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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 7 24 55
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』しかお ╅いと ╉あいけ, 『けそ ╉か ╋あせかこちそ け ¨つてあせいとし - つかえあ う ]そせおそせ – DSEI 2011.
„╆ぇっょくけ し ‶ぇさうあおけすけ, ういかけあっくうっすけ ゃなゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは 

っ っょくけ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ う こさっしすうあくう くっ しぇきけ ゃ ╄ゃさけこぇ, くけ 
う ゃ しゃっすぇ.” – しこけょっかう ╋ぇさうくぇ ╈けさょぇくけゃぇ, さなおけゃけょうすっか けす-
ょっか „╋ぇさおっすうくゅ” ゃ „┿さしっくぇか 2000” こけ こけゃけょ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ 
せつぇしすうっ くぇ そうさきぇすぇ ゃ くっゅけ. 〈けゃぇ っ ょけこなかくうすっかくぇ きけすうゃぇちうは, 
いぇすけゃぇ う ういょっかうはすぇ, おけうすけ しっ こけょゅけすゃはす, しぇ こけゃっつっ, けすおけか-
おけすけ すっいう, し おけうすけ „┿さしっくぇか” しっ こさっょしすぇゃう こさっょう くはおけかおけ 

きっしっちぇ ゃ ╇しすぇくぉせか”. DSEI 2011 とっ しなぉっさっ いぇ こけさっょっく こなす ゃぇ-
あくう ゅけしすう けす ちはか しゃはす  う そうさきう – こさけういゃけょうすっかう くぇ ゃけっくくぇ 
すったくうおぇ う すったくけかけゅうう ゃ しないょぇょっくぇ けこすうきぇかくぇ ぉういくっし しさっょぇ 
ゃ ういかけあぉっくうは ちっくすなさ ExCel. ╊けくょけくしおうすっ ょけきぇおうくう しないょぇ-
ゃぇす せしかけゃうは う ゃないきけあくけしすう いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっ くぇ おけくすぇおすう 
きっあょせ こぇさすくぬけさう, いぇ さぇいきはくぇ くぇ うょっう, ょうしおせしうう いぇ こさっょ-

╉けくしすさせおすけさうすっ ]うきっけく ╆ぇゅぇさけゃ う ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ 
しなし しゃけはすぇ さぇいさぇぉけすおぇ - てっしすちっゃくうはす さっゃけかゃっさっく 
ゅさぇくぇすけきっす

しすぇゃはくっすけ くぇ くけゃう すったくけかけ-
ゅうう, しおかのつゃぇくっ くぇ しょっかおう, 
さぇいゃうすうっ くぇ こぇさすくぬけさしおぇすぇ 
きさっあぇ. ‶けしっすうすっかう う すなさゅけ-
ゃちう とっ きけゅぇす ょぇ しっ ょけおけしくぇす 
ょけ こけしかっょくうすっ くけゃけしすう う ょぇ 
ういぉうさぇす ういょっかうは ういきっあょせ 
1280 おけきこぇくうう けす 98 しすさぇくう 
– こさけういゃけょうすっかう くぇ けすぉさぇくう-
すっかくぇ すったくうおぇ. ¨さゅぇくういうさぇ  
しっ ょっきけくしすさぇちうは くぇ ぉけえくぇ 
すったくうおぇ, おぇすけ くぇ ゃしはおけ ゅけかは-
きけ きっあょせくぇさけょくけ ういかけあっくうっ 
– けつぇおゃぇくぇ し うくすっさっし ぇすさぇお-
ちうは. ╇いかけあっくうっすけ とっ ぉなょっ 
こけしっすっくけ けす 70 けそうちうぇかくう 
けさゅぇくういぇちうう けす 49 ょなさあぇゃう, 
こけすっくちうぇかくう おかうっくすう, ぉうい-
くっし こぇさすくぬけさう う かうちっくいうさぇ-
くう すなさゅけゃちう.
╁ こけょけぉくう せしかけゃうは „┿さしっ-

くぇか” しっ  こさっょしすぇゃは ゃ ╊けくょけく 
けす 2003 ゅ. ╇いょっかうはすぇ, こけょ-
ゅけすゃっくう いぇ すけゃぇ ういかけあっくうっ, 
しぇ: かっおけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ    
/こうしすけかっす „┿さしっくぇか ╉けき-
こぇおす”, ぇゃすけきぇすう う こったけすくぇ 
おぇさすっつくうちぇ/, ゅさぇくぇすけきっすう /
こけょちっゃっく, しぇきけしすけはすっかっく, 
さっゃけかゃっさっく う さなつっく こさけすう-
ゃけすぇくおけゃ/, ゅぇきぇ ぉけっこさうこぇしう 
/きぇかけおぇかうぉさっくう う ぇさすうかっ-
さうえしおう, ゅさぇくぇすう – さなつくう, 
ょうきくう う いゃせおけゃけ-しゃっすかうくくう, 
ういしすさっかう - きうくけたゃなさゅぇつくう う 
いぇ さぇいかうつくうすっ ゃうょけゃっ ゅさぇくぇ-
すけきっすう/, ゃいさうゃぇすっかう, おぇこしせ-
かう う ょさ. 
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〈ぇいう ゅけょうくぇ すけえ さぇぉけすう いぇ こさなゃ こなす. 【っいかけくゅう, ぉうしっさくぇ 
ゃけょぇ, っしすっしすゃっくぇ いっかっくうくぇ, ょけさう せさっょう いぇ そうすくっし おさぇえ ゃけ-
ょぇすぇ – ゃしっ くっとぇ, おけうすけ ょけこさっょう ゅけょうくぇ ぉはたぇ きっつすぇ いぇ ゅけしすう-
すっ くぇ たけすっかぇ, おけうすけ ゃっつっ うきぇたぇ っおしすさぇすぇ ょぇ しぇ くぇ 50 きっすさぇ 
けす こかぇあぇ う きけさっすけ. ]っゅぇ, けしゃっく ぉぇしっえくぇ, かけぉう – ぉぇさ, くけゃけ 
けそけさきかっくうっ くぇ こさけしすさぇくしすゃけすけ くぇけおけかけ う っあっゅけょくけ けぉけ-

ゅぇすはゃぇくぇすぇ ぇさすうしすうつくぇ しさっ-
ょぇ くぇ しこさっすくぇすうは こぇさお おさぇえ 
13-っすぇあくぇすぇ しすぇくちうは けすこせし-
おぇす くっさゃうすっ くぇ かっすけゃくうちうすっ, 
ょけてかう くっ しぇきけ けす ╉ぇいぇくかなお う 
ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, くけ う けす つせあ-
ぉうくぇ. ]なつっすぇくうっすけ けす ぉかう-
いけしすすぇ ょけ きけさっすけ, くぇかうつうっすけ 
くぇ ぉぇしっえく う うしすうくしおぇ しはく-
おぇ けす ょっしっすうかっすくう ょなさゃっすぇ 
けぉうおくけゃっくけ しすさせゃぇ しおなこうつおけ 
くぇ すせさうしすぇ, ういぉさぇか たけすっか くぇ 
こなさゃぇ かうくうは – こけくっ こけ 200 
かゃ. くぇ ょっく.〈せお, けぉぇつっ, くっ-
とぇすぇ しぇ せつせょゃぇとけ さぇいかうつくう, 
しすぇゃぇ はしくけ しかっょ さぇいゅけゃけさぇ し 
ょけぉさうすっ しすけこぇくう くぇ たけすっかぇ 
– うしすうくしおう ゅけしすけこさうっきくうすっ 
ょけきぇおうくう – しけぉしすゃっくうおなす くぇ 
そうさきぇすぇ-くぇっきぇすっか くぇ おけき-
こかっおしぇ  ╉うさうか ╂っけさゅうっゃ, せこ-
さぇゃうすっか くぇ „╀ういくっし ╉けくしせかす”, 
おけはすけ しすけこぇくうしゃぇ たけすっかぇ けす 
12 ゅけょうくう, う ′っょっかつけ ╂ぇくっゃ 
– っょうく しすけこさけちっくすけゃ こけっす, 
おけえすけ ういくっくぇょゃぇとけ さってぇ-
ゃぇ  こっさそっおすくけ っあっょくっゃくうすっ  
いぇょぇつう こけ そせくおちうけくうさぇくっすけ 
くぇ ぉぇいぇすぇ.

¨つてけせつさあてあ けくせかせあおあ か
いあつかこせひて せあ にそてかし „╅ちつかせあし”

╄かうすくうすっ しこけさすうしすう, けぉぇつっ, 
ょぇかっつ くっ ういつっさこゃぇす おけかけさう-
すぇ くぇ かっすせゃぇくっすけ ゃ たけすっかぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, おなょっすけ くぇゃさっきっすけ,  
こさっょう 20-30 ゅけょうくう, しっ さぇい-
きうくぇゃぇたきっ しぇきけ し おぇいぇくかな-
つぇくう. ‶けこせかはさくけしすすぇ くぇ ょけ-
きぇおうくぇ ′っょっかつけ ╂ぇくっゃ しさっょ 
こうてっとうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは う すさぇえ-
くうすっ きせ こさうはすっかしすゃぇ し さけょくう 
おせかすせさすさっゅっさう ょけおぇさゃぇす ゃ たけ-
すっかぇ くぇ „┿さしっくぇか”
『ゃっすなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 

こけっいうは う こさけいぇ

╁ くぇつぇかけすけ う おさぇは くぇ しっいけ-
くぇ すせお しっ こさぇゃはす かうすっさぇすせさくう 
しさっとう, くけ くぇえ-ゅけかはき おせこけく 
しすぇゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ そっしすうゃぇかぇ 
くぇ ぉぇさょけゃっすっ – こけっすうすっ し おう-
すぇさう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, きくけゅけ 
けす おけうすけ – ゃっさくう こさうはすっかう くぇ 
╉ぇいぇくかなお おぇすけ ゅけしすう こけ 』せ-
ょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう. 《っし-
すうゃぇかなす しっ こさぇゃう けす ¨ぉとうくぇ 
′っしっぉなさ う きっしすくうすっ ょっえちう くぇ 
おせかすせさぇすぇ, ゅけかっきう こさうはすっかう 
くぇ ╉ぇいぇくかなお – ╅うゃおぇ う ╇ゃぇく 
′っくおけゃう. ╇ゃぇく しっ こさけつせ おぇすけ  
ぇゃすけさ くぇ „┿た, きけさっすけ”. ′っせし-

すけうきうはす ‶かぇきっく ]すぇゃさっゃ けす 
╀せさゅぇし, ょけぇえっくなす ╂さうてぇ 〈さう-
そけくけゃ う ]かぇゃう ╂っけさゅうっゃ けす ]な-
のいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう, 
ゅけかっきうはす くう こけっす ╉けくしすぇくすうく 
‶ぇゃかけゃ, ╊のぉけきうさ ╊っゃつっゃ, こけ-
おけえくうはす ゃっつっ きぇえしすけさ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ ょさぇきぇすせさゅうは – ╇ゃぇく 
[ぇょけっゃ, „ぉぇとぇすぇ” くぇ ぃあくぇ 
こさけかっす ′うおけかぇ ╇くょあけゃ, しぇ 
うょゃぇかう ゃ たけすっかぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
くっゃっょくなあ. ′っょっかつけ ╂ぇくっゃ ゅう 
こけしさっとぇ おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ – くっ 
しぇきけ し こけょしかけく, ょけぉさけ ゃうくけ 

う こけょぉさぇくう きっいっすぇ, くけ う しなし 
しかぇょおぇ こさうおぇいおぇ う くっぉうゃぇかう 
しなさちっさぇいょうさぇすっかくう  うしすけさうう 
し っょくぇ おさぇつおぇ ゃ  きうしすうおぇすぇ.  
′っ し っょくぇ, ぇ し こけゃっつっ おさぇつおう 
ゃ きうしすうおぇすぇ しぇ くっけぉうつぇえくうすっ 
┿さす-うくしすぇかぇちうう う しおせかこ-

すせさう ゃ ゅさぇょうくぇすぇ
‶けかっゅくぇかぇ „ちうゅせかおぇ” し うし-

すうくしおう しすさせくう, けこくぇすう きっあょせ 
ょゃぇ ぇゃすっくすうつくう ゃけょっくうつくう 
おぇきなおぇ, しなゃなさてっくうすっ ういゃうゃ-
おう くぇ ぇきそけさぇすぇ, ゃ おけうすけ ╂ぇくっゃ 
ゃうあょぇ っすぇこう ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 

ちうゃうかういぇちうはすぇ, うくしすぇかぇちうは し 
ゃうしはとう きっあょせ ょなさゃっすぇすぇ こは-
しなつくう すけさぉうつおう, おなょっすけ, おけえ 
いくぇっ いぇとけ,  ゅけしすうすっ すなさしはす 
いかぇすけ けす ╉かけくょぇえお,  ぉなかゅぇさ-
しおぇ つってきぇ し つせつせさう, けさゅぇく し 
うしすうくしおう すさなぉう, しうきゃけか くぇ 
こなすは くぇ „┿さしっくぇか” けす つうしすけ 
ゃけっくくぇすぇ こさうくぇょかっあくけしす おなき 
ょせたけゃくけすけ きせ ういゃうしはゃぇくっ, 
けさなょうっ – つっさってけゃけ すけこつっ, 
おさぇえ おけっすけ しぇ こさなしくぇすう けさう-
ゅうくぇかくう ゅのかかっすぇ, けしすぇくぇかう 
けす さっきけくすぇ, おけえすけ けさなあっえ-
くうちぇすぇ こさぇゃう くぇ こぇきっすくうおぇ 
くぇ 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっく-
しおう こけかお... ╁しうつおけ すけゃぇ っ くっ-
ぉさっあくけ っかっゅぇくすくけ ゃこうしぇくけ 
ゃ いっかっくぇすぇ ゅさぇょうくぇ, おなょっすけ 
╂ぇくっゃ こさっい ゅけょうくうすっ っ けすゅかっ-
ょぇか おぇおゃけ かう くっ – けす おせかすうゃう-
さぇくうは すぇすせか う おぇいぇくかなておぇすぇ 
さけいぇ ょけ ょなさゃけすけ し こかけょけゃっ 
– ういすけつくうお くぇ きなあおぇすぇ こけ-
かけゃぇ しうかぇ. ]こけさっょ しゃっすけゃくうは 
そっくけきっく ]すっかぇ ╃うきうすさけゃぇ, 
ゃ ょゃけさぇ しっ せかぇゃはす すさう かなつぇ 
くぇ こしうたけゃないょっえしすゃうっ ゃなさたせ 
たけさぇすぇ  けす さぇいかうつくう こけしけおう, 
しなぉさぇかう しっ うきっくくけ すせお ゃ 
╄くっさゅうえくうは  ╄させしぇかうき くぇ 

しゃっすぇ
╊っつっぉくけすけ きはしすけ, こけしけつっ-

くけ けす ╃うきうすさけゃぇ, ゃ ういすけつくうは 
なゅなか くぇ ょゃけさぇ, っ しこっちうぇかくけ 
けすぉっかはいぇくけ し きっすぇかくぇ すけこおぇ, 
くぇょ おけはすけ しぇ しおかのつっくう おぇすけ 
こうさぇきうょぇ すさう けぉかっつっくう ゃ いっ-
かっくうくぇ しすなかぉぇ. ╋はしすけすけ, しこけ-
さっょ ]すっかぇ ╃うきうすさけゃぇ, ぉうかけ 
こさう けこさっょっかっくう せしかけゃうは ゃ 
さっいけくぇくし しなし いっきはすぇ う いぇすけゃぇ 
かっおせゃぇかけ.
╁しうつおけ, おけっすけ ゃうあょぇす すせさう-

しすうすっ すせお, しなし しうゅせさくけしす うい-
うしおゃぇ ゅけかっきう ゅさぇあう. ╀ぇいぇすぇ 
うきぇ きくけゅけ さぇいたけょう こけ こけょ-
ょさなあおぇすぇ, けぉはしくはゃぇ ╉うさうか 
╂っけさゅうっゃ. ╀っい そうくぇくしけゃぇすぇ 
こけょおさっこぇ くぇ しけぉしすゃっくうおぇ  – 
„┿さしっくぇか” ┿╃, つうっすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ うくゃっしすうさぇ ゃ たけすっかぇ, 
くっ っ ゃないきけあくけ すけゃぇ くうゃけ ょぇ 
ぉなょっ そぇおす, おぇいゃぇ けとっ ╂っけさ-
ゅうっゃ. ╊うつくぇ っ こけょおさっこぇすぇ くぇ 

ゅ-く ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ょなさ-
あう ょぇ こけょつっさすぇっ ╂っけさゅうっゃ. 
]ゅさぇょぇすぇ くぇ しすぇくちうはすぇ, こせし-
くぇすぇ こさっい 1967 ゅけょうくぇ, しっゅぇ 
っ ういちはかけ しぇくうさぇくぇ, しきっくっくう 
しぇ こぇさぇこっすうすっ こけ すっさぇしうすっ – 
ゃっつっ ぇかせきうくうっゃう う ょけしすぇ こけ-
ゃうしけおう, こけ しすぇくょぇさす, くけゃぇ っ う 
╁╇╉-うくしすぇかぇちうはすぇ, ゃけょけいぇた-
さぇくゃぇくっすけ, うきぇ 4 くけゃう ぇこぇさ-
すぇきっくすぇ, しすぇうすっ しぇ し すっかっゃう-
いけさう, きうくう ぉぇさ, おかうきぇすうお, 
すっかっそけく, すっさぇしぇ う ゃしはおぇ – し 
かうつっく しっえそ. ¨ぉけさせょゃぇくっすけ 
っ いぇ すさう いゃっいょう, くけ おぇすっゅけ-
さういぇちうはすぇ っ いぇ ょゃっ, いぇさぇょう 
こけ-きぇかおうは さぇいきっさ くぇ しすぇうすっ, 
くぇしかっょっく けす ゃさっきけすけ くぇ しけち-
ぇ, くけ しっゅぇ しっ つぇおぇ くけゃぇ おぇすっ-
ゅけさういぇちうは. ′けゃけ っ そけぇえっすけ, 
すぇいう ゅけょうくぇ っ ういゅさぇょっくぇ こかけ-
とぇょおぇすぇ し せさっょう, ょけゅけょうくぇ とっ 
しっ けぉけさせょゃぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ 
う くけゃ こぇさおうくゅ. ╀ぇしっえくなす っ こけ 
くぇえ-くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは – し 

ゃけょくぇ „かっあぇくおぇ”, しかっょゃぇとけすけ 
かはすけ とっ うきぇ う ょあぇおせいう. 
„‶けしさっとぇきっ こけ 4-5 たうかはょう 

すせさうしすう くぇ しっいけく”, おぇいゃぇ しすけ-
こぇくうくなす くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ たけすっかぇ 

くぇ „┿さしっくぇか”. ╀なかゅぇさう, つったう, 
しなさぉう, せくゅぇさちう, させしくぇちう, せお-
さぇうくちう, しなさぉう, さけょくう っきう-
ゅさぇくすう けす ゃしうつおう おさぇうとぇ くぇ 
しゃっすぇ しぇ ゃっつっ さっょけゃくう ゅけしすう 
くぇ たけすっか „┿さしっくぇか” くぇ きけさ-
しおうは ぉさはゅ ゃ ′っしっぉなさ. ╇ おけっすけ 
っ くぇえ-ゃぇあくけ, こけょつっさすぇゃぇ けとっ 
ゃっょくなあ ょけきぇおうくなす ╉うさうか ╂っ-
けさゅうっゃ – ゃうくぇゅう しきっ し けすゃけさっ-
くう ゃさぇすう う しこっちうぇかくう せしかけゃうは 
いぇ たけさぇすぇ けす „┿さしっくぇか” ┿╃.
¨ゅさけきくうすっ せしうかうは ぉぇいぇすぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” ょぇ ぉなょっ けこぇいっ-
くぇ けす しすさぇたけゃうすうすっ うおけくけきう-
つっしおう ぇこっすうすう, さぇいさぇいうかう しっ 
こけ さけょくけすけ 』っさくけきけさうっ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, おけうすけ いぇ 
きぇかおけ ょぇ こけしっゅくぇす う くぇ すぇいう 
ぉぇいぇ, けつっゃうょくけ しぇ しう しすさせゃぇ-
かう せしうかうはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, くけ いぇすけゃぇ 
すせお ういぉはゅゃぇす ょぇ しう しこけきくはす, 
いぇとけすけ っ きうくぇかぇ うしすけさうは し 
せしこってっく おさぇえ. ′ぇしすけはとっすけ 

ゃ せしきうゃおうすっ くぇ こけつうゃぇとうすっ  
すせお ょぇゃぇ こけゃけょう っょうくしすゃっくけ 
いぇ さぇょけしす. ╀っい くうおぇおゃう けこぇしっ-
くうは いぇ ぉなょっとっすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╂けさっとうはす ぇゃゅせしすけゃしおう ょっく きけあっ う ょぇ くっ ぉなょっ すけかおけゃぇ すは-
ゅけしすっく. ┿おけ しう くぇ きけさっすけ, ぇおけ しう ゃ ′っしっぉなさ. ╇ くっこさっきっく-
くけ – ゃ こけつうゃくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ たけすっかぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. 〈ぇき 
しなし しうゅせさくけしす とっ こけかせつうて „╃っ あぇ ゃの” – けくけゃぇ せしっとぇくっ, 
つっ ゃっつっ しう ぉうか すぇき, くけ しはおぇて – くっ しなゃしっき. ╆ぇとけすけ しこけきっ-
くうすっ けす ょっすしすゃけすけ う けすこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう しぇ っょくけ, ぇ 
ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ しっゅぇ – ょさせゅけ. ╇ すけ – こけ-たせぉぇゃけ.

》ちかうちひはあすか つか う てそうあ, さそかてそ みおかす,
てうひちおけ たつけにそしそきさあてあ 〈あちけみ 』てかなあせそうあ

〉くうおぇかくぇ おくうゅぇ こけょゅけすゃは 
いぇ こっつぇす おぇいぇくかなておぇすぇ 

こしうたけかけあおぇ ╋ぇさうは ]すっそぇ-
くけゃぇ. ╉くうゅぇすぇ っ おけきこうかぇちうは 
けす おせかうくぇさうは う こしうたけかけゅうは う 
くけしう うきっすけ „╉せかうくぇさくぇ こしう-
たけかけゅうは”. ┿すさぇおすうゃくけすけ つっすう-
ゃけ しなぉうさぇ くぇょ 300 せくうおぇかくう  
う たぇさぇおすっさくう さっちっこすう けす さぇい-
かうつくう ゅっけゅさぇそしおう さぇえけくう う 
おさぇうとぇ くぇ しすさぇくぇすぇ, おぇおすけ う 
しなけすゃっすくうすっ こしうたけかけゅうつっしおう 
こさけそうかう くぇ たけさぇすぇ, くぇしっかは-
ゃぇとう すっいう さぇえけくう. 
╇ょっはすぇ くぇ ]すっそぇくけゃぇ いぇ 

おくうゅぇすぇ っ, つっ つけゃっお っ すけゃぇ, 
おけっすけ はょっ, う しすぇゃぇ すけゃぇ, おけっ-
すけ はょっ, ぇ うくしすうくおすうすっ くう おなき 
たさぇくぇすぇ しぇ けゅかっょぇかけ くぇ くぇ-
てうすっ しすさぇたけゃっ, かうこしう, すさっ-
ゃけゅう, ょっこさっしうゃくう しなしすけはくうは, 
ぇきぉうちうう う しなとくけしす. ╇ょっはすぇ 
くぇ ぇゃすけさおぇすぇ, こけょすうおくぇかぇ は 
ょぇ しないょぇょっ おくうゅぇすぇ, おけはすけ 
くはきぇ ぇくぇかけゅ ゃ しすさぇくぇすぇ, っ, つっ 
きくけゅけ けす くっとぇすぇ ゃ こけしかっょくう-
すっ こけおけかっくうは ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ 
いぇきっくっくう し ょさせゅう ちっくくけしすう, 
おぇすけ すけゃぇ ゃ けしくけゃくぇ しすっこっく 
ゃぇあう いぇ たさぇくぇすぇ う しっ ういさぇ-
いはゃぇ つさっい くっは. ╁っつっ はょっき 
たぇきぉせさゅっさう, たけす-ょけゅ, こうちぇ, 

さぇいかうつくう はしすうは けす ょさせゅう くぇ-
ちうけくぇかくう おせたくう, しきっくうかう 
しきっ ょけさう くぇてう すさぇょうちうけく-
くう こけょこさぇゃおう. ‶けすさっぉくけしすすぇ 
くう けす っょくけ うかう ょさせゅけ はしすうっ 
ゃしなとくけしす うきぇ ょなかぉけお  こしう-
たけかけゅうつっしおう しきうしなか う っ っょうく 
ゃうょ こしうたけかけゅうつっしおう おけょ, 
おけえすけ けすさぇいはゃぇ くぇてっすけ しなし-
すけはくうっ う こしうたうおぇすぇ くう. 〈けいう 
おけょ こさっょしすぇゃかはゃぇ くぇてう-
はす こしうたけかけゅうつっしおう こさけそうか, 
おぇいゃぇ ╋ぇさうは, おけはすけ ぉぇいう-
さぇ ゃこっつぇすかっくうはすぇ う すっいうすっ 
しう くぇ ょっしっすゅけょうてっく けこうす ゃ 
しすけかうちぇすぇ おぇすけ こしうたけかけゅ う 
こしうたけすっさぇこっゃす くぇ さぇいかうつくう 
ゅさせこう. 
′ぇつうくなす, こけ おけえすけ こさうゅけす-

ゃはきっ たさぇくぇすぇ しう, けすさぇいはゃぇ 
けすくけてっくうっすけ くう おなき しぇきうすっ 
しっぉっ しう, おぇいゃぇ けとっ すは.  ]さっょ 
ゃこっつぇすかっくうはすぇ, しこけょっかっくう 
けす  こしうたけかけあおぇすぇ ゃ おくうゅぇすぇ 
え, おけはすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ ういかっ-
いっ くぇ おくうあくうは こぇいぇさ  きぇかおけ 
こさっょう ╉けかっょぇ, しぇ う くぇぉかの-
ょっくうはすぇ え ゃなさたせ っきうゅさぇくす-
しおぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けぉとくけしす ゃ 
つせあぉうくぇ. ]こけさっょ ╋ぇさうは ]すっ-
そぇくけゃぇ っょくぇ けす くっけしないくぇすう-
すっ こさうつうくう いぇ くけしすぇかゅうはすぇ 
くぇ っきうゅさぇくすうすっ, っ かうこしぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇ おせたくは う たさぇ-
くぇ ゃ つせあぉうくぇ. 〈けゃぇ こけょしない-
くぇすっかくけ っ かうこしぇ くぇ すけこかう-
くぇ, けぉうつ, こさうはすっかう, ぉかういおう. 
〈っいう かうこしう けぉうおくけゃっくけ つけ-
ゃっお おけきこっくしうさぇ しなし しすさっきっあ 
ょぇ しっ たさぇくう し つせあょけっいうつくぇ-
すぇ たさぇくぇ,  こさう すけゃぇ ゃ ょゃっすっ 
おさぇえくけしすう - うかう きくけゅけ, うかう 
きぇかおけ, ぉっい けぉぇつっ ょぇ っ とぇしす-
かうゃ, おぇいゃぇ すは. 〈ぇおぇ しっ いぇょなか-
ぉけつぇゃぇ しすさっしなす う ゃ しなとけすけ 
ゃさっきっ くぇすうしおなす, こさうくせょぇすぇ  
ょぇ しっ うきこかぇくすうさぇて ゃ くけゃぇすぇ 
けぉとくけしす. 

02.09.2011 /こっすなお/ ‶かけとぇょ こさっょ ╃╉ ”┿さしっくぇか” - 
╃くう くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ

19.00つ – ”¨す ゃっおけゃっ – いぇ ゃっおけゃっ” - おけくちっさす し せつぇしすうっすけ 
くぇ こさぇぉなかゅぇさしおぇ ておけかぇ „╀ぇゅぇすせさ” う 《けかおかけさっく ぇくしぇきぉなか 
„┿さしっくぇか”.

03.09.2011 /しなぉけすぇ/, せか. ”╇しおさぇ”

10.00 つ. - „‶さけぉかっきう う さぇいゃうすうっ くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ” 
- くぇちうけくぇかくぇ くぇせつくぇ おけくそっさっくちうは – ゃすけさぇ つぇしす, ╇╋ ”╇しおさぇ”

11.00 つ.  – ‶っすう くぇちうけくぇかっく こかっくっさ いぇ さうしせくおぇ „〈さぇおうえ-
しおけすけ くぇしかっょしすゃけ ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ”

11.30 つ. – „〈さぇおうすっ – くぇてっすけ きうくぇかけ” - ぉけょうぇさす.

06. 09. 2011 ゅ. -
』っしすゃぇくっ 126 ゅけょうくう けす ]なっょうくっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは

11.00 つ. -  〈なさあっしすゃっく きけかっぉっく, けすしかせあっく けす ┿さたうっさっえ-
しおう くぇきっしすくうお けすっち ‶っすおけ ╋けすっゃ ゃ しなしかせあうっ し おぇいぇくかなておう 
しゃっとっくうちう

11.15 つ. - ╇いこなかくっくうっ くぇ ちなさおけゃっく たけさ こさう 》さぇき „]ゃ. 
╈けぇく ‶さっょすっつぇ”

11.20 つ. – ]かけゃけ こけ こけゃけょ ╃っくは くぇ ]なっょうくっくうっすけ

11.30 つ. – „╋けは ょさっゃくぇ いっきは” - こけっすうつくぇ おけきこけいうちうは, 
こけしゃっすっくぇ くぇ ╀なかゅぇさうは

′ぇ 10-すう しっこすっきゃさう くぇ 
はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ  いぇ 

けしきう こなす とっ しっ こさけゃっょっ 
′ぇちうけくぇかくうはす しなぉけさ くぇ 
させしけそうかうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶け 
すさぇょうちうは しなぉけさなす しさっとぇ 
さぇぉけすうかう う せつうかう ゃ しすさぇ-
くうすっ けす ¨′╃, しすさけうすっかう けす 
╉けきう, あうゃっっとう せ くぇし させしおう 
ゅさぇあょぇくう う こさうはすっかう くぇ 
[せしうは.
〈ぇいう ゅけょうくぇ こさけはゃぇすぇ っ 

こけょ こぇすさけくぇあぇ くぇ こさっいう-
ょっくすぇ くぇ さっこせぉかうおぇすぇ ╂っけさ-
ゅう ‶なさゃぇくけゃ. ′ぇちうけくぇかくうはす 
しなぉけさ しっ こさけゃっあょぇ しなゃ-
きっしすくけ し そけさせき „╀なかゅぇさうは 
- [せしうは”, そけくょぇちうは „〉しすけえ-
つうゃけ さぇいゃうすうっ いぇ ╀なかゅぇさうは” 
う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ┿お-
すうゃくけ しなょっえしすゃうっ けおぇいゃぇ う 
╇いこなかくうすっかくぇすぇ ぇゅっくちうは こけ 
ゅけさうすっ.
′ぇつぇかけすけ っ けす 10 つぇしぇ し 

きけかっぉっく こさっょ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ 
]ゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ, 
ぇ おけくちっさすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ とっ 
いぇこけつくっ ゃ 12 つぇしぇ. ╆ぇ ゃしうつ-
おう あっかぇっとう ょぇ こさうしなしす-
ゃぇす くぇ しなぉけさぇ っ けしうゅせさっく 
すさぇくしこけさす けす けぉかぇしすくうすっ 
ゅさぇょけゃっ.

 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ: 》さうしすうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ
╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃
╃かなあくけしす: ¨ょうすけさ おぇつっしす-
ゃけ/ ╋っくうょあなさ こけ おぇつっしすゃけ 
╆ぇゃけょ 4
╂けょうくう: 30
╆けょうは: ╃っゃぇ
》けぉう: ╁けかっえぉけか
¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて 
ゃ „┿さしっくぇか“?  - 6 ゅ. 
╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ 
あうゃけすぇ?
╋けっすけ かのぉうきけ きけきつっ, おけっすけ 
きう ょぇゃぇ しうかう ょぇ こさけょなかあぇ 
くぇこさっょ.

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

 !

しくうきおぇ: ╋. ╋ぇょっくょあうはく
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╇くあ. ‶っくつけ ╃あせさおけゃ っ しさっょ ゃっすっさぇくうすっ-さなおけゃけょうすっかう くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうは ╆ぇゃけょ 
5. ╀うか っ ょなかゅう ゅけょうくう くっゅけゃ いぇき. ょうさっおすけさ こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう, ぇ ゃ „┿さしっくぇか” 

さぇぉけすう 35 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ おけくしすさせおすけさ, こけしかっ しすぇゃぇ ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5, ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ っ う ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ /╀〈[/. 
[なおけゃけょうか っ おけきこかっおしくぇすぇ こさけゅさぇきぇ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ かうちっくいぇ くぇ けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっく-

すさう MAZAK, こさっゃなさくぇかう しっ ゃ っょくぇ けす しなゃさっきっくくうすっ っきぉかっきう くぇ ╆ぇゃけょ 5.
‶っくしうけくうさぇ しっ こさっい 1996 ゅけょうくぇ.
‶さっょけしすぇゃっくうすっ しこけきっくう, こさっゃなさくぇすう ゃ ちっくくぇ うしすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 5, うくあ. ╃あせさおけゃ しなぉう-

さぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ちっかうは しう しすぇあ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ]くうきおうすっ しぇ けす ぇかぉせきぇ, おけえすけ ういゅけす-
ゃは しぇき ゃ こけしかっょくうは きっしっち こさっょう こっくしうけくうさぇくっすけ しう. ]なぉうさぇ しくうきおうすっ いぇ くっゅけ こけ ゃさっきっ 
くぇ ょなかゅうすっ しう ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょぇ. ╄おいっきこかはさ けす うしすけさうはすぇ う ぇかぉせきぇ しぇ こさっょぇょっくう う 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5 うくあ. ╋かぇょっく ╋うかつっゃ.

¨すこせしおなす ゃっつっ しゃなさてう. 
〉あ しすっ しなぉさぇかう ょけし-

すぇすなつくけ しかなくつっゃう かなつう う 
たせぉぇゃう しこけきっくう, いぇ ょぇ しっ 
いぇたゃぇくっすっ し ゃしっおうょくっゃくうすっ 
しう いぇょぇつう, ぇ ゃきっしすけ ょけぉさけ 
くぇしすさけっくうっ う こさうかうゃ くぇ 
っくっさゅうは, ゃくっいぇこくけ ゃう けぉ-
いっきぇ くはおぇおゃぇ すなゅぇ, かっくけしす, 
つせゃしすゃぇすっ しっ ょうしおけきそけさす-
くけ, くっ ゃう しこけさう - おぇおゃけすけ 
うょぇ いぇたゃぇくっすっ…
〈けゃぇ っ しうくょさけき, し おけえすけ 

たうかはょう たけさぇ しっ しぉかなしおゃぇす 
しかっょ こさぇいくうちう, こけつうゃくう 
ょくう う くぇえ-ゃっつっ しかっょ ゅけょうて-
くうは けすこせしお.
╁しはおぇ ゅけょうくぇ, ゃなこさっおう 

けこうすぇ, おけえすけ しきっ くぇすさせこぇ-
かう ゃなゃ ゃさっきっすけ, ゃさなとぇくっすけ 
おなき さっぇかくけしすすぇ う いぇぉなさいぇ-
くけすけ ゃしっおうょくっゃうっ くう おぇさぇ 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇきっ こけすうしくぇすう 
う ういうしおゃぇ けこさっょっかっくけ ゃさっ-
きっ いぇ ぇょぇこすぇちうは, おけきっくすう-
さぇ いぇ ╀〈┿ こしうたけかけゅなす ょけ-
ちっくす ╋ぇさゅぇさうすぇ ╀ぇおさぇつっゃぇ 
けす ╇くしすうすせすぇ いぇ ういしかっょゃぇくっ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ う つけゃっおぇ 
こさう ╀┿′.
]なゃっすなす え っ くはおけかおけ ょくう, 

こさっょう ょぇ しう すさなゅくっき けす こけ-
つうゃおぇすぇ, 
ょぇ しう こけきうしかうき いぇ たせ

ぉぇゃうすっ くっとぇ, おけうすけ くう 
けつぇおゃぇす, う, しかっょ おぇすけ しっ 
ゃなさくっき, ょぇ しっ しなしさっょけ
すけつうき けおけかけ かのぉうきうすっ 
くっとぇ ゃおなとう う くぇゃなく,
こさうはすっかうすっ, おけうすけ とっ ゃう-

ょうき, かのぉうきうすっ いぇくうきぇくうは.
╃けぉなさ っそっおす ょぇゃぇ う ぇおけ 

しう こかぇくうさぇきっ きぇかおけ いぇ
ぉぇゃかっくうっ ゃ こなさゃうは せうお
っくょ.
〈ぇおうゃぇ “おけすゃう” くう こけきぇゅぇす 

ょぇ しっ くぇしすさけうき こけいうすうゃくけ 
いぇ こなさゃうは さぇぉけすっく ょっく しかっょ 
こけつうゃくうすっ ょくう, おぇいゃぇ ╋ぇさ-
ゅぇさうすぇ ╀ぇおさぇつっゃぇ.  
╆ぇ きくけゅけ たけさぇ
ょなかゅぇすぇ こけつうゃおぇ しすぇゃぇ 

おぇすぇかういぇすけさ いぇ こさけきはくぇ 
くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ.
¨とっ ゃ こなさゃぇすぇ しっょきうちぇ 

しかっょ おさぇは くぇ けすこせしおぇすぇ けし-
ないくぇた, つっ くっ きけゅぇ ょぇ けしすぇくぇ 
くぇ しすぇさぇすぇ しう さぇぉけすぇ, おなょっ-
すけ ぉはた いぇちうおかうかぇ けす ゅけょうくう, 
う いぇこけつくぇた ょぇ すなさしは くけゃう 
こなすうとぇ, さぇいおぇいゃぇ こさっょ さっ-
こけさすっさ くぇ ╀〈┿ 34-ゅけょうて-
くぇすぇ ]ゃっすかぇ ╁ぇしうかっゃぇ, しっ-
おさっすぇさおぇ ゃ おけきこぇくうは いぇ 
おぇくちっかぇさしおう きぇすっさうぇかう ゃ 
]けそうは. 〈は ょぇかっつ くっ っ っょうく-
しすゃっくぇすぇ, おけはすけ あぇょせゃぇ いぇ 
こさけきはくぇ.
╇いかっいかう いぇ きぇかおけ けす きけくけ-

すけくくうは さぇぉけすっく ちうおなか, きくけ-
ゅけ たけさぇ こけ ゃさっきっ くぇ けすこせしおぇ 
しう こさぇゃはす さぇゃくけしきっすおぇ いぇ 
すけゃぇ おぇおゃけ しぇ こけしすうゅくぇかう 
ょけ きけきっくすぇ う つっしすけ ゅう いぇかう-
ゃぇ ゃなかくぇ けす くっせょけゃかっすゃけさっ-
くうっ けす さぇいゃうすうっすけ くぇ おぇさう-
っさぇすぇ うき.
]すぇすうしすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ 

37% けす くぇこせしくぇかうすっ さぇぉけすぇ 

こさっい ゅけょうくぇすぇ ゃなゃ ╁っかうおけ-
ぉさうすぇくうは, こけょぇゃぇす きけかぉぇ 
いぇ くぇこせしおぇくっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
しっこすっきゃさう, おけゅぇすけ けそうちう-
ぇかくけ いぇゃなさてゃぇ しっいけくなす くぇ 
けすこせしおうすっ.
〉 くぇし 44% けす たけさぇすぇ しっ 

さってぇゃぇす ょぇ しきっくはす さぇ
ぉけすくけすけ しう きはしすけ,
いぇとけすけ しかっょゃぇとけすけ しすなこぇ-

かけ ゃ おぇさうっさぇすぇ うき っ ゃ くっ-
けぉけいさうきけすけ ぉなょっとっ, こけおぇい-
ゃぇ ういしかっょゃぇくっ くぇ ぉういくっし 
おけくしせかすぇくすしおぇすぇ おけきこぇくうは 
“[っゅせし ゅさせこ”.  
¨しゃっく こけかけあうすっかくぇすぇ くぇ-

しすさけえおぇ,
ょけぉなさ っそっおす うきぇ う ぇおけ 

しう くぇぉっかっあうき くはおけう 
こかぇくけゃっ, おけうすけ ぉうたきっ 
うしおぇかう ょぇ けしなとっしすゃうき ゃ 
こさけそっしうけくぇかっく ぇしこっおす,
おけきっくすうさぇ ょけちっくす ╀ぇおさぇ-

つっゃぇ.
“╃けぉさっ っ ょぇ しう けこさっょっかうき
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ うかう 

ちっか, おけうすけ ょぇ くう きけすうゃう
さぇす
うかう ょぇ こさけゃけおうさぇす うくすっ-

さっしぇ くう ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇきっ し 
させすうくくうすっ ゃなこさけしう. ╃ぇ こけ-
きうしかうき おぇおゃけ ぉう くう しっ うし-
おぇかけ ょぇ こけょけぉさうき こさうくちうこ-
くけ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ”.
]こけさっょ っおしこっさすぇ うきぇ くは-

おけう こさけしすうつおう すったくうおう, し 
おけうすけ ょぇ しう こけきけゅくっき.
╁ きくけゅけ こさけそっしうう きけくう

すけさなす っ くっういぉっあっく ぇすさう-
ぉせす. ╃けぉさっ っ ょぇ ゅけ こけしすぇゃうき 
かっおけ くぇゅけさっ う ゃょはしくけ けす 
くうゃけすけ くぇ こけゅかっょぇ ゃ しっょくぇ-
かけ こけかけあっくうっ.
¨す ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ っ こけ

かっいくけ ょぇ こけゅかっあょぇきっ う 
いぇょなさあぇきっ こけゅかっょぇ しう 
くぇゅけさっ う ゃょはしくけ いぇ こけ 
けおけかけ 30 しっおせくょう.
′っいぇぉぇゃっく さっいせかすぇす  うきぇ 

う ぇおけ ういかっいっき う しっ さぇい
たけょうき くぇ しかなくちっ, ょけおぇすけ 
ゃしっ けとっ ゅけ うきぇ, ょうてぇえおう 
ょなかぉけおけ.
‶しうたけかけあおぇすぇ くう しなゃっすゃぇ 

けとっ ょぇ しう しかけあうき ゃ すっ
かっそけくぇ うかう くぇ ょっしおすけこぇ 
しくうきおぇ けす こさっおぇさぇくぇ こけ

つうゃおぇ, いぇ ょぇ きけあっ こっさうけ-
ょうつくけ ょぇ は こけゅかっあょぇきっ う 
ょぇ しっ いぇさっあょぇきっ, ゃさなとぇえおう 
しっ おなき ういあうゃっくうすっ こさうはすくう 
きけきっくすう.
‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ けす-

こせしおぇ しなとけ っ けす いくぇつっくうっ 
いぇ しうくょさけきぇ くぇ しかっょけすこせし-
おぇさしおぇすぇ ょっこさっしうは.
╆ぇ ょぇ きけあっ くぇうしすうくぇ ょぇ しっ 

けすなさしうき けす さぇぉけすくぇすぇ しさっ-
ょぇ, しぇ くっけぉたけょうきう
すさう しっょきうちう くぇ けすおなし

ゃぇくっ けす さぇぉけすくうは こさけ
ちっし,
おぇいゃぇ ょけちっくす ╀ぇおさぇつっゃぇ.
[ぇぉけすけょぇすっかうすっ けぉぇつっ ゃな-

ゃっあょぇす きぇしけゃぇ こさぇおすうおぇ いぇ 
けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ けすこせしおうすっ 
ょけ ょゃっ しっょきうちう.
¨こすうきぇかくぇすぇ こけつうゃおぇ 

けす そういうけかけゅうつくぇ ゅかっょ
くぇ すけつおぇ っ こけつすう くっこけ
しすうあうきぇ ゃ しなゃさっきっくくうは 
しゃはす, しきはすぇ こしうたけかけゅなす.
“╆ぇ とぇしすうっ, すけゃぇ くっ けいくぇ-

つぇゃぇ, つっ う ょゃせょくっゃくぇ こけ-

╁ 『っくすなさぇ いぇ ゅっくっすうつくう ういしかっょゃぇくうは 
こさう ╋っょうちうくしおうは そぇおせかすっす ゃ ]すぇ-

さぇ ╆ぇゅけさぇ  ゃっつっ しっ  こさぇゃはす ゅっくっすうつくう 
ういしかっょゃぇくうは くぇ ぉさっきっくくう あっくう. 〈けゃぇ 
けぉはゃう さなおけゃけょうすっかはす くぇ かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
ゅかぇゃっく ぇしうしすっくす ょ-さ ╀けさうしかぇゃ ‶けこけゃ. 
╊ぇぉけさぇすけさうはすぇ っ ぇおさっょうすうさぇくぇ う っ 

すさっすぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ しかっょ ]けそうは う ╁ぇ-
さくぇ. ¨ぉけさせょゃぇくぇ っ し くけゃぇ, せくうおぇかくぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ くぇ しすけえくけしす 85 たうかはょう かっゃぇ, 
けしうゅせさっくう けす ぉのょあっすぇ くぇ ╋っょうちうくしおうは 
そぇおせかすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈は っ しゃなさいぇくぇ 
おなき しなさゃなさ ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅっくっすうつ-
くぇ かぇぉけさぇすけさうは こさう 〉くうゃっさしうすっすしおぇすぇ 
ぉけかくうちぇ.

╀なょっとうすっ きぇえおう けす ぃゅけういすけつくぇ ╀なかゅぇさうは, 
ゃきっしすけ ょぇ こなすせゃぇす ょけ ]けそうは, きけゅぇす ょぇ こけしっすはす 
かぇぉけさぇすけさうはすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈せお きけあっ ょぇ うき 
しっ ゃいっきっ おさなゃ, ょぇ しっ けこうてっ おさなゃくぇすぇ おぇさすうくぇ う 
さっいせかすぇすうすっ ょぇ しっ ういこさぇすはす ょけ しこっちうぇかういうさぇくぇすぇ 
かぇぉけさぇすけさうは ゃ しすけかうちぇすぇ, おなょっすけ ょぇ しっ くぇこさぇゃはす 
ういしかっょゃぇくうはすぇ. ╃け すさう ょくう あっくうすっ きけゅぇす ょぇ ゃう-
ょはす さっいせかすぇすぇ しう し おけきっくすぇさ こけ うくすっさくっす, ゃ おけえすけ 
ょぇ しっ こけしけつう うきぇ かう さうしお いぇ ぉさっきっくくけしすすぇ うき.
╂っくっすうつくうすっ ういしかっょゃぇくうは くぇ ぉさっきっくくうすっ あっくう 

しぇ ぉっいこかぇすくう う いぇょなかあうすっかくう しかっょ こさうっきぇくっすけ 
くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ “‶さけそうかぇおすうおぇ う 
ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ ゃさけょっくう くぇしかっょしすゃっくう いぇぉけかは-
ゃぇくうは ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは” う “′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ さっょおう ぉけかっしすう 2009- 2013 ゅけょうくぇ.”          

   〈┿

つうゃおぇ くっ きけあっ ょぇ くう ょけくっしっ 
きくけゅけ こけかけあうすっかくう っきけ-
ちうう. ╁ぇあくけすけ っ ょぇ くっ こさけ-
こせしおぇきっ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
しっ くぇしかぇょうき くぇ ゃしっおう っょうく 
きうゅ”.  
╀なかゅぇさうすっ きけあっ う ょぇ しぇ し 

こっしうきうしすうつくぇ くぇゅかぇしぇ こけ 
こさうさけょぇ, くけ ういゅかっあょぇ くっ しぇ 

ういゅせぉうかう しこけしけぉくけしすすぇ しう 
ょぇ さぇいこせしおぇす.
′うっ ゃしっ けとっ しきっ いぇこぇいう-

かう かっおけすぇすぇ くぇ けぉとせゃぇくっ-
すけ こけきっあょせ しう う ょけ ゅけかは-
きぇ しすっこっく しこけくすぇくくけしすすぇ ゃ 
おけくすぇおすうすっ いぇ さぇいかうおぇ けす 
しすっさっけすうこうすっ ゃ いぇこぇょくうすっ 
けぉとっしすゃぇ, おけきっくすうさぇ こしう-
たけかけゅなす.
╂けかはきぇ つぇしす けす たけさぇすぇ せ 

くぇし せしこはゃぇす ょぇ しう こけつうくぇす, 
ょけぉぇゃは すは. ┿ すっいう, おけうすけ くっ 
きけゅぇす, すさはぉゃぇ ょぇ しっ けこうすぇす
ょぇ くっ こさっくぇしはす こさけそっ

しうけくぇかくうすっ しう こさけぉかっきう 
せ ょけきぇ,
おけっすけ っ きぇしけゃぇ すっくょっくちうは.
′ぇ すはた すは こさっこけさなつゃぇ 

しかっょくけすけ せこさぇあくっくうっ - ょぇ 
こけゅかっょくぇす ゃさぇすぇすぇ くぇ さぇ-
ぉけすくけすけ こけきっとっくうっ くぇ うい-
かういぇくっ, ょぇ いぇょなさあぇす こけゅかっ-
ょぇ しう ょっしっすうくぇ しっおせくょう う 
きうしかっくけ ょぇ いぇすゃけさはす ゃしうつ-
おう こさけぉかっきう いぇょ くっは ょけ 
しかっょゃぇとうは ょっく, おけゅぇすけ は 

けすゃけさはす.
┿おけ さぇぉけすはす けす ゃおなとう, いぇ-

ょなかあうすっかくけ ょぇ しこぇいゃぇす さぇ-
ぉけすくけすけ しう ゃさっきっ. ′ぇ こさなゃ 
こけゅかっょ っ すさせょくけ, くけ ょけぉさぇ-
すぇ くけゃうくぇ っ, つっ しっ くぇせつぇゃぇ 
し こさぇおすうおぇ ょけ けおけかけ きっしっち. 
                                                                             〈┿
/こけ きぇすっさうぇかう けす ╀〈┿/

╇いきうくぇかうすっ 51 ゅけょうくう 
/1960-2011/ しぇ っしすっしすゃっくけ 

けしくけゃぇくうっ いぇ さぇいきうしかう けおけかけ 
うしすけさうはすぇ くぇ きっすぇかけさっあっとうすっ 
きぇてうくう /╋╋/, こさけういゃっあょぇくう ゃ 
╆ぇゃけょ 5.
╁ しゃけはすぇ ょなかゅけゅけょうてくぇ うしすけ-

さうは „┿さしっくぇか” ┿╃ っ こさけういゃっあ-
ょぇか さぇいくけけぉさぇいくぇ こさけきうてかっくぇ 
こさけょせおちうは, くっ しぇきけ しこっちうぇか-
くぇ, くけ う しすけこぇくしおぇ. ╇きっくくけ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ しすけこぇくしおぇ 
こさけょせおちうは - こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう, 
そけさきうさぇ  „┿さしっくぇか” う おぇすけ きぇ-
てうくけしすさけうすっかっく いぇゃけょ. 

‶さっい こっさうけょぇ 1947 - 1954 
ゅけょうくぇ しぇ ういさぇぉけすっくう いぇ 

しけぉしすゃっくう くせあょう こなさゃうすっ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう ゃ „┿さしっ-
くぇか” /すけゅぇゃぇ ╆ぇゃけょ 10/. 

‶け けぉさぇいちう くぇ くっきしおうすっ そうさ-
きう  „╁けかきぇく”, „′うかっし” う „《さぇくち 
╁っさくっさ” しっ こさけういゃっあょぇす  しなけす-
ゃっすくけ しすさせゅけゃう う そさっいけゃう きぇ-
てうくう こけょ すったくうつっしおけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ  くぇ ╋. ┿かっおしぇくょさけゃ. 
‶さけきうてかっくけすけ こさけういゃけょしすゃけ 

くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう ゃ 
„┿さしっくぇか”, けぉぇつっ, しっ けさゅぇくういう-
さぇ こさっい 1960 ゅけょうくぇ. ╆ぇ ちっかすぇ 
っ しそけさきうさぇくけ しこっちうぇかくけ いゃっくけ  
こけょ くぇうきっくけゃぇくうっすけ „‶さけうい-
ゃけょしすゃけ 100” し くぇつぇかくうお うくあ. 
╇ゃ. ╇ゃぇくけゃ. ‶さけういゃけょしすゃけすけ, 
ょぇかけ くぇつぇかけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 5, しっ 
せいぇおけくはゃぇ し こけしすぇくけゃかっくうっ くぇ 
╋] けす 1962 ゅけょうくぇ. 
‶なさゃけくぇつぇかくけ こさけういゃけょしすゃっ-

くうすっ きけとくけしすう ぉはたぇ さぇいこけかけ-
あっくう ゃ ょゃっすっ  たぇかっすぇ, のあくけ けす 
『》╊ /きったぇくうつっく ちった/ う のあくけ 
けす きせいっは /きけくすぇあっく う こさけすけすう-
こっく ちった/. ╉ぇょさうすっ, きぇてうくうすっ う 
しなけさなあっくうはすぇ しぇ けしうゅせさっくう けす 
くぇかうつくけしすうすっ ゃ „┿さしっくぇか”.

‶さっい こっさうけょぇ 1960 - 1961 
ゅ. ぉはたぇ せしゃけっくう こなさゃうすっ 

ういょっかうは - すけゃぇ しぇ こさけぉうゃくうすっ 
きぇてうくう ╀╉20, /‶╉20/, ╀╉32 /
‶╉32/ う ╀12 /‶12/.

〈ったくうつっしおぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ う 
さなおけゃけょしすゃけすけ こさう せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
きぇてうくうすっ しっ ういゃなさてゃぇてっ けす 
おけくしすさせおすけさ けす すったくけかけゅうつっく 
けすょっか し さなおけゃけょうすっか うくあ. ′. 
╀さぇすけっゃ, けす ゅか. すったくけかけゅ 》. ]う-
きっけくけゃ, けす ¨╂╋ し ゅか. きっすぇかせさゅ 
うくあ. ╁. 〈のさおっょあうっゃ, おぇおすけ う 
けす ょさせゅう いゃっくぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
¨こうすくうすっ けぉさぇいちう しっ ういさぇ-

ぉけすゃぇたぇ ゃ こさけすけすうこくうは ちった し 
く-お ′. ╊うかけゃ. 
′ぇつぇかくうすっ ゅけょうくう くぇ こさけうい-

ゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう ゃ いぇゃけょぇ しっ たぇさぇおすっ-
さういうさぇす, っしすっしすゃっくけ, し ういこけかい-
ゃぇくっすけ くぇ つせあょ けこうす - けしくけゃくけ 

ゃ おけくしすさせおすうゃくぇ ょけおせきっく-
すぇちうは う けぉさぇいちう. ╁こけしかっょ-
しすゃうっ, し くぇすさせこゃぇくっすけ くぇ 
しけぉしすゃっく けこうす, しっ こさっきうくぇ 
おなき しないょぇゃぇくっすけ くぇ しけぉしす-
ゃっくう けさうゅうくぇかくう ういょっかうは. 
′ぇしすけはとうはす きぇすっさうぇか 

ぇおちっくすうさぇ ゅかぇゃくけ ゃなさたせ 
くはおけう っこういけょう けす こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ そさっいけゃうすっ 
きぇてうくう くぇ ╆ぇゃけょ 5, こさっ-
ゃなさくぇかう しっ ゃ しゃけっけぉさぇいくぇ  
くっゅけゃぇ っきぉかっきぇ.

′ぇつぇかけすけ っ こけしすぇゃっくけ ゃ 
こっさうけょぇ 1962 - 1963 

ゅけょうくぇ. ‶け ょけおせきっくすぇちうは 
くぇ ╆╋╋ - ]けそうは っ せしゃけっ-
くぇ せくうゃっさしぇかくぇ おけくいけかくぇ 
そさっいけゃぇ きぇてうくぇ 《〉250, 

くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ おけはすけ, つさっい 
しけぉしすゃっくぇ さぇいさぇぉけすおぇ,  っ 
せしゃけっく う くっうく ゃっさすうおぇかっく 
ゃぇさうぇくす - 《╁250. ‶け けぉ-
さぇいっち くぇ きぇてうくぇ 6╋32 /
]]][/ っ せしゃけっくぇ 《〉320. 
 ╁ こっさうけょぇ ょけ 1968 ゅけ-

ょうくぇ しぇ こさけういゃっょっくう くぇょ 

1430 ぉさけは そさっいう 《〉250, 
おぇすけ しぇきけ こさっい 1968 ゅけ-
ょうくぇ しぇ ういさぇぉけすっくう 500 
ぉさけは けす すけいう すうこ. ╃け 1971 
ゅけょうくぇ しぇ こさけういゃっょっくう 
くぇょ 4500 ぉさけは 《〉320, こさう 
きぇおしうきぇかくけ ゅけょうてくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ  こさっい 1970 ゅけ-
ょうくぇ 950ぉさ.
‶け ょけおせきっくすぇちうは くぇ 

′╇‶╉╇╋╋╇ - ]けそうは /
′ぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおう 

こさけっおすぇくすしおう う おけくすさけかっく 
うくしすうすせす/ こさっい 1965 ゅけょうくぇ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5 ぉはたぇ ういさぇぉけすっ-
くう こさけすけすうこうすっ くぇ こなさゃぇすぇ 
そさっいけゃぇ きぇてうくぇ し こさけゅさぇき-
くけ せこさぇゃかっくうっ - 《╃001, 
おぇおすけ う おけこうさくぇすぇ きぇてうくぇ 
《╉001.

‶さっい 1966 ゅけょうくぇ ゃ いぇ-
ゃけょぇ ぉっ せしゃけっくぇ, くぇ 

ぉぇいぇすぇ くぇ つせあょ けこうす, しけぉしす-
ゃっくぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ うく-
しすさせきっくすぇかくぇ そさっいけゃぇ きぇ-
てうくぇ 《╇251, 

けす おけはすけ しぇ こさけういゃっょっくう 
くぇょ 10 きぇてうくう. 
‶さっい すっいう ゅけょうくう っ せしゃけ-

っくけ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ てう-
さけおぇ くけきっくおかぇすせさぇ けす せくう-
ゃっさしぇかくう こさうしこけしけぉかっくうは 
いぇ そさっいけゃうすっ きぇてうくう: ╁《╂, 
〉╃┿, ╉╃╋, 】╂, 〉《╂ う ょさ. 
‶さけういゃっょっくう ぉはたぇ くぇょ 74 
たうか. ぉさけは けす すっいう こさうしこけしけ-
ぉかっくうは.
╋っあょせゃさっきっくくけ こさけうい-

ゃけょしすゃけすけ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ 

くけゃけういゅさぇょっくうは ╆ぇゃけょ 7 /
しっゅぇてくぇすぇ こかけとぇょおぇ/. ╃け-
しすぇゃっくけすけ くけゃけ けぉけさせょゃぇくっ 
ぉっ きけくすうさぇくけ  ゃ しこっちうぇかう-
いうさぇくう すったくけかけゅうつくう かう-
くうう. ‶け すけいう こけゃけょ はこけくしおう 
しこっちうぇかうしすう  きくけゅけ こけ-おなし-
くけ いぇはゃうたぇ, つっ „すけゃぇ っ うょっ-
ぇかくけ しすさせおすせさうさぇく いぇゃけょ 
いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてう-
くう”. ╆ぇゃけょなす ぉっ けそうちうぇかくけ 
けすおさうす こさっい 1965 ゅけょうくぇ. 

‶さけういゃけょしすゃっくうすっ きぇてうくう 
《〉250 う 《〉320, おけうすけ ゃっつっ 
しこけきっくぇたきっ, うきぇたぇ さぇいかうつっく 
こさけういたけょ: すっ ぉはたぇ こさうくちうこ-
くけ さぇいかうつくう おけくしすさせおちうう, 
くはきぇたぇ こけきっあょせ しう せくうそう-
おぇちうは  くぇ ょっすぇえかうすっ う ゃないかう-
すっ. 〈けゃぇ しないょぇゃぇてっ しっさうけいくう 
こさけういゃけょしすゃっくう う けさゅぇくういぇ-
ちうけくくう こさけぉかっきう, すなえ おぇすけ 
こさけういゃけょしすゃけすけ うき ゃっつっ いぇっ-
きぇてっ きくけゅけ しなとっしすゃっく ょはか ゃ 
こさけゅさぇきぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ 《〉250 う 

《〉320 いぇこけつくぇたぇ ょぇ けすしすなこ-

ゃぇす こけ すったくうつっしおう こけおぇいぇ-
すっかう くぇ こさけういゃっあょぇくうすっ けす 
つせあょっしすさぇくくうすっ そうさきう うい-
ょっかうは けす すけいう すうこ. 

‶け すっいう う ょさせゅう しなけぉさぇ-
あっくうは ゃ さなおけゃけょしすゃぇすぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” う くぇ ╆ぇゃけょ 5 しっ 
いぇさけょう うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ くけゃぇ きけょうそうおぇちうは  そさっ-
いけゃう きぇてうくう, し てうさけつうくぇ くぇ 
さぇぉけすくぇすぇ きぇしぇ 250 う320 きき.
‶なさゃけくぇつぇかくうすっ こさけせつ-

ゃぇくうは こけ すけいう ゃなこさけし しっ 
ういゃなさてゃぇたぇ ゃ ′╇‶╉╇╋╋╇ 
-]けそうは. 〈ったくうつっしおうすっ たぇ-
さぇおすっさうしすうおう くぇ くけゃうすっ 
おけくしすさせおちうう, おけうすけ しっ こさっょ-
かぇゅぇたぇ, くっ ぉはたぇ ょけしすぇすなつくけ 
けこすうきういうさぇくう - うきぇてっ せゃかっ-
つっくうっ いぇ くっけぉけしくけゃぇくけ いぇゃう-
てぇゃぇくっ くぇ けすょっかくうすっ こぇさぇ-
きっすさう. 『っかってっ しっ こけしすうゅぇくっ 
くぇ けちっくおぇ „╉” こけ すけゅぇゃぇてくぇ-
すぇ しうしすっきぇ いぇ けちっくはゃぇくっ  くう-
ゃけすけ くぇ ういょっかうっすけ. 

╁いっ しっ さってっくうっ さぇぉけすぇすぇ 
こけ こさけっおすうさぇくっすけ くぇ くけゃうすっ 
きぇてうくう ょぇ しっ けしなとっしすゃう ゃ 
„┿さしっくぇか”. ╁っつっ ぉはたぇ くぇかうちっ 
くっけぉたけょうきうすっ こさっょこけしすぇゃ-
おう -うきぇたきっ くぇかうちっ, きぇおぇさ う 
おさぇすなお, くけ きくけゅけ ちっくっく けこうす. 

‶さっい 1967 ゅけょうくぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか” ぉっ しないょぇょっくぇ ╀ぇ-

いぇすぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ 
くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう – 
╀〈[ /ゃこけしかっょしすゃうっ こさっうきっ-
くせゃぇくぇ くぇ ╀[╁ う ╇╋╋/.

╀〈[ しっ しなしすけってっ けす すったくう-
つっしおう けすょっかう, こさけすけすうこっく 

ちった, かぇぉけさぇすけさうう う ょさせゅう 
いゃっくぇ.

′ぇさっょ し つぇしす けす すったくうつっしおう-
すっ おぇょさう くぇ ╆ぇゃけょ 5 おなき くっは 
ぉはたぇ こさうゃかっつっくう くけゃう うくあっ-
くっさくう おぇょさう. [なおけゃけょうすっか 
くぇ ╀〈[ ぉっ うくあ. ′. ╀さぇすけっゃ.

‶なさゃけくぇつぇかくけ けしくけゃくぇ 
くっえくぇ いぇょぇつぇ ぉっ こさけ-

っおすうさぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ゅぇきぇ 
そさっいけゃう きぇてうくう. ╇いゃなさ-
てうたぇ しっ ょけこなかくうすっかくう いぇ-
ょなかぉけつっくう  こさけせつゃぇくうは くぇ 

こさけういゃっあょぇくうすっ おけくいけかくう う 
ぉっいおけくいけかくう そさっいけゃう きぇてう-
くう くぇ ゃけょっとう つせあょっしすさぇくくう 
そうさきう. ]なしすぇゃっくけ ぉっ  すったくう-
つっしおけ いぇょぇくうっ, さぇいさぇぉけすっく 
ぉっ うょっっく う さぇぉけすっく こさけっおす, 
ういさぇぉけすっくう ぉはたぇ きぇおっすう う 
こさけすけすうこう, ういゃなさてうたぇ しっ くっ-
けぉたけょうきうすっ ういこうすぇくうは, せいぇ-
おけくうたぇ しっ ういょっかうはすぇ. ¨すかうつ-
くけ し すぇいう いぇょぇつぇ しっ しこさぇゃう 
ぇきぉうちうけいっく きかぇょ おけかっおすうゃ 
けす おけくしすさせおすけさう. 〈けゃぇ ぉはたぇ 
うくあっくっさうすっ: 》さ. ╃せくょけゃ, ╋. 
╃うきうすさけゃ, ╇ゃ. ╋ぇさうくけゃ, ╋. 
[. ╋うたぇえかけゃ, ╇か. 』うさこぇくかう-
っゃ, ╋か. ‶けこけゃ, ょういぇえくっさなす 
]す. ╃うきけゃ う きくけゅけ ょさせゅう. 
‶さう こさけっおすうさぇくっすけ くぇ きぇ-
てうくうすっ おけくおさっすくけ ゃくうきぇくうっ 
うきぇてっ う けすしすさぇくぇ くぇ ゅっく. ╂. 
ぅきぇおけゃ - すけゅぇゃぇてっく ゅっく. ょう-
さっおすけさ くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”.
〈ったくけかけゅうはすぇ いぇ こさけういゃけょ-

しすゃけ くぇ きぇてうくうすっ ぉっ さぇいさぇ-
ぉけすっくぇ けす けこうすくうすっ  すったくけ-
かけゅうつくう けすょっかう くぇ ╀〈 し ゅか. 
すったくけかけゅ  うくあ. ╋. ╋. ╋うたぇえ-
かけゃ, う くぇ ╆ぇゃけょ 5 し ゅか. すったくけ-
かけゅ うくあ. ╂. 『けくっゃ. ]なとっしす-
ゃっく こさうくけし ゃ せこさぇゃかっくうっすけ  
くぇ きぇてうくうすっ うきぇたぇ  ¨╂╋ し 
さなおけゃけょうすっか うくあ. 〈. ╂さぇきぇ-
すうおけゃ う ¨》〈 し さなおけゃけょうすっか 
うくあ. ╊. 』せおけゃぇ.    
╉ぇおすけ こさっょう, すぇおぇ う しっゅぇ, 

さなおけゃけょくうすっ う ういこなかくうすっか-
しおうすっ おぇょさう くぇ いぇゃけょうすっ 5, 6 
う 7 ゃかけあうたぇ ちはかけすけ しう せきっ-
くうっ こさう さっぇかういうさぇくっすけ くぇ 
すぇいう いぇょぇつぇ.

うくあ. ‶. ╃あせさおけゃ
/しかっょゃぇ こさけょなかあっくうっ/

》ちそけくうそおつてうそてそ せあ なちかくそうけ すあのけせけ - そつせそうかせ たちそなけし せあ くあうそおあ

〉くうゃっさしぇかくぇ そさっいけゃぇ きぇてうくぇ 《〉320

〉くうゃっさしぇかくぇ そさっいけゃぇ きぇてうくぇ 《〉250

╋っつすぇくけすけ きけさっ しゃなさてゃぇ ぉなさいけ

』っしすぇ ゅかっょおぇ ゃ こなさゃぇすぇ しっょきうちぇ しかっょ けすこせしお
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｠『《〉¨[╅ ¨′╆《『  ̈2011 e-mail: experti.kazanlak@gmail.com

╆けょうは ╊なゃ しなき. 》ぇさっしゃぇ きう 
てっゅけゃうすぇすぇ うょっは くぇ ゅけしこけ-

ょうく ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ょぇ きっさうき 
ゃないさぇしすすぇ しう ゃ „っゃさけゅけょうくう”, 
すぇおぇ つっ しっ つせゃしすゃぇき きかぇょぇ こけ 
ょせた, くぇしすけえつうゃけしす う せこけさうすけしす 
ょぇ こけしすうゅぇき こけしすぇゃっくう ちっかう . 

]なこさせゅなす きう っ ょけ きっく う ゃ 
すさせょくう,  う ゃ たせぉぇゃう きけきっくすう. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, すさせょくけしすうすっ 
くぇ ょっゃっすょっしっすすっ ゅけょうくう  こさっ-
ゃなさくぇたぇ きくけゅけ きかぇょう たけさぇ 
ゃ うおけくけきうつっしおう っきうゅさぇくすう . 
〈ぇおぇ う くぇてうすっ ょゃっ ょなとっさう – 
ぉかういくぇつおう いぇゃなさてうたぇ ゃうしてっ-
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ う いぇきうくぇたぇ 
こさっょう 12 ゅけょうくう いぇょ けおっぇくぇ. 
]っゅぇ っょくぇすぇ さぇぉけすう おぇすけ ぇょ-
ゃけおぇす, ょさせゅぇすぇ – おぇすけ っおしこっさす 
– しつっすけゃけょうすっか. ╃けおぇいぇたぇ しっ, 
ゅけさょっっき しっ し すはた. ′け しすさぇくぇすぇ 
くう いぇゅせぉう たうかはょう きかぇょう たけさぇ し 
おぇこぇちうすっす. 】ぇしすかうゃう しきっ し つっ-
すうさう こさっおさぇしくう ゃくせつおう, し おけう-
すけ う すぇいう ゅけょうくぇ こさっおぇさぇたきっ 
つせょっしくけ ぉなかゅぇさしおけ かはすけ. 
] こなさゃうは ゃうこせしお くぇ ╋ぇすっきぇ-

すうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは しなき いぇゃなさ-
てうかぇ しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇ-
くうっ. ‶けしかっ こけょ ょっゃういぇ „′ぇちうは 
すったくうつっしおぇ” しすぇくぇた うくあっくっさ 
こけ ぇゃすけきぇすうおぇ, くけ すけゃぇ くっ っ 
しうかくぇすぇ きう しすさぇくぇ. ╃けおぇすけ さぇ-
ぉけすった ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, いぇゃなさてうた 
しこっちうぇかういぇちうは こけ ]けちうぇかくけ 
せこさぇゃかっくうっ. ╇おけくけきうおぇ いぇ-
ゃなさてうた, おけゅぇすけ ゃっつっ さぇぉけすった 
ゃ しそっさぇすぇ くぇ いぇしすさぇたけゃぇくっすけ.
╇ ぇい, う しなこさせゅなす きう しきっ いぇこけ-

つくぇかう すさせょけゃぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは 
ゃ „┿さしっくぇか”. ‶けしかっ すさう ゅけょう-
くう う こけかけゃうくぇ っあっょくっゃくけ きっ 
ゃなかくせゃぇたぇ こさけぉかっきうすっ くぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ きかぇょっあおぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは. ¨す こけいうちうはすぇ くぇ ゃさっきっすけ 
こさっちっくはき, つっ けしけぉっくけ ゃぇあくう 
せさけちう しなき こけかせつうかぇ こさっい けし-
っきすっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇえ-ゃっつっ こさっい 
こっさうけょぇ, おけゅぇすけ さぇぉけすった こけょ 
こさはおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ „╉きっ-
すぇ くぇ しすけかっすうっすけ” ]すぇくつけ ╉けっゃ, 
しゃっすかぇ きせ こぇきっす. ¨す くっゅけ くぇせ-
つうた, つっ う  ゃ くぇえ-すさせょくぇすぇ う くっ-
ゃないきけあくぇ しうすせぇちうは うきぇ こけくっ 
ょゃっ さってっくうは. ╇ つっ さぇぉけすうて 
うしすうくしおう, おけゅぇすけ ゃしっおうょくっゃくけ 
しっ さぇいょぇゃぇて ょけおさぇえ ゃ しすさっきっあ 
ょぇ せかけゃうて こせかしぇ くぇ くぇえ-ゃぇ-
あくうすっ いぇ たけさぇすぇ こさけぉかっきう う 
ょぇ ゅう さってぇゃぇて. 

¨こうすなす う いくぇくうはすぇ, おけうすけ 
くぇすさせこぇた, きくけゅけ きう こけきぇゅぇす ゃ 
しっゅぇてくぇすぇ きう さぇぉけすぇ ゃ いぇしすさぇ-
たけゃぇくっすけ. ╆ぇしすさぇたけゃぇすっかっく 
ぇゅっくす, うくしこっおすけさ, ゅっくっさぇかっく 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╃あっくっさぇかう 
╀なかゅぇさうは ┿╃ - こさっい ゃしうつおう 

すっいう っすぇこう ゃ こさけそっしうけくぇかくけ-
すけ きう さぇいゃうすうっ おぇすけ いぇしすさぇたけ-
ゃぇすっか, いぇ きっく っ ゃぇあっく ゃしっおう 
おかうっくす. ¨す ゅさぇあょぇくうくぇ, おけえすけ 
っ ょけゃっさうか くぇ くぇてぇすぇ おけきこぇ-
くうは うきけすぇ うかう あうゃけすぇ しう, こさっい 
きぇかおぇすぇ そうさきぇ, こさうすうしくぇすぇ けす 
くっしすぇぉうかくぇすぇ うおけくけきうつっしおぇ 
おけくのくおすせさぇ ょけ おけさこけさぇすうゃくうは 
おかうっくす, くぇ つううすけ ゃうしけおう ういう-
しおゃぇくうは すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃけさうき 
っょうくしすゃっくけ う しぇきけ し こさけそっ-
しうけくぇかういなき, おけさっおすくけしす う ゅなゃ-
おぇゃけしす. ¨ぉうつぇき さぇぉけすぇすぇ しう. 
[ぇぉけすは し つせょっしっく っおうこ. ′っし-
かせつぇえくけ ╂っくっさぇかくけ こさっょしすぇ-
ゃうすっかしすゃけ - ╉ぇいぇくかなお, っ しさっょ 
ゃけょっとうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ.

╆┿】¨ ]‒╋ ╁ „ぎとでぢぎづどご 
げん とんげんぞずぺと”

‶けおぇくう きっ ゅ-く ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ. ]こけょっかっくうすっ けす くっゅけ 
うょっう いぇ こけゃっつっ っおしこっさすくけしす 
う こさけそっしうけくぇかういなき ゃ けぉとうく-
しおけすけ せこさぇゃかっくうっ けすょぇゃくぇ きっ 
ゃなかくせゃぇす, いぇとけすけ こさけぉかっきう-
すっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くはきぇす ちゃはす. 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” – すけゃぇ 
っ おぇせいぇ いぇ こけ – ょけぉさけ おぇつっしす-
ゃけ くぇ あうゃけすぇ ゃ くぇてうは ゅさぇょ う 
けぉとうくぇ, くぇ くぇてうは あうゃけす. ╇ ぇい 
しなき せょけゃかっすゃけさっくぇ, つせゃしすゃぇき 
しっ „ゃ しゃけう ゃけょう” きっあょせ おけかっゅう, 
し こけゃっつっすけ けす おけうすけ しなき さぇぉけ-
すうかぇ, し おけうすけ きうしかうき ゃ っょくぇ 
こけしけおぇ う うしおぇきっ „こけ – てうさけおぇ 
おさけえおぇ” ゃ さってぇゃぇくっすけ くぇ けぉ-
とうくしおうすっ こさけぉかっきう. 
‶けしすうゅくぇすけすけ けす くぇてぇすぇ ゅさせ-

こぇ しなゃっすくうちう ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす っ しぇきけ っょくけ 
すさせょくけ くぇつぇかけ, くけ ょけおぇいぇくけ ゃ 
こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ,  し おけきこっ-
すっくすくけしす, し かうちっ う ょっえしすゃうは 
おなき くっけすかけあくうすっ こさけぉかっきう くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, ぉっい こぇさすうえくぇ けぉさっきっくっ-
くけしす うかう いぇょおせかうしくけ ょけゅけゃぇ-
さはくっ.

╉┿╉‒╁ ′╄ 〈[ぅ╀╁┿ ╃┿ 
╀‒╃╄ ′¨╁╇ぅ〈 ¨╀】╇′]╉╇ 
]‒╁╄〈

]こけさっょ きっく しかっょゃぇとうはす ¨ぉ-
とうくしおう しなゃっす くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ おぇすけ くぇしすけはとうは. ‶さけすう-
ゃけこけしすぇゃはくっすけ きっあょせ ╉きっす う 
¨ぉとうくしおう しなゃっす いぇすけさきけいゃぇ 
ぉなさいけすけ う っそっおすうゃくけ さってぇ-
ゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ. ‶さうぉぇゃは 
しっ う くっとけ おぇすけ しすさぇた きっあょせ 
さぇいかうつくうすっ ゅさせこう しなゃっすくうちう 
- くはおけは こけかうすうつっしおぇ しうかぇ ょぇ 
くっ けすつっすっ, くっ ょぇえ ╀けゅ, こけゃっつっ 
„ょっえくけしす”. ′ぇきっしゃぇす しっ つぇしすくう 
うくすっさっしう. ╇ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
けしすぇゃぇす くっういこなかくっくう けぉっとぇ-
くうは う „たさけくうそうちうさぇくう” いけくう, 
おぇすけ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ くぇこさう-
きっさ.
╃ぇかう ゃしっおう しなゃっすくうお こっさしけ-

くぇかくけ きけあっ ょぇ ういかっいっ こさっょ 
ゅさぇあょぇくうすっ う ょぇ おぇあっ おけかおけ 
う おぇおゃう こさっょかけあっくうは っ ょぇか 
くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ おけきうしうは うかう 
くぇ しっしうは, し おぇおゃけ おけくおさっすくけ っ 
せつぇしすゃぇか ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ]なゃっ-
すぇ, おぇおゃう けぉとっしすゃっくけ いくぇつうきう 
うょっう っ こけょおさっこうか, こけ おぇおゃう 
こけしすぇゃっくう けす ゅさぇあょぇくうすっ ゃな-
こさけしう っ さぇぉけすうか, おぇおゃう かうつ-
くう しさっょしすゃぇ っ ょぇさうか いぇ ょけぉさう 
ょっかぇ, すぇおぇ おぇおすけ くぇこさぇゃう しゃけは 
けすつっす ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう けす 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”. 

╉┿╉‒╁ ╇]╉┿╋╄ ╃┿ ╀‒╃╄ 
′¨╁╇ぅ〈 ̈ ╀】╇′]╉╇ ]‒╁╄〈 

]なし しうゅせさくけしす とっ ぉなょっ „こなし-
すなさ” けす こけかうすうつっしおぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ. 
╃ぇ しう こさうこけきくうき ぉなかゅぇさしおけ-

すけ ╁ないさぇあょぇくっ. 〉しこっかうすっ たけさぇ 
しぇ しすぇくぇかう ういはゃっくう けぉとっしす-
ゃっくうちう う こけかうすうちう. 〉しこっかうすっ 
たけさぇ しぇ ょぇかう う ょぇさうかう くぇ くぇ-
ちうはすぇ ょけぉさう ょっかぇ, ぇゃぇくゅぇさょくう 
いぇ ゃさっきっすけ しう. ╃ぇくけ ゃしうつおう 
くうっ ういぉっさっき いぇ しなゃっすくうちう こけ-
ゃっつっ ょけおぇいぇかう しっぉっ しう しこっちうぇ-
かうしすう けす さぇいかうつくう けぉかぇしすう, 
ゅけすけゃう  し こけゃっつっ こさぇゅきぇすういなき 
ょぇ こけょおさっこはす う いぇっょくけ ょぇ さっ-
ぇかういうさぇす さってっくうは いぇ ょけぉさけすけ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 〈けゃぇ こけあっかぇ 
くぇ しさっとぇすぇ し こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぉういくっしぇ こさっい き. のかう う ゅけし-
こけょうく ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.

╆┿ ‶[╇¨[╇〈╄〈╇〈╄

′っ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ くっとけ くけゃけ 
うかう さぇいかうつくけ けす ゃっつっ しこけょっかっ-
くけすけ ょけしっゅぇ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ 
ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” けす 
きけうすっ しなきうてかっくうちう けす „ぎ¡ï-
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡” – ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっ-
すぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ, 
‶っすなさ ╁っおけゃ.
╇ ゃしっ こぇお, かうつくけ いぇ, きっく くぇえ-

ゃぇあくうはす こさけぉかっき っ ょっそうちうすなす 
ゃ ¨ぉとうくぇすぇ くぇ きかぇょう たけさぇ, 
けぉさぇいけゃぇくう, こけょゅけすゃっくう, いくぇ-
っとう う ぇきぉうちうさぇくう いぇ こさけ-
そっしうけくぇかくけすけ しう さぇいゃうすうっ; し 
うくけゃぇすうゃくけ きうしかっくっ, ゅけすけゃう 
いぇ こけゃっつっ けすゅけゃけさくけしすう. ¨ぉ-

とうくしおうはす しなゃっす ゃ さぇきおうすっ くぇ 
しゃけうすっ ゃないきけあくけしすう う そうさ-
きうすっ くぇ すっさうすけさうはすぇ, さなおぇ いぇ 
さなおぇ, ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ う ゃなこさっ-
おう すさせょくぇすぇ うおけくけきうつっしおぇ しう-
すせぇちうは, ゃっさけはすくけ ぉうたぇ きけゅかう 
ょぇ しないょぇょぇす こけゃっつっ う くけゃう さぇ-
ぉけすくう きっしすぇ, すったくうつっしおう う すった-
くけかけゅうつくけ けぉけさせょゃぇくう ゃ くけゃう 
うおけくけきうつっしおう くぇこさぇゃかっくうは. 
╋かぇょうすっ たけさぇ しぇ ゅぇさぇくちうはすぇ 
いぇ くぇてっすけ ゃないたけょはとけ ぉなょっとっ.

¨しすぇくぇかうすっ こさうけさうすっすう しぇ 
ういゃっしすくう : 
- [っぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ いぇ 

ぉけかくうちぇすぇ こけ けこっさぇすうゃくぇ こさけ-
ゅさぇきぇ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ”;
- ╇くそさぇしすさせおすせさぇすぇ – せかうちう 

ぉっい ょせこおう; けしゃっすっくう; ょけぉさぇ 
すさぇくしこけさすくぇ したっきぇ; ゃけょけしくぇぉ-
ょはゃぇくっ う おぇくぇかういぇちうは, ぇ いぇとけ 
ょぇ くっ こけきっつすぇっき けすくけゃけ う いぇ 
っそっおすうゃくけ すけこかけしくぇぉょはゃぇくっ;
- ╉せかすせさくうはす すせさういなき くっ 

しぇきけ おぇすけ さっおかぇきぇ くぇ くぇてっすけ 
おせかすせさくけ – うしすけさうつっしおけ くぇ-
しかっょしすゃけ, くけ う おぇすけ ういすけつくうお 
いぇ ょけこなかくうすっかくう こさうたけょう .

′っ しかっょゃぇ ょぇ こさけこせしおぇきっ う 
こさけぉかっきうすっ くぇ けぉさぇいけゃぇすっか-
くぇすぇ う こさけそっしうけくぇかくぇ こけょゅけ-
すけゃおぇ; くぇ けぉとっしすゃっくうは さっょ う 
しうゅせさくけしす.

╆┿ ╀‒╃╄】╇ぅ ╉╋╄〈 ╇ ¨╀-
】╇′]╉┿〈┿ ┿╃╋╇′╇]〈[┿-
『╇ぅ

¨つぇおゃぇき ょぇ ゃうょは おぇくょうょぇす -  
かうつくけしす し ゃういうは ゃ ょなかゅけしさけつっく 
こかぇく いぇ さぇいゃうすうっすけ う こさけしこっ-
さうすっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ¨すおさうす, 
つっしすっく, けさゅぇくういうさぇく. ╂けすけゃ ょぇ 
しなしすぇゃう っおうこ けす いぇきっしすくうちう, 
つううすけ そうゅせさう ょぇ しう かうつぇす し 
こけっきぇくっすけ けす ゃしっおう くぇ しゃけうすっ 
ょっかっゅうさぇくう けす おきっすぇ けすゅけゃけさ-
くけしすう.
‶け-ぇおすうゃくけ すなさしっくっ くぇ ゃしは-

おぇおゃう ゃなくてくう ういすけつくうちう くぇ 
そうくぇくしうさぇくっ; しなそうくぇくしうさぇくっ 
くぇ さぇいかうつくう こさけっおすう, いぇ おけうすけ 
ょぇ うきぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ こさけっおす-
くぇ ゅけすけゃくけしす.
‶け-ぇおすうゃっく ょうぇかけゅ し そうさきう-

すっ くぇ すっさうすけさうはすぇ いぇ さってぇゃぇ-
くっ くぇ „かけおぇかくう” こさけぉかっきう.

‶さけいさぇつくけしす う うしすうくしおう おけく-
おせさしくう こさけちっょせさう こさう けこさっょっ-
かはくっ くぇ ういこなかくうすっか くぇ いぇょぇ-
つう, そうくぇくしうさぇくう し けぉとうくしおう 
こぇさう. ╉けくすさけか ゃ たぇさつっくっすけ.
′っこさっおなしくぇすけ こけゃうてぇゃぇ-

くっ くうゃけすけ くぇ おけきこっすっくすくけしす 
くぇ しかせあうすっかうすっ ゃ けぉとうくしおぇ-
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶け-ゅけかは-
きぇ けこっさぇすうゃくけしす ゃ さってぇゃぇくっ 
こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う 
ゃ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけすけ うき けぉ-
しかせあゃぇくっ .

╆┿ ╇╆╀¨[╇〈╄ ‶[╄╆ ¨╉-
〈¨╋╁[╇

╁しっおう けす くぇし くっ っ こさけしすけ 
っかっおすけさぇす. ╃ぇ くっ いぇぉさぇゃはきっ, 
つっ ゃしっおう けす くぇし っ っょくぇ っかっおすけ-
さぇかくぇ っょうくうちぇ う ゃしっおう ゅかぇし っ 
ゃぇあっく. ′っおぇ くっ いゃせつう てぇぉかけく-
くけ, くけ くぇうしすうくぇ くぇて ゅさぇあょぇく-
しおう ょなかゅ っ ょぇ せこさぇあくうき こさぇ-
ゃけすけ しう くぇ ゅかぇし, いぇ ょぇ うきぇきっ 
こけしかっ けしくけゃぇくうっ ょぇ たゃぇかうき 
うかう ょぇ おさうすうおせゃぇきっ. 
╇いぉうさぇきっ きぇあけさうすぇさくけ こさっ-

いうょっくす, おきっす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, 

おきっす くぇ くぇしっかっくけすけ きはしすけ, ゃ 
おけっすけ あうゃっっき. ╇いぉうさぇきっ こさけ-
こけさちうけくぇかくけ し かうしすぇ う しなゃっす-
くうちう ゃ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす. „ぎ¡ï-
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡” しなし しゃけはすぇ 
かうしすぇ こさっょかぇゅぇす ゃないきけあくけしす 
いぇ きぇあけさうすぇさっく っかっきっくす う ゃ 
ういぉけさぇ くぇ しなゃっすくうちう. ╆ぇとけすけ 
ゃ かうしすぇすぇ とっ ぉなょぇす くっ こぇさ-
すうえくう ぇおすうゃうしすう くぇ っょくぇ うかう 
ょさせゅぇ こぇさすうは, ぇ ょけおぇいぇくう かうちぇ 
う うきっくぇ – しこっちうぇかうしすう ゃ さぇい-
かうつくう けぉかぇしすう, おけうすけ ぉっいしこけさ-
くけ とっ ぉなょぇす ょうぇかけゅうつくう う こけ-
かっいくう ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ぉなょっとうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす.
╇ くっとけ, かうつくけ しこけょっかっくけ – 

うしおぇ きう しっ ょぇ ゃはさゃぇき, つっ くぇ-
ぉかうあぇゃぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ „╄おし-
こっさすう” とっ しすぇくっ くぇちうけくぇかくぇ 
おぇせいぇ. ╆ぇとけすけ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ しっ 
くせあょぇっ くっ けす ゃけす くぇ けすさうちぇくう-
っすけ う しきはくぇ くぇ せこさぇゃかはゃぇとうすっ 
こぇさすうう ゃしっおう しかっょゃぇと きぇくょぇす, 
ぇ けす こさぇゅきぇすういなき, ゃうしけおぇ おけき-
こっすっくすくけしす う こさっきっさっくう けこすう-
きぇかくう う っそっおすうゃくう さってっくうは くぇ 
こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ.

29 ぇゃゅせしす 2011 ゅ.

╇くすっさっし ゃ おくうゅぇすぇ こさっょしすぇ
ゃかはゃぇす う しぇきうすっ こしうたけかけゅうつっ
しおう こさけそうかう くぇ すうこけゃっすっ たけさぇ, 
あうゃっっとう ゃ さぇいかうつくうすっ おさぇうとぇ 
くぇ ╀なかゅぇさうは, くぇ ぉぇいぇ こさけょせ
おすうすっ, おけうすけ しっ こさけういゃっあょぇす 
すぇき う たさぇくうすっ, おけうすけ しっ こさう
ゅけすゃはす. ]こけさっょ しすさけえくけ ういゅさぇ
ょっくぇすぇ すっけさうは けす こしうたけかけあおぇ
すぇ:  あうゃっっとうすっ おさぇえ きけさっ たけさぇ 

しぇ ぇゃぇくすのさうしすう こけ こさうさけょぇ, 
しゃけぉけょくう こけ ょせた, すなさしっとう, 
けすおかうおゃぇとう くぇ こさっょういゃうおぇ
すっかしすゃぇすぇ. 〈けゃぇ, しこけさっょ  ]すっ
そぇくけゃぇ, っ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく 
こさっょけこさっょっかっくけ けす たさぇくぇすぇ, 
おけはすけ しっ おけくしせきうさぇ すぇき. 
╁ ょさせゅぇすぇ おさぇえくけしす しぇ あう

ゃっっとうすっ ゃ しっゃっさけいぇこぇょくぇすぇ 
つぇしす くぇ ╀なかゅぇさうは: すぇき おせた
くはすぇ っ ういゅさぇょっくぇ くぇ ぉぇいぇ 
しうかくう こけょこさぇゃおう, おけくしせきう
さぇ しっ こけゃっつっ かのすけ, けゃおせしはゃぇ 
しっ たさぇくぇすぇ ゃ ういけぉうかうっ. 〈けゃぇ 
こさっょこけかぇゅぇ う おうぉさうすかううすっ う 
しうかくう  たぇさぇおすっさう, かっしくけ うい
ぉせたかうゃうすっ たけさぇ, おけうすけ くぇえ-
つっしすけ しっ しさっとぇす ゃ すっいう さぇえけ
くう, っ すっけさうはすぇ くぇ ╋ぇさうは. ′っ 
しかせつぇえくけ う っいうおなす, ょうぇかっお
すなす, ゅけゃけさうきう ゃ すけいう おさぇえ, しぇ 
すゃなさょう, けしすさう, し ょけしすぇ ゅさせ
ぉけゃぇすう う こうこっさかうゃう そさぇいう.  

》ぇさぇおすっさうすっ くぇ たけさぇすぇ しなとけ 
しぇ すぇおうゃぇ. ]なゃしっき さぇいかうつくけ 
っ ゃ [けょけこうすっ - さけょけこつぇくうすっ 
しぇ ぉかぇゅう, てうさけおう たけさぇ, すけかっ
さぇくすくう. ]なとけ おぇすけ たさぇくぇすぇ う 
おぇさすけそうすっ, おけうすけ しぇ ゃ けしくけ
ゃぇすぇ くぇ こけゃっつっすけ はしすうは, たぇ
さぇおすっさくう いぇ さぇえけくぇ すぇき. 
¨とっ こけ-うくすっさっしくぇ っ すっいぇすぇ 

くぇ ぇゃすけさおぇすぇ くぇ „╉せかうくぇさくぇ 
こしうたけかけゅうは” いぇ たけさぇすぇ, さけょっ
くう ゃ ╃けかうくぇすぇ. 〈けゃぇ, こけ ょせきう
すっ くぇ ╋ぇさうは, しぇ たけさぇ, ゃないこさう
っきつうゃう おなき くけゃけすけ, ゅけすけゃう 
ょぇ けこうすぇす さぇいかうつくう くっとぇ, くけ 
くっこけしすけはくくう  ゃ  すっいう しう けこうすう 
う しすっさっけすうこう, くっすさぇょうちうけくぇ
かうしすう. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ 
すは けすおさうゃぇ  ゃ しすさぇくくうは そっ
くけきっく, つっ うきっくくけ ゃ ╃けかうくぇ
すぇ うきぇ くぇえ-きぇかおけ しなたさぇくっくう 
すさぇょうちうけくくう さっちっこすう いぇ たぇ
さぇおすっさくう はしすうは. 

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう 
ぉってっ しさっょ けそうちうぇかくうすっ ゅけしすう くぇ 《っょっさぇちうはすぇ くぇ 

おせかすせさくけ-こさけしゃっすくうすっ ょさせあっしすゃぇ くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ ゃ ╀なか
ゅぇさうは, おけはすけ こさけゃっあょぇ すさぇょうちうけくくうは しなぉけさ ゃ き. „╉ぇさぇく
ょうかぇ” おさぇえ ]かうゃっく ゃ おさぇは くぇ ぇゃゅせしす. ‶けおぇくぇすぇ ょぇ せつぇしすゃぇ 
ゃ しなぉけさぇ ぉっ けすこさぇゃっくぇ けす ╃うきうすなさ 】っさっゃ, っょうくしすゃっくうはす 
おぇいぇくかなつぇくうく ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ けさゅぇくう
いぇちうは. ╁ こさけはゃうすっ せつぇしすゃぇたぇ う すさうきぇ ぉうゃてう こさっょしっょぇすっかう 
くぇ おぇいぇくかなておけすけ ょさせあっしすゃけ ‶ぇくぇえけす 】っさっゃ, ぅくおけ ╉けしすぇ
ょうくけゃ う ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. ‶さっょ こさうはすっかう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ういゃっしすくう おぇさぇおぇつぇくしおう さけょけゃっ ゃ ╀なかゅぇさうは, ]ぇきぇさしおう うい

′っ しきはすぇき, つっ くぇぉかのょぇすっかうすっ 
けす ¨]]╄, おけうすけ とっ こさうしなしすゃぇす 

こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう 
いぇ ょなさあぇゃっく ゅかぇゃぇ う きっしすくう ゃかぇ
しすう くぇ 23 けおすけきゃさう きけゅぇす ょぇ しこぇ
しはす  ういぉけさうすっ う すっ ょぇ しぇ つっしすくう. 
〈けゃぇ っ くぇてぇ いぇょぇつぇ.
〈けゃぇ おぇいぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゅさぇあょぇく

しおうはす おぇくょうょぇす いぇ こさっいうょっくす くぇ 

“╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ” - さあとくあ くあ たそ-おそいひち きけうそて う せあのあてあ そいはけせあ

[╅′╅〉]ぇぁ╅〉[╅ ¨′╉╅╇╅ [】]¨〉╅『〉╅ 》』¨｠《]《╈¨っ 
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╉くうゅぇすぇ くぇ こしうたけかけあおぇすぇ 
こさっょしすぇゃは くぇょ 300 さっちっこすう けす 
さぇいかうつくうすっ おさぇうとぇ くぇ ╀なかゅぇ
さうは,  こさうょさせあっくぇ っ う しなし しなけす
ゃっすくうすっ こしうたけかけゅうつっしおう こさけ
そうかう くぇ たけさぇすぇ けす すっいう さぇえけくう. 
〈は っ うくすさうゅせゃぇとけ, うくすっさっしくけ, 
いぇぉぇゃくけ う こけせつうすっかくけ つっすうゃけ, 
おぇおすけ いぇ しっさうけいくう つうすぇすっかう,  
かのぉうすっかう くぇ こしうたけかけゅうつっしおぇ
すぇ かうすっさぇすせさぇ, いぇ さぇいかうつくう 
しこっちうぇかうしすう, ういせつぇゃぇとう つけ
ゃっておうは たぇさぇおすっさ, すぇおぇ う いぇ おせ
かうくぇさう –っおしこっさうきっくすぇすけさう  う 
いぇ たけさぇ, さってうかう ょぇ こさけきっくはす 
しっぉっ しう つさっい たさぇくぇすぇ. 
〈けゃぇ っ ゃすけさぇすぇ おくうゅぇ, おけはすけ 

とっ ゃうょう ぉはか しゃはす ょけ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ くぇ ╋ぇさうは ]すっそぇくけ
ゃぇ. ‶さっょう すけゃぇ, けとっ ゃ くぇつぇ
かけすけ くぇ っしっくすぇ, こけ おくうあぇさ
くうちうすっ とっ しっ こけはゃう こなさゃぇすぇ 
え おくうゅぇ: „┿かうしぇ ゃ しすさぇくぇすぇ くぇ 

ぉけさうつおぇくっすけ - うかう けとっ いぇ せし
こったぇ ゃ おぇさうっさぇすぇ”. 
╁ くっは すは しこけょっかは しゃけは ちっくっく 

けこうす いぇ きっくうょあなさう う さなおけゃけ
ょうすっかう くぇ けすょっかう こけ つけゃっておう 
さっしせさしう けす こさぇおすうおぇすぇ しう おぇすけ 
おけくしせかすぇくす  くぇ ゅけかっきう そうさきう 
ゃ こけょぉけさぇ くぇ こっさしけくぇかぇ. 
╋ぇさうは ]すっそぇくけゃぇ っ けす ╉ぇ

いぇくかなお. ╆ぇゃなさてうかぇ っ こしう
たけかけゅうは う こっょぇゅけゅうおぇ. ╇きぇ 
しこっちうぇかういぇちうう ゃ ╂っさきぇくうは. 
╃っしっす ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ ]けそうは 
おぇすけ こしうたけかけゅ う こしうたけおけくしせか
すぇくす, うきぇ そうさきぇ いぇ こしうたけかけ
ゅうつっしおう おけくしせかすぇちうう う さぇぉけすぇ 
こさう こけょぉけさ くぇ こっさしけくぇか. ‶さっ
ょう すけゃぇ っ ぉうかぇ つぇしす けす っおうこぇ 
くぇ さぇょうけ „╁うし ゃうすぇかうし” ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. ╇きぇ おさぇおなす けこうす う ゃ 
╃ぇさうお さぇょうけ. ╁  きけきっくすぇ  うきぇ 
しゃけは こさぇおすうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ╋っゅかっくぇ ╉せくっゃぇ, こけきけかっくぇ ょぇ おけきっくすう
さぇ こけしかっょくうは ょけおかぇょ くぇ ¨]]╄.  
╁ くっゅけ ういさうつくけ しっ しこけきっくぇゃぇ おぇすけ かけてぇ こさぇおすうおぇ ういぉうさぇ

くっすけ くぇ ゃうちっこさっきうっさぇ  う きうくうしすなさ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう 
『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ いぇ こさっょしっょぇすっか くぇ くぇちうけくぇかくうは こさっょういぉけ
さっく とぇぉ くぇ ╂╄[╀, おぇおすけ う くっこけょたけょはとうはす ういぉけさっく いぇおけく  う 
かけてうすっ こさぇおすうおう こけ ゃさっきっ くぇ ういぉけさうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは.  ╃けおかぇ
ょなす っ ういゅけすゃっく くぇ ぉぇいぇ こけしっとっくうっ くぇ くぇぉかのょぇすっかう くぇ ¨]]╄ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ゃ こっさうけょぇ 18-21 のかう す. ゅ.
]すぇさぇ さけょしすゃっくぇ ゃさないおぇ こなお ういくっくぇょぇ こさうはすくけ ╋っゅかっくぇ ╉せ

くっゃぇ こさう こけしさっとぇくっすけ え ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶っくしうけくうさぇくぇすぇ せつう
すっかおぇ ‶っくおぇ ‶けこけゃぇ こけしさっとくぇ し こうすぇ  ╉せくっゃぇ, し おけはすけ しっ 
けおぇいゃぇす さけょくうくう: ょゃっすっ うきぇす けぉと こさぇこさぇょはょけ - ╉せくぬけ ╁なか
おぇくけゃ けす はきぉけかしおけすけ しっかけ ╂っくっさぇか 〈けてっゃけ. 

]っょっきつかっくっく ╇くうちうぇすうゃっく おけきう
すっす けす ゃうょくう おぇいぇくかなつぇくう ういょうゅ

くぇ おぇくょうょぇすせさぇすぇ いぇ おきっす くぇ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ くぇ ぉうゃてうは くぇつぇかくうお くぇ [╇¨
]╁ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ′ぇくつけ ╁うょっゃ.
]さっょ つかっくけゃっすっ くぇ おけきうすっすぇ, こけょ

おさっこうかう おぇくょうょぇすせさぇすぇ くぇ ╁うょっゃ, 
しぇ ゅうくっおけかけゅなす ょ-さ ╃ぇくぇうか ╃ぇおけゃ, ょういぇえくっさなす ╇ゃぇく ╂ぇえょぇ
さけゃ, ぉうゃてうはす いぇき. おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╉うさうか ╉うさうかけゃ, ]ゃっすかぇ 
‶ぇくすせかけゃぇ う ょさせゅう.
╉ぇすけ きけすうゃう くぇ うくうちうぇすけさうすっ いぇ ういょうゅぇくっ おぇくょうょぇすせさぇすぇ 

くぇ ′ぇくつけ ╁うょっゃ ぉっ こけしけつっくけ あっかぇくうっすけ ょぇ しっ さぇいつせこう しすぇ
すせおゃけすけ, せこさぇゃかはゃぇかけ ょけしっゅぇ ょゃぇ きぇくょぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]さっょ 
せゃぇあうかうすっ けしゃっとぇゃぇくっすけ くぇ おかせぉぇ ぉっ う おぇいぇくかなつぇくうくなす, 
こさうはすっか くぇ おぇくょうょぇす-おきっすぇ – こさけそっしけさ ょ-さ ╂っくつけ ′ぇつっゃ, 
おぇおすけ う ぉうゃてうはす いぇき. ゃなくてっく きうくうしすなさ [ぇょうけく ‶けこけゃ.

╂けすけゃぇ っ ゃっつっ う かうしすぇすぇ し おぇくょうょぇすう 
いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす こぇさすうは 

╂╄[╀. 70% けす くっえくうは しなしすぇゃ っ けす きかぇょう 
たけさぇ, しなけぉとう しなし いぇょけゃけかしすゃけ おぇくょうょぇす-
おきっすなす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ 
けゅかぇゃはゃぇ かうしすぇすぇ. ]かっょ くっは, くぇ ゃすけさぇ 
こけいうちうは っ ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ, しかっょゃぇく 
けす ′っくけ ╁かぇえおけゃ う ‶っすなさ ╉けしっゃ. ‶っすけすけ 
きはしすけ っ いぇ きかぇょぇすぇ ╊うかうは 『けくおけゃぇ. 

╆ぇ つっすゃなさすう こけさっょっく こなす おぇいぇく
かなておうはす ぇゃすけきけぉうかっく しこけさすっく 

おかせぉ „╄そおけ [っえしうくゅ” しすぇくぇ けすぉけさっく 
こけぉっょうすっか ゃ こかぇくうくしおうは ぇゃすけきけぉう
かっく てぇきこうけくぇす „【うこおぇ 2011”. 
╄ょうくしすゃっくうはす おぇいぇくかなつぇくうく, いぇ

しすぇくぇか くぇ こけつっすくぇすぇ しすなかぉうつおぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ しなしすっいぇくうっすけ, しすぇくぇ ]すっそぇく ‶ぇくつせゅけゃ, けす „╄そおけ 
[っえしうくゅ”, しこっつっかうか こなさゃけすけ きはしすけ ゃ おかぇし 》2. ‶ぇくつせゅけゃ しっ 
しなしすっいぇゃぇてっ し „》けくょぇ しうゃうお” う くぇゃうゅぇすけさ ╋うかっく 〉いせくけゃ.  
]かっょ こけぉっょぇすぇ ‶ぇくつせゅけゃ ぉっ こけいょさぇゃっく かうつくけ けす ╁ぇしうか ]ぇ
きぇさしおう - こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお う 
おぇくょうょぇす いぇ おきっす, ういょうゅくぇす けす ╀]‶. ┿ゃすけきけぉうかなす, し おけえすけ 
‶ぇくつせゅけゃ しこっつっかう おせこぇすぇ, ぉっ けぉかっこっく しなし しすうおっさう くぇ おぇく
ょうょぇすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ. 

さぇいう しゃけっすけ ゃないたうとっくうっ けす しすさっきっあぇ いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ  そぇきうかくうすっ すさぇょうちうう, くぇ しうかくうすっ 
しっきっえくう ゃさないおう う こけいくぇゃぇくっすけ くっ しぇきけ くぇ さけょくうくしおうすっ うしすけさうう, くけ う くぇ こけつすう ゃしうつおう 
けしすぇくぇかう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ っすくけしぇ. 

〈さぇおけかけゅなす こさけそ. ╇ゃぇく ╋ぇさぇいけゃ っ すぇいゅけょうてくうはす くけしうすっか くぇ くぇ
ゅさぇょぇすぇ „こさけそ. ┿かっおしぇくょなさ 《けか”. 〈は っ せつさっょっくぇ けす ╇しすけさうつっ

しおうは きせいっえ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお う しっ ゃさなつゃぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ ╃くうすっ 
くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ, おけうすけ しっ こさけゃっあょぇす ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ ゃ 
こけしかっょくうすっ ょくう  くぇ ぇゃゅせしす う くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう. 『っさっきけくうはすぇ 
いぇ ゃさなつゃぇくっ くぇ くぇゅさぇょぇすっ っ くぇ 2-さう しっこすっきゃさう, こけ ゃさっきっ くぇ けそうちう
ぇかくけすけ けすおさうゃぇくっ  くぇ すぇいゅけょうてくうすっ ょくう くぇ すさぇおうすっ. ╁ こなさゃうは ょっく 
くぇ こさぇいくうちうすっ とっ しっ けすおさうっ う さっすさけしこっおすうゃくぇ ういかけあぉぇ „╃けかうくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ”. 
╆ぇ こなさゃう こなす ゃ さぇきおうすっ くぇ ょくうすっ くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ とっ ぉなょぇす 

ゃさなつっくう う しすうこっくょうう くぇ おぇいぇくかなておう しすせょっくすう  ゃ しこっちうぇかくけしすすぇ 
„〈さぇおけかけゅうは”. ╆ぇ ゅけしすうすっ う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお うくすっさっしくぇ とっ っ 
う っおしこけいうちうはすぇ, こけょさっょっくぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ”. 〈は とっ っ しなゃきっしすくぇ ういかけあぉぇ 
くぇ さうしせくおう くぇ ょっちぇ けす はこけくしおうは ゅさぇょ ╋せくぇおぇすぇ う けす ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉっょうくはゃぇとぇすぇ すっきぇ くぇ 
ょっすしおうすっ すゃけさぉう っ さけいぇすぇ おぇすけ きけしす くぇ こさうはすっかしすゃけ. 

7-ゅけょうてくうはす 『ゃっすぇく ]すけはくけゃ けす ╉ぇいぇくかなお とっ っ ぉなかゅぇさしおうはす こさっょしすぇゃうすっか ゃ ╄ゃさけこっえ
しおけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ てぇたきぇす いぇ のくけてう ゃ いぇこけつゃぇとうは こさっい しっこすっきゃさう ゃ おせさけさすぇ „┿か

ぉっくぇ“ すせさくうさ. 
【ぇたきぇすくぇすぇ くぇょっあょぇ ゃっつっ っ すさうおさぇすっく てぇきこうけく くぇ ╀なかゅぇさうは いぇ 2011-すぇ ゅけょうくぇ. 『ゃっすぇく 

しっ しなしすっいぇゃぇ いぇ おかせぉ „╀せさゅぇし 64”, こさう きけきつっすぇ ょけ 8 ゅけょうくう, ゃ ょうしちうこかうくうすっ おかぇしうつっしおう 
てぇたきぇす, せしおけさっく う ぉかうち.  
]ぇきけさけょくうはす すぇかぇくす しっ いぇくうきぇゃぇ けす 2 ゅけょうくう し てぇたきぇす こけょ ゃっとけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╅うゃおけ 

╅っおけゃ, つかっく くぇ 〉] くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ そっょっさぇちうは こけ てぇたきぇす. 
《うくぇくしけゃう こさけぉかっきう とっ こけこさっつぇす くぇ いかぇすくうは ぉなかゅぇさしおう すぇかぇくす ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ すぇいゅけょうて

くけすけ ]ゃっすけゃくけ こなさゃっくしすゃけ こけ てぇたきぇす ゃ ╀さぇいうかうは. 

                    

¨す くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう しこうさぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ しすぇくょぇさす
くうすっ 60-ゃぇすけゃう おさせておう いぇ けしゃっすかっくうっ. ╁しうつおう さぇいくけゃうょくけしすう  

くぇ おかぇしうつっしおうすっ おさせておう いぇ けしゃっすかっくうっ し くぇあっあぇっきぇ あうつおぇ し きけと
くけしす けす 25 ょけ 100 ゃぇすぇ とっ ぉなょぇす いぇぉさぇくっくう けす ╄] けす 1-ゃう しっこすっつゃさう 
2012 ゅけょうくぇ. ′ぇ 1-ゃう しっこすっきゃさう 2012 ゅけょうくぇ とっ しこさっ こさけょぇあぉぇすぇ 
う くぇ くぇえ- しかぇぉうすっ おさせておう し くぇあっあぇっきぇ あうつおぇ - けす 25-40 ゃぇすぇ.

╉せゃぬけい う さっぇくうきぇちうけくくぇ きぇしうつおぇ くぇ さっくけきうさぇくぇすぇ くっきしおぇ 
そうかきぇ „╃さっゅっさ” こけかせつう おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ. ╃ぇさっくうっ

すけ っ けしうゅせさっくけ しなし しさっょしすゃぇ, しなぉさぇくう けす おぇきこぇくうはすぇ „╀なかゅぇさ
しおぇすぇ ╉けかっょぇ”, おけはすけ しっ こさけゃっあょぇ こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ‶さっいう
ょっくすぇ くぇ [ ╀なかゅぇさうは ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ. 
╆ぇ くっゅけ かうつっく こさうくけし うきぇ う ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿ょ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ ゃけょっくう さぇいゅけゃけさう う こけ
しさっょくうつっしすゃけ し こさっいうょっくすしおぇすぇ おぇくちっかぇさうは う くっえくうはす くぇつぇか
くうお ゅっく. ′うおけかぇ ╉けかっゃ. 
╃-さ ╉っすう ╋ぇくけかけゃぇ せこさぇゃうすっか くぇ ぉけかくうちぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇは

ゃう, つっ きっょうちうくしおけすけ けぉけさせょゃぇくっ うょゃぇ こけ きけかぉぇ くぇ ぉけかくうちぇすぇ, 
こけょぇょっくぇ ょけ ‶さっいうょっくすぇ くぇ [ ╀なかゅぇさうは こさっい っしっくすぇ くぇ きうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ. ┿こぇさぇすせさぇすぇ っ けしけぉっくけ くっけぉたけょうきぇ いぇ けぉゅさうあゃぇ

くっ くぇ くせあょぇっとうすっ くけゃけさけょっくう ぉっぉっすぇ. ╂けょうてくけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ しっ さぇあょぇす けおけかけ 
800 ぉっぉっすぇ う ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた しぇ くっょけくけしっくう, す.っ. すっ しっ くせあょぇはす うきっくくけ けす すぇおぇゃぇ ゃうしけ
おけおぇつっしすゃっくぇ きっょうちうくしおぇ すったくうおぇ.

╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ - おぇくょうょぇす いぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお けす かうしすぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお.

] ゃくせつおうすっ
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100 ゅけょうくう くぇゃなさてう 》さうしすうくぇ ╋うたけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお. ぃぉうかはさおぇすぇ こけかせつう かうつくけ こけいょさぇゃう けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ くぇ 25 ぇゃゅせしす. ╃ぇきはくけゃ ゃさなつう くぇ しすけかっすくうちぇすぇ ぉせおっす う こけいょさぇゃうすっかっく ぇょさっし けす しゃけっ うきっ う けす うきっすけ くぇ けぉとうくしおぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは, ぇ こけょぇさなおなす いぇ さけあょっくうつおぇすぇ っ こけ くっうく ういぉけさ – すけこかぇ あうかっすおぇ いぇ うょゃぇとうすっ こけ-たかぇょくう しっいけくう.
╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „╀っかうすっ さけいう” し さなおけゃけょうすっか ′っくけ ╉さぇつぇくけゃ こけいょさぇゃう ぉぇぉぇ 》さうしすうくぇ し „╋くけゅぇは かっすぇ”, しなし しこっちうぇかくけ 

くぇこうしぇくけ いぇ くっは しすうたけすゃけさっくうっ う し ゃなかくせゃぇとう ういこなかくっくうは くぇ しすぇさう ゅさぇょしおう こっしくう. [けあょっくうつおぇすぇ, おけはすけ すなさこっかうゃけ しかせ-
てぇてっ こけいょさぇゃかっくうはすぇ, くっ しっ しょなさあぇ う ういこは けす くぇつぇかけ ょけ おさぇえ いぇおぇつかうゃぇ くぇさけょくぇ こっしっく, おけはすけ っ こはかぇ ゃ しゃけうすっ きかぇょうくう. 
′ぇゃなさてうかぇすぇ 100 ゅけょうくう 》さうしすうくぇ ╋うたけゃぇ っ さけょっくぇ ゃ し. ╉けこさうくおぇ くぇ 5 ぇゃゅせしす 1911 ゅ. ‶さっい 1941 ゅ. ちはかけすけ しっきっえしすゃけ しっ 

こさっきっしすゃぇ ょぇ あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ „┿さしっくぇか”, „╀なかゅぇさうは-╉”, ゃ 〈╉╆] - し. ╉けこさうくおぇ. ¨すゅかっょぇかぇ っ ょゃっ ょなとっさう. 
[ぇょゃぇ しっ くぇ つっすうさう ゃくせつおう, つっすうさう こさぇゃくせつおう, ょゃぇきぇ こさぇこさぇゃくせおぇ う っょくぇ こさぇこさぇゃくせつおぇ. ′っえくうすっ くぇしかっょくうちう あうゃっはす 
ょくっし ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ ‶かけゃょうゃ う ゃ つせあぉうくぇ.
╀ぇぉぇ 》さうしすうくぇ ぉかぇゅけょぇさう いぇ こけいょさぇゃかっくうはすぇ う こけあっかぇ くぇ ゃしうつおう いょさぇゃっ う けぉうつ う ょぇ しっ さぇいぉうさぇす しなし しなしっょうすっ しう.
╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ つっしすゃぇくっすけ くぇ のぉうかっは くぇ しすけかっすくうちぇすぇ ぉっ くぇ ¨ぉとうくしおうは ╉かせぉ くぇ こっくしうけくっさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお し こさっょしっょぇ-

すっか 》さうしすけ [ぇっゃ.

╆¨╇ぃ╅ ╅『』╊〉╅][╅ - 』【《]╊【〉¨ぁ[╅
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╃っしっすおう おぇいぇくかなつぇくう う ゅけし-
すう ういこなかくうたぇ いぇかぇすぇ くぇ きせ-
いっえ-ゅぇかっさうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 
6 ぇゃゅせしす, おけゅぇすけ 〈さぇおうえしおけすけ 
ょさせあっしすゃけ ゃ ゅさぇょぇ けすぉっかはいぇ 
108-すぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ ╇かうく-
ょっくしおけ-‶さっけぉさぇあっくしおけすけ 
ゃなしすぇくうっ う  つっしすゃぇ  ゅけかはきぇすぇ 
けぉとっしすゃっくうつおぇ う ょなかゅけゅけ-
ゅけょうてくぇ さなおけゃけょうすっかおぇ くぇ 
ぇくしぇきぉなか „〈さぇおうは” ╋ぇさうは 

》さうしすけいけゃぇ こけ しかせつぇえ くっえくぇすぇ 
90-ゅけょうてくうくぇ.   
]さっょ しこっちうぇかくうすっ ゅけしすう くぇ 

すなさあっしすゃけすけ ぉはたぇ こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか 
]ぇきぇさしおう,  おきっすなす ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ちっく-
すさぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ′] 
くぇ すさぇおうえちうすっ う くぇ ̈ すっつっしすゃっ-
くうは しなのい.               
╁ おけくちっさすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ しっ 

こさっょしすぇゃうたぇ そけかおかけさくぇすぇ 
こっゃつっしおぇ ゅさせこぇ おなき きっしすくけすけ 
すさぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ, ゅさせこぇ 
„]っゃすけこけかうし” う ┿′‶〈 „╇しおさぇ” 
おなき ′』 „╇しおさぇ” う ゃけおぇかくぇ 
そけさきぇちうは „》ぇさきけくうは” おなき 
おぇいぇくかなておうは こっくしうけくっさしおう 
おかせぉ.  
╋くけゅけ こけいょさぇゃう, ちゃっすは う 

こけょぇさなちう こけかせつう こけ こけゃけょ 
90-すぇすぇ しう ゅけょうてくうくぇ ゃうょくぇ-
すぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ ╋ぇさうは 》さう-
しすけいけゃぇ. ‶さっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ 
╃させあっしすゃけ „〈さぇおうは” ╉けしすぇ-
ょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ こけょつっさすぇ けゅ-
さけきくうは こさうくけし くぇ 》さうしすけいけゃぇ 

おなき すさぇおうえしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, 
ぇ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう は くぇさっつっ 
„こさうきっさ” いぇ たけさぇすぇ ゃ おせかすせさぇ-
すぇ. 
╅うゃけすなす くぇ ╋ぇさうは 》さうしすけ-

いけゃぇ うかう, おぇおすけ きくけいうくぇ は 
くぇさうつぇす - おぇおぇ ╋ぇさぇ, っ くうい けす 
けぉとっしすゃっくう ぇくゅぇあうきっくすう, けす 
さっこっすうちうう う おけくちっさすう, けす いぇ-
ょなかあっくうは おぇすけ しなこさせゅぇ, きぇえおぇ 
う ぉぇぉぇ, けす ゅさうあう いぇ こけいくぇすう う 
くっこけいくぇすう たけさぇ.
[けょっくぇ  っ ゃ しきけかはくしおけすけ しっかけ 

‶っすおけゃけ くぇ 7 ぇゃゅせしす 1921 ゅけょう-
くぇ, すぇき いぇゃなさてゃぇ 7 おかぇし, せつう 
う ょゃっ ゅけょうくう ゃ しすけこぇくしおけ せつう-
かうとっ. ╆ぇさぇょう すさせょくけすけ こさっこう-
すぇくうっ ゃ [けょけこうすっ, しっきっえしすゃけすけ 
え しっ こさっしっかゃぇ ゃ たぇしおけゃしおけすけ 
しっかけ ╉ぇさぇきぇくちう. 〈ぇき しさっとぇ 
たけさぇ, おけうすけ しぇ ぉうかう うくすっさくう-
さぇくう, ぇ きういっさくうはす うき あうゃけす ゃ 
ょあぇきうは し ういこけつせこっくう こさけいけさ-
ちう, こさっょういゃうおゃぇ せ くっは あぇか う, 
ぉっい ょぇ しっ おけかっぉぇっ, すは いぇこけつゃぇ 
ょぇ うき こけきぇゅぇ. 〈ぇいう しさっとぇ こさっ-
けぉさなとぇ あうゃけすぇ え. ╋っあょせゃさっ-

【っしすちっゃくうはす さっゃけかゃっさっく 
ゅさぇくぇすけきっす っ っょくけ けす くぇえ-くけ-
ゃうすっ ういょっかうは, おけうすけ „┿さしっ-
くぇか” とっ こさっょしすぇゃう くぇ ういかけ-
あっくうっすけ ゃ ╊けくょけく. ′っゅけゃうすっ 
しないょぇすっかう – おけくしすさせおすけさうすっ 
]うきっけく ╆ぇゅぇさけゃ う ╂っけさゅう ╂っゃ-
ゅぇかけゃ, ゅけ けこさっょっかはす おぇすけ ょけし-
すぇすなつくけ ぇすさぇおすうゃっく ゃういせぇかくけ 

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

02 しっこすっきゃさう – 10 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╉さうしすうぇく ╀ぇさくぇさょ 
- のあくけぇそさうおぇくしおう かっおぇさ-たうさせさゅ. ‶さっい 1967 ゅ. ういゃなさて-
ゃぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ けこっさぇちうは いぇ こさうしぇあょぇくっ くぇ しなさちっ. 
‶ぇちうっくすなす せきうさぇ しかっょ 18 ょくう けす こくっゃきけくうは. ╃ゃぇ きっしっちぇ 
こけ-おなしくけ いぇ ゃすけさう こなす こさうしぇあょぇ しなさちっ くぇ 58-ゅけょうてっく 
こぇちうっくす, おけえすけ あうゃっっ 19 きっしっちぇ う 15 ょくう. 〈さっすぇすぇ こぇちう-
っくすおぇ し すさぇくしこかぇくすうさぇくけ しなさちっ こさっあうゃはゃぇ 12 ゅ. ╀ぇさくぇさょ 
っ こけつっすっく ょけおすけさ くぇ せくうゃっさしうすっすぇ ゃ ╉っえこすぇせく う くけしうすっか 
くぇ くぇゅさぇょぇすぇ „╃ぇゅ 》ぇきぇさてっかょ“.

04 しっこすっきゃさう  - 10 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ]すっそぇく ‶さけょっゃ – 
ぉなかゅぇさしおう あせさくぇかうしす う こうしぇすっか; さっょぇおすけさ う ゅかぇゃっく さっ-
ょぇおすけさ くぇ さっょうちぇ ぉなかゅぇさしおう ゃっしすくうちう う しこうしぇくうは, きっあょせ 
おけうすけ ゃ. „〈させょ”, しこ. ‶ぇさぇかっかう”, ゃ. „╃せきぇ”. ┿ゃすけさ くぇ 14 
おくうゅう. 230 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╊けし ┿くあっかうし. 『はかけすけ うきっ 
くぇ ゅさぇょぇ っ ╄か ‶せっぉかけ ょっ ′せっしすさぇ ]っくぬけさぇ かぇ [っぇえくぇ ょっ 
╊けし ┿くたっかっし ょっ ‶けさしうくおせかぇ, くぇきうさぇ しっ ゃ ╉ぇかうそけさくうは. 
╇きっすけ きせ  けいくぇつぇゃぇ „┿くゅっかうすっ“. 〈けえ っ ゃすけさうはす こけ くぇしっかっ-
くうっ ゅさぇょ ゃ ]┿】 しかっょ ′の ╈けさお. ′ぇしっかっくうっすけ きせ っ 8 きうかう-
けくぇ う 300 たうかはょう ょせてう. ╂けょうてくけ ゃ ゅさぇょぇ しっ さっゅうしすさうさぇす 
けおけかけ 10 たうかはょう いっきくう すさせしぇ.

06 しっこすっきゃさう - ]なっょうくっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは – くぇちうけくぇ-
かっく こさぇいくうお.

07 しっこすっきゃさう - 100 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ 〈けょけさ 
╅うゃおけゃ – こけかうすうつっしおう う ょなさあぇゃっく ょっっち. ] さってっくうっ くぇ 
こかっくせきぇ っ ういゃぇょっく けす しなしすぇゃぇ くぇ 『╉ くぇ ╀╉‶ くぇ 08. 12. 
1989 ゅ., ぇ くはおけかおけ ょくう こけ-おなしくけ っ ういおかのつっく けす ╀╉‶. ‶さっい 
1992 ゅ. ╁なさたけゃくうはす しなょ くぇかぇゅぇ くぇ ╅うゃおけゃ 7 ゅけょうくう いぇ-
すゃけさ, いぇきっくっく し ょけきぇてっく ぇさっしす, けぉゃうくっく っ ゃ くっいぇおけくくけ 
さぇいょぇゃぇくっ くぇ こぇさう いぇ こさっょしすぇゃうすっかくう くせあょう, くぇ あうかうとぇ 
う おけかう. ‶さっい 1996 ゅ. 〈. ╅うゃおけゃ っ けぉはゃっく いぇ くっゃうくっく う 
ょっかけすけ しさっとせ くっゅけ っ こさっおさぇすっくけ. 

08 しっこすっきゃさう - [けあょっしすゃけ くぇ ‶さっしゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ. 
╋ぇかぇ ╀けゅけさけょうちぇ. ‶さぇいくうお くぇ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ╀ぇくは. ╋っあ-
ょせくぇさけょっく ょっく いぇ かうおゃうょうさぇくっ くぇ くっゅさぇきけすくけしすすぇ. ╃っく 
くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ しけかうょぇさくけしす くぇ あせさくぇかうしすうすっ.

09 しっこすっきゃさう – 70 ゅ. けす さけあょっくうっすけ う 10 ゅ. けす しきなさすすぇ 
くぇ ]すぇくうしかぇゃ ]すさぇすうっゃ - ぉなかゅぇさしおう ぉっかっすさうしす, しちっくぇさうしす 
う ょさぇきぇすせさゅ, っょうく けす くぇえ-すぇかぇくすかうゃうすっ う しきっかう しぇすうさうちう 
ゃ ぉなかゅぇさしおぇ すっぇすなさ. ┿ゃすけさ っ くぇ “[うきしおぇ ぉぇくは”, “]ぇおけ けす 
ゃっかせさ”, “[っえし”, “╀ぇかおぇくしおう しうくょさけき”, “╀なかゅぇさしおうはす きけ-
ょっか”, “〉こさぇあくっくうは こけ ょさせゅけしす” う ょさ. ′けしうすっか っ くぇ さっょうちぇ 
きっあょせくぇさけょくう う くぇちうけくぇかくう くぇゅさぇょう, しさっょ おけうすけ くぇ くぇ-
ゅさぇょぇすぇ “』せょけきうさ”.

10 しっこすっきゃさう -  ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ くぇ 
しぇきけせぉうえしすゃぇすぇ. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ こなさゃぇすぇ こけきけと .  

11 しっこすっきゃさう - 10 ゅ. けす さぇいさせてぇゃぇくっすけ くぇ ]ゃっすけゃくうは 
すなさゅけゃしおう ちっくすなさ ゃ ]┿】. ‶さっょう すっさけさうしすうつくうは ぇおす っ 
こさっょしすぇゃかはゃぇか おけきこかっおし けす 7 しゅさぇょう くぇ こかけと けす 65 ょおぇ. 
╉せかうすっ ぉかういくぇちう しぇ ぉうかう ゃうしけおう こけ 411 き – し こけ 110 っすぇ-
あぇ う けぉとけ 104 ぇしぇくしぬけさぇ. ╁なさたせ こけおさうゃうすっ うき っ うきぇかけ 
こかけとぇょおう いぇ たっかうおけこすっさう. ╁ くっぉけしすなさゅぇつうすっ しぇ しっ くぇきう-
さぇかう けそうしうすっ くぇ 430 おけさこけさぇちうう う おけきこぇくうう, し さぇぉけすっ-
とう ゃ すはた くぇょ 50 000 ょせてう. [ぇいこけかぇゅぇか っ し 6 こぇさおうくゅぇ し 
2000 きっしすぇ う たけすっか. ‶け けそうちうぇかくぇ しすぇすうしすうおぇ いぇゅうくぇかう-
すっ しぇ 2986 ょせてう, ゃおか. う 19-すっ ういゃなさてうすっかう くぇ ぇすっくすぇすぇ; 
′ぇ すぇいう ょぇすぇ しっ くぇゃなさてゃぇす う 20 ゅ. けす くぇきうさぇくっすけ くぇ す. 
くぇさ. „╊っょっく つけゃっお”, いぇゅうくぇか くぇ 30-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす 3300 
ゅけょうくう こさ. 》さ. けす たうこけすっさきうは /ういきさないゃぇくっ/, こけょしかけくうか 
しっ けす しくっあくぇ ぉせさは おさぇえ っょうく かっょくうお ゃ ┿かこうすっ. 〈けえ くけしっか 
しなし しっぉっ しう きっょくぇ ぉさぇゃぇ, おけかつぇく し 14 しすさっかう, おさっきなつっく 
くけあ う すなおぇくぇ すけさぉぇ.

12 しっこすっきゃさう – 135 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ょ-さ ╇ゃぇく [ぇっゃ – 
しゃっすけゃくけういゃっしすっく ぉなかゅぇさしおう ぉうかおぇさ う くぇさけょっく かっつうすっか. 
]ないょぇすっか くぇ かっおぇさしすゃけ けす ぉっかぇょけくぇ いぇ かっつっくうっ くぇ こぇさ-
おうくしけくういなき. ╇いかっおせゃぇか くぇこなかくけ うすぇかうぇくしおぇすぇ おさぇかうちぇ 
╄かっくぇ ]ぇゃけえしおぇ, ぉぇぉぇ くぇ ]うきっけく II, しかっょ おけっすけ きせ ぉうかぇ 
こさうしなょっくぇ すうすかぇすぇ „ょけおすけさ“. ′ぇゅさぇょっく ぉうか う しなし いかぇすっく 
きっょぇか, ぇ ぉけかくうちぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ こさけゃっかけ かっつっくうっすけ, う ょけ 
ょくっし しっ くぇさうつぇ „╃-さ ╇ゃぇく [ぇっゃ“.

13 しっこすっきゃさう – 160 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 〉けかすなさ [うえょ – 
ぇきっさうおぇくしおう かっおぇさ, けすおさうか こさうつうくぇすぇ いぇ あなかすぇすぇ すさっし-
おぇ, さぇいくぇしはくぇ けす おけきぇさうすっ.

14 しっこすっきゃさう - ╁ないょゃうあっくうっ くぇ 』っしすくうは ╉さなしす ╂けしこけ-
ょっく. ╉さなしすけゃょっく. ╇きっくくうちう: ╉さなしすぬけ, ╉さなしすぇく, ╉なくつけ, 
╉さうしすうくぇ, ]すぇゃさう; ╃っく くぇ けゅくっぉけさっちぇ う こけあぇさくぇすぇ ぉっい-
けこぇしくけしす.

15 しっこすっきゃさう – ′ぇつぇかけ くぇ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは; 
120 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ┿ゅぇすぇ ╉さうしすう - ぇくゅかうえしおぇ こうしぇ-
すっかおぇ. ]ないょぇゃぇ こけゃっつっ けす 87 おさうきうくぇかくう さけきぇくぇ う きくけゅけ 
さぇいおぇいう. ′ぇえ-こけこせかはさくうはす え ゅっさけえ っ ╄さおのか ‶けぇさけ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╆ぇ たけさぇすぇ けす „┿さしっくぇか” たけすっかなす さぇぉけ-
すう し くぇきぇかっくうっ
[ぇいぉうさぇき ゃっょくぇゅぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ けしけぉっくけ 

すなさしっくう しぇ しこっちうぇかくうすっ すさうょくっゃくう こぇおっ-
すう, おけうすけ ぇさしっくぇかちう こけかせつぇゃぇす いぇ こけ 90 
かゃ. し 20 % ょけこなかくうすっかくぇ けすしすなこおぇ いぇ ょっ-
ちぇすぇ ょけ 12 ゅけょうくう. ┿ ょっちぇ となおぇす きくけゅけ くぇ-
しぇき-くぇすぇき うい たけすっかぇ. 『っくぇすぇ ゃおかのつゃぇ すさう 
くけとせゃおう しなし いぇおせしおぇ う ゃっつっさは, おけうすけ しぇ 
くぇ ぉかけお-きぇしぇ う けぉはょ – こけ ういぉさぇくけ こさっょ-
ゃぇさうすっかくけ きっくの. ╁ こぇおっすぇ ゃかういぇす う ぉっい-
こかぇすくうすっ つぇょなさう, ぉぇしっえくなす くぇ けすおさうすけ, 
てっいかけくゅうすっ う かけぉう-ぉぇさぇ, おせさけさすくぇすぇ すぇおしぇ 
う そうすくっしなす くぇ けすおさうすけ. ╇くぇつっ, ちっくうすっ すぇいう 
ゅけょうくぇ いぇ しゃけぉけょっく ぉさけえ くけとせゃおう ぉはたぇ 
こけ 20 かゃ. ょくっゃくけ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっ-
くぇか”, し ゃおかのつっくう くけとせゃおぇ う いぇおせしおぇ. ╆ぇ 
ょっちぇすぇ – ょゃけえくけ こけ-きぇかおけ. ╁なくてくうすっ すせ-
さうしすう こかぇとぇす こけ 35 かっゃぇ ょくっゃくけ, けぉはしくはゃぇ 
╉うさうか ╂っけさゅうっゃ. ╆ぇ ょっちぇすぇ うき けすくけゃけ うきぇ 
けすしすなこおぇ けす 20 %. ╇きぇ う ょけこなかくうすっかくう けす-
しすなこおう いぇ ゅさせこう くぇょ 15 ょせてう. „┿さしっくぇかちう ゃ 
くぇつぇかけすけ,  こさっょう ゅけょうくう,  すさせょくけ しゃうおくぇたぇ 
し たけすっかしおうすっ  せしかけゃうは”, さぇいおぇいゃぇ ╂っけさゅうっゃ. 
》けさぇすぇ こさけょなかあぇゃぇかう ょぇ くけしはす ゃ ぉぇゅぇあくうおぇ 
くぇ おけかうすっ しう, おぇおすけ っょくけ ゃさっきっ – とぇえゅう し 
ょけきぇすう う さぇおうは けす おなとう. ‶けしすっこっくくけ さぇい-
ぉさぇかう, つっ ゃ „]すぇくちうはすぇ” くはきぇ ょぇ せきさぇす けす 
ゅかぇょ う しっゅぇ ゅかっょおぇすぇ し さぇいこなくぇすうすっ しぇかぇすう う 
こうすうっすけ - ょけきぇてくけ こさけういゃけょしすゃけ, しっ しさっとぇ 
しぇきけ こけ ういおかのつっくうっ – おけゅぇすけ すせお うょゃぇす しぇきけ 
ぇさしっくぇかちう ゃ 
しこっちうぇかくうすっ ぉっいこかぇすくう しきっくう いぇ けす-

かうつくうちうすっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ.
〈ぇおうゃぇ うきぇ う すぇいう ゅけょうくぇ. ╆ぇこけつゃぇす けす 6-すう 

しっこすっきゃさう ょけ おさぇは くぇ きっしっちぇ. ╉ぇおすけ う ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ しっいけくぇ – こさっい のくう. [なおけゃけょしすゃけ-
すけ ういこさぇとぇ くぇえ-ういはゃっくうすっ さぇぉけすくうちう, おぇすけ 
しなつっすぇゃぇ さぇいかうつくう けぉせつっくうは う しっきうくぇさう し 
こけつうゃおぇすぇ くぇ ぉさっゅぇ くぇ きけさっすけ. ]きっくうすっ しぇ 

6-ょくっゃくう う くっ しっ こかぇとぇ くうとけ, けぉはしくはゃぇ けとっ 
╂っけさゅうっゃ, - いぇおせしおぇすぇ, けぉはょなす う ゃっつっさはすぇ しぇ 
ぉっいこかぇすくう, おぇおすけ う ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ. ”′うっ 
こさうっきぇきっ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” くっ おぇすけ 
ゃなくてくう すせさうしすう, ぇ おぇすけ しこっちうぇかくう ゅけしすう, おぇい-
ゃぇ ╂っけさゅうっゃ う し せしきうゃおぇ しこけょっかは, つっ うきっくくけ 
いぇ すはた しぇ さぇいさってっくうはすぇ いぇ ょけきぇてくぇすぇ さぇおうえ-
おぇ, つっ う しかぇくうくおぇすぇ くぇ きぇしうつおぇすぇ ゃ かけぉう-ぉぇ-
さぇ. ┿さしっくぇかちう くぇぉかはゅぇす くぇ きっしけすけ, こけおぇいゃぇ 
こさけせつゃぇくっすけ くぇ くぇっきぇすっかは くぇ たけすっかぇ, いぇ おけ-
ゅけすけ っ きくけゅけ ゃぇあくけ ょぇ くはきぇ くっょけゃけかくう.
′ぇ たけすっかぇ くぇ „┿さしっくぇか” くぇ きけさっすけ, けぉぇつっ, 

こけつうゃぇす う ╁╇‶ – かうつくけしすう. 
′ぇしおけさけ すせお ぉうかぇ けかうきこうえしおぇすぇ てぇき-

こうけくおぇ ╀っいしけくけゃぇ
〈は こさけしかぇゃう 〉おさぇえくぇ ゃ たせょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうき-

くぇしすうおぇ. ′ぇてう ゅうきくぇしすうつおう しなとけ うょゃぇす すせお, 
ぇ ′っておぇ [けぉっゃぇ う くけゃうはす え しなこさせゅ - たせょけあくう-
おなす ]ゃっすかうく [せしっゃ, しぇ くぇこさぇゃけ おぇすけ せ ょけきぇ しう. 
〈せお ょけさう ぉうかけ きはしすけすけ, おなょっすけ こさっょう ゃさっきっ 
[けぉっゃぇ しっ くぇゃうかぇ ょぇ しっ はゃう くぇ ういぉけさうすっ いぇ 
おきっす くぇ ]けそうは. ¨かうきこうえしおぇすぇ てぇきこうけくおぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ぉうぇすかけくぇ ╄ゃゅっくうは [ぇょぇくけゃぇ, おけは-
すけ さぇいぉうさぇ けす たけすっかうっさしすゃけ, いぇとけすけ うきぇ しゃけは 
ぉぇいぇ ゃ ‶ぇきこけさけゃけ, しなとけ けぉうつぇ ょぇ うょゃぇ ゃ たけすっ-
かぇ くぇ „┿さしっくぇか”, さぇいおぇいゃぇ ╂っけさゅうっゃ, しこけさすうしす 
こけ こさけそっしうは. [っょけゃくけ っ すせお う くぇちうけくぇかくぇすぇ 
ゅぇさくうすせさぇ くぇ ╉ぇいぇたしすぇく こけ しおう う おなくおう-ぉはゅぇ-
くっ, うょゃぇか っ う ╁かぇょうしかぇゃ 〈さっすはお, くけしうすっか くぇ 
ぉさけくい こさう さぇこうさぇすぇ けす けかうきこうぇょぇすぇ ゃ ┿すうくぇ. 
”′ぇ きくけゅけ きっしすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは しきっ こけつうゃぇかう, くけ 
うきっくくけ すせお っ くぇえ-けこすうきぇかくけすけ きはしすけ こけ おけき-
そけさす う さぇいこけかけあっくうっ”, しこけょっかは いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” かっすせゃぇとうはす すせお いぇ ゃすけさう こなす こさっい 
ぇゃゅせしす ′うおけかぇえ ╂ぇきぇく – ういゃっしすっく せおさぇうくしおう 
そせすぉけかうしす ゃ きうくぇかけすけ, しっゅぇ てっそ くぇ いぇゃけょぇ 
いぇ そっさけしこかぇゃう ゃ すぇきけてくうは ′うおけこけか. ╁ たけ-
すっか „┿さしっくぇか” しっ こさぇゃはす かぇゅっさう いぇ しこけさすうしすう, 
こけょゅけすけゃおう いぇ しゃっすけゃくう こなさゃっくしすゃぇ.
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 8

700 さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ けす 6 しっこ-
すっきゃさう けすくけゃけ とっ きけゅぇす ょぇ 
しっ ゃないこけかいゃぇす けす ぉっいこかぇすくぇ 
こけつうゃおぇ くぇ きけさっ, けしうゅせさは-
ゃぇくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ. 〈っ とっ こけつう-
ゃぇす さぇいこさっょっかっくう ゃ 4 しきっくう 
けす こけ 6 ょくう ょけ おさぇは くぇ きっしっち 
しっこすっきゃさう ゃ たけすっかしおぇすぇ ぉぇいぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” ゃ ′っしっぉなさ.
╁しっおう とっ うきぇ こさぇゃけ くぇ 6 

ょくう こなかっく こぇくしうけく, ゃおかのつ-
ゃぇと すさう たさぇくっくうは う くけとせゃ-
おぇ, こけっすう ういちはかけ けす „┿さしっ-
くぇか”. 
╁ さぇきおうすっ くぇ ぉけくせし こさけ-

ゅさぇきぇすぇ しっきっえしすゃぇすぇ くぇ ぇさ-
しっくぇかちう こけかいゃぇす ぉぇいぇすぇ くぇ 
けぉかっおつっくう ちっくう. 『っくぇすぇ いぇ 
ょっく くぇ ょっすっ ょけ 12 ゅけょうくう っ 
6 かっゃぇ, ぇ 20 かっゃぇ っ ょくっゃくう-
はす こなかっく こぇくしうけく いぇ しなこさせゅぇ 
うかう しなこさせゅぇすぇ.  
╀っいこかぇすくうすっ きっしすぇ いぇ こけ-

つうゃぇとうすっ ぇさしっくぇかちう ゃっつっ しぇ 
さぇいこさっょっかっくう こけ いぇゃけょう くぇ 
ぉぇいぇ けこさっょっかっくう おさうすっさうう. 
]さっょくけ くぇ しきはくぇ けす ぉっいこかぇす-
くぇ こけつうゃおぇ とっ きけゅぇす ょぇ しっ 

こけかいゃぇす こけ 200 さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう. ]ぇきけ いぇ こなさゃぇすぇ 
ぉけくせし しきはくぇ けす 6 しっこすっきゃさう 
きっしすぇすぇ くっ しぇ ういちはかけ いぇこなか-
くっくう, しなけぉとう いぇ 〈┿ ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉  
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
‶けつうゃぇとうすっ とっ しぇ さぇいこさっ-

ょっかっくう ゃ 5 ぇこぇさすぇきっくすぇ, 31 
ょゃけえくう しすぇう, 21 し こけ 4 かっゅかぇ 
う 23 - し こけ すさう. ╀うすけゃうすっ せし-
かけゃうは ゃ こけつうゃくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ ゃ ′っしっぉなさ  しぇ 
し たけすっかしおぇ おぇすっゅけさうは けす 3 
いゃっいょう. 
]けちうぇかくぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ,        

くはきぇとぇ ぇくぇかけゅ ゃ ょさせゅぇ 
きっしすくぇ そうさきぇ,  しっ こさっょけしすぇ-
ゃは  いぇ すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

う し ょけぉさう すぇおすうおけ-すったくうつっしおう 
ょぇくくう. 〈ぇおうゃぇ こけょけぉくう ゅさぇ-
くぇすけきっすう くっ しっ しさっとぇす つっしすけ 
う すっ しっ くぇょはゃぇす, つっ すけえ とっ 
こさっょういゃうおぇ ょけしすぇすなつくけ ゅけかはき 
うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ こけしっすう-
すっかうすっ う ゅけしすうすっ くぇ ぇさしっくぇか-
しおうは とぇくょ.
╆ぇ „┿さしっくぇか” すけゃぇ っ こっすけすけ 

こけさっょ せつぇしすうっ ゃ ╊けくょけくしおけすけ 
ういかけあっくうっ, おけっすけ しっ こさけゃっあ-
ょぇ こさっい ゅけょうくぇ. 
]こけさっょ ╇ゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす ¨す-

ょっか ぉういくっし さぇいゃうすうっ ゃ „┿さ-
しっくぇか 2000” けつぇおゃぇくうはすぇ しぇ: 
„╉ぇすけ くぇ ゃしはおけ ゅけかはきけ ういかけ-

あっくうっ, ぇ すけゃぇ っ っょくけ けす くぇえ-
ゅけかっきうすっ, しっ くぇょはゃぇきっ ょぇ 
せすゃなさょうき ぇゃすけさうすっすぇ くぇ おけき-
こぇくうはすぇ. ¨つぇおゃぇきっ しさっとう し 
ょけしっゅぇてくうすっ くう こぇさすくぬけさう う 
ぉなょっとう おかうっくすう, おけうすけ こさっょ-
こけかぇゅぇす う さぇいてうさはゃぇくっ くぇ 
こぇいぇさうすっ くう. ‶さっょけしすぇゃは くう 
しっ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ くぇこさぇ-
ゃうき しなこけしすぇゃおぇ し ょさせゅう しさけょ-
くう そうさきう う ょぇ けしなとっしすゃうき 
くぇえ-さっぇかくうは きぇさおっすうくゅ.“ 
‶さっい しっこすっきゃさう - ゃ ╊けくょけく. 

╃け おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ けしすぇゃぇす 
〈ぇえかぇくょ う ╉せゃっえす. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

¨すょぇゃくぇ いくぇっき, つっ うきぇ う 
すぇおうゃぇ ぇさしっくぇかちう. ╇ すけ – 

きくけゅけ. 〈ぇおうゃぇ, おけうすけ けす くぇつぇかけ-
すけ くぇ こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす しぇ 
さぇぉけすうかう しぇきけ すせお. ╇ くうおけゅぇ くっ 
しぇ うきぇかう くぇきっさっくうっ ょぇ しっ きっし-
すはす. ╋うしかった しう, つっ すっいう たけさぇ しぇ 
いぇこぇいっくぇすぇ きぇさおぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
けす きうくぇかけすけ. ̈ おぇいぇ しっ, つっ ゅう うきぇ 
う ょくっし, おけゅぇすけ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ 
さぇぉけすぇ しぇ きくけゅけ. [なおけゃけょうすっかはす 
くぇ ╇くしすさせきっくすぇかくけすけ しすけこぇく-
しすゃけ, ちった 105 くぇ ╆ぇゃけょ 1, 〈ぇくは 
‶っすさけゃぇ, っ っょくぇ けす すはた. ′っえくうはす 
けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしぇ, いぇとけ っ すけつ-
くけ ゃ „┿さしっくぇか”, っ ぉなさい う けぉきうし-
かっく けすょぇゃくぇ: ”╇くすっさっしくけ きう っ. 
╁しっおう ょっく っ さぇいかうつっく う きうくぇゃぇ 
ぉなさいけ. 》ぇさっしゃぇ きう ょうくぇきうおぇすぇ, 
くっ いくぇき, ぇおけ は くはきぇてっ, おぇおゃけ 
ょさせゅけ ぉうた こさぇゃうかぇ”. ╆ぇゃなさてうかぇ 
こなさゃけ こさっしすうあくうは くぇゃさっきっすけ 
すったくせおせき „╂っく. ╁か. ╆ぇうきけゃ” ゃ 
]けこけす, こけしかっ – う ╁╋╄╇ ゃ ]けそうは, 
うくあっくっさ ‶っすさけゃぇ
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” ゃ くぇつぇかけすけ 

くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお

╉けゅぇすけ さぇぉけすぇ くはきぇ くうおなょっ, 
おけゅぇすけ ょなさあぇゃぇすぇ しっ すさっしっ けす 
こさけきっくうすっ しかっょ 1989-すぇ, おけゅぇ-
すけ ╉ぇいぇくかなお くっ こさっょかぇゅぇ こけつすう 
くうとけ いぇ きかぇょうすっ しこっちうぇかうしすう. 
¨しゃっく – „┿さしっくぇか”. ╂けすけゃぇ っ ゃ 
くぇつぇかけすけ ょぇ さぇぉけすう おぇおゃけすけ う 
ょぇ っ, ょぇあっ おぇすけ あっくぇ – っか. すった-
くうお. ╉なしきっすなす けぉぇつっ は しさっとぇ 
こけ しすなかぉうすっ くぇ „╊うつっく しなしすぇゃ” 
し うおけくけきうつっしおうは ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょ 1, ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ, 
おけえすけ ゅう しこうさぇ ょゃっすっ し きぇえおぇ え う 
しっ しっとぇ いぇ しゃけぉけょくけ きはしすけ. 〈ぇおぇ 
うくあっくっさなす こけ ぇゃすけきぇすういぇちうは くぇ 
ょうしおさっすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ-
きうさぇ ういゃっょくなあ きはしすけすけ しう おぇすけ 
こさけそっしうけくぇかうしす. ╇ ゃっつっ 20 ゅけ-
ょうくう すっあう くぇ くっゅけ. ╃くっし 

〈ぇくは けすゅけゃぇさは いぇ ぉかういけ 80 
たうかはょう うくしすさせきっくすぇ 

う ょゃぇ しおかぇょぇ, うきぇ 6 こけょつうくっ-
くう けさゅぇくういぇすけさう おけけこっさうさぇくっ, 
し おけうすけ いぇっょくけ しかっょはす さぇぉけすぇすぇ 
こけ きぇてうくうすっ ょぇ くっ いぇおなしぇ いぇさぇ-
ょう かうこしぇ くぇ うくしすさせきっくす. ′けゃう-
すっ くっけこうすくう さぇぉけすくうちう, おけうすけ 
ぉなさいけ こけたぇぉはゃぇす しおなこうすっ うくしすせ-
きっくすう  う しすぇさうはす くぇゃうお ゃしっおう ょぇ 
しう ゃいっきぇ こけ くっとけ いぇ ゃおなとう – は 
ぉせさゅうは, は くっとけ ょさせゅけ, しぇ ゅけかっ-
きうすっ ょっさすけゃっ くぇ 〈ぇくは, おけはすけ, 
けしゃっく すけゃぇ, いけさおけ しすさせおすせさうさぇ 
しすさけえくぇ しうしすっきぇ いぇ ぉなさいう いぇはゃ-
おう う さぇいこさっょっかっくうっ くぇ うくしすさせ-
きっくすうすっ, しこさぇゃは しっ し おぇこさういうすっ 
くぇ きぇえしすけさうすっ う しなし いぇおぇつおうすっ 
くぇ きなあっすっ くぇけおけかけ, おけうすけ くぇかう, 
ゃしっ せあ こけゃっつっ さぇいぉうさぇす けす あっ-
くうすっ. „〈させょくうつおけ しゃうおくぇたぇ きな-
あっすっ, つっ しなき くぇつぇかくうお, うきぇかけ っ 
う すっあおう きけきっくすう, ょけさう ゃっょくなあ 
さってうた ょぇ くぇこせしおぇき, くけ こけこぇょ-

くぇた くぇ ょけぉなさ つけゃっお – くぇつぇか-
くうお し けこうす, おけえすけ きう こけきけゅくぇ 
ょぇ けしすぇくぇ”, しこけきくは しう うくあっくっさ 
‶っすさけゃぇ, おけはすけ くっ おさうっ, つっ しっ っ 
せつうかぇ けす くぇつぇかくうおぇ しう.
] きなあっすっ しう おけかっゅう, おけうすけ ゃ 

くぇつぇかけすけ ぉうかう ぉけかてうくしすゃけ, 
〈ぇくは しっ しこさぇゃは し せしきうゃおぇ. ┿ 
せしきうゃおぇすぇ え っ くぇうしすうくぇ くっせし-
すけうきぇ. ′っ きけあって ょぇ え けすおぇあって 
くっ しぇきけ, いぇとけすけ っ くぇつぇかくうお. 
┿おけ せしきうゃおぇすぇ くっ こけきぇゅぇ, 〈ぇくは 
こせしおぇ つせゃしすゃけすけ しう いぇ たせきけさ. 
′っとけ こけゃっつっ: ”] きなあっすっ しはおぇて 
しっ さぇぉけすう こけ-かっしくけ. [ぇぉけすぇすぇ 
ゃなさゃう いぇっょくけ し きぇえすぇこうすっ”, くぇ-
せつうかぇ けす けこうす 〈ぇくは, おけはすけ くっ 
しこうさぇ ょぇ しっ せしきうたゃぇ ぉかぇゅけ う 
しこけおけえくけ.
╁ „┿さしっくぇか” 〈ぇくは ‶っすさけゃぇ しっ 

せつうかぇ ゃ おさぇお. ╇しおぇ ょぇ ゃはさゃぇ, つっ 
ょくっし せしっとぇくっすけ え, つっ ゃしうつおけ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ っ くぇさっょ, くっ は かなあっ: 
„╋うしかは, つっ しっ さぇいぉうさぇきっ し おけかっ-
ゅうすっ”. ╁ „┿さしっくぇか” くぇ うくあ. 〈ぇくは 
‶っすさけゃぇ しっ くぇかけあうかけ ょぇ さぇいぉう-
さぇ けす ゃしうつおけ – けす  すったくけかけゅうつ-
くぇ, おけくしすさせおすけさしおぇ けさゅぇくういぇ-
すけさしおぇ さぇぉけすぇ, けす ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ くけゃう ういょっかうは, けす おけきこのすさう 
– ゃっつっ ゃしうつおけ こけ さぇいこさっょっかっ-
くうっすけ くぇ うくしすせきっくすうすっ う こけさなつ-
おうすっ いぇ すはた しっ おぇつゃぇ くぇ おけきこの-
すなさくぇ こさけゅさぇきぇ. „╁ ╆ぇゃけょ 1 っ 
くぇえ-しかけあくけすけ こさけういゃけょしすゃけ”, 
けぉはしくはゃぇ うくあ. ‶っすさけゃぇ – „ゃしうつ-
おけ こけ ぇゃすけきぇすぇ う おぇさすっつくうちぇすぇ 
– けゅさけきっく ぉさけえ うくしすさせきっくすう いぇ 
ゃしはおぇおゃう きぇてうくう”. ╁っつっ すぇおぇ 
っ くぇこさっょくぇかぇ し きぇすっさうぇかぇ, つっ 
ょけさう しなこさせゅなす え しっ おけくしせかすう-
さぇ し くっは おぇすけ おせこせゃぇす くはおぇおなゃ 
うくしすさせきっくす いぇ ゃおなとう. ╉けくしせか-

すぇちううすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ ゃなさゃはす う 
こけ ょさせゅう くぇこさぇゃかっくうは: 

„╁いぇうきくけ しう こけきぇゅぇきっ”. 
¨とっ くっ っ はしくけ おけえ けす ょゃぇきぇ-

すぇ っ こけ-ょけぉさうはす ゅけすゃぇつ. ╉けゅぇすけ 
さぇぉけすぇすぇ くぇかぇゅぇ 〈ぇくは ょぇ いぇおなし-
くはゃぇ /ぇ すけゃぇ しっ しかせつゃぇ つっしすけ/, 
ゅけすゃう しなこさせゅなす. ╆ぇっょくけ しぇ けとっ 
けす せつうかうとっ – しなせつっくうちう けす 
すったくうおせきぇ. ]なこさせゅなす ょけさう ゅかっ-
ょぇか しうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょけおぇすけ 
〈ぇくは いぇゃなさてう ゃ ]けそうは. ╃くっし え 
っ おさうゃけ しぇきけ いぇとけすけ こけ いぇくぇはす 
– ゅけさしおう, きなあなす ゃ しっきっえしすゃけすけ 
ゃしっ くぇきうさぇ けこさぇゃょぇくうっ ょぇ は 
ゃけょう くぇ かのぉうきうすっ こうおくうちう. ′っ 
きせ しっ たけょう ゃ ゅけさぇすぇ, とけすけ すけゃぇ 
さぇぉけすう. ¨ぉぇつっ おぇすけ うょぇす ゃっょ-
くなあ, ゃ ╀ぇかおぇくぇ しう こさっおぇさゃぇす 
しすさぇたけすくけ. „′ぇてうすっ こうおくうちう しっ 
こさっゃさなとぇす ゃ こせおくうちう. 》ぇこゃぇきっ 
う こうえゃぇきっ いょさぇゃけ”, こぇお しっ せし-
きうたゃぇ 〈ぇくは けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇ-
すぇ, おけはすけ すなさしう /う くぇきうさぇ!/ こけ-
いうすうゃくけすけ ゃなゃ ゃしうつおけ くぇけおけかけ. 
╆ぇすけゃぇ ゅかっょぇ しぇきけ おけきっょうう う 
いぇぉぇゃくう そうかきう, ょけさう – ょっすしおう. 
[ぇいぉうさぇ しっ – う ゅけすゃぇさしおう こさっ-
ょぇゃぇくうは. ′っ え しっ ういかういぇ くぇ こっえ-
おぇすぇ こさっょ ぉかけおぇ, とけすけ: ”]ぇきけ 
いぇ ぉけかっしすう ゅけゃけさはす!”. ╇くぇつっ, 
おぇすけ ゃしっおう おぇいぇくかなつぇくうく, 〈ぇくは 
‶っすさけゃぇ うしおぇ ょぇ あうゃっっ ゃ こけ-たせ-
ぉぇゃ ゅさぇょ. ′っ おぇすけ すけいう, ょっすけ は 
こさうくせあょぇゃぇ ょぇ くけしう ゃうくぇゅう しなし 
しっぉっ しう そっくっさつっすけ – いぇこぇかおぇ 
ゃ つぇくすぇすぇ, いぇとけすけ っ しすさぇてくけ 
ゃ すなきくうちぇすぇ う こけ せかうちうすっ, う ゃ 
ぉかけおぇ, おぇすけ しう うょゃぇ おなしくけ けす 
さぇぉけすぇ. ′け う くぇ すけゃぇ しっ せしきうたゃぇ 
– おけきこっくしうさぇ くっこさうはすくけしすうすっ 
けす しさっとう し こさうはすっかう くぇ おぇそっ. 
]すぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ すうは しさっとう 

– たけさぇすぇ しぇ こさうすっしくっくう, ょけたけょう-
すっ うき くっ こけいゃけかはゃぇす ょぇ しっ ういかう-
いぇ つっしすけ. ╉けかおけすけ ょけ ╉ぇいぇくかなお, 

〈ぇくは しう けぉうつぇ ゅさぇょぇ. 
′っ え しっ とっ ょっちぇすぇ ょぇ ゅけ くぇ-

こせしくぇす, おぇすけ ょっちぇすぇ くぇ ょさせ-
ゅう こけいくぇすう – ょぇ うょぇす ゃ ]けそうは. 
18-ゅけょうてくぇすぇ ょなとっさは っ けとっ 
ゃ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
╋くけゅけ え ゃなさゃう きぇすっきぇすうおぇすぇ, 
くけ けとっ くっ っ ういぉさぇかぇ おなょっ ょぇ 
せつう. ]うくなす っ いぇゃなさてうか „╆ぇとうすぇ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ こさう ぉっょしすゃうは う 
ぇゃぇさうう” ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. ╆ぇ 
きぇかおけ ぉうか ゃ „┿さしっくぇか”, くけ しっゅぇ 
しっ こさっおゃぇかうそうちうさぇ おぇすけ こけ-
あぇさくうおぇさ. ′っ っ ういおかのつっくけ ょぇ しっ 
ゃなさくっ こぇお ゃ „┿さしっくぇか”, ぇおけ うきぇ 
ゃないきけあくけしす, すぇう くぇょっあょぇ 〈ぇくは. 
╆ぇとけすけ すさっゃけゅぇすぇ え っ しぇきけ いぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ. „》せぉぇゃけ くっとけ しぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ. ╆ぇさっあょぇす し けこすう-
きういなき. 〈さはぉゃぇ ょぇ うきぇす ぉなょっとっ 
すせお. ╃ぇ うきぇ くはおぇおなゃ きかぇょっあおう 
ちっくすなさ, ょぇ うきぇ さぇぉけすぇ. ╁ ╉ぇいぇく-
かなお しう うきぇきっ ゃしうつおけ - う こさっょ-
こさうはすうは, う おぇおゃけすけ っ くせあくけ, 
くけ ぉっい きかぇょうすっ たけさぇ ╉ぇいぇくかなお 
せきうさぇ. ╇ ぉっい „┿さしっくぇか” ╉ぇいぇく-
かなお せきうさぇ”, ゃはさゃぇ 〈ぇくは. ╆ぇとけすけ 
„┿さしっくぇか” ょぇゃぇ さぇぉけすぇ くぇ たけさぇ-
すぇ すせお, ぇ し さぇぉけすぇすぇ おぇすけ つっ かう しっ 
こけょさっあょぇ う ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ. ╇ 
し せしきうゃおぇすぇ くぇ かうちっすけ う ゃ ょせてぇ-
すぇ, おけはすけ 〈ぇくは くぇうしすうくぇ うきぇ. ] 
せしきうゃおぇ ぉう こさうっかぇ う いぇおぇつおうすっ 
くぇ おけかっゅうすっ, おけうすけ おけえ いくぇっ おぇお-
ゃけ とっ え おぇあぇす, おぇすけ こさけつっすぇす いぇ 
くっは ゃ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ╁っしす-
くうおなす くぇ ぇさしっくぇかちう, おけえすけ 〈ぇくは 
けす こなさゃうは ぉさけえ ょけ しっゅぇ くっ しぇきけ 
つっすっ けすおさぇえ ょけ おさぇえ, くけ しう ゅけ う 
しなぉうさぇ いぇ しこけきっく.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

きっくくけ ういおぇさゃぇ う しぇきぇさはくしおう 
おせさしけゃっ う けぉうおぇかは しっかぇすぇ, いぇ 
ょぇ ゅう けぉっいいぇさぇいはゃぇ. ╆ぇさぇょう 
こけきけとすぇ, おけはすけ けおぇいゃぇ くぇ うく-
すっさくうさぇくうすっ, っょうく ょっく, こさっい 
1943 ゅ., あぇくょぇさきっさうしすう しすさっ-
かはす こけ くっは う すは っょゃぇ くっ いぇゅせぉ-
ゃぇ あうゃけすぇ しう. 
╄ょうく けす くぇえ-とぇしすかうゃうすっ きけ-

きっくすう ゃ あうゃけすぇ くぇ ╋ぇさうは 》さう-
しすけいけゃぇ っ いぇこけいくぇくしすゃけすけ しなし 
しなこさせゅぇ え, おけゅけすけ すは くぇさうつぇ 
くぇえ-ょけぉさうはす つけゃっお. ‶さっい 1946 
ゅけょうくぇ ょゃぇきぇすぇ しっ こさっしっかゃぇす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ]なこさせゅなす え ゃっょくぇゅぇ 
っ おけきぇくょうさけゃぇく, ぇ ╋ぇさうは けし-
すぇゃぇ しぇきぇ し こなさゃけすけ しう ょっすっ 
- ぉっい こぇさう う こけおさうゃ くぇょ ゅかぇ-
ゃぇすぇ. ╉ゃぇさすぇかなす ぉうか くぇしっかっく 
し すさぇおうえちう, おけうすけ え こけょぇゃぇす 
さなおぇ う ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すはた-
くぇすぇ こけきけと すは せしこはゃぇ ょぇ しう 
しすなこう くぇ おさぇおぇすぇ. ╁おかのつゃぇ しっ 
ゃ 〈さぇおうえしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは う 
しすぇゃぇ つかっく くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
え, ぇ こさっい 1976 ゅけょうくぇ しそけさ-
きうさぇ ぇくしぇきぉなか いぇっょくけ しなし 7-8 

あっくう, おけえすけ ゃこけしかっょしすゃうっ くぇ-
ぉさけはゃぇ 42-きぇ ょせてう. 
30 ゅけょうくう っ ぉうかぇ さなおけゃけょう-

すっか くぇ ぇくしぇきぉなかぇ – し きくけゅけ 
おけくちっさすう せ くぇし う いぇょ ゅさぇくうちぇ う 
し きくけゅけ けすかうつうは けす そけかおかけさくう 
おけくおせさしう う そっしすうゃぇかう. 
28 ゅけょうくう っ ぉうかぇ う しなょっ-

ぉっく いぇしっょぇすっか. ╃なかゅう ゅけょうくう 
っ ぉうかぇ しすけこぇくおぇすぇ ゃ さうすせぇかぇ 
„[けいけぉっさ”, こさっょしすぇゃはく  ゃ さけ-
いけゃうすっ ゅさぇょうくう こけ ゃさっきっ くぇ 
こさぇいくうちうすっ くぇ さけいぇすぇ. 
╋ぇさうは 》さうしすけいけゃぇ けすこさぇゃは 

ぉかぇゅけょぇさくけしすう おなき たけさぇすぇ, 
おけうすけ けさゅぇくういうさぇたぇ つっしすゃぇくっ-
すけ くぇ 90-すぇすぇ え ゅけょうてくうくぇ, おなき 
たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ え こけきぇゅぇかう, う 
おなき すっいう, おけうすけ は こけょおさっこはす う 
けぉうつぇす – すさうきぇすぇ え しうくぇ, しくぇ-
たうすっ, かっおぇさう, しなしっょう う こさうはすっ-
かう. ╃くっし すは しっ さぇょゃぇ くぇ 5-きぇ 
ゃくせおぇ う けしっき こさぇゃくせおぇ. 
┿ ゅけかはきけすけ え あっかぇくうっ, しゃなさ-

いぇくけ し ╉ぇいぇくかなお, っ すけえ ょぇ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ すせさうしすうつっしおう ゅさぇょ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

どíÖ　 ぢñöëÜçí:
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100 ゅけょうくう くぇゃなさてう 》さうしすうくぇ ╋うたけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお. ぃぉうかはさおぇすぇ こけかせつう かうつくけ こけいょさぇゃう けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ くぇ 25 ぇゃゅせしす. ╃ぇきはくけゃ ゃさなつう くぇ しすけかっすくうちぇすぇ ぉせおっす う こけいょさぇゃうすっかっく ぇょさっし けす しゃけっ うきっ う けす うきっすけ くぇ けぉとうくしおぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは, ぇ こけょぇさなおなす いぇ さけあょっくうつおぇすぇ っ こけ くっうく ういぉけさ – すけこかぇ あうかっすおぇ いぇ うょゃぇとうすっ こけ-たかぇょくう しっいけくう.
╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „╀っかうすっ さけいう” し さなおけゃけょうすっか ′っくけ ╉さぇつぇくけゃ こけいょさぇゃう ぉぇぉぇ 》さうしすうくぇ し „╋くけゅぇは かっすぇ”, しなし しこっちうぇかくけ 

くぇこうしぇくけ いぇ くっは しすうたけすゃけさっくうっ う し ゃなかくせゃぇとう ういこなかくっくうは くぇ しすぇさう ゅさぇょしおう こっしくう. [けあょっくうつおぇすぇ, おけはすけ すなさこっかうゃけ しかせ-
てぇてっ こけいょさぇゃかっくうはすぇ, くっ しっ しょなさあぇ う ういこは けす くぇつぇかけ ょけ おさぇえ いぇおぇつかうゃぇ くぇさけょくぇ こっしっく, おけはすけ っ こはかぇ ゃ しゃけうすっ きかぇょうくう. 
′ぇゃなさてうかぇすぇ 100 ゅけょうくう 》さうしすうくぇ ╋うたけゃぇ っ さけょっくぇ ゃ し. ╉けこさうくおぇ くぇ 5 ぇゃゅせしす 1911 ゅ. ‶さっい 1941 ゅ. ちはかけすけ しっきっえしすゃけ しっ 

こさっきっしすゃぇ ょぇ あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ „┿さしっくぇか”, „╀なかゅぇさうは-╉”, ゃ 〈╉╆] - し. ╉けこさうくおぇ. ¨すゅかっょぇかぇ っ ょゃっ ょなとっさう. 
[ぇょゃぇ しっ くぇ つっすうさう ゃくせつおう, つっすうさう こさぇゃくせつおう, ょゃぇきぇ こさぇこさぇゃくせおぇ う っょくぇ こさぇこさぇゃくせつおぇ. ′っえくうすっ くぇしかっょくうちう あうゃっはす 
ょくっし ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ ‶かけゃょうゃ う ゃ つせあぉうくぇ.
╀ぇぉぇ 》さうしすうくぇ ぉかぇゅけょぇさう いぇ こけいょさぇゃかっくうはすぇ う こけあっかぇ くぇ ゃしうつおう いょさぇゃっ う けぉうつ う ょぇ しっ さぇいぉうさぇす しなし しなしっょうすっ しう.
╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ つっしすゃぇくっすけ くぇ のぉうかっは くぇ しすけかっすくうちぇすぇ ぉっ くぇ ¨ぉとうくしおうは ╉かせぉ くぇ こっくしうけくっさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお し こさっょしっょぇ-

すっか 》さうしすけ [ぇっゃ.

╆¨╇ぃ╅ ╅『』╊〉╅][╅ - 』【《]╊【〉¨ぁ[╅
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╃っしっすおう おぇいぇくかなつぇくう う ゅけし-
すう ういこなかくうたぇ いぇかぇすぇ くぇ きせ-
いっえ-ゅぇかっさうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 
6 ぇゃゅせしす, おけゅぇすけ 〈さぇおうえしおけすけ 
ょさせあっしすゃけ ゃ ゅさぇょぇ けすぉっかはいぇ 
108-すぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ ╇かうく-
ょっくしおけ-‶さっけぉさぇあっくしおけすけ 
ゃなしすぇくうっ う  つっしすゃぇ  ゅけかはきぇすぇ 
けぉとっしすゃっくうつおぇ う ょなかゅけゅけ-
ゅけょうてくぇ さなおけゃけょうすっかおぇ くぇ 
ぇくしぇきぉなか „〈さぇおうは” ╋ぇさうは 

》さうしすけいけゃぇ こけ しかせつぇえ くっえくぇすぇ 
90-ゅけょうてくうくぇ.   
]さっょ しこっちうぇかくうすっ ゅけしすう くぇ 

すなさあっしすゃけすけ ぉはたぇ こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか 
]ぇきぇさしおう,  おきっすなす ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ちっく-
すさぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ′] 
くぇ すさぇおうえちうすっ う くぇ ̈ すっつっしすゃっ-
くうは しなのい.               
╁ おけくちっさすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ しっ 

こさっょしすぇゃうたぇ そけかおかけさくぇすぇ 
こっゃつっしおぇ ゅさせこぇ おなき きっしすくけすけ 
すさぇおうえしおけ ょさせあっしすゃけ, ゅさせこぇ 
„]っゃすけこけかうし” う ┿′‶〈 „╇しおさぇ” 
おなき ′』 „╇しおさぇ” う ゃけおぇかくぇ 
そけさきぇちうは „》ぇさきけくうは” おなき 
おぇいぇくかなておうは こっくしうけくっさしおう 
おかせぉ.  
╋くけゅけ こけいょさぇゃう, ちゃっすは う 

こけょぇさなちう こけかせつう こけ こけゃけょ 
90-すぇすぇ しう ゅけょうてくうくぇ ゃうょくぇ-
すぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ ╋ぇさうは 》さう-
しすけいけゃぇ. ‶さっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ 
╃させあっしすゃけ „〈さぇおうは” ╉けしすぇ-
ょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ こけょつっさすぇ けゅ-
さけきくうは こさうくけし くぇ 》さうしすけいけゃぇ 

おなき すさぇおうえしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, 
ぇ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう は くぇさっつっ 
„こさうきっさ” いぇ たけさぇすぇ ゃ おせかすせさぇ-
すぇ. 
╅うゃけすなす くぇ ╋ぇさうは 》さうしすけ-

いけゃぇ うかう, おぇおすけ きくけいうくぇ は 
くぇさうつぇす - おぇおぇ ╋ぇさぇ, っ くうい けす 
けぉとっしすゃっくう ぇくゅぇあうきっくすう, けす 
さっこっすうちうう う おけくちっさすう, けす いぇ-
ょなかあっくうは おぇすけ しなこさせゅぇ, きぇえおぇ 
う ぉぇぉぇ, けす ゅさうあう いぇ こけいくぇすう う 
くっこけいくぇすう たけさぇ.
[けょっくぇ  っ ゃ しきけかはくしおけすけ しっかけ 

‶っすおけゃけ くぇ 7 ぇゃゅせしす 1921 ゅけょう-
くぇ, すぇき いぇゃなさてゃぇ 7 おかぇし, せつう 
う ょゃっ ゅけょうくう ゃ しすけこぇくしおけ せつう-
かうとっ. ╆ぇさぇょう すさせょくけすけ こさっこう-
すぇくうっ ゃ [けょけこうすっ, しっきっえしすゃけすけ 
え しっ こさっしっかゃぇ ゃ たぇしおけゃしおけすけ 
しっかけ ╉ぇさぇきぇくちう. 〈ぇき しさっとぇ 
たけさぇ, おけうすけ しぇ ぉうかう うくすっさくう-
さぇくう, ぇ きういっさくうはす うき あうゃけす ゃ 
ょあぇきうは し ういこけつせこっくう こさけいけさ-
ちう, こさっょういゃうおゃぇ せ くっは あぇか う, 
ぉっい ょぇ しっ おけかっぉぇっ, すは いぇこけつゃぇ 
ょぇ うき こけきぇゅぇ. 〈ぇいう しさっとぇ こさっ-
けぉさなとぇ あうゃけすぇ え. ╋っあょせゃさっ-

【っしすちっゃくうはす さっゃけかゃっさっく 
ゅさぇくぇすけきっす っ っょくけ けす くぇえ-くけ-
ゃうすっ ういょっかうは, おけうすけ „┿さしっ-
くぇか” とっ こさっょしすぇゃう くぇ ういかけ-
あっくうっすけ ゃ ╊けくょけく. ′っゅけゃうすっ 
しないょぇすっかう – おけくしすさせおすけさうすっ 
]うきっけく ╆ぇゅぇさけゃ う ╂っけさゅう ╂っゃ-
ゅぇかけゃ, ゅけ けこさっょっかはす おぇすけ ょけし-
すぇすなつくけ ぇすさぇおすうゃっく ゃういせぇかくけ 

ǲǨǳǭǵǬǨǸ
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

02 しっこすっきゃさう – 10 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╉さうしすうぇく ╀ぇさくぇさょ 
- のあくけぇそさうおぇくしおう かっおぇさ-たうさせさゅ. ‶さっい 1967 ゅ. ういゃなさて-
ゃぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ けこっさぇちうは いぇ こさうしぇあょぇくっ くぇ しなさちっ. 
‶ぇちうっくすなす せきうさぇ しかっょ 18 ょくう けす こくっゃきけくうは. ╃ゃぇ きっしっちぇ 
こけ-おなしくけ いぇ ゃすけさう こなす こさうしぇあょぇ しなさちっ くぇ 58-ゅけょうてっく 
こぇちうっくす, おけえすけ あうゃっっ 19 きっしっちぇ う 15 ょくう. 〈さっすぇすぇ こぇちう-
っくすおぇ し すさぇくしこかぇくすうさぇくけ しなさちっ こさっあうゃはゃぇ 12 ゅ. ╀ぇさくぇさょ 
っ こけつっすっく ょけおすけさ くぇ せくうゃっさしうすっすぇ ゃ ╉っえこすぇせく う くけしうすっか 
くぇ くぇゅさぇょぇすぇ „╃ぇゅ 》ぇきぇさてっかょ“.

04 しっこすっきゃさう  - 10 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ]すっそぇく ‶さけょっゃ – 
ぉなかゅぇさしおう あせさくぇかうしす う こうしぇすっか; さっょぇおすけさ う ゅかぇゃっく さっ-
ょぇおすけさ くぇ さっょうちぇ ぉなかゅぇさしおう ゃっしすくうちう う しこうしぇくうは, きっあょせ 
おけうすけ ゃ. „〈させょ”, しこ. ‶ぇさぇかっかう”, ゃ. „╃せきぇ”. ┿ゃすけさ くぇ 14 
おくうゅう. 230 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╊けし ┿くあっかうし. 『はかけすけ うきっ 
くぇ ゅさぇょぇ っ ╄か ‶せっぉかけ ょっ ′せっしすさぇ ]っくぬけさぇ かぇ [っぇえくぇ ょっ 
╊けし ┿くたっかっし ょっ ‶けさしうくおせかぇ, くぇきうさぇ しっ ゃ ╉ぇかうそけさくうは. 
╇きっすけ きせ  けいくぇつぇゃぇ „┿くゅっかうすっ“. 〈けえ っ ゃすけさうはす こけ くぇしっかっ-
くうっ ゅさぇょ ゃ ]┿】 しかっょ ′の ╈けさお. ′ぇしっかっくうっすけ きせ っ 8 きうかう-
けくぇ う 300 たうかはょう ょせてう. ╂けょうてくけ ゃ ゅさぇょぇ しっ さっゅうしすさうさぇす 
けおけかけ 10 たうかはょう いっきくう すさせしぇ.

06 しっこすっきゃさう - ]なっょうくっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは – くぇちうけくぇ-
かっく こさぇいくうお.

07 しっこすっきゃさう - 100 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ 〈けょけさ 
╅うゃおけゃ – こけかうすうつっしおう う ょなさあぇゃっく ょっっち. ] さってっくうっ くぇ 
こかっくせきぇ っ ういゃぇょっく けす しなしすぇゃぇ くぇ 『╉ くぇ ╀╉‶ くぇ 08. 12. 
1989 ゅ., ぇ くはおけかおけ ょくう こけ-おなしくけ っ ういおかのつっく けす ╀╉‶. ‶さっい 
1992 ゅ. ╁なさたけゃくうはす しなょ くぇかぇゅぇ くぇ ╅うゃおけゃ 7 ゅけょうくう いぇ-
すゃけさ, いぇきっくっく し ょけきぇてっく ぇさっしす, けぉゃうくっく っ ゃ くっいぇおけくくけ 
さぇいょぇゃぇくっ くぇ こぇさう いぇ こさっょしすぇゃうすっかくう くせあょう, くぇ あうかうとぇ 
う おけかう. ‶さっい 1996 ゅ. 〈. ╅うゃおけゃ っ けぉはゃっく いぇ くっゃうくっく う 
ょっかけすけ しさっとせ くっゅけ っ こさっおさぇすっくけ. 

08 しっこすっきゃさう - [けあょっしすゃけ くぇ ‶さっしゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ. 
╋ぇかぇ ╀けゅけさけょうちぇ. ‶さぇいくうお くぇ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ╀ぇくは. ╋っあ-
ょせくぇさけょっく ょっく いぇ かうおゃうょうさぇくっ くぇ くっゅさぇきけすくけしすすぇ. ╃っく 
くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ しけかうょぇさくけしす くぇ あせさくぇかうしすうすっ.

09 しっこすっきゃさう – 70 ゅ. けす さけあょっくうっすけ う 10 ゅ. けす しきなさすすぇ 
くぇ ]すぇくうしかぇゃ ]すさぇすうっゃ - ぉなかゅぇさしおう ぉっかっすさうしす, しちっくぇさうしす 
う ょさぇきぇすせさゅ, っょうく けす くぇえ-すぇかぇくすかうゃうすっ う しきっかう しぇすうさうちう 
ゃ ぉなかゅぇさしおぇ すっぇすなさ. ┿ゃすけさ っ くぇ “[うきしおぇ ぉぇくは”, “]ぇおけ けす 
ゃっかせさ”, “[っえし”, “╀ぇかおぇくしおう しうくょさけき”, “╀なかゅぇさしおうはす きけ-
ょっか”, “〉こさぇあくっくうは こけ ょさせゅけしす” う ょさ. ′けしうすっか っ くぇ さっょうちぇ 
きっあょせくぇさけょくう う くぇちうけくぇかくう くぇゅさぇょう, しさっょ おけうすけ くぇ くぇ-
ゅさぇょぇすぇ “』せょけきうさ”.

10 しっこすっきゃさう -  ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ くぇ 
しぇきけせぉうえしすゃぇすぇ. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ こなさゃぇすぇ こけきけと .  

11 しっこすっきゃさう - 10 ゅ. けす さぇいさせてぇゃぇくっすけ くぇ ]ゃっすけゃくうは 
すなさゅけゃしおう ちっくすなさ ゃ ]┿】. ‶さっょう すっさけさうしすうつくうは ぇおす っ 
こさっょしすぇゃかはゃぇか おけきこかっおし けす 7 しゅさぇょう くぇ こかけと けす 65 ょおぇ. 
╉せかうすっ ぉかういくぇちう しぇ ぉうかう ゃうしけおう こけ 411 き – し こけ 110 っすぇ-
あぇ う けぉとけ 104 ぇしぇくしぬけさぇ. ╁なさたせ こけおさうゃうすっ うき っ うきぇかけ 
こかけとぇょおう いぇ たっかうおけこすっさう. ╁ くっぉけしすなさゅぇつうすっ しぇ しっ くぇきう-
さぇかう けそうしうすっ くぇ 430 おけさこけさぇちうう う おけきこぇくうう, し さぇぉけすっ-
とう ゃ すはた くぇょ 50 000 ょせてう. [ぇいこけかぇゅぇか っ し 6 こぇさおうくゅぇ し 
2000 きっしすぇ う たけすっか. ‶け けそうちうぇかくぇ しすぇすうしすうおぇ いぇゅうくぇかう-
すっ しぇ 2986 ょせてう, ゃおか. う 19-すっ ういゃなさてうすっかう くぇ ぇすっくすぇすぇ; 
′ぇ すぇいう ょぇすぇ しっ くぇゃなさてゃぇす う 20 ゅ. けす くぇきうさぇくっすけ くぇ す. 
くぇさ. „╊っょっく つけゃっお”, いぇゅうくぇか くぇ 30-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす 3300 
ゅけょうくう こさ. 》さ. けす たうこけすっさきうは /ういきさないゃぇくっ/, こけょしかけくうか 
しっ けす しくっあくぇ ぉせさは おさぇえ っょうく かっょくうお ゃ ┿かこうすっ. 〈けえ くけしっか 
しなし しっぉっ しう きっょくぇ ぉさぇゃぇ, おけかつぇく し 14 しすさっかう, おさっきなつっく 
くけあ う すなおぇくぇ すけさぉぇ.

12 しっこすっきゃさう – 135 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ょ-さ ╇ゃぇく [ぇっゃ – 
しゃっすけゃくけういゃっしすっく ぉなかゅぇさしおう ぉうかおぇさ う くぇさけょっく かっつうすっか. 
]ないょぇすっか くぇ かっおぇさしすゃけ けす ぉっかぇょけくぇ いぇ かっつっくうっ くぇ こぇさ-
おうくしけくういなき. ╇いかっおせゃぇか くぇこなかくけ うすぇかうぇくしおぇすぇ おさぇかうちぇ 
╄かっくぇ ]ぇゃけえしおぇ, ぉぇぉぇ くぇ ]うきっけく II, しかっょ おけっすけ きせ ぉうかぇ 
こさうしなょっくぇ すうすかぇすぇ „ょけおすけさ“. ′ぇゅさぇょっく ぉうか う しなし いかぇすっく 
きっょぇか, ぇ ぉけかくうちぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ こさけゃっかけ かっつっくうっすけ, う ょけ 
ょくっし しっ くぇさうつぇ „╃-さ ╇ゃぇく [ぇっゃ“.

13 しっこすっきゃさう – 160 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 〉けかすなさ [うえょ – 
ぇきっさうおぇくしおう かっおぇさ, けすおさうか こさうつうくぇすぇ いぇ あなかすぇすぇ すさっし-
おぇ, さぇいくぇしはくぇ けす おけきぇさうすっ.

14 しっこすっきゃさう - ╁ないょゃうあっくうっ くぇ 』っしすくうは ╉さなしす ╂けしこけ-
ょっく. ╉さなしすけゃょっく. ╇きっくくうちう: ╉さなしすぬけ, ╉さなしすぇく, ╉なくつけ, 
╉さうしすうくぇ, ]すぇゃさう; ╃っく くぇ けゅくっぉけさっちぇ う こけあぇさくぇすぇ ぉっい-
けこぇしくけしす.

15 しっこすっきゃさう – ′ぇつぇかけ くぇ せつっぉくぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは; 
120 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ┿ゅぇすぇ ╉さうしすう - ぇくゅかうえしおぇ こうしぇ-
すっかおぇ. ]ないょぇゃぇ こけゃっつっ けす 87 おさうきうくぇかくう さけきぇくぇ う きくけゅけ 
さぇいおぇいう. ′ぇえ-こけこせかはさくうはす え ゅっさけえ っ ╄さおのか ‶けぇさけ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╆ぇ たけさぇすぇ けす „┿さしっくぇか” たけすっかなす さぇぉけ
すう し くぇきぇかっくうっ
[ぇいぉうさぇき ゃっょくぇゅぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ けしけぉっくけ 

すなさしっくう しぇ しこっちうぇかくうすっ すさうょくっゃくう こぇおっ-
すう, おけうすけ ぇさしっくぇかちう こけかせつぇゃぇす いぇ こけ 90 
かゃ. し 20 % ょけこなかくうすっかくぇ けすしすなこおぇ いぇ ょっ-
ちぇすぇ ょけ 12 ゅけょうくう. ┿ ょっちぇ となおぇす きくけゅけ くぇ-
しぇき-くぇすぇき うい たけすっかぇ. 『っくぇすぇ ゃおかのつゃぇ すさう 
くけとせゃおう しなし いぇおせしおぇ う ゃっつっさは, おけうすけ しぇ 
くぇ ぉかけお-きぇしぇ う けぉはょ – こけ ういぉさぇくけ こさっょ-
ゃぇさうすっかくけ きっくの. ╁ こぇおっすぇ ゃかういぇす う ぉっい-
こかぇすくうすっ つぇょなさう, ぉぇしっえくなす くぇ けすおさうすけ, 
てっいかけくゅうすっ う かけぉう-ぉぇさぇ, おせさけさすくぇすぇ すぇおしぇ 
う そうすくっしなす くぇ けすおさうすけ. ╇くぇつっ, ちっくうすっ すぇいう 
ゅけょうくぇ いぇ しゃけぉけょっく ぉさけえ くけとせゃおう ぉはたぇ 
こけ 20 かゃ. ょくっゃくけ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっ-
くぇか”, し ゃおかのつっくう くけとせゃおぇ う いぇおせしおぇ. ╆ぇ 
ょっちぇすぇ – ょゃけえくけ こけ-きぇかおけ. ╁なくてくうすっ すせ-
さうしすう こかぇとぇす こけ 35 かっゃぇ ょくっゃくけ, けぉはしくはゃぇ 
╉うさうか ╂っけさゅうっゃ. ╆ぇ ょっちぇすぇ うき けすくけゃけ うきぇ 
けすしすなこおぇ けす 20 %. ╇きぇ う ょけこなかくうすっかくう けす-
しすなこおう いぇ ゅさせこう くぇょ 15 ょせてう. „┿さしっくぇかちう ゃ 
くぇつぇかけすけ,  こさっょう ゅけょうくう,  すさせょくけ しゃうおくぇたぇ 
し たけすっかしおうすっ  せしかけゃうは”, さぇいおぇいゃぇ ╂っけさゅうっゃ. 
》けさぇすぇ こさけょなかあぇゃぇかう ょぇ くけしはす ゃ ぉぇゅぇあくうおぇ 
くぇ おけかうすっ しう, おぇおすけ っょくけ ゃさっきっ – とぇえゅう し 
ょけきぇすう う さぇおうは けす おなとう. ‶けしすっこっくくけ さぇい-
ぉさぇかう, つっ ゃ „]すぇくちうはすぇ” くはきぇ ょぇ せきさぇす けす 
ゅかぇょ う しっゅぇ ゅかっょおぇすぇ し さぇいこなくぇすうすっ しぇかぇすう う 
こうすうっすけ - ょけきぇてくけ こさけういゃけょしすゃけ, しっ しさっとぇ 
しぇきけ こけ ういおかのつっくうっ – おけゅぇすけ すせお うょゃぇす しぇきけ 
ぇさしっくぇかちう ゃ 
しこっちうぇかくうすっ ぉっいこかぇすくう しきっくう いぇ けす

かうつくうちうすっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ.
〈ぇおうゃぇ うきぇ う すぇいう ゅけょうくぇ. ╆ぇこけつゃぇす けす 6-すう 

しっこすっきゃさう ょけ おさぇは くぇ きっしっちぇ. ╉ぇおすけ う ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ しっいけくぇ – こさっい のくう. [なおけゃけょしすゃけ-
すけ ういこさぇとぇ くぇえ-ういはゃっくうすっ さぇぉけすくうちう, おぇすけ 
しなつっすぇゃぇ さぇいかうつくう けぉせつっくうは う しっきうくぇさう し 
こけつうゃおぇすぇ くぇ ぉさっゅぇ くぇ きけさっすけ. ]きっくうすっ しぇ 

6-ょくっゃくう う くっ しっ こかぇとぇ くうとけ, けぉはしくはゃぇ けとっ 
╂っけさゅうっゃ, - いぇおせしおぇすぇ, けぉはょなす う ゃっつっさはすぇ しぇ 
ぉっいこかぇすくう, おぇおすけ う ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ. ”′うっ 
こさうっきぇきっ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” くっ おぇすけ 
ゃなくてくう すせさうしすう, ぇ おぇすけ しこっちうぇかくう ゅけしすう, おぇい-
ゃぇ ╂っけさゅうっゃ う し せしきうゃおぇ しこけょっかは, つっ うきっくくけ 
いぇ すはた しぇ さぇいさってっくうはすぇ いぇ ょけきぇてくぇすぇ さぇおうえ-
おぇ, つっ う しかぇくうくおぇすぇ くぇ きぇしうつおぇすぇ ゃ かけぉう-ぉぇ-
さぇ. ┿さしっくぇかちう くぇぉかはゅぇす くぇ きっしけすけ, こけおぇいゃぇ 
こさけせつゃぇくっすけ くぇ くぇっきぇすっかは くぇ たけすっかぇ, いぇ おけ-
ゅけすけ っ きくけゅけ ゃぇあくけ ょぇ くはきぇ くっょけゃけかくう.
′ぇ たけすっかぇ くぇ „┿さしっくぇか” くぇ きけさっすけ, けぉぇつっ, 

こけつうゃぇす う ╁╇‶ – かうつくけしすう. 
′ぇしおけさけ すせお ぉうかぇ けかうきこうえしおぇすぇ てぇき

こうけくおぇ ╀っいしけくけゃぇ
〈は こさけしかぇゃう 〉おさぇえくぇ ゃ たせょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうき-

くぇしすうおぇ. ′ぇてう ゅうきくぇしすうつおう しなとけ うょゃぇす すせお, 
ぇ ′っておぇ [けぉっゃぇ う くけゃうはす え しなこさせゅ - たせょけあくう-
おなす ]ゃっすかうく [せしっゃ, しぇ くぇこさぇゃけ おぇすけ せ ょけきぇ しう. 
〈せお ょけさう ぉうかけ きはしすけすけ, おなょっすけ こさっょう ゃさっきっ 
[けぉっゃぇ しっ くぇゃうかぇ ょぇ しっ はゃう くぇ ういぉけさうすっ いぇ 
おきっす くぇ ]けそうは. ¨かうきこうえしおぇすぇ てぇきこうけくおぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ぉうぇすかけくぇ ╄ゃゅっくうは [ぇょぇくけゃぇ, おけは-
すけ さぇいぉうさぇ けす たけすっかうっさしすゃけ, いぇとけすけ うきぇ しゃけは 
ぉぇいぇ ゃ ‶ぇきこけさけゃけ, しなとけ けぉうつぇ ょぇ うょゃぇ ゃ たけすっ-
かぇ くぇ „┿さしっくぇか”, さぇいおぇいゃぇ ╂っけさゅうっゃ, しこけさすうしす 
こけ こさけそっしうは. [っょけゃくけ っ すせお う くぇちうけくぇかくぇすぇ 
ゅぇさくうすせさぇ くぇ ╉ぇいぇたしすぇく こけ しおう う おなくおう-ぉはゅぇ-
くっ, うょゃぇか っ う ╁かぇょうしかぇゃ 〈さっすはお, くけしうすっか くぇ 
ぉさけくい こさう さぇこうさぇすぇ けす けかうきこうぇょぇすぇ ゃ ┿すうくぇ. 
”′ぇ きくけゅけ きっしすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは しきっ こけつうゃぇかう, くけ 
うきっくくけ すせお っ くぇえ-けこすうきぇかくけすけ きはしすけ こけ おけき-
そけさす う さぇいこけかけあっくうっ”, しこけょっかは いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” かっすせゃぇとうはす すせお いぇ ゃすけさう こなす こさっい 
ぇゃゅせしす ′うおけかぇえ ╂ぇきぇく – ういゃっしすっく せおさぇうくしおう 
そせすぉけかうしす ゃ きうくぇかけすけ, しっゅぇ てっそ くぇ いぇゃけょぇ 
いぇ そっさけしこかぇゃう ゃ すぇきけてくうは ′うおけこけか. ╁ たけ-
すっか „┿さしっくぇか” しっ こさぇゃはす かぇゅっさう いぇ しこけさすうしすう, 
こけょゅけすけゃおう いぇ しゃっすけゃくう こなさゃっくしすゃぇ.
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700 さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ けす 6 しっこ-
すっきゃさう けすくけゃけ とっ きけゅぇす ょぇ 
しっ ゃないこけかいゃぇす けす ぉっいこかぇすくぇ 
こけつうゃおぇ くぇ きけさっ, けしうゅせさは-
ゃぇくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ. 〈っ とっ こけつう-
ゃぇす さぇいこさっょっかっくう ゃ 4 しきっくう 
けす こけ 6 ょくう ょけ おさぇは くぇ きっしっち 
しっこすっきゃさう ゃ たけすっかしおぇすぇ ぉぇいぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” ゃ ′っしっぉなさ.
╁しっおう とっ うきぇ こさぇゃけ くぇ 6 

ょくう こなかっく こぇくしうけく, ゃおかのつ-
ゃぇと すさう たさぇくっくうは う くけとせゃ-
おぇ, こけっすう ういちはかけ けす „┿さしっ-
くぇか”. 
╁ さぇきおうすっ くぇ ぉけくせし こさけ-

ゅさぇきぇすぇ しっきっえしすゃぇすぇ くぇ ぇさ-
しっくぇかちう こけかいゃぇす ぉぇいぇすぇ くぇ 
けぉかっおつっくう ちっくう. 『っくぇすぇ いぇ 
ょっく くぇ ょっすっ ょけ 12 ゅけょうくう っ 
6 かっゃぇ, ぇ 20 かっゃぇ っ ょくっゃくう-
はす こなかっく こぇくしうけく いぇ しなこさせゅぇ 
うかう しなこさせゅぇすぇ.  
╀っいこかぇすくうすっ きっしすぇ いぇ こけ-

つうゃぇとうすっ ぇさしっくぇかちう ゃっつっ しぇ 
さぇいこさっょっかっくう こけ いぇゃけょう くぇ 
ぉぇいぇ けこさっょっかっくう おさうすっさうう. 
]さっょくけ くぇ しきはくぇ けす ぉっいこかぇす-
くぇ こけつうゃおぇ とっ きけゅぇす ょぇ しっ 

こけかいゃぇす こけ 200 さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう. ]ぇきけ いぇ こなさゃぇすぇ 
ぉけくせし しきはくぇ けす 6 しっこすっきゃさう 
きっしすぇすぇ くっ しぇ ういちはかけ いぇこなか-
くっくう, しなけぉとう いぇ 〈┿ ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉  
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
‶けつうゃぇとうすっ とっ しぇ さぇいこさっ-

ょっかっくう ゃ 5 ぇこぇさすぇきっくすぇ, 31 
ょゃけえくう しすぇう, 21 し こけ 4 かっゅかぇ 
う 23 - し こけ すさう. ╀うすけゃうすっ せし-
かけゃうは ゃ こけつうゃくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ ゃ ′っしっぉなさ  しぇ 
し たけすっかしおぇ おぇすっゅけさうは けす 3 
いゃっいょう. 
]けちうぇかくぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ,        

くはきぇとぇ ぇくぇかけゅ ゃ ょさせゅぇ 
きっしすくぇ そうさきぇ,  しっ こさっょけしすぇ-
ゃは  いぇ すさっすぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

う し ょけぉさう すぇおすうおけ-すったくうつっしおう 
ょぇくくう. 〈ぇおうゃぇ こけょけぉくう ゅさぇ-
くぇすけきっすう くっ しっ しさっとぇす つっしすけ 
う すっ しっ くぇょはゃぇす, つっ すけえ とっ 
こさっょういゃうおぇ ょけしすぇすなつくけ ゅけかはき 
うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ こけしっすう-
すっかうすっ う ゅけしすうすっ くぇ ぇさしっくぇか-
しおうは とぇくょ.
╆ぇ „┿さしっくぇか” すけゃぇ っ こっすけすけ 

こけさっょ せつぇしすうっ ゃ ╊けくょけくしおけすけ 
ういかけあっくうっ, おけっすけ しっ こさけゃっあ-
ょぇ こさっい ゅけょうくぇ. 
]こけさっょ ╇ゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす ¨す-

ょっか ぉういくっし さぇいゃうすうっ ゃ „┿さ-
しっくぇか 2000” けつぇおゃぇくうはすぇ しぇ: 
„╉ぇすけ くぇ ゃしはおけ ゅけかはきけ ういかけ-

あっくうっ, ぇ すけゃぇ っ っょくけ けす くぇえ-
ゅけかっきうすっ, しっ くぇょはゃぇきっ ょぇ 
せすゃなさょうき ぇゃすけさうすっすぇ くぇ おけき-
こぇくうはすぇ. ¨つぇおゃぇきっ しさっとう し 
ょけしっゅぇてくうすっ くう こぇさすくぬけさう う 
ぉなょっとう おかうっくすう, おけうすけ こさっょ-
こけかぇゅぇす う さぇいてうさはゃぇくっ くぇ 
こぇいぇさうすっ くう. ‶さっょけしすぇゃは くう 
しっ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ くぇこさぇ-
ゃうき しなこけしすぇゃおぇ し ょさせゅう しさけょ-
くう そうさきう う ょぇ けしなとっしすゃうき 
くぇえ-さっぇかくうは きぇさおっすうくゅ.“ 
‶さっい しっこすっきゃさう - ゃ ╊けくょけく. 

╃け おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ けしすぇゃぇす 
〈ぇえかぇくょ う ╉せゃっえす. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

¨すょぇゃくぇ いくぇっき, つっ うきぇ う 
すぇおうゃぇ ぇさしっくぇかちう. ╇ すけ – 

きくけゅけ. 〈ぇおうゃぇ, おけうすけ けす くぇつぇかけ-
すけ くぇ こさけそっしうけくぇかくうは しう こなす しぇ 
さぇぉけすうかう しぇきけ すせお. ╇ くうおけゅぇ くっ 
しぇ うきぇかう くぇきっさっくうっ ょぇ しっ きっし-
すはす. ╋うしかった しう, つっ すっいう たけさぇ しぇ 
いぇこぇいっくぇすぇ きぇさおぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
けす きうくぇかけすけ. ̈ おぇいぇ しっ, つっ ゅう うきぇ 
う ょくっし, おけゅぇすけ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ 
さぇぉけすぇ しぇ きくけゅけ. [なおけゃけょうすっかはす 
くぇ ╇くしすさせきっくすぇかくけすけ しすけこぇく-
しすゃけ, ちった 105 くぇ ╆ぇゃけょ 1, 〈ぇくは 
‶っすさけゃぇ, っ っょくぇ けす すはた. ′っえくうはす 
けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしぇ, いぇとけ っ すけつ-
くけ ゃ „┿さしっくぇか”, っ ぉなさい う けぉきうし-
かっく けすょぇゃくぇ: ”╇くすっさっしくけ きう っ. 
╁しっおう ょっく っ さぇいかうつっく う きうくぇゃぇ 
ぉなさいけ. 》ぇさっしゃぇ きう ょうくぇきうおぇすぇ, 
くっ いくぇき, ぇおけ は くはきぇてっ, おぇおゃけ 
ょさせゅけ ぉうた こさぇゃうかぇ”. ╆ぇゃなさてうかぇ 
こなさゃけ こさっしすうあくうは くぇゃさっきっすけ 
すったくせおせき „╂っく. ╁か. ╆ぇうきけゃ” ゃ 
]けこけす, こけしかっ – う ╁╋╄╇ ゃ ]けそうは, 
うくあっくっさ ‶っすさけゃぇ
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” ゃ くぇつぇかけすけ 

くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお

╉けゅぇすけ さぇぉけすぇ くはきぇ くうおなょっ, 
おけゅぇすけ ょなさあぇゃぇすぇ しっ すさっしっ けす 
こさけきっくうすっ しかっょ 1989-すぇ, おけゅぇ-
すけ ╉ぇいぇくかなお くっ こさっょかぇゅぇ こけつすう 
くうとけ いぇ きかぇょうすっ しこっちうぇかうしすう. 
¨しゃっく – „┿さしっくぇか”. ╂けすけゃぇ っ ゃ 
くぇつぇかけすけ ょぇ さぇぉけすう おぇおゃけすけ う 
ょぇ っ, ょぇあっ おぇすけ あっくぇ – っか. すった-
くうお. ╉なしきっすなす けぉぇつっ は しさっとぇ 
こけ しすなかぉうすっ くぇ „╊うつっく しなしすぇゃ” 
し うおけくけきうつっしおうは ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょ 1, ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ, 
おけえすけ ゅう しこうさぇ ょゃっすっ し きぇえおぇ え う 
しっ しっとぇ いぇ しゃけぉけょくけ きはしすけ. 〈ぇおぇ 
うくあっくっさなす こけ ぇゃすけきぇすういぇちうは くぇ 
ょうしおさっすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ-
きうさぇ ういゃっょくなあ きはしすけすけ しう おぇすけ 
こさけそっしうけくぇかうしす. ╇ ゃっつっ 20 ゅけ-
ょうくう すっあう くぇ くっゅけ. ╃くっし 

〈ぇくは けすゅけゃぇさは いぇ ぉかういけ 80 
たうかはょう うくしすさせきっくすぇ 

う ょゃぇ しおかぇょぇ, うきぇ 6 こけょつうくっ-
くう けさゅぇくういぇすけさう おけけこっさうさぇくっ, 
し おけうすけ いぇっょくけ しかっょはす さぇぉけすぇすぇ 
こけ きぇてうくうすっ ょぇ くっ いぇおなしぇ いぇさぇ-
ょう かうこしぇ くぇ うくしすさせきっくす. ′けゃう-
すっ くっけこうすくう さぇぉけすくうちう, おけうすけ 
ぉなさいけ こけたぇぉはゃぇす しおなこうすっ うくしすせ-
きっくすう  う しすぇさうはす くぇゃうお ゃしっおう ょぇ 
しう ゃいっきぇ こけ くっとけ いぇ ゃおなとう – は 
ぉせさゅうは, は くっとけ ょさせゅけ, しぇ ゅけかっ-
きうすっ ょっさすけゃっ くぇ 〈ぇくは, おけはすけ, 
けしゃっく すけゃぇ, いけさおけ しすさせおすせさうさぇ 
しすさけえくぇ しうしすっきぇ いぇ ぉなさいう いぇはゃ-
おう う さぇいこさっょっかっくうっ くぇ うくしすさせ-
きっくすうすっ, しこさぇゃは しっ し おぇこさういうすっ 
くぇ きぇえしすけさうすっ う しなし いぇおぇつおうすっ 
くぇ きなあっすっ くぇけおけかけ, おけうすけ くぇかう, 
ゃしっ せあ こけゃっつっ さぇいぉうさぇす けす あっ-
くうすっ. „〈させょくうつおけ しゃうおくぇたぇ きな-
あっすっ, つっ しなき くぇつぇかくうお, うきぇかけ っ 
う すっあおう きけきっくすう, ょけさう ゃっょくなあ 
さってうた ょぇ くぇこせしおぇき, くけ こけこぇょ-

くぇた くぇ ょけぉなさ つけゃっお – くぇつぇか-
くうお し けこうす, おけえすけ きう こけきけゅくぇ 
ょぇ けしすぇくぇ”, しこけきくは しう うくあっくっさ 
‶っすさけゃぇ, おけはすけ くっ おさうっ, つっ しっ っ 
せつうかぇ けす くぇつぇかくうおぇ しう.
] きなあっすっ しう おけかっゅう, おけうすけ ゃ 

くぇつぇかけすけ ぉうかう ぉけかてうくしすゃけ, 
〈ぇくは しっ しこさぇゃは し せしきうゃおぇ. ┿ 
せしきうゃおぇすぇ え っ くぇうしすうくぇ くっせし-
すけうきぇ. ′っ きけあって ょぇ え けすおぇあって 
くっ しぇきけ, いぇとけすけ っ くぇつぇかくうお. 
┿おけ せしきうゃおぇすぇ くっ こけきぇゅぇ, 〈ぇくは 
こせしおぇ つせゃしすゃけすけ しう いぇ たせきけさ. 
′っとけ こけゃっつっ: ”] きなあっすっ しはおぇて 
しっ さぇぉけすう こけ-かっしくけ. [ぇぉけすぇすぇ 
ゃなさゃう いぇっょくけ し きぇえすぇこうすっ”, くぇ-
せつうかぇ けす けこうす 〈ぇくは, おけはすけ くっ 
しこうさぇ ょぇ しっ せしきうたゃぇ ぉかぇゅけ う 
しこけおけえくけ.
╁ „┿さしっくぇか” 〈ぇくは ‶っすさけゃぇ しっ 

せつうかぇ ゃ おさぇお. ╇しおぇ ょぇ ゃはさゃぇ, つっ 
ょくっし せしっとぇくっすけ え, つっ ゃしうつおけ ゃ 
さぇぉけすぇすぇ っ くぇさっょ, くっ は かなあっ: 
„╋うしかは, つっ しっ さぇいぉうさぇきっ し おけかっ-
ゅうすっ”. ╁ „┿さしっくぇか” くぇ うくあ. 〈ぇくは 
‶っすさけゃぇ しっ くぇかけあうかけ ょぇ さぇいぉう-
さぇ けす ゃしうつおけ – けす  すったくけかけゅうつ-
くぇ, おけくしすさせおすけさしおぇ けさゅぇくういぇ-
すけさしおぇ さぇぉけすぇ, けす ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ くけゃう ういょっかうは, けす おけきこのすさう 
– ゃっつっ ゃしうつおけ こけ さぇいこさっょっかっ-
くうっすけ くぇ うくしすせきっくすうすっ う こけさなつ-
おうすっ いぇ すはた しっ おぇつゃぇ くぇ おけきこの-
すなさくぇ こさけゅさぇきぇ. „╁ ╆ぇゃけょ 1 っ 
くぇえ-しかけあくけすけ こさけういゃけょしすゃけ”, 
けぉはしくはゃぇ うくあ. ‶っすさけゃぇ – „ゃしうつ-
おけ こけ ぇゃすけきぇすぇ う おぇさすっつくうちぇすぇ 
– けゅさけきっく ぉさけえ うくしすさせきっくすう いぇ 
ゃしはおぇおゃう きぇてうくう”. ╁っつっ すぇおぇ 
っ くぇこさっょくぇかぇ し きぇすっさうぇかぇ, つっ 
ょけさう しなこさせゅなす え しっ おけくしせかすう-
さぇ し くっは おぇすけ おせこせゃぇす くはおぇおなゃ 
うくしすさせきっくす いぇ ゃおなとう. ╉けくしせか-

すぇちううすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ ゃなさゃはす う 
こけ ょさせゅう くぇこさぇゃかっくうは: 

„╁いぇうきくけ しう こけきぇゅぇきっ”. 
¨とっ くっ っ はしくけ おけえ けす ょゃぇきぇ-

すぇ っ こけ-ょけぉさうはす ゅけすゃぇつ. ╉けゅぇすけ 
さぇぉけすぇすぇ くぇかぇゅぇ 〈ぇくは ょぇ いぇおなし-
くはゃぇ /ぇ すけゃぇ しっ しかせつゃぇ つっしすけ/, 
ゅけすゃう しなこさせゅなす. ╆ぇっょくけ しぇ けとっ 
けす せつうかうとっ – しなせつっくうちう けす 
すったくうおせきぇ. ]なこさせゅなす ょけさう ゅかっ-
ょぇか しうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょけおぇすけ 
〈ぇくは いぇゃなさてう ゃ ]けそうは. ╃くっし え 
っ おさうゃけ しぇきけ いぇとけすけ こけ いぇくぇはす 
– ゅけさしおう, きなあなす ゃ しっきっえしすゃけすけ 
ゃしっ くぇきうさぇ けこさぇゃょぇくうっ ょぇ は 
ゃけょう くぇ かのぉうきうすっ こうおくうちう. ′っ 
きせ しっ たけょう ゃ ゅけさぇすぇ, とけすけ すけゃぇ 
さぇぉけすう. ¨ぉぇつっ おぇすけ うょぇす ゃっょ-
くなあ, ゃ ╀ぇかおぇくぇ しう こさっおぇさゃぇす 
しすさぇたけすくけ. „′ぇてうすっ こうおくうちう しっ 
こさっゃさなとぇす ゃ こせおくうちう. 》ぇこゃぇきっ 
う こうえゃぇきっ いょさぇゃけ”, こぇお しっ せし-
きうたゃぇ 〈ぇくは けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇ-
すぇ, おけはすけ すなさしう /う くぇきうさぇ!/ こけ-
いうすうゃくけすけ ゃなゃ ゃしうつおけ くぇけおけかけ. 
╆ぇすけゃぇ ゅかっょぇ しぇきけ おけきっょうう う 
いぇぉぇゃくう そうかきう, ょけさう – ょっすしおう. 
[ぇいぉうさぇ しっ – う ゅけすゃぇさしおう こさっ-
ょぇゃぇくうは. ′っ え しっ ういかういぇ くぇ こっえ-
おぇすぇ こさっょ ぉかけおぇ, とけすけ: ”]ぇきけ 
いぇ ぉけかっしすう ゅけゃけさはす!”. ╇くぇつっ, 
おぇすけ ゃしっおう おぇいぇくかなつぇくうく, 〈ぇくは 
‶っすさけゃぇ うしおぇ ょぇ あうゃっっ ゃ こけ-たせ-
ぉぇゃ ゅさぇょ. ′っ おぇすけ すけいう, ょっすけ は 
こさうくせあょぇゃぇ ょぇ くけしう ゃうくぇゅう しなし 
しっぉっ しう そっくっさつっすけ – いぇこぇかおぇ 
ゃ つぇくすぇすぇ, いぇとけすけ っ しすさぇてくけ 
ゃ すなきくうちぇすぇ う こけ せかうちうすっ, う ゃ 
ぉかけおぇ, おぇすけ しう うょゃぇ おなしくけ けす 
さぇぉけすぇ. ′け う くぇ すけゃぇ しっ せしきうたゃぇ 
– おけきこっくしうさぇ くっこさうはすくけしすうすっ 
けす しさっとう し こさうはすっかう くぇ おぇそっ. 
]すぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ すうは しさっとう 

– たけさぇすぇ しぇ こさうすっしくっくう, ょけたけょう-
すっ うき くっ こけいゃけかはゃぇす ょぇ しっ ういかう-
いぇ つっしすけ. ╉けかおけすけ ょけ ╉ぇいぇくかなお, 

〈ぇくは しう けぉうつぇ ゅさぇょぇ. 
′っ え しっ とっ ょっちぇすぇ ょぇ ゅけ くぇ-

こせしくぇす, おぇすけ ょっちぇすぇ くぇ ょさせ-
ゅう こけいくぇすう – ょぇ うょぇす ゃ ]けそうは. 
18-ゅけょうてくぇすぇ ょなとっさは っ けとっ 
ゃ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
╋くけゅけ え ゃなさゃう きぇすっきぇすうおぇすぇ, 
くけ けとっ くっ っ ういぉさぇかぇ おなょっ ょぇ 
せつう. ]うくなす っ いぇゃなさてうか „╆ぇとうすぇ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ こさう ぉっょしすゃうは う 
ぇゃぇさうう” ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. ╆ぇ 
きぇかおけ ぉうか ゃ „┿さしっくぇか”, くけ しっゅぇ 
しっ こさっおゃぇかうそうちうさぇ おぇすけ こけ-
あぇさくうおぇさ. ′っ っ ういおかのつっくけ ょぇ しっ 
ゃなさくっ こぇお ゃ „┿さしっくぇか”, ぇおけ うきぇ 
ゃないきけあくけしす, すぇう くぇょっあょぇ 〈ぇくは. 
╆ぇとけすけ すさっゃけゅぇすぇ え っ しぇきけ いぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ. „》せぉぇゃけ くっとけ しぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ. ╆ぇさっあょぇす し けこすう-
きういなき. 〈さはぉゃぇ ょぇ うきぇす ぉなょっとっ 
すせお. ╃ぇ うきぇ くはおぇおなゃ きかぇょっあおう 
ちっくすなさ, ょぇ うきぇ さぇぉけすぇ. ╁ ╉ぇいぇく-
かなお しう うきぇきっ ゃしうつおけ - う こさっょ-
こさうはすうは, う おぇおゃけすけ っ くせあくけ, 
くけ ぉっい きかぇょうすっ たけさぇ ╉ぇいぇくかなお 
せきうさぇ. ╇ ぉっい „┿さしっくぇか” ╉ぇいぇく-
かなお せきうさぇ”, ゃはさゃぇ 〈ぇくは. ╆ぇとけすけ 
„┿さしっくぇか” ょぇゃぇ さぇぉけすぇ くぇ たけさぇ-
すぇ すせお, ぇ し さぇぉけすぇすぇ おぇすけ つっ かう しっ 
こけょさっあょぇ う ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ. ╇ 
し せしきうゃおぇすぇ くぇ かうちっすけ う ゃ ょせてぇ-
すぇ, おけはすけ 〈ぇくは くぇうしすうくぇ うきぇ. ] 
せしきうゃおぇ ぉう こさうっかぇ う いぇおぇつおうすっ 
くぇ おけかっゅうすっ, おけうすけ おけえ いくぇっ おぇお-
ゃけ とっ え おぇあぇす, おぇすけ こさけつっすぇす いぇ 
くっは ゃ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ╁っしす-
くうおなす くぇ ぇさしっくぇかちう, おけえすけ 〈ぇくは 
けす こなさゃうは ぉさけえ ょけ しっゅぇ くっ しぇきけ 
つっすっ けすおさぇえ ょけ おさぇえ, くけ しう ゅけ う 
しなぉうさぇ いぇ しこけきっく.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

きっくくけ ういおぇさゃぇ う しぇきぇさはくしおう 
おせさしけゃっ う けぉうおぇかは しっかぇすぇ, いぇ 
ょぇ ゅう けぉっいいぇさぇいはゃぇ. ╆ぇさぇょう 
こけきけとすぇ, おけはすけ けおぇいゃぇ くぇ うく-
すっさくうさぇくうすっ, っょうく ょっく, こさっい 
1943 ゅ., あぇくょぇさきっさうしすう しすさっ-
かはす こけ くっは う すは っょゃぇ くっ いぇゅせぉ-
ゃぇ あうゃけすぇ しう. 
╄ょうく けす くぇえ-とぇしすかうゃうすっ きけ-

きっくすう ゃ あうゃけすぇ くぇ ╋ぇさうは 》さう-
しすけいけゃぇ っ いぇこけいくぇくしすゃけすけ しなし 
しなこさせゅぇ え, おけゅけすけ すは くぇさうつぇ 
くぇえ-ょけぉさうはす つけゃっお. ‶さっい 1946 
ゅけょうくぇ ょゃぇきぇすぇ しっ こさっしっかゃぇす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ]なこさせゅなす え ゃっょくぇゅぇ 
っ おけきぇくょうさけゃぇく, ぇ ╋ぇさうは けし-
すぇゃぇ しぇきぇ し こなさゃけすけ しう ょっすっ 
- ぉっい こぇさう う こけおさうゃ くぇょ ゅかぇ-
ゃぇすぇ. ╉ゃぇさすぇかなす ぉうか くぇしっかっく 
し すさぇおうえちう, おけうすけ え こけょぇゃぇす 
さなおぇ う ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すはた-
くぇすぇ こけきけと すは せしこはゃぇ ょぇ しう 
しすなこう くぇ おさぇおぇすぇ. ╁おかのつゃぇ しっ 
ゃ 〈さぇおうえしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは う 
しすぇゃぇ つかっく くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
え, ぇ こさっい 1976 ゅけょうくぇ しそけさ-
きうさぇ ぇくしぇきぉなか いぇっょくけ しなし 7-8 

あっくう, おけえすけ ゃこけしかっょしすゃうっ くぇ-
ぉさけはゃぇ 42-きぇ ょせてう. 
30 ゅけょうくう っ ぉうかぇ さなおけゃけょう-

すっか くぇ ぇくしぇきぉなかぇ – し きくけゅけ 
おけくちっさすう せ くぇし う いぇょ ゅさぇくうちぇ う 
し きくけゅけ けすかうつうは けす そけかおかけさくう 
おけくおせさしう う そっしすうゃぇかう. 
28 ゅけょうくう っ ぉうかぇ う しなょっ-

ぉっく いぇしっょぇすっか. ╃なかゅう ゅけょうくう 
っ ぉうかぇ しすけこぇくおぇすぇ ゃ さうすせぇかぇ 
„[けいけぉっさ”, こさっょしすぇゃはく  ゃ さけ-
いけゃうすっ ゅさぇょうくう こけ ゃさっきっ くぇ 
こさぇいくうちうすっ くぇ さけいぇすぇ. 
╋ぇさうは 》さうしすけいけゃぇ けすこさぇゃは 

ぉかぇゅけょぇさくけしすう おなき たけさぇすぇ, 
おけうすけ けさゅぇくういうさぇたぇ つっしすゃぇくっ-
すけ くぇ 90-すぇすぇ え ゅけょうてくうくぇ, おなき 
たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ え こけきぇゅぇかう, う 
おなき すっいう, おけうすけ は こけょおさっこはす う 
けぉうつぇす – すさうきぇすぇ え しうくぇ, しくぇ-
たうすっ, かっおぇさう, しなしっょう う こさうはすっ-
かう. ╃くっし すは しっ さぇょゃぇ くぇ 5-きぇ 
ゃくせおぇ う けしっき こさぇゃくせおぇ. 
┿ ゅけかはきけすけ え あっかぇくうっ, しゃなさ-

いぇくけ し ╉ぇいぇくかなお, っ すけえ ょぇ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ すせさうしすうつっしおう ゅさぇょ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

どíÖ　 ぢñöëÜçí:
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[ちあつけすけちあ ｠あちけくあせそうあ:
》『《╆]╊〈¨【╊ 〉╅ ╈『╅╋╉╅〉¨【╊ 〉っ〈╅【 を╇っ【

｠『《〉¨[╅ ¨′╆《『  ̈2011

╆けょうは ╊なゃ しなき. 》ぇさっしゃぇ きう 
てっゅけゃうすぇすぇ うょっは くぇ ゅけしこけ

ょうく ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ょぇ きっさうき 
ゃないさぇしすすぇ しう ゃ „っゃさけゅけょうくう”, 
すぇおぇ つっ しっ つせゃしすゃぇき きかぇょぇ こけ 
ょせた, くぇしすけえつうゃけしす う せこけさうすけしす 
ょぇ こけしすうゅぇき こけしすぇゃっくう ちっかう . 

]なこさせゅなす きう っ ょけ きっく う ゃ 
すさせょくう,  う ゃ たせぉぇゃう きけきっくすう. 
╆ぇ しなあぇかっくうっ, すさせょくけしすうすっ 
くぇ ょっゃっすょっしっすすっ ゅけょうくう  こさっ
ゃなさくぇたぇ きくけゅけ きかぇょう たけさぇ 
ゃ うおけくけきうつっしおう っきうゅさぇくすう . 
〈ぇおぇ う くぇてうすっ ょゃっ ょなとっさう – 
ぉかういくぇつおう いぇゃなさてうたぇ ゃうしてっ
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ う いぇきうくぇたぇ 
こさっょう 12 ゅけょうくう いぇょ けおっぇくぇ. 
]っゅぇ っょくぇすぇ さぇぉけすう おぇすけ ぇょ
ゃけおぇす, ょさせゅぇすぇ – おぇすけ っおしこっさす 
– しつっすけゃけょうすっか. ╃けおぇいぇたぇ しっ, 
ゅけさょっっき しっ し すはた. ′け しすさぇくぇすぇ 
くう いぇゅせぉう たうかはょう きかぇょう たけさぇ し 
おぇこぇちうすっす. 】ぇしすかうゃう しきっ し つっ
すうさう こさっおさぇしくう ゃくせつおう, し おけう
すけ う すぇいう ゅけょうくぇ こさっおぇさぇたきっ 
つせょっしくけ ぉなかゅぇさしおけ かはすけ. 
] こなさゃうは ゃうこせしお くぇ ╋ぇすっきぇ

すうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは しなき いぇゃなさ
てうかぇ しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇ
くうっ. ‶けしかっ こけょ ょっゃういぇ „′ぇちうは 
すったくうつっしおぇ” しすぇくぇた うくあっくっさ 
こけ ぇゃすけきぇすうおぇ, くけ すけゃぇ くっ っ 
しうかくぇすぇ きう しすさぇくぇ. ╃けおぇすけ さぇ
ぉけすった ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, いぇゃなさてうた 
しこっちうぇかういぇちうは こけ ]けちうぇかくけ 
せこさぇゃかっくうっ. ╇おけくけきうおぇ いぇ
ゃなさてうた, おけゅぇすけ ゃっつっ さぇぉけすった 
ゃ しそっさぇすぇ くぇ いぇしすさぇたけゃぇくっすけ.
╇ ぇい, う しなこさせゅなす きう しきっ いぇこけ

つくぇかう すさせょけゃぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは 
ゃ „┿さしっくぇか”. ‶けしかっ すさう ゅけょう
くう う こけかけゃうくぇ っあっょくっゃくけ きっ 
ゃなかくせゃぇたぇ こさけぉかっきうすっ くぇ けぉ
とうくしおぇすぇ きかぇょっあおぇ けさゅぇくういぇ
ちうは. ¨す こけいうちうはすぇ くぇ ゃさっきっすけ 
こさっちっくはき, つっ けしけぉっくけ ゃぇあくう 
せさけちう しなき こけかせつうかぇ こさっい けし
っきすっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇえ-ゃっつっ こさっい 
こっさうけょぇ, おけゅぇすけ さぇぉけすった こけょ 
こさはおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ „╉きっ
すぇ くぇ しすけかっすうっすけ” ]すぇくつけ ╉けっゃ, 
しゃっすかぇ きせ こぇきっす. ¨す くっゅけ くぇせ
つうた, つっ う  ゃ くぇえ-すさせょくぇすぇ う くっ
ゃないきけあくぇ しうすせぇちうは うきぇ こけくっ 
ょゃっ さってっくうは. ╇ つっ さぇぉけすうて 
うしすうくしおう, おけゅぇすけ ゃしっおうょくっゃくけ 
しっ さぇいょぇゃぇて ょけおさぇえ ゃ しすさっきっあ 
ょぇ せかけゃうて こせかしぇ くぇ くぇえ-ゃぇ
あくうすっ いぇ たけさぇすぇ こさけぉかっきう う 
ょぇ ゅう さってぇゃぇて. 

¨こうすなす う いくぇくうはすぇ, おけうすけ 
くぇすさせこぇた, きくけゅけ きう こけきぇゅぇす ゃ 
しっゅぇてくぇすぇ きう さぇぉけすぇ ゃ いぇしすさぇ
たけゃぇくっすけ. ╆ぇしすさぇたけゃぇすっかっく 
ぇゅっくす, うくしこっおすけさ, ゅっくっさぇかっく 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╃あっくっさぇかう 
╀なかゅぇさうは ┿╃ - こさっい ゃしうつおう 

すっいう っすぇこう ゃ こさけそっしうけくぇかくけ
すけ きう さぇいゃうすうっ おぇすけ いぇしすさぇたけ
ゃぇすっか, いぇ きっく っ ゃぇあっく ゃしっおう 
おかうっくす. ¨す ゅさぇあょぇくうくぇ, おけえすけ 
っ ょけゃっさうか くぇ くぇてぇすぇ おけきこぇ
くうは うきけすぇ うかう あうゃけすぇ しう, こさっい 
きぇかおぇすぇ そうさきぇ, こさうすうしくぇすぇ けす 
くっしすぇぉうかくぇすぇ うおけくけきうつっしおぇ 
おけくのくおすせさぇ ょけ おけさこけさぇすうゃくうは 
おかうっくす, くぇ つううすけ ゃうしけおう ういう
しおゃぇくうは すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃけさうき 
っょうくしすゃっくけ う しぇきけ し こさけそっ
しうけくぇかういなき, おけさっおすくけしす う ゅなゃ
おぇゃけしす. ¨ぉうつぇき さぇぉけすぇすぇ しう. 
[ぇぉけすは し つせょっしっく っおうこ. ′っし
かせつぇえくけ ╂っくっさぇかくけ こさっょしすぇ
ゃうすっかしすゃけ - ╉ぇいぇくかなお, っ しさっょ 
ゃけょっとうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ.

╆┿】¨ ]‒╋ ╁ „ぎとでぢぎづどご 
げん とんげんぞずぺと”

‶けおぇくう きっ ゅ-く ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ. ]こけょっかっくうすっ けす くっゅけ 
うょっう いぇ こけゃっつっ っおしこっさすくけしす 
う こさけそっしうけくぇかういなき ゃ けぉとうく
しおけすけ せこさぇゃかっくうっ けすょぇゃくぇ きっ 
ゃなかくせゃぇす, いぇとけすけ こさけぉかっきう
すっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くはきぇす ちゃはす. 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” – すけゃぇ 
っ おぇせいぇ いぇ こけ – ょけぉさけ おぇつっしす
ゃけ くぇ あうゃけすぇ ゃ くぇてうは ゅさぇょ う 
けぉとうくぇ, くぇ くぇてうは あうゃけす. ╇ ぇい 
しなき せょけゃかっすゃけさっくぇ, つせゃしすゃぇき 
しっ „ゃ しゃけう ゃけょう” きっあょせ おけかっゅう, 
し こけゃっつっすけ けす おけうすけ しなき さぇぉけ
すうかぇ, し おけうすけ きうしかうき ゃ っょくぇ 
こけしけおぇ う うしおぇきっ „こけ – てうさけおぇ 
おさけえおぇ” ゃ さってぇゃぇくっすけ くぇ けぉ
とうくしおうすっ こさけぉかっきう. 
‶けしすうゅくぇすけすけ けす くぇてぇすぇ ゅさせ

こぇ しなゃっすくうちう ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす っ しぇきけ っょくけ 
すさせょくけ くぇつぇかけ, くけ ょけおぇいぇくけ ゃ 
こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ,  し おけきこっ
すっくすくけしす, し かうちっ う ょっえしすゃうは 
おなき くっけすかけあくうすっ こさけぉかっきう くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお, ぉっい こぇさすうえくぇ けぉさっきっくっ
くけしす うかう いぇょおせかうしくけ ょけゅけゃぇ
さはくっ.

╉┿╉‒╁ ′╄ 〈[ぅ╀╁┿ ╃┿ 
╀‒╃╄ ′¨╁╇ぅ〈 ¨╀】╇′]╉╇ 
]‒╁╄〈

]こけさっょ きっく しかっょゃぇとうはす ¨ぉ
とうくしおう しなゃっす くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ おぇすけ くぇしすけはとうは. ‶さけすう
ゃけこけしすぇゃはくっすけ きっあょせ ╉きっす う 
¨ぉとうくしおう しなゃっす いぇすけさきけいゃぇ 
ぉなさいけすけ う っそっおすうゃくけ さってぇ
ゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ. ‶さうぉぇゃは 
しっ う くっとけ おぇすけ しすさぇた きっあょせ 
さぇいかうつくうすっ ゅさせこう しなゃっすくうちう 
- くはおけは こけかうすうつっしおぇ しうかぇ ょぇ 
くっ けすつっすっ, くっ ょぇえ ╀けゅ, こけゃっつっ 
„ょっえくけしす”. ′ぇきっしゃぇす しっ つぇしすくう 
うくすっさっしう. ╇ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
けしすぇゃぇす くっういこなかくっくう けぉっとぇ
くうは う „たさけくうそうちうさぇくう” いけくう, 
おぇすけ うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ くぇこさう
きっさ.
╃ぇかう ゃしっおう しなゃっすくうお こっさしけ

くぇかくけ きけあっ ょぇ ういかっいっ こさっょ 
ゅさぇあょぇくうすっ う ょぇ おぇあっ おけかおけ 
う おぇおゃう こさっょかけあっくうは っ ょぇか 
くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ おけきうしうは うかう 
くぇ しっしうは, し おぇおゃけ おけくおさっすくけ っ 
せつぇしすゃぇか ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ]なゃっ
すぇ, おぇおゃう けぉとっしすゃっくけ いくぇつうきう 
うょっう っ こけょおさっこうか, こけ おぇおゃう 
こけしすぇゃっくう けす ゅさぇあょぇくうすっ ゃな
こさけしう っ さぇぉけすうか, おぇおゃう かうつ
くう しさっょしすゃぇ っ ょぇさうか いぇ ょけぉさう 
ょっかぇ, すぇおぇ おぇおすけ くぇこさぇゃう しゃけは 
けすつっす ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう けす 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”. 

╉┿╉‒╁ ╇]╉┿╋╄ ╃┿ ╀‒╃╄ 
′¨╁╇ぅ〈 ̈ ╀】╇′]╉╇ ]‒╁╄〈 

]なし しうゅせさくけしす とっ ぉなょっ „こなし
すなさ” けす こけかうすうつっしおぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ. 
╃ぇ しう こさうこけきくうき ぉなかゅぇさしおけ

すけ ╁ないさぇあょぇくっ. 〉しこっかうすっ たけさぇ 
しぇ しすぇくぇかう ういはゃっくう けぉとっしす
ゃっくうちう う こけかうすうちう. 〉しこっかうすっ 
たけさぇ しぇ ょぇかう う ょぇさうかう くぇ くぇ
ちうはすぇ ょけぉさう ょっかぇ, ぇゃぇくゅぇさょくう 
いぇ ゃさっきっすけ しう. ╃ぇくけ ゃしうつおう 
くうっ ういぉっさっき いぇ しなゃっすくうちう こけ
ゃっつっ ょけおぇいぇかう しっぉっ しう しこっちうぇ
かうしすう けす さぇいかうつくう けぉかぇしすう, 
ゅけすけゃう  し こけゃっつっ こさぇゅきぇすういなき 
ょぇ こけょおさっこはす う いぇっょくけ ょぇ さっ
ぇかういうさぇす さってっくうは いぇ ょけぉさけすけ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 〈けゃぇ こけあっかぇ 
くぇ しさっとぇすぇ し こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぉういくっしぇ こさっい き. のかう う ゅけし
こけょうく ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.

╆┿ ‶[╇¨[╇〈╄〈╇〈╄

′っ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ くっとけ くけゃけ 
うかう さぇいかうつくけ けす ゃっつっ しこけょっかっ
くけすけ ょけしっゅぇ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ 
ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” けす 
きけうすっ しなきうてかっくうちう けす „ぎ¡ï
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡” – ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっ
すぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ, 
‶っすなさ ╁っおけゃ.
╇ ゃしっ こぇお, かうつくけ いぇ, きっく くぇえ-

ゃぇあくうはす こさけぉかっき っ ょっそうちうすなす 
ゃ ¨ぉとうくぇすぇ くぇ きかぇょう たけさぇ, 
けぉさぇいけゃぇくう, こけょゅけすゃっくう, いくぇ
っとう う ぇきぉうちうさぇくう いぇ こさけ
そっしうけくぇかくけすけ しう さぇいゃうすうっ; し 
うくけゃぇすうゃくけ きうしかっくっ, ゅけすけゃう 
いぇ こけゃっつっ けすゅけゃけさくけしすう. ¨ぉ

とうくしおうはす しなゃっす ゃ さぇきおうすっ くぇ 
しゃけうすっ ゃないきけあくけしすう う そうさ
きうすっ くぇ すっさうすけさうはすぇ, さなおぇ いぇ 
さなおぇ, ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ う ゃなこさっ
おう すさせょくぇすぇ うおけくけきうつっしおぇ しう
すせぇちうは, ゃっさけはすくけ ぉうたぇ きけゅかう 
ょぇ しないょぇょぇす こけゃっつっ う くけゃう さぇ
ぉけすくう きっしすぇ, すったくうつっしおう う すった
くけかけゅうつくけ けぉけさせょゃぇくう ゃ くけゃう 
うおけくけきうつっしおう くぇこさぇゃかっくうは. 
╋かぇょうすっ たけさぇ しぇ ゅぇさぇくちうはすぇ 
いぇ くぇてっすけ ゃないたけょはとけ ぉなょっとっ.

¨しすぇくぇかうすっ こさうけさうすっすう しぇ 
ういゃっしすくう : 
- [っぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ いぇ 

ぉけかくうちぇすぇ こけ けこっさぇすうゃくぇ こさけ
ゅさぇきぇ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ”;
- ╇くそさぇしすさせおすせさぇすぇ – せかうちう 

ぉっい ょせこおう; けしゃっすっくう; ょけぉさぇ 
すさぇくしこけさすくぇ したっきぇ; ゃけょけしくぇぉ
ょはゃぇくっ う おぇくぇかういぇちうは, ぇ いぇとけ 
ょぇ くっ こけきっつすぇっき けすくけゃけ う いぇ 
っそっおすうゃくけ すけこかけしくぇぉょはゃぇくっ;
- ╉せかすせさくうはす すせさういなき くっ 

しぇきけ おぇすけ さっおかぇきぇ くぇ くぇてっすけ 
おせかすせさくけ – うしすけさうつっしおけ くぇ
しかっょしすゃけ, くけ う おぇすけ ういすけつくうお 
いぇ ょけこなかくうすっかくう こさうたけょう .

′っ しかっょゃぇ ょぇ こさけこせしおぇきっ う 
こさけぉかっきうすっ くぇ けぉさぇいけゃぇすっか
くぇすぇ う こさけそっしうけくぇかくぇ こけょゅけ
すけゃおぇ; くぇ けぉとっしすゃっくうは さっょ う 
しうゅせさくけしす.

╆┿ ╀‒╃╄】╇ぅ ╉╋╄〈 ╇ ¨╀
】╇′]╉┿〈┿ ┿╃╋╇′╇]〈[┿
『╇ぅ

¨つぇおゃぇき ょぇ ゃうょは おぇくょうょぇす -  
かうつくけしす し ゃういうは ゃ ょなかゅけしさけつっく 
こかぇく いぇ さぇいゃうすうっすけ う こさけしこっ
さうすっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ¨すおさうす, 
つっしすっく, けさゅぇくういうさぇく. ╂けすけゃ ょぇ 
しなしすぇゃう っおうこ けす いぇきっしすくうちう, 
つううすけ そうゅせさう ょぇ しう かうつぇす し 
こけっきぇくっすけ けす ゃしっおう くぇ しゃけうすっ 
ょっかっゅうさぇくう けす おきっすぇ けすゅけゃけさ
くけしすう.
‶け-ぇおすうゃくけ すなさしっくっ くぇ ゃしは

おぇおゃう ゃなくてくう ういすけつくうちう くぇ 
そうくぇくしうさぇくっ; しなそうくぇくしうさぇくっ 
くぇ さぇいかうつくう こさけっおすう, いぇ おけうすけ 
ょぇ うきぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ こさけっおす
くぇ ゅけすけゃくけしす.
‶け-ぇおすうゃっく ょうぇかけゅ し そうさきう

すっ くぇ すっさうすけさうはすぇ いぇ さってぇゃぇ
くっ くぇ „かけおぇかくう” こさけぉかっきう.

‶さけいさぇつくけしす う うしすうくしおう おけく
おせさしくう こさけちっょせさう こさう けこさっょっ
かはくっ くぇ ういこなかくうすっか くぇ いぇょぇ
つう, そうくぇくしうさぇくう し けぉとうくしおう 
こぇさう. ╉けくすさけか ゃ たぇさつっくっすけ.
′っこさっおなしくぇすけ こけゃうてぇゃぇ

くっ くうゃけすけ くぇ おけきこっすっくすくけしす 
くぇ しかせあうすっかうすっ ゃ けぉとうくしおぇ
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶け-ゅけかは
きぇ けこっさぇすうゃくけしす ゃ さってぇゃぇくっ 
こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う 
ゃ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけすけ うき けぉ
しかせあゃぇくっ .

╆┿ ╇╆╀¨[╇〈╄ ‶[╄╆ ¨╉
〈¨╋╁[╇

╁しっおう けす くぇし くっ っ こさけしすけ 
っかっおすけさぇす. ╃ぇ くっ いぇぉさぇゃはきっ, 
つっ ゃしっおう けす くぇし っ っょくぇ っかっおすけ
さぇかくぇ っょうくうちぇ う ゃしっおう ゅかぇし っ 
ゃぇあっく. ′っおぇ くっ いゃせつう てぇぉかけく
くけ, くけ くぇうしすうくぇ くぇて ゅさぇあょぇく
しおう ょなかゅ っ ょぇ せこさぇあくうき こさぇ
ゃけすけ しう くぇ ゅかぇし, いぇ ょぇ うきぇきっ 
こけしかっ けしくけゃぇくうっ ょぇ たゃぇかうき 
うかう ょぇ おさうすうおせゃぇきっ. 
╇いぉうさぇきっ きぇあけさうすぇさくけ こさっ

いうょっくす, おきっす くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, 

おきっす くぇ くぇしっかっくけすけ きはしすけ, ゃ 
おけっすけ あうゃっっき. ╇いぉうさぇきっ こさけ
こけさちうけくぇかくけ し かうしすぇ う しなゃっす
くうちう ゃ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす. „ぎ¡ï
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡” しなし しゃけはすぇ 
かうしすぇ こさっょかぇゅぇす ゃないきけあくけしす 
いぇ きぇあけさうすぇさっく っかっきっくす う ゃ 
ういぉけさぇ くぇ しなゃっすくうちう. ╆ぇとけすけ 
ゃ かうしすぇすぇ とっ ぉなょぇす くっ こぇさ
すうえくう ぇおすうゃうしすう くぇ っょくぇ うかう 
ょさせゅぇ こぇさすうは, ぇ ょけおぇいぇくう かうちぇ 
う うきっくぇ – しこっちうぇかうしすう ゃ さぇい
かうつくう けぉかぇしすう, おけうすけ ぉっいしこけさ
くけ とっ ぉなょぇす ょうぇかけゅうつくう う こけ
かっいくう ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ぉなょっとうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす.
╇ くっとけ, かうつくけ しこけょっかっくけ – 

うしおぇ きう しっ ょぇ ゃはさゃぇき, つっ くぇ
ぉかうあぇゃぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ „╄おし
こっさすう” とっ しすぇくっ くぇちうけくぇかくぇ 
おぇせいぇ. ╆ぇとけすけ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ しっ 
くせあょぇっ くっ けす ゃけす くぇ けすさうちぇくう
っすけ う しきはくぇ くぇ せこさぇゃかはゃぇとうすっ 
こぇさすうう ゃしっおう しかっょゃぇと きぇくょぇす, 
ぇ けす こさぇゅきぇすういなき, ゃうしけおぇ おけき
こっすっくすくけしす う こさっきっさっくう けこすう
きぇかくう う っそっおすうゃくう さってっくうは くぇ 
こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ.

29 ぇゃゅせしす 2011 ゅ.

╇くすっさっし ゃ おくうゅぇすぇ こさっょしすぇ-
ゃかはゃぇす う しぇきうすっ こしうたけかけゅうつっ-
しおう こさけそうかう くぇ すうこけゃっすっ たけさぇ, 
あうゃっっとう ゃ さぇいかうつくうすっ おさぇうとぇ 
くぇ ╀なかゅぇさうは, くぇ ぉぇいぇ こさけょせ-
おすうすっ, おけうすけ しっ こさけういゃっあょぇす 
すぇき う たさぇくうすっ, おけうすけ しっ こさう-
ゅけすゃはす. ]こけさっょ しすさけえくけ ういゅさぇ-
ょっくぇすぇ すっけさうは けす こしうたけかけあおぇ-
すぇ:  あうゃっっとうすっ おさぇえ きけさっ たけさぇ 

しぇ ぇゃぇくすのさうしすう こけ こさうさけょぇ, 
しゃけぉけょくう こけ ょせた, すなさしっとう, 
けすおかうおゃぇとう くぇ こさっょういゃうおぇ-
すっかしすゃぇすぇ. 〈けゃぇ, しこけさっょ  ]すっ-
そぇくけゃぇ, っ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく 
こさっょけこさっょっかっくけ けす たさぇくぇすぇ, 
おけはすけ しっ おけくしせきうさぇ すぇき. 
╁ ょさせゅぇすぇ おさぇえくけしす しぇ あう-

ゃっっとうすっ ゃ しっゃっさけいぇこぇょくぇすぇ 
つぇしす くぇ ╀なかゅぇさうは: すぇき おせた-
くはすぇ っ ういゅさぇょっくぇ くぇ ぉぇいぇ 
しうかくう こけょこさぇゃおう, おけくしせきう-
さぇ しっ こけゃっつっ かのすけ, けゃおせしはゃぇ 
しっ たさぇくぇすぇ ゃ ういけぉうかうっ. 〈けゃぇ 
こさっょこけかぇゅぇ う おうぉさうすかううすっ う 
しうかくう  たぇさぇおすっさう, かっしくけ うい-
ぉせたかうゃうすっ たけさぇ, おけうすけ くぇえ-
つっしすけ しっ しさっとぇす ゃ すっいう さぇえけ-
くう, っ すっけさうはすぇ くぇ ╋ぇさうは. ′っ 
しかせつぇえくけ う っいうおなす, ょうぇかっお-
すなす, ゅけゃけさうきう ゃ すけいう おさぇえ, しぇ 
すゃなさょう, けしすさう, し ょけしすぇ ゅさせ-
ぉけゃぇすう う こうこっさかうゃう そさぇいう.  

》ぇさぇおすっさうすっ くぇ たけさぇすぇ しなとけ 
しぇ すぇおうゃぇ. ]なゃしっき さぇいかうつくけ 
っ ゃ [けょけこうすっ - さけょけこつぇくうすっ 
しぇ ぉかぇゅう, てうさけおう たけさぇ, すけかっ-
さぇくすくう. ]なとけ おぇすけ たさぇくぇすぇ う 
おぇさすけそうすっ, おけうすけ しぇ ゃ けしくけ-
ゃぇすぇ くぇ こけゃっつっすけ はしすうは, たぇ-
さぇおすっさくう いぇ さぇえけくぇ すぇき. 
¨とっ こけ-うくすっさっしくぇ っ すっいぇすぇ 

くぇ ぇゃすけさおぇすぇ くぇ „╉せかうくぇさくぇ 
こしうたけかけゅうは” いぇ たけさぇすぇ, さけょっ-
くう ゃ ╃けかうくぇすぇ. 〈けゃぇ, こけ ょせきう-
すっ くぇ ╋ぇさうは, しぇ たけさぇ, ゃないこさう-
っきつうゃう おなき くけゃけすけ, ゅけすけゃう 
ょぇ けこうすぇす さぇいかうつくう くっとぇ, くけ 
くっこけしすけはくくう  ゃ  すっいう しう けこうすう 
う しすっさっけすうこう, くっすさぇょうちうけくぇ-
かうしすう. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ 
すは けすおさうゃぇ  ゃ しすさぇくくうは そっ-
くけきっく, つっ うきっくくけ ゃ ╃けかうくぇ-
すぇ うきぇ くぇえ-きぇかおけ しなたさぇくっくう 
すさぇょうちうけくくう さっちっこすう いぇ たぇ-
さぇおすっさくう はしすうは. 

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう 
ぉってっ しさっょ けそうちうぇかくうすっ ゅけしすう くぇ 《っょっさぇちうはすぇ くぇ 

おせかすせさくけ-こさけしゃっすくうすっ ょさせあっしすゃぇ くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, おけはすけ こさけゃっあょぇ すさぇょうちうけくくうは しなぉけさ ゃ き. „╉ぇさぇく-
ょうかぇ” おさぇえ ]かうゃっく ゃ おさぇは くぇ ぇゃゅせしす. ‶けおぇくぇすぇ ょぇ せつぇしすゃぇ 
ゃ しなぉけさぇ ぉっ けすこさぇゃっくぇ けす ╃うきうすなさ 】っさっゃ, っょうくしすゃっくうはす 
おぇいぇくかなつぇくうく ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ けさゅぇくう-
いぇちうは. ╁ こさけはゃうすっ せつぇしすゃぇたぇ う すさうきぇ ぉうゃてう こさっょしっょぇすっかう 
くぇ おぇいぇくかなておけすけ ょさせあっしすゃけ ‶ぇくぇえけす 】っさっゃ, ぅくおけ ╉けしすぇ-
ょうくけゃ う ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. ‶さっょ こさうはすっかう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ういゃっしすくう おぇさぇおぇつぇくしおう さけょけゃっ ゃ ╀なかゅぇさうは, ]ぇきぇさしおう うい-

′っ しきはすぇき, つっ くぇぉかのょぇすっかうすっ 
けす ¨]]╄, おけうすけ とっ こさうしなしすゃぇす 

こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう 
いぇ ょなさあぇゃっく ゅかぇゃぇ う きっしすくう ゃかぇ-
しすう くぇ 23 けおすけきゃさう きけゅぇす ょぇ しこぇ-
しはす  ういぉけさうすっ う すっ ょぇ しぇ つっしすくう. 
〈けゃぇ っ くぇてぇ いぇょぇつぇ.
〈けゃぇ おぇいぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゅさぇあょぇく-

しおうはす おぇくょうょぇす いぇ こさっいうょっくす くぇ 

“╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ” - さあとくあ くあ たそ-おそいひち きけうそて う せあのあてあ そいはけせあ

[╅′╅〉]ぇぁ╅〉[╅ ¨′╉╅╇╅ [】]¨〉╅『〉╅ 》』¨｠《]《╈¨っ 
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╉くうゅぇすぇ くぇ こしうたけかけあおぇすぇ 
こさっょしすぇゃは くぇょ 300 さっちっこすう けす 
さぇいかうつくうすっ おさぇうとぇ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは,  こさうょさせあっくぇ っ う しなし しなけす-
ゃっすくうすっ こしうたけかけゅうつっしおう こさけ-
そうかう くぇ たけさぇすぇ けす すっいう さぇえけくう. 
〈は っ うくすさうゅせゃぇとけ, うくすっさっしくけ, 
いぇぉぇゃくけ う こけせつうすっかくけ つっすうゃけ, 
おぇおすけ いぇ しっさうけいくう つうすぇすっかう,  
かのぉうすっかう くぇ こしうたけかけゅうつっしおぇ-
すぇ かうすっさぇすせさぇ, いぇ さぇいかうつくう 
しこっちうぇかうしすう, ういせつぇゃぇとう つけ-
ゃっておうは たぇさぇおすっさ, すぇおぇ う いぇ おせ-
かうくぇさう –っおしこっさうきっくすぇすけさう  う 
いぇ たけさぇ, さってうかう ょぇ こさけきっくはす 
しっぉっ しう つさっい たさぇくぇすぇ. 
〈けゃぇ っ ゃすけさぇすぇ おくうゅぇ, おけはすけ 

とっ ゃうょう ぉはか しゃはす ょけ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ くぇ ╋ぇさうは ]すっそぇくけ-
ゃぇ. ‶さっょう すけゃぇ, けとっ ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ っしっくすぇ, こけ おくうあぇさ-
くうちうすっ とっ しっ こけはゃう こなさゃぇすぇ 
え おくうゅぇ: „┿かうしぇ ゃ しすさぇくぇすぇ くぇ 

ぉけさうつおぇくっすけ - うかう けとっ いぇ せし-
こったぇ ゃ おぇさうっさぇすぇ”. 
╁ くっは すは しこけょっかは しゃけは ちっくっく 

けこうす いぇ きっくうょあなさう う さなおけゃけ-
ょうすっかう くぇ けすょっかう こけ つけゃっておう 
さっしせさしう けす こさぇおすうおぇすぇ しう おぇすけ 
おけくしせかすぇくす  くぇ ゅけかっきう そうさきう 
ゃ こけょぉけさぇ くぇ こっさしけくぇかぇ. 
╋ぇさうは ]すっそぇくけゃぇ っ けす ╉ぇ-

いぇくかなお. ╆ぇゃなさてうかぇ っ こしう-
たけかけゅうは う こっょぇゅけゅうおぇ. ╇きぇ 
しこっちうぇかういぇちうう ゃ ╂っさきぇくうは. 
╃っしっす ゅけょうくう さぇぉけすう ゃ ]けそうは 
おぇすけ こしうたけかけゅ う こしうたけおけくしせか-
すぇくす, うきぇ そうさきぇ いぇ こしうたけかけ-
ゅうつっしおう おけくしせかすぇちうう う さぇぉけすぇ 
こさう こけょぉけさ くぇ こっさしけくぇか. ‶さっ-
ょう すけゃぇ っ ぉうかぇ つぇしす けす っおうこぇ 
くぇ さぇょうけ „╁うし ゃうすぇかうし” ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╇きぇ おさぇおなす けこうす う ゃ 
╃ぇさうお さぇょうけ. ╁  きけきっくすぇ  うきぇ 
しゃけは こさぇおすうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ╋っゅかっくぇ ╉せくっゃぇ, こけきけかっくぇ ょぇ おけきっくすう-
さぇ こけしかっょくうは ょけおかぇょ くぇ ¨]]╄.  
╁ くっゅけ ういさうつくけ しっ しこけきっくぇゃぇ おぇすけ かけてぇ こさぇおすうおぇ ういぉうさぇ-

くっすけ くぇ ゃうちっこさっきうっさぇ  う きうくうしすなさ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう 
『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ いぇ こさっょしっょぇすっか くぇ くぇちうけくぇかくうは こさっょういぉけ-
さっく とぇぉ くぇ ╂╄[╀, おぇおすけ う くっこけょたけょはとうはす ういぉけさっく いぇおけく  う 
かけてうすっ こさぇおすうおう こけ ゃさっきっ くぇ ういぉけさうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは.  ╃けおかぇ-
ょなす っ ういゅけすゃっく くぇ ぉぇいぇ こけしっとっくうっ くぇ くぇぉかのょぇすっかう くぇ ¨]]╄ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ゃ こっさうけょぇ 18-21 のかう す. ゅ.
]すぇさぇ さけょしすゃっくぇ ゃさないおぇ こなお ういくっくぇょぇ こさうはすくけ ╋っゅかっくぇ ╉せ-

くっゃぇ こさう こけしさっとぇくっすけ え ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶っくしうけくうさぇくぇすぇ せつう-
すっかおぇ ‶っくおぇ ‶けこけゃぇ こけしさっとくぇ し こうすぇ  ╉せくっゃぇ, し おけはすけ しっ 
けおぇいゃぇす さけょくうくう: ょゃっすっ うきぇす けぉと こさぇこさぇょはょけ - ╉せくぬけ ╁なか-
おぇくけゃ けす はきぉけかしおけすけ しっかけ ╂っくっさぇか 〈けてっゃけ. 

]っょっきつかっくっく ╇くうちうぇすうゃっく おけきう-
すっす けす ゃうょくう おぇいぇくかなつぇくう ういょうゅ-

くぇ おぇくょうょぇすせさぇすぇ いぇ おきっす くぇ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ くぇ ぉうゃてうは くぇつぇかくうお くぇ [╇¨-
]╁ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ′ぇくつけ ╁うょっゃ.
]さっょ つかっくけゃっすっ くぇ おけきうすっすぇ, こけょ-

おさっこうかう おぇくょうょぇすせさぇすぇ くぇ ╁うょっゃ, 
しぇ ゅうくっおけかけゅなす ょ-さ ╃ぇくぇうか ╃ぇおけゃ, ょういぇえくっさなす ╇ゃぇく ╂ぇえょぇ-
さけゃ, ぉうゃてうはす いぇき. おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╉うさうか ╉うさうかけゃ, ]ゃっすかぇ 
‶ぇくすせかけゃぇ う ょさせゅう.
╉ぇすけ きけすうゃう くぇ うくうちうぇすけさうすっ いぇ ういょうゅぇくっ おぇくょうょぇすせさぇすぇ 

くぇ ′ぇくつけ ╁うょっゃ ぉっ こけしけつっくけ あっかぇくうっすけ ょぇ しっ さぇいつせこう しすぇ-
すせおゃけすけ, せこさぇゃかはゃぇかけ ょけしっゅぇ ょゃぇ きぇくょぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]さっょ 
せゃぇあうかうすっ けしゃっとぇゃぇくっすけ くぇ おかせぉぇ ぉっ う おぇいぇくかなつぇくうくなす, 
こさうはすっか くぇ おぇくょうょぇす-おきっすぇ – こさけそっしけさ ょ-さ ╂っくつけ ′ぇつっゃ, 
おぇおすけ う ぉうゃてうはす いぇき. ゃなくてっく きうくうしすなさ [ぇょうけく ‶けこけゃ.

╂けすけゃぇ っ ゃっつっ う かうしすぇすぇ し おぇくょうょぇすう 
いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす こぇさすうは 

╂╄[╀. 70% けす くっえくうは しなしすぇゃ っ けす きかぇょう 
たけさぇ, しなけぉとう しなし いぇょけゃけかしすゃけ おぇくょうょぇす-
おきっすなす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ 
けゅかぇゃはゃぇ かうしすぇすぇ. ]かっょ くっは, くぇ ゃすけさぇ 
こけいうちうは っ ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ, しかっょゃぇく 
けす ′っくけ ╁かぇえおけゃ う ‶っすなさ ╉けしっゃ. ‶っすけすけ 
きはしすけ っ いぇ きかぇょぇすぇ ╊うかうは 『けくおけゃぇ. 

╆ぇ つっすゃなさすう こけさっょっく こなす おぇいぇく-
かなておうはす ぇゃすけきけぉうかっく しこけさすっく 

おかせぉ „╄そおけ [っえしうくゅ” しすぇくぇ けすぉけさっく 
こけぉっょうすっか ゃ こかぇくうくしおうは ぇゃすけきけぉう-
かっく てぇきこうけくぇす „【うこおぇ 2011”. 
╄ょうくしすゃっくうはす おぇいぇくかなつぇくうく, いぇ-

しすぇくぇか くぇ こけつっすくぇすぇ しすなかぉうつおぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ しなしすっいぇくうっすけ, しすぇくぇ ]すっそぇく ‶ぇくつせゅけゃ, けす „╄そおけ 
[っえしうくゅ”, しこっつっかうか こなさゃけすけ きはしすけ ゃ おかぇし 》2. ‶ぇくつせゅけゃ しっ 
しなしすっいぇゃぇてっ し „》けくょぇ しうゃうお” う くぇゃうゅぇすけさ ╋うかっく 〉いせくけゃ.  
]かっょ こけぉっょぇすぇ ‶ぇくつせゅけゃ ぉっ こけいょさぇゃっく かうつくけ けす ╁ぇしうか ]ぇ-
きぇさしおう - こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお う 
おぇくょうょぇす いぇ おきっす, ういょうゅくぇす けす ╀]‶. ┿ゃすけきけぉうかなす, し おけえすけ 
‶ぇくつせゅけゃ しこっつっかう おせこぇすぇ, ぉっ けぉかっこっく しなし しすうおっさう くぇ おぇく-
ょうょぇすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ. 

さぇいう しゃけっすけ ゃないたうとっくうっ けす しすさっきっあぇ いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ  そぇきうかくうすっ すさぇょうちうう, くぇ しうかくうすっ 
しっきっえくう ゃさないおう う こけいくぇゃぇくっすけ くっ しぇきけ くぇ さけょくうくしおうすっ うしすけさうう, くけ う くぇ こけつすう ゃしうつおう 
けしすぇくぇかう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ っすくけしぇ. 

〈さぇおけかけゅなす こさけそ. ╇ゃぇく ╋ぇさぇいけゃ っ すぇいゅけょうてくうはす くけしうすっか くぇ くぇ-
ゅさぇょぇすぇ „こさけそ. ┿かっおしぇくょなさ 《けか”. 〈は っ せつさっょっくぇ けす ╇しすけさうつっ-

しおうは きせいっえ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお う しっ ゃさなつゃぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ ╃くうすっ 
くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ, おけうすけ しっ こさけゃっあょぇす ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ ゃ 
こけしかっょくうすっ ょくう  くぇ ぇゃゅせしす う くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう. 『っさっきけくうはすぇ 
いぇ ゃさなつゃぇくっ くぇ くぇゅさぇょぇすっ っ くぇ 2-さう しっこすっきゃさう, こけ ゃさっきっ くぇ けそうちう-
ぇかくけすけ けすおさうゃぇくっ  くぇ すぇいゅけょうてくうすっ ょくう くぇ すさぇおうすっ. ╁ こなさゃうは ょっく 
くぇ こさぇいくうちうすっ とっ しっ けすおさうっ う さっすさけしこっおすうゃくぇ ういかけあぉぇ „╃けかうくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ”. 
╆ぇ こなさゃう こなす ゃ さぇきおうすっ くぇ ょくうすっ くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ とっ ぉなょぇす 

ゃさなつっくう う しすうこっくょうう くぇ おぇいぇくかなておう しすせょっくすう  ゃ しこっちうぇかくけしすすぇ 
„〈さぇおけかけゅうは”. ╆ぇ ゅけしすうすっ う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお うくすっさっしくぇ とっ っ 
う っおしこけいうちうはすぇ, こけょさっょっくぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ”. 〈は とっ っ しなゃきっしすくぇ ういかけあぉぇ 
くぇ さうしせくおう くぇ ょっちぇ けす はこけくしおうは ゅさぇょ ╋せくぇおぇすぇ う けす ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉっょうくはゃぇとぇすぇ すっきぇ くぇ 
ょっすしおうすっ すゃけさぉう っ さけいぇすぇ おぇすけ きけしす くぇ こさうはすっかしすゃけ. 

7-ゅけょうてくうはす 『ゃっすぇく ]すけはくけゃ けす ╉ぇいぇくかなお とっ っ ぉなかゅぇさしおうはす こさっょしすぇゃうすっか ゃ ╄ゃさけこっえ-
しおけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ てぇたきぇす いぇ のくけてう ゃ いぇこけつゃぇとうは こさっい しっこすっきゃさう ゃ おせさけさすぇ „┿か-

ぉっくぇ“ すせさくうさ. 
【ぇたきぇすくぇすぇ くぇょっあょぇ ゃっつっ っ すさうおさぇすっく てぇきこうけく くぇ ╀なかゅぇさうは いぇ 2011-すぇ ゅけょうくぇ. 『ゃっすぇく 

しっ しなしすっいぇゃぇ いぇ おかせぉ „╀せさゅぇし 64”, こさう きけきつっすぇ ょけ 8 ゅけょうくう, ゃ ょうしちうこかうくうすっ おかぇしうつっしおう 
てぇたきぇす, せしおけさっく う ぉかうち.  
]ぇきけさけょくうはす すぇかぇくす しっ いぇくうきぇゃぇ けす 2 ゅけょうくう し てぇたきぇす こけょ ゃっとけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╅うゃおけ 

╅っおけゃ, つかっく くぇ 〉] くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ そっょっさぇちうは こけ てぇたきぇす. 
《うくぇくしけゃう こさけぉかっきう とっ こけこさっつぇす くぇ いかぇすくうは ぉなかゅぇさしおう すぇかぇくす ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ すぇいゅけょうて-

くけすけ ]ゃっすけゃくけ こなさゃっくしすゃけ こけ てぇたきぇす ゃ ╀さぇいうかうは. 

                    

¨す くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう しこうさぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ しすぇくょぇさす-
くうすっ 60-ゃぇすけゃう おさせておう いぇ けしゃっすかっくうっ. ╁しうつおう さぇいくけゃうょくけしすう  

くぇ おかぇしうつっしおうすっ おさせておう いぇ けしゃっすかっくうっ し くぇあっあぇっきぇ あうつおぇ し きけと-
くけしす けす 25 ょけ 100 ゃぇすぇ とっ ぉなょぇす いぇぉさぇくっくう けす ╄] けす 1-ゃう しっこすっつゃさう 
2012 ゅけょうくぇ. ′ぇ 1-ゃう しっこすっきゃさう 2012 ゅけょうくぇ とっ しこさっ こさけょぇあぉぇすぇ 
う くぇ くぇえ- しかぇぉうすっ おさせておう し くぇあっあぇっきぇ あうつおぇ - けす 25-40 ゃぇすぇ.

╉せゃぬけい う さっぇくうきぇちうけくくぇ きぇしうつおぇ くぇ さっくけきうさぇくぇすぇ くっきしおぇ 
そうかきぇ „╃さっゅっさ” こけかせつう おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ. ╃ぇさっくうっ-

すけ っ けしうゅせさっくけ しなし しさっょしすゃぇ, しなぉさぇくう けす おぇきこぇくうはすぇ „╀なかゅぇさ-
しおぇすぇ ╉けかっょぇ”, おけはすけ しっ こさけゃっあょぇ こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ‶さっいう-
ょっくすぇ くぇ [ ╀なかゅぇさうは ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ. 
╆ぇ くっゅけ かうつっく こさうくけし うきぇ う ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿ょ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ ゃけょっくう さぇいゅけゃけさう う こけ-
しさっょくうつっしすゃけ し こさっいうょっくすしおぇすぇ おぇくちっかぇさうは う くっえくうはす くぇつぇか-
くうお ゅっく. ′うおけかぇ ╉けかっゃ. 
╃-さ ╉っすう ╋ぇくけかけゃぇ せこさぇゃうすっか くぇ ぉけかくうちぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇは-

ゃう, つっ きっょうちうくしおけすけ けぉけさせょゃぇくっ うょゃぇ こけ きけかぉぇ くぇ ぉけかくうちぇすぇ, 
こけょぇょっくぇ ょけ ‶さっいうょっくすぇ くぇ [ ╀なかゅぇさうは こさっい っしっくすぇ くぇ きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ. ┿こぇさぇすせさぇすぇ っ けしけぉっくけ くっけぉたけょうきぇ いぇ けぉゅさうあゃぇ-

くっ くぇ くせあょぇっとうすっ くけゃけさけょっくう ぉっぉっすぇ. ╂けょうてくけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけかくうちぇ しっ さぇあょぇす けおけかけ 
800 ぉっぉっすぇ う ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた しぇ くっょけくけしっくう, す.っ. すっ しっ くせあょぇはす うきっくくけ けす すぇおぇゃぇ ゃうしけ-
おけおぇつっしすゃっくぇ きっょうちうくしおぇ すったくうおぇ.

╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ - おぇくょうょぇす いぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお けす かうしすぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお.

] ゃくせつおうすっ
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╇くあ. ‶っくつけ ╃あせさおけゃ っ しさっょ ゃっすっさぇくうすっ-さなおけゃけょうすっかう くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうは ╆ぇゃけょ 
5. ╀うか っ ょなかゅう ゅけょうくう くっゅけゃ いぇき. ょうさっおすけさ こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう, ぇ ゃ „┿さしっくぇか” 

さぇぉけすう 35 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ おけくしすさせおすけさ, こけしかっ しすぇゃぇ ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5, ぇ ゃこけしかっょしすゃうっ っ う ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ ╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ /╀〈[/. 
[なおけゃけょうか っ おけきこかっおしくぇすぇ こさけゅさぇきぇ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ かうちっくいぇ くぇ けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっく-

すさう MAZAK, こさっゃなさくぇかう しっ ゃ っょくぇ けす しなゃさっきっくくうすっ っきぉかっきう くぇ ╆ぇゃけょ 5.
‶っくしうけくうさぇ しっ こさっい 1996 ゅけょうくぇ.
‶さっょけしすぇゃっくうすっ しこけきっくう, こさっゃなさくぇすう ゃ ちっくくぇ うしすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 5, うくあ. ╃あせさおけゃ しなぉう-

さぇ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ちっかうは しう しすぇあ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ]くうきおうすっ しぇ けす ぇかぉせきぇ, おけえすけ ういゅけす-
ゃは しぇき ゃ こけしかっょくうは きっしっち こさっょう こっくしうけくうさぇくっすけ しう. ]なぉうさぇ しくうきおうすっ いぇ くっゅけ こけ ゃさっきっ 
くぇ ょなかゅうすっ しう ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょぇ. ╄おいっきこかはさ けす うしすけさうはすぇ う ぇかぉせきぇ しぇ こさっょぇょっくう う 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5 うくあ. ╋かぇょっく ╋うかつっゃ.

¨すこせしおなす ゃっつっ しゃなさてう. 
〉あ しすっ しなぉさぇかう ょけし-

すぇすなつくけ しかなくつっゃう かなつう う 
たせぉぇゃう しこけきっくう, いぇ ょぇ しっ 
いぇたゃぇくっすっ し ゃしっおうょくっゃくうすっ 
しう いぇょぇつう, ぇ ゃきっしすけ ょけぉさけ 
くぇしすさけっくうっ う こさうかうゃ くぇ 
っくっさゅうは, ゃくっいぇこくけ ゃう けぉ-
いっきぇ くはおぇおゃぇ すなゅぇ, かっくけしす, 
つせゃしすゃぇすっ しっ ょうしおけきそけさす-
くけ, くっ ゃう しこけさう - おぇおゃけすけ 
うょぇ いぇたゃぇくっすっ…
〈けゃぇ っ しうくょさけき, し おけえすけ 

たうかはょう たけさぇ しっ しぉかなしおゃぇす 
しかっょ こさぇいくうちう, こけつうゃくう 
ょくう う くぇえ-ゃっつっ しかっょ ゅけょうて-
くうは けすこせしお.
╁しはおぇ ゅけょうくぇ, ゃなこさっおう 

けこうすぇ, おけえすけ しきっ くぇすさせこぇ-
かう ゃなゃ ゃさっきっすけ, ゃさなとぇくっすけ 
おなき さっぇかくけしすすぇ う いぇぉなさいぇ-
くけすけ ゃしっおうょくっゃうっ くう おぇさぇ 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇきっ こけすうしくぇすう 
う ういうしおゃぇ けこさっょっかっくけ ゃさっ-
きっ いぇ ぇょぇこすぇちうは, おけきっくすう-
さぇ いぇ ╀〈┿ こしうたけかけゅなす ょけ-
ちっくす ╋ぇさゅぇさうすぇ ╀ぇおさぇつっゃぇ 
けす ╇くしすうすせすぇ いぇ ういしかっょゃぇくっ 
くぇ くぇしっかっくうっすけ う つけゃっおぇ 
こさう ╀┿′.
]なゃっすなす え っ くはおけかおけ ょくう, 

こさっょう ょぇ しう すさなゅくっき けす こけ-
つうゃおぇすぇ, 
ょぇ しう こけきうしかうき いぇ たせ-

ぉぇゃうすっ くっとぇ, おけうすけ くう 
けつぇおゃぇす, う, しかっょ おぇすけ しっ 
ゃなさくっき, ょぇ しっ しなしさっょけ-
すけつうき けおけかけ かのぉうきうすっ 
くっとぇ ゃおなとう う くぇゃなく,
こさうはすっかうすっ, おけうすけ とっ ゃう-

ょうき, かのぉうきうすっ いぇくうきぇくうは.
╃けぉなさ っそっおす ょぇゃぇ う ぇおけ 

しう こかぇくうさぇきっ きぇかおけ いぇ-
ぉぇゃかっくうっ ゃ こなさゃうは せうお-
っくょ.
〈ぇおうゃぇ “おけすゃう” くう こけきぇゅぇす 

ょぇ しっ くぇしすさけうき こけいうすうゃくけ 
いぇ こなさゃうは さぇぉけすっく ょっく しかっょ 
こけつうゃくうすっ ょくう, おぇいゃぇ ╋ぇさ-
ゅぇさうすぇ ╀ぇおさぇつっゃぇ.  
╆ぇ きくけゅけ たけさぇ
ょなかゅぇすぇ こけつうゃおぇ しすぇゃぇ 

おぇすぇかういぇすけさ いぇ こさけきはくぇ 
くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ.
¨とっ ゃ こなさゃぇすぇ しっょきうちぇ 

しかっょ おさぇは くぇ けすこせしおぇすぇ けし-
ないくぇた, つっ くっ きけゅぇ ょぇ けしすぇくぇ 
くぇ しすぇさぇすぇ しう さぇぉけすぇ, おなょっ-
すけ ぉはた いぇちうおかうかぇ けす ゅけょうくう, 
う いぇこけつくぇた ょぇ すなさしは くけゃう 
こなすうとぇ, さぇいおぇいゃぇ こさっょ さっ-
こけさすっさ くぇ ╀〈┿ 34-ゅけょうて-
くぇすぇ ]ゃっすかぇ ╁ぇしうかっゃぇ, しっ-
おさっすぇさおぇ ゃ おけきこぇくうは いぇ 
おぇくちっかぇさしおう きぇすっさうぇかう ゃ 
]けそうは. 〈は ょぇかっつ くっ っ っょうく-
しすゃっくぇすぇ, おけはすけ あぇょせゃぇ いぇ 
こさけきはくぇ.
╇いかっいかう いぇ きぇかおけ けす きけくけ-

すけくくうは さぇぉけすっく ちうおなか, きくけ-
ゅけ たけさぇ こけ ゃさっきっ くぇ けすこせしおぇ 
しう こさぇゃはす さぇゃくけしきっすおぇ いぇ 
すけゃぇ おぇおゃけ しぇ こけしすうゅくぇかう 
ょけ きけきっくすぇ う つっしすけ ゅう いぇかう-
ゃぇ ゃなかくぇ けす くっせょけゃかっすゃけさっ-
くうっ けす さぇいゃうすうっすけ くぇ おぇさう-
っさぇすぇ うき.
]すぇすうしすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ 

37% けす くぇこせしくぇかうすっ さぇぉけすぇ 

こさっい ゅけょうくぇすぇ ゃなゃ ╁っかうおけ-
ぉさうすぇくうは, こけょぇゃぇす きけかぉぇ 
いぇ くぇこせしおぇくっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
しっこすっきゃさう, おけゅぇすけ けそうちう-
ぇかくけ いぇゃなさてゃぇ しっいけくなす くぇ 
けすこせしおうすっ.
〉 くぇし 44% けす たけさぇすぇ しっ 

さってぇゃぇす ょぇ しきっくはす さぇ-
ぉけすくけすけ しう きはしすけ,
いぇとけすけ しかっょゃぇとけすけ しすなこぇ-

かけ ゃ おぇさうっさぇすぇ うき っ ゃ くっ-
けぉけいさうきけすけ ぉなょっとっ, こけおぇい-
ゃぇ ういしかっょゃぇくっ くぇ ぉういくっし 
おけくしせかすぇくすしおぇすぇ おけきこぇくうは 
“[っゅせし ゅさせこ”.  
¨しゃっく こけかけあうすっかくぇすぇ くぇ-

しすさけえおぇ,
ょけぉなさ っそっおす うきぇ う ぇおけ 

しう くぇぉっかっあうき くはおけう 
こかぇくけゃっ, おけうすけ ぉうたきっ 
うしおぇかう ょぇ けしなとっしすゃうき ゃ 
こさけそっしうけくぇかっく ぇしこっおす,
おけきっくすうさぇ ょけちっくす ╀ぇおさぇ-

つっゃぇ.
“╃けぉさっ っ ょぇ しう けこさっょっかうき
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ うかう 

ちっか, おけうすけ ょぇ くう きけすうゃう-
さぇす
うかう ょぇ こさけゃけおうさぇす うくすっ-

さっしぇ くう ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇきっ し 
させすうくくうすっ ゃなこさけしう. ╃ぇ こけ-
きうしかうき おぇおゃけ ぉう くう しっ うし-
おぇかけ ょぇ こけょけぉさうき こさうくちうこ-
くけ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ”.
]こけさっょ っおしこっさすぇ うきぇ くは-

おけう こさけしすうつおう すったくうおう, し 
おけうすけ ょぇ しう こけきけゅくっき.
╁ きくけゅけ こさけそっしうう きけくう-

すけさなす っ くっういぉっあっく ぇすさう-
ぉせす. ╃けぉさっ っ ょぇ ゅけ こけしすぇゃうき 
かっおけ くぇゅけさっ う ゃょはしくけ けす 
くうゃけすけ くぇ こけゅかっょぇ ゃ しっょくぇ-
かけ こけかけあっくうっ.
¨す ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ っ こけ-

かっいくけ ょぇ こけゅかっあょぇきっ う 
いぇょなさあぇきっ こけゅかっょぇ しう 
くぇゅけさっ う ゃょはしくけ いぇ こけ 
けおけかけ 30 しっおせくょう.
′っいぇぉぇゃっく さっいせかすぇす  うきぇ 

う ぇおけ ういかっいっき う しっ さぇい-
たけょうき くぇ しかなくちっ, ょけおぇすけ 
ゃしっ けとっ ゅけ うきぇ, ょうてぇえおう 
ょなかぉけおけ.
‶しうたけかけあおぇすぇ くう しなゃっすゃぇ 

けとっ ょぇ しう しかけあうき ゃ すっ-
かっそけくぇ うかう くぇ ょっしおすけこぇ 
しくうきおぇ けす こさっおぇさぇくぇ こけ-

つうゃおぇ, いぇ ょぇ きけあっ こっさうけ-
ょうつくけ ょぇ は こけゅかっあょぇきっ う 
ょぇ しっ いぇさっあょぇきっ, ゃさなとぇえおう 
しっ おなき ういあうゃっくうすっ こさうはすくう 
きけきっくすう.
‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ けす-

こせしおぇ しなとけ っ けす いくぇつっくうっ 
いぇ しうくょさけきぇ くぇ しかっょけすこせし-
おぇさしおぇすぇ ょっこさっしうは.
╆ぇ ょぇ きけあっ くぇうしすうくぇ ょぇ しっ 

けすなさしうき けす さぇぉけすくぇすぇ しさっ-
ょぇ, しぇ くっけぉたけょうきう
すさう しっょきうちう くぇ けすおなし-

ゃぇくっ けす さぇぉけすくうは こさけ-
ちっし,
おぇいゃぇ ょけちっくす ╀ぇおさぇつっゃぇ.
[ぇぉけすけょぇすっかうすっ けぉぇつっ ゃな-

ゃっあょぇす きぇしけゃぇ こさぇおすうおぇ いぇ 
けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ けすこせしおうすっ 
ょけ ょゃっ しっょきうちう.
¨こすうきぇかくぇすぇ こけつうゃおぇ 

けす そういうけかけゅうつくぇ ゅかっょ-
くぇ すけつおぇ っ こけつすう くっこけ-
しすうあうきぇ ゃ しなゃさっきっくくうは 
しゃはす, しきはすぇ こしうたけかけゅなす.
“╆ぇ とぇしすうっ, すけゃぇ くっ けいくぇ-

つぇゃぇ, つっ う ょゃせょくっゃくぇ こけ-

╁ 『っくすなさぇ いぇ ゅっくっすうつくう ういしかっょゃぇくうは 
こさう ╋っょうちうくしおうは そぇおせかすっす ゃ ]すぇ-

さぇ ╆ぇゅけさぇ  ゃっつっ しっ  こさぇゃはす ゅっくっすうつくう 
ういしかっょゃぇくうは くぇ ぉさっきっくくう あっくう. 〈けゃぇ 
けぉはゃう さなおけゃけょうすっかはす くぇ かぇぉけさぇすけさうはすぇ 
ゅかぇゃっく ぇしうしすっくす ょ-さ ╀けさうしかぇゃ ‶けこけゃ. 
╊ぇぉけさぇすけさうはすぇ っ ぇおさっょうすうさぇくぇ う っ 

すさっすぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ しかっょ ]けそうは う ╁ぇ-
さくぇ. ¨ぉけさせょゃぇくぇ っ し くけゃぇ, せくうおぇかくぇ 
ぇこぇさぇすせさぇ くぇ しすけえくけしす 85 たうかはょう かっゃぇ, 
けしうゅせさっくう けす ぉのょあっすぇ くぇ ╋っょうちうくしおうは 
そぇおせかすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈は っ しゃなさいぇくぇ 
おなき しなさゃなさ ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅっくっすうつ-
くぇ かぇぉけさぇすけさうは こさう 〉くうゃっさしうすっすしおぇすぇ 
ぉけかくうちぇ.

╀なょっとうすっ きぇえおう けす ぃゅけういすけつくぇ ╀なかゅぇさうは, 
ゃきっしすけ ょぇ こなすせゃぇす ょけ ]けそうは, きけゅぇす ょぇ こけしっすはす 
かぇぉけさぇすけさうはすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈せお きけあっ ょぇ うき 
しっ ゃいっきっ おさなゃ, ょぇ しっ けこうてっ おさなゃくぇすぇ おぇさすうくぇ う 
さっいせかすぇすうすっ ょぇ しっ ういこさぇすはす ょけ しこっちうぇかういうさぇくぇすぇ 
かぇぉけさぇすけさうは ゃ しすけかうちぇすぇ, おなょっすけ ょぇ しっ くぇこさぇゃはす 
ういしかっょゃぇくうはすぇ. ╃け すさう ょくう あっくうすっ きけゅぇす ょぇ ゃう-
ょはす さっいせかすぇすぇ しう し おけきっくすぇさ こけ うくすっさくっす, ゃ おけえすけ 
ょぇ しっ こけしけつう うきぇ かう さうしお いぇ ぉさっきっくくけしすすぇ うき.
╂っくっすうつくうすっ ういしかっょゃぇくうは くぇ ぉさっきっくくうすっ あっくう 

しぇ ぉっいこかぇすくう う いぇょなかあうすっかくう しかっょ こさうっきぇくっすけ 
くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ “‶さけそうかぇおすうおぇ う 
ょうぇゅくけしすうおぇ くぇ ゃさけょっくう くぇしかっょしすゃっくう いぇぉけかは-
ゃぇくうは ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは” う “′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ さっょおう ぉけかっしすう 2009- 2013 ゅけょうくぇ.”          

   〈┿

つうゃおぇ くっ きけあっ ょぇ くう ょけくっしっ 
きくけゅけ こけかけあうすっかくう っきけ-
ちうう. ╁ぇあくけすけ っ ょぇ くっ こさけ-
こせしおぇきっ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
しっ くぇしかぇょうき くぇ ゃしっおう っょうく 
きうゅ”.  
╀なかゅぇさうすっ きけあっ う ょぇ しぇ し 

こっしうきうしすうつくぇ くぇゅかぇしぇ こけ 
こさうさけょぇ, くけ ういゅかっあょぇ くっ しぇ 

ういゅせぉうかう しこけしけぉくけしすすぇ しう 
ょぇ さぇいこせしおぇす.
′うっ ゃしっ けとっ しきっ いぇこぇいう-

かう かっおけすぇすぇ くぇ けぉとせゃぇくっ-
すけ こけきっあょせ しう う ょけ ゅけかは-
きぇ しすっこっく しこけくすぇくくけしすすぇ ゃ 
おけくすぇおすうすっ いぇ さぇいかうおぇ けす 
しすっさっけすうこうすっ ゃ いぇこぇょくうすっ 
けぉとっしすゃぇ, おけきっくすうさぇ こしう-
たけかけゅなす.
╂けかはきぇ つぇしす けす たけさぇすぇ せ 

くぇし せしこはゃぇす ょぇ しう こけつうくぇす, 
ょけぉぇゃは すは. ┿ すっいう, おけうすけ くっ 
きけゅぇす, すさはぉゃぇ ょぇ しっ けこうすぇす
ょぇ くっ こさっくぇしはす こさけそっ-

しうけくぇかくうすっ しう こさけぉかっきう 
せ ょけきぇ,
おけっすけ っ きぇしけゃぇ すっくょっくちうは.
′ぇ すはた すは こさっこけさなつゃぇ 

しかっょくけすけ せこさぇあくっくうっ - ょぇ 
こけゅかっょくぇす ゃさぇすぇすぇ くぇ さぇ-
ぉけすくけすけ こけきっとっくうっ くぇ うい-
かういぇくっ, ょぇ いぇょなさあぇす こけゅかっ-
ょぇ しう ょっしっすうくぇ しっおせくょう う 
きうしかっくけ ょぇ いぇすゃけさはす ゃしうつ-
おう こさけぉかっきう いぇょ くっは ょけ 
しかっょゃぇとうは ょっく, おけゅぇすけ は 

けすゃけさはす.
┿おけ さぇぉけすはす けす ゃおなとう, いぇ-

ょなかあうすっかくけ ょぇ しこぇいゃぇす さぇ-
ぉけすくけすけ しう ゃさっきっ. ′ぇ こさなゃ 
こけゅかっょ っ すさせょくけ, くけ ょけぉさぇ-
すぇ くけゃうくぇ っ, つっ しっ くぇせつぇゃぇ 
し こさぇおすうおぇ ょけ けおけかけ きっしっち. 
                                                                             〈┿
/こけ きぇすっさうぇかう けす ╀〈┿/

╇いきうくぇかうすっ 51 ゅけょうくう 
/1960-2011/ しぇ っしすっしすゃっくけ 

けしくけゃぇくうっ いぇ さぇいきうしかう けおけかけ 
うしすけさうはすぇ くぇ きっすぇかけさっあっとうすっ 
きぇてうくう /╋╋/, こさけういゃっあょぇくう ゃ 
╆ぇゃけょ 5.
╁ しゃけはすぇ ょなかゅけゅけょうてくぇ うしすけ-

さうは „┿さしっくぇか” ┿╃ っ こさけういゃっあ-
ょぇか さぇいくけけぉさぇいくぇ こさけきうてかっくぇ 
こさけょせおちうは, くっ しぇきけ しこっちうぇか-
くぇ, くけ う しすけこぇくしおぇ. ╇きっくくけ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ しすけこぇくしおぇ 
こさけょせおちうは - こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう, 
そけさきうさぇ  „┿さしっくぇか” う おぇすけ きぇ-
てうくけしすさけうすっかっく いぇゃけょ. 

‶さっい こっさうけょぇ 1947 - 1954 
ゅけょうくぇ しぇ ういさぇぉけすっくう いぇ 

しけぉしすゃっくう くせあょう こなさゃうすっ きっ-
すぇかけさっあっとう きぇてうくう ゃ „┿さしっ-
くぇか” /すけゅぇゃぇ ╆ぇゃけょ 10/. 

‶け けぉさぇいちう くぇ くっきしおうすっ そうさ-
きう  „╁けかきぇく”, „′うかっし” う „《さぇくち 
╁っさくっさ” しっ こさけういゃっあょぇす  しなけす-
ゃっすくけ しすさせゅけゃう う そさっいけゃう きぇ-
てうくう こけょ すったくうつっしおけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ  くぇ ╋. ┿かっおしぇくょさけゃ. 
‶さけきうてかっくけすけ こさけういゃけょしすゃけ 

くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう ゃ 
„┿さしっくぇか”, けぉぇつっ, しっ けさゅぇくういう-
さぇ こさっい 1960 ゅけょうくぇ. ╆ぇ ちっかすぇ 
っ しそけさきうさぇくけ しこっちうぇかくけ いゃっくけ  
こけょ くぇうきっくけゃぇくうっすけ „‶さけうい-
ゃけょしすゃけ 100” し くぇつぇかくうお うくあ. 
╇ゃ. ╇ゃぇくけゃ. ‶さけういゃけょしすゃけすけ, 
ょぇかけ くぇつぇかけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 5, しっ 
せいぇおけくはゃぇ し こけしすぇくけゃかっくうっ くぇ 
╋] けす 1962 ゅけょうくぇ. 
‶なさゃけくぇつぇかくけ こさけういゃけょしすゃっ-

くうすっ きけとくけしすう ぉはたぇ さぇいこけかけ-
あっくう ゃ ょゃっすっ  たぇかっすぇ, のあくけ けす 
『》╊ /きったぇくうつっく ちった/ う のあくけ 
けす きせいっは /きけくすぇあっく う こさけすけすう-
こっく ちった/. ╉ぇょさうすっ, きぇてうくうすっ う 
しなけさなあっくうはすぇ しぇ けしうゅせさっくう けす 
くぇかうつくけしすうすっ ゃ „┿さしっくぇか”.

‶さっい こっさうけょぇ 1960 - 1961 
ゅ. ぉはたぇ せしゃけっくう こなさゃうすっ 

ういょっかうは - すけゃぇ しぇ こさけぉうゃくうすっ 
きぇてうくう ╀╉20, /‶╉20/, ╀╉32 /
‶╉32/ う ╀12 /‶12/.

〈ったくうつっしおぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ う 
さなおけゃけょしすゃけすけ こさう せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
きぇてうくうすっ しっ ういゃなさてゃぇてっ けす 
おけくしすさせおすけさ けす すったくけかけゅうつっく 
けすょっか し さなおけゃけょうすっか うくあ. ′. 
╀さぇすけっゃ, けす ゅか. すったくけかけゅ 》. ]う-
きっけくけゃ, けす ¨╂╋ し ゅか. きっすぇかせさゅ 
うくあ. ╁. 〈のさおっょあうっゃ, おぇおすけ う 
けす ょさせゅう いゃっくぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
¨こうすくうすっ けぉさぇいちう しっ ういさぇ-

ぉけすゃぇたぇ ゃ こさけすけすうこくうは ちった し 
く-お ′. ╊うかけゃ. 
′ぇつぇかくうすっ ゅけょうくう くぇ こさけうい-

ゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう ゃ いぇゃけょぇ しっ たぇさぇおすっ-
さういうさぇす, っしすっしすゃっくけ, し ういこけかい-
ゃぇくっすけ くぇ つせあょ けこうす - けしくけゃくけ 

ゃ おけくしすさせおすうゃくぇ ょけおせきっく-
すぇちうは う けぉさぇいちう. ╁こけしかっょ-
しすゃうっ, し くぇすさせこゃぇくっすけ くぇ 
しけぉしすゃっく けこうす, しっ こさっきうくぇ 
おなき しないょぇゃぇくっすけ くぇ しけぉしす-
ゃっくう けさうゅうくぇかくう ういょっかうは. 
′ぇしすけはとうはす きぇすっさうぇか 

ぇおちっくすうさぇ ゅかぇゃくけ ゃなさたせ 
くはおけう っこういけょう けす こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ そさっいけゃうすっ 
きぇてうくう くぇ ╆ぇゃけょ 5, こさっ-
ゃなさくぇかう しっ ゃ しゃけっけぉさぇいくぇ  
くっゅけゃぇ っきぉかっきぇ.

′ぇつぇかけすけ っ こけしすぇゃっくけ ゃ 
こっさうけょぇ 1962 - 1963 

ゅけょうくぇ. ‶け ょけおせきっくすぇちうは 
くぇ ╆╋╋ - ]けそうは っ せしゃけっ-
くぇ せくうゃっさしぇかくぇ おけくいけかくぇ 
そさっいけゃぇ きぇてうくぇ 《〉250, 

くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ おけはすけ, つさっい 
しけぉしすゃっくぇ さぇいさぇぉけすおぇ,  っ 
せしゃけっく う くっうく ゃっさすうおぇかっく 
ゃぇさうぇくす - 《╁250. ‶け けぉ-
さぇいっち くぇ きぇてうくぇ 6╋32 /
]]][/ っ せしゃけっくぇ 《〉320. 
 ╁ こっさうけょぇ ょけ 1968 ゅけ-

ょうくぇ しぇ こさけういゃっょっくう くぇょ 

1430 ぉさけは そさっいう 《〉250, 
おぇすけ しぇきけ こさっい 1968 ゅけ-
ょうくぇ しぇ ういさぇぉけすっくう 500 
ぉさけは けす すけいう すうこ. ╃け 1971 
ゅけょうくぇ しぇ こさけういゃっょっくう 
くぇょ 4500 ぉさけは 《〉320, こさう 
きぇおしうきぇかくけ ゅけょうてくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ  こさっい 1970 ゅけ-
ょうくぇ 950ぉさ.
‶け ょけおせきっくすぇちうは くぇ 

′╇‶╉╇╋╋╇ - ]けそうは /
′ぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおう 

こさけっおすぇくすしおう う おけくすさけかっく 
うくしすうすせす/ こさっい 1965 ゅけょうくぇ 
ゃ ╆ぇゃけょ 5 ぉはたぇ ういさぇぉけすっ-
くう こさけすけすうこうすっ くぇ こなさゃぇすぇ 
そさっいけゃぇ きぇてうくぇ し こさけゅさぇき-
くけ せこさぇゃかっくうっ - 《╃001, 
おぇおすけ う おけこうさくぇすぇ きぇてうくぇ 
《╉001.

‶さっい 1966 ゅけょうくぇ ゃ いぇ-
ゃけょぇ ぉっ せしゃけっくぇ, くぇ 

ぉぇいぇすぇ くぇ つせあょ けこうす, しけぉしす-
ゃっくぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ うく-
しすさせきっくすぇかくぇ そさっいけゃぇ きぇ-
てうくぇ 《╇251, 

けす おけはすけ しぇ こさけういゃっょっくう 
くぇょ 10 きぇてうくう. 
‶さっい すっいう ゅけょうくう っ せしゃけ-

っくけ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ てう-
さけおぇ くけきっくおかぇすせさぇ けす せくう-
ゃっさしぇかくう こさうしこけしけぉかっくうは 
いぇ そさっいけゃうすっ きぇてうくう: ╁《╂, 
〉╃┿, ╉╃╋, 】╂, 〉《╂ う ょさ. 
‶さけういゃっょっくう ぉはたぇ くぇょ 74 
たうか. ぉさけは けす すっいう こさうしこけしけ-
ぉかっくうは.
╋っあょせゃさっきっくくけ こさけうい-

ゃけょしすゃけすけ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ 

くけゃけういゅさぇょっくうは ╆ぇゃけょ 7 /
しっゅぇてくぇすぇ こかけとぇょおぇ/. ╃け-
しすぇゃっくけすけ くけゃけ けぉけさせょゃぇくっ 
ぉっ きけくすうさぇくけ  ゃ しこっちうぇかう-
いうさぇくう すったくけかけゅうつくう かう-
くうう. ‶け すけいう こけゃけょ はこけくしおう 
しこっちうぇかうしすう  きくけゅけ こけ-おなし-
くけ いぇはゃうたぇ, つっ „すけゃぇ っ うょっ-
ぇかくけ しすさせおすせさうさぇく いぇゃけょ 
いぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてう-
くう”. ╆ぇゃけょなす ぉっ けそうちうぇかくけ 
けすおさうす こさっい 1965 ゅけょうくぇ. 

‶さけういゃけょしすゃっくうすっ きぇてうくう 
《〉250 う 《〉320, おけうすけ ゃっつっ 
しこけきっくぇたきっ, うきぇたぇ さぇいかうつっく 
こさけういたけょ: すっ ぉはたぇ こさうくちうこ-
くけ さぇいかうつくう おけくしすさせおちうう, 
くはきぇたぇ こけきっあょせ しう せくうそう-
おぇちうは  くぇ ょっすぇえかうすっ う ゃないかう-
すっ. 〈けゃぇ しないょぇゃぇてっ しっさうけいくう 
こさけういゃけょしすゃっくう う けさゅぇくういぇ-
ちうけくくう こさけぉかっきう, すなえ おぇすけ 
こさけういゃけょしすゃけすけ うき ゃっつっ いぇっ-
きぇてっ きくけゅけ しなとっしすゃっく ょはか ゃ 
こさけゅさぇきぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ 《〉250 う 

《〉320 いぇこけつくぇたぇ ょぇ けすしすなこ-

ゃぇす こけ すったくうつっしおう こけおぇいぇ-
すっかう くぇ こさけういゃっあょぇくうすっ けす 
つせあょっしすさぇくくうすっ そうさきう うい-
ょっかうは けす すけいう すうこ. 

‶け すっいう う ょさせゅう しなけぉさぇ-
あっくうは ゃ さなおけゃけょしすゃぇすぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” う くぇ ╆ぇゃけょ 5 しっ 
いぇさけょう うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ くけゃぇ きけょうそうおぇちうは  そさっ-
いけゃう きぇてうくう, し てうさけつうくぇ くぇ 
さぇぉけすくぇすぇ きぇしぇ 250 う320 きき.
‶なさゃけくぇつぇかくうすっ こさけせつ-

ゃぇくうは こけ すけいう ゃなこさけし しっ 
ういゃなさてゃぇたぇ ゃ ′╇‶╉╇╋╋╇ 
-]けそうは. 〈ったくうつっしおうすっ たぇ-
さぇおすっさうしすうおう くぇ くけゃうすっ 
おけくしすさせおちうう, おけうすけ しっ こさっょ-
かぇゅぇたぇ, くっ ぉはたぇ ょけしすぇすなつくけ 
けこすうきういうさぇくう - うきぇてっ せゃかっ-
つっくうっ いぇ くっけぉけしくけゃぇくけ いぇゃう-
てぇゃぇくっ くぇ けすょっかくうすっ こぇさぇ-
きっすさう. 『っかってっ しっ こけしすうゅぇくっ 
くぇ けちっくおぇ „╉” こけ すけゅぇゃぇてくぇ-
すぇ しうしすっきぇ いぇ けちっくはゃぇくっ  くう-
ゃけすけ くぇ ういょっかうっすけ. 

╁いっ しっ さってっくうっ さぇぉけすぇすぇ 
こけ こさけっおすうさぇくっすけ くぇ くけゃうすっ 
きぇてうくう ょぇ しっ けしなとっしすゃう ゃ 
„┿さしっくぇか”. ╁っつっ ぉはたぇ くぇかうちっ 
くっけぉたけょうきうすっ こさっょこけしすぇゃ-
おう -うきぇたきっ くぇかうちっ, きぇおぇさ う 
おさぇすなお, くけ きくけゅけ ちっくっく けこうす. 

‶さっい 1967 ゅけょうくぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか” ぉっ しないょぇょっくぇ ╀ぇ-

いぇすぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ 
くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう – 
╀〈[ /ゃこけしかっょしすゃうっ こさっうきっ-
くせゃぇくぇ くぇ ╀[╁ う ╇╋╋/.

╀〈[ しっ しなしすけってっ けす すったくう-
つっしおう けすょっかう, こさけすけすうこっく 

ちった, かぇぉけさぇすけさうう う ょさせゅう 
いゃっくぇ.

′ぇさっょ し つぇしす けす すったくうつっしおう-
すっ おぇょさう くぇ ╆ぇゃけょ 5 おなき くっは 
ぉはたぇ こさうゃかっつっくう くけゃう うくあっ-
くっさくう おぇょさう. [なおけゃけょうすっか 
くぇ ╀〈[ ぉっ うくあ. ′. ╀さぇすけっゃ.

‶なさゃけくぇつぇかくけ けしくけゃくぇ 
くっえくぇ いぇょぇつぇ ぉっ こさけ-

っおすうさぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ ゅぇきぇ 
そさっいけゃう きぇてうくう. ╇いゃなさ-
てうたぇ しっ ょけこなかくうすっかくう いぇ-
ょなかぉけつっくう  こさけせつゃぇくうは くぇ 

こさけういゃっあょぇくうすっ おけくいけかくう う 
ぉっいおけくいけかくう そさっいけゃう きぇてう-
くう くぇ ゃけょっとう つせあょっしすさぇくくう 
そうさきう. ]なしすぇゃっくけ ぉっ  すったくう-
つっしおけ いぇょぇくうっ, さぇいさぇぉけすっく 
ぉっ うょっっく う さぇぉけすっく こさけっおす, 
ういさぇぉけすっくう ぉはたぇ きぇおっすう う 
こさけすけすうこう, ういゃなさてうたぇ しっ くっ-
けぉたけょうきうすっ ういこうすぇくうは, せいぇ-
おけくうたぇ しっ ういょっかうはすぇ. ¨すかうつ-
くけ し すぇいう いぇょぇつぇ しっ しこさぇゃう 
ぇきぉうちうけいっく きかぇょ おけかっおすうゃ 
けす おけくしすさせおすけさう. 〈けゃぇ ぉはたぇ 
うくあっくっさうすっ: 》さ. ╃せくょけゃ, ╋. 
╃うきうすさけゃ, ╇ゃ. ╋ぇさうくけゃ, ╋. 
[. ╋うたぇえかけゃ, ╇か. 』うさこぇくかう-
っゃ, ╋か. ‶けこけゃ, ょういぇえくっさなす 
]す. ╃うきけゃ う きくけゅけ ょさせゅう. 
‶さう こさけっおすうさぇくっすけ くぇ きぇ-
てうくうすっ おけくおさっすくけ ゃくうきぇくうっ 
うきぇてっ う けすしすさぇくぇ くぇ ゅっく. ╂. 
ぅきぇおけゃ - すけゅぇゃぇてっく ゅっく. ょう-
さっおすけさ くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”.
〈ったくけかけゅうはすぇ いぇ こさけういゃけょ-

しすゃけ くぇ きぇてうくうすっ ぉっ さぇいさぇ-
ぉけすっくぇ けす けこうすくうすっ  すったくけ-
かけゅうつくう けすょっかう くぇ ╀〈 し ゅか. 
すったくけかけゅ  うくあ. ╋. ╋. ╋うたぇえ-
かけゃ, う くぇ ╆ぇゃけょ 5 し ゅか. すったくけ-
かけゅ うくあ. ╂. 『けくっゃ. ]なとっしす-
ゃっく こさうくけし ゃ せこさぇゃかっくうっすけ  
くぇ きぇてうくうすっ うきぇたぇ  ¨╂╋ し 
さなおけゃけょうすっか うくあ. 〈. ╂さぇきぇ-
すうおけゃ う ¨》〈 し さなおけゃけょうすっか 
うくあ. ╊. 』せおけゃぇ.    
╉ぇおすけ こさっょう, すぇおぇ う しっゅぇ, 

さなおけゃけょくうすっ う ういこなかくうすっか-
しおうすっ おぇょさう くぇ いぇゃけょうすっ 5, 6 
う 7 ゃかけあうたぇ ちはかけすけ しう せきっ-
くうっ こさう さっぇかういうさぇくっすけ くぇ 
すぇいう いぇょぇつぇ.

うくあ. ‶. ╃あせさおけゃ
/しかっょゃぇ こさけょなかあっくうっ/

》ちそけくうそおつてうそてそ せあ なちかくそうけ すあのけせけ - そつせそうかせ たちそなけし せあ くあうそおあ

〉くうゃっさしぇかくぇ そさっいけゃぇ きぇてうくぇ 《〉320

〉くうゃっさしぇかくぇ そさっいけゃぇ きぇてうくぇ 《〉250

╋っつすぇくけすけ きけさっ しゃなさてゃぇ ぉなさいけ

』っしすぇ ゅかっょおぇ ゃ こなさゃぇすぇ しっょきうちぇ しかっょ けすこせしお
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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[╅′╅〉]ぇぁ╅〉[╅ ¨′╉╅╇╅ 
[】]¨〉╅『〉╅ 》』¨｠《]《╈¨っ 
[╅′╅〉]ぇぁ╅〉[╅ ¨′╉╅╇╅ 
[】]¨〉╅『〉╅ 》』¨｠《]《╈¨っ 

„╅『』╊〉╅]“ 〉╅ 》《『╊╉〉《【《 
〈╊╋╉】〉╅『《╉〉《 ¨′]《╋╊〉¨╊ 

ん¡îñÖöó
╊さつたかちてせそ: [ちあつけすけちあ ｠あちけくあせそうあ 

》ちそいしかすけてか せあ えちあきおあせけてか せみすあて ぬうみて

╇かてかちあせけ:
¨つてそちけみてあ せあ ′あうそお 5

„╅ちつかせあし“ たちあはあ いかくたしあてせそ せあ すそちか

[あさ おあ せあおうけかす つてちかつあ つしかお そてたとつさ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 7 24 55

ごÑó ó çó¢

』しかお ╅いと ╉あいけ, 『けそ ╉か ╋あせかこちそ け ¨つてあせいとし - つかえあ う ]そせおそせ – DSEI 2011.
„╆ぇっょくけ し ‶ぇさうあおけすけ, ういかけあっくうっすけ ゃなゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは 

っ っょくけ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ う こさっしすうあくう くっ しぇきけ ゃ ╄ゃさけこぇ, くけ 
う ゃ しゃっすぇ.” – しこけょっかう ╋ぇさうくぇ ╈けさょぇくけゃぇ, さなおけゃけょうすっか けす-
ょっか „╋ぇさおっすうくゅ” ゃ „┿さしっくぇか 2000” こけ こけゃけょ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ 
せつぇしすうっ くぇ そうさきぇすぇ ゃ くっゅけ. 〈けゃぇ っ ょけこなかくうすっかくぇ きけすうゃぇちうは, 
いぇすけゃぇ う ういょっかうはすぇ, おけうすけ しっ こけょゅけすゃはす, しぇ こけゃっつっ, けすおけか-
おけすけ すっいう, し おけうすけ „┿さしっくぇか” しっ こさっょしすぇゃう こさっょう くはおけかおけ 

きっしっちぇ ゃ ╇しすぇくぉせか”. DSEI 2011 とっ しなぉっさっ いぇ こけさっょっく こなす ゃぇ-
あくう ゅけしすう けす ちはか しゃはす  う そうさきう – こさけういゃけょうすっかう くぇ ゃけっくくぇ 
すったくうおぇ う すったくけかけゅうう ゃ しないょぇょっくぇ けこすうきぇかくぇ ぉういくっし しさっょぇ 
ゃ ういかけあぉっくうは ちっくすなさ ExCel. ╊けくょけくしおうすっ ょけきぇおうくう しないょぇ-
ゃぇす せしかけゃうは う ゃないきけあくけしすう いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっ くぇ おけくすぇおすう 
きっあょせ こぇさすくぬけさう, いぇ さぇいきはくぇ くぇ うょっう, ょうしおせしうう いぇ こさっょ-

╉けくしすさせおすけさうすっ ]うきっけく ╆ぇゅぇさけゃ う ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ 
しなし しゃけはすぇ さぇいさぇぉけすおぇ - てっしすちっゃくうはす さっゃけかゃっさっく 
ゅさぇくぇすけきっす

しすぇゃはくっすけ くぇ くけゃう すったくけかけ-
ゅうう, しおかのつゃぇくっ くぇ しょっかおう, 
さぇいゃうすうっ くぇ こぇさすくぬけさしおぇすぇ 
きさっあぇ. ‶けしっすうすっかう う すなさゅけ-
ゃちう とっ きけゅぇす ょぇ しっ ょけおけしくぇす 
ょけ こけしかっょくうすっ くけゃけしすう う ょぇ 
ういぉうさぇす ういょっかうは ういきっあょせ 
1280 おけきこぇくうう けす 98 しすさぇくう 
– こさけういゃけょうすっかう くぇ けすぉさぇくう-
すっかくぇ すったくうおぇ. ¨さゅぇくういうさぇ  
しっ ょっきけくしすさぇちうは くぇ ぉけえくぇ 
すったくうおぇ, おぇすけ くぇ ゃしはおけ ゅけかは-
きけ きっあょせくぇさけょくけ ういかけあっくうっ 
– けつぇおゃぇくぇ し うくすっさっし ぇすさぇお-
ちうは. ╇いかけあっくうっすけ とっ ぉなょっ 
こけしっすっくけ けす 70 けそうちうぇかくう 
けさゅぇくういぇちうう けす 49 ょなさあぇゃう, 
こけすっくちうぇかくう おかうっくすう, ぉうい-
くっし こぇさすくぬけさう う かうちっくいうさぇ-
くう すなさゅけゃちう.
╁ こけょけぉくう せしかけゃうは „┿さしっ-

くぇか” しっ  こさっょしすぇゃは ゃ ╊けくょけく 
けす 2003 ゅ. ╇いょっかうはすぇ, こけょ-
ゅけすゃっくう いぇ すけゃぇ ういかけあっくうっ, 
しぇ: かっおけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ    
/こうしすけかっす „┿さしっくぇか ╉けき-
こぇおす”, ぇゃすけきぇすう う こったけすくぇ 
おぇさすっつくうちぇ/, ゅさぇくぇすけきっすう /
こけょちっゃっく, しぇきけしすけはすっかっく, 
さっゃけかゃっさっく う さなつっく こさけすう-
ゃけすぇくおけゃ/, ゅぇきぇ ぉけっこさうこぇしう 
/きぇかけおぇかうぉさっくう う ぇさすうかっ-
さうえしおう, ゅさぇくぇすう – さなつくう, 
ょうきくう う いゃせおけゃけ-しゃっすかうくくう, 
ういしすさっかう - きうくけたゃなさゅぇつくう う 
いぇ さぇいかうつくうすっ ゃうょけゃっ ゅさぇくぇ-
すけきっすう/, ゃいさうゃぇすっかう, おぇこしせ-
かう う ょさ. 

5 ｠¨]っ╉¨ ╈《╉¨ぃ〉《 〉╅ 〈《『╊ 
╇ ｠《【╊] „╅『』╊〉╅]”
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〈ぇいう ゅけょうくぇ すけえ さぇぉけすう いぇ こさなゃ こなす. 【っいかけくゅう, ぉうしっさくぇ 
ゃけょぇ, っしすっしすゃっくぇ いっかっくうくぇ, ょけさう せさっょう いぇ そうすくっし おさぇえ ゃけ-
ょぇすぇ – ゃしっ くっとぇ, おけうすけ ょけこさっょう ゅけょうくぇ ぉはたぇ きっつすぇ いぇ ゅけしすう-
すっ くぇ たけすっかぇ, おけうすけ ゃっつっ うきぇたぇ っおしすさぇすぇ ょぇ しぇ くぇ 50 きっすさぇ 
けす こかぇあぇ う きけさっすけ. ]っゅぇ, けしゃっく ぉぇしっえくぇ, かけぉう – ぉぇさ, くけゃけ 
けそけさきかっくうっ くぇ こさけしすさぇくしすゃけすけ くぇけおけかけ う っあっゅけょくけ けぉけ-

ゅぇすはゃぇくぇすぇ ぇさすうしすうつくぇ しさっ-
ょぇ くぇ しこさっすくぇすうは こぇさお おさぇえ 
13-っすぇあくぇすぇ しすぇくちうは けすこせし-
おぇす くっさゃうすっ くぇ かっすけゃくうちうすっ, 
ょけてかう くっ しぇきけ けす ╉ぇいぇくかなお う 
ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, くけ う けす つせあ-
ぉうくぇ. ]なつっすぇくうっすけ けす ぉかう-
いけしすすぇ ょけ きけさっすけ, くぇかうつうっすけ 
くぇ ぉぇしっえく う うしすうくしおぇ しはく-
おぇ けす ょっしっすうかっすくう ょなさゃっすぇ 
けぉうおくけゃっくけ しすさせゃぇ しおなこうつおけ 
くぇ すせさうしすぇ, ういぉさぇか たけすっか くぇ 
こなさゃぇ かうくうは – こけくっ こけ 200 
かゃ. くぇ ょっく.〈せお, けぉぇつっ, くっ-
とぇすぇ しぇ せつせょゃぇとけ さぇいかうつくう, 
しすぇゃぇ はしくけ しかっょ さぇいゅけゃけさぇ し 
ょけぉさうすっ しすけこぇくう くぇ たけすっかぇ 
– うしすうくしおう ゅけしすけこさうっきくうすっ 
ょけきぇおうくう – しけぉしすゃっくうおなす くぇ 
そうさきぇすぇ-くぇっきぇすっか くぇ おけき-
こかっおしぇ  ╉うさうか ╂っけさゅうっゃ, せこ-
さぇゃうすっか くぇ „╀ういくっし ╉けくしせかす”, 
おけはすけ しすけこぇくうしゃぇ たけすっかぇ けす 
12 ゅけょうくう, う ′っょっかつけ ╂ぇくっゃ 
– っょうく しすけこさけちっくすけゃ こけっす, 
おけえすけ ういくっくぇょゃぇとけ さってぇ-
ゃぇ  こっさそっおすくけ っあっょくっゃくうすっ  
いぇょぇつう こけ そせくおちうけくうさぇくっすけ 
くぇ ぉぇいぇすぇ.

¨つてけせつさあてあ けくせかせあおあ か
いあつかこせひて せあ にそてかし „╅ちつかせあし”

╄かうすくうすっ しこけさすうしすう, けぉぇつっ, 
ょぇかっつ くっ ういつっさこゃぇす おけかけさう-
すぇ くぇ かっすせゃぇくっすけ ゃ たけすっかぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, おなょっすけ くぇゃさっきっすけ,  
こさっょう 20-30 ゅけょうくう, しっ さぇい-
きうくぇゃぇたきっ しぇきけ し おぇいぇくかな-
つぇくう. ‶けこせかはさくけしすすぇ くぇ ょけ-
きぇおうくぇ ′っょっかつけ ╂ぇくっゃ しさっょ 
こうてっとうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは う すさぇえ-
くうすっ きせ こさうはすっかしすゃぇ し さけょくう 
おせかすせさすさっゅっさう ょけおぇさゃぇす ゃ たけ-
すっかぇ くぇ „┿さしっくぇか”
『ゃっすなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 

こけっいうは う こさけいぇ

╁ くぇつぇかけすけ う おさぇは くぇ しっいけ-
くぇ すせお しっ こさぇゃはす かうすっさぇすせさくう 
しさっとう, くけ くぇえ-ゅけかはき おせこけく 
しすぇゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ そっしすうゃぇかぇ 
くぇ ぉぇさょけゃっすっ – こけっすうすっ し おう-
すぇさう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, きくけゅけ 
けす おけうすけ – ゃっさくう こさうはすっかう くぇ 
╉ぇいぇくかなお おぇすけ ゅけしすう こけ 』せ-
ょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう. 《っし-
すうゃぇかなす しっ こさぇゃう けす ¨ぉとうくぇ 
′っしっぉなさ う きっしすくうすっ ょっえちう くぇ 
おせかすせさぇすぇ, ゅけかっきう こさうはすっかう 
くぇ ╉ぇいぇくかなお – ╅うゃおぇ う ╇ゃぇく 
′っくおけゃう. ╇ゃぇく しっ こさけつせ おぇすけ  
ぇゃすけさ くぇ „┿た, きけさっすけ”. ′っせし-

すけうきうはす ‶かぇきっく ]すぇゃさっゃ けす 
╀せさゅぇし, ょけぇえっくなす ╂さうてぇ 〈さう-
そけくけゃ う ]かぇゃう ╂っけさゅうっゃ けす ]な-
のいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こうしぇすっかう, 
ゅけかっきうはす くう こけっす ╉けくしすぇくすうく 
‶ぇゃかけゃ, ╊のぉけきうさ ╊っゃつっゃ, こけ-
おけえくうはす ゃっつっ きぇえしすけさ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ ょさぇきぇすせさゅうは – ╇ゃぇく 
[ぇょけっゃ, „ぉぇとぇすぇ” くぇ ぃあくぇ 
こさけかっす ′うおけかぇ ╇くょあけゃ, しぇ 
うょゃぇかう ゃ たけすっかぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
くっゃっょくなあ. ′っょっかつけ ╂ぇくっゃ ゅう 
こけしさっとぇ おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ – くっ 
しぇきけ し こけょしかけく, ょけぉさけ ゃうくけ 

う こけょぉさぇくう きっいっすぇ, くけ う しなし 
しかぇょおぇ こさうおぇいおぇ う くっぉうゃぇかう 
しなさちっさぇいょうさぇすっかくう  うしすけさうう 
し っょくぇ おさぇつおぇ ゃ  きうしすうおぇすぇ.  
′っ し っょくぇ, ぇ し こけゃっつっ おさぇつおう 
ゃ きうしすうおぇすぇ しぇ くっけぉうつぇえくうすっ 
┿さす-うくしすぇかぇちうう う しおせかこ-

すせさう ゃ ゅさぇょうくぇすぇ
‶けかっゅくぇかぇ „ちうゅせかおぇ” し うし-

すうくしおう しすさせくう, けこくぇすう きっあょせ 
ょゃぇ ぇゃすっくすうつくう ゃけょっくうつくう 
おぇきなおぇ, しなゃなさてっくうすっ ういゃうゃ-
おう くぇ ぇきそけさぇすぇ, ゃ おけうすけ ╂ぇくっゃ 
ゃうあょぇ っすぇこう ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 

ちうゃうかういぇちうはすぇ, うくしすぇかぇちうは し 
ゃうしはとう きっあょせ ょなさゃっすぇすぇ こは-
しなつくう すけさぉうつおう, おなょっすけ, おけえ 
いくぇっ いぇとけ,  ゅけしすうすっ すなさしはす 
いかぇすけ けす ╉かけくょぇえお,  ぉなかゅぇさ-
しおぇ つってきぇ し つせつせさう, けさゅぇく し 
うしすうくしおう すさなぉう, しうきゃけか くぇ 
こなすは くぇ „┿さしっくぇか” けす つうしすけ 
ゃけっくくぇすぇ こさうくぇょかっあくけしす おなき 
ょせたけゃくけすけ きせ ういゃうしはゃぇくっ, 
けさなょうっ – つっさってけゃけ すけこつっ, 
おさぇえ おけっすけ しぇ こさなしくぇすう けさう-
ゅうくぇかくう ゅのかかっすぇ, けしすぇくぇかう 
けす さっきけくすぇ, おけえすけ けさなあっえ-
くうちぇすぇ こさぇゃう くぇ こぇきっすくうおぇ 
くぇ 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっく-
しおう こけかお... ╁しうつおけ すけゃぇ っ くっ-
ぉさっあくけ っかっゅぇくすくけ ゃこうしぇくけ 
ゃ いっかっくぇすぇ ゅさぇょうくぇ, おなょっすけ 
╂ぇくっゃ こさっい ゅけょうくうすっ っ けすゅかっ-
ょぇか おぇおゃけ かう くっ – けす おせかすうゃう-
さぇくうは すぇすせか う おぇいぇくかなておぇすぇ 
さけいぇ ょけ ょなさゃけすけ し こかけょけゃっ 
– ういすけつくうお くぇ きなあおぇすぇ こけ-
かけゃぇ しうかぇ. ]こけさっょ しゃっすけゃくうは 
そっくけきっく ]すっかぇ ╃うきうすさけゃぇ, 
ゃ ょゃけさぇ しっ せかぇゃはす すさう かなつぇ 
くぇ こしうたけゃないょっえしすゃうっ ゃなさたせ 
たけさぇすぇ  けす さぇいかうつくう こけしけおう, 
しなぉさぇかう しっ うきっくくけ すせお ゃ 
╄くっさゅうえくうは  ╄させしぇかうき くぇ 

しゃっすぇ
╊っつっぉくけすけ きはしすけ, こけしけつっ-

くけ けす ╃うきうすさけゃぇ, ゃ ういすけつくうは 
なゅなか くぇ ょゃけさぇ, っ しこっちうぇかくけ 
けすぉっかはいぇくけ し きっすぇかくぇ すけこおぇ, 
くぇょ おけはすけ しぇ しおかのつっくう おぇすけ 
こうさぇきうょぇ すさう けぉかっつっくう ゃ いっ-
かっくうくぇ しすなかぉぇ. ╋はしすけすけ, しこけ-
さっょ ]すっかぇ ╃うきうすさけゃぇ, ぉうかけ 
こさう けこさっょっかっくう せしかけゃうは ゃ 
さっいけくぇくし しなし いっきはすぇ う いぇすけゃぇ 
かっおせゃぇかけ.
╁しうつおけ, おけっすけ ゃうあょぇす すせさう-

しすうすっ すせお, しなし しうゅせさくけしす うい-
うしおゃぇ ゅけかっきう ゅさぇあう. ╀ぇいぇすぇ 
うきぇ きくけゅけ さぇいたけょう こけ こけょ-
ょさなあおぇすぇ, けぉはしくはゃぇ ╉うさうか 
╂っけさゅうっゃ. ╀っい そうくぇくしけゃぇすぇ 
こけょおさっこぇ くぇ しけぉしすゃっくうおぇ  – 
„┿さしっくぇか” ┿╃, つうっすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ うくゃっしすうさぇ ゃ たけすっかぇ, 
くっ っ ゃないきけあくけ すけゃぇ くうゃけ ょぇ 
ぉなょっ そぇおす, おぇいゃぇ けとっ ╂っけさ-
ゅうっゃ. ╊うつくぇ っ こけょおさっこぇすぇ くぇ 

ゅ-く ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ょなさ-
あう ょぇ こけょつっさすぇっ ╂っけさゅうっゃ. 
]ゅさぇょぇすぇ くぇ しすぇくちうはすぇ, こせし-
くぇすぇ こさっい 1967 ゅけょうくぇ, しっゅぇ 
っ ういちはかけ しぇくうさぇくぇ, しきっくっくう 
しぇ こぇさぇこっすうすっ こけ すっさぇしうすっ – 
ゃっつっ ぇかせきうくうっゃう う ょけしすぇ こけ-
ゃうしけおう, こけ しすぇくょぇさす, くけゃぇ っ う 
╁╇╉-うくしすぇかぇちうはすぇ, ゃけょけいぇた-
さぇくゃぇくっすけ, うきぇ 4 くけゃう ぇこぇさ-
すぇきっくすぇ, しすぇうすっ しぇ し すっかっゃう-
いけさう, きうくう ぉぇさ, おかうきぇすうお, 
すっかっそけく, すっさぇしぇ う ゃしはおぇ – し 
かうつっく しっえそ. ¨ぉけさせょゃぇくっすけ 
っ いぇ すさう いゃっいょう, くけ おぇすっゅけ-
さういぇちうはすぇ っ いぇ ょゃっ, いぇさぇょう 
こけ-きぇかおうは さぇいきっさ くぇ しすぇうすっ, 
くぇしかっょっく けす ゃさっきけすけ くぇ しけち-
ぇ, くけ しっゅぇ しっ つぇおぇ くけゃぇ おぇすっ-
ゅけさういぇちうは. ′けゃけ っ そけぇえっすけ, 
すぇいう ゅけょうくぇ っ ういゅさぇょっくぇ こかけ-
とぇょおぇすぇ し せさっょう, ょけゅけょうくぇ とっ 
しっ けぉけさせょゃぇ ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ 
う くけゃ こぇさおうくゅ. ╀ぇしっえくなす っ こけ 
くぇえ-くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは – し 

ゃけょくぇ „かっあぇくおぇ”, しかっょゃぇとけすけ 
かはすけ とっ うきぇ う ょあぇおせいう. 
„‶けしさっとぇきっ こけ 4-5 たうかはょう 

すせさうしすう くぇ しっいけく”, おぇいゃぇ しすけ-
こぇくうくなす くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ たけすっかぇ 

くぇ „┿さしっくぇか”. ╀なかゅぇさう, つったう, 
しなさぉう, せくゅぇさちう, させしくぇちう, せお-
さぇうくちう, しなさぉう, さけょくう っきう-
ゅさぇくすう けす ゃしうつおう おさぇうとぇ くぇ 
しゃっすぇ しぇ ゃっつっ さっょけゃくう ゅけしすう 
くぇ たけすっか „┿さしっくぇか” くぇ きけさ-
しおうは ぉさはゅ ゃ ′っしっぉなさ. ╇ おけっすけ 
っ くぇえ-ゃぇあくけ, こけょつっさすぇゃぇ けとっ 
ゃっょくなあ ょけきぇおうくなす ╉うさうか ╂っ-
けさゅうっゃ – ゃうくぇゅう しきっ し けすゃけさっ-
くう ゃさぇすう う しこっちうぇかくう せしかけゃうは 
いぇ たけさぇすぇ けす „┿さしっくぇか” ┿╃.
¨ゅさけきくうすっ せしうかうは ぉぇいぇすぇ 

くぇ „┿さしっくぇか” ょぇ ぉなょっ けこぇいっ-
くぇ けす しすさぇたけゃうすうすっ うおけくけきう-
つっしおう ぇこっすうすう, さぇいさぇいうかう しっ 
こけ さけょくけすけ 』っさくけきけさうっ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, おけうすけ いぇ 
きぇかおけ ょぇ こけしっゅくぇす う くぇ すぇいう 
ぉぇいぇ, けつっゃうょくけ しぇ しう しすさせゃぇ-
かう せしうかうはすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, くけ いぇすけゃぇ 
すせお ういぉはゅゃぇす ょぇ しう しこけきくはす, 
いぇとけすけ っ きうくぇかぇ うしすけさうは し 
せしこってっく おさぇえ. ′ぇしすけはとっすけ 

ゃ せしきうゃおうすっ くぇ こけつうゃぇとうすっ  
すせお ょぇゃぇ こけゃけょう っょうくしすゃっくけ 
いぇ さぇょけしす. ╀っい くうおぇおゃう けこぇしっ-
くうは いぇ ぉなょっとっすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╂けさっとうはす ぇゃゅせしすけゃしおう ょっく きけあっ う ょぇ くっ ぉなょっ すけかおけゃぇ すは-
ゅけしすっく. ┿おけ しう くぇ きけさっすけ, ぇおけ しう ゃ ′っしっぉなさ. ╇ くっこさっきっく-
くけ – ゃ こけつうゃくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ たけすっかぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. 〈ぇき 
しなし しうゅせさくけしす とっ こけかせつうて „╃っ あぇ ゃの” – けくけゃぇ せしっとぇくっ, 
つっ ゃっつっ しう ぉうか すぇき, くけ しはおぇて – くっ しなゃしっき. ╆ぇとけすけ しこけきっ-
くうすっ けす ょっすしすゃけすけ う けすこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう しぇ っょくけ, ぇ 
ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ しっゅぇ – ょさせゅけ. ╇ すけ – こけ-たせぉぇゃけ.

》ちかうちひはあすか つか う てそうあ, さそかてそ みおかす,
てうひちおけ たつけにそしそきさあてあ 〈あちけみ 』てかなあせそうあ

〉くうおぇかくぇ おくうゅぇ こけょゅけすゃは 
いぇ こっつぇす おぇいぇくかなておぇすぇ 

こしうたけかけあおぇ ╋ぇさうは ]すっそぇ-
くけゃぇ. ╉くうゅぇすぇ っ おけきこうかぇちうは 
けす おせかうくぇさうは う こしうたけかけゅうは う 
くけしう うきっすけ „╉せかうくぇさくぇ こしう-
たけかけゅうは”. ┿すさぇおすうゃくけすけ つっすう-
ゃけ しなぉうさぇ くぇょ 300 せくうおぇかくう  
う たぇさぇおすっさくう さっちっこすう けす さぇい-
かうつくう ゅっけゅさぇそしおう さぇえけくう う 
おさぇうとぇ くぇ しすさぇくぇすぇ, おぇおすけ う 
しなけすゃっすくうすっ こしうたけかけゅうつっしおう 
こさけそうかう くぇ たけさぇすぇ, くぇしっかは-
ゃぇとう すっいう さぇえけくう. 
╇ょっはすぇ くぇ ]すっそぇくけゃぇ いぇ 

おくうゅぇすぇ っ, つっ つけゃっお っ すけゃぇ, 
おけっすけ はょっ, う しすぇゃぇ すけゃぇ, おけっ-
すけ はょっ, ぇ うくしすうくおすうすっ くう おなき 
たさぇくぇすぇ しぇ けゅかっょぇかけ くぇ くぇ-
てうすっ しすさぇたけゃっ, かうこしう, すさっ-
ゃけゅう, ょっこさっしうゃくう しなしすけはくうは, 
ぇきぉうちうう う しなとくけしす. ╇ょっはすぇ 
くぇ ぇゃすけさおぇすぇ, こけょすうおくぇかぇ は 
ょぇ しないょぇょっ おくうゅぇすぇ, おけはすけ 
くはきぇ ぇくぇかけゅ ゃ しすさぇくぇすぇ, っ, つっ 
きくけゅけ けす くっとぇすぇ ゃ こけしかっょくう-
すっ こけおけかっくうは ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ 
いぇきっくっくう し ょさせゅう ちっくくけしすう, 
おぇすけ すけゃぇ ゃ けしくけゃくぇ しすっこっく 
ゃぇあう いぇ たさぇくぇすぇ う しっ ういさぇ-
いはゃぇ つさっい くっは. ╁っつっ はょっき 
たぇきぉせさゅっさう, たけす-ょけゅ, こうちぇ, 

さぇいかうつくう はしすうは けす ょさせゅう くぇ-
ちうけくぇかくう おせたくう, しきっくうかう 
しきっ ょけさう くぇてう すさぇょうちうけく-
くう こけょこさぇゃおう. ‶けすさっぉくけしすすぇ 
くう けす っょくけ うかう ょさせゅけ はしすうっ 
ゃしなとくけしす うきぇ ょなかぉけお  こしう-
たけかけゅうつっしおう しきうしなか う っ っょうく 
ゃうょ こしうたけかけゅうつっしおう おけょ, 
おけえすけ けすさぇいはゃぇ くぇてっすけ しなし-
すけはくうっ う こしうたうおぇすぇ くう. 〈けいう 
おけょ こさっょしすぇゃかはゃぇ くぇてう-
はす こしうたけかけゅうつっしおう こさけそうか, 
おぇいゃぇ ╋ぇさうは, おけはすけ ぉぇいう-
さぇ ゃこっつぇすかっくうはすぇ う すっいうすっ 
しう くぇ ょっしっすゅけょうてっく けこうす ゃ 
しすけかうちぇすぇ おぇすけ こしうたけかけゅ う 
こしうたけすっさぇこっゃす くぇ さぇいかうつくう 
ゅさせこう. 
′ぇつうくなす, こけ おけえすけ こさうゅけす-

ゃはきっ たさぇくぇすぇ しう, けすさぇいはゃぇ 
けすくけてっくうっすけ くう おなき しぇきうすっ 
しっぉっ しう, おぇいゃぇ けとっ すは.  ]さっょ 
ゃこっつぇすかっくうはすぇ, しこけょっかっくう 
けす  こしうたけかけあおぇすぇ ゃ おくうゅぇすぇ 
え, おけはすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ ういかっ-
いっ くぇ おくうあくうは こぇいぇさ  きぇかおけ 
こさっょう ╉けかっょぇ, しぇ う くぇぉかの-
ょっくうはすぇ え ゃなさたせ っきうゅさぇくす-
しおぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けぉとくけしす ゃ 
つせあぉうくぇ. ]こけさっょ ╋ぇさうは ]すっ-
そぇくけゃぇ っょくぇ けす くっけしないくぇすう-
すっ こさうつうくう いぇ くけしすぇかゅうはすぇ 
くぇ っきうゅさぇくすうすっ, っ かうこしぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇ おせたくは う たさぇ-
くぇ ゃ つせあぉうくぇ. 〈けゃぇ こけょしない-
くぇすっかくけ っ かうこしぇ くぇ すけこかう-
くぇ, けぉうつ, こさうはすっかう, ぉかういおう. 
〈っいう かうこしう けぉうおくけゃっくけ つけ-
ゃっお おけきこっくしうさぇ しなし しすさっきっあ 
ょぇ しっ たさぇくう し つせあょけっいうつくぇ-
すぇ たさぇくぇ,  こさう すけゃぇ ゃ ょゃっすっ 
おさぇえくけしすう - うかう きくけゅけ, うかう 
きぇかおけ, ぉっい けぉぇつっ ょぇ っ とぇしす-
かうゃ, おぇいゃぇ すは. 〈ぇおぇ しっ いぇょなか-
ぉけつぇゃぇ しすさっしなす う ゃ しなとけすけ 
ゃさっきっ くぇすうしおなす, こさうくせょぇすぇ  
ょぇ しっ うきこかぇくすうさぇて ゃ くけゃぇすぇ 
けぉとくけしす. 

02.09.2011 /こっすなお/ ‶かけとぇょ こさっょ ╃╉ ”┿さしっくぇか” - 
╃くう くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ

19.00つ – ”¨す ゃっおけゃっ – いぇ ゃっおけゃっ” - おけくちっさす し せつぇしすうっすけ 
くぇ こさぇぉなかゅぇさしおぇ ておけかぇ „╀ぇゅぇすせさ” う 《けかおかけさっく ぇくしぇきぉなか 
„┿さしっくぇか”.
       

03.09.2011 /しなぉけすぇ/, せか. ”╇しおさぇ”

10.00 つ. - „‶さけぉかっきう う さぇいゃうすうっ くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ” 
- くぇちうけくぇかくぇ くぇせつくぇ おけくそっさっくちうは – ゃすけさぇ つぇしす, ╇╋ ”╇しおさぇ”

11.00 つ.  – ‶っすう くぇちうけくぇかっく こかっくっさ いぇ さうしせくおぇ „〈さぇおうえ-
しおけすけ くぇしかっょしすゃけ ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ”

11.30 つ. – „〈さぇおうすっ – くぇてっすけ きうくぇかけ” - ぉけょうぇさす.

 

06. 09. 2011 ゅ. -
』っしすゃぇくっ 126 ゅけょうくう けす ]なっょうくっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは

11.00 つ. -  〈なさあっしすゃっく きけかっぉっく, けすしかせあっく けす ┿さたうっさっえ-
しおう くぇきっしすくうお けすっち ‶っすおけ ╋けすっゃ ゃ しなしかせあうっ し おぇいぇくかなておう 
しゃっとっくうちう
 

11.15 つ. - ╇いこなかくっくうっ くぇ ちなさおけゃっく たけさ こさう 》さぇき „]ゃ. 
╈けぇく ‶さっょすっつぇ”
 

11.20 つ. – ]かけゃけ こけ こけゃけょ ╃っくは くぇ ]なっょうくっくうっすけ
 

11.30 つ. – „╋けは ょさっゃくぇ いっきは” - こけっすうつくぇ おけきこけいうちうは, 
こけしゃっすっくぇ くぇ ╀なかゅぇさうは

′ぇ 10-すう しっこすっきゃさう くぇ 
はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ  いぇ 

けしきう こなす とっ しっ こさけゃっょっ 
′ぇちうけくぇかくうはす しなぉけさ くぇ 
させしけそうかうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶け 
すさぇょうちうは しなぉけさなす しさっとぇ 
さぇぉけすうかう う せつうかう ゃ しすさぇ-
くうすっ けす ¨′╃, しすさけうすっかう けす 
╉けきう, あうゃっっとう せ くぇし させしおう 
ゅさぇあょぇくう う こさうはすっかう くぇ 
[せしうは.
〈ぇいう ゅけょうくぇ こさけはゃぇすぇ っ 

こけょ こぇすさけくぇあぇ くぇ こさっいう-
ょっくすぇ くぇ さっこせぉかうおぇすぇ ╂っけさ-
ゅう ‶なさゃぇくけゃ. ′ぇちうけくぇかくうはす 
しなぉけさ しっ こさけゃっあょぇ しなゃ-
きっしすくけ し そけさせき „╀なかゅぇさうは 
- [せしうは”, そけくょぇちうは „〉しすけえ-
つうゃけ さぇいゃうすうっ いぇ ╀なかゅぇさうは” 
う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ┿お-
すうゃくけ しなょっえしすゃうっ けおぇいゃぇ う 
╇いこなかくうすっかくぇすぇ ぇゅっくちうは こけ 
ゅけさうすっ.
′ぇつぇかけすけ っ けす 10 つぇしぇ し 

きけかっぉっく こさっょ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ 
]ゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこおぇ, 
ぇ おけくちっさすくぇすぇ こさけゅさぇきぇ とっ 
いぇこけつくっ ゃ 12 つぇしぇ. ╆ぇ ゃしうつ-
おう あっかぇっとう ょぇ こさうしなしす-
ゃぇす くぇ しなぉけさぇ っ けしうゅせさっく 
すさぇくしこけさす けす けぉかぇしすくうすっ 
ゅさぇょけゃっ.

 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ: 》さうしすうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ
╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃
╃かなあくけしす: ¨ょうすけさ おぇつっしす-
ゃけ/ ╋っくうょあなさ こけ おぇつっしすゃけ 
╆ぇゃけょ 4
╂けょうくう: 30
╆けょうは: ╃っゃぇ
》けぉう: ╁けかっえぉけか
¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて 
ゃ „┿さしっくぇか“?  - 6 ゅ. 
╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ 
あうゃけすぇ?
╋けっすけ かのぉうきけ きけきつっ, おけっすけ 
きう ょぇゃぇ しうかう ょぇ こさけょなかあぇ 
くぇこさっょ.

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

Мило слънчево момиче, 

 !
Пожелаваме ти много щастливи 

мигове в твоя живот.

От колегите

しくうきおぇ: ╋. ╋ぇょっくょあうはく

Събор


