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«... わῷ みέ ぽぼゎやゆむῖ Ἰゎゎぼゅίァ ゅぼわぼゅゆむίむや ἐよ ゅぼゎわむゆゆίァ ゅぼゆりゐょέよァ ３ぼれゅάるるァ. １ぼわά 

みέ わりῦ ὁょりίりゐ ぼὐわῶ ９ぼゆぼをぼよわίよりゐ ἀよύゎぼろ ょもみέよ ὁ ἀゆやわήれやりろ, ἤよゐゎむ わりῦわり ゅぼί 

ょόよりよ, みやぼるれάゎぼろ わήよ をώれぼよ ２ぼわίよりやろ, をれゐゎίりゐ をやゆやάみァよ ゆやわれῶよ みやぼゅりゎίァよ. ♪やό ゅぼί 

るりゆύろ ὁ ὀゆりゆゐまょόろ, ゅぼί ἀゑόれもわりろ ὁ ゅぼるよόろ, ὡろ るれりむίれもわぼや, ὁ ἐゆゃῶよ ἐゅ わりῦ 

ぽりれれᾶ...»  

ΝΔOＣYΤOY Δ♭Κ２ΔI９ΤOY 

７ΔΟI ΤΩΝ ΚAΤA ΤHΝ XΩΟAΝ ΚY７ΟOΝ ９ΚAIΩΝ 

Yるέれりまゅむろ ぼれをやわむゅわりよやゅέろ· ２ぼれίァよ Ｃぼょぼまゅりύゎわぼ Μるりゐゑぼぽέよわり· ゎをむみόよ 

ゎゅもよやゅά. 

Ήょぼゎわぼよ ゎゐよもゃやゎょέよりや よぼ わり ゎわりをぼめόょぼゎわむ ぼゆゆやώろ わり "Iもゎりύろ Xれやゎわόろ Νやゅά" 

るりゐ むίみぼょむ ゅάるりわむ ゎわぼ わむίをも わもろ Αぼゎやゆむύりゐゎぼろ, わぼ ゑぼまァょέよぼ ぼるό 

まゐゑわりわゎάよわやれぼ ゅぼや ゎわむまよά をりれわάれやぼ, 

ょむ わりゐろ ょむまάゆりゐろ るύれまりゐろ ゅぼわάをぼょぼ ゎぼよ むよόろ みゐよぼわりύ るりゐ έをぼゎむ, わぼ れやまょέよぼ 

めάれやぼ. 

♭やぼ ょぼろ ήわぼよ άゆゆり るれάまょぼ り るόゆむょりろ まやぼ わもよ るίゎわも わりゐ Xれやゎわりύ 

ゅぼや まやぼ わもよ んゐをή わりゐ ぼよゃれώるりゐ ゅぼゃやゎょέよも ゎわぼ まόよぼわぼ わもろ Yるむれょάをりゐ 

９われぼわもまりύ, 

るりゐ むίをむ ゎわぼ ょάわやぼ んもゑやみァわόよ わりよ ゅぼもょό わもろ Οァょやりゎύよもろ, むゅむίよりゐ わりゐ るむゆάまりゐ 

わりよ ゅぼもょό ゎぼよ ήぽれむ わり めύまやぼゎょぼ わもろ ゅぼゆりゎύよもろ. 

Aろ るぼίめりゐよ わώれぼ ょむゆりみれάょぼわぼ ゎわぼ ゎゅもよやゅά わァよ ゎわぼゐれりゑόれァよ ２りゐめやよやά 

ゅや ぼろ ゑゆりょώよりゐょむ ょむ わりよ ゅぼるよό るりゐ ょぼろ ゅりゐぽάゆもゎぼよ ぼるό わり ぽりれやά. 

 

Aゎ' わりゐろ よぼ われώまりゐよわぼや ゅぼや よ' ぼよむょりみέれよりゐよわぼや ァゎάよ わり ゅάわむれまり るりゐ みέよむや 

ょりύみむろ·Κぼゆώろ ょぼろ ήれゃぼわむ ゎわもよ Κύるれり, ぼれをόよわりや. Τれάまりや ゅぼや ょぼϊょりύみむろ!    

Δまゅゆむίゎわれぼ, ｲｱ Νりむょ. '5ｳ1 

                                                           
1 ♭. ９むゑέれも: «４むόゑゐわりろ り †まゅゆむやゎわりろ ょやゆά», ¶ょむれりゆόまやり １ぼわぼゎわれώょぼわりろ ♭ '. 
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♪やぼをれりよやゅόわぼわり… わや ょるりれりύょむ よぼ るりύょむ άゆゆり まやぼ わりよ ♭やώれまり ９むゑέれも, 
るれぼまょぼわやゅά έよやァゎむ ゎわり るむわゎί わりゐ わもよ やゎわりれίぼ わもろ １ύるれりゐ, むやみやゅόわむれぼ ゅぼわά わもよ 
るむれίりみり わりゐ わέゆりゐろ わもろ ♯れむわぼよやゅήろ ぼるりやゅやりゅれぼわίぼろ, わりゐ ぼまώよぼ わァよ １ゐるれίァよ, 
ょむをれや ゅぼや わやろ ぼれをέろ わもろ ぼよむらぼれわもゎίぼろ わりゐ よもゎやりύ. Ｃぼίよむわぼや ゎわりゐろ ゎわίをりゐろ よぼ 
むるやゅれぼわむί ゃぼ ゆέまぼょむ, έよぼろ るりゆやわやゎわやゅόろ みやぼゆゐゎょόろ, ょむわぼらύ ♪ύゎもろ ゅぼや ‰よぼわりゆήろ, 
ゅゐれίァろ ゎわもよ るίゎわも ょむ ぼるりゅりれύゑァょぼ わもよ έゅゑれぼゎも わもろ ゎわもよ ぼれをやわむゅわりよやゅή ゅぼや 
わもよ わέをよも. ６ るりやもわήろ むょるよέむわぼや ょέゎぼ ゎわり ゎるήゆぼやり わりゐ Άまやりゐ ４むόゑゐわりゐ わりゐ 
Έまゅゆむやゎわりゐ ゅぼや ょむわぼゑέれむや わもよ ゎゅέんも わりゐ ゎゐよむやれょやゅά ゎわもよ ゅぼわάゅわもゎも わもろ 
１ύるれりゐ ぼるό わりよ ８やをάれみり わりよ ２むりよわόゅぼれみり ゅぼや わりゐろ ２りゐめやよやぼよりύろ ゎわぼ ｱｱｹｱ, まやぼ 
よぼ わもよ るぼれりょりやάゎむや りゐゎやぼゎわやゅά ょむ わもよ わόわむ ぽれむわぼよやゅή ゅぼゃむゎわァわやゅή ゅぼわάゎわぼゎも2. 

９わり るりίもょぼ みむよ るぼれぼゆむίるむわぼや も ぼよわίゆもんも わァよ みύり ぼゐわώよ るりゆやわやゎょώよ ぼるό わり 
わόわむ ゎわり ゎήょむれぼ, りや ぼよわやゆήんむやろ ゅぼや わァよ みύり むίよぼや るむれやゎゎόわむれり みりまょぼわやゅέろ るぼれά 
ό,わやみήるりわむ άゆゆり. Ａり るりίもょぼ έをむや έよわりより るよむゐょぼわやゅό るむれやむをόょむより るぼれά るりゆやわやゅό 
ή むゃよやゅό3, ぼゑりύ ょぼろ ょむわぼゑέれむや ゎむ ょやぼ むるりをή, わもろ ゑれぼまゅりゅれぼわίぼろ, όるりゐ りや 
りれゃόみりらりや Ｄれやゎわやぼよりί わりゐ よもゎやりύ, έるぼゃぼよ ゅぼや ょぼれわύれもゎぼよ まやぼ わもよ るίゎわも わりゐろ 
ぼるό わりゐろ ２ぼわίよりゐろ ゅぼわぼゅわもわέろ.  

３やぼ ぼるό わやろ るやり をぼれぼゅわもれやゎわやゅέろ やゎわりれίむろ ょぼれわゐれίりゐ, むίよぼや ぼゐわό わァよ みむゅぼわれやώよ 
ょりよぼをώよ わもろ ７ぼよぼまやάろ １ぼよわぼれやァわίゎゎもろ わり ｱｲｳｱ. ◯むァれりύよわぼや ょむまάゆりや άまやりや わもろ 
†ゅゅゆもゎίぼろ わもろ １ύるれりゐ, まやぼわί むゅわόろ ぼるό わり ょぼれわゐれやゅό わりゐろ ゃάよぼわり, みやέるれむんぼよ むよ 
めァή ょむ わぼ るよむゐょぼわやゅά ょむまέゃも るりゐ むίをぼよ ゅぼわぼゅわήゎむや. ‰ゐわό るりゐ ゅぼゃやゎわά όょァろ わり 
ょぼれわύれやり わりゐろ ぼゅόょぼ るやり ゎもょぼよわやゅό まやぼ わもよ １ύるれり, むίよぼや わり όわや ゎゐよέぽもゅむ ゎむ ょやぼ 
むるりをή むらぼやれむわやゅά みύゎゅりゆも, όるりゐ りや ２ぼわίよりや ゅぼわぼゅわもわέろ わもろ ょむ ぼゑόれもわむろ るやέゎむやろ, 
みやァまょりύろ, ぽぼれやέろ ゑりれりゆりまίむろ ゅ.ぼ. ょέわれぼ, むるむみίァゅぼよ わりよ むゅゆぼわやよやゎょό わりゐ よもゎやりύ 
ゅぼや わもよ ゐるりわぼまή わりゐ ゎわりよ ７άるぼ. 

９わりよ ゅむίょむより るりゐ るむれやまれάゑむわぼや わり ょぼれわύれやり わりゐろ, ぼまよώゎわりゐ をれりよやゅりまれάゑりゐ わりゐ 
ょむゎぼίァよぼ, ゑぼίよむわぼや όわや も りょりゆりまίぼ わもろ るίゎわむァろ わりゐろ έみァゎむ ゅりゐれάまやり ゅぼや わόよァゎむ 
わり もゃやゅό わりゐ ゐるόみりゐゆりゐ ゆぼりύ, ゎむ όゆぼ わぼ われίぼ をれόよやぼ わもろ ゑゐゆぼゅίゎむァろ わりゐろ ゅάわァ 
ぼるό ぼるάよゃれァるむろ ゎゐよゃήゅむろ, りや りれゃόみりらりや ゅάわりやゅりや わもろ よήゎりゐ ゎわάゃもゅぼよ ゎわり 
るゆむゐれό わりゐろ むよやゎをύりよわぼろ わりゐろ, るぼίれよりよわぼろ ゅぼや りや ίみやりや わもよ むゐゆりまίぼ わァよ ぼまίァよ 
ぼよみれώよ. ‰ょέゎァろ ょむわά わり わέゆりろ わりゐろ, ήみも ゎわもよ ゎゐよむίみもゎも わりゐ ゆぼりύ ήわぼよ ήみも 
Άまやりや. 

Ａり ょぼれわύれやり みむよ ゎゐまゅゆόよやゎむ ょόより わりるやゅά, みやぼみόゃもゅむ ゎむ όゆも わもよ りれゃりみりらίぼ 
るれりゅぼゆώよわぼろ ぼよわやみれάゎむやろ. Ήわぼよ ゑれやゅわό わり まむまりよόろ όわや Ｄれやゎわやぼよりί ょぼれわύれもゎぼよ 
ぼるό Ｄれやゎわやぼよりύろ, όるァろ ゅぼや ゎわもよ るむれίるわァゎも わァよ みやァまょώよ ぼるό «りょりみόらりゐろ» ゅぼわά 
わやろ むやゅりよりょぼをίむろ. ９む ぼゐわήよ わもよ るむれίるわァゎも, わέゎゎむれやろ ぼやώよむろ ょむわά, έをりゐょむ みύり 

                                                           
2 ¶ るむれίりみりろ わもろ Ａりゐれゅりゅれぼわίぼろ ゎわり よもゎί ぼれをίめむや ぼるό わぼ ｱｵｷｱ ゅぼや ゆήまむや わり ｱｸｷｸ ょむ わもよ むよりやゅίぼゎも 
わりゐ よもゎやりύ ゎわりゐろ ♯れむわぼよりύろ. ¶ ‰ままゆりゅれぼわίぼ みやήれゅもゎむ ょέをれや わり ｱｹｵｹ. 
3 Ήわぼよ みやるゆァょάわもろ ぼゆゆά ゅれぼわήゃもゅむ έらァ ぼるό わりよ るりゆやわやゅό ゎわίぽり, も るりゆやわやゅή るむれよά ゎわもよ るりίもゎή 
わりゐ ょむ わも ぽίァゎも わりゐ やゎわりれやゅりύ まίまよむゎゃぼや. 
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をれやゎわやぼよやゅέろ ぼゐわりゅれぼわりれίむろ, άれぼ, みύり われόるりゐろ ゅりゎょりぼよわίゆもんもろ わもろ るίゎわもろ. 
Ｄぼれぼゅわもれやゎわやゅά むίよぼや わぼ όゎぼ まれάゑむや みやぼょぼれわゐれόょむよりろ り ７ぼわれやάれをもろ 
１ァよわぼよわやよりゐるόゆむァろ ♭むれょぼよόろ ♯’ るれりろ わりよ ７άるぼ ♭れもまόれやり ◯’ まやぼ わもよ 
ゅぼわάゎわぼゎも ゎわも よήゎり╈ «Ἡ １ύるれりろ ἡ るむれやώよゐょりろ よῆゎりろ, よέりゐろ ょάれわゐれぼろ ゃむぼゎぼょέよも 
ゅぼί ゎわれぼわやώわぼろ わりῦ Ｄれやゎわりῦ, りἱ るれόわむれりよ みί‒ὕみぼわりろ わῆろ ゅぼわぼよύらむァろ ゅぼί わりῖろ 
ἰみれῶゎや ゆりゐゎάょむよりや わりῖろ ἐゅ わῶよ ἀゎゅもわやゅῶよ わりゐ ゎώょぼわりろ るόよァよ ἐるί をれόよりやろ ょぼゅれりῖろ, 
わό わむゆむゐわぼῖりよ みやῆゆゃりよ みやά るゐれόろ ゅぼί ὕみぼわりろ». 

†よώ も めァή ゅぼや わり ょぼれわύれやり わァよ ぼまίァよ ぼゐわώよ ゐるήれらぼよ わόゎり ゎもょぼよわやゅά, ゎわり 
るέれぼゎょぼ わァよ ぼやώよァよ るぼれέょむやよぼよ άまよァゎわりや ゎをむみόよ, むよώ も ょよήょも わりゐろ むわやょάわり 
ょόより ゎわり ょりよぼゎわήれや わもろ ７ぼよぼまやάろ ゎわもよ １ぼよわάれぼ ょέをれや ゅぼや わもよ わりゐれゅやゅή 
むやゎぽりゆή 〉ｱｹｷｴ《, りるόわむ έるぼゐゎむ ゅぼや むゅむί り むりれわぼゎょόろ わりゐろ. Ａり まむまりよόろ όわや 
るぼれέょむやよぼよ άまよァゎわりや みむよ むίよぼや るぼれάみりらり, ぼよ ゆάぽりゐょむ ゐる’όんやよ όわや まやぼ るりゆゆりύろ 
ぼやώよむろ ょむわά わり ゃάよぼわり わりゐろ, も １ύるれりろ わむゆりύゎむ ゐるό わもよ ゅゐれやぼれをίぼ わァよ みゐわやゅώよ 
ゅぼや わもろ るぼるやゅήろ むゅゅゆもゎίぼろ. Έわゎや, みむよ ήわぼよ みゐよぼわή りύわむ も むるίゎもょも ぼよぼゅήれゐらも 
わりゐろ ゎむ ぼまίりゐろ, りύわむ も るれぼまょぼわりるりίもゎも るぼよもまゐれやゅώよ むりれわぼゎょώよ ゎわもよ ょよήょも 
わりゐろ. ７ぼれ’όゆぼ ぼゐわά, ゅぼわά わもよ άるりんも ょむれやゅώよ むれむゐよもわώよ, ゎわりよ わόるり わりゐ 
ょぼれわゐれίりゐ わりゐろ, ゎわもよ ゅりίわも わりゐ るりわぼょりύ ７むみやぼίりゐ4, るやゃぼよόわぼわぼ ゎわもよ るむれやりをή 
‰まίりや ６ょりゆりまもわέろ, り ゆぼόろ ょも ょるりれώよわぼろ よぼ わやょήゎむや ゑぼよむれά わもよ ょよήょも わりゐろ, 
έみァゎむ わり όよりょぼ ぼゐわό. ３む わもよ るάれりみり わりゐ をれόよりゐ όょァろ ゅぼや わやろ るやέゎむやろ わァよ 
ゅぼわぼゅわもわώよ, ゆもゎょりよήゃもゅぼよ りや りゎやりょάれわゐれむろ わもろ １ぼよわάれぼろ ゅぼや ゅぼゃやむれώゃもゅむ も 
ょよήょも わァよ ‰まίァよ ６ょりゆりまもわώよ ♭りゐれίぼ, ９ぼょァよά ゅぼや ‰ぽίぽりゐ. 

Ａり ぼれをぼίり ゅむίょむより わりゐ ぽίりゐ ゅぼや わりゐ ょぼれわゐれίりゐ わりゐろ るぼれぼゆήゑゃもゅむ ぼるό わり 
みもょりゎίむゐょぼ わりゐ ◯むόみァれりゐ ７ぼるぼみりるりύゆゆりゐ, ♪やむゐゃゐよわりύ わりゐ １έよわれりゐ †れむゐよώよ, 
ゎわりよ ぼよぼょよもゎわやゅό わόょり むるί わも ｵｰむわもれίみや わりゐ るむれやりみやゅりύ «‰るόゎわりゆりろ ♯ぼれよάぽぼろ» 

〉２むゐゅァゎίぼ ｱｹｷｵ《, ゐるό わりよ わίわゆり «３ぼれわύれやり １ゐるれίァよ». Ａり るれァわόわゐるり ゅむίょむより 
るれりέれをむわぼや ぼるό わりよ ７ぼれやゎやよό ゅώみやゅぼ ｱｳｳｵ.  

¶ ょよήょも わァよ みむゅぼわれやώよ ６ゎやりょぼれわύれァよ わもろ １ぼよわάれぼろ むりれわάめむわぼや ゎわやろ ｱｹ ３ぼϊりゐ, 
もょέれぼ わりゐ ょぼれわゐれίりゐ わりゐろ. Όるァろ ゅぼや ぼよ έをりゐよ わぼ るれάまょぼわぼ, りや άまやりや ぼゐわりί 
るれέるむや よぼ るάれりゐよ わもよ ゃέゎも るりゐ わりゐろ ぼれょόめむや ゎわもよ †ゅゅゆもゎίぼ わもろ １ύるれりゐ, ήみも 
έをむや まれぼゑむί も ぼゅりゆりゐゃίぼ わりゐろ ゅぼや έをりゐよ ゅぼわぼをァれもゃむί ゎわりよ ゅゐるれやぼゅό ぼまやりゆόまやり. 

                                                           

4 ６ ７むみやぼίりろ (７もゃゅやάろ ή ７もみやάろ ゎわもよ １ゐるれやぼゅή みやάゆむゅわり《 むίよぼや り ょむまぼゆύわむれりろ るりわぼょόろ わもろ 
１ύるれりゐ, ょむ ょήゅりろ ｹｸ をやゆ. Έをむや わやろ るもまέろ わりゐ ゎわもよ りれりゎむやれά わりゐ Ａれりόみりゐろ, ゅりよわά ゎわり ょりよぼゎわήれや わりゐ 
３ぼをぼやれά. ８έむや ぽりれむやりみゐわやゅά, みやぼゎをίめりよわぼろ わもよ るむみやάみぼ わもろ ３むゎぼりれίぼろ ゅぼや わもよ るれァわむύりゐゎぼ わりゐ 
よもゎやりύ ２むゐゅァゎίぼ. ９ゐよむをίめむや わもよ るりれむίぼ わりゐ るれりろ わぼ ぼよぼわりゆやゅά, όるりゐ ゅぼわぼゆήまむや ゎわりよ ゅόゆるり わもろ 
‰ょょりをώゎわりゐ, ゅりよわά ゎわもよ ぼれをぼίぼ るόゆも わもろ ９ぼゆぼょίよぼろ. Ａぼ よむれά わりゐ るりわぼょりύ をれもゎやょりるりやりύよわぼよ 
ゎわもよ ぼれをぼやόわもわぼ まやぼ わもよ りをύれァゎも わもろ るόゆもろ わもろ ２むゐゅァゎίぼろ, ぼゑりύ みやりをむわむύりよわぼよ ゎわぼ むやみやゅά 
ゅぼわぼゎゅむゐぼゎょέよぼ ゑれむάわやぼ るりゐ るむれやわれやまゐれίめりゐよ わぼ †よむわやゅά わむίをも わもろ るόゆもろ, むょるりみίめりよわぼろ わやろ 
むをゃれやゅέろ るぼれむょぽάゎむやろ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8C%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%82_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
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♯. ０ゎわりれやゅό るゆぼίゎやり:    

６ Ｄれやゎわやぼよやゎょόろ ゎむ ♪ύゎも ゅぼや ‰よぼわりゆή - も ゅぼわάゅわもゎも わもろ １ύるれりゐ ゅぼや も ゐるりわぼまή 
わもろ ゎわりよ ７άるぼ. 

«…♭やぼ ょぼろ ήわぼよ άゆゆり るれάまょぼ り るόゆむょりろ まやぼ わもよ るίゎわも わりゐ Xれやゎわりύ 

ゅぼや まやぼ わもよ んゐをή わりゐ ぼよゃれώるりゐ ゅぼゃやゎょέよも ゎわぼ まόよぼわぼ わもろ Yるむれょάをりゐ ９われぼわもまりύ…» 

９わりゐろ われむやろ るれώわりゐろ ぼやώよむろ みむよ ゐるάれをむや ぼよάまゅも ゎぼゑέゎわむれりゐ ゅぼゃりれやゎょりύ 
ぼよわやゅむやょむよやゅώよ りれίァよ るりゐ よぼ むらぼゎゑぼゆίめりゐよ わもよ りれぼわή りょりむίみむやぼ ゅぼや むよόわもわぼ 
めァήろ わりゐ むゅゅゆもゎやぼゎわやゅりύ ゎώょぼわりろ. Ｂるάれをむや まやぼ わりゐろ Ｄれやゎわやぼよりύろ わり ゅりやよό ゅぼや 
ゎゐよむをέろ むよみむをόょむより わりゐ ょぼれわゐれίりゐ, ぼゐわό ゎゐよわりよίめむや わも めァή わりゐろ, むίよぼや ょέわれり ゅぼや 
ゅれやわήれやり ょぼれわゐれίりゐ, ぼゐわό ゎゐよわりよίめむや わも めァή わりゐろ, むίよぼや ゅれやわήれやり ょぼれわゐれίぼろ わもろ 
ゎァわもれίぼろ – έょるれぼゅわも ょぼれわゐれίぼ ゅぼや ゑぼよέれァゎも わりゐ われόるりゐ ゐるάれらむァろ るりゐ 
みやぼゑりれりるりやむί わもよ ゅぼやよή ゅわίゎも わァよ Ｄれやゎわやぼよώよ ぼるό わりよ ぽίり わりゐ «ゅόゎょりゐ»5. 

Όょァろ ゎわも ゎゐよέをむやぼ わりゐ やゎわりれやゅりύ ぽίりゐ わもろ むゅゅゆもゎίぼろ, ょむわά わもよ るむれίりみり わァよ 
みやァまょώよ ゅぼや わりゐ ょぼれわゐれίりゐ, わり «むるぼよάまゅむろ» わァよ みむゎょむύゎむァよ るりゐ むίをむ りれίゎむや まやぼ 
わりゐろ Ｄれやゎわやぼよりύろ も ゎύよりみりろ わァよ ‰るりゎわόゆァよ ぼゐらάよむわぼや むよわゐるァゎやぼゅά╈ ♭ίよりよわぼや 
όゆり ゅぼや るむれやゎゎόわむれむろ, るやり ゎゐまゅむゅれやょέよむろ ゅぼや るむれやるわァゎやりゆりまやゅέろ, りや よりょやゅέろ 
るれりϋるりゃέゎむやろ ょむわりをήろ ゎわも むゐをぼれやゎわやぼゅή ゎゐまゅれόわもゎも わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ – ή 
ぼるりゅりるήろ ぼるό ぼゐわήよ 〉Religio Imperii《. ７れέるむや よぼ むるもれέぼゎむ ゎむ ゅάるりやり るりゎりゎわό, 
ぼゐわή も ぼよぼまよώれやゎも わόゎり わも ゃむゎょやゅή ゆむやわりゐれまίぼ わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ όゎり ゅぼや わも よりり-

われりるίぼ わァよ Ｄれやゎわやぼよώよ – よぼ ゎゐよέぽぼゆむ ίゎァろ ゎわも ゃれもゎゅむやりるりίもゎも ゅάるりやァよ 
むゅゑάよゎむァよ わりゐ むゅゅゆもゎやぼゎわやゅりύ ぽίりゐ, ゎむ ♪ύゎも ゅぼや ゎむ ‰よぼわりゆή. 

Ήみも ぼるό わりよ ｶり ぼやώよぼ, も るれぼまょぼわやゅόわもわぼ ♪ύゎも-‰よぼわりゆή むίよぼや みむみりょέよも - わりよ ｶり 

ぼやώよぼ も ‰よぼわりゆή むらむゆゆもよίめむわぼや - り ¶れάゅゆむやりろ むίよぼや り ‰ゐわりゅれάわりれぼろ るりゐ 
ゅぼゃやέれァゎむ わもよ むゆゆもよやゅή まゆώゎゎぼ ァろ わもよ むるίゎもょも まゆώゎゎぼ わりゐ れァょぼϊゅりύ 
ゅれάわりゐろ6, ぼよわやゅぼゃやゎわώよわぼろ ゎわぼ むるίゎもょぼ έままれぼゑぼ, むるやまれぼゑέろ ゅぼや よりょίゎょぼわぼ わり 
｠Imperator Caesar, Augustusを ょむ わり ｠♯ぼゎやゆむῦろを. †ίよぼや まむよやゅώろ ぼるりみむゅわό όわや ょむ わも 
ぽぼゎやゆむίぼ わりゐ ¶れάゅゆむやりゐ も ８ァょぼϊゅή ‰ゐわりゅれぼわりれίぼ むまゅぼわέゆむやんむ りれやゎわやゅά わもよ 
‰れをぼやόわもわぼ ゅぼや むやゎήゆゃむ まやぼ わぼ ゅぼゆά ゎわも ょむゎぼやァよやゅή ゑάゎも わもろ, ぼゐわήよ わりゐ 
〉ゎήょむれぼ ぼるりゅぼゆりύょむよりゐ《 ぽゐめぼよわやよりύ ゅれάわりゐろ. １ぼや ぼよ ょέをれや わもよ わむゆむゐわぼίぼ 
もょέれぼ り ぽゐめぼよわやよόろ ぼゐわりゅれάわりれぼろ むらぼゅりゆりゐゃりύゎむ よぼ りよりょάめむわぼや 
«‰ゐわりゅれάわりれぼろ わァよ ８ァょぼίァよ», みむよ ゅぼわぼゆάぽぼやよむ わぼ ２ぼわやよやゅά ゅぼや も ゆέらも 
«８ァょぼίりや» ゎήょぼやよむ わりゐろ Έゆゆもよむろ. ９わもよ ゃέゎも わもろ ゅりょんήろ ゅぼや ゆίまり わむをよもわήろ 
まゆώゎゎぼろ るりゐ をれもゎやょりるりやりύゎぼよ りや ゎゐままれぼゑむίろ わりゐ ｵりゐ ゅぼや ｶりゐ ぼやώよぼ, ゅぼや όるりゐ 
ゎゐよέをやめぼよ わもよ るぼれάみりゎも わもろ ゅゆぼゎやゅήろ ゑやゆりゆりまίぼろ, も ゅりやよή むゆゆもよやゅή 

                                                           
5Ｄれήゎわりゐ ♭やぼよよぼれά, «†よάよわやぼ ゎわも ゃれもゎゅむίぼ», むゅみόゎむやろ Ίゅぼれりろ. ‰ゃήよぼ ｲｰｰｶ. 
6３む わもよ άよりみり わりゐ ¶れぼゅゆむίりゐ, ぼゑりύ ゅぼゃやむれώよむわぼや も むゆゆもよやゅή まゆώゎゎぼ, έをりゐょむ ゅぼや わもよ 
むゅゑやゆりゎόゑもゎも わもろ をれやゎわやぼよやゅήろ るίゎわもろ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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むょゑぼよίめむわぼや ゅぼや まίよむわぼや も りょやゆりゐょέよも まゆώゎゎぼ わもろ るゆむやりんもゑίぼろ わァよ るゆもゃゐゎょώよ 
わもろ ょりよぼれをίぼろ7. 

９わもよ ♪ύゎも ぼるό わもよ άゆゆも, έをりゐょむ ίゎァろ ぼるό わやろ るやり ゎもょぼよわやゅέろ ゑゐゎやりまよァょίむろ わりゐ 
ょむゎぼίァよぼ, わりよ ぽぼゎやゆやά わァよ Ｃれάまゅァよ ゅぼや るれώわり ぼゐわりゅれάわりれぼ わもろ りよりょぼめόょむよもろ 
‰まίぼろ れァょぼϊゅήろ ぼゐわりゅれぼわりれίぼろ (742- ｸｱｴ ょＤ.《, わりよ １άれりゆり. ¶ むみぼゑやゅή むるέゅわぼゎも 
わりゐ ぽぼゎやゆむίりゐ わァよ Ｃれάまゅァよ ょむ わり έれまり わりゐ １ぼれゆりょάまよりゐ ぽれやゎゅόわぼよ ゎむ るゆήれも 
ぼよάるわゐらも, όわぼよ ぼゐわόろ ゎわέゑわもゅむ Άまやりろ ８ァょぼίりろ ‰ゐわりゅれάわりれぼろ ぼるό わりよ ７άるぼ 
２έりよわぼ ♭’ ゎわも ８ώょも, わも よύをわぼ わァよ Ｄれやゎわりゐまέよよァよ わりゐ ｸｰｰょ.Ｄ. 
 

¶ るれάらも ぼゐわή わりゐ ７άるぼ ゅぼゃぼまίぼゎむ わも まόよやょも みれάゎも わりゐ １ぼれゆりょάまよりゐ ゐるέれ 
わもろ ８ァょぼϊゅήろ †ゅゅゆもゎίぼろ 〉みれάゎも るりゐ むίをむ ήみも ぼれをίゎむや ょむ わりゐろ るれりゅぼわόをりゐろ わりゐ 
７むるίより ゅぼや １άれりゆり ３ぼれわέゆゆり《 ゅぼや ゃむょむゆやァよόわぼよ よりょやゅά ょむ わも ゃむァれίぼ わもろ 
«ょむわぼぽίぽぼゎもろ わもろ ‰ゐわりゅれぼわりれίぼろ» るりゐ ίゎをゐむ わόわむ, も りるりίぼ, ぼよ ゅぼや るれやよ るέよわむ 
るむれίるりゐ ぼやώよむろ むίをむ ょむわぼゑむれゃむί ぼるό わりよ １ァよゎわぼよわίより ゎわもよ ‰よぼわりゆή ょむ 
るれりゎわぼまή わもろ ◯むίぼろ ７れόよりやぼろ, ょむわぼゑむれόわぼよ るάゆや ゎわも ♪ύゎも, るάよわりわむ ょむ 
るれりゎわぼまή わもろ ◯むίぼろ ７れόよりやぼろ.  

♪むよ をれむやάゎわもゅむ やみやぼίわむれりろ われόるりろ まやぼ よぼ りみもまもゃりύょむ, ょむわά ぼるό ぼゐわέろ わやろ みύり 
やゎわりれやゅέろ ゎゐまゅゐれίむろ, ゎわり ゎをίゎょぼ わァよ みύり むゅゅゆもゎやώよ わりゐ ｱｰｵｴ. ６や みりまょぼわやゅέろ 
ぼるりゅゆίゎむやろ わもろ みύゎもろ, ぽぼゎやゎょέよむろ ゎむ ょίぼ ょぼゅれぼίァよも ぼゐまりゐゎわやよやぼよή 
むゅよりょίゅむゐゎも わもろ るίゎわもろ, ゅぼや ήみも ぼるό わりよ １ぼれゆりょάまより わもよ むやゎぼまァまή わりゐ filioque, 

ゑέれよりゐよ やゎわりれやゅά ゎぼゑώろ わもよ るりゆやわやゅή-ゎわれぼわやァわやゅή ゅぼわάゆもらも わァよ るれぼまょάわァよ, 
ゅや όをや ょόより わも みりまょぼわやゅή. 

¶ ぼるりゎをやゎょέよも みゐわやゅή Ｄれやゎわやぼよりゎύよも ゅぼわόれゃァゎむ ぼゐわό るりゐ むるί をίゆやぼ をれόよやぼ 
わόゎぼ ぽぼれぽぼれやゅά έゃよも むίをぼよ むるやみやώらむや╈ わり ｱｲｰｴ りや りれみέろ わもろ ｴもろ ゎわぼゐれりゑりれίぼろ 
άゆァゎぼよ わもよ １ァよゎわぼよわやよりύるりゆも, ゅぼわέゆゐゎぼよ わもよ れァょぼϊゅή ‰ゐわりゅれぼわりれίぼ ゅぼや 
ゎわもよ ‰よぼわりゆή 〉όるァろ わもよ むίをぼよ ぼるό わり ｴｷｶ ゎわも ♪ύゎも《. ¶ ぼよわίゎわぼゎも わりゐ 
むゆゆもよりれァょぼϊゅりύ ゅόゎょりゐ ゅぼや るりゆやわやゎょりύ ゅάょゃもゅむ, も «♯ぼゎやゆίろ わァよ ７όゆむァよ» ４έぼ 
８ώょも ゐるέゅゐんむ.  

 ６や ゎわぼゐれりゑりれίむろ, ァろ るぼれάまァまぼ わもろ ♪ύゎもろ, όわぼよ まむよやゅώろ むらむわάめりよわぼや ゎわり 
るゆぼίゎやり わもろ むるりをήろ わりゐろ, みίよりゐよ わもよ ぼίゎゃもゎも όわや ぼるりわむゆりύよ έゅゑれぼゎも ゐんもゆήろ 
ゃれもゎゅむゐわやゅήろ るよりήろ ゅぼや έらぼれゎも わもろ ぽぼゎやゅήろ ぼれをήろ わもろ ゃゐゎίぼろ, も りるりίぼ ゅぼわέをむや 
ゅぼίれやぼ ゃέゎも ゎわも をれやゎわやぼよやゅή みやみぼゎゅぼゆίぼ ゅぼや めァή. ¶ ゆむるわりょむれέゎわむれも όょァろ 
るぼれぼゅりゆりύゃもゎも わもろ むらέゆやらもろ わりゐろ, るέれぼ ぼるό わも ょやゅれή ή ょむまάゆも むるやわゐをίぼ わりゐろ, 
るむίゃむや όわや むょゑάよやめぼよ わぼ ゎわりやをむίり むゅむίより るりゐ むίをむ るぼれぼわもれもゃむί ήみも ぼるό わやろ 
ぼるぼれをέろ わりゐ をれやゎわやぼよやゎょりύ, わもろ るぼれέゅゅゆやゎもろ みもゆぼみή ょむれやゅέろ ゑりれέろ ゅぼわά わもよ 
むゑぼれょりまή わァよ ゐんもゆώよ やみむώよ, わやろ りるりίむろ ゅぼゆりύよわぼや りや るやゎわりί ょむ わりよ έよぼよ ή わりよ 

                                                           
7
 Charles Diehl, Ισ〃ορία 〃。ς Β仝、αν〃ινής Α仝〃ο゛ρα〃ορίας,ΚΕΦ:ン, σε゜. ンヲ-33.  Ε゛~όσ0ις Η゜ιά~η, 

Μ0τάφヾαση: Ε゜έ｀η Τα´ヽά゛η. 
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άゆゆり われόるり よぼ むゑぼれょόゎりゐよ ゎわも めァή わりゐろ ァろ ょέゆも わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ8. １ぼわά わも 
みやむらぼまァまή わりゐろ έゆぼぽぼよ をώれぼ άまれやむろ るりゆむょやゅέろ むるやをむやれήゎむやろ ゅぼや 
をれもゎやょりるりやήゃもゅむ ぼるむれやόれやゎわも ぽίぼ, ゅぼや ぼゐわή ゎわり όよりょぼ わもろ ぼまάるもろ ゅぼや 
ゎゐょるάゃむやぼろ るれりろ わりよ りょόゃれもゎゅり.  

６ るόゆむょりろ ゅぼわά わり ３έまぼ ♯ぼゎίゆむやり ゅぼや ０むれό ‰ゐまりゐゎわίより 

１ぼわά るόゎりよ ήわぼよ むるやわれむるわό ゎむ をれやゎわやぼよりύろ よぼ ゆぼょぽάよりゐよ ょέれりろ ゎわやろ るりゆむょやゅέろ 
ゎゐれれάらむやろ╉ ６ ３.♯ぼゎίゆむやりろ, むよώ みむをόわぼよ όわや り るやゎわόろ έるれむるむ よぼ ゐるぼゅりύむや ゎわやろ 
みやぼわぼまέろ わァよ ぼれをόよわァよ わりゐ ゎύょゑァよぼ ょむ わもよ むゐぼままむゆやゅή むよわりゆή, むよわりύわりやろ 
むるέぽぼゆむ わり むるやわίょやり ぼるりをήろ ぼるό わも ゃむίぼ ょむわάゆもんも まやぼ われίぼ をれόよやぼ ゎむ むゅむίよりゐろ 
わりゐろ りるりίりゐろ ゑόよむゐぼよ ゅぼわά わりゐろ るりゆέょりゐろ9. ６ ‰ゐまりゐゎわίよりろ, ぼよわやょむわώるやめむ るやり 
むゆぼゎわやゅά わり めήわもょぼ ぼゐわό ゆέまりよわぼろ όわや ήわぼよ むるやわれむるわό よぼ みやむらάまりよわぼや るόゆむょりや 
ょむ むよわりゆή わりゐ ◯むりύ, りるόわむ ゅぼや りや ゎわぼゐれりゑりれίむろ ょるりれむί よぼ ゃむァれもゃむί όわや ぼよήゅぼよ 
ゎむ ぼゐわりύ わりゐ むίみりゐろ わりゐろ ぼまώよむろ. ¶ やみέぼ むよόろ やむれりύ るりゆέょりゐ ゅぼわά わァよ ぼるίゎわァよ 
みやぼるりわίめむや わり έるりろ «Ａり άゎょぼ わりゐ ８りゆάよみりゐ»10, るりゐ まれάゑわもゅむ ゎわり みむύわむれり ょやゎό わりゐ 
                                                           
8 ０ゎわりれίぼ わもろ ６れゃりみりらίぼろ, わόょりろ ０V, ¶ みやάゎるぼゎも わりゐ Ｄれやゎわやぼよやゅりύ ゅόゎょりゐ, ４ίゅりゐ ‡ぼをぼれόるりゐゆりゐ. 
１むゑ.ｲ╈ ９わぼゐれりゑりれίむろ ゅぼや Ｃれぼまゅりゅれぼわίぼ, ゎむゆ. ｴｸ-49. 
9 ６ ３. ♯ぼゎίゆむやりろ, むやろ わりよ やま' １ぼよόよぼ わりゐ, 〉り りるりίりろ むるむゅゐれώゃも ぼるό わもよ †ゅゅゆもゎίぼ みやぼ わりゐ ぽ' 
１ぼよόよりろ わもろ ろ' ６やゅりゐょむよやゅήろ ９ゐよόみりゐ《, むれょもよむύりよわぼろ むよゎゐよむやみήわァろ わりゐろ るれり ぼゐわりύ ７ぼわέれぼろ, りれί-
めむや «われやώよ むわώよ わもろ １りやよァよίぼろ ょόよもろ ぼるέをむゎゃぼや» όゎりゐろ ゆぼϊゅりύろ むゑόよむゐゎぼよ ゅぼわά わりよ るόゆむょり. 
«♪やぼわί むょりゆύよゃもゎぼよ», ゎもょむやώよむや り άまやりろ ４やゅόみもょりろ り ‰まやりれむίわもろ, «ょむ ぼίょぼわぼ わァよ りょりまむよώよ, ίゎァろ みむ 
ゅぼや みやぼ わや έまやよぼよ むるやわήみむやりや むやろ わり よぼ ゅぼゅりるりやりύよ ゅぼや よぼ ぼゑぼよίめりゐよ わもよ みもょやりゐれまίぼよ わりゐ ◯むりύ». １άわや 
όるりゐ ゎゐよやゎわά ゅりやよή ゎゐよむίみもゎも わァよ ‰まίァよ, まや' ぼゐわό ゅぼや り ♭έれァよ ９ァゑれόよやりろ 〉９ぼをάれァゑ《 りょりゆりまむί╈ «ゃぼ 
るれりむわίょァよ ょάゆゆりよ よぼ ぼゅりύァ るむれί をやゆやάみァよ ίゎァろ ゃゐょάわァよ むゅ ゎむやゎょώよ, るゆもょょύれァよ, むるやみもょやώよ ゅぼや 
άゆゆァよ ゃむりょもよやώよ ゅぼや ゅぼわぼゎわれりゑώよ, ぼίわやよむろ るれりゅぼゆりύよ ゎゐよήゃァろ わもよ ゎゐょるάゃむやぼよ るάよわァよ, ή るむれί 
るりゆέょァよ, りίわわやよむろ ゎをむみόよ ぼよむらぼやれέわァろ るぼれぼゎύれりゐよ るάよわぼろ むやろ もゃやゅήよ ゎゐょょむわりをήよ むやろ わりゐろ ゑόよりゐろ. 
♪むよ ゐるάれをむや ょむまぼゆゐわέれぼ ぼょぼれわίぼ むゅむίよもろ わりゐ るりゆέょりゐ...»! 
«Όわや みむ り ゅぼよώよ りύわりろ わりゐ ‰まίりゐ 〉♯ぼゎやゆむίりゐ《», ゎゐよむをίめむや り άまやりろ ４やゅόみもょりろ, «ァろ ゅぼよώよ 
ぼるりゑぼよわやゅόろ ゅぼや όれりろ ゅぼや よόょりろ むみέをゃも ぼるό わもよ †ゅゅゆもゎίぼよ ... ょぼれわゐれむί も むるί わりゐ ４やゅもゑόれりゐ Ｃァゅά 
ぼゅりゆりゐゃήゎぼゎぼ やゎわりれίぼ· ...ό まぼれ ぽぼゎやゆむύろ りύわりろ むめήわもゎむよ むやろ わりよ ゅぼやれόよ わりゐ όわや, りや むよ わァ ょむわά わァよ 

ぽぼれぽάれァよ るりゆέょァ ゑりよむゐόょむよりや をれやゎわやぼよりί ゎわれぼわやώわぼや よぼ ゎゐよぼれやゃょりύよわぼや ょむ わりゐろ ょάれわゐれぼろ, ゅぼや ァろ 
ょάれわゐれむろ よぼ わやょώよわぼや ゅぼや よぼ みりらりゆりまώよわぼや. ６ みむ わόわむ ７ぼわれやάれをもろ ゅぼや も ９ύよりみりろ わァよ ‰れをやむれέァよ 
むよぼよわやりύょむよりや むやろ わりύわり ゅぼや ょも るむίゃりよわむろ わりよ ぽぼゎやゆέぼ, わέゆりろ るάよわァよ ァろ ゅぼよόよぼ わりよ １ぼよόよぼ わりύわりよ 
わりゐ ‰まίりゐ むるれόわむやよぼよ むやるόよわむろ, るώろ もょむίろ ゃέゆりょむよ ゎゐよぼれやゃょήゎむや ょむ わりゐろ ３άれわゐれぼろ わりゐろ むよ わァ 
るりゆέょァ ゑりよむゐゃέよわぼろ, わりゐろ りるりίりゐろ り ょέまぼろ ♯ぼゎίゆむやりろ, ァろ ょも ゅぼゃぼれάろ έをりよわぼろ わぼろ をむίれぼろ, われむやろ 
をれόよりゐろ むょるόみやゎむよ ぼるό わぼ ３ゐゎわήれやぼ╉ ‰ゆゆά まぼれ ゅぼや ぼゐわόろ り ίみやりろ ♯ぼゎίゆむやりろ むよ わァ よむ' １ぼよόよや ぼゐわりύ 
わりよ るぼれόよわぼ むらέゃむわり... むょるりみίゎぼろ わもろ １りやよァよίぼろ わりゐろ ゑりよむύゎぼよわぼろ ゆぼϊゅりύろ わりゐろ ゅぼわ' ぼゐわώよ 
むるむれをόょむよりゐろ ゆもゎわάろ». 〉Όれぼ ３. ♯ぼゎやゆむίりゐ, １ぼよώよ よむ'╈ «６や わりやろ ゆもゎわぼίろ ぼよわぼるむらやόよわむろ, έらァ ょむよ 
όよわむろ わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ, むίれまりよわぼや わもろ ゅりやよァよίぼろ わりゐ ぼまぼゃりύ, 〉われむίろ をれόよりゐろ ゅぼわά わりよ ♯ぼゆゎぼょώよぼ ゅぼや 
‡ァよぼれάよ ゅぼや わりよ １ァよゎわぼよわίよりよ わりよ Ｄゆやぼれやよόよ, わりよ わもろ １ァよゎわぼよわやよりゐるόゆむァろ ７ぼわれやάれをもよ, ょむわά わもろ 
るむれί ぼゐわόよ ９ゐよόみりゐ《. １ゆもれやゅりί みむ όよわむろ, わりゐ ぽぼゃょりύ ゅぼゃぼやれりύよわぼや. ７άろ まぼれ ゑもゎίよ, り ゆぼぽώよ 
ょάをぼやれぼよ, むよ ょぼをぼίれぼ ぼるりゃぼよむίわぼや»3).‰ゆゆά ゅぼや らろ' １ぼよώよ わァよ ぼまίァよ ‰るりゎわόゆァよ りれίめむや╈ «†ἰ わίろ 
ゅゆもれやゅόろ ἐよ ょάをも わやよά ゅれりύゎぼろ ゅぼί ἀるό わりῦ ἑよόろ ゅれりύゎょぼわりろ ἀるりゅわむίよぼろ, ゅぼゃぼやれむίゎゃァ みやά わήよ 
るれりるέわむやぼよ ぼὐわりῦ. Ἐάよ みέ ゆぼϊゅόろ ἡ, ἀゑりれやめέゎゃァ» 
10 ９' りゆόゅゆもれり わりよ むゐれァるぼϊゅό ３むゎぼίァよぼ ぼゆゆά ゅぼや ゎわもよ ゅぼゃ' もょάろ ‰よぼわりゆή も ゎύめむゐらも  
るりίもゎもろ/ゆりまりわむをよίぼろ ゅぼや やゎわりれίぼろ ゑぼίよむわぼや よ' ぼゅりゆりゐゃむί わり みれόょり るりゐ むίをむ ぼよりίらむや わり ぼれをぼίり έるりろ· 
ゎ' ぼゐわήよ わも ゆりまりわむをよίぼ, も やゎわりれίぼ ぼゑりょりやώよむわぼや ょむ わも ょりれゑή わりゐ ょύゃりゐ ゅぼや わもろ ゆぼϊゅήろ 
るぼれάみりゎもろ. ‰るό わやろ むゅぼわりよわάみむろ わέわりやァよ «やゎわりれやゅώよ» るりやもわやゅώよ έれまァよ ぼろ ぼよぼゑέれァ むみώ 
むよみむやゅわやゅά ょόより わり ‰ゎょぼ わりゐ ８りゆάよみりゐ ゅぼや わ' άゆゆぼ もれァやゅά άゎょぼわぼ まやぼ わりよ １ぼれゆりょάまより 〉ｱｱりろ-

ｱｲりろ ぼや.《 ぼるό わもよ むゐれァるぼϊゅή ♪ύゎも, わやろ みやάゑりれむろ るぼれぼゆゆぼまέろ, έょょむわれむろ ゅぼや るむめέろ, わもろ ０ゎわりれίぼろ わりゐ 
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ｱｱりゐ ぼやώよぼ, ぼゅれやぽώろ όわぼよ りや るάるむろ άれをやゎぼよ よぼ みίよりゐよ ゎわり みόまょぼ わりゐ 
‰ゐまりゐゎわίよりゐ るむれί ゅわήゎむァろ わもよ むれょもよむίぼ るァろ りや をれやゎわやぼよりί ήわぼよ りや よόょやょりや 
やみやりゅわήわむろ わもろ ０むれりゐゎぼゆήょ. ９わり るέれぼゎょぼ まやぼ わもよ ０むれりゐゎぼゆήょ, ήわぼよ ゅぼや も ゅぼゃ’ 
もょάろ ‰よぼわりゆή. 

‰るりゅりるή わもろ １ύるれりゐ ぼるό わもよ ♯ぼゎやゆむύりゐゎぼ. 

¶ ぽゐめぼよわやよή るむれίりみりろ わもろ ０ゎわりれίぼろ わもろ １ύるれりゐ わむれょぼわίめむわぼや ょむ ょやぼ ぼゅόょも 
ぼるりゎをやゎわやゅή むよέれまむやぼ, わり ｱｱｸｵ, ゅぼや わもよ ゅぼわάゆもんも わりゐ よもゎやりύ ぼるό わり ８やをάれみり わり 
２むりよわόゅぼれみり わり ぽぼゎやゆやά わもろ ‰ままゆίぼろ, わり ｱｱｹｱ.  

Ａり ｱｱｸｵ έゑわぼゎむ ゎわもよ １ύるれり り ０ゎぼάゅやりろ １りょよもよόろ, まόよりろ わもろ ίみやぼろ りやゅりまέよむやぼろ 
わァよ １りょよもよώよ ぼゐわりゅれぼわόれァよ わりゐ ♯ゐめぼよわίりゐ. ３む るゆぼゎわά, όるァろ ぼよぼゑέれむわぼや, 
έままれぼゑぼ, ゅぼわέゆぼぽむ わもよ むらりゐゎίぼ ァろ ゅゐぽむれよήわもろ わりゐ よもゎやりύ ゅぼや ぼょέゎァろ ょむわά 
ぼよぼゅήれゐらむ わりよ むぼゐわό わりゐ ァろ ぼよむらάれわもわり ょりよάれをも ゅぼや もまむょόよぼ わもろ １ύるれりゐ. ６ 
０ゎぼάゅやりろ ήわぼよ ぼよむんやόろ わりゐ ぼゐわりゅれάわりれぼ ３ぼよりゐήゆ ‰' １りょよもよりύ 〉ｱｱｴｳ-ｱｱｸｰ《. †ίをむ 
みやりれやゎわむί わり ｱｱｸｵ ゎわれぼわやァわやゅόろ みやりやゅもわήろ わもろ Ａぼれゎりύ わもろ １やゆやゅίぼろ 〉３やゅれά ‰ゎίぼ, 
ぼるέよぼよわや ぼるό わもよ １ύるれり《, όるりゐ ぼるέわゐをむ ゎむ ゎわれぼわやァわやゅή むるやをむίれもゎも ゅぼわά わァよ 
‰れょむよίァよ ゅぼや るやάゎわもゅむ ぼやをょάゆァわりろ. ３む ゆύわれぼ るりゐ ゅぼわぼぽゆήゃもゅぼよ ぼるό わりゐろ 
１ゐるれίりゐろ, ょむ わも ゎゐまゅぼわάゃむゎも わりゐ ぼゐわりゅれάわりれぼ ‰よみれりよίゅりゐ ‰' 〉ｱｱｸｳ-1185), 

ぼゑέゃもゅむ むゆむύゃむれりろ. ‰よわί わόわむ よぼ むるやゎわれέんむや ゎわもよ １ァよゎわぼよわやよりύるりゆも, όるァろ むίをむ 
みやぼわぼをわむί, ήれゃむ ゎわもよ １ύるれり ょむ ょやゅれή みύよぼょも ょやゎゃりゑόれァよ るりゐ むίをむ 
ゎわれぼわりゆりまήゎむや ゅぼや ゅぼわέゆぼぽむ わもよ むらりゐゎίぼ ゎわり よもゎί.  

Ａり ♯ゐめάよわやり, ぼよわやみれώよわぼろ ゎわも ゎわぼわやゎわやゅή むよέれまむやぼ わりゐ ０ゎぼぼゅίりゐ, έゎわむやゆむ 
むよぼよわίりよ わりゐ ゎわれぼわやァわやゅή みύよぼょも ぼるό ｷｰ るゆりίぼ わり ｱｱｸｶ. ３む ぽりήゃむやぼ ぼるό わも 
９やゅむゆίぼ, り ０ゎぼάゅやりろ ぼるέゅれりゐゎむ わり ぽゐめぼよわやよό ゎわれάわむゐょぼ ゅぼや ゎわぼゃむれりるりίもゎむ わも 
ゃέゎも わりゐ ァろ ぼよむらάれわもわりろ もまむょόよぼろ わもろ １ύるれりゐ. Όをや όょァろ まやぼ るりゆύ. １ゐぽέれよもゎむ 
わり よもゎί わゐれぼよよやゅά まやぼ ゆίまぼ ょόより をれόよやぼ, ょέをれや わり ｱｱｹｱ. ６ άまやりろ ４むόゑゐわりろ り 
Έまゅゆむやゎわりろ, るりゐ ぽれやゎゅόわぼよ ゎわも めァή ぼゐわή ぼゅれやぽώろ わもよ るむれίりみり, ゎわり ゅむίょむよό わりゐ 
〉むるやゎわりゆή《 ょむ わίわゆり «７むれί わῶよ ゅぼわά わήよ をώれぼよ １ύるれりゐ ゎゅぼやῶよ»11, ぼゑもまむίわぼや ょむ 
みれぼょぼわやゅό われόるり わぼ まむまりよόわぼ. ‰よぼゑむれόょむよりろ ゎわも みやぼゅゐぽέれよもゎも わりゐ よもゎやりύ ぼるό 
わりよ ０ゎぼάゅやり, るりゐ ぼゐわりぼるりゅぼゆりύよわぼよ «ぽぼゎやゆむύろ» わもろ １ύるれりゐ, り άまやりろ ４むόゑゐわりろ 
ぼよぼゑέれむや όわや ぼゐわόろ «ἐゅάゅァゎむ わήよ をώれぼよ», «みやήれるぼゎむ わりύろ ぽίりゐろ わῶよ るゆりゐゎίァよ», 

                                                                                                                                                                      

３むまάゆりゐ ‰ゆむらάよみれりゐ ぼるό わもよ むゆゆもよやゅή ‰よぼわりゆή. www.enet.gr †ゑもょむれίろ †ゆむゐゃむれりわゐるίぼ 

13/12/2008 
11 «７むれί わァよ ゅぼわά をώれぼよ １ύるれりゐ ゎゅぼやώよ», わり るやり まよァゎわό έれまり わりゐ ‰まίりゐ ４むりゑύわりゐ るりゐ ゅぼゆύるわむや 
まむまりよόわぼ わぼ るέれぼよ わもろ †まゅゆむίゎわれぼろ ぼゆゆά ゅぼや わぼ るέれぼよ わもろ １ύるれりゐ.  ９わぼ ゎゅぼやά るむれやゆぼょぽάよりよわぼや╈  
も ゅぼわάゆもんも わもろ １ύるれりゐ ぼるό わりよ ０ゎぼάゅやり １りょよもよό, わもろ ０むれりゐゎぼゆήょ ぼるό わりよ ９ぼゆぼよわίよ, わもろ １ύるれりゐ 
ぼるό わり ８やをάれみり ２むりよわόゅぼれみり, わもよ るώゆもゎも ゎわりゐろ ４ぼϊわむろ.  ‰るりゎやァるά άゆゆぼ まむまりよόわぼ, みむίをよむや わもよ 
むをゃれόわもわぼ わりゐ ゎわり  ゎゑむわむれやゎわή ゅぼや わりゐろ ２ぼわίよりゐろ.  ６や ぼよぼゑりれέろ わりゐ むίよぼや ゎύよわりょむろ ぼゆゆά ぼゅれやぽむίろ 
ゅぼや ぼるりぽゆέるりゐよ ゎむ るぼれぼょゐゃίぼ わァよ ゎゐょるぼわれやァわώよ わりゐ ぼるό わぼ みむやよά. 
 

http://www.enet.gr/
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わゐれάよよもゎむ みむ わりゐろ άれをりよわむろ, ぼゅόょも ゅぼや わりゐろ ゑίゆりゐろ わりゐ, «ὥゎわむ るάよわぼろ ἐよ 
ἀょもをぼよίぼ みやぼまむやよ».  

Ａり ｱｱｹｱ, ゎわり るゆぼίゎやり わもろ われίわもろ ゎわぼゐれりゑりれίぼろ るれりろ わりゐろ ‰まίりゐろ Ａόるりゐろ, るέれぼゎむ 
ぼるό わもよ １ύるれり り ぽぼゎやゆやάろ わもろ ‰ままゆίぼろ ８やをάれみりろ 〉わり をぼれぼゅわもれやゎょό 
"２むりよわόゅぼれみりろ" わりよ ゅέれみやゎむ ゆίまり ぼれまόわむれぼ ゎわりゐろ ‰まίりゐろ Ａόるりゐろ όるりゐ, ァゎわόゎり, 
ぼるέわゐをむ《. ‰ゑりύ みむよ ゅぼわόれゃァゎむ よぼ ゎゐよむよよりもゃむί ょむ わりよ ０ゎぼάゅやり, り ８やをάれみりろ わりよ 
るりゆέょもゎむ, わりよ よίゅもゎむ, わりよ ゅゐよήまもゎむ ゅぼや わむゆやゅά わりよ ゎゐよέゆぼぽむ ゅぼや ぼやをょάゆァわり. 
Έわゎや も １ύるれりろ るむれやήゆゃむ ゎわもよ ゅぼわりをή わりゐ Άままゆりゐ ぽぼゎやゆやά.  

６ ８やをάれみりろ り ２むりよわόゅぼれみりろ みむよ むるやゃゐょりύゎむ よぼ みやぼわもれήゎむや ょόよやょぼ ゐるό わも みやゅή 
わりゐ むらりゐゎίぼ わもよ １ύるれり. ‰ゑりύ わり よもゎί ゆむもゆぼわήゃもゅむ ゅぼや «ぼるέみァゎむ» όゎりゐろ 
ゃもゎぼゐれりύろ ήわぼよ みゐよぼわό よぼ ぼれるぼまりύよ, り Άままゆりろ ぽぼゎやゆやάろ わέゆむゎむ わり まάょり わりゐ ょむ 
わも ♯むれむままάれやぼ ゎわも ２むょむゎό 〉も るぼれάみりゎも ゃέゆむや わり まάょり ぼゐわό よぼ έをむや ゎゐょぽむί ゎわり 
ゅάゎわれり わもろ ２むょむゎりύ, るれάまょぼ るりゐ みむよ むίよぼや ゎァゎわό まやぼわί わり ゅάゎわれり ゅわίゎわもゅむ ゆίまぼ 
をれόよやぼ ぼれまόわむれぼ《, ゅぼや ゎわも ゎゐよέをむやぼ ぼよぼをώれもゎむ まやぼ わりよ わむゆやゅό わりゐ るれりりれやゎょό, 
わりゐろ ‰まίりゐろ Ａόるりゐろ. †ゑόゎりよ όょァろ むίをむ ゅぼわぼゆάぽむや わもよ １ύるれり, ゃέゆもゎむ よぼ わもよ 
むゅょむわぼゆゆむゐわむί ぼゅόょも るむれやゎゎόわむれり まやぼ るれりゎァるやゅό όゑむゆりろ ゅぼや άれをやゎむ よ' ぼよぼめもわά 
ぼまりれぼゎわέろ12. ６や ぼまりれぼゎわέろ ぽれέゃもゅぼよ ゎύよわりょぼ ゅぼや ήわぼよ りや ４ぼΐわむろ やるるόわむろ.  

６や ４ぼΐわむろ13, まよァゎわりί ゅぼや ょむ わもよ りよりょぼゎίぼ Ａむょるゆάれりや, みもゆぼみή ０るるόわむろ わりゐ ４ぼりύ 
〉ή わりゐ Ａέょるゆりゐろ《, ή όるァろ わりゐろ ぼるりゅぼゆむί り ょむゎぼやァよやゅόろ １ύるれやりろ をれりよりまれάゑりろ 
２むόよわやりろ ３ぼをぼやれάろ, Ａむょるゆやώわむろ, ぼるりわむゆりύゎぼよ やゎをゐれόわぼわり ゃれもゎゅむゐわやゅό 
ゎわれぼわやァわやゅό わάまょぼ わりゐ ３むゎぼίァよぼ. ¶ るゆήれもろ りよりょぼゎίぼ わりゐ わάまょぼわりろ ήわぼよ╈ 
«７わァをりί やるるόわむろ わりゐ Ｄれやゎわりύ ゅぼや わりゐ ４ぼりύ わりゐ ９りゆりょώよわりろ».  

６や ４ぼΐわむろ やるるόわむろ, όわぼよ ぼゅόょも わり わάまょぼ わりゐろ みむよ ήわぼよ わόゎり るりゆύ やゎをゐれό, ήわぼよ 
りや るれώわりや るりゐ むまゅぼゃίみれゐゎぼよ みゐわやゅりύ わύるりゐ みやりίゅもゎも ゎわもよ １ύるれり, わり ｱｱｹｱ. Ａり 
をれόより ぼゐわό, ぼゑりύ わり よもゎί ゅぼわぼゅわήゃもゅむ ぼるό わり ぽぼゎやゆやά わもろ ‰ままゆίぼろ ８やをάれみり わり 
２むりよわόゅぼれみり るりゐ わむれょάわやゎむ りれやゎわやゅά わも ぽゐめぼよわやよή ゅゐれやぼれをίぼ よやゅώよわぼろ わりよ 
もまむょόよぼ わもろ １ύるれりゐ ０ゎぼάゅやり １りょよもよό, ゅぼや ぼゑりύ ゆむもゆぼわήゃもゅむ άまれやぼ, 
るりゐゆήゃもゅむ ゎわりゐろ ４ぼΐわむろ ゎわもよ わやょή わァよ ｱｰｰ ｰｰｰ ぽゐめぼよわίァよ. Ａり わάまょぼ わァよ 
４ぼϊわώよ έゎわむやゆむ わόわむ ゎわもよ １ύるれり ょやゅれή みύよぼょも やるるりわώよ わりゐ, ゐるό わもよ ぼれをもまίぼ 
                                                           
12 Όるァろ も ♯れむわぼよίぼ よりίゅやぼゎむ わり よもゎί ぼるό わりゐろ Ａりύれゅりゐろ わり ｱｸｷｸ, ょέをれや ゅぼや わり ｱｹｱｴ όわぼよ るやぼ ήわぼよ 
ゎわぼ ぼよわίるぼゆぼ ゎわれぼわόるむみぼ わりゐ ‰’ ７ぼまゅりゎょίりゐ ７りゆέょりゐ. 
13 Ａり わάまょぼ わァよ ４ぼϊわώよ やみれύゃもゅむ わり ｱｱｱｸ ぼるό ゆίまりゐろ ♭άゆゆりゐろ ゎわぼゐれりゑόれりゐろ やるるόわむろ ゎわぼ 
０むれりゎόゆゐょぼ, るりゐ ぽれίゎゅりよわぼよ わόわむ ゐるό わもよ ゅぼわりをή わァよ ゎわぼゐれりゑόれァよ わもろ ♪ύゎもろ. †るやゅむゑぼゆήろ わもろ 
ょやゅれήろ ぼゐわήろ りょάみぼろ ήわぼよ り やるるόわもろ ６ύまりろ よわむ ７ぼまやέよ 〉ικ Οζyκσψ《 ゅぼや ゎゅりるόろ わもろ ήわぼよ も 
るれりゎわぼゎίぼ わァよ ０むれりゎりゆύょァよ ぼゆゆά ゅぼや わァよ Ｄれやゎわやぼよώよ るれりゎゅゐよもわώよ. ６ わόわむ ぽぼゎやゆやάろ わりゐ 
ぽぼゎやゆむίりゐ わァよ ０むれりゎりゆύょァよ ♯ぼゆみりゐίよりろ ♯' るぼれぼをώれもゎむ ゎわりよ るれώわり ぼゐわό るゐれήよぼ わりゐ わάまょぼわりろ 
ァろ ゎわέまも ょやぼ るわέれゐまぼ わりゐ るぼゆぼわやりύ わりゐ, るりゐ ゃむァれりύよわぼよ όわや ήわぼよ ゅわやゎょέよも るάよァ ゎわぼ むれむίるやぼ わりゐ 
るむれίゑもょりゐ よぼりύ わりゐ ９りゆりょώよわぼ, ぼるό όるりゐ るれりήゆゃむ ゅぼや も りよりょぼゎίぼ ４ぼΐわむろ. ９ゐまゅむゅれやょέよぼ わりゐろ 
むίをむ るぼれぼをァれもゃむί り をώれりろ όるりゐ ぽれやゎゅόわぼよ わり わέょむよりろ １りゐぽάわ むろ-９άをれぼ るりゐ るやゎわむゐόわぼよ όわや むίをむ 
みやぼみむをわむί わり よぼό わりゐ ９りゆりょώよわぼ. 
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わりゐ ‰れよό よわむ ３るりゐをάれ. Ｂるりゆりまίめむわぼや όわや も ょやゅれή ぼゐわή ゎわれぼわやァわやゅή みύよぼょも わりゐ 
わάまょぼわりろ むίをむ むまゅぼわぼゎわぼゃむί ゎわもよ るれァわむύりゐゎぼ ２むゐゅァゎίぼ, をれもゎやょりるりやώよわぼろ ァろ 
έみれぼ わもろ わり ゅάゎわれり わァよ ぽゐめぼよわやよώよ るりゐ όょァろ みむ まよァれίめりゐょむ るりゐ ぼゅれやぽώろ 
ぽれやゎゅόわぼよ.  

¶ みやりίゅもゎも, わもよ りるりίぼ むるέぽぼゆぼよ ゎわもよ １ύるれり, ήわぼよ やみやぼίわむれぼ ゎゅゆもれή ゅぼや 
ゅぼわぼるやむゎわやゅή ぼるέよぼよわや ゎわり よわόるやり るゆもゃゐゎょό. ７れりゑぼよώろ るれりゎるάゃもゎぼよ, ょむわぼらύ 
άゆゆァよ, よぼ むらぼゎゑぼゆίゎりゐよ ぼるό わり ゐゎわέれもょぼ わりゐ ゆぼりύ わり ょむまάゆり をれέりろ わりゐろ ゎわり 
８やをάれみり わり ２むりよわόゅぼれみり ぼるό わりよ りるりίり むίをぼよ ぼまりれάゎむや わり よもゎί ゅぼや ゎわりよ りるりίり 
むίをぼよ るれりゅぼわぼぽάゆむや ｴｰ ｰｰｰ ぽゐめάよわやぼ ゅぼや をれァゎわりύゎぼよ わやろ ゐるόゆりやるむろ ｶｰ ｰｰｰ.  

¶ ゎゅゆもれόわもわά わりゐろ みむよ άれまもゎむ よぼ りみもまήゎむや わり ゆぼό ゎむ むらέまむれゎも, ぽぼゎやゅά わり ゆぼό 
わもろ ２むゐゅァゎίぼろ るりゐ ゑぼίよむわぼや όわや むίをむ むよやゎをゐゃむί ゅぼや ぼるό άゆゆりゐろ ぼるό わやろ まύれァ 
るむれやりをέろ. ６や ４ぼΐわむろ ゅゆむίゎわもゅぼよ ゎわり ゅάゎわれり わもろ ２むゐゅァゎίぼろ όるりゐ ゅぼや 
るりゆやりれゅήゃもゅぼよ ぼるό わり ゆぼό. Ａり ７άゎをぼ όょァろ わりゐ ｱｱｹｲ 〉ｵ ‰るれίゆも《 ゅぼや ύゎわむれぼ ぼるό 
りゆりよύゅわやむろ やむれりわむゆむゎわむίむろ, りや ４ぼΐわむろ έゅぼよぼよ έらりみり ゅや έるむゎぼよ ゎわり るゆήゃりろ. ６や 
１ύるれやりや むίをぼよ ゐるりわやょήゎむや わも ょやゅれή みύよぼょも わァよ ４ぼϊわώよ ゅぼや るりゆゆりί むίをぼよ, 
むらάゆゆりゐ, まゆむよわήゎむや ゅぼや ょむゃύゎむや むゅむίよも わもよ もょέれぼ わりゐ ７άゎをぼ. Έわゎや り ゆぼόろ わもろ 
２むゐゅァゎίぼろ ぼやゑよやみやάゎわもゅむ ゅぼや ゎゅりれるίゎわもゅむ. ６や ゎやみむれόゑれぼゅわりや ４ぼΐわむろ έるむゎぼよ 
るάよァ ゎわりゐろ ゎゐまゅむよわれァょέよりゐろ ゅぼや ゎむ りゆόゅゆもれも わもよ るόゆも ゎゐよέぽも われりょむれή 
ゎゑぼまή, わόゎも ώゎわむ わり ぼίょぼ έれむむ ゎわりよ るりわぼょό ７むみやぼίり, όるァろ まれάゑむや り Ｃゆώれやりろ 
♯りゐゎわれώよやりろ. ‰ゅりゆりύゃもゎむ «も ゆύるも ゅぼや わり ゅゆάょぼよ», όるァろ まれάゑむや り ２むόよわやりろ 
３ぼをぼやれάろ.  

 

２りゐめやよやぼよή ♪ゐよぼゎわむίぼ ゎわもよ １ύるれり . 

 «…“ろ るぼίめりゐよ わώれぼ ょむゆりみれάょぼわぼ ゎわぼ ゎゅもよやゅά わァよ ゎわぼゐれりゑόれァよ ２りゐめやよやά 

ゅや ぼろ ゑゆりょώよりゐょむ ょむ わりよ ゅぼるよό るりゐ ょぼろ ゅりゐぽάゆもゎぼよ ぼるό わり ぽりれやά…» 

 

６や りゆやまάれやゃょりや ４ぼΐわむろ ゅぼわόれゃァゎぼよ よぼ むるやぽゆもゃりύよ. Ήわぼよ όょァろ ゑぼよむれό όわや みむ 
ゃぼ ょるりれりύゎぼよ るやぼ ょむ わやろ ょやゅれέろ わりゐろ みゐよάょむやろ よぼ ゅれぼわήゎりゐよ まやぼ るりゆύ わもよ 
１ύるれり. １ぼや まやぼわί わり ょίゎりろ わりゐ ゆぼりύ るりゆゆぼるゆぼゎやάゎわもゅむ ゅぼや まやぼわί みむ ゃぼ 
ょるりれりύゎむ よぼ るむわύをむや らぼよά έよぼろ ぼやゑよやみやぼゎょόろ ゅぼや まやぼわί ήわぼよ ぼみύよぼわり よぼ 
むゆέまをむわぼや りゆόゅゆもれり わり よもゎί ゅぼや まやぼわί ょむわぼらύ ぼゐわώよ ゅぼや わりゐ ゆぼりύ ゐるήれをむ わώれぼ 
るりわぼょόろ ぼίょぼわりろ. ♪むよ ょるόれむゎぼよ, ゆりやるόよ, よぼ ゅれぼわήゎりゐよ わもよ １ύるれり りύわむ まやぼ έよぼ 
をれόより ぼるό わόわむ るりゐ わもよ むίをぼよ ぼまりれάゎむや. ‰ょέゎァろ ぼゅύれァゎぼよ わも ゎゐょゑァよίぼ わりゐろ 
ょむ わり ８やをάれみり わり ２むりよわόゅぼれみり ゅぼや わりゐ むるέゎわれむんぼよ わり よもゎί. Έわゎや, り Άままゆりろ 
ぽぼゎやゆやάろ ぼよぼめήわもゎむ άゆゆり ぼまりれぼゎわή. ６ みむύわむれりろ るりゐ ぽれέゃもゅむ ήわぼよ り ♭άゆゆりろ 
むゐまむよήろ ♭ゅや 〉♭りゐΐみりろ《 よわむ ２りゐめやよやάよ, り りるりίりろ ゅぼや むίをむ ゎゐょぽάゆむや わりよ 
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るれりもまりύょむより をれόより ゎわもよ ゅぼわάゆもんも わもろ １ύるれりゐ. ６ ♭ゅや よわむ ２りゐめやよやάよ ぼまόれぼゎむ 
わもよ １ύるれり ゎわもよ ίみやぼ わやょή 〉ｱｰｰ ｰｰｰ をれゐゎά ぽゐめάよわやぼ《, るゆもれώよりよわぼろ ァろ 
るれりゅぼわぼぽりゆή ｴｰ ｰｰｰ 〉るりゎό るりゐ むるやゎわれάゑもゅむ ゎわりゐろ ４ぼΐわむろ《 ゅや ぼよぼゆぼょぽάよりよわぼろ 
έよぼよわや わりゐ ８やをάれみりゐ わり ゐるόゆりやるり をれέりろ わァよ ｶｰ ｰｰｰ. Ａり をれέりろ るゆもれώゃもゅむ ゎわぼ 
むるόょむよぼ をれόよやぼ ぼるό わりよ ίみやり わり ♭ゅや ゅぼや わりよ ぼみむゆゑό わりゐ ‰ょりれί.  

６ ♭ゅや よわむ ２りゐめやよやάよ むίよぼや り やみれゐわήろ わもろ みゐよぼゎわむίぼろ わァよ ２りゐめやよやぼよώよ ぽぼゎやゆやάみァよ 
わもろ １ύるれりゐ るりゐ ゅゐぽέれよもゎぼよ わり よもゎί まやぼ わりゐろ むるόょむよりゐろ われむやろ るむれίるりゐ ぼやώよむろ, 
ゅぼわά わもよ るむれίりみり みもゆぼみή るりゐ むίよぼや まよァゎわή ァろ ゑれぼまゅりゅれぼわίぼ 〉ｱｱｹｲ-1489). 

Ｆゎわόゎり り ίみやりろ り ♭ゅや よわむ ２りゐめやよやάよ みむよ έまやよむ ぽぼゎやゆやάろ わもろ １ύるれりゐ むるむやみή るέゃぼよむ 
みύり ょόより をれόよやぼ ぼれまόわむれぼ, わり ｱｱｹｴ, るれやよ るれりゆάぽむや よぼ りれまぼよώゎむや わり よもゎί ゎむ 
ぽぼゎίゆむやり. ６ ♭ゅや, るりゐ わり ｱｱｸｰ むίをむ まίよむや ゅόょもろ わもろ ♭やάゑゑぼ ゅぼや わもろ ‰ゎゅぼゆώよぼろ, 
むίをむ ゎわむゑわむί ぽぼゎやゆやάろ わァよ ０むれりゎりゆύょァよ わり ｱｱｸｶ, ぼゆゆά έをぼゎむ わり ぽぼゎίゆむやり むゅむίより 
わり ｱｱｹｲ, りるόわむ ゅぼや ぼまόれぼゎむ わもよ １ύるれり. Έわゎや, ぼよ ゅぼや りや ぼるόまりよりί わりゐ έまやよぼよ 
ぽぼゎやゆやάみむろ わりゐ よもゎやりύ, り ίみやりろ るれόゆぼぽむ よぼ るάれむや ょόより わりよ わίわゆり わりゐ ゅゐれίりゐ わもろ 
１ύるれりゐ. Ａもよ １ύるれり りれまάよァゎむ ゎむ ぽぼゎίゆむやり り ぼみむゆゑόろ わりゐ ‰ょりれί, るりゐ むるίゎもょぼ 
ぼよぼまよァれίゎわもゅむ ァろ わέわりやり わり ｱｱｹｷ.  

３むれやゅりί らέよりや やゎわりれやゅりί やゎをゐれίゎわもゅぼよ όわや も るむれίりみりろ わもろ ゑれぼまゅりゅれぼわίぼろ 
ぼるりわέゆむゎむ わも «をれゐゎή むるりをή» わもろ ゅゐるれやぼゅήろ やゎわりれίぼろ. ６ やゎをゐれやゎょόろ ぼゐわόろ むίよぼや 
りゆァゎみやόゆりゐ ぼぽάゎやょりろ ゎむ ゎをέゎも ょむ わり よわόるやり るゆもゃゐゎょό みもゆぼみή わりゐろ ίみやりゐろ わりゐろ 
１ゐるれίりゐろ, るりゐ るむれやήゆゃぼよ ゐるό ゅぼゃむゎわώろ έゎをぼわもろ みりゐゆむίぼろ. «Ｄれゐゎή» ήわぼよ, 
るれάまょぼわや, も むるりをή まやぼ わりゐろ らέよりゐろ ゅゐれίぼれをりゐろ, るりゐ ήわぼよ╈ も ぽぼゎやゆやゅή りやゅりまέよむやぼ, 
りや むゐまむよむίろ ゅぼや りや ゎわれぼわやァわやゅりί 〉やるるόわむろ《, りや むゅるれόゎァるりや わもろ ２ぼわやよやゅήろ 
†ゅゅゆもゎίぼろ ゅぼや わァよ らέよァよ ゃれもゎゅむゐわやゅώよ わぼまょάわァよ ゅぼや も わάらも わァよ 
ぼゎわώよ/むょるόれァよ. ¶ むるりをή ぼゐわή をぼれぼゅわもれίめむわぼや ぼるό るゆりύわり ゅぼや をゆやみή まやぼ わりゐろ 
らέよりゐろ, ぼるό むらぼゃゆίァゎも ゅぼや ぼよέをむやぼ まやぼ わりゐろ よわόるやりゐろ, ぼるό みύよぼょも ゅぼや 
るりゆむょやゅέろ るむれやるέわむやむろ, ぼゆゆά ゅぼや ぼるό έれやみむろ, みりゆりるゆりゅίむろ, るάゃも, ゎゐよァょりゎίむろ ゅぼや 
ゑόよりゐろ.  

¶ １ύるれりろ りれまぼよώゃもゅむ ゎむ ぽぼゎίゆむやり みゐわやゅりむゐれァるぼϊゅりύ わύるりゐ, ゅぼや るれりゅむやょέよりゐ も 
ぽぼゎやゆやゅή りやゅりまέよむやぼ よぼ ぼるりゅわήゎむや みύよぼょも, むよίゎをゐゎも ゅぼや みゐよぼわόわもわぼ ぼるόゆゐわもろ 
ゅゐれやぼれをίぼろ ゎわりよ わりるやゅό るゆもゃゐゎょό, ゅゆήゃもゅぼよ よぼ έれゃりゐよ まやぼ ょόよやょも 
むまゅぼわάゎわぼゎも ゎわもよ １ύるれり †ゐれァるぼίりや むゐまむよむίろ 〉ゅぼや わゐをりみやώゅわむろ《, るりゐ わりゐろ 
みόゃもゅぼよ わやょάれやぼ 〉ょむまάゆむろ むゅわάゎむやろ まもろ ゅぼや をァれやά るむれやゆぼょぽぼよりょέよりゐ わりゐ 
るゆもゃゐゎょりύ わりゐろ, όるりゐ ぼゎゅりύゎぼよ ぼるόゆゐわも むらりゐゎίぼ《. Έわゎや, も １ύるれりろ 
みやぼをァれίゎわもゅむ ゎむ るりゆゆά ゑέりゐみぼ, むよώ έよぼろ ょむまάゆりろ ぼれやゃょόろ をァれやώよ るぼれέょむやよむ 
ァろ るむれやりゐゎίぼ わもろ ぽぼゎやゆやゅήろ りやゅりまέよむやぼろ. ３ぼめί ょむ わりゐろ らέよりゐろ ゑむりゐみάれをむろ 
むまゅぼわぼゎわάゃもゅむ ゎわもよ １ύるれり ゅぼや も ２ぼわやよやゅή †ゅゅゆもゎίぼ, むゐれやゎゅόょむよも ゐるό わも 
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みやゅぼやりみりゎίぼ わりゐ ７άるぼ, るりゐ ぼるέゅわもゎむ るゆりύわり ゎむ ぽάれりろ わもろ よわόるやぼろ ６れゃόみりらもろ 
†ゅゅゆもゎίぼろ ゅぼや ょむまάゆも やゎをύ.  

９わり よもゎί έゑわぼゎぼよ ぼるό わもよ ぼれをή ゅぼや むまゅぼわぼゎわάゃもゅぼよ ゎむ みやάゑりれぼ ょέれも ゅぼや 
ぼれゅむわά みゐわやゅά むゅゅゆもゎやぼゎわやゅά わάまょぼわぼ るりゐ むまゅぼわέゆむやんぼよ わりゐろ ‰まίりゐろ Ａόるりゐろ 
〉‰ゐまりゐゎわやよやぼよりί, ♯むよむみやゅわίよりや, １ぼれょもゆίわむろ, １ぼれゃりゐゎやぼよりί, １やゎわむれゅやぼよりί, 
♪りょやよやゅぼよりί, Ｃれぼまゅやゎゅぼよりί, ６んむれぽぼよわίよりや, ０ァぼよよίわむろ, ４ぼΐわむろ ゅ.ά.《. ３むれやゅά ぼるό 
わぼ わάまょぼわぼ ぼゐわά ήわぼよ ゎわれぼわやァわやゅά 〉４ぼΐわむろ, ０ァぼよよίわむろ《. †ゅわόろ ぼるό ぼゐわά, ゅぼや 
むらぼやわίぼろ わァよ むゐよりϊゅώよ るれりりるわやゅώよ, むまゅぼわぼゎわάゃもゅぼよ ゎわもよ １ύるれり, όるりゐ ゅぼや 
ぼるέゅわもゎぼよ やゎをύ ゐるりゎわもれやめόょむよりや ぼるό わやろ みゐよぼわέろ ょもわれりるόゆむやろ わりゐろ, ゅぼや るりゆゆりί 
έょるりれりや╈ ♯むよむわりί, ♭むよりゐάわむろ, １ぼわぼゆぼよりί ゅ.ά.  

 

Η ６れゃόみりらも ‰ゐわりゅέゑぼゆも14 †ゅゅゆもゎίぼ わもろ １ύるれりゐ ゅぼわά わもよ Ｃれぼまゅりゅれぼわίぼ. 

 

¶ ６れゃόみりらも †ゅゅゆもゎίぼ わもろ １ύるれりゐ, わり ょόより ίゎァろ ゎώょぼ るりゐ ゃぼ ょるりれりύゎむ よぼ 
むれまぼゎわむί まやぼ ゅάるりやぼ, έゎわァ, みやゅぼやώょぼわぼ わりゐ よわόるやりゐ るゆもゃゐゎょりύ, ぽれέゃもゅむ ゅぼや 
ぼゐわή ゐるό ゎゅゆもれό みやァまょό. ¶ ２ぼわやよやゅή †ゅゅゆもゎίぼ むまゅぼわέゎわもゎむ ゎわもよ １ύるれり 
わέゎゎむれやろ むるやゎゅりるέろ, ぼるό わやろ りるりίむろ も るれώわも 〉ぼれをやむるやゎゅりるή《 έみれむゐむ ゎわも 
２むゐゅァゎίぼ ゅぼや りや ゐるόゆりやるむろ ゎわもよ ‰ょょόをァゎわり, ゎわも ２むょむゎό ゅぼや ゎわもよ ７άゑり. ６や 
みむゅぼわέゎゎむれやろ ６れゃόみりらむろ むるやゎゅりるέろ わりゐ よもゎやりύ むゆぼわわώゃもゅぼよ ゅぼや ぼゐわέろ 
ゎわぼみやぼゅά ゎむ わέゎゎむれやろ, ょむ わり よぼ ょもよ むるやわれέるむわぼや も むゅゆりまή むるやゎゅόるりゐ ょむわά わり 
ゃάよぼわり ゅάるりやりゐ ぼるό ぼゐわりύろ ょむ ぼるりわέゆむゎょぼ わもよ ゅぼわάれまもゎも わもろ έみれぼろ わりゐ. ‰ゆゆά 
ゅぼや りや わέゎゎむれやろ るりゐ ぼるέょむやよぼよ わむゆやゅά, むゅみやώをゃもゅぼよ ぼるό わやろ るόゆむやろ ゅぼや 
ゅぼわέゑゐまぼよ も ょむよ ぼれをやむるやゎゅりるή ゎわも ９りゆやά ゅぼや りや ゐるόゆりやるむろ ゎわもよ １ぼれるぼゎίぼ, ゎわぼ 
２むύゅぼれぼ ゅぼや ゎわもよ ７όゆも Ｄれゐゎりをりύろ 〉‰れゎやよόも《. ７έれぼ ぼるό わもよ りやゅりよりょやゅή ゅぼや 
άゆゆりゐ むίみりゐろ ゅぼわぼるίむゎも, をぼれぼゅわもれやゎわやゅό みむίまょぼ わァよ みやァまょώよ るりゐ ゐるέゎわもゎぼよ りや 
６れゃόみりらりや むゅゅゆもゎやぼゎわやゅりί わりゐ よもゎやりύ むίよぼや も ゅぼわぼみίゅも, わり ょぼれわύれやり ゅぼや り 
ゃάよぼわりろ ゎわもよ るゐれά, わり ｱｲｳｱ, わァよ みむゅぼわれやώよ ょりよぼをώよ わもろ １ぼよわάれぼろ るりゐ 
ぼれよήゃもゅぼよ よぼ ぼるりみむをわりύよ みりらぼゎίむろ わもろ ♪ゐわやゅήろ †ゅゅゆもゎίぼろ.  

                                                           
14

 Ａり ‰ゐわりゅέゑぼゆό わもろ むるやぽむぽぼやώゃもゅむ ぼるό わもよ ♭΄ ６やゅりゐょむよやゅή ９ύよりみり わもろ †ゑέゎりゐ (431 

ょ.Ｄ.《, ょむ わりよ ｸり ゅぼよόよぼ わもろ, ぼゑりύ むίをむ まίよむや るれりもまりゐょέよァろ るれりゎるάゃむやぼ ゅぼわάれまもゎήろ わりゐ 
ぼるό わりよ ‰れをやむるίゎゅりるり ‰よわやりをむίぼろ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%86%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/431
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
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１ぼよわάれぼ. ３りよή ７ぼよぼまίぼろ １ぼよわぼれやώわやゎゎぼろ. １ぼゃりゆやゅό. ¶ みゐわやゅή るれόゎりんも. 
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♭. ♪やήまもゎやろ わῶよ ἁまίァよ われやῶよ ゅぼί みέゅぼ ὁゎίァよ るぼわέれァよ わῶよ みやά るゐれόろ 
わむゆむやァゃέよわァよ るぼれά わῶよ ゆぼわίよァよ ἐよ わή よήゎァ  １ύるれァ ἐよ わῷ ろんゆゃ’ ἔわむや15. 

 

¶ みやήまもゎも ぼれをίめむや ょむ むやゎぼまァまή わりゐ ゎゐままれぼゑέァろ╈  «†ἰ ゅぼί わήよ るぼやみむίぼよ ἄょりやれりろ 
ゅぼί ἀょέわりをりろ ἐまώ ὁ わάゆぼろ ゅぼί わήよ まよῶゎやよ ἀょύもわりろ ゅぼί わόよ ゆόまりよ ἀょぼゃήろ ゅぼί わりῦ 

ゆέまむやよ ἀよάらやりろ, ἀゆゆά ゃぼれれῶ むἰろ わήよ わりῦ るぼよぼまάゃりゐ ゑやゆぼよゃれώるりゐ ἠょῶよ 
ἀまぼゃόわもわぼ ゅぼί るりゆゆήよ りΦゎぼよ ゅぼί ἀよむίゅぼゎわりよ ゅぼί ょέわれァ りὔを ὑるりぽぼゆゆりょέよもよ, 
むὔむゆるやろ むἴょや ゅぼί るれόゃゐょόろ わりゐ ゆέまむやよ わά わῶよ ἁまやァわάわァよ ὁゎίァよ ἀよみれῶよ みやもまήょぼわぼ. 
Ἀゆゆ‒ἄれわや るぼれぼゅぼゆῶ, ἀれらぼょέよりゐ わりῦ みやもまήょぼわりろ, るやゎわῶろ わάろ ἀゅりᾶろ 
ὑゑぼるゆώゎぼよわむろ わόよ ゆόまりよ むἰゎみむらώょむゃぼ»16. ‰よ ゅぼや άまよァゎわりろ り ゎゐままれぼゑέぼろ, 
まむょάわりろ わぼるむやよりゑれりゎύよも, ょむ みέもゎも るれりろ わりよ ◯むό, まよァれίめむや ぽぼゃむやά わも ょむまάゆも 

むゐゃύよも るりゐ るぼίれよむや よぼ むらやゎわりれήゎむや わり ょむまぼゆむίり わりゐ ょぼれわゐれίりゐ わァよ みむゅぼわれやώよ. 
♪むよ むίよぼや ょόより ぼίゎゃもょぼ るれりゎァるやゅήろ むゐゃύよもろ, ぼよぼゆぼょぽάよむや έれまり むまゅァょやぼゎわりύ, 
ょむ ょόよも むゆるίみぼ よぼ むやゎぼゅりゐゎわむί も やゎわりれίぼ.  

Ａぼ りよόょぼわぼ «わῶよ ὁゎίァよ るぼわέれァよ ἠょῶよ ゅぼί ὁょりゆりまもわῶよ» むίよぼや╈ ０ァάよよもろ, １όよァよ, 
０むれむょίぼろ, ３άれゅりろ, １ύれやゆゆりろ, ◯むόゅわやゎわりろ ゅぼや ♯ぼれよάぽぼろ «りἱ みύり ぼὐわάみむゆゑりや», 
３άらやょりろ ゅぼや ◯むόまよァゎわりろ, ０ァゎήゑ, ♭むよよάみやりろ, ♭むれάゎやょりろ, ♭むれょぼよόろ, «りἱ るάよわむろ 
りΧわりや ょίぼろ るりίょよもろ わりῦ ἀゆもゃやよりῦ Ｄれやゎわりῦ るりやょέよりろ ἄゅぼゅぼ るれόぽぼわぼ». ♪やみάゎゅぼゆりや 
わりゐろ むίよぼや りや るれりぼよぼゑむれόょむよりや ０ァάよよもろ, り りるりίりろ όるァろ ぼよぼゑέれむや り ゎゐままれぼゑέぼろ, 
むょやょむίわり わりゐろ われόるりゐろ わりゐ ♯ぼるわやゎわりύ ０ァάよよも, ゅぼや り １όよァよ るりゐ ょやょむίわぼや わりよ 
¶ゆίぼ, ゅぼや りや みύり るれりむれをόょむよりや ぼるό ょりよぼゎわήれや わりゐ １ぼゆりύ Όれりゐろ わもろ ７ぼょゑゐゆίぼろ 
〉άゆゆりや ゐるりゎわもれίめりゐよ わり １ぼゆόよ Όれりろ わもろ １むゑぼゆりよやάろ17 ,ゅや むよώ も １むゑぼゆゆりよやά έをむや 
７れりゎわάわも わもろ わりよ Άまやり ♭むれάゎやょり, ゎわもよ １ύるれり ゎわやろ ｱｹ ３ぼϊりゐ むりれわάめむわぼや り Όゎやりろ 
♭むれάゎやょりろ,ょりよぼをόろ １ぼよわάれぼろ18) 

Όるァろ ゅぼや ゎわぼ むゐぼままέゆやぼ, まίよむわぼや ょやぼ るりれむίぼ むらやゎわόれもゎもろ わァよ ぽίァよ わァよ 
ょりよぼをώよ るれやよ わり るάゃりろ, わもろ ゅぼわぼまァまήろ わりゐろ ゅぼや わァよ ゅぼわりれゃァょάわァよ わりゐろ, 

                                                           
15 ¶ をれりよりゆりまίぼ ぼゐわή, みもゆぼみή ｶｷｳｹ をれόよやぼ, ゐるりゆりまίめむわぼや ぼるό ゅわίゎむァろ ゅόゎょりゐ. ‰るό わもろ まむよよήゎむァろ 
わりゐ Ｄれやゎわりύ やゎりみゐよぼょむί ょむ わり έわりろ ｱｲｳｱ. 
16 «‰よ ゅぼや わゐまをάよァ ぼょέわりをりろ るぼやみむίぼろ むまώ り わぼゆぼίるァれりろ ゅぼや むίょぼや ぼょύもわりろ ゎわもよ まよώゎも ゅぼや 
ぼょぼゃήろ ゎわりよ ゆόまり ゅぼや ぼよάらやりろ よぼ ょやゆώ, むゆるίめりよわぼろ όょァろ ゎわもよ ぼまぼゃόわもわぼ わりゐ るぼよάまぼゃりゐ ゅぼや 
ゑやゆぼよゃれώるりゐ ◯むりύ ょぼろ, も りるりίぼ むίよぼや るりゆゆή ゅぼや みむよ ょるりれむί りύわむ よぼ むやゅりよやゎゃむί りύわむ よぼ ゐるりぽゆもゃむί 
ゎむ ょέわれりよ, むίょぼや まむょάわりろ むゆるίみぼ ゅぼや るれόゃゐょりろ よぼ みやもまもゃώ わぼ ゅぼわりれゃώょぼわぼ わァよ ぼまやァわάわァよ りゎίァよ 
ぼよみれώよ. ‰ゆゆά わώれぼ ゎむ るぼれぼゅぼゆώ, όるりゐ ぼれをίめむや も みやήまもゎも, ぼろ るれりわむίよァょむ ょむ るίゎわも わもよ ぼゅりή ょぼろ 
まやぼ よぼ みむをゃりύょむ わりよ ゆόまり». 
17 «¶ １ύるれりろ, も １れήわも ゅぼや も †るわάよもゎりろ むίよぼや りや ゅれίゅりや みやぼ わァよ りるりίァよ り †ゆゆもよやゎょόろ ήゆゃむよ むやろ むゐれむίぼよ 
むるやゅりやよァよίぼよ ょむわά わもろ ♪ύゎむァろ … ぼるりわむゆりύよ われむやろ みやぼみりをやゅάろ ゑάゎむやろ, われむやろ われόるりゐろ, われむやろ 
るむれやόみりゐろ わもろ むるやゅりやよァよίぼろ わりゐ ３むわぼぽゐめぼよわやよりύ †ゆゆもよやゎょりύ ょむわά わもろ ♪ύゎむァろ – われむやろ るむれやόみりゐろ ゅぼや 
われむやろ われόるりゐろ りやゅむやώゎむァろ, ぼゑりょりやώゎむァろ ゅぼや ぼらやりるりやήゎむァろ わァよ ぼらやώよ わりゐ †ゐれァるぼϊゅりύ るりゆやわやゎょりύ», 
‰や やゎわりれやゅぼί わύをぼや わもろ †るわぼよήゎりゐ ゅぼや も みやぼょόれゑァゎやろ わりゐ †るわぼよもゎやぼゅりύ ７りゆやわやゎょりύ», ♪やりよύゎやりろ 
‡ぼゅゐゃもよόろ, ♭’ ７ぼよやόよやり ９ゐよέみれやり, Ａ. 2りろ ゎむゆ. ｳｶｷ, 
18 Ｂるήれをぼよ るりゆゆέろ ゎゐよみέゎむやろ わァよ みύり よもゎやώよ ぼるό わもよ Ｃれぼまゅりゅれぼわίぼ ぼゑりύ ήわぼよ ゅぼや わぼ みύり 
ゐるりわむゆή ゎわりゐろ Ｃれάまゅりゐろ.  
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るぼれりょりやάめりよわぼろ わりゐろ ゃぼ έゆむまぼ むゅわόろ ぼるό わり ゃむぼよみれやゅό るれόわゐるり わりゐ るれώわりゐ 
ょάれわゐれりろ Ｄれやゎわりύ, ゅぼや ょむ わりゐろ ょぼゃもわέろ Ａりゐ. ６や ょりよぼをりί ０ァάよよもろ ゅぼや １όよァよ 
ぼゑήよりゐよ わり １ぼゆόよ Όれりろ わもろ ７ぼょゑゐゆίぼろ わもろ ３やゅれάろ ‰ゎίぼろ, ゅぼや ゑわάよりゐよ ゎわも 
３りよή わもろ ◯むりわόゅりゐ わりゐ ３ぼをぼやれά. †ゅむί «ゅぼゆῶろ わόよ ἀゎゅもわやゅόよ みれόょりよ みやήよゐりよ 
ἔをりよわむろ ょむゃ‒ἑぼゐわῶよ...ゅぼゆῶろ わόよ わῆろ ἡゎゐをίぼろ ゅぼよόよぼ ἐゅわむゆりῦよわむろ ゅぼί るάゎや わりῖろ 
ἐゅむῖゎむ ょりよάめりゎや わύるりろ ゅぼί ὑるりまれぼょょόろ まむよόょむよりや, むἰろ るάゎぼよ, ὡろ むἰるむῖよ, わήよ まῆよ 
ἐらῆゆゃむよ ὁ ゑゃόままりろ わῶよ ゅぼわりれゃァょάわァよ ぼὐわῶよ»19. 

６ «ゃぼゐょぼゎわόろ», όるァろ わりよ ぼるりゅぼゆむί り をれりよやゅりまれάゑりろ, ◯むόみァれりろ, άゅりゐゎむ わも 
ゑήょも わァよ るぼわέれァよ ぼゐわώよ, ゅぼや «ゅぼわぼゆやるῶよ ゅぼί ぼὐわόろ るぼわれίみぼ, まέよりろ ゅぼί 
ὕるぼれらやよ», ょむ わもよ むゐをή わもろ ょもわέれぼろ わりゐ るάむや ゎわりゐろ みύり るぼわέれむろ まやぼ ょりやれぼゎわむί わりよ 
みやぼゅぼή わりゐ るόゃり よぼ まίよむや ょりよぼをόろ. ６や みむ るぼわέれむろ ゑァわやゎょέよりや ぼるό わり ゃむίり 
７よむύょぼ ょむ をぼれά わりよ むみέをゃもゅぼよ, みむよ わりよ έゅむやれぼよ όょァろ ょりよぼをό. ６ 
をぼれぼゅわもれやゎょόろ «◯ぼゐょぼゎわόろ» ぼるりゅわάわぼや ょάゆゆりよ ょむわά ょέゎァ わァよ έれまァよ わりゐ. 

６や われむやろ άよみれむろ ぼゑήよりゐよ わもよ ょりよή ３ぼをぼやれά ゅや ぼゑりύ ぼるりをぼやれむわりύよ わりよ 
もまりύょむより ０ァぼゅむίょ ゅぼや わりゐろ άゆゆりゐろ ょりよάめりよわむろ ぼみむれゑりύろ, «ἐらήむゎぼよ, わりῦ ◯むりῦ, 

ὡろ りἶょぼや, ὁみもまりῦよわりろ るれόろ わήよ わῆろ ἀゃゆήゎむァろ ὁみόよ». ７むれやるゆぼよήゃもゅぼよ ぼれゅむわά 
ょέをれや よぼ ぽれりゐよ わりよ わόるり もゎゐをίぼろ るりゐ わりゐろ άれょりめむ,  ゑわάよりよわぼろ ゎわも ３りよή わりゐ 
‰まίりゐ Ｄれゐゎりゎわόょりゐ わりゐ １りゐわめりゐぽέよみも, όるりゐ ぼゎゅήわむんむ ゅぼや り Άまやりろ ４むόゑゐわりろ り 
Έまゅゆむやゎわりろ ぼるό わり ｱｱｵｲ ょέをれや ゅぼや わり ｱｱｵｸ.  １れίよりよわぼろ ょも ゅぼわάゆゆもゆり わも ょりよή 
むゅむί, ゑわάよりゐよ ゎわも ょりよή わもろ ７ぼよぼまίぼろ わもろ １ぼよわぼれやァわίゎゎもろ, «わりῦ ◯むりῦ, ὡろ りἶょぼや, 
わりῦわり りἰゅりよりょήゎぼよわりろ», ょぼめί ょむ わりよ ◯むόみァれりよ わりよ りるりίりよ ぼれまόわむれぼ έゅむやれぼよ 
◯ァょά. 
 

６ ぼみむれゑόろ わりゐ ◯ァょά, ♯ぼゎίゆむやりろ, みやέょむよむ ょぼめί ょむ わも ょもわέれぼ わりゐ ゎむ ゅάるりやぼ 
まゐよぼやゅむίぼ ３りよή わもろ Ｂるむれάまよりゐ ◯むりょήわりれりろ ゎわも ２むゐゅァゎίぼ, わもよ むるりよりょぼめόょむよも 
３むまάゆもよ ３りよή, ゃれもよώよわぼろ わもよ ゎわέれもゎも わりゐ ょむまάゆりゐ わりゐ ぼみむれゑりύ «ἐよ るάゎも わέ 
ゅぼί ὥれぼ ゅぼί ἡょέれぼ わりῦわり ἐれまぼめόょむよりろ ゅぼί ょή るぼゐόょむよりろ ゅぼί ἐよ よゐゅわί わά ὅょりやぼ 
ゆりύァよ わήよ ゅゆίよもよ わりῖろ みάゅれゐゎや». ６ ゎゐままれぼゑέぼろ むみώ, みぼよむίめむわぼや をァれίぼ, όるァろ ゅぼや 
ゎわも ゎゐよέをむやぼ わりゐ ゅむやょέよりゐ, ぼるό わもよ ‰まίぼ ♭れぼゑή, ァろ るれりゎむゐをή わりゐ ょやゅれりύ 
ぼみむれゑりύ わりゐ ◯ァょά, まやぼ よぼ むゅゑれάゎむや わりよ るόより ゅぼや るόゃり わりゐ╈ «１ύれやむ ὁ ◯むόろ ἠょῶよ, 
ὁ みやά ゎるゆάをよぼ ἐゆέりゐろ ゅぼわむゆゃῶよ ἐるί まήろ ゆぼό ゎぼれゅァゃむῖろ ἀゎるόれァろ ἐゅ わῆろ ἀをれάよわりゐ 
ゎりゐ ３もわれόろ ゅぼί ἀむやるぼれゃέよりゐ ◯むりわόゅりゐ ３ぼれίぼろ, ὁ むἰるῶよ りὐゅ ἦゆゃりよ ゅぼゆέゎぼや 
みやゅぼίりゐろ, ἀゆゆά ἁょぼれわァゆりύろ むἰろ ょむわぼよりίぼよ20, ぼὐわόろ りὔよ みέゎるりわぼ, ἐるάゅりゐゎりよ ゅぼょりύ 
わりῦ ἁょぼれわァゆりῦ ゅぼί ἀよぼらίりゐ みりύゆりゐ ゎりゐ ゅぼί ゅぼわぼらίァゎりよ ょέ ゎゐまゅぼわぼれやゃょもゃῆよぼや 
わりῖろ ἁまίりやろ ゎりゐ みりύゆりやろ わりύわりやろ, わりῖろ ὑるέれ ゎりゐ ἀまァよやめりょέよりやろ ゅぼわά わό るぼれόよ ゅぼί 
わόよ わむゆむゐわぼῖりよ ゅίよみゐよりよ るれりゎみりゅῶゎや るむίゎむゎゃぼや, ὅわや むὐゆりまもわόろ むἰ むἰろ わりύろ ぼἰώよぼろ, 
ἀょήよ». †まゅぼわぼゆむίるむや ゅぼや ぼゐわόろ わぼ ゅόゎょやぼ ょむ わもよ むゐをή わもろ ょもわέれぼろ わりゐ ゅぼや 
ゑわάよむや ゎわり ょりよή, όるりゐ りや るぼわέれむろ わりよ みέをりよわぼや ょむわりよりょάめりよわぼろ わりよ ♯ぼれゆぼάょ. ６ 
♯ぼれゆάぼょ ぼよέみむやらむ ぼままむゆやゅό めήゆり ゅぼや ήわぼよ まよァゎわόろ ゎむ όゆりゐろ まやぼ わもよ わぼるむίよァゎも 

                                                           
19 «†ゅむί みやέれをりよわぼよ ゅぼゆώろ わりよ ぼゎゅもわやゅό みれόょり.. むゅわむゆώよわぼろ ゅぼゆά わりよ ゅぼよόよぼよ わもろ もゎゐをίぼろ ゅぼや 
ぼゑりύ έまやよぼよ わύるりろ ゅぼや りゆりまれぼょょόろ まやぼ όゆりゐろ わりゐろ むゅむί ょりよάめりよわむろ, も ゑήょも わァよ ゅぼわりれゃァょάわァよ 
わりゐろ έゑゃぼゎむ ゎむ りゆόゅゆもれも ゃぼ ゆέまぼょむ わもよ まも.» 
20 ３ぼわゃ. ◯΄ｱｳ, ３άれゅ. ♯’ｱｷ. 
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わりゐ ゅぼゃώろ ゅぼや まやぼ わもよ ぼゅぼゅίぼ わもろ まよώょもろ わりゐ. ¶ ゑήょも わァよ るぼわέれァよ έまやよむ 
まよァゎわή ゎむ όゆも わも よήゎり, έわゎや ぼゐらάよむわぼや も ゎゐよりみむίぼ わァよ ょりよぼをώよ. ６ １ゆήょもろ «ὁ 

わりῦ ７ぼまゅάゆりゐ ἐるりよりょぼめόょむよりろ», やむれέぼろ, ぼよぼゃれむょέよりろ ゅや ぼゐわόろ ぼるό よむぼれή もゆやゅίぼ 
ゎわもよ ょりよぼゎわやゅή めァή, ぼゑήよむや わも ３りよή わりゐ, ぼるりをぼやれむわά わりゐろ ぼみむれゑりύろ わりゐ ゅぼや 
ゑわάよむや ゎわもよ １ぼよわάれぼ. †るίゎもろ り ０むれむょίぼろ, ゅや ぼゐわόろ ぼるό わり １ぼゆόよ Όれりろ わもろ 
７ぼょゑゐゆίぼろ,, άゑもゎむ わも ３りよή ゎわもよ りるりίぼ めりύゎむ ゅぼや έるむゎむ ゎわぼ るόみやぼ わァよ 
るぼわέれァよ ょむ みάゅれゐぼ ゆέまりよわぼろ╈ «むὐをぼれやゎわῶ わῷ ἀまぼゃῶ ゅぼί るぼよりやゅわίれょりよや ◯むῶ, ὅわや 
ょέ わῆろ ゅぼゆῆろ わぼύわもろ ゎゐよぼゐゆίぼろ, ゎゐよήまぼまむ ゅぼί ἠらίァゎむ, ょむゃ‒ὑょῶよ ἀるりゃぼよりῦょぼや, 
わίょやりや ゅぼί ἅまやりや るぼわέれむろ»21. ６や まέれりよわむろ みέをわもゅぼよ ぼゐわόよ ゎわり ３りよぼゎわήれや, όるりゐ ょむ 
わやろ むよέれまむやむろ わりゐろ わりよ έよわぼらぼよ ぼゅόょも るやり ぽぼゃやά ゎわもよ άゎゅもゎも ゅぼや わもよ ゐるぼゅりή, まや 
ぼゐわό るりゆύ をぼれぼゅわもれやゎわやゅό ゅぼや るりやもわやゅό むίよぼや ぼゐわό るりゐ ゆέむや り ゎゐままれぼゑέぼろ 
«‒Ὅるァろ みέよ むἶよぼや ἀみύよぼわり ὁ みぼゅわύゆやりろ わῆろ ゎゑれぼまίみぼろ よά ょήよ ょむわぼみώゎむや ゎわό ゅむれί 
わりύろ わύるりゐろ わῆろ ゎゑれぼまίみぼろ るりύ ἔをむや をぼれぼまょέよりゐろ ἐるάよァ わりゐ, ἔわゎや ゅぼί ぼὐわόろ  〉り 
０むれむょίぼろ《, ぽゆέるりよわάろ わりゐろ よά ゎわέゅりよわぼや ゅぼれわむれやゅά ゎわήよ るれりゎむゐをή ゅぼί ゅάゃむ 
ゎゅゆもれぼまァまίぼ ゅぼί ἐまゅれάわむやぼ るぼれぼわもれώよわぼろ ゅぼί ἀるりわゐるώよりよわぼろ, ょむわぼをむやれやめόわぼよ 
ゅぼί ぼὐわόろ わά ἴみやぼ»22.  

 

¶ ゎゐよりみむίぼ ゎゐよむをίめむわぼや よぼ ぼゐらάよむわぼや ゅぼゃώろ も ゑήょも わりゐろ みやέゆぼょるむ, όわぼよ わぼ 
ぼみέれゑやぼ ◯むόみァれりろ ゅぼや ３やをぼήゆ ぼるό わり １ぼゆόよ Όれりろ ゅぼや ぼゐわりί, «わόよ われόるりよ 
をれもゎわりί, ゎόゑれァよむろ ゅぼわά わόよ ぽίり»,  ょぼめί ょむ わりよ ょぼゃもわή わりゐろ ０ァάよよも, ぼゑήよりゐよ わも 
３りよή わもろ ７ぼゆりゐれやァわίゎゎもろ23 ゎわも ２むゐゅァゎίぼ ゅぼや ゑわάよりゐよ ゎわり ょりよぼゎわήれや, 
んάゆゆりよわぼろ ゅや ぼゐわりί 〉ゅぼわά わりよ ゎゐままれぼゑέぼ《 ゎύょゑァよぼ ょむ わり わりゐ ♪ぼぽίみ╈ «ὡろ 
ἐるやるりゃむῖ ἡ ἔゆぼゑりろ ἐるί わάろ るもまᾶろ わῶよ ὑみάわァよ, りὕわァろ ἐるやるりゃむῖ ἡ んゐをή ἠょῶよ るれόろ 
ゎέ ὁ ◯むόろ»24. ６や るぼわέれむろ みέをわもゅぼよ ょむわά をぼれάろ わりゐろ われむやろ άよみれむろ, ゅむίれりよわぼろ わりゐろ 
ゅぼや わりύわりゐろ ょむ わもよ をάれも わりゐ ７ぼよぼまίりゐ ７よむύょぼわりろ. ６ ３やをぼήゆ ょむわりよりょάゎわもゅむ 
«３ぼゅάれやりろ», り ◯むόみァれりろ «◯むりみώれもわりろ» ゅぼや り ょぼゃもわήろ わりゐろ ０ァάよよもろ 
«Ἰゆぼれίァよぼろ». 
 

６や るぼわέれむろ るぼれέょむよぼよ ゎわり ょりよぼゎわήれや «わῷ るよむύょぼわや めέりよわぼろ ゅぼί わῷ １ゐれίァ 
みりゐゆむύりよわぼろ»25, も んぼゆょァみίぼ わりゐろ ήわぼよ ぼゅぼわάるぼゐゎわも ゅぼや も るれりゎむゐをή わりゐろ 
りゆりよύをわやぼ, わり むれまόをむやれり みやぼれゅώろ ゎわぼ をέれやぼ ゅぼや りや んぼゆょりί ゎわり ゎわόょぼ, 
るれりわやょりύゎぼよ よぼ ょもよ ぼゎをりゆりύよわぼや ょむ わもよ みやゅή わりゐろ ぼゐわάれゅむやぼ, みむよ むるやよόもゎぼよ 
                                                           
21 «†ゐをぼれやゎわώ わりよ ぼまぼゃό ゅぼや るぼよりやゅわίれょりよぼ ◯むό みやόわや ょむ ぼらίァゎむ よぼ ゎゐまゅぼわぼれやゃょもゃώ ゎわもよ ゅぼゆήよ 
ぼゐわή ゎゐよάゃれりやゎも, ょぼめί ゎぼろ ゃぼ ぼるりゃάよァ, わίょやりや ゅぼや άまやりや るぼわέれむろ». 
22 «Όゃむよ ゅぼや りύわりろ わもよ ゎわάゎやよ ぼゐわώよ ゅぼや ゅぼれわむれίぼよ わもろ るれりゎむゐをήろ ゅぼや るάゎぼよ ゎゅゆもれぼまァまίぼよ ゅぼや 
むゑゅれάわむやぼよ ぽゆέるァよ ゅぼや むゅわゐるりύょむよりろ, わりやろ りょりίりやろ ゅぼや りύわりろ むをれήわり.» 
23  ¶ ０むれά ３りよή わもろ ７ぼよぼまίぼろ ７ぼゆりゐれやώわやゎゎぼろ ήわぼよ ぼるό わやろ るぼゆぼやόわむれむろ まゐよぼやゅむίむろ ３りよέろ わもろ 
１ύるれりゐ. ♯れやゎゅόわぼよ ゎわもよ ぼよぼわりゆやゅή るゆむゐれά わもろ ２むゐゅァゎίぼろ, ょέゎぼ ぼるό わぼ るぼゆやά ２りゐめやよやぼよά わむやをも 
わもろ るόゆもろ. Ａり έわりろ やみれύゎむァろ わりゐ ょりよぼゎわもれやりύ みむよ むίよぼや むらぼゅれやぽァょέより, ァゎわόゎり り ゎゐままれぼゑέぼろ 
９わέゑぼよりろ ２りゐめやよやぼよόろ わりるりゃむわむί わもよ ίみれゐゎή わりゐ ゎわぼ わέゆも わりゐ ｴりゐ ぼやώよぼ ょ. Ｄ.. ‰よぼゑέれむや ァろ やみれゐわή 
わりよ Άまやり ３ぼゅむみόよやり, り りるりίりろ みやむわέゆむゎむ †るίゎゅりるりろ ２ήみれぼろ ょむわά わりよ Άまやり Ａれやゑύゆゆやり ゅぼや ゐるό わもよ 
やみやόわもわά わりゐ ぼゐわή ゎゐょょむわむίをむ ゎわもよ ‰’ ６やゅりゐょむよやゅή ９ύよりみり わりゐ ｳｲｵ ょ. Ｄ. ゅぼゃώろ ゅぼや ゎわも ９ύよりみり わもろ 
９ぼれみやゅήろ わり ｳｴｴ ょ. Ｄ.  ¶ るれώわも やゎわりれやゅά わむゅょもれやァょέよも ょぼれわゐれίぼ まやぼ わも ３りよή ぼるぼよわάわぼや ゎわり 
ぼまやりゆりまやゅό ゅむίょむより, わり りるりίり むίをむ まれぼゑわむί ゆίまり ょむわά わり ょぼれわύれやり わァよ みむゅぼわれやώよ ょりよぼをώよ わもろ 
１ぼよわάれぼろ╈ «♪やήまもゎやろ わァよ われやώよ ゅぼや みέゅぼ るぼわέれァよ, わァよ みやά るゐれάろ わむゆむやァゃέよわァよ るぼれά わァよ ２ぼわίよァよ 
むよ わも よήゎァ １ύるれァ [ぼんゆゃ έわむや]» 

www.churchofcyprus.org.cy/documents/MONI_PANAGIAS_PALOYRIOTISSAS.pdf 
24 Ｅぼゆょ. ３ぼ’ｱ. 
25 ８ァょ. ０ぽ’ｱｱ. 
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ぽぼれやέろ ή ゅりるやぼゎわやゅέろ むれまぼゎίむろ るりゐ ゃぼ むらぼゎゑάゆやめぼよ わも めァή わりゐろ, むίをぼよ ょόより 
ゅάるりやむろ ぼるぼれぼίわもわむろ ゑれりよわίみむろ るやゎわむύりよわぼろ るάよわりわむ ゎわりよ ◯むό. ３りよぼみやゅή わりゐろ 
ゑれりよわίみぼ ήわぼよ έよぼ, よぼ よむゅれァゃりύよ ゎわり ゎώょぼ, ゅぼゃώろ ょやぼ ゑりれά ゅぼや まやぼ るάよわぼ 
よむゅれώゃもゅぼよ まやぼ わりよ ゅόゎょり ゅぼや みむよ ゐるήれをぼよ まや ぼゐわόよ, ゅぼや よぼ めήゎりゐよ むよ Ｄれやゎわώ. 
９ゅりるόろ ήわぼよ も ぼままむゆやゅή みやぼまァまή わァよ ぼゎゅりゐょέよァよ ょりよぼをώよ ゅぼや ょόより. 
 

¶ ゑήょも わりゐろ みむよ έょむやよむ ゎわぼ ゎわむよά όれやぼ わもろ ゑゐゆήろ. ７りやもわやゅά らぼよά り ゎゐままれぼゑέぼろ 
るむれやまれάゑむや, «ἐるむῖ みέ りὐ みύよぼわぼや るόゆやろ ゅれゐぽῆよぼや ἐるάよァ ὅれりゐろ ゅむやょέよも, りὐみέ ὑるό 
わόよ ょόみやりよ ゅれύるわむゎゃぼや わόよ ゆύをよりよ, りὐみέ わりύわァよ わά ゅぼゆά ἔれまぼ ἐゆάよゃぼよむ 
るむれみやぼみόょむよぼ, ἀゆゆά ょᾶゆゆりよ むἰゎέわや ἡ ゅぼゆή ゑήょも わりύわァよ ὑるむれむゅわむίよむわり, りὐ ょόよりよ 
みέ むἰろ わりύろ わῆろ ゅぼゃ‒ ἠょᾶろ まむよむᾶろ, ἀゆゆά ゅぼί むἰろ わりύろ ゆぼわίよりゐろ»26. †みώ ゑわάよむや り 
ゆぼわやよόゑれァよ ‰よみれέぼろ, り りるりίりろ ゅぼわά わりよ ゎゐままれぼゑέぼ むίよぼや όれまぼより わりゐ 
«ょやゎόゅぼゆりゐ» みやぼぽόゆりゐ, るりゐ るάよわりわむ ょやゎりύゎむ わり まέよりろ ょぼろ. ３も ゐるりゑέれりよわぼろ 〉り 
みやάぽりゆりろ《 よぼ ぽゆέるむや わりよ むぼゐわό わりゐ よぼ るぼわάわぼや ぼるό わέわりやりゐろ ぼまίりゐろ άよみれむろ, 
むらήまむやれむ わりよ ‰よみれέぼ わりよ りるりίりよ りや ゐるόゆりやるりや ゆぼわίよりや わりよ ぼるりゅぼゆりύゎぼよ 
«１ήれゐゅぼ». ７ぼれりょりやάめりよわぼろ わりよ ょむ わりよ ９ίょァよぼ わりよ ３άまり わりよ りるりίり まέょやゎむ ょむ 
ゅぼゅίぼ り みやάぽりゆりろ むよぼよわίりよ わりゐ ７έわれりゐ ゅぼや ７ぼύゆりゐ, るήれむ ょぼめί わりゐ わりよ りょりまむよή 
わりゐ ¶ゆίむれょりよ ゅぼや ぼよむぽぼίよりゐよ ゎわり όれりろ わもろ １ぼよわάれぼろ.  
 

６ ゆぼわίよりろ ‰よみれέぼろ ょむ わりよ ゎゐよりみό わりゐ, όわぼよ έゑわぼゎぼよ ゎわり ょりよぼゎわήれや みέをわもゅぼよ 
わやろ ぼれょόめりゐゎむろ わやょέろ ぼるό わりゐろ ょりよぼをりύろ. ６ ‰よみれέぼろ, れώわもゎむ ぼるό るりύ るήれぼよ 
άみむやぼ よぼ ゅぼわりやゅήゎりゐよ ゎわり ゎゐまゅむゅれやょέより ょりよぼゎわήれや, も ぼるάよわもゎも わァよ ょりよぼをώよ 
ήわぼよ ゎぼゑήろ, «ἀるό るりῦ むἴょぼゎわむ みέよ むἶよぼや ἀよぼまゅぼῖり よά わό ἀよぼゑέれりゐょむ, をάれやよ 
ὠゑむゆむίぼろ ἤゆゃぼょむ ἐみῶ ゅぼί わゐまをάよりゐょむ ゎゐまゅりやよァよりί ゅぼί ὑるέれょぼをりや わῆろ ὀれゃりみόらりゐ 
るίゎわむァろ». †ゅむίよりろ わόわむ άれをやゎむ よぼ れァわά まやぼ わぼ むゐぼままέゆやぼ ゅぼや わやろ ぼるりゎわりゆやゅέろ 
むるやゎわりゆέろ, ゅぼや りや るぼわέれむろ わぼ みやぼゎάゑもゎぼよ όゆぼ ゅぼゆά. ♯ゆむるりよわぼろ όわや みむよ 
ょるりれりύゎむ よぼ ぽれむや ゅάわや むよぼよわίりよ れώわもゎむ るώろ わむゆりύよ わやろ やむれέろ ょゐゎわぼまァまίむろ, も 
ぼよわぼるόゅれやゎも ήわぼよ «ゅぼゃώろ るぼれέみァゅぼよ ἠょίよ りἱ ἀる‒ἀれをῆろ ぼὐわりるわぼや ゅぼί ゅήれゐゅむろ わりῦ 

◯むりῦ ２όまりゐ ゅぼί ょむわ‒ぼὐわりύろ ぼἵ ἅまやぼや ゅぼί りἰゅりゐょむよやゅぼί ゎύよりみりや わῶよ ἁまίァよ ゅぼί 
ゃむりゑόれァよ るぼわέれァよ, ἄれわりよ ἔよめゐょりよ, ゅぼゃώろ ゅぼί ὁ わりῦ ◯むりῦ るぼわれόろ ２όまりろ ἐよ わῷ 

ょゐゎわやゅῶ みむίるよァ ゆぼぽῶよ ἄれわァ ゅぼί ゅゆάゎぼろ ἔみァゅむ わりῖろ ἁまίりやろ ぼὐわりῦ ょぼゃもわぼῖろ ゅぼί 
ἀるりゎわόゆりやろ むἰるァよ, ゆάぽむわむ ゑάまむわむ わりῦわり ἐゎわί わό ゎῶょぼ わό ὑるέれ ὑょῶよ ゅゆώょむよりよ むἰろ 

ἄゑむゎやよ ἁょぼれわやῶよ27 りὕわァろ るやゎわむύりょむよ ゅぼί りὕわァろ ὁょりゆりまりῦょむよ, ὁ ゅぼί るぼれむゆάぽりょむよ, 
わりῦわり ゅぼί むἰろ ὑるόょよもゎやよ ἄまりょむよ, ゅぼί ἄれわりよ ἔよめゐょりよ ὀゑむίゆりょむよ るάよわむろ りἱ ὀれゃόみりらりや 
Ｄれやゎわやぼよりί ἱむれりゐれまむῖよ». ６ ‰よみれέぼろ ァゎわόゎり, ゎわぼゃむれόろ ゎわり ゑれόよもょぼ わりゐ, ゆέまむや, 
«るむれί ἠょῶよ みέ わῶよ ゆぼわίよァよ, わῶよ わήよ ἱむれάよ ょゐゎわぼまァまίぼよ ἐゅわむゆりύよわァよ わりῦ ἀめύょりゐ, 
わί ゑᾶわむ ὑょむῖろ╉». ６や るぼわέれむろ みむよ るわりりύよわぼや, むるぼよぼゆぼょぽάよりゐよ ゎをむみόよ わぼ ίみやぼ ょむ 
みやάゅれやゎも ゅぼや ぽぼゎやゎょέよりや ゎわも むゐぼままむゆやゅή るぼれάみりゎも, όわや みむよ まよァれίめりゐよ όゎりよ 
ぼゑりれά わり άめゐょり るりゐ ゅりやよァよりύよ りや ゆぼわίよりや, りύわむ ぼるό わりゐろ ゅήれゐゅむろ わりゐ Ｄれやゎわりύ, 
りύわむ ぼるό わやろ άまやむろ ゅぼや りやゅりゐょむよやゅέろ ゎゐよόみりゐろ るりゐ むるぼれέゆぼぽぼよ. ６ ２όまりろ わりゐ 
◯むりύ ゎもょむやώよりゐよ, るりゐ むίよぼや も όよわァろ めァή ゅぼや ゃぼ ゐるάれをむや ゎわりゐろ ぼやώよむろ, ゅぼわά わり 
３ゐゎわやゅόよ ♪むίるより るぼίれよりよわぼろ άれわり έよめゐょり, έょんゐをり, わέゆむやり, άまやり, ゅぼゃώろ わόわむ みむよ 
                                                           
26 «†るむやみή όょァろ みむよ むίよぼや みゐよぼわόよ よぼ ゅれゐゑわむί るόゆも るりゐ ぽれίゎゅむわぼや むるάよァ ゎむ όれりろ, りύわむ り ゆύをよりろ 
るれέるむや よぼ ゅれύるわむわぼや ゅάわァ ぼるό わり ぼままむίり るりゐ りよりょάめむわぼや ょόみやりろ, έわゎや りύわむ ゅぼや わぼ ゅぼゆά 
ゑもょやめόょむよぼ わりゐろ έれまぼ みやέゑむゐまぼよ ぼるό わもよ るれりゎりをή, ぼゆゆά も ゅぼゆή わりゐろ ゑήょも むるむゅわむやよόわぼよ, όをや 
ょόより ゎわりゐろ ぼよゃれώるりゐろ わもろ みやゅήろ ょぼろ ゑゐゆήろ ぼゆゆά ゅぼや ゎわりゐろ ゆぼわίよりゐろ». 
27 ３ぼわゃ. １ろ’ｲｶ, ３ぼれゅ. ０み’ｲｲ, ２りゐゅ. １ぽ’ｱｹ. 
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ήわぼよ みゐよぼわό よぼ ぽれむゃむί άめゐょり, むίるむ «わりῦわり るりやむῖわむ むἰろ わήよ ἐょήよ ἀよάょよもゎやよ»28,άれぼ 
わり έよめゐょり ゅれぼわりύよ ゅぼや るやゎわむύりゐよ. Όゎりや, ゎゐよむをίめりゐよ, わむゆりύよ わもよ むゐをぼれやゎわむίぼ ょむ 
άめゐょぼ, るぼれむれょもよむύりゐよ わやろ まれぼゑέろ をァれίろ よぼ むらむわάめりゐよ ゅぼや よぼ むゅゆέまりゐよ わり 
ゎァゎわό, ぼよ ゃむァれりύよ りや ゆぼわίよりや όわや έをりゐよ ぼまよァゎίぼ りや りれゃόみりらりや るぼわέれむろ, ぼろ わりゐろ 
みりゅやょάゎむや ゅぼや わりゐろ みύり も ゑァわやά. ７れりわむίよりゐよ りや るぼわέれむろ よぼ むるやゆέらりゐよ みύり άわりょぼ 
ゅぼや ぼるό わりゐろ ょむよ ゅぼや ぼるό わりゐろ みむ, りや りるりίりや り έよぼろ ょむ έよめゐょり ゅぼや り άゆゆりろ ょむ 
άめゐょり άれわり よぼ るむれάゎりゐよ ぼるό わもよ ゑァわやά. ‰ゐわά むίるぼよ りや るぼわέれむろ, όをや 
ゑりゐゎゅァょέよりや ぼるό ょάわぼやも ゐるむれもゑάよむやぼ, ぼゆゆά ぼるό ゃむίり めήゆり ょやょりύょむよりや わりよ 
¶ゆίぼ, όるァろ むゅむίよりろ ゅぼわά わもよ ７ぼゆぼやά ♪やぼゃήゅも みやέわぼらむ よぼ れίらりゐよ よむれό るάよァ ゎわぼ 
ゎをやゎょέよぼ らύゆぼ, むゆるίめりよわぼろ ゎわり ◯むό όわや みむ ゃぼ ぼるりわύまをぼよむ, έわゎや ゅぼや りや るぼわέれむろ 
έるれぼわわぼよ わり ίみやり.  
 

¶ るれόゅゆもゎも έまやよむ るれόゎゅゆもゎも…り ‰よみれέぼろ ょむ ゎゅゆもれόわもわぼ わりゐろ るれόゎわぼらむ よぼ 
έれゃりゐよ ゎわも ２むゐゅァゎίぼ まやぼ よぼ るぼれぼゎわぼゃりύよ ゎわり ぽήょぼ わりゐ ゆぼわίよりゐ ぼれをやむれέァろ わりゐ 
まやぼ よぼ みώゎりゐよ ゆόまり ゎわぼ όゎぼ «ゅぼゅά» むίるぼよ むよぼよわίりよ わりゐ, みίよりよわぼろ わりゐろ ゅάるりやぼ 
ょέれぼ ァろ るれりゃむゎょίぼ. ６や るぼわέれむろ, έをりよわぼろ むやろ まよώゎも わり ょぼれわύれやり るりゐ ゃぼ 
ぼゅりゆりゐゃりύゎむ, ゑώよぼらぼよ όゆりや ょむ ょίぼ ゑァよή «わῷ ὁれやゎょῶ ゎりゐ, ἑらぼゅりゆりゐゃήゎりょむよ ゅぼί 
ὑるέれ わῆろ ὀれゃりみόらりゐ るίゎわむァろ ἀるりゃぼよりῦょむよ, むἰ ゅぼί ょύれやりゐろ ゃぼよάわりゐろ ἠょίよ 
ἐるぼまάまもわむ, むὐέゆるやみむろ まάれ ἔゎょむよ, ὅわや わή めァή めもゎόょむゃぼ, むἰ ὑるέれ わりῦ ὀよόょぼわりろ, 
ぼὐわりῦ ἀまァよやめόょむゃぼ. Ａά ゎώょぼわぼ まάれ わぼῦわぼ, るれりわぼゆぼやるァれήゎぼよわぼ わぼῖろ ぽやぼίぼやろ わῶよ 
わゐれάよよァよ わりύわァよ ゆぼわίよァよ わやょァれίぼやろ, ἐよみύゎりよわぼや ἀゃぼよぼゎίぼよ ἐよ わή ἀわむゆむύわもわァ 
ἐゅむίよも めァή, ἀんむゐみήろ まάれ ἐゎわίよ ὁ むἰるῶよ, ὅゎわやろ ょέ ὁょりゆりまήゎむや ἔょるれりゎゃむよ わῶよ 
ἀよゃれώるァよ, ゅぼまῶ ὁょりゆりまήゎァ ぼὐわόよ ἐよώるやόよ わりゐ るぼわれόろ ょりゐ わりῦ ἐよ りὐれぼよりῖろ»29 30. 

 

¶ るれりるぼれぼゎゅむゐή まやぼ わもよ ぼよぼをώれもゎも わりゐろ るれりろ わも ２むゐゅァゎίぼ, ゎήょぼやよむ ょόより わもよ 
わέゆむゎも わもろ ゃむίぼろ ゆむやわりゐれまίぼろ, όるりゐ έゆぼぽぼよ り ゅぼゃέよぼろ わりゐろ わぼ άをれぼよわぼ ゅぼや 
めァりるりやά ょゐゎわήれやぼ ゅぼや ょむ έよぼ ゎわόょぼ やゅέわむゐぼよ わりよ ◯むό╈ «◯むέ わῶよ るぼわέれァよ ゅぼί 
１ύれやέ わりゐ ἐゆέりゐろ, ὁ るりやήゎぼろ わά るάよわぼ ἐよ ゆόまァ ゎりゐ ゅぼί わή ゎりゑίぼ ゎりゐ ゅぼわぼゎゅむゐάゎぼろ 
わόよ ἄよゃれァるりよ, ἴよぼ みむゎるόめも わῶよ ὑるό ゎりゐ まむよりょέよァよ ゅわやゎょάわァよ ゅぼί みやέるも わόよ 
ゅόゎょりよ ゎりゐ ἐよ ὀゎやόわもわや ゅぼί みやゅぼやりゎύよも, みόろ ἠょίよ わりῖろ ἀよぼらίりやろ みりύゆりやろ ゎりゐ ゎわぼゃむれάよ 
わήよ まよώょもよ ゅぼί るάまやりよ, むΦ ゑれりよりύゎやよ ἅょぼ, ὑるέれ わῆろ ἀゆもゃりῦろ るίゎわむァろ ἀゃゆῆゎぼや ゅぼί 
ἀるりゃぼよむῖよ むἰろ みόらぼよ ゎήよ わりῦ ょりよりまむよりῦろ ゎりゐ Ｂἱりῦ ゅぼί わりῦ るぼよぼまίりゐ ゅぼί めァりるりやりῦ 

ゎりゐ ７よむύょぼわりろ, よῦよ ゅぼί むἰろ わりύろ ぼἰώよぼろ わῶよ ぼἰώよァよ». ３む わり ぼょήよ りゆりゅゆήれァゎぼよ 
わやろ るれりゎむゐをέろ わりゐろ, むらήゆゃぼよ わもろ ょりよήろ ゅぼや έゑわぼゎぼよ ゎわも ２むゐゅァゎίぼ, ゎわも ３りよή 
わりゐ ‰まίりゐ ♭むァれまίりゐ わりゐ ２άょるりよわりろ わァよ ３ぼままάよァよ. †ゅむί ゅぼわέゑわぼゎぼよ よぼ わりゐろ 
みりゐよ るりゆゆりί りれゃόみりらりや «わりῦ ἡょむわέれりゐ まέよりゐろ», めもわόよわぼろ よぼ ぼらやァゃりύよ わもろ むゐをήろ 
わりゐろ, るれりゎみりゅόよわぼろ よぼ みりゐよ わもよ έゅぽぼゎも わァよ まむまりよόわァよ, ょぼゅぼれίめりよわぼろ わりゐろ ゅぼや 
ゅぼわά ゅάるりやりよ われόるり るれりむわりやょάめりよわぼろ わりゐろ るれりろ わりゐろ ぼまώよむろ るりゐ わりゐろ 
るむれやょέよりゐよ.  

                                                           
28 ２りゐゅ. １ぽ’ｲｹ, ‰’１りれ.やぼ΄ ｲｵ. 
29 «Ａりよ りれやゎょό ゎりゐ ゃぼ ぼゅりゆりゐゃήゎりゐょむ ゅぼや ゐるέれ わもろ りれゃりみόらりゐ るίゎわむァろ ゃぼ ぼるりゃάよりゐょむ, ぼゅόょぼ ゅや ぼよ 
ょぼろ るれりらむよήゎむわむ ょゐれやάみむろ ゃぼよάわりゐろ, έをりゐょむ ぼゅέれぼやも わもよ むゆるίみぼ, όわや ゃぼ めήゎりゐょむ ゎわもよ んゐをή, むάよ 
ゐるέれ わりゐ りよόょぼわりろ Ａりゐ ぼまァよやゎゃりύょむ. ‰ゐわά わぼ ゎώょぼわぼ, むまゅぼれわむれόよわぼろ ゎわやろ ぽίぼやむろ わやょァれίむろ わァよ 
わゐれάよよァよ ゆぼわίよァよ, ゃぼ むよみゐゃりύよ ぼゃぼよぼゎίぼ ゎわもよ をァれίろ わέゆりろ むゅむίよも めァή, みやόわや みむよ ゆέむや んέょぼわぼ ぼゐわόろ 
るりゐ むίるむ, ｠όゎわやろ ょむ りょりゆりまήゎむや έょるれりゎゃむよ わァよ ぼよゃれώるァよ, ゅぼまώ りょりゆりまήゎァ ぼゐわόよ むよώるやりよ わりゐ 
るぼわれόろ ょりゐ わりゐ むよ りゐれぼよりίろを» 
30 ３ぼわゃ. ０’ｳｲ. 
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Ａり まむまりよόろ έゑわぼゎむ ょέをれや わも ょりよή ３ぼをぼやれά, όるりゐ りや むゅむί ょりよάめりよわむろ ♭れもまόれやりろ 
ゅぼや ０まよάわやりろ, まόよりや るゆりύゎやァよ ゅぼや むゐまむよώよ りやゅりまむよむやώよ, ゃέゆもゎぼよ よぼ 
ゎゐまゅぼわぼれやゃょもゃりύよ ゎわもよ ぼまίぼ りょήまゐれも. †らήゆゃぼよ わもろ ょりよήろ わりゐろ ゅぼや έんぼゆぼよ 
ゅぼわά わりよ ♪ぼぽίみ, «わά みやぼぽήょぼわά ょりゐ ゅぼわむύゃゐよりよ ゅぼわά わό ゆりまやόよ ゎりゐ ゅぼί ょή 
ゅぼわぼゅゐれやむゐゎάわァ ょりゐ るάゎぼ ἀよりょίぼ»31 ゅぼや り みむύわむれりろ «るゆもれァゃήわァ わό ゎわόょぼ ょりゐ 
ぼἰよέゎむァろ, １ύれやむ, ὅるァろ ὑょよήゎァ わήよ みόらぼよ ゎりゐ ὅゆもよ わήよ ἡょέれぼ, わήよ ょむまぼゆりるれέるむやάよ 
ゎりゐ»32. Όわぼよ έゑわぼゎぼよ ゎわも ょりよή わりゐ ‰まίりゐ ♭むァれまίりゐ わりゐ ２άょるりよわりろ, やゅέわむゐゎぼよ 
わりゐろ るぼわέれむろ よぼ わりゐろ みむゅわりύよ ゎわも みりゅやょぼゎίぼ わりゐろ, ゅぼや ぼゐわりί わりゐろ みέゅわもゅぼよ 
«…ゅぼί ゎゐよήをゃも わό わりやりῦわりよ ἱむれόよ ゎύよわぼまょぼ むἰろ われやゎゅぼίみむゅぼ ἁまίりゐろ るぼわέれぼろ» 

 

６ ゆぼわやよόゑれァよ ‰よみれέぼろ るゆもれりゑりれりύょむよりろ わもよ έゆむゐゎも わァよ ょりよぼをώよ, むわりίょぼゎむ 
わり みやゅぼゎわやゅό ぽήょぼ, ぼよぼゑέれりよわぼろ όゆぼ ょむ ゎゐよわりょίぼ わぼ όゎぼ έまやよぼよ ゎわりよ ぼれをやむれέぼ 
９わόれままり. Όわぼよ ょぼめむύわもゅむ り ゆぼわやよやゅόろ ゅゆήれりろ ゅぼや り ゆぼόろ, άれをやゎむ も みίゅも. ６や 
るぼわέれむろ έんぼゆゆぼよ ゅぼゃ’りみόよ «ょぼゅάれやりや りἱ ἄょァょりや ἐよ ὀみῶ, りἱ るりれむゐόょむよりや ἐよ よόょァ 
１ゐれίりゐ»33. ６ ゆぼわίよりろ ぼれをやむれむύろ れァわά わりゐろ ょりよぼをりύろ ぼよ むίよぼや ぼゆもゃή わぼ όゎぼ むίるむ り 
«ょぼϊゎわόれぼろ» ‰よみれέぼろ, όわや みもゆぼみή όゎりや るれりゎゑέれりゐよ άめゐょぼ ぽれίゎゅりよわぼや ょέゎぼ ゎわり 
ぽόゃれり わもろ ぼるァゆむίぼろ ァろ るゆぼよもょέよりや, よりょりゃむわώよわぼろ, ゅぼゅώろ, るれάまょぼわぼ ぼよわίゃむわぼ 
わもろ ぼゆもゃむίぼろ. ６ ゎゐままれぼゑέぼろ むみώ わりるりゃむわむί わりゐろ まέれりよわむろ ょむ ょίぼ ゑァよή, ゎぼよ 
ぼれをぼίぼ われぼまァみίぼ, よぼ ぼよわぼるりゅれίよりよわぼや «ἠょむῖろ りὕわァろ ゆέまりよわむろ ὅわや ὅゎりや わῶよ 
ἀめύょァよ ょむわぼゆぼょぽάよりゐゎや, わῆろ ἀゆもゃむίぼろ ἐゅるίるわりゐゎや ゅぼί ἐよぼよわίぼ わりゐ ἁまίりゐ 
†ὐぼままむゆίりゐ ゅぼί わῶよ ◯むίァよ ♭れぼゑῶよ ゅぼί わῶよ ἁまίァよ ゎゐよόみァよ るぼれぼみりまょぼわίめりゐゎや ゅぼί 
るむるゆぼよもょέよりや むἰゎί, ゅぼί りὔを りἱ めῶよわむろ ょόよりよ, ἀゆゆά ゅぼί りἱ るれりぼるむゆゃόよわむろ»34. 

‰ゅりύりよわぼろ ぼゐわりύろ わりゐろ ゆόまりゐろ り ２ぼわίよりろ ぼれをやむれέぼろ, ゅぼわむゆήゑゃもゅむ ぼるό 
ぼゅぼわάゎをむわり ゃゐょό ゅぼや みやέわぼらむ よぼ れやゑゃりύよ όゆりや ゎわも ゑゐゆぼゅή, ゃέゆりよわぼろ ょむ わもよ 
ゑゐゆάゅやゎも よぼ わりゐろ ぼよぼまゅάゎむや よぼ ゐるぼゅりύゎりゐよ, むάよ わりゐろ έぽれやゎゅむ ぼょむわάゃむわりゐろ 
ゎわもよ まよώょも わりゐろ, ゃぼ わりゐろ むるέぽぼゆむ ゎむ ゎゅゆもれό ゃάよぼわり. Ａόわむ りや みήょやりや, άゆゆりゐろ 
ゎύれりよわぼろ わりゐろ ょむ ぽίぼ, άゆゆりゐろ みέれよりよわぼろ わりゐろ, άゆゆりゐろ ゎるれώをよりよわぼろ  をァれίろ 
ょέわれり, άゆゆりゐろ をわゐるώよわぼろ ぼわやょァわやゅά ょむ わぼ みόれぼわά わりゐろ ゅぼや άゆゆりゐろ われぼぽώよわぼろ 
ゅぼや ょぼみώよわぼろ わぼ まέよむやぼ わりゐろ ゅぼや ぽれίめりよわぼろ わりゐろ ょむ ゆόまりゐろ ぼるれむるむίろ, 
ぼるりゅぼゆώよわぼろ わりゐろ ゎゅύゆりゐろ ゅぼや «るぼわむれίよりゐろ» ゅぼや άゆゆぼ るぼれόょりやぼ ぼゎむぽή ゆόまやぼ, 
わりゐろ έれやらぼよ ゎわもよ ゑゐゆぼゅή.  
 

６や るれりゎむゐをέろ –     («…るりゐ むίをむ ゎわぼ ょάわやぼ んもゑやみァわόよ わりよ ゅぼもょό わもろ Οァょやりゎύよもろ, 

むゅむίよりゐ わりゐ るむゆάまりゐ わりよ ゅぼもょό ゎぼよ ήぽれむ わり めύまやぼゎょぼ わもろ ゅぼゆりゎύよもろ….») 

Ａぼ ょぼよわάわぼ るήまぼよ ぼるό άゅれも ゎむ άゅれも ゎむ όゆり わり よもゎί, «ゑόぽりろ ゅぼί われόょりろ ἦゆゃむよ 
ἐるί るάよわぼろ わりύろ ゅぼわりやゅりῦよわぼろ ἐよ わぼύわも わή よήゎァ ８ァょぼίりゐろ»,  ύんァよぼよ わぼ をέれやぼ 
わりゐろ ゎわりよ りゐれぼよό ゅぼや ょむ みάゅれゐぼ やゅέわむゐぼよ わりよ ◯むό. ６ ゎゐままれぼゑέぼろ, ぼれをίめむや むみώ 
                                                           
31 Ｅぼゆょ. ８やή’ｱｳｳ. 
32 Ｅぼゆょ. ６’8. 
33 Ｅぼゆょ. ８やή’ｱ. 
34 «†ょむίろ έわゎや ゆέょむ, όわや όゎりや ょむわぼゆぼょぽάよりゐよ わぼ άめゐょぼ, らむるέゑわりゐよ ぼるό わもよ ぼゆήゃむやぼ ゅぼや みりまょぼわίめりゐよ 
ぼよわίゃむわぼ るれりろ わり άまやり †ゐぼままέゆやり ゅぼや わやろ ゃむίむろ まれぼゑέろ, ゅぼや わやろ ぼまίむろ ９ゐよόみりゐろ, ゅぼや むίよぼや るゆぼよもょέよりや, 
όをや ょόより りや めώよわむろ, ぼゆゆά ゅぼや ぼゐわりί るりゐ έをりゐよ るむゃάよむや». 
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ょむ ょίぼ ゎむやれά るれりゎむゐをώよ, わもよ ゅりやよή るれりゎむゐをή わァよ りれゃりみόらァよ １ゐるれίァよ, わもよ 
ゅりやよή るれりゎむゐをή わァよ りゎやりょぼれわύれァよ ゅぼや わもよ るれりゎァるやゅή るれりゎむゐをή むよόろ むゅάゎわりゐ 
ぼるό ぼゐわりύろ. 

 

 Η ゅりやよή るれりゎむゐをή わωよ ８ωょやώよ むίをむ ァろ むらήろ╈ «ἐるやぽゆむんりよ, １ύれやむ, ἐら りὐれぼよりῦ ゅぼί 
ἴみむ ゅぼί ἐるやゎゅむんぼや わήよ ἄょるむゆりよ わぼύわもよ ゅぼί ゅぼわぼれわやゎぼや ぼὐわήよ, ἤよ ἐゑύわむゐゎむよ ἡ みむらやά 
ゎりゐ, ἤわやろ わῷ ゎῶ ὀよόょぼわや ἠれむわίゎぼわり ἀるりゃぼよむῖよ, ἴみむ わήよ ゅάゅァゎやよ ἠょῶよ, ἴみむ ゅぼί わήよ 
ゃゆίんやよ, るάよわァよ ἠょῶよ ゅぼわぼゅゐれίむゐゎぼよ りἱ ぼἱょりぽόれりや ゃῆれむろ りΧわりや ゅぼί ὡろ ゆέりよわむろ 
ぽれύをりよわぼや, ἀゆゆά わりύろ ἐゅゆむゅわりύろ ゎりゐ, １ύれやむ, わりύわりゐろ わりύろ るぼわέれぼろ ἠょῶよ, りἵわやよむろ 
ὑるέれ わῆろ ἀゆもゃむίぼろ ἑぼゐわりύろ ἐらέみァゅぼよ ἀるりゃぼよむῖよ ゅぼί ἀよわやゎわῆよぼや わりῖろ るりよもれりῖろ 
ἄれをりゐゎやよ ἠょῶよ ゅぼί わゐれάよよりやろ, ἐるやぽゆむんりよ むἰろ ぼὐわりύろ ゅぼί みόろ ἰゎをύよ ゅぼί ゅれάわりろ ゅぼわά 
わῶよ ἐよぼよわίァよ, ὅるァろ みί ぼὐわῶよ みりらάゎゃも わό ὄよりょά ゎりゐ わό ἅまやりよ ゅぼί わό ὀれゃόみりらりよ 
るぼれれもゎやぼゎゃむίも ゅぼί わό わむわぼるむやよァょέよりよ ゅぼί ὑるόみりゐゆりよ るりίょよやりよ ょむまぼゆゐよゃむίも». 
 

６や ょりよぼをりί, ぼゑりύ れίゑゃもゅぼよ ゎわも ゑゐゆぼゅή, るれりゎむύをりよわぼよ: «◯むέ ゅぼί １ύれやむ, ὁ 

ゅぼわぼらやώゎぼろ ἐょᾶろ わりύろ みりύゆりゐろ ゎりゐ ὑるέれ わῆろ ὀれゃりみόらりゐ るίゎわむァろ わぼῦわぼ るぼゃむῖよ, 
ἀらίァゎりよ ゅぼί ἐよίゎをゐゎりよ むἰろ わό ἑらῆろ ゅぼί むὐゃゐみれりょῆゎぼや ἐよ わりῖろ みやゅぼやώょぼゎί ゎりゐ ゅぼί ょή 
ὑるむよみりῦよぼや わりῖろ ぽぼゎάよりやろ, ἀゆゆ‒むἰろ ἐよ ἠょᾶろ ゑれりよむῖよ ゅぼί るぼゃむῖよ ゎゐよわάらりよ, ὅわや ἅまやりろ 
むἰ むἰろ わりύろ ぼἰώよぼろ, ἀょήよ»35.  

 

６ ゅぼゃέよぼろ ぼるό わりゐろ ょりよぼをりύろ, ゐるりょέよりよわぼろ わもよ わぼゆぼやるァれίぼ わもろ ゑゐゆάゅやゎもろ, 
むゐをぼれやゎわりύゎむ わりよ ◯むό ゅぼや をれもゎやょりるりやりύゎむ わぼ ぼよάゆりまぼ ゆόまやぼ わりゐ んぼゆょァみりύ. 
Έわゎや も るれりゎァるやゅή るれりゎむゐをή わりゐ ゅぼゃむよόろ ήわぼよ έよぼろ んぼゆょόろ, ぼよぼゆόまァろ. ６ 
０ァάよよもろ έゆむまむ╈ «ゅぼί まάれ ἐゅάゃやゎぼよ ἄれをりよわむろ ゅぼί ゅぼわ‒ἐょりῦ ゅぼわむゆάゆりゐよ, ὁ みέ 
みりῦゆりろ ゎりゐ ἠみりゆέゎをむや むἰ わりῖろ みやゅぼやァょぼゎί ゎりゐ»36. ６ «ἠまやぼゎょέよりろ» １όよァよ έゆむまむ╈ 
«ἐるむるόゃもゎむよ ἡ んゐをή ょりゐ わりῦ ἐるやゃゐょῆゎぼや わά ゅれίょぼわά ゎりゐ ἐよ るぼよわί ゅぼやれῶ»37. ６ 
«ゅぼゃぼれόろ わή ゅぼれみίぼ» ０むれむょίぼろ έゆむまむ╈ «るぼれぼよόょりゐろ ἐょίゎもゎぼ, わόよ みέ よόょりよ ゎりゐ 
ἠまάるもゎぼ, ぽりもゃόろ ょりゐ ゅぼί ἀよわやゆήるわァれ ょりゐ むἰ ゎύ, むἰろ わりύろ ゆόまりゐろ ゎりゐ ἐるやゆるもゎぼ»38.  

６ ３άれゅりろ «ὁ るむゑァわやゎょέよりろ わῷ るよむύょぼわや» έゆむまむ╈ «ἐゅゅゆίよぼわむ ἄる ἐょりῦ 

るりよもれむゐόょむよりや ゅぼί ἐらむれむゐよήゎァ わάろ ἐよわりゆᾶろ わりῦ ◯むりῦ ょりゐ»39. ６ １ύれやゆゆりろ, «ὁ わῆろ 
ἀゆもゃむίぼろ ゅῆれゐら», έゆむまむ╈ «ὁみόよ ἀゆもゃむίぼろ ἠれむわやゎάょもよ, わά ゅれίょぼわά ゎりゐ りὐゅ 
ἐるむゆぼゃόょもよ»40. ６ «ゃぼゐょぼゎわόろ» ◯むόゅわやゎわりろ έゆむまむ╈ «ぽりήゃもゎりよ ょりί, １ύれやむ, ゅぼί 
ゎァゃήゎりょぼや ゅぼί ょむゆむわήゎァ わりῖろ みやゅぼやώょぼゎί ゎりゐ みやά るぼよわόろ»41. ６ «わぼるむやよόろ わά 
るάよわぼ» ♯ぼれよάぽぼろ έゆむまむ╈ «むわぼるむやよώゃもよ むώろ ゎゑりみれά, １ύれやむ, めもゎόよ ょむ ゅぼわά わりよ 
ゆόまりよ ゎりゐ42 ゅぼί ἀるりゃぼよりῦょぼや ἐよ わή ἀゆもゃむίぼ ゎりゐ». ６ ３άらやょりろ, «ὁ ゅぼί わή ἐるァよゐょίぼ 

                                                           
35 «◯むέ ゅぼや １ύれやむ, ゎゐ るりゐ ゅぼわぼらίァゎむ むょάろ わりゐろ みりύゆりゐろ ゎりゐ よぼ るάゃりゐょむ ぼゐわά ゐるέれ わもろ りれゃりみόらりゐ 
るίゎわむァろ, ぼらίァゎむ ゅぼや むよίゎをゐゎむ ょぼろ ゅぼや ゎわもよ ゎゐよέをむやぼ よぼ るりれむゐゃりύょむ むゐゃέァろ るれりろ わぼ みやゅぼやώょぼわぼ ゎりゐ 
ゅぼや よぼ ょもよ ゐるりゅύんりゐょむ ゎわぼ ぽάゎぼよぼ, ぼゆゆά έよァゎむ ょぼろ όゆりゐろ ゎむ έよぼ ゅぼや ゎわり ゑれόよもょぼ ゅぼや ゎわぼ 
るぼゃήょぼわぼ, みやόわや むίゎぼや άまやりろ むやろ わりゐろ ぼやώよぼろ.». 
36 Ｅぼゆょ. ８やή’ｲｳ. 
37 Ｅぼゆょ. ８やή’ｲｰ. 
38 Ｅぼゆょ. ８やή’ｱｱｳ-114. 
39 Ｅぼゆょ. ８やή’ｱｱｵ. 
40 Ｅぼゆょ. ８やή’ｳｰ. 
41 Ｅぼゆょ. ８やή’ｱｱｷ. 
42 Ｅぼゆょ. ８やή’ｴｶ. 
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ἀゆゆά ゅぼί わή るれάらむや ７άまゅぼゆりろ» έゆむまむ╈ «ゅぼί ἐゆάゆりゐよ ἐよ わりῖろ ょぼれわゐれίりやろ ゎりゐ 
ἐよぼよわίりよ ぽぼゎやゆέァよ ゅぼί わゐれάよよァよ ἀれをやむれέァよ ぼἵ りὐゅ ἠゎをゐよόょもよ». ６ ◯むόまよァゎわりろ, «ὁ 

わῷ ◯むῶ まよァゎわόろ» έゆむまむ╈ «ゅぼί ἐょむゆέわァよ ἐよ わぼῖろ ἐよわりゆぼίろ ゎりゐ, ἄろ ἠまάるもゎぼ ゎゑりみれά, 
ゅぼί ἦれぼ わάろ をむίれぼろ ょりゐ るれόろ わάろ ἐよわりゆᾶろ ゎりゐ, ἄろ ἠまάるもゎぼ, ゅぼί ἠみりゆέゎをりゐよ ἐよ わりῖろ 
みやゅぼやώょぼゎί ゎりゐ»43. ６ «ゃむῖりろ» ０ァゎήゑ έゆむまむ╈ «ὑるむれήゑぼよりや るぼれもよόょりゐよ ἕァろ ゎゑόみれぼ, 
ἀるό みέ わりῦ よόょりゐ ゎりゐ りὐゅ ἐらέゅゆやよぼ»44. ６ ♭むよよάみやりろ, «ὁ ἐゅ わῆろ まむよよήゎむァろ ぼὐわῆろ わῷ 

１ゐれίァ ἀゑやむれァゃむῖろ», έゆむまむよ╈ «ἡ んゐをή ょりゐ ἐよ わりῖろ をむれゎί ゎりゐ みやά るぼよわόろ ゅぼί わりῦ 

よόょりゐ ゎりゐ りὐゅ ἐるむゆぼゃόょもよ»45. ６ ♭むれάゎやょりろ, «ὁ まέれぼろ46 わίょやりよ わῷ ◯むῶ るれりゎάらぼろ» 

έゆむまむ╈ «るぼれぼよόょりゐろ ἐょίゎもゎぼ, わόよ みέ よόょりよ ゎりゐ ἠまάるもゎぼ, ぽりもゃόろ ょりゐ ゅぼί 
ἀよわやゆもるわώれ ょりゐ むἰ ゎύ, むἰろ わりύろ ゆόまりゐろ ゎりゐ ἐるήゆるやゎぼ»47. ６ ♭むれょぼよόろ, «ὥゎるむれ わί 
ἕれょぼやりよ48» έゆむまむ ゅぼや ぼゐわόろ ょむ わぼ ゆόまやぼ わりゐ ♪ぼぽίみ╈ «ょέわりをりろ ἐまώ むἴょや るάよわァよ わῶよ 
ゑりぽりゐょέよァよ ゎέ ゅぼί わῶよ ゑゐゆぼゎゎόよわァよ ゎέ ゅぼί ゑゐゆぼゎゎόよわァよ わάろ ἐよわりゆᾶろ ゎりゐ».49  

 

‰ゑりύ ゎゐょるゆもれώゃもゅむ り έよぼ をれόよりろ, りみもまήゃもゅぼよ るάゆや まやぼ わも みむύわむれも むらέわぼゎも 
るれりろ わりよ ゆぼわίより ぼれをやむるίゎゅりるり, むゅむίよりろ れώわもゎむ ぼよ άゆゆぼらぼよ ゎわぼ όゎぼ るίゎわむゐぼよ 
ぼゆゆά りや ょりよぼをりί, らぼよά ょむ έよぼ ゎわόょぼ ゑώよぼらぼよ «よά ょή みώゎむや ὁ １ύれやりろ よά 
ゅれύんりゐょむ わήよ ἀゆもゃむίぼ ゅぼί よά ゑぼよむれώゎりゐょむ わό んむῦみりろ…ἄろ むἶよぼや まよァゎわό ゎέ ゎέよぼ, 
みέゎるりわぼ, るῶろ ὅ,わや むἴるぼょむ, わό ἴみやり るάゆや ゅもれύゎゎりゐょむ ゅぼί ゆέょむ ゅぼί みέ ゃά るぼύゎりゐょむ よά 
ゆέょむ, ὅわや ぼὐわりί るりύ ょむわぼゆぼょぽάよりゐよ ἄめゐょぼ むἶよぼや ょέわりをりί わもろ ἀるァゆむίぼろ».  Έわゎや, 
るぼれέみァゎぼよ わりゐろ ょりよぼをりύろ らぼよά ゎわりゐろ みήょやりゐろ ゅぼや ゅゆむίゎわもゅぼよ ゎわもよ ゑゐゆぼゅή.  
 

♪むύわむれも †らέわぼゎも 

 

３むわά ぼるό われίぼ をれόよやぼ り ゆぼわίよりろ ぼれをやむるίゎゅりるりろ ゃέゆりよわぼろ よぼ ゑύまむや まやぼ わぼ 
やむれりゎόゆゐょぼ, έゑむれむ わりゐろ るぼわέれむろ まやぼ Ａれίわも むらέわぼゎも ώゎわむ ょむ われやるゆή むれώわもゎも よぼ 

ぽむぽぼやァゃむί わぼ るれぼまょぼわやゅά わりゐ ゑれりよήょぼわぼ╈ «†ἰるᾶわむ みέ ょりί, ょりよάめりよわむろ, わί 
ἐゎゅέんぼゎゃむ るむれί わりῦ ἀめύょりゐ╉ Ἔゎわや ゎῶょぼ Ｄれやゎわりῦ わりῦ ἀゆもゃやよりῦ ◯むりῦ ἤ りΧ╉». †ゅむίよりや 
ぼるάよわもゎぼよ, «ょή まέよりやわり Ｄれやゎわέ ♯ぼゎやゆむῦ, わりやりῦわりよ むἶよぼや わό ἄめゐょりよ, ὡろ ゎύ ゑήろ».  
９わぼ われίぼ をれόよやぼ わもろ ぼやをょぼゆァゎίぼろ わりゐろ ゐるέゎわもゎぼよ わόゎぼ みむやよά るりゐ も まゆώゎゎぼ みむよ 
ょるりれむί よぼ むゅゑれάゎむや, るόより, ょόをゃり, わやろ わぼゆぼやるァれむίむろ ぼるό わもよ るむίよぼ ゅぼや わもよ みίんぼ, 
わり んύをりろ ゅぼや わもよ まゐょよόわもわぼ. ♪έをわもゅぼよ όょァろ むゅりύゎやぼ わり ょぼれわύれやり ぼゐわό ゎわも 
んゐをή わりゐろ ゅぼや ゅれάわもゎぼよ まむよよぼίぼ わもよ るίゎわも わりゐろ. 
 

♪むよ άれまもゎむ よぼ ゅりやょもゃむί り るれώわりろ ぼるό ぼゐわりύろ, り ◯むりみώれもわりろ, り りるりίりろ ήれゃむ ぼるό 
わり １ぼゆόよ Όれりろ ゅぼや ょむわりよりょάゎわもゅむ ◯むόまよァゎわりろ. ６ ◯むりみώれもわりろ, ょέゎぼ ゎむ ぼゐわά 
わぼ みむゎょά, έるむゎむ ゎむ ぽぼゎぼよやゎわやゅή よόゎり ゅぼや るぼれέみァゎむ わも んゐをή わりゐ ゎわりよ ◯むό. Όわぼよ 
わり るゆもれりゑりれήゃもゅむ り ‰よみれέぼろ, みやέわぼらむ よぼ るάれりゐよ わも よむゅれή わりゐ ゎァれό ゅぼや よぼ わも 
ゎύれりゐよ みやぼ ょέゎりゐ わもろ るόゆもろ ゅぼや をァれίろ りίゅわり よぼ わり れίらりゐよ ゎわもよ ゑァわやά. Έわゎや ゅや 
έまやよむ. †わりίょぼゎぼよ わもよ ゑァわやά, ゅや ぼゑりύ έゎゐれぼよ わり ゆむίんぼより わりゐ ゎわり みやάぽぼ わもろ るόゆもろ 

                                                           
43 Ｅぼゆょ. ８やή’ｴｷ-48. 
44 Ｅぼゆょ. ８やή’ｵｱ. 
45 Ｅぼゆょ. ８やή’ｱｰｹ. 
46 ♭έれぼろ = ぽれぼぽむίりよ, わやょもわやゅόよ みώれりよ. 
47 Ｅぼゆょ. ８やή’ｱｱｳ-114. 
48 ΄†れょぼやりよ = みώれりよ わりゐ ◯むりύ †れょりύ. 
49 Ｅぼゆょ. ８やή’ｶｳ. 
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みήゃむよ まやぼ むらむゐわむゆやゎょό わりゐ まέよりゐろ όるァろ ゆέむや り ゎゐままれぼゑέぼろ, わり έれやらぼよ ゎむ ぼゐわήよ. 
Έわゎや わむゆむやώゃもゅむ わり ょぼれわύれやり わりゐ ゅぼわά わり έわりろ ｱｲｳｱ ゎわやろ ｵ ‰るれやゆίりゐ.  
 

６や όゎやりや るぼわέれむろ, まよァれίめりよわぼろ わもよ ぼよぼをώれもゎも わりゐろ るれりろ わりよ ◯むό, ゅぼわぼらίァゎぼよ 
わりゐろ ぼみむれゑりύろ わりゐろ るりゐ みむよ るήれぼよ わり ぼままむゆやゅό ゎをήょぼ. Έわゎや, り ３ぼわゃぼίりろ 
ょむわりよりょάゎわもゅむ ３άれゅりろ, り １ゆήょもろ １ゐれやゆゆりろ, り ◯ァょάろ ◯むόゅわやゎわりろ, り ♯ぼれよάぽぼろ 
♯ぼれゆぼάょ, り ３ぼゅάれやりろ ぼるό わり １ぼゆόよ Όれりろ ３άらやょりろ, り ０ゆぼれίァよ ０ァゎήゑ, り ０まよάわやりろ 
♭むよよάみやりろ, り ♭れもまόれやりろ ♭むれάゎやょりろ ゅぼや わりよ ♭むれόよわやりよ ♭むれょぼよό. †よよέぼ ぼるό わりゐろ 
όゎやりゐろ るぼわέれむろ έゆぼぽぼよ わり ぼままむゆやゅό ゎをήょぼ ょέゎぼ ゎわも ゑゐゆぼゅή. 
 

Η Ａれίわも むらέわぼゎも 

 

¶ よέぼ ゅぼや わむゆむゐわぼίぼ むらέわぼゎも わァよ るぼわέれァよ, ゅぼゃώろ ゅぼや も わむゆむゐわぼίぼ わりゐろ 
ぼるάよわもゎも ょるれりゎわά ゎわりよ ゆぼわίより ‰よみれέぼ, ゃぼ ょるりれりύゎむ よぼ ゃむァれもゃむί ァろ ゎύょぽりゆり 
るίゎわむァろ, ょίぼ みりまょぼわやゅή  ぼるりゆりまもわやゅή ぼよわぼるόゅれやゎも わもろ るίゎわむァろ わりゐろ, ぼゑりύ 
ゑぼίよむわぼや むるίゎもろ όをや も ぼゑりれょή わりゐ ょぼれわゐれίりゐ わりゐろ, みもゆぼみή, も ゅりやよァよίぼ わァよ 
ぼめύょァよ, ぼゆゆά も みりまょぼわやゅή みやぼゑりれά όゎり ぼゑりれά わもよ むゅるόれむゐゎも わりゐ ‰まίりゐ 
７よむύょぼわりろ. ９わもよ むれώわもゎも わりゐ ‰よみれέぼ╈ «ἔわや ἐょょέよむわむ わή るれりわέれぼ ὑょῶよ 
ゅぼゅりぽりゐゆίぼ ゆέまりよわむろ, ὅわや わό ἄめゐょりよ ἁまやぼめόょむよりよ ὑるό わりῦ ἱむれέァろ りὐゅ ἔゎわや ゎῶょぼ 
Ｄれやゎわりῦ わりῦ ἀゆもゃやよりῦ ◯むりῦ ἠょῶよ╉»50, ぼるぼよわりύよ ょむ めァもれή, ゅれぼゐまぼゆέぼ ゑァよή╈  

 

«†ょむίろ έわゎや ぼるりゅれやよόょぼゎわむ ゅぼや まやぼ よぼ ぼゅりύゎりゐよ όゆりや りや 
るぼれむゐれやゎゅόょむよりや むるやぽむぽぼやώよりゐょむ ゅぼや みやぼょぼれわゐれόょぼゎわむ, ゅぼや 
ょも ぼるりぽゆέんむわむ ゎむ ょぼろ わりゐろ ゑわァをりύろ ゅぼや わぼるむやよりύろ ょりよぼをりύろ 
ゅぼや るむれやゑれりよήゎむわむ わもよ わやょァれίぼ, りύわむ わもよ ゅれίゎも わァよ るむよήわァよ 
よぼ ゆりまぼれやάゎむわむ ァろ わやるりわέよやぼ, ぼゆゆά るぼれぼわもれώよわぼろ ょむ 
るれりゎりをή わもよ ぼゆήゃむやぼ ぼるりみώゎわむ ょむ ぼゅれίぽむやぼ わり みίゅぼやり, ょήるァろ 
るむれやゑれりよώよわぼろ わりゐろ ょやゅれりύろ わりύわりゐろ άよみれむろ ゃむァれώよわぼろ わりゐろ 
むゐわむゆむίろ, ゅぼわぼゅれやゃむίわむ ぼるό ぼゐわόよ るりゐ わぼ るάよわぼ むるやぽゆέるむや, 
わりよ みίゅぼやり ゅれやわή ゅぼや １ύれやり ょぼろ. †ょむίろ むίょぼゎわむ Ｄれやゎわやぼよりί 
りれゃόみりらりや みりύゆりや わりゐ ◯むりύ わりゐ ゐんίゎわりゐ, ゅぼや るやゎわむύりゐょむ ゎわりよ 
７ぼわέれぼ, わりよ Ｂやόよ ゅぼや わり Άまやりよ ７よむύょぼ, ７ぼわέれぼ άよぼれをりよ, Ｂやόよ 
ゎゐよάよぼれをりよ, ７よむύょぼ ゎゐよぼϊみやりよ, わり むゅるりれむゐόょむよりよ ぼるό わりよ 
７ぼわέれぼ ゅぼや ぼよぼるぼゐόょむより ゎわりよ Ｂやόよ, わもよ るぼよぼまίぼよ Ａれやάみぼ, 
όるァろ りや ゃむίりや るぼわέれむろ むみりまょάわやゎぼよ ゎわり άまやり ゎύょぽりゆり. １ぼや 
ゎわりよ έよぼよ わもろ ぼまίぼろ ぼゐわήろ Ａれやάみりろ, わりよ １ύれやり もょώよ ０もゎりύ 
Ｄれやゎわόよ, るりゐ ゅぼわέぽもゅむ ぼるό わりゐろ りゐれぼよりύろ ゅぼや ゎぼれゅώゃもゅむ 
ぼるό わり Άまやり ７よむύょぼ ゅぼや わもよ ７ぼれゃέより ３ぼれίぼ ゅぼや έまやよむ 
άよゃれァるりろ, ゅぼや ゎわぼゐれώゃもゅむ ゅぼや わάゑもゅむ ゅぼや わもよ Ａれίわも もょέれぼ 
ぼよぼゎわήゃもゅむ ゅぼや ぼよぼゆήゑゃもゅむ ゎわりゐろ りゐれぼよりύろ ゅぼや ゅάゃやゎむ ゎわぼ 
みむらやά わりゐ ７ぼわれόろ, ゅぼや るάゆやよ ゃぼ έれゃむや ょむ みόらぼ まやぼ よぼ ゅれίよむや 
めァよわぼよりύろ ゅぼや よむゅれりύろ, わりゐ りるりίりゐ も ぽぼゎやゆむίぼ みむよ έをむや わέゆりろ. 

                                                           
50 «‰ゅόょも むるやょέよむわむ ゎわもよ るれりもまりύょむよも ゅぼゅりまよァょίぼ ゆέまりよわぼろ, όわや わり άめゐょり ぼまやぼめόょむより ぼるό わりよ やむれέぼ 
みむよ むίよぼや ゎώょぼ Ｄれやゎわりύ わりゐ ぼゆもゃやよりύ ◯むりύ ょぼろ╉» 
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７やゎわむύりゐょむ ゅぼや むやろ わり るぼよάまやり ゅぼや るぼよわέゆむやり ゎώょぼ わりゐ, わり 
りるりίり ょむ わぼ みやゅά わりゐ をέれやぼ るぼれέみァゎむ ゎわりゐろ ぼまίりゐろ わりゐ 
ょぼゃもわέろ ゅぼや ぼるりゎわόゆりゐろ ゆέまりよわぼろ╈ «ゆάぽむわむ, ゑάまむわむ, わりύわり 
ょりゐ むゎわί わり ゎώょぼ, わりύわり るりやむίわむ むやろ わもよ むょήよ ぼよάょよもゎやよ, わりゐわό 
έゎわやよ も ゅぼやよή みやぼゃήゅも».51 １ぼや ぼゐわりί るぼれέみァゅぼよ わもよ ょやぼ ゅぼや 
１ぼゃりゆやゅή †ゅゅゆもゎίぼよ, も りるりίぼ ゎむ όゆもよ わもよ りやゅりゐょέよも ょむわέゑむれむ 
わもよ りれゃή みりらぼゎίぼ ゅぼや るίゎわも, ゅぼや ぼゐわή, όるァろ みやぼゅもれύわわりゐよ わぼ 
ゃむίぼ ゅぼや やむれά むゐぼままέゆやぼ ゅぼや όゆりや りや άまやりや, むίよぼや わり έよめゐょり, わり 
りるりίり ゅぼや るれόゎゑむれぼよ まやぼ ゃゐゎίぼ ゅぼや ょέをれや ゎήょむれぼ ぼゐわό 
むらぼゅりゆりゐゃりύょむ ゑゐゆάゎゎりよわむろ ゅぼや るやゎわむύりゐょむ ゅぼや りょりゆりまりύょむ. 
１ぼや ぼよ ょύれやりゐろ ゃぼよάわりゐろ むるやゑέれむわむ ゎむ ょぼろ, ゅぼゃόゆりゐ みむよ ゃぼ 
ょぼろ むらぼゎゃむよήゎむわむ ぼるό わもよ ゎわむれむά ぼゐわήよ ぼよわίゎわぼゎも ゅぼや 
りゐみέるりわむ ゃぼ ゑぼよりύょむ ゅぼわώわむれりや わァよ るぼわむれやゅώよ るぼれぼみόゎむァよ 
ゅぼや わァよ ぼるりゎわりゆやゅώよ みやぼわάらむァよ ゅぼや όゆァよ わァよ ぼまίァよ. １ぼや ぼよ 
ゅάるりやりろ みむよ るやゎわむύむや ゎむ ぼゐわά りύわむ わぼ ぼゅりゆりゐゃむί, ぼゐわόろ みむよ 
ぼよήゅむや ゎわりゐろ るやゎわりύろ りれゃりみόらりゐろ ぼゆゆά むίよぼや りゆりゑάよむれぼ 
ぼやれむわやゅόろ, むるむやみή ぼゐわόろ るりゐ έゎわァ ゅぼや ゆίまり むらέゅゆやよむ わもろ 
りれゃりみόらりゐ るίゎわむァろ むίよぼや ぼやれむわやゅόろ ゅぼや ゐるόゅむやわぼや ゎわり ぼよάゃむょぼ 
わァよ ぼやれむわやゅώよ. †άよ みむよ ょぼろ むれァわάろ まやぼ わぼ άめゐょぼ, むょむίろ みむよ 
ήゆゃぼょむ よぼ ゎゐめもわήゎりゐょむ ょぼめί ゎりゐ まや ぼゐわά, ぼゆゆά りύわむ ゅぼゃόゆりゐ 
ゃむゆήゎぼょむ よぼ ゅάよりゐょむ みやάゆりまり ょむ ゅάるりやりよ ゎむ ぼゐわόよ わりよ わόるり, 
ぼゆゆά ょόより よぼ ょむれやょよりύょむ まやぼ わもよ みやゅή ょぼろ ゎァわもれίぼ. †るむやみή 
όょァろ ょむ わもよ ぽίぼ ょぼろ ぼよぼまゅάめむわむ よぼ ょやゆήゎりゐょむ, やみりύ ゆέまりょむよ 
ゅぼや ぼゆもゃやよά ぼよぼままέゆりゐょむ όわや みむよ ゃぼ ょやゆήゎりゐょむ ゅぼわά わり みやゅό 
ょぼろ ゃέゆもょぼ, ぼゆゆά ゅぼわά わもよ るぼれάみりゎも わァよ ‰まίァよ ♭れぼゑώよ. 
９ゐよむわやゎゃむίわむ ゆりやるόよ ぼるό わぼ ゆόまやぼ ょぼろ ゅぼや ぼるό わり わや りれίめりゐよ りや 
◯むίむろ ♭れぼゑέろ, ょήるァろ ύゎわむれぼ むよώ ょむわぼよやώゎむわむ ゐるむれぽりゆやゅά 
みむよ έをむわむ ゅぼょょやάよ ァゑέゆむやぼ. ９わもよ １ぼやよή ♪やぼゃήゅも りύわむ ゎむ ょίぼ 
るむれίるわァゎも みむよ ぽれίゎゅむわぼや, όわや り Ｄれやゎわόろ るぼれέみァゎむ わり άめゐょり, 
りύわむ りや ぼるόゎわりゆりや, ょも まέよりやわり. １ぼゃέよぼろ むるりょέよァろ るりゐ みむよ 
りょりゆりまむί όわや るぼれぼみόゃもゅむ ゎわもよ １ぼゃりゆやゅή †ゅゅゆもゎίぼ わり άめゐょり, 
みむよ むίよぼや るやゎわόろ Ｄれやゎわやぼよόろ ゅぼや ゃぼ ぽれむゃむί ゅάわァ ぼるό わぼ 
ぼよάゃむょぼ. †ίよぼや るぼれぼみむゅわό るれぼまょぼわやゅά, ゅぼや わり みやぼぽむぽぼやώよりゐよ 
ゅぼや りや ◯むίむろ ♭れぼゑέろ, όわや わぼ άめゐょぼ むίよぼや わァよ ０りゐみぼίァよ ゅぼや 
ぼゐわりί るりゐ わぼ ょむわぼわれέるりゐよ ゎむ ゎώょぼ Ｄれやゎわりύ, έわゎや りれίめりゐよ りや 
Άまやりや ‰るόゎわりゆりや ゅぼや りや άまやむろ りやゅりゐょむよやゅりί ゎゐよόみりや, όわや むίよぼや 
るぼれάよりょりや ゅぼや έをりゐよ わぼ ゑれりよήょぼわぼ わァよ ０りゐみぼίァよ ゅぼや むίよぼや 
έらァ ぼるό わもよ りれゃόみりらり るίゎわも ゅぼや るぼれぼぽάわむろ わもろ ぼゆもゃやよήろ 
るぼれぼみόゎむァろ, ぼゆゆά ぼゐわό るりゐ ょぼれわゐれむίわぼや ぼるό わり Ｄれやゎわό ゅぼや 
わりゐろ ぼまίりゐろ ぼゆもゃやよό ゎώょぼ Ｄれやゎわりύ むίよぼや わり έよめゐょり, わり りるりίり 
むょむίろ ょぼれわゐれりύょむ ゅぼや ゐるέれ ぼゐわりύ るάゎをりゐょむ ゅぼや むίょぼゎわむ 
έわりやょりや よぼ ぼるりゃάよりゐょむ. †άよ όょァろ みむよ わり るぼれぼみέをむゎゃむ ぼゐわό, り 
ぼるόゎわりゆりろ ７ぼύゆりろ ゆέまむや╈ «も るりやόわもわぼ わりゐ έれまりゐ ゅぼゃむよόろ ゃぼ 
みりゅやょぼゎゃむί ぼるό わもよ ゑァわやά»52, むゅむίよもよ わもよ ゑァわやά, わもよ りるりίぼ ゅぼや 

                                                           
51 ３ぼれゅ. １ろ’ｲｶ, ３ぼれゅ. ０み’ｲｲ, ２りゐゅ. １ぽ’ｱｹ, ‰΄１りれ. ０ぼ’ｲｴ-25. 
52 ‰’ゅりれ. ♭’ｱｳ.╈ «りるりやόよ έゎわやよ むゅάゎわりゐ わり έれまりよ, わり るゐれ みりゅやょάゎむや». 
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るれやよ ゅぼやれό むゃέゎぼょむ ァろ ゎゅりるό ゅぼや みりゅやょぼゎίぼ ゅぼや り ゃむόろ むίよぼや 
έわりやょりろ よぼ ょぼろ みむίらむや ぼるό ぼゐわό わもよ ぼゆήゃむやぼ. †άよ みむ りύわむ ぼゐわό 
ゃέゆむわむ, ぼゆゆά άみやゅぼ るれりわやょήゎむわむ よぼ ょぼろ りみもまήゎむわむ ゎわり 
ゃάよぼわり, り ゅりやよόろ むゅむίよりろ ゅれやわήろ わもよ みίゅぼやも ゅれίゎも わりゐ ゃぼ 
ゑぼよむれώゎむや ぼよάょむゎぼ ゎむ  ょぼろ ゅぼや ゎむ 】ゎぼろ, ぼゐわό ゆりやるόよ るりゐ 
ゎゅりるむύむわむ よぼ ょぼろ ゅάよむわむ, ょも みやゎわάゎむわむ よぼ わり ゅάよむわむ» 

 

‰ゐわά むίるぼよ りや ょりよぼをりί るれりゅぼゆώよわぼろ έわゎや わりよ ‰よみれέぼ, り りるりίりろ ώれやゎむ よぼ わりゐろ 
れίらりゐよ らぼよά ゎわもよ ゑゐゆぼゅή, ょέをれや よぼ ゎゅむゑわむί ゎむ わや ゃάよぼわり ゃぼ わりゐろ ゅぼわぼみίゅぼめむ. ６や 
ょりよぼをりί るέれぼゎぼよ われむやろ ょέれむろ をァれίろ ゑぼまもわό, よむれό, ύるより, ぼよぼょέよりよわぼろ 
るれりゎむゐをόょむよりや わぼ ょぼれわύれやり.  
 

１άるりやりろ ぼるό わりゐろ ゆぼわίよりゐろ, まよώれやょりろ わりゐ ょりよぼをりύ ♭むよよάみやりゐ ぼるό わも ３りよή 
３ぼをぼやれά, わりよ ゅάゆむゎむ まやぼ よぼ わりよ ゎゐょぽりゐゆέんむや よぼ ゎゐょるりれむゐわむί ょむ わぼ るやゎわむύァ わりゐ 
‰よみれέぼ, ょάゆやゎわぼ わりゐ ゐるむよゃύょもゎむ わもよ りやゅりまέよむやぼ わりゐ, わも ょもわέれぼ ゅぼや わもよ ぼみむれゑή 
わりゐ, ώゎわむ よぼ めήゎむや. ６ ♭むよよάみやりろ έょむやよむ ぼるぼれάぽぼわりろ ゎわもよ るίゎわも わりゐ, みむよ έるむゎむ 
ゎわりよ るむやれぼゎょό, ょάゆやゎわぼ も ぼるάよわもゎも わりゐ るれりろ わりよ まよァゎわό わりゐ ２ぼわίより, ήわぼよ 
άまれやぼ ゅぼや まむょάわも ゃゐょό╈ «ἀるόゎわぼ ἀる‒ἐょりῦ, ἐれまάわぼ わῆろ ἀみやゅίぼろ, りὐ まάれ りἶみぼ わί 
ゆέまむやろ. Ａりῦわり ょりί めァή ゅぼί われゐゑή ゅぼί ἀよάるぼゐゎやろ, ὁ みむやよόよ ゎりί ゑぼίよむわぼや, わό るれόらむよりよ 
ἐゅむίよもろ わῆろ ょぼゅぼれやόわもわぼろ. ６ἱ ἐょりί みέ まりよむῖろ, ゅぼί るぼわήれ ゅぼί ょήわもれ ゅぼί ἀみむれゑりί, 
りὑわりί むἰゎίよ りἱ ょむわ‒ ἐょりῦ, りἱ ἠれむわίゎぼよわり ὑるέれ Ｄれやゎわりῦ ἀるりゃぼよむῖよ53. ６ ゎゐままれぼゑέぼろ 
むみώ るぼれりょりやάめむや わり まむまりよόろ ょむ わりよ ０りύみぼ るりゐ むるέゆむらむ よぼ ょもよ むίよぼや ょέれりろ わりゐ 
をりれりύ わァよ ぼるりゎわόゆァよ ぼゆゆά ゅぼや ょむ わりよ έよぼ ぼるό わりゐろ わむゎゎぼれάゅりよわぼ ょάれわゐれむろ, り 
りるりίりろ ゎわむれήゃもゅむ わりゐ ゃむίりゐ ゑァわόろ ゅぼや わもろ まゆゐゅύわもわぼろ わりゐ るぼれぼみむίゎりゐ, έわゎや ゅぼや 
まやぼ わり ♭むよよάみやり るれりゎるάゃもゎむ り ゆぼわίよりろ よぼ まむょίゎむや ょむ みόゆり. ６ ♭むよよάみやりろ るやゎわόろ 
ゎわもよ ゃέゆもゎも わりゐ るれりろ わり ょぼれわύれやり, ゅぼや わりよ みόゆり わりゐ みりゆίりゐ るりゐ ょむ みりゆやόわもわぼ 
みりゆやむύむわぼや, むらέゑゐまむ ゅぼや むゐれέゃもゅむ るάゆや ょむ わもよ むよ Ｄれやゎわώ ぼまέゆも よぼ 
ゎゐよぼまァよίめむわぼや わもよ ゅぼゆήよ άょやゆゆぼよ54. 

 

¶ みίゅも άれをやゎむ らぼよά ょるれりゎわά ゎむ るゆήゃりろ ゆぼりύ, わりゐ ゆぼわやよやゅりύ ゅゆήれりゐ, わり 
ゎわれぼわむύょぼわりろ ゅぼや わりゐ «ἐるやゅれぼわりῦよわりろ わῆろ １ύるれりゐ Ἐれれῆ» , みもゆぼみή わりよ ♯ぼゎやゆやά 
†れれίゅり55. ６ ‰よみれέぼろ るむれやέまれぼんむ むよ ゎゐよわりょίぼ わぼ まむまりよόわぼ όゎりよ ぼゑりれά わりゐろ 
ょりよぼをりύろ, έみむやらむ ゎわりよ れήまぼ わぼ ぼるりみむやゅわやゅά έままれぼゑぼ わもろ りょりゆりまίぼろ わりゐろ ゅぼや るώろ 
έょむやよぼよ ぼょむわάるむやゎわりや ゎわぼ われίぼ をれόよやぼ わもろ ゑゐゆάゅやゎもろ わりゐろ. ６ ぽぼゎやゆやάろ †れれίゅりろ, 
ゎぼよ έよぼろ άゆゆりろ ７όよわやりろ ７やゆάわりろ ゅぼわά わも まよώょも ょりゐ, よίるわむや わぼろ をむίれぼろ わりゐ ゅぼや 
ぼるぼよわά╈ «ゎύ わά わῆろ ἐゅゅゆもゎίぼろ みίゅぼやぼ ゑέれむやろ ゅぼί るれりάまむやろ ゅぼί, むἰ わί ゑぼよむῖ ゎりί 
るりίもゎりよ. Ἐょりί まάれ わά わῶよ ἐゅゅゆもゎやῶよ りὐ みέみりわぼや, ἀゆゆά わά わῶよ みもょりゎίァよ»56. ６ 
                                                           
53 «‰るりょぼゅれύよゃりゐ ぼるό ょέよぼ, むれまάわも わもろ ぼみやゅίぼろ, まやぼわί みむよ まよァれίめむやろ わや ゆέまむやろ. ‰ゐわό るりゐ ゎりゐ 
ゑぼίよむわぼや ぽάゎぼより, まやぼ ょέよぼ むίよぼや めァή ゅぼや ぼるόゆぼゐゎも ゅぼや ぼよάるぼゐゎも ゅぼや ぼやわίぼ むゅむίよもろ わもろ ょぼゅぼれやόわもわぼろ. 
６や みむ みやゅりί ょりゐ まりよむίろ ゅぼや るぼわέれぼろ ゅぼや ょもわέれぼ ゅぼや ぼみむれゑりί, むίよぼや ぼゐわりί るりゐ ぽれίゎゅりよわぼや ょぼめί ょりゐ, ゅぼや 
りや りるりίりや みやάゆむらぼよ よぼ るむゃάよりゐよ まやぼ わりよ Ｄれやゎわό». 
54 «…ゅぼや わりよ みόゆりよ わりゐ みりゆむれώろ みりゆやむゐりょέよりゐ みりゆίりゐ まむよぼίァろ むらέゑゐまむ ゅぼや わも むよ Ｄれやゎわώ ぼύゃやろ ぼまέゆも 
ゎゐよぼょやゆゆώょむよりろ ήよ わもよ ゅぼゆήよ άょやゆゆぼよ» 
55 ６ ぼよήゆやゅりろ みやάみりをりろ わりゐ ６ύまりゐ ‰', り ぽぼゎやゆやάろ †れれίゅりろ, ぽれやゎゅόわぼよ ゐるό わもよ ゅもみむょりよίぼ わりゐ 
♭むれょぼよりύ ぼゐわりゅれάわりれぼ Ｃれむやみむれίゅりゐ ♯', り りるりίりろ ゃέゆもゎむ よぼ ゅぼわぼゆάぽむや わもよ １ύるれり, るれりゑぼゎやめόょむよりろ 
όわや むらゐるもれむわりύゎむ わぼ ゎゐょゑέれりよわぼ わりゐ ゅもみむょりよむゐりょέよりゐ わりゐ. 
56 «むゎύ りみもまむίろ ゅぼや をむやれίめむゎぼや わぼ みίゅぼやぼ わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ ゅぼや ό,わや ゎりゐ ゑぼよむί ゎァゎわό るれάらむ. ９΄むょέよぼ みむよ 
みώゃもゅぼよ わぼ わァよ むゅゅゆもゎやώよ, ぼゆゆά わぼ わりゐ みもょりゎίりゐ». 
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２ぼわίよりろ ゎもょむやώよむや όわや みむよ むるやわれέるむわぼや まやぼ わもよ むゅゅゆもゎίぼ よぼ ゎゅりわώゎりゐよ ゅぼよέよぼ, 
ぼゆゆά ょむわά わもよ ぼるόゑぼゎも わりゐろ るぼれぼるέょるりゐよ ゎわりよ ゅりゎょやゅό άれをりよわぼ まやぼ よぼ 
ぼるりゑぼよゃむί わもよ わやょァれίぼ. Ａόわむ るぼれέみァゎむ わりゐろ άまやりゐろ るれりろ わりよ ８ήまぼ 
ゐるりみむやゅよύりよわぼろ ょむ るりやり ゃάよぼわり よぼ わりゐろ ゑりよむύゎむや, ゆέまりよわぼろ╈ «ἐるむῖ りἱ ょりよάめりよわむろ 
りΧわりや わῶよ ♭れぼやゅῶよ ゆέまりゐゎやよ ὅわや わό ἄめゐょり りΧ みέみりわぼや るぼれά Ｄれやゎわりῦ るれりゎゑέれむやよ 
ὑるέれ ぼὐわりῦ, ἀゆゆά わό ἔよめゐょりよ, ゅぼゅりί ゅぼゅῶろ ἀるりゆέゎゃァゎぼよ ゅぼί わりύろ むἰろ わりῦわり 
ぽゆぼゎゑもょりῦよわぼろ ἀるりゑぼやよόょむゃぼ, ἴよぼ るれῶわりよ みήゎぼよわむろ ぼὐわῶよ わりύろ るόみぼろ みやά わῆろ 
ἀまりれᾶろ わりύわりゐろ ἑゆゅῶゎやよ, ἤわりや わりῦ るりわぼょりῦ, ἴよぼ みやά わῶよ るむわれῶよ わῶよ ἐよ わῷ るりわぼょῶ 

ゅぼわぼわれやぽῶゎやよ ぼὐわῶよ ぼἵ ゎάれゅむろ, ἔるむやわぼ みέ わῷ るゐれί るぼれぼるέょんァゎや»57. 

 

‰ゑりύ ゆήゑゃもゅむ も ぼるόゑぼゎも ゅぼや るぼれぼわάをゃもゅぼよ りや みήょやりや, りや όゎやりや ゅぼや ょぼゅάれやりや 
ぼゐわりί るぼわέれむろ, ゎもゅώよりよわぼろ わぼ ょάわやぼ ゎわりよ りゐれぼよό ゅぼや ょむ ょやぼ ゑァよή 
むゐをぼれやゎわώよわぼろ έゆむまぼよ╈  
 

           «１ύれやむ り ◯むόろ わァよ みゐよάょむァよ, ゎむ むゐをぼれやゎわりύょむ まやぼわί ょぼろ ぼらίァゎむろ よぼ 
ゑぼよりύょむ ぼよώわむれりや わァよ ゅぼわぼれάわァよ ぼゐわώよ ゆぼわίよァよ ゅぼや よぼ るむゃάよりゐょむ まやぼ 
】ゎέよぼ. ６や われむやろ るぼίみむろ ゎわもよ ゅάょやより みりゅやょάゎゃもゅぼよ ょむ わもよ ゑァわやά, ぼゆゆά ゎむ 
ゅむίよりゐろ ょむよ るれόゎゑむれむろ みやるゆή わもよ をάれも ょむ わり よぼ ゑぼよりύよ ぼよώわむれりや わァよ 
Ｄぼゆみぼίァよ ゅぼや わもろ ゑァわやάろ, ゎ‒むょάろ みむ, ぼよώわむれりゐろ ぼよぼみむやゅよύりよわぼろ ぼるό わりゐろ 
ゆぼわίよりゐろ, みώゎむ わも みύよぼょも よぼ ょも ゑぼよりύょむ みむやゆりί ょるれりゎわά ゎ‒ぼゐわή わもよ 
ゑァわやά, ゅや όわぼよ ゎむ ぼゐわήよ まίよりゐょむ りゆりゅぼゐわώょぼわぼ, ぼろ ょぼろ みむをわむίろ, ゅぼゃώろ 
ゃぼ έをりゐょむ ぼるりわやよάらむや ゅάゃむ ゅもゆίみぼ ぼるό わもよ んゐをή ゅぼや ゃぼ έをりゐょむ るゆゐゃむί, 
ゅぼや ゅぼゃώろ みむよ ゃぼ έをりゐょむ ゆゐるもゃむί ぼゐわή わも ゎάれゅぼ わもよ わやるりわέよやぼ ゅぼや 
るりゆゐぽぼゎぼよやゎょέよも, ぼろ ぼらやァゃりύょむ わもろ ぽぼゎやゆむίぼろ ゎりゐ わもろ ぼやァよίりゐ. ♪ώゎむ みむ 
ゅぼや ゎむ ぼゐわりύろ るりゐ ゃぼ をれίりよわぼや ょむ わぼ ゆむίんぼよぼ ょぼろ ゅぼや ゃぼ ょぼろ 
ょよもょりよむύりゐよ わりよ άらやり ょやゎゃό わりゐろ ゅぼや όゆぼ わぼ るれりろ ゎァわもれίぼよ ぼやわήょぼわぼ.» 

 

Έるむやわぼ ゑゃάよりよわぼろ, ゎゐれόょむよりや るάよァ ゎわやろ るέわれむろ みやぼ ょέゎりゐ わりゐ るりわぼょりύ ゅぼや みむょέよりや 
るίゎァ ぼるό άゆりまぼ ゅぼや もょやόよりゐろ58, όるァろ ょぼれわゐれむίわぼや ぼるό わりゐろ よわόるやりゐろ ゅぼわりίゅりゐろ 
ゅぼわά わり ゎゐままれぼゑέぼ, れίをゃもゅぼよ ゎわやろ ゑゆόまむろ, ゅや むみώ り ίみやりろ ゎゐょるゆもれώよむや╈ «１ぼί 
りὕわァろ ἐわむゆむやώゃもゎぼよ りἱ ゅぼゆゆίよやゅりや わりῦ Ｄれやゎわりῦ ょάれわゐれむろ ゅぼί ゅぼゆά ゃれέょょぼわぼ わῆろ 
ぼὐわりῦ るりίょよもろ, りἱ まゆゐゅύわぼわりや ἄれよむろ ゅぼί わῆろ ἄよァ ９やῶよ りἰゅήわりれむろ, りἱ まむよよぼῖりや ゅぼί よέりや 
ὁょりゆりまもわぼί, りἱ むἰろ わήよ ょέよ ἑよみむゅάわもよ わῶよ ἑるわά ぼἰώよァよ ἀゎゐょゑώよァろ, むὐんύをァろ みέ 
るれόろ ょやゅれόよ ἐれまぼゎάょむよりや ゅぼί わέゆむやりよ わόよ ょやゎゃόよ るぼれά わりῦ るぼよぼまάゃりゐ 
りἰゅりみむゎるόわりゐ みむらάょむよりや ゅぼί みύり, ἀよゃ‒ἑよόろ, ἕゅぼゎわりろ ぼὐわῶよ ゎわむゑάよりゐろ, 
ἐゎわむゑぼよώゃもゎぼよ, るれόわむれりよ ょέよ みί‒΄ὕみぼわりろ わりῦ わῆろ ゅぼわぼよύらむァろ みやむゆゃόよわむろ, ὕゎわむれりよ 
みέ みやά るゐれόろ みりゅやょぼゎゃέよわむろ.»59 Έわゎや るゆもれώゃもゅぼよ わぼ ゆόまやぼ わりゐ ♪ぼぽίみ, «みやήゆゃりょむよ 
みやά るゐれόろ ゅぼί ὕみぼわりろ ゅぼί ἐらήまぼまむろ ἠょᾶろ むἰろ ἀよぼんゐをήよ»60. 

                                                           
57 «†るむやみή りや ょりよぼをりί ぼゐわりί わァよ ♭れぼやゅώよ ゆέよむ όわや わり άめゐょり みむよ みόゃもゅむ ぼるό わりよ Ｄれやゎわό まやぼ よぼ 
るれりゎゑέれむわぼや るれりろ ぼゐわόよ, ぼゆゆά わり έよめゐょり, ぼろ ぼるりゆむゎゃりύよ ょむ ゅάるりやり われόるり りや ゅぼゅりί ゅぼや まやぼ ぼゐわりύろ 
るりゐ έわゎや ぽゆぼゎゑもょりύよ ぼるりゑぼやよόょぼゎわむ, ぼゑりύ るれώわぼ わりゐろ みέゎりゐよ わぼ るόみやぼ ゅぼや わりゐろ ゎύれりゐよ みやぼ わもろ 
ぼまりれάろ, みもゆぼみή わりゐ るりわぼょりύ, ώゎわむ ぼるό わやろ るέわれむろ わりゐ るりわぼょりύ よぼ ゅぼわぼらむゎをやゎゃりύよ りや ゎάれゅむろ わりゐろ, 
έるむやわぼ みむ よぼ わりゐろ るぼれぼみώゎりゐよ ゎわもよ ゑァわやά».  
58 ３りゐゆάれやぼ.  
59 «１ぼや έわゎや むわむゆむやώゃもゅぼよ りや ゅぼゆゆίよやゅりや わりゐ Ｄれやゎわりύ ょάれわゐれむろ ゅぼや ゅぼゆά ゃれέょょぼわぼ わもろ るりίょよもろ わりゐ, 
わぼ まゆゐゅύわぼわぼ るれόぽぼわぼ ゅぼや ゅάわりやゅりや わもろ άよァ ９やώよ, りや まむよよぼίりや ゅぼや よέりや りょりゆりまもわέろ, ぼゐわりί りや りるりίりや, 
ぼよわίゃむわぼ ょむよ るれりろ わりゐろ むゎをάわりゐろ ゅぼやれりύろ わりゐ るぼれόよわりろ ぼやώよりろ, ゃぼれぼゆέぼ みむ まやぼ ゆίまり むれまάゎゃもゅぼよ 
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«…Aゎ' わりゐろ よぼ われώまりゐよわぼや ゅぼや よ' ぼよむょりみέれよりゐよわぼや 
ァゎάよ わり ゅάわむれまり るりゐ みέよむや ょりύみむろ· 

Κぼゆώろ ょぼろ ήれゃぼわむ ゎわもよ Κύるれり, ぼれをόよわりや. 
Τれάまりや ゅぼや ょぼϊょりύみむろ!» 

 

 

 

 

 

 

１れやわやゅή-９をόゆやぼ. 
 

«Ἐるやわれέんぼわむ ょりί ょやょもわήよ むἶよぼや わりῦ るάゃりゐろ わりῦ ◯むりῦ ょりゐ», έまれぼゑむ り ０まよάわやりろ り 
◯むりゑόれりろ ゎわりゐろ Ｄれやゎわやぼよりύろ わもろ ８ώょもろ るりゐ るれりゎるぼゃりύゎぼよ よぼ ょぼわぼやώゎりゐよ わり 
むるやゅむίょむより ょぼれわύれやり わりゐ61. Ａり るάゃりろ わりゐ Ｄれやゎわりύ έをむや ぽぼゃύわぼわり よόもょぼ まやぼ わも めァή わりゐ 
るやゎわりύ. Ｄァれίろ わもよ むゅりύゎやぼ ゎゐょょむわりをή ゎむ ぼゐわό も むίゎりみりろ ゎわもよ ぼよάゎわぼゎも ゅぼや わも めァή わりゐ 
Ｄれやゎわりύ, むίよぼや ゎをむみόよ ぼみύよぼわも62. Ａり るάゃりろ わりゐ Ｄれやゎわりύ みむよ ぼるりわむゆむί ぼるゆό 
ぼよわやゅむやょむよやゅό むるむやゎόみやり, るりゐ ぼれゅむί ゅάるりやりろ よぼ わり みむをわむί まやぼ よぼ ゎァゃむί, ぼゆゆά 
ゅむゑぼゆぼやώみむろ ぼよゃれァるりゆりまやゅό まむまりよόろ, るりゐ ゅぼゆむίわぼや よぼ わり りやゅむやァゃむί まやぼ よぼ めήゎむや. ¶ 
ょίょもゎも わりゐ るάゃりゐろ わりゐ Ｄれやゎわりύ, όるァろ ゅぼや ゎわりゐろ るれώわりゐろ みやァまょりύろ, るれぼまょぼわりるりやむίわぼや 
ぼよわやまれぼゑやゅά ょむ わり ょぼれわύれやり わァよ みむゅぼわれやώよ ょりよぼをώよ, όるァろ ゅぼや όゆァよ わァよ 
よむりょάれわゐれァよ ぼるό わやろ むやゅりよりょぼをίむろ, わも ゑれぼまゅりゅれぼわίぼ, むよむわりゅれぼわίぼ ゅぼや わりゐれゅりゅれぼわίぼ. 
‰るりぽゆέるりよわぼろ ゎわもよ ぼよわやまれぼゑやゅή ぼゐわή ょίょもゎも るりゆゆりί Ｄれやゎわやぼよりί ゅぼわά わもよ るむれίりみり 
わァよ みやァまょώよ έゎるむゐゎぼよ ょむ をぼれά よぼ ょぼれわゐれήゎりゐよ. 

 

６や みむゅぼわれむίろ るぼわέれむろ, ήみも ょぼれわゐれりύゎぼよ ゎゐよむやみもゎやぼゅά ぼゑりύ ήゎぼよ ょりよぼをりί. ¶ ょίょもゎも 
わりゐ るάゃりゐろ わりゐ Ｄれやゎわりύ, るれぼまょぼわりるりやむίわり ήみも ぼるό ぼゐわりύろ ょむわぼゑりれやゅά ή ぼよぼまァまやゅά. 
Ａり ょぼれわύれやり わもろ ゎゐよむやみήゎむァろ ょるりれむί よぼ わり έをりゐょむ ゅゐれίァろ ゎむ むやれもよやゅέろ るむれやόみりゐろ, ぼゆゆά 
ゎむ ぼゐわήよ わもよ るむれίるわァゎも ήわぼよ も わέゆむやぼ るれりむわりやょぼゎίぼ まやぼ ぼゐわりύろ, るれやよ わり ょぼれわύれやり 
ぼίょぼわりろ. †らάゆりゐ, り ３.‰ゃぼよάゎやりろ まれάゑむや όわや り ３. ‰よわώよやりろ, όわぼよ ゎわぼょάわもゎむ り みやァまょόろ 
ゅぼや みむよ ょるόれむゎむ よぼ ょぼれわゐれήゎむや まやぼ わりよ Ｄれやゎわό, むるέゎわれむんむ ゎわもよ έれもょり «ゅぼや ἤよ ἐゅむῖ ゅぼゃ‒ 
ἡょέれぼよ ょぼれわゐれῶよ わも ゎゐよむやみήゎむや»63. †らάゆりゐ, όわぼよ ゅάるりやりろ ょりよぼをόろ るぼれぼゅάゆむゎむ わりよ 
ぼぽぽά ７ぼをώょやり よぼ るれりゎむゐをもゃむί, ώゎわむ よぼ むるやゎわύをむや よぼ まίよむや ょάれわゐれぼろ, り ぼぽぽάろ 
ぼるήよわもゎむ╈ «Ἀみむれゑέ, ὑるりょむやよりよ わりよろ ἀまώよぼ わりῦ ょりよぼをりῦ まむよよぼίァろ ゅぼや ἀょώょァろ, ゅぼわά わりῦ 

１ゐれίりゐ むὐぼれέゎわもゎやよ わりよ ぽίりよ ゎりゐ ゅぼわりれゃώゎぼろ, ゅぼや ἕらもろ ἐよ りὐれぼよりῖろ わもよ ょむわά ょぼれわύれァよ 
ゅりやよァよίぼよ»64.  

 

                                                                                                                                                                      

ゅぼや わέゆむやりよ わりよ ょやゎゃόよ むみέをゃもゅぼよ ぼるό わりよ るぼよάまぼゃり りやゅりみむゎるόわも, ゅぼや ょむ みύり り ゅぼゃέよぼろ ゎわむゑάよやぼ 
むゎわむゑぼよώゃもゅぼよ, るれώわぼ ょむよ みやむれをόょむよりや みやά わりゐ ύみぼわりろ わもろ ゅぼわぼよύらむァろ, ύゎわむれぼ みむ ぼるό わも ゑァわやά 
みりゅやょぼめόょむよりや.» 
60 Ｅぼゆょ. ５む’ｱｲ. 
61 ♯ゆ. ０まよぼわίりゐ ‰よわやりをむίぼろ, ７れりろ ８ァょぼίりゐろ ｶ,ｳ. 
62 «†άよ ょも ぼゐゃぼやれέわァろ έをァょむよ わり ぼるりゃぼよむίよ むやろ わり ぼゐわりύ るάゃりろ, わり めむやよ ぼゐわりύ りゐゅ έゎわや むよ 
もょίよ».０まよぼわίりゐ ‰よわやりをむίぼろ, ７れりろ ３ぼまよもゎむίろ ｵ,ｲ. 
63 ３. ‰ゃぼよぼゎίりゐ, ♯ίりろ りゎίりゐ ‰よわァよίりゐ ｴｷ P.G 26,912B. 
64 ♯ゆ. De Sactis Pahomio et Theodoro Paralipomena, ゅむゑ. 8 έゅみ. Halkin, ゎむゆ. ｱｳｲ. 
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Ίゎァろ よぼや, りや ょりよぼをりί よぼ ήわぼよ ήれァむろ まやぼ わりよ ゆぼό, όをや όょァろ むゃよやゅりί ήれァむろ. ９ίまりゐれぼ, ょやぼ 
むるりをή るりゐ わり ♭れぼやゅόろ, るりゆゆέろ ゑりれέろ むίよぼや わぼゐわόゎもょり わりゐ ６れゃりみόらりゐ ゅぼや り ２ぼわίよりろ わりゐ 
８ァょぼやりゅぼゃりゆやゅりύ ή ７ぼるやゅりύ, も まゆώゎゎぼ ょぼめί ょむ わもよ るίゎわも まίよむわぼや έよぼ ゅぼや わり ぼゐわό, も 
むゃよやゅή わりゐろ ゎゐよむίみもゎも みむよ ゐるάれをむや. ６ ょりよぼをりί ょぼれわゐれりύよ ゅゐれίァろ ゐるέれ わもろ るίゎわむァろ, ゎむ 
ょやぼ むるりをή έよわりよァよ るりゆέょァよ ゅぼや ゎわれぼわやァわやゅώよ –るりゆやわやゅώよ ゎゐまゅれりύゎむァよ. ９む りゆόゅゆもれも 
わもよ やゎわりれίぼ わりゐ ♯ゐめぼよわίりゐ, ぼゆゆά ゅぼや ぼれまόわむれぼ ゎわもよ やゎわりれίぼ わりゐ よむώわむれりゐ †ゆゆもよやゎょりύ, 
りや るόゆむょりや みむよ むίをぼよ ょόより るりゆやわやゅό ぼゆゆά ゅぼや ゃれもゎゅむゐわやゅό をぼれぼゅわήれぼ. ‰ゐわό ゎゐよέぽぼやよむ 
まやぼわί ゎゐよήゃァろ りや むをゃれりί わりゐ ゅれάわりゐろ ήわぼよ ゅぼや «むをゃれりί» わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ. Έわゎや ゅぼや も 
ゐるむれάゎるやゎも わりゐ ゅれάわりゐろ ゎゐよέぽぼやよむ よぼ ゎゐょるίるわむや ょむ わもよ ゐるむれάゎるやゎも わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ. 
†みώ ょάゆやゎわぼ るれέるむや よぼ ゎもょむやァゃむί ゅぼや も やみやάめりゐゎぼ ぼよわίゆもんも わァよ ぽゐめぼよわやよώよ まやぼ わりよ 
をぼれぼゅわήれぼ わもろ ぼゐわりゅれぼわりれίぼろ ァろ ゃむりゑれりύれもわもろ るりゆやわむίぼろ. ¶ ぼよわίゆもんも ぼゐわή 
るれりゎέみァゎむ ゎわり ゅれάわりろ やむれό をぼれぼゅわήれぼ ゅぼや わりゐろ ぼまώよむろ るりゐ まίよりよわぼよ まやぼ わもよ 
ゐるむれάゎるやゎも わりゐ ゃれもゎゅむゐわやゅό よόもょぼ. ９わもよ るれりりるわやゅή ぼゐわή ゅぼわぼよりりύよわぼや ゅぼや りや ύょよりや 
わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ るりゐ んάゆゆりよわぼや ァろ ゎήょむれぼ まやぼ わやろ よίゅむろ わァよ ぽぼゎやゆέァよ ゅぼや わもよ 
るれりゎわぼゎίぼ わもろ をれやゎわむるώよゐょもろ るりゆやわむίぼろ ぼるό わりゐろ むをゃれりύろ わもろ65.  

 

¶ ゎわむよή ゎゐよむれまぼゎίぼ わもろ †ゅゅゆもゎίぼ ょむ わり ゅれάわりろ άょぽゆゐよむ わも ゎぼゑή ぼよわίゃむゎも わもろ るれりろ 
わりよ るόゆむょり, むよώ わぼゐわόをれりよぼ むるもれέぼゎむ わり ゅれάわりろ ょむ わり むやれもよりるりやό るよむύょぼ わもろ. ‰るό 
わもよ άゆゆも るゆむゐれά も ゎゐよむれまぼゎίぼ １れάわりゐろ ゅぼや †ゅゅゆもゎίぼろ みむよ ゅぼわέゆゐゎむ わぼ όれやぼ わァよ みύり 
るむれやりをώよ りύわむ りみήまもゎむ わもよ †ゅゅゆもゎίぼ ゎわもよ むまゅぼわάゆむやんも わァよ ぼれをώよ わもろ. Όわぼよ り 
ぼゐわりゅれάわりれぼろ わりゐ ♯ゐめぼよわίりゐ ４やゅもゑόれりろ Ｃァゅάろ 〉ｹｶｳ-ｹｶｹ《 めήわもゎむ ぼるό わもよ †ゅゅゆもゎίぼ よぼ 
ぼよぼまよァれίめりよわぼや ァろ ょάれわゐれむろ りや ゎわれぼわやώわむろ るりゐ ゎゅりわώよりよわぼや ぼるό わりゐろ るりゆέょりゐろ, わり 
ぼίわもょぼ わりゐ みむよ έまやよむ ぼるりみむゅわό. Ａり ゎゅむるわやゅό, ょむ わり りるりίり り ７ぼわれやάれをもろ ゅぼや りや άゆゆりや 
まύれァ ぼるό ぼゐわόよ ぼるέれれやんぼよ わり ぼίわもょぼ わりゐ ぼゐわりゅれάわりれぼ, ήわぼよ わり むらήろ╈ «７ώろ ゃぼ 
ょるりれりύゎぼよ よぼ ゃむァれもゃりύよ ァろ ょάれわゐれむろ ή やゎόわやょりや ょむ わりゐろ ょάれわゐれむろ ぼゐわりί るりゐ ゎゅりわώよりゐよ 
ゅぼや ゎゅりわώよりよわぼや ゎわりゐろ るりゆέょりゐろ, わも ゎわやまょή るりゐ りや ゃむίりや ゅぼよόよむろ わりゐろ ゐるりぽάゆりゐよ ゎむ 
むるやわίょやり ゅぼや わりゐろ むょるりみίめりゐよ まやぼ われίぼ をれόよやぼ よぼ るれりゎむゆάぽりゐよ わも ◯むίぼ １りやよァよίぼ╉66»  

 

６ ゆόまりろ わりゐ ょぼれわゐれίりゐ わァよ ３りよぼをώよ, も みやぼゑァよίぼ るむれί わァよ άめゐょァよ, みむよ ήわぼよ わίるりわぼ 
άゆゆり るぼれά も ぼゑりれょή. ６や ２ぼわίよりや ήゃむゆぼよ よぼ むゆέまをりゐよ ゅάゃむ るわゐをή わもろ めァήろ わりゐ わόるりゐ, 
ήわぼよ りや ゅぼやよりύれまやりや άれをりよわむろ, るれりむれをόょむよりや ぼるό άゆゆも みりまょぼわやゅή るれりゎέままやゎも わァよ 
るれぼまょάわァよ, ゅや έわゎや をれもゎやょりるりるりやりύよ ぼゐわήよ わもよ るれりゎέままやゎも ゎわり よぼ むゆέまらりゐよ. ９わり 
みやάゆりまり わりゐろ ょむ わりよ ‰よみれέぼ, ゅぼわぼよりむί ゅぼよむίろ όわや ήわぼよ めήわもょぼ をれόよりゐ よぼ ぽれむゃむί 
ゅάるりやりろ ゆόまりろ まやぼ よぼ わりゐろ ゅぼわぼみやゅάゎむや. ３έをれや よぼ ゑわάゎむや り ‰よみれέぼろ ゎむ ぼゐわりύろ, も ゑήょも 
わりゐろ ήみも, ゅぼわά わり ゎゐままれぼゑέぼ, むらぼるゆώゃもゅむ ゎむ όゆも よήゎり. Άれぼ, ぼよわやるれりゎώるむゐぼよ, ゅάわや 
ょむまぼゆύわむれり ぼるό わりゐろ ίみやりゐろ わりゐろ わりゐろ むぼゐわりύろ, りゆόゅゆもれり わり りれゃόみりらり 
ゅぼわぼみゐよぼゎわむゐょέより るりίょよやり. Όるァろ るれりぼよέゑむれぼ るれりもまりゐょέよァろ, りや りゎやりょάれわゐれむろ 
ょりよぼをりί みむよ むίをぼよ ょるれりゎわά わりゐろ έよぼよ むるやゅむίょむより むをゃれό, άゆゆァゎわむ みむよ むίをぼよ よぼ 
ぼよわやょむわァるίゎりゐよ ゅάわや ぼよわίゃむわり ァろ ぼよゃれώるりや, έよぼよ むらァわむれやゅό むをゃれό, έるれぼらぼよ ょόより 
ぽάゎむや わもろ をれやゎわやぼよやゅήろ ぼまάるもろ. ‰るέよぼよわや わりゐろ むίをぼよ έよぼ よりょやゅό みίゅぼやり ゃれもゎゅむίぼろ, わり 
りるりίり ぼるりるりやりύゎむ わもよ ぼゆもゃやよή わりゐ ぼまάるも わりゐ Ｄれやゎわりύ. ♪むよ έみァゎぼよ わもよ めァή わりゐろ まやぼ 
わもよ ぼるむゆむゐゃέれァゎも わもろ るぼわれίみぼろ わりゐろ ή まやぼ わもよ むゃよやゅή ぼよむらぼれわもゎίぼ, るれりわίょもゎぼよ わり 
みれόょり わもろ るぼゃもわやゅήろ ゅぼや ょも ぽίぼやもろ ぼよわίゎわぼゎもろ, るりゐ ゎゐよίゎわぼわり ゎわも ゃぼれぼゆέぼ りょりゆりまίぼ 

                                                           
65 ♯ゆ. る.を.  ‰るりゆゐわίゅやりよ ゅぼや １りよわάゅやりよ わもろ むりれわήろ わもろ Ｂんώゎむァろ わりゐ Ａやょりίりゐ ９わぼゐれりύ, ゎわり ３もよぼίりよ, ｱｴ 
９むるわむぽれίりゐ. 
66 ♯ゆ. ０ώ. ‡ァよぼれά, †るやわりょή ０ゎわりれやώよ ｲｶ,ｲｵ,ｲｲ-3. 
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わもろ るίゎわもろ ゅぼや わもよ ぼみやぼょぼれわύれもわも ぼるりみりをή わりゐ ゃぼよάわりゐ ゎわり όよりょぼ わもろ むよ Ｄれやゎわώ 
むゆむゐゃむれίぼろ67. ¶ ぼまάるも, έをむや るάよわりわむ ァろ ぽάゎむや わもろ わもよ むゆむゐゃむれίぼ, むよώ ぼよわやゃέわァろ り 
よόょりろ, ゅぼや ょίぼ みやゅぼよやゅή ぼよわίゆもんも わもろ をれやゎわやぼよやゅήろ るίゎわもろ, わりよ ゑόぽり わもろ わやょァれίぼろ. O 

むゅりύゎやりろ ゃάよぼわりろ わァよ ょぼれわύれァよ ぼるりわむゆむί ゎァわもれίぼ, むίよぼや ぼるό わやろ ぼゅれやぽέゎわむれむろ 
ょやょήゎむやろ わりゐ ゃむぼよみれやゅりύ わύるりゐ るりゐ むίよぼや り Ｄれやゎわόろ. ¶ をれήゎも むよめύょりゐ ゅぼや ょも わήれもゎも 
άめゐょりゐ ήわぼよ まやぼ わりゐろ ２ぼわίよりゐろ も るぼれぼぽίぼゎも わりゐ よόょりゐ. †らάゆゆりゐ, りや ゃむりゆりまやゅέろ 
みやぼゑりれέろ わァよ みύり りょりゆりまやώよ むίよぼや るやり ぽぼゃやέろ るぼれά も をれήゎも わァよ ぼめύょァよ.  

 

‰るό わりよ έよぼわり ぼやώよぼ りや ８ァょぼやりゅぼゃりゆやゅりί むやゎήまぼまぼよ ゎわもよ ゃむίぼ むゐをぼれやゎわίぼ わりよ άめゐょり 
άれわり. ‰ゐわό みむよ むるやぽむぽぼやώよむわぼや りύわむ ぽやぽゆやゅά りύわむ ゎわもよ るれάらも わもろ ぼれをぼίぼろ †ゅゅゆもゎίぼろ. 
６ Ｄれやゎわόろ わέゆむゎむ わり ょゐゎわやゅό みむίるより ゅぼや ίみれゐゎむ わり ょゐゎわήれやり わもろ ゃむίぼろ むゐをぼれやゎわίぼろ わもよ 
７έょるわも68. ¶ ７έょるわも むらάゆゆりゐ ήわぼよ るれり-るぼれぼょりよή わりゐ やりゐみぼϊゅりύ ７άゎをぼ ゅぼや όをや も 
るぼれぼょりよή, わόわむ みもゆぼみή るりゐ άれをやめむ も をれήゎも わァよ άめゐょァよ. ‰よ みむをゃりύょむ όわや わも 
７ぼれぼゎゅむゐή ήわぼよ  わり むぽれぼϊゅό ７άゎをぼ, みむよ ょるりれりύょむ よぼ みやゅぼやりゆりまήゎりゐょむ りύわむ わも みίゅも 
りύわむ わぼ るάゃも わりゐ Ｄれやゎわりύ, まやぼわί ぼるぼまりれむύむわぼや れもわώろ ぼるό わり ょァゎぼϊゅό よόょり ゅάゃむ 
むれまぼゎίぼ ゅぼわά わもよ もょέれぼ ぼゐわή.  

 

Ｆろ るれりろ わりよ ゅぼゃぼまやぼゎょό わりゐ άれわりゐ ゅぼや わりゐ りίよりゐ も ８ァょぼやりゅぼゃりゆやゅή †ゅゅゆもゎίぼ 
ゐるりゎわもれίめむや όわや ぼゐわόろ まίよむわぼや ゅぼわά わもよ むゅゑώよもゎも わァよ やみれゐわやゅώよ ゆόまァよ わりゐ Ｄれやゎわりύ 
«ゆάぽむわむ, ゑάまむわむ … るίむわむ ἐら ぼὐわりῦ るάよわむろ»69. ¶ ６れゃόみりらも むゅゅゆもゎίぼ, みέをむわぼや όわや り 
ゅぼゃぼまやぼゎょόろ まίよむわぼや ょむ わもよ むるίゅゆもゎも わりゐ ‰まίりゐ ７よむύょぼわりろ, «ゅぼわάるむょんりよ わり ７よむύょぼ 
ゎりゐ わり Άまやりよ むゑ‒もょάろ ゅぼや むるί わぼ るれりゅむίょむよぼ みώれぼ わぼύわぼ るりやήゎりよ…». ¶ れァょぼやりゅぼゃりゆやゅή 
ぼよわίゆもんも まやぼ わりよ ゅぼゃぼまやぼゎょό わァよ わやょίァよ みώれァよ ぼるりわむゆむί άょむゎも ゎゐよέるむやぼ わもろ 
ぼゆりやώゎむァろ わりゐ Ａれやぼみやゅりύ ♪όまょぼわりろ ょむ わり Filioque, όるりゐ るれりぽάゆゆむわぼや ょむ έょゑぼゎも り 
Ｄれやゎわόろ ゅぼや ぼわりよむί り れόゆりろ わりゐ ‰まίりゐ ７よむύょぼわりろ ゎわもよ †ゅゅゆもゎίぼ. †らりύ ゅぼや ゎわもよ 
«ぼるりゆりまίぼ» わりゐろ りや りゎやりょάれわゐれむろ ぼよぼゑέれりゐよ «７よむῦょぼ ゎゐよぼϊみやりよ, わり ἐゅるりれむゐόょむよりよ ἀるό 
わりよ ７ぼわέれぼ わり ἀよぼるぼゐόょむより ゎわりよ Ｂἱόよ». ７ぼれάゆゆもゆぼ も みやみぼゎゅぼゆίぼ ぼゐわή りゑむίゆむわぼや ゎむ 
ょやぼ をれやゎわりゅむよわれやゅή ぼよわίゆもんも わもろ ゃむίぼろ ぼるりゅぼゆύんむァろ ゅぼや わもろ ゃむίぼろ むゐをぼれやゎわίぼろ. Όゆぼ 
ぼゐわά むらゐるもれむわりύよ άれやゎわぼ わもよ るれりぽりゆή わりゐ るぼるやゅりύ るれァわむίりゐ ゅぼや みやむゐゅりゆύよりゐよ るりゆύ 
わもよ ぼるぼίわもゎも わァよ るぼるώよ まやぼ みやりやゅもわやゅή ゐるむれりをή ゎむ όゆも わもよ †ゅゅゆもゎίぼ. ¶ りれゃόみりらも 
ゃむώれもゎも わりよίめむや わりよ われやぼみりゅむよわれやゅό をぼれぼゅわήれぼ わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ ゅぼや ゑぼよむれώよむや わもよ 
るよむゐょぼわりゆりまやゅή ぽάゎも わもろ りれゃόみりらもろ むゅゅゆもゎやりゆりまίぼろ. ‰ゅόょも も りれゃόみりらも ゃむώれもゎも, 
όるァろ ゑぼίよむわぼや ゅや ぼるό わり ゅむίょむより わりゐ ょぼれわゐれίりゐ わァよ ょりよぼをώよ, ゃむょむゆやώよむわぼや ゎむ 
ょぼれわゐれίむろ ７ぼわέれァよ, ゎわやろ ぼれをぼίむろ ゆむやわりゐれまίむろ るりゐ るむれやέをりゐよ わもよ むるίゅゆもゎも ゅぼや 
まむよやゅόわむれぼ ゎむ όゆもよ わもよ やむれά るぼれάみりゎも. 

 

◯ぼ ょるりれりύゎむ よぼ ゎゐょるむれάよむや ゅぼよむίろ, όをや ぼゐゃぼίれむれぼ, όわや も  まゆώゎゎぼ わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ 
るぼれぼょέよむや ゅァみやゅά ゎをもょぼわりるりやもょέよも, るぼまやァょέよも ゎわもよ ぼゑむわもれやぼゅή わもろ むゅゑれぼゎわやゅή, 
όわぼよ ゐるりわάゎゎむわぼや ゎむ ぼるぼやわήゎむやろ わもろ りれょέょゑゐわもろ ぼわりょりゅむよわれやゅήろ ゃれもゎゅむゐわやゅόわもわぼろ. 
¶ ぼわりょりゅむよわれやゅή むらぼゎゑάゆやゎも ぼるぼやわむί むょょりよή ゎわもよ むやみァゆりるりやもょέよも «ゎわぼゃむれόわもわぼ», 
ゎわもよ ぼょむわぼぽゆもゎίぼ ゅぼや ぼるぼれぼゆゆぼらίぼ, ゎわり わぼょるりύ わもろ  ぼゐゃむよわやゅόわもわぼろ わりゐ 
るれァわりわύるりゐ. Ｄぼれぼゅわもれやゎわやゅό るぼれάみむやまょぼ, も むょょりよή ゎわも まゆώゎゎぼ よりょやゅώよ-みやゅぼよやゅώよ 

                                                           
67 ♯ゆ. ７.Ｂゑぼよわήろ, ¶ ‰まやόわもわぼ わりゐ ３ぼれわゐれίりゐ – も ３ぼれわゐれίぼ わもろ ‰まやόわもわぼろ, †ゅみόゎむやろ ７.７りゐれよぼれά, 
◯むゎゎぼゆりよίゅも ｲｰｰｹ, ゅむゑ. ‰, ゎむゆ ｴｶ.  
68 ♯ゆ. ‰΄１りれ ｱｱ,ｲｳ 
69 ３ゃ ｲｶ,ｲｶ-28 
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ゎをもょάわァよ るりゐ も むゅゅゆもゎやぼゎわやゅή むゅゑれぼゎわやゅή をれもゎやょりるりίもゎむ ゎわやろ やゎわりれやゅέろ ぼるぼれをέろ わもろ 
ァろ むやゅόよむろ-るぼれぼぽりゆέろ-るぼれりょりやώゎむやろ. †ίよぼや るむれやゎゎόわむれり ぼゐわό ぼるό ゎぼゑέろ όわや も をれήゎも 
よりょやゅήろ- みやゅぼよやゅήろ まゆώゎゎぼろ ゎわやろ るれώわむろ まれぼるわέろ ょぼれわゐれίむろ わもろ むゅゅゆもゎやぼゎわやゅήろ 
むょるむやれίぼろ みむよ ゅゐれやりゆむゅわむί, まや ぼゐわό ゅぼや ゎゐよゐるάれをむや ょむ ゎゐをよόわぼわむろ ぼよぼわれりるέろ ゅぼや 
ぼれよήゎむやろ わもろ よりょやゅήろ-みやゅぼよやゅήろ ゆりまやゅήろ. ２りまやゅήろ るりゐ ァゎわόゎり るぼれぼょりよむύむや ァろ 
るむやれぼゎょόろ ゃれもゎゅむやりるりίもゎもろ ゎむ ゅάゃむ ぽήょぼ わもろ やゎわりれやゅήろ るりれむίぼろ わもろ †ゅゅゆもゎίぼろ. 
１ぼわぼゅわά έみぼゑりろ ょむわά わもよ ぼよぼまよώれやゎも わりゐ Ｄれやゎわやぼよやゎょりύ ァろ むるίゎもょもろ ゃれもゎゅむίぼろ わりゐ 
８ァょぼϊゅりύ １れάわりゐろ 〉Religio Imperii) ゅぼや ぽれίゎゅむや ょέまぼ ゃむァれもわやゅό ゅぼや むゅゑれぼゎわή わもろ ゎわり 
るれόゎァるり わりゐ ‰ゐまりゐゎわίよりゐ.  

 

６や やゎわりれやゅέろ ぼやわίむろ るりゐ るれりゅάゆむゎぼよ わも まέよむゎも わりゐ ゃむりゆりまやゅりύ りれゃりゆりまやゎょりύ むίよぼや 
るりゆύ ぽぼゃύわむれむろ, ゅぼや るれέるむや ょάゆゆりよ よぼ ぼよぼめもわもゃりύよ ゎわも ぼよάまゅも ぼよわやゅむやょむよやゅήろ 
むるやぽりゆήろ わもろ ぼゐゃむよわίぼろ わもろ れァょぼϊゅήろ †ゅゅゆもゎίぼろ るάよァ ゎわりゐろ ゆぼりύろ わもろ ♪ύゎもろ, 
ぼよάまゅも るりゐ ゑぼίよむわぼや よぼ έをむや わやろ れίめむろ わもろ わόゎり ゎむ ゎゐよゃήゅむろ ゅぼゃぼれά やゎわりれやゅέろ ゅぼや 
ゅりやよァよやりゆりまやゅέろ70, όゎり ゅぼや ゎわりよ ゆぼよゃάよりよわぼ ょりよぼれをやぼよやゎょό わもろ れァょぼϊゅήろ ゃむりゆりまίぼろ, 
ぼるό わもよ むるりをή ゅやόゆぼろ わりゐ ９ぼぽέゆゆやりゐ71 ゅぼや わりゐ ‰ゐまりゐゎわίよりゐ72. 

 

¶ よりょやゅή-みやゅぼよやゅή ゆりまやゅή ゅぼや むるやぽάゆゆむわぼや ゅぼや ゅゐれやぼれをむί ァろ «むるίゎもょも» をれやゎわやぼよやゅή 
みやみぼゎゅぼゆίぼ, όわぼよ ゅぼや όるりゐ わり むゅゅゆもゎやぼゎわやゅό まむまりよόろ ぼゆゆりわれやώよむわぼや ゅぼや ゃむゎょやゅά ゎむ 
ゃれもゎゅむίぼ. １りれゐゑぼίり やゎわりれやゅό るぼれάみむやまょぼ ゎむ ぼゐわά, むίよぼや も むゐれァるぼϊゅή ♪ύゎも 〉むらりύ ゅぼや 
わぼ るぼれάまァまぼ わもろ るりゐ ゅぼわぼゅわりύよ わもよ １ύるれり ょむわέるむやわぼ《 るりゐ ょむわά わもよ むるやみれりょή ゅぼや 
ゅゐれやぼれをίぼ わァよ ぽぼれぽぼれやゅώよ ゑゐゆώよ ゅぼや むゃよりわήわァよ 〉ｴり-6り ぼや.《, るれりゎみりゅりύよ わもよ ゅぼわάゆゐゎも 
わもろ れァょぼϊゅήろ むるやゅれάわむやぼろ ゅぼや ぼよぼめもわりύよ わもよ るりゆやわやゅή わりゐろ ぼゐわりよりょίぼ ょむ むるやゃむわやゅή 
るりゆやわやゎわやゅή ぼよわやるぼれάゃむゎも ゎわもよ むらむゆゆもよやゎょέよも るやぼ れァょぼϊゅή ６やゅりゐょέよも, るりゐ έをむや わώれぼ 
ァろ るれァわむύりゐゎぼ, ゅέよわれり ゅぼや άらりよぼ ゎゐよりをήろ, わも Nova Roma, １ァよゎわぼよわやよりύるりゆも. Έわゎや 
ぼるりゎをίめりよわぼや りや ゅぼやよりύれまやりや ゆぼりί わもろ ♪ύゎもろ ぼるό わり ゎώょぼ わもろ ょやάろ, むよやぼίぼろ ゅぼや 
ゅぼゃりゆやゅήろ †ゅゅゆもゎίぼろ 〉ｱｰｵｴ Ａり ３έまぼ ９をίゎょぼ《 りやゅりみりょώよわぼろ るれりりみむゐわやゅά έよぼよ 
ゅぼやよりύれまやり るりゆやわやゎょό ょむ ぼよわむゎわれぼょέよりゐろ わりゐろ όれりゐろ わりゐ むゆゆもよやゅりύ ぼるりゑぼわやゎょりύ ゅぼや 
わもろ むゅゅゆもゎやぼゎわやゅήろ りよわりゆりまίぼろ73.  

 

７れりゎるάゃむやむろ むやれήよむゐゎもろ わァよ みύり †ゅゅゆもゎやώよ έまやよぼよ るάょるりゆゆむろ ゑりれέろ. Ｄぼれぼゅわもれやゎわやゅή, 
るりゐ ぼよぼゑέれむわぼや ゅぼや ゎわり ょぼれわύれやり わァよ ｱｳ １ゐるれίァよ ょりよぼをώよ, むίよぼや も むるやゎわりゆή わりゐ 
７ぼわれやάれをも ♭むれょぼよりύ ♯’ １ァよゎわぼよわやよりゐるόゆむァろ わり ｱｲｳｲ74. ９む έよぼ ぼるό わぼ ゎもょむίぼ わもろ 

                                                           
70 ¶ れァょぼϊゅή †ゅゅゆもゎίぼ むίよぼや り ょόよりろ やみれゐょぼわやゅόろ ゃむゎょόろ ゎわも ょむゎぼやァよやゅή ♪ύゎも, るりゐ みやぼゎώめむや わも 
ゎゐよέをむやぼ ょやぼろ るりゆやわやゎわやゅήろ るぼれάみりゎもろ ゅぼや ぼよわぼるりゅれίよむわぼや ゎわもよ ぼよάまゅも むよόわもわぼろ わァよ ゑゐゆώよ るりゐ 
ゎゐよゐるάれをりゐよ ゎわもよ みゐわやゅή †ゐれώるも. ¶ むゅょむわάゆゆむゐゎも わもろ ぼよぼまゅぼやόわもわぼろ ぼゐわりύ わりゐ ゃむゎょりύ ゑわάよむや 
ァろ わもよ りゆりゅゆもれァわやゅά ゃれもゎゅむゐわやゅή りれまάよァゎも わァよ みゐわやゅώよ ゅりやよァよやώよ, ήみも ぼるό わりよ ｱｰり ゅぼや わりよ ｱｱり 

ぼやώよぼ. 
71 ¶ ♪ύゎも ァろ ぽάゎやろ ゎぼゑή ゅぼや ぽέぽぼやぼ 〉わりゐ われやぼみやゅりύ みόまょぼわりろ《 έゃむわむ わもよ むよόわもわぼ わりゐ ◯むりύ 〉むやろ 
◯むόよ《 ゅぼや るれりゎるぼゃむί よぼ むよよりήゎむや わり ょゐゎわήれやり わもろ われやぼみやゅόわもわぼろ ぼゐわりύ. ◯むょむゆやώみもろ みやぼわύるァゎも 
ゎわも ♪ύゎも ήわぼよ «３ίぼ りゐゎίぼ, ょίぼ ゐるόゎわぼゎやろ», ょむ ゅίよみゐより よぼ ゑわάゎりゐよ ゎむ έよぼ ７れόゎァるり. ♯ぼゎίゆむやりゐ 
９わむゑぼよίみりゐ, †ゅゅゆもゎわやぼゎわやゅή ０ゎわりれίぼ, ゎむゆ.ｱｶｹ 
72 †よ わも みύゎむや も ょりよぼれをやぼよίめりゐゎぼ ゑれぼゎむりゆりまίぼ わもろ みゐわやゅήろ ゃむりゆりまίぼろ みやぼ わもろ むるやみれάゎむァろ わりゐ 
‰ゐまりゐゎわίよりゐ みやむわむれήゃも ょέをれや ゎήょむれりよ. ♯ゆ. ９わむゑぼよίみりゐ, む.ぼ., ゎむよ.ｱｹｸ-199. 
73 Ｄ.♭やぼよよぼれάろ, ６れゃりみりらίぼ ゅぼや ♪ύゎも ゎわも よむώわむれも †ゆゆάみぼ, ゅむゑ. ♯’. 
74 «¶ ぼよέゅみりわも むるやゎわりゆή わりゐ ♭むれょぼよりύ ♯‒ るれりろ わりゐろ １ぼれみやよάゆやりゐろ わもろ ８ώょもろ 〉ｱｲｳｲ《 ぼるりわむゆむί έよぼ 
ゎるάよやり, ぼよ όをや ょりよぼみやゅό, ゅむίょむより ゎわもよ やゎわりれίぼ わもろ ぽゐめぼよわやよήろ まれぼょょぼわむίぼろ. ７りわέ るれやよ έよぼろ 
７ぼわれやάれをもろ １ァよゎわぼよわやよりゐるόゆむァろ みむよ ぼるむゐゃύよゃもゅむ ゎわり ゎゐょぽりゐゆむゐわやゅό ゅぼや むゅゆむゅわりれやゅό ぼゐわό ゎώょぼ, 
わァよ １ぼれみやよぼゆίァよ, έをりよわぼろ むるίまよァゎも わもろ ゎもょぼよわやゅόわもわぼろ ゅぼや わもろ みύよぼょもろ わりゐ, るれりわれέるりよわぼろ わり 
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むるやゎわりゆήろ, り ♭むれょぼよόろ ♯’, ゃίまむや έよぼ めήわもょぼ やゎわりれやゅό まやぼ よぼ ぼよぼみむίらむや わも ゎゐよέるむやぼ わもろ 
‰よぼわりゆήろ ゎわり るぼれむゆゃόよ ゎむ ぼよわやみやぼゎわりゆή ょむ わもよ ぼゎゐよέるむやぼ わもろ ♪ύゎもろ ゎわり るぼれόよ. ９わり 
るぼれむゆゃόよ も １ァよゎわぼよわやよりύるりゆも るれόゎゑむれむ ゅぼわぼゑύまやり ゎわりゐろ ７άるむろ ♯やまίゆやり ゅぼや ‰まぼるもわό 
όわぼよ りや るりゆやわやゅέろ ゎゐよゃήゅむろ みむよ ήわぼよ むゐよりϊゅέろ. ¶ ８ώょも, ぼよわやゃέわァろ, みむ ぽりもゃά わもよ 
１ァよゎわぼよわやよりύるりゆも ぼゆゆά むゅょむわぼゆゆむύむわぼや わやろ やゎわりれやゅέろ ゎゐまゅゐれίむろ ゅぼや わも ゆぼわやよりゅれぼわίぼ まやぼ 
よぼ ぼるりゅりょίゎむや りゑέゆも むやろ ぽάれりろ わもろ. ７れάまょぼわや, ぼよ ぼよぼゆりまやゎわむί ゅぼよむίろ わも みやぼょぼれわゐれίぼ わりゐ 
７ぼわれやάれをも ♭むれょぼよりύ ♯’ るれりろ わりよ ♭れもまόれやり ◯’ まやぼ わやろ ぼゅれόわもわむろ έよぼよわや わァよ １ゐるれίァよ, 
ゅぼゃώろ むるίゎもろ ゅぼや わもよ ぼよりをή るりゐ むるやみむやゅよύむや も ８ώょも ゎむ ぼゐわりύ わりゐ むίみりゐろ ゎゐょるむれやゑりれέろ75. 

 

 

†. †るίゆりまりろ. 

１ύるれりろ, «Η ‰まίぼ ４ήゎりろ» - «Ｃァよὴ １ゐれίりゐ ἐるὶ わῶよ ὑみάわァよ. 
 ４ῆゎりろ わίろ ἐゎわや.» 

Όるァろ ゅぼや ゎわりゐろ るれώわりゐろ みやァまょりύろ, όるりゐ わり ぼίょぼ わァよ ょぼれわύれァよ ゅぼわέゎわも わり ゎるέれょぼ まやぼ 
るりゆゆぼるゆぼゎやぼゎょό わァよ をれやゎわやぼよώよ, έわゎや ゅぼや りや みむゅぼわれむίろ よむりょάれわゐれむろ έみむやらぼよ わりよ みれόょり まやぼ 
るりゆゆりύろ άゆゆりゐろ ゎわり よもゎί. ¶ １ύるれりろ ぼるό わりゐろ ぼれをぼやりわάわりゐろ をれόよりゐろ むίをむ みやάゑりれむろ 
りよりょぼゎίむろ, όるァろ ‰ゅぼょぼよわίろ, ‰ゆぼゎίぼ, １むれぼゎわίぼ ゅ.ぼ. όるァろ むるίゎもろ ゅぼや るりゆゆά るれりゎァよύょやぼ 
όるァろ ‰ゎるむゆίぼ76,‰むれίぼ, ３ぼゅぼれίぼ ゅ.ぼ. ¶ ぼるりゑゃむまょぼわやゅή みやぼるίゎわァゎも わりゐ Ａむれわゐゆやぼよりύ╈ 
«Sanguinis Martyrum, seme Christianorum», ぽれίゎゅむや らぼよά わもよ むるぼよάゆもんも わもろ ゎわもよ やゎわりれίぼ わもろ 
１ύるれりゐ. ♭や ぼゐわό り ２むόよわやりろ ３ぼをぼやれάろ, るれώわりろ りよりょάめむや わもよ １ύるれり «Άまやぼ ４ήゎり», ゅぼや 
ゎもょむやώよむや ゎわり Ｄれりよやゅόよ わりゐ╈ «をれῆゎや むἶよむ よὰ ゑりゐょίゎァょむよ わὴよ ἅまやぼ よῆゎゎりよ, ゅぼὶ ὅゎりよ わὴよ ゑりゐょίゎァ 
みὲよ ゃέゆァ るむῖよ んέょぼわぼ»77.   

8ｰ ｰｰｰ «ょάれわゐれむろ» Ａりύれゅりや ゅぼや みむゅぼわれむίろ ６ゎやりょάれわゐれむろ Ｄれやゎわやぼよりί. 
 

Ａや ゎゐょぽぼίよむや όょァろ όわぼよ も έよよりやぼ ゅぼや όれりろ «ょάれわゐれぼろ», るりゐ むょむίろ りや りれゃόみりらりや Ｄれやゎわやぼよりί 
ゅぼわぼよりりύょむ ゎぼゑώろ みやぼゑりれむわやゅά, έをむや άゆゆり ぼよゃれァるりゆりまやゅό ゐるόぽぼゃれり まやぼ ゅάるりやりよ 
ぼゆゆόゃれもゎゅり╉ ９ίまりゐれぼ, ゎむ るりゆゆέろ るむれやるわώゎむやろ ゎわり ０ゎゆάょ り ょάれわゐれぼろ むίよぼや ぼゐわόろ るりゐ るぼίれよむや 
ょぼめί わりゐ, ゅゐれίァろ ょむ むるやゃέゎむやろ ゅぼょやゅάめや, άゆゆりゐろ ぼるίゎわりゐろ. Ｆゎわόゎり ぼゅόょも ゅぼや ゎわり ０ゎゆάょ έをむや 
ょίぼ ゃむりゆりまやゅή むれょもよむίぼ, るぼれά むゃよやゅή.  

 

Όわぼよ り ８. ４わむよゅわάろ ぼよぼゅりίよァゎむ ゎわやろ ｲｳ ‰るれやゆίりゐ わぼ よέぼ ３έわれぼ ６やゅりみόょもゎもろ 
†ょるやゎわりゎύよもろ 〉３.６.†.《 るりゐ ぼゑりれりύゎぼよ ゎわも みやぼゅίよもゎも ぼわόょァよ ゅぼや ぼまぼゃώよ ぼるό わぼ 
ゅぼわむをόょむよぼ るれりろ わやろ むゆむύゃむれむろ るむれやりをέろ も †ゆゆもよりゅゐるれやぼゅή ゅりやよή まよώょも ぼるりみむίをわもゅむ るりゆύ 
ァれやょόわむれも ぼるό わもよ もまむゎίぼ わもろ ゅぼや わぼ ３３† . Όゎりや ゃέゆもゎぼよ よぼ むるァゑむゆもゃりύよ わァよ ょέわれァよ, 
ゅぼや ήわぼよ ぼよέゆるやゎわぼ るりゆゆりί ゅぼや ぼるό わやろ みύり るゆむゐれέろ, ゅぼゃώろ みやέゎをやめぼよ わも まれぼょょή るりゐ 

                                                                                                                                                                      

έょょむゎぼ よぼ むよむれまήゎむや ゎゐょぽりゐゆむゐわやゅά るれりろ わりよ ７άるぼ ♭れもまόれやり ◯‒ まやぼ わもよ むやれήよむゐゎも ゅぼや わもよ έよァゎも 
わァよ みύり †ゅゅゆもゎやώよ.» Ｄ.‰れぼょるぼわめή, ‰よέゅみりわも むるやゎわりゆή わりゐ るぼわれやάれをも １ァよゎわぼよわやよりゐるόゆむァろ 
♭むれょぼよりύ ♯‒ るれりろ わりゐろ １ぼれみやよάゆやりゐろ わもろ ８ώょもろ 〉ｱｲｳｲ《, ‰よぼわύるァゎやろ むゅ わりゐ ４♯΄, ｲｰｰｴ-ｲｰｰｶ, Ａόょりゐ 
わもろ †るむわもれίみりろ わもろ †わぼやれむίぼろ ♯ゐめぼよわやよώよ ９るりゐみώよ. ‰ゃήよぼ ｲｰｰｶ. 
75 ７れぽゆ. １.７. ９άゃぼ, ３むゎぼやァよやゅή ♯やぽゆやりゃήゅも, わ. ♯, ゎむゆ. ｴｴ. 
76 «Ἡ ゆέらやろ Ἀゎるむゆίぼ るぼれάまむわぼや るやゃぼよῶろ ἐゅ わりῦ ἀゃれりやゎわやゅりῦ ぼ ゅぼὶ わῆろ ぼἰりゆやゅῆろ ゆέらむァろ ゎるέゆりろ ἢ 

ゎるέゆやりろ, ἀよわやゎわりやをりύゎもろ るれὸろ わὴよ ἀわわやゅὴよ ゆέらやよ んέゆやりよ, ゅりやよῶろ ぽれぼをやόゆやりよ. Ὅゃむよ, ょむわぼゑりれやゅῶろ, 
Ἀゎるむゆίぼ ゎもょぼίよむや わὴよ ゅぼわάゅりゎょりよ ἢ わὴよ るゆりゐゎίぼよ..»  ‰れをやむるやゎゅόるりゐ １ύるれりゐ ３ぼゅぼれίりゐ ♭’, 
１ύるれりろ も ‰まίぼ ４ήゎりろ, ２むゐゅωゎίぼ 1997. 
77 ２むりよわίりゐ ３ぼをぼやれά, Ｄれりよやゅὸよ １ύるれりゐ, έゅみりゎやろ ὑるὸ R.M.Dawkins, Leontios Makhairas- Recital 

concerning the Sweet Land of Cyprus entitled "Chronicle", Oxford ｱｹｳｲ, わόょ. ０, ゎ. ｲｸ. 
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をァれίめむや わりよ わόるり わりゐろ ゎわぼ みύり, ょるりれりύゎぼよ よぼ みやぼぽάゎりゐよ ゅぼや ゎわやろ みύり るゆむゐれέろ わもよ ίみやぼ 
ゑれάゎも まれぼょょέよも ゎわぼ むゆゆもよやゅά ゅぼや ゎわぼ わりゐれゅやゅά╈ «♪むよ らむをよώ», «Υσuωςζς».  

 

‰ゐわή も むるやょりよή ゎわもよ むゃよやゅή ょよήょも, も りるりίぼ むら りれやゎょりύ むίよぼや むるやゆむゅわやゅή, ゅぼゆゆやむれまήゃもゅむ 
まやぼ みむゅぼむわίむろ ぼよάょむゎぼ ゎわやろ みύり ゅりやよόわもわむろ ゅゐれίァろ ょέゎァ わもろ むゅるぼίみむゐゎもろ ゅぼや わァよ ３３†. 
Έょぼゃむ わりゐろ １ゐるれίりゐろ よぼ ょやゎりύよ わりよ «Άゆゆり» ゅぼや ゅぼゆゆやέれまもゎむ わりよ るやり みやぼみむみりょέより ょύゃり ゎわり 
よもゎί╈ «りや みύり ゅりやよόわもわむろ みむよ ょるりれりύよ よぼ めήゎりゐよ ょぼめί, むらぼやわίぼろ わァよ るやゅれώよ やゎわりれやゅώよ 
まむまりよόわァよ るりゐ έをりゐよ めήゎむや». ６や みύり ゅりやよόわもわむろ るゆέりよ ゅぼゆりύよわぼや よぼ みやぼゎわぼゐれώゎりゐよ わやろ 
ょよήょむろ わりゐろ ή ぼゅόょぼ ゅぼゆύわむれぼ よぼ みやぼゎわぼゐれώゎりゐよ わやろ ょよήょむろ わりゐろ ゅりやわώよわぼろ ょむ έよぼ ゅれやわやゅό 
ょάわや ぼゐわά るりゐ ゅゆήゃもゅぼよ よぼ ょάゃりゐよ ょέゎぼ ぼるό わぼ ゎをりゆやゅά ぽやぽゆίぼ わもろ やゎわりれίぼろ るりゐ 
むらむわάめりゐょむ るぼれぼゅάわァ まやぼ よぼ むるぼよむらむわάゎりゐよ わや るれぼまょぼわやゅά みむよ るれέるむや よぼ らむをよりύよ.  

 

Κξηχξψ Τζχξνξ, 〉Η やゎわりれίぼ わもろ １ύるれりゐ《 ‰るό わやろ るれώわむろ ゎむゆίみむろ わりゐ ぽやぽゆίりゐ, り ゎゐままれぼゑέぼろ 
ぼよぼゑέれむや «όわや も １ύるれりろ-まむァまれぼゑやゅά ゅぼや まむァゆりまやゅά- むίよぼや ょやぼ るれりέゅわぼゎも わもろ ‰よぼわりゆίぼろ ゅぼや 
みίよむや έょゑぼゎも ゎわもよ ゎもょぼゎίぼ わもろ １ύるれりゐ まやぼ わもよ Ａりゐれゅίぼ ぼよわやるぼれぼぽάゆゆりよわぼろ わもよ ぼみやぼゑりれίぼ 
わもろ †ゆゆάみぼろ まやぼ わり よもゎί ゅぼや わもよ έゆゆむやんも やゎわりれやゅώよ みむゎょώよ ょむ ぼゐわό. １άよむや むるίゎもろ ゎぼゑέろ 
るァろ りや Έゆゆもよむろ りや りるりίりや めりゐよ ゎわも １ύるれり, ぼるゆά みむよ むίよぼや Έゆゆもよむろ. ０みりύ ょίぼ ゎύまゅれやゎも わもろ 
ゎもょぼゎίぼろ わもろ １ύるれりゐ まやぼ わもよ †ゆゆάみぼ ゅぼや わもよ Ａりゐれゅίぼ╈ «¶ １ύるれりろ むゆέまをむや わぼ よόわやぼ ゆやょάよやぼ 
わもろ Ａりゐれゅίぼろ. ９む るむれίるわァゎも ８ァゎやゅήろ ぼるむやゆήろ, り わりゐれゅやゅόろ ゎわれぼわόろ ょるりれむί よぼ をわゐるもゃむί ぼるό 
われίぼ みやぼゑりれむわやゅά ょέわァるぼ ゅぼや ょるりれむί よぼ ぼよぼめもわήゎむや ぽりήゃむやぼ ょόより ぼるό わぼ よόわやぼ ゆやょάよやぼ わもろ 
Ａりゐれゅίぼろ . ６や るれόまりよりί ょぼろ ゅぼわέゅわもゎぼよ わもよ １ύるれり わり ｱｵｷｱ ょむ ゅόゎわりろ わも めァή 8ｰｰｰｰ ょぼれわύれァよ. 

６や Ａりύれゅりや むίをぼよ わりよ έゆむまをり わもろ １ύるれりゐ ょέをれや わり ｱｸｷｸ, まやぼ われむやろ ぼやώよむろ, ゅぼや ゎゐょるむれやゑέれりよわぼよ 
ゎわりゐろ よわόるやりゐろ るゆもゃゐゎょりύろ ょむ るりゆύ ゅぼゆό われόるり. Έゑむれぼよ むゆむゐゃむれίぼ ゅぼや みやゅぼやりゎύよも ゎわり よもゎί. 
６や Ａりύれゅりや ぼよέるわゐらぼよ わもよ １ύるれり ゅぼや ゅぼわぼゎゅむύぼゎぼよ わόゎぼ るりゆゆά ょよもょむίぼ, わぼ りるりίぼ 
るれりゎέみァゎぼよ ゎわもよ １ύるれり わりよ わりゐれゅやゅό をぼれぼゅわήれぼ. †よ りゆίまりやろ, ゅάるりやりろ ょるりれむί よぼ ゐるりゎわもれίらむや 
όわや も １ύるれりろ むίよぼや やゎわりれやゅά, まむァまれぼゑやゅά, ゎわれぼわもまやゅά ゅぼや りやゅりよりょやゅά, ゎゐよみむみむょέよも ょむ わもよ 
‰よぼわりゆίぼ ゅぼや ぼるりわむゆむί ょέれりろ わもろ ３やゅれάろ ‰ゎίぼろ» 〉ゎむゆ. ｷ《. 

 

９わり わりゐれゅやゅό ゎをりゆやゅό ぽやぽゆίり をれもゎやょりるりやむίわぼや るりゆゆέろ ゑりれέろ も έよよりやぼ ょάれわゐれぼろ, ♪むよ ょむ 
むよりをゆむί わόゎり わり まむまりよόろ わもろ ぼよゃむゆゆもよやゅήろ るれりるぼまάよみぼろ, るぼれά も をれήゎも わりゐ όれりゐ ょάれわゐれぼろ, 

まやぼ よぼ みやゅぼやりゆりまήゎむや むょょέゎァろ るゆもよ ゎぼゑώろ, わもよ ゅぼわάゅわもゎも わりゐ よもゎやりύ わόわむ ゅぼや わもよ 
«むύゆりまも» るぼれぼょりよή わりゐ わりゐれゅやゅりύ ゎわれぼわりύ ょむわά ぼるό むやゎぽりゆή わりゐ ｱｹｷｴ ゅぼや わぼ むまゅήょぼわぼ るりゐ 
みやέるれぼらぼよ ゎわり ゎήょむれぼ. Ａや ゅぼゆύわむれり ぼるό わり よぼ るれりゎみίみむやろ έよぼよ ゃれもゎゅむゐわやゅό もれァやゅό 
れりょぼよわやゎょό ゎわり ゃέょぼ ゅぼや よぼ るむれよά むύゅりゆぼ έわゎや ゎむ ゎゐよむやみήゎむやろ. ３む ぼゐわέろ わやろ ゎゅέんむやろ 
ゅぼわぼれまむί わりゐろ Έゆゆもよむろ わもろ １ύるれりゐ ゅぼや, ゅぼわά ゎゐよέるむやぼ, わぼ みやゅぼやώょぼわά わりゐろ. ９ύょゑァよぼ ょむ 
わりよ ゎゐままれぼゑέぼ りや †ゆゆもよりゅύるれやりや みむよ έをりゐよ ゅぼよέよぼ みやゅぼίァょぼ よぼ ぼるりめもわりύよ わもよ Έよァゎも, ゅぼや 
も １ύるれりろ むίよぼや Ａりゐれゅやゅή むるむやみή りや ６ゃァょぼよりί-り ゎゐままれぼゑέぼろ をれもゎやょりるりやむί ぼみやぼゅれίわァろ わりゐろ 
όれりゐろ Ａりύれゅりろ ゅぼや ６ゃァょぼよόろ- みやりίゅもゎぼよ わもよ １ύるれり まやぼ われむやろ ぼやώよむろ ゅぼや ｸｰ.ｰｰｰ ６ゃァょぼよりί 
ゎわれぼわやώわむろ るέゃぼよぼよ ゅぼや έまやよぼよ ゅぼわά わも みやάれゅむやぼ わもろ ゅぼわάゅわもゎもろ わりゐ よもゎやりύ わり ｱｵｷｱ, ゅぼや 
ゎもょむやώよむや, «６や 8ｰｰｰｰ ょάれわゐれむろ むίよぼや も ゎぼゑήろ ぼるόみむやらも わもろ «わりゐれゅやゅόわもわぼろ» わもろ １ύるれりゐ. １ぼや り 
Ａりゐれゅやゅόろ ぼまώよぼろ むよぼよわίりよ わもろ Έよァゎもろ るぼίれよむや わも みύよぼょή わりゐ ぼるό ぼゐわりύろ わりゐろ ήれァむろ ぼゆゆά 
ゅぼや り むゃよやゅόろ ぼまώよぼろ まやぼ わも みやをりわόょもゎも わりゐ よもゎやりύ ぼよぼめもわά わも よりょやょりるりίもゎή わりゐ ゅゐれίァろ ゎわりゐろ 

６ゃァょぼよりύろ ゎわれぼわやώわむろ りや りるりίりや るέゃぼよぼよ ゅぼわά わも みやάれゅむやぼ わもろ ゅぼわάゅわもゎもろ わもろ １ύるれりゐ わり 
1571». ¶ ゆりまやゅή るりゐ むゑぼれょόめむわぼや むίよぼや ぼるゆή╈ «Όるりゐ わり Ａりゐれゅやゅό ぼίょぼ をύゃもゅむ, り わόるりろ ぼよήゅむや 
ゎわり Ａりゐれゅやゅό Έゃよりろ» 
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Όるァろ ゆέむや ゅぼや έよぼろ みやάゎもょりろ Ａりύれゅりろ むゃよやゅόろ るりやもわήろ ゎわり ぽやぽゆίり╈ «¶ をώれぼ まίよむわぼや るぼわれίみぼ 
ょόより όわぼよ ゐるάれをりゐよ άよゃれァるりや みやぼわむゃむやょέよりや よぼ るむゃάよりゐよ まやぼ わり をぼわίれや わもろ» 〉ゎむゆ. ｲｷ《.  ¶ 
«るゆぼわむやぼゎわやゅή ゎわれぼわもまやゅή» わりゐ ゎゐままれぼゑέぼ むίよぼや むょゑぼよήろ ょむ わもよ έょゑぼゎも ゅぼや わもよ 
むるぼよάゆもんも ゎわりゐろ «8ｰ ｰｰｰ ょάれわゐれむろ» Έをりゐょむ έよぼ わゐるやゅό るぼれάみむやまょぼ わもろ ぼやをょぼゆώわやゎもろ わもろ 
やゎわりれίぼろ ゎわり むゃよやゅό ゎゐょゑέれりよ. ‰ろ ょもよ らむをよάょむ ゅぼや わもよ ゑれάゎも わりゐ Ητςξ Ανζηνζ, όわや わぼ έゃよも 
むίよぼや ゎぼよ わりゐろ «ぼゑもまもわέろ», りや りるりίりや ゆέよむ ゎわりゐろ むぼゐわりύろ わりゐろ ゅぼや わりゐろ άゆゆりゐろ やゎわりれίむろ まやぼ 
わり るりやりや むίよぼや ゅぼや ぼるό るりύ έをりゐよ έれゃむや. ¶ やゎわりれίぼ ゅぼや わり έゃよりろ むίよぼや ぼみやぼをώれやゎわぼ. ６ ゎゅりるόろ 
ぼゐわήろ わもろ ゅやよもわりるりίもゎもろ わもろ やゎわりれίぼろ むίよぼや も るれりゎるάゃむやぼ よりょやょりるりίもゎもろ. ♪むよ るれέるむや よぼ 
むゅゆぼょぽάよむわぼや ゎぼよ έよぼ ょάゃもょぼ やゎわりれίぼろ ょむ わもよ έよよりやぼ わもろ ぼゅれやぽりύろ むらやゎわόれもゎもろ わァよ 
るむれぼゎょέよァよ. ◯ぼ ょるりれりύゎぼょむ よぼ わもよ をぼれぼゅわもれίゎりゐょむ «ょゐゃやゎわりれもょぼわやゅή やゎわりれίぼ» ょむ わもよ 
έよよりやぼ όわや まれάゑむわぼや まやぼ よぼ みもょやりゐれまήゎむや わぼゐわόわもわぼ ゅぼや よぼ ゃέゎむや ぼらίむろ, ゅぼや よぼ るむれやまれάんむや 
わりよ ゅόゎょり ゎわりよ りるりίり ぼゐわή も わぼゐわόわもわぼ ゅぼや りや ぼらίむろ みりゅやょάめりよわぼや.  
 

６や ょりよぼをりί, ぼるりみέゅわもゅぼよ ょむ ゅぼゆりゎύよも わりゐろ ゆぼわίよりゐろ ゎわもよ １ぼよわάれぼ るれやよ わり ょぼれわύれやり ゅぼや ァろ 
Ｄれやゎわりί ぼるりみέゅわもゅぼよ ゎわり όよりょぼ わもろ ぼまάるもろ わり ょぼれわύれやり.  ９む ょやぼ むるりをή όるりゐ わぼ るれόわゐるぼ 
ゑゃίよりゐよ ゅぼや るれりゎるぼゃώよわぼろ よぼ るやάゎりゐょむ ゅぼや よぼ ょやょもゃりύょむ ό,わや らέより έわむれり るέゎむや ょるれりゎわά 
ょぼろ, るれάわわりゐょむ るぼゃもわやゅά ゎぽήよりよわぼろ りゐゎやぼゎわやゅά, όをや ょόより わり やゎわりれやゅό, ぼゆゆά るよむゐょぼわやゅό ょぼろ 
DNA, らむをよりύょむ ίみやりや わやろ みやゅέろ ょぼろ ゎゐよむやみήゎむやろ むゅりύゎやぼ, るれりろ わやょήよ ょやぼろ «ゅぼゆύわむれもろ» むるίまむやぼろ 
めァήろ,  ゅぼや ぼゅりύゎやぼ るれりろ わやょήよ άゆゆァよ るりゐ ょぼろ ゃέゆりゐよ έわゎや, も ょよήょも るれりわύるァよ ぼまίァよ, 
ょりよわέゆァよ ゃむぼよみれやゅりύ るれりわύるりゐ όるァろ りや よむりょάれわゐれむろ わもろ １ぼよわάれぼろ, ぼるりわむゆむί るぼれάみむやまょぼ 
るれりろ ょίょもゎも.  

«…Ａώれぼ ゅぼゆύわむれぼ よὰ ゆもゎょりよήゎりゐょむ るάよァ ゎὲ わりῦわぼ わὰ 

      をぼゆίゅやぼ- 

  みὲ ゑむゆᾶ よὰ ょやゆᾶょむ- 

  わὴ まよώょも わῶよ みゐよぼわῶよ るりやὸろ ゃὰ ょるりれέゎむや よὰ わὴ まゐれίゎむや; 
  るりやὸろ ゃὰ ょるりれέゎむや よ᾿ ἀゅりゐゎわむῖ; 

  １ぼゃέよぼろ をァれやゎわὰ ὀよむやれむύむわぼや ゅぼὶ みὲよ ἀゅりύむや わὸ ぽれぼをよὰ 

     わῶよ ἄゆゆァよ. 

-４ぼὶ- ὅょァろ ὁ ょぼよわぼわりゑόれりろ われέをむや 
 ゅや ὅゎり ょぼゅれὺろ ゅや ἂよ むἶよぼや ὁ みれόょりろ わりゐ, ゃὰ ゑέれむや 

 ゎ᾿ ぼὐわりὺろ るりὺ まύれむゐぼよ よ᾿ ἁゆゐゎりみέゎりゐよ わὸよ Ἑゆゆήゎるりよわり 

 わὸ ゑりぽむれὸ ょήよゐょぼ わῆろ ９ぼゆぼょίよぼろ.Ｃァよὴ １ゐれίりゐ ἐるὶ わῶよ ὑみάわァよ. 
 ４ῆゎりろ わίろ ἐゎわや.»           

♭やώれまりろ ９むゑέれもろ, ９ぼゆぼょίよぼ, １ύるれτろ, ４りέょぽれもろ ῾5ｳ. 
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†. ‰るりゆゐわίゅやぼ 

Ａῶよ ἁまίωよ みέゅぼ ゅぼί われやῶよ Ὁゎやりょぼれわύれωよ わῆろ ３りよῆろ １ぼよわάれぼろ. 

Ἀるりゆゐわίゅやりよ. Ἦをりろ ま’. ◯むίぼろ ７ίゎわむァろ. 

◯むίぼろ るίゎわむァろ ὁょりゆりまίぼ, ἐゎわもれίらぼわむ わήよ ἐゅゅゆもゎίぼよ, ゅぼί わῆろ １ύるれりゐ わήよ まῆよ 
ἠまやάゎぼわむ, ざゎやりょάれわゐれむろ ゃむῖりや われむやろゅぼやみέゅぼ, ３りよῆろ １ぼよわάれぼろ わά ἄよゃも わά 
むὔりゎょぼ. １ぼί よῦよ ἄゑむゎやよ, みりゃῆよぼや Ｄれやゎわῷ るれむゎぽむύゎぼわむ, わりῖろ ょέゆるりゐゎやよ ὑょῶよ わήよ 
ゃむίぼよ ἄゃゆもゎやよ. 

１りよわάゅやりよ. Ἦをりろ ぽ’. Ａά ἄよァ めもわῶよ. 

Ａῷ ゃむίァ ゑァわί, ７ぼわέれむろ りἱ われやゎゅぼίみむゅぼ, わόよ よりῦよ ἑぼゐわῶよ, みί’ἀれむわῆろ るわむれώゎぼよわむろ, 
ἐよ １ύるれァ ἠよみれぼまάゃもゎぼよ, ὡろ わῆろ るίゎわむァろ ゎわύゆりや ἀゅゆόよもわりや, みやά わりῦわり ἐるάゃゆりやろ 
みやるゆりῖろ, ゃむόゃむよ ゆぼょるれῶろ ἐょむまぼゆύよゃもゎぼよ. 

３むまぼゆゐよάれやりよ. 

Ｄぼίれむわむ ７ぼわέれむろ るぼよむゐゅゆむむῖろ, わῆろ ３りよῆろ １ぼよわάれぼろ, ゅぼゆゆァるίゎょぼわぼ ἱむれά, 
をぼίれむわぼや わῆろ １ύるれりゐ りἱ ゑァわりゑόれりや ゆύをよりや, されゃりみりらίぼろ ゎわύゆりや りἱ ἀれぼまέゎわぼわりや. 

 

Ａῶよ ἐゅ わῶよ みむゅぼわれやῶよ, みύり ょぼをぼやれやωわῶよ ὁゎやりょぼれわύれωよ, ♭むれぼゎίょりゐ ゅぼί 
♭むよよぼみίりゐ. 

Ἀるりゆゐわίゅやりよ. Ἦをりろ ἅ’. Ａῆろ ἐれήょりゐ るりゆίわもろ. 

Ａήよ ὀれゃόみりらりよ るίゎわやよ るれόろ ゆぼわίよァよ ゅもれύらぼよわむろ, ゅぼί わήよ わῶよ ἀめύょァよ よりゃむίぼよ, 
まれぼゑやゅῶろ ἀるむゆέまらぼよわむろ, るゐれί るれりゎァょやゆήゎぼわむ ゑれやゅわῶ, ♭むれάゎやょむ ♭むよよάみやむ 
ゎわむれれῶろ ３άよみれぼ ἡ るぼよむύゑゐょりろ ３ぼをぼやれά, むὐゑれぼίよむわぼや ゅれぼゐまάめりゐゎぼ, みόらぼ わῷ 

ἐよやゎをύゎぼよわや ὑょᾶろ, みόらぼ わῷ ゎわむゑぼよώゎぼよわや, ゅぼί ゃむίりゐろ るれέゎぽむやろ るれόろ ‰ὐわόよ, ὑょᾶろ 
ἐょりί みァれήゎぼよわや. 

１りよわάゅやりよ. Ἦをりろ み’. ざ ὑんァゃむῖろ. 

９わぼゐれァゃέよむわむろ わῷ １ゐれίァ ἀゎゅήゎむや, ἐよ ３ぼをぼやれά わή ゃむίぼ ３άよみれぼ ７ぼわέれむろ, 
♭むれάゎやょむ ♭むよよάみやむ ἠゃゆήゎぼわむ ゎわむれれῶろ, るゆάよもよ ἀるむゆέまらぼよわむろ わῶよ みゐゎゃέァよ 
２ぼわίよァよ, ゅぼί ὁょりゆりまもゎάよわむろ わήよ ὀれゃόみりらりよ るίゎわやよ, みやり ゎわむゑゃέよわむろ よῦよ ἐよ 
りὐれぼよりῖろ, ἀむί ぼἰわむῖゎゃむ, ἠょίよ ゃむῖりよ ἔゆむりろ. 

３むまぼゆゐよάれやりよ. 

Ἄれぼよわむろ ἐる’ὤょァよ まゆゐゅύよ ゎわぼゐれόよ, ３ぼをぼやれά ἐよ ３άよみれぼ, ゅぼί ἐゆέまらぼよわむろ 
まれぼゑやゅῶろ, るゆάよもよ わῶよ ἀめύょァよ, ἠゃゆήゎぼわむ まむよよぼίァろ, ゎύよ ゃむίァ ♭むれぼゎίょァ, ょάゅぼれ 
♭むよよάみやむ.  
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