
┿[]╄′を╄╁ ╁かぇょうきうさ ╉かぇゃょうっゃうつ 
(1872-мфолдз さけししうえしおうえ うししかっょけゃぇすっかぬ 
╃ぇかぬくっゅけ ╁けしすけおぇз ゅっけゅさぇそ う こうしぇすっかぬй 
╇ししかっょけゃぇか ぃあくけゅけ ‶さうきけさぬっ гмфлн-03), 

ゅけさに ]うたけすね-┿かうくは гмфлс-млдй ¨ょうく うい 
しけいょぇすっかっえ おさぇっゃっょつっしおけゅけ くぇこさぇゃかっくうは 
ゃ けすっつっしすゃっくくけえ くぇせつくけ-たせょけあっしすゃっくくけえ 
かうすっさぇすせさっй ╉くうゅう «‶け 〉ししせさうえしおけきせ 
おさぇの» гмфнмдз «╃っさしせ〉いぇかぇ» гмфнодз «╁ 
ゅけさぇた ]うたけすね-┿かうくは» гけすょっかぬくけっ ういょぇくうっ 
мфотд う ょさ.  

┿[]╄′を╄╁ ╁かぇょうきうさ ╉かぇゃょうっゃうつ 
[но ぇゃゅせしすぇ гмл しっくすはぉさはд мутнз ]ぇくおす-

‶っすっさぉせさゅз — п しっくすはぉさは мфолз 
╁かぇょうゃけしすけお]з こけょこけかおけゃくうお гмфмодз 
くぇすせさぇかうしすз こせすってっしすゃっくくうおз ねすくけゅさぇそз 
こうしぇすっかぬ-ゅせきぇくうしすз こけこせかはさういぇすけさ 
くぇせおうз うししかっょけゃぇすっかぬ ╃ぇかぬくっゅけ ╁けしすけおぇц 
つかっく [せししおけゅけ ╂っけゅさぇそうつっしおけゅけ けぉとっしすゃぇ 
гмфлфдз こけつっすくにえ つかっく ╁ぇてうくゅすけくしおけゅけ 

くぇちうけくぇかぬくけゅけ う ╀さうすぇくしおけゅけ 
╉けさけかっゃしおけゅけ ゅっけゅさぇそうつっしおうた けぉとっしすゃ 
(1919).  

[けょうかしは ゃ しっきぬっ 
あっかっいくけょけさけあくけゅけ しかせあぇとっゅけз ゃにたけょちぇ 
うい おさっこけしすくにた おさっしすぬはくз きぇすぬ — ぉにゃてぇは 
おさっこけしすくぇは おさっしすぬはくおぇй ‶け けおけくつぇくうう 
‶っすっさぉせさゅしおけゅけ こったけすくけゅけ のくおっさしおけゅけ 
せつうかうとぇ гмуфрд ┿さしっくぬっゃ しかせあうか ゃ こけかおせ 
ゅけさけょぇ ╊けきあぇ гくにくっ ‶けかぬてぇдз ゃ 1900 

こっさっゃっょっく ゃけ ╁かぇょうゃけしすけおй  

╁ мфлн-03 こさっょこさうくはか さはょ 
ねおしこっょうちうえ ょかは ういせつっくうは ぃあくけゅけ 
‶さうきけさぬはц し はくゃぇさは мфло くぇつぇかぬくうお 
おけくくけ-けたけすくうつぬっえ おけきぇくょにй ╁ мфлп-05 

せつぇしすゃけゃぇか ゃ させししおけ-はこけくしおけえ ゃけえくっз 
させおけゃけょは ゅぇさくういけくくけえ ゃけっくくけえ 
さぇいゃっょおけえз くぇゅさぇあょっく すさっきは けさょっくぇきうй ╁ 
1906-мл うししかっょけゃぇか ゅけさに ]うたけすね-┿かうくはй 
‶け せおぇいせ ′うおけかぇは II ゃ мфмл けしゃけぉけあょっく 
けす しかせあぉに ゃ ゃけえしおぇた う てすぇぉぇたз 
こっさっゃっょっく ゃ ╂かぇゃくけっ せこさぇゃかっくうっ 
いっきかっせしすさけえしすゃぇ う いっきかっょっかうは し 
しけたさぇくっくうっき ゃけうくしおけゅけ いゃぇくうは う 
つうくけこさけういゃけょしすゃぇз  

‶っさゃせの しゃけょおせ け こさうさけょっ う かのょはた 
〉ししせさうえしおけゅけ おさぇは ┿さしっくぬっゃ けこせぉかうおけゃぇか 
ゃ мфмнй ╁ мфму けく しけゃっさてうか こせすってっしすゃうっ 
くぇ ╉ぇきつぇすおせц かっすけき мфнн こけしっすうか 

╂うあうゅうくしおうえ さぇえけくз こさう ゃけいゃさぇとっくうう 
つせょけき しこぇししは けす すぇえそせくぇ くぇ ¨たけすしおけき 
きけさっй ╁ мфно こけぉにゃぇか くぇ ╉けきぇくょけさしおうた 
けしすさけゃぇたз ゃ мфнт こさけてっか こけ きぇさてさせすせ 
]けゃっすしおぇは ╂ぇゃぇくぬ — 》ぇぉぇさけゃしおй ╁け ゃしった 
ねおしこっょうちうはた けく ういせつぇか ぉにすз けぉにつぇうз 
こさけきにしかにз さっかうゅうけいくにっ ゃっさけゃぇくうはз 
そけかぬおかけさ せょねゅっえちっゃз すぇいけゃз けさけつっえз 
くぇくぇえちっゃ う ょさせゅうた くぇさけょけゃ ╃ぇかぬくっゅけ 
╁けしすけおぇй  

╁ мфмл-му ┿さしっくぬっゃ ぉにか 
ょうさっおすけさけき おさぇっゃっょつっしおけゅけ きせいっは ゃ 
》ぇぉぇさけゃしおっй ¨ょくけゃさっきっくくけ けく 
こさっこけょぇゃぇか ゃ ╃ぇかぬくっゃけしすけつくけき 

せくうゃっさしうすっすっ う ゃけ ╁かぇょうゃけしすけおしおけき 
こっょぇゅけゅうつっしおけき うくしすうすせすっ гこさけそっししけさз 
мфнмдз ぇ すぇおあっ ゃ くぇさけょくにた 
せくうゃっさしうすっすぇた 》ぇぉぇさけゃしおぇ う 
╁かぇょうゃけしすけおぇй ¨く しけしすけはか つかっくけき нл 
くぇせつくにた けぉとっしすゃ う せつさっあょっくうえ ]うぉうさう 
う ╃ぇかぬくっゃけしすけつくけゅけ おさぇはй ╄ゅけ 
ょっはすっかぬくけしすぬ う ょせてっゃくにっ おぇつっしすゃぇ 
いぇしかせあっくくけ こさうくっしかう っきせ こけつすう 
かっゅっくょぇさくせのз くっかっゅおせの しかぇゃせ ょけぉさけゅけ 
つっかけゃっおぇй  

┿さしっくぬっゃ しけいょぇか くけゃけっз 
おさぇっゃっょつっしおけっ くぇこさぇゃかっくうっ ゃ 
けすっつっしすゃっくくけえ くぇせつくけ-たせょけあっしすゃっくくけえ 
かうすっさぇすせさっй ¨しくけゃくにっ っゅけ おくうゅうз 
きくけゅけおさぇすくけ こっさっういょぇゃぇゃてうっしは — 



бlaquoц‶け 〉ししせさうえしおけきせ おさぇの» гмфнмдз 
«╃っさしせ〉いぇかぇ» гмфнод う  «╁ ゅけさぇた ]うたけすね-

┿かうくは» гけすょй 
ういょй мфотдз — 

こさけくうおくせすに 
かのぉけゃぬの お 

こさうさけょっ 
╃ぇかぬくっゅけ 

╁けしすけおぇ う 
ょぇのす 

こけねすうつっしおけっ う 
ゃ すけ あっ ゃさっきは 

くぇせつくけっ ういけぉさぇあっくうっ あういくう すぇえゅうз 
さぇししおぇいにゃぇのす け っっ きせあっしすゃっくくにた かのょはたй 
‶け けそうちうぇかぬくけえ ゃっさしううз ┿さしっくぬっゃ せきっさ 
けす «おさせこけいくけゅけ ゃけしこぇかっくうは かっゅおうた»й ぁすけ 
いぇおかのつっくうっ ゃにいゃぇかけ くっょけせきっくうっ せ 
きくけゅうた っゅけ しけゃさっきっくくうおけゃз ぇ 
しおけさけこぇかうすっかぬくにっ гくぇ しかっょせのとうえ ょっくぬ 
こけしかっ しきっさすうд こけたけさけくに せしうかうかう 
こけょけいさっくうは ゃ 
いぇゅぇょけつくけしすう 
ゅうぉっかうй 
]けきくっくうは 
けしすぇのすしはййй  

]せょぬぉぇ 
さけょくにた ぉにかぇ 
すさぇゅうつくぇх ゃょけゃぇ 
さぇししすさっかはくぇ ゃ 
мфоу こけ かけあくけきせ 

けぉゃうくっくうの ゃ てこうけくぇあっ 
гさっぇぉうかうすうさけゃぇくぇ こけしきっさすくけ ゃ мфрудц 
ょけつぬ けしせあょっくぇ くぇ мл かっす かぇゅっさっえ гмфпм-

мфрмдц ぉさぇすз ぇさっしすけゃぇくくにえ ゃ мфотз 
ぉっししかっょくけ うしつっいй  

╁ つっしすぬ ┿さしっくぬっゃぇ くぇいゃぇくにх さっおぇз 
こさぇゃにえ こさうすけお 〉ししせさうз ょゃっ ゅけさに гゃ 
]うたけすね-┿かうくっ う くぇ けしすさけゃっ ‶ぇさぇきせてうさ), 

ゃせかおぇく くぇ ╉ぇきつぇすおっз ゅけさけょ う こけしっかけおй  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

でÜïöíçóöñ¿á: ßóß¿óÜöñ¡íëá ごぴだが 
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