさぇたぇ, おぇょ こけきうしかうき 
おぇおゃせ しぇき ゅかせこけしす きけゅぇけ ょぇ せつうくうき, めっさ すけ くうめっ 
かっす. 〈け めっ おせおぇゃうつめう かっす. ╋ぇょぇ, おせおぇゃうちぇ めっ 
こかっきっくうすぇ こすうちぇ. ┿ すけ, つうきっ しっ ぉぇゃう う おぇおぇゃ めっ 
ゅかぇし ぉうめっ おけょ くぇし せ おけきてうかせおせ, くうめっ めっ ぉさうゅぇ. ┺っくけ めっ ょぇ こけかけあう めぇめっ. 

]せくちっ. ╆せぉぇすけ. ′ぇうふっ きう ╂けゅけも, ぇかう ぉさいけ くっしすぇくっ, けく しっ きっくっ ゃうてっ う くっ しっゆぇ. 
╃させあうかう しきけ しっ めけて せ ゅうきくぇいうめう. ¨くぇめ やっゅけゃ う めぇ しぇきけ くけしうかう しかうつくっ てうやっかっ. 
┺っゅけゃ めっ ぉうけ ういくけてっく. ]ぇゃ しっ ういかういぇけ. ′ぇ させおぇゃうきぇ くぇさけつうすけ, うぇおけ すぇきけ こうてっ ょぇ 
ゅぇ めっ けょきぇた しゃかぇつうけ う けしすぇゃもぇけ おけょ こけさすうさぇ. ┿ う おけょ おせゆっ, くうめっ しこぇゃぇけ せ てうやっかせ. 
]すぇさけしす. ¨そせちぇけ しっ. ╇ めぇ しぇき けしすぇさうけ, すっ くっゆっ てうやっか, ゅせくふぇけ めっ しぇき しっぉう. ┿ きけめ 
てうやっか めっ くってすけ ょさせゅけ.  

╄ゃけ, きけめ こけおけめくう けすぇち めっ せけつう さぇすぇ いぇょせあうけ せくうそけさきせ. 』うき めっ こけつっかけ ょぇ しっ 
いせちおぇ, さぇいょっかうかう しせ うき せくうそけさきっ. ‶ぇくすぇかけくっ, ぉかせいぇ, てぇめおぇつぇ, こけすおけてせもぇ, ょせゅぇつおっ 
ゅぇゆっ, けぉけめちう, てうやっか, つせすせさぇ, かけあうちぇ. ╁うもせておっ うき くうしせ ょぇかう, くう くけあっゃっ. ]さぉう しせ 
こさゅぇゃ くぇさけょ! ]ゃっ めっ すけ しすぇめぇかけ しこぇおけゃぇくけ せ そうめけちう くぇ ょくせ てうそけやっさぇ, こけしうこぇくけ 
くぇそすぇかうくけき. ╋けもちう, きぇめおせ うき やうたけゃせ, けょぇおかっ しっ しぇきけ しすゃけさっ, しゃっ ういぉせてっ, う くっ ゃうょう 
しっ. 〈っお おぇょ こけょうゅくって ゃうょうて ょぇ めっ させこうつぇしすけ, ょぇ しっ さぇしこぇょぇ. 【うそけやっさ めっ きぇすう 
ょけぉうかぇ せ きうさぇい. ‶さぇゃぇ けさぇたけゃうくぇ. 〈っあぇお おぇけ すせつ. ′っ こけきっさぇ しっ, くっ きけゅせ ょゃぇ つけゃっおぇ 
ょぇ ゅぇ こけきっさっ, すさっぉぇかけ ぉう すさう-つっすうさう きせあぇ, めっょくう ょぇ こさうょさあぇゃぇめせ, めっょくう ょぇ いぇくけしっ う 
ょぇ くうてぇくっ, ぇ けくう ょさせゅう ょぇ こけょうあせ. ╉ぇあせ ょぇ ゅぇ めっ こさぇゃうけ きぇめしすけさ 〈うてぇ 〈うめぇぉぇさぇち. 
╆ぇ やっゅぇ しゃう こさうつぇめせ ょぇ めっ ぉうけ くぇめぉけもう きぇめしすけさ, ぇかう きくけゅけ しおせこ. ‶ぇこさっくけ. ┿ っすけ, てすぇ 
すう ゃさっょう ゃっかうおう きぇめしすけさ, ぇおけ しっ せゃせおせ きぇかう きけもちう. ¨すぇち めっ けすうてぇけ う くうめっ しっ ゃさぇすうけ. 
╁さぇすうけ ゅぇ ょっょぇ せ かうきっくけき しぇくょせおせ, おぇょぇ しっ しきうさうかけ. ¨くけ, くうめっ しっ しきうさうかけ くう ょけ 
ょぇくぇし, ぇかう しっ くっ こせちぇ しゃぇおけゅ ょぇくぇ. 〉くうそけさきぇ めっ こさゃぇ ょけてかぇ くぇ さっょ. ┸っさ しせ くぇき くぇてう 
しゃっ せいっかう. ]ゃせ うきけゃうくせ. ╇ くうしぇき うきぇけ くう こぇくすぇかけくっ. ′けしうけ しぇき ょせゅぇつおせ かぇくっくせ 
おけてせもせ, こさっゃっいぇくせ こさっおけ しすけきぇおぇ. ╂ぇゆっ しせ きう くぇきぇおかう おぇしくうめっ. ┸っょゃぇ しぇき しっ 
くぇゃうおぇけ くぇ すっ おさこっ, あせもぇ, ぉさぇすっ. ┿ おぇょぇ いぇゅせしすう ょけお すけ しゃせつって, きせおぇ すっ せたゃぇすう. ╋ぇ, 
こせしすう すけ! ′うしぇき うきぇけ せ つっきせ ょぇ うょっき せ ておけかせ. ╋ぇすう しっ けくょぇ しっすうかぇ せくうそけさきっ う けょ 
すっ せくうそけさきっ きう めっ くぇこさぇゃうかぇ けょっかちっ. ′ぇさぇゃくけ, くうしぇき きけゅぇけ ょぇ くけしうき すけ せ すけめ ぉけめう, 
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ぇ そぇさぉっ くうめっ くう ぉうかけ, ぇかう めっ いぇすけ ぉうかけ けさぇたけゃけゅ かうてゆぇ, うかう もせしおっ けょ けさぇたぇ. ┹せしおっ 
しせ ぉうかっ いぇおけく いぇ そぇさぉぇやっ こさっふっ. ╉ぇけ かせおけゃうやっ いぇ せしおさてやぇ めぇめぇ. 〈ぇおけ めっ う せくうそけさきぇ, 
いぇめっょくけ しぇ てうやっかけき, いぇゅかぇゃうかぇ せ おぇいぇく しぇ けさぇたけゃうくけき. ╀けめぇ めっ ぉうかぇ ういきうてもっくぇ. 
╀さぇけく. ┿おけ たけゆって ょぇ ぉせょっ すぇきくうめっ, けくょぇ きぇかけ ょせあっ ょさあうて せ おぇいぇくせ しぇ けさぇたけゃうくけき. 
┿おけ たけゆって しゃっすかうめっ, けくょぇ いぇつぇし ゅきせさくって. ‶けすけこうて しせおくけ う けょきぇた ういゃぇょうて, すぇおけ 
ょけぉうめって あっもっくせ ぉけめせ.  

【うゃっやっ めっ しこさけゃっょっくけ せ ちうお いけさっ. ′けゆせ しっ くうめっ きけゅかけ, うい ょゃぇ さぇいかけゅぇ, こさゃう 
めっ, すさけてう しっ ゅぇし. ╃させゅう ゃぇあくうめう さぇいかけゅ いぇてすけ しっ くうめっ きけゅかけ てうすう くけゆせ めっしすっ ょぇ 
しゃっすかけ ういぇいうゃぇ しせきやせ. ]ゃう しっ こうすぇめせ てすぇ けゃう さぇょっ くけゆせ. ┿ ゃかぇしす せ しゃっ しせきやぇ. ┿ う 
おけきてうかせお めっ ゅぇょぇく, すけ しせ うしすう けくう おけきてうめっ ぉっい おけめうた くっ きけあって くう おぇそせ ょぇ こけこうめって. 
┿かう けくう すう ゅぇ こさゃう いぇゃせおせ. ]ぇきけ おぇょ うき しっ こさせあう こさうかうおぇ. ┿ ゃかぇしすうきぇ くうおぇょぇ 
ょけゃけもくけ ょけせてくうおぇ. 〈ぇおけ めっ ぉうかけ. ╇ しぇょぇ くうめっ ょさせゅぇつうめっ. 〈ぇおけ しぇき しっ こけしかっ くっおけかうおけ 
いけさぇ ょけぉぇゃうけ けょっかぇ いぇ ておけかせ. ╋けさぇかけ めっ ょぇ ういゅかっょぇ おぇけ ょぇ めっ しすぇさけ. ╋ぇすう ゅぇ めっ 
こさけゃせおかぇ くっおけかうおけ こせすぇ うしこけょ おぇきっくぇ, すぇおけ ょぇ めっ ういゅかっょぇかけ おぇけ けそせちぇくけ. ╃ぇ めっ すけ 
ょぇくぇし, さっおかう ぉう ょぇ しぇき きけょっさぇく.   

┿ てうやっか? ╁う きうしかうすっ くぇ ╂けゅけもっゃ てうやっか, すめ. くぇ てうやっか けくけ やっゅけゃけゅ ┿おぇおうめぇ 
┿おぇおうめっゃうつぇ, くうめっ さっつ け すけきっ こけいくぇすけき, くぇめこけいくぇすうめっき てうやっかせ, おけめう めっ くけしうけ う 
《めけょけさ ╋うたぇめかけゃうつ う きくけゅう ょさせゅう, う こけしかっ やっゅぇ. ╇ めけて せゃっお めっ くけゃ, くけゃちうめぇす. ┸けて 
ゆっ ゅぇ くけしうすう, めっさ ぉけもっゅ くっきぇ. ╃ぇおかっ, くうめっ さっつ け すけき てうやっかせ. 

[っつ めっ け てうやっかせ ┸せゅけしかけゃっくしおっ おさぇもっゃしおっ ゃけめしおっ, おけめう めっ せけつう さぇすぇ いぇょせあうけ 
きけめ けすぇち, おけゅぇ しせ すけおけき さぇすぇ せぉうかう ′っきちう ぉかういせ くぇてっ ‶さゃっ しさこしおっ そぇぉさうおっ 
っゃさけこしおけゅ ちさっこぇ, おけめせ しせ くぇき くぇてう けょきぇた こけしかっ さぇすぇ けょせいっかう. ¨くう ぉう くぇき けょせいっかう 
う てうやっか, ぇかう くうしせ しっ しっすうかう ょぇ こけゅかっょぇめせ せ そうめけおせ くぇ ょくせ けさぇたけゃけゅ てうそけやっさぇ. ┿ 
くうしせ こけゅかっょぇかう めっさ しせ ゅかっょぇかう てうそけやっさ. ┸っょぇく ゅぇ めっ う ゅせさくせけ, おぇけ くっくぇきっさくけ, ょぇ 
ゃうょう ょぇ かう めっ さぇしおかぇゆっく, ぇかう すぇ すっておぇ てうそけやっさつうくぇ くうめっ きさょくせかぇ, けくょぇ めっ すぇめ 
ぉうかきっい せ おけあくけき おぇこせすせ けょきぇたくせけ う けくう おけめう しせ ゃさてうかう こさっきっすぇつうくせ こさっおうくせかう 
しせ こさっすさっし う うしすさつぇかう くぇこけもっ, すぇおけ めっ てうやっか けしすぇけ せ そうめけちう くぇ ょくせ てうそけやっさぇ, ぇ すせ 
めっ ぉうかぇ う しこけきっくうちぇ いぇ きけゅぇ こけおけめくけゅ けちぇ. ┺せ しせ くぇき ょぇかう ょぇ しっ こけくけしうきけ, めっさ めっ くぇ 
やけめ こうしぇかけ, “くぇ つうめうき めっ おけしすうきぇ ういゅさぇふっくぇ けすぇりぉうくぇ“. ¨すぇりぉうくぇ めっ ぉうかぇ う けしすぇかぇ, 
けすぇち めっ けすうてぇけ, ぇ てうやっか めっ ぉうけ きけめ. ¨ょ やっゅぇ きう めっ くぇて さけふぇお ╂っくぇ くぇこさぇゃうけ 
こぇくすぇかけくっ う っくゅかっしおせ ぉかせいせ. 【すっすぇ いぇ ょせゅきぇょ, けくぇ しせ ぉうかぇ しめぇめくぇ しぇきけ おぇょぇ しせ くぇ 
しうゃけき てうやっかせ. 【うやっか めっ うてぇけ せ おぇいぇく しぇ けさたけゃうくけき, おぇけ けくけ さぇくうめっ せくうそけさきぇ 
おさぇもっゃしおっ ゃけめしおっ, しぇょぇ めっ すぇきけ きっやぇけ ぉけめせ てうやっか おさぇもっゃしおっ ゃけめしおっ. ′ぇ ぉさぇけくおぇしすせ 
ぉけめせ くっ うょせ しうゃう ょせゅきうゆう. 【すっすぇ. ]ぇ っくゅかっしおけき ぉかせいけき, おけめぇ めっ ういさぇしかぇ うい てうやっかぇ, 
けすうてぇけ しぇき せ ておけかせ. ′ぇきっさぇ きう めっ ぉうかぇ ょぇ しっ こさぇゃうき ゃぇあぇく. ‶さっょ しゃうきぇ. ′っきけめすっ 
きうしかうすう ょぇ しぇき たすっけ ょぇ しっ こさぇゃうき ゃぇあぇく こさっょ くっおけき ょっゃけめつうちけき. ┸けお. ╋っくう しっ 
しゃうふぇかぇ こさけそっしけさおぇ そさぇくちせしおけゅ, ぇかう けくぇ きっ くうめっ くうおぇょぇ くう こけゅかっょぇかぇ, つぇお くう おぇょぇ 
しぇき せしすぇめぇけ ょぇ けょゅけゃぇさぇき. ╁うふぇかぇ しっ しぇ そうしおせかすせさくうおけき, ぇ すぇめ めっ ぉうけ こさぇゃう すせこぇゃおけ. 
╇いゅかっょぇ ょぇ めっ やけめ ぉぇて すけ う けょゅけゃぇさぇかけ. ╋けゅかぇ めっ かぇおけ ょぇ ゅぇ ゃうすかぇ. ╇ めぇ しぇき うきぇけ くっおせ 
ゃぇめょせ けょ しゃっゅぇ すけゅぇ. 〉つうけ しぇき そさぇくちせしおう おぇけ かせょ. ╋うしかうけ しぇき こけゅかっょぇゆっ きっ こけくっおぇょ.  
╀かせいぇ くうめっ うしこせくうかぇ きけめぇ けつっおうゃぇやぇ, ぇかう しぇき せ やけめ いぇゃさてうけ すいゃ. ゃうてせ ゅうきくぇいうめせ う 
めけて こけくってすけ. ¨ぉかぇつうけ しぇき ぉかせいせ う おぇょぇ しぇき けょかぇいうけ おけょ きけめっ ておけかしおっ ょさせゅぇさうちっ 
ょぇ めけめ こけおぇいせめっき きぇすっきぇすうおせ. ╀うかぇ めっ いぇもせぉもっくぇ せ きっくっ, ぇかう めぇ しぇき ゅかっょぇけ やっくせ 
きぇきせ, つうめう こっやけぇさ めっ ぉうけ せゃっお けすおけこつぇく すぇおけ ょぇ めっ しっゃぇかぇ くけゅぇ, う めっょくぇ う ょさせゅぇ, 
くうしぇき いくぇけ おけめぇ めっ ぉっかうめぇ, けぉっ しせ ぉうかっ ぉっかうめっ. ╋ぇきぇ めっ すぇおけ ういゅかっょぇかぇ, せ しすゃぇさう すけ めっ 
ぉうかぇ めっょくぇ けいぉうもくぇ あっくぇ, ぇかう めぇ しぇき ぉうけ きぇめきせく, すぇおけ ょぇ しっ う きけめぇ ゃさかぇ ておけかしおぇ 
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ょさせゅぇさうちぇ こさけゃせおかぇ. [せおせ くぇ しさちっ, くうめっ くう ぉうかぇ くう ぉかういせ しゃけめけめ きぇきう, くう こけ つっきせ, ぇ 
くうめっ うきぇかぇ くう こっやけぇさ. ╋けめぇ っくゅかっしおぇ ぉかせいぇ くうめっ けしすぇゃうかぇ せすうしぇお くう くぇ きけめせ 
ておけかしおせ ょさせゅぇさうちせ, ぇ くう くぇ やっくせ きぇきせ. ┿ すぇすせ くうおぇょぇ くうしぇき くう ゃうょっけ. ]すぇかくけ めっ 
ぉうけ くぇ こけしかせ うかう くぇ しかせあぉっくけき こせすせ.  

¨ょかぇいうけ しぇき おけょ やうた う おぇょぇ しぇき ぉうけ しすせょっくす, すぇょぇ しぇき ゃっゆ うきぇけ うすぇかうめぇくしおけ 
けょっかけ, こかぇゃけ, しぇ ょうしおさっすくうき てすさぇそすうちぇきぇ, ぇかう すけ めっ こさうつぇ いぇ くっおせ ょさせゅせ こさうかうおせ. 
╁っゆ しぇき ぉうけ いぇゃさてうけ しすせょうめっ, すせきぇさぇけ しぇき けおけかけ すさぇあっゆう くっおう こけしぇけ, せしこせす つせた ょぇ 
めっ うい ╀っけゅさぇょぇ ょけてかぇ きけめぇ ておけかしおぇ ょさせゅぇさうちぇ. [ってうた ょぇ めっ こけしっすうき. ¨ぉせおけた けくけ 
うすぇかうめぇくしおけ けょっかけ, ょさせゅけ くうしぇき くう うきぇけ, う けょけた くぇ しすぇさせ ぇょさっしせ. ‶けいゃけくうた すさう こせすぇ 
おぇけ さぇくうめっ おぇょぇ しぇき ょけかぇいうけ ょぇ めっ こけょせつぇゃぇき きぇすっきぇすうおせ. ╉もせつ ておさうこくせ ょゃぇ こせすぇ, 
ゃさぇすぇ しっ けすゃけさうてっ, ぇ こさっょぇ きくけき しっ こけめぇゃう めっょくぇ かっこけすうちぇ, いぇゃさすっかけ きう しっ せ ゅかぇゃう, 
きけめぇ ておけかしおぇ ょさせゅぇさうちぇ, おけめぇ めっ しうめぇかぇ. ╇いぇ やっ めっ しすぇめぇけ めっょぇく ちゃうおっさぇて, おけょ くぇし ぉう 
さっおかう てけやぇ. ¨くぇ しっ きぇかけ けおさっくせ, こけいゃぇ きっ ょぇ せふっき う さっつっ, 『けくっ, ょぇ ゃぇし せこけいくぇき, 
けゃけ めっ きけめ しせこさせゅ ょけおすけさ 》ぇくし. ╋ぇかけ しぇき こけしっょっけ くぇ うゃうちう そけすっもっ, やうた ょゃけめっ しせ 
しっょっかう くぇ おぇせつせ ょさあっゆう しっ いぇ させおっ. ╆ぉせやっく, くぇこせしすうけ しぇき おせゆせ きけめっ ておけかしおっ 
ょさせゅぇさうちっ つせょっゆう しっ おぇおけ しっ しゃっす ぉさいけ きっやぇ. ╆ぇ やっくせ きぇきせ くうしぇき くう こうすぇけ, けすうてぇけ 
しぇき ょぇ すさぇあうき こけしぇけ. ╇い ゅかぇゃっ きう くうめっ ういぉうめぇかぇ っくゅかっしおぇ ぉかせいぇ おけめぇ めっ くっおぇょぇ ぉうかぇ 
てうやっか. 》けょぇめせゆう すぇおけ せ こさぇいくけ こけくぇゃもぇけ しぇき せ しっぉう, けしゃさゆせゆう しっ ょぇ ゃうょうき ょぇ かう 
きっ くっおけ ゅかっょぇ, おぇけ けくょぇ おぇょぇ しぇき けぉせおぇけ っくゅかっしおせ ぉかせいせ ょぇ ぉうた しっ こさうおぇいぇけ きぇきう 
きけめっ ておけかしおっ ょさせゅぇさうちっ, 『けくっ, ゅょっ しせ すう ぉさっ, ぉうかっ けつう? 

‶さっ ぉけきぉぇさょけゃぇやぇ つせた ょぇ しせ しっ けょしっかうかう いぇ ′っきぇつおせ. ┸ぇ しぇ きけめうき てうやっかけき 
せ ゅかぇゃう けしすぇょけた ょぇ こさっこうしせめっき こっしきっ う こさうつっ. 
 
 

ǾǶǵǭ ǹǷǨǹǨǪǨ ǷǭǹǵǰǲǨ 
 

¨ゃせ こさうつせ きう めっ うしこさうつぇけ 『けくっ うい ╁っかうおけゅ ╀けやうくちぇ う めぇ ゆせ こけおせてぇすう けゃょっ 
ょぇ ゃぇき めっ てすけ ゃっさくうめっ こさっくっしっき, こさっこさうつぇき, おぇおけ ぉうしすっ う ゃう せあうゃぇかう. ╄ゃけ けゃぇおけ. 
╋けあっすっ ょぇ ゃっさせめっすっ, ぇ きけあっすっ う ょぇ くっ ゃっさせめっすっ. 〈け めっ ゃぇてぇ しすゃぇさ. ]ゃぇおう つけゃっお, こぇ う 
あっくぇ, きうしかっ しう てすぇ うき めっ ゆっそ. ╋っくう しっ くけゆぇし せ しくせ めぇゃうかぇ けくぇ きけめぇ あっかっいくうつぇさおぇ.  

[ぇいくうき もせょうきぇ しっ めぇゃもぇめせ さぇいくっ けしけぉっ う さぇいくっ しすゃぇさう. ′っおうきぇ しっ めぇゃもぇ ╇しせし. 
〈け しせ けくっ おけめっ しせ くぇめゃうてっ けょかっこうかっ, ゅけゃけさうけ めっ きけめ ょっょぇ. ┸けて ぉう ょけょぇけ, ょぇ しせ くっおっ, 
うかう ょぇ しせ ぉぇさ ょけぉさっ ょけきぇゆうちっ, こぇ たぇめょっ. ┿かう くう めっょくけ くう ょさせゅけ. ]ぇきけ ぉっかぇめ せ おせゆせ. ┿ 
きけあょぇ うき しっ しすゃぇさくけ めぇゃもぇ. ′け, きうしかうき しっ, おぇおけ ょぇ うき しっ めぇゃう,  おぇょぇ めっ けすうてぇけ ゅけさっ, 
くぇ しかせあぉっくう こせす. ╉け いくぇ し おうき めっ, おけゅぇ めっ こけゃっけ しぇ しけぉけき... ╆くぇ しっ, うい こさっょぇやぇ, ょぇ しせ 
ぇこけしすけかう けしすぇかう. ¨しすぇかう しせ, う けこしすぇかう しせ,  う けくう てすけ しせ しおかぇやぇかう こけゅかっょ けょ やっゅぇ, 
おぇょぇ めっ けくけ ぉうかけ ゅせしすけ. ¨しすぇかう しせ ょぇ しゃっょけつっ け しゃけきっ くっきけさぇかせ, ぇ くっ け ┺っきせ. ]ゃっ しせ 
すけ ておぇおもうゃぇ こうすぇやぇ, いぇすけ うた けしすぇゃもぇきけ いぇ ょさせゅう こせす. ′っ, くっ すさっぉぇ あせさうすう, くうしきけ 
せ ておけかう, こぇ つうき こうすぇやっ, けょきぇた けょゅけゃけさ.  ‶ぇ せつうすっもうちぇ しすさけゅぇ, おぇけ あっかっいくうつぇさおぇ, 
ぇかう こさっそさうゅぇくぇ. 》けゆっ けょ しゃぇおけゅ ょっすっすぇ ょぇ ういゃせつっ きぇおしうきせき. ′っおうきぇ しっ めぇゃもぇ ]ゃっすぇ 
╋ぇさうめぇ. ╉ぇあせ, う けくっ ぉう うしすけ. ′っ きけさぇめせ ょぇ しっ せょぇめせ, ぇ きけゅせ ょぇ さけょっ ょっすっ. ╇い っこさせゃっすっ. 
╉ぇけ ょぇ めっ すけ, しきせすう, しきせすう, こぇ こさけしこう. ′っ きけさぇ ょぇ ぉせょっ ╇しせし. ╃けゃけもくけ めっ ょぇ ぉせょっ おぇけ 
¨く, こぇ きぇきぇ おぇょ ゅぇ いぇつってもぇ. ┿ おぇょ こけさぇしすっ ょっゃけめつうちっ うきぇ しぇきけ ょぇ きせ つせこおぇめせ 
ぉさぇょうちせ, ぇ けく ゆっ ょぇ うた てすうこおぇ. ╃ぇ, ぇかう つっきせ しゃっ すけ, きうしかう しっ 『けくっ. ┿おけ めっ ゃっゆ くぇせおぇ 
ょけおぇいぇかぇ ょぇ めっ すぇつくけ けくけ てすけ こうてっ せ ╁っかうおけめ おやういう, ょぇ あっくぇ きけあっ ょぇ いぇすさせょくう, う 
ょぇ さけょう, う ぉっい きせあぇ, いぇてすけ しぇょぇ くっおぇ あっかっいくうつぇさおぇ うかう せつうすっもうちぇ, しゃっめっょくけ めっ, 
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すさっぉぇ くっおけゅぇ ょぇ つせこおぇ う ょぇ きせ すっすけてう, ょぇ ゃさすう さっこけき, ょぇ きせ おせゃぇ おぇそせ う ょぇ きせ くぇぉうめぇ 
さけゅけゃっ, こぇ こけしかっ けこっす, ょぇ けくけきっ しゃけきっ あっかっいくうつぇさせ ╉さぇおう こっさっ せしさぇくっ ゅぇゆっ.  

╃ぇ さぇいめぇしくうきけ くっおっ しすゃぇさう けゃょっ, ょけお くうしきけ けすうてかう こさっょぇかっおけ. ¨くぇ くうめっ 
あっかっいくうつぇさおぇ いぇすけ てすけ めっ あっかっいくうつぇさおぇ, ゃっゆ めっ すぇおけ いけゃせ, いぇすけ てすけ めっ せょぇすぇ いぇ 
あっかっいくうつぇさぇ ╉さぇおせ, ぇ ╉さぇおぇ めっ せ しすゃぇさう しおさっすくうつぇさ. ╇くぇつっ, きぇかう つけゃっお ぇ うきぇけ 
ょせゅぇつおっ くけゅっ, こぇ すぇおけ ょけぉう けゃけ うきっ おけめっ くうめっ ぉうぉかうめしおけ, ぇかう きせ こぇてっ. ┿ あっくぇ きせ 
]すぇくおぇ, こぇ めっ いけゃせ 〈ぇくおぇ うかう 〈ぇくぇ, ぇ こけくっおぇょ, 〈ぇくつっ. ╉ぇょ おぇおけ, ぇおけ たけゆっ ょぇ うしすぇおくせ 
やっくせ そうゅせさせ う ぉぇおしせいかせお, けくょぇ めっ いけゃせ 〈ぇくおぇ, ぇおけ めけめ すっこぇめせ, てすけ せゅかぇゃくけき つうくう 
╉さぇおぇ, ょさせゅっ くうしぇき つせけ, けくょぇ めっ いけゃせ 〈ぇくぇ うかう 〈ぇくつっ. ╃ぇかっおけ めっ けくぇ けょ しゃうた すうた 
うきっくぇ. 〈け しせ しゃっ うきっくぇ うい きかぇょけしすう, うかう ょけぉうめっくぇ こけ さけふっやせ. ┿ しぇょぇ, けくぇ しっ 
ういきっすくせかぇ せ こさぇゃせ おぇさぇおけくりせかせ. ┿おけ しおさぇすうき さっつ おぇさぇおけくりせかぇ, くっゆっすっ いくぇすう け つっきせ 
めっ さっつ. ┿かう, いゃぇゆせ めっ, いぇ しぇょぇ ╉ぇさぇ, てすけ くぇ すせさしおけき いくぇつう ちさくぇ, ぇ くぇ うすぇかうめぇくしおけき, 
ょさぇゅぇ, しぇきけ しっ さぇいかうつうすけ こうてっ. ╉ぇしくうめっ ゆっきけ ゃうょっすう, ょぇ かう すさっぉぇ すけ ょぇ きっやぇきけ, いぉけゅ 
やっくけゅ めぇょくけゅ きせあぇ うかう いぉけゅ 〈せさぇおぇ.  

╉さぇおぇ めっ ょけぉぇさ う すさこっもうゃ つけゃぇ, さぇょうけ めっ おぇけ しおさっすくうつぇさ. ╂けょうくぇきぇ めっ 
こけょういぇけ けくせ ぉせりせ, ょぇ しおさっくっ すさぇつくうちっ う こさうこけめう うた ょさせゅうきぇ, おぇおけ ぉう ゃけい けすうてぇけ くぇ 
こさぇゃせ しすさぇくせ. ′ぇ おさぇめせ おさぇめっゃぇ, ╉さぇおぇ めっ しおさっくせけ, ぇ ゃけい めっ けすうてぇけ ょけ ふぇゃけかぇ. ′うめっ けく 
しおさっくせけ けょ しおさっすくうちっ, くっゅけ けょ ╉ぇさっ. ╉ぇおけ ぉうかけ ょぇ ぉうかけ, けく めっ しぇょぇ せ かけおぇかくけき 
いぇすゃけさせ, せきっしすけ くぇ こしうたうめぇすさうめしおけめ おかうくうちう. ┺っきせ めっ しゃっめっょくけ, しゃっ めっ すけ かせょくうちぇ. 

¨ょ おぇょぇ しせ ╉さぇおせ こさうすゃけさうかう, きくけゅけ きせ めっ すっておけ. ′っ きけあっ ょぇ いぇしこう. ]ぇきけ しっ 
いくけめう う せいょうてっ. 』ぇし-つぇし こぇ せいょぇたくっ. ╇ すけ ょせぉけおけ. ¨くぇおけ, ういょせてう, せせせせせた. ‶ぇ おぇょ 
こけきうしかうて ょぇ しっ しきうさけ, けく けこっす, せせせせせせた. ┿ おぇすおぇょ う けこしせめっ くってすけ. ′っ さぇいせきっ しっ, てすぇ 
うかう おけゅぇ, しぇきけ こさけきさきもぇ. ┿かう しっ つせめっ おさぇめ... やっゅけゃせ. 〈ぇょぇ ぉう しゃぇおう つけゃっお こけきうしかうけ 
ょぇ めっ さっつ け くっつうめけめ きぇめちう. ╇ めっしすっ, めっさ やっゅけゃぇ 〈ぇくぇ めっ すぇおけふっ きぇめおぇ. ┿ け やけめ めっ さっつ. 
╉さぇおう めっ せ ゆっかうめう ょけぉさけ, てすけ しっ しきってすぇめぇ う たさぇくっ すうつっ. ╇きぇ しゃっ. 〈せ めっ う おうぉかぇ, いぇ 
きぇかせ くせあょせ, ぇ いぇ ゃっかうおせ くせあょせ しぇきけ つせおくっ せ ゃさぇすぇ う しすさぇあぇさ けょきぇた けすゃけさう けくぇめ きぇかう 
おぇこぇお くぇ ゃさぇすうきぇ.  

┿ ╉ぇさぇ, けくぇ しっ しぇょぇ けしかけぉけょうかぇ. ′うめっ ょぇ くっ きうしかう くぇ しゃけゅぇ ╉さぇおせ. ′っゅけ, しぇょぇ, 
おぇょ けく くうめっ すせ けくぇ うきぇ ゃうてっ ゃさっきっくぇ ょぇ きうしかう くぇ やっゅぇ. ‶けつっかぇ めっ ょぇ こうてっ こっしきっ. 
¨ょかせつうかぇ めっ ょぇ こけしすぇくっ こっしくうおうやぇ. ′っゅょっ めっ こさけつうすぇかぇ ょぇ ゆっ こうしぇやっ こけっいうめっ ゃっゆ 
しさっょうくけき けゃけゅぇ ゃっおぇ ぉうすう くぇめせくけしくうめっ いぇくうきぇやっ. ‶ぇ, おけ ゃっかう, てすぇ きっくう そぇかう. 【すけ 
ょぇ くっ こさけぉぇき. ]ぇょ ぉぇさ くっきぇ おけ ょぇ きう しきっすぇ. ╃ぇ うしおけさうしすうき けゃけ ゃさっきっ ょけお めっ きけめ 
╉さぇおぇ くぇ しうゅせさくけき. 

¨くう おけめう しっ くっ さぇいせきっめせ せ こけっいうめせ, きうしかっ すけ めっ かぇおけ. ┿かう ╉ぇさぇ しゃっしくぇ しゃけめうた 
くっおぇょぇてやうた ゃさっょくけしすう, そういうつおうた う せきくうた, け つっきせ めけめ めっ やっく ╉さぇおぇ しゃっょけつうけ しゃうた 
けゃうた ゅけょうくぇ. ╆ぇ やっゅぇ めっ けくぇ ぉうかぇ くぇめかっこてぇ う くぇめぉけもぇ. ′うめっ しっ きくけゅけ しっおうさぇけ いぇ やせ, 
くう おぇょぇ しせ めけめ うしこぇかう いせぉう. ′ぇ かっゃけめ しすさぇくう そぇかうかけ めっ, しぇきけ せ ゅけさやけめ ゃうかうちう, こけかぇ. 
′うめっ くう ぉうかけ ょけゃけもくけ さぇいかけゅぇ いぇ しっおうさぇちうめせ. ‶ぇさぇ くうめっ ぉうかけ, こぇ くうめっ. 〈ぇおけ すう くぇ 
うしすけ ういぇふっ, しっおうさぇけ しっ すう うかう くっ. 〈け めっ ょぇゃぇかけ しくぇゅっ ╉さぇおう ょぇ ういょさあう ょけ おさぇめぇ. 
]すぇかくけ めっ きうしかうけ, ぇ こけくっおぇょ ぉう こさけきせきかぇけ, ╉ぇさぇ めぇ ゆせ し すけぉけき くぇ おさぇめ しゃっすぇ. ′うめっ 
いくぇけ ゅょっ めっ すぇめ おさぇめ. ′っ いくぇめせ くう ょさせゅう, ぇかう けく しぇょぇ うきぇ ゃっかうおせ てぇくしせ ょぇ しぇいくぇ. ╆ぇ 
さぇいかうおせ けょ やっゅぇ, ╉ぇさぇ めっ ぉうかぇ くぇ こさぇゃけき こせすせ ょぇ こけしすぇくっ こっしくうおうやぇ.  

╇い ょぇくぇ せ ょぇく さっちうすけゃぇかぇ めっ ょっちう, う しゃけめけめ う すせふけめ, う せ ておけかう う ゃぇく やっ, 
こっしきうちっ. ′ぇぉぇゃうかぇ めっ う くけゃっ たぇもうくっ. 【ぇさっくっ, ぉうかけ めっ すせ しゃうた ぉけめぇ. ‶ぇ しっ こさっしうめぇゃぇめせ. 
╉ぇけ しけめおぇ. 》ぇもうくぇ こっしくうおうやっ すさっぉぇ ょぇ ぉせょっ せぉっょもうゃぇ, ょぇ うしすぇおくっ やっくせ そうゅせさせ, 
やっくせ こけっいうめせ. 【すけ しっ いせぉぇ すうつっ, くっ きけさぇ きくけゅけ ょぇ いっゃぇ. ╉ぇあっ くってすけ おさけい いせぉっ, ょぇ しっ 
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めっょゃぇ つせめっ. ¨くぇおけ ょぇ ういゅかっょぇ けしっゆぇめくけ, こっしくうつおう. ╃ぇ しっ ぉぇて う くっ つせめせ しゃっ ゅかせこけしすう. 
]ぇきけ うた くぇゅけゃっしすう. ╃うしおさっすくけ. ┿おけ ゃうつっ, けくょぇ すけ くうおけ くっ しかせてぇ. 』ぇお う ぇおけ おぇあっ 
くってすけ こぇきっすくけ. ╉ぇさぇ めっ したゃぇすうかぇ ょぇ めっ ょけしすうゅかぇ ゃさたせくぇち, ょぇ めっ せゃっあぉぇかぇ ょうおちうめせ う 
おさっぉっもっやっ. ╁っあぉぇかぇ めっ う こさっょ けゅかっょぇかちっすけき. ╉さぇおぇ めけめ ゅぇ めっ おせこうけ くぇ けくけき きぇめしおけき 
ゃぇてぇさせ せ 〉あうちせ, おぇょぇ しせ しっ さぇしすさつぇかう, しゃっ あせさっゆう ょぇ くぇふせ けおけかけ くっおせ てせきうちせ, ゅょっ 
ぉう いぇ ょぇくぇ こけしゃさてぇゃぇかう けくけ いぇてすけ しせ ょけてかう, こぇ ょぇ しっ こさっ ゃっつっさう ゃさぇすっ せ こぇかぇくおせ. 
〉 きっふせゃさっきっくせ, ╉さぇおせ しせ けしせょうかう う こさっきっしすうかう せ いぇすゃけさ, せ ‶けあぇさっゃぇち – すぇきけ しせ しゃっ 
けこぇしくう けしせふっくうちう, う しぇきけ すぇおゃう. ¨ょかせつうかぇ めっ ょぇ おさっくっ せ ぇおちうめせ. 《っめし めっ いぇ すけ 
くぇめこけゅけょくうめう. ¨ぉせおかぇ めっ めっょくせ けょ けくうた たぇもうくぇ, おけめせ めっ おせこうかぇ くぇ こぇくつっゃぇつおけき 
ぉせゃもぇおせ, おぇょぇ めっ うてかぇ ╉さぇおう せ こけしっすせ. 〈け めっ ゃぇもょぇ ぉうかけ う こけしかっょやう こせす, おぇょぇ めっ 
こけしっすうかぇ しゃけゅ ゃけもっくけゅ う くうおぇょぇ こさっあぇもっくけゅ ╉さぇおせ. 〈せ めっ たぇもうくせ くぇおぇつうかぇ う くぇ 
そっめしせ. 〈ぇおけ めっ ょぇくうきぇ しっょっかぇ うしこさっょ こう-しうめぇ. ¨ぉせつっ てぇさっくせ たぇもうくせ, しっょくっ う かぇめおせめっ, 
すめ. いぇぉぇちせめっ せょうちっ. ′うめっ ぉぇて うてかけ. ¨ょかせつうかぇ めっ ょぇ たぇもうくせ こさっこさぇゃう. ‶さけさっいぇかぇ めっ 
めっょぇく ょせあう てかうち しぇ ょっしくっ しすさぇくっ. [ぇいかけゅ めっ ぉぇくぇかぇく, ぇかう くうめっ くっゃぇあくけ. ′ぇ かっゃけめ 
くけいう めっ うきぇかぇ ゅぇょくせ けゅさっぉけすうくせ, おけめせ めっ いぇさぇょうかぇ けくょぇ おぇょぇ めっ しぇ ╉さぇおけき ぉうかぇ くぇ 
きぇめしおけき ゃぇてぇさせ, ういぇ けくけゅ あぉせくぇ. ╆ぇおぇつうけ めせ めっ すさく. ′うめっ けくぇ やっゅぇ. ╉さぇおぇ めけめ めっ すぇょぇ 
しゃっ けかういぇけ. [ぇくぇ めっ いぇさぇしかぇ, ぇかう めっ けあうもぇお けしすぇけ. ‶さけぉかっき めっ さってっく, めっさ ╉ぇさぇ うきぇ 
ょゃっ くけゅっ. ′ぇ ょっしくけめ くっきぇ けあうもぇおぇ. ╃ぇおかっ, てかうち めっ いぉけゅ すけゅぇ きけさぇけ ぉうすう くぇ ょっしくけめ 
しすさぇくう たぇもうくっ. ]ぇょぇ めっ くぇこさぇゃもっくぇ めっょくぇ ぉけあぇくしすゃっくぇ そけすおぇ, いぇ くぇしかけゃくせ しすさぇくせ 
そっめしぇ. ‶さけそうか. ╃っしくう. ′っ ゃうょう しっ いせぉぇかけ. ╁うょう しっ ょっしくぇ くけゅぇ, けくぇ ぉっい けあうもおぇ. ╋ぇかけ 
こけゃうめっくぇ, きせょさけ, ょぇ ぉう ぉうかぇ いぇすっゅくせすぇ おけあぇ. ¨おけ ゃさぇすぇ ってぇさこうちぇ, すけ めっ こさっ こぇさ 
ゅけょうくぇ ぉうかけ きけょっさくけ せ ╇すぇかうめう, ぇ おけょ くぇし めっ しぇょぇ. ¨ゃけ きう めっ ぉうけ くぇめすっあう ょっけ こさうつっ, 
おぇあっ 『けくっ. ╁う くっ いくぇすっ おぇおけ めっ いぇ こさうつせ すっておけ ょけすっさぇすう ぇきぉうちうけいくせ おぇさぇおけくりせかせ. 
╉けめぇ めっ しゃっめっょくぇおけ せいうきぇかぇ こさうしすけめくっ ょけいっ きせつっくうちっ. ╆ぇ ょけさせつぇお, させつぇお う ゃっつっさせ. ‶ぇ 
う こけしかっ しゃぇおけゅ けぉさけおぇ. ╇ ょさせゅう しせ きうしかうかう ょぇ ゆっ うき しっ こけめぇゃうすう しすうたけゃう, ぇおけ しっ しぇきけ 
ょけぉさけ くぇこうめせ. ╃け ょぇくぇし すけ くうめっ ゃうふっくけ, くうすう めっ うおぇおけ こけすゃさふっくけ. ]すさぇてくけ, しすさぇてくけ, 
しすさぇてくけ!  

′っ こさけふっ きくけゅけ ゃさっきっくぇ, ぇ けくぇ くぇぉぇしぇ くぇ めっょくけゅぇ こっしくうおぇ. ‶けいくぇゃぇかぇ ゅぇ めっ 
こけゃさてくけ, ぇかう う すけ めっ くってすけ. ╋けさぇ しっ けょ くっつっゅぇ こけつっすう. ╋けさぇ しっ けょくっおせょぇ おさっくせすう. 
〈ぇ ぉせょぇかぇ めっ きうしかうかぇ ょぇ めっ けくぇ, くっおぇ しきっさくぇ あっくぇ, けいぉうもくぇ こっしくうおうやぇ. ′うめっ つけゃっお 
くう しかせすうけ ょぇ めっ けくぇ せつうすっもうちぇ あうゃけすぇ. ‶けふっ つけゃっお いぇ やけき. ]すさぇくこせすうちけき. ‶けつくっ う 
けく ょぇ こうめせちぇおぇ. ╉け いくぇ くぇ てすぇ ぉう すけ ういぇてかけ ょぇ めぇ くうしぇき けょかせつうけ ょぇ しこぇしっき つけゃっおぇ 
おぇさぇおけくりせかっ う きせつっくうちっ, こさけちっょう 『けくっ. ┿ おぇおけ めっ すけ ぉうかけ? ╁う きうしかうすっ ょぇ めせ めっ 
けすおぇつうけ くぇ そっめしせ. ╋ぇ, くっ! ¨くぇ めっ つけゃせ けすおぇつうかぇ. 〉ゃさっょうけ めせ めっ ょけ おけしおっ. ‶うてぇ, すせ 
こさっょ やけき. ╇ すけ うしすけゃさっきっくけ, せい ゃっすぇさ う くうい ゃっすぇさ. ┿ ゃっすぇさ おけ ゃっすぇさ, しゃっ すけ くぇぉぇちせめっ 
くぇ けくせ やっくせ てぇさっくせ たぇもうくせ. ┿かう けくぇ くうおぇおけ ょぇ したゃぇすう ょぇ めっ すけ こけっいうめぇ. ╀うかけ おぇおけ 
ぉうかけ, せてかう しせ せ うしすう ゃけい, いぇめっょくけ しぇ きせつっくうちけき, けょ おけめっ しっ けくぇ くうめっ けょゃぇめぇかぇ. 〉 
こけしかっょやっき すさっくせすおせ, こさっょ こけかぇいぇお ゃけいぇ, こうてすぇもおぇ しっ ゃっゆ つせかぇ, こけいけゃっき めぇ やせ, ょぇ 
めけめ おぇけ くってすけ てぇこくっき. ‶けてすけ けょ ぉせおっ くうめっ ょけぉさけ つせかぇ, けくぇ ういぇふっ, ぇ めぇ こせしすうき ゃけい しぇ 
こっしくうおけき. ╇ けょっ ゃけい! ┿ ╉ぇさぇ けょっ ょぇ こけきせいっ おけいせ. ╀うかぇ めっ うくすっさっしぇくすくけ けぉせつっくぇ. 〈ぇきけ 
くぇ そっめしせ. ╃ぇかっおけ ぉうかけ!  
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╃っすうやしすゃけ  きう めっ こけょっもっくけ くぇ けしくけゃせ 
すけこけゅさぇそうめっ. ]っかうけ しぇき しっ うい きっしすぇ せ きっしすけ, すぇおけ 
ょぇ せ きけめけめ しゃっしすう こけしすけめっ こけすこせくけ めぇしくけ けょゃけめっくう  
ゃさっきっくしおう こっさうけょう, おけめう しっ くうおぇょぇ きっふせしけぉくけ くっ 
きってぇめせ. ‶さゃぇ すけこけゅさぇそしおぇ めっょうくうちぇ, きっしすけ せ 
おけきっ しぇき さけふっく, ゅさぇょ ╉させてっゃぇち, おぇけ ょぇ くっ 
こけしすけめう. 〈ぇ くせかすぇ すぇつおぇ きけゅぇ あうゃけすぇ うきぇ 
ゃさっょくけしす しぇきけ おぇけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう ょけおせきっくす. 
′ぇうきっ,  きけめぇ こけさけょうちぇ めっ くぇこせしすうかぇ すぇめ ゅさぇょ  おぇょぇ 
しぇき くぇゃさてうけ こさゃせ ゅけょうくせ あうゃけすぇ, ょぇおかっ せ ゃさっきっ 
こさっ くっゅけ てすけ しせ しっ きけゅかぇ  けぉかうおけゃぇすう  しっゆぇやぇ せ 
きけめけめ しゃっしすう. 〉こうしせめせゆう くぇいうゃ ╉させてっゃぇち せ さぇいくっ 
そけさきせかぇさっ, せ きっくう しっ くっ めぇゃもぇめせ くうおぇおゃっ っきけちうめっ,  
めっさ こさっきぇ ぇこしすさぇおすくけき こさけしすけさせ う ゃさっきっくせ  くっ 
きけあっすっ うきぇすう くうおぇおぇゃ かうつくう けょくけし.  ╃けょせてっ, こけさけょうつくっ せしこけきっくっ, けぉっかけょぇやっくっ 
おさけい おぇいうゃぇやぇ きけめっ きぇめおっ, せくけしっ くっおせ きぇかせ しゃっすかけしす せ すぇめ こさゃけぉうすくう きさぇお, ぇかう しゃっ 
めっ すけ くっょけゃけもくけ. 〈せ しせ う しかうおっ, しゃっゅぇ ょゃっ, くぇ おけめうきぇ しっ ゃうょう めっょくけ ぉせちきぇしすけ ょっすっ しぇ 
しゃうかっくおぇしすけき すぇかぇしぇしすけき おけしけき おけめぇ きせ こさっおさうゃぇ せてう. ′ぇ こさゃけめ そけすけゅさぇそうめう しぇき 
しぇき, せ てこうかたけいくぇきぇ, ゃっゆ しすけめうき けおさせあっく くっおうき てうこさぇゅけき せ ぉぇてすう おせゆっ せ おけめけめ しきけ 
あうゃっかう. ╃させゅぇ しかうおぇ, ゃっさけゃぇすくけ しくうきもっくぇ せ うしすけ ゃさっきっ, こさっょしすぇゃもぇ きっ こけさっょ 
ぉさぇすぇ. ¨く ょっかせめっ おぇけ くっおう ぇそさうつおう こけゅかぇゃうちぇ,  ちさくっ こさっこかぇくせかっ おけあっ, おけゃさりぇゃっ 
おけしっ, くぇゅ, しぇきけ せ おせこぇゆうき ゅぇゆぇきぇ. ′うきぇかけ しかせつぇめくけ, おぇょぇ  こけしきぇすさぇき すけゅ  きさてぇゃけゅ 
きうてうゆぇゃけゅ ちさくちぇ  おけめう しすけめう  いぇてすうすくうつおう ういぇ きっくっ おぇけ くっおう ょうゃ, うきぇき 
ぇきぉうゃぇかっくすけ けしっゆぇやっ. 』ぇし ゃうょうき ょけぉさけくぇきっさくけゅ しぇきけせゃっさっくけゅ いぇてすうすくうおぇ おけめう 
せあうゃぇ せ しゃけめけめ せかけいう, ぇ つぇし しゃうさっこけゅ せさけふっくうおぇ おけめう しっ しこさっきぇ ょぇ せゅけめっくけゅ きぇかけゅ 
ぉっかちぇ ゅせさくっ せ おもせつぇかう おぇいぇく. ╋ぇかけ おぇしくうめっ ゆせ けぉめぇしくうすう けょぇおかっ すぇおぇゃ ょけあうゃもぇめ.  

╇くぇつっ, ╉させてっゃぇち しぇき ゃうょっけ きくけゅけ ゅけょうくぇ おぇしくうめっ, せ けくけき こっさうけょせ あうゃけすぇ 
おけめう しっ いけゃっ いさっかけ ょけぉぇ. ]ゃさぇすうけ しぇき せ けゃぇめ ゅさぇょ  くっおうき こけしかけき, ぇ きけめ しぇこせすくうお きっ めっ 
こけいゃぇけ  ょぇ こさっくけゆうき せ やっゅけゃけき ういくぇめきもっくけき しすぇくせ. ╃けお しきけ ゆぇしおぇかう こさっょ しこぇゃぇやっ, 
こけきっくせけ しぇき ょぇ しぇき う めぇ くぇ くっおう くぇつうく やっゅけゃ いっきもぇお, ょぇ しぇき さけふっく せ けゃけき ゅさぇょせ, せ 
』せこうゆっゃけめ せかうちう. „‶ぇ けゃけ めっ 』せこうゆっゃぇ せかうちぇ“, さっつっ けく しきっめせゆう しっ. ╀さいけ しぇき けすうてぇけ  
ょけ こさけいけさぇ, くぇこけもせ めっ ぉうけ きさぇい, こけょ しゃっすかけてゆせ くっさぇゃくけきっさくけ こけしすぇゃもっくけゅ せかうつくけゅ 
けしゃっすもっやぇ  ゃうょっけ しっ くうい くけゃうた すさけしこさぇすくうちぇ せ ゅさぇょやう, ういきっふせ おけめうた しっ くぇかぇいうけ 
こけくっおう しすぇさう こさういっきくう おせゆっさぇお. 〈け めっ ょぇおかっ すけ, せ くっおけめ けょ けゃぇおゃうた, しぇょぇ せさせてっくうた 
いゅさぇょぇ しぇ けぉぇゃっいくうき ょゃけさうてすっき, めぇ しぇき せゅかっょぇけ しゃっす. ′うしぇき ぉうけ せいぉせふっく, しぇきけ 
さぇょけいくぇけ. 〉かうちぇ めっ ぉうかぇ せしおぇ, ぉかういせ ちっくすさぇ ゅさぇょぇ, くっおけかうおけ くっけくしおうた さっおかぇきぇ 
こけしすぇゃもっくうた ういくぇょ きぇかうた こさけょぇゃくうちぇ せ くけゃけゅさぇょやぇきぇ, ょけお しせ しすぇさっ しおさけきくっ 
こけさけょうつくっ おせゆっ, おけめっ しせ しっ くぇかぇいうかっ こさっょ させてっやっき, しすぇめぇかっ せ こけすこせくけき きさぇおせ. ╀うけ 
しぇき しせゃうてっ せきけさぇく ょぇ ぉうた ういぇてぇけ くぇこけもっ う こけすさぇあうけ いゅさぇょせ しぇ ぉさけめっき つっすうさう, 
ぇょさっしせ おけめぇ めっ ぉうかぇ いぇこうしぇくぇ せ きけめけめ おさてすっくうちう. 
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′う しせすさぇょぇく きう しっ いぇ すけ くうめっ こさせあうかぇ こさうかうおぇ. ╋けめ ょけきぇゆうく めっ, こけ けぉうつぇめせ, 
ぉうけ せ ゃっかうおけめ あせさぉう, しすさこぇけ きっ せ おけかぇ う めぇ くうしぇき うきぇけ ゃさっきっくぇ ょぇ ゃうょうき ょぇ かう めっ 
くせかすぇ すぇつおぇ きけゅ こけしすけめぇやぇ めけて せゃっお すせ. ╇きぇかう しきけ こけしかぇ ちっけ ょぇく せ やっゅけゃけめ 
おぇくちっかぇさうめう, ぇ こさっょゃっつっ しぇき けすうてぇけ こさぇゃけ くぇ ぇせすけぉせし. ╃けお しぇき しっ せょぇもぇゃぇけ けょ 
╉させてっゃちぇ こぇかぇ きう めっ きうしぇけ おぇおけ しっ きくけゅっ あうゃけすうやっ, さっちうきけ こすうちっ しっかうちっ うかう 
きけさしおっ おけさやぇつっ, うくしすうくおすうゃくけ ゃさぇゆぇめせ くぇ きっしすけ ゅょっ しせ しっ うしこうかっかっ. ′っおっ こさっかぇいっ 
う たうもぇょっ おうかけきっすぇさぇ くぇ すけき こせすせ; すけ しっ くぇうきっ せ こさうさけょう けょゃうめぇ ちうおかうつくけ, めっさ 
こけさけょうちっ うい ゅっくさぇちうめっ せ ゅっくっさぇちうめせ, ょけかぇいっ くぇ うしすけ きっしすけ. ╉けょ もせょう, ぇ しぇきうき すうき 
う おけょ きっくっ, すけ めっ しすゃぇさ つうしすけゅ しかせつぇめぇ. ¨く しっ ょけゅけょう うかう くっ ょけゅけょう. ╋っくう しっ, っすけ 
ょけゅけょうけ.  

′け, こさっ くっゅけ てすけ しっ せょぇもうき うい けゃけゅ きっしすぇ おけめっ めっ せ きけめうき せしこけきっくぇきぇ 
こさっおさうゃっくけ いぇぉけさぇゃけき, いぉうゆっ しっ せ やっきせ ょけゅぇふぇめ, おけめう ゆっ せゆう くっ しぇきけ せ くぇてせ 
こけさけょくうつくせ たさけくうおせ, ゃっゆ う せすうちぇすう くぇ きけめ そういうつおう ういゅかっょ.  ╆くぇき ゅぇ しぇきけ うい こさうつっ, 
ぇかう くっ しせきやぇき せ うしすうくうすけしす, ぉせょせゆう ょぇ こけしすけめっ くっけぉけさうゃう そういうつおう ょけおぇいう,  せ おけめっ 
ゆっ しっ しゃぇおけ, ぇ こさっ しゃっゅぇ めぇ, かぇおけ せゃっさうすう. ¨すこさうかうおっ おぇょぇ しぇき くぇゃさてうけ ゅけょうくせ ょぇくぇ, 
せ こけしっすせ くぇき めっ ょけてかぇ すっすおぇ しぇ きぇめつうくっ しすさぇくっ しぇ しゃけめけき すさけゅけょうてやけき ゆっさおけき. 
¨ょさあぇゃぇけ しっ ぉけゅぇすう こけさけょうつくう させつぇお, おぇおけ めっ ゃっゆ さっょ.   ╋けめ ぉさぇす, きけゅぇけ めっ ょぇおかっ 
うきぇすう くぇめゃうてっ こっす ゅけょうくぇ, おけめう めっ けょ きぇかうた くけゅせ ぉうけ くっせおさけゆっくけゅ すっきこっさぇきっくすぇ, こけ 
こさゃう こせす しっ せ あうゃけすせ しせしさっけ しぇ きけゅせゆくけてゆせ ょぇ ゃうてっ くっ ぉせょっ せ ちっくすさせ こぇあやっ. ′ぇてぇ 
しっしすさぇ, おけめせ めっ こけ しゃけめ こさうかうちう こさゃう こせす ゃうょっけ, けょめっょぇくこせす めっ こけしすぇかぇ くっおけ けおけ おけゅぇ 
しっ しゃっ ゃさすっかけ.  ┺っゅけゃぇ こけゃさっふっくぇ しせめっすぇ くうめっ うきぇかぇ ゅさぇくうちぇ. ¨く, こさうきけゅっくうすけさ, 
ょけぉうけ めっ すぇおきぇちぇ. ╃ぇおかっ, くってすけ くっいぇきうしかうゃけ せ やっゅけゃけめ しゃっしすう.  ╃け すぇょぇ 
くっこさうおけしくけゃっくう すさけく, こさぇゃけ ょぇ しっ ょけぉうめぇめせ くぇめぉけもう おけきぇょう きっしぇ, くぇめかっこてう ょっかけゃう 
すけさすっ, ょぇ しっ しゃう こけおけさぇゃぇめせ やっゅけゃうき たうさけゃうきぇ, しゃっ めっ ょけてかけ せ こうすぇやっ. ╀うけ めっ すけ 
ういぇいけゃ おけめう めっ くぇょきぇてうゃぇけ やっゅけゃっ きけゆう しぇきけしぇゃかぇふうゃぇやぇ. 

〈さっぉぇ しぇきけ いぇきうしかうすう ゅくっゃ こけゃさっふっくけゅ ょっしこけすぇ, けくけ おさぇもっゃしおけ せさかうおぇやっ 
かぇゃぇ おぇょぇ きせ しっ くってすけ けょせいきっ. ‶けこせす けぉっしくうた さぇいきぇあっくうた しさっょやけゃっおけゃくうた 
こさうくつっゃぇ, けく めっ せしさっょ めっかぇ ぉぇちうけ くけあ こさっきぇ しゃけき すぇおきぇちせ. ╀うかぇ めっ すけ おせかきうくぇちうめぇ 
やっゅけゃけゅ くっいぇょけゃけもしすゃぇ う くっきけゆう. ′ぇ しさっゆせ こけ こけさけょうつくっ けょくけしっ, けょくけしくけ ゅけてゆせ, 
くけあ くうめっ こけゅけょうけ しゃけめ ちうも.  ┿かう めっ いぇすけ こけゅけょうけ きっくっ, こさぇゃけ せ つっかけ.  ╃ぇ すけ くうめっ ぉうかぇ 
すせこぇ しすさぇくぇ, こうすぇやっ めっ ょぇ かう ぉう けゃっ ぉうけゅさぇそうめっ う ぉうかけ. 【すけ しっ おぇあっ, しさっゆぇ せ 
くっしさっゆう. ╊うちっ きう しっ けおさゃぇゃうかけ, こぇけ しぇき せ くっしゃっしす. ╉ぇおゃっ しせ こしうたうつおっ すさぇせきっ 
くぇしすぇかっ, すけ くうおぇょぇ くっゆっきけ しぇいくぇすう, きけあょぇ めっ う けゃけ こうしぇやっ こけしかぇょうちぇ すけゅ きけゅ さぇくけゅ 
しせけつぇゃぇやぇ しぇ しせさけゃけしすうきぇ あうゃけすぇ. ¨しすぇかっ しせ しぇきけ ゃうょもうゃっ こけしかっょうちっ. ′ぇ ぉせょせゆうき 
そけすけゅさぇそうめぇきぇ ゆっ けしすぇすう すさぇめぇく ぉっかっゅ ういきっふせ きけめうた けぉさゃぇ.   

‶けしかせあうゆせ しっ ‶かぇすけくけゃうき すせきぇつっやっき つうやっやぇ いかぇ.  ¨く, くぇうきっ, おぇあっ ょぇ いかぇ 
ょっかぇ もせょう せゅかぇゃくけき くぇしすぇめせ いぇすけ てすけ こけしすけめう くっおう けさゅぇくしおう こけさっきっゆぇめ せ やうたけゃけき 
けさゅぇくういきせ. ╆くぇつう くってすけ うた ういくせすさぇ こさうすうしおぇ, ゃうしけお こさうすうしぇお, てっゆっさ せ おさゃう, さぇょ 
たけさきけくぇ, おけ いくぇ てすぇ. 〈ぇ せくせすさぇてやぇ すっしおけぉぇ, こけさっきっゆぇめ おけゅぇ くうおけ くうめっ しゃっしすぇく, すっさぇ 
つっしすけ う せ けしくけゃう ょけぉさっ けしけぉっ ょぇ こけしすせこぇめせ くっさぇいせきくけ. 〈け めっ ょぇおかっ けさゅぇくしおけ 
けぉめぇてやっやっ, おけめっ, しきぇすさぇき うきぇ しゃけめせ すっあうくせ. ┸ぇ, くぇさぇゃくけ くっ いくぇき てすぇ めっ すけ そぇかうかけ 
せ そういうけかけておけめ しすさせおすせさう きけゅ ぉさぇすぇ, ぇかう ょぇ すせ くっつっゅぇ うきぇ, しうゅせさぇく しぇき. ┸っさ おぇおけ ぉうた 
きけゅぇけ ょぇ すせきぇつうき けくせ ゃさしすせ ゅくっゃぇ おけめせ めっ すけおけき きけゅ ょっすうやしすゃぇ こさっきぇ きっくう 
うしこけもぇゃぇけ. ′っおけ ゆっ さっゆう ょぇ めっ すけ うこぇお しすゃぇさ こしうたけかけゅうめっ, ゃぇしこうすぇやぇ, しこけもぇてやうた 
せいけさぇ. ╇きぇ ゃっさけゃぇすくけ う すけゅぇ, ぇかう すけ くうめっ おもせつくけ. ┸っさ, おぇけ てすけ しぇき さっおぇけ, けく めっ ぉうけ 
うしすけゃさっきっくけ う きけめ くぇめゃっゆう いぇてすうすくうお. ╋けあょぇ めっ こけすっいぇやっ くけあぇ くぇ きけめせ しっしすさせ 
せつうやっくけ し くぇきっさけき ょぇ う きっくっ いぇてすうすう けょ くぇこぇしすう, おけめぇ しっ くっくぇょぇくけ こけめぇゃうかぇ, う こけ 
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やっゅけゃけき きうてもっやせ, ゃっさけゃぇすくけ こけしさっょくけ う きっくっ せゅさせあぇゃぇかぇ. ╃させゅけ, ょぇ くっ ゅさってうき, 
きけめ ぉさぇす めっ うしすけゃさっきっくけ うしこけもぇゃぇけ こさっきぇ きっくう ゃっかうおせ ぉさうゅせ う くっあくけしす. 》けゆせ さっゆう, 
くうおぇょぇ くうめっ ぉうけ さぇゃくけょせてぇく; くっゃけもぇ めっ ぉうかぇ せ すけきっ てすけ めっ ぉさいけ う くっこさっょゃうょもうゃけ 
きっやぇけ さぇしこけかけあっやぇ, け つっきせ ゆせ めけて こさうつぇすう. 〈っお, ういゃっしくけ めっ ょぇ つうくけゃっ くぇしうもぇ くうめっ 
くうおぇょぇ きけゅぇけ ゃうょっすう せ くぇてけめ こけさけょうちう, けしうき ゃかぇしすうすけゅ, いぇ おけめっ めっ ぉうけ こけすこせくけ しかっこ. 
╃ぇおかっ, くうめっ せ こうすぇやせ ゃぇしこうすぇやっ, ゃっゆ くってすけ きくけゅけ ょせぉもっ, てすけ ょけかぇいう ういくせすさぇ.   
             ╋けめ けすぇち くうめっ いくぇけ いぇ けゃけ ‶かぇすけくけゃけ けぉさぇいかけあっやっ, ぇ う ょぇ めっ いくぇけ, すっておけ ょぇ 
ぉう すけ せすうちぇかけ くぇ おけかうつうくせ ぉぇすうくぇ おけめぇ めっ しかっょうかぇ おぇけ おぇいくぇ. 〈っすおぇ う しっしすさぇ しせ しっ ゃっゆ 
しせすさぇ ゃさぇすうかっ くぇいぇょ せ ╀っけゅさぇょ, けょぇおかっ しせ ょけてかっ, ぇ めぇ くぇしすぇゃうけ しゃけめ けつうすけ くっしうゅせさぇく 
う くっういゃっしすぇく   あうゃけすくう こせす.  〈け ょぇ ゆっ きけめぇ しせょぉうくぇ めけて ゅけょうくぇきぇ いぇゃうしうすう けょ くっおうた 
すぇめくけゃうすうた たっきうめしおうた こさけちっしぇ せ けさゅぇくうきぇ けくけゅぇ おけめう めっ すさっぉぇかけ ょぇ しっ しすぇさぇ け きっくう, 
しこけもぇてやっき こけしきぇすさぇつせ ぉう ぉうかけ めぇしくけ. ╋けめけめ こけさけょうちう くうめっ, すせきぇつうかう しせ すけ しぇきけ 
おぇけ っおしちっし, おけめう しっ ゃぇもょぇ くっゆっ こけくけゃうすう.    

┿おけ しっ こけ めせすさせ ょぇく こけいくぇめっ, ぇ すぇ しっくすっくちぇ こさうきっくう くぇ きけめ あうゃけすけこうし, くっゆっ 
ぉうすう こさっすっさぇくけ ぇおけ しっ おぇあっ ょぇ しせ きっ けこぇしくけしすう こさぇすうかっ めけて けょ おぇょぇ しぇき こさけたけょぇけ. 
┸っょうくぇ しさっゆぇ せ しゃっきせ すけきっ めっ てすけ うた ゅけすけゃけ くうおぇょぇ くうしぇき ぉうけ しゃっしすぇく, こぇ しぇき こけこせす 
ぉっしかけゃっしくけゅ めぇゅやっすぇ くぇしすぇゃもぇけ ょぇ あうゃうき くっしゃっしすぇく けこぇしくけしすう. ╋けめ つせゃぇさ う 
いぇてすうすくうお, けそうちうめっかくけ こけしすぇゃもっく けょ きけめうた さけょうすっもぇ ょぇ しっ け きっくう しすぇさぇ, ぉうけ めっ 
うしすけゃさっきくけ きけめ こぇしすうさ う きけめ おせさめぇお. ╃っかせめっ こさっすっさぇくけ? ╁うょっゆっすっ. 

┿かう しぇょぇ めっ ゃさっきっ ょぇ うい すぇきっ こさっふっき くぇ しゃっすかけしす, ょぇおかっ うい きうすけゃぇ くぇ すかっ 
ゃかぇしすうすけゅ しっゆぇやぇ, いぇ おけめっ きけゅせ ょぇ めぇきつうき くっこけすおせこもうゃうき こうてつっゃうき こっさけき. ╆くぇき 
ょぇ すけ くうめっ めぇおぇ ゅぇさぇくちうめぇ, ぇかう ょさせゅっ せ けゃけき こけしかせ くっきぇ. 
 

* 
 

╃ぇおかっ, いぇ きっくっ めっ こさゃぇ こさぇゃぇ しすぇくうちぇ きけゅ あうゃけすぇ ゅさぇょうゆ いゅさつっく ういきっふせ 
こかぇくうくぇ う ぉさょぇ せ うしすけつくけめ ]さぉうめう, こけょ うきっくけき ╉やぇあっゃぇち.  ╆ぇ やっゅぇ きっ ゃっいせめせ こさゃぇ 
しっゆぇやぇ, こぇ しぇきうき すうき う さっかっゃぇくすくう きぇすっさうめぇか くぇ おけめう しっ きけゅせ けしかけくうすう. ╋けあょぇ ぉう 
くぇ けしくけゃせ やうた  ぇしすさけかけいう う ょさせゅう せこせゆっくう   きけゅかう ょぇ こさけすせきぇつっ  いぇてすけ しぇき けくぇめ おけ 
しぇき, ぇかう   きっくう ゆっ  けしすぇすう せゅかぇゃくけき いぇゅけくっすおぇ.   

《っくけきっくけかけておう, こさゃけ てすけ こぇきすうき めっ ゃっかうおぇ しけぉぇ, さけょうすっもう う しすぇさうめう ぉさぇす. 
‶さうたゃぇすぇめせゆう すぇめ ぇきぉうめっくす おぇけ くってすけ こさうさけょくけ う しぇきけさぇいせきもうゃけ, きけめっ 
うくすっさっしけゃぇやっ めっ ぉうかけ けおさっくせすけ こさっきぇ  けくけきっ てすけ めっ ぉうかけ ゃぇく しすぇくぇ. ′ぇめこさっ こさっきぇ 
あうゃけすうやぇきぇ. ′っ いくぇき おけめうき しせ しっ さっょけしかっょけき けくっ こけめぇゃもうゃぇかっ せ きけきっ くっしうゅせさくけき 
おさっすぇやせ, すけ きけゅせ しぇきけ ょぇ くぇゅぇふぇき. 〈っお, すけ しせ ぉうかう きぇつおぇ, しゃうやぇ, こぇちけゃ う おけや. ┿おけ 
めっ さっつ け きけめけめ すぇょぇてやけめ そぇしちうくぇちうめう, こけさっょぇお めっ ぉうけ けぉさくせす. 

╋ぇつおっ しせ くぇき せかぇいうかっ せ しすぇく, おぇしくうめっ しぇき うた う しぇき ゅけょうくぇきぇ つせゃぇけ う しぇ やうきぇ 
しっ しさけょうけ, すぇおけ ょぇ けくっ しこぇょぇめせ せ  ぇきぉうめっくす きけゅ あうゃけすぇ ゃうてっ けょ ょっちっくうめせ. 〈せ くっきぇ 
くうつっゅ くぇさけつうすけ うくすっさっしぇくすくけゅ, しっき こけくっおぇ そけすけゅさぇそうめぇ: ょっつぇお せ おさぇすおうき 
こぇくすぇかけくぇきぇ おけめう せさぇやぇ ゅかぇゃせ せ すけこかけ きぇつめっ おさいくけ. 

]ゃうやぇ, っ すけ めっ ゃっゆ しくぇあぇく ょけあうゃもぇめ う うしおせしすゃけ. ╉ぇおけ めっ すけ ぉうけ すぇょぇ けぉうつぇめ, 
こけゅけすけゃけ せ きっしすぇてちうきぇ おぇけ けくけ せ おけきっ しぇき あうゃっけ, おぇょ ょけふっ いうきぇ, おかぇかっ しせ しっ しゃうやっ 
う すぇおけ けぉっいぉっふうゃぇかっ てせくおっ, つゃぇさちう う ょさせゅう こさけういゃけょう くぇ ょせあっ ゃさっきっ. 〉 くぇてけめ おせゆう 
めっ ぉうかけ こさけしすさぇくけ ょゃけさうてすっ けおさせあっくけ しぇ しゃうた しすさぇくぇ, けつうすけ こけゃけもくけ いぇ いくぇつぇめくせ 
こさったさぇきぉっくせ けこっさぇちうめせ. ╇しすうくせ ゅけゃけさっゆう, めぇ けゅさけきくせ しゃうやせ おけめせ しせ   けぉうつくけ ょっかうかっ 
ょゃっ こけさけょうちっ, くうしぇき くう ゃうょっけ, ぉぇさ くっ せ あうゃけき しすぇやせ. ┿かう  つせけ しぇき めっいうゃせ ょさっおせ, めっさ 
しゃうやぇ おぇけ ういせいっすくけ うくすっかうゅっくすくぇ あうゃけすうやぇ,  くっこけしさっょくけ こさっょ しゃけめっ せすけきもっやっ いくぇ 
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てすぇ めけめ しっ しこさっきぇ. ╉け めっ めっょくけき つせけ やっく こさっょしきさすくう おさうお, すけ くっ いぇぉけさぇゃもぇ. ╉ぇょぇ しぇき 
しっ しぇ こさゃけゅ しこさぇすぇ ょけゅっゅぇけ ょけ ょゃけさうてすぇ, ぇ こさっすこけしすぇゃもぇき ょぇ しぇき すぇょぇ うきぇけ けおけ ょゃっ 
う こけ ゅけょうくっ, くっきぇく, ぉっかぇ う けょさぇくぇ, しぇ さぇしこけさっくうき しすけきぇおけき,  ゃうしうかぇ めっ くぇ くっおけめ 
つっかうつくけめ おせおう. ╀うかっ しせ すせ う ゃぇくゅかっ しぇ ういくせすさうちぇきぇ, ょけしすぇ おさゃう, せけしすぇかけき ゃっゆ しせ 
そかぇきぇくしおう きぇめしすけさう きくけゅけ ぉけもっ すけ くぇしかうおぇかう. ╃ぇおかっ, けゃせ ょさぇゅけちっくせ あうゃけすうやせ しぇき 
せこけいくぇけ けょきぇた しぇ やっくっ ぇくぇすけきしおっ しすさぇくっ, ゃうょっけ しぇき めっ けゅけもっくせ  う  こけすこせくけ 
ぉっいけこぇしくせ. ‶け こさうつぇやせ しすぇさうめうた しぇいくぇけ しぇき ょぇ めっ うきぇかぇ ぉぇさ ょゃっしすぇ おうかぇ, てすけ めっ ぉさけめ 
おけめう けしすぇゃもぇ せすうしぇお つぇお う くぇ けくけゅぇ おけ くっきぇ くうおぇおゃせ こさっょしすぇゃせ てすぇ すけ いくぇつう.   

〈さっゆぇ あうゃけすうやぇ おけめせ しぇき さぇくけ せこけいくぇけ ぉうけ めっ こぇちけゃ. ╁うょっけ しぇき くってすけ しうゃけ 
う ゃっかうおけ てすけ めっ ういかぇいうかけ うい かうきっくけゅ けかせおぇ せ ょゃけさうてすせ う つせけ こけゃうおっ – こぇちけゃ, こぇちけゃ. 
╀うけ めっ しうゃ, う きっくう しっ つうくうけ ゃっかうお おぇけ きぇつおぇ. ′けさきぇかくけ, くうしぇき いくぇけ ょぇ すさっぉぇ ょぇ しっ 
こかぇてうき. ′うしぇき こさっすさこっけ くうおぇおぇゃ せょっし, うぇおけ しぇき ぉうけ ゃっけきぇ ぉかういせ すけゅ けこぇおけゅ 
しすゃけさぇ. ╉ぇしくうめっ, しぇき したゃぇすうけ ょぇ こけしすけめっ もせょう くっ しぇきけ こぇちけゃしおけゅ ういゅかっょぇ, くっゅけ う 
こしうたけかけゅうめっ, ょぇおかっ めっょくぇ けこぇおぇ しけさすぇ おけめぇ ゃぇき しっ しすぇかくけ くっこさうきっすくけ こさうおさぇょぇ う 
おうょうてっ おぇょ しっ くぇめきぇやっ くぇょぇすっ. ′ぇさけつうすけ しぇき ょけぉさけ せこけいくぇけ すせ ゃさしすせ すぇきけ ゅょっ しぇき 
ぉうゃぇけ いぇこけしかっく. 

]っゆぇき しっ ょぇ めっ おけや くぇ きっくっ けしすぇゃうけ くぇめめぇつう せすうしぇお. ╀うかぇ めっ いうきぇ, しくっゅ う くけゆ. 
╇しこさっょ くぇてっ おせゆっ めっ しすぇめぇけ せこさっゅくせす おけや. ╀うけ めっ こけおさうゃっく こさっおけ かっふぇ くっおうき 
ういくけてっくうき しうゃうき ゆっぉっすけき, ゅかっょぇけ きっ けゅさけきくうき, ょけぉさけょせてくうき けつうきぇ, ぇ うい 
くけいょさゃぇ しせ きせ ういかぇいうかう けぉかぇちう こぇさっ. ╋うさくけ おもせしっ きう めっ ういゅかっょぇかけ おぇけ りうく, ぇかう 
くっおぇおけ ぉっいぇいかっく. ╇ぇおけ しぇき ゃっさけゃぇすくけ ゃうょっけ めっょぇく しぇしゃうき こさけしっつぇく こさうきっさぇお けゃっ 
さぇしっ, おぇけ ょぇ しぇき ゃうょっけ ぇさたっすうこ, うょっぇか, おぇおけ ぉう ‶かぇすけく さっおぇけ, うょっめせ おけやぇ. 〈っお, ょけ 
ょぇく ょぇくぇし, けょ しゃうた あうゃけすうやぇ, しきぇすさぇき ゅぇ くぇめかっこてけき う くぇめこかっきっくすうめけき. 〈けおけき 
あうゃけすぇ しぇき めけて ょけょぇすくけ つせけ ょぇ めっ おけや すけかうおけ けすきっく, ょぇ くっ おぇあっき ぇさうしすけおさぇすぇ, ょぇ 
くうおぇょ くっゆっ ょぇ けおせしう いぇこさもぇくせ ゃけょせ. ]ぇきけ ぉうしすさせ. ╋けあょぇ すけ くうめっ うしすうくぇ, ぇかう めっ 
せつゃさしすうかけ きけめっ せゃっさっやっ け やっゅけゃけき しぇゃさてっくしすゃせ.  
 

* 
 

╀さぇす う めぇ しきけ けしすぇめぇかう しぇきう せ しすぇくせ. 〈け しきけ おけさうしすうかう ょぇ ぉうしきけ しっ うゅさぇかう 
しゃけめっ けきうもっくっ うゅさっ. ╇きぇかう しきけ, おぇけ う しゃう せ すけ ゃさっきっ, てこけさっす くぇ ょさゃぇ. 〉 やっきせ めっ 
ゅけさっかぇ ゃぇすさぇ う くってすけ しっ おせゃぇかけ, すっお ちっかぇ ゅけさやぇ こけゃさてうくぇ めっ ぉうかぇ ゃさっかぇ. ╋う しきけ 
ゅせあゃぇかう おけきぇょうゆっ くけゃうくぇ う ぉぇちぇかう うた くぇ こかけすくせ. ̈ くう ぉう くぇめこさっ こけすぇきくっかう, こけつっかう 
ょぇ うしこせてすぇめせ ょうき う くぇ おさぇめせ しっ こさっすゃけさうかう せ きぇかう こかぇきっく おけめう ぉう ぉさいけ ういゅけさっけ う 
せゅぇしうけ しっ, ょけお しきけ きう ゃさうてすぇかう けょ くっしおさうゃっくけゅ いぇょけゃけもしすゃぇ. ╋けあょぇ しきけ しっ う 
すぇおきうつうかう, すっお こけつっかう しきけ ょぇ こさぇゃうきけ しゃっ ゃっゆっ う ゃっゆっ しきけすせもおっ, ぇ ゃぇすさぇ おけめぇ しっ 
こけめぇゃもうゃぇかぇ ぉうゃぇかぇ めっ しゃっ うきこさっしうゃくうめぇ. ′ぇ おさぇめせ, こかぇきっく めっ ぉうけ すけかうおう ょぇ めっ 
いぇたゃぇすうけ ういゃっいっくけ こかぇすくけ, おけめっ めっ ぉうかけ いぇおせちぇくけ くぇ めっょくけ こけかぇ きっすさぇ ういくぇょ 
てこけさっすぇ. ╉ぇおけ せゅかぇゃくけき めけて くうしせ こけしすけめぇかっ おっさぇきうつおっ こかけつうちっ, すぇ ぉっかぇ こかぇすくぇ しぇ 
くぇすこうしけき すうこぇ „╃けきぇゆうちっ きぇやっ いぉけさう ょぇ すう こうかっ くっ いぇゅけさう“, うきぇかぇ しせ 
ょっおけさぇすうゃくけ-たうゅうめっくしおせ そせくおちうめせ. ]ぇょぇ, おぇょぇ めっ けゃぇめ すっおしすうか こけつっけ ょぇ ゅけさう, 
ういぉぇちせめせゆう ゅせしすう ちさくう ょうき う おぇょぇ しっ こかぇきっくう めっいうお こけつっけ てうさうすう くぇ しゃっ しすさぇくっ, 
くぇし めっ せたゃぇすうかぇ こぇくうおぇ. ╀さぇす めっ けすさつぇけ こけ ぉけおぇか ゃけょっ, ぇかう めっ こかぇすくけ ぉうかけ  ゃうしけおけ, すっ 
めっ けこっさぇちうめぇ ゅぇてっやぇ ぉうかぇ こけすこせくけ くっせしこってくぇ. ╁ぇすさぇ めっ いぇたゃぇすうかぇ めけて くってすけ てすけ めっ 
ゃうしうかけ くぇ いうょせ, ょぇ かう めっ すけ ぉうけ いうょくう おぇかっくょぇさ うかう くってすけ しかうつくけ, くっ いくぇき. 〈っお,  
せたゃぇすう くぇし ゃっかうおう しすさぇた.  ¨く めっ う ょぇもっ こけおせてぇゃぇけ くってすけ しぇ こさしおぇやっき ゃけょっ,  ょけお しぇき 
しっ めぇ こけこっけ くぇ たけおかうちせ う おさけい けすゃけさっく こさけいけさ こけゃうおぇけ – ‶けあぇさ, こけあぇさ.  
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╅うゃっかう しきけ せ ゅかぇゃくけめ せかうちう う ぉうかけ めっ こさけかぇいくうおぇ. ╋っふせすうき, くうおけ くうめっ 
けぉさぇゆぇけ こぇあやせ くぇ きっくっ,  つぇお しっ くっ しっゆぇき くう ょぇ しっ くっおけ けおさっくせけ う こけゅかっょぇけ ゅけさっ. ╉け 
ゆっ めけて ょぇ せいきっ こけゃうおっ すさけゅけょうてやっゅ ょっすっすぇ いぇ けいぉうもくけ. ′ぇし ょゃけめっ めっ たゃぇすぇかけ しゃっ ゃっゆっ 
けつぇめぇやっ, ぉうかう しせ すせ ゃぇすさぇ う ょうき, ぇ こけきけゆう くうけすおせょぇ. ╁うおぇかう しきけ, しおぇおぇかう, こけかうゃぇかう 
こかぇきっく つぇてぇきぇ ゃけょっ, こけおせてぇゃぇかう くってすけ ょぇ せさぇょうきけ. ]ゃっ  ぉっい せしこったぇ, ゃぇすさぇ くうめっ 
めっやぇゃぇかぇ. 

〈せ くぇてせ ぇゅけくうめせ こさっおうくせかぇ めっ おけきてうくうちぇ, おけめぇ めっ ういゅかっょぇ つせかぇ くぇてっ 
いぇこけきぇゅぇやっ. ‶けてすけ ゃさぇすぇ くうしせ ぉうかぇ いぇおもせつぇくぇ, せてかぇ めっ せくせすさぇ, いぇたゃぇすうかぇ ゃっかうおけき 
ゃぇくゅかけき ゃけょせ う ぉさいけ せゅぇしうかぇ こかぇきっく. 

╉ぇけ くぇこけきっくぇ, おけきてうめっ しせ せ すけ ゃさっきっ  ぉうかう すぇおけさっゆう さぇゃくけこさぇゃくう つかぇくけゃう 
ょけきぇゆうくしすゃぇ. ╉けきてうくうちっ しせ めっょくぇ ょさせゅけめ つせゃぇかっ ょっちせ, おけきてうめっ こけきぇゅぇかっ せ ゃっかうおうき 
こけしかけゃうきぇ おぇけ てすけ しせ おかぇやっ しゃうやっ う しかうつくけ, しせしっょう しせ しけかうょぇさくけ ょっかうかう させつぇお う 
ゃっつっさせ, せつっしすゃけゃぇかう せ しゃうき ゃぇあくうき ょけゅぇふぇめうきぇ, おぇけ てすけ しせ さけふっくょぇくう う しぇたさぇくっ. 
┹せょう くうしせ たすっかう ょぇ くぇこせしすっ しゃけめっ しすぇさっ う きぇかっ しすぇくけゃっ, ょぇ ぉう しっ こさっしっかうかう せ くけゃっ う 
ぉけもっ, ょぇ くっ ぉう けしすぇかう ぉっい しゃけめうた おけきてうめぇ. ╃させゅうき さっつうきぇ, しうさけきぇてすゃけ う けしおせょうちぇ 
くぇょけおくぇふうゃぇくう しせ けくうき てすけ ぉけゅぇすしすゃけ う けぉうもっ くうおぇょ くっゆっ  いぇきっくうすう: もせょしおうき 
さぇいせきっゃぇやっき う  しけかうょぇさくけてゆせ. 〈ぇおけ しきけ う きう, ういゅかっょぇ, あうゃっかう せ  すけこかけき もせょしおけき 
ゅくっいょせ, くっ いくぇめせゆう せ すけき すさっくせすおせ いぇ くってすけ ぉけもっ.   

[っいうきうさぇき, ょぇおかっ, くぇ ゃさっきっ しぇき せこけいくぇけ こさぇっかっきっくすっ あうゃけすぇ – ゃぇすさせ う ゃけょせ, 
おぇけ う めっょくけ けょ こさうきぇさくうた けしっゆぇやぇ – しすさぇた. ┿ おぇおけ  しすゃぇさう けぉうつくけ ょけかぇいっ せ 
こぇさけゃうきぇ,  うきぇけ しぇき こさうかうおせ ょぇ せこけいくぇき う たさぇぉさけしす. ‶さっきょぇ しぇき たさぇぉさけしす ゃうょっけ 
いぇこさぇゃけ くぇ ょっかせ, くっ ゃっさせめっき ょぇ しぇき ぉぇて したゃぇすぇけ け つっきせ しっ すぇつくけ さぇょう.  

╀うけ めっ こさぇいくうつくう ょぇく, ゃっさけゃぇすくけ ‶さゃう きぇめ うかう くっおう ょさせゅう ゃぇあぇく ょぇすせき. 『っけ 
ゅさぇょ しっ しめぇすうけ けおけ けぉぇかけせすゃさょぇ 〈うきけおぇ, ういきっふせ ょゃぇ きけしすぇ せ ちっくすさせ ゅさぇょぇ. ]ゃっ せ しゃっきせ 
こさぇいくうつくぇ ぇすきけしそっさぇ う くっおけ せしたうゆっやっ, おけめっ しぇき つぇお う めぇ, こけすこせくけ くっせこせゆっく せ いくぇつぇめ 
すけゅ ょぇくぇ, けしっゆぇけ. ┿  けくょぇ しっ いぇつせかけ ぉさせめぇやっ きけすけさぇ う しゃっ しせ しっ けつう せこさかっ せ くっぉけ. 
‶さけかけきうけ しっ ゅさけきけゅかぇしぇく ぇこかぇせい. ╋けめう さけょうすっもう しせ きっ ょうゅかう せ いさぇお う こけおぇいうゃぇかう 
くってすけ くぇ くっぉせ. ╉ぇ くぇきぇ, おけめう しきけ ぉうかう くぇしさっょ きけしすぇ, かっすっけ めっ きぇかう あせすう ょゃけおさうかくう 
ぇゃうけく う すけ しゃっ くうあっ う くうあっ. ¨く めっ すけかうおけ ぉさせめぇけ, ょぇ めっ くぇょめぇつぇゃぇかけ ゅかぇしけゃっ こせぉかうおっ. 
╅ぇゅけさ う せいぉせふっやっ しせ しゃっ こさっこかぇゃうかう, さけょうすっもう しせ きっ こけょうゅかう ょぇ ゃうょうき つせょけ おけきっ 
しせ しっ しゃう ょうゃうかう. ╇しこけょ おさうかぇ ぇゃうけくぇ, くぇ かぇくちせ,   やうたぇけ しっ くっおう つけゃっお. ╋くけゅけ 
おぇしくうめっ ゆせ しぇいくぇすう ょぇ めっ すぇ けしけぉぇ, おけめぇ しっ おかぇすうかぇ せ ゃぇいょせたせ おぇけ けおぇつっくぇ しぇかぇきぇ, ょけお 
めっ きぇしぇ もせょう こもっしおぇかぇ ぉうけ しかぇゃくう  おやぇあっゃつぇくうく ╃さぇゅけもせぉ ┿かっおしうゆ, ぇおさけぉぇすぇ う 
おぇおけ しっ てうさけおけ ゃっさけゃぇかけ せ すけき おさぇめせ, ぇ う てうさっ,   „くぇめめぇつう つけゃっお くぇ しゃっすせ“. ╂かっょぇめせゆう 
くぇ そうかきしおけき こかぇすくせ やっゅけゃっ ゃってすうくっ しぇいくぇゆせ ょぇ しっ けく いぇこさぇゃけ いせぉうきぇ ょさあぇけ いぇ けくぇめ 
かぇくぇち, おぇけ てすけ めっ やうきぇ  しぇゃうめぇけ  ょっぉっかっ ゅゃけいょっくっ てうこおっ, こぇ つぇお ゃせおぇけ う ちっけ  ゃぇゅけく 
くぇ てうくぇきぇ. ╋けゅぇけ ぉうた ょぇ おぇあっき,  う くぇめいぇぉうすうめぇ  こさけゃうくちうめぇ くぇ しゃっすせ きけあっ ょぇ 
ういくっょさう めっょくけゅ けょ くぇめたさぇぉさうめうた もせょう くぇ こかぇくっすう. 〉けしすぇかけき てすぇ めっ ゃっかうおけ, ぇ てすぇ めっ 
きぇかけ?   
 

* 
 

┿ しぇょぇ  け いぉうゃぇやせ, おけめっ めっ きけゅかけ せ こけすこせくけしすう ょぇ こさけきっくう きけめ あうゃけすくう こせす.  
¨ょくけしくけ, け すけきっ おぇおけ めっ しかせつぇめくけしす しこさっつうかぇ ょぇ こけしすぇくっき こけすこせくけ ょさせゅぇ かうつくけしす,  
しぇ ょさせゅうき うきっくけき, ぉうけゅさぇそうめけき, しせょぉうくけき. ]かうつくけしす ぉう けしすぇかぇ きけあょぇ しぇきけ 
そういうつおぇ, ぇかう ぉう すけ ぉうけ くっおけ こけすこせくけ ょさせゅう. ╄ゃけ おぇおけ しっ すけ ょけゅけょうかけ: 
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╇きぇけ しぇき う ょぇもっ すさう ゅけょうくっ, ぉうかぇ めっ しさっょうくぇ かっすぇ う ぉぇぉぇ きっ めっ つせゃぇかぇ. ‶けてすけ 
めっ ぉうかけ ゃさっきっ かせぉっくうちぇ, めぇ しぇき けすうてぇけ ょけ やっ う すさぇあうけ めけめ ょうくぇさ, ょぇ ぉうた, おぇおけ しぇき 
さっおぇけ – けすうてぇけ くぇ こうめぇちせ う おせこうけ かせぉっくうちせ. ¨くぇ めっ きうしかうかぇ ょぇ めっ さっつ け うゅさう, ょぇかぇ 
きう めっ ょうくぇさ, いぇ おけめう しっ うけくぇおけ くうめっ きけゅかけ くうてすぇ おせこうすう, う くぇしすぇゃうかぇ ょぇ しっ ぉぇゃう 
しゃけめうき こけしかけゃうきぇ. ┿かう めぇ しぇき きうしかうけ けいぉうもくけ, せいっけ きっすぇかくう くけゃつうゆ せ させおせ う 
おさっくせけ くぇこけもっ.  

¨ょ くぇてっ おせゆっ ょけ こうめぇちっ, くうめっ くう すぇおけ ぉかういせ. ′ぇめこさっ しっ すさっぉぇかけ しこせしすうすう 
しすさきけき せかうちけき くぇめきぇやっ こけかぇ おうかけきっすさぇ. ╉ぇょ しっ ょけふっ ょけ こけきっくせすけゅ きけしすぇ, しおさっゆっ しっ 
くぇかっゃけ, うょっ しゃっ ょせあ さっおっ う こけしかっ くっおけかうおけ しすけすうくぇ きっすぇさぇ ょけかぇいう くぇ てうさけお 
こさけしすけさ ゅょっ しせ ぉうかっ しきってすっくっ すっいゅっ. ┸ぇ しぇき けつうすけ, ょけお きっ めっ きぇめおぇ ゃけょうかぇ, すぇめ こせす 
いぇこぇきすうけ, ぇ しぇょぇ しぇき こさゃう こせす しぇきけしすぇかくけ おさっくせけ せ あうゃけす. ‶せく しぇきけこけせいょぇやぇ  
くぇこせしすうけ しぇき おせゆせ う おさっくせけ ょぇ けしすゃぇさうき しゃけめ くぇせき.  

′っ しっゆぇき しっ てすぇ しっ いぇこさぇゃけ ょってぇゃぇかけ. ╁っさけゃぇすくけ しぇき かせすぇけ けょ すっいゅっ ょけ すっいゅっ, 
こけおせてぇゃぇめせゆう ょぇ いぇ しゃけめ ょうくぇさ ょけぉうめっき  あっもっくせ かせぉっくうちせ.  ╁っさけゃぇすくけ めっ ょぇ しぇき しっ せ 
すけき けこてすっき きっすっあせ う ういゅせぉうけ. ╃ぇ きぇかけ せこけすこせくうき しかうおせ. ′ぇ こうめぇちせ しせ こさけういゃけょっ 
ょけくけしうかう しっもぇちう うい けおけかくうた いぇしっかぇおぇ う ぉさょぇ. ¨くう しせ ょけかぇいうかう せゅかぇゃくけき すぇもうゅぇきぇ 
おけめっ しせ ゃせおかう おけやう, おさぇゃっ う  ゃけかけゃう. ‶けしすけめぇかう しせ けょさっふっくう こうめぇつくう ょぇくう, おぇょぇ めっ 
けこてすう きっすっあ う おぇょぇ ょけかぇいう ぉぇさ こけかぇ ゅさぇょぇ ょぇ しっ しくぇぉょっ. ╇いゅかっょぇ ょぇ しぇき めぇ こけゅけょうけ 
せこさぇゃけ すぇおぇゃ ょぇく.  

‶けしかっ しぇす う くってすけ ゃうてっ, ぉぇぉぇ めっ こさうきっすうかぇ きけめ くっしすぇくぇお. ╋うしかうかぇ めっ ょぇ しっ 
うゅさぇき せ おせゆくけき ょゃけさうてすせ. 〈ぇきけ きっ くうめっ ぉうかけ, おぇけ う くうゅょっ せ ぉかういうくう おせゆっ. 〈せ めせ めっ 
せたゃぇすうかぇ こぇくうおぇ. ┿かぇさきうさぇかぇ めっ きけめせ きぇめおせ う  ゃっゆ こけきっくせすせ おけきてうくうちせ. ]ゃっ すさう しせ 
しっ さぇしすさつぇかっ, こけてかっ しせ  くぇめこさっ  くぇ こうめぇちせ.  

╋ぇ おけかうおけ しっ さぇしこうすうゃぇかっ, いぇゅかっょぇかっ うしこけょ すっいゅう う ういきっふせ しっけしおうた おけかぇ, 
きっくっ めっょくけしすぇゃくけ くうめっ ぉうかけ. ╉ぇけ ょぇ きっ めっ こけめっけ きさぇお. ′うゅょっ くう すさぇゅぇ.  
 ╉ぇけ ぉっい ょせてっ, おさっくせかっ しせ せ すさう さぇいかうつうすぇ こさぇゃちぇ. ‶けてすけ しせ しっ こせすっゃう けおけ 
╉やぇあっゃちぇ さぇつゃぇかう くぇ ゃうてっ  さぇいかうつうすうた しすさぇくぇ, けくっ しせ すさつぇかっ くぇしせきうちっ,  てすけ ぉう しっ 
さっおかけ こけ うくすせうちうめう. ′ぇ しぇきけき ういかぇいせ うい ゅさぇょぇ, ゅょっ しっ こせす せしこうやっ おぇ けおけかくうき 
こさけこかぇくちうきぇ, おけきてうくうちぇ きっ  めっ ゃうょっかぇ おぇおけ しっょうき てゆせゆせさっく くぇ めっょくうき しっけしおうき 
すぇもうゅぇきぇ.  ╃けすさつぇかぇ めっ ょけ おけかぇ せ こけおさっすせ う いぇょうたぇくけ ゃうおくせかぇ しっけしおけき こぇさせ:  

– ]すぇくうすっ もせょう!  』うめっ めっ けゃけ ょっすっ?  
]っもぇお, おけめう めっ ょさあぇけ せいょっ, おぇけ う ゃっさけゃぇすくけ やっゅけゃぇ あっくぇ, おけめぇ めっ しっょっかぇ しぇ きけめっ 

ょさせゅっ しすさぇくっ, せ ゅかぇし しせ けょゅけゃけさうかう: 
– ′ぇてっ. 
– ╋ぇ てすぇ ゃう もせょう こさうつぇすっ? ╉ぇおゃけ ゃぇてっ? 
‶けこっかぇ しっ たうすさけ ょけ おけかぇ, いゅさぇぉうかぇ きっ う しくっかぇ ょけかっ. ╋けめう くっしせふっくう  

しぇきけいゃぇくう せしゃけめうすっもう しせ せゆせすぇかう, いくぇめせゆう け つっきせ めっ さっつ, う ぉさあっ ぉけもっ くぇしすぇゃうかう こせす.  
¨おけ ちっかけゅ けゃけゅ いぇこかっすぇ,  ょぇ くっ おぇあっき おうょくぇこけゃぇやぇ, くっきぇき ょさせゅけゅ 

けぉめぇてやっやぇ くっゅけ すけ ょぇ めっ せ こうすぇやせ ぉうけ こぇさ ぉっい ょっちっ. ╀うすう しっもぇお, ぇ くっきぇすう こけさけょぇ, 
こさっょしすぇゃもぇかけ めっ くぇめゅけさせ おぇいくせ. ╁っかうおせ ぉさせおせ いぇ ぉさぇつくう こぇさ, こさぇゃせ こけてぇしす せ こけゅかっょせ 
くっけこたけょくっ さぇょくっ しくぇゅっ う くぇしかっふうゃぇやぇ.  ‶けゅけすけゃけ せ すけき う ょぇく ょぇくぇし ぇさたぇうつくけき 
おさぇめせ. ╉け ゆっ ょぇ けょきっくう さけょうすっもっ, おけ ゆっ ょぇ くぇしかっょう うきぇやっ, ぇ ょぇ う くっ ゅけゃけさうき け 
しさぇきけすう こさっょ けおけかうくけき いぉけゅ めぇかけゃけしすう. 〈っお, めぇ おけめう しぇき いぉせやっくけ かせすぇけ こうめぇちけき, ぉっい 
うゅょっ うおけゅぇ う ゃっさけゃぇすくけ ぉっい めぇしくっ しゃっしすう おけ しぇき, てすぇ しぇき う ゅょっ しすぇくせめっき, ういゅかっょぇけ しぇき 
おぇけ うょっぇかくぇ こさうかうおぇ. ╋けあょっ しせ きっ う こうすぇかう う つうめう しぇき, ぇ おけ いくぇ てすぇ しぇき けょゅけゃけさうけ. 
〈っお, しすさこぇかう しせ きっ せ しゃけめっ すぇもうゅっ う おさっくせかう くぇいぇょ しぇ こうめぇちっ おせゆう, しこさっきぇめせゆう きう 
くけゃう ょけき. ╉け いくぇ ゅょっ ぉう きっ つぇお けょゃっかう? ¨おけかけ しせ しゃせょぇ こかぇくうくっ, いぇぉうすう おけかしおう 
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こせすっゃう, こせくけ さぇいぉぇちぇくうた おせゆぇ くぇ つせおぇきぇ. ╋けめう ぉう さけょうすっもう しうゅせさくけ けさゅぇくういけゃぇかう 
こけすっさせ, ぇかう おけ いくぇ ょぇ かう ぉう けくぇ せしこっかぇ う ゅょっ ぉうた めぇ きけあょぇ ぉうけ こさうゃさっきっくけ うかう 
すさぇめくけ しおかけやっく. 

』っしすけ しぇき おぇしくうめっ さぇいきうてもぇけ おぇおゃせ ぉうた しせょぉうくせ うきぇけ. ′っおぇょぇ きう しっ つうくうかけ 
ょぇ ぉう すけ きけゅかぇ ぉうすう こさぇゃぇ しっけしおぇ うょうかぇ. ¨ょ きぇかっくぇ ぉうた すうきぇさうけ おさぇゃっ, おけしうけ しっくけ, 
ゅぇめうけ おけおけておっ う しゃうやっ. ¨ょ ておけかっ, くぇめゃうてっ ょぇ ぉうた うきぇけ けぉぇゃっいくせ けしくけゃくせ, 
ゃっさけゃぇすくけ しぇきけ こさゃぇ つっすうさう さぇいさっょぇ. ┿かう ぉうた いぇすけ  つせゃぇけ けゃちっ, しおぇおせすぇけ こけ 
ぉさょぇてちうきぇ う せょうしぇけ しゃっあ ゃぇいょせた ちっかけゅぇ あうゃけすぇ. ╂かっょぇけ ぉうた いゃっいょっ, ぉせょうけ ぉう きっ 
ちゃさおせす こすうちぇ, ゃっさけゃぇすくけ ぉうた いうきう こけ しくっゅせ かけゃうけ かうしうちっ う ゃせおけゃっ. ╋けゅぇけ ぉう すけ ぉうすう 
せいぉせょもうゃ あうゃけす, ょせぉうくしおう ゃっいぇく いぇ こさうさけょせ う きうさ おけめぇ けくぇ くけしう. [ぇくけ しっ いぇきけきつうけ 
う けあっくうけ, ゃけょうけ めっょくけしすぇゃぇく う しおさけきぇく あうゃけす  ぉさょしおうた  しっもぇおぇ, せすけこもっく せ ょくっゃくっ 
ぉさうゅっ う いぇょせあっやぇ. ╉けかうおけ ぉうた しぇきけ おさういぇ う くっけしすゃぇさっくうた あっもぇ ういぉっゅぇけ, おけかうおけ  
けきぇきもせめせゆうた けこぇしくうた ういぇいけゃぇ せ きけき あうゃけすせ くっ ぉう ぉうかけ? ╉ぇおけ ぉう しゃっ ぉうかけ 
めっょくけしすぇゃくけ う   っかっきっくすぇさくけ, ぉっい すけかうおうた しすさっしけゃぇ う いぇたすっゃぇ.   

′けさきぇかくけ, めぇ け こさぇゃけき しっけしおけき あうゃけすせ  くうてすぇ くうしぇき いくぇけ. ╆ぇ ゃさっきっ 
ぉけきぉぇさょけゃぇやぇ ]さぉうめっ, くぇこせしすうけ しぇき しぇ こけさけょうちけき ╀っけゅさぇょ う うゅさけき けおけかくけしすう, 
くぇてぇけ しぇき しっ せ めっょくけき しっかせ おけめっ めっ せょぇもっくけ くっおうた ょっしっすぇお おうかけきっすぇさぇ けょ ╉やぇあっゃちぇ.  
‶けきうしかうけ しぇき, っすけ せ くっおけき しかうつくけき  きっしすせ しぇき う めぇ きけゅぇけ あうゃっすう.  ┿かう けくけ てすけ しぇき 
ゃうょっけ ぉうかけ めっ ょぇかっおけ けょ しゃぇおっ うょうかっ.  ]っもぇちう しせ けょ めせすさぇ ょけ きさぇおぇ  くぇこけさくけ さぇょうかう, 
つぇし たさぇくっゆう しすけおせ, つぇし けおけこぇゃぇめせゆう ぉぇてすっ,  けさせゆう, おぇかっきっゆう かけいせ, ふせぉさっゆう いっきもせ う 
しかうつくけ. ╉けあぇ うき めっ ぉうかぇ うしこせちぇくぇ けょ ゃっすさぇ う しすせょっくう, させおっ つゃけさくけゃぇすっ う ゅさせぉっ,   
けょっゆぇ こけたぇぉぇくぇ う こさもぇゃぇ. ╁っゆうくぇ  きってすぇくぇ めっ あうゃっかぇ せ ぉさういう う くっしこけおけめせ. ╅ぇかうかう 
しせ しっ くぇ  かけてっ  ゃさっきっくぇ,  くぇ しかぇぉっ こさうたけょっ, くぇ おけきてうめっ, くぇ   ゃかぇしす.  ╋けめぇ うかせいうめぇ け 
ういせぉもっくけき さぇめせ いぇつぇし めっ うてつっいかぇ.  
 

* 
 

‶しうたけかけいう おぇあせ ょぇ しっ しゃっ ぉうすくっ けしけぉうくっ くぇてっゅ おぇさぇおすっさぇ そけさきうさぇめせ せ すけおせ 
こさゃっ すさう ゅけょうくっ あうゃけすぇ. ╆くぇつう, くぇこせてすぇめせゆう ╉やぇあっゃぇち, ぉうけ しぇき すぇおけさっゆう 
そけさきうさぇくぇ かうつくけしす. ╆ぇすけ ゆせ こけおせてぇすう ょぇ せおさぇすおけ さっおけくしすさせうてっき おぇおけ しせ 
こけきっくせすう ょけゅぇふぇめう きけゅかう ょぇ せすうつせ くぇ  けぉかうおけゃぇやっ きっくっ おぇけ こうしちぇ,  こさっきょぇ   ゅぇめうき 
こけきぇかけ しおっこしっ せ すぇめ ちっかけおせこくう こけょせたゃぇす.   

¨ぉめぇてやっやっ いくぇつぇめぇ う いくぇつっやぇ こさゃうた せすうしぇおぇ,  おけめう しっ けょくけしっ, しっゆぇすっ しっ, くぇ 
てすぇおけさっ, きぇつおっ, こぇこおぇさっ う おけこうすぇさっ, ょけぉうかけ ぉう ゃっさけゃぇすくけ くぇ すっきっもくけしすう おぇょぇ ぉうた 
せ させおっ せいっけ おうくっしおう たけさけしおけこ う こけしゃっすうけ しっ やっゅけゃけき ういせつぇゃぇやせ. ┿かう, こけてすけ しっ う 
ぉぇゃうき かうすっさぇすせさけき, せこさぇゃけ ょぇ ぉうた ういぉっゅぇけ ぇおさうぉうめせ, こさっこうしうゃぇやっ う ぇせすけさうすっすっ, 
うゆう ゆせ おさぇゆうき こせすっき. ¨しかけくうゆせ しっ くぇ ゃかぇしすうすっ しかけぉけょくっ ぇしけちうめぇちうめっ  う うくすせうちうめせ. 
〉けしすぇかけき, けょ すけゅぇ こけかぇいう しゃぇおけ いくぇやっ, いぇさ くっ? 

╋ぇつおぇ う こぇちけゃ しせ ぇくすうこけょう; きうさくけゆぇ う せきうもぇすけしす くぇしこさぇき たうしすっさうめっ う 
けょゃさぇすくけしすう. ‶うすけきけしす くぇしこさぇき ぉっしすうめぇかくけしすう, こさうめぇすっも う くっこさうめぇすっも, ょけぉさけすぇ う 
いかけ. ′け, おぇおけ すけ ょぇ しせ しっ けゃぇ ょゃぇ, すけかうおけ さぇいかうつうすぇ かうおぇ, めっょくぇおけき しくぇゅけき せさっいぇかぇ 
きっふせ きけめっ こさゃっ せすうしおっ. ‶ぇちけゃ, こさういくぇめっき, つぇお う きくけゅけ ゃうてっ. ′ぇめめっょくけしすぇゃくうめっ ぉう 
ぉうかけ さっゆう ょぇ しぇき すっあうけ ぇさうしすけおさぇすしおけき しうきぉけかせ きぇつめっゅ さけょぇ, ょけお しぇき しっ てすぇおけさぇ う 
やっきせ しかうつくうた しこけょけぉぇ, ゅくせてぇけ. ┿かう, ぉせょせゆう ょぇ しぇき くうしぇき くっおけ おけめう めっ うしおもせつうゃけ 
しぇしすぇゃもっく けょ すっあやっ いぇ けくうき ぇこけかけくしおうき, せ こぇちけゃしおけめ しおかけくけしすう ょぇ うょっ こけょいっきくうき, 
きさぇつくうき おぇくぇかうきぇ, こさっこけいくぇゆせ たすけくしおう っかっきっくぇす, おけめっゅ, ぉせょせゆう ょぇ しぇき けょ おさゃう う 
きっしぇ, すっておけ きけゅせ ぉうすう かうてっく. ╉ぇょぇ しっ けく せ きっくう, すぇおけさっゆう うくしすうくおすうゃくけ ぉせょう? 
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╉ぇょぇ しぇき くぇこぇょくせす, おぇょぇ きっ くっおけ, ぉっい こけゃけょぇ おうやう う ういかぇあっ させゅかせ, おぇょぇ しぇき 
せゅさけあっく. ]ぇゃ しっ くぇおけしすさってうき, せ かうちせ こけしうゃうき, ぇ くうしぇき しうゅせさぇく ょぇ くっ こけこさうきぇき 
こけきぇかけ こぇちけゃしおう かうお. 
 ╉ぇおけ ょぇ いぇょさあうき ぇさうしすけおさぇすしおう きうさ きぇつめっゅ さけょぇ, おけめう こぇあもうゃうき たけょけき 
ういぉっゅぇゃぇ こさっこさっおっ, おぇょぇ きう せょぇさぇ おさゃ せ ゅかぇゃせ, おぇょ こさしすう こけつうやせ ょぇ きう しっ ゅさつっ う 
すさっしせ, おぇょ ょけぉうめぇき すうおけゃっ? ╋けめぇ きっすぇきけさそけいぇ めっ すさっくせすくぇ, ょかぇおぇ こけつうやっ ょぇ きう しっ 
おけしすさってう, けつう しゃっ いかけおけぉくうめっ しうめぇめせ, けしっゆぇき おぇおけ きう さぇしすせ けてすさっ おぇくりっ.   
           ╆ぇおもせつぇお ぉう  ぉうけ ょぇ すう こさゃう けこぇあぇめう きぇつおっ う こぇちけゃぇ, おけめう しせ しっ すさぇめくけ せさっいぇかう 
おぇけ せしこけきっくっ, くうしせ こけ しっぉう すけかうおけ しせこさけすしすぇゃもっくう, こぇ つぇお ぉうた しっ せしせょうけ ょぇ おぇあっき, 
くぇ てすっすせ しっぉっ おぇけ ょっかぇ つけゃっつぇくしすゃぇ, ょぇ しせ すけ きけあょぇ おけきこぇすうぉうかくう しうきぉけかう おけめう 
かっあっ せ けしくけゃう ゅけすけゃけ しゃぇおっ もせょしおっ こさうさけょっ.  

【すぇ さっゆう しぇょぇ くぇ すっきせ こぇさぇ おけめう しっ くっ きけあっ すぇおけ めっょくけしすぇゃくけ しきっしすうすう めっょぇく 
せい ょさせゅう? ′ぇ めっょくけめ しすさぇくう めっ おけや, おけゅぇ せゃっお ゃうょうき せ かうおせ ‶っゅぇいぇ, う しゃうやぇ, おけめせ 
すけかっさうてっき, こぇ きけゅかけ ぉう しっ さっゆう う せゃぇあぇゃぇき, しぇきけ せ ゃうょせ こさてせすっ, ょうきもっくけゅ ぉせすぇ う 
おけぉぇしうちぇ. [ぇくう, くっせすさぇかくう せすうしぇお け しゃうやう しぇき くぇあぇかけしす おぇしくうめっ ょけこせくうけ  せゃうょけき 
ょぇ めっ さっつ け めっょくけき  こけすこせくけ ぉっしすうめぇかくけき すうこせ っゅいうしすっくちうめっ, おけめぇ  ぉっい いぇいけさぇ 
こさけあょうさっ けさゅぇくっ しゃけめっ, すっお いぇおかぇくっ しぇぉさぇゆっ. ¨くぇ, くっしさっすくうちぇ, くっきぇ つせかけ いぇ 
っしすっすうおせ, いぇ さぇいかうおせ けょ おけやぇ, いぇ おけゅぇ おぇあせ ょぇ つぇお くうおぇょぇ くっゆっ くう ょぇ こうめっ ゃけょせ, ぇおけ 
せしすぇくけゃう ょぇ めっ くっょけゃけもくけ つうしすぇ. 

′け, ぇおけ しぇょぇ せ ‶っゅぇいせ こさっこけいくぇめっき くってすけ ょせたけゃくけ う うょっぇかくけ, ぇ せ こけきっくせすけき 
こぇこおぇさせ けくけ しうさけゃけ う くぇすせさぇかくけ, ょぇ かう しぇき しこさっきぇく ょぇ ういぇふっき こさっょ くっせすさぇかくう しせょ 
しぇゃっしすう おけめう ぉう こけおせてぇけ ょぇ けょゃぇゅぇ おぇおゃけ めっ ぉうかけ しすゃぇさくけ きけめっ こけくぇてぇやっ. ╃ぇ かう しぇき 
いぇうしすぇ せゃっお すっあうけ ゃうてうき ゃさっょくけしすうきぇ う ぉっい けおかっゃぇやぇ けょぉぇちうゃぇけ けくっ くうあっ, 
そうかけいけそう ぉう さっおかう, たっょけくうしすうつおっ しすさぇしすう? ′うしぇき. 〉けしすぇかけき  しぇ けゃぇおけ けてすさけき う 
くぇけこぇおけき こけょっかけき しっ くっ しかぇあっき. ╃ぇ かう ゅかぇょぇく つけゃっお きけあっ せあうゃぇすう せ せきっすくうつおけき 
ょっかせ? ′っ きけあっ, きけさぇ こさゃけ めっしすう. 〈ぇおけ しぇき う めぇ, こさういくぇめっき ぉぇさ ょっしっす こせすぇ さぇょうめっ 
けょかぇいうけ せ さっしすけさぇく ょぇ めっょっき う こうめっき, くっゅけ てすけ ぉうた しゃさぇすうけ せ おやうあぇさせ う すぇめ くけゃぇち 
けょゃけめうけ いぇ おやうゅせ. ′うしぇき うきぇけ ゃっかうおっ ょうかっきっ こさう ういぉけさせ, こさうきぇさくっ こけすさっぉっ しせ 
ゅけすけゃけ くっこけゅさってうゃけ こけぉっふうゃぇかっ; こさっ くぇ こかぇあせ くっゅけ せ きせいっめ, さぇょうめっ せ ぉせつくせ おぇそぇくせ, 
くっゅけ くぇ おけくちっさす. 〈け けこっす くっ いくぇつう ょぇ くうしぇき  せあうゃぇけ せ こけいけさうてすせ, きせいうちう, おやうゅぇきぇ, 
ぇかう しゃっ ょけお しせ せょぇさぇかう めぇおう ょぇきぇさう あうゃけすぇ, くぇゅけくしおう しぇき けしっゆぇけ てすぇ めっ いぇ きっくっ 
こさうきぇさくけ う すけゅ すさっくせすおぇ ゃぇあくうめっ.  

┿おけ ぉうた たすっけ ょぇ しっぉっ ういゃさゅくっき させゅかせ, きけゅぇけ ぉうた さっゆう ょぇ しせ きう いぇょけゃけもしすゃぇ 
しゃうやっ  ぉうかぇ ぉかうあぇ けょ  きうさぇ そうかけいけそぇ おけめう しっ けぉさっけ せ ぇすぇさぇおしうめう. ┿かう すせ ゅさせぉせ 
こけょっかせ けしすぇさっかけゅ ╄こうおせさぇ, せけしすぇかけき, くっ こさういくぇめっき. ┿おけ くっ いくぇきけ いぇ つせかくぇ 
いぇょけゃけもしすゃぇ, おぇおけ せけこてすっ きけあっきけ ょぇ こさけしせふせめっきけ け けくうき ょさせゅうき, すぇおけいゃぇくうき 
ゃうてうき ゃさっょくけしすうきぇ. ]ゃっ めっ せけしすぇかけき ょせぉけおけ こけゃっいぇくけ. ╃ぇ くうめっ ╀ぇかいぇお ぉうけ すけかうおう 
しかぇょけおせしぇち う たっょけくうしすぇ ょぇ かう ぉう うおぇょ くぇこうしぇけ すけかうおけ ぉさうもぇくすくうた おやうゅぇ; ぇ こうしぇけ 
うた めっ きくけゅけ せゅかぇゃくけき ょぇ けすこかぇすう ょせゅけゃっ いぇ けぉうかくせ たさぇくせ う こうゆっ おけめっ めっ せあうゃぇけ. ′ぇ 
おさぇめせ, しすゃぇさ めっ う ゃさっきっくしおっ ょけぉう, おぇおゃせ ゆっきけ たさぇくせ ょぇ けょぇぉっさっきけ, ょぇ かう ゆっきけ ょぇ 
しっょうきけ いぇ こせくうき しすけかけき うかう ゆっきけ せ ちさおゃう しかせてぇすう さっおゃうめっき. ╇かう, おぇおけ ぉう しっ さっおかけ, 
しゃっ せ しゃけめっ ゃさっきっ, くうしせ たけさきけくしおう せょぇさう うしすう せ ょゃぇょっしっすけめ う てっいょっしっすけめ ゅけょうくう. 
╆ぇすけ, せいょさあうきけ しっ こさけこけゃっょう, こせしすうきけ ょぇ う しゃうやぇ うきぇ しゃけめせ そせくおちうめせ せ くぇてっき 
あうゃけすせ. 
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* 
 

 ╉ぇおけ けぉめぇてやぇゃぇき けくぇめ ょけゅぇふぇめ しぇ こけあぇさけき? ┺っゅぇ めっ こさけういゃっかぇ くぇてぇ 
っおしうちうすうさぇくけしす つうやっくうちけき ょぇ しぇきう せつっしすゃせめっきけ せ けぉかうおけゃぇやせ くっつっゅぇ てすけ めっ 
おさぇめやっ せいぉせふせめせゆっ, こかぇきうつおっ ゃぇすさっ おけめう ゅせすぇめせ しゃっ けおけ しっぉっ, ょぇ ぉう しっ いぇすうき せゅぇしうかう. 
〉ゃっお めっ せ きっくう こけしすけめぇかぇ あっもぇ いぇ ぇゃぇくすせさけき, けこぇしくけてゆせ, おぇけ てすけ めっ こけょめっょくぇおけ 
こけしすけめぇかぇ う こけすさっぉぇ ょぇ しっ せ しゃっきせ すけきっ しぇつせゃぇき う くっ ういかけあうき こさっゃっかうおけき さういうおせ. 
╄さけし う 〈ぇくぇすけし, おけめう めっょぇく ょさせゅけゅ ういぇいうゃぇめせ う くっ きけゅせ こけしすけめぇすう けょゃけめっくけ. ╋けあょぇ めっ 
すけ きけめっ ぉぇちぇやっ ゅさせょゃう たぇさすうめっ くぇ てこけさっす, せしたうゆっくけしす おぇょぇ しっ すけ こさっすゃけさう せ こかぇきっく, 
せいぉせふっやっ てすぇ ゆっ しっ いぇすうき ょけゅけょうすう, う くぇめいぇょ けしっゆぇやっ せくせすさぇてやっゅ せあぇしぇ おぇょぇ めっ 
ゃぇすさぇ こけつっかぇ ょぇ ゅせすぇ しゃっ こさっょ しけぉけき – こさけしすけ ぉうけ いくぇお うきこせかしぇ いぇ ぇおすうゃくうき 
あうゃけすけき. ╁うすぇ ぇちすうゃぇ めっ おぇけ くぇゅけく こさっけゃぇかぇふうゃぇかぇ くぇょ ゃうすぇ ちけくすっきこかぇすうゃぇ, ょぇ うい 
しうゅせさくけゅ こさうおさぇめおぇ きせょさせめっき てすぇ めっ ょけぉさけ ぇ てすぇ かけてっ, てすぇ こさぇゃっょくけ ぇ てすぇ くっ. 
 ′ぇ くっおう くぇつうく, こけすけやう あうゃけす おぇけ ょぇ めっ こけすゃさふうゃぇけ ょぇ しぇき くっこさっしすぇくけ しさもぇけ 
せ けこぇしくけしすう, ぇ いぇすうき しっ うい やうた しこぇしぇゃぇけ. ╉ぇおけ ぉうた ょさせゅぇつうめっ けぉめぇしくうけ こけすけやっ 
ょけゅぇふぇめっ, おけめう しせ しっ けょゃうめぇかう せ こっさうけょせ けょ しかっょっゆっ すさう ゅけょうくっ: ょぇゃうけ しぇき しっ せ さっちう, 
うしおぇおけ うい すっさっすくけゅ ゃけいぇ せ こけおさっすせ, くぇ くぇゅけゃけさ ょさせゅぇ しおけつうけ せ おさっつぇくせ, しさっゆけき せ ょっけ 
ゅょっ めっ おさっつ ゃっゆ ぉうけ せゅぇてっく, ぉぇちぇけ しぇ ょさせゅうき ょっつぇちうきぇ くっうしこぇもっくっ ぉけめっゃっ きっすおっ せ 
ゃぇすさせ, ょぇ ぉうた ゃうょっけ てすぇ ゆっ しっ ょけゅけょうすう...  ╉ぇけ ょぇ しぇき しすぇかくけ ういぇいうゃぇけ あうゃけす, う すけ くっ 
うい たさぇぉさけしすう, くっゅけ つうしすっ くっこさけきうてもっくけしすう う あっもっ ょぇ きう しっ ょけゅけょっ くっけぉうつくっ 
しすゃぇさう. 〉 さぇしこぇかけき ぇせすけぉせしせ, おけきっ しせ すけつおけゃう きぇかけ, きぇかけ こぇ けすこぇょぇかう, こさってぇけ しぇき  
さぇいゃぇもっくうき  こせすっき こせくうき おかうしせさぇ う ぉっいょぇくぇ こかぇくうくせ おけめぇ けょゃぇめぇ ╉ぇくょぇたぇさ けょ 
╉ゃっすっ. ╀けさぇゃうけ しぇき せ おせゆっさおせ せ おけきっ めっ めっょぇく けょ あうすっもぇ ぉうかぇ おけぉさぇ... ╃ぇ こけきっくっき 
しぇきけ めけて ょぇ しせ きう おけかぇ しすぇかぇ くぇしさっょ こさせゅっ おけめけき めっ うてぇけ いぇたせおすぇかう ゃけい; しゃっ おぇけ くぇ 
そうかきせ, こぇ しぇき しっ う しこぇしぇけ おぇけ くぇ そうかきせ, せ こけしかっょやけめ しっおせくょう しぇき せしこっけ ょぇ しすぇさすせめっき 
きけすけさ... ‶ぇさ しぇけぉさぇゆぇめくうた くっしさっゆぇ せ おけめうきぇ きっ めっ  きけさぇ ぉうすう きけめ ぇくふっけ つせゃぇさ しこぇしぇけ, 
めっさ ょさせゅけゅ けぉめぇてやっやぇ くっきぇき. ╇い しぇょぇてやっ こけいうちうめっ, しゃけめ あうゃけす ゃうょうき おぇけ 
くっこさっしすぇくけ しさもぇやっ, くうてすぇ せ やっきせ くうめっ ぉうかけ くう こかぇくしおう, くう しきうさっくけ, くう しぇ 
ういゃっしくけてゆせ. ╉ぇけ ょぇ しぇき めけて せ くぇめさぇくうめっき ょっすうやしすゃせ せしおけつうけ せ すせ こけょうゃもぇかせ さっおせ, 
おけめぇ めっ しすさきけゅかぇゃけ めせさうかぇ, つぇし すけこっゆう きっ, ぇ つぇし ういぉぇちせめせゆう くぇ こけゃさてうくせ. [っすおう しせ 
ぉうかう すさっくせちう おぇょ めっ けくぇ せしこけさぇゃぇかぇ すけお う ょぇかぇ きう きぇかけ ょぇ こさっょぇたくっき. ¨ぉぇかっ しせ しっ 
しすぇかくけ さぇいきうちぇかっ, めっょうくけ てすけ しせ すぇかぇしう う おけゃうすかぇちう  こけしすぇめぇかう きぇやっ けてすさう, ぇ 
ゅさっぉっくう くってすけ ぉかぇあう. ]ぇょぇ しっ ゃっゆ くぇいうさせ こけつっちう ょっかすっ. ╇かう しっ すけ けこっす ゃさぇゆぇき くぇ 
けぉぇかせ こうすけきっ さっおっ, おけめぇ めっ こさけすうちぇかぇ おさけい きけめっ ょっすうやしすゃけ.  
 
 
 
 
ǫȖȘȌȐȕ ǳȈȒȈș めっ ぇせすけさ ょゃぇ かうすっさぇさくぇ ょっかぇ: ╂さぇょけゃう う ょさせゅっ こさうつっ (2007) う ]こうょうめっゃぇ そうかけいけそうめぇ 
(2010). ‶けょ こさぇゃうき うきっくけき (╃さぇゅぇく ╃. ╊ぇおうゆっゃうゆ) けぉめぇゃうけ めっ ゃうてっ おやうゅぇ うい そうかけいけそうめっ うょっめぇ, 
きっすけょけかけゅうめっ う しけちうめぇかくっ すっけさうめっ. ╅うゃう う さぇょう せ ╀っけゅさぇょせ.
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ЈЕГОРОВ ПУТ 
 
 

 
 
 

ǡǭǫǶǸǶǪ ǷǻǺ 
 

〈けゅ 28. めせくぇ 1888. ゅけょうくっ せ ぉせょゃぇくしおせ かせおせ 
うしおさちぇけ しっ しぇきけ めっょぇく こせすくうお, おけめう めっ しすうゅぇけ 
くっおうき させしおうき ぉさけょけき, つうめっ うきっ くうおけ くうめっ くう 
こぇきすうけ くう ぉっかっあうけ, しきぇすさぇめせゆう, ゃぇもょぇ 
くっゃぇあくうき  う すぇめ ぉさけょ う すけゅ めっょくけさせおけゅ こせすくうおぇ 
おけめう しっ すけゅ かっすやっゅ こけこけょくっゃぇ くぇてぇけ くぇ 
ぉせょゃぇくしおけき こさうしすぇくうてすせ. ┸っょうくけ しせ ょけおけくう 
さうぉぇさう かっやうき こけゅかっょけき うしこさぇすうかう すけゅ つせょくけゅ 
くっいくぇくちぇ おけめう しっ こけょ すっさっすけき おけそっさぇ おさうゃうけ くぇ 
ょっしくせ しすさぇくせ. ╉ぇょぇ めっ くっしすぇけ せ きぇしかうやぇちうきぇ う 
さうぉぇさう しせ ういゅせぉうかう しゃぇおけ うくすっさっしけゃぇやっ いぇ すけゅ 
こせすくうおぇ しぇ めっょくけき させおけき, おけめう めっ ゃっゆ せいきうちぇけ せい 
ぉさょけ ういくぇょ ╀っつうゆぇ こけもぇ. 

┸っゅけさ ]すさけゅぇくけゃ めっ すぇつくけ いくぇけ ゅょっ う おせょぇ うょっ. ╃け きぇくぇしすうさぇ ‶さぇしおゃうちっ 
すさっぉぇけ きせ めっ くっこせく しぇす たけょぇ. 

╇ゅせきぇく きぇくぇしすうさぇ ]ぇゃぇ ┹せぉうてぇ  こさうきうけ めっ くっしゃぇおうょぇてやっゅ ゅけしすぇ うい [せしうめっ 
う せい つぇてせ ゃうくぇ しぇしかせてぇけ あっもせ すけゅ くっいくぇくちぇ おけめう めっ くぇきっさうけ けしすぇすう せ きぇくぇしすうさせ. 
╅っもせ めっ こさぇすうかぇ う きけかぉぇ ょぇ, せおけかうおけ ゅぇ こさうきっ せ ぉさぇすしすゃけ, こけてすせめせ やっゅけゃ いぇゃっす 
ゆせすぇやぇ. ╇ゅせきぇくせ, おけめう めっ めっょくけ ゃさっきっ ぉうけ しゃってすっくうお くぇ させしおけき ょゃけさせ, くうしせ 
こさけきぇおかう くう ┸っゅけさけゃう こかっきうゆおう きぇくうさう, くう やっゅけゃけ けぉさぇいけゃぇやっ, ぇ くう けつう おけめっ しせ せ 
しっぉう くけしうかっ くっおせ ゃっかうおせ すせゅせ. 

╇ゅせきぇく めっ うしこせくうけ やっゅけゃせ あっもせ う けょさっょうけ きせ こけしっぉくせ おっかうめせ, くぇさっょうゃてう 
ょさせゅうき おぇかせふっさうきぇ ょぇ こけてすせめせ やっゅけゃ ういぉけさ う いぇゃっす ゆせすぇやぇ. 

〈さう きっしっちぇ こけ ょけかぇしおせ せ きぇくぇしすうさ ‶さぇしおゃうちせ おけめう しっ せいょうあっ ういくぇょ 
こけかせけしすさゃぇ ]ゃっすう ]すっそぇく, ┸っゅけさ めっ ょけくっけ けょかせおせ ょぇ きけさしおせ けぉぇかせ う しっかけ 』っかけぉさょけ 
ういくぇょ きぇくぇしすうさぇ こけゃっあっ おぇきっくうき こせすっき. 

┸っょくけさせおう きけくぇた いけさけき めっ けょかぇいうけ ょぇ ゃぇょう おぇきっく うい けぉかうあやっゅ きぇめょぇくぇ. 
╉ぇきっく めっ こさうくけしうけ ょけ いうょうくぇ きぇくぇしすうさぇ う すせ ゅぇ ぉさうあもうゃけ すっしぇけ. ‶けこけょくっゃぇ めっ 
こさけゃけょうけ おさつっゆう てせきせ う さぇしすうやっ. ╋ってすぇくう 』っかけぉさょぇ しせ しっ つせょうかう すけき くっきけき 
くっいくぇくちせ おけめう めっ めっょくけき させおけき おけしうめっさけき おさつうけ きぇおうめせ う しうすくけ さぇしすうやっ, 
すさぇしうさぇめせゆう すぇおけ しすぇいせ おけめぇ ゆっ うた しこけめうすう しぇ きけさっき. ┸っょくう しせ てぇこせすぇかう ょぇ めっ きけくぇた 
┸っゅけさ さけふっく ゅかせゃけくっき, ょさせゅう ょぇ めっ かっゃせ させおせ う ゅけゃけさ ういゅせぉうけ せ くっおけき すっておけき ぉけめせ, ぇ 
すさっゆう しせ しっ, くっ せかぇいっゆう せ さぇいかけゅっ やっゅけゃっ ゆせすやっ, ょうゃうかう やっゅけゃけめ せこけさくけしすう う しすぇいう 
せ おぇきっくせ, おけめぇ めっ ゃっゆ ょけぉうめぇかぇ しゃけめっ けぉさうしっ. 

]ぇ こぇさつっすけき たかっぉぇ, てぇおけき きぇしかうくぇ う すうおゃけき くぇこせやっくけき ゃけょけき, ┸っゅけさ めっ 
しゃぇおけゅ ょぇくぇ, けしうき くっょっもっ う こさぇいくうおぇ せいきうちぇけ せい ぉさょけ ういくぇょ きぇくぇしすうさぇ. 
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]かぇゅぇけ めっ おぇきっく こけ おぇきっく. 【ぇおせ こけ てぇおせ いっきもっ. 〈さっゆっ ゅけょうくっ, おぇょぇ めっ ゃっゆ 
くうおぇけ こさゃう おうかけきっすぇさ おぇきっくけゅ こせすぇ, せ きぇくぇしすうさ ‶さぇしおゃうちせ しすうゅぇけ めっ めっょぇく きかぇょう 
きけくぇた, いぇ おけゅぇ しっ うしこけしすぇゃうかけ ょぇ めっ すぇおけふっ うい [せしうめっ. ╁っゆ すさっゆっゅ ょぇくぇ こけ ょけかぇしおせ 
きかぇょう きけくぇた めっ くぇ こさっょかけゅ おぇかせふっさぇ しすぇけ いぇ こっゃくうちせ めっさ めっ しゃけめうき けこけめくうき ゅかぇしけき う 
ょっゃけめぇつおけき かっこけすけき こさうょけぉうけ ぉさぇすしすゃけ う うゅせきぇくぇ ┹せぉうてせ. 

╃ぇく こさっ すけゅぇ うしこさうつぇけ うき めっ ょぇ しっ いぇきけくぇてうけ せ ╉うめっゃしおけめ かぇゃさう う ょぇ けょ すぇょぇ 
くけしう きけくぇておけ うきっ ┸っかうしっめ. 〈けき やっゅけゃけき おぇいうゃぇやせ せ きぇくぇしすうさしおけめ すさこっいぇさうめう 
こさうしせしすゃけゃぇけ めっ う ┸っゅけさ おけめう くうめっ けょゃぇめぇけ けつう けょ きかぇょけゅ きけくぇたぇ, おけめう きせ めっ こけ 
ゅけょうくぇきぇ きけゅぇけ ぉうすう しうく. 〉 めっょくけき すさっくせ すぇめ こけゅかっょ めっ せたゃぇすうけ う うゅせきぇく ┹せぉうてぇ, 
ぇかう めっ いくぇめせゆう ┸っゅけさぇ, おけめう めっ けぉうつくけ ょさあぇけ こけゅくせすせ ゅかぇゃせ こさっょ ょさせゅうきぇ, こけしっぉくけ 
こさっょ くっいくぇくちうきぇ, こけきうしかうけ ょぇ ┸っゅけさ すうき こけゅかっょけき ゃうてっ せこうめぇ さっつう しゃけゅぇ めっいうおぇ 
くっゅけ かうちっ きけくぇたぇ. 

┸っかうしっめ めっ けょ ょさせゅうた きけくぇたぇ しぇいくぇけ ょぇ めっ う ┸っゅけさ [せし おけめう しっ いぇゃっすけゃぇけ くぇ 
ゆせすぇやっ う ょぇ くうおけ いぇ すさう ゅけょうくっ, おけかうおけ めっ こさけてかけ けょ やっゅけゃけゅ ょけかぇしおぇ せ きぇくぇしすうさ 
‶さぇしおゃうちせ, くうめっ せしこっけ ょぇ こさけょさっ せ やっゅけゃせ ょせてせ, ょぇ けすおさうめっ さぇいかけゅっ やっゅけゃっ ゆせすやっ, 
くうすう ょぇ うてつうすぇ さっつう おけめっ めっ うしこうしうゃぇけ せ おぇきっくけめ しすぇいう. 

¨ょ すぇょぇ めっ ┸っかうしっめ しゃぇおけゅ めせすさぇ しぇ こさけいけさぇ しゃけめっ おっかうめっ こけゅかっょけき うしこさぇゆぇけ 
┸っゅけさぇ おけめう めっ けょかぇいうけ ょぇ すさぇしうさぇ しゃけめ こせす せ おぇきっくせ. 
              ╃ぇ かう めっ ┸っゅけさけゃけ ゆせすぇやっ けしせょぇ うかう おぇいくぇ? – こうすぇけ しっ ┸っかうしっめ. ╉けかうおけ めっ すぇめ 
こせす せ おぇきっくせ すっあう けょ こせすぇ おけめう めっ ┸っゅけさ ういぇぉさぇけ せ こけしかっょやっ すさう ゅけょうくっ しゃけゅ あうゃけすぇ? 
‶うすぇやぇ めっ ぉうかけ ぉっいぉさけめ, ぇ けょゅけゃけさぇ くうけすおせょぇ. ]ぇ ょさせゅうき きけくぇしうきぇ け すけきっ くうめっ 
ゅけゃけさうけ, いくぇやせゆう せくぇこさっょ ょぇ ぉう すぇ こさうつぇ ぉうかぇ いぇかせょくぇ う ぉっい けょゅけゃけさぇ. ╋っふせすうき, すぇ 
こうすぇやぇ しせ ゅぇ ょぇくうきぇ けこしっょぇかぇ, きせつうかぇ う こけかぇおけ ういめっょぇかぇ ういくせすさぇ. ┺っゅけゃ ゅかぇし しっ しゃっ 
さっふっ つせけ いぇ こっゃくうちけき, ぇかう う せ すさこっいぇさうめう. 

╉ぇょぇ めっ ┸っゅけさ こけつうやぇけ すさっゆう おうかけきっすぇさ こせすぇ きかぇょう きけくぇた ┸っかうしっめ しっ 
ういくっくぇょぇ さぇいぉけかっけ. ‶けつっけ めっ ょぇ あせすう う ょぇ くぇゅかけ おけこくう. ╉ぇかせふっさう しせ ょけくけしうかう 
かっおけゃうすっ こかぇくうくしおっ う きけさしおっ すさぇゃっ, ぇかう ぉけもうすおぇ くうめっ ぉうかけ. ╉ぇょぇ めっ こぇけ せ こけしすっもせ 
くうおけき けょ きけくぇたぇ くうめっ ょけいゃけもぇゃぇけ ょぇ ゅぇ こさっしゃかぇつう うぇおけ しせ しっ くぇ やっゅけゃけき かうちせ う 
すっかせ しゃぇおっ くけゆう しきっやうゃぇかう ゃさっけ う たかぇょぇく いくけめ. ┸っょくけゅ ょぇくぇ ┸っかうしっめ めっ けょ きけくぇたぇ 
おけめう ゅぇ めっ くっゅけゃぇけ いぇすさぇあうけ ょぇ きせ いぇこぇかう しゃっゆせ う ょぇ きせ せ おっかうめせ ょけゃっょっ しすぇさけゅ ┸っゅけさぇ. 
╉ぇょぇ しっ こけしかっ しぇす ゃさっきっくぇ くぇ ゃさぇすうきぇ こけめぇゃうけ ┸っゅけさ, ┸っかうしっめ めっ きけくぇたぇ いぇきけかうけ ょぇ 
うた せ おっかうめう けしすぇゃっ くぇしぇきけ. 

]っょっゆう くぇ うゃうちう こけしすっもっ ┸っゅけさ めっ こけゅかっょけき こけおせてぇゃぇけ ょぇ きかぇょけき きけくぇたせ 
こけゃさぇすう くぇょせ せ ういかっつっやっ. [っつうきぇ ゅぇ, いぉけゅ しゃけゅ いぇゃっすぇ, くうめっ きけゅぇけ ぉけょさうすう. 〉 すけき 
くっきけき ゅけゃけさせ うい ┸っかうしっめっゃけゅ けおぇ, せ めっょくけき すさっくせ, こさけゅけゃけさうかっ しせ しせいっ. ╇ すっお おぇょぇ しせ 
しせいっ ういぉうしすさうかっ やっゅけゃっ, けょ ぉけかっしすう ういきせつっくっ けつう, ┸っゅけさ めっ せ やうきぇ けすおさうけ くっおぇおゃせ 
つせょくせ ぉかうしおけしす. ‶さゃう こせす めっ うい すぇおゃっ ぉかういうくっ ゅかっょぇけ せ けつう すけゅ きかぇょけゅ きけくぇたぇ おけめう 
めっ すせ こさっょ やうき けすっあぇかけき させおけき しおうょぇけ きけくぇておせ おぇこせ. ╉ぇょぇ しっ やっゅけゃぇ おけしぇ さぇしせかぇ 
こけ めぇしすせおせ, ┸っゅけさぇ めっ くぇめこさっ こけょうてかぇ めっいぇ おけめぇ きせ めっ こさけしすさせめぇかぇ ょせあ ちっかっ おうつきっ. 
╉ぇょぇ めっ くぇ ┸っかうしっめっゃけめ かっゃけめ しかっこけけつくうちう せゅかっょぇけ きかぇょっあ, おけめう めっ ょけ すぇょぇ しおさうゃぇかぇ 
おけしぇ, やっゅけゃけ すっかけ しっ いゅさつうかけ  う いぇさうょぇかけ. ╉ぇょぇ めっ ょけてぇけ しっぉう, けくけき めっょうくけき させおけき 
こけつっけ めっ ぉさうしぇすう たかぇょくう いくけめ しぇ つっかぇ しゃけめっ めっょうくうちっ ┸っおぇすぇさうくっ, おけめせ めっ ゃっゆ こけかぇおけ 
くぇこせてすぇけ あうゃけす. 

]すぇさつっゃ おさうお めっ せ おっかうめせ せゃっけ ょゃぇ きけくぇたぇ おけめう しせ くぇ ぉさいうくせ こけおせてぇゃぇかう ょぇ 
けしかけぉけょっ ┸っかうしっめっゃっ ゅさせょう うい おけめうた しっ つせかけ たさけこすぇやっ. ╇ すっお おぇょぇ しせ こけつっかう しおうょぇすう 
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かぇくっくっ すさぇおっ おけめうきぇ しせ ぉうかっ けぉきけすぇくっ ┸っかうしっめっゃっ ゅさせょう けすおさうかう しせ やっゅけゃせ けょくけしくけ 
やっくせ すぇめくせ. 

┸っおぇすぇさうくせ しせ しせすさぇょぇく しぇたさぇくうかう うしこけょ ゃうくけゃっ かけいっ せ きぇくぇしすうさしおけき 
ょゃけさうてすせ. 

┸っゅけさ めっ くぇしすぇゃうけ ょぇ ゅさぇょう しゃけめ おぇきっくう こせす ょけ きけさぇ ょけ しっかぇ 』っかけぉさょけ. ╇ ょぇもっ 
ゆせすっゆう. 〈さう ゅけょうくっ こけしかっ しきさすう おゆっさう ┸っおぇすぇさうくっ, こけしすぇゃうけ めっ  こけしかっょやせ おぇきっくせ 
こかけつせ. ╇しこけょ ‶ぇてすさけゃぇつおっ ゅけさっ ゃっゆ しっ  めぇしくけ ゃうょっけ ぉっかう おぇきっくう こせす おけめう めっ ┸っゅけさ 
めっょくけき させおけき おぇかょさきうしぇけ ょっしっす ゅけょうくぇ. ¨くょっ ゅょっ めっ せしこけく ぉうけ ゃっかうおう ┸っゅけさ めっ 
うしおかっしぇけ しすっこっくうめっ おぇおけ ぉう もせょうきぇ けかぇおてぇけ たけょ せいぉさょけ. ╋ってすぇくう 』っかけぉさょぇ う 
]ゃっすけゅ ]すっそぇくぇ ょうゃうかう しせ しっ ┸っゅけさけゃけき こせすせ, こけおせてぇゃぇめせゆう ょぇ けょゅけくっすくせ やっゅけゃっ 
さっつう うしこうしぇくっ せ おぇきっくせ. ┿かう, すぇめ させおけこうし くうおけ くうめっ せきっけ ょぇ つうすぇ. 』ぇお くう きけくぇしう 
おけめう しせ けょぇゃくけ しかせすうかう ょぇ ┸っゅけさ せ しっぉう くけしう くっおせ ゃっかうおせ きせおせ う ょぇ めっ けくぇ くぇ くっおう 
つせょぇく くぇつうく こけゃっいぇくぇ しぇ かぇあくうき きけくぇたけき ┸っかうしっめけき. 

╋っしっち ょぇくぇ くぇおけく いぇゃさてっすおぇ こせすぇ, ┸っゅけさぇ しせ めっょくけゅ めせすさぇ くぇてかう きさすゃけゅ せ 
おっかうめう. ]ぇたさぇくうかう しせ ゅぇ せい ゅけすけゃけ しぇき いうょ きぇくぇしすうさぇ ‶さぇしおゃうちっ, つうめう しせ すっきっもう 
こけしすぇゃもっくう めけて せ 11. ゃっおせ. ┺っゅけゃぇ しこけきっく こかけつぇ う ょぇくぇし しすけめう くぇ うしすけき きっしすせ, くぇ 
きっすぇさ けょ いうょけゃぇ ちさおゃっ. 

╋ってすぇくう 』っかけぉさょぇ くうしせ いぇぉけさぇゃうかう ┸っゅけさぇ. ╂けょうくっ 1971. こけょうゅかう しせ きせ 
きっさきっさくせ しこけきっく こかけつせ くぇ おさぇめせ やっゅけゃけゅ こせすぇ, くぇ きっしすせ ゅょっ めっ けく せゅさぇょうけ しゃけめせ 
こけしかっょやせ おぇきっくせ こかけつせ. ‶けしすぇゃうかう しせ くぇめこさっ めっょくせ, ぇ こけしかっ くっおけかうおけ ゅけょうくぇ, せ 
やっくけめ ぉかういうくう う ょさせゅせ こかけつせ, きうしかっゆう ゃぇもょぇ ょぇ めっ めっょくぇ こかけつぇ きぇかけ いぇ すぇおぇゃ 
こけょせたゃぇす う あさすゃせ. 

]ゃけめせ すぇめくせ ┸っゅけさ くうめっ けょくっけ せ ゅさけぉ. ╆ぇゃっす ゆせすぇやぇ こさっおさてうけ めっ ょゃぇ ょぇくぇ こさっょ 
しきさす う すけ こさっょ きけくぇたけき おけめう めっ くっゅけゃぇけ ┸っかうしっめぇ, けょくけしくけ やっゅけゃせ ゆっさおせ ┸っおぇすぇさうくせ. 
              〈っお くぇおけく 40 ょぇくぇ けょ ┸っゅけさけゃっ しきさすう, きけくぇた めっ ょさせゅうき おぇかせふっさうきぇ けすおさうけ 
ょぇ めっ ┸っゅけさ ぉうけ ゃうしけおう けそうちうさ ちぇさしおっ [せしうめっ. ┺っゅけゃぇ ゆっさおぇ しっ いぇもせぉうかぇ せ きかぇょけゅ 
けそうちうさぇ, ┸っゅけさけゃけゅ おけかっゅせ, おけきっ めっ けょ もせぉぇゃう せゃっお ぉうかぇ ょさぇあぇ ぇゃぇくすせさぇ. ╅っかっゆう 
ょぇ しぇつせゃぇ ゆっさおうくせ つぇしす  ┸っゅけさ めっ くぇ ょゃけぉけめ ういぇいゃぇけ くっしせふっくけゅ いっすぇ. ╉ぇこっすぇく めっ こせちぇけ 
こさゃう う こけゅけょうけ ┸っゅけさぇ せ かっゃせ させおせ. ╃っしくぇ めっ うきぇかぇ しくぇゅっ ょぇ けこぇかう う こけゅけょう おぇこっすぇくぇ 
こさぇゃけ せ しさちっ. 

]ぇいくぇゃてう いぇ すけ ┸っおぇすぇさうくぇ めっ くぇこせしすうかぇ さけょうすっもしおう ょけき. ┸っゅけさ めせ めっ すさぇあうけ 
きっしっちうきぇ こけ きぇくぇしすうさうきぇ せ [せしうめう. ]ゃせょぇ めっ けしすぇゃもぇけ こうしきぇ せ おけめうきぇ めっ きけかうけ 
┸っおぇすぇさうくせ ょぇ きせ しっ ゃさぇすう. 

[ぇくぇ くぇ かっゃけめ させちう くうめっ いぇさぇしすぇかぇ う こけしかっ ょせゅけゅ かっつっやぇ, させおぇ きせ めっ 
ぇきこせすうさぇくぇ. 
             〈さう ゅけょうくっ くぇおけく すけゅぇ ┸っゅけさ しっ せ ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅせ せおさちぇけ くぇ ぉさけょ おけめう ゅぇ めっ 
ょけゃっけ せ ╀せょゃせ, ぇ けょぇすかっ めっ しぇき くぇてぇけ こせす ょけ きぇくぇしすうさぇ ‶さぇしおゃうちっ. 

〈せ めっ せ おぇきっくせ うしおかっしぇけ しゃけめせ あうゃけすくせ こさうつせ おけめぇ すさぇめっ ゃうてっ けょ ょゃぇ ゃっおぇ う 
おけめせ ょぇくぇし きけゅせ うてつうすぇすう しゃう おけめう しっ せこせすっ おぇきっくけき しすぇいけき おけめぇ けょ ]ゃっすけゅ ]すっそぇくぇ 
ゃけょう おぇ きぇくぇしすうさせ ‶さぇしおゃうちぇ. 
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ǷǨǴǺǰǺǭ Ǵǭ ǷǶ ǷǡǭǹǴǨǴǨ ǴǶǡǰǴ 
 

╉ぇきっさぇ?! 
╇ょっ! 
〈けく?! 
╇ょっ! 
╃せておけ 〈さうそせくけゃうゆ?! 
╇ょっ! 
 
〉た, てすけ めぇ ゃけかうき かぇゅぇすう! 『うけ きけめ あうゃけす めっ ぉうけ めっょくぇ ゃっかうおぇ かぇあ, けしうき けくけゅ 

けしくけゃくけゅ, そういうけかけておけゅ. ‶けしかっょやうた ゅけょうくぇ こけつうやっき かぇゅぇすう う しっぉっ. 〉た, てすけ めっ すけ 
ゃぇあくけ! ┸ぇ しきぇすさぇき ょぇ めっ かぇあ おけさうしくうめぇ けょ うしすうくっ. ╇しすうくぇ めっ せゃめっお しせさけゃぇ. 〈さっぉぇ 
かぇゅぇすう めっさ しゃぇ せきめっすくけしす めっ いぇしくけゃぇくぇ くぇ かぇあう う ういきうてもけすうくう. ╇いきうしかうて, ょけょぇて, 
せもっこてぇて う ょけゅさぇょうて. ╇, けくょぇ しう すう しかぇゅぇけ しゃっ – すさう きっしっちぇ こさっょ しきさす, すぇおけ きう めっ 
おぇいうゃぇけ ╃せておけ 〈さうそせくけゃうゆ おけゅぇ しぇき こさけくぇてぇけ せ ]さっきしおうき ╉ぇさかけゃちうきぇ, せ おけめっ めっ 
つっしすけ しゃさぇゆぇけ. 〈せ めっ ぉけさぇゃうけ せ おせゆう しゃけゅぇ ぉさぇすぇ ゅょっ めっ うきぇけ う しゃけめせ しけぉうちせ せ おけめせ めっ 
ゃけかっけ ょぇ しっ いぇゃせつっ う しすゃぇさぇ. ╉ぇきっさぇ けこうしくうき てゃっくおけき こさっかぇいう しぇ めっょくっ くぇ ょさせゅせ 
しすさぇくせ しけぉっ. ┸っょぇく ょさゃっくう おさっゃっす しぇ くうしおうき せいゅかぇゃもっき, さぇょくう しすけ ゃっゆ くぇつっす 
ちさゃけすけつうくけき, けぉうつくぇ ょさゃっくぇ しすけかうちぇ, きっすぇかくぇ しすけくぇ かぇきこぇ, かぇゃぇぉけ う ういくぇょ やっゅぇ 
けゅかっょぇかけ ぉっい さぇきぇ. 〈け めっ しぇゃ くぇきってすぇめ せ しけぉう ╃せておぇ 〈さうそせくけゃうゆぇ. ]おさけきくけ, おぇけ 
てすけ めっ う けく しぇき ぉうけ. [ぇいゅけゃけさ すっつっ. ╃せておけ しっょう いぇ しすけかけき, ぇ めぇ, いぉけゅ しおせつっくけしすう 
こさけしすけさぇ, くぇ おさっゃっすせ. ′うおぇおゃうき いくぇおけき, くうめっょくけき さっつめせ, ぉぇて くうつうき, ╃せておけ くうめっ 
すぇょ くぇゅけゃっしすうけ ょぇ ゆっ せしおけさけ けすうゆう. ¨しうき めっょくうき うしこうしぇくうき しすうたけき. [っふぇめせ しっ 
こうすぇやぇ う けょゅけゃけさう け やっゅけゃけき あうゃけすせ おけめう しっ こさっおけ くけゆう こさっけおさっくせけ くぇおけく 
ういぉうめぇやぇ さぇすぇ せ ]ぇさぇめっゃせ せ おけきっ めっ ╃せておけ あうゃっけ うしすゃぇさぇけ けょ 1959. ょけ 1992. ゅけょうくっ. 
¨ょかぇいぇお うい ]ぇさぇめっゃぇ, せ おけきっ めっ こさけゃっけ くぇめかっこてっ ゅけょうくっ しゃけゅ あうゃけすぇ う くぇこうしぇけ しゃけめっ 
くぇめぉけもっ こっしきっ ╃せておけ めっ くけしうけ おぇけ くっういかっつうゃせ さぇくせ, おけめせ めっ ゃってすけ おさうけ う さっすおけ おけきっ 
こけおぇいうゃぇけ. ╃せゅけ きう めっ すさっぉぇかけ すけゅ ょぇくぇ ょぇ ゅぇ けすゃけさうき う こさけょさっき せ やっゅけゃせ ょせてせ. 
』うくうけ しぇき すけ ゃってすけ こさけぉさぇくうき こうすぇやうきぇ おけめぇ しせ けすゃけさうかぇ やっゅけゃぇ ぉけかくぇ しっゆぇやぇ 
くぇ こさゃっ ういぉっゅかうつおっ ょぇくっ せ ′けゃけき ]ぇょせ. 
          – ╉ぇょぇ しぇき ょけてぇけ せ ′けゃう ]ぇょ めぇ しぇき めっょくけ ゃさうめっきっ しこぇゃぇけ せ ゃけいせ. ′うしぇき うきぇけ 
ゅょめっ ょさせゅけ. ╉ぇけ ういぉめっゅかうちぇ めぇ しぇき うきぇけ すせ ぉっしこかぇすくせ おぇさすせ う けくょぇ くぇゃっつっ しめっょくっき せ 
ゃけい, けくぇめ てすけ めっ うい ′けゃけゅ ]ぇょぇ おさっすぇけ せ ょっゃっす う そせさぇく くぇ きけさっ, ょけ こけしかっょやっ しすぇくうちっ. 
╃け ╀ぇさぇ. ′うしぇき いくぇけ てすぇ ゆせ ょさせゅけ さぇょうす こけ くけゆう, ぇ くっ きけゅせ しこぇゃぇす せ こぇさおせ. ┿, くうしぇき 
くう くっおう くけゆくう つけゃめっお こぇ ょぇ うょっき こけ おぇそぇくぇきぇ う ぉぇさけゃうきぇ, いぇ てすぇ すさっぉぇ う こぇさぇ う 
いぇすけ すう めぇ そうくけ かっゅくっき せ ゃけい う こさけぉせょうき しっ くぇ きけさせ. 〈ぇきけ おぇょ しすうゅくっき おせこうき おけきぇょ 
たもっぉぇ う めっょくせ さうぉもせ おけくいっさゃせ, ょぇ きうさうてっ くぇ きけさっ, せきうめっき しっ, ょけさせつおせめっき う けこっす 
くぇいぇょ こさゃうき ゃけいけき いぇ ′けゃう ]ぇょ. ╃けふっき すぇきけ おけょ ╀けさおっ せ ‶さけきっすっめっゃせ おやうあぇさせ, 
ゅょめっ しぇき しっ くぇめつってゆっ ゅさうめぇけ う ゅょめっ しぇき ょさあぇけ すけさぉせ しぇ しすゃぇさうきぇ, めっょうくけき きけめけき 
うきけゃうくけき, ぇ けくぇ きっ こうすぇ: „╂ょめっ しう ぉうけ?” ┸ぇ めけめ おぇあっき: ╀うけ しぇき おけょ めっょくっ いゅけょくっ 
こさうめぇすっもうちっ.╉けょ やっ しぇき くけゆ こさけゃっけ. ╊ぇあっき, めぇ すけ. ╊ぇあっき, めっさ くっ きけゅせ めぇ やけめ 
こさうつぇすう すっ しゃけめっ ぉめっょくっ こさうつっ おぇおけ くっきぇき ゅょめっ しこぇゃぇすう, ゅょめっ しっ けおせこぇすう う ゅょめっ ょさあぇすう 
すけさぉせ. ′っ きけゅせ, めっさ もせょう きっ いくぇめせ. ┸ぇ しぇき めけて 1960. ゅけょうくっ ょけぉうけ ╀さぇくおけゃせ くぇゅさぇょせ 
せ ′けゃけき ]ぇょせ う めぇ しぇき すせ けぉうもっあっく おぇけ こめっしくうお. ╇ おぇあっ きっくう すぇ ╀けさおぇ: „〈さぇあうかう 
しせ すっ くっおう もせょう!” ╉けめう もせょう, こうすぇき めぇ? ′っきぇき めぇ ゃうてっ もせょう. ╋っくっ くっきぇ ゃうてっ おけ ょぇ 
すさぇあう. ╋っくっ ゃうてっ くうおけ くっ しきうめっ ょぇ くぇふっ. ╋けあっ ょぇ きっ すさぇあう おけかうおけ たけゆっ. 
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           ╉ぇきっさぇ ょさあう しすぇすうつぇく, おさせこぇく こかぇく ╃せておけゃけゅ かうちぇ せさぇきもっくけゅ せ ゅさつせ. 〉 すけき 
すさっくせ きっくう, くう しぇき くっ いくぇき いぇてすけ, こぇょぇ くぇ こぇきっす ╃せておけゃ しすうた やっゅけゃっ つせゃっくっ こっしきっ 
おけめせ めっ くぇこうしぇけ ╀うめっかけき ょせゅきっすせ: 

 
╆ぇぉかせょっ しぇき, っゃけ, こさっしすぇけ ょぇ ぉさけめうき, 
くっきぇき おけきっ ょぇ しっ ゃさぇすうき おせゆう, くっきぇき おけきっ, 
こぇきすうすっ きっ こけ こめっしきぇきぇ きけめうき, 
こぇきすうすっ きっ こけ こめっしきぇきぇ きけめうき. 

 
‶け すけきっ ╃せておぇ きくけゅう う こぇきすっ ぇかう う こけ ょさせゅうき こっしきぇきぇ おけめっ めっ くぇこうしぇけ 

╀うめっかけき ょせゅきっすせ: ╇きぇ くっおぇ すぇめくぇ ゃっいぇ, 【すぇ ぉう ょぇけ ょぇ しう くぇ きけき きめっしすせ, ‶さうしすぇけ 
しぇき ぉうゆせ しゃっ てすけ たけゆっ う めけて ょっしっすぇお ょさせゅうた. 

╃せくぇゃ しっ さぇてうさうけ せ ]さっきしおうき ╉ぇさかけゃちうきぇ. [ぇいぉぇておぇさうけ しっ せ さぇゃくうちう. ╇ せ 
おぇょさせ. ╇ すせ めっ くっおぇおけ せきうさうけ しゃけめ すけお. ╉ぇけ ょぇ けしかせておせめっ. ╇い ╃せておぇ, いぇゅかっょぇくけゅ くっゅょっ 
せ ょぇもうくせ, すぇきけ こさっおけ ょさせゅっ けぉぇかっ ╃せくぇゃぇ, うしすうつっ しすうた: 

 
  ╃せくぇゃ めっ きせておぇ さうめっおぇ 
いぇ おけめけき あっくしおっ こさうすけおっ かせょせめせ けょ こぇきすうゃめっおぇ 
 
╉ぇけ こさぇゃけ きせておけ, ╃せておけ めっ ょせゅけ こけょくけしうけ すっさっす ういぉっゅかうてすゃぇ, くっ けすゃぇさぇめせゆう 

ょせてせ くう こさっょ おうき. 
 
‶ぇすうけ しぇき ゃうてっ くっゅけ うおけ 
ょけお しっ くうしぇき くぇ くっゃけもっ しゃうおけ. 
 
╇ ょけお しっ せ きけき あうゃけすせ くうめっ こけめぇゃうけ めっょぇく ╋うかけさぇょ. 〈け くうめっ ぉうけ けぉうつぇく 

╋うかけさぇょ. ╆ぇせしすぇゃう すぇめ ╋うかけさぇょ きっくっ めっょくけゅ ょぇくぇ う こうすぇ: „╂ょめっ すう, ╃せておけ, 
しすぇくせめって?”  ╇ めぇ きせ おぇあっき: せ ゃけいせ. ′ぇ すけ ゆっ すう けく きっくう: „′っ きけあって すう しすぇくけゃぇすう せ 
ゃけいせ.” ╇ けくょぇ すう すぇめ ╋うかけさぇょ, おけめう くうめっ ぉうけ けぉうつぇく ╋うかけさぇょ, ゃっゆ ゅさぇょけくぇつっかくうお 
′けゃけゅ ]ぇょぇ, こさけくぇふっ くっおせ ゅぇさしけやっさせ う おぇあっ: „〈う ゆって せ やけめ けょ しぇょ しすぇくけゃぇす.” ╇ すぇおけ 
しぇき めぇ こさっしすぇけ ぉうすう こけょしすぇくぇさ せ ゃけいせ. ¨ょっき めぇ めっょくけゅ ょぇくぇ ょぇ ゃうょうき すぇめ きけめ しすぇく. 
╊うつう くぇ ゃぇゅけく, そうくけ, せしおけ, ぇ ょせゅぇつおけ. ╁うょうき めぇ ょぇ うきぇき ゅょめっ ょぇ かっゅくっき, ゅょめっ ょぇ 
けしすぇゃうき すけさぉせ, うきぇき きめっしすけ いぇ こうしぇゆう しすけ. ]めっょくっき めぇ せ すせ しゃけめせ しけぉうちせ う こけつくっき ょぇ 
しっ しめっゆぇき つっゅぇ しゃっ くっきぇき. ╇ くっおぇ すせゅぇ こけつくっ おけ いゃめっさ ょぇ きっ おうょぇ. 

 
╋うしかうけ しぇき ょぇ しっ いゃめっさう ぉけめっ けゃっ ゃぇすさっ, 
おけめぇ すさぇゅ きう こさぇすう, 
ぇ しぇょ くけしうき おぇおけ きう ゅぇ しおさけめっ, 
こけ きっくう しっ くうてすぇ くっゆっ いゃぇすう, 
こけ きっくう しっ くうてすぇ くっゆっ いゃぇすう. 

 
〈せすやう せ きっくう けょくっおせょ すぇめ ╃せておけゃ しすうた, ょけお おけさぇつぇきけ せい けぉぇかせ きせておっ さっおっ. 

– ′っゅょめっ, ぉぇて せ すけ ゃさうめっきっ おぇょ しぇき しっ せしっかうけ せ ゅぇさしけやっさせ ょけふっ ╆けさぇく 
╉けかせくりうめぇ ょうさっおすけさ ‶さけきっすっめぇ せ けくせ うしすせ おやうあぇさせ せ おけめけめ しぇき しっ ゅさうめぇけ う ょさあぇけ 
すけさぉせ しぇ ゅぇさょっさけぉけき う おぇあっ きっくう: „╃けくっしう きう しゃっ しゃけめっ こめっしきっ おけめっ しう ょけ しぇょぇ 
くぇこうしぇけ う めぇ ゆせ うた こけくけゃけ けぉめぇゃうすう.” ╁うょうき めぇ ょぇ けく くっ いくぇ ょぇ めっ きっくう しゃっ せ ]ぇさぇめっゃせ 
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ういゅけさめっかけ. ┸ぇ すう しめっょくっき う こけくけゃけ くぇこうてっき つっすさくぇっしす おやうゅぇ こめっしぇきぇ. 』ぇお しぇき う 
めっょぇく さけきぇく くぇこうしけ こけ しめっゆぇやせ. ╇ ╆けさぇく きう けぉめぇゃう こっすくぇっしす おやうゅぇ. ╇ ゃっあっ きっ いぇ すけゅ 
‶さけきっすっめぇ,くっおうき くっゃうょもうゃうき くうすうきぇ, おぇけ せ けくけめ きけめけめ こめっしきう: 

 
╇きぇ くっおぇ すぇめくぇ ゃっいぇ, 
すぇめくぇ ゃっいぇ いぇ しゃっ くぇし, 
やけきっ つけゃっお しっぉっ ゃっあっ, 
おぇょぇ ょせてう すさぇあう しこぇし. 
 
]こぇし いぇ ょせてせ ╃せておせ しせ こけくせょうかう めっょぇく ╋うかけさぇょ う めっょぇく ╆けさぇく. 〈ぇ ょゃぇ つけゃっおぇ 

ゃさぇすうかぇ しせ きせ ゃっさせ せ もせょっ けょ おけめうた しっ ょけ すぇょぇ おさうけ. – ╇きぇて くっおう けしめっゆぇめ すぇおゃけき 
くぇつうくせ あうゃけすぇ ょぇ しっ きけさぇて しぇおさうすう けょ もせょう. ╇ めぇ しぇき しっ おさうけ めっさ しぇき けぉうもっあっく おぇけ 
こめっしくうお. ┿かう う おぇょ しぇき こぇょぇけ めぇ しぇき しっ くぇょぇけ ょぇ ゆせ う ょぇもっ すさぇめぇすう おぇけ こめっしくうお. ╉ぇょぇ 
しぇき こけくけゃけ こけつっけ こうしぇすう, ぇ くうめっ すけ うてかけ すぇおけ かぇおけ, めぇ しぇき しっぉっ すさっくうさけ ょぇやせ, くけゆせ, 
おぇけ せ けくけめ きけめけめ こめっしきう ╋うかうちうめぇ すさっくうさぇ しすさけゅけゆせ. 

〈ぇ こっしきぇ めっ しぇきけ めっょくぇ せ くうしおう けょ 300 こっしぇきぇ おけめっ めっ ゅけょうくぇきぇ ╃せておけ 
〈さうそせくけゃうゆ くういぇけ いぇ けくっ おけめう しせ こけしすぇかう しかぇゃくう, いぇたゃぇもせめせゆう, せ ゃっかうおけめ きっさう う 
╃せておけゃうき しすうたけゃうきぇ. – ╀うめっかけ ょせゅきっ, 〈っておぇ うくょせしすさうめぇ, ╁ぇめすぇ, ┸ぇょさぇくおぇ 
]すけめぇおけゃうゆ, ′っょぇ〉おさぇょっく, しゃう しせ けくう ういさぇしかう うい きけめうた すっおしすけゃぇ. ╇ しゃっ しせ すけ もせょう 
おけめう しせ せしこめっかう せ あうゃけすせ う けすうてかう おけさぇお ょぇもっ. ╇きぇ やうた めけて きくけゅけ. ‶うしぇけ しぇき めぇ う 
いぇ ╆ょさぇゃおぇ 』けかうゆぇ, ╇くょっおしっ, ┿さしっくぇ ╃っょうゆぇ, ╂ぇぉう ′けゃぇお, いぇ ¨かうゃっさぇ ╋ぇくょうゆぇ, いぇ 
╅っもおぇ ┸けおしうきけゃうゆぇ. ′っきぇ おけきっ くうしぇき こうしけ. ‶さけぉかっき めっ てすけ しぇき めぇ くぇ 〈っかっゃういうめう 
]ぇさぇめっゃけ くっおぇょ うきけ っきうしうめせ, ぇ けくう こけすさっぉせ ょぇ ぉせょせ しかぇゃくう. 

╆ぇ きくけゅっ けょ やうた ╃せておけ 〈さうそせくけゃうゆ しっ ゃっいぇけ う うきぇけ こさっきぇ やうきぇ けつうくしおう 
しすぇゃ. 〈け めっ ぉうけ やっゅけゃ ういぉけさ う やっゅけゃ こせす, おぇけ てすけ う しぇき おぇあっ せ しすうたせ: 

 
╇きぇ くっおぇ すぇめくぇ ゃっいぇ, 
いぇ しゃっ もせょっ いぇおけく おさせす, 
やけきっ つけゃっお しっぉっ ゃっあっ, 
おぇょぇ ぉうさぇ しっぉう こせす. 

 
¨くう おけめうきぇ めっ ╃せておけ 〈さうそせくけゃうゆ おさつうけ こせす おぇ しかぇゃう いぇぉけさぇゃうかう しせ ゅぇ けくょぇ 

おぇょぇ きせ めっ せ あうゃけすせ ぉうかけ くぇめすっあっ. – ‶さうしすぇけ しぇき ぉうゆせ しゃっ てすけ たけゆっ. 〈ぇ う けくぇ 
こめっしきぇ 【すぇ ぉう ょぇけ ょぇ しう くぇ きけき きめっしすせ? けょせてっゃうかぇ めっ こさけょせちっくすぇ せ ╊けくょけくせ おぇょ 
しせ すぇきけ しくうきぇかう せ しすせょうめせ ╀さっゅけゃうゆ う ╀っぉっお. ╇ こうすけ すう めっ けく やうた: ╉け ゃぇき こうてっ すぇおけ 
ょけぉさっ すっおしすけゃっ? ┿, けくう しせ きせ さっおかう: ′っおう つうおぇ ╃せておけ. ┸っょぇく くぇて こめっしくうお. „╄, ょぇ めっ 
けく けゃょめっ, こけかぇ ╊けくょけくぇ ぉうかけ ぉう やっゅけゃけ.” – すぇおけ うき めっ さっおけ. ┿, めぇ くうしぇき うきけ くう 
ょうくぇさぇ けょ ╀うめっかけゅ ょせゅきっすぇ. ′うしぇき くう けつっおうゃけ. ╋けあょぇ しせ すけ ぉうかっ きけめっ いぇぉかせょっ せ すけ 
ゃさうめっきっ. 

 
╆ぇぉかせょっ しぇき, っゃけ こさっしすぇけ ょぇ ぉさけめうき 
くっきぇき おけきっ ょぇ しっ ゃさぇすうき おせゆう, くっきぇ おけきっ 
こぇきすうすっ きっ こけ こめっしきぇきぇ きけめうき, 
こぇきすうすっ きっ こけ こめっしきぇきぇ きけめうき. 
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╃せておぇ 〈さうそせくけゃうゆぇ くぇめゃうてっ こぇきすっ こけ しすうたけゃうきぇ おけめっ めっ うしこうしうゃぇけ いぇ けくっ 
おけめう しせ いぇめっょくけ しぇ やうき ういくっょさうかう しぇさぇめっゃしおせ さけお っく さけか ておけかせ. ╇きぇ う けくうた おけめう ゅぇ 
こぇきすっ こけ やっゅけゃうき ょさぇきぇきぇ, こっしきぇきぇ いぇ ょっちせ, すっかっゃういうめしおうき っきうしうめぇきぇ う めけて こけ 
きくけゅけ つっきせ, めっさ ういぇ やっゅぇ めっ けしすぇかけ きくけゅけ すけゅぇ. – ┸っょくけき きう めっ ‶っさけ ╆せぉぇち くってすけ 
さぇつせくけ う ういさぇつせくけ ょぇ めっ ういぇ きっくっ けしすぇかけ 86 おやうゅぇ. ╋くけゅけ すけゅぇ うきぇ. ╃ぇゃくけ しせ きう ゃっゆ 
さっおかう ょぇ めっ すけ こせくけ, ぇ おぇきけかう しぇょ おぇょ めけて こうてっき. 

╉ぇきっさぇ いせきけき けすゃぇさぇ しぇ けかけゃおっ くぇ ╃せておぇ 〈さうそせくけゃうゆぇ おけめう いぇ さぇょくうき 
しすけかけき うしこうしせめっ こけしゃっすせ くぇ しすさぇくうちぇきぇ おやうゅっ おけめせ きう こさせあぇ, せい さっつう: ┸ぇ しぇき せこさぇゃけ 
けぉめぇゃうけ けゃせ おやうゅせ こめっしぇきぇ おけめぇ しっ いけゃっ ╉やうゅぇ きけゅ あうゃけすぇ. 〉 やけめ うきぇ めっょぇく しすうた せ 
こめっしきう おけめぇ しっ いけゃっ ╁っかうおけ しこさっきぇやっ. ┿, すぇめ しすうた, ゅかぇしう けゃぇおけ: 
 

┸ぇ けょかぇいうき, たゃぇかぇ ゃぇき かうめっこけ. 
╁う しっ しくぇふうすっ, ぇおけ きけあっすっ. 

 
         ╇ けすうてぇけ めっ, すさう きっしっちぇ こけしかっ すけゅぇ. ╆ぇせゃっお. 
         ╀うけ めっ 28. めぇくせぇさ 2006. ゅけょうくっ. 
 
         ‶.]. 〉 こけしゃっすう おやうゅっ, おけめせ きう めっ こけおかけくうけ, しすぇめぇかけ めっ: 

 
┿おけ すう めぇゃっ, 
せきさけ しぇき, 
くっ ゃっさせめ. 
〈け くっ せきっき. 

 

 
 

╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ – ╇しこけゃっしすう めぇくうつぇさぇ 1, 1987.
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GEORGAS LE NOIR 
 

одломак из романа 
 
 

 
 
 

′っおけかうおけ ょぇくぇ せけつう てっしくぇっしすけゅ 
さけふっくょぇくぇ ┺eゅけゃっ ]ゃっすかけしすう おくっいぇ ╋うかぇくぇ, おけめう 
めっ こぇょぇけ せ こけくっょっもぇお 10. ぇゃゅせしすぇ 1870. ゅけょうくっ こけ 
めせかうめぇくしおけき おぇかっくょぇさせ, け ]ゃっすけき きせつっくうおせ う 
ぇさたうふぇおけくせ ╊ぇゃさっくすうめせ, しすうゅかぇ めっ おくっあっゃうゆっゃぇ 
きぇめおぇ, させきせくしおぇ おけくすっしぇ ╄かっくぇ ╋ぇさうめぇ 
¨ぉさっくけゃうゆ さけふっくぇ ╉ぇすぇさりう, う ょけくっかぇ しうくせ くぇ 
こけおかけく けきぇやっゅ おさぇすおけょかぇおけゅ さっいせしぇ おけゅぇ めっ すけゅ 
かっすぇ おせこうかぇ くぇ ぉぇいぇさせ せ ]けつうめせ. ]ぇゃさっきっくうちう しせ 
いぇぉっかっあうかう てすけ こさっゆせすくけ てすけ けすゃけさっくけ, せ 
しゃぇおけき しかせつぇめせ こさうきっすくけ くっゅけょけゃぇやっ ゅけしこけょっ 
くぇきっしくうおぇ いぉけゅ けゃぇおゃけゅ „こさっいっくすぇ“, ぉかぇゅけ さっつっくけ 
やうたけゃけ くっけょけぉさぇゃぇやっ. ′ぇ けしくけゃせ しゃっゅぇ てすけ めっ 
すうき こけゃけょけき いぇぉっかっあっくけ せ ╁っかうおけめ おやういう しさこしおっ 
うしすけさうめっ くぇめこけせいょぇくうめっ ぉう ぉうかけ さっゆう: ょせぉけおけ ぇかう しおさうゃっくけ いゅさぇあぇゃぇやっ. ¨ゃぇおけ うかう 
けくぇおけ, けくけ ゆっ しっ おぇしくうめっ ういさけょうすう せ くうい ょゃけさしおうた いぇゃっさぇ ょぇ しっ くっょせあくけめ あうゃけすうやう 
うい ょぇかっおけゅ ╆ぇおぇゃおぇいめぇ せ くぇめおさぇゆっき さけおせ こさっおさぇすう あうゃけす.  

╋うかぇく しっ, さぇいせきもうゃけ, きぇめきせくつっすせ しうかくけ けぉさぇょけゃぇけ. ╃けお めっ めっょくけき させおけき ゃっゆ 
きぇいうけ せ おさうかせ しゃけゅ くけゃけゅ きうもっくうおぇ, さっすおせ ゃさしすせ ちさくけゅ おぇゃおぇしおけゅ しぇめきうさぇ, けゃぇめ ゅぇ めっ 
こけょさぇあぇゃぇけ う つaこおぇけ ゅぇ いぇ おけしせ う せてう; おくっあっゃうゆ めっ ょさせゅけき させおけき たさぇくうけ 
あうゃけすうやうちせ おうおうさうおうめっき, ぇ きぇめきせく いぇせいゃさぇす くせすおぇけ おくっあっゃうゆぇ かっぉかっぉうめぇきぇ, うぇおけ 
きせ いぇこさぇゃけ くうおぇょぇ くうめっ ょけいゃけもぇゃぇけ ょぇ うた せいきっ: せ こけしかっょやう つぇし すさゅくせけ ぉう させつうちせ う 
しぇき しきけすぇけ くぇせす. ′っおけかうおけ ょぇくぇ こさうめぇすっもう しっ くうしせ さぇいょゃぇめぇかう, おくっあっゃうゆ めっ くけしうけ 
しぇめきうさぇ くぇ さぇきっくせ うかう せ させちう おせょ ゅけょ おさっくせけ う てすぇ ゅけょ さぇょうけ, ょけお しっょう うかう てっすぇ, 
いぇ おやうゅけき うかう せ しすぇおかっくうおせ, おぇょ させつぇ う おぇょ こさうきぇ, すっておぇ しさちぇ さぇいょゃけめっく けょ しゃけゅ 
もせぉうきちぇ しぇきけ くけゆせ, こさけすうゃっゆう しっ てすけ こけしかせゅぇ せゃっつっ, こけ くぇかけゅせ けくうた くぇきっしくうつおうた 
おっさぉっさぇ, しきってすぇ あうゃけすうやせ せ やっく せょけぉぇく おぇゃっい せ ゅぇさょっさけぉう こけさっょ おくっあっゃけゅ 
おぇぉうくっすぇ.  

′っ せかぇいっゆう せ うくすうきくっ こけめっょうくけしすう しせしさっすぇ きぇめおっ う しうくぇ こけしかっ ゅけすけゃけ ゅけょうくせ 
ょぇくぇ, おけきっ くう しぇゃさっきっくう たさけくうつぇさう くう ょゃけさしおぇ しゃうすぇ くうしせ きけゅかう こさうしせしすゃけゃぇすう 
つぇお う ょぇ しせ たすっかう – めっさ しせ しせいっ さぇょけしくうちっ う しせいっ こけおぇめくうちっ, いぇゅさもぇめう, こさうゃぇすくぇ 
しっゆぇやぇ, こけたゃぇかっ う こさっおけさう せゅかぇゃくけき ういゃぇく ょさあぇゃくけゅ うくすっさっしぇ – しゃっょけちう けゃけゅぇ 
しせしさっすぇ こけぉさうくせかう しせ しっ ょぇ せ しゃけめうき せしこけきっくぇきぇ くぇゃっょせ やうたけゃっ ぉせょせゆっ つうすぇけちっ くぇ 
しかっょっゆう いぇおもせつぇお: いぇ うきっ きぇめきせくけゃけ しうく う きぇめおぇ けょかせつうかう しせ しっ うしすけゃさっきっくけ う 
せゅかぇし, せい こけゃうおっ せしたうゆっやぇ:  
„Georges! Georges!“  
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* 
 

′ぇ こさゃう こけきっく けゃけゅぇ うきっくぇ ╋うかぇくけゃう せめぇちう, おぇけ せけしすぇかけき う ょさせゅう 
こさうこぇょくうちう ぉけめぇさしおっ かけいっ ╉ぇすぇさりうめぇ, こけきうしかうかう しせ ょぇ めっ こさう おせきけゃぇやせ こさっしせょうかぇ 
けょかせおぇ ょぇ しっ もせぉうきぇち くぇいけゃっ こけ ╋ぇさうめうくけき ょっょう し きぇめつうくっ しすさぇくっ, ╂っけさゅっせ. ┿かう 
おぇおけ めっ いぇこさぇゃけ ょけ すっ けょかせおっ ょけてかけ けしすぇゆっ いぇせゃっお すぇめくぇ いぇおけこぇくぇ せ つっすうさう ぉけゅぇすけ 
すぇこぇちうさぇくぇ しぇかけくしおぇ いうょぇ せ ╁っかうおけき おけくぇおせ.  

′っおけかうおけ ょぇくぇ うい しぇかけくぇ ゅょっ しせ きぇめおぇ う しうく こさけゃけょうかう しぇすっ つせけ しっ つぇし ゃっしっけ 
しきった う あうゃ さぇいゅけゃけさ, つぇし ゅさちぇやっ, こかぇつ, こけゃうてっくう ゅかぇしけゃう うかう きせつくぇ すうてうくぇ. ′ぇ 
いくぇすうあっもくっ こけゅかっょっ こけしかせゅっ う ぇふせすぇくぇすぇ, くぇきっしくうおぇ う せめぇおぇ, ぉかういうおぇ う 
ぉさぇすしすゃっくうおぇ, しすぇさぇすっもぇ う ょせてっぉさうあくうおぇ しゃうた そっかぇ う こけかけあぇめぇ, ょゃけさしおう こっょうくすっさ 
╋うかうゃけめ けょゅけゃぇさぇけ めっ しすさけゅうき ょさあぇやっき, せいうょぇくうき ゆせすぇやっき うかう ておさすうき さっつうきぇ. 
¨く めっ ぉうけ めっょうくけ こけゃかぇてゆっくけ かうちっ きっふせ こけしかせゅけき おけめっ めっ くぇ いゃけくちっ ┺っゅけゃっ 
]ゃっすかけしすう きけゅかけ ぉっい おせちぇやぇ せゆう せ しゃぇおせ おくっあっゃうゆっゃせ けょぇめせ, せくっすう こけしかせあっやっ うかう 
ょけくっすう こけさせおせ, う おけめう めっ せけしすぇかけき めっょうくう しゃぇ すぇ いゃけくちぇ せきっけ ょぇ さぇいかうおせめっ. ‶っょうくすっさ 
めっ しせゃけ こけしゃっょけつうけ ょぇ めっ こさっょきっす さぇいゅけゃけさぇ せ ょぇすけめ こさうかうちう きけゅぇけ ぉうすう, ういきっふせ 
けしすぇかけゅ, う きぇめつうく こけおかけく う うきっ おけめっ きせ すさっぉぇ くぇょっくせすう. ┸っょくけき しっ ういかぇくせけ ┹せぉう 
╉ぇもっゃうゆせ, せさっょくうおせ ]さぉうめっ う ょけちくうめっ こさっょしっょくうおせ けくっ ╁かぇょっ おけめぇ めっ ょけくっかぇ 
くぇこさっょくっ いぇおけくっ け てすぇきこう う けこてすうくぇきぇ, さっおぇゃてう ょぇ せ しぇかけく くうおけ くうめっ しきっけ ょぇ せふっ 
ょゃぇ ょぇくぇ. ‶けしかっ すけゅぇ, こさっょけしっゆぇめせゆう ぉせさせ せ めぇゃくけしすう めっさ しっ う ょゃけさけき う つぇさてうめけき 
ぉさいうくけき きせやっ こさけくっかぇ ゃっしす け くっつせゃっくけき こけおかけくせ, おくっあっゃうゆ めっ せ ょけゅけゃけさせ しぇ 
╉くっゅうやけき ╋ぇめおけき こけしかっ くっおけかうおけ ょぇくぇ こけいゃぇけ くぇ こけしっかけ くぇめぉかうあせ ゅけしこけょせ う ょぇきっ, 
ぉぇさ ょけすぇょ けしゃっょけつっくっ こさうめぇすっもっ ょうくぇしすうめっ, すぇおけさっゆう さけょぉうくっ ¨ぉさっくけゃうゆぇ. ‶さぇいくぇ 
くぇゅぇふぇやぇ う ょけおけくぇ ゅけゃけさおぇやぇ くぇめぉけもっ しっ こさっしっおせ, さっおかぇ めっ ╉くっゅうやぇ ╋ぇめおぇ, おぇょぇ しっ 
さぇょけいくぇかけめ しゃっすうくう こさせあう こさうかうおぇ ょぇ ういぉかういぇ ゃうょう けくけ てすけ ゅけかうちぇ やっくせ こぇあやせ. 

〉 こさっょゃっつっさめっ, せけつう こけしっかぇ,  ゃっしっけ あぇゅけさ こけかぇおけ しっ せしっもぇゃぇけ せ こさけしすさぇく 
おくっあっゃうゆっゃ しぇかけく, くっょけゅかっょくせ ょゃけさぇくせ し ょさぇこっさうめぇきぇ こけ いうょけゃうきぇ, しぇ せもぇくうき 
しかうおぇきぇ せ きぇしうゃくうき こけいかぇゆっくうき ょせぉけさっいぇくうき さぇきけゃうきぇ, こけょ すっておうき さぇしおけてくうき 
てぇくょっかうめっさうきぇ おけめう しせ うた ゅかっょぇかう し すぇゃぇくうちっ. ╃ゃけさぇくぇ めっ ぉうかぇ けすゃけさっくぇ こさっきぇ 
てうさけおけめ すっさぇしう くぇ ぉけつくけめ, うしすけつくけめ しすさぇくう ╉けくぇおぇ, おけめぇ めっ ういかぇいうかぇ くぇ っくゅかっしおう 
せさっふっく ゃさす しぇ させあうつやぇおけき, しすぇおかっくうおけき, ぇかっめぇきぇ う さけくょっかぇきぇ. ╃けお めっ おさけい 
けすゃけさっくぇ ゃさぇすぇ すっさぇしっ ゅかっょぇけ せ こけてもせくつっくっ ぇかっめっ, おくっあっゃうゆ めっ いくぇけ ょぇ めっ せ きくけゅけめ 
けゃぇおゃけめ ぉぇてすう, くぇ おかせこうちぇきぇ せ ぇかっめぇきぇ かっすやうおけゃぇちぇ, けぉうつくけ せ たかぇょせ おぇおゃけゅ おかっくぇ, 
せ こさけかっゆっ, ゅかぇゃくう めせくぇお うい くっおっ ゅせぉっさくうめしおっ うかう こさけゃぇくしぇかしおっ いぇぉうすう, しゃぇお くぇ しゃけめ 
くぇつうく, ういめぇゃもうゃぇけ もせぉぇゃ しゃけめけめ せしぇきもっくけめ ういぇぉさぇくうちう, ょけきぇゆうちう かっすやうおけゃちぇ, 
つうめう めっ きせあ こけゃぇいょぇく ぉうゃぇけ けょしせすぇく う こさっいぇこけしかっく, ぇ しぇきうき すうき, しぇ めせくぇおけゃけゅ 
しすぇくけゃうてすぇ, う ょけゃけもくけ くっこさけきうてもっく ょぇ すけかうおけ せしおさぇゆせめっ こぇあやせ しゃけめけめ こさっかっしすくけめ 
あっくうちう. ╆ぇ すけ ゃさっきっ いぇこけしすぇゃもっくぇ ょけきぇゆうちぇ くっせしこってくけ ぉう しっ けこうさぇかぇ う 
こさっくっきぇゅぇかぇ. 〈ぇおけ めっ, いぇちっかけ, めっょくけき, ょぇゃくけ – きうしかうけ めっ おくっあっゃうゆ – ょけお しっ やっゅけゃ 
けすぇち おけちおぇけ う ぉぇくつうけ こけ っゃさけこしおうき ぉうさすうめぇきぇ, おくっゅうやう ╄かっくう ╋ぇさうめう ¨ぉさっくけゃうゆ 
ういめぇゃうけ もせぉぇゃ ゃかぇておう おくっい ┿かっおしぇくょさせ ┸けぇく ╉せいぇ, ゃぇすさっくけ, いぇくっしっくけ, せ くっおけき ゃさすせ.  

┿た, おぇおぇゃ おさぇしぇく ふぇさょうく, こさうふっ いぇきうてもっくけき おくっあっゃうゆせ てめけさ ╋っょけ ‶せちうゆ, 
やっゅけゃ ょけきぇゆう せつうすっも う こっしくうお うい [ぇゅせいっ, ぇかう ゅぇ おくっあっゃうゆ けてうくせ すぇおけ たかぇょくうき う 
いぇつせふっくうき こけゅかっょけき ょぇ しっ しすぇさう ぉぇさょ けょきぇた しくせあょうけ う せょぇもうけ.  
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╂けしすっ しせ ょけつっおうゃぇかう おくっゅうやぇ ╋ぇさうめぇ う おくっあっゃうゆ ╋うかぇく, おけめう めっ いくぇけ ょぇ ゆっ 
やっゅけゃぇ きぇすう, う けゃけゅぇ こせすぇ, せ しゃけめしすゃせ ょけきぇゆうちっ, たけょぇすう こけ ょゃけさせ おぇけ こけ ゃけょう: おけかうおけ 
しせすさぇ けこっす ゆっ ゅぇ くぇこせしすうすう う ゃさぇすうすう しっ せ ‶ぇさうい しゃけめうき きかぇふうき しうくけゃうきぇ ]ぇてう う 
╃うきうすさうめせ. ┿かう くぇ すぇめ さぇしすぇくぇお しぇょぇ くうめっ あっかっけ ょぇ きうしかう.  

┺っゅけゃぇ ]ゃっすかけしす こさっょせしさっすぇかぇ めっ ゅけしすっ せ しゃっつぇくけき さぇしこけかけあっやせ う うしすけめ 
すぇおゃけめ せくうそけさきう しぇ いかぇすくうき っこけかっすぇきぇ う てうさうすうきぇ, けこぇしぇく しぇぉもけき う けおうゆっく 
けさょっやっき おぇけ こけおさっすくう うおけくけしすぇし. 〉 すけき すさっくせすおせ, おぇょぇ めっ ┿くすけてぇ 』ったけくすっ うきぇけ 
しぇきけ ょっしっす ゅけょうくぇ, ぇ 《さうょさうた ′うつっ ょゃぇょっしっす こっす, ゃっゆ しせ しっ くぇいうさぇかう けぉさうしう 
くっしかぇゃくけゅ おさぇめぇ めっょくっ しかぇゃくっ っゃさけこしおっ っこけたっ おけめぇ しっ けかうつぇゃぇかぇ せ こけしっぉくけき けぉかうおせ 
ぉっいくぇふぇ: ゃっかうつうくぇ しっ こさっすゃぇさぇかぇ せ こけいせ, けしっゆぇやぇ せ しうきせかぇちうめせ, たっさけめしおぇ こさけてかけしす 
せ おぇさうおぇすせさせ. ′ぇ おくっあっゃうゆっゃけき かっゃけき さぇきっくせ, すぇおけ, つせつぇけ めっ めっょぇく さぇょけいくぇかう ちさくう 
きぇめきせくつうゆ う こけしきぇすさぇけ もせょしおせ おけきっょうめせ しぇ こさうさけふっくうき させゅぇやっき ょさせてすゃっくうき 
くけさきぇきぇ おけめっ めっ うしこけもぇゃぇかぇ ゃっゆ しぇきぇ やっゅけゃぇ こけめぇゃぇ せ こさぇすやう めっょくけゅ おくっいぇ. ╉ぇしくうめっ, 
おぇょぇ しせ しっ けこせしすうかう せ しぇかけくしおけめ くぇしかけやぇつう, もせぉうきぇち めっ こさっしっょぇけ, せ ゃさっきっくしおうき 
さぇいきぇちうきぇ つうめっ しきっやうゃぇやっ きけあっ すぇおけ こさぇゃうかくけ ょぇ せょっしう めっょうくけ しゃっきけゆくぇ きぇめおぇ 
‶さうさけょぇ, しぇ ╋うかぇくけゃけゅ ょっしくけゅ おさうかぇ くぇ ゅけしこけょぇさっゃけ かっゃけ さぇきっ う くぇいぇょ, ょぇめせゆう 
しゃけめうき ういゅかっょけき くぇ いくぇやっ ょぇ しっ こさうめっき せい させき う いぇおせしおせ けょさあぇゃぇ せこさぇゃけ いぉけゅ 
やっゅけゃけゅ きぇめきせくしおけゅ こさっゃぇしたけょしすゃぇ.  

╉さぇもうちぇ ╋ぇめおぇ ぉうかぇ めっ けょっゃっくぇ いぇ ょゃけさしおう せおせし こけきぇかけ ょさっつぇゃけ, こけ 
こけしかっょやけめ こぇさうしおけめ きけょう, いぇけょっくせすぇ しゃうかっくうき ってぇさこぇきぇ う くぇおうゆっくぇ きうくふせてぇきぇ, 
けゅさかうちぇきぇ う くぇさせおゃうちぇきぇ おけめっ しせ いゃっちおぇかっ こさう しゃぇおけき やっくけき こけおさっすせ. ¨ょ 
さけきぇくすうつくうた ゃっかけゃぇ う かっこさてぇゃうた おぇさくっさぇ やっく めっ たけょ ういぇいうゃぇけ かぇゅぇくせ こさけきぇめせ, ょけお 
めっ いぇ やけき けしすぇめぇけ きうさうし おけめう めっ せ しっぉう けぉめっょうやぇゃぇけ っすぇさ, さぇいかうつぇお う Eau de Cologne 
Impérial. ╆さぇつうかぇ めっ あうゃけすくけき さぇょけてゆせ おけめぇ ぉう うしこせくうかぇ しゃぇおせ こさけしすけさうめせ せ おけめせ 
おさけつう, しゃぇおう おさせあけけお おけきっ しっ こさうおもせつう, しゃぇおう さぇいゅけゃけさ おけめう いぇこけょっくっ.  

╆ぇ ╋うかぇくけき めっ おぇけ しっくおぇ せ しすけこせ こさうしすぇめぇけ こっょうくすっさ ╋うかうゃけめ, せゃっお くぇ おけさぇお 
ういぇ おくっあっゃうゆっゃうた かっふぇ, きうさぇく う しこさっきぇく ょぇ こけたうすぇ くぇ しゃぇおう ゅけしこけょぇさっゃ きうゅ. ]ぇょぇ 
めっ しすぇめぇけ せしこさぇゃぇく おぇけ つうさぇお けょきぇた ういぇ おくっあっゃうゆぇ う ╉くっゅうやっ ╋ぇめおっ. 

╋っふせ こさゃうき いゃぇくうちぇきぇ くぇてかう しせ しっ, こけ けぉうつぇめせ, くぇきっしくうちう ╀かぇいくぇゃぇち う 
╃けこっかめけたぇく (すぇおけ しせ こけくっおぇょ きぇめおぇ う しうく いゃぇかう ょさせゅせ ょゃけめうちせ くぇきっしくうおぇ, ┸けゃぇくぇ 
[うしすうゆぇ う ┸けゃぇくぇ ╂ぇゃさうかけゃうゆぇ), おけめう しせ こけいうゃ さぇいせきっかう おぇけ けぉっかっあぇゃぇやっ 
おくっあっゃうゆっゃけゅ さけふっくょぇくぇ いぇ くぇめせあっ つかぇくけゃっ こけさけょうちっ. ′ぇ こけしっかけ しせ きっふせ こさゃうきぇ 
しすうゅかう ╋うかぇくけゃう せめぇちう ╊ぇしおぇさ う ┲けさふっ う しぇ しせこさせゅぇきぇ ╃うめぇくけき う ╄かっくけき ゃっゆ しっ 
せゃっかうおけ さぇいぉぇておぇさうかう せ そけすっもぇきぇ しぇかけくぇ う てっこせさうかう こけ すっさぇしう おけめせ めっ けぉぇしめぇゃぇかけ 
めけて せゃっお すけこかけ しせくちっ くぇ いぇかぇしおせ. ╆ぇすうき しっ, すぇつぇく おぇけ せゃっお, こけめぇゃうけ ╄きうかうめぇく 
┸けしうきけゃうゆ, きぇしけく, つかぇく こさゃっ しさこしおっ こっゃぇつおっ ょさせあうくっ う, くぇさぇゃくけ, こさっ しゃっゅぇ, こさゃう 
しさこしおう せさぉぇくうしすぇ, おけめう めっ めけて 1862. しぇつうくうけ せさぉぇくうしすうつおう こかぇく „けくけゅ ょっかぇ 
╀っけゅさぇょぇ おけめう しっ くぇかぇいう せ てぇくちせ“, すめ. ょっかぇ ゃぇさけてう けょ ╉ぇかっきっゅょぇくぇ ょけ 〈っさぇいうめぇ, 
こさっょゃうふぇめせゆう ょぇ しっ すせさしおぇ おぇしぇぉぇ こさっすゃけさう せ っゃさけこしおせ ゃぇさけて. ╆ぇ やうき しせ おくっあっゃうゆせ 
う ╉さぇもうちう ╋ぇめちう こさうしすせこうかう ′うおけかぇ ╂させぉうゆ しぇ あっくけき ]けそうめけき; けゃぇめ 【ぇこつぇくうく, 
ぇしすきぇすうつぇさ, おけめう めっ しゃぇおう つぇし おぇてもぇけ せ てくせそすうおかせ, つぇお う ょけお しっ させおけゃぇけ しぇ おくっいけき, 
ておけかけゃぇけ しっ いぇ すさゅけゃちぇ せ ‶ってすう, こぇ せ ╀っけゅさぇょせ しすっおぇけ ょせゆぇく せ こさういっきもせ う しすぇく くぇ 
しこさぇすせ せ こぇかぇすう „╀ぇかおぇくうめぇ“, おけめぇ ゆっ おぇしくうめっ こけしすぇすう たけすっか う おぇそぇくぇ „╊けくょけく“. 
‶けしかっ ╂させぉうゆぇ せ しぇかけくせ しせ しっ こけめぇゃうかぇ ぉさぇゆぇ ‶っすぇさ う ┹せぉうしぇゃ ┲っさぇしうきけゃうゆ, 
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ぉけゅぇすぇてう うい 〉あうちぇ おけめう しせ せゃっかうおけ うきぇかう そぇぉさうおっ, きかうくけゃっ う しかせゅっ (きっふせ おけめうきぇ 
う めっょぇく ぉさぇつくう こぇさ ╋ぇふぇさぇ – おけつうめぇてぇ う おせゃぇさうちせ), ぇ せい すけ う そうめぇおっさ しぇ ょゃぇ おけやぇ う 
しゃけめせ しすぇかくせ かけあせ せ ′ぇさけょくけき こけいけさうてすせ せ ╀っけゅさぇょせ. ‶っすぇさ めっ ぉうけ いぇゃさてうけ 
〈さゅけゃぇつおせ ぇおぇょっきうめせ せ ╀っつせ う めっょくけ ゃさっきっ ぉうけ せこさぇゃくうお うきぇやぇ ╉さしきぇくけゃうゆぇ, ぇ 
┹せぉうしぇゃ めっ いぇゃさてうけ こさぇゃぇ, すぇおけふっ せ ╀っつせ.  

╆ぉけゅ くっけつっおうゃぇくけゅ こさうしせしすゃぇ けゃけかうおうた かうちぇ おけめぇ しせ せあうゃぇかぇ くっ きぇやっ 
くっけつっおうゃぇく すさっすきぇく (ぇ すうきっ う さぇくゅ) めっさ ¨ぉさっくけゃうゆうきぇ くうしせ ぉうかう くう さけょ くう こけきけい 
ぉけゅ, くぇきっしくうちう しせ ぉうかう せ こさゃう きぇた しこさっきくう ょぇ けゃけ „こさうゅけょくけ“ けおせこもぇやっ したゃぇすっ, おけ 
きぇやっ おけ ゃうてっ, おぇけ かうつくせ せゃさっょせ. ╃ぇ しっ う くっ ゅけゃけさう け こさうしせしすゃせ つけゃっおぇ おけめう めっ 
こさぇおすうつくけ, おぇけ ゅけしす ょゃけさぇ, ぉうけ せ しゃぇおけめ つけさぉう きうさけふうめぇ, くっせきけさくぇ こさうてうこっすもぇ くぇ 
しゃうき こけしっかうきぇ, いぇぉぇゃぇきぇ, ぉぇかけゃうきぇ う こさけしかぇゃぇきぇ: おくっあっゃうゆっゃ ょけきぇゆう せつうすっも 
╋っょけ ‶せちうゆ. ¨く めっ ぉうけ けょ しぇきけゅ こけつっすおぇ せこけいくぇす しぇ ちっかけき せめょせさきけき; ゅけすけゃけ ょぇ ぉう 
しっ きけゅかけ さっゆう ょぇ めっ こさうしせしすゃけゃぇけ こさうきけこさっょぇめう „こけおかけくぇ“ くっおけかうおけ ょぇくぇ さぇくうめっ – 
こけょ せしかけゃけき ょぇ しっ すけ けょくけしうかけ しぇきけ くぇ ╋っょうくけ そういうつおけ こさうしせしすゃけ, めっさ めっ けく すぇめ 
ょけゅぇふぇめ こさっしこぇゃぇけ せ しゃけき けきうもっくけき おぇくぇぉっすせ おさぇめ しぇかけくしおけゅ おぇきうくぇ. 〈ぇおけ めっ う くぇ 
ょぇく こけしっかぇ, しゃっ ょけお ょゃけさめぇくう くうしせ こけつっかう ょぇ しっ せあせさぉぇくけ こさうこさっきぇめせ いぇ こさうきぇやっ, 
くぇ しゃけき おぇくぇぉっすせ ょさっきぇけ いぇぉけさぇゃもっく う ぉかぇあっく, ょけお ゅぇ くうめっ こさけょさきぇけ しすぇさう 
きぇめけさょけき ╋うすぇ, ょせゅけゅけょうてやう けさょけくぇくし おくっいぇ ╋うたぇうかぇ, うくぇつっ うしこうしくうお 
ぉかぇゅけさけょくけゅぇ ╃せぉさけゃつぇくうくぇ; ╋っょけ ‶せちうゆ しっ こさっくせけ うい ょさっきっあぇ う すさゅくせけ おぇけ 
けこぇさっく, こさうょうゅぇけ しっ うい おぇくぇぉっすぇ, しっけ, こさけすさもぇけ させおぇきぇ かうちっ う ょせゅけ, さぇしっめぇくけ,  
うしこさぇゃもぇけ ういゅせあゃぇくけ けょっかけ, つぇお う おぇょ しせ ゅけしすう こけつっかう ょぇ こさうしすうあせ. 

〉 しゃっすかけき しぇかけくせ めっ いぇかっぉょっかぇ くっかぇゅけょくけしす つうき しせ くぇきっしくうちう おさけつうかう くぇ 
ゃさぇすぇ う せゅかっょぇかう けくけ しすゃけさっやっ, くぇかうお ′っつぇしすうゃけき, おぇおけ つせつう くぇ かっゃけき さぇきっくせ 
おくっあっゃうゆっゃけき.  

╁ぇてぇ ╁うしけしすう, くぇおかけくうけ しっ けこさっいくけ さっゅっくす ╀かぇいくぇゃぇち. ]ゃっすかう おくっあっ, さっおぇけ 
めっ ┸けゃぇく [うしすうゆ, おかうきくせけ ゅかぇゃけき う いぇすさっしぇけ けゅさけきくうき さぇいぉけおけさっくうき 
こさゃけくぇつぇかくうき ぉぇおっくぉぇさょうきぇ おけめう しせ きせ こぇょぇかう くぇ さぇきっくぇ. ′ぇ きくけゅぇめぇ もっすぇ, ╁ぇてぇ 
]ゃっすかけしすう, せしおかうおくせけ めっ ┸けゃぇく ╂ぇゃさうかけゃうゆ う させおけゃぇけ しっ しぇ ╋うかぇくけき, くぇ すさっくせすぇお 
くっけょかせつぇく ょぇ かう ぉう すさっぉぇかけ ょぇ こさせあう させおせ う きぇめきせくせ. ╀かぇゅけょぇさうき, ょけぉさけ ょけてかう, 
せいゃさぇゆぇけ めっ おくっあっゃうゆ う こさっこせてすぇけ いゃぇくうちぇきぇ ょぇ こけいょさぇゃっ う ╉さぇもうちせ ╋ぇめおせ, せい 
させおけもせぉ. 

╆ぇさ くうめっ おさぇしぇく けゃう きぇつけさ, ゅけしこけく ╋うかうゃけめっ, けゅかぇしうけ しっ てめけさ ╋っょけ おぇょ めっ 
せゅかっょぇけ いぇこさっこぇてゆっくけ かうちっ こさゃけゅ くぇきっしくうおぇ. ╀かぇいくぇゃぇち めっ せいゃさぇすうけ: ′うめっ けゃけ 
きぇつけさ, ゅけし’く ╋っょけ, くっゅけ きぇめきせく. ┿ きう ゃぇく, しゃうめっすかう くぇきっしくうつっ, う いぇ くぇさ さっつっきけ 
てうこぇお, こぇ てすけ くっ ぉうしきけ う いぇ きぇめきせくぇ きぇつけさ. ╀かぇいくぇゃぇち めっ けくょぇ けしきけすさうけ 
╃せぉさけゃつぇくうくぇ おぇけ おぇおゃけゅ いぇかせすぇかけゅ ゅぇかうめけすぇ う くうめっ ゅぇ せょけしすけめうけ けょゅけゃけさぇ.  

【めけさ ╋っょけ めっ しぇ いぇくうきぇやっき ゅかっょぇけ おぇおけ しぇかけく うしこせやぇゃぇ てぇさっくぇ しゃっすうくぇ 
ぉっけゅさぇょしおけゅ ゃうしけおけゅ ょさせてすゃぇ, しすういぇかう しせ ゅけしすう せ さぇいくけぉけめくけめ, あうゃけこうしくけめ う 
かっこさてぇゃけめ けょっゆう, せゅかっょくう こけしかぇくうちう う ゃうふっくう すさゅけゃちう せ っゃさけこしおうき ゃっかぇょせくうきぇ 
うかう すせさしおうき う ちうくちぇさしおうき ぇくすっさうめぇきぇ, やうたけゃっ あっくっ きぇたけき せ しさこしおけめ くけてやう, しぇ 
めっかっちうきぇ, かうぉぇょっすうきぇ う めぇゅかせちうきぇ, しぇ しさっぉさけき う いかぇすけき ういゃっいっくうき すっこっかせちうきぇ け 
おけめうきぇ しせ ゃうしうかう ちさゃっくう こせてゆせかう, し ぉぇめぇょっさぇきぇ けおけ こけめぇしぇ う くうしおぇきぇ ぉうしっさぇ うかう 
ょせおぇすぇ くぇ こさしうきぇ, ぇ こけくっおっ きかぇょっ あっくっ う ょっゃけめおっ せ てうさけおうき おさうくけかうくぇきぇ.  

‶けてすけ しせ ょけつっおぇかう しゃっ いゃぇくうちっ, おくっあっゃうゆ めっ せ „こかぇゃう おかせぉ“ ょゃけさしおけゅ 
おぇそっけりぇおぇ, くっいくぇすくけ ういょゃけめっく しぇかけく せ めっょくけき せゅかせ ょゃけさぇくっ, せ しすうかせ ╊せめぇ XVI 
こさっしゃせつっくけゅ こかぇゃうき ょぇきぇしすけき, こけいゃぇけ ゅゅ. くぇきっしくうおっ ╋うかうゃけめぇ ‶っすさけゃうゆぇ 
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╀かぇいくぇゃちぇ, ┸けゃぇくぇ [うしすうゆぇ う ┸けゃぇくぇ ╂ぇゃさうかけゃうゆぇ, せめぇおっ ╊ぇしおぇさぇ う ┲けさふぇ ╉ぇすぇさりうめぇ 
う てめけさ ╋っょぇ ‶せちうゆぇ. ‶けいゃぇくう しっ いぇゃぇかうてっ せ そけすっもっ う ょゃけしっょっ, しきぇすさぇめせゆう いぇ 
くぇめゃっゆせ こさうゃうかっゅうめせ ょぇ しっ ぉぇさ めっょくけき きっしっつくけ いぇゃぇかっ せ しさこしおう おくっあっゃしおう しぇかけく う 
ょぇ け すけきっ こけしかっ こさうつぇめせ おぇけ け くっおけき しゃぇおけょくっゃくけき ょけゅぇふぇめせ, ぇかう こさっこせてすぇめせゆう, 
くぇさぇゃくけ, おくっあっゃうゆっゃけめ ぉぇぉう, しゃっすかけめ ゅけしこけふう 〈けきぇくうめう, う やっゅけゃうき せめぇちうきぇ ょぇ こさゃう 
いぇせいきせ きっしすぇ.  

╉け しすけめう ういぇ こけおせてぇめぇ せょぇさぇ せ ‶かけってゆせ, ゅけしこけょうくっ ╉ぇすぇさりう, こけ ゃぇてっき 
きくっくうめせ, いぇこけつっ ┸けゃぇく [うしすうゆ, こけおせてぇゃぇめせゆう ょぇ けおさっくっ さぇいゅけゃけさ くぇ こけかうすうつおっ 
すっきっ. ‶さうゃさっきっくせ ゃかぇょせ すさっぉぇかけ めっ ょぇ けぉさぇいせめっ ゅっくっさぇか ╂けかっしおせ, せいゃさぇすう しこさっきくけ 
╊ぇしおぇさ ╉ぇすぇさりう. ┿かう ういぇ いぇゃっさっ めっ しすぇめぇけ くっおう ぇゃぇくすせさうしすぇ こけ うきっくせ ╉ぇくょうめぇくけ-
‶けこっしおせ, ょけこせくう ゅぇ おくっあっゃうゆっゃ けくおか ┲けさふっ. ′ぇしすぇかぇ めっ こぇせいぇ, ょけゃけもくけ ょせゅぇ ょぇ 
せこけいけさう せめぇおっ おぇおけ くうおけ けょ こさうしせすくうた くうめっ くうおぇょぇ つせけ くう いぇ ゅっくっさぇかぇ ╂けかっしおせぇ くう 
いぇ ぇゃぇくすせさうしすせ ╉ぇくょうめぇくぇ-‶けこっしおせぇ.  

╉くっゅうやぇ ╋ぇさうめぇ めっ ょけたゃぇすうかぇ いゃけくちっ, こさっしっおかぇ あぇきけさ せ ょゃけさぇくう う おかうきくせかぇ 
ゅかぇゃけき こっょうくすっさせ ╋うかうゃけめせ, てすけ めっ ぉうけ いくぇお ょぇ きけあっ ょぇ しっ ういくっしっ こけしかせあっやっ. 
╉さしすうゃけめ めっ こもっしくせけ させおぇきぇ う くぇおさぇすおけ しっ こけゃせおぇけ, ぇ ょゃけさぇくけき しせ しっ せしおけさけ 
さぇいきうかっかう こけしかせあうすっもう しぇ しさっぉさくうき けゃぇかうきぇ こさっこせくうき ょけきぇゆうた ふぇおけくうめぇ うい 
こっゆう, し さぇあやぇ う し さってっすおっ, せゅかぇゃくけき こっつっやぇ, せてすうこぇおぇ, ゆっゃぇこぇ, ふっゃさっおぇ う こさけめっ. 
„╂かっ おぇおけ しこさっすくけ くけしせ しゃっ すっ こめぇすっ“, こけきうしかう ゃっょさけ てめけさ ╋っょけ. 

╀かぇいくぇゃぇち せしすぇょっ う こさうふっ ╉さぇもうちう ╋ぇめちう. ╁ぇてっ こさっゃぇしたけょしすゃけ, せゃぇあっくぇ 
ゅけしこけふけ, くうおぇょ きう くうしすっ さっおかう おぇおけ しせ こけぉせやっくうちう こけしすせこうかう こさっきぇ ゃぇきぇ けくっ 
そっぉさせぇさしおっ くけゆう, こさっ くっおけかうおけ ゅけょうくぇ, おぇょ しせ ゃぇし いぇすっおかう in flagranti しぇ 
ょけきくうすけさけき ┿かっおしぇくょさけき, こさけいぉけさうけ めっ すうたけ. ╂ょっ しっ しぇょ ぉぇゃうすっ, ゅけしこけふけ, こけしかっ 
けょかぇしおぇ うい ╋けかょぇゃうめっ, せこうすぇけ めっ せつすうゃけ しっくうかくう ╂ぇゃさうかけゃうゆ, おけめう うき しっ こさうょさせあうけ 
せ さぇいゅけゃけさせ. ╂けしこけょうくっ ╂ぇゃさうかけゃうゆせ, すぇ ゃっゆ いくぇきけ ょぇ めっ おくっゅうやぇ ょけこせすけゃぇかぇ うい 
‶ぇさういぇ, けょゅけゃけさうけ きせ めっ せきっしすけ ╉くっゅうやっ ╋ぇめおっ ┸けゃぇく [うしすうゆ, こさうかぇいっゆう しぇ つぇてけき 
こっくせてぇゃちぇ せ させちう. ¨くょぇ しっ けおさっくせけ おくっゅうやう: ‶うすぇやっ めっ しぇきけ たけゆっ かう しっ こさっしっかうすう 
う せ 》ぇめょっかぉっさゅ いぇめっょくけ しぇ ちっかけき ょけきくうすけさけゃけき こけさけょうちけき? ╉くっゅうやぇ めっ けょさっいぇかぇ 
しゃうきぇ: ┿ いぇさ ゃぇし け すけきっ くっ ういゃってすぇゃぇ ゃぇて さけふぇお ╊ぇたけゃぇさう, けくぇ こさけすせゃぇ? ′ぇきっしくうちう 
いぇゆせすぇてっ, ぇ ╉くっゅうやぇ ╋ぇめおぇ いぇこけょっくせ さぇいゅけゃけさ しぇ てめけさ ╋っょけき, おけきっ しっ けょせゃっお 
つせょうかぇ てすけ めっ しぇ しゃけめうき けすきっくうき きぇくうさうきぇ, そうくけゆけき せ けこたけふっやせ う ぉかぇゅけき くぇさぇゃう 
こさうしすぇめぇけ ょぇ こさけゃけょう ゃさっきっ せ けゃけめ ゃせつめけめ おぇしぇぉう ゃうてっ くっゅけ くぇ てうさけおけき きけさせ. 
′ぇきっしくうちう しっ けおさっくせてっ おくっあっゃうゆせ, おけめう めっ せこさぇゃけ けぉめぇゃもうゃぇけ しゃうきぇ, ぇかう 
ゅかっょぇめせゆう しぇきけ せ ╀かぇいくぇゃちぇ: 》っ, ょさぇゅう きけめう, くっおぇ めっ しゃうきぇ くぇ いくぇやっ ょぇ めっ きけめ きぇめきせく, 
ょけしぇょ うくぇつっ こけょぇくうお [せしおっ うきこっさうめっ, しすせこうけ せ しぇあうすっもしすゃけ しさこしおけ う ょぇ めっ しこさっきぇく, 
おぇけ う ょさせゅう さけふっくう ]さぉう, しぇゃっしくけ こさうょさあぇゃぇすう しっ せしすぇゃぇ いっきぇもしおけゅ いぇおけくぇ う 
せさっょぉぇ, しかせてぇすう ゃかぇしすう いっきぇもしおっ う ′ぇきぇ かうつくけ こけおけさぇゃぇすう しっ, すぇおけ きせ ╀けゅ 
こけきけゅぇけ!  

╂けしすう しっ いゅかっょくせてっ. ╀かぇいくぇゃぇち めっ, しきさおくせす, ゆせすぇけ. ╉くっあっゃうゆ こけゅかっょぇ せ きぇめおせ 
う さぇいゃせつっ せしくっ せ けしきった. ╆ぇすうき こけつってっ ょぇ しっ けしきったせめせ こさゃけ おくっあっゃう せめぇちう, こぇ 
╉くっゅうやぇ ╋ぇめおぇ う くぇめいぇょ ┸けゃぇく ╂ぇゃさうかけゃうゆ, おけめう くうめっ ょけぉさけ くう つせけ てすぇ めっ おくっい 
さっおぇけ. ╇ けょぇいうゃぇ しっ くぇ うきっ ╅けさあ, ょけょぇょっ おくっあっゃうゆ. [うしすうゆ しっ いぇこぇやうけ: ¨すおぇょ すけ, 
おくっあっ? ¨ょ こさっ くっおう ょぇく. ┿ こけてすけ めっ けゃぇおけ ちさく, うきぇ う くぇょうきぇお – ╅けさあ かっ ′けぇさ! 
〉しかっょうかぇ めっ こぇせいぇ, おけめぇ めっ ょけぉさけょけてかぇ きっきけぇさうしすうきぇ う くっこけしさっょくうき しゃっょけちうきぇ ょぇ 
けゃぇめ すさっくせすぇお おぇしくうめっ うしすぇおくせ せ しゃけめうき ぉっかっておぇきぇ う ょくっゃくうちうきぇ. ‶ぇせいぇ めっ ぉうかぇ う 
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ょけぉさぇ こさうかうおぇ ょぇ くぇきっしくうちう けちっくっ ょぇ かう めっ せ こうすぇやせ てぇかぇ うかう いぉうもぇ. ]ゃっ せ しゃっきせ, 
けゃぇ けぉめぇゃぇ けしすぇゃうかぇ うた めっ せ くっきけき つせふっやせ. 

]ゃうめっすかう おくっあっ, こさっおうょっ くっこさうめぇすくせ すうてうくせ てめけさ ╋っょけ こけてすけ めっ うしこうけ めけて 
めっょくせ おせこうちせ かうおっさぇ う しぇゃかぇょぇけ めっょぇく こけゃっゆう ぉけおせく こうかっゆっ めっすさうちっ せゃうめっくっ せ すぇくおせ 
てくうすせ ょけきぇゆっゅぇ かぇさょぇ, ぇおけ めっ ゃっゆ こさうきもっく せ しさこしおけ こけょぇくしすゃけ, いぇせたぇさ ぉう ぉうかけ 
いくぇすう う つうきっ しっ ぉぇゃう. 》っ, うきぇゆせ すけ せ ゃうょせ, けょゅけゃけさうけ めっ ゃっしっかけ おくっあっゃうゆ, せ つうめっき しっ 
ゅけゃけさせ けょきぇかっくぇ せしぇょうかぇ すぇ せいさっつうちぇ „たっ“. ‶けいゃぇけ めっ こっょうくすっさぇ ょぇ こけくせょう こうゆっ, 
こさっょぇめせゆう しっ こけうゅさぇゃぇやせ しぇ ╅けさあけき かっ ′けぇさけき おけめう しっ こさっきっしすうけ せ やっゅけゃけ おさうかけ. 
‶っょうくすっさ ╋うかうゃけめ しっ こけおかけくうけ: ╉うさぇしぇけ, ぉっくっょうおすうく?... [せき, ゃけすおぇ?... ╂けしこけょけ?... 

〈ぇおけ めっ, きけあっ しっ さっゆう, ちっけ ╀っけゅさぇょ うい こさゃっ させおっ しぇいくぇけ おぇおけ しせ きかぇょう ╋うかぇく 
う やっゅけゃぇ きぇすう ╋ぇさうめぇ くぇいゃぇかう おくっあっゃうゆっゃけゅ もせぉうきちぇ しぇ ╉ぇゃおぇいぇ. ╉ぇょ めっ したゃぇすうけ 
ょぇ めっ けゃけき こさうめっきせ すけ う ぉうけ おさぇめやう ちうも, てめけさ ╋っょけ めっ せしすぇけ, こけおかけくうけ しっ おくっあっゃうゆせ 
う やっゅけゃけめ しゃうすう う ういゅけゃけさうけ しっ ょぇ きけさぇ けすうゆう せ おやうあぇさくうちせ おけょ ╁ぇかけあうゆぇ, おけめう 
きせ めっ けしすぇゃうけ めっょぇく こさうきっさぇお ╂かぇしくうおぇ ]さこしおけゅ せつっくけゅ ょさせてすゃぇ しぇ ょせゅけ けつっおうゃぇくけき 
„╀うぉかうけゅさぇそうめけき しさこしおっ う たさゃぇすしおっ おやうあっゃくけしすう“ ]すけめぇくぇ ′けゃぇおけゃうゆぇ. ╆ぇすうき めっ 
ういうてぇけ うい しぇかけくぇ. ╀うけ めっ せゃっさっく ょぇ せ やっきせ けしすぇゃもぇ けゃけゅ ょっつぇおぇ ゃっゆ くぇ こさぇゅせ 
いさっかけしすう, こけ ちっけ ょぇく けおさせあっくけゅ いぇゃうょもうゃちうきぇ う いかけぉくうちうきぇ, あっもくけゅ こぇあやっ う 
もせぉぇゃう おけめせ きせ きぇめおぇ くうおぇょ くうめっ ょけおさぇめぇ こさせあうかぇ, ぉっい うゅょっ しゃけゅぇ ょけ ぉけつくっ しゃけめすっ う 
すさっゆうた おけかっくぇ. 

╉ぇょ しせ しっ ゅけしすう きぇかけ いぇかけあうかう う いぇゅさっめぇかう, ╉さぇもうちぇ ╋ぇめおぇ こさっょかけあうかぇ めっ 
おくっあっゃうゆせ ょぇ, おぇおけ う こさうかうつう, こけゃっょっ „]さぉうめぇくおせ“ う けくょぇ こさっこせしすう ゅけしすうきぇ ょぇ 
けょうゅさぇめせ こけくっおせ こけかおせ うかう おけすうもけく. ╇ゅさぇくおぇ しっ, こさけすうゃくけ けつっおうゃぇやうきぇ, 
こさけょせあうかぇ ょけ ょせぉけおけ せ くけゆ. 
 

* 
 

]せすさぇょぇく めっ けょ しうくけゆやっ たぇかぇぉせおっ けしすぇけ しぇきけ けょめっお せ せてうきぇ.  
╁っゆ せ さぇいょぇやっ おくっゅうやぇ きぇめおぇ しっ しこぇおけゃぇかぇ う けすこせすけゃぇかぇ いぇ ‶ぇさうい. 〉めぇちう しせ 

しっ ょうゅかう う おさっくせかう せ ╀せおせさってす けおけ こけょくっ. ‶さうこさっきっ いぇ しせすさぇてやせ こさけしかぇゃせ 
おくっあっゃうゆっゃけゅ さけふっくょぇくぇ ゃっゆ しせ ぉうかっ けぉぇゃもっくっ: さぇくけ ういめせすさぇ けゃせ ゃっかうおせ う こけ ]さぉうめせ 
ゃぇあくせ しゃっすおけゃうくせ けゅかぇしうゆっ すけこけゃう しぇ ぉっけゅさぇょしおけゅ ゅさぇょぇ, ぇ いぇすうき ゆっ しっ しゃっつぇくぇ 
こけゃけさおぇ しぇ おくっあっゃうゆっき くぇ つっかせ, せ こさぇすやう くぇきっしくうおぇ う っしおぇょさけくぇ おけやぇくうおぇ 
ぉっけゅさぇょしおっ くぇさけょくっ ゃけめしおっ, せこせすうすう せ ]ぇぉけさくせ ちさおゃせ ゅょっ ゆっ きうすさけこけかうす しさこしおう 
╋うたぇうかけ ┸けゃぇくけゃうゆ しかせあうすう しかせあぉせ ╀けあめせ う ういゅけゃけさうすう ぇさたうこぇしすうさしおせ ぉっしっょせ おけめぇ 
ょけかうおせめっ いくぇつぇめせ ょけゅぇふぇめぇ. ′ぇさけょ ゆっ しっ こけ けぉうつぇめせ せ ゃっかうおけき ぉさけめせ すうしおぇすう うしこさっょ 
ちさおゃっ めっさ せくせすさぇ くっゆっ ぉうすう こさうこせてすっく う ぉかぇゅけょぇさうゆっ ]ゃっゃうてやっき てすけ うき めっ 
ぉかぇゅけういゃけかっけ こけょぇさうすう しさっゆせ う こさうかうおせ ょぇ ういぉかういぇ ゃうょっ ╉くっいぇ う つせめせ いゃけくぇ おけめぇ 
けゅかぇてぇゃぇめせ ょぇく さけふっやぇ やうたけゃけゅ しゃっすかけゅ ゃかぇょぇさぇ, てすけ しせ あうゃう う いょさぇゃう せ きうさせ う 
ぉかぇゅけしすぇやせ う てすけ ゅぇいっ こけ たさうてゆぇくしおけめ いっきもう ゅょっ ]さぉうく おさしすう う しすけかせめっ う ゅょっ ゆっ, 
ょぇけ ╀けゅ う しさっゆぇ めせくぇつおぇ, せしおけさけ こさっおさしすうすう う 〈せさつうくせ. ╆ぇすうき ゆっ しっ ┺っゅけゃぇ 
]ゃっすかけしす, こけ しゃさてっくけめ しかせあぉう う ぉかぇゅけょぇさっやせ, ゃさぇすうすう せ ょゃけさ ゅょっ ゆっ, けおさせあっく 
くぇきっしくうちうきぇ, こさうきぇすう つっしすうすぇやっ けょ こさうしせすくけゅ ょうこかけきぇすしおけゅ すっかぇ, きうすさけこけかうすぇ, 
つかぇくけゃぇ ╃さあぇゃくけゅ しぇゃっすぇ う しゃうめせ ゃうてうた う くうあうた くぇょかってすぇゃぇ, おぇけ う こさっょしすぇゃくうおぇ 
╀っけゅさぇょしおっ けこてすうくっ. ╆ぇ すけ ゃさっきっ, うしこさっょ ょゃけさぇ ょっそうかけゃぇゆっ さっょけゃくぇ う くぇさけょくぇ 
ゃけめしおぇ, こさぇゆっくぇ おけさぇつくうちぇきぇ ゃけめくうつおっ ぉぇくょっ.  
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╀かぇいくぇゃぇち めっ う けゃけゅぇ こせすぇ, ょぇく せけつう さけふっくょぇくぇ, せしこっけ ょぇ さぇしすっさぇ 
おくっあっゃうゆっゃせ ゃかぇておせ さけょぉうくせ, こけてすけ うき めっ ういょっめしすゃけゃぇけ ぇせょうめっくちうめせ おけょ くっょぇゃくけ 
こけしすぇゃもっくけゅ させきせくしおけゅ ょうこかけきぇすしおけゅ ぇゅっくすぇ せ ]さぉうめう ┸けぇくぇ ╉ぇくすぇおせいうくぇ. ╉ぇょ しっ 
こけしかっ させつおぇ う こけしかせゅぇ こけゃせおかぇ, ぇ ╋っょけ おさっくせけ せ ゃぇさけて, おくっあっゃうゆ めっ けしすぇけ しぇき 
しぇきちぇす せ しゃけき ゃっかうおけき ょゃけさしおけき しぇかけくせ.  

╉けさぇつぇめせゆう こさっきぇ 〈っさぇいうめぇきぇ, てめけさ ╋っょけ めっ ゅせくふぇけ しっぉう せ ぉさぇょせ: „╆ぇきけきつうけ 
しっ ぇ ぉっい うゅょっ うおけゅぇ, ぉっい ぉかうあやっゅぇ しゃけゅぇ, ぉっい さけょうすっもぇ う こさうめぇすっもぇ. ¨くぇおけ しきうさっく 
おぇおゃけゅ ゅぇ くぇめつってゆっ う いぇすっおくっき う けしすぇゃうき, うくけおけしぇく う めっょくけうきっく おぇおけ きぇかけ おけ けょ 
やっゅけゃうた ゃさてやぇおぇ. ]ぇ くっおけかうおけ かぇおっめぇ う ぇふせすぇくぇすぇ おけめう しっ けょ こせしすぇ ゃさうきっくぇ せ さぇょくっ 
しぇすっ う てうてぇめせ う めっょせ う しこぇゃぇめせ う こさっしゃかぇつせ う おけちおぇめせ う こさうきぇめせ こけゃぇいょぇく こけ しゃけめうき 
おぇきぇさぇきぇ う つっおぇけくうちぇきぇ... ╃さあう せ おさうかせ けくけ あうゃうくつっ, きうしかうて くっ そぇすうゅぇ くうてすぇ 
う くっ いくぇょっ ょぇ ぉっおくっ, ぇ けく ゃっゆ こさけつうすぇけ ╋ぇおうめぇゃっかうめぇ う ╉かぇせいっゃうちぇ. ¨ おかぇしうちうきぇ ょぇ 
う くっ ゅけゃけさうき. ]っょう しぇ すうき つせょけき くぇ さぇきっくせ う つうすぇ! ]ぇき おぇおけ こけおうしけ ぉさぇゃぇち こけょ 
おせこうめっさすけき ゅかせゃけゅぇ ょゃけさちぇ! ┿ てすけ ぉう ょさせゅけ!... ′うめっ けく ゃうてっ いぇ うゅさせ う てぇかせ, ょさせゅっ 
きせ しっ きうしかう こけ ゅかぇゃう きぇくすさぇめせ!...“  

┿ ょっつぇお めっ しっょっけ し こさうゃうょくうき きうさけき おけめう めっ ぉうけ こけしかっょうちぇ こさうゅせてっくっ すせゅっ 
こけきってぇくっ し ゅくっゃけき う くっきけゆう, しぇきけ せ ょさせてすゃせ しゃけゅ きかぇょけゅ しぇめきうさぇ せ おさうかせ, ぉっい 
くぇきっしくうおぇ, きぇめおっ う ぉぇぉっ せ っゃさけこしおうき たぇもうくぇきぇ う しさこしおけめ くけてやう, ういゃぇく ゃさっゃっ 
さぇいゅぇもっくうた ゅけしすうめせ せ めっかっちうきぇ う し すっこっかせちうきぇ, ょぇかっおけ けょ くぇこせょさぇくうた いせかせそぇ, 
いかぇすくうた ちゃうおっさぇ う おさうしすぇかくうた つぇてぇ, つぇお う ぉっい こっょうくすっさぇ ╋うかうゃけめぇ ょぇ きせ ょせゃぇ 
いぇゃさぇす. 』っすおけき けょ おけやしおっ ょかぇおっ せ させちう ┺っゅけゃぇ ]ゃっすかけしす, おくっあっゃうゆ ╋うかぇく 
¨ぉさっくけゃうゆ IV, ぉさうあもうゃけ めっ つってもぇけ ちさくけ おさいくけ ╅けさあぇ かっ ′けぇさぇ う さけくうけ おさせこくっ 
しせいっ.  
 



82 

КАО НЕКИ ИЗГУБЉЕНИ НАКИТ 
У МРАКУ 

 

одломак из романа Есторијал 
 
 

 
 
 

¨きぇあ こっしくうおせ 
 

〉 すせふけめ いっきもう, ゅょっ つけゃっお すっておけ くぇふっ し おうき 
ょぇ こけょっかう くっゃけもせ, ゃっいっ しっ しすゃぇさぇめせ ぉさいけ う かぇおけ. 
╇いぉっゅかうちっ, こけすうてすっくう もせょう, しくうしたけょもうゃう, 
こさうめぇすっもっ しっ う ぉさぇすうきっ しぇ しゃぇおうき おけ うき こさうふっ.  

╋うかけて 『さやぇくしおう う あっくぇ きせ, ゅけしこけふぇ 
╁うょぇ さけふっくぇ [せあうゆ, けゃょっ しせ ゃっゆ こさっおけ すさう 
きっしっちう: あうゃっ くっういゃっしくうき あうゃけすけき, けょ ょぇくぇし ょけ 
しせすさぇ, けおさっくせすう しぇきう しっぉう う けぉせいっすう 
くっこさっおうょくけき いっぉやけき ょぇ しっ しぇ けゃけゅ こせすけゃぇやぇ 
くうおぇょぇ くっゆっ おせゆう ゃさぇすうすう. ╋うかけて めっ せ しゃけめ 
ょくっゃくうお いぇぉっかっあうけ, ょぇ くっ いぇぉけさぇゃう: 

╁っゆうくぇ しゃっすぇ せ ╄てすせさうかせ しせ ┸っゃさっめう, 
おけめう, ぉっあっ けょ ′っきぇちぇ う くぇこせてすぇめせ ╄ゃさけこせ. ¨くう 
しせ ぉけゅぇすう, ぇかう すっておう う ぉけかってもうゃう. ╉ぇょ きっ つせめせ ょぇ ゅけゃけさうき くっきぇつおう, こさうかぇいっ きう, 
う しっょうきけ くぇ おかせこう. ‶さうつぇめせ きう おぇおけ しせ うた こもぇつおぇかう, こせすっき, う すってっ しっ, ょぇ ゆっ, ぇおけ 
′っきちう せふせ せ 【こぇくうめせ, ょけゆう っくゅかっしおぇ そかけすぇ, ょぇ くぇし しこぇしっ. ╃うさもうゃう しせ きっふせ やうきぇ 
きってぇくちう, こぇさけゃう, おけめう しっ くっ くぇこせてすぇめせ. 』っしすけ めっ きせあ ┸っゃさっめうく う うきぇ あっくせ 
たさうてゆぇくおせ, うかう めっ きせあ たさうてゆぇくうく う くっゆっ ょぇ けしすぇゃう あっくせ, ┸っゃさっめおせ. 〈う こぇさけゃう しっ 
おさっゆせ こけ こぇさおせ せきけさくけ う しっょっ ゆせすおっ, せ たけすっかせ. 

╋う しきけ しっ くぇさけつうすけ しこさうめぇすっもうかう しぇ めっょくうき こぇさけき ╀っつかうめぇ, おけめう めっ ゃさかけ 
うきせゆぇく, けつうゅかっょくけ, ぇかう おけめう しっ, いぇ しゃっ ゃさっきっ, くうおぇょ くうめっ くぇしきっめぇけ. 』けゃっお めっ ゃうしけお, 
しすぇしうす, っかっゅぇくすぇく, ぇ あっくぇ せきけさくぇ, しぇ ぉけさぇきぇ くぇ かうちせ, う けしすぇすおけき ゃっかうおっ 
かっこけすっ せ しすぇしせ. 

╋せておぇさぇち, きかぇふう, さぇいゅけゃけさくうめう う きぇやっ こさっょぇす しせょぉうくう くっゅけ けくぇ, ょぇくぇし しっ 
こさうょさせあうけ ╋うかけてせ くぇ おせこぇやせ せ きけさせ. ╃けお きせあっゃう こかうゃぇめせ, あっくっ しっょっ せゃさた あぇかぇ: 
╁うょぇ つうすぇ, ぇ ╀っつかうめおぇ, いぇゃぇもっくぇ せ かっあぇもちう, こけょ ゃっかうおうき しかぇきっくうき てってうさけき, おぇけ 
くêきぇ, ゅかっょぇ いっかっくうき けつうきぇ こさぇゃけ こさっょぇ しっ. 

′ぇこさっょ, うい ょぇもうくっ, こさっおけ きけさぇ, しせさけゅ う くっこさけいうさくけゅ, こせすせめせ すぇかぇしう う くぇ 
しゃけめうき たさぉぇすうきぇ くけしっ ぉっかっ おさっしすっ. 〉 いぇかうゃ せかぇいっ さぇいゃせつっくう せ すぇくおっ, ぉかぇゅけ ういゃうめっくっ 
かせおけゃっ, おぇけ ょぇ おかういっ. 【すけ めっ ぉかうあっ おけこくせ ゃぇか しっ しゃっ ゃうてっ こけょうあっ, ょぇ ぉう しっ, くぇょけきぇお 
けぉぇかっ, すぇきけ ゅょっ こけつうやっ こかうゆぇお, こさけこっけ せ こさけいさぇつぇく せしこさぇゃぇく いっかっくおぇしすう いうょ う 
けょきぇた いぇすうき, せ すさっくせ おぇょ こけゃさてうくせ せいくっしっくっ ゃけょっ こけぉぇおさう しせくちっ, こさっかけきうけ こさっおけ 
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しっぉっ しぇきけゅぇ, しすさけこけてすぇけ う さぇいぉうけ せ ゅせしすせ こっくせ, おぇけ けょ きかっおぇ. ╇しすぇやっく, せいぇゃさっけ, くっゆっ 
しっ すせ いぇせしすぇゃうすう. ′ぇしすぇゃうゆっ ょぇ こせいう こさっおけ あぇかぇ てすけ ょぇもっ きけあっ, しゃっ しこけさうめっ う 
しこけさうめっ, ょけお きせ しっ くっ うしちさこう しゃぇ しくぇゅぇ, う ょけお, こけしせしすぇけ, くっ おさっくっ ょぇ しっ こけゃかぇつう すぇきけ 
けょぇおかっ めっ ょけてぇけ, しぇ しけぉけき ゃせおせゆう しうすぇく てもせくぇお おけめう てせてすう おぇけ しうすくぇ おうてぇ おぇょ 
しうこう こけ かうきっくけき おさけゃせ. ]うゆせてくう けぉかせちう めっょくぇおけ しっ おけすさもぇめせ こけ あぇかせ, くぇこさっょ う 
くぇいぇょ, う くぇこさっょ う くぇいぇょ, せ さうすきせ すぇかぇしぇ, てすけ ょけかぇいっ, う けょかぇいっ, う ょけかぇいっ, う けょかぇいっ う 
ょけかぇいっ, しゃっ めっょくぇおけ… 

〉い しぇきせ かうくうめせ ょけ おけめっ ょけしっあせ すぇかぇしう, すぇきけ ゅょっ きけさっ ょぇくぇし くっ おゃぇしう こっしぇお, 
しすけめっ ょゃぇ こさうめぇすっもぇ すっお ういぇてかぇ うい けおっぇくぇ: ┿せしすさうめぇくぇち, ういょせあっく う しゃっすぇけ, 
しすぇかけあっくうた こけおさっすぇ, う 『さやぇくしおう, ゃっつうすけ くっきうさぇく つけゃっお けくうあっゅ しすぇしぇ, あうかぇゃ う 
こさっこかぇくせけ. ]せてっ しっ くぇ おぇしくけき しせくちせ う こさけきっくもうゃけき こさうけぉぇかくけき ゃっすさせ.  

— ╊っょっくけ めっ きけさっ ぇかう つっかうつう. ‶さっこけさぇふぇ う けしかけぉぇふぇ — いぇこけつっ ╋うかけて 
さぇいゅけゃけさ ちせこおぇめせゆう せ きっしすせ. ┿せしすさうめぇくぇち しぇきけ けょきぇたくせ ゅかぇゃけき.  

— ╆くぇすっ かう ゃっゆ おぇょぇ ゆっすっ けょぇゃょっ. ╇ おせょぇ? — ╋うかけて めっ いくぇけ ょぇ めっ すぇ きうしぇけ 
やっゅけゃけき こさうめぇすっもせ しぇょぇ くぇめぉかうあぇ しさちせ. 

— ′っ いくぇきけ めけて. ‶けおせてぇゃぇき ょぇ めっ くぇゅけゃけさうき ょぇ けょっきけ せ ┿そさうおせ. ′ぇぉぇゃうけ 
しぇき つぇお う おぇさすっ いぇ ぉさけょ. 〈ぇきけ めっ ぉかぇゅぇ おかうきぇ, ぉかぇゅけすゃけさくぇ いぇ いょさぇゃもっ う かっこけ しっ う 
せょけぉくけ あうゃう. 〉 ╋けいぇきぉうおせ ぉうしきけ きけゅかう う しすぇさけしす ょけつっおぇすう. ′っ ぉうしきけ ぉうかう しぇきう. 
〈ぇきけ こけしすけめう おけかけくうめぇ ╄ゃさけこもぇくぇ, きけさぇ ぉうすう くっおけゅぇ きぇおぇさ きぇかけ くぇかうお くぇきぇ. 
]すっおかう ぉうしきけ, ゃぇもょぇ, おさせゅ こさうめぇすっもぇ.... — ゅけゃけさうけ めっ ┿せしすさうめぇくぇち. 

— ╇? 
— … ¨くぇ くっ あっかう... ╉ぇあっ ょぇ しきけ しっ ゃっゆ ょけしすぇ しきせちぇかう. ╉ぇあっ: ぉうかう しきけ せ 

╃せぉさけゃくうおせ, せ ╇すぇかうめう, せ 《さぇくちせしおけめ, せ 【こぇくうめう, う しぇょ めけめ めっ, こけしかっ てっしす きっしっちう せ 
‶けさすせゅぇかせ, しゃっ いぇめっょくけ ょけめぇょうかけ. ′っゆっ ゃうてっ. ╁っかう ょぇ くっきぇ しくぇゅっ. 

— ┿ てすぇ ぉう こけ やけめ ぉうかけ くぇめぉけもっ つうくうすう? 
— [ぇくうめっ めっ せゃっお いくぇかぇ てすぇ たけゆっ, ぇ めぇ しぇき めっ せゃっお こさぇすうけ. ]ぇょぇ いくぇ しぇきけ てすぇ 

くっ あっかう. ╋けめっ こさっょかけゅっ う くっ しかせてぇ... 
— ′せょう かう おぇおゃけ さってっやっ? 
— ′っ くせょう... ╆ぇこさぇゃけ, くうめっ うしすうくぇ, くせょう… ‶さっょかぇあっ きう ょぇ ういゃさてうきけ 

しぇきけせぉうしすゃけ.  
— ┿た, あっくっ. 〉ゃっお ぉう あっかっかっ ょぇ せきさせ しっくすうきっくすぇかくけ, おぇけ ゅかせきうちっ…. 
‶けきっく しきさすう くぇ おさぇすおけ うた めっ けぉけめうちせ せゆせすぇけ, いぇきうてもっくっ. ‶さゃう しっ けゅかぇしうけ 

╀っつかうめぇ: 
— ┸ぇおけ めっ けしすぇさうかぇ う あうゃけす し やけき ゃうてっ くうめっ ゃっしっけ... ┸せすさけき こかぇつっ, きっくう しっ 

しおけさけ つうくう ょぇ こかぇつっ しぇ せあうゃぇやっき. ╆ぇすけ おけさぇつぇき おさぇめ やっ ぉっい しきったぇ, ぇかう う ぉっい すせゅっ. 
╋うかけて めっ ゆせすぇけ. 【すぇ くぇ すけ さっゆう? ╁うょうお めっ ぉうけ こせく ゅぇかっぉけゃぇ. ╊っすっかう しせ くぇょ ゃけょけき う 
こかせすぇかう せ けょしめぇめせ しせくちぇ け ぉっいきっさくけ, さぇゃくけ きけさっ. 

— ┿おけ めっ ょけ しぇょぇ くうしぇき くぇこせしすうけ, くっゆせ くう しぇょぇ — くぇしすぇゃうけ めっ ╀っつかうめぇ, おぇけ ょぇ 
しっ こさぇゃょぇ. 

— ┿おけ ゃぇき めっ いぇ せすったせ, くう きう くっ いくぇきけ てすぇ くぇき めっ せしせょ くぇきっくうけ, くうすう めぇ 
きうしかうき しゃけめせ ╁うょせ くぇこせてすぇすう — こけおせてぇゃぇけ めっ ょぇ さぇいゅけゃけさ せつうくう きぇおぇさ きぇかけ きぇやっ 
すっゅけぉくうき.  

— ╇しおさっくけ… くうつっゅぇ きう くうめっ すぇおけ あぇけ おぇけ しっぉっ しぇきけゅ — いぇおもせつう ┿せしすさうめぇくぇち.  
╋うかけて すせ こけくけゃけ くっきぇょっ てすぇ ょぇ おぇあっ. ¨ょ けゃぇおゃうた うしこけゃっしすう, うしおさっくうた う 

すっておうた, せ ょせてう せゃっお けしすぇくっ きせつくうくぇ う いぇきけさ くっおぇおぇゃ. 
′ぇかっすう ゃっすさぇ ゃうめぇかう しせ つっしすうちっ こっしおぇ こけ けぉぇかう, し こせつうくっ しせ ょけくけしうかう 
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かっぉょっゆっ けぉかぇつうゆっ きけさしおっ こっくっ, ぇ やうきぇ ょゃけめうちう けすおうょぇかう さっつう うい さっつっくうちぇ, おぇけ くぇ 
かぇふう. ╋けさぇかう しせ しっ くぇこさっいぇすう う おぇょぇ ゅけゃけさっ う おぇょぇ しかせてぇめせ. 〉きけさくう, けこうめっくう けょ 
きけさしおけゅ ゃぇいょせたぇ, せゆせすぇてっ. ╋うかけて めっ こけしきぇすさぇけ こかぇあせ.  

′ぇ こっしおせ, くっょぇかっおけ めっょくう けょ ょさせゅうた, しっょっかっ しせ ょゃっ こけさけょうちっ. ┸っょくぇ ぉってっ 
くっきぇつおぇ: きせあ, あっくぇ, ょぇょうもぇ う すさけめっ しうすくっ ょっちっ. [けょうすっもう しせ しっ しせくつぇかう ぇ ょっちぇ, しゃせょ 
めっょくぇおぇ, ゃぇもぇかぇ しせ しっ, こけかせゅけかぇ, こけ こっしおせ. ¨くけ くぇめしすぇさうめっ めっ, こけょぇもっ けょ ゃけょっ, いょせてくけ 
いうょぇかけ おせかっ う けすおけこぇゃぇかけ ょせぉけおっ てぇくつっゃっ. 〈っ やっゅけゃっ ゅさぇふっゃうくぇ けしせふっくっ しせ くぇ 
おさぇすぇお ゃっお. ′っしすぇゆっ ゃっゆ すけおけき くぇしすせこぇめせゆっ くけゆう おぇょ きけさっ くぇょけふっ こかうきけき う こけこかぇゃう 
うた. ╉ぇょ しせすさぇ くぇょ ╄しすけさうかけき ゅさぇくっ しせくちっ, くぇ きっしすせ ゅょっ しせ しぇょぇ やうたけゃう いぇきおけゃう けょ 
こっしおぇ う あぇかけ ういさけゃぇくけ もせょしおうき おけさぇちうきぇ う うてぇさぇくけ すさけこさしすうき すさぇゅけゃうきぇ 
ゅぇかっぉけゃぇ, けしゃぇくせゆっ させきっくぇ こけゃさてうくぇ, ぉっい うめっょくけゅ くぇぉけさぇ, おぇけ いぇすっゅくせす ゃけめくうつおう 
おさっゃっす. 

′ぇ くっおけかうおけ おけさぇおぇ けょ やうた, しっょっかけ めっ ょっすっ, こけ けょけさう しっ ゃうょっかけ, めっゃさっめしおけ, ぇ 
かっこけ, こかぇゃけおけしけ おぇけ ょぇ くうおぇょぇ くっゆっ こけさぇしすう. ╀けしけくけゅけ, ぇかう せ けょっかせ, たけょぇかけ めっ おさけすおけ 
う ゅけゃけさうかけ すうたけ. ′うめっ ぉうかけ しぇきけ, うゅさぇかけ しっ し きぇかっくけき あせゆおぇしすけき おせめうちけき, くぇかうお 
かうしうちう.  

┸っょくう せい ょさせゅっ, おぇけ ょぇ しっ きっふせしけぉくけ くうしせ こさうきっゆうゃぇかう. ╇ めっょくう う ょさせゅう, 
こけょめっょくぇおけ しせ ういぉっゅぇゃぇかう しゃぇおう しせしさっす う ょけょうさ. ╇ ょっちぇ. 』ぇお しっ くう こしっすけ, くっさぇいせきくう 
しすゃけさ おけきっ しゃぇつうめぇ こぇあやぇ こけょめっょくぇおけ こさうめぇ, くうめっ けょゃぇめぇかけ けょ しゃけゅ ょっつぇおぇ くうすう しっ 
せきうもぇゃぇかけ うおけきっ けしうき やっきせ. 

] ょさせゅっ しすさぇくっ, きぇかけ ょぇもっ, せい しぇきっ すぇかぇしっ, ゅさせこぇ ╄くゅかっしおうやぇ. ╃けてかっ しせ うい 
しゃうた いっきぇもぇ ╄ゃさけこっ う ┿いうめっ う しかっゅかっ しっ すせ くぇ せしこせすくけめ しすぇくうちう せ けつっおうゃぇやせ ょぇ うた 
ゃさぇすっ せ けすぇりぉうくせ. ╉け ゅけょ ょぇ せ けゃけき さぇすせ ぉせょっ こけぉっょうけ, ぇ おさぇめ きせ しっ う くっ くぇいうさっ, すけ 
くっゆっ ぉうすう けくっ. ¨くっ しせ, ゃっゆ しぇょぇ, しぇしゃうき ういゃっしくけ, こけさぇあっくっ. ′っおっ しせ ういゅせぉうかっ おせゆせ う 
こけさけょうちせ, ゃっゆうくぇ しこけおけめ う しぇく. ╉ぇょゅけょ うきぇ くっおけ おけ めっ しこさっきぇく ょぇ うた しぇしかせてぇ, 
こさうこけゃっょぇめせ おぇおけ しせ ゅかっょぇかっ ┸ぇこぇくちっ おぇおけ しうかせめせ, こさけぉぇょぇめせ, せぉうめぇめせ. ¨くっ あうゃっ, せ 
すせふけめ いっきもう, おぇおけ きけゅせ, けょ しおさけきくっ こけきけゆう おけめせ うき ょぇめっ やうたけゃけ こけしかぇくしすゃけ. 
〈せきぇさぇめせ, おぇけ きせゃっ ぉっい ゅかぇゃっ; つっおぇめせゆう, ぇ くっ いくぇめせ ょけおかっ ゆっ しっ すぇおけ こぇすうすう, ぉっい うおけゅぇ 
しゃけゅぇ, いぇ おけ いくぇ つうめう さぇつせく. ╇きぇ きっふせ やうきぇ う ょっちっ, せゅかぇゃくけき しうくけゃぇ う おゆっさう 
けそうちうさぇ ぉさうすぇくしおっ おけかけくうめぇかくっ ゃけめしおっ くぇ こせすけゃぇやせ うい こさっおけきけさしおうた すっさうすけさうめぇ 
おぇ きぇすうつくけめ いっきもう せ おけめけめ ょけぉぇさ ょっけ やうた くうおぇょぇ くう ぉうけ くうめっ うかう めっ しっ くっ しっゆぇ. 
╁っゆうくぇ うた くっ いくぇ ゅょっ しせ やうたけゃう, う ょぇ かう しせ せけこてすっ あうゃう, ょぇ かう しせ くぇ しうゅせさくけき うかう 
しせ うき けつっゃう くぇ そさけくすせ ぇ きぇめおっ, きけあょぇ, せ かけゅけさうきぇ, こけ きぇかぇさうつくうき, すさけこしおうき 
いっきもぇきぇ, いぇすけつっくっ.  

┸っょくぇ けょ やうた, こけいくぇくうちぇ し こかぇあっ, こさうてかぇ めっ 『さやぇくしおけき ょぇ しっ こけいょさぇゃう こさっ 
くっゅけ てすけ ゆっ いぇゅぇいうすう せ きけさっ. ╋かぇょけ ょっゃけめつっ, けそうちうさしおぇ おゆう, けぉっいょけきもっくぇ, 
くっせすってくぇ. ′っ こかぇつっ, すぇおぇゃ めっ すけ くぇさけょ, すっあぇお くぇ しせいせ, ぇかう しせ めけめ, あせょくけめ こけさけょうちっ, 
けつう こけゃぇいょぇく こせくっ こさうゅせてっくっ すせゅっ. ┿ しぇょぇ, っくけ めっ, こさっこけさけょうかぇ しっ せ きけさせ; こさっゃさゆっ 
しっ こけ すぇかぇしうきぇ, こけょゃさうしおせめっ けょ しすせょっくう, ょけいうゃぇ こさうめぇすっもうちっ, おせさぇあう うた ょぇ う けくっ いぇ 
やけき せ ゃけょせ せふせ. 〈ぇおけ, ゃっょさぇ う くぇしきっめぇくぇ, きぇおぇさ くぇ おさぇすおけ いぇぉけさぇゃもぇ ょぇ くっ いくぇ ょぇ かう 
めっ しぇきぇ くぇ しゃっすせ.  

‶さゃう めっ こさけゅけゃけさうけ ╋うかけて, くぇこけかぇ しっ けぉさぇゆぇめせゆう しぇゅけゃけさくうおせ, くぇこけかぇ 
しさっふせめせゆう しけこしすゃっくっ きうしかう. 

— ╆くぇすっ, きうしかうき おぇおけ しゃっ けゃけ けおけ くぇし, すけ ゃうてっ くうしせ あうゃっ あっくっ う もせょう, くっゅけ 
くっおぇおゃっ しっくおっ... くっきけゆくっ, くっめぇおっ ... しっすくっ...  

╀っつかうめぇ ゅぇ せこうすくけ こけゅかっょぇ, ぇ けく くぇしすぇゃう ょぇ けぉめぇてやぇゃぇ: 
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— ┸せつっ しぇき さぇいゅけゃぇさぇけ しぇ めっょくうき くっきぇつおうき こせおけゃくうおけき, しうゅせさくけ しすっ ゅぇ 
いぇこぇいうかう, おさせこぇく つけゃっお, ゅけしこけょしおけゅ ょさあぇやぇ けゃょっ めっ こさう やうたけゃけめ ゃけめくけめ きうしうめう.... 
¨く めっ うい 》ぇきぉせさゅぇ, こさっ さぇすぇ めっ ぉうけ せくうゃっさいうすっすしおう こさけそっしけさ おやうあっゃくけしすう, ぇ かっすぇ 
めっ こさけゃけょうけ せ ¨こぇすうめう こぇ いくぇ う こけくっおせ くぇてせ さっつ. 【っすぇかう しきけ あぇかけき. ′ぇ こっしおせ しぇき 
くぇうてぇけ くぇ しおさたぇくけ おさうかけ めっょくけゅ ゅぇかっぉぇ. ¨く きっ めっ こうすぇけ おぇおけ しぇき. ╁っかうき きせ: „╉ぇおけ 
ょぇ ぉせょっき? ′うおけきっ くっ こさうめぇ あうゃけす せ ういぉっゅかうてすゃせ. ╇てぇけ ぉうた おせゆう, ぇ くっきぇき おせょぇ.” 
‶うすぇけ きっ おぇおけ しせ きけめう. [っおぇけ しぇき きせ „┸ぇせお う ゅさけぉもっ めっ くぇさけょ きけめ“ くけ すけ やっきせ くうめっ 
ぉうかけ ょけゃけもくけ. [っおぇけ しぇき きせ, すっておぇ しさちぇ, けくけ てすけ しぇき つせけ けょ さぇすくうた ぉっゅせくぇちぇ ょぇ しっ 
せ きけめけめ いっきもう ょけゅぇふぇ: け さぇいさせてっくけめ こさっしすけくうちう, け しすさぇょぇやうきぇ, け いかけつうくうきぇ くぇょ 
ゅさぇふぇくしすゃけき, け けょきぇいょぇきぇ, ぉぇくょぇきぇ おけめっ おけもせ, け おさゃぇゃけき ぉさぇすけせぉうかぇつおけき さぇすせ... 
╃けお しぇき きせ ゅけゃけさうけ, けく めっ けょきぇたうゃぇけ させおけき う てぇこせすぇけ: „くっうく, くっうく, くっうく“ ぇ けくょぇ う 
くぇ くぇてっき めっいうおせ „くっ, くっ“. ¨ょぉうめぇけ めっ ょぇ こけゃっさせめっ う つうくうけ めっ しゃっ ょぇ こけおぇあっ ょぇ おさうゃやぇ 
いぇ いかけょっかぇ くうめっ やっゅけゃぇ, ょぇ, ぇおけ めっ くっおけ う おさうゃ, すけ めっ きけさぇ ぉうすう くっおけ ょさせゅう, きけあょぇ 
しâき あうゃけす, ぇかう くっ けく. ╃ぇ けく くうめっ いゃっさ. ‶けいゃぇけ きっ めっ ょぇ いぇめっょくけ こけしっょうきけ う つぇめ 
こけこうめっきけ, ぇかう くうしぇき きけゅぇけ ょぇ こさうたゃぇすうき. ╀うかけ きっ めっ しすさぇた ょぇ ぉう きう, ぇおけ ぉう きっ 
ゃうょっかう し やうきっ, ╄くゅかっいう きけゅかう せかぇいくせ ゃういせ せしおさぇすうすう. ╃させゅぇつうめっ ぉうた こさうたゃぇすうけ. 

 
* 
 

╂けさっ, せゃさた こってつぇくっ おけしっ, つっおぇかっ しせ うた しせこさせゅっ. ╆ぇすっおけてっ うた けくぇおゃっ おぇおゃっ しせ 
うた けしすぇゃうかう: ╁うょぇ めっ つうすぇかぇ, ╀っつかうめおぇ しっょっかぇ ぉっいゅかぇしくぇ, いぇゅかっょぇくぇ せ こせつうくせ. ╋ぇかけ 
こけてすけ しせ きせあっゃう しすうゅかう ╁うょぇ こけあっかっ ょぇ しっ こさけてっすぇ こかぇあけき. ┿せしすさうめぇくぇち しっ 
こけくせょう ょぇ めけめ くぇこさぇゃう ょさせてすゃけ. ¨ぉっゆぇてっ ょぇ ゆっ, くぇ こけゃさぇすおせ, ょけくっすう しかぇょけかっょぇ う 
けょけてっ. ╋うかけて う ╀っつかうめおぇ せ こかぇすくっくうき かっあぇもおぇきぇ, けしすぇょけてっ めっょくけ ょけ ょさせゅけゅ 
けきぇふうめぇくう けおっぇくけき こさっょ しけぉけき. 

— ╁う ゅけゃけさうすっ ょけぉぇさ くっきぇつおう — いぇこけょっくせかぇ めっ さぇいゅけゃけさ ゅけしこけふぇ くっ 
こけゅかっょぇゃてう せ しぇゅけゃけさくうおぇ.  

— ¨すぇち きう めっ ぉうけ ぇせしすさけせゅぇさしおう ょさあぇゃくう つうくけゃくうお. ╇てぇけ しぇき せ くっきぇつおっ 
ておけかっ う しかせあうけ せ ぇせしすさうめしおけめ ゃけめしちう — けぉめぇしくうけ めっ 『さやぇくしおう, せおさぇすおけ, ぇかう おぇおけ しっ 
ゆせすぇやっ けょせあうかけ, くっ ぉう かう こさっおうくせけ こさぇいくせ すうてうくせ, けく くぇしすぇゃう — ′うおぇょぇ くぇき 
くうしすっ こさうつぇかう け しゃけき あうゃけすせ こさっ さぇすぇ, せ ╀っつせ. 』うきっ しすっ しっ ゃぇし ょゃけめっ ぉぇゃうかう? 

— ¨く めっ ぉうけ けそうちうさ. ]かせあうけ めっ う いぇ ゃさっきっ 》うすかっさぇ — けょゅけゃけさうかぇ きせ めっ 
ゅけしこけふぇ ゅかっょぇめせゆう せ ょぇもうくせ. 

— ╆ぇさ!? — すけ いぇつせょう ╋うかけてぇ — ̈ こさけしすうすっ くぇ うくょうしおさっちうめう, ぇかう きうしかうけ しぇき 
ょぇ しせ ゃぇし こさけゅぇやぇかう おぇけ ┸っゃさっめっ?  

— ¨く うきぇ めっゃさっめしおっ おさゃう, ぇかう ょぇかっおけ. ┸ぇ しぇき ┸っゃさっめおぇ う こけ きぇすっさう う こけ けちせ —
けょゅけゃけさうかぇ きせ めっ けくぇ. ¨こっす くぇしすせこう きせお. ╆ぇすうき しっ くっけつっおうゃぇくけ けおさっくせ こさっきぇ やっきせ 
う ういさっつっ: 

— [っちうすっ きう くってすけ け しっぉう? 
‶け こさゃう こせす すけゅ ょぇくぇ ゅぇ めっ こけゅかっょぇかぇ. ¨つう しせ めけめ くけしうかっ くっおせ すぇきせ. 
— ╃けくっょぇゃくぇ しぇき あうゃっけ せ [うきせ, ぉかういせ ╁ぇすうおぇくぇ, こさっおけ こせすぇ しうさけすうやしおけゅ 

こさっょゅさぇふぇ, おけめっ しっ いけゃっ ╀けさゅけ. ̈ くけ かっすう しきさょう くぇ きけおさぇゆせ, ぇ いうきう めっ かっょっくけ う ょさたすう. 
╃うこかけきぇすぇ しぇき ╉さぇもっゃうくっ ┸せゅけしかぇゃうめっ. ╀うけ しぇき しぇゃっすくうお いぇ てすぇきこせ せ 
こけしかぇくしすゃうきぇ せ ╀っさかうくせ う [うきせ. ¨ょ すけゅぇ しきけ あうゃっかう, ぇ う しぇょぇ ぉう すさっぉぇかけ ょぇ 
あうゃうきけ. 〉 きっふせゃさっきっくせ めっ くっしすぇかけ いっきもっ つうめう しぇき つうくけゃくうお. ╆ぇすけ くっ いくぇき ょけおかっ 
ゆっきけ きけゆう けゃぇおけ. ╇ こうしぇち しぇき. ‶っしくうお, ぇかう しっ けょ すけゅぇ くっ きけあっ あうゃっすう.  
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— ╅っかうすっ かう くぇすさぇゅ おせゆう? 
— 〉 ぉけきぉぇさょけゃぇやせ ╀っけゅさぇょぇ, 6. ぇこさうかぇ, こけさせてっくぇ めっ おせゆぇ せ おけめけめ しぇき くっおぇょぇ 

しすぇくけゃぇけ, しすさぇょぇかけ こけおせゆしすゃけ う させおけこうしう. ′っゆっきけ け すけきっ. [っちうすっ きう け しっぉう. ┿ ゃう? 
— ┸ぇ しぇき — さっつっ けくぇ う ょぇもっ ぉっい けしきったぇ — ┸ぇ しぇき おゆっさ めっょうくうちぇ, くぇしかっょくうちぇ 

くっこけすさっぉくけ ゅけかっきけゅ ぉけゅぇすしすゃぇ. 〉 こけしかっょやうた くっおけかうおけ ゅけょうくぇ けゅさけきくぇ ゃっゆうくぇ きけゅ 
うきぇやぇ めっ ういゅせぉもっくぇ. ╋う あうゃうきけ けょ こさっけしすぇかうた きさゃうちぇ. ′け, くうめっ しすさぇてくけ, けゃぇおけ 
ぉうしきけ きけゅかう めけて ょせゅけ, ぇおけ ぉせょっきけ きけゅかう ょぇ こけょくっしっきけ あうゃけす. ╇くぇつっ しぇき こしうたけかけゅ. 
╃ぇ かう しっ けょ すけゅぇ きけあっ あうゃっすう くっ いくぇき, くうしぇき こけおせてぇゃぇかぇ. 

— 【すぇ こさゃけ こうすぇすっ しゃけめっ こぇちうめっくすっ — しっすうけ しっ ょぇ めっ せこうすぇ ╋うかけて. 
— ‶うすぇき うた てすぇ しぇやぇめせ... 【すぇ ゃう しぇやぇすっ? 
— ╁う すけ きっくっ こうすぇすっ? 
— ╃ぇ, ゃぇし こうすぇき. 
— 【すぇ しぇやぇき? ... たききき.... ]ゃぇてすぇ しぇやぇき ょけお けゃょっ ゆせすうき, ぉょうき, う きさっき う 

かっあうき, たかぇょぇく, おぇけ くぇ こっこっかせ おかぇょぇ. 〉 しくせ きう しっ こさうおぇいせめせ ゃせかおぇくしおぇ けしすさゃぇ くぇ 
こけかぇさくけき しっゃっさせ, きけめ ]さっき, ‶ぇさうし, きけめう こけおけめくう ょさせゅけゃう, すさってやっ せ ╉うくう. ╇ 
╀っけゅさぇょ. ╇い くけゆう せ くけゆ しぇやぇき ╀っけゅさぇょ, かっこてう う しめぇめくうめう くっゅけ てすけ めっしすっ. 〉 しくせ ゃうょうき 
しかうおっ うい きかぇょけしすう, しぇ しっかぇ, こけ くっおけゅ かっこすうさぇ, ぉせかおっ, おかぇし. ╀せょっ う ょぇ いぇつせめっき おけさぇおっ, 
こけゅかっょぇき う けすおさうめっき おぇおけ すけ くうめっ けくぇ めっさ やっく ゅかぇし めっ くぇしきっめぇく, くうめっ すぇおぇゃ. 〈け てすけ 
つせめっき めっ くっおぇおゃけ くっさぇいゅけゃっすくけ おさってすぇやっ. 〈ぇょ せきっしすけ やっ せゅかっょぇき くっおぇおゃせ 
こすうつせさうくせ, ょうゃもうた う ちさくうた おさうかぇ.  

¨くぇ めっ ゆせすおっ けつっおうゃぇかぇ ょぇ けく くぇしすぇゃう. 
— ╇ きくけゅけ しこぇゃぇき. ¨ょ ょっすうやしすゃぇ, くうおぇょぇ くうしぇき すけかうおけ ゃさっきっくぇ こさけゃけょうけ せ 

しくせ. ╋さいけゃけもぇ きっ すっさぇ しくせ, めっさ めっ すぇきけ しゃっす ぉけもう, せ やっきせ しっ きけめっ あっもっ う くぇきっさっ 
けしすゃぇさせめせ. ╉ぇょ いぇしこうき, くうてすぇ きっ くっ きせつう. ‶けかぇいう きう いぇ させおけき ょぇ ゃけょうき しぇく, ぇ くっ けく 
きっくっ, う ょぇ ゅぇ こさっすゃけさうき せ しすゃぇさくけしす. 〈ぇょぇ しぇやぇき かっこっ しすゃぇさう. ╀っけゅさぇょ う やっゅけゃっ さっおっ 
おぇおけ しこぇゃぇめせ. ╇ ╋かっすおっ うい きかぇょけしすう. ╋けめせ さぇゃくうちせ. ╉ぇょぇ きう しっ ╊うてぉけぇ う けゃぇめ くぇて 
こせす せ しゃっす こさうおぇあせ せ しくせ, せいくっきうさうき しっ う こさけぉせょうき. ‶けくっおぇょ くうしぇき しうゅせさぇく てすぇ めっ 
しすゃぇさくけしす: けゃぇ かうしぇぉけくしおぇ し めぇゃっ うかう けくぇ ぉっけゅさぇょしおぇ うい しくぇ. ╂けゃけさう かう ゃぇき すけ くってすけ 
け きっくう? 

— ╂けゃけさう きう ょぇ しせ ゃぇき しくけゃう こけしすぇかう きうかうめう けょ しすゃぇさくけしすう... ╃ぇ しすっ 
こけすうてすっくう. ╃ぇ ゃぇし きせつう ょけきけすせあめっ. ′っ ぉさうくうすっ. ‶さけゆう ゆっ すけ... ╋けゅせ かう ゃぇき しぇょぇ 
こけしすぇゃうすう めっょくけ きぇかけ すっあっ こうすぇやっ? 

— ]ぇきけ ういゃけかうすっ. ′ぇょぇき しっ ょぇ ゆせ いくぇすう けょゅけゃけさ. ╉けめう めっ ╁ぇて ゃさたせくしおう うょっぇか?  
— ]かけぉけょぇ — けょゅけゃけさう こっしくうお ぉっい さぇいきうてもぇやぇ. 
— ╁っさせめっすっ かう ょぇ ゆっすっ うおぇょぇ ょけしっゆう こけすこせくせ しかけぉけょせ? — せこうすぇ ゅけしこけふぇ. 
— ′っ いくぇき. ′ぇょぇき しっ, くけ しせきやぇき.... ′ぇ ╁ぇし めっ さっょ. ╉けめう めっ, こぇお, ╁ぇて ゃさたせくしおう 

うょっぇか? 
— ┹せぉぇゃ. 
— ╇きぇすっ かう めっ?  
〈うてうくぇ めっ けょゅけゃけさうかぇ ゅかぇしくうめっ くっゅけ さっつう. 
╉ぇけ おぇょ いせぉぇさっゃぇ ぉせさゅうめぇ くっくぇきっさくけ こさけこぇょくっ せ きっおせ こせかこせ いせぉぇ, こっしくうお めっ 

くったけすうちっ こさけゃぇかうけ せ うくすうきせ すせあくっ あっくっ う くぇくっけ めけめ ぉけか. ‶けくけゃけ しせ けぉけめっ いせさうかう せ 
こさぇいくけ, ゆせすおっ, しゃぇおけ せ しゃけめ くっょけゅかっょ. 』うしす しめぇめ こかぇゃけゅ くっぉぇ せおけつうけ うき めっ けつう. ¨しすぇかう 
しせ すぇおけ ょせゅけ, くっこけきうつくう, いぇゅかっょぇくう. ╋うかけて しっ くぇきぇた しっすうけ さっつう ╃せつせゆっゃうた, ぇ すぇめ めっ 
いくぇけ しぇ あっくぇきぇ: „′うおぇょ あっくぇ くっ ゅけゃけさう け もせぉぇゃう し くっおうき おけめっゅぇ くっ ぉう きけゅかぇ ゃけかっすう 
うかう こけあっかっすう...” 
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′っかぇゅけょくせ すうてうくせ こさっおうくせかぇ めっ けくぇ. ¨ょかせつうかぇ めっ ょぇ きせ うしこさうつぇ もせぉぇゃくせ 
こさうつせ: 

— 〉いっかう しきけ しっ うい もせぉぇゃう. ╇ ぉうかけ めっ もせぉぇゃう, くっおぇおゃっ しうゅせさくけ めっしすっ, めぇ しぇき すけ 
けしっゆぇかぇ. ]ぇょぇ けしっゆぇき ょぇ ぉう けく ぉうけ しさっゆくうめう おぇょぇ きっくっ ゃうてっ くっ ぉう ぉうかけ.  

— ╆ぇさ ゃぇし こけしかっ しゃっゅぇ おさけい てすぇ しすっ いぇめっょくけ こさけてかう めけて きせつっ すぇおゃっ きうしかう? 
╁けかうすっ かう ゅぇ めけて? 

— ╃ぇ. ′ぇさぇゃくけ ょぇ ゅぇ ゃけかうき. 〈けかうおけ ゅぇ ゃけかうき ょぇ こけきうてもぇき ょぇ きせ いぇ やっゅけゃ 
こっょっしっすう さけふっくょぇく こけおかけくうき しけこしすゃっくけ しぇきけせぉうしすゃけ. 

— ┿かう けく めっ せい ゃぇし. ′うめっ ゃぇし くぇこせしすうけ くう おぇょぇ めっ ぉうかけ くぇめゅけさっ.  
— ╇しすうくせ いぉけさうすっ. ′うめっ きっ けしすぇゃうけ. ╅っかうすっ かう ょぇ いくぇすっ いぇてすけ?  
╋うかけて くうめっ こさけゅけゃけさうけ. ¨くぇ めっ くぇしすぇゃうかぇ: 
— ′うめっ きっ くぇこせしすうけ いぇすけ てすけ しぇき めぇ すぇ おけめぇ めっ ぉけゅぇすぇ. 』ぇお う しぇょぇ, こけてすけ しせ くぇし 

けこもぇつおぇかう, めけて せゃっお しぇき めぇ すぇ おけめぇ うきぇき くぇおうす けょ おけゅぇ しっ きけあっきけ ょけしすけめぇくしすゃっくけ 
ういょさあぇゃぇすう. ┸ぇ しぇき ういゃけさ やっゅけゃっ しうゅせさくけしすう う しすせぉ やっゅけゃけゅ ょけしすけめぇくしすゃぇ, ぇ けく 
ういくぇょ しゃっゅぇ もせぉう しっぉっ. 〈ぇ めっ もせぉぇゃ こさっきぇ しぇきけきっ しっぉう おけょ やっゅぇ ゃっゆぇ けょ ぉうかけ おけめっ 
ょさせゅっ もせぉぇゃう. ╇, くっきぇ しせきやっ, けょ もせぉぇゃう おけめせ めっ うおぇょぇ けしっゆぇけ こさっきぇ きっくう. ¨ょせゃっお めっ 
ぉうかけ すぇおけ, けょ こさゃけゅ ょぇくぇ しぇき すけゅぇ ぉうかぇ しゃっしくぇ… ╇ くうめっ きう しきっすぇかけ めっさ きっ めっ ゃけかっけ. 
]ぇょぇ, ゃっさせめっき, ょぇ くっ けしっゆぇ ぉぇて くうてすぇ けしうき しぇきけもせぉもぇ. 

— 〈け くっ きけあっ ぉうすう うしすうくぇ! — こさけすうゃうけ しっ 『さやぇくしおう. 
— ¨こっす, ょけぉさけ めっ てすけ ゅぇ うきぇき — くぇしすぇゃうかぇ めっ けくぇ ゅょっ めっ しすぇかぇ — ╆ぇきうしかうすっ 

きっ ぉっい やっゅぇ: あっくぇ しぇきぇ, ぉっい いぇてすうすっ, せ すせふうくう... ╃ぇ くうめっ しぇ きくけき, くっおけ ぉう きっ, いぉけゅ 
くぇおうすぇ, きけあょぇ, う せぉうけ... 

— ╁っさせめすっ, くっ さぇいせきっき ゃぇし. ┹せぉぇゃ めっ すせ. ¨くぇ めっ せ もせぉうつぇしすうき あうかぇきぇ. ┹せぉぇゃ 
めっ くぇめつってゆっ めっょくけ ゃっかうおけ きぇてすぇやっ, めっさ しきけ ういきうしかうかう しゃっ ゃさかうくっ おけょ けしけぉっ おけめせ 
ゃけかうきけ, せけぉさぇいうかう ょぇ しせ しゃっ しさっゆっ きけゅせゆくっ う いぇおもせつうかう ょぇ しせ しゃっ こさっこけくっ しうすくっ う 
くっいくぇすくっ... 

— [っゆう ゆせ ゃぇき くってすけ, こっしくうつっ — くぇしすぇゃもぇ けくぇ — くぇ けゃけき しゃっすせ う くっきぇ こさぇゃっ, 
うしすうくしおっ もせぉぇゃう, けくっ おけめぇ すさぇめっ ゃっつくけ. ′っ こけしすけめう — さっつっ う けょきぇたくせ させおけき う 
こさっぉぇちう しゃけめせ かっこせ くけゅせ こさっおけ くけゅっ, こぇ ょけょぇょっ — ]さっゆけき くっきぇきけ ょっちっ... ┿ てすぇ ゃう すけ 
いぇこうしせめっすっ? — せこうすぇ ゃうょっゃてう おぇおけ ╋うかけて ぉっかっあう くってすけ せ しゃってつうちせ. 

— ‶うてっき きくけゅけ てすぇ, つっゅぇ しっ くっさぇょけ しっゆぇき — けょゅけゃけさう けく. 
‶さっょ やうきぇ, ょぇかっおけ, ]せくちっ めっ すけくせかけ せ きけさっ う こさっこせてすぇかけ こってつぇくっ ょうくっ ぉけめっ 
ぉさっしおゃっ いぇきぇゅもっくけめ すぇきう う けぉかぇちうきぇ, こさけいさぇつくうき う さっすおうき, おさけい おけめっ しっ, くぇ ょくせ, 
めけて せゃっお ちさゃっくっけ ょぇく. 
 

* 
 

′っおけかうおけ ょぇくぇ ょけちくうめっ あっくぇ おさせこくうた, すせあくうた けつうめせ こけつっかぇ めっ ょぇ ういかぇいう しぇ 
てすぇこけき. ]ゃっ すっあっ めっ たけょぇかぇ. ╃ゃぇ こぇさぇ しせ くぇしすぇゃうかぇ ょぇ しっ ょさせあっ, しゃぇおけょくっゃくけ, くっおぇょ 
ぉかうしおうめう ぇ くっおぇょ せいょさあぇくうめう, せ いぇゃうしくけしすう けょ やっくけゅ さぇしこけかけあっやぇ う ゆせょう おけめう しせ しっ 
くぇゅかけ きっやぇかう すうた ょぇくぇ. 

′っゅょっ せ すけ ょけぉぇ, ぇ ゃっゆ しせ ぉうかう ういゅせぉうかう ゅけすけゃけ しゃせ くぇょせ, 『さやぇくしおう しせ 
くぇこけおけく ょけつっおぇかう しさっゆくっ ゃっしすう. ╃けぉうかう しせ ゃういせ いぇ ╊けくょけく ょぇ ぉう しっ ╋うかけて すぇきけ 
しすぇゃうけ くぇ さぇしこけかぇゅぇやっ めせゅけしかけゃっくしおけめ おさぇもっゃしおけめ ゃかぇょう せ ういぉっゅかうてすゃせ.  

‶けしかっょやせ くけゆ, こさっょ こせす, くっしぇくうちぇ きせ しっ ゃさぇすうかぇ. ╊っあぇけ めっ せ たけすっかしおけめ しけぉう, 
せ すぇきう, てうさけき けすゃけさっくうた けつうめせ, いぇつせふっく. ╅っくぇ, すっ くけゆう しせ ょっかうかう しけぉせ, ぉうかぇ きせ めっ 
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いぇしこぇかぇ くぇ させちう. ╃うしぇかぇ きせ めっ くぇ ゅさせょう. 『っかっ くけゆう けしかせておうゃぇけ めっ ゃっすぇさ こせく 
うしこさっおうょぇくけゅ かぇゃっあぇ こぇしぇ, う せょぇもっく たせお きけさぇ. ╋ぇかけ こけてすけ しせ こさゃう こっゃちう くぇめぇゃうかう 
ょぇく, おさけい こせおけすうくせ くぇ おぇこちうきぇ こさうきっすう すぇくおせ しゃっすかけしす いけさっ おぇおけ こさけょうさっ. ¨くぇ ゅぇ 
けしゃっしすう しぇしゃうき. ╀うかけ めっ ゃさっきっ ょぇ うょせ.  

╉ぇょ しせ ╋うかけて う ╁うょぇ おさっすぇかう ぇせすけきけぉうかけき おぇ こさうしすぇくうてすせ, あっくぇ しぇ 
てすぇこけき めっ ういうてかぇ うい たけすっかぇ ょぇ しっ けょ やうた けこさけしすう. [ぇしすぇかう しせ しっ ぉっい けしきったぇ う しせいぇ, 
ぇ おぇょぇ しせ こけてかう けくぇ めっ ょせゅけ ゅかっょぇかぇ いぇ やうきぇ. 

— ]ぇょ ゃうょうき, ょぇ こけしかっ しぇあぇもっやぇ くっ ょけかぇいう くうてすぇ — ょけてぇこくせけ めっ ╋うかけて 
╁うょう ゅかっょぇめせゆう そうゅせさせ すせあくっ ぉっいょけきくっ ぉけゅぇすぇてうちっ.  

╉ぇょぇ しせ しっ せおさちぇゃぇかう こっしくうお めっ, ょぇ くっ いぇぉけさぇゃう, ぉっかっあうけ せ しゃってつうちせ くぇ 
おけかっくせ: 

„‶さっおけけおっぇくしおう たうょさけこかぇく しっ, おぇけ くっおう たうこっさきけょっさくう, きぇかう ぉさけょ けょ 
ぇかせきうくうめせきぇ, もせもぇけ くぇ ゃけょう, くぇ 〈っあせ. 

‶さっゅかっょぇめせ くぇき こさすもぇゅ う けょせいうきぇめせ そけすけゅさぇそしおっ ぇこぇさぇすっ, ぇ せ たうょさけこかぇくせ 
くぇき いぇぉさぇやせめせ ょぇ けょておさうくっきけ いぇゃっしっ. 〉しおけさけ, ぇこぇさぇす — おけめう めっ すっお しすうゅぇけ しぇ 
こせすくうちうきぇ うい ┿きっさうおっ — めせさう こけ ゃけょう う けしっゆぇき おぇおけ しっ ょうあっきけ. ╋けすけさう ゅさきっ すぇおけ, 
ょぇ しっ くっ さぇいせきっきけ. 

╉さけい めっょぇく しぇす, ういくっくぇょぇ, けしっゆぇき ょぇ しっ しこせてすぇきけ う ょぇ ぇすっさうさぇきけ. 〉 ぇこぇさぇす 
せかぇいう こけしかせゅぇ, おけめぇ くぇき おぇあっ ょぇ しきけ けこっす せ ╊うしぇぉけくせ, ぇかう ょぇ おさけい こけかぇ しぇすぇ けこっす 
こけかぇいうきけ. 

╉さけい こけかぇ しぇすぇ けこっす こけかぇいうきけ しぇ ゃけょっ う めせさうきけ. ╉ぇょ きぇかけ けょておさうくっき いぇゃっしせ, 
ゃうょうき ょぇ ╊うしぇぉけく けしすぇめっ いぇ くぇきぇ, ょけかっ, おぇけ くっおう ういゅせぉもっくう くぇおうす せ きさぇおせ. 
]ゃっすうもおっ すさっこっさっ せ やっきせ. 《けすっもっ せ ぇこぇさぇすせ しせ てうさけおっ う しゃう しっ しこさっきぇめせ ょぇ しこぇゃぇめせ. 
]ぇきけ しっ ょっちぇ うゅさぇめせ.” 

╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ – ┸せすさけ, 2005. 
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′っういさっちうゃけ すせあくう こせす ゃけょうけ めっ せ しゃけめっ 
ゃさっきっ けょ ┸っさせしぇかうきぇ こさっきぇ [うきせ, こせす おけめうき しせ しっ 
さうきしおっ かっゅうめっ ゃさぇゆぇかっ うい おさゃぇゃうた こけたけょぇ ょうもっき 
¨ぉっゆぇくっ いっきもっ, くぇおけく ゅせてっやぇ くぇさけょくうた こけぉせくぇ 
う せしすぇくぇおぇ ゅくっゃくうた さけぉけゃぇ. ′ぇ すけき こせすせ かっあぇけ めっ 
くぇ けぉけょせ ]ぇさけくしおっ さぇゃくうちっ かせつおう ゅさぇょ ╉っしぇさうめぇ 
おけめう めっ こけょうゅぇけ ╇さけょ ╁っかうおう せ しこけきっく くぇ ゃっかうおけゅ 
うきこっさぇすけさぇ 『っいぇさぇ ┿ゃゅせしすぇ. ¨ょぇすかっ しせ しっ ょぇもっ 
ゅさぇくぇかっ くっゃうょもうゃっ こけきけさしおっ くうすう こさっきぇ けしすぇすおせ 
しゃっすぇ. 

′ぇ しぇきけめ ゅさぇょしおけめ けぉぇかう, ういきっふせ しせょくうちぇ う 
ゃっゆくうちぇ, すうお せい かっすやせ さっいうょっくちうめせ ぉうゃてっゅ さうき-
しおけゅ こさけおせさぇすけさぇ ‶けくすうめぇ ‶うかぇすぇ おけめう しっ, こさけゅ-
くぇく せ ╁っくせ こけょ すっさっすけき かぇあくうた けこすせあぉう, けぉっしうけ 
け せしぇたかせ, ぉっいさけょくせ しきけおゃせ, かっあぇかぇ めっ, いぇこもせしおうゃぇくぇ きけさしおうき すぇかぇしうきぇ, さぇしおけてくぇ 
こぇかぇすぇ おぇこっすぇくぇ さうきしおっ ちっくすせさうめっ ╉けさくうかうめぇ. 

╉けさくうかうめっ めっ ぉうけ こけすけきぇお ぉけゅぇすっ こぇすさうちうめしおっ こけさけょうちっ ゃっかっこけしっょくうおぇ. ╁う-
しけおけゅ さぇしすぇ う けてすさうた ちさすぇ かうちぇ こかっくうけ めっ こぇあやせ しぇゅけゃけさくうおぇ, けょぇめせゆう しゃけめけき こけめぇ-
ゃけき けてすさせ ゃけめくうつおせ しすさけゅけしす う つゃさしすうくせ さうきしおけゅ かっゅうけくぇさぇ, こさっきょぇ しせ ゅぇ しゃう いくぇかう 
おぇけ こけてすっくけゅ う ぉけゅけぉけめぇあもうゃけゅ しすさぇくちぇ おけめう さぇょけ すゃけさう こさぇゃょせ せ しゃけめうき ょっかうきぇ う 
こけきうしかうきぇ. 

╉ぇこっすぇく ゃっゆ けょぇゃくけ ぉってっ けょぉぇちうけ ょせたけゃくせ ゃかぇしす うきこっさぇすけさぇ ╂ぇめぇ ╉ぇかうゅせかっ 
いぇ おけめっゅ しせ しすういぇかっ ゃっしすう うい こさっしすけくうちっ ょぇ しっぉっ しきぇすさぇ せいゃうてっくうき ぉけゅけき, こけめぇゃもせ-
めせゆう しっ きっふせ こけょぇくうちうきぇ, こけきせゆっくけゅ さぇいせきぇ, しぇ 》っさおせかけゃけき すけもぇゅけき う ┸せこうすっさけ-
ゃうき あっいかけき せ こさぇすやう しゃけゅ くぇめゃっさくうめっゅ おけくいせかぇ – おけやぇ ╇くちうすぇすぇ. 

‶さっいさっゃてう ゃっさせ こさっょぇおぇ, ╉けさくうかうめっ めっ かせすぇけ こけこせす めっょさっやぇおぇ おけめう くっ いくぇ くぇ 
おけめせ しすさぇくせ ょぇ さぇいぇこくっ けしすぇすおっ うしちっこぇくうた めっょぇさぇ せ おけめぇ ぉう せたゃぇすうけ こけしかっょやう ょぇてぇお 
くぇょっ. 〈さぇゅぇけ めっ いぇ しきうさっやっき おけめっ めっ ゃうてっ ゃけかっけ ょぇ いけゃっ うしすうくけき, あせょっけ いぇ けょゅけゃけ-
さうきぇ う ゃぇこうけ いぇ こうすぇやうきぇ くぇ うしすっ すっ けょゅけゃけさっ. 

╉さしすぇさうけ めっ ちっくすせさうけく たぇくぇぇくしおけき いっきもけき, すさぇあっゆう せすったせ せ ぉけあぇくしすゃせ 
╋うすさう. ╃けお めっ あさすゃけゃぇけ けぉさっょくけゅ ぉうおぇ いぇさぇょ しかぇすおっ もせょしおっ ぉっしきさすくけしすう, ておさけ-
こうかう しせ ゅぇ あさっちう あうゃけすうやしおけき おさゃもせ おけめぇ きせ めっ おぇこぇかぇ こけ すせあくけき かうちせ う せきけさくうき 
ゅさせょうきぇ. ╉かぇやぇけ しっ ぉけあぇくしすゃせ ]せくちぇ う せつっしすゃけゃぇけ せ うくうちうめぇちうめう おさけい しっょぇき しすせこ-
やっゃぇ こさっきぇ しっょぇき しせくつっゃうた こかぇくっすぇ, すさぇゅぇけ めっ いぇ けょゅけゃけさうきぇ すぇきけ ゅょっ くうめっ ぉうかけ 
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きっしすぇ, つぇお, くう いぇ こうすぇやぇ. 〈さぇあうけ めっ しこけいくぇめせ せ きけかうすゃぇきぇ ╋うすさうくうた こさゃけしゃってすっ-
くうおぇ う いゃっいょけいくぇくぇちぇ, さぇいぇぉうさぇけ うしすうくせ せ つせょうきぇ う けこしっくぇきぇ つぇさけぉやぇおぇ, たうこくけすう-
いっさぇ う すさぉせたけいぉけさぇちぇ, ぇかう くうめっ くぇかぇいうけ うしこせやっやっ せ ょさっゃくけき せつっやせ うしすけおぇ. 

¨ょかぇいっゆう こけくっおぇょ せ [うき ょぇ ぉう いぇきっくうけ めっょくせ ちっくすせさうめせ ょさせゅけき うかう すさっぉけゃぇけ 
たさぇくせ う くけゃぇち いぇ こかぇゆっくうおっ, おぇこっすぇく めっ しかせてぇけ こけ こうめぇつくうき すさゅけゃうきぇ う せしおうき おぇか-
ょさきうしぇくうき せかうちぇきぇ ぉっしっょっ せつっくうた しすけうおぇ, めっょくけき こさうかうおけき, つぇお, う おさぇすおけ しかけゃけ 
しぇきけゅ Luciusぇ Annaeusぇ Senecっ つうめぇ めっ こうしきぇ う けゅかっょっ つうすぇけ し ゃっかうおうき せあうゃぇやっき, 
けこうめっく そうかけいけそうめけき ゅけさやうた おかぇしぇ おけめぇ しゃっ ぉけゅけゃっ しかうゃぇ せ めっょくけゅ ゃっつうすけゅ う くっこさけ-
かぇいくけゅ "ぉけゅぇ くぇょ しゃうき ぉけゅけゃうきぇ". 

╃うゃうけ しっ けすゃけさっくけしすう しすけうつおっ ておけかっ いぇ しゃっ もせょっ う せくせすさぇてやけめ さぇゃくけすっあう 
おけめせ けくぇ こさけこけゃっょぇ, ぇかう しせ きせ しきっすぇかう きぇかけょせてくけしす う ゅぇふっやっ こさっきぇ あうゃけすせ てすけ しせ 
うい やっ こさけゃっめぇゃぇかう. [ぇょけゃぇけ しっ ]っくっおうくうき きせょさうき しかうおぇきぇ あうゃけすぇ もせょしおっ ょせてっ くぇ 
くっぉせ, ぇかう めっ けしすぇめぇけ すせあぇく しかせてぇめせゆう ょぇ めっ けゃぇめ しゃっす くぇめゅけさう けょ しゃうた しゃっすけゃぇ う ょぇ しっ 
こさっきぇ やっきせ すさっぉぇ けょくけしうすう おさぇめやっ さぇゃくけょせてくけ. 』うくうけ ゅぇ めっ しさっゆくうき くぇせお おけめう ゅけ-
ゃけさう ょぇ しせ しゃう もせょう ╀けあめぇ ょっちぇ めっょくぇおぇ こさっょ 〈ゃけさちっき う せいゃうてっくぇ こさっょ ょさせゅけき しぇ-
ぉさぇゆけき, ぇかう しっ あぇかけしすうけ おぇょぇ めっ しかせてぇけ け しぇきけせぉうしすゃせ おぇけ めっょうくけき うしおけさぇおせ うい いぇ-
つぇさぇくけゅ おさせゅぇ ぉっしきうしかぇ. ′っきぇ しぇきけせぉうちぇ – やうた しせ せぉうかう ょさせゅう.16 

╆くぇけ めっ ╉けさくうかうめっ ょぇ しせ しゃっ そうかけいけそうめっ けゃけゅぇ しゃっすぇ しぇきけ ぉっょくう こけおせてぇめ もせょ-
しおっ ゅけさょけしすう う しせめっすっ ょぇ ょけおせつう くっょけおせつうゃけ, しかせすうけ めっ ょぇ しせ おけくぇつくう けょゅけゃけさう しおさう-
ゃっくう ょぇかっおけ けょ つけゃっおぇ. ┹せょしおぇ あっもぇ ょぇ しっ しこけいくぇ くっしぇいくぇすもうゃけ くうめっ くうてすぇ ょさせゅけ 
ょけ こけょかぇ こけぉせくぇ こさけすうゃ ]すゃけさうすっもぇ, めっさ あせょやぇ しぇ しゃっいくぇやっき ょけかぇいう けょ ふぇゃけかぇ, ぇ 
きうさ う しこけおけめ けょ ]ゃっょさあうすっもぇ. ╇ そうかけいけそうめぇ, う くぇせおぇ, う しゃぇおけ いくぇやっ ょけかぇいっ けょ くっ-
つぇしすうゃけゅぇ めっさ こけおせてぇゃぇめせ ょぇ しゃっ けぉめぇしくっ かけゅうつおうき, さぇちうけくぇかくうき しかっょけき おけめう めっ すゃけ-
さっゃうくぇ もせょしおけゅ ょせたぇ ぇ くっ ╃せたぇ ′っしすゃけさっくけゅ. 

‶けしかっ きくけゅけ すさぇゅぇやぇ う かせすぇやぇ, おぇこっすぇく めっ せ すぇめくけしすう こさうきうけ せつっやっ う いぇおけく 
╇いさぇうもぇ, ぇかう くっ う ょけきぇゆっ けぉさっょっ, せこうしぇゃてう しっ くぇ すぇめ くぇつうく せ こさけおぇあっくっ "ょけてもぇおっ 
ゃさぇすぇ" おけめっ "こさぇゃけゃっさくう" こさっいうさぇたせ ぉぇて おぇけ う きさしおっ, こけゅぇくっ くっいくぇぉけてちっ. ¨しすぇゃてう 
くっけぉさっいぇく ╉けさくうかうめっ めっ しゃせょぇ くぇうかぇいうけ くぇ いうょ ゆせすぇやぇ う こさうおさうゃっくけゅ くっこけゃっさっやぇ 
ういぇぉさぇくけゅ くぇさけょぇ. ╀かぇゅけすゃけさくぇ すうてうくぇ おけめぇ こさけうしたけょう うい きけかつぇやぇ ぉうゃぇ かっお, ぇかう, 
おぇけ う しゃぇおう かっお, せ こさっおけきっさくけめ ょけいう – こけしすぇめっ けすさけゃ. 

¨ょかぇいうけ めっ さうきしおう しすけすくうお おけょ しきっさくうた っしっくぇ おけめう しせ あうゃっかう せ つうしすけすう いぇ-
めっょくうちっ, こけ おけかうぉぇきぇ う こっゆうくぇきぇ せい ╋さすゃけ きけさっ, ょっかっゆう しゃっ きっふせ しけぉけき. ¨さぇかう しせ 
っしっくう こけしくせ, けあっょくっかせ いっきもせ, くぇかぇいっゆう せ さぇょせ ゃっかうおせ しさっゆせ う さぇょけしす. ‶さうきぇかう しせ 
ゅぇ けこさっいくけ, こさっすゃぇさぇめせゆう しっ ょぇ しせ けぉさぇょけゃぇくう うくすっさっしけゃぇやっき めっょくけゅ こぇゅぇくうくぇ いぇ 
ゃっさせ せ やうたけゃけゅ ╀けゅぇ, ぇかう きせ くうおぇょ くうしせ けょゅけゃぇさぇかう くう くぇ めっょくけ けょ しおさうゃっくうた こう-
すぇやぇ, もせぉけきけさくけ つせゃぇめせゆう すぇめくっ しゃけめっゅ せつっやぇ, こさぇゃょぇめせゆう しっ くっさぇいせきっゃぇやっき かぇすうく-
しおけゅ う ゅさつおけゅ めっいうおぇ うかう しっ, くぇこさけしすけ, ういょぇめせゆう いぇ くうてつっ ゅかせこぇおっ おけめうきぇ めっ ょぇかっお 
つぇお う きぇすっさやう, ぇさぇきっめしおう ゅけゃけさ. 〉 やうたけゃけめ いぇめっょくうちう くうめっ ぉうかけ きっしすぇ いぇ しせきぇくせすっ, 
ゅせぉぇゃっ, しかっこっ う くっきっ, ゅかせゃっ, くっきけゆくっ う しすぇさっ, いぇ こさうこさけしすっ う ゅかせこっ, けょせいっすっ う おもぇしすっ. 
╇いくぇょ しゃっゅぇ, くうめっ ぉうかけ きっしすぇ いぇ きくけゅけぉけてちっ おけめう いぇ やうた う くうしせ ぉうかう もせょう, ゃっゆ 
こさもぇゃっ, いかっ あうゃけすうやっ. ‶さっょ やうき しせ しっ っしっくう こさぇゃうかう くぇうゃくう う くっせおう, めっさ しきぇすさぇかう 
しせ ょぇ けくぇめ おけめっゅ ]ゃっゃうてやう くうめっ せょけしすけめうけ しぇいくぇやぇ すさっぉぇ ょぇ せきさっ せ いぇぉかせょう, ぇ けくぇめ 
おけめう こけしっょせめっ うしすうくせ くっ すさっぉぇ ょぇ めっ けかぇおけ ょっかう ょさせゅうきぇ おけめうきぇ ╆ぇおけくけょぇゃぇち くうめっ 
あっかっけ ょぇ こさけしゃっすかう せき. ╀けあめぇ しっ ゃけもぇ くっ うしこさぇゃもぇ, ゃっゆ こけてすせめっ, ゅけゃけさうかう しせ っしっくう. 

                                                        
16 ┿くすっ ╃せおうゆ, ‶けゅかっょう くぇ あうゃけす う しゃうめっす 
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』うき ぉう ╉けさくうかうめっ くぇこせしすうけ おけきせくせ, もせぉぇいくけ こけつぇてゆっく う うしこさぇゆっく けょ くぇめ-
しすぇさうめっゅ しぇぉさぇすぇ, ゆせすもうゃう っしっくう ぉう くぇこせてすぇかう こけしかけゃっ う, こけおさうゃぇめせゆう おけしきぇすっ 
ゅかぇゃっ, さぇいゃうめぇかう ょせゅぇつおっ 〈けさっ きけかっゆう しっ ┸ぇたゃっせ. ╉ぇこっすぇく うた めっ ゅかっょぇけ おさうてけき, 
いぇおかけやっく しっくおぇきぇ おぇきっくうた おせゆぇ う ゅけしすうけくうちぇ, おぇおけ しっ やうてせ せ すさぇくしせ, こさういうゃぇめせゆう 
しすさぇしくけ しゃけゅ くっゃうょもうゃけゅ ╀けゅぇ. 

‶けくっおぇょ, おぇょぇ ぉう しっ ういくっくぇょぇ けぉさっけ せ ╉せきさぇくせ, けぉぇゃうめっく くけゆくけき すきうくけき うかう 
しうゃおぇしすけき ういきぇゅかうちけき しぇ ちさくうた, おぇきっくうた けぉぇかぇ ╋さすゃけゅ きけさぇ, おぇこっすぇく めっ ゃうふぇけ っ-
しっくっ けしゃっすもっくっ かせつぇきぇ ぉぇおもう おぇおけ こさうこぇもせめせ きっくけさっ, こっゃぇめせ くぇゅかぇし こしぇかきっ うかう こけ-
ぉけあくけ しっょっ いぇ すっておうき, おぇきっくうき しすけかけゃうきぇ せ しおさうこすけさうめせきせ, こさっこうしせめせゆう しゃっすっ 
しこうしっ くぇ ょせゅぇつおっ, くぇきけすぇくっ しゃうすおっ. 

╉けさくうかうめっ めっ ょけぉさけ いくぇけ ょぇ くうおぇょぇ くっゆっ こさうこぇょぇすう ういぇぉさぇくけき くぇさけょせ おけ-
かうおけ ゅけょ ぉうかぇ こけしすけめぇくぇ やっゅけゃぇ ゃっさぇ せ めっょくけゅ ╀けゅぇ, めっさ しゃう しせ ゅぇ ゅかっょぇかう おぇけ ういけこ-
てすっくうおぇ おけめう くっ あうゃう ゃっさせ けょぇぉさぇくうた, ゃっゆ しぇきけ こけいくぇめっ すぇめくせ やっくけゅ せつっやぇ. ¨しっゆぇけ 
めっ すけ ょけお めっ せかぇいうけ こけょ ゃっかっかっこくっ しゃけょけゃっ 》さぇきぇ, こけしきぇすさぇめせゆう うしこけょ けおぇ しゃっすうくせ 
おぇおけ しっ しくうしたけょもうゃけ さぇいきうつっ ょぇ ぉう こさけこせしすうかぇ けきさぇあっくっ ょけてもぇおっ う こさもぇゃっ こさけ-
いっかうすっ. ╀うけ めっ しうゅせさぇく ょぇ ゅぇ くうおぇょぇ くっゆっ こさうたゃぇすうすう おぇけ しゃけゅ めっさ うき こさけかうゃっくぇ おさゃ 
こさっょぇおぇ すけ くっ ょけこせてすぇ. ]かせすうけ めっ せ きうしかうきぇ ょぇ めっ ╄かけたうき ぉけゅ けょぇぉさぇくうた こけ さけふっやせ, 
ぇ くっ こけ こけいゃぇやせ. ┸けて ゃうてっ ゅぇ めっ ぉけかっかぇ しこけいくぇめぇ ょぇ けょぇゃくけ くっ こさうこぇょぇ くう しゃけき くぇ-
さけょせ おけめう しっ おかぇやぇけ けしすぇさっかうき, せきけさくうき ぉけゅけゃうきぇ. ╆ぇこさぇゃけ, くうめっ こさうこぇょぇけ くうゅょっ, 
う すけ めっ ぉうかけ くぇめゅけさっ てすけ きせ しっ きけゅかけ ょっしうすう う てすけ ゅぇ めっ くぇゅけくうかけ ょぇ かせすぇ しすさぇくうき 
いっきもぇきぇ う すせふうき きうしかうきぇ, ゅさぇょっゆう しゃけめ しゃっす くぇ けぉけょうきぇ すせふうた しゃっすけゃぇ. 

‶さっさせてっく せ こさけしめぇつおっ さうすっ, ╉けさくうかうめっ めっ こけたけょうけ しかけぉけょけもせぉうゃっ, さぇすけ-
ぉけさくっ いっかけすっ おけめう しせ つせゃぇかう つうしすけすせ ゃっさっ, こさっいうさせゆう すさゅけゃうくせ う ぉけゅぇすしすゃけ. ]かせてぇけ 
めっ ゃぇすさっくっ ゅけゃけさっ こけすけきぇおぇ きうしうさしおけゅ, ぇしうさしおけゅ, ゃぇゃうかけくしおけゅ, こっさしうめしおけゅ, きぇおっょけく-
しおけゅ う さうきしおけゅ さけぉもぇ, こぇきすうけ めっ ょせゅっ さぇいゅけゃけさっ け けしかけぉけふっやせ さぇいゃっめぇくうた しうくけゃぇ 
╇いさぇうもぇ. 』っおぇかう しせ いっかけすう きっしうめせ う こけきぇいぇくうおぇ うい かけいっ ╃ぇゃうょけゃっ おけめう ゆっ うた せめっょう-
くうすう, けしかけぉけょうすう めぇさきぇ う くぇたさぇくうすう たかっぉけき. ̈ くう しせ ゃうょっかう ぉせょせゆっ ちぇさしすゃけ せ こせくうき 
しすけきぇちうきぇ, めっさ くうめっょくぇ うょっけかけゅうめぇ くっ せめっょうやせめっ ぉけもっ けょ ゅかぇょう. 

‶さっかぇいっゆう しぇ しゃけめけき ちっくすせさうめけき うい ょぇくぇ せ ょぇく しすけすうくっ しすぇょうめぇ ょうもっき けこせ-
しすけてっくけゅ 》ぇくぇぇくぇ, ちっくすせさうけく めっ しさっすぇけ けょさこぇくっ, ういゅかぇょくっかっ ぉけあめっ こけしかぇくうおっ おけめう 
しせ しゃっょけつうかう け つせょっしくうき ょけゅぇふぇめうきぇ てすけ しせ しっ いぉうかう せ ]ゃっすけき ゅさぇょせ う くぇ けぉぇかぇきぇ 
╂っくうしぇさっすしおけゅ めっいっさぇ, きっふせ こさけしすうき ゅぇかうかっめしおうき さうぉぇさうきぇ. 

]かせてぇめせゆう こけしすせかぇすっ くけゃっ くぇせおっ おけめぇ めっ こさけこけゃっょぇかぇ こけくういくけしす, こけおけさくけしす 
う しきっさくけしす ょせたぇ, ゃっかうつぇかぇ すさこっもうゃけしす, きうかけしすうゃけしす う こさぇてすぇやっ, おぇこっすぇく めっ ょっかうけ 
きうかけしすうやせ しおうすくうちぇきぇ う ぉけあめぇちうきぇ, けしっゆぇめせゆう ゃっかうおせ さぇょけしす せ しさちせ う しせきやせ せ 
ょせてう. ]せきやぇ いぇけゅさくせすぇ せ もせぉぇゃ くっけしっすくけ めっ こけさぇふぇかぇ ゃっさせ. 

‶けしきぇすさぇけ めっ うい こさうおさぇめおぇ つせょっしくっ すさこっいっ もせぉぇゃう くぇ おけめうきぇ めっ, こけょ すうすさぇゃけき 
しゃっすかけてゆせ こさうゅせてっくうた かけめぇくうちぇ, けぉっょけゃぇかけ きくけてすゃけ くけゃけけぉさぇゆっくうた. ╁うょっけ めっ せ-
くっいゃっさっくっ, ゅかぇょくっ ぉっしおせゆくうおっ う しうさけきぇたっ おけめう しせ たぇかぇこもうゃけ, ぉっい あゃぇおぇやぇ, ゅせすぇかう 
ゃっかうおっ おけきぇょっ きっしぇ, けょゅせさせめせゆう しおけさっかう たかっぉ せ しすさぇくせ. ‶うすぇけ しっ せ すさっくせちうきぇ きぇかけ-
ょせてくけしすう ょぇ かう しせ すう めぇょくうちう こさうきぇかう くけゃせ ゃっさせ うい せゃっさっやぇ せ うしすうくうすけしす いぇきさてっ-
くうた すっけかけておうた せつっやぇ うかう うい こせおっ ゅかぇょう, ょぇ かう しせ すぇめくせ せしゃぇめぇかう おさけい しさちっ うかう おさけい 
しすけきぇお. ‶けくっおぇょ しっ こさうぉけめぇゃぇけ ょぇ ゆっ うしすけさうめぇ くけゃっ くぇせおっ こけしすぇすう しぇきけ しせこすうかくけ 
いぇぉぇてせさうゃぇやっ うしすっ すっ くぇせおっ.17 

                                                        
17 ]っさっく ╉めっさおっゅけさ: „╇しすけさうめぇ たさうてゆぇくしおけゅ しゃっすぇ めっ しせこすうかくけ いぇぉぇてせさうゃぇやっ たさうてゆぇくしすゃぇ.“ 
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╇いきっふせ たかっぉぇ くっぉっしおけゅ う たかっぉぇ いっきぇもしおけゅ ゅかぇょくう しせ こさっ こけしっいぇかう いぇ けくうき 
おけめう うき きけあっ せすけかうすう ゅかぇょ しすけきぇおぇ, めっさ, きうしかうかう しせ こけくうあっくう, くっきぇ くう ゃさかうくっ, くう 
もせょしおけしすう, くうすう うきぇ しかけぉけょっ う しこけおけめしすゃぇ おけょ しかぇぉうた う くっきけゆくうた しゃっ ょけお しせ うき 
こさぇいくう あっかせちう. 

╁っつっさっ もせぉぇゃう ょけこうさぇかっ しせ ょけ しさちぇ すっお くっいくぇすくっ きぇやうくっ ゅかぇょくけゅ こかっぉしぇ. ╁っ-
ゆうくぇ めっ, う こけさっょ しゃっゅぇ, ぉうかぇ ゅけすけゃぇ ょぇ こけふっ いぇ けくうき おけめう めっ たすっけ ょぇ おぇきっやっ けゃけ 
こけしすぇくせ たかっぉけゃう,18 こさっょぇめせゆう きせ ょせてせ う しかけぉけょせ, めっさ くう しぇきう くうしせ いくぇかう てすぇ ぉう しぇ 
やけき. ′ぇたさぇくう, こぇ すぇょぇ きけあって いぇたすっゃぇすう けょ やうた ゃさかうくせ う つっしすうすけしす!19, こうしぇかけ 
めっ くぇ いぇしすぇゃう おせてぇつぇ こけょ おけめけき しせ しっ けおせこもぇかう くうてつう う こさっいさっくう. 

‶けくっおぇょ しっ おぇこっすぇくせ つうくうかけ ょぇ めっ いぇめっょくうちぇ すさこっいっ せ おけめけめ しせ ゃっさくう こけかぇゅぇかう 
しゃけめせ うきけゃうくせ こさっょ くけゅっ ぇこけしすけかぇ こさっ いくぇお さぇいせきっゃぇやぇ きっふせ けぉっしこさぇゃもっくうきぇ, くっゅけ 
せいゃうてっくぇ うょっめぇ きっふせ こさけしゃっすもっくうきぇ. ╃けお めっ ゅかっょぇけ ぉけゅぇすっ すさゅけゃちっ う くぇさけょくっ 
こさゃぇおっ おぇおけ くけゆせ すぇめくけ てぇもせ しかせゅっ しぇ こさっこせくうき おけすぇさうちぇきぇ たさぇくっ う こうゆぇ いぇ ぇゅぇこっ, 
うしおせこもせめせゆう しっ こさっょ ╄かけたうきけき いぇ しゃっ くっこけょけこてすうくっ う こさっゃぇさっ こけつうやっくっ せ ゅけょう-
くぇきぇ さけこしすゃぇ こけょ [うきけき, ちっくすせさうけく めっ ゃうょっけ いさくちっ ぉせょせゆっ こさけこぇしすう めっょくっ せいゃう-
てっくっ うょっめっ おけめぇ めっ きけゅかぇ ょぇ こさけきっくう しゃっす. 〉 すけめ すさぇきこう たかっぉぇ う しぇゃっしすう ういきっふせ ぉけ-
ゅぇすうた う しうさけきぇてくうた, ╉けさくうかうめせ しっ つうくうかけ ょぇ しせてすうくぇ けしすぇめっ くっゅょっ ういゃぇく きさぇつくうた 
しおさけゃうてすぇ う おけくぇつうてすぇ せ つうめうき しせ しっ いうょうくぇきぇ けおせこもぇかぇ ゃっさくぇ ぉさぇゆぇ. 

╆ぇおけく めっ ゅけゃけさうけ: ぉかぇゅけ けくうきぇ おけめう こかぇつせ, めっさ ゆっ しっ せすってうすう; ぉかぇゅけ きうかけ-
しすうゃうきぇ, めっさ ゆっ ぉうすう こけきうかけゃぇくう.20 ╉ぇょ ぉう いぇうしすぇ しゃう ぉうかう きうかけしすうゃう, きうしかうけ めっ 
╉けさくうかうめっ, くうおぇょぇ くっ ぉう ぉうかけ けくうた おけめう こかぇつせ, おぇょ ぉう しゃう ぉうかう おさけすおう, くっ ぉう ぉうかけ 
ゅかぇょくうた う あっょくうた こさぇゃょっ. ]かせてぇめせゆう こさけこけゃっょう ╀けあめうた こけしかぇくうおぇ ╉けさくうかうめっ めっ 
したゃぇすぇけ ょぇ めっょくぇおけしす きっふせ もせょうきぇ すさぇめっ すっお おけかうおけ う ゅかぇょ けぉっしこさぇゃもっくうた, ぇ ょぇ 
くぇたさぇやっくう う くぇこけめっくう すさぇあっ きぇかけ ゃうてっ めっょくぇおけしすう しぇきけ いぇ しっぉっ, めっさ ぇおけ めっ しうすけしす 
こさゃぇ ぉさうゅぇ ゅかぇょくうた, けくょぇ しうすう あっかっ う くってすけ ょさせゅけ.21 ╆くぇけ めっ ょぇ しぇきけ しうす つけゃっお 
きけあっ ょぇ さぇいきうてもぇ け めっょくぇおけしすう, ょけお ゅかぇょぇく きうしかう ょぇ めっ しゃぇ めっょくぇおけしす う こさぇゃょぇ めっ-
ょうくけ せ たかっぉせ. 

′うめっ きけゅぇけ ぇ ょぇ くっ しせきやぇ こけょ すっさっすけき いかぇ う ぉっょっ おけめせ めっ ょけこせてすぇけ ¨くぇめ ╉けめう 
┸っしすっ. ╋うしかうけ めっ こけくっおぇょ ょぇ ぉう けゃぇめ しゃっす ぉうけ きくけゅけ かっこてう おぇょぇ ぉう やうきっ ゃかぇょぇけ 
〈ゃけさぇち せきっしすけ すゃけさっゃうくっ, めっさ しすさぇた めっ けょせゃっお ぉうけ めぇつう こけおさっすぇつ けょ もせぉぇゃう. ‶うすぇけ しっ 
いぇてすけ めっ ]ぇゃさてっくう しすゃけさうけ くっしぇゃさてっくっ う こさっょ やうた こけしすぇゃうけ こさっすっあぇお いぇたすっゃ おけめっき 
くうしせ ょけさぇしかう. 

》けょっゆう いっきもけき ╇いさぇうもぇ, ちっくすせさうけく ╉けさくうかうめっ めっ いぇかぇいうけ せ こさゃっ けこてすうくっ 
くけゃけけぉさぇゆっくうた う しかせてぇけ こさけこけゃっょう けょ けくうた おけめう しせ ゃうょっかう つせょぇ う けしっすうかう ぉかぇゅせ 
[っつ. 〉 ゅさぇょせ ╋っかたうしっょっおぇ おぇこっすぇく めっ こけょ くっこけゅさってうゃうき ゃけふしすゃけき くっおけゅ しかっこけゅ こさけ-
しめぇおぇ しうかぇいうけ せ きさぇつくっ, こけょいっきくっ けょぇめっ ]うけくぇ ょぇ ぉう こさうしせしすゃけゃぇけ うくうちうめぇちうめう こさっ-
けぉさぇゆっくうおぇ. ‶けゅさせあぇゃぇかう しせ ぇこけしすけかう くけゃけこさうょけてかっ せ ゃけょせ せゃけょっゆう うた せ さっょ けょぇ-
ぉさぇくうた, こけきぇいうゃぇかう しせ こけしゃっゆっくっ せこうしせめせゆう うた せ しすぇょけ しこぇしっくうた. 

╀かぇゅけょぇす しこぇしっやぇ ういかうゃぇかぇ しっ しぇきけ くぇ ┸せょっめっ う ]ぇきぇさめぇくっ ょけお しせ "ょけてもぇちう 
こさぇゃょっ" おけめう しせ いぇめっょくけ しぇ ╆ぇおけくけき こさうきぇかう う けぉさっょ けぉさっいぇやぇ, きけゅかう ょぇ ぉせょせ せょけ-
しすけめっくう すっお けこさっいくっ こさけこけゃっょう, こさけすおぇくっ ぉさけめくうき ぇかせいうめぇきぇ う くっさぇいせきもうゃうき 

                                                        
18 ╋す 4, 3 
19 《めけょけさ ╋うたぇめかけゃうつ ╃けしすけめっゃしおう, ╁っかうおう うくおゃういうすけさ 
20 ╋す 5,4; ╋す 5,7 
21 ╁かぇょうきうさ ]けかけゃめけゃ, ╉さぇすおぇ こけゃっしす け ぇくすうたさうしすせ 
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ょうゅさっしうめぇきぇ. 〉 くけゃけめ くぇせちう くうめっ ぉうかけ きっしすぇ いぇ こさもぇゃっ, こけゅぇくっ きくけゅけぉけてちっ おけめう しせ 
しっ くっおぇょぇ おかぇやぇかう しゃけめうき うょけかうきぇ. 

╂かっょぇめせゆう こさぇゃけゃっさくっ おぇおけ かけきっ たかっぉけゃっ きっふせ しけぉけき, ╉けさくうかうめっ しっ つせょうけ 
やうたけゃけき こけうきぇやせ めっょくぇおけしすう めっさ めっ けくぇ ぉうかぇ こさっょゃうふっくぇ いぇ しうさけきぇてくっ ょせたけき, 
ゅかぇょくっ う あっょくっ こさぇゃょっ, おさけすおっ う きうかけしすうゃっ, いぇ つうしすっ しさちっき う せこかぇおぇくっ, きうさけすゃけさちっ 
う こさけゅくぇくっ こさぇゃょっ さぇょう, けしさぇきけゆっくっ う こさけおぇあっくっ, ぇかう くっ う いぇ さけぉけゃっ う しすさぇくちっ, 
うくけゃっさくっ う くっゃっさくっ, くっ いぇ くっつうしすっ う ゅさってくっ, くうすう いぇ こぇゅぇくっ: [うきもぇくっ う ┸っかうくっ, 
《うかうしすっめちっ くぇ つうめけめ しせ いっきもう ‶っかってっすせ あうゃっかう うかう 《っくうつぇくっ おけめう しっ おかぇやぇたせ ぉけゅせ 
╀ぇぇかせ. ‶けしきぇすさぇめせゆう けぉっしこさぇゃもっくっ う こさっいさっくっ, おぇこっすぇく めっ したゃぇすぇけ ょぇ めっ めっょくぇおけしす 
もせょうきぇ ゃさたけゃくう ちうも しぇきけ ょけお こけょせこうさっ やうたけゃせ おけさうしす, ょけお ぉう めっょくぇおけしす くぇ ゃかぇ-
しすうすせ てすっすせ ぉうかぇ すっお くっさぇいせきくう ゅせぉうすぇお くっこさけきうてもっくけゅ さぇしうこくうおぇ. 

‶さゃっ いぇめっょくうちっ ゃっさくうた けしくうゃぇかう しせ こけ ゅさぇょけゃうきぇ しかけぉけょくう, しうさけきぇてくう ゅさぇ-
ふぇくう, あっもくう こさぇゃょっ う たかっぉぇ. ¨くう しせ こさっいうさぇかう しゃぇおせ うきけゃうくせ おけめせ くうしせ こけしっょけ-
ゃぇかう, せおもせつせめせゆう う "しすゃぇさう" おけめっ たけょぇめせ, こさうつぇめせ, さぇふぇめせ しっ う せきうさせ, おぇけ てすけ しせ ぉうかう 
さうきしおう さけぉけゃう. ╆ぇくぇすかうめっ, こさけこぇかう すさゅけゃちう, けしすぇさっかう きけさくぇさう, うしかせあっくう ぉけかっしくう 
かっゅうけくぇさう, こさけしめぇちう, けしうさけきぇてっくう しっもぇちう う ゅさぇょしおぇ しうさけすうやぇ けおせこもぇかう しせ しっ, せ-
めっょうやっくう せ きさあやう こさっきぇ ぉけゅぇすぇてうきぇ おけめう くうおぇょぇ くっゆっ ゃうょっすう くぇ くっぉせ けくけ てすけ ゃっゆ 
こけしっょせめせ くぇ いっきもう. 

╉ぇょぇ ぉう くっおう うきせゆくうめう ゅさぇふぇくうく, ょけあうゃっゃてう ういくっくぇょくけ こさけしゃっすもっやっ, さぇし-
こさけょぇけ しゃけめせ うきけゃうくせ う おかっおくせゃてう こけかけあうけ くけゃぇち こさっょ くけゅっ ぇこけしすけかぇ, しゃう ぉう けょせ-
てっゃもっくけ おかうちぇかう う せ きけかうすゃう しぇぉさぇやぇ ゃっかうつぇかう おさぇしけすせ やっゅけゃけゅ しさちぇ, ゅけゃけさっゆう け 
ういゅせぉもっくけめ けゃちう おけめぇ こさうきぇ ゃっかうおせ さぇょけしす し くっぉぇ, ぇかう おぇょ ぉう しすけすくうお ╉けさくうかうめっ, 
こさっきょぇ しうす う くぇこけめっく, いぇきけかうけ いぇ おさつぇゅ たかぇょくっ ゃけょっ うかう おけきぇょうゆ しおけさっかけゅ たかっぉぇ しぇ 
いぇめっょくうつおっ すさこっいっ, せ あっもう ょぇ しっ ぉぇさっき いぇ すさっくせすぇお こさうぉかうあう いぇめっょくうちう ゃっさくうた, しゃう 
ぉう しっ くっきけ しおかぇやぇかう せこうさせゆう しおさせてっくう こけゅかっょ せ いっきもせ. 

〈ぇょぇ ぉう くぇ すさっくせすぇお せ やっきせ こさけゃさっけ けすさけゃくう ゅくっゃ, ぇかう ゃっゆ しかっょっゆっゅ つぇしぇ こさっ-
こかぇゃうかぇ ぉう ゅぇ しかぇぉけしす つせかぇ おけめぇ めっ おさつうかぇ こせす ぉかぇゅけさぇいせきっゃぇやせ しさちぇ, めっさ ぉってっ ゃっゆ 
つせけ ゃっかうおっ さっつう: ...けゅかぇょやった, う くっ ょぇょけしすっ きう ょぇ めっょっき; けあっょやった, う くっ くぇこけめうしすっ 
きっ; ゅけしす ぉうめぇた, う くっ こさうきうしすっ きっ...22 

〉 さっすおうき すさっくせちうきぇ おぇょぇ いっきもけき くうしせ ぉっしくっかう くっおう けょ せしすぇくぇおぇ さけぉけゃぇ う 
おぇょぇ くうしせ こかぇきすっかっ こけぉせくっ "しかけぉけょくうた" ゅさぇふぇくぇ, ╉けさくうかうめっ めっ せあうゃぇけ せ すけこかうき きっ-
ょうすっさぇくしおうき くけゆうきぇ. ¨おさせあっく こけさけょうちけき, ゃっさくうき こさうめぇすっもうきぇ う ぉさけめくけき しゃう-
すけき, おぇこっすぇく しっ こさうしっゆぇけ しゃけめうた かせすぇやぇ せ おけめうきぇ めっ すさぇあうけ こさうぉっあうてすっ くっきうさくけき 
ょせたせ. ]ゃう すう きぇゅけゃう, せきくう そうかけいけそう う つせょけすゃけさちう おけめっ めっ しさっすぇけ くぇ しゃけめうき こせすけゃぇ-
やうきぇ, くうしせ きけゅかう ょぇ せすけかっ ゅかぇょ やっゅけゃけゅ しさちぇ いぇ こさけしすけき, めっょくけしすぇゃくけき うしすうくけき. 
┹せょう おけめう しせ ゃっさけゃぇかう せ うしすけゅ ╀けゅぇ, せ めっょくけゅ う めっょうくけゅ ╁さたけゃくけゅ ]せょうめせ, ぇ こさうすけき 
しっ きっふせしけぉくけ きさいっかう う せぉうめぇかう, くうしせ きけゅかう ょぇ さぇいかせつっ ぉうすくけ けょ くっぉうすくけゅ, くうしせ 
きけゅかう ょぇ けしかけぉけょっ しせてすうくせ けょ そけさきっ. ╃ぇ ぉう くぇしすぇかけ けこてすっ う いぇめっょくうつおけ おかぇ-
やぇやっ, すけ めっしす, ょぇ ぉう しっ しゃう おかぇやぇかう ぉぇて めっょくけき う うしすけき, もせょう しせ せくうてすぇゃぇかう 
めっょぇく ょさせゅけゅ きぇつっき.23 ]ゃう しおせこぇ こけょしっゆぇかう しせ ゅぇ くぇ やっゅぇ しぇきけゅ せ くぇめゅけさっき しゃっすかせ, う 
こけょしすうちぇかう ぉっいゅさぇくうつくせ, ゅかぇゃけぉけかくせ すせゅせ. 

‶けしかっ くっけぉうつくけゅ ょけゅぇふぇめぇ せ ╃ぇきぇしおせ, おぇょぇ くっおう こかっきっくうすう きかぇょうゆ うきっくけき 
]ぇゃかっ, さけょけき うい 〈ぇさしぇ おうかうおうめしおけゅ, けょぉぇちう ょけかぇきせ う てすうす さうきしおけゅ こけゃっさっくうおぇ う 

                                                        
22 ╋す 25, 42-43 
23 《めけょけさ ╋うたぇめかけゃうつ ╃けしすけめっゃしおう, ╁っかうおう うくおゃういうすけさ 
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こけふっ こさぇてやぇゃうき ょさせきけゃうきぇ ょぇ こさけこけゃっょぇ [っつ ╀けあうめせ, せすうたくせてっ ゅけやっやぇ けぉさぇゆっ-
くうおぇ こけ ┸っさせてぇかぇうきせ う こけ しゃけめ いっきもう めせょっめしおけめ. ¨つぇし しっ さっゃくけしくう ╀けあめう こけしかぇくうちう 
さぇいきうかうてっ てうさけき 》ぇくぇぇくぇ せ こけすさぇいう いぇ くけゃうき せつっくうちうきぇ う こさけこけゃっょくうちうきぇ くぇ 
おけめっ ぉう こけかけあうかう しゃけめせ せきけさくせ させおせ. 〈ぇおけ う くっおう ゅぇかうかっめしおう さうぉぇさ こけ うきっくせ ]うきけく, 
いゃぇくう めけて う ╉うそぇ, こさけくけしっゆう [っつ ╀けあめせ せ ╊うょう ういかっつう ╄くっめせ おけめう めっ かっあぇけ せいっす こせ-
くうた けしぇき ゅけょうくぇ, こけょうあっ うい きさすゃうた 〈ぇゃうすせ せ ┸けこう う, くぇめこけしかっ, いぇくけゆう せ おせゆう ]う-
きけくぇ おけあぇさぇ, こさけこけゃっょぇめせゆう くぇせお しこぇしっやぇ けくうきぇ てすけ こけゃっさけゃぇてっ. 

』せゃてう いぇ けゃっ ょけゅぇふぇめっ けょ さうきしおうた せたけょぇ う ょけせてくうおぇ おけめう しせ こさぇすうかう しゃぇおう 
しせきやうゃう おけさぇお うかう くぇゅかう こけおさっす くっこさうめぇすっもぇ ╇きこっさうめっ, ちっくすせさうけく ╉けさくうかうめっ, せ-
きけさぇく けょ ぉさけめくうた かせすぇやぇ う きくけゅうた いくぇやぇ, くぇさっょう しゃけめうき しかせゅぇきぇ ょぇ こけふせ ょけ ┸けこっ う 
ょけゃっょせ ぇこけしすけかぇ け おけめっき しせ しっ ゃっゆ けょぇゃくけ うしこさっょぇかっ こさうつっ ょぇ めっ けょ こさけしすけゅ さうぉぇさぇ 
こけしすぇけ せつっくう きせょさぇち おけめう せ しゃけめけめ ゅさゅせさぇゃけめ, こさけしっょけめ ぉさぇょう つせゃぇ けょゅけゃけさっ くぇ しゃぇ 
こうすぇやぇ けゃけゅぇ う けくけゅぇ しゃっすぇ. 

]うきけく ‶っすぇさ しっ せこさぇゃけ せきうゃぇけ こさっょ おけあぇさっゃけき おせゆけき, しこうさぇめせゆう しぇ せきけさくけゅ 
つっかぇ こけしかっょやっ けぉさうしっ つせょっしくけゅ ゃうふっやぇ てすけ ゅぇ けぉせいっ せ すさっくせ ゃっかうおっ ゅかぇょう, おぇょぇ 
╉けさくうかうめっゃう こけしかぇくうちう いぇせいょぇてっ こさっょ すさっきけき ぉっしくっ, こけきぇきもっくっ おけやっ. 

– ┸っしう かう すう ]うきけく うい ╁うすしぇうょっ, しうく ┸けくうく? – せこうすぇてっ おけやぇくうちう けしけさくけ. 
– ┸っしぇき – けょゅけゃけさう ぇこけしすけか きうさくうき ゅかぇしけき, ゃっいせめせゆう おぇうてっゃっ こけょっさぇくうた 

しぇくょぇかぇ. 
– ]こさっきう しっ! – いぇこけゃっょうてっ ╉けさくうかうめっゃう ゅかぇしくうちう. – ╇ょって しぇ くぇきぇ せ 『っいぇ-

さっめせ! 
‶っすさせ しうくせ こさっょ けつうきぇ ょぇ めっ おせちくせけ つぇし いぇ おけめう しっ しこさっきぇけ こせくうた しっょぇき ゅけ-

ょうくぇ めけて けょ すさっくせすおぇ おぇょぇ めっ こけてぇけ せいぇくけき しすぇいけき ぉっい こけゃさぇすおぇ. ¨ょきぇた けすこけしかぇ ょけ-
きぇゆうくぇ こけ てっしすけさうちせ しゃけめうた くぇめゃっさくうめうた せつっくうおぇ うい ┸けこっ おけめう けょさぇくうめっ ういさぇいうてっ 
あっもせ ょぇ こけしすさぇょぇめせ いぇ ゃっさせ.  

┸ぇてせゆう ちっけ ょぇく きけさしおけき けぉぇかけき こけ くっしくけしくけめ あっゅう, せ しせきさぇお おけやぇくうちう こさう-
しこってっ こさっょ ╉けさくうかうめっゃせ こぇかぇすせ. 

¨しっゆぇめせゆう ょせぉけおけ せ しっぉう ょぇ めっ おけくぇつくけ おせちくせけ けょしせょくう つぇし, おぇこっすぇく ょけつっおぇ 
こさうょけてかうちっ うしこさっょ ょけきぇ しぇ ゃっかうおうき くっしすさこもっやっき: 

– ┸っしう かう すう ]うきけく, いゃぇくう ‶っすぇさ いぇ おけめっゅ おぇあせ ょぇ めっ ょけあうゃっけ ゃっかうおせ さぇょけしす 
こさけしゃっすもっやぇ? 

– 〈う おぇあって! – ‶っすぇさ こけゅくせ ゅかぇゃせ. 
– ╅っかっけ ぉうた ょぇ つせめっき くぇせお しこぇしっやぇ けょ すっぉっ めっさ しう けしっすうけ ぉかぇゅせ [っつ – けこさっいくけ 

こさけいぉけさう ╉けさくうかうめっ. 
– ′っ こさけこけゃっょぇき [っつ けくうきぇ おけめう くっ こさういくぇめせ ╆ぇおけく う ‶さけさけおっ! – けょぉさせしう 

‶っすぇさ せこさぇゃうゃてう かっょっくう こけゅかっょ おぇ きけさしおけめ こせつうくう. 
– ┿かう, めぇ しぇき ゃっゆ けょぇゃくけ こさうたゃぇすうけ ゃっさせ ╇いさぇうもぇ. ]ぇょぇ ぉうた たすっけ ょぇ こさうきうき 

おけくぇつくけ うしこせやっやっ いぇゃっすぇ しぇ ]ゃっゃうてやうき. 
– ′っ おさてすぇゃぇき こぇゅぇくっ おけめう しっ おかぇやぇめせ うょけかうきぇ – ぉうけ めっ けょかせつぇく ]うきけく ‶っ-

すぇさ. 
╉けさくうかうめっ しっ くぇ すさっくせすぇお いぇきうしかう. 
– 』せゃぇき いぇこけゃっしすう ╀けあめっ, ょぇめっき きうかけしすうやせ おぇょ ゅけょ きけゅせ う きけかうき しっ めっょくけき 

╀けゅせ – くぇめいぇょ こさけゅけゃけさう すせあくうき ゅかぇしけき. – 〉 きけき ょけきせ くっきぇ うょけかぇ. ╆ぇさ くうしぇき 
ょけしすけめぇく ょぇ こさうきうき [っつ ╀けあめせ? 

– ′っ きってぇき しっ しぇ うくけこかっきっくうちうきぇ おけめう くっ こけてすせめせ ╋けめしうめっゃっ けぉさっょっ! – おけ-
くぇつくけ ういゅせぉう しすさこもっやっ ‶っすぇさ. – ╇ょうすっ けょ きっくっ, こさけおかっすう! 
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╉けさくうかうめぇ けぉせいっ ゃっかうおぇ あぇかけしす. ¨つっおうゃぇけ めっ, こけこせす ぉさけょけかけきくうおぇ, ょぇ きせ めっ-
ょぇく ういくっくぇょくう しせしさっす きけあっ ょけくっすう くっけつっおうゃぇくう しこぇし, ぇかう, こけしかっ しゃっゅぇ, う ょぇもっ しっ 
けしっゆぇけ ういゅせぉもっくけ, ょぇかっおけ けょ うしすうくっ. ]ぇきけゆぇ ゅぇ めっ こさけあょうさぇかぇ, ちっさうかぇ しっ う かうおけ-
ゃぇかぇ くぇょ やっゅけゃうき くけゃうき こけさぇいけき. 

〈せあぇく う せきけさぇく, ╉けさくうかうめっ こけふっ せ しゃけめっ さぇしおけてくっ けょぇめっ, けしすぇゃうゃてう きさいけ-
ゃけもくけゅ ゅけしすぇ こさっょ せかぇいくうき ょゃっさうきぇ. ┿かう, くっ しすうゅぇゃてう くう ょぇ ょけたゃぇすう ぉさけくいぇくう させ-
おけたゃぇす くぇ おせゆくうき ゃさぇすうきぇ, こさっすさくせ しぇゃ, せこかぇてっく ゅさけいくうき もせょしおうき ゃさうしおけき. ′ぇゅかけ 
しっ けおさっくせゃてう, こさっくっさぇあっくう ちっくすせさうけく せゅかっょぇ ‶っすさぇ おぇおけ けくっきけゆぇかけゅ すっかぇ, せい ゃっ-
かうおう すさっしぇお, こぇょぇ くうつうちっ せ こさぇてうくせ, おうょぇめせゆう しゃけめっ たぇもうくっ う つせこぇめせゆう おけしせ おさけい 
ょさたすぇゃう, うしこさっおうょぇくう こかぇつ. 

]っすうゃてう しっ, くぇ きぇた, しすさぇてくけゅ ゃうふっやぇ け つうしすうき う くっつうしすうき あうゃけすうやぇきぇ おけめっ 
きせ しっ せおぇいぇ せ いぇくけしせ ゃっかうおっ ゅかぇょう いぇ うしすうくけき, せ おせゆう ]うきけくぇ おけあぇさぇ, ‶っすぇさ しっ けこけ-
きっくせ うしこせやっやぇ つせょっしくうた さっつう こさけさけてすゃぇ け すさけしすさせおけき けょさうちぇやせ う, こけおぇめぇゃてう しっ, 
ゅけさおけ いぇこかぇおぇ: 

– ╆ぇさ きけあっ おけ いぇぉさぇくうすう ゃけょせ ょぇ しっ くっ おさしすっ けゃう おけめう こさうきうてっ ╃せたぇ ]ゃっ-
すけゅぇ おぇけ う きう?24 

‶けこせす あうゅぇ こさうすうしくせてっ ゅぇ ょぇゃくけ ういゅけゃけさっくっ さっつう くぇめぉけもっゅ けょ しゃうた せつっくうおぇ: 
しゃぇおけ うきぇ しゃけめ こせす いぇ ╃ぇきぇしお, しゃぇおう つけゃっお うきぇ しゃけめせ すぇつおせ かけきもっやぇ... 
 

╃ぇもう ょけゅぇふぇめう ゃけふっくう くっこけゅさってうゃけき させおけき ういゃっしくけゅ ]ぇゃかぇ おけめっゅ せ しゃけめうき 
しこうしうきぇ, いぇめっょくけ しぇ ╁ぇさくぇゃけき, こけきうやせ う すさけめうちぇ しすけうおぇ うい 〈ぇさしぇ, けしすぇょけてっ こけしゃっ-
ょけつっくう せ しゃっすうき おやうゅぇきぇ おぇけ こけすゃさょぇ さっつう ょぇ めっ ちさおゃぇ せ しゃっすせ こさっ ぉけかくうちぇ いぇ ぉけ-
かっしくっ くっゅけ こさうたゃぇすうかうてすっ いぇ しぇゃさてっくっ.25 ╇ くうてすぇ ゃうてっ. 

╇ くうてすぇ きぇやっ けょ すけゅぇ. 
 

                                                        
24 ╃ぇこ 10, 47 
25 ╂っけさゅうめっ 《かけさけゃしおう, 》さうてゆぇくしすゃけ う おせかすせさぇ 
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СНОВИ 
 
 

 
 
 
 ǲǢǻǿǭǪǰ 
 

′ぇかぇいうき しっ くぇ ぉせゃもぇおせ こさっこせくけき しゃっすぇ. 
‶さけょぇめっ しっ, せゅかぇゃくけき, こけかけゃくぇ さけぉぇ, しすぇさっ 
けょぉぇつっくっ しすゃぇさう, しおうくせすっ し’ すぇゃぇくぇ, ういゃぇふっくっ うい 
こけょさせきぇ. 

╀せゃもぇお めっ せ ちっくすさせ ゅさぇょぇ おけめう くっ 
こさっこけいくぇめっき. 〉いょうゅくせす めっ くぇ くっおぇおゃけめ さぇゃくけめ 
ぉっすけくしおけめ こかけつう おけめぇ ょけきうくうさぇ けおけかうくけき 
うしこせやっくけき ゃっかうおうき ぉさけめっき くけゃうた, かっこうた, すっお 
しぇゅさぇふっくうた こけさけょうつくうた おせゆぇ. 

╃ぇく めっ きせすぇく, けぉかぇつぇく. ′っぉけ ゅけすけゃけ 
しぇしすぇゃもっくけ しぇ いっきもけき. ]うこう さっすおぇ かっょっくぇ 
おうてうちぇ. 〉 すぇくおけき きぇくすうかせ, しかぇぉけ しぇき けょっゃっく. 
〉ぉさいぇくうき たけょけき, ょぇ しっ いぇゅさっめっき, こさけぉうめぇき しっ おさけい きぇしせ もせょう. ╇ぇおけ きう めっ たかぇょくけ 
しさっゆぇく しぇき. 〉 ょっしくけき りっこせ きぇくすうかぇ つゃさしすけ しすうてゆっき こさうゃっいぇお し おもせつっゃうきぇ けょ おせゆっ 
おけめせ しぇき せこさぇゃけ ょけぉうけ. 

〉 ゅせあゃう, けょゅせさくせす くぇ おかういぇゃけき すっさっくせ, こぇょぇき. ╃けつっおせめっき しっ くぇ させおっ う 
せぉかぇあうき こぇょ. ╃けお しっ こさうょうあっき こけきぇあっ きう つけゃっお し’ おかけゃくけゃしおけき きぇしおけき くぇ かうちせ. 
╁さすう ゅかぇゃけき, しきっめっ しっ. ]せきやうゃ きう めっ. ╀さいけ しすぇゃもぇき させおせ せ りっこ きぇくすうかぇ, すさぇあうき 
おもせつっゃっ. ╉もせつっゃぇ くっきぇ.  

〉しこかぇたうさっく, ぉせょうき しっ. 
 

 
 ǹǭǹǺǸǨ 
 

]ぇやぇき おせゆせ せ ╋ぇつゃぇくしおけめ 10 せ ′うてせ. ]ぇ きぇめおけき う しっしすさけき しぇき, ぇかう くうしきけ せ 
しすぇくせ ゃっゆ せ くっおけめ こさけしすけさうめう ういょうゅくせすけめ ういくぇょ おさけゃぇ おせゆっ. ‶さけしすけさうめぇ めっ くぇつうやっくぇ 
けょ しすぇおかぇしすけゅ, こさけゃうょくけゅ きぇすっさうめぇかぇ. ‶さっょ くぇきぇ, おぇけ くぇ ょかぇくせ, ゃうょう しっ けぉかうあやう 
こぇさお う こけいけさうてすっ しぇ すさゅけき, ういぇ くぇし しせ ′うてぇゃぇ う 〈ゃさふぇゃぇ.  
┸ぇ しすけめうき, きぇめおぇ しっょう くぇ しすけかうちう しおさてすっくうた させおせ, しっしすさぇ めっ いぇ おかぇゃうさけき. ┻せ-

すうきけ. ′っ ゃうょうき しっしすさうくけ かうちっ しぇきけ やっくっ させおっ おけめっ たうすさけ こさっかっゆせ こけ ょうさおぇきぇ. 
╆ゃせちう おかぇゃうさぇ しっ くっ つせめせ. ‶さうかぇいうき めけめ. ¨くぇ こけょうあっ ゅかぇゃせ. 〉 けつうきぇ めけめ くっおぇ さぇ-
ょけしす, くっおぇ しゃっすかけしす. ‶さっしさっゆぇく しぇき てすけ めっ ゃうょうき こけしかっ すけかうおけ ゅけょうくぇ, てすけ めっ けこっす 
しぇ くぇきぇ, てすけ しゃうさぇ, てすけ しっ さぇょせめっ うぇおけ いくぇき ょぇ めっ けゃけ しぇきけ しぇく, ょぇ めっ きけめぇ しっしすさぇ け-
ょぇゃくけ きさすゃぇ.  
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ǨǻǺǶǩǻǹ 

 
′ぇ こせすけゃぇやせ しぇき せ くっおけめ しすさぇくけめ いっきもう. ╁ぇく しぇき ぇせすけぉせしぇ. ]すけめうき おさぇめ 

けゅさけきくけゅ おけそっさぇ, こさっこせくけゅ おやうゅぇ う ゃういせっかくうた さぇょけゃぇ, おけめう すさっぉぇ しきっしすうすう. 
′っしすさこもうゃけ つっおぇき. 【けそっさ ういかぇいう うい おけかぇ, しすぇゃもぇ おけそっさ せ ゅっこっお ぇ けくょぇ しっ すさおけき 
ゃさぇゆぇ せ おぇぉうくせ う ぇせすけぉせし こけょ こせくうき ゅぇしけき おさっゆっ. 〉いぇかせょ こぇくうつくけ ゃうつっき, きぇてっき 
させおぇきぇ う すさつうき, ぇせすけぉせし ぉさいけ くっしすぇめっ しぇ ゃうょうおぇ. 
 
 ǩǭǳǰ 
 

╆ゅさぇょぇ くぇ くっおけき こかぇくうくしおけき ゃっくちせ, ゃうしけおけ きっふせ けぉかぇちうきぇ. 〈け めっ, せ しすゃぇさう, 
ゅさぇくうちぇ ぇ いゅさぇょぇ めっ ちぇさうくぇさくうちぇ. 

′ぇかぇいうき しっ せ しけぉう しぇ こけかうちぇきぇ こさっこせくうき おやうゅぇ. ╉さけい てうさけき けすゃけさっくぇ 
ゃさぇすぇ しけぉっ こけしきぇすさぇき ゅけきうかせ もせょう おけめう しすけめっ こさっょ ゃっかうおけき さぇきこけき つっおぇめせゆう ょぇ 
ぉせょせ こせてすっくう くぇ ょさせゅせ しすさぇくせ. 〉 すけめ ゅけきうかう こさっこけいくぇき しゃけゅ ょさせゅぇ うい ゅうきくぇいうめっ 
„]すっゃぇく ]さっきぇち” せ ′うてせ. ╀うけ めっ きさてぇゃ, こかぇゃ, しおけさけ ぇかぉうくけ. ╆ゃぇかう しきけ ゅぇ ╀っかう. 
‶さうかぇいうき きせ. ‶さっこけいくぇめっ きっ う ういかぇいう うい ゅけきうかっ. 〉かぇいうきけ せ しけぉせ. ]ぇ こけかうちぇ しおうょぇき 
めっょくせ けょ しゃけめうた おやうゅぇ. ╅っかうき ょぇ きせ めっ こけおかけくうき し’ こけしゃっすけき. ╃さあうき けすゃけさっくせ 
おやうゅせ せ かっゃけめ させちう. 〉 ょっしくけめ きう めっ けかけゃおぇ. ‶けゅくせすっ ゅかぇゃっ こけおせてぇゃぇき ょぇ しっ しっすうき 
うきっくぇ う こさっいうきっくぇ しゃけゅ ょさせゅぇ ぇかう きう すけ くうおぇおけ, う こけさっょ けゅさけきくけゅ くぇこけさぇ, くっ 
こけかぇいう いぇ させおけき. 

╀せょうき しっ. 
 
 
 ǷǭǤ 

 
]ぇきう しきけ せ しすぇくせ. ′ってすけ しっ つせょくけ ょってぇゃぇ. 〉 おせたうやう っかっおすさうつくぇ こっゆ こけしすぇめっ 

ぉせつくぇ: こけょさたすぇゃぇ, すさっしっ しっ, こけしせふっ くぇ やけめ しっ こけきっさぇ, いゃっちおぇ, ぇ けくぇ こけょ くぇゃぇかけき しすさせめっ 
こけつうやっ しぇぉかぇしくけ ょぇ しゃっすかせちぇ. ‶っゆ めっ しすぇさぇ. ′っおけかうおけ こせすぇ しきけ めっ こけこさぇゃもぇかう. 
′けゃちぇ ょぇ しっ おせこう くけゃぇ くうめっ ぉうかけ. 

〉 ゃっかうおけき しきけ しすさぇたせ ょぇ くっ ょけふっ ょけ っおしこかけいうめっ う こけあぇさぇ. ′うおけ くっ しきっ ょぇ 
こさうふっ こっゆう. 

¨ょめっょくけき, おぇけ ょぇ めっ うい いっきもっ ういくうおかぇ, こけめぇゃもせめっ しっ くっおぇ おさせこくぇ あっくぇ 
さぇしつせこぇくっ おけしっ う せくっいゃっさっくけゅ こけゅかっょぇ. ╀っい さっつう こさうかぇいう こっゆう, おけめぇ めっ ゃっゆ せ せしうめぇくけき 
しすぇやせ, たゃぇすぇ けぉっきぇ させおぇきぇ っかっおすさうつくう おぇぉか いぇ ゅかぇゃせ う めっょくうき すさいぇめっき ういゃかぇつう ゅぇ 
うい せすうつくうちっ. 

 
 
ǴǨǿǨǲ 
 
╉やうあっゃくけ ゃっつっ せ きけめせ つぇしす. ╃けぉうけ しぇき くぇゅさぇょせ いぇ こけっいうめせ. ]ゃっつぇくけ 

こさけゅかぇてっやっ ょけぉうすくうおぇ. 』うすぇめせ しっ こっしきっ うい いぉうさおっ ]ゃうやぇ めっ けょかうつぇく こかうゃぇつ. 
╁けょうすっも ゃっつっさう くぇめぇゃもせめっ ょけょっかせ くぇゅさぇょっ くっおぇおけ すぇめぇくしすゃっくけ, くっきせてすけ. ‶さっきぇ 
やっゅけゃうき さっつうきぇ くぇゅさぇょぇ めっ くっけぉうつくぇ, こさぇゃけ ういくっくぇふっやっ. 〉 すけき すさっくせすおせ ういぇ 
やっゅけゃうた かっふぇ こけめぇゃもせめせ しっ ょゃっ ょっゃけめおっ, ょけくけしっ う ちっさっきけくうめぇかくけ きう こさっょぇめせ せ させおっ 
ゃっかうおけゅ, う けょ しすさぇたぇ しゃけゅ くぇおけしすさってっくけゅ きぇつおぇ. 
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¨ゃぇめ しぇく ゃっいせめっ しっ いぇ ┻うゆっゃぇち し` こけつっすおぇ こっょっしっすうた ゅけょうくぇ. ]すぇくけゃぇかう しきけ せ 
いぇこせてすっくけめ しっけしおけめ おせゆう こさっこせくけめ きうてっゃぇ. ╋ぇめおぇ めっ けょくっおせょ ょけくっかぇ ゃっかうおけゅ, あせすけゅ 
きぇつおぇ. ]ゃう しきけ ゅぇ いぇゃけかっかう. ╀うけ めっ しめぇめぇく かけゃぇち う けしかけぉぇふぇけ くぇし きうてうめっ くぇこぇしすう. 
‶けしっぉくせ くぇおかけくけしす きぇつぇお めっ うしこけもぇゃぇけ こさっきぇ きっくう. ╉ぇょぇ しぇき ょけかぇいうけ うい ておけかっ けく 
ぉう, こさっょけしっすうゃてう きけめ ょけかぇいぇお うしすさつぇけ くぇ せかうちせ, ゃうてっ ょっしっすうくっ きっすぇさぇ うしこさっょ 
おせゆっ, う せきうもぇゃぇめせゆう しっ ょけつっおうゃぇけ きっ. 

┸ぇ, きけさぇき ょぇ こさういくぇき, こけくっおぇょ くうしぇき ぉぇて ぉうけ くっあぇく こさっきぇ くぇてっき 
もせぉうきちせ. 》ゃぇすぇけ ぉう ゅぇ いぇ せてう, こさうしかぇやぇけ くぇ おせゆくぇ ゃさぇすぇ, う ょけお しっ けく ぉっしこけきけゆくけ 
ぉぇすさゅぇけ う きめぇせおぇけ, さっちうすけゃぇけ ぉうた きせ こっしきっ. 

 
 
ǴǻǾǨǣǭ 

 
〉 ゃっかうおけき しぇき こけかせおさせあくけき ぇきそうすっぇすさせ うしこせやっくけき せつっくうちうきぇ. ╅うゃぇく きっ 

こけいゃぇけ ょぇ せ やっゅけゃけめ ておけかう けょさあうき こさっょぇゃぇやっ. ╃せぉけおぇ めっ くけゆ. ┿きそうすっぇすぇさ くうめっ 
こけおさうゃっく. ′うめっ くう けしゃっすもっく. 』せめっ しっ あぇゅけさ ょっちっ せ すぇきう. ╇いくぇょ くぇし ぉかっょぇ きっしっつっゃぇ 
しゃっすかけしす.  

]っょうき しぇ ╅うゃぇくけき いぇ さぇしおかうきぇすぇくけき おぇすっょさけき. ′ぇしすけめうき ょぇ ういぉっゅくっき 
こさっょぇゃぇやっ. ╉ぇあっき ょぇ しぇき おぇけ ょっすっ ぉうけ きせちぇゃぇち, ぇ ぉうすう きせちぇゃぇち せ しっけしおけめ しさっょうくう, 
こぇ めけて „せつうすっもおうくけ ょっすっ” , ぉうかけ めっ こけさぇいくけ. ]すっおぇけ しぇき せあぇしくっ おけきこかっおしっ, しすさぇた けょ 
しゃぇおけゅ めぇゃくけゅ くぇしすせこぇ う ゅけゃけさぇ, しすさぇた けょ こけょしきったぇ, しすさぇた けょ ゅけきうかっ, しすさぇた けょ もせょう.  

╋せちぇやっ しぇき, おぇおけ すぇおけ, しぇゃかぇょぇけ しぇ てっしくぇっしす ゅけょうくぇ せ ょさせゅけき さぇいさっょせ 
ゅうきくぇいうめっ, ぇかう しすさぇた けょ ゅけゃけさぇ う めぇゃくうた くぇしすせこぇ めっ けしすぇけ.  

╅うゃぇく きっ ぉかぇゅけ せぉっふせめっ う たさぇぉさう. „′うてすぇ しっ くっゆっ ょけゅけょうすう – おぇあっ けく – しぇきけ 
しっ けこせしすうすっ, くぇてぇ ょっちぇ しせ ょうゃくぇ.” 

〉しすぇめっき, あぇゅけさ ょっちっ しっ しすうてぇゃぇ. ╂かぇしくうめっ くっゅけ てすけ うくぇつっ つうくうき ういゅけゃぇさぇき 
こさゃっ さっつう. 〈っておっ しせ おぇけ けかけゃけ. ┸っいうお しっ けょめっょくけき しぇこかうゆっ, ゅさおもぇく しすっあっ, かうちっ しっ 
ゅさつう せ ぉけかくせ ゅさうきぇしせ. ‶かせゆぇ しっ せいぇかせょくけ くぇこうやせ, くけゃっ さっつう いぇしすぇめせ せ ゅさかせ う ょぇゃっ.  

╀せょうき しっ し' うしおうょぇくうき めっちぇめうきぇ う ゅかぇしくうき おさうおけき. 
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ЗМИЈСКИ БРАТ 
 
 

 
 
 

‶けしすけめっ すぇおけ もせょう, おぇけ ょぇ しせ ういぇてかう うい 
おぇおゃっ こさうつっ うかう さけきぇくぇ, こけすゃさふせめせゆう すぇおけ しゃけめけき 
しせょぉうくけき けくせ しせきやうゃせ う ゃっゆ けょぇゃくけ けょぉぇつっくせ 
すっいせ さっぇかうしすうつおうた こうしぇちぇ, ょぇ しせ あうゃけすくぇ しすゃぇさ-
くけしす う おやうあっゃくけしす めっょくけ, こぇ ぉうかけ せ ちっかうくう うかう せ 
くうめぇくしぇきぇ. ┸っょぇく けょ すぇおゃうた めっ う めせくぇお けゃっ しせきけさくっ 
こさうつっ, おけめう くうめっ ぉうけ うょっぇかうしす, ぇ めけて きぇやっ そぇすぇ-
かうしす, ぇかう こけ けくけきっ てすぇ きせ しっ せ あうゃけすせ つっしすけ ょっ-
てぇゃぇかけ, きくけゅう しせ ゅぇ せこさぇゃけ しきぇすさぇかう すぇおゃうき. 
 ′ぇ こさゃう こけゅかっょ ぉうけ めっ こけしゃっ けぉうつぇく, う ゅけ-
すけゃけ くっいぇくうきもうゃ おぇけ こけめぇゃぇ, こさうかうつくけ ゆせすもうゃ う 
けょきっさっく, ぇ しゃけめうき こけくぇてぇやっき おぇけ ょぇ めっ くぇしすけめぇけ 
ょぇ せゃっお ぉせょっ こけ しすさぇくう. ╋っふせすうき, こぇあもうゃうめう 
こけしきぇすさぇつ めっ かぇおけ きけゅぇけ せけつうすう やっゅけゃっ おさぇゃもっ 
ゃけょやうおぇゃっ けつう, せ おけめうき しっ くぇいうさぇかけ くってすけ おさせこくけ う すぇめぇくしすゃっくけ. ┿ う けくけ てすけ きせ しっ 
ょってぇゃぇかけ, おぇおけ さっおけしきけ, てすけ ゅぇ めっ, ういゅかっょぇ, こさけすうゃ やっゅけゃけめ ゃけもう, ぉぇちうかけ せ ちっくすぇさ 
こぇあやっ, ぉうかけ めっ ゃうてっ けょぉけめくけ う くっおぇおけ すせふっ, こぇ くうおけ くうめっ くう たすっけ ょぇ きせ しっ こさうぉかうあう, 
うかう ょぇ ぉぇさ こけおせてぇ ょぇ ゅぇ さぇいせきっ. 
 ╆ぇ やっゅぇ しっ ゅけゃけさうかけ ょぇ めっ いきうめしおう ぉさぇす, う ょぇ めっ しすぇかくけ せ ょけしかせたせ しぇ すうき けこぇおうき 
う けょ もせょう けきさぇあっくうき くぇおけすけき. ╉けかうおけ めっ せ すけきっ ぉうかけ うしすうくっ きう こけせいょぇくけ くっ いくぇきけ, 
ぇかう めっ しぇしゃうき ういゃっしくけ ょぇ めっ しせきやぇ うきぇかぇ けしくけゃぇ. 
 ╆くぇきけ ょぇ くうおぇょ くう せ めっょくけめ こさうかうちう くうめっ ょけいゃけかうけ ょぇ しっ け いきうめぇきぇ さいあくけ 
ゅけゃけさう, ぇ おぇきけ かう ょぇ うた くっおけ せぉうめぇ, おぇおけ しっ すけ けぉうつくけ ょってぇゃぇかけ. 』ぇお う けくっ ゅくっゃくっ, 
おけめっ しせ いきうめっ せめっょぇかっ, せきっけ めっ ょぇ しきうさう けぉうつくけき けこぇしおけき ょぇ しせ いきうめっ きうさけもせぉうゃぇ 
しすゃけさっやぇ, う ょぇ せめっょぇめせ しぇきけ せ しぇきけけょぉさぇくう, ょぇ せゃっお くっこけゅさってうゃけ けしっすっ おけ めっ いかけゆぇ う 
おけ うき け ゅかぇゃう さぇょう. 
 ╋っふせすうき, おぇょぇ しせ すけ つせかぇ つっすゃけさうちぇ ぉさぇゆっ うい しせしっょくけゅ しっかぇ, おけめっ しせ いきうめっ 
つさしすけ せめっょぇかっ, こけさせつうかう しせ きせ ょぇ ゆっ ゅぇ こさっぉうすう, おぇけ てすけ さぇょっ しぇ やっゅけゃうき こけしっしすさう-
きぇきぇ, おけめっ しせ すうた ょぇくぇ おぇしくけゅ かっすぇ かけゃうかう こけ おぇきっやぇさうきぇ ういくぇょ くぇてっゅ しっかぇ. 【すぇ-
ゃうてっ ょぇ ゆっ ゅぇ しぇ やうきぇ くぇぉうすう せ こかぇしすうつくけ ぉせさっ う こけしかぇすう せ そぇぉさうおせ かっおけゃぇ. 
 ′ぇけこぇおぇ しせ ぉうかぇ すぇ ぉさぇゆぇ ‶ぇこうゆう, いかけゆっ くぇょ いかけゆぇきぇ, ゅけょうくぇきぇ しせ しっ ぉぇゃうかう 
かけゃけき いきうめぇ, う めせくぇお くぇてっ こさうつっ めっ すけ いくぇけ, こぇ めっ ゃってすけ ういぉっゅぇゃぇけ しせしさっすっ しぇ やうきぇ. 
╆ぇ やっゅけゃせ ぉっいぉっょくけしす すうた ょぇくぇ ょけくっおかっ めっ ぉうけ いぇしかせあぇく う こうしぇち けゃっ こさうつっ, すけ めっしす めぇ 
ゅさってくうお, こぇ しぇき ゅぇ しぇ ょけしすぇ きせおっ う くぇすっいぇやぇ くぇゅけゃけさうけ ょぇ しっ いぇめっょくけ しおかけくうきけ せ 
きけめせ ゃうおっくょうちせ せ こかぇくうくう, ょぇ こうめっきけ たかぇょくせ ういゃけさしおせ ゃけょせ, かっておぇさうきけ せ たかぇょせ しすけ-
かっすくうた しすぇぉぇかぇ う こさうつぇきけ け いきうめぇきぇ ょけ きうかっ ゃけもっ, けすゃけさっくけ う ぉっい きうしすうそうおぇちうめぇ.  
 ′うしぇき しっ こかぇてうけ いきうめぇ, きぇょぇ こさっきぇ やうきぇ くうしぇき うきぇけ しうきこぇすうめぇ, うぇおけ きけ-
さぇき こさういくぇすう ょぇ しせ きっ おぇけ こうしちぇ こさうつっ け やうきぇ うくすっさっしけゃぇかっ. ╋けあょぇ う いぉけゅ すけゅぇ 
てすけ しぇき めっょぇく けょ こさゃうた しすさぇたけゃぇ せ さぇくけき ょっすうやしすゃせ けしっすうけ おぇょぇ めっ きけめせ きぇめおせ せめっかぇ 
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いきうめぇ ょけお めっ あやっかぇ あうすけ. ]さっゆけき せ しっかせ しきけ うきぇかう ぇきぉせかぇくすせ, かっおぇさぇ う しこぇしけくけしくせ 
うやっおちうめせ, こぇ しっ しゃっ ょけぉさけ いぇゃさてうかけ. 
 ┸せくぇお けゃっ こさうつっ, こさっょかけあう ょぇ すうた ょぇくぇ, ゃっさけゃぇすくけ こけ せゅかっょせ くぇ けくけゅ うすぇかう-
めぇくしおけゅ さっくっしぇくしくけゅ きうしすうそうおぇすけさぇ う くけゃっかうしすせ, こさうつぇきけ け いきうめぇきぇ, やっゅけゃけめ けきう-
もっくけめ すっきう. 〈さっぉぇかけ めっ ょぇ こさゃけ めぇ こさっょけつうき しゃけめっ うしおせしすゃけ, ぇ けく ゆっ くぇ おさぇめせ しゃっ ょう-
かっきっ さぇいさってうすう, くぇさぇゃくけ, ぇおけ ぉせょっ いくぇけ う せきっけ. 
 ‶さうつぇけ しぇき しこけくすぇくけ う せゃっさもうゃけ, つぇお こけきぇかけ う てぇもうゃけ, おぇけ てすけ しっ こさうつぇ 
しぇ ょうしすぇくちっ, おけめぇ いくぇつう う こけすこせくせ すさっいゃっくけしす う けぉめっおすうゃくっ さっいけくっ. ╀うかう しせ すけ さぇい-
かうつうすう ょけゅぇふぇめう, きぇやっ うかう ゃうてっ ょさぇきぇすうつくう, おけめう しせ きう しっ せさっいぇかう せ しっゆぇやっ. 〉け-
つうけ しぇき ょぇ しせ ょさぇきぇすうつくうめう ょけゅぇふぇめう おけょ きけゅぇ こさうめぇすっもぇ ういぇいうゃぇかう せいぉせふっやっ おけめっ 
しっ ういさぇあぇゃぇかけ ゅさつっやっき かうちぇ う いぇすゃぇさぇやっき けつうめせ. ╇こぇお, こけてすけゃぇけ めっ ょけゅけゃけさ ょぇ しっ 
せ きけめせ こさうつせ くっ きってぇ, おぇけ てす くう めぇ くっゆせ せ やっゅけゃせ, ょけゅ ぉせょっ ゅけゃけさうけ. 
 

*   *   * 
 

 ╀うけ めっ ういせいっすくけ たかぇょぇく いうきしおう ょぇく う けくぇおけ けこぇおぇ いうきぇ, おぇおゃっ しっ しぇきけ うい ょっ-
すうやしすゃぇ こぇきすっ. ‶さけきさいぇけ ゃさぇゆぇけ しぇき しっ せいぇくけき こさすうくけき うい ておけかっ, おけめぇ めっ ぉうかぇ ょぇ-
かっおけ う こさっょぇかっおけ  いぇ きけめっ すぇょぇてやっ ゅけょうくっ, あっもぇく すけこかうくっ ょけきぇ.  ′ぇ ょけきぇお おせゆっ, せ 
しすぇさけき きぇめょぇくせ, けすぇち う しすさうつっゃう しせ ゃぇょうかう おぇきっく いぇ いうょぇやっ おせゆっ. ¨ょくっおせょ しせ くぇぉぇ-
ゃうかう ょうくぇきうす, こぇ めっ ゅさきっかけ すうた ょぇくぇ, う きっくう めっ すけ ぉうかけ いぇくうきもうゃけ. 〈けゅ ょぇくぇ, おぇょぇ 
しぇき くぇうてぇけ, けょめっおくせかっ しせ ょゃっ っおしこかけいうめっ. ]させつうかけ しっ つうすぇゃけ ぉさょけ. 〉つうくぇお めっ, ょぇおかっ, 
ぉうけ ういくぇょ けつっおうゃぇやぇ, ぇ すけ しっ ゃうょっかけ う こけ やうたけゃうき ゃっょさうき かうちうきぇ. 
 ╃けお しせ けょゃぇめぇかう う しかぇゅぇかう おぇきっく くぇ ゃっかうおっ ゅけきうかっ, めぇ しぇき ゅさっめぇけ けいっぉかっ させおっ 
くぇ ゃぇすさう おけめせ しせ ぉうかう くぇかけあうかう くぇ ういかぇいせ うい おぇきっくけかけきぇ. 〉すけ めっ くっおけ ゃうおくせけ うかう 
おさうおくせけ, う しゃう しせ こさうすさつぇかう すぇきけ ゅょっ しっ くぇかぇいうかけ くっおけかうおけ ゃっかうおうた おぇきっくけゃぇ, おけめっ 
めっ すさっぉぇかけ こけきっさうすう , おぇおけ ぉう しっ せ こせおけすうくせ しすっくっ きけゅぇけ こけしすぇゃうすう くけゃう ょうくぇきうす. 
‶さうすさつぇけ しぇき う めぇ う うきぇけ てすぇ ゃうょっすう: ういぇ けょゃぇもっくっ しすっくっ せ くっゃっかうおけき せしっおせ ゅさつうけ 
しっ しこかっす いきうめぇ. ╀うけ めっ くぇさせてっく やうたけゃ いうきしおう しぇく, ぇ すぇおけ くぇ けすゃけさっくけき, ういかけあっくっ 
ゃっかうおけめ たかぇょくけゆう, ょっかけゃぇかっ しせ しすぇおかぇしすけ こさけいうさくっ. ]すさうつぇゃう しせ ゅさきぇつうかう しぇ ゆせしおう-
めぇきぇ う おぇきっくうちぇきぇ, ぇかう うた めっ けすぇち いぇせしすぇゃうけ. 〉いっけ めっ かけこぇすせ, こぇあもうゃけ いぇたゃぇすうけ 
ょさたすぇゃけ いきうめしおけ おかせこおけ う ぉぇちうけ ゅぇ くぇ ゃぇすさせ おけめぇ しっ ぉぇて せ すけき きけきっくすせ ぉうかぇ さぇいゅけ-
さっかぇ. 』せかぇ しっ ちうおぇ, けすっゅくせすけ こうてすぇやっ う こけくっおう こさぇしぇお, ぇ こけおせもぇけ めっ う くっおぇゃ ぉっかう-
つぇしす ょうき. ′ぇさぇゃくけ, ぉうけ しぇき くぇ こさうかうつくけき けょしすけめぇやせ, ぇかう しぇき しぇしゃうき めぇしくけ さぇいぇぉさぇけ 
せ すけき ょうきせ せくっいゃっさっくっ けつう きけめっ きぇめおっ, ぇ おぇおけ しっ ょうき ぉさいけ さぇしこかうくせけ う すぇ しかうおぇ めっ 
うてつっいかぇ. ′うめっ きけゅかけ ぉうすう しせきやっ, すっ けつう しぇき ょけぉさけ ゃうょっけ う いぇこぇきすうけ, おぇけ てすけ うた 
せけしすぇかけき ゃうょうき う しぇょぇ, ょけお けゃけ こさうつぇき. ╉ぇょ しぇき すけ せゃっつっ うしこさうつぇけ きぇめちう けくぇ しっ しぇき 
ぉかぇゅけ くぇしきってうかぇ う こさっおけさくけ さっおかぇ ょぇ めっ ゃっゆ けょぇゃくけ ゃさっきっ しこぇゃぇやせ. ]せすさぇょぇく しぇき 
こけくけゃけ こけきっくせけ ょけゅぇふぇめ うい おぇきっくけかけきぇ, ぇ けくぇ めっ くったぇめくけ けょきぇたくせかぇ させおけき う せいゅさっょ 
さっおかぇ ょぇ めっ きっふせ すうき いきうめぇきぇ ゃっさけゃぇすくけ ぉうかぇ う けくぇ てすけ めせ めっ こさっすこさけてかけゅ かっすぇ こっ-
つうかぇ.  
 ‶けてすけ めっ きけめけめ こさうつう ぉうけ おさぇめ, おけめう めっ こぇあもうゃけ う こけきぇかけ いゅさぇくせすけ しかせてぇけ, 
けょきぇたくせけ めっ ゅかぇゃけき う こけせいょぇくけ さっおぇけ ょぇ めっ きぇめおぇ こけゅさってうかぇ. ′うめっょくぇ けょ すうた いきうめぇ 
うい しこかっすぇ おけめっ めっ けすぇち ぉぇちうけ せ ゃぇすさせ, くうめっ ぉうかぇ けくぇ うい あうすぇ, ぇかう やっくぇ いぇゅけくっすくぇ しきさす 
せ しくせ, こけしかっ こっす ゅけょうくぇ, おぇょぇ しきけ しっ ゃっゆ ぉうかう せしっかうかう せ くけゃけしぇゅさぇふっくせ おせゆせ, うきぇ 
ゃっいっ しぇ けゃうき ょけゅぇふぇめっき. 
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*  *  * 
 

〉 さぇくけ こさけかっゆっ しせ ぉうかっ ういゃさてっくっ しゃっ こさうこさっきっ いぇ ゅさぇょやせ おせゆっ. ╇しおけこぇくう しせ 
すっきっもう せおさぇめ こさけしすさぇくけゅ ょゃけさうてすぇ, ぇ しゃせょぇ けおけかけ ぉうかっ しせ ゅけきうかっ さぇいかうつうすうた きぇ-
すっさうめぇかぇ. ╉ぇきっく めっ ょけゃけあっく しゃぇおけょくっゃくけ おぇょぇ めっ こけつっかけ いうょぇやっ, いぇすけ てすけ くぇ こかちせ 
くうめっ ぉうかけ ょけゃけもくけ きっしすぇ. 〉ゅかぇくけき, けくけ てすけ めっ せ すけおせ ょぇくぇ ょけゃっあっくけ, しかっょっゆっゅ ょぇくぇ 
ぉう ぉうかけ せいうょぇくけ. 
 ┸っょうくう こさっゃけいくうお せ くぇてっき おさぇめせ すうた けしおせょくうた こっょっしっすうた ゅけょうくぇ こさけてかけゅ 
ゃっおぇ, ぉうけ めっ くっおう ‶っさうゆ, ょけてもぇお けょくっおせょ うい ╀けしくっ, しぇ しすぇさうき おぇきうけくけき ‶さぇゅぇ, おけめう 
めっ こぇもっく おせさぉかけき. ╀うけ めっ せしかせあぇく う しすういぇけ めっ しゃせょぇ, ぇ け やっゅけゃけめ ゃけいぇつおけめ ゃってすうくう しっ 
う ょぇくぇし こけくっおぇょ こさうつぇ. 〈け しせ, せゅかぇゃくけき, けくっ しかぇょせやぇゃっ ぇくっゅょけすっ ゃっいぇくっ いぇ うしすうくうすっ 
ょけゅぇふぇめっ, せ おけめうきぇ めっ きぇめしすけさ ‶っさうゆ せゃっお ぉうけ ゅかぇゃくう. ¨ すぇおゃけき めっょくけき ょけゅぇふぇめせ こさう-
つぇき う めぇ こけくっおぇょ, ぇ こさうつぇけ しぇき ゅぇ う こさうめぇすっもせ «いきうめしおけき ぉさぇすせ». ╇ めっょうくけ めっ けく 
ゃっさけゃぇけ せ うしすうくうすけしす すっ こさうつっ. 
 ┿ こさうつぇ せ くぇめおさぇゆっき すっつっ けゃぇおけ: ╀うけ めっ ゃっゆ こけつっすぇお かっすぇ. ╁さぇゆぇけ しぇき しっ うい 
けぉかうあやっ ゃぇさけてうちっ ゅょっ しぇき ゃぇもょぇ くってすけ おせこけゃぇけ. ╃ぇく めっ ぉうけ めっょぇく けょ けくうた ゃさっかうた 
う こさけいさぇつくうた, ぇ すっあうくぇ すけさぉっ せ おけめけめ めっ ういきっふせ けしすぇかけゅ ぉうかけ う くっおけかうおけ おうかけゅさぇきぇ 
っおしっさぇ, こけゃっゆぇゃぇかぇ めっ きけめせ すっかっしくせ すっきこっさぇすせさせ いぇ めけて きぇおぇさ こっす しすっこっくう. 
 ╀うけ しぇき ゃっゆ くぇ ょけきぇお おぇきっくけかけきぇ おぇょ しぇき うい ょぇもうくっ いぇつせけ ょさくょぇやっ ‶っさう-
ゆっゃけゅ おぇきうけくぇ. ]おかけくうけ しぇき しっ せ たかぇょ おゃさゅぇゃっ おさせておっ こけさっょ こせすぇ, し くぇきっさけき ょぇ けちせ 
う しすさうつっゃうきぇ こけきけゅくっき けおけ せすけゃぇさぇ. 
 ╉ぇきうけく こさぇゆっく けぉかぇおけき こさぇてうくっ ゃっゆ めっ ぉうけ せ きけき ゃうょくけき こけもせ. ′ぇ くっおうた 
こっょっしっすぇお きっすぇさぇ くぇゅかけ しっ いぇせしすぇゃうけ, ぇ けくょぇ しぇき ゃうょっけ けちぇ おぇおけ うしおぇつっ うい おぇぉうくっ. 
 ╀うかけ きう めっ めぇしくけ ょぇ しっ くってすけ くっけぉうつくけ ょってぇゃぇ, こぇ しぇき う めぇ こけすさつぇけ. ¨すぇち めっ 
ゃっゆ きかぇすぇさぇけ させおぇきぇ, うしこさっょ おぇきうけくぇ, こけおぇいうゃぇけ つぇし かっゃけ, つぇし ょっしくけ, くぇゃけょっゆう おぇ-
きうけく おけめう しっ かぇゅぇくけ おさっすぇけ. 
 ╉ぇょぇ しぇき こさうしすうゅぇけ せゅかっょぇた ゃっかうおせ いきうめせ おぇおけ せぉさいぇくけ ゃうめせゅぇ こさぇてうくけき. 
╋っふせすうき, きけゆくう すけつおけゃう ‶っさうゆっゃっ しおぇかぇきっさうめっ, くぇゃけふっくう しうゅせさくうき けつっゃうき 
こけおさっすうきぇ, しせ ぉうかう ぉさあう. ′ぇゅぇいうかう しせ いきうめせ こけ しさっょうくう. ╃さくょぇやっ おぇきうけくぇ くぇょめぇ-
つぇけ めっ こさぇしお, ぇ けちぇ, おけめう しっ ぉうけ しぇしゃうき こさうぉかうあうけ いきうめう, いぇしせかぇ めっ おぇてぇしすぇ きぇしぇ. 
╃けぉさけ しっ しっゆぇき ょぇ しせ きせ しっ もうゅぇゃう おけきぇょうゆう いきうめしおけゅ すっかぇ いぇょさあぇかう つぇお う くぇ ぉさおけ-
ゃうきぇ. 〈ぇめ こさういけさ きう めっ ういぇいゃぇけ ゅぇふっやっ, ぇ くっおぇおゃぇ ういきぇゅかうちぇ めっ こけつっかぇ ょぇ すさっこっさう 
こさっょ けつうきぇ. 〉 すけめ ういきぇゅかうちう しぇき こけくけゃけ しぇしゃうき めぇしくけ ゃうょっけ せくっいゃっさっくっ けつう きぇめおっ, 
おけめっ しせ ぉうかっ せしきっさっくっ おぇ せきさもぇくけき けつっゃけき かうちせ. ╆ぇすうき しぇき しっ けくっしゃっしすうけ. ¨ めぇょせ しせ 
しっ いぇぉぇゃうかう ょけお しせ きっ けしゃっしすうかう. 
 ╉ぇょ しぇき おぇしくうめっ こさうつぇけ け けゃけき こさうゃうふっやせ, くぇさぇゃくけ, くうおけ きう くうめっ ゃっさけゃぇけ. 
]ぇきけ しっ きぇめおぇ てっさっすしおう しきってうかう, ぇ めっょくけき めっ つぇお こさけゅせくふぇかぇ ょぇ ぉう すけ, きけあょぇ, きけゅかぇ 
ぉうすう けくぇ こけゅぇくせもぇ, てすけ めっ やせ こっつうかぇ. 
 ╇ けこっす きう めっ しゃっいくぇめせゆう こさめぇすっも, «いきうめしおう ぉさぇす» さっおぇけ ょぇ めっ きぇめおぇ こけゅさっ-
てうかぇ. ‶さっゅぇあっくぇ いきうめぇ めっ くうめっ せめっかぇ, ぇかう ゆっ, ょけょせてっ, う けくぇ ょけぉうすう けょさっふっくせ せかけゅせ 
せ やっくけめ いぇゅけくっすくけめ しきさすう. 

 
* * * 

 
 ╋けめぇ こさうつぇ めっ けしすぇゃうかぇ しくぇあぇく せすうしぇお くぇ «いきうめしおけゅ ぉさぇすぇ». ′うめっ ゃうてっ うきぇけ 
しすさこもっやぇ ょぇ しかせてぇ う くっおぇ ょさせゅぇ うしおせしすゃぇ, ゃっゆ めっ こけつっけ ょぇ ゅけゃけさう: 
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 -]ゃっ ゅさっておぇ いぇ ゅさっておけき. 〈ゃけめ けすぇち きけさぇ ょぇ めっ せきさけ せ しすさぇてくうき きせおぇきぇ. ‶さゃけ 
ゅさぇょっゆう しっぉう ょけき, しさせてうけ めっ ょけき いきうめぇきぇ, う くぇさぇゃくけ. くぇゃせおぇけ くぇ しっぉっ う こけさけょうちせ 
ゃっかうおせ ぉっょせ, ぇ ょさせゅけ, くぇゃけょっゆう すけつおけゃっ ‶っさうゆっゃけゅ おぇきうけくぇ くぇ いきうめせ てすけ めっ こさっかぇ-
いうかぇ こせす, すぇ ぉっょぇ めっ こけすゃさふっくぇ, う きけあっ しっ しかけぉけょくけ さっゆう, せゃっゆぇくぇ めっ. ╉ぇょぇ しすっ しっ せしっ-
かうかう せ くけゃせ おせゆせ ゃう, せゅかぇゃくけき, くうしすっ うきぇかう しさっゆっ. ┿ すけ てすけ しせ しっ すっぉう こさうゃうふぇかっ 
けつう きぇめおっ, おぇょぇ しせ いきうめっ しこぇもうゃぇくっ う おぇしくうめっ けくぇ ゅぇあっくぇ, ぉうかけ めっ こさっょしおぇいぇやっ ょぇ ゆっ 
こさゃぇ こかぇすうすう ちった けくぇ, おけめぇ めっ ゃっゆ めっょくけき こさっあうゃっかぇ いきうめしおう せめっょ. ┿ う すぇめ せめっょ, せいゅさっょ 
ぉせょう さっつっくけ, ぉうけ めっ しぇきけ けこけきっくぇ, いぇ しゃっ けくけ てすけ ゃぇき しっ ょっしうかけ うかう ゆっ しっ ょってぇゃぇすう 
せ ぉせょせゆくけしすう. 
 -′っ きうしかうて ゃぇもょぇ ょぇ しぇき う めぇ せ すけめ こさうつう – しぇ しすさぇたけき ういせしすうた. 
 -〈う めけて くうしう, ぇかう くっ いくぇつう ょぇ くっゆって ぉうすう. ╅うゃけす いくぇ ょぇ ぉせょっ ゃっかうおう てっさっす 
う くぇこさぇゃう こけくっおぇょ すぇおゃっ けぉさすっ, おけめっ くう せ しくせ くっ ぉう きけゅぇけ こさっょゃうょっすう.〉 しゃぇおけき しかせ-
つぇめせ すう うきぇて すせ こけいうすうゃくせ っくっさゅうめせ おけめぇ いきうめぇきぇ けょゅけゃぇさぇ, こぇ う きっくう おぇけ やうたけゃけき 
ぉさぇすせ., ぇ すけ めっ ゃっゆ くってすけ. 
 -╇こぇお きう くうめっ めぇしくけ おぇおぇゃ めっ すけ ゅさった こけつうくうかぇ きけめぇ きぇめおぇ つうめう かうお きう しっ めぇゃ-
もぇけ せ けくうき こさうゃうふっやうきぇ てすけ しぇき うた うしこさうつぇけ?! 
 -〈ゃけめぇ きぇめおぇ しっ きくけゅけ けゅさってうかぇ け いきうめっ, けくぇ めっ ういょぇめくうお. [けふっくぇ めっ せ いきうめしおけめ 
おけてせもううちう, ぇ すけ いくぇつう ょぇ めっ うきぇかぇ しゃぇ しゃけめしすゃぇ おぇけ う めぇ, ゅかぇゃくけ めっ ぉうかけ ょぇ さぇいせきっ 
くっきせてすう めっいうお しゃうた しすゃけさっやぇ. ¨くぇ めっ, きっふせすうき, こけょかっゅかぇ しすさぇたせ う せけぉうつぇめっくうき こさっ-
ょさぇしせょぇきぇ, ょぇ しせ いきうめっ おさうゃっ いぇ つけゃっおけゃ ういゅけく うい さぇめぇ. 【すぇゃうてっ, けくぇ めっ すさっぉぇかぇ ょぇ 
ぉせょっ «いきうめしおぇ こけしっしすさうきぇ», ぇ けくぇめ せめっょ ょけお めっ あやっかぇ あうすけ ぉうけ めっ しぇきけ けこけきっくぇ ょぇ しっ 
ゃさぇすう しゃけめけめ こさうさけょう. 
 -》けゆって ょぇ おぇあって ょぇ しせ う いぇ やっくせ しきさす おさうゃっ いきうめっ?! 
 -〉こさぇゃけ すぇおけ, けくぇ めっ けょかぇしおけき しぇ けゃけゅ しゃっすぇ おぇあやっくぇ いぇ ういょぇめせ, ぇかう う いぇ ゅさった 
てすけ うた めっ すゃけめ けすぇち こけつうくうけ. ¨くぇ めっ めっょくけ めせすさけ けしゃぇくせかぇ きさすゃぇ せ おさっゃっすせ, せ すけめ ゃぇてけめ 
くけゃけめ おせゆう, ぇ いぇこさぇゃけ いぇょぇゃうかぇ めっ ゃっかうおぇ いきうめぇ, しっしすさぇ けくっ てすけ めせ めっ いゅぇいうけ ‶っさうゆっゃ 
おぇきうけく. ¨きけすぇかぇ しっ けおけ やっくけゅ ゃさぇすぇ う せょぇゃうかぇ めっ. 
 -╉ぇおけ, おぇおけ – ゃうおくせけ しぇき ういくっくぇふっく – おぇょ くうおぇおゃうた すさぇゅけゃぇ くうめっ ぉうかけ. ぇ せ-
けしすぇかけき, おぇおけ しっ せ しけかうょくけ ゅさぇふっくせ おせゆせ, ゅょっ しせ しゃう けすゃけさう ぉうかう いぇすゃけさっくう う ょけぉさけ 
ょうたすけゃぇかう , きけゅかぇ せゃせゆう すぇ くっこけきっくうちぇ. 
 -╋けゅかぇ めっ, きけゅかぇ めっ, ぇかう めっ こさけぉかっき てすけ すう, おぇけ う ゃっゆうくぇ もせょう, しゃっ こけしすぇゃもぇて 
さっぇかくけ, いぇくっきぇさせめせゆう けくけ てすけ こさっゃぇいうかぇう しすゃぇさくけしす おけめけめ つけゃっおけゃぇ けゅさぇくうつっくぇ 
しゃっしす ぉっいゅさぇくうつくけ ゃっさせめっ. ┿かう, こけてすけ しう すう ょけぉぇさ つけゃっお う きけめ しさょぇつくう ょけきぇゆうく, 
けすおさうゆせ すう すぇめくせ. 〉 しけぉう, ゅょっ めっ しこぇゃぇかぇ すゃけめぇ きぇめおぇ, ぉうかぇ めっ めっょくぇ きせゃぇ. ╄ すぇ きせゃぇ しっ 
こけくっおぇょ こさっすゃぇさぇかぇ せ いきうめせ, おぇけ う すっ くけゆう おぇょぇ めっ いぇょぇゃうかぇ すゃけめせ きぇめおせ. 
 ‶けゅかっょぇけ しぇき ゅぇ せくっいゃっさっくけ う いぇあぇかうけ てすけ ゅぇ くうしぇき こさっこせしすうけ ぉさぇゆう ‶ぇこう-
ゆうきぇ, ぇかう くっおぇ ょけょぇすくぇ いくぇすうあっもぇ めっ せつうくうかぇ ょぇ けしすぇくっき こさうぉさぇく. 
 -‶ぇ う しきさす すゃけゅぇ けちぇ せ すっておうき きせおぇきぇ めっ こけしかっょうちぇ いきうめしおっ けしゃっすっ, ぇかう すけ めっ 
ゃっゆ ょさせゅぇ ょせゅぇ こさうつぇ, おけめせ すう きけゅせ めっょくけゅ ょぇくぇ うしこさうつぇすう, くぇさぇゃくけ, ぇおけ すっ ぉせょっ うくすっ-
さっしけゃぇかぇ. 
 ¨くょぇ しきけ いぇゆせすぇかう う こけつっかう ょぇ しっ こぇおせめっきけ いぇ こけゃさぇすぇお. ╉ぇしくうめっ しぇ «いきうめ-
しおうき ぉさぇすけき» しぇき しっ しゃっ さっふっ ゃうふぇけ, すぇおけさっゆう ういぉっゅぇゃぇけ しぇき ゅぇ, ぇ くぇ いきうめっ しぇき ゅかっ-
ょぇけ おぇけ う くぇ ょさせゅぇ しすゃけさっやぇ. ╃けょせてっ さっすおけ しぇき うた う ゃうふぇけ, ぇかう いぇすけ しせ きせゃっ こけしすぇかっ 
きけめぇ くけゆくぇ きけさぇ, すぇおけ ょぇ くうしぇき きけゅぇけ いぇしこぇすう ぇおけ ぉうた こさうきっすうけ うかう けしっすうけ ょぇ めっ 
きぇおぇさ めっょくぇ こさうしせすくぇ せ しけぉう せ おけめけめ しぇき しこぇゃぇけ. 
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СРЕТЕН ПЕТРОВИЋ 
 

РАЗГОВОР 
 
 

 
 
 * 
 ‶けてすけゃぇくう おけかっゅぇ ]さっすっくっ, しゃぇおぇおけ ╁ぇき めっ こけいくぇすけ ょぇ めっ せ ╉やぇあっゃちせ けそけさ-
きもっくぇ 〉きっすくうつおぇ ぇおぇょっきうめぇ ╇しすけお (おぇけ せょさせあっやっ ゅさぇふぇくぇ) う ょぇ めっ こけおさっくせかぇ つぇ-
しけこうし いぇ おやうあっゃくけしす, せきっすくけしす う おせかすせさせ, しぇ うしすけうきっくうき くぇしかけゃけき – ╇しすけお. ╇いぇ-
てぇけ めっ う こさゃう ぉさけめ. ′ぇょぇきけ しっ ょぇ しすっ ゅぇ きけゅかう こさっかうしすぇすう. 
 ╁っさけゃぇすくけ ゃっゆうくぇ やっゅけゃうた つうすぇかぇちぇ くっ いくぇ ょぇ めっ う ょさ ]さっすっく ‶っすさけゃうゆ しぇ 
うしすけおぇ. ¨ょぇおかっ?  
 
 ¨ょゅ. ┿おけ めっ しせょうすう こけ すけきっ けょぇおかっ めっ つけゃっおせ こけさっおかけ, ぇ きけめ けすぇち めっ さけふっく せ 
]けおけぉぇやう ぇ きぇめおぇ せ ‶うさけすせ, きっくう くうめっ ぉうかけ ょさせゅっ, くけ ょぇ しっぉっ ゃうょうき おぇけ めっょくけゅ けょ 
„うしすけつくうおぇ“, つうめっ しっ せくせすさぇてやっ けしっゆぇやっ けぉかうおけゃぇかけ くぇ きっふう ゅょっ しせ しっ あうゃけすくけ 
しせしさっかぇ けゃぇ ょゃぇ さけょうすっもしおぇ きっくすぇかうすっすぇ. ╃ぇおかっ, せ ]ゃさもうゅせ; さけふっく う けょさぇしすぇけ. ′ぇ 
こさけしすけさせ くぇ おけきっ しっ けょ さけふっやぇ さぇいゃうめぇ かうつくけしす くぇしすぇめせ けょかせつせめせゆっ こさっょしすぇゃっ け しゃっすせ 
う もせょうきぇ, おけめっ しっ ゅけすけゃけ ぇさたっすうこしおう せすうしおせめせ せ やっくせ ょせてせ. 〉 すぇめ しくけこ こさゃうた しかうおぇ 
くっういぉさうしうゃけ せかぇいっ こかぇくうくっ, さっおっ う こけすけちう, こけもぇくっ いぇ うゅさせ, ておけかぇ せ おけめけめ こけつうやせ 
こさゃぇ くぇせおけゃぇやぇ. ]かうおっ きけゅぇ ょっすうやしすゃぇ くうおぇおけ しっ くうしせ しすゃぇさぇかっ しっゆぇやうきぇ くぇ ょけ-
ょうさっ しぇ ]けおけぉぇやけき ぇ くう しぇ ‶うさけすけき. ╁さっきっ めっ ぉうかけ さぇすくけ, ぇ けくょぇ めっ ょけてかけ こけさぇすくけ, 
しゃぇおけめぇおけ けしおせょくけ ょけぉぇ せ おけめっき くうしぇき うきぇけ ぉぇて くうおぇおゃっ ぉかうしおっ しせしさっすっ しぇ さけょぉう-
くけき う きっしすうきぇ けょさぇしすぇやぇ きけめうた さけょうすっもぇ. ]かせてぇけ しぇき おぇおけ めっ きくけゅけ ぉかうしおうた さけ-
ふぇおぇ せ ]けおけぉぇやう う ┿さぇくふっかけゃちせ, せ ‶うさけすせ, てすけ めっ いぇ きっくっ ぉうけ ょぇかっおう しゃっす. ╃せぉけおけ 
あぇかうき いぉけゅ すっ けおけかくけしすう, めけて ゃうてっ いぉけゅ けちぇ おけめう めっ せきさけ ぇ ょぇ ゅぇ おぇけ めっょくけゅけょうてやぇお 
くうしぇき いぇこぇきすうけ; しかうおせ け やっきせ しすゃぇさぇけ しぇき こさっおけ そけすけゅさぇそうめぇ. ╋けめっ こさっょしすぇゃっ け 
いぇゃうつぇめうきぇ さけょうすっもぇ, こさっ しゃっゅぇ きぇめつうくけゅ, そけさきうさぇかっ しせ しっ うい やっくうた こさうつぇ け ‶う-
さけすせ, け „『うくちうくけき おかぇょっくちせ“, け [けしけきぇつせ – しっかせ きぇめつうくけゅ けちぇ, きけゅぇ ょっょっ ┿こけしすけかぇ 
╋ぇくうゆぇ, おけめう しっ せ ‶うさけす ょけしっかうけ おさぇめっき XIX ゃっおぇ. ]ゃっ すけ, しかせてぇけ しぇき けょ きぇめおっ う 
すっすおっ, めっょうくっ さけふぇおっ おけめせ しぇき すぇょぇ いくぇけ ぇ う ゃっけきぇ ゃけかっけ. ╇ くっ しぇきけ いぉけゅ こさうこけゃっょぇつ-
おけゅぇ ょぇさぇ すっ きけめっ すっすおっ, ╁せおっ, おけめぇ めっ ぉうかぇ ゃさしすぇく くぇさぇすけさ う ぉかぇゅぇ こさっきぇ きっくう. ¨ゃぇ 
しっ きぇめつうくぇ しっしすさぇ, せょぇすぇ いぇ けぉせゆぇさぇ, ょけしっかうかぇ 1925. ゅけょうくっ うい ‶うさけすぇ せ ]ゃさもうゅ いぉけゅ 
ぉけもうた せしかけゃぇ こけしかけゃぇやぇ やっくけゅぇ きせあぇ, めっさ めっ ゃぇさけてうちぇ ]ゃさもうゅ せ すけ ょけぉぇ こさうゃかぇ-
つうかぇ すさゅけゃちっ う いぇくぇすかうめっ. ′ぇうきっ, 1922. ぉうかぇ めっ ういゅさぇふっくぇ う いぇ しぇけぉさぇゆぇめ こせてすっくぇ 
あっかっいくうつおぇ こさせゅぇ くぇ さっかぇちうめう: ′うて – ]ゃさもうゅ – ╉やぇあっゃぇち. ]ぇきぇ ゃぇさけてうちぇ 
]ゃさもうゅ こけつっかぇ しっ くぇゅかけ さぇいゃうめぇすう てすけ めっ ぉうかけ こさぇゆっくけ こさうかうゃけき こけしかけゃくうた もせょう. 
〈ぇおけ めっ う きけめ けすぇち ╃さぇゅけきうさ 1923. こさっしっかうけ しゃけめせ すさゅけゃうくしおせ さぇょやせ うい ╉やぇあっゃちぇ せ 
]ゃさもうゅ, ょけしっかうゃてう う こけさけょうちせ. 

╊っこけすせ う けしっゆぇめ いぇ ぉけめせ, ょけあうゃもぇめ めっょくけゅ けょ くぇめつせょっしくうめうた せきっすくけ くぇこさぇゃもっ-
くうた おけかけさうすぇ, ょけあうゃっけ しぇき せ こさうしせしすゃせ こうさけすしおうた ゆうかうきぇ おけめっ めっ きぇめおぇ せ きうさぇい ょけ-
くっかぇ うい ‶うさけすぇ. ┸っょぇく ぉさけめ ゆうかうきけゃぇ, こさうさけょくけ, ぉうけ めっ こさけょぇす いぇ ゃさっきっ けおせこぇちうめっ, 
ぇかう めっ う せ おせゆう けしすぇかけ くってすけ, ぇ う すさぇめくけ しっ しぇつせゃぇかけ. ┻うかうきけゃっ めっ すおぇかぇ きけめぇ きぇめおぇ, 
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おけめぇ めっ, おぇおけ ぉう しっ ょぇくぇし さっおかけ, ぉうかぇ こさけそっしうけくぇかくぇ ゆうかうきぇさおぇ. ╂かっょぇけ しぇき すぇめ 
さぇしおけてぇく おけかけさうす くぇめきぇやっ すさう こせすぇ ゅけょうてやっ, け ╀けあうゆせ, 〉しおさしせ う け くぇてけめ しかぇゃう, 
]ゃ. ╃うきうすさうめぇ, せ めっしっく. 〈ぇょぇ しきけ, きけめぇ しすぇさうめぇ ぉさぇゆぇ う „めぇ“ くっめぇお, ゃぇょうかう すっ ゆうかうきけゃっ 
うい くっおけゅ, いぇ きっくっ, きうしすうつくけゅ う くっょけょうさもうゃけゅぇ しぇくょせおぇ, ゅょっ しせ ゆうかうきけゃう う ょさせゅけ 
くっおけ させぉもっ いぉけゅ きけもぇちぇ ぉうかう こけしせすう くぇそすぇかうくけき う すぇおけ つせゃぇくう. ̈ ゃう ゆうかうきけゃう, けょ 
こさうかうおっ ょけ こさうかうおっ, ぉうかう ぉう „おぇつっくう“ くぇ いうょけゃっ, いぇ すっ こさうかうおっ けおさっつっくうた ょゃっめせ 
しけぉぇ, おぇおけ ぉう しっ, きぇおぇさ いぇ おさぇすおけ, こさおけしうかけ しうさけきぇてすゃせ. ╀うかけ めっ すせ う そけすけゅさぇそうめぇ 
おけめっ きう めっ きぇめおぇ こけおぇいうゃぇかぇ; しゃぇおけめぇおうた, ぇ う しくうきぇおぇ くぇつうやっくうた ょゃぇょっしっすうた ゅけょうくぇ 
こけしかっ ゃっかうおけゅ さぇすぇ, おけめう しせ おぇけ くっきう しゃっょけちう ゅけゃけさうかう け あうゃけすせ せ ‶うさけすせ, こけゅかぇ-
ゃうすけ, け きぇめつうくけき ょっゃけめぇてすゃせ. ╇ すけ めっ しゃっ! ╃ぇ かう う ょけゃけもくけ, くっ いくぇき. 〉 しゃっきせ すけきっ 
しきっしすうかぇ しっ しゃぇ こさけてかけしす きけめっ こけさけょうちっ おけめせ しぇき くぇ すぇめ くぇつうく, こさっおけ ゆうかうきけゃぇ ぇかう 
う うい こさうつぇ う そけすけゅさぇそうめぇ, ょけぉさけ いぇこぇきすうけ う すぇおけ こさうきもっくっ すさぇめくけ いぇょさあぇけ. ]すゃけ-
さうけ しぇき くっおっ, しぇきけ きっくう いくぇくっ しかうおっ け ‶うさけすせ. ╆ぇしうゅせさくけ, けくけかうおけ おけかうおけ しぇき おぇ-
ょぇさ ょぇ ょせぉけおけ せくぇいぇょ こぇきすうき, ぇ けしっゆぇやっき う せ しさちせ くけしうき, くっこけさっちうゃけ, ぉうけ しぇき う 
けしすぇけ ]ゃさもうあぇくうく. ]ゃぇおぇおけ, ぉうけ しぇき もせぉけきけさぇく くぇ くっおっ きけめっ こさうめぇすっもっ つうめう しせ 
さけょうすっもう こけさっおかけき „ぉぇて“ うい けおけかくうた しっかぇ ]ゃさもうゅぇ, ゅょっ しせ つっしすけ けょかぇいうかう. ┸ぇ しぇき 
おぇけ ょっすっ すせ こさぇいくうくせ くぇょけおくぇふうゃぇけ つっしすうき けょかぇしちうきぇ せ しっかけ ╀っかけうやっ こけしっゆせめせゆう 
こけさけょうちせ [ぇくふっかけゃうゆ. ╃けぉさけ しぇき いくぇけ つうおぇ ╋うかぇくぇ, ]けかせくちぇ, こぇ ゅさぇくうつぇさぇ, う 
すっすおぇ ╉さしすうめせ, しぇ おけめうきぇ めっ きぇめおぇ けょさあぇゃぇかぇ かっこっ こさうめぇすっもしおっ けょくけしっ めけて こさっ ょさせゅけゅ 
さぇすぇ, ぇ こけしっぉくけ せ ょぇくっ けおせこぇちうめっ う おぇしくうめっ, おぇょぇ しぇき うた う めぇ せこけいくぇけ. ╆ぇ さぇいかうおせ けょ 
しゃっ きけめっ ぉさぇゆっ, くぇしすぇゃうけ しぇき ょぇ くっゅせめっき ょけぉさっ けょくけしっ しぇ [ぇくふっかけゃうゆうきぇ しゃっ ょけ ょぇ-
くぇてやっゅ ょぇくぇ. ╋けめけめ しすぇさうめけめ ぉさぇゆう, ぇ こけしかっ さぇすぇ, ぉせょせゆう ょぇ しせ ゃっゆ ぉうかう けょさぇしかう, 
すぇおゃぇ こさうめぇすっもしすゃぇ くうしせ きくけゅけ いくぇつうかぇ. ′ぇうきっ, こけつっすおけき こっょっしっすうた ゅけょうくぇ, けしうき 
めっょくけゅ ぉさぇすぇ おけめう めっ すさぇめくけ けしすぇけ せ ]ゃさもうゅせ, ょゃぇ ぉさぇすぇ しせ しっ しぇ こけさけょうちぇきぇ くぇしすぇくうかぇ 
せ ╉やぇあっゃちせ, ぇ めっょぇく せ ┿さぇくふっかけゃちせ.   
 

* 
〉こさぇゃけ けゃぇめ おさぇめ, おぇけ いぇゃうつぇめ, うかう おぇけ しかせつぇめくぇ さけょくぇ しさっょうくぇ, こさっおけ しゃけめうた 

せいけさくうおぇ せゅさぇょうかぇ しっ せ せきっすくけしす う せ くぇせおせ け せきっすくけしすう. 』うくう かう しっ う ╁ぇきぇ ょぇ めっ 
すぇおけ?  

 
¨ょゅ. ¨ すけめ つうやっくうちう つっしすけ さぇいきうてもぇき. ‶け くっおけき こさうさけょくけき さっょせ しすゃぇさう, 

しさっょうくっ せ おけめうきぇ しっ すっあっ ょけしこっゃぇ ょけ あうゃけすくけ かぇゅけょくうめっ っゅいうしすっくちうめっ, すさっぉぇかけ ぉう ょぇ 
しゃけめっ すぇかっくすっ こけょしすうつせ おぇ „せくけしくうめうき“ こけしかけゃうきぇ. 』っしすけ しぇき しっ こうすぇけ おぇおけ めっ きけ-
ゅせゆくけ ょぇ めっ うい ちさくけゅけさしおうた „いぇぉうすう“, ╃せさきうすけさぇ, ┺っゅせてぇ, くぇ こさうきっさ, しすぇしぇかけ すぇおけ 
きくけゅけ せきっすくうつおうた ょせてぇ, しかうおぇさぇ, こっしくうおぇ, っすくけゅさぇそぇ, くぇせつくうおぇ. 』ぇお きう しっ つうくうかけ 
おぇおけ すぇおゃう すぇかっくすう, かぇすうゃてう しっ けゃうた „しかぇぉけ こかぇゆっくうた“ いぇくうきぇやぇ, しくぇゅけき せきっすくけ-
しすう う ゅかぇしけき しゃけめうき, こっしくうつおう う せきっすくうつおう, きけあょぇ, いぇすけ う くぇめょぇもっ ょけぉぇちせめせ, てすけ 
うた せしせょ けしおせょくっ っゅいうしすっくちうめっ くぇゅけくう ょぇ しゃけめ おさうお, おけめう けすせょぇ ぉうめっ, さぇいくけしっ くぇめうく-
すっくいうゃくうめっ.   

╇いゅかっょぇかけ きう めっ おぇおけ しっ しこっちうそうつくけしす せきっすくうつおっ そけさきっ う けゅかっょぇ せ すけきっ てすけ 
めっ けぉうつくう もせょう, ぇ うい しさっょうくっ うい おけめっ めっ こけくうおぇけ う しぇき こっしくうお, きけあょぇ いぇすけ う くっ きけゅせ 
ょけぉさけ つせすう, てすけ ぉう う しぇきう さぇょうめっ しゃっ すけ けしおせょくけ ぇ う つっきっさくけ てすけ こさっ ょぇ いぇぉけさぇゃっ 
くっゅけ ょぇ いぇこぇきすっ. ┿ ういゃけさくう こっしくうお, せこさおけし すけきっ, おぇけ ょぇ あっかう けぉかうおせ しゃけきっ ょぇ こけ-
ょぇさう すぇおゃせ しくぇゅせ おけめぇ ょせたけゃくけ こさっょやぇつう, こさけすっあせゆう しっ せ ぉせょせゆくけしす! ╇きぇけ しぇき こさう-
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かうおっ ょぇ けしっすうき おぇおけ しっ けぉうつくう もせょう, ぇ せ きけき こさうしせしすゃせ, つっしすけ う くっ さっすおけ つせょっ くぇ-
てうき しゃさもうておうき こっしくうちうきぇ くぇ やうたけゃけき, おぇおけ おぇあせ, „こさけきぇてっくけき“, すめ. くっせくけしくけき 
いぇくうきぇやせ. ╇かう ゆっ ゃぇき, ぉぇさ さっゆう: „╋ぇ くうめっ すぇめ かけて, こけてすっく ょっつおけ, こぇきっすぇく めっ, ぇか' 
てゆっ きせ すけめ!“ 〉こさおけし すけきっ, しきぇすさぇき ょぇ こっしくうお しぇしゃうき ょけぉさけ いくぇ ぇ う けしっゆぇ, こさっきぇ すけきっ 
う くぇょぇ しっ, おぇおけ けくぇめ おけ うきぇ しくぇゅっ ょぇ けしかせてくっ ょせたけゃくせ しくぇゅせ さっつう う すぇおけ こさうきう やうたけゃ 
ょぇさ, こさうたゃぇすうゆっ うしすけゃさっきっくけ う こっしくうおけゃ ゅっしす, もせょしおう う ょせぉけお. ‶っしくうお くっ すさぇあう 
けおせこもぇやっ けおけ やっゅけゃっ きせおっ, ょけゃけもくけ めっ ょぇ くぇふっ おぇおゃせ しさけょくせ ょせてせ きっふせ けしっゆぇめくけ 
ぉけゅぇすうきぇ ぇ ぉかうあやうき, ょぇ ぉう せけこてすっ きけゅぇけ けこしすぇすう. 〉けしすぇかけき, う しぇき ぉうた しっ くぇてぇけ せ 
しかうつくうき こさうかうおぇきぇ, おぇょぇ ぉう きっ ょけぉさけくぇきっさくう こさうせこうすぇかう いぇてすけ しっ くうしぇき, ぇ きけ-
ゅぇけ しぇき こけ くっおけき すぇかっくすせ, けおさっくせすう うしこかぇすうゃうめうき こけしかけゃうきぇ, ょぇ ぉせょっき „ょけおすせさ“, くぇ 
こさうきっさ? ╇ ょぇくぇし めけて – すけ しぇしゃうき ょけぉさけ ゃうょうき, ぉけもっ さっつっくけ, せけつぇゃぇき こさっおけさっ 
ょけぉさけょせてくうた – おぇけ ょぇ ぉう たすっかう ょぇ きっ こうすぇめせ: „』っきせ しゃっ すけ?“ ¨くう, ょけょせてっ, いぇこぇあぇめせ 
おぇおけ めぇ, ぇ う きっくう しかうつくう – けくけ てすけ めっ せ ょぇかっおけめ こさけてかけしすう こけかけあっくけ せ くぇさけょくけめ 
おせかすせさう, せ けぉうつぇめうきぇ, ゃっさけゃぇやうきぇ ]ゃさもうゅぇ, う すぇおけ しっ しぇつせゃぇかけ おぇけ ぇせすっくすうつぇく すぇ-
かけゅ ょせてっ くぇてっゅぇ つけゃっおぇ – くぇしすけめうきけ しゃうき しうかぇきぇ ょぇ けすきっきけ けょ いぇぉけさぇゃぇ う せいゃうしうきけ 
ょけ てうさっゅぇ こさっこけいくぇすもうゃけゅ いくぇおぇ. ′ぇ くぇきぇ めっ ょぇ こけおぇあっきけ おぇおけ しせ しゃさもうておう ]かけ-
ゃっくう くぇ すけめ いぇきっすくけめ ょせたけゃくけめ ょせぉうくう, ぉぇてすうくっゆう くぇめこさっ ょぇさけゃっ しすゃぇさぇかぇちぇ こさっす-
たけょくうた ちうゃうかういぇちうめぇ くぇしすけめぇかう, ぉぇて くぇ すけめ けしくけゃうちう, ょぇ くぇしかぇあせ う しゃけめっ ゃさかうくっ う 
せきっやぇ しゃけゅぇ すぇかっくすぇ. ′っういきっさくけ めっ すけ ぉかぇゅけ. ┸ぇ ゃっさせめっき せ すせ くぇさけつうすせ „ょせたけゃくせ ぇせさせ“ 
おけめぇ, ゅっけゅさぇそしおう, けぉうすぇゃぇ くぇ けゃけきっ こさけしすけさせ せ いぇたゃぇすせ ]ゃさもうておうた こかぇくうくぇ. ╇きぇ 
くっつっゅぇ こさけゃけおぇすうゃくけゅ, しすゃぇさぇかぇつおう こけょしすうちぇめくけゅ せ すけめ くぇさけつうすけめ ぇすきけしそっさう こけょ-
くっぉもぇ こけょくけ ]ゃさもうておうた きぇしうゃぇ, こぇ う くぇ やうきぇ しぇきうき, おけめっ めっ こさせあうかけ せすけつうてすっ, ぇ 
けくょぇ けょさあぇかけ さぇくっ こぇかっけかうすしおっ かけゃちっ, こけすけき, ╉っかすっ う [うきもぇくっ, ぇ う きくけゅっ おぇしくうめっ 
くっうきぇさっ, しゃっ ょけ しかけゃっくしおうた. 

‶さっょけしっゆぇき, ょぇおかっ, おぇおけ ぉう きっ きくけゅう さぇょけいくぇかう, こけゃけょけき ういかぇしおぇ うい 
てすぇきこっ ]ゃさもうておけゅ めっゃぇくふっもぇ, おぇけ う いぉけゅ つうやっくうちっ ょぇ すぇめ しすぇさう ょけおせきっくす, おぇけ くぇ 
けゃうき こさけしすけさうきぇ さっすおう しさこしおう しこうし うい XIII ゃっおぇ, くぇこうしぇく ぉぇて せ ╂さぇょせ ]ゃさもうゅせ, う 
おけきっ しっ こさうょぇめっ ゃっかうおぇ こぇあやぇ, せこうすぇかう ょぇ うき くってすけ ゃうてっ おぇあっき け すけきっ.  ╇ せゃっお 
うしすけ, こさけしすけょせてくけ こうすぇやっ, おけめっ きっ しゃけめけき くぇうゃくけてゆせ さぇょせめっ くうおぇょぇ せ きっくう くっ ういぇ-
いうゃぇめせゆう こさっおけさ. ′うめっ しすゃぇさ せ すけきっ ょぇ すぇめ さぇょけいくぇかう, ょっかけき くっせお, ぇかう しおさけきぇく, 
すけこかう つけゃっお, すさっぉぇ う きけさぇ ょぇ いくぇ けくけ てすけ せ ┸っゃぇくふっもせ ゃうょうきけ きう, くってすけ せつっくうめう 
]ゃさもうあぇくう. ¨く ゃうょう ょぇ めっ すけ くってすけ ゃぇあくけ, ぇかう きせ くっょけしすぇめっ さぇいかけゅ. ┸ぇ くっ しきっき ょぇ 
きせ おぇあっき ょぇ せ すけきっ ]ゃさもうておけき めっゃぇくふっもせ くっきぇ ぇきぇ ぉぇて くうてすぇ てすけ けく ゃっゆ くっ ぉう 
きけゅぇけ いくぇすう, せおけかうおけ めっ ょさあぇけ せ させおぇきぇ かぇおけ ょけしすせこぇく ′けゃう いぇゃっす う つうすぇけ ゅぇ, うかう 
ぉぇさっき すっおしすけゃっ つっすゃけさうちっ めっゃぇくふっかうしすぇ. ╃ぇおかっ, おぇおけ きせ けぉめぇしくうすう, おせかすせさけかけておう う 
かうくゅゃうしすうつおう ゃぇあくせ つうやっくうちせ おけめせ くぇき ょけくけしう しこうし ]ゃさもうておけゅ めっゃぇくふっもぇ, ょぇ めっ 
すけ いくぇつぇめぇく ぇさゅせきっくす ょぇ しっ すぇょぇ くぇ けゃけきっ すかせ ゅけゃけさうかけ う こうしぇかけ しさこしおう, ょぇ すぇめ ょせ-
たけゃくう すさぇゅ せおぇいせめっ くぇ こけしすけめぇやっ ゃっかうおっ せきくっ う ちうゃうかういぇちうめしおっ あうゃけしすう, ぇかう, おけめう 
ゅけゃけさう う け くぇてっき こけさっおかせ. 

┸っいうお ┸っゃぇくふっもぇ めっょけおぇい いぇ うしすけさうめしおせ うしすうくせ. ╉け ゅけょ ょぇ めっ ぉうけ けおせこぇすけさ 
]さぉぇ, ぇ う ]ゃさもうあぇくぇ くぇ けゃうき こさけしすさぇくしすゃうきぇ, くうめっ きけゅぇけ けおせこうさぇすう う けすおせこうすう 
ょせてせ けゃけゅぇ くぇさけょぇ, ぉうかけ ょぇ しせ 〉ゅぇさう うかう ╀せゅぇさう, 〈せさちう うかう ′っきちう. ′ぇうきっ, ]さぉう 
しせ けゃょっ あうかぇゃけ けこしすぇめぇかう ぉさぇくっゆう しゃけめ [けょ. 〈ぇおけ めっ う しぇ くぇさけょけき う せ ょさせゅうき おさぇめっ-
ゃうきぇ うしすけつくっ ]さぉうめう. ′け, ょけ しぇょぇ めっ せ うしすけつくけめ ]さぉうめう, くぇあぇかけしす, しぇきけ せ ]ゃさもうゅせ, 
こさけくぇふっく こうしぇくう すさぇゅ うい XIII ゃっおぇ おけめう すせ つうやっくうちせ くっょゃけしきうしかっくけ こけすゃさふせめっ. ╃け-
ょせてっ せ けしすぇかうき しさこしおうき さっゅうけくうきぇ うきぇ いくぇすくけ ゃっゆうた くぇしっけぉうくぇ, すめ. ゅさぇょけゃぇ, くけ 
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てすけ めっ ]ゃさもうゅ, ぇかう くうめっ ぉぇて すぇおけ きくけゅけ すぇおゃうた きっしすぇ おけめぇ ょけぉぇちせめせ すぇおけ ょぇかっおけ せ-
くぇいぇょ! ┿ くぇてう ぇさたっけかけいう, せこさぇゃけ こけしかっょやうた くっおけかうおけ ゅけょうくぇ うきぇめせ けこうこもうゃっ ょけ-
おぇいっ ょぇ しっ けゃょっ ちうゃうかういぇちうめしおう あうゃっかけ ゃっゆ ょゃぇ きうかっくうめせきぇ. ┿おけ しっ たけゆっ, けょ ゃさっきっくぇ 
けすおぇょぇ めっ ]かけゃっくぇ くぇ ╀ぇかおぇくせ, う せ すけきっ ]さぉぇ う 〈うきけつぇくぇ, やうた めっ くぇ けゃうき こさけしすけさうきぇ 
けょ こけつっすおぇ. ╋っくっ かうつくけ, すぇ つうやっくうちぇ ゃっけきぇ せしたうゆせめっ. ‶さっきぇ すけきっ, くぇて しっ おさせゅ 
うしすさぇあうゃぇつぇ, いぇうくすっさっしけゃぇくうた いぇ おせかすせさせ ]ゃさもうゅぇ ぉぇて こけ すけきっ う さぇいかうおせめっ けょ くっ-
おうた ょさせゅうた しせゅさぇふぇくぇ, ょぇおかっ, こけ すさぇゅぇかぇつおけき, うぇおけ しぇしゃうき くっうしこかぇすうゃけき うかう, ぇおけ 
たけゆっすっ, くっこさけそうすぇぉうかくけき そぇくぇすういきせ. ╁うてっ けょ ょさせゅうた きう しきけ しゃっしくう けゃっ くぇてっ しかけ-
ゃっくしおっ おせかすせさっ くぇ けゃうき こさけしすけさうきぇ, こさっきぇ すけきっ, せめっょくけ, う しこさっきくう, ょぇ かう う ゃうてっ 
けょ ょさせゅうた, ぇかう しきけ おぇょさう ょぇ こかぇすうきけ いぇ すせ くぇてせ ょせたけゃくせ くっうしこかぇすうゃせ さぇょけいくぇかけしす. 
╋くけゅけ めっ かっこけすっ せ すけきっ けこうこぇゃぇやせ ぇせすっくすうつくけゅぇ ぉけゅぇすしすゃぇ しかけゃっくしおけゅぇ すかぇ. ╀ぇさ 
かうつくけ, くうおぇょぇ きっ くうめっ こけおけかっぉぇかぇ しせきやぇ ょけぉさけくぇきっさくうた おぇおけ ぉう くぇき ぉうかけ ぉけもっ 
おぇょぇ しっ くっ ぉうしきけ すけかうおけ すさけてうかう せ こけしかせ おけめう けぉうつぇく しゃっす くっ ちっくう.    

 
* 
¨しくうゃぇつう しせ せ けくうきせ ╇しすけお ゃうょっかう くっおせ しうきぉけかうおせ. ╇きぇ かう めっ う いぇ ゃぇし, せけこ-

てすっ, うかう めっ すけ ういさぇい くぇうゃくけしすう けしくうゃぇつぇ う こさぇいくっ くぇょっ ょぇ ゆっ うきっくけき くっおけゅ いぇうくすっ-
さっしけゃぇすう ょぇ けすゃけさう おけさうちっ くけゃけゅ つぇしけこうしぇ? 

 
¨ょゅ. ╇ぇおけ くうめっ くぇせつくけ ょけおぇいぇくけ, けょせゃっお しぇき しきぇすさぇけ ょぇ めっ めせゅせ う めせゅけうしすけおせ 

いっきもっ せ くっおぇおゃけめ, ょぇ かう しかせつぇめくけめ, さぇしこけょっかう すぇかっくぇすぇ いぇこぇかけ ょぇ しゃけめ しっくいうぉうかうすっす, 
しかうおせ ぇ う ょけあうゃもぇめ しゃっすぇ きけゅせ こけくぇめぉけもっ こさけういくっすう こけっすしおけ-しかうおぇさしおう う きせいうつおう, 
しぇ ぇおちっくすけき くぇ かうさしおけ. 〈けきっ ょけあうゃもぇめせ しゃっすぇ, ょぇ かう いぉけゅ けしけぉっくけゅぇ, くっ こさっゃうてっ 
しせさけゃけゅぇ こかぇくうくしおけゅぇ けおさせあっやぇ, ぇ くぇ こけすっいせ くぇ おけめっき しきけ, おぇけ ょぇ めっ せしぇふっくけ ょぇ しっ 
うきぇゅうくぇちうめぇ くぇめこさうおかぇょくうめっ きけあっ ういさぇいうすう ょせてっゃくけ. ╅っかうき ょぇ こさうきっすうき おぇおけ しっ 
くぇ けゃけきっ すかせ こっしくうつおぇ うくすせうちうめぇ くっおぇおけ けょきぇた いゅせてやぇゃぇ せ かうさしおう けぉかうお う すぇおけ 
っおしこけくうさぇ. ╋くけゅう しっ くっゆっ しかけあうすう しぇ きけめうき せゃっさっやっき, ぉせょせゆう ょぇ めっ さっつ う け きけめけめ 
こさっょさぇしせょう, ぇかう めぇ ゃっさせめっき ょぇ くぇて „うしすけお“ いっきもっ くっ さぇょう くぇ さっゅうしすさせ っこしおっ きけすう-
ゃぇちうめっ. ¨ょせゃっお しぇき しきぇすさぇけ おぇおけ っこしおう ょけあうゃもぇめ おけさっしこけくょうさぇ こさっ しぇ さけきぇくっ-
しおくけき そぇくすぇいうめけき, おけめぇ めっ ゃうてっ きっょうすぇすうゃくぇ う さっそかっおしうゃくぇ. ]ゃぇおぇおけ, う せ やけめ 
„さぇょう“ っきけちうめぇ, ぇかう くぇ ゃうょくけ しせぉかうきうさぇく, すさぇくしこけくけゃぇく くぇつうく, おけめぇ, くぇうきっ, しけちう-
めぇかくけ-うしすけさうめしおう すさぇあう いぇ こけょかけゅせ おけかっおすうゃくけ うしすけさうめしおう ょうくぇきういぇき, こけゃっしくせ 
ゅせしすうくせ くぇさけょぇ. ┿ すぇ しっ さっぇかくけしす, けょせゃっお きう めっ ういゅかっょぇかけ, いぉうゃぇかぇ くっおぇおけ いぇけぉうかぇ-
いっゆう うしすけお. ┿おけ めっ う ぉうかけ さけきぇくっしおくけゅ, けくけ しっ こっくっすさうさぇかけ おさけい „おさぇすおせ そけさきせ“.  

〉 すけきっ くっ ゃうょうき くうおぇおゃせ うしすけさうめしおせ くっこさぇゃょせ, ぉせょせゆう ょぇ すぇ つうやっくうちぇ, こけしかっ 
しゃっゅぇ てすぇ くぇき めっ „くぇて“ いぇこぇょ けしすぇゃうけ せ くぇしかっふっ, う くうめっ すぇおけ すさぇゅうつくぇ. ‶さけしすけ, すぇおけ 
きう しすゃぇさう ういゅかっょぇめせ. ╉ぇけ ょぇ しせ けゃょっ ゃさっきっ う やっゅけゃ ぇおすうゃういぇき せしすせこうかう きっしすけ しきう-
さっくけき あうゃけすせ. ╇ぇおけ せ けしおせょうちう あうゃけすくうた きけゅせゆくけしすう, もせょう しせ くぇ うしすけおせ, うこぇお, け-
こせてすっくう, こさっょぇめせ しっ しゃけめうき せくせすさぇてやうき しかうおぇきぇ. ]ゃっす しっ ょけあうゃもぇゃぇ ょせぉけおけ, くけ, 
ぉっい ゃっかうおけゅぇ ゅっしすぇ おけめう ぉう ょぇ しすゃぇさ しけちうめぇかくけ こけゅせさぇ くぇこさっょ. 【すぇ めっ うしすけお こけしかっ 
′うおけかっ ‶ぇてうゆぇ ょぇけ? ╇きぇ かう すぇおゃうた せ すけめ こけゃっしくうちう, おさぇもっゃぇ う きうくうしすぇさぇ (?), ぇ 
ぇおけ うた めっ う ぉうかけ, おけめっ しさっゆっ う ょぇ うた くうめっ! ‶けかうすうおぇ, せこさぇゃもぇやっ いっきもけき, くうめっ ょぇさ 
うしすけおぇ, ぇ おぇょぇ しっ くっおけ う あっかう せゅせさぇすう せ すけ おけかけ, しゃっ ゃさゃう けょ ょうかっすぇくすういきぇ; くけ, くっ 
いぉけゅ ゅかけぉぇかくけゅ くっこけてすっやぇ う くぇうゃくけしすう うしすけおぇ. ╇しすけおせ めっ ゅっけゅさぇそうめぇ う しせょぉうくぇ くぇ-
きっくうかぇ ょさせゅっ そけさきっ ぇせすっくすうつくっ ょせたけゃくけしすう. ′ぇ こさけしすけさせ くぇ おけめっき しゃっ けょうてっ くっおうき 
きっょうすぇすうゃくうき きうさけき, さぇふぇ しっ ょせたけゃくけしす せけぉさぇいうもくけゅぇ ょせたぇ, せきっすくけしす. ′ぇ ╆ぇこぇょせ 
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いっきもっ, ょさせてすゃっくけ う ぇきぉうちうけいくけ, たけゆっ しっ ゃうてっ; すぇきけ しっ あうゃう けょ こさっさぇふっくうた しかうおぇ 
こさけてかけしすう, おけめうきぇ めっ たさぇくぇ, けょくけしくけ こけょかけゅぇ, うしすけさうめしおう きうす. ╆くぇき ょぇ きけゅせ こけゅさっ-
てうすう, ぇかう しすゃぇさう すぇおけ けしっゆぇき. ′ぇうきっ, う ╀けさぇ ]すぇくおけゃうゆ う ]さっきぇち, う ╋けおさぇやぇち, ょぇ 
かう しかせつぇめくけ うかう さけふっやっき, くっぉうすくけ めっ, くぇてぇゃてう しっ くぇ けゃけきっ くぇてっき こさけしすけさせ, ゃうてっ 
しせ ぉうかう いぇけおせこもっくう うくょうゃうょせぇかくけき ょせてけき, っきけちうめぇきぇ つけゃっおぇ けゃうた おさぇめっゃぇ, ぇ きぇやっ 
うしすけさうめしおけ きうすしおうき そぇくすぇいきぇきぇ. ¨ゃょっ こうしちっ そぇしちうくうさぇ ょせてぇ つけゃっおぇ うい おけめっ しっ 
ゅさぇょう う あうゃう うくょうゃうょせぇかくぇ そうかけいけそうめぇ; くっおぇおけ, ぉっさふぇめっゃしおう! ‶さうきっさぇ さぇょう, すけ 
てすけ あっかうき ょぇ おぇあっき, ぇ こけさっょ おやうゅぇ ょゃけめうちっ こうしぇちぇ, ゃっかうおぇくぇ, すけ うしすけ くけしっ せ しっぉう 
ょっかぇ せ けぉかうおせ おけめう めっ せしこけしすぇゃうかぇ しこうしぇすっもうちぇ くけゃっ ゅっくっさぇちうめっ, ╁うけかっすぇ ┸けゃうゆ: ¨-
しっやぇ, ′っきぇやっ, 〈っく'ち, ‶さっけぉさぇあっやっ... ╇ぇおけ ょせたけゃくけ おけくしすうすせちうけくぇかくけ くっ こさうこぇ-
ょぇき かうつくけしすうきぇ かうさしおっ こさけゃっくうめっくちうめっ, こさういくぇゆせ, けょぇゃくぇ くうしぇき ぉうけ すけかうおけ せくせ-
すさぇてやっ こけくっしっく つうすぇめせゆう さぇょけゃっ けゃっ きけめっ いっきもぇおうやっ, おけめせ くうおぇょぇ くうしぇき せこけいくぇけ.  

′ぇ うしすけき そけくせ めっ う ょさせゅぇ きけめぇ けこぇしおぇ こさっきぇ おけめけめ めっ くぇさけょ うしすけおぇ, しゃぇおぇおけ, 
ゃっけきぇ さっかうゅうけいぇく, ぇかう ╀けゅぇ こさけめっおすせめっ うい しゃけゅぇ ょけあうゃもぇめぇ こさうさけょっ, ぇ きぇやっ しかっょう 
さうすせぇか こけ おやうておう せしすぇくけゃもっくけき しちっくぇさうめせ. ‶さっきぇ すけきっ, ょぇ ╇しすけお くうてすぇ ょさせゅけ 
くうめっ せさぇょうけ, ゃっゆ しすゃぇさぇかぇつおう こけおせてぇけ ょぇ うしすっさぇ くぇ つうしすぇち けゃせ いぇこさっすっくせ ぉかぇゅけさけょ-
くけしす ょせてっ しゃけゅぇ うきっやぇおぇ  –„うしすけおぇ“, せつうくうけ ぉう ゃっかうおけ ょっかけ! 〉 すけめ おけかっおすうゃくけめ 
ょせてう くぇさけょぇ くぇ けゃうき こさけしすけさうきぇ きくけゅけ めっ すけゅぇ こけしかぇゅぇくけ. ╁っかうおぇ めっ しさっゆぇ てすけ ゅぇ 
こっしくうつおう う せけこてすっ, せきっすくうつおう, ぇ う きせいうつおう, っすくけきせいうおけかけておう けぉかうお, くうしせ いぇけぉう-
てかう.  

 
* 
╁ぇてっ めっ ょっすうやしすゃけ, おけかうおけ いくぇきけ, ゃっいぇくけ いぇ ]ゃさもうゅ. 【すぇ めっ し すけき ゃっいけき 

こけしかっ ょっすうやしすゃぇ? ╃させゅぇつうめっ さっつっくけ, てすぇ ╁ぇき いくぇつう すけ ょぇ ょけぉぇさ ょっけ ゅけょうくっ こさけゃっ-
ょっすっ せ しゃけきっ しゃさもうておけき ょけきせ う けおさせあっやせ? 

 
¨ょゅ. ╃せゅけ しぇき しっ, さぇいきうてもぇめせゆう け 〈っぉう, ′っょっもおけ, う くっ めっょくけき せこうすぇけ, てすぇ 

〈っぉっ  すぇおけ う すけかうおけ ょせゅけ こさうゃけょう ╀せつせきせ, すっかっしくけ う ょせてっゃくけ, ぇ けくょぇ う ょせたけゃくけ, 
こさけそっしうけくぇかくけ. ╃ぇおかっ, きけめっ こうすぇやっ 〈っぉう, せ しすゃぇさう, くけしう きけめせ かうつくせ こさけめっおちうめせ! 
‶さぇゃけ こうすぇやっ おけめっ せこせゆせめっきけ ╃させゅけき, くぇてっ めっ こうすぇやっ, こうすぇやっ いぇ くぇし, けくけ おけめっ こさっ 
しゃっゅぇ しっぉう こけしすぇゃもぇきけ. ‶さゃう 〈ゃけめ いくぇすぇく くぇせつくう さぇょ こけしゃっゆっく めっ ╂けゃけさせ ╀せつせきぇ, ぇ 
う しゃっ けしすぇかけ てすけ めっ こけすけき しすゃけさっくけ くぇょけてかけ めっ うい すけゅぇ う ういぇ すけゅぇ. ′ぇ おさぇめせ, ぇおけ しっ う 
しぇきけゅぇ しかけゃぇ ょさあうきけ, けくぇ ′うつっけゃぇ きぇおしうきぇ „ゃっつくけ ゃさぇゆぇやっ うしすけゅぇ“ くぇめぉけもっ こさう-
しすぇめっ 〈ゃけめうき ╀せつせきうおぇきぇ, おけめうきぇ, こけつっゃ けょ こさゃけゅ ぇ う うくうた ういょぇやぇ, めけて くうめっ しすぇゃ-
もっくぇ すぇつおぇ! 〉 すけきっ くっ ゃうょうき しぇきけ さっいうょせっ くっおっ しうきぉけかうおっ, ゃっゆ うしすうくせ, ょぇ めっ すせ 
くっゅょっ っこうちっくすぇさ. ]ぇきけ めっ しすゃぇさ おぇおけ すけきっ しさっょうてすせ こさうかぇいうきけ う こさっきぇ やっきせ しっ けょ-
くけしうきけ. ] こけてすけゃぇやっき, しぇ 〈ぇめくけき, 〉したうゆっやっき, うかう, こぇお, しぇ こさっいうさけき. ╋けあっ ぉうすう, 
さっゆう ゆって 〈う, おぇおけ け すけきっ くっ さぇいきうてもぇて. ┿かう, ょぇ けぉさくっき こうすぇやっ, くぇめこさっ, お 〈っぉう. 
′っ きうしかうて かう, きけあょぇ, おぇおけ しゃっ てすけ つうくうて ゅけさっ せ いぇゃうつぇめせ, しさっふせめせゆう こさけしすけさ せ 
╀せつせきせ, ょぇ すけ こさっょせいうきぇて しぇきけ いぇすけ おぇおけ ぉう 〈っぉう, ちうゃうかういぇちうめしおう, う めっょうくけ いぉけゅ 
すけゅぇ, ぉうかけ こさうおかぇょくうめっ ぇ う, すったくうつおう, いゅけょくうめっ, せょけぉくうめっ いぇ さぇょ? ╇かう めっ しすゃぇさ こさっ 
しゃっゅぇ, せ ゃっかうおけめ こけすさっぉう ょぇ くっういけしすぇゃくけ ぉせょって すぇきけ, おけかうおけ ゅけょ ょぇくぇし しおさぇゆっくけ 
ういぉうゃぇけ ╂けさっ, うこぇお おぇおけ ぉう けしすゃぇさうけ しぇきけ すっぉう いくぇくう ょせてっゃくう うくすっくいうすっす?!  

]っゆぇき しっ, ょぇゃくうた けしぇきょっしっすうた ゅけょうくぇ おぇょぇ しぇき せ けこせてすっくけき ゆぇしおぇやせ せ ╂ぇかっ-
さうめう „╋うかぇく ╉けやけゃうゆぇ“ せ ]けきぉけさせ, こけかっきうしぇけ しぇ ゃっかうおうき きぇっしすさけき, しかうおぇさけき 
しゃっすしおけゅぇ そけさきぇすぇ, くけ, つうめっ ょっかけ ょせぉけおけ けしっゆぇき しゃうき ゃういせっかくうき さっゅうしすさうきぇ おけめうきぇ 
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さぇしこけかぇあっき. ‶さうめぇめせ きう, ぇ う ゃうてっしすさせおけ こさけゃけちうさぇめせ しかうおっ ╋うかぇくぇ ╉けやけゃうゆぇ. ┿ 
すぇょぇ (1983) きぇっしすさけ う めぇ しきけ しっ しこけさうかう けおけ やっゅけゃけゅ, こけ きっくう, こけゅさってくけ うしすせきぇつっ-
くけゅ うしおぇいぇ, おぇおけ しっ けく „ぉぇちぇ“ くぇ しかうおぇやっ おぇょぇ しせ きせ „ぇおせきせかぇすけさう くぇこせやっくう“! ╇ 
ょぇくぇし めっ すぇ こけきけょくぇ そさぇいぇ せ ゃっかうおけき すさけてっやせ, おぇけ う やけめ しかうつくうた, こけこせす きくけゅうた 
こさぇいくけしかけゃうちぇ おけょ きかぇょっあう, ぇ めけて ゃうてっ せ うしすせこうきぇ くっせおうた すっかっゃういうめしおうた ゃけょう-
すっもぇ: けく „いさぇつう っくっさゅうめけき“; うきぇ „めぇおせ っきけちうめせ“, ぇ う くうい ょさせゅうた うしこさぇいくうちぇ すうこぇ 
„ぇょさっくぇかうくしおうた“ う, しゃぇおぇおけ,  けこしおせさくうた!  

╃ぇおかっ, ゃさぇすうきけ しっ けくうき くっしさっゆくうき ぇおせきせかぇすけさうきぇ. 〈せきぇつっやっ おけめっ しっ こさう 
すけきっ ょぇめっ, しきぇすさぇき ゃっけきぇ くぇうゃくうき. ‶けさっょ けしすぇかけゅぇ, けくけ こけおぇいせめっ おぇおけ しっ くっこさうきっ-
さっくけ さぇいせきっ しすゃぇさぇかぇつおう っかぇく つけゃっおぇ. ╃せぉけおけ しぇき せゃっさっく おぇおけ めっ すぇおゃけ さぇいせきっゃぇやっ 
くぇ ゅかぇゃせ こけしすぇゃもっくけ. ╉ぇあっ しっ, おぇおけ つけゃっおぇ せ しすゃぇさぇかぇつおせ ぇゃぇくすせさせ こけおさっゆせ „くぇこせ-
やっくう ぇおせきせかぇすけさう“. ┿ すぇ しうくすぇゅきぇ, こさっきぇ すけきっ う しぇきけ きうてもっやっ け すけきっ, ょけかぇいう うい 
ぇせすけ-ちうゃうかういぇちうめっ, こさっきぇ おけめけめ めっ くけゃう つけゃっお-さけぉけす, ぇくぇかけゅけく ぇせすけきけぉうかせ! ‶ぇ, おぇけ 
てすけ けゃぇめ くっゆっ くぇこさっょ ぇおけ ぇおせきせかぇすけさ くうめっ „こせく“, すぇおけ う しすゃぇさぇかぇち! ┿ しゃっ すけ, めぇょう しせ 
ちうゃうかういぇちうめっ う すさぇゅうおぇ ‶さけゅさっしぇ, しせかせょう くぇゅけく 〈っさぇやぇ くぇこさっょ せ ′けゃけ! ╉さぇめやっ 
ぉっしきうしかっくけ! ′ぇうきっ, おぇょぇ ぉう つけゃっお いぇうしすぇ ぉうけ „こせく“, いぇさ ぉう しっ うしすうくしおう, すめ, おぇけ ょせ-
たけゃくう 』けゃっお こけおさっすぇけ? ┿ かぇおけゃっさくう, おぇおけ ゃうょうきけ, おぇいせめせ おぇおけ しっ すっお „こせくう“ つけゃっお 
きけあっ ぇおすうゃうさぇすう? ╋けあっ, しゃぇおぇおけ, せ きっさおぇくすうかくけき しゃっすせ, くぇ くぇつうく ¨くけゅぇ おけめう 
„うきぇ“ きくけゅけ, ぇかう めけて くっょけゃけもくけ ょぇ おせこう ちっけ ]ゃっす! ╇ いぇうしすぇ, せ けゃけめ こさけめっおちうめう, 
したけょくけ すぇおゃけきっ しゃっすけくぇいけさせ, せおけかうおけ つけゃっおせ ぇおせきせかぇすけさう くうしせ „こせくう“, すけきっ めっ う 
くぇめぉけもっ ょぇ しっ けょきぇた せぉうめっ.  

′け, けおさっくうきけ しっ いぇゃうつぇめせ くぇ こさぇゃう くぇつうく. 〈う しっ, ′っょっもおけ, ゃさぇゆぇて ╀せつせきせ, 
くぇめこさっ そういうつおう, こさうしせしすゃけき ╂けさっ, ぇ けくょぇ, けしゃっあっく せすうしちうきぇ ょっすうやしすゃぇ, しゃぇおけめぇ-
おうき, こさっきぇ すけきっ う けくうき しせょぉけくけしくうき, せさぇつせくぇゃぇめせゆう すせ う ぉけかくっ, おけめっ めっ うきぇゅうくぇ-
ちうめぇ こさけすけおけき っけくぇ さっすせてうさぇかぇ, ょっかけき せかっこてぇかぇ ぇ う しせぉかうきうさぇかぇ, くぇめいぇょ しおさぇめ-
くせかぇ せ こけょしゃっしくけ, くけ くうおぇょぇ う ょけ おさぇめぇ こさっゃぇいうふっくけ! ┿ せこさぇゃけ すぇめ めっ すっきっも, すぇ  „こさぇい-
くうくぇ“ けしかけくぇち うい おけゅぇ しっ しすゃぇさぇかぇつおう ╃せた こけおさっゆっ う ういぉうめぇ ′ぇこさっょ. ╀ぇて めっ すぇおけ 
くっおぇおけ う しぇ きくけき. 〈ゃけめ ょけょうさ しぇ ょっすうやしすゃけき, しぇ ╀せつせきけき, おぇけ う きけめ しぇ こっさうそっさうめけき 
ゃぇさけてうちっ ]ゃさもうゅ, しぇ „【っゆっさきぇかけき“, ょけょうさ めっ しぇ いぇゃうつぇめっき. ‶けさっょ けしすぇかけゅ, すけ うしすけ-
ゃさっきっくけ いくぇつう う しせしさっす しぇ うしおけくしおうき, ょせぉけおけ こさけあうゃもっくうき, くうおぇおけ くっ う いぇぉけさぇゃ-
もっくうき, ぇおけ しっ たけゆっ う くぇめすさぇゅうつくうめうき うしおせしすゃけき. ‶さうゃうょくけ めぇおっ うくょうゃうょせぇかくけしすう 
しっ くっ ぉけめっ ょぇ すけ こさういくぇめせ, ゃさぇゆぇめせゆう しっ しゃけき うしおけくせ. ]ぇきけ すぇょぇ, う し すうき しせけつっくう, しゃっ-
しくう すけゅぇ, せおけかうおけ てうさっ う ょせぉもっ うくすっくいうゃくうめっ ゆっ すぇめ ╇しおけく しすゃぇさぇかぇつおう こけょしすう-
ちぇめくけ う くっしきうさっくけ, こせかしうさぇすう せ こけしかけゃうきぇ せ おけめうきぇ しきけ, ぇ う こけしかっ すけゅぇ. ′ぇ おさぇめせ, 
ぇおけ しっ たけゆっ, けく めっ う せ しゃっきせ けくけきっ せ つっきせ しきけ ぉうかう う しぇょぇ しきけ, う めけて ゆっきけ. ′ぇてっ 
しすゃぇさぇかぇてすゃけ, おぇおゃけ ゅけょ こけ ゃさっょくけしすう ぉうかけ, ういさぇい めっ くっしゃっしくっ すっあやっ ょぇ しっ „くぇこせくっ 
ぇおせきせかぇすけさう“! ╆ぇぉけさぇゃもぇ しっ, おぇおけ ゃけいぇつ ぇ う やっゅけゃ ぇせすけ, きけあっ くぇこさっょ しぇきけ しぇ くぇこせ-
やっくうき ぇおせきせかぇすけさけき, ょけお 』けゃっお, せおけかうおけ しっ ういぉけさう ょぇ くっ ぉせょっ [けぉけす, すめ. ぇせすけきけぉうか 
うかう ]すゃぇさ, う しゃっ ょけお せしこさぇゃくけ ゃうょう おぇおけ くうめっ うしすけ てすけ う おぇきっく う ぇせすけきけぉうか, ゃっゆ 
めっ しすゃぇさぇかぇつおけ ぉうゆっ, きけあっ ′ぇこさっょ, こけょしすぇおくせす „‶さぇいくうき“ – おぇけ ぉぇいっ, ぉうゃしすゃっくっ 
¨しおせょうちっ. ‶さうきっすうけ めっ めけて ょぇゃくけ おうくっしおう きせょさぇち ╊ぇけ 『っ: „′っ すっあう ょぇ ぉせょって こせく!“ 
]すゃぇさぇかぇつおう つけゃっお, ぇ う おさっぇちうめぇ せけこてすっ, くぇょけかぇいう うい こさぇいくうくっ. ╇しすうくしおけき 
きせょさぇちせ, ぇ おけょ こっしくうおぇ こけゅかぇゃうすけ う しぇしゃうき っゃうょっくすくけ, くっ すさっぉぇ おぇいうゃぇすう: ′っ すっあう 
ょぇ ぉせょって „‶せく“. ┿ ぉぇて めっ こっしくうお しぇゃさてっくけ しおさけめっく おぇけ ′っこけすこせく. ]すゃぇさぇかぇつおけき 
ょっかぇすくうおせ ょぇすけ めっ ょぇ うい 〈ぇきっ う くっきうさぇ ゅせさぇ おぇ ]ゃっすかせ, 『っかうくう, ‶せくうくう ╀うゆぇ. 
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╇しすうくしおう, しすゃぇさぇかぇつおう あうゃけす つけゃっおぇ かっあう せ うくすっくちうめう ょぇ こけしすぇくっ „こせく“, くけ, くっ くぇ 
くぇつうく ぇおせきせかぇすけさぇ, ゃっゆ ょっかけき う ょっかうきぇ. ┿ すけきっ くうおぇょぇ おさぇめぇ! 

╁さぇゆぇめせゆう しっ せ ]ゃさもうゅ うかう ]ゃさもうゅせ, ぇ きうしかうき ょぇ めっ う しぇ 〈けぉけき, ′っょっもおけ, 
すぇおけ, つうくうき すけ おぇおけ ぉうた ういゃさてうけ おけさっおすせさせ いぇぉけさぇゃぇ おけめう しっ けょくけしう くぇ ういゃけさくう 
ょけあうゃもぇめ. ′ぇ けゃせ きうしぇけ くぇゅくぇかけ きっ さっいけくけゃぇやっ めっょくけゅ くぇてっゅ いっきもぇおぇ, 〈っぉう いくぇ-
くけゅぇ, ぇ うい しっかぇ おけめっ めっ けょ ╀せつせきぇ くぇ ょさせゅけきっ おさぇめせ. 〈ぇめ めっ „くぇて けゃょぇてやう“ ぇ うこぇお くっ 
きぇかけ „ょぇかっお“, こけしすうゅぇけ, ょけょせてっ, くってすけ, せ ゃっかうおけき ゅさぇょせ, ぇかう しっ せゃっお けしっゆぇけ こさう-
おさぇゆっくけ, うてつっおせめせゆう ょぇ きせ しっ ]ゃさもうゅ, ╆ぇゃうつぇめ こさうゃけかう, ょぇ ゅぇ しっ ]っすう う せつうくう ゅぇ, 
おぇおゃうき しこっおすぇおかけき, ゃぇあくうき! ╉ぇおけ めっ すぇおぇゃ ╃ぇさ ういけしすぇけ, „くぇて“ しっ いっきもぇお しゃっ さっふっ 
けゃぇきけ こけめぇゃもうゃぇけ, ぇ けくょぇ う くうおぇおけ! ]ぇきけ しっ しすゃぇさぇかぇつおう „こさぇいぇく“ つけゃっお ゃさぇゆぇ いぇ-
ゃうつぇめせ, ぇ „こせく“ う „こさっゅさっめぇく“ しっ つってゆっ すさぇめくけ いぇょさあぇゃぇ せ ゅさぇょせ, う こけ こさぇゃうかせ いぇぉけ-
さぇゃもぇ ]っかけ. ┿ めっょぇく ゃうょけゃうすう しすぇさぇち うい ょぇかっおっ しさこしおっ ╉さぇめうくっ, しかせてぇけ しぇき ゅぇ, おぇおけ 
めっ しかうつくうき こけゃけょけき こさうきっすうけ: „¨くぇめ おけ しっ しすうょう しゃけめうた けこぇくぇおぇ すっておけ ゆっ せきさっすう!“ 
„╆ぇょけゃけもぇく“, „うしこせやっく“ つけゃっお くうおぇょぇ くうめっ しゃっしすぇく きけゅせゆくけしすう しすゃぇさぇかぇつおけゅ けしゃぇ-
めぇやぇ しゃっすぇ, めっさ めっ いぇ やっゅぇ うしすうくしおう ]ゃっす けょぇゃくぇ きさすぇゃ.  

 
* 
‶けいくぇすけ めっ ょぇ さぇくっ ゅけょうくっ う いぇゃうつぇめ つっしすけ けょさっょっ つけゃっおけゃ こせす, うかう きせ ぉぇさ 

こさけぉせょっ しすゃぇさぇかぇつおっ こけすっくちうめぇかっ, いぇ おけめうきぇ しっ けくょぇ こせす けょゃうめぇ. ╁ぇて こせす めっ てうさけお, 
ぉっい こせくっ かうくうめっ, う すっけさうめしおう う こさぇおすうつくけ けく おぇけ ょぇ こさぇすう うくすっさっしけゃぇやぇ きけあょぇ う 
くっしゃっしくけ いぇつっすぇ せ いぇゃうつぇめせ. ′っ きうしかうきけ ょぇ ぉう すせ いぇゃうつぇめ ぉうけ きくけゅけ ぉうすぇく, ぇかう 
こけしすけめう かう ぉぇさ くってすけ てすけ やっきせ ょせゅせめっすっ せ しすさせちう う くぇせちう? 

 
¨ょゅ. ¨くぇおけ おぇおけ ょぇくぇし ゅかっょぇき くぇ しすゃぇさ, けゃょっ めっ せ うゅさう ゃうてっしかけめぇく うょっくすうすっす 

ういきっふせ きっくっ う いぇゃうつぇめぇ. [ぇいきうてもぇめせゆう け きけきっしすっすしおけき しっくいうぉうかうすっすせ, いぇ おけめう, 
ょさあうき, ょぇ めっ せ ぉうすくけきっ けつせゃぇけ おけくいうしすっくすくけしす, しゃっ ゃうてっ ゃっさせめっき おぇおけ めっ うくうちうさぇく 
きけめうき くっこけしさっょくうき, さぇくうき けおさせあっやっき. 〈ぇめ しこっちうそうつぇく けしっゆぇめ いぇ おけかけさうす う けょさっ-
ふっくう すうこ そけゃうしすうつおけゅぇ しかうおぇさしすゃぇ, きうしかうき ょぇ しぇき くぇめさぇくうめっ こさけつうすぇけ うい ぇさすっそぇ-
おぇすぇ こうさけすしおうた ゆうかうきけゃぇ, ぇ いぇすうき うた, ょけちくうめっ こさっしかけあうけ. ]きぇすさぇき ょぇ くうめっ くっ-
すぇつくけ, ょぇ しっ ぉけめぇ すうた ゆうかうきけゃぇ せ すけかうおけめ きっさう せかうかぇ せ きっくっ こけしすぇゃてう しゃけめっゃさしくうき 
ぇさたっすうこしおうき, くけしっゆうき けしかけくちっき せ さっちっこちうめう. 〉すけかうおけ しぇき けゃょっ こけきぇかけ めせくゅけゃぇち, 
おけめう めっ せ おけかっおすうゃくけ くっしゃっしくけき くぇてっゅぇ さけょぇ せすうしくせけ うしおけくしおっ, こさうきけさょうめぇかくっ 
しかうおっ くぇてっ さぇくっ こけゃっしくっ っゅいうしすっくちうめっ. 〈ぇめ うしおせしすゃっくう すさぇゅ [けょぇ, くぇすぇかけあっく, ょっかせめっ 
うきぇくっくすくけ, せ くぇめゃっゆけめ きっさう う くっしゃっしくけ. ‶ぇ, せおけかうおけ けくけ てすけ ゃぇあう いぇ [けょ, そうかけゅっ-
くっすしおう, すさっぉぇかけ ぉう ょぇ しっ こけ うしすけき くぇつっかせ こけくけゃう う こしうたけかけておう, ぉぇさ せくっおけかうおけ う 
くぇ しおかけこ めっょうくおっ. ╃ぇおかっ, しゃぇおう こけめっょうくぇち けしうき てすけ くけしう けこてすう おけかっおすうゃくう っくゅさぇき 
[けょくけゅぇ, う すぇおけ ゅぇ こけくぇゃもぇ, けく すけ うしすけ つうくう, しぇきけ くうめぇくしうさぇくうめっ, ぇ けしかけやっく くぇ 
うしおせしすゃけ しゃけめうた かうつくうた こけつっすぇおぇ, ょっかけゃぇやっき しかうおぇ さぇくけゅ あうゃけすけこうしぇ.  

 
¨ゃけきっ ょけょぇめっき めけて めっょくせ, こぇさぇょけおしぇかくけ, „くっゅぇすうゃくせ“ つうやっくうちせ. ′ぇうきっ, け-

しうき そけさきっ う ぉけめっ „こうさけすしおけゅ“ ゆうかうきぇ,  くうおぇょぇ, くう せ めっょくけき おけきぇょせ しかうつくっ ゃさしすっ, 
おけめっ しぇき うきぇけ こさうかうおっ ょぇ ゃうょうき しぇ てうさっゅ, ょさせゅけめぇつうめっゅ こさけしすけさぇ くぇてっ くっおぇょぇ ゃっ-
かうおっ いっきもっ, くうしぇき けすおさうけ くうてすぇ しかうつくけ ぇ てすけ ぉう きっ きけゅかけ こけくっすう, ょぇおかっ, くう けょせ-
てっゃうすう. 〈け めっ しせょぉうくぇ うきぇくっくちうめっ かうつくけゅぇ せおせしぇ け つっきせ しっ, ょけょせてっ, くうおぇょぇ くっ ゅけ-
ゃけさう しぇしゃうき けすゃけさっくけ. ┿かう, しすゃぇさう ぉぇて すぇおけ くっおぇおけ しすけめっ. ╃ぇおかっ, くうおぇおゃけ おぇしくうめっ 
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うしおせしすゃけ くうめっ うきぇかけ こさっしせょくせ しくぇゅせ ょぇ ういきっくう きけめせ ぇこさうけさくせ しおかけくけしす おぇ っおしこさっ-
しうけくうしすうつおけめ, そけゃうしすうつおけめ しかうちう, こさっきぇ おけかけさうすせ, ぉけゅぇすしすゃせ ぉけめぇ おぇおゃけ っきぇくうさぇめせ 
しかうおっ ′ぇょっあょっ ‶っすさけゃうゆ, けょくけしくけ ╋うかぇくぇ ╉けやけゃうゆぇ, こけしっぉくけ うい けこせしぇ おけめっ めっ ╉け-
やけゃうゆ けしすゃぇさうけ すさうょっしっすうた ゅけょうくぇ XX ゃっおぇ, ょぇ しぇょぇ けしすぇくっきけ せ ぉぇかおぇくしおけき けおさせ-
あっやせ. 《さけめょけゃしおう ゅかっょぇくけ, こさゃうた こっす ゅけょうくぇ きけゅぇ けょさぇしすぇやぇ せ しせきけさくうき ゅけょうくぇきぇ 
さぇすぇ, おさぇめやっ けしおせょくけゅぇ ゃさっきっくぇ, おぇょぇ くっ いぇこぇきすうて けちぇ, ぇ けょぇしゃせょ ういぉうめぇ せあぇし う しう-
ゃうかけ しうさけきぇてすゃぇ, こぇ しっ けくょぇ, すけきっ おけくすさぇしすくけ, しぇつせゃぇめせ しかうおっ けいぇさっやぇ しぇ おけきこかっ-
きっくすぇさくうた すけくぇかうすっすぇ ゆうかうきけゃぇ けおぇつっくうた くぇ くっさぇゃくっ いうょけゃっ, きぇおぇさ う しぇきけ くっおけ-
かうおけ ょぇくぇ せ ゅけょうくう, すぇめ こさういけさ ょけょぇすくけ ゅさっめっ ょせてせ, つうくっゆう めっ おぇょさけき ょぇ うしすさぇめっ. 〉 
きけき めっ しかせつぇめせ, しゃっ すけ, こけしすっこっくけ こさっかぇいうかけ せ すさぇめくせ こけすさっぉせ. 〈うた ょぇくぇ, ぉかってすぇゃけしす 
けおぇつっくうた ゆうかうきけゃぇ け いうょけゃっ ょゃっめせ しけぉぇ, うしうめぇゃぇかぇ めっ あうゃけす う ぉせょうかぇ くぇょせ. ┿ うしすっ 
すぇおゃっ ゆうかうきけゃっ, せ すけき うしすけき ]ゃさもうゅせ, ゅかっょぇけ しぇき う せ ょけきけゃうきぇ きけめっ すっすおっ, おぇおけ 
さっおけた, すぇおけふっ, ‶うさけゆぇくおっ う ゆうかうきぇさおっ, ぇかう う せ ょけきぇゆうくしすゃせ くぇてうた おせきけゃぇ ╅うおっ 
╇かうゆぇ „╅うゅぇさぇ“, めっさ めっ う やっゅけゃぇ しせこさせゅぇ ╃っしぇ, くぇてぇ おせきぇ, ぉうかぇ ‶うさけゆぇくおぇ, おけめぇ めっ 
ょけくっかぇ せ きうさぇい こさっかっこっ ゃっいけゃっ うしすけゅぇ おゃぇかうすっすぇ. 〉 すうき すさうきぇ おせゆぇきぇ いぇ けゃっ こさぇい-
くうおっ, けおけ ╀けあうゆぇ, 〉しおさしぇ う ]ゃ. ╃うきうすさうめぇ – いぇつせょけ しゃっ しせ しかぇゃうかっ うしすけゅぇ しゃっちぇ – 
けゃぇ ょけきぇゆうくしすゃぇ しせ, おぇけ こけ こさぇゃうかせ せ けゃっ ょぇくっ くぇ いうょけゃうきぇ しゃけめうた しけぉぇ ょさあぇかっ うしすう 
すうこ ゆうかうきけゃぇ. ╂かっょぇけ しぇき しゃっ すけ, う くうおぇょぇ け すけきっ さぇいきうてもぇめせゆう, きけさぇ ぉうすう ょぇ しぇき 
うくすっくいうゃくけ せこうめぇけ.  

〈ぇめ しかけあぇめ ぉけめぇ, くぇうきっ, すぇめ けしけぉっくう おけくすっおしす こさうきぇさくうた: ちさゃっくうた, いっかっくうた, 
こかぇゃうた う あせすうた, おぇけ う けしけぉっくぇ しすさせおすせさぇ てぇさぇ, すめ. きせしすさぇ こうさけすしおうた ゆうかうきけゃぇ, めっ-
ょうくしすゃっくう しせ. ╉ぇしくうめっ しぇき こさっこけいくぇけ こさうしせしすゃけ うしすけゅぇ おけかけさうすぇ おけょ きっくう ょさぇゅうた う 
ぉかうしおうた こさうめぇすっもぇ, ぇおぇょっきしおうた しかうおぇさâ うい ‶うさけすぇ, [ぇょけきうさぇ ┿くすうゆぇ, おけめう めっ こさっ-
そっさうさぇけ ちさゃっくせ う こかぇゃせ, う 』っょっ ╉さしすうゆぇ, しぇ くうめぇくしうさぇくうき, ゅけすけゃけ こぇしすっかくうき ぉけ-
めぇきぇ うしすけゅぇ しこっおすさぇ, しぇきけ くぇ やっゅけゃうき っくすっさうめっさうきぇ, しぇ けぉぇゃっいくうき ょっおけさけき こうさけす-
しおけゅ ゆうかうきぇ せ こけいぇょうくう そうゅせさっ おけめせ めっ しかうおぇけ. ′ぇうきっ, せ ぉっけゅさぇょしおけき ぇすっもっせ くぇ ]すぇ-
さけき しぇめきうてすせ, 』っょぇ ぉう, おけめせ ゅけょ ぉう きさすゃせ こさうさけょせ しかうおぇけ, けょくけしくけ そうゅせさせ せ っくすっ-
さうめっさせ, うきこさけゃういけゃぇけ こけいぇょうくせ すぇおけ てすけ めっ いぇ こけょかけゅせ うきぇけ ぉぇて けょさっふっくう こうさけす-
しおう ゆうかうき. 』っょぇ めっ ぉうけ さぇそうくうさぇくう おけかけさうしすぇ, さっすおけゅ しっくいうぉうかうすっすぇ. ╉ぇけ しかうおぇさ, 
ぇかう う つけゃっお. ╃ぇ くっ いぇぉけさぇゃうき. ¨ すけきっ しぇき けこてうさくうめっ こうしぇけ う せ きけくけゅさぇそうめう け ╋う-
かぇくせ ╉けやけゃうゆせ. ′ぇうきっ, ぉうけ しぇき そぇしちうくうさぇく しぇいくぇやっき ょぇ しせ うしすけさうつぇさう せきっすくけ-
しすう, いくぇすくけ こさっ きっくっ, けすおさうかう せ ╉けやけゃうゆっゃけき おけかけさうすせ せすうちぇめ こうさけすしおけゅ ゆうかうきぇ. 
╇くすさけしこっおすうゃくけ, きけめ さぇくう ょけあうゃもぇめ ぉけめぇ しきぇすさぇき くっいぇけぉうかぇいくうき いぇ さぇいせきっゃぇやっ 
くっ しぇきけ きけゅ おぇしくうめっゅ ぇそうくうすっすぇ いぇ せきっすくけしす せけこてすっ, ゃっゆ う いぇ こさけそうかうしぇやっ かうつくけゅぇ 
しすぇくょぇさょぇ, しぇきけゅぇ „せおせしぇ“, くぇめいぇょ, う いぇ そけさきうさぇやっ うくすうきくけゅ かうおけゃくけゅ けしっゆぇめぇ いぇ 
ゃけかせきっく う こかぇしすうつくけ. 〈ぇめ けしくけゃくう せきっすくうつおう ょけあうゃもぇめ しゃっすぇ こさっかうけ しっ, こけすけき, う 
くぇ すっけさうめしおせ さぇゃぇく, ゃけょっゆう きっ くっせきうすくけ おぇ そうかけいけそしおけき, けょくけしくけ きっすぇそういうつおけき 
う っしすっすうつおけき.  

 
* 
〈け めっ っゃけかせちうめぇ 〈ゃけゅぇ こけゅかっょぇ ういくぇょ, しぇ けしかけくちっき くぇ ]ゃさもうゅ ぇかう こさっおけ ‶う-

さけすぇ. 【すぇ めっ しぇ 〈ゃけめけき ょさせゅけき おけくしすぇくすけき, „ゃっつくうき ゃさぇゆぇやっき ]ゃさもうゅせ“.  
 
¨ょゅ. ‶ぇさぇかっかくけ しぇ こさゃうき, けゃょっ ょけかぇいう う ょさせゅう いくぇつぇめぇく うょっくすうすっす しぇ くぇゅかぇ-

しおけき くぇ しけちうめぇかくせ ょうきっくいうめせ ぉうゃしすゃけゃぇやぇ. ′ぇうきっ, きけめぇ ょさせゅぇ そうおしぇちうめぇ, けしうき 
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けゅやうてすぇ, すうつっ しっ しぇきけゅぇ ]ゃさもうゅぇ. ╋けめぇ さっちっこちうめぇ けぉうつぇめくけしすう, う し すうき いぇめっょくけ, 
ゃっさけゃぇやぇ, あうゃけすぇ もせょう しゃさもうておけゅ おさぇめぇ. 

 
* 
〉おさぇすおけ, おぇおけ めっ すっおかけ ╁ぇてっ ておけかけゃぇやっ? ╆ぇ くぇてっ つうすぇけちっ ぉうかけ ぉう いぇくうき-

もうゃけ ょぇ いくぇめせ う おぇおけ めっ (こさけ)すっおかぇ ╁ぇてぇ こせくぇ おぇさうめっさぇ, しかせあぉっくぇ う くっしかせあぉっくぇ. 
 
¨ょゅ. ‶け しゃさてっすおせ こっすけゅけょうてやっ しさっょやけておけかしおっ っょせおぇちうめっ せ 【おけかう こさうきっ-

やっくうた せきっすくけしすう, こけすけき つっすゃけさけゅけょうてやうた しすせょうめぇ „つうしすっ“ そうかけいけそうめっ, おけめっ しぇき け-
おけくつぇけ 1964, きけめ こさうきぇさくう せおせし いぇ っしすっすしおけ ゅせさぇけ きっ, くっょゃけしきうしかっくけ, おぇ ういぉけさせ そう-
かけいけそうめっ せきっすくけしすう う っしすっすうおっ おけめう しせ こけしすぇかう けしくけゃ きけゅぇ ゃうてっしかけめくけゅぇ そうかけ-
いけそしおけゅ すさぇゅぇやぇ.  

〉おぇいぇかぇ しっ こさうかうおぇ ょぇ ぉせょっき こさけそっしけさ そうかけいけそうめっ せ けくょぇてやけめ 〈さっゆけめ ぉっけ-
ゅさぇょしおけめ ゅうきくぇいうめう. ╀っいきぇかけ ょゃっ ゅけょうくっ, ょけ けおけくつぇやぇ きぇゅうしすぇさしおうた しすせょうめぇ めせくぇ 
1966, こさっょぇゃぇけ しぇき そうかけいけそしおせ ゅさせこせ こさっょきっすぇ, そうかけいけそうめせ う かけゅうおせ, ぇかう う こしう-
たけかけゅうめせ う しけちうけかけゅうめせ. ‶けしかっ きぇゅうしすっさうめぇ (‶けかけあぇめ っしすっすうおっ せ くっきぇつおけめ おかぇしうつ-
くけめ そうかけいけそうめう けょ ╉ぇくすぇ ょけ 》っゅっかぇ), こぇ けょしかせあっくっ ゃけめしおっ, くっこせくっ ょゃっ ゅけょうくっ こさけ-
ゃっけ しぇき おぇけ しぇさぇょくうお いぇ おせかすせさせ せ ぇくぇかうすうつおけき けょっもっやせ 『╉ ]さぉうめっ. ╉ぇけ ぇしうしすっくす 
くぇ こさっょきっすせ ]けちうけかけゅうめぇ おせかすせさっ う せきっすくけしすう ぉうさぇく しぇき しっこすっきぉさぇ 1969. 〈けき 
ゅけょうくけき, せ おけくすうくせうすっすせ, いぇこけつうやっ きけめ すさうょっしっすけしきけゅけょうてやう さぇょ くぇ 《うかけかけ-
ておけき そぇおせかすっすせ せ ╀っけゅさぇょせ, しゃっ ょけ けょかぇしおぇ せ こっくいうめせ 2007. ╃けおすけさうさぇけ しぇき ぇこさうかぇ 
1971. しぇ すっきけき: ╋っしすけ 【っかうくゅけゃっ っしすっすうおっ せ くっきぇつおけめ おかぇしうつくけめ そうかけいけそうめう, くぇ 
《うかけいけそしおけき そぇおせかすっすせ せ ]ぇさぇめっゃせ, せ けくょぇてやけめ ┸せゅけしかぇゃうめう, おけょ, う ょぇくぇし めけて しきぇ-
すさぇき, すぇょぇ くぇめいくぇつぇめくうめうた こさけそっしけさぇ そうかけいけそしおっ っしすっすうおっ, ╇ゃぇくぇ 《けたすぇ う ╋うかぇくぇ 
╃ぇきやぇくけゃうゆぇ. ¨しうき かうつくけゅぇ ぇそうくうすっすぇ おけめう しぇき ゅぇめうけ こさっきぇ 《けたすけゃけき しすぇくけ-
ゃうてすせ, すぇおゃけき けこさっょっもっやせ ょけこさうくっかぇ めっ う めっょくぇ そけさきぇかくぇ けおけかくけしす. ′ぇうきっ, せ 
ゃさっきっ おぇょぇ しぇき こさうめぇゃうけ ょけおすけさぇす, くぇしすぇゃくうお おけめう めっ こけおさうゃぇけ くぇしすぇゃせ うい ╄しすっ-
すうおっ くぇ そうかけいけそしおけめ おぇすっょさう せ ╀っけゅさぇょせ, ぉうけ めっ せ しすぇすせしせ ゃうてっゅぇ こさっょぇゃぇつぇ, ぉっい 
ょけおすけさぇすぇ. ]すゃぇさ めっ せ すけきっ てすけ めっ おぇくょうょぇすせ くぇ ょけおすけさしおけめ すっいう させおけゃけょうかぇち きけさぇけ 
ぉうすう う しぇき ょけおすけさ そうかけいけそしおうた くぇせおぇ, せめっょくけ う せ こさけそっしけさしおけき いゃぇやせ. 〉いゅさっょ, こけ-
きっくせすう くぇしすぇゃくうお, ゃうてう こさっょぇゃぇつ, しゃけめせ ょうしっさすぇちうめせ けょぉさぇくうけ めっ すっお 1975. ゅけょうくっ. 
〈け きせ めっ ぉうかけ きけゅせゆくけ めっさ めっ こけしかっ ょけぉさけ いくぇくうた こけかうすうつおうた こさっゃうさぇやぇ せ いっきもう 
1971. ゅけょうくっ, うい ╆ぇゅさっぉぇ せ ╀っけゅさぇょ こさってぇけ こさけそっしけさ ょさ ╃ぇくおけ ╂さかうゆ, う くぇ そうかけ-
いけそしおけめ おぇすっょさう 《うかけいけそしおけゅ そぇおせかすっすぇ せ ╀っけゅさぇょせ いぇこけつっけ こさっょぇゃぇすう ╄しすっすうおせ. 

]っょぇきょっしっすうた ゅけょうくぇ XX ゃっおぇ, けょ 1971. ょけ 1981. さぇょうけ しぇき おぇけ たけくけさぇさくう 
こさけそっしけさ いぇ ╄しすっすうおせ くぇ せこさぇゃけ そけさきうさぇくけき 《うかけいけそしおけき そぇおせかすっすせ せ ′うてせ, ぇ 
こけすけき, けょ 1983. ょけ 2003. せ うしすけき しすぇすせしせ さぇょうけ しぇき おぇけ こさけそっしけさ ]けちうけかけゅうめっ おせか-
すせさっ くぇ 《うかけいけそしおけき そぇおせかすっすせ せ ╀っけゅさぇょせくぇ けょっもっやせ ]けちうけかけゅうめぇ. ╉ぇけ ゅけしすせめせゆう 
こさけそっしけさ ╉せかすせさけかけゅうめっ, けょ 1975. ょけ 1981, ぇくゅぇあけゃぇく しぇき くぇ 〉くうゃっさいうすっすせ せ ┹せぉ-
もぇくう, くぇ 《ぇおせかすっすせ いぇ しけちうけかけゅうめけ, こけかうすうつくっ ゃっょっ うく くけゃうくぇさしすゃけ. ‶け こけいうゃせ 
しぇき こさっょぇゃぇけ ╄しすっすうおせ くぇ けしくけゃくうき う こけしすょうこかけきしおうき しすせょうめぇきぇ くぇ 《ぇおせかすっすせ 
ょさぇきしおうた せきっすくけしすう せ ╀っけゅさぇょせ, ょけ 1987. ゅけょうくっ.  

┸っょくけ 〈ゃけめっ こうすぇやっ, うきこかうちうすくけ, ういぇいゃぇかけ めっ ぇしけちうめぇちうめせ くぇ ょっかけ „╉ぇおけ しっ 
おぇかうけ つっかうお?“ ┿ こうすぇやっ, しぇきけ せ ょさせゅぇつうめっき こぇおけゃぇやせ, おぇけ ょぇ ゃぇあう う いぇ 〈っぉっ, ′っょっ-
もおけ. ′ぇうきっ, いぇ ゃさっきっ しすせょうめぇ そうかけいけそうめっ, しゃっ ょけ 1964, ういょさあぇゃぇけ しぇき しっ うしおもせつうゃけ 
けょ おさっょうすぇ, ぇ いぇすうき, けょ しすうこっくょうめっ くぇ いぇゃさてくけめ ゅけょうくう. ┿かう, ょぇ う すけ おぇあっき, こさゃうた 
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ゅけょうくぇ しすせょうめぇ あうゃっけ しぇき すぇおけさっゆう けょ ゃかぇしすうすけゅ さぇょぇ, さっょけゃくうき こせぉかうおけゃぇやっき そう-
かけいけそしおうた う っしすっすうつおうた すっおしすけゃぇ せ しすせょっくすしおけめ こっさうけょうちう (]すせょっくす, ╁うょうちう). ¨ょ 
こけさけょうちっ, ぉぇて くうてすぇ くうしぇき きけゅぇけ けつっおうゃぇすう. ╆ぇ ゃさっきっ こけしすょうこかけきしおうた しすせょうめぇ, 
けょ 1964. ょけ 1966. ゃっゆ しぇき うきぇけ しすぇかくう ぇくゅぇあきぇく おぇけ ゅうきくぇいうめしおう こさけそっしけさ, すぇおけ ょぇ 
しっ こうすぇやっ っゅいうしすっくちうめっ くうめっ ゃうてっ こけしすぇゃもぇかけ. ¨ゃけ てすけ ゆせ, せ ょけょぇすおせ さっゆう, きけあょぇ 
ういかぇいう うい おけくすっおしすぇ, ぇかう めっ いぇくうきもうゃけ おぇけ こけょぇすぇお, ぇ う ゅけゃけさう け くぇてうき くぇさぇゃうきぇ, 
う めっしすっ ゃぇあくけ いぇ くぇせお くけゃうき ゅっくっさぇちうめぇきぇ. ′ぇうきっ, うぇおけ しぇき しすせょうめっ そうかけいけそうめっ 
いぇゃさてうけ せ さっおけさょくけき, すめ. めせくしおけき さけおせ, けくょぇてやっ させおけゃけょしすゃけ ゅさぇょぇ ′うてぇ, おぇけ ょぇ-
ゃぇかぇち しすうこっくょうめっ せ すさぇめぇやせ けおけ ゅけょうくせ ょぇくぇ, くぇめこさっ きう めっ ょけいゃけかうかけ いぇしくうゃぇやっ さぇょ-
くけゅ けょくけしぇ ゃぇく ′うてぇ, けしかけぉぇふぇめせゆう きっ けぉぇゃっいっ おけめせ しぇき おぇけ しすうこっくょうしすぇ うきぇけ. ′け, 
しぇきけ ゅけょうくせ ょぇくぇ こけしかっ きけゅぇ しすぇかくけゅ いぇこけしかっやぇ させおけゃけょしすゃけ ′うてぇ うくしうしすうさぇかけ めっ 
ょぇ けょきぇた ゃさぇすうき しすうこっくょうめせ. ‶け きけょっかせ うしすっ ぇあせさくけしすう う ╉さっょうすくう しすせょっくすしおう 
そけくょ [っこせぉかうおっ すさぇあうけ めっ, すぇおけふっ, こけゃさぇすぇお おさっょうすぇ おけめう しぇき ょけぉうめぇけ けおけ ゅけょうくせ う 
こけ ょぇくぇ, う せ さけおせ ょうこかけきうさぇけ. ]ゃっ しぇき うしこかぇすうけ, ぇ くってすけ う しぇ おぇきぇすけき! ╃ぇおかっ, しゃう 
しきけ ぉうかう ぇあせさくう, おけかうおけ ゅけょ ょぇ めっ きけめぇ ぉうかぇ くぇ ゃかぇしすうすせ てすっすせ. ╂さぇょせ ′うてせ, しゃぇ-
おぇおけ, う せこさおけし しゃっきせ, ゃっかうおけ たゃぇかぇ くぇ ょけょっもっくけめ きう しすうこっくょうめう, ぇかう, う きけめうき こさう-
めぇすっもうきぇ, おけめう しせ ぉぇて せ すけ ゃさっきっ ぉうかう いぇこけしっかう ゃかぇしす せ ′うてせ, けおけ 1967. ]すゃぇさ めっ せ 
すけきっ てすけ しぇき しぇ すうき うしすうき ぇゅうかくうちうきぇ せ うしすけき ゅさぇょせ ′うてせ こっょっしっすうた ゅけょうくぇ, こさっ-
ょぇくけ う ぇくゅぇあけゃぇくけ さぇょうけ せ しさっしおうき けきかぇょうくしおうき けさゅぇくういぇちうめぇきぇ. ¨くう しせ しっ 1967, 
うこぇお, ょけしっすうかう おぇおけ しっ しすうこっくょうめぇ うきぇ せさっょくけ ゃさぇすうすう!  

¨ きけき くぇこさっょけゃぇやせ せ おぇさうめっさう, せおさぇすおけ. ‶けしかっ しすうちぇやっ くぇせつくけゅ いゃぇやぇ ょけお-
すけさぇ そうかけいけそしおうた くぇせおぇ, ういぇぉさぇく しぇき いぇ ょけちっくすぇ, ぇ 1976. しぇき ゃっゆ せ しすぇすせしせ ゃぇくさっょ-
くけゅ こさけそっしけさぇ, ぇ けょ 1982. う さっょけゃくけゅ こさけそっしけさぇ. ╃け 1979. ゅけょうくっ けぉめぇゃうけ しぇき こっす 
くぇせつくうた おやうゅぇ, けょ すけゅぇ しせ ょゃっ けぉめぇゃもっくっ せ くうておけめ ╂さぇょうくう, ぇ すさう せ ╀っけゅさぇょせ せ: „╁せおせ 
╉ぇさぇりうゆせ“ (ぉうぉか. ╆けょうめぇお), せ ╀╇╂╆-せ う ‶さうゃさっょくけき こさっゅかっょせ. 

 
* 
┿おけ しっ くっ ゃぇさぇき, くっおうた ゅけょうくぇ せ ╁ぇてっき てうさっき いぇゃうつぇめせ, ′うてせ こけゅかぇゃうすけ, 

ぉうかぇ めっ こけすさっぉくぇ う ゃぇてぇ くぇしすぇゃくうつおぇ こけきけゆ, こぇ う せつってゆっ せ おせかすせさくけき あうゃけすせ 
(こさっおけ ういょぇゃぇてすゃぇ, くぇせつくうた しおせこけゃぇ, おやうゅぇ…). 

 
¨ょゅ. ‶けきっくせけ しぇき ぇくゅぇあきぇく くぇ 《うかけいけそしおけき そぇおせかすっすせ, くぇ ゅさせこう ]けちうけかけ-

ゅうめぇ. ╃さあぇけ しぇき こさっょぇゃぇやぇ う ゃっあぉぇやぇ くぇ こさっょきっすうきぇ ╄しすっすうおぇ う ]けちうけかけゅうめぇ せ-
きっすくけしすう, ぇ くぇ ‶しうたけかけゅうめう おせさし うい [っすけさうおっ. ╇しすぇおぇけ ぉうた しゃけめっ いぇょけゃけもしすゃけ さぇ-
ょけき しぇ しすせょっくすうきぇ. 〉おぇいぇけ ぉうた けゃけき こさうかうおけき くぇ っくすせいうめぇいぇき しすせょっくぇすぇ こさゃうた ゅっ-
くっさぇちうめぇ, おけめうきぇ しせ こけさっょ けしすぇかうた こさっょぇゃぇかう こさけそっしけさう ╋うかぇく ╃ぇきやぇくけゃうゆ, ╋う-
けょさぇゅ 『っおうゆ, ┲せさけ 【せてやうゆ, ╂かうゅけさうめっ ╆ぇめっつぇさぇくけゃうゆ. ╇しすけ すぇおけ, くっこさけちっやうゃぇ めっ 
せかけゅぇ こさけそ. ょさ ╋うかけてぇ ╇かうゆぇ くっ しぇきけ おぇけ きっくすけさぇ せ けょぉさぇくう う させおけゃけふっやせ ょけお-
すけさしおうき しすせょうめぇきぇ こけめっょうくうた おぇくょうょぇすぇ, ゃっゆ う おぇけ つかぇくぇ きぇすうつくっ おけきうしうめっ いぇ 
けしくうゃぇやっ ょさせてすゃっくうた ゅさせこぇ くぇ 《うかけいけそしおけき そぇおせかすっすせ せ ′うてせ. ╃けぉぇさ ぉさけめ ぉせょせ-
ゆうた くぇしすぇゃくうおぇ う ぇしうしすっくぇすぇ くぇ ょさせてすゃっくうき こさっょきっすうきぇ こけくうおぇけ めっ せこさぇゃけ うい さっ-
ょけゃぇ こさゃうた ゅっくっさぇちうめぇ, こけつっゃ けょ 1971. ゅけょうくっ. ¨くう しせ ょぇくぇし くぇ しぇきけめ おぇすっょさう ]けちう-
けかけゅうめぇ, ぇかう う くぇ けょゅけゃぇさぇめせゆうき こさっょきっすうきぇ くぇ ょさせゅうき そぇおせかすっすうきぇ 〉くうゃっさいうすっすぇ 
せ ′うてせ.  
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* 
‶けしすけめう かう くぇしかけゃ せ ╁ぇてっき ぉけゅぇすけき けこせしせ ょけ おけめっゅ ょさあうすっ ゃうてっ くっゅけ ょけ ょさせ-

ゅうた? 
 
¨ょゅ. ╁うてっ けょ つっすさょっしっす ゅけょうくぇ きけゅぇ こさけそっしうけくぇかくけゅ さぇょぇ せ こさけしゃっすう, せおもせ-

つせめせゆう う ょゃっ ゅけょうくっ おぇけ こさけそっしけさぇ そうかけいけそうめっ せ ゅうきくぇいうめう, こさけゃっけ しぇき, こさっすっあくけ 
くぇ 〉くうゃっさいうすっすせ くぇ こさっょきっすうきぇ ╄しすっすうおぇ う ╉せかすせさけかけゅうめぇ, ょっかけき [っすけさうおぇ. 
╆ぉけゅ すけゅぇ ぉうた, しぇゅかぇしくけ, けゃょっういょゃけめうけ くっおけかうおけ おやうゅぇ おけめっ しきぇすさぇき ゃぇあくうき いぇ さぇ-
いせきっゃぇやっ けくけゅぇ てすけ こけおさうゃぇ ょゃっ ゃぇあくっ けぉかぇしすう おけめうきぇ しぇき しっ こさうきぇさくけ ぉぇゃうけ: そう-
かけいけそうめけき せきっすくけしすう (っしすっすうおぇ, さっすけさうおぇ)う そうかけいけそしおけき ぇくすさけこけかけゅうめけき. 〉 
ゅさせこう さぇょけゃぇ おけめっ すっきぇすしおう こけおさうゃぇめせ せきっすくけしす う そうかけいけそしおせ っしすっすうおせ, ういょゃけ-
めうけ ぉうた: ╄しすっすうおせ う うょっけかけゅうめせ 〉ゃけょ せ きっすぇっしすっすうおせ, 1972,  ╃っおけくしすさせおちうめせ 

っしすっすうおっ 〉ゃけょ せ けくすけかけゅうめせ しすゃぇさぇかぇつおけゅ つうくぇ, 2006, ╆ぇ ぇせすけくけきうめせ せきっすくけ-
しすう ╄しすっすうつおぇ こさっうしこうすうゃぇやぇ, 2010,  ╀けめせ う しぇゃさっきっくけ しさこしおけ しかうおぇさしすゃけ ╉ぇ 
そっくけきっくけかけゅうめう しかうおっ, 1989 う [っすけさうおせ 〈っけさうめぇ, ╇しすけさうめぇ, ‶さぇおしぇ, 2007. 〉 ょさせ-
ゅけめ ゅさせこう, けくぇおけ おぇおけ ょぇくぇし ゅかっょぇき くぇ けゃぇめ ょけきっく, ういょゃぇめぇき おやうゅっ おけめっ しせ うくうちうさぇくっ 
きけめうき ぇくすさけこけかけておうき うしすさぇあうゃぇやうきぇ そっくけきっくぇ きうすけかけゅうめっ う きぇゅうめっ せ すさぇょうちう-
けくぇかくけめ おせかすせさう しすぇくけゃくうてすゃぇ ]ゃさもうておっ けぉかぇしすう.  

‶さっ すけゅぇ ぉうた ょぇ くってすけ こけめぇしくうき う せおぇあっき くぇ めっょくせ くっいぇけぉうかぇいくせ けおけかくけしす, 
けょくけしくけ くぇ ゃぇあくせ つうやっくうちせ. ′ぇうきっ, うい こさけせつぇゃぇやぇ しゃぇおけょくっゃもぇ きっくっ しせ, おぇけ そう-
かけいけそぇ – おけめう めっ, ぇおけ くうてすぇ ょさせゅけ, こけ こさうさけょう きっすけょぇ けさうめっくすうしぇく くぇ すさぇくしちっくょっく-
すくう, ぇこしすさぇおすくう しゃっす こけめきけゃぇ – きうすけかけておっ う きぇゅうめしおっ つうやっくうちっ しぇ おけめうきぇ しぇき しっ 
ういゃけさくけ しせけつうけ せ ]ゃさもうゅせ, めっょくけしすぇゃくけ そぇしちうくうさぇかっ. 【すぇ めっ すけ ょけ つっゅぇ しぇき ょけてぇけ 
う てすけ きっ めっ こけすけき せいくっかけ くぇょ すうき そぇおすうきぇ, けょくけしくけ, きっすぇそけさうつおう, くぇょ おけめうきぇ しっ 
くぇょくっかぇ きけめぇ そうかけいけそしおぇ う すっけさうめしおぇ うきぇゅうくぇちうめぇ? ′ぇめこさっ, せ けくけ ゃさっきっ, めぇ しぇき さぇ-
しこけかぇゅぇけ ういせいっすくけ しおさけきくけき っすくけかけておけき っょせおぇちうめけき. ╃ぇ かう しぇきけ いぇすけ, すっお, せつう-
くうかけ きう しっ, せ こさゃう きぇた, ゅけすけゃけ つせょっしくうき う くっけぉめぇてやうゃうき きけめぇ そぇしちうくぇちうめぇ そぇお-
すうちうすっすけき! ╀うかけ めっ すけ, おぇおけ しぇき めっょくけき いぇ すっかっゃういうめせ ういめぇゃうけ, さぇゃくけ すっけさうめしおけき 
てけおせ. 〉こうすぇけ しぇき しっ, いぇさ めっ きけゅせゆくけ ょぇ しっ せ くぇめけぉうつくうめけめ しゃぇおけょくっゃうちう, すうた うしすうた 
しおさけきくうた もせょう おけめっ しぇき せ ]ゃさもうゅせ う けおけかうくう こけいくぇゃぇけ, ょぇおかっ, う こさっ しゃっゅぇ せ やうたけゃけめ 
けぉうつぇめくけしすう, くぇかぇいう すぇおぇゃ う すけかうおう きぇめょぇく すっきっもくうた けしくけゃぇ けこてすっ もせょしおっ, ょせ-
たけゃくっ っゅいうしすっくちうめっ!? 《ぇおすう おけめっ しぇき こさうおせこうけ, ぇ けくょぇ こけつっけ ょぇ うた しぇゅかっょぇゃぇき う きっ-
さうき, おけきこぇさうさぇき う しきってすぇき せ てうさっ おせかすせさけかけておっ う ぇくすさけこけかけておっ おさせゅけゃっ, すさぇ-
あうかう しせ さっかっゃぇくすくっ けょゅけゃけさっ. ′ぇしかせゆうゃぇけ しぇき ょぇ しっ せ けくけきっ てすけ もせょう しゃさもうておけゅ 
おさぇめぇ さぇょっ う つうくっ, せ てすぇ ゃっさせめせ, てすけ うくぇつっ こさっょしすぇゃもぇ やうたけゃ しゃっすけくぇいけさ, くぇかぇいう, せ 
しすゃぇさう, すっきっも くぇ おけきっ こけつうゃぇ けこてすっ しかけゃっくしおぇ, ぇおけ しっ たけゆっ う しゃっすしおぇ きうすけかけておぇ 
しゃっしす. ╉ぇょぇ しぇき おけくぇつくけ さぇいぇぉさぇけ けゃっ つうやっくうちっ ぉうけ しぇき せいくっきうさっく う せ きくけゅけ つっきせ 
せいょさきぇく. ¨ょめっょくけき きう しっ こさけしゃっすかうかけ おぇおけ けゃょっ ゅかっょぇき せ けおっぇく うしすうくっ うい おけめっ おぇけ 
ょぇ しっ けこてすぇ きうすけかけておぇ しゃっしす, ぇ こさっおけ きくけゅうた させおぇゃぇちぇ, ういかうかぇ こけ しゃっすせ, うかう ぉぇさっき 
けゃょっ こさうぉさぇかぇ さぇょう つせゃぇやぇ, ぇ くぇおけく きくけゅうた ょうしこっさいうめぇ – おぇおけ しっ めっょくけき こさうかうおけき 
ういさぇいうけ くっきぇつおう そうかけいけそ. 

‶けしすっこっくけ しぇき けすおさうゃぇけ おぇおけ ゆっ きっ けゃぇめ, しかけぉけょぇく しぇき ょぇ ゅぇ すぇおけ うきっくせめっき, 
きうしぇけくう „っかっおすさけ てけお“ こけゃっしすう めっょくけき くけゃけき しすぇいけき, きけあょぇ う しすさぇくこせすうちけき, きっくう 
ょけ すぇょぇ くっこけいくぇすけめ, おけめぇ めっ, きけあっ ぉうすう しぇきけ こさっょけしっゆぇくぇ せ ぇさたっすうこしおけき, くけ くうおぇおけ 
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めけて う しゃっしくけ ぇさすうおせかうしぇくぇ. ┿ けくょぇ しせ ょけてかっ おやうゅっ. ╇いょゃけめうけ ぉうた くぇめこさっ ╋うすけかけ-
ゅうめせ さぇしおさてゆぇ 1993. 〈っきぇ „さぇしおさてゆぇ“, ぇ う しゃっ てすけ しっ けおけ やっ さぇいゃうかけ, こけしすぇかぇ めっ いぇ 
きっくっ せ すけかうおけめ きっさう ういぇいけゃくぇ ょぇ きっ めっ くぇ ょせあう さけお, おぇおけ ぉう めっょぇく きけめ しっもぇお しぇしゃうき 
すぇつくけ さっおぇけ – しゃっ すけ „こさっょせいっかけ“. ╇い すけゅぇ しせ けくょぇ せしかっょうかっ ]さこしおぇ きうすけかけゅうめぇ 

こっすけおやうあめっ, 2000, ぇ いぇすうき, せ めっょくけめ しゃっしちう, けぉうきくぇ ]さこしおぇ きうすけかけゅうめぇ おけめぇ めっ ょっ-
さうゃうさぇくぇ うい けぉうつぇめぇ, ゃっさけゃぇやぇ う さうすせぇかぇ 2006, つうめっ しっ ょさせゅけ ょけこせやっくけ ういょぇやっ 
せこさぇゃけ てすぇきこぇ せ ぉっけゅさぇょしおけめ ╃っさっすう. ┿かう け すけきっ ゆっきけ めけて. 

 
* 
╋っくう めっ すっておけ ょぇ くぇぉさけめうき きぇおぇさ う けおゃうさくけ ╁ぇてせ ぉうぉかうけゅさぇそうめせ, きぇおぇさ 

しぇきけ おやうゅっ ぉうかっ せ こうすぇやせ, ぇかう くっおっ しせ けぉめぇゃもっくっ う せ ′うてせ うかう ]ゃさもうゅせ? ‶けゃさっ-
きっくけ ╁ぇし めっ ぉうかけ う せ こっさうけょうちう? 

 
¨ょゅ. ╉ぇけ てすけ しっ ゃうょう めっょぇく ぉさけめ, いぇ きっくっ さっこさっいっくすぇすうゃくうた おやうゅぇ, けぉめぇゃもっく 

めっ せ ′うてせ. ′ぇめこさっ せ ╂さぇょうくう, ぇ いぇすうき せ ‶さけしゃっすう (くうておけめ). ¨ゃょっ ぉうた こけきっくせけ 
╃けぉさうゃけめぇ ┸っゃすうゆぇ, いくぇきっくうすけゅ くうておけゅ こっしくうおぇ, せめっょくけ う せさっょくうおぇ せ ‶さけしゃっすう, 
おけめう きっ めっ うくすっかっおすせぇかくけ う こさうめぇすっもしおう こけょしすうちぇけ ょぇ しゃっ てすけ しっ すうつっ きけめうた ぇくすさけ-
こけかけておうた う っしすっすうつおうた さぇょけゃぇ, ぉせょっ くぇめこさっ こせぉかうおけゃぇくけ せ ′うてせ. 〈け めっ しぇさぇょやぇ おけめぇ 
しっ くっ いぇぉけさぇゃもぇ. ┿おけ ういせいきっき こさゃけ ういょぇやっ [っすけさうおっ (1975), ╀けめせ う しぇゃさっきっくけ しさこ-
しおけ しかうおぇさしすゃけ (1989), ╋うすけかけゅうめせ さぇしおさてゆぇ (1993) う ]さこしおせ きうすけかけゅうめせ (せ こっす 
おやうゅぇ 2000), こさうょけょぇけ ぉうた けゃけきっ しこうしおせ けぉめぇゃもっくうた さぇょけゃぇ せ ′うてせ, こさっ しゃっゅぇ きけめせ 
ょけおすけさしおせ ょうしっさすぇちうめせ ′っゅぇすうゃくぇ っしすっすうおぇ (Schellingovo mesto u estetici nemaЦ-
kog klasiЦnog idealizma, 1972), ぇ こけすけき, ╋っすぇそういうおせ う こしうたけかけゅうめせ しかうおっ (1986), 
╉せかすせさせ う せきっすくけしす (1991), ╋うすけかけゅうめせ, きぇゅうめせ う けぉうつぇめっ (1992), 〉ゃけょ せ きうすけ-
かけゅうめせ ]さぉぇ (1994), くぇめいぇょ, しぇきせ ╋うすけかけゅうめせ ]さぉぇ (1997). ╉ぇょぇ めっ さっつ け ]ゃさもうゅせ, 
╄すくけ-おせかすせさけかけておぇ さぇょうけくうちぇ めっ ういょぇゃぇつ きけめっ きけくけゅさぇそうめっ: 〉しこけく ]ゃさもうゅぇ. 
╇いきっふせ ょゃぇ さぇすぇ 1919–1941. (2006), おけめぇ せめっょくけ こさっょしすぇゃもぇ う てっしすせ しゃっしおせ ゃっかうおっ 
っょうちうめっ ╉せかすせさくっ うしすけさうめっ ]ゃさもうゅぇ. 

 
* 
‶けいくぇすけ めっ ょぇ しすっ こさっ ょゃぇょっしっす ゅけょうくぇ けしくけゃぇかう ╄すくけ-おせかすせさけかけておせ さぇょうけ-

くうちせ ]ゃさもうゅ, う けしきうしかう やっく さぇょ. ╉けめっ しせ ╁ぇてっ かうつくっ こけぉせょっ ぉうかっ いぇ すぇめ こけすっい? 
 
¨ょゅ. 〈う ょけぉさけ いくぇて ょぇ せ けゃけきっ こけょせたゃぇすせ くうしぇき ぉうけ めっょうくう. ┿かう, ょぇ ぉう しっ 

さぇいせきっかっ ぉぇさ きけめっ かうつくっ こけぉせょっ, ゃさぇすうけ ぉうた しっ めけて めっょくけき くぇ ゃっゆ しこけきっくせすう ぇくすさけ-
こけかけておう „てけお“, くぇ きけめせ ういくっくぇょくせ けぉせいっすけしす きうすけき おぇけ うくうちうめぇかくうき そぇおすけき. ′ぇ-
うきっ, せ けおゃうさせ おやうゅぇ うい そうかけいけそしおっ ぇくすさけこけかけゅうめっ, きけあょぇ ゆっ すっ すけ いぇつせょうすう, いぇ 
きっくっ かうつくけ くぇめいくぇつぇめくうめぇ, つぇお, う おせかすくぇ, ぉうかぇ めっ ぉぇて すぇ くっゃっかうおぇ こけ けぉうきせ ╋うすけ-
かけゅうめぇ さぇしおさてゆぇ, ぇ いぇすうき けくけ てすけ めっ やけめ こさっすたけょうかけ. 〈ぇめ させおけこうし くぇしすぇけ めっ くっこけ-
しさっょくけ こけてすけ しきけ いぇめっょくうつおう けぉめぇゃうかう ょゃけすけきくせ ╉せかすせさくせ うしすけさうめせ ]ゃさもうゅぇ 
(1992). ╄すけ いぉけゅ すけゅぇ, ょぇ しぇき くぇ 〈ゃけき きっしすせ せ せかけいう けくけゅぇ おけ こけしすぇゃもぇ こうすぇやぇ, めぇ ぉうた 
]さっすっくぇ せこうすぇけ:  

„╉ぇおけ めっ ぉうかけ きけゅせゆくけ, ょぇ しう こけしかっ こさゃっ けょ ょゃっめせ おやうゅぇ ╉せかすせさくっ うしすけさうめっ 
]さっすっく めっ ぇせすけさ: ╋うすけかけゅうめっ, きぇゅうめっ う けぉうつぇめぇ, いぇ しぇきけ ゅけょうくせ ょぇくぇ くぇこうしぇけ う 
けぉめぇゃうけ くけゃせ ぇせすけさしおせ おやうゅせ ╋うすけかけゅうめせ さぇしおさてゆぇ(1993)“? 
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┿ きけめ けょゅけゃけさ, うい こさゃっ させおっ, ゅかぇしうけ ぉう: ╉やうゅぇ け „さぇしおさてゆせ“きけあっ しっ さぇいせきっすう 
う おぇけ ういさぇい きけめっ そぇしちうくぇちうめっ けくうき てすけ しぇき せ すさけゅけょうてやっき うしすさぇあうゃぇつおけき さぇょせ 
くぇ こさゃけめ おやういう ╋うすけかけゅうめぇ, きぇゅうめぇ う けぉうつぇめう, こさけくぇてぇけ. ┿ こさけくぇてぇけ しぇき くってすけ, 
ういせいっすくけ ゃぇあくけ, ょせぉけおけ いぇこさっすっくけ せ しゃっしすう もせょう, う しぇきけ せ くぇいくぇおぇきぇ くぇ させぉけゃうきぇ 
けぉうつぇめくっ こさぇおしっ. ╀うかう しせ すけ しゃっすかせちぇゃう けぉさうしう めっょくっ しぇしゃうき おけくいうしすっくすくっ, ぇかう 
きっくう, おぇょぇ しぇき しっ しぇ しゃうき すうき しせけつうけ, めけて くっこさけいうさくっ, きぇゅうめしおっ う きうすけかけておっ さぇょやっ 
くぇてうた, すけ めっしす, しゃさもうておうた しすぇさうくぇちぇ. ¨しっすうけ しぇき, ぇ けくょぇ, こけしすっこっくけ, こけつっけ う さぇ-
いぇぉうさぇすう, おぇおけ せこさぇゃけ せ すうき やうたけゃうき おぇいうゃぇやうきぇ け けぉうつぇめうきぇ う けくけきっ てすけ しっ け-
ょうゅさぇゃぇかけ くぇ さぇしおさてゆうきぇ (かぇこけす, こけゅさっぉ, こさけおかっすうめっ, „ゃさもぇやっ ょっちっ くぇ さぇしおさしめっ“), 
せ くっおけめ いぇけおさせあっくけしすう さっぇかくけ あうゃう しâき „きうす“. 

〉けしすぇかけき, けくょぇ おぇょぇ くぇしすぇめっ, そけさきせかうてっ しっ しうしすっき きうすしおうた こさっょしすぇゃぇ, すぇょぇ 
めっ しぇしゃうき ういゃっしくけ, くぇかぇいうきけ しっ せ ゃさっきっくせ おぇょぇ せ さっぇかくけしすう, せ けぉうつぇめうきぇ, ゃうてっ くっ 
そせくおちうけくうてっ きうすしおぇ そぇくすぇいうめぇ. ┺っ けょうしすうくしおう „ゃうてっ くっきぇ“, ょぇおかっ, くう ういゃけさくけゅぇ 
╋うすぇ. ¨ょ ゃさっきっくぇ おぇょぇ めっ こさっぉぇつっく せ „しうしすっき“ う すぇおけ いぇぉっかっあっく, きうす めっ きさすぇゃ, くっ-
ょっかけすゃけさぇく. ┺っゅぇ くっきぇ せ きけょせしせ ょっさうゃうさぇくけゅ う ょぇすけゅ せ すっけさうめしおけめ ぇさすうおせかぇちうめう. ̈ く 
めっ あうゃ しぇきけ ょけお めっ くっこけしさっょくけ せ けぉうつぇめくけめ こさぇおしう. ╉ぇょぇ めっ せ ╂さつおけめ さけふっくぇ そうかけいけ-
そうめぇ, ぇ いぇすうき おやうあっゃくけしす, きうすぇ ゃうてっ くうめっ ぉうかけ せ さっぇかくけしすう! ╋うす, ょぇおかっ, こけしすけめう 
ょけお あうゃけすくけ こせかしうさぇ せ けぉうつぇめせ う さうすせぇかせ. 〈け めっ ぇおすせっかくけ ゃさっきっ やっゅけゃっ っゅいうしすっく-
ちうめっ, おぇょぇ しっ くっこけしさっょくけ しぇゅかっょぇゃぇ おぇおけ めっょぇく くぇさけょ すさぇょうちうけくぇかくっ おせかすせさっ ういゃけ-
ょっゆう, せこさぇあやぇゃぇめせゆう きうす: „さぇょう ぇかう すけ くっ いくぇ“! ¨く くっ いくぇ すぇつぇく しきうしぇけ, くっ こけしっょせめっ 
くうおぇおゃせ こさっちういくせ しゃっす けくけきっ てすぇ う おぇおけ „さぇょう“. ╉ぇょぇ ぉう きせ しゃっ すけ ぉうかけ めぇしくけ, けく ぉう 
しぇ すけき しゃってゆせ, せ しゃけめ やっくけめ こせくけゆう, きけあょぇ う しぇゅかっょぇけ こけめきけゃくけ け つっきせ しっ けゃょっ さぇょう, 
ぇかう ぉう ういゅせぉうけ ╋うす せ しゃけめ やっゅけゃけめ ょっかけすゃけさくけしすう. ¨く ぉう しっ せいくっけ ょけ ╆くぇやぇ, ぇかう ぉう 
けしすぇけ ぉっい ╁っさっ, うかう ぉぇさ し けくっ しすさぇくっ やっ. 

╁さっきっくけき, きっくう しっ しぇしゃうき めぇしくけ せおぇいぇかけ しゃっすかけ „かけゅけしぇ“, けしくけゃ けくけゅぇ ╋うすけ-
かけておけゅ おぇけ すさぇくしこけくけゃぇくけゅ, ぇかう めけて くっ しぇしゃうき う やっゅけゃぇ ういゃけさくけしす せ さうすせぇかせ. 
]ぇゅかっょぇゃぇけ しぇき ゅぇ きうしぇけくけ, う すぇおけ しっ こけしすっこっくけ こさうぉかうあぇゃぇけ ゅかぇゃくけき こうすぇやせ. ]ゃっ 
てすけ しぇき „さぇいせきっけ“, ぇおけ しきっき ょぇ すぇおけ そけさきせかうてっき こさけぉかっき, しゃっかけ しっ くぇ つうやっくうちせ 
ょぇ しっ せ きけめうき けつうきぇ せゅかっょ くぇてうた しすぇさうくうおぇ, すめ. ]ゃさもうあぇくぇ, ゃっけきぇ ゃうしけおけ せいょうゅぇけ. 
′ぇうきっ, くぇてぇけ しぇき しっ しぇしゃうき ぉかういせ くっけこけいうゃっ かうつくっ けょかせおっ しぇ てうさうき しけちうめぇかくうき 
こけしかっょうちぇきぇ. ]たゃぇすうけ しぇき けょきぇた, おぇけ くっけょかけあぇく いぇょぇすぇお, ょぇ すさっぉぇ しすゃけさうすう うしすさぇ-
あうゃぇつおう すうき しぇしすぇゃもっく けょ ]ゃさもうあぇくぇ っくすせいうめぇしすぇ. ¨ょきぇた しぇき こけきうしかうけ くぇ 〈っぉっ, 
くぇ [ぇょっすぇ [ぇょっくおけゃうゆぇ, し くぇきっさけき ょぇ けさゅぇくういせめっきけ う こけょしすぇおくっきけ しうしすっきぇすしおけ う-
いせつぇゃぇやっ すさぇょうちうけくぇかくっ おせかすせさっ ]ゃさもうゅぇ. ╉ぇけ そうかけいけそせ ぉうかけ きう めっ ゃっゆ めぇしくけ ょぇ 
きうさうし „ょさっゃくけしすう“ おけめう くぇょけかぇいう うい ╃せたぇ くぇてうた しすぇさうくうおぇ きけさぇ うきぇすう しゃけめっ ょせぉもっ 
おけさっくっ, う すけ ぉぇて くぇ けゃけきっ すかせ. ╃ぇおかっ, ぉうけ しぇき くぇつうしすけ し すうき ょぇ めっ けゃょっ さっつ け こぇさぇ-
ょうゅきぇすうつくけき しかせつぇめせ おせかすせさっ せくせすぇさ ゃうてっしかけめくけゅ しうしすっきぇ おけくちっくすさうつくうた おせかすせさ-
くうた おさせゅけゃぇ こさう つっきせ めっ ぇさすっそぇおす すさぇょうちうけくぇかくっ しゃさもうておっ おせかすせさっ しゃけめっゃさしくう 
おもせつ いぇ さぇいせきっゃぇやっ けくうた, いくぇすくけ てうさうた けこしっゅぇ, ょぇくぇし ゃっゆ こっさうそっさうめしおうた おけくちっく-
すさうつくうた おさせゅけゃぇ せ おけめうきぇ めっ せゃっかうおけ こけつっけ ょぇ ぉかっょう, ょぇ めっやぇゃぇ すさぇゅ くっこけしさっょくけゅ 
ういゃけさぇ うい おけめっゅぇ めっ しゃっ すけ うしたけょうかけ. ╀うかけ ぉう すけ, さっいけくけゃぇけ しぇき, けょ きっすけょけかけておっ おけ-
さうしすう いぇ しゃっ くぇてっ ぇくすさけこけかけゅっ, おけめう ぉう しっ くぇ ょっかせ しせけつうかう しぇ ょさっゃくうき っすくけかけておうき 
きぇすっさうめぇかけき すさぇょうちうけくぇかくっ おせかすせさっ.  

¨ょ すぇおゃけゅぇ しぇゅかっょぇゃぇやぇ しすゃぇさう, ょけ そけさきせかぇちうめっ う ょけくけてっやぇ いぇめっょくうつおっ 
けょかせおっ ょぇ しっ うょっめぇ けこっさぇちうくぇかういせめっ, くうめっ ぉうかけ ょせゅうた おけさぇおぇ. 〉 けしきうてもぇゃぇやせ けゃっ 
うょっめっ せおもせつうかう しせ しっ ぉさけめくう っくすせいうめぇしすう, うくすっかっおすせぇかくぇ っかうすぇ けゃけゅぇ おさぇめぇ ぇかう う うい 
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ょさせゅうた さっゅうけくぇ, ゃぇく ]ゃさもうゅぇ, おけめせ しせ つうくうかう こけめっょうくちう おけめう しせ ゃっゆ さぇょうかう くぇ 
うしすさぇあうゃぇやせ おせかすせさっ ]ゃさもうゅぇ. ╄すくけ-おせかすせさけかけておぇ さぇょうけくうちぇ めっ けしくけゃぇくぇ 
ぇこさうかぇ 1994, せしさっょ くぇめあってゆうた しぇくおちうめぇ. ¨ゃょっ あっかうき ょぇ こけきっくっき めっょくけ ゃぇあくけ うきっ 
うい すいゃ. こけかうすうつおっ くけきっくおかぇすせさっ, かっおぇさぇ ょさ ┹せぉうくおぇ [ぇょけしぇゃもっゃうゆぇ, すぇょぇ くぇ こけかけ-
あぇめせ こさっょしっょくうおぇ ¨こてすうくっ, おけきっ くうめっ ぉうかけ こけすさっぉくけ こけょぇしすうさぇすう ぇさゅせきっくすっ いぇ 
けしくうゃぇやっ [ぇょうけくうちっ. ‶け しゃけきっ たぇぉうすせしせ, おぇけ つけゃっお しぇ ういさぇあっくうき っくすせいうめぇいきけき いぇ 
ょせたけゃくっ う ょさせてすゃっくっ くぇせおっ, けく めっ ぉっい ょゃけせきもっやぇ こさうたゃぇすうけ けゃせ うょっめせ, う せ けくけきっ, ぇ 
けぉっいゅかぇゃもっくけき ゃさっきっくせ せ おけめっき しっ くぇてかぇ いっきもぇ, ┹せぉうくおけ めっ こけきけゅぇけ ょぇ せ けおゃうさせ 
そうくぇくしうめしおうた きけゅせゆくけしすう けこてすうくっ さっゅうしすさせめっきけ ╄すくけ-おせかすせさけかけておせ さぇょうけくうちせ. 
¨ゃっ ゅけょうくっ めっ きぇかう めせぉうかっめ, 20 ゅけょうくぇ さぇょぇ.  

╋ぇょぇ こけ しゃけめけめ きっすけょけかけておけめ う すっけさうめしおけめ ゃけおぇちうめう くっ こさうこぇょぇき おさうかせ 》っ-
ゅっかけゃけゅ ょせたけゃくけゅ こさけしすけさぇ, けゃぇめ こけいくぇすう くっきぇつおう きうしかうかぇち ういさっおぇけ めっ めっょくせ すぇつくせ 
きうしぇけ, おぇおけ しっ „′うてすぇ ゃっかうおけ くうめっ しすゃけさうかけ ぉっい しすさぇしすう“! ]ゃぇおぇおけ, けく めっ うきぇけ せ ゃうょせ 
しすさぇしす しぇ しくぇゅけき かうつくけゅぇ こけさうゃぇ. ′ぇ すけき そけくせ ぉうけ ぉうた しかけぉけょぇく ょぇ こさうきっすうき おぇおけ 
ぉっい すっ しすさぇしすう おけめぇ めっ くぇし, うしすけきうてもっくうおっ, くけしうかぇ, [ぇょうけくうちぇ くっ ぉう ぉうかぇ しすゃけさっくぇ. 
╆ぇ しっぉっ かうつくけ, こさうきっすうけ ぉうた, おぇおけ しぇき くけてっく すぇおゃけき しすさぇてゆせ, こけおせてぇけ うしすっさぇすう 
くぇ つうしすうくせ めっょくせ いぇきぇてくせ うょっめせ つうめっ めっ こけかぇいうてすっ ぉうかけ せ ╋うすけかけゅうめう さぇしおさてゆぇ. 
╉ぇおけ さっおけた, うぇおけ こけ けぉうきせ くっゃっかうおけ ょっかけ, けくけ めっ いぇ きっくっ ぉうかけ ういせいっすくけ ゃぇあくけ. 
¨ょめっょくけき, しっ ゅけすけゃけ ゃせかおぇくしおう こけおさっくせかぇ かぇゃうくぇ ぉけつくうた, ぇ きっふせしけぉくけ しぇゅかぇしくうた 
うょっめぇ, くぇ くぇつうく ょぇ めっ こけしかっ [ぇしおさてゆぇ, すけおけき くぇさっょくうた てっしす ゅけょうくぇ ぉうかぇ けぉめぇゃもっくぇ 
けぉうきくぇ こっすけすけきくぇ, しうしすっきしおう いぇきうてもっくぇ ]さこしおぇ きうすけかけゅうめぇ. ┸っょくけき さっつう, ぉっい 
くぇてっ いぇめっょくうつおっ, ゃっかうおっ しすさぇしすう, おけめっき おさせゅせ めっ ′っょっもおけ くっいぇけぉうかぇいぇく, ぇ けくょぇ しせ 
しっ せ やっくけき けおさせあっやせ くぇてかう う もせょう ょさせゅうた ょせたけゃくうた しこっちうめぇかくけしすう, [ぇょっ ╋うかけめ-
おけゃうゆ, きぇゅうしすさぇ きぇてうくしすゃぇ, かっおぇさ ┹せぉうくおけ [ぇょけしぇゃもっゃうゆ, ぇ けくょぇ つうすぇゃ ╉せかすせさくう 
ちっくすぇさ ]ゃさもうゅぇ, ょぇ け しこけくいけさうきぇ う しうきこぇすういっさうきぇ う くっ ゅけゃけさうき. ╀っい すっ しすさぇしすう う 
こけくっしっくけしすう くっ ぉう しっ せさぇょうかけ しゃっ てすけ めっ ういくっしっくけ くぇ ゃうょっかけ せ ゃさっきっくせ けょ 20 ゅけょうくぇ. 
]すさぇしす う もせぉぇゃ こさっきぇ ]ゃさもうゅせ すっきっも めっ しゃっゅぇ. 〈け くうめっ こさうゃうかっゅうめぇ くぇし こさけそっしうけ-
くぇかくうた せつっやぇおぇ せ おせかすせさう, ゃっゆ しゃさもうておっ うくすっかうゅっくちうめっ せ ちっかうくう, しぇ やっくうき ょせぉ-
もうき けしっゆぇやっき いぇゃうつぇめぇ う うしすうくしおっ いぇゅかっょぇくけしすう せ ぉっいょぇく しけこしすゃっくっ おせかすせさっ. 〉けしすぇ-
かけき, しゃぇおけ めっ おぇょぇさ ょぇ しっ せ すけきっ おけかせ くぇふっ せおけかうおけ うい やっゅけゃけゅぇ ょせたぇ ういぉうめぇ うしおさぇ 
おけめぇ きけあっ ょぇ こさっふっ せ こかぇきっく.   

 
 
* 
【すぇ めっ しぇょさあうくぇ [ぇょうけくうちっ (こかぇくうさぇくっ, けつっおうゃぇくっ こぇ う けしすゃぇさっくっ) う おけめう 

めっ やっく おせかすせさけかけておう しきうしぇけ, ぉせょせゆう ょぇ しっ けくぇ, しぇ しゃけめうき さっいせかすぇすうきぇ, きけあっ こけしきぇ-
すさぇすう う おぇけ くぇせつくぇ うくしすうすせちうめぇ, う おぇけ けぉかうお くぇせつくけゅ うしすさぇあうゃぇやぇ, う おぇけ つせゃぇさ ょせ-
たけゃくっ うしすけさうめっ う ょせたけゃくっ こさぇおしっ うしすけつくっ ]さぉうめっ. ┿ すけ, ゃっさけゃぇすくけ, くうめっ う めっょくう しきう-
しぇけ やっくけゅ こけしすけめぇやぇ う さぇょぇ? 

 
¨ょゅ. ‶さうおせこうかう しきけ けぉうきぇく っすくけおせかすせさけかけておう きぇすっさうめぇか: うい かうくゅゃうしすうおっ, 

うい しそっさっ ゅけゃけさぇ う めっいうおぇ, いぇすうき, うい くぇさけょくっ おやうあっゃくけしすう, っすくけきせいうおけかけゅうめっ, ぇさたっ-
けかけゅうめっ, きぇゅうめっ う きうすけかけゅうめっ. ¨こてすっ めっ こけいくぇすけ, ょぇ めっ [ぇょうけくうちぇ しぇ ちうもっゃうきぇ おぇおゃっ 
めっ しっぉう こけしすぇゃうかぇ, そけさきうさぇくぇ, すぇおけさっゆう, せ こけしかっょやっき つぇしせ. 〈っぉう う きっくう くうめっ こさけ-
きぇおかけ しぇゅかっょぇゃぇやっ つうやっくうちっ おぇおけ めっ いぇ くっこけしさっょくけ うしすさぇあうゃぇやっ ょさっゃくっ おせかすせさっ 
せこさぇゃけ しすぇくけゃくうてすゃけ かけちうさぇくけ くぇ しっかせ, つぇお う ぉっい けぉいうさぇ くぇ すけ てすけ しせ しっ あうゃけす う 
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けぉうつぇめう, めっいうお う ゃっさぇ, せ くっおうき ょけきっくうきぇ つぇお う しぇしゃうき けいぉうもくけ すさぇくしそけさきうしぇかう, 
うこぇお しぇつせゃぇかけ いくぇすぇく そけくょ すさぇょうちうけくぇかくっ おせかすせさっ. ]きぇすさぇき こさうくちうこうめっかくうき すっ-
けさうめしおうき くぇつっかけき, ょぇ めっ しっかけ くせおかっせし くぇちうけくぇかくけゅぇ ╃せたぇ おけめう さっぇかくけ う こさけょせお-
すうゃくけ つせゃぇ すさぇょうちうけくぇかくせ おせかすせさせ. ′っしせきやうゃけ めっ: しっかけ くっこけゃさぇすくけ ういせきうさっ. ′ぇ-
てうた けしぇき きっふせくぇさけょくうた くぇせつくうた しおせこけゃぇ, おけめっ めっ [ぇょうけくうちぇ けさゅぇくういけゃぇかぇ, きけゅかけ 
ぉう しっ う すぇおけ さっゆう, こさっょしすぇゃもぇめせ しゃけめっゃさしくう させょぇさしおう いぇたゃぇす, つうめう めっ ぉうけ ちうも ょぇ しっ せ 
こけしかっょやっき つぇしせ こけくってすけ けすさゅくっ けょ いぇぉけさぇゃぇ, う くぇせつくけき せゃうょせ こさうぉかうあう こけしかっょやう 
ゅっしす こせかしぇちうめっ くぇさけょくけゅぇ あうゃけすぇ. ]ゃぇおぇおけ, うきぇ くっおっ しうきぉけかうおっ せ ぇさたっけかけておうき 
うしすさぇあうゃぇやうきぇ おけめぇ しっ, くぇおけく こけしかっょやっゅ, けしきけゅ くぇせつくけゅ しおせこぇ [ぇょうけくうちっ, けょ 2005. 
ゅけょうくっ, っゃけ ゃっゆ ょっちっくうめせ けょ すぇょぇ しこさけゃけょっ くぇ すっさっくせ ′うてっゃちぇ (しっかけ ]ゃさもうゅぇ), くぇ 
かけおぇかうすっすせ 〈うきぇおせき ╋ぇめせし. ]うきぉけかうおぇ めっ せ すけきっ てすけ しきけ っすくけ-おせかすせさけかけておう, きっ-
すけょうきぇ っきこうさうめしおけゅぇ いぇたゃぇすぇ, っおしすさぇたうさぇかう う すぇおけ こさっけさぇかう しゃっ けくけ てすけ めっ ぉうかけ 
きけゅせゆくけ しぇ ゃうょもうゃけゅぇ しかけめぇ くぇさけょくっ, しっけしおっ おせかすせさっ しゃさもうておうた ]さぉぇ. ┿かう, う すけ めっ 
ぉうすくけ, けしすぇかけ めっ ょぇ しっ めけて ょせぉもっ いぇふっ せ ょせぉうくせ, せ こけいぇょうくせ けゃけゅぇ ╉さぇめぇ, ょぇ しっ いぇたゃぇすう 
しâき 〈っきっも, う すぇおけ ょけふっ ょけ けょゅけゃけさぇ くぇ くっいぇけぉうかぇいくぇ こうすぇやぇ: ¨ょぇおかっ めっ しゃっ すけ こけすっ-
おかけ? ╇い おけめうた, ぇ めけて ょさっゃくうめうた おせかすせさぇ う ょさせゅけめぇつうめうた ちうゃうかういぇちうめぇ; くぇめいぇょ, くぇ つう-
めうき めっ けしくけゃぇきぇ くぇかっゅかぇ めせあくけしかけゃっくしおぇ う しさこしおぇ きぇすさうちぇ, ぉぇてすうくっゆう せこさぇゃけ すぇめ 
ょさっゃくう おせかすせさくう いくぇお, おぇけ しゃけめっゃさしくせ „ぉけあぇくしおせ すぇつおせ“, おぇおけ しっ めっょくけき こさうかうおけき 
ういさぇいうけ しさこしおう そうかけいけそ, さぇいせきっ しっ, ょさせゅうき こけゃけょけき. 

〉いゅさっょ, 〈う しう せこけさっょうけ さぇょ [ぇょうけくうちっ しぇ くっおけき ゃさしすけき うくしすうすせすぇ? ╋っすぇそけ-
さうつおう すけ しすけめう. ′っょぇゃくけ しぇき, こさっゅかっょぇゃぇめせゆう くぇてせ こっさうけょうおせ, ぇ う しすさせおけゃくっ おやうゅっ 
おけめっ しっ こけしかっょやうた ょっちっくうめぇ けぉめぇゃもせめせ, せけつうけ おぇおけ しっ しゃっ つってゆっ おけさうしすっ さっいせかすぇすう 
くぇてっ [ぇょうけくうちっ, けょくけしくけ くぇてっ こせぉかうおぇちうめっ, う せ すけきっ っゃけ ゃっゆ けしぇきくぇっしす しゃっいぇおぇ 
いぉけさくうおぇ. ]ゃぇおう けつせゃぇくう ぇ ゃっかうおう すさぇゅ めっょくっ おせかすせさっ, おけめう しっ けすきっ けょ いぇぉけさぇゃぇ, くぇ-
かけゅ めっ ょぇ しっ こけおさっくせ くけゃぇ うしすさぇあうゃぇやぇ. 〈さぇょうちうけくぇかくぇ おせかすせさぇ ]ゃさもうゅぇ, おぇけ う 
すっきっ おけめっ しせ しっ すうき こけゃけょけき けすゃけさうかっ, せおもせつせめせゆう う こうすぇやぇ おけめぇ しせ こけおさっくせすぇ せ 
けおゃうさせ [ぇょうけくうちっ, せ さぇょけゃうきぇ くぇてうた すさうょっしっすぇお こせぉかうおぇちうめぇ, しゃっ すけ けすゃけさうかけ めっ 
くけゃっ うしすさぇあうゃぇつおっ きけゅせゆくけしすう. [ぇょうけくうちぇ めっ せおぇいぇかぇ くぇ めっょくせ くっこけぉうすくせ つうやっ-
くうちせ. ╇いせつぇゃぇやっ すさぇょうちうけくぇかくっ おせかすせさっ くぇ ゃうてっき, きっすぇ-くうゃけせ ぇくぇかういっ, ょぇおかっ, せ 
けそうちうめっかくうき うくしすうすせすうきぇ おけめう, うくぇつっ, そせくおちうけくうてせ せ ゅさぇょしおうき しすせょうめしおうき ちっく-
すさうきぇ, きけゅせゆくけ めっ すっお こけてすけ めっ くっこけしさっょくけ うしすさぇあうゃぇつおぇ させおぇ こけょぇしすさかぇ きぇすっさうめぇか 
いぇ うしすさぇあうゃぇやっ. ′ぇうきっ, ういゃけさくう きぇすっさうめぇか, ょせた う ょぇた めっょくっ おせかすせさっ, くうおぇおけ しっ ゃっゆ 
くっ くぇかぇいう くっこけしさっょくけ せ ゅさぇょしおけき, ちうゃうかういぇちうめしおけき けおさせあっやせ, ゃっゆ せ ぇきぉうめっくすせ せ 
おけきっ すぇおゃぇ おせかすせさぇ さっぇかくけ, くっこぇすゃけさっくけ あうゃう う けこしすぇめっ, ゅょっ めせ めっ めっょうくけ きけゅせゆくけ 
ういくせすさぇ しぇゅかっょぇすう う こさけせつうすう やっくけ ぇせすけたすけくけ こけしすけめぇやっ, やっくせ うきぇくっくちうめせ.  

〉けしすぇかけき, いぇょぇすぇお めっ うくしすうすせすぇ せ めっょくけめ くぇちうけくぇかくけめ しさっょうくう, ょぇ すっけさうめしおう, 
すけ ゆっ さっゆう, いぇけぉうかぇいくけ, すさぇくしそけさきうしぇくけ う こさっけぉかうおけゃぇくけ すっけさうめしおう っかぇぉけさうさぇ 
けょめっおっ ういゃけさくっ おせかすせさっ, う すぇおけ, いぇたゃぇすうきぇ しかけあっくうた たっさきっくっせすうつおうた きっすけょぇ, さぇちう-
けくぇかういせめっ こさうおせこもっくう きぇすっさうめぇか. [っいせかすぇす めっ ょぇ しっ せ こさっそけさきぇすうゃくけき けぉかうおせ ╃せた 
しさっょうくっ, くぇ めっょくけき ゃうてっき くうゃけせ ぇさすうおせかぇちうめっ ゃさぇすう せ やっゅけゃ こさゃけぉうすくう, おせかすせさくう 
おけくすっおしす. 〉 しすゃぇさう, ゅさぇょ う しっかけ, たっせさうしすうつおう, きけゅせ しっ こけしきぇすさぇすう おぇけ ょゃぇ こせかしう-
さぇやぇ, すぇつくうめっ, おぇけ ょゃぇ しせしさっすぇ, こぇ つぇお う きっすぇそけさうつおう しせょぇさぇ ょゃぇ きっくすぇかうすっすぇ うかう 
しすぇくょぇさょぇ こけくぇてぇやぇ, ゃさっょくけしくけ う くけさきぇすうゃくけ, めっょくけゅ うしすけゅ くぇさけょぇ. [っつ めっ け ょけょうさせ 
ちうゃうかういぇちうめしおけゅ う おせかすせさくけゅ. ¨くぇめ ういゃけさくう, おせかすせさけかけておう しすぇくょぇさょ, しぇ しゃうき しゃけ-
めうき ょぇくぇし こけしかっょやうき けょめっちうきぇ, うぇおけ う けく しゃっ ゃうてっ いぇけぉうかぇいくけ, きけあっ しっ しぇゅかっょぇすう 
めけて めっょうくけ せ しっかせ. ‶けかぇいうき けょ しすぇゃぇ ょぇ めっ „ちうゃうかういぇちうめしおけ“ ょぇくぇし しぇしゃうき くぇゅさういかけ 
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けくけ あうゃけ せ めっいうおせ う けぉうつぇめくけしすう, う すぇおけ ょけこさうくっかけ っさけいうめう しゃっゅぇ てすけ くぇいうゃぇきけ „ぇ-
せすけたすけくけき しっけしおけき おせかすせさけき“. ╃け しっかぇ めっ ゃっゆ せゃっかうおけ こさうしすうゅぇけ くけゃう くけきぇょしおう ょせた 
ちうゃうかういぇちうめしおうた こっくっすさぇちうめぇ. ‶けょ こかぇてすけき せもせょくけ ちうゃうかういぇちうめしおけゅ, ゅかけぉぇかう-
しすうつおけゅ, けゃぇめ めっ こさけちっし くっいぇせしすぇゃもうゃ. ′け, うしすうくぇ めっ う すけ, ょぇ しっ ゃっゆ けょぇゃくぇ こけつっかぇ 
こけくうてすぇゃぇすう こっさしけくぇかくけしす, ぇせすっくすうつくけしす う しぇきけしゃけめくけしす おせかすせさっ, こさけちっし せおうょぇやぇ 
╇くょうゃうょせぇかくけしすう, しぇ おさぇめやうき ちうもっき こさうゃけふっやぇ かうつくけしすう ]ゃっけこてすけしすう, さけぉけすう-
いぇちうめう 』けゃっおぇ. ╉せかすせさぇ, ぇおけ めっ ょけ やっ めけて せけこてすっ しすぇかけ, うきぇ しっ すさぇあうすう しぇきけ せ ょせ-
たけゃくけめ ゃっさすうおぇかう. ┿かう, くうおぇおけ ╂けさっ, ゃっゆ せ こけゃさぇすおせ ╇いゃけさせ, せ ╃せぉうくせ, しうかぇいっゆう せ 
こさけょせおすうゃくけ ┹せょしおけ – せ しさちっ くぇさけょくっ きぇてすけゃうすけしすう. 

╉ぇょぇ めっ け ういせつぇゃぇやせ くぇてっ ょさっゃくっ うしすけつくっ おせかすせさっ さっつ, めっょぇく けょ いくぇきっくうすうた, 
さぇくうた しかけゃっくしおうた しすっこっくうおぇ めっしせ ]ゃさもうておう けょかけきちう めっゃぇくふっもぇ XIII, ょけお めっ ょさせゅう, 
ぇ しすぇさうめう, くぇ おけめう めっ しさこしおぇ, きかぇふぇ おせかすせさぇ くぇょけてかぇ, さけきぇくしおう おけめう しっあっ ょせぉもっ, ゅけ-
すけゃけ しゃっ ょけ I ゃっおぇ くけゃっ っさっ. ‶けしかっ ょっしっすけゅけょうてやっ しぇさぇょやっ ╄すくけ-おせかすせさけかけておっ さぇ-
ょうけくうちっ しぇ ╄すくけゅさぇそしおうき うくしすうすせすけき ]┿′〉 うい ╀っけゅさぇょぇ (1995-2004), こけつっかぇ めっ 
くけゃぇ こさけょせおすうゃくぇ しぇさぇょやぇ しぇ ┿さたっけかけておうき うくしすうすせすけき ]┿′〉, おけめせ めっ [ぇょうけくうちぇ 
こけょさあぇかぇ. ╆ぇこけつっかぇ しせ ぇさたっけかけておぇ うしすさぇあうゃぇやうきぇ ょけ しおけさぇ いぇゅけくっすくけゅぇ かけおぇかう-
すっすぇ 〈うきぇおせき ╋ぇめせし, おけめう めっ けいくぇつっく くぇ ‶けめすうくゅっさうめぇくぇ すぇぉかう おぇけ こさゃぇ こせすくぇ すぇつおぇ 
こけしかっ ′ぇうしぇ. ╄すくけ-おせかすせさけかけておう いぉけさくうお さっょけゃくけ けぉめぇゃもせめっ さっいせかすぇすっ すうた うしすさぇ-
あうゃぇやぇ おけめぇ しっ おけくすうくせうさぇくけ ういゃけょっ. 

』っしすけ きっ せ ╀っけゅさぇょせ せきくう もせょう おけめう しっ ぉぇゃっ おせかすせさけき, ぇ くうしせ ]ゃさもうあぇくう, う 
おけめう いくぇめせ ょぇ めっ くぇ おぇさすう せこうしぇく ]ゃさもうゅ, いぇせしすぇゃっ う せ てぇかう きう しっ, けすこさうかうおっ けゃぇおけ, 
けぉさぇすっ: „′う ゃっゆっゅ ゅかぇしぇ け ]ゃさもうゅせ, くう きぇやっゅぇ きっしすぇ!“ 〉 すけめ そうゅせさう すさっぉぇ すさぇあうすう 
う くっおう しきうしぇけ けくけゅぇ てすけ さぇょうきけ. 〉こさぇゃけ すっ ゃさっょくけしすう ゃぇもぇ しすぇゃうすう くぇ せゃうょ こさけ-
しゃっゆっくうた. ]ぇ すうき うしすうき くぇきっさぇきぇ こけしきぇすさぇき う こけおさっすぇやっ くけゃうた つぇしけこうしぇ, けすゃぇ-
さぇやぇ いぇゃうつぇめくうた きせいっめぇ ぇ さぇょう つせゃぇやぇ きせいっめしおうた いぉうさおう. 〉 すけきっ おけくすっおしすせ こさう-
きぇさくけ ゃうょうき せかけゅせ くけゃけゅぇ ゅかぇしうかぇ ╇しすけお-ぇ, ぇかう いぇ つうすぇゃ けゃぇめ おさぇめ ょけ ‶うさけすぇ, う 
いくぇつぇめ ういせいっすくけゅぇ ╋せいっめぇ せ ╉やぇあっゃちせ, けょくけしくけ きせいっめっ せ ╀けさせ う ╋ぇめょぇくこっおせ, せ ‶う-
さけすせ, ╆ぇめっつぇさせ...   

 
 
* 
╇しすけお めっ ょっおかぇさうしぇく う おぇけ つぇしけこうし いぇ ぉぇてすうくせ. ╁う きくけゅけ ぉけもっ いくぇすっ しすぇやっ 

すっ うしすけつくけしさぉうめぇくしおっ ぉぇてすうくっ, やっくせ うしすけさうめせ う やっくせ ゃさっょくけしす, こけしすけめぇやっ う そせくお-
ちうけくうしぇやっ, こぇ ぉう ぉうかけ ょけぉさけ ょぇ つせめっきけ, ぉぇさ くぇ こかぇくせ ゃっさけゃぇやぇ, けぉさっょくっ こさぇおしっ, 
っすうおっ う っしすっすうおっ くぇさけょくけゅ あうゃけすぇ – うきぇ かう せしかけゃぇ ょぇ くぇ やっくけき こさけせつぇゃぇやせ めっょくぇ 
くぇせつくぇ さぇょうけくうちぇ けこしすぇめっ う ょぇ めっょぇく つぇしけこうし, おぇおぇゃ めっ ╇しすけお,  うしこせやぇゃぇ しゃけめっ ゃうてっ 
くぇしかせゆっくっ くっゅけ けつっおうゃぇくっ うかう こかぇくうさぇくっ いぇょぇすおっ, きぇおぇさ う せ ゃうょせ めっょくっ しおさけきくっ 
させぉさうおっ, おけめぇ しっ けぉうつくけ しきってすぇ くぇ いぇつっもっ しぇょさあぇめぇ? 

 
¨ょゅ. ╇しすけお, ╀ょっやっ, ぇ いぇすうき [ぇいゃうすぇお, ぇ け こけしかっょやっき ゅけゃけさうき しぇ ゃっかうおうき 

さっしこっおすけき, ゃうょうき くぇ うしすけき いぇょぇすおせ. ╁けょっ うた こけゅかぇゃうすけ こっしくうちう, っくすせいうめぇしすう. ┿ う 
しぇしすぇゃ さっょぇおちうめぇ めっ しかうつぇく. 』ぇしけこうしう けゃっ ゃさしすっ せしさっょしさっふっくう しせ くぇ くぇめすぇくぇくうめう しかけめ 
ぉぇてすうくっ おけめう しっ こけくぇめぉけもっ うしこけもぇゃぇ せ ゅけゃけさくけめ, かうさしおけめ そけさきう. ╉ぇけ てすけ ぇくすさけこけ-
かけゅ せ しせこすうかくけき こさっすさぇあうゃぇやせ けぉうつぇめぇ くぇしすけめう ょぇ ょけおせつう しおさうゃっくっ おけかっおすうゃくっ, う 
せ すけきっ きうすけかけておっ, けょくけしくけ おせかすせさけかけておっ すさぇゅけゃっ ょせたけゃくけしすう めっょくけゅぇ くぇさけょぇ, すぇおけ 
う うしすさぇあうゃぇつ かうさうおっ こけおせてぇゃぇ ょぇ こさけすせきぇつう くぇめしっくいうぉうかくうめう けょめっお すけゅ うしすけゅ ょせたぇ 
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おけめう しっ こさっかぇきぇ おさけい そけさきせ おさぇめやっ しせぉめっおすうゃくけゅ ういさぇいぇ. ┿ せ かうさうちう くぇかぇいうきけ 
けょめっおっ おけかっおすうゃくけゅ ょせたぇ, こけしっぉくけ うい しゃぇおけょくっゃくけゅ あうゃけすぇ. ]ゃぇおぇおけ, いぇ すせきぇつっやっ 
すうた おせかすせさけかけておうた くうゃけぇ しうきぉけかぇ, くっけこたけょぇく めっ しかけあっく うくしすさせきっくすぇさうめ こさけきうて-
もぇやぇ. ]ゃっしすぇく しぇき ょぇ しすゃぇさう くっおぇおけ すぇおけ しすけめっ, うぇおけ かうつくけ くっ さぇしこけかぇあっき ぇかぇすうきぇ 
おぇょさうき ょぇ ぉぇて すっ きっくすぇかくっ さっゅうしすさっ ょせたけゃくけしすう さぇしすせきぇつうき う うい やうた くぇせつくけ こさけ-
そうすうさぇき; くうしぇき おやうあっゃくう おさうすうつぇさ, ぇ くう うしすけさうつぇさ. ╋っふせすうき, う くっ めっょくけき, こさぇ-
すっゆう ╀ょっやっ う [ぇいゃうすぇお, せけつうけ しぇき しゃけめっゃさしくせ おけきこかっきっくすぇさくけしす っしすっすしおけゅ う すっ-
けさうめしおけゅ. ′っ しぇきけ すっきぇすしおせ, くぇうきっ, ょぇ しせ きっふせ すっおしすけゃうきぇ う こさうかけいう くぇせつくっ, おせかすせ-
さけかけておっ くぇさぇゃう, いぇすうき くぇこうしう おけめう しせ くぇ しぇきけめ ゅさぇくうちう けゃうた ょゃっめせ ちっかうくぇ.  

¨ゃょっ きうしかうき くぇ ういゃけさくっ こさうおぇいっ けぉうつぇめぇ う ゃっさけゃぇやぇ, さうすせぇかぇ, しゃけめっゃさしくうた 
きうすけかけておうた きうくうめぇすせさぇ, ぇかう う くぇ ぇせすっくすうつくっ こさうかけゅっ うしおぇいぇくっ ゅけゃけさけき おぇさぇおすっ-
さうしすうつくうき いぇ けょさっふっくっ こさっょっけくっ ちっかうくっ うしすけつくっ ]さぉうめっ. ¨ゃょっ ぉうた せゃさしすうけ う こさう-
おぇい しおせこけゃぇ, つうめう しう う 〈う, ′っょっもおけ, ぇおすうゃぇく せつっしくうお, ぇ おけめっ けさゅぇくういせめせ 『っくすぇさ いぇ 
くぇせつくぇ うしすさぇあうゃぇやぇ 〉くうゃっさいうすっすぇ せ ′うてせ う ]┿′〉 うい ╀っけゅさぇょぇ, ぇ せ けおゃうさせ ょせゅけ-
さけつくけゅ こさけめっおすぇ ╄しすっすしおぇ おせかすせさぇ, しぇ おけめうた めっ けぉめぇゃもっくけ ゃうてっ ╆ぉけさくうおぇ. ]きぇ-
すさぇき ょぇ ぉう ぉうかけ おけさうしくけ ょぇ しっ せ ╀ょっやせ う ╇しすけおせ, ぇかう う せ くぇてっき ╄すくけ-おせかすせさけかけ-
ておけき いぉけさくうおせ, くぇふせ いぇこうしう, けょくけしくけ けしゃさすう くぇ こけきっくせすぇ いぉうゃぇやぇ. ‶けょしっゆぇき ょぇ せ 
さぇょせ すけゅぇ 『っくすさぇ せつっしすゃせめせ う くぇせつくうちう うい うしすけつくっ ]さぉうめっ, いぇこぇょくっ ╀せゅぇさしおっ, うい ╋ぇ-
おっょけくうめっ. 
 
 * 
 ╉ぇおけ しっ ゃぇし ょけうきぇ くぇさけょくぇ おせかすせさぇ うしすけおぇ ]さぉうめっ (ゅさぇょうすっもしすゃけ, ゃっい, こっしきぇ, 
うゅさぇ, めっいうお, きうす…) おぇょ くぇ やせ こけゅかっょぇすっ しぇ しすぇくけゃうてすぇ しゃけゅぇ けぉさぇいけゃぇやぇ, しゃけゅぇ っしすっ-
すうつ(ぇさし)おけゅ しすさせつくけゅ ぇくゅぇあきぇくぇ うかう おぇけ しけちうけかけゅ おせかすせさっ? ‶けしすけめう かう すせ くっおぇ ゃっいぇ 
しぇ てうさうき こけょさせつめうきぇ ょせたぇ, うかう しぇ てうさうき おせかすせさくうき こさけしすけさけき? ╃ぇくぇし しっ きくけゅけ 
ゅけゃけさう け ╄ゃさけこう. ╇きぇ かう くぇし くっゅょっ せ ちうゃうかういぇちうめう, ぉせょせゆう ょぇ しきけ くぇ くっおっ しゃけめっ 
うしすけさうめしおっ さっいせかすぇすっ, つっしすけ, つぇお う (こさっ)こけくけしくう, おぇけ てすけ しせ しさっょやけゃっおけゃくぇ ちさおゃっくぇ 
ぇさたうすっおすせさぇ, うかう せしきっくぇ (っこしおぇ) こけっいうめぇ? 
 

¨ょゅ. ╉せかすせさせ うしすけつくっ ]さぉうめっ こけしきぇすさぇき おぇけ うくすっゅさぇかくう ょっけ しさこしおけゅ ょせたけゃ-
くけゅ う めっいうつおけゅ こさけしすけさぇ, しぇ しこっちうそうつくけしすうきぇ おけめっ ぉけゅぇすっ こけめぇき „しさこしおっ すさぇょうちうけ-
くぇかくっ おせかすせさっ“. ╋うしかうき う くぇ ゃさたせくしおぇ おやうあっゃくぇ けしすゃぇさっやぇ こけくうおかぇ くぇ ゅけゃけさうきぇ 
くぇさけょぇ けゃけゅぇ ょっかぇ いっきもっ. ┿こけしすさけそうさぇけ ぉうた, すうき こけゃけょけき, ういゃさしくせ こけっいうめせ しぇ けゃうた 
こさけしすけさぇ, いぉうさおっ こけしかけゃうちぇ うかう ういさっおぇ おけめっ くうしせ くうてすぇ ょさせゅけ ょけ いゅせしくせすう, そうかけ-
いけそしおう うかう きうしぇけくう ういさぇい あうゃけすぇ, ぇかう う こかけょ ゃうてっゃっおけゃくけゅぇ ぉさせてっやぇ ゅけゃけさぇ. ′っ 
すさっぉぇ いぇくっきぇさうすう くう けこしちっくせ かっおしうおせ, かうすっさぇさくっ きうくうめぇすせさっ ぉさけめくうた くぇてうた かうく-
ゅゃうしすぇ, うしすさぇあうゃぇつぇ う しぇおせこもぇつぇ しすぇさうくぇ, せ おけめっ, こけゅかぇゃうすけ せぉさぇめぇき いくぇすぇく ょっけ け-
くけゅぇ てすけ しすっ 〈う う [ぇょっ [ぇょっくおけゃうゆ けぉめぇゃうかう, おぇけ う さぇょけゃっ ╃さぇゅけもせぉぇ ╆かぇすおけゃうゆぇ, 
┹せぉうてっ [ぇめおけゃうゆぇ, ╋けきつうかぇ ╆かぇすぇくけゃうゆぇ...  

╆ぇ さぇいかうおせ けょ こけいうすうゃうしすうつおけゅ こさうしすせこぇ おせかすせさう, おけめう しっ ょさあう こけゃさてうく-
しおけゅ しかけめぇ しすゃぇさぇかぇてすゃぇ, う けょかせつぇく めっ ょぇ せ いぇおもせつちうきぇ しゃけめうた ぇくぇかういぇ おせかすせさっ めっょ-
くけゅぇ ぇさっぇかぇ, こけこせす „うしすけおぇ“ ]さぉうめっ, ゃさっょくけしくけ うしすぇおくっ いぇけしすぇめぇやっ せ やっくうき ょけきっ-
すうきぇ – ぇ しこさぇき くぇこさっょせめせゆっゅぇ おさっすぇやぇ ょせたけゃくけしすう くぇ „いぇこぇょせ“ ]さぉうめっ, つぇお う てうさっ 
– めぇ しっ ょさあうき しぇしゃうき しせこさけすくけゅぇ しすぇくけゃうてすぇ. ′ぇうきっ, めっょくぇ おせかすせさぇ めっ ゃっかうおぇ けくけ-
かうおけ おけかうおけ めっ おぇょさぇ ょぇ けつせゃぇ すさぇゅけゃっ くっ しぇきけ せ しっゆぇやせ, ゃっゆ う しぇきっ けぉかうおっ, う すぇおけ 
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せつうくう ょけしすせこくうき ぇさすっそぇおすっ うい ぉけゅぇすっ けぉうつぇめくけしすう う ゃっさけゃぇやぇ, くせょっゆう すぇおけ けくけ ゃう-
すぇかくけ うい さっぇかくっ あうゃけすくっ こけゃっしくうちっ おけめぇ しっあっ ょせぉけおけ せ こさけてかけしす. [っつ めっ け きくけゅうき 
しかけめっゃうきぇ すさぇょうちうけくぇかくっ ょせたけゃくっ う きぇすっさうめぇかくっ おせかすせさっ, け ょさっゃくけめ きせいうちう う こっ-
ゃぇやせ, ゅさぇふっゃうくぇさしすゃせ, ぇかう う け そせくょぇきっくすぇかくうき けぉうつぇめうきぇ おけめう ゅけゃけさっ け いくぇつぇめくうき 
っすぇこぇきぇ っゅいうしすっくちうめぇかくっ しせょぉうくっ つけゃっおぇ, け さけふっやせ う おさてすっやせ, しゃぇょぉう ぇかう う け さう-
すせぇかうきぇ ゃっいぇくうき いぇ しきさす う こけゅさっぉっ. ′ぇめいぇょ, う け めっいうおせ, け かっおしうちう. 〈ぇ しぇいくぇやぇ, いぇ-
めっょくけ しぇ けしすぇかうき つうやっくうちぇきぇ おせかすせさっ, さっそっさうてせ け ょせぉもうき, いぇめっょくうつおうき けしくけゃぇきぇ 
くぇ おけめうきぇ こけつうゃぇ くっ しぇきけ けこてすっ しかけゃっくしおぇ おせかすせさぇ, ゃっゆ う ちうゃうかういぇちうめしおぇ けしくけゃぇ 
╇くょけっゃさけこもぇくぇ せ ちっかうくう. ╉ぇけ こさうきっさ, くぇゃってゆせ こさうしせしすゃけ „ゃせつめっゅぇ おせかすぇ“ おけょ くぇきぇ 
しせしっょくうた, けょくけしくけ ぉかうあうた くぇさけょぇ, うぇおけ ょさせゅぇつうめっゅぇ っすくけしぇ, [せきせくぇ, けょくけしくけ きうすけ-
かけゅうめっ [うきもぇくぇ, つぇお う ′っきぇちぇ, しぇ おけめうきぇ しきけ こけょせょぇさくう う せ きくけゅうき ょさせゅうき ょせたけゃ-
くうき しっゅきっくすうきぇ.      

【すけ しっ ╄ゃさけこっ すうつっ, きっくう しっ けゃょっ つうくっ ゃぇあくうき くっおけかうおっ うょっめっ け けょくけしせ ╀ぇか-
おぇくぇ, う せ すけきっ ]さぉぇ う ╄ゃさけこっ, くぇ ょさせゅけめ しすさぇくう. ]きぇすさぇき ょぇ めっ いぇ けこしすぇくぇお ╄ゃさけこっ 
おぇけ ゃっかうおっ いぇめっょくうちっ くぇさけょぇ, おけかうおけ ゅけょ けくっ ぉうかっ っおけくけきしおう さぇいせふっくっ ょけしっあくけしすう 
う たうめっさぇさたうめっ, ゃぇあくけ ぇ う めっょうくけ うしこさぇゃくけ, けょさあうゃけ うしたけょうてすっ せ おせかすせさくけめ こけかう-
すうちう, こけょ せしかけゃけき ょぇ めっ しすぇかけ ょけ すけゅぇ ょぇ すぇおゃぇ ╆ぇめっょくうちぇ けこしすぇくっ, くせあくけ すけ ょぇ きっふせ 
っゃさけこしおうき つかぇくうちぇきぇ ぉせょっ せしこけしすぇゃもっく こさうくちうこ すけかっさぇくすくっ きくけゅけしすさせおけしすう せ きっ-
ふせけょくけしうきぇ おせかすせさâ. ′っ めっょくけき, せこけいけさぇゃぇくけ めっ, おぇおけ めっ ╄ゃさけこう くっけこたけょくぇ „おせか-
すせさくぇ さぇいかうつうすけしす“ やっくうた つかぇくうちぇ, ぉせょせゆう ょぇ くぇ すけめ ょせたけゃくけめ つうやっくうちう „さぇいかうつう-
すけしすう“, ゃっゆうくぇ っゃさけこしおうた くぇちうめぇ あうゃけすくけ う しすゃぇさぇかぇつおう こけしすけめう ぉせょせゆう ょぇ めっ くけ-
てっくぇ ょせぉけおうき おけかっおすうゃくうき しっゆぇやっき, しぇきけしゃってゆせ け ゃっさすうおぇかう しゃけめうた こけしっぉくうた 
おせかすせさくうた さっしせさしぇ. ┺うたけゃ うょっくすうすっす めっ, こさっ しゃっゅぇ, う ういくぇょ しゃっゅぇ, せ おせかすせさくけき すっ-
きっもせ. ‶さっきぇ すけきっ, けく しっ くうおぇおけ くっ きけあっ しおさぇめくせすう, おけさうゅけゃぇすう う „しすぇゃうすう せ いぇ-
ゅさぇょっ“. ╋うてもっやぇ しぇき, う せ すけきっ しぇき しぇゅかぇしぇく しぇ くっおうき こさけゅくけいぇきぇ ぇくぇかうすうつぇさぇ, ょぇ 
ゆっ 〉めっょうやっくぇ ╄ゃさけこぇ, せこさぇゃけ いぉけゅ すっ う すぇおゃっ おせかすせさくっ さぇいくけかうおけしすう, おけめせ しゃぇおう 
っすくけし ちさこう うい しゃけめっ ゃさっきっくしおっ ょせぉうくっ, きけあょぇ ╄ゃさけこぇ きけさぇすう うゆう しこけさうめっ せ せおせこ-
くけきっ さぇいゃけめせ くっゅけ てすけ めっ, くっ すぇおけ ょぇゃくけ, ぉうけ  さぇいゃけめ ]めっょうやっくっ ┿きっさうおっ. ╃ぇおかっ, 
╄ゃさけこしおぇ せくうめぇ きけさぇ つかぇくうちぇきぇ こけくせょうすう ゃうてっ, ゃうてっ しすぇくょぇさょっ う こさけしこっさうすっす 
しゃうきぇ, ぇ すけ めっ きけゅせゆくけ こけょ せしかけゃけき ょぇ しっ しゃぇおけめ くぇちうめう こさせあう きけゅせゆくけしす ょぇ しぇつせゃぇ 
しゃけめせ おけかっおすうゃくせ ょせてせ, しゃけめ うょっくすうすっす, せ しそっさう めっいうおぇ, ゃっさっ う おせかすせさっ, おぇけ そせくおちう-
けくぇかくうた そぇおすけさぇ っゅいうしすっくちうめっ, うかう ゆっ すぇおゃぇ いぇめっょくうちぇ すっておけ けこしすぇすう! ]せかせょけ めっ け-
つっおうゃぇすう ょぇ しっ くぇょ っゃさけこしおうき くぇさけょうきぇ – うくぇつっ, ぇせすけたすけくうた おせかすせさぇ – きけあっ こさう-
きっくうすう しすぇくょぇさょ おけめう めっ いぇこっつぇすうけ しせょぉうくせ きぇやうくしおうた ぇきっさうつおうた ╇くょうめぇくぇちぇ, う 
すぇおけ しぇぉうめっくっ せ さっいっさゃぇすっ, つっおぇすう しゃぇくせゆっ せ ちうゃうかういぇちうめう „ぉかぇゅけしすぇやぇ“ おけめせ ゆっ うき 
こけくせょうすう きうかけしさょくう „╁っかうおう ╀さぇす“ うかう ]ゃっゃうてやう „┿くふっけ すけきぇたぇゃおぇ“! 
 

* 
 ╋くけゅけ しっ ゅけゃけさう う け  くっおけき こけゃさぇすおせ ,,こさぇょっょけゃしおけめ ゃっさう“ う ちさおゃう. ╃ぇ かう めっ 
うおぇおぇゃ こけゃさぇすぇお せ すけき しきっさせ せけこてすっ きけゅせゆ? 【すぇ こけおぇいせめっ ょぇくぇてやぇ けぉさっょくぇ 
こさぇおしぇ? 
 

¨ょゅ. ¨くぇおけ おぇおけ しっ ょぇくぇし せこさぇあやぇゃぇ ゃっさぇ, こけしっぉくけ くぇ しっかせ, ゅょっ めっ くぇ ょっかせ 
しぇきけ くぇういゅかっょ たうぉさうょ, すめ. きってぇゃうくぇ ゃうてっ させおぇゃぇちぇ ゃっさっ おけめせ くぇて くぇさけょ くけきうくぇかくけ 
うきっくせめっ おぇけ „たさうてゆぇくしすゃけ“, しきぇすさぇき ょぇ すぇめ すうこ さっかうゅうめっ, さっぇかくけ う こさぇおすうつくけ, うきぇ 
ょせぉけおっ おけさっくっ う しっあっ ょけ っこけたっ いくぇすくけ こさっ たさうてゆぇくしおうた こけつっすぇおぇ. ‶さっ しゃっゅぇ すぇ くぇてぇ 
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ゃっさぇ, せしかけゃくけ さっつっくけ, こけおさうゃぇ けくけ てすけ しっ せ ぇくすさけこけかけゅうめう ょぇくぇし うきっくせめっ おぇけ こさう-
さけょくぇ さっかうゅうめぇ くぇ おけめけめ めっ いぇしくけゃぇくぇ きぇゅうめしおぇ こさぇおしぇ, くけ, おけめせ くうおぇおけ くっ しきっきけ くう-
こけょぇてすぇゃぇすう, う ゃさっょくけしくけ しきぇすさぇすう うくそっさうけさくけき, めけて きぇやっ こけゅさってくけき.  

╃けゃけもくけ めっ せいっすう いぇ こさうきっさ こけゅさっぉくう さうすせぇか う しうしすっき けぉうつぇめくけしすう ょぇ ぉう しっ 
さぇいせきっかけ おけかうおけ しせ ょさっゃくう おせかすけゃう こさうしせすくう せ くぇさけょくけき あうゃけすせ, しゃっめっょくけ てすけ 
もせょう くうしせ しゃっしくう ょけきっすぇ ゃかぇしすうすっ ゃっさっ. ┿かう, もせょう しぇしゃうき くっこけゅさってうゃけ, う しぇ ゅかっ-
ょうてすぇ しうしすっきぇ, ょけしかっょくけ こさうきっやせめせ しゃけめっ, けょ こさぇょっょけゃぇ くぇしかっふっくっ しすぇくょぇさょっ おけめう 
しせ いくぇすくけ てうさっ けしくけゃっ くけ てすけ しっ うくぇつっ きうしかう. ╉ぇょぇ しっ ょぇくぇし, こけしっぉくけ せ ゅさぇょけゃうきぇ, 
ぇ せ いゅせしくせすうき うしすけさうめしおうき けおけかくけしすうきぇ, うくしうしすうさぇ くぇ たさうてゆぇくしすゃせ, しきぇすさぇき ょぇ めっ 
すけ ゃうてっ しすゃぇさ こけかうすうつおけゅ う っすうつおけゅぇ しすぇゃぇ, つぇお う きけょっ, う こぇさぇょうさぇやぇ ゃっさけき, ぇ 
きぇやっ しゃっしくけ ういさぇあっくぇ こけいうちうめぇ こさっきぇ けょさっふっくけめ, すめ. こさぇゃけしかぇゃくけめ, しゃっすけしぇゃしおけめ 
ゃっさう. ╃けょせてっ, ゅさぇょしおう つけゃっお きくけゅけ すっきっもくうめっ, う しぇ ゃうてっ しゃっしすう け すけきっ, ょぇおかっ, おやう-
ておう, こけしっょせめっ しすぇゃ こさっきぇ こさぇゃけしかぇゃくけめ ゃっさう ぇかう っそっおぇす う さっぇかくけ こけくぇてぇやっ せ しゃぇ-
おけょくっゃくけき あうゃけすせ ょぇかっおけ めっ けょ すけゅぇ ょぇ しっ せおかぇこぇ せ しゃっしくけ ういさぇあっくせ さっかうゅうめしおせ, たせ-
きぇくうしすうつおせ こけいうちうめせ おけめせ すぇめ つけゃっお うきぇ け しゃっすせ う け しっぉう. ′うしぇき しうゅせさぇく せ おけめけめ めっ 
きっさう ょぇくぇし せ ゅさぇょせ こさけょせおすうゃくけ せこさぇあやぇゃぇやっ さっかうゅうめっ, ぇ う せかけゅせ ちさおゃっ せ すけきっ, ょぇ 
う くっ ゅけゃけさうき け ゃっさけくぇせちう おけめぇ めっ, うい うくすっさっしぇ こけかうすうつおけゅ おけきこさけきうしぇ, くっょぇゃくけ せ-
ゃっょっくぇ せ ておけかっ, こぇ う せ おぇしぇさくっ, ょぇ ぉう しっ ゃうょっかけ おぇおけ めっ しゃっ すけ くぇ しすぇおかっくうき くけゅぇきぇ. 
′ぇめいぇょ, おけかうおけ ゅけょ しぇき こさけすうゃ ちうゃうかういぇちうめしおけゅ くぇょ おせかすせさくうき, しぇきせ こっくっすさぇちうめせ 
さっかうゅうめっ う ちさおゃっ, ぇ けくょぇ ゃっさけくぇせおっ せ ておけかしおけき しうしすっきせ, しきぇすさぇき たせきぇくうしすうつおうき 
くけくしっくしけき. ╆ぇ しっかけ, ゅょっ めけて けこしすけめう, うかう めっ ょけ しおけさぇ こけしすけめぇかけ, ゃぇあう けくぇ くぇさけょくぇ 
きぇおしうきぇ: „╀けもっ めっ ょぇ しっかけ こさけこぇょくっ, くけ せ しっかせ けぉうつぇめ!“ ┿ せ けぉうつぇめせ めっ しっょうきっくすうさぇくぇ 
くぇさけょくぇ さっかうゅうめぇ. ]ゃぇおぇおけ, くっ おぇけ ゃっさぇ こけょうゅくせすぇ ょけ しぇきけしゃっしすう ゃっさくうおぇ, ゃっゆ おぇけ 
こさぇおしぇ, あうゃけすくけ こさけょせおすうゃくぇ, おけめぇ めっ つせゃぇかぇ けしかけくちっ めっょくっ ょせたけゃくっ おせかすせさっ, おぇけ 
こさうさけょくけゅ くぇつうくぇ っゅいうしすっくちうめっ.  
 
 * 
 ╀うかけ ╁ぇし めっ う せ くぇしすぇゃう う せ くぇせちう. ╉けかうおけ いくぇきけ, っしすっすうおぇ めっ めっょくぇ けょ おもせつ-
くうた けぉかぇしすう ╁ぇてっゅ うくすっさっしけゃぇやぇ, ぇ けくぇ めっ, ぉぇさ こさっきぇ したゃぇすぇやせ けぉうつくうた もせょう, おぇおゃっ 
╇しすけお うきぇ いぇ つうすぇけちっ, せ くっこけしさっょくけめ ゃっいう し せきっすくけてゆせ. ╉けかうおけ めっ いぇ ╁ぇてっ ぉぇゃもっやっ 
っしすっすうおけき  くっけこたけょくけ ょぇ こさぇすうすっ せきっすくけしす, う おけめっ しせ すけ せきっすくけしすう おけめっ こさぇすうすっ ゃうてっ 
くっゅけ ょさせゅっ? 
 

¨ょゅ. ╋けめっ こさうきぇさくけ せきっすくうつおけ けぉさぇいけゃぇやっ, ぇ けくょぇ う すっけさうめしおけ う そうかけいけそ-
しおけ, ょぇおかっ, う っしすっすうつおけ ょせぉけおけ めっ こさけそうかうしぇかけ くぇつうく ゅかっょぇやぇ くぇ そっくけきっく っしすっすしおけゅ 
せけこてすっ, こさっきぇ すけきっ う こけゅかぇゃうすけ くぇ しゃっす せきっすくけしすう. ]ぇしゃうき めっ こさうさけょくけ てすけ めっ きけめぇ 
すっけさうめしおぇ さぇょけいくぇかけしす, おぇけ う けしっゆぇめ いぇ ¨くけしすさぇくけ しすゃぇさう, おぇけ けしけぉっくう うしおけさぇお せ きっ-
すぇそういうつおけ, うきぇかぇ しゃけめっ こさけょせあっやっ せ そうかけいけそうめう くぇ くぇつうく ょぇ しぇき こさっおけ „せきっすくけ-
しすう“, おぇけ ぇせすっくすうつくけゅ つせかくけゅ けぉかうおぇ, すさぇあうけ こさけかぇい ょけ けしくけゃぇ ╀うゆぇ. ╉ぇけ ゅけょ てすけ 
しせ きけめっ おけかっゅっ しぇ しすせょうめぇ しゃけめ そうかけいけそうめう こせす せ きっすぇそういうつおけ しこっちうそうおけゃぇかっ おさけい 
っすうつおけ う っこうしすっきけかけておけ (╄すけし う ╊けゅけし), きっくう めっ っしすっすしおう けぉかうおぉうけ こけかぇいうてすっ. 
‶けょしっすうゆせ けゃょっ おぇおけ しせ せ おかぇしうつくうき そうかけいけそしおうき しうしすっきうきぇ こけしすけめぇかぇ すさう すっ-
きっもくぇ こけょさせつめぇ せ おけめうきぇ しっ ╀うゆっ, すめ. ┿こしけかせす, ちっかけゃうすけ, けくすけかけておう こけおぇいうゃぇけ: おさけい 
せきっすくけしす, さっかうゅうめせ (きうすけかけゅうめぇ, きぇゅうめぇ, っすうつおけ), っこうしすっきけかけゅうめせ (かけゅうつおけ). 
‶さっきぇ すけきっ, ╄すけし, ╊けゅけし, ╄しすっすけし すさう しせ すっきっもくぇ こけしっぉくぇ そうかけいけそしおぇ こけょさせつめぇ.  
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╉ぇおけ きっくう ういゅかっょぇ, せこさぇゃけ めっ せ すけきっ う くっおう さぇいかけゅ てすけ せ きけき すっけさうめしおけき う 
そうかけいけそしおけき こさけぉかっきぇすういけゃぇやせ せきっすくけしすう くうめっ ぉうかけ こけしっぉくうた けしちうかぇちうめぇ せ ゅかぇゃ-
くうき かうくうめぇきぇ すっけさうめしおっ しうしすっきぇすうおっ. ┿ う きけめ かうつくう せおせし, けょ こさゃうた ょけあうゃもぇゃぇやぇ 
っしすっすしおけゅ ょけ ょぇくぇし, けしすぇけ めっ くっこさけきっやっく. ]きぇすさぇき, くぇうきっ, ょぇ しゃぇおけ おけ うきぇ しすぇゃ 
こさっきぇ せきっすくけしすう おぇけ せきっすくけしすう, くけしう せ しっぉう う けょゅけゃぇさぇめせゆう, ぇせすけたすけくう こさうしすせこ かっ-
こけすう. ‶けかぇいうき けょ くっせこうすくけゅぇ しすぇゃぇ ょぇ めっ しゃぇおけゅぇ せおせし, せおけかうおけ めっ さっつ け っしすっすしおけき せ 
せきっすくけしすう, こけょめっょくぇおけ ゃぇもぇく おぇけ ゅけょ う ょけあうゃもぇめ けょさっふっくけゅぇ つけゃっおぇ. ‶けょ せしかけゃけき, 
しゃぇおぇおけ: ょぇ いぇせいきっ しすぇゃ し けくっ しすさぇくっ おうつぇ う てせくょぇ, おぇけ ぇくすうせきっすくうつおうた, ょっゃうめぇく-
すくうた こけめぇゃぇ! ‶さっきぇ さぇいせきっゃぇやせ っしすっすしおうた しすゃぇさう, ぇ ょけ すけゅぇ ょさあうき, すっけさうめしおう しっ くっ 
きけあっ ゅけゃけさうすう け こさっゃぇかっくちうめう めっょくけゅ せおせしぇ くぇょ ょさせゅうき. ╋っふせすうき, せ くぇしすけめぇやせ しぇょぇ, 
ょぇ すっけさうめしおう けょさっょうき ゃかぇしすうすう せおせし, ぇ うきぇめせゆう せ ゃうょせ てうさけおう こさけしすけさ っしすっすしおけゅ, 
きけさぇき こさういくぇすう, めぇ けしっゆぇき, くっこけしさっょくけ, しくぇゅせ いぇけおさせあっくけしすう しけこしすゃっくけゅぇ せおせしぇ, ぇ 
ょぇ きう こさう すけきっ, う ょぇく ょぇくぇし めけて, しぇしゃうき ういきうつっ ぇょっおゃぇすくぇ こけめきけゃくぇ ぇさすうおせかぇちうめぇ 
けくけゅぇ てすけ くっこけぉうすくけ けしっゆぇき おぇけ っしすっすしおけ! ‶さっ ぉうた ぉうけ しおかけく ょぇ ゅけゃけさうき け けくけきっ 
てすけ こぇょぇ ういゃぇく ょけきっくぇ すけゅ きけゅ さっちっこちうめしおけゅ めっゃぇくふっもぇ, ぇ せ しすぇゃせ くっゅぇすうゃうすっすぇ, 
くっゅけ ょぇ ゅけゃけさうき け しけこしすゃっくけき せおせしせ – こけいうすうゃくけ.  

【すぇ, くぇうきっ, さぇょうき おぇょぇ しすせょっくすう, こさけこうすせめせゆう きっ, うくしうしすうさぇめせ ょぇ すっけさうめしおう  
くってすけ おぇあっき け しけこしすゃっくけき せおせしせ? ┸ぇ しっ こけしかせあうき – せ かけゅうちう ょけぉさけ こけいくぇすうき – 
けしすっくしうゃくうき けょさっふっやっき こけめきぇ, う こけおせてぇき せおぇいぇすう くぇ こさうきっさっ くぇ おけめうきぇ すぇめ せおせし 
„さぇょう“! ′ぇうきっ, せ くぇきっさう ょぇ ういぉっゅくっき こけめきけゃくせ ぇさゅせきっくすぇちうめせ, こさけちっょせさせ ょけおぇいう-
ゃぇやぇ, ぉせょせゆう ょぇ きう めっ, せ けゃけき しかせつぇめせ, しゃっ ょけ ょぇくぇし けしすぇかけ くっきけゅせゆくけ ょぇ けょゅけゃけさうき 
くぇ こうすぇやっ いぇてすけ めっ きけめ せおせし – おけめっゅぇ しっ つゃさしすけ ょさあうき – „きけめ“ う ぉぇて すぇおぇゃ, めぇ ぉうた しゃけめ 
しけこしすゃっくう けしっゆぇめ いぇ っしすっすしおけ, くぇこさけしすけ, ょっきけくしすさうさぇけ くぇ おけくおさっすくうき こさうきっさうきぇ. 
╃ぇおかっ, し けくっ しすさぇくっ こけいうすうゃくけゅぇ, ぇさすうおせかうしぇくけゅ ょけおぇいうゃぇやぇ, めぇ ぉうた こさしすけき せおぇいぇけ 
くぇせきっすくうつおぇ ょっかぇ, くぇ おけめうきぇ せおせし „さぇょう“, すめ. くぇ ょっかぇ, けくぇ おけめぇ きけめ けしっゆぇめ いぇ っしすっすしおけ 
しくぇあっ う こさけゃけちうさぇめせ! [っつ めっ け しゃけめっゃさしくけき うくすせうすうゃくけき くぇゅくせゆせ, け しうかう おけめぇ きっ 
ゅせさぇ おぇ けょさっふっくけめ ゃさしすう いぇ きっくっ めっょうくしすゃっくうた そけさきう, おけめっ しせ おけきこぇすうぉうかくっ しぇ けくうき 
てすけ ょけあうゃもぇゃぇき う けしっゆぇき せ こさうしせしすゃせ けょさっふっくうた せきっすくうつおうた ょっかぇ. ]ぇしゃうき おけく-
おさっすくけ, きけめ しっ „せおせし“ ぇおすうゃうさぇ せ こさうしせしすゃせ せきっすくうつおうた そけさきう ╋うおっかぇくふっかぇ, [っき-
ぉさぇくすぇ う [けょっくぇ, ぇかう う 》っくさう ╋せさぇ; くけ, うしすけ すぇおけ う しかうおぇ ╉けやけゃうゆぇ う ╊せぉぇさょっ, おぇけ 
ゅけょ てすけ ぉう きっ せ かうすっさぇすせさう くけしうかぇ ょっかぇ ]けそけおかぇ う ╃けしすけめっゃしおけゅ ぇかう う こけめっょうくう 
さけきぇくう 『さやぇくしおけゅ. ╇しすけ すぇおけ, くぇ こうすぇやっ てすぇ めっ しぇ 〈けかしすけめっき, うかう ┿くょさうゆっき, くぇ 
こさうきっさ, けょくけしくけ ╊っけくぇさょけき, [せぉっくしけき うかう ╋ぇめけかけき, うかう, こぇお, おぇおぇゃ めっ っそっおぇす くぇ-
すせさぇかうしすうつおうた ぇさすっそぇおぇすぇ, めぇ ぉうた けょゅけゃけさうけ おぇおけ すぇおゃっ すゃけさっゃうくっ すっけさうめしおう くう-
おぇおけ くっ けすこうしせめっき, くぇこさけすうゃ, ういせいっすくけ うた ちっくうき う しきぇすさぇき, しぇ けこてすっ っしすっすうつおけゅ, 
うしすけさうめしおけ せきっすくうつおけゅ せゅかぇ, すゃけさっゃうくぇきぇ ういせいっすくっ ゃさっょくけしすう. ┸っょうくう めっ こさけぉかっき 
てすけ きけめぇ くぇめゃかぇしすうすうめぇ っしすっすしおぇ せけぉさぇいうもぇ, こさけしすけ さっつっくけ, „くっ さぇょう“ くぇ さっゅうしすさせ 
しぇいょぇやぇ けゃっ ゃさしすっ!  

╃ぇおかっ, せ くぇゃっょっくうき ょっかうきぇ けくうた くぇめこさっ こけきっくせすうた せきっすくうおぇ せ しすぇやせ しぇき ょぇ 
こけくぇめぉけもっ けしっすうき つぇさ せきっすくけしすう, う ょけしすうゅくっき ょけあうゃもぇめ くぇめゃっゆっゅぇ せくせすさぇてやっゅ 
うくすっくいうすっすぇ. 〈け くっ いくぇつう ょぇ ょさせゅけめぇつうめっ けぉかうおけゃぇくぇ ょっかぇ, けしすぇかうた しすゃぇさぇかぇちぇ, くっゆっ 
すけ うしすけ こさけういゃっしすう, ょぇおかっ, せいくっすう う ょけ ぇせすっくすうつくけゅぇ ょけあうゃもぇめぇ ょけゃっしすう くっおう ょさせゅう 
すうこ さっちうこうめっくすぇ, こさっきぇ すけきっ, う せおせし いぇ かっこけ! ‶ぇ うこぇお いぇ しっぉっ いぇょさあぇゃぇき こさぇゃけ くぇ 
かうつくう けしっゆぇめ せきっすくけしすう. ╃ぇ けすおかけくうき う ょさせゅう きけゅせゆぇく くっしこけさぇいせき. ′ぇうきっ, こけきっ-
くせすう しっくいうぉうかうすっす, しすぇゃ こさっきぇ そけさきう, ぇ すけ いくぇつう う „せおせし“ – おぇおけ しぇき ゅぇ けゃょっ こさけ-
そうかうしぇけ – めっしすっ, う こさっ しゃっゅぇ, こしうたけかけておぇ つうやっくうちぇ. 〈け めっ くっこけくけゃもうゃ かうつくう しすぇゃ, 
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おけめう しっ, すっけさうめしおう う っしすっすうつおう, しすさけゅけ ょさあう ゃさっょくけしくけ ぉっいうくすっさっしくけゅ いぇせいうきぇやぇ 
しすぇゃぇ. ‶さっきぇ すけきっ, こけきっくせすっ おけさっしこけくょっくちうめっ, こけょせょぇさくけしすう きっふせ ょっかうきぇ ぇせすけさぇ う 
きけゅぇ せおせしぇ, ゃうてっ ゅけゃけさっ け すけきっ てすぇ きけめ せおせし ぇこさうけさう けょぉぇちせめっ, う こさう すけきっ うくょうさっお-
すくけ しおさっゆっ こぇあやせ くぇ すけ おけめっ ぉう すけ しうすせぇちうめっ せ さっちっこちうめう けぉかうおぇ きけゅかっ ぉうすう, おけめう しせ 
すけ けぉかうちう おけめっ きっ っしすっすしおう ょさあっ うくょうそっさっくすくけ, う すぇおけ こさうおさぇすうすう いぇ きけめせ うくすうきくせ 
こけょさておせ やうきぇ. 〈け ゃぇあう つぇお う けくょぇ, おぇょぇ こさっょ きけめうき けつうきぇ こさけきうつせ うしすけさうめしおう う 
さっちっこすうゃくけ くっこけぉうすくけ こけすゃさふっくぇ, っしすっすしおう きけくせきっくすぇかくぇ ょっかぇ ょけしぇょぇてやっゅぇ さぇい-
ゃけめぇ せきっすくけしすう, すゃけさっゃうくっ, ぉっい しせきやっ, ゃっかうおうた きぇめしすけさぇ. ‶ぇ うこぇお, う こさっょ すぇおゃうきぇ, 
きけめ ゆっ しっくいうぉうかうすっす けしすぇすう いぇおけつっく. [ぇいかけゅ めっ こさけしす: すぇ しせ ょっかぇ こしうたけかけておう ょさせゅぇ-
つうめっ しぇいょぇくぇ. ┸っょくけき さっつう, ぇおけ しせ しっ せ きけきっ せおせしせ うしおさうしすぇかうしぇかっ そけさきっ しくぇあくっ 
っおしこさっしうゃくっ こさうさけょっ, せ しかうおぇさしすゃせ, くぇ こさうきっさ ょっかぇ そさぇくちせしおけゅ そけゃういきぇ, すけ くう-
おぇおけ くっ いくぇつう, ょぇ しせ ゃっゆ いぉけゅ すけゅぇ, ょっかぇ すいゃ. „っおしこさっしうけくうしすうつおっ“ しすうかうしすうおっ, ぇ う 
しゃっ そけさきっ せ すけきっ そけさきぇすせ, ぇこさうけさう ぇきくっしすうさぇくっ けょ っしすっすしおうた こさけきぇてぇめぇ, けょくけしくけ 
ょぇ しせ しぇきけ いぇすけ, てすけ しせ せこさぇゃけ すっ しすうかうしすうおっ, しせこっさうけさくうめっ けょ けぉかうおぇ さっぇかういきぇ うかう 
すゃけさっゃうくぇ さっくっしぇくしくっ けょくけしくけ ぇこしすさぇおすくっ せきっすくけしすう. ′っ すさっぉぇ きってぇすう っしすっすしおう, 
かうつくう しすぇゃ, しぇ っしすっすうつおうき, すっけさうめしおうき こさうしすせこけき しすゃぇさうきぇ. 
 
 * 
 ╋くけゅけ ゃうてっ くっゅけ ぉうかけ おけ けょ くぇし せ ╇しすけおせ けぉぇゃってすっくう しすっ け こさっゃうさぇやうきぇ せ 
せきっすくけしすう う くぇせちう け せきっすくけしすう ょぇくぇし. ╇きぇ かう くっおうた しきっさけゃぇ おさっすぇやぇ せ せきっすくけしすう 
おけめう ゆっ けぉっかっあうすう くぇてっ ゃさっきっ う くぇてせ おせかすせさくせ いぇめっょくうちせ? 
 

¨ょゅ. ′っきぇ くうおぇおゃっ しせきやっ, XXI ゃっお めっ しぇゃ せ いくぇおせ ぇくすうせきっすくけしすう. ‶さぇおすうつくけ 
う ちうゃうかういぇちうめしおう,きう しっ くぇかぇいうきけ せ ゃさっきっくせ くぇめぇゃっ おさぇめぇ めっょくっ, いぇ さぇいせきっゃぇやっ 
しすぇやぇ ょせたけゃくけしすう う おせかすせさっ, くぇめいくぇつぇめくうめっ そけさきっ おさっぇすうゃくっ っゅいうしすっくちうめっ. ┿おけ めっ 
かうさうおぇ こけしかっょやう ぉぇしすうけく けょぉさぇくっ しせぉめっおすうゃくけしすう, しうきぉけか けくけゅぇ くぇめかうつくうめっゅ せ 』け-
ゃっおせ – おぇおけ めせ めっ しぇゃさっきっくう っしすっすうつぇさ けょさっょうけ, けくょぇ しっ しきさゆせ せきっすくけしすう せ ちうゃうかう-
いぇちうめしおけき けおさせあっやせ, うしすけゃさっきっくけ, くぇゅけゃってすぇゃぇ う しせきさぇお つけゃっつぇくしすゃぇ おぇけ [けょぇ 
„ょせたけゃくっ こさけゃっくうめっくちうめっ“. ]すゃぇさ めっ せ すけきっ てすけ しっ せきっすくけてゆせ, せうしすうくせ, つせゃぇ こさう-
きぇさくう うくすっさっし 』けゃっおぇ おぇけ うくょうゃうょせぇかくけゅ, しすゃぇさぇかぇつおけゅ ╀うゆぇ. ¨すせょぇ う こうすぇやっ: 
てすぇ めけて こさっけしすぇめっ けょ くけゃけ-しぇいょぇくっ, さけぉけすういけゃぇくっ う ょっこっさしけくぇかういけゃぇくっ おさっぇすせさっ 
„つけゃっおぇ“, せすけくせかけゅ せ せあうゃぇやせ おうつぇ う てせくょぇ, せ しっさうめぇきぇ う ちうさおせしおうき きぇたうくぇちう-
めぇきぇ, そぇさきぇきぇ, うかう せ ゃっかうおけめ ぉさぇゆう? ‶さっょ くぇてうき けつうきぇ こさけきうつせ そっくけきっくう おけめう 
けぉいくぇやせめせ うしすうくせ ょぇ めっ ゃっお しせさけゃっ さっぇかくけしすう, すめ. すけすぇかくっ ょっしせぉめっおすうゃういぇちうめっ ゃっゆ すせ. 
′ぇ ょっかせ くうめっ ゃうてっ しすさぇた けょ うょっけかけゅういけゃぇくっ せきっすくけしすう, け ぉけさぉう きっふせ こさぇゃちうきぇ, しすう-
かけゃうきぇ... ┸っょくけしすぇゃくけ, „せきっすくけしす“ おぇおゃせ しきけ こけいくぇゃぇかう, ぇ おけめぇ めっ めけて せゃっお せしおかぇ-
ょうてすっくぇ せ きせいっめうきぇ う ぉうぉかうけすっおぇきぇ, せ おうくけすっおぇきぇ, くうめっ ゃうてっ こけすさっぉくぇ つけゃっおせ, ぇ 
ゃさかけ ぉさいけ すさっぉぇかけ ぉう, ょぇ ぉせょせ けすこうしぇくっ う ぉうぉかうけすっおっ, ぇ けくょぇ きせいっめう. 』けゃっおぇ, くぇ こさう-
きぇさくけ ょせたけゃくけき くうゃけせ, ゅけすけゃけ ょぇ ゃうてっ くっきぇ! ‶さっょ くぇきぇ めっ こけゃさてくけ ぉうゆっ けぉかうおけ-
ゃぇくけ くぇ くぇつうく し けくっ しすさぇくっ ╇くょうゃうょせぇかくけしすう, こけしせゃさぇゆっくけ ╀うゆっ, しすゃけさ おけめう しっ きっ-
たぇくうつおう おさっゆっ, おぇけ ゅけょ てすけ しっ やっゅけゃ さぇいゃけめ いぉうゃぇ ぉっい しぇきけしゃけめくけしすう ぇ こけ ょうおすぇすせ 
〉きぇ ╁っかうおけゅ ぉさぇすぇ. ′うしきけ ょぇかっおけ けょ けくっ きっすぇそけさっ け つけゃっおせ-¨ゃちう おけめせ くぇ こぇてせ 
ういゅけくう [けぉけす-つけぉぇくうく. ╁さっきっ めっ おさぇめぇ ╉せかすせさっ, おけめぇ めっ, こけつっゃ けょ おけくち-かけゅけさぇ, せしすせお-
くせかぇ こさっょ 『うゃうかういぇちうめけき ╋けゆう すったくうおっ. ]ぇ こさっしせてうゃぇやっき しゃっおけかうおっ ぇせすっくすうつ-
くけしすう, いぇきうさっ う しゃっ けくけ てすけ めっ ょけ しおけさぇ ういゃけさくけ こせかしうさぇかけ せ ゃぇく-せさぉぇくけき こさけしすけさせ, 
ょぇかっおけ けょ きっゅぇかけこけかうしぇ, ぇ せ おけめっき しっ いょせてくけ さぇょう くぇ ょけおうょぇやせ う こけしかっょやっゅ すさぇゅぇ 
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うょっめっ おさっぇすうゃくけしすう. ╁うょもうゃけ めっ っそうおぇしくけ こけくうてすぇゃぇやっ ╊うつくけしすう! ′ぇ ょっかせ めっ くけゃぇ 
こけゃっしくうちぇ おけめぇ 』けゃっおぇ ╉せかすせさっ しぇゅかっょぇゃぇ おぇけ おけぉくせ ゅさっておせ „こさけてかけしすう“, おぇけ しすゃぇさ 
ぇさうめっさゅぇさょくっ っゃけかせちうめっ.  
 
 * 
 ┿おけ ╁ぇき めっ きけゅせゆっ, さっちうすっ くぇき てすぇ きうしかうすっ け くぇてうき, きけあょぇ う せいぇかせょくうき 
うかう くっこさうきっさっくうき くぇこけさうきぇ ょぇ こけおさっゆっきけ おやうあっゃくぇ ゅかぇしうかぇ ういゃぇく おやうあっゃくうた 
ちっくすぇさぇ, おぇおけ めっ すけ しぇ ╀ょっやっき せ ]ゃさもうゅせ う ╇しすけおけき せ ╉やぇあっゃちせ. 
 

¨ょゅ. ¨しすぇすぇお „おさっぇすうゃくけしすう“ ょぇくぇし, ぇおけ ゅぇ う おけかうおけ うきぇ, しかっょう うい こけしかっょやっゅ 
しすぇゃぇ. ╉さっぇすうゃくけしす ゆっ しゃっ ゃうてっ ぉうすう しぇゅかっょぇくぇ おぇけ „ちうゃうかういぇちうめしおぇ ゅさっておぇ“. ′ぇ-
うきっ, けょさあぇゃぇけちう すっ しすゃぇさぇかぇつおっ ゃぇすさっ おけめせ こさけくけしっ こっしくうちう う せきっすくうちう, ぇ う こけ-
くっおう めけて しかせつぇめくう ょせたけゃやぇお – くぇせつくうお, ゃっさくうお, しぇおせこもぇつ しすぇさうくぇ, きうしかうき すせ う くぇ 
けくっ せ けさぉうすう ╇しすけおぇ, ╀ょっやぇ, ╀ぇゅょぇかっ, ╉やうあっゃくけしすう, [ぇいゃうすおぇ, しゃっ ゃうてっ ゆっ くぇ-
かうおけゃぇすう くぇ もせょっ そけさきぇすぇ ╃けく ╉うたけすぇ, おけめうきぇ めけて くうめっ さっつっくけ ょぇ しきけ けょぇゃくぇ ういぇ-
てかう うい ゃさっきっくぇ ╉せかすせさっ, うい こさけしすけさぇ ょせたけゃくけしすう. ‶けこせす ╃うけゅっくぇ せ さうすぇきぇ, しぇ そっ-
やっさけき, すぇめ つせょぇお-そうかけいけそ おけめう せ きさおかうくう くぇこせてすっくけゅぇ しゃっすぇ しせかせょけ めけて すさぇゅぇ いぇ 
つけゃっおけき! 〉 ゃっかうおけき しきけ ちうゃうかういぇちうめしおけき きうおしせ, おけめう けょ しゃっゅぇ さぇいかうつうすけゅ う ぇせすっく-
すうつくけゅ, しぇきけしゃけめくけゅ う おさっぇすうゃくけゅ, てすぇくちせめっ めっょくけゅ くけゃけゅ, ゅかけぉぇかくけゅ けさゃっかけゃしおけゅ 
きさぇゃぇ, こつっかせ-さぇょうかうちせ, おけめぇ ょっかぇ うくしすうくおすうゃくけ, しぇ きけいゅけき おけめう ゃさてう せかけゅせ おけく-
すさけかっ すさぉせたぇ. ‶っしくうちう くっきぇめせ ういかぇいぇ. ¨くけかうおけ おけかうおけ せ やうきぇ めけて こさけぉうめぇ くっおぇ 
くっこぇすゃけさっくぇ ゃけもぇ いぇ いぇゃうつぇめくけてゆせ, けくう ゆっ つうくうすう しゃっ さぇょう けこしすぇくおぇ, うぇおけ めっ やう-
たけゃぇ っこけたぇかくぇ, たせきぇくうしすうつおぇ きうしうめぇ ょぇゃくけ ゃっゆ いぇゃさてっくぇ. 〉 ゃさっきっ さっこさけょせおちうめっ ぇ-
くうきぇかくけゅぇ あうゃけすぇ, けくう いぇたすっゃくうめう, おけめう ぉう ょぇ う ょぇもっ うゅさぇめせ くぇ おぇさすせ けさうゅうくぇかくけ-
しすう, くっきぇめせ おけきっ ょぇ うしこけしすぇゃっ さぇつせく, くうすう ょぇ こかぇしうさぇめせ しゃけめっ せすけこうめっ. ]ゃっ めっ くぇ 
しすさぇくう しっさうめぇ う ゃっつくけゅ ゃさぇゆぇやぇ ゅかせこけしすう, ぇ おけめせ すったくうおぇ こせきこぇ. ′うてすぇ いぇ ╃せた! – 
ょっゃういぇ めっ しゃっすぇ おけめう けょぇゃくぇ ゃっゆ こけおぇいせめっ しゃけめっ しすさぇたけすくけ ╊うちっ. ┿かすっさくぇすうゃっ くっきぇ, ぇ 
こさうきっさう いぇ うしすうくしおう せゅかっょ, くっうしこかぇすうゃう しせ!  
 ‶けくうあぇゃぇめせゆっ すさぇゅぇやっ いぇ しさっょしすゃうきぇ さぇょう けょさあぇやぇ おぇおゃけゅ つぇしけこうしぇ, ぇ う 
もせょう  しこさっきくうた ょぇ こさうこけきけゅくせ すけめ „かせょけしすう“ せ ちうもせ けょさあぇゃぇやぇ こけしかっょやっゅぇ つうくぇ 
┿こけおぇかうこしっ, ゃさっょくけ めっ たゃぇかっ しぇきけ いぇ くぇうゃくっ, おけかうおけ う ぇかうぉう おけめうき 『うゃうかういぇちうめしおう 
„╊けゅけし“ いぇきぇめぇゃぇ きぇしせ かぇおけゃっさくうた. ┿ おぇょぇ きっ こうすぇすっ け しすぇやせ しすゃぇさう せ しゃっすせ せきっすくけ-
しすう ょぇくぇし, いぇ けゃせ こさうかうおせ くぇゃっけ ぉうた, うくぇつっ, ょけぉさけ せこぇきゆっくっ さっつう, くうてすぇ きぇやっ 
すぇつくっ, ぇ おけめっ めっ ういゅけゃけさうけ っしすっすうつぇさ ╇ゃぇく 《けたす めけて 1980. ゅけょうくっ せ ‶けかうすうちう, せ 
けょゅけゃけさせ くぇ こうすぇやっ おぇおけ けちっやせめっ けくけ てすけ ょぇくぇし つうくっ せきっすくうつおう ょうかっすぇくすう う っゅいう-
ぉうちうけくうしすう, しゃぇおっ ゃさしすっ, こけこせす ゅかせこぇゃうた, っしすっすしおう ぉっしきうしかっくうた こっさそけさきぇくしぇ, ぇ しゃっ 
せ ちうもせ しおさっすぇやぇ こぇあやっ くぇ しっぉっ. ╄しすっすうつぇさ めっ けょゅけゃけさうけ: „′うめっ こけ しっぉう すけかうおけ 
しすさぇてくぇ つうやっくうちぇ ょぇ くっおけき きけあっ こぇしすう くぇ こぇきっす ょぇ しゃけめ ういきっす こさけょぇめっ せ おけくいっさ-
ゃぇきぇ, くっゅけ めっ つうやっくうちぇ, ょぇ しっ すっ おけくいっさゃっ おせこせめせ, ょぇかっおけ しすさぇてくうめぇ“, つぇお う けょ しぇきっ  
こさけゅくけいっ け おさぇめせ せきっすくけしすう!  
 
 *  
 ‶けしすけめっ ゅかっょぇやぇ ょぇ しせ ょぇくぇてやう つぇしけこうしう ゅかぇしうかぇ けこてすっゅぇ すうこぇ う ょぇ しせ くぇ 
すっけさうめしおけき う すっきぇすしおけき こかぇくせ くっこさっこけいくぇすもうゃう. 〈け こけょせこうさっ う つうやっくうちぇ ょぇ しっ 
きぇやっ-ゃうてっ うしすう ぉさけめ ぇせすけさぇ こけめぇゃもせめっ せ ゃっゆうくう つぇしけこうしぇ. ╃ぇ かう めっ すけ ょけぉさけ うかう 
かけてっ? 
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¨ょゅ. 』うやっくうちぇ てすけ きけめうた こさっすっあくけ っしすっすうつおうた, ぇ う ぇくすさけこけかけておうた すっお-

しすけゃぇ うきぇ せ ╀ょっやせ, ぇかう う せ ╀ぇゅょぇかう う ╉やうあっゃくけしすう, せ ]ぇゃさっきっくうおせ, おぇけ う せ ぉぇやぇ-
かせつおけめ [っゃっくう, くっ しきぇすさぇき おぇおけ けくう さっきっすっ けしくけゃくせ しゃさたせ すうた こせぉかうおぇちうめぇ. 〉 ╀ょっやせ 
しぇき しっ ぉぇゃうけ きうすけかけておけき すっきけき, „ぉけあうゆくうき こさぇしっすけき“, ぇかう う „しこぇしけゃょぇくけき“, け 
ゃっさしおうき けぉうつぇめうきぇ おけめう しせ くぇ すっけさうめしおう くぇつうく っかぇぉけさうさぇかう うしおせしすゃけ うい くぇさけょくけゅぇ 
あうゃけすぇ ]ゃさもうゅぇ. ╇しすけ すぇおけ, せ ]ぇゃさっきっくうおせ こうしぇけ しぇき け すっけさうめしおうき こうすぇやうきぇ しうゅ-
くぇかういきぇ. ╋うしかうき ょぇ めっ こさうさけょくけ おぇょぇ せ おやうあっゃくうき つぇしけこうしうきぇ, せい こけっすしおっ う 
こさけいくっ すっおしすけゃっ おけめう こさけうしたけょっ うい しすゃぇさぇかぇつおけゅぇ うしおせしすゃぇ ╇しすけおぇ – すめ. うしすけつくっ 
]さぉうめっ, くぇめいぇょ, う しぇしゃうき きっすぇそけさうつくけ, うい うしおけくしおけゅ しさっょうてすぇ, くぇうかぇいうきけ う くぇ さぇ-
ょけゃっ せ おけめうきぇ しせ すさぇくしこけくけゃぇくっ そけさきっ おけめっ めっ しぇいょぇかぇ うきぇゅうくぇちうめぇ おせかすせさけかけておう 
ょさせゅけめぇつうめうた しさっょうくぇ. ╅っかうき ょぇ おぇあっき, おぇおけ めっ くっきけゅせゆくけ せ こけっいうめう もせょう おけめっ こけい-
くぇめっき - ╆けさぇくぇ ╁せつうゆぇ, けょくけしくけ ╆かぇすっ ╉けちうゆ, ]さぉっ ╇ゅやぇすけゃうゆぇ, せ おけめけめ すっきぇすしおう 
うくすせうさぇきけ くぇきぇ ぉかうしおう うしおけく うい おけめっゅぇ けくぇ ょけかぇいう, くっ しぇゅかっょぇすう おぇおけ せ すぇおゃけきっ 
こっゃぇやせ, こさけょせぉもっくけ, くっ ういぉうめぇ う しâきけ うしおけくしおけ, ぉっい おけめっゅぇ こけっいうめっ おぇけ すぇおゃっ くっきぇ. 
┿ すけ くうめっ しぇきけ しすゃぇさ ]ゃさもうゅぇ, くう ╀せつうきぇ くう ╅っもっゃぇ, めけて きぇやっ しぇきけ ╉やぇあっゃちぇ, ゃっゆ 
めっ うしおけく うしおけくしおう くぇて, いぇゃうつぇめぇく. ╋けあょぇ, ぉけもっ ぇ う うしすうくうすうめっ いゃせつう, けく めっ こさぇいぇ-
ゃうつぇめぇく.  

 
 * 
 ]さっすっくっ, きうしかうきけ ょぇ ゆっ  つうすぇけちう ╇しすけおぇ しぇ いぇくうきぇやっき こさけつうすぇすう いぇこうし 
けゃけゅ さぇいゅけゃけさぇ し ╁ぇきぇ, ぇかう うきぇ かう くっつっゅぇ てすけ ぉう ]さっすっく ‶っすさけゃうゆ ゃけかっけ ょぇ こさけつうすぇ 
せ ╇しすけおせ? 
 

¨ょゅ. ‶けょ こさっすこけしすぇゃおけき, うぇおけ せすけこうめしおけき, さぇょけゃぇかけ ぉう きっ おぇょぇ ぉう ╇しすけお – 
くけゃう うしすけつくうお ]さぉうめっ, けしすゃぇさせめせゆう しゃけめせ おけくちっこちうめせ, こけきけゅぇけ う けつせゃぇやせ すさぇょうちうめっ 
おけめせ めっ くっゅけゃぇけ [ぇいゃうすぇお. ╃ぇ ぉせょっ ゅかぇしうかけ しすゃぇさぇかぇちぇ くぇ こさけしすけさせ しゃうた 〈うきけおâ, 
ういゃけさくけ こさゃぇ ょゃぇ, しぇ けぉっ しすさぇくっ 〈さっしうぉぇぉっ, ぇ けくょぇ ╀っかけゅ う 『さくけゅ, こぇ うょせゆう すぇおけ う 
いくぇすくけ しっゃっさくうめっ こけ うしすけつくけめ ゃっさすうおぇかう ]さぉうめっ, しゃっ ょけ ]せぉけすうちっ. 〉 やっきせ ぉう すさっぉぇかけ 
ょぇ くぇふせ きっしすぇ う すっおしすけゃう すっけさうめしおっ, おさうすうつおけ-おやうあっゃくっ くぇさぇゃう, かうくゅゃうしすうつおう 
こさうかけいう, つうきっ ぉう こっしくうつおぇ う こさうこけゃっょぇつおぇ ょっかぇ ょけぉうかぇ う しゃけめっ ぇょっおゃぇすくけ うしすけ-
さうめしおけ しすうかしおけ, あぇくさけゃしおけ ゃさっょくけゃぇやっ う こけょしすうちぇめ, こさっきぇ すけきっ う しゃけめせ くっけこたけょくせ 
たっさきっくっせすうつおせ こさけたけょくけしす. 
 

[ぇいゅけゃけさ ゃけょうけ ′っょっもおけ ╀けゅょぇくけゃうゆ 



 

 

╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ – 【ぇこせすぇやっ, 1987.
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╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ – ‶けくっょっもぇお, 1993.
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САВРЕМЕНА ПОЉСКА ПРОЗА 
* 

АНДЖЕЈ СТАСЈУК 
 
 

 
 

ǹǺǸǰǾ 
 
╋けめ しすさうち めっ せきさけ せ しさうめっょせ. 
╅うゃうけ めっ せ しっかせ くぇ うしすけおせ ‶けもしおっ. 〉 

ょめっすうやしすゃせ う さぇくけめ きかぇょけしすう すぇきけ しぇき こさけゃけょうけ 
しゃぇおう さぇしこせしす. ╇ぇおけ しぇき ぉうけ ゅさぇょしおけ ょうめっすっ, おけょ 
やうた しぇき しっ けしめっゆぇけ おぇけ おけょ おせゆっ. ╉ぇけ ょぇ しぇき しっ 
すぇきけ さけょうけ. ¨ょぇすかっ こけすうつっ う きけめ けすぇち. ]っかけ しっ 
くぇかぇいうかけ くぇ ゃうしけおけめ けぉぇかう. ╃けもっ めっ すっおぇけ いっかっくう, 
ゆせょもうゃう ╀せゅ. 〉 もっすけ ゃけょぇ ぉう しっ しこせてすぇかぇ う 
こけめぇゃもうゃぇかう ぉう しっ こかうゆぇちう. ╆ぇめっょくけ しぇ しっけしおうき 
ょめっつぇちうきぇ こさっかぇいうけ しぇき くぇ ょさせゅせ しすさぇくせ さうめっおっ 
うかう おぇきこけゃぇけ くぇ こめってつぇくうき けしすさゃうきぇ. 〈けき 
うしすけき さうめっおけき きけめ けすぇち めっ せ ょめっすうやしすゃせ こせすけゃぇけ ょけ 
ておけかっ せ しせしめっょくけき しっかせ: いうきう, おぇょぇ しっ いぇきさいくっ, 
せいうきぇけ ぉう おかういぇもおっ う せぉさいぇくけ おかういぇけ くっおけかうおけ おうかけきっすぇさぇ せいゃけょくけ. 〈けおけき ╃させゅけゅ 
しゃめっすしおけゅ さぇすぇ せこさぇゃけ くぇ ╀せゅせ ぉうかぇ めっ ゅさぇくうちぇ ういきっふせ けおせこぇちうけくうた いけくぇ: やっきぇつおうた 
う しけゃめっすしおうた. 〈ぇょぇ めっ きけめ しすさうおけ ぉうけ おさうめせきつぇさ. ′けゆせ しせ くぇ しけゃめっすしおけめ しすさぇくう 
つぇきちうきぇ てゃっさちけゃぇかう うくょせしすさうめしおっ こさけういゃけょっ, ぇ ゃさぇゆぇかう ぉう しっ しぇ てこうさうすせしけき. ′ぇ 
うきぇやせ きけゅぇ ょめっょぇ ぉうかう しせ しすぇちうけくうさぇくう ′うめっきちう. ╁けめくせ けこさっきせ, こさっおさうゃっくせ 
ゃっかうおうき きぇしおうさくうき きさっあぇきぇ, しおさうゃぇかう しせ せ ゃけゆやぇおせ. ‶けさけょうつくぇ かっゅっくょぇ おぇあっ ょぇ 
しせ しっ こけくぇてぇかう ゃさかけ こさうしすけめくけ. ╆ぇきめっやうゃぇかう しせ しゃけめっ ゃけめくっ けぉさけおっ いぇ しゃめっあっ 
きかうめっおけ う めぇめぇ. ╃ぇくぇ 22. めせくぇ 1941. ゅけょうくっ くっしすぇょけてっ せ いけさせ. ]っかけ めっ きけあょぇ つぇお きぇかけ 
う あぇかうかけ てすけ しせ けすうてかう. 〉 ゃさうめっきっ きけゅ ょめっすうやしすゃぇ すっ せしこけきっくっ う かっゅっくょっ おぇけ ょぇ しせ 
ぉうかっ くぇめあうゃもっ. ‶けきうめってぇかっ しせ しっ しぇ しぇょぇてやけてゆせ. ╇ しぇ きぇゅうめけき.  

╃ぇおかっ, きけめ しすさうち めっ せきさけ せ しさうめっょせ. ]ぇたさぇくぇ めっ ぉうかぇ せ こけくっょめっもぇお. ‶ぇょぇけ めっ 
しくうめっゅ. 

‶けゅさっぉくぇ きうしぇ けょしかせあっくぇ めっ せ きぇかけめ ょさゃっくけめ ちさおゃう. ‶さうめっ しすけ ゅけょうくぇ すけ めっ 
ぉうかぇ ゅさおけおぇすけかうつおぇ ちさおゃぇ. ]すさうち めっ うきぇけ けしぇきょっしっす めっょくせ ゅけょうくせ; ゅけょうくせ ょぇくぇ めっ 
ぉうけ すっておけ ぉけかっしすぇく, こぇ しきさす くうめっ ぉうかぇ ういくっくぇふっやっ. 〈けおけき ちうめっかけゅ しゃけゅ あうゃけすぇ ぉうけ 
めっ ゃぇあくぇ けしけぉぇ せ こけさけょうちう. ┺っゅけゃぇ しうすくぇ, こけおさっすもうゃぇ こさうかうおぇ せゃうめっお しっ くぇかぇいうかぇ 
せ ちっくすさせ いぉうゃぇやぇ. ┺っゅけゃぇ きうさくぇ くぇさぇゃ う ょうしおさっすぇく, ぇせすけうさけくうつぇく しきうしぇけ いぇ たせきけさ 
つうくうかう しせ ょぇ しっ くぇさけょ かうめっこう いぇ やっゅぇ. 〈けおけき しぇたさぇくっ, ぇ う おぇしくうめっ, すぇ しうかぇ 
こさうゃかぇつっやぇ うしこけもうかぇ しっ めけて めっょぇくこせす. ╄ゃけ, けおせこうかぇ しっ こけさけょうちぇ うい ょぇかっおうた 
おさぇめっゃぇ いっきもっ, もせょう, おけめう しっ くうしせ ゃうょめっかう ゅけょうくぇきぇ, ょっちっくうめぇきぇ. ╁っゆ こけしかうめっ 
しぇたさぇくっ, おぇょぇ しきけ しめっかう いぇ ょせゅっ しすけかけゃっ, けゃぇ くぇういゅかっょ すせあくぇ ちっさっきけくうめぇ こさっすゃけさうかぇ 
しっ せ きうさぇく こけさけょうつくう けょきけさ. 』ぇお う せょけゃうちぇ, きけめぇ しすさうくぇ, くうめっ けつぇめぇゃぇかぇ う 
ょめっかけゃぇかぇ めっ おぇけ こけきうさっくぇ しぇ しうすせぇちうめけき. ╉ぇけ う ょゃぇ こさけしめっょぇ しうくぇ, おぇけ う せくせちう う 
けしすぇすぇお こけさけょうちっ. ¨あぇかけてゆっくう しせ めっかう, こうかう ゃけゆくっ かうおっさっ う こさけしすけ せあうゃぇかう せ 
ょさせてすゃせ. ╇いぇ すぇきくうた こさけいけさぇ こぇょぇけ めっ さぇくう しくうめっゅ. ′っおっ さけふぇおっ こさっこけいくぇけ しぇき 
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こさうかうつくけ うくしすうくおすうゃくけ. 〈けかうおけ しせ しっ こさけきうめっくうかう う けしすぇさうかう. ‶さっこせてすぇかう しきけ 
しっ しめっゆぇやうきぇ う けしきめったうゃぇかう めっょくう ょさせゅうきぇ. ]うすくぇ う おさたおぇ しすさうつっゃぇ そうゅせさぇ 
こけめぇゃうかぇ しっ せ けゃうき せしこけきっくぇきぇ しぇしゃうき こさうさけょくけ, かうてっくぇ こぇすっすうおっ, けつうてゆっくぇ けょ 
あぇかけしすう う けつぇめぇ. ]めっすうた しっ おぇおけ しっ こさうめっ ゅけょうくせ ょぇくぇ ゃっゆ けしかぇぉもっくう しすさうおけ あぇかうけ 
ょぇ しせ しゃう やっゅけゃう しすぇさう こさうめぇすっもう けすうてかう. 〈ぇょぇ きせ きけめぇ しすさうくぇ こけすこせくけ きうさくけ 
さっつっ: „′っ ぉけめ しっ. 』っおぇめせ すっ“, う いくぇつぇめくけ こけゅかっょぇ せ こかぇそけく.  
‶うてっき けゃぇめ, さっおかけ ぉう しっ, ゃさかけ こさうゃぇすぇく くっおさけかけゅ くっ うい たうさぇ, くっゅけ うい あっもっ ょぇ 
こけおぇあっき ょぇ くぇき しきさす こけくっおぇょ けすおさうゃぇ しゃけめ しきうしぇけ. ‶けきぇあっ くぇき ょぇ しっ しさっすくっきけ, 
せあうゃぇきけ くぇ くぇつうく くぇ おけめう ぉっい すっ しきさすう すけ くっ ぉう ぉうかけ きけゅせゆっ. ┿ すぇきけ, せ ょぇかっおけき しっかせ 
きけゅ しすさうおぇ おけめう めっ こさっおけ さうめっおっ おさうめせきつぇさうけ しけゃめっすしおう てこうさうすせし, したゃぇすうけ しぇき ょぇ めっ 
しゃうきぇ くぇきぇ しきさす, うこぇお, ゃっけきぇ おけさうしくぇ せ あうゃけすせ.26 
 

‶さっゃけょ: ┿やぇ [ぇょうゆ 
 
 

ǲǻǡǨ 
 

′ぇてぇ しすぇさぇ おせめぇ こけかぇおけ せきうさっ. ╇いゅせぉうかぇ めっ くぇめこさe しかせた, いぇすうき ゃうょ う くぇ おさぇめせ 
やせた. ′け, めけて せゃっお しっ こけきぇかけ おさっゆっ う うきぇ けゅさけきぇく ぇこっすうす. ‶けくっおぇょ こけおせてぇゃぇ ょぇ かぇめっ 
くぇ くってすけ. ┸っょゃぇ しすけめう, うしこさっょ しっぉっ ゅかっょぇ けつうきぇ おけめっ くっ ゃうょっ う かぇゃっあけき ょけいうゃぇ しゃけめっ 
こしっゆっ きうしかう, きぇてすぇさうめっ; きけあょぇ ょけいうゃぇ う しゃけめせ こしっゆせ こぇきっす. ]ぇ くぇきぇ めっ こさけあうゃっかぇ 
てっしくぇっしす ゅけょうくぇ. ╃けぉうかう しきけ めっ おぇけ てすっくっ. ┸っょくけゅ かっすぇ ょけくっかぇ めせ めっ ょさせゅぇさうちぇ う 
けしすぇゃうかぇ おけょ くぇし くぇ しっかせ. ╆ぇくっきぇさうかう しきけ すぇょぇ させすうくしおけ ゃぇおちうくうしぇやっ おけめっ すさっぉぇ 
けぉぇゃうすう せ すけき ょけぉせ, う けぉけかっかぇ めっ けょ こぇさゃけゃうさけいっ. ′っおぇおけ しきけ うこぇお せしこっかう ょぇ めっ 
しこぇしうきけ. ]ゃぇおけょくっゃくけ しきけ めっ くけしうかう くぇ うくそせいうめせ う すぇおけ めっ しぇつせゃぇかう  けょ しきさすう せしかっょ 
ょったうょさぇすぇちうめっ. ╉ぇけ こけしかっょうちぇ ぉけかっしすう, けしすぇかぇ めけめ めっ しぇきけ ょっかうきうつくぇ こぇさぇかういぇ 
いぇょやうた くけゅせ. ┿ う すぇおけ めっ しかっょっゆうた こっすくぇっしす ゅけょうくぇ すさつぇかぇ しぇ ょさせゅうき こしうきぇ う 
しせしすういぇかぇ うた. ╆うきう ぉう こけくっおぇょ くっしすぇめぇかう くぇ ょゃぇ, すさう ょぇくぇ. ╀っしくっけ しぇき, ぇ くぇ おさぇめせ 
うこぇお こぇかうけ りうこ, いぇゅかぇゃもうゃぇけ しっ せ しくっゅせ う こさっすさぇあうゃぇけ こせしすっ ょけかうくっ. ′ぇかぇいうけ しぇき 
うた. ╇しちさこもっくっ, けきさてぇゃっかっ, めっょゃぇ あうゃっ う, つうくう しっ, しぇしゃうき ぉっい うょっめっ てすぇ ぉう さぇょうかう 
しぇ しゃけめけき こしっゆけき しかけぉけょけき う おぇおけ ょぇ しっ ゃさぇすっ おせゆう. ‶けおけさくけ しせ つっおぇかう ょぇ うた せくっしっき 
せ ぇせすけ, ぇ おぇしくうめっ しっ くっょっもせ ょぇくぇ くっ ぉう こけきっさぇかう し きっしすぇ, めっょうくけ ょけ つうくうめっ しぇ たさぇくけき.  

╇くぇつっ, おせめぇ めっ ぉうかぇ くぇめしすぇさうめぇ. ]ゃう くぇてう こしう しせ やっくう こけすけきちう: ょっちぇ, せくせつぇょ 
う こさぇせくせつぇょ. ′ぇ しっかせ, せ せしかけゃうきぇ ゅけすけゃけ こけすこせくっ しかけぉけょっ, すっておけ うた めっ ぉうかけ 
しぇつせゃぇすう. ‶さうかうつくけ しせ かせおぇゃう こしう, ぇ おぇょ しっ さぇょう け こさけょせあぇゃぇやせ ゃさしすっ, ぉうゃぇめせ う すさう 
こせすぇ かせおぇゃうめう. ′ぇおけく てすけ めっ すさっゆう こせす ょけぉうかぇ きかぇょっ, おせめせ しきけ しすっさうかうしぇかう. ‶けしすぇかけ 
                                                        
26 ‶さうこけゃうめっすおぇ „]すさうち” (Wせめっお) こけすうつっ うい いぉうさおっ おさぇすおうた う あうゃけこうしくうた こさうこけゃうめっすおう Nie 
ma ekspresów przy cóЈtych drogach (′っきぇ っおしこさっしぇ こけさっょ あせすうた こせすっゃぇ, 2013). ╉ぇけ う 
ゃっゆうくぇ やっゅけゃうた いぉうさおう, う けゃぇ めっ いぇしくけゃぇくぇ くぇ こせすけゃぇやうきぇ う うしおせしすゃうきぇ しぇ うしすうた. ╃けお 
つうすぇきけ けゃっ こさうこけゃうめっすおっ, うきぇきけ けしめっゆぇめ おぇけ ょぇ ゅかっょぇきけ さっこけさすぇあせ せ おけめけめ しぇき ぇせすけさ 
こさっょしすぇゃもぇ ゃけょうつぇ. ]ゃっ こさうつっ しせ ゃっけきぇ かうつくっ う しすうつっきけ せすうしぇお おぇけ ょぇ しかせてぇきけ こさうつっ 
しすぇさけゅ こさうめぇすっもぇ, おけめう あっかう ょぇ こけょうめっかう しぇ くぇきぇ しゃけめせ あうゃけすくせ きせょさけしす. ╀ぇて おぇけ てすけ すけ 
つっしすけ しさっゆっきけ せ やっゅけゃけめ こさけいう, ]すぇしめせお う せ けゃけめ いぉうさちう こさうおぇいせめっ しっかけ しゃけめっ ぉぇおっ う ょめっょぇ せ 
おけめっ めっ つっしすけ けょかぇいうけ, ぇかう う きくけゅっ おさぇめっゃっ おけめっ めっ こけしめっすうけ. ‶けおぇいせめっ ょぇ しせ もせょう しゃせょぇ うしすう う 
ょけあうゃもぇゃぇめせ うしすぇ けしめっゆぇやぇ くぇ うしすう くぇつうく う ょぇ めっ つぇお う しきさす しゃせょぇ うしすぇ. ┸せくぇお こさうこけゃうめっすおっ 
めっ いさっけ つけゃめっお, おけめう ゅけゃけさう け しゃけめうき ゅけさおうき うしおせしすゃうきぇ, ぇかう う かうめっこうき しめっゆぇやうきぇ. ╆ぉうさおぇ 
Nie ma ekspresów przy cóЈtych drogach こさっょしすぇゃもぇ しおせこ さぇいきうてもぇやぇ け あうゃけすせ せ しゃうめっすせ 
おけめう しっ くっこさっしすぇくけ きうめっやぇ. ┸っょうくぇ しすゃぇさ おけめぇ けしすぇめっ くっこさけきうめっやっくぇ しせ こせすけゃぇやぇ, おけめぇ きけゅせ 
ょぇ くぇき こけきけゅくせ ょぇ こさけくぇふっきけ しきうしぇけ あうゃけすぇ. 
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くぇき めっ きせつくけ やっくけ さぇいきくけあぇゃぇやっ. ╅うゃっかう しきけ すぇょぇ こけ ういくぇめきもっくうき おせゆぇきぇ, 
しすぇかくけ せ しっかうょぉう, くっおぇょ う くぇ しっかせ, ゅょっ ぉう しっ もせょう めっあうかう せゅかっょぇゃてう こしぇ ゃっゆっゅ けょ 
きぇつおっ, こしぇ おけめう かせすぇ しぇき. (╃ぇ, しっかけ しっ こかぇてう くっこけいくぇすうた こぇしぇ, めっさ くっこけいくぇすう こしう 
せめっょぇめせ, う すけ ゃうてっゃっおけゃくけ せぉっふっやっ くうてすぇ くっ きけあっ けしこけさうすう. 〈け せぉっふっやっ めっ, うくぇつっ, 
けこさぇゃょぇくけ...) 

′ぇてぇ おせめぇ めっ ぉうかぇ こうすけきぇ. ┺っくう せくせちう う こさぇせくせちう しせ いくぇかう ょぇ いぇおけもせ 
おけきてうめうくせ けゃちせ. 〈ぇょぇ ぉうた こしけゃぇけ しっぉう せ ぉさぇょせ, ぇかう こけきうさもうゃけ せいうきぇけ くけゃぇち う 
こかぇゆぇけ いぇ こしっゆせ さぇいけくけょせ. ┿ けくぇ くうおぇょ くうおけきっ くうめっ くぇせょうかぇ. ┸っょくけき めっ, ゃけふっくぇ 
ょぇかっおうき ったけき うくしすうくおすぇ, こしうゆうきぇ ょけくっかぇ こけけょさぇしかけ こうかっ, ぇ ょぇ ゅぇ くうめっ くう くぇめきぇやっ 
こけゃさっょうかぇ. ′けしうかぇ ゅぇ めっ せ ゃうかうちう こぇあもうゃけ, おぇけ ょぇ くけしう てすっくっ. 』うくうかけ しっ ょぇ しっ 
しすうょう すけゅ しゃけゅ くっしすぇてかせおぇ. ╉ぇょ めせ めっ けしかけぉけょうかぇ, こすうちぇ しっ せしこさぇゃうかぇ う ゃさぇすうかぇ 
しゃけめうきぇ. 

‶けしきぇすさぇき めっ おぇおけ かっあう くぇ すっさぇしう, けぉぇしめぇくぇ いうきしおうき しせくちっき. ╉さいくけ めけめ めっ 
あせすけ, やせておぇ くってすけ すぇきくうめぇ, ぇ せてう けぉってっくっ. ┾せおぇち めっ くぇめつうしすうめっ おさゃう. 〈っておけ めっ 
けょゅけくっすくせすう おぇおゃっ しせ しっ すけ さぇしっ きけさぇかっ しさっしすう せ こさけてかけしすう う こけきってぇすう, ょぇ ぉう しっ 
やっくぇ こけきぇかけ おけきうつくぇ, こけきぇかけ くっいゅさぇこくぇ, くけ ょけぉさけゆせょくぇ こけめぇゃぇ いぇょっしうかぇ せ くぇてっき 
ょけきせ こさっ てっしくぇっしす ゅけょうくぇ.  ╇こぇお しせ すう やっくう ゅっくう ぉうかう めぇおう, めっさ しせ せくせちう う こさぇせくせちう 
ょけかぇいうかう くぇ しゃっす くっこさけきっやっくっ すぇきくけあせすっ ぉけめっ う しぇ うしすうき おかっきこぇゃうき せてうきぇ. ╊っあう 
しぇょぇ くぇ けしせくつぇくけめ すっさぇしう, う ゅけすけゃけ くっこさっおうょくけ しこぇゃぇ. ╉ぇょ めけめ くっおけ けょ くぇし こさうふっ めぇおけ 
ぉかういせ, こけょうあっ ゅかぇゃせ. 〈っておけ めっ こさけちっくうすう ょぇ かう くぇし こさっこけいくぇめっ. [ぇょせめっ しっ おぇょぇ めっ 
きぇいうきけ う ょけょうさせめっきけ. ¨くぇおけ, おぇけ すけおけき ちっかけゅ あうゃけすぇ. ┿かう しぇょぇ こけょしっゆぇ くぇ しすぇさせ, 
ょけすさぇめぇかせ しすぇいせ. ╇ぇおけ しっ ぉかうあう いうきぇ, ゅせぉう おさいくけ, おけめっ めっ くっおぇょ ぉうかけ こけこせす ゅせしすけ 
いぉうめっくっ こけしすぇゃっ う いぇたゃぇもせめせゆう おけめっき しっ きけゅかぇ しおかせこつぇすう せ しくっゅせ う いぇしこぇすう, くけしぇ 
こさっおさうゃっくけゅ さっこけき. 

‶けさっょ すけゅぇ, めぇおけ めっ しきさてぇかぇ. ╉ぇょ せしすぇくっ, ういゅかっょぇ おぇけ しおっかっす けぉかっこもっく 
こさもぇゃけあせすけき ゃぇすけき. ┸っょゃぇ しすけめう. 〈っすせさぇ しっ, こけしさゆっ. 〉しこっゃぇ ょぇ くぇこさぇゃう ょっしっすぇお 
おけさぇおぇ う けょきぇた しっ ゃさぇゆぇ ょけ しゃけゅ かっあぇめぇ. ╆ぇせょぇさぇ. ┸っょくけしすぇゃくけ しきさょう くぇ しすぇさけしす. ′ぇ 
すっかけ おけめっ こさっしすぇめっ ょぇ しっ おさっゆっ. 〉 すけき ゃけやせ めけて せゃっお こさけくぇかぇいうき すさぇゅけゃっ やっくけゅ 
しすぇさけゅ こしっゆっゅ きうさうしぇ, おけめう めっ こさぇすうけ おぇょ しっ ゃさぇゆぇかぇ しぇ おうてっ う ゃっすさぇ. ┿かう うきぇ ゅぇ しゃっ 
きぇやっ. 』ぇお めけめ う つってぇやっ ういうしおせめっ しゃっ ゃっゆう くぇこけさ. ╇ すぇ うしおけくしおぇ こしっゆぇ いぇくうきぇちうめぇ いぇ 
やせ こけしすぇめっ くっょけしすうあくぇ. 【ぇこぇ くっ ょけしっあっ ょけ しゃけゅ ちうもぇ う かっぉょう せ こさぇいくうくう. 

╆ぇ しぇょぇ めっ いうきぇ すけこかぇ う くっきぇ しくっゅぇ, こぇ きけあっ ょぇ ぉせょっ くぇ すっさぇしう. ╀うゆっ すっておけ 
おぇょ しすうゅくせ きさぇいっゃう. ╉せめぇ めっょくけしすぇゃくけ ゃさてう くせあょせ うしこけょ しっぉっ. ╉ぇょ しせ ぉけもう ょぇくう, 
こさけてっすぇ くっおけかうおけ きっすぇさぇ, ぇかう つっしすけ すけ けょさぇょう すせ, こけさっょ かっあぇめぇ. ╉ぇおけ ょぇ めけめ 
いぇきっさうきけ おぇょ めけめ めっ, こけさっょ もせょしおけゅ ょけょうさぇ, たさぇくぇ めけて めっょうくぇ こさっけしすぇかぇ さぇょけしす. ┸っょっ 
こけたかっこくけ, しすさぇしすゃっくけ う すさっぉぇ こぇいうすう くぇ いせぉっ おぇょ めけめ しっ てすぇ ょぇめっ. ╋うさうし ゆっ けしっすうすう 
すっお おぇょ めけめ しっ くってすけ こけすせさう こけょ しぇき くけし. ┿ う すぇょぇ やせてう けおけかけ, くぇしせきうちっ, う くぇ おさぇめせ 
しかせつぇめくけ こけゅけょう. 〈っておけ めっ こさけちっくうすう ょぇ かう めけめ めっ, こさう すぇおけ しかぇぉけき やせたせ, けしすぇかけ うてすぇ 
けょ つせかぇ せおせしぇ. ╇かう きけあょぇ しぇきけ ゅせすぇ, せしうしぇゃぇ たさぇくせ ゃけふっくぇ こさゃけぉうすくうき うくしすうくおすけき, 
ょぇ ぉう しっ くぇおけく くっおけかうおけ しぇすう さってうかぇ すっさっすぇ くっこけしさっょくけ すせ, こけさっょ しっぉっ. ╆ぇすけ しっ 
こかぇてうき いうきっ う くぇょけかぇいっゆうた きさぇいっゃぇ. ╋けさぇゆっきけ めっ こさっくっすう せ おせゆせ う しこさっきぇすう いぇ 
やけき しゃぇおけゅ めせすさぇ, う こさっおけ ょぇくぇ うしすけ, めっさ くっ こけおぇいせめっ くう くぇめきぇやう いくぇお ょぇ あっかう 
くぇこけもっ. ╊うてっくぇ しこけしけぉくけしすう おさっすぇやぇ, こさっしすぇかぇ めっ ょぇ ょぇめっ いくぇおっ. 

‶けくっおぇょ きっ くっさゃうさぇ. 〉つうくう きう しっ ょぇ しすぇさう う こさけこぇょぇ くぇきぇ くぇ てすっすせ, ょぇ くぇき 
しっ うくぇすう. ╃っしっすぇお こせすぇ ょくっゃくけ うしこさっつう きう しっ やっくけ ういきせつっくけ すっかけ, こさっしおぇつっき めっ う 
すぇょぇ しっ ょってぇゃぇ ょぇ くぇ すさっく けしっすうき あぇけおせ くっしすさこもっやぇ. ╉ぇけ ょぇ いぇめっょくけ しぇ やっくうき 
あうゃけすけき うてつっいぇゃぇめせ う きけめぇ こけいうすうゃくぇ けしっゆぇやぇ こさっきぇ やけめ. ╇きぇ せ すけきっ くっおっ 
けおさせすくけしすう, くっいぇゃうしくっ けょ きけめっ ゃけもっ. ¨くょぇ しっ しぇゅうやっき う きうかせめっき めっ. ′っおぇょ しぇき すけ 
さぇょうけ うくしすうくおすうゃくけ, ぇ しぇょぇ すけ さぇょうき しゃっしくけ. 
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‶うてっき け しゃっきせ すけきっ, めっさ こけ こさゃう こせす こけしきぇすさぇき しこけさせ, ょせゅせ しきさす ぉうゆぇ し 
おけめうき しぇき ゅけょうくぇきぇ ょっかうけ ゅけすけゃけ しゃぇおう すさっくせすぇお. [ぇいゅけゃぇさぇき け すけきっ しぇ もせょうきぇ, ぇ 
けくう きっ しぇゃっすせめせ ょぇ ぉう くぇめさぇちうけくぇかくうめっ ぉうかけ せしこぇゃぇすう めっ. (〉いゅさっょ さっつっくけ, いぇくうきもうゃ 
めっ すけ っせそっきういぇき. ′うおけ くっ ゅけゃけさう «せぉうすう». ]ゃう ゅけゃけさっ «せしこぇゃぇすう», おぇけ ょぇ ゅけゃけさっ け 
くっつっき ぉかぇゅけき, こさうゃさっきっくけき.) ╆くぇき ょぇ めっ すけ さぇちうけくぇかくけ う ょぇ しっ すぇおけ さぇょう, う ょぇ すう 
おけめう すけ さぇょっ けしっゆぇめせ ょぇ しせ けかぇおてぇかう あうゃけすうやう, しおさぇすうかう めけめ きせおっ う こけくっかう しっ 
もせょしおう. ╇ きっくう めっ すけ うしすけ こぇょぇかけ くぇ こぇきっす. ╇こぇお, けょかせつうかう しきけ ょぇ ゆっ ぉうすう 
ょさせゅぇつうめっ.  

′ぇしすぇめせ けゃう さっょけゃう しかうつくう こけしきさすくけき しかけゃせ, うかう せしこけきっくう くぇ めっょぇく あうゃけす, 
めっさ くうおぇょ さぇくうめっ くうしぇき ぉうけ しゃっょけお すぇおけ ょせゅけゅ, しうしすっきぇすうつくけゅ う ょっすぇもくけゅ 
こさけこぇょぇやぇ ぉうゆぇ, おけめっ ゆっ しっ くぇ おさぇめせ こさっすゃけさうすう せ かって. ╂かっょぇき すけゅ こしぇ う きうしかうき け 
しっぉう う け しゃうき すうき もせょうきぇ おけめう こけかぇおけ ういきうつせ, うしおさぇょぇめせ しっ うい しゃけめうた いっきぇもしおうた 
けぉかうつめぇ. ‶けしきぇすさぇめせゆう ゅぇ, くっ きけゅせ ょぇ しっ けしかけぉけょうき しかうおっ つけゃっつぇくしすゃぇ せ こさけちっしせ 
せきうさぇやぇ. ′ぇて あせすう ぉっしおけさうしすぇく こぇし (くうすう かぇめっ, くうすう しっ せきうもぇゃぇ, くう さっこけき ょぇ 
いぇきぇてっ; くっ さぇょせめっ しっ こけいょさぇゃせ, くっ ょぇ しっ さぇいゃっしっかうすう) こさっすゃぇさぇ しっ せ くってすけ, つっゅぇ しっ くぇ 
おさぇめせ すさっぉぇ さってうすう. ╃ぇ, くっおう しぇゃっすせめせ ょぇ すけ せさぇょうきけ てすけ こさっ, ょぇ しっぉっ こけてすっょうきけ 
ぉさうゅぇ, ぇ おせめう しおさぇすうきけ きせおっ. ‶ぇ くうてすぇ しっ ゃうてっ くっゆっ こさけきっくうすう, くぇいぇょ しっ くっ きけあっ. 
╇やっおちうめぇ う おさぇめ. ╋けゅぇけ ぉうた つぇお う しぇき すけ ょぇ せさぇょうき. ╉ぇょ めっ すさっぉぇかけ, おかぇけ しぇき けゃちっ う 
おけいっ. ┿かう しっ うい くっおうた くっこけいくぇすうた さぇいかけゅぇ くっ きけゅせ けしかけぉけょうすう きうしかう け もせょうきぇ おけめう 
かっあっ こけ しゃうき すうき ぉさうあもうゃけ しぇおさうゃっくうき きっしすうきぇ こさっょけょさっふっくうき いぇ せきうさぇやっ. ╇ 
けくう しせ ぉっしおけさうしくう. ╉けてすぇめせ っくっさゅうめっ, こぇさぇ う こけしかぇ. ╇いぇいうゃぇめせ くっしすさこもっやっ うかう 
さぇゃくけょせてくけしす. ╆くぇき おぇおけ すけ ぉうゃぇ, きくけゅけ こせすぇ しぇき ゅかっょぇけ: せ しけぉせ せかぇいっ すさう, つっすうさう 
けしけぉっ せ ぉっかうき きぇくすうかうきぇ う しぇ させおぇゃうちぇきぇ けょ かぇすっおしぇ. ╃ゃっ こけょうあせ ゅけすけゃけ 
ぉっしすっあうくしおけ すっかけ, ぇ けしすぇかう せ ょゃぇ きうくせすぇ しおうょぇめせ こっかっくせ, ぉさうてせ う しすぇゃもぇめせ くけゃせ. ╆ぇ 
すさう きうくせすぇ くっきぇ くう すさぇゅぇ けょ こさっふぇてやっゅ ょってぇゃぇやぇ. ]ぇきけ しっ せ ゃぇいょせたせ けしっすう つせょぇく, 
もせょしおけ-くっもせょしおう きうさうし. ┿ きけあょぇ めっ すけ いぇうしすぇ きうさうし つけゃっおぇ, う きう ゅぇ しっ ゅぇょうきけ, 
こかぇてうきけ; こさけゅぇやぇ くぇし う いぇすけ ゅぇ いぇすゃぇさぇきけ せ すぇ ょぇかっおぇ, しおさけゃうすぇ きっしすぇ. ‶かぇゆぇきけ すっ 
もせょっ しぇ させおぇゃうちぇきぇ けょ かぇすっおしぇ ょぇ ゅぇ せきっしすけ くぇし せょうてせ. ‶かぇゆぇきけ うた ょぇ こさぇゃっ 
ょさせてすゃけ しきさすう. ′ぇ おさぇめせ うた こかぇゆぇきけ う いぇ すけ ょぇ せ くっおけき しきうしかせ せきうさせ せきっしすけ くぇし. 
┸っさ ぇおけ せつっしすゃせめっきけ せ しきさすう ょさせゅうた, せ しきさすう ぉかうしおうた, う しぇきう こけきぇかけ せきうさっきけ, う 
しぇきう こけしすぇめっきけ こけょかけあくうめう しきさすう. ┸っょくけしすぇゃくけ こかぇゆぇきけ いぇ めけて めっょくせ せしかせゅせ, おぇおけ 
くっ ぉう すさぇゆうかう しけこしすゃっくけ ゃさっきっ. ′っ ぉう せょうしぇかう すぇめ ゃぇいょせた. 

』せょくぇ めっ すぇ くぇてぇ ちうゃうかういぇちうめぇ. ]こぇてぇゃぇ, つせゃぇ, こさけょせあぇゃぇ くぇき あうゃけす. ┿ 
うしすけゃさっきっくけ くぇし つうくう ぉっしこけきけゆくうき こさっょ しきさゆせ. ′っ いくぇきけ おぇおけ ょぇ しっ こけしすぇゃうきけ 
こさっきぇ やけめ. ╋けめせ ぉぇおせ しせ いぇ しぇたさぇくせ おせこぇかっ う けぉかぇつうかっ すっすおっ う おけきてうくうちっ. ╋けめ 
おけきてうめぇ めっ せきさけ おけょ おせゆっ. ┻っさおぇ ゅぇ めっ けょゃっかぇ うい ぉけかくうちっ, めっさ くうめっ きけゅかぇ ょぇ ょけいゃけかう 
ょぇ せきさっ きっふせ くっこけいくぇすうきぇ. ╉けきてうめぇ しっ ょせゅけ きせつうけ, う けくぇ めっ きけさぇかぇ ょぇ くぇせつう しゃっ すっ 
きっょうちうくしおっ いぇたゃぇすっ, おぇけ う ょぇゃぇやっ きけさそうめせきぇ. ╇ けく めっ せきさけ せ しゃけめけめ しけぉう, しぇ 
こけゅかっょけき くぇ いっかっくっ ぉさっあせもおっ, おけめっ めっ いぇ あうゃけすぇ ゅかっょぇけ しゃぇおけゅ めせすさぇ. ′け, やうたけゃっ 
しきさすう しせ ぉうかっ ゅけすけゃけ せすけこうめしおっ. 
 ‶けくっおぇょ きっ けこしっょぇ ゃういうめぇ ゅさぇょぇ, ゃっかうおけゅ ゅさぇょぇ せ おけめっき しゃう せきうさせ, けしすぇめせゆう せ 
しゃけめうき しすぇくけゃうきぇ. ′ぇ ゃうしけおうき しこさぇすけゃうきぇ きけょっさくうた しけかうすっさぇ, せ くぇしっもうきぇ 
いぇすゃけさっくけゅ すうこぇ, てすけ ぉうゃぇめせ こせしすう けょ めせすさぇ ょけ ゃっつっさう, おぇょ うた もせょう こけくけゃけ こさっこかぇゃっ, 
けゅさぇふっくうき すぇくおうき いうょけゃうきぇ けょ せかうつくっ ゃさっゃっ, けょ せいぉせさおぇくっ ゅさぇぉもうゃっ しすうたうめっ 
しぇゃさっきっくうた きっすさけこけかぇ, せしさっょ くっこさっおうょくけゅ ちゃうもっやぇ ゅさぇょぇ, しぇ ぉかっょけき しゃっすかけてゆせ 
くっけくぇ せ いっくうちぇきぇ おけめっ ゅせぉっ しめぇめ. 〈ぇおゃぇ きっ ゃういうめぇ けこしっょぇ. ╃ぇ しっ くっ せきうさっ せ ぉけかくうちぇきぇ, 
しすぇさぇつおうき ょけきけゃうきぇ, ゃっゆ しぇきけ おけょ おせゆっ, うかう せ しすぇくけゃうきぇ, せ おけめうきぇ くぇめゃっゆう ょっけ 
ゃさっきっくぇ いめぇこう こさぇいくうくぇ. 〈っておけ くぇき めっ ょぇ つせゃぇきけ こしぇ, ょぇ ゅぇ ういゃけょうきけ せ てっすやせ, ぇ 
おぇおけ ぉう しっ すっお しくぇかぇいうかう しぇ しぇきさすくうおけき? ╉ぇおけ しこせしすうすう おけゃつっゅ しぇ けしきけゅ しこさぇすぇ? 
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╊うそすけき せ せしこさぇゃくけき こけかけあぇめせ? ┿ けくょぇ? ╉ぇおけ しこさけゃっしすう こけゅさっぉくせ こけゃけさおせ せ 
せしかけゃうきぇ ゅさぇょしおっ ゅせあゃっ? ‶さけぉうめぇすう しっ ょけ ちさおゃっ, ぇ けくょぇ くぇ ゅさけぉもっ, すさせぉっゆう う ょぇめせゆう 
しゃっすかけしくっ しうゅくぇかっ, おぇおけ けしすぇかう けあぇかけてゆっくう くっ ぉう いぇかせすぇかう? 
 』ぇお しせ しっ う くぇ しっかせ こさけきっくうかう こけゅさっぉくう けぉうつぇめう. ╉ぇょぇ しきけ しぇたさぇやうゃぇかう 
ぉぇおせ, こけゃけさおぇ しっ つっすうさう おうかけきっすぇさぇ ゃせおかぇ こけ ゃさせゆうくう けょ ちさおゃっ ょけ ゅさけぉもぇ, ぇ おけゃつっゅ 
しせ くぇ かっふうきぇ くけしうかう つかぇくけゃう こけさけょうちっ. ╉ぇょぇ しきけ せ すけき うしすけき しっかせ くっょぇゃくけ 
しぇたさぇやうゃぇかう せめぇおぇ, もせょう しせ こっておっ うてかう ょけ おさぇめぇ くぇしっもぇ, いぇすうき しせ しっ ゃさぇすうかう ょけ 
ちさおゃっ こけ こぇさおうさぇくっ ぇせすけきけぉうかっ, う やうきぇ しっ けょゃっいかう ょけ ゅさけぉもぇ すさぇゅけき きさすゃぇつおうた 
おけかぇ. 

]ゃっ くぇし ゃうてっ うきぇ う しゃっ ゃうてっ くぇし ゆっ せきうさぇすう せ しぇきけゆう. 〈ぇおけ ゆっ ぉうすう ぉぇさ ょけお 
くっ こさけくぇふっきけ ぉっしきさすくけしす. ′け, つうくう しっ ょぇ ゆっ つぇお う すぇ めっょくけき こさけくぇふっくぇ ぉっしきさすくけしす 
ぉうすう めっょくぇおぇ せしぇきもっくけしすう, てすけ しっ さぇいゃかぇつう ょけ ぉっしおさぇめぇ. ┸っさ け つっきせ ょぇ ゅけゃけさう 
ぉっしきさすくうお しぇ しきさすくうおけき, おけめう くうめっ きけゅぇけ しっぉう ょぇ こさうせてすう ゃっつくう あうゃけす? 

[ぇいきうてもぇき け すぇおゃうき しすゃぇさうきぇ いぇたゃぇもせめせゆう くぇてけめ おせめう. ╃ぇくぇし めっ 
いぇたかぇょくっかけ, すっ しぇき くぇ すっさぇしう くぇこさぇゃうけ くってすけ くぇかうお くぇ こしっゆせ おせゆうちせ. ¨ぉかけあうけ しぇき 
めっ ゆっぉぇょうきぇ ういくせすさぇ う しこけもぇ. ╉せめぇ しっ しおかせこつぇかぇ う しこぇゃぇ. ]こぇゃぇ ぉっい こさっしすぇくおぇ. 
〉うしすうくせ, くうてすぇ しっ くう ぉう ょけゅけょうかけ ょぇ めけめ ょぇきけ うやっおちうめせ. ]ぇきけ ぉう くぇしすぇゃうかぇ ょぇ 
しこぇゃぇ. ′っ ぉう ゃうてっ ゃさてうかぇ くせあょせ うしこけょ しっぉっ, くっ ぉう しっ すっすせさぇかぇ, くっ ぉう ゃうてっ ゃせおかぇ 
しゃけめっ いぇょやっ てぇこっ, こさっしすぇかぇ ぉう ょぇ めっょっ しけこしすゃっくう ういきっす. ‶さっしすぇかぇ ぉう やっくぇ こぇすやぇ う 
きう ぉうしきけ けょぇたくせかう, めっさ せけこてすっ くうめっ かぇおけ ゅかっょぇすう おぇおけ くっおけ (めっ か' こぇし くっおけ?) めっょっ 
しけこしすゃっくう ういきっす. 

′うてすぇ しっ くっ ぉう ょっしうかけ. 』けゃっお きけさぇ ょぇ こさっょゃうょう ょってぇゃぇやぇ, う ぇおけ すさっぉぇ, ょぇ 
こさっせしきっさう やうたけゃ すけお. 』うくう しっ ょぇ しきけ しっ いぇたゃぇもせめせゆう すけきっ くぇてかう すせ ゅょっ しきけ. ╇ 
くうてすぇ くぇし くっゆっ いぇせしすぇゃうすう. ╉ぇけ う ょけ しぇょぇ, さぇすけしうもぇゆっきけ しっ ぉっしおけさうしくけゅ あうゃけすぇ. 
′っょぇゃくけ しきけ くぇせつうかう おぇおけ ょぇ ゅぇ こさけょせあうきけ, すっ ょぇめっきけ しっぉう いぇ こさぇゃけ う ょぇ ゅぇ 
こさっおさぇすうきけ. ¨ょ こさっ くっおけゅ ゃさっきっくぇ こけくぇてぇきけ しっ おぇけ ょぇ しゃっ いぇゃうしう けょ くぇし. ′っおぇょぇ 
ょぇゃくけ, こさっ っこけたっ たせきぇくういきぇ, しきさす めっ ぉうかぇ けおさせすくぇ, せゃっお めっ ょけかぇいうかぇ こさっさぇくけ, ぇかう 
あうゃけす めっ すさぇめぇけ ょけ しぇきけゅ おさぇめぇ. ]せょぉうくぇ めっ けょかせつうゃぇかぇ け すけきっ. ]せょぉうくぇ こけかぇおけ 
こけしすぇめっ こさけてかけしす. ′っゆっ めっ ゃうてっ ぉうすう. ╆ぇ しぇょぇ めっ うい くぇてっ しゃぇおけょくっゃうちっ せおかぇやぇきけ せ 
ぉけかくうちっ う きさすゃぇつくうちっ. ┿ こけしかっ ゆっきけ しっ ょけたゃぇすうすう ゃさっきっくぇ. ¨ょかせつうゃぇゆっきけ け すけきっ 
おぇょぇ しきさす すさっぉぇ ょぇ ょけふっ. 

╃けお こうてっき, ぉぇちぇき こけゅかっょ くぇ すっさぇしせ. ╉せめぇ しっ くぇめっかぇ う けこっす しおかせこつぇかぇ せ しゃけめけめ 
めぇいぉうくう けょ ゆっぉぇょう う ゃさっゆぇ いぇ しこぇゃぇやっ. ′ぇてっ すぇきくけしうゃけ きぇつっ せかぇいう せ おせゆうちせ う せゃうめぇ 
しっ すうお こけさっょ やっ, せ すけこかけすう すっかぇ おけめっ しっ かぇゅぇくけ たかぇょう.27 

 
‶さっゃけょ: ╃さぇゅぇくぇ ]こぇしうゆ 

 
╀っかっておぇ け こうしちせ 
 
ǨȕȌȎȍȯ ǹȚȈșȯțȒ (1960, ╁ぇさてぇゃぇ), うしすぇおくせすう しぇゃさっきっくう こけもしおう こうしぇち, aせすけさ めっ ゃうてっ けょ 
ょっしっす おやうゅぇ こさけいっ, こさうこけゃっすおう う ょさぇきぇ. ′ぇ しさこしおけき めっいうおせ けぉめぇゃもっくう しせ やっゅけゃう さけきぇくう 
„╀っかう ╂ぇゃさぇく“ (2004) う „╃っゃっす“ (2011), すっ こせすけこうしくぇ こさけいぇ „′ぇ こせすせ いぇ ╀ぇぉぇょぇゅ“ (2009), いぇ 
おけめせ めっ 2005. ゅけょうくっ ょけぉうけ くぇめいくぇつぇめくうめせ こけもしおせ おやうあっゃくせ くぇゅさぇょせ ′うおっ. ┿くょあっめ ]すぇしめせお めっ 
ゃかぇしくうお ういょぇゃぇつおっ おせゆっ Czarne, おけめぇ, ういきっふせ けしすぇかけゅ, けぉめぇゃもせめっ ょっかぇ しさこしおうた ぇせすけさぇ 
こさっゃっょっくうた くぇ こけもしおう めっいうお. 

                                                        
27 ‶さうつぇ „╉せめぇ“ こけすうつっ うい いぉうさおっ こさうつぇ „Grochów“ (2012). ′ぇ しさこしおけき めっいうおせ めっ ゃっゆ けぉめぇゃもっく こさっゃけょ 
けゃっ こさうつっ せ つぇしけこうしせ ╋けしすけゃう (ぉさ. 155-156/2013).  ¨しかぇやぇめせゆう しっ くぇ うょっめせ ょぇ しゃぇおう くけゃう こさっゃけょ 
ょけこさうくけしう ゃさっょくけしすう おやうあっゃくけゅ ょっかぇ, う けきけゅせゆぇゃぇ くけゃけ, ょさせゅぇつうめっ つうすぇやっ う うくすっさこさっすぇちうめせ, 
せしせょうかう しきけ しっ ょぇ けゃけき こさうかうおけき つうすぇけちうきぇ こけくせょうきけ ぇかすっさくぇすうゃくう こさうおぇい ]すぇしめせおけゃっ ╉せめっ. 
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СЛАВОМИР МРОЖЕК 
 
 

 
 

ǴǶǡ ǷǸǰǡǨǺǭǢ ǵǭǯǵǨǵǰǲ 
 

 

╋っふせ くっこけいくぇすうき ゅかぇしけゃうきぇ せかうちっ いぇつせた ゅかぇし おけめう くうしぇき けょきぇた きけゅぇけ ょぇ 
さぇいぇいくぇき. ╇ぇおけ ぉってっ きくけゅけ すうてう くっゅけ せけぉうつぇめっくう ゅかぇしけゃう, ぇ せい すけ めけて う くっけぉうつぇく, 
ぉうけ めっ けょ やうた ういさぇあっくうめう. ╃けこうさぇけ めっ ういぉかういぇ, ぇかう くうしぇき いくぇけ けょぇおかっ. ╊ぇおけ 
すさっこっさっやっ, こさうゅせてっくう てせき おけめう しっ つぇし こけめぇつぇゃぇけ, つぇし せすうてぇゃぇけ, すぇおけ, おぇけ ょぇ めっ くっおけ 
くっおけゅぇ こけおせてぇゃぇけ せ てすけゅけょ ょぇ せぉっょう, てぇこぇすけき, ぇかう いぇすけ しすさぇしすゃっくけ. 
 ╆ぇしすぇょけた う けすおさうた ういゃけさ すけゅ いゃせおぇ. ╇いくぇょ しぇきっ こけゃさてうくっ せかうちっ ぉうけ めっ 
こさけいけさつうゆ こけょさせきぇ, めっょぇく けょ けくうた くぇ おけめっ くうおけ くっ ゅかっょぇ しこけもぇ, ぇ う さっすおけ おけ おさけい 
やっゅぇ ゅかっょぇ ういくせすさぇ, すっお こけおぇすおぇょ う めっょくけき せ 
くっおけかうおけ きっしっちう, うかう こぇお くっおけかうおけ ゅけょうくぇ, 
こさうかうおけき おさぇすおうた こけしっすぇ きさぇつくけゅ う こさもぇゃけゅ 
こけょさせきぇ. ¨くうた くっさぇょうた こけしっすぇ ういぇいゃぇくうた 
しうかけき こさうかうおぇ, おぇょ すさっぉぇ せ こけょいっきもっ, こけょ しぇきけ 
ょくけ あうゃけすぇ, けょかけあうすう くっおう こさっょきっす おけめう 
くうおけきっ ゃうてっ くっ おけさうしすう, うかう こけくせょうすう こぇちけゃっ 
けすさけゃけき. ╇いぇ あうちぇ いぇさふぇかっ さってっすおっ おけめけき めっ 
ぉうけ けおけゃぇく すぇめ こさぇゃけせゅぇけくうお しぇ けさけくせかうき 
うゃうちぇきぇ, おけめっ しせ くぇゅさういかう う ゃさっきっ う くっきぇさ, 
かせこおぇかけ めっ くってすけ あうゃけ, くってすけ こっこっもぇしすけこかぇゃけ 
う こっさくぇすけ. 〉 こさゃう きぇた くっ こさっこけいくぇた ゅけかせぉぇ, めっさ 
めっ ゅけかせぉ こすうちぇ おけめせ けぉうつくけ しこぇいうきけ せ かっすせ, おぇおけ 
しかっゆっ ゃうしけおけ くぇ おさけゃ, うかう ょけお しっ おさっゆっ こけ 
こけゃさてうくう せかうちぇ う すさゅけゃぇ. ‶さうきっすうすう ゅけかせぉぇ 
くぇ すぇおけ くっけつっおうゃぇくけき きっしすせ くぇゅけくうかけ めっ くぇ さぇいきうてもぇやっ う くうめっ きけゅかけ こさけゆう 
くっけこぇあっくけ, おぇおけ ぉう けしすぇかけ ょぇ しっ ょっしうかけ せ, いぇ やっゅぇ せけぉうつぇめっくうき, ぇ いぇ きっくっ 
くっせこっつぇすもうゃうき けおけかくけしすうきぇ.  

╉ぇおけ めっ こすうちぇ ょけしこっかぇ せ こけょさせき, おけめう くっ ょぇ いぇ こすうちっ, くっゅけ くう いぇ こぇちけゃっ くうめっ? 
╆ぇきうしかうた しっ くぇ おさぇすおけ う, さっおぇけ ぉうた, くぇふけた けょゅけゃけさ. [ってっすおぇ しせしっょくけゅ, しかうつくけゅ 
こさけいけさぇ, ぉうかぇ めっ てせこもぇ, すっ しっ ゅけかせぉ, てっすおぇめせゆう しっ こけ こかけつくうおせ こさうぉかうあうけ すけめ 
させこうちう, う ぉせょせゆう こけょしすぇおくせす くっおうき, おぇおけ しっ やっきせ つうくうかけ, ょけぉさうき こけゃけょけき, 
こさけゃせおぇけ しっ おさけい やせ. ]たゃぇすうゃてう ょぇ しっ くぇてぇけ くぇ こけゅさってくけき きっしすせ, たすっょっ けょぇすかっ ょぇ 
せすっおくっ, うかう おぇおけ めっ すけ しゃけめしすゃっくけ こすうちぇきぇ, ょぇ けすこさたくっ. ‶けかっすっ おぇ しゃっすかけしすう, ぇかう 
せょぇさう せ こさけいけさ くぇ おけめっき くっ ぉってっ けすゃけさぇ. ′っ こぇょっ きせ くぇ けくせ こすうつめせ こぇきっす ょぇ しっ ゃさぇすう 
ょけ てせこもうくっ おさけい おけめせ めっ せてぇけ う ょぇ すせょぇ こぇあもうゃけ う ういぇふっ. ]ぇょ めっ, おけ いくぇ おけかうおけ ゃっゆ 
ょせゅけ, くぇしさすぇけ くぇ くっこけきうつくせ さってっすおせ う けつうゅかっょくけ くうめっ きけゅぇけ ょぇ さぇいせきっ いぇてすけ くっ 
せいかっゆっ おぇょ ゃっゆ かっすう, いぇてすけ しっ くっ こけきっさぇ おぇょ せこけさくけ ぉっあう. ╋せつおう めっ せかぇゅぇけ せいぇかせょぇく 
すさせょ, ぇ けくょぇ いぇしすぇめぇけ いぇ さってっすおけき, ょぇ ぉう せぉさいけ こけおせてぇけ めけて めっょぇさっょ. ]ゃぇおう こせす めっょくけ 
すっ うしすけ う しゃぇおう こせす ぉっいせしこってくけ. ]ゃっ ょけお ゅぇ めぇ くっ せゅかっょぇた, つせけ しっ しぇきけ おぇけ こけめぇつぇゃぇやっ 
う せすうてぇゃぇやっ せょぇさぇやぇ う かっこっすぇ, こけめぇつぇゃぇやっ こぇ せすうてぇゃぇやっ くぇういきっくうつくけ. ╊せこぇやっ, 
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ぉっし, くぇしさすぇめう, おさっすぇやっ ういぇ さってっすおっ, ぇ けくょぇ きせお, しせきけさくけ くぇおけしすさってっくけ こっさめっ, こぇ 
けこっす かっこっす, おさっすぇやっ.  

╆くぇけ しぇき ょぇ すけ てすけ けく こぇょぇ こけしかっ しゃぇおけゅ せいぇかせょくけゅ こけおせてぇめぇ くうめっ けょ けつぇめぇやぇ. 
¨つうすけ めっ ょぇ きせ しこけしけぉくけしす さぇしせふうゃぇやぇ くっ ぉってっ ょぇすぇ; すけ てすけ くうめっ せきっけ ょぇ ういゃせつっ 
こけせおせ うい うしおせしすゃぇ いくぇつう ょぇ くうめっ きけゅぇけ くう ょぇ けつぇめぇゃぇ. ¨く めっ こぇょぇけ けょ せきけさぇ. ╆くぇき ょぇ 
こすうちぇ くうめっ もせょしおけ ぉうゆっ. ╃ぇ しぇき しっ めぇ くぇてぇけ くぇ やっゅけゃけき きっしすせ う こけくぇてぇけ しっ すぇおけ おぇけ 
けく, すぇょ ぉう しっ う きけゅかけ ゅけゃけさうすう け たっさけめしおけき くぇょゃかぇふうゃぇやせ けつぇめぇ, け すぇおけ くっこけぉっょうゃけめ 
くぇょう せ すぇおけ ぉっいくぇょっあくけめ しうすせぇちうめう, こぇ ぉう ぉうかけ けしくけゃぇ ょぇ きっ くぇいけゃせ たっさけめっき うかう 
ゅかせこぇくけき. ┿かう け やっきせ しっ すぇおけ くっ きけあっ ゅけゃけさうすう, めっさ けく くうめっ つけゃっお. ]ゃっ しぇき すけ いくぇけ 
せ しゃけめけめ もせょしおけめ ゅかぇゃう, すけかうおけ ゃっゆけめ くっゅけ てすけ めっ やっゅけゃぇ こすうつめぇ, ぇかう いくぇけ しぇき うしすけ 
すぇおけ ょぇ おぇおゃぇ ゅけょ ぉうかぇ さぇいかうおぇ せ けぉうきせ くぇてうた ゅかぇゃぇ, ょぇ しぇき めぇ くぇ しかけぉけょう しぇしゃうき 
しかせつぇめくけ, ょけお めっ けく ぉうけ いぇすけつっく, くうおぇおけ くっ いぇたゃぇもせめせゆう きけき もせょしおけき さぇいせきせ. ╃ぇおかっ, 
きけゅかけ しっ ょっしうすう, う めけて せゃっお しっ きけあっ ょっしうすう, ょぇ しっ めぇ くぇふっき ういぇ さってっすぇおぇ しぇ しゃけめうき 
せきけき, いぇすゃけさっく すぇきけ こけ ゃけもう さぇいせきぇ きけめうた ぉかうあやうた. ╇ おけめぇ ぉう けくょぇ ぉうかぇ さぇいかうおぇ 
ういきっふせ きっくっ う けゃっ こすうちっ? 
 ╆ぇ すけ ゃさっきっ あうゃけす めっ うてぇけ しゃけめうき すけおけき う こせすぇやけき, くっ きぇさっゆう いぇ いぇすけつっくうおぇ. 
〈っゆう ゆっ すぇおけ う おぇょ けく こけつくっ ょぇ せきうさっ けょ うしちさこもっくけしすう, ぇ う けくょぇ おぇょ ゃっゆ ういょぇたくっ. 
]せくちっ めっ しうめぇかけ, ょっすっ めっ めっかけ しかぇょけかっょ けょ ゃぇくうかっ, くっおけ めっ くけしうけ きっさょっゃうくっ, こぇし めっ 
やせておぇけ ょさゃけ, ぇ ょさゃけ めっ こせこうかけ, めっさ めっ ぉうかけ ゃさっきっ ちゃっすぇやぇ. ]せくちっ しゃけめっ, ょっすっ しゃけめっ, 
きっさょっゃうくっ しゃけめっ, こぇし しゃけめっ, ょさゃけ しゃけめっ. ‶ぇ てすぇ けくょぇ うきぇ つせょくけ せ すけきっ てすけ う ゅけかせぉ 
つうくう しゃけめっ? ]ぇきけ すけ てすけ ゅけかせぉけゃけ „しゃけめっ“ くうめっ うしすけゃっすくけ おぇけ う しゃぇ ょさせゅぇ „しゃけめぇ“ 
いぇめっょくけ, くぇうきっ, しゃぇ ょさせゅぇ „しゃけめぇ“ くっ こけょさぇいせきっゃぇめせ こぇすやせ, ぇ ゅけかせぉ こぇすう. 
╇しすけゃさっきっくけしす, こぇさぇかっかういぇき, こさっこかうすぇやっ けゃけゅぇ けゃょっ う けくけゅぇ せ ぇこしけかせすくけめ, 
くっけきっすぇくけめ ぉかういうくう, おぇけ ょぇ めっ すぇ ぉかういうくぇ こさうさけょくぇ, うぇおけ くうめっ ぉうかぇ – すけ めっ 
くっこさうしすけめくけしす. 〈ぇおけ くっ すさっぉぇ ょぇ ぉせょっ. ┿かう めっ ぉうかけ. 
 ╇ くぇ てすぇ めっ けくょぇ う くぇ おけゅぇ すさっぉぇかけ ょぇ さぇつせくぇ ゅけかせぉ? ‶ぇ しぇきけ くぇ きっくっ, めっさ くっ 
きけあっ くぇ しせくちっ, くう くぇ きっさょっゃうくっ, くうすう しかぇょけかっょ. ┸っょうくけ くぇ すけ ょぇ ゆせ めぇ ょけゆう ょぇ きせ 
こけきけゅくっき. ╂けかせぉ くうめっ ぉうけ しゃっしすぇく すけゅぇ, ぇかう たすっけ すけ うかう くっ, めぇ めっしぇき, う すけ いぇ けぉけめうちせ, 
う くうしぇき しっ きけゅぇけ こさっすゃぇさぇすう くう こさっょ しけぉけき くう こさっょ やうき ょぇ くうめっ すぇおけ.  ]すけゅぇ, おぇおけ 
ぉう きせ しっ こさせあうかぇ こけきけゆ, すさっぉぇかけ めっ せゆう せ くっこけいくぇすせ いゅさぇょせ, くぇゆう ゃかぇしくうおぇ こけょさせきぇ 
う くぇゅけゃけさうすう ゅぇ ょぇ けしかけぉけょう ゅけかせぉぇ. 〈けかうおけ こけすっておけゆぇ. ′ぇ おけめぇ ゃさぇすぇ こけおせちぇすう? 
╉けかうおけ ゆせ こせすぇ しぇきけ きけさぇすう ょぇ けぉめぇてやぇゃぇき ちうも しゃけめっ こけしっすっ こさっくっさぇあっくうき う 
きさいけゃけもくうき もせょうきぇ こさっ くっゅけかう ょけしこっき ょけ ゃかぇしくうおぇ おぇいぇきぇすぇ, おけめう ゆっ ゃっさけゃぇすくけ 
ぉうすう うしすけ すぇおけ こさっくっさぇあっく う きさいけゃけもぇく? ╉ぇおけ ゅぇ くぇゅけゃけさうすう ょぇ けしすぇゃう しゃけめっ 
けぉぇゃっいっ, きぇ おぇおゃっ ょぇ しせ, せいきっ おもせつ, おさけつう せ こけょいっきもっ, けすゃけさう ゃさぇすぇくちぇ, う しゃっ すけ いぉけゅ 
めっょくけゅ ゅけかせぉぇ. ╀うゆっ くっこけゃっさもうゃう, しせきやうつぇゃう, きけあょぇ こけきうしかっ ょぇ しぇき くっおう かせょぇお, 
すっておけ めっ けつっおうゃぇすう ょぇ ゆっ せ すけめ, おぇけ う ゃっゆうくう ょさせゅうた いゅさぇょぇ, しすぇくけゃぇすう いぇもせぉもっくうちう 
せ ゅけかせぉけゃっ うかう きぇおぇさ もせょう し ういけぉうもっき きぇてすっ, おけめう ぉう ぉっい くっこけゃっさっやぇ, しすさぇたぇ う 
けすこけさぇ ぉうかう しこさっきくう ょぇ こさうたゃぇすっ くっしゃぇおうょぇてやけしす おけめけき ぉうた めぇ くぇさせてうけ やうたけゃせ 
しゃぇおけょくっゃうちせ. ]うゅせさくけ きっ いぉけゅ すけゅぇ くっゆっ ゃけかっすう.  
 ¨ょせしすぇけ しぇき, くぇょぇめせゆう しっ ょぇ ゆっ しっ くぇゆう くっおけ おけ ゆっ きっ いぇきっくうすう. ┸っさ くってすけ めっ 
うこぇお ゃぇもぇかけ せつうくうすう. ]ぇけしっゆぇめくけしす, しぇきぇ しぇけしっゆぇめくけしす くうめっ ょけゃけもくぇ, う くうてすぇ けくぇ 
くっ ゃさっょう ゅけかせぉせ ぇおけ くうおけ くっ ょけふっ ょぇ ゅぇ ういぉぇゃう. ╀うかけ めぇ, ぉうかけ くっおけ ょさせゅう, しぇしゃうき めっ 
しゃっめっょくけ. [ぇょけ ぉうた しっ いぇょけゃけもうけ しぇきけ しぇけしっゆぇめくけてゆせ, こさっこせしすうゃてう ょっめしすゃけゃぇやっ 
くっおけき ょさせゅけき, くっおけめ めっょくぇおけ しぇけしっゆぇめくけめ, ぇかう こさっょせいうきもうゃうめけめ けしけぉう. ╇こぇお, くうおけゅぇ 
すぇおゃけゅ くっ せゅかっょぇた. ╆ぇ すけ ゃさっきっ くせあくけしす ょぇ しっ くってすけ こさっょせいきっ う ょぇもっ めっ こけしすけめぇかぇ. 
′ってすけ しっ きけさぇかけ せさぇょうすう. 
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┿かう さぇょう つっゅぇ いぇこさぇゃけ? ╉けかうおけ しっ しぇきけ こせすぇ せ けかせおせ くぇふっ すっかけ きさすゃけゅ ゅけかせぉぇ, 
せゅうくせ こさっ うかう おぇしくうめっ うい けゃうた うかう けくうた さぇいかけゅぇ. 【すぇゃうてっ, くっ しぇきけ ゅけかせぉけゃう, くっゅけ 
しゃぇ あうゃぇ ぉうゆぇ. ╃ぇ かう ゆっ けゃぇめ ゅけかせぉ せきさっすう しぇょ くぇ けゃけき きっしすせ, うかう おぇしくうめっ くぇ くっおけき 
ょさせゅけき, ょけふっ くぇ うしすけ. ╆ぇさ しせてすうくぇ ちっかっ こさうさけょっ くうめっ せ すけきっ ょぇ しっ あうゃけす こさっこかうゆっ 
しぇ しきさゆせ, くっぉさけめっくっ きうかうめぇさょっ さぇいくうた ぉうゆぇ せきうさせ せ しゃぇおけき すさっくせすおせ, ぇ うこぇお いぉけゅ 
すけゅぇ くぇ しゃっすせ くっきぇ くう きぇやっ くう ゃうてっ けくうた あうゃうた.  ╆ぇさ くっ ぉう すさっぉぇかけ くぇ すけ ゅかっょぇすう, 
ょぇ すぇおけ おぇあっき, ゅかけぉぇかくけ う こかぇくっすぇさくけ, せきっしすけ しすぇめぇすう けゃょっ う すさぇゆうすう ゃさっきっ? ╁さっきっ, 
おけめっ せゃっお こけしすけめう, ぇかう おけめっゅ くうおぇょ くっきぇ, おぇけ てすけ くう めぇ くうおぇょ くっきぇき ゃさっきっくぇ めっさ しぇき 
せゃっお きくけゅけ いぇせいっす, う ぉぇて しぇき しっ しぇょ くっおせょ せこせすうけ さぇょう くっつっゅぇ, おぇょ きっ いぇょさあぇ (う すけ 
しぇしゃうき しかせつぇめくけ, めっさ しぇき きけゅぇけ こけゆう くっおけき ょさせゅけき せかうちけき うかう くっおせょ ょさせゅょっ) すぇ 
こすうつめぇ ょさぇきぇ. ╃さぇきぇ? ′っ こさっすっさせめきけ, うこぇお しっ すぇおけ おさっゆっ しゃっす, すけ めっ あうゃけす. ′っ 
こさぇゃうきけ けょ しうすくうちぇ ゃっかうおっ ょけゅぇふぇめっ. 
 ¨しっすうた すぇょ おぇおけ しっ ういょうあっき ういくぇょ きぇかうた, けゅさぇくうつっくうた, しっくすうきっくすぇかくうた, う 
いぇこさぇゃけ しきってくうた しうすせぇちうめぇ, う ょぇ すぇおけ, せいょうあせゆう しっ, ょけしっあっき てうさっ たけさういけくすっ. 
╃ぇかっおけしっあぇく う ぉうしすさけけお, けこてすう う ゅかけぉぇかぇく, すっ しこけしけぉぇく いぇ ゃっかうおせ しうくすっいせ, こけつった 
あせしすさけ, し けかぇおてぇやっき, ょぇ しっ せょぇもぇゃぇき けょ きっしすぇ くぇ おけめっき せきぇかけ ょぇ こぇょくっき せ いぇきおせ 
しうすくうつぇゃけしすう. ┿ おぇおけ ぉう しゃけめっ せいゃうてっくっ いぇおもせつおっ こけすおさっこうけ ぇせすけさうすっすけき ゃっかうおけゅ 
こっしくうおぇ, こけつった ちうすうさぇすう しかっょっゆっ: 
 

′っお さぇやっく めっかっく しせいっ かうめっ, 
くっお うゅさぇ めっかっく いょさぇゃ, 
ょけお めっょぇく しこぇゃぇ ょさせゅう ぉょうめっ, 
すぇおぇゃ めっ あうゃけす しぇゃ.28 

 

╀ぇて すけ, すぇおぇゃ めっ あうゃけす. ┸っ かう おけ ゃうょっけ くっおぇょ ぉっしきさすくけゅぇ ゅけかせぉぇ?  
╃けお しぇき しっ すぇおけ せょぇもぇゃぇけ, くぇうふけた くぇ こさけかぇいくうおぇ せ ちさくけき きぇくすうかせ う ちさくけめ 

おぇこせもぇつう. ‶さけかぇいっゆう きうきけ きっくっ, いぇつおうもう くぇ めっょくけ けおけ こぇ きう くぇきうゅくせ 
いぇゃっさっくうつおう. ¨おさっすけた しっ いぇ やうき いぉせやっく, めっさ ゅぇ せけこてすっ くうしぇき こけいくぇゃぇけ, こぇ きっ 
いぇつせょう すぇ こけゃっさもうゃけしす. ╆ぇさ けく きっくっ いくぇ, ぇ めぇ やっゅぇ ょぇ くっ こけいくぇめっき? ┿ きけあょぇ ゅぇ う 
いくぇき, しぇきけ ゅぇ くうしぇき けょきぇた こさっこけいくぇけ? ̈ く くっ けおさっすっ ゅかぇゃせ う くぇしすぇゃう ょぇ おけさぇつぇ ょぇもっ, 
ぇ ょぇ めっ おけめうき しかせつぇめっき すけ ぉうけ くっおう きけめ こけいくぇくうお, おけめっゅ くうしぇき せ こさゃう きぇた こさっこけいくぇけ, 
しうゅせさくけ ぉう しっ けしゃさくせけ けつっおせめせゆう きけめせ さっぇおちうめせ くぇ やっゅけゃ ゅっしす. ┸っさ, くぇきうゅくせけ めっ すぇおけ 
おぇけ ょぇ しきけ ぉうかう ぉかうしおう こさうめぇすっもう, つぇお しぇさぇょくうちう せ くっおけき しぇきけ きっくう う やっきせ 
いくぇくけき こけしかせ, せ くっおけき こけゃっさもうゃけき, ょさせゅうきぇ すぇめくけき, ぇかう くぇきぇ けつうゅかっょくけき 
うくすっさっしせ おけめう くぇし こけゃっいせめっ. ┿かう くっ, うてぇけ めっ こさぇゃけ, くっ けおさっゆせゆう しっ. 

╆ぇしすぇょけた, こぇ こけつった ゅかっょぇすう いぇ やうき, すさせょっゆう しっ ょぇ けょゅけくっすくっき すせ いぇゅけくっすおせ. 
〈ぇょぇ こさうきっすうた ょぇ うきぇ つせょくけゃぇすっ ちうこっかっ, くっ いぇ もせょしおけ しすけこぇかけ, ゃっゆ いぇ おけこうすぇ, ぇ 
うしこけょ おぇこせすぇ きせ ゃうさう ちさくう, ょかぇおぇゃう さっこ. 
 

‶さっゃけょ: ]ゃっすかぇくぇ ┿かっおしうゆ 
 
 

  

                                                        
28 【っおしこうさ, ╁うかうめっき, 》ぇきかっす, ょぇくしおう おさぇもっゃうゆ: すさぇゅっょうめぇ せ こっす つうくけゃぇ, こさっゃっかう ╅うゃけめうく ]うきうゆ 
う ]うきぇ ‶ぇくょせさけゃうゆ. 『っすうやっ: ′ぇさけょくぇ おやうゅぇ, 1955, しすさ. 56. 
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ǲǶǭǫǯǰǹǺǭǵǾǰǡǨ 
 
╅せこくうお めっ せ おせゆう いぇすっおぇけ ふぇゃけかぇ. ╇きぇけ めっ くぇ ゅかぇゃう ちさゃっくう りけおっめしおう 

おぇつおっすうゆ, しっょっけ めっ いぇ しすけかけき う ゅかっょぇけ せ つけゃっおぇ – せ けゃけき しかせつぇめせ しゃってすっくうおぇ – 
こぇあもうゃけ. ┸っさ ふぇゃけ, いぇ さぇいかうおせ けょ つけゃっおぇ, くうめっ さぇしすさいぇく. ′うめっ こけょっもっく ういきっふせ 
ょけぉさぇ う いかぇ, ゃっゆ めっ せ ちっかけしすう こけしゃっゆっく いかせ, けしかけぉけふっく めっ すけゅ おけかっぉぇやぇ, てすけ きせ 
ょけこせてすぇ ょぇ せ しゃぇおけめ しうすせぇちうめう けょさあう こけすこせくせ おけくちっくすさぇちうめせ.  

〈け しっ ょけゅけょうかけ せゃっつっ, おぇょ しっ しゃってすっくうお ゃさぇすうけ おせゆう くぇおけく ゃさてっやぇ 
しゃぇおけょくっゃくうた あせこくうた ょせあくけしすう. 〉ゅかっょぇゃてう ふぇゃけかぇ, せいょぇたくせけ めっ おぇけ ょさゃけしっつぇ, おけめう 
めっ つうすぇゃ ょぇく しっおぇけ ぉけさけゃっ せ てせきう, ぇ せゃっつっ ゃうょっけ ょぇ きせ めっ いぇ すけ ゃさっきっ せ おせゆう ういさぇしすぇけ 
たさぇしす.  

╆くぇけ めっ こぇお うい うしおせしすゃぇ う しすさせおっ ょぇ めっ ふぇゃけ こけしすけめぇく, すけ めっしす, ょぇ くっ こけょかっあっ 
おけかっぉぇやせ, こかうきう う けしっおう, こけめぇゃもうゃぇやせ う くっしすぇめぇやせ, すっきこせ こけしかぇ う せきけさせ, しくせ う 
めぇゃう.′うめっ しっ いぇつせょうけ ぉぇて すぇおけ おぇおけ ぉう しっ いぇつせょうけ ょさゃけしっつぇ, しぇきけ めっ – ぇ すけ めっ ぉうすくぇ 
しかうつくけしす しぇ ょさゃけしっつけき – しぇ せょゃけめっくけき しくぇゅけき けしっすうけ せきけさ. 

– 【すぇ めっ? – せこうすぇけ めっ おさぇすおけ う くっ くぇさけつうすけ しさょぇつくけ. 
– ′うてすぇ くぇさけつうすけ, しぇきけ めっしぇき – けょゅけゃけさうけ めっ ふぇゃけ. 〉 しゃってすっくうおけゃけめ ゅかぇゃう 

めぇゃうかっ しせ しっ しゃっ けょかうおっ ふぇゃけかうおけしすう, しゃっ きけゅせゆっ しこっおせかぇちうめっ くぇ すっきせ こさうさけょっ 
ふぇゃけかぇ, おぇけ う っゅいけさちういきう. ′ったけすうつくけ めっ こさうきっやうゃぇけ くぇ しうすせぇちうめせ すっ めっょぇく, すっ ょさせゅう 
くぇつうく うしすっさうゃぇやぇ ふぇゃけかぇ. ┿かう ぉうかけ うた めっ すぇおけ きくけゅけ, ぇ けく しっ くぇおけく ょぇくぇ うしこせやっくけゅ 
ぇおすうゃくけしすうきぇ けしっゆぇけ すぇおけ ういくせさっくけ, ょぇ しっ くうめっ けょかせつうけ くう いぇ めっょぇく. ╁っゆ めっ いぇせしすうけ 
ょぇ おぇあっ:,,‶ぇ ぉせょう けくょぇ’’, ぇかう しっ せいょさあぇけ, めっさ ぉう すぇおゃけ けょけぉさぇゃぇやっ こけしすけめぇやぇ いかぇ 
ぉうかけ こけゅさってくけ. 

– [ぇいせきっき – さっおぇけ めっ ふぇゃけ. – ┿かう くっ こかぇてう しっ. ╀うゆせ きうさぇく, くっゆせ すっ 
うしおせてぇゃぇすう, くうすう つうくうすう うおぇおゃっ こけょゃぇかっ う しきうちぇかうちっ. ‶けしっょっゆせ しぇきけ, すけ めっ しゃっ.  
            – ̈ つうゅかっょくけ かぇあっ – きうしかうけ めっ しゃってすっくうお. – 〉 こさうさけょう きせ めっ ょぇ かぇあっ. 〈さっぉぇかけ 
ぉう ゅぇ けすっさぇすう. ┿おけ あっかう ょぇ こけしっょう う くうてすぇ ゃうてっ, けくょぇ いぇてすけ ぉぇて おけょ きっくっ, ぇ くっ 
くっゅょっ ょさせゅょっ? ┿かう こさゃけ ょぇ しおうくっき ちうこっかっ う けぉせめっき こぇこせつっ. ╉ぇょ ぉうた ぉうけ きかぇふう... ┿かう 
ゅけょうくっ つうくっ しゃけめっ. ╁うてっ くうしぇき すぇおけ ぉさい おぇけ さぇくうめっ.  

╇いせけ めっ ちうこっかっ, くぇいせけ こぇこせつっ, くぇこさぇゃうけ つぇめ. ╉さぇめうつおけき けおぇ こけしきぇすさぇけ めっ 
ふぇゃけかぇ. ┿かう けゃぇめ しっ ょさあぇけ けぉっゆぇやぇ. ′うめっ うしこせてすぇけ くう いゃせおぇ, しっょっけ めっ しおさけきくけ, くうめっ 
しおうくせけ おぇつおっす, てすけ めっ せおぇいうゃぇかけ くぇ すけ ょぇ くうめっ こかぇくうさぇけ ょぇ しっ けょけきぇゆせめっ, う, せけこてすっ, 
くうめっ こさっょせいうきぇけ くうおぇおゃっ ぇおすうゃくけしすう う ょっかぇすくけしすう こけ おけめうきぇ めっ ぉうけ こけいくぇす. 

╉ぇょぇ めっ こけこうけ つぇめ, しゃってすっくうお めっ, くっ すけかうおけ いぇすけ てすけ めっ あっかっけ ょぇ つうすぇ, おけかうおけ 
ょぇ ぉう ょけぉうけ くぇ ゃさっきっくせ, せいっけ せ させおっ おやうゅせ くっおけくすさけゃっさいくけゅ しぇょさあぇめぇ. ┿かう 
いぇたゃぇもせめせゆう すけきっ やっゅけゃう しせ おぇこちう, おけめっ めっ し くぇこけさけき ょさあぇけ くぇょ いっくうちぇきぇ, けすっあぇかう 
すけかうおけ ょぇ ゃうてっ くうめっ きけゅぇけ ょぇ うた ょさあう. ╉ぇょ ぉう しっ ょさっきっあ しきっやうゃぇけ こけかせょさっきっあけき, 
ゃうょっけ ぉう ふぇゃけかぇ せ くっういきっやっくけき しすぇやせ おぇおけ こさうしすけめくけ しっょう いぇ しすけかけき, ぇかう おぇけ せ 
ょぇもうくう. ,,╆ぇくうきもうゃけ めっ ょぇ きう くっ しきっすぇ. ┿かう きけさぇ ょぇ くってすけ たけゆっ けょ きっくっ; ぇ ぇおけ ゃっゆ 
いぇうしすぇ くうてすぇ くっゆっ, しせきやぇ ょぇ めっ すけ しぇきけ こさうゃうょ くっ しきっ きう ょぇすう きうさぇ. ‶けさっょ ふぇゃけかぇ 
つけゃっお くうおぇょ くっ きけあっ ぉうすう ょけゃけもくけ けこさっいぇく. ‶けぉさうくせゆせ しっ いぇ やっゅぇ, ぇかう きぇかけ 
おぇしくうめっ, おぇょ けょきけさうき.’’ 

– ┸けて しう すせ? – せこうすぇけ めっ おぇょぇ しっ こけくけゃけ こさっくせけ うい ょさっきっあぇ. ┲ぇゃけ めっ こけすゃさょうけ 
しぇきけ おかうきぇやっき ゅかぇゃっ. ′っけしこけさくけ う けつうゅかっょくけ めっ ぉうけ, すけ くうめっ いぇたすっゃぇかけ くうおぇおゃせ 
ゅけゃけさくせ こけすゃさょせ. ┸けて せゃっお めっ しっょっけ しおさけきくけ, おぇけ せ つっおぇけくうちう, すけ めっしす, おぇけ ょぇ ゅぇ 
こさけしすけさうめぇ せ おけめけめ しっ くぇかぇいうけ くうきぇかけ くうめっ うくすっさっしけゃぇかぇ, くっ しおうょぇめせゆう つぇお しゃけめ 
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ゅさけすっしおくう, ちさゃっくう おぇつおっすうゆ. ,,′うめっ くぇこぇょぇく’’ – こけきうしかうけ めっ こけくけゃけ あせこくうお – ,,ぇ ぇおけ 
くってすけ う しきっさぇ, せゃっお ゆっ ぉうすう ょけゃけもくけ ゃさっきっくぇ ょぇ すけ こさっおうくっき. ¨しうき すけゅぇ...’’ – う 
けくょぇ めっ あせこくうお こけあっかっけ ょぇ せ こけすこせくけしすう しこさっつう ゅさうあせ しぇゃっしすう –,,〉おけかうおけ めっ ゃっゆ 
けゃょっ, すけ いくぇつう ょぇ くうめっ くっゅょっ ょさせゅょっ. ╋っくう くっ しきっすぇ, けゃょっ ゅぇ ょさあうき くぇ けおせ, う, ょけお めっ 
すせ, くっ きけあっ ょぇ くぇせょう ょさせゅうきぇ すぇきけ, ゅょっ ゅぇ しぇょぇ くっきぇ. ′ぇめいぇょ, ぉけもっ めっ けゃぇおけ, ょぇ ゅぇ くっ 
けすっさぇき, くっゅけ ょぇ ゅぇ こけてぇもっき くっおせょ ゅょっ ゆっ きけゆう おけ いくぇ おぇおゃせ てすっすせ ょぇ くぇこさぇゃう. ′っおぇ 
しっょう ぇおけ たけゆっ, ぇ ぇおけ めっ うおけ すうきっ くぇ ゅせぉうすおせ, すけ めっ けく しぇき.’’ 

╇ おけくぇつくけ めっ かっゅぇけ ょぇ しこぇゃぇ う こさけゃっけ こさゃせ くけゆ しぇ ふぇゃけかけき. ┸っさ ふぇゃけ めっ, おぇょ しっ 
しゃってすっくうお せ いけさせ こさけぉせょうけ, めけて せゃっお しっょっけ いぇ しすけかけき, う ょぇもっ しぇ すけき こぇめぇちおけき おぇこけき 
くぇ ゅかぇゃう, くっういきっやっくけ. ┲ぇゃけ くうめっ こけょかけあぇく せきけさせ う くうめっ きせ こけすさっぉぇく けょきけさ. 
]ゃってすっくうお しっ いぇつせょうけ てすけ めっ ぉっい けぉいうさぇ くぇ ふぇゃけかけゃけ こさうしせしすゃけ, しこぇゃぇけ おぇけ う 
けぉうつくけ, ょせぉけおけ う ぉっい おけてきぇさくうた しくけゃぇ. 

╉ぇょぇ めっ しゃってすっくうお くぇこせてすぇけ おせゆせ さぇょう けょさあぇゃぇやぇ めせすぇさやっ きうしっ, ふぇゃけ ゅぇ めっ 
うしこさぇすうけ こけゅかっょけき ょけ ゃさぇすぇ, くっ こけきっさぇめせゆう しっ し きっしすぇ. 〈うき うしすうき こけゅかっょけき ゅぇ めっ 
ょけつっおぇけ せゃっつっ, おぇょぇ しっ しゃってすっくうお ゃさぇすうけ おせゆう. ‶けくぇてぇけ しっ おぇけ ゃっさぇく, ょけぉさけ けょゅけめっく 
こぇし, し めっょうくけき さぇいかうおけき せ しゃけめせ おけさうしす おけめぇ めっ かっあぇかぇ せ すけきっ てすけ きせ, せ こけさっふっやせ しぇ 
こしけき, くうしせ ぉうかっ こけすさっぉくっ くうおぇおゃぇ ぉさうゅぇ う いぇてすうすぇ. ]ゃってすっくうお しっ しっすうけ めせつっさぇてやっ 
けょかせおっ ょぇ ゅぇ けすっさぇ, ぇかう しっ うしすけゃさっきっくけ しっゆぇけ う ぇさゅせきっくぇすぇ, おけめう しせ せすうちぇかう くぇ すけ, 
てすけ ゅぇ めせつっ くうめっ けすっさぇけ. ,,¨く きっくう くうてすぇ くっ さぇょう, くっ さぇょうき くう めぇ やっきせ くうてすぇ. ╉けょ 
きっくっ めっ ぉっいけこぇしぇく. ╉ぇょ ゃっゆ きけさぇ ょぇ こけしすけめう, くっおぇ ぉぇさっき ぉせょっ ぉっしこけしかっく. ╀けもっ ょぇ しっょう 
けゃょっ, ゅょっ きっくう くっ つうくう いかけ, くっゅけ ょぇ けょっ けょぇゃょっ う くぇせょう もせょうきぇ. ┿かう ぇおけ しぇきけ くってすけ 
こけおせてぇ しぇ きくけき, こけおぇいぇゆせ めぇ やっきせ っゅいけさちういきっ!’’ 

┿かう ふぇゃけ くうめっ こけおせてぇゃぇけ. 』せゃぇけ しっ ぉうかけ おぇおゃけゅ, くぇめきぇやっゅ きけゅせゆっゅ 
おけくそかうおすぇ しぇ しゃけめうき ょけきぇゆうくけき. ]ゃっ てすけ めっ すさぇあうけ, ぉうかけ めっ きっしすけ いぇ しすけかけき. 

╉ぇょぇ くうめっ ぉうけ こうすぇく, くうめっ しっ けょぇいうゃぇけ, ぇ しゃってすっくうお ゅぇ くうてすぇ くうめっ こうすぇけ. ╋うさ 
いぇ きうさ. ╋けあょぇ しっ つうくう つせょくけ てすけ しゃってすっくうお くうめっ おけさうしすうけ しうすせぇちうめせ ょぇ しぇいくぇ 
くってすけ け こさけすうゃくうおせ せ くっこけしさっょくけき う すけぉけあっ こさうめぇすっもしおけき さぇいゅけゃけさせ. ╃ぇ かう くうめっ 
あっかっけ ょぇ しっ せこせてすぇ くう せ おぇおゃっ ょうしおせしうめっ, めっさ しっ しっゆぇけ ょぇ しぇ ふぇゃけかけき くっ すさっぉぇ 
ょうしおせすけゃぇすう? ╆ぇしうゅせさくけ. ╆くぇけ めっ ょぇ ふぇゃけ しぇきけ すけ つっおぇ. 〉こさぇゃけ いぉけゅ すけゅぇ めっ う あっかっけ 
ょぇ ゅぇ ういぉぇちう くぇ こけつっすおせ, こかぇてうけ しっ ょぇ めっ ふぇゃけ しぇきけ いぇすけ う ょけてぇけ, ょぇ ぉう ゅぇ せゃせおぇけ せ 
さぇいゅけゃけさ. ╇ おぇしくうめっ きせ めっ ょけいゃけかうけ ょぇ けしすぇくっ しぇきけ いぇすけ ょぇ ふぇゃけ くっ ぉう こさけゅけゃぇさぇけ. 
╆ぇすけ めっ ゃけょうけ さぇつせくぇ ょぇ くっ いぇこけつうやっ くうてすぇ, てすけ くっ いぇこけつうやっ ふぇゃけ. ‶けさっょ すけゅぇ, 
しゃってすっくうお ゃうてっ くうめっ ぉうけ きかぇょ つけゃっお う やっゅけゃぇ さぇょけいくぇかけしす ぉうかぇ めっ くっょけゃけもくぇ. 
′ぇさけつうすけ せ こけさっふっやせ しぇ くぇこけさけき, おけめう ぉう きけさぇけ ょぇ せこけすさっぉう ょぇ ぉう めっ けぉせいょぇけ. ¨く 
すぇおぇゃ くぇこけさ くっ ぉう くう こさっょせいっけ ょぇ せ うゅさう くうしせ ぉうかっ けしくけゃくっ ゃさっょくけしすう. ╁さぇゆぇけ しっ 
おせゆう せきけさぇく, くぇかぇいうけ ふぇゃけかぇ くぇ しゃけき きっしすせ, くっ ぉう しっ くう めぇゃもぇかう めっょぇく ょさせゅけきっ. 
]ゃってすっくうお めっ うてぇけ ょぇ しこぇゃぇ, ふぇゃけ めっ ぉょっけ. 〈ぇおけ しせ しっ きっふせ やうきぇ せしすぇかうかっ しすゃぇさう. 

┸っょくけき めっ あせこせ けぉうかぇいうけ ぉうしおせこ. ╆ぇすっおぇけ めっ ちさおゃせ せ しぇゃさてっくけき しすぇやせ, 
しかせあぉぇ めっ ぉうかぇ いぇ せいけさ. ′うめっ せいぇかせょ あせこくうお さぇょうけ けょ めせすさぇ ょけ きさぇおぇ, ゃさぇゆぇめせゆう しっ 
おせゆう すけかうおけ せきけさぇく ょぇ くうめっ けぉさぇゆぇけ こぇあやせ くぇ ふぇゃけかぇ.  

 – [ぇょけ ぉうしきけ こけゅかっょぇかう めけて う あせこくう ょゃけさ – さっおぇけ めっ ぉうしおせこ くぇ おさぇめせ. 
╅せこくうお しっ しっすう おぇおゃけゅ ゆっ しすぇくぇさぇ ぉうしおせこ おけょ やっゅぇ いぇすっゆう う こさっしすさぇてう しっ. 

┿かう くうめっ きけゅぇけ ょぇ けょぉうめっ. 〉ぉっふっく せ おさぇた しゃっゅぇ, しうゅせさぇく せ くっういぉっあぇく しおぇくょぇか, 
ぉっしおさぇめくせ しさぇきけすせ う くっこさっょゃうょうゃせ くっしさっゆせ, こさけおかうやせゆう きうしぇけくけ ふぇゃけかぇ う しゃけめせ 
しけこしすゃっくせ かぇおけきうしかっくけしす, いぉけゅ つっゅぇ ゅぇ くうめっ ういぉぇちうけ うい おせゆっ めけて こさゃけゅ ょぇくぇ, いぇてすけ 
めっ けょせゅけゃかぇつうけ, くぇ てすぇ めっ つっおぇけ – けすゃけさうけ めっ ゃさぇすぇ. ╉ぇおゃけ めっ しぇきけ ぉうかけ やっゅけゃけ 
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ういくっくぇふっやっ う けかぇおてぇやっ, おぇょぇ しっ こけおぇいぇかけ ょぇ めっ おせゆぇ こさぇいくぇ. ┲ぇゃけ めっ くっしすぇけ. 
╅せこくうお くうめっ きけゅぇけ ょぇ しっ けすさゅくっ けょ けしっゆぇやぇ いぇたゃぇかくけしすう おけめっ めっ けしっゆぇけ こさっきぇ 
ふぇゃけかせ, きぇょぇ めっ こさういくぇゃぇけ せ しっぉう ょぇ めっ すけ けしっゆぇやっ ぉうかけ せ くぇめゃっゆけめ きっさう くっこけょっしくけ, 
こけくうあぇゃぇめせゆっ う くっょけしすけめくけ. ┲ぇゃけ めっ ふぇゃけ, ぇかう おぇょ すさっぉぇ – せきっ ょぇ しっ こけくぇてぇ 
こさうしすけめくけ う おけかっゅうめぇかくけ.  

╀うしおせこ しっ けしゃさくせけ う すっお てすけ めっ おさっくせけ ょぇ こけたゃぇかう しおさけきくけ, けしぇきもっくけ 
ょけきぇゆうくしすゃけ, こさうきっすうけ めっ ちさゃっくう りけおっめしおう おぇつおっすうゆ おけめう めっ ふぇゃけ けしすぇゃうけ くぇ しすけかせ. 
‶けゅかっょ こせく くっきけゅ こうすぇやぇ こさっくっけ めっ くぇ あせこくうおぇ, めっさ きせ しっ せつうくうかけ つせょくうき ょぇ 
せいゃうてっくう つせゃぇさ あせこっ いぇ こけおさうゃぇやっ ゅかぇゃっ おけさうしすう すぇおけ しきったけすゃけさぇく こさっょきっす, おけめう 
うしきっゃぇ しゃってすっくうつおう つうく.』せょぇく う くっこけょっしぇく. 

– 〈け めっ... 〈け めっ きけめ しっしすさうゆ. ‶けゃさっきっくけ きっ けぉうかぇいう – しかぇゅぇ あせこくうお. ╉ぇょ ぉう 
さっおぇけ ょぇ めっ おぇこぇ やっゅけゃぇ, めっょくぇおけ ぉう しかぇゅぇけ. 

 ╀うしおせこ おかうきくせ ゅかぇゃけき し さぇいせきっゃぇやっき う ういさぇいう しゃけめっ こけすこせくけ いぇょけゃけもしすゃけ 
しゃうきっ. ╆ぇすうき けょっ, う ょぇもっ ゃさかけ いぇょけゃけもぇく. ╉ぇょぇ めっ あせこくうお けしすぇけ しぇき せ おせゆう, ふぇゃけ めっ 
ういぇてぇけ うい けさきぇさぇ せ おけめう しっ ぉうけ しぇおさうけ. ‶さうぉかうあうけ しっ あせこくうおせ う ゅくせしぇくけしきった 
すさうめせきそぇ うしおさうゃうけ めっ やっゅけゃぇ せしすぇ. 

– 〉めぇつっ! – せいゃうおくせけ めっ さぇょけしくけ う てうさけおけ さぇてうさうけ させおっ.29 
 

 
  ‶さっゃけょ: ╉しっくうめぇ ‶けこけゃうゆ 

 
╀っかっておぇ け こうしちせ 
 
ǹȓȈȊȖȔȐȘ ǴȘȖȎȍȒ めっ こけもしおう こうしぇち う ょさぇきぇすせさゅ さけふっく 1930. せ ╀けあっきゆうくせ, くぇ めせゅせ 
‶けもしおっ. ╋さけあっお めっ くぇめこさっ さぇょうけ おぇけ くけゃうくぇさ, うかせしすさぇすけさ, ぇ こけすけき せ こけいけさうてすせ, さぇいゃうめぇめせゆう 
しゃけめ たせきけさうしすうつくう しすうか う くぇおかけくけしす こさっきぇ ぇこしせさょせ. ╇い ‶けもしおっ めっ っきうゅさうさぇけ めっ 1963. 
ゅけょうくっ, くぇめこさっ せ ╇すぇかうめせ, ぇ おぇしくうめっ っきうゅさぇくすしおっ ょぇくっ こさけゃけょう せ 《さぇくちせしおけめ, ]┿╃, ′っきぇつおけめ 
う ╋っおしうおせ. 〉 ‶けもしおせ しっ こさうゃさっきっくけ ゃさぇゆぇ 1996., ぇかう くっいぇょけゃけもぇく こけかうすうつおけき しうすせぇちうめけき 
せ いっきもう こけくけゃけ けょかぇいう せ 《さぇくちせしおせ 2008., くぇしすぇくうゃてう しっ せ ′うちう, ゅょっ めっ う せきさけ 2013. 
ゅけょうくっ. ′けしうかぇち めっ きくけゅけぉさけめくうた こさういくぇやぇ う こさっしすうあくうた くぇゅさぇょぇ. ′ぇこうしぇけ めっ ゃっかうおう ぉさけめ 
こさうつぇ, ょさぇきぇ, そっもすけくぇ, ぇ ぇせすけさ めっ う くっおけかうおけ そうかきしおうた しちっくぇさうめぇ. 〉 しゃっすせ めっ けしすぇけ いぇこぇきゆっく 
おぇけ きぇめしすけさ おさぇすおっ しぇすうさうつくっ こさうつっ う ょさぇきしおう こうしぇち, ぇ やっゅけゃっ ょさぇきっ しっ ょぇくぇし ういゃけょっ せ 
こけいけさうてすうきぇ てうさけき しゃっすぇ. 
 

                                                        
29 ‶さうつぇ めっ くぇこうしぇくぇ う けぉめぇゃもっくぇ 1985. ゅけょうくっ せ つぇしけこうしせ ‘’╉せかすせさぇ’’, 3/1985 
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ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ 
 
 

 
 
ǫǸǭǽ 
 
╋う しきけ めっょくけ すっかけ. ╋けめぇ させおぇ めっ すゃけめぇ させおぇ, 

きけめっ けおけ めっ すゃけめっ けおけ. ╆ぇさ くっ けしっゆぇて すけ? 
 – ′っ いくぇきけ くうてすぇ け しっぉう. 
 – ╁っゆ しぇき すう しゃっ さっおぇけ. 〉 あうゃけすせ しっ くっ ょけ-
ゅぇふぇ きくけゅけ くっけぉうつくうた しすゃぇさう. ′っゆせ ゅけゃけさうすう け 
さぇすせ. 〈け くうめっ いぇくうきもうゃけ.  
 – ╂けゃけさう け しっぉう, しぇきけ け しっぉう. 
 – ¨ しっぉう? ╃けぉさけ, うしこさうつぇゆせ すう くぇめしすさぇて-
くうめう ょけゅぇふぇめ. ╁うてっ くうおぇょ くうしぇき けしっすうけ すぇおぇゃ 
しすさぇた. 〈ぇおゃけ うしおせてっやっ う せいくっきうさっくけしす. ]っゆぇき しっ 
しゃぇおっ さっつう, しゃぇおけゅ すさぇつおぇ しゃっすかけしすう, しゃぇおっ 
すさせくつうちっ こさぇてうくっ. 〈ぇょぇ しぇき うきぇけ けしぇき ゅけょうくぇ... 
 〉 くぇてけめ おせゆう ぉうかけ めっ きぇかけ かっこうた しすゃぇさう. 〉 しけぉう くぇ しすけかせ しすぇめぇかぇ めっ すけこけゃしおぇ 
こぇすさけくぇ. 〈け めっ ぉうかぇ めっょうくぇ かっこぇ しすゃぇさ. 
 – ‶ぇすさけくぇ? 
 – ′っ いくぇき ょぇ かう めっ すけ しすさせつぇく くぇいうゃ... ╀うかぇ めっ すけ すけこけゃしおぇ つぇせさぇ. ╆ゃぇかう しきけ 
めっ こぇすさけくぇ. ╀うかぇ めっ ぉぇおぇさくぇ. ]ぇ ょけやっ しすさぇくっ うきぇかぇ めっ おぇこうちせ しぇ せょせぉもっやっき けょ 
せょぇさちぇ せょぇさくっ うゅかっ. ╀うかぇ めっ すけ こぇすさけくぇ けょ うしこぇもっくけゅ すけこけゃしおけゅ こさけめっおすうかぇ めけて うい 
‶さゃけゅ しゃっすしおけゅ さぇすぇ. ╆ぇ ゃさっきっ こさゃけゅ さぇすぇ ょさあぇゃっ しせ きけゅかっ ょぇ こさうせてすっ すぇおけ しおせこっ 
こさけめっおすうかっ; けしうき すけゅぇ, めけて せゃっお くうしせ ぉうかう こさけくぇてかう めっそすうくうめせ かっゅせさせ おけめぇ ぉう 
きけゅかぇ ょぇ いぇきっくう きっしうくゅ. 〉ゃっお しぇき ぉさおぇけ ぉぇおぇさ う きっしうくゅ. ╂さけてっゃっ しきけ くぇいうゃぇかう 
ぉぇおさっやぇちうきぇ, うぇおけ しせ しうゅせさくけ ぉうかう こさぇゃもっくう けょ きっしうくゅぇ うかう ぉさけくいっ. 〉 こぇすさけくう めっ 
いうきう しすぇめぇかけ ちゃっゆっ けょ こぇこうさぇ, しぇかゃっすぇ. ‶けしかっ こさゃけゅ さぇすぇ ぉうかけ めっ すっておけ. 〈っお くっおうた 
ょっしっす ゅけょうくぇ こけしかっ さぇすぇ きぇめおぇ めっ おせこうかぇ ゃっゆっ, けゃぇかくけ けゅかっょぇかけ. ‶さっ すけゅぇ めっ ゅけょうくぇきぇ 
せ おせゆう ぉうかけ きぇかけ おゃぇょさぇすくけ けゅかっょぇかちっ. ╁うしうかけ めっ せ おせたうやう. 〈ぇょぇ めっ おせこうかぇ う ゃっかうおう 
しすけ くぇ さぇしおかぇこぇやっ. 〉 すけめ こさけしすけさうめう くうめっ ぉうかけ しせくちぇ. 〉ゃっお めっ ぉうかけ しっくけゃうすけ. ╁うてっ 
しっ くっ しっゆぇき すけゅ ょさゃっゆぇ, ぇかう ぉうかけ ゅぇ めっ こさっょ おせゆけき. ╋ぇめおぇ めっ せゃっつっ すぇきけ しかぇゅぇかぇ 
つぇさぇこっ. ‶けくっおぇょ, ぇかう ゃさかけ さっすおけ, しっょっけ めっ すぇきけ けすぇち う つうすぇけ くけゃうくっ. ′ぇ しすけかせ めっ 
しすぇめぇかぇ こっすさけかっめおぇ. ╆ぇ しすけかけき めっ ぉうかけ しゃっすかけ, ぇかう しせ しゃう せゅかけゃう しけぉっ ぉうかう きさぇつくう. 
′ぇ いうょけゃうきぇ しせ しっ おさっすぇかっ しっくおっ. ¨ゅさけきくっ させおっ, ゅかぇゃっ.  
 ┸っょくけゅ ょぇくぇ けすゃけさうけ しぇき ゃさぇすぇ う せゅかっょぇけ せ しけぉう くぇ しすけかせ ゃぇいせ. ╊うつうかぇ めっ くぇ 
ゃっかうおけ めぇめっ. ′ぇ こぇすさけくせ くうしぇき けぉさぇすうけ こぇあやせ, ゃっさけゃぇすくけ しぇき ぉうけ いぇぉけさぇゃうけ くぇ やせ. 
』うすぇゃぇ しけぉぇ ぉうかぇ めっ しぇょぇ うしこせやっくぇ けゃけき ゃぇいけき. ‶さうぉかうあうけ しぇき しっ しすけかせ, いぇゅかっょぇけ 
しっ せ ゃぇいせ. ╀うかぇ めっ ぉっかぇ. ¨ょけいゅけ うしこせやっくぇ しゃっすかけてゆせ う ゅけすけゃけ こさけいさぇつくぇ. ┿かう 
しさっょうてやう ょっけ ぉうけ めっ ょっぉっけ, しめぇめぇく. ╇しこさせあうけ しぇき させおせ. 』せけ しぇき きぇめつうくっ おけさぇおっ う 
しこせしすうけ させおせ. ╋ぇめおぇ きっ めっ せこうすぇかぇ しぇ けしきったけき: ‚‚]ぇょぇ めっ かっこてっ せ しけぉう, いぇさ くっ? ]ぇきけ 
めっ くっ こけきっさぇめ, くっ ょうさぇめ! 〈け めっ こけさちっかぇくしおぇ ゃぇいぇ. ╁っけきぇ めっ しおせこぇ. ¨すぇち ゆっ しっ ゃっさけゃぇすくけ 
くぇもせすうすう てすけ しぇき めっ おせこうかぇ. ┿かう しぇょぇ めっ しけぉぇ かっこてぇ.” ‚‚┿ てすぇ ゆっ せ やけめ ぉうすう? 『ゃっゆっ?” 
‚‚′っ – けょゅけゃけさうかぇ めっ きぇめおぇ – けくぇ くうめっ いぇ ちゃっゆっ.” ‚‚┿ いぇ てすぇ めっ?” ‚‚′う いぇ てすぇ. ╊っこぇ めっ 
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しぇきぇ こけ しっぉう, すぇおけ めっ かっこけゅ けぉかうおぇ ょぇ めっ しぇきぇ こけ しっぉう せおさぇし. ]ぇきけ めっ, かっこけ すっ きけかうき, 
くっ ょうさぇめ”. ‚‚╆ぇてすけ?” ‚‚╊っこっ しすゃぇさう しっ くっ ょうさぇめせ” – さっおかぇ めっ きぇめおぇ う ういぇてかぇ.  
 ┸けて すさっくせすぇお しぇき しすぇめぇけ う ゅかっょぇけ せ こけさちっかぇくしおせ ゃぇいせ. ╀うかぇ めっ すけ こさゃぇ かっこぇ 
しすゃぇさ せ くぇてっき しすぇくせ, おけめぇ くうめっ しかせあうかぇ くうつっきせ う くう いぇ てすぇ. ‶けしすけめぇかっ しせ, くぇさぇゃくけ, 
しすけかうちっ, てっさこっ, すぇやうさう, おぇてうおっ, おぇくすっ, しかうおっ, おさっゃっすう, しぇすけゃう, しすけかけゃう, ぇかう しゃっ すっ 
しすゃぇさう うきぇかっ しせ しゃけめせ くぇきっくせ. 』ぇお めっ う こぇすさけくぇ くっおぇょぇ ぉうかぇ すけこけゃしおう こさけめっおすうか. ┿ 
けゃぇ かっこぇ こけさちっかぇくしおぇ ゃぇいぇ ぉうかぇ めっ くっせこけすさっぉもうゃぇ. ′うおぇょぇ くうめっ ぉうかぇ くってすけ ょさせゅけ.┿ 
くうめっ ぉぇて ぉうかぇ くう ゃぇいぇ, めっさ しっ せ やせ くうめっ しきっかけ しうこぇすう ゃけょっ, くう しすぇゃもぇすう ちゃっゆっ. ╀うかぇ 
めっ かっこぇ しぇきぇ こけ しっぉう. ╀っい ちゃっゆぇ. ′ぇてかぇ しっ せ くぇてっき しすぇくせ くっけつっおうゃぇくけ. ╋ぇめおぇ くうおぇょぇ 
くうめっ しこけきうやぇかぇ ょぇ こかぇくうさぇ ょぇ おせこう すぇおゃせ ゃぇいせ. ¨ けゅかっょぇかせ うかう くけゃけき しすけかせ 
ゅけゃけさうかけ しっ きっしっちうきぇ. ╃ぇ すさっぉぇ ょぇ しっ おせこう, ぇかう しっ くっきぇ こぇさぇ, ょぇ けゃけ, ょぇ けくけ. ┿ ゃぇいぇ 
しっ こけめぇゃうかぇ くぇこさぇしくけ. ╉ぇけ めぇめっ おけめっ めっ しくっかぇ ゃっかうおぇ, くっこけいくぇすぇ こすうちぇ. ╂けすけゃけ しゃっ せ 
しすぇくせ ぉうかけ めっ ゆけておぇしすけ, おゃぇょさぇすくけ, こさぇゃけせゅぇけくけ.  
 ┸っょくけゅ ょぇくぇ けしすぇけ しぇき しぇき おけょ おせゆっ... ′っ しかせてぇて てすぇ すう ゅけゃけさうき. 
 – ]かせてぇき. 
 – ′っ しかせてぇて, もせぉぇゃう, ぇ けゃけ めっ くぇめゃっゆぇ すぇめくぇ きけゅ あうゃけすぇ.  
 ...しすぇめぇけ しぇき おさぇめ しすけかぇ う ゅかっょぇけ せ ゃぇいせ. ╆ぇすうき しぇき うしこさせあうけ させおせ う ょけょうさくせけ 
めっ こさしすうきぇ. ‶けゃさてうくぇ ゃぇいっ ぉうかぇ めっ たかぇょくぇ. ┿ せ しけぉう めっ ぉうかけ すけこかけ. ′ぇめぉけもっ しっ しっゆぇき 
ゃぇいっ う しゃっすかけしすう. ]ゃっすかけしす せ しけぉう かうつうかぇ めっ くぇ けくせ せ おさけてやう ゃっかうおけゅ ゅせしすけゅ ょさゃっすぇ. 
╁かぇあくけ おぇけ せ ぉせくぇさせ, いっかっくおぇしすけ, こけおさっすもうゃけ. ╉ぇけ ょぇ しせ いうょけゃう こさけこせてすぇかう ゃけょせ. 
〉 しさっょうてすせ すっ しゃっすかけしすう しすぇめぇかぇ めっ ゃぇいぇ. ╊ぇおけ しぇき めっ ょけょうさくせけ こさしすうきぇ. ′っあくけ しぇき 
こけゅかぇょうけ たかぇょくせ こけゃさてうくせ. ‶さうしかけくうけ しぇき てぇおせ う ょかぇくけき けしっすうけ ういぉけつうくせ, 
けおさせゅかうくせ. ╉ぇけ ょぇ しぇき せ てぇちう うきぇけ けぉかうお かっこけすっ. ╃さあぇけ しぇき させおせ すぇおけ めっょぇく ょせゅ 
すさっくせすぇお う けしっゆぇけ おぇおけ しっ こけゃさてうくぇ ゃぇいっ いぇゅさっゃぇ. ╀うかぇ めっ すけこかぇ. ¨ょゃけめうけ しぇき させおせ 
けょ ゃぇいっ う けすうてぇけ ょけ おせたうやっ, ゅょっ しぇき せ おせすうめう うしこけょ しすけかぇ つせゃぇけ しゃけめっ ゃけめくうおっ. 
[ぇしこけさっょうけ しぇき ゃけめくうおっ せ ょゃぇ さっょぇ. ┿かう すけ きっ くうめっ いぇくうきぇかけ. ╁さぇすうけ しぇき ゃけめしおせ せ 
おせすうめせ う ゃさぇすうけ しっ せ しけぉせ. ‶さうしかけくうけ しぇき せたけ せい ゃぇいせ う くっあくけ こけおせちぇけ. ╆ぇすうき めけて 
めっょくけき. ′うしぇき ぉうけ しぇき せ しけぉう. [ぇくうめっ しぇき ぉうけ しぇき, ぇ しぇょぇ しぇき ぉうけ しぇ すけき ゃぇいけき, おけめぇ 
めっ ぉうかぇ しすさぇくぇ せ くぇてっき しすぇくせ. 〉おさぇてぇゃぇかぇ めっ しけぉせ, ぇかう くうつっきせ くうめっ しかせあうかぇ. ]ゃう 
こさっょきっすう, ぇこぇさぇすう, しかうおっ ぉうかう しせ こけゃっいぇくう しぇ くぇきぇ う きっふせ しけぉけき くっゃうょもうゃうき 
くうすうきぇ. ╉ぇけ ゃっくぇきぇ, おさけい おけめっ すっつっ おさゃ. ╃ぇやせ う くけゆせ. ┿ ゃぇいぇ めっ ぉうかぇ しぇきぇ. ¨ょゃけめっくぇ 
けょ しゃっゅぇ. ╃ぇ かう めっ いぇうしすぇ ぉうかぇ かっこぇ? ]せきやぇき ょぇ ぉう しぇょぇ しすぇめぇかぇ せ きけき しすぇくせ. ┿ くう 
すぇょぇ きう しっ くうめっ つうくうかぇ かっこけき. ╀うかぇ きう めっ すぇめぇくしすゃっくぇ, しすさぇくぇ. ╉ぇけ ょぇ くうめっ うい くぇてっゅ 
しすぇくぇ. ‶さっきぇ やけめ しぇき ゅぇめうけ けしっゆぇやっ くぇかうお くぇ けくけ, おけめっ けしっゆぇ ょうゃもぇお こさっきぇ 
そうゅせさうちう ぉけあぇくしすゃぇ. 』せょっしくけめ そうゅせさうちう, おけめぇ めっ こぇかぇ し くっぉぇ. ‶さっ しゃっゅぇ めっ ぉうかぇ 
くっょけょうさもうゃぇ. ┿かう しすぇめぇかぇ めっ かっこぇ; ゃうょっけ しぇき きぇめつうくけ かうちっ ょけお めっ ゅけゃけさうかぇ: ‚‚╆ぇうしすぇ, 
おぇおけ めっ かっこぇ けゃぇ ゃぇいぇ.” ┿ せ さぇいゅけゃけさせ しぇ けちっき うしすけゅ ょぇくぇ さっおかぇ めっ: ‚‚〉かっこてぇゆっ しすぇく 
ゃうてっ くっゅけ くぇめかっこてう おけきぇょ くぇきってすぇめぇ.” 【すぇ めっ けすぇち くぇ すけ さっおぇけ, くっ しっゆぇき しっ...  
 ╃けてかぇ めっ いうきぇ. 〈けこかけすぇ しっ てうさうかぇ けょ ゅゃけいょっくっ こっゆう, おけめぇ めっ けょ めせすさぇ ょけ きさぇおぇ 
かけあっくぇ すさっしっすけき. ╀ぇさっ けょ ゃけょっ ぉうかっ しせ こけおさうゃっくっ かっょっくけき こけおけさうちけき. ╀ぇちぇかう しきけ 
くぇ すぇめ かっょ おぇきっやっ うかう ゅぇ かけきうかう こっすぇきぇ ちうこっかぇ. ╊っょ めっ こせちぇけ う こけ やっゅけゃけめ 
こけゃさてうくう おぇけ ょぇ しせ しっ こさけすっいぇかっ ぉっかっ ゃかぇしう. ╉さちおぇけ めっ かぇおけ こけょ くぇてうき おけこうすうきぇ. 
╉させあうゆう ゃけょっ こけきっさぇかう しせ しっ こけょ かっょけき, おぇけ せ しすぇおかっくけめ ちっゃつうちう ゃぇしっさゃぇゅっ. ┸っょくけゅ 
ょぇくぇ ぉけかっかけ きっ ゅさかけ う くうしぇき けすうてぇけ せ ておけかせ. ╊っあぇけ しぇき せ おさっゃっすせ う つうすぇけ ‚‚╋せゃせ”... 
〈け めっ ぉうけ たせきけさうしすうつおう つぇしけこうし... てすぇきこぇく くぇ させあうつぇしすけき こぇこうさせ. ′っ させあうつぇしすけき, 
ぇかう ぉけめぇ おぇけ ょぇ めっ いぇかぇいうかぇ せ くうめぇくしせ させあうつぇしすっ. ╂かっょぇめせゆう せ ‚‚╋せゃせ”, ゃうょっけ しぇき 
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‚‚けつうきぇ きけめっ ょせてっ” ゃぇいせ くぇ しすけかせ. ╁ぇいぇ めっ しすぇめぇかぇ すぇきけ しすさぇくぇ, しぇゃさてっくぇ, 
くっょけょうさもうゃぇ. ╇ぇおけ くうおけゅぇ くうめっ ぉうかけ おけょ おせゆっ, うてぇけ しぇき くぇ こさしすうきぇ, けこさっいくけ, 
こけかぇおけ. 【せやぇけ しぇき しっ せ すうてうくう, せ おけめけめ めっ ゃぇいぇ しすぇめぇかぇ おぇけ せ ゃぇすう. ‶けゃせおぇけ しぇき 
きうもっ, ゃぇいぇ しっ こけきっさうかぇ. ¨くょぇ しぇき こけゃせおぇけ めぇつっ. ╁ぇいぇ しっ いぇすさっしかぇ う こさっゃさくせかぇ. ′ぇ 
しすけかせ しせ しすぇめぇかっ くけゃうくっ. ╁ぇいぇ しっ けすおけすさもぇかぇ くっおけかうおけ ちっくすうきっすぇさぇ う いぇょさあぇかぇ しっ 
くぇ うゃうちう しすけかぇ. 〉 しさっょうくう めっ うきぇかぇ くっぉっしおけこかぇゃせ しゃっすかけしす. ╁っゆ しぇき ゃうょっけ てすぇ ゆっ 
せしかっょうすう. ]すさぇてくけ しぇき しっ こかぇてうけ. 』ぇお しぇき こけつっけ ょぇ しっ きけかうき: ‚‚┿くふっかっ ぉけあめう, 
つせゃぇさせ きけめ, せゃっお こけおさぇめ きっくっ しすけめ, せめせすさけ, せゃっつっ, ょぇやせ, くけゆせ, ぉせょう きう せゃっお けょ 
こけきけゆう...”, ぇかう きっ めっ くってすけ うしおせてぇゃぇかけ う こけくけゃけ しぇき こけゃせおぇけ きうもっ. ]ぇょぇ ゃうてっ せ すけ 
くっ ゃっさせめっき, ぇかう すぇょぇ しっ ふぇゃけ すぇきけ こけめぇゃうけ, けく めっ こさけすっゅぇけ きけめせ させおせ う すさゅくせけ. ┸ぇ 
しすゃぇさくけ くうしぇき たすっけ. ┸けて しぇき きけゅぇけ せ こけしかっょやっき すさっくせすおせ ょぇ せたゃぇすうき ゃぇいせ, めっさ しっ 
けおさっすぇかぇ こけかぇおけ, おぇけ けおけ しっぉっ, う ゃさかけ かぇゅぇくけ めっ こぇょぇかぇ くぇ こけょ. ╆ぇうしすぇ めっ こけかぇおけ 
こぇょぇかぇ う きけゅぇけ しぇき ょぇ めっ いゅさぇぉうき せ ゃぇいょせたせ...┿かう ふぇゃけ めっ いぇょさあぇけ きけめっ させおっ. ╇ めぇ しっ 
しぇょぇ しきっめっき. ┿かう しぇきけ すぇめ めっょうくう こせす せ あうゃけすせ ふぇゃけ きっ めっ くぇゃっけ くぇ ゅさった. ╉ぇしくうめっ しぇき 
ゅさってうけ くぇ ゃかぇしすうすう さぇつせく...30 
 
 
 

‶さっゃけょ: ╉しっくうめぇ ‶けこけゃうゆ 
 
 
 
╀っかっておぇ け こうしちせ 
 
ǺȈȌȍțȠ ǸțȎȍȊȐȟ (1921–2014) めっ こけもしおう こっしくうお, こうしぇち う ょさぇきぇすせさゅ, めっょくぇ けょ 
くぇめいくぇつぇめくうめうた そうゅせさぇ こけもしおっ こけしかっさぇすくっ おやうあっゃくけしすう. ′ぇおけく ょっぉうすけゃぇやぇ 1944. ゅけょうくっ 
いぉうさおけき おさぇすおうた ょっかぇ さぇいかうつうすけゅ あぇくさぇ „╄ちたぇ かっWくっ” (【せきしおう ったけ), おけめぇ めっ ぉうかぇ ういゅさぇふっくぇ 
くぇ おかぇしうつくうき うょっぇかうきぇ: しくぇあくけき こぇすさうけすういきせ う ゃっさう せ こけぉっょせ こけもしおっ おせかすせさっ う しぇきけゅ 
あうゃけすぇ, [せあっゃうつ せしきっさぇゃぇ こけっすうおせ しゃけゅ ょぇもっゅ しすゃぇさぇかぇてすゃぇ おぇ ぇゃぇくゅぇさょう. ┺っゅけゃぇ こけっいうめぇ 
ういさぇあぇゃぇ すさぇゅういぇき せしぇきもっくけゅ つけゃっおぇ せ こけしかっさぇすくけき しゃっすせ こけくうおかけき くぇ けおさせすくけしすう, 
さぇゃくけょせてくけしすう う きぇしけゃくけき せぉうめぇやせ, ぇかう しっ ょけすうつっ う けしくけゃくうた あうゃけすくうた ゃさっょくけしすう. 
╃さぇきしおぇ ょっかぇ しっ けしかぇやぇめせ くぇ さっぇかくけしす う ぇこしせさょ, こさけいせ けょかうおせめせ こけっすういけゃぇくけしす う 
そさぇゅきっくすぇさくけしす, おけめぇ ゅぇ こさうぉかうあぇゃぇ こけしすきけょっさくういきせ. 
 
 
 
 

‶さっゃけょうけちう しっ いぇたゃぇもせめせ ゅけしこけょうくせ 

╋うかけてせ ╁ぇかうゅけさしおけき くぇ しせゅっしすうめぇきぇ けおけ こさっゃけふっやぇ. 
 

 
 

                                                        
30 ɇɚɩɢɫɚɧɚ 1963. ɢ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɭ ɡɛɢɪɰɢ ɭ ɡɛɢɪɰɢ „Wycieczka do muzeum”, ɉɨɫɟɬɚ ɦɭɡɟʁɭ, 1966. 
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САВРЕМЕНА РУСКА ПОЕЗИЈА 
* 

АЛЕКСАНДАР РАДАШКЈЕВИЧ 
 
 

 
 
ǪǨǸǰǡǨǾǰǡǭ Ƕ ǪǸǭǴǭǵǻ 
 
I 
 
╇しこかうゃぇゃぇ (ぇかう けすおせょ), けすこかうゃぇゃぇ  
(ぇかう おせょぇ) ょぇく, おぇけ けょあうゃっかう ぉうしっさ,  
くぇかうゃっく こさけおうしかうき きかっおけき. ‶けょ くけゅっ 
こさけしすうさっ しっ やっゅけゃぇ こぇこうさせしくぇ きせいうおぇ, う おぇこもっ 
いぇ ゃさぇす せこけさくけ ゆせすぇやっ やっゅけゃうた くっぉっしぇ,  
ぉっい けいくぇおぇ, おぇけ いぇゅさけぉうめっ. 
                                               ╉ぇけ ちさおくせすけ しゃさぇつっ,  
くうおけ ゅぇ くっゆっ せゅさっめぇすう させおぇきぇ いぇくっきっかうき  
けょ くっあくけしすう う せあぇしぇ. ′う こさけきさいかけゅ  
しっゆぇやぇ, くう おうゆっくっ くぇょっ せ ょぇくせ  
くっしこけめうゃけしすう せょぇもっくうた ょぇくぇ, おけめっ 
さぇしせかぇ めっ しゃぇ すぇ こせておうくけゃしおぇ ゆうかうぉぇさくぇ おせこうくぇ 
きけつゃぇさくぇ こけ てせこもうおぇゃけき かっょせ おけめう ちさくう. 
 
II 
 
]うかぇいう ゃさっきっ こさぇいくけゅ いくぇやぇ: ちゃっす こぇしめぇおけゃうくっ  
       こかけゃう こけ いうくせかけめ こかぇゃっすう, ゅょっ  
すう う めぇ  しきけ – けょさゃっくっかぇ  せしこけきっくぇ  しゃうた せくぇこさっょ   
       しこさっきくうた, けぉせゃっくうた, ういぉさうめぇくうた, うしこっゅかぇくうた,  
しゃうた おけめう いぇこさぇてうかう しせ う せこけゅぇくうかう う,  
       おぇおけ くぇ おけさうしす ゅせゅせゆせ こさっょぇやぇ,  
       しゃうた おけめう しせ いぇかせすぇかう せ しっぉう.  
′ぇ けゃぇめ しゃっす, くぇ けゃせ すきうくせ せ ょぇく ぇこさうかしおう, こけ ╀けあめうき  
       こさけきうしかうきぇ すさうょっしっすう, せ すさう こけこけょくっ  
こけめぇゃうけ しぇき しっ, しっゆぇて しっ, めぇ せ こさぇてくけき ¨さっくぉせさゅせ  
       う くっあくけ ういせしすうけ: きせ-きせ.  
       ┸けて こっゃぇきけ. ╁うてっ くうめっ しすさぇてくけ. ′っ つっおぇきけ う  
       ゃけかうきけ. ╀けかくけ う すきせさくけ.  
]うかぇいう ゃさっきっ こせしすうた くぇょぇやぇ: ちゃっす こぇしめぇおけゃうくっ  
      こさっこかうゃぇゃぇ うい しゃっすかけしっくう せ しゃっすかけすきうくせ. 
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III 
 
┸けて めせつっ しう こもせしおぇけ しっ しせくちっき, ぇ ょぇくぇし  
くぇょうゅかう しせ しっ, いぇきせすうかう すぇかぇしう. ┸けて めせつっ  
くうてすぇ ゃうょっけ くうしう, ぇ ょぇくぇし しさちっ いぇゃうめぇめせゆう  
うしこもせしくせゆっ くぇ しゃぇ いゃけくぇ きせいうおせ ゆせすぇやぇ.  
╉ぇけ ぉっかう ちさゃ, しかっこ う ゅけ, めけて めせつっ あせょっけ しう,  
ょけしぇふうゃぇけ しっ う きさいっけ, ぇ ょぇくぇし  
 
しゃっ せ めっょくけき, めっょくけ せ しゃっきせ – ょけ しぇきけゅぇ  
しおけくつぇやぇ くっけおけくつうゃうた こけつっすぇおぇ う けょ こけつっすおぇ  
しゃうた けおけくつぇゃぇやぇ ぉっしこけつっすくうた, う こさけしすうさっ しっ  
しすさせめぇやっ ゃっすさうゆぇ こけ うてこぇさすぇくうき かうしすけゃうきぇ  
ういぇ しゃぇおっ ゃっゆっ いぇこっすっ, おぇけ けゃぇめ せいょぇた う けくぇめ.  
‶けょ けおさせゅかけき うおけくけき くっぉぇ ゃっつっさやう ょせゅぇつおう つけゃっお. 
                                                                                         
                                                                                    2004. 
 
 
ǵǨ ǷǸǹǺǰǴǨ  
  
′ぇ こさしすうきぇ こさけかぇいう きうきけ 
あうゃけす, せ いうきしおうき めせすさうきぇ  
おせゃぇめせゆう ちさくう つぇめ, ゅけすけゃけ ょぇ 
くっ しっゆぇき しっ ゅけょうくぇ こさけおけちおぇくうた  
し こけくけさけき, こさっょめせすぇさやうた 
ゃっつっさう, ゅかぇしぇ せいょさたすぇかけゅ こけこせす  
すさっこぇゃうちぇ, う けくけゅぇ, しゃっゅぇ けくけゅぇ  
せ てすぇ こけしゃっゆっくう しきけ しぇきけ すう う めぇ – 
ゃっつっさやうた しゃうかっくおぇしすうた こすうちぇ 
せ くっけぉせたゃぇすくけき こけゅかっょせ, 
ゅょっ さぇゃくけ めっ けぉさくせすけ そうかきしおけ こかぇすくけ 
ぇかっめぇ, きうかけゃぇくうた しすぇおかっくうき 
ゃっすさけゃうきぇ せ けゅかっょぇかうきぇ けくうき, 
せしこけさっくうき う こうめぇくうき, 
う くぇ ょかぇくけゃうきぇ – きせすくぇ こぇさつぇょ 
そうくぇかくうた さっつう ゃっかうおっ けくっきっかけしすう,  
おけめっ せ しかっこけけつくうちせ ちっかうゃぇめせ.  
                        ′っゃってすうき しおぇかこっかけき すせふうくっ 
さぇしおけきぇょぇかう しせ くぇし くぇあうゃけ, 
う しおぇきっやうゃぇかぇ しせ しっ けおくぇ-させあっ 
おぇけ けくう, ょけぉさけき いゅけょけき, しすうたけゃう, 
う あうゃけす, おぇけ かけこけゃ, おぇけ しきさす, 
くぇ こさしすうきぇ, くっ ゃうょっゆう くぇし, 
こさけおさぇけ しっ すせ くっゅょっ, きうきけ, 
ょぇ ぉうた せ いうきしおうき う しかっこうき 
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めせすさうきぇ, おせゃぇめせゆう ちさくう つぇめ 
くぇしせてくう – くぇ すゃけめ くぇつうく, おぇけ 
こさっ, けしっすうけ おぇおけ けこっす 
くぇ せいょさたすぇかぇ さぇきっくぇ 
くぇかっあっ うきっ ゃかぇあくけ  
すゃけめっ – おぇけ くっつせめくう 
くけゃけゅけょうてやう 
しくっゅ. 
                     2005. ╀けたっきうめぇ 
 
 
ǡǻǳǰ ǻ ǷǭǸǭǬǭǳǲǰǵǻ 
 
I 
╂[¨╀┹╄ 
 
╉けょ こけおけめくうた しけゃめっすしおうた こうしぇちぇ 
ゃっけきぇ そうくぇ おぇてぇ けょ たっもょっ う けすきっく 
させしおう ゅけゃけさ, う やうたけゃう ゅぇゃさぇくう, おけすさもぇめせゆう «さ», 
いゃっちおぇめせゆう きっょぇもぇきぇ う こさっこかうゆせゆう 
ちさくっ きぇてくっ, ゅさぇおゆせ う ょぇやせ う くけゆせ 
くぇ きっくっ てすけ しぇょ う けすこけつうくっき, う めっょっき,  
ぉさうめぇき しっ う てっこせさうき せ やうたけゃけき  いぇゃっすくけき 
ょけきせ おやうあっゃくうおぇ, つすけ ゅかぇょうき きぇたけゃうくせ 
くぇ やうたけゃうき ぉさっいぇきぇ おけょ [ぇょくうつおけゅ しけおぇおぇ, 
てすけ ういくぇょ こかうすおっ ]っすせやっ けぉうかぇいうき 
ぉさっあせもおぇしすけ ゅさけぉもっ, ゅょっ させつくう しぇす 
くっ さぇょう う くっ あぇさう こかうてぇしすぇ おけこさうゃぇ. 
 
¨ょゃさぇすくけ ょっぉっかう こすうゆ いぇかせょ くぇゅさふせめっ 
こさっょうゃくせ ぉさぇゆせ ╉けゃぇもけゃっ, てっしすけかっすくう 
]ぇてぇ ′けゃうおけゃ ゃけいう おさけい こっょっしっすっ 
«かけしうこっょ» くぇ すさう すけつおぇ, さけきぇくすうつくぇ 
]ぇこせくけゃぇ きけすさう こさっすっゆっ うい 
くうけすおせょぇ – おさけい こっさきぇくっくすくせ 
こっゅぇゃせ めっしっく; ょゃっ ょさせゅぇさおっ, いぇゃぇかうかっ しっ 
くぇ おかうきぇゃけめ けゅさぇょう, ょぇ こさっいぇかけゅぇめっ させあうつぇしすうき 
ゃうさてかぇきぇ くっつうめせ あせぉけさっゆせ こさっおけ おぇきっやぇ 
こぇきめぇす. ‶けかぇ ょゃぇ. ╁さっきっ させつおせ. ╉ぇけ 
くぇ ]すさぇてくけき しせょせ, いぇせさかぇゆっ こけょきけしおけゃしおぇ 
]ぇしおうめぇ こけさっょ こかけすぇ: «┸っ か ゃぇき しっ ょけこぇょぇ おけょ くぇし?» 
 
╇ ゃさぇゆぇめせゆう しっ しぇ きさすゃけゅ くぇ ゅさけぉもっ 
あうゃけ, めぇ, おぇけ 》ぇきかっす こさうゃうふっやっ 
けちぇ, しかせてぇき こうしちぇ ]せぉけすうくぇ, そさけくすぇてぇ, 
おけめう くぇさっふせめっ ょぇ こけくっしっき こけしかっ ょけさせつおぇ- 
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ゃっつっさっ いっきうつおせ きかっつくせ せ しけぉせ しすけ 
ょゃぇょっしっす けしぇき, う くっめぇしくけ  さぇいゃかぇつうき しっ 
おぇけ ぇさゅけくぇせす くぇ ぉぇかおけくせ おけめう おぇしおぇ いぇ いゃっいょぇきぇ 
いぇゃうめぇめせゆうき, しさつせゆう こうゃけ, ゅけすけゃけ おぇけ けちぇす 
くぇ おさしすせ, う あうゃ かっあっき  こけょ いうょくけき  
しゃっすうもおけき こうしぇちぇ, せ けぉかうおせ しかけゃぇ «╂» 
くっ ゃっさせめせゆう ょぇ しぇょ いぇしこぇゆせ う こさけぉせょうゆせ しっ 
おぇょぇ, いぇてすけ う ぉうかけ ゅょっ う ぉうかけ-うおぇょ. 
 
II    
]〉╋[┿╉ 
              Manger les pissenlits par la racine.* 
 
╉ぇおけ しぇき せいぇく, おぇおけ きぇかう,  
おぇおけ せゃうめぇ しっ こけ せこもせゃぇくけめ すさぇゃう  
しおせす きけめうた ちっかけょくっゃくうた あせょやう,  
おぇおけ めっ きけめぇ くっしうゅせさくぇ きせいうおぇ しかっこぇ,  
おぇおけ めっ しせゃ う ゅけさぇお たかっぉ きけめうた  
しゃぇてすけめっょぇ しこけすうつくうおぇ.  
〈させちおぇ しっ ゃぇゅけく う しゃっすかせちぇ いゃっいょぇ,  
ぉけかっしす ぉさうてっ せこかぇおぇくぇ かうちぇ.  
〈ぇおけ ゃっさせめっき ょぇ ゆせ せいかっすっすう  けくけき  
こさうかうおけき, ょぇ ぉうた ゃぇき くぇきっさくけ う くぇょきっくけ  
ょけてぇけ せ しぇく, こさうめぇすっもう きけめう,  
おけめうた ゃうてっ くっきぇ, きけめう くっこさうめぇすっもう,  
おけめう あうゃけす, おけめう しきさす ょさせゅぇつうめけき う  
きぇさもうゃうめけき しぇやぇすっ. ┿ こけょ ぉぇかおけくけき –  
きうさうしくけ ゃかぇあくぇ たかぇょけゃうくぇ, しっくおう  
けさけくせかうた  いぇきさてっくう こさっこかっす,  
う ゃさすうさっこおぇ しおぇおせゆっ いうきけゅさけあもうゃけ  
こけ しかっこけめ いっきもう, おぇけ ゃさっょぇく  
こうしぇち こっさっょっかおうくしおう, おけきっ めっ けくぇ  
けおさっくせすぇ きっおうき くぇかうつめっき, こけ けくけめ  
こさっそうやっくけめ, くっ させしおけめ, こけしかけゃうちう,  
ょぇ けく しぇょぇ くう しかせつぇめくけ くっ めっょっ  おけすかっすっ,  
さうぉっ こうさめぇやっくっ, ょぇ くっ こうめっ こっくぇしすけ,  
こけ ╀さっょぉっさうめせ* ゃうくけ, ゃっゆ ょぇ あょっさっ, しぇ  
しすけきぇつくけさっしうつくうき ょさせゅぇさうきぇ, きぇしかぇつおっ –  
こけつっゃ けょ おけさっくぇ おけめう しっ ぉっかう. 
 
*┸っしすう きぇしかぇつおっ けょ おけさっくぇ – すけ めっしす せきさっすう (そさぇくち) 
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III 
╆┿ ╆╀¨╂¨╋ 
 
╄ こぇ, ょぇ しっ けこさけしすうきけ, しすぇぉかぇ しかけゃっくしおうた あぇかけしくうた こぇかきう, 
こけくけゆくう ゅさちぇゃう おぇてもせ しぇ ぉぇかおけくぇ おかうきぇゃうた, しぇきけすくうた, 
う いぇゃうめぇやっ こぇしぇ, せ けょゅけゃけさ くぇ いぇゃうめぇやっ しくせあょっくうた くけゃけこっつっくうた 
ぉけゅぇすぇてぇ しぇ ゅさぇくうすくうた  かっすやうおけゃぇちぇ, おけめう こぇきすっ しゃぇおけき  
こけさけき, おけめぇ すうてすう, ょぇ ぉうゆっ うき ゅけさっ けょ ゅけさっゅぇ, ょぇ かう 
こけしかっ, ょぇ かう めけて すっ くっこさけしこぇゃぇくっ くけゆう. 
╃け ゃうふっやぇ, ょうゃぇくせ ょさあぇゃくう, しぇゃ せかっゅくせす けょ  
ょっぉっかうた いくけめぇゃうた つかぇくけゃぇ しけゃめっすしおうた 
しすゃぇさぇかぇつおうた しぇゃっいぇ, おけめう おけかっおすうゃくけ すさせくせ 
せ ぇくすうしけゃめっすしおうき こけょいっきくうき ゃけょぇきぇ, 
う すう, ゅかぇしくけゅけゃけさくぇ しかうおけ おけめせ しぇき, おぇけ けおぇくちっ 
うい こぇおかぇ, せゃっお せしこっゃぇけ ょぇ  
いぇすゃけさうき, う すう う すう, いっきもけ, おけめぇ 
けょ ゃっおぇ う ょけ ゃっおぇ かせすぇて こけ ょぇくすっけゃしおうき 
おさせゅけゃうきぇ おぇけ めっしっやうくけゃしおけ いぇおかぇくけ すっかっ 
こけ あうゃけょっさくけ けぉっゆぇくけき あうゃけすせ, 
う すう, いぇかせすぇかぇ いゃっいょけ こけょゃけょくうた 
おさせくぇ めせかしおうた, おけめぇ しう せ きかぇょけき めせすさせ 
すぇおけ くぇめこけしかっょやぇ, おぇょ せ つっしすうすけめ  
こかぇゃっすう くうてくせ しっ 
しすぇぉぇかぇ こさうおけゃぇくうた 
しゃっすかっゆっ ょせてっ.  
 

‶さっゃけょ う ぉっかっておぇ: ╆かぇすぇ ╉けちうゆ 
 
╀っかっておぇ け こうしちせ 
 
ǨȓȍȒșȈȕȌȈȘ ǷȈȊȓȖȊȐȟ ǸȈȌȈȠȒȯȍȊȐȟ (1950; ¨さっくぉせさゅ), しぇゃさっきっくう させしおう こっしくうお, 
っしっめうしす, こさっゃけょうかぇち. ¨ょさぇしすぇけ せ ゅさぇょせ 〉そぇ, 70-すうた ゅけょうくぇ あうゃっけ う さぇょうけ せ すぇょぇてやっき 
╊っやうくゅさぇょせ. 〉 ]]][-せ くうめっ てすぇきこぇく. ╄きうゅさうさぇけ せ ]┿╃ 1978, さぇょうけ せ ぉうぉかうけすっちう ┸っかておけゅ 
せくうゃっさいうすっすぇ. ╂けょうくっ 1983. こさってぇけ せ ‶ぇさうい, さぇょうけ せ こけいくぇすけき くっょっもくうおせ [せしおぇ きうしぇけ ょけ 
1991, おぇょぇ こけしすぇめっ かうつくう しっおさっすぇさ ╁っかうおけゅ おくっいぇ ╁かぇょうきうさぇ ╉うさうかけゃうつぇ う やっゅけゃっ 
こけさけょうちっ, おけめせ, しゃっ ょけ 1997, こさぇすう せ ぉさけめくうき いゃぇくうつくうき こけしっすぇきぇ こけ [せしうめう, ╂させいうめう, 
〉おさぇめうくう う っゃさけこしおうき いっきもぇきぇ. 
╅うゃう せ ‶ぇさういせ. 
    ‶けつっゃ けょ おさぇめぇ 70-すうた くぇてうさけおけ けぉめぇゃもせめっ せ っきうゅさぇくすしおけめ こっさうけょうちう, ぇ けょ 1989. ゅ. う せ 
けすぇりぉうくう. 
    ┿せすけさ めっ けしぇき おやうゅぇ こけっいうめっ, こさけいっ う こさっゃけょぇ. ‶さう こっすっさぉせさておけめ ういょぇゃぇつおけめ おせゆう ╊うおけゃう 
[せしうめっ けしくけゃぇけ おやうあっゃくけ-うしすけさうめしおせ ぉうぉかうけすっおせ ╀っかう けさぇけ. 
    ‶っしくうつおっ おやうゅっ: ╂けぉかっく ( ┺せめけさお, 1986), ¨くけ ょけぉぇ (]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ, 1997), ‶けしかっょやう 
しくっゅ, ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ – ‶ぇさうい, 2003), ╁っすぇさ しけいっさちぇやぇ (]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ, 2008), 
╆っきぇもしおう こさぇいくうちう (╋けしおゃぇ, 2013). ╉やうゅぇ こけっすしおっ こさけいっ ╊うしぇち, うかう Inferno (]ぇくおす 
‶っすっさぉせさゅ, 2009). ╉やうゅっ おけめっ めっ こさっゃっけ し っくゅかっしおけゅ: ┾っめきし 》ぇぉっか ┹せぉぇゃくぇ こうしきぇ ╆っきもう 
(1983), ┾っめきし ╀けかょせうく ┲けゃぇくうめっゃぇ しけぉぇ (2006). 



 

 
 

╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ – ]せすけく, 2004. 
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ПРО/МЕ/ТЕЈСКА СВОЈСТВА  
МИЛАНОВИЋЕВОГ ПЕВАЊА У НЕДОБА 

 

(СВЕВРЕМЕНА ПОЕЗИЈА ОВОГ ВРЕМЕНА) 
 
 

Мирослав Тодоровић 
 

 
〉 ぉっしっょう こけゃけょけき „╅うつおっ たさうしけゃせもっ“ こっしくうお ╋うかぇくけゃうゆ めっ うしおぇいぇけ くぇつっかけ 

しゃけゅ こっゃぇやぇ う うしすぇおぇけ: „]ぇ さっつうきぇ, こっしくうおせ めっ ょぇすぇ きけゆ ょぇ こさっけぉさぇあぇゃぇ しゃっす. ╀うかけ 
ぉう ぉけゅけたせかくけ ういめっょくぇつぇゃぇすう こっしくうおぇ, しかぇぉぇてくけゅ もせょしおけゅ しすゃけさぇ, しぇ 〈ゃけさちっき おけめう めっ 
けょ さっつう しすゃけさうけ しゃっ てすけ きけあっきけ ょぇ ゃうょうきけ, 
こけきうさうてっきけ, ょけょうさくっきけ つせめっきけ. ′うめっ こっしくうおせ 
ょぇすけ ょぇ こさっけぉさぇあぇゃぇ 〈ゃけさつっゃけ ょっかけ, ゃっゆ ょぇ 
さっつうきぇ きっやぇ けくけ てすけ しせ もせょう せ しゃけめけめ 
ゅさぇきいうゃけしすう, ゃかぇしすけもせぉうゃけしすう, しぇきけもせぉもせ う 
けしうけくけしすう けょ 〈ゃけさつっゃけゅ ょっかぇ せつうくうかう. ‶っしくうお, 
くぇさぇゃくけ, くっきぇ きけゆ ょぇ せすうつっ くぇ しゃっすしおっ こけかうすうつおっ 
う っおけくけきしおっ こさけちっしっ, ぇかう うきぇ ょぇさぇ ょぇ おさたけすうくっ 
さぇいょさけぉもっくけゅ しゃっすぇ ょけゃっょっ せ めっょぇく くけゃう さっょ. 〈ぇめ 
こけさっょぇお しすゃぇさう ぉうゆっ しぇきけ やっゅけゃ, ょさせゅぇつうめう けょ 
しゃぇつうめっ いぇきうしかう, いぇしっぉぇく, けくぇめ おけめう くせょう 
つうすぇかぇつおせ ょさぇあ けすおさうゃぇやぇ う しせしさっすぇ しぇ くけゃうき う 
くっけつっおうゃぇくうき. ╇ おけかうおけ めっ こっしくうおぇ, すけかうおけ めっ 
しゃっすけゃぇ, せしぇきもっくうた ぇかう しすゃぇさぇくうた, し もせぉぇゃもせ 
おけめぇ しすけめう くぇしせこさけす させてうかぇつおけめ っくっさゅうめう てすけ めっ 
さぇいょさけぉうかぇ くっおぇょぇ くっゃうくう てぇさ.“ 

╋けゆ  „ょぇ こさっけぉさぇあぇゃぇ しゃっす“ こっしくうおせ ょぇめっ ぉけあぇくしおう ょぇさ う さっつ おけめぇ きせ めっ 
ょぇさけゃぇくぇ. 〈け めっ けくぇ [っつ おけめせ めっ っゃぇくふっかうしすぇ くけゃけいぇゃっすくう けぉいくぇくうけ: 〉 こけつっすおせ ぉってっ 
さっつ, う さっつ ぉってっ ╀けゅ う ╀けゅ ぉってっ さっつ. ¨くぇ ぉってっ せ こけつっすおせ せ ╀けゅぇ. ]ゃっ めっ おさけい やせ 
こけしすぇかけ, ぇ ぉっい やっ くうてすぇ くうめっ こけしすぇかけ てすけ めっ こけしすぇかけ. 〉 やけめ ぉってっ あうゃけす, う 
あうゃけす ぉってっ ゃうょっかけ もせょうきぇ. ╇ ゃうょっかけ しっ しゃっすかう せ すぇきう, う すぇきぇ ゅぇ くっ けぉせいっ. 
(┸けゃぇく, 1, 1-5). ╃け すっ さっつう しっあっ こっしくうつおぇ さっつ こっしくうおぇ ╀さぇすうしかぇゃぇ [. ╋うかぇくけゃうゆぇ 
おけめう しすゃぇさぇ, う けしすぇゃもぇ こっしくうつおけ, しゃっょけつぇくしすゃけ しゃけゅ (くぇてっゅ) ゃさっきっくぇ.  

┸っさ,  ‶けっいうめぇ めっ せ しゃっきせ てすけ つけゃっお つうくう, こけ 》ぇいかうすせ, けくぇ めっ „つっしすうちぇ おけめぇ 
こけしすけめう せ つけゃっおせ てすけ  てうさう,さぇいさっふせめっ, こさけつうてゆぇゃぇ う せいょうあっ つうすぇゃけ くぇてっ ぉうゆっ; ぉっい 
やっ めっ もせょしおう あうゃけす ぉっょぇく おぇけ あうゃけす ょうゃもっ いゃっさう. ̈ くぇ めっ すおうゃけ けょ おけめっゅ めっくぇて あうゃけす 
しすゃけさっく. ¨しすぇすぇお めっ いぇぉけさぇゃ しせてすう きさすゃけ しかけゃけ, めっさ しゃっ てすけ ゃさっょう いぇこぇきすうすう せ 
あうゃけすせめっ やっゅけゃぇ こけっいうめぇ.“ 

╃ぇくぇし, おぇょぇ めっ しゃっ けぉっしきうてもっくけ う おぇょぇ しせ こさぇゃっ ゃさっょくけしすう こけすうしくせすっ くぇ 
きぇさゅうくせ,  おぇょぇ je しゃっ きぇやっ つけゃっおぇ せ つけゃっおせ, めっさ めっ けぉっいょせてっく,  めっさ きせ めっ ょせてせ, すけ 
こっしくうつおけ けしっゆぇやっ しゃっすぇ, せいっかぇ  ょっしすさせおちうめぇ すさぇくいうちうめっ う うょっけかけゅうめぇ いゃぇくぇ „くけゃう 
ゃさかう しゃっす“, しゃっす おけめう めっ こけしすぇけ けさゃっかけゃしおぇ „あうゃけすうやしおぇ そぇさきぇ“, こけっいうめぇ めっ こけすさっぉくぇ 
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おぇけ しこぇし... ]ゃけめっゃさっきっくけ めっ ]っそっさう おぇいぇけ: ╁っさせめっき ょぇ けゃけき きけょっさくけき しゃっすせ せ おけき 
あうゃうきけ, こけょ すうさぇくうめけき しすさぇたぇ う くっしこけおけめしすゃぇ, すさっぉぇ こけっいうめぇ. 

‶っしくうお ╋うかぇくけゃうゆ ょっちっくうめぇきぇ こうてっ (あうゃう) こけっいうめせ ぇくゅぇあきぇくしおけゅ 
きうてもっやぇ け しゃっすせ おけめう ぉっい こけっいうめっ こけしすぇめっ しゃっ しせさけゃうめう, せこけいけさぇゃぇ くぇ こけすさっぉせ いぇ 
こけっいうめけき おけめぇ しすうたけき こっしくうおぇ ╃うおうめぇ さっつっくけ „くっゆっ しこぇしうすう しゃっす ぇかう ゆぇ ゅぇ せつうくうすう 
ゃさっょくうき しこぇしっやぇ“. 

„〉 くぇてっき ゃさっきっくせ こけっいうめぇ きう しっ つうくう ゃうてっ くけ うおぇょ こけすさっぉくぇ もせょうきぇ, おぇおけ めっ 
すけ ゃぇいょぇ ぉうゃぇかけ せ うしすけさうめう, もせょうきぇ しせけつっくうき しぇ くっゅぇすうゃくうき しうかぇきぇ おけめっ しせ 
けおさっくせすっ こさけすうゃ やっくうた けしくけゃくうた う けこてすうた しゃけめしすぇゃぇ: っきけちうめぇ おけめうきぇ 
けしきうてもぇゃぇきけ しゃけめっ しゃぇおけょくっゃくけ あうゃもっやっ う きぇてすっ おけめけき ょけゅさぇふせめっきけ めぇょ, ぉっょせ う 
ゃっかうつうくせ すけゅ あうゃもっやぇ. ┿おけ くぇし こけっいうめぇ う くっ せつう おぇおけ ょぇ あうゃうきけ, けくぇ くぇし せつう おぇおけ 
ょぇ こけしすぇゃもぇきけ こうすぇやぇ. ‶けっいうめぇ, きぇ せ おけめっき ゃさっきっくせ, こうすぇ しっ くっ しぇきけ け しゃさしう しゃけゅぇ 
ゅけゃけさぇ, くっゅけ う け すけきっ おけ すけ ゅけゃけさう せ くぇきぇ, おさけい くぇし, けぉさぇゆぇめせゆう しっ ょさせゅけき う 
こけおせてぇゃぇめせゆう ょぇ こけおぇあっ おぇおけ すぇめ ょさせゅう いぇこさぇゃけ めっしきけ きう しぇきう.“ (┿かっおしぇくょぇさ 
[うしすけゃうゆ) 

╀っい こけっいうめっ, ぉっい  すっ つっしすうちっ てすけ せいょうあっつうすぇゃけ くぇてっ ぉうゆっ つけゃっお  めっ けしせふっく くぇ 
こさけこぇしす. ╂っすっ おぇあっ: 』けゃっお しっ けょ しゃっゅぇ くぇめぉけもっ しこぇしぇゃぇ  せきっすくけてゆせ, ぇ ┺っゅけて ゃっかう: 
‶けっすぇ めっ おかうお しきさすくけゅぇ し ぉせさくけゅぇ くぇてっゅ ぉさうめっゅぇ, こけっすぇ めっ ゅかぇし ゃぇこうめせゆっゅ せ 
こせしすうやう; けく しぇやぇ け ぉっしきっさすうめせ… 

┸けて こさっ 200 ゅけょうくぇ《さうょさうた 》っかょっさかうく めっ こけしすぇゃうけ しっぉう, う くぇきぇ, こうすぇやっ: 
„』っきせ こっしくうちう せ けしおせょくけ ゃさっきっ?“ 

‶っしくうお ╀さぇすうしかぇゃ [. ╋うかぇくけゃうゆ くっ こけしすぇゃもぇ こうすぇやぇ, やっゅけゃっ こっしきっ ゅけゃけさっ  
けゃっつうすけき しせおけぉせ しすゃぇさぇかぇてすゃぇ う きけゆう, いぇすけ  こっゃぇ (‶っゃぇ ょぇ しっ しゃっす くっぉう 
さぇしこぇけ...) めっさ, ¨く   めっ „╀ぇかおぇくしおう こっゃぇつ“ おけきっ, しすうたけき やっゅけゃうき さっつっくけ: 
 

′っおう きぇかう ぇきぉうし つせつう くぇ きけきっ さぇきっくせ, 
¨ょきぇた こけおさぇめ せゃぇ, う ゅけくう きっ ょぇ こっゃぇき. 
.............................................................. 
‶っゃぇめ, てぇこせゆっ きぇめせてくう ぇくふっけ, ゃさぇすうゆっ しっ  
]くぇゅぇ せ しせゃっ せょけゃっ, ょうゆう ゆっ しっ  
╀けかくう うい しゃぇおっ こけしすっもっ, こっゃぇめ 
┸っさ ぇおけ こさっしすぇくって せ しゃっす ゆっ けこっす  
╆ぇかっゆう すぇきくうくぇ う しゃせょぇ ゆっ ちゃっすぇすう おせおせすぇ, 
こっゃぇめ ょけお すう ゅさかけ くっ くぇすっおくっ,  
ょけお しっ しぇゆっ くっぉっしおけ くっ うしこせくう ゅかぇしけき 
こっゃぇめ ょけお しっ くっ さぇしこさしくっ あうかぇ. 
 
╇ っゃけ こけ しすけかっゆぇ こっゃぇ ╀さぇすうしかぇゃ [. ╋うかぇくけゃうゆ. ╉ぇけ てすけ めっ ╃ぇくすっせ „こかぇきっく 

こぇおかぇ けこさもうけ ょせてせ“ ょぇ ぉう ゅぇ けこっゃぇけ すぇおけ しせ くっゃさっきちう う いぉうすうめぇ  けゃけゅ ゃさっきっくぇ 
こっしくうおけゃけ せくせすさぇてやっ いぉうゃぇやっ うくうちうさぇかう ょぇ うた けこっしきう.‶けょ しゃけょけき  やっゅけゃけゅ  
こっゃぇやぇ, せ いぉうさおぇきぇ: ┸っかっく せ こさけいけさせ (1975), ╉かぇすくけ (1980), ′っきぇく (1987), 
╀ぇかおぇくしおう こっゃぇつ (1995), ╁さぇすぇ せ こけもせ (1999), ]うかぇいぇお ( 2004), ╋ぇかっ かぇきこっ せ 
すぇきくうくう (2006), ‶うしきぇ うい こさぇしすぇさっ ぉせょせゆくけしすう (2009) ょけ けゃっ 『ゃさつぇお せ 
ょっちっきぉさせ  うしおぇいぇくぇ めっ „ょさぇきぇすうつくぇ しせょぉうくぇ つけゃっおぇ“ (╋うけょさぇゅ ‶ぇゃかけゃうゆ). ¨ょ 
┸っかっくぇ... せ おけめっき めっ ょけ こせくけゅ ういさぇあぇめぇ „ょけてかぇ やっゅけゃぇ うきぇゅくぇちうめっ おけめぇ めっ うくうちうさぇくぇ 
おけかうおけ あうゃけすけき すけかうおけ う くぇしかっふっき くぇょさっぇかうしすうつおっ う くっけしうきぉけかうつおっ すさぇょうちうめっ“ 
ょけ けゃっ おやうゅっ いさっかけしすう う しせきうさぇやぇ 『ゃさつぇお せ ょっちっきぉさせ けしすゃぇさっくぇ めっ こけっいうめぇ きけゆくけゅ 
すけおぇ う しぇょさあぇめぇ. ╋うかぇくけゃうゆ めっ,  おぇおけ めっ しゃけめっゃさっきっくけ くぇこうしぇけ ‶ぇゃかけゃうゆ, „こっしくうお 
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おけめう くっ かうつう くう くぇ おけゅ こけしっぉくけ“. ¨ぉめぇゃもっくっ おやうゅっ こけすゃさふせめせ こけしっぉくけしす 
╋うかぇくけゃうゆっゃっ こけっいうめっ う せゃっさぇゃぇめせ ょぇ めっ けく しぇきけしゃけめぇく すけお せ すけおせ しゃっおけかうおっ こけっいうめっ 
けゃけゅ ゃさっきっくぇ.  

〉 ぇせすけこけっすうつおけき すっおしすせ „‶っしくうお せ ゃさっきっくせ“ こっしくうお おぇあっ: „‶っしくうお くっ きけあっ ょぇ 
あうゃう ゃぇく しゃけゅぇ ゃさっきっくぇ, せ くっおうき くっこけしすけめっゆうき ょうきっくいうめぇきぇ. ¨く しっ けしすゃぇさせめっ せ 
しゃけきっ ゃさっきっくせ. ]ぇきけ すせ きけあっ ょぇ しぇゅかっょぇ う さぇいせきっ, ぇおけ うきぇ ょぇさぇ, しせてすうくせ こけしすけめぇやぇ, 
もせぉぇゃう, あうゃけすぇ う しきさすう, こさけぉかっきっ ょさせてすゃっくけゅ けさゅぇくういきぇ おけめう しせ せゃっお うしすう, ぇかう せ 
ょさせおつうめうき うしすけさうめしおうき けおけかくけしすうきぇ うきぇめせ ょさせゅぇつうめっ きぇくうそっしすぇちうめっ. ]ゃっ すけ, くぇ, 
おさぇめせ きけあっ ょぇ ういさぇいう しぇきけ めっいうおけき しゃけゅ ゃさっきっくぇ.“ 

╇いさぇいうけ めっ けゃけ ゃさっきっ, うしすうくっ しすゃぇさくけしすう しゃけゅ ゃさっきっくぇ すさぇくしこけくけゃぇけ めっ せ 
こっしきせ. [っつうきぇ くぇてっゅ ゃさっきっくぇ おけめっ きっきけさうめけき めっいうおぇ けゃけゅ すかぇ おさけい こけっいうめせ うしおぇいせめせ 
せくうゃっさいぇかくっ うしすうくっ いっきぇもしおっ  しせょぉうくっ  おぇおけ つけゃっおぇ すぇおけ う やっゅけゃうた 
すゃけさっゃうくぇ.]せょぉうくぇ めっ こっしくうおせ こけょぇさうかぇ せきっゆっ ょぇ ういさぇいう ゆせすぇやっ くっしすぇかけゅ, ょぇ おさけい 
きうすしおっ しかけめっゃうすけしすう めっいうおぇ う すっきぇ こけこせす ¨さそっめぇ しうふっ せ きうくせかけ, う ょぇ しゃけめうき ゅかぇしけき 
つせめっ せくうゃっさいせきくせ さっつ こっしくうおぇ こさっすたけょくうおぇ てすけ やっゅけゃけめ こっしきう ょぇめっ こけしっぉくせ ぉけめせ, ぇ 
やっきせ うょっくすうすっす こっしくうおぇ しせょぉうくしおけゅ. ╋うかぇくけゃうゆっゃせ こけっいうめせ けょさっふせめっ しくぇあくぇ 
せくせすさぇてやぇ おけくいうしすっくすくけしす っくっさゅうめっ すっきぇすしおけ-きけすうゃしおけゅ おぇけ う きっすぇそういうつおぇ 
しすさせめぇやぇ てすけ めけめ こけこせす „てせきぇ ゃさっきっくぇ“ ょぇめせ こけしっぉぇく いゃせお.  

(]ゃぇおう こっしくうお めっ いゃせお いぇ しっぉっ, う いくぇお こけ しっぉう, う いぇすけ めっ う くぇめゃっゆう ょせたけゃくう くぇこけさ 
ょぇしっ すぇめ いゃせお, おぇおけ ぉう さっおぇけ ╋けきつうかけ ′ぇしすぇしうめっゃうゆ, けぉっかけょぇくう.) ‶っしくうお ╋うかぇくけ-
ゃうゆ めっ せ しゃけめうき こっゃぇやうきぇ けしすゃぇさうけ しゃけめ いゃせお. ¨く めっ う せ くぇいうゃうきぇ いぉうさおう おけめう しせ 
しゃけめっゃさしくう しゃけょけゃう (おさけゃけゃう) ぇ うしすけゃさっきっくけ けしくけゃっ いうょぇくうちぇ しすぇきっくけゅ こっゃぇやぇ う 
くっきうさっやぇ.          

′ぇしかけゃ 『ゃさつぇお せ ょっちっきぉさせ しせゅっさうてっ しうきぉけかうつおけ-きっすぇそけさうつおうき 
けすゃぇさぇやうきぇ う こけかけあぇめ こっしくうおぇ せ けゃけき けしおせょくけき ゃさっきっくせ. ¨くけき, け おけめっき めっ せこうすくけ 
おぇいうゃぇけ 》っかょっさかうく, けゃけき せ おけめっき あうゃうきけ う け おけめっき めっ ┿くょさうゆ おぇいぇけ ょぇ „╃けふっ ゃさっきっ 
おぇょぇ こぇきっすくう いぇゆせすっ, ぉせょぇかっ こさけゅけゃけさっ, ぇ そせおぇさぇ しっ けぉけゅぇすう” ょけお ╋うかぇくけゃうゆ こっゃぇ 
しすうたけゃうきぇ せ „くっこさっしすぇくけき おさうすうつおけき ょうめぇかけゅせ しぇ しゃけめうき ゃさっきっくけき, しぇ うしすけさうめけき, 
うょっけかけゅうめけき, せすけこうめけき け しすゃぇさぇやせ しさっゆくけゅ う こさぇゃっょくけゅ ょさせてすゃぇ, ぇおけ すさっぉぇ う しうかけき. 
‶さうきっさう しうかっ せ さぇいくうき けぉかうちうきぇ くうしせ ぉうかう さっすおぇ こけめぇゃぇ. 〈っ すっきっ, いぇこさぇゃけ, くうおぇょ 
くうしせ こさっしすぇかっ ょぇ きっ うくすっさっしせめせ. ¨ょ やうた いぇゃうしう くぇて しゃぇおけょくっゃくう あうゃけす, こぇ う 
しゃぇおけょくっゃくう あうゃけす こけっいうめっ. ... ╇ いぇすけ しぇき せ しゃうき しゃけめうき おやうゅぇきぇ, ぉっい ういせいっすおぇ, 
けぉめぇゃもうゃぇけ う すぇおゃっ こっしきっ. ¨ょ やうた, こさけぉさぇくうた, くぇしすぇかぇ めっ けゃぇ おやうゅぇ: 『ゃさつぇお せ 
ょっちっきぉさせ. 

╉けきこけくけゃぇくぇ けょ こっしぇきぇ ぉうすくうた すっきぇ ╋うかぇくけゃっゆっゃっ こけっすうおっ いぉうさおぇ つうくう 
めっょうくしすゃっくせ ちっかうくせ. ╇いぇぉさぇくっ うい こさっすたoょくうた いぉうさおう う くけゃっ こっしきっ けぉめっょうやせめせ すっきせ 
おけめぇ こけょ おさけゃけき くぇしかけゃぇ 『ゃさつぇお せ ょっちっきぉさせ ゅさぇょう しゃけめっゃさしくせ こっしくうつおせ おせかせ せ おけめけめ 
めっ しすうたけゃぇく けょくけし こっしくうお – しすゃぇさくけしす – うしすけさうめぇ - こけっいうめぇ. ′ぇしかけゃう いぉうさおう う 
ちうおかせしぇ こっしぇきぇ さっこさっいっくすせめせ ╋うかぇくけゃうゆぇ おぇけ こっしくうおぇ こけしっぉくけゅ おけゃぇ う すゃけさうすっもぇ 
こけっいうめっ しくぇあくっ せくせすさぇてやっ っくっさゅうめっ.  ╆ぉうさおせ つうくう ういぉけさ こっしぇきぇ せ つうめっ すっきっ めっ 
せすおぇくぇ ╋うかぇくけゃうゆっゃぇ こけっすうおぇ さぇいかけきもっくけゅ  しゃっすぇ う ゃさっきっくぇ. ¨くぇ めっ せ けゃけめ いぉうさちう 
けしすゃぇさっくぇ おぇけ すっきっもくう こさうくちうこ こっゃぇやぇ. ¨しすゃぇさっくぇ めっ たぇさきけくうめぇ ういきっふせ こけっすしおうた 
っかっきっくぇすぇ つうきっ めっ こっしくうお こけすゃさょうけ くぇつっかけ „ょぇ しゃぇおけ  ゃさっょくけ おやうあっゃくけ けしすゃぇさっやっ 
そせくおちうけくうてっ ちっかけ“. 〈っきっ いぉうさおっ しせ しゃけめっゃさしくっ ょせたけゃくっ きぇこっ  おけめっ しせきうさぇめせ  う  
こぇかうきこしっしすくうき しゃけめしすゃうきぇ しせゅっさうてせ ょせたけゃくせ ゃっさすうおぇかせ おけめぇ こけっいうめう けゃけゅ ゃさっきっくぇ 
けぉっいぉっふせめっ しゃっゃさっきっくけしす. ┸っょくけき さっつめせ, せくうゃっさいぇかくせ おけきこかっおしくけしす. ╇いぉけさけき  めっ  
けしすゃぇさっくぇ  すっきぇすしおぇ あうかぇ おせちぇゃうちぇ  せ おけめけめ しっ くぇたけょう  う けょいゃけく   ぉうぉかうめしおけゅ こっゃぇやぇ: 
【すぇ めっ ぉうかけ すけ ゆっ ぉうすう, てすぇ しっ つうくうかけ すけ ゆっ しっ つうくうすう, う くっきぇ くうてすぇ くけゃけ こけょ 
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しせくちっき. ‶っしくうお めっ うしこうしうゃぇけ しかけめっゃうすっ こっしきっ, せ しすうたけゃっ めっ  せくっけ う しゃけめせ ょせたけゃくせ 
ぉうけゅさぇそうめせ おさけい おけめせ しっ こさっかぇきぇ こけっすうおぇ やっゅけゃけゅ こっゃぇやぇ う こさけきうてもぇやぇ すっきぇ 
つうきっ せおぇいせめっ くぇ そうかけいけそうめせ しゃけめっ こけっいうめっ. ¨くぇ こけしっょせめっ しゃけめしすゃけ せくうゃっさいぇかくけしすう 
おけめぇ めけめ けぉっいぉっふせめっ こけしすけめぇくけしす.  

╉さけい けこすうおせ しゃけゅ ゃさっきっくぇ こっしくうお こさけきうてもぇ ゃさっきっ こさけてかけ (くぇしかっふっ) おけめっ 
やっゅけゃけき こっゃぇやせ けぉっいぉっふせめせ しすぇきっくせ けしくけゃせ. ╋うかぇくけゃうゆ けこっさうてっ さっぇかくうき 
つうやっくうちぇきぇ うきぇめせゆう くぇ せきせ ╋うさつせ ╄かうめぇょっぇ う やっゅけゃっ さっつう ょぇ „くっ こけしすけめう もせょしおぇ 
つうやっくうちぇ おけめぇ うしすけゃさっきっくけ くうめっ う うしすけさうめしおぇ つうやっくうちぇ“. ╃さぇきぇすせさゅうめぇ こっしくうつおうた 
おさせゅけゃぇ (‶けょ すゃさょうき いぇおけくうきぇ, ╆かけゃさっきちう, ╇くしすうすせす いぇ しくけゃっ, ‶っこっけ しかぇすおけゅ 
ょけきぇ, Tema Balcanika) しぇ こさっょゅけゃけさくけき こっしきけき ╆かけゃさっきちう, う いぇゃさてくけき ′っきけめ, 
ぇくふっかっ こけすゃさふせめっ っこしおせ ょうきっくいうめせ かうさしおけゅ こさけきうてもぇやぇ しゃっすぇ, せ おけめけめ おさうすうつおぇ 
けこしっさゃぇちうめぇ うきぇ しくぇゅせ せくうゃっさいぇかくけゅ, こさけきっすっめしおけゅ ょうしおせさしぇ, てすけ けょ こぇきすうゃっおぇ 
しせょぉうくしおう こさぇすう つけゃっおぇ. ]ぇきぇ すぇ つうやっくうちぇ けゃけめ こけっいうめう けぉっいぉっふせめっ ょせゅけゃっつくけしす おぇけ 
う こけすさっぉせ ょぇ しっ こっゃぇ, ょぇ しっ ぉせょっ こっしくうお, きぇ う ちゃさつぇお せ ょっちっきぉさせ. ┸っさ, おぇおけ おぇあっ 
╇ゅせきぇく ]すっそぇく せ ╂けさしおけき ゃうめっくちせ: 
 
╆かぇ こけょ くっぉけき てすけ しせ しゃぇおけかうおぇ 
つけゃめっおせ しせ こさゆうめぇ くぇ いっきもう 
]ゃめっす めっ けゃぇめ すうさぇく すうさぇくうくせ 
ぇ おぇきけかう ょせてう ぉかぇゅけさけょくけめ! 
¨く めっ しけしすぇゃ こぇおかっくっ くっしかけゅっ 
せ や さぇすせめっ ょせてぇ しぇ すうめっかけき... 
 

...ゃけかくぇ ゃけかくせ せあぇしくけ こけこうさっ, 
け ぉさうめっゅ しっ かけきっ けぉぇょゃうめっ 
′うおけ しさっゆぇく, ぇ くうおけ ょけゃけもぇく 
くうおけ きうさぇく, ぇ くうおけ しこけおけめぇく;  
しゃっ しっ つけゃめっお ぉさせおぇ しぇ つけゃめっおけき 
 

¨ゃう しすうたけゃう しせ こぇさぇょうゅきぇ しゃっおけかうおっ こけっいうめっ てすけ こさぇすう いっきぇもしおせ せしせょくけしす う 
つうめっ しっ けょめっちう くぇたけょっ せ ╋うかぇくけゃうゆっゃけめ こけっいうめう. 〉こけさうてくぇ う ういゃけさうてくぇ すぇつおぇ 
やっゅけゃけゅ こっゃぇやぇ しっ くぇたけょう せ [っつう, せ うしおせしすゃせ こっしきっ, きっかけょうめう めっいうおぇ う やっゅけゃけめ 
うくすせうちうめう ょぇ うきぇゅうくぇちうめけき, こっしくうつおうき ょせたけき う しゃけめうき あうゃけすけき うしこっゃぇ しすうたけゃっ, 
ょぇ せこっしきう しすゃぇさくけしす う しゃけめっ ゃさっきっ. 〉 こっしきう „』せょけ くぇょ つせょうきぇ“ ‶っしくうお ういくけしう しゃけめっ 
こっしくうつおけ ゃっさせめせ: - くっ せきっき ょぇ ゅけゃけさうき け しうすくうき しすゃぇさうきぇ: / け つってもっゃうきぇ, 
しすけかうちぇきぇ, っおしっさうきぇ, かうてゆせ, / きぇょぇ つっしすけ こけきうやっき おけくけこぇち. / ╇ くけあ. / ╇いゅかっょぇ: 
あうゃうき せ ゅかせこうき ぉぇめおぇきぇ; ′っけこたけょくぇ きう めっ しせてすうくしおぇ こさけきっくぇ... ┸っさ くっ こさうしすぇめっ 
くぇ かぇあう うょっけかけゅうめっ ゃっおぇ ゃせおけょぇゃぇ (╋ぇくょっもてすぇき), けく ゃうょう うしすうくせ うしこけょ やっくっ 
きぇしおっ, しすゃぇさくけしす ういぇ ‶けすっきおうくけゃうた おせかうしぇ, う しおかぇやぇ めっ せ こっしきせ, う おぇけ てすけ めっ 
]うきけゃうゆ こっゃぇけ:せ きさぇつくけ ゃさっきっ けゃけ, /しゃっ てすけ うきぇき しおさうゃぇき / こけかぇ せ くっめぇしくけ こけかぇ 
せ くっいぇこうしぇくけ しかけゃけ. 〈っきっ, ぇ くっ かうさしおう めせくぇちう おぇおけ すけ おさうすうつぇさう くっ たぇめせゆう てすけ めっ 
„〉きけさぇく ょっきけく すっけさうめっ“ (╄. ]うきうけく) おぇいせめせ, ょぇおかっ すっきっ:  ┲けさょぇくけ ╀させくけ, („]ぇきけ 
しすゃぇさう きっやぇめせ くぇさぇゃ せつうすっもせ..), ┲けさょぇくけゃぇ おさせておぇ, 《さぇくちうしおけ ╂けめぇ,  
╋ぇくょっもてすぇき けきけゅせゆせめせ ╋うかぇくけゃうゆせ ょぇ けしすゃぇさう こけすこせくせ っしすっすしおせ うょっめせ こっしきっ せい 
こけきけゆ けゃうた ういぇぉさぇくうおぇ う やうたけゃうた ょっかぇ. 〉 こっしきう - すっきう ╋ぇくょっもてすぇき おけめぇ めっ 
しうきぉけか う こっしくうおけゃ alter ego いぇゃさてくう  しすうたけゃう せおぇいせめせ くぇ しっきぇくすうつおう おけくすっおしす けゃっ 
こけっいうめっ う ╋ぇくょっもてすぇきけゃけゅ こっゃぇやぇ  おぇけ めっょくけゅ けょ きけゅせゆうた つうすぇやぇ. 
 

〉 ゃぇいょせたせ ぉかうしすぇ めっいうお 
-こけかっゆせ しぇ やっゅぇ ゅさぇょけゃう: めぇぉせおぇ: いっきもぇ: 
‶ぇょぇめせ くぇ しすけかけゃっ せきっしすけ ゃけゆぇ: 
]っかう しっ ╄きうもっゃうつ しぇ きっしすa  くぇ きっしすけ:  
¨すうきぇ てうめせ  - けつやぇちうきぇ 
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〈ぇおけ う ╋うかぇくけゃうゆ こっしくうつおう こけしぇけ けぉぇゃもぇ せきせめせゆう しすうたけき け しゃけき 
ゃさっきっくせしくぇあっゆう こっしきせ ぉうすくうき けょめっちうきぇ うい ぉけゅぇすけゅ う しかけあっくけゅ おやうあっゃくけ 
そうかけいけそしおけゅ くぇしかっふぇ. ╋っすぇそけさけき う しうきぉけかけき けしすゃぇさせめっ こけっいうめせ おけめぇ しっ けすゃぇさぇ 
せさぇやぇやっき せ こけょすっおしすせぇかくっ しかけめっゃっ. ¨すせょぇ おけょ ╋うかぇくけゃうゆぇ, せ させたせ しうきぉけかぇ う 
こけかうそけくうめう うくゅっくうけいくけ ういぇぉさぇくうた きっすぇそけさぇ, ういぇぉさぇくっ すっきっ おさけい かうつくけ けかうつぇゃぇめせ 
せくうゃっさいぇかくせ おけしきうおせ こっしきっ. ¨く こっゃぇ うい すっきっ, おかってっ こっしきせ しこけもぇ  ういくせすさぇ めっ 
さっいぉぇさう, うい ょせぉけおけゅ こさけきうてもぇやぇ う いぇこうすぇくけしすう うしおぇいぇくっ さっつうきぇ おけめっ 
ぇしけちうめぇすうゃくうき けすゃぇさぇやうきぇ てうさっ すっきぇすしおっ かせおけゃっ.  

‶っゃぇやっき こけすゃさふせめっ きうてもっやっ け こけっいうめう おぇけ うしおせしすゃせ う けしっゆぇやせ, おぇけ う 
╋ぇかぇさきっけゃけ せゃっさっやっ ょぇ しせ しすうたけゃう けょ ╀けゅぇ... ╇い やっゅけゃっ こけっいうめっ しっ うてつうすぇゃぇ きくけゅけ 
ゃうてっ くっゅけ てすけ さっつ おさうすうおっ きけあっ ょぇ うしおぇあっ. ┺っゅけゃう in nuce けこうしう こけすゃさふせめせ 
《さっめいっさけゃけ きうてもっやっ „ょぇ しっ こけっいうめぇ ゃうてっ しぇしすけめう けょ けこうしぇ くっゅけ てすけ しっ うくぇつっ きうしかう. 
┸っさ, こけさっょ けくうた ょさせゅうた おけめっ けぉうつぇく つうすぇかぇち くっ けこぇあぇ, ぇ おけめう こけしすけめっ う せ めっょくけき 
しすうたせ, こけくっおaょ せ めっょくけめ さっつう, つっきせ ちっかけおせこくぇ かっこけすぇ きうしかう けしすぇめっ ょせあくぇ; う すけ ょうゃくけ 
ょっかせめっ くぇ くぇし, うい こさけしすけゅ さぇいかけゅぇ てすけ すけ めっしせ けこうしう. ┿ すけ いくぇつう けすうしぇお あうゃっ しかうおっ 
くっつっゅぇ せ くぇてけめ しゃっしすう.〉こさぇゃけ けゃけきっ きっすぇそけさうつくう ういさぇいう, こけてすけ うた けょぇぉっさっ さぇいせき, 
ょせゅせめせ しゃけめせ かっこけすせ う しゃけめせ っかっゅぇくちうめせ; しゃぇおぇ きっすぇそけさぇ めっ めっょぇく おさぇすぇお けこうし.”  

╋うかぇくけゃうゆ めっ こっしくうお きっすぇそけさっ う きっすぇそけさうつくうた けこうしぇ. ]うくすぇゅきっ きっすぇそけさっ 
ういさぇあぇゃぇめせ しせこしすぇくちうめぇかくせ けくすけかけゅうめせ けゃっ こけっいうめっ う せゃっさぇゃぇめせ せ つせょけ こっしくうつおっ 
おさっぇすうゃくけしすう, おぇけ ういさぇあぇめくっ きけゆう めっいうおぇ: しせてすうくしおぇ こさけきっくぇ, きうしぇけ 
こさけきさいかぇ(せ), けこぇしくけ しっゆぇやっ, かぇあくっ こっしきっ, てせこもぇ おけあぇ, あうゃぇ しけ, さっこけやう 
こけかぇあっき さぇつせくっ, せこけさうてくっ すぇつおっ, しゃっすかけしす うすぇきっ, ...くっぉっしおぇ しさつぇ, しゃっきうさしおっ 
けつう, せしうさっくぇ きさもぇ, しゃっすぇ きせょさけしす, いゅぇさうてすぇ う めぇきっ, ゃっすぇさ けょ めぇせおぇ, おけさうちぇ 
あうゃけすぇ, ]すさっかちぇ ょけ しゃっすかけしすう, こうもうかけ うい くっぉっしぇ, ょけしせふっく こぇょ... 〉 しうくすぇゅきう 
ょけしせふっく こぇょ くぇたけょう しっ うしおぇい け せしせょくけしすう いっきぇもしおけゅ こせすぇ てすけ しせゅっさうてっ う こけっすうおせ 
くぇしかっふぇ おぇけ おけっゅいうしすっくうちうめっ けゃっ こけっいうめっ.(]ゃっす しうかぇいう おけょ めっおくっ...) いゃけくけ せ ゃうしうくう. 
¨くっ, しうくすぇゅきっ, さっこっさくっ しせおけすっ ╋うかぇくけゃうゆっゃっ こっしきけゅさぇそうめっ. ¨く しっ こっしきけき ぉさぇくう 
けょ ゃっつくうた いかけゃさっきぇちぇ, うぇおけ: う ...おぇょぇ しっ もせぉぇゃ こさけきっすくっ せ あうゃけす / ぇ つぇきぇ せ しすさせめ 
ゃっすさけゃぇ / ょぇ しっ こさけしゃっすかう くぇきさゅけふっく ょぇく, // せ たかぇょくうき いっくうちぇきぇ, こけょ つっかけき, / / 
くっゆっ こさけきっくうすう くぇさぇゃ いかけゃさっきちう / てすけ しっ ういかっあせ うい ちさくうた めぇめぇ; / くっ きけゅせ うた 
ういきっくうすう くう しめぇおすぇゃぇ さっつ, / くう すけこかう すぇかぇしう さぇいせきぇ.  

╆かけゃさっきちう しせ きっすぇそけさぇ いっきぇもしおけゅ せしせょぇ おけめせ こっしくうお しすぇきっくうき しすうたけゃうきぇ 
おぇいせめっ ょけお ぇしけちうめぇちうめっ ゅけゃけさっ  ¨ ぉっいょぇくせ こさけかぇいくけしすう, う け ぉせょせゆくけしすう てすけ めっ 
ゃっゆきぇ こさけてかけしす,ょけおしゃっ いぇゃっめぇゃぇ たかぇょくぇ しすせょっく いぇぉけさぇゃぇ.  

〉ょぇたくせけ めっ こっしくうお せ こっしくうつおせ さっつ しけ う ゅけさつうくせ けゃけゅ ゃさっきっくぇ, おぇけ しすゃぇさぇかぇち し 
ゃっかうおうき うしおせしすゃけき せきしすゃっくけ めっ さっつ しゃっけ くぇ きっさせ すっきっ,うしこうしぇけ こけっいうめせ おけめぇ こけしっょせめっ 
っしすっすしおせ ょうきっくいうめせ う こっしくうつおっ おゃぇかうすっすっ. [っぇかうしすうつおう ょうしおせさし こけっいうめっしっ ゃさぇすうけ 
あうゃけすせ う ゃさっきっくせ, こけすゃさふせめせゆう ょぇ しぇきけ こけっいうめぇ おけめぇ ょうてっ くぇ ゃさっきっ う あうゃけす うきぇ 
しきうしかぇ. 

‶っしくうお  めっ おぇょぇさ ょぇ うきこせかし こっしきっ うい しすゃぇさくけしくっ つうやっくうちっけゃぇこかけすう せ こっしきせ, 
ょぇ たけさういけくす こっしきっ せ てうさけおけき さぇしこけくせ, こけ ゃっさすうおぇかう, おぇけ う しっいぇやせ せ こさけてかけしす 
けしすゃぇさう おぇけ こさけしすけさくせ こっしきせ, ょぇ めっ っさせょうちうめけき う しくぇあくけき うくゃっくちうめけき けぉっかっあう せ-
くうゃっさいぇかくけき しゃっ ぉけめけき.  

]おけさけ しゃぇおぇ こっしきぇ けゃけゅ ういぉけさぇ  うきぇ めっいゅさけ うい おけめっゅ しっ しぇょさあぇめくけ ゅさぇくぇ せ 
けおゃうさくけめ すっきう こっしきっ, てうさう しきうしぇけくう たけさういけくす, けょさあぇゃぇ しゃっすかけしす こっしくうつおけゅ ょせたぇ. 
╇きっくけゃぇくけ めっ せ くっうきっくけゃぇくけき てすけ しっ けすおさうゃぇ せ さぇいせふっくけめ ぇしけちうめぇすうゃくけしすう さっつう, 
しうくすぇゅきう, しうきぉけかぇ. ]すせょうけいくうめぇ こさけくうちぇやぇ けきけゅせゆせめせ ょぇ せふっきけ せ „すぇきくう ゃうかぇめっす“ 
しぇょさあぇめくうた しかけめっゃぇ, ょけつうき しっ おさけい たっさきっすうつくっ くぇしかぇゅっ きけあっ うゆう しすさこもうゃうき 
つうすぇやうきぇ こけょすっおしすせかくうた しかけめっゃぇ. ┸っょぇく ょさせゅう こっしくうお けゃけゅ こけょくっぉもぇ ╋うもおけゃうゆ 
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おぇあっ ょぇ めっ „しゃっ せ しぇきけめ こっしきう. ′うてすぇ, きっふせすうき, せ やけめ くっゆっ くぇゆう けくぇめ おけ くっ せきっ ょぇ 
いぇさけくう.“ ╋うかぇくけゃうゆ せゃっさぇゃぇ ょぇ めっ こっしきぇ めっょうくぇ しすゃぇさくけしす おけめぇ けこしすぇめっ. ]すゃぇさくけしす せ 
こっしきう しぇ きっすぇそういうつおけき おけしきうおけき しすうつっ いくぇつっやっ しうきぉけかぇ. ]ゃっ てすけ めっこさけてかけ 
こけしすぇめっ しうきぉけか (╂っすっ). ′ぇしかけゃう やっゅけゃうた こっしぇきぇ しせ おさけゃ こっしきう, おけかけそけく, ぇ 
うしすけゃさっきっくけ けしくけゃぇ やっゅけゃっ こっしくうつおっ そうかけいけそうめっ. ¨く くうめっ こっしくうお こけくぇゃもぇやぇ, ゃっゆ 
めっ こっしくうお  おさっうさぇやぇ う ゃうすぇかういぇちうめっ いくぇくけゅ. ┺っゅけゃ ゅかぇし しっ こさうょさせあせめっ ゅかぇしけゃうきぇ いぇ 
こっゃぇやっ おぇけぉけさぉせ くっこさっしすぇくせ, けくうきぇ てすけ しせ しぇょぇ „きぇかっ かぇきこっ せ すぇきくうくう“, いゃっいょっ 
てすけ くぇし うい ぉっしおさぇめぇ おけしきうつおっ くけゆう こさういうゃぇめせ せ しゃっきけゆくせ こっしきせ すゃけさちぇ.  

¨ゃぇめ こっしくうお ゃうしけおっ きっさっ, こさけきうしかうすっも, ぉっい あせさぉっ めっ しおかぇこぇけ こっしくうつおっ いぉうさおっ, 
くっ たぇめせゆう いぇ ╉かぇすくけ ゃさっきっくぇ う こさけきっくぇ おけめっ しせ くっせきうすくけ せおぇいうゃぇかっ くぇ こせしすけて う 

こさぇいくうくせ くぇ いかけゃさっきっちっ てすけ しせ けょ こぇきすうゃっおぇ くぇ いっきぇもしおけめ こけいけさくうちう けょ おけめうた しっ 
こっしくうお ぉさぇくうけ こっゃぇやっき. ╉ぇけ てすけ めっ ╋うかぇく [ぇおうゆ, こけ さっつうきぇ ╇しうょけさっ ]っおせかうゆ, 
こさうきっさ こっしくうおぇ おけめう くうめっ けぉめぇゃもうゃぇけ こっしきっ ょけお しっ せ やうきぇ くっ しかうめっ おさっぇすうゃくけ う 
おけくしすさせおすうゃくけ すぇおけ めっ う ╀さぇすうしかぇゃ [. ╋うかぇくけゃうゆ こっしくうお ゃぇめぇくうた, うしおかっしぇくうた, 
こっしぇきぇ.  

┸ぇ くっ こめっゃぇき てすけ めぇ めぇょぇ くっきぇき / ゃっゆ めぇ こめっゃぇき ょぇ めぇょっ さぇしすっさぇき,おぇいせめっ くぇさけょくぇ 
こっしきぇ, ぇ こっしくうお しっ けょ いかけゃさっきっちぇ ぉさぇくう う きぇゅうめけき, おぇけ てすけ せ こっしきう „くっこけすさっぉぇく 
かっすけこうし“ おぇいせめっ しすうたけゃうきぇ けつぇめくうちう けょしっちぇめせ ゅかけゅ う けてすさっ おけかぇち / おけめうき ゆっ せ くっおけめ 
ぉせょせゆくけしすう こさけきっくうすう しゃっす しせゅっさうてっ くぇ けぉさっょくけ かうてぇゃぇやっ いかぇ けかうつっくけゅ おさけい 
せこけすさっぉせ ゅかけゅけゃけゅ おけちぇ いぇ せくうてすぇゃぇやっ ゃぇきこうさぇ. ╋うすしおう しかけめっゃう しゃっおけかうおけゅ 
╋うかぇくけゃうゆっゃけゅ こっゃぇやぇ, うい くぇさけょくけゅ ゃっさけゃぇやぇ, け けくけしすさぇくけき, おけめう しせ せ こさけてかうき 
ゃさっきっくうきぇ ぉうかう しぇしすぇゃくう ょっけ あうゃけすぇ, けょかうおせめっ しかけめっゃうすけしす いくぇつっやぇ, さぇいせふっくぇ 
ぇしけちうめぇすうゃくけしす ぉさっきっくうすっ しうきぉけかうおっ う しくぇあくうた きっすぇそけさぇ. ′うめっ こっしくうお 
╋うかぇくけゃうゆ しかっょうけ おやうあっゃくっ きけょっ, くうすう めっ うてぇけ しすぇいぇきぇ こさっすたけょくうおぇ. ┿かう  けく めっ 
こっしくうお おけめう いくぇ ょぇ しゃけめ ゅかぇし けしくぇあう ゅかぇしけき こっしくうおぇ きうくせかうた ゃさっきっくぇ, ょぇ こけすゃさょう 
ょぇ しっ こっしきぇ くっ こさっおうょぇ, ょぇ めっ けくぇ こせす しこけいくぇめっ, こせす おぇ  ╀けゅせ. 

„╇きぇ くぇ しゃっすせ ╀けゅ いくぇ おけかうおけ さぇいかうつうすうた ゅかぇしけゃぇ, ぇかう くうめっょぇく くうめっ ぉっい 
いくぇつっやぇ“ (╉けさうくゆぇくうきぇ こけしかぇくうちぇ). 〈ぇおけ しゃぇおう ゅかぇし いくぇく うきぇ しゃけめっ いくぇつっやっ. ╄たけ 
こっしくうつおうた ゅかぇしけゃぇ こさけてかけしすう  おけめう しっ くぇたけょう せ ╋うかぇくけゃうゆっゃけめ こけっいうめう おぇいせめっ  け 
こさけしすけさくけしすう けゃっ こけっいうめっ,  やっくけめ  せおけさっやっくけしすう せ そけかおかけさくせ, きうすしおせ, さっかうゅうめしおせ, 
くぇちうけくぇかくせ こさけてかけしす おけめぇ めっ ょけこさうくっかぇ けぉめっょうやせめせゆけめ こさけしすけさくけしすう ょっかぇ.  

┿ょっこすう ╋うかぇくけゃうゆっゃけゅ こっしくうてすゃぇ しせ すせきぇつっゆう やっゅけゃせ こけっいうめせ くぇしすけめぇかう ょぇ 
„ょうてうそさせめせ“ すっきぇすしおせ おけきこけくっすくせ うしすうつせゆう „きけすうゃ こけぉせくっ“ け おけめっき こっしくうお せ 
しゃけめうき ぇせすけこけっすうつおうき うしおぇいうきぇ おぇいせめっ. ┸っさ „こっしきぇ しっぉっ くうおぇょ くっ ういくっゃっさう, ぇかう 
つっしすけ ういくっゃっさう しゃけゅぇ こっしくうおぇ, こぇ しっ くっおけき こさうおぇあっ おぇおゃけき めっ こっしくうお くうおぇょぇ くうめっ 
いぇきうてもぇけ“ (╋うもおけゃうゆ). ‶っしきう しせ ういかうてくぇ  こっしくうおけゃぇ けぉめぇてやっやぇ めっさ, こっしきぇ, おぇおけ 
ゃっかう ‶かぇすけく ゃうてっ いくぇ けょ こっしくうおぇ... 

〈さうこすうたけく ╄ゃけ うょせ めっ せくうゃっさいぇかくぇ こっしくうつおぇ そさっしおぇ てすけ ゃっつくせ すっきせ いっきぇもしおっ 
こけゃっしくうちっ しせきぇさくうき しすうたけゃうきぇ けしすゃぇさせめっ おぇけ せくうゃっさいぇかくせ きっすぇそけさせ. ╄ゃけ うょせ... 
ゃっおけゃうきぇ うょせ おさけい もせょしおせ うしすけさうめせ, しきっやせめせ けしゃぇめぇつう, うょせ おぇけ ょぇ めっ ゅかぇゃぇ ゃっつくぇ, / 
おぇけ ょぇ しっ う やうきぇ くっ しこさっきぇ / ぉせくぇさ こけょ くけゅぇきぇ, おぇいせめっ こっしくうお せ つうめうき しすうたけゃうきぇ めっ 
しせきうさぇくぇ こさうつぇ もせょしおっ ゃさしすっ おけめせ めけて こっしきぇ こぇきすう. ‶けゅかっょけき せ こさけてかけしす, こっしくうお 
けしすゃぇさせめっ しせてすうくしおせ こけっいうめせ うしすけさうめしおうた きっくぇ ょうもっき いっきぇもしおけゅ てぇさぇ: ...ょけてかう しせ 
ょぇ こせいっ いぇ けくうき / てすけ ┸っょうくぇ ╋せょさけしす しぇきけ けくうきぇ / おけめう くっ すさぇあっ – 
ょぇめっ.//ょけてかう しせ ょぇ しこせしすっ / こかぇてす くぇ しゃけめっ すさぇゅけゃっ, / ょぇ させきっくっ しすけこっ さぇしせすっ こけ 
しゃっすせ / いぇきぇあせ おぇけ きぇつおぇ さっこけき. ‶っしくうお しっ ”ぉさぇくう” けょ けくうた てすけ ╄ゃけ うょせ... つぇし しせ 
しゃっすかけしす, つぇし しせ すぇきぇ, ぇ こっしきぇ せ たっさきっすうつくけめ こさけしすけさくけしすう せおぇいせめっ くぇ しかけめっゃうすけしす 
いくぇつっやぇ ょけ おけめうた しっ しすうあっ しぇきけ しすせょうけいくうめうき けょゅけくっすぇやうきぇ おぇおけ しすうたけゃぇ, すぇおけ う 
さっつう. ┸っさ, う さっつう けゃっ こけっいうめっ しせ ゃうてっいくぇつくっ, しうきぉけかうつくっ, うきぇめせ こぇきゆっやっ う ぉけめせ 
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けゃけゅ すかぇ ぇ うい こっしきっ ぇしけちうめぇすうゃくうき いさぇちうきぇ すっきう けぉっいぉっふせめせ けしけぉっく しめぇめ う いゃせお. [っつう: 
┸ぇめっ, しっくおぇ, しけ (しけかう), うおけくぇ, ぉせくぇさ, しうくりうさう (けょ いかぇすぇ), ゅせめぇ, けかけゃけ(き), おさっつ, 
けぉさぇいうくっ... しせ おもせつくっ くぇ けゃけめ せきしすゃっくけ おけきこけくけゃぇくけめ, すさけょっかくけめ, こっしきう-うおけくう, 
きっすぇそけさう うしこっゃぇくけめ せ けゃけき ゃさっきっくせ, いぇ しゃぇ ゃさっきっくぇ. ╋うかぇくけゃうゆ, しゃぇおぇおけ, うきぇ くぇ 
せきせ う いくぇつっやっ すさけめしすゃぇ せ しゃっせおせこくけしすう きっすぇそけさうつくけゅ ういさぇいぇ う こっゃぇやぇ. ¨すせょぇ せ 
けゃけき ういぉけさせ う すさうこすうたけくう. ‶けくけゃくう いぇこうし け〈さけゅかぇゃせ, う 〈さうこすうたけく いぇ ┿かっおしうくぇち. 
╁っゆ しすうたけゃうきぇ „[っつうきぇ しおうょぇき ちさくうくせ しぇ けゃっ いっきもっ : / ぉせてうき たけょくうおっ おぇ 
しゃっすかけしすう / う めぇ ゃっゆ いぇしすさす やっくうき たせきせしけき / う けすゃぇさぇき めけめ せすさけぉせ ゅかぇしけゃうきぇ / 
しゃけめうき う うくうき: っ ょぇ ぉう おさけい けこすうおせ しゃけめっ こっしきっ ゃうょっけ, う けあうゃっけ, おけてきぇさくせ しかうおせ 
こさけてかけしすう, つせけ うい すきうくっ こけめぇやっ, せゃっさうけ せ うしすうくけくけしくけしす こさけこけゃっょくうおけゃうた さっつう: 
╇きぇ かう てすぇ いぇ てすぇ ぉう おけ さっおぇけ: ╁うょう, すけ めっ くけゃけ? ╁っゆ めっ ぉうかけ いぇ ゃっおけゃぇ おけめう しせ 
ぉうかう こさっ くぇし. ′けゃけ めっ すけ てすけ こっしくうお „ょさぇきぇすうつくせ しせょぉうくせ しぇゃさっきっくけゅ つけゃっおぇ, う 
しゃっすぇ“ うてつうすぇゃぇ う うい ぉぇてすうくっ, ぇ きうすしおけ けゃぇこかけゆせめっ しすうたけゃうきぇ うい おけめうた しっ つせめっ ぉさせめ 
こさけてかけゅ. 〉めっょくけ, こっしくうお せおぇいせめっ くぇ こけくぇゃもぇやっ ちうおかせしぇ いぉうすうめぇ.  

]ゃっ しせ しかうかけ せ けゃっ しすうたけゃっ, こけっいうめぇ う うしすけさうめぇ, こっしくうおけゃ あうゃけす, うしおせしすゃけ う 
しすゃぇさぇかぇてすゃけ こけゃっいぇかう しせ しっ しゃっけぉせたゃぇすくけ, そぇすせきしおう こさけすおぇくけ しぇょさあぇめくうき くうすうきぇ 
せくうゃっさいぇかくけゅ おけめっ めっ ╋うかぇくけゃうゆ こっしくうつおうき ょぇたけき こさっすけつうけ せ こっゃぇやっ うい おけめっゅ: ╇ 
っゃけ: いゃうあょう おけてぇゃぇ おさけい おけしすう / きけめっ きぇめおっ ういぉかっょっかっ くぇ ぉさうょけゃうきぇ [すやぇ, / おさけい 
けつう ╂ぇかっさうめっゃっ こさけしせすっ うしこけょ ╂ぇきいうゅさぇょぇ, / おさけい しゃうさぇかせ けょ ぉせすくっ おけしすう: / しゃっ 
めっ すぇきくうくぇ, う くうてすぇ, う くうてすぇ, / しぇきけ めっいぇ, / しぇきけ しすさぇた.. ╇くぇしすぇゃもぇ しっ ょさぇきぇ 
あうゃもっやぇ くぇ こけいけさくうちう しゃっすぇ. ‶さけしすけさくけしす けゃっ ゅせしすっ こけっいうめっ しすさぇてくけゅ ぉさせめぇ 
せこせゆせめっ くぇ あうゃせ かうくうめせ しゃっおけかうおっ こけっいうめっ おけめぇ うしすうつっ うい [っつう (┸けゃ. 1.1) う おさけい すぇきくっ 
くぇしかぇゅっ ゃっおけゃぇ ういぉうめぇ こけこせす こけくけさくうちっ せ けゃけ ょけぉぇ. ╇いさぇやぇ うい こさっょぇやぇ すさけゅかぇゃう 
〈さけめぇく, せ こっしくうおけゃけめ ゃういうめう „しっょう せ しすけかうちう, すっかっそけくうさぇ....“ すけ てすけ めっ こっしくうおせ ょぇくけ 
ょぇ ゃうょう くぇたけょう しっ せ しすうたけゃうきぇおけめう しせ しかうおっ-しちっくっ きさぇつくっ ぇすきけしそっさっ ぇこけおぇかうこしっ 
こさっょ おけめうきぇ う こっしくうお けしすぇめっ くっき う けすせょ  こうすぇやぇ: „【すぇ ゆせ しぇょ おぇょ しせ こけすけこもっくう 
ゅさぇょけゃう, / おぇょ しせ けゅやうてすぇ さぇしせすぇ, ぇ ゃぇすさぇ せゅぇしかぇ. / おぇょ しっ さぇしおけゃくうお けしせてうけ めっさ さっつう 
くうしせ ゃうてっ / さっつう, / おぇょ めっ ¨く すせ, さぇしおけさぇつっく くぇょぇ きくけき, / ′っこけきっくうお, てすぇ ゆせ しぇょ?“ 

′っき ぉっい さっつう, ぇかう おぇおけ きせ めっ さっつ (‶っしきぇ) めっょうくう てすうす, けょぉさぇくぇ けょ いぇかぇ, こっしくうお 
こさっょ (くぇょ) しすさぇてくけき しかうおけき さぇいぇさぇやぇ さけょくけゅ ┿かっおしうくちぇ, くっょっかけ しぇすぇくしおけゅ 
ょっめしすゃぇ, うきっくけゃぇくけゅ ちうくういきけき ぉっいぉけあくうおぇ けゃけゃさっきっくうた 〈さけめぇくぇ „╋うかけしさょくう 
ぇくふっけ“ こさっすぇつっ う しゃけめっ ぉうゆっ せ おさゃけすけお こっしきっ „【すぇ ぉうた しぇょ あっかっけ“ う さっきっお こけめぇやっ 
かうすせさゅうめしおけゅ ぉさせめぇ „〈さうこすうたけく いぇ ┿かっおしうくぇち.“ ╁ぇいくっゆっ しゃっ せ しすうたけゃっ おけめう しっ 
しぇょさあぇめくけ さぇつゃぇめせ ょけつうき ぇしけちうめぇすうゃくうき こさういうゃうきぇ けすゃぇさぇめせ う ょせぉもっ すっきぇすしおっ 
きけすうゃっ. 〉 こけっくすう こっしきっ, くぇしすぇかっ くっこけつうくしすゃけき こうしちぇ ╁. 》. おけめう めっ すさぇあうけ 
ぉけきぉぇさょけゃぇやっ, ぇ つうめっ しせ „ せさぇくうめせきしおっ ぉけきぉっ こさけきぇてうかっ / きけゅ いかけすゃけさぇ う すさう こせすぇ 
きう しさせてうかっ ┿かっおしうくぇち, / けょ おけめうた めっ こけしかっ せきさかぇ きけめぇ きぇめおぇ, / う やっくぇ おけきてうくうちぇ 
¨かゅぇ, / う めけて すさうしすぇ けしかけぉけふっくうた ┿かっおしうくつぇくぇ, / くぇ すけき こっこっもぇしすけき めっいうおせ たけゆせ / 
ょぇ すう くぇこうてっき こっしきせ, / ぇ せ やせ ょぇ しきっしすうき しぇきけ けくっ ょゃっ しうさけゃっ さっつう.„ ╉さけい こっしきせ しっ 
こさっかぇきぇ きくけてすゃけ すっきぇすしおうた きけすうゃぇ, せ やけめ めっ う ゃぇすさぇ こっしきっ そさっしおっ 〈さうこすうたけく いぇ 
┿かっおしうくぇち. ]ゃっすけ すさけめしすゃけ [っつう, しかうおっ う すさぇゅっょうめっ くけしう けゃせ しすぇきっく こっゃぇくうめせ ぉけかぇ 
けしかうおぇくせ しすうたけゃうきぇ: 〉きっしすけ けゅさっいぇけ せ しゃっすかけしすう, / けゃけゅぇ めせすさぇ かっあう けおせこぇく せ 
しきさすう, / うしこけょ さぇしちゃぇかうた てもうゃぇ, せ ぇこさうかせ, / ういきっふせ かぇかぇ しきさゃもっくうた ょぇたけき ちさくうた 
しけおけかけゃぇ, / くぇ おさぇめせ しゃっすぇ, くぇ うゃうちう ゃさっきっくぇ. 

′ぇ こけいけさくうちう めっ ゅさぇょ けおせこぇく せ しきさすう, こっしくうお さっつうきぇ しかうおぇきぇ いぇけおさせあせめっ 
ゃうふっやっ しすさぇょぇやぇ ゅさぇょぇ „╃けお くぇょ やうき たせつっ ゅけょうくっ ぉっいせきもぇ...“ ]すさぇょぇかくっ ょうきっくいうめっ 
しせ ういさぇあっくっ しせきぇさくうき しすうたけゃうきぇ おけめう しせ こさけあっすう しかうおぇきぇ うい おけめうた しっ こけきぇもぇめせ 
„しっくう こさっょぇおぇ う ょせてっ ぉっいゅさってくうた“. ╇ きけすうゃ しすさぇてくっ こさぇいくうくっ おぇけ しぇいくぇやっ おけめっ 
けすゃぇさぇ ょさぇきぇすうおせ こっゃぇやぇ. ╇ すけ めっ こっしくうおせ ょぇすけ: ょぇ うい こけょいっきもぇ, / きっしすけ 
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╄せさうょうおっ, ういかせょっけ けょ もせぉぇゃう, / ういゃけょう めっょぇく ゅさぇょ ぇ ょぇ しっ くっ けしゃさゆっ くぇ やっゅけゃ / 
すっあぇお おけさぇお, くぇ やっゅけゃ せ くぇこけさせ うしこさっおうょぇく ょぇた. // 〈け きせ  めっ ょぇすけ.  

╃ぇすけ ょぇ さっつうきぇ, しかうおぇきぇ おけきこけくせめっ しくぇあくせ こっしきせ, ょぇ うい ぉけかぇ いぇこっゃぇ ゅかぇしけき 
せ おけめっき しっ つせめっ きうすしおぇ きっかけょうめぇ つうめう おけょ せおぇいせめっ くぇ ょせぉけおせ ょうきっくいうめせ ょけあうゃもぇめぇ. ╇ 
くぇしすぇゃもぇ せ けゃけき こっゃぇやせ さぇょう しかけあっくけしすう こけっすういけゃぇくっ すさぇゅっょうめっ ゅさぇょぇ おけめぇ こけしすぇめっ 
しうきぉけか. ]ゃぇおけ くけゃけ つうすぇやっ, う こけくうさぇやっ せ こっしきせ, けすゃぇさぇ ょさせゅっ さっかぇちうめっ きうすしおけゅ せ 
けゃけき こっゃぇやせ. [っつう う しうくすぇゅきっ: ちさくう しけおけかけゃう, うゃうちぇ ゃさっきっくぇ, ぉけあうめぇ さぇゃくうちぇ, 
しっくう こさっょぇおぇ, おさしす, しすさぇてくぇ こさぇいくうくぇ. ╁っつくけしす, おさて うしすけさうめっ, しぇょっ しきさす, 
ゅっめいうさうきぇ ちさくうちっ こさてすう くぇょぇ, こさけこぇかぇ ぉせょせゆくけしす... けいくぇつぇゃぇめせ しぇょさあぇめくけ う 
しきうしぇけくけ こけもっ かうすせさゅうめしおけゅ こっゃぇやぇ せ おけめっき しっ ょってぇゃぇ つせょけ. ‶っゃぇつ ゆっ ょけあうゃっすう 
おぇすぇさいせ うしこうしせめせゆう しすうたけゃっ こさけしゃっすもっやぇ せ ゃういうめう ゃぇいくっしっやぇ:  

 
う ゅかっ: さぇしせす しっ ゅさぇょ こけょうあっ しぇ こさっしゃっすっ 
しゃけめっ いっきもっ , こけくけゃけ あうゃう こっやっ しっ 
おぇ しゃけめけめ ょっちう せ くっぉっしぇ, せ ゃうしうくっ 
 
╁ぇいくっけ しっ せ こっしきう しゃけめっゃさしくけめ おけしきうつおけめ  きっすぇそけさう てすけ おぇいせめせゆう け いくぇくけき うきぇ 

けょかうおっ せくうゃっさいぇかくっ こっしきっ つうめぇ すっきぇ めっ けゃぇこかけゆっくぇ けゃうき しすうたけゃうきぇ.  
]ぇさぇきぇゅけ おぇあっ ょぇ めっいうお ぉうさぇ こうしちぇ, すぇおけ う こけっいうめぇ ぉうさぇ こっしくうおぇ ゃっかうおうた すっきぇ. 

╋うかぇくけゃうゆ めっ こっしくうお ゃっかうおうた ( ぉうすくうた ) すっきぇ せくうゃっさいぇかくけゅ ょうしおせさしぇ. ╀ぇかおぇくしおう 
こっゃぇつ おけめう さっつめせ しすけめう ういきっふせ さっこぇすけゅ う ぇくふっかぇ, こっゃぇ け しせょぉうくしおけき ういきっふせ 
しゃっすかけしすう う すぇきっ.  

 
┿ きけめう ょさせゅけゃう こうてせ こっしきっ,  
¨ てうぉうちぇきぇ, うゅかうちぇきぇ, ぉけつうちぇきぇ... 
′っおぇ こうてせ. 
 
 ¨ゃけき すっさちうくけき, すさけめしすゃけき しすうたけゃぇ, ╋うかぇくけゃうゆ こけすゃさふせめっ けくけ てすけ きせ めっ ょぇすけ. 

╃ぇすけ ょぇ ぉせょっ  こっしくうお ぉうすくうた すっきぇ, ょぇ しゃけめけき さっつめせ こけすゃさょう ]っそっさうめっゃっ „┸っさ めぇ 
ゃっさせめっき ょぇ けゃけき きけょっさくけき しゃっすせ せ おけき あうゃうきけ, こけょ すうさぇくうめけき しすさぇたぇ う 
くっしこけおけめしすゃぇ, すさっぉぇ こけっいうめぇ. ‶けっいうめぇ うきぇ しゃけめっ おけさっくっ せ もせょしおけき ょぇたせ, ぇ てすぇ ぉう しっ 
ょっしうかけ し くぇきぇ ょぇ くぇき しっ ょうしぇやっ けゅさぇくうつう?“ ¨ すけきっ 『ゃさつぇお せ ょっちっきぉさせ せ つうめっき 
ちゃさつぇやせ う いゃせちう こさけてかけしすう  きっかけょうめう けゃけゅ, う ぉせょせゆっゅ,  ゃさっきっくぇ ょぇめせ ぉけめせ.  

′けゃぇ, しすせょうけいくうめぇ, つうすぇやぇ, う しすぇめくっ すぇつおっ すせきぇつっやぇ おさけい こさういきせ 
さっしこっおすぇぉうかくうた おやうあっゃくけ-すっけさうめしおうた, っしすっすうつおうた,かうくゅゃうしすうつおうた う 
おせかすせさけかけておうた しそっさぇ こけすゃさょうゆっ  こけしすけめぇくけしす けゃっ こけっいうめっ せ おけめけめ tema balcanica 
おさけい しすうたけゃっ こっしきっ ╋けかうすゃぇ せ ちさおゃう Sacre Coeur こけさせつせめっ: 

 
┿おけ めっ すゃけめっ しさちっ きせょさけ 
さぇいせきう ゅけゃけさ くっさぇいせきくけゅ 
しゃぇおう こせす おぇょ すう ょけふっき 
ゃっくつぇめ しっ ぇせさけき けょ きけめうた けつうめせ 
てすけ しっ ゃっゆ たうもぇょせ ゅけょうくぇ こけゃかぇつっ 
こけ すかせ. 
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ЧИТАЊЕ ИСТОРИЈЕ ИЗ ЈЕЗИКА 
 
 

Недељко Богдановић 
 
 
 ‶けしかっ きくけゅけ ゅけょうくぇ うしすさぇあうゃぇつおけゅ さぇょぇ せ 
けぉかぇしすう きぇすっさうめぇかくっ う ょせたけゃくっ ぇさたっけかけゅうめっ 〈う-
きけつおっ おさぇめうくっ, けぉめぇゃもっくぇ めっ せ すさう おやうゅっ しすせょうめぇ う 
さぇしこさぇゃぇ ょさ ]かぇゃけもせぉぇ ╂ぇちけゃうゆぇ: [けきぇくういぇちうめぇ 
う さけきぇくしおけ しすぇくけゃくうてすゃけ すうきけつおっ  いけくっ けょ I 
ょけ XIV ゃっおぇ.31 ¨ゃけ すさけおやうあめっ せ しすゃぇさう めっ やっゅけゃ 
ょけおすけさぇす,32 おけきっ しせ こさっすたけょうかっ う ょさせゅっ さぇしこさぇゃっ 
う きけくけゅさぇそうめっ おけめっ しっ すうつせ こさけてかけしすう うしすけつくっ 
]さぉうめっ う いぇこぇょくっ ╀せゅぇさしおっ, けょくけしくけ 〈うきけつおっ おさぇ-
めうくっ, しさっょうてやっ う いぇ ゃうてっ ょぇくぇてやうた くぇさけょぇ 
うしすけさうめしおう いくぇつぇめくっ けぉかぇしすう. 〉 すけめ けぉかぇしすう, くぇさけ-
つうすけ せ ょせたけゃくうき けしすぇちうきぇ おけめっ さっこさっいっくすせめっ めっ-
いうお, せ けぉかうおせ ぇょしすさぇすぇ, しせこしすさぇすぇ うかう せ そけくょせ 
あうゃっ かっおしうおっ, しせしさっゆっきけ しっ しぇ うきっくうきぇ (こぇ う きぇ-
すっさうめぇかくうき けしすぇちうきぇ) ちぇさしおうた ゅさぇょけゃぇ う こぇかぇすぇ, ゃさたけゃぇ こかぇくうくぇ うかう さっつくうた すけ-
おけゃぇ, しゃっ ょけ くぇいうゃぇ こぇしすうさうてすぇ, う かっおしうおっ  しすけつぇさっやぇ, うかう ょけきぇゆっ さぇょうくけしすう, 
こさうつぇ, こっしぇきぇ, かっゅっくょう う ょさせゅうた ゃうょけゃぇ せしきっくけゅ こさっょぇやぇ け くっおうき おけくおさっすくうき かうつ-
くけしすうきぇ, うかう け やうたけゃうき しうきぉけかうつおうき すさぇくしそけさきうきぇ.  
 ]ゃぇ すぇ かっおしうおぇ こけすうつっ くっ しぇきけ けょ めっょくけゅ くぇさけょぇ, う くっ しぇきけ うい めっょくっ うしすけさうめ-
しおっ っこけたっ. ┸っいうお めっ すせ こけしすぇけ う けしすぇけ しゃっょけお せ きくけゅうき しかせつぇめっゃうきぇ こけせいょぇくうめう う すさぇめ-
くうめう けょ しすゃぇさくけしすう おけめせ うきっくせめっ. 
 ¨しすぇゃもぇめせゆう てうさけめ くぇせつくけめ めぇゃくけしすう ょぇ せこけいくぇ けゃせ しすせょうめせ う やけきっ しっ しかせあう 
せ ょぇもっき さぇょせ くぇ こさけせつぇゃぇやせ うしすけさうめっ ╀ぇかおぇくぇ, くぇてぇ しおさけきくぇ こぇあやぇ いぇょさあぇゆっ しっ 
くぇ すさっゆけめ おやういう, おけめぇ めっ こけしゃっゆっくぇ めっいうつおけめ こさけぉかっきぇすうちう, さぇいせきっ しっ, せ しおかぇょせ しぇ 
すっきけき う おけくちっこちうめけき しすせょうめっ, くぇ こさけぉかっきぇすうちう ,,さけきぇくしおけゅ/させきせくしおけゅ めっいうおぇ“ う 
(しせしこすさぇすくうき) かっおしうつおうき けしすぇちうきぇ けゃけゅ ,,せ こさういさっくしおけ-すうきけつおけき ょうめぇかっおすせ おぇけ 
こけおぇいぇすっもせ おけくすうくせうすっすぇ ╁かぇたぇ/[せきせくぇ くぇ こさけしすけさせ 〈うきけつおっ いけくっ“. 
 【うさうくぇ う ょせぉうくぇ うしすさぇあうゃぇつおうた いぇたゃぇすぇ (くぇさけつうすけ うい ゃさっきっくぇ おぇょぇ くっ さぇ-
しこけかぇあっきけ こうしぇくうき ういゃけさうきぇ くぇ しさこしおけき めっいうおせ, ぇ すけ めっ ゃっゆう ょっけ こっさうけょ いぇたゃぇゆっ-
くけゅ うしすさぇあうゃぇやっき) ういかけあっくうた せ けゃけき ょっかせ ╂ぇちけゃうゆっゃっ しすせょうめっ, ぉさけめくけしす ちうすうさぇ-
くうた めっいうおぇ う しおけさけ くっこさっゅかっょうゃぇ かうすっさぇすせさぇ (しこうしぇお ういゃけさぇ くぇ 10 しすさぇくぇ, こさっおけ 
1700 そせしくけすぇ しぇきけ せ すさっゆけめ おやういう,  う くぇ 55 しすさぇくぇ ゅせしすけゅ しかけゅぇ ういかけあっく しこうしぇお かう-
すっさぇすせさっ う ういゃけさぇ) くぇょきぇてぇ くぇてっ きけゅせゆくけしすう ょぇ こさけちっやせめっきけ う けちっやせめっきけ ゃさっょ-

                                                        
31╇いょぇゃぇつう: ╋せいっめ させょぇさしすゃぇ う きっすぇかせさゅうめっ ╀けさ, Ariadne filum – Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna svero-
istoЦne Srbije, Bor, 2012. 
32,,[せきせくう 〈うきけつぇくう けょ さけきぇくういぇちうめっ ょけ こけつっすおぇ すせさしおっ ゃかぇょぇゃうくっ“, けょぉさぇやっくけ 19. 4. 2007, くぇ 
╇しすけさうめしおけき そぇおせかすっすせ 〉くうゃっさいうすっすぇ せ ╀せおせさってすせ. 
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くけしす ╂ぇちけゃうゆっゃけゅ さぇょぇ, いぉけゅ つっゅぇ う けゃぇめ けしゃさす けしすぇめっ しぇきけ おぇけ くぇいくぇおぇ いくぇすうあっも-
くうおぇ う せしこせすくけゅ つうすぇけちぇ.33 ╃ぇ しおさっくっきけ こぇあやせ くぇ ょっかけ おけめっ ゃっゆ しゃけめけき しすさせおすせさけき 
う けぉうきけき すせ こぇあやせ いぇしかせあせめっ. 
 ┸っいうつおぇ こさけてかけしす 〈うきけつおっ けぉかぇしすう, うかう ょさせゅぇつうめっ さっつっくけ: こさけてかけしす 〈う-
きけつおっ おさぇめうくっ う しせしっょくうた こけょさせつめぇ しぇょさあぇくぇ せ めっいうおせ, くうおぇょ くうめっ せ くぇてけめ くぇせちう 
こけすこせくうめっ こさけせつっくぇ, うぇおけ けょぇゃくけ, う おけょ くぇめいくぇつぇめくうめうた くぇてうた くぇせつくうおぇ (┿. ╀っかうゆ, 
╇. ‶けこけゃうゆ, ‶. ╇ゃうゆ, ┿. ╊けきぇ), うきぇ ょけおぇいぇ すぇおゃけゅ うくすっさっしけゃぇやぇ, いぇくうきもうゃうた いぇ-
こぇあぇやぇ, ゃさっょくうた うょっめぇ, こぇ う しきっかうた いぇおもせつぇおぇ. 
 ¨おけかくけしす ょぇ めっ くぇ すけきっ こさけしすけさせ あうゃっかけ ゃうてっ くぇさけょぇ, う ゃうてっ めっいうおぇ, う ょぇ せ 
しぇゃさっきっくけき めっいうおせ け すけきっ うきぇ ょけしすぇ こけせいょぇくうた すさぇゅけゃぇ (せ けくけきぇしすうちう – くぇさけつうすけ せ 
すけこけくけきぇしすうちう, せ すっさきうくけかけゅうめう ゃうてっ けぉかぇしすう さぇょぇ, せ こさっょぇやうきぇ...), せ せしかけゃうきぇ 
ょけぉさっ ゃけもっ う くぇせつくっ けぉめっおすうゃくけしすう きけあっ ぉうすう けしくけゃぇ いぉかうあぇゃぇやせ もせょう さぇいかうつう-
すうた くぇちうけくぇかくけしすう おけめう あうゃっ くぇ めっょくけき こさけしすけさせ ╀ぇかおぇくぇ, う しすゃぇさぇやせ けぉめっおすうゃくうめっ 
しかうおっ しせあうゃけすぇ おけめう すさぇめっ ゃっおけゃうきぇ, つっしすけ しっ ぇきぇかゅぇきうてせゆう せ (せきくけゅけきっ) いぇめっょ-
くうつおう こけゅかっょ くぇ しゃっす, せ けぉかうお おせかすせさっ う こけうきぇやぇ しゃっすぇ う ゃさっきっくぇ. 
 〉しゃぇめぇやっき くっおっ さっつう, くぇしかっふうゃぇやっき うかう こけいぇめきもうゃぇやっき, こぇ う くっおけゅ っかっ-
きっくすぇ さっつう (くぇめつってゆっ けしくけゃっ おけめぇ くけしう しっきぇくすうつおせ ゃさっょくけしす), せしゃぇめぇ しっ う こけめぇき おけめう 
すぇ さっつ こさっくけしすう, てすけ いくぇつう ょぇ しっ こさっくけしう うしおせしすゃけ ゃっゆ しすっつっくけ せ くぇさけょせ (めっいうおせ) 
ょぇさけょぇゃちせ.  〈ぇめ こさけちっし, しっき おぇょ しっ さぇょう け こさうたゃぇすぇやせ けしすぇすぇおぇ こさけてかけしすう くうめっ めっょ-
くけしすさぇく, てすけ いくぇつう ょぇ めっいうちう (くぇさけょう) きっふせしけぉくけ ゅさぇょっ くけゃせ しぇょぇてやけしす, おけめせ ゆっ 
くっおけ ょぇもっ せしぇゃさてぇゃぇすう う こさっくけしすう せ くぇしかっふっ. ╅うゃけす くうおぇょ くうめっ すぇおけ けきっふっく ょぇ しっ 
くっ きけあっ きってぇすう, せ しゃうき こさぇゃちうきぇ (けょ こさけういゃけょくっ う ょせたけゃくっ しぇさぇょやっ, せゅかっょぇやぇ せ 
しすうかせ あうゃけすぇ, ょけ ぉうけかけておけゅ けさけふぇゃぇやぇ), う くうおぇょ しっ めっょくけ うしおせしすゃけ, ぇおけ しっ やっゅけゃ 
あうゃけす いぇすさぇめっ, くっゆっ けつせゃぇすう せ つうしすけき ゃうょせ, ぉっい すさぇしそけさきぇちうめっ う こけめきけゃくけゅ ぉけゅぇ-
ゆっやぇ, いぉけゅ つっゅぇ くぇ さっつ (こけめぇき) こぇょぇめせ くぇしかぇゅっ ゃさっきっくぇ, う しきぇやせめっ しっ こさっこけいくぇすもう-
ゃけしす ういゃけさくけゅ かうおぇ. ]ゃぇ おぇしくうめぇ すせきぇつっやぇ, くぇさけつうすけ けくぇ おけめぇ しせ けすっあぇくぇ こさけすけおけき 
ゃさっきっくぇ う しぇょっめしすゃけき めっいうおぇ さぇいかうつうすうた ゅっくっいぇ, きけさぇめせ せいうきぇすう せ けぉいうさ おぇおけ いぇめっょ-
くうつおせ うしすけさうめせ, すぇおけ う うしすけさうめせ こけめっょうくうた めっいうおぇ おけめう しせ きけゅかう めっょぇく くぇ ょさせゅう せすう-
ちぇすう. [ぇいせきっ しっ, すっあうくぇ こけしかぇ くっ けしかけぉぇふぇ うしすさぇあうゃぇつぇ こけすさっぉっ ょぇ ゃけょう さぇつせくぇ け 
しゃっきせ てすけ ぉう ぉうかけ きけゅせゆっ, つぇお う ゃうてっ けょ つうやっくうちっ ょぇ めっ くってすけ くぇ こさゃう こけゅかっょ 
めぇしくけ. 
 ┿せすけさ (ぇ けく せ すけきっ くうめっ めっょうくう) さぇょけ こけしっあっ いぇ っすうきけかけゅうめけき34 おぇけ めっょくうき 
けょ, うくぇつっ いぇゃけょもうゃうた, こせすっゃぇ ょぇ くっおせ めっいうつおせ つうやっくうちせ かけちうさぇ せ くっおけき けょ めっいうつおうた 
しうしすっきぇ こさけてかけしすう, うかう やっく しぇょさあぇめ せぉうちうさぇ くぇ すっさっくせ おけめう くぇめつってゆっ めっょゃぇ ょぇ つせゃぇ 
けしすぇすおっ もせょしおけゅ ょっかけゃぇやぇ (すっきっもぇ, うかう しぇきけ やっゅけゃうた けしすぇすぇおぇ, くぇめつってゆっ). 〈ぇめ やっ-
ゅけゃ すさせょ めっ いぇ しゃぇおせ こけたゃぇかせ, ぇかう すせ かっあう う くぇめゃっゆぇ すっておけゆぇ ょぇ しっ  こさけせつう, こさけきうしかう, 

                                                        
33╆ぇ つうすぇけちっ ╇しすけおぇ, めっょくぇ かっこぇ しかせつぇめくけしす: ╋けめっ しっかけ ╀せつせき, う しっかけ ¨ぉさっくぇ [うしすうゆぇ, せさっょくうおぇ 
╇しすけおぇ, 〈うめけゃぇち, くぇかぇいっ しっ しぇ ょゃっ しすさぇくっ ┲うゅけしぇ, ぇ おぇょ しっ しぇ しすぇょけき, うかう さぇょう ぉっさぉっ さすぇやしおけゅ つぇめぇ 
ういぇふっ くぇ ┲うゅけし, くぇ うしすけおせ しっ ゃうょう ╋うりけさ;かっゃけ めっ ╋せつうぉぇぉぇ, ょっしくけ ‶かぇくうくうちぇ, けょきぇた ういくぇょ ╀せさょうきぇ, 
ぇ ういぇ かっふぇ 〈さっしうぉぇぉぇ. ‶ぇ すう, ぇめょ しぇょ くっ さぇいきうてもぇめ け めっいうおせ おぇょ しせ う ╀せつせき, う [すぇや う つぇめ, う ┲うゅけし う 
╋うりけさ, う きくけゅっ うくっ さっつう, いぇゅけくっすおっ いぇ つうめっ けょゅけくっすぇやっ すさっぉぇ くってすけ ゃうてっ, うかう きくけゅけ ゃうてっ, けょ けぉうつくっ 
きぇてすっ (し おけめけき しっ ょうつっ こっしくうちう), うかう かせちうょくけしすう (おけめせ ぉう すさっぉぇかけ ょぇ うきぇめせ くぇせつくう さぇょくうちう), ょけお しっ 
〈うめけゃぇち くっおぇおけ かぇおてっ つうすぇ めっさ うい 15. ゃっおぇ こけしすけめう いぇこうし けゃけゅ うきっくぇ おぇけ: 〈うたけめけゃちっ うかう 〈うたけゃちっ. 
34¨ つっきせ めっ さぇくうめっ けぉめぇゃうけ う ょゃっ おやうゅっ: ╄すうきけかけゅうめぇ くっしかけゃっくしおうた けしくけゃぇ せ けめおけくうきうめう ╁うょうくしおけゅ 
しぇくりぇおぇ XV う XVI ゃっおぇ (╆ぇめっつぇさ 1993); ╄すうきけかけゅうめぇ しかけゃっくしおうた けしくけゃぇ せ けめおけくうきうめう ╁うょうくしおけゅ しぇく-
りぇおぇ XV う XVI ゃっおぇ (╆ぇめっつぇさ 1997),  いぇすうき さぇょ: ‶さうかけゅ すけこけくけきぇしすうつおけめ っすうきけかけゅうめう くぇ すかせ 〈う-
きけつおっ おさぇめうくっ, せ: [ぇいゃうすぇお, 3, ╆ぇめっつぇさ 1985, う ゃうてっ ょさせゅうた さぇょけゃぇ. 
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ょけおせきっくすせめっ うかう こけゅけょう くってすけ いぇ てすぇ しせ くっおう くぇせつくうちう ゅけゃけさうかう  ょぇ ,,う せ くぇめしさっゆ-
くうめうき けおけかくけしすうきぇ っすうきけかけゅうめぇ こけおぇいせめっ くっ おぇおけ めっ くってすけ ぉうかけ, くっゅけ ゃうてっ おぇおけ めっ  
くってすけ きけゅかけ ぉうすう“. ]ぇ たうもぇょぇきぇ こけくせふっくうた っすうきけかけゅうめぇ, けゃぇ ゆっ ╂ぇちけゃうゆっゃぇ しすせ-
ょうめぇ いぇょせゅけ ぉうすう くっ しぇきけ こけきけゆくうお う こさうさせつくうお くけ う しぇきぇ  こさっょきっす ょぇもうた こさけせつぇ-
ゃぇやぇ, ぇおけ すけ くっおけ, せ ゃさっきっくうきぇ おけめぇ くうしせ きくけゅけ くぇおかけやっくぇ すけめ ゃさしすう あうゃけすくけゅ 
ぇくゅぇあきぇくぇ, ぉせょっ あっかっけ, う きけゅぇけ さぇょうすう. 
 〉 ,,くけさきぇかくっ“ すっておけゆっ けゃけゅぇ こけしかぇ しこぇょぇ う つうやっくうちぇ ょぇ しせ うしすさぇあうゃぇつせ (せい 
ゃっかうおう すさせょ う けぉぇゃってすっくけしす) くぇ さぇしこけかぇゅぇやせ こうしぇくう すさぇゅけゃう おけめう しせ つっしすけ くぇしすぇ-
めぇかう すぇおけ ょぇ いぇこうしうゃぇつ めっょくけゅ めっいうおぇ/くぇさけょぇ いぇこうしせめっ (うい)ゅけゃけさ ょさせゅけゅ めっいうおぇ. 
〈っておけ ょぇ せ すけき しかせつぇめせ きけあっきけ さぇつせくぇすう しぇ ゃっゆけき こさっちういくけてゆせ けょ  こさうぉかうあくけしすう. 
┿ てすぇ すっお きうしかうすう おぇょ しっ せきってぇ いぇこうしうゃぇつっゃぇ ておけかぇ, かうつくぇ しすさせつくけしす, けてすさうくぇ 
しかせたぇ, こけしゃっゆっくけしす いぇょぇすおせ, こぇ けおけかくけしすう ぉけさぇゃおぇ くぇ すっさっくせ (こけいうちうめぇ こけこうしうゃぇつぇ,  
おぇょ しっ, さっちうきけ, ぇさぇぉうちけき, きぇしすうかけき, こうてっ くぇ おけかっくせ, せ ょゃけさうてすせ めっさ しっ すせ うこぇお 
ぉけもっ ゃうょう くっゅけ せ せりっさうちう うかう しすさぇゆぇさう おぇおゃっ しきけ うきぇかう ょけお しせ くぇし ちぇさしおう ょさあぇゃくう 
こけこうしくうちう こけたけょうかう)?! ╉ぇおけ こけしすせこうすう おぇょ いぇこうしうゃぇつ こうてっ しゃさかうつおう, きう つうすぇきけ 
しゃさもうつおう, ]ゃさもうておう けょかけきちう めっゃぇくふっもぇ ょけくけしっ ゃぇ ゅさぇょっ しゃさかうょいっ, こさう つっきせ めっ, 
おぇおけ うしすけさうめぇ しさこしおけゅ めっいうおぇ せつう ゅけゃけさっくけ もう, ぇ こうしぇくけ かう, めっさ ょけ ╁せおぇ くうめっ ぉうかけ 
しかけゃぇ いぇ も; -つおう めっ くぇしすぇかけ くぇ ぉぇいう しゃさもうお- (おぇけ こさゃぇ こぇかぇすぇかういぇちうめぇ -お+ぬしおう, ぇ ょい 
くぇ ぉぇいう ゅ+めぇす (ょさせゅぇ こぇかぇすぇかういぇちうめぇ せ かけおぇすうゃせ めっょくうくっ), ぇ しゃさもうておう こせすっき: 
しゃさもうゅ+ ぬしおう > しゃさもうあしおう (こけ こさゃけめ こぇかぇすぇかういぇちうめう) >しゃさもうてしおう (めっょくぇつっやっき こけ 
いゃせつくけしすう), こぇ しゃさもうておう (せ こさけちっしせ せこさけてゆぇゃぇやぇ しせゅかぇしくうつおっ ゅさせこっ -てしおう, ぇ 
しかうつくけ めっ う -つしおう > -つおう)!; ょぇくぇし しかせあぉっくけ ういゅけゃぇさぇきけ しゃさもうておう, くぇ こけつっすおせ 20. 
ゃっおぇ ╀っかうゆ めっ いぇこうしうゃぇ う ]ゃさかうゅ, しゃさかうておう, おぇおけ しっ う しぇょぇ おぇあっ せ めっょくけき ょっかせ 
しゃさもうておっ すっさうすけさうめっ, ょけお しっ せ ょさせゅけき おぇあっ う しゃさかうてゆう (てすけ めっ きけゅかけ おせきけゃぇすう 
ょうしきうかぇちうめう しゃさもうてゆう > しゃさかうてゆう, めっさ しっ きくけゅけ こぇかぇすぇかぇ – も, て, ゆ – しすっおかけ せ うしすけめ 
さっつう). ┿ てすぇ せ しすゃぇさう いくぇつう けゃぇ さっつ, ぉっい けぉいうさぇ くぇ くぇてっ おぇしくうめっ そけくっすしおっ う きけさそけ-
かけておっ すさぇくしそけさきぇちうめっ, すけ, いぇこさぇゃけ めけて くっ いくぇきけ!? 
 『っかぇ けゃぇ (III おやうゅぇ せ すさけおやうあめせ) – ̈ ょ さけきぇくしおけゅ しすぇくけゃくうてすゃぇ ょけ [せきせくぇ 
〈うきけつぇくぇ (VII–XVI ゃっお), いくぇつうゆっ ゃっかうおう ょけこさうくけし させきせくしおけめ かうくゅゃうしすうちう, めっさ しっ 
せ やけめ くぇ ゅさぇふう しぇ こけょさせつめぇ 〈うきけつおっ いけくっ さぇしこさぇゃもぇ:  
 け かっおしうちう ╁かぇたぇ/[せきせくぇ 〈うきけつおっ いけくっ (しすさ. 7–84; くぇゃけょうきけ こけゅかぇゃもぇ: しせこ-
しすさぇす, くぇしかっふっ うい かぇすうくしおけゅ めっいうおぇ, さっおけくしすさせうしぇくぇ かっおしうおぇ かぇすうくしおけゅ めっいうおぇ, しこっ-
ちうめぇかくぇ かっおしうおぇ こけょせくぇゃしおけゅ かぇすうくうすっすぇ, せつっしすぇかけしす かっおしうおっ くぇしかっふっくっ うい かぇすうく-
しおけゅ めっいうおぇ, しっきぇくすうおぇ かっおしうおっ くぇしかっふっくっ うい かぇすうくしおけゅ めっいうおぇ); 
 け そけさきうさぇやせ かっおしうおっ – ういゃっょっくっ うかう くぇしかっふっくっ (しぇ こさっそうおしうきぇ, う しぇ しせ-
そうおしうきぇ, 84–91);  
 け きけさそけかけゅうめう させきせくしおけゅ めっいうおぇ (91–114), ぇ せ けおゃうさせ けゃけゅ ょっかぇ: け ゅさつおうき こけ-
いぇめきうちぇきぇ せ かぇすうくしおけき う させきせくしおけき めっいうおせ, しかけゃっくしおうき こけいぇめきうちぇきぇ  せ かぇすうくしおけき 
う させきせくしおけき めっいうおせ, すせさしおうき こけいぇめきうちぇきぇ せ させきせくしおけき めっいうおせ, け けしすぇかうき かっおしうつ-
おうき こけいぇめきうちぇきぇ);   
 け そけくっすうちう させきせくしおけゅ めっいうおぇ (114–117);  
 け ,,ぉぇかおぇくういきうきぇ う かっおしうつおうき けしすぇちうきぇ させきせくしおけゅ めっいうおぇ せ こさういさっくしおけ-すう-
きけつおけき ょうめぇかっおすせ う ぇさゅけうきぇ くぇ こさけしすけさせ 〈うきけお–¨しけゅけゃけ–【ぇさぇ“ (117–148);  
 すっ け けくけきぇしすうちう ╁かぇたぇ おぇけ こけおぇいぇすっもせ さけきぇくうすっすぇ くぇ ╀ぇかおぇくせ しぇ こけしっぉくうき 
けしゃさすけき くぇ 〈うきけつおせ いけくせ (148–192). ′ぇ おさぇめせ しっ ょぇめっ ょっけ ,,[けきぇくしおけ/させきせくしおけ う 
ょさせゅけ しすぇくけゃくうてすゃけ 〈うきけつおっ いけくっ せ しゃっすかせ すけこけくけきぇしすうおっ“ (196–271). 
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 ┿せすけさ めっ, いぇょせあうけ う しさこしおせ かうくゅゃうしすうおせ, こけくっおぇょ う しきっかうめっ くけ てすけ しきけ くぇ-
ゃうおかう, きくけゅうき こぇさぇかっかぇきぇ しかけゃっくしおけゅ ぇょしすさぇすぇ  う くっしかけゃっくしおけゅ しせこしすさぇすぇ けかうつっ-
くうき せ かうおけゃうきぇ すけこけくうきぇ, う ぉさけめくうき すっさきうくうきぇ しすけつぇさしおっ う ょさせゅうた させさぇかくうた ょっ-
かぇすくけしすう. ‶さけゃっさぇ すけゅぇ けょくけしぇ, きっふせすうき, すさぇあう う ょけょぇすくっ くぇこけさっ, くぇさけつうすけ いぉけゅ 
ょうしおせすぇぉうかくっ たさけくけかけゅうめっ (さけきぇくしおう っかっきっくすう – おけめう しっ うくぇつっ すうつせ しすぇさうめっゅ こっさう-
けょぇ – せゅかぇゃくけき  こさうこぇょぇめせ こうしぇくけき, ぇ しかけゃっくしおう せゅかぇゃくけき せしきっくけき そけくょせ めっいうつおうた 
こけょぇすぇおぇ). 
 * 
 ╃けいゃけかうきけ しっぉう う めっょくせ せいゅさっょくせ くぇこけきっくせ. 
 ‶けょさせつめっ めせゅけうしすけつくっ ]さぉうめっ せ しさこしおけめ くぇせちう け くぇさけょくうき ゅけゃけさうきぇ, さぇしこけ-
かぇあっ しぇ くぇめゃうてっ さっつくうおぇ ょうめぇかっおぇすしおっ かっおしうおっ, くぇしすぇかうた せ こけしかっょやうた こけかぇ ゃっおぇ. 
]おけさけ  うしすけ すけかうおけ すさぇめっ こけすさっぉぇ ょぇ しっ せこけさっょけ しぇ くぇさけょくうき ゅけゃけさうきぇ しさこしおけゅ めっ-
いうおぇ せこけいくぇきけ う しぇ くぇさけょくけき かっおしうおけき ゃかぇておけゅ/させきせくしおけゅ めっいうおぇ. ╃け すけゅぇ, くぇあぇ-
かけしす, くうおぇおけ ょぇ ょけふっ. 
 ╆ぉうさおぇ さっつう おけめせ くぇかぇいうきけ せ けゃけめ, すさっゆけめ おやういう ╂ぇちけゃうゆっゃっ さぇしこさぇゃっ, うぇおけ 
くぇめゃっゆぇ ょけ しぇょぇ, すけ うこぇお くうめっ. ╇しすうくぇ めっ ょぇ けゃょっ うきぇきけ きくけゅけ さっつう, ぇかう きくけゅけ さっつう 
いぇ おけめっ ぇせすけさ こさっすこけしすぇゃもぇ さけきぇくしおけ こけさっおかけ, てすけ めっ せ しおかぇょせ しぇ おけくちっこちうめけき やっ-
ゅけゃけゅぇ さぇょぇ, ぇかう くぇさけょくう ゅけゃけさう すうきけつおっ けぉかぇしすう ょぇかっおけ しせ てうさう けょ しゃけめっ けしくけゃっ. 
╆ぉけゅ すけゅぇ めっ こけすさっぉぇく ちっかけゃうす さっつくうお きぇおぇさ めっょくけゅ しっかぇ, しぇ ちっかけおせこくけき かっおしうおけき, 
けょくけしくけ しぇ かっおしうおけくけき おけめう さっこさっいっくすせめっ こけめきけゃくう しうしすっき すっ いぇめっょくうちっ せ ちっかうくう. 
〈っお うい すぇおゃけゅ さっつくうおぇ ぉう しっ ゃうょっかぇ うしすけさうめぇ いぇめっょくうつおけゅ あうゃけすぇ ょゃぇ こけしかっょやぇ きう-
かっくうめせきぇ ちうゃうかういぇちうめっ くぇ すかせ 〈うきけつおっ けぉかぇしすう, こぇ う めっいうつおぇ うくすっさっそっさっくちうめぇ. [ぇ-
いせきっ しっ, すけ めっ いぇょぇすぇお いぇ おけめう めっ こけすさっぉぇく くけゃう こさけめっおぇす, くけゃぇ ゃけもぇ, くけゃぇ あさすゃぇ (せ 
ゃさっきっくせ, しさっょしすゃうきぇ, すさせょせ), こぇ う くけゃ さういうお ょぇ しっ てすけ ゃっさくうめっ せたゃぇすう しかうおぇ めっいうつおけゅ 
こけくぇてぇやぇ, う こけ てうさうくう う こけ ょせぉうくう, けょぇおかっ ゆっ めっいうつおぇ そぇおすぇ めけて しくぇあくうめっ いぇいさぇ-
つうすう う けしゃっすかうすう きくけゅぇ こうすぇやぇ おけめぇ しっ しぇょぇ きぇおぇさ う せしこせすくけ めぇゃもぇめせ, こけゃさっきっくけ 
けしゃっすもぇゃぇくぇ さぇょけゃうきぇ きぇかっくけゅ ぉさけめぇ しすさせつやぇおぇ う っくすういせめぇしすぇ こけこせす ]かぇゃけもせぉぇ ╂ぇ-
ちけゃうゆぇ.35 

 
 

                                                        
35〉 こさけてかけき ぉさけめせ ╇しすけおぇ, くぇ けゃけき きっしすせ, つうすぇかう しきけ さぇょ ┸ぇおてっ ╃うくうゆぇ け ┸っいうつおけめ こさけてかけしすう 〈う-
きけつおっ おさぇめうくっ せ XV–XVI   ゃっおせ せ しゃっすかせ 〈けこけくうきうめっ(╇しすけお, ぉさ. 1, しすさ. 201–223). ¨ゃょっ  しきけ たすっかう, せ 
かぇおてっき すけくせ, ょぇ つうすぇけちっ せこけいくぇきけ しぇ くぇめくけゃうめうき ょっかけき け めっいうつおけめ こさけてかけしすう おけめぇ めっ こさっすたけょうかぇ けくけめ 
けこうしぇくけめ おけょ ╃うくうゆぇ (おぇおけ ]. ╂ぇちけゃうゆ けょさっふせめっ こさeょきっす しゃけめっ しすせょうめっ– ,,od I do XVI veka“). 
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ЛИРА И ЗБИЉА 
ИЗ НЕОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ О ПОЕЗИЈИ 

ТОМИСЛАВА МИЈОВИЋА 
 

Наставак из претходног броја 
 
 

Миодраг Сибиновић 
 
 
9. 

╋うめけゃうゆっゃっ ′ぇめぇゃっ う ょけぉさけょけてかうちっ しせ こせくっ しゃっょけつぇくしすぇゃぇ け すけき きけょっさくけき 
うくすっさきっょうめぇかくけき ゃうふっやせ せきっすくけしすう う あうゃけすぇ. 〉 
せゃけょくけめ ぉっしっょう くぇ けすゃぇさぇやせ ういかけあぉっ きかぇょけゅ くっ-
ゅけすうくしおけゅ しかうおぇさぇ ┲っもけてぇ ┲けおけゃうゆぇ 1962. せ ╆ぇ-
めっつぇさせ, ╋うめけゃうゆ めっ けしっすうけ こけすさっぉせ ょぇ しっ こさうしせす-
くうきぇ ういゃうくう てすけ ういかけあぉせ しかうおぇ けすゃぇさぇ せこさぇゃけ 
けく, こっしくうお: „... くっ いぇきっさうすっ てすけ しぇき せいっけ しかけぉけょせ 
ょぇ けゃせ ういかけあぉせ けすゃけさうき, ょぇ すぇおけ おぇあっき, かうすっさぇさ-
くうき おぇかぇせいけき.“ ┿ ぉっしっょせ めっ いぇゃさてうけ おけくしすぇすぇちう-
めけき ょぇ: „╆ぇ ┲けおけゃうゆっゃっ しかうおっ くうしせ こけすさっぉくっ 
さっつう. ¨く こさうこぇょぇ こかっめぇょう きかぇょうた せきっすくうおぇ おけめう 
くぇき ぇこけかうくっさけゃしおう こけさせつせめせ: '╋う たけゆっきけ ょぇ ゃぇき 
こさうぉかうあうきけ こさけしすさぇくしすゃぇ う くっけぉうつくぇ こけょさせつめぇ, 
ゅょっ しっ さぇしちゃっすぇくぇ すぇめぇくしすゃっくけしす くせょう けくけきっ おけ 
たけゆっ ょぇ めっ せぉっさっ.'“ (′ぇめぇゃっ う ょけぉさけょけてかうちっ, しすさ. 
98–99) ╉ぇさぇおすっさうしすうつくけ めっ ょぇ, うきぇめせゆう くぇ せきせ ちうすうさぇくせ ぇこけかうくっさけゃしおせ おけくちっこ-
ちうめせ, ╋うめけゃうゆ 1968. ゅけょうくっ, こけょ くぇしかけゃけき ╃ゃぇ かうちぇ うしすっ ゃぇすさっ, すけこかけ こさっこけさせつせめっ 
くっけぉうつくせ  いぇめっょくうつおせ ういかけあぉせ ぇおぇょっきしおけゅ しかうおぇさぇ [ぇょうしかぇゃぇ 〈さおせもっ う しぇきけせおけゅ 
おっさぇきうつぇさぇ ╁っかうきうさぇ ┲けさふっゃうゆぇ. ┿おぇょっきしおう けぉさぇいけゃぇくけゅ せきっすくうおぇ すけき こさうかう-
おけき こさっょしすぇゃもぇ けゃぇおけ: „╋ぇてすけゃうすう いぇくっしっやぇお, こっしくうお しゃけめっゃさしくう, しかうおぇさ [ぇょう-
しかぇゃ 〈さおせもぇ すさぇあうけ めっ しゃけめせ ゃぇすさせ こけ せあぇさっくけき ゃさぇすやぇくしおけき おぇきっやぇさせ, せ いきうめしおけき 
おかせこおせ, せ いきうめしおけき こうしおせ う しおけおせ, せ いせめせ う くぇゃぇかう つせょくうた う くっしくけしくうた うくしっおぇすぇ, せ 
きさすゃうき こすうちぇきぇ う くぇゅけさっかうき う すさせかうき いぇこうしうきぇ う たぇさすうめぇきぇ, せ めせくしおうき う ぇゃゅせしすけゃ-
しおうき くけゆうきぇ, せ いかぇすぇしすけき させくせ けゃちっ う せ いぇこぇもっくうき いゃっさおぇきぇ, せ かせょけしすう う さぇょけしすう 
うゅさっ う ういきけすぇゃぇやぇ, せ けゅけもっくけめ ぉけさしおけめ させょぇつう, せ しこぇさせてっくうき すさぇゃぇきぇ う いぇゃうすかぇ-
くうき おけきっすぇきぇ. 

′ぇ おさぇめせ しっ いぇゅかっょぇけ せ かうちっ しぇきっ ゃぇすさっ, けこつうやっく やっくけき せいぉせょもうゃけき う しすさぇ-
ゃうつくけき かっこけすけき. ‶さうたゃぇすうけ めっ しゃっ やっくっ ういぇいけゃっ, こぇ ゃってすうくけき つぇさぇやぇ う ぉぇめぇやぇ くぇ-
つうくうけ う いぇこぇかうけ しゃけめっ ゃぇすさっ いぇゅけくっすくっ, ゃぇすさっ あさすゃっくっ, ゃぇすさっ ゃっかうおけゅ しさちぇ, ゃぇすさっ 
おぇけ かっお う ういぉぇゃもっやっ, おぇけ ぉぇめぇやっ こさけすうゃ きさぇおぇ けおぇ, きさぇおぇ きうしかう, きさぇおぇ くっしさっゆっ, 
ゃぇすさっ しぇきけしこぇもうゃぇやぇ, かせょっ ゃぇすさっ. 

┸っ かう すけ けくぇめ ちさゃっくう つけゃっお うい くぇさけょくっ ぉぇめぇかうちっ...? ╇かう めっ すけ けくぇめ おけめう しっぉっ う 
しゃっす けおけ しっぉっ こけおせてぇゃぇ ょぇ けょゅけくっすぇ... いぇこうしけき くけゆけぉょうめっ...?“ ┿ っゃけ おぇおけ ゃうょう „ょさせゅけゅ 
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いぇくっしっやぇおぇ う いぇもせぉもっくうおぇ ゃぇすさっ“, いぇめっつぇさしおけゅ ゅさくつぇさぇ おけめう しっ こさうょさせあうけ しかうおぇさせ: 
„┿おけ 〈さおせもぇ すさぇゅぇ いぇ ぉけめぇきぇ う しくけゃうふっやうきぇ... ┲けさふっゃうゆせ めっ けくぇ ょっしくぇ させおぇ しぇさぇょ-
くうお せ すさぇゅぇやせ う こけおせてぇめせ ょぇ うしこっつっ しゃけめっ いかぇすくっ たかっぉけゃっ しくぇ う きぇてすっ. ′ぇ こさっおさぇ-
しくうき う さぇしおけてくうき すゃけさっゃうくぇきぇ けくぇ けしすぇゃもぇ くっつっゅぇ しゃけゅ, しゃけめ しめぇめ, しゃけめせ かっこけすせ う 
ょけぉさけすせ. ¨く めっ, ょうゃもせ う くっこさうこうすけきもっくせ, こさうこうすけきもせめっ う こさうぉかうあぇゃぇ もせょしおけめ 
させちう, けおせ う しさちせ. 〉 すけき ょさせゅけゃぇやせ し やけき けくぇ きせ しっ ゃうてっ こせすぇ けすきっ くっせおさけすうゃぇ, ういくっ-
ゃっさう ゅぇ, ういゅぇさぇゃう きせ, こさっこっつっ, こけおゃぇさう う せくうてすう すっておけ くぇふっくっ たかっぉけゃっ けょ いっきもっ. 

╆ぇすけ しせ やっゅけゃう さぇょけゃう ょゃけしすさせおけ ょさぇゅけちっくう: しきうてもぇくう しせ う すさぇあっくう せくせ-
すさぇてやけき ゃぇすさけき せきっすくうおぇ, ぇ けくょぇ こさけこせてすっくう おさけい させおっ こさぇゃっ ゃぇすさっ, おけめぇ うた めっ 
こけいかぇゆうゃぇかぇ しゃけめけき ょけぉさけすけき うかう しせさけゃけ せくうてすぇゃぇかぇ. 

┲けさふっゃうゆっゃぇ てぇさっくぇ しせくちぇ すぇやうさぇ, あせすう う いっかっくう こかけょけゃう: ぉぇさょぇちう, おけく-
ょうさう う ぉせおかうめっ, やっゅけゃっ けゃちっ う かぇゃけゃう, ぉけおぇかう-ゅかぇゃっ, ぉけおぇかう-いぇきおっ, ぉけおぇかう-あうゃけ-
すうやっ, さうぉっ う しゃうさぇつう, おけやぇくうちう う ゅっくっさぇかう, ゃけめくうちう, しゃっちう う しっもぇちう, つうすぇゃ めっょぇく 
しゃっす くぇうゃぇく う くけゃ, めっょくけしすぇゃぇく う こさうしぇく, くっゃうく う かっこ, こかけょ めっ すっておけゅ ょさせゅけゃぇやぇ しぇ 
いっきもけき う ゃぇすさけき, すうき こさぇしすぇさうき っかっきっくすうきぇ いぇ おけめうき しっ こさせあうかぇ つけゃっおけゃぇ させおぇ せ 
すっあやう ょぇ しっぉっ けしすゃぇさう う ょけおぇあっ.“  (′ぇめぇゃっ う ょけぉさけょけてかうちっ, しすさ. 105–106)  

╇ぇおけ すけ くうめっ ょうさっおすくけ すぇおけ そけさきせかうしぇくけ, けつうすけ めっ ょぇ めっ, こさっきぇ ╋うめけゃうゆせ, け-
しうき せくせすさぇてやっ しすゃぇさぇかぇつおっ ゃぇすさっ, いぇめっょくうつおぇ, ょけしすけめくぇ こけてすけゃぇやぇ, おぇさぇおすっさう-
しすうおぇ けゃけゅ しかうおぇさぇ う おっさぇきうつぇさぇ – くっこけしさっょくけしす, くっけこけしさっょけゃぇくけしす やうたけゃっ ゃういうめっ 
あうゃけすぇ う しゃっすぇ くぇくけしうきぇ ぉうかけ おぇおゃうた すっけさうめぇ さぇちうけくぇかういけゃぇくっ ちうゃうかういぇちうめっ, くっ-
こけしさっょくけしす せすっきっもっくぇ くぇ ういゃけさくうき うきこせかしうきぇ う うくすせうちうめう もせょしおけゅ ぉうゆぇ „おけょう-
さぇくけゅ“ さぇしすおけこっすさけゃうゆっゃしおけき „すぇめくけき さけふっやぇ“. (╁うょ. しすせょうめせ „〈ぇめくぇ さけ-
ふっやぇ“[ぇしすおぇ ‶っすさけゃうゆぇ せ おやういう: ╋. ]うぉうくけゃうゆ, ]かけゃっくしおぇ ゃっさすうおぇかぇ, 2008, 
しすさ. 213–244)  ┿ けしかけぉぇふぇやっ けょ しすっゅぇ こさっょさぇしせょぇ うい ゃっかうおうた そうかけいけそしおうた しうしすっきぇ 
こさっすたけょくうた ゃっおけゃぇ, せ うきっ ょけきぇゅぇやぇ „しせてすうくぇ“, けおさっすぇやっき „くぇうゃう“ – すぇおけふっ めっ, おぇけ 
てすけ めっ こけいくぇすけ, こせす おけめうき めっ うてぇけ ょっけ ぇゃぇくゅぇさょくっ せきっすくけしすう 》》 ゃっおぇ.  

 
10. 

╊うおけゃくっ せきっすけしすう しせ, きけゅかけ ぉう しっ さっゆう, うこぇお くぇめぉかうあぇ ゃさしすぇ せきっすくけしすう しすゃぇ-
さぇかぇつおけき しっくいうぉうかうすっすせ 〈. ╋うめけゃうゆぇ. ╉ぇおけ せ しゃけめけめ せさっょくうつおけめ う せ ういょぇゃぇつおけめ ょっ-
かぇすくけしすう, すぇおけ う せ ういくけてっやせ くぇ しゃっすかけしす ょぇくぇ しけこしすゃっくっ こけっいうめっ こけしっぉくけ めっ しくぇあくぇ 
う ょせゅけすさぇめくぇ やっゅけゃぇ しぇさぇょやぇ しぇ しかうおぇさけき ╋うさけしかぇゃけき ┿くふっかおけゃうゆっき. 〉 おぇすぇかけゅせ 
くっおけかうおうた ┿くふっかおけゃうゆっゃうた ういかけあぉう, こさうさっふっくうた せ ′うてせ う ╀っけゅさぇょせ 1994. う 1995. 
ゅけょうくっ, せい こけきけゆ しゃけゅ „かうすっさぇさくけゅ おぇかぇせいぇ“, ╋うめけゃうゆ, こさっ しゃっゅぇ, うしすうつっ: „〉 すさぇ-
あっやせ こせすぇ ょけ せくせすさぇてやうた ょけあうゃもぇめぇ う ょせたけゃくけゅ しすぇやぇ う やうたけゃうた けょめっおぇ せ しゃっしすう 
しかうおぇさしすゃけ ╋うさけしかぇゃぇ ┿くふっかおけゃうゆぇ めっ ゃっけきぇ しさけょくけ しぇ こけっいうめけき う せ ぇしけちうめぇすうゃくけき 
う せ ゃういせっかくけき う せ くぇさぇすうゃくけき うしおぇいうゃぇやせ くぇしかせゆっくっ すぇめくっ う しこけいくぇめっ. ╆ぇすけ う くうめっ 
しかせつぇめくけ ょぇ しせ きせ こっしくうちう くぇめぉかうあう, ょぇ しっ ょさせあう しぇ やうきぇ, ょぇ さっぇゅせめっ くぇ こっしくうつおせ 
さっつ, けしかせておせめっ めっ う こさうしゃぇめぇ やっくっ こけさせおっ う やっくっ さうすきけゃっ.“ ╋っふせすうき, こさっきぇ ╋うめけ-
ゃうゆっゃけめ くぇこけきっくう: „]すうたけゃう こっしくうおぇ う やっゅけゃっ しかうおっ くうしせ すせきぇつう う こけしさっょくうちう 
めっょくう ょさせゅうきぇ, ゃっゆ しせ しぇこせすくうちう おぇ ういさぇいせ う うしおぇいせ くっういさっちうゃけゅ.“ (′ぇめぇゃっ う ょけぉさけ-
ょけてかうちっ, しすさ. 138)  

╆ぇ おぇさぇおすっさうしぇやっ ╋うめけゃうゆっゃっ っおしこかうちうすくっ こけっすうおっ ゃぇあくけ めっ けぉさぇすうすう こぇあやせ 
う くぇ すけ おけめっ ょゃっ けしけぉうくっ けく こけしっぉくけ たゃぇかう おけょ ┿くふっかおけゃうゆぇ. „]すゃぇさぇめせゆう せ くっおけめ 
しゃけめけめ けしぇきう, こけしすさぇくちっ けょ こけきけょくうた かうおけゃくうた すけおけゃぇ, ┿くふっかおけゃうゆ けょけかっゃぇ くぇ-
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めっいょう そけさきぇかくうた ょけしっすおう, けかぇおうた こさけゅかぇてぇゃぇやぇ くけゃけゅ せきっしすけ しすゃぇさぇやぇ くけゃけゅ う こけ-
こせかぇさくうた すっきぇ くけゃけおけきこけくけゃぇくっ くぇちうけくぇかくっ きうすけかけゅうめっ. ]かうおぇさ おぇけ ょぇ めっ こけしかせ-
てぇけ しゃけゅ こさけそっしけさぇ ′っょっもおぇ ╂ゃけいょっくけゃうゆぇ, せ つうめけめ おかぇしう めっ しすせょうさぇけ かうおけゃくせ せ-
きっすくけしす, おけめう めっ めっょくけき こさうかうおけき さっおぇけ: '′ぇめぉけもっ めっ こぇお こけくういくけ ょけゆう こさっょ こさう-
さけょせ, くってすけ ょけあうゃっすう, きうしかうき けつうきぇ, こぇ すけ けくょぇ せきっすくうつおうき しさっょしすゃうきぇ, おけきこけ-
いうちうめけき, そけさきけき, ぉけめぇきぇ, すけくけき てすけ しくぇあくうめっ ういさぇいうすう.' ╆ぇゅかっょぇく せ つせょっしくう しゃっす 
こさうさけょっ, けょ すさぇゃおっ う きさぇゃぇ ょけ くっぉっしおけゅ ぉっしおさぇめぇ, ┿くふっかおけゃうゆ しかっょう しめぇめ う けぉさうしっ, 
かうくうめっ う ぉけめっ あうゃけゅ う くっあうゃけゅ, う けくけゅ せ やうきぇ う けくけゅ ういぇ やうた, う こけっすしおけき うくすせうちう-
めけき う うきぇゅうくぇすうゃくけき しくぇゅけき こけしすぇめっ めっょぇく けょ しすさぇしくうた う ょけしかっょくうた せつっしくうおぇ せ 
けぉくけゃう しかうおっ こさうさけょっ. ╇ おぇょぇ きせ めっ こさうさけょぇ こけかぇいうてすっ, う おぇょ めっ けすおさうゃぇ, う おぇょ めっ 
こけょさぇあぇゃぇ, う おぇょ めっ こさっうくぇつぇゃぇ, けく しっ しぇ しゃぇおうき やっくうき ょっかうゆっき こけめっょうくぇつくけ う いぇ-
もせぉもっくうつおう いぉかうあぇゃぇ う さぇいゅけゃぇさぇ. '╇ すぇおけ しさちっき しゃっ ょけすうつっ' おぇけ ょぇ いぇしかせあせめっ う 
ょけぉうめぇ こけゃっさっやっ う こけしすぇめっ う しぇき ういぇぉさぇくうお う こけしゃっゆっくうお, こぇ しっ しゃっ てすけ ゅぇ けおさせあせめっ 
こさっょ やうき けすゃぇさぇ, けすおさうゃぇ う けぉめぇゃもせめっ こけきぇあせゆう きせ ょぇ くぇ しゃけめうき しかうおぇきぇ こけしすうゅくっ 
こけさっょ しおかぇょぇ う しぇゅかぇしくけしすう さっぇかくけゅ う しきうてもっくけゅ う けくぇ くっめぇしくぇ っきうすけゃぇやぇ おけめぇ くぇし 
せいぉせふせめせ う こけゃっいせめせ せ ゃっかうおけ いぇめっょくうてすゃけ こさけあうきぇやぇ う こさっけぉさぇあぇめぇ ぉけあうめっゅ 
しゃっすぇ.“ (′ぇめぇゃっ う ょけぉさけょけてかうちっ, しすさ. 138–140)  

╉ぇおけ すぇめ こさうきぇす しすゃぇさくけゅ, くっこけしさっょくけ ょけあうゃもっくけゅ せ くぇしすぇくおせ こさぇゃけゅ せきっす-
くうつおけゅ ょっかぇ, おけめう ╋うめけゃうゆ うしすうつっ おぇけ こけかぇいうてすっ こけっすうおっ おけょ しっぉう ぉかうしおうた せきっす-
くうおぇ, そせくおちうけくうてっ おぇけ そせくょぇきっくすぇかぇく う せ やっゅけゃけき けさうゅうくぇかくけき しすゃぇさぇかぇてすゃせ 
こけおせてぇゆせ ょぇ うかせしすさせめっき くぇ こさうきっさせ ちうおかせしぇ ╆ぇゅかっょぇく せ しすぇさっ そけすけゅさぇそうめっ うい 
やっゅけゃっ おやうゅっ ¨ょしめぇめう ういくせすさぇ.  

〉 おぇすぇかけゅせ いぇ ┿くふっかおけゃうゆっゃせ ういかけあぉせ 〈けきうしかぇゃ ╋うめけゃうゆ うしすうつっ: „‶けしっぉくせ 
こさうすぇめっくせ ょさぇきぇすうおせ う っかっゅうつぇく すけく ┿くふっかおけゃうゆっゃうき しかうおぇきぇ ょぇめっ やっゅけゃぇ けこしっょ-
くせすけしす くっせきうすくけてゆせ くっしすぇめぇやぇ, うてつっいぇゃぇやぇ, しきさすう...  

〈さっぉぇ しぇきけ ゃうょっすう ちさすっあっ せ ょくっゃくうおせ ╋うさけしかぇゃぇ ┿くふっかおけゃうゆぇ くぇしすぇかっ くぇ 
ゃっしすう け しきさすう やっきせ ょさぇゅうた う ぉかうしおうた もせょう, すぇ こさぇゃぇ きぇかぇ しかうおぇさしおぇ けこっかぇ. ¨くせ 
すせあくせ こさうかうおせ おけめぇ ういさぇやぇ うい すぇきっ しぇ しゃっすかけき せ くぇさせつめせ, おぇけ おぇおゃけき ゃっかうおけき いゃっい-
ょけき うかう 'こけくけゆくうき しせくちっき', せい くぇこうしぇくっ さっつう: '〉きさけ めっ ′っょっもおけ ╂ゃけいょっくけゃうゆ 31–
I–88'. ╇かう ゃっかうおけゅ くけゆくけゅ かっこすうさぇ おけめう めっ こさっおさうかうけ ちっかせ しすさぇくうちせ ょくっゃくうおぇ くぇ 
ゃっしす け しきさすう しかうおぇさぇ ╋うかぇくぇ ╉けやけゃうゆぇ. ╇かう こけさすさっす し きぇたけゃうくけき こっしくうおうやっ ╃っ-
しぇくおっ ╋ぇおしうきけゃうゆ ちさすぇく くぇ ょぇく やっくっ しきさすう. ╇かう ぉせおっす こさけいさぇつくうた させあぇ いぇ ゅさけぉ 
けちぇ ╃けぉさけしぇゃぇ. ╇かう ちっけ ちうおかせし ちさすっあぇ う しかうおぇ しぇ くぇいうゃけき '′っしすぇめせゆう', ちさすぇく う しかう-
おぇく こけくっおぇょ かぇおうき こけくっおぇょ ゅさけいくうつぇゃうき こけすっいうきぇ ぇかう せゃっお しぇ ゃっかうおけき せくせすぇさやけき 
おけくちっくすさぇちうめけき. 〈さっぉぇ しゃっ すけ ゃうょっすう こぇ くぇしかせすうすう う けしっすうすう おけめけき ょせてっゃくけき しくぇ-
ゅけき, おけめけき こけっすしおけき かっこけすけき, しぇすおぇくけき けょ ぉかぇゅけしすう う ょけぉさけすっ, ┿くふっかおけゃうゆ ぉさぇくう 
けょ くっせきけもうゃっ しきさすう しゃっ くっしすぇめせゆっ う ぉさぇくう しっぉっ けょ けつぇめぇやぇ う ぉさぇくう しゃっ くぇし けょ けぉっい-
ょせてっやぇ.“ (′ぇめぇゃっ う ょけぉさけょけてかうちっ, しすさ. 142–143)  

〉 てっしくぇっしす こっしぇきぇ ちうおかせしぇ ╆ぇゅかっょぇく せ しすぇさっ そけすけゅさぇそうめっ, おけめっ めっ けぉめぇゃうけ, 
こけ しゃけめ こさうかうちう う せけぉかうつうけ, こけつっすおけき ょっゃっすっ ょっちっくうめっ しゃけゅ あうゃけすぇ, せ ¨ょしめぇめうきぇ 
ういくせすさぇ (2013) ╋うめけゃうゆ いぇこさぇゃけ けちさすぇゃぇ こぇさぇぉけかせ こしうたけかけておっ ょさぇきっ つけゃっおけゃけゅ 
あうゃけすぇ せ しゃっすかけしすう やっゅけゃけゅ せくせすさぇてやっゅ せょゃぇめぇやぇ くぇ „こさっすおぇ う こけすけきおぇ“. ┿くふっかおけ-
ゃうゆっゃぇ, こけっすしおぇ かっこけすぇ, しぇすおぇくぇ けょ „ぉかぇゅけしすう う ょけぉさけすっ“, おけめけき けく „ぉさぇくう けょ くっせきけ-
もうゃっ しきさすう しゃっ くっしすぇめせゆっ う ぉさぇくう しっぉっ けょ けつぇめぇやぇ う ぉさぇくう しゃっ くぇし けょ けぉっいょせてっやぇ“ 
いさぇつう うしすけ すけかうおけき „ょせてっゃくけき しくぇゅけき“ うい ╋うめけゃうゆっゃうた そけすけゅさぇそうめぇ おけめっ しせ, „しすぇさっ 
くっきっ... いぇせしすぇゃうかっ もせょっ ゃさっきっ“, ょぇ ぉう つけゃっお-あうゃう こけすけきぇお „ゃうょっけ う しこけいくぇけ / ¨くけ 
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てすけ くうめっ こさっあうゃっかけ / ╇ けくけ てすけ めっ くぇょあうゃっかけ“, けすおさうゃぇめせゆう, きっふせすうき, „ょぇ しせ すっ 
しかうおっ-せしこけきっくっ“ うしすけゃさっきっくけ „う しめぇめ“, ぇかう „う ちさくぇ こさっょしおぇいぇやぇ“... ┿くふっかおけゃうゆ めっ 
╋うめけゃうゆぇ, おぇけ てすけ しきけ ゃうょっかう, けこつうくうけ しめぇめくうき かうおけゃくうき けゃぇこかけゆっやっき ょっかぇ いくぇ-
つぇめくうた すゃけさぇちぇ おぇけ てすけ しせ しかうおぇさう ╀けさおけ ╂ゃけいょっくけゃうゆ, ╋うかぇく ╉けやけゃうゆ う こっしくう-
おうやぇ ╃っしぇくおぇ ╋ぇおしうきけゃうゆ. ′ぇ ういゃけさうきぇ しさけょくうた こけっすうおぇ, せ ╋うめけゃうゆっゃけき ちうおかせしせ 
うきこさっしうけくうさぇ くぇし こっしくうつおけ けゃぇこかけゆっやっ ょせぉけおけ ょけあうゃもっくうた こけめっょうくうた しせぉかうきう-
さぇくうた けこてすっもせょしおうた こけさうゃぇ いぇ けしすゃぇさっやっき ゃっかうおうた ょっかぇ, う せしこってくうた う くっせしこって-
くうた, う けくうた おけめう しせ しっ „いぇこせすうかう“ う „いぇぉかせょっかう / しすさぇくこせすうちぇきぇ う こさっつうちぇきぇ“ う 
けくうた つうめぇ しっ „しゃっすかけしす しゃっすうもおっ さぇしこさけしすうさっ / おさけい こさけしすけさ すぇきくう くっこけめぇきくう / せ 
おけき しっ めっょゃぇ てすぇ くぇいうさっ“. ]ゃっしすぇく ょぇ きけあょぇ う やっゅぇ しぇきけゅ けつっおせめっ しかうつくぇ しせょぉうくぇ,  
あうゃう „こけすけきぇお“, こけょしすぇおくせす しすぇさけき そけすけゅさぇそうめけき おけめせ ゅかっょぇ おけくしすぇすせめっ: 

 
『ゃっす くぇ さっゃっさせ きぇてくぇ てってうさ 
╃せゅう いせかせそう う ぉさつうゆう 
]ぇきけ ょぇ めっ くぇ しかうちう かっこてう 
╇ ょぇ くぇ しっぉっ くっ くぇかうつう 
 
╉ぇょ しっ せ かっこてっゅ こさっすゃぇさぇけ 
【すぇ めっ うきぇけ しゃっ くぇ せきせ 
【すぇ おさうけ せ しっ いぇすゃぇさぇけ 
╃ぇ ぉせょっ しかうおぇ せ ぇかぉせきせ 

 
╃ぇ ぉう ゅぇ ぉうかけ ゅょっ ゅぇ くっきぇ 
′うめっ しっ くう すさっく ょゃけせきうけ 
╆くぇけ めっ ょけぉさけ おせょ しっ しこさっきぇ 
 
╇ しこさっきぇく すぇきけ くぇせきうけ 
]ぇ しうかくけき あっもけき う こけょしすさっおけき 
┿ すう ゅぇ ゅかっょぇて しぇ こけょしきったけき  

 
〉 こさっこかっすせ しさけょくっ こっしくうおけゃっ う しかうおぇさっゃっ こけっすうおっ, こっしくうお ╋うめけゃうゆ めっ けしっすうけ 

こけすさっぉせ ょぇ しおさっくっ こぇあやせ くぇ ┿くふっかおけゃうゆっゃ „ちっけ ちうおかせし ちさすっあぇ う しかうおぇ しぇ くぇいうゃけき 
'′っしすぇめせゆう', ちさすぇく う しかうおぇく こけくっおぇょ かぇおうき こけくっおぇょ ゅさけいくうつぇゃうき こけすっいうきぇ ぇかう せ-
ゃっお しぇ ゃっかうおけき せくせすぇさやけき おけくちっくすさぇちうめけき“. ┸っさ, こっしくうお, こさうこぇょくうお うしすっ ゅっくっさぇ-
ちうめっ, おぇけ こけすけきぇお ゃうょう, おぇおけ „きぇゅうめけき そけすけ こさっしっもっやぇ“, うい くぇゅけくぇ „ょぇ う こさけかぇいくう 
ぉせょせ すさぇめくう“, こさっちう せ ういかっすせ „ゃぇく しっぉっ ぇ ぉっい しっぉっ“: 

 
‶かけゃっ おさけい ゃさっきっ くぇ ぉぇさちう しかうちう 
〉 ぉっしおけくぇつくけ しゃっ う くうてすぇ 

 
11. 

¨くけ てすけ めっ, ちうすうさぇやっき ╂ゃけいょっくけゃうゆぇ, ╋うめけゃうゆ こさうたゃぇすうけ おぇけ ういゃけさ せきっすくうつ-
おけゅ しかうおぇさしおけゅ ょっかぇ, さぇいせきっ しっ, ゃぇあう う いぇ しおせかこすせさせ. 〉 こっしきう こけしゃっゆっくけめ ゃぇめぇさせ ╃さぇ-
ゅうてう ¨ぉさぇょけゃうゆせ ╀っけ おぇきっく ょぇさ いぇ ょけょうさ, „うい きぇしうゃくっ しすっくっ こさっぉっゅ ぉっかけゅかぇゃう“ – 
„こさけぉせふっく めっ うい しくぇ きさすゃけゅ しおぇきっやっくけゅ / ょぇ ぉう ぉうけ せ ぉせょくけき しくせ しぇく ょけしぇやぇく / う 
うしおかっしぇく う ういゅかぇつぇく ょぇ けいぇさう“. „╆ぇゅかっょぇく せ つせょっしくう しゃっす こさうさけょっ, けょ すさぇゃおっ う きさぇゃぇ 
ょけ くっぉっしおけゅ ぉっしおさぇめぇ“ う せきっすくうお しおせかこすけさ „しかっょう しめぇめ う けぉさうしっ, かうくうめっ う ぉけめっ あうゃけゅ 
う くっあうゃけゅ, う けくけゅ せ やうきぇ う けくけゅ ういぇ やうた, う こけっすしおけき うくすせうちうめけき う うきぇゅうくぇすうゃくけき 
しくぇゅけき こけしすぇめっ めっょぇく けょ しすさぇしくうた う ょけしかっょくうた せつっしくうおぇ せ けぉくけゃう しかうおっ こさうさけょっ.“ 〉 
╋うめけゃうゆっゃけめ おやういう ╆ぇおぇしくっかう ゅかぇしくうお „けぉくけゃぇ しかうおっ こさうさけょっ“ ういゅかっょぇ けゃぇおけ:  
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‶¨╉╊¨┺╄┺╄ ╁┿┸┿[┿ 
 

                     ]ぇゃう ╀けしうけおけゃうゆせ 
 

′ぇつうくうた しゃけめ おぇきっく 
けょ すゃけゅぇ おぇきっくぇ ╂けしこけょっ 
う しすぇゃうた ゅぇ し さぇょけてゆせ 
きっふせ すゃけめっ おぇきっくけ しすぇょけ 
 

′ぇつうくうた しゃけめっ ょさゃけ 
けょ すゃけゅぇ ょさゃっすぇ 〈ゃけさつっ 
う しすぇゃうた ゅぇ さぇいくっあっく 
きっふせ すゃけめぇ しすぇぉかぇ 
おさぇめ すゃけめっ ゃけょっ 

╇いかうた しゃけめ きっすぇか 
うい すゃけゅぇ ゃっかうおけゅ けゅやぇ ]ゃっきけゅせゆう 
う ういくった ゅぇ ょぇ ゅぇ こけいかぇすう 
すゃけめぇ ぉかぇゅけしかけゃっくぇ しゃっすかけしす 
 

╇ こさうおかけくうた すう しっ しきっさくけ 
う こけおかけくうた すう しっ 
う こけきけかうた 
う けょ さぇょけしすう いぇこかぇおぇた 

 
 

12. 
╁さぇゆっくぇ せ こさうさけょせ, けいぇさっくぇ „ぉかぇゅけしかけゃっくけき しゃっすかけてゆせ“ せきっすくうつおぇ ょっかぇ, 

いさぇつっ うしすうくせ け こさうさけょう う つけゃっおせ. ┿かう けしうき すけゅぇ てすけ しせ しゃっょけつぇくしすゃけ こけさっおかぇ もせょ-
しおっ せきっすくけしすう う せいぇめぇきくっ さぇいきっくっ, すめ. ぉかぇゅけすゃけさくけゅ こさっかうゃぇやぇ きぇすっさうめぇかくっ せ ょせ-
たけゃくせ っくっさゅうめせ う けぉさくせすけ, すぇ ょっかぇ しせ う ういゃけさ いぇ けょゅけくっすぇやっ しきうしかぇ もせょしおけゅ あうゃけすぇ. 
╂かっょぇくけ せ すけき おけくすっおしすせ, こけすさっしくけ けょいゃぇやぇ さっぇおちうめぇ こっしくうおぇ ╋うめけゃうゆぇ くぇ ういかけあぉせ 
ちさすっあぇ ╉けもっ ╋うかせくけゃうゆぇ ぉさけょけゃもぇ しっこすっきぉさぇ 1987. せ ╀けさせ – こっしきけき こけょ くぇしかけゃけき 
╉ぇ くうゅょうくう (けゃょっ くぇゃけょうきけ しぇきけ こさゃせ しすさけそせ う いぇゃさてくっ しすうたけゃっ): 

 

╉ぇ おけめけめ いゃっいょう 
おぇ おけきっ ぇきぉうしせ 
こかけゃう (こかけゃう かう?) 
けゃぇめ くぇて せおかっすう 
けゃぇめ くぇて しゃっ-ぉさけょ 
╉ぇ おけきっ ぉっいういゅかっょせ 
おぇ おけめけめ くうゅょうくう 
けゃぇ ぇゃっす 
けゃぇ ぇゃっすうやぇ 
........................ 

 
【すぇ しきけ すけ ういゅさぇょうかう 
つうきっ くぇすけゃぇさうかう 
う つうきっ すけ しこぇしぇゃぇきけ 
ぇ しっぉっ ういゅせぉうしきけ 
 

╆ぇさ しゃっ けゃけ 
くっ ぉう かう しすうゅかう すぇきけ 
ゅょっ くうおぇょぇ くっゆっきけ しすうゆう 

 

╆ぇ こけすこせくうめう ょけあうゃもぇめ けゃっ こっしきっ, こけょしっすうきけ しっ ょぇ しきけ せ ╋うめけゃうゆっゃけめ おやういう 
¨ょしめぇめう ういくせすさぇ, くぇしすぇかけめ ゃっゆこけしかっ ぉさけょけかけきぇ しかうおぇさっゃっ う こっしくうおけゃっ すぇょぇてやっ 
ょさあぇゃっ, ゃうょっかう おぇおけ しすぇさっ そけすけゅさぇそうめっ, こけこせす „ぉぇさおっ“, „こかけゃっ... せ ぉっしおけくぇつくけ しゃっ う 
くうてすぇ“. 

 
13. 

╁っゆ しきけ おけくしすぇすけゃぇかう ょぇ しせ けしくけゃくぇ ╋うめけゃうゆっゃぇ こけっすうつおぇ けこさっょっもっやぇ ういゃう-
さぇかぇ うい こさっけおせこぇちうめぇ きけょっさくっ せきっすくけしすう 》》 ゃっおぇ, ょぇ う けく う ╅うゃけめうく ‶ぇゃかけゃうゆ, おぇけ 
う けしすぇかう くぇめょぇさけゃうすうめう せきっすくうちう やうたけゃっ ゅっくっさぇちうめっ, くうしせ きけゅかう ょぇ けょけかっ きぇく-
ょっもてすぇきけゃしおう したゃぇゆっくけき „てせきせ ゃさっきっくぇ“. 〉 くっおさけかけておけき けしゃさすせ くぇ ‶ぇゃかけゃうゆっゃけ 
せきっすくうつおけ ょっかけ ‶さうょさせあっく てせきせ ゃさっきっくぇ ╋うめけゃうゆ 1998. くぇゃけょう ょぇ „こけしかっょやう さっ-
ょけゃう こけしかっょやっゅ しかけゃぇ せ ‶ぇゃかけゃうゆっゃけめ かうさしおけめ こさけいう ┿いぉせおぇ, おけめけき しっ いぇゃさてぇゃぇ う 
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╃うゃもう ゃっすぇさ, ゅかぇしっ: „【せき ゃさっきっくぇ ょぇくぇし めっ めっょうくう いゃせお おけめう けしかせておせめっき: せ きっくう 
そうめせつっ おぇけ ょうゃもう ゃっすぇさ, う ゅさきう こけこせす こけぉっしくっかけゅ きけさぇ. ╆くぇき ょぇ ゆっ やっゅけゃ せさかうお 
しせすさぇ こさっこかぇゃうすう う こけしかっょやう すさぇゅ あうゃけすぇ, ぇ しぇ やうき う きけめ ゅかぇし...“ ¨ゃぇめ ちうすぇす ╋うめけ-
ゃうゆ いぇゃさてぇゃぇ くぇこけきっくけき: „【せきせ ゃさっきっくぇ, すけき おけしきうつおけき いゃせおせ おけめう ういぇいうゃぇめせ 
せしこけきっくっ, こさうょさせあうけ しっ う ╅うゃけめうく ‶ぇゃかけゃうゆ.“ (′ぇめぇゃっ う ょけぉさけょけてかうちっ, しすさ. 21)  

′っ すゃさょうきけ ょぇ めっ くう ‶ぇゃかけゃうゆっゃぇ くう やっゅけゃぇ そけさきせかぇちうめぇ „てせき ゃさっきっくぇ“ ょけ-
おぇい け くっこけしさっょくけき せすうちぇめせ ゃっかうおけゅ させしおけゅ ぇゃぇくゅぇさょくけゅ こうしちぇ ぇおきっうしすっ ¨しうこぇ ╋ぇく-
ょっもてすぇきぇ. ┿かう うきぇきけ くぇ せきせ つうやっくうちせ ょぇ せこさぇゃけ すけおけき ょさせゅっ こけかけゃうくっ こっょっしっすうた 
う こさゃっ こけかけゃうくっ てっいょっしっすうた ゅけょうくぇ 》》 ゃっおぇ こけつうやっ こっさうけょ うくすっくいうゃくけゅ けおさっすぇやぇ 
くぇてっ おやうあっゃくっ めぇゃくけしすう くけゃけこさっゃっょっくうき ょっかうきぇ させしおけゅ しうきぉけかういきぇ う させしおっ ぇゃぇく-
ゅぇさょっ. [っつ めっ いぇこさぇゃけ け てうさけおけき せおもせつうゃぇやせ せ おやうあっゃくせ こさけょせおちうめせ くぇ くぇてっき めっ-
いうおせ ょっかぇ させしおうた こっしくうおぇ おぇけ てすけ しせ ╀さめせしけゃ, ╀かけお, ╋ぇくょっもてすぇき, ╋ぇめぇおけゃしおう, 
》かっぉやうおけゃ, ‶ぇしすっさくぇお うかう ╆ぇぉけかけちおう, う こさけいぇうしすぇ けょ ╀っかけゅ, ╀ぇぉっもぇ, ╁し. ╇ゃぇくけゃぇ 
う ‶うもやぇおぇ, ょけ ‶ぇしすっさくぇおぇ, ╀せかゅぇおけゃぇ, ‶かぇすけくけゃぇ, ]けかあっやうちうくぇ, ╁けめくけゃうつぇ う ょさ. 
‶けいくぇすけ めっ ゃっゆ うい おやうあっゃくけうしすけさうめしおっ おけきこぇさぇすうしすうつおっ かうすっさぇすせさっ ょぇ めっ: „╋ぇく-
ょっもてすぇき..., いぇめっょくけ し 》かっぉやうおけゃけき, てっいょっしっすうた ゅけょうくぇ こさゃう けょ させしおうた きけょっさくうた 
こっしくうおぇ 》》 ゃっおぇ ょけぉうけ しゃけめせ こけしっぉくせ おやうゅせ こけっいうめっ, こさけいっ う っしっめうしすうおっ くぇ しさこしおけき 
めっいうおせ.“ (╁うょ. け すけきっ てうさっ せ: ╋. ]うぉうくけゃうゆ, ]かけゃっくしおう うきこせかしう せ しさこしおけめ おやうあっゃ-
くけしすう う おせかすせさう, ╀っけゅさぇょ, 1995, しすさ. 223–240) 〈ぇめ こさけちっし めっ おやうゅけき 【せき ゃさっきっくぇ 
(╀っけゅさぇょ, 1962) いぇこけつっけ, せ しぇさぇょやう しぇ ╋うかうちけき ′うおけかうゆ, こけおかけくうお う こさっゃけょうかぇち 
そさぇくちせしおうた う させしおうた しうきぉけかうしすぇ, しさこしおう „くっけしうきぉけかうしすぇ“ ╀さぇくおけ ╋うもおけゃうゆ, ぇ ゅけ-
ょうくせ ょぇくぇ おぇしくうめっ せ おやういう 【っしす させしおうた こっしくうおぇ  こさうょさせあうけ きせ しっ おぇけ こさっゃけょうかぇち 
う ]すっゃぇく [ぇうつおけゃうゆ. ]ゃっ すけ こけおぇいせめっ ょぇ ╋うめけゃうゆせ う ‶ぇゃかけゃうゆせ, おけめう しっ せ すけ ゃさっきっ 
そけさきうさぇめせ おぇけ こうしちう, ぇ すうた ゅけょうくぇ つっしすけ しっ くぇかぇいっ う せ ょさせてすゃせ し ╋うもおけゃうゆっき, 
╋ぇくょっもてすぇきけゃ 【せき ゃさっきっくぇ くうおぇおけ くうめっ きけゅぇけ ぉうすう くっこけいくぇす... 

〉 おけくすっおしすせ さぇいゅけゃけさぇ け ╋うめけゃうゆっゃけめ こけっすうちう う やっゅけゃけき こっしくうつおけき うくすっさっ-
しけゃぇやせ いぇ きけすうゃ おぇきっくぇ くっ ぉう すさっぉぇかけ うしこせしすうすう うい ゃうょぇ ょぇ ╋ぇくょっもてすぇき 1812–
1813. ゅけょうくっ け おぇきっくせ こうてっ せ しゃけき こさけゅさぇきしおけき っしっめせ ┸せすさけ ぇおきっういきぇ しかっょっゆっ: 
„╉ぇきっく しっ こけょ させおけき ゅさぇょうすっもぇ こさっすゃぇさぇ せ しせこしすぇくちせ, う けくぇめ いぇ おけゅぇ いゃせお ょかっすぇ てすけ 
さぇいぉうめぇ おぇきっく くっきぇ きっすぇそういうつおけ いくぇつっやっ, すぇめ くうめっ さけふっく ょぇ ゅさぇょう. ╁かぇょうきうさ ]け-
かけゃめけゃ めっ けしっゆぇけ こけしっぉぇく こさけさけつおう せあぇし こさっょ しっょうき そうくしおうき けぉかせすおけき. ′っきぇ さっすけ-
さうおぇ おけきぇょぇ ゅさぇくうすぇ せいぉせふうゃかぇ ゅぇ めっ おぇけ ゃさぇりぉうくぇ. ┿かう 〈めせすつっゃもっゃ おぇきっく, てすけ めっ 
'しせさゃぇく し こかぇくうくっ, かっゅぇけ せ ょけかうくせ, けすうしくせゃてう しっ しぇき うかう こけてすけ ゅぇ めっ ょけかっ ゅせさくせかぇ 
させおぇ おけめぇ きうしかう' – すけ めっ さっつ. ╂かぇし きぇすっさうめっ せ すけき くっけつっおうゃぇくけき こぇょせ いゃせつう おぇけ さぇて-
つかぇやうゃう ゅけゃけさ. ′ぇ すぇめ ういぇいけゃ しっ きけあっ けょゅけゃけさうすう しぇきけ ぇさたうすっおすせさけき. ┿おきっうしすう しぇ 
しすさぇたけこけてすけゃぇやっき こけょうあせ 〈めせすつっゃもっゃ すぇめぇくしすゃっくう おぇきっく う こけかぇあせ ゅぇ せ けしくけゃ しゃけゅぇ 
いょぇやぇ. 

╉ぇきっく おぇけ ょぇ めっ けしっすうけ あせょやせ いぇ ょさせゅぇつうめうき あうゃけすけき. ]ぇき めっ こけおぇいぇけ せ しっぉう 
しおさうゃっくせ こけすっくちうめぇかくせ ょうくぇきうつおせ しこけしけぉくけしす – おぇけ ょぇ しっ こさっこけさせつうけ いぇ 'おさしすぇておう 
こけたけょ' – ょぇ せつっしすゃせめっ せ うくすっさぇおちうめう しぇ しかうつくうきぇ... ╆ぇ ぇおきっうしすっ めっ さぇいせきしおう しきうしぇけ 
さっつう, ╊けゅけし, うしすけ けくぇおけ しめぇめくぇ そけさきぇ, おぇけ てすけ めっ きせいうおぇ いぇ しうきぉけかうしすっ.“ (¨. ╋ぇく-
ょっもてすぇき, ‶っしきっ う っしっめう,‶さけしゃっすぇ, ╀っけゅさぇょ, 1999, しすさ. 182, 183) 
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14. 
〉い おけくしすぇすぇちうめせ „ょぇ めっ しゃっ ゃうてっ けくうた おけめう ゅぇ, し こさぇゃけき, せぉさぇめぇめせ せ しぇき ゃさた, せ 

ゃけょっゆせ しおせこうくせ しさこしおうた こっしくうおぇ-しぇゃさっきっくうおぇ“ (I, 10), ]さぉぇ ╇ゅやぇすけゃうゆ, おぇけ てすけ 
しきけ ゃうょっかう, うしすうつっ ╋うめけゃうゆっゃせ ょけしかっょくけしす せ しすさぇしすゃっくけめ „けょぇくけしすう こけっすしおけめ さっつう“  
おけめけき しっ せ しぇゃさっきっくけき しさこしおけき こっしくうてすゃせ けょかうおせめせ めけて しぇきけ ╁ぇしおけ ‶けこぇ う ]すっゃぇく 
[ぇうつおけゃうゆ. 

╋ぇくょっもてすぇき, おけめう おぇきっくけき せ こけっいうめう しきぇすさぇ さっつ, せ [ぇいゅけゃけさせ け ╃ぇくすっせ, こけ-
さっょ けしすぇかけゅ うしすうつっ: „]ゃぇおう こっさうけょ しすうたけゃくけゅ うしおぇいぇ – ぉうかけ ょぇ めっ すけ しすうた, しすさけそぇ 
うかう ちっかけゃうすぇ かうさしおぇ おけきこけいうちうめぇ – すさっぉぇ ゅかっょぇすう おぇけ ちっかけゃうすせ さっつ. ╉ぇょ おぇあっきけ, 
くぇ こさうきっさ, 'しせくちっ', きう すけ くっ ういぉぇちせめっきけ うい しっぉっ ゅけすけゃ しきうしぇけ – すけ ぉう ぉうかけ しっきぇく-
すうつおけ きさすゃけさけふっくつっ – ゃっゆ こさけあうゃもぇゃぇきけ しゃけめっゃさしすぇく ちうおかせし. 

]ゃぇおぇ さっつ めっ しくけこ, う しきうしぇけ うい やっゅぇ てすさつう くぇ さぇいくっ しすさぇくっ, ぇ くっ しぇしさっふせめっ しっ 
くぇ めっょくせ いゃぇくうつくせ すぇつおせ. ╉ぇょ ういゅけゃけさうきけ 'しせくちっ', きう おぇけ ょぇ こさっゃぇもせめっきけ けゅさけきぇく 
こせす, くぇ おけめう しきけ すけかうおけ くぇゃうおかう, こぇ うょっきけ あきせさっゆう. ‶けっいうめぇ しっ けょ ぇせすけきぇすしおけゅ ゅけ-
ゃけさぇ う さぇいかうおせめっ こけ すけきっ てすけ くぇし ぉせょう う さぇいょさきぇゃぇ せしさっょ さっつう. 〈ぇょぇ しっ うしこけしすぇゃもぇ 
ょぇ めっ さっつ きくけゅけ ょせあぇ くっゅけ てすけ しきけ きうしかうかう, う きう しっ こけょしっすうきけ ょぇ ゅけゃけさうすう – いくぇつう 
せゃっお ぉうすう くぇ こせすせ.“ (¨. ╋ぇくょっもてすぇき, ‶っしきっ う っしっめう. ╀っけゅさぇょ, 1999, しすさ. 217) 

 
15. 

╉ぇきっく おぇけ きけすうゃ こけいくぇす めっ, さぇいせきっ しっ, けょ くぇめしすぇさうめうた ゃさっきっくぇ うしすけさうめっ しゃっすしおっ 
おやうあっゃくけしすう, せ ぇくすうつおけめ かうすっさぇすせさう, おぇけ う せ ╀うぉかうめう. 〉 けこてすせ おせかすせさせ くぇてっゅ こけょ-
くっぉもぇ, けしうき しかけゃっくしおけゅ そけかおかけさくけゅ, せすおぇくけ めっ う ょさぇゅけちっくけ くぇしかっふっ うい くけゃうめっ 
っゃさけこしおっ う くぇてっ くぇちうけくぇかくっ せきっすくうつおっ おやうあっゃくけしすう. ╇い くぇてうた ておけかしおうた けこてすっ-
けぉさぇいけゃくうた こさけゅさぇきぇ しぇいくぇゃぇかけ しっ いぇ ‶さけきっすっめぇ こさうおけゃぇくけゅ いぇ しすっくせ, こけさっょ けしすぇ-
かけゅ, うい こっしぇきぇ ╊ぇいっ ╉けしすうゆぇ ‶さけきっすっめ う ┸ぇょさぇくしおう ‶さけきっすっめ,こけゅけすけゃけ, うい ┸ぇおてう-
ゆっゃっ ┸ぇ しぇき しすっくぇ う ¨すぇりぉうくぇ. 〉 いくぇおせ きけすうゃぇ おぇきっくぇ うい しさこしおっ こけっいうめっ ょさせゅっ こけ-
かけゃうくっ 》》 ゃっおぇ こけしっぉくけ しせ せこぇきゆっくっ こっしきっ ╁ぇしおぇ ‶けこっ, ‶ぇゃかぇ ‶けこけゃうゆぇ, ]すっゃぇくぇ 
[ぇうつおけゃうゆぇ, ╀さぇくおぇ ╋うもおけゃうゆぇ, ╋うかけゃぇくぇ ╃ぇくけめかうゆぇ う ╋ぇすうめっ ╀っゆおけゃうゆぇ... ]ゃう 
けくう, おぇけ う ╋うめけゃうゆ, いぇ さぇいかうおせ けょ せつっくうおぇ うい くってすけ きかぇふうた う ょぇくぇてやうた ゅっくっさぇ-
ちうめぇ, きけさぇかう しせ ぉぇさ うい ておけかしおうた せりぉっくうおぇ いくぇすう う こっしきせ [せしぇ ╋うたぇうかぇ ┹っさきけく-
すけゃぇ ]すっくぇ (させし. 〉すっし). 

〉 ╋うめけゃうゆっゃけめ こけっいうめう おぇきっく おぇけ すっきぇ せけつもうゃ めっ ゃっゆ こさっおけ 20 ゅけょうくぇ (おぇけ きけ-
すうゃ そうゅせさうさぇ めけて けょ ╉ゃぇさすっすぇ, 1954) – けょ すさう ちうおかせしぇ せ けょっもおせ ′ぇふうすっ う ゃう しゃけめ 
おぇきっく せ おやういう ╀っかうくけ ちさくう さぇいゅけゃけさせ うい 1994. (╉さぇめうくしおう おぇきっくけゃう, しぇ こっす こっしぇきぇ, 
╃ゃぇ おぇきっくぇ ╇かうめっ 《うかうこけゃうゆぇ, しぇ ょゃっ こっしきっ う ╉ぇきっくけゃう ╋うめぇ ╋うめせておけゃうゆぇ, しぇ 
てっしす こっしぇきぇ), こさっおけ こっしきっ ‶けおかけやっやっ ゃぇめぇさぇ うい ちうおかせしぇ せ おやういう ╆ぇおぇしくっかう ゅかぇ-
しくうお うい 1997, 40 こけしっぉくうた ょうしすうたけゃぇ こけょ けこてすうき くぇしかけゃけき ╉ぇきっくけゃう きけめう せ おやういう 
╇いぉかういぇ うい 2006, こっしきっ ╊うお せ おぇきっくせ せ おやういう ‶さっょ こさぇいくうくけき うい 2011, ょけ こっしきっ 
【ぇさっくう おぇきうつぇお うい おやうゅっ ¨ょしめぇめう ういくせすさぇ, けぉめぇゃもっくっ 2012. ゅけょうくっ. ╉ぇきっく めっ おぇけ 
ょっけ きけすうゃぇ させてっゃうくっ っおしこかうちうすくけ うかう うきこかうちうすくけ, すぇおけふっ, せすおぇく う せ おやうゅせ うい 
2006. ╁さっきっ くぇ けおせこせ. ╂ぇきいうゅさぇょしおう いぇこうしう. 

╆ぇ しうゅくうさぇやっ けしくけゃくうた おぇさぇおすっさうしすうおぇ ╋うめけゃうゆっゃけゅ しすゃぇさぇかぇつおけゅ うくょうゃうょせ-
ぇかうすっすぇ う おけくおさっすくうめうた いぇおもせつぇおぇ け やっゅけゃけき きっしすせ せ うしすけさうめう しさこしおっ こけっいうめっ ょさせゅっ 
こけかけゃうくっ 》》 う こけつっすおぇ 》》I ゃっおぇ きけゅかけ ぉう ぉうすう おけさうしくけ くぇこさぇゃうすう う おけきこぇさぇすうゃくせ 
ぇくぇかういせ やっゅけゃうた こっしぇきぇ いぇしくけゃぇくうた くぇ きけすうゃせ おぇきっくぇ し すぇおゃうき こっしきぇきぇ こけぉさけめぇ-
くうた  やっゅけゃうた しぇゃさっきっくうおぇ. ‶けかぇいうきけ けょ こさっすこけしすぇゃおっ ょぇ ゆっきけ, こけてすけ しせ しゃう けくう 



часопис исток 
књажевац 

година 2014 
број  2–4 

 
 

 172

そけさきうさぇくう せ けおゃうさうきぇ ゅかけぉぇかくけ うしすっ おせかすせさけかけておけ-おやうあっゃくっ けしくけゃっ, うい やうたけ-
ゃうた こっしぇきぇ いぇしくけゃぇくうた くぇ ゃぇさうめぇちうめぇきぇ うしすけゅ きけすうゃぇ, めぇしくうめっ せけつうすう う やうたけゃっ しすゃぇ-
さぇかぇつおっ けしけぉっくけしすう.  
 
............................................................................................................................................... 
 
21. 
 

‶けこうく ぉっかせすぇお くけしう こっつぇす おけしきけかけておけ-きうすけかけておっ, ぇ [ぇうつおけゃうゆっゃ おぇきっく 
しゃけめっゃさしくっ けゃけいっきぇもしおっ ぇかっゅけさうめしおっ しうきぉけかうおっ う こけさせおっ. ╉けょ ‶けこっ おぇけ ょぇ めっ すっ-
あうてすっ すけゅ おぇきっくぇ せ おけしきけしせ, ぇ おけょ [ぇうつおけゃうゆぇ せ けゃけいっきぇもしおけめ, ぇくすさけこけきけさそういけ-
ゃぇくけめ こさうさけょう. ╆ぇ さぇいかうおせ けょ こけっいうめっ ‶けこっ う [ぇうつおけゃうゆぇ, きけすうゃ おぇきっくぇ, けぉかせすおぇ 
う ぉっかせすおぇ せ こけっいうめう 〈けきうしかぇゃぇ ╋うめけゃうゆぇ きくけゅけ めっ そさっおゃっくすくうめう. 

╋うめけゃうゆっゃ おぇきっく めっ, すぇおけふっ, さっおかう ぉうしきけ, おぇけ おけくおさっすういけゃぇく こけっすしおう きけすうゃ 
しきうしぇけくけ さぇいせふっくうめう. ╆ぇ うかせしすさけゃぇやっ こさうさけょっ う せおせこくっ さぇいせふっくけしすう きけすうゃぇ おぇ-
きっくぇ せ ╋うめけゃうゆっゃけめ こけっいうめう きけあょぇ ゆっ くぇめちっかうしたけょくうめう ぉうすう けしゃさす くぇ やっゅけゃうた 40 
ょうしすうたけゃぇ こけょ けこてすうき くぇしかけゃけき ╉ぇきっくけゃう きけめう うい おやうゅっ ╇いぉかういぇ, けぉめぇゃもっくっ 
2006. ゅけょうくっ.  

‶さっ しゃっゅぇ, こぇょぇ せ けつう ょぇ めっ う ちうおかせし ╉ぇきっくけゃう きけめう くぇしすぇけ せ おもせつせ ╋うめけゃうゆっゃっ 
こけっすうおっ しすゃぇさぇやぇ くぇ うきこせかしうきぇ うい こっしくうおけゃっ くっこけしさっょくっ あうゃけすくっ しすゃぇさくけしすう, せ-
すっきっもっくうき せ ゃういうめぇきぇ くぇょけゅさぇふっくうき くぇ おけくおさっすくうき こけめぇゃぇきぇ こさうさけょっ うい せきっすくう-
おけゃけゅ けおさせあっやぇ. ╆ぇ せゃけょ せ けしゃさす くぇ ╉ぇきっくけゃっ きけめっ ぉうゆっ おけさうしくけ こけょしっすうすう しっ う 
‶ぇゃかけゃうゆっゃけゅ しゃっょけつぇくしすゃぇ け ぇきぉうめっくすせ こっしくうおけゃけゅ しすぇくぇ: „┺っゅけゃけ けぉうすぇゃぇかうてすっ, 
ういせいっゃ つぇしけこうしぇ う おやうゅぇ, う くっおけかうおけ ょっかぇ やっゅけゃうた こさうめぇすっもぇ しかうおぇさぇ... くうめっ けこかっ-
きっやうゃぇくけ ゅさぇふぇくしおうき 'せきめっすくうくぇきぇ', くけ ゆせこけゃうきぇ, ぉぇさょぇちうきぇ う こもけしおぇきぇ; こさっ-
しかうちぇきぇ う かっこすうさけゃうきぇ; きけさしおうき こせあっゃうきぇ う ておけもおぇきぇ; そけしうかうきぇ う さぇいくうき 
ゃさしすぇきぇ しせゃけゅ ちゃっゆぇ. 

〉ゃっお せ こさうさけょう, けく おぇけ ょぇ くう せ しゃけきっ ょけきせ くっ きけあっ ぉっい やっ.“ (╅. ‶ぇゃかけゃうゆ, 
╀っかうくぇ しせすさぇ, ╀っけゅさぇょ, 1983, しすさ. 42–43) ‶けいくぇすけ めっ ょぇ ╋うめけゃうゆ, こけさっょ けしすぇかけゅ, 
こけしっょせめっ う ぉけゅぇすせ おけかっおちうめせ ゅけょうくぇきぇ しぇおせこもぇくうた あうゃけこうしくうた おぇきっくつうゆぇ. ╆ぇくうき-
もうゃぇ めっ, すぇおけふっ, つうやっくうちぇ ょぇ しせ ╉ぇきっくけゃう きけめう こけしゃっゆっくう つせゃっくけき ぇさたっけかけゅせ, ぇおぇ-
ょっきうおせ ╃さぇゅけしかぇゃせ ]さっめけゃうゆせ, つうめう さぇょ めっ, おぇけ せさっょくうお つぇしけこうしぇ [ぇいゃうすぇお う うしすぇお-
くせすう こっしくうお うい 〈うきけつおっ おさぇめうくっ, ╋うめけゃうゆ こさぇすうけ う こけこせかぇさうしぇけ すけおけき ぇおぇょっきう-
おけゃけゅ ゃうてっゅけょうてやっゅ さぇょぇ くぇ けすおさうゃぇやせ ぇくすうつおけゅ くぇしっもぇ せ ╂ぇきいうゅさぇょせ おさぇめ ╆ぇめっ-
つぇさぇ Felix Romuliana.  

〉 せゃけょせ ╉ぇきっくけゃぇ きけめうた つうすぇきけ う しかっょっゆう すっおしす ╃さぇゅけしかぇゃぇ ]さっめけゃうゆぇ, くぇこう-
しぇく いぇ けすゃぇさぇやっ めっょくっ ういかけあぉっ せ ╁けめゃけょうくう: „《ぇしちうくぇくすくぇ ゃっいぇくけしす しゃぇおけゅぇ けょ くぇし 
いぇ けぉかせすおっ けゅかっょぇ しっ せ すけきっ てすけ しきけ しゃう せ めっょくけき すさっくせすおせ こけあっかっかう ょぇ しっ しぇゅくっきけ, 
ょぇ うた ょけょうさくっきけ, ょぇ うい すけゅ つせょくけゅ, てぇさっくけゅ う さぇいくけゃさしくけゅ しゃっすぇ けょぇぉっさっきけ くっおせ 
そけさきせ おけめぇ ゆっ けょゅけゃぇさぇすう くっつっきせ てすけ くけしうきけ せ しっぉう.“ 〉 けゃぇおゃけき けしゃさすせ いぇくうきもうゃけ 
めっ こけゅかっょぇすう てすぇ めっ いぇこさぇゃけ ╋うめけゃうゆ „くけしうけ せ しっぉう“ け しゃけめうき おぇきっくけゃうきぇ. 

]ゃぇおう ょうしすうた ╉ぇきっくけゃぇ きけめうた しぇょさあう ょっそうくうちうめせ ゃぇさうめっすっすぇ おぇきっくぇ う やっ-
ゅけゃせ しっきぇくすうつおけ-っきけちうけくぇかくせ おゃぇかうそうおぇちうめせ せ うきっ つけゃっおぇ. ╉ぇきっく めっ せ ぉかうしおうき け-
ぉけしすさぇくうき けょくけしうきぇ し つけゃっおけき. ╃けょせてっ, うぇおけ めっ すぇめぇくしすゃっくぇ う しぇょさあう ういゃっしくせ ょけいせ 
きうしすうおっ, すぇ ゃっいぇ くうめっ いぇしくけゃぇくぇ くう くぇ くぇゅかぇてっくけめ おけしきけかけておけめ きうすけかけゅうめう くう くぇ 
ぇかせいうめう くぇ おぇおぇゃ ゃっさしおう こけしすせかぇす – こけ つっきせ めっ, う おぇょ しっ せつうくう ょぇ おけさっしこけくょうさぇ し 
‶けこうくけき (さっちうきけ, せ ょうしすうたせ: „╇い ぉっかけゅ けぉかせすおぇ こさぇ-けぉかうちう しめぇめっ / ╃さあうき かう せ 
させちう すけ おけしきうつおけ めぇめっ“, おぇけ う せ こけすさっしくけき: „╂かっょぇきけ しっ ゆせすおっ けぉぇ しおぇきっやっくう / ]せすさぇ 
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ゆっ すぇめ おぇきっく あうゃけゅ ょぇ きっ しきっくう“) うかう し  [ぇうつおけゃうゆっゃけき おけくちっこちうめけき („〉 おぇきっくせ 
つっしすけ こけめぇゃう しっ こさぇ-かうお / 』ぇし めっ くっこけいくぇすけゅ ぇ つぇし くぇ きっ くぇかうお“ , うかう: „╇ せ しくせ くぇかぇ-
いうき おぇきっくけゃっ さっすおっ / ╉ぇけ けょぇいけゃっ くぇ いけゃ いぇゅけくっすおっ“), けょ やうた ょさせゅぇつうめぇ, „きうめけゃうゆっゃ-
しおぇ“: こぇさぇかっかういぇき おぇきっく – つけゃっお けしっゆぇ しっ おぇけ せきっすくうつおけ こけっすうつおけ しさっょしすゃけ, ぇ くっ 
おぇけ そうかけいけそしおぇ こけしすぇゃおぇ. ╇ おぇょ めっ うくしこうさうしぇくぇ きっすぇそういうつおけき こけっすうおけき, すぇ 
こっしくうつおぇ しかうおぇ けしすぇゃもぇ くうす おけめぇ ょけこせてすぇ ょぇ ぉせょっ したゃぇゆっくぇ う おぇけめっょうくけ ういさぇい けくけゅ 
„くっさぇちうけくぇかういけゃぇくけゅ ょっかぇ しゃっしすう“ け おけきっ めっ, おぇおけ しきけ ゃうょっかう, ╋うもおけゃうゆ ゅけゃけさうけ 
ゃっゆ こけしかっ こさゃうた ╋うめけゃうゆっゃうた おやうゅぇ. ╃うくぇきうおせ すうた けょくけしぇ おけょ ╋うめけゃうゆぇ ゅさぇょっ 
こさっすっあくけ っきけちうけくぇかくけ-っすうつおう つうくうけちう, けょくけしくけ うきこせかしう.  

╇ うい けゃけゅ しぇしゃうき しぇあっすけゅ せゃうょぇ せ ゃぇさうめぇくすっ ╋うめけゃうゆっゃけゅ すさっすきぇくぇ きけすうゃぇ おぇ-
きっくぇ きけあっ しっ ゃうょっすう ょぇ しっ せ こっしきぇきぇ う ‶けこっ う [ぇうつおけゃうゆぇ きくけゅけ すけゅぇ くうめっ くぇてかけ. 
┿ ちうすうさぇくっ しすうたけゃっ おけめっ しきけ けおぇさぇおすっさうしぇかう おぇけ おけさっしこけくょっくすくっ し ‶けこうくうき う し 
[ぇうつおけゃうゆっゃうき きけゅかう ぉうしきけ せいっすう おぇけ ょけおぇい ょぇ けしうき こさうきぇさくうた うきこせかしぇ うい 
„こぇあもうゃけ こけしきぇすさぇくっ こさうさけょっ“, いぉけゅ つっゅぇ めっ せ おやうあっゃくけめ おさうすうちう  ╋うめけゃうゆっゃぇ こけ-
っいうめぇ くぇいうゃぇくぇ う „しすゃぇさくけしくけき“ (]. ╇ゅやぇすけゃうゆ う ょさ.), おけょ ╋うめけゃうゆぇ, さぇいせきっ しっ, うこぇお 
うきぇ こけょしすうちぇめぇ おけめう ょけかぇいっ う うい かうすっさぇすせさっ. 

′ぇ ちうすぇすくけしす おけょ ╋うめけゃうゆぇ せおぇいうゃぇけ めっ くっょぇゃくけ, せ こけゅけゃけさせ ╋うめけゃうゆっゃっ 
おやうゅっ ‶さっょ こさぇいくうくけき, こけゅけゃけさせ つうめう めっ くぇしかけゃ ┸ぇさおぇ しゃっすかけしす ょけあうゃもぇめくけゅ せ 
かうさうちう 〈けきうしかぇゃぇ ╋うめけゃうゆぇ, ╃せてぇく ]すけめおけゃうゆ. ¨く こうてっ: „╇ せ くぇめくけゃうめけめ いぉうさちう 
╋うめけゃうゆ こさうぉっゅぇゃぇ ちうすぇすくけき. 〉 こっしきう '╇い きさすゃっ かせおっ' しすうたけゃう ¨ こけすさっぉけ ょぇ しっ 
こかけゃう くっ こかけゃっゆう / ういきうてもっくうき ぉさけょけゃうきぇ こさういうゃぇめせ つせゃっくせ '‶うめぇくせ かぇふせ' [っきぉけ-
けゃせ う, くっ きぇやっ, ぇくすけかけゅうめしおせ こっしきせ '┿さゅけくぇせすう' ╇ゃぇくぇ ╁. ╊ぇかうゆぇ, ぇ いぇゃさてくう しすうたけゃう 
うしすっ こっしきっ ╉ぇおぇゃ すっ すけ くっきうさ こさうきけさぇゃぇ / ょぇ きけさぇて ぉぇて くぇ きけさっ / うい きさすゃっ 
かせおっ / くぇ こさうゃうょ きけさぇ くぇ こぇこうさせ / う こけしかっ きくけゅけぉさけめくうた ぉさけょけかけきぇ ょぇかっおう しせ けょめっお 
しすうたぇ-こけっくすっ  つせゃっくっ こっしきっ '╀っしおさぇめくけしす' ┲ぇおけきぇ ╊っけこぇさょうめぇ: う ぉさけょけかけき きっくう 
ょさぇゅ めっ くぇ すけき きけさせ. ‶っしきぇ こけしゃっゆっくぇ こさぇたせ こっしくうおぇ ╀さぇくうしかぇゃぇ ‶っすさけゃうゆぇ, '¨くぇめ 
おけめう めっ ぉうけ う めけて めっ すせ', しすゃぇさぇかぇつおう めっ けょぇいうゃ くぇ しすうたけゃっ けゃけゅ いくぇきっくうすけゅ しさこしおけゅ 
こっしくうおぇ. 〉 こっしきう '╀さぇくうすっ こっしくうおぇ', こけしゃっゆっくけめ ╀さぇくおせ ╋うもおけゃうゆせ, ╋うめけゃうゆ ょけ-
きうてもぇ しすうたけゃっ しゃけゅ ゃっかうおけゅ こけっすしおけゅ ゃさてやぇおぇ う ぉさぇくう やっゅけゃけ こっしくうてすゃけ けょ 
うしおさうゃもっくけゅ すせきぇつっやぇ う くっすぇかっくすけゃぇくけゅ 'くぇょけゃっいうゃぇやぇ', ぇ やっく こけつっすくう しすうた, ╁う 
ぉせょせゆう いっかっくう う いぇくっしっくう, こさういうゃぇ '╉ぇきっくせ せしこぇゃぇくおせ' ]すっゃぇくぇ [ぇうつおけゃうゆぇ.“ (しすさ. 
125–126). 

′っ せこせてすぇめせゆう しっ せ いぇ けゃせ こさうかうおせ くっこけすさっぉくけ さぇいきぇすさぇやっ  くぇゃっょっくうた こさう-
きっさぇ さぇょう やうたけゃっ こさっちういくうめっ おけきこぇさぇすうしすうつおっ おかぇしうそうおぇちうめっ せ けおゃうさせ すっけさうめっ 
ちうすぇすくけしすう, ょけょぇめっきけ, しぇきけ, ょぇ しっ  ╉ぇきっくけゃう きけめう う いぇゃさてぇゃぇめせ, きけあょぇ, めっょくうき すいゃ. 
„しおさうゃっくうき ちうすぇすけき“ うい 1977. ゅけょうくっ くぇこうしぇくっ ょさぇきっ ╋うかうちっ ′けゃおけゃうゆ ╉ぇきっく いぇ 
こけょ ゅかぇゃせ, せすおぇくうき せ ょうしすうた: „╉せょ ゅけょ いぇおけさぇつうた くぇ かせょ おぇきっく しすぇょけた / ] おぇきっくけき 
こけょ ゅかぇゃけき せ おぇきっく しぇく こぇょけた.“ 』ぇお ぇおけ こっしくうお いぇ すぇめ ょうしすうた う くうめっ うきぇけ くぇ せきせ 
せこさぇゃけ ょっかけ ╋うかうちっ ′けゃおけゃうゆ, ぉうすくけ めっ うきぇすう くぇ せきせ ょぇ ぉう しっ う くぇしかけゃ やっくっ ょさぇきっ, 
おぇけ う ╋うめけゃうゆっゃ „おぇきっくう しぇく“ きけゅかう すせきぇつうすう せ おもせつせ こけっすうおっ うくすっさすっおしすぇ, おぇさぇお-
すっさうしすうつくっ こけしっぉくけ いぇ きけょっさくせ おやうあっゃくけしす ょさせゅっ こけかけゃうくっ 》》 ゃっおぇ, めっさ めっ おぇけ 
しすうかしおぇ そうゅせさぇ さっきうくうしちっくちうめぇ すぇめ けぉかうお こっしくうつおけゅ うしおぇいぇ こけいくぇす う うい さぇくうめうた 
そぇいぇ さぇいゃけめぇ おやうあっゃくけしすう. 

╉けょ ╋うめけゃうゆぇ めっ おぇきっく おぇけ こけっすしおう きけすうゃ ゃっけきぇ ゃぇかっくすぇく いぇ ゃっいうゃぇやっ う しぇ 
ょさせゅうき ゃぇあくうき きけすうゃうきぇ. 〉 すけき おけくすっおしすせ, くっ きけゅせ けしすぇすう くっせけつっくう こっしくうおけゃう つせ-
ょっしくう こさっこかっすう きけすうゃぇ おぇきっくぇ し きけすうゃけき しゃっすかけしすう う すぇきっ. ╄ゃけ くっおけかうおうた こさう-
きっさぇ うい ╉ぇきっくけゃぇ きけめうた:  
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〈ぇめくけ いぇゃってすぇやっ うい おぇきっくぇ いさぇつう 
′っ いくぇき くう てすぇ いくぇつう ぇ いくぇき きっくう いくぇつう 
 
╃けぉうけ しぇき くぇ ょぇさ おぇきっく うい ょせぉうくっ 
╉ぇょ うい やっゅぇ しうくっ う せ きっくう しうくっ 
 
╇い こさしかけゅ おぇきっくぇ しうくっ しぇく そけしうかぇ 
╉け うい きけゅ しくぇ かうちぇ てすけ しせ ょぇゃくけ ぉうかぇ 

 
 
′っおぇょ きっ けすゃけさう くっおぇょ くぇ きっ いうくっ 
╋けめぇ う おぇきっくぇ すぇきぇ さぇしこせおかうくっ 
 
╉ぇきっく きっふ おぇきっやっき くっくぇょぇくけ くぇふっく 
]めぇめう おぇけ ょぇ めっ う しぇき ういくっくぇふっく 

 
╋うめけゃうゆっゃ おぇきっく せ しゃけめけめ ゃうてっゃぇかっくすくけしすう, こけゃっいぇく しぇ しゃっすかけてゆせ, こけしすぇめっ う 

しうきぉけか しすゃぇさぇかぇつおっ ゃぇすさっ ぉけあぇくしおけゅ くぇょぇたくせゆぇ:  
 
╉ぇきっくけき け おぇきっく ゃぇさくうちっ せおさっしぇた 
╃けいゃぇた かう すけ しゃっすかけしす いゃっいょぇ しぇ くっぉっしぇ 
 
╇ せこさぇゃけ すう, すぇおゃう しこけめっゃう こせくっ つせょっしくうき くぇぉけめっき っくっさゅうめっ う ちっかけおせこくけ いさっかけ 

けしけぉっくけ こけっすしおけ ょっかけ〈けきうしかぇゃぇ ╋うめけゃうゆぇ. ‶けおせてぇゆっきけ けゃせ すゃさょやせ ょぇ けぉさぇいかけ-
あうきけ こさうきっさけき うい おやうゅっ こっしぇきぇ ‶さっょ こさぇいくうくけき (2011) う けしゃさすけき くぇ くぇめくけゃうめせ 
╋うめけゃうゆっゃせ こっしくうつおせ おやうゅせ つうめう めっ くぇしかけゃ ′っしすぇょっ しゃっすかぇ. 

╆ぇ さぇいゅけゃけさ せ けゃけき おけくすっおしすせ, せしきっさうゆっきけ うい おやうゅっ ‶さっょ こさぇいくうくけき こぇあやせ 
くぇ ょゃっ こっしきっ けぉめぇゃもっくっ せ やっくけき けょっもおせ 〈さぇゅけゃう めっょくぇ いぇ ょさせゅけき: ╀っけ おぇきっく ょぇさ いぇ 
ょけょうさ う ╊うお せ おぇきっくせ. ╉やうゅぇ ‶さっょ こさぇいくうくけき, しぇ けょっもちうきぇ ╆ぇさ しゃっ すけ せ いぇぉけさぇゃ, 
¨くう しせ けくう くうしせ, ‶さっくう しっ おさっくう, ╀さけめぇくうちぇ ぉぇめぇかうちぇ う 〈さぇゅけゃう, おぇけ ちっかうくぇ こけしゃっ-
ゆっくぇ めっ こけっすしおけき こさけきうてもぇやせ つけゃっおけゃけゅ あうゃけすぇ う ょっかぇ せ しゃっすかせ すさぇゅうおっ やっゅけゃっ 
こさけかぇいくけしすう. 〉 ょゃっきぇ こっしきぇきぇ け おけめうきぇ めっ さっつ すぇ すっきぇ めっ おけくおさっすういけゃぇくぇ くぇ せきっす-
くうつおけ しすゃぇさぇかぇてすゃけ. ¨ぉっ しせ こけしゃっゆっくっ ゃぇめぇさせ ╃さぇゅうてう ¨ぉさぇょけゃうゆせ し やっゅけゃうき 
しおせかこすせさぇきぇ せ おぇきっくせ う すけ ぉう しっ きけゅかけ しきぇすさぇすう こさゃうき しかけめっき やうたけゃけゅ いくぇつっやぇ.  

 
22. 

╋けゅかけ ぉう しっ さっゆう ょぇ おけくちっこすせぇかくせ しさあ こっしきっ ╀っけ おぇきっく ょぇさ いぇ ょけょうさ ゃぇもぇ 
すさぇあうすう くぇ しっきぇくすうつおけ-っきけちうけくぇかくうき さぇしこけくせ しぇょさあうくっ しかっょっゆうた ょうしすうたぇ うい 
ちうおかせしぇ ╉ぇきっくけゃう きけめう: „〉けぉかうつっく しうかくけ きっやぇく しゃうき う しゃぇつうき / ]ゃけめ くぇしすぇくぇお 
こぇきすう くぇ しおぇきっやっく くぇつうく“; „╃さぇゅ きう すぇめ けぉかせすぇお けぉかうおぇ うい くせあょっ / ┸っさ くうめっ こけさぇ-
あっく おかけくせけ くう しくせあょっく“; „¨ょゃぇもっく ういぉさぇいょぇく けょ しせくちぇ う おうてっ / ╉ぇきっく せくった せ ょけき 
ょぇ せい きっくっ ょうてっ“; „〉 おぇきっくけき おかせこおせ – しおかせこつぇくけきっ しきせおせ / ‶さっこけいくぇめっき しゃけめせ しおぇ-
きっやっくせ きせおせ“; „╀ぇつっくけゅ おぇきっくぇ くぇ きっくっ う せ きっ / ¨ょめっお せ ょせぉうくう くうおけ くっ さぇいせきっ“; 
„¨ぉかうおせめって おぇきっく ょぇ おぇあっ け すっぉう / ┿ けく こさけゅけゃぇさぇ う すっぉう け しっぉう“; „]ぇつせゃぇめ おぇきっやっ 
ういくっすけ うい しくけゃぇ / ╃ぇ すっ ぉさぇくう おぇょぇ ぉせょって おぇきっくけゃぇく“; „╃ぇ しう くってすけ たすっけ くってすけ 
いぇこけつっけ / ]ゃっょけつう すゃけめ おぇきっく う しかけきもっく う ちっけ“.  

‶っしくうお, ゃっさけゃぇすくけ, くっ ぉう うきぇけ こけすさっぉせ ょぇ こうてっ くけゃけ せきっすくうつおけ ょっかけ おけめっ めっ 
いぇしくけゃぇくけ くぇ けくけきっ てすけ めっ ゃっゆ くぇこうしぇけ う けぉめぇゃうけ. ╋うめけゃうゆ めっ, きっふせすうき, ╀っけ おぇきっく 
ょぇさ いぇ ょけょうさ くぇこうしぇけ う けぉめぇゃうけ おぇけ こけしっぉくせ せきっすくうつおせ ちっかうくせ. ╆ぇすけ めっ かけゅうつくけ 
こけゅかっょぇすう てすぇ めっ, くぇ そけくせ „おけくちっこすせぇかくっ しさあう“ ╉ぇきっくけゃぇ きけめうた,せ こっしきう ╀っけ おぇきっく 
ょぇさ いぇ ょけょうさ ╋うめけゃうゆ ょけょぇけ おぇけ くけゃけ. ╃けょぇけ めっ: ょぇ めっ おぇきっく „ぉっけ“, ょぇ めっ せ おぇきっくせ „ょぇた 
せょぇたくせす / こぇ うい やっゅぇ ういさぇやぇめせ / けぉさうし かうちぇ / こさうゃうょ かうおぇ / しすぇし くぇしかせゆっく“; ょぇ めっ すぇめ 
„ぉっけ おぇきっく“ – „ょぇさ いぇ ょけょうさ“; ょぇ しせ せ やっきせ „しっきっ う こかけょ / けぉかう ゅかぇすおう すぇめくけゃうすう / 
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おけめう しゃっ ぉう ょぇ ょけょうさくせ / う ょぇ ぉせょせ ょけょうさくせすう“; ょぇ しっ うい „ぉっかけゅ おぇきっくぇ“ こけめぇゃうけ „しっゃ 
ぉっかうちっ / こさぇゆぇおくせすっ ういくっくぇょぇ / うい ょせぉうくっ せ ぉうしすさうくせ / うい こけすぇめっ くぇ ゃうょっかけ / くぇ 
すさっくせすぇお ょぇ こけすさぇめっ“.  〈せ さうぉせ しきぇすさぇ „ぉっかけゅかぇゃうき こさっぉっゅけき“ うい „きぇしうゃくっ しすっくっ“ 
おけめう めっ „ょけいゃぇく くっきけ せ しぇきけゆう ぉっかけき つっあやけき / う すけこかうくけき うい こけすさっぉっ いぇ すけこかうくけき 
/ いぇ ぉっかうくけき ぉさぇくうすっもおけき / こさっょ ちさくうくけき う こさぇいくうくけき“. „╉けくちっこすせぇかくぇ しさあ“ せ 
こさっこかっすせ しぇ こけぉさけめぇくうき ょけょぇすうき きけすうゃうきぇ – せ ょゃっきぇ いぇおもせつくうき しすさけそぇきぇ こっしきっ 
ういさぇしすぇ せ しかっょっゆせ っきけちうけくぇかくけ-しっきぇくすうつおせ こけっくすせ: 

 
╀っけ おぇきっく 
‶さけぉせふっく めっ うい しくぇ きさすゃけゅ しおぇきっやっくけゅ 
ょぇ ぉう ぉうけ せ ぉせょくけき しくせ しぇく ょけしぇやぇく 
う うしおかっしぇく う ういゅかぇつぇく ょぇ けいぇさう 
 

╀っけ おぇきっく 
こさっょ やうき すさぇあう ぉっかっ さっつう けょぇぉさぇくっ 
ょぇ おけ しゃっすかけしす せい ぉっかうくせ こさうめぇやぇめせ 
ぇおけ あっかうて すう け やっきせ 
ぉうかけ おけきっ くってすけ さっゆう 

 
〉おけかうおけ めっ くっ つうすぇ ぉっい くぇさけつうすけゅ せょせぉもうゃぇやぇ (しぇきけ おぇけ こっしきせ こけしゃっゆっくせ ゃぇ-

めぇさせ せきっすくうおせ), ぇきぉうちうけいぇく つうすぇかぇち ぉう しっ きけゅぇけ いぇきうしかうすう ゃっゆ くぇょ やっくうき くぇしかけ-
ゃけき ╀っけ おぇきっく ょぇさ いぇ ょけょうさ. ┸っさ ╋うめけゃうゆ めっ さぇくうめっ けぉめぇゃうけ おやうゅせ こっしぇきぇ ╀っかうくけ 
ちさくう さぇいゅけゃけさせ (1994) う ╃けょうさ しめぇめぇ しめぇめ ょけょうさぇ (2008). ╁っゆ けょ くぇしかけゃぇ ぉう きけゅかけ 
こけつっすう けょゅけくっすぇやっ: いぇてすけ きけすうゃ おぇきっくぇ こっしくうお けゃょっ おけくおさっすういせめっ せ さっそさっくしおう こけ-
くぇゃもぇく ぉっけ おぇきっく (けすゃぇさぇ しっ, こけさっょ けしすぇかけゅ, う こうすぇやっ くっ おさうめっ かう しっ ういぇ すけゅぇ, 
きけあょぇ, くっおぇおゃぇ ぇしけちうめぇちうめぇ くぇ ‶けこうく ぉっかせすぇお)? 〉 おやういう ╀っかうくけ ちさくう さぇいゅけゃけさせ 
めっょくけ けょ いくぇつっやぇ しせこさけすしすぇゃもっくっ ちさくけき さぇいゅけゃけさせ ぉっかうくっ きけゅかけ ぉう しぇょさあぇすう う こけ-
させおせ け くっけしすゃぇさっくけめ こっしくうおけゃけめ こけすさっぉう ょぇ しすゃぇさぇかぇつおう こさけゅけゃけさう, おぇけ きっすぇそけさぇ 
いぇしくけゃぇくぇ くぇ ぉっかうくう くっうしこうしぇくけゅ かうしすぇ こぇこうさぇ (け すけめ おやういう おぇけ ちっかうくう きぇかけ てうさっ 
ゆっ ぉうすう さっつう おぇしくうめっ). 
.........................................................................................................................................  
 
          〈ぇめ ╋うめけゃうゆっゃ ぉっけ おぇきっく ゃぇめぇさせ めっ けくけ てすけ めっ こうしちせ ぉっけ こぇこうさ. ┿ きけあょぇ う 
くってすけ めけて ゃうてっ: めっさ, けしうき すけゅぇ てすけ, おぇけ きぇすっさうめぇか, しおせかこすけさせ けきけゅせゆぇゃぇ ょぇ さっぇかう-
いせめっ しゃけめ しすゃぇさぇかぇつおう ょぇさ, すぇめ おぇきっく くけしう せ しっぉう う ゅさぇふせ (しぇょさあうくせ) ょっかぇ おけめっ せきっす-
くうお しすゃぇさぇ. 〈ぇめ ぉっかう おぇきっく めっ う ょぇさ おけめう ょぇさけゃうすけき せきっすくうおせ ょけくけしう くぇ こけおかけく けくけ 
てすけ ゆっ けゃぇめ こけょぇさうすう もせょうきぇ う すぇおけ いぇこさぇゃけ うしおかっしぇすう こさうさけょう しゃけめっ せいょぇさめっ. ┸っさ 
けく めっ う しすぇくうてすっ ょせてぇ せきさかうた もせょう う すさぇょうちうけくぇかくう きっさきっさくう くぇょゅさけぉくう しこけきっ-
くうお, う ‶けこうく ぉっかせすぇお, う [ぇうつおけゃうゆっゃ つけゃっお せしこぇゃぇく „しくけき きさすゃうき しおぇきっやっくうき“, う 
くっつうめう „ょぇた せょぇたくせす“, う „けぉさうし かうちぇ“, う „こさうゃうょ かうおぇ“ う „しすぇし くぇしかせゆっく“, う おぇきっく 
おけめう – おぇょ ゅぇ „けぉかうおせめって ょぇ おぇあっ け すっぉう... こさけゅけゃぇさぇ う すっぉう け しっぉう“... 

‶さけょせおす う しゃっょけお „ょけょうさぇ“ きさすゃっ う あうゃっ こさうさけょっ, きぇすっさうめっ う ょせたぇ, こさけてかけ-
しすう, しぇょぇてやうちっ う ぉせょせゆくけしすう, しすゃぇさくけゅ う うきぇゅうくぇさくけゅ, めぇゃっ う しくぇ, ╋うめけゃうゆっゃ ぉっかう 
おぇきっく „すさぇあう“ う くぇかぇいう „ぉっかっ さっつう けょぇぉさぇくっ“, おけめっ „せい ぉっかうくせ こさうめぇやぇめせ“ – っくっさゅう-
めけき う しくぇゅけき  „しゃっすかけしすう“. 〈ぇおけ ぉっかけおぇきっくぇ しおせかこすせさぇ こけしすぇめっ う しうきぉけか しゃっおけかうおっ 
せきっすくけしすう. 
 
 

 



╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ – ╂さぇょうすっも, 2008.   
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╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ – ╇てつっおうゃぇやっ, 2004.
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КАЗИВАЊА СОЛУНАЦА 
КАО ЉУДСКА ИСТИНА  

О ВЕЛИКОМ РАТУ 
 
 

 
 
 

′ぇ けしくけゃせ さぇいゅけゃけさぇ こさけそ. ょさ ╁かぇょっすっ [. 
╉けてせすうゆぇ しぇ ぉけさちうきぇ-しけかせくちうきぇ こさっょ おさぇめ やう-
たけゃけゅ あうゃけすぇ (しっょぇきょっしっすうた ゅけょうくぇ XX ゃっおぇ), 
くぇしすぇかう しせ いぇこうしう けょ おけめうた めっ しぇつうやっくぇ おやうゅぇ ]け-
かせくちう ゃうてっ くっ ゅけゃけさっ.36 ╉ぇいうゃぇやぇ しぇょさあっ きくけゅけ 
うしおさっくうた う こけすさっしくうた きけきっくぇすぇ ゃっかうおけゅ さぇすぇ 
おけめう しっ くっ きけゅせ ゃうょっすう うい いゃぇくうつくうた ゃけめくうた ょけおせ-
きっくぇすぇ う うしすけさうめしおうた おやうゅぇ, ぇかう こさっょしすぇゃもぇめせ 
やうたけゃせ ょけこせくせ う もせょしおうき ぉけめぇきぇ けしかうおぇゃぇめせ 
めっょくけ ゃさっきっ しゃっすしおっ こけゃっしすう. ′ぇ くっおぇ けょ やうた せおぇ-
いせめっ しっ せ けゃけき さぇょせ. 
 〉 おけかっおすうゃくけき こぇきゆっやせ しさこしおけゅ くぇさけょぇ 
うしおさうしすぇかうしぇけ しっ こけめぇき しけかせくちぇ おぇけ しうくけくうき いぇ 
せつっしくうおぇ ]けかせくしおけゅ そさけくすぇ, くぇ くっおうき こさっきう-
しぇきぇ おけめっ しせ うきぇかっ うしすけさうめしおせ けしくけゃせ. 〉 けぉうつくけき 
くぇさけょせ しけかせくちう しせ ぉうかう もせょう ょけしすけめくう こけてすけゃぇやぇ, こけ こさぇゃうかせ さぇいせきくうめう う 
きせょさうめう けょ ょさせゅうた しっもぇおぇ (めっさ け しっもぇちうきぇ めっ けゃょっ さっつ!), もせょう けょ さっょぇ, もせょう おけめう しせ 
こさっょやぇつうかう しすぇゃけき う しすぇしけき, ぇ すぇおゃっ しせ うき ぉうかっ う こけさけょうちっ. ‶さっょ さっつめせ ,,しけかせくぇち“ 
けしっゆぇけ しっ くっおう ょぇた しこけくすぇくけゅ う しゃっつぇくけゅ こけてすけゃぇやぇ. ╇きぇ すけきっ さぇいかけゅぇ う せ つうやっ-
くうちう ょぇ しせ すけ ぉうかう もせょう おけめう しせ しすっおかう ゃうてっゅけょうてやっ うしおせしすゃけ ういゃぇく さけょくけゅ しっかぇ 
う いぇゃうつぇめぇ, おけめう しせ しっ しさっすぇかう しぇ しすさぇくちうきぇ (╂さちうきぇ, 《さぇくちせいうきぇ, ╄くゅかっいうきぇ, 〈ぇ-
かうめぇくうきぇ, ┿かぉぇくちうきぇ, こぇ う しぇ ┿さぇこうきぇ う ┿いうめぇすうきぇ). 〉い すけ, こさっあうゃっかう しせ すっておぇ 
うしおせてっやぇ う くぇゃうおかう くぇ しゃぇおけめぇおっ きせおっ. ╁さぇすうゃてう しっ せ しゃけめぇ しっかぇ, う せこせすうゃてう しっ くぇ 
やうゃっ う かうゃぇょっ, けくう しせ ょけうしすぇ ぉうかう くってすけ てすけ めっ ういくぇょ けぉうつくうた もせょう, おけめっ めっ さぇす 
しすぇゃうけ せ ょさせゅう こかぇく. 
 ]けかせくちう しせ ぉうかう うい さっょけゃぇ きけぉうかうしぇくうた ゃけめくうおぇ さっょけゃくけゅ う さっいっさゃくけゅ 
しぇしすぇゃぇ, ょけぉさけゃけもちう おけめう しせ こさってかう ┿かぉぇくうめせ, こさっあうゃっかう ぉけめっゃっ う ぉけかってすうくっ, う 
しすうゅかう ょけ ]けかせくぇ う ]けかせくしおけゅ そさけくすぇ, けくう おけめう しせ せつっしすゃけゃぇかう せ こさけぉけめせ ]けかせくしおけゅ 

                                                        
36 ‶さゃけ ういょぇやっ けゃっ おやうゅっ (』うゅけめぇ てすぇきこぇ, ╀っけゅさぇょ 2011) けぉめぇゃもっくけ めっ し ょけいゃけかけき こけさけょうちっ こさけそ. 
╁かぇょっすっ [. ╉けてせすうゆぇ Е しせこさせゅっ ╋うかっくっ う しうくぇ [ぇょきうかぇ; う せい くっしっぉうつくけ くぇしすけめぇやっ ぇおぇょっきうおぇ 
]かけぉけょぇくぇ [っきっすうゆぇ, せくせおぇ しけかせくちぇ-ょけぉさけゃけもちぇ 〈けきぇ ╋うさけゃうゆぇ – ╁かぇょっすぇ [. ╉けてせすうゆ: ]けかせくちう 
ゃうてっ くっ ゅけゃけさっ (くぇしかけゃ, こさっょゅけゃけさ, こけゅけゃけさ, おけきっくすぇさ う さっつくうお せさぇょうけ ′. ╀けゅょぇくけゃうゆ). ‶さう ちうすう-
さぇやせ, ういぇ ちうすぇすぇ ょぇゃぇゆっきけ せ いぇゅさぇょう しすさぇくうちせ おやうゅっ. 
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そさけくすぇ, ぇかう しけかせくちう しせ せ したゃぇすぇやせ けぉうつくうた もせょう, しゃぇおぇおけ いぉけゅ いくぇつぇめぇ けゃけゅ ゃっかう-
おけゅ, すっておけゅ う しかぇゃくけゅ さぇすぇ, う しけかせくしおけゅ こさけぉけめぇ, う しゃう けくう おけめう しせ こさっあうゃっかう こさゃう 
しゃっすしおう さぇす う ぉうかう やっゅけゃう せつっしくうちう. 

‶けいくぇすけ めっ ょぇ しっ う くぇめゃっゆう うしすけさうめしおう ょけゅぇふぇめう こさっかぇきぇめせ おさけい かうつくせ ょさぇきせ 
う こけさけょうつくせ しせょぉうくせ う, おぇょぇ ょけゅぇふぇめう きうくせ, つうすぇ しっ すけ うい しこけきっくぇ, うい いぇこうしぇ, うい 
せきっすくうつおうた ょっかぇ, おけめぇ ょけふせ おぇけ いぇきっくぇ いぇ しすゃぇさくけしす, けょくけしくけ おけめぇ こけしすぇくせ くけゃぇ, こけ-
しっぉくぇ しすゃぇさくけしす う すさぇめせ ゃさっきっくけき. [ぇす ゃうふっく けつうきぇ せつっしくうおぇ, ょっちっくうめぇきぇ こけすけき 
くけしう しっ せ しっゆぇやせ こさっあうゃっかうた. ╇しすうくぇ おけめぇ うい すうた しっゆぇやぇ ょけかぇいう, ゃっさぇく めっ けょさぇい 
すっておっ う しせょぉけくけしくっ いぉうもっ, つっしすけ こけせつくうめぇ けょ くぇせつくうた すせきぇつっやぇ う こけかうすうつおうた 
けぉさぇいかけあっやぇ. ╉ぇいうゃぇやぇ せつっしくうおぇ めっょぇく しせ けょ こせすっゃぇ ょぇ しっ ょけふっ ょけ しすゃぇさくけしすう おけめぇ 
しっ しおさうかぇ せ ゃさっきっくせ. 

〉 くっゃっかうおけめ いぉうさちう おぇいうゃぇやぇ ]けかせくちう ゃうてっ くっ ゅけゃけさっ (すっお めっょぇく しぇゅけゃけさくうお 
くぇ けおけ ょっしっす たうもぇょぇ さぇすくうおぇ!), すぇおゃっ うしすうくっ めっ ょけゃけもくけ ょぇ しっ けあうゃう めっょくけ ゃさっきっ 
すっておけゅ しすさぇょぇやぇ しさこしおけゅ くぇさけょぇ せ ょさせゅけめ ょっちっくうめう こさけてかけゅぇ ゃっおぇ. ┿ おけかうおけ めっ すっお 
けくっ くぇょっ, くぇこけさぇ う もせぉぇゃう, こけせおっ う こけさせおっ... けくけゅぇ – てすけ めっ けすうてかけ せ いぇぉけさぇゃ?! ┿かう, 
おけ いくぇ おぇおけ ぉう う しぇき あうゃけす ういゅかっょぇけ ょぇ きせ くうめっ いぇぉけさぇゃぇ?! ╆ぇぉけさぇゃうすう うかう こぇき-
すうすう; こけくけゃうすう せ こさうつう ぇかう ういぉっゆう せ しすゃぇさくけしすう – おぇけ  ょぇ しっ, せ くぇし, いぇ くっおっ けょかせおっ 
ぉぇて すっておけ けょかせつうすう?! 

╋けあょぇ めっ うこぇお くぇめこけてすっくうめっ ょぇ しぇきけ ゃさっきっ け しっぉう しせょう. ╆ぇ くぇてっ ゃさっきっ 
きけあょぇ ぉう くぇめぉけもっ ぉうかけ ょぇ ゃうょう すさぇめくけ せ こさけかぇいくけき. ╉ぇいうゃぇやぇ しおさけきくうた さぇすくうおぇ, 
せつっしくうおぇ しけかせくしおっ っこけこっめっ, おけめっ ぉう うしすけさうめぇ ぉっい けゃぇおゃうた おやうゅぇ, こさけしすけ, こさっしおけ-
つうかぇ, う せ すけきっ きせ きけゅせ こけきけゆう. 

〉 さぇいゅけゃけさせ しぇ しすぇさうくぇきぇ, こさけそ. ╉けてせすうゆぇ めっ いぇくうきぇかぇ けくぇ もせょしおぇ うしすうくぇ, 
しきってすっくぇ せ うくすうきう しゃぇおけゅ つけゃっおぇ こけめっょうくぇつくけ, めっさ めっ いくぇけ ょぇ くぇしこさぇき いゃぇくうつくっ 
うしすうくっ, う うしすけさうめっ, こけしすけめう もせょしおぇ うしすけさうめぇ, かうつくう ょけあうゃもぇめ, しけこしすゃっくう しすさぇた; 
こけしすけめう きけめぇ ゅかぇょ, きけめぇ さぇくぇ, きけめぇ さぇょけしす, こぇ う きけめっ かせおぇゃしすゃけ し おけめうき しっ あうゃっかけ, う 
– こさっあうゃっかけ. 

〈ぇおゃせ うしすうくせ くっ きけあっきけ つうすぇすう うい たさけくうおぇ, くうすう うい せりぉっくうおぇ うしすけさうめっ. 
]ぇきけ しっ おさけい かうつくう ょけあうゃもぇめ こさっすゃけさっく せ しっゆぇやっ めけて きけあっ ゃうょっすう こせす ういゅかぇょくっかっ, 
こさけいっぉかっ, けぉけかっかっ, くっいぇょけゃけもくっ う くぇけおけ ぉっしちうもくけ せしきっさっくっ ゃけめしおっ, し ょせぉけおうき くっ-
ういゃっしくけしすうきぇ う くっいぇょけゃけもしすゃうきぇ せ しっぉう, おけめう ゃけょう こさっおけ いっきもっ おけめぇ めっ う しゃけめけき 
おけくそうゅせさぇちうめけき ういゅかっょぇかぇ くっこさうめぇすっもしおう, う こけさっょ くうてぇくぇ くぇさけょぇ おけめう すせ ゃけめしおせ 
う すぇめ くぇさけょ くうめっ くうおぇょ ゃけかっけ. ′ぇ すけきっ こせすせ, ぇおけ くっ けょ ょせてきぇくしおけゅ おせさてせきぇ うい いぇ-
しっょぇ せ ゅせょせさぇきぇ 【ゆうこくうめっ (ぇさくぇせすかせおぇ!), くぇめこさっ しせ くぇしすさぇょぇかう けくう くっゃけもくう, おけめっ 
こさうさけょぇ くうめっ しくぇぉょっかぇ しくぇゅけき ょぇ しゃっ すっかっしくけ ういょさあっ, う けくう こさけおかっすう, おけめう しせ しせょ-
ぉうくけき けょさっふっくう ょぇ ゃうてっ くっ あうゃっ, おけめう しせ, きけあょぇ, こけ こさぇゃょう ぉけあめけめ いぇしかせあうかう ょぇ 
うた ゃうてっ くっ ぉせょっ. ‶さけしっめぇけ しっ くぇさけょ, こぇ おぇょ しせ うい あうゃけすぇ くっしすぇかう くっゃけもくう う こさけ-
おかっすう, けしすぇけ めっ けくぇめ おけ めっ きけゅぇけ ういょさあぇすう, おけ めっ うきぇけ すっかっしくっ こさっょうしこけいうちうめっ, しくぇゅせ 
ょぇ すさこう う ょぇ うしすさぇめっ, う けくう おけめう しせ うきぇかう ゃっさせ ょぇ ゆっ こさっあうゃっすう, くぇょせ ょぇ ゆっ こけくけゃけ 
ゃうょっすう ]さぉうめせ う しゃけめっ きうかっ う ょさぇゅっ せ やけめ, う いぇきうしぇけ ょぇ ゆっ こけぉっょうすう. ]ぇきけ すぇおゃう しせ 
ういぇてかう くぇ ╉ぇめきぇおつぇかぇく う けょぇすかっ こけかっすっかう せ ]さぉうめせ. 〈ぇおゃう しせ ぉうかう こさけそっしけさけゃう 
しぇゅけゃけさくうちう, ょけお しせ めけて きけゅかう ょぇ ゅけゃけさっ. 

╇しすうくぇ, いぇこうしうゃぇつ さぇすくうつおうた おぇいうゃぇやぇ, おぇけ ゃっかうおう こけてすけゃぇかぇち くぇさけょぇ う 
やっゅけゃっ ょせたけゃくっ う きけさぇかくっ ゃっかうつうくっ, けょせてっゃもぇゃぇけ しっ くっおけき きせょさけき, うしおせしすゃっくけき 
ういめぇゃけき, くっくぇせつっくけき, うしおけくしおけき, くっこぇすゃけさっくけき うしすうくけき... 
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┸っょくけゅ ょぇくぇ こせすけゃぇけ めっ しâき せ しせしっょくけ しっかけ, ぇ せゃっつっ しぇけこてすうけ: ╃ぇくぇし しぇき しっ 
くぇたけょぇけ う いぇこうしぇけ しぇきけ めっょくせ さっつっくうちせ. ┸っしす しぇきけ めっょくせ, ぇかう けくぇ めっ ゅかぇしうかぇ: ,,┿かぉぇ-
くうめぇ めっ こさけしっめぇかぇ しゃっ てすけ めっ ぉうかけ くっゃけもくけ う こさけおかっすけ!“ ╃けちくうめっ めっ めけて めっょくけき すけ 
つせけ, くってすけ ういきっやっくけ, けょ ╀さおっ ╋かぇょっくけゃうゆぇ うい ╀っかけゅ ‶けすけおぇ: „┿かぉぇくうめぇ めっ こさけしっ-
めぇかぇ しゃっ てすけ めっ ぉうかけ くっいょさぇゃけ う せさけおもうゃけ!“(85) ╊っおしうおぇ くってすけ ょさせゅぇつうめぇ, ぇかう しきう-
しぇけ うしすう. ╇かう めっ すけ こさけそっしけさ こけょゃっけ こけょ „しすぇくょぇさょくう“ ういさぇい, ょぇ ぉう くぇき ぉうかけ さぇいせき-
もうゃうめっ?!  

╆ぇこうしう こさけそっしけさぇ ╉けてせすうゆぇ うい さぇいゅけゃけさぇ しぇ しけかせくちうきぇ うしすけつくっ ]さぉうめっ ょけ-
あうゃもぇゃぇめせ しっ おぇけ しぇきけくうおかっ こさうつっ, おぇけ ょっかけゃう くっおけゅ さけきぇくぇ おけめう くうめっ しすうゅぇけ ょぇ しっ 
けぉかうおせめっ, おけめう めっ こさっおぇしくけ いぇたゃぇゆっく いぇこうしけき, うかう しっ けょ こさけすけおぇ ゃさっきっくぇ さぇしすけつうけ 
う すぇおけ けしすぇけ くぇ こけめっょうくぇつくけき ゃうふっやせ めっょくけゅぇ ゃさっきっくぇ おけめうき しっ しさこしおう くぇさけょ きけあっ 
こけくけしうすう, うぇおけ しきけ しゃっょけちう, ょぇ すけ, くぇあぇかけしす, しゃっ きぇやっ つうくう.  

¨ゃう いぇこうしう しせ くぇめうしおさっくうめぇ しゃっょけつぇくしすゃぇ くっつっゅぇ てすけ しせ ょぇくぇてやっ ゅっくっさぇちうめっ 
きけゅかっ しぇいくぇすう しぇきけ うい しせゃけこぇさくうた うしすけさうめぇ う くぇ ておけかしおうき つぇしけゃうきぇ, おけめう しっ, おぇけ 
しゃっ ょさせゅけ せ ておけかう つってゆっ ょけあうゃもぇゃぇめせ おぇけ すっさっす う けぉぇゃっいぇ, くっゅけ おぇけ いぇょけゃけもしすゃけ. 

╁うょう しっ けゃょっ う こけくけし う こけさぇい, う しすさぇた う くっせしすさぇてうゃけしす, う ゃっかうつうくぇ こけょせ-
たゃぇすぇ う くうしおけしす ぇくうきぇかくけゅ, しくぇゅぇ う くっきけゆ, ゅかぇょ, ういきせつっくけしす う ぉけか, ぇかう う きかぇょけしす, 
さぇょけしす, う しくぇゅぇ おぇょ すけきっ ょけふっ ゃさっきっ, おぇょ ゃぇもぇ こさっゆう すせ すぇくおせ ゅさぇくうちせ ういきっふせ あう-
ゃけすぇ う しきさすう, ういきっふせ さけこしすゃぇ う しかけぉけょっ. ╇ ゃうょう しっ ょせたけゃくぇ ゃっかうつうくぇ こさけしすけゅ くぇ-
さけょぇ しさこしおけゅ, やっゅけゃ ゃうしけおう きけさぇか, けょぇくけしす しゃっすうやぇきぇ う うょっぇかせ. 

‶けょぇちう おけめう しっ けょぇゃょっ つうすぇめせ くうしせ うしすけさうめぇ くっゅけ しぇき あうゃけす, ゃっゆう, てうさう う 
ょせぉもう けょ しゃぇおっ うしすけさうめっ, あうゃけす せ めっょくけき ゃさっきっくせ, せ めっょくうき けおけかくけしすうきぇ しゃっすしおうた 
さぇいきっさぇ, くぇ めっょくうき, ぉぇかおぇくしおうき こさけしすけさうきぇ, おぇょ しっ しすゃぇさぇかけ くってすけ てすけ しっ こけしかっ, 
せ ょさせゅけき ゃさっきっくせ, せ ょさせゅうき けおけかくけしすうきぇ, すぇおけ ょさぇしすうつくけ う ぉけかくけ しさせてうかけ, ぇ 
こけしかっょうちっ すけゅぇ させてっやぇ めけて しせ ゃさっかっ, ぉけかくっ う おさゃぇゃっ.  
 ╉ぇけ てすけ しっ うい しゃぇおけゅ しせしさっすぇ し つけゃっおけき, こけゅけすけゃせ し つけゃっおけき くぇ おさぇめせ あうゃけすぇ, 
おけめう めっ うしこせやっく ょさぇゅけちっくうき うしおせしすゃけき う くっこけすおせこもうゃうき しぇいくぇやっき, ぇ くぇさけつうすけ し 
もせょうきぇ せつっしくうちうきぇ しけかせくしおっ っこけこっめっ きけあっ ういぇゆう けぉけゅぇゆっく, けこかっきっやっく, 
けしっすもうゃうめう いぇ すせふう ぉけか う しさっゆせ ぉかうあやっゅ – すぇおけ しっ つけゃっお けしっゆぇ う せ しせしさっすせ しぇ 
いぇこうしうきぇ こさけそっしけさぇ ╉けてせすうゆぇ. 
 ]おさっゆっきけ こぇあやせ くぇ くっおっ くっけぉうつくっ っこういけょっ し すさぇめくうめけき ゃさっょくけてゆせ. ‶けつっ-
ゆっきけ けょ めっょくけゅ ぉぇくぇかくけゅ しかせつぇめぇ. ′ぇさけょくぇ こっしきぇ, けくぇ しすぇさぇ, しさこしおぇ, めせくぇつおぇ うきぇかぇ 
めっ う けゃぇおゃっ こけつっすおっ: ,,』っしすぇ こうしきぇ うょせ う ょけかぇいっ, ¨ょ おけゅぇ かう, おけきっ かう ょけかぇいっ...“ ┿かう 
うきぇ しゃっょけつっやぇ ょぇ いぇ しゃっ ゃさっきっ さぇすけゃぇやぇ くっおけき くうめっ ょけてかけ くう めっょくけ こうしきけ, ょぇ しっ くっ 
いくぇ おけ めっ しゃっ あうゃ ぇ おけ くうめっ, こぇ おぇょ しっ こけしかっ さぇすくうた ゅけょうくぇ ぉうゃてう せおせゆぇくう しさっすくせ, 
めっょゃぇ ょぇ しっ こさっこけいくぇめせ. ]ゃっょけお めっょくっ くっせゅぇしかっ ゃっいっ, う すさぇめくうた きうしかう めっょくうた くぇ ょさせゅっ, 
こけさけょうちっ う ゃけめくうおぇ くぇ ょぇかっおけき そさけくすせ, ぉうかぇ めっ めっょくぇ ゅかぇゃうちぇ おうしっかけゅ おせこせしぇ. ¨くぇめ 
しぇ そさけくすぇ, こさっおけ さぇやっくうおぇ せこせゆっくけゅ うい ╀うすけもぇ くぇ ういかっつっやっ, けょ しゃっゅぇ てすけ めっ きけゅぇけ 
こけさせつうすう, いぇきけかうけ めっ ょぇ きせ あっくぇ こけてぇもっ めっょくせ  ゅかぇゃうちせ おうしっかけゅ おせこせしぇ: ,,╇きぇかう 
しきけ きかけゅけ おせこせし おぇょ しきけ こけてかう せ さぇす, ぇおけ うきぇ すぇめ おせこせし, くっお きう こさぇすう (あっくぇ [けしぇ, 
こさうき. ′. ╀.) こけかぇ ゅかぇゃうつおせ.“ ╇ いぇきうしかうすっ, おせこせし めっ しすうゅぇけ, こけしかっ くっおけかうおけ くっょっもぇ,37 
おぇおけ う おぇおぇゃ ぉけゅ ゆっ いくぇすう, ぇかう, きけょっさくけ さっつっくけ, おけきせくうおぇちうめぇ めっ けしすゃぇさっくぇ, けくけ てすけ 

                                                        
37 „¨く けすうてぇか くぇ ぉけかけゃぇやっ, ぉけかけゃぇか すぇきけ, ゅけさっ ょけかっ, う おぇょ ょけめょっ, けく ょけくっしっ ゅかぇゃうちせ, けゃけかおせ. ┿ しゃう しっ 
つせょっ: ’╊っかっ, うしこさぇすうかぇ きせ あっくぇ おせこせし, うい ‶けこてうちせ.” (しすさ. 102) 
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めっ こさっ すけゅぇ ゃっさけゃぇすくけ ぉうかけ しぇきけ せ しくせ う しっゆぇやせ けこさっょきっすうかけ しっ くぇ くぇつうく おけめう ぉう 
すっておけ いぇきうしかうけ くっおう こうしぇち, ぇ さっゅうしすさけゃぇけ うしすけさうつぇさ. 
 ‶けいくぇす めっ けぉうつぇめ せ ]さぉぇ ょぇ くっこさうめぇすっもぇ すさっぉぇ こけてすけゃぇすう, ょぇ せきさかけゅぇ すさっぉぇ 
しぇたさぇくうすう, こけ けぉうつぇめうきぇ やっゅけゃうき, けょぇすう きせ こけてすせ う こさういくぇやっ. ,,〉きぇかけ ょぇ ういゅう-
くっきけ ょけお しきけ いぇすさこぇゃぇかう めっょくけゅ 【ゃぇぉせ!“ しゃっょけつう めっょぇく け すさっくせすおせ おぇょ めっ ゃぇもぇかけ ょぇ 
しっ こけゃせおせ し ぉけさぉっくけゅ きっしすぇ う ょぇ しゃっ ういゅうくせかっ しぇたさぇくっ, くっ こさうきっすうゃてう ょぇ しせ くっおう 
けしすぇかう せ いぇおかけくせ う さぇしこぇかうかう せこさぇゃけ ょけお うき ょさせゅぇ しすさぇくぇ しぇたさぇやせめっ しぇぉけさちぇ.  
 ┸っょくぇ こけすさっしくぇ しかうおぇ けこっゃぇくぇ せ くぇてうき くぇさけょくうき こっしきぇきぇ, おさけい しすうたけゃっ ょぇ 
めっ けょ しぇきっ しきさすう しすさぇてくうめっ おぇょ くっおけ こけゅうくっ, こぇ けしすぇくっ くぇ さぇいぉけめうてすせ, くっしぇたさぇやっく, 
,,ょぇ ゅぇ おもせめせ けさかう う ゅぇゃさぇくう“. ┿かう, すけ めっ こけっいうめぇ. [っおかけ ぉう しっ, くっしすゃぇさくぇ おぇけ う しゃぇおぇ 
こけっいうめぇ. ╋っふせすうき, っゃけ う ょさせゅぇつうめっゅ ょけおぇいぇ, こけすゃさょっ うい ょけあうゃもぇめぇ しけかせくぇちぇ. ╉ぇいう-
ゃぇやっ ╃さぇゅけもせぉぇ ┿くふっかおけゃうゆぇ うい ╀っかけゅ ‶けすけおぇ おやぇあっゃぇつおけゅ: 

,,′ぇ [うしすけゃぇち, おけょ ╊っしおけゃちぇ, おぇょ しぇき 18-すっ, こせてすっく くぇ くっけょさっふっくけ けょしせしすゃけ, 
かっすう けさぇけ こけゃうてっ くぇし, くぇょ ゃけい, ゃうめっ しっ… ′っおう ゅぇ ゅぇふぇてっ, くっ きけゅけてっ ょぇ ゅぇ こけゅけょっ; ぇか 
しっ くぇふっ ょけぉぇさ しすさっかぇち. ╊っゅけ めっ くぇ かっふぇ う せゃうし めっ くうてぇくうけ. ╇ こけゅけょう ゅぇ し こさゃう きっすぇお. 
′ぇおけく ょっしっす, こっすくぇめっし きうくせすう, こけつっけ めっ し おさうかぇ ょぇ すさっこっさう う こぇけ. ‶ぇけ めっ くっょぇかっおけ 
けょ しすぇくうちっ, めっょくけ しすけ きっすぇさぇ. ¨すうょっ めっょぇく ゃけめくうお ょぇ ゅぇ ょけくっしっ, くっ きけゅぇてっ. ‶ぇ けょけてっ 
めけて ょゃぇ, すっ ゅぇ めっょゃぇ ょけゃせおけてっ. ╁っかうお, せ しけぉせ くっ きけあ ょぇ しすぇくっ, おさうかぇ しせ こさっおけ こっす 
きっすぇさぇ ょせゅぇつおぇ. 〈け めっ ゃっかうおけ, ょっぉっかけ... ╇, おぇょ ゅぇ さぇしこけさうかう, すせめ くぇ しすぇくうちせ, くぇふけてっ 
せ やっゅけゃせ ゅせてせ しっょぇきょっしっす つけゃっつめうた けおぇ. ‶けめっけ う’. ¨く う’ くっ こさっあうゃぇ, しぇきけ おもせめっ う 
ゅせすぇ し きさすゃう う さぇやっくう.“ (84). 
 ╄すけ しゃっょけつっやぇ ょぇ けさかう う ゅぇゃさぇくう こけくぇょ さぇいぉけめうてすぇ くうしせ くうおぇおゃぇ こけっすしおぇ 
そうおちうめぇ くけ うしおせしすゃっくぇ つうやっくうちぇ. 
 ╇きぇ おぇいうゃぇやぇ け ょけしすけめぇくしすゃせ さぇすけゃぇやぇ う きけさぇかくうき けぉぇゃっいぇきぇ こさけすうゃくうおぇ. 
〉 めっょくけめ こさうつう けしせふせめせ しっ くっこさうめぇすっもう いぉけゅ すけゅぇ てすけ くっ いくぇめせ くうおぇおぇゃ さっょ う てすけ しせ 
,,くっおせかすせさくう“. ′っ こけてすせめせ しゃっちっ ,,くっゅけ くぇこぇょぇめせ う くぇ 〉しおさし う くぇ ╀けあうゆ“ (86). (‶けょ-
しっすうきけ しっ ょぇ しせ くっおぇ くぇてぇ しおけさぇてやぇ うしおせしすゃぇ こけつうやぇかぇ くぇ 〉しおさし, うかう いぇ ゃさっきっ 
しゃぇすけゃぇやぇ!). 〉 ょさせゅけめ こさうつう, おぇおけ ぉう うくぇつっ ぉうかけ おぇょ めっ ゃけめしおぇ しっもぇつおぇ う しさこしおぇ: 
,,╋う うた いぇつうおぇゃぇきけ, こしせめっきけ うき ちぇさぇ, ぇか けくう くっ しきっめせ ょぇ こせちぇめせ, くうおけめ くっ しきっ ょぇ 
こさっおさてう こさうきうさめっ!“ (¨ゃうた きっしっちう つっしすけ つうすぇきけ ょぇ めっ せ くっおけき ょっかせ ょぇくぇてやっゅ しゃっすぇ 
しおかけこもっくけ こさうきうさめっ, ぇかう う ょぇもっ けょめっおせめせ ゅさぇくぇすっ, くぇ けぉっ しすさぇくっ...). 
 〉りぉっくうつおぇ めっ そけさきせかぇちうめぇ ょぇ めっ ,,くぇてぇ ゃけめしおぇ すさこっかぇ ゅかぇょ, ゅけかけすうやせ, しすせょ“, 
ぇかう すけ めっ せ もせょしおうき こさうつぇきぇ しけかせくぇちぇ きくけゅけ しかうおけゃうすうめっ: めっょぇく こさうつぇ おぇおけ めっ くぇ-
てぇけ せ あぉせくせ, せ しくっゅせ, すさせかせ すうおゃせ, しぇおさうけ しっ ょぇ ゅぇ くうおけ くっ ゃうょう, こぇ ういゃぇょうけ しっきっ, 
こさけすさもぇけ, しすぇゃうけ せ りっこ う し ゃさっきっくぇ くぇ ゃさっきっ こけ くっおせ しっきっくおせ しぇあゃぇゆっ う けょさあぇゃぇ 
あうゃけす (79), せしすけ: ,,¨くっ しっきっくおっ しかぇすおっ せ ゅさかけ, こぇ しっ かっこう“. ╃させゅう こさうつぇ ょぇ めっ ぉうかけ う 
すぇおゃうた おけめう しせ しっおかう おけきぇょうゆっ けこぇくおぇ けょ こさっしくっ おけあっ, おけめう しっ こけさっょ ゃぇすさっ 
さぇてつゃぇさっ, こぇ すけ あせもうかう う しすゃぇさぇかう せすうしぇお こっつっくっ しゃうやっすうくっ. 〈さっゆう めっ うい おけやしおっ 
ぉぇかっゅっ, ょけお めっ ぉうかけ おけやぇ, ょけお くうしせ こけちさおぇかう うかう こけおかぇくう, けょゃぇめぇけ くっしゃぇさっくぇ いさくぇ 
いけぉう う すけ こけしかっ こさけすさもぇゃてう きっふ ょかぇくけゃっ めっけ ょけお めっ すさぇめぇかけ. 』っすゃさすう しせ こけせきうさぇかう 
こさっめっゃてう しっ けぉうつくけゅ たかっぉぇ おけめう しせ こけしかっ ゃうてっ ょぇくぇ ゅかぇょけゃぇやぇ ゃうょっかう せ ういけぉうもせ. 
′っおっ しせ すさけゃぇかう ょぇさけょぇゃちう, ょけぉぇちうゃてう うき こさっおけ けゅさぇょっ たかっぉ – つうめっ きぇさぇきつっ し こぇ-
さけき, すけきっ ゃさぇすっ たかっぉ: ,,╋う しきけ めっかう, こっすうくぇ. ¨くぇ つっすゃけさうちぇ せきさってっ くけゆせ, こさしけ うき 
しすけきぇお“ (80). ╇きぇ おぇいうゃぇやぇ け すけきっ ょぇ めっ, こさう こけゃかぇつっやせ,  きけかうすっもっ いぇ たかっぉ めっょくぇ 
いぇきけもっくうちぇ 『さくけゅけさおぇ, くっ たすっゃてう ょぇ せいきっ こけくせふっくっ こぇさっ, しさっぉさけ こせくっ てぇおっ! – ょけ-
つっおぇかぇ さっつうきぇ: ,,′っ, ぉけゅけきっ, つけつっ, くっ ょぇき, ゃう しすっ せこさけこぇしすうかう ぉけゅぇすせ ]さぉうめせ, こぇ しすっ 
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ょけてかう ょぇ せこさけこぇしすうすっ う めぇょくせ 『さくせ ╂けさせ.“ ┸っょくうき そうくうき かせおぇゃしすゃけき, ,,ょけおすけさ“ う 
やっゅけゃ しぇさぇょくうお こさっゃぇさうかう しせ いぇ けおせ-ょゃっ ぉさぇてくぇ, う すぇおけ  ,,し すけ ぉさぇてくけ こけきうくせかう ょけ 
]おぇょぇさ“! 
 ╉ぇいうゃぇやぇ け しすせょっくう う しぇきう しきけ つせかう う したゃぇすうかう しかうおせ ょぇ おぇょ しっ かっあう せい 
ゃぇすさせ, ょぇ ぉう ぉうかけ すけこかうめっ, – せめせすさせ てうやっか し けくっ ゃぇすさうくっ しすさぇくっ, ,,けすおぇき けゅぇや!“,  
ういゅけさっけ, ぇ しぇ けゃっ ょさせゅっ しっ しきさいくせけ いぇめっょくけ しぇ いっきもけき, こぇ しっ けょしっつっ こぇさつっ ょぇ ぉう しっ 
くぇしすぇゃうけ こせす (110). ‶けしすけめう う けゃけ おぇいうゃぇやっ: ,,╉け ゅけょ めっ しこぇゃぇけ くぇ いっきもう, すぇめ めっ せきさけ. 
¨しすぇかう しせ けくう てすけ しせ かっあぇかう くぇ ゅさぇやっ うかう しかぇきせ こけさっょ ゃぇすさっ. ‶ぇ おぇょ いぇこぇかうきけ 
ゃぇすさせ, ゃけめくうちう しっ しぇぉうさぇめせ, しぇぉうさぇめせ, けおうすっ ゃぇすさせ; ぇ せめせすさせ くっ ょうゅくっ しっ くう つっすゃさすう 
ょっけ“ (13). 
 ╆ぇくうきもうゃぇ しせ おぇいうゃぇやぇ おけめぇ ゅけゃけさっ け けょくけしせ さぇいかうつうすうた ゃけめしおう くぇ しぇゃっい-
くうつおけき そさけくすせ. ,,′ぇ めっくゅっかっしおう う くぇ そさぇくちせしおう すけこけゃう こうしぇかけ ’〉ょさう う くっ てすっょう 
きせくうちうめせ!’. ′ぇ くぇてう ’〉ょさう う てすっょう きせくうちうめせ!’ (87).  ╉ぇょ しせ くぇてう ょうさぇかう 〈ぇかうめぇくっ 
せいゃうちうきぇ: ,,╉っ, おっ, おっ!“, しこけつうすぇゃぇめせゆう うき ょぇ めっょせ あぇぉっ, けゃう しせ うき けょゅけゃぇさぇかう: ,,╋ぇせ, 
きぇせ“, てすけ しっ こさけすせきぇつうかけ ょぇ うき しぇゃっいくうちう ょけすせさぇめせ きぇつおっ せきっしすけ いっつっゃぇ こぇ しせ こさっ-
しすぇかう ょぇ うた めっょせ. ‶けしかっ しせ いっつっゃう ょけかぇいうかう いぇめっょくけ し おけあけき, うしこぇてやぇつっくう こぇ 
いぇきさいくせすう: ょぇ しっ ゃうょう ょぇ かう めっ いっち うかう きぇつおぇ! (86). ] ╀せゅぇさうきぇ しせ しっ ぉうかっ ぉぇて 
あっしすけおっ ぉうすおっ, ぇ せ ょぇくうきぇ こさうきうさめぇ, つせかっ しせ しっ う けゃぇおゃっ ういめぇゃっ: ,,╀さぇすおけ, きう こぇ てすっ 
しう ぉなょっきけ ぉさぇゆぇ, しぇきけ くう ちぇさっゃうすう いぇゃぇょうてっ!“ 
 〉 いぇすうてめせ そさけくすぇ, くぇてう しせ しゃぇてすぇ くぇせつうかう けょ しぇゃっいくうおぇ, ぇかう しせ うき しっ かっこけ 
けょせあうゃぇかう, せつっゆう うた ょぇ うゅさぇめせ しさこしおぇ おけかぇ. 
 ╇きぇ, くぇあぇかけしす う くっおうた こさっこけいくぇすもうゃうた ょけあうゃもぇめぇ, おぇけ ょぇ しっ ょぇくぇし けょうゅさぇ-
ゃぇめせ. ┸っょぇく こさうつぇ ょぇ めっ つっしすけ せ ]けかせくせ, おぇけ おけきけさりうめしおう さぇょくうお くけしうけ う こさけょぇゃぇけ 
ちけおせかっ, せい いくぇやっ くぇさっょくうおぇ, ぇかう ょぇ くうおけ ょさせゅう くっ いくぇ. ┸っさ, こけ やっゅけゃけき しぇいくぇやせ, 
]さぉうめぇ めっ こさうめぇゃうかぇ ょっしっすぇお たうもぇょぇ ぉぇめけくっすぇ, すめ. ゃけめくうおぇ, ゃうてっ くっゅけ てすけ うた めっ 
しすゃぇさくけ ぉうかけ (ぇ きけあょぇ しせ くっおう う せ きっふせゃさっきっくせ うしこぇかう うい さっょけゃぇ!?), こぇ しっ しすゃけさうけ 
ゃうてぇお, おけめう しっ こけ こさけそうすっさしおけめ こさぇおしう, う こけょ こぇさけかけき ,,しくぇふう しっ“, きけゅぇけ こさけてゃっさ-
ちけゃぇすう う きぇかけ しっ うしこけきけゆう, きぇおぇさ いぇ ょせゃぇく. ┿ ぉうかけ めっ う すけゅぇ ょぇ めっ めっょぇく さっゅさせす こけめっけ 
ゆせさおせ しこさっきもっくせ いぇ けそうちうさしおせ ゃっつっさせ, ぇかう ゅぇ めっ くぇょかっあくう けそうちうさ うこぇお こけきうかけ-
ゃぇけ, めっさ ょぇ しせ ゅぇ しすさっもぇかう, ぇ きけゅかう しせ, けしすぇかう ぉう ぉっい  ,,ょけぉさけゅ う こけてすっくけゅ さぇょくうおぇ“.  
 ╋くけゅう ]けかせくちう せ さぇすくうき おぇいうゃぇやうきぇ, さぇょう っそっおすぇ う しかうおけゃうすっ ゃっさけょけしすけめ-
くけしすう,  うしこけきけゅぇかう しせ しっ くっおけき そけさきせかぇちうめけき くぇ めっいうおせ しぇゃっいくうおぇ. ¨くぇおけ, けすこさう-
かうおっ おぇおけ めっ めっょうくけ う きけゅぇけ ょぇ しっ くぇせつう ゅさつおう, すぇかうめぇくしおう, ぇ くぇさけつうすけ そさぇくちせしおう 
めっいうお. ╆くぇき めっょくけゅぇ おけめう めっ こしけゃぇけ くぇ ょゃぇ めっいうおぇ (めっょぇく めっ ぉうけ きぇふぇさしおう). ╋けあょぇ しせ 
すせ くぇせつうかう う けくけ ]っ かぇ ゃう. ┸っさ – さぇす めっ ぉうけ あうゃけす, ぇ あうゃけす めっ うしすけさうめぇ うしすけ すけかうおけ 
おけかうおけ めっ うしすけさうめぇ しぇき あうゃけす. ╉ぇょ しっ さぇいょゃけめっ, ゅせぉっ けょ うしすうくっ, おけめぇ めっ う くぇょ やうきぇ, う 
せ やうきぇ – くっおぇょ くぇこうしぇくぇ せ おやうゅぇきぇ け さぇすけゃうきぇ, くっおぇょ しぇつせゃぇくぇ しぇきけ せ しっゆぇやうきぇ 
さぇすくうおぇ. 
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 ]すけ ゅけょうくぇ めっ けょ こけつっすおぇ ゃっかうおけゅ さぇすぇ. ]すけ 
こっょっしっす ゅけょうくぇ めっ けょ さけふっやぇ ╀さぇくうしかぇゃぇ ′せてうゆぇ. 
¨しぇきょっしっす ゅけょうくぇ めっ けょ てすぇきこぇやぇ こさゃけゅ ょっかぇ ]さこ-
しおっ すさうかけゅうめっ ]すっゃぇくぇ ┸ぇおけゃもっゃうゆぇ, うきっくけき ╃っ-
ゃっすしすけつっすさくぇっしすぇ. ¨ぉぇ こうしちぇ ぉうかう しせ くっこけ-
しさっょくう せつっしくうちう ょけゅぇふぇやぇ ょっゃっすしすけこっすくぇっしすっ ゅけ-
ょうくっ. ┸ぇおけゃもっゃうゆ めっ たすっけ ょぇ けしすぇゃう しゃけめせ さぇすくせ ぉう-
けゅさぇそうめせ せ けぉかうおせ すさけすけきくけゅ さけきぇくぇ うい こけいうちうめっ 
こさうこけゃっょぇつぇ おけきっ しっ ゃっさせめっ, ぇ おけめせ ┸けゃぇく ╃っさっすうゆ 
くぇいうゃぇ „さけきぇくしうさぇくけき たさけくうおけき.“38 ╉けきっょうけ-
ゅさぇそ おけめう しっ くぇてぇけ せ ゃっかうおけめ さぇすくけめ こさうつう, こけょ-
しすぇおくせす しきさゆせ しゃけゅぇ めっょうくちぇ, ょけぉさけゃけもちぇ ┲ぇつおけゅ 
ぉぇすぇもけくぇ, こうてっ こさけいせ ╃っゃっすしすけこっすくぇっしすぇ, おけめせ 
けく せ こけょくぇしかけゃせ うきっくせめっ: すさぇゅっょうめぇ めっょくけゅ くぇさけょぇ, 
ぇ おさうすうおぇ めっ おさしすう さぇいくけかうおけ: おぇけ きっきけぇさしおせ 
うしこけゃっしす, たさけくうおせ, さけきぇく-たさけくうおせ. 
 ‶けしゃっすぇ ′せてうゆっゃっ うしこけゃっしすう, たうこっさしっくいうぉうかくぇ, こけすさっしくぇ, ゅかぇしう: 
 
 ╋っしすけ すさけてくっ おぇきっくっ こかけつっ, 
 しうくっ, 
 けゃけき おやうゅけき すせゅっ う ぉけかけゃぇ 
 ぉっかっあう すう けすぇち ゅさけぉ. 
 

‶けしゃっすぇ しっ こさけてうさせめっ せゃけょくうき こけゅかぇゃもっき せ おけきっ すさぇゅうつくせ しせょぉうくせ しうさけすうちっ 
]すぇくっ, きぇめおっ きかぇょけゅぇ さうぉぇさぇ ′けゃうちっ, おけめぇ くっ こさうたゃぇすぇ ょぇ めけめ しっ ′けゃうちぇ くっゆっ ゃさぇすうすう 
しぇ さうぉぇさっやぇ めっょくっ けかせめくっ くけゆう, おけめぇ つっおぇ 17 ゅけょうくぇ, せあうあせゆう しゃっすうもおせ ょぇ きせ こけおぇあっ 
こせす, こけうしすけゃっゆせめっ しぇ しゃけめうき すさぇゅうつくうき ゅせぉうすおけき, くっしすぇくおけき せ さぇすくけき ゃうたけさせ しうくぇ きせ 
めっょうくちぇ こぇかけゅぇ „しかぇゃけき しきさすう いぇ けすぇりぉうくせ“. ╇ おぇょ しっ つっおぇやっ こさっすゃけさうかけ せ しぇく, せ う-
きぇゅうくぇさくう ょけかぇいぇお, しゃっ ょけ うしこうしぇくうた さっつう くぇ おさしすぇつう „¨く ゆっ ょけゆう“, すぇおけ こうしぇち 
せこかうゆっ しゃけめせ かうつくせ すさぇゅっょうめせ さっそさっくしおうき こけくぇゃもぇやっき „┸ぇ しぇき ゅぇ つっおぇけ.“ 〉こさおけし 
いかうき ょせしうきぇ くぇょ くっぉけき, くうしおけ こぇかうき くぇょ けすぇりぉうくけき. ‶うしぇち けょきぇた, くぇ こけつっすおせ, ょぇめっ 
こさうこけゃっょぇやせ くっこけしさっょくけしす, せゃっさもうゃけしす, っきけすうゃくけてゆせ くぇすけこもっくせ かうつくせ うしこけゃっしす. 
 ╉さっゆせゆう しっ くぇ しゃけき ういぉっゅかうつおけき こせすせ しぇ さっおけき くぇさけょぇ, けょ ]おけこもぇ おぇ ╉けしけゃせ, 
こさっおけ ‶っゆう, ┿くょさうめっゃうちっ, ╀ぇさぇ, ょけ 〉かちうやぇ, ′せてうゆ めっ くっこけしさっょくう しゃっょけお う せつっしくうお 

                                                        
38 ┸. ╃っさっすうゆ: ]さこしおう さけきぇく 1800–1950, ′けかうす, ╀っけゅさぇょ 



часопис исток 
књажевац 

година 2014 
број  2–4 

 
 

 185

しすさぇょぇやぇ くぇさけょぇ. ┿すきけしそっさぇ くぇゅぇふぇやぇ う うてつっおうゃぇやぇ こけ くうておうき う しおけこしおうき おぇそぇ-
くぇきぇ こさっ おけくぇつくっ ういゃっしくけしすう うてかぇ めっ けょ くっゃっさけゃぇすくうた おけきぉうくぇちうめぇ け さぇすくけめ しすさぇすっ-
ゅうめう う すぇおすうちう う け くぇてけめ せかけいう せ しゃっすしおうき しせおけぉうきぇ, こさっおけ うてつっおうゃぇやぇ しぇゃっいくうおぇ 
おけめう くうおぇおけ ょぇ しすうゅくせ, ょっいうくそけさきぇちうめぇ け きけぉうかういぇちうめう ╀せゅぇさぇ, ょけ こけつっすおぇ たぇけすうつ-
くけゅ せいきうちぇやぇ. ╃けお めっ ]おけこもっ めけて ぉうかけ こけいぇょうくぇ さぇすくうた ょけゅぇふぇやぇ, ′せてうゆ こけさっょう 
]さぉうめせ う ]おけこもっ しぇ 〈うすぇくうおけき う やうたけゃけき こさけこぇてゆせ: „〉 きけきっくすせ しせょぇさぇ おけめう しっ くぇめ-
こさっ しぇきけ くぇ めっょくけき おさぇめせ けゅさけきくっ かぇふっ けしっすうけ, くぇ ょさせゅけきっ やっくけき おさぇめせ さぇいゃうめぇけ しっ 
こせく あうゃけす, う ょけお めっ おもせく かぇふっ ゃっゆ すけくせけ, けゃぇきけ せ こけいぇょうくう やっくけめ めけて めっ しゃうさぇけ けさおっ-
しすぇさ う くっ しかせすっゆう ょぇ ゆっ しっ きぇかけ つぇし しゃっ せゅぇしうすう, しゃっ こけょ きけさっ けすうゆう. 〈ぇおけ めっ くってすけ 
ぉうかけ う せ けゃけめ こけいぇょうくう, せ ]おけこもせ. ╃けお めっ おもせく かぇふっ ゃっゆ すけくせけ, けゃぇきけ めっ めけて しゃうさぇけ 
けさおっしすぇさ う くっ しかせすっゆう ょぇ ゆっ くぇし いぇきぇかけ しゃっ こさっかうすう きけさしおう ゃぇかう.“ 
 〉こっつぇすもうゃ めっ けこうし たさもっやぇ きぇしっ おぇ ういぉっゅかうつおうき ゃけいけゃうきぇ う いかぇ しかせつぇめくけしす 
おけめぇ めっ けょさっふうゃぇかぇ おけくぇつくけしす しせょぉうくっ: こけゅうぉうめぇ, ゃけいけき おぇ しっゃっさせ (‶さうてすうくっ) う すけこかっ 
けぉぇかっ, おぇ めせゅせ (]けかせく). 
 ‶さっょ こぇょ ]おけこもぇ ぇせすけさ こさぇゃう こけさっふっやっ: „〈け めっ けくぇめ すさっくせすぇお, こけしかっ こけしかっょ-
やっゅ かっおぇさしおけゅ こさっゅかっょぇ, おぇょ けゃぇめ, きっしすけ しゃぇおけゅ けょゅけゃけさぇ いぇぉさうくせすけめ こけさけょうちう, しぇきけ 
しかっあっ さぇきっくうきぇ う くっきけ けょかぇいう おせゆう.“ 『っかせ ]さぉうめせ う ょっけ ╋ぇおっょけくうめっ ぇせすけさ ゃうょう せ 
いぉっゅせ おぇ ‶さうてすうくう, こぇ ‶さういさっくせ, こぇ ょぇもっ. ╊うちぇ ぉっいくぇょっあくぇ, しかうおっ さぇしせかぇ う こけ-
きっすやっ. ╋せすくけ くっぉけ しぇしすぇゃうかけ しっ しぇ ぉかぇすけき う けしおせょうちけき. ¨つぇめくけ すせきぇさぇやっ ういぉっゅかけゅ 
しゃっすぇ う くっけさゅぇくういけゃぇくけしす せ すさぇゅぇやせ いぇ おさけゃけき う たさぇくけき. ]ゃぇ すぇ しうかうくぇ くっゃけもくっ, 
すせあくっ こけゃけさおっ ぉっゅせくぇちぇ おけめぇ しっ しこせてすぇ おぇ ╉けしけゃせ おぇけ ょぇ せきうてもぇ こさうゃさっきっくけしす 
いぇおかけくぇ うい ゅさぇょぇ せ ゅさぇょ う くぇょせ せ こけゃさぇすぇお, しゃっ ょけ しこけいくぇめっ ゅけさおっ うしすうくっ ょぇ こせす ぉっおしすゃぇ 
ゃけょう ゃぇく けすぇりぉうくっ, せ すせふうくせ. ┿ すせふうくぇ しっ くぇいうさぇかぇ: こかぇくうくっ, ゅかぇょ, くっゃけもぇ しゃぇおっ 
ゃさしすっ. 〉こっつぇすもうゃっ しせ しかうおっ こけゃけさおう, おけかけくぇ, くぇさけょぇ ぉっい おせゆぇ う おせゆうてすぇ, ぉっい いっきもっ, 
ゃけめくうおぇ ぉっい おけきぇくょっ, ょっちっ ぉっい いぇてすうすっ, あっく ぉっい ういゅせぉもっくっ ょっちっ, ぉけかくう ぉっい くっゅっ, ういくせ-
さっくう ぉっい けょきけさぇ, しかけき う こさけこぇしす. ¨しすぇめせ かってうくっ いぇ ういぉっゅかうきぇ, ゅぇゃさぇくう ういくぇょ やうた, 
しぇ しすさぇくっ ぇさぉぇくぇておっ ぉぇくょっ. ‶けぉっゅかう けょ すけこけゃぇ せかぇいうかう しせ せ ちぇさしすゃけ ゅかぇょう う かっょぇ, せ 
おけきっ つけゃっお こしせ けすうきぇ おけしす うい せしすぇ. ‶けすこせくぇ きぇすっさうめぇかういぇちうめぇ こぇすやっ. 
 〉 ′せてうゆせ, おけかうおけ ゅけょ ょぇ めっ ょうさくせす そういうつおうき う ょせてっゃくうき こぇすやぇきぇ ういぉっ-
ゅかうつおっ おけかけくっ, こさけさぇょう う おさうすうつおぇ しゃっしす こさっきぇ こけくぇてぇやせ しゃっすうくっ: さぇいせかぇさっくけしす, 
こさうきうすうゃくけ せくうてすぇゃぇやっ うしすけさうめしおうた さっかうおゃうめぇ (┲せくうしおぇ しすぇくうちぇ う さぇいぉうめぇやっ しぇく-
ょせおぇ しぇ ゃさっょくけしすうきぇ うい ╁けめくけゅ きせいっめぇ うい ╀っけゅさぇょぇ), こもぇつおぇ う ぉっいゃかぇてゆっ おけめっ こさぇすう 
しゃぇおけ くぇこせてすぇやっ ょけきけゃぇ. 
 ┸けて けてすさうめう しすぇゃ ′せてうゆ うきぇ こさっきぇ こさうゃうかっゅけゃぇくうきぇ: ゃうしけおう けそうちうさう, せい 
ゃけめくうおっ し こせておぇきぇ けぉっいぉっふせめせ きっしすぇ せ せょけぉくうき ゃぇゅけくうきぇ しゃけめうき そぇきうかうめぇきぇ, こさうめぇ-
すっもうきぇ う もせぉぇゃくうちぇきぇ, ょけお しっ こさけしすう こせお すけゃぇさう せ くっこけおさうゃっくっ ゃぇゅけくっ, こけ めっしっやけめ 
しせきけさくけめ おうてせさうくう, う すけ ぉっい うおぇおゃけゅ いくぇやぇ け うしたけょせ こせすぇ. ]けちうめぇかくっ さぇいかうおっ せけつぇゃぇ 
ぇせすけさ う せ おけかけくう. ┸っょくう しっ ゃけいっ ぇせすけきけぉうかうきぇ, すっ そうめぇおっさうきぇ, こぇ すぇもうゅぇきぇ; う けくょぇ 
しっ こっておっ ゃせおせ ちさくっ ゃうめせゅぇゃっ おけかけくっ ぇ こさうゅけゃけさう しぇ しすさぇくっ つせめせ しっ: „[ぇやっくうちう ゅっゅぇめせ 
こっておっ ぇ う ぉけしう こけ こかぇくうくぇきぇ ぇ ょさあぇゃくぇ おけかぇ ゃけいっ つぇお う しっつっくぇ ょさゃぇ ゅけしこけふう こけすこせ-
おけゃくうちう.“ ╂っくっさぇかしおう う こせおけゃくうつおう しうくけゃう くっ ゅうくせ, けくう しせ こけ おぇくちっかぇさうめぇきぇ. ╉ぇさう-
めっさういぇき ぉっい こけおさうゆぇ きけあっ しっ せけつうすう ゅけかうき けおけき. ╋っしけ いぇ すけこけゃっ ぇせすけさ ゃうょう せ しっもぇおせ, 
しうすくけき つうくけゃくうおせ, せつうすっもせ, ふぇちうきぇ. (╉さうすうおぇ ゃかぇしすう う くっこぇすさうけすしおけゅ こけくぇてぇやぇ 
くぇいくぇつっくう しせ せ さぇいゅけゃけさせ しぇ しかうおぇさけき おけゅぇ ′せてうゆ せこけいくぇめっ せ いぉっゅせ.) 
 ╆ぇ さぇいかうおせ けょ けてすさうた つぇお しぇさおぇしすうつくうた けこぇしおう う くぇ さぇつせく こけめっょうくうた ゃうしけおうた 
かうつくけしすう うい ╁さたけゃくっ おけきぇくょっ, かうお しすぇさけゅ おさぇもぇ ‶っすさぇ ╉ぇさぇふけさふっゃうゆぇ ょぇす めっ ゅかけさう-
そうおぇすけさしおう. ╉さぇも すっておけき きせおけき けょかせつせめっ ょぇ こけふっ せ っゅいうか, ょっかう しせょぉうくせ くぇさけょぇ せ 
ぉっゅせ. ]かけきもっく めっ ゃっかうつうくけき こさけこぇしすう. ╉ぇょ くぇこせてすぇ ╉させてっゃぇち, おさっゆっ くぇ ╉けしけゃけ, 
ゅかっょぇ ゅさぇぉっあ ういゅさっょくうおぇ う こかぇつっ. ‶けさっょう しゃけめせ しせょぉうくせ う ょさあぇゃせ しぇ いうょぇやっき ]おぇょさぇ 
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う いかけき ゃうかけき おけめぇ けくけ てすけ しっ いぇ ょぇく ういゅさぇょう, いぇ くけゆ こけさせてう う すさぇあう あさすゃっ. ′せてうゆ 
めっ こけゃさっきっくけ しおかけく ょぇ くぇこさぇゃう ういかっす せ くぇさけょくけ こさっょぇやっ う きうす う ょぇ うた こけゃっあっ しぇ 
すさっくせすおけき うしすけさうめしおっ うしすうくっ. 〉くけてっやっ こしっせょけうしすけさうめしおうた っかっきっくぇすぇ せ おぇいうゃぇやっ くぇ-
させてぇゃぇ っきけすうゃくう くぇぉけめ こぇすくうつおけゅ, くっいぇてすうゆっくけゅ っすくけしぇ. ]かうゃぇやっ さっおっ けめぇふっくけゅ 
しゃっすぇ くぇ ╉けしけゃけ さぇいかけゅ めっ ょぇ しっ ′せてうゆ, せ ょさぇきしおけき きぇくうさせ う さけきぇくすうつぇさしおけき いぇくけしせ 
こさうしっすう ょぇゃくけゅ ╊ぇいぇさっゃけゅ こけかぇしおぇ うい ╉させてっゃちぇ しぇ ゃっかうつぇくしすゃっくけき こけゃけさおけき いかぇす-
くうた ゃうすっいけゃぇ おけめう うょせ せ こけゅうぉうめせ (おけや ょけ おけやぇ, めせくぇお ょけ めせくぇおぇ), ょぇ ぉう しっ けめぇふっく ゃさぇ-
すうけ せ くっきうかせ いぉうもせ. 〈ぇおけふっ, こけゃさっきっくけ こけめぇゃもうゃぇやっ ╂けしこっ せ ちさくけき こさっょしすぇゃもぇ 
きうしすうつくせ しかうおせ しゃっけこてすっ あぇかけしすう (つっすうさう こせすぇ しっ こけめぇゃもせめっ). 
 〉い こけすさっしくっ こさういけさっ きぇしけゃくけゅ しすさぇょぇかうてすぇ, せこっつぇすもうゃっ しせ う こけめっょうくぇつくっ 
しせょぉうくっ ょぇすっ おさけい しさっすぇやぇ う うしこけゃっしすう. ′ぇさぇすけさ しっ しさっゆっ しぇ ′けゃうちけき, さぇやっくうき せ さぇ-
くうめうき さぇすけゃうきぇ, おけめう くっ あっかう ょぇ しっ こけゃせつっ. ╀うさぇ こかぇくうくせ: くっこさうめぇすっも きけあっ けしゃけめうすう 
ゃぇさけてう, しっかぇ う こけもぇ, こかぇくうくせ くっ きけあっ. 〈せ ぉう しっ きけゅかぇ せぉぇちうすう う こさうつぇ くぇさぇすけさけゃっ 
ぉぇおっ け いぉっゅせ うしこさっょ 〈せさぇおぇ, せ こかぇくうくせ, せ おけめせ しっ しおかぇやぇかけ, しっょきうちぇきぇ, すっ しっ, おぇょ 〈せさちう 
けょせ せ しっかけ ゃさぇゆぇかけ う あうゃけす しっ くぇしすぇゃもぇけ. ′っ こけしすぇゃもぇ かう ぇせすけさ こけしさっょくけ こうすぇやっ おけめっ 
ゆっ ╅うゃけめうく ╋うてうゆ せ しせおけぉせ しぇ ]すっこけき ]すっこぇくけゃうゆっき こけしすぇゃうすう? ╃ぇ かう こさうぉさぇすう 
ゃけめしおせ う おさっくせすう せ けそぇくいうゃせ うかう こけ けょかせちう ╁さたけゃくっ おけきぇくょっ さぇいきぇすさぇすう こせすっゃっ 
こけゃかぇつっやぇ. ╉ぇおけ めっ けょかせつっくけ う しこさけゃっょっくけ, いくぇ しっ. 
 ′せてうゆ, う こけいけさうてくぇ こっさしけくぇ せ やっきせ, う こさっ しゃっゅぇ つけゃっお せ ょっかせ, こさう しせしさっすせ しぇ 
╋うけょさぇゅけき ╀っおけゃうゆっき, つかぇくけき ╉さぇもっゃしおけゅ こけいけさうてすぇ うい ╀っけゅさぇょぇ (おさぇめ こかけすぇ, くぇ 
いっきもう) こさうしっゆぇ しっ しめぇめくうた せかけゅぇ くっおぇょ きかぇょっ こけいけさうてくっ しくぇゅっ, しぇょぇ せ ぉかぇすせ, おけめう 
すさぇあう ょぇ ゅぇ ぉけかっしくけゅ こさっぉぇちっ せ ぉけかくうちせ, ょぇ くっ せきさっ おぇけ こぇし. 
 ¨ょ かうつくうた しせょぉうくぇ めっょくぇ けょ くぇめこけすさっしくうめうた めっしすっ しせょぉぇ ╀けめおぇ ╋ぇかけゅ, ょけぉさけ-
ゆせょくけゅ ゃけめくうおぇ おけきっ しせ ┿せしすさうめぇくちう こけおかぇかう しゃせ つっもぇょ せ おせゆう, いぇすさかう けゅやうてすっ, すっ 
╀けめおけ けょ つっきっさぇ こけきっさうけ こぇきっゆせ. 
 ╃けすうつっ う こさけぉかっき さぇすくうた いぇさけぉもっくうおぇ, ]さぉぇ, おけめう しせ ぉうかう きけぉうかうしぇくう せ ぇせし-
すさけせゅぇさしおけめ ゃけめしちう (しせしさっす しぇ さぇすくうき いぇさけぉもっくうおけき うい ╃ぇもぇ, せ ういぉっゅかうつおけめ おけかけくう). 
 ′せてうゆ おぇいうゃぇやっ いぇゃさてぇゃぇ せ ‶っゆう めっさ おぇあっ ょぇ しっ すせ いぇゃさてぇゃぇ すさぇゅっょうめぇ くぇ-
さけょぇ, ぇ けょぇすかっ くぇしすぇめせ すさぇゅっょうめっ こけめっょうくぇちぇ, こさっょ おけめうきぇ めっ ╂けかゅけすぇ, いぇかぇしおけき せ こかぇ-
くうくっ. 
 ╀さぇくうしかぇゃせ ′せてうゆせ ょっけ おさうすうおっ けしこけさぇゃぇ かうすっさぇさくっ ゃさっょくけしすう こさけいっ ╃っ-
ゃっすしすけこっすくぇっしすぇ, こさうたゃぇすぇめせゆう ょけおせきっくすぇさうしすうつおせ ぇせすっくすうつくけしす. ╋けあっ きせ しっ 
こさうゅけゃけさうすう こけくぇゃもぇやっ しかうおぇ う こけめぇゃぇ, こけゃさっきっくけ すっておけ おけくすさけかうしぇくぇ こぇすっすうおぇ, 
おぇすおぇょ っこしおぇ いぇくっしっくけしす きうすけき. ┿かう めっ ′せてうゆ けしかうおぇけ しぇ しぇけしっゆぇやっき う すけこかけき もせょ-
しおけき しぇきうかけてゆせ こぇすやせ こせおぇ う こけめっょうくちぇ, しぇ けてすさうくけき う こさけすっしすけき きぇくっ う くっこけょけこ-
てすうくっ おけめっ こさぇすっ ゃっかうおぇ おけきってぇやぇ くぇさけょぇ う きぇかっ きぇさうそっすかせおっ こけめっょうくぇちぇ. ̈ しすぇゃうけ 
めっ しゃっょけつぇくしすゃけ け ゃさっきっくせ せ おけきっ めっ ぉうけ せつっしくうお う しゃっょけお, う おけめっ めっ けしすぇゃうかけ こっつぇす 
すさぇゅうおっ う せ やっゅけゃけき ょけきせ. 
 ]すっゃぇく ┸ぇおけゃもっゃうゆ めっ すぇおけふっ せつっしくうお ゃっかうおうた さぇすくうた ょけゅぇふぇやぇ ぇかう う „くっせきけ-
さぇく っくすせいうめぇしすぇ かうすっさぇすせさっ“, おぇおけ ゅぇ めっ くぇいゃぇけ ╋うかぇく ╀けゅょぇくけゃうゆ. ]ゃけめせ ]さこしおせ すさう-
かけゅうめせ けぉめぇゃもうゃぇけ めっ ょっけ こけ ょっけ: 
 ╃っゃっすしすけつっすさくぇっしすぇ (1934) 
 ‶けょ おさしすけき (1935) 
 ╉ぇこうめぇ しかけぉけょっ (1936) 
 ╃っさっすうゆ せ しゃけめけめ おやういう „]さこしおう さけきぇく けょ 1800-1950“ ゅけゃけさっゆう け ┸ぇおけゃもっゃうゆせ 
ういくけしう こけょぇすぇお ょぇ めっ こさうつぇ け ╁っかうおけき さぇすせ ぉうかぇ すけかうおけ こけこせかぇさくぇ きっふせ つうすぇけちうきぇ, 
ょぇ めっ けょぇすかっ こけすっおぇけ くぇしかけゃ ]さこしおぇ すさうかけゅうめぇ (1937), ぇ ょぇ めせ めっ ぇせすけさ たすっけ くぇいゃぇすう 
╉さゃぇゃう すぇかぇしう. 
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 ╅っかっゆう ょぇ くぇこうてっ さけきぇく しゃっょけつぇくしすゃけ, ぇ くっ そぇおすけゅさぇそしおけ てすうゃけ, ┸ぇおけゃもっ-
ゃうゆ おけさうしすう さっぇかうしすうつおう こけしすせこぇお, しゃけょっゆう こぇすっすうおせ くぇ くぇめきぇやせ きっさせ, う しすぇゃもぇめせゆう 
ゃけめしおせ, せ こさゃう こかぇく, う すけ ぉっい ゃうしけおうた つうくけゃぇ. ‶けさせつくうお ╊せおぇ, けさょけくぇくし ╂させめぇ, こけさせつ-
くうお ╀さぇくおけ, くぇさっょくうお ‶さけょぇくけゃうゆ... ゅさせこぇ しせ くうあうた けそうちうさぇ う こけょけそうちうさぇ, おけめう 
いぇめっょくけ しぇ こさうこけゃっょぇつっき, こけ いぇすうてめせ おけめっ めっ すさぇめぇかけ ょけ しっこすっきぉさぇ 1915, ょっかっ しせょぉうくせ 
くぇさけょぇ せ くっゃけもう う こけきっすやう. 〉 いぇすうてめせ けょ けしぇき きっしっちう ]さぉうめぇ しっ ぉぇゃう こさっしぇぉうさぇやっき 
あうゃうた う けこかぇおうゃぇやっき きさすゃうた. ‶うてつっゃ しすぇゃ くぇ こけつっすおせ: こけぉっょせ めっ ょけくっけ こってぇお, ゅっ-
ゅせかぇ, けぉうつぇく ゃけめくうお. ]くぇゅぇ めっ せ やっきせ う せ くうあっき けそうちうさせ. ¨く めっ せ くっういゃっしくけしすう ぇ てすぇ-
ぉけゃう, いぇてすうゆっくう う うくぇつっ, しかぇゃっ う かうおせめせ. ╃けゃっょっ しっ こけ おけめぇ あっくしおぇ うい こさっしすけくうちっ, 
ょけゅけょう しっ こけ おけめぇ おさぇふぇ, いぇょさすう くぇさっょくうちう いぇいうさせ けょ こけさせつくうおぇ, ぇ けゃう ょぇもっ けょ くぇょさっ-
ふっくうた; ぉぇすうくっ おぇけ おぇいくぇ せけぉうつぇめっくっ. ┿さけゅぇくちうめぇ こさっすこけしすぇゃもっくうた こさうしせすくぇ. 
 ╉ぇょぇ めっ いぇすうてめっ けおけくつぇくけ, こけつっかけ めっ ょぇ しっ おけきってぇ. ′ぇこさっょ めっ うてかぇ かっゅっくょぇ, 
こさけさけつぇくしすゃけ け こさけこぇしすう ぇ けくょぇ う おけくおさっすくうめう くぇゅけゃってすぇめう: ゅかぇしうくっ, こぇ ゃっしすう け おさっ-
すぇやせ ゃけめしおっ こさっおけ ]ぇゃっ う ╃せくぇゃぇ, う ╀せゅぇさぇ くぇ めせゅけうしすけおせ. ╆っきもぇ めっ けこっす (ぇおけ しっ う こさう-
きうさうゃぇかぇ せけこてすっ) せいぇゃさっかぇ. ╀けさぉっ こけょ ╀っけゅさぇょけき, くけゃう さぇすくう こけあぇさ. [ぇしこけかけあっやっ 
ゃけめしおっ ょさせゅぇつうめっ くっゅけ 1914, ぉっい こっしきっ めっ う さぇすくうた こけおかうつぇ, ぇ しぇ しゃってゆせ ょぇ しっ けすぇりぉうくぇ 
きけさぇ ぉさぇくうすう, うぇおけ めっ すっておけ ょぇ しっ くぇこせしすう ょけき. ‶けゅうぉうめっ, くぇこぇょう うい ゃぇいょせたぇ, しすぇかくぇ 
こけゃかぇつっやぇ すっておけ こぇょぇめせ ゃけめしちう. 
 ┸ぇおけゃもっゃうゆ, いぇ さぇいかうおせ けょ ′せてうゆぇ, ゃうてっ こさぇすう かうくうめせ そさけくすぇ おけめう しっ 
さぇしこぇょぇ, くっゅけ ういぉっゅかうつおせ おけかけくせ くぇさけょぇ おけめぇ しっ せゃっゆぇゃぇ. 〈けこけくうきしおぇ かうくうめぇ けょしすせ-
こぇやぇ めっ 【せきぇょうめぇ, ╉させてっゃぇち, 〈けこかうちぇ, こけゅさけき くぇ 》うしぇさせ, ╉けしけゃせ, ╀っさぇくっ, ╊うき, ‶けょ-
ゅけさうちぇ, ぇかぉぇくしおけ ぉっしこせゆっ, ]おぇょぇさ, ]ぇく ┲けゃぇくう, ╃さぇつ, ╉さそ. ╇いきせつっくっ ゃけめくうおっ こけしっ-
ゆせめっ しすぇさう ╉さぇも おけめう くぇしすけめう ょぇ ゃさぇすう きけさぇか う ょけしすぇ ょせゅけ うき いぇょさあう くぇょせ せ しぇゃっい-
くうつおせ こけきけゆ う あっもっくう けぉさぇつせく くぇ ╉けしけゃせ おけめう ゆっ ういけしすぇすう. ╇ おけょ ┸ぇおけゃもっゃうゆぇ こさう-
しせすくぇ めっ うょっぇかういぇちうめぇ おさぇもっゃけゅ かうおぇ おけめう しぇけしっゆぇ しぇ こぇすやぇきぇ くぇさけょぇ. ‶さうしせすくけ ゃっ-
つうすけ こうすぇやっ せ ゃけめくうおぇ: ╀さぇくう かう しっ いっきもぇ しぇ おせゆくけゅ こさぇゅぇ うかう しっ うょっ いぇ しすぇさってうくぇきぇ 
う しすぇさうき ╉さぇもっき? 
 ╄ゅいうしすっくちうめぇかくぇ しすぇやぇ こぇすやっ, ぉけかぇ, ゅかぇょう, ぉさうゅっ, しきさすう, くぇ しゃぇおけき しせ おけさぇおせ. 
¨ょしすせこぇやっ こけ おうてう, ういかけおぇくうき こせすっゃうきぇ, さぇいゃぇもっくうき きけしすけゃうきぇ, ぉっい けぉせゆっ う すけこかっ 
けょっゆっ ゃけめしおぇ けしすぇゃもぇ せしこせす しっかぇ う ゃぇさけてう くぇ きうかけしす う くっきうかけしす くっこさうめぇすっもせ. ╆ぇ やけき 
けしすぇめせ こけしせしすぇかう おけやう, ういゅかぇょくっかう ゃけめくうちう, しきさいくせすぇ ょっちぇ, ぉけかっしくうちう. 〈さぇゅけゃう もせょ-
しおうた おけしすうめせ. ╊ってっゃう しかせあっ おぇけ こせすけおぇい. ‶さぇすうけちう しゃぇおけゅ さぇすぇ しせ かうたゃぇさう, てこっおせ-
かぇくすう, かってうくぇさう おけめう さぇいくけしっ こさうゃぇすくせ う ょさあぇゃくせ うきけゃうくせ. ┿さくぇせすしおっ ぉぇくょっ, ぉっい 
けぉいうさぇ くぇ ょけゅけゃけさ ╄しぇょ こぇてっ う くぇてっ ╁けめくっ おけきぇくょっ, こもぇつおぇめせ. 
 ‶さうこけゃっょぇつ おけめう こさぇすう しゃけめっ かうおけゃっ ぉかぇゅけくぇおかけく めっ こさっきぇ やうたけゃうき しかぇぉけ-
しすうきぇ. ¨く いくぇ ょぇ めっ つけゃっお しぇいょぇく けょ ょけぉさぇ う くっゃぇもぇかしすゃぇ, けょ ぉけかっゆうゃけしすう う こかぇたけゃう-
すけしすう, けょ しきうしかぇ いぇ てぇかせ う いぇゅさちくせすっ しせいっ. ′っ ゃけかう しすぇさってうくっ, こさっおっ う けしうけくっ, ぇかう 
こけ こけいうゃせ ういゃさてぇゃぇ くぇめすっあぇ くぇさっふっやぇ. ′っ きけあっ しっ けしせょうすう 〈ぇくぇしうめっ, くぇ こさうきっさ, おけめう 
せきっ ょぇ おさぇょっ, ぇかう う ょぇ つっしすけ くぇたさぇくう ょせゅぇさっ せおさぇょっくけき たさぇくけき. ‶さぇてすぇ しっ ╉けしすう 
„〈せさつうくせ“ てすけ こうめっ めっさ おぇょ すさっぉぇ, こけおぇいぇゆっ くっせしすさぇてうゃけしす. ¨ょ やうた, けぉうつくうた, しぇ もせょ-
しおうき しかぇぉけしすうきぇ ぇかう う こさうおさうゃっくけき ょけぉさけすけき いぇゃうしう う けこしすぇくぇお すっ ういきせつっくっ めぇょくっ 
おけかけくっ せ ぉっゅせ. 
 〉 しゃっけこてすっき さぇしせかせ つけゃっお いぇょさあう う すさぇつぇお しきうしかぇ いぇ てぇかせ. ╄こういけょぇ しぇ すさぇ-
ゅぇやっき いぇ しぇきぇさうきぇ こさうきっさ めっ いぇ くっせくうてすっくう ょせた. ┸っょぇく ちさくけゅけさしおう ゅっくっさぇか, ゃう-
ょっゃてう めっょくけゅ (ぇせすけさ ゅぇ くっ うきっくせめっ) しさこしおけゅ おやうあっゃくうおぇ せいゃうおくせけ: „¨, ょさぇゅう こさうめぇ-
すっもせ, ぇおけ ゃぇきぇ くっゆせ ょぇすう しぇきぇさ, めぇ おけきっ ゆせ!“ 
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 ╋うかぇく ┲けおけゃうゆ ょっかけ ]. ┸ぇおけゃもっゃうゆぇ くぇいうゃぇ „せきっすくうつおけき そけすけゅさぇそうめけき“39 う 
ぇおすうゃくうき きけさぇかくうき しすぇゃけき こさっきぇ さぇすせ. ′ぇゃけょう こさうきっさ うい ょっかぇ いぇ しゃけめせ すゃさょやせ: 
„〉しこせす くぇうふけた くぇ めっょぇく こせお こってぇょうめっ. ╆ぇしすぇかう しせ ょぇ ゃうょっ おせょぇ ゆっ... ]っょぇき しすけすうくぇ おう-
かけきっすぇさぇ けょしすせこぇかう しせ こけょ ぉけさぉけき, ぉさぇくっゆう しゃぇおせ しすけこせ. ¨ょっかけ うき こけちっこぇくけ, てぇめ-
おぇつっ くぇゅけさっかっ. ¨そうちうさう しっ くう こけ つっきせ くっ さぇいかうおせめせ けょ しゃけめうた ゃけめくうおぇ. 〈さう きっしっちぇ 
すせおかう しせ しっ ぉっい しきっくっ う けょきけさぇ. ┿ しぇょぇ しせ けしすぇゃうかう いっきもせ う きさすゃっ ょさせゅけゃっ. ¨しすぇけ うき 
めっ めけて こけしかっょやう ょぇた. ]すけめう きぇしぇ こさけきさいかぇ, ょけお ╀うしすさうちぇ たせつう う ゃっすぇさ いぇゃうめぇ.“ 
 ‶さう こけめぇゃう ]さこしおっ すさうかけゅうめっ ぉうかけ めっ いぇきっさおう けょ しすさぇくっ ぇおすっさぇ さぇすくうた ょけゅぇ-
ふぇやぇ ょぇ しせ いぇけぉうふっくう う けくう う うしすうくぇ け やうきぇ. ′け, こうしぇち めっ ゅけゃけさうけ ょぇ めっ あっかっけ ょぇ 
くぇこうてっ さけきぇく ぇ くっ うしすけさうけゅさぇそしおけ ょっかけ. [ぇしおけさぇお めっ こけしすけめぇけ う ういきっふせ つうすぇくけしすう 
やっゅけゃうた ょっかぇ (う ]さこしおっ すさうかけゅうめっ う ]きっくっ ゅっくっさぇちうめぇ) けょ すいゃ. けぉうつくっ つうすぇかぇつおっ 
こせぉかうおっ う おやうあっゃくっ おさうすうおっ おけめぇ きせ めっ けしこけさぇゃぇかぇ おやうあっゃくっ ゃさっょくけしすう う いぇきっさぇかぇ 
そっもすけくういぇちうめせ, そぇおすけゅさぇそうめせ, くけゃうくぇさしおう しすうか う しか. ┸ぇおけゃもっゃうゆ めっ うくしうしすうさぇけ くぇ 
すけきっ ょぇ めっ ょっかけ こさっ しゃっゅぇ しゃっょけつぇくしすゃけ け ゃさっきっくせ しすさぇょぇやぇ. 
 ╉やうあっゃくう せおせしう しせ しっ こさけきっくうかう, くけゃっ ゃさっょくけしすう う こけっすうおっ こさうしせすくう しせ せ 
おやうあっゃくけめ うしすけさうめう う おさうすうちう, ぇ ょっかけ ]すっゃぇくぇ ┸ぇおけゃもっゃうゆぇ, こせくけ ょうめぇかけゅぇ う ぇせすっく-
すうつくっ こさうつっ, つうすぇ しっ う ょぇくぇし. ′ぇ すっきせ ╁っかうおけゅぇ さぇすぇ こうしぇかう しせ う ょさせゅう ぇせすけさう, てすけ 
せつっしくうちう てすけ けくう おぇしくうめっ ょけてぇゃてう, う すけ しすゃぇさぇけちう しぇ けぉっ しすさぇくっ さっおっ, さぇいかうつうすけ しせ 
こさけちっやうゃぇくっ やうたけゃっ おやうあっゃくけ っしすっすうつおっ ゃさっょくけしすう, ぇかう しゃう けくう きぇやっ うかう ゃうてっ 
こさうしせすくう おけょ つうすぇかぇちぇ, きぇやっ うかう ゃうてっ こさうたゃぇゆっくう けょ おさうすうおっ, うしおぇいせめせ しゃけめうき ょっ-
かうきぇ こけすさっぉせ ょぇ けしすぇゃっ すさぇゅ け しせょぉうくう くぇさけょぇ う こけめっょうくちぇ せ あさゃやせ おけめう ょぇくぇし いけゃせ 
╁っかうおう さぇす, しゃぇおけ したけょくけ しゃけめうき きけゆうきぇ (╃せてぇく ╁ぇしうもっゃ, ╋うかけて 『さやぇくしおう, ╃さぇ-
ゅうてぇ ╁ぇしうゆ, [ぇしすおけ ‶っすさけゃうゆ, ╉さぇおけゃ...), しゃっ ょけ ゃっかうおっ, くっこさっゃぇいうふっくっ っこしおっ しぇゅっ 
╁さっきっ しきさすう, ゃぇいょぇ くぇき こさうしせすくけゅ, くっいぇけぉうかぇいくけゅ ╃けぉさうちっ ┻けしうゆぇ. 
 
 ′せてうゆ う ┸ぇおけゃもっゃうゆ せつっしくうちう しせ う しゃっょけちう すさぇゅっょうめっ しさこしおけゅ くぇさけょぇ せ I しゃっす-
しおけき さぇすせ. ′せてうゆぇ けおせこうさぇ しせょぉうくぇ くぇさけょぇ, ┸ぇおけゃもっゃうゆ しっ ぉぇゃう ゃうてっ さぇすくうき ょけゅぇ-
ふぇやうきぇ う こけかけあぇめっき う ょっかぇやっき ゃけめしおっ. ¨ぉぇ ぇせすけさぇ こさうおぇいせめせ こけすさっしくっ しかうおっ しすさぇ-
ょぇやぇ こさう こけゃかぇつっやせ せ ょさせゅけめ こけかけゃうくう 1915. ゅけょうくっ. ′せてうゆっゃぇ たさけくうおぇ つっしすけ めっ くぇ-
すけこもっくぇ こぇすけしけき. ┸ぇおけゃもっゃうゆ おけさうしすう さっぇかうしすうつおう おやうあっゃくう こけしすせこぇお. ‶けしすけめっ う-
ょっくすうつくう きけすうゃう おけょ こけきっくせすうた ぇせすけさぇ: 
 - きぇすっさうめぇかういぇちうめぇ こぇすやっ くぇさけょぇ う ゃけめしおっ 
 - しせょぉうくっ こけめっょうくぇちぇ おけめっ めっょっ くっしさっゆぇ くぇ しゃっ しすさぇくっ 
 - しぇけしっゆぇめぇく けょくけし こさっきぇ けぉうつくけき つけゃっおせ う ゃけめくうおせ う おさうすうつおう しすぇゃ こさっきぇ 
╁さたけゃくけめ おけきぇくょう 
 - おさうすうつおう しすぇゃ こさっきぇ ょっゃうめぇくすくけき こけくぇてぇやせ (こもぇつおっ, かうたゃぇさしすゃけ, ぉぇたぇすけしす) 
 - うょっぇかういぇちうめぇ おさぇもぇ ‶っすさぇ I ╉ぇさぇふけさふっゃうゆぇ 
 - きうすしおう, こしっせょけうしすけさうめしおう っかっきっくすう (こけしっぉくけ おけょ ′せてうゆぇ) 
 - おけょ ゃけめしおっ こさうしせすくぇ けょぇくけしす こさっきぇ いっきもう, けしっゆぇめ ょせあくけしすう ぇかう う けつぇめ いぉけゅ 
くぇこせてすぇやぇ ょけきぇ. 
 ╆ぇ けぉぇ ぇせすけさぇ こけしすけめう さぇしおけさぇお せ こさうたゃぇすぇやせ こけきっくせすうた ょっかぇ けょ しすさぇくっ おさう-
すうおっ う けょ つうすぇかぇつおっ こせぉかうおっ. ′う こさゃう, くう こけしかっょやう こせす. 

                                                        
39) ╋うかぇく ┲けおけゃうゆ: ‶さっょゅけゃけさ おやういう 1914. ‶さけしゃっすぇ, ╀っけゅさぇょ, 1974. 
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1897.  
 
23. くけゃっきぉさぇ.  

╋けしおゃぇ, Xぇきけゃくうつおぇ せ-
かうちぇ.40 ‶けつうやっき おやうゅせ けょ すっておけゅ 
ょぇくぇ. ╇けくぇおけ めっ くぇ しゃうめっすせ ゃうてっ 
すせゅっ, くっゅけ さぇょけしすう. ┸せつっ せゃっつっ しせ 
┿くょさめせてぇ う ╋うてぇ けおせこうかう ゃっゆっ 
ょさせてすゃけ ょめっつぇおぇ う こけてかう ょぇ ゃうょっ 
こさうゃうふっやっ せ おせゆう 》うかおけゃっ くぇ 
┿さぉぇすせ41. ′うめっ うた ぉうかけ ちうめっかせ くけゆ 
う ゃさぇすうかう しせ しっ おせゆう せ 9 せめせすさけ. 
『うめっかせ くけゆ, ょけ 8 せめせすさけ しぇき うた つっ-
おぇかぇ しぇ すぇおゃけき ぉさうゅけき ょぇ しぇき しっ  
こさけしすけ いぇょうたぇかぇ. ‶けすけき しぇき こかぇ-
おぇかぇ, しさょうかぇ しっ, きけかうかぇ しっ... ╉ぇょぇ 
しせ しっ けくう こさけぉせょうかう (こけしかうめっ ょゃぇ-
くぇっしす), こけてかぇ しぇき おぇ やうきぇ, こさっおけ-
さうかぇ うた, こけすけき いぇこかぇおぇかぇ, しこけ-
こぇかけ きっ ゅせてっやっ う ゅさつっゃう せ しさちせ う 
ゅさかせ, う ちうめっかう ょぇく しぇき かっあぇかぇ おぇけ 
しかけきもっくぇ.  

╃めっつぇちう しせ こさうきうさうかう, くぇ-
さけつうすけ ╋うてぇ; やっゅけゃぇ しぇゃめっしす めっ 
めけて きかぇょぇ, つうしすぇ. ¨ょ ┹けゃっ しすうゅかけ 
こうしきけ; けゅけさつっく めっ てすけ きせ しっ けすぇち 
いかけぉくけ しこけさう, ゃうつっ う せいぉせふせめっ しっ.42 

¨ょ 〈ぇやっ しすうゅぇけ すっかっゅさぇき 
めせつっ うい ]っゃぇしすけこけもぇ, けくぇ うょっ おせゆう. 

                                                        
40〉 めっしっく すっ ゅけょうくっ ]. 〈けかしすけめ めっ あうゃめっかぇ せ ╋けしおゃう しぇ ょゃぇ きかぇふぇ しうくぇ, ┿くょさっめっき う ╋うたぇうかけき (╋うてけき), 
すっ おゆっさおけき ┿かっおしぇくょさけき (]ぇてけき). ╉ぇしくうめっ めっ ょけてかぇ う おゆっさおぇ 〈ぇすめぇくぇ. ]うく ]っさゅっめ めっ いうきう すぇおけふっ ょせゅけ 
あうゃうけ せ ╋けしおゃう.  
41』せゃっくう おゃぇさす せ しぇきけき ちっくすさせ ╋けしおゃっ. (こさっゃ). 
42╊ぇゃ ╊ぇゃけゃうつ 〈けかしすけめ (さ. 1869) めっ せ すけ ゃさうめっきっ いぇめっょくけ しぇ しゃけめけき こけさけょうちけき あうゃうけ せ おせゆう せ ┸ぇしくけめ 
‶けもぇくう, ぉぇゃっゆう しっ ょけきぇゆうくしすゃけき.  
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′ってすけ ゆっ ょぇ さぇょう! ┸ぇょくぇ ╋ぇてぇ くうめっ しっ こけこさぇゃうかぇ う めけて めけめ めっ しかぇぉけ. ╃けぉうかぇ しぇき けょ 
やっ こうしきけ. ]っさめけあぇ めっ すうた う ゃさかけ こさうめぇすぇく しぇ しゃけめけき こぇきっゆせ, きせいうつおうき すぇかっくすけき う 
すぇくおけゆせすくけてゆせ.  

》かぇょくけゆぇ う しくうめっゅ. – 』うすぇき すさっゆう ょうけ ぉうけゅさぇそうめっ ╀っすけゃっくぇ43 う  せいぉせふっくぇ 
しぇき. 〉いっかぇ めけて めっょくせ, すさっゆせ ゃめっあぉせ うい きせいうおっ う しぇょ, けょ 11 ょけ 1, しゃうさぇかぇ めっ くぇ おかぇゃうさせ.  
 
24. くけゃっきぉさぇ  

〉めせすさけ こけてかぇ せ かうちっめ ょうさっおすけさせ こけゃけょけき ╋うてっ. ¨こっす ゅぇ めっ  すさっぉぇかけ せこうしぇすう, 
けこっす こさっおけさう ╋うてう, やっゅけゃけ くっこさうしすぇめぇやっ – う きくけゅけ きせおっ.  

‶けすけき せ ╃せきう こさっょぇゃぇかぇ きけかぉせ ╋うてっ いぇ せこうし せ めっょくけゅけょうてやせ しかせあぉせ せ ちぇさ-
しおけめ ゃけめしちう. ‶けすけき けょくうめっかぇ ┹けゃうく つかぇくぇお せ [せししおうっ ╁っょけきけしすう44 – け 【ゃっょしおけめ.  

╁さぇすうゃてう しっ, こさっしゃせおかぇ しっ う こけてかぇ ょぇ つっしすうすぇき うきっくょぇく ╃せくぇめっゃけめ, ╃ぇゃうょけ-
ゃけめ う ┸っさきけかけゃけめ. ┸ぇ ゃけかうき すぇめ しめぇめ, かうめっこせ けょめっゆせ, ういけぉうもっ ちゃうめっゆぇ, そうくっ, せつすうゃっ う 
こさけぉさぇくっ しこけもくっ そけさきっ さうめっつう, きぇくうさっ. ╉ぇけ う せゃうめっお – けこてすっ つせふっやっ う おけきっくすぇさう 
こけゃけょけき きけめっ くっけぉうつくっ きかぇょけかうおけしすう. ╇しすけきうく めっ くぇさけつうすけ ぉうけ もせぉぇいぇく.  

]っさゅっめ ╇ゃぇくけゃうつ くう めっょくけき おけょ きっくっ くうめっ ぉうけ. ¨く めっ くってすけ つせけ け もせぉけきけさう 
╊. ′-ぇ う くぇめっょくけき こさけきうめっくうけ しゃけめっ こさうめぇすっもしおっ けょくけしっ こさっきぇ きっくう くぇ おさぇめやっ 
たかぇょくっ う すせふっ. ╉ぇおけ すせあくけ, てすっすぇ! ┿ ょさせゅぇつうめっ けぉめぇしくうすう やっゅけゃせ たかぇょくけゆせ う くっ-
こけしめっゆうゃぇやっ – くっ きけゅせ. ╃ぇ きせ くうめっ くぇこうしぇけ てすぇ ╊. ′.?  
 
25. くけゃっきぉさぇ  

╁さぇすうかぇ しっ うい ┸ぇかすっ 〈ぇやぇ45, う ょせたけゃくけ う すめっかっしくけ こけこさぇゃうゃてう しっ. ╀うけ ╇もせてぇ.  
〈ぇやぇ おぇあっ ょぇ めっ ╊. ′. け あうゃけすせ せ ╋けしおゃう ゅけゃけさうけ おぇけ け しぇきけせぉうしすゃせ. ╉ぇけ ょぇ 

いぉけゅ きっくっ ょけかぇいう せ ╋けしおゃせ, ぇ すけ いくぇつう めぇ ゅぇ せぉうめぇき. 〈け めっ せあぇしくけ! ′ぇこうしぇかぇ しぇき きせ 
しゃっ すけ, きけかうかぇ ゅぇ ょぇ くっ ょけかぇいう. ╋けめぇ あっもぇ ょぇ あうゃうき しぇ やうき こけすうつっ うい きけめっ もせぉぇゃう 
おぇ やっきせ, ぇ こけ やっきせ めぇ ゅぇ せぉうめぇき. ┸ぇ きけさぇき ょぇ あうゃうき けゃょめっ さぇょう ゃぇしこうすぇやぇ ょめっちっ, ぇ 
けく きう すけ せゃうめっお こさうゅけゃけさう! – ¨た, おぇおけ しぇき せきけさくぇ けょ あうゃけすぇ!  
 
26. くけゃっきぉさぇ  

『うめっかう ょぇく こさけゃっかぇ せ こけいけさうてすせ. 〉めせすさけ ゃけょうかぇ ]ぇてせ, ╁っさせ ╉せいきうくしおせ う 
╅っやせ ╀っさし46 せ こけいけさうてすっ ╉けさてぇ ょぇ ゅかっょぇきけ 〈っておけ こぇきっすくけき47. ╂かせきうかう しせ ゃさかけ 
かけてっ う ぉうかけ めっ ゃさかけ ょけしぇょくけ. – 〉ゃっつっ きっ 〈ぇやぇ きけかうかぇ ょぇ うょっき しぇ やけき ょぇ ゅかっょぇきけ 
うすぇかうめぇくしおせ ゅかせきうちせ 〈うくせ ょう ╊けさっくちけ. To je かうめっこぇ, すっきこっさぇきっくすくぇ ╇すぇかうめぇくおぇ, 
ぇかう めぇ くっ いくぇき めっいうお う すせ こさっょしすぇゃせ (Adrienne Lecouvreur), きう くうめっ ぉうかけ ゃさかけ うくすっ-
さっしぇくすくけ ゅかっょぇすう う しかせてぇすう. ╁さかけ しぇき しっ ぉうかぇ せきけさうかぇ, こぇ くうしぇき くう しゃうさぇかぇ ょぇくぇし, 
う こけあっもっかぇ しぇき しっ けょきけさうすう おけょ おせゆっ.  

                                                        
43]. 〈けかしすけめ せ ╋けき あうゃけすせ, けこうしせめせゆう 1897., こうてっ: „]かせてぇめせゆう きくけゅけ きせいうおせ, こさゃう こせす しぇき すぇょぇ こさけ-
つうすぇかぇ ぉうけゅさぇそうめせ ╀っすけゃっくぇ う すけ きっ めぇおけ いぇうくすっさっしけゃぇかけ. ╋くけゅけ すけゅぇ しぇき けすおさうかぇ う すけ きっ くぇゃっかけ くぇ 
さぇいくっ きうしかう. ¨つうすけ ょぇ しっ しゃう ゅっくうめう くっ いぇょけゃけもぇゃぇめせ けぉうつくうき あうゃけすけき う きくけゅけ こぇすっ. ╀っすけゃっく めっ ぉうけ 
くっしさっゆぇく, う つぇお ゅぇ しすゃぇさぇかぇてすゃけ やっゅけゃけゅ ゅっくうめぇ くうめっ せすめってうかけ. ‶けしかうめっ すけゅ つうすぇやぇ しぇき しぇ めけて ゃっゆうき 
うくすっさっしけき しかせてぇかぇ やっゅけゃせ きせいうおせ". ].  
44′けゃうくっ, ういかぇいうかっ せ ╋けしおゃう けょ 1863. ょけ 1918. (こさっゃ). 
45〈ぇすめぇくぇ ╊ぇゃけゃくぇ めっ うい ┸ぇかすっ くぇゃさぇすうかぇ せ ┸ぇしくせ ‶けもぇくせ. 
46┸っゃゅっくうめぇ ╀っさし, ぉさぇすうつくぇ ]. 〈けかしすけめ, おゆっさおぇ やっくけゅ ぉさぇすぇ ‶っすさぇ.  
47╉けきっょうめぇ ┿. ] ╂さうぉけめっょけゃぇ (1795–1829) (こさっゃ). 
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╀うけ めっ ぉさぇす ‶っすめぇ し おゆっさおけき, ╃せくぇめっゃ, ]せかっさあうちおう... ╁さかけ たかぇょくけ, ゃめっすぇさ; 
╋うてう しっ ゅさかけ いぇちさゃっくうかけ.  
 
27. くけゃっきぉさぇ  

╃ぇくぇし しぇき ゃさうめっきっ ょけぉさけ こさけゃっかぇ. 〉めせすさけ せいっかぇ けょ きうし ╁っかて48 つっすゃさすせ ゃめっ-
あぉせ, うてかぇ ょけ やっ おけかうきぇ くぇ ┸ぇおうきぇくおせ; くぇゃさぇすうかぇ ょけ [せしぇくけゃうた, くけ くうしぇき けしすぇかぇ 
しぇ やうきぇ. ╁さぇすうゃてう しっ, つうすぇかぇ, すめ. つうすぇかぇ めけて めっょくけき こさゃう う ょさせゅう ょうけ ぉうけゅさぇそうめっ 
╀っすけゃっくぇ, いぇすうき しぇき こうしぇかぇ しゃけめ さけきぇく, おけめうき しぇき ゃさかけ くっいぇょけゃけもくぇ, う つうすぇかぇ ]っ-
くっおうく Consolation ぇ Marcia49. ╁けかうき すけ こうしきけ, けくけ きっ せすめってう. ‶けしかうめっ させつおぇ たすめっかぇ 
しぇき ょぇ しゃうさぇき しぇ ╋うてけき ╋けちぇさすけゃせ しけくぇすせ し ゃうけかうくけき, くけ ょけてぇけ めっ ]っさめけあぇ, すっ しぇき 
やっゅぇ こけしぇょうかぇ. ╀うかぇ しぇき ゃさかけ さぇょけしくぇ てすけ めっ ╋うてぇ せいっけ けこっす せ させおっ ゃうけかうくせ, う 
こさけしすけ めっ ゃっしっかけ ぉうかけ やうた ゅかっょぇすう, ょゃぇ ぉさぇすぇ せ きけめけめ けきうもっくけめ せきめっすくけしすう. ╋うてぇ めっ 
しぇょ しゃうさぇけ ゅけさっ, くけ くうめっ しっ しぇしゃうき けょせつうけ. ╉ぇょ ぉう ょぇけ ぉけゅ ょぇ しっ けく けこっす こさうたゃぇすう 
きせいうおっ. ╉けかうおけ ぉう しこけいくぇけ さぇょけしすう う せすめったっ!  

   ¨ょ ╊ぇゃぇ ′うおけかぇめっゃうつぇ くっきぇ ゃうめっしすう. ′っおぇおゃぇ ゅかせゃぇ すせゅぇ う ぉさうゅぇ け やっきせ めっ 
せ きけき しさちせ; くけ しぇ やけき う かけて けしめっゆぇめ ょぇ けく ょけぉさけゃけもくけ あうゃう ぉっい しゃけめっ こけさけょうちっ う 
けょぉぇちせめっ けすゃけさっくけ しゃぇおう せょうけ う ぉさうゅせ け こけさけょうちう. ′っゆせ きせ ゃうてっ こうしぇすう; めぇ くっ せきう-
めっき すぇおけ ょぇ あうゃうき う ょぇ しぇき せ ゃっいう しぇきけ こうしきうきぇ.  
 
29. くけゃっきぉさぇ  

┸せつっ しぇき ょけぉうかぇ ょせゅけ, かうめっこけ う さぇいせきくけ こうしきけ けょ きせあぇ. ╁さかけ しぇき くぇしすけめぇかぇ 
こさけくうおくせすう せ や; くけ うい やっゅぇ めっ いさぇつうかけ すぇおゃけき しすぇさぇつおけき たかぇょくけゆけき, ょぇ しぇき しっ 
さぇあぇかけしすうかぇ. 』っしすけ いぇぉけさぇゃもぇ ょぇ きせ めっ しおけさけ しっょぇきょっしっす ゅけょうくぇ う くぇ くっしさぇいきめっさ-
くけしす くぇてうた ゅけょうくぇ う しすっこっく しこけおけめしすゃぇ. 〉い すけ めっ きけめぇ しこけもくぇ う せくせすさぇてやぇ きかぇょけ-
かうおけしす めけて ゃっゆぇ しきっすやぇ. ╆ぇ ╊. ′. めっ しぇょ くぇめゃぇあくうめう しこけおけめ; めぇ けつっおせめっき けょ やっゅぇ あっもせ 
ょぇ ょけふっ, ょぇ きっ ゃうょう う ょぇ あうゃうきけ いぇめっょくけ. ¨ゃぇ ょゃぇ ょぇくぇ しぇき せあぇしくけ いぉけゅ やっゅぇ すせゅけ-
ゃぇかぇ う たすめっかぇ ょぇ ゅぇ ゃうょうき. ′け けこっす しぇき すけ こけょくうめっかぇ, くってすけ めっ ておもけちくせかけ せ しさちせ う 
いぇすゃけさうかけ ゅぇ... 

╃ぇくぇし しぇき ちうめっかう ょぇく こさけゃっかぇ しぇ きせいうおけき. 〉めせすさけ しぇき うてかぇ しぇ ]ぇてけき くぇ 
こさけぉせ しうきそけくうめしおけゅ けさおっしすさぇ, ぇ せゃっつっ けこっす くぇ おけくちっさす. ]ゃうさぇかう しせ 9-すせ ╀っすけゃっくけゃせ 
しうきそけくうめせ う めぇ しぇき ぉっしおさぇめくけ せあうゃぇかぇ. ┸けて きう めっ こさうつうくうかぇ いぇょけゃけもしすゃけ ╁っぉっさけゃぇ 
せゃっさすうさぇ ̈ ぉっさけくせ. 〉めせすさけ しぇき くぇ ゃさぇすうきぇ くっけつっおうゃぇくけ しさっかぇ ]. ╇-ぇ う ゃっけきぇ しっ けぉさぇ-
ょけゃぇかぇ.  

』うすぇき こけくけゃけ ]っくっおせ う こさけょせあぇゃぇき ょぇ つうすぇき ぉうけゅさぇそうめせ ╀っすけゃっくぇ. ¨くぇ めっ 
ょせゅぇ, ぇ ゃさっきっくぇ きぇかけ.  
 
30. くけゃっきぉさぇ  

╃けてぇけ めっ くぇ ょけさせつぇお ]. ╇.50, ょけくうけ しゃうきぇ ょけぉさけょせてくけ ゃっしっもっ, しこけおけめ う さぇょけしす. 
‶けしきぇすさぇかぇ しぇき ゅぇ おぇおけ しっ けょくけしう こさっきぇ 〈ぇやう, くけ くうてすぇ くうしぇき きけゅかぇ こさうきうめっすうすう.  

                                                        
48┿くぇ ╁っかて, ╄くゅかっしおうやぇ, ょさあぇかぇ せ ╋けしおゃう きぇかせ きせいうつおせ ておけかせ. ┹っすうきぇ あうゃめっかぇ せ ┸ぇしくけめ ‶けもぇくう 
おぇけ ゅせゃっさくぇくすぇ, いぇくうきぇめせゆう しっ きせいうおけき し ┿かっおしぇくょさけき, ぇ いぇすうき しぇ ]. 〈けかしすけめ. ┿かっおしぇくょさぇ 〈けかしすけめ せ 
おやういう ]めっゆぇやぇ (‶ぇさうい, 1931) こうてっ け やけめ: „... きうし ╁っかて - きぇかぇ おさけすおぇ あっくぇ しさっょやうた ゅけょうくぇ, かうめっこうた 
すぇきくけしきっふうた けつうめせ. ╇しこさゃぇ しぇき こさけぉぇかぇ きぇかすさっすうさぇすう めっ, おぇけ う ょさせゅっ ゅせゃっさくぇくすっ, くけ うい すけゅぇ くうてすぇ 
くうめっ こさけういぇてかけ すっ しぇき しっ ゃっいぇかぇ いぇ やせ.“ 
49Ad Marciam, De consolatione (Utjeha Marciji), めっょぇく けょ ]っくっおうくうた ょうめぇかけゅぇ (4. こ. く. e – 65) (こさっゃ.) 
50 ]っさゅっめ ╇ゃぇくけゃうつ 〈ぇくっめっゃ (こさっゃ). 
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┸けて めっ ぉうかぇ ]ぇそけくけゃぇ う やっくっ ょゃうめっ ょめっゃけめつうちっ おけょ ]ぇてっ, う ]けやぇ ╉けかけおけもちけゃぇ.  
╃めっゃけめつうちっ しせ しっ ゃっしっかけ おかういぇかっ せ ゃさすせ. ‶けすけき めっ ょけてぇけ うい ┸ぇしくっ ‶けもぇくっ ╋ぇ-

おけゃうちおう51 う しすぇけ きう くっこさぇゃうかくうき させしおうき めっいうおけき ゅけゃけさうすう ょぇ めっ ╊. ′. ぉけょぇさ う 
きくけゅけ さぇょう う ょぇ めっ こけしかぇけ ょせゅせ, ょせゅせ しすせょうめせ せ ]っゃっさくうえ ╁っしすくうお52. ┸ぇ くうしぇき せてうきぇ 
しゃけめうき ゃめっさけゃぇかぇ, きけかうかぇ しぇき ゅぇ ょぇ すけ こけくけゃう う けく めっ すけ, しぇ くぇさけつうすうき いぇょけゃけも-
しすゃけき, こけくけゃうけ53.  

‶さうめっ しおけさけ すさう ゅけょうくっ, ょゃうめっ くっょめっもっ こさうめっ しきさすう ╁ぇやっ, しきけ しっ ╊. ′. う めぇ 
ゅぇょくけ, しすさぇてくけ こけしゃぇふぇかう いぇすけ てすけ めっ けく, しおさうゃっゆおう  けょ きっくっ こさっょぇけ くっ きっくう, くぇ 
きけめせ きけかぉせ, くっ ]すけさけあっくおせ, こけ やっゅけゃけめ きけかぉう (せ おけさうしす しうさけきぇてくうた こうしぇちぇ), くっゅけ 
╂せさめっゃうつっゃけめ54 せ やっく つぇしけこうし – こさっおさぇしくせ こさうつせ ╂ぇいょぇ う さぇょくうお. ╇ぇおけ しぇき めぇ すぇょぇ 
せすゃさょうかぇ う しゃけめぇ こさぇゃぇ いぇ 14. すけき う こさぇゃぇ ‶けしさっょくうおぇ, う きう しきけ けぉめぇゃうかう すせ こさうつせ 
うしすけゃさっきっくけ しぇ ╂せさめっゃうつっゃけき, てすけ めっ やせ しすさぇてくけ くぇもせすうかけ, ぇ しゃっ すけ きっ すぇょぇ せきぇかけ 
くうめっ しすぇめぇかけ あうゃけすぇ うかう こぇきっすう.  

〉 こさゃう すさっく しぇき たすめっかぇ しっぉっ かうてうすう あうゃけすぇ, こけすけき しぇき たすめっかぇ くっおせょぇ けすうゆう, 
こけすけき しぇき しゃうさぇかぇ くぇ おかぇゃうさせ こっす しぇすう, せきけさうかぇ しっ, ちうめっかう ょぇく くうてすぇ くうしぇき めっかぇ う 
いぇしこぇかぇ せ ゅけしすうやしおけめ しけぉう, おぇおけ いぇしこぇすう せ しうかくけめ あぇかけしすう う せいぉせふっやせ – おぇけ おぇきっく 
しぇき しっ しゃぇかうかぇ.  

′ぇこうしぇすう, うしこさうつぇすう しゃせ すさぇゅっょうめせ きけゅ あうゃけすぇ う きけめうた させあくうた けょくけしぇ, きけめっ 
もせぉぇゃう こさっきぇ ╊. ′. – くっきけゅせゆっ めっ, くぇさけつうすけ しぇょ.  

 
10. ょっちっきぉさぇ  

‶さけてかけ めっ ょっしっす ょぇくぇ けょ すけゅ ゃさっきっくぇ おぇょ しぇき こうしぇかぇ しゃけめ ょくっゃくうお. 【すぇ めっ 
ぉうかけ? 〈っておけ めっ しぇぉさぇすう しゃっ ょけゅぇふぇめっ, すうき ゃうてっ てすけ めっ しゃっ ぉうかけ すっておけ う めけて きくけゅけ 
すけゅぇ くけゃけゅ う すっておけゅ きう しっ けすおさうかけ. ‶けおせてぇゆせ ょぇ しっ しゃっゅぇ しめっすうき.  

╀うかぇ しぇき 2. ょっちっきぉさぇ くぇ おけくちっさすせ ╀っすけゃっくけゃけ ゃっつっ. ┿せっさ う ╃ぇかぉっさ しせ しゃう-
さぇかう つっすうさう しけくぇすっ いぇ ゃうけかうくせ. ′ぇしかぇょぇ めっ ぉうかぇ こせくぇ う ょせてぇ きう しっ せきうさうかぇ くぇ 
ゃさうめっきっ. ′け ょさせゅけゅ ょぇくぇ しぇき せゅかっょぇかぇ せ くけゃうくぇきぇ けゅかぇし ]っゃっさくけゅ ╁っしすくうおぇ け 
つかぇくおせ ╊. ′-ぇ. ¨しうき すけゅぇ 〈ぇやぇ しっ しぇ きくけき こけしゃぇふぇかぇ, こさうゅけゃぇさぇめせゆう きう いぇ きけめっ すけ-
ぉけあやっ けょくけしっ しぇ ]. ╇-っき, ぇ めぇ ゅぇ きめっしっち ょぇくぇ ょけ すぇょぇ くうしぇき ゃうょめっかぇ. ]すさぇてくけ しぇき しっ 
せいさせめぇかぇ; きっくっ きけめう せおせゆぇくう せゃうめっお せきうめせ ょぇ くぇつうくっ ぉっい おさうゃうちっ おさうゃけき, ぇおけ めぇ, 
おぇおけ しぇき つうくうかぇ ちうめっかう あうゃけす, くっ しかせあうき さけこしおう う くっ こけおけさぇゃぇき しっ しゃうき こけすさっ-
ぉぇきぇ こけさけょうちっ, ゃっゆ ういぇぉっさっき くっおう しゃけめ こせす, おぇけ てすけ しぇき しぇょ ういぇぉさぇかぇ ょぇ しっ ぉぇゃうき 
きせいうおけき. ╇ すけ めっ おさうゃうちぇ!  

                                                        
51 ╃せてぇく ‶っすさけゃうつ ╋ぇおけゃうちおう (1866-1921), もっおぇさ, 』ったけしかけゃぇお, しもっょぉっくうお 〈けかしすけめっゃけゅ せつっやぇ. ¨ょ 
1904. ょけ 1910. ぉうけ ょけきぇゆう もっおぇさ 〈けかしすけめぇ, けぉぇゃもぇめせゆう せ しかけぉけょくけ ゃさうめっきっ ょせあくけしす やっゅけゃけゅ しっおさっすぇさぇ. 
〉 ゃさうめっきっ ぉけさぇゃおぇ せ ┸ぇしくけめ ‶けもぇくう めっ ゃけょうけ けこてうさくう ょくっゃくうお, いぇこうしうゃぇめせゆう せゅかぇゃくけき おぇいうゃぇやぇ 〈けか-
しすけめぇ. ╋ぇやう ょうけ すけゅ ょくっゃくうおぇ けぉめぇゃもっく めっ せ おやういう ╆ぇこうしう うい ┸ぇしくっ ‶けもぇくっ, すけき 1. ╋けしおゃぇ, 1922, すけき. 
II. ╋けしおゃぇ, 1923. ╋ぇおけゃうちおう めっ こさゃう こせす こけしめっすうけ 〈けかしすけめぇ せ めっしっく 1894. ╂けょうくっ 1897. ╋ぇおけゃうちおう めっ 
ょけてぇけ 〈けかしすけめせ こけくけゃけ, ゃめっさけゃぇすくけ せ ゃっいう c ょめっかぇすくけてゆせ しかけゃっくしおけゅ ういょぇゃぇつぇ ‶けしさっょくうお, おけめっゅ めっ 
こさっょゃけょうけ. ╂けょうくっ 1897, 28. くけゃっきぉさぇ 〈けかしすけめ めっ いぇこうしぇと せ しゃけき ょくっゃくうおせ: „╃ぇくぇし せめせすさけ ょけてぇけ ╋ぇ-
おけゃうちおう, きうかう, おさけすおう, せさっょくう. [ぇょけしくけ めっ こさうつぇけ け こさうめぇすっもうきぇ.“  
52 ╉やうあっゃくう つぇしけこうし うい ‶っすっさぉせさゅぇ, ういかぇいうけ けょ 1885. ょけ 1898. (こさっゃ). 
53 ╉ぇさこっくすっさけゃ すっおしす ]ぇゃさっきっくぇ くぇせおぇ し こさっょゅけゃけさけき ╊. ′. 〈けかしすけめぇ めっ ぉうけ けぉめぇゃもっく せ すさっゆっき ぉさけめせ 
]っゃっさくけゅ ╁っしすくうおぇ いぇ 1898. ‶けゃけょけき すけゅぇ めっ せ ょくっゃくうおせ 〈けかしすけめぇ, 2. ょっちっきぉさぇ 1897. いぇこうしぇくけ: „╃ぇくぇし 
しすうゅかけ こうしきけ けょ 〈ぇやっ け すけきっ ょぇ めっ ]けやぇ けゅけさつっくぇ しかぇやっき こさっょゅけゃけさぇ せ ]っゃっさくう ゃっしすくうお. 〉あぇしくけ しっ 
ぉけめうき すけゅぇ. 〈うた ょぇくぇ しすうゅかけ くっせゅけょくけ こうしきけ けょ ╂さけすぇ. ╃け しぇょぇ くうてすぇ くうめっ けょかせつっくけ.“ 
54  ┹せぉけゃ ╂せさめっゃうつ (1866-1940), しこうしぇすっもうちぇ, こさっゃけょうかぇち, こせぉかうちうしすぇ う ょさせてすゃっくう さぇょくうお (こさっゃ). 
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╃させゅけゅ ょぇくぇ しきけ ょけぉうかう すっかっゅさぇき けょ ╃けさっ55 う ┹けゃっ ょぇ けくう ょけかぇいっ, ぇ けょ ╊. ′-
ぇ くうてすぇ.  

〈ぇおけ しぇき くっしすさこもうゃけ つっおぇかぇ ╊. ′-ぇ, すぇおけ きせ ぉうかぇ しこさっきくぇ こうしぇすう, しかせあうすう, 
ゃけもっすう ゅぇ, くっ さぇしすせあうすう ゅぇ, くっ ゃうふぇすう くう ]. ╇-っき, ぇおけ きせ めっ すけ すぇおけ ぉけかくけ, ょぇ ゃうめっしす 
け すけきっ ょぇ こけしかうめっ きめっしっち ょぇくぇ さぇいょゃけめっくけしすう けく くっ うょっ きっくう, こぇ めけて けぉめぇゃもせめっ つかぇ-
くぇお せ ]. ╁-せ, ょけゃっかけ きっ めっ せ しすぇやっ おさぇめやっゅ けつぇめぇやぇ. ]こぇおけゃぇかぇ しぇき しすゃぇさう う けょかせつうかぇ 
ょぇ けょっき くっおせょぇ. ╉ぇょぇ しぇき しめっかぇ せ おけつうめせ, めぇ めけて くうしぇき いくぇかぇ, おせょぇ ょぇ こけふっき. ‶けてかぇ 
しぇき くぇ ‶っすっさぉせさておせ しすぇくうちせ56, たすめっかぇ ょぇ けすこせすせめっき せ ‶っすっさぉせさゅ, ょぇ けょせいきっき しすせょうめせ 
けょ ╂せさめっゃうつっゃっ; くけ こさうぉさぇかぇ しぇき しっ う こけてかぇ せ 〈さけうちっ57. 〉ゃっつっ, しぇきぇ, せ たけすっかせ, しぇ 
めっょくけき しゃうめっゆけき せ こさもぇゃけめ しけぉう, ぉうかぇ しぇき おぇけ けおぇきっやっくぇ う こぇすうかぇ せこさおけし さぇゃくけ-
ょせてくけてゆせ こさっきぇ しゃけき あうゃけすせ う もせぉぇゃう - きせあせ. 》すめっかぇ しぇき しっぉっ ょぇ せすめってうき ょぇ めっ せ 
しおけさけ しっょぇきょっしっすけめ ゃうてっ くっきけゅせゆっ あぇさおけ けしめっゆぇすう; くけ いぇてすけ すぇめくっ けょ きっくっ う くけ-
てっやっ さぇしこさぇゃっ せ ]. ╁-せ? ‶けきうしかうかぇ しぇき ょぇ ゆせ こけかせょめっすう.  

╉ぇょぇ しぇき かっゅかぇ う いぇこぇかぇ, こさけぉせょうけ きっ ょぇょうもうく う 〈ぇやうく ゅかぇし う かせこぇやっ くぇ 
ゃさぇすぇ. 〈ぇやぇ しっ ょけしめっすうかぇ ょぇ しぇき ぉぇて こけてかぇ せ 〈さけうちっ, せいくっきうさうかぇ しっ う ょけてかぇ ょけ 
きっくっ. ╀うかぇ しぇき ゃさかけ すさけくせすぇ, くけ しすぇやっ きけゅぇ けつぇめぇやぇ くうめっ しっ こさけきうめっくうかけ. 〈ぇやぇ きう 
めっ しぇけこてすうかぇ け ょけかぇしおせ ╃けさっ う ┹けゃっ う け すけき ょぇ ╊. ′. ょけかぇいう ょさせゅけゅ ょぇくぇ. 〈け きっ こぇお 
くうめっ すさけくせかけ. ┸ぇ しぇき ゅぇ ゃさかけ ょせゅけ う あぇさおけ つっおぇかぇ, ぇ すぇょぇ しっ しかけきうかけ せ きっくう けこっす 
くってすけ う こけしすぇかぇ しぇき ぉけかっしくけ さぇゃくけょせてくぇ こさっきぇ しゃっきせ.  

〈ぇやぇ めっ けすうてかぇ, ぇ めぇ しぇき こけてかぇ くぇ しかせあぉせ. 『うめっかう ょぇく (ょっゃっす しぇすう) しぇき こさけ-
ゃっかぇ せ ちさおゃう. ╅ぇさおけ しぇき しっ きけかうかぇ け すけき ょぇ くっ いゅさうめってうき しぇきけせぉうしすゃけき うかう けしゃっ-
すけき いぇ しゃせ ぉけか おけめせ きう めっ しすぇかくけ こさうつうやぇゃぇけ きせあ; きけかうかぇ しぇき いぇ しきうさっやっ, いぇ つせょけ 
おけめっ ぉう せつうくうかけ ょぇ きけめう けょくけしう しぇ きせあっき ょけ おさぇめぇ ぉせょせ うしおさっくう, もせぉぇゃくう, こけゃめっさ-
もうゃう; きけかうかぇ しぇき いぇ うしちめっもっやっ きけめっ ぉけかくっ ょせてっ.  

╋けめぇ うしこけゃうめっょ めっ ぉうかぇ こさっょ ╀けゅけき, すぇおけ おぇけ しすぇさぇち, うしこけしくうお 《めけょけさ, すぇおけ 
けくっきけゆぇけ ょぇ くうめっ つぇお くう さぇいせきうめっゃぇけ きけめっ さうめっつう; けく めっ ちさゃっくうけ こけゃさっきっくけ けょ くっさ-
ゃけいっ う しかぇぉけしすう. ′ってすけ めっ ぉうかけ ゃさかけ すぇめぇくしすゃっくけ, こけっすうつくけ せ すけき こけしすせ; せ おぇきっくうき 
こさけかぇいうきぇ, ゆっかうめぇきぇ, こさけしすけき くぇさけょせ, きけくぇしうきぇ おけめう しせ しゃせょぇ こさけかぇいうかう, せ きけかう-
すゃぇきぇ, ょせゅけめ しかせあぉう う こけすせくけめ せしぇきもっくけしすう せしさっょ きくけてすゃぇ けくうた おけめう しせ きけかうかう, ぇ 
おけめう きっ くうしせ いくぇかう. ╁さぇすうゃてう しっ, せゃっつっ しぇき つうすぇかぇ ょせゅけ こさぇゃうかぇ う きけかうすゃっ こけ 
おやういう おけめぇ しっ くぇかぇいうかぇ せ たけすっかせ. 〉めせすさけ しぇき しっ こさうつっしすうかぇ せ 〈さぇこっいくけめ ちさおゃう. ╀うけ 
めっ ちぇさしおう ょぇく (6. ょっちっきぉさぇ) う ゅけすけゃけ さぇしおけてくう させつぇお いぇ きぇくぇしすうさ: つっすうさう さうぉもぇ 
めっかぇ, こうゃけ う きっょ. ‶けしせょっ: すぇやうさう う けかけゃくっ てけもっ; くぇ しすけかけゃうきぇ しすけもやぇちう, しかせあっ 
きかぇょう きけくぇしう せ ぉうめっかうき こさっゅぇつぇきぇ.  

‶けすけき しぇき, こさけしすけめぇゃてう せ きけかうすゃう, こけてかぇ ょぇ たけょぇき こけ きぇくぇしすうさせ. ┸っょくぇ 
『うゅぇくおぇ きっ しさっかぇ くぇこけもせ: - ┹せぉうき すっ こかぇゃせてけ, くっ しきうめ しっ; すう しう ょぇきぇ いくぇきっくうすぇ, 
こけかけあぇめぇ ゃうしけおけゅ, ょけすめっさぇくぇ, けぉさぇいけゃぇくぇ, ぇ けく くうめっ くぇ すゃけき くうゃけせ... ╃ぇめ きう めっょぇく 
させぉぇも う 6 ゅさうゃくう, ゅぇすぇゆせ すう: うょう いぇ きくけき, ╋ぇさうめせ ╇ゃぇくけゃくせ しゃう いくぇめせ, うきぇき しゃけめせ 
おせゆせ. ╂ぇすぇゆせ すう, ゃけもっゆっすっ おぇけ きせあ...  

╋っくう しっ しきせつうかけ う たすめっかぇ しぇき ょぇ きう ゅぇすぇ. ′け おぇょぇ しぇき しっ ゃさぇすうかぇ おせゆう, こさっ-
おさしすうかぇ しぇき しっ う したゃぇすうかぇ おぇおけ めっ すけ ゅかせこけ う ゅさってくけ.  

                                                        
55 ╃けさぇ, しせこさせゅぇ しうくぇ ┹けゃっ すめ. ╊ぇゃぇ (こさっゃ). 
56 ╅っもっいくうつおぇ しすぇくうちぇ せ ╋けしおゃう  (こさっゃ). 
57 ]っさゅうめっゃ きぇくぇしすうさ 〈さけうちっ せ ]っさゅうめっゃけき ‶けしぇょせ せ ‶けょきけしおけゃめせ, けしく. 1377. (こさっゃ). 
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╁さぇすうゃてう しっ せ たけすっかしおせ しけぉせ, けしめっすうかぇ しぇき つっあやせ. 〈っかっゅさぇきぇ, おけめう しぇき つっ-
おぇかぇ けょ 〈ぇやっ け ょけかぇしおせ ╊. ′-ぇ, くうめっ ぉうかけ. [せつぇゃてう,  こけてかぇ しぇき せ こけてすせ う すぇきけ しせ 
ぉうかぇ ょゃぇ すっかっゅさぇきぇ: めっょぇく けょ 〈ぇやっ, ょさせゅう ょせゅ, ょうさもうゃ けょ ╊. ′-ぇ, おけめう きっ いゃぇけ おせゆう.  

╀さいけ しぇき こけてかぇ くぇ ゃけい.  
〉 おせゆう きっ ╊ぇゃ ′うおけかぇめっゃうつ ょけつっおぇけ しぇ しせいぇきぇ せ けつうきぇ. ╀ぇちうかう しきけ しっ めっょくけ 

ょさせゅけき せ いぇゅさもぇめ. ¨く しっ しぇゅかぇしうけ (めけて めっ せ すっかっゅさぇきせ くぇこけきっくせけ け すけきっ こさっおけ 〈ぇやっ) 
ょぇ くっゆっ けぉめぇゃうすう しすせょうめせ せ ]っゃっさくけき ╁っしすくうおせ, ぇ めぇ しぇき きせ けぉっゆぇかぇ しぇしゃうき うしおさっくけ 
ょぇ しっ くっゆせ ゃうふぇすう しぇ ]. ╇-っき う ょぇ ゆせ しかせあうすう ╊. ′-ぇ う ぉさうくせすう け やっきせ すっ せつうくうすう 
しゃっ いぇ やっゅけゃせ しさっゆせ う しこけおけめ.  

╂けゃけさうかう しきけ すぇおけ かうめっこけ, すぇおけ かぇおけ きう めっ ぉうかけ ょぇ きせ しゃっ  けぉっゆぇき, めぇ しぇき ゅぇ 
すぇおけ めぇおけ う あぇさおけ ゃけもっかぇ う ぉうかぇ しこさっきくぇ ょぇ ゅぇ ゃけかうき...  

┿ ょぇくぇし めっ せ やっゅけゃけき ょくっゃくうおせ ぉうかけ くぇこうしぇくけ ょぇ しぇき  しゃめっしくぇ しゃけめっ おさうゃうちっ 
こさゃう こせす, う ょぇ めっ すけ ょけぉさけ!... ╀けあっ きけめ! ‶けきけいう きう ょぇ すけ こけょくっしっき! ¨こっす けく こさっょ 
ぉせょせゆうき こけおけもっやうきぇ すさっぉぇ しっぉっ くぇつうくうすう きせつっくうおけき, ぇ きっくっ おさうゃけき! ┿ せ つっきせ  めっ 
おさうゃうちぇ? ╊. ′. しっ さぇしさょうけ てすけ しぇき めぇ しぇ つうおぇ ╉けしすめけき こけてかぇ こさうめっ きめっしっち ょぇくぇ ょぇ 
けぉうふっき ]. ╇-ぇ, おけめう めっ かっあぇけ せ こけしすっもう いぉけゅ ぉけかっしくっ くけゅっ. ╆ぉけゅ すけゅ さぇいかけゅぇ しっ ╊. ′. 
しすさぇてくけ さぇしさょうけ, くうめっ けすこせすけゃぇけ せ ╋けしおゃせ う しきぇすさぇけ めっ すけ おさうゃうちけき.  

╉ぇょぇ しぇき きせ こけつっかぇ ゅけゃけさうすう ょぇ しぇき いぉけゅ しゃけゅ きけゅ つうしすけゅ, くっゃうくけゅ あうゃけすぇ しぇ 
やうき けく きけあっ けこさけしすうすう ょぇ しぇき けぉうてかぇ ぉけかっしくけゅ こさうめぇすっもぇ, こぇ めけて しぇ しすぇさうき つう-
おけき, ╊. ′. めっ いぇしせいうけ う さっおぇけ: „′ぇさぇゃくけ ょぇ めっ すけ うしすうくぇ う ょぇ めっ すゃけめ あうゃけす つうしす う 
かうめっこ...“58 

〉 くぇし しゃぇおう ょぇく ゅけしすう; ょけしぇょくけ, しせめっすくけ. ┹けゃぇ せ ╋けしおゃう くうめっ さぇしこけかけあっく. 
┸せつっ しきけ ぉうかう いぉけゅ ┹けゃっ う ╃けさっ せ ╋ぇかけき すっぇすさせ. ╃ぇゃぇけ しっ ┾っくすかきっく おくっいぇ ]せきぉぇ-
すけゃぇ. ╃ぇくぇし おけょ くぇし させつぇ Bouvier, ょけこうしくうお そさぇくちせしおうた くけゃうくぇ "Temps" う Debats. 
╆ぇ ちゃうさぇすう くぇ おかぇゃうさせ くっきぇき ゃけもっ. 〉しうもっくけ こさっこうしせめっき いぇ ╊. ′-ぇ, さぇょうき おけさっお-
すせさっ う しゃぇおけめぇおけ きせ しかせあうき.  

┸せつっ くけゆせ しすさぇてくぇ くっせさぇかゅうめぇ...  
 
11. ょっちっきぉさぇ  

╀うかぇ ╂せさめっゃうつっゃぇ. ╊. ′. やけめ くうめっ うてぇけ. ╆ぇきけかうけ めせ めっ ょぇ きせ ゃさぇすう しすせょうめせ. 
【すぇ ゆっ ょぇもっ ょぇ ぉせょっ! ╇いゅせぉうかぇ しぇき しゃぇおけ こけゃめっさっやっ こさっきぇ ╊. ′-せ こけしかうめっ すけゅ こけょ-
きせおかけゅ ょけゅぇふぇめぇ しぇ けぉめぇゃもうゃぇやっき しすせょうめっ せ ]っゃっさくけき ╁っしすくうおせ.  

┸せつっ せゃっつっ ぉうけ おけょ ╊. ′-ぇ やっきぇつおう ゅかせきぇち ╊っゃうくしおう. 
 
14. ょっちっきぉさぇ  

╊. ′-ぇ ぉけかう ぉせぉさっゅ う うきぇ かけてっ ゃぇさっやっ. ╀けめうき しっ ょぇ ゆっ しっ さぇいぉけもっすう けくぇおけ 
おぇおけ しぇき う めぇ ぉけかけゃぇかぇ けゃうた ょぇくぇ. ╇きぇかぇ しぇき めぇおせ せこぇかせ ぉせぉさっゅぇ う あっかせちぇ. ╃ぇくぇし めっ 
しすさぇてくぇ きっゆぇゃぇ う, きけあょぇ めっ ╊. ′-せ かけてっ いぉけゅ ゃさっきっくぇ.  

                                                        
58 ‶さうかぇあっき ょゃぇ いぇこうしぇ うい ょくっゃくうおぇ 〈けかしすけめぇ おけめう しっ けょくけしっ くぇ ょくっゃくうお ]けそうめっ ┿くょさっめっゃくっ けょ 10. 
ょっちっきぉさぇ: „¨ょ ]けやっ しすうあせ きせつくぇ こうしきぇ. ╃けてぇけ しぇき 5-けゅ, ぇ やっ くっきぇ. ¨くぇ めっ せ しすさぇてくけき せいぉせふっやせ けすう-
てかぇ せ 〈さけうちっ. ]ゃっ すけ めっ せつうくうけ きけめ すっおしす せ ]っゃっさくけき ╁っしすくうおせ. ┸ぇ しぇき くっくぇきめっさくけ こけゅさうめってうけ... 〉ゃっつっ 
めっ ょけてかぇ ]けやぇ, しきうさっくぇ. ‶けさぇいゅけゃぇさぇかう しきけ う ぉうかけ くぇき めっ ぉけもっ.“ 7. ょっちっきぉさぇ: „┸せつっ しきけ めけて さぇいゅけゃぇ-
さぇかう, う めぇ しぇき つせけ けょ Coやっ けくけ てすけ くうおぇょぇ くうしぇき つせけ: しこけいくぇめせ しゃけめっ おさうゃうちっ. 〈け めっ ぉうかぇ ゃっかうおぇ さぇょけしす. 
╆ぇたゃぇもせめっき すう, けつっ, てすけ ゅけょ ぉせょっ ょぇもっ. ╁っゆ う すけ てすけ めっ ぉうかけ めっ めぇおけ ょけぉさけ.“ 
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┸せつっ, めけて ょぇく こさうめっ, けく めっ おせこうけ しっぉう おかういぇもおっ, うてぇけ しっ おかういぇすう う さぇょけゃぇけ 
しっ てすけ しっ しぇしゃうき くっ せきぇさぇ. ╇ いぇうしすぇ, けく めっ ぉけょぇさ, くけ けょ めせつっ めっ せ やっゅぇ せてかぇ きぇかけょせて-
くけしす, くっ いくぇき いぇてすけ. ¨ょ ╂せさめっゃうつっゃっ ょけてかけ けつぇめくけ こうしきけ てすけ ╊. ′. せいうきぇ くぇいぇょ 
しすせょうめせ; う いぇうしすぇ しっ ╊. ′. くぇ きっくっ くっ しさょう いぉけゅ すけゅぇ. ╃ぇ くっ ぉせょっき おさうゃぇ, めぇ しゃっ ゃさうめっきっ 
きけかうき ╊. ′-ぇ ょぇ さぇょう しゃっ てすけ きせ めっ こさうめぇすくけ, けぉっゆぇゃぇき ょぇ しっ くう せ てすぇ くっゆせ きうめっ-
てぇすう, くう いぇ てすぇ くっゆせ こさうゅけゃぇさぇすう. ¨く しっ せこけさくけ きさてすう う ゆせすう.  

〉 しせてすうくう めぇ くうしぇき けたさぇぉさっくぇ, せ ょせぉうくう ょせてっ せ きっくう めっ すめっしおけぉぇ け くっ しぇしゃうき, 
くっ ょけ おさぇめぇ, ょけぉさうき けょくけしうきぇ しぇ ╊. ′-けき う せいくっきうさっくけしす いぇ やっゅけゃけ いょさぇゃもっ. ]ゃっ 
しぇき せつうくうかぇ う すぇおけ うしおさっくけ う あぇさおけ あっもっかぇ ょけぉさっ けょくけしっ! ╄た, おぇおけ めっ すっておけ, しゃっ めっ 
すっておけ! ╃ぇくぇし, おぇょぇ しぇき うてかぇ せ こけいけさうてすっ, こさうてかぇ きう めっ, せこかぇおぇくぇ,  くっおぇ ぇこけすっおぇ-
さけゃぇ あっくぇ, きけかっゆう うしこさゃぇ 600 させぉぇもぇ, こけすけき 400 させぉぇもぇ. ┺けめ めっ めけて すっあっ. ╋う しゃう 
うしおせてぇゃぇきけ ゅけしこけょぇ ╀けゅぇ くぇてっゅ...  
 
16. ょっちっきぉさぇ  

〉ゃっつっ きっ しすさぇてくけ ぉけもっかぇ ゅかまゃぇ. ╀うかっ ょゃうめっ きうかっ ╋ぇしかけゃっ: ┿くぇ う ]けそうめぇ ╇-
ゃぇくけゃくぇ. ]せけしめっゆぇめくっ, かうめっこっ, あうゃぇたくっ. ‶けすけき ]すぇたけゃうつ う ╂けさぉせくけゃ. ╃ぇくぇし させつぇかぇ 
╊ういぇ ¨かしせそめっゃぇ う ぉうけ 《. ╇. ╋ぇしかけゃ, ょけくうけ ちさすっあっ ╉ぇゃおぇいぇ ╊. ′-せ いぇ やっゅけゃ さけきぇく59. 
‶けすけき ′ぇすぇてぇ ╃っく. ┸せさうかぇ こけしかけき う せ おせこけゃうくせ. ╊. ′. ぉけかせめっ けょ ゅさうこっ う くうめっ さぇ-
しこけかけあっく. ╋ぇかけ しぇき しゃうさぇかぇ. 』せょっしくう Rondo うい ╀っすけゃっくけゃっ しけくぇすっ.  

┸せつっ うてかぇ こけ こけしめっすぇきぇ; せゃうめっお うしすう さぇいゅけゃけさ: „【すぇ こうてっ ゅさけそ?“ – „Qu'est 
ce que vous faites pour rester toujours jeune?“60 うすょ. ╋けめぇ きかぇょけかうおけしす ょけこさうくうめっかぇ 
くっけこたけょくうき さぇいゅけゃけさけき しぇ しゃうきぇ くぇ しゃうめっすせ. ┿ てすぇ ゆっ けくぇ きっくう? 〉 ょせてう, せゅかぇゃくけき, 
くっきぇ さぇょけしすう; ╊. ′. くうめっ やっあぇく, う くってすけ めっしすっ せ やっきせ くっうしおぇいぇくけ, てすけ けく すぇめう. ┸ぇ 
ぉうた しゃっ くぇ しゃうめっすせ いぇ やっゅぇ せつうくうかぇ, ぇおけ ぉう きっ けく やっあくけ いぇきけかうけ. ┿ やっゅけゃ もせすうすう, 
ゆせすもうゃう こさけすっしす ういぇいうゃぇ う せ きっくう こさけすっしす う あっもせ けゅさぇょうすう しっ う しすゃけさうすう しゃけめ ょせ-
てっゃくう きうさ, しゃけめっ けぉぇゃっいっ う しゃけめっ けょくけしっ. – ]. ╇-ぇ くっ ゃうふぇき う くぇしすけめうき ょぇ け やっきせ くっ 
きうしかうき.  

╊. ′. たさうこもっ う おぇてもっ.  
 
17. ょっちっきぉさぇ  

〉めせすさけ ゃめっあぉぇ しぇ きうし ╁っかて くぇ おかぇゃうさせ. ‶けすけき こけしめっすぇ ┿やっくおけゃけめ う ぉぇやぇ.61 
╊ぇゃ ′うおけかぇめっゃうつ うきぇ ゅさうこせ, くっ こうてっ きせ しっ, けく めっ ゆせすもうゃけ しきさおくせす, くっこさうめぇすぇく う 
ょぇくぇし めっ ゅけゃけさうけ け けょかぇしおせ ╋ぇてう. 〈っあぇお  めっ すぇめ ゅさけいくうつぇゃう あうゃけす: ぇおけ けく ょけふっ もせすう 
しっ てすけ めっ ょけてぇけ う しゃっ ゃさうめっきっ けこっす くっおせょぇ しすさっきう. ′っきぇ けくけゅ きうさくけゅ, こけさけょうつくけゅ 
さぇしこけかけあっやぇ, おけめっ ぉうた めぇ すぇおけ ゃけもっかぇ; くっきぇ けこさっょめっもっくけしすう...  

〉 ぉぇやう つせょぇく ょけゅぇふぇめ: けゃょめっ せ ╋けしおゃう しせ せ こけしもっょやっ ゃさうめっきっ きくけゅけ ゅけゃけさうかう 
け こけさけょうちう くっおうた ]けかけゃめっゃうた おけめうきぇ めっ せきさかけ せ めっょくけめ くっょめっもう すさけめっ ょめっちっ けょ てぇさ-
かぇたぇ. ╇ せこさぇゃけ きっくう しっ ょっしうかけ ょぇ ぉせょっき せ めっょくけき けょめっもっやせ しぇ きぇめおけき すっ ょめっちっ. ╋う 
さぇいゅけゃぇさぇかっ, めぇ しぇき しっ きせつくけ しめっすうかぇ う こさうつぇかぇ け しきさすう ╁ぇやっ う け すけきっ おぇおぇゃ しぇき 

                                                        
59  [うめっつ めっ け 》ぇりう ╋せさぇすせ おけめっゅ めっ 〈けかしすけめ こうしぇけ けょ 1896. ょけ 1904. し こさっおうょうきぇ. ‶さゃう こせす しっ こけきうやっ 
せ ょくっゃくうおせ 〈けかしすけめぇ 16. めせかは 1896. ‶さゃう こせす けぉめぇゃもっく せ ‶けしきさすくうき おやうあっゃくうき ょめっかうきぇ ╊. ′. 〈けか-
しすけめぇ, す. III. ╋., 1912. 
60 《さ. 【すぇ さぇょうすっ ょぇ しすっ けしすぇかう いぇせゃうめっお きかぇょう? (こさっゃ). 
61 [せしおけ こぇさくけ おせこぇすうかけ (こさっゃ). 
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ういかぇい (さっかうゅうけいくう) すさぇあうかぇ う ょめっかうきうつくけ くぇかぇいうかぇ せ しゃけめけめ くっしさっゆう. 〈け めせ めっ せすめっ-
てうかけ, ぇ こけすけき きっ こうすぇかぇ おけ しぇき めぇ う おぇょぇ しぇき めけめ さっおかぇ, けくぇ めっ いぇこかぇおぇかぇ, しすぇかぇ ょぇ 
きっ もせぉう, きけかうかぇ きっ ょぇ めけて ぉせょっき しぇ やけき. ╋うかぇ, かうめっこぇ う あぇかけしくぇ あっくぇ.  

〉ゃっつっ しせ くぇき ぉうかう ゅけしすう: 』うつっさうく, ╊ういぇ ¨かしせそめっゃぇ, ╋ぇてぇ ╆せぉけゃぇ, ┿やっく-
おけゃぇ, [せしぇくけゃぇ う ]. ╇. 〈ぇくっめっゃ. ┺っゅけゃ ょけかぇいぇお きっ めっ せこかぇてうけ いぉけゅ ╊ぇゃぇ ′うおけかぇめっ-
ゃうつぇ, う うしこさゃぇ きう めっ ぉうかけ くっせゅけょくけ う しすさぇてくけ. ╆ぇ つぇめくうき しすけかけき めっ ょけぉさけ こさけてかけ. 
′ぇさぇゃくけ ぉうかけ きう めっ ょさぇゅけ ゃうょめっすう ゅぇ, くけ さぇょうめっ ぉうた ゅぇ しかせてぇかぇ. ′け けく くうめっ しゃうさぇけ.  

┸せつっ しぇき しぇやぇかぇ くっおせ せしおせ しぇかせ, せ ょせぉうくう おかぇゃうさ, う ]. ╇. しゃうさぇ くっおけ しゃけめっ 
ょめっかけ. ‶けゅかっょぇき う ゃうょうき: しめっょう きせ せ おさうかせ ╁ぇやぇ, ぇ こけいぇょう しぇきけ ゃうょうき やっゅけゃせ おけゃさ-
りぇゃせ いかぇすぇしすせ ゅかぇゃうちせ う ぉうめっかせ めぇおくせ, う けく しっ くぇしかけくうけ くぇ かうめっゃけ さぇきっ ]. ╇-ぇ. ╇ めぇ 
すぇおけ さぇょけしくぇ う しきうさっくぇ う けょ きせいうおっ う けょ すけゅぇ てすけ めっ ╁ぇやぇ せ おさうかせ ]. ╇-ぇ – ╆ぇかせこうかう 
こさけいけさしおう おぇこちう う めぇ しっ こさけぉせょうかぇ. ╋けすうゃ すっ きせいうおっ しぇき すぇおけ めぇしくけ いぇこぇきすうかぇ; くけ 
おさぇすおけ ゃさうめっきっ しぇき ゅぇ いぇょさあぇかぇ せ しめっゆぇやせ.  

╇ ぉうかけ きう めっ きせつくけ う すせあくけ てすけ くっきぇ ╁ぇやっ, てすけ くうおぇょぇ くっゆっ ょぇ ぉせょっ くう すっ 
きせいうおっ, おけめぇ めっ せぉかぇあうかぇ きけめせ くっしさっゆせ う てすけ くうおぇょぇ くっゆっ ょぇ いぇちうめっかう くっしさっゆぇ ╊. ′-
ぇ けょ やっゅけゃっ もせぉけきけさっ う せゃうめっお ゆっ ぉうすう うしおゃぇさっくう, ぉっい きけめっ おさうゃうちっ, う けょくけしう しぇ ╊. 
′-けき, う ょけぉさう けょくけしう しぇ ]. ╇-けき おぇけ こけしもっょうちぇ すっ もせぉけきけさっ. ╉ぇおけ めっ すっあぇお あうゃけす! 
〈っあぇお.  

‶さうつぇけ めっ ょぇくぇし ╊ぇゃ ′うおけかぇめっゃうつ おぇおけ めっ せ ╉さっきもせ さぇふぇかぇ くっおぇ あっくぇ. ‶けさけ-
ふぇめ めっ ぉうけ すっあぇお, けくぇ しすぇかぇ せきうさぇすう, こけしかぇかう せ 』せょけゃ きぇくぇしすうさ こけ しゃってすっくうおぇ. ╃け-
てぇけ しぇ こけおかけくうきぇ めっさけきけくぇた. ‶けおぇいぇかけ しっ ょぇ めっ けく ぉうけ くっおぇょぇ もっおぇさ う せゃうょうけ めっ ょぇ 
せい こけきけゆ ぇおせてっさしおうた おかうめってすぇ う こけいくぇすけき けこっさぇちうめけき きけあっ しこぇしうすう う きぇめおせ う ょう-
めっすっ. ╀うかぇ くけゆ; けく こけてぇけ せ しゃけめせ ゆっかうめせ う ょけくうけ たうさせさておっ うくしすさせきっくすっ. ¨こっさぇちうめせ 
めっ ういゃっけ すぇめ めっさけきけくぇた う さけょうもぇ う ょうめっすっ しせ ぉうかう しこぇしっくう. ╉ぇあせ ょぇ おぇょぇ めっ いぇ すけ しぇい-
くぇけ きうすさけこけかうす, きけくぇたぇ しせ たすめっかう さぇしこけこうすう, くけ こけすけき しせ ゅぇ しぇきけ こさっぉぇちうかう せ 
ょさせゅう ゅさぇょ う せ ょさせゅう きぇくぇしすうさ.  

]けやぇ ╋ぇきけくけゃぇ きう めっ こけおぇいぇかぇ ょぇくぇし そけすけゅさぇそしおう こけさすさっす  ょゃけきめっしっつくけゅ 
しうくぇ ╋ぇやっ う ]っさめけあっ.  
 
18. ょっちっきぉさぇ  

╉ぇしくけ しぇき せしすぇかぇ, うてかぇ こめっておっ せ ぉぇくおせ いぉけゅ くけゃちぇ いぇ ょめっちせ. ¨しめっゆぇき しっ ぉけかっ-
しくけき う しかぇぉけき う ょせたけき う すうめっかけき. ‶けしかうめっ させつおぇ しぇき きぇかけ しゃうさぇかぇ, こけすけき つうすぇかぇ 
くぇゅかぇし, うしこさゃぇ ぉさけてせさせ ╅うゃけす62, ぇ こけすけき めっ ╊ぇゃ ′うおけかぇめっゃうつ つうすぇけ きっくう う ]けやう 
╋ぇきけくけゃけめ くぇゅかぇし おさうすうおせ くけゃうた そさぇくちせしおうた ょさぇきぇ う やうたけゃ しぇょさあぇめ63. ]ゃう ぉう 
たすめっかう しきうしかうすう くってすけ くけゃけ, いぇしくけゃぇくけ くぇ っそっおすうきぇ う くっけつっおうゃぇくけしすう, ぇ こさぇゃけゅぇ 
しぇょさあぇめぇ めっ きぇかけ.  
 
20. ょっちっきぉさぇ 

┸せつっ しぇき ぉうかぇ せ おせこけゃうくう いぇ こさぇいくうお, すっ う ょぇくぇし. ╃めっちう, せくせちうきぇ, しくぇたぇきぇ, 
ゅせゃっさくぇくすう – しゃうきぇ しゃっ すさっぉぇ. ]ぇ くぇこけさけき う ょけしぇょけき つうくうき しゃっ すけ. ┸せつっ しぇき しっ こさけ-
ぉせょうかぇ こかぇつせゆう. ]ぇやぇかぇ ょぇ しっ ╁ぇやぇ ゃさぇすうけ う ゃっしっかけ しっ うゅさぇ しぇ ]ぇてけき, ぇ めぇ しっ けぉさぇ-
ょけゃぇかぇ, めせさうき やっきせ. ‶けすけき めっ けく かっゅぇけ, う めぇ しっ くぇゅくせかぇ う こけつっかぇ ゅぇ もせぉうすう, ぇ けく 

                                                        
62 ╀さけてせさぇ ╊っゃぇ ╀せたぇ ╅うゃけす. ]こぉ., 1898.  
63 ╁めっさけゃぇすくけ せ ゃっいう しぇ さぇょけき くぇ しすせょうめう 【すぇ めっ すけ せきめっすくけしす?    
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こさうくうけ こさっきぇ きっくう せしくっ, こけ やっゅけゃけめ くぇゃうちう. ╇ めぇ きせ ゅけゃけさうき: „╉ぇおけ すっ けょぇゃくけ くうめっ 
ぉうかけ, おぇおけ めっ ょけぉさけ てすけ しう しっ ゃさぇすうけ.“ 

〈ぇおけ めっ しゃっ ぉうかけ しすゃぇさくけ, すぇおけ あうゃけ, ょぇ, おぇょぇ しぇき しっ  こさけぉせょうかぇ, さうょぇかぇ しぇき, 
う ょせゅけ こけしかうめっ すけゅぇ こかぇおぇかぇ; ╊. ′. しっ いぇつせょうけ, ぇ めぇ くうしぇき きけゅかぇ ょぇ こさっしすぇくっき う こかぇ-
つっき, こかぇつっき. ╉ぇおけ きっ ぉけかう すぇ くっしさっゆぇ! ╂けゃけさっ ょぇ めっ ゅさうめった こかぇおぇすう いぇ きぇかけき ょめっちけき; 
きけあっ ぉうすう!  

╊ぇゃ ′うおけかぇめっゃうつ めせつっ うてぇけ おけやしおうき おけかうきぇ せ てすぇきこぇさうめせ ゅょめっ しっ てすぇきこぇ せ 
』ぇしけこうしせ 《うかけしけそうめっ う こしうたけかけゅうめっ やっゅけゃぇ しすせょうめぇ ¨ せきめっすくけしすう. ┸せつっ しっ けく おかう-
いぇけ くぇ おかういぇもおぇきぇ, ぇ せゃっつっ しきけ うてかう くぇ すっかっゅさぇそ ょぇ こけてぇもっきけ すっかっゅさぇき やっゅけゃけき 
こさっゃけょうけちせ せ ╄くゅかっしおせ.64 

¨く めっ しゃっ ぉけょさうめう, ぇ めぇ きせ ょけゃっかぇ おけやしおぇ おけかぇ てすけ めっ ゃっけきぇ あっかうけ.  
 
21. ょっちっきぉさぇ  

╃ぇ, ゅょめっ めっ けくぇ, もせょしおぇ しさっゆぇ?  
╃ぇくぇし けこっす すっあぇお, すっあぇお ょぇく. ╃けぉうかぇ 〈ぇやぇ こうしきけ けょ ╂せさめっゃうつっゃっ, しゃっ け すけきっ 

ょぇ ぉう やけめ ╊. ′. ょぇけ けくせ しすせょうめせ. ]っさめけあぇ, ょけてぇゃてう ょぇくぇし, う 〈ぇやぇ くぇこぇかう きっ てすけ めぇ 
すけ くっゆせ (きっくう しせ すぇおけ くっこさうめぇすくう すう けょくけしう しぇ ]っゃっさくうき ╁っしすくうおけき), う こけしかぇかう きっ 
ょぇ きけかうき ╊. ′-ぇ ょぇ けしすぇゃう しゃけめ 〉ゃけょ いぇ こさっゃけょ ╉ぇさこっくすっさけゃっ さぇしこさぇゃっ. ┸ぇ こけてかぇ, 
おぇあっき ょぇ ぉう ╊. ′. ょぇけ すぇめ こさうかけゅ ぇおけ う けく う ちうめっかぇ こけさけょうちぇ すけ たけゆっ. ]おけさけ しぇき 
きけかうかぇ やっゅけゃせ しぇゅかぇしくけしす. ′け いぇ ╊. ′-ぇ すけ めっ ぉけもっ しさっょしすゃけ ょぇ しっ こけしすうゅくっ しせこさけすぇく 
っそっおす, めっさ けく うい ょせたぇ こさけすうゃさめっつめぇ せゃうめっお せつうくう しせこさけすくけ.  

′け すぇょ しぇき めぇ くっこぇあもうゃけ さっおかぇ ょぇ きう めっ やっゅけゃ けょくけし こさっきぇ ╂せさめっゃうつっゃけめ うしすけ 
すぇおけ くっこさうめぇすぇく おぇけ う やっきせ きけめ こさっきぇ 〈ぇくっめっゃせ. ‶けゅかっょ くぇ やっゅぇ きっ せあぇしくせけ. 〉 
いぇょやっ ゃさうめっきっ めぇおけ いぇさぇしかっ やっゅけゃっ ゅせしすっ けぉさゃっ くぇゃうしうかっ くぇ もせすうすっ けつう, ういさぇい かうちぇ 
こぇすくうつおう う させあぇく; やっゅけゃけ かうちっ めっ しぇきけ けくょぇ ょけぉさけ おぇょぇ めっ しせけしめっゆぇめくけ-ょけぉさけ うかう 
やっあくけ-しすさぇしくけ. 』っしすけ きうしかうき てすぇ ぉう けく せつうくうけ しぇ きくけき うかう しぇ しけぉけき ぇおけ ぉうた めぇ 
いぇうしすぇ せ くっつっき めっょくけき ぉうかぇ おさうゃぇ?  

╆ぇたゃぇもせめっき ╀けゅせ てすけ きっ ういぉぇゃうけ けょ しかせつぇめぇ, ゅさうめったぇ う いぇゃけふっやぇ. ]っぉっ くっ ょぇき 
くう いぇ おぇおゃせ ちうめっくせ; ╀けゅ きっ しこぇしうけ.  
 

* 
 

ǹȖȜȐȯȈ ǨȕȌȘȍȯȍȊȕȈ (さけふっくぇ ╀っさし) ǺȖȓșȚȖȯ (22. ぇゃゅせしすぇ 1844. — 4. くけゃっきぉさぇ 1919) — 
しせこさせゅぇ ╊ぇゃぇ 〈けかしすけめぇ. ╀うかぇ めっ ょさせゅぇ おゆっさおぇ ょゃけさしおけゅ もっおぇさぇ ┿くょさっめぇ ╀っさしぇ (1808—1868) う 
┹せぉけゃ ╀っさし (1826—1886). ╃けぉうゃてう ょけぉさけ ょけきぇゆっ けぉさぇいけゃぇやっ, ]けそうめぇ めっ 1861. ゅけょうくっ こけかけ-
あうかぇ うしこうす いぇ いゃぇやっ ょけきぇゆっ せつうすっもうちっ ╋けしおけゃしおけゅ せくうゃっさいうすっすぇ, こさう つっきせ めっ くぇこうしぇかぇ 
しぇしすぇゃ くぇ すっきせ ╋せいうおぇ. 〉 ぇゃゅせしすせ 1862. ╂けょうくっ けくぇ めっ しぇ そぇきうかうめけき こせすけゃぇかぇ ょめっょせ 
┿かっおしぇくょさせ う やっゅけゃけめ ょさせゅけめ あっくう ]けそうめう せ 〈せかしおせ ゅせぉっさくうめせ. 〉しこせす しせ ぉうかう ゅけしすう せ ╊ぇゃぇ 
〈けかしすけめぇ せ ┸ぇしくけめ ‶けもぇくう. ╃ぇくぇ 16. ]っこすっきぉさぇ うしすっ ゅけょうくっ 〈けかしすけめ めっ いぇこさけしうけ ]けそうめせ. ╆ぇ 
くっょめっもせ ょぇくぇ, 23. 9. ぉうかぇ うき めっ しゃぇょぉぇ, こけしかうめっ つっゅぇ めっ ]けそうめぇ ょっゃっすくぇっしす ゅけょうくぇ ぉうかぇ しすぇ-
くけゃくうちぇ すけゅ しっかぇ, さうめっすおけ うょせゆう せ╋けしおゃせ. 

‶さゃっ ゅけょうくっ やうたけゃけゅ ぉさぇおぇ ぉうかっ しせ ゃさかけ しさっゆくっ. 〈けかしすけめ めっ せ しゃけき ょくっゃくうおせ こけしかうめっ 
あっくうょぉっ こうしぇけ: «′っゃめっさけゃぇすくぇ しさっゆぇ… ′っきけゅせゆっ ょぇ ぉう しっ しゃっ すけ いぇゃさてうかけ しぇきけ あうゃけすけき» 
                                                        
64 ‶さっゃけょうかぇち さぇしこさぇゃっ 〈けかしすけめぇ "【すぇ めっ すけ せきめっすくけしす?" くぇ っくゅかっしおう めっいうお ぉうけ めっ ┿めかきっさ ╋せけ (1858-
1938), こけいくぇくうお 〈けかしすけめぇ けょ 1887. ╃けこうしうゃぇけ しっ しぇ 〈けかしすけめっき. ┿せすけさ ぉうけゅさぇそうめっ 〈けかしすけめぇ くぇ っくゅかっしおけき 
めっいうおせ う こさっゃけょうかぇち きくけゅうた ょめっかぇ 〈けかしすけめぇ. [ぇょうけ けょ 1932. くぇょ しぇぉさぇくうき ょめっかうきぇ 〈けかしすけめぇ くぇ っくゅかっ-
しおけき.  
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(╊. ′. 〈けかしすけめ., すけき 19, しすさ. 154). ‶さうめぇすっも 〈けかしすけめぇ ╇. ╀けさうしけゃ 1862. ╂けょうくっ け 
しせこさせあくうちうきぇ めっ こさうきうめっすうけ: «¨くぇ めe うょっぇかくぇ – こぇきっすくぇ, めっょくけしすぇゃくぇ う うしおさっくぇ — きけさぇ ょぇ 
うきぇ う ょけぉぇさ おぇさぇおすっさ. ¨く めっ せ やせ かせょけ いぇもせぉもっく. ′っ, めけて しっ くうめっ しきうさうかぇ やっゅけゃぇ せいぉせふっくけしす 
— せきうさっくぇ しぇ きっょっくうき きめっしっちけき, ぇ, ゃめっさけゃぇすくけ ゆっ ょけゆう ょけ せさぇゅぇくぇ う きけさぇ しさょうすけゅ いゃせおぇ». 〈っ 
さうめっつう ぉうかっ しせ こさけさけつおっ, けょ けしぇきょっしっすうた ょけ ょっゃっょっしっすうた, おぇけ こけしもっょうちぇ こさけきめっくぇ こけゅかっょぇ 
〈けかしすけめぇ くぇ あうゃけす, せ こけさけょうちう ょけかぇいう ょけ しせおけぉぇ. ]けそうめぇ, おけめぇ くうめっ ょうめっかうかぇ くけゃっ うょっめっ しゃけゅ 
きせあぇ, やっゅけゃぇ しすさっきもっやぇ ょぇ しっ けょさっおくせ しゃけゅ ゃかぇしくうてすゃぇ, ょぇ あうゃっ けょ しゃけゅぇ, こさゃっくしすゃっくけ 
そういうつおけゅ さぇょぇ, ういゃさしくけ めっ したゃぇすぇかぇ, ょけ おぇおゃうた しっ こさうさけょくうた う もせょしおうた ゃうしうくぇ けく せしこっけ. 〉 
おやういう ╋けめ あうゃけす ]けそうめぇ めっ こうしぇかぇ: «…¨く めっ けつっおうゃぇけ けょ きっくっ, めぇょくう, きうかう きけめ きせあ, けくけ 
ょせたけゃくけ めっょうくしすゃけ, おけめっ めっ ぉうかけ しおけさけ くっきけゅせゆっ こさう きけき きぇすっさうめぇかくけき あうゃけすせ う しすぇさぇやせ う 
けょ つっゅぇ めっ ぉうかけ くっきけゅせゆっ けすうゆう. ┸ぇ くっ ぉうた せきめっかぇ さぇいょうめっかうすう やっゅけゃ ょせたけゃくう あうゃけす くぇ さう-
めっつう, ぇ ゃけょうすう ゅぇ せ あうゃけすせ, しかけきうすう ゅぇ, ゃせゆう いぇ しけぉけき ちうめっかせ ゃっかうおせ こけさけょうちせ ぉうかけ めっ 
くっいぇきうしかうゃけ.» 

¨ょ 1863. ょけ 1889. ]けそうめぇ めっ さけょうかぇ きせあせ すさうくぇっしすけさけ ょめっちっ, けょ おけめうた めっ こっす せきさかけ せ 
ょめっすうやしすゃせ, ぇ けしすぇかう しせ ょけつっおぇかう いさっかけ ょけぉぇ. 

〈けおけき きくけゅけ ゅけょうくぇ ]けそうめぇ めっ けしすぇかぇ ゃめっさくぇ こけきけゆくうちぇ しゃけゅ きせあぇ: こさっこうしうゃぇかぇ きせ めっ 
させおけこうしっ, こさっゃけょうかぇ, ぉうかぇ しっおさっすぇさうちぇ う ういょぇゃぇつ やっゅけゃうた ょめっかぇ. 

]かうおぇさ ╊っけくうょ ‶ぇしすっさくぇお, ぉかうしおう こさうめぇすっも こけさけょうちっ 〈けかしすけめ, け ]けそうめう めっ こさうきうめっ-
すうけ: «…¨くぇ めっ せ きくけゅうき さっかぇちうめぇきぇ ぉうかぇ めぇおぇ, いくぇつぇめくぇ いぇ ╊ぇゃぇ ′うおけかぇめっゃうつぇ… ]けそうめぇ 
┿くょさっめっゃくぇ めっ しぇきぇ こけ しっぉう ぉうかぇ めぇおぇ かうつくけしす». ¨ゃかぇょぇゃてう うしすぇくつぇくうき おやうあっゃくうき けしめっゆぇ-
めっき, けくぇ めっ こうしぇかぇ くけゃっかっ65, こさうつっ いぇ ょめっちせ, きっきけぇさしおっ いぇこうしっ... 〈けおけき ちうめっかけゅ しゃけゅ あうゃけすぇ, 
しぇ おさぇすおうき こさっおうょうきぇ, ]けそうめぇ めっ ゃけょうかぇ ょくっゃくうお, け おけめっき しっ ゅけゃけさう おぇけ け いくぇすくけめ, う しゃけめっ-
ゃさしくけめ こけめぇゃう せ きっきけぇさうしすうちう う かうすっさぇすせさう け 〈けかしすけめせ.66 ¨くぇ しっ ぉぇゃうかぇ う 
きせいうおけき,しかうおぇさしすゃけき う そけすけゅさぇそうめけき. 

¨ «きぇすっさうめぇかくけき あうゃけすせ う いぇくうきぇやうきぇ» ]けそうめっ きけあっ しっ しせょうすう こけ やっくけき ょくっゃくうおせ. 
╂けょうくっ 1887, 16. ╃っちっきぉさぇ けくぇ めっ こうしぇかぇ: «〈ぇめ たぇけし ぉっいぉさけめくうた いぇょせあっやぇ, おけめぇ こさっかぇきぇめせ 
めっょくけ ょさせゅけ, きっくっ つっしすけ ょけゃけょう せ かせょけ しすぇやっ う ゅせぉうき さぇゃくけすっあせ. ]ゃぇおけゅ つぇしぇ めぇ しぇき いぇせいっすぇ: 
ぉけかってゆせ ょめっちっ, たうゅうめっくけき う, くぇめゃぇあくうめうき, ょせたけゃくうき しすぇやっき きけゅ きせあぇ, ゃっかうおぇ ょめっちぇ しぇ やう-
たけゃうき こさけぉかっきうきぇ, ょせゅけゃうきぇ, ょめっちけき う しかせあぉけき, こさけょぇめぇ う こぇさちっかうしぇやっ ]ぇきぇさしおけゅ 
うきぇやぇ…, くけゃけ ういょぇやっ ょめっかぇ う 13. すけき しぇ いぇぉさぇやっくけき ╉さけめちっさけゃけき しけくぇすけき67, おけさっおすせさけき 
13. すけきぇ, ╋うてうくぇ こうりぇきぇ, つぇさてぇゃう う ┿くょさめせてうくっ つういきっ; くっ こさっおけさぇつうすう さけお こかぇゆぇやぇ いぇ 
おせゆせ, けしうゅせさぇやっ, けぉぇゃっいっ くぇ うきぇやせ, かうつくぇ ょけおせきっくすぇ もせょう, ゃけょうすう さぇつせくっ, こさっこうしうゃぇすう 
うすょ. うすょ. — う しゃっ すけ くっこさっしすぇくけ, くっこけしさっょくけ しっ きけさぇ ょけすうちぇすう きっくっ.» 

╆くぇめせゆう いぇ すけ ょぇ しっ やっくぇ せかけゅぇ せ あうゃけすせ ╊ぇゃぇ 〈けかしすけめぇ けちめっやうゃぇかぇ さぇいくけかうおけ, けくぇ めっ 
こうしぇかぇ: «…′っおぇ しっ もせょう しせきやうつぇゃけ けょくけしっ おぇ けくけめ おけめけめ, きけあょぇ, くうめっ ぉうかけ すっておけ けょ きかぇょけ-
しすう くけしうすう くぇ しかぇぉうき こかっゆうきぇ ゃっかうおう いぇょぇすぇお — ぉうすう あっくぇ ゅっくうめぇ う ゃっかうおけゅ つけゃめっおぇ.» 
¨ょかぇいぇお う しきさす 〈けかしすけめぇ すっておけ しせ こぇかう くぇ ]けそうめせ, けくぇ めっ ぉうかぇ ょせぉけおけ くっしさっゆくぇ, くうめっ きけゅかぇ 
いぇぉけさぇゃうすう ょぇ こさうめっ やっゅけゃっ しきさすう くうめっ ゃうょめっかぇ しゃけゅ きせあぇ しゃめっしくけゅ. ╂けょうくっ 1910, 29. 
くけゃっきぉさぇ けくぇ めっ こうしぇかぇ せ ╃くっゃくうつおうき ぉうもっておぇきぇ: «′っこけょくけしうゃぇ つっあやぇ, ゅさうあぇ しぇゃめっしすう, 
しかぇぉけしす, あぇかけしす ょけ こぇすやっ こさっきぇ こけおけめくけき きせあせ… ╅うゃめっすう くっ きけゅせ.» 

‶けしかうめっ しきさすう 〈けかしすけめぇ ]けそうめぇ めっ こさけょせあうかぇ ういょぇゃぇつおせ ょめっかぇすくけしす, けぉめぇゃうゃてう しゃけめせ 
こさっこうしおせ しぇ きせあっき う いぇゃさてうかぇ ういょぇゃぇやっ こうてつっゃうた しぇぉさぇくうた ょめっかぇ. 

‶けしもっょやっ ゅけょうくっ あうゃけすぇ ]けそうめぇ めっ こさけゃっかぇ せ ┸ぇしくけめ ‶けもぇくう, ゅょめっ めっ う せきさかぇ. ]ぇたさぇ-
やっくぇ めっ くぇ ╉けつぇおけゃしおけき ゅさけぉもせ, くっょぇかっおけ けょ ┸ぇしくっ ‶けもぇくっ. 

                                                        
65 ]けそうめぇ 〈けかしすけめ めっ くぇこうしぇかぇ ゃうてっ さけきぇくぇ, おけめう くうしせ しゃう しぇつせゃぇくう, ぇ けょ おけめうた めっ こけしっぉくけ いぇくうきもうゃ 
』うめぇ めっ おさうゃうちぇ, やっく けょゅけゃけさ くぇ 〈けかしすけめっゃせ ╉さけめちっさけゃせ しけくぇすせ, けぉめぇゃもっく すっお 1994. (こさっゃ). 
66‶けしかうめっ ]けそうめうくっ しきさすう めっ けぉめぇゃもっく やっく ╃くっゃくうお, けぉうきくっ ╃くっゃくうつおっ ぉうもっておっ せ ょゃぇ すけきぇ う おやうゅぇ 
╋けめ あうゃけす (こさっゃ). 
67〈ぇめ さけきぇく めっ いぇぉさぇくうかぇ ちっくいせさぇ, ぇ ]けそうめぇ めっ ういきけかうかぇ けょ しぇきけゅ ちぇさぇ ょぇ しっ すぇ けょかせおぇ こけくうてすう (こさっゃ). 
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ИЗ ИСТОРИЈСКЕ ПРОШЛОСТИ 
ТИМОКА 

 
 

 
 
 

〈うきけお めっ さっおぇ しぇ ゃうてっ うきっくぇ う ょせゅうき すけ-
おけき おさけい うしすけつくせ ]さぉうめせ. ¨しすぇかけ めっ くっこけいくぇすけ ょぇ 
かう しせ くぇいうゃう ]ゃさもうておう, 〈さゅけゃうておう, 『さくう う 
╀っかう 〈うきけお ぉうかう くっょけしすぇすぇお きぇてすっ うかう いくぇお さぇ-
しこけいくぇゃぇやぇ. ]かうつくけ ぉう しっ きけゅかけ さっゆう う いぇ くぇめしすぇ-
さうめう こけいくぇすう くぇいうゃ さっおっ – Timacum おけめう めっ せゅさぇ-
ふっく せ くぇいうゃ ょゃぇ さうきしおぇ ゅさぇょぇ – Timacum Maior う 
Timacum Minus. ¨しすぇかけ めっ くっけぉめぇてやうゃけ う いぉけゅ 
つっゅぇ しっ こけょさせつめっ こけょ くぇいうゃけき „〈うきけお“ ょぇくぇし けゅさぇ-
くうつぇゃぇ しぇきけ くぇ ゅけさやう すけお さっおっ けょ せてゆぇ 
]ゃさもうておけゅ う 〈さゅけゃうておけゅ 〈うきけおぇ ょけ しっかぇ ╁さぇ-
すぇさくうちっ う いぉけゅ つっゅぇ めっ う めっょぇく ょっけ すけゅ すけおぇ さっおっ 
うしおもせつっく, せおもせつせめせゆう う けぉぇ さうきしおぇ ゅさぇょぇ しぇ くぇ-
いうゃけき Timacus. 〉おけかうおけ しせ こさう けょさっふうゃぇやせ 
こけょさせつめぇ, きっしすぇ さうきしおうた ゅさぇょけゃぇ ぉうかぇ くっこけいくぇすぇ, 
きけさぇ しっ こさういくぇすう ょぇ めっ せつうやっくぇ うしすけさうめしおぇ ゅさっておぇ こさっきぇ こさうさけょう, ぉぇさ おぇょぇ めっ せ 
こうすぇやせ ゅさぇょ Timacum Minus おけめう こけ しゃうき こさぇゃうかうきぇ ゅっけゅさぇそうめっ こさうこぇょぇ うしすけき 
こけょさせつめせ. 〈け めっ くっゃっかうおぇ ょけかうくぇ, ょっかけき さぇゃくぇ せい さっおせ, ょっかけき ぉさょけゃうすぇ, けゅさぇくうつっくぇ 
くぇ うしすけおせ ゃうしけおうき こかぇくうくしおうき ゃっくちっき ]すぇさっ こかぇくうくっ, ぇ くぇ いぇこぇょせ おせこぇしすうき ゃうしけき 
〈せこうあくうちっ う やっくうき けゅさぇくちうきぇ. ′ぇ ぉさょうきぇ おけめぇ しっ いぇゃさてぇゃぇめせ こかぇくうくしおうき ゃっく-
ちうきぇ さぇいぉぇちぇくぇ しせ しっかぇ しぇ かっゃっ う しぇ ょっしくっ しすさぇくっ さっおっ, いぉうめっくぇ せい こけすけおっ, かっすう しせゃっ 
ぇ くぇぉせめぇかっ せ こさけかっゆっ. ‶けょさせつめっ 〈うきけおぇ ぉうかけ めっ けょゃぇめおぇょぇ くぇ ゅさぇくうちう ょさあぇゃぇ う こっ-
さうそっさうめう ょけゅぇふぇめぇ, こぇ うぇおけ めっ 〈うきけお さっおぇ しぇ ょせゅうき すけおけき おさけい うしすけさうめせ, きぇかけ めっ 
こけいくぇすうた きっしすぇ うい やっゅけゃっ うしすけさうめっ, こけしっぉくけ うい さぇくうた ゃさっきっくぇ – さうきしおけゅ, さぇくけゃう-
いぇくすうめしおけゅ, しさっょやけゃっおけゃくけゅ... ╇こぇお くっおぇ けょ やうた きけゅせ しっ ういょゃけめうすう う おぇけ けぉっかっあめぇ 
すうた ゃさっきっくぇ う こけ さぇいかうつうすけしすう ょけあうゃもぇめぇ うしすけさうめしおっ こさけてかけしすう. ] ゃさっきっくけき ゆっ 
しっ きけあょぇ けすおさうすう う ょさせゅぇ, ょぇくぇし くっこけいくぇすぇ う いぇすさぇゃもっくぇ, う けぉけゅぇすうすう ぉせょせゆぇ しっ-
ゆぇやぇ う せしこけきっくっ. 
 

TIMACUM MINUS 
 

Timacum Minus めっ ょぇくぇし くぇいうゃ いぇ さうきしおう ゅさぇょ しぇゅさぇふっく くぇ いぇさぇゃやっくけき すっ-
さっくせ せい かっゃせ けぉぇかせ さっおっ せ ぉかういうくう しすぇさけゅ さうきしおけゅ こせすぇ おけめう めっ ゃけょうけ けゃけき ょけかうくけき. 
′っ いくぇ しっ おけ しせ ぉうかう やっゅけゃう しすぇくけゃくうちう – さうきしおう ゃけめくうちう うかう しすぇさけしっょっけちう うい 
‶さけゃうくちうめっ (う すぇょぇ めっ けゃぇめ おさぇめ ぉうけ こさけゃうくちうめぇ) おけめう しせ こけしすぇかう さうきしおう ゅさぇふぇくう. 
′ぇ こさけくぇふっくうき くぇょゅさけぉくうき しこけきっくうちうきぇ くぇかぇいっ しっ いぇこうしぇくぇ くっおぇ けょ やうたけゃうた う-
きっくぇ, ぇ くぇ さっもっそうきぇ しせ こさうおぇいぇくう くぇめつってゆっ せょゃけめっ, きせておう う あっくしおう かうおけゃう, こぇ しっ 
きけあっ いぇおもせつうすう ょぇ せ ゅさぇょせ くうしせ あうゃっかう しぇきけ ゃけめくうちう. ╉ぇしくうめっ, せ しさっょやっき ゃっおせ, 
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こさっきぇ めっょくけき こけょぇすおせ いくぇ しっ ょぇ めっ ゅさぇょ うきぇけ くぇいうゃ [ぇゃくう, ゃっさけゃぇすくけ ょけぉうめっく こけ さぇゃ-
くうちう おけめぇ ゅぇ めっ けおさせあうゃぇかぇ う てすけ めっ すぇおぇゃ こけかけあぇめ ゅさぇょぇ ぉうけ くっけぉうつぇく いぇ すけ ゃさっきっ. 
‶さっきぇ うしすけき こけょぇすおせ ゅさぇょ めっ しすさぇょぇけ おさぇめっき 12. ゃっおぇ せ こけたけょせ ]すっそぇくぇ ′っきぇやっ くぇ 
ゅさぇくうちっ ╁ういぇくすうめっ. ′っ いくぇ しっ おけかうおけ めっ しすさぇょぇけ う ょぇ かう めっ こけしかっ すけゅぇ ぉうけ けぉくぇゃもぇく, 
めっさ きせ しっ ゅせぉう すさぇゅ せ うしすけさうめう, う おけかうおけ ょせゅけ しせ させてっゃうくっ ゅさぇょぇ けぉさぇしかっ ょさゃっゆっき, 
あぉせやっき う すさぇゃけき. 〉 くっこけしさっょくけめ ぉかういうくう めっ しっかけ しかうつくけゅ うきっくぇ – [ぇゃくぇ. ╂けゃけさうかけ 
しっ ょぇ しせ しすぇくけゃくうちう しっかぇ おけさうしすうかう おぇきっく しぇ けゃうた しすぇさうた させてっゃうくぇ うぇおけ しっ ょぇくぇし 
くぇ おせゆぇきぇ くっ きけあっ こさっこけいくぇすう おぇきっく しぇ さうきしおけゅ ゅさぇょぇ. 

〉い ゅさぇょ めっ くぇ めっょくけめ しすさぇくう う ょぇもっ こさけすうちぇかぇ さっおぇ, ぇ くぇ ょさせゅけめ しっ こさけしすうさぇかけ 
けぉさぇょうゃけ いっきもうてすっ – やうゃっ う ぉぇてすっ. ]っもぇちう しせ ゅけょうくぇきぇ うてかう せしおうき しっけしおうき こせ-
すっき こけさっょ ゅさぇょぇ ょぇ いぇかうゃぇめせ ぉぇてすっ う けぉさぇふせめせ やうゃっ. ╊っかせめぇかけ しっ いさっかけ あうすけ くぇ ゃっすさせ 
ょけお しせ しっ あっすっけちう けょきぇさぇかう くぇ させてっゃうくぇきぇ ゅさぇょぇ せ たかぇょけゃうくう めっょくけゅ けさぇたぇ. ′っおぇょぇ 
しぇき う しぇき うてぇけ すうき こせすっき ょけ くぇてっ ぉぇてすっ おけめぇ しっ くぇかぇいうかぇ くっこけしさっょくけ せい ゅさぇょ ういゃぇく 
ゅさぇょしおうた いうょうくぇ. ′っょぇゃくけ しぇき こけくけゃけ うてぇけ すうき こせすっき, ぇかう くっ せ ぉぇてすせ くっゅけ せ ゅさぇょ. 
〈ぇょぇ しっ う しぇいくぇかけ いぇ くぇめしすぇさうめっ うきっ ゅさぇょぇ. ╇い いっきもっ しせ しっ こけきぇもぇかぇ うきっくぇ さうきしおうた 
ゃけめくうおぇ ぇ ゅさせこぇ さぇょくうおぇ うい しっかぇ けすおさうゃぇかぇ めっ させてっゃうくっ ゅさぇょぇ. 〉こさぇゃけ しせ けすおさうゃぇかう 
めっょくせ ゅさぇふっゃうくせ いぇ おけめせ しっ きけゅかけ せすゃさょうすう ょぇ めっ ぉうかぇ あうすくうちぇ. ╀うかけ めっ かっすけ ぇ けさぇた 
めっ ぉうけ こけしっつっく. ‶けゅかっょぇけ しぇき けおけかけ – ぉぇてすぇ ういゃぇく ゅさぇょしおうた いうょうくぇ しっ めけて せゃっお 
ちさゃっくっかぇ けょ いさっかうた こぇこさうおぇ ぇ あうすけ かっかせめぇかけ くぇ ゃっすさせ, くぇ さうきしおけき いっきもうてすせ. ╅うす-
くうちぇ めっ ぉうかぇ こさぇいくぇ う つうしすうかぇ しっ せあせさぉぇくけ けょ いっきもっ. ╆ぇ くっおけかうおけ ょぇくぇ しすぇさうき さうき-
しおうき こせすっき ょけゆう ゆっ こけくけゃけ あっすっけちう. 
 

KOǯǨǢ 
 

╃させゅう ゅさぇょ おけょ けぉかうあやっゅ しっかぇ ╉けあっも うきぇけ めっ くぇいうゃ ╉けいぇも, こさっきぇ おけきっ めっ う 
ょぇくぇてやっ しっかけ ょけぉうかけ うきっ. ╉ぇけ う [ぇゃくう, う ゅさぇょ ╉けいぇも こけきうやっ しっ せ ゃさっきっ おぇょぇ ゅぇ めっ 
けしゃぇめぇけ ]すっそぇく ′っきぇやぇ. 〉 けおけかうくう すけゅ ゅさぇょぇ くうめっ せすゃさふっく しすぇさうめう さうきしおう こせす, ぇかう 
めっ しうゅせさくけ ょぇ めっ こけしすけめぇけ. 〉 こけさすう いぇこせてすっくっ しっけしおっ ちさおゃっ くぇかぇいっ しっ けしすぇちう くぇょゅさけ-
ぉくうた しこけきっくうおぇ う ゅさぇふっやぇ しかうつくうた けくうき せ Timacum Minusu. ′っ いくぇ しっ さうきしおけ うきっ 
すけゅ きっしすぇ. 

]さっょやけゃっおけゃくう ゅさぇょ めっ ょせぉもっ, くぇ きっしすせ けょぇおかっ こけつうやっ こかぇくうくぇ. ′っきぇ こせすぇ 
ょけ ゅさぇょぇ, おぇけ ょぇ ゅぇ くうめっ ぉうかけ せ しゃぇ ゃさっきっくぇ. ╂さぇょ めっ ぉうけ こけょうゅくせす くぇ めっょくけめ けきぇやけめ 
ゃうしけさぇゃくう うしっつっくけめ うい しすっくっ う しぇきけ こけ すけめ ゃうしけさぇゃくう いくぇ しっ けぉかうお う ゃっかうつうくぇ くっおぇ-
ょぇてやっゅ ゅさぇょぇ. ′ぇ ゃうしけさぇゃくう くっきぇ くう あぉせやぇ くう ょさゃっゆぇ, しぇきけ しすっくぇ う しぇしせてっくぇ 
すさぇゃぇ. 〉 ╉けあっも しきけ けょかぇいうかう こけくっおぇょ け ちさおゃっくけき こさぇいくうおせ ぇ こけさすぇ けおけ ちさおゃっ つう-
くうかぇ しっ ゃっゆけき くっゅけ てすけ めっ ょぇくぇし. ]っゆぇき しっ くっめぇしくけ ょぇ しきけ すぇょぇ うてかう う くぇ ういかっす せ 
こかぇくうくせ ょけ くっおけゅ ういゃけさぇ, ぇかう しっ くっ しっゆぇき ょぇ めっ すけ ぉうかけ せ ぉかういうくう ゅさぇょぇ. ╂けすけゃけ しぇき 
しうゅせさぇく ょぇ しっ くうおぇょ さぇくうめっ くうしぇき うしこっけ くぇ けゃせ ゃうしけさぇゃぇく. 

¨ょ しすぇさけゅ ゅさぇょぇ けつせゃぇけ しっ しぇきけ けしすぇすぇお いうょぇ つせょくけゅ けぉかうおぇ, せいぇく う ゃうしけお, 
くぇゅさういっく きさぇいっゃうきぇ う ゃっすさけき. ╇いゅかっょぇかけ めっ ょぇ ゆっ すぇおけ ゃっつくけ しすぇめぇすう, ょぇ きせ ゃうてっ 
くうてすぇ くっ きけあっ くぇせょうすう, けしうき もせょう. ]ぇ しゃうた しすさぇくぇ かうつうけ めっ めっょうくけ くぇ けおぇきっやっくう 
いせぉ ゃさっきっくぇ. 
 

ǪǭǺǸǭǵ 
 

′ぇ しせこさけすくけめ しすさぇくう ょけかうくっ, けこっす せい こかぇくうくせ くぇかぇいうけ しっ ゅさぇょ. ′っ いくぇ しっ うきっ 
ゅさぇょぇ. ╁っすさっく めっ くぇいうゃ おけめう しせ おぇしくうめっ ょぇかう しっもぇちう うい けぉかうあやっゅ しっかぇ, ゃっさけゃぇすくけ こけ 
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めぇおけき ゃっすさせ う せしぇきもっくけき こけかけあぇめせ, けゅけもっくけめ しすっくう ういょゃけめっくけめ うい こかぇくうくしおけゅ きぇ-
しうゃぇ ]すぇさっ こかぇくうくっ, ぇ くぇいうゃ „╉うすおぇ“ ゃさたせ すっ しすっくっ おけめう しっ ういょゃぇめぇけ こけ あぉせやせ う くうし-
おけき ょさゃっゆせ おけめっ きせ めっ ょぇゃぇかけ おぇさぇおすっさうしすうつぇく ういゅかっょ. 〉こさぇゃけ すせ, くぇ しぇきけき ゃさたせ くっ-
こさうしすせこぇつくけき しぇ しゃうた しすさぇくぇ ぉうけ めっ ゅさぇょ う くうしおけ いっかっくうかけ こけおさうゃぇかけ めっ ちっかせ こけゃさ-
てうくせ ゅさぇょぇ. ′っきぇ くうめっょくけゅ いうょぇ, くうめっょくけゅ しすぇさけゅ けぉかうおぇ, しゃっ めっ こけさぇゃくぇすけ ゃっすさけき せ 
いぇめっょくうつおせ ゅけきうかせ けぉさせてっくけゅ おぇきっくぇ う けこっおっ けょ おせゆぇ う すゃさふぇゃしおうた いうょけゃぇ. ‶け 
しゃっきせ しせょっゆう ゅさぇょ めっ ぉうけ うい ゃさっきっくぇ さぇくっ ╁ういぇくすうめっ う しぇ やっゅぇ しせ しっ, せおけかうおけ めっ くぇしすぇ-
ゃうけ ょぇ すさぇめっ, きけゅかう ゃうょっすう こけあぇさう せ [ぇゃくう う ╉けいぇもせ しぇ ゅさぇくうちっ ういぇ おけめっ しせ こけつう-
やぇかう すせふう いぇゃうつぇめう. ╁さぇゆぇめせゆう しっ しぇ ゃうしぇ, せきけさくう けょ ゃっすさぇ う けょ ゅさぇょぇ, けょきぇさぇかう しきけ 
しっ せ こけょくけあめせ ╁っすさっくぇ う こうかう くっおせゃぇくけ きかっおけ くぇ めっょくけめ, せ ょぇくぇてやっ ゃさっきっ さっすおけめ 
ぉぇつうめう, しぇ こぇしすうさうきぇ おけめう しせ ういゅけくうかう けゃちっ せ こかぇくうくせ. 

¨ょかぇいぇお いぇ きぇくぇしすうさ ]せゃけょけか こけょ ╁っすさっくけき くぇ ょさせゅけめ しすさぇくう けしすぇゃうかう しきけ 
いぇ おぇしくうめっ. ′ぇ すけき きっしすせ こさっ くっおけかうおけ しすけすうくぇ ゅけょうくぇ ゅさぇょうけ しっ きぇくぇしすうさ, くぇしかけ-
やっく くぇ こかぇくうくせ う ゅせしすっ てせきっ, ぉけゅぇす かっおけゃうすうき ゃけょぇきぇ う ぉさけめくうき ういゃけさうきぇ, しぇおさう-
ゃっく けょ ゅかぇゃくけゅ ょさせきぇ う すせさしおうた ゃかぇしすう, ゃっさけゃぇすくけ う しぇきうき くぇいうゃけき きっしすぇ くぇ おけきっ 
めっ しぇゅさぇふっく. 
 

„ǴǨǵǨǹǺǰǸ“ 
 

╂けゃけさうかけ しっ ょぇ めっ くっおぇ しすぇさうめぇ あっくぇ せしくうかぇ しぇく ょぇ しっ おけょ めっょくけゅ ういゃけさぇ ゅょっ 
さぇしすせ ゃっかうおう たさぇしすけゃう せ ぉかういうくう しっかぇ 〈さくけゃぇち くぇかぇいうけ きぇくぇしすうさ う ょぇ しっ くぇ すけき う 
すけき きっしすせ きっふせ たさぇしすけゃうきぇ くぇかぇいうかぇ ちさおゃぇ すけゅ きぇくぇしすうさぇ. ]っもぇちう おけめう しせ こけゃっさけ-
ゃぇかう せ すぇめ しぇく けすおさうかう しせ くぇ すけき きっしすせ けしすぇすおっ ちさおゃっ. ╆ぇすうき しせ うしすっしぇかう ゅさっょっ – ぇ すけ 
くうめっ ぉうかけ すっておけ めっさ めっ けおけかけ ぉうかぇ しすぇさぇ てせきぇ – ういゅさぇょうかう くぇ けしすぇちうきぇ いうょけゃぇ 
ょさゃっくう しおっかっす けょ すうた ゅさっょぇ, せつゃさしすうかう ゅぇ ょけぉさけ ょさゃっくうき おかうくけゃうきぇ う こさっおけ やっゅぇ 
こけしすぇゃうかう おさけゃ. ╆ぇすうき しせ くぇ おさけゃせ こけしすぇゃうかう おさしす う せ ちさおゃせ こけつっかう せくけしうすう うおけくっ. 
′っ いくぇき ょぇ かう めっ ぉうかけ こさっきぇ しくせ, こけしゃっすうかう しせ めっ ]ゃ. 〈さけめうちう う くぇ すぇめ ょぇく しっかけ しっ 
けおせこもぇかけ せ ちさおゃう う こけょ たさぇしすけゃうきぇ. ′うめっ こけしすぇかぇ しすぇかくぇ しっけしおぇ ちさおゃぇ. ╇ ょぇもっ しせ 
いぇ おさてすっやぇ う ゃっくつぇやぇ けょかぇいうかう せ ちさおゃせ せ しせしっょくけき しっかせ. 

‶さゃう しすさせつやぇちう おけめう しせ けぉうてかう ちさおゃせ せすゃさょうかう しせ ょぇ めっ うい ゃういぇくすうめしおけゅ ゃさっ-
きっくぇ. ╇きぇかぇ めっ しすぇさう こけょ けょ ゃっかうおうた こさぇゃけせゅぇけくうた けこっおぇ. 

╀うかぇ めっ すけ くっけぉうつくぇ ちさおゃぇ せ おけめけめ しせ くぇ こけゃっすぇさちせ ゅけさっかっ しゃっゆっ う きうさうしぇけ 
すぇきめぇく う けおけかくけ こけもしおけ ちゃっゆっ. ‶さっ くっおけかうおけ ゅけょうくぇ しっもぇちう しせ けょかせつうかう ょぇ くぇ 
うしすけき きっしすせ しぇゅさぇょっ ちさおゃせ, さぇしおけこぇかう しせ すっきっもっ, ょけゃせおかう ぉっすけくしおっ ぉかけおけゃっ う いぇすゃけ-
さうかう ちさおゃせ せ おけめけめ ゃうてっ くっきぇ ゃっすさぇ くう きうさうしぇ けおけかくけゅ ちゃっゆぇ. ′っきぇ ゃうてっ くう しすぇさけゅ 
しくぇ, せおけかうおけ めっ いぇうしすぇ こけしすけめぇけ. 

 
ǹǺǨǸǰ ǽǸǨǹǺ 

 
╆くぇき しすぇさう せしぇきもっくう たさぇしす おけめう しっ ゅけょうくぇきぇ くっ きっやぇ, おけめう ゃうてっ くっ さぇしすっ, 

しぇきけ けぉくぇゃもぇ かうてゆっ. ╆ぇすけ しっ やっゅけゃぇ しすぇさけしす う くっ きけあっ きっさうすう ゅけょうくぇきぇ, ぇ きけあょぇ 
くう ゃっおけゃうきぇ. ╃ぇ かう めっ しすぇさ おぇけ Timacum Minus, おぇけ ╁っすさっく うかう ╉けいぇも? ╆ぇすけ う けく 
おぇけ う しゃう ょさせゅう ゅさぇょけゃう う ゅさぇふっゃうくっ しすゃけさっくう もせょしおけき させおけき うきぇ こさぇゃけ くぇ しゃけめっ 
きっしすけ せ うしすけさうめう... 

′ぇかぇいう しっ くぇ めっょくけき こさけこかぇくおせ こけさっょ ゅかぇゃくけゅ こせすぇ いぇ しっかけ. ╇しこけょ たさぇしすぇ めっ 
せしぇふっく めっょぇく おぇきっくう おさしす. ¨おけかけ たさぇしすぇ しせ やうゃっ, ぇかう しっ うしこけょ たさぇしすぇ くうおけ くうめっ 
けょきぇさぇけ. ′う ょっちぇ しっ くっ うゅさぇめせ. ╉ぇけ ょぇ しゃけめうき けぉうきけき けいくぇつぇゃぇ こけしゃっゆっくけ いっき-
もうてすっ. 
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]ぇきけ せ くっおっ ょぇくっ きかぇょっ, くっおさてすっくっ うかう ぉっいうきっくっ くっょっもっ, しっもぇくおっ せ ちさくうき 
きぇさぇきぇきぇ ょけかぇいっ, ょけくけしっ ょぇさけゃっ う こぇかっ しゃっゆっ おけょ おさしすぇ. ╉ぇけ ょぇ しっ くっおうき くっいくぇくうき 
こせすっゃうきぇ しゃけめうた こさっょぇおぇ ぉさぇくっ けょ しすぇさうた ぉけゅけゃぇ う いかうた ょせたけゃぇ おけめう めけて せゃっお すせ けぉう-
すぇゃぇめせ. ′っおぇょぇ しせ しぇきけ ゅけさっかっ いぇけしすぇかっ しゃっゆっ こさっくけしっゆう くぇ ょっちせ しすさぇた おけめう くうめっ うい 
けゃけゅぇ しゃっすぇ. ╆ぉけゅ おけゅぇ しせ ゅぇ う ょぇやせ けぉうかぇいうかう... 

╃ぇ かう めっ いぇうしすぇ きけゅせゆっ ょぇ めっょくけ けぉうつくけ ょさゃけ うい こさうさけょっ くっ こさうこぇょぇ すけめ こさう-
さけょう しぇきけ いぇすけ てすけ めっ せしぇきもっくけ う ょぇ かう くっおう しすぇさう しすさぇたけゃう きけゅせ すぇおけ ょせゅけ ょぇ すさぇめせ. 
╇かう めっ きけあょぇ おぇきっくう おさしす こけょうゅくせす くぇ ゅさけぉせ くっいくぇくけゅ さぇすくうおぇ うかう おぇけ けぉっかっあめっ 
こけゅうぉうめっ くっおけゅ ゃけめくうおぇ うい しっかぇ つうめう めっ ゅさけぉ けしすぇけ くっこけいくぇす せ くっおけき けょ きうくせかうた さぇ-
すけゃぇ? 

┸っょうくけ てすけ いくぇき すけ めっ ょぇ せ しゃぇおけき しっかせ こけしすけめう しかうつぇく しすぇさう せしぇきもっくう たさぇしす. 
╇ ょぇくぇし けぉうかぇいうき すっ たさぇしすけゃっ しぇ くっめぇしくうき しすさぇたけき うい ょっすうやしすゃぇ, くっ いくぇめせゆう ょぇ かう 
しせ すけ きっしすぇ ゅょっ けぉうすぇゃぇめせ くっつうしすっ しうかっ, しすぇさう ぉけゅけゃう うかう しせ すけ ゅさけぉけゃう くっいくぇくうた 
めせくぇおぇ. 
 

ǡǭǬǨǵ (ǨǻǺǶ) ǩǰǶǫǸǨǼǹǲǰ ǯǨǷǰǹ 
 
]っょうき こけくけゃけ せ おせゆう せ おけめけめ しぇき しっ さけょうけ う おけめぇ しすうちぇめっき けおけかくけしすう くうめっ こけ-

させてっくぇ. 〈け きっ めっ ゃっさけゃぇすくけ う こけょしすぇおかけ くぇ さぇいきうてもぇやぇ おけめぇ くっしせきやうゃけ しっあせ せ ょぇ-
かっおせ こさけてかけしす, しぇきけ めっ さぇいかうつうす くぇつうく やうたけゃけゅ うしおぇいうゃぇやぇ. 〉 しゃっしすう きう めっ ゅけきうかぇ 
おやうゅぇ せ おけめうきぇ しせ しぇょさあぇくう いぇこうしう ぉうけゅさぇそしおう, ぇせすけぉうけゅさぇそしおう け もせょうきぇ, ょけゅぇ-
ふぇめうきぇ, ゃさっきっくせ – こけょ さぇいかうつうすうき くぇしかけゃうきぇ, さっこさけょせおけゃぇくう こうしぇくうき うかう かうおけゃ-
くうき めっいうおけき. ′っおう しせ ゃっさけゃぇすくけ くぇしすぇめぇかう くっせこぇょもうゃけ, しこけくすぇくけ しぇ かうつくけしすうきぇ う 
ょけゅぇふぇめうきぇ しおさうゃっくうき せ ぉけめぇきぇ, ちさすっあせ, さっつうきぇ, くっおう しせ くぇしすぇめぇかう しぇ けょさっふっくけき 
くぇきっさけき ょぇ けしすぇゃっ くっしおさうゃっくう すさぇゅ け しっぉう, もせょうきぇ けょさっふっくけゅ ょけぉぇ, こぇ う くぇつうくせ くぇ 
おけめう しっ さぇいきうてもぇかけ せ すけき ゃさっきっくせ. ╂かっょぇめせゆう うた う うてつうすぇゃぇめせゆう うた, せゃっお しぇき ぉうけ 
せ くっょけせきうちう せ ゃっいう しぇ こけすさっぉぇきぇ やうたけゃけゅ うしおぇいうゃぇやぇ, け やうたけゃけめ すさぇめくけしすう う こさけ-
かぇいくけしすう, ゃさっょくけしすう いぇ こけすけやっ ゃさっきっ, やうたけゃけめ うしすうくうすけしすう う いくぇつぇめせ おけめう うきぇめせ う 
いぇ ょさせゅっ ぇ くっ しぇきけ いぇ やうたけゃっ ぇせすけさっ. 

′っょぇゃくけ きう めっ ょけ させおせ ょけてかぇ めっょくぇ そけすけぉうけゅさぇそうめぇ おけめっ しぇき しっ しっすうけ めせつっ ょけお 
しぇき こさっすさぇあせめせゆう めっょくせ しすぇさせ おせすうめせ くぇかぇいうけ う そけすけゅさぇそうめっ おけめっ しせ しっ めけて つせゃぇかっ せ 
くぇてけめ おせゆう. ′ぇ こけかっふうくう くっおうた けょ やうた ぉうかう しせ いぇぉっかっあっくう ょぇすせきう, きっしすぇ こぇ う う-
きっくぇ けくうた おけめう しせ くぇ しかうちう, くぇ ょさせゅうきぇ くうめっ ぉうかけ くうおぇおゃうた いぇこうしぇ う けしすぇかっ しせ すぇおけ 
すさぇめくけ ぇくけくうきくっ めっさ しっ かうちぇ しぇ そけすけゅさぇそうめっ くう めぇ ゃうてっ くうしぇき しっゆぇけ. ╋けあょぇ うた くう-
しぇき くう こけいくぇゃぇけ う ゃっさけゃぇすくけ ょぇ こさうこぇょぇめせ すせふうき しっゆぇやうきぇ, ぇ きけあょぇ ゃうてっ くうつうめうき. 
]っゆぇき しっ ょぇ しぇき うしすけ しっくすうきっくすぇかくけ さぇしこけかけあっやっ うきぇけ めっょくけゅぇ ょぇくぇ おぇょぇ しぇき うい 
すさぇきゃぇめぇ せ ╀っけゅさぇょしおけめ せかうちう ゃうょっけ くぇ せかうちう ゅけきうかせ しすゃぇさう きっふせ おけめうきぇ めっ ぉうかぇ う 
めっょくぇ けゃっゆぇ そけすけゅさぇそうめぇ ういぉぇつっくぇ うい くっおけゅ しすぇくぇ せ おけめう しせ しっ せこさぇゃけ せしっもぇゃぇかう 
もせょう いぇ おけめっ すぇ そけすけゅさぇそうめぇ くうてすぇ くうめっ いくぇつうかぇ. ′っ いくぇき ょぇ かう めっ くぇ やっくけめ こけかっ-
ふうくう ぉうかけ くっおうた いぇぉっかっあぇおぇ, すけ しっ くうめっ ゃうょっかけ, ぇかう けくけ てすけ しぇき ゃうょっけ ぉうけ めっ めっょぇく 
しかせつぇめくう ょっつぇお おけめう めっ しすぇめぇけ う ゅかっょぇけ せ そけすけゅさぇそうめせ めっょくけゅ しさっょけゃっつくけゅ つけゃっおぇ. 
〈さぇきゃぇめ めっ ょせゅけ しすぇめぇけ ょぇ しぇき すけ きけゅぇけ ょぇ ゃうょうき, う くっ しぇきけ すけ, ゃっゆ う ょぇ めっ あっかっけ ょぇ めっ 
しぇつせゃぇ, ょぇ きせ めっ ぉうかけ あぇけ ょぇ いぇゃさてう しぇ しすゃぇさうきぇ ういぉぇつっくうき くぇ せかうちせ. 《けすけゅさぇそうめぇ 
めっ ぉうかぇ ゃっかうおぇ せ させおぇきぇ ょっつぇおぇ. ]たゃぇすうけ しぇき, ぇ くっ いくぇき ょぇ かう しぇき ょけぉさけ したゃぇすうけ, ょぇ 
めっ すけ すぇ こけすさっぉぇ いぇ すさぇめぇやっき, ぉっかっあっやっき, いぇこうしうきぇ おけめう しせ ぉっい けぉいうさぇ くぇ かうつくけしすう 
おけめうきぇ こさうこぇょぇめせ せゅさぇふっくう せ もせょしおっ ょせてっ う ょぇ こさうこぇょぇめせ う ょさせゅうきぇ おけめう くぇ しかうつぇく 
くぇつうく ょけあうゃもぇゃぇめせ すせゅせ, ぉけか, さぇょけしすう, ょけゅぇふぇめっ. 
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′っしたゃぇすもうゃけ めっ おけかうおけ しせ くぇ けゃぇめ いぇこうし きけゅかう せすうちぇすう こっめいぇあ おけめう しっ けすゃぇさぇけ 
おさけい こさけいけさ, いゃせおけゃう おけめう しせ ょけかぇいうかう うい こさうさけょっ, けしぇきもっくけしす おせゆっ せ おけめけめ ゃうてっ 
くうめっ ぉうかけ くうおけゅぇ おけ めっ せ やけめ こさけあうゃっけ あうゃけす, こさっょきっすう せ しけぉう おけめう しせ うき こさうこぇ-
ょぇかう, しすぇさぇ しうゃぇ ぉけめぇ こさけいけさぇ おけめぇ めっ けしすぇかぇ うしすぇ, こぇ う くぇたゃぇすぇくぇ こぇせつうくぇ くぇ やうきぇ, 
こさっょきっすう おけめっ しぇき すうた ょぇくぇ ゃうょっけ せ ょゃけさうてすせ, せ おせゆう, せ こけょさせきうきぇ, おぇけ う けくっ そけすけ-
ゅさぇそうめっ しかけあっくっ せ めっょくけめ しすぇさけめ おぇさすけくしおけめ おせすうめう. ′ぇ めっょくけめ けょ すうた そけすけゅさぇそうめぇ 
こさっこけいくぇけ しぇき, くうめっ ぉうかけ いぇこうしぇ くぇ こけかっふうくう しかうおっ, くぇてっゅ おせきぇ, せつうすっもぇ うい しせしっょ-
くけゅ しっかぇ おけゅぇ しぇき ゃっゆ こけつっけ ょぇ いぇぉけさぇゃもぇき, きぇょぇ すけ くうめっ ぉうかけ すぇつくけ, めっさ しぇき ゅぇ 
けょきぇた こさっこけいくぇけ. ¨く めっ せ きけめっ ょっすうやしすゃけ せかぇいうけ くっょっもけき せ さぇくけ めせすさけ ょぇ きっ こけゃっょっ 
くぇ さっおせ. ┸ぇ しぇき すけ ゃけかっけ, くう しぇょぇ くっ いくぇき いぇてすけ, う さぇょけ しぇき せしすぇめぇけ めけて せ しせきさぇお ょぇ 
うょっき し やうき う ょぇ きせ, おぇおけ しぇき すぇょぇ きうしかうけ, „こけきぇあっき“ せ さうぉけかけゃせ. ]うゅせさぇく しぇき ょぇ 
すけ くうめっ ぉうけ しぇきけ きけめ ょけあうゃもぇめ. ╇てかう しきけ こけ しこさせょけゃうきぇ さっおっ, こさっかぇいうかう こかうゆぇおっ 
う ぉさいぇおっ ぉけしう, うぇおけ めっ ぉうかけ こさけたかぇょくけ, う せ すうてうくう おけめけめ きっ めっ おせき せつうけ しすぇめぇかう おけょ 
せしすぇめぇかうた ょっかけゃぇ さっおっ う せ ゃうさけゃうきぇ ゅょっ しせ ぉうかぇ ゅかぇゃくぇ きっしすぇ さうぉけかけゃぇ. [っおぇ しっ ょぇくぇし 
ういきっくうかぇ, せしっおかぇ せ おけさうすけ, くっ きけあっ しっ ゃうてっ こさっゆう おけかうきぇ, しぇきけ こさっおけ きけしすぇ, ぇ 
くっきぇ ゃうてっ くう けくうた きっしすぇ くぇ おけめうきぇ しきけ しっ, かっすせめせゆう, せつうかう ょぇ こかうゃぇきけ. ′う さうぉっ 
ゃうてっ くっきぇ, くう ょっちっ おけめぇ せしすぇめせ せ さぇくけ めせすさけ ょぇ うょせ くぇ さうぉけかけゃ しぇ しゃけめうき おせきけゃうきぇ, 
くう きっしすぇ ゅょっ ゆっ くぇせつうすう ょぇ こかうゃぇめせ. ┿ うこぇお おけかうおけ めっ きぇかけ ゃさっきっくぇ こさけてかけ けょ す け ゅ  
ゃ さ っ き っ く ぇ. 

╉さけい こさけいけさ しっ う ょぇもっ ゃうょっかぇ ゅさぇくうちぇ しぇ うしすうき こかぇくうくしおうき ゃっくちっき こさっきぇ 
ょさせゅけめ ょさあぇゃう う めっょくうき うしすぇおくせすうき ゃうしけき せ ょぇもうくう おけめう こぇきすうき うい ゃさっきっくぇ さぇすぇ. 
╇しこけょ すけゅ ゃさたぇ こかぇくうくっ きけめ けすぇち めっ ぉうけ さぇしこけさっふっく ょぇ ぉさぇくう ゅさぇくうちせ う さっおぇけ くぇき 
めっ おぇょ しきけ ゅぇ こけしかっょやう こせす けぉうてかう ょぇ めっ きっしすけ すぇおゃけ ょぇ ゆっ しゃう ういゅうくせすう ぇおけ ょけふっ ょけ 
けおさてぇめぇ. ╆くぇき ょぇ しぇき すっ さっつう いぇこぇきすうけ, しゃう せ こけさけょうちう しきけ うた いぇこぇきすうかう う ょぇくうきぇ 
しきけ せ すっ こさゃっ ょぇくっ さぇすぇ しかせてぇかう う きけかうかう ╀けゅぇ ょぇ くぇき ょぇさせめっ すうてうくせ. ′うおぇょぇ しっ 
おぇけ すうた ょぇくぇ くうしぇき さぇょけゃぇけ, おぇけ う しゃう きう, すうてうくう しぇ ゅさぇくうちっ. ¨ょ すぇょぇ いくぇき ょぇ う 
すうてうくぇ うきぇ さぇいかうつうすぇ いくぇつっやぇ. 

‶さっぉうさぇき こけょしゃっしくけ こけ ょけゅぇふぇめうきぇ, めっさ しぇき ゅけすけゃけ しうゅせさぇく ょぇ しっ けゃぇおぇゃ ょぇく 
くっゆっ こけくけゃうすう. ╋っふせすうき, こさけかぇいう ゃさっきっ ぇ くうてすぇ しっ くっ ょってぇゃぇ. ╉ぇこうめぇ おけめぇ ゃけょう せ 
ょゃけさうてすっ めっ いぇすゃけさっくぇ. ‶さっゃかぇょぇかぇ めっ すうてうくぇ. ╇ けくょぇ, せ すけめ すうてうくう, つせめっ しっ めっょぇく 
ょっすかうゆ おけめう せこけさくけ せょぇさぇ せ ゅけすけゃけ しぇしせてっくけ ょさゃけ. ′っ しっゆぇき しっ ょっすかうゆぇ. ╇い てせきっ, 
すっお けいっかっやっくっ, つせめせ しっ しかぇゃせめう. ┺うた しっ しっゆぇき, ぇかう くうめっょぇく けょ やうた くうめっ ゃうてっ せ てせきう 
こさっおけ こせすぇ. ′ぇ こさけこかぇくちうきぇ ういくぇょ てせきっ ちさくう しっ すっお こけけさぇくぇ いっきもぇ. ′ぇ めっょくけめ 
やうゃう くっおけ さぇょう, ゃうょっ しっ ゃけかけゃう せ こかせゅせ う くぇ しすぇさうくしおう くぇつうく つせめせ ゅかぇしけゃう くぇ おさぇめせ 
ぉさぇいょっ. ╃ぇ かう めっ きけゅせゆっ ょぇ しせ すけ うしすう ゅかぇしけゃう おけめっ こぇきすうき う ょぇ しぇきけ いぉけゅ きっくっ すぇおけ 
ょせゅけ うしすさぇめぇゃぇめせ. ┿ けくょぇ しぇき いぇおもせつうけ ょぇ しせ すけ うこぇお しすゃぇさくう ゅかぇしけゃう, ょぇ きう しっ くっ 
こさうゃうふぇ う ょぇ めっ すけ いぇすけ てすけ めっ すさっく すぇおけ こさけたけょぇく う ょぇ くうめっ いぇ すさぇおすけさっ おけめう し ゃさっ-
きっくぇ くぇ ゃさっきっ こさけかぇいっ こせすっき. ╋うしかうき おぇおけ めっ う すけ こけしっぉくぇ ゃさしすぇ すうてうくっ せ おけめけめ しっ 
きってぇめせ ゅかぇしけゃう くぇ やうゃう しぇ しかぇゃせめうきぇ う ょっすかうゆっき おけめう せこけさくけ さぇいぉうめぇ けゃせ すうてうくせ. 
]っょうき う ょせゅけ ゅかっょぇき せ いぇきうてもっくっ ぉさぇいょっ けさぇやぇ ういぇ こかせゅぇ おぇけ せ くっおぇおゃっ すさぇめくっ いぇ-
こうしっ おけめう しっ せさっいせめせ せ こけゃさてうくせ いっきもっ うしこうしせめせゆう こさぇしすぇさう させおけこうし いっきもっ せ おけめう 
しせ しすぇかっ ぉっいぉさけめくっ う ぉっいうきっくっ ぉうけゅさぇそうめっ. ╉ぇけ う けくけゅ つけゃっおぇ しぇ させつうちぇきぇ こかせゅぇ. 
]ぇきけ しせ くっおっ けょ やうた めけて せゃっお くぇ しっけしおうき ゅさけぉもうきぇ こさっすけつっくっ せ うきっ, せ いくぇお, くっおっ けょ 
やうた せてかっ しせ せ おやうゅせ きけゅ こさうめぇすっもぇ おけめう めっ すさぇゅぇめせゆう いぇ やうきぇ うしこうしうゃぇけ う しゃけめっ 
ぉうけゅさぇそしおっ いぇこうしっ. ′ぇ くっおうきぇ けょ やうた こけさっょ うきっくぇ せおかっしぇくう しせ ちさすっあう やうたけゃうた 
いぇくうきぇやぇ うかう しきさすう: 
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こかせゅ ( おぇけ けくぇめ しぇ やうゃっ くぇ こさけこかぇくおせ) 
しさこ  
おさせゅ おぇけ しせくちっ うかう すけつぇお くぇ しっけしおうき おけかうきぇ 
ゅけかせぉけゃう ういくぇょ ょっゃけめぇつおけゅ うきっくぇ 
おさしす おぇけ ちゃっす 
ちゃっす おぇけ おさしす 
こぇ けくょぇ きぇつ しすぇさうくしおう こけかけあっく くぇ おぇきっくせ ゅさけきぇょせ 
こせておぇ せ しすぇゃせ きうさくけ 
しっおうさぇ ょさゃけしっつっ 
てぇめおぇつぇ しっもぇつおぇ う ゃけめくうつおぇ 
 
╀うけ しぇき しぇ きけめうき こさうめぇすっもっき う くぇ くぇてっき しっけしおけき ゅさけぉもせ. ¨く めっ すさぇあうけ 

ちさすっあっ う いぇこうしっ ぇ めぇ うきっくぇ. ╇てかう しきけ こけかぇおけ う こぇあもうゃけ おさけい すさぇゃせ おけめぇ めっ ぉうかぇ 
ゃうしけおぇ. ╇ けこっす めっ ぉうかぇ すうてうくぇ. ╋けめ こさうめぇすっも きっ ょけいうゃぇ. [ぇょけしすぇく. ′ぇてぇけ めっ めっょぇく 
ちさすっあ おけめう めっ こけょ すっさっすけき おぇきっくぇ こぇけ せ すさぇゃせ. 

...┿ けくょぇ けこっす ょっすかうゆ う すせこう せょぇさちう せ おけさせ しせゃけゅ ょさゃっすぇ. ╉ぇけ ょぇ めっ すけ めっょうくけ 
てすけ めっ うしすうくうすけ けゃけゅぇ ょぇくぇ. ‶けくけゃけ しっ せ きっくう さぇふぇ しせきやぇ せ しきうしぇけ ぉっかっあっやぇ. ¨しすぇ-
ゃうゆせ うた せ させおけこうしせ, さぇいきうてもぇけ しぇき, めっさ けくぇ くうおけきっ くうしせ こけすさっぉくぇ. ╉ぇけ しぇく おけめう しっ 
せめせすさせ いぇぉけさぇゃもぇ. ╋けあょぇ ぉう ぉうかけ ぉけもっ ょぇ しぇき しさっょうけ けくっ しすぇさっ こけさけょうつくっ そけすけ-
ゅさぇそうめっ, うしこうしぇけ くぇ こけかっふうくう うきっくぇ おけめうた しっ しっゆぇき. ╋けあょぇ ぉう ぉうかけ ぉけもっ ょぇ くってすけ 
こさぇおすうつくけ せさぇょうき せ おせゆう. ╃ぇ けそぇさぉぇき, さっちうきけ, こさけいけさっ. ╃ぇ こさけきっくうき くぇこせおかけ しすぇ-
おかけ くぇ うおけくう しゃ. ╊せおっ. 〈け めっ ぉうかぇ しかぇゃぇ きけゅ こさぇょっょっ おけめう めっ あうゃっけ せ けゃけめ おせゆう. ¨ょ 
やっゅぇ めっ けしすぇかぇ しぇきけ めっょくぇ そけすけゅさぇそうめぇ くぇ おけめけめ くうめっ ぉうかけ やっゅけゃけゅ うきっくぇ. ′ぇ ゅさけぉもせ 
せ ゃうしけおけめ すさぇゃう めっょゃぇ しっ つうすぇかけ やっゅけゃけ うきっ. ╃ぇ やっゅけゃけ うきっ けぉくけゃうき, こけゅけすけゃせ てすけ 
こけさっょ うきっくぇ くうめっ ぉうかけ くうおぇおゃけゅ いくぇおぇ くうすう ちさすっあぇ. ┿ きけあょぇ めっ くぇつうく きけゅ ぉっかっ-
あっやぇ こけゅさってぇく. ╆くぇき ょぇ ぉう くぇめめぇつぇ ぉうかぇ こけっすしおぇ さっつ, ぇかう けくぇ きう くっょけしすぇめっ. 〉 やけめ 
ぉう う てせきぇ こさっおけ こせすぇ うきぇかぇ ゃっゆっ いくぇつっやっ う くっ ぉう ぉうかぇ てせきぇ おけめせ しぇきけ めぇ ゃうょうき しぇ 
こさけいけさぇ. ┿ すっお いっきもぇ こさっおけ こせすぇ – ╆っきもぇ おけめぇ しっ けぉくぇゃもぇ, けこけさぇ う すゃさょぇ いっきもぇ しっ-
もぇおぇ, きせつっくうつおぇ う ょっかけすゃけさくぇ, ぇ くっ しぇきけ けぉうつくぇ いっきもぇ おけめぇ けしすぇめっ ういぇ めっょくけゅぇ こかせゅぇ 
う めっょくけしすぇゃくけゅ けさぇやぇ. ╋けあょぇ ぉう う ちさすっあ ぉうけ ぉけもう おぇけ ちさすっあう くぇ しっけしおけき ゅさけぉもせ. 
‶けおせてぇけ しぇき う しぇき こさっ くっおけかうおけ ゅけょうくぇ ちさすぇめせゆう ぇきぉぇさ ういぇ おせゆっ. ╆くぇき ょぇ しぇき ぉうけ 
いぇょけゃけもぇく すうき ちさすっあけき. ╇ ょさせゅう しせ ゅぇ こけたゃぇかうかう. ┿きぉぇさ めっ くぇて しすぇさうくしおう う ゃっさけ-
ゃぇすくけ めっ ぉうかけ いくぇつぇめくけ てすけ めっ うきぇけ ゃさっょくけしすう おけめっ くうしせ ゃさっょくけしすう しぇきけ すけゅ, しぇきけ 
くぇてっゅ ぇきぉさぇ. ╇ ゃっさけゃぇすくけ めっ すけ すぇめくぇ いくぇつぇめぇ ゃっゆうくっ しかうつくうた ぇせすけぉうけゅさぇそしおうた いぇ-
こうしぇ. 

┿ うこぇお, すけ めっ ぉうかけ しぇきけ ょっかうきうつくけ すぇつくけ. ╁っさけゃぇすくけ しぇょぇ しぇきけ めぇ いくぇき ょぇ めっ 
しぇ すけゅ ぇきぉぇさぇ こぇかぇ きけめぇ しっしすさぇ ょけお しきけ めけて ぉうかう ょっちぇ, ょぇ しせ うしこさっょ こけょさせきぇ しすぇめぇかぇ 
おけかぇ しぇ ゅさけあふっき, ょぇ しせ せ こけょさせきせ ぉうかっ ゃっかうおっ ぉぇつゃっ しぇ ゃうくけき ょけお しきけ きう せ ぇきぉぇさせ 
ういくぇょ こけょさせきぇ すさつぇかう こけ おかうこけゃうきぇ おせおせさせいぇ おけめう しっ しせてうけ ういきっふせ さぇいきぇおくせすうた 
ょぇしぇおぇ. ′っ しっゆぇき しっ ょぇ しぇき う くぇ すけ きうしかうけ ょけお しぇき ちさすぇけ. ╃ぇくぇし めっ ぇきぉぇさ こさぇいぇく, せ 
こけょさせきせ くっきぇ ゃうくぇ, しぇきけ ゅけきうかぇ しすぇさうた せこけすさっぉくうた しすゃぇさう. ′うてすぇ しっ けょ すけゅぇ くぇ 
ちさすっあせ くっ ゃうょう. ′っ ゃうょっ しっ きっふせ すうき しすゃぇさうきぇ う すさう ゃけめくうつおぇ しぇくょせおぇ, しゃぇおう さぇい-
かうつうすっ ゃっかうつうくっ. ┸っょぇく けょ やうた ぉうけ めっ うい ゃさっきっくぇ おぇょぇ しきけ しかせてぇかう すうてうくせ しぇ ゅさぇ-
くうちっ. ╃させゅう, くぇめゃっゆう う くぇめしすぇさうめう, こさうこぇょぇけ めっ きけき ょっょう. ′うおぇょぇ ゅぇ くうしぇき こうすぇけ 
いぇてすけ ゅぇ めっ つせゃぇけ おぇょ めっ しきっすぇけ すせ, こけさっょ ぉぇつゃう しぇ ゃうくけき う おぇょぇ めっ ょくけ こけつっかけ ょぇ 
すさせかう. ′うめっ ゅぇ おけさうしすうけ. ]ぇきけ ゅぇ めっ つせゃぇけ. ╋っふせ やっゅけゃうき しすゃぇさうきぇ くうしぇき くぇてぇけ 
しこけきっくうちせ おけめせ めっ しゃぇおぇおけ ょけぉうけ おぇけ う しゃう ょさせゅう おけめう しせ しっ こけしかっ くっおけかうおけ ゅけょうくぇ 
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ゃさぇすうかう – うい ]けかせくぇ. ╋けあょぇ ゅぇ めっ つせゃぇけ せきっしすけ しこけきっくうちっ おけめぇ しっ いぇすせさうかぇ. ]うゃけ-
いっかっくぇ ぉけめぇ ぉうかぇ めっ めけて けつせゃぇくぇ うぇおけ こけこせちぇかぇ けょ おうてっ, ゃっすさけゃぇ, しくっゅけゃぇ うい ┿かぉぇ-
くうめっ, しせくちぇ せ ╋ぇさしっもしおけめ かせちう. ╃けかぇいっゆう こけゃさっきっくけ きうしかうけ しぇき おぇおけ ぉう ぉうかけ ょけぉさけ 
ょぇ けぉくけゃうき ょくけ しぇくょせおぇ おけめっ めっ ゅけすけゃけ うしすさせかうかけ. ┿ けくょぇ しぇき けょかぇいうけ う めけて すけ くうしぇき 
せさぇょうけ. ¨ゃけゅぇ こせすぇ くうしぇき しすうゅぇけ くう ょぇ せふっき せ こけょさせき. 〉 こけょさせきせ めっ ぉうかけ きさぇつくけ, 
ぉっい しせくちぇ. ╋けあょぇ ゅぇ めっ いぇすけ う ょさあぇけ せ こけょさせきせ – ょぇ しっ くっ ういゅせぉう ぉけめぇ きぇさしっもしおけゅ 
しせくちぇ. ╋けあょぇ めっ こけさっょ やっゅけゃけゅ うきっくぇ すさっぉぇかけ せおかっしぇすう ちさすっあ けゃけゅ しぇくょせおぇ... うかう 
かぇふせ おけめぇ うしこかけゃもぇゃぇ うい ╋ぇさしっもぇ. ′うおぇょぇ くぇ めっょくけき けぉっかっあめせ くうしぇき ゃうょっけ すぇおゃっ 
ちさすっあっ. ′っきぇ うた くう せ おやういう きけゅ こさうめぇすっもぇ. ′っきぇ うた くう くぇ しけかせくしおけき ゅさけぉもせ, ぇ せ 
╋ぇさしっもせ くうおぇょぇ くうしぇき ぉうけ. 

╆ぇこうし しっ ぉかうあう おさぇめせ. ′っ いくぇき ょぇ かう ょぇ ゅぇ けしすぇゃうき せ させおけこうしせ. ╃っすかうゆ しっ 
ういゅかっょぇ ゃっゆ いぇきけさうけ. ╃ぇ かう きせ しっ すさせょ うしこかぇすうけ. 【せきぇ めっ すうたぇ, ぉっい ゃっすさぇ, おぇけ きぇ 
おけめぇ てせきぇ せ こさけかっゆっ. ′ぇ やうゃう こさっおけ こせすぇ しゃっ ぉさぇいょっ しせ ゃっゆ こけけさぇくっ. ]ゃっ めっ しこさっきくけ 
いぇ こけくけゃくけ さぇふぇやっ – う くけゃっ いぇぉけさぇゃっ. 

...‶ぇ うこぇお, きけあょぇ ぉう すさっぉぇかけ てすけ こさっ ょぇ けぉくけゃうき ょくけ ょさゃっくけゅ しぇくょせおぇ せ 
こけょさせきせ. ╇ ょぇ うしこうてっき うきっくぇ くぇ こけかっふうくう しかうおぇ こさっ くっゅけ てすけ うた くっおけ ういぉぇちう くぇ 
せかうちせ こけさっょ すさぇきゃぇめしおうた てうくぇ. 

 
(¨おけ 〉しおさしぇ 1998. ゅけょうくっ) 

 

 
ǵǨǡǹǺǨǸǰǡǰ ǷǻǺ 

せ しこけきっく きけめうき さけょうすっもうきぇ 
 
╋けめ くぇめしすぇさうめう こせす めっ おさぇすぇお 
╇ ゃけょう けょ きけめっ おせゆっ ょけ さっおっ 
′ぇ けぉぇかう めっ こけつうやぇけ きけしす 
〉 こさゃけ ゃさっきっ おぇょ きけしすぇ くうめっ ぉうかけ 
‶けつうやぇかぇ めっ さっおぇ 
 
‶さゃう こせす しぇき こさけてぇけ こせすっき 
...くっ しっゆぇき しっ 
╋けあょぇ おぇょぇ しせ きっ くけしうかう 
′ぇ おさてすっやっ 
〉 ちさおゃせ しぇ ょさせゅっ しすさぇくっ さっおっ 
¨ょ すぇょぇ こぇ ょけ ょぇくぇし 
]ゃっ てすけ めっ ぉうかけ いくぇつぇめくけ 
′ぇかぇいうかけ しっ くぇ ょさせゅけめ けぉぇかう 
]ぇ ょさせゅっ しすさぇくっ さっおっ 
 
╆ぇこぇきすうけ しぇき すせ けぉぇかせ 
〉 ゃさっきっ おぇょぇ めっ すせ ぉうけ おさぇめ こせすぇ 
╊っすう くぇ しせくちせ, くぇ てもせくおせ 
〉 たかぇょけゃうくう ゃさぉぇ. 
╁さぉっ しせ うしっおかう 
【もせくぇお しせ うしおけこぇかう 
╉ぇょぇ しせ ゅさぇょうかう きけしす 
‶せす くうしせ うしこさぇゃもぇかう 
]ぇきけ しせ すっお くっょぇゃくけ 

]すぇゃうかう ぇしそぇかす 
╇しこけょ ぇしそぇかすぇ う ょぇくぇし しすけめっ 
¨すうしちう ょっつめうた しすけこぇ せ こさぇてうくう 
 
¨ょ きけしすぇ おぇけ う けょ けぉぇかっ さっおっ 
╉せゆぇ しっ くうめっ ゃうょっかぇ おぇょ しぇき けょかぇいうけ 
′うめっ しっ ゃうょっかけ きぇたぇやっ させおせ 
‶さっしすぇめぇかけ めっ くぇ いぇゃうめせすおせ こせすぇ 
╇ けょ すぇょぇ しぇき きけさぇけ ょぇ ゅぇ こぇきすうき 
′ぇめこさっ ょけ きけしすぇ, こぇ けくょぇ ょけ かうゃぇょぇ 
╃け こさせゅっ, ょけ ょさせきぇ, ょけ いぇぉけさぇゃぇ 
 
╋けめ くぇめしすぇさうめう こせす めっ おさぇすぇお 
╇ ゃけょう けょ きけしすぇ ょけ きけめっ おせゆっ 
′ぇ こせすせ くっきぇ ゃうてっ こさぇてうくっ 
 
〉 おせゆう しせ けしすぇかっ しぇきけ くっおっ しすぇさっ  
 しすゃぇさう 
′っおっ こさっこけいくぇめっき ょけぉさけ 
╆ぇ くっおっ きう めっ こけすさっぉくぇ こけきけゆ ょさせゅうた 
╉けめうた くっきぇ 
╇ いぇすけ しっ こけくけゃけ ゃさぇゆぇき 
′ぇ おさぇめ こせすぇ 
′ぇ けぉぇかせ さっおっ 
 
′ぇ いぇゃうめせすおせ こせすぇ 
╁うてっ くっ こぇきすうき きぇたぇやっ させおせ 
]ぇきけ しっ しっゆぇき ょぇ しぇき ゅぇ こぇきすうけ ょせゅけ 
‶ぇきすうけ う いぇぉけさぇゃもぇけ 
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╋けめ くぇめしすぇさうめう こせす めっ おさぇすぇお 
╇ ゃけょう こけくけゃけ ょけ けぉぇかっ さっおっ 
╃け たかぇょけゃうくっ ゃさぉぇ, しせくちぇ う てもせくおぇ 
╃け ゃけょっ くぇょ おけめけき しきけ ょせゅけ 
╇ ょせゅけ 
]っょっかう う さぇょけゃぇかう しっ. 
 
 
ǸǶǬǶǹǳǶǪ 
 
╃っょぇ きけゅ ょっょっ くっ こぇきすうき 
╁うてっ ゅぇ くうおけ くっ こぇきすう 
╆くぇき しぇきけ やっゅけゃけ うきっ 
╃っょぇ きけゅ けちぇ しっ しっゆぇき 
┿かう くっめぇしくけ 
¨くけゅぇ ょぇくぇ おぇょぇ めっ せきさけ 
╊っあぇけ めっ くぇ ゃっかうおけき しっもぇつおけき しすけかせ 
〉 しさっょうくう しけぉっ 
′ぇ いうょせ めけて せゃっお ゃうしう しかうおぇ やっゅけゃぇ 
]すぇさぇ 
╇ くっ いくぇき ょぇ かう しぇょ こぇきすうき 
┺っゅけゃ かうお しぇ しかうおっ 
╇かう しぇ しすけかぇ. 
 
┺っゅけゃせ しかうおせ くぇしかっょうかぇ めっ 
]かうおぇ きけゅ ょっょぇ しおけさけ うしすぇ 
]ぇきけ せ ゃっゆっき さぇきせ 
]ぇ ゃっゆうき ぉさおけゃうきぇ 
╁っゆうき けつうきぇ 
]ぇきけ めぇ いくぇき ょぇ めっ すけ やっゅけゃぇ しかうおぇ 
╇ いくぇき ょぇ けくぇ いぇ ゃぇし くっきぇ いくぇつぇめぇ 
┸っさ くうおぇょぇ くうしすっ ゃうょっかう やっゅけゃっ させおっ 
′ぇ こかせゅせ, しぇ しっおうさけき せ てせきう 
′ぇ しくけこけゃうきぇ あうすぇ う きけめけめ おけしう 
┿かう くう めぇ くっ いくぇき 
【すぇ めっ やっきせ いくぇつうかけ 
¨ゃけ ょさゃっゆっ 
¨ゃぇ いっきもぇ つぇし おぇきっくうすぇ 
』ぇし こかけょくぇ, けゃう いうきしおう ゃっすさけゃう 
¨ゃけ ぉかぇすけ くぇ こせすっゃうきぇ 
【すぇ めっ ゃけかっけ, てすぇ きけさぇけ 
╇ つっきせ しっ さぇょけゃぇけ. 
 
′うおぇょぇ しっ くっゆっ しぇいくぇすう  
╉けかうおけ めっ ぉうかぇ ゅさってくぇ ╆っきもぇ 
‶さっきぇ ょっょけゃうきぇ きけめうき 
╇ ょっょけゃうきぇ ょさせゅうき 
╉けめう しせ めっ けぉくぇゃもぇかう 

[けょけしかけゃうきぇ しおさけきくうき 
╇ ょぇ かう めっ ぉうかけ ょけゃけもくけ すけ 
【すけ しせ きけゅかう ゃけかっすう 
【すけ しせ しっ くぇ しかぇゃぇきぇ ゃっしっかうかう 
【すけ しせ ぉさうくせかう け しうくけゃうきぇ 
【すけ しせ おせゆっ ゅさぇょうかう 
╇ しけぉっ せ おけめうきぇ しせ せきうさぇかう 
【すけ しせ くぇき けしすぇゃうかう いぇゃうつぇめっ 
╇ こけくっおせ しかうおせ くぇ いうょせ 
╁けめくうつおっ しぇくょせおっ せ こけょさせきうきぇ 
╇ しゃっすかっ ゅさけぉけゃっ せ さぇすけゃうきぇ 
 
′うおぇょぇ しっ くっゆっ いくぇすう 
╉けかうおけ めっ ぉうかぇ ゅさってくぇ ╆っきもぇ 
‶さっきぇ ょっょけゃうきぇ きけめうき. 
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68ǷȘȖȜȍșȖȘ ȌȘ ǡȖȊȈȕ ǵȍȠȒȖȊȐȲ さけふっく めっ せ しっかせ 〈さくけゃちせ おけょ ╉やぇあっゃちぇ, 30. きぇめぇ 1929. ゅけょうくっ, せ 
せつうすっもしおけめ こけさけょうちう. ¨しくけゃくせ ておけかせ いぇゃさてうけ めっ せ 〈さくけゃちせ,  ぇ こけしかっ いぇゃさてっくっ ゅうきくぇいうめっ せ ╉やぇあっゃちせ, 
1947. ゅけょうくっ, せこうしぇけ めっ しすせょうめっ ぇさたうすっおすせさっ う くぇ ┿さたうすっおすけくしおけき そぇおせかすっすせ せ ╀っけゅさぇょせ ょうこかけきうさぇけ めせかぇ 
1953. ゅけょうくっ.  
 ┸けて おぇけ しすせょっくす, けこさっょっかうけ しっ いぇ さぇょ くぇ いぇてすうすう しこけきっくうおぇ おせかすせさっ, おぇょぇ めっ おぇけ しぇさぇょくうお しゃけめうた 
こさけそっしけさぇ せつっしすゃけゃぇけ せ うしすさぇあうゃぇやせ う しくうきぇやせ しこけきっくうおぇ ちっくすさぇかくっ ]さぉうめっ う ]すぇさけゅ ╀ぇさぇ. ]ぇ 
ういせいっすくうき うくすっさっしけゃぇやっき う せしこったけき せつっしすゃけゃぇけ めっ せ さぇょせ ′ぇせつくっ ゅさせこっ いぇ こさけせつぇゃぇやっ おせかすせさくけゅ う 
ぇさたうすっおすけくしおけゅ くぇしかっふぇ, おけめせ めっ ゃけょうけ こさけそっしけさ ┲せさふっ ╀けておけゃうゆ.   
 ‶けしかっ ょうこかけきうさぇやぇ, さぇょうけ めっ せ ‶けおさぇめうくしおけき いぇゃけょせ いぇ いぇてすうすせ しこけきっくうおぇ おせかすせさっ せ ′けゃけき 
]ぇょせ う [っこせぉかうつおけき いぇゃけょせ いぇ いぇてすうすせ しこけきっくうおぇ おせかすせさっ せ ╀っけゅさぇょせ, ぇ 1. めぇくせぇさぇ 1960. ゅけょうくっ, ういぇぉさぇく めっ 
いぇ ぇしうしすっくすぇ くぇ ┿さたうすっおすけくしおけき そぇおせかすっすせ 〉くうゃっさいうすっすぇ せ ╀っけゅさぇょせ, くぇ おけめっき めっ けしすぇけ ょけ けょかぇしおぇ せ こっくいうめせ 
1. けおすけぉさぇ 1994. ゅけょうくっ. [ぇょうけ めっ せ くぇしすぇゃう う ょさあぇけ こさっょぇゃぇやぇ うい ょゃっ けしくけゃくっ けぉかぇしすう: うしすけさうめしおけゅ さぇいゃけめぇ 
ぇさたうすっおすせさっ う いぇてすうすっ しこけきっくうおぇ おせかすせさっ, ぇかう めっ せつっしすゃけゃぇけ う せ くぇしすぇゃう う くぇ ょさせゅうき こさっょきっすうきぇ うい 
けぉかぇしすう せさぉぇくういきぇ う こさけめっおすけゃぇやぇ. 
 ‶さゃぇ うしおせしすぇゃぇ せ こっょぇゅけておけき う くぇせつくけき さぇょせ しすうちぇけ めっ おぇけ ぇしうしすっくす こさけそっしけさぇ ┿かっおしぇくょさぇ 
╃っさけおぇ. ╇しすけゃさっきっくけ, ぇくゅぇあけゃぇやっ くぇ うしすさぇあうゃぇやせ う いぇてすうすう ゅさぇょうすっもしおけゅ くぇしかっふぇ, せ つっきせ めっ うしこけもうけ 
ゃうてっしすさせおけ うくすっさっしけゃぇやっ う ゃっかうおう さぇょくう こけすっくちうめぇか, せきくけゅけきっ しせ せすうちぇかう う くぇ やっゅけゃせ くぇせつくけ-すっけさうめしおせ 
ょっかぇすくけしす うい おけめっ しせ こさけうしすっおかう ぉさけめくう こうしぇくう さぇょけゃう, ぇ こさっ しゃっゅぇ たぇぉうかうすぇちうけくう さぇょ  ]さっょやけゃっおけゃくう 
ゅさぇょけゃう せ ]さぉうめう  う ょけおすけさしおぇ ょうしっさすぇちうめぇ  ┲せさふっゃう しすせこけゃう せ しすぇさけき [ぇしせ.  
 ╉ぇけ こさけそっしけさ, させおけゃけょうけ めっ くぇしすぇゃけき うい けぉかぇしすう うしすけさうめしおけゅ さぇいゃけめぇ ぇさたうすっおすせさっ, くぇ こさっょきっすうきぇ: 
┿さたうすっおすせさぇ こさけてかけしすう せ ┸せゅけしかぇゃうめう, ┿さたうすっおすせさぇ しすぇさけゅ ゃっおぇ う ┿さたうすっおすせさぇ しさっょやっゅ ゃっおぇ. ╃ゃぇょっしっす 
ゅけょうくぇ めっ させおけゃけょうけ くぇしすぇゃけき うい いぇてすうすっ う さっゃうすぇかういぇちうめっ ゅさぇょうすっもしおけゅ くぇしかっふぇ. ‶けさっょ さぇょぇ せ さっょけゃくけめ 
くぇしすぇゃう, こさけそ. ょさ ┸けゃぇく ′っておけゃうゆ ぉうけ めっ させおけゃけょうかぇち つっすうさう おせさしぇ こけしすょうこかけきしおうた しすせょうめぇ うい いぇてすうすっ, 
さっゃうすぇかういぇちうめっ う こさけせつぇゃぇやぇ ゅさぇょうすっもしおけゅ くぇしかっふぇ, ぇ ゃうてっ ゅけょうくぇ おぇけ さっょけゃくう こさけそっしけさ ぉうけ めっ てっそ 
╉ぇすっょさっ いぇ さぇいゃけめ ぇさたうすっおすせさっ う せきっすくけしすう. ╀うけ めっ きっくすけさ ゃっゆっゅ ぉさけめぇ しこっちうめぇかうしすうつおうた, きぇゅうしすぇさしおうた う 
ょけおすけさしおうた さぇょけゃぇ. 〉つっしすゃけゃぇけ めっ せ くぇしすぇゃう くぇ そぇおせかすっすうきぇ せ ‶さうてすうくう, ′けゃけき ]ぇょせ う ]こかうすせ.  
 ‶けさっょ さぇょぇ くぇ そぇおせかすっすせ, しゃっ ゃさっきっ しっ ぉぇゃうけ う うしすさぇあうゃぇつおうき さぇょけき くぇ すっさっくせ. ‶けさっょ 
おけくいっさゃぇすけさしおっ ぇおすうゃくけしすう せしきっさっくっ せゅかぇゃくけき くぇ こさけせつぇゃぇやっ う いぇてすうすせ しこけきっくうおぇ せ ]さぉうめう う せ 『さくけめ 
╂けさう, ぉうけ めっ ぇくゅぇあけゃぇく けょ しすさぇくっ ┿おちうけくけゅ おけきうすっすぇ こさう UNESCO–せ ょぇ しぇ ゅさせこけき くぇてうた しすさせつやぇおぇ  
せつっしすゃせめっ 1963. う 1964. ゅけょうくっ せ ぇおちうめう しこぇしぇゃぇやぇ しこけきっくうおぇ ]すぇさっ ′せぉうめっ, せゅさけあっくうた ういゅさぇょやけき ぉさぇくっ 
おけょ ┿しせぇくぇ.  
 ¨こさっょっもっく いぇ こさけせつぇゃぇやっ こさけてかけしすう, ┸けゃぇく ′っておけゃうゆ しっ こけしっぉくけ こけしゃっすうけ しさっょやけゃっおけゃくけき 
ぇさたうすっおすけくしおけき う せさぉぇくけき くぇしかっふせ. ‶けしっぉくけ めっ ぉうけ けさうめっくすうしぇく くぇ ういせつぇゃぇやっ こけめっょうくぇつくうた しこけきっくうおぇ くぇ 
おけめうきぇ めっ う ういゃけょうけ おけくいっさゃぇすけさしおっ う さっしすぇせさぇすけさしおっ さぇょけゃっ. ‶け けぉうきせ う しかけあっくけしすう すさっぉぇ しゃぇおぇおけ 
ういょゃけめうすう さぇょけゃっ くぇ うしすさぇあうゃぇやせ う いぇてすうすう ちさおゃっくっ ぇさたうすっおすせさっ しさっょやけゃっおけゃくっ ]さぉうめっ, ぇ きっふせ やうきぇ 
けぉくけゃせ ちさおゃっ しゃ. ‶っすさぇ せ ╀うめっかけき ‶けもせ, おけくいっさゃぇちうめせ ‶っすさけゃっ ちさおゃっ おけょ ′けゃけゅ ‶ぇいぇさぇ う くぇめけぉうきくうめう 
ゃうてっゅけょうてやう さぇょ くぇ うしすさぇあうゃぇやせ, いぇてすうすう う けぉくぇゃもぇやせ きぇくぇしすうさぇ ┲せさふっゃう しすせこけゃう せ [ぇしせ おけょ ′けゃけゅ 
‶ぇいぇさぇ. ‶さっきぇ こさけめっおすうきぇ こさけそっしけさぇ ′っておけゃうゆぇ, しおけさけ つっすさょっしっす ゅけょうくぇ けょゃうめぇめせ しっ さぇょけゃう くぇ いぇてすうすう, 
おけくいっさゃぇちうめう う けぉくぇゃもぇやせ ]きっょっさっゃしおっ すゃさふぇゃっ. ╆くぇつぇめくう しせ う やっゅけゃう こさけめっおすう こけ おけめうきぇ しせ ういゃっょっくう 
さぇょけゃう くぇ ういゅさぇょやう くけゃうた けぉめっおぇすぇ せ しさっょやっゃっおけゃくうき うしすけさうめしおうき しさっょうくぇきぇ – いゃけくうお くぇ ‶っすさけゃけめ ちさおゃう 
おけょ ′けゃけゅ ‶ぇいぇさぇ う いゃけくうお せ きぇくぇしすうさせ ╁けもぇゃぇち せ ょけかうくう ╊うきぇ, いゅさぇょぇ かぇこうょぇさうめせきぇ う きぇくぇしすうさしおう 
おけくぇお くぇ ┲せさふっゃうき しすせこけゃうきぇ. 
 ‶さけそっしけさ ょさ ┸けゃぇく ′っておけゃうゆ ぉぇゃうけ しっ う こさけぉかっきうきぇ う きけゅせゆくけしすうきぇ けぉくぇゃもぇやぇ ちさおゃっくうた 
ゅさぇふっゃうくぇ, おさけい さぇいきぇすさぇやっ ぉさけめくうた こさうきっさぇ うい こさけてかけしすう ぇかう う おさけい ういさぇょせ くういぇ こさけめっおぇすぇ いぇ 
おけくおさっすくっ けぉめっおすっ. ′ぇ けしくけゃせ やっゅけゃうた こさけめっおぇすぇ, ういゃっょっくう しせ さぇょけゃう くぇ けぉくけゃう ちさおぇゃぇ せ ょけかうくう ╊うきぇ せ 
『さくけめ ╂けさう: ちさおゃっ ]ゃ. ╀けゅけさけょうちっ せ ╁けもぇゃちせ う ちさおゃっ ]ゃ. 〈けきっ せ ╀さいぇゃう.  
 ╆ぇ せしこってぇく さぇょ う ょけこさうくけし ういせつぇゃぇやせ う いぇてすうすう しこけきっくうおぇ おせかすせさっ ょけぉうけ めっ ゃうてっ こさういくぇやぇ 
きっふせ おけめうきぇ う ┸せぉうかぇさくせ きっょぇもせ しぇ ょうこかけきけき ]ぇゃっいぇ ょさせてすゃぇ おけくいっさゃぇすけさぇ ┸せゅけしかぇゃうめっ,  ′けゃっきぉぇさしおせ 
くぇゅさぇょせ ′けゃけゅ ‶ぇいぇさぇ ( 1975. ゅけょうくっ ) う くぇゅさぇょせ ╃させてすゃぇ おけくいっさゃぇすけさぇ ]さぉうめっ (1981. ゅけょうくっ).  
 ‶けさっょ くぇせつくうた さぇょけゃぇ, こうしぇけ めっ う けぉめぇゃもうゃぇけ こけっいうめせ, こさうつっ う ょさぇきっ. ╇いゃけふっくぇ きせ めっ さぇょうけ-ょさぇきぇ 
′ぇ せしうめぇくけき ょさせきせ,  くぇゅさぇふっくぇ くぇ おけくおせさしせ [ぇょうけ ╀っけゅさぇょぇ 1957. ゅけょうくっ.  
 ‶さけそっしけさ ょさ ┸けゃぇく ′っておけゃうゆ こさっきうくせけ めっ 03. めぇくせぇさぇ 2006. ゅけょうくっ せ ╀っけゅさぇょせ.      
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╋ぇ おけかうおけ すけ いゃせつぇかけ くっゃっさけゃぇすくけ, 
ǩȘȈȕȐșȓȈȊ ǴȈȘȒȖȊȐȲ (1948–2010) ちさすぇけ めっ 
ぉけもっ けょ くっおうた さっくっしぇくしくうた う ぉぇさけおくうた きぇめしすけさぇ, 
かっこけすせ ちさすぇつおけゅ すおぇやぇ, そうくけゆせ, めぇしくけしす う 
けてすさうくせ きぇすっさうめっ ょけゃっけ めっ ょけ しおけさけ けこしっしうゃくっ 
こけめぇゃくけしすう. 

『さすぇつ う しかうおぇさ ╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ 
さけふっく めっ せ ╉やぇあっゃちせ 1948. ゅけょうくっ, ぇ せきさけ せ 
╀っけゅさぇょせ 2010. ゅけょうくっ. ‶けすうつっ うい おさぇめぇ せ おけめっき 
くっきぇ こさっゃうてっ せきっすくうおぇ, ぇかう うた くってすけ 
くっけょさっょうゃけ つうくう こけしっぉくうき. 〈うたう, しきうさっくう ぇ 
こけくけしうすう, しかうおぇさう う ちさすぇつう おぇけ ╀さぇくうしかぇゃ 
╋ぇさおけゃうゆ, ╃さぇゅけしかぇゃ ╅うゃおけゃうゆ う ╋うさけしかぇゃ 
╀ぇすぇ ╀かぇゅけめっゃうゆ 『うくちぇさ ういさぇいうかう しせ ょせぉけおせ 
すぇめくせ すけゅ こけょくっぉもぇ, ょさっゃくけしす こさぇしかけゃっくしおけゅ しゃっすぇ, いぇつぇさぇくけしす ╇しすけつくっ ]さぉうめっ 
ういきっふせ あうゃけすぇ う しきさすう, しくぇ う さっぇかくけしすう. ╋ぇさおけゃうゆ めっ せ しゃっすせ しかうおぇさぇ ぉうけ きっふせ 
くぇめこけゃせつっくうめうき, こけしゃっゆっく こけさけょうちう う ぉっしおさぇめくけ けょぇく せきっすくけしすう. ╆ぇ やっゅぇ めっ いくぇけ 
しぇきけ きぇかう ぉさけめ こけしゃっゆっくうおぇ, やっゅけゃっ ういかけあぉっ しせ ぉうかっ さっすおっ, くぇめぉけもっ さぇょけゃっ くうめっ 
こさけょぇゃぇけ う すっお せ こけしかっょやうた くっおけかうおけ ゅけょうくぇ てうさぇ めぇゃくけしす めっ しぇいくぇかぇ いぇ やっゅぇ. 
╃させゅぇつうめっ くうめっ くう きけゅかけ ょぇ ぉせょっ めっさ めっ ぉうけ かうおけゃくう ぇさうしすけおさぇすぇ, けすきっく ゅけしこけょうく 
いぇすゃけさっく せ しゃっす しゃけめっ せきっすくけしすう おけめぇ めっ ういくっくぇふうゃぇかぇ う かぇうおっ う しすさせつやぇおっ. 
‶さっいうさぇけ めっ きっょうめしおせ たぇかぇぉせおせ う いぇたすっゃっ ゃさっきっくぇ, せゃっお けおさっくせす ゃっつくけき せ せきっすくけしすう. 
‶さうめぇすっもう しせ ゅぇ こけいくぇゃぇかう おぇけ くっおせ ゃさしすせ きせょさぇちぇ おぇょぇ めっ せきっすくけしす せ こうすぇやせ, せきっけ 
めっ け やけめ しぇすうきぇ ょぇ ぉっしっょう, ょぇ めっ すせきぇつう, ゃさっょくせめっ う せいょうあっ, けこうめぇめせゆう しかせてぇけちぇ 
すけこかうくけき う もせょしおけてゆせ, ょせぉけおけ こけてすせめせゆう  しぇゅけゃけさくうおぇ. 
 

ǼǨǵǨǺǰǲ ǾǸǺǨǿǲǭ ǻǴǭǺǵǶǹǺǰ 
 

〉 きくけゅけ つっきせ めっ うきぇけ こけしっぉぇく せゅぇけ ゅかっょぇやぇ, しけこしすゃっくう おもせつ いぇ さってっやっ くっ 
しぇきけ しかうおぇさしおうた こさけぉかっきぇ. ╋うおっかぇくふっかけゃっ しおせかこすせさっ しせ ゅぇ けしすぇゃうかっ 
さぇゃくけょせてくうき, ぇ せいぉせょうかう しせ ゅぇ ぇおゃぇさっかう ╄きうかぇ ′けかょっぇ. ╀うけ めっ こさけさけお せ くっおうき 
しすゃぇさうきぇ, けこうしぇけ めっ こけかうすうつおけ しすぇやっ ょぇくぇてやっゅ しゃっすぇ こさっ ょゃぇょっしっす ゅけょうくぇ きけあょぇ 
しぇきけ いぇすけ てすけ めっ ょけ おさぇめぇ けゃかぇょぇけ ちさすっあけき. 

╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ めっ ぉうけ こけしゃっゆっくうお, そぇくぇすうお ちさすぇつおっ せきっすくけしすう, めっょぇく 
けょ くぇめゃっゆうた しゃっすしおうた ちさすぇつぇ ょさせゅっ こけかけゃうくっ ょゃぇょっしっすけゅ ゃっおぇ. ╃さぇゅぇく ╊せぉぇさょぇ, 
やっゅけゃ こさけそっしけさ, ぇこけしすけか ぉっけゅさぇょしおけゅ ちさすっあぇ めっ ちさすぇけ う ょけ こっょっしっす しぇすう くっこさっおうょくけ 
ぇ う 〉さけて 〈けておけゃうゆ, ょさせゅう ぉけゅ くぇ ちさくけき くっぉせ しさこしおけゅ ちさすっあぇ, うきぇけ めっ ぉさけめくっ 
しすゃぇさぇかぇつおっ こけょゃうゅっ. 〉 こけくっつっきせ めっ やうたけゃ しぇぉさぇす けすうてぇけ ょぇもっ けょ やうた. 『さすっあ めっ 
したゃぇすうけ おぇけ うしこけしくうてすゃけ, きけあょぇ こけおぇめぇやっ, こけゃかぇつっやっ せ くぇめょせぉもっ けしくけゃっ ぉうゆぇ. ╀うけ 
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めっ めっょぇく けょ きくけゅうた すぇかっくすけゃぇくうた しすせょっくぇすぇ ぉっけゅさぇょしおっ ╊うおけゃくっ ぇおぇょっきうめっ, ふぇお 
┹せぉうちっ 『せちっ ]けおうゆ. ‶けてすけゃぇやっ めっ ぉうかけ せいぇめぇきくけ, ぇ  したゃぇすぇやっ しかうおっ しすぇさっ 
こさけそっしけさおっ けょさっょうかけ めっ おぇしくうめっ やっゅけゃ けょくけし こさっきぇ ぉけめう. 〉くせすさぇてやう こさっけおさっす 
ょけゅけょうけ しっ くぇ しすせょうめぇきぇ くっけつっおうゃぇくけ, おぇおけ すけ けぉうつくけ ぉうゃぇ. ′ぇ つぇしせ ちさすぇやぇ 
ゃっつっさやっゅ ぇおすぇ くっおけ けょ しすせょっくぇすぇ くっさゃけいくけ めっ, ぉさいけ こけゃかぇつうけ こけすっいっ う せ すうてうくう しっ 
つせかけ ておさうこぇやっ やっゅけゃけゅ こっさぇ こけ こぇこうさせ. 〈ぇょぇ しっ こさけそっしけさ ゃっつっさやっゅ ぇおすぇ ╃さぇゅぇく 
╊せぉぇさょぇ こさけょさぇけ: „╉せかすうゃうてう こっさけ!“ ╀うけ めっ すけ すさっくせすぇお こさけしゃっすもっやぇ, ╋ぇさおけゃうゆせ 
しっ けすおさうかぇ すぇめくぇ ちさすぇやぇ, ちさすっあぇ おぇけ ょうしちうこかうくっ くぇめゃうてっ せょぇもっくっ けょ ておさぇぉぇやぇ. 
╃させゅう こさっかけきくう ょけゅぇふぇめ ょけゅけょうけ しっ こさうかうおけき こぇあもうゃけゅ こけしきぇすさぇやぇ [ぇしこっゆぇ せ 
]すせょっくうちう. 〉 いぇくけしせ こさけせつぇゃぇやぇ しさっょやけゃっおけゃくけゅ あうゃけこうしぇ, せ くぇこけさせ ょぇ こさけくうおくっ 
せ すぇめくっ しすぇさうた きぇめしすけさぇ, けすおさうけ きせ しっ ぇくぇすけきしおう くぇつうく さってぇゃぇやぇ そうゅせさっ, こけしっぉくけ 
ちさすぇやっ させおっ う しおかけこぇ てぇおっ,  そさっしおっ しせ ゅぇ こけせつうかっ おぇおけ ょぇ ちさすぇ こさしすっ う けぉめっょうくう 
ょさせゅっ ょっかけゃっ すっかぇ. ′うめっ さっつ しぇきけ け すけきっ ょぇ めっ せ ぉかっしおせ うくすせうちうめっ しこけいくぇけ けくけ てすけ 
ょさせゅう ゅけょうくぇきぇ こけおせてぇゃぇめせ くぇ つぇしけゃうきぇ ぇくぇすけきうめっ, うかう こさけせつぇゃぇめせゆう いぇこぇょくっ 
きぇめしすけさっ. 〉こけいくぇけ めっ くってすけ きくけゅけ ゃうてっ – ぉけあぇくしおせ きっさせ しすゃぇさぇやぇ, けょくけしっ 
こさけこけさちうめぇ う くっこけゅさってうゃけしす せ しさぇいきっさぇきぇ おけめう けょかうおせめせ こさぇゃけゅ せきっすくうおぇ. ┺っゅけゃ 
かうおけゃくう しゃっす めっ しおさけきぇく ぇ ゃっかうおう, しせいょさあぇく う ょけしすけめぇくしすゃっく, くぇかうお そさっしおぇきぇ. 
¨すおさうゃてう すぇめくせ ちさすっあぇ ちさすぇけ めっ くけゆうきぇ, おぇょぇ めっ くぇめすうてっ, くぇ きぇかけき う ゃっかうおけき 
そけさきぇすせ, けおさせすくけき こさっちういくけてゆせ, けこけさけ う そぇしちうくぇくすくけ. 『さすぇけ めっ しこけさけ う すぇつくけ, 
くっくぇょきぇてぇく せ ょっすぇもせ,  せさっいせめせゆう かうくうめっ う すぇつおっ おぇけ しすぇさう ゅさぇゃっさう. ]ぇ やうき めっ 
こけくけゃけ ぉかっしくせかぇ すったくうおぇ きうくせちうけいくけゅ うしちさこもせめせゆっゅ さぇょぇ ゅけすしおうた いかぇすぇさぇ, ╋ぇさすうく 
【けくゅぇせっさ, ┿かぉさったす ╃うさっさ う 》ぇめくさうた ╂けかちうめせし ぉう ゃっさけゃぇすくけ さぇょけ ぉうかう せ やっゅけゃけき 
ょさせてすゃせ. 【さぇそうさぇけ めっ う きけょっかけゃぇけ おぇけ くぇ しすぇさうき くけゃつぇくうちぇきぇ う こけてすぇくしおうき 
きぇさおぇきぇ う こさういくぇゃぇけ めっ しぇきけ けゅさけきぇく すさせょ, ぇ ゃっゆっ かうおけゃくけ こけてすっやっ しっ くうめっ きけゅかけ 
いぇきうしかうすう せ ょけぉぇ こさけかぇいくうた うかせいうめぇ. 
 
            ǾǸǺǭǮ ǡǭ ǷǶȀǺǭǣǭ ǻǴǭǺǵǶǹǺǰ 
 

〉 ぉかういうくう ぉっけゅさぇょしおっ ╅っかっいくうつおっ しすぇくうちっ めっょぇく うしこけしくうお めっ しすゃぇさぇけ 
ゅっくうめぇかくぇ ょっかぇ, ぇ ょぇ すけ しおけさけ くうおけ くうめっ いくぇけ. ]ぇしゃうき ょさせゅぇつうめっ けょ ╊せぉぇさょうくうた う 
〈けておけゃうゆっゃうた こさっしすせこぇ う ちさすぇつおうた っおしすさぇゃぇゅぇくちう くぇぉぇゃもぇけ めっ せ すぇめくけしすう 
しおせこけちっくっ すっておっ こぇこうさっ う, けすおさうゃてう すったくうおせ おさぇめやっ そうくけゅ しおうょぇやぇ あうかっすけき ゃっゆ 
せさぇふっくけゅ, くっこさっおうょくけ さぇょうけ くぇ うしすけき かうしすせ. ╋けゅぇけ めっ ょぇ けぉさぇふせめっ めっょぇく ちさすっあ う ょけ 
すさう きっしっちぇ ゃけふっく しゃけめけき しぇきせさぇめしおけき かけゅうおけき. ┺っゅけゃぇ しせ ょっかぇ  いぇすけ きけゆくっ 
こけめぇゃくけしすう, ょけ しぇゃさてっくしすゃぇ ょけゃっょっくっ うさぇちうけくぇかくけしすう しかけめっゃうすうた しすさせおすせさぇ, 
ゃっかうおけゅ ぉけゅぇすしすゃぇ ょっすぇもくけ ょっそうくうしぇくうた こさうさけょくうた そけさきう おぇきっやぇ, こすうちぇ, すさぇゃぇ, 
ちゃっゆぇ, あっくしおうた ぇおすけゃぇ, こけさすさっすぇ しすぇさうちぇ, ぉっぉぇ おけめっ しせ こさけたけょぇかっ, おっくゅせさぇ, 
つせょけゃうてすぇ… ╋ぇ おけかうおけ すけ いゃせつぇかけ くっゃっさけゃぇすくけ, ╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ めっ 
ちさすぇけ  ぉけもっ けょ くっおうた さっくっしぇくしくうた う ぉぇさけおくうた きぇめしすけさぇ, かっこけすせ ちさすぇつおけゅ すおぇやぇ, 
そうくけゆせ, めぇしくけしす う けてすさうくせ きぇすっさうめっ ょけゃっけ めっ ょけ しおけさけ けこしっしうゃくっ こけめぇゃくけしすう. 
╋っふせしけぉくけ こさけあうきぇやっ う しぇょっめしすゃけ さぇいかうつうすうた こさうさけょくうた けぉかうおぇ いぇあうゃっかけ めっ せ 
しすさせおすせさぇきぇ ╃さぇゅぇくぇ ╊せぉぇさょっ, しぇいさっかけ おけょ ╀さぇくうしかぇゃぇ ╋ぇさおけゃうゆぇ う ょけあうゃっかけ 
いっくうす せ ちさすっあうきぇ ]さふぇくぇ ┿かっおしうゆぇ 《さぇこぇさっゅっ, こけしかっょやっゅ ゃっかうおけゅ しすさせおすせさぇかうしすっ. 
]ぇょぇ すぇおけ ちさすぇめせ めけて しぇきけ ╅っもおけ ┲せさけゃうゆ う ╆けさぇく ╇ゃぇくけゃうゆ, くっゅせめせゆう さぇしおけてくせ 
きぇすっさうめせ, せいゅぇめぇめせゆう つせょくけ ぉうもっ ちさすっあぇ. 
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¨ゅさけきぇく くぇこけさ, もせぉぇゃ う ゃけもぇ せかけあっくう せ しすゃぇさぇやっ, うしすさけてうかう しせ せきっすくうおぇ, 
くぇ こかぇきっくせ ょせたぇ, せ ゃぇすさう しぇきけこさっゅけさぇ, ゅけさっかけ めっ, すさけてうかけ しっ くっめぇおけ すっかけ. ╉さぇめっき 
けしぇきょっしっすうた ╋ぇさおけゃうゆ めっ さぇょうけ ゅさぇそうおっ こけ しゃけめうき ちさすっあうきぇ, こさぇゃっ しっさうゅさぇそうめっ, ぇ 
くっ けくけ てすけ しせ おけょ くぇし こけめっょうくう せきっすくうちう くせょうかう こけょ すうき くぇいうゃけき. 〉きっしすけ けぉうつくうた 
こさうくすけゃぇ, けそしっす てすぇきこっ くぇ かぇめくっく こぇこうさせ おけめう うきうすうさぇ こかぇすくけ, ょけちさすぇゃぇけ めっ 
こけくけゃけ う ょけさぇふうゃぇけ しゃけめ そぇくすぇしすうつくう せくうゃっさいせき くぇ ゃっゆっき ぉさけめせ ゅさぇそうつおうた 
そうかきけゃぇ. 〈け ゅぇ せけこてすっ くうめっ いぇょけゃけもうかけ, ぇ こけてすけ めっ „『さすっあ こけてすっやっ せきっすくけしすう“ 
おぇおけ すゃさょう ゃっかっつぇしくう ╄くゅさ, くぇしすぇゃうけ めっ ょぇ ちさすぇ. ¨しかぇぉもっくけゅ ゃうょぇ う 
いょさぇゃもぇ,  ょっゃっょっしっすうた めっ しぇしゃうき  くぇこせしすうけ たうこっさしすさせおすせさっ ういゃっょっくっ こっさけき う すせてっき 
う けしゃけめうけ くぇつうく さぇょぇ, しぇ つっすおけき う ぇおゃぇさっかしおうき かぇゃうさぇやっき, こけすこせくけ ょさせゅぇつうめう けょ 
ょぇかっおけうしすけつくけゅ. ′ぇめぉけもう きっふせ すうき さぇょけゃうきぇ しせ けくう せ おけめうきぇ めっ せきっしすけ すせてぇ 
おけさうしすうけ ちさくうかけ いぇ おけあせ, てすけ しせ ┹せぉぇ ‶けこけゃうゆ う ╃さぇゅぇく ╊せぉぇさょぇ こさうきっやうゃぇかう 
めけて こっょっしっすうた ゅけょうくぇ. ╃せあっ ゃさっきっくぇ しっ こけしゃっすうけ しっさうめう ちさすっあぇ しぇ すっきけき さぇすくうおぇ, 
めっさ てすぇ めっ ょさせゅけ う しぇき ぉうけ. ┸っょぇく けょ くぇめゃぇあくうめうた こけいくうた こさっょしすぇゃくうおぇ ぉっけゅさぇょしおっ 
ておけかっ ちさすっあぇ, つうめう こけすぇきくっかう しめぇめ ょぇくぇし くぇめぉけもっ けすおさうゃぇめせ ‶さっょさぇゅ ╀ぇめけ ╊せおけゃうゆ 
う ╋うたぇめかけ ╂っさせく, ╋ぇさおけゃうゆ めっ, ぇ おぇおけ ぉう ょさせゅぇつうめっ, ちさすぇけ いぇつせょくう, そぇくすぇしすうつくう 
しゃっす, ぉっしすうめぇさうめせき くぇ すさぇゅせ ╋っょうぇかっ おけめせ しぇょぇ きけあょぇ くぇめぉけもっ いぇしすせこぇ っいけすっさうお, 
しかうおぇさ う ちさすぇつ しすぇさけゅ おけゃぇ ╋うたぇめかけ ┲けおけゃうゆ 〈うおぇかけ. 
 
            ǻǹǷǭǽ ǬǶȀǨǶ ǷǸǭǲǨǹǵǶ 
 

╉さぇめっき けしぇきょっしっすうた ぉうけ めっ すけ すぇおけ かうおけゃくけ ょけぉさけ いぇしくけゃぇく う けさうゅうくぇかぇく さぇょ 
ょぇ めっ こさうゃせおぇけ こぇあやせ う ╊ぇいぇさぇ 〈さうそせくけゃうゆぇ, きうかうすぇくすくけゅ きけょっさくうしすっ, ゅせさせぇ 
くぇてうた うしすけさうつぇさぇ きけょっさくっ せきっすくけしすう, おけめう くうめっ うきぇけ きくけゅけ さぇいせきっゃぇやぇ いぇ ゅさったっ 
ぉっけゅさぇょしおっ ておけかっ そぇくすぇしすうおっ. ╀うけ めっ けこつうやっく ╋ぇさおけゃうゆっゃうき さぇょけゃうきぇ, ぇかう めっ 
けょせしすぇけ けょ ょぇゃぇやぇ しゃけめっ ういゃぇくさっょくっ こけょさておっ さっおぇゃてう ょぇ めっ せ こうすぇやせ おさぇめやっ きぇかぇ 
かうおけゃくぇ こさけょせおちうめぇ. 『さすっあう う しかうおっ ╀さぇくうしかぇゃぇ ╋ぇさおけゃうゆぇ しせ ぉうかう すぇおけ 
きぇかけぉさけめくう う くっけこさけしすうゃけ おゃぇかうすっすくう ょぇ すけ おせかすせさくう っしすぇぉかうてきっくす くうめっ きけゅぇけ ょぇ 
こけょくっしっ. ╀うけ めっ う けょゃっゆ けさうゅうくぇかぇく ょぇ ぉう こけしすぇけ こさけそっしけさ こぇ しせ ゅぇ けょぉうかう くぇ 
おけくおせさしせ くぇ ぉっけゅさぇょしおけき 《ぇおせかすっすせ かうおけゃくうた せきっすくけしすう, てすけ めっ ぉうけ こけせいょぇく いくぇお 
ょぇ しぇ すけき せしすぇくけゃけき くってすけ くうめっ せ さっょせ. 〉こけさっょけ めっ う しかうおぇけ ぇかう めっ うきぇけ おけきこかっおし 
ょぇ せ せもせ くうめっ けしゃけめうけ  うしすけ てすけ う せ ちさすっあせ, あっかっけ めっ ょぇ ょけしっゅくっ くってすけ しぇきけ やっきせ 
こけいくぇすけ こぇ めっ くっいぇょけゃけもぇく せくうてすうけ くっおっ けょ くぇめぉけもうた しかうおぇ くけゃうめっ しさこしおっ 
そうゅせさぇちうめっ. ‶けしすっこっくけ しっ やっゅけゃけ きぇすっさうめぇかくけ しすぇやっ こけぉけもてぇかけ, せけつうかう しせ ゅぇ ぇかう 
う いかけせこけすさっぉうかう くっおう けょ ゃけょっゆうた くぇてうた ゅぇかっさうしすぇ う しゃっ ゃうてっ めっ しかうおぇけ ぇ しゃっ きぇやっ 
ちさすぇけ. 〉しこった めっ, おぇおけ すけ ぉうゃぇ  おけょ くっおうた  せきっすくうおぇ, ょけてぇけ こさっおぇしくけ. ╇いかけあうゃてう 
しかうおっ う ちさすっあっ せ ╋けょっさくけめ ゅぇかっさうめう „╁ぇもっゃけ“ 2008. ゅけょうくっ, ╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ 
めっ せてぇけ せ しさこしおせ うしすけさうめせ せきっすくけしすう くぇ くぇめぉけもう くぇつうく, ┹せぉぇ ‶けこけゃうゆ う おせしすけしう 
╂ぇかっさうめっ しせ せきっかう ょぇ こさっこけいくぇめせ こさぇゃせ ゃさっょくけしす. ‶けめぇゃうかう しせ しっ う けいぉうもくう 
おけかっおちうけくぇさう こぇ めっ せい こけきけゆ めっょくけゅ けょ やうた 2009. ゅけょうくっ, ういぇてかぇ う きぇやぇ 
きけくけゅさぇそうめぇ こけょ くぇしかけゃけき „]かうおっ う ちさすっあう“ せ おけめけめ しせ けぉめっょうやっくう  ゃぇあくうめう 
すっおしすけゃう, ぇかう せ ゅさぇそうつおけき しきうしかせ くっ こさっくけしう くうてすぇ けょ きぇゅうめっ やっゅけゃうた ょっかぇ う くぇ 
けしくけゃせ やっ しっ せけこてすっ くっ きけあっ しすっゆう せすうしぇお け やうたけゃけき おゃぇかうすっすせ. 

╉ぇおけ めっ ゃっゆ こさうきっゆっくけ いぇ っしっめっ こうしぇくっ け ┹せぉう ‶けこけゃうゆせ, くうおけ けょ きぇめしすけさぇ 
こうしぇくっ さっつう くうめっ せしこっけ ょぇ こさけょさっ ょけ おさぇめぇ せ いぇこさっすくっ しゃっすけゃっ う ょってうそさせめっ 
╋ぇさおけゃうゆっゃせ たっさきっすうつおせ うおけくけゅさぇそうめせ, しすさけゅせ くぇせおせ せきっすくうおぇ きけあょぇ ゃうてっ 
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けおさっくせすけゅ っすうつおけき くっゅけ っしすっすうつおけき. ′ぇ おさぇめせ めっ ぉけもっ ちうすうさぇすう ╃さぇゅぇくぇ ╊せぉぇさょせ, 
やっゅけゃけゅ せつうすっもぇ しぇ おけめうき めっ けょさあぇゃぇけ めっょうくう おけくすぇおす こさっおけ ちさすっあぇ. ′っおぇ くぇき ぉせょっ 
けこさけてすっくけ (╊せぉぇさょぇ け ちうすぇすうきぇ きうしかう くぇめゅけさっ う おぇあっ:  „『うすぇすう う こかぇしすうつくっ おっしっ 
しせ いぇゅぇょうかう しゃっす.“) いぇ くぇゃけふっやっ こぇさ さっつう け きけさくぇさせ, おけめう めっ しぇ やうき くぇ ぉっかけめ かぇふう 
ぉさけょうけ ちさくうき きけさうきぇ すせてぇ: „〉くせすさぇ めっ ちさすぇけ, ょけてぇけ めっ ょけ すゃさょっ, けてすさっ かうくうめっ, ぉうけ 
めっ しおせつっく う しぇぉうめっく, ぉうけ めっ せ かうくうめう.“ ╀うけ めっ 〉きっすくうお. 
 
‶さっせいっすけ しぇ しぇめすぇ: 
 
http://www.pecat.co.rs/2010/11/branislav-markovic-1948-2010-tajna-praslovenskog-
sveta/ 
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′ぇこけきっくぇ: ]かうおっ う ちさすっあう くぇ しすさ. 40, 42, 45, 51, 53, 74, 81, 88, 95, 98, 128, 130, 141, 
146, 147, 148, 150, 152, 164, 176, 178, 213 う 214 ╀さぇくうしかぇゃ ╋ぇさおけゃうゆ 
69 
 
  

                                                        
69ǩȘȈȕȐșȓȈȊ ǴȈȘȒȖȊȐȲ 
(1948–2010 / ╉やぇあっゃぇち–╀っけゅさぇょ) 
   ┿おぇょっきうめせ かうおけゃくうた せきっすくけしすう いぇゃさてうけ je せ ╀っけ-
ゅさぇょせ 1972. ゅけょうくっ. 
   ‶けしすょうこかけきしおっ しすせょうめっ いぇゃさてうけ je 1975. ゅけょうくっ くぇ 
《ぇおせかすっすせ かうおけゃくうた せきっすくけしすう. 』かぇく je 〉╊〉]-ぇ けょ 
1973. ゅけょうくっ. 
   ¨ょ 1973. ゅけょうくっ ういかぇゅぇけ je くぇ しぇきけしすぇかくうき う おけ-
かっおすうゃくうき ういかけあぉぇきぇ せ いっきもう う うくけしすさぇくしすゃせ: ╀っ-
けゅさぇょ, ′けゃう ]ぇょ, ╆ぇめっつぇさ, ╊ぇいぇさっゃぇち, 』ぇつぇお, ]けきぉけさ, 
╆ぇゅさっぉ, ′けゃう ‶ぇいぇさ, ‶ぇくつっゃけ, ]おけこもっ, 【ぇぉぇち, ╋かぇ-
ょっくけゃぇち, ╉やぇあっゃぇち; ╃ぇきぇしお, ┿きぇく, ╋けくすっ ╉ぇさかけ, 
╀ぇいっか, ‶ぇさうい... 
 
′ぇゅさぇょっ う こさういくぇやぇ: 
 
1973. – ¨すおせこくぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ういかけあぉう „]ゃっす せ おけきっ 
あうゃうきけ“, ゅょっ je ]おせこてすうくぇ ゅさぇょぇ ╀っけゅさぇょぇ けすおせこうかぇ 
ちさすっあ ‶けゅけふっく つけゃっお. 
1985. – ‶けたゃぇかぇ いぇ けこさっきせ おやうゅっ [っつくうお こっしくうつおうた 
しかうおぇ, 30. きっふせくぇさけょくう しぇめぇき おやうゅぇ, ╀っけゅさぇょ. 
1987. –  ╆かぇすくけ こっさけ ‶けかうすうおうくけゅ いぇぉぇゃくうおぇ. 
1990. – ╃させゅぇ くぇゅさぇょぇ „╀っけゅさぇょ, うくしこうさぇちうめぇ しかうおぇさぇ“. 
1993. – ╃させゅぇ くぇゅさぇょぇ „XV ういかけあぉぇ ちさすっあぇ“, ╀っけゅさぇょ 
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』┿]¨‶╇] ╆┿ ╉┺╇╅╄╁′¨]〈, 〉╋╄〈′¨]〈 ╇ ╉〉╊〈〉[′〉 ╀┿【〈╇′〉 
 
╇]〈¨╉ ういかぇいう 4 こせすぇ ゅけょうてやっ せ すさけきっしっつくうき しゃっしおぇきぇ.  
╂けょうてやぇ こさっすこかぇすぇ ういくけしう 2.000 ょうくぇさぇ, いぇ うくけしすさぇくしすゃけ 80 っゃさぇ. 
′ぇさせつせめっき _________ こさうきっさぇおぇ つぇしけこうしぇ ╇]〈¨╉ 
╇きっ う こさっいうきっ, くぇいうゃ せしすぇくけゃっ うかう こさっょせいっゆぇ: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
┿ょさっしぇ: __________________________________________ 
〈っかっそけく: __________________________ 
‶さっすこかぇすぇ しっ きけあっ ういゃさてうすう せ しゃぇおけめ こけてすう うかう ぉぇくちう くぇ すっおせゆう さぇつせく ぉさけめ:  
200-2703160101921-09 (‶けてすぇくしおぇ てすっょうけくうちぇ), こさうきぇかぇち: 〉きっすくうつおぇ ぇおぇょっきうめぇ 
╇しすけお ╉やぇあっゃぇち, しぇ くぇいくぇおけき „いぇ ╇しすけお". ¨ゃぇおゃけき せこかぇすけき けぉっいぉっふせめっすっ ょぇ, つうき 
せこかぇすうすっ う こけてぇもっすっ けゃせ くぇさせりぉっくうちせ, つうすぇゃっ ゅけょうくっ ょけぉうめぇすっ つぇしけこうし くぇ ぇょさっしせ 
おけめせ くぇゃっょっすっ. 
 
]‶╄『╇┸┿╊′┿ ‶¨′〉╃┿: ‶さっすこかぇすくうお くぇ つぇしけこうし ╇しすけお しすうつっ こさぇゃけ くぇ ぉっしこかぇすぇく 
こさうめっき しゃうた ういょぇやぇ っょうちうめっ ╇しすけお せ ゅけょうくう いぇ おけめせ ういゃさてう こさっすこかぇすせ 
 
 
╉けくすぇおす ぇょさっしぇ: 
〉きっすくうつおぇ ぇおぇょっきうめぇ ╇しすけお ╉やぇあっゃぇち,   E-mail: 
19350 ╉やぇあっゃぇち, istok.akademija@gmail.com 
╉っめ ╃うきうすさうめぇ〈せちけゃうゆぇ 8,   Telefoni: 
‶けてす. そぇた 58 060 450 30 80, 063 440 245 
  



 
 

 

╄╃╇『╇┸┿ ╇]〈¨╉ 
 

 
『っくぇ: 350,00 ょうくぇさぇ 『っくぇ: 400,けけ ょうくぇさぇ 
 

〉こかぇすぇ しっ きけあっ ういゃさてうすう せ しゃぇおけめ こけてすう うかう ぉぇくちう くぇ すっおせゆう さぇつせく ぉさけめ:  
200-2703160101921-09 (‶けてすぇくしおぇ てすっょうけくうちぇ), こさうきぇかぇち: 〉きっすくうつおぇ ぇおぇょっきうめぇ 
╇しすけお ╉やぇあっゃぇち, しぇ くぇいくぇおけき いぇ くぇしかけゃ おやうゅっ 
 
 
』ぇしけこうし ╇しすけお, せ っょうちうめう ‶けしっぉくぇ ういょぇやぇ, け すさけておせ う こけ いぇたすっゃせ ぇせすけさぇ, ゃさてう うい-
ょぇゃぇつおっ せしかせゅっ, けぉっいぉっふせめせゆう さっちっくいうさぇやっ, かうおけゃくせ けこさっきせ, ゅさぇそうつおせ さっぇかういぇ-
ちうめせ, きっょうめしおせ こさっいっくすぇちうめせ う こさうおぇい せ つぇしけこうしせ. [っょぇおちうめぇ いぇょさあぇゃぇ こさぇゃけ ょぇ くっ 
けぉめぇゃう こけくせふっくう くぇしかけゃ, せ しかせつぇめせ くっゅぇすうゃくっ さっちっくいうめっ うかう ぇおけ こさけちっくう ょぇ ぉう うい-
ょぇやっ ぉうかけ てすっすくけ こけ おせかすせさせ, ゃさっふぇかけ きけさぇか う せきぇやうゃぇかけ せゅかっょ ういょぇゃぇつぇ. 
  


