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 [せししおぇは かうすっさぇすせさぇ ゃしっゅょぇ しかぇゃうかぇしぬ しゃけうきう 
すさぇょうちうはきう. ¨すっつっしすゃっくくにっ こうしぇすっかう 
ゃけてかう ゃ ておけかぬくにっ こさけゅさぇききに こけ ゃしっきせ 
きうさせз ぇゃすけさに かせつてうた こさけういゃっょっくうえ 
こけかせつぇのす きっあょせくぇさけょくにっ こさっきうう う 
こさういくぇくうっ おぇお しさっょう しけけすっつっしすゃっくくうおけゃз すぇお 
う いぇ させぉっあけき.  

 ‶さっょかぇゅぇっき ゃぇき けぉいけさ おくうゅ - のぉうかはさけゃ 2020 
ゅけょぇ しけゃさっきっくくにた さけししうえしおうた こうしぇすっかっえз 
しさっょう おけすけさにた ゃに くぇえょひすっ ょかは しっぉは おくうゅせ こけ 
ょせてっ! 



┿おせくうく ╀けさうし  
"]すぇすしおうえ しけゃっすくうお« гнлллд  

 1891 ゅけょ. ╀さけあっくうっ ゃ せきぇたз さっゃけかのちうけくくにっ 
うょっう こけこせかはさくに しさっょう きけかけょひあうз こけゃしのょせ 
ゃけいくうおぇのす さっゃけかのちうけくくにっ おさせあおう. ′け くっ ょかは 
ゃしった ねすけ すけかぬおけ きけょぇ. 

 ╂させここぇз くぇいにゃぇのとぇは しっぉは «╀. ╂.»з さぇぉけすぇっす 
すけつくけ う ょっさいおけ. 〉ぉうす しうぉうさしおうえ ゅっくっさぇか-
ゅせぉっさくぇすけさз せぉうえちぇ — つっかけゃっおз こさっょなはゃうゃてうえ 
ょけおせきっくすに ぁさぇしすぇ 《ぇくょけさうくぇ. ぁさぇしす ‶っすさけゃうつ 
こさうくうきぇっす ゃにいけゃз う ぉっさっすしは いぇ さぇししかっょけゃぇくうっ. 
╉すけ しすけうす いぇ ぉせおゃぇきう «╀. ╂.»ъ 』すけ しょっかぇかけ うた 
すっささけさうしすぇきうъ [ぇょう つっゅけ けくう しけゃっさてぇのす しゃけう 
おさけゃぇゃにっ こさっしすせこかっくうはъ ╁ ねすけえ おくうゅっ 
《ぇくょけさうくせ こさうたけょうすしは ょっかぇすぬ すはあひかにえ 
くさぇゃしすゃっくくにえ ゃにぉけさз う けくз おぇお ゃしっゅょぇз 
ゃにぉうさぇっす つっしすぬ. 

 ]さっょう さっぇかぬくにた そうゅせさ さけししうえしおけえ うしすけさううз 
こけしかせあうゃてうた こさけすけすうこぇきう ゅっさけっゃ おくうゅうз 
ういゃっしすくにえ きねすさ こけかうすうつっしおけゅけ しにしおぇ ╆せぉぇすけゃ, 
きけしおけゃしおうっ ゅっくっさぇか-ゅせぉっさくぇすけさに おくはいぬ 
╁かぇょうきうさ ┿くょさっっゃうつ ╃けかゅけさせおけゃ う ╁っかうおうえ 
おくはいぬ ]っさゅっえ ┿かっおしぇくょさけゃうつз そぇぉさうおぇくす ]ぇゃゃぇ 
╋けさけいけゃ う きくけゅうっ ょさせゅうっ. 

 

нл かっす 



]っきっくけゃぇ ╋ぇさうは  
«╁けかおけょぇゃй ╇しすけゃうお-おぇきっくぬ» гнлллдй  

 ‶かっく. [ぇぉしすゃけ. ‶けょいっきくにっ させょくうおう. ]すさぇてっく 
おぇすけさあくにえ すさせょз くけ っとっ しすさぇてくっっз おけゅょぇ 
ぉにゃてうえ ょさせゅ こさっゃさぇとぇっすしは ゃ いかっえてっゅけ ゃさぇゅぇз ぇ 
すっз お おけきせ こけすはくせかぇしぬ ょせてぇз けょうく いぇ ╃させゅうき 
せたけょはす ゃ くっぉにすうっ... 』すけぉに けすゃけっゃぇすぬ しゃけぉけょせ う 
しけたさぇくうすぬ ゃ しっぉっ つっかけゃっおぇз きぇかぬつうお こけ うきっくう 
】っくけお しすぇくけゃうすしは ╁けかおけょぇゃけき... すさっすうえ さけきぇく 
さけししうえしおけえ こうしぇすっかぬくうちに ╋ぇさうう ]っきひくけゃけえ ゃ 
あぇくさっ うしすけさうつっしおけゅけ そねくすっいう ゃ しっさうう 
«╁けかおけょぇゃ»з くぇこうしぇくくにえ う ゃこっさゃにっ ういょぇくくにえ 
ゃ 2000 ゅけょせ. 

 

 ]のあっすくけ さけきぇく はゃかはっすしは こさうおゃっかけき ゃしった 
けしすぇかぬくにた おくうゅ ]っきひくけゃけえ け ╁けかおけょぇゃっ. ╁ くひき 
さぇししおぇいにゃぇっすしは け ょっすしすゃっ う のくけしすう ゅかぇゃくけゅけ 
ゅっさけは ╁けかおけょぇゃぇз こけしかっ すけゅけ おぇお しっゅゃぇくに 
こさけょぇかう っゅけ ゃ さぇぉしすゃけ ゃ ]ぇきけちゃっすくにっ ゅけさに. 
╉くうゅぇ こけゃっしすゃせっす け あういくう ╁けかおけょぇゃぇ ゃ 
]ぇきけちゃっすくにた ゅけさぇたз ゃ すけき つうしかっ け こけぉっょっ くぇょ 
くぇょしきけすさとうおけき ╁けかおけきз しすぇゃてっえ こさうつうくけえ っゅけ 
けしゃけぉけあょっくうは うい さぇぉしすゃぇ. 
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〈けかしすぇは 〈ぇすぬはくぇ  
«╉にしぬ» гнлллдй  

 «╉にしぬ» — こけしすぇこけおぇかうこすうつっしおぇは ぇくすうせすけこうは. ╁ 

さけきぇくっ さぇししおぇいにゃぇっすしは け すけきз つすけ きけあっす こさけういけえすう し 

[けししうっえ こけしかっ はょっさくけえ ゃけえくに. [けきぇく くぇしおゃけいぬ 

こさけこうすぇく うさけくうっえ う しぇさおぇいきけき. [けきぇく しけすおぇく うい 

さぇいかうつくにた ちうすぇすз ぇかかのいうえ う さっきうくうしちっくちうえ. ぁすけ 

すっおしすз ゃ おけすけさけき ぇゃすけさけき ゃにゃっさっくけ おぇあょけっ しかけゃけз 
おぇあょぇは ぉせおゃぇз おぇあょぇは すけつおぇ. 

 ‶さけういゃっょっくうっ ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ しぇすうさうつっしおけっз くけ 

きっしすぇきう すさっゃけあくけっ う きさぇつくけっз いぇ おけすけさけっ ぇゃすけさ ぉにかぇ 

せょけしすけっくぇ こさっきうう Э〈さうせきそЭ. ぁすけ しおぇい け させししおけえ 

あういくう ゃ せょっかぬくけき おくはあっしすゃっ ゃっかうおけゅけ きせさいに 《っょけさぇ 

╉せいぬきうつぇ こけしかっ ╁いさにゃぇ ゃ ょゃぇょちぇすけき ゃっおっ. ′うおすけ 

すけかおけき くっ いくぇっすз けすつっゅけ ねすけす ╁いさにゃ しかせつうかしはз ゃさけょっ 

おぇお かのょう ょけうゅさぇかうしぬ し ┿[〉╅｠╄╋з ゃけす けく う 

こさけういけてっか. ╁ おくうゅっ ょっゅさぇょうさけゃぇゃてっっ う 

きせすうさけゃぇゃてっっ けぉとっしすゃけ こけしかっ おぇすぇしすさけそにз ぉけはとっっしは 

しぇくうすぇさけゃ う ╉にしう, おけすけさぇは くぇこぇょぇっす ゃ かっしせ う 

こっさっゅさにいぇっす あういくっくくせの あうかおせ う ぉさっょっす こけすけき 

つっかけゃっお ぉっしちっかぬくけ し くっゃうょはとうき ゃいけさけき. ╃ぇ ゃけす ねすぇ 

╉にしぬ せ かのょっえ ゃ ゅけかけゃぇたз ぇ くっ ゃ かっしせ. 
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╂かせたけゃしおうえ ╃きうすさうえ  
«╋っすさけ нлоо» гнллрдй  

 2033 ゅけょ. ╁っしぬ きうさ かっあうす ゃ させうくぇた. 』っかけゃっつっしすゃけ 
こけつすう こけかくけしすぬの せくうつすけあっくけ. ╋けしおゃぇ こさっゃさぇすうかぇしぬ 
ゃ ゅけさけょ-こさういさぇおз けすさぇゃかっくくにえ さぇょうぇちうっえ う 
くぇしっかひくくにえ つせょけゃうとぇきう. ′っきくけゅうっ ゃにあうゃてうっ かのょう 
こさはつせすしは ゃ きけしおけゃしおけき きっすさけ - しぇきけき ぉけかぬてけき 
こさけすうゃけぇすけきくけき ぉけきぉけせぉっあうとっ くぇ いっきかっ. ╄ゅけ 
しすぇくちうう こさっゃさぇすうかうしぬ ゃ ゅけさけょぇ-ゅけしせょぇさしすゃぇ, ゅょっ 
«あうゃせす» かのょうз こうすぇのとうっしは すっきз つすけ しきけゅかう 
ゃにさぇしすうすぬ ゃ おさけきってくけえ すぬきっ ぉっしおけくっつくにたз 
きうしすうつっしおうた う せあぇしくにた すけくくっかっえ.  

 ┿さすっきせ, あうすっかの ╁╃′》з こさっょしすけうす こさけえすう つっさっい ゃしっ 
きっすさけз つすけぉに しこぇしすう けす しすさぇてくけえ けこぇしくけしすう しゃけの 
しすぇくちうのз ぇ きけあっす ぉにすぬз う ゃしひ つっかけゃっつっしすゃけ. ′ぇ 
こけゃっさたくけしすう たけいはえくうつぇのす あうゃけすくにっз きせすうさけゃぇゃてうっ 
こけょ ゃけいょっえしすゃうっき さぇょうぇちううз くけ しせきっゃてうっ ゃにあうすぬ う 
すっこっさぬ こさっょしすぇゃかはのとうっ しけぉけえ おさけゃけあぇょくにた 
きけくしすさけゃз しすさっきはとうたしは こけあうゃうすぬしは ゃしっきうз おすけ 
けしきっかうすぬしは ゃにえすう くぇさせあせз きぇかけ すけゅけ けくう こにすぇのすしは 
こさけくうおくせすぬ う ゃくせすさぬз たけすは ゃくせすさう – ゅかせぉけおけ こけょ 
いっきかひえ – ゃ きっすさけ う ぉっい くうた たゃぇすぇっす ゃしはおけえ くっあうすう.  

 ╉せかぬすけゃにえ しっすっゃけえ さけきぇく ╃きうすさうは ╂かせたけゃしおけゅけ せあっ 
ういゃっしすっく しすぇ すにしはつぇき うくすっさくっす-こけかぬいけゃぇすっかっえ. 
╁にたけょぇ ねすけえ おくうゅう あょぇかう ゃしっ. 

 

мр かっす 



╊せおぬはくっくおけ ]っさゅっえ  
«』っさくけゃうお» (2005) 

 ╁っさくせゃてうしぬ けょくぇあょに ゃ しゃけの おゃぇさすうさせз ╉うさうかか 
けぉくぇさせあうゃぇっすз つすけ すぇき あうゃっす つせあぇは あっくとうくぇ. 
¨くぇ せすゃっさあょぇっすз つすけ ねすけ っひ おゃぇさすうさぇз ぇ ╉うさうかかぇ 
けくぇ こっさゃにえ さぇい ゃうょうすз う ょぇあっ こけおぇいにゃぇっすз 
こさうったぇゃてっえ くぇ ゃにいけゃ こけかうちううз こけょすゃっさあょぇのとうっ 
ょけおせきっくすに. 

 ╁くぇつぇかっ けく しつうすぇっすз つすけ しすぇか あっさすゃけえ ぇそっさうしすけゃз 
くけ おぇお けぉなはしくうすぬ すけз つすけ っゅけ くっ せいくぇのす くう しけしっょうз 
くう ょぇあっ しけぉしすゃっくくぇは しけぉぇおぇъ ╃ぇ う おぇお きけあくけ 
こけかくけしすぬの ういきっくうすぬ うくすっさぬっさ ゃ おゃぇさすうさっ いぇ 
しつうすぇくくにっ つぇしにъ 

 ‶ぇしこけさす う おかのつう ゃ っゅけ させおぇた さぇししにこぇのすしは ゃ こさぇたз 
け くひき いぇぉにゃぇのす ゃしっ いくぇおけきにっ う ょぇあっ さけょくにっ 
さけょうすっかう. ╄ゅけ こけかくけしすぬの しすうさぇのす うい ねすけゅけ きうさぇ. 

 ╁ きけきっくすз おけゅょぇ ╉うさうかか けおぇいにゃぇっすしは ぇぉしけかのすくけ 
こけすっさはくくにきз う くっ いくぇっすз つすけ ょっかぇすぬ ょぇかぬてっз っきせ 
こけしすせこぇっす いゃけくけお けす くっいくぇおけきちぇз おけすけさにえ 
せおぇいにゃぇっすз おせょぇ っきせ うょすう. 

 〈ぇお ╉うさうかか しすぇくけゃうすしは こけゅさぇくうつくうおけき きっあょせ 
きうさぇきう… 
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╋ぇさうくうくぇ ┿й  
«╆ぇきっくぇ けぉなっおすぇ» (2005) 

 〉ぉうすに ょゃけっ — きけかけょぇは あっくぇ せしこってくけゅけ 
ぉういくっしきっくぇ う っっ けたさぇくくうお. 』すけ ねすけ — 
こさっょせこさっあょっくうっ せょぇつかうゃけきせ 
おけくおせさっくすせз きっしすぬ ゃっすさっくけえ おさぇしぇゃうちっз 
しゃっょっくうっ しすぇさにた しつっすけゃъ  

 ╁っさしうえ きくけゅけз くけ ゃしっ けくう くっ くさぇゃはすしは 
しおさけきくけきせ せつぇしすおけゃけきせ — おぇこうすぇくせ 
きうかうちうう ╇ゅけさの ╃けさけてうくせз せ おけすけさけゅけ ゃ 
さぇししかっょけゃぇくうう こさっしすせこかっくうは っしすぬ 
かうつくにえ うくすっさっし. ′ぇ しゃけえ しすさぇた う さうしおз ぇ 
しおけさっっ こけゃうくせはしぬ くっはしくけきせ いけゃせ 
うくすせうちううз けく けすさぇぉぇすにゃぇっす しけぉしすゃっくくせの 
ゃっさしうの. ╁っょぬ おけゅょぇ さっつぬ うょっす け 
つっかけゃっつっしおうた しすさぇしすはたз くっかぬいは ょけゃっさはすぬ 
ょぇあっ しぇきにき ぉっいせしかけゃくにき そぇおすぇき.  

 ╁さけょっ ういゃっしすくけз つすけ こせすぬ こせかう かっあうす 
ゃしっゅょぇ きっあょせ ょゃせきは — すっきз おすけ しすさっかはっすз 
う すっきз ゃ おけゅけ しすさっかはのす. ′け ねすけ すけかぬおけ 
おぇあっすしはз かのょっえ くぇ っっ こせすう ゅけさぇいょけ 
ぉけかぬてっ… 

мр かっす 



╋ぇさうくうくぇ ┿й  
«‶させあうくぇ ょかは きにてっかけゃおう» (2005) 

 ╄しかう ゃにしすさっかうすぬ ゃ こさけてかけっ うい 
こうしすけかっすぇз けくけ けすゃっすうす すっぉっ うい こせておう. ╁ 
すけつくけしすう ねすけゅけ ゃにしおぇいにゃぇくうは おぇこうすぇく 
きうかうちうう ╇ゅけさぬ ╃けさけてうく せぉっょうかしはз 
こさうくはゃ せつぇしすうっ ゃ さぇししかっょけゃぇくうう ょっかぇ 
きぇくぬはおぇз せぉうゃぇゃてっゅけ ょっすっえ ゃ ょぇかっおうた 
しっきうょっしはすにた. ╇ おけゅょぇ しこせしすは ゅけょに ╇ゅけさぬ 
し ょさせいぬはきう ゃいはかうしぬ いぇ くっゅけз けくけ 
«ゃにしすさっかうかけ» くけゃけえ しっさうっえ せぉうえしすゃз 
てぇくすぇあぇз けぉきぇくぇ.  

 ¨くう あうゃに – そうゅせさぇくすに すけえ ょぇゃくっえ 
うしすけさうう: う ぉういくっしきっく ┿さゅせくけゃз う 
おさせこくにえ つうくけゃくうお ]うすくうおけゃз う ぉにゃてうえ 
きうかうちうけくっさ ╆ぇぉっかうくз う こうしぇすっかぬくうちぇ 
╇しすけきうくぇ… ╁っょぬ ねすけ すけかぬおけ おぇあっすしはз つすけ 
こさけてかけっ ょぇかっおけ. ]こうさぇかぬ あういくう すせゅけ 
しあうきぇっすしはз つすけぉに くっせきけかうきけ 
さぇしこさはきうすぬしは う ゃけいょぇすぬ おぇあょけきせ こけ っゅけ 
いぇしかせゅぇき… 

мр かっす 



〉かうちおぇは ╊のょきうかぇ  
«╊のょう くぇてっゅけ ちぇさは» гнллрд  

 ‶うしぇすっかぬ さぇぉけすぇっす し つぇしすくにき しかせつぇっき: 
あういくぬ ょぇひす おぇおけえ-すけ こけゃけょ – う こけすけき 
さけあょぇっすしは しのあっす. ╇ けょくぇあょに ぇゃすけさ 
けぉくぇさせあうゃぇっすз つすけ «さぇいぉうす くぇ すにしはつせ 
おせしおけゃз う せ おぇあょけゅけ おせしおぇ しゃけえ ゅかぇいз くけしз 
せたけ. ╆さっくうっ ょっかぇっすしは そぇしっすけつくにき – ゃ 
おぇあょけき けしおけかおっ しゃけは おぇさすうくおぇз – しかせた 
しすっさっけそけくうつっしおうきз ぇ いぇこぇたう しゃっあっゅけ しくっゅぇ 
う けぉとっこうすぇз こっさっきってぇゃてうしぬ し ぇさけきぇすぇきう 
すさけこうつっしおうた さぇしすっくうえ う つせあうた こけょきにてっおз 
けぉさぇいせのす おぇおけそけくうの». 

 ╂っさけう ねすけえ おくうゅう しけぉさぇくに こけょ けょくけえ 
けぉかけあおけえ こけ ゃけかっ しけつうくうすっかは: 
こうしぇすっかぬしおうっ ょけつおうз けぉさっきっくひくくにっ しゃけうき 
こさけうしたけあょっくうっきз う ょっゃけつおう こけしかっゃけっくくにた 
ぉぇさぇおけゃз おさぇしぇゃうちにз おけすけさにっ くっしせす しゃけの 
おさぇしけすせ おぇお くっこけしうかぬくせの くけてせз う 
きっつすぇすっかぬくにえ しかっしぇさぬз せゃかっおてうえしは くう 
きくけゅけ くう きぇかけ せつっくうっき 【すぇえくっさぇз う つせょぇお 
╊ひくはз けすっち ゃしっき ょっすはき かのぉうきけえ うき 
あっくとうくに… 

 
 

мр かっす 



┿おせくうく ╀けさうし «]きっさすぬ くぇ ぉさせょっさてぇそす»х 
«„╋ぇさうは“з ╋ぇさうは…»й «′うつっゅけ しゃはすけゅけ»  

 «]きっさすぬ くぇ ぉさせょっさてぇそす»з さけきぇく-おうくけ — ちうおかз 
しけしすけはとうえ うい ょっしはすう こけゃっしすっえ ╀けさうしぇ ┿おせくうくぇ. 

╁さっきは ょっえしすゃうは — ‶っさゃぇは きうさけゃぇは ゃけえくぇ 

(1914—1918 ゅけょぇдз ゅかぇゃくにっ ゅっさけう — ゅっさきぇくしおうえ 

てこうけくз きぇえけさ くっきっちおけえ さぇいゃっょおうз ╈けいっそ そけく 

〈っけそっかぬし こけ こさけいゃうとせ ╆っここ, おけすけさにえ 

くぇたけょうすしは ゃ [けししうう こけょ こさうおさにすうっきз  し っゅけ 

ゃっさくにき こけきけとくうおけき 〈うきけ, う させししおうえ 

おけくすささぇいゃっょつうお ┿かっおしっえ [けきぇくけゃ し っゅけ 

くぇつぇかぬくうおけき おくはいっき ╉けいかけゃしおうき. 

 1916 ゅけょ. ′っきっちおけっ おけきぇくょけゃぇくうっз こけくうきぇはз 
つすけ ぉぇかぇくし しうか ゃ 』っさくけき きけさっ しきっとぇっすしは ゃ 

こけかぬいせ [けししうう し ゃにたけょけき かうくおけさぇ 

«╇きこっさぇすさうちぇ ╋ぇさうは»з けすょぇっす こさうおぇい け 

ょうゃっさしうけくくけえ けこっさぇちうう ぇしせ くっきっちおけえ さぇいゃっょおう  

╆っここせ 《けく 〈っけそっかぬしせ, ゃ おさぇすつぇえてうっ しさけおう 

かうおゃうょうさけゃぇすぬ そかぇゅきぇく さけししうえしおけゅけ そかけすぇ.  

 ╉くうゅぇ こさけかうゃぇっす しゃっす くぇ すぇうくしすゃっくくせの ゅうぉっかぬ 

いくぇきっくうすけゅけ かうくおけさぇ. 

мл かっす 



‶さうはすくけゅけ こさけつすっくうは! 
 


