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》ちけみてせそえそ あたたかてけてあ! 

ぞんぢだでずぎがだと.. .  

〉‒ 〈¨』け』 Life 
づ8 ╅たちかしへ-〈あこ 2008え. 

 

 』 14  あたちかしみ う 〉‒ 〈¨』け』  せあねあしそつへ 
たちそうかおかせけか つてとおかせねかつさけに つといいそてせけさそう. 
》かちうふす そいひかさてそす おしみ せあうかおかせけみ ねけつてそ-
てふ け たそちみおさあ つてあしあ てかちちけてそちけみ 〉‒ 〈¨-
』け』, あ くあてかす け そくかちそ う えそちそおつさそす たあちさか 
え.〉そうそてちそけぬさあ. ╇ おあせせそす すかちそたちけみてけけ 
たちけせみしけ とねあつてけか つてとおかせてふ 1-4 さとちつそう. 
》そ つしそうあす たちかおつてあうけてかしかこ そておかしあ うそつたけ-
てあてかしへせそこ ちあいそてふ, つといいそてせけさけ いとおとて たちそ-
にそおけてへ け う すあか. ╇ たしあせあに ちとさそうそおつてうあ 
〉‒ 〈¨』け』 たそすそねへ せあうかつてけ たそちみおそさ う 
しあえかちか «『そおせけさ». 

 25 あたちかしみ う あさてそうそす くあしか たちそのかし ╉かせへ 
そてさちふてふに おうかちかこ, たそおえそてそうしかせせふこ ちあ-
いそてせけさあすけ 》ちけかすせそこ さそすけつつけけ. ╇つてちかねあ 
つ いとおとはけすけ つてとおかせてあすけ け けに ちそおけてかしみ-
すけ いふしあ たそつうみはかせあ うそたちそつあす たちそぬかつつあ 
たそつてとたしかせけみ け とねかいふ う 〉‒ 〈¨』け』. 』そ-
すせかせけみ あいけてとちけかせてそう せあ うつてちかねか とつてちあ-
せみしあ せあねあしへせけさ そておかしあ おそうとくそうつさそこ たそお-
えそてそうさけ 【.》. ‒けしそせかせさそ.  

 28 あたちかしみ う ねけてあしへせそす くあしか いけいしけそてかさけ 
〉‒ 〈¨』け』 つそつてそみしそつへ うちとねかせけか つてけたかせ-
おけこ くあ 1 つかすかつてち とたちあうしみまはかえそ おけちかさてそ-
ちあ 《╅《 «】ちあし 』てあしへ» つてとおかせてあす せあのかえそ 
とねかいせそえそ くあうかおかせけみ. 〉あ ほてそて ちあく ちとさそうそ-
おつてうそす 《╅《 «】ちあし 』てあしへ» くあ ちあくしけねせふか 
おそつてけきかせけみ いふしそ そてすかねかせそ 40 つてとおかせてそう 
〉‒ 〈¨』け』, つちかおけ さそてそちふに 4 おかうとのさけ. 

 
 

╉かせけつ [】『】ぃ¨〉 

〉そうそつてけ 

ぞí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ ½▲ äÜäëÜïó¿ó ëíïï¡í£íöá 
£í½ñïöóöñ¿　 Ñóëñ¡öÜëí äÜ íÑ½óÖóïöëí-
öóçÖÜ-êÜ£　úïöçñÖÖÜú ôíïöó んÖÑëñ　 ゑó¡-
öÜëÜçóôí ぞñâñÑÜçí Ü ä¿íÖóëÜñ½▲ê äëñ-
Üßëí£ÜçíÖó　ê Öíüñú ïöÜ¿ÜçÜú. 
 ゑÜö, ôöÜ ½▲ Üï¿▲üí¿ó: ç ó0Öñ 2008 ÇÜ-
Ñí ÖíôÖñöï　 ëñ½ÜÖö ïöÜ¿ÜçÜú, ¡ÜöÜë▲ú 
äëÜÑ¿óöï　 äëóß¿ó£óöñ¿áÖÜ ÑÜ ¿ñöí ï¿ñ-
ÑÜ0àñÇÜ ÇÜÑí. 
がíÖÖ▲ú äëÜñ¡ö ßÜÑñö äëÜêÜÑóöá ç Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ~öíäÜç. ぞí 
äñëçÜ½ ~öíäñ ß▲¿ ç▲ßëíÖ äëÜñ¡ö Öí ïó-
¿ÜçÜñ ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖóñ, ç▲ßëíÖ äÜïöíç-

àó¡ ó ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ßÜÑñö £í¡Üäíöáï　: 
½　ïÜëÜß¡ó, êÜ¿ÜÑó¿áÖ▲ñ ¡í½ñë▲, ä¿óö▲, ¢óëÜ-
ç▲ñ ü¡íâ▲, ½Üú¡ó, ~¿ñ¡öëÜ¡óä　öó¿áÖó¡ó. どí¡¢ñ 
ä¿íÖóëÜ0ö ÜïöíÖÜçóöá ÖÜçÜ0 ¿óÖó0 ëí£Ñíôó. 
ぶíïöá Ü¢ñ ó½ñ0àñÇÜï　 ÖÜë½í¿áÖÜ âÜÖ¡îóÜÖó-
ëÜ0àñÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ßÜÑñö Üïöíç¿ñÖí. 
         ゑ ½　ïÖÜ½, ÜçÜàÖÜ½, ÇÜë　ôñ½, ½ÜôÖÜ½ ó ÑëÜ-
Çóê îñêíê ßÜÑñö Ññ½ÜÖöóëÜçíöáï　 ïöíëí　 öñêÖó¡í 
ó ÜïöíÖíç¿óçíöáï　 ÖÜçí　. ゑ êÜÑñ äëñÜßëí£ÜçíÖóú 
ÜßñÑñÖÖ▲ú £í¿ ßÜÑñö ëíïüóë　öáï　. ぞí Üïöíçüóñ-
ï　 ïëñÑïöçí äëÜçñÑÜö ¡Üï½ñöóôñï¡óú ëñ½ÜÖö ÇÜë　-
ôñÇÜ îñêí. 
        ゑïñ ÖÜçÜñ ÜßÜëÜÑÜçíÖóñ ßÜÑñö ïÜçëñ½ñÖÖ▲½, 
Üöçñôí0àó½ çïñ½ ïíÖóöíëÖ▲½ ó ~ïöñöóôñï¡ó½ 
ÖÜë½í½. ぢëóôñ½ ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖóñ ïöíÖñö Öó¢ñ 
äëñ¢ÖñÇÜ. 
         ゑ ïç　£ó ï ëñ½ÜÖöÖ▲½ó ëíßÜöí½ó ßÜÑñö 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíöá ßÜâñö ï ëíïüóëñÖÖ▲½ íïïÜëöó-
½ñÖöÜ½. 
         がíÖÖ▲ú äëÜñ¡ö ÜßÜúÑñöï　 âó¿óí¿Ü ç ïöÜó-
½Üïöá äÜë　Ñ¡í 1 ½¿Ö. ぞÜ Öí ôöÜ Öñ äÜúÑñüá, ëíÑó 
öÜÇÜ, ôöÜß▲ ïöÜÑñÖö▲ ß▲¿ó çïñÇÑí ï▲ö▲½ó ó £ÑÜ-
ëÜç▲½ó! 
 
 
          で ゑí½ó ß▲¿ ん¿ñ¡ïíÖÑë ぞó¡Ü¿íñç, Çí£ñöí 
ぜごでóで Life. ゑÜö öí¡óñ çÜö Ü Öíï äóëÜÇó. 
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«〈¨』』 〈¨』け』—2008» 
 》ちけすかねあてかしへせふす つそいふてけかす うかつせふ 2008 え. う 
〉‒ 〈¨』け』 つてあし ときか てちあおけぬけそせせふこ さそせさとちつ おしみ 
せあのかえそ なけしけあしあ «〈けつつ 〈¨』け』». 『あつつさあきと そいそ 
うつかす う さちあつさあに. 
     〉あねあしそ すかちそたちけみてけみ いふしそ くあたしあせけちそうあせそ せあ  18.00. 〉そ ときか くあ 
たそしねあつあ おそ かえそ せあねあしあ う くあしか いふしそ せか たちそてそしさせとてへつみ! ╇つか: つてとおかせてふ, 
あいけてとちけかせてふ, たちかたそおあうあてかしけ け たちそつてそ えそつてけ せあのかえそ けせつてけてとてあ けつ-
さあしけ つかいか すかつてそ, ねてそいふ とうけおかてへ ほてそ せかたそうてそちけすそか くちかしけはか. 〉あおそ 
つさあくあてへ, せか くちみ けつさあしけ. 】ねあつてせけぬふ さそせさとちつあ いふしけ う ほてそて うかねかち そつそ-
いかせせそ そつしかたけてかしへせふ, ねてそ そねかせへ くあてちとおせみしそ ちあいそてと きまちけ, つそつてそみはか-
えそ, たちかけすとはかつてうかせせそ, けく すときねけせ. 』そつてみくあせけか たちかさちあつせそえそ たそしあ 
そさあくあしそつへ せかのとてそねせふす. ╊つしけ たちけくせあてへつみ ねかつてせそ, う せあねあしか すせか たそ-
さあくあしそつへ, ねてそ う さそせさとちつか かつてへ みうせあみ なあうそちけてさあ け けてそえ すかちそたちけみてけみ 

たちかおそたちかおかしかせ. 
〉そ せか てとて てそ いふしそ! 
╉かうねそせさけ いしけつてあ-
しけ てあしあせてあすけ け 
すあつてかちつてうそす, たそ-
ほてそすと うふおかしけてへ 
さあさあま-てそ そおせと さ 
さそせぬと さそせさとちつあ 
いふしそ そねかせへ つしそき-
せそ. 
     ぁへけ うふつてとたしか-
せけみ くあたそすせけしけつへ 
しけねせそ すせか? ′あおそち-
せあみ うけくけてさあ 〉. 

》そしみせけせそこ (せあ なそてそ つ えとつあちあすけ), そねあちそうあてかしへ-
せそか たかせけか 』. [あちてあのそうそこ, うあしへつ 《.[そつあちかうそこ, う 
さそてそちそす せかたそつちかおつてうかせせそか とねあつてけか たちけせみし たちか-
たそおあうあてかしへ なけしけあしあ ╇.╅. ]けにそおかおそう. ╇ そいはかす, 
うつかえそ せか たかちかねかつてへ. 
     〉かつすそてちみ せあ てそ, ねてそ きまちけ そたちかおかしけてへ たそいかおけ-
てかしへせけぬと いふしそ そねかせへ つしそきせそ, そせけ つたちあうけしけつへ つ 
ほてそこ くあおあねかこ. 〈けつつ 〈¨』け』—2008 いふしあ そいひみう-
しかせあ ╅ちけせあ 】しへみせさけせあ つてとおかせてさあ えちとたたふ ゅけ】— 
06-25.《つてあしへせふか おかうとのさけ いふしけ そてすかねかせふ う ちあく-
しけねせふに せそすけせあぬけみに. 
     ╇ ぬかしそす, すかちそたちけみてけか たちそのしそ たちそつてそ さしあつつ-
せそ! ′あ ねてそ おかうとのさあす け けに えちとたたあす たそおおかちきさけ, あ 
てあさきか つそてちとおせけさあす 《ておかしあ うそつたけてあてかしへせそこ ちあ-
いそてふ,  さとちあてそちあす, そえちそすせそか つたあつけいそ. 

╉かせけつ [】『】ぃ¨〉 
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〉.╇. ╈ちけえそちへかうあ: «〉あのけ つてとおかせてふ てちあおけぬけそせせそ 
おかすそせつてちけちとまて うふつそさそか さあねかつてうそ うふたとつさせふに 

さうあしけなけさあぬけそせせふに ちあいそて!» 

〉あ うそたちそつ, さあさ いと-
おかて たちそにそおけてへ くあはけてあ 
おけたしそすそう, そてうかてけしあ 
〉あてあしへみ ╇しあおけすけちそう-
せあ ╈ちけえそちへかうあ. 

′あうかちのあまはけす ほてあたそす 
そいとねかせけみ う うとくか みうしみかてつみ 
けてそえそうあみ えそつとおあちつてうかせせあみ 
あててかつてあぬけみ うふたとつさせけさそう. 
╅ててかつてあぬけみ うさしまねあかて う 
つかいみ けてそえそうふこ すかきおけつぬけ-
たしけせあちせふこ ほさくあすかせ たそ 
つたかぬけあしへせそつてけ け くあはけてと 
うふたとつさせそこ さうあしけなけさあぬけ-
そせせそこ ちあいそてふ (おけたしそす/
たちそかさて). 】 つてとおかせてそう すか-
てあししとちえけねかつさけに つたかぬけ-
あしへせそつてかこ えそつほさくあすかせ せか 
たちそうそおけてつみ; つてとおかせてふ, 
そいとねあまはけかつみ たそ つたかぬけ-
あしへせそつてみす «ゅさそせそすけさあ け 
とたちあうしかせけか せあ たちかおたちけ-
みてけけ (すかてあししとちえけみ)» け 
«》ちけさしあおせあみ けせなそちすあてけ-
さあ (う ほさそせそすけさか)», ほさくあ-
すかせ つおあしけ う すあちてか. 

』かこねあつ せあのけ うふたとつさ-
せけさけ あさてけうせそ ちあいそてあまて 
せあお つうそけすけ おけたしそすあすけ 

たそお ちとさそうそおつてうそす うふたとつ-
さあまはけに さあなかおち け さそせ-
つとしへてあせてそう たそ ちあくおかしあす 
«ゅさそせそすけさあ», «ゅさそしそえけみ», 
«╆╋╉». ╇ふたそしせかせせふか 
ちあいそてふ おそ くあはけてふ たちそにそ-
おみて たちそぬかおとちと せそちすそさそせ-
てちそしみ け たちかおくあはけてと せあ 
うふたとつさあまはかこ さあなかおちか. 

′あはけてあ ╇[『 たちそけつにそ-
おけて せあ くあつかおあせけみに ╈そつと-
おあちつてうかせせそこ あててかつてあぬけそせ-
せそこ さそすけつつけけ (╈╅[). 
》ちかおつかおあてかしみすけ ╈╅[ せあ-
のかえそ なけしけあしあ 〈けせけつてかち-
つてうそす せあとさけ け そいちあくそうあ-
せけみ とてうかちきおかせふ たちかおつてあ-
うけてかしけ 〈あえせけてそえそちつさそえそ 
えそつとおあちつてうかせせそえそ てかにせけ-
ねかつさそえそ とせけうかちつけてかてあ け 
ちとさそうそおけてかしけ つてちとさてとち-
せふに たそおちあくおかしかせけこ 《╅《 
«】ちあしへつさあみ つてあしへ» - たちかお-
つてあうけてかしけ 〈¨』け』, 〈╈【】 
けす. 〉そつそうあ け おちとえけに うと-
くそう, つたかぬけあしけつてふ 《╅《 
«】ちあし 』てあしへ». 【あさ ねてそ 
おそさしあおふ おけたしそすせけさそう 
そぬかせけうあまてつみ そねかせへ さそす-

たかてかせてせふすけ しまおへすけ. 
╇ たちそぬかつつか くあはけてふ おけたしそすせふに ちあいそて 

(たちそかさてそう) おけたしそすせけさけ さあなかおちふ 》¨け】』╅ 
ときか せかつさそしへさそ しかて けつたそしへくとまて ゅ╇〈, おけたしそす-
せけさけ さあなかおちふ ╈け』ゅ〉 たちかおつてあうしみまて えちあなけ-
ねかつさけか すあてかちけあしふ つ けつたそしへくそうあせけかす うけおかそ-
たちそかさてそちあ. ゅてそ たそくうそしみかて としとねのけてへ うそつたちけ-
みてけか おそさしあおあ. 

〉あのけ おけたしそすせけさけ てちあおけぬけそせせそ おかすそせつて-
ちけちとまて うふつそさそか さあねかつてうそ うふたとつさせふに さうあしけ-
なけさあぬけそせせふに ちあいそて. 【あさ, う 2007 え. おけたしそすせけ-
さけ 〉‒ 〈¨』け』 たそしとねけしけ いそしかか 80% «4» け 
«5» (そねせけさけ - 92%, うかねかちせけさけ - 88%, くあそねせけさけ 
- 82%). ╇ ぬかしそす たそ なけしけあしと 95 けく 154 ちあいそて 
いふしけ ちかさそすかせおそうあせふ さ うせかおちかせけま, て.か. てかすあ-
てけさあ ちあいそて あさてとあしへせあ おしみ たちかおたちけみてけこ ちか-
えけそせあ. ╉かうみてへ うふたとつさせけさそう たそしとねけしけ おけたしそ-
すふ つ そてしけねけかす, てちそか けく せけに そいとねあしけつへ くあそねせそ. 
╉かつみてへ ちあいそて ちかさそすかせおそうあせふ せあ 『そつつけこつさけこ 

さそせさとちつ, のかつてへ - せあ つすそてち-さそせさとちつ け けせつてけてとて-
つさとま うふつてあうさと. 

〉あおかかすつみ, ねてそ うふたとつさせけさけ 2008 え. てあさきか 
おそいへまてつみ うふつそさけに ちかくとしへてあてそう! 

 
〉.╇. ╈『¨╈《『ゃ╊╇╅ 
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╈そてそうけすつみ さ うふたとつさと 2008 えそおあ 



╇つてちかねあかす 1 〈あみ! 
        1 〈あみ! ゅてそて たちあくおせけさ うつかえおあ うつてちかねあかてつみ えちあきおあせあすけ 『そつつけけ そねかせへ あさてけうせそ. ╇かおへ さあさ にそねかてつみ 
そておそにせとてへ たそつしか おそうそしへせそ つさとねせそえそ すかつみぬあ ╅たちかしみ! 〉そ たそねかすと けすかせせそ たかちうそか すあみ け さてそ たちけおとすあし 
ほてそ つてちあせせそか せあくうあせけか たちあくおせけさあ? 
       〈あこつさけか たちあくおせけさけ けすかまて おちかうせまま けつてそちけま. 【ちけ てふつみねけ しかて せあくあお きけてかしけ ╉ちかうせかこ ¨てあしけけ 
たそさしそせみしけつへ いそえけせか 〈あこか — たそさちそうけてかしへせけぬか くかすしけ け たしそおそちそおけみ. ╇ ねかつてへ せかか たそつしかおせけこ すかつみぬ 
うかつせふ せあくうあしけ すあかす, あ う かえそ たかちうふこ おかせへ とつてちあけうあしけつへ えとしみせへみ け てそちきかつてうあ.  
       ¨つてそちけみ たちあくおせけさあ 1 〈あみ, ╉せみ つそしけおあちせそつてけ てちとおみはけにつみ, せあねけせあかてつみ つ けましみ 1889 えそおあ. 【そえおあ 
[そせえちかつつ II ¨せてかちせあぬけそせあしあ たちけせみし つとおへいそせそつせそか ちかのかせけか そ かきかえそおせそす たちあくおせそうあせけけ «うつかす すけ-
ちそうふす たちそしかてあちけあてそす» ほてそえそ つうみはかせせそえそ おせみ う たあすみてへ そ えかちそけねかつさそこ いそちへいか あすかちけさあせつさけに ちあいそねけに 
う ぁけさあえそ たちそてけう さあたけてあしけつてそう け ほさつたしとあてあてそちそう. [そすすとせけつてふ うたかちうふか そてすかてけしけ 1 〈あみ う 1890 えそおと 
う ╇あちのあうか. ╇ つそうかてつさそか うちかすみ 1 〈あみ, つてあうのけこ なあさてけねかつさけ えそつとおあちつてうかせせふす たちあくおせけさそす, しまいけしけ 
せか つてそしへさそ くあ つそしけおあちせそつてへ つ ちあいそねけすけ うつかえそ すけちあ, つさそしへさそ くあ てそ, ねてそ すあこつさけか たちあくおせけさけ おあうあしけ 
うそくすそきせそつてへ け うつたそすせけてへ そ たちかさちあつせふに てちとおそうふに てちあおけぬけみに. 』てちあせふ いふうのかこ うそつてそねせそこ おかすそさちあ-
てけけ ときか たちけせみてふ う EC け 〉╅【《 け くあいふしけ, ねてそ 1 〈あみ せあおそ つ ぬうかてあすけ さそしそせせあすけ すあちのけちそうあてへ すけすそ 
てちけいとせ つ たあちてけこせふすけ いそせくあすけ. ╇ ちかつたといしけさあに いふうのかえそ 』』』『 うつか けせあねか: う [あくあにつてあせか 1 〈あみ 
たちあくおせとかてつみ さあさ ╉かせへ かおけせつてうあ せあちそおそう [あくあにつてあせあ. ╇ [けかうか う ほてそて おかせへ さそすすとせけつてふ けおとて せあ たしそ-
はあおけ, あ せあちそお うあしけて う しかつ のあのしふさけ きあちけてへ. ╇ せかさそてそちふに つてちあせあに 1 〈あみ たそ-たちかきせかすと えそつとおあちつて-
うかせせふこ たちあくおせけさ. 〉あたちけすかち, う ょ╅『 ╉かせへ つそしけおあちせそつてけ たちそうそおけてつみ たそお たあてちそせあてそす うしあつてけ. 》ちそな-
つそまくふ そちえあせけくとまて うふつてあうさけ けくおかしけこ せあちそおせそえそ てうそちねかつてうあ, ちあつたちそおあきと てそうあちそう のけちたそてちかいあ たそ 
つせけきかせせふす ぬかせあす, たちかおつてあうしかせけみ つあすそおかみてかしへせふに け たちそなかつつけそせあしへせふに すとくふさあしへせふに さそししかさてけ-
うそう. 〉あ 』けぬけしけけ うつか そて すあしあ おそ うかしけさあ う たかちうそすあこつさけか おせけ つそいけちあまて しとえそうふか ちそすあのさけ, さそてそちふか, 
たそ すかつてせふす たそうかちへみす, たちけせそつみて つねあつてへか. ╇ ¨つたあせけけ 1 〈あみ つねけてあかてつみ 》ちあくおせけさそす うつかに ぬうかてそう. ╉しみ 
いかちしけせつさそこ たそしけぬけけ 1 〈あみ せか さちあつせふこ, あ ねかちせふこ おかせへ さあしかせおあちみ. 〈せそえそねけつしかせせふか たあちてけけ け おうけ-
きかせけみ たちそうそおみて う ほてそて おかせへ すけてけせえけ, さそてそちふか せかけくすかせせそ くあさあせねけうあまてつみ おちあさあすけ け たそてあつそうさあすけ, あ 
しかうふか け ほさつてちかすけつてふ-あせてけえしそいあしけつてふ とつてちあけうあまて たそえちそすふ う いそえあてふに け ほてせけねかつさけに さうあちてあしあに せか-
すかぬさけに えそちそおそう. 》ちあえすあてけねせふか あすかちけさあせぬふ 1 〈あみ ちあいそてあまて. 』てちあせふ ╊うちそたふ てそきか せか うつたそすけせあまて 
あすかちけさあせつさけに ちあいそねけに. 〉そ う ╅せえしけけ 1 〈あみ — うふにそおせそこ. ╇ 1977 えそおと, さそえおあ しかこいそちけつてつさあみ たあちてけみ 
いふしあ と うしあつてけ, ほてそて おかせへ つてあし えそつとおあちつてうかせせふす たちあくおせけさそす, ねてそ うふくうあしそ と さそせつかちうあてそちそう のそさ. «〉と 
うそて, おそきおあしけつへ — つさそちそ け と せあつ いとおかて つそぬけあしけくす», — たけつあしあ しそせおそせつさあみ «【あこすつ».  
       》かちうそすあこつさけか たちあくおせけさけ せか そいにそおみて つてそちそせそこ け せあの けせつてけてとて. [あきおふこ えそお つてとおかせてふ 〉‒ 〈¨-
』け』 たちけせけすあまて あさてけうせそか とねあつてけか う おかすそせつてちあぬけけ. 』てとおかせてふ つ たちあくおせけねせふす せあつてちそかせけかす せかつとて う 
ちとさあに なしあえけ け たしあさあてふ. [そしそせせあ たちそにそおけて そて 》しそはあおけ ]かせけせあ おそ 》しそはあおけ すかてあししとちえそう. ╇つか くあ-
さあせねけうあかてつみ たちあくおせけねせふす さそせぬかちてそす せあ つてあおけそせか «〈かてあししとちえ». 』てとおかせてふ たそしとねあまて すあつつと とおそ-
うそしへつてうけみ そて たちあくおせけさあ. 【あさ ねてそ 1 〈あみ ほてそ そてしけねせふこ たそうそお たそおせみてへ つかいか せあつてちそかせけか け たちけせみてへ 
とねあつてけか う たちあくおせけねせそす のかつてうけけ. 

』てあせけつしあう  ╇《『《〉¨〉  
 

“ぞí ぞó¡Ü¿íñçï¡Üú” 
 

         
         16 íäëñ¿　 ïÜïöÜ　¿ï　 XIX ぜñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖ▲ú 
âñïöóçí¿á ïöÜÑñÖôñï¡ÜÇÜ öçÜëôñïöçí «ぞí ぞó¡Ü¿íñç-
ï¡Üú –2008» ç Ç. だëñÖßÜëÇñ. ぞí âñïöóçí¿á äÜñêí¿ó 
Öñ½ÖÜÇóñ. ゑïñÇÜ Ñçí ¡Ü¿¿ñ¡öóçí ó£ Ç. ぞÜçÜöëÜóî¡í. 
でëñÑó Öóê ß▲¿í Öíüí ¡Ü½íÖÑí とゑぞ  ぞぱ ぜごでóで 
«ゐÜöñëßëÜÑ». ぜíïïÜ çäñôíö¿ñÖóú, ¡ÜßÜ¡ ó ß¿íÇÜÑíë-
ÖÜïöá Üö とÜ½óöñöí äÜ Ññ¿í½ ½Ü¿ÜÑñ¢ó だëñÖßÜëÇï¡Üú 
Üß¿íïöó äëóçñ£¿ó Öíüó ïöÜÑñÖö▲. ぢÜïöá ~öÜ ñàñ Öñ 
äÜßñÑí, ÖÜ üíÇ ¡ Öñú! ぜÜ¿ÜÑî▲! 
 

でどばがでだゑぎど 
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》ちあくおせけさ 



』.╇. 【さあねかうあ.  》ちあくおせけさ おけたしそすあ 

       とÜÑí ÜïöëÜóöáï　 Öí ëíßÜöÜ ¿ñöÜ½? ÄöÜö çÜäëÜï 
£íÑí0ö ïñßñ ½ÖÜÇóñ ïöÜÑñÖö▲ ぞぱ ぜごでóで. とöÜ-öÜ, 
½Ü¢ñö, Ü¢ñ ó ÜäëñÑñ¿ó¿ï　 ï ç▲ßÜëÜ½ ½ñïöí, í Ñ¿　 
Üïöí¿áÖ▲ê îñÖöë £íÖ　öÜïöó ½Ü¿ÜÑñ¢ó äëñÑ¿íÇíñö 
äÜñ£Ñ¡Ü ç でÜôó, ぜÜï¡çÜ, んÖíäÜ Öí ïöëÜú¡ó ó Ñ¿　 
ëíßÜö▲ ï Ññöá½ó ç ¿íÇñë　ê. 
       で ÜÑÖÜú ïöÜëÜÖ▲, ~öÜ £çÜôóö £í½íÖ-
ôóçÜ. でéñ£Ñóüá, ÜöÑÜêÖñüá, Ñí ñàñ ó 
ÑñÖñÇ £íëíßÜöíñüá. ぞÜ, ç Ññúïöçóöñ¿áÖÜ-
ïöó, çïñ ¿ó öí¡ Ç¿íÑ¡Ü? ゑñÑá Öñö 100-
äëÜîñÖöÖÜú ÇíëíÖöóó, ôöÜ ゑ▲ êÜëÜüÜ 
ÑÜßñëñöñïá, ÜïöëÜóöñïá Öí ½ñïöñ, ß¿íÇÜ-
äÜ¿ÜôÖÜ çñëÖñöñïá ÑÜ½Üú ó çÜÜßàñ äÜ-
¿Üôóöñ ¡í¡óñ-öÜ ÑñÖáÇó. 
       ぜÜ　 ïñïöëí ïöí¿¡óçí¿íïá ï öí¡Üú 
ïóöÜíîóñú. だÖó ï äÜÑëÜÇÜú ß¿íÇÜäÜ¿Üô-
ÖÜ ÑÜßëí¿óïá ÑÜ んÖíä▲, ÖÜ äÜ äëóñ£Ññ ç 
¿íÇñëá «でÜ¿ÖñôÖ▲ú» Ü¡í£í¿Üïá, ôöÜ ÑÜ¿¢ÖÜïöó çÜ-
¢íö▲ê £íÖ　ö▲.  

がñçôÜÖ¡í½ äëóü¿Üïá ïÖó½íöá ¡Ü½ÖíöÜ ç ÑÜ½ó-
¡ñ, ç äÜïñ¿¡ñ ë　ÑÜ½ ï ¿íÇñëñ½.  

]とねのか つけせけぬあ う ちとさあに... 
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》ちあうおあ きけくせけ 

╆とおとはかか 

 ぢÜ£¢ñ, çïñ-öí¡ó ÜÑí¿Üïá ÜïöëÜóöáï　 ç ÑëÜÇÜú ¿íÇñëá, ç 
¡ÜöÜëÜ½ äÜÑëÜÇó äëÜëíßÜöí¿ó 1,5 ½ñï　îí. がÜ½Üú çÜ£çëí-
öó¿óïá Öí ïçÜó £íëíßÜöíÖÖ▲ñ ÑñÖáÇó ëíÖáüñ ïëÜ¡í. 
       ゑ▲çÜÑ ó£ ~öÜú óïöÜëóó ÜÑóÖ: ÜÖó Ü¡í£í¿óïá íßïÜ¿0ö-
ÖÜ ÜÑÖó, ó Öó¡öÜ Öñ Öñï £í ~öÜ ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó. びÜëÜüÜ, 

ôöÜ Ññçôíöí ïÜ½ñ¿ó Öíúöó ëíßÜöÜ 
ó ½ñïöÜ äëÜ¢óçíÖó　. ん ëí£çñ Ü 
Ü¡í£íçüñÇÜï　 ç öí¡Üú ïóöÜíîóó 
ôÜçïöçÜ ïöëíêí? づí£çñ Öíï ¡öÜ-öÜ 
öí½ ¢Ññö ï ëíïäëÜïöñëö▲½ó Üßé　-
öó　½ó? 
       é ïôóöí0, ÜôñÖá ÜäíïÖÜ ó 
ÖñÜßÑÜ½íÖÖÜ ñêíöá öí¡ ëíßÜöíöá. 
ゑñÑá ó ç ïÜßïöçñÖÖÜ½ ÇÜëÜÑñ 
½Ü¢ÖÜ Öíúöó ëíßÜöÜ äÜ ÑÜüñ. ん 
Ñ¿　 ÜöÑ▲êí ó Ü£ÑÜëÜç¿ñÖó　  ç Öí-
üñú Üß¿íïöó ïÜàñïöçÜ0ö Öñä¿Ü-

êóñ Üï¿Üçó　. とí¡ ÇÜçÜëóö ÖíëÜÑÖí　 ½ÜÑëÜïöá, ¿Üôüñ ïó-
Öóîí ç ëÜ¡íê, ôñ½ ¢Üëíç¿á ç Öñßñ. 
 

んÖÖí ぜんづばぎゑん 

とí¢Ñ▲ú ÇÜÑ ç ぞぱ ぜごでóで äëÜêÜÑóö öÜë¢ñïöçñÖÖí　 îñëñ½ÜÖó　 çëÜôñÖó　 Ñóä¿Ü½Üç. 
だ öÜ½, ¡í¡ äëÜêÜÑóö ~öÜö ïçÜñÜßëí£Ö▲ú äëí£ÑÖó¡, ëíïï¡í£▲çíñö でçñö¿íÖí ゑ¿íÑó-
½óëÜçÖí ど¡íôñçí.  
- ゎÑñ ó ¡ÜÇÑí äëÜêÜÑóö îñëñ½ÜÖó　 çëÜôñÖó　 Ñóä¿Ü½Üç? 
- だÑÖó½ ó£ Ç¿íçÖ▲ê äëí£ÑÖó¡Üç ÖíüñÇÜ âó¿óí¿í 　ç¿　ñöï　 çñôñë çëÜôñÖó　 Ñóä¿Ü½Üç. 
ゑñÑá ¡ ~öÜ½Ü ïÜß▲öó0 ïöÜÑñÖö óÑñö çïñ 5 ¿ñö. ご, ¡ÜÖñôÖÜ ¢ñ, íÑ½óÖóïöëíîó　 ó ïí½ó ïöÜ-
ÑñÖö▲ êÜöñ¿ó ß▲ çóÑñöá ~öÜ ½ñëÜäëó　öóñ öÜë¢ñïöçñÖÖ▲½. ぎ¢ñÇÜÑÖÜ ÜÖÜ äëÜêÜÑóö ç 
ßÜ¿áüÜ½ £í¿ñ がと «ぜñöí¿¿ÜëÇ» ç 18.00, ¡ÜÇÑí ïöÜÑñÖö▲ ç½ñïöñ ï ëÜÑóöñ¿　½ó ó ß¿ó£¡ó½ó 
½ÜÇÜö äëóúöó Öí ~öÜ îñëñ½ÜÖó0. 
   ÄöÜ ½ñëÜäëó　öóñ Öñ öÜ¿á¡Ü Öíüóê ïöÜÑñÖöÜç ó äëñäÜÑíçíöñ¿ñú, ÖÜ ó çí¢ÖÜñ ïÜß▲öóñ 
Ñ¿　 ÇÜëÜÑí ó ¡Ü½äíÖóó «ばëí¿áï¡í　 でöí¿á», çñÑá ÜÖó äëóÖó½í0ö ç ïçÜú ¡Ü¿¿ñ¡öóç ½Ü¿Ü-
Ñ▲ê ïäñîóí¿óïöÜç. ぢÜ~öÜ½Ü äÜôñöÖ▲½ó ÇÜïö　½ó 　ç¿　0öï　 äëñÑïöíçóöñ¿ó íÑ½óÖóïöëíîóó 
Ç. ぞÜçÜöëÜóî¡í ó ¡Ü½äíÖóó «ばëí¿áï¡í　 でöí¿á». 

- ん ¡öÜ Üöçñôíñö £í çëÜôñÖóñ Ñóä¿Ü½Üç? 
- げí Ñóä¿Ü½▲ Ü Öíï Üöçñôí0ö Ññ¡íÖíö▲. ぢñëç▲½ó äÜ¿Üôí0ö Ñóä¿Ü½▲ Üö¿óôÖó¡ó, £íöñ½ çïñ Üïöí¿áÖ▲ñ. ゑ½ñïöñ ï çëÜ-
ôñÖóñ½ Ñóä¿Ü½Üç íÑ½óÖóïöëíîó　 ぞぱ ぜごでóで Üö½ñôíñö öñê, ß¿íÇÜÑíë　 ¡Ü½Ü ¢ó£Öá ïöÜÑñÖöÜç ß▲¿í óÖöñëñïÖÜú ó 
£íÖó½íöñ¿áÖÜú: ¿Üôüóê í¡öóçóïöÜç, ïäÜëöï½ñÖÜç, ÜßàñïöçñÖÖó¡Üç. 
- とí¡ ÇÜöÜç　öï　 ïöÜÑñÖö▲ ¡ ïí½Üú îñëñ½ÜÖóó? 
- どí¡ ¡í¡ îñëñ½ÜÖó　 äëÜêÜÑóö ç öÜë¢ñïöçñÖÖÜú ÜßïöíÖÜç¡ñ - ~öÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ ¡ëíïóç▲ñ ï¿Üçí, äÜ£Ñëíç¿ñÖó　 íÑ½óÖó-
ïöëíîóó ó äëñäÜÑíçíöñ¿ñú ç íÑëñï ïöÜÑñÖöÜç. ご, ¡ÜÖñôÖÜ, ïöÜÑñÖö▲ ß¿íÇÜÑíë　ö ïçÜóê äëñäÜÑíçíöñ¿ñú ó ¡ÜëíöÜëÜç, 
¡ÜöÜë▲ñ çïñ ~öó ÇÜÑ▲ ß▲¿ó ë　ÑÜ½ ï Öó½ó, Üôó¿ó, Öíïöíç¿　¿ó, Üö¡ë▲çí　 Ñ¿　 Öóê ÖÜç▲ñ ïöëíÖóî▲ ¢ó£Öó. ÄöÜ ½Ü¢ñö 
ß▲öá ç âÜë½ñ ¡ÜÖîñëöÖ▲ê ÖÜ½ñëÜç, äñïñÖ, ïöóêÜç ó¿ó äëÜïöÜ ¡ëíïóç▲ê ï¿Üç. どí¡ ôöÜ çïñ ~öÜ ç▲Ç¿　Ñóö ÜôñÖá äëí£Ñ-
ÖóôÖÜ, ÑÜüñçÖÜ ó óÖöñëñïÖÜ. 
- ん Öí ¡í¡óê ÜïÖÜçíÖó　ê ç▲Ñíñöï　 Ñóä¿Ü½? 
- でöÜÑñÖö ÑÜ¿¢ñÖ ïÑíöá çïñ ~¡£í½ñÖ▲, £íàóöóöá ïçÜ0 Ñóä¿Ü½ÖÜ0 ëíßÜöÜ. 
- とí¡óñ äñëïäñ¡öóç▲ ñïöá Ü ïöÜÑñÖöí äÜï¿ñ äÜ¿ÜôñÖó　 Ñóä¿Ü½í? 
- ゑïñ Öíüó ïöÜÑñÖö▲, ÜßÜôí0àóñï　 äÜ £í¡í£Ü ¡Ü½ßóÖíöí, Öíäëíç¿　0öï　 ç îñêí だんだ «ばëí¿ でöí¿á». ん öñ, ¡öÜ ÜßÜôí¿-
ï　 £í ïôñö ¿óôÖ▲ê ïëñÑïöç, ßñ£ ëíßÜö▲ Öñ ÜïöíÖÜöï　, öí¡ ¡í¡ Öíüó ïäñîóí¿áÖÜïöó çÜïöëñßÜçíÖ▲ ç ¿0ßÜú ïâñëñ Ññ　-
öñ¿áÖÜïöó. 
     ぢÜ¿á£Ü　ïá ï¿Üôíñ½, êÜôÜ Üßëíöóöáï　 ¡ ßÜÑÜàó½ ç▲äÜï¡Öó¡í½. ぢëÜúÑÜö ÇÜÑ▲, ôöÜ-öÜ £íßÜÑñöï　, ÖÜ öñ½, ¡öÜ äëó-
Ññö £í çí½ó, £íêÜôñöï　 Ü£Öíöá Ü öÜ½, ¡í¡ ¢ó¿ó ó Üôó¿óïá ç▲, ôöÜ óÖöñëñïÖÜÇÜ ß▲¿Ü ç çíüñú ïöÜÑñÖôñï¡Üú ÜëÇíÖó£í-
îóó. ぢÜ~öÜ½Ü Üïöíçáöñ äÜ¢í¿Üúïöí Ñ¿　 óïöÜëóó  ¿ñöÜäóïó ïçÜóê ÇëÜää, âÜöÜÇëíâóó, çäñôíö¿ñÖó　 Ü ïöÜÑñÖôñï¡óê 
ÇÜÑíê. 

でöíÖóï¿íç ゑだづだぞごぞ 



』てあてへ しけおかちそす – ほてそ たちそつてそ! 
ぜÜú ½í¿ñÖá¡óú ä¿Üö, 
でçóö▲ú ó£ äñïñÖ ó£ ïÖÜç, 
ゑïñ½ ïçÜó½ ßñÑí½ Öí £¿Ü, 
ゑÜçïñ Öñ öí¡ Ü¢ ä¿Üê. 
 
     [てそ てあさそこ しけおかち? ぁてそ せときせそ おかしあてへ, 
さあさけすけ さあねかつてうあすけ そいしあおあてへ, ねてそいふ けす 
つてあてへ? ╉そつてあてそねせそ しけ すそはせそえそ きかしあせけみ 
いふてへ しけおかちそす, てかちたかせけみ け そいとねあかすそつてけ, 
けしけ ほてそ うちそきおかせせそか さあねかつてうそ? 《てうかて せあ 
ほてけ うそたちそつふ せかそおせそくせあねかせ, たそつさそしへさと 
かつてへ すせそえそ てかそちけこ しけおかちつてうあ, け せかて さそせ-
さちかてせふに ちかぬかたてそう おしみ おそつてけきかせけみ ほてそ-
えそ あうてそちけてかてせそえそ てけてとしあ.  
     ╇ たつけにそしそえけけ かつてへ たそせみてけか ぬかしかうふに 
しけおかちそう: ほてそ てか, さてそ つうみくあせ つ そちえあせけくあ-
ぬけかこ えちとたたそうそこ ちあいそてふ, うけおみて ぬかしけ け 
つてあうみて さそせさちかてせふか くあおあねけ けに おそつてけきか-
せけみ. ╅ かつてへ たそせみてけか つそぬけあしへせふに しけ-
おかちそう: ほてそ てか, さてそ そちえあせけくそうふうあかて ちあいそ-
てと, ちあつたちかおかしみかて そいみくあせせそつてけ たそ かか うふ-
たそしせかせけま, とすかかて としあきけうあてへ さそせなしけさ-
てふ け そさあくあてへ たそおおかちきさと う てちとおせとま すけ-
せとてと. 〈そきせそ つさあくあてへ, ぬかしかうそこ しけおかち 
ちかのあかて おかしそうふか うそたちそつふ, あ つそぬけあしへせふこ 
- たちそいしかすふ そいはかせけみ け うくあけすそそてせそのか-
せけこ.  
     をかしかうふか しけおかちふ, さあさ たちあうけしそ, あうてそ-
ちけてあちせふ; けす つうそこつてうかせせそ くあちあせかか たしあ-
せけちそうあてへ おかしあ う えちとたたか, おあうあてへ ねかてさけか 
ちあつたそちみきかせけみ, さそせてちそしけちそうあてへ にそお うふ-
たそしせかせけみ ちあいそて. ゅてそて つてけしへ ちとさそうそ-
お つ て う あ "つちあいあてふうあかて" てそしへさそ う 
てかに つしと- ねあみに, さそえおあ しけおかち おそつ-
てあてそねせそ とすかせ おしみ てそえそ, ねてそいふ 
そ て お あ - うあてへ てそしさそうふか 
た ち け - さあくふ.  
』そぬけ- あ し へ せ ふ す 
し け - おかちあす せか-

ち か お さ そ 
た ち け つ と は 
おかすそさちあ-
てけねかつさけこ 

つてけしへ ちと-
さ そ う そ お つ てう あ , 

て .か .  てあさそこ 
つてけしへ, おしみ さそてそ-

ち そ え そ にあちあさてかちせそ おかしかえけちそうあ-
せけか たそしせそすそねけこ おちとえけす ねしかせあす えちとた-
たふ, たちけうしかねかせけか けに さ とねあつてけま う たちけせみ-
てけけ ちかのかせけこ. ╆かくとつしそうせそ, ほてそ いしあえそ-
てうそちせそ うしけみかて け せあ すそちあしへせふこ おとに う 
えちとたたか.  

     ╇  た そ せ み て け か 
"ほななかさてけうせふこ しけおかち" 
うさしあおふうあかてつみ ちあくせそか 
つそおかちきあせけか う くあうけつけ-
すそつてけ そて つけてとあぬけけ. 
]まおけ, にそちそのそ くせあま-
はけか, ねてそ け さあさ けす おか-
しあてへ, すそえとて そてうかちえせとてへ 
ぬかしかうそえそ しけおかちあ, あ せか 
くせあまはけか ほてそえそ すそえとて 
いしあえそきかしあてかしへせそ そて-
せかつてけつへ さ かえそ たそみうしか-
せけま. 〉そ, うつか-てあさけ うそく-
せけさあかて うそたちそつ, あ せかて 
しけ てあさけに しけねせそつてせふに 
さあねかつてう, さそてそちふか おかしあ-
まて けに そいしあおあてかしかこ 
にそちそのけすけ しけおかちあすけ う 
ちあくせふに つけてとあぬけみに? 
╉そしえそか うちかすみ つねけてあ-
しそつへ, ねてそ しけおかち そいしあ-
おあかて そたちかおかしかせせふす 
せあいそちそす しけねせそつてせふに 
さあねかつてう けしけ つそうそさとた-
せそつてへま たつけにそしそえけねか-
つさけに ねかちて.  
[ ねけつしと せあけいそしかか ねあつ-
てそ とたそすけせあかすふに けつ-
つしかおそうあてかしみすけ しけね-
せふに さあねかつてう ほななかさ-
てけうせふに しけおかちそう そてせそ-
つみてつみ:  

<  ¨せてかししかさて;  
<  』てちかすしかせけか さ  

くせあせけみす;  
<  ╉そすけせあせてせそつてへ;  

<  】うかちかせせそつてへ う つかいか;  
<  ゅすそぬけそせあしへせあみ 

とちあうせそうかのかせせそつてへ;  
<  』てちかつつそとつてそこねけ-

うそつてへ;  
<  [ちかあてけうせそつてへ;  

<  》ちかおたちけけすねけうそつてへ;  
<  〉あおかきせそつてへ;  

<  《てうかてつてうかせせそつてへ;  
<  〉かくあうけつけすそつてへ;  
<  《いはけてかしへせそつてへ.  

 
     《おせあさそ, さあさ たそさあ-
くあしけ けつつしかおそうあせけみ, せか 
つとはかつてうとかて てあさそえそ せあ-
いそちあ しけねせふに さあねかつてう, 
さそてそちふか たちけつとてつてうとまて 

と うつかに ほななかさてけうせふに しけ-
おかちそう, け ねてそ つてちとさてとちあ 
しけねせふに さあねかつてう しけおかちあ 
おそしきせあ つそそてせそつけてへつみ つ 
しけねせふすけ さあねかつてうあすけ 
ねしかせそう えちとたたふ け つ さそせ-
さちかてせふすけ えちとたたそうふすけ 
くあおあねあすけ.  
     》そねかすと てそえおあ そおせけ け 
てか きか しまおけ くあねあつてとま 
つてあせそうみてつみ しけおかちあすけ う 
ちあくしけねせふに つけてとあぬけみに? 
╇そ-たかちうふに, かつしけ さてそ-てそ 
つてあし しけおかちそす う そおせそこ 
つけてとあぬけけ せか けつさしまねかせそ, 
ねてそ そせ きか つてあせかて てあさそ-
うふす け う おちとえそこ つけてとあ-
ぬけけ. ╇そ-うてそちふに, ねかしそうかさ, 
つてあう しけおかちそす う そおせそこ 
つけてとあぬけけ, たちけそいちかてあかて 
あうてそちけてかて け ほてそて あうてそちけ-
てかて ちあいそてあかて せあ てそ, ねてそ 
かえそ うふいかちとて しけおかちそす け う 
つしかおとまはけこ ちあく.  
     〉そ, すそきかて いふてへ, たちあ-
うふ け てか けつつしかおそうあてかしけ, 
さそてそちふか つねけてあまて, ねてそ 
そてしけねけか しけおかちあ そて おちと-
えけに せか う せあしけねけけ と せかえそ 
そつそいふに ねかちて, あ う せあしけねけか 
と せかえそ いそしかか うふつそさそえそ 
とちそうせみ うしけみせけみ. 【.か. 
しけおかちそす ちあつつすあてちけうあかて-
つみ てそて ねかしそうかさ, さそてそちふこ 
う せあけいそしかか たそしせそす うけおか 
うそたしそはあかて う つかいか ぬかせせそ-
つてけ えちとたたふ, さそてそちふか そつそ-
いかせせそ くせあねけすふ おしみ 
えちとたたそうそこ おかみてかしへせそつてけ. 
》そほてそすと すそきせそ つさあくあてへ, 
ねてそ しけおかちそす すそきかて つてあてへ 
さあきおふこ ねかしそうかさ, と さそてそ-
ちそえそ いとおとて つけしへせふか すそ-
てけうふ うしけみせけみ せあ おちと-
えけに, け ほてそ うしけみせけか いとおかて 
うつてちかねかせそ そおそいちかせけかす. 
 
 

╊さあてかちけせあ  
╉《]〈╅【《╇╅ 
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》]《【 》つけにそしそえけねかつさけこ ]けつてそさ 《つてちふに 【かす  



P.S.:がÜëÜÇí　 とíöëóÖ, ½▲ êÜöó½ ÜçóÑñöá 
ゑíï ç Öíüñú ëñÑí¡îóó, ôöÜß▲ äÜ£Öí¡Ü-
½óöáï　 ï ゑí½ó ó äëÜÑÜ¿¢óöá ïÜöëÜÑÖóôñ-
ïöçÜ. ぢëóêÜÑóöñ. 

╇かつせあ たそ [あてちけせ... 
╇かつせあ- たそちあ しまいうけ, 
》そちあ しまいけてへ け いふてへ しまいけすそこ, 
〉そ てそしへさそ うつか せか てあさ! 】うふ! 
╅ み きけうと しけのへ おしみ しまいうけ! 
 
╇かつせあ- たそちあ しまいうけ! 
《 ねかす すかねてあかて ねかしそうかさ う てあさそか うちかすみ えそおあ, 
[そえおあ う おとのか ぬうかてとて つあおふ? 
《せけ すせか えそうそちみて: «╋けうけ!» 
 
╇かつせあ - たそちあ しまいうけ. 
〉そ きけてへ せか にそねかてつみ! 】うふ! 
[あさ «にそちそのそ» すせか いふしそ おそ うかつせふ, 
′けすあ, すそちそくふ, つせかえ け うへまえあ, 
《せけ たちけみてかしけ すそけ! 
 
〉そ せかて, たちけのしあ ╇かつせあ! 
¨ きけてへ たちけにそおけてつみ, てあさ せあおそ! 
｠そきと, おふのと, たそま, すかねてあま, 
[そせかねせそ きか, しまいけてへ せか くあいふうあま! 
 
╇かつせあ - しまいうけ たそちあ. 
》そちあ てかたしあ け さちあつそてふ, 
》そちあ せかすふつしけすそえそ つねあつてへみ 
¨ けつたそしせかせけみ すかねてふ! 
 
╇かつせあ てあさそか うちかすみ えそおあ, 
[そえおあ しまいけてへ とき うつか おそしきせふ, 
 
[そえおあ せかしかたあみ たそえそおあ, 
╇つか そきけうあかて け てかさとて ちとねへけ! 
 

〉かしへくみ しまいけてへ てちけ すかつみぬあ そて えそおあ, 
】き つしけのさそす すあしそ おしみ ╇かつせふ! 
】き すあしそ おしみ うつかえそ せあちそおあ, 
〉と け さそせかねせそ おしみ しまいうけ! 
 
╇かつせあ たちけのしあ, 
¨ きけくせへ たちそつせとしあつへ! 
╇つか たちそつふたあかてつみ そて くけすせかこ おちかすそてふ, 
¨ つそしせぬか しあつさそま せあす としふいせとしそつへ! 
 
╇かつせあ! ╇かつせあ! 
¨ つてあしけ くうかくおふ せあす うけおせふ! 
》しふうとて さちあつけうそ そいしあさあ, 
╅ うすかつてか つ せけすけ け すかねてふ! 
 
╇かつせあ - たそちあ しまいうけ! 
]まいけてへ うつかす にそねかてつみ てあさ ちあせそ, 
〉そ ほてそ てみきかしそ, 】うふ! 
╇かおへ う つかちおぬか そつてあまてつみ いそしへ け ちあせふ! 
 
╇かつせあ - たそちあ しまいうけ! 
]まいけてへ せあおそ おうかせあおぬあてへ すかつみぬかう そて えそおあ, 
¨ かつしけ てふ せか たそせみし そ ╇かつせか う しまいうけ, 
【かいみ すせか きあしへ, とき けくうけせけ! 

  
[╅【『¨〉 
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〉かすせそえそ しけちけさけ 



*** 

ぞí ~¡£í½ñÖñ:  
- とí¡ Ü£Öíöá Üßéñ½ ÑíÖÖ▲ê, £íäóïíÖÖ▲ê Öí Ñóï¡ñöÜ?  
- ぞíÑÜ ç£çñïóöá Ñóï¡ñöÜ ÑÜ £íäóïó ó äÜï¿ñ £íäóïó! 

*** 

ごÑñö ~¡£í½ñÖ. ご£ ¡¿íïïí ç▲êÜÑóö £í½ÜôñÖÖ▲ú ïöÜÑñÖö. ゑïñ Ü ÖñÇÜ ïëí£Ü ïäëíüóçíöá: 
- ぞÜ ¡í¡ ïÑíçí¿? 
- とí¡ ç îñë¡çó. 
- とí¡? 
- だÖ £íÑíñö çÜäëÜï, 　 ¡ëñàÜïá. é Üöçñôí0, ÜÖ ¡ëñïöóöï　. 

*** 

ゑïöëñôñ0öï　 Ñçí ïöÜÑñÖöí: 
- ど▲ Üö¡ÜÑí? 
- ゑ ßóß¿óÜöñ¡ñ ß▲¿, ¡Öó¢¡Ü çÜö ç£　¿. 
- ん ôöÜ £í ¡Öó¢¡í? 
- "んで ぢÜü¡óÖ". ぢëÜ ¿、öôó¡Üç, ÖíçñëÖÜ. 
- ん ¡öÜ Öíäóïí¿? 
- がí, ばôäñÑÇó£ ¡í¡Üú-öÜ... 

╉そしみ つすかにあ... 
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ょすそち 

》そくおちあうしかせけみ 

》とつてへ う ほてそて おかせへ うつか みちねか つそしせぬか つうかてけて, 
 をうかてふ たそお せそえけ つてかしまてつみ さそうちそす, 
╋かしあかす さちかたさそえそ くおそちそうへみ, つねあつてへみ, つすかにあ, 
╇つかえそ てそえそ, ねてそ せあくふうあかてつみ おそいちそす. 

》そくおちあうしみかす つ ╉せかす ちそきおかせけみ おそちそえけに たちかたそおあうあてかしかこ 
╉.╉. ¨くああさあ, ╅.╅. 』そしそうへかうと, ╇.╅. ]けにそおかおそうあ!  

ゎ¿íçÖ▲ú ëñÑí¡öÜë 
がñÖóï とばづばぷごぞ 
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