
╇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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′ぇ ゃなかくう こさううあょぇす こけおけかっ-
くうはすぇ う ゃしはおけ, おぇすけ ゃ ちう-

ゅぇくしおう おぇすせく, けしゃっく くけゃうすっ しう 
ょさったう う こさうつっしおう, きけょっさくうすっ しう 
うょっう う ぇゃすけきけぉうかう, きなおくっ ゃ おぇ-
させちぇすぇ しう う くけゃうすっ ょっおけさう, しさっょ 
おけうすけ うしおぇ ょぇ あうゃっっ. ╇ょゃぇ こけ-
おけかっくうっすけ, けゅかっあょぇ しっ う おぇいゃぇ: 
„╉ぇおゃう しぇ すうは ゃったすけさうう すせおぇ, ぉっ  
ょあぇくなき?...“, しかっょ おけっすけ いぇこけつゃぇ 
ょぇ さぇいつうしすゃぇ.
〈ぇおぇ こけおけかっくうはすぇ さぇいつうしすう-

たぇ 〈ぇつけゃぇすぇ そせさくぇ, ╀っいうしすっくぇ 
ゃ ちっくすなさぇ, ういょなかぉぇたぇ ょなかぉけおぇ 
ょせこおぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ゅさぇょうくおぇすぇ 
くぇ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“, せょぇさうたぇ 
おかのつけゃっすっ くぇ おさなつきう, ょのおはくう 
う ぉさなしくぇさくうちう, おけうすけ くはおけゅぇ 
ぉはたぇ しおさけきくうすっ ょっおけさう くぇ あう-
ゃけすぇ, おけえすけ こなお すったくうすっ ぉぇぉう う 
ょはょけゃちう すぇおぇ しかぇょおけ けぉうつぇたぇ... 
′け すぇおぇゃぇ っ ゃっつくぇすぇ こせかしぇちうは 
くぇ ゃさっきっすけ. 】っ きうくぇす ゅけょうくう, 
とっ ょけえょっ くけゃけ こけおけかっくうっ, とっ 
しすけゃぇさう う すけ ちっかうは しう おぇすせく けす 
しせこっさそさういっさう, ぇせょうけ う ゃういせぇか-
くぇ すったくうおぇ, とっ うくしすぇかうさぇ おけき-
このすさうすっ しう, ゅけかっきう しぇすっかうすくう 
つうくうう とっ しっ いぇすなさおぇかはす う, こさっ-
ょう ょぇ しっょくっ ょぇ いぇしなさぉぇ けす すっいう 
つうくうう つけさぉうちぇすぇ くぇ しゃっすけゃくぇ-
すぇ おせかすせさくぇ こさけゅさぇきぇ, くけゃけすけ 
こけおけかっくうっ とっ しっ けゅかっょぇ う けとっ 
こけ-しゃうさっこけ とっ いぇゃうおぇ: „╉ぇおゃう 
しぇ しっゅぇ すせおぇ すうは ぉけおかせちう?...“ う 
とっ こけつくっ すせすぇおしう ょぇ さぇいつうしすゃぇ.                                                                        
]うゅせさくけ こけいくぇくうっすけ いぇ すぇいう 
こせかしぇちうは っ くぇおぇさぇかけ 』せょけきうさ し 
きなょさぇ うさけくうは ょぇ くぇさうしせゃぇ ゃなさ-
たせ きぇかおぇ つぇきけゃぇ ょなしおぇ, おけはすけ 
ゅけょうくう ゃうしってっ ゃ きせいっは, っょうく 
こなさゃけぉうすっく つけゃっお. ╆ぇょぇつぇすぇ くぇ 
ょなしつうちぇすぇ ぉってっ こさけしすぇ. 〈は すさはぉ-
ゃぇてっ ょぇ けくぇゅかっょはゃぇ こさっょ こけしっ-
すうすっかうすっ おぇすけ おぇお っ ういゅかっあょぇか 
こなさゃけぉうすくうはす つけゃっお. ╂けょうくう こけ-
おなしくけ しかせつぇえくけ しっ ゃいうさぇた ゃ つっさ-
すうすっ くぇ すけいう, けぉかっつっく ゃ おけあう う 
ゅさぇぉくぇか すけはゅぇ つけゃっお う ういゃっょくなあ, 
こけ くっぉっしくけ くぇゃはさくけ こさけしゃっすかっ-
くうっ, ゃ すぇすぇさしおうすっ しおせかう う くうしおけ-
すけ つっかけ, ゃ こさけゃうしくぇかうすっ きせしすぇちう 
う しすさぇたけすくぇすぇ ゃなすさってくぇ せぉっょっ-
くけしす, つっ すけいう しゃはす っ しないょぇょっく いぇ 
くっゅけゃぇ かうつくぇ せこけすさっぉぇ, ぇい ゃうょはた 
′ぇてっくっちぇ...
′っ きうくぇたぇ う くはおけかおけ ょっしっすおう 

たうかはょう ゅけょうくう う ′ぇてっくっちぇ ゃっつっ 
くけしってっ おぇかこぇつっ う ょうしぇゅう, ぇ きっあ-
ょせ いなぉうすっ きせ すさけこぇてっ ゅかうくっくぇ 
かせかうつおぇ. ┿おけ こなお ぉってっ ゅさぇあょぇ-
くうく, ′ぇてっくっちぇ うゅさぇってっ きけくうおし 
う うきぇてっ こかぇすっく つかっくしおう ゃくけし ゃ 
つうすぇかうとっすけ „╇しおさぇ“. ┿ 』せょけきうさ 
すなさこっかうゃけ しっ ゃゅかっあょぇてっ ゃ くっゅけ, 
いぇとけすけ しぇきうはす 』せょけきうさ ぉってっ ゅけ-
かはき う きなょなさ ぉうぉかっえしおう すゃけさっち, 
いぇ くっゅけ しぇきけすけ ゃさっきっ すっつってっ こけ 

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
〈みつてそ, せあ さそかてそ おあ
つか たそつうかてけの „╅ちつかせあし“ か たそくせあてあ すあちさあ う ぬみし つうみて, てひちつみて せけ
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》しかすかせせけぬあてあ せあ ぁとおそすけち

]けしけみ ╉けすけてちそうあ

‶さっい 1890 ゅ. くぇ 25-すう きぇさす ゃ し. 〈せさうは, ╉ぇいぇく-
かなておけ, しっ さぇあょぇ こっすけすけ ょっすっ くぇ ╋ぇさうは ╃けくつっ-
ゃぇ う たぇょあう 》さうしすけ 』けさぉぇょあうえしおう - ╃うきうすなさ. 
╀ぇとぇ きせ こけつうくぇか きかぇょ, し こさうすっしくっくうっすけ, つっ けす 
くっゅけ„つけゃっお くはきぇ ょぇ しすぇくっ”. ╃うきうすなさ 』けさぉぇ-
ょあうえしおう けぉぇつっ しすぇゃぇ ういゃっしすっく こうしぇすっか-たせきけ-
さうしす, たせょけあくうお, おさぇっゃっょ う けぉとっしすゃっくうお, くぇ おけ-
ゅけすけ ╉ぇいぇくかなお ょなかあう けゅさけきくぇ つぇしす けす しかぇゃぇすぇ 
しう. ‶しっゃょけくうきなす くぇ こうしぇすっかは – 』せょけきうさ, っ くぇ-
しかっょっく けす こさはおけさぇ きせ けとっ おぇすけ のくけてぇ, おけゅぇすけ 
こさうはすっかうすっ きせ けすおさうゃぇす こさうかうおぇ きっあょせ くっゅけ 
う ょなさあぇゃくうは ょっっち 』せょけきうさ ╉ぇくすぇさょあうっゃ.                                                                                                                                  
‶さっい 1913 ゅ. いぇゃなさてゃぇ さうしせゃぇかくけすけ せつうかうとっ 
ゃ ]けそうは. 〉つぇしすゃぇ ゃ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ う ‶なさゃぇすぇ 
しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ. ¨す 1921 ゅ. くっゅけゃぇ しなこさせゅぇ っ 
たせょけあくうつおぇすぇ ╋ぇさぇ ′けくけゃぇ. [ぇぉけすう おぇすけ ゅうき-
くぇいうぇかっく せつうすっか ゃ ╉ぇいぇくかなお /1920-1933/, 
せしなゃなさてっくしすゃぇか しっ ゃ ‶ぇさうあ. ╃け しきなさすすぇ しう 
っ こさっょしっょぇすっか くぇ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“. ¨す 1924 
ゅ. ょけ 1960 ゅ. っ  せさっょくうお う ょうさっおすけさ くぇ きせいっえ 
„╇しおさぇ” くぇ けぉとっしすゃっくう くぇつぇかぇ. ]なすさせょくうつう 
くぇ しすけかうつくうは ゃ. „╆けさぇ”. ╄ょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ 

っ くぇ ゃ. „╉ぇいぇくかなておぇ うしおさぇ”. ¨す 1938 ゅ. っ つかっく くぇ ╁なさたけゃくうは つうすぇかうとっく しなゃっす.

¨す 4-すう きぇさす ゃ さなおけゃけょくうは っおうこ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ うきぇ 
くけゃ つかっく. 〈けゃぇ っ 45-ゅけょうてくうはす ‶っすなさ ‶っすさけゃ. 〈けえ いぇ-

っきぇ こけしすぇ ょうさっおすけさ こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ う しこっちうぇかくう ゃな-
こさけしう くぇ きはしすけすけ くぇ こっくしうけくうさぇくうは  こさっょう くはおけかおけ きっしっちぇ 
]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ. ‶っすなさ ‶っすさけゃ っ  ゃないこうすぇくうお くぇ ╁っかうおけ-
すなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“, おなょっすけ  
いぇゃなさてゃぇ ょゃっ きぇゅうしすさぇすせさう: こけ うしすけさうは  う こけかうすけかけゅうは う 
ょうこかけきぇちうは う くぇちうけくぇかくぇ しうゅせさくけしす. ‶さっょう すけゃぇ っ せつうか ゃ 
╋っょうちうくしおう おけかっあ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ]さっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇ-
くうっ  いぇゃなさてゃぇ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“, ぇ 〉‶╉ - ゃ ]‶〈〉 
こけ たうょさぇゃかうおぇ. 
‶っすなさ ‶っすさけゃ っ いぇ こなさゃう こなす くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“. ‶さっょう 

すけゃぇ っ  さぇぉけすうか ょなかゅう ゅけょうくう おぇすけ ゅかぇゃっく っおけかけゅ くぇ けぉとうくぇ 

‶ぇゃっか ぉぇくは, ぉうか っ しなとけ すぇおぇ きっょうちうくしおう そっかょてっさ, せつうすっか 
う いぇ おさぇすおけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ つぇしすくうは ぉういくっし. ╅っくっく っ, し っょうく 
しうく, おけえすけ っ せつっくうお ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]なこさせゅぇすぇ きせ っ せつうすっかおぇ ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは. 
‶けしさっとくぇたぇ きっ さぇょせてくけ, ぇ おけかっおすうゃなす, ゃ おけえすけ こけこぇょくぇた, 

きう たぇさっしゃぇ. 〈けゃぇ っ ょさせゅぇ しさっょぇ, ういおかのつうすっかくけ うくすっかうゅっくす-
くぇ, おけはすけ きう ょけこぇょぇ. 〈ぇおぇ けぉけぉとう こなさゃうすっ しう ゃこっつぇすかっ-
くうは けす „┿さしっくぇか“ くけゃうはす ょうさっおすけさ こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ う 
しこっちうぇかくう ゃなこさけしう. ‶さっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ‶っすさけゃ おぇいぇ, 
つっ けぉうつぇ  さぇぉけすぇすぇ くぇ ゃうしけおう けぉけさけすう, ょうくぇきうおぇすぇ, さぇい-
くけしすさぇくくうすっ いぇょぇつう. ¨こさっょっかは しっ おぇすけ ょうぇかけゅうつっく つけゃっお 
う つけゃっお くぇ ょっすぇえかうすっ, くけ ぉっいおけきこさけきうしっく こけ けすくけてっくうっ 
しすさうおすくけすけ しこぇいゃぇくっ くぇ こさぇゃうかぇすぇ う すはたくけすけ ういこなかくっくうっ. 
』けゃっお, おけえすけ しっ しすぇさぇっ ょぇ くっ ゃかぇゅぇ かうつくう っかっきっくすう ゃ さっ-
てぇゃぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう おぇいせしう. ‶さうゃなさあっくうお っ くぇ っおうこくぇすぇ 
さぇぉけすぇ. ¨ぉうつぇ ょぇ せつう くけゃう くっとぇ う くっくぇゃうあょぇ ょっかっくっすけ くぇ 
ゅさせこう ゃ おけかっおすうゃぇ, おぇおすけ う うくすさうゅうすっ. ╁かぇょっっ させしおう  う ぇく-
ゅかうえしおう っいうお.

╃けぉさう くけゃうくう, くけゃう こさうはすっかう, くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ, くけゃう こぇいぇさう, 
いぇすゃなさょっく うきうょあ う さっしこっおす う くはおけかおけ くけゃう ゅけかっきう けこちうう いぇ ょけゅけゃけさう いぇ ういこなかくっくうっ. 

〈ぇおぇゃぇ っ さぇゃくけしきっすおぇすぇ けす すぇいゅけょうてくけすけ 9-すけ せつぇしすうっ くぇ „┿さしっくぇか“ ゃ  っょくけ けす くぇえ-ゅけかっ-
きうすっ う こさっしすうあくう きっあょせくぇさけょくう ういかけあっくうは いぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ ゃ しゃっすぇ - IDEX 2015.

 ╇いかけあっくうっすけ ぉっ きくけゅけ こけかけあうすっかくけ いぇ くぇし, いぇとけすけ いぇすゃなさょうたきっ けすくけてっくうはすぇ しう し くぇ-
てうすっ すさぇょうちうけくくう こぇさすくぬけさう けす ╀かういおうは ╇いすけお う ┿そさうおぇ, けすおさうたきっ う くけゃう ゃないきけあくけしすう 
いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ.

1000-うは しう さぇぉけすくうお こさうっ こさっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ ╆ぇゃけょ4 - ╋なゅかうあ おなき „┿さしっくぇか”┿╃.
〈ぇいう つっしす しっ こぇょくぇ くぇ 44-ゅけょうてくぇすぇ ╋ぇさうは ]こぇしけゃぇ ╁ぇくおけゃぇ, おけはすけ ういぉさぇ いぇ こなさゃうは しう 

さぇぉけすっく ょっく ょぇすぇすぇ 13-すう きぇさす, こっすなお.
′ぇ しすぇさすぇ くぇ  こなさゃうは しう さぇぉけすっく ょっく ╋ぇさうは ぉっ こけしさっとくぇすぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 

4, くぇつっかけ し くっゅけゃうは ょうさっおすけさ ょ-さ うくあ. ╂っけさゅう ′っくつっゃ, いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさぇ こけ すったくう-

ょさせゅ くぇつうく, ゃ ょさせゅう ういきっさっくうは...                                                                                                                        
‶さうしっょくぇか ゃ しゃけはすぇ すはしくぇ さぇぉけ-
すうかくうつおぇ いぇ たけさぇ, こさうきうあぇか し 
っょくけすけ けおけ いぇさぇょう ゃっつくぇすぇ ちう-
ゅぇさぇ, 』せょけきうさ おさうすうつくけ けゅかっあ-
ょぇてっ ′ぇてっくっちぇ, こさうしすなさゅゃぇてっ 
ゅけ すせお う すぇき, ょはかゃぇてっ くはおなょっ, 
おなょっすけ うきぇてっ ょぇ しっ ょはかくっ, こけけ-
すせこゃぇてっ ゅけ う きせ しかぇゅぇてっ ゃ こけはしぇ 
っょくぇ „さうぉぇ-てぇさぇく“ う ゅけ こさけゃけあ-
ょぇてっ „こけ あうゃけ う こけ いょさぇゃけ“ ょぇ 
しっ こうかっっ こけ しゃっすぇ う ょぇ しっ ょうゃう 
くぇ つけゃっておうすっ ういきうしかうちう. ′ぇ 

ょさせゅ こなお っょうく くぇゃかうつぇてっ こさけ-
すさうすけ しっすさっくちっ う ゅけ けこさっょっかはてっ 
おぇすけ しぇきけくぇょっはく こけかせうくすっかう-
ゅっくす. ′ぇ すさっすう きせてゃぇてっ しおさうすけき 
くはおけは いかぇすくぇ きぇたきせょうは ゃ ょあけぉぇ 
う けくいう すせすぇおしう しすぇゃぇてっ くぇえ-しなさ-
ょうす かうたゃぇさうく, ぇ こなお, おけゅぇすけ くぇ 
しぇきうは 』せょけきうさ きせ ぉってっ ゃっしっかけ, 
すけえ しなゃしっき くぇぉなさいけ しう ういょはかおゃぇ-
てっ っょくけ つけゃっつっ, しかぇゅぇてっ きせ くぇ 
きぇしぇすぇ ょゃっ-すさう おうかちぇ ゃうくちっ う 
けくいう ゃっょくぇゅぇ しっ くぇこうゃぇてっ おぇすけ 
こけあぇさくうおぇさ.
] っえ-すぇおうゃぇ たけさぇ しっ こなかくってっ 

すっいゅはたぇ くぇ 』せょけきうさ う, おけゅぇすけ 
ょなしおうすっ くぇ さぇそすけゃっすっ いぇこけつゃぇたぇ 
ょぇ しっ けゅなゃぇす, すけえ ゃいっきぇてっ ゃしっおう 
っおいっきこかはさ こけけすょっかくけ, けゅかっあょぇ-
てっ ゅけ おさうすうつくけ, こけゅぇかゃぇてっ ゅけ 
しなし しゃけは ぉけあっしすゃっく ょせた くぇ 〈ゃけ-
さっち う きせ おぇいゃぇてっ:“╅うゃっえ, こかけ-
ょう しっ う こさけつうっ...“ ]かっょ おけっすけ ゅけ 
こせしおぇてっ しさっょ ょっおけさうすっ くぇ すけいう 
ゅさぇょ, ょっおけさう, おけうすけ すけえ こさっょ-
ゃうょかうゃけ ぉってっ いぇしっかうか し こけょこかぇ-
てっくう しかせゅうくつっすぇ, こけょけそうちっさう う 
こけこけゃっ, いぇとけすけ, おぇおすけ っ ういゃっしす-
くけ, すっ しぇ っょくぇ けしけぉっくぇ おぇすっゅけさうは 
たけさぇ う すはた すけえ こさぇゃってっ けす ょさせゅけ 
すっしすけ.
′け くぇさけょなす, くぇかう しう っ おぇかこぇゃ, 

ゃっょくぇゅぇ たせおゃぇてっ こけ おさなつきう う 

こけかうすうおう, こけ ゃっしすくうちう う ょっ-
こせすぇすしすゃぇくっ. 〈けゅぇゃぇ 』せょけきうさ 
ゃないょうてぇてっ, いぇとけすけ いくぇってっ, つっ 
すぇおぇゃぇ っ つけゃっておぇすぇ こさうさけょぇ う, 
いぇ ょぇ くっ きせ っ しなゃしっき しぇきうつおけ くぇ 
つけゃっおぇ, う, いぇ ょぇ うきぇ ういゃっしすっく 
さっょ う しこさぇゃっょかうゃけしす, しはょぇてっ う 
しないょぇゃぇてっ くぇ しっかはくうくぇ しっかはく-
おぇ, いぇ ょぇ うきぇ おけえ ょぇ おけこぇっ ちぇ-
さっゃうちぇすぇ う ょぇ こかっゃう ぉけぉっくうすっ 
ゃっえおう. ′ぇ こけかせうくすっかうゅっくすぇ きせ 
しないょぇゃぇてっ こけかせうくすっかうゅっくすおぇ, 
いぇ ょぇ きけゅぇす すっ ょゃぇきぇすぇ こなお ょぇ 

ょぇょぇす ちはか うくすっかうゅっくす. ┿ くぇ かうた-
ゃぇさは きせ ょぇょっ かうたゃぇさおぇ, いぇ ょぇ しっ 
くぇせつう う すけえ おぇおゃけ っ ょぇ うきぇて ょぇ 
ょぇゃぇて... ╇ こけくっあっ しぇきうはす 』せ-
ょけきうさ けぉうつぇてっ ゃうくちっすけ, しきうかう 
しっ すけえ くぇょ こうはくうちぇすぇ う きせ ょぇょっ 
しぇきけ かけてぇ あっくぇ, ゃはさくけ - かけてぇ, 
くけ こけくっ くっ きせ こうってっ けす ゃうくけ-
すけ...
 ╇ ょけおぇすけ しっ けゅかっあょぇてっ こけ 

さぇそすけゃっすっ, せきけさっくうはす 』せょけきうさ 
せしっすう, つっ くはおけえ こけょしきなさつぇ ょけ 
くっゅけ. 〈けゃぇ ぉってっ つうくけゃくうおなす, 
ょなさあぇゃくうはす つうくけゃくうお, いぇ おけ-
ゅけすけ くうとけ くっ ぉってっ けしすぇくぇかけ 
けす ょなさあぇゃくぇすぇ すさぇこっいぇ. ╁っつくけ 
こけょしきなさつぇて, こさけきなさきけさう すけゅぇ-
ゃぇ 』せょけきうさ う すけえ しなとけ くぇょくう-
おくぇ おなき ょなさあぇゃくぇすぇ すさぇこっいぇ. 
¨す しこぇしうすっかう くぇ ¨すっつっしすゃけすけ う 
おけさぇ たかはぉ くっ ぉってっ けしすぇくぇかぇ. 〈け-
ゅぇゃぇ 』せょけきうさ しなゃしっき しっ せきうしかう, 
ぇ しっすくっ, ゃ きうゅ くぇ こさけしゃっすかっくうっ 
う ゃょなたくけゃっくうっ けす しぇきうは ╀けゅ, 
ゃいっ, つっ ゃっくつぇ ぉっょくうは つうくけゃくうお 
いぇ しぇきぇすぇ ╃なさあぇゃぇ. ‶けくっあっ くっ 
ぉってっ きくけゅけ さっょくけ ょぇ しっ しおかのつ-
ゃぇ ぉさぇお, ぉうか すけえ ちなさおけゃっく うかう 
ゅさぇあょぇくしおう, きっあょせ っょうく つけゃっお 
う ╃なさあぇゃぇすぇ, いぇとけすけ いくぇっき, つっ 
すけゃぇ ゃけょう ょけ すけすぇかうすぇさういなき, 
』せょけきうさ くぇさっつっ くっゃはしすぇすぇ くぇ 

つうくけゃくうおぇ „ょけきぇおうくは“, くぇゃう 
え さけかおう くぇ ゅかぇゃぇすぇ, くぇきっすくぇ え 
っょうく いぇおなさこっく こっくぬけぇさ, ういこさぇ-
ゃう は ょけ こけさすぇすぇ う は けしすぇゃう ょぇ しっ 
ぉけさう し おさういぇすぇ, おぇすけ おなかくっ こけ 
ちはか ょっく しなしっょおうすっ う こさうきぇきゃぇ 
つせあょうすっ おけおけておう ょぇ しくぇしはす はえちぇ 
ゃ くぇてうすっ こけかけいう.
〈ぇおぇ ぉってっ...
╉ぇすけ しゃなさてう すぇいう さぇぉけすぇ, 』せょけ-

きうさ こけういすさなしおぇ しおせすぇ しう, ゃ おけえすけ 
ぉはたぇ くぇこぇょぇかう ういさっいおう う すさっしおう 
けす きなあおう う あっくしおう おさけえおう, こけ-

いぇしきは しっ かっおけ う おぇいぇ: „┿きう すけゃぇ 
っ...“ ‶けゅかっょぇ けとっ ういゃっしすくけ ゃさっ-
きっ こさけういゃっょっくうはすぇ う こけょおぇつう ゅう 
けす すせお う すぇき, けすおなしくぇ くはおけえ こさけ-
ゃうしくぇか おけくっち, いぇゃなさいぇ こけ-いょさぇゃけ 
こけすせさうすっ くぇ っょうく, いぇしせおぇ くぇ ょさせゅ 
きせしすぇおぇ, ういぉなさしぇ くはおけは しなかいぇ う, 
おぇすけ しっ いぇしきは, さっつっ: „╄, たぇえょっ 
しぉけゅけき...“ すぇおぇ くぇこさぇゃう 』せょけきうさ 
う くう けしすぇゃう ょぇ しっ とせさぇきっ しぇきう ゃ 
すけいう しゃはす, しはおぇて しきっ ゃっくつぇくう いぇ 
くはおぇおゃぇ とせさぇゃうちぇ...
╄え ゅけ くぇ - すなさゅけゃおうすっ さぇあょぇす 

すなさゅけゃつっすぇ, ぇょゃけおぇすうすっ さぇあょぇす 
ぇょゃけおぇすう, すっ こなお こかけょはす きぇか-
おう ぇょゃけおぇすつっすぇ, ゃっすっさうくぇさくうすっ 
ょけおすけさう さぇあょぇす ゃっすっさうくぇさくう 
ょけおすけさつっすぇ, こけとぇかぬけくうすっ さぇあ-
ょぇす こけとぇかぬけくつっすぇ, ょっこせすぇすうすっ 
さぇあょぇす ょっこせすぇすつっすぇ, かうたゃぇさおう-
すっ さぇあょぇす かうたゃぇさつっすぇ う しぇきけ 
しっかはくうすっ さぇあょぇす こぇお しっかはくつっすぇ 
- こけかせつう しっ くはおぇおなゃ ちうおなか くぇ 
こけゃすけさはっきけしす, ょぇあっ しぇきぇすぇ こけ-
かせうすっかうゅっくちうは ゃいっ ょぇ さぇあょぇ ゃしっ 

こけかせうく-
すっかうゅっく-
すう, きぇおぇさ 
つっ けす ょゃっ 
こけかけゃう-
くう すさはぉ-
ゃぇ ょぇ 
しっ さぇあ-
ょぇ っょくけ 
ち は か け , 
こけくっ すぇおぇ っ こけ しゃっすぇ...
]ぇきけ しう きうしかうき, つっ しっ こさけきっ-

くはきっ.
‶せかしぇちうはすぇ っ くぇ さぇゃくう うくすっさ-

ゃぇかう, し さぇゃくぇ しうかぇ う さぇゃっく きぇ-
すっさうぇか. ]うゅせさくけ すけゃぇ っ さぇいぉさぇか 
きなょさっちなす 』せょけきうさ, ょけおぇすけ しっ っ 
さけゃうか ゃ けしすぇくおうすっ けす ょっおけさう くぇ 
すけかおけゃぇ ちうゃうかういぇちうう, こさっきうくぇ-
かう こけ くぇてうすっ おさぇうとぇ. ╋けくっすう, 
ゅさなくちう う ゅさけぉくうちう, ゃしっ ょっおけさ, 
おけえすけ しっ こさけきっくは - くうっ しっ さぇいかう-
つぇゃぇきっ けす ′ぇてっくっちぇ こけ すけゃぇ, つっ 
いくぇっき ょぇ しう しかせあうき し „╇いう きうおし“, 
くけ すけえ こなお っ こけ-きなょなさ けす くぇし, いぇ-
とけすけ っ ういきうしかうか おけかっかけすけ.
╆くぇっか ゅう っ すっいう くっとぇ 』せょけきうさ 

う いぇすけゃぇ くう っ しなすゃけさうか っょくぇ ゃしっ-
かっくぇ けす たけさぇ, ぇ ょっおけさうすっ っ けしすぇ-
ゃうか ょぇ しう しきっくはきっ しぇきう - しこけさっょ 
ゃさっきっすけ う ゃおせしぇ しう, しこけさっょ こうっ-
しぇすぇ う ぇゃすけさぇ, しこけさっょ さっあうきぇ くぇ 
ょっきけおさぇちうは. ′ぇ くぇし ぉうぉかっえしおう 
きなょさうはす つけゃっお くう けしすぇゃう しおさけき-
くぇすぇ さけかは くぇ しちっくうつくう さぇぉけすくう-
ちう. ╄, くはおけう きけあっ う ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
きうきぇくしぇ, ょさせゅう ょぇ しっ こさけおさぇょくぇす 
ょけ ゃすけさけしすっこっくくぇ さけかは, すさっすう 
こなお ょぇ ゅう くけきうくうさぇす いぇ こさっしすうあ-
くう くぇゅさぇょう, くけ うしすうくぇすぇ っ っょくぇ 
- ゃしうつおう しっ さぇあょぇきっ ゃなゃ ゃすけさけ 
ょっえしすゃうっ.
╁しうつおけ すけゃぇ くけしう さぇょけしす つけ-

ゃっおせ, くけ 』せょけきうさ ゃうくぇゅう とっ くう 
ゅかっょぇ し けおけすけ くぇ ╋ぇえしすけさぇ けす 
さぇぉけすうかくうちぇすぇ, こさうしゃうすけ けす ちう-
ゅぇさっくうは ょうき, おさうすうつくけ とっ くう 
こさっしすなさゅゃぇ けす すせお う すぇき, ぇ くうっ 
ゃしっ とっ しっ けいなさすぇきっ, ぉっい ょぇ しきっ 
しうゅせさくう ょぇかう しきっ すけつくけ けす すぇいう 
こうっしぇ う ょぇかう ゃっつっ くっ くう しきっくはす 
ょっおけさうすっ.
〈けえ いくぇってっ きくけゅけ - くぇえ-ゅかぇゃ-

くぇすぇ ╋っすさけこけかうは っ ゃ ょせてぇすぇ くぇ 
つけゃっおぇ. ╀っい くっは ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ 
っ ぉっいくぇょっあょくけ ょなかぉけおぇ こさけゃうく-
ちうは.
‶さけつうっ, ぉってっ こさぇゃ...

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう:
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

つっしおうすっ ゃなこさけしう  
╃っかはく 〈さうそけくけゃ, 
しうくょうおぇかくうは かうょっさ 
くぇ ╉′]╀ ゃ いぇゃけょぇ 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ う 
くぇつぇかくうお ちったぇ, ゃ 
おけえすけ っ くぇいくぇつっくぇ 
– 〈けょけさ ]すぇくおけゃ. 
‶さっょ „〈さうぉせくぇ ┿さ-

しっくぇか” ╋ぇさうは しこけ-
ょっかう, つっ ゃはさゃぇ ゃ 
とぇしすかうゃうすっ しなゃこぇ-
ょっくうは くぇ しなょぉぇすぇ, 
おぇおすけ う つっ っ くっゃっ-
さけはすっく けこすうきうしす. 
′けゃぇすぇ さぇぉけすくうつおぇ, 
くぇいくぇつっくぇ おぇすけ ╋¨-

‶うしぇすっかはす う あせさくぇかうしす けす ╉ぇいぇくかなお ╁っしっかうく ]すけはくけゃ, けすうてなか しう けす しゃっすぇ こさっょう ゅけょうくぇ, こさっい 2005 ゅ. こけしゃっすう くぇ 』せょけきうさ しゃけうすっ „ぉっいしなくうちう”.

ぢづごぶばがずごゑご ゐぎげでぺぞごぴご で ぶばがだぜごづ

》せきけさうしすうつくうすっ さぇいおぇいう くぇ 』せょけきうさ ゅけ こさぇゃはす ういおかのつうすっか-
くけ こけこせかはさっく, ぇ おくうゅうすっ きせ いぇ おさぇすおけ ゃさっきっ こさっすなさこはゃぇす きくけ-
ゅけぉさけえくう ういょぇくうは. ╁ おさぇは くぇ 40-すっ ゅけょうくう ういかういぇす “′っ しなき けす 
すはた” う “′ぇてっくちう”, ぇ しかっょ すけゃぇ う “┿かぇきうくせす” う “╉けえ おぇおすけ は くぇさっ-
ょう”. ╁ こっさうけょぇ 1947 - 57 ゅ. ういかういぇす “╉けくしせかなす くぇ ╂けかけ ぉなさょけ” う 
“╇いぉさぇくう こさけういゃっょっくうは”. 〈ゃけさぉうすっ くぇ 』せょけきうさ しぇ こさっゃっょっくう 
くぇ させきなくしおう, させしおう, しかけゃぇておう, しさなぉしおう, つっておう う ょさせゅう っいうちう.                                                                                                                                       
¨しゃっく おぇすけ こうしぇすっか う たせょけあくうお /ぇゃすけさ っ くぇ くぇょ 1000 さうしせくおう 
う ぇおゃぇさっかう/, 』せょけきうさ っ てうさけおけ ういゃっしすっく う し ういしかっょけゃぇすっか-
しおぇすぇ しう う おさぇっゃっょしおぇ ょっえくけしす. 
‶け こけゃけょ 70-すぇすぇ しう ゅけょうてくうくぇ っ せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ “╆ぇ-

しかせあうか ょっはすっか くぇ おせかすせさぇすぇ” う こけかせつぇゃぇ けさょっく “′ぇさけょくぇ さっ-
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは”. ‶さっい 1966 ゅ. っ ういぉさぇく けす ‶ぇゃっかぉぇくしおうは 
さぇえけく いぇ くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ゃ V-すけすけ ′]. ‶さっい 1967 ゅ. こけ-
かせつぇゃぇ いゃぇくうっすけ “′ぇさけょっく ょっはすっか くぇ おせかすせさぇすぇ”. 
〉きうさぇ くぇ 26 ょっおっきゃさう 1967 ゅ. ゃ ]けそうは.
╁ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっく っょうくしすゃっくうはす ゃ ╀なかゅぇさうは かうすっさぇすせさ-

くけ-たせょけあっしすゃっく きせいっえ – ╊》╋ „』せょけきうさ”. ╁ くっゅけ しっ しなたさぇくは-
ゃぇす こけゃっつっ けす 15 000 けさうゅうくぇかくう さなおけこうしぇ, さうしせくおう, しおうちう, 
こうしきぇ, おくうゅう う かうつくう ゃっとう くぇ 』せょけきうさ う しなこさせゅぇすぇ きせ. ‶さっい 
1992 ゅ. っ せつさっょっくぇ 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”, おけはすけ っあっゅけょくけ けさ-
ゅぇくういうさぇ  』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう し  ゃさなつゃぇくっ くぇ かうすっさぇすせさくぇ 
くぇゅさぇょぇ „』せょけきうさ”. 

‶╄╁ /きぇてうくっく けこっさぇすけさ  „‶さけういゃけょしすゃけ くぇ っおしこかけいうゃくう ゃっとっしすゃぇ”/ ゃ ちった 120 くぇ ╆ぇゃけょ 
4, とっ しっ けぉせつぇゃぇ  ゃ さぇきおうすっ くぇ 2 しっょきうちう こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ しゃけは きっくすけさ う けぉせつうすっか 
– ╃うきおぇ ‶っすさけゃぇ, おけはすけ うきぇ 25-ゅけょうてっく けこうす ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶さうったぇ きっ きくけゅけ たせぉぇゃけ – きうかけ う し きくけゅけ すけこかうくぇ . ╁こっつぇすかっくぇ しなき う けおさうかっくぇ, しこけょっかう 

しかっょ おさぇは くぇ こなさゃうは しう さぇぉけすっく ょっく ╋ぇさうは ╁ぇくおけゃぇ.  ╆ぇ ょぇ こけょぇょっ ょけおせきっくすう  いぇ さぇぉけすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” う すけ しこっちうぇかくけ ゃ ╆ぇゃけょ 4, ╋ぇさうは っ きけすうゃうさぇくぇ けす しゃけは しなこさせゅ, おけえすけ しなとけ 
っ ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうお - ゃ ちった 140 くぇ ╆ぇゃけょ 4. ╁ こなさゃうは しう さぇぉけすっく ょっく ╋ぇさうは こけょぇょっ う 
こなさゃぇすぇ しう ぇさしっくぇかしおぇ きけかぉぇ – いぇ つかっくしすゃけ ゃ いぇゃけょしおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╉′]╀. 
¨すすぇき え こけあっかぇたぇ すは ょぇ っ つけゃっおなす, おけえすけ ょぇ こさうっきっ 2-たうかはょくうは さぇぉけすくうお ゃ ╆ぇゃけょ 4. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ  

Мария - вдясно от директора д-р инж. Георги Ненчев
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╇かてかちあせひて-にけすけさ けせきかせかち ╅せてそせさあ [ひせねかうあ:

╊╉¨〉 ╋¨╇《【 – ╊╉¨〉 《【╉╊] – ╊╉¨〉 を╊｠! 

〈けかおけゃぇ っ ゅけゃけさっくけ いぇ 
』せょけきうさ う こけ-きぇかおけ いぇ すぇ-
かぇくすかうゃぇすぇ きせ しなこさせゅぇ – 
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ. ╉ぇお-
ゃけ くっ いくぇっき いぇ くっは う おぇおゃけ 
けす すけゃぇ, おけっすけ しっ くけしう いぇ 
すぇいう うくすっさっしくぇ あっくぇ ゃ 
こさうおぇいおうすっ くぇ たけさぇすぇ, しこけ-
さっょ ╁ぇし, っ ょぇかっつ けす けくけゃぇ, 
おけっすけ すは っ ぉうかぇ ゃ ょっえしすゃう-
すっかくけしす?

╆くぇき かう おぇおゃけ ょぇ おぇあぇ.../
ゃないょなたゃぇ/ - きけあっ ぉう けおけかけ 
けくけゃぇ, おけっすけ ゃうすぇっ おぇすけ こさう-
おぇいおう ゃ „あなかすぇすぇ“ こさっしぇ おぇすけ 
くっとけ, おけっすけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゅけゃけさう - けおけかけ けすくけてっくうはすぇ 
うき し 』せょけきうさ. 》けさぇすぇ くっ いくぇはす 
ょけしすぇすなつくけ いぇ くっは. ┿い きけゅぇ ょぇ 
ゅけゃけさは いぇ くっは ょけ せすさっ... ╇ しなき 
きくけゅけ さぇいゃなかくせゃぇくぇ う ゃないきせ-
すっくぇ くぇこけしかっょなお けす くっゅぇすうゃ-
くうすっ きくっくうは いぇ ╋ぇさぇ, おけっすけ 

╁ 》うきうつくうは けすょっか こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ すったくけかけいうすっ-うくあっくっさう 
う おけくしすさせおすけさうすっ „しっ ぉさけはす くぇ 
こさなしすう“. ‶さういくぇゃぇ, つっ さぇぉけ-
すぇすぇ すぇき くっ え こさうかうつぇかぇ おぇすけ 

いぇ うくあっくっさ-たうきうお, ぇ うきぇかけ う 
しすさぇたけゃっ けす ゃいさうゃけけこぇしくうすっ 
けこっさぇちうう, ういゃなさてゃぇくう さなつ-
くけ. ╆ぇさぇょう こさけそっしうけくぇかくけすけ 
しう さぇいゃうすうっ ┿くすけくおぇ けすうゃぇ ゃ 
╂ぇかゃぇくうつくうは ちった おぇすけ くぇつぇか-
くうお-しきはくぇ, こけしかっ しすぇゃぇ ちっ-
たけゃ すったくけかけゅ. 『ったなす すけゅぇゃぇ っ 
ょけ あこ-かうくうはすぇ, ういこけかいゃぇす しっ 
っょゃぇ くはおけかおけ ゅぇかゃぇくうつくう こさけ-
ちっしぇ – ぇかおぇかくけ こけちうくおけゃぇくっ, 
おうしっかけ おぇかぇえょうしゃぇくっ, くうおっかう-
さぇくっ くぇ ょさっぉくう ょっすぇえかう ゃなゃ 
ゃなさすはとう しっ ぉぇさぇぉぇくう. 》さけきう-
さぇくっすけ, ぉっい おけっすけ ょくっし しこっちう-
ぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ っ くっきうし-
かうきけ, こけつゃぇ つぇお し せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ┿╉-47. 〉しゃけはゃぇくっすけ こさぇゃう 
′うくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ. ‶け かうすっさぇ-
すせさくう ょぇくくう, ぉっい ょけおせきっくすぇ-
ちうは, くけ – しさぇゃくうすっかくけ かっしくけ, 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ しっ せしゃけはゃぇ う  
ぇかおぇかくけすけ おぇょきうさぇくっ. ] すけゃぇ 
こけおさうすうっ, うくあ. ╃っつっゃぇ おぇいゃぇ, 
くっ っ うきぇかけ くうおけゅぇ こさけういゃけょ-
しすゃっくう こさけぉかっきう. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ┿くすけくおぇ っ ゃっつっ 

しなこさせゅぇ. ]うくうすっ けつう くぇ おけかっ-
ゅぇ けす けぉとっあうすうっすけ しぇ くっせし-
すけうきう. ╁ こさけそっしうはすぇ すは さぇし-
すっ – ゃっつっ っ ゃ 》うきうつっく けすょっか, 
こさう くぇつぇかくうお うくあ. ╉けえつっゃ. 
„┿さしっくぇか“ くぇゃかういぇ ゃなゃ ゃしっ こけ-
ゅけかっきう きぇとぇぉう: けすょっかなす しっ 
こさなしおぇ こけ けすょっかくうすっ いぇゃけょう 
こさっい 1964-すぇ. ]すさけう しっ くけゃうはす 
╂ぇかゃぇくうつっく ちった し 》さけきぇあくぇ う 
¨すょっかっくうっ いぇ ょさせゅうすっ こさけちっ-
しう. 『ったなす しっ けぉけさせょゃぇ し きけ-
ょっさくう くっきしおう ゃぇくう し ゃなさすはとぇ 
しっ おぇすけょくぇ とぇくゅぇ, こけすけこはっきう 
ぉぇさぇぉぇくう, ぇこぇさぇすう いぇ けぉっい-
きぇしかはゃぇくっ. ‶さけぉかっきなす うょゃぇ 
し せしゃけはゃぇくっすけ くぇ  SPG, けぉけ-
させょゃぇくっすけ くっ っ こさうゅけょくけ う しっ 
くぇかぇゅぇ こさっせしすさけえしすゃけ, いぇさぇょう 
こかうすおうすっ ゃぇくう. ╉なくつっゃぇ こけっ-
きぇ こさけっおすぇくすしすゃけすけ, うくゃっしすう-
すけさしおうは  おけくすさけか, さぇぉけすぇすぇ くぇ 
すったくけかけゅ. ‶けつゃぇす こさっちういくうすっ 
こさっしきはすぇくうは, ╉┿‶ さぇいさぇぉけすゃぇ 
ゃぇくうすっ おけくしすさせおすけさしおう, こさぇ-
ゃはす しっ ゃ ╆ぇゃけょ 8. ]かっょ ]╋[ 

『╅′[╅′¨【╊ 〉╅ ぁ】╉《〈¨『 〉╊ 』╅ ぃ《】
》しかすかせせけぬあてあ せあ ぁとおそすけち ]けしけみ ╉けすけてちそうあ:

こけょしおぇいゃぇ, つっ くっ しっ いくぇはす くっ-
とぇすぇ けおけかけ くっは, おぇおすけ う こけ けす-
くけてっくうっ くぇ すはたくぇすぇ ゃさないおぇ し 
』せょけきうさ. ╁うくぇゅう しなき おぇいゃぇかぇ, 
つっ 』せょけきうさ くっ しっ つっすっ おぇおすけ 
すさはぉゃぇ, けしけぉっくけ, ゃ くっゅけゃうすっ 
しぇすうさうつくう ういこけゃっょう. 〈けえ ゃうくぇ-
ゅう すなさしってっ くぇしきっておぇすぇ ゃ けくけ-
ゃぇ, おけっすけ おぇいゃぇ, くけ – くぇしきって-
おぇすぇ し っょくぇ ゅけかはきぇ かのぉけゃ, う 
くぇしきっておぇ, ゃ おけはすけ うきぇ きくけゅけ 
こけょすっおしす. ╇, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
さぇいうしおゃぇ こけ くっゅけゃうすっ ぉっかっあ-
おう, つせゃしすゃぇ..., すさはぉゃぇ ゃうくぇゅう 
ょぇ しっ すなさしう こけょすっおしすぇ – おけゅぇ-
すけ しっ こけゅかっあょぇ けすゅけさっ-けすゅけさっ, 
ゃうくぇゅう しっ ょけこせしおぇ ゅさせぉぇ ゅさって-
おぇ. ╆ぇ きっく ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 
ぉってっ っょうく ぉっいおさぇえくけ っすうつっく, 
おせかすせさっく つけゃっお し こさうさけょくぇ 
うくすっかうゅっくすくけしす, くけしっと ゃ ゅっくぇ 
しう おせかすせさぇすぇ くぇ っょうく うくすっさっ-

しっく, ょさっゃっく さけょ, ゃ おけえすけ うきぇ 
いけゅさぇそう う うくすっさっしくう ゃいぇうきけ-
けすくけてっくうは ゃ きくけゅけぉさけえくけすけ 
しっきっえしすゃけ – ゃ ょけぉさうは しきうしなか, 
おぇすけ っょくぇ ゅけかはきぇ ゃいぇうきけこけ-
きけと きっあょせ きくけゅけすけ しっしすさう う 
ぉさぇすは. ╉ぇすけ こけ-ゅけかはきぇ, すは っ 
こさけはゃはかぇゃぇかぇ ういおかのつうすっかくけ 
ゅさうあけゃくけ けすくけてっくうっ おなき しっし-
すさうすっ しう - ╆ょさぇゃおぇ ╆ぇえおけゃぇ あう-
ゃっっ せ すはた, ぇ ╋ぇさぇ しっ ゅさうあう う いぇ 
きぇかおぇすぇ  ┿くう う くっえくうは しうく, くぇ 
おけゅけすけ ╋ぇさぇ こけょぇさはゃぇ こうぇくけ う 
けすゅかっあょぇ すぇかぇくすぇ きせ くぇ きせいう-
おぇくす, すぇおぇ つっ – すけえ しすぇゃぇ っょうく 
ょけぉなさ こうぇくうしす... ╃ぇ くっ ゅけゃけ-
さうき いぇ けすくけてっくうっすけ くぇ ╋ぇさぇ 
おなき ぉっいおさぇえくうすっ さけょくうくう くぇ 
くっえくうは きなあ, おけうすけ こけしけすはくくけ 
ゅけしすせゃぇたぇ せ すはた. ‶けかけゃうくぇすぇ けす 
ぉさぇすけゃつっょうすっ しぇ きうくぇかう こさっい 
すはたくぇすぇ おなとぇ. 〉 すはた あうゃっったぇ 

おぇすけ せ ょけきぇ しう しうくけゃっすっ くぇ 
っょくぇすぇ え しっしすさぇ, しうくなす くぇ ょさせ-
ゅぇすぇ, いぇ ょぇ せつぇす ゃ すったくうおせきぇ. 
┿おけ ぉってっ おけくそかうおすくぇ あっくぇ, 
おぇおゃぇすけ しっ けこうすゃぇす ょぇ は けこうし-
ゃぇす, ╋ぇさぇ くはきぇてっ ょぇ こさうっきぇ 
すぇおぇ たけさぇすぇ せ ょけきぇ しう. ┿ すは しっ 
ゅさうあう いぇ すはた. ╆ぇ ゅけしすせゃぇくうはすぇ 
こなお, ょぇ くっ ゅけゃけさうき. ╁ しなぉけすぇ う 
くっょっかは くぇてっすけ しっきっえしすゃけ いぇ-
ょなかあうすっかくけ ゅけしすせゃぇてっ せ すはた. 
〈は こけしさっとぇてっ つせょっしくけ, ぇ けす-
くけてっくうっすけ え おなき きっく ゃうくぇゅう 
きっ ういくっくぇょゃぇてっ, いぇとけすけ すは 
きくけゅけ きっ けぉうつぇてっ. ╂けゃけさってっ 
きう いぇ ういおせしすゃけすけ, いぇ ちゃっすはすぇ, 
おぇさすうくうすっ, きけあっ ぉう せしっとぇ-
てっ せ きっく ゃなすさってっく せしっす おなき 
おさぇしけすぇすぇ う すなさしってっ けすいゃせおぇ 
くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ けぉうおくけゃっくうは 
つけゃっお おぇすけ きっく. ‶けしさっとぇてっ 
きくけゅけ ゅけしすう う くっ っ ゃはさくけ, つっ 

くっ っ ぉうかぇ ょけぉさぇ ょけきぇおうくは! 
╁なゃ ゃしうつおうすっ え ょっえしすゃうは うきぇ-
てっ そうくっし – けす こけしさっとぇくっすけ 
くぇ たけさぇすぇ ょけ こけょくぇしはくっすけ くぇ 
しかぇょおけすけ し すぇぉかうつおぇ..., ぇ うきぇ 
っょうく しかぇょおうて し こかけょ, おけえすけ ぇい 
こさけょなかあぇゃぇき ょぇ こさぇゃは こけ くっえ-
くぇ さっちっこすぇ. ╅うゃっかう しきっ ゃ ゅけ-
ょうくうすっ, おけゅぇすけ うきぇてっ おせこけくくぇ 
しうしすっきぇ, すは ゅけすゃってっ おぇすけ けぉうお-
くけゃっくぇ あっくぇ う しっ しこさぇゃはてっ し 
ゃしうつおけ. ╁はさくけ っ, つっ ╋ぇさぇ くっ 
しこけょっかはてっ かうつくうすっ しう  くっとぇ 
し ゃしうつおう, ぉってっ くぇえ-ぉかういおぇ し 
こさうはすっかおぇすぇ しう ‶ぇさぇくあうかけゃぇ. 
╀ってっ ぉかういおぇ う し くぇてっすけ しっ-
きっえしすゃけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇くあっくっさ ╉なくつっ-
ゃぇ, こけいくぇすぇ う おぇすけ 
╃っつっゃぇ, くっ っ こけ-
すけきしすゃっく たうきうお. ] 
すけつくけしすすぇ くぇ きう-
しなかすぇ, くぇしかっょっくぇ 
けす ょはょけ せつうすっか う 
ぉぇとぇ しつっすけゃけょう-
すっか, せゃかっつっくぇ けす 
っょくぇ せつうすっかおぇ し 
ゃないさけあょっくしおう こぇ-
すけし, けす ゅかっょおぇすぇ くぇ 
ゃっかうつうっすけ ゃ  しすさけ-
うすっかしすゃけすけ くぇ っょうく 
くけゃ こさけきうてかっく ゅう-
ゅぇくす  う ゃこっつぇすかっくぇ 
けす っょうく くっいぇぉさぇ-
ゃうき そうかき いぇ ╋ぇ-
さうは ╉のさう, ┿くすけくおぇ 
ういぉうさぇ しけそうえしおけすけ 
》〈╇. ┿ こけしかっ – „┿さ-

Достойните, които инж. Кънчева 
помни с работата им:
- ′ぇつぇかくうお 》うきうつっく けすょっか けす 1958-きぇ: たうきうお 

╃はおけゃ;

- 〈ったくけかけいうすっ – うくあっくっさう: ╋.╋うさつっゃ, ╁ぇしうか 
╃さぇゅぇくけゃ, ┿すぇくぇし ╉けえつっゃ;

- ‶うさけすったくうお ]ぇゃつっゃ; 

- ¨すゅけゃけさくうお ╂ぇかゃぇくうつっく ちった – ′うくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ;

- ╉けかっあおうすっ ちったけゃう すったくけかけいう: ╊うはくぇ 』せおけゃぇ-
ぃさせおけゃぇ – ゃ ‶うさけすったくぇ う ╆かぇすおぇ ╂っさぇしうきけゃぇ う 
╃ぇそうくぇ ╉けしすけゃぇ – ゃ ╉ぇこしせかくぇ;

- 》うきうちうすっ けす ╀のさけすけ おなき ╆ぇゃけょ 0, けゅかぇゃっくけ 
けす うくあ. ぃさせおけゃぇ しかっょ こさなしおぇくっすけ くぇ 》うきけすょっかぇ 
こさっい 1964-すぇ こけ いぇゃけょう: ]かぇゃおぇ ╋っさきっさしおぇ, ╄かっ-
くぇ ╊ぇつっゃぇ, ]すっそおぇ ‶ぇさかぇこぇくしおぇ, ╃さぇゅぇくけゃ, ╀けあう-
おけゃ, ╋うてけ ╋うたぇえかけゃ, 》さ.╁ぇしうかっゃ – ╉ぇきぉけ, [ぇょおぇ 
〈っくっゃぇ, 〈けょけさおぇ ╁ぇしうかっゃぇ;

- ╄おうこなす, さぇぉけすうか いぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ SPG ゃ ╂ぇか-
ゃぇくうつくうは ちった: くぇつぇかくうお-ちった 〈けょけさ ┿くょけくけゃ, ¨〈╉ 
– ┿すぇくぇし ╂さうゅけさけゃ, ゃけっくっく こさっょしすぇゃうすっか ╇ゃぇく ╉け-
いぇさっゃ, かぇぉけさぇくすうすっ – ╋ぇさうは ╃けぉさっゃぇ, ╋ぇさうは ╅っ-
かっゃぇ, おけかっあおぇすぇ ╁っかうつおぇ;  

- ]こっちうぇかうしすうすっ こけ こかぇしすきぇしう, ゃなゃっかう くけゃうすっ: 
かけあぇ, こけかせかけあぇ う こさうおかぇょ くぇ ぇゃすけきぇすぇ: 〈けょけさ 
╀けあうおけゃ, ╋. ╋うたぇえかけゃ, ╉.╀うかはさけゃぇ, ╂っくおぇ ╉けしすぇ-
ょうくけゃぇ, ┿すぇくぇしおぇ ′うおけかけゃぇ, ]すけえつけ ╉せきぇくけゃ; 

- ]こっちうぇかうしすうすっ, けすゅけゃけさくう いぇ そけさきせかうすっ くぇ ぉけ-
はょうしゃぇくっすけ しかっょ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 5: ╇ゃぇく 
╃さぇゅぇくけゃ, ]ぇておぇ ╀けいせおけゃぇ, ╇かうは ╉ぇしぇぉけゃ, ╋ぇさうは 
]すけはくけゃぇ;

- ╋ぇえしすけさなす くぇ たさけきうさぇくっすけ, そけしそぇすういうさぇくっすけ 
う かぇおうさぇくっすけ ′うおけかぇえ ╃っつおけゃ けす いぇゃけょぇ ゃ 【っえ-
くけゃけ;

- ′けゃけこけしすなこうかうすっ [せしぇかうくぇ ‶っすさけゃぇ う ╋ぇさうは 
╋うくっゃぇ.

╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ. ╁ ╉ぇ
いぇくかなお すは くはきぇ くせあょぇ 

けす ょさせゅけ こさっょしすぇゃはくっ. ╇きっすけ 
っ ょけしすぇすなつくけ. ′け ╉ぇいぇくかなお 
うきぇ くせあょぇ  ょぇ いくぇっ けとっ う 
けとっ けす けくけゃぇ, おけっすけ すは こぇいう 
おぇすけ しこけきっくう けす あうゃけすぇ くぇ 
っょくぇ そぇきうかうは – さけょなす くぇ 』せ
ょけきうさ. ╊うかうは っ こかっきっくくうちぇ 
くぇ こうしぇすっかは-たせょけあくうお, おさぇ
っゃっょ, きせいっっく ょっっち..., “ゃなけぉ
とっしすゃっくうお“, おぇおすけ ╃うきうすなさ 
』けさぉぇょあうえしおう くぇ てっゅぇ けこさっ
ょっかはか たけさぇすぇ, くっぉっいさぇいかうつ
くう おなき ゃしうつおけ くぇけおけかけ. 〈けつ
くけ すぇおぇ,   くっぉっいさぇいかうつくぇ おなき 
くっとぇすぇ, っ う ╊うかうは: すは こうてっ 
しすうたけゃっ, ょっすしおう こうっしおう, たけょう 
こけ けおさなあくう かうすっさぇすせさくう 
しぉうさおう, こさぇゃう こさけせつゃぇくうは いぇ 
さけょくうは おさぇえ, こせぉかうおせゃぇ しすぇ
すうう ゃ きっしすくぇすぇ こさっしぇ, さけゃう 
うい ょけおせきっくすう, こけしすぇゃは おせお
かっくう こさっょしすぇゃかっくうは, こっっ ゃ 
こさぇゃけしかぇゃくうは たけさ /“〈けかおけゃぇ 
しぇ たせぉぇゃう ちなさおけゃくうすっ こっし
くけこっくうは...!“/, けこうすゃぇ ょぇ ゃかけ
あう う すけかおけゃぇ かうこしゃぇとうは くぇ 
くぇてぇすぇ ‶さぇゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ 
しけちうぇかっく きけきっくす ゃ こけきけと くぇ 
たけさぇすぇ, すなさしう ょうさうすっ くぇ ╊っゃ
しおう... ′っくぇゃうあょぇ けすつぇはくうっすけ 
う しぇきけしなあぇかっくうっすけ, けぉうつぇ 
こけかしおうすっ ちゃっすは, おぇおゃうすけ くけ
しうか 』せょけきうさ しかっょ さぇいたけょ
おうすっ しう, けぉうつぇ おうすおうすっ けす 
ょゃけさぇ – おぇすけ けくうは, し おけうすけ 
は ういこさぇとぇかう ゃ ゅさぇょぇ さけょくう
くうすっ けす 〈せさうは う けくうは, おけうすけ 
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ さっょはかぇ 
こけ ちゃっすけゃっ, ょけおぇすけ きぇかおぇすぇ 
こかっきっくくうちぇ こけこうゃぇかぇ ゃしはおけ 
ょゃうあっくうっ う こけゅかっょ くぇ けくぇ
いう かっかは, しなこさせゅぇすぇ くぇ 』せょけ
きうさ, おけはすけ けしすぇゃぇ ゃ しなさちっすけ 
し ぇさうしすけおさぇすうつくうすっ しう きぇ
くうっさう, すなくなお ゃおせし う てうさけおけ 
けすゃけさっくぇすぇ ゃさぇすぇ くぇ ょけきぇ しう. 
╃けき, つうえすけ けぉうすぇすっかう こけいくぇ
ゃぇす ╀ぇゅさはくぇ, ╃けさぇ ╂ぇぉっ, ╉けく
しすぇくすうく 】なさおっかけゃ, ╋うたぇうか 
╉さっきっく, ╋ぇさぇ ‶っくおけゃぇ... - 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくすっかうゅっくちうは う 
ぉけたっきぇ けす ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ 
くぇ 20-すう ゃっお, おなき おけはすけ すっいう 
けぉうすぇすっかう うしすうくしおう こさうくぇょ
かっあぇす. ╃けき – こけ ょせきうすっ くぇ 
╊うかうは, “ゃっさっく くぇ しっきっえくぇ
すぇ すさぇょうちうは“. 〈さぇょうちうは  くぇ 
けぉゅさうあゃぇくっすけ: けす こなしすさうは 
ぉせおっす う こなかくぇすぇ つぇくすぇ, し おけは
すけ すっ ういこさぇとぇす けす しっかけ – ょけ 
てうさけおけすけ こけしさっとぇくっ せ  さけょ
くうくうすっ ゃ ゅさぇょぇ. 〈さぇょうちうは くぇ 
さぇょけしすすぇ けす ゃいぇうきくうすっ しさっとう 
う  けぉうつすぇ きっあょせ たけさぇすぇ. 
╊うかうは こけきくう こっえおぇすぇ ゃ 

ぉけかくうちぇすぇ けす こけしかっょくうすっ きっ
しっちう くぇ 』せょけきうさ う こなさゃうすっ 
きせ ょせきう ゃ しさっとぇすぇ: “╋けはす 
ぉさぇす せきさは かう...?“ – くぇ くっは しっ 
こぇょぇ ょぇ きせ おぇあっ いぇ しきなさすすぇ 
くぇ ょはょけ しう. ]っきっえくぇすぇ いぇゅせ
ぉぇ 』せょけきうさ ういさうつぇ し ょせきう

すっ: “¨しすぇくぇた しぇきけ し っょくぇ しっし
すさぇ...“. 
╃くっし さけょしすゃっくうちうすっ くぇ 』せ

ょけきうさ しぇ こさなしくぇすう おなょっ かう 
くっ – ╊けくょけく, ‶さぇゅぇ, [うき, [せしっ, 
‶けきけさうっ, ]けそうは, ╀せさゅぇし, ‶ぇ
いぇさょあうお... 〈っ しぇ うおけくけきうしすう, 
かっおぇさう, こさけゅさぇきうしすう, こっゃちう, 
たせきぇくうすぇさうしすう, たせょけあくう
ちう, ぇさすうしすう..., うきぇ ょけさう っょうく 
ぉうゃて こなかくけきけとっく きうくうしすなさ ゃ 
╉うすぇえ. ′け – ゃしっ すぇおぇ しっ ょなさあぇす 

こけきっあょせ しう. ╉ぇすけ っょくぇ けす すはた, 
╊うかうは おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう, つっ っ 
うきぇかぇ すっあなお あうゃけす, つっ こさけそっ
しうはすぇ え くぇ ょっすしおぇ せつうすっかおぇ え っ 
ぉうかぇ すはしくぇ う いぇすけゃぇ しっ ゃすせさゃぇ 
ゃ おぇおゃけ かう くっ ょさせゅけ. ′ぇすさせこぇ
かぇ っ おぇきぇさう きっょぇかう けす そっしすう
ゃぇかう くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぇ
きけょっえくけしす. ′ぇ 60 すは こけつゃぇ ょぇ 
しかっょゃぇ  ぉけゅけしかけゃうっ. ‶けょすうおなす 
うょゃぇ けす ぇさた. ┿おしっくすうえ, こけきけと
くうお ゃ ╋うすさけこけかうはすぇ, しさっとくぇか 
╊うかうは ゃ „]ゃっすぇ 〈さけうちぇ“, おな
ょっすけ さなおけゃけょっかぇ 14 ゅけょうくう 
こさぇゃけしかぇゃくうは たけさ.  ┿おしっくすうえ 
え こさぇとぇ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおうは 
しこさぇゃけつくうお. ╊うかうは おぇいゃぇ くぇ 
ょっちぇすぇ: “¨すうゃぇき, いぇ ょぇ くっ きっ 
こさうっきぇす..., いぇ ょぇ いくぇき いぇゃうくぇ
ゅう, つっ ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
くっ きう っ しなょぉぇ“. ′け ょくっし ゃっつっ っ 
きぇゅうしすなさ. 】ぇしすかうゃぇ っ けす すけゃぇ, 
くぇえ-こけしかっ っ こけしすうゅくぇかぇ くっとけ
すけ, うしおぇくけ ちはか あうゃけす: “╋くけゅけ 
こなすう しなき しこうさぇくぇ くぇゃさっきっすけ 
ょぇ せつぇ ゃうしてっ. ╋うしかった, つっ っ 
いぇさぇょう ぉぇとぇ きう, くけ こけしかっ さぇい
ぉさぇた, つっ っ うきぇかけ ょさせゅぇ こさうつう
くぇ.“ ‶さういくぇゃぇ, つっ いくぇくうはすぇ けす 

うょゃぇ さっぇかくけすけ せしゃけはゃぇくっ 
– ┿くすけくおぇ こけっきぇ ちはかぇすぇ 
けすゅけゃけさくけしす, くけ こけょおさっこぇ-
すぇ くぇ てっそおぇすぇ ぃさせおけゃぇ っ 
ぉっいちっくくぇ いぇ くっは. ╁しうつおけ 

しすぇゃぇ こさっい っあっょくっゃくうすっ 
おけくしせかすぇちうう しなし しなゃっす-
しおう しこっちうぇかうしす, ょけてなか 
くぇ きはしすけ. ╁しはおぇ ゃっつっさ しっ 
ょけおかぇょゃぇ こさう いぇき.-ょうさっお-
すけさぇ 》さうしすけゃ ゃ こさうしなしす-
ゃうっすけ くぇ きったぇくうちうすっ けす 
╆ぇゃけょ 1, ちったけゃうは くぇつぇか-
くうお う くぇつぇかくうおぇ くぇ しきは-
くぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 6. ‶さぇゃはす しっ 
くぇかけあうすっかくうすっ おけさっおちうう 
う… しせすさうくすぇ: けすくぇつぇかけ! 
′ぇえ-ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう 
しぇ こさう こさなしすっくぇ くぇ SPG, 
くぇえ-きぇかおうはす ょっすぇえか くぇかぇ-
ゅぇ こけしすけはくくけ こさっおさけはゃぇ-
くっ くぇ こさうぉけさぇ ょけ ょけしすう-
ゅぇくっ くぇ ょけぉさけ こけおさうすうっ. 
╇ょっ さっょ くぇ おぇさすっつくうちぇすぇ 
7.62: “╋くけゅけ すっあおけ うい-
ょっかうっ!“ – おぇいゃぇ ╉なくつっゃぇ, 
ういあうゃはかぇ う すさせょくけしすうすっ 
こけ こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ ょっぉっ-
かけすけ たさけきけゃけ こけおさうすうっ, う 
いけさけゃっすっ し ょなかあうくぇすぇ くぇ 
ちっゃすぇ. ′ぇかぇゅぇ しっ ょぇ くけしはす 
くぇ さなちっ すっあおうすっ ょっすぇえかう 
けす ╋ったぇくうつくうは ょけ ╂ぇか-
ゃぇくうつくうは ちった, いぇっょくけ し 
╊うかおぇ ╉ぇかこぇつっゃぇ う 》さうし-
すけ ╋ぇゃさけゃ. ╁しはおけ しかっょゃぇ-
とけ ぇさしっくぇかしおけ ういょっかうっ っ 
こけ-しかけあくけ, さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ゅぇかゃぇくうちうすっ – しなとけ. 〈っ 
ういしすさぇょゃぇす きなおうすっ こけ こせ-
しおぇ くぇ いっくうすくぇすぇ せしすぇくけゃ-
おぇ, ゅぇせぉうちぇすぇ, ゃなくてくうすっ 
こけさなつおう いぇ たさけきうさぇくっ くぇ 
ゅけかっきう ういょっかうは. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ ゃ ╀なかゅぇさうは くはきぇ 
ょさせゅけ きはしすけ, おなょっすけ しっ さぇ-
ぉけすう す. くぇさ.“すゃなさょけ“ たさけ-
きうさぇくっ. „╁しうつおう おけかっゅう, し 
おけうすけ さぇぉけすうたきっ, ぇ う すっいう 
– しっゅぇ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅけさょっ-
はす: っょうくしすゃっくう しきっ!“, ょなさ-
あう ょぇ おぇあっ しゃうょっすっかはす くぇ 
しなぉうすうはすぇ たうきうお ┿くすけくおぇ 
╉なくつっゃぇ. ╇ しっ くぇょはゃぇ, つっ 
う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさ-
きぇすぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ いくぇっ, 
つっ: “]かぇゃぇすぇ くぇ くぇてぇすぇ 
ぇさしっくぇかしおぇ こさけょせおちうは しっ 

ょなかあう, くっ しぇきけ くぇ ょけぉさぇすぇ 
きったぇくうおぇ, くけ う くぇ ょけぉさけすけ, 
おぇつっしすゃっくけ たさけきけゃけ こけおさう-
すうっ“.
‶さっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くっ 

しゃなさてゃぇす. 
╇ょっ さっょ くぇ 5.45 – ぇゃすけきぇす. 

┿さしっくぇかちう いくぇはす とけ っ すけ... 
〉しゃけはゃぇくっすけ ゃなさゃう ゃ 【っえ-
くけゃしおうは いぇゃけょ. “╂けさょっは しっ 
し すけゃぇ, いぇとけすけ ゅけ こさぇゃうた 
ぉっい ゃなくてくぇ こけきけと“!, しこけ-
ょっかは うくあ. ╃っつっゃぇ-╉なくつっゃぇ. 
╉けくしすさせおすうゃくうすっ ゅさっておう 
こさう せしすぇくけゃおぇすぇ, きぇかおうはす 
さぇいきっさ くぇ おぇくぇかぇ くぇ ちっ-
ゃすぇ, かうこしぇすぇ くぇ けさうゅうくぇか-
くぇ ぉうきっすぇかくぇ すっか いぇ ぇくけょう, 
きったぇくうつくうすっ きなおう し ゃすけさう 
おけくせし くぇ こぇすさけくくうおぇ, しぇ ょけ-
こなかくうすっかくうすっ はょけゃっ, し おけう-
すけ おぇつっしすゃけすけ くぇ ゅぇかゃぇくうつ-
くけすけ こけおさうすうっ ゃなさゃう „さなおぇ 
いぇ さなおぇ“. ]おけさけしすすぇ くぇ こけ-
ょぇゃぇくっ くぇ っかっおすさけかうすぇ, こぇ-
さぇきっすさうすっ くぇ すけおぇ, すっきこっ-
さぇすせさぇすぇ う こさけつうっ – ゃしはおぇ 
すったくけかけゅうつくぇ こけょさけぉくけしす , 
ょけ こさけぉかっきぇ し おなしけすけ しなっょう-
くっくうっ こさう きっょくうすっ ぇくけょう... 
しぇ ゃしっ ういこうすぇくうは, こさっい おけう-
すけ ┿くすけくおぇ っ きうくぇかぇ, こさけ-
ぉかっきう, おけうすけ っ さってうかぇ: “] 
こけゃっつっ せしうかうは しっ しこさぇゃうたきっ 
ぉかっしすはとけ!“
  ] こさっちういくけしすすぇ くぇ こっさ-

そっおちうけくうしす, ょくっし  たうきうお 
╃っつっゃぇ けこうしゃぇ ゃ こけょさけぉくけし-
すう すさせょくけしすうすっ, しなこなすしすゃぇかう 
くっ っょくけ くけゃけ こさけういゃけょしすゃけ. 
′っ – いぇとけすけ しぇ つぇしす けす こさけ-
そっしうけくぇかくぇすぇ え おぇさうっさぇ, ぇ 
し せぉっあょっくうっすけ, つっ すけいう ちっ-
くっく けこうす っ ゃぇあっく, つっ ゃ おさぇえ-
くぇ しきっすおぇ さっいせかすぇすなす っ くぇ-
かうちっ, ぇ ういょっかうはすぇ – こせしくぇすう 
ゃ こさけういゃけょしすゃけ う こけかせつうかう 
けちっくおぇ いぇ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ 
おけくおせさっくすくうは きっあょせくぇさけ-
ょっく こぇいぇさ. 〈は くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
けすつっすっ う さぇぉけすぇすぇ こけ ゃなゃっあ-
ょぇくっすけ くぇ こかぇしすきぇしけゃうすっ 
ょっすぇえかう こけ きっすけょぇ くぇ てこさう-
ちけゃぇくっすけ. ╇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ しっょぇかおうすっ いぇ ╀せかゅぇさ [っ-
くけ-すけ けす こっくけこけかうせさっすぇく. 
]なとうすっ すっいう たけさぇ, ぇさしっくぇか-
ちう, しこっちけゃっ こけ こかぇしすきぇしうすっ, 
けすたゃなさかはす う さぇいさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ ちはかぇすぇ たうきうは こけ ]すさっかぇ-
すぇ. ]かっょ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5 おぇつっしすゃけすけ くぇ ぉけはょうし-
ゃぇくっすけ しなとけ っ ゃ いぇょぇつうすっ くぇ 
うくあ. ╉なくつっゃぇ う おけかっゅうすっ え 
– たうきうちう. 
‶さけそっしうはすぇ は こさぇとぇ いぇ 

きぇかおけ う おぇすけ こさっこけょぇゃぇ-
すっか ゃ せつうかうとっすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか“. ′け さぇぉけすぇすぇ ゃ ちったぇ 
すは くっ けしすぇゃは. ╇きぇ けこうす う ゃ 
„╇くあっくっさうくゅ“-ぇ. ‶けかっいっく 
けこうす, けす おけえすけ っ ょけゃけかくぇ. 
‶っすうきぇすぇ くぇつぇかくうちう, し 

おけうすけ こさっい ゅけょうくうすっ さぇぉけすう 
┿くすけくおぇ – うくあっくっさうすっ ╉けえ-
つっゃ, ぃさせおけゃぇ, ╀. ‶っすさけゃ, 
]すっそぇく 〈けすっゃ, ╂. ╉けしすぇょう-
くけゃ, けしすぇゃはす せ くっは しこけきっ-
くうすっ いぇ こさけそっしうけくぇかういなき 
う けすかうつくう けさゅぇくういぇちうけくくう 
おぇつっしすゃぇ. „╁しうつおう, し おけうすけ 
しなき さぇぉけすうかぇ, うきぇたぇ けすかうつ-
くぇすぇ すっけさっすうつくぇ こけょゅけすけゃ-
おぇ けす 》〈╇ – ]けそうは う 》〈╇ 
– ╀せさゅぇし, ょけさう – けす ╂っさ-
きぇくうは. ╃ぇあっ しさっょくうしすうすっ 
うきぇたぇ しっさうけいくう こけいくぇくうは, 
くぇすさせこぇくう ゃ こさけういゃけょしすゃっ-
くうは けこうす“, こけょつっさすぇゃぇ うくあ. 
╉なくつっゃぇ. 〈は っ きうくぇゃぇかぇ う 
こさっい いぇょぇつう, くっ こさはおけ しゃなさ-
いぇくう し さぇぉけすぇすぇ くぇ たうきうちうすっ 
– おぇすけ こさけぉかっきうすっ し ういすっゅ-
かはくっすけ くぇ ゅけかはきぇすぇ ゅうかいぇ ゃ 

╆ぇゃけょ 2, しすさっかおけゃう こさけぉかっき 
くぇ こけかうゅけくぇ し おぇこしせか „╂っおけ“ 
う ょけさう – さなあょぇすぇ くぇ こけおさう-
ゃぇ くぇ 』うくうはすぇ くぇ ╀せいかせょあぇ. 
′け かのぉうきけすけ いぇくうきぇくうっ くぇ 
うくあっくっさ ╉なくつっゃぇ, こけしすなこう-
かぇ ゃ „┿さしっくぇか“ おぇすけ ╃っつっゃぇ,  
しう けしすぇゃぇ たうきうはすぇ. ╇ たさけきう-
さぇくっすけ. ╉けかおけすけ ょけ おけはすけ う 
ょぇ ぉうかけ しゃけは さぇぉけすぇ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ, すは ゃうくぇゅう っ ゃなさ-
ゃはかぇ ょけぉさっ, おぇいゃぇ ゃっすっさぇくなす 
たうきうお. ╇ こけはしくはゃぇ: “╀はたきっ 
ゃ こさっおさぇしくう けすくけてっくうは し 
くぇつぇかくうちうすっ, ょなかゅう ゅけょうくう 
さぇぉけすうたきっ し 〈けょけさ ┿くょけくけゃ 
う ┿くすけぇくっすぇ ╃っつっゃぇ. [なおけ-
ゃけょうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ くう 
せゃぇあぇゃぇたぇ きくけゅけ, おぇおすけ う 
くぇつぇかくうちうすっ くぇ ちったけゃっすっ, し 
おけうすけ さぇぉけすったきっ“.  
』っ っ せゃぇあぇゃぇくぇ う かうつくぇ 

あっくぇ, くぇ ゅ-あぇ ╉なくつっゃぇ え 
かうつう ゃっょくぇゅぇ. ¨しぇくおぇ, ょけし-
すけかっこうっ, せ ょけきぇ - おけかけしぇくう 
しぇかそっすおう し かうつくぇ さなつくぇ ぉさけ-
ょっさうは こけょ しすぇおぇくうすっ いぇ つぇえ... 
′けゃ おせこ おくうゅう くぇ きぇしうつおぇすぇ 
ょけ ょうゃぇくぇ. ╁いっかぇ ゅう っ すっいう  
ょくう けす ぉうぉかうけすっおぇすぇ, おなょっすけ 
くっ しこうさぇ ょぇ たけょう. ╂けぉかっくう-

すっ こけ しすっくうすっ しぇ けす ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ けとっ さぇぉけすっかぇ, こかっすっ-
くうすっ くぇ っょくぇ おせおぇ おぇさっくちぇ 
– けす こなさゃうすっ こっくしうけくっさしおう 
ゅけょうくう. „]っゅぇ ゃっつっ しぇきけ つっすぇ 
う ゅかっょぇき すっかっゃういうは“, しきっっ しっ 
ょけきぇおうくはすぇ, くぇさっょうかぇ しくうき-
おう くぇ そぇきうかうはすぇ – しうくけゃっ, 
ゃくせちう う こさぇゃくせちう. ]うくけゃっ-
すっ しぇ けすかうつくう きぇすっきぇすうちう – 
っょうくうはす ゃっつっ ぇさたうすっおす, ょさせ-
ゅうはす – ╃うくおけ, おけきこのすなさっく 
しこっちうぇかうしす, しおけさけ いぇこけつくぇか 
さぇぉけすぇ ゃ こっさしこっおすうゃくけ いゃっ-
くけ くぇ „┿さしっくぇか“. ╁くせつおうすっ: 
っょくぇ たせょけあくうつおぇ う ょゃっ うおけ-
くけきうしすおう う けとっ っょくぇ – こけっ-

かぇ しゃけは しう こなす. ╇きぇ う ゃくせお, 
う ょゃっ しかぇょおう こさぇゃくせつおう. ′ぇ 
すはたくぇすぇ ゃないさぇしす うくあっくっさ 
╉なくつっゃぇ くっ ぉうかぇ う つせゃぇかぇ 
とけ っ すけ – たうきうは. ╁ くっえくけすけ 
ょっすしすゃけ こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ 
ゃうはす しうさっくう う こさっかうすぇす しぇ-
きけかっすう. ╉ぇすけ きけきうつっ けぉうつぇ-
かぇ ゃしうつおう せつっぉくう こさっょきっすう, 
ぇ たうきうはすぇ しっ けすおかのつうかぇ いぇ 
くっは ゃ おさなあけおぇ くぇ っょくぇ ゃなか-
てっぉくぇ せつうすっかおぇ ゃ 10-すう おかぇし. 
„╃けてかぇ しなき すせお しかせつぇえくけ, くけ 
ういけぉとけ くっ しなあぇかはゃぇき. ┿おけ 
すさはぉゃぇてっ ょぇ いぇこけつくぇ けすくけ-
ゃけ, こぇお ぉうた ういぉさぇかぇ たうきうは-
すぇ. ╇かう – ぇさたうすっおすせさぇすぇ. ╁ 
„┿さしっくぇか“ ぉってっ こさっおさぇしくけ!“, 
おぇいゃぇ たうきうおなす, ゃうくぇゅう しこぇい-
ゃぇか こさぇゃうかけすけ “‶さけそっしうはすぇ 
っ すぇおぇゃぇ, つっ う くぇえ-きぇかおけすけ 
けすおかけくっくうっ ゃけょう ょけ しなゃしっき 
ょさせゅけ くっとけ...!“. 』けゃっおなす, くぇ 
おけゅけすけ くうおけゅぇ くっ っ すっあぇかけ ょぇ 
しすぇくっ ゃ 5.45 しせすさうく う こってぇ 
ょぇ うょっ ょけ „┿さしっくぇか“. ′け – 
おけえすけ しっ さぇょゃぇ, つっ しっゅぇ きけあっ 
しこけおけえくけ しせすさうく ょぇ しう こけかっ-
あう. ╆ぇしかせあうかぇ しう っ こけつうゃおぇ-
すぇ. [ぇょゃぇ え しっ. ′っ しおせつぇっ, くっ 
いくぇっ おぇおゃけ っ すけゃぇ. ′っ っ しぇ-

きけすくぇ. ╁うくぇゅう うきぇ うくすっさっしくけ 
いぇくうきぇくうっ. ╇きぇ う しこけきっくう. 
╂けさょっっ しっ し こけしすうあっくうっすけ 
„]すさせえくけ しおけさけしすくけ たさけきう-
さぇくっ“, こけしすうゅくぇすけ し おけかっあ-
おうすっ しこっちうぇかうしすう – たうきうちう. 
]こっちうぇかくうすっ  こさけそっしうけくぇか-
くう せきっくうは ゃけょはす うくあ. ╉なくつっ-
ゃぇ つぇお ゃ ╇さぇお, ゃ ╉せぉぇ /“[ぇはす 
くぇ いっきはすぇ!“/ う こさう おけかっゅう けす 
]なゃっすしおうは しなのい. ]こっちうぇかくぇ 
あっくぇ. ] くっは うきぇ おぇおゃけ ょぇ しう 
おぇあって. ′け – いぇ しっぉっ しう すは 
おぇいゃぇ こさけしすけ: „╄ょうく あうゃけす 
– っょうく けすょっか う っょうく ちった“. ╁ 
„┿さしっくぇか“,  さぇいぉうさぇ しっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ  

しかっょゃぇくっすけ こさけきっくはす くぇつうくぇ え 
くぇ きうしかっくっ う し くけゃぇ いぇょなかぉけ
つっくけしす う  しうしすっきぇすうつくけしす すは  っ 
せぉっょっくぇ, つっ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけ
ょうくう っ くぇこうしぇかぇ くぇえ-ょけぉさけすけ 
しう. ╆ぇすけゃぇ おぇいゃぇ: “′うおけゅぇ いぇ 
くうとけ くっ っ おなしくけ!“. ╇ いぇさなつゃぇ: 
“╋かぇょうすっ ょぇ くっ しっ けすつぇえゃぇす“, ぇ 
けすつぇはくうっすけ うき, しこけさっょ ╊うかうは, 
うょゃぇ けす すけゃぇ, つっ しっ けすおなしゃぇす けす 
あうゃけすぇ, けす こさうさけょぇすぇ, いぇとけすけ 
くっ せきっはす ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ きぇか

おうすっ くっとぇ“.   
 ╁ すなさしっくっすけ くぇ すうは „きぇかおう“ 

くっとぇ けす あうゃけすぇ うょゃぇす けとっ 
くぇゃさっきっすけ う ゅけかっきうすっ しさっとう 
ゃ あうゃけすぇ くぇ ╊うかうは. ‶けおさぇえ 
つうつけ しう すは しっ いぇこけいくぇゃぇ し ╃けさぇ 
╂ぇぉっ う ╀ぇゅさはくぇ. ‶けきくう しさっとぇ
すぇ し ╋うたぇうか ╉さっきっく, しかせつうかぇ 
しっ こさう っょくぇ くっえくぇ さぇいたけょおぇ し 
』せょけきうさ うい ]けそうは. ′っ いぇぉさぇ
ゃは う さぇいきっくっくうすっ すけゅぇゃぇ ょせきう 
けおけかけ „[けきぇくなす くぇ ぅゃけさけゃ“, 
しかっょ おけっすけ, こけ うょっは くぇ ょはょけすけ 
くぇ ╊うかうは, うょゃぇ う くっえくけすけ こけ
いくぇくしすゃけすけ し ぉさぇすぇ くぇ ぅゃけさけゃ 
ゃ 』うさこぇく, し おけゅけすけ こけしかっ こけょ
ょなさあぇす ゃさないおぇ. ′はおけう けす こうし
きぇすぇ きせ ょけてかう こさう ╊うかうは つさっい 
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ. „〈けえ くっ 
けぉうつぇてっ ╊けさぇ“, おぇいゃぇ  ╊うかうは 
いぇ ぉさぇすぇ くぇ こけっすぇ, いぇ おけゅけすけ 
しっ ゅけゃけさう, つっ ょぇゃぇ くぇ ぅゃけさけゃ 
こうしすけかっすぇ くぇ せぉうえしすゃけすけ. ╊う
かうは  こけきくう う ぇおすさうしぇすぇ ╋ぇさぇ 
‶っくおけゃぇ, ぉかういおぇ こさうはすっかおぇ くぇ 
』せょけきうさ. 〈さう こなすう は っ こけしっとぇ
ゃぇかぇ ゃ ╆かぇすうちぇ, おなょっすけ すは しっ 
けすすっゅかは いぇさぇょう いょさぇゃっすけ しう.  ╆ぇ 
すぇき ╊うかうは たゃぇとぇ しかっょけぉっょくうは 

ゃかぇお けす ╉ぇいぇくかなお, こさっしこうゃぇ う 
しっ ゃさなとぇ くぇ ょさせゅぇすぇ しせすさうく. 
╋ぇさぇ ‶っくおけゃぇ しこけょっかは くはおけう 
くっとぇ し きかぇょぇすぇ こかっきっくくうちぇ. ┿ 
╊うかうは こけきくう ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ, 
ゃっつっ ゃ おなしくうすっ ゅけょうくう くぇ あう
ゃけすぇ しう, ぇおすさうしぇすぇ うょゃぇ すせお, いぇ 
ょぇ ゃいうきぇ けす 』せょけきうさ さぇいおぇいう, 
こけ おけうすけ ょぇ こさぇゃう しゃけえ さっちう
すぇか. 』せょけきうさ しっ てっゅせゃぇか こさっょ 
ょはょけすけ くぇ ╊うかうは: “〈ぇは ╋ぇさぇ せき 
くはきぇ! ′ぇ すうは ゅけょうくう う し すけは いぇ

ょせた うしおぇ ょぇ こさぇゃう さっちうすぇか...“. 
„‶っくおけゃぇ うきぇてっ ぉっいこけゅさってっく 
せしっす おなき くっゅけゃけすけ すゃけさつっしす
ゃけ. 〈は きけあってっ ょぇ せしっすう ぇす
きけしそっさぇすぇ くぇ 〈せさうは. ╆ぇとけすけ 
』せょけきうさ ゃうくぇゅう しっ はょけしゃぇてっ: 
“‶さぇゃはす けす きけうすっ さぇいおぇいう こぇ
くぇうさう...! ] ‶っくおけゃぇ くっ ぉってっ 
すぇおぇ“, おぇいゃぇ こかっきっくくうちぇすぇ くぇ 
╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう, おけはすけ 
しなとけ っ いぇぉっかはいぇかぇ くぇゃうおぇ ょぇ 
しっ ぇおちっくすうさぇ くぇ „てせきくけすけ“ ゃ 
くっゅけゃうすっ さぇいおぇいう. „[ぇいおぇいうすっ 
くぇ 』せょけきうさ くっ しぇ てけせ“, おぇいゃぇ 
╊うかうは – „〈っ しぇ こしうたけかけゅうは“. 
〈けえ, つさっい うくすっかっおすせぇかくうすっ くぇ
すさせこゃぇくうは ゃ しっきっえしすゃけすけ  くぇ 
ょぇしおぇかう,  しゃっとっくうちう う こっゃちう, 
けおさなあくう しなゃっすくうちう..., つさっい 
そぇきうかくぇすぇ  すさぇょうちうは, けこうさぇえ
おう しっ くぇ せしきうゃおぇすぇ くぇ けぉうお
くけゃっくうは つけゃっお, こうてっ し きくけゅけ 
かのぉけゃ, うょゃぇとぇ けす しっきっえしすゃけ
すけ, ょけこなかゃぇ こかっきっくくうちぇすぇ. ╇ 
おぇいゃぇ: “〈ぇき けきさぇいぇ くはきぇ. ╇きぇ
てっ こさうゃなさいぇくけしす  う ゃいぇうきけこけ
きけと:  ょぇ しう こけきぇゅぇきっ!“.     
╊うかうは しう いくぇっ: “┿い しなき ゃっ

しっかぇ, あういくっさぇょけしすくぇ, ぉな

ぉさうゃぇ う しないょぇゃぇき ぉかういけしす 
きっあょせ たけさぇすぇ. ╇ しっ はょけしゃぇき 
すけつくけ いぇ こけ ょゃぇ つぇしぇ – きう
くぇゃぇ きう ぉなさいけ“. 〈は くっ しこうさぇ 
ょぇ ゅけゃけさう し けくは „こさうこさはく“ 
ゅけゃけさ, おけえすけ っ いぇこけきくうかぇ う 
せ つうつけ しう 』せょけきうさ, くっ しこうさぇ 
ょぇ しっ しきっっ, ょぇ ゃっっ てぇさっくう 
さけおかう う てうさけおけこけかう てぇこおう 
こけ „╇しおさぇ“ – ゃっつっ ゃ けしきけ
すけ しう ょっしっすうかっすうっ, くぇしおけさけ 
けすこさぇいくせゃぇくけ  し けさゅぇくう
いぇちうは くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, おけはすけ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ は けすかうつう し 
ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっすくぇすぇ おくうゅぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁くうきぇくうっすけ, 
ょぇょっくけ え けす きっしすくぇすぇ けぉと
くけしす, ╃うきうすさけゃぇ きうしかう  ょぇ 
ゃなさくっ ゃ しなけすゃっすっく あっしす – 
うしおぇ ょぇ ょぇょっ ぉけゅぇすうは しう かう
つっく ぇさたうゃ くぇ おぇいぇくかなておうは 
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ“. 
]さっょ そぇきうかくうすっ ちっくくけしすう 
しぇ ゃけっくくうすっ ょくっゃくうちう けす 
╀ぇかおぇくしおぇすぇ う ¨すっつっしすゃっ
くぇすぇ ゃけえくぇ, くぇ ょはょけ え – ╂っ
けさゅう 』けさぉぇょあうえしおう, ぉさぇす 
くぇ 』せょけきうさ,  う くぇ ぉぇとぇ え – 
╃うきうすなさ ‶けょしおけつうっゃ, かうつ
くけ くぇゅさぇょっく けす きぇさてぇか 〈けか
ぉせたうく しかっょ ういきなおゃぇくっすけ くぇ 
しゃけは こけかお けす きうくくけすけ こけかっ 
おさぇえ ′ぇょおぇくうょあぇ.
 ╆ぇ あうゃけすぇ しう うきっくくけ ゃ ╉ぇ

いぇくかなお ╊うかうは くっ しなあぇかはゃぇ. 
〈さう こなすう けすおぇいゃぇかぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ]けそうは. ′っ くぇ こけしかっょくけ 
きはしすけ – う いぇさぇょう しなゃっすうすっ 
くぇ うきっくうすうは しう つうつけ, ういあう
ゃはか  うくすっさっしくうは しう あうゃけす 
ょぇかっつ けす しすけかうつくぇすぇ しせっすぇ. 
′け!  – くっこさっきっくくけ ょなさあぇか 
ゃさないおぇ しなし しすけかうつくうは おせか
すせさっく っかうす う ぉけたっきぇ. „¨すう
ゃぇき ゃ ]けそうは いぇ しゃっさはゃぇくっ 
くぇ つぇしけゃくうおぇ“, おぇいゃぇか 』せ
ょけきうさ. „′っ っ ╋ぇさぇ ゃうくけゃ
くぇ, つっ すけえ っ けしすぇくぇか すせお, 
ぇ いょさぇゃっすけ きせ う かせょぇすぇ きせ 
ゅかぇゃぇ!“, おぇいゃぇ こかっきっくくうちぇ
すぇ, おけはすけ さぇいおぇいゃぇ, つっ しすさぇ
たけゃっすっ けす すせぉっさおせかけいぇすぇ  ゃ 
さぇくくうすっ ゅけょうくう くぇ 』せょけきうさ 
しぇ っょくぇ けす こさうつうくうすっ ょぇ うい
ぉっさっ つうしすうは ゃないょせた くぇ さけょ
くぇすぇ ╃けかうくぇ. ╇ ぉかういけしすすぇ 
しなし しっきっえしすゃけすけ.       
‶さっょ こけさすぇすぇ くぇ すぇいゅけょうて

くうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 
╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ しう しこけきくは 
いぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ 』せょけきうさ 
う たせょけあくうつおぇすぇ ╋ぇさぇ ′けくけ
ゃぇ, つううすけ おぇさすうくう こさっょしすけう 
ょぇ ゃうょうき  ゃ っおしこけいうちうは ゃ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╇いかけあぉぇすぇ っ つぇしす 
けす しなぉうすうはすぇ ゃ こさぇいくうちう
すっ. ╁ こさけゅさぇきぇすぇ っ ゃおかのつっ
くぇ う くぇせつくぇ おけくそっさっくちうは 
„』せょけきうさ う くぇてっすけ しなゃさっ
きうっ“, ゃ おけはすけ ╃うきうすさけゃぇ とっ 
せつぇしすゃぇ しなし しゃけえ ょけおかぇょ, 
うきっくくけ こけ すっきぇすぇ いぇ しっきっえ
くうすっ すさぇょうちうう.   

《ねあさうあこてか たちそおひしきかせけかてそ う
つしかおうあはけみ いちそこ 102

せあ „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし“

しっくぇか“. ╇いぉけさなす: ╉ぇいぇくかなお うょゃぇ しかっょ ぇゅうすぇちうは 
くぇ きかぇょ ぇさしっくぇかっち しさっょ ょうこかけきぇくすうすっ-たうきうちう. 
』っすうさう きけきうつっすぇ けす すはた うょゃぇす ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
〈ぇおぇ うくあっくっさ ╃っつっゃぇ, ゃきっしすけ ゃ たうきおけきぉうくぇすぇ ゃ 
╃うきうすさけゃゅさぇょ, ぉかういけ ょけ さけょくけすけ 》ぇしおけゃけ, こさっい 
1958-きぇ こけこぇょぇ ゃ  ‶うさけすったくぇ くぇ ╆ぇゃけょ 10: きぇか-
おうすっ おなとうつおう しぇ こけすけこっくう ゃ こさけかっすくけ いっかっくけ.  ┿ 
- „╀ぇさせすくぇ ぉってっ おぇすけ ╀さぇいうかしおぇ ┿きぇいけくうは!“ ¨とっ 
こなさゃうは ょっく いぇょ こけさすぇかぇ うくあ. ╃っつっゃぇ しっ ういせきはゃぇ: 
せしっとぇ しっ おぇすけ ゃなゃ ゃぇおぇくちうけくくけ しっかうとっ. 〈けかおけゃぇ 
っ いっかっくけ, つうしすけ う すうたけ. ╁っつっ いくぇっかぇ おぇおゃけ っ  たう-
きうつっしおう いぇゃけょ, すぇ – しこさはきけ すけゃぇ, „┿さしっくぇか“ え しっ 
しすけさうか さぇえ. ′うおぇお ょぇあっ くっ しなあぇかはゃぇ, つっ っ ょけてかぇ 
すぇき. ╆ぇ きぇかおけ – いぇ 32 ゅけょうくう. 
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╀かういけ 90 しぇ ゃっつっ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう ゃ ╃ぃ【 《╉ „┿さしっ
くぇか 2000“. ╋くけゅけ けす すはた しぇ きくけゅけけぉっとぇゃぇとう ゃっつっ ぉなょっとう そせす
ぉけかくう すぇかぇくすう う うきっくぇ. ╁っつっ こけさっょっく ぉさけえ ゅう こさっょしすぇゃはきっ ゃ しこっ
ちうぇかくぇすぇ くう させぉさうおぇ. ] はしくぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ, ぇおけ しっゅぇ しぇ こさけしすけ 
ょっちぇ, おけうすけ けぉうつぇす そせすぉけかぇ, っょうく ょっく きくけゅけ けす すはた とっ しぇ ゅけかはきぇ 
くけゃうくぇ.

〈さうすっ うきっくぇ:

ぃしっうく
‶ぇすっか

╂けょうくう:

〉つうかうとっ:

‶╂〈〈╋ ‶さけそっしうけくぇか
くぇ ゅうきくぇいうは こけ すさぇくし
こけさす う すさぇくしこけさすっく きっ
くうょあきなくす

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╊はゃ けそぇくいうゃっく たぇかそ う 
くぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╉さうしすうぇくけ [けくぇかょけ, 
《╉ [っぇか ╋ぇょさうょ

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしす

ごÑó ó çó¢
* 20 きぇさす - ╁けっくっく おかせぉ – 19:00 つ.
„‶けょ けおけ“ – しこっおすぇおなか くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ“ 

* 20 きぇさす – ′』 „╇しおさぇ-1860“ - 18:30 つ. 
„‶さけかっすくけ ゃょなたくけゃっくうっ“ - おけくちっさす くぇ たせょけあっしすゃっくう そけさきぇちうう

* 21 きぇさす - せか. 
„╇しおさぇ“ 4 - 11:00 つ.
„‶さけかっすくう ゅけしすう“- 

しこっおすぇおなか いぇ ょっちぇ くぇ 
すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつう
っゃ“ 

* 23 きぇさす - ¨〉“ ╂. 
╉うさおけゃ“ - 9:00 つ.
¨ぉとうくしおけ こなさゃっく

しすゃけ こけ てぇたきぇす 

* 23 きぇさす – ′』 
„╇しおさぇ-1860“ - 
19:00 つ.
„╂けょっあ“ – おけきっょうは 

けす ]なさぉうしかぇゃ ╋うく
おけゃうつ, しこっおすぇおなか くぇ  
╋かぇょっあおぇすぇ すっぇすさぇか
くぇ しすせょうは し さなおけゃけ
ょうすっか ╋ぇは ]すけはくけゃぇ  

25 きぇさす - 1 ぇこさうか  - 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 

* 26 きぇさす -  ╁けっくっく おかせぉ  - 17:00 つ.
╉けくちっさす, こけしゃっすっく くぇ 25-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ ]なのいぇ くぇ けそうちっさうすっ う しっさ

あぇくすうすっ けす いぇこぇしぇ 

* 26 きぇさす – しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” - 9:00 つ.
¨ぉとうくしおけ こなさゃっくしすゃけ こけ かっおぇ ぇすかっすうおぇ 

* 28 きぇさす – かっすうとっ ¨ゃけとくうお  - 10:00 つ.
′ぇちうけくぇかっく しなぉけさ いぇ おせこぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお こけ きけょっかういなき

* 28 きぇさす – ╁けっくっく おかせぉ  - 16:00 つ.
╉けくちっさす  - 30 ゅけょうくう ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „╄たけ“ 

╇くそけさきぇちうは いぇ しこっおすぇおかうすっ  こけ ゃさっきっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう 
- ゃ ╇くそけちっくすなさぇ  くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4.

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ こさうかうつぇて?

[けくぇかょうくぬけ, いぇとけすけ っ っょうく けす おさぇかっすっ くぇ そせすぉけかぇ.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

ぃあせつ

『そおそしまいけう きかつて

〉けさそしあこ ¨いとのかう つたそすそはかつてうそうあてかし せあ ねかつてうあせかてそ
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〈ぇおぇ けぉけぉとう ぇさしっくぇかしおけすけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ ういかけあっくうっすけ ういこなかくうすっか-
くうはす  ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ „ ┿さしっくぇか 2000“ - 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ,  つうえすけ しかせあうすっかう こけょゅけすゃはす せつぇしすうはすぇ う こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ 
„┿さしっくぇか“ ゃ すっいう しゃっすけゃくう そけさせきう う さぇぉけすはす こけ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ くけゃう-
すっ ょけゅけゃけさう. 
╉ぇすけ さっいせかすぇす けす こさけょなかあうすっかくうすっ せしうかうは くぇ ちっかうは っおうこ くぇ „┿さしっ-

くぇか“ う けす こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ せつぇしすうっすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ すけゃぇ ういかけあっくうっ, 
そぇおすうつっしおう しっ ゃさなとぇきっ し くはおけかおけ くけゃう ゅけかっきう けこちうう いぇ ょけゅけゃけさう う 
さっぇかくう すぇおうゃぇ, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.  ′ぇ こさぇお-
すうおぇ すけゃぇ っ くぇえ-せしこってくけすけ せつぇしすうっ くぇ そうさきぇすぇ ゃ すけゃぇ こさっしすうあくけ うい-
かけあっくうっ, おけっすけ いぇすゃなさあょぇゃぇ しゃっすけゃくうは うきうょあ くぇ きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか“. 
〈けいう ういゃけょ しっ こけすゃなさあょぇゃぇ う けす そぇおすぇ, つっ ゅけかっきうすっ おけくおせさっくすう くぇ 

„┿さしっくぇか“ けす つせあぉうくぇ  あうゃけ しぇ しっ うくすっさっしせゃぇかう けす けこうすぇ くぇ くぇえ- ゅけかは-
きぇすぇ そうさきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  ゃ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは. 
〈けゃぇ っ たせぉぇゃけ, くけ う けとっ こけゃっつっ いぇょなかあぇゃぇ けすおなき おぇつっしすゃけ う ゃうしけすぇ, 

おぇすっゅけさうつっく っ ╇ぉせてっゃ.
╁ しすけかうちぇすぇ くぇ ┿さぇぉしおうすっ っきうさしすゃぇ ┿ぉせ ╃ぇぉう „┿さしっくぇか“ しっ こさっょしすぇゃう 

しなし 100 ういょっかうは けす しゃけはすぇ こさけょせおすけゃぇ ゅぇきぇ くぇ こかけと けす 30 おゃ. きっすさぇ.  
╃けぉさぇすぇ かけおぇちうは くぇ こぇゃうかうけくぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ゅけ っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ っょうく 
けす  ぇおちっくすうすっ くぇ ういかけあっくうっすけ. 
]かっょゃぇとけすけ ゅけかはきけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ しゃっすけゃくけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ 

そうさきぇすぇ っ こさっい しかっょゃぇとうは きっしっち ゃ ╀さぇいうかうは. ¨す 14-すう ょけ 17-すう ぇこさうか 
ゃ [うけ ょっ ╅ぇくっえさけ っ こけさっょくけすけ ういかけあっくうっ LAAD, くぇ おけっすけ とっ しっ ょっきけく-
しすさうさぇす ゃないきけあくけしすうすっ う こさけょせおすけゃぇすぇ ゅぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 
〈けゃぇ とっ っ 5-すけすけ こけさっょ せつぇしすうっ くぇ そうさきぇすぇ ゃ ぉさぇいうかしおけすけ ういかけあっ-

くうっ. 20 おゃ. きっすさぇ う 2-きぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ そうさきぇすぇ とっ ぉさぇくはす つっしすすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか“ う とっ すなさしはす けとっ くけゃう こぇさすくぬけさう う ゃないきけあくけしすう いぇ くけゃう 
ょけゅけゃけさう . 
』ぇおぇ くう きくけゅけ さぇぉけすぇ, おぇすっゅけさうつっく っ う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 2000“ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.
                                                          ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╅『』╊〉╅]“ 』 〉《╇ ╉¨『╊[【《『 》《 『╊╋¨〈╅

╉╇╅〈╅ [╅′╅〉]ぇぁ╅〉¨ ╇ ]】╇ぇ『╅

《【╆╊]っ′╇╅〉╊ 〉╅ 〉╅を¨《〉╅]〉¨っ 》『╅′〉¨[ 〉╅ 
╆ぇ]╈╅『¨っ ╇ ╈『╅╉ [¨ぃ¨〉╊╇

′けゃうはす ょうさっおすけさ っ ぇさしっくぇかしおう しうく. [けょうすっかうすっ きせ しぇ ぉうかう ぇさしっくぇか-
ちう. ╀ぇとぇ きせ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, けしゃっく, つっ っ さぇぉけすうか ゃ „┿さしっくぇか“, っ ゃないこう-
すぇくうお くぇ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ. ╋ぇえおぇ 
きせ -  ]かぇゃおぇ 》さうしすけゃぇ, っ ょなかゅけゅけょうてっく しかせあうすっか ゃ しおかぇょ くぇ いぇゃけょ 5.  
‶っすなさ ‶っすさけゃ っ いけょうは ]おけさこうけく. ¨こさっょっかは しっ う おぇすけ いぇこぇかっく てぇたきぇ-

すうしす う こけつうすぇすっか くぇ させしおぇすぇ うしすけさうは, けしけぉっくけ けす こっさうけょぇ  きっあょせ 1917 
う 1941 ゅけょうくぇ. ╃っかう しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ きっあょせ しっきっえしすゃけすけ, てぇたぇ う 
けゃつぇさしおけすけ しう おせつっ ╋うおぇっかぇ. 
¨ぉうつぇ ょぇ つっすっ. ╊のぉうきうすっ きせ おくうゅう しぇ „《うくぇくしうしすなす“, „〈うすぇく“ う „]すけうお“.  
《うかきなす, おけえすけ くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ きせ けきさないくっ, っ „╀はかけすけ しかなくちっ くぇ こせし-

すうくはすぇ“. 
] さぇぉけすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか“ しっ くぇょはゃぇ ょぇ っ こけかっいっく くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 

う くぇ ちっかうは おけかっおすうゃ. 
                                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ ╃ゃぇきぇ ょせてう けす ╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょぇす ゃおかのつっくう ゃ けそうちうぇかくぇすぇ ょっかっゅぇちうは いぇ こさっょしすぇ

ゃはくっすけ くぇ さっゅうけくぇ ゃ こぇさうあおうは „╊せゃなさ“. 〈けゃぇ とっ しすぇくっ しかっょ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ ぇくおっすぇ 
しさっょ あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╁ ょけこうすゃぇくっすけ, けさゅぇくういうさぇくけ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しぇ 
ゃおかのつっくう ょゃぇ ゃなこさけしぇ - „╉けう しぇ ぉけゅぇすしすゃぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃうょう しゃっ
すなす“ う „╉ぇおゃぇ っ ゃういうすおぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しこけさっょ こけこなかゃぇとうは ぇくおっすぇすぇ“.

‶けこなかくっくぇすぇ ぉかぇくおぇ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こせしくぇすぇ ゃ っょくぇ けす ょゃっすっ しこっちうぇかくけ こけしすぇゃっくう 
おせすうう, くぇきうさぇとう しっ ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか. „╇しおさぇ“ わ 
4 う ゃ ╃っかけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ わ 6.

╀かぇくおうすっ きけゅぇす ょぇ しっ ういすっゅかはす けす うくすっさくっす しすさぇくうちぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
www.kazanlak.bg ゃ させぉさうおぇすぇ „‶さっしちっくすなさ“ ゃ こさうおぇつっく そぇえか おなき すけいう すっおしす 
うかう ょぇ しっ ゃいっきぇす くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ しぇ こけしすぇゃっくう おせすううすっ. ‶けこなかくっくぇすぇ ぇく
おっすぇ きけあっ ょぇ しっ ういこさぇすう う ゃ しおぇくうさぇく ゃうょ くぇ e-mail ぇょさっしぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお: mayor@kazanlak.bg.

]さけおなす いぇ せつぇしすうっ ゃ ぇくおっすぇすぇ っ 31 きぇさす 2015 ゅ. ′ぇ 2 ぇこさうか 2015 ゅ. ゃ こさうしなしす
ゃうっすけ くぇ くけすぇさうせし とっ ぉなょぇす ういすっゅかっくう うきっくぇすぇ くぇ ょゃぇきぇ せつぇしすくうちう, おけうすけ とっ ぉなょぇす 
ゃおかのつっくう ゃ けそうちうぇかくぇすぇ ょっかっゅぇちうは けす ╉ぇいぇくかなお いぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ ゅさぇょぇ くぇ さけいう
すっ ゃ ‶ぇさうあ.

                                    ‶さっしちっくすなさ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

]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” ┿╃ っ つぇしす けす そうさきっくぇ-

すぇ こけかうすうおぇ いぇ こさうゃかうつぇくっ くぇ きかぇょう 
しこっちうぇかうしすう, くぇ おけうすけ ょさせあっしすゃけすけ 

けしうゅせさはゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ さぇいゃうすうっ う 
こけしすうゅぇくっ くぇ ゃうしけおう しすっこっくう ゃ こさけそっ-
しうけくぇかくぇすぇ さっぇかういぇちうは.
╃けしっゅぇ しっ けすこせしおぇたぇ しすうこっくょうう くぇ 

けぉせつぇゃぇとうすっ しっ ゃ ‶かけゃょうゃしおうは そうかう-
ぇか くぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす – ]け-
そうは, こけ しこっちうぇかくけしすすぇ “¨さなあっえくけ う 
ぉけっこさうこぇしくけ こさけういゃけょしすゃけ” ゃなゃ そぇ-
おせかすっす  “╋ぇてうくけしすさけっくっ う せさっょけしすさけ-
っくっ”.
¨す 2015 ゅ. おなき ]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ 

こさけゅさぇきぇ しっ ょけぉぇゃはす う けぉせつぇゃぇとう しっ 
しすせょっくすう  けす うくあっくっさくうすっ しこっちうぇか-
くけしすう くぇ  〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
- ]けそうは う 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
-╂ぇぉさけゃけ, おぇおすけ う うくあっくっさくけ-たうきう-
つっしおう  しこっちうぇかくけしすう けす 》うきうおけ-すった-
くけかけゅうつくうは う ╋っすぇかせさゅうつくうは せくうゃっさ-
しうすっす - ]けそうは う 〉くうゃっさしうすっすぇ „‶さけそ. 
ょ-さ ┿しっく ╆かぇすぇさけゃ“ – ╀せさゅぇし, うきぇとう 
こさうかけあっくうっ ゃなゃ そうさきぇすぇ.
╆ぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ し 

こさっょうきしすゃけ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
いぇゃなさてうかうすっ しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇ-

‶け こけゃけょ ′ぇちうけくぇかくうは 
こさぇいくうお くぇ ╀なかゅぇさうは 〈さっ-

すう きぇさす う 137-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
¨しゃけぉけあょっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは 
‶けしけかしすゃけすけ くぇ [っこせぉかうおぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ [っこせぉかうおぇ ╋けかょけ-
ゃぇ けさゅぇくういうさぇ くぇ 03.03. 2015 
ゅ. ちっさっきけくうは こけ こけかぇゅぇくっ くぇ 
ちゃっすは くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ けこなか-
つっくちうすっ ゃ ゅさ. ╉うてうくっゃ, こさぇい-
くうつっく おけくちっさす う こさうっき.
′ぇ ちっさっきけくうはすぇ こけ こけょくぇしは-

くっ くぇ ちゃっすは くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ 
けこなかつっくちうすっ ゃ ゅさ. ╉うてうくっゃ 
しっ ゃおかのつうたぇ ぉかういけ 150 ょせてう. 
¨す きけかょけゃしおぇ しすさぇくぇ ゃいったぇ 
せつぇしすうっ いぇきっしすくうお-きうくうし-
すなさなす くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう う 
っゃさけこっえしおぇすぇ うくすっゅさぇちうは くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╋けかょけゃぇ ゅ-く 〈せょけさ 
〉かはくけゃしおう う ょうさっおすけさなす くぇ 
╃うさっおちうは 『っくすさぇかくぇ う ぃゅけ-
ういすけつくぇ ╄ゃさけこぇ ゅ-く 】っそぇく 
╀せつのしおぇくせ.
╁ きっさけこさうはすうっすけ せつぇしすゃぇたぇ 

けとっ こけしかぇくうちう, ょうこかけきぇすう, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ けさゅぇくういぇ-
ちうう けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉとくけしす う 
きけかょけゃしおう ゅさぇあょぇくう. ╁ きっさけ-
こさうはすうっすけ ぇおすうゃくけ しっ ゃおかの-
つうたぇ こさっこけょぇゃぇすっかう う せつっくう-
ちう けす ╀なかゅぇさしおうは 〈っけさっすうつっく 
かうちっえ „╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ ╉う-
てうくっゃ, おけうすけ ぉはたぇ こけょゅけすゃう-

くうっ せつっくうちう けす おぇいぇくかなておうすっ せつう-
かうとぇ, くっいぇゃうしうきけ けす こさけそうかぇ うき う 
こさうっすう いぇ しすせょっくすう, おぇおすけ う ゃっつっ けぉせ-
つぇゃぇとう しっ くぇ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ しすっこっく こけ 

すっいう しこっちうぇかくけしすう.
╆ぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっ そうさきぇすぇ とっ 

けしうゅせさはゃぇ きっしっつくう しすうこっくょうう くぇ しすせ-
ょっくすうすっ う とっ ういこかぇとぇ すったくうすっ しっきっ-
しすさうぇかくう すぇおしう. 〈っいう しせきう こさっょしすぇ-
ゃかはゃぇす いくぇつうすっかくけ こっさけ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ 
ゃしはおけ しっきっえしすゃけ しなし しすせょっくす-しすうこっく-
ょうぇくす.
]かっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉ-

さぇいけゃぇくうっ ゃしうつおう しすうこっくょうぇくすう とっ 
うきぇす けしうゅせさっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ こけ しこっ-
ちうぇかくけしすすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, ゅぇさぇくすうさぇくけ 
けす ょゃせしすさぇくくけ こけょこうしぇく ょけゅけゃけさ. 

╉ぇくょうょぇす-しすうこっくょうぇくすう きけゅぇす ょぇ うい-
こさぇすはす CV う きけすうゃぇちうけくくけ こうしきけ くぇ 
っ-ぇょさっし
kadri@arsenal-bg.com 
うかう くぇ こけとっくしおう ぇょさっし  ぉせか. ”[けいけ-

ゃぇ ょけかうくぇ” わ100, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお,
すっか. 0431/6-31-33.

╇くそけさきぇちうはすぇ っ こけょゅけすゃっくぇ けす 
けすょっか „╉ぇょさう” くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃

かう こさけゅさぇきぇ, こけしゃっすっくぇ くぇ 
こさぇいくうおぇ.
′ぇ けさゅぇくういうさぇくうは けす こけ-

しけかしすゃけすけ こさうっき ぉはたぇ こけおぇ-
くっくう う こさうしなしすゃぇたぇ こさっょ-

しすぇゃうすっかう くぇ ょなさあぇゃくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╋けかょけゃぇ, 
ょうこかけきぇすうつっしおうは おけさこせし, 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉとくけしす, ょっえ-
ちう くぇ くぇせおぇすぇ う おせかすせさぇすぇ, 
]╋╇, ぉういくっしきっくう. ╁ さぇきおう-
すっ くぇ けそうちうぇかくぇすぇ つぇしす くぇ 

こさうっきぇ ぉってっ こさけういくっしっくけ 
しかけゃけ けす ういゃなくさっょくうは う こなか-
くけきけとっく こけしかぇくうお くぇ [っこせ-
ぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ [っこせぉかうおぇ 
╋けかょけゃぇ ゅ-く ‶っすなさ ╁なかけゃ, ゃ 

おけっすけ ぉってっ けすぉっかはいぇくけ うしすけ-
さうつっしおけすけ いくぇつっくうっ くぇ 〈さっ-
すう きぇさす. ′ぇ こさうっきぇ こさうしなしす-
ゃぇたぇ くぇょ 250 ょせてう.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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„1-うそ しけぬか かおけせつてうかせそ ねけつしそ”

╅ちつかせあしつさけ なとちいそし╇あきせそ つひそいはかせけか!
] 8 ゅけかぇ  けすおさう ゃすけさうは こけかせしっいけく ╃っすしおけ-のくけてっ-

しおうはす そせすぉけかっく けすぉけさ „┿さしっくぇか 2000“. ╋かぇょうすっ 
ぇさしっくぇかしおう そせすぉけかくう くぇょっあょう けす くぇぉけさ 2000/2001- 
ょっちぇ こけぉっょうたぇ ゅさぇょしおうは しう しなこっさくうお “[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ 
し 4:1, し っょくけ こけこぇょっくうっ くぇ ╃あっきうか ¨さたぇく う たっすさうお くぇ 
╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ.
‶さう こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ-ょっちぇ „┿さしっくぇか 2000“  

けすくけゃけ しっ くぇかけあう し せぉっょうすっかくけすけ 4:0, おぇすけ すけつくう 
ぉはたぇ 『ゃっすけきうさ 『ぇくっゃ し 2 ゅけかぇ, ]すっそぇく [ぇつっゃ し 1 ゅけか う 
╉さうしすうはく 』っさくっゃ しなとけ し 1 こけこぇょっくうっ ゃ きさっあぇすぇ. 
╆ぇ しかっょゃぇとうは しう きぇつ 《╉ „┿さしっくぇか 2000“ ゅけしすせゃぇ くぇ  

けすぉけさぇ くぇ „╀けすっゃ“, ゅさ. ╂なかなぉけゃけ.
╁ くっょっかは, 22-さう きぇさす, いぇこけつゃぇす う しさっとうすっ いぇ のくけ-

てう - きかぇょてぇ ゃないさぇしす. ┿さしっくぇかしおうすっ そせすぉけかうしすう ょけ-
きぇおうくしすゃぇす くぇ 《╉ „]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ“.

    ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

〈せお きう たぇさっしゃぇ! 

╃けゃけかくぇ しなき!
╇ おけかっおすうゃなす - たせぉぇゃ!
╇ ちったなす - きけょっさっく.

〈けゃぇ しぇ ょせきう  くぇ ょゃっ けす 
くぇょ 500-すっ くけゃう さぇぉけすくうつ-
おう, こさうっすう ゃ いぇゃけょ 4 くぇ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお いぇ 
こけしかっょくぇすぇ こけかけゃうく ゅけょうくぇ. 
〈っ しぇ くぇ 29-ゅけょうてくぇすぇ ]っゃ-
ょあぇく けす ちった 130 くぇ いぇゃけょぇ 
う くぇ 38-ゅけょうてくぇすぇ ╃っかおぇ けす 
ちった 170.  ╇ ょゃっすっ しぇ けす しさぇゃ-
くうすっかくけ くけゃうすっ  さぇぉけすくうちう 
ゃ いぇゃけょぇ, くぇっきぇくう いぇさぇょう 
さぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ ょっえくけしすすぇ 
う さぇいさぇしすゃぇくっすけ くぇ ぇくゅぇあう-
きっくすうすっ くぇ ぉぇいぇ しおかのつっくう-
すっ ょなかゅけしさけつくう ょけゅけゃけさう いぇ 
こさけょせおちうは. 
╇ ]っゃょあぇく, う ╃っかおぇ, こさっょう 

ょぇ こけょぇょぇす  きけかぉう いぇ さぇぉけ-
すぇ ゃ „┿さしっくぇか”, しぇ  さぇぉけすうかう 
くぇ すさせょけゃう ょけゅけゃけさう  ゃ ょさせ-
ゅう そうさきう, くけ しぇ こさっょこけつっ-
かう すぇいう いぇさぇょう こけ-ゃうしけおうすっ  
いぇこかぇすう う ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
こけかせつぇゃぇて すけゃぇ, おけっすけ しう 
ういさぇぉけすうて, いぇさぇょう ぉけくせしうすっ 
おなき すはた, ょけぉさぇすぇ う けすゅけゃけさくぇ 
しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, ぉっいこかぇす-
くうは すさぇくしこけさす ょけ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ う ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
うきぇす さぇぉけすぇ いぇ ょなかなゅ こっさうけょ 
けす ゃさっきっ. 
╇ すせお しなき くぇ しきっくう, くけ 

ゃしうつおけ っ きくけゅけ ょけぉさっ せさっょっ-
くけ, おけかっゅうすっ しぇ くっゃっさけはすくう, 
くぇつぇかくうおなす - ょけぉなさ, っ すっいぇすぇ 
くぇ 29-ゅけょうてくぇすぇ ]っゃょあぇく. 
╆ぇ ╃っかおぇ ぉけくせしうすっ しぇ けとっ 
こけゃっつっ: さっょけゃくぇ う こけ-ゃうしけ-

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ-
こけつゃぇ おぇきこぇくうは こけ こけ-

つうしすゃぇくっ くぇ ゅさぇょぇ こけょ きけ-
すけすけ „]すなこおぇ こけ しすなこおぇ おなき 
ゅさぇょ し くせかっゃう けすこぇょなちう“. 
′ぇょっあょぇすぇ っ, つっ おぇきこぇくう-
はすぇ とっ ぉなょっ こけょおさっこっくぇ けす 
ゅさぇあょぇくうすっ う ぉういくっしぇ, おぇすけ 
しっ ゃおかのつぇす ゃ うくうちうぇすうゃうすっ, 
くぇしけつっくう おなき くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
けすこぇょなちうすっ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ. ╂けかはきぇすぇ ちっか 

っ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ こさっゃなさくっ 
ゃ„╂さぇょ し くせかっゃう けすこぇょなちう“.
‶なさゃぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ っ 

‶さっょゃっかうおょっくしおぇ おぇきこぇくうは, 
おけはすけ とっ しっ こさけゃっょっ ゃ こっさう-
けょぇ 26. 03 - 29. 03. 2015 ゅ. 
いぇ さぇいょっかくけ しなぉうさぇくっ くぇ うい-
かっいかう けす せこけすさっぉぇ ょけきぇおうく-
しおう っかっおすさけせさっょう, くっくせあくう 
しすぇさう ょさったう う っょさけゅぇぉぇさうす-
くう けすこぇょなちう – きっぉっかう.
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しなゃ-

〈っ』【《, 〉╅ [《╊【《 〈《╋╊ぃ ╉╅ 』╊ 》《』╇╊【¨ぃ 

╈『╅╉ ╆╊′ 《【》╅╉ぇを¨!
‶けさぇょう せゃっかうつぇゃぇくっ けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇぉうさぇ さぇぉけすくうちう 

いぇ ょなかゅけしさけつっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ いぇ しかっょくうすっ こさけそっしうう:

•	 きけくすぇあくうお ういょっかうは けす きっすぇか /ぉけっこさうこぇしう/;
•	 けこっさぇすけさ くぇ こさっしぇ きっすぇか;
•	 てかけしっさ;
•	 しすさせゅぇさ;
•	 そさっいうしす;
•	 てかぇえそうしす;
•	 けこっさぇすけさ くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう し 『‶〉;
•	 くぇしすさけえつうお;
•	 けおぇつっしすゃうすっか;
•	 うくしすさせきっくすぇかつうお;
•	 かっはさ;
•	 ょさせゅう.

¨しうゅせさっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 4 – こかけとぇょおぇ 
╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇくかなお, ̈ ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, 
╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ う ╋なゅかうあ. 
[ぇぉけすぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ う くぇ しきっくっく さっあうき.

╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う こっくしうけくっさう し けこうす う しすぇあ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 
╁しうつおう おぇくょうょぇすう いぇ けぉはゃっくうすっ こけいうちうう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす けぉさぇ-

いけゃぇすっかっく ちっくい: いぇゃなさてっくけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ うかう ょけこなかくう-
すっかくけ こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは う すさせょけゃ しすぇあ.

╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ う こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう いぇ さぇぉけすぇ う いぇ ゃたけ-
ょはとけ うくすっさゃの – ゃ „‶さうっきくぇ”, けそうし わ4, くぇ 50 き. のあくけ けす ちっく-
すさぇかくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ (ゃしっおう さぇぉけすっく ょっく けす 14.00 ょけ 
15:00 つぇしぇ) うかう こけ っかっおすさけくっく こなす
Email: kadri@arsenal-bg.com
www.arsenal.bg

‶ぇおっす ょけおせきっくすう きけあっ ょぇ しっ こけかせつう う けす ゅうてっ „‶さけこせしおう”, 
ちっくすさぇかっく こけさすぇか
(ゃしっおう さぇぉけすっく ょっく けす 08.00 ょけ 16.30 つぇしぇ).

╆ぇ おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは: 
すっか: 0431/63133, 0431/57747 

だß　çí

	 	 	 	 ,	 	 	 :
* официална категория - 2* /две звезди/ 

* рецепция - 24 часа 

* разстояние до плаж - 50 м. 

* лоби бар - 24 часа 

* басейн - безплатно ползване на шезлонг и чадър.

* фитнес уреди на открито - безплатно

* мини голф - платен 

* основен ресторант за изхранване на блок маса 

* паркинг - платен 

* стаи с 2 и 3 основни легла - тоалетна, душ, мини бар, 
телевизор с каб. оператор

* климатик индивидуален - платен

おぇ けす こさっょたけょくぇすぇ きっしすけさぇ-
ぉけすぇ いぇこかぇすぇ, ゃぇせつっさうすっ けす 
40 かっゃぇ きっしっつくけ いぇ たさぇくぇ, 
すけこかうはす けぉはょ ゃなゃ そうさきっくうは 
しすけか, おけえすけ こけいゃけかはゃぇ  いぇ 
2-2,50 かっゃぇ ょぇ しっ くぇたさぇくうて  
ょけぉさっ.  ╆ぇ ╃っかおぇ, おけはすけ こなすせ-

ゃぇ けす しっかけ くぇ けおけかけ 15 おうかけ-
きっすさぇ けす きっしすけさぇぉけすぇすぇ え,  けす 
けしけぉっくぇ ゃぇあくけしす っ ょけぉぇゃおぇすぇ 
けす 150 かっゃぇ, おけはすけ しっ ょぇゃぇ くぇ 
ゃしうつおう さぇぉけすっとう ゃ いぇゃけょうすっ  

3 う 4 くぇ „┿さしっくぇか” いぇ けすょぇかっ-
つっくけしす くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ.  
╆ぇっょくけ し せゃっかうつっくうすっ し 10% 
けす くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
けしくけゃくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう くぇ 
ゃしうつおう いぇっすう ゃ „┿さしっくぇか”, 
こぇさうすっ しすぇゃぇす けとっ こけゃっつっ. ╁ 

しっきっえしすゃけすけ くぇ  ╃っかおぇ ょゃぇきぇ 
しぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すっいう ょゃぇ いぇ-
ゃけょぇ いぇ ぉけっこさうこぇしう, ぇ けぉとけ 
すさうきぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おけうすけ きっ-
しっつくけ こけかせつぇゃぇす 120 かっゃぇ 

こけょ そけさきぇすぇ くぇ ゃぇせつっさう. 

〈けゃぇ しぇ こぇさう, おけうすけ
さってぇゃぇす ょけ ゅけかはきぇ
しすっこっく う ゃなこさけしぇ し
たさぇくぇすぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ,
おぇすっゅけさうつくぇ っ すは. 

 ╇ ょゃっすっ くけゃう さぇぉけすくうつおう, 
くぇっすう ゃ ちったけゃっすっ  くぇ いぇゃけょ 
4, くっ しこっしすはゃぇす  う ょさせゅけ: 
さぇょせてくけすけ こさうっきぇくっ けす おけ-
かっおすうゃうすっ うき, けすいうゃつうゃけしす-
すぇ くぇ こけ-しすぇさうすっ さぇぉけすくうちう 
ょぇ ゅう くぇせつぇす くぇ すなくおけしすうすっ 
ゃ さぇぉけすぇすぇ,  ゃなすさってくうはす おけ-
かっおすうゃっく あうゃけす う きぇかおうすっ 
こさぇいくうちう  ゃ しぇきうすっ ちったけゃっ 
う しきっくう, ゅさうあぇすぇ う けすくけてっ-
くうっすけ, おけっすけ しさっとぇす けすしすさぇ-
くぇ くぇ くぇつぇかくうお- ちったけゃっすっ 
しう, けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ いぇ-
ゃけょぇ う かうつくけ けす ういこなかくうすっか-
くうは  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. 
¨しゃっく ょけぉぇゃおうすっ いぇ けすょぇかっ-

つっくけしす くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ けす 
150 かっゃぇ きっしっつくけ こさう こなかっく 
ちうおなか くぇ きっしっち, さぇぉけすぇ くぇ 
ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは すさせょ, ぉっい-
こかぇすくうは すさぇくしこけさす けす う ょけ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ, ゃぇせつっさうすっ 
いぇ たさぇくぇ,  ゃないきけあくけしすすぇ いぇ 
っゃすうく けぉはょ, しかせあっぉくぇすぇ こっ-
さぇかくは  いぇ さぇぉけすくけすけ けぉかっお-
かけ, ぉっいこかぇすくけすけ きっょうちうくしおけ 
けぉしかせあゃぇくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ いぇゃけょぇ, ょけしすなこぇ ょけ ╋っ-
ょうちうくしおうは ちっくすなさ くぇ „┿さしっ-
くぇか” し くせあくうすっ しこっちうぇかうしすう 
う こさけそうかぇおすうつくう こさけゅさぇきう, 
いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ くぇ そうさきぇすぇ, 
っ  けぉさぇいちけゃぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょう-

くぇ いぇ ょっちぇすぇ くぇ  さぇぉけすっとう-
すっ ゃ „┿さしっくぇか” う ぉっいこかぇすくぇ-
すぇ こけつうゃおぇ ゃなゃ そうさきっくぇすぇ 
しすぇくちうは ゃ ′っしっぉなさ いぇ くぇえ- 
ょけぉさうすっ さぇぉけすくうちう う しかせ-
あうすっかう, おぇおすけ う けすしすなこおうすっ 
いぇ こけかいゃぇくっすけ え けすしすさぇくぇ くぇ 
すったくうすっ しっきっえしすゃぇ. 
╆ぇさぇょう さぇいさぇしすゃぇくっすけ くぇ 

おけかっおすうゃぇ くぇ いぇゃけょ  4 ゃ 
╋なゅかうあ, こさうゃかうつぇくっすけ くぇ 
さぇいかうつくう しこっちうぇかうしすう う さぇ-
ぉけすくうちう けす ょさせゅう おさぇうとぇ くぇ 
しすさぇくぇすぇ, そうさきっくけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ さぇいさぇぉけすゃぇ う ゃぇさう-
ぇくすう いぇ くぇしすぇくはゃぇくうは ゃ ぉっい-
こかぇすくう おゃぇさすうさう うかう あうかうとぇ 
ゃ ぉかういけしす ょけ さぇぉけすくけ きはしすけ.
]すぇさすうさぇかうはす けしくけゃっく さっ-

きけくす ゃ さぇいかうつくう つぇしすう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ いぇゃけょ 4 う 
さっきけくす くぇ しすぇうすっ いぇ こけつうゃおぇ 
う けぉとうすっ つぇしすう, くぇ こぇさおぇ う 
ぇかっうすっ おなき くっゅけ, しなゃしっき しおけ-
さけ とっ ょぇょっ くけゃぇ ゃういうは くぇ ちは-
かぇすぇ すっさうすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 4. 
╄ょうく いぇゃけょ, ゃ おけえすけ, いぇ ょぇ 

さぇぉけすうて, しっ ういうしおゃぇ けすゅけ-
ゃけさくけ けすくけてっくうっ おなき さぇぉけ-
すぇすぇ, しこぇいゃぇくっ くぇ すったくけかけ-
ゅうつくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, きうしなか 
いぇ おけかっゅぇすぇ ょけ すっぉ う あっかぇくうっ 
ょぇ しっ さぇぉけすう. 
《ぇおすなす, つっ けしくけゃくうはす „ゅさなぉ-

くぇお” くぇ いぇゃけょ 4 しぇ たけさぇ し 
けこうす う しすぇあ ゃ くっゅけ けす こけ 2, 
3, つっ う 4 ょっしっすうかっすうは, けいくぇ-
つぇゃぇ しぇきけ っょくけ: つっ っ きはしすけ, 
くぇ おけっすけ きけあって ょぇ こけしゃっすうて 
ょけぉさうすっ しう う しないうょぇすっかくう 
ゅけょうくう. ╇ ょぇ しう ょけゃけかっく けす 
すけゃぇ. ╆ぇとけすけ うきぇて ゃしうつおけ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

きっしすくけ しなし しゃけうすっ こぇさすくぬけ-
さう, っ けこさっょっかうかぇ こせくおすけゃっ, 
ゃ おけうすけ とっ ぉなょぇす さぇいこけかけ-
あっくう おけくすっえくっさう, けぉけいくぇつっ-
くう しなし しなけすゃっすくうすっ くぇょこうしう, 
おなょっすけ ゃしっおう きけあっ ょぇ こさっ-
ょぇょっ ぉっいゃないきっいょくけ ういかっいかう-
すっ けす せこけすさっぉぇ きぇかおう っかっお-
すさけせさっょう う くっくせあくう ょさったう. 

╂けかっきうすっ ょけきぇおうくしおう 
せさっょう – たかぇょうかくうちう, こっ-

さぇかくう, しな-
ょけきうはかくう, 
おぇおすけ う っょ-
さけゅぇぉぇさうす-
くう けすこぇょな-
ちう - きっぉっかう 
う ょさ., きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす 
こさっょぇゃぇくう  
くぇ:
1. ╃ゃっすっ 

けぉとうくしおう 
こかけとぇょおう 
いぇ さぇいょっか-
くけ しなぉさぇくう 
け す こ ぇ ょ な ち う 
けす ょけきぇ-

おうくしすゃぇ - ぉっいゃないきっいょくけ
2. ╃ぇ ぉなょぇす ういくっ-

しっくう こさっょ ょけきけゃっすっ 
くぇ 26.03.2015 ゅ. う くぇ 
27.03.2015 ゅ., おぇすけ ぉなょっ 
こけょぇょっくぇ いぇはゃおぇ いぇ うい-
ゃけいゃぇくっすけ うき くぇ ょっあせさ-
くうは すっかっそけく 0431/63880.
]こうしなおなす し こせくおすけゃっすっ う 

こかけとぇょおうすっ っ こせぉかうおせゃぇく 
くぇ うくすっさくっす しすさぇくうちぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

]こうしなおなす くぇ けさゅぇくういぇちうう-
すっ, こぇさすくぬけさう くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ, っ こせぉかうおせゃぇく 
くぇ しすさぇくうちぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う っ けすゃけさっく いぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ うきぇす あっかぇくうっ 
ょぇ しっ こさうしなっょうくはす.

╃けこなかくうすっかくぇ うくそけさ-
きぇちうは いぇ おぇきこぇくうはすぇ きけ-
あっすっ ょぇ こけかせつうすっ くぇ すっか.         
0888428890, 
0431/98380, 
0431/98274 う
0431/63880.
 ]かっょゃぇとぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ っ 

けさゅぇくういうさぇくっすけ こさっい かっすくう-
すっ きっしっちう いぇ こっさうけょぇ けす のくう 
ょけ しっこすっきゃさう くぇ おぇきこぇくうは 
いぇ しなぉうさぇくっ くぇ しすさけうすっかくう 
けすこぇょなちう ょけ 0,5 おせぉ. き. けす 
すっおせとう さっきけくすう. 『っかすぇ っ ょぇ 
しっ せかっしくう こさっょぇゃぇくっすけ くぇ 
きぇかおうすっ おけかうつっしすゃぇ しすさけ-
うすっかくう けすこぇょなちう けす ょけきぇ-
おうくしすゃぇすぇ う ょぇ しっ けゅさぇくうつう 
くっいぇおけくくけすけ うき ういたゃなさかはくっ.
〈けゃぇ しぇ こなさゃうすっ ょゃっ うくう-

ちうぇすうゃう, ゃ おけうすけ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお おぇくう  ゅさぇあょぇ-
くうすっ ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ. 
╁さぇすうすっ くう しぇ けすゃけさっくう う 
いぇ ょさせゅう うくすっさっしくう うょっう 
う こさっょかけあっくうは, しゃなさいぇ-
くう し ゅけかはきぇすぇ くう けぉとぇ 
ちっか „╃ぇ こさっゃなさくっき けすこぇ-
ょなちうすっ ゃ さっしせさし“.
 

	 	 	 	
	 	 	

	
	I.  ‶せくおすけゃっ いぇ しなぉうさぇ-

くっ くぇ きぇかおう っかっおすさけせさっ-
ょう
1. 『っくすなさ - ‶ぇさおうくゅ いぇょ 

〉くうゃっさしぇかくうは きぇゅぇいうく
2. ╆ぇこぇょ - ‶ぇさおうくゅ くぇ きぇ-

ゅぇいうく „╉ぇせそかぇくょ“
3. ╇いすけお – ‶ぇさおうくゅなす, さぇい-

こけかけあっく ういすけつくけ けす きぇゅぇいうく 
„╇いすけお“
4. ぃゅ - せか. “》ぇく ┿しこぇさせた“ 

– しっゃっさけういすけつくけ けす ‶╂ こけ 
しすさけうすっかしすゃけ
 
 
II. ‶せくおすけゃっ いぇ しなぉうさぇ-

くっ くぇ しすぇさう ょさったう
1. 『っくすなさ – ‶ぇさおうくゅ いぇょ 

〉くうゃっさしぇかくうは きぇゅぇいうく
2. ╆ぇこぇょ, おゃ. „╁. ╊っゃしおう“ – 

¨ぉとうくしおう こぇいぇさ
3. ╇いすけお - あ.お. „╇いすけお“ -  

‶ぇさおうくゅなす, さぇいこけかけあっく うい-
すけつくけ けす きぇゅぇいうく „╇いすけお“
4. ぃゅ - せか. “》ぇく ┿しこぇさせた“ 

– ]っゃっさけういすけつくけ けす ‶╂ こけ 
しすさけうすっかしすゃけ

5. ]っゃっさ – ‶さっしっつおぇすぇ くぇ 
せか. “╂っく.]すけかっすけゃ“ う せか. 
“╁けえくうておぇ“ - なゅなかなす ょけ ぉう-
ゃてぇすぇ しゅさぇょぇ わ 2 くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお
 
III.  ¨ぉとうくしおう こかけとぇょ-

おう いぇ さぇいょっかくけ しなぉさぇくう 
けすこぇょなちう けす ょけきぇおうくしすゃぇ
1. ╀ぇいぇすぇ くぇ „╋っすぇかたぇさょ“ 

╄¨¨╃ ゃ うくょせしすさうぇかくぇすぇ 
いけくぇ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
2. ╀ぇいぇすぇ くぇ そうさきぇ „╋けくぇ-

きせさ“ - し. ╉けこさうくおぇ
 
IV. ╇いくぇしはくっ くぇ っょさけゅぇ-

ぉぇさうすくう けすこぇょなちう – っかっお-
すさけせさっょう う きっぉっかう, こさっょ 
ょけきけゃっすっ – 26, 27 きぇさす 
2015 /つっすゃなさすなお う こっすなお/
╆ぇはゃおう くぇ すっか. 0431/63880
     
¨さゅぇくういぇすけさ
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ¨ぉとうく-

しおけ こさっょこさうはすうっ „╉けきせくぇか-
くぇ ょっえくけしす う こけょょさなあおぇ くぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ“
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„1-うそ しけぬか かおけせつてうかせそ ねけつしそ”

╅ちつかせあしつさけ なとちいそし╇あきせそ つひそいはかせけか!
] 8 ゅけかぇ  けすおさう ゃすけさうは こけかせしっいけく ╃っすしおけ-のくけてっ-

しおうはす そせすぉけかっく けすぉけさ „┿さしっくぇか 2000“. ╋かぇょうすっ 
ぇさしっくぇかしおう そせすぉけかくう くぇょっあょう けす くぇぉけさ 2000/2001- 
ょっちぇ こけぉっょうたぇ ゅさぇょしおうは しう しなこっさくうお “[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ 
し 4:1, し っょくけ こけこぇょっくうっ くぇ ╃あっきうか ¨さたぇく う たっすさうお くぇ 
╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ.
‶さう こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ-ょっちぇ „┿さしっくぇか 2000“  

けすくけゃけ しっ くぇかけあう し せぉっょうすっかくけすけ 4:0, おぇすけ すけつくう 
ぉはたぇ 『ゃっすけきうさ 『ぇくっゃ し 2 ゅけかぇ, ]すっそぇく [ぇつっゃ し 1 ゅけか う 
╉さうしすうはく 』っさくっゃ しなとけ し 1 こけこぇょっくうっ ゃ きさっあぇすぇ. 
╆ぇ しかっょゃぇとうは しう きぇつ 《╉ „┿さしっくぇか 2000“ ゅけしすせゃぇ くぇ  

けすぉけさぇ くぇ „╀けすっゃ“, ゅさ. ╂なかなぉけゃけ.
╁ くっょっかは, 22-さう きぇさす, いぇこけつゃぇす う しさっとうすっ いぇ のくけ-

てう - きかぇょてぇ ゃないさぇしす. ┿さしっくぇかしおうすっ そせすぉけかうしすう ょけ-
きぇおうくしすゃぇす くぇ 《╉ „]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ“.

    ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

〈せお きう たぇさっしゃぇ! 

╃けゃけかくぇ しなき!
╇ おけかっおすうゃなす - たせぉぇゃ!
╇ ちったなす - きけょっさっく.

〈けゃぇ しぇ ょせきう  くぇ ょゃっ けす 
くぇょ 500-すっ くけゃう さぇぉけすくうつ-
おう, こさうっすう ゃ いぇゃけょ 4 くぇ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお いぇ 
こけしかっょくぇすぇ こけかけゃうく ゅけょうくぇ. 
〈っ しぇ くぇ 29-ゅけょうてくぇすぇ ]っゃ-
ょあぇく けす ちった 130 くぇ いぇゃけょぇ 
う くぇ 38-ゅけょうてくぇすぇ ╃っかおぇ けす 
ちった 170.  ╇ ょゃっすっ しぇ けす しさぇゃ-
くうすっかくけ くけゃうすっ  さぇぉけすくうちう 
ゃ いぇゃけょぇ, くぇっきぇくう いぇさぇょう 
さぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ ょっえくけしすすぇ 
う さぇいさぇしすゃぇくっすけ くぇ ぇくゅぇあう-
きっくすうすっ くぇ ぉぇいぇ しおかのつっくう-
すっ ょなかゅけしさけつくう ょけゅけゃけさう いぇ 
こさけょせおちうは. 
╇ ]っゃょあぇく, う ╃っかおぇ, こさっょう 

ょぇ こけょぇょぇす  きけかぉう いぇ さぇぉけ-
すぇ ゃ „┿さしっくぇか”, しぇ  さぇぉけすうかう 
くぇ すさせょけゃう ょけゅけゃけさう  ゃ ょさせ-
ゅう そうさきう, くけ しぇ こさっょこけつっ-
かう すぇいう いぇさぇょう こけ-ゃうしけおうすっ  
いぇこかぇすう う ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
こけかせつぇゃぇて すけゃぇ, おけっすけ しう 
ういさぇぉけすうて, いぇさぇょう ぉけくせしうすっ 
おなき すはた, ょけぉさぇすぇ う けすゅけゃけさくぇ 
しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, ぉっいこかぇす-
くうは すさぇくしこけさす ょけ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ う ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
うきぇす さぇぉけすぇ いぇ ょなかなゅ こっさうけょ 
けす ゃさっきっ. 
╇ すせお しなき くぇ しきっくう, くけ 

ゃしうつおけ っ きくけゅけ ょけぉさっ せさっょっ-
くけ, おけかっゅうすっ しぇ くっゃっさけはすくう, 
くぇつぇかくうおなす - ょけぉなさ, っ すっいぇすぇ 
くぇ 29-ゅけょうてくぇすぇ ]っゃょあぇく. 
╆ぇ ╃っかおぇ ぉけくせしうすっ しぇ けとっ 
こけゃっつっ: さっょけゃくぇ う こけ-ゃうしけ-

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ-
こけつゃぇ おぇきこぇくうは こけ こけ-

つうしすゃぇくっ くぇ ゅさぇょぇ こけょ きけ-
すけすけ „]すなこおぇ こけ しすなこおぇ おなき 
ゅさぇょ し くせかっゃう けすこぇょなちう“. 
′ぇょっあょぇすぇ っ, つっ おぇきこぇくう-
はすぇ とっ ぉなょっ こけょおさっこっくぇ けす 
ゅさぇあょぇくうすっ う ぉういくっしぇ, おぇすけ 
しっ ゃおかのつぇす ゃ うくうちうぇすうゃうすっ, 
くぇしけつっくう おなき くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
けすこぇょなちうすっ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ. ╂けかはきぇすぇ ちっか 

っ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ こさっゃなさくっ 
ゃ„╂さぇょ し くせかっゃう けすこぇょなちう“.
‶なさゃぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ っ 

‶さっょゃっかうおょっくしおぇ おぇきこぇくうは, 
おけはすけ とっ しっ こさけゃっょっ ゃ こっさう-
けょぇ 26. 03 - 29. 03. 2015 ゅ. 
いぇ さぇいょっかくけ しなぉうさぇくっ くぇ うい-
かっいかう けす せこけすさっぉぇ ょけきぇおうく-
しおう っかっおすさけせさっょう, くっくせあくう 
しすぇさう ょさったう う っょさけゅぇぉぇさうす-
くう けすこぇょなちう – きっぉっかう.
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しなゃ-

〈っ』【《, 〉╅ [《╊【《 〈《╋╊ぃ ╉╅ 』╊ 》《』╇╊【¨ぃ 

╈『╅╉ ╆╊′ 《【》╅╉ぇを¨!
‶けさぇょう せゃっかうつぇゃぇくっ けぉっきぇ くぇ さぇぉけすぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇぉうさぇ さぇぉけすくうちう 

いぇ ょなかゅけしさけつっく ぇくゅぇあうきっくす くぇ すさせょけゃ ょけゅけゃけさ いぇ しかっょくうすっ こさけそっしうう:

•	 きけくすぇあくうお ういょっかうは けす きっすぇか /ぉけっこさうこぇしう/;
•	 けこっさぇすけさ くぇ こさっしぇ きっすぇか;
•	 てかけしっさ;
•	 しすさせゅぇさ;
•	 そさっいうしす;
•	 てかぇえそうしす;
•	 けこっさぇすけさ くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう し 『‶〉;
•	 くぇしすさけえつうお;
•	 けおぇつっしすゃうすっか;
•	 うくしすさせきっくすぇかつうお;
•	 かっはさ;
•	 ょさせゅう.

¨しうゅせさっく っ ぉっいこかぇすっく すさぇくしこけさす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 4 – こかけとぇょおぇ 
╋なゅかうあ けす くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ さぇえけくぇ: ╉ぇいぇくかなお, ̈ ゃけとくうお, 』っさゅぇくけゃけ, 
╉さなく, ╄くうくぇ, ╃せくぇゃちう, ╉けこさうくおぇ う ╋なゅかうあ. 
[ぇぉけすぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ う くぇ しきっくっく さっあうき.

╆ぇ こけいうちううすっ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす う こっくしうけくっさう し けこうす う しすぇあ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 
╁しうつおう おぇくょうょぇすう いぇ けぉはゃっくうすっ こけいうちうう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす けぉさぇ-

いけゃぇすっかっく ちっくい: いぇゃなさてっくけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ うかう ょけこなかくう-
すっかくけ こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは う すさせょけゃ しすぇあ.

╆ぇ こけかせつぇゃぇくっ う こけょぇゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすう いぇ さぇぉけすぇ う いぇ ゃたけ-
ょはとけ うくすっさゃの – ゃ „‶さうっきくぇ”, けそうし わ4, くぇ 50 き. のあくけ けす ちっく-
すさぇかくうは こけさすぇか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ (ゃしっおう さぇぉけすっく ょっく けす 14.00 ょけ 
15:00 つぇしぇ) うかう こけ っかっおすさけくっく こなす
Email: kadri@arsenal-bg.com
www.arsenal.bg

‶ぇおっす ょけおせきっくすう きけあっ ょぇ しっ こけかせつう う けす ゅうてっ „‶さけこせしおう”, 
ちっくすさぇかっく こけさすぇか
(ゃしっおう さぇぉけすっく ょっく けす 08.00 ょけ 16.30 つぇしぇ).

╆ぇ おけくすぇおすう う うくそけさきぇちうは: 
すっか: 0431/63133, 0431/57747 

だß　çí

	 	 	 	 ,	 	 	 :

おぇ けす こさっょたけょくぇすぇ きっしすけさぇ-
ぉけすぇ いぇこかぇすぇ, ゃぇせつっさうすっ けす 
40 かっゃぇ きっしっつくけ いぇ たさぇくぇ, 
すけこかうはす けぉはょ ゃなゃ そうさきっくうは 
しすけか, おけえすけ こけいゃけかはゃぇ  いぇ 
2-2,50 かっゃぇ ょぇ しっ くぇたさぇくうて  
ょけぉさっ.  ╆ぇ ╃っかおぇ, おけはすけ こなすせ-

ゃぇ けす しっかけ くぇ けおけかけ 15 おうかけ-
きっすさぇ けす きっしすけさぇぉけすぇすぇ え,  けす 
けしけぉっくぇ ゃぇあくけしす っ ょけぉぇゃおぇすぇ 
けす 150 かっゃぇ, おけはすけ しっ ょぇゃぇ くぇ 
ゃしうつおう さぇぉけすっとう ゃ いぇゃけょうすっ  

3 う 4 くぇ „┿さしっくぇか” いぇ けすょぇかっ-
つっくけしす くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ.  
╆ぇっょくけ し せゃっかうつっくうすっ し 10% 
けす くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
けしくけゃくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう くぇ 
ゃしうつおう いぇっすう ゃ „┿さしっくぇか”, 
こぇさうすっ しすぇゃぇす けとっ こけゃっつっ. ╁ 

しっきっえしすゃけすけ くぇ  ╃っかおぇ ょゃぇきぇ 
しぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すっいう ょゃぇ いぇ-
ゃけょぇ いぇ ぉけっこさうこぇしう, ぇ けぉとけ 
すさうきぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おけうすけ きっ-
しっつくけ こけかせつぇゃぇす 120 かっゃぇ 

こけょ そけさきぇすぇ くぇ ゃぇせつっさう. 

〈けゃぇ しぇ こぇさう, おけうすけ
さってぇゃぇす ょけ ゅけかはきぇ
しすっこっく う ゃなこさけしぇ し
たさぇくぇすぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ,
おぇすっゅけさうつくぇ っ すは. 

 ╇ ょゃっすっ くけゃう さぇぉけすくうつおう, 
くぇっすう ゃ ちったけゃっすっ  くぇ いぇゃけょ 
4, くっ しこっしすはゃぇす  う ょさせゅけ: 
さぇょせてくけすけ こさうっきぇくっ けす おけ-
かっおすうゃうすっ うき, けすいうゃつうゃけしす-
すぇ くぇ こけ-しすぇさうすっ さぇぉけすくうちう 
ょぇ ゅう くぇせつぇす くぇ すなくおけしすうすっ 
ゃ さぇぉけすぇすぇ,  ゃなすさってくうはす おけ-
かっおすうゃっく あうゃけす う きぇかおうすっ 
こさぇいくうちう  ゃ しぇきうすっ ちったけゃっ 
う しきっくう, ゅさうあぇすぇ う けすくけてっ-
くうっすけ, おけっすけ しさっとぇす けすしすさぇ-
くぇ くぇ くぇつぇかくうお- ちったけゃっすっ 
しう, けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ いぇ-
ゃけょぇ う かうつくけ けす ういこなかくうすっか-
くうは  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. 
¨しゃっく ょけぉぇゃおうすっ いぇ けすょぇかっ-

つっくけしす くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ けす 
150 かっゃぇ きっしっつくけ こさう こなかっく 
ちうおなか くぇ きっしっち, さぇぉけすぇ くぇ 
ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは すさせょ, ぉっい-
こかぇすくうは すさぇくしこけさす けす う ょけ 
さぇぉけすくけすけ きはしすけ, ゃぇせつっさうすっ 
いぇ たさぇくぇ,  ゃないきけあくけしすすぇ いぇ 
っゃすうく けぉはょ, しかせあっぉくぇすぇ こっ-
さぇかくは  いぇ さぇぉけすくけすけ けぉかっお-
かけ, ぉっいこかぇすくけすけ きっょうちうくしおけ 
けぉしかせあゃぇくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ いぇゃけょぇ, ょけしすなこぇ ょけ ╋っ-
ょうちうくしおうは ちっくすなさ くぇ „┿さしっ-
くぇか” し くせあくうすっ しこっちうぇかうしすう 
う こさけそうかぇおすうつくう こさけゅさぇきう, 
いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ くぇ そうさきぇすぇ, 
っ  けぉさぇいちけゃぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょう-

くぇ いぇ ょっちぇすぇ くぇ  さぇぉけすっとう-
すっ ゃ „┿さしっくぇか” う ぉっいこかぇすくぇ-
すぇ こけつうゃおぇ ゃなゃ そうさきっくぇすぇ 
しすぇくちうは ゃ ′っしっぉなさ いぇ くぇえ- 
ょけぉさうすっ さぇぉけすくうちう う しかせ-
あうすっかう, おぇおすけ う けすしすなこおうすっ 
いぇ こけかいゃぇくっすけ え けすしすさぇくぇ くぇ 
すったくうすっ しっきっえしすゃぇ. 
╆ぇさぇょう さぇいさぇしすゃぇくっすけ くぇ 

おけかっおすうゃぇ くぇ いぇゃけょ  4 ゃ 
╋なゅかうあ, こさうゃかうつぇくっすけ くぇ 
さぇいかうつくう しこっちうぇかうしすう う さぇ-
ぉけすくうちう けす ょさせゅう おさぇうとぇ くぇ 
しすさぇくぇすぇ, そうさきっくけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ さぇいさぇぉけすゃぇ う ゃぇさう-
ぇくすう いぇ くぇしすぇくはゃぇくうは ゃ ぉっい-
こかぇすくう おゃぇさすうさう うかう あうかうとぇ 
ゃ ぉかういけしす ょけ さぇぉけすくけ きはしすけ.
]すぇさすうさぇかうはす けしくけゃっく さっ-

きけくす ゃ さぇいかうつくう つぇしすう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ いぇゃけょ 4 う 
さっきけくす くぇ しすぇうすっ いぇ こけつうゃおぇ 
う けぉとうすっ つぇしすう, くぇ こぇさおぇ う 
ぇかっうすっ おなき くっゅけ, しなゃしっき しおけ-
さけ とっ ょぇょっ くけゃぇ ゃういうは くぇ ちは-
かぇすぇ すっさうすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 4. 
╄ょうく いぇゃけょ, ゃ おけえすけ, いぇ ょぇ 

さぇぉけすうて, しっ ういうしおゃぇ けすゅけ-
ゃけさくけ けすくけてっくうっ おなき さぇぉけ-
すぇすぇ, しこぇいゃぇくっ くぇ すったくけかけ-
ゅうつくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ, きうしなか 
いぇ おけかっゅぇすぇ ょけ すっぉ う あっかぇくうっ 
ょぇ しっ さぇぉけすう. 
《ぇおすなす, つっ けしくけゃくうはす „ゅさなぉ-

くぇお” くぇ いぇゃけょ 4 しぇ たけさぇ し 
けこうす う しすぇあ ゃ くっゅけ けす こけ 2, 
3, つっ う 4 ょっしっすうかっすうは, けいくぇ-
つぇゃぇ しぇきけ っょくけ: つっ っ きはしすけ, 
くぇ おけっすけ きけあって ょぇ こけしゃっすうて 
ょけぉさうすっ しう う しないうょぇすっかくう 
ゅけょうくう. ╇ ょぇ しう ょけゃけかっく けす 
すけゃぇ. ╆ぇとけすけ うきぇて ゃしうつおけ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

きっしすくけ しなし しゃけうすっ こぇさすくぬけ-
さう, っ けこさっょっかうかぇ こせくおすけゃっ, 
ゃ おけうすけ とっ ぉなょぇす さぇいこけかけ-
あっくう おけくすっえくっさう, けぉけいくぇつっ-
くう しなし しなけすゃっすくうすっ くぇょこうしう, 
おなょっすけ ゃしっおう きけあっ ょぇ こさっ-
ょぇょっ ぉっいゃないきっいょくけ ういかっいかう-
すっ けす せこけすさっぉぇ きぇかおう っかっお-
すさけせさっょう う くっくせあくう ょさったう. 

╂けかっきうすっ ょけきぇおうくしおう 
せさっょう – たかぇょうかくうちう, こっ-

さぇかくう, しな-
ょけきうはかくう, 
おぇおすけ う っょ-
さけゅぇぉぇさうす-
くう けすこぇょな-
ちう - きっぉっかう 
う ょさ., きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす 
こさっょぇゃぇくう  
くぇ:
1. ╃ゃっすっ 

けぉとうくしおう 
こかけとぇょおう 
いぇ さぇいょっか-
くけ しなぉさぇくう 
け す こ ぇ ょ な ち う 
けす ょけきぇ-

おうくしすゃぇ - ぉっいゃないきっいょくけ
2. ╃ぇ ぉなょぇす ういくっ-

しっくう こさっょ ょけきけゃっすっ 
くぇ 26.03.2015 ゅ. う くぇ 
27.03.2015 ゅ., おぇすけ ぉなょっ 
こけょぇょっくぇ いぇはゃおぇ いぇ うい-
ゃけいゃぇくっすけ うき くぇ ょっあせさ-
くうは すっかっそけく 0431/63880.
]こうしなおなす し こせくおすけゃっすっ う 

こかけとぇょおうすっ っ こせぉかうおせゃぇく 
くぇ うくすっさくっす しすさぇくうちぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

]こうしなおなす くぇ けさゅぇくういぇちうう-
すっ, こぇさすくぬけさう くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ, っ こせぉかうおせゃぇく 
くぇ しすさぇくうちぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う っ けすゃけさっく いぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ うきぇす あっかぇくうっ 
ょぇ しっ こさうしなっょうくはす.

╃けこなかくうすっかくぇ うくそけさ-
きぇちうは いぇ おぇきこぇくうはすぇ きけ-
あっすっ ょぇ こけかせつうすっ くぇ すっか.         
0888428890, 
0431/98380, 
0431/98274 う
0431/63880.
 ]かっょゃぇとぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ っ 

けさゅぇくういうさぇくっすけ こさっい かっすくう-
すっ きっしっちう いぇ こっさうけょぇ けす のくう 
ょけ しっこすっきゃさう くぇ おぇきこぇくうは 
いぇ しなぉうさぇくっ くぇ しすさけうすっかくう 
けすこぇょなちう ょけ 0,5 おせぉ. き. けす 
すっおせとう さっきけくすう. 『っかすぇ っ ょぇ 
しっ せかっしくう こさっょぇゃぇくっすけ くぇ 
きぇかおうすっ おけかうつっしすゃぇ しすさけ-
うすっかくう けすこぇょなちう けす ょけきぇ-
おうくしすゃぇすぇ う ょぇ しっ けゅさぇくうつう 
くっいぇおけくくけすけ うき ういたゃなさかはくっ.
〈けゃぇ しぇ こなさゃうすっ ょゃっ うくう-

ちうぇすうゃう, ゃ おけうすけ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお おぇくう  ゅさぇあょぇ-
くうすっ ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ. 
╁さぇすうすっ くう しぇ けすゃけさっくう う 
いぇ ょさせゅう うくすっさっしくう うょっう 
う こさっょかけあっくうは, しゃなさいぇ-
くう し ゅけかはきぇすぇ くう けぉとぇ 
ちっか „╃ぇ こさっゃなさくっき けすこぇ-
ょなちうすっ ゃ さっしせさし“.
 

	 	 	 	
	 	 	

	
	I.  ‶せくおすけゃっ いぇ しなぉうさぇ-

くっ くぇ きぇかおう っかっおすさけせさっ-
ょう
1. 『っくすなさ - ‶ぇさおうくゅ いぇょ 

〉くうゃっさしぇかくうは きぇゅぇいうく
2. ╆ぇこぇょ - ‶ぇさおうくゅ くぇ きぇ-

ゅぇいうく „╉ぇせそかぇくょ“
3. ╇いすけお – ‶ぇさおうくゅなす, さぇい-

こけかけあっく ういすけつくけ けす きぇゅぇいうく 
„╇いすけお“
4. ぃゅ - せか. “》ぇく ┿しこぇさせた“ 

– しっゃっさけういすけつくけ けす ‶╂ こけ 
しすさけうすっかしすゃけ
 
 
II. ‶せくおすけゃっ いぇ しなぉうさぇ-

くっ くぇ しすぇさう ょさったう
1. 『っくすなさ – ‶ぇさおうくゅ いぇょ 

〉くうゃっさしぇかくうは きぇゅぇいうく
2. ╆ぇこぇょ, おゃ. „╁. ╊っゃしおう“ – 

¨ぉとうくしおう こぇいぇさ
3. ╇いすけお - あ.お. „╇いすけお“ -  

‶ぇさおうくゅなす, さぇいこけかけあっく うい-
すけつくけ けす きぇゅぇいうく „╇いすけお“
4. ぃゅ - せか. “》ぇく ┿しこぇさせた“ 

– ]っゃっさけういすけつくけ けす ‶╂ こけ 
しすさけうすっかしすゃけ

5. ]っゃっさ – ‶さっしっつおぇすぇ くぇ 
せか. “╂っく.]すけかっすけゃ“ う せか. 
“╁けえくうておぇ“ - なゅなかなす ょけ ぉう-
ゃてぇすぇ しゅさぇょぇ わ 2 くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお
 
III.  ¨ぉとうくしおう こかけとぇょ-

おう いぇ さぇいょっかくけ しなぉさぇくう 
けすこぇょなちう けす ょけきぇおうくしすゃぇ
1. ╀ぇいぇすぇ くぇ „╋っすぇかたぇさょ“ 

╄¨¨╃ ゃ うくょせしすさうぇかくぇすぇ 
いけくぇ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
2. ╀ぇいぇすぇ くぇ そうさきぇ „╋けくぇ-

きせさ“ - し. ╉けこさうくおぇ
 
IV. ╇いくぇしはくっ くぇ っょさけゅぇ-

ぉぇさうすくう けすこぇょなちう – っかっお-
すさけせさっょう う きっぉっかう, こさっょ 
ょけきけゃっすっ – 26, 27 きぇさす 
2015 /つっすゃなさすなお う こっすなお/
╆ぇはゃおう くぇ すっか. 0431/63880
     
¨さゅぇくういぇすけさ
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ¨ぉとうく-

しおけ こさっょこさうはすうっ „╉けきせくぇか-
くぇ ょっえくけしす う こけょょさなあおぇ くぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ“
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╀かういけ 90 しぇ ゃっつっ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう ゃ ╃ぃ【 《╉ „┿さしっ-
くぇか 2000“. ╋くけゅけ けす すはた しぇ きくけゅけけぉっとぇゃぇとう ゃっつっ ぉなょっとう そせす-
ぉけかくう すぇかぇくすう う うきっくぇ. ╁っつっ こけさっょっく ぉさけえ ゅう こさっょしすぇゃはきっ ゃ しこっ-
ちうぇかくぇすぇ くう させぉさうおぇ. ] はしくぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ, ぇおけ しっゅぇ しぇ こさけしすけ 
ょっちぇ, おけうすけ けぉうつぇす そせすぉけかぇ, っょうく ょっく きくけゅけ けす すはた とっ しぇ ゅけかはきぇ 
くけゃうくぇ.

〈さうすっ うきっくぇ:

ぃしっうく
‶ぇすっか

╂けょうくう:

16

〉つうかうとっ:

‶╂〈〈╋ ‶さけそっしうけくぇか-
くぇ ゅうきくぇいうは こけ すさぇくし-
こけさす う すさぇくしこけさすっく きっ-
くうょあきなくす

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╊はゃ けそぇくいうゃっく たぇかそ う 
くぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╉さうしすうぇくけ [けくぇかょけ, 
《╉ [っぇか ╋ぇょさうょ

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしす

ごÑó ó çó¢
* 20 きぇさす - ╁けっくっく おかせぉ – 19:00 つ.
„‶けょ けおけ“ – しこっおすぇおなか くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ“ 

* 20 きぇさす – ′』 „╇しおさぇ-1860“ - 18:30 つ. 
„‶さけかっすくけ ゃょなたくけゃっくうっ“ - おけくちっさす くぇ たせょけあっしすゃっくう そけさきぇちうう

* 21 きぇさす - せか. 
„╇しおさぇ“ 4 - 11:00 つ.
„‶さけかっすくう ゅけしすう“- 

しこっおすぇおなか いぇ ょっちぇ くぇ 
すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつう-
っゃ“ 

* 23 きぇさす - ¨〉“ ╂. 
╉うさおけゃ“ - 9:00 つ.
¨ぉとうくしおけ こなさゃっく-

しすゃけ こけ てぇたきぇす 

* 23 きぇさす – ′』 
„╇しおさぇ-1860“ - 
19:00 つ.
„╂けょっあ“ – おけきっょうは 

けす ]なさぉうしかぇゃ ╋うく-
おけゃうつ, しこっおすぇおなか くぇ  
╋かぇょっあおぇすぇ すっぇすさぇか-
くぇ しすせょうは し さなおけゃけ-
ょうすっか ╋ぇは ]すけはくけゃぇ  

25 きぇさす - 1 ぇこさうか  - 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 

* 26 きぇさす -  ╁けっくっく おかせぉ  - 17:00 つ.
╉けくちっさす, こけしゃっすっく くぇ 25-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ ]なのいぇ くぇ けそうちっさうすっ う しっさ-

あぇくすうすっ けす いぇこぇしぇ 

* 26 きぇさす – しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” - 9:00 つ.
¨ぉとうくしおけ こなさゃっくしすゃけ こけ かっおぇ ぇすかっすうおぇ 

* 28 きぇさす – かっすうとっ ¨ゃけとくうお  - 10:00 つ.
′ぇちうけくぇかっく しなぉけさ いぇ おせこぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお こけ きけょっかういなき

* 28 きぇさす – ╁けっくっく おかせぉ  - 16:00 つ.
╉けくちっさす  - 30 ゅけょうくう ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „╄たけ“ 

╇くそけさきぇちうは いぇ しこっおすぇおかうすっ  こけ ゃさっきっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう 
- ゃ ╇くそけちっくすなさぇ  くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4.

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ こさうかうつぇて?

[けくぇかょうくぬけ, いぇとけすけ っ っょうく けす おさぇかっすっ くぇ そせすぉけかぇ.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

ぃあせつ

『そおそしまいけう きかつて

〉けさそしあこ ¨いとのかう つたそすそはかつてうそうあてかし せあ ねかつてうあせかてそ

『╅′ぃ¨『っ╇╅〉╊ 〉╅
』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅【╅ 》『《╈『╅〈╅

〈ぇおぇ けぉけぉとう ぇさしっくぇかしおけすけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ ういかけあっくうっすけ ういこなかくうすっか
くうはす  ょうさっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ ょさせあっしすゃけ „ ┿さしっくぇか 2000“ - 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ,  つうえすけ しかせあうすっかう こけょゅけすゃはす せつぇしすうはすぇ う こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ 
„┿さしっくぇか“ ゃ すっいう しゃっすけゃくう そけさせきう う さぇぉけすはす こけ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ くけゃう
すっ ょけゅけゃけさう. 
╉ぇすけ さっいせかすぇす けす こさけょなかあうすっかくうすっ せしうかうは くぇ ちっかうは っおうこ くぇ „┿さしっ

くぇか“ う けす こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ せつぇしすうっすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ すけゃぇ ういかけあっくうっ, 
そぇおすうつっしおう しっ ゃさなとぇきっ し くはおけかおけ くけゃう ゅけかっきう けこちうう いぇ ょけゅけゃけさう う 
さっぇかくう すぇおうゃぇ, おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.  ′ぇ こさぇお
すうおぇ すけゃぇ っ くぇえ-せしこってくけすけ せつぇしすうっ くぇ そうさきぇすぇ ゃ すけゃぇ こさっしすうあくけ うい
かけあっくうっ, おけっすけ いぇすゃなさあょぇゃぇ しゃっすけゃくうは うきうょあ くぇ きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか“. 
〈けいう ういゃけょ しっ こけすゃなさあょぇゃぇ う けす そぇおすぇ, つっ ゅけかっきうすっ おけくおせさっくすう くぇ 

„┿さしっくぇか“ けす つせあぉうくぇ  あうゃけ しぇ しっ うくすっさっしせゃぇかう けす けこうすぇ くぇ くぇえ- ゅけかは
きぇすぇ そうさきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  ゃ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは. 
〈けゃぇ っ たせぉぇゃけ, くけ う けとっ こけゃっつっ いぇょなかあぇゃぇ けすおなき おぇつっしすゃけ う ゃうしけすぇ, 

おぇすっゅけさうつっく っ ╇ぉせてっゃ.
╁ しすけかうちぇすぇ くぇ ┿さぇぉしおうすっ っきうさしすゃぇ ┿ぉせ ╃ぇぉう „┿さしっくぇか“ しっ こさっょしすぇゃう 

しなし 100 ういょっかうは けす しゃけはすぇ こさけょせおすけゃぇ ゅぇきぇ くぇ こかけと けす 30 おゃ. きっすさぇ.  
╃けぉさぇすぇ かけおぇちうは くぇ こぇゃうかうけくぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ゅけ っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ っょうく 
けす  ぇおちっくすうすっ くぇ ういかけあっくうっすけ. 
]かっょゃぇとけすけ ゅけかはきけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ しゃっすけゃくけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ 

そうさきぇすぇ っ こさっい しかっょゃぇとうは きっしっち ゃ ╀さぇいうかうは. ¨す 14-すう ょけ 17-すう ぇこさうか 
ゃ [うけ ょっ ╅ぇくっえさけ っ こけさっょくけすけ ういかけあっくうっ LAAD, くぇ おけっすけ とっ しっ ょっきけく
しすさうさぇす ゃないきけあくけしすうすっ う こさけょせおすけゃぇすぇ ゅぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 
〈けゃぇ とっ っ 5-すけすけ こけさっょ せつぇしすうっ くぇ そうさきぇすぇ ゃ ぉさぇいうかしおけすけ ういかけあっ

くうっ. 20 おゃ. きっすさぇ う 2-きぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ そうさきぇすぇ とっ ぉさぇくはす つっしすすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか“ う とっ すなさしはす けとっ くけゃう こぇさすくぬけさう う ゃないきけあくけしすう いぇ くけゃう 
ょけゅけゃけさう . 
』ぇおぇ くう きくけゅけ さぇぉけすぇ, おぇすっゅけさうつっく っ う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 2000“ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ.
                                                          ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╅『』╊〉╅]“ 』 〉《╇ ╉¨『╊[【《『 》《 『╊╋¨〈╅

╉╇╅〈╅ [╅′╅〉]ぇぁ╅〉¨ ╇ ]】╇ぇ『╅

《【╆╊]っ′╇╅〉╊ 〉╅ 〉╅を¨《〉╅]〉¨っ 》『╅′〉¨[ 〉╅ 
╆ぇ]╈╅『¨っ ╇ ╈『╅╉ [¨ぃ¨〉╊╇

′けゃうはす ょうさっおすけさ っ ぇさしっくぇかしおう しうく. [けょうすっかうすっ きせ しぇ ぉうかう ぇさしっくぇか
ちう. ╀ぇとぇ きせ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, けしゃっく, つっ っ さぇぉけすうか ゃ „┿さしっくぇか“, っ ゃないこう
すぇくうお くぇ ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ. ╋ぇえおぇ 
きせ -  ]かぇゃおぇ 》さうしすけゃぇ, っ ょなかゅけゅけょうてっく しかせあうすっか ゃ しおかぇょ くぇ いぇゃけょ 5.  
‶っすなさ ‶っすさけゃ っ いけょうは ]おけさこうけく. ¨こさっょっかは しっ う おぇすけ いぇこぇかっく てぇたきぇ

すうしす う こけつうすぇすっか くぇ させしおぇすぇ うしすけさうは, けしけぉっくけ けす こっさうけょぇ  きっあょせ 1917 
う 1941 ゅけょうくぇ. ╃っかう しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ きっあょせ しっきっえしすゃけすけ, てぇたぇ う 
けゃつぇさしおけすけ しう おせつっ ╋うおぇっかぇ. 
¨ぉうつぇ ょぇ つっすっ. ╊のぉうきうすっ きせ おくうゅう しぇ „《うくぇくしうしすなす“, „〈うすぇく“ う „]すけうお“.  
《うかきなす, おけえすけ くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ きせ けきさないくっ, っ „╀はかけすけ しかなくちっ くぇ こせし

すうくはすぇ“. 
] さぇぉけすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか“ しっ くぇょはゃぇ ょぇ っ こけかっいっく くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 

う くぇ ちっかうは おけかっおすうゃ. 
                                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ ╃ゃぇきぇ ょせてう けす ╉ぇいぇくかなお とっ ぉなょぇす ゃおかのつっくう ゃ けそうちうぇかくぇすぇ ょっかっゅぇちうは いぇ こさっょしすぇ-

ゃはくっすけ くぇ さっゅうけくぇ ゃ こぇさうあおうは „╊せゃなさ“. 〈けゃぇ とっ しすぇくっ しかっょ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ ぇくおっすぇ 
しさっょ あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╁ ょけこうすゃぇくっすけ, けさゅぇくういうさぇくけ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, しぇ 
ゃおかのつっくう ょゃぇ ゃなこさけしぇ - „╉けう しぇ ぉけゅぇすしすゃぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃうょう しゃっ-
すなす“ う „╉ぇおゃぇ っ ゃういうすおぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しこけさっょ こけこなかゃぇとうは ぇくおっすぇすぇ“.

‶けこなかくっくぇすぇ ぉかぇくおぇ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こせしくぇすぇ ゃ っょくぇ けす ょゃっすっ しこっちうぇかくけ こけしすぇゃっくう 
おせすうう, くぇきうさぇとう しっ ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか. „╇しおさぇ“ わ 
4 う ゃ ╃っかけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ わ 6.

╀かぇくおうすっ きけゅぇす ょぇ しっ ういすっゅかはす けす うくすっさくっす しすさぇくうちぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
www.kazanlak.bg ゃ させぉさうおぇすぇ „‶さっしちっくすなさ“ ゃ こさうおぇつっく そぇえか おなき すけいう すっおしす 
うかう ょぇ しっ ゃいっきぇす くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ しぇ こけしすぇゃっくう おせすううすっ. ‶けこなかくっくぇすぇ ぇく-
おっすぇ きけあっ ょぇ しっ ういこさぇすう う ゃ しおぇくうさぇく ゃうょ くぇ e-mail ぇょさっしぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお: mayor@kazanlak.bg.

]さけおなす いぇ せつぇしすうっ ゃ ぇくおっすぇすぇ っ 31 きぇさす 2015 ゅ. ′ぇ 2 ぇこさうか 2015 ゅ. ゃ こさうしなしす-
ゃうっすけ くぇ くけすぇさうせし とっ ぉなょぇす ういすっゅかっくう うきっくぇすぇ くぇ ょゃぇきぇ せつぇしすくうちう, おけうすけ とっ ぉなょぇす 
ゃおかのつっくう ゃ けそうちうぇかくぇすぇ ょっかっゅぇちうは けす ╉ぇいぇくかなお いぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ ゅさぇょぇ くぇ さけいう-
すっ ゃ ‶ぇさうあ.

                                    ‶さっしちっくすなさ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

]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” ┿╃ っ つぇしす けす そうさきっくぇ

すぇ こけかうすうおぇ いぇ こさうゃかうつぇくっ くぇ きかぇょう 
しこっちうぇかうしすう, くぇ おけうすけ ょさせあっしすゃけすけ 

けしうゅせさはゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ さぇいゃうすうっ う 
こけしすうゅぇくっ くぇ ゃうしけおう しすっこっくう ゃ こさけそっ
しうけくぇかくぇすぇ さっぇかういぇちうは.
╃けしっゅぇ しっ けすこせしおぇたぇ しすうこっくょうう くぇ 

けぉせつぇゃぇとうすっ しっ ゃ ‶かけゃょうゃしおうは そうかう
ぇか くぇ 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす – ]け
そうは, こけ しこっちうぇかくけしすすぇ “¨さなあっえくけ う 
ぉけっこさうこぇしくけ こさけういゃけょしすゃけ” ゃなゃ そぇ
おせかすっす  “╋ぇてうくけしすさけっくっ う せさっょけしすさけ
っくっ”.
¨す 2015 ゅ. おなき ]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ 

こさけゅさぇきぇ しっ ょけぉぇゃはす う けぉせつぇゃぇとう しっ 
しすせょっくすう  けす うくあっくっさくうすっ しこっちうぇか
くけしすう くぇ  〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
- ]けそうは う 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
-╂ぇぉさけゃけ, おぇおすけ う うくあっくっさくけ-たうきう
つっしおう  しこっちうぇかくけしすう けす 》うきうおけ-すった
くけかけゅうつくうは う ╋っすぇかせさゅうつくうは せくうゃっさ
しうすっす - ]けそうは う 〉くうゃっさしうすっすぇ „‶さけそ. 
ょ-さ ┿しっく ╆かぇすぇさけゃ“ – ╀せさゅぇし, うきぇとう 
こさうかけあっくうっ ゃなゃ そうさきぇすぇ.
╆ぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ し 

こさっょうきしすゃけ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
いぇゃなさてうかうすっ しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇ

‶け こけゃけょ ′ぇちうけくぇかくうは 
こさぇいくうお くぇ ╀なかゅぇさうは 〈さっ

すう きぇさす う 137-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
¨しゃけぉけあょっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは 
‶けしけかしすゃけすけ くぇ [っこせぉかうおぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ [っこせぉかうおぇ ╋けかょけ
ゃぇ けさゅぇくういうさぇ くぇ 03.03. 2015 
ゅ. ちっさっきけくうは こけ こけかぇゅぇくっ くぇ 
ちゃっすは くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ けこなか
つっくちうすっ ゃ ゅさ. ╉うてうくっゃ, こさぇい
くうつっく おけくちっさす う こさうっき.
′ぇ ちっさっきけくうはすぇ こけ こけょくぇしは

くっ くぇ ちゃっすは くぇ ‶ぇきっすくうおぇ くぇ 
けこなかつっくちうすっ ゃ ゅさ. ╉うてうくっゃ 
しっ ゃおかのつうたぇ ぉかういけ 150 ょせてう. 
¨す きけかょけゃしおぇ しすさぇくぇ ゃいったぇ 
せつぇしすうっ いぇきっしすくうお-きうくうし
すなさなす くぇ ゃなくてくうすっ さぇぉけすう う 
っゃさけこっえしおぇすぇ うくすっゅさぇちうは くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╋けかょけゃぇ ゅ-く 〈せょけさ 
〉かはくけゃしおう う ょうさっおすけさなす くぇ 
╃うさっおちうは 『っくすさぇかくぇ う ぃゅけ
ういすけつくぇ ╄ゃさけこぇ ゅ-く 】っそぇく 
╀せつのしおぇくせ.
╁ きっさけこさうはすうっすけ せつぇしすゃぇたぇ 

けとっ こけしかぇくうちう, ょうこかけきぇすう, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ けさゅぇくういぇ
ちうう けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉとくけしす う 
きけかょけゃしおう ゅさぇあょぇくう. ╁ きっさけ
こさうはすうっすけ ぇおすうゃくけ しっ ゃおかの
つうたぇ こさっこけょぇゃぇすっかう う せつっくう
ちう けす ╀なかゅぇさしおうは 〈っけさっすうつっく 
かうちっえ „╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ ╉う
てうくっゃ, おけうすけ ぉはたぇ こけょゅけすゃう

くうっ せつっくうちう けす おぇいぇくかなておうすっ せつう
かうとぇ, くっいぇゃうしうきけ けす こさけそうかぇ うき う 
こさうっすう いぇ しすせょっくすう, おぇおすけ う ゃっつっ けぉせ
つぇゃぇとう しっ くぇ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ しすっこっく こけ 

すっいう しこっちうぇかくけしすう.
╆ぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっ そうさきぇすぇ とっ 

けしうゅせさはゃぇ きっしっつくう しすうこっくょうう くぇ しすせ
ょっくすうすっ う とっ ういこかぇとぇ すったくうすっ しっきっ
しすさうぇかくう すぇおしう. 〈っいう しせきう こさっょしすぇ
ゃかはゃぇす いくぇつうすっかくけ こっさけ ゃ ぉのょあっすぇ くぇ 
ゃしはおけ しっきっえしすゃけ しなし しすせょっくす-しすうこっく
ょうぇくす.
]かっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉ

さぇいけゃぇくうっ ゃしうつおう しすうこっくょうぇくすう とっ 
うきぇす けしうゅせさっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ こけ しこっ
ちうぇかくけしすすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, ゅぇさぇくすうさぇくけ 
けす ょゃせしすさぇくくけ こけょこうしぇく ょけゅけゃけさ. 

╉ぇくょうょぇす-しすうこっくょうぇくすう きけゅぇす ょぇ うい
こさぇすはす CV う きけすうゃぇちうけくくけ こうしきけ くぇ 
っ-ぇょさっし

うかう くぇ こけとっくしおう ぇょさっし  ぉせか. ”[けいけ
ゃぇ ょけかうくぇ” わ100, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお,
すっか. 0431/6-31-33.

╇くそけさきぇちうはすぇ っ こけょゅけすゃっくぇ けす 
けすょっか „╉ぇょさう” くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃

かう こさけゅさぇきぇ, こけしゃっすっくぇ くぇ 
こさぇいくうおぇ.
′ぇ けさゅぇくういうさぇくうは けす こけ

しけかしすゃけすけ こさうっき ぉはたぇ こけおぇ
くっくう う こさうしなしすゃぇたぇ こさっょ

しすぇゃうすっかう くぇ ょなさあぇゃくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╋けかょけゃぇ, 
ょうこかけきぇすうつっしおうは おけさこせし, 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉとくけしす, ょっえ
ちう くぇ くぇせおぇすぇ う おせかすせさぇすぇ, 
]╋╇, ぉういくっしきっくう. ╁ さぇきおう
すっ くぇ けそうちうぇかくぇすぇ つぇしす くぇ 

こさうっきぇ ぉってっ こさけういくっしっくけ 
しかけゃけ けす ういゃなくさっょくうは う こなか
くけきけとっく こけしかぇくうお くぇ [っこせ
ぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ [っこせぉかうおぇ 
╋けかょけゃぇ ゅ-く ‶っすなさ ╁なかけゃ, ゃ 

おけっすけ ぉってっ けすぉっかはいぇくけ うしすけ
さうつっしおけすけ いくぇつっくうっ くぇ 〈さっ
すう きぇさす. ′ぇ こさうっきぇ こさうしなしす
ゃぇたぇ くぇょ 250 ょせてう.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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╇かてかちあせひて-にけすけさ けせきかせかち ╅せてそせさあ [ひせねかうあ:

╊╉¨〉 ╋¨╇《【 – ╊╉¨〉 《【╉╊] – ╊╉¨〉 を╊｠! 

〈けかおけゃぇ っ ゅけゃけさっくけ いぇ 
』せょけきうさ う こけ-きぇかおけ いぇ すぇ-
かぇくすかうゃぇすぇ きせ しなこさせゅぇ – 
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ. ╉ぇお-
ゃけ くっ いくぇっき いぇ くっは う おぇおゃけ 
けす すけゃぇ, おけっすけ しっ くけしう いぇ 
すぇいう うくすっさっしくぇ あっくぇ ゃ 
こさうおぇいおうすっ くぇ たけさぇすぇ, しこけ-
さっょ ╁ぇし, っ ょぇかっつ けす けくけゃぇ, 
おけっすけ すは っ ぉうかぇ ゃ ょっえしすゃう-
すっかくけしす?
- ╆くぇき かう おぇおゃけ ょぇ おぇあぇ.../

ゃないょなたゃぇ/ - きけあっ ぉう けおけかけ 
けくけゃぇ, おけっすけ ゃうすぇっ おぇすけ こさう-
おぇいおう ゃ „あなかすぇすぇ“ こさっしぇ おぇすけ 
くっとけ, おけっすけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゅけゃけさう - けおけかけ けすくけてっくうはすぇ 
うき し 』せょけきうさ. 》けさぇすぇ くっ いくぇはす 
ょけしすぇすなつくけ いぇ くっは. ┿い きけゅぇ ょぇ 
ゅけゃけさは いぇ くっは ょけ せすさっ... ╇ しなき 
きくけゅけ さぇいゃなかくせゃぇくぇ う ゃないきせ-
すっくぇ くぇこけしかっょなお けす くっゅぇすうゃ-
くうすっ きくっくうは いぇ ╋ぇさぇ, おけっすけ 

╁ 》うきうつくうは けすょっか こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ すったくけかけいうすっ-うくあっくっさう 
う おけくしすさせおすけさうすっ „しっ ぉさけはす くぇ 
こさなしすう“. ‶さういくぇゃぇ, つっ さぇぉけ-
すぇすぇ すぇき くっ え こさうかうつぇかぇ おぇすけ 

いぇ うくあっくっさ-たうきうお, ぇ うきぇかけ う 
しすさぇたけゃっ けす ゃいさうゃけけこぇしくうすっ 
けこっさぇちうう, ういゃなさてゃぇくう さなつ-
くけ. ╆ぇさぇょう こさけそっしうけくぇかくけすけ 
しう さぇいゃうすうっ ┿くすけくおぇ けすうゃぇ ゃ 
╂ぇかゃぇくうつくうは ちった おぇすけ くぇつぇか-
くうお-しきはくぇ, こけしかっ しすぇゃぇ ちっ-
たけゃ すったくけかけゅ. 『ったなす すけゅぇゃぇ っ 
ょけ あこ-かうくうはすぇ, ういこけかいゃぇす しっ 
っょゃぇ くはおけかおけ ゅぇかゃぇくうつくう こさけ-
ちっしぇ – ぇかおぇかくけ こけちうくおけゃぇくっ, 
おうしっかけ おぇかぇえょうしゃぇくっ, くうおっかう-
さぇくっ くぇ ょさっぉくう ょっすぇえかう ゃなゃ 
ゃなさすはとう しっ ぉぇさぇぉぇくう. 》さけきう-
さぇくっすけ, ぉっい おけっすけ ょくっし しこっちう-
ぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ っ くっきうし-
かうきけ, こけつゃぇ つぇお し せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ ┿╉-47. 〉しゃけはゃぇくっすけ こさぇゃう 
′うくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ. ‶け かうすっさぇ-
すせさくう ょぇくくう, ぉっい ょけおせきっくすぇ-
ちうは, くけ – しさぇゃくうすっかくけ かっしくけ, 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ しっ せしゃけはゃぇ う  
ぇかおぇかくけすけ おぇょきうさぇくっ. ] すけゃぇ 
こけおさうすうっ, うくあ. ╃っつっゃぇ おぇいゃぇ, 
くっ っ うきぇかけ くうおけゅぇ こさけういゃけょ-
しすゃっくう こさけぉかっきう. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ┿くすけくおぇ っ ゃっつっ 

しなこさせゅぇ. ]うくうすっ けつう くぇ おけかっ-
ゅぇ けす けぉとっあうすうっすけ しぇ くっせし-
すけうきう. ╁ こさけそっしうはすぇ すは さぇし-
すっ – ゃっつっ っ ゃ 》うきうつっく けすょっか, 
こさう くぇつぇかくうお うくあ. ╉けえつっゃ. 
„┿さしっくぇか“ くぇゃかういぇ ゃなゃ ゃしっ こけ-
ゅけかっきう きぇとぇぉう: けすょっかなす しっ 
こさなしおぇ こけ けすょっかくうすっ いぇゃけょう 
こさっい 1964-すぇ. ]すさけう しっ くけゃうはす 
╂ぇかゃぇくうつっく ちった し 》さけきぇあくぇ う 
¨すょっかっくうっ いぇ ょさせゅうすっ こさけちっ-
しう. 『ったなす しっ けぉけさせょゃぇ し きけ-
ょっさくう くっきしおう ゃぇくう し ゃなさすはとぇ 
しっ おぇすけょくぇ とぇくゅぇ, こけすけこはっきう 
ぉぇさぇぉぇくう, ぇこぇさぇすう いぇ けぉっい-
きぇしかはゃぇくっ. ‶さけぉかっきなす うょゃぇ 
し せしゃけはゃぇくっすけ くぇ  SPG, けぉけ-
させょゃぇくっすけ くっ っ こさうゅけょくけ う しっ 
くぇかぇゅぇ こさっせしすさけえしすゃけ, いぇさぇょう 
こかうすおうすっ ゃぇくう. ╉なくつっゃぇ こけっ-
きぇ こさけっおすぇくすしすゃけすけ, うくゃっしすう-
すけさしおうは  おけくすさけか, さぇぉけすぇすぇ くぇ 
すったくけかけゅ. ‶けつゃぇす こさっちういくうすっ 
こさっしきはすぇくうは, ╉┿‶ さぇいさぇぉけすゃぇ 
ゃぇくうすっ おけくしすさせおすけさしおう, こさぇ-
ゃはす しっ ゃ ╆ぇゃけょ 8. ]かっょ ]╋[ 

『╅′[╅′¨【╊ 〉╅ ぁ】╉《〈¨『 〉╊ 』╅ ぃ《】
》しかすかせせけぬあてあ せあ ぁとおそすけち ]けしけみ ╉けすけてちそうあ:

こけょしおぇいゃぇ, つっ くっ しっ いくぇはす くっ-
とぇすぇ けおけかけ くっは, おぇおすけ う こけ けす-
くけてっくうっ くぇ すはたくぇすぇ ゃさないおぇ し 
』せょけきうさ. ╁うくぇゅう しなき おぇいゃぇかぇ, 
つっ 』せょけきうさ くっ しっ つっすっ おぇおすけ 
すさはぉゃぇ, けしけぉっくけ, ゃ くっゅけゃうすっ 
しぇすうさうつくう ういこけゃっょう. 〈けえ ゃうくぇ-
ゅう すなさしってっ くぇしきっておぇすぇ ゃ けくけ-
ゃぇ, おけっすけ おぇいゃぇ, くけ – くぇしきって-
おぇすぇ し っょくぇ ゅけかはきぇ かのぉけゃ, う 
くぇしきっておぇ, ゃ おけはすけ うきぇ きくけゅけ 
こけょすっおしす. ╇, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
さぇいうしおゃぇ こけ くっゅけゃうすっ ぉっかっあ-
おう, つせゃしすゃぇ..., すさはぉゃぇ ゃうくぇゅう 
ょぇ しっ すなさしう こけょすっおしすぇ – おけゅぇ-
すけ しっ こけゅかっあょぇ けすゅけさっ-けすゅけさっ, 
ゃうくぇゅう しっ ょけこせしおぇ ゅさせぉぇ ゅさって-
おぇ. ╆ぇ きっく ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 
ぉってっ っょうく ぉっいおさぇえくけ っすうつっく, 
おせかすせさっく つけゃっお し こさうさけょくぇ 
うくすっかうゅっくすくけしす, くけしっと ゃ ゅっくぇ 
しう おせかすせさぇすぇ くぇ っょうく うくすっさっ-

しっく, ょさっゃっく さけょ, ゃ おけえすけ うきぇ 
いけゅさぇそう う うくすっさっしくう ゃいぇうきけ-
けすくけてっくうは ゃ きくけゅけぉさけえくけすけ 
しっきっえしすゃけ – ゃ ょけぉさうは しきうしなか, 
おぇすけ っょくぇ ゅけかはきぇ ゃいぇうきけこけ-
きけと きっあょせ きくけゅけすけ しっしすさう う 
ぉさぇすは. ╉ぇすけ こけ-ゅけかはきぇ, すは っ 
こさけはゃはかぇゃぇかぇ ういおかのつうすっかくけ 
ゅさうあけゃくけ けすくけてっくうっ おなき しっし-
すさうすっ しう - ╆ょさぇゃおぇ ╆ぇえおけゃぇ あう-
ゃっっ せ すはた, ぇ ╋ぇさぇ しっ ゅさうあう う いぇ 
きぇかおぇすぇ  ┿くう う くっえくうは しうく, くぇ 
おけゅけすけ ╋ぇさぇ こけょぇさはゃぇ こうぇくけ う 
けすゅかっあょぇ すぇかぇくすぇ きせ くぇ きせいう-
おぇくす, すぇおぇ つっ – すけえ しすぇゃぇ っょうく 
ょけぉなさ こうぇくうしす... ╃ぇ くっ ゅけゃけ-
さうき いぇ けすくけてっくうっすけ くぇ ╋ぇさぇ 
おなき ぉっいおさぇえくうすっ さけょくうくう くぇ 
くっえくうは きなあ, おけうすけ こけしけすはくくけ 
ゅけしすせゃぇたぇ せ すはた. ‶けかけゃうくぇすぇ けす 
ぉさぇすけゃつっょうすっ しぇ きうくぇかう こさっい 
すはたくぇすぇ おなとぇ. 〉 すはた あうゃっったぇ 

おぇすけ せ ょけきぇ しう しうくけゃっすっ くぇ 
っょくぇすぇ え しっしすさぇ, しうくなす くぇ ょさせ-
ゅぇすぇ, いぇ ょぇ せつぇす ゃ すったくうおせきぇ. 
┿おけ ぉってっ おけくそかうおすくぇ あっくぇ, 
おぇおゃぇすけ しっ けこうすゃぇす ょぇ は けこうし-
ゃぇす, ╋ぇさぇ くはきぇてっ ょぇ こさうっきぇ 
すぇおぇ たけさぇすぇ せ ょけきぇ しう. ┿ すは しっ 
ゅさうあう いぇ すはた. ╆ぇ ゅけしすせゃぇくうはすぇ 
こなお, ょぇ くっ ゅけゃけさうき. ╁ しなぉけすぇ う 
くっょっかは くぇてっすけ しっきっえしすゃけ いぇ-
ょなかあうすっかくけ ゅけしすせゃぇてっ せ すはた. 
〈は こけしさっとぇてっ つせょっしくけ, ぇ けす-
くけてっくうっすけ え おなき きっく ゃうくぇゅう 
きっ ういくっくぇょゃぇてっ, いぇとけすけ すは 
きくけゅけ きっ けぉうつぇてっ. ╂けゃけさってっ 
きう いぇ ういおせしすゃけすけ, いぇ ちゃっすはすぇ, 
おぇさすうくうすっ, きけあっ ぉう せしっとぇ-
てっ せ きっく ゃなすさってっく せしっす おなき 
おさぇしけすぇすぇ う すなさしってっ けすいゃせおぇ 
くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ けぉうおくけゃっくうは 
つけゃっお おぇすけ きっく. ‶けしさっとぇてっ 
きくけゅけ ゅけしすう う くっ っ ゃはさくけ, つっ 

くっ っ ぉうかぇ ょけぉさぇ ょけきぇおうくは! 
╁なゃ ゃしうつおうすっ え ょっえしすゃうは うきぇ-
てっ そうくっし – けす こけしさっとぇくっすけ 
くぇ たけさぇすぇ ょけ こけょくぇしはくっすけ くぇ 
しかぇょおけすけ し すぇぉかうつおぇ..., ぇ うきぇ 
っょうく しかぇょおうて し こかけょ, おけえすけ ぇい 
こさけょなかあぇゃぇき ょぇ こさぇゃは こけ くっえ-
くぇ さっちっこすぇ. ╅うゃっかう しきっ ゃ ゅけ-
ょうくうすっ, おけゅぇすけ うきぇてっ おせこけくくぇ 
しうしすっきぇ, すは ゅけすゃってっ おぇすけ けぉうお-
くけゃっくぇ あっくぇ う しっ しこさぇゃはてっ し 
ゃしうつおけ. ╁はさくけ っ, つっ ╋ぇさぇ くっ 
しこけょっかはてっ かうつくうすっ しう  くっとぇ 
し ゃしうつおう, ぉってっ くぇえ-ぉかういおぇ し 
こさうはすっかおぇすぇ しう ‶ぇさぇくあうかけゃぇ. 
╀ってっ ぉかういおぇ う し くぇてっすけ しっ-
きっえしすゃけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇くあっくっさ ╉なくつっ-
ゃぇ, こけいくぇすぇ う おぇすけ 
╃っつっゃぇ, くっ っ こけ-
すけきしすゃっく たうきうお. ] 
すけつくけしすすぇ くぇ きう-
しなかすぇ, くぇしかっょっくぇ 
けす ょはょけ せつうすっか う 
ぉぇとぇ しつっすけゃけょう-
すっか, せゃかっつっくぇ けす 
っょくぇ せつうすっかおぇ し 
ゃないさけあょっくしおう こぇ-
すけし, けす ゅかっょおぇすぇ くぇ 
ゃっかうつうっすけ ゃ  しすさけ-
うすっかしすゃけすけ くぇ っょうく 
くけゃ こさけきうてかっく ゅう-
ゅぇくす  う ゃこっつぇすかっくぇ 
けす っょうく くっいぇぉさぇ-
ゃうき そうかき いぇ ╋ぇ-
さうは ╉のさう, ┿くすけくおぇ 
ういぉうさぇ しけそうえしおけすけ 
》〈╇. ┿ こけしかっ – „┿さ-

- ′ぇつぇかくうお 》うきうつっく けすょっか けす 1958-きぇ: たうきうお 
╃はおけゃ;

- 〈ったくけかけいうすっ – うくあっくっさう: ╋.╋うさつっゃ, ╁ぇしうか 
╃さぇゅぇくけゃ, ┿すぇくぇし ╉けえつっゃ;

- ‶うさけすったくうお ]ぇゃつっゃ; 

- ¨すゅけゃけさくうお ╂ぇかゃぇくうつっく ちった – ′うくぇ ┿すぇくぇしけゃぇ;

- ╉けかっあおうすっ ちったけゃう すったくけかけいう: ╊うはくぇ 』せおけゃぇ-
ぃさせおけゃぇ – ゃ ‶うさけすったくぇ う ╆かぇすおぇ ╂っさぇしうきけゃぇ う 
╃ぇそうくぇ ╉けしすけゃぇ – ゃ ╉ぇこしせかくぇ;

- 》うきうちうすっ けす ╀のさけすけ おなき ╆ぇゃけょ 0, けゅかぇゃっくけ 
けす うくあ. ぃさせおけゃぇ しかっょ こさなしおぇくっすけ くぇ 》うきけすょっかぇ 
こさっい 1964-すぇ こけ いぇゃけょう: ]かぇゃおぇ ╋っさきっさしおぇ, ╄かっ-
くぇ ╊ぇつっゃぇ, ]すっそおぇ ‶ぇさかぇこぇくしおぇ, ╃さぇゅぇくけゃ, ╀けあう-
おけゃ, ╋うてけ ╋うたぇえかけゃ, 》さ.╁ぇしうかっゃ – ╉ぇきぉけ, [ぇょおぇ 
〈っくっゃぇ, 〈けょけさおぇ ╁ぇしうかっゃぇ;

- ╄おうこなす, さぇぉけすうか いぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ SPG ゃ ╂ぇか-
ゃぇくうつくうは ちった: くぇつぇかくうお-ちった 〈けょけさ ┿くょけくけゃ, ¨〈╉ 
– ┿すぇくぇし ╂さうゅけさけゃ, ゃけっくっく こさっょしすぇゃうすっか ╇ゃぇく ╉け-
いぇさっゃ, かぇぉけさぇくすうすっ – ╋ぇさうは ╃けぉさっゃぇ, ╋ぇさうは ╅っ-
かっゃぇ, おけかっあおぇすぇ ╁っかうつおぇ;  

- ]こっちうぇかうしすうすっ こけ こかぇしすきぇしう, ゃなゃっかう くけゃうすっ: 
かけあぇ, こけかせかけあぇ う こさうおかぇょ くぇ ぇゃすけきぇすぇ: 〈けょけさ 
╀けあうおけゃ, ╋. ╋うたぇえかけゃ, ╉.╀うかはさけゃぇ, ╂っくおぇ ╉けしすぇ-
ょうくけゃぇ, ┿すぇくぇしおぇ ′うおけかけゃぇ, ]すけえつけ ╉せきぇくけゃ; 

- ]こっちうぇかうしすうすっ, けすゅけゃけさくう いぇ そけさきせかうすっ くぇ ぉけ-
はょうしゃぇくっすけ しかっょ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╆ぇゃけょ 5: ╇ゃぇく 
╃さぇゅぇくけゃ, ]ぇておぇ ╀けいせおけゃぇ, ╇かうは ╉ぇしぇぉけゃ, ╋ぇさうは 
]すけはくけゃぇ;

- ╋ぇえしすけさなす くぇ たさけきうさぇくっすけ, そけしそぇすういうさぇくっすけ 
う かぇおうさぇくっすけ ′うおけかぇえ ╃っつおけゃ けす いぇゃけょぇ ゃ 【っえ-
くけゃけ;

- ′けゃけこけしすなこうかうすっ [せしぇかうくぇ ‶っすさけゃぇ う ╋ぇさうは 
╋うくっゃぇ.

╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ. ╁ ╉ぇ-

いぇくかなお すは くはきぇ くせあょぇ 
けす ょさせゅけ こさっょしすぇゃはくっ. ╇きっすけ 
っ ょけしすぇすなつくけ. ′け ╉ぇいぇくかなお 
うきぇ くせあょぇ  ょぇ いくぇっ けとっ う 
けとっ けす けくけゃぇ, おけっすけ すは こぇいう 
おぇすけ しこけきっくう けす あうゃけすぇ くぇ 
っょくぇ そぇきうかうは – さけょなす くぇ 』せ-

ょけきうさ. ╊うかうは っ こかっきっくくうちぇ 
くぇ こうしぇすっかは-たせょけあくうお, おさぇ-

っゃっょ, きせいっっく ょっっち..., “ゃなけぉ-

とっしすゃっくうお“, おぇおすけ ╃うきうすなさ 
』けさぉぇょあうえしおう くぇ てっゅぇ けこさっ-

ょっかはか たけさぇすぇ, くっぉっいさぇいかうつ-

くう おなき ゃしうつおけ くぇけおけかけ. 〈けつ-

くけ すぇおぇ,   くっぉっいさぇいかうつくぇ おなき 
くっとぇすぇ, っ う ╊うかうは: すは こうてっ 
しすうたけゃっ, ょっすしおう こうっしおう, たけょう 
こけ けおさなあくう かうすっさぇすせさくう 
しぉうさおう, こさぇゃう こさけせつゃぇくうは いぇ 
さけょくうは おさぇえ, こせぉかうおせゃぇ しすぇ-

すうう ゃ きっしすくぇすぇ こさっしぇ, さけゃう 
うい ょけおせきっくすう, こけしすぇゃは おせお-

かっくう こさっょしすぇゃかっくうは, こっっ ゃ 
こさぇゃけしかぇゃくうは たけさ /“〈けかおけゃぇ 
しぇ たせぉぇゃう ちなさおけゃくうすっ こっし-
くけこっくうは...!“/, けこうすゃぇ ょぇ ゃかけ-

あう う すけかおけゃぇ かうこしゃぇとうは くぇ 
くぇてぇすぇ ‶さぇゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ 
しけちうぇかっく きけきっくす ゃ こけきけと くぇ 
たけさぇすぇ, すなさしう ょうさうすっ くぇ ╊っゃ-

しおう... ′っくぇゃうあょぇ けすつぇはくうっすけ 
う しぇきけしなあぇかっくうっすけ, けぉうつぇ 
こけかしおうすっ ちゃっすは, おぇおゃうすけ くけ-

しうか 』せょけきうさ しかっょ さぇいたけょ-

おうすっ しう, けぉうつぇ おうすおうすっ けす 
ょゃけさぇ – おぇすけ けくうは, し おけうすけ 
は ういこさぇとぇかう ゃ ゅさぇょぇ さけょくう-

くうすっ けす 〈せさうは う けくうは, おけうすけ 
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ さっょはかぇ 
こけ ちゃっすけゃっ, ょけおぇすけ きぇかおぇすぇ 
こかっきっくくうちぇ こけこうゃぇかぇ ゃしはおけ 
ょゃうあっくうっ う こけゅかっょ くぇ けくぇ-

いう かっかは, しなこさせゅぇすぇ くぇ 』せょけ-

きうさ, おけはすけ けしすぇゃぇ ゃ しなさちっすけ 
し ぇさうしすけおさぇすうつくうすっ しう きぇ-

くうっさう, すなくなお ゃおせし う てうさけおけ 
けすゃけさっくぇすぇ ゃさぇすぇ くぇ ょけきぇ しう. 
╃けき, つうえすけ けぉうすぇすっかう こけいくぇ-

ゃぇす ╀ぇゅさはくぇ, ╃けさぇ ╂ぇぉっ, ╉けく-

しすぇくすうく 】なさおっかけゃ, ╋うたぇうか 
╉さっきっく, ╋ぇさぇ ‶っくおけゃぇ... - 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくすっかうゅっくちうは う 
ぉけたっきぇ けす ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ 
くぇ 20-すう ゃっお, おなき おけはすけ すっいう 
けぉうすぇすっかう うしすうくしおう こさうくぇょ-

かっあぇす. ╃けき – こけ ょせきうすっ くぇ 
╊うかうは, “ゃっさっく くぇ しっきっえくぇ-

すぇ すさぇょうちうは“. 〈さぇょうちうは  くぇ 
けぉゅさうあゃぇくっすけ: けす こなしすさうは 
ぉせおっす う こなかくぇすぇ つぇくすぇ, し おけは-

すけ すっ ういこさぇとぇす けす しっかけ – ょけ 
てうさけおけすけ こけしさっとぇくっ せ  さけょ-

くうくうすっ ゃ ゅさぇょぇ. 〈さぇょうちうは くぇ 
さぇょけしすすぇ けす ゃいぇうきくうすっ しさっとう 
う  けぉうつすぇ きっあょせ たけさぇすぇ. 
╊うかうは こけきくう こっえおぇすぇ ゃ 

ぉけかくうちぇすぇ けす こけしかっょくうすっ きっ-

しっちう くぇ 』せょけきうさ う こなさゃうすっ 
きせ ょせきう ゃ しさっとぇすぇ: “╋けはす 
ぉさぇす せきさは かう...?“ – くぇ くっは しっ 
こぇょぇ ょぇ きせ おぇあっ いぇ しきなさすすぇ 
くぇ ょはょけ しう. ]っきっえくぇすぇ いぇゅせ-

ぉぇ 』せょけきうさ ういさうつぇ し ょせきう-

すっ: “¨しすぇくぇた しぇきけ し っょくぇ しっし-
すさぇ...“. 
╃くっし さけょしすゃっくうちうすっ くぇ 』せ-

ょけきうさ しぇ こさなしくぇすう おなょっ かう 
くっ – ╊けくょけく, ‶さぇゅぇ, [うき, [せしっ, 
‶けきけさうっ, ]けそうは, ╀せさゅぇし, ‶ぇ-

いぇさょあうお... 〈っ しぇ うおけくけきうしすう, 
かっおぇさう, こさけゅさぇきうしすう, こっゃちう, 
たせきぇくうすぇさうしすう, たせょけあくう-

ちう, ぇさすうしすう..., うきぇ ょけさう っょうく 
ぉうゃて こなかくけきけとっく きうくうしすなさ ゃ 
╉うすぇえ. ′け – ゃしっ すぇおぇ しっ ょなさあぇす 

こけきっあょせ しう. ╉ぇすけ っょくぇ けす すはた, 
╊うかうは おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう, つっ っ 
うきぇかぇ すっあなお あうゃけす, つっ こさけそっ-

しうはすぇ え くぇ ょっすしおぇ せつうすっかおぇ え っ 
ぉうかぇ すはしくぇ う いぇすけゃぇ しっ ゃすせさゃぇ 
ゃ おぇおゃけ かう くっ ょさせゅけ. ′ぇすさせこぇ-

かぇ っ おぇきぇさう きっょぇかう けす そっしすう-

ゃぇかう くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぇ-

きけょっえくけしす. ′ぇ 60 すは こけつゃぇ ょぇ 
しかっょゃぇ  ぉけゅけしかけゃうっ. ‶けょすうおなす 
うょゃぇ けす ぇさた. ┿おしっくすうえ, こけきけと-

くうお ゃ ╋うすさけこけかうはすぇ, しさっとくぇか 
╊うかうは ゃ „]ゃっすぇ 〈さけうちぇ“, おな-

ょっすけ さなおけゃけょっかぇ 14 ゅけょうくう 
こさぇゃけしかぇゃくうは たけさ.  ┿おしっくすうえ 
え こさぇとぇ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおうは 
しこさぇゃけつくうお. ╊うかうは おぇいゃぇ くぇ 
ょっちぇすぇ: “¨すうゃぇき, いぇ ょぇ くっ きっ 
こさうっきぇす..., いぇ ょぇ いくぇき いぇゃうくぇ-

ゅう, つっ ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
くっ きう っ しなょぉぇ“. ′け ょくっし ゃっつっ っ 
きぇゅうしすなさ. 】ぇしすかうゃぇ っ けす すけゃぇ, 
くぇえ-こけしかっ っ こけしすうゅくぇかぇ くっとけ-

すけ, うしおぇくけ ちはか あうゃけす: “╋くけゅけ 
こなすう しなき しこうさぇくぇ くぇゃさっきっすけ 
ょぇ せつぇ ゃうしてっ. ╋うしかった, つっ っ 
いぇさぇょう ぉぇとぇ きう, くけ こけしかっ さぇい-
ぉさぇた, つっ っ うきぇかけ ょさせゅぇ こさうつう-

くぇ.“ ‶さういくぇゃぇ, つっ いくぇくうはすぇ けす 

うょゃぇ さっぇかくけすけ せしゃけはゃぇくっ 
– ┿くすけくおぇ こけっきぇ ちはかぇすぇ 
けすゅけゃけさくけしす, くけ こけょおさっこぇ-
すぇ くぇ てっそおぇすぇ ぃさせおけゃぇ っ 
ぉっいちっくくぇ いぇ くっは. ╁しうつおけ 

しすぇゃぇ こさっい っあっょくっゃくうすっ 
おけくしせかすぇちうう しなし しなゃっす-
しおう しこっちうぇかうしす, ょけてなか 
くぇ きはしすけ. ╁しはおぇ ゃっつっさ しっ 
ょけおかぇょゃぇ こさう いぇき.-ょうさっお-
すけさぇ 》さうしすけゃ ゃ こさうしなしす-
ゃうっすけ くぇ きったぇくうちうすっ けす 
╆ぇゃけょ 1, ちったけゃうは くぇつぇか-
くうお う くぇつぇかくうおぇ くぇ しきは-
くぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 6. ‶さぇゃはす しっ 
くぇかけあうすっかくうすっ おけさっおちうう 
う… しせすさうくすぇ: けすくぇつぇかけ! 
′ぇえ-ゅけかっきうすっ こさけぉかっきう 
しぇ こさう こさなしすっくぇ くぇ SPG, 
くぇえ-きぇかおうはす ょっすぇえか くぇかぇ-
ゅぇ こけしすけはくくけ こさっおさけはゃぇ-
くっ くぇ こさうぉけさぇ ょけ ょけしすう-
ゅぇくっ くぇ ょけぉさけ こけおさうすうっ. 
╇ょっ さっょ くぇ おぇさすっつくうちぇすぇ 
7.62: “╋くけゅけ すっあおけ うい-
ょっかうっ!“ – おぇいゃぇ ╉なくつっゃぇ, 
ういあうゃはかぇ う すさせょくけしすうすっ 
こけ こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ ょっぉっ-
かけすけ たさけきけゃけ こけおさうすうっ, う 
いけさけゃっすっ し ょなかあうくぇすぇ くぇ 
ちっゃすぇ. ′ぇかぇゅぇ しっ ょぇ くけしはす 
くぇ さなちっ すっあおうすっ ょっすぇえかう 
けす ╋ったぇくうつくうは ょけ ╂ぇか-
ゃぇくうつくうは ちった, いぇっょくけ し 
╊うかおぇ ╉ぇかこぇつっゃぇ う 》さうし-
すけ ╋ぇゃさけゃ. ╁しはおけ しかっょゃぇ-
とけ ぇさしっくぇかしおけ ういょっかうっ っ 
こけ-しかけあくけ, さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ゅぇかゃぇくうちうすっ – しなとけ. 〈っ 
ういしすさぇょゃぇす きなおうすっ こけ こせ-
しおぇ くぇ いっくうすくぇすぇ せしすぇくけゃ-
おぇ, ゅぇせぉうちぇすぇ, ゃなくてくうすっ 
こけさなつおう いぇ たさけきうさぇくっ くぇ 
ゅけかっきう ういょっかうは. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ ゃ ╀なかゅぇさうは くはきぇ 
ょさせゅけ きはしすけ, おなょっすけ しっ さぇ-
ぉけすう す. くぇさ.“すゃなさょけ“ たさけ-
きうさぇくっ. „╁しうつおう おけかっゅう, し 
おけうすけ さぇぉけすうたきっ, ぇ う すっいう 
– しっゅぇ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅけさょっ-
はす: っょうくしすゃっくう しきっ!“, ょなさ-
あう ょぇ おぇあっ しゃうょっすっかはす くぇ 
しなぉうすうはすぇ たうきうお ┿くすけくおぇ 
╉なくつっゃぇ. ╇ しっ くぇょはゃぇ, つっ 
う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさ-
きぇすぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ いくぇっ, 
つっ: “]かぇゃぇすぇ くぇ くぇてぇすぇ 
ぇさしっくぇかしおぇ こさけょせおちうは しっ 

ょなかあう, くっ しぇきけ くぇ ょけぉさぇすぇ 
きったぇくうおぇ, くけ う くぇ ょけぉさけすけ, 
おぇつっしすゃっくけ たさけきけゃけ こけおさう-
すうっ“.
‶さっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くっ 

しゃなさてゃぇす. 
╇ょっ さっょ くぇ 5.45 – ぇゃすけきぇす. 

┿さしっくぇかちう いくぇはす とけ っ すけ... 
〉しゃけはゃぇくっすけ ゃなさゃう ゃ 【っえ-
くけゃしおうは いぇゃけょ. “╂けさょっは しっ 
し すけゃぇ, いぇとけすけ ゅけ こさぇゃうた 
ぉっい ゃなくてくぇ こけきけと“!, しこけ-
ょっかは うくあ. ╃っつっゃぇ-╉なくつっゃぇ. 
╉けくしすさせおすうゃくうすっ ゅさっておう 
こさう せしすぇくけゃおぇすぇ, きぇかおうはす 
さぇいきっさ くぇ おぇくぇかぇ くぇ ちっ-
ゃすぇ, かうこしぇすぇ くぇ けさうゅうくぇか-
くぇ ぉうきっすぇかくぇ すっか いぇ ぇくけょう, 
きったぇくうつくうすっ きなおう し ゃすけさう 
おけくせし くぇ こぇすさけくくうおぇ, しぇ ょけ-
こなかくうすっかくうすっ はょけゃっ, し おけう-
すけ おぇつっしすゃけすけ くぇ ゅぇかゃぇくうつ-
くけすけ こけおさうすうっ ゃなさゃう „さなおぇ 
いぇ さなおぇ“. ]おけさけしすすぇ くぇ こけ-
ょぇゃぇくっ くぇ っかっおすさけかうすぇ, こぇ-
さぇきっすさうすっ くぇ すけおぇ, すっきこっ-
さぇすせさぇすぇ う こさけつうっ – ゃしはおぇ 
すったくけかけゅうつくぇ こけょさけぉくけしす , 
ょけ こさけぉかっきぇ し おなしけすけ しなっょう-
くっくうっ こさう きっょくうすっ ぇくけょう... 
しぇ ゃしっ ういこうすぇくうは, こさっい おけう-
すけ ┿くすけくおぇ っ きうくぇかぇ, こさけ-
ぉかっきう, おけうすけ っ さってうかぇ: “] 
こけゃっつっ せしうかうは しっ しこさぇゃうたきっ 
ぉかっしすはとけ!“
  ] こさっちういくけしすすぇ くぇ こっさ-

そっおちうけくうしす, ょくっし  たうきうお 
╃っつっゃぇ けこうしゃぇ ゃ こけょさけぉくけし-
すう すさせょくけしすうすっ, しなこなすしすゃぇかう 
くっ っょくけ くけゃけ こさけういゃけょしすゃけ. 
′っ – いぇとけすけ しぇ つぇしす けす こさけ-
そっしうけくぇかくぇすぇ え おぇさうっさぇ, ぇ 
し せぉっあょっくうっすけ, つっ すけいう ちっ-
くっく けこうす っ ゃぇあっく, つっ ゃ おさぇえ-
くぇ しきっすおぇ さっいせかすぇすなす っ くぇ-
かうちっ, ぇ ういょっかうはすぇ – こせしくぇすう 
ゃ こさけういゃけょしすゃけ う こけかせつうかう 
けちっくおぇ いぇ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ 
おけくおせさっくすくうは きっあょせくぇさけ-
ょっく こぇいぇさ. 〈は くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
けすつっすっ う さぇぉけすぇすぇ こけ ゃなゃっあ-
ょぇくっすけ くぇ こかぇしすきぇしけゃうすっ 
ょっすぇえかう こけ きっすけょぇ くぇ てこさう-
ちけゃぇくっすけ. ╇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ しっょぇかおうすっ いぇ ╀せかゅぇさ [っ-
くけ-すけ けす こっくけこけかうせさっすぇく. 
]なとうすっ すっいう たけさぇ, ぇさしっくぇか-
ちう, しこっちけゃっ こけ こかぇしすきぇしうすっ, 
けすたゃなさかはす う さぇいさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ ちはかぇすぇ たうきうは こけ ]すさっかぇ-
すぇ. ]かっょ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5 おぇつっしすゃけすけ くぇ ぉけはょうし-
ゃぇくっすけ しなとけ っ ゃ いぇょぇつうすっ くぇ 
うくあ. ╉なくつっゃぇ う おけかっゅうすっ え 
– たうきうちう. 
‶さけそっしうはすぇ は こさぇとぇ いぇ 

きぇかおけ う おぇすけ こさっこけょぇゃぇ-
すっか ゃ せつうかうとっすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか“. ′け さぇぉけすぇすぇ ゃ ちったぇ 
すは くっ けしすぇゃは. ╇きぇ けこうす う ゃ 
„╇くあっくっさうくゅ“-ぇ. ‶けかっいっく 
けこうす, けす おけえすけ っ ょけゃけかくぇ. 
‶っすうきぇすぇ くぇつぇかくうちう, し 

おけうすけ こさっい ゅけょうくうすっ さぇぉけすう 
┿くすけくおぇ – うくあっくっさうすっ ╉けえ-
つっゃ, ぃさせおけゃぇ, ╀. ‶っすさけゃ, 
]すっそぇく 〈けすっゃ, ╂. ╉けしすぇょう-
くけゃ, けしすぇゃはす せ くっは しこけきっ-
くうすっ いぇ こさけそっしうけくぇかういなき 
う けすかうつくう けさゅぇくういぇちうけくくう 
おぇつっしすゃぇ. „╁しうつおう, し おけうすけ 
しなき さぇぉけすうかぇ, うきぇたぇ けすかうつ-
くぇすぇ すっけさっすうつくぇ こけょゅけすけゃ-
おぇ けす 》〈╇ – ]けそうは う 》〈╇ 
– ╀せさゅぇし, ょけさう – けす ╂っさ-
きぇくうは. ╃ぇあっ しさっょくうしすうすっ 
うきぇたぇ しっさうけいくう こけいくぇくうは, 
くぇすさせこぇくう ゃ こさけういゃけょしすゃっ-
くうは けこうす“, こけょつっさすぇゃぇ うくあ. 
╉なくつっゃぇ. 〈は っ きうくぇゃぇかぇ う 
こさっい いぇょぇつう, くっ こさはおけ しゃなさ-
いぇくう し さぇぉけすぇすぇ くぇ たうきうちうすっ 
– おぇすけ こさけぉかっきうすっ し ういすっゅ-
かはくっすけ くぇ ゅけかはきぇすぇ ゅうかいぇ ゃ 

╆ぇゃけょ 2, しすさっかおけゃう こさけぉかっき 
くぇ こけかうゅけくぇ し おぇこしせか „╂っおけ“ 
う ょけさう – さなあょぇすぇ くぇ こけおさう-
ゃぇ くぇ 』うくうはすぇ くぇ ╀せいかせょあぇ. 
′け かのぉうきけすけ いぇくうきぇくうっ くぇ 
うくあっくっさ ╉なくつっゃぇ, こけしすなこう-
かぇ ゃ „┿さしっくぇか“ おぇすけ ╃っつっゃぇ,  
しう けしすぇゃぇ たうきうはすぇ. ╇ たさけきう-
さぇくっすけ. ╉けかおけすけ ょけ おけはすけ う 
ょぇ ぉうかけ しゃけは さぇぉけすぇ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ, すは ゃうくぇゅう っ ゃなさ-
ゃはかぇ ょけぉさっ, おぇいゃぇ ゃっすっさぇくなす 
たうきうお. ╇ こけはしくはゃぇ: “╀はたきっ 
ゃ こさっおさぇしくう けすくけてっくうは し 
くぇつぇかくうちうすっ, ょなかゅう ゅけょうくう 
さぇぉけすうたきっ し 〈けょけさ ┿くょけくけゃ 
う ┿くすけぇくっすぇ ╃っつっゃぇ. [なおけ-
ゃけょうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ くう 
せゃぇあぇゃぇたぇ きくけゅけ, おぇおすけ う 
くぇつぇかくうちうすっ くぇ ちったけゃっすっ, し 
おけうすけ さぇぉけすったきっ“.  
』っ っ せゃぇあぇゃぇくぇ う かうつくぇ 

あっくぇ, くぇ ゅ-あぇ ╉なくつっゃぇ え 
かうつう ゃっょくぇゅぇ. ¨しぇくおぇ, ょけし-
すけかっこうっ, せ ょけきぇ - おけかけしぇくう 
しぇかそっすおう し かうつくぇ さなつくぇ ぉさけ-
ょっさうは こけょ しすぇおぇくうすっ いぇ つぇえ... 
′けゃ おせこ おくうゅう くぇ きぇしうつおぇすぇ 
ょけ ょうゃぇくぇ. ╁いっかぇ ゅう っ すっいう  
ょくう けす ぉうぉかうけすっおぇすぇ, おなょっすけ 
くっ しこうさぇ ょぇ たけょう. ╂けぉかっくう-

すっ こけ しすっくうすっ しぇ けす ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ けとっ さぇぉけすっかぇ, こかっすっ-
くうすっ くぇ っょくぇ おせおぇ おぇさっくちぇ 
– けす こなさゃうすっ こっくしうけくっさしおう 
ゅけょうくう. „]っゅぇ ゃっつっ しぇきけ つっすぇ 
う ゅかっょぇき すっかっゃういうは“, しきっっ しっ 
ょけきぇおうくはすぇ, くぇさっょうかぇ しくうき-
おう くぇ そぇきうかうはすぇ – しうくけゃっ, 
ゃくせちう う こさぇゃくせちう. ]うくけゃっ-
すっ しぇ けすかうつくう きぇすっきぇすうちう – 
っょうくうはす ゃっつっ ぇさたうすっおす, ょさせ-
ゅうはす – ╃うくおけ, おけきこのすなさっく 
しこっちうぇかうしす, しおけさけ いぇこけつくぇか 
さぇぉけすぇ ゃ こっさしこっおすうゃくけ いゃっ-
くけ くぇ „┿さしっくぇか“. ╁くせつおうすっ: 
っょくぇ たせょけあくうつおぇ う ょゃっ うおけ-
くけきうしすおう う けとっ っょくぇ – こけっ-

かぇ しゃけは しう こなす. ╇きぇ う ゃくせお, 
う ょゃっ しかぇょおう こさぇゃくせつおう. ′ぇ 
すはたくぇすぇ ゃないさぇしす うくあっくっさ 
╉なくつっゃぇ くっ ぉうかぇ う つせゃぇかぇ 
とけ っ すけ – たうきうは. ╁ くっえくけすけ 
ょっすしすゃけ こけ ゃさっきっ くぇ ゃけえくぇすぇ 
ゃうはす しうさっくう う こさっかうすぇす しぇ-
きけかっすう. ╉ぇすけ きけきうつっ けぉうつぇ-
かぇ ゃしうつおう せつっぉくう こさっょきっすう, 
ぇ たうきうはすぇ しっ けすおかのつうかぇ いぇ 
くっは ゃ おさなあけおぇ くぇ っょくぇ ゃなか-
てっぉくぇ せつうすっかおぇ ゃ 10-すう おかぇし. 
„╃けてかぇ しなき すせお しかせつぇえくけ, くけ 
ういけぉとけ くっ しなあぇかはゃぇき. ┿おけ 
すさはぉゃぇてっ ょぇ いぇこけつくぇ けすくけ-
ゃけ, こぇお ぉうた ういぉさぇかぇ たうきうは-
すぇ. ╇かう – ぇさたうすっおすせさぇすぇ. ╁ 
„┿さしっくぇか“ ぉってっ こさっおさぇしくけ!“, 
おぇいゃぇ たうきうおなす, ゃうくぇゅう しこぇい-
ゃぇか こさぇゃうかけすけ “‶さけそっしうはすぇ 
っ すぇおぇゃぇ, つっ う くぇえ-きぇかおけすけ 
けすおかけくっくうっ ゃけょう ょけ しなゃしっき 
ょさせゅけ くっとけ...!“. 』けゃっおなす, くぇ 
おけゅけすけ くうおけゅぇ くっ っ すっあぇかけ ょぇ 
しすぇくっ ゃ 5.45 しせすさうく う こってぇ 
ょぇ うょっ ょけ „┿さしっくぇか“. ′け – 
おけえすけ しっ さぇょゃぇ, つっ しっゅぇ きけあっ 
しこけおけえくけ しせすさうく ょぇ しう こけかっ-
あう. ╆ぇしかせあうかぇ しう っ こけつうゃおぇ-
すぇ. [ぇょゃぇ え しっ. ′っ しおせつぇっ, くっ 
いくぇっ おぇおゃけ っ すけゃぇ. ′っ っ しぇ-

きけすくぇ. ╁うくぇゅう うきぇ うくすっさっしくけ 
いぇくうきぇくうっ. ╇きぇ う しこけきっくう. 
╂けさょっっ しっ し こけしすうあっくうっすけ 
„]すさせえくけ しおけさけしすくけ たさけきう-
さぇくっ“, こけしすうゅくぇすけ し おけかっあ-
おうすっ しこっちうぇかうしすう – たうきうちう. 
]こっちうぇかくうすっ  こさけそっしうけくぇか-
くう せきっくうは ゃけょはす うくあ. ╉なくつっ-
ゃぇ つぇお ゃ ╇さぇお, ゃ ╉せぉぇ /“[ぇはす 
くぇ いっきはすぇ!“/ う こさう おけかっゅう けす 
]なゃっすしおうは しなのい. ]こっちうぇかくぇ 
あっくぇ. ] くっは うきぇ おぇおゃけ ょぇ しう 
おぇあって. ′け – いぇ しっぉっ しう すは 
おぇいゃぇ こさけしすけ: „╄ょうく あうゃけす 
– っょうく けすょっか う っょうく ちった“. ╁ 
„┿さしっくぇか“,  さぇいぉうさぇ しっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ  

しかっょゃぇくっすけ こさけきっくはす くぇつうくぇ え 
くぇ きうしかっくっ う し くけゃぇ いぇょなかぉけ-

つっくけしす う  しうしすっきぇすうつくけしす すは  っ 
せぉっょっくぇ, つっ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけ-

ょうくう っ くぇこうしぇかぇ くぇえ-ょけぉさけすけ 
しう. ╆ぇすけゃぇ おぇいゃぇ: “′うおけゅぇ いぇ 
くうとけ くっ っ おなしくけ!“. ╇ いぇさなつゃぇ: 
“╋かぇょうすっ ょぇ くっ しっ けすつぇえゃぇす“, ぇ 
けすつぇはくうっすけ うき, しこけさっょ ╊うかうは, 
うょゃぇ けす すけゃぇ, つっ しっ けすおなしゃぇす けす 
あうゃけすぇ, けす こさうさけょぇすぇ, いぇとけすけ 
くっ せきっはす ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ きぇか-

おうすっ くっとぇ“.   
 ╁ すなさしっくっすけ くぇ すうは „きぇかおう“ 

くっとぇ けす あうゃけすぇ うょゃぇす けとっ 
くぇゃさっきっすけ う ゅけかっきうすっ しさっとう 
ゃ あうゃけすぇ くぇ ╊うかうは. ‶けおさぇえ 
つうつけ しう すは しっ いぇこけいくぇゃぇ し ╃けさぇ 
╂ぇぉっ う ╀ぇゅさはくぇ. ‶けきくう しさっとぇ-

すぇ し ╋うたぇうか ╉さっきっく, しかせつうかぇ 
しっ こさう っょくぇ くっえくぇ さぇいたけょおぇ し 
』せょけきうさ うい ]けそうは. ′っ いぇぉさぇ-

ゃは う さぇいきっくっくうすっ すけゅぇゃぇ ょせきう 
けおけかけ „[けきぇくなす くぇ ぅゃけさけゃ“, 
しかっょ おけっすけ, こけ うょっは くぇ ょはょけすけ 
くぇ ╊うかうは, うょゃぇ う くっえくけすけ こけ-

いくぇくしすゃけすけ し ぉさぇすぇ くぇ ぅゃけさけゃ 
ゃ 』うさこぇく, し おけゅけすけ こけしかっ こけょ-

ょなさあぇす ゃさないおぇ. ′はおけう けす こうし-
きぇすぇ きせ ょけてかう こさう ╊うかうは つさっい 
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ. „〈けえ くっ 
けぉうつぇてっ ╊けさぇ“, おぇいゃぇ  ╊うかうは 
いぇ ぉさぇすぇ くぇ こけっすぇ, いぇ おけゅけすけ 
しっ ゅけゃけさう, つっ ょぇゃぇ くぇ ぅゃけさけゃ 
こうしすけかっすぇ くぇ せぉうえしすゃけすけ. ╊う-

かうは  こけきくう う ぇおすさうしぇすぇ ╋ぇさぇ 
‶っくおけゃぇ, ぉかういおぇ こさうはすっかおぇ くぇ 
』せょけきうさ. 〈さう こなすう は っ こけしっとぇ-

ゃぇかぇ ゃ ╆かぇすうちぇ, おなょっすけ すは しっ 
けすすっゅかは いぇさぇょう いょさぇゃっすけ しう.  ╆ぇ 
すぇき ╊うかうは たゃぇとぇ しかっょけぉっょくうは 

ゃかぇお けす ╉ぇいぇくかなお, こさっしこうゃぇ う 
しっ ゃさなとぇ くぇ ょさせゅぇすぇ しせすさうく. 
╋ぇさぇ ‶っくおけゃぇ しこけょっかは くはおけう 
くっとぇ し きかぇょぇすぇ こかっきっくくうちぇ. ┿ 
╊うかうは こけきくう ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ, 
ゃっつっ ゃ おなしくうすっ ゅけょうくう くぇ あう-

ゃけすぇ しう, ぇおすさうしぇすぇ うょゃぇ すせお, いぇ 
ょぇ ゃいうきぇ けす 』せょけきうさ さぇいおぇいう, 
こけ おけうすけ ょぇ こさぇゃう しゃけえ さっちう-

すぇか. 』せょけきうさ しっ てっゅせゃぇか こさっょ 
ょはょけすけ くぇ ╊うかうは: “〈ぇは ╋ぇさぇ せき 
くはきぇ! ′ぇ すうは ゅけょうくう う し すけは いぇ-

ょせた うしおぇ ょぇ こさぇゃう さっちうすぇか...“. 
„‶っくおけゃぇ うきぇてっ ぉっいこけゅさってっく 
せしっす おなき くっゅけゃけすけ すゃけさつっしす-
ゃけ. 〈は きけあってっ ょぇ せしっすう ぇす-
きけしそっさぇすぇ くぇ 〈せさうは. ╆ぇとけすけ 
』せょけきうさ ゃうくぇゅう しっ はょけしゃぇてっ: 
“‶さぇゃはす けす きけうすっ さぇいおぇいう こぇ-

くぇうさう...! ] ‶っくおけゃぇ くっ ぉってっ 
すぇおぇ“, おぇいゃぇ こかっきっくくうちぇすぇ くぇ 
╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう, おけはすけ 
しなとけ っ いぇぉっかはいぇかぇ くぇゃうおぇ ょぇ 
しっ ぇおちっくすうさぇ くぇ „てせきくけすけ“ ゃ 
くっゅけゃうすっ さぇいおぇいう. „[ぇいおぇいうすっ 
くぇ 』せょけきうさ くっ しぇ てけせ“, おぇいゃぇ 
╊うかうは – „〈っ しぇ こしうたけかけゅうは“. 
〈けえ, つさっい うくすっかっおすせぇかくうすっ くぇ-

すさせこゃぇくうは ゃ しっきっえしすゃけすけ  くぇ 
ょぇしおぇかう,  しゃっとっくうちう う こっゃちう, 
けおさなあくう しなゃっすくうちう..., つさっい 
そぇきうかくぇすぇ  すさぇょうちうは, けこうさぇえ-

おう しっ くぇ せしきうゃおぇすぇ くぇ けぉうお-

くけゃっくうは つけゃっお, こうてっ し きくけゅけ 
かのぉけゃ, うょゃぇとぇ けす しっきっえしすゃけ-

すけ, ょけこなかゃぇ こかっきっくくうちぇすぇ. ╇ 
おぇいゃぇ: “〈ぇき けきさぇいぇ くはきぇ. ╇きぇ-

てっ こさうゃなさいぇくけしす  う ゃいぇうきけこけ-

きけと:  ょぇ しう こけきぇゅぇきっ!“.     
╊うかうは しう いくぇっ: “┿い しなき ゃっ-

しっかぇ, あういくっさぇょけしすくぇ, ぉな-

ぉさうゃぇ う しないょぇゃぇき ぉかういけしす 
きっあょせ たけさぇすぇ. ╇ しっ はょけしゃぇき 
すけつくけ いぇ こけ ょゃぇ つぇしぇ – きう-

くぇゃぇ きう ぉなさいけ“. 〈は くっ しこうさぇ 
ょぇ ゅけゃけさう し けくは „こさうこさはく“ 
ゅけゃけさ, おけえすけ っ いぇこけきくうかぇ う 
せ つうつけ しう 』せょけきうさ, くっ しこうさぇ 
ょぇ しっ しきっっ, ょぇ ゃっっ てぇさっくう 
さけおかう う てうさけおけこけかう てぇこおう 
こけ „╇しおさぇ“ – ゃっつっ ゃ けしきけ-

すけ しう ょっしっすうかっすうっ, くぇしおけさけ 
けすこさぇいくせゃぇくけ  し けさゅぇくう-

いぇちうは くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, おけはすけ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ は けすかうつう し 
ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっすくぇすぇ おくうゅぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁くうきぇくうっすけ, 
ょぇょっくけ え けす きっしすくぇすぇ けぉと-

くけしす, ╃うきうすさけゃぇ きうしかう  ょぇ 
ゃなさくっ ゃ しなけすゃっすっく あっしす – 
うしおぇ ょぇ ょぇょっ ぉけゅぇすうは しう かう-

つっく ぇさたうゃ くぇ おぇいぇくかなておうは 
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ“. 
]さっょ そぇきうかくうすっ ちっくくけしすう 
しぇ ゃけっくくうすっ ょくっゃくうちう けす 
╀ぇかおぇくしおぇすぇ う ¨すっつっしすゃっ-

くぇすぇ ゃけえくぇ, くぇ ょはょけ え – ╂っ-

けさゅう 』けさぉぇょあうえしおう, ぉさぇす 
くぇ 』せょけきうさ,  う くぇ ぉぇとぇ え – 
╃うきうすなさ ‶けょしおけつうっゃ, かうつ-

くけ くぇゅさぇょっく けす きぇさてぇか 〈けか-

ぉせたうく しかっょ ういきなおゃぇくっすけ くぇ 
しゃけは こけかお けす きうくくけすけ こけかっ 
おさぇえ ′ぇょおぇくうょあぇ.
 ╆ぇ あうゃけすぇ しう うきっくくけ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお ╊うかうは くっ しなあぇかはゃぇ. 
〈さう こなすう けすおぇいゃぇかぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ]けそうは. ′っ くぇ こけしかっょくけ 
きはしすけ – う いぇさぇょう しなゃっすうすっ 
くぇ うきっくうすうは しう つうつけ, ういあう-

ゃはか  うくすっさっしくうは しう あうゃけす 
ょぇかっつ けす しすけかうつくぇすぇ しせっすぇ. 
′け!  – くっこさっきっくくけ ょなさあぇか 
ゃさないおぇ しなし しすけかうつくうは おせか-

すせさっく っかうす う ぉけたっきぇ. „¨すう-

ゃぇき ゃ ]けそうは いぇ しゃっさはゃぇくっ 
くぇ つぇしけゃくうおぇ“, おぇいゃぇか 』せ-

ょけきうさ. „′っ っ ╋ぇさぇ ゃうくけゃ-

くぇ, つっ すけえ っ けしすぇくぇか すせお, 
ぇ いょさぇゃっすけ きせ う かせょぇすぇ きせ 
ゅかぇゃぇ!“, おぇいゃぇ こかっきっくくうちぇ-

すぇ, おけはすけ さぇいおぇいゃぇ, つっ しすさぇ-

たけゃっすっ けす すせぉっさおせかけいぇすぇ  ゃ 
さぇくくうすっ ゅけょうくう くぇ 』せょけきうさ 
しぇ っょくぇ けす こさうつうくうすっ ょぇ うい-
ぉっさっ つうしすうは ゃないょせた くぇ さけょ-

くぇすぇ ╃けかうくぇ. ╇ ぉかういけしすすぇ 
しなし しっきっえしすゃけすけ.       
‶さっょ こけさすぇすぇ くぇ すぇいゅけょうて-

くうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう 
╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ しう しこけきくは 
いぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ 』せょけきうさ 
う たせょけあくうつおぇすぇ ╋ぇさぇ ′けくけ-

ゃぇ, つううすけ おぇさすうくう こさっょしすけう 
ょぇ ゃうょうき  ゃ っおしこけいうちうは ゃ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╇いかけあぉぇすぇ っ つぇしす 
けす しなぉうすうはすぇ ゃ こさぇいくうちう-

すっ. ╁ こさけゅさぇきぇすぇ っ ゃおかのつっ-

くぇ う くぇせつくぇ おけくそっさっくちうは 
„』せょけきうさ う くぇてっすけ しなゃさっ-

きうっ“, ゃ おけはすけ ╃うきうすさけゃぇ とっ 
せつぇしすゃぇ しなし しゃけえ ょけおかぇょ, 
うきっくくけ こけ すっきぇすぇ いぇ しっきっえ-

くうすっ すさぇょうちうう.   
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しっくぇか“. ╇いぉけさなす: ╉ぇいぇくかなお うょゃぇ しかっょ ぇゅうすぇちうは 
くぇ きかぇょ ぇさしっくぇかっち しさっょ ょうこかけきぇくすうすっ-たうきうちう. 
』っすうさう きけきうつっすぇ けす すはた うょゃぇす ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
〈ぇおぇ うくあっくっさ ╃っつっゃぇ, ゃきっしすけ ゃ たうきおけきぉうくぇすぇ ゃ 
╃うきうすさけゃゅさぇょ, ぉかういけ ょけ さけょくけすけ 》ぇしおけゃけ, こさっい 
1958-きぇ こけこぇょぇ ゃ  ‶うさけすったくぇ くぇ ╆ぇゃけょ 10: きぇか-
おうすっ おなとうつおう しぇ こけすけこっくう ゃ こさけかっすくけ いっかっくけ.  ┿ 
- „╀ぇさせすくぇ ぉってっ おぇすけ ╀さぇいうかしおぇ ┿きぇいけくうは!“ ¨とっ 
こなさゃうは ょっく いぇょ こけさすぇかぇ うくあ. ╃っつっゃぇ しっ ういせきはゃぇ: 
せしっとぇ しっ おぇすけ ゃなゃ ゃぇおぇくちうけくくけ しっかうとっ. 〈けかおけゃぇ 
っ いっかっくけ, つうしすけ う すうたけ. ╁っつっ いくぇっかぇ おぇおゃけ っ  たう-
きうつっしおう いぇゃけょ, すぇ – しこさはきけ すけゃぇ, „┿さしっくぇか“ え しっ 
しすけさうか さぇえ. ′うおぇお ょぇあっ くっ しなあぇかはゃぇ, つっ っ ょけてかぇ 
すぇき. ╆ぇ きぇかおけ – いぇ 32 ゅけょうくう. 

Лилия Димитрова с деца и внуци в Бургас
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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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′ぇ ゃなかくう こさううあょぇす こけおけかっ-
くうはすぇ う ゃしはおけ, おぇすけ ゃ ちう-

ゅぇくしおう おぇすせく, けしゃっく くけゃうすっ しう 
ょさったう う こさうつっしおう, きけょっさくうすっ しう 
うょっう う ぇゃすけきけぉうかう, きなおくっ ゃ おぇ-
させちぇすぇ しう う くけゃうすっ ょっおけさう, しさっょ 
おけうすけ うしおぇ ょぇ あうゃっっ. ╇ょゃぇ こけ-
おけかっくうっすけ, けゅかっあょぇ しっ う おぇいゃぇ: 
„╉ぇおゃう しぇ すうは ゃったすけさうう すせおぇ, ぉっ  
ょあぇくなき?...“, しかっょ おけっすけ いぇこけつゃぇ 
ょぇ さぇいつうしすゃぇ.
〈ぇおぇ こけおけかっくうはすぇ さぇいつうしすう-

たぇ 〈ぇつけゃぇすぇ そせさくぇ, ╀っいうしすっくぇ 
ゃ ちっくすなさぇ, ういょなかぉぇたぇ ょなかぉけおぇ 
ょせこおぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ゅさぇょうくおぇすぇ 
くぇ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“, せょぇさうたぇ 
おかのつけゃっすっ くぇ おさなつきう, ょのおはくう 
う ぉさなしくぇさくうちう, おけうすけ くはおけゅぇ 
ぉはたぇ しおさけきくうすっ ょっおけさう くぇ あう-
ゃけすぇ, おけえすけ こなお すったくうすっ ぉぇぉう う 
ょはょけゃちう すぇおぇ しかぇょおけ けぉうつぇたぇ... 
′け すぇおぇゃぇ っ ゃっつくぇすぇ こせかしぇちうは 
くぇ ゃさっきっすけ. 】っ きうくぇす ゅけょうくう, 
とっ ょけえょっ くけゃけ こけおけかっくうっ, とっ 
しすけゃぇさう う すけ ちっかうは しう おぇすせく けす 
しせこっさそさういっさう, ぇせょうけ う ゃういせぇか-
くぇ すったくうおぇ, とっ うくしすぇかうさぇ おけき-
このすさうすっ しう, ゅけかっきう しぇすっかうすくう 
つうくうう とっ しっ いぇすなさおぇかはす う, こさっ-
ょう ょぇ しっょくっ ょぇ いぇしなさぉぇ けす すっいう 
つうくうう つけさぉうちぇすぇ くぇ しゃっすけゃくぇ-
すぇ おせかすせさくぇ こさけゅさぇきぇ, くけゃけすけ 
こけおけかっくうっ とっ しっ けゅかっょぇ う けとっ 
こけ-しゃうさっこけ とっ いぇゃうおぇ: „╉ぇおゃう 
しぇ しっゅぇ すせおぇ すうは ぉけおかせちう?...“ う 
とっ こけつくっ すせすぇおしう ょぇ さぇいつうしすゃぇ.                                                                        
]うゅせさくけ こけいくぇくうっすけ いぇ すぇいう 
こせかしぇちうは っ くぇおぇさぇかけ 』せょけきうさ し 
きなょさぇ うさけくうは ょぇ くぇさうしせゃぇ ゃなさ-
たせ きぇかおぇ つぇきけゃぇ ょなしおぇ, おけはすけ 
ゅけょうくう ゃうしってっ ゃ きせいっは, っょうく 
こなさゃけぉうすっく つけゃっお. ╆ぇょぇつぇすぇ くぇ 
ょなしつうちぇすぇ ぉってっ こさけしすぇ. 〈は すさはぉ-
ゃぇてっ ょぇ けくぇゅかっょはゃぇ こさっょ こけしっ-
すうすっかうすっ おぇすけ おぇお っ ういゅかっあょぇか 
こなさゃけぉうすくうはす つけゃっお. ╂けょうくう こけ-
おなしくけ しかせつぇえくけ しっ ゃいうさぇた ゃ つっさ-
すうすっ くぇ すけいう, けぉかっつっく ゃ おけあう う 
ゅさぇぉくぇか すけはゅぇ つけゃっお う ういゃっょくなあ, 
こけ くっぉっしくけ くぇゃはさくけ こさけしゃっすかっ-
くうっ, ゃ すぇすぇさしおうすっ しおせかう う くうしおけ-
すけ つっかけ, ゃ こさけゃうしくぇかうすっ きせしすぇちう 
う しすさぇたけすくぇすぇ ゃなすさってくぇ せぉっょっ-
くけしす, つっ すけいう しゃはす っ しないょぇょっく いぇ 
くっゅけゃぇ かうつくぇ せこけすさっぉぇ, ぇい ゃうょはた 
′ぇてっくっちぇ...
′っ きうくぇたぇ う くはおけかおけ ょっしっすおう 

たうかはょう ゅけょうくう う ′ぇてっくっちぇ ゃっつっ 
くけしってっ おぇかこぇつっ う ょうしぇゅう, ぇ きっあ-
ょせ いなぉうすっ きせ すさけこぇてっ ゅかうくっくぇ 
かせかうつおぇ. ┿おけ こなお ぉってっ ゅさぇあょぇ-
くうく, ′ぇてっくっちぇ うゅさぇってっ きけくうおし 
う うきぇてっ こかぇすっく つかっくしおう ゃくけし ゃ 
つうすぇかうとっすけ „╇しおさぇ“. ┿ 』せょけきうさ 
すなさこっかうゃけ しっ ゃゅかっあょぇてっ ゃ くっゅけ, 
いぇとけすけ しぇきうはす 』せょけきうさ ぉってっ ゅけ-
かはき う きなょなさ ぉうぉかっえしおう すゃけさっち, 
いぇ くっゅけ しぇきけすけ ゃさっきっ すっつってっ こけ 

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
〈みつてそ, せあ さそかてそ おあ
つか たそつうかてけの „╅ちつかせあし“ か たそくせあてあ すあちさあ う ぬみし つうみて, てひちつみて せけ
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』ちかはけ:
》しかすかせせけぬあてあ せあ ぁとおそすけち

]けしけみ ╉けすけてちそうあ

‶さっい 1890 ゅ. くぇ 25-すう きぇさす ゃ し. 〈せさうは, ╉ぇいぇく-
かなておけ, しっ さぇあょぇ こっすけすけ ょっすっ くぇ ╋ぇさうは ╃けくつっ-
ゃぇ う たぇょあう 》さうしすけ 』けさぉぇょあうえしおう - ╃うきうすなさ. 
╀ぇとぇ きせ こけつうくぇか きかぇょ, し こさうすっしくっくうっすけ, つっ けす 
くっゅけ„つけゃっお くはきぇ ょぇ しすぇくっ”. ╃うきうすなさ 』けさぉぇ-
ょあうえしおう けぉぇつっ しすぇゃぇ ういゃっしすっく こうしぇすっか-たせきけ-
さうしす, たせょけあくうお, おさぇっゃっょ う けぉとっしすゃっくうお, くぇ おけ-
ゅけすけ ╉ぇいぇくかなお ょなかあう けゅさけきくぇ つぇしす けす しかぇゃぇすぇ 
しう. ‶しっゃょけくうきなす くぇ こうしぇすっかは – 』せょけきうさ, っ くぇ-
しかっょっく けす こさはおけさぇ きせ けとっ おぇすけ のくけてぇ, おけゅぇすけ 
こさうはすっかうすっ きせ けすおさうゃぇす こさうかうおぇ きっあょせ くっゅけ 
う ょなさあぇゃくうは ょっっち 』せょけきうさ ╉ぇくすぇさょあうっゃ.                                                                                                                                  
‶さっい 1913 ゅ. いぇゃなさてゃぇ さうしせゃぇかくけすけ せつうかうとっ 
ゃ ]けそうは. 〉つぇしすゃぇ ゃ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ う ‶なさゃぇすぇ 
しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ. ¨す 1921 ゅ. くっゅけゃぇ しなこさせゅぇ っ 
たせょけあくうつおぇすぇ ╋ぇさぇ ′けくけゃぇ. [ぇぉけすう おぇすけ ゅうき-
くぇいうぇかっく せつうすっか ゃ ╉ぇいぇくかなお /1920-1933/, 
せしなゃなさてっくしすゃぇか しっ ゃ ‶ぇさうあ. ╃け しきなさすすぇ しう 
っ こさっょしっょぇすっか くぇ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ“. ¨す 1924 
ゅ. ょけ 1960 ゅ. っ  せさっょくうお う ょうさっおすけさ くぇ きせいっえ 
„╇しおさぇ” くぇ けぉとっしすゃっくう くぇつぇかぇ. ]なすさせょくうつう 
くぇ しすけかうつくうは ゃ. „╆けさぇ”. ╄ょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ 

っ くぇ ゃ. „╉ぇいぇくかなておぇ うしおさぇ”. ¨す 1938 ゅ. っ つかっく くぇ ╁なさたけゃくうは つうすぇかうとっく しなゃっす.

¨す 4-すう きぇさす ゃ さなおけゃけょくうは っおうこ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃ うきぇ 
くけゃ つかっく. 〈けゃぇ っ 45-ゅけょうてくうはす ‶っすなさ ‶っすさけゃ. 〈けえ いぇ-

っきぇ こけしすぇ ょうさっおすけさ こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ う しこっちうぇかくう ゃな-
こさけしう くぇ きはしすけすけ くぇ こっくしうけくうさぇくうは  こさっょう くはおけかおけ きっしっちぇ 
]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ. ‶っすなさ ‶っすさけゃ っ  ゃないこうすぇくうお くぇ ╁っかうおけ-
すなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“, おなょっすけ  
いぇゃなさてゃぇ ょゃっ きぇゅうしすさぇすせさう: こけ うしすけさうは  う こけかうすけかけゅうは う 
ょうこかけきぇちうは う くぇちうけくぇかくぇ しうゅせさくけしす. ‶さっょう すけゃぇ っ せつうか ゃ 
╋っょうちうくしおう おけかっあ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ]さっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇ-
くうっ  いぇゃなさてゃぇ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“, ぇ 〉‶╉ - ゃ ]‶〈〉 
こけ たうょさぇゃかうおぇ. 
‶っすなさ ‶っすさけゃ っ いぇ こなさゃう こなす くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“. ‶さっょう 

すけゃぇ っ  さぇぉけすうか ょなかゅう ゅけょうくう おぇすけ ゅかぇゃっく っおけかけゅ くぇ けぉとうくぇ 

‶ぇゃっか ぉぇくは, ぉうか っ しなとけ すぇおぇ きっょうちうくしおう そっかょてっさ, せつうすっか 
う いぇ おさぇすおけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ つぇしすくうは ぉういくっし. ╅っくっく っ, し っょうく 
しうく, おけえすけ っ せつっくうお ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]なこさせゅぇすぇ きせ っ せつうすっかおぇ ゃ ‶ぇゃっか ぉぇくは. 
‶けしさっとくぇたぇ きっ さぇょせてくけ, ぇ おけかっおすうゃなす, ゃ おけえすけ こけこぇょくぇた, 

きう たぇさっしゃぇ. 〈けゃぇ っ ょさせゅぇ しさっょぇ, ういおかのつうすっかくけ うくすっかうゅっくす-
くぇ, おけはすけ きう ょけこぇょぇ. 〈ぇおぇ けぉけぉとう こなさゃうすっ しう ゃこっつぇすかっ-
くうは けす „┿さしっくぇか“ くけゃうはす ょうさっおすけさ こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ う 
しこっちうぇかくう ゃなこさけしう. ‶さっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ‶っすさけゃ おぇいぇ, 
つっ けぉうつぇ  さぇぉけすぇすぇ くぇ ゃうしけおう けぉけさけすう, ょうくぇきうおぇすぇ, さぇい-
くけしすさぇくくうすっ いぇょぇつう. ¨こさっょっかは しっ おぇすけ ょうぇかけゅうつっく つけゃっお 
う つけゃっお くぇ ょっすぇえかうすっ, くけ ぉっいおけきこさけきうしっく こけ けすくけてっくうっ 
しすさうおすくけすけ しこぇいゃぇくっ くぇ こさぇゃうかぇすぇ う すはたくけすけ ういこなかくっくうっ. 
』けゃっお, おけえすけ しっ しすぇさぇっ ょぇ くっ ゃかぇゅぇ かうつくう っかっきっくすう ゃ さっ-
てぇゃぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう おぇいせしう. ‶さうゃなさあっくうお っ くぇ っおうこくぇすぇ 
さぇぉけすぇ. ¨ぉうつぇ ょぇ せつう くけゃう くっとぇ う くっくぇゃうあょぇ ょっかっくっすけ くぇ 
ゅさせこう ゃ おけかっおすうゃぇ, おぇおすけ う うくすさうゅうすっ. ╁かぇょっっ させしおう  う ぇく-
ゅかうえしおう っいうお.

╃けぉさう くけゃうくう, くけゃう こさうはすっかう, くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ, くけゃう こぇいぇさう, 
いぇすゃなさょっく うきうょあ う さっしこっおす う くはおけかおけ くけゃう ゅけかっきう けこちうう いぇ ょけゅけゃけさう いぇ ういこなかくっくうっ. 

〈ぇおぇゃぇ っ さぇゃくけしきっすおぇすぇ けす すぇいゅけょうてくけすけ 9-すけ せつぇしすうっ くぇ „┿さしっくぇか“ ゃ  っょくけ けす くぇえ-ゅけかっ-
きうすっ う こさっしすうあくう きっあょせくぇさけょくう ういかけあっくうは いぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ ゃ しゃっすぇ - IDEX 2015.

 ╇いかけあっくうっすけ ぉっ きくけゅけ こけかけあうすっかくけ いぇ くぇし, いぇとけすけ いぇすゃなさょうたきっ けすくけてっくうはすぇ しう し くぇ-
てうすっ すさぇょうちうけくくう こぇさすくぬけさう けす ╀かういおうは ╇いすけお う ┿そさうおぇ, けすおさうたきっ う くけゃう ゃないきけあくけしすう 
いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ.

1000-うは しう さぇぉけすくうお こさうっ こさっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ ╆ぇゃけょ4 - ╋なゅかうあ おなき „┿さしっくぇか”┿╃.
〈ぇいう つっしす しっ こぇょくぇ くぇ 44-ゅけょうてくぇすぇ ╋ぇさうは ]こぇしけゃぇ ╁ぇくおけゃぇ, おけはすけ ういぉさぇ いぇ こなさゃうは しう 

さぇぉけすっく ょっく ょぇすぇすぇ 13-すう きぇさす, こっすなお.
′ぇ しすぇさすぇ くぇ  こなさゃうは しう さぇぉけすっく ょっく ╋ぇさうは ぉっ こけしさっとくぇすぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 

4, くぇつっかけ し くっゅけゃうは ょうさっおすけさ ょ-さ うくあ. ╂っけさゅう ′っくつっゃ, いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさぇ こけ すったくう-

ょさせゅ くぇつうく, ゃ ょさせゅう ういきっさっくうは...                                                                                                                        
‶さうしっょくぇか ゃ しゃけはすぇ すはしくぇ さぇぉけ-
すうかくうつおぇ いぇ たけさぇ, こさうきうあぇか し 
っょくけすけ けおけ いぇさぇょう ゃっつくぇすぇ ちう-
ゅぇさぇ, 』せょけきうさ おさうすうつくけ けゅかっあ-
ょぇてっ ′ぇてっくっちぇ, こさうしすなさゅゃぇてっ 
ゅけ すせお う すぇき, ょはかゃぇてっ くはおなょっ, 
おなょっすけ うきぇてっ ょぇ しっ ょはかくっ, こけけ-
すせこゃぇてっ ゅけ う きせ しかぇゅぇてっ ゃ こけはしぇ 
っょくぇ „さうぉぇ-てぇさぇく“ う ゅけ こさけゃけあ-
ょぇてっ „こけ あうゃけ う こけ いょさぇゃけ“ ょぇ 
しっ こうかっっ こけ しゃっすぇ う ょぇ しっ ょうゃう 
くぇ つけゃっておうすっ ういきうしかうちう. ′ぇ 

ょさせゅ こなお っょうく くぇゃかうつぇてっ こさけ-
すさうすけ しっすさっくちっ う ゅけ けこさっょっかはてっ 
おぇすけ しぇきけくぇょっはく こけかせうくすっかう-
ゅっくす. ′ぇ すさっすう きせてゃぇてっ しおさうすけき 
くはおけは いかぇすくぇ きぇたきせょうは ゃ ょあけぉぇ 
う けくいう すせすぇおしう しすぇゃぇてっ くぇえ-しなさ-
ょうす かうたゃぇさうく, ぇ こなお, おけゅぇすけ くぇ 
しぇきうは 』せょけきうさ きせ ぉってっ ゃっしっかけ, 
すけえ しなゃしっき くぇぉなさいけ しう ういょはかおゃぇ-
てっ っょくけ つけゃっつっ, しかぇゅぇてっ きせ くぇ 
きぇしぇすぇ ょゃっ-すさう おうかちぇ ゃうくちっ う 
けくいう ゃっょくぇゅぇ しっ くぇこうゃぇてっ おぇすけ 
こけあぇさくうおぇさ.
] っえ-すぇおうゃぇ たけさぇ しっ こなかくってっ 

すっいゅはたぇ くぇ 』せょけきうさ う, おけゅぇすけ 
ょなしおうすっ くぇ さぇそすけゃっすっ いぇこけつゃぇたぇ 
ょぇ しっ けゅなゃぇす, すけえ ゃいっきぇてっ ゃしっおう 
っおいっきこかはさ こけけすょっかくけ, けゅかっあょぇ-
てっ ゅけ おさうすうつくけ, こけゅぇかゃぇてっ ゅけ 
しなし しゃけは ぉけあっしすゃっく ょせた くぇ 〈ゃけ-
さっち う きせ おぇいゃぇてっ:“╅うゃっえ, こかけ-
ょう しっ う こさけつうっ...“ ]かっょ おけっすけ ゅけ 
こせしおぇてっ しさっょ ょっおけさうすっ くぇ すけいう 
ゅさぇょ, ょっおけさう, おけうすけ すけえ こさっょ-
ゃうょかうゃけ ぉってっ いぇしっかうか し こけょこかぇ-
てっくう しかせゅうくつっすぇ, こけょけそうちっさう う 
こけこけゃっ, いぇとけすけ, おぇおすけ っ ういゃっしす-
くけ, すっ しぇ っょくぇ けしけぉっくぇ おぇすっゅけさうは 
たけさぇ う すはた すけえ こさぇゃってっ けす ょさせゅけ 
すっしすけ.
′け くぇさけょなす, くぇかう しう っ おぇかこぇゃ, 

ゃっょくぇゅぇ たせおゃぇてっ こけ おさなつきう う 

こけかうすうおう, こけ ゃっしすくうちう う ょっ-
こせすぇすしすゃぇくっ. 〈けゅぇゃぇ 』せょけきうさ 
ゃないょうてぇてっ, いぇとけすけ いくぇってっ, つっ 
すぇおぇゃぇ っ つけゃっておぇすぇ こさうさけょぇ う, 
いぇ ょぇ くっ きせ っ しなゃしっき しぇきうつおけ くぇ 
つけゃっおぇ, う, いぇ ょぇ うきぇ ういゃっしすっく 
さっょ う しこさぇゃっょかうゃけしす, しはょぇてっ う 
しないょぇゃぇてっ くぇ しっかはくうくぇ しっかはく-
おぇ, いぇ ょぇ うきぇ おけえ ょぇ おけこぇっ ちぇ-
さっゃうちぇすぇ う ょぇ こかっゃう ぉけぉっくうすっ 
ゃっえおう. ′ぇ こけかせうくすっかうゅっくすぇ きせ 
しないょぇゃぇてっ こけかせうくすっかうゅっくすおぇ, 
いぇ ょぇ きけゅぇす すっ ょゃぇきぇすぇ こなお ょぇ 

ょぇょぇす ちはか うくすっかうゅっくす. ┿ くぇ かうた-
ゃぇさは きせ ょぇょっ かうたゃぇさおぇ, いぇ ょぇ しっ 
くぇせつう う すけえ おぇおゃけ っ ょぇ うきぇて ょぇ 
ょぇゃぇて... ╇ こけくっあっ しぇきうはす 』せ-
ょけきうさ けぉうつぇてっ ゃうくちっすけ, しきうかう 
しっ すけえ くぇょ こうはくうちぇすぇ う きせ ょぇょっ 
しぇきけ かけてぇ あっくぇ, ゃはさくけ - かけてぇ, 
くけ こけくっ くっ きせ こうってっ けす ゃうくけ-
すけ...
 ╇ ょけおぇすけ しっ けゅかっあょぇてっ こけ 

さぇそすけゃっすっ, せきけさっくうはす 』せょけきうさ 
せしっすう, つっ くはおけえ こけょしきなさつぇ ょけ 
くっゅけ. 〈けゃぇ ぉってっ つうくけゃくうおなす, 
ょなさあぇゃくうはす つうくけゃくうお, いぇ おけ-
ゅけすけ くうとけ くっ ぉってっ けしすぇくぇかけ 
けす ょなさあぇゃくぇすぇ すさぇこっいぇ. ╁っつくけ 
こけょしきなさつぇて, こさけきなさきけさう すけゅぇ-
ゃぇ 』せょけきうさ う すけえ しなとけ くぇょくう-
おくぇ おなき ょなさあぇゃくぇすぇ すさぇこっいぇ. 
¨す しこぇしうすっかう くぇ ¨すっつっしすゃけすけ う 
おけさぇ たかはぉ くっ ぉってっ けしすぇくぇかぇ. 〈け-
ゅぇゃぇ 』せょけきうさ しなゃしっき しっ せきうしかう, 
ぇ しっすくっ, ゃ きうゅ くぇ こさけしゃっすかっくうっ 
う ゃょなたくけゃっくうっ けす しぇきうは ╀けゅ, 
ゃいっ, つっ ゃっくつぇ ぉっょくうは つうくけゃくうお 
いぇ しぇきぇすぇ ╃なさあぇゃぇ. ‶けくっあっ くっ 
ぉってっ きくけゅけ さっょくけ ょぇ しっ しおかのつ-
ゃぇ ぉさぇお, ぉうか すけえ ちなさおけゃっく うかう 
ゅさぇあょぇくしおう, きっあょせ っょうく つけゃっお 
う ╃なさあぇゃぇすぇ, いぇとけすけ いくぇっき, つっ 
すけゃぇ ゃけょう ょけ すけすぇかうすぇさういなき, 
』せょけきうさ くぇさっつっ くっゃはしすぇすぇ くぇ 

つうくけゃくうおぇ „ょけきぇおうくは“, くぇゃう 
え さけかおう くぇ ゅかぇゃぇすぇ, くぇきっすくぇ え 
っょうく いぇおなさこっく こっくぬけぇさ, ういこさぇ-
ゃう は ょけ こけさすぇすぇ う は けしすぇゃう ょぇ しっ 
ぉけさう し おさういぇすぇ, おぇすけ おなかくっ こけ 
ちはか ょっく しなしっょおうすっ う こさうきぇきゃぇ 
つせあょうすっ おけおけておう ょぇ しくぇしはす はえちぇ 
ゃ くぇてうすっ こけかけいう.
〈ぇおぇ ぉってっ...
╉ぇすけ しゃなさてう すぇいう さぇぉけすぇ, 』せょけ-

きうさ こけういすさなしおぇ しおせすぇ しう, ゃ おけえすけ 
ぉはたぇ くぇこぇょぇかう ういさっいおう う すさっしおう 
けす きなあおう う あっくしおう おさけえおう, こけ-

いぇしきは しっ かっおけ う おぇいぇ: „┿きう すけゃぇ 
っ...“ ‶けゅかっょぇ けとっ ういゃっしすくけ ゃさっ-
きっ こさけういゃっょっくうはすぇ う こけょおぇつう ゅう 
けす すせお う すぇき, けすおなしくぇ くはおけえ こさけ-
ゃうしくぇか おけくっち, いぇゃなさいぇ こけ-いょさぇゃけ 
こけすせさうすっ くぇ っょうく, いぇしせおぇ くぇ ょさせゅ 
きせしすぇおぇ, ういぉなさしぇ くはおけは しなかいぇ う, 
おぇすけ しっ いぇしきは, さっつっ: „╄, たぇえょっ 
しぉけゅけき...“ すぇおぇ くぇこさぇゃう 』せょけきうさ 
う くう けしすぇゃう ょぇ しっ とせさぇきっ しぇきう ゃ 
すけいう しゃはす, しはおぇて しきっ ゃっくつぇくう いぇ 
くはおぇおゃぇ とせさぇゃうちぇ...
╄え ゅけ くぇ - すなさゅけゃおうすっ さぇあょぇす 

すなさゅけゃつっすぇ, ぇょゃけおぇすうすっ さぇあょぇす 
ぇょゃけおぇすう, すっ こなお こかけょはす きぇか-
おう ぇょゃけおぇすつっすぇ, ゃっすっさうくぇさくうすっ 
ょけおすけさう さぇあょぇす ゃっすっさうくぇさくう 
ょけおすけさつっすぇ, こけとぇかぬけくうすっ さぇあ-
ょぇす こけとぇかぬけくつっすぇ, ょっこせすぇすうすっ 
さぇあょぇす ょっこせすぇすつっすぇ, かうたゃぇさおう-
すっ さぇあょぇす かうたゃぇさつっすぇ う しぇきけ 
しっかはくうすっ さぇあょぇす こぇお しっかはくつっすぇ 
- こけかせつう しっ くはおぇおなゃ ちうおなか くぇ 
こけゃすけさはっきけしす, ょぇあっ しぇきぇすぇ こけ-
かせうすっかうゅっくちうは ゃいっ ょぇ さぇあょぇ ゃしっ 

こけかせうく-
すっかうゅっく-
すう, きぇおぇさ 
つっ けす ょゃっ 
こけかけゃう-
くう すさはぉ-
ゃぇ ょぇ 
しっ さぇあ-
ょぇ っょくけ 
ち は か け , 
こけくっ すぇおぇ っ こけ しゃっすぇ...
]ぇきけ しう きうしかうき, つっ しっ こさけきっ-

くはきっ.
‶せかしぇちうはすぇ っ くぇ さぇゃくう うくすっさ-

ゃぇかう, し さぇゃくぇ しうかぇ う さぇゃっく きぇ-
すっさうぇか. ]うゅせさくけ すけゃぇ っ さぇいぉさぇか 
きなょさっちなす 』せょけきうさ, ょけおぇすけ しっ っ 
さけゃうか ゃ けしすぇくおうすっ けす ょっおけさう くぇ 
すけかおけゃぇ ちうゃうかういぇちうう, こさっきうくぇ-
かう こけ くぇてうすっ おさぇうとぇ. ╋けくっすう, 
ゅさなくちう う ゅさけぉくうちう, ゃしっ ょっおけさ, 
おけえすけ しっ こさけきっくは - くうっ しっ さぇいかう-
つぇゃぇきっ けす ′ぇてっくっちぇ こけ すけゃぇ, つっ 
いくぇっき ょぇ しう しかせあうき し „╇いう きうおし“, 
くけ すけえ こなお っ こけ-きなょなさ けす くぇし, いぇ-
とけすけ っ ういきうしかうか おけかっかけすけ.
╆くぇっか ゅう っ すっいう くっとぇ 』せょけきうさ 

う いぇすけゃぇ くう っ しなすゃけさうか っょくぇ ゃしっ-
かっくぇ けす たけさぇ, ぇ ょっおけさうすっ っ けしすぇ-
ゃうか ょぇ しう しきっくはきっ しぇきう - しこけさっょ 
ゃさっきっすけ う ゃおせしぇ しう, しこけさっょ こうっ-
しぇすぇ う ぇゃすけさぇ, しこけさっょ さっあうきぇ くぇ 
ょっきけおさぇちうは. ′ぇ くぇし ぉうぉかっえしおう 
きなょさうはす つけゃっお くう けしすぇゃう しおさけき-
くぇすぇ さけかは くぇ しちっくうつくう さぇぉけすくう-
ちう. ╄, くはおけう きけあっ う ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
きうきぇくしぇ, ょさせゅう ょぇ しっ こさけおさぇょくぇす 
ょけ ゃすけさけしすっこっくくぇ さけかは, すさっすう 
こなお ょぇ ゅう くけきうくうさぇす いぇ こさっしすうあ-
くう くぇゅさぇょう, くけ うしすうくぇすぇ っ っょくぇ 
- ゃしうつおう しっ さぇあょぇきっ ゃなゃ ゃすけさけ 
ょっえしすゃうっ.
╁しうつおけ すけゃぇ くけしう さぇょけしす つけ-

ゃっおせ, くけ 』せょけきうさ ゃうくぇゅう とっ くう 
ゅかっょぇ し けおけすけ くぇ ╋ぇえしすけさぇ けす 
さぇぉけすうかくうちぇすぇ, こさうしゃうすけ けす ちう-
ゅぇさっくうは ょうき, おさうすうつくけ とっ くう 
こさっしすなさゅゃぇ けす すせお う すぇき, ぇ くうっ 
ゃしっ とっ しっ けいなさすぇきっ, ぉっい ょぇ しきっ 
しうゅせさくう ょぇかう しきっ すけつくけ けす すぇいう 
こうっしぇ う ょぇかう ゃっつっ くっ くう しきっくはす 
ょっおけさうすっ.
〈けえ いくぇってっ きくけゅけ - くぇえ-ゅかぇゃ-

くぇすぇ ╋っすさけこけかうは っ ゃ ょせてぇすぇ くぇ 
つけゃっおぇ. ╀っい くっは ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ 
っ ぉっいくぇょっあょくけ ょなかぉけおぇ こさけゃうく-
ちうは.
‶さけつうっ, ぉってっ こさぇゃ...

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう:
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

つっしおうすっ ゃなこさけしう  
╃っかはく 〈さうそけくけゃ, 
しうくょうおぇかくうは かうょっさ 
くぇ ╉′]╀ ゃ いぇゃけょぇ 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ う 
くぇつぇかくうお ちったぇ, ゃ 
おけえすけ っ くぇいくぇつっくぇ 
– 〈けょけさ ]すぇくおけゃ. 
‶さっょ „〈さうぉせくぇ ┿さ-

しっくぇか” ╋ぇさうは しこけ-
ょっかう, つっ ゃはさゃぇ ゃ 
とぇしすかうゃうすっ しなゃこぇ-
ょっくうは くぇ しなょぉぇすぇ, 
おぇおすけ う つっ っ くっゃっ-
さけはすっく けこすうきうしす. 
′けゃぇすぇ さぇぉけすくうつおぇ, 
くぇいくぇつっくぇ おぇすけ ╋¨-

‶うしぇすっかはす う あせさくぇかうしす けす ╉ぇいぇくかなお ╁っしっかうく ]すけはくけゃ, けすうてなか しう けす しゃっすぇ こさっょう ゅけょうくぇ, こさっい 2005 ゅ. こけしゃっすう くぇ 』せょけきうさ しゃけうすっ „ぉっいしなくうちう”.

ぢづごぶばがずごゑご ゐぎげでぺぞごぴご で ぶばがだぜごづ

》せきけさうしすうつくうすっ さぇいおぇいう くぇ 』せょけきうさ ゅけ こさぇゃはす ういおかのつうすっか-
くけ こけこせかはさっく, ぇ おくうゅうすっ きせ いぇ おさぇすおけ ゃさっきっ こさっすなさこはゃぇす きくけ-
ゅけぉさけえくう ういょぇくうは. ╁ おさぇは くぇ 40-すっ ゅけょうくう ういかういぇす “′っ しなき けす 
すはた” う “′ぇてっくちう”, ぇ しかっょ すけゃぇ う “┿かぇきうくせす” う “╉けえ おぇおすけ は くぇさっ-
ょう”. ╁ こっさうけょぇ 1947 - 57 ゅ. ういかういぇす “╉けくしせかなす くぇ ╂けかけ ぉなさょけ” う 
“╇いぉさぇくう こさけういゃっょっくうは”. 〈ゃけさぉうすっ くぇ 』せょけきうさ しぇ こさっゃっょっくう 
くぇ させきなくしおう, させしおう, しかけゃぇておう, しさなぉしおう, つっておう う ょさせゅう っいうちう.                                                                                                                                       
¨しゃっく おぇすけ こうしぇすっか う たせょけあくうお /ぇゃすけさ っ くぇ くぇょ 1000 さうしせくおう 
う ぇおゃぇさっかう/, 』せょけきうさ っ てうさけおけ ういゃっしすっく う し ういしかっょけゃぇすっか-
しおぇすぇ しう う おさぇっゃっょしおぇ ょっえくけしす. 
‶け こけゃけょ 70-すぇすぇ しう ゅけょうてくうくぇ っ せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ “╆ぇ-

しかせあうか ょっはすっか くぇ おせかすせさぇすぇ” う こけかせつぇゃぇ けさょっく “′ぇさけょくぇ さっ-
こせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは”. ‶さっい 1966 ゅ. っ ういぉさぇく けす ‶ぇゃっかぉぇくしおうは 
さぇえけく いぇ くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ゃ V-すけすけ ′]. ‶さっい 1967 ゅ. こけ-
かせつぇゃぇ いゃぇくうっすけ “′ぇさけょっく ょっはすっか くぇ おせかすせさぇすぇ”. 
〉きうさぇ くぇ 26 ょっおっきゃさう 1967 ゅ. ゃ ]けそうは.
╁ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっく っょうくしすゃっくうはす ゃ ╀なかゅぇさうは かうすっさぇすせさ-

くけ-たせょけあっしすゃっく きせいっえ – ╊》╋ „』せょけきうさ”. ╁ くっゅけ しっ しなたさぇくは-
ゃぇす こけゃっつっ けす 15 000 けさうゅうくぇかくう さなおけこうしぇ, さうしせくおう, しおうちう, 
こうしきぇ, おくうゅう う かうつくう ゃっとう くぇ 』せょけきうさ う しなこさせゅぇすぇ きせ. ‶さっい 
1992 ゅ. っ せつさっょっくぇ 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”, おけはすけ っあっゅけょくけ けさ-
ゅぇくういうさぇ  』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう し  ゃさなつゃぇくっ くぇ かうすっさぇすせさくぇ 
くぇゅさぇょぇ „』せょけきうさ”. 

‶╄╁ /きぇてうくっく けこっさぇすけさ  „‶さけういゃけょしすゃけ くぇ っおしこかけいうゃくう ゃっとっしすゃぇ”/ ゃ ちった 120 くぇ ╆ぇゃけょ 
4, とっ しっ けぉせつぇゃぇ  ゃ さぇきおうすっ くぇ 2 しっょきうちう こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ しゃけは きっくすけさ う けぉせつうすっか 
– ╃うきおぇ ‶っすさけゃぇ, おけはすけ うきぇ 25-ゅけょうてっく けこうす ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶さうったぇ きっ きくけゅけ たせぉぇゃけ – きうかけ う し きくけゅけ すけこかうくぇ . ╁こっつぇすかっくぇ しなき う けおさうかっくぇ, しこけょっかう 

しかっょ おさぇは くぇ こなさゃうは しう さぇぉけすっく ょっく ╋ぇさうは ╁ぇくおけゃぇ.  ╆ぇ ょぇ こけょぇょっ ょけおせきっくすう  いぇ さぇぉけすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” う すけ しこっちうぇかくけ ゃ ╆ぇゃけょ 4, ╋ぇさうは っ きけすうゃうさぇくぇ けす しゃけは しなこさせゅ, おけえすけ しなとけ 
っ ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうお - ゃ ちった 140 くぇ ╆ぇゃけょ 4. ╁ こなさゃうは しう さぇぉけすっく ょっく ╋ぇさうは こけょぇょっ う 
こなさゃぇすぇ しう ぇさしっくぇかしおぇ きけかぉぇ – いぇ つかっくしすゃけ ゃ いぇゃけょしおぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╉′]╀. 
¨すすぇき え こけあっかぇたぇ すは ょぇ っ つけゃっおなす, おけえすけ ょぇ こさうっきっ 2-たうかはょくうは さぇぉけすくうお ゃ ╆ぇゃけょ 4. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 


