


Ruhiy (sharpa) tajriba

Biz bir sharpa deb ruhiy yoki aytish mumkin ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が

全く見えなかった。 Men ham o'ttiz-to'rt, bu sharpa barcha qadar besh yoshda

paydo qilmadi. 正確に何月に見たかを忘れてしまったので、どちらの歳かは、はっき

りしないのだが。 Men nima oy ko'rgan nima unutib aniq, chunki, bu yoshdagi,

lekin men aniq emas. とにかく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きするし知っ

ているものである。 Yaxshiyamki, biz ko'rib yoki bolalikdan hech kim Nante sharpa

hikoya eshitish bilaman narsadir. それで、私も幽霊が見えないかなと思っていたが

、何処でも全く見ることはなかった。 Shunday qilib, men ham bir, jon ko'rolmaydi

joyda barcha qaramadi, deb o'ylardik. それで、幽霊なんて存在するのか、と思った

りした事もあった。 Shunday qilib, siz deb o'yladim yoki u erda ham edi, Nante

arvohlar mavjud. でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当にあるのだろうとは思っ

ていたのだが、それでも実際に見たことはなかったのである。 Men u erda tajriba

go'zal Nante sharpa, lekin bu, albatta, ma'lum, deb o'ylayman, lekin emas edi,

agar, lekin, hali hech aslida uni ko'rgan edi.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Va men ham o'ttiz-to'rt, besh yoshda
aylandi. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起きてバイクで新聞販売店
へ向かう毎日を送っていた。 Bu gazeta etkazib berish edi, chunki o'sha paytda,
ertalab uch soat uchun sodir mototsiklda newsagent tomonga har kuni yuborgan
edi. 私生活では心霊写真の本など見ていたのである。 shaxsiy hayotiga u bunday
ruhiy fotografiyasiga sifatida tomosha qilingan bo'ladi.
ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販
売店に向かっていた。 Bir kuni ertalab va aytish uch soat tong oldin qorong'i
vaqtida, men har doim dilerlik hokazo velosiped chiqishdan va ketayotgan edi. 住
宅地の家が多い小さな道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにい
たのだ。 uyning kichik yo'l turar-joy maydoni ko'pincha milliy avtomagistrali
javob berish ishlayotgan bo'lsa, u bir burilish nuqtasiga kelganida edi. 季節は
冬だった。 Mavsumda qish edi. それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い
女性みたいな人が立っていたのだ。 Biroq, chet el bilan yosh ayol kabi odamlar
bir narsa qisqa qisma oq yupqa kostyumining turardi. 私は、ついに出たと思った。
Men chiqib, nihoyat, deb o'yladim. 何か透けそうな感じで肉体といった感じではない
。 his qilish mumkin hech narsa bilan tanasi kabi his. 少しその女性は、ゆらりと動
いた。 ayol, bir oz chayqalib ko'chib o'tdi. 神秘的な感じではあった。 sirli
tuyg'u bor edi. だが、仕事に行っているので停まるわけにいかず、そこを通り過ぎ
ていった。 Ular ishga bordi, chunki Lekin, Ikazu men o'tgan borib, u erda,
to'liq to'xtatish degani uchun.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Ba'zi odamlar ruh ko'rish uchun jinni edi. 私も心霊
写真を多数見ていなかったら、おかしくなったかもしれない。 Agar ruhiy suratlarni
bir qator ko'rmagan bo'lsa, men ham, kulgili bo'lishi mumkin. この世のものではな
い感じ、は確かに頭がおかしくなりそうなのだ。 emas, bu dunyo his, u ehtimol,
albatta juda qiziqaman rahbari.
それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から
小さな子供が何人も出てきた。 Tong oldida mototsiklda ustida ishlash uchun



小さな子供が何人も出てきた。 Tong oldida mototsiklda ustida ishlash uchun
boshchiligidagi sifatida qachon bir xil So'ngra bir necha kun o'tgach, ibora
uyidan kichik bolalar har qanday shaxsning chiqdi. 私はお通夜かな、と思ったの
だが、後で考えるとお通夜でも子供が夜中の三時過ぎに起きていて、家の外に出てくる
だろうかと思うと、あれは心霊だったのでは、と思うのである。 Men unga o'yladim,
Kana uyg'otib, lekin hatto keyin bola va keyinchalik o'ylab ertalab uch soat
ichida yuz bergan, va men uydan keladi, deb o'ylayman, u erda bo'lgan bir
ruhiy, deb u o'ylash bo'ladi.
 

 

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近
くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて来た
。 So'ngra, bir muncha vaqt o'tgach, endi bir gazeta etkazib berish o'rta, siz
hali ham kecha tong yo'q vaqtida uyiga yaqin kelib, kampir boshqa tomondan bir
kimono is muassasa va erga siljitish uchun yurib kelgan keldi. そして右に曲がっ
てある家の中に入って行った。 Va men o'ng o'ralgan uyiga ketdi. 後からそこを通る
ときにその女性が入って行った場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかった
のだ。 ayol qachon g'oyalar keyinchalik kirib joyda qarab, u erda men barcha
devorlar bir kirish yo'q edi. 間違いなく幽霊だろう。 Albatta u sharpa bo'ladi.
この三つはいずれも夜明け前である。 Ham, bu uch ham tong oldin hisoblanadi. 心霊
というか幽霊は、もしかしたら明るいところには出てこないのではないかと思ったり
する。 Sharpa yoki aksincha ruhiy, yoki men u ehtimol yorqin joyga olib kelmagan
emas o'yladim.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Xo'sh, u ham arvohlar va
namlik uchun tegishli bo'lishi aytiladi. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、
後でいなくなったのに気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある
。 Men keyinchalik g'oyib bo'ldi payqab Misol uchun, men, bir taksi haydovchi
ayol bor bir hikoya yoki bir narsa nam edi o'tirardi qog'oz joylashtiring. 私が
東京都町田市のマンションで部屋の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水を
いれて置いていたりもした時にある夜、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした。
Men hatto yoki yo'q idishga suv qo'yish qo'yish qachon barglar o'simliklar kabi
Machida, Tokio, bir kechaning kvartirada bir xonada ko'pdir, namlik uchun
mo'ljallangan, bir narsa oyoq xonasiga kirgan bir belgisi edi. 私は布団に寝てい
たが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。 Men to'shamani ustida uxlab
yotgan, lekin birdan edi tuyg'u ikki qo'lini bosdi. でも、その時は何も見えなか
った。 Lekin, o'sha paytda men hech narsa ko'rmadim. そのうち、その何者かは出
て行ったのだろう、両手は自由になった。 Ular orasida, ehtimol, chiqib ketdi, deb
kimdir, uning qo'llari bepul bo'ldi. それで、湿気と関係があるのかなと思い、水や
なんかを捨ててしまったら、二度とそういう事は起こらなかった。 Shunday qilib, Men
sizga juda uzoq kutish va suv va bir narsa tashlab, yana sodir bo'lmagan bo'lsa
namlik va munosabatlar, ega bo'lsin, deb o'ylayman.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Agar bu yozma qachon endi,
tashqarida yomg'ir bo'ladi. 昨日は一日中雨だった。 Kecha butun kun yomg'ir
bo'ldi. こういう時こそこんな話、実話を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好
むのかもしれない。 Bunday, hatto ruhiy haqiqiy hikoya yozish vasvasasiga bo'lib,
bu hikoya aynan, bir ruh namlikni afzal mumkin.
最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。 Agar ko'proq yozish,
agar Fukuoka, Fukuoka prefekturasi, haqiqiy hikoya birinchi, Sawara-ku bir
hikoya. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 Really Men unga qadar jon
ko'rmadim. 華厳の滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった。 ko'rmagan
hech narsa, hatto Kegon Falls, men his qilmadi hech narsa ketdi. 自殺の衝動にも
駆られなかった。 Bundan tashqari, o'z joniga qasd turtki bilan bog'liqdir.
初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を
見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな
くなった。 ko'rgan birinchi marta From, keyin, u ham yoki muqaddas qadamjolar



くなった。 ko'rgan birinchi marta From, keyin, u ham yoki muqaddas qadamjolar
borish va ibodat zalida Muqaddas Ruh bo'lishi mumkin, lekin yaqinda ham bu
baytlar borib emas, chunki Muqaddas Ruhni ko'rishni ketdi insonlar huzurida da
moslashtirilgan edi .
又、機会があれば書いてみることにする。 Bundan tashqari, u imkoniyat bor bo'lsa
yozish uchun harakat qilinadi.
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