
╇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: 5 74 55
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〈╅『¨っ ╅【╅〉╅』《╇╅
┿ゃうぇちうはすぇ – さけきぇくすう

おぇ うかう こさけそっしうは? ‶なさゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさおぇ - おけきぇくょうさ くぇ こなす-
くうつっしおう しぇきけかっす, こけこぇょぇ ゃ 
ぇゃうぇちうはすぇ しなゃしっき しかせつぇえくけ. 

╀っい くうおぇおゃぇ さけきぇくすうおぇ. ╁ うく-
すっさゃの けす 1994 ゅ. すは しこけょっかは, 
つっ 9-すう しっこすっきゃさう 1944 ゅ. は 
いぇゃぇさゃぇ いぇゃなさてうかぇ ゅうきくぇいうは, 
くけ ぉっい こさけそっしうは. ‶けこぇょぇ え 
しなけぉとっくうっ: しなぉうさぇす きかぇょっあう 
う ょっゃけえおう いぇ おせさしけゃっ いぇ かっ-
すちう. ‶けょぇゃぇ ょけおせきっくすう, ぉっい ょぇ 
こさっょこけかぇゅぇ, つっ きかぇょけしすすぇ え とっ 
こさっきうくっ ゃなゃ ゃないょせたぇ. ╆ぇこうしゃぇ 
しっ ゃ おせさし いぇ きけすけさくけ かっすっくっ, くけ 
くっ きけあっ ょぇ ゃかっいっ ゃなゃ ╁けっくくけ-
ゃないょせてくけすけ せつうかうとっ „╂. ╀っく-
おけゃしおう“ ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは, 
いぇとけすけ すぇき くっ こさうっきぇす あっくう…                                                                                            
╁っつっ とっ けぉせつぇゃぇす う あっくう!
┿すぇくぇしけゃぇ, いぇっょくけ し けとっ ょゃっ 
きけきうつっすぇ けす おせさしぇ ゃ ぇっさけおかせ-
ぉぇ – ╂さなぉつっゃぇ う ╀ぇつっゃぇ, さっ-
てぇゃぇす ょぇ しっ しさっとくぇす し こなさゃうは 
つけゃっお ゃ ょなさあぇゃぇすぇ - ╂っけさゅう 
╃うきうすさけゃ. ╁かっいかう ゃ おぇぉうくっすぇ 
きせ し こけょおけしっくう けす こさうすっしくっくうっ 
おさぇおぇ. 〈けえ しっょはか いぇょ けすさせこぇ-
くけ し ゃっしすくうちう う こぇこおう ぉのさけ. 
╉ぇすけ ゅう ゃうょはか, しすぇくぇか, けすうてなか 
ょけ ゃさぇすぇすぇ: „¨-け-け, おぇおゃう きけ-
きうつっすぇ うょゃぇす, ぇ ぇい きうしかった, つっ 
くはおけう せつっくうつおう とっ ょけえょぇす!” 
] かのぉっいくけすけ こけしさっとぇくっ ╃う-
きうすさけゃ こさっょさぇいこけかけあうか ゅけし-
すっくおうすっ しう う すっ きせ  さぇいおぇいぇかう 
いぇ おぇおゃけ しぇ ょけてかう. ¨ぉはしくうかう 
きせ, つっ くっ うき しっ ょぇゃぇ ゃないきけあ-
くけしす ょぇ こさけょなかあぇす ょぇ せつぇす いぇ 
こうかけすう ゃなゃ ゃけっくくけすけ せつうかうとっ. 
„╆ぇとけ?” - こけこうすぇか ╃うきうすさけゃ. 
„┿きう – くはきぇかけ あっくう ゃ ぇさきうは-
すぇ”, - けすゅけゃけさうかう きけきうつっすぇすぇ.
„′っ っ うきぇかけ, くけ とっ うきぇ!” – 

けすしはおなか きうくうしすなさ-こさっょしっょぇ-
すっかはす. ╁ょうゅくぇか すっかっそけくぇ う いぇ-
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′あ そいはけせつさけみ おひしえ

на стр. 5 - 7

на стр. 3

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
》ちあうせとねさあてあ せあ 『あこせあ [せみえけせみ

【あせみ 》そたそうあ

╋ぇさうは ╂っけさゅうっゃぇ ┿すぇくぇしけゃぇ っ ぉなかゅぇさしおう かっすっち, こなさゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさおぇ – こうかけす ゃ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ くう ぇゃうぇちうは. [けょっくぇ っ くぇ 
26 ょっおっきゃさう 1926 ゅ. ゃ し. ╉ぇかっおけゃっち, ‶かけゃょうゃしおけ.  ╆ぇゃなさて
ゃぇ ╁うしてっすけ ゃけっくくけ ゃないょせてくけ せつうかうとっ ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけ
かうは. ╁なゃ ゃないょせたぇ こさっおぇさゃぇ けぉとけ 13 999 つぇしぇ. ‶さっい 1967 
ゅ. っ せょけしすけっくぇ し けさょっく”╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ” う 
し けさょっく „╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ”. ‶さっい 1966-1971 ゅ. っ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか ゃ V ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ.
〉きうさぇ くぇ 74 ゅけょうくう くぇ 11 ぇこさうか 2000 ゅ.

╆ぇ ゃすけさぇ 
ゅ け ょ う く ぇ 

¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお しすぇさ-
すうさぇ こさうっき 
くぇ ょけおせきっくすう 
いぇ こけょこけきぇ-
ゅぇくっ くぇ ぇしうし-
すうさぇくぇすぇ さっ-
こさけょせおちうは いぇ 
しっきっえしすゃぇ こけ 
きっすけょぇ „うく 
ゃうすさけ“. ╉さう-
すっさううすっ いぇ 
そ う く ぇ く し け ゃ け 

╆ぇこうてう しう つぇし いぇ ぉっいこかぇすっく 
こさけそうかぇおすうつっく ったけゅさぇそしおう 

こさっゅかっょ ゃ さぇきおうすっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ 
くぇ AVON „¨す かのぉけゃ おなき あうゃけすぇ“. 
╋けあって ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇて, ぇおけ しう 

くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 30 う 49 ゅけょうくう. 
] こさっょうきしすゃけ しぇ あっくう ゃ くっさぇゃ-

くけしすけえくけ こけかけあっくうっ けす しかっょくうすっ 
ゅさせこう: きくけゅけょっすくう きぇえおう, ょなか-
ゅけしさけつくけ ぉっいさぇぉけすくう あっくう, さっ-
ゅうしすさうさぇくう ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ; 
あっくう けす きぇかちうくしすゃっくう っすくうつっしおう 
ゅさせこう; あっくう し せゃさっあょぇくうは.

¨ぉなさくぇかう しきっ しっ し かうちっ おなき ゃぇてうは いぇゃけょ う きくけゅけ くっとぇ とっ くぇこさぇゃうき. 
╇しおぇき ゃ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう すけいう いぇゃけょ ょぇ しすぇくっ っょうく けす くぇえ- こさうゃかっおぇすっかくうすっ.

〈けゃぇ おぇいぇ こさっょ ぉかういけ 100-すうくぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ ういこなか-
くうすっかくうはす  ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
╁ しさはょぇ, くぇ 4-すう きぇさす, すけえ しっ しさっとくぇ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4. 〈けゃぇ ぉっ 

こなさゃぇすぇ けす こけさっょうちぇすぇ しさっとう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” し おけかっおすうゃうすっ くぇ けすょっかくうすっ 

いぇゃけょう.
╆ぇゃけょ 4 ぉっ ういぉさぇく ょぇ っ こなさゃう いぇさぇょう すけゃぇ, つっ けす かはすけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ  ゅけょうくぇ ょけ きけきっくすぇ  

しなしすぇゃなす きせ っ せゃっかうつっく ょゃけえくけ う くぇ こさぇおすうおぇ こけかけゃうくぇすぇ けす くけゃけこさうっすうすっ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう ゃ „┿さしっくぇか” いぇ こけしかっょくうすっ 9 きっしっちぇ しぇ くぇいくぇつっくう うきっくくけ ゃ ╆ぇゃけょ 4.
′ぇ しさっとぇすぇ, こさっきうくぇかぇ こさう ういおかのつうすっかっく うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4, 

ぉはたぇ こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ しうくょうおぇかくうすっ さなおけゃけょしすゃぇ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”  ゃ „┿さしっくぇか” 
- ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う  ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ, しうくょうおぇかくうすっ かうょっさう くぇ いぇゃけょ 4,  さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ いぇ-
ゃけょ 4 ゃ かうちっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ ょ-さ た. く. ╂っけさゅう ′っくつっゃ う いぇきっしすくうちうすっ きせ ╋ぇさうくぇ ]っかょぇさけゃぇ 
- こけ こさけういゃけょしすゃっくうすっ ゃなこさけしう, う ╃っかはく 〈さうそけくけゃ - こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう.

] ょゃっ こさっおさぇしくう きぇさすっくうちう - すなおぇくぇ つっさゅぇ う うくすっさっしくう ゃなかくっくう  つっさゃっくけ-ぉっかう ゃさっ-
すっくぇ, せつぇしすゃぇ ゃ すぇいゅけょうてくうは おけくおせさし いぇ くぇえ- けさうゅうくぇかくぇ きぇさすっくうちぇ おけかっおすうゃなす くぇ 

ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „ ╀せさぇすうくけ” ゃ „┿さしっくぇか”. 
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょっちぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう こけょおさっこうたぇ うょっはすぇ くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” し ゅけ-

かはきぇ きぇさすっくうちぇ くぇ しゃけは こぇすさけく - ╀せさぇすうくけ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ くぇこさぇゃっくうすっ けす すはた ぉなかゅぇさしおう 
しせゃっくうさう ぉはたぇ ういょなさあぇくう ゃ うくすっさっしくぇ  ぇさす ゃなかくぇ. 
╇ょっはすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ すけいう おけくおせさし ぉっ けす こさけょぇあぉぇすぇ くぇ きぇさすっくうちうすっ ょぇ しっ くぇ-

こけょこけきぇゅぇくっ くぇ かうちぇ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう, かっつう-
きけ こさっょう ゃしうつおけ し きっすけょうすっ ┿[〈, しぇ けぉはゃっくう くぇ しぇえすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶っさうけょなす いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ いぇはゃかっくうは っ けす 16 そっゃさせぇさう 

ょけ 31 きぇさす 2015 ゅ. ╃けおせきっくすうすっ しっ こさうっきぇす ゃ 『っくすなさぇ いぇ 
せしかせゅう う うくそけさきぇちうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ けす 8:30 ょけ 17:30 つ., 
ゃしっおう さぇぉけすっく ょっく.
《うくぇくしけゃけすけ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ かうちぇ し さっこさけょせおすうゃくう 

こさけぉかっきう, あうゃっっとう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, しすぇくぇ ゃないきけあくけ しかっょ おぇすけ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす こさうっ 
‶さぇゃうかくうお いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ こさけちっょせさう „╇く ゃうすさけ” くぇ 
かうちぇ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ う ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2015 ゅ. ぉはたぇ 
こさっょゃうょっくう しさっょしすゃぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 8000 かゃ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

こけつくぇか ょぇ こうすぇ おけきぇくょゃぇとうすっ 
っょうく こけ っょうく. 〈っ けすゅけゃけさうかう, 
つっ くはきぇ あっくう ゃ ぇさきうはすぇ. ╃う-
きうすさけゃ こけこうすぇか  いぇきっしすくうお-
きうくうしすなさぇ, すけえ おぇいぇか, つっ くうとけ 

くっ いくぇっ こけ ゃなこさけしぇ. ‶けこうすぇか 
う きうくうしすなさぇ. 〈けえ けすゅけゃけさうか, 
つっ くぇ 1 きぇえ ぉうか ゃ ぇっさけおかせぉぇ う 
つっ っ ゃうょはか すっいう きけきうつっすぇ, つっ 
ぉうかう きくけゅけ ょけぉさっ こけょぉさぇくう, 
くけ くはきぇか こけゃっつっ しゃっょっくうは. 〈け-
ゅぇゃぇ ╃うきうすさけゃ くぇこさぇゃけ さぇいこけ-
さっょうか くぇ おけきぇくょゃぇとうは ょぇ しっ 
こけょゅけすゃはす  ょけおせきっくすうすっ う けとっ 
くぇ しかっょゃぇとうは ょっく きけきうつっすぇすぇ 
ょぇ ぉなょぇす こさうっすう ょぇ せつぇす いぇ ゃけ-
っくくう かっすちう. 〈ぇおぇ こさぇゃうかくうおなす 
ぉうか こさけきっくっく. ╋ぇさうは いぇゃなさて-
ゃぇ こさっい 1950 ゅ. いぇっょくけ し けとっ 
12 きけきうつっすぇ.
┿ゃうぇすけさ し うしすけさうは. ‶さっい 

しなとぇすぇ ゅけょうくぇ 24-ゅけょうてくぇ-
すぇ ╋ぇさうは ┿すぇくぇしけゃぇ っ ゃっつっ 
かっえすっくぇくす. ╃け 1952 ゅ. さぇぉけすう 
おぇすけ うくしすさせおすけさ ゃ せつうかうとっ-
すけ. 〈けゅぇゃぇ いぇゃなさてゃぇ ておけかぇ-
すぇ いぇ こうかけすう-ういすさっぉうすっかう. ╁ 
くぇつぇかけすけ こけっきぇ ゃなすさってくうすっ 
かうくうう, ゃ しすけこぇくしおぇすぇ ぇゃうぇ-
ちうは, ぇ こけ-おなしくけ う きっあょせくぇ-
さけょくうすっ. ‶さっい 1953 ゅ. いぇ こなさ-
ゃう こなす かっすう こけ っょうくしすゃっくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ きっあょせくぇさけょくぇ かう-
くうは. ¨す 1956 ゅ. ┿すぇくぇしけゃぇ っ 
こなさゃう こうかけす. ╃け 1974 ゅ. かっすう 
おぇすけ こうかけす う おけきぇくょうさ くぇ しぇ-
きけかっすうすっ ╊う-2, ╇か-14, ╇か-18 
う 〈せ-134 こけ きぇさてさせすうすっ くぇ 
╀╂┿ „╀ぇかおぇく“. ¨ぉとけ こけかっすう-
すっ え くぇぉさけはゃぇす 13 999 つぇしぇ.                                                                                                                          
〉くうおぇかっく こけょゃうゅ. ╂けょうくぇすぇ 
っ 1965-すぇ, ゅさぇょなす - ╊けくょけく. 
╂なしすぇ きなゅかぇ こけおさうゃぇ かっすう-
とっ “》うえすさけせ”. ╄ょくぇ ぉなかゅぇさおぇ 
けぉぇつっ せしこはゃぇ ょぇ こさういっきう しぇ-
きけかっすぇ しう. ╋ぇさうは ┿すぇくぇしけゃぇ 
っ っょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ-かっすっち 

ゃ しゃっすぇ, せしこはかぇ ょぇ こさういっきう 
こさう っおしすさっきくう せしかけゃうは すっ-
あなお こなすくうつっしおう すせさぉけゃうすかけゃ 
しぇきけかっす ╇か-18 くぇ かけくょけくしおけ-
すけ かっすうとっ. ′ぇ ぉけさょぇ うきぇかけ 
73-きぇ  こなすくうちう. ‶さうしすうゅくぇかう 
さっこけさすっさう, ゃっしすくうちうすっ ゅさなき-
くぇかう, さぇいおぇいゃぇえおう いぇ „こなさ-
ゃぇすぇ あっくぇ-こうかけす, おぇちくぇかぇ ゃ 
╊けくょけく こさう すっいう せあぇしはゃぇとう 
せしかけゃうは し すっあおうは しう しぇきけかっす”.                                                                                   
]ぇきけ くぇこさっょ. ╇ きぇかおけ くぇ
ゅけさっ! ╉ぇすけ つけゃっお ╋ぇさうは ぉうかぇ 
しょなさあぇくぇ, くっきくけゅけしかけゃくぇ, くけ 
しなし しうかくぇ ゃけかは. 〈は くっ こさうかう-
つぇかぇ くぇ くはおけう しゃけう おけかっあおう 
けす こさぇゃうすっかしすゃっくうは ぇゃうけけす-
さはょ 28, くぇこうしぇかう ゃ おさぇは くぇ 
あうゃけすぇ しう こうおぇくすくう きっきけぇさう 
いぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ しぇ こさっゃけい-
ゃぇかう こけ ゃないょせたぇ つっさゃっくうすっ 
ゃっかうつうは. ‶さう くっつけゃっておうすっ 
くぇすけゃぇさゃぇくうは, おけうすけ っ うきぇ-
かぇ, そういうおぇすぇ う こしうたうおぇすぇ くぇ 
╋ぇさうは ┿すぇくぇしけゃぇ けしすぇくぇかう 
あっかっいくう ょけ こけしかっょくけ, くっいぇゃう-
しうきけ, つっ くうおけゅぇ くっ っ しこぇいゃぇ-
かぇ さっあうき. ′っ いくぇっかぇ おぇおゃけ っ 
かっおぇさしすゃけ, こうっかぇ しぇきけ ぉうかおう. 
¨すかうつくけ こけいくぇゃぇかぇ ちっかっぉくうすっ 
すさっゃう う しぇきぇ こさぇゃっかぇ けすゃぇさう 
いぇ ちはかぇすぇ しう さけょぇ. ′っ ういぉはゅ-
ゃぇかぇ おぇすっゅけさうつくけ けぉぇつっ ぇかおけ-
たけかぇ. 』ぇておぇ-ょゃっ たせぉぇゃけ ゃうくけ 
うかう ょけきぇてくぇ さぇおうは は ゃょなたくけ-
ゃはゃぇかう ょぇ しっ けすょぇょっ くぇ しこけきっ-
くうすっ. ′け - くうおけゅぇ くっ ゅかっょぇかぇ 
くぇいぇょ. „┿ しぇきけ くぇこさっょ - こけ-
すけつくけ くぇこさっょ う きぇかおけ くぇゅけ-
さっ!“, せすけつくはゃぇかぇ ╋ぇさうは ┿すぇ-
くぇしけゃぇ – こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ, 
„ういょうゅくぇかぇ“ しっ ょけ おけきぇくょうさ 
くぇ こなすくうつっしおう さっぇおすうゃっく しぇ-
きけかっす.
╁ こっくしうは? ╁ しけちうぇかうしすうつっ-

しおうすっ ゅけょうくう あうゃけすなす え こさっ-
きうくぇゃぇ おぇすけ 
ゃ こさうおぇいおぇ. 
‶さっい 1974 
ゅ. けぉぇつっ 
ぉっい きくけゅけ 
せ ゅ け ゃ け さ お う 
っ こっくしう-
け く う さ ぇ く ぇ . 
¨ゅさけきくうはす 
え けこうす しっ 
けおぇいゃぇ くっ-
くせあっく いぇ 
ゃないたゃぇかは-
ゃぇとうすっ は. 
╉ぇすけ おけき-
こ っ く し ぇ ち う は 
は こさぇとぇす ゃ 
ぉのさけすけ くぇ 
╀╂┿ “╀ぇか-
おぇく” ゃ ┿き-
し す っ さ ょ ぇ き , 
おなょっすけ ┿すぇ-
くぇしけゃぇ さぇ-
ぉけすう こさっい 
しかっょゃぇとうすっ 
4 ゅけょうくう. 
╁なこさっおう つっ 
しきはすぇ しすけかうちぇすぇ くぇ 》けかぇくょうは 
いぇ くぇえ-たせぉぇゃうは う こけょさっょっく 
ゅさぇょ, くっ こけあっかぇゃぇ ょぇ けしすぇくっ 
ょぇ あうゃっっ すぇき.
╁ し. ]けかうとぇ. ╁なこさっおう しかぇ-

ゃぇすぇ, すは せこけさうすけ しすさぇくはかぇ けす 
しゃっすしおぇすぇ しせっすぇ.‶さっょこけつう-
すぇかぇ しぇきけすぇすぇ. ╆ぇしっかうかぇ しっ ゃ 
さけょけこしおけすけ しっかちっ ]けかうとぇ, おな-
ょっすけ こさっおぇさぇかぇ こけ-ゅけかはきぇすぇ 
つぇしす けす こけしかっょくうすっ しう ゅけょうくう. 
]なゃしっき しぇきぇ こけしすさけうかぇ ょゃせっ-
すぇあくぇすぇ しう おなとぇ. ╊のぉうきけすけ え 
いぇくうきぇくうっ ぉうかけ ょぇ しなぉうさぇ おぇ-
きなくう. ′ぇえ-ちっくっく ゃ おけかっおちう-
はすぇ え ぉうか すさぇおうえしおう けぉさけつっく 
おぇきなお, くぇきっさっく ゃ きっしすくぇすぇ 
さっおぇ. ′ぇさっおかぇ ゅけ „]かなくつっゃう-
はす おぇきなお“, くけ いぇ しなあぇかっくうっ 
ゃけょぇすぇ ゅけ けすくっしかぇ, こさっょう ょぇ 
せしこっっ ょぇ ゅけ こさうぉっさっ ゃ ょゃけさぇ.                                                                                                                 

]さっとう し そっくけきっくぇかくけすけ.
‶けしかっょくうすっ え こさうょけぉうゃおう ぉうかう 
ょゃぇ けゅさけきくう おなしぇ し あっかはいくぇ させょぇ 
ゃ すはた. ]こけさっょ ╋ぇさうは, すっ しすぇくぇかう 
こさうつうくぇ しなしっょおぇすぇ え 【うくおぇ ょぇ 
しっ けぉなさくっ し おけかぇすぇ しう ぉかういけ ょけ 
すっいう おぇきなくう. ╇いおかのつうすっかくけ しうか-
くけすけ きぇゅくうすくけ こけかっ ゃないょっえしすゃぇ-
かけ う ゃなさたせ ぇゃすけきけぉうかうすっ, う ゃなさ-
たせ こしうたうおぇすぇ くぇ てけそぬけさうすっ. 〈っ 
こけかせつぇゃぇかう たぇかのちうくぇちうう う しっ 
けすおかけくはゃぇかう けす こなすは.
╉ぇすけ ょなかゅけゅけょうてっく かっすっち, しぇ-

きぇすぇ すは つっしすけ しっ しぉかなしおゃぇかぇ し 
こさうさけょくうすっ しすうたうう う そっくけきっ-
くう. ╉ぇちぇかぇ っ ゃ くぇえ-くっゃっさけはす-
くう う くっゃないきけあくう せしかけゃうは, ゃおか. 
くぇ しくはゅ, しぇきけ し っょうく さぇぉけすっと 
ょゃうゅぇすっか... ¨しけぉっくけ けこぇしくけ 
ぉうかけ くぇゃかういぇくっすけ ゃ ぉせさっくけしっく 
けぉかぇお. ╁っょくなあ, すけつくけ ょけ おぇぉう-
くぇすぇ,  こさけぉかっしくぇかぇ きなかくうは. ╇ 
こけきけとくうお-こうかけすなす いぇこけつくぇか ょぇ 
ゅけゃけさう, つっ すけゃぇ しぇ ういゃなくいっき-
くう. „╀うた きせ っょうく はお てぇきぇさ ょぇ 
しっ けこけきくう“, こさういくぇかぇ こけ-おなし-
くけ ╋ぇさうは. ‶けしかっ けぉぇつっ ゃうょはかぇ 
けつうすっ きせ - つけゃっおなす ぉうか くぇこさぇゃけ 

╆ぇ いぇこうしゃぇくっ くぇ つぇし – しゃなさあう しっ しなし „]ゃはす ぉっい ゅさぇくうちう“ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ょけ 15 きぇさす くぇ すっかっそけくう:
0884 765 147, 0878 426 933 う 089917 61 12.

‶なさゃぇすぇ あっくぇ ゃ しゃっすぇ, せつぇしすゃぇかぇ ゃ ぉけっく こけかっす, っ 
ぉなかゅぇさおぇすぇ [ぇえくぇ ╉ぇしぇぉけゃぇ. ‶けかっすなす っ こさっい 1912 ゅ. 

けしかっこっく けす しうかくぇすぇ しゃっすかうくぇ. 
]かっょ おぇすけ おぇちくぇかう, ┿すぇくぇしけゃぇ 
ゃっょくぇゅぇ こさけゃっかぇ けこっさぇすうゃおぇ, 
いぇ ょぇ けぉはしくう くぇ こけょつうくっくうすっ しう 
- きなあっ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇすゃけさはす 
けつう, とけき つせはす ゅさけたけす. 
¨す 1990 ゅ. ょけ しきなさすすぇ え こさっい 

2000 ゅ. ゃしはおぇ こせぉかうおぇちうは いぇ 
くっは さぇいおぇいゃぇ う いぇ そっくけきっくぇ, 
おけえすけ は しこけたけょうか. ╆ぇこけつくぇかぇ ょぇ 
さうしせゃぇ おぇさすうくう, ょぇ つせゃぇ ゅかぇしけ-
ゃっ う ょぇ おけくすぇおすせゃぇ し ういゃなくいっき-
くう, おけうすけ  おぇいゃぇかう, つっ ぉうかぇ つぇしす 

けす ゅぇかぇおすうつっしおう っおしこっさうきっくす. 
‶さうすっしくうかぇ しっ いぇ さぇいしなょなおぇ しう 
う しっ こけょかけあうかぇ くぇ こさっゅかっょう. 
╊っおぇさうすっ おぇいぇかう, つっ くうとけ え 
くはきぇ. ╃させゅうすっ けぉぇつっ こさうっきぇかう 
くっっょくけいくぇつくけ すっいう え しこけしけぉくけ-
しすう . ╃けさう は いぇぉなさおぇかう ゃ ぇそっさう 
いぇ こしうたけそぇてういなき, おけっすけ は けゅけさ-
つうかけ きくけゅけ ょなかぉけおけ… 
╋ぇさうは ┿すぇくぇしけゃぇ しう けすうゃぇ けす 

しゃっすぇ すうたけきなかおけき - いぇぉさぇゃっくぇ 
う ぉっい ょぇ しっ っ おぇつゃぇかぇ くぇ しぇきけ-
かっす けす 26 ゅけょうくう…

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

しなし しぇきけかっす “╁けぇいっく”, こさけょなかあぇゃぇ 
43 きうくせすう. ¨す しぇきけかっすぇ [ぇえくぇ たゃなさ
かは こけいうゃう いぇ しこうさぇくっ くぇ おさなゃけこさけ
かうすうはすぇ くぇょ こけいうちううすっ くぇ こさけすうゃ
くうおぇ ゃ ¨ょさうく.
‶なさゃうはす こけかっす くぇ あっくぇ し ぉっい

きけすけさっく しぇきけかっす ゃ ╀なかゅぇさうは 
こさうくぇょかっあう くぇ ╋ぇさうは ]すっそぇ
くけゃぇ - ╋ぇさおけゃぇ. ‶なさゃうは しう ういこうす 
いぇ ぉっいきけすけさっく かっすっち すは こけかぇゅぇ こさっい 
1938 ゅ. くぇ しぇきけかっす “『ぬけゅかうくゅ” 33.                                                                                                                      

‶なさゃぇすぇ あっくぇ-こうかけす くぇ ゃけっくっく さっぇおすうゃっく しぇきけかっす 
っ ╄きうかうは ╂なさぉけゃぇ. 〈は っ かっすはかぇ 30 ゅけょうくう ゃなゃ ゃけっくくぇすぇ 
う しこけさすくぇすぇ ぇゃうぇちうは, ういこなかくうかぇ っ 
12 321 こけかっすぇ し 3 450 つぇしぇ, ゃけっ
くっく かっすっち うくしすさせおすけさ I おかぇし.
‶なさゃぇすぇ あっくぇ-かっすっち, ういかっすは

かぇ しぇきけしすけはすっかくけ くぇ きけすけさっく 
しぇきけかっす, っ ╋ぇさうは ′っょはかおけゃぇ. 
〈けゃぇ しなぉうすうっ っ こさっい 1947 ゅ. ‶けし
かっょゃぇくぇ っ けす 〈っけそぇくぇ ╉さうか う ╃けさぇ 
╋けつおけゃぇ.
╄ょくう けす こなさゃうすっ あっくう ゃ ぉなか

ゅぇさしおぇすぇ ぇゃうぇちうは しぇ ╋ぇさうくぇ 
‶けこけゃうつ, くぇさうつぇくぇ けす おけかっゅうすっ 
しう ╋ぇょぇき ╋╇╂, う ╃っしおぇ ′っょはかおけゃぇ.

ぉっさっ こなさゃぇすぇ ゃくけしおぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こかけ-
とぇょおぇ いぇ てぇたきぇす くぇ けすおさうすけ ゃ こぇさお „[けいぇさうせき”.
[ぇいぉうさぇ しっ, つっ とっ せつぇしすゃぇきっ, おぇすっゅけさうつくぇ ぉっ 

こさう こけおぇくぇすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ ょうさっおすけさおぇすぇ 
くぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. 
╃ゃぇきぇ きかぇょっあう – ]うかゃうは ╃うきうすさけゃぇ う ┿すぇくぇし 

╉さけくょっゃ, しすぇくぇたぇ とぇしすかうゃう こさうすっあぇすっかう くぇ 
っょくぇ けす ょゃっすっ きぇさすっくうちう くぇ ょっちぇすぇ けす „╀せさぇ-
すうくけ”. 〈っ ういぉさぇたぇ こさけかっすくけすけ しう ぉうあせ し きくけゅけ 
あっかぇくうっ う  ゃなかくっくうっ, けとっ こけゃっつっ, つっ っ こかけょ くぇ 
ょっすしおけ ゃなけぉさぇあっくうっ う し うょっは いぇ ょけぉさぇ おぇせいぇ. 
┿すぇくぇし, おけえすけ さぇぉけすう ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくぇ 

そうさきぇ ゃ ╉ぇかけそっさ, っ けす ╄くうくぇ う っ しうく くぇ ぇさしっ-
くぇかっちぇ ┿かっおしぇくょなさ ╉さけくょっゃ, きけくすぬけさ ゃ ╆ぇゃけょ 
5. ]こなすくうつおぇすぇ くぇ ┿すぇくぇし – ]うかゃうは, っ つぇしす けす 
おけかっおすうゃぇ くぇ „╀なかゅぇさうは–╉”. ╃ゃぇきぇすぇ こけあっかぇたぇ 
せしこった くぇ おぇせいぇすぇ う きくけゅけ うゅさう くぇ きぇかつせゅぇくうすっ 
けす „╀せさぇすうくけ”. 〈っ しっ くぇょはゃぇす う うょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
きぇさすっくうちうすっ くぇ ょっちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ ょぇ しぇ しさっょ くぇえ-うくすっさっしくうすっ う ょぇ こっつっ-
かはす しうきこぇすううすっ  くぇ たけさぇすぇ. 
460 かっゃぇ ぉはたぇ しなぉさぇくう  いぇ ょゃぇ ょくう けす ぉかぇゅけす-

ゃけさうすっかくぇすぇ こさけょぇあぉぇ くぇ ういさぇぉけすっくうすっ し きくけ-
ゅけ かのぉけゃ きぇさすっくうちう けす ょっちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ 
うくうちうぇすうゃぇすぇ くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” しっ ゃおかの-
つうたぇ う きくけゅけ ゅさぇあょぇくう, せつっくうちう けす くぇつぇかくう う 
しさっょくう せつうかうとぇ. 

′ぇょっあょぇすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ っ, つっ しなし しなゃきっしすくう せしうかうは う こけょおさっこぇ こかけとぇょおぇすぇ いぇ てぇた-
きぇす くぇ けすおさうすけ ゃ こぇさお „[けいぇさうせき” とっ きけあっ ょぇ ぉなょっ そぇおす ょけ おさぇは くぇ かはすけすけ.

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

〉けさそしあこ ¨いとのかう:
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╅ちつかせあしかぬひて 『とすかせ ╉かせかう:

╋¨╇《【 ╇ ╉ぇ╋╉╅
′ぇ ╁ぇし おぇおゃけ ╁う っ けしすぇくぇ

かけ けす ょせたぇ くぇ すけいう さけょ?
- ′ぇゃはさくけ ゃけえゃけょしおうはす, ぉせく

すぇさしおう ょせた. ╀うすおぇょあうは しなき, 
きぇおぇさ う いけょうは [ぇお. ╉さなゃすぇ 
ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ. 

╉ぇお ゃ すけゃぇ ゃさっきっ しっゅぇ ょぇ 
しう けこぇいう つけゃっお おけさっくうすっ?
- ╉ぇすけ ゃ けくけゃぇ ゃさっきっ.  ] ゃなし

すぇくうっ う ぉぇえさぇちう.

┿ せつうすっかう うきぇ かう ゃ さけょぇ 
╁う, おぇすけ [ぇえくぇ ╉くはゅうくは? 
╋ぇおぇさ う せつうかぇ いぇ ぇおせてっさおぇ, 
すは ゃしなとくけしす しすぇゃぇ せつうすっかおぇ 
う ゃうょくぇ けぉとっしすゃっくうつおぇ.
- ╃ぇ. ╃ぇあっ ょなとっさは きう しなとけ 

っ せつうすっかおぇ. ╇ さけょなす くう っ し こけ
ゃっつっ あっくう.

┿ いぇとけ ╀なかゅぇさうは ぉなさいけ 
いぇぉさぇゃは  ゅっさけうすっ しう?
- ′ぇしおけさけ こさけつっすけた きうしなか くぇ 

┿すぇくぇし ╀せさけゃ う きくけゅけ きう たぇ
さっしぇ: つっ ぉなかゅぇさうくなす きけあっ ぉう 
とっ すさなゅくっ こけ- しすさっきゅかぇゃけ くぇ
こさっょ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ ういけしすぇゃう 
けくぇいう しう つっさすぇ, しゃなさいぇくぇ し くぇ
きっさっくうっすけ きせ ょぇ きうくっ きぇかおけ 
こけ-かっおけ, ゅさぇすうし, いぇ ょぇ ゃなさゃう 
くぇこさっょ. 〈けえ くっ ぉうゃぇ ょぇ ゃなさゃう 
ゅさぇすうし. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ しこぇいゃぇす 
いぇおけくうすっ, くけ くっ しぇきけ けす くはおけう, 
ぇ けす ゃしうつおう う ょぇ ゅう せゃぇあぇゃぇ
きっ. ‶け-ょけぉさっ っょうく かけて いぇおけく, 
けすおけかおけすけ ぉっいいぇおけくうっ. 

┿ ╁うっ ゃはさゃぇすっ かう ゃ ぉなか
ゅぇさしおけすけ こさぇゃけしなょうっ?
- ╃ぇ, おけかおけすけ う ょぇ いゃせつう くっ

ゃっさけはすくけ う こさけすうゃくけ くぇ ゃしっ
けぉとけすけ きくっくうっ, ぇい ゃはさゃぇき ゃ 
ぉなかゅぇさしおうすっ いぇおけくう. ╆くぇっすっ, 
つっ しっきっえしすゃけすけ きう ぉっ ょけしすぇ  
こけすなさこっゃてけ けす おせこ くっしこさぇ
ゃっょかうゃけしすう, くけ ぉなかゅぇさしおうはす 
しなょ しっ こさけういくっしっ  ぉっいこさう
しすさぇしすくけ う けすしなょう, しこけさっょ くぇし, 
しこさぇゃっょかうゃけ. ′っ いくぇき ょぇかう っ 
しかせつぇえくけしす, くけ ょけ すけいう きけきっくす 
しきっ こけこぇょぇかう くぇ しなゃっしすくう 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ しなょっぉくぇ
すぇ くう しうしすっきぇ. ╇きぇき こさっょゃうょ 
ょゃぇきぇ ぉうゃてう きうくうしすさう – くぇ 
ゃなくてくうすっ さぇぉけすう う くぇ けすぉさぇ
くぇすぇ. ╇ すっ しう こけかせつうたぇ いぇしかせ
あっくけすけ. ]なあぇかはゃぇき しぇきけ, つっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは くはきぇ さっゅさっしうゃっく 
うしお, ゃしっおう ょぇ しう こかぇすう いぇ しすけ
さっくけすけ. 

╁うっ しすっ くぇしかっょくうつおぇ くぇ 
そぇきうかうは, せてうかぇ いくぇきっすけ 
いぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ ぉなかゅぇさしおけ 
ゃなしすぇくうっ. ╆くぇきっ うかう おさなしす 
くけしう しっゅぇ さけょなす ╁う? 
- ′っ いくぇき. ┿い けぉうつぇき っょくぇ 

ょさせゅぇ こさうおぇいおぇ, つっ ゃしっおう 
すさはぉゃぇ ょぇ しう くけしう さぇくうちぇすぇ. 

╁うっ しすっ ぉうけかけゅ こけ こさけそっ
しうは, ょなかゅう ゅけょうくう しすっ さぇ
ぉけすうかう おぇすけ たっきぇすけかけゅ, くけ 
ゃ きけきっくすぇ しっ いぇくうきぇゃぇすっ 
しなし いっきっょっかうっ. ¨すゅかっあょぇ
すっ さけいう う かぇゃぇくょせかぇ, うい
ゅさぇあょぇすっ う しっきっえくぇ さけいけ
ゃぇさくぇ, ぇ しすっ ゅさぇょしおけ つっょけ. 
¨すおなょっ すぇいう しすさぇしす おなき いっ
きはすぇ?
- ′うおけゅぇ くっ しなき しう こさっょしすぇ

ゃはかぇ, つっ とっ しっ いぇくうきぇゃぇき し 
さけいう. ′うおけゅぇ くっ しなき あうゃは
かぇ くぇ しっかけ. ′ぇ ゃさっきっすけ, おぇすけ 
ょっちぇ, うきぇたきっ こけさなつっくうは こさっい 
かはすけすけ - ょぇ うきぇきっ こけ 10 ょくう 
ゃ しっかしおけすけ しすけこぇくしすゃけ. ┿い たけ
ょった こさう きけは ょはょけ こけ ぉぇとうくぇ 
かうくうは, いぇ ょぇ さぇぉけすは. ]こけきくはき 
しう, つっ くうあったきっ すのすのく, くけ こけ
くっあっ ぉはか きぇかおぇ, ぇい ゃしっ けすうゃぇた 
ゃ おぇさせちぇすぇ, いぇ ょぇ しこは. ╆ぇすさせこ

╅うゃけすなす ゃ かうすっさぇすせさぇすぇ くっ 
っ かっしくけ くっとけ. [せきっく ゅけ っ 

こさうっか, ぉっい ょぇ きさなくおぇ. [はょおけ っ 
さぇぉけすうか ゃ さっょぇおちうう, おせかすせさくう 
けすょっかう うかう ういょぇすっかしすゃぇ, おぇお-

すけ しっ こけかぇゅぇ くぇ つけゃっお,  きうくぇか 
こさっい ておけかぇすぇ „╋ぇおしうき ╂けさおう“. 
╁しなとくけしす, おぇいぇくかなておうはす こけっす  
くぇこせしおぇ ╋けしおゃぇ きぇかおけ こさっょう 

ょうこかけきうさぇくっ.  ‶け かうつくう こさう-

つうくう. ╁さなとぇ しっ せ ょけきぇ. ╆ぇこけつ-

ゃぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“  う けし-

すぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′うおけゅぇ くっ っ 
きうしかうか ょぇ あうゃっっ ょさせゅぇょっ. ‶け 
すけゃぇ し 』せょけきうさ しう こさうかうつぇす, 

〈《っ【╅ ╆ぇ]╈╅『¨っ 〉╊ ╊ 〈《っ【╅ ╉ぇ『╋╅╇╅
¨せてかちうま つ 【あせみ 》そたそうあ - たちあうせとねさあ せあ 『あこせあ 》そたえかそちえけかうあ, 『あこせあ [せみえけせみ

【そうあ てうひちおけ たちあうせとねさあてあ せあ 『あこせあ [せみえけせみ - いけそしそえひて 【あせみ 》そたそうあ
ゃぇたぇ きっ ゃ おぇさせちぇすぇ, ょぇ くっ きう っ 
しすせょっくけ, こけしかっ くうあった し すはた すの
すのく. ╇くぇつっ, くはきぇき けこうす ゃ しっか
しおけすけ しすけこぇくしすゃけ. 〈けえ しっ こけはゃう 
しっゅぇ, こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう. 

╇ おぇお?
- 〈けゃぇ っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 

きけは しなこさせゅ. ┿い しなき すせお しくぇたぇ 
けす きくけゅけ ゅけょうくう. ¨ぉうつぇき ちゃっ

すはすぇ, ぇ すけいう ぉういくっし ゅけ こさうった, 
しかっょ おぇすけ こけつうくぇ ぉさぇすなす くぇ 
きけは しなこさせゅ - ╇ゃぇく ‶けこけゃ. ╁ くぇ
つぇかけすけ くっ いくぇった おぇお とっ しっ さぇい
ゃうはす くっとぇすぇ, ゃしうつおけ ぉってっ おぇすけ 
ゃ っょうく しなく. ╆ぇゅせぉうたきっ っょうく 
きくけゅけ しおなこ つけゃっお. ╋っあょせ ょゃぇ
きぇすぇ ぉさぇすは うきぇてっ きくけゅけ しうかくう 
つせゃしすゃぇ, ぇ いぇ きっく すけえ ぉっ おぇすけ 
っょうく こけ-ゅけかはき ぉさぇす.  〈けえ ぉっ 
こなさゃうはす けす しっきっえしすゃけすけ, おけえすけ 
きっ ゃうょは う きっ けょけぉさう. ╇きぇたきっ 
っょくけ きくけゅけ たせぉぇゃけ こさうはすっか
しすゃけ. ╇ゃぇく ‶けこけゃ ぉっ うくあっくっさ 
う さぇぉけすってっ ゃ „┿さしっくぇか”. ╇きぇ 
しっさうけいっく こさうくけし ゃ ぉぇいぇすぇ いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ „┿さしっくぇか”. 

┿おけ つけゃっお くっ ゃう こけいくぇゃぇ 
う ゃう ゃうょう こさっい ぇおすうゃくうは 
こっさうけょ くぇ こけかっすけ, っ すさせょくけ 
ょぇ こさっょこけかけあう おぇおゃう たけさぇ 
しすっ う おぇおゃぇ おさなゃ すっつっ ゃなゃ 
ゃぇし. ┿ ぉなかゅぇさうくなす っ つけゃっお, 
おけえすけ けぉうつぇ ょぇ さけぉせゃぇ くぇ 
おかうてっすけ. ╁ こなさゃうは きけきっくす 
っ かっおけ しすなこうしゃぇとけ つけゃっお 
ょぇ ゃうょう いぇきっしすくうお-きうくうし
すなさ くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう 
いぇょ すさぇおすけさ くぇ こけかっすけ うかう  
くぇょ おぇいぇく, こさう さけいうすっ, いぇ
こさっすくぇか おさぇつけかう. ╁うっ くっ
っょくけおさぇすくけ しすっ こけおぇいゃぇかう, 
つっ しすっ くぇょ すけゃぇ, くぇょ おかうてっ
すぇすぇ. 〈けゃぇ こさっつう かう ╁う?
- ′ぇ こけかっすけ つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 

ういゅかっあょぇ おぇすけ つけゃっお くぇ こけ
かっすけ. ╇きぇきっ くぇょ 210 ょっおぇさぇ し 
さけいう, 120 ょっおぇさぇ し かぇゃぇくょせかぇ.  

┿ すぇいう ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ょぇ すさなゅ
くっ う さけいけゃぇさくぇすぇ. ╂さぇょうき は 
ゃっつっ くはおけかおけ ゅけょうくう. 
]かっょゃぇかう しすっ ╁ぇてうは しな

こさせゅ ゃ くっゅけゃうすっ きうしうう おぇすけ 
つけゃっお う おぇすけ ょうこかけきぇす くぇ 
きくけゅけ きっしすぇ ゃ しゃっすぇ: ╄ゃさけ
こぇ, ┿いうは, ┿きっさうおぇ. ╃ゃっ けす 
ょなとっさうすっ ゃう  しぇ ゃ ┿きっさうおぇ. 
╉なょっ ╁う っ きはしすけすけ? 

- ¨つっゃうょくけ くはおなょっ ゃ しゃっすぇ. 
′っ しきはすぇき, つっ つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
けしすぇくっ くぇ っょくけ きはしすけ. ╆ぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ つけゃっお, すけえ 
すさはぉゃぇ ょぇ こなすせゃぇ, ょぇ くっ しすけう 
くぇ っょくけ きはしすけ. 

′ぇぉかのょぇすっかっく つけゃっお しすっ. 
╉ぇおゃけ ╁う たぇさっしゃぇ う おぇおゃけ 
くっ ゃ ょくってくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ? 
╇ うきぇ かう ぉなょっとっ すぇいう ぉなか
ゅぇさおぇ? 
- ′ぇ ょくってくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ え っ 

すさせょくけ. 〈は しぇきぇすぇ きぇかおけ すさせょ
くけ きけあっ ょぇ しっ しかけあう ゃ っょうく 
けぉさぇい. ′け あっくうすっ, おけうすけ ぇい 
たぇさっしゃぇき, いぇとけすけ うしおぇき ょぇ 
こさうくぇょかっあぇ おなき すはた, しぇ ぇき
ぉうちうけいくうすっ, けすきっさっくう, せきくう, 
ゃないこうすぇくう, うくすっかうゅっくすくう, 
おけうすけ くっ しっ ょぇゃぇす かっしくけ. ┿い しっ 
さぇょゃぇき, つっ うきぇき ゃないきけあくけしす 
う くぇ きけうすっ ゅけょうくう, くぇ っょくぇ 
こけつっすくぇ ゃないさぇしす, ょぇ うきぇき ゃない
きけあくけしす いぇ こなさゃう こなす ょぇ しっ 
しさっとぇき し きくけゅけ しすけえくけしすくう 
あっくう. ′っ いくぇき つうは  っ すぇいう さぇ
ぉけすぇ - くぇ ゅけしこけょ うかう くぇ くはおけえ 
ょさせゅ, くけ こさうおぇいおぇすぇ, つっ ゅけしこけょ 
しさっとぇ つけゃっお し つけゃっおぇ, きくけ
ゅけ きう たぇさっしゃぇ. ╇ しっ さぇょゃぇき, 
つっ うきぇき ゃないきけあくけしす ょぇ うきぇき 
つぇしす けす おぇつっしすゃっくうすっ たけさぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは - おぇすけ こさうはすっかう, こけ
いくぇすう, しなきうてかっくうちう.

┿ しないうさぇすっ かう ゃ すけいう おさなゅ  
う しさっょ すっいう しさっとう けくっいう 
ぉなかゅぇさおう, おけうすけ ょくっし きけゅぇす 

ょぇ ういゃっいぇす ゃぇあくけ いぇ くぇさけ
ょぇ くう いくぇきっ?
- ╃ぇ. ¨こさっょっかっくけ, ょぇ. ╇きぇ 

すぇおうゃぇ たけさぇ. ╇ くっ ぉうゃぇ ょぇ ゅせ
ぉうき くぇょっあょぇ, つっ とっ こさけょなか
あぇゃぇ ょぇ ゅう うきぇ. 

╇ きけゅぇす ょぇ きせ こかぇすはす ちっ
くぇすぇ くぇ すけゃぇ いくぇきっ? 
- ╃ぇ. ╋けゅぇす. ╇ きけゅぇす ょぇ けすゅけ

ゃぇさはす いぇ すけゃぇ: しなし いょさぇゃっ, し あう
ゃけす, し ちっくぇすぇ しう.  〈ぇおぇ, おぇおすけ しぇ 
ゅけ こさぇゃうかう ょさせゅう こさっょう くぇし. 

] おぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅけさ
ょっっ ょくってくうはす ぉなかゅぇさうく: し 
きうくぇかけすけ, し くぇしすけはとっすけ しう 
うかう し すけゃぇ, おけっすけ っ すけえ しぇ
きうはす?
- ′ぇえ-ゃっつっ し すけゃぇ, おけっすけ っ. 

╋うくぇかけすけ きくけゅけ たけさぇ, いぇ しな
あぇかっくうっ, くっ ゅけ ちっくはす. ╇きぇきっ 
かうつくけしすう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉな
ょぇす いぇ こさうきっさ, くけ ゃうくぇゅう しっ 
くぇきうさぇ くはおけえ こけ-せきっく, いぇ ょぇ 
ゅう くぇこさぇゃう つっさくう. ╁ ちっかうは うき 
けぉさぇい. ′っとけ, おけっすけ くっ きう たぇ
さっしゃぇ.  ╁はさくけ, くっ っ ょけぉさっ ょぇ 
しう うょっぇかういうさぇきっ ゅっさけうすっ, くけ 
しきっ ょかなあくう ょぇ うき けすょぇょっき いぇ
しかせあっくけすけ. 

¨こすうきうしす かう しすっ いぇ ╀なか
ゅぇさうは, いぇ せすさっすけ くぇ ╀なかゅぇ
さうは?
- ╇しおぇき ょぇ  ゃはさゃぇき, つっ きけう

すっ ゃくせちう, こさぇゃくせちうすっ きう, とっ 
あうゃっはす ゃ っょくぇ たせぉぇゃぇ ╀なかゅぇ
さうは. ′っ ぉうゃぇ ょぇ ういさうつぇき すけゃぇ, 
くけ ょなさあぇゃぇすぇ くっ きう たぇさっしゃぇ. 
〈けゃぇ っ きけはすぇ ╀なかゅぇさうは, くけ 
ょなさあぇゃぇすぇ くっ っ きけはすぇ. 

╆ぇとけ?
 - ╆ぇとけすけ しっ くぇゅかっょぇたきっ くぇ 

つせょっしぇ う つせょっしうう. 

╁ぇてぇすぇ こさぇぉぇぉぇ っ ういゃっいぇ
かぇ いくぇきっ, くぇ おけっすけ こうてっ: 

]ゃけぉけょぇ うかう しきなさす! ┿おけ 
╁うっ しっゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ ういゃっいぇ
すっ いくぇきっすけ, おぇおゃけ とっ こうてっ 
くぇ くっゅけ?
- ┿ ょぇかう とっ きう しすうゅくっ いくぇ

きっすけ いぇ すけゃぇ, おけっすけ うしおぇき ょぇ 
うきぇ くぇ くっゅけ? ╉けゅぇすけ [ぇえくぇ っ 
ゃっいぇかぇ いくぇきっすけ, っ うきぇかけ きくけゅけ 
こけゃっつっ しゃっすうくう, ぇ しっゅぇ しゃっすう
くうすっ ういけしすぇゃぇす. ]おさうすう しぇ うかう 
ゅう くはきぇ ういけぉとけ. 

… くけ くはきぇ ょぇ っ ]ゃけぉけょぇ 
うかう しきなさす? 
- ┿ いぇとけ こなお くっ?

╇ こぇお しすうゅくぇたきっ ょけ しなとけ
すけ… しかっょ こけつすう 140 ゅけょう
くう?
- ¨す こけいうちうはすぇ くぇ ょくってくけすけ 

ゃさっきっ ぉうた うしおぇかぇ - すけゃぇ, おけっすけ 
きう しっ とっ ょぇ ゃうょは ゃ さけょうくぇすぇ 
しう: きぇかおけ こけゃっつっ しおさけきくけしす, 
きぇかおけ こけゃっつっ うくすっかっおす, きぇかおけ 
こけゃっつっ いぇゅさうあっくけしす いぇ ょさせ
ゅうは. ] すっいう ちっくくけしすう, し おけうすけ 
くはおけゅぇ たけさぇすぇ しぇ せきうさぇかう くぇ 
せしすぇ, くけ... ′っ いくぇき けぉぇつっ ょぇかう 
とっ いゃせつぇ しなゃさっきっくくけ. ′っ っ きけ
ょっさくけ きぇえ すけゃぇ しっゅぇ, いぇとけすけ 
しっゅぇ しぇ きけょっさくう ょさせゅう さぇぉけすう. 

╉ぇお しなたさぇくはゃぇすっ こぇきっすすぇ 
くぇ しかぇゃくうは しう さけょ いぇ ╁ぇてう
すっ ゃくせちう? 
- ╇きぇき っょくけ すぇおけゃぇ けぉっ

とぇくうっ - ょぇ くぇこうてぇ おくうゅぇ いぇ 
さけょぇ. ¨さゅぇくういうさぇかぇ しなき ゃっつっ 
さぇぉけすぇすぇ いぇ くぇこうしゃぇくっすけ くぇ 
すぇいう うしすけさうは, くぇ きけは さけょ う くぇ 
さけょぇ くぇ きけは しなこさせゅ - [ぇょうけく 
‶けこけゃ. ╇きぇ ょけしすぇ うくすっさっしくう 
くっとぇ, おけうすけ しすぇゃぇす いぇ おくうゅぇ う 
とっ くぇきっさはす きはしすけ ゃ すぇいう おくう
ゅぇ. ╁くせちうすっ くう すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす 
おけう しぇ. ╆ぇすけゃぇ うしおぇき ょぇ は  うきぇ 
すぇいう おくうゅぇ. 〈ぇおぇ, おぇおすけ ぇい しなき 
あうゃはかぇ し さぇいおぇいうすっ いぇ ょはょけ 
きう, おけえすけ きう ょぇょっ しすさぇてくけ 
きくけゅけ かのぉけゃ. ╇ おけはすけ かのぉけゃ 
けとっ きう ょなさあう. ╃け ょっく-ょくってっく 
あうゃっは しなし しこけきっくぇ いぇ くっゅけ. 

┿おけ しっゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなさ
くっ あうゃけすなす けぉさぇすくけ, こけ しな
とうは くぇつうく かう ぉうたすっ ゅけ あう
ゃっかう?
- ╃ぇ. ]なとうは しなこさせゅ, しなとうすっ 

ょっちぇ, しなとうすっ ゃくせちう うしおぇき. ′は
おけう くっとぇ, きけあっ ぉう こさけきっくうすっ, 
とっ しぇ おけいきっすうつくう. ′け たけさぇすぇ, 
し おけうすけ うしおぇき ょぇ あうゃっは, しぇ 
すっいう. ╀うた うしおぇかぇ, ぇおけ きけあっ
てっ, ょぇ せょなかあぇ あうゃけすぇ きぇかおけ 
くぇ きけうすっ さけょうすっかう, いぇとけすけ 
すっ すゃなさょっ さぇくけ しう けすうょけたぇ けす 
あうゃけすぇ. ╇ とはた ょぇ いぇょぇゃぇき こけ
ゃっつっ ゃなこさけしう.  ╋ぇかおけ ゃなこさけしう 
しきっ いぇょぇゃぇかう くはおけゅぇ. ╇ きくけゅけ 
おぇすけ つっ かう くっ ぉはたきっ くぇせつっくう 
ょぇ しう こさういくぇゃぇきっ, つっ けぉうつぇきっ 
くはおけゅけ, くっとけ. ┿ つけゃっお おぇすけ つっ 
かう うきぇ くせあょぇ すけつくけ すけゃぇ ょぇ 
つせゃぇ こけ-つっしすけ. ╇ ょぇ しう いくぇっき 
こけゃっつっ さけょけゃっすっ. ╆ぇ ょぇ くう っ 
こけ-うくすっさっしくけ ょぇ あうゃっっき う ょぇ 
しきっ すせお.  ╇ ょぇ しきっ こけ-こぇきっすくう. 
╂かっょぇき, つっ しっ ゃすせさゃぇす きかぇょうすっ 
たけさぇ し きくけゅけ こけ-ゅけかはき っくすせ
しうぇいなき おなき つぇかゅぇすぇ ゃ あうゃけすぇ, 
けすおけかおけすけ いぇ くっとぇ, おぇすけ くぇ
こさうきっさ おなき ゃっかうおうは ╊っゃしおう. 
‶さはしくぇ っ しっゅぇ ょうしおせしうはすぇ いぇ 
くっゅけ. ╊っゃしおう, おけえすけ っ ぉうか こさっ
ょぇょっく けす つっすうさうきぇ ぉなかゅぇさう けす 
しなょっぉくうは しなしすぇゃ. ╀うかう しぇ しぇきけ 
つっすうさうきぇ ぉなかゅぇさう ゃ ちっかうは しな
ょっぉっく  しなしすぇゃ う すっ しぇ ゅけ こさっ
ょぇかう. 〈せさちう しぇ しっ ゃないょなさあぇかう 
けす すけゃぇ くっとけ, ぇ ぉなかゅぇさう しぇ ゅけ 
こさっょぇかう. ′っゃっさけはすくけ っ すけゃぇ 
くっとけ. ╇ しっゅぇ っ しなとけすけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

[せきっく ╃っくっゃ っ くけしうすっか くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ 
„ぃあくぇ こさけかっす“ 1987-きぇ いぇ ょっぉのすぇ しう し „╅うゃけすなす くぇ 
ょなあょぇ“. ┿ゃすけさ っ くぇ しぉけさくうちうすっ しなし しすうたけすゃけさっくうは 
う こけっきう „╁っつくうはす きうさ“ (1990), „‶けしかっょくけ“ (1999), 
„╆ゃせおけこうしう“ (2001), „]すうたけすゃけさっくうは“ (2005), „‶け-
しけおう くぇ こけゅかっょぇ“ (2006) う „╊のかおぇ くぇ ゃしっかっくぇすぇ“ 
(2011). ╆ぇ こけっきぇすぇ „╊のかおぇ くぇ ゃしっかっくぇすぇ“ っ せょけしすけ-
っく しなし しこっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ]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. ‶さっい 2012 ゅ. ういかういぇ おくうゅぇすぇ きせ し っしっすぇ 
„╂さぇょ ╀なかゅぇさうは“ (こけかうすうつっしおぇ そぇくすぇしすうおぇ). ‶けしかっょ-
くぇすぇ, ゃ けぉけゅぇすっく ゃぇさうぇくす, ういかういぇ こさっい 2014-すぇ おぇすけ 
„′ぇいぇょ おなき つけゃっつっしすゃけすけ“, いぇっょくけ し „‶けょさぇあぇくうっ くぇ 
こしぇかすうさぇ“ – こけっいうは.  ¨す きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ つかっく くぇ 
‶╄′-おかせぉぇ, おけっすけ しきはすぇ いぇ ゅけかはきけ こさういくぇくうっ. ′っゅけ-
ゃう こさけういゃっょっくうは - しすうたけゃっ, っしっすぇ う こせぉかうちうしすうおぇ, しぇ 
こっつぇすぇくう ゃ きくけゅけ かうすっさぇすせさくう う こっさうけょうつくう ういょぇ-
くうは. 』かっく っ くぇ さっょぇおちうけくくうは しなゃっす くぇ ╊うすっさぇすせさ-
くけ しこうしぇくうっ „╉せかぇ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 』かっく っ くぇ ]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.
¨す ゅけょうくぇ っ つかっく くぇ ╊うすっさぇすせさっく おさなゅ „]きうしなか“, 

こけおぇくっく けす  こけっすっしぇすぇ ╁うけかっすぇ 》さうしすけゃぇ, おけはすけ きう-
くぇかぇすぇ しっょきうちぇ こさっょしすぇゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお ょゃっすっ くけゃう 
おくうゅう くぇ [せきっく.

╁うけかっすぇ 》さうしすけゃぇ こさっょしすぇゃう くけゃうすっ おくうゅう くぇ [せきっく

„‶さけくうおくけゃっく きうしかうすっか, けすおさうゃぇすっか, 〉つうすっか... [せきっく ╃っ-
くっゃ - っょくけ けす くぇえ-せしすけえつうゃうすっ しかけゃけしなつっすぇくうは ゃ くぇしなと-
くうすっ きう かうすっさぇすせさくう こさっょしすぇゃう ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう...“, 
すぇおぇ こけっすっしぇすぇ ╁うけかっすぇ 》さうしすけゃぇ けすゃけさう ゃっつっさすぇ くぇ ょゃっすっ 
くけゃう おくうゅう くぇ [せきっく - „‶けょさぇあぇくうっ くぇ こしぇかすうさぇ“ - こけっ-
いうは う „′ぇいぇょ おなき つけゃっつっしすゃけすけ“, おけはすけ ぇゃすけさなす てっゅけゃうすけ 
けこさっょっかは おぇすけ こけかうすうつっしおぇ そぇくすぇしすうおぇ. ╋っあょせ ょゃっすっ うきぇ 
きくけゅけ けぉとけ, しこけょっかう [せきっく ╃っくっゃ こさっょ しなぉさぇかうすっ しっ ゃ いぇ-
かぇすぇ くぇ „╇しおさぇ“ 4  くぇ 25-すう そっゃさせぇさう ゃ ╉ぇいぇくかなお くっゅけゃう 
つうすぇすっかう, こけゃっつっすけ - う ぉかういおう こさうはすっかう. ‶さっょ すはた こけっすなす, 
ゃっつっ ょけぉさっ こけいくぇす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こせぉかうおぇ, ういおせてっくぇ けす 
しかけゃけすけ, こさういくぇ, つっ ういこけゃはょゃぇ せしっとぇくっすけ う さぇいぉうさぇくっすけ 
いぇ こけっいうはすぇ おぇすけ ゃなすさってっく ゅかぇし くぇ いゃせちうすっ. ╆ぇ いゃせちうすっ う 
すはたくけすけ ったけ せ つっすはとうすっ, いぇ こけっいうはすぇ おぇすけ „くっしなとっしすゃせゃぇと 
っいうお, くぇ おけえすけ くうおけえ くっ ゅけゃけさう ゃ っあっょくっゃうっすけ“, いぇ こさぇいくう-
おぇ - こさっょしすぇゃはくっ くぇ おくうゅぇ - „っょうく けしけぉっく あぇくさ“, いぇ ょせてぇすぇ 
- „おぇすけ すけつおぇ, こなかくぇ し くっぉっ“, いぇ しすうたけすゃけさっくうはすぇ, いけゅさぇそう-
しゃぇくう おぇすけ そさっしおう けす たさぇき, いぇ こさけいぇすぇ くぇ [せきっく, „けしゃっすっくぇ 
し こけっすうつっく こさけあっおすけさ“ /╁うけかっすぇ 》さうしすけゃぇ/, しすぇくぇ ょせきぇ ゃ 
しさっとぇすぇ, けさゅぇくういうさぇくぇ けす ̈ ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ“ ゃ 
╉ぇいぇくかなお - ゅさぇょ, おけえすけ いぇ ╁うけかっすぇ, けおぇいゃぇ しっ, こさけょなかあぇゃぇ 
ゅけょうくう くぇさっょ  ょぇ しう けしすぇゃぇ „かうすっさぇすせさっく ゅさぇょ-ょなさあぇゃぇ“.

‶さういなす „ぃあくぇ こさけかっす“ くぇきうさぇ っょうく こけっす ゃ „┿さしっくぇか“

[せきっく ╃っくっゃ っ けす けくっいう ぇゃすけさう, いぇ おけうすけ けとっ こさうあうゃっ しっ 
いくぇっ, つっ すっ とっ けしすぇくぇす. 』っ しぇ ゃっつくう. ╋くけゅけ けす こけいくぇゃぇとうすっ 
こけっいうはすぇ きせ, こなお う こさけいぇすぇ けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, ゅけ くぇさう-
つぇす „ゃっかうお“. ╃ぇ しっ おぇあっ すけゃぇ いぇ [せきっく くっ っ こさっせゃっかうつっくけ. 
〈けえ っ うしすうくしおう ‶¨╄〈. ╇ ゃ こけょさっょっくうすっ しすうたけゃっ, う ゃ こさけいぇすぇ 
しう. ′っゅけゃぇすぇ こけっいうは ういゃうさぇ. 〈は っ ょなかぉけおぇ. 〈は っ さうすきうつくぇ. 
〈は っ こっしっくくぇ. 〈は っ おさぇしうゃぇ. 〈は っ ╋うしなか. 《うかけしけそうは.
』っ しっ せゃかうつぇ けす そうかけしけそうはすぇ, [せきっく しう いくぇっ けすょぇゃくぇ, くけ 

っょゃぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう すけゃぇ しすぇゃぇ はしくけ う くぇ こせぉかうおぇすぇ. 
╆ぇとけすけ, [せきっく こさけこうしゃぇ そうかけしけそしおう っしっすぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ 
しっ けしきっかはゃぇ いぇ すけゃぇ, っょゃぇ しかっょ くぇすさせこゃぇくっすけ くぇ あうすっえしおう 
けこうす. 〈させょっく けこうす.  ╁っさけはすくけ, し すけいう けこうす „くぇ ゅなさぉぇ“ , [せきっく 
こさけこうしゃぇ  けとっ こけ-ょけぉさっ.   
〈けえ っ さけょっく こさっい ぇこさうか 1958 ゅ. ゃ  ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ こなさゃう こなす 

こせぉかうおせゃぇ しすうたけすゃけさっくうは こさっい 1973 ゅ. ]かっょゃぇか っょゃぇ ゅけょうくぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけゅうは  ゃ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす „‶ぇうし-
うえ 》うかっくょぇさしおう“, [せきっく くはきぇ おぇお ょぇ しおさうっ すぇかぇくすぇ しう. 〈けえ 
ぉかっしゃぇ う いぇ けつうすっ くぇ ╂っけさゅう ╉けくしすぇくすうくけゃ, おけえすけ ゅけ こうすぇ 
こさけしすけ: “╇しおぇて かう ゃ ╋けしおゃぇ?“.  „╋ぇおしうき ╂けさおう“ っ すけつくけすけ 
きはしすけ いぇ [せきっく. 〈ゃけさつっしおうはす ういこうす いぇ くっゅけ くっ っ こさけぉかっき う 
]ゃっすなす くぇ ╂けかっきうすっ  しっ けすゃぇさは いぇ きかぇょうは こけっす  ゃ しっきうくぇさぇ 
こけ こけっいうは くぇ  ╊っゃ ̈ てぇくうく..., ゃ  ちはかけすけ こうしぇすっかしおけ  ゅなきあうかけ  
くぇ ╊うすっさぇすせさくうは うくしすうすせす..., ゃ ゅかなぉうくうすっ う ゃ こさけしすさぇくしすゃぇ-
すぇ くぇ けゅさけきくうは ゅさぇょ...
╆ぇ しゃけっすけ けすゃぇさはくっ おなき しゃっすぇ [せきっく ょくっし おぇいゃぇ: “′ぇゃはさくけ 

ぉなかゅぇさしおうすっ きかぇょっあう すさはぉゃぇ ょぇ たけょはす ょぇ せつぇす ゃ つせあぉうくぇ, いぇ 
ょぇ しっ けしゃけぉけょはす けす こさけゃうくちうぇかういきぇ しう. ╆ぇとけすけ すぇき ゃしうつおけ 
せ すっぉ しっ こさけきっくは – ゃ っいうおぇ, ゃ あっしすけゃっすっ, ゃ けぉとせゃぇくっすけ し  
ゃしうつおけ, けす おけっすけ しすぇゃぇて ╃させゅ...“.
] すぇいう ゃっつっ ょさせゅけしす, こさうぉさぇか しっ ゃ ╀なかゅぇさうは こさっい 1986-

すぇ, こけっすなす こけょゅけすゃは いぇ ういょぇくうっ „╅うゃけすなす くぇ ょなあょぇ“ – こなさ-
ゃぇすぇ しう しすうたけしぉうさおぇ. ‶けゃっつっすけ けす しすうたけゃっすっ しぇ くぇこうしぇくう ゃ 
╋けしおゃぇ. ]なぉさぇくぇ っ いぇ こっつぇす, くけ ょなかゅけ けすかっあぇゃぇ ゃ „′ぇさけょくぇ 
きかぇょっあ“. ╇いさけゃっく けす ╃ぇゃうょ ¨ゃぇょうは こさう さぇいつうしすゃぇくっすけ くぇ 
かうすっさぇすせさくうは  ぉせさっくぇお  しかっょ ‶っすおけ ╀さぇすうくけゃ, さなおけこうしなす 
くぇ [せきっく „ゅさぇぉゃぇ“ くけゃうは さっょぇおすけさ, おけえすけ すなさしう こなす いぇ きかぇ-
ょうすっ. ╄ょくぇ ゃっつっさ しかっょ ぉせさっく „おせこけく“, きぇえおぇすぇ くぇ [せきっく ゅけ 
こけしさっとぇ し くけゃうくぇすぇ:  せすさっ ゃ 10 ゅけ つぇおぇす ゃ ]けそうは. 〉きけさっく う 
あぇょっく いぇ しなく, すけえ いぇ きぇかおけ ょぇ けすおぇあっ. ′け ゃ すなきくう いけさう きぇきぇ 
ういかうゃぇ っょくぇ つぇてぇ しすせょっくぇ ゃけょぇ くぇ ゅかぇゃぇすぇ きせ う ゅけ くぇすうさゃぇ 
し ょせきうすっ: “‶さけゅかせてう きう せてうすっ し すぇは おくうゅぇ, ぇ しっゅぇ くっ うしおぇて 
ょぇ いぇきうくぇゃぇて...!“.
╉ぇすけ ゃ ぉぇくぇかっく さけきぇく  おけさっおすけさなす けす ゃっょけきしすゃっくうは ぇさしっ-

くぇかしおう ゃっしすくうお „╆ぇゃけょしおぇ ぉけさぉぇ“ たゃぇとぇ ゃ こけしかっょくうは きけ-
きっくす しゃけは ゃかぇお いぇ  ぉなかゅぇさしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. ′け けとっ こなさ-
ゃぇすぇ きせ しこうさおぇ – „ぃあくぇ こさけかっす“ – 1987-きぇ, こけょしおぇいゃぇ, つっ 
しかけゃっしくうすっ こなすってっしすゃうは し [せきっく ╃っくっゃ しぇ こけかのしくけ ょぇかっつっ 
けす ぉぇくぇかくうすっ こけっすうつくう ょせきけけぉうすぇくうは. „╅うゃけすなす くぇ ょなあょぇ“, 
ういょぇょっくぇ こさっい 1986-すぇ, こっつっかう  こさっしすうあくぇすぇ ′ぇちうけくぇかくぇ 
くぇゅさぇょぇ いぇ ょっぉのす ゃ こけっいうはすぇ „ぃあくぇ こさけかっす“ – 》ぇしおけゃけ – 
1987-きぇ. 
[せきっく ゃっつっ あうゃっっ ゃ かうすっさぇすせさぇすぇ.  

〈は っ けす けくっいう あっくう, おけうすけ くっ きけあって ょぇ 
こけょきうくって さぇゃくけょせてくけ, くうすけ すっ きけゅぇす 

ょぇ きうくぇす くっいぇぉっかはいぇくけ おさぇえ すっぉ. [っしこっお
すうさぇ し けしぇくおぇ う くっゃっさけはすっく しすうか, けす おけうすけ 
しすさせう ぉっいぇかすっさくぇすうゃくけ ょけしすけかっこうっ. ]かっょ 
すぇおうゃぇ あっくう しっ けぉさなとぇす. ′はおぇお ういかなつゃぇす 
けくいう くっこけょゃかぇしすっく くぇ ゃさっきっすけ さっしこっおす, 
おけえすけ すっ おぇさぇ ょぇ しっ いぇこうすぇて おけは っ. 〈ぇおぇ しっ 
さけょう う きけっすけ かのぉけこうすしすゃけ おなき くっは. ‶さっょう 
ぉかういけ ょゃっ ょっしっすうかっすうは. 〈ぇおぇ しっ しかせつゃぇてっ 
あうゃけすなす, つっ ゃしっ けすかぇゅぇてっ くぇてうはす ょなかなゅ 
さぇいゅけゃけさ. ¨しくけゃくけ いぇさぇょう ぇくゅぇあうきっくすうすっ 
くぇ しなこさせゅぇ え こけ しゃっすぇ, おけゅけすけ しかっょゃぇてっ 
くっけすかなつくけ う おけえすけ ぉっ つぇしす けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
こけかうすうおぇ. 
╆ぇ こさけすけおけかぇ: すは しっ おぇいゃぇ 〈ぇくは ╃けくつっゃぇ 

‶けこけゃぇ. ╇ っ けす ‶かけゃょうゃ, くけ けす くはおけかおけ ゅけ
ょうくう ょっかう あうゃけすぇ しう きっあょせ ╉ぇいぇくかなお, さけ
いけゃうすっ ゅさぇょうくう, ]けそうは う ゃくせちうすっ ゃ ┿きっさう
おぇ. ]なこさせゅぇ っ くぇ っょうく けす ゃうょくうすっ あうすっかう 
くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, し ょうこかけきぇすうつっしおぇ うし
すけさうは- ぉうゃてうはす いぇき.-きうくうしすなさ くぇ ゃなくてくう
すっ さぇぉけすう, こなさゃうはす こなかくけきけとっく きうくうしすなさ 
くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╄ゅうこっす, ぉうゃて ゃけっくっく ぇすぇてっ 
ゃ ╋ぇょさうょ, ぇ けすしおけさけ う すなさゅけゃしおう こさっょしすぇ
ゃうすっか くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╉ぇすぇさ け.さ. こけかおけゃくうお 
[ぇょうけく ‶けこけゃ. ¨す ]おけぉっかっゃけ. 
╉ぇすけ しなこさせゅぇ くぇ ょうこかけきぇす , っ しゃうおくぇかぇ 

ょぇ っ くっいぇぉっかっあうきけ ゃ こさけあっおすけさうすっ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ くっ しっ いくぇっ けぉぇつっ いぇ 〈ぇくは ‶けこけゃぇ っ, 
つっ っ こさぇゃくせつおぇ くぇ あっくぇすぇ, せてうかぇ いくぇきっすけ 
いぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇくうっ- [ぇえくぇ 《せすっおけゃぇ, 

こけ-ういゃっしすくぇ おぇすけ [ぇえくぇ ‶けこゅっけさゅうっゃぇ うかう [ぇえくぇ ╉くはゅうくは, けす ‶ぇくぇゅのさうとっ. 
]さっとぇきっ しっ し こさぇゃくせつおぇすぇ 〈ぇくは ゃ おさぇすおぇすぇ え こぇせいぇ きっあょせ こけかっす いぇ ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ, おなょっすけ 

こけしさっとくぇ ′ぇちうけくぇかくうは くう こさぇいくうお -3-すう きぇさす, ゃ すさっしおぇゃぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ くぇさけつっくけすけ いぇ ょっく 
こけ-おなしくけ けそうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおう きぇゅぇいうく いぇ おけいきっすうおぇ, っすっさうつくう きぇしかぇ う ぉなか
ゅぇさしおぇ こぇさそのきっさうは - „╀なかゅぇさうは Beauty“. ]なぉうすうっすけ ぉっ せゃぇあっくけ う けす ゅっくっさぇかくうは おけくしせか くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ. 
╃くっし こさぇゃくせつおぇすぇ くぇ あっくぇすぇ, せてうかぇ いくぇきっすけ いぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇくうっ, しなし いぇゃっすくうすっ „ ]ゃけ

ぉけょぇ うかう しきなさす“, しっ さぇいおなしゃぇ きっあょせ ゅさうあう こけ さけいけゃうすっ しう う かぇゃぇくょせかけゃう こけかっすぇ, さぇぉけすぇ ゃ 
けそうしぇ う こけょゅけすけゃおぇ くぇ ょけおすけさしおぇすぇ しう ょうしっさすぇちうは, ゃ おけはすけ とっ けぉけぉとう くぇせつっく けこうす. ┿きぉうちう
はすぇ くぇ 〈ぇくは ‶けこけゃぇ っ ょぇ ょけおぇあっ , つっ うきぇ くぇつうく きぇしかけょぇえくうすっ くう さけいう ょぇ ちなそすはす くっ こけ 22-25 
ょくう, おぇおすけ っ けぉうおくけゃっくけ, ぇ こけ 55 ょくう. 
′ぇしかっょくうつおぇすぇ くぇ [ぇえくぇ ╉くはゅうくは うきぇ 3 ょなとっさう, ゃくせお う ゃくせつおぇ. 

くけ 』せょけきうさ あうゃっっ てせきくけ, 
ぇ [せきっく – すうたけ. 
╁ けさなあっえくうちぇすぇ [せきっく 

╃っくっゃ くぇきうさぇ こけこさうとっ 
ゃなゃ そうさきっくうは „╆ぇゃけょしおぇ 

ぉけさぉぇ“. „〈けゃぇ ゃ くうおぇおなゃ 
しかせつぇえ くっ ぉってっ きくけゅけすう-

さぇあおぇ, おぇおゃうすけ こけ こさっょ-

こさうはすうはすぇ うきぇてっ きくけゅけ“, 

しこけきくは しう こけっすなす. – 〈けゃぇ 
しう ぉってっ ゃっしすくうお!“.  ╁ さっ-

ょぇおちうはすぇ „てっすぇす“ いぇっょくけ 
し ╂かぇゃくうは – ┿くゅっか ┿さぇぉぇ-

ょあうっゃ, ╇ゃぇく ╋うくつっゃ – こけ-

っすなす-たせきけさうしす, ′っょっかつけ 

╂ぇくっゃ, こぇお こけっす, ╁っしっかうくぇ 
╃っさゃうてっゃぇ, 〈けくう ╃あうきけ-

ゃぇ... [せきっく うきぇ こさけしすうつおぇすぇ 
いぇょぇつぇ ょぇ おけさうゅうさぇ すっおしすけ-

ゃっすっ けす かうくけすうこくぇすぇ きぇてう-

くぇ, おけはすけ ゃぇょう しすぇすううすっ くぇ 
さっょけゃっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ っ しかけ-

ゃけしかぇゅぇすっか /おぇすけ ╀けすっゃ う 
╀かぇゅけっゃ, てっゅせゃぇ しっ [せきっく, 
ぇ くっ おぇすけ 〈けょけさ ╅うゃおけゃ.../. 
【ぇくしなす くぇ [せきっく ょぇ こうてっ 
こけゃっつっ うょゃぇ こさう っょくけ けす-
しなしすゃうっ くぇ ╂かぇゃくうは. 〈ぇおぇ 
きけしおけゃしおうはす かうすっさぇすせさっく 
ゃないこうすぇくうお  いぇこけつゃぇ ょぇ  
„こさっちっあょぇ“  ぇきぉうちううすっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ こうてっとう, かっ-

かっっとう こせぉかうおせゃぇくっ. ╋っあ-

ょせ すはた うきぇ う すぇかぇくすう. 〈せお  
うきっくくけ [せきっく けすおさうゃぇ きかぇ-

ょうは  ′うおけかぇえ ]すぇくおけゃ, すさぇ-

ゅうつくうはす こけっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
けすこっつぇすぇか  うきっくくけ ゃ „╆ぇゃけょ-

しおぇ ぉけさぉぇ“ こなさゃうすっ しう しすう-

たけゃっ.  ′ぇしなさつっく けす  [せきっく 
╃っくっゃ. „〈けいう つけゃっお っ こけっす!“, 
さっおなか しう [せきっく う けとっ しう さっ-

おなか: “′ぇえ-こけしかっ!“. 
〈ゃけさつっしおけすけ こうしぇくっ う さっ-

ょぇおすうさぇくっ けぉぇつっ くっ けしゃけ-

ぉけょうかけ おけさっおすけさぇ けす けさゅぇ-

くういぇちうけくくけすけ いぇょなかあっくうっ 
ょぇ さぇいくぇしは し きけすけおぇさぇ しっょ-

きうつくうは すうさぇあ  こけ ちったけゃっ う 
いぇゃけょう. ‶さぇすおぇすぇ ゃっしすくうちう 
しっ こさっょぇゃぇかぇ くぇ こぇさすうえくう-

すっ しっおさっすぇさう, おけうすけ けすゅけゃぇ-

さはかう いぇ さぇいこさけしすさぇくっくうっすけ. 
[せきっく けしすぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“ けす 
1983-すぇ ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 90-
すっ. 〈けつくけ  すせお ゅけ いぇゃぇさゃぇ う 
ゅけかはきけすけ こさういくぇくうっ: “ぃあくぇ 
こさけかっす“ – 1987-きぇ. ╉けっすけ きせ 
ょぇゃぇ う しゃけえ こなす ゃ かうすっさぇすせ-

さぇすぇ. 

[せきっく こけきくう
„┿さしっくぇか“ し ょけぉさけ

╃けぉさけすけ しっ しかせつうかけ, ょけさう 
おけゅぇすけ ぉうか くぇ こなす  すけすぇかくけ 
ょぇ しっ „ういょなくう“ こさっょ うょっけかけ-

ゅうつっしおうすっ ゃかぇしすう ゃ おけきぉうくぇ-

すぇ, つっ う こさっょ こけかうすうつっしおぇすぇ 
こけかうちうは – ╃]. ‶さっょう こけ-

さっょっく こさぇいくうつっく 9-すう しっこ-

すっきゃさう [せきっく こうてっ - ゃ しな-

ゅかぇしうっ し ょせたぇ くぇ ゃさっきっすけ, 
しすぇすうは  こけょ いぇゅかぇゃうっ “[ぇ-

ょけしすすぇ けす こけぉっょぇすぇ“. ‶うてっ 
いぇ さぇょけしす, けぉぇつっ – ょさせゅけ 
ういかういぇ けす こっつぇす...“[“ –すけ ゃ 

“[ぇょけしすすぇ“ しっ けすこっつぇすゃぇ おぇすけ 
„╂“... ′うおけえ けす さっょぇおちうはすぇ 
くっ いぇぉっかはいゃぇ. ╁っしすくうおなす うい-
かういぇ „すけこなか – すけこなか“ う おぇお-

すけ ゃうくぇゅう – こなさゃけ けすうゃぇ こさう 
こぇさすうえくけすけ ╇╁╃ くぇ おけきぉうくぇ-

すぇ. ╆けさおけすけ きせ けおけ しないうさぇ ゃ 
[ぇょけしすすぇ – ╂ぇょけしす...! ╁っょくぇ-

ゅぇ しっ しうゅくぇかういうさぇ ゅさぇょしおぇすぇ 
こけかうちうは, しかせつぇはす っ ゃ さなちっ-

すっ くぇ ╃]... ′ぇ [せきっく きせ しっ 
さぇいきうくぇかけ. ′け ちはかぇ くけと くは-

おけかおけ ょせてう – ぉさけえ こけ ぉさけえ, 
ゃなけさなあっくう し こうしぇかおう, しけぉ-

しすゃっくけさなつくけ ょけゃなさてゃぇす ょな-

ゅうつおぇすぇ くぇ  ╂-すけ ゃ [.  ¨おぇいゃぇ 
しっ – ぉせおゃぇすぇ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ ぉさぇおせゃぇ, ぉうかぇ っ ゃっつっ こけ-

ういたぇぉっくぇ... ′け – ╂ぇょけしすすぇ しう 
っ ╂ぇょけしす. ╃くっし くぇ [せきっく きせ っ 

こさけしすけ – しきってくけ. ′け すけゅぇゃぇ 
– くっ しなゃしっき. 
╁さっきっすけ ゃ ¨すょっか „╉せかすせさぇ“ 

ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, ゃ さっょぇおちうううすっ 
くぇ しこうしぇくうっ „╉せかぇ“ う ゃっしす-
くうお „]っょきうちぇ“, いぇ [せきっく しぇ 
きぇかおう ういおかのつっくうは ゃ あうすっえ-

しおけすけ きせ ぉうすうっ くぇ さぇぉけすっと 
こけ こさっょこさうはすうはすぇ. 〈けゃぇ くっ 
ゅけ こさうすっしくはゃぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
つせゃしすゃぇ しっ こけ-ょけぉさっ ゃ けぉ-

とうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, おなょっ-

すけ っ しっゅぇ. ¨ちっかはゃぇくっすけ つさっい 
そういうつっしおう すさせょ くっ こさっつう 
くぇ きうしかけゃくけすけ きせ けちっかはゃぇ-

くっ ゃ こけっいうは う こさけいぇ, おけはすけ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ さぇあょぇ こけ 
ぉっかうすっ かうしすけゃっ. [ぇあょぇ しっ 
けぉうおくけゃっくけ こけ ういゅさっゃ しかなく-

ちっ, おけゅぇすけ きうしなかすぇ, こさっつうし-

すっくぇ けす しなくは, すなさしう  すけつくぇすぇ 
しう かうすっさぇすせさくぇすぇ そけさきぇ. ┿  
けすしおけさけ – う そうかけしけそしおぇすぇ. 

[せきっく そうかけしけそしすゃぇ.
′ぇうしすうくぇ.  

‶けっすなす  っ ういおせてっく けす そう-

かけしけそしすゃぇくっすけ けとっ おぇすけ しすせ-

ょっくす ゃ ╋けしおゃぇ. ′け っょゃぇ しっゅぇ 
こけしはゅぇ ょぇ こうてっ こさっい くっゅけ. 
〉しっとぇ しっ ぉかういおけ ょけ 【けこっく-

たぇせっさ. ╋ぇおぇさ 【けこっくたぇせっさ 
ょぇ っ ぇすっうしす, ぇ [せきっく ╃っくっゃ 
– くっ. 〈っいぇすぇ くぇ [せきっく いぇ ╀け-

あうはすぇ ゃけかは っ ぉかういけ ょけ 【け-

こっくたぇせっさけゃけすけ さぇいぉうさぇくっ けす 
„]ゃっすなす おぇすけ ゃけかは う こさっょしすぇ-

ゃぇ“. ╇きっくくけ ゃしっけぉとぇすぇ  ゃけかは  
おぇすけ こなさゃけこさうつうくぇ う こさけ-

はゃかっくうっ ゃ  くっとぇすぇ っ けくけゃぇ, 
おけっすけ [せきっく すなさしう くぇこけしかっ-

ょなお. 〈けえ すなさしう ╀けあうはすぇ ゃけかは 
せ ゃけかはすぇ くぇ つけゃっおぇ し はしくけすけ 
しないくぇくうっ, つっ ゃ すけゃぇ ╄ょくけ うきぇ 
ょゃっ さぇいかうつくう くっとぇ.

》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. 5



3ぎ¡ïäñëöÖÜ

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

6 март 2015 г.ぐñÖï¡ó ½ÜÑñ¿, ½é¢¡ó ïç　ö

ぶñïöóöÜ!

╊[』》╊『【〉《: ′╅ 《╆ぅ¨〉』[¨っ ╉ぇ]╈[╅[ ╉╅ ¨′╇]╊ぁ╊〈 》《]′╅ 《【 ╋╊〉[╅『っ

╆《′《╇ 』 《【]¨ぁ¨╊ ╇ 』《‒¨っ ′╅ ょ╆¨]╊っ 〉╅ [〉』╆

ぃ╅〉』!„‶さういけゃぇゃぇき ょぇ 
くっ しっ しこっおせかうさぇ し 
くぇかうつうっすけ くぇ けぉ-
とうくしおう ょなかゅ, けす 
おけっすけ ょぇ しっ こさぇゃはす 
ういゃけょう, つっ ¨ぉとう-
くぇすぇ しっ いぇゅさけぉゃぇ”, 
おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ いぇきっしす-
くうお – 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 くぇ ╉ぇいぇくかなお 
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, 
おけえすけ っ う こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ ‶けしすけはく-
くぇすぇ おけきうしうは こけ 
ぉのょあっす う そうくぇくしう 
ゃ きっしすくうは こぇさかぇ-

きっくす. ‶っすおけゃ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお“. 〈けえ こさういけゃぇ ょぇ くっ しっ しこっおせかうさぇ し ゃなこさけしぇ いぇ 
けぉとうくしおうは ょなかゅ けとっ こけ ゃさっきっ くぇ ゃすけさけすけ つっすっくっ う 
こさうっきぇくっすけ くぇ ╀のょあっすぇ くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. ‶さっょ しなゃっすくうちうすっ  ‶っすおけゃ  ういくっしっ ょぇくくう いぇ 
しすさせおすせさぇすぇ くぇ けぉとうくしおうは ょなかゅ. 〈けえ  こけょつっさすぇ, つっ 
けゅさけきくぇ つぇしす けす くっゅけ – 4 きかく. かゃ., しぇ こかぇとぇくうは いぇ す. 
くぇさ.“╃せこおぇ くぇ うくそっおちうけいくけすけ“, さっいせかすぇす けす しょっかおぇ  
こさっょう 8 ゅけょうくう, こけ おけはすけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しなょ-
なす しっ こさけういくっしっ ゃ こけかいぇ くぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ“. 《うさきぇすぇ  
っ くぇ ぉういくっしきっくぇ 〈けょけさ ╉けかっゃ, おけえすけ おせこう すっさっくぇ くぇ 
]すぇさぇすぇ ぉけかくうちぇ, くけ すぇおぇ う くっ いぇこけつくぇ しすさけうすっかしすゃけ 
くぇ けぉっとぇくうは すぇき  ╋¨╊ いぇさぇょう こさっつおう う くっしなけすゃっす-
しすゃうは くぇ ょけゅけゃけさぇ し けぉとうくしおぇすぇ くけさきぇすうゃくぇ せさっょぉぇ.    
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃかっいっ ゃ 2015-すぇ し ょなかゅ けす 8 きかく. 

985 たうか. 920 かゃ., おぇすけ 4 –すっ きうかうけくぇ いぇ 〈けょけさ ╉けかっゃ 
しぇ こけかけゃうくぇすぇ けす ょなかゅぇ. ¨ゅさけきくぇすぇ つぇしす けす けしすぇくぇ-
かうは ょなかゅ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ っ そけさきうさぇく いぇ いぇっきう けす そけくょ 
《╊┿╂, けすこせしくぇか しさっょしすゃぇ いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ っゃ-
さけこさけっおすう. ]さっょしすゃぇすぇ こけ ╄ゃさけこさけっおすうすっ しぇ ゃないしすぇ-
くけゃうきう, こけょつっさすぇ ‶っすおけゃ  う こさうこけきくう, つっ さってっくうっ-
すけ いぇ いぇっきう こけ 《╊┿╂ っ ゃいっすけ けす きっしすくうは こぇさかぇきっくす, 
ゃおかのつうすっかくけ けす しなゃっすくうちう けす ╀]‶, おけうすけ こけ ゃさっきっ 
くぇ しっしうは ういおかのつうすっかくけ けしすさけ けぉゃうくうたぇ おきっすしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ゃ ょっおぇこうすぇかういぇちうは くぇ  ¨ぉとうくぇすぇ. „[っ-
てっくうはすぇ いぇ おさっょうすう しぇ ゃいうきぇくう けす ゃしうつおう くぇし う きう っ 
おさぇえくけ くっこさうはすくけ ゃ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ しなゃっす-
くうちう, おけうすけ すせお しぇ ゅかぇしせゃぇかう いぇ すっゅかっくっすけ くぇ いぇっきう, 
ょぇ しこっおせかうさぇす こけ ゃなこさけしぇ, ゃしっ っょくけ ういけぉとけ くっ いくぇはす 
う くっ しぇ せつぇしすゃぇかう ゃなゃ ゃいうきぇくっすけ くぇ さってっくうはすぇ いぇ 
おさっょうすう“, おぇいぇ ‶っすおけゃ. 〈けえ こけはしくう, つっ 3.5 きかく. かゃ. けす 
ょなかゅぇ っ きけしすけゃけ そうくぇくしうさぇくっ うきっくくけ こけ 《けくょ 《╊┿╂, 
おけえすけ けすこせしおぇ ういおかのつうすっかくけ ういゅけょくう おさっょうすう いぇ さっ-
ぇかういぇちうはすぇ くぇ っゃさけこさけっおすう – おさっょうすう し くうしなお かうたゃっく 

]っおしきぇてうくぇすぇ

′っゅけゃうすっ あっかぇくうは しぇ こさけしすう, ぇ ちっかうすっ - はしくう. ‶け-すけつくけ, ゃしうつおけ すけゃぇ しっ くぇきうさぇ ゃ けさゅぇくうつくけ 
っょうくしすゃけ. ╁ぇあくけすけ いぇ くっゅけ っ ょぇ こさっしこう し すっぉ. ┿おけ くっ し すっぉ - し すゃけはすぇ こさうはすっかおぇ. ┿おけ くっ しっ 
ょけおけこぇ う ょけ くっは, きけあっ ょぇ っ しなしっょおぇすぇ う ういけぉとけ, ゃしはおぇ あっくぇ, おけはすけ こけこぇょくっ ゃ こけかっいさっくうっすけ 
きせ. ′ぇ あっくおぇさうすっ けす すけいう ゃうょ ゃしうつおう あっくう うき しっ しすさせゃぇす おさぇしうゃう, ゃなゃ ゃしっおう しかせつぇえ せ ゃしはおぇ 
っょくぇ すっ くぇきうさぇす こかのしけゃっ. ╆ぇ すはた しぇ ゃぇあくう くっ おさぇしけすぇすぇ う くっ せきなす, くっ けぉぇはくうっすけ, ぇ... こけかなす.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

′っ しう いぇしかせあぇゃぇ ょぇ しっ けきなあゃぇて いぇ すぇおなゃ かけゃっち, くけ ゃしっ こぇお くぇえ-ょけぉさうはす くぇつうく ょぇ くぇきっさうて せすっ
たぇ こさう しないょぇかけすけ しっ こけかけあっくうっ, っ すゃけっすけ しなこさせあっしおけ かっゅかけ. ╅っくおぇさうすっ けす すけいう ゃうょ けぉうおくけゃっくけ 
しぇ きくけゅけ くっあくう う しぇ ういおせしくう ゃ しっおしせぇかくうすっ うゅさう う くっ うき かうこしゃぇ けこうす. ╂かぇゃくけすけ っ ょぇ くっ しきっしゃぇて 
しっおしぇ し くうおぇおゃう っきけちうう う ょぇ しっ さぇいょっかうて し くっゅけ かっおけ う こさうはすっかしおう. ╃け しかっょゃぇとぇすぇ くせあょぇ けす 
しこってくぇ しっおしせぇかくぇ こけきけと. 
┿おけ こさぇゃうて ゃしうつおけ すけゃぇ こさぇゃうかくけ, けす すぇいう ゃっつっさ とっ すう けしすぇくぇす ういおかのつうすっかくけ こさうはすくう しこけきっくう.

╇くすさうゅぇくすなす

〈せお くっとぇすぇ くっ しすけはす すぇおぇ はしくけ う こさけしすけ おぇすけ こさう “しっおしきぇてうくぇすぇ”. 〈っいう きなあっ きけゅぇす ょぇ しっ 
しきはすぇす いぇ くぇえ-けこぇしくうすっ. 〈っ しぇ ゃさっょくう - くぇえ-ゃっつっ いぇ こしうたうつっしおけすけ すう しなしすけはくうっ. [ぇぉけすぇすぇ っ 
すぇき, つっ かっゅかけすけ いぇ うくすさうゅぇくすぇ うきぇ ゃすけさけしすっこっくくぇ さけかは. ′っゅけゃぇすぇ いぇょぇつぇ っ ょぇ くぇおぇさぇ あっくぇすぇ 
ょぇ しっ ゃかのぉう ゃ くっゅけ. ╂けさっとけ, うしおさっくけ う しすさぇしすくけ. ]ぇきうはす すけえ, っしすっしすゃっくけ, けしすぇゃぇ しなゃしっき たかぇ
ょっく. ‶さっしかっょゃぇえおう すぇいう ちっか, うくすさうゅぇくすなす くっ しっ しこうさぇ こさっょ くうとけ, こけしすぇゃは おぇこぇくう う けこかうすぇ し 
うくすさうゅう しゃけはすぇ あっさすゃぇ!
〈けえ けぉけあぇゃぇ うゅさぇすぇ くぇ ゅけくっくうちぇ う ょけゅぇょおう - すう ぉはゅぇて, うくすさうゅぇくすなす しかっょ すっぉ; すう しう し くっゅけ, 

すけえ ういつっいゃぇ けす こけかっいさっくうっすけ すう. ′け, しかっょ おぇすけ ちっかすぇ っ ょけしすうゅくぇすぇ う あっさすゃぇすぇ っ こけゃぇかっくぇ, くぇ 
くっゅけ ゃっつっ くっ きせ っ うくすっさっしくけ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

╃ぇ さうしおせゃぇ ょぇ ういこけかいゃぇ こさっょしすぇゃうすっか くぇ すけいう ゃうょ いぇ しゃけう ちっかう きけあっ しぇきけ きくけゅけ しょなさあぇくぇ 
う ゃくうきぇすっかくぇ あっくぇ. ┿おけ すう しう きくけゅけ けこうすくぇ ゃ かのぉけゃくうすっ うゅさう, きけあって ょぇ しっ けこうすぇて ょぇ くぇょう
ゅさぇって うくすさうゅぇくすぇ. [ぇぉけすぇすぇ っ すぇき, つっ おけかおけすけ う かけゃおけ ょぇ しぇ ういこかっすっくう きさっあうすっ うき, すっいう きなあっ 
ょっえしすゃぇす ゅけさっ-ょけかせ こけ っょうく しちっくぇさうえ. 】けき しっ けこうすぇて ょぇ しっ しぉかうあうて し くっゅけ, すけえ しっ こかぇてう う 
しっ しおさうゃぇ, すなえ おぇすけ くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ ょぇょっ ゃけかは くぇ つせゃしすゃぇすぇ しう. 〈けかおけゃぇ っ ゅけさょ! ′け 
とけき しっ けすょぇかっつうて, すけえ しっ たゃなさかは しかっょ すっぉ, せゃかっつっく けす くっこけぉっょうきぇすぇ しすさぇしす. 〈っいう うゅさう とっ 
こさけょなかあぇゃぇす ょけすけゅぇゃぇ, ょけおぇすけ あっさすゃぇすぇ きせ くっ こぇょくっ ぉっいしうかくぇ.
′ぇ たけさぇすぇ, ういこなかくっくう し ぇゃぇくすのさうしすうつっく ょせた, すけゃぇ ょけしすぇゃは けゅさけきくけ せょけゃけかしすゃうっ.

╃なさょけさおけすけ

¨ぉうつぇ ょぇ ぉなぉさう くぇ くぇえ-さぇいかうつくう すっきう, さぇいこぇかゃぇえおう しけぉしすゃっくけすけ しう ゃなけぉさぇあっくうっ う ゃないぉせあ
ょぇえおう そぇくすぇいうはすぇ くぇ ゃなこさけしくぇすぇ ょぇきぇ. ╁しなとくけしす, くはきぇ くぇ おぇおゃけ すけかおけゃぇ ょぇ さぇいつうすぇて こさう 
すぇおぇゃぇ しさっとぇ, いぇとけすけ, ぇおけ しぇきぇすぇ あっくぇ しっ けこうすぇ ょぇ くぇこさぇゃう くはおぇおゃぇ しっさうけいくぇ おさぇつおぇ, すけいう 
ゃうょ あっくおぇさ きけあっ ょぇ しっ ういこかぇてう う ょぇ くぇこせしくっ ぉけえくけすけ こけかっ. ‶け しゃけはすぇ しなとくけしす すけえ こさうかうつぇ 
くぇ はさけしすくぇ ぇおすうゃうしすおぇ, しぇきけ つっ けぉかっつっく ゃ きなあおう ょさったう. 
┿おけ けぉっおすなす くぇ くっゅけゃうすっ ゃないょうておう ゅけ けすぉかなしくっ, すけえ ゃっょくぇゅぇ ゅせぉう うくすっさっし, いぇとけすけ こさっょ

しすぇゃうすっかうすっ くぇ すぇいう ゅさせこぇ あっくおぇさう ういけぉとけ くっ きけゅぇす ょぇ しっ ぉけさはす いぇ あっくぇすぇ しっさうけいくけ, ょぇ 
ういゃけのゃぇす ゃくうきぇくうっすけ え うかう ょぇ は けすくっきぇす けす くはおけゅけ. ╋なさいっかうゃう しぇ いぇ すぇおうゃぇ くっとぇ. ╁しうつおうすっ 
うき けこうすう いぇ しぉかうあぇゃぇくっ うきぇす しぇきけ こけおぇいっく たぇさぇおすっさ - すっ こさけしすけ うしおぇす ょぇ ぉなょぇす ちっくすなさ くぇ 
あっくしおけすけ ゃくうきぇくうっ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

〈けえ っ くっいぇきっくうき ゃぇさうぇくす いぇ いぇこなかゃぇくっ くぇ こせしすけすぇすぇ, おけゅぇすけ しなこさせゅなす すう すっ っ ういきけさうか, っょくけ
けぉさぇいうっすけ ゃ けすくけてっくうはすぇ ゃう すっ おぇさぇ ょぇ しっ ょなさあうて たかぇょくけ う すう しっ うしおぇ くっとけ “こけ-こうおぇくすくけ”, 
くけ うしすうくしおぇすぇ ういくっゃはさぇ くっ ゃかういぇ ゃ こかぇくけゃっすっ すう. ] すけいう ょなさょけさおけ きけあって ょぇ けすうょって くぇ さっし
すけさぇくす, ょぇ しっ くぇしかぇょうて くぇ っょうく さぇいゅけゃけさ う くぇ せつすうゃうすっ きせ おけきこかうきっくすう, すけえ ょけさう きけあっ ょぇ しっ 
けしきっかう ょぇ すっ こけゅぇかう こけ おけかはくけすけ, こさけきなおゃぇえおう さなおぇ こけょ こけおさうゃおぇすぇ くぇ きぇしぇすぇ. ′け! 〈う とっ しっ 
こさうぉっさって ゃおなとう, ゃおせしうかぇ しぇきけ けす こさうはすくけすけ きなあおけ けぉとっしすゃけ, ぉっい ょぇ こさっしすなこうて ゅさぇくうちぇすぇ 
くぇ しなこさせあっしおぇすぇ ゃはさくけしす.

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ 
╉′]╀ ゃ „┿さしっ-

くぇか“ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, 
ょなかゅけゅけょうてっく かうょっさ 
くぇ そうさきっくぇすぇ けさゅぇ-
くういぇちうは くぇ しうくょうおぇ-
すぇ, しっ いぇゃなさくぇ し けす-
かうつうっ けす つっしすゃぇくっすけ 
くぇ 25-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ ╉けくそっょっさぇちうは-
すぇ くぇ くっいぇゃうしうきうすっ 
しうくょうおぇすう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ╀けいけゃ っ しさっょ 
けすかうつっくうすっ いぇ ぇお-
すうゃくぇ しうくょうおぇかくぇ 
ょっえくけしす. ‶さういけゃっすっ 
ぉはたぇ ゃさなつっくう けそう-
ちうぇかくけ こけ ゃさっきっ くぇ 
くぇちうけくぇかくぇすぇ おけく-
そっさっくちうは くぇ ╉′]╀, 
ゃ おけはすけ せつぇしすゃぇたぇ う 
ょっかっゅぇすう けす ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, 
くぇぉさけはゃぇとぇ こけゃっつっ 
けす 4 500 つかっくけゃっ. 8 
しうくょうおぇかうしすう けす „┿さ-
しっくぇか“ こなすせゃぇたぇ いぇ 
しすけかうちぇすぇ いぇ せつぇしすうっ 
ゃなゃ そけさせきぇ いぇ さけあ-
ょっくうは ょっく くぇ ╉′]╀, 
ゃ おけえすけ せつぇしすゃぇたぇ 
う ょさせゅう おぇいぇくかなつぇ-
くう. 〈けえ しっ こさけゃっょっ 
くぇ 18-すう そっゃさせぇさう ゃ 
′╃╉. 
┿さしっくぇかしおぇすぇ しうく-

╉さうすっさうう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ:

1. ╁ないきけあくけしす いぇ ゃおかのつゃぇくっ ゃ おせさし おなき きっしっち 
のかう 2015 ゅ.;
2. ╉なき きけきっくすぇ くぇ こけょぇゃぇくっ くぇ いぇはゃかっくうっ いぇ 

けぉせつっくうっ かうちっすけ ょぇ っ くぇゃなさてうかけ 18 ゅけょうくう;
3. ¨すかうつっく せしこった;
4. ╃ぇ っ かうちっ けす しっきっえしすゃけ し くうしなお しけちうぇかっく しすぇ-

すせし うかう しうさぇお;
5. ╃ぇ っ し こけしすけはくっく う くぇしすけはと ぇょさっし ゃ くぇしっかっくけ 

きはしすけ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╆ぇ こさっょかけあっくうは う ょけこなかくうすっかくぇ うくそけさきぇちうは 
きけあっすっ ょぇ しっ けぉなさくっすっ けす 04. 03. 2015 ゅ. ょけ 31. 
03. 2015 ゅ. ゃおか. おなき けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ういこけかいゃぇすっ っょくぇ けす しかっょ-
くうすっ そけさきう いぇ おけくすぇおす:

- ╊うつくけ, ゃ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ-
くうお くぇ ぉせか.”┿か.╀ぇすっくぉっさゅ”4, っす.3 ゃ こさうっきくけすけ 
ゃさっきっ いぇ ゅさぇあょぇくう

(http://www.kazanlak.bg/cat-366.html)

- ′ぇ e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg

- ‶け すっかっそけくぇ: 0431 98 340 

[っいせかすぇすうすっ とっ ぉなょぇす けぉはゃっくう くぇ 15. 04. 2015 ゅ. 
ゃ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお かうつくけ けす 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ せつっぉくうは ちっくすなさ.

[けきぇくすうおなす

〈けいう きなあ ゃうすぇっ ゃ けぉかぇちうすっ. 〈けえ けぉうつぇ くっ おけくおさっすくぇすぇ あっくぇ, 
ぇ しないょぇくうっ, ういゅさぇょっくけ けす くっゅけゃけすけ ゃなけぉさぇあっくうっ, こさっょ おけっすけ 
ょぇ こさけういくぇしは こぇすっすうつくうすっ しう さっつう う こっさうけょうつっしおう ょぇ けぉっとぇ
ゃぇ, つっ とっ ういゃなさてう くはおぇおなゃ こけょゃうゅ. ╇いけぉとけ すけえ しっ せゃかうつぇ けす 
しぇきうは こさけちっし おぇすけ すぇおなゃ. 】けき ちっかすぇ ぉなょっ こけしすうゅくぇすぇ, うくすっさっ
しなす きせ おなき あっくぇすぇ しっ さぇいしっえゃぇ おぇすけ きなゅかぇ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

┿おけ ちはか あうゃけす しう きっつすぇかぇ くはおけえ きなあ ょぇ すう こけしゃっすう しすうたけゃっ, 
ょぇ すう こっっ こっしくう, ょぇ すう こさぇゃう しっさっくぇょう こけょ こさけいけさっちぇ, すけゃぇ 
っ すゃけはす いゃっいょっく つぇし. ]ぇきけ つっ くっ しっ けすくぇしはえ おなき ゃしうつおけ すけゃぇ 
こさっおぇかっくけ しっさうけいくけ. 】っ ぉなょって “ちぇさうちぇすぇ くぇ しゃっすぇ” しぇきけ いぇ 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ. ′け おぇおゃけ けす すけゃぇ? ╇いこけかいゃぇえ きけきっくすぇ, こさう
っきぇえ おけきこかうきっくすうすっ, くぇしかぇあょぇゃぇえ しっ くぇ かせくくぇすぇ しゃっすかうくぇ う 
てぇきこぇくしおけすけ. ╁ぇあくけすけ っ ょぇ くっ こさうっきぇて すけいう きなあ きくけゅけ くぇ
しっさうけいくけ, いぇとけすけ こけ こさうくちうこ すけゃぇ っ っょくぇ けす くぇえ-しすさぇてくうすっ 
ゅさっておう ゃ けすくけてっくうはすぇ し あっくおぇさうすっ. 

]こけさすうしすなす

〈けえ こさけしすけ っ しこけさすうしす, おけえすけ ゅけくう さっおけさょう. ╉ぇすけ すなくなお こけ
いくぇゃぇつ くぇ こしうたけかけゅうはすぇ, こさっちっくはゃぇ ゃしはおぇ あっくぇ う, おぇおすけ しっ 
こさぇゃう すけゃぇ こさう さうぉけかけゃぇ, たゃなさかは しすさなゃすぇ, いぇかぇゃは う きはすぇ ゃ 
すうゅぇくぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ すけえ こさぇゃう し ぉはしくぇ しおけさけしす.

[ぇいこけいくぇゃぇくっすけ くぇ しこけさすうしすぇ っ かっおけ いぇさぇょう くっゅけゃぇすぇ こさう
こさはくけしす, ょっかけゃうすけしす う はゃくぇすぇ くぇすさぇこつうゃけしす, し おけはすけ しっ けこうすゃぇ 
ょぇ いぇゃなさあっ し すっぉ ぉなさいけ いぇこけいくぇくしすゃけ. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす うくすさう
ゅぇくすぇ, おけえすけ くっ すなさしう かっしくうすっ こなすうとぇ, すけいう きなあ うくすせうすうゃくけ 
ういぉうさぇ あっくうすっ, おけうすけ かっしくけ きけあっ ょぇ いぇうくすさうゅせゃぇ. ╃ぇ あうゃっっ 
おけかうつっしすゃけすけ, くっ きっ うくすっさっしせゃぇ おぇつっしすゃけすけ! 〈けゃぇ っ くっゅけゃうはす 
ょっゃうい, おなき おけえすけ すけえ しっ こさうょなさあぇ う おけゅぇすけ しこけょっかは こけぉっょうすっ 
しう ゃ さぇいゅけゃけさう しなし しなとけ すぇおうゃぇ しこけさすくう すうこけゃっ おぇすけ くっゅけ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

『ぇこくう ゅけ こけ きせすさぇすぇ! ′ぇかう くっ うしおぇて くはおぇおゃぇ こうはくぇ きなあ
おぇ おけきこぇくうは ょぇ こさっょなゃおゃぇ こけょさけぉくけしすうすっ けす うくすうきくぇすぇ くけと, 
こさっおぇさぇくぇ し すけいう きなあ, おぇおすけ う ゃしうつおう こけょさけぉくけしすう けす ぇくぇすけ
きうはすぇ すう? ╃ぇ, くけ すけつくけ し すけゃぇ けぉけあぇゃぇす ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇす しこけさ
すうしすうすっ, おけゅぇすけ しぇ しさっょ こさうはすっかう. 〈ぇおなゃ くぇつうく いぇ こさっおぇさゃぇくっ 
くぇ ゃさっきっすけ うき ょけしすぇゃは くっ こけ-きぇかおけ せょけゃけかしすゃうっ, けすおけかおけすけ 
しぇきけすけ “しゃぇかはくっ” くぇ あっくぇすぇ…

′っせしこっかうはす っくすせしうぇしす

〈けゃぇ っ くぇえ-ぉっいけぉうょくうはす ゃうょ あっくおぇさう. 〈っ し くっしっおゃぇと っくすせ
しうぇいなき こさけょなかあぇゃぇす ょぇ すうつぇす しかっょ ゃしはおぇ しさっとくぇすぇ あっくぇ う 
くっこさっおなしくぇすけ しっ ゃかぇつぇす しかっょ ょぇきうすっ, くぇすさぇこゃぇえおう うき しっ しなし 
しゃけはすぇ きっつっておぇ ゅさぇちうは. 』っしすけ しかっょ くっせしこってっく けこうす いぇ しぉかう
あぇゃぇくっ くぇ かのぉけゃくうは そさけくす, っくすせしうぇしすなす いぇこけつゃぇ ぉうすおぇ いぇ 
しょけぉうゃぇくっ し こさうはすっかおぇ ゃ かうちっすけ くぇ ゃなこさけしくぇすぇ ょぇきぇ, おぇすけ こさう 
すけゃぇ つっしすけ しすぇさぇくうっすけ きせ しっ せゃっくつぇゃぇ し せしこった. 〈っいう きなあっ くっ 
しぇ くぇょぇさっくう し こさっおぇかっくけ きなあおけ しぇきけかのぉうっ う しぇ ょけぉさけょせてくう, 
こけさぇょう おけっすけ おなき すはた すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすくぇしはて しなゃしっき しこけおけえくけ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

¨すくぇつぇかけ くっせしこっかうはす っくすせしうぇしす とっ すっ いぇぉぇゃかはゃぇ し くっせきっかけすけ 
しう せたぇあゃぇくっ, しかっょ すけゃぇ とっ いぇこけつくっ ょぇ すっ ょさぇいくう. ′け ぇおけ くっ ゅけ 
けすたゃなさかうて けおけくつぇすっかくけ, すけえ くぇうしすうくぇ きけあっ ょぇ しっ けおぇあっ っょうく 
けす くぇえ-ょけぉさうすっ すう こさうはすっかう, くぇ つうっすけ さぇきけ きけあって ょぇ こけこかぇ
つって, おけゅぇすけ こさっあうゃはゃぇて うしすうくしおう かのぉけゃくう くっせしこったう. 〈っいう 
きなあっ しぇ こさけしすけょせてくう こけ たぇさぇおすっさ, すっ くはきぇ ょぇ すっ かなあぇす う ゃう
くぇゅう とっ すう しっ こさうすっおぇす くぇ こけきけと. ┿ ゃ しかせつぇえ, つっ うしすうくしおうはす すう 
おぇゃぇかっさ すっ けしすぇゃう しぇきぇ いぇ ういゃっしすくけ ゃさっきっ, くっせしこっかうはす あっくおぇさ 
っくすせしうぇしす っ ういおかのつうすっかくけ こけょたけょはとぇ おけきこぇくうは いぇ ょうしおけすっおぇ 
うかう いぇ さぇいょせきおぇ ゃ おぇそっくっすけ. ┿おけ せ すっぉ ゃないくうおくっ あっかぇくうっ ょぇ 
こけそかうさすせゃぇて, う ゃ すけいう しかせつぇえ っくすせしうぇしすなす くはきぇ ょぇ ういかなあっ 
くぇょっあょうすっ すう.

                                                 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╁ おぇこさういくうは きぇさす しきっ. ]こけさっょ きなあっすっ, あっくしおうはす きっしっち, ゃ おけえすけ ゃしうつおけ っ ゃないきけあくけ. ╇ 
こさけしすっくけ. ]こけさっょ あっくうすっ - ゃ すったくうは きっしっち, ゃ おけえすけ ゃしうつおけ うき っ こけいゃけかっくけ. ‶けくっ すぇおぇ 

ういゅかっあょぇてっ せさぇゃくっくうっすけ ょけこさっょう 20-すうくぇ ゅけょうくう, おけゅぇすけ しゃっすなす しっ ょっかってっ くぇ ╆ぇこぇょっく う 
╇いすけつっく, さぇぉけすぇすぇ くぇ きなあおぇ う あっくしおぇ, ぇ あっくうすっ – くぇ くぇてう う けぉとう. 
‶けしかっょくけすけ きなおくってっ しかっょ しっぉっ しう おせこ くっさぇいぉけさうう う くっょけさぇいせきっくうは, ょさぇきう, うしすけさうう, ゃうちけ

ゃっ, きくけゅけ けす すはた ょけしすけえくう いぇ こけさっょくぇ „┿くぇ ╉ぇさっくうくぇ” うかう „』っさゃっくけ う つっさくけ”. ′け すけゃぇ ぉってっ 
こさっょう. ╃くっし あうゃっっき ゃ たうこっさぇおすうゃっく しゃはす, ゃ おけえすけ あっくうすっ しぇ きせかすうそせくおちうけくぇかくう, ぇ きなあっすっ 
きっすさけしっおしせぇかくう. 
╉ぇいぇくけ うくぇつっ: こなかくぇ ょさぇきぇ けすおなき おぇてぇ くぇ ちっくくけしすう, こさぇゃうかぇ, こけさはょおう う くけさきう. 
╉けっすけ こなお こさっゃさなとぇ しゃっすなす くう ゃ こなしすさけ おけかっかけ, ぇ くぇし, つけゃっちうすっ, ゃ こなしすさう こうけくおう けす けゅさけきっく 

かせくぇこぇさお, ゃ おけえすけ きなつくけ くぇきうさぇきっ こさぇゃうは こなす.  
╆ぇすけゃぇ くぇゃさなた こさぇいくうおぇ くぇ あっくぇすぇ, きぇえおぇすぇ, しっしすさぇすぇ, かのぉけゃくうちぇすぇ, おけかっあおぇすぇ うかう こさけしすけ 

すぇいう ょけ ゃぇし, ゃう こさっょかぇゅぇきっ っょうく こけ-  ぉっいこけとぇょっく こけゅかっょ おなき くぇさなつくうおぇ いぇ こけかけゃぇ おけきせくうおぇ
ちうは. ╁っょさけ, てっゅけゃうすけ, かっおけ しぇさおぇしすうつくけ う... ゃはさくけ. ̈ しけぉっくけ, ぇおけ しすっ けす おぇすっゅけさうはすぇ くぇ けくっいう, 
おけうすけ しっ こけいくぇはす ゃ すっおしすぇ. 
╇ すぇおぇ: ╉ぇお きけあっ ょぇ しっ ういゃかっつっ こけかいぇ けす おぇすっゅけさうはすぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きなあおうは こけか, くぇさっ

つっくう くぇ こさけしすけくぇさけょっく っいうお しゃぇかはつう?

╉ぇおすけ こさう ゃしっおう ぉうけかけゅうつっく ゃうょ, あっくおぇさうすっ しっ ょっかはす くぇ こけょゅさせこう う ゃうょけゃっ. ╁さぇ
ゅなす すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけいくぇゃぇ こけ かうちっすけ.

こさけちっくす. 』ぇしす けす けぉとうくしおうは ょなかゅ  っ そけさきうさぇく 
う けす くせあくうすっ こさう こけょけぉくう しかせつぇう 5 % しけぉしす-
ゃっくう こぇさう, おけうすけ しっ ういうしおゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ ゃかけ-
あう いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ っゃさけこさけっおすうすっ, こけはしくう 
けとっ ‶っすおけゃ. „′っ きけあっき ょぇ くっ ゃなさゃうき ょけ おさぇえ 
う ょぇ しこさっき ょぇ けすこせしおぇきっ しさっょしすゃぇ いぇ こさけっおすう, 
おけうすけ ゃっつっ しきっ こけょおさっこうかう“, おけきっくすうさぇ  ‶っ-
すおけゃ, おけえすけ ういさぇいう けとっ くぇ しっしうはすぇ こさっょう きっ-
しっち しなとぇすぇ こけ しきうしなか こけかうすうつっしおぇ こけいうちうは こけ 
ゃなこさけしぇ, おけはすけ いぇしすなこゃぇす けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“. „╃ぇ ゃなさゃうき ょけ おさぇえ こけ けすくけてっ-
くうっ くぇ そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ こさけっおすう, おけうすけ しきっ 
こけょおさっこうかう, こさういけゃぇ いぇき.-こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす, おけえすけ こさうこけきくう, つっ こさう 
さっぇかういうさぇくう けす ¨ぉとうくぇすぇ こさけっおすう, いぇ おけうすけ 
っ こさうゃかっつっく ゃなくてっく さっしせさし けす 90 きかく. かゃ., っ 
ぇぉしけかのすくけ ょけこせしすうきけ せつぇしすうっすけ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
し 5 % しけぉしすゃっくけ そうくぇくしうさぇくっ けす 4. 5 きかく. かゃ. 
¨ぉとうくうすっ, おけうすけ くっ そけさきうさぇす けぉとうくしおう ょなかゅ, 
くっ しっ さぇいゃうゃぇす, すっ しぇ いぇしこぇかう けぉとうくう う くうっ くっ 
しきっ けす すはた”, おぇいぇ けとっ ‶っすおけゃ, おけえすけ ゃ っきけちうけ-
くぇかっく きけきっくす しこけょっかう: “╀けかう きっ, いぇとけすけ ゃしうつ-
おう くうっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす しきっ っょうくけょせてくう う 
こけょおさっこはきっ うくうちうぇすうゃうすっ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
し ゅかぇしせゃぇくっ いぇ そうくぇくしうさぇくっ, ぇ つぇしす けす くぇし しこっ-
おせかうさぇす し すけゃぇ ゃ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ“. 
‶けゃっつっ けす 2 きうかうけくぇ かっゃぇ ょなかゅ とっ ぉなょぇす うい-

こかぇすっくう けす ¨ぉとうくぇすぇ こさっい 2015-すぇ ゅけょうくぇ, 
きぇおしうきぇかくうはす さぇいきっさ くぇ けしすぇゃぇとうは いぇ しかっょゃぇ-
とう ゅけょうくう ょなかゅ っ 11 きかく. 417 たうか. かゃ.   [ぇいきっ-
さなす くぇ ょなかゅぇ っ ういつうしかっく しなけぉさぇいくけ いぇおけくぇ う っ 
ゃ こぇさぇきっすさうすっ くぇ ょけこせしすうきけすけ, しすぇくぇ はしくけ けとっ 
けす ういおぇいゃぇくっすけ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ そうくぇくしけ-
ゃぇすぇ おけきうしうは, さっこかうおうさぇくけ くぇ しっしうはすぇ こけ こさう-
っきぇくっすけ くぇ ぉのょあっすぇ けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╀]‶ 
し ぇさゅせきっくすう, つっ „ょなかゅなす っ けゅさけきっく“, おぇおすけ う し 
ょっおかぇさぇちうう いぇ くぇきっさっくうはすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
ょぇ すなさしはす いけさおけ „こさうくぇょっくぇすぇ しすけえくけしす“ いぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ, ょけてかぇ  けす すっいう こさけっおすう.
‶さっい こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう せこさぇゃかっくうっすけ 

くぇ ¨ぉとうくぇすぇ こさうおかのつう う さぇぉけすう ゃ きけきっくすぇ こけ 
こさけゅさぇきう くぇ ╄], しさっょ おけうすけ – さっおけくしすさせおちう-
はすぇ くぇ [けいぇさうせきぇ う 〈のかぉっすけ し ゃっかけぇかっは, さっ-
おけくしすさせおちうは くぇ ‶さっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは, しけ-
ちうぇかくう こさけっおすう – しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ ょけきけゃっ う 
いぇとうすっくう あうかうとぇ.
╀のょあっす 2015 っ しすぇぉうかっく う こけつうゃぇ くぇ おけくしっさ-

ゃぇすうゃくぇ, こっしうきうしすうつくぇ こさけゅくけいぇ くぇ こさうたけょうすっ 
う さぇいせきくけ ういさぇいたけょゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ, おぇすっ-
ゅけさうつっく ぉっ けとっ ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ けす „╄おしこっさすう  
いぇ ╉ぇいぇくかなお“.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

]なし しなょっえしすゃうっ-
すけ う こけ うくうちうぇすう-
ゃぇ くぇ けぉとっしすゃっ-
くうは こけしさっょくうお くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ 

〉つっぉくうはす ちっくすなさ 
いぇ けぉせつっくうっ くぇ 
ゃけょぇつう いぇ ゃしうつおう 
おぇすっゅけさうう こさっ-

ゃけいくう しさっょしすゃぇ こさっょけしすぇゃは ゃないきけあくけしす いぇ ぉっい-
こかぇすくけ けぉせつっくうっ くぇ っょくけ かうちっ いぇ ゃけょぇつ くぇ ╋‶] 
おぇすっゅけさうは „╁”.

ょうおぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀, おけはすけ っ しさっょ くぇえ-ゅけかっきうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ, っ しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ おけくそっょっさぇちうはすぇ こさっょう 25 ゅけょうくう, こさうこけきくう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ こさっょしっょぇすっかはす ┿すぇくぇし ╀けいけゃ.
]うくょうおぇかくぇすぇ おけくそっさっくちうは いぇ さけあょっくうは ょっく くぇ ╉′]╀ ぉっ せゃぇあっくぇ けす こさっょしすぇゃうすっかくけ ょなさあぇゃくけ う こけかうすうつっしおけ こさうしなしすゃうっ ゃ かうちっすけ くぇ きうくうしすなさ-こさっょ-

しっょぇすっかは ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, こさっょしっょぇすっかは くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ – 『っちおぇ 『ぇつっゃぇ う ょさせゅう けそうちうぇかくう かうちぇ, こけょくっしかう しゃけうすっ こけいょさぇゃかっくうは いぇ こさぇいくうおぇ 
くぇ しうくょうおぇかうしすうすっ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“
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Двоен празник за колежката ни от управлението 
на Завод 3 Румяна Николова Костадинова, която 
отпразнува своя прекрасен рожден ден на 3 март - 
националният празник на България. 

На  хубави дати се раждат само хубави хора!
Скъпа Румяна, за нас ти си повече от прекрасен 

човек!
Жива и здрава да си!
Честит рожден ден!

Колективът на Управлението на Завод 3

Полковник Иван 
Личев е един от 
хората, напуснали 
рано този свят, 
които наричам 
колеги, партньори, 
професионалисти 
и най-вече 
приятели. 
Вярвам, че и те 
са останали с 
такива чувства 
към мен, въпреки 
трудния ми 
характер, особено 
когато става дума 
за професионални 
ангажименти. 

Времето, независимо от неумолимия си ход, не е 
заличило почти нищо от съвместната ни работа, от 
разговорите, от споровете, от резултатите – добри или 
лоши. А са изминали 35 години от първите ни контакти.

Полковник Личев беше преди всичко Човек – спокоен, 
етичен, организиран. Взискателен към колеги и подчинени 
и най-вече към себе си. Изграден специалист, както в 
инженерната част на строително-монтажните работи, 
така и в професионалното ръководство, организация и 
координация на комплекса от дейности в ежедневната 
работа. Респектираше подчинените си и беше уважаван 
от тях, защото ги ценеше, вярваше им и правеше 
всичко по силите си да се чувстват комфортно, въпреки 
напрегнатото ежедневие.

С Иван Личев ни свързваше неподправено, искрено 
взаимно уважение и доверие. Дължеше се вероятно на 
природната му доброта, умение за преценка, чувство за 
лично и на партньора му достойнство.

Ако това са критерии за приятелство, да бяхме, а защо 
не и да сме все още приятели.

Спирам да пиша, защото ще се получи като некролог, а 
искам това да е признание към него, към всичко, което сме 
правили заедно - като благодарност към тебе, Личев.

Иван Николов Иванов
бивш Директор на „Арсенал” АД

 がçÜñÖ äëí£Öó¡! 
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„〈ったくうおせきなす しう ぉってっ しっさう
けいくぇ ておけかぇ“, おぇいゃぇ ╉ぇこおぇ, 
ょくっし すったくけかけゅ おなき 1/300 - 
きはしすけ, こけいくぇすけ こけゃっつっ おぇすけ 
„くけゃうは こさせあうくっく“ ちった – こけ 
ょせきうすっ くぇ ╉けかっゃぇ “っょくけ けす 
くぇえ-たせぉぇゃうすっ きっしすぇ ゃ „┿さ
しっくぇか“. ╁しなとくけしす, いぇ くっは 
„┿さしっくぇか“ しう っ っょうくしすゃっ
くけすけ たせぉぇゃけ きはしすけ, おなょっすけ 
っ さぇぉけすうかぇ ちはか あうゃけす, いぇ
とけすけ すけ え たぇさっしゃぇ ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ うょゃぇくっすけ すせお う くうおけゅぇ 
くっ っ きうしかうかぇ ょぇ ゅけ くぇこせしおぇ. 
[ぇぉけすぇすぇ ゃ „╇くあっくっさうくゅ”-
ぇ は せゃかうつぇ ゃっょくぇゅぇ. ╋かぇょう 
たけさぇ, こさけそっしうけくぇかくう ゃない
きけあくけしすう, っくすせしうぇいなき. ′け 
いぇ ╉ぇこおぇ しう けしすぇゃぇ さってぇゃぇと 
きけすうゃ せきっくうっすけ くぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ すけゃぇ いゃっくけ, ょぇ 
„いぇこぇかゃぇ“ たけさぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ. 
〈は くっ おさうっ, つっ すけゃぇ „いぇこぇか
ゃぇくっ“, けすおかのつゃぇくっすけ くぇ たなしぇ 
いぇ さぇぉけすぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
っ ょっかけ くぇ すけゅぇゃぇてくうは てっそ 
くぇ いゃっくけすけ, ょくっし ういこなかくう
すっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ
くぇか“ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ 
くぇ ゃさっきっすけ: “]なぉさぇ きかぇょう 
たけさぇ し すったくうつっしおぇ こけょゅけすけゃ
おぇ, かうつくけ くぇこさぇゃう こけょぉけさぇ, 
せしこは ょぇ ういゅさぇょう おけかっおすうゃ, 
くっゃっさけはすっく っおうこ!“. ╁っつっ し 
けこうすぇ しう けす こけつすう すさう ょっしっ
すうかっすうは すせお, ╉ぇこおぇ っ せぉっょっ
くぇ, つっ: “╋くけゅけ いぇゃうしう おけえ っ 
くぇつぇかくうおなす“, おけえ すっ ゃなゃっあょぇ 
ゃ さぇぉけすぇすぇ う すっ せつう ょぇ さぇぉけ
すうて. ′っ こさけしすけ おぇすけ ういこなか
くうすっか, ぇ おぇすけ つぇしす けす ょけぉなさ 
っおうこ. 〈ぇ, こけつせゃしすゃぇかぇ しっぉっ 
しう けとっ ゃ くぇつぇかけすけ おぇすけ つぇしす 
けす っょうく くっゃっさけはすっく っおうこ, 
╉けかっゃぇ こさういくぇゃぇ: “╉なょっ ょぇ 
くぇこせしおぇき?! [ぇぉけすぇすぇ ゃ ╇く
あっくっさうくゅぇ ぉってっ うくすっさっしくぇ 
– けす しすさけうすっかしすゃけすけ ょけ けぉけ
させょゃぇくっすけ... ╇いこなかくはゃぇたきっ 

うくすっさっしくう ょけゅけゃけさう, いぇ こさなゃ 
こなす すせお けとっ すけゅぇゃぇ いぇこけつ
くぇたきっ さぇぉけすぇ くぇ おけきこのすなさ, 
おけかっおすうゃなす ぉってっ しすさぇたけすっく, 

こさけしすけ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ しっ 
しおぇさぇて し くはおけゅけ, さぇぉけすってっ 
しっ し せょけゃけかしすゃうっ, ぇ さなおけゃけょ
しすゃけすけ せきっってっ, いくぇってっ おぇお 
ょぇ くう しすうきせかうさぇ“.

′ぇうしすうくぇ – しせこっさ!
] すうは ょゃっ ょせきう ╉ぇこおぇ ╉け

かっゃぇ くっ こさけしすけ しう しこけきくは, 
かうつう え, つっ すは う しっゅぇ すぇおぇ しっ 
せしっとぇ: “]せこっさ!“. ╉ぇすけ しすけ
こさけちっくすけゃ ╁けょけかっえ, すは こさう
いくぇゃぇ, つっ いぇ くっは しぇ ゃぇあくう 
こさうはすっかしすゃけすけ, せしっとぇくっすけ 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇ けぉうつぇくぇ う ょぇ 
うきぇ こけょおさっこぇすぇ, おけはすけ ょぇゃぇす 
くぇえ-ぉかういおうすっ たけさぇ. ╉ぇこおぇ 
くっ おさうっ, つっ うきぇ すぇいう こけょ
おさっこぇ. ╇ けぉうつ. ┿ う けす ぉかう
おぇとぇすぇ けす くっは さぇょけしす, おけはすけ 
くはきぇ おぇお ょぇ しっ しおさうっ, かうつう, 

つっ う ╉ぇこおぇ くっ こっしすう けぉうつすぇ 
う こけょおさっこぇすぇ しう いぇ たけさぇすぇ 
おさぇえ しっぉっ しう. “╉けゅぇすけ つけゃっお 

っ とぇしすかうゃ う けぉうつぇく, おけゅぇすけ 
けぉうつぇ – すけゃぇ くっ きけあっ ょぇ しっ 
しおさうっ. ╊うつう きせ!“, しきっっ しっ 
きけきうつっすけ せ あっくぇすぇ, おけはすけ 
しおけさけ っ ゃょうゅくぇかぇ  おせこけく いぇ 
かうつくうは しう のぉうかっえ. ‶さぇいくせ
ゃぇ ゃおなとう, こけしさっとぇ はすけ こさう
はすっかう う っ ゃっしっかけ – ╉ぇこおぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ ゃしっ こけ-つっしすけ 
しっ いぇしっょはゃぇ せ ょけきぇ う けぉうつぇ 
ょぇ こけしさっとぇ ゅけしすう. „]すぇくぇかぇ 
しなき ゅけかはき ょけきけてぇさ...!“, こぇお 
こさっい せしきうゃおぇ おぇいゃぇ すは う しっ 
ゃさなとぇ おなき こさぇいくうおぇ しう し 
さぇょけしすすぇ けす こけょぇさなおぇ, おけえすけ 
けすしおけさけ こけかせつぇゃぇ ゃしっおう ぇさ
しっくぇかっち いぇ 』[╃ – すけさすぇすぇ!:  
„〈けさすぇすぇ ぉってっ しすさぇたけすくぇ, 
くぇうしすうくぇ くっ しなき けつぇおゃぇ
かぇ...!“.  ]かぇょおうはす ぇさしっくぇか
しおう こけょぇさなお さぇょゃぇ う ゅけしすうすっ 
くぇ おせこけくぇ, ぇ ょぇ うきぇ さぇょけしす 

っ ゃぇあくけ, いぇとけすけ, おぇおすけ さけあ
ょっくうつおぇすぇ おぇいゃぇ: “〈なあくけ きう 
っ, つっ くっ しぇ とぇしすかうゃう たけさぇすぇ 
くぇこけしかっょなお..., かけてけすうはすぇ, 
いかけぉぇすぇ... しぇ くっとけ しすさぇてくけ 
う くぇうしすうくぇ こけくはおけゅぇ ういぉせた
ゃぇき けす ゃないきせとっくうっ...!“. ╆ぇ 
„しかぇぉけしすすぇ“ しう ょぇ ういぉせたゃぇ 
けす ゃないきせとっくうっ こけ こけゃけょ こけ
さっょくぇすぇ あうすっえしおぇ くっしこさぇ
ゃっょかうゃけしす, ╉ぇこおぇ しう こさういくぇ
ゃぇ, つっ ゃうくぇゅう しっ ういゃうくはゃぇ, 
ぇおけ っ ういくっさゃうかぇ しうすせぇちうはすぇ 
おさぇえ しっぉっ しう. ′け かうつくうはす 
ゅくはゃ けす くっしこさぇゃっょかうゃけしすう
すっ けしすぇゃぇ. ╉ぇこおぇ うきぇ けぉぇつっ 
こさけすうけけすさけゃぇ いぇ くっゅけ – くっ 
しこうさぇ ょぇ すなさしう たぇさきけくうは
すぇ ゃ けすくけてっくうはすぇ. ╃ぇ すなさしう 
こなさゃけ ょけぉさけすけ. ╇ ゅけ くぇきうさぇ. 
╁ ゅさうあぇすぇ いぇ さけょうすっかうすっ, いぇ 
かのぉうきうは つけゃっお, いぇ こさうはすっ
かうすっ! ‶けゃっつっすけ けす すはた っ けす
おさうかぇ ゃ „┿さしっくぇか“.  ╆ぇっょくけ 
しぇ ぉうかう う ゃ さぇぉけすぇすぇ, う ゃ 
こさぇいくうちうすっ: “〈けかおけゃぇ きくけ
ゅけ しきっ たけょうかう おなょっ かう くっ... 
╀ってっ いぇょなかあうすっかくけ!“, てっゅせ
ゃぇ しっ すったくけかけゅなす けす 1/300. 
╉けかっゃぇ っ さぇぉけすうかぇ きぇかおけ 
う ゃ ╆ぇゃけょ 5, こぇお – しさっょ すっ
たくけかけいうすっ, おけうすけ は ういせきは
ゃぇす し こさけそっしうけくぇかういきぇ しう. 
╇ し つけゃっつくけしすすぇ しう. ]なとうはす 
こさけそっしうけくぇかういなき う つけゃっつ
くけしす すは う しっゅぇ ゃうあょぇ しさっょ 
おけかっゅうすっ, し おけうすけ いぇっょくけ しっ 
けぉせつぇゃぇす ゃ おせさしぇ いぇ こけゃう
てぇゃぇくっ くぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ, 
おけえすけ „┿さしっくぇか“ こさけゃっあょぇ 
しなし しゃけうすっ しこっちうぇかうしすう しなゃ
きっしすくけ し ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさ
しうすっすう. 〈さう こなすう しっょきうつくけ 
╉けかっゃぇ けすょっかは ゃさっきっ いぇ すけいう 
おせさし, おなょっすけ, こさういくぇゃぇ, つっ 
ゃしうつおけ っ うくすっさっしくけ う こけかっい
くけ, くけ う – くっ かっしくけ. „╁しうつ
おう しきっ ょけゃけかくう“, けぉけぉとぇゃぇ 
すは. 〈ったくけかけいうすっ しぇ ょけゃけかくう 

う  いぇとけすけ さなおけゃけょしすゃけすけ うき 
けすょっかう しこっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ 
ゃ こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ: せゃっかう
つぇゃぇくっすけ くぇ ゃないくぇゅさぇあょっくう
はすぇ う けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ ょけし
すぇすなつくけ さぇぉけすぇ しぇ そぇおすけさう, 
おけうすけ せょけゃかっすゃけさはゃぇす こさけ
そっしうけくぇかくけ. 
„╇きぇきっ きくけゅけ さぇぉけすぇ, こけ

かせつぇゃぇきっ けちっくおぇ いぇ すさせょぇ 
しう, けすうゃぇて くぇ さぇぉけすぇ し せょけ
ゃけかしすゃうっ う しっ つせゃしすゃぇて こなか
くけちっくっく, おけゅぇすけ さぇぉけすうて“ 
– すぇいう こさけしすぇ, くけ – いぇすけゃぇ 
しなゃなさてっくぇ う こさけゃっさっくぇ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ すっけさっきぇ くぇ とぇし
すうっすけ, いぇ ╉ぇこおぇ っ ょけこなかくっくぇ 
けす かうつくけすけ: “』けゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ たぇさっしゃぇ! ╃ぇ けぉうつぇ う ょぇ 
ぉなょっ けぉうつぇく!“. 〈ぇいう „すっけさっ
きぇ“ さってぇゃぇ  いぇょぇつぇすぇ くぇ あう
ゃけすぇ くぇ ╉ぇこおぇ う ゃ っょうく さっ
いせかすぇす, ゃうょうき し こさけしすけ けおけ: 
すは っ とぇしすかうゃ つけゃっお. ╇ すけゃぇ 
こさけいうさぇ, おぇおすけ ゃ こなさゅぇゃうは 
こけゅかっょ, すぇおぇ う ゃ しなさょっつくぇ
すぇ せしきうゃおぇ, おけはすけ すけおせ すうつぇ  
こけ かうちっすけ え. ╃ぇあっ くっぉっしくけ
しうくうはす てぇか, くっぉさっあくけ こさっ
きっすくぇす こさっい ゃさぇすぇ, ういょぇゃぇ 
さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ, おけはすけ 
╉ぇこおぇ ╉けかっゃぇ くっこさっきっくくけ 
うしおぇ ょぇ けすおさうゃぇ う せ たけさぇすぇ 
おさぇえ しっぉっ しう. [ぇょけしす ゃ いぇ
さぇいうすっかくぇすぇ せしきうゃおぇ, すぇおぇ 
くせあくぇ くぇ ゃしはおぇ あっくぇ. ╁しっおう 
ょっく, くけ – けしけぉっくけ くぇ こさぇい
くうお. ╀うかけ すけ かうつっく, ぉうかけ こなお  
う  8-きう きぇさす.  „〈さうぉせくぇ „┿さ
しっくぇか“ しっ せしきうたゃぇ し せしきうゃ
おぇすぇ くぇ ╉ぇこおぇ ょくっし し すぇえくぇ
すぇ くぇょっあょぇ すぇいう せしきうゃおぇ ょぇ 
っ とぇしすかうゃけ いぇさぇいうすっかくぇ う ょぇ 
しっ こけはゃう くぇ かうちっすけ くぇ ゃしはおけ 
こけさぇしくぇかけ きけきうつっ けす たうかは
ょうすっ, おけうすけ ゃしっおう ょっく きうくぇ
ゃぇす こけさすぇかぇ くぇ おぇいぇくかなておぇ
すぇ けさなあっえくうちぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

╇ ゃしはおぇ つけゃっておぇ ゃけかは っ „くっこさぇゃうかくぇ“, いぇとけすけ, ぇおけ つけゃっお しっ ょなさあう おぇすけ っょくけ し ╀けあうはすぇ ゃけかは, すけ すけえ ういつっいゃぇ, いぇとけすけ ゃっつっ しすぇゃぇ つぇしす けす くっは... – くっしっ-
ぉっしう. ′っつけゃっお.  
[せきっく ╃っくっゃ こさっい 2015-すぇ くぇきうさぇ こけかっ いぇ さぇいしなあょっくうは ゃ けくすけかけゅうはすぇ, さぇいきうしかうすっ こけ ぇくすさけこけかけゅうは う そうかけしけそうはすぇ くぇ うしすけさうはすぇ. ╃くっし こけっすなす  さぇい-

しなあょぇゃぇ, つっ ゃっさけはすくけ ゃさっきっすけ いぇ そうかけしけそしおけ こうしぇくっ うょゃぇ こさう っょうく ぇゃすけさ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ くぇすさせこぇくうはす けこうす しっ すさぇくしそけさきうさぇ しゃけぉけょくけ こさっい しうかぇすぇ 
くぇ うくすせうちうはすぇ, ぉっい  くっとぇすぇ ょぇ しっ きうしかはす こさっおぇかっくけ けすさせょっくけ.  〈けゅぇゃぇ, おけゅぇすけ いくぇくうっすけ こさけしすけ しっ かっっ けす すっぉ. ‶けくっ こさう [せきっく っ すぇおぇ. ╇ すけゃぇ かうつう ゃなゃ 
そうかけしけそしおうすっ きせ っしっすぇ, こせぉかうおせゃぇくう こなさゃけ こさっい 2011-すぇ くぇえ-くぇこさっょ  ゃ おぇいぇくかなておうは しぇえす „5 きうくせすう“, ぇ こけしかっ – おぇすけ  おけかけくおぇ ゃ すせおぇてくうすっ ゃっしすくうちう  
„╇しおさぇ“ う „]っょきうちぇ“. 
╆ぇ [せきっく っ はしくけ, つっ ]ゃっすなす ゃっつっ っ しゃはす くぇ ちはかけすけ, つっ けすょっかくうすっ ゅさぇょけゃっ しぇ しぇきけ くはおぇおゃう ゃしっ - くっゅけゃう „おゃぇさすぇかつっすぇ“. 』っ – うょっ ゃさっきっ „ょぇ しっ おけゃぇす くけゃう 

こけくはすうは“. 』っ っいうおなす, おけえすけ せこけすさっぉはゃぇきっ, ゃっつっ くっ っ ょけしすぇすなつっく. 』っ ゃ すけいう すぇおぇ ぉなさいけ ゃなさゃはと しゃはす しおけさけしすすぇ くぇ うしすけさうはすぇ っ こけ-ゅけかはきぇ けす しおけさけしすすぇ くぇ 
ゃないこさうはすうはすぇ う せすぇかけあゃぇくっすけ うき ゃ っいうおぇ.
′け う ゃ ょくってくうは しおけさけすっつっく しゃはす [せきっく こさけょなかあぇゃぇ ょぇ けぉうつぇ ‶せておうく, 〉けかす 〉うすきぇく う ┿ょぇき ╋うちおっゃうつ. ╃ぇ つっすっ ¨きうさ, ╁っさゅうかうえ う ¨ゃうょうえ. ╃ぇ しっ さぇょゃぇ くぇ 

あうゃけすぇ, おぇおすけ ょっすっ しっ さぇょゃぇ くぇ こさうおぇいおぇ, おぇすけ っょうく ‶うすなさ ‶ぇく,  きけきつっすけ,  おけっすけ, さけょっくけ  いぇ ちはかけすけ つけゃっつっしすゃけ ゃ きうしかうすっ う そぇくすぇいううすっ くぇ しゃけは ぇゃすけさ – 
╃あっえきし ╋ぇすの ╀ぇさう, くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ こけさぇしくっ. ╇きっくくけ つせょけょっえくぇすぇ しきっしうちぇ けす ゃなけぉさぇあっくうっ う さっぇかくけしす せ  ╀ぇさう っ けくけゃぇ, けす おけっすけ [せきっく こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
しっ けつぇさけゃぇ... -  ╇かのいうはすぇ... ¨くは  しすさぇてくけ おさぇしうゃ さなぉ きっあょせ ょっえしすゃうすっかくけしす う そぇくすぇいうは, こけ おけえすけ ゃなさゃう あうゃけすなす くぇ うしすうくしおうすっ こけっすう. ‶さっょう ょぇ しおけつぇす 
ゃなゃ  ╁っつくけしすすぇ. ╁しなとくけしす, ょぇ しっ いぇゃなさくぇす せ ょけきぇ しう. ╃けき, おけえすけ ╀けゅ くっ いぇ ゃしっおう けすゃぇさは.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ   

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2 ╅ちつかせあしかぬひて 『とすかせ ╉かせかう:

╋¨╇《【 ╇ ╉ぇ╋╉╅

〈《っ【╅ ╆ぇ]╈╅『¨っ 〉╊ ╊ 〈《っ【╅ ╉ぇ『╋╅╇╅
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[ぇいおぇあっすっ くう いぇ ╁ぇ
てぇすぇ さけょけゃぇ ゃさないおぇ し 

[ぇえくぇ ╉くはゅうくは. 
- ╃ぇ, すぇおぇゃぇ おさなゃ, けす くっえくうは 

さけょ,  すっつっ ゃ あうかうすっ きう.  ╋けは
すぇ こさぇぉぇぉぇ こけ きぇえつうくぇ かうくうは 
┿くぇしすぇしうは 《せすっおけゃぇ, こけ こさうく
ちうこ ゃしうつおけ ゃなさゃう こけ あっくしおぇ 
かうくうは,  っ こなさゃぇ ぉさぇすけゃつっょおぇ 
くぇ [ぇえくぇ ‶けこゅっけさゅうっゃぇ, おけはすけ 
ゃしなとくけしす しっ おぇいゃぇ [ぇえくぇ 《せ
すっおけゃぇ. 〈は う きけはすぇ こさぇぉぇぉぇ しぇ 
けす ょゃぇきぇ ぉさぇすは ょっちぇ. ╋けあっ ぉう 
けす くっは っ けしすぇくぇかけ うかう っ ゅっく, 
くっ いくぇき おぇおゃけ っ, かのぉけゃすぇ おなき 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ てっゃうちぇ. ╁ きけは 
さけょ ゃしうつおう あっくう ぉさけょうさぇす う 
てうはす. [ぇえくぇ ‶けこゅっけさゅっゃぇ っ 
ぉうかぇ せつうすっかおぇ, ぇ きけはすぇ こさぇ
ぉぇぉぇ っ ょけしすぇ こけ-きぇかおぇ けす くっは, 
くけ うきっくくけ すは, きけはすぇ こさぇぉぇ
ぉぇ ┿くぇしすぇしうは, っ けくけゃぇ きけきう
つっくちっ, おけっすけ っ こけきぇゅぇかけ くぇ 
[ぇえくぇ ょぇ せてうはす いくぇきっすけ いぇ 
┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇくうっ, いぇ ょぇ 
っ ゅけすけゃけ, おけゅぇすけ ょけえょぇす ゃなしすぇ
くうちうすっ. ╆ぇすゃぇさはかう しぇ すけゃぇ きけ
きうつっくちっ ゃ すぇえくうおぇ, いぇ ょぇ こけ
きぇゅぇ. ╋けはすぇ こさぇぉぇぉぇ, けす おけはすけ 
くはきぇき しくうきおぇ, いぇ あぇかけしす, う 
きけはす こさぇょはょけ しぇ ぉうかう きくけゅけ 
うくすっさっしくう たけさぇ. ‶さぇょはょけ きう - 
╂っけさゅう ╀ぇかぇぉぇくけゃ, っょゃぇ くぇ 16 
ゅけょうくう しっ っ  いぇこうしぇか おぇすけ けこ
なかつっくっち くぇ 【うこおぇ. 〈けゃぇ っ しな
こさせゅなす くぇ すぇいう ┿くぇしすぇしうは. 〈けえ 
しなとけ おぇすけ ぉぇぉぇ っ けす ‶ぇくぇゅの
さうとっ. ╉ぇすけ けこなかつっくっち しっ いぇ
こうしゃぇ, くけ くっ こけょ  しゃけっすけ うきっ, 
いぇとけすけ っ きぇかなお う っ くはきぇかけ ょぇ 

ぉなょっ いぇこうしぇく. 〈けえ けぉぇつっ こさぇ
ゃう すけゃぇ. ╋ぇえおぇ きう っ さぇいおぇいゃぇ
かぇ, つっ ょはょけ っ せつぇしすゃぇか ゃ ぉけっ
ゃっすっ, うきぇか う くぇゅさぇょぇ し くぇょこうし 
けす ゅっくっさぇか ]おけぉっかっゃ. ╊うつくけ 
ゅっくっさぇか ]おけぉっかっゃ きせ っ こけょぇ
さうか しぇぉは し うくおさせしすぇちうは. ╆ぇ 
きっく っ せつせょゃぇとけ う くはきぇき うく
そけさきぇちうは いぇとけ しぇ ゅけ くぇこさぇ
ゃうかう すぇおぇ, くけ ょはょけ っ こけゅさっぉぇく 
し けさょっくうすっ しう, しなし しぇぉはすぇ しう, し  
おぇかこぇおぇ しう, おけえすけ っ ぉうか し させ
しおうは おさなしす. 〈けゃぇ しぇ さけょうすっかう
すっ くぇ きけはすぇ ぉぇぉぇ. 〈ぇいう きぇかおぇ 
こけきけとくうつおぇ くぇ [ぇえくぇ 《せすっ
おけゃぇ, [ぇえくぇ ╉くはゅうくは – ┿くぇ
しすぇしうは, う ╂っけさゅう ╀ぇかぇぉぇくけゃ, 
しぇ さけょうすっかうすっ くぇ きけはすぇ ぉぇぉぇ 
こけ きぇえつうくぇ かうくうは. ╆ぇ あぇかけしす, 
ゃさっきっくぇすぇ しぇ ぉうかう すぇおうゃぇ, 
つっ くうとけ けす すはた おぇすけ しっきっえくう 
さっかうおゃう くっ っ けしすぇくぇかけ くぇ くぇ
しかっょくうちうすっ. ‶ぇいは っょうくしすゃっくけ 
こぇさつっ すっつくけ いかぇすけ, おけっすけ うきぇき 
けす きけは ょはょけ, ういゃっしすくうはす おぇすけ 
╇ゃぇく ╆かぇすくうは けす ‶かけゃょうゃ. 〈けえ 
っ ょなさあぇか さっしすけさぇくす „┿しすけさうは” 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ. [ぇぉけすうか 
っ ういゃっしすくけ ゃさっきっ, しかっょ おぇすけ 
しっ ゃさなとぇ けす かぇゅっさ ゃ ╀っかっくっ, 
ゃ っょくぇ けす こかけゃょうゃしおうすっ そぇ
ぉさうおう ゃ さぇえけくぇ くぇ す. く. „╉ぇこぇ
くぇ”. 〈ぇき うきっくくけ しないょぇゃぇ すけゃぇ 
すっつくけ いかぇすけ う そけさきせかぇすぇ いぇ 
くっゅけ. 〈っすさぇょおぇすぇ, ゃ おけはすけ すけえ 
しう ゃけょう いぇこうしおうすっ, ういつっいゃぇ, 
ゃいっきぇす きせ は きうかうちうけくっさうすっ, 
くけ すけゃぇ, おけっすけ っ ゃ ゅかぇゃぇすぇ きせ, 
おぇすけ そけさきせかう, けこうす しう けしすぇゃぇ. 
〈ぇ しぇきけ すけゃぇ うきぇき けす さけょぇ う 

とっ ゅけ こさっょぇき くぇ ょっちぇすぇ しう.  

╉ぇいぇたすっ, つっ ゃなゃ ╁ぇてうは 
さけょ ゃしうつおう あっくう ぉさけょう
さぇす. ╁うっ おぇおゃけ ぉさけょうさぇすっ? 
- ¨, きくけゅけ くっとぇ.  ′け くはきぇき 

ゃっつっ ゃさっきっ いぇ すっいう さぇぉけすう. 
╀ぇぉぇ  ぉってっ きう くぇこさぇゃうかぇ いぇ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 8-きう おかぇし 
っょくぇ ぉはかぇ おけこさうくっくぇ ぉかせいぇ し 
ぉはかぇ ぉさけょっさうは. ╀ってっ きくけゅけ 
おさぇしうゃぇ. ╋ぇえおぇ きう - いぇ いぇ
ゃなさてゃぇくっすけ きう くぇ 11-すう おかぇし 
きう くぇこさぇゃう っょくぇ しすさぇたけすくぇ 
さけおかは, おけはすけ ゃしっ けとっ っ „あうゃぇ”. 

╇ こぇいうすっ すぇいう さけおかは? 
- ╃ぇ. ╋けはすぇ ょなとっさは しなとけ けぉ

かっつっ すぇいう さけおかは こけ っょうく こさぇい
くうつっく こけゃけょ,  ょけおぇすけ ぉはたきっ 
ゃ ╇しこぇくうは /ゃ ╇しこぇくうは 〈ぇくは 
‶けこけゃぇ っ こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ  
しなこさせゅなす え け. さ. こけかおけゃくうお [ぇ
ょうけく ‶けこけゃ っ ゃけっくっく ぇすぇてっ/.  
‶ぇいは は, いぇとけすけ すは きう っ きくけ
ゅけ しおなこぇ. [けおかはすぇ ぉってっ ぉはかぇ, 
し ぉなかゅぇさしおぇ ぉさけょっさうは. 〈ぇいう 
さけおかは, せてうすぇ きう けす きぇえおぇ いぇ 
ぉぇかぇ, きう こけしかせあう う いぇ ゅけょっあ
くぇ さけおかは. ╇しおぇた ょぇ っ ょなかゅぇ う 
すけゅぇゃぇ は しさはいぇたきっ ゃ すぇかうはすぇ, 
いぇ ょぇ は せょなかあうき し てうそけく.  

╁しなとくけしす, ╁ぇてぇすぇ きぇえおぇ 
‶っくおぇ っ うしすうくしおぇすぇ, こさはおぇ
すぇ ゃくせつおぇ くぇ [ぇえくぇ ╉くはゅう
くは? 
 - ╃ぇ. 

┿ うきっすけ [ぇえくぇ くけしう かう しっ 

けとっ ゃ さけょぇ ╁う? 
- ′っ いくぇき. ′はきぇき うくそけさきぇ

ちうは いぇ すけゃぇ. ′ぇてうはす さけょ こけ 
こさうくちうこ っ ょけしすぇ ゅけかはき. ╇きっ
すけ くぇ ぉぇぉぇ きう けす すけいう おかけく 
くぇ さけょぇ, ┿くぇしすぇしうは, っ ょけしすぇ 
こけこせかはさくけ ゃ さけょぇ くう. ]ぇきぇすぇ 
[ぇえくぇ, おけはすけ っ ぉうかぇ けきなあっ
くぇ いぇ ╁ぇしうか ╃うこつっゃ, おけえすけ っ 
ぉうか おきっす くぇ ‶かけゃょうゃ, っ うきぇ
かぇ こっすうきぇ  しうくけゃっ. ′ぇ ょゃぇきぇ 
けす すはた くっ しっ いくぇはす ゅさけぉけゃっすっ 
うき. ╇いけぉとけ, ょっちぇすぇ くぇ [ぇえくぇ 
╉くはゅうくは うきぇす すさせょくぇ しなょぉぇ.  
′ぇえ- ゅけかっきうはす え しうく – ╇ゃぇく 
╃うこつっゃ, っ けしなょっく くぇ しきなさす けす 
′ぇさけょくうは しなょ う せきうさぇ ゃ かぇ
ゅっさぇ ゃ ╊けゃっつ. ╁すけさうはす え しうく 
– ╁ぇしうか, っ ぉうか きぇてうくうしす くぇ 
すけさこっょけくけしっちぇ „╃さないおう” こけ 
ゃさっきっ くぇ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ 
う せつぇしすゃぇ ゃ すけさこっかうさぇくっすけ くぇ 
すせさしおうは おさぇえちっさ „》ぇきうょうっ”. ╇ 
いぇ くっゅけ くうとけ くっ しっ いくぇっ, くうすけ 
ゅさけぉ, くうすけ きはしすけ.

′っとけ けしすぇくぇかけ かう ╁う っ ゃ 
さけょぇ けす すっいう しかぇゃくう こさっょちう? 
- ╃ぇ, いぇ しなあぇかっくうっ, しぇきけ 

しこけきっくうすっ きう けす きぇえおぇ きう う 
ぉぇぉぇ きう. ╃けさう ぉぇぉぇ きう, おけは
すけ っ ぉうかぇ きくけゅけ たせぉぇゃぇ う しぇ え 
おぇいゃぇかう „たぇくなき ぉっぇす” - そうくぇ, 
たせぉぇゃぇ あっくぇ, くはきぇてっ きくけゅけ 
ゃさっきっ ょぇ きう さぇいおぇいゃぇ, こけくっあっ 
しう けすうょっ すゃなさょっ さぇくけ けす あうゃけ
すぇ.  ╃はょけ きう しなとけ. ╀はた っょゃぇ くぇ 
5 ゅけょうくう, おけゅぇすけ すけえ こけつうくぇ, 
ゃなこさっおう すけゃぇ う しこけきっくうすっ しぇ 
きくけゅけ あうゃう. ╃けおけかおけすけ いくぇき 

けす すっいう さぇいおぇいう くぇ ぉぇぉぇ う きぇえ
おぇ きう, [ぇえくぇ っ しすさぇょぇかぇ きくけ
ゅけ けす けしゃけぉけょっくぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁なこさっおう すけゃぇ っ ぉうかぇ とぇしすかうゃ 
つけゃっお, きぇおぇさ う ういきなつっくぇ, すなえ 
おぇすけ しぇきぇ っ けすゅかっょぇかぇ  ょっちぇすぇ 
しう. ¨しすぇくぇか っ ゃょけゃうちぇ きかぇょぇ, 
おけゅぇすけ くぇえ-ゅけかはきけすけ え ょっすっ っ 
ぉうかけ しぇきけ くぇ 13 ゅけょうくう. ]ぇきぇ 
しっ っ ぉけさうかぇ, しぇきぇ しっ っ しこさぇゃは
かぇ し あうゃけすぇ. ╃けおけかおけすけ いくぇき, 
っ こけょょなさあぇかぇ すっしくう ゃさないおう し 
ゃょけゃうちぇすぇ くぇ 》さうしすけ ╀けすっゃ - 
╁っくっすぇ. ]こけきくはき しう, つっ きぇえ
おぇ きう ぉってっ ゅけさょぇ  いぇ すけゃぇ, つっ 
くけしう ゃ おさなゃすぇ しう すぇおぇゃぇ つぇし
すうちぇ けす すけいう さけょ, いぇとけすけ すは くっ 
しっ ゅせぉう. ╋ぇえおぇ きう さうしせゃぇてっ う 
ぉさけょうさぇてっ たせぉぇゃけ. ]こけきくはき 
しう おぇお すは ういさうしせゃぇ ゃ くぇつぇかけ
すけ くぇ 60-すっ ゅけょうくう  っょくぇ てかう
そっさくぇ さけおかは し  ういぉさけょうさぇくう 
おせつっくちぇ.  〈けゃぇ しう ぉってっ くっとけ 
くっゃうあょぇくけ ょけすけゅぇゃぇ. ′はおなょっ ゃ 
っょくけ しこうしぇくうっ きぇえおぇ きう ゃうょは 
すぇおぇゃぇ さけおかは う しう くぇさうしせゃぇ 
ゃなさたせ つっさっく てかうそっさっく こかぇす 
し きぇしかっくう ぉけう おうすぇえしおうすっ きけ
すうゃう. ]すぇくぇ っょくぇ くっゃっさけはすくぇ 
さけおかは. ╋くけゅけ しなあぇかはゃぇき, つっ 
すぇいう さけおかは すぇおぇ  う くっ ょけあうゃは 
すっいう ゃさっきっくぇ. ′ぇ きっく しなとけ きう 
ぉっ くぇこさぇゃうかぇ こけょけぉくぇ さうしせ
ゃぇくぇ さけおかは し きぇしかっくう ぉけう, し 
っすのょう けす こさうおぇいおう. ╁しうつおう きう 
いぇゃうあょぇたぇ いぇ すぇいう さけおかは.
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〈は っ ╉ぇこおぇ. ] すけゃぇ さはょおけ 
しさっとぇくけ うきっ っ ょけしすぇすなつ
くけ ゃっょくなあ ょぇ は しさっとくって う 
ゃっつっ しう は いぇこけきくうか. ′け くっ っ 
しぇきけ けす うきっすけ – っょくけ しかなく
つっゃけ きけきうつっ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ あうゃっっ ゃ くっは ゅけょうくう しかっょ 
こさったゃなさかはくっすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ 
くぇ きかぇょけしすすぇ. ╁ないさぇしすすぇ くっ 
っ こさけぉかっき, おけゅぇすけ あうゃっって 
し さぇいぉうさぇくっすけ, つっ „』けゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ たぇさっしゃぇ!“, – くぇ
せつぇゃぇき すぇえくぇすぇ くぇ うしおさっくぇ
すぇ せしきうゃおぇ う おなょさぇゃうは しきはた 
くぇ すけゃぇ こけさぇしくぇかけ きけきうつっ. 
╇しすうくぇすぇ っ, つっ こけさぇしすゃぇくっすけ 
いぇ くっは しっ っ しかせつうかけ ゃ „┿さしっ
くぇか“, おなょっすけ うょゃぇ しかっょ ゅうき
くぇいうはすぇ う いぇゃなさてっくうは こけしかっ 
おぇいぇくかなておう すったくうおせき, おけえ
すけ „おけゃっ“ きくけいうくしすゃけすけ けす 
おぇょさうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 

〈せお しなき, いぇ ょぇ つせは おぇおゃけ きうしかうすっ ゃうっ, おぇおゃう しぇ 
ゃう くせあょうすっ, いぇ ょぇ しっ こけょけぉさう けとっ こけゃっつっ こさけうい-
ゃけょしすゃっくうはす こさけちっし, いぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇすっ ょけぉさっ. ′っ 
しなき うょゃぇか けすょぇゃくぇ すせお う ゃう きけかは ょぇ きっ ういゃうくうすっ  
いぇ すけゃぇ, くけ  うきぇてっ ょさせゅう こさけぉかっきう いぇ さってぇゃぇくっ. 
]っゅぇ  しなき すせお , いぇ ょぇ ゃう つせは,  いぇ ょぇ しっ さってぇす くっとぇすぇ. 
╉ぇおゃけすけ しきっ たゃぇくぇかう ょぇ こさぇゃうき, しきっ ゅけ くぇこさぇゃうかう  
ょけぉさっ. ]  すっいう ょせきう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけゃっょっ けすおさうすぇすぇ  しさっとぇ し おけかっおすう-
ゃぇ くぇ いぇゃけょ 4. 
╇ こなさゃけすけ くっとけ, し おけっすけ しっ ぇくゅぇあうさぇ, ぉっ ょぇ しっ こけ-

ょけぉさはす ゃうょなす う けぉしすぇくけゃおぇすぇ ゃ ちっくすさぇかくうは しすけか くぇ 
╆ぇゃけょ 4. ╃け しかっょゃぇとぇすぇ こさけかっす すけえ とっ っ ゃ しなゃしっき 
ょさせゅけ しなしすけはくうっ, おぇいぇ ╇ぉせてっゃ. 
[ぇぉけすっとうすっ こけしすぇゃうたぇ う きくけゅけ ゃなこさけしう こさっょ きっ-

くうょあなさしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う くぇしすけはたぇ いぇ ゃいっきぇくっ 
くぇ きっさおう いぇ すはたくけすけ さってぇゃぇくっ うかう いぇ こさけきっくう:  
╃ぇ しっ  くぇきぇかう くぇ こけ-きぇかおけ けす 20 きうくせすう すさぇくし-

こけさすくけすけ ゃさっきっ いぇ うょゃぇくっ う すさなゅゃぇくっ けす さぇぉけすぇ し 
ちっか ょぇ しっ けぉかっおつぇす きぇえおうすっ くぇ きぇかおう ょっちぇ, いぇ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ くぇっきぇす くぇ さぇぉけすぇ; ょぇ しっ さってぇす こさけ-
ぉかっきう し すさぇくしこけさすぇ くぇ さぇぉけすっとう けす ょさせゅう くぇしっかっ-
くう きっしすぇ, ょけおなょっすけ „┿さしっくぇか” くっ こけっきぇ ぉっいこかぇすくけ 
すさぇくしこけさすくうすっ さぇいたけょう;  ょぇ しっ ういゅさぇょはす しすぇう いぇ 
たさぇくっくっ ゃ ちったけゃっすっ, ゃ おけうすけ くはきぇ; ょぇ しっ せゃっかうつう  
きけとくけしすすぇ くぇ  っか. うくしすぇかぇちうはすぇ ゃ くぇえ-くぇすけゃぇさっくうは 
ちった 110 くぇ いぇゃけょぇ; ょぇ しっ さってぇゃぇす こけ-っおしこっょうすうゃくけ 
ゃなこさけしうすっ し ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ いぇはゃっくけすけ けぉけさせょゃぇくっ 
いぇ きけくすぇあくうすっ ゅさせこう; ょぇ しっ さってう しこさぇゃっょかうゃけ ゃな-
こさけしなす し けしくけゃくうすっ さぇぉけすくう いぇこかぇすう くぇ しすぇさうすっ う 
くけゃけくぇいくぇつっくう さぇぉけすくうちう; ょぇ うきぇ こけゃっつっ きっしすぇ いぇ 
っかっおすさけくくけ つっおうさぇくっ くぇ こけさすぇかぇ くぇ いぇゃけょ 4; ょぇ しっ 
さってぇす ゃなこさけしうすっ し おぇょさけゃけすけ けぉっいこっつぇゃぇくっ う こけ-
ゃうてぇゃぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは くぇ 
いぇっすうすっ. 
╁なこさけしなす し おぇょさうすっ っ きくけゅけ しっさうけいっく う くっ っ ゃ きけ-

うすっ さなちっ. 〈させょくけ  きけゅぇ ょぇ しっ しこさぇゃは し くっゅけ, おぇいぇ 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ 
いぇこけいくぇ さぇぉけすくうちうすっ けす いぇゃけょ 4 し こさっょこさうっすうすっ けす 
きっくうょあなさしおうは っおうこ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ きっさおう いぇ くぇ-
ぉうさぇくっすけ くぇ くけゃう さぇぉけすくうちう, いぇ すはたくぇすぇ おゃぇかうそう-
おぇちうは, いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ きかぇょう おぇょさう. ╇くそけさきうさぇ 
ゅう う いぇ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
いぇ  くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” う 
すさせょくけしすうすっ, おけうすけ さなおけゃけょしすゃけすけ しさっとぇ し ゃしうつおけ 
すけゃぇ. ′っ きけあって くぇしうかぇ くうおけゅけ ょぇ ょけゃっょって, おぇいぇ 
すけえ. ╇ぉせてっゃ こさういけゃぇ  さぇぉけすっとうすっ, おけうすけ うきぇす ゃない-
きけあくけしす, ょぇ きけすうゃうさぇす しゃけう こけいくぇすう う ぉかういおう, いぇ 
ょぇ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょぇ. 
 ¨す ゃしはおけ ょなさゃけ しゃうさおぇ くっ しすぇゃぇ, くけさきぇかくけ っ くっ 

ゃしうつおう くけゃけこけしすなこうかう ょぇ けしすぇくぇす くぇ さぇぉけすぇ すせお, 
くけ たけさぇすぇ, おけうすけ せきっはす, くっおぇ けぉせつぇゃぇす すっいう, ゃ おけう-
すけ ゃうあょぇす, つっ うきぇ あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ, こさういけゃぇ すけえ. 
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” いぇこけいくぇ 

こさうしなしすゃぇとうすっ う し こさっょこさうっすうすっ きっさおう  いぇ こけょけ-
ぉさっくうはすぇ ゃ いぇゃけょ 4, いぇ きけょっさくういぇちうはすぇ う こけょけぉさは-
ゃぇくっすけ  くぇ せしかけゃうはすぇ う こさけちっしぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 
4. [ぇぉけすう しっ こけ ちはかけしすくぇすぇ こけょきはくぇ くぇ ╁う╉-しうし-
すっきぇすぇ ゃ いぇゃけょぇ, こけ こけょきはくぇすぇ くぇ っかっおすさうつっしおけすけ 
けしゃっすかっくうっ し こけ-きけとくけ う こけ-きけょっさくけ すぇき, おなょっすけ 
っ くせあくけ, う いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃう しおかぇょけゃっ ゃ きっしす-
くけしすすぇ ”╉ぇさぇおけし” いぇ ゃいさうゃくうすっ  きぇすっさうぇかう; さぇぉけすう 
しっ う こけ こさけっおすう いぇ けしくけゃくう さっきけくすう くぇ ちったけゃっすっ, 
いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃう きけとくけしすう, ぇ すぇき, おなょっすけ 
うきぇ こけゃうてっく さうしお いぇ くはおけう こさけういゃけょしすゃぇ - いぇ うい-
ゅさぇあょぇくっ くぇ ぇゃすけきぇすういうさぇくう う きったぇくういうさぇくう しうし-
すっきう いぇ さぇぉけすぇ, おけうすけ ょぇ いぇきっくはす さなつくうは すさせょ; ゃ 
こさけちっし くぇ  ういゅさぇあょぇくっ っ すさっすう こぇさおうくゅ いぇ くせあょうすっ 
くぇ „┿さしっくぇか”う ょさ. 

〉ぉっょっく しなき, つっ いぇゃけょなす っ ういおかのつうすっかくけ 
ぉっいけこぇしっく  おぇすけ すったくけかけゅうは, くけ すさはぉゃぇ きくけゅけ 
しっさうけいくけ ょぇ しっ けぉなさくっ ゃくうきぇくうっ けす ゃしうつおう 
こけ けすくけてっくうっ くぇ こさっょこうしぇくうはすぇ う こさぇゃうかぇ-
すぇ いぇ ぉっいけこぇしくけしす, いぇはゃう ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う 
こさういけゃぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ いぇゃけょぇ ょぇ しぇ ぉっいおけき-
こさけきうしくう ゃ ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ ぉっいけこぇしくけしす, 
おぇおすけ おなき しっぉっ しう, すぇおぇ う おなき しゃけうすっ おけかっゅう.
 ‶さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ すけえ ういさぇいう う ういおかの-

つうすっかくぇすぇ しう せょけゃかっすゃけさっくけしす けす こさっょしすぇ-
ゃはくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” くぇ きっあょせくぇさけょくけすけ 
ういかけあっくうっ ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう – IDEX 2015, おなょっすけ 
うくすっさっしなす おなき そうさきぇすぇ っ ぉうか けゅさけきっく.  „‶け-
ょけぉさっ ょぇ うきぇきっ きくけゅけ さぇぉけすぇ う ょぇ しっ つせょうき 
おぇお ょぇ は しゃなさてうき, けすおけかおけすけ ょぇ くはきぇ”,  おぇいぇ 
すけえ う こさういけゃぇ さぇぉけすっとうすっ ょぇ しっ くぇしすさけえゃぇす 
いぇ けとっ きくけゅけ さぇぉけすぇ う いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ おけ-
かっおすうゃぇ.
′ぇ ゃしうつおう こけしすぇゃっくう ゃなこさけしう - こうしきっくけ う 

せしすくけ, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ いぇゃけょぇ とっ ょぇょっ けす-
ゅけゃけさう う とっ こさっょこさうっきっ しなけすゃっすくうすっ きっさおう. 
]かっょゃぇとぇすぇ すぇおぇゃぇ しさっとぇ とっ っ ゃ こなさゃうは  さぇ-
ぉけすっく ょっく くぇ ぇこさうか.  ╇ぉせてっゃ こさういけゃぇ さぇぉけすっ-
とうすっ ょぇ しっ けすいけゃぇゃぇす くぇ しさっとうすっ う しきっかけ ょぇ 
こけしすぇゃはす  こさけぉかっきうすっ, おけうすけ しつうすぇす, つっ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ けすしすさぇくはゃぇす ゃ うくすっさっし くぇ さぇぉけすぇすぇ. 
′っとぇすぇ とっ すさなゅくぇす し こけ-せしおけさっくう すっきこけゃっ, 

ゅぇさぇくすうさぇき ゃう すけゃぇ, おぇいぇ すけえ くぇ そうくぇかぇ くぇ 
しさっとぇすぇ, くぇ おけはすけ つせ かうつくけ けす さぇぉけすっとうすっ, 
つっ しぇ ょけゃけかくう けす ょけぉぇゃおうすっ けす 150 かっゃぇ, うい-
こかぇとぇくう いぇ さぇぉけすぇ いぇ けすょぇかっつっくけしす, う けす くけ-
ゃうすっ いぇこかぇすう. 
 ]さっとぇすぇ くっ きうくぇ う ぉっい こさうはすくぇ ういくっくぇょぇ, 

こけょくっしっくぇ かうつくけ けす いぇゃけょしおぇすぇ ╀ぇぉぇ ╋ぇさ-
すぇ - つうしすぇつおぇすぇ ┿くおぇ けす ちった 160 くぇ いぇゃけょ 4. 
〈は こけいょさぇゃう こさうしなしすゃぇとうすっ し くぇしすなこゃぇとぇすぇ 
こさけかっす う かうつくけ いぇゃなさいぇ くぇ ういこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ つっさゃっく おぇょっき いぇ おなしきっす う いょさぇゃっ.  
 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ょなさあう ゃ すっつっくうっ  つう-

すぇすっかうすっ しう いぇ こさっょこさうっすうすっ きっさおう けす しすさぇくぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ こけ こけしすぇゃっくうすっ ゃなこさけしう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

...╇╅╋〉¨ 』【╊ 〉¨!
〉けさそしあこ ¨いとのかう:
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„〈ったくうおせきなす しう ぉってっ しっさう-
けいくぇ ておけかぇ“, おぇいゃぇ ╉ぇこおぇ, 
ょくっし すったくけかけゅ おなき 1/300 - 
きはしすけ, こけいくぇすけ こけゃっつっ おぇすけ 
„くけゃうは こさせあうくっく“ ちった – こけ 
ょせきうすっ くぇ ╉けかっゃぇ “っょくけ けす 
くぇえ-たせぉぇゃうすっ きっしすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか“. ╁しなとくけしす, いぇ くっは 
„┿さしっくぇか“ しう っ っょうくしすゃっ-
くけすけ たせぉぇゃけ きはしすけ, おなょっすけ 
っ さぇぉけすうかぇ ちはか あうゃけす, いぇ-
とけすけ すけ え たぇさっしゃぇ ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ うょゃぇくっすけ すせお う くうおけゅぇ 
くっ っ きうしかうかぇ ょぇ ゅけ くぇこせしおぇ. 
[ぇぉけすぇすぇ ゃ „╇くあっくっさうくゅ”-
ぇ は せゃかうつぇ ゃっょくぇゅぇ. ╋かぇょう 
たけさぇ, こさけそっしうけくぇかくう ゃない-
きけあくけしすう, っくすせしうぇいなき. ′け 
いぇ ╉ぇこおぇ しう けしすぇゃぇ さってぇゃぇと 
きけすうゃ せきっくうっすけ くぇ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ すけゃぇ いゃっくけ, ょぇ 
„いぇこぇかゃぇ“ たけさぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ. 
〈は くっ おさうっ, つっ すけゃぇ „いぇこぇか-
ゃぇくっ“, けすおかのつゃぇくっすけ くぇ たなしぇ 
いぇ さぇぉけすぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
っ ょっかけ くぇ すけゅぇゃぇてくうは てっそ 
くぇ いゃっくけすけ, ょくっし ういこなかくう-
すっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-
くぇか“ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おけえすけ 
くぇ ゃさっきっすけ: “]なぉさぇ きかぇょう 
たけさぇ し すったくうつっしおぇ こけょゅけすけゃ-
おぇ, かうつくけ くぇこさぇゃう こけょぉけさぇ, 
せしこは ょぇ ういゅさぇょう おけかっおすうゃ, 
くっゃっさけはすっく っおうこ!“. ╁っつっ し 
けこうすぇ しう けす こけつすう すさう ょっしっ-
すうかっすうは すせお, ╉ぇこおぇ っ せぉっょっ-
くぇ, つっ: “╋くけゅけ いぇゃうしう おけえ っ 
くぇつぇかくうおなす“, おけえ すっ ゃなゃっあょぇ 
ゃ さぇぉけすぇすぇ う すっ せつう ょぇ さぇぉけ-
すうて. ′っ こさけしすけ おぇすけ ういこなか-
くうすっか, ぇ おぇすけ つぇしす けす ょけぉなさ 
っおうこ. 〈ぇ, こけつせゃしすゃぇかぇ しっぉっ 
しう けとっ ゃ くぇつぇかけすけ おぇすけ つぇしす 
けす っょうく くっゃっさけはすっく っおうこ, 
╉けかっゃぇ こさういくぇゃぇ: “╉なょっ ょぇ 
くぇこせしおぇき?! [ぇぉけすぇすぇ ゃ ╇く-
あっくっさうくゅぇ ぉってっ うくすっさっしくぇ 
– けす しすさけうすっかしすゃけすけ ょけ けぉけ-
させょゃぇくっすけ... ╇いこなかくはゃぇたきっ 

うくすっさっしくう ょけゅけゃけさう, いぇ こさなゃ 
こなす すせお けとっ すけゅぇゃぇ いぇこけつ-
くぇたきっ さぇぉけすぇ くぇ おけきこのすなさ, 
おけかっおすうゃなす ぉってっ しすさぇたけすっく, 

こさけしすけ くはきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ しっ 
しおぇさぇて し くはおけゅけ, さぇぉけすってっ 
しっ し せょけゃけかしすゃうっ, ぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ せきっってっ, いくぇってっ おぇお 
ょぇ くう しすうきせかうさぇ“.

′ぇうしすうくぇ – しせこっさ!
] すうは ょゃっ ょせきう ╉ぇこおぇ ╉け-

かっゃぇ くっ こさけしすけ しう しこけきくは, 
かうつう え, つっ すは う しっゅぇ すぇおぇ しっ 
せしっとぇ: “]せこっさ!“. ╉ぇすけ しすけ-
こさけちっくすけゃ ╁けょけかっえ, すは こさう-
いくぇゃぇ, つっ いぇ くっは しぇ ゃぇあくう 
こさうはすっかしすゃけすけ, せしっとぇくっすけ 
ょぇ しっ つせゃしすゃぇ けぉうつぇくぇ う ょぇ 
うきぇ こけょおさっこぇすぇ, おけはすけ ょぇゃぇす 
くぇえ-ぉかういおうすっ たけさぇ. ╉ぇこおぇ 
くっ おさうっ, つっ うきぇ すぇいう こけょ-
おさっこぇ. ╇ けぉうつ. ┿ う けす ぉかう-
おぇとぇすぇ けす くっは さぇょけしす, おけはすけ 
くはきぇ おぇお ょぇ しっ しおさうっ, かうつう, 

つっ う ╉ぇこおぇ くっ こっしすう けぉうつすぇ 
う こけょおさっこぇすぇ しう いぇ たけさぇすぇ 
おさぇえ しっぉっ しう. “╉けゅぇすけ つけゃっお 

っ とぇしすかうゃ う けぉうつぇく, おけゅぇすけ 
けぉうつぇ – すけゃぇ くっ きけあっ ょぇ しっ 
しおさうっ. ╊うつう きせ!“, しきっっ しっ 
きけきうつっすけ せ あっくぇすぇ, おけはすけ 
しおけさけ っ ゃょうゅくぇかぇ  おせこけく いぇ 
かうつくうは しう のぉうかっえ. ‶さぇいくせ-
ゃぇ ゃおなとう, こけしさっとぇ はすけ こさう-
はすっかう う っ ゃっしっかけ – ╉ぇこおぇ 
こさういくぇゃぇ, つっ ゃしっ こけ-つっしすけ 
しっ いぇしっょはゃぇ せ ょけきぇ う けぉうつぇ 
ょぇ こけしさっとぇ ゅけしすう. „]すぇくぇかぇ 
しなき ゅけかはき ょけきけてぇさ...!“, こぇお 
こさっい せしきうゃおぇ おぇいゃぇ すは う しっ 
ゃさなとぇ おなき こさぇいくうおぇ しう し 
さぇょけしすすぇ けす こけょぇさなおぇ, おけえすけ 
けすしおけさけ こけかせつぇゃぇ ゃしっおう ぇさ-
しっくぇかっち いぇ 』[╃ – すけさすぇすぇ!:  
„〈けさすぇすぇ ぉってっ しすさぇたけすくぇ, 
くぇうしすうくぇ くっ しなき けつぇおゃぇ-
かぇ...!“.  ]かぇょおうはす ぇさしっくぇか-
しおう こけょぇさなお さぇょゃぇ う ゅけしすうすっ 
くぇ おせこけくぇ, ぇ ょぇ うきぇ さぇょけしす 

っ ゃぇあくけ, いぇとけすけ, おぇおすけ さけあ-
ょっくうつおぇすぇ おぇいゃぇ: “〈なあくけ きう 
っ, つっ くっ しぇ とぇしすかうゃう たけさぇすぇ 
くぇこけしかっょなお..., かけてけすうはすぇ, 
いかけぉぇすぇ... しぇ くっとけ しすさぇてくけ 
う くぇうしすうくぇ こけくはおけゅぇ ういぉせた-
ゃぇき けす ゃないきせとっくうっ...!“. ╆ぇ 
„しかぇぉけしすすぇ“ しう ょぇ ういぉせたゃぇ 
けす ゃないきせとっくうっ こけ こけゃけょ こけ-
さっょくぇすぇ あうすっえしおぇ くっしこさぇ-
ゃっょかうゃけしす, ╉ぇこおぇ しう こさういくぇ-
ゃぇ, つっ ゃうくぇゅう しっ ういゃうくはゃぇ, 
ぇおけ っ ういくっさゃうかぇ しうすせぇちうはすぇ 
おさぇえ しっぉっ しう. ′け かうつくうはす 
ゅくはゃ けす くっしこさぇゃっょかうゃけしすう-
すっ けしすぇゃぇ. ╉ぇこおぇ うきぇ けぉぇつっ 
こさけすうけけすさけゃぇ いぇ くっゅけ – くっ 
しこうさぇ ょぇ すなさしう たぇさきけくうは-
すぇ ゃ けすくけてっくうはすぇ. ╃ぇ すなさしう 
こなさゃけ ょけぉさけすけ. ╇ ゅけ くぇきうさぇ. 
╁ ゅさうあぇすぇ いぇ さけょうすっかうすっ, いぇ 
かのぉうきうは つけゃっお, いぇ こさうはすっ-
かうすっ! ‶けゃっつっすけ けす すはた っ けす-
おさうかぇ ゃ „┿さしっくぇか“.  ╆ぇっょくけ 
しぇ ぉうかう う ゃ さぇぉけすぇすぇ, う ゃ 
こさぇいくうちうすっ: “〈けかおけゃぇ きくけ-
ゅけ しきっ たけょうかう おなょっ かう くっ... 
╀ってっ いぇょなかあうすっかくけ!“, てっゅせ-
ゃぇ しっ すったくけかけゅなす けす 1/300. 
╉けかっゃぇ っ さぇぉけすうかぇ きぇかおけ 
う ゃ ╆ぇゃけょ 5, こぇお – しさっょ すっ-
たくけかけいうすっ, おけうすけ は ういせきは-
ゃぇす し こさけそっしうけくぇかういきぇ しう. 
╇ し つけゃっつくけしすすぇ しう. ]なとうはす 
こさけそっしうけくぇかういなき う つけゃっつ-
くけしす すは う しっゅぇ ゃうあょぇ しさっょ 
おけかっゅうすっ, し おけうすけ いぇっょくけ しっ 
けぉせつぇゃぇす ゃ おせさしぇ いぇ こけゃう-
てぇゃぇくっ くぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ, 
おけえすけ „┿さしっくぇか“ こさけゃっあょぇ 
しなし しゃけうすっ しこっちうぇかうしすう しなゃ-
きっしすくけ し ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさ-
しうすっすう. 〈さう こなすう しっょきうつくけ 
╉けかっゃぇ けすょっかは ゃさっきっ いぇ すけいう 
おせさし, おなょっすけ, こさういくぇゃぇ, つっ 
ゃしうつおけ っ うくすっさっしくけ う こけかっい-
くけ, くけ う – くっ かっしくけ. „╁しうつ-
おう しきっ ょけゃけかくう“, けぉけぉとぇゃぇ 
すは. 〈ったくけかけいうすっ しぇ ょけゃけかくう 

う  いぇとけすけ さなおけゃけょしすゃけすけ うき 
けすょっかう しこっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ 
ゃ こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ: せゃっかう-
つぇゃぇくっすけ くぇ ゃないくぇゅさぇあょっくう-
はすぇ う けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ ょけし-
すぇすなつくけ さぇぉけすぇ しぇ そぇおすけさう, 
おけうすけ せょけゃかっすゃけさはゃぇす こさけ-
そっしうけくぇかくけ. 
„╇きぇきっ きくけゅけ さぇぉけすぇ, こけ-

かせつぇゃぇきっ けちっくおぇ いぇ すさせょぇ 
しう, けすうゃぇて くぇ さぇぉけすぇ し せょけ-
ゃけかしすゃうっ う しっ つせゃしすゃぇて こなか-
くけちっくっく, おけゅぇすけ さぇぉけすうて“ 
– すぇいう こさけしすぇ, くけ – いぇすけゃぇ 
しなゃなさてっくぇ う こさけゃっさっくぇ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ すっけさっきぇ くぇ とぇし-
すうっすけ, いぇ ╉ぇこおぇ っ ょけこなかくっくぇ 
けす かうつくけすけ: “』けゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ たぇさっしゃぇ! ╃ぇ けぉうつぇ う ょぇ 
ぉなょっ けぉうつぇく!“. 〈ぇいう „すっけさっ-
きぇ“ さってぇゃぇ  いぇょぇつぇすぇ くぇ あう-
ゃけすぇ くぇ ╉ぇこおぇ う ゃ っょうく さっ-
いせかすぇす, ゃうょうき し こさけしすけ けおけ: 
すは っ とぇしすかうゃ つけゃっお. ╇ すけゃぇ 
こさけいうさぇ, おぇおすけ ゃ こなさゅぇゃうは 
こけゅかっょ, すぇおぇ う ゃ しなさょっつくぇ-
すぇ せしきうゃおぇ, おけはすけ すけおせ すうつぇ  
こけ かうちっすけ え. ╃ぇあっ くっぉっしくけ-
しうくうはす てぇか, くっぉさっあくけ こさっ-
きっすくぇす こさっい ゃさぇすぇ, ういょぇゃぇ 
さぇょけしすすぇ けす あうゃけすぇ, おけはすけ 
╉ぇこおぇ ╉けかっゃぇ くっこさっきっくくけ 
うしおぇ ょぇ けすおさうゃぇ う せ たけさぇすぇ 
おさぇえ しっぉっ しう. [ぇょけしす ゃ いぇ-
さぇいうすっかくぇすぇ せしきうゃおぇ, すぇおぇ 
くせあくぇ くぇ ゃしはおぇ あっくぇ. ╁しっおう 
ょっく, くけ – けしけぉっくけ くぇ こさぇい-
くうお. ╀うかけ すけ かうつっく, ぉうかけ こなお  
う  8-きう きぇさす.  „〈さうぉせくぇ „┿さ-
しっくぇか“ しっ せしきうたゃぇ し せしきうゃ-
おぇすぇ くぇ ╉ぇこおぇ ょくっし し すぇえくぇ-
すぇ くぇょっあょぇ すぇいう せしきうゃおぇ ょぇ 
っ とぇしすかうゃけ いぇさぇいうすっかくぇ う ょぇ 
しっ こけはゃう くぇ かうちっすけ くぇ ゃしはおけ 
こけさぇしくぇかけ きけきうつっ けす たうかは-
ょうすっ, おけうすけ ゃしっおう ょっく きうくぇ-
ゃぇす こけさすぇかぇ くぇ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ けさなあっえくうちぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

╇ ゃしはおぇ つけゃっておぇ ゃけかは っ „くっこさぇゃうかくぇ“, いぇとけすけ, ぇおけ つけゃっお しっ ょなさあう おぇすけ っょくけ し ╀けあうはすぇ ゃけかは, すけ すけえ ういつっいゃぇ, いぇとけすけ ゃっつっ しすぇゃぇ つぇしす けす くっは... – くっしっ
ぉっしう. ′っつけゃっお.  
[せきっく ╃っくっゃ こさっい 2015-すぇ くぇきうさぇ こけかっ いぇ さぇいしなあょっくうは ゃ けくすけかけゅうはすぇ, さぇいきうしかうすっ こけ ぇくすさけこけかけゅうは う そうかけしけそうはすぇ くぇ うしすけさうはすぇ. ╃くっし こけっすなす  さぇい

しなあょぇゃぇ, つっ ゃっさけはすくけ ゃさっきっすけ いぇ そうかけしけそしおけ こうしぇくっ うょゃぇ こさう っょうく ぇゃすけさ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ くぇすさせこぇくうはす けこうす しっ すさぇくしそけさきうさぇ しゃけぉけょくけ こさっい しうかぇすぇ 
くぇ うくすせうちうはすぇ, ぉっい  くっとぇすぇ ょぇ しっ きうしかはす こさっおぇかっくけ けすさせょっくけ.  〈けゅぇゃぇ, おけゅぇすけ いくぇくうっすけ こさけしすけ しっ かっっ けす すっぉ. ‶けくっ こさう [せきっく っ すぇおぇ. ╇ すけゃぇ かうつう ゃなゃ 
そうかけしけそしおうすっ きせ っしっすぇ, こせぉかうおせゃぇくう こなさゃけ こさっい 2011-すぇ くぇえ-くぇこさっょ  ゃ おぇいぇくかなておうは しぇえす „5 きうくせすう“, ぇ こけしかっ – おぇすけ  おけかけくおぇ ゃ すせおぇてくうすっ ゃっしすくうちう  
„╇しおさぇ“ う „]っょきうちぇ“. 
╆ぇ [せきっく っ はしくけ, つっ ]ゃっすなす ゃっつっ っ しゃはす くぇ ちはかけすけ, つっ けすょっかくうすっ ゅさぇょけゃっ しぇ しぇきけ くはおぇおゃう ゃしっ - くっゅけゃう „おゃぇさすぇかつっすぇ“. 』っ – うょっ ゃさっきっ „ょぇ しっ おけゃぇす くけゃう 

こけくはすうは“. 』っ っいうおなす, おけえすけ せこけすさっぉはゃぇきっ, ゃっつっ くっ っ ょけしすぇすなつっく. 』っ ゃ すけいう すぇおぇ ぉなさいけ ゃなさゃはと しゃはす しおけさけしすすぇ くぇ うしすけさうはすぇ っ こけ-ゅけかはきぇ けす しおけさけしすすぇ くぇ 
ゃないこさうはすうはすぇ う せすぇかけあゃぇくっすけ うき ゃ っいうおぇ.
′け う ゃ ょくってくうは しおけさけすっつっく しゃはす [せきっく こさけょなかあぇゃぇ ょぇ けぉうつぇ ‶せておうく, 〉けかす 〉うすきぇく う ┿ょぇき ╋うちおっゃうつ. ╃ぇ つっすっ ¨きうさ, ╁っさゅうかうえ う ¨ゃうょうえ. ╃ぇ しっ さぇょゃぇ くぇ 

あうゃけすぇ, おぇおすけ ょっすっ しっ さぇょゃぇ くぇ こさうおぇいおぇ, おぇすけ っょうく ‶うすなさ ‶ぇく,  きけきつっすけ,  おけっすけ, さけょっくけ  いぇ ちはかけすけ つけゃっつっしすゃけ ゃ きうしかうすっ う そぇくすぇいううすっ くぇ しゃけは ぇゃすけさ – 
╃あっえきし ╋ぇすの ╀ぇさう, くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ こけさぇしくっ. ╇きっくくけ つせょけょっえくぇすぇ しきっしうちぇ けす ゃなけぉさぇあっくうっ う さっぇかくけしす せ  ╀ぇさう っ けくけゃぇ, けす おけっすけ [せきっく こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
しっ けつぇさけゃぇ... -  ╇かのいうはすぇ... ¨くは  しすさぇてくけ おさぇしうゃ さなぉ きっあょせ ょっえしすゃうすっかくけしす う そぇくすぇいうは, こけ おけえすけ ゃなさゃう あうゃけすなす くぇ うしすうくしおうすっ こけっすう. ‶さっょう ょぇ しおけつぇす 
ゃなゃ  ╁っつくけしすすぇ. ╁しなとくけしす, ょぇ しっ いぇゃなさくぇす せ ょけきぇ しう. ╃けき, おけえすけ ╀けゅ くっ いぇ ゃしっおう けすゃぇさは.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ   
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[ぇいおぇあっすっ くう いぇ ╁ぇ-
てぇすぇ さけょけゃぇ ゃさないおぇ し 

[ぇえくぇ ╉くはゅうくは. 
- ╃ぇ, すぇおぇゃぇ おさなゃ, けす くっえくうは 

さけょ,  すっつっ ゃ あうかうすっ きう.  ╋けは-
すぇ こさぇぉぇぉぇ こけ きぇえつうくぇ かうくうは 
┿くぇしすぇしうは 《せすっおけゃぇ, こけ こさうく-
ちうこ ゃしうつおけ ゃなさゃう こけ あっくしおぇ 
かうくうは,  っ こなさゃぇ ぉさぇすけゃつっょおぇ 
くぇ [ぇえくぇ ‶けこゅっけさゅうっゃぇ, おけはすけ 
ゃしなとくけしす しっ おぇいゃぇ [ぇえくぇ 《せ-
すっおけゃぇ. 〈は う きけはすぇ こさぇぉぇぉぇ しぇ 
けす ょゃぇきぇ ぉさぇすは ょっちぇ. ╋けあっ ぉう 
けす くっは っ けしすぇくぇかけ うかう っ ゅっく, 
くっ いくぇき おぇおゃけ っ, かのぉけゃすぇ おなき 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ てっゃうちぇ. ╁ きけは 
さけょ ゃしうつおう あっくう ぉさけょうさぇす う 
てうはす. [ぇえくぇ ‶けこゅっけさゅっゃぇ っ 
ぉうかぇ せつうすっかおぇ, ぇ きけはすぇ こさぇ-
ぉぇぉぇ っ ょけしすぇ こけ-きぇかおぇ けす くっは, 
くけ うきっくくけ すは, きけはすぇ こさぇぉぇ-
ぉぇ ┿くぇしすぇしうは, っ けくけゃぇ きけきう-
つっくちっ, おけっすけ っ こけきぇゅぇかけ くぇ 
[ぇえくぇ ょぇ せてうはす いくぇきっすけ いぇ 
┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇくうっ, いぇ ょぇ 
っ ゅけすけゃけ, おけゅぇすけ ょけえょぇす ゃなしすぇ-
くうちうすっ. ╆ぇすゃぇさはかう しぇ すけゃぇ きけ-
きうつっくちっ ゃ すぇえくうおぇ, いぇ ょぇ こけ-
きぇゅぇ. ╋けはすぇ こさぇぉぇぉぇ, けす おけはすけ 
くはきぇき しくうきおぇ, いぇ あぇかけしす, う 
きけはす こさぇょはょけ しぇ ぉうかう きくけゅけ 
うくすっさっしくう たけさぇ. ‶さぇょはょけ きう - 
╂っけさゅう ╀ぇかぇぉぇくけゃ, っょゃぇ くぇ 16 
ゅけょうくう しっ っ  いぇこうしぇか おぇすけ けこ-
なかつっくっち くぇ 【うこおぇ. 〈けゃぇ っ しな-
こさせゅなす くぇ すぇいう ┿くぇしすぇしうは. 〈けえ 
しなとけ おぇすけ ぉぇぉぇ っ けす ‶ぇくぇゅの-
さうとっ. ╉ぇすけ けこなかつっくっち しっ いぇ-
こうしゃぇ, くけ くっ こけょ  しゃけっすけ うきっ, 
いぇとけすけ っ きぇかなお う っ くはきぇかけ ょぇ 

ぉなょっ いぇこうしぇく. 〈けえ けぉぇつっ こさぇ-
ゃう すけゃぇ. ╋ぇえおぇ きう っ さぇいおぇいゃぇ-
かぇ, つっ ょはょけ っ せつぇしすゃぇか ゃ ぉけっ-
ゃっすっ, うきぇか う くぇゅさぇょぇ し くぇょこうし 
けす ゅっくっさぇか ]おけぉっかっゃ. ╊うつくけ 
ゅっくっさぇか ]おけぉっかっゃ きせ っ こけょぇ-
さうか しぇぉは し うくおさせしすぇちうは. ╆ぇ 
きっく っ せつせょゃぇとけ う くはきぇき うく-
そけさきぇちうは いぇとけ しぇ ゅけ くぇこさぇ-
ゃうかう すぇおぇ, くけ ょはょけ っ こけゅさっぉぇく 
し けさょっくうすっ しう, しなし しぇぉはすぇ しう, し  
おぇかこぇおぇ しう, おけえすけ っ ぉうか し させ-
しおうは おさなしす. 〈けゃぇ しぇ さけょうすっかう-
すっ くぇ きけはすぇ ぉぇぉぇ. 〈ぇいう きぇかおぇ 
こけきけとくうつおぇ くぇ [ぇえくぇ 《せすっ-
おけゃぇ, [ぇえくぇ ╉くはゅうくは – ┿くぇ-
しすぇしうは, う ╂っけさゅう ╀ぇかぇぉぇくけゃ, 
しぇ さけょうすっかうすっ くぇ きけはすぇ ぉぇぉぇ 
こけ きぇえつうくぇ かうくうは. ╆ぇ あぇかけしす, 
ゃさっきっくぇすぇ しぇ ぉうかう すぇおうゃぇ, 
つっ くうとけ けす すはた おぇすけ しっきっえくう 
さっかうおゃう くっ っ けしすぇくぇかけ くぇ くぇ-
しかっょくうちうすっ. ‶ぇいは っょうくしすゃっくけ 
こぇさつっ すっつくけ いかぇすけ, おけっすけ うきぇき 
けす きけは ょはょけ, ういゃっしすくうはす おぇすけ 
╇ゃぇく ╆かぇすくうは けす ‶かけゃょうゃ. 〈けえ 
っ ょなさあぇか さっしすけさぇくす „┿しすけさうは” 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ. [ぇぉけすうか 
っ ういゃっしすくけ ゃさっきっ, しかっょ おぇすけ 
しっ ゃさなとぇ けす かぇゅっさ ゃ ╀っかっくっ, 
ゃ っょくぇ けす こかけゃょうゃしおうすっ そぇ-
ぉさうおう ゃ さぇえけくぇ くぇ す. く. „╉ぇこぇ-
くぇ”. 〈ぇき うきっくくけ しないょぇゃぇ すけゃぇ 
すっつくけ いかぇすけ う そけさきせかぇすぇ いぇ 
くっゅけ. 〈っすさぇょおぇすぇ, ゃ おけはすけ すけえ 
しう ゃけょう いぇこうしおうすっ, ういつっいゃぇ, 
ゃいっきぇす きせ は きうかうちうけくっさうすっ, 
くけ すけゃぇ, おけっすけ っ ゃ ゅかぇゃぇすぇ きせ, 
おぇすけ そけさきせかう, けこうす しう けしすぇゃぇ. 
〈ぇ しぇきけ すけゃぇ うきぇき けす さけょぇ う 

とっ ゅけ こさっょぇき くぇ ょっちぇすぇ しう.  

╉ぇいぇたすっ, つっ ゃなゃ ╁ぇてうは 
さけょ ゃしうつおう あっくう ぉさけょう-
さぇす. ╁うっ おぇおゃけ ぉさけょうさぇすっ? 
- ¨, きくけゅけ くっとぇ.  ′け くはきぇき 

ゃっつっ ゃさっきっ いぇ すっいう さぇぉけすう. 
╀ぇぉぇ  ぉってっ きう くぇこさぇゃうかぇ いぇ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 8-きう おかぇし 
っょくぇ ぉはかぇ おけこさうくっくぇ ぉかせいぇ し 
ぉはかぇ ぉさけょっさうは. ╀ってっ きくけゅけ 
おさぇしうゃぇ. ╋ぇえおぇ きう - いぇ いぇ-
ゃなさてゃぇくっすけ きう くぇ 11-すう おかぇし 
きう くぇこさぇゃう っょくぇ しすさぇたけすくぇ 
さけおかは, おけはすけ ゃしっ けとっ っ „あうゃぇ”. 

╇ こぇいうすっ すぇいう さけおかは? 
- ╃ぇ. ╋けはすぇ ょなとっさは しなとけ けぉ-

かっつっ すぇいう さけおかは こけ っょうく こさぇい-
くうつっく こけゃけょ,  ょけおぇすけ ぉはたきっ 
ゃ ╇しこぇくうは /ゃ ╇しこぇくうは 〈ぇくは 
‶けこけゃぇ っ こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ  
しなこさせゅなす え け. さ. こけかおけゃくうお [ぇ-
ょうけく ‶けこけゃ っ ゃけっくっく ぇすぇてっ/.  
‶ぇいは は, いぇとけすけ すは きう っ きくけ-
ゅけ しおなこぇ. [けおかはすぇ ぉってっ ぉはかぇ, 
し ぉなかゅぇさしおぇ ぉさけょっさうは. 〈ぇいう 
さけおかは, せてうすぇ きう けす きぇえおぇ いぇ 
ぉぇかぇ, きう こけしかせあう う いぇ ゅけょっあ-
くぇ さけおかは. ╇しおぇた ょぇ っ ょなかゅぇ う 
すけゅぇゃぇ は しさはいぇたきっ ゃ すぇかうはすぇ, 
いぇ ょぇ は せょなかあうき し てうそけく.  

╁しなとくけしす, ╁ぇてぇすぇ きぇえおぇ 
‶っくおぇ っ うしすうくしおぇすぇ, こさはおぇ-
すぇ ゃくせつおぇ くぇ [ぇえくぇ ╉くはゅう-
くは? 
 - ╃ぇ. 

┿ うきっすけ [ぇえくぇ くけしう かう しっ 

けとっ ゃ さけょぇ ╁う? 
- ′っ いくぇき. ′はきぇき うくそけさきぇ-

ちうは いぇ すけゃぇ. ′ぇてうはす さけょ こけ 
こさうくちうこ っ ょけしすぇ ゅけかはき. ╇きっ-
すけ くぇ ぉぇぉぇ きう けす すけいう おかけく 
くぇ さけょぇ, ┿くぇしすぇしうは, っ ょけしすぇ 
こけこせかはさくけ ゃ さけょぇ くう. ]ぇきぇすぇ 
[ぇえくぇ, おけはすけ っ ぉうかぇ けきなあっ-
くぇ いぇ ╁ぇしうか ╃うこつっゃ, おけえすけ っ 
ぉうか おきっす くぇ ‶かけゃょうゃ, っ うきぇ-
かぇ こっすうきぇ  しうくけゃっ. ′ぇ ょゃぇきぇ 
けす すはた くっ しっ いくぇはす ゅさけぉけゃっすっ 
うき. ╇いけぉとけ, ょっちぇすぇ くぇ [ぇえくぇ 
╉くはゅうくは うきぇす すさせょくぇ しなょぉぇ.  
′ぇえ- ゅけかっきうはす え しうく – ╇ゃぇく 
╃うこつっゃ, っ けしなょっく くぇ しきなさす けす 
′ぇさけょくうは しなょ う せきうさぇ ゃ かぇ-
ゅっさぇ ゃ ╊けゃっつ. ╁すけさうはす え しうく 
– ╁ぇしうか, っ ぉうか きぇてうくうしす くぇ 
すけさこっょけくけしっちぇ „╃さないおう” こけ 
ゃさっきっ くぇ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ 
う せつぇしすゃぇ ゃ すけさこっかうさぇくっすけ くぇ 
すせさしおうは おさぇえちっさ „》ぇきうょうっ”. ╇ 
いぇ くっゅけ くうとけ くっ しっ いくぇっ, くうすけ 
ゅさけぉ, くうすけ きはしすけ.

′っとけ けしすぇくぇかけ かう ╁う っ ゃ 
さけょぇ けす すっいう しかぇゃくう こさっょちう? 
- ╃ぇ, いぇ しなあぇかっくうっ, しぇきけ 

しこけきっくうすっ きう けす きぇえおぇ きう う 
ぉぇぉぇ きう. ╃けさう ぉぇぉぇ きう, おけは-
すけ っ ぉうかぇ きくけゅけ たせぉぇゃぇ う しぇ え 
おぇいゃぇかう „たぇくなき ぉっぇす” - そうくぇ, 
たせぉぇゃぇ あっくぇ, くはきぇてっ きくけゅけ 
ゃさっきっ ょぇ きう さぇいおぇいゃぇ, こけくっあっ 
しう けすうょっ すゃなさょっ さぇくけ けす あうゃけ-
すぇ.  ╃はょけ きう しなとけ. ╀はた っょゃぇ くぇ 
5 ゅけょうくう, おけゅぇすけ すけえ こけつうくぇ, 
ゃなこさっおう すけゃぇ う しこけきっくうすっ しぇ 
きくけゅけ あうゃう. ╃けおけかおけすけ いくぇき 

けす すっいう さぇいおぇいう くぇ ぉぇぉぇ う きぇえ-
おぇ きう, [ぇえくぇ っ しすさぇょぇかぇ きくけ-
ゅけ けす けしゃけぉけょっくぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁なこさっおう すけゃぇ っ ぉうかぇ とぇしすかうゃ 
つけゃっお, きぇおぇさ う ういきなつっくぇ, すなえ 
おぇすけ しぇきぇ っ けすゅかっょぇかぇ  ょっちぇすぇ 
しう. ¨しすぇくぇか っ ゃょけゃうちぇ きかぇょぇ, 
おけゅぇすけ くぇえ-ゅけかはきけすけ え ょっすっ っ 
ぉうかけ しぇきけ くぇ 13 ゅけょうくう. ]ぇきぇ 
しっ っ ぉけさうかぇ, しぇきぇ しっ っ しこさぇゃは-
かぇ し あうゃけすぇ. ╃けおけかおけすけ いくぇき, 
っ こけょょなさあぇかぇ すっしくう ゃさないおう し 
ゃょけゃうちぇすぇ くぇ 》さうしすけ ╀けすっゃ - 
╁っくっすぇ. ]こけきくはき しう, つっ きぇえ-
おぇ きう ぉってっ ゅけさょぇ  いぇ すけゃぇ, つっ 
くけしう ゃ おさなゃすぇ しう すぇおぇゃぇ つぇし-
すうちぇ けす すけいう さけょ, いぇとけすけ すは くっ 
しっ ゅせぉう. ╋ぇえおぇ きう さうしせゃぇてっ う 
ぉさけょうさぇてっ たせぉぇゃけ. ]こけきくはき 
しう おぇお すは ういさうしせゃぇ ゃ くぇつぇかけ-
すけ くぇ 60-すっ ゅけょうくう  っょくぇ てかう-
そっさくぇ さけおかは し  ういぉさけょうさぇくう 
おせつっくちぇ.  〈けゃぇ しう ぉってっ くっとけ 
くっゃうあょぇくけ ょけすけゅぇゃぇ. ′はおなょっ ゃ 
っょくけ しこうしぇくうっ きぇえおぇ きう ゃうょは 
すぇおぇゃぇ さけおかは う しう くぇさうしせゃぇ 
ゃなさたせ つっさっく てかうそっさっく こかぇす 
し きぇしかっくう ぉけう おうすぇえしおうすっ きけ-
すうゃう. ]すぇくぇ っょくぇ くっゃっさけはすくぇ 
さけおかは. ╋くけゅけ しなあぇかはゃぇき, つっ 
すぇいう さけおかは すぇおぇ  う くっ ょけあうゃは 
すっいう ゃさっきっくぇ. ′ぇ きっく しなとけ きう 
ぉっ くぇこさぇゃうかぇ こけょけぉくぇ さうしせ-
ゃぇくぇ さけおかは し きぇしかっくう ぉけう, し 
っすのょう けす こさうおぇいおう. ╁しうつおう きう 
いぇゃうあょぇたぇ いぇ すぇいう さけおかは.
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〈は っ ╉ぇこおぇ. ] すけゃぇ さはょおけ 
しさっとぇくけ うきっ っ ょけしすぇすなつ-
くけ ゃっょくなあ ょぇ は しさっとくって う 
ゃっつっ しう は いぇこけきくうか. ′け くっ っ 
しぇきけ けす うきっすけ – っょくけ しかなく-
つっゃけ きけきうつっ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ あうゃっっ ゃ くっは ゅけょうくう しかっょ 
こさったゃなさかはくっすけ くぇ ゃないさぇしすすぇ 
くぇ きかぇょけしすすぇ. ╁ないさぇしすすぇ くっ 
っ こさけぉかっき, おけゅぇすけ あうゃっって 
し さぇいぉうさぇくっすけ, つっ „』けゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ たぇさっしゃぇ!“, – くぇ-
せつぇゃぇき すぇえくぇすぇ くぇ うしおさっくぇ-
すぇ せしきうゃおぇ う おなょさぇゃうは しきはた 
くぇ すけゃぇ こけさぇしくぇかけ きけきうつっ. 
╇しすうくぇすぇ っ, つっ こけさぇしすゃぇくっすけ 
いぇ くっは しっ っ しかせつうかけ ゃ „┿さしっ-
くぇか“, おなょっすけ うょゃぇ しかっょ ゅうき-
くぇいうはすぇ う いぇゃなさてっくうは こけしかっ 
おぇいぇくかなておう すったくうおせき, おけえ-
すけ „おけゃっ“ きくけいうくしすゃけすけ けす 
おぇょさうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 

〈せお しなき, いぇ ょぇ つせは おぇおゃけ きうしかうすっ ゃうっ, おぇおゃう しぇ 
ゃう くせあょうすっ, いぇ ょぇ しっ こけょけぉさう けとっ こけゃっつっ こさけうい
ゃけょしすゃっくうはす こさけちっし, いぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇすっ ょけぉさっ. ′っ 
しなき うょゃぇか けすょぇゃくぇ すせお う ゃう きけかは ょぇ きっ ういゃうくうすっ  
いぇ すけゃぇ, くけ  うきぇてっ ょさせゅう こさけぉかっきう いぇ さってぇゃぇくっ. 
]っゅぇ  しなき すせお , いぇ ょぇ ゃう つせは,  いぇ ょぇ しっ さってぇす くっとぇすぇ. 
╉ぇおゃけすけ しきっ たゃぇくぇかう ょぇ こさぇゃうき, しきっ ゅけ くぇこさぇゃうかう  
ょけぉさっ. ]  すっいう ょせきう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′う
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけゃっょっ けすおさうすぇすぇ  しさっとぇ し おけかっおすう
ゃぇ くぇ いぇゃけょ 4. 
╇ こなさゃけすけ くっとけ, し おけっすけ しっ ぇくゅぇあうさぇ, ぉっ ょぇ しっ こけ

ょけぉさはす ゃうょなす う けぉしすぇくけゃおぇすぇ ゃ ちっくすさぇかくうは しすけか くぇ 
╆ぇゃけょ 4. ╃け しかっょゃぇとぇすぇ こさけかっす すけえ とっ っ ゃ しなゃしっき 
ょさせゅけ しなしすけはくうっ, おぇいぇ ╇ぉせてっゃ. 
[ぇぉけすっとうすっ こけしすぇゃうたぇ う きくけゅけ ゃなこさけしう こさっょ きっ

くうょあなさしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う くぇしすけはたぇ いぇ ゃいっきぇくっ 
くぇ きっさおう いぇ すはたくけすけ さってぇゃぇくっ うかう いぇ こさけきっくう:  
╃ぇ しっ  くぇきぇかう くぇ こけ-きぇかおけ けす 20 きうくせすう すさぇくし

こけさすくけすけ ゃさっきっ いぇ うょゃぇくっ う すさなゅゃぇくっ けす さぇぉけすぇ し 
ちっか ょぇ しっ けぉかっおつぇす きぇえおうすっ くぇ きぇかおう ょっちぇ, いぇ ょぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ くぇっきぇす くぇ さぇぉけすぇ; ょぇ しっ さってぇす こさけ
ぉかっきう し すさぇくしこけさすぇ くぇ さぇぉけすっとう けす ょさせゅう くぇしっかっ
くう きっしすぇ, ょけおなょっすけ „┿さしっくぇか” くっ こけっきぇ ぉっいこかぇすくけ 
すさぇくしこけさすくうすっ さぇいたけょう;  ょぇ しっ ういゅさぇょはす しすぇう いぇ 
たさぇくっくっ ゃ ちったけゃっすっ, ゃ おけうすけ くはきぇ; ょぇ しっ せゃっかうつう  
きけとくけしすすぇ くぇ  っか. うくしすぇかぇちうはすぇ ゃ くぇえ-くぇすけゃぇさっくうは 
ちった 110 くぇ いぇゃけょぇ; ょぇ しっ さってぇゃぇす こけ-っおしこっょうすうゃくけ 
ゃなこさけしうすっ し ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ いぇはゃっくけすけ けぉけさせょゃぇくっ 
いぇ きけくすぇあくうすっ ゅさせこう; ょぇ しっ さってう しこさぇゃっょかうゃけ ゃな
こさけしなす し けしくけゃくうすっ さぇぉけすくう いぇこかぇすう くぇ しすぇさうすっ う 
くけゃけくぇいくぇつっくう さぇぉけすくうちう; ょぇ うきぇ こけゃっつっ きっしすぇ いぇ 
っかっおすさけくくけ つっおうさぇくっ くぇ こけさすぇかぇ くぇ いぇゃけょ 4; ょぇ しっ 
さってぇす ゃなこさけしうすっ し おぇょさけゃけすけ けぉっいこっつぇゃぇくっ う こけ
ゃうてぇゃぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは くぇ 
いぇっすうすっ. 
╁なこさけしなす し おぇょさうすっ っ きくけゅけ しっさうけいっく う くっ っ ゃ きけ

うすっ さなちっ. 〈させょくけ  きけゅぇ ょぇ しっ しこさぇゃは し くっゅけ, おぇいぇ 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ 
いぇこけいくぇ さぇぉけすくうちうすっ けす いぇゃけょ 4 し こさっょこさうっすうすっ けす 
きっくうょあなさしおうは っおうこ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ きっさおう いぇ くぇ
ぉうさぇくっすけ くぇ くけゃう さぇぉけすくうちう, いぇ すはたくぇすぇ おゃぇかうそう
おぇちうは, いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ きかぇょう おぇょさう. ╇くそけさきうさぇ 
ゅう う いぇ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
いぇ  くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” う 
すさせょくけしすうすっ, おけうすけ さなおけゃけょしすゃけすけ しさっとぇ し ゃしうつおけ 
すけゃぇ. ′っ きけあって くぇしうかぇ くうおけゅけ ょぇ ょけゃっょって, おぇいぇ 
すけえ. ╇ぉせてっゃ こさういけゃぇ  さぇぉけすっとうすっ, おけうすけ うきぇす ゃない
きけあくけしす, ょぇ きけすうゃうさぇす しゃけう こけいくぇすう う ぉかういおう, いぇ 
ょぇ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょぇ. 
 ¨す ゃしはおけ ょなさゃけ しゃうさおぇ くっ しすぇゃぇ, くけさきぇかくけ っ くっ 

ゃしうつおう くけゃけこけしすなこうかう ょぇ けしすぇくぇす くぇ さぇぉけすぇ すせお, 
くけ たけさぇすぇ, おけうすけ せきっはす, くっおぇ けぉせつぇゃぇす すっいう, ゃ おけう
すけ ゃうあょぇす, つっ うきぇ あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ, こさういけゃぇ すけえ. 
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” いぇこけいくぇ 

こさうしなしすゃぇとうすっ う し こさっょこさうっすうすっ きっさおう  いぇ こけょけ
ぉさっくうはすぇ ゃ いぇゃけょ 4, いぇ きけょっさくういぇちうはすぇ う こけょけぉさは
ゃぇくっすけ  くぇ せしかけゃうはすぇ う こさけちっしぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 
4. [ぇぉけすう しっ こけ ちはかけしすくぇすぇ こけょきはくぇ くぇ ╁う╉-しうし
すっきぇすぇ ゃ いぇゃけょぇ, こけ こけょきはくぇすぇ くぇ っかっおすさうつっしおけすけ 
けしゃっすかっくうっ し こけ-きけとくけ う こけ-きけょっさくけ すぇき, おなょっすけ 
っ くせあくけ, う いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃう しおかぇょけゃっ ゃ きっしす
くけしすすぇ ”╉ぇさぇおけし” いぇ ゃいさうゃくうすっ  きぇすっさうぇかう; さぇぉけすう 
しっ う こけ こさけっおすう いぇ けしくけゃくう さっきけくすう くぇ ちったけゃっすっ, 
いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃう きけとくけしすう, ぇ すぇき, おなょっすけ 
うきぇ こけゃうてっく さうしお いぇ くはおけう こさけういゃけょしすゃぇ - いぇ うい
ゅさぇあょぇくっ くぇ ぇゃすけきぇすういうさぇくう う きったぇくういうさぇくう しうし
すっきう いぇ さぇぉけすぇ, おけうすけ ょぇ いぇきっくはす さなつくうは すさせょ; ゃ 
こさけちっし くぇ  ういゅさぇあょぇくっ っ すさっすう こぇさおうくゅ いぇ くせあょうすっ 
くぇ „┿さしっくぇか”う ょさ. 

〉ぉっょっく しなき, つっ いぇゃけょなす っ ういおかのつうすっかくけ 
ぉっいけこぇしっく  おぇすけ すったくけかけゅうは, くけ すさはぉゃぇ きくけゅけ 
しっさうけいくけ ょぇ しっ けぉなさくっ ゃくうきぇくうっ けす ゃしうつおう 
こけ けすくけてっくうっ くぇ こさっょこうしぇくうはすぇ う こさぇゃうかぇ
すぇ いぇ ぉっいけこぇしくけしす, いぇはゃう ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う 
こさういけゃぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ いぇゃけょぇ ょぇ しぇ ぉっいおけき
こさけきうしくう ゃ ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ ぉっいけこぇしくけしす, 
おぇおすけ おなき しっぉっ しう, すぇおぇ う おなき しゃけうすっ おけかっゅう.
 ‶さっょ こさうしなしすゃぇとうすっ すけえ ういさぇいう う ういおかの

つうすっかくぇすぇ しう せょけゃかっすゃけさっくけしす けす こさっょしすぇ
ゃはくっすけ くぇ „┿さしっくぇか” くぇ きっあょせくぇさけょくけすけ 
ういかけあっくうっ ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう – IDEX 2015, おなょっすけ 
うくすっさっしなす おなき そうさきぇすぇ っ ぉうか けゅさけきっく.  „‶け-
ょけぉさっ ょぇ うきぇきっ きくけゅけ さぇぉけすぇ う ょぇ しっ つせょうき 
おぇお ょぇ は しゃなさてうき, けすおけかおけすけ ょぇ くはきぇ”,  おぇいぇ 
すけえ う こさういけゃぇ さぇぉけすっとうすっ ょぇ しっ くぇしすさけえゃぇす 
いぇ けとっ きくけゅけ さぇぉけすぇ う いぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ おけ
かっおすうゃぇ.
′ぇ ゃしうつおう こけしすぇゃっくう ゃなこさけしう - こうしきっくけ う 

せしすくけ, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ いぇゃけょぇ とっ ょぇょっ けす
ゅけゃけさう う とっ こさっょこさうっきっ しなけすゃっすくうすっ きっさおう. 
]かっょゃぇとぇすぇ すぇおぇゃぇ しさっとぇ とっ っ ゃ こなさゃうは  さぇ
ぉけすっく ょっく くぇ ぇこさうか.  ╇ぉせてっゃ こさういけゃぇ さぇぉけすっ
とうすっ ょぇ しっ けすいけゃぇゃぇす くぇ しさっとうすっ う しきっかけ ょぇ 
こけしすぇゃはす  こさけぉかっきうすっ, おけうすけ しつうすぇす, つっ すさはぉ
ゃぇ ょぇ しっ けすしすさぇくはゃぇす ゃ うくすっさっし くぇ さぇぉけすぇすぇ. 
′っとぇすぇ とっ すさなゅくぇす し こけ-せしおけさっくう すっきこけゃっ, 

ゅぇさぇくすうさぇき ゃう すけゃぇ, おぇいぇ すけえ くぇ そうくぇかぇ くぇ 
しさっとぇすぇ, くぇ おけはすけ つせ かうつくけ けす さぇぉけすっとうすっ, 
つっ しぇ ょけゃけかくう けす ょけぉぇゃおうすっ けす 150 かっゃぇ, うい
こかぇとぇくう いぇ さぇぉけすぇ いぇ けすょぇかっつっくけしす, う けす くけ
ゃうすっ いぇこかぇすう. 
 ]さっとぇすぇ くっ きうくぇ う ぉっい こさうはすくぇ ういくっくぇょぇ, 

こけょくっしっくぇ かうつくけ けす いぇゃけょしおぇすぇ ╀ぇぉぇ ╋ぇさ
すぇ - つうしすぇつおぇすぇ ┿くおぇ けす ちった 160 くぇ いぇゃけょ 4. 
〈は こけいょさぇゃう こさうしなしすゃぇとうすっ し くぇしすなこゃぇとぇすぇ 
こさけかっす う かうつくけ いぇゃなさいぇ くぇ ういこなかくうすっかくうは 
ょうさっおすけさ つっさゃっく おぇょっき いぇ おなしきっす う いょさぇゃっ.  
 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ょなさあう ゃ すっつっくうっ  つう

すぇすっかうすっ しう いぇ こさっょこさうっすうすっ きっさおう けす しすさぇくぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ こけ こけしすぇゃっくうすっ ゃなこさけしう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

...╇╅╋〉¨ 』【╊ 〉¨!
〉けさそしあこ ¨いとのかう:
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Деница и Иван 
Мирчеви

Скъпо младо 
семейство!!!

Джакпотът ви се 
падна вече, харчете го 

със пълни шепи!
Желаем ви красива 

приказка и много смях,
Любов и щастие да са 

сред тях!
Път дълъг ви очаква 
осеян с рози и бодли,
където всичко ще ви 

сполети!
С хиляди искрени 

пожелания!!!

„‶さういけゃぇゃぇき ょぇ 
くっ しっ しこっおせかうさぇ し 
くぇかうつうっすけ くぇ けぉ
とうくしおう ょなかゅ, けす 
おけっすけ ょぇ しっ こさぇゃはす 
ういゃけょう, つっ ¨ぉとう
くぇすぇ しっ いぇゅさけぉゃぇ”, 
おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ いぇきっしす
くうお – 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 くぇ ╉ぇいぇくかなお 
╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ, 
おけえすけ っ う こさっょしっ
ょぇすっか くぇ ‶けしすけはく
くぇすぇ おけきうしうは こけ 
ぉのょあっす う そうくぇくしう 
ゃ きっしすくうは こぇさかぇ

きっくす. ‶っすおけゃ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく
かなお“. 〈けえ こさういけゃぇ ょぇ くっ しっ しこっおせかうさぇ し ゃなこさけしぇ いぇ 
けぉとうくしおうは ょなかゅ けとっ こけ ゃさっきっ くぇ ゃすけさけすけ つっすっくっ う 
こさうっきぇくっすけ くぇ ╀のょあっすぇ くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. ‶さっょ しなゃっすくうちうすっ  ‶っすおけゃ  ういくっしっ ょぇくくう いぇ 
しすさせおすせさぇすぇ くぇ けぉとうくしおうは ょなかゅ. 〈けえ  こけょつっさすぇ, つっ 
けゅさけきくぇ つぇしす けす くっゅけ – 4 きかく. かゃ., しぇ こかぇとぇくうは いぇ す. 
くぇさ.“╃せこおぇ くぇ うくそっおちうけいくけすけ“, さっいせかすぇす けす しょっかおぇ  
こさっょう 8 ゅけょうくう, こけ おけはすけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しなょ
なす しっ こさけういくっしっ ゃ こけかいぇ くぇ „〈さぇおうは 〈さっえょ“. 《うさきぇすぇ  
っ くぇ ぉういくっしきっくぇ 〈けょけさ ╉けかっゃ, おけえすけ おせこう すっさっくぇ くぇ 
]すぇさぇすぇ ぉけかくうちぇ, くけ すぇおぇ う くっ いぇこけつくぇ しすさけうすっかしすゃけ 
くぇ けぉっとぇくうは すぇき  ╋¨╊ いぇさぇょう こさっつおう う くっしなけすゃっす
しすゃうは くぇ ょけゅけゃけさぇ し けぉとうくしおぇすぇ くけさきぇすうゃくぇ せさっょぉぇ.    
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃかっいっ ゃ 2015-すぇ し ょなかゅ けす 8 きかく. 

985 たうか. 920 かゃ., おぇすけ 4 –すっ きうかうけくぇ いぇ 〈けょけさ ╉けかっゃ 
しぇ こけかけゃうくぇすぇ けす ょなかゅぇ. ¨ゅさけきくぇすぇ つぇしす けす けしすぇくぇ
かうは ょなかゅ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ っ そけさきうさぇく いぇ いぇっきう けす そけくょ 
《╊┿╂, けすこせしくぇか しさっょしすゃぇ いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ っゃ
さけこさけっおすう. ]さっょしすゃぇすぇ こけ ╄ゃさけこさけっおすうすっ しぇ ゃないしすぇ
くけゃうきう, こけょつっさすぇ ‶っすおけゃ  う こさうこけきくう, つっ さってっくうっ
すけ いぇ いぇっきう こけ 《╊┿╂ っ ゃいっすけ けす きっしすくうは こぇさかぇきっくす, 
ゃおかのつうすっかくけ けす しなゃっすくうちう けす ╀]‶, おけうすけ こけ ゃさっきっ 
くぇ しっしうは ういおかのつうすっかくけ けしすさけ けぉゃうくうたぇ おきっすしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ゃ ょっおぇこうすぇかういぇちうは くぇ  ¨ぉとうくぇすぇ. „[っ
てっくうはすぇ いぇ おさっょうすう しぇ ゃいうきぇくう けす ゃしうつおう くぇし う きう っ 
おさぇえくけ くっこさうはすくけ ゃ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ しなゃっす
くうちう, おけうすけ すせお しぇ ゅかぇしせゃぇかう いぇ すっゅかっくっすけ くぇ いぇっきう, 
ょぇ しこっおせかうさぇす こけ ゃなこさけしぇ, ゃしっ っょくけ ういけぉとけ くっ いくぇはす 
う くっ しぇ せつぇしすゃぇかう ゃなゃ ゃいうきぇくっすけ くぇ さってっくうはすぇ いぇ 
おさっょうすう“, おぇいぇ ‶っすおけゃ. 〈けえ こけはしくう, つっ 3.5 きかく. かゃ. けす 
ょなかゅぇ っ きけしすけゃけ そうくぇくしうさぇくっ うきっくくけ こけ 《けくょ 《╊┿╂, 
おけえすけ けすこせしおぇ ういおかのつうすっかくけ ういゅけょくう おさっょうすう いぇ さっ
ぇかういぇちうはすぇ くぇ っゃさけこさけっおすう – おさっょうすう し くうしなお かうたゃっく 

]っおしきぇてうくぇすぇ

′っゅけゃうすっ あっかぇくうは しぇ こさけしすう, ぇ ちっかうすっ - はしくう. ‶け-すけつくけ, ゃしうつおけ すけゃぇ しっ くぇきうさぇ ゃ けさゅぇくうつくけ 
っょうくしすゃけ. ╁ぇあくけすけ いぇ くっゅけ っ ょぇ こさっしこう し すっぉ. ┿おけ くっ し すっぉ - し すゃけはすぇ こさうはすっかおぇ. ┿おけ くっ しっ 
ょけおけこぇ う ょけ くっは, きけあっ ょぇ っ しなしっょおぇすぇ う ういけぉとけ, ゃしはおぇ あっくぇ, おけはすけ こけこぇょくっ ゃ こけかっいさっくうっすけ 
きせ. ′ぇ あっくおぇさうすっ けす すけいう ゃうょ ゃしうつおう あっくう うき しっ しすさせゃぇす おさぇしうゃう, ゃなゃ ゃしっおう しかせつぇえ せ ゃしはおぇ 
っょくぇ すっ くぇきうさぇす こかのしけゃっ. ╆ぇ すはた しぇ ゃぇあくう くっ おさぇしけすぇすぇ う くっ せきなす, くっ けぉぇはくうっすけ, ぇ... こけかなす.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

′っ しう いぇしかせあぇゃぇ ょぇ しっ けきなあゃぇて いぇ すぇおなゃ かけゃっち, くけ ゃしっ こぇお くぇえ-ょけぉさうはす くぇつうく ょぇ くぇきっさうて せすっ-
たぇ こさう しないょぇかけすけ しっ こけかけあっくうっ, っ すゃけっすけ しなこさせあっしおけ かっゅかけ. ╅っくおぇさうすっ けす すけいう ゃうょ けぉうおくけゃっくけ 
しぇ きくけゅけ くっあくう う しぇ ういおせしくう ゃ しっおしせぇかくうすっ うゅさう う くっ うき かうこしゃぇ けこうす. ╂かぇゃくけすけ っ ょぇ くっ しきっしゃぇて 
しっおしぇ し くうおぇおゃう っきけちうう う ょぇ しっ さぇいょっかうて し くっゅけ かっおけ う こさうはすっかしおう. ╃け しかっょゃぇとぇすぇ くせあょぇ けす 
しこってくぇ しっおしせぇかくぇ こけきけと. 
┿おけ こさぇゃうて ゃしうつおけ すけゃぇ こさぇゃうかくけ, けす すぇいう ゃっつっさ とっ すう けしすぇくぇす ういおかのつうすっかくけ こさうはすくう しこけきっくう.

╇くすさうゅぇくすなす

〈せお くっとぇすぇ くっ しすけはす すぇおぇ はしくけ う こさけしすけ おぇすけ こさう “しっおしきぇてうくぇすぇ”. 〈っいう きなあっ きけゅぇす ょぇ しっ 
しきはすぇす いぇ くぇえ-けこぇしくうすっ. 〈っ しぇ ゃさっょくう - くぇえ-ゃっつっ いぇ こしうたうつっしおけすけ すう しなしすけはくうっ. [ぇぉけすぇすぇ っ 
すぇき, つっ かっゅかけすけ いぇ うくすさうゅぇくすぇ うきぇ ゃすけさけしすっこっくくぇ さけかは. ′っゅけゃぇすぇ いぇょぇつぇ っ ょぇ くぇおぇさぇ あっくぇすぇ 
ょぇ しっ ゃかのぉう ゃ くっゅけ. ╂けさっとけ, うしおさっくけ う しすさぇしすくけ. ]ぇきうはす すけえ, っしすっしすゃっくけ, けしすぇゃぇ しなゃしっき たかぇ-
ょっく. ‶さっしかっょゃぇえおう すぇいう ちっか, うくすさうゅぇくすなす くっ しっ しこうさぇ こさっょ くうとけ, こけしすぇゃは おぇこぇくう う けこかうすぇ し 
うくすさうゅう しゃけはすぇ あっさすゃぇ!
〈けえ けぉけあぇゃぇ うゅさぇすぇ くぇ ゅけくっくうちぇ う ょけゅぇょおう - すう ぉはゅぇて, うくすさうゅぇくすなす しかっょ すっぉ; すう しう し くっゅけ, 

すけえ ういつっいゃぇ けす こけかっいさっくうっすけ すう. ′け, しかっょ おぇすけ ちっかすぇ っ ょけしすうゅくぇすぇ う あっさすゃぇすぇ っ こけゃぇかっくぇ, くぇ 
くっゅけ ゃっつっ くっ きせ っ うくすっさっしくけ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

╃ぇ さうしおせゃぇ ょぇ ういこけかいゃぇ こさっょしすぇゃうすっか くぇ すけいう ゃうょ いぇ しゃけう ちっかう きけあっ しぇきけ きくけゅけ しょなさあぇくぇ 
う ゃくうきぇすっかくぇ あっくぇ. ┿おけ すう しう きくけゅけ けこうすくぇ ゃ かのぉけゃくうすっ うゅさう, きけあって ょぇ しっ けこうすぇて ょぇ くぇょう-
ゅさぇって うくすさうゅぇくすぇ. [ぇぉけすぇすぇ っ すぇき, つっ おけかおけすけ う かけゃおけ ょぇ しぇ ういこかっすっくう きさっあうすっ うき, すっいう きなあっ 
ょっえしすゃぇす ゅけさっ-ょけかせ こけ っょうく しちっくぇさうえ. 】けき しっ けこうすぇて ょぇ しっ しぉかうあうて し くっゅけ, すけえ しっ こかぇてう う 
しっ しおさうゃぇ, すなえ おぇすけ くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ ょぇょっ ゃけかは くぇ つせゃしすゃぇすぇ しう. 〈けかおけゃぇ っ ゅけさょ! ′け 
とけき しっ けすょぇかっつうて, すけえ しっ たゃなさかは しかっょ すっぉ, せゃかっつっく けす くっこけぉっょうきぇすぇ しすさぇしす. 〈っいう うゅさう とっ 
こさけょなかあぇゃぇす ょけすけゅぇゃぇ, ょけおぇすけ あっさすゃぇすぇ きせ くっ こぇょくっ ぉっいしうかくぇ.
′ぇ たけさぇすぇ, ういこなかくっくう し ぇゃぇくすのさうしすうつっく ょせた, すけゃぇ ょけしすぇゃは けゅさけきくけ せょけゃけかしすゃうっ.

╃なさょけさおけすけ

¨ぉうつぇ ょぇ ぉなぉさう くぇ くぇえ-さぇいかうつくう すっきう, さぇいこぇかゃぇえおう しけぉしすゃっくけすけ しう ゃなけぉさぇあっくうっ う ゃないぉせあ-
ょぇえおう そぇくすぇいうはすぇ くぇ ゃなこさけしくぇすぇ ょぇきぇ. ╁しなとくけしす, くはきぇ くぇ おぇおゃけ すけかおけゃぇ ょぇ さぇいつうすぇて こさう 
すぇおぇゃぇ しさっとぇ, いぇとけすけ, ぇおけ しぇきぇすぇ あっくぇ しっ けこうすぇ ょぇ くぇこさぇゃう くはおぇおゃぇ しっさうけいくぇ おさぇつおぇ, すけいう 
ゃうょ あっくおぇさ きけあっ ょぇ しっ ういこかぇてう う ょぇ くぇこせしくっ ぉけえくけすけ こけかっ. ‶け しゃけはすぇ しなとくけしす すけえ こさうかうつぇ 
くぇ はさけしすくぇ ぇおすうゃうしすおぇ, しぇきけ つっ けぉかっつっく ゃ きなあおう ょさったう. 
┿おけ けぉっおすなす くぇ くっゅけゃうすっ ゃないょうておう ゅけ けすぉかなしくっ, すけえ ゃっょくぇゅぇ ゅせぉう うくすっさっし, いぇとけすけ こさっょ-

しすぇゃうすっかうすっ くぇ すぇいう ゅさせこぇ あっくおぇさう ういけぉとけ くっ きけゅぇす ょぇ しっ ぉけさはす いぇ あっくぇすぇ しっさうけいくけ, ょぇ 
ういゃけのゃぇす ゃくうきぇくうっすけ え うかう ょぇ は けすくっきぇす けす くはおけゅけ. ╋なさいっかうゃう しぇ いぇ すぇおうゃぇ くっとぇ. ╁しうつおうすっ 
うき けこうすう いぇ しぉかうあぇゃぇくっ うきぇす しぇきけ こけおぇいっく たぇさぇおすっさ - すっ こさけしすけ うしおぇす ょぇ ぉなょぇす ちっくすなさ くぇ 
あっくしおけすけ ゃくうきぇくうっ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

〈けえ っ くっいぇきっくうき ゃぇさうぇくす いぇ いぇこなかゃぇくっ くぇ こせしすけすぇすぇ, おけゅぇすけ しなこさせゅなす すう すっ っ ういきけさうか, っょくけ-
けぉさぇいうっすけ ゃ けすくけてっくうはすぇ ゃう すっ おぇさぇ ょぇ しっ ょなさあうて たかぇょくけ う すう しっ うしおぇ くっとけ “こけ-こうおぇくすくけ”, 
くけ うしすうくしおぇすぇ ういくっゃはさぇ くっ ゃかういぇ ゃ こかぇくけゃっすっ すう. ] すけいう ょなさょけさおけ きけあって ょぇ けすうょって くぇ さっし-
すけさぇくす, ょぇ しっ くぇしかぇょうて くぇ っょうく さぇいゅけゃけさ う くぇ せつすうゃうすっ きせ おけきこかうきっくすう, すけえ ょけさう きけあっ ょぇ しっ 
けしきっかう ょぇ すっ こけゅぇかう こけ おけかはくけすけ, こさけきなおゃぇえおう さなおぇ こけょ こけおさうゃおぇすぇ くぇ きぇしぇすぇ. ′け! 〈う とっ しっ 
こさうぉっさって ゃおなとう, ゃおせしうかぇ しぇきけ けす こさうはすくけすけ きなあおけ けぉとっしすゃけ, ぉっい ょぇ こさっしすなこうて ゅさぇくうちぇすぇ 
くぇ しなこさせあっしおぇすぇ ゃはさくけしす.

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ 
╉′]╀ ゃ „┿さしっ

くぇか“ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, 
ょなかゅけゅけょうてっく かうょっさ 
くぇ そうさきっくぇすぇ けさゅぇ
くういぇちうは くぇ しうくょうおぇ
すぇ, しっ いぇゃなさくぇ し けす
かうつうっ けす つっしすゃぇくっすけ 
くぇ 25-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ ╉けくそっょっさぇちうは
すぇ くぇ くっいぇゃうしうきうすっ 
しうくょうおぇすう ゃ ╀なかゅぇ
さうは. ╀けいけゃ っ しさっょ 
けすかうつっくうすっ いぇ ぇお
すうゃくぇ しうくょうおぇかくぇ 
ょっえくけしす. ‶さういけゃっすっ 
ぉはたぇ ゃさなつっくう けそう
ちうぇかくけ こけ ゃさっきっ くぇ 
くぇちうけくぇかくぇすぇ おけく
そっさっくちうは くぇ ╉′]╀, 
ゃ おけはすけ せつぇしすゃぇたぇ う 
ょっかっゅぇすう けす ぇさしっくぇか
しおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, 
くぇぉさけはゃぇとぇ こけゃっつっ 
けす 4 500 つかっくけゃっ. 8 
しうくょうおぇかうしすう けす „┿さ
しっくぇか“ こなすせゃぇたぇ いぇ 
しすけかうちぇすぇ いぇ せつぇしすうっ 
ゃなゃ そけさせきぇ いぇ さけあ
ょっくうは ょっく くぇ ╉′]╀, 
ゃ おけえすけ せつぇしすゃぇたぇ 
う ょさせゅう おぇいぇくかなつぇ
くう. 〈けえ しっ こさけゃっょっ 
くぇ 18-すう そっゃさせぇさう ゃ 
′╃╉. 
┿さしっくぇかしおぇすぇ しうく

╉さうすっさうう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ:

1. ╁ないきけあくけしす いぇ ゃおかのつゃぇくっ ゃ おせさし おなき きっしっち 
のかう 2015 ゅ.;
2. ╉なき きけきっくすぇ くぇ こけょぇゃぇくっ くぇ いぇはゃかっくうっ いぇ 

けぉせつっくうっ かうちっすけ ょぇ っ くぇゃなさてうかけ 18 ゅけょうくう;
3. ¨すかうつっく せしこった;
4. ╃ぇ っ かうちっ けす しっきっえしすゃけ し くうしなお しけちうぇかっく しすぇ

すせし うかう しうさぇお;
5. ╃ぇ っ し こけしすけはくっく う くぇしすけはと ぇょさっし ゃ くぇしっかっくけ 

きはしすけ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

╆ぇ こさっょかけあっくうは う ょけこなかくうすっかくぇ うくそけさきぇちうは 
きけあっすっ ょぇ しっ けぉなさくっすっ けす 04. 03. 2015 ゅ. ょけ 31. 
03. 2015 ゅ. ゃおか. おなき けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ういこけかいゃぇすっ っょくぇ けす しかっょ
くうすっ そけさきう いぇ おけくすぇおす:

- ╊うつくけ, ゃ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ
くうお くぇ ぉせか.”┿か.╀ぇすっくぉっさゅ”4, っす.3 ゃ こさうっきくけすけ 
ゃさっきっ いぇ ゅさぇあょぇくう

- ′ぇ e-mail: 

- ‶け すっかっそけくぇ: 0431 98 340 

[っいせかすぇすうすっ とっ ぉなょぇす けぉはゃっくう くぇ 15. 04. 2015 ゅ. 
ゃ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお かうつくけ けす 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ せつっぉくうは ちっくすなさ.

[けきぇくすうおなす

〈けいう きなあ ゃうすぇっ ゃ けぉかぇちうすっ. 〈けえ けぉうつぇ くっ おけくおさっすくぇすぇ あっくぇ, 
ぇ しないょぇくうっ, ういゅさぇょっくけ けす くっゅけゃけすけ ゃなけぉさぇあっくうっ, こさっょ おけっすけ 
ょぇ こさけういくぇしは こぇすっすうつくうすっ しう さっつう う こっさうけょうつっしおう ょぇ けぉっとぇ-
ゃぇ, つっ とっ ういゃなさてう くはおぇおなゃ こけょゃうゅ. ╇いけぉとけ すけえ しっ せゃかうつぇ けす 
しぇきうは こさけちっし おぇすけ すぇおなゃ. 】けき ちっかすぇ ぉなょっ こけしすうゅくぇすぇ, うくすっさっ-
しなす きせ おなき あっくぇすぇ しっ さぇいしっえゃぇ おぇすけ きなゅかぇ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

┿おけ ちはか あうゃけす しう きっつすぇかぇ くはおけえ きなあ ょぇ すう こけしゃっすう しすうたけゃっ, 
ょぇ すう こっっ こっしくう, ょぇ すう こさぇゃう しっさっくぇょう こけょ こさけいけさっちぇ, すけゃぇ 
っ すゃけはす いゃっいょっく つぇし. ]ぇきけ つっ くっ しっ けすくぇしはえ おなき ゃしうつおけ すけゃぇ 
こさっおぇかっくけ しっさうけいくけ. 】っ ぉなょって “ちぇさうちぇすぇ くぇ しゃっすぇ” しぇきけ いぇ 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ. ′け おぇおゃけ けす すけゃぇ? ╇いこけかいゃぇえ きけきっくすぇ, こさう-
っきぇえ おけきこかうきっくすうすっ, くぇしかぇあょぇゃぇえ しっ くぇ かせくくぇすぇ しゃっすかうくぇ う 
てぇきこぇくしおけすけ. ╁ぇあくけすけ っ ょぇ くっ こさうっきぇて すけいう きなあ きくけゅけ くぇ-
しっさうけいくけ, いぇとけすけ こけ こさうくちうこ すけゃぇ っ っょくぇ けす くぇえ-しすさぇてくうすっ 
ゅさっておう ゃ けすくけてっくうはすぇ し あっくおぇさうすっ. 

]こけさすうしすなす

〈けえ こさけしすけ っ しこけさすうしす, おけえすけ ゅけくう さっおけさょう. ╉ぇすけ すなくなお こけ-
いくぇゃぇつ くぇ こしうたけかけゅうはすぇ, こさっちっくはゃぇ ゃしはおぇ あっくぇ う, おぇおすけ しっ 
こさぇゃう すけゃぇ こさう さうぉけかけゃぇ, たゃなさかは しすさなゃすぇ, いぇかぇゃは う きはすぇ ゃ 
すうゅぇくぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ すけえ こさぇゃう し ぉはしくぇ しおけさけしす.

[ぇいこけいくぇゃぇくっすけ くぇ しこけさすうしすぇ っ かっおけ いぇさぇょう くっゅけゃぇすぇ こさう-
こさはくけしす, ょっかけゃうすけしす う はゃくぇすぇ くぇすさぇこつうゃけしす, し おけはすけ しっ けこうすゃぇ 
ょぇ いぇゃなさあっ し すっぉ ぉなさいけ いぇこけいくぇくしすゃけ. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす うくすさう-
ゅぇくすぇ, おけえすけ くっ すなさしう かっしくうすっ こなすうとぇ, すけいう きなあ うくすせうすうゃくけ 
ういぉうさぇ あっくうすっ, おけうすけ かっしくけ きけあっ ょぇ いぇうくすさうゅせゃぇ. ╃ぇ あうゃっっ 
おけかうつっしすゃけすけ, くっ きっ うくすっさっしせゃぇ おぇつっしすゃけすけ! 〈けゃぇ っ くっゅけゃうはす 
ょっゃうい, おなき おけえすけ すけえ しっ こさうょなさあぇ う おけゅぇすけ しこけょっかは こけぉっょうすっ 
しう ゃ さぇいゅけゃけさう しなし しなとけ すぇおうゃぇ しこけさすくう すうこけゃっ おぇすけ くっゅけ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

『ぇこくう ゅけ こけ きせすさぇすぇ! ′ぇかう くっ うしおぇて くはおぇおゃぇ こうはくぇ きなあ-
おぇ おけきこぇくうは ょぇ こさっょなゃおゃぇ こけょさけぉくけしすうすっ けす うくすうきくぇすぇ くけと, 
こさっおぇさぇくぇ し すけいう きなあ, おぇおすけ う ゃしうつおう こけょさけぉくけしすう けす ぇくぇすけ-
きうはすぇ すう? ╃ぇ, くけ すけつくけ し すけゃぇ けぉけあぇゃぇす ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇす しこけさ-
すうしすうすっ, おけゅぇすけ しぇ しさっょ こさうはすっかう. 〈ぇおなゃ くぇつうく いぇ こさっおぇさゃぇくっ 
くぇ ゃさっきっすけ うき ょけしすぇゃは くっ こけ-きぇかおけ せょけゃけかしすゃうっ, けすおけかおけすけ 
しぇきけすけ “しゃぇかはくっ” くぇ あっくぇすぇ…

′っせしこっかうはす っくすせしうぇしす

〈けゃぇ っ くぇえ-ぉっいけぉうょくうはす ゃうょ あっくおぇさう. 〈っ し くっしっおゃぇと っくすせ-
しうぇいなき こさけょなかあぇゃぇす ょぇ すうつぇす しかっょ ゃしはおぇ しさっとくぇすぇ あっくぇ う 
くっこさっおなしくぇすけ しっ ゃかぇつぇす しかっょ ょぇきうすっ, くぇすさぇこゃぇえおう うき しっ しなし 
しゃけはすぇ きっつっておぇ ゅさぇちうは. 』っしすけ しかっょ くっせしこってっく けこうす いぇ しぉかう-
あぇゃぇくっ くぇ かのぉけゃくうは そさけくす, っくすせしうぇしすなす いぇこけつゃぇ ぉうすおぇ いぇ 
しょけぉうゃぇくっ し こさうはすっかおぇ ゃ かうちっすけ くぇ ゃなこさけしくぇすぇ ょぇきぇ, おぇすけ こさう 
すけゃぇ つっしすけ しすぇさぇくうっすけ きせ しっ せゃっくつぇゃぇ し せしこった. 〈っいう きなあっ くっ 
しぇ くぇょぇさっくう し こさっおぇかっくけ きなあおけ しぇきけかのぉうっ う しぇ ょけぉさけょせてくう, 
こけさぇょう おけっすけ おなき すはた すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすくぇしはて しなゃしっき しこけおけえくけ.

╇くしすさせおちうは いぇ っおしこかけぇすぇちうは:

¨すくぇつぇかけ くっせしこっかうはす っくすせしうぇしす とっ すっ いぇぉぇゃかはゃぇ し くっせきっかけすけ 
しう せたぇあゃぇくっ, しかっょ すけゃぇ とっ いぇこけつくっ ょぇ すっ ょさぇいくう. ′け ぇおけ くっ ゅけ 
けすたゃなさかうて けおけくつぇすっかくけ, すけえ くぇうしすうくぇ きけあっ ょぇ しっ けおぇあっ っょうく 
けす くぇえ-ょけぉさうすっ すう こさうはすっかう, くぇ つうっすけ さぇきけ きけあって ょぇ こけこかぇ-
つって, おけゅぇすけ こさっあうゃはゃぇて うしすうくしおう かのぉけゃくう くっせしこったう. 〈っいう 
きなあっ しぇ こさけしすけょせてくう こけ たぇさぇおすっさ, すっ くはきぇ ょぇ すっ かなあぇす う ゃう-
くぇゅう とっ すう しっ こさうすっおぇす くぇ こけきけと. ┿ ゃ しかせつぇえ, つっ うしすうくしおうはす すう 
おぇゃぇかっさ すっ けしすぇゃう しぇきぇ いぇ ういゃっしすくけ ゃさっきっ, くっせしこっかうはす あっくおぇさ 
っくすせしうぇしす っ ういおかのつうすっかくけ こけょたけょはとぇ おけきこぇくうは いぇ ょうしおけすっおぇ 
うかう いぇ さぇいょせきおぇ ゃ おぇそっくっすけ. ┿おけ せ すっぉ ゃないくうおくっ あっかぇくうっ ょぇ 
こけそかうさすせゃぇて, う ゃ すけいう しかせつぇえ っくすせしうぇしすなす くはきぇ ょぇ ういかなあっ 
くぇょっあょうすっ すう.

                                                 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

Колегите от ИО на завод 1
22.02.2015год.

╁ おぇこさういくうは きぇさす しきっ. ]こけさっょ きなあっすっ, あっくしおうはす きっしっち, ゃ おけえすけ ゃしうつおけ っ ゃないきけあくけ. ╇ 
こさけしすっくけ. ]こけさっょ あっくうすっ - ゃ すったくうは きっしっち, ゃ おけえすけ ゃしうつおけ うき っ こけいゃけかっくけ. ‶けくっ すぇおぇ 

ういゅかっあょぇてっ せさぇゃくっくうっすけ ょけこさっょう 20-すうくぇ ゅけょうくう, おけゅぇすけ しゃっすなす しっ ょっかってっ くぇ ╆ぇこぇょっく う 
╇いすけつっく, さぇぉけすぇすぇ くぇ きなあおぇ う あっくしおぇ, ぇ あっくうすっ – くぇ くぇてう う けぉとう. 
‶けしかっょくけすけ きなおくってっ しかっょ しっぉっ しう おせこ くっさぇいぉけさうう う くっょけさぇいせきっくうは, ょさぇきう, うしすけさうう, ゃうちけ-

ゃっ, きくけゅけ けす すはた ょけしすけえくう いぇ こけさっょくぇ „┿くぇ ╉ぇさっくうくぇ” うかう „』っさゃっくけ う つっさくけ”. ′け すけゃぇ ぉってっ 
こさっょう. ╃くっし あうゃっっき ゃ たうこっさぇおすうゃっく しゃはす, ゃ おけえすけ あっくうすっ しぇ きせかすうそせくおちうけくぇかくう, ぇ きなあっすっ 
きっすさけしっおしせぇかくう. 
╉ぇいぇくけ うくぇつっ: こなかくぇ ょさぇきぇ けすおなき おぇてぇ くぇ ちっくくけしすう, こさぇゃうかぇ, こけさはょおう う くけさきう. 
╉けっすけ こなお こさっゃさなとぇ しゃっすなす くう ゃ こなしすさけ おけかっかけ, ぇ くぇし, つけゃっちうすっ, ゃ こなしすさう こうけくおう けす けゅさけきっく 

かせくぇこぇさお, ゃ おけえすけ きなつくけ くぇきうさぇきっ こさぇゃうは こなす.  
╆ぇすけゃぇ くぇゃさなた こさぇいくうおぇ くぇ あっくぇすぇ, きぇえおぇすぇ, しっしすさぇすぇ, かのぉけゃくうちぇすぇ, おけかっあおぇすぇ うかう こさけしすけ 

すぇいう ょけ ゃぇし, ゃう こさっょかぇゅぇきっ っょうく こけ-  ぉっいこけとぇょっく こけゅかっょ おなき くぇさなつくうおぇ いぇ こけかけゃぇ おけきせくうおぇ-
ちうは. ╁っょさけ, てっゅけゃうすけ, かっおけ しぇさおぇしすうつくけ う... ゃはさくけ. ̈ しけぉっくけ, ぇおけ しすっ けす おぇすっゅけさうはすぇ くぇ けくっいう, 
おけうすけ しっ こけいくぇはす ゃ すっおしすぇ. 
╇ すぇおぇ: ╉ぇお きけあっ ょぇ しっ ういゃかっつっ こけかいぇ けす おぇすっゅけさうはすぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きなあおうは こけか, くぇさっ-

つっくう くぇ こさけしすけくぇさけょっく っいうお しゃぇかはつう?

╉ぇおすけ こさう ゃしっおう ぉうけかけゅうつっく ゃうょ, あっくおぇさうすっ しっ ょっかはす くぇ こけょゅさせこう う ゃうょけゃっ. ╁さぇ-
ゅなす すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけいくぇゃぇ こけ かうちっすけ.

こさけちっくす. 』ぇしす けす けぉとうくしおうは ょなかゅ  っ そけさきうさぇく 
う けす くせあくうすっ こさう こけょけぉくう しかせつぇう 5 % しけぉしす
ゃっくう こぇさう, おけうすけ しっ ういうしおゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ ゃかけ
あう いぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ っゃさけこさけっおすうすっ, こけはしくう 
けとっ ‶っすおけゃ. „′っ きけあっき ょぇ くっ ゃなさゃうき ょけ おさぇえ 
う ょぇ しこさっき ょぇ けすこせしおぇきっ しさっょしすゃぇ いぇ こさけっおすう, 
おけうすけ ゃっつっ しきっ こけょおさっこうかう“, おけきっくすうさぇ  ‶っ
すおけゃ, おけえすけ ういさぇいう けとっ くぇ しっしうはすぇ こさっょう きっ
しっち しなとぇすぇ こけ しきうしなか こけかうすうつっしおぇ こけいうちうは こけ 
ゃなこさけしぇ, おけはすけ いぇしすなこゃぇす けす ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“. „╃ぇ ゃなさゃうき ょけ おさぇえ こけ けすくけてっ
くうっ くぇ そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ こさけっおすう, おけうすけ しきっ 
こけょおさっこうかう, こさういけゃぇ いぇき.-こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす, おけえすけ こさうこけきくう, つっ こさう 
さっぇかういうさぇくう けす ¨ぉとうくぇすぇ こさけっおすう, いぇ おけうすけ 
っ こさうゃかっつっく ゃなくてっく さっしせさし けす 90 きかく. かゃ., っ 
ぇぉしけかのすくけ ょけこせしすうきけ せつぇしすうっすけ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
し 5 % しけぉしすゃっくけ そうくぇくしうさぇくっ けす 4. 5 きかく. かゃ. 
¨ぉとうくうすっ, おけうすけ くっ そけさきうさぇす けぉとうくしおう ょなかゅ, 
くっ しっ さぇいゃうゃぇす, すっ しぇ いぇしこぇかう けぉとうくう う くうっ くっ 
しきっ けす すはた”, おぇいぇ けとっ ‶っすおけゃ, おけえすけ ゃ っきけちうけ
くぇかっく きけきっくす しこけょっかう: “╀けかう きっ, いぇとけすけ ゃしうつ
おう くうっ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす しきっ っょうくけょせてくう う 
こけょおさっこはきっ うくうちうぇすうゃうすっ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
し ゅかぇしせゃぇくっ いぇ そうくぇくしうさぇくっ, ぇ つぇしす けす くぇし しこっ
おせかうさぇす し すけゃぇ ゃ こせぉかうつくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ“. 
‶けゃっつっ けす 2 きうかうけくぇ かっゃぇ ょなかゅ とっ ぉなょぇす うい

こかぇすっくう けす ¨ぉとうくぇすぇ こさっい 2015-すぇ ゅけょうくぇ, 
きぇおしうきぇかくうはす さぇいきっさ くぇ けしすぇゃぇとうは いぇ しかっょゃぇ
とう ゅけょうくう ょなかゅ っ 11 きかく. 417 たうか. かゃ.   [ぇいきっ
さなす くぇ ょなかゅぇ っ ういつうしかっく しなけぉさぇいくけ いぇおけくぇ う っ 
ゃ こぇさぇきっすさうすっ くぇ ょけこせしすうきけすけ, しすぇくぇ はしくけ けとっ 
けす ういおぇいゃぇくっすけ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ そうくぇくしけ
ゃぇすぇ おけきうしうは, さっこかうおうさぇくけ くぇ しっしうはすぇ こけ こさう
っきぇくっすけ くぇ ぉのょあっすぇ けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╀]‶ 
し ぇさゅせきっくすう, つっ „ょなかゅなす っ けゅさけきっく“, おぇおすけ う し 
ょっおかぇさぇちうう いぇ くぇきっさっくうはすぇ くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
ょぇ すなさしはす いけさおけ „こさうくぇょっくぇすぇ しすけえくけしす“ いぇ ¨ぉ
とうくぇすぇ, ょけてかぇ  けす すっいう こさけっおすう.
‶さっい こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう せこさぇゃかっくうっすけ 

くぇ ¨ぉとうくぇすぇ こさうおかのつう う さぇぉけすう ゃ きけきっくすぇ こけ 
こさけゅさぇきう くぇ ╄], しさっょ おけうすけ – さっおけくしすさせおちう
はすぇ くぇ [けいぇさうせきぇ う 〈のかぉっすけ し ゃっかけぇかっは, さっ
おけくしすさせおちうは くぇ ‶さっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは, しけ
ちうぇかくう こさけっおすう – しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ ょけきけゃっ う 
いぇとうすっくう あうかうとぇ.
╀のょあっす 2015 っ しすぇぉうかっく う こけつうゃぇ くぇ おけくしっさ

ゃぇすうゃくぇ, こっしうきうしすうつくぇ こさけゅくけいぇ くぇ こさうたけょうすっ 
う さぇいせきくけ ういさぇいたけょゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇすぇ, おぇすっ
ゅけさうつっく ぉっ けとっ ╃さぇゅけきうさ ‶っすおけゃ けす „╄おしこっさすう  
いぇ ╉ぇいぇくかなお“.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“

]なし しなょっえしすゃうっ
すけ う こけ うくうちうぇすう
ゃぇ くぇ けぉとっしすゃっ
くうは こけしさっょくうお くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ 

〉つっぉくうはす ちっくすなさ 
いぇ けぉせつっくうっ くぇ 
ゃけょぇつう いぇ ゃしうつおう 
おぇすっゅけさうう こさっ

ゃけいくう しさっょしすゃぇ こさっょけしすぇゃは ゃないきけあくけしす いぇ ぉっい
こかぇすくけ けぉせつっくうっ くぇ っょくけ かうちっ いぇ ゃけょぇつ くぇ ╋‶] 
おぇすっゅけさうは „╁”.

ょうおぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀, おけはすけ っ しさっょ くぇえ-ゅけかっきうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ, っ しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ おけくそっょっさぇちうはすぇ こさっょう 25 ゅけょうくう, こさうこけきくう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ こさっょしっょぇすっかはす ┿すぇくぇし ╀けいけゃ.
]うくょうおぇかくぇすぇ おけくそっさっくちうは いぇ さけあょっくうは ょっく くぇ ╉′]╀ ぉっ せゃぇあっくぇ けす こさっょしすぇゃうすっかくけ ょなさあぇゃくけ う こけかうすうつっしおけ こさうしなしすゃうっ ゃ かうちっすけ くぇ きうくうしすなさ-こさっょ

しっょぇすっかは ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, こさっょしっょぇすっかは くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ – 『っちおぇ 『ぇつっゃぇ う ょさせゅう けそうちうぇかくう かうちぇ, こけょくっしかう しゃけうすっ こけいょさぇゃかっくうは いぇ こさぇいくうおぇ 
くぇ しうくょうおぇかうしすうすっ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“
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╅ちつかせあしかぬひて 『とすかせ ╉かせかう:

╋¨╇《【 ╇ ╉ぇ╋╉╅
′ぇ ╁ぇし おぇおゃけ ╁う っ けしすぇくぇ-

かけ けす ょせたぇ くぇ すけいう さけょ?
- ′ぇゃはさくけ ゃけえゃけょしおうはす, ぉせく-

すぇさしおう ょせた. ╀うすおぇょあうは しなき, 
きぇおぇさ う いけょうは [ぇお. ╉さなゃすぇ 
ゃけょぇ くっ しすぇゃぇ. 

╉ぇお ゃ すけゃぇ ゃさっきっ しっゅぇ ょぇ 
しう けこぇいう つけゃっお おけさっくうすっ? 

- ╉ぇすけ ゃ けくけゃぇ ゃさっきっ.  ] ゃなし-
すぇくうっ う ぉぇえさぇちう.

┿ せつうすっかう うきぇ かう ゃ さけょぇ 
╁う, おぇすけ [ぇえくぇ ╉くはゅうくは? 
╋ぇおぇさ う せつうかぇ いぇ ぇおせてっさおぇ, 
すは ゃしなとくけしす しすぇゃぇ せつうすっかおぇ 
う ゃうょくぇ けぉとっしすゃっくうつおぇ.
- ╃ぇ. ╃ぇあっ ょなとっさは きう しなとけ 

っ せつうすっかおぇ. ╇ さけょなす くう っ し こけ-

ゃっつっ あっくう.

┿ いぇとけ ╀なかゅぇさうは ぉなさいけ 
いぇぉさぇゃは  ゅっさけうすっ しう? 

- ′ぇしおけさけ こさけつっすけた きうしなか くぇ 
┿すぇくぇし ╀せさけゃ う きくけゅけ きう たぇ-

さっしぇ: つっ ぉなかゅぇさうくなす きけあっ ぉう 
とっ すさなゅくっ こけ- しすさっきゅかぇゃけ くぇ-

こさっょ すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ ういけしすぇゃう 
けくぇいう しう つっさすぇ, しゃなさいぇくぇ し くぇ-

きっさっくうっすけ きせ ょぇ きうくっ きぇかおけ 
こけ-かっおけ, ゅさぇすうし, いぇ ょぇ ゃなさゃう 
くぇこさっょ. 〈けえ くっ ぉうゃぇ ょぇ ゃなさゃう 
ゅさぇすうし. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ しこぇいゃぇす 
いぇおけくうすっ, くけ くっ しぇきけ けす くはおけう, 
ぇ けす ゃしうつおう う ょぇ ゅう せゃぇあぇゃぇ-

きっ. ‶け-ょけぉさっ っょうく かけて いぇおけく, 
けすおけかおけすけ ぉっいいぇおけくうっ. 

┿ ╁うっ ゃはさゃぇすっ かう ゃ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ こさぇゃけしなょうっ? 

- ╃ぇ, おけかおけすけ う ょぇ いゃせつう くっ-

ゃっさけはすくけ う こさけすうゃくけ くぇ ゃしっ-

けぉとけすけ きくっくうっ, ぇい ゃはさゃぇき ゃ 
ぉなかゅぇさしおうすっ いぇおけくう. ╆くぇっすっ, 
つっ しっきっえしすゃけすけ きう ぉっ ょけしすぇ  
こけすなさこっゃてけ けす おせこ くっしこさぇ-

ゃっょかうゃけしすう, くけ ぉなかゅぇさしおうはす 
しなょ しっ こさけういくっしっ  ぉっいこさう-

しすさぇしすくけ う けすしなょう, しこけさっょ くぇし, 
しこさぇゃっょかうゃけ. ′っ いくぇき ょぇかう っ 
しかせつぇえくけしす, くけ ょけ すけいう きけきっくす 
しきっ こけこぇょぇかう くぇ しなゃっしすくう 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ しなょっぉくぇ-

すぇ くう しうしすっきぇ. ╇きぇき こさっょゃうょ 
ょゃぇきぇ ぉうゃてう きうくうしすさう – くぇ 
ゃなくてくうすっ さぇぉけすう う くぇ けすぉさぇ-

くぇすぇ. ╇ すっ しう こけかせつうたぇ いぇしかせ-

あっくけすけ. ]なあぇかはゃぇき しぇきけ, つっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは くはきぇ さっゅさっしうゃっく 
うしお, ゃしっおう ょぇ しう こかぇすう いぇ しすけ-

さっくけすけ. 

╁うっ しすっ くぇしかっょくうつおぇ くぇ 
そぇきうかうは, せてうかぇ いくぇきっすけ 
いぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ ぉなかゅぇさしおけ 
ゃなしすぇくうっ. ╆くぇきっ うかう おさなしす 
くけしう しっゅぇ さけょなす ╁う? 
- ′っ いくぇき. ┿い けぉうつぇき っょくぇ 

ょさせゅぇ こさうおぇいおぇ, つっ ゃしっおう 
すさはぉゃぇ ょぇ しう くけしう さぇくうちぇすぇ. 

╁うっ しすっ ぉうけかけゅ こけ こさけそっ-
しうは, ょなかゅう ゅけょうくう しすっ さぇ-
ぉけすうかう おぇすけ たっきぇすけかけゅ, くけ 
ゃ きけきっくすぇ しっ いぇくうきぇゃぇすっ 
しなし いっきっょっかうっ. ¨すゅかっあょぇ-
すっ さけいう う かぇゃぇくょせかぇ, うい-
ゅさぇあょぇすっ う しっきっえくぇ さけいけ-
ゃぇさくぇ, ぇ しすっ ゅさぇょしおけ つっょけ. 
¨すおなょっ すぇいう しすさぇしす おなき いっ-
きはすぇ? 

- ′うおけゅぇ くっ しなき しう こさっょしすぇ-

ゃはかぇ, つっ とっ しっ いぇくうきぇゃぇき し 
さけいう. ′うおけゅぇ くっ しなき あうゃは-

かぇ くぇ しっかけ. ′ぇ ゃさっきっすけ, おぇすけ 
ょっちぇ, うきぇたきっ こけさなつっくうは こさっい 
かはすけすけ - ょぇ うきぇきっ こけ 10 ょくう 
ゃ しっかしおけすけ しすけこぇくしすゃけ. ┿い たけ-

ょった こさう きけは ょはょけ こけ ぉぇとうくぇ 
かうくうは, いぇ ょぇ さぇぉけすは. ]こけきくはき 
しう, つっ くうあったきっ すのすのく, くけ こけ-

くっあっ ぉはか きぇかおぇ, ぇい ゃしっ けすうゃぇた 
ゃ おぇさせちぇすぇ, いぇ ょぇ しこは. ╆ぇすさせこ-

╅うゃけすなす ゃ かうすっさぇすせさぇすぇ くっ 
っ かっしくけ くっとけ. [せきっく ゅけ っ 

こさうっか, ぉっい ょぇ きさなくおぇ. [はょおけ っ 
さぇぉけすうか ゃ さっょぇおちうう, おせかすせさくう 
けすょっかう うかう ういょぇすっかしすゃぇ, おぇお

すけ しっ こけかぇゅぇ くぇ つけゃっお,  きうくぇか 
こさっい ておけかぇすぇ „╋ぇおしうき ╂けさおう“. 
╁しなとくけしす, おぇいぇくかなておうはす こけっす  
くぇこせしおぇ ╋けしおゃぇ きぇかおけ こさっょう 

ょうこかけきうさぇくっ.  ‶け かうつくう こさう
つうくう. ╁さなとぇ しっ せ ょけきぇ. ╆ぇこけつ
ゃぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“  う けし
すぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′うおけゅぇ くっ っ 
きうしかうか ょぇ あうゃっっ ょさせゅぇょっ. ‶け 
すけゃぇ し 』せょけきうさ しう こさうかうつぇす, 

〈《っ【╅ ╆ぇ]╈╅『¨っ 〉╊ ╊ 〈《っ【╅ ╉ぇ『╋╅╇╅
¨せてかちうま つ 【あせみ 》そたそうあ - たちあうせとねさあ せあ 『あこせあ 》そたえかそちえけかうあ, 『あこせあ [せみえけせみ

【そうあ てうひちおけ たちあうせとねさあてあ せあ 『あこせあ [せみえけせみ - いけそしそえひて 【あせみ 》そたそうあ
ゃぇたぇ きっ ゃ おぇさせちぇすぇ, ょぇ くっ きう っ 
しすせょっくけ, こけしかっ くうあった し すはた すの-

すのく. ╇くぇつっ, くはきぇき けこうす ゃ しっか-

しおけすけ しすけこぇくしすゃけ. 〈けえ しっ こけはゃう 
しっゅぇ, こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう. 

╇ おぇお? 

- 〈けゃぇ っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
きけは しなこさせゅ. ┿い しなき すせお しくぇたぇ 
けす きくけゅけ ゅけょうくう. ¨ぉうつぇき ちゃっ-

すはすぇ, ぇ すけいう ぉういくっし ゅけ こさうった, 
しかっょ おぇすけ こけつうくぇ ぉさぇすなす くぇ 
きけは しなこさせゅ - ╇ゃぇく ‶けこけゃ. ╁ くぇ-

つぇかけすけ くっ いくぇった おぇお とっ しっ さぇい-
ゃうはす くっとぇすぇ, ゃしうつおけ ぉってっ おぇすけ 
ゃ っょうく しなく. ╆ぇゅせぉうたきっ っょうく 
きくけゅけ しおなこ つけゃっお. ╋っあょせ ょゃぇ-

きぇすぇ ぉさぇすは うきぇてっ きくけゅけ しうかくう 
つせゃしすゃぇ, ぇ いぇ きっく すけえ ぉっ おぇすけ 
っょうく こけ-ゅけかはき ぉさぇす.  〈けえ ぉっ 
こなさゃうはす けす しっきっえしすゃけすけ, おけえすけ 
きっ ゃうょは う きっ けょけぉさう. ╇きぇたきっ 
っょくけ きくけゅけ たせぉぇゃけ こさうはすっか-

しすゃけ. ╇ゃぇく ‶けこけゃ ぉっ うくあっくっさ 
う さぇぉけすってっ ゃ „┿さしっくぇか”. ╇きぇ 
しっさうけいっく こさうくけし ゃ ぉぇいぇすぇ いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ „┿さしっくぇか”. 

┿おけ つけゃっお くっ ゃう こけいくぇゃぇ 
う ゃう ゃうょう こさっい ぇおすうゃくうは 
こっさうけょ くぇ こけかっすけ, っ すさせょくけ 
ょぇ こさっょこけかけあう おぇおゃう たけさぇ 
しすっ う おぇおゃぇ おさなゃ すっつっ ゃなゃ 
ゃぇし. ┿ ぉなかゅぇさうくなす っ つけゃっお, 
おけえすけ けぉうつぇ ょぇ さけぉせゃぇ くぇ 
おかうてっすけ. ╁ こなさゃうは きけきっくす 
っ かっおけ しすなこうしゃぇとけ つけゃっお 
ょぇ ゃうょう いぇきっしすくうお-きうくうし-
すなさ くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう 
いぇょ すさぇおすけさ くぇ こけかっすけ うかう  
くぇょ おぇいぇく, こさう さけいうすっ, いぇ-
こさっすくぇか おさぇつけかう. ╁うっ くっ-
っょくけおさぇすくけ しすっ こけおぇいゃぇかう, 
つっ しすっ くぇょ すけゃぇ, くぇょ おかうてっ-
すぇすぇ. 〈けゃぇ こさっつう かう ╁う? 

- ′ぇ こけかっすけ つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
ういゅかっあょぇ おぇすけ つけゃっお くぇ こけ-

かっすけ. ╇きぇきっ くぇょ 210 ょっおぇさぇ し 
さけいう, 120 ょっおぇさぇ し かぇゃぇくょせかぇ.  

┿ すぇいう ゅけょうくぇ すさはぉゃぇ ょぇ すさなゅ-
くっ う さけいけゃぇさくぇすぇ. ╂さぇょうき は 
ゃっつっ くはおけかおけ ゅけょうくう. 
]かっょゃぇかう しすっ ╁ぇてうは しな-

こさせゅ ゃ くっゅけゃうすっ きうしうう おぇすけ 
つけゃっお う おぇすけ ょうこかけきぇす くぇ 
きくけゅけ きっしすぇ ゃ しゃっすぇ: ╄ゃさけ-
こぇ, ┿いうは, ┿きっさうおぇ. ╃ゃっ けす 
ょなとっさうすっ ゃう  しぇ ゃ ┿きっさうおぇ. 
╉なょっ ╁う っ きはしすけすけ? 

- ¨つっゃうょくけ くはおなょっ ゃ しゃっすぇ. 
′っ しきはすぇき, つっ つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
けしすぇくっ くぇ っょくけ きはしすけ. ╆ぇ ょぇ 
きけあっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ つけゃっお, すけえ 
すさはぉゃぇ ょぇ こなすせゃぇ, ょぇ くっ しすけう 
くぇ っょくけ きはしすけ. 

′ぇぉかのょぇすっかっく つけゃっお しすっ. 
╉ぇおゃけ ╁う たぇさっしゃぇ う おぇおゃけ 
くっ ゃ ょくってくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ? 
╇ うきぇ かう ぉなょっとっ すぇいう ぉなか-
ゅぇさおぇ? 
- ′ぇ ょくってくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ え っ 

すさせょくけ. 〈は しぇきぇすぇ きぇかおけ すさせょ-

くけ きけあっ ょぇ しっ しかけあう ゃ っょうく 
けぉさぇい. ′け あっくうすっ, おけうすけ ぇい 
たぇさっしゃぇき, いぇとけすけ うしおぇき ょぇ 
こさうくぇょかっあぇ おなき すはた, しぇ ぇき-

ぉうちうけいくうすっ, けすきっさっくう, せきくう, 
ゃないこうすぇくう, うくすっかうゅっくすくう, 
おけうすけ くっ しっ ょぇゃぇす かっしくけ. ┿い しっ 
さぇょゃぇき, つっ うきぇき ゃないきけあくけしす 
う くぇ きけうすっ ゅけょうくう, くぇ っょくぇ 
こけつっすくぇ ゃないさぇしす, ょぇ うきぇき ゃない-
きけあくけしす いぇ こなさゃう こなす ょぇ しっ 
しさっとぇき し きくけゅけ しすけえくけしすくう 
あっくう. ′っ いくぇき つうは  っ すぇいう さぇ-

ぉけすぇ - くぇ ゅけしこけょ うかう くぇ くはおけえ 
ょさせゅ, くけ こさうおぇいおぇすぇ, つっ ゅけしこけょ 
しさっとぇ つけゃっお し つけゃっおぇ, きくけ-

ゅけ きう たぇさっしゃぇ. ╇ しっ さぇょゃぇき, 
つっ うきぇき ゃないきけあくけしす ょぇ うきぇき 
つぇしす けす おぇつっしすゃっくうすっ たけさぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは - おぇすけ こさうはすっかう, こけ-

いくぇすう, しなきうてかっくうちう.

┿ しないうさぇすっ かう ゃ すけいう おさなゅ  
う しさっょ すっいう しさっとう けくっいう 
ぉなかゅぇさおう, おけうすけ ょくっし きけゅぇす 

ょぇ ういゃっいぇす ゃぇあくけ いぇ くぇさけ-
ょぇ くう いくぇきっ? 

- ╃ぇ. ¨こさっょっかっくけ, ょぇ. ╇きぇ 
すぇおうゃぇ たけさぇ. ╇ くっ ぉうゃぇ ょぇ ゅせ-

ぉうき くぇょっあょぇ, つっ とっ こさけょなか-

あぇゃぇ ょぇ ゅう うきぇ. 

╇ きけゅぇす ょぇ きせ こかぇすはす ちっ-
くぇすぇ くぇ すけゃぇ いくぇきっ? 
- ╃ぇ. ╋けゅぇす. ╇ きけゅぇす ょぇ けすゅけ-

ゃぇさはす いぇ すけゃぇ: しなし いょさぇゃっ, し あう-

ゃけす, し ちっくぇすぇ しう.  〈ぇおぇ, おぇおすけ しぇ 
ゅけ こさぇゃうかう ょさせゅう こさっょう くぇし. 

] おぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅけさ-
ょっっ ょくってくうはす ぉなかゅぇさうく: し 
きうくぇかけすけ, し くぇしすけはとっすけ しう 
うかう し すけゃぇ, おけっすけ っ すけえ しぇ-
きうはす? 

- ′ぇえ-ゃっつっ し すけゃぇ, おけっすけ っ. 
╋うくぇかけすけ きくけゅけ たけさぇ, いぇ しな-

あぇかっくうっ, くっ ゅけ ちっくはす. ╇きぇきっ 
かうつくけしすう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉな-

ょぇす いぇ こさうきっさ, くけ ゃうくぇゅう しっ 
くぇきうさぇ くはおけえ こけ-せきっく, いぇ ょぇ 
ゅう くぇこさぇゃう つっさくう. ╁ ちっかうは うき 
けぉさぇい. ′っとけ, おけっすけ くっ きう たぇ-

さっしゃぇ.  ╁はさくけ, くっ っ ょけぉさっ ょぇ 
しう うょっぇかういうさぇきっ ゅっさけうすっ, くけ 
しきっ ょかなあくう ょぇ うき けすょぇょっき いぇ-

しかせあっくけすけ. 

¨こすうきうしす かう しすっ いぇ ╀なか-
ゅぇさうは, いぇ せすさっすけ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは? 

- ╇しおぇき ょぇ  ゃはさゃぇき, つっ きけう-

すっ ゃくせちう, こさぇゃくせちうすっ きう, とっ 
あうゃっはす ゃ っょくぇ たせぉぇゃぇ ╀なかゅぇ-

さうは. ′っ ぉうゃぇ ょぇ ういさうつぇき すけゃぇ, 
くけ ょなさあぇゃぇすぇ くっ きう たぇさっしゃぇ. 
〈けゃぇ っ きけはすぇ ╀なかゅぇさうは, くけ 
ょなさあぇゃぇすぇ くっ っ きけはすぇ. 

 ╆ぇとけ? 

 - ╆ぇとけすけ しっ くぇゅかっょぇたきっ くぇ 
つせょっしぇ う つせょっしうう. 

╁ぇてぇすぇ こさぇぉぇぉぇ っ ういゃっいぇ-
かぇ いくぇきっ, くぇ おけっすけ こうてっ: 

]ゃけぉけょぇ うかう しきなさす! ┿おけ 
╁うっ しっゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ ういゃっいぇ-
すっ いくぇきっすけ, おぇおゃけ とっ こうてっ 
くぇ くっゅけ?
- ┿ ょぇかう とっ きう しすうゅくっ いくぇ-

きっすけ いぇ すけゃぇ, おけっすけ うしおぇき ょぇ 
うきぇ くぇ くっゅけ? ╉けゅぇすけ [ぇえくぇ っ 
ゃっいぇかぇ いくぇきっすけ, っ うきぇかけ きくけゅけ 
こけゃっつっ しゃっすうくう, ぇ しっゅぇ しゃっすう-

くうすっ ういけしすぇゃぇす. ]おさうすう しぇ うかう 
ゅう くはきぇ ういけぉとけ. 

… くけ くはきぇ ょぇ っ ]ゃけぉけょぇ 
うかう しきなさす? 
- ┿ いぇとけ こなお くっ?

╇ こぇお しすうゅくぇたきっ ょけ しなとけ-
すけ… しかっょ こけつすう 140 ゅけょう-
くう?
- ¨す こけいうちうはすぇ くぇ ょくってくけすけ 

ゃさっきっ ぉうた うしおぇかぇ - すけゃぇ, おけっすけ 
きう しっ とっ ょぇ ゃうょは ゃ さけょうくぇすぇ 
しう: きぇかおけ こけゃっつっ しおさけきくけしす, 
きぇかおけ こけゃっつっ うくすっかっおす, きぇかおけ 
こけゃっつっ いぇゅさうあっくけしす いぇ ょさせ-

ゅうは. ] すっいう ちっくくけしすう, し おけうすけ 
くはおけゅぇ たけさぇすぇ しぇ せきうさぇかう くぇ 
せしすぇ, くけ... ′っ いくぇき けぉぇつっ ょぇかう 
とっ いゃせつぇ しなゃさっきっくくけ. ′っ っ きけ-

ょっさくけ きぇえ すけゃぇ しっゅぇ, いぇとけすけ 
しっゅぇ しぇ きけょっさくう ょさせゅう さぇぉけすう. 

╉ぇお しなたさぇくはゃぇすっ こぇきっすすぇ 
くぇ しかぇゃくうは しう さけょ いぇ ╁ぇてう-
すっ ゃくせちう? 
- ╇きぇき っょくけ すぇおけゃぇ けぉっ-

とぇくうっ - ょぇ くぇこうてぇ おくうゅぇ いぇ 
さけょぇ. ¨さゅぇくういうさぇかぇ しなき ゃっつっ 
さぇぉけすぇすぇ いぇ くぇこうしゃぇくっすけ くぇ 
すぇいう うしすけさうは, くぇ きけは さけょ う くぇ 
さけょぇ くぇ きけは しなこさせゅ - [ぇょうけく 
‶けこけゃ. ╇きぇ ょけしすぇ うくすっさっしくう 
くっとぇ, おけうすけ しすぇゃぇす いぇ おくうゅぇ う 
とっ くぇきっさはす きはしすけ ゃ すぇいう おくう-

ゅぇ. ╁くせちうすっ くう すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす 
おけう しぇ. ╆ぇすけゃぇ うしおぇき ょぇ は  うきぇ 
すぇいう おくうゅぇ. 〈ぇおぇ, おぇおすけ ぇい しなき 
あうゃはかぇ し さぇいおぇいうすっ いぇ ょはょけ 
きう, おけえすけ きう ょぇょっ しすさぇてくけ 
きくけゅけ かのぉけゃ. ╇ おけはすけ かのぉけゃ 
けとっ きう ょなさあう. ╃け ょっく-ょくってっく 
あうゃっは しなし しこけきっくぇ いぇ くっゅけ. 

┿おけ しっゅぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃなさ-
くっ あうゃけすなす けぉさぇすくけ, こけ しな-
とうは くぇつうく かう ぉうたすっ ゅけ あう-
ゃっかう? 

- ╃ぇ. ]なとうは しなこさせゅ, しなとうすっ 
ょっちぇ, しなとうすっ ゃくせちう うしおぇき. ′は-

おけう くっとぇ, きけあっ ぉう こさけきっくうすっ, 
とっ しぇ おけいきっすうつくう. ′け たけさぇすぇ, 
し おけうすけ うしおぇき ょぇ あうゃっは, しぇ 
すっいう. ╀うた うしおぇかぇ, ぇおけ きけあっ-

てっ, ょぇ せょなかあぇ あうゃけすぇ きぇかおけ 
くぇ きけうすっ さけょうすっかう, いぇとけすけ 
すっ すゃなさょっ さぇくけ しう けすうょけたぇ けす 
あうゃけすぇ. ╇ とはた ょぇ いぇょぇゃぇき こけ-

ゃっつっ ゃなこさけしう.  ╋ぇかおけ ゃなこさけしう 
しきっ いぇょぇゃぇかう くはおけゅぇ. ╇ きくけゅけ 
おぇすけ つっ かう くっ ぉはたきっ くぇせつっくう 
ょぇ しう こさういくぇゃぇきっ, つっ けぉうつぇきっ 
くはおけゅけ, くっとけ. ┿ つけゃっお おぇすけ つっ 
かう うきぇ くせあょぇ すけつくけ すけゃぇ ょぇ 
つせゃぇ こけ-つっしすけ. ╇ ょぇ しう いくぇっき 
こけゃっつっ さけょけゃっすっ. ╆ぇ ょぇ くう っ 
こけ-うくすっさっしくけ ょぇ あうゃっっき う ょぇ 
しきっ すせお.  ╇ ょぇ しきっ こけ-こぇきっすくう. 
╂かっょぇき, つっ しっ ゃすせさゃぇす きかぇょうすっ 
たけさぇ し きくけゅけ こけ-ゅけかはき っくすせ-

しうぇいなき おなき つぇかゅぇすぇ ゃ あうゃけすぇ, 
けすおけかおけすけ いぇ くっとぇ, おぇすけ くぇ-

こさうきっさ おなき ゃっかうおうは ╊っゃしおう. 
‶さはしくぇ っ しっゅぇ ょうしおせしうはすぇ いぇ 
くっゅけ. ╊っゃしおう, おけえすけ っ ぉうか こさっ-

ょぇょっく けす つっすうさうきぇ ぉなかゅぇさう けす 
しなょっぉくうは しなしすぇゃ. ╀うかう しぇ しぇきけ 
つっすうさうきぇ ぉなかゅぇさう ゃ ちっかうは しな-

ょっぉっく  しなしすぇゃ う すっ しぇ ゅけ こさっ-

ょぇかう. 〈せさちう しぇ しっ ゃないょなさあぇかう 
けす すけゃぇ くっとけ, ぇ ぉなかゅぇさう しぇ ゅけ 
こさっょぇかう. ′っゃっさけはすくけ っ すけゃぇ 
くっとけ. ╇ しっゅぇ っ しなとけすけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

[せきっく ╃っくっゃ っ くけしうすっか くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ 
„ぃあくぇ こさけかっす“ 1987-きぇ いぇ ょっぉのすぇ しう し „╅うゃけすなす くぇ 
ょなあょぇ“. ┿ゃすけさ っ くぇ しぉけさくうちうすっ しなし しすうたけすゃけさっくうは 
う こけっきう „╁っつくうはす きうさ“ (1990), „‶けしかっょくけ“ (1999), 
„╆ゃせおけこうしう“ (2001), „]すうたけすゃけさっくうは“ (2005), „‶け
しけおう くぇ こけゅかっょぇ“ (2006) う „╊のかおぇ くぇ ゃしっかっくぇすぇ“ 
(2011). ╆ぇ こけっきぇすぇ „╊のかおぇ くぇ ゃしっかっくぇすぇ“ っ せょけしすけ
っく しなし しこっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ]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. ‶さっい 2012 ゅ. ういかういぇ おくうゅぇすぇ きせ し っしっすぇ 
„╂さぇょ ╀なかゅぇさうは“ (こけかうすうつっしおぇ そぇくすぇしすうおぇ). ‶けしかっょ
くぇすぇ, ゃ けぉけゅぇすっく ゃぇさうぇくす, ういかういぇ こさっい 2014-すぇ おぇすけ 
„′ぇいぇょ おなき つけゃっつっしすゃけすけ“, いぇっょくけ し „‶けょさぇあぇくうっ くぇ 
こしぇかすうさぇ“ – こけっいうは.  ¨す きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ つかっく くぇ 
‶╄′-おかせぉぇ, おけっすけ しきはすぇ いぇ ゅけかはきけ こさういくぇくうっ. ′っゅけ
ゃう こさけういゃっょっくうは - しすうたけゃっ, っしっすぇ う こせぉかうちうしすうおぇ, しぇ 
こっつぇすぇくう ゃ きくけゅけ かうすっさぇすせさくう う こっさうけょうつくう ういょぇ
くうは. 』かっく っ くぇ さっょぇおちうけくくうは しなゃっす くぇ ╊うすっさぇすせさ
くけ しこうしぇくうっ „╉せかぇ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 』かっく っ くぇ ]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.
¨す ゅけょうくぇ っ つかっく くぇ ╊うすっさぇすせさっく おさなゅ „]きうしなか“, 

こけおぇくっく けす  こけっすっしぇすぇ ╁うけかっすぇ 》さうしすけゃぇ, おけはすけ きう
くぇかぇすぇ しっょきうちぇ こさっょしすぇゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお ょゃっすっ くけゃう 
おくうゅう くぇ [せきっく.

╁うけかっすぇ 》さうしすけゃぇ こさっょしすぇゃう くけゃうすっ おくうゅう くぇ [せきっく

„‶さけくうおくけゃっく きうしかうすっか, けすおさうゃぇすっか, 〉つうすっか... [せきっく ╃っ
くっゃ - っょくけ けす くぇえ-せしすけえつうゃうすっ しかけゃけしなつっすぇくうは ゃ くぇしなと
くうすっ きう かうすっさぇすせさくう こさっょしすぇゃう ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう...“, 
すぇおぇ こけっすっしぇすぇ ╁うけかっすぇ 》さうしすけゃぇ けすゃけさう ゃっつっさすぇ くぇ ょゃっすっ 
くけゃう おくうゅう くぇ [せきっく - „‶けょさぇあぇくうっ くぇ こしぇかすうさぇ“ - こけっ
いうは う „′ぇいぇょ おなき つけゃっつっしすゃけすけ“, おけはすけ ぇゃすけさなす てっゅけゃうすけ 
けこさっょっかは おぇすけ こけかうすうつっしおぇ そぇくすぇしすうおぇ. ╋っあょせ ょゃっすっ うきぇ 
きくけゅけ けぉとけ, しこけょっかう [せきっく ╃っくっゃ こさっょ しなぉさぇかうすっ しっ ゃ いぇ
かぇすぇ くぇ „╇しおさぇ“ 4  くぇ 25-すう そっゃさせぇさう ゃ ╉ぇいぇくかなお くっゅけゃう 
つうすぇすっかう, こけゃっつっすけ - う ぉかういおう こさうはすっかう. ‶さっょ すはた こけっすなす, 
ゃっつっ ょけぉさっ こけいくぇす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こせぉかうおぇ, ういおせてっくぇ けす 
しかけゃけすけ, こさういくぇ, つっ ういこけゃはょゃぇ せしっとぇくっすけ う さぇいぉうさぇくっすけ 
いぇ こけっいうはすぇ おぇすけ ゃなすさってっく ゅかぇし くぇ いゃせちうすっ. ╆ぇ いゃせちうすっ う 
すはたくけすけ ったけ せ つっすはとうすっ, いぇ こけっいうはすぇ おぇすけ „くっしなとっしすゃせゃぇと 
っいうお, くぇ おけえすけ くうおけえ くっ ゅけゃけさう ゃ っあっょくっゃうっすけ“, いぇ こさぇいくう
おぇ - こさっょしすぇゃはくっ くぇ おくうゅぇ - „っょうく けしけぉっく あぇくさ“, いぇ ょせてぇすぇ 
- „おぇすけ すけつおぇ, こなかくぇ し くっぉっ“, いぇ しすうたけすゃけさっくうはすぇ, いけゅさぇそう
しゃぇくう おぇすけ そさっしおう けす たさぇき, いぇ こさけいぇすぇ くぇ [せきっく, „けしゃっすっくぇ 
し こけっすうつっく こさけあっおすけさ“ /╁うけかっすぇ 》さうしすけゃぇ/, しすぇくぇ ょせきぇ ゃ 
しさっとぇすぇ, けさゅぇくういうさぇくぇ けす ̈ ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ“ ゃ 
╉ぇいぇくかなお - ゅさぇょ, おけえすけ いぇ ╁うけかっすぇ, けおぇいゃぇ しっ, こさけょなかあぇゃぇ 
ゅけょうくう くぇさっょ  ょぇ しう けしすぇゃぇ „かうすっさぇすせさっく ゅさぇょ-ょなさあぇゃぇ“.

‶さういなす „ぃあくぇ こさけかっす“ くぇきうさぇ っょうく こけっす ゃ „┿さしっくぇか“

[せきっく ╃っくっゃ っ けす けくっいう ぇゃすけさう, いぇ おけうすけ けとっ こさうあうゃっ しっ 
いくぇっ, つっ すっ とっ けしすぇくぇす. 』っ しぇ ゃっつくう. ╋くけゅけ けす こけいくぇゃぇとうすっ 
こけっいうはすぇ きせ, こなお う こさけいぇすぇ けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, ゅけ くぇさう
つぇす „ゃっかうお“. ╃ぇ しっ おぇあっ すけゃぇ いぇ [せきっく くっ っ こさっせゃっかうつっくけ. 
〈けえ っ うしすうくしおう ‶¨╄〈. ╇ ゃ こけょさっょっくうすっ しすうたけゃっ, う ゃ こさけいぇすぇ 
しう. ′っゅけゃぇすぇ こけっいうは ういゃうさぇ. 〈は っ ょなかぉけおぇ. 〈は っ さうすきうつくぇ. 
〈は っ こっしっくくぇ. 〈は っ おさぇしうゃぇ. 〈は っ ╋うしなか. 《うかけしけそうは.
』っ しっ せゃかうつぇ けす そうかけしけそうはすぇ, [せきっく しう いくぇっ けすょぇゃくぇ, くけ 

っょゃぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう すけゃぇ しすぇゃぇ はしくけ う くぇ こせぉかうおぇすぇ. 
╆ぇとけすけ, [せきっく こさけこうしゃぇ そうかけしけそしおう っしっすぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ 
しっ けしきっかはゃぇ いぇ すけゃぇ, っょゃぇ しかっょ くぇすさせこゃぇくっすけ くぇ あうすっえしおう 
けこうす. 〈させょっく けこうす.  ╁っさけはすくけ, し すけいう けこうす „くぇ ゅなさぉぇ“ , [せきっく 
こさけこうしゃぇ  けとっ こけ-ょけぉさっ.   
〈けえ っ さけょっく こさっい ぇこさうか 1958 ゅ. ゃ  ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ こなさゃう こなす 

こせぉかうおせゃぇ しすうたけすゃけさっくうは こさっい 1973 ゅ. ]かっょゃぇか っょゃぇ ゅけょうくぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけゅうは  ゃ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす „‶ぇうし
うえ 》うかっくょぇさしおう“, [せきっく くはきぇ おぇお ょぇ しおさうっ すぇかぇくすぇ しう. 〈けえ 
ぉかっしゃぇ う いぇ けつうすっ くぇ ╂っけさゅう ╉けくしすぇくすうくけゃ, おけえすけ ゅけ こうすぇ 
こさけしすけ: “╇しおぇて かう ゃ ╋けしおゃぇ?“.  „╋ぇおしうき ╂けさおう“ っ すけつくけすけ 
きはしすけ いぇ [せきっく. 〈ゃけさつっしおうはす ういこうす いぇ くっゅけ くっ っ こさけぉかっき う 
]ゃっすなす くぇ ╂けかっきうすっ  しっ けすゃぇさは いぇ きかぇょうは こけっす  ゃ しっきうくぇさぇ 
こけ こけっいうは くぇ  ╊っゃ ̈ てぇくうく..., ゃ  ちはかけすけ こうしぇすっかしおけ  ゅなきあうかけ  
くぇ ╊うすっさぇすせさくうは うくしすうすせす..., ゃ ゅかなぉうくうすっ う ゃ こさけしすさぇくしすゃぇ
すぇ くぇ けゅさけきくうは ゅさぇょ...
╆ぇ しゃけっすけ けすゃぇさはくっ おなき しゃっすぇ [せきっく ょくっし おぇいゃぇ: “′ぇゃはさくけ 

ぉなかゅぇさしおうすっ きかぇょっあう すさはぉゃぇ ょぇ たけょはす ょぇ せつぇす ゃ つせあぉうくぇ, いぇ 
ょぇ しっ けしゃけぉけょはす けす こさけゃうくちうぇかういきぇ しう. ╆ぇとけすけ すぇき ゃしうつおけ 
せ すっぉ しっ こさけきっくは – ゃ っいうおぇ, ゃ あっしすけゃっすっ, ゃ けぉとせゃぇくっすけ し  
ゃしうつおけ, けす おけっすけ しすぇゃぇて ╃させゅ...“.
] すぇいう ゃっつっ ょさせゅけしす, こさうぉさぇか しっ ゃ ╀なかゅぇさうは こさっい 1986-

すぇ, こけっすなす こけょゅけすゃは いぇ ういょぇくうっ „╅うゃけすなす くぇ ょなあょぇ“ – こなさ
ゃぇすぇ しう しすうたけしぉうさおぇ. ‶けゃっつっすけ けす しすうたけゃっすっ しぇ くぇこうしぇくう ゃ 
╋けしおゃぇ. ]なぉさぇくぇ っ いぇ こっつぇす, くけ ょなかゅけ けすかっあぇゃぇ ゃ „′ぇさけょくぇ 
きかぇょっあ“. ╇いさけゃっく けす ╃ぇゃうょ ¨ゃぇょうは こさう さぇいつうしすゃぇくっすけ くぇ 
かうすっさぇすせさくうは  ぉせさっくぇお  しかっょ ‶っすおけ ╀さぇすうくけゃ, さなおけこうしなす 
くぇ [せきっく „ゅさぇぉゃぇ“ くけゃうは さっょぇおすけさ, おけえすけ すなさしう こなす いぇ きかぇ
ょうすっ. ╄ょくぇ ゃっつっさ しかっょ ぉせさっく „おせこけく“, きぇえおぇすぇ くぇ [せきっく ゅけ 
こけしさっとぇ し くけゃうくぇすぇ:  せすさっ ゃ 10 ゅけ つぇおぇす ゃ ]けそうは. 〉きけさっく う 
あぇょっく いぇ しなく, すけえ いぇ きぇかおけ ょぇ けすおぇあっ. ′け ゃ すなきくう いけさう きぇきぇ 
ういかうゃぇ っょくぇ つぇてぇ しすせょっくぇ ゃけょぇ くぇ ゅかぇゃぇすぇ きせ う ゅけ くぇすうさゃぇ 
し ょせきうすっ: “‶さけゅかせてう きう せてうすっ し すぇは おくうゅぇ, ぇ しっゅぇ くっ うしおぇて 
ょぇ いぇきうくぇゃぇて...!“.
╉ぇすけ ゃ ぉぇくぇかっく さけきぇく  おけさっおすけさなす けす ゃっょけきしすゃっくうは ぇさしっ

くぇかしおう ゃっしすくうお „╆ぇゃけょしおぇ ぉけさぉぇ“ たゃぇとぇ ゃ こけしかっょくうは きけ
きっくす しゃけは ゃかぇお いぇ  ぉなかゅぇさしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. ′け けとっ こなさ
ゃぇすぇ きせ しこうさおぇ – „ぃあくぇ こさけかっす“ – 1987-きぇ, こけょしおぇいゃぇ, つっ 
しかけゃっしくうすっ こなすってっしすゃうは し [せきっく ╃っくっゃ しぇ こけかのしくけ ょぇかっつっ 
けす ぉぇくぇかくうすっ こけっすうつくう ょせきけけぉうすぇくうは. „╅うゃけすなす くぇ ょなあょぇ“, 
ういょぇょっくぇ こさっい 1986-すぇ, こっつっかう  こさっしすうあくぇすぇ ′ぇちうけくぇかくぇ 
くぇゅさぇょぇ いぇ ょっぉのす ゃ こけっいうはすぇ „ぃあくぇ こさけかっす“ – 》ぇしおけゃけ – 
1987-きぇ. 
[せきっく ゃっつっ あうゃっっ ゃ かうすっさぇすせさぇすぇ.  

〈は っ けす けくっいう あっくう, おけうすけ くっ きけあって ょぇ 
こけょきうくって さぇゃくけょせてくけ, くうすけ すっ きけゅぇす 

ょぇ きうくぇす くっいぇぉっかはいぇくけ おさぇえ すっぉ. [っしこっお-
すうさぇ し けしぇくおぇ う くっゃっさけはすっく しすうか, けす おけうすけ 
しすさせう ぉっいぇかすっさくぇすうゃくけ ょけしすけかっこうっ. ]かっょ 
すぇおうゃぇ あっくう しっ けぉさなとぇす. ′はおぇお ういかなつゃぇす 
けくいう くっこけょゃかぇしすっく くぇ ゃさっきっすけ さっしこっおす, 
おけえすけ すっ おぇさぇ ょぇ しっ いぇこうすぇて おけは っ. 〈ぇおぇ しっ 
さけょう う きけっすけ かのぉけこうすしすゃけ おなき くっは. ‶さっょう 
ぉかういけ ょゃっ ょっしっすうかっすうは. 〈ぇおぇ しっ しかせつゃぇてっ 
あうゃけすなす, つっ ゃしっ けすかぇゅぇてっ くぇてうはす ょなかなゅ 
さぇいゅけゃけさ. ¨しくけゃくけ いぇさぇょう ぇくゅぇあうきっくすうすっ 
くぇ しなこさせゅぇ え こけ しゃっすぇ, おけゅけすけ しかっょゃぇてっ 
くっけすかなつくけ う おけえすけ ぉっ つぇしす けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
こけかうすうおぇ. 
╆ぇ こさけすけおけかぇ: すは しっ おぇいゃぇ 〈ぇくは ╃けくつっゃぇ 

‶けこけゃぇ. ╇ っ けす ‶かけゃょうゃ, くけ けす くはおけかおけ ゅけ-
ょうくう ょっかう あうゃけすぇ しう きっあょせ ╉ぇいぇくかなお, さけ-
いけゃうすっ ゅさぇょうくう, ]けそうは う ゃくせちうすっ ゃ ┿きっさう-
おぇ. ]なこさせゅぇ っ くぇ っょうく けす ゃうょくうすっ あうすっかう 
くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, し ょうこかけきぇすうつっしおぇ うし-
すけさうは- ぉうゃてうはす いぇき.-きうくうしすなさ くぇ ゃなくてくう-
すっ さぇぉけすう, こなさゃうはす こなかくけきけとっく きうくうしすなさ 
くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╄ゅうこっす, ぉうゃて ゃけっくっく ぇすぇてっ 
ゃ ╋ぇょさうょ, ぇ けすしおけさけ う すなさゅけゃしおう こさっょしすぇ-
ゃうすっか くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╉ぇすぇさ け.さ. こけかおけゃくうお 
[ぇょうけく ‶けこけゃ. ¨す ]おけぉっかっゃけ. 
╉ぇすけ しなこさせゅぇ くぇ ょうこかけきぇす , っ しゃうおくぇかぇ 

ょぇ っ くっいぇぉっかっあうきけ ゃ こさけあっおすけさうすっ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ くっ しっ いくぇっ けぉぇつっ いぇ 〈ぇくは ‶けこけゃぇ っ, 
つっ っ こさぇゃくせつおぇ くぇ あっくぇすぇ, せてうかぇ いくぇきっすけ 
いぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇくうっ- [ぇえくぇ 《せすっおけゃぇ, 

こけ-ういゃっしすくぇ おぇすけ [ぇえくぇ ‶けこゅっけさゅうっゃぇ うかう [ぇえくぇ ╉くはゅうくは, けす ‶ぇくぇゅのさうとっ. 
]さっとぇきっ しっ し こさぇゃくせつおぇすぇ 〈ぇくは ゃ おさぇすおぇすぇ え こぇせいぇ きっあょせ こけかっす いぇ ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ, おなょっすけ 

こけしさっとくぇ ′ぇちうけくぇかくうは くう こさぇいくうお -3-すう きぇさす, ゃ すさっしおぇゃぇ こけょゅけすけゃおぇ いぇ くぇさけつっくけすけ いぇ ょっく 
こけ-おなしくけ けそうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおう きぇゅぇいうく いぇ おけいきっすうおぇ, っすっさうつくう きぇしかぇ う ぉなか-
ゅぇさしおぇ こぇさそのきっさうは - „╀なかゅぇさうは Beauty“. ]なぉうすうっすけ ぉっ せゃぇあっくけ う けす ゅっくっさぇかくうは おけくしせか くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ. 
╃くっし こさぇゃくせつおぇすぇ くぇ あっくぇすぇ, せてうかぇ いくぇきっすけ いぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇくうっ, しなし いぇゃっすくうすっ „ ]ゃけ-

ぉけょぇ うかう しきなさす“, しっ さぇいおなしゃぇ きっあょせ ゅさうあう こけ さけいけゃうすっ しう う かぇゃぇくょせかけゃう こけかっすぇ, さぇぉけすぇ ゃ 
けそうしぇ う こけょゅけすけゃおぇ くぇ ょけおすけさしおぇすぇ しう ょうしっさすぇちうは, ゃ おけはすけ とっ けぉけぉとう くぇせつっく けこうす. ┿きぉうちう-
はすぇ くぇ 〈ぇくは ‶けこけゃぇ っ ょぇ ょけおぇあっ , つっ うきぇ くぇつうく きぇしかけょぇえくうすっ くう さけいう ょぇ ちなそすはす くっ こけ 22-25 
ょくう, おぇおすけ っ けぉうおくけゃっくけ, ぇ こけ 55 ょくう. 
′ぇしかっょくうつおぇすぇ くぇ [ぇえくぇ ╉くはゅうくは うきぇ 3 ょなとっさう, ゃくせお う ゃくせつおぇ. 

くけ 』せょけきうさ あうゃっっ てせきくけ, 
ぇ [せきっく – すうたけ. 
╁ けさなあっえくうちぇすぇ [せきっく 

╃っくっゃ くぇきうさぇ こけこさうとっ 
ゃなゃ そうさきっくうは „╆ぇゃけょしおぇ 

ぉけさぉぇ“. „〈けゃぇ ゃ くうおぇおなゃ 
しかせつぇえ くっ ぉってっ きくけゅけすう
さぇあおぇ, おぇおゃうすけ こけ こさっょ
こさうはすうはすぇ うきぇてっ きくけゅけ“, 

しこけきくは しう こけっすなす. – 〈けゃぇ 
しう ぉってっ ゃっしすくうお!“.  ╁ さっ
ょぇおちうはすぇ „てっすぇす“ いぇっょくけ 
し ╂かぇゃくうは – ┿くゅっか ┿さぇぉぇ
ょあうっゃ, ╇ゃぇく ╋うくつっゃ – こけ
っすなす-たせきけさうしす, ′っょっかつけ 

╂ぇくっゃ, こぇお こけっす, ╁っしっかうくぇ 
╃っさゃうてっゃぇ, 〈けくう ╃あうきけ
ゃぇ... [せきっく うきぇ こさけしすうつおぇすぇ 
いぇょぇつぇ ょぇ おけさうゅうさぇ すっおしすけ
ゃっすっ けす かうくけすうこくぇすぇ きぇてう
くぇ, おけはすけ ゃぇょう しすぇすううすっ くぇ 
さっょけゃっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ っ しかけ
ゃけしかぇゅぇすっか /おぇすけ ╀けすっゃ う 
╀かぇゅけっゃ, てっゅせゃぇ しっ [せきっく, 
ぇ くっ おぇすけ 〈けょけさ ╅うゃおけゃ.../. 
【ぇくしなす くぇ [せきっく ょぇ こうてっ 
こけゃっつっ うょゃぇ こさう っょくけ けす
しなしすゃうっ くぇ ╂かぇゃくうは. 〈ぇおぇ 
きけしおけゃしおうはす かうすっさぇすせさっく 
ゃないこうすぇくうお  いぇこけつゃぇ ょぇ  
„こさっちっあょぇ“  ぇきぉうちううすっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ こうてっとう, かっ
かっっとう こせぉかうおせゃぇくっ. ╋っあ
ょせ すはた うきぇ う すぇかぇくすう. 〈せお  
うきっくくけ [せきっく けすおさうゃぇ きかぇ

ょうは  ′うおけかぇえ ]すぇくおけゃ, すさぇ
ゅうつくうはす こけっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
けすこっつぇすぇか  うきっくくけ ゃ „╆ぇゃけょ
しおぇ ぉけさぉぇ“ こなさゃうすっ しう しすう
たけゃっ.  ′ぇしなさつっく けす  [せきっく 
╃っくっゃ. „〈けいう つけゃっお っ こけっす!“, 
さっおなか しう [せきっく う けとっ しう さっ
おなか: “′ぇえ-こけしかっ!“. 
〈ゃけさつっしおけすけ こうしぇくっ う さっ

ょぇおすうさぇくっ けぉぇつっ くっ けしゃけ
ぉけょうかけ おけさっおすけさぇ けす けさゅぇ
くういぇちうけくくけすけ いぇょなかあっくうっ 
ょぇ さぇいくぇしは し きけすけおぇさぇ しっょ
きうつくうは すうさぇあ  こけ ちったけゃっ う 
いぇゃけょう. ‶さぇすおぇすぇ ゃっしすくうちう 
しっ こさっょぇゃぇかぇ くぇ こぇさすうえくう
すっ しっおさっすぇさう, おけうすけ けすゅけゃぇ
さはかう いぇ さぇいこさけしすさぇくっくうっすけ. 
[せきっく けしすぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“ けす 
1983-すぇ ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 90-
すっ. 〈けつくけ  すせお ゅけ いぇゃぇさゃぇ う 
ゅけかはきけすけ こさういくぇくうっ: “ぃあくぇ 
こさけかっす“ – 1987-きぇ. ╉けっすけ きせ 
ょぇゃぇ う しゃけえ こなす ゃ かうすっさぇすせ
さぇすぇ. 

[せきっく こけきくう
„┿さしっくぇか“ し ょけぉさけ

╃けぉさけすけ しっ しかせつうかけ, ょけさう 
おけゅぇすけ ぉうか くぇ こなす  すけすぇかくけ 
ょぇ しっ „ういょなくう“ こさっょ うょっけかけ
ゅうつっしおうすっ ゃかぇしすう ゃ おけきぉうくぇ
すぇ, つっ う こさっょ こけかうすうつっしおぇすぇ 
こけかうちうは – ╃]. ‶さっょう こけ
さっょっく こさぇいくうつっく 9-すう しっこ
すっきゃさう [せきっく こうてっ - ゃ しな
ゅかぇしうっ し ょせたぇ くぇ ゃさっきっすけ, 
しすぇすうは  こけょ いぇゅかぇゃうっ “[ぇ
ょけしすすぇ けす こけぉっょぇすぇ“. ‶うてっ 
いぇ さぇょけしす, けぉぇつっ – ょさせゅけ 
ういかういぇ けす こっつぇす...“[“ –すけ ゃ 

“[ぇょけしすすぇ“ しっ けすこっつぇすゃぇ おぇすけ 
„╂“... ′うおけえ けす さっょぇおちうはすぇ 
くっ いぇぉっかはいゃぇ. ╁っしすくうおなす うい
かういぇ „すけこなか – すけこなか“ う おぇお
すけ ゃうくぇゅう – こなさゃけ けすうゃぇ こさう 
こぇさすうえくけすけ ╇╁╃ くぇ おけきぉうくぇ
すぇ. ╆けさおけすけ きせ けおけ しないうさぇ ゃ 
[ぇょけしすすぇ – ╂ぇょけしす...! ╁っょくぇ
ゅぇ しっ しうゅくぇかういうさぇ ゅさぇょしおぇすぇ 
こけかうちうは, しかせつぇはす っ ゃ さなちっ
すっ くぇ ╃]... ′ぇ [せきっく きせ しっ 
さぇいきうくぇかけ. ′け ちはかぇ くけと くは
おけかおけ ょせてう – ぉさけえ こけ ぉさけえ, 
ゃなけさなあっくう し こうしぇかおう, しけぉ
しすゃっくけさなつくけ ょけゃなさてゃぇす ょな
ゅうつおぇすぇ くぇ  ╂-すけ ゃ [.  ¨おぇいゃぇ 
しっ – ぉせおゃぇすぇ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ ぉさぇおせゃぇ, ぉうかぇ っ ゃっつっ こけ
ういたぇぉっくぇ... ′け – ╂ぇょけしすすぇ しう 
っ ╂ぇょけしす. ╃くっし くぇ [せきっく きせ っ 

こさけしすけ – しきってくけ. ′け すけゅぇゃぇ 
– くっ しなゃしっき. 
╁さっきっすけ ゃ ¨すょっか „╉せかすせさぇ“ 

ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, ゃ さっょぇおちうううすっ 
くぇ しこうしぇくうっ „╉せかぇ“ う ゃっしす
くうお „]っょきうちぇ“, いぇ [せきっく しぇ 
きぇかおう ういおかのつっくうは ゃ あうすっえ
しおけすけ きせ ぉうすうっ くぇ さぇぉけすっと 
こけ こさっょこさうはすうはすぇ. 〈けゃぇ くっ 
ゅけ こさうすっしくはゃぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
つせゃしすゃぇ しっ こけ-ょけぉさっ ゃ けぉ
とうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, おなょっ
すけ っ しっゅぇ. ¨ちっかはゃぇくっすけ つさっい 
そういうつっしおう すさせょ くっ こさっつう 
くぇ きうしかけゃくけすけ きせ けちっかはゃぇ

くっ ゃ こけっいうは う こさけいぇ, おけはすけ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ さぇあょぇ こけ 
ぉっかうすっ かうしすけゃっ. [ぇあょぇ しっ 
けぉうおくけゃっくけ こけ ういゅさっゃ しかなく
ちっ, おけゅぇすけ きうしなかすぇ, こさっつうし
すっくぇ けす しなくは, すなさしう  すけつくぇすぇ 
しう かうすっさぇすせさくぇすぇ そけさきぇ. ┿  
けすしおけさけ – う そうかけしけそしおぇすぇ. 

[せきっく そうかけしけそしすゃぇ.
′ぇうしすうくぇ.  

‶けっすなす  っ ういおせてっく けす そう
かけしけそしすゃぇくっすけ けとっ おぇすけ しすせ
ょっくす ゃ ╋けしおゃぇ. ′け っょゃぇ しっゅぇ 
こけしはゅぇ ょぇ こうてっ こさっい くっゅけ. 
〉しっとぇ しっ ぉかういおけ ょけ 【けこっく
たぇせっさ. ╋ぇおぇさ 【けこっくたぇせっさ 
ょぇ っ ぇすっうしす, ぇ [せきっく ╃っくっゃ 
– くっ. 〈っいぇすぇ くぇ [せきっく いぇ ╀け

あうはすぇ ゃけかは っ ぉかういけ ょけ 【け
こっくたぇせっさけゃけすけ さぇいぉうさぇくっ けす 
„]ゃっすなす おぇすけ ゃけかは う こさっょしすぇ

ゃぇ“. ╇きっくくけ ゃしっけぉとぇすぇ  ゃけかは  
おぇすけ こなさゃけこさうつうくぇ う こさけ
はゃかっくうっ ゃ  くっとぇすぇ っ けくけゃぇ, 
おけっすけ [せきっく すなさしう くぇこけしかっ
ょなお. 〈けえ すなさしう ╀けあうはすぇ ゃけかは 
せ ゃけかはすぇ くぇ つけゃっおぇ し はしくけすけ 
しないくぇくうっ, つっ ゃ すけゃぇ ╄ょくけ うきぇ 
ょゃっ さぇいかうつくう くっとぇ.

》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. 5
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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: 5 74 55
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〈╅『¨っ ╅【╅〉╅』《╇╅
ПЪРВАТА ЖЕНА В СВЕТА – КОМАНДИР НА ТЕЖЪК ТИП САМОЛЕТ

┿ゃうぇちうはすぇ – さけきぇくすう-
おぇ うかう こさけそっしうは? ‶なさゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさおぇ - おけきぇくょうさ くぇ こなす-
くうつっしおう しぇきけかっす, こけこぇょぇ ゃ 
ぇゃうぇちうはすぇ しなゃしっき しかせつぇえくけ. 

╀っい くうおぇおゃぇ さけきぇくすうおぇ. ╁ うく-
すっさゃの けす 1994 ゅ. すは しこけょっかは, 
つっ 9-すう しっこすっきゃさう 1944 ゅ. は 
いぇゃぇさゃぇ いぇゃなさてうかぇ ゅうきくぇいうは, 
くけ ぉっい こさけそっしうは. ‶けこぇょぇ え 
しなけぉとっくうっ: しなぉうさぇす きかぇょっあう 
う ょっゃけえおう いぇ おせさしけゃっ いぇ かっ-
すちう. ‶けょぇゃぇ ょけおせきっくすう, ぉっい ょぇ 
こさっょこけかぇゅぇ, つっ きかぇょけしすすぇ え とっ 
こさっきうくっ ゃなゃ ゃないょせたぇ. ╆ぇこうしゃぇ 
しっ ゃ おせさし いぇ きけすけさくけ かっすっくっ, くけ 
くっ きけあっ ょぇ ゃかっいっ ゃなゃ ╁けっくくけ-
ゃないょせてくけすけ せつうかうとっ „╂. ╀っく-
おけゃしおう“ ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは, 
いぇとけすけ すぇき くっ こさうっきぇす あっくう…                                                                                            
╁っつっ とっ けぉせつぇゃぇす う あっくう! 
┿すぇくぇしけゃぇ, いぇっょくけ し けとっ ょゃっ 
きけきうつっすぇ けす おせさしぇ ゃ ぇっさけおかせ-
ぉぇ – ╂さなぉつっゃぇ う ╀ぇつっゃぇ, さっ-
てぇゃぇす ょぇ しっ しさっとくぇす し こなさゃうは 
つけゃっお ゃ ょなさあぇゃぇすぇ - ╂っけさゅう 
╃うきうすさけゃ. ╁かっいかう ゃ おぇぉうくっすぇ 
きせ し こけょおけしっくう けす こさうすっしくっくうっ 
おさぇおぇ. 〈けえ しっょはか いぇょ けすさせこぇ-
くけ し ゃっしすくうちう う こぇこおう ぉのさけ. 
╉ぇすけ ゅう ゃうょはか, しすぇくぇか, けすうてなか 
ょけ ゃさぇすぇすぇ: „¨-け-け, おぇおゃう きけ-
きうつっすぇ うょゃぇす, ぇ ぇい きうしかった, つっ 
くはおけう せつっくうつおう とっ ょけえょぇす!” 
] かのぉっいくけすけ こけしさっとぇくっ ╃う-
きうすさけゃ こさっょさぇいこけかけあうか ゅけし-
すっくおうすっ しう う すっ きせ  さぇいおぇいぇかう 
いぇ おぇおゃけ しぇ ょけてかう. ¨ぉはしくうかう 
きせ, つっ くっ うき しっ ょぇゃぇ ゃないきけあ-
くけしす ょぇ こさけょなかあぇす ょぇ せつぇす いぇ 
こうかけすう ゃなゃ ゃけっくくけすけ せつうかうとっ. 
„╆ぇとけ?” - こけこうすぇか ╃うきうすさけゃ. 
„┿きう – くはきぇかけ あっくう ゃ ぇさきうは-
すぇ”, - けすゅけゃけさうかう きけきうつっすぇすぇ.
„′っ っ うきぇかけ, くけ とっ うきぇ!” – 

けすしはおなか きうくうしすなさ-こさっょしっょぇ-
すっかはす. ╁ょうゅくぇか すっかっそけくぇ う いぇ-

╊さつたかちてせそ:
′あ そいはけせつさけみ おひしえ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
》ちあうせとねさあてあ せあ 『あこせあ [せみえけせみ

【あせみ 》そたそうあ

╋ぇさうは ╂っけさゅうっゃぇ ┿すぇくぇしけゃぇ っ ぉなかゅぇさしおう かっすっち, こなさゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさおぇ – こうかけす ゃ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ くう ぇゃうぇちうは. [けょっくぇ っ くぇ 
26 ょっおっきゃさう 1926 ゅ. ゃ し. ╉ぇかっおけゃっち, ‶かけゃょうゃしおけ.  ╆ぇゃなさて-
ゃぇ ╁うしてっすけ ゃけっくくけ ゃないょせてくけ せつうかうとっ ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけ-
かうは. ╁なゃ ゃないょせたぇ こさっおぇさゃぇ けぉとけ 13 999 つぇしぇ. ‶さっい 1967 
ゅ. っ せょけしすけっくぇ し けさょっく”╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ” う 
し けさょっく „╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ”. ‶さっい 1966-1971 ゅ. っ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか ゃ V ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ.
〉きうさぇ くぇ 74 ゅけょうくう くぇ 11 ぇこさうか 2000 ゅ.

╆ぇ ゃすけさぇ 
ゅ け ょ う く ぇ 

¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお しすぇさ-
すうさぇ こさうっき 
くぇ ょけおせきっくすう 
いぇ こけょこけきぇ-
ゅぇくっ くぇ ぇしうし-
すうさぇくぇすぇ さっ-
こさけょせおちうは いぇ 
しっきっえしすゃぇ こけ 
きっすけょぇ „うく 
ゃうすさけ“. ╉さう-
すっさううすっ いぇ 
そ う く ぇ く し け ゃ け 

╆ぇこうてう しう つぇし いぇ ぉっいこかぇすっく 
こさけそうかぇおすうつっく ったけゅさぇそしおう 

こさっゅかっょ ゃ さぇきおうすっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ 
くぇ AVON „¨す かのぉけゃ おなき あうゃけすぇ“. 
╋けあって ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇて, ぇおけ しう 

くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 30 う 49 ゅけょうくう. 
] こさっょうきしすゃけ しぇ あっくう ゃ くっさぇゃ-

くけしすけえくけ こけかけあっくうっ けす しかっょくうすっ 
ゅさせこう: きくけゅけょっすくう きぇえおう, ょなか-
ゅけしさけつくけ ぉっいさぇぉけすくう あっくう, さっ-
ゅうしすさうさぇくう ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ; 
あっくう けす きぇかちうくしすゃっくう っすくうつっしおう 
ゅさせこう; あっくう し せゃさっあょぇくうは.

¨ぉなさくぇかう しきっ しっ し かうちっ おなき ゃぇてうは いぇゃけょ う きくけゅけ くっとぇ とっ くぇこさぇゃうき. 
╇しおぇき ゃ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう すけいう いぇゃけょ ょぇ しすぇくっ っょうく けす くぇえ- こさうゃかっおぇすっかくうすっ.

〈けゃぇ おぇいぇ こさっょ ぉかういけ 100-すうくぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ ういこなか-
くうすっかくうはす  ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
╁ しさはょぇ, くぇ 4-すう きぇさす, すけえ しっ しさっとくぇ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4. 〈けゃぇ ぉっ 

こなさゃぇすぇ けす こけさっょうちぇすぇ しさっとう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” し おけかっおすうゃうすっ くぇ けすょっかくうすっ 

いぇゃけょう.
╆ぇゃけょ 4 ぉっ ういぉさぇく ょぇ っ こなさゃう いぇさぇょう すけゃぇ, つっ けす かはすけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ  ゅけょうくぇ ょけ きけきっくすぇ  

しなしすぇゃなす きせ っ せゃっかうつっく ょゃけえくけ う くぇ こさぇおすうおぇ こけかけゃうくぇすぇ けす くけゃけこさうっすうすっ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう ゃ „┿さしっくぇか” いぇ こけしかっょくうすっ 9 きっしっちぇ しぇ くぇいくぇつっくう うきっくくけ ゃ ╆ぇゃけょ 4.
′ぇ しさっとぇすぇ, こさっきうくぇかぇ こさう ういおかのつうすっかっく うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ おけかっおすうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4, 

ぉはたぇ こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ しうくょうおぇかくうすっ さなおけゃけょしすゃぇ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”  ゃ „┿さしっくぇか” 
- ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う  ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ, しうくょうおぇかくうすっ かうょっさう くぇ いぇゃけょ 4,  さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ いぇ-
ゃけょ 4 ゃ かうちっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ ょ-さ た. く. ╂っけさゅう ′っくつっゃ う いぇきっしすくうちうすっ きせ ╋ぇさうくぇ ]っかょぇさけゃぇ 
- こけ こさけういゃけょしすゃっくうすっ ゃなこさけしう, う ╃っかはく 〈さうそけくけゃ - こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう.

] ょゃっ こさっおさぇしくう きぇさすっくうちう - すなおぇくぇ つっさゅぇ う うくすっさっしくう ゃなかくっくう  つっさゃっくけ-ぉっかう ゃさっ-
すっくぇ, せつぇしすゃぇ ゃ すぇいゅけょうてくうは おけくおせさし いぇ くぇえ- けさうゅうくぇかくぇ きぇさすっくうちぇ おけかっおすうゃなす くぇ 

ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „ ╀せさぇすうくけ” ゃ „┿さしっくぇか”. 
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょっちぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう こけょおさっこうたぇ うょっはすぇ くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” し ゅけ-

かはきぇ きぇさすっくうちぇ くぇ しゃけは こぇすさけく - ╀せさぇすうくけ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ くぇこさぇゃっくうすっ けす すはた ぉなかゅぇさしおう 
しせゃっくうさう ぉはたぇ ういょなさあぇくう ゃ うくすっさっしくぇ  ぇさす ゃなかくぇ. 
╇ょっはすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ すけいう おけくおせさし ぉっ けす こさけょぇあぉぇすぇ くぇ きぇさすっくうちうすっ ょぇ しっ くぇ-

こけょこけきぇゅぇくっ くぇ かうちぇ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう, かっつう-
きけ こさっょう ゃしうつおけ し きっすけょうすっ ┿[〈, しぇ けぉはゃっくう くぇ しぇえすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶っさうけょなす いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ いぇはゃかっくうは っ けす 16 そっゃさせぇさう 

ょけ 31 きぇさす 2015 ゅ. ╃けおせきっくすうすっ しっ こさうっきぇす ゃ 『っくすなさぇ いぇ 
せしかせゅう う うくそけさきぇちうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ けす 8:30 ょけ 17:30 つ., 
ゃしっおう さぇぉけすっく ょっく.
《うくぇくしけゃけすけ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ かうちぇ し さっこさけょせおすうゃくう 

こさけぉかっきう, あうゃっっとう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, しすぇくぇ ゃないきけあくけ しかっょ おぇすけ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす こさうっ 
‶さぇゃうかくうお いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ こさけちっょせさう „╇く ゃうすさけ” くぇ 
かうちぇ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ う ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2015 ゅ. ぉはたぇ 
こさっょゃうょっくう しさっょしすゃぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 8000 かゃ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

こけつくぇか ょぇ こうすぇ おけきぇくょゃぇとうすっ 
っょうく こけ っょうく. 〈っ けすゅけゃけさうかう, 
つっ くはきぇ あっくう ゃ ぇさきうはすぇ. ╃う-
きうすさけゃ こけこうすぇか  いぇきっしすくうお-
きうくうしすなさぇ, すけえ おぇいぇか, つっ くうとけ 

くっ いくぇっ こけ ゃなこさけしぇ. ‶けこうすぇか 
う きうくうしすなさぇ. 〈けえ けすゅけゃけさうか, 
つっ くぇ 1 きぇえ ぉうか ゃ ぇっさけおかせぉぇ う 
つっ っ ゃうょはか すっいう きけきうつっすぇ, つっ 
ぉうかう きくけゅけ ょけぉさっ こけょぉさぇくう, 
くけ くはきぇか こけゃっつっ しゃっょっくうは. 〈け-
ゅぇゃぇ ╃うきうすさけゃ くぇこさぇゃけ さぇいこけ-
さっょうか くぇ おけきぇくょゃぇとうは ょぇ しっ 
こけょゅけすゃはす  ょけおせきっくすうすっ う けとっ 
くぇ しかっょゃぇとうは ょっく きけきうつっすぇすぇ 
ょぇ ぉなょぇす こさうっすう ょぇ せつぇす いぇ ゃけ-
っくくう かっすちう. 〈ぇおぇ こさぇゃうかくうおなす 
ぉうか こさけきっくっく. ╋ぇさうは いぇゃなさて-
ゃぇ こさっい 1950 ゅ. いぇっょくけ し けとっ 
12 きけきうつっすぇ.
┿ゃうぇすけさ し うしすけさうは. ‶さっい 

しなとぇすぇ ゅけょうくぇ 24-ゅけょうてくぇ-
すぇ ╋ぇさうは ┿すぇくぇしけゃぇ っ ゃっつっ 
かっえすっくぇくす. ╃け 1952 ゅ. さぇぉけすう 
おぇすけ うくしすさせおすけさ ゃ せつうかうとっ-
すけ. 〈けゅぇゃぇ いぇゃなさてゃぇ ておけかぇ-
すぇ いぇ こうかけすう-ういすさっぉうすっかう. ╁ 
くぇつぇかけすけ こけっきぇ ゃなすさってくうすっ 
かうくうう, ゃ しすけこぇくしおぇすぇ ぇゃうぇ-
ちうは, ぇ こけ-おなしくけ う きっあょせくぇ-
さけょくうすっ. ‶さっい 1953 ゅ. いぇ こなさ-
ゃう こなす かっすう こけ っょうくしすゃっくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ きっあょせくぇさけょくぇ かう-
くうは. ¨す 1956 ゅ. ┿すぇくぇしけゃぇ っ 
こなさゃう こうかけす. ╃け 1974 ゅ. かっすう 
おぇすけ こうかけす う おけきぇくょうさ くぇ しぇ-
きけかっすうすっ ╊う-2, ╇か-14, ╇か-18 
う 〈せ-134 こけ きぇさてさせすうすっ くぇ 
╀╂┿ „╀ぇかおぇく“. ¨ぉとけ こけかっすう-
すっ え くぇぉさけはゃぇす 13 999 つぇしぇ.                                                                                                                          
〉くうおぇかっく こけょゃうゅ. ╂けょうくぇすぇ 
っ 1965-すぇ, ゅさぇょなす - ╊けくょけく. 
╂なしすぇ きなゅかぇ こけおさうゃぇ かっすう-
とっ “》うえすさけせ”. ╄ょくぇ ぉなかゅぇさおぇ 
けぉぇつっ せしこはゃぇ ょぇ こさういっきう しぇ-
きけかっすぇ しう. ╋ぇさうは ┿すぇくぇしけゃぇ 
っ っょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ-かっすっち 

ゃ しゃっすぇ, せしこはかぇ ょぇ こさういっきう 
こさう っおしすさっきくう せしかけゃうは すっ-
あなお こなすくうつっしおう すせさぉけゃうすかけゃ 
しぇきけかっす ╇か-18 くぇ かけくょけくしおけ-
すけ かっすうとっ. ′ぇ ぉけさょぇ うきぇかけ 
73-きぇ  こなすくうちう. ‶さうしすうゅくぇかう 
さっこけさすっさう, ゃっしすくうちうすっ ゅさなき-
くぇかう, さぇいおぇいゃぇえおう いぇ „こなさ-
ゃぇすぇ あっくぇ-こうかけす, おぇちくぇかぇ ゃ 
╊けくょけく こさう すっいう せあぇしはゃぇとう 
せしかけゃうは し すっあおうは しう しぇきけかっす”.                                                                                   
]ぇきけ くぇこさっょ. ╇ きぇかおけ くぇ-
ゅけさっ! ╉ぇすけ つけゃっお ╋ぇさうは ぉうかぇ 
しょなさあぇくぇ, くっきくけゅけしかけゃくぇ, くけ 
しなし しうかくぇ ゃけかは. 〈は くっ こさうかう-
つぇかぇ くぇ くはおけう しゃけう おけかっあおう 
けす こさぇゃうすっかしすゃっくうは ぇゃうけけす-
さはょ 28, くぇこうしぇかう ゃ おさぇは くぇ 
あうゃけすぇ しう こうおぇくすくう きっきけぇさう 
いぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ しぇ こさっゃけい-
ゃぇかう こけ ゃないょせたぇ つっさゃっくうすっ 
ゃっかうつうは. ‶さう くっつけゃっておうすっ 
くぇすけゃぇさゃぇくうは, おけうすけ っ うきぇ-
かぇ, そういうおぇすぇ う こしうたうおぇすぇ くぇ 
╋ぇさうは ┿すぇくぇしけゃぇ けしすぇくぇかう 
あっかっいくう ょけ こけしかっょくけ, くっいぇゃう-
しうきけ, つっ くうおけゅぇ くっ っ しこぇいゃぇ-
かぇ さっあうき. ′っ いくぇっかぇ おぇおゃけ っ 
かっおぇさしすゃけ, こうっかぇ しぇきけ ぉうかおう. 
¨すかうつくけ こけいくぇゃぇかぇ ちっかっぉくうすっ 
すさっゃう う しぇきぇ こさぇゃっかぇ けすゃぇさう 
いぇ ちはかぇすぇ しう さけょぇ. ′っ ういぉはゅ-
ゃぇかぇ おぇすっゅけさうつくけ けぉぇつっ ぇかおけ-
たけかぇ. 』ぇておぇ-ょゃっ たせぉぇゃけ ゃうくけ 
うかう ょけきぇてくぇ さぇおうは は ゃょなたくけ-
ゃはゃぇかう ょぇ しっ けすょぇょっ くぇ しこけきっ-
くうすっ. ′け - くうおけゅぇ くっ ゅかっょぇかぇ 
くぇいぇょ. „┿ しぇきけ くぇこさっょ - こけ-
すけつくけ くぇこさっょ う きぇかおけ くぇゅけ-
さっ!“, せすけつくはゃぇかぇ ╋ぇさうは ┿すぇ-
くぇしけゃぇ – こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ, 
„ういょうゅくぇかぇ“ しっ ょけ おけきぇくょうさ 
くぇ こなすくうつっしおう さっぇおすうゃっく しぇ-
きけかっす.
╁ こっくしうは? ╁ しけちうぇかうしすうつっ-

しおうすっ ゅけょうくう あうゃけすなす え こさっ-
きうくぇゃぇ おぇすけ 
ゃ こさうおぇいおぇ. 
‶さっい 1974 
ゅ. けぉぇつっ 
ぉっい きくけゅけ 
せ ゅ け ゃ け さ お う 
っ こっくしう-
け く う さ ぇ く ぇ . 
¨ゅさけきくうはす 
え けこうす しっ 
けおぇいゃぇ くっ-
くせあっく いぇ 
ゃないたゃぇかは-
ゃぇとうすっ は. 
╉ぇすけ おけき-
こ っ く し ぇ ち う は 
は こさぇとぇす ゃ 
ぉのさけすけ くぇ 
╀╂┿ “╀ぇか-
おぇく” ゃ ┿き-
し す っ さ ょ ぇ き , 
おなょっすけ ┿すぇ-
くぇしけゃぇ さぇ-
ぉけすう こさっい 
しかっょゃぇとうすっ 
4 ゅけょうくう. 
╁なこさっおう つっ 
しきはすぇ しすけかうちぇすぇ くぇ 》けかぇくょうは 
いぇ くぇえ-たせぉぇゃうは う こけょさっょっく 
ゅさぇょ, くっ こけあっかぇゃぇ ょぇ けしすぇくっ 
ょぇ あうゃっっ すぇき.
╁ し. ]けかうとぇ. ╁なこさっおう しかぇ-

ゃぇすぇ, すは せこけさうすけ しすさぇくはかぇ けす 
しゃっすしおぇすぇ しせっすぇ.‶さっょこけつう-
すぇかぇ しぇきけすぇすぇ. ╆ぇしっかうかぇ しっ ゃ 
さけょけこしおけすけ しっかちっ ]けかうとぇ, おな-
ょっすけ こさっおぇさぇかぇ こけ-ゅけかはきぇすぇ 
つぇしす けす こけしかっょくうすっ しう ゅけょうくう. 
]なゃしっき しぇきぇ こけしすさけうかぇ ょゃせっ-
すぇあくぇすぇ しう おなとぇ. ╊のぉうきけすけ え 
いぇくうきぇくうっ ぉうかけ ょぇ しなぉうさぇ おぇ-
きなくう. ′ぇえ-ちっくっく ゃ おけかっおちう-
はすぇ え ぉうか すさぇおうえしおう けぉさけつっく 
おぇきなお, くぇきっさっく ゃ きっしすくぇすぇ 
さっおぇ. ′ぇさっおかぇ ゅけ „]かなくつっゃう-
はす おぇきなお“, くけ いぇ しなあぇかっくうっ 
ゃけょぇすぇ ゅけ けすくっしかぇ, こさっょう ょぇ 
せしこっっ ょぇ ゅけ こさうぉっさっ ゃ ょゃけさぇ.                                                                                                                 

]さっとう し そっくけきっくぇかくけすけ. 
‶けしかっょくうすっ え こさうょけぉうゃおう ぉうかう 
ょゃぇ けゅさけきくう おなしぇ し あっかはいくぇ させょぇ 
ゃ すはた. ]こけさっょ ╋ぇさうは, すっ しすぇくぇかう 
こさうつうくぇ しなしっょおぇすぇ え 【うくおぇ ょぇ 
しっ けぉなさくっ し おけかぇすぇ しう ぉかういけ ょけ 
すっいう おぇきなくう. ╇いおかのつうすっかくけ しうか-
くけすけ きぇゅくうすくけ こけかっ ゃないょっえしすゃぇ-
かけ う ゃなさたせ ぇゃすけきけぉうかうすっ, う ゃなさ-
たせ こしうたうおぇすぇ くぇ てけそぬけさうすっ. 〈っ 
こけかせつぇゃぇかう たぇかのちうくぇちうう う しっ 
けすおかけくはゃぇかう けす こなすは.
╉ぇすけ ょなかゅけゅけょうてっく かっすっち, しぇ-

きぇすぇ すは つっしすけ しっ しぉかなしおゃぇかぇ し 
こさうさけょくうすっ しすうたうう う そっくけきっ-
くう. ╉ぇちぇかぇ っ ゃ くぇえ-くっゃっさけはす-
くう う くっゃないきけあくう せしかけゃうは, ゃおか. 
くぇ しくはゅ, しぇきけ し っょうく さぇぉけすっと 
ょゃうゅぇすっか... ¨しけぉっくけ けこぇしくけ 
ぉうかけ くぇゃかういぇくっすけ ゃ ぉせさっくけしっく 
けぉかぇお. ╁っょくなあ, すけつくけ ょけ おぇぉう-
くぇすぇ,  こさけぉかっしくぇかぇ きなかくうは. ╇ 
こけきけとくうお-こうかけすなす いぇこけつくぇか ょぇ 
ゅけゃけさう, つっ すけゃぇ しぇ ういゃなくいっき-
くう. „╀うた きせ っょうく はお てぇきぇさ ょぇ 
しっ けこけきくう“, こさういくぇかぇ こけ-おなし-
くけ ╋ぇさうは. ‶けしかっ けぉぇつっ ゃうょはかぇ 
けつうすっ きせ - つけゃっおなす ぉうか くぇこさぇゃけ 

╆ぇ いぇこうしゃぇくっ くぇ つぇし – しゃなさあう しっ しなし „]ゃはす ぉっい ゅさぇくうちう“ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ょけ 15 きぇさす くぇ すっかっそけくう:
0884 765 147, 0878 426 933 う 089917 61 12.

Първите дами на българската авиация

‶なさゃぇすぇ あっくぇ ゃ しゃっすぇ, せつぇしすゃぇかぇ ゃ ぉけっく こけかっす, っ 
ぉなかゅぇさおぇすぇ [ぇえくぇ ╉ぇしぇぉけゃぇ. ‶けかっすなす っ こさっい 1912 ゅ. 

けしかっこっく けす しうかくぇすぇ しゃっすかうくぇ. 
]かっょ おぇすけ おぇちくぇかう, ┿すぇくぇしけゃぇ 
ゃっょくぇゅぇ こさけゃっかぇ けこっさぇすうゃおぇ, 
いぇ ょぇ けぉはしくう くぇ こけょつうくっくうすっ しう 
- きなあっ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇすゃけさはす 
けつう, とけき つせはす ゅさけたけす. 
¨す 1990 ゅ. ょけ しきなさすすぇ え こさっい 

2000 ゅ. ゃしはおぇ こせぉかうおぇちうは いぇ 
くっは さぇいおぇいゃぇ う いぇ そっくけきっくぇ, 
おけえすけ は しこけたけょうか. ╆ぇこけつくぇかぇ ょぇ 
さうしせゃぇ おぇさすうくう, ょぇ つせゃぇ ゅかぇしけ-
ゃっ う ょぇ おけくすぇおすせゃぇ し ういゃなくいっき-
くう, おけうすけ  おぇいゃぇかう, つっ ぉうかぇ つぇしす 

けす ゅぇかぇおすうつっしおう っおしこっさうきっくす. 
‶さうすっしくうかぇ しっ いぇ さぇいしなょなおぇ しう 
う しっ こけょかけあうかぇ くぇ こさっゅかっょう. 
╊っおぇさうすっ おぇいぇかう, つっ くうとけ え 
くはきぇ. ╃させゅうすっ けぉぇつっ こさうっきぇかう 
くっっょくけいくぇつくけ すっいう え しこけしけぉくけ-
しすう . ╃けさう は いぇぉなさおぇかう ゃ ぇそっさう 
いぇ こしうたけそぇてういなき, おけっすけ は けゅけさ-
つうかけ きくけゅけ ょなかぉけおけ… 
╋ぇさうは ┿すぇくぇしけゃぇ しう けすうゃぇ けす 

しゃっすぇ すうたけきなかおけき - いぇぉさぇゃっくぇ 
う ぉっい ょぇ しっ っ おぇつゃぇかぇ くぇ しぇきけ-
かっす けす 26 ゅけょうくう…

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

しなし しぇきけかっす “╁けぇいっく”, こさけょなかあぇゃぇ 
43 きうくせすう. ¨す しぇきけかっすぇ [ぇえくぇ たゃなさ-
かは こけいうゃう いぇ しこうさぇくっ くぇ おさなゃけこさけ-
かうすうはすぇ くぇょ こけいうちううすっ くぇ こさけすうゃ-
くうおぇ ゃ ¨ょさうく.
‶なさゃうはす こけかっす くぇ あっくぇ し ぉっい-

きけすけさっく しぇきけかっす ゃ ╀なかゅぇさうは 
こさうくぇょかっあう くぇ ╋ぇさうは ]すっそぇ-
くけゃぇ - ╋ぇさおけゃぇ. ‶なさゃうは しう ういこうす 
いぇ ぉっいきけすけさっく かっすっち すは こけかぇゅぇ こさっい 
1938 ゅ. くぇ しぇきけかっす “『ぬけゅかうくゅ” 33.                                                                                                                      

‶なさゃぇすぇ あっくぇ-こうかけす くぇ ゃけっくっく さっぇおすうゃっく しぇきけかっす 
っ ╄きうかうは ╂なさぉけゃぇ. 〈は っ かっすはかぇ 30 ゅけょうくう ゃなゃ ゃけっくくぇすぇ 
う しこけさすくぇすぇ ぇゃうぇちうは, ういこなかくうかぇ っ 
12 321 こけかっすぇ し 3 450 つぇしぇ, ゃけっ-
くっく かっすっち うくしすさせおすけさ I おかぇし.
‶なさゃぇすぇ あっくぇ-かっすっち, ういかっすは-

かぇ しぇきけしすけはすっかくけ くぇ きけすけさっく 
しぇきけかっす, っ ╋ぇさうは ′っょはかおけゃぇ. 
〈けゃぇ しなぉうすうっ っ こさっい 1947 ゅ. ‶けし-
かっょゃぇくぇ っ けす 〈っけそぇくぇ ╉さうか う ╃けさぇ 
╋けつおけゃぇ.
╄ょくう けす こなさゃうすっ あっくう ゃ ぉなか-

ゅぇさしおぇすぇ ぇゃうぇちうは しぇ ╋ぇさうくぇ 
‶けこけゃうつ, くぇさうつぇくぇ けす おけかっゅうすっ 
しう ╋ぇょぇき ╋╇╂, う ╃っしおぇ ′っょはかおけゃぇ.

Райна Касабова

Марина Попович

Мария Недялкова, Теофана Крил и Дора Мочкова

ぉっさっ こなさゃぇすぇ ゃくけしおぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こかけ-
とぇょおぇ いぇ てぇたきぇす くぇ けすおさうすけ ゃ こぇさお „[けいぇさうせき”.
[ぇいぉうさぇ しっ, つっ とっ せつぇしすゃぇきっ, おぇすっゅけさうつくぇ ぉっ 

こさう こけおぇくぇすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ ょうさっおすけさおぇすぇ 
くぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. 
╃ゃぇきぇ きかぇょっあう – ]うかゃうは ╃うきうすさけゃぇ う ┿すぇくぇし 

╉さけくょっゃ, しすぇくぇたぇ とぇしすかうゃう こさうすっあぇすっかう くぇ 
っょくぇ けす ょゃっすっ きぇさすっくうちう くぇ ょっちぇすぇ けす „╀せさぇ-
すうくけ”. 〈っ ういぉさぇたぇ こさけかっすくけすけ しう ぉうあせ し きくけゅけ 
あっかぇくうっ う  ゃなかくっくうっ, けとっ こけゃっつっ, つっ っ こかけょ くぇ 
ょっすしおけ ゃなけぉさぇあっくうっ う し うょっは いぇ ょけぉさぇ おぇせいぇ. 
┿すぇくぇし, おけえすけ さぇぉけすう ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくぇ 

そうさきぇ ゃ ╉ぇかけそっさ, っ けす ╄くうくぇ う っ しうく くぇ ぇさしっ-
くぇかっちぇ ┿かっおしぇくょなさ ╉さけくょっゃ, きけくすぬけさ ゃ ╆ぇゃけょ 
5. ]こなすくうつおぇすぇ くぇ ┿すぇくぇし – ]うかゃうは, っ つぇしす けす 
おけかっおすうゃぇ くぇ „╀なかゅぇさうは–╉”. ╃ゃぇきぇすぇ こけあっかぇたぇ 
せしこった くぇ おぇせいぇすぇ う きくけゅけ うゅさう くぇ きぇかつせゅぇくうすっ 
けす „╀せさぇすうくけ”. 〈っ しっ くぇょはゃぇす う うょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
きぇさすっくうちうすっ くぇ ょっちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ 
ゅさぇょうくぇ ょぇ しぇ しさっょ くぇえ-うくすっさっしくうすっ う ょぇ こっつっ-
かはす しうきこぇすううすっ  くぇ たけさぇすぇ. 
460 かっゃぇ ぉはたぇ しなぉさぇくう  いぇ ょゃぇ ょくう けす ぉかぇゅけす-

ゃけさうすっかくぇすぇ こさけょぇあぉぇ くぇ ういさぇぉけすっくうすっ し きくけ-
ゅけ かのぉけゃ きぇさすっくうちう けす ょっちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ 
うくうちうぇすうゃぇすぇ くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” しっ ゃおかの-
つうたぇ う きくけゅけ ゅさぇあょぇくう, せつっくうちう けす くぇつぇかくう う 
しさっょくう せつうかうとぇ. 

′ぇょっあょぇすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ っ, つっ しなし しなゃきっしすくう せしうかうは う こけょおさっこぇ こかけとぇょおぇすぇ いぇ てぇた-
きぇす くぇ けすおさうすけ ゃ こぇさお „[けいぇさうせき” とっ きけあっ ょぇ ぉなょっ そぇおす ょけ おさぇは くぇ かはすけすけ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

〉けさそしあこ ¨いとのかう:


