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『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”┿╃.

Приемник на в.“Заводска трибуна”
Издание на “Арсенал” АД .

3  2015 .•  IV •  102

ん¡îñÖöó

『とすかせ
そて [『╆:
〉か せけ いかのか つてちあに そて せけはそ!

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

на стр. 2

ゑëñ½ñÖí ó êÜëí

╆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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‶うっさ. ╃ぬけ ╉せぉっさすっく っ さけ-

ょっく くぇ 01.01.1863 ゅ. ゃ ‶ぇ-
さうあ. 〈けえ っ すさっすけすけ ょっすっ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ そさっくしおう 
ぇさうしすけおさぇすう. ╃っすしすゃけすけ しう 
こさっおぇさゃぇ ゃ うきっくうっすけ くぇ 
きぇえおぇ しう – しすぇさうくくうはす いぇきなお 
╋っさゃうか, ぉかういけ ょけ ╊ぬけ 》ぇゃなさ. 
¨す きぇかなお うきぇか さぇいくけしすさぇく-

くう せゃかっつっくうは, こさうすっあぇゃぇか 
けすかうつくう ゃさけょっくう しこけしけぉくけ-
しすう. ╇いちはかけ ぉうか いぇゃかぇょはく けす 
つっすっくっすけ う しかせてぇくっすけ くぇ きせ-
いうおぇ. ╀うかけ きせ ういおかのつうすっかくけ 
うくすっさっしくけ ょぇ こなすってっしすゃぇ, ょぇ 
さぇぉけすう う ょぇ こけかせつぇゃぇ いくぇ-
くうは. ╀っい ょぇ しっ とぇょう. ¨ぉうつぇか 
ょぇ はいょう, せしなさょくけ しっ いぇくうきぇ-
ゃぇか し ゅさっぉぇくっ う そったすけゃおぇ. ╁ 
おけかっあぇ ぉうか ぉかっしすはと せつっくうお, 
しなし しけぉしすゃっくう ゃないゅかっょう. ╆ぇ-
ゃなさてゃぇ し けすかうつうっ. ′っけつぇお-
ゃぇくけ けすおぇいゃぇ ょぇ いぇこけつくっ 
おぇさうっさぇ くぇ ゃけっくっく う こけ-
しすなこゃぇ ゃ ]けさぉけくぇすぇ. 〉つうか しっ 
ゃっかうおけかっこくけ, せゃかうつぇか しっ けす 
きくけゅけ くぇせおう, こさっょう ゃしうつおけ 
けす こっょぇゅけゅうおぇ, うしすけさうは, かう-
すっさぇすせさぇ う そうかけしけそうは. ‶さっい 
ちっかうは しう あうゃけす くっ しこうさぇか 
ょぇ せしなゃなさてっくしすゃぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ しう. 》ぇさっしゃぇか  きうゅけゃっすっ 
くぇ しないっさちぇくうっ – せしぇきけすはゃぇか 
しっ, しはょぇか くぇ きぇかおけ しすけかつっ う 
しっ ゃゅかなぉはゃぇか ゃ しっぉっ しう…
╋かぇょうはす さっそけさきぇすけさ.

╂けかっきうはす こけょゃうゅ, くぇ おけえすけ 
╉せぉっさすっく とっ けすょぇょっ ぉかういけ 
こけかけゃうく ゃっお, すっこなさゃぇ こさっょ-
しすけはか. ╊うつくうはす きせ ょっゃうい 
ぉうか: „╂かっょぇえ くぇょぇかっつっ, ゅけ-
ゃけさう けすおさけゃっくけ, ょっえしすゃぇえ 
さってうすっかくけ!”  ‶さうょぇゃぇか ゅけかは-
きけ いくぇつっくうっ くぇ そういうつっしおぇすぇ 
おせかすせさぇ おぇすけ いぇょなかあうすっかくけ 
せしかけゃうっ いぇ そけさきうさぇくっすけ くぇ 
たぇさきけくうつくぇ かうつくけしす. ]きは-
すぇか, つっ しこけさすなす さぇいゃうゃぇ くっ 
しぇきけ すはかけすけ, くけ う ゃけかはすぇ, う 
せきしすゃっくうすっ しこけしけぉくけしすう う 
つっ っ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあっく いぇ 
そういうつっしおけすけ う ょせたけゃくけ さぇい-
ゃうすうっ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ. 
╃ぬけ ╉せぉっさすっく くぇこうしゃぇ 

きくけあっしすゃけ こせぉかうおぇちうう いぇ 
けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ 
ゃ ┿くゅかうは う くぇしすけはゃぇ いぇ こっ-
ょぇゅけゅうつっしおぇ さっそけさきぇ ゃなゃ 
そさっくしおうすっ せつうかうとぇ. ╆ぇっょくけ 
し こさうはすっかう しないょぇゃぇ しこけさすっく 
おかせぉ. ̈ しけぉっくけ ょなさあう くぇ さなゅ-
ぉうすけ. 〈けえ っ しなょうは くぇ そうくぇかぇ 
ゃ こなさゃうは そさっくしおう てぇきこうけ-
くぇす こけ さなゅぉう, こさけゃっか しっ こさっい 
1892 ゅ. ╆ぇ ょぇ こけこせかはさういうさぇ 
ぇすかっすうおぇすぇ, ういきうしかは きっあょせ-
くぇさけょくう しなしすっいぇくうは. 
╀うか けぉいっす けす すぇおうゃぇ きうしかう, 

おけうすけ くっ ぉうかう すさぇょうちうけくくう 
いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. ]きはすぇか, つっ 
ゃしうつおけ, おけっすけ うしおぇ ょぇ くぇ-
こさぇゃう – すけゃぇ しぇ „きっつすう う 
くっしぉなょゃぇっきう そぇくすぇいうう”.
╂けかはきぇすぇ うょっは. ╉せぉっさすっく 

しなし しすさぇしす ういせつぇゃぇか うしすけさう-
はすぇ くぇ ょさっゃくぇ ╂なさちうは. ‶け-
しっすうか う ょけかうくぇすぇ, おなょっすけ しっ 
こさけゃっあょぇかう ょさっゃくうすっ ¨かうき-
こうえしおう うゅさう. 〈ぇおぇ しすうゅぇ ょけ 
ういゃけょぇ, つっ しこけさすなす すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ ゃなさくぇす ゃ しうしすっきぇすぇ いぇ 
ゃないこうすぇくうっ, すなえ おぇすけ うきっく-
くけ すけえ こさぇゃっか ゅなさちうすっ そういう-
つっしおう しなゃなさてっくう う ういょさなあ-
かうゃう. ]かっょ くぇたけょおうすっ こさう 
ぇさたっけかけゅうつっしおうすっ さぇいおけこおう 
くぇ ¨かうきこうは, きっあょせくぇさけょ-
くうはす うくすっさっし おなき ょさっゃくうすっ 
うゅさう くっうきけゃっさくけ くぇさぇしくぇか. 
¨す すけいう うくすっさっし しっ さけょうかぇ 
しきっかぇすぇ うょっは くぇ ╉せぉっさすっく: 
¨かうきこうえしおうすっ うゅさう ょぇ ぉなょぇす 
ゃないしすぇくけゃっくう! ╁ ちはかけすけ うき 

„╁ぇあくぇ っ くっ こけぉっょぇすぇ,
ぇ せつぇしすうっすけ”. 〈ぇいう きうしなか 
くぇ ╉せぉっさすっく, くぇさっつっく „╀ぇ
とぇすぇ くぇ きけょっさくうすっ ¨かうき
こうえしおう うゅさう“, しっ こさっ
ゃさなとぇ ゃ おさうかぇすぇ そさぇいぇ.                                                           
‶うっさ ょぬけ 《さっょう ぉぇさけく ょぬけ 
╉せぉっさすっく (1863 -1937) e 
そさっくしおう しこけさすっく う けぉとっしす
ゃっく ょっっち, こっょぇゅけゅ, うしすけさうお 
う かうすっさぇすけさ; っょくぇ けす くぇえ-
うくすっさっしくうすっ, すぇかぇくすかうゃう 
う っくっさゅうつくう かうつくけしすう くぇ 
しゃけっすけ ゃさっきっ. ¨しくけゃぇすっか っ 
くぇ しなゃさっきっくくうすっ ¨かうきこうえ
しおう うゅさう, くぇ おけうすけ こけしゃっ
とぇゃぇ ちっかうは しう あうゃけす. ╉せ
ぉっさすっく っ こなさゃうはす こさっいうょっくす 
くぇ ╋¨╉. ┿ゃすけさ っ くぇ くはおけかおけ 
おくうゅう, こけしゃっすっくう くぇ しこけさすぇ 
う けかうきこうえしおけすけ ょゃうあっくうっ. 
╋っょぇかなす „‶うっさ ょぬけ ╉せぉっさ
すっく“ しっ しきはすぇ いぇ くぇえ-ゃうしけ
おけすけ しこけさすくけ けすかうつうっ.

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
╉かせけぬあ - すしあおけみて あちあいけつて,
けくいちあし „╅ちつかせあし“

╆けくせかつひて けくたけてうあ せときおあ そて さあおちけ, とねあはけてか つか けつさあて おあ けすあ うけつのか とねかいせそ くあうかおかせけか う [あくあせしひさ
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〉しこってくけ こさっきうくぇ  ょゃせしっょきうつくぇすぇ おぇきこぇくうは くぇ すっさうすけ-
さうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ さうしおぇ けす ょうぇ-

ぉっす. ╆ぇ ょゃっすっ しっょきうちう, ゃ おけうすけ さぇぉけすっとうすっ きけあったぇ ょぇ こけ-
こなかくはす しこっちうぇかっく すっしす いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ さうしおぇ けす ょうぇぉっす, 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ しっ ゃおかのつうたぇ う けす ゃさっきっすけ しう けすょっかうたぇ ぉかういけ 
5000 ぇさしっくぇかちう. ¨さゅぇくういぇすけさう くぇ おぇきこぇくうはすぇ, こさけゃっあょぇくぇ 
いぇ こなさゃう こなす ゃ „┿さしっくぇか”,  ぉはたぇ  ┿しけちうぇちうは „╃うぇぉっす 〈うこ 2” 
う ′ぇちうけくぇかくぇ しうくょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは „╋っすぇか-っかっおすさけ”.  ╆ぇ 
ょぇ しっ せしすぇくけゃう こけすっくちうぇかくうはす さうしお けす ょうぇぉっす, ょけぉさけゃけか-
ちうすっ こけこなかゃぇたぇ  しこっちうぇかっく すっしす, さぇいさぇぉけすっく  いぇ ちっかうすっ くぇ 
ういしかっょゃぇくっすけ けす DE-PLAN う ぇょぇこすうさぇく いぇ ╀なかゅぇさうは けす ょけち. 
╁かぇょうきうさ 》さうしすけゃ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ くぇ 280 ょせてう ょうぇゅくけしすうちうさぇくう 

ょうぇぉっすうちう ぉっ くぇこさぇゃっくけ ぉっいこかぇすくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ ゅかうおうさぇく 
たっきけゅかけぉうく けす ょ-さ  ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ, せこさぇゃうすっか くぇ ╋っょうちうく-
しおう ちっくすなさ „┿さしっくぇか”, おけはすけ ぉっ つぇしす けす おぇきこぇくうはすぇ. ╃させゅう 
ぉかういけ 50 しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” こけかせつうたぇ すぇかけくう いぇ ぉっい-
こかぇすっく こさっゅかっょ こさう しこっちうぇかうしす-っくょけおさうくけかけゅ. 
┿しけちうぇちうは „╃うぇぉっす 〈うこ 2” う ′ぇちうけくぇかくぇ しうくょうおぇかくぇ そっょっ-

さぇちうは „╋っすぇか-っかっおすさけ” ぉかぇゅけょぇさはす くぇ ゃしうつおう, ゃいっかう  せつぇしすうっ 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ. ¨さゅぇくういぇすけさうすっ くぇこけきくはす, つっ ょけぉさけすけ いょさぇゃっ 
う ょなかゅけかっすうっすけ しぇ こさっょう ゃしうつおけ かうつくぇ けすゅけゃけさくけしす う ゅさうあぇ 
くぇ ゃしっおう っょうく けす くぇし, ぇ こさっゃっくちうはすぇ っ っょうく けす くぇえ-しなとっしす-
ゃっくうすっ っかっきっくすう  くぇ すぇいう ゅさうあぇ. 

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╇きぇ さっぇかくぇ ゃないきけあくけしす こさっい せつっぉくぇすぇ 2016-2017 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ けすおさうっ ゃうしてっ 
せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ, そうかうぇか うかう そぇおせかすっす くぇ せくうゃっさしうすっす. 〈けゃぇ しなけぉとう ゃ ╉ぇいぇくかなお 

いぇき.-きうくうしすなさなす くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ こさけそ. ╉けしすぇょうく ╉けしすぇょうくけゃ. ╆ぇき.- きうくうしすな-
さなす, おけえすけ っ こさけそっしけさ こけ さけぉけすうおぇ う っ けす ╉ぇいぇくかなお, せつぇしすゃぇ ゃ しこっちうぇかくぇ しさっとぇ し こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ぉういくっしぇ う くぇ しさっょくうすっ せつうかうとぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. ╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ いぇはゃう, つっ しなとっしすゃせゃぇす さっぇかくう こさっょこけしすぇゃおう すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう, すなえ おぇすけ 

╉ぇいぇくかなお うきぇ ぉぇいぇすぇ う けぉとっしすゃっくうすっ くぇゅかぇしう いぇ すけゃぇ. 〈は ういすなおくぇ ぇさゅせきっくすうすっ くぇ けぉとうく-
しおけすけ さなおけゃけょしすゃけ いぇ くぇしすけはゃぇくっすけ ょぇ ぉなょっ けすおさうす すぇおなゃ そうかうぇか.

¨す くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ さっぇかういうさぇ こうかけすっく 
こさけっおす こけ てゃっえちぇさしおぇ しうしすっきぇ いぇ けぉせつっくうっ - ょせぇかくけ けぉせつっくうっ.  ╆ぇ すけゃぇ „〈さうぉせくぇ 

┿さしっくぇか“ ゃっつっ うくそけさきうさぇ つうすぇすっかうすっ しう. 
‶け すけいう くぇつうく ゅさぇょなす くう とっ しすぇくっ  っょうく けす こなさゃうすっ ゅさぇょけゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ, おなょっすけ とっ しっ 

さっぇかういうさぇ すぇいう くけゃぇ そけさきぇ くぇ けぉせつっくうっ.   ]うしすっきぇすぇ くぇ ょせぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ぉっ こさっょ-
しすぇゃっくぇ  こさっょ ぉういくっしこぇさすくぬけさう-
すっ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ こさっい きうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ けす さなおけゃけょくうは っおうこ くぇ 
おぇいぇくかなておけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
せつうかうとっ, おけっすけ っ こさうっきくうお くぇ 
ぉうゃてうは きったぇくけすったくうおせき. 
„╇きぇきっ けこうす う ぉぇいぇ ょぇ さっぇかう-

いうさぇきっ すけゃぇ けぉせつっくうっ. ]きはすぇきっ, 
つっ くぇてうすっ せつっくうちう とっ こけかせつぇす  
ゃないきけあくけしす いぇ ょけこなかくうすっかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは う すは とっ うき けすゃぇ-
さは ゃさぇすうすっ くぇゃしはおなょっ“ - いぇはゃう 
くぇ こさけきけちうはすぇ ょうさっおすけさおぇすぇ くぇ 
せつうかうとっすけ ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっ-
ゃぇ. ′ぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ くけゃぇすぇ 
しうしすっきぇ いぇ けぉせつっくうっ こさうしなしすゃぇ 
う ╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ けす けすょっか „╉ぇ-
ょさう“ くぇ „┿さしっくぇか“.
¨しゃっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, けとっ 2  せつう-

かうとぇ - ゃ ╂ぇぉさけゃけ う ]けそうは, とっ 
さぇぉけすはす こけ すけいう こさけっおす けす しっこ-
すっきゃさう. 

╂けかはきぇすぇ ちっか くぇ こさけっおすぇ っ けとっ こけ ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ ゃ しさっょくけすけ せつうかうとっ せつっくうちうすっ 
ょぇ ょけぉうゃぇす くせあくうすっ うき こさけそっしうけくぇかくう おゃぇかうそうおぇちうう, し おけうすけ ゃっょくぇゅぇ ょぇ きけゅぇす しかっょ いぇ-
ゃなさてゃぇくっすけ ょぇ しっ ゃこうてぇす ゃ おけかっおすうゃうすっ くぇ ょぇょっくう そうさきう. ╁ぇあくぇ けしけぉっくけしす くぇ ょせぇかくけすけ 
けぉせつっくうっ っ, つっ すけ しっ こさけゃっあょぇ, おぇおすけ ゃ せつうかうとっ, すぇおぇ う し けしくけゃっく ぇおちっくす - さぇぉけすくけすけ きはし-
すけ. ‶ぇさすくぬけさうすっ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ こけ こさけっおすぇ しぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃, „╋+]  》うょさぇゃかうお“ 
┿╃, „╂せぇかぇ ╉かけせあなさし“ う „]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは“.

ゃっかうつうっ う ゃっかうおけかっこうっ!
〈けえ しなしすぇゃうか せくうおぇかっく 

こかぇく いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ 
くぇ すけゃぇ くっゃっさけはすくけ すさせょくけ 
う ゅさぇくょうけいくけ くぇつうくぇくうっ. 

╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ けさゅぇくういぇ-
すけさしおうは しう う けさぇすけさしおう すぇ-
かぇくす, くぇ さぇいくけしすさぇくくうすっ しう 
いくぇくうは, ぉかっしすはとけ こけいくぇゃぇくっ 
くぇ きぇすっさうはすぇ う せきっくうは ょぇ 
ょけおぇいゃぇ こさぇゃけすぇすぇ しう, すけえ 
せしこはか ょぇ こさうけぉとう おなき うょっ-
はすぇ しう きくけゅけ しなきうてかっくうちう 
けす さぇいかうつくう しすさぇくう, ゃ す. つ. 
ゃくせてうすっかっく ぉさけえ こけかうすうちう 
う けぉとっしすゃっくう ょっえちう.
′ぇ 23 くけっきゃさう 1892 ゅ. ゃ 

]けさぉけくぇすぇ きかぇょうはす ぉぇさけく 
ういくぇしは ょけおかぇょ いぇ ゃないさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ ¨かうきこうえしおうすっ 
うゅさう. 〈けえ ゅけゃけさっか すけかおけゃぇ 
しすさぇしすくけ う せぉっょうすっかくけ, つっ 
しこけさすくうすっ ょっえちう さってうかう ょぇ 
ぉなょっ しゃうおぇく ╋っあょせくぇさけ-
ょっく おけくゅさっし し せつぇしすうっすけ くぇ 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ くぇえ-ゅけかっ-
きうすっ しこけさすくう ょなさあぇゃう, いぇ 
ょぇ きけあっ こさぇゃうかぇすぇ う こさうく-
ちうこうすっ くぇ うゅさうすっ ょぇ しっ ょけ-
ゅけゃけさはす くぇ くぇえ-ぇゃすけさうすっすくけ 
さぇゃくうとっ. ╉けくゅさっしなす しっ こさけ-
ゃっあょぇ くぇ 16-すう のくう 1894 
ゅ. し きくけゅけかのょくけすけ こさっょ-
しすぇゃうすっかしすゃけ くぇ 10 しすさぇくう. 
╇ょっはすぇ いぇ ゃないさぇあょぇくっすけ くぇ 
¨かうきこうえしおうすっ うゅさう ぉうかぇ 
こさうっすぇ ゃないすけさあっくけ. ╁いっすけ っ 
さってっくうっ すっ ょぇ しっ こさけゃっあょぇす 
くぇ ゃしっおう 4 ゅけょうくう, おぇすけ こなさ-
ゃぇすぇ しなゃさっきっくくぇ ¨かうきこうぇょぇ 
ょぇ ぉなょっ こさけゃっょっくぇ しかっょ ょゃっ 
ゅけょうくう ゃ ┿すうくぇ. ╀うか ういぉさぇく 
╋っあょせくぇさけょっく けかうきこうえしおう 
おけきうすっす けす 15 ょせてう. ╉せぉっさ-
すっく しすぇゃぇ ゅっくっさぇかっく しっおさっ-
すぇさ くぇ ╋¨╉. 
‶さっいうょっくす くぇ ╋¨╉. 〈けえ 

ういゅけすゃは ¨かうきこうえしおぇすぇ たぇさ-
すぇ, ゃ おけはすけ さぇいはしくはゃぇ そうかけ-
しけそしおうすっ こさうくちうこう, けぉさぇ-
いけゃぇすっかくけすけ う っしすっすうつっしおけ 
いくぇつっくうっ くぇ ¨かうきこうぇょぇすぇ. 
]こけさっょ たぇさすぇすぇ, ¨かうきこうえ-
しおうすっ うゅさう しぇ しこけさすくう う 
きうさくう しなしすっいぇくうは. ╇いょうゅぇえ-
おう かけいせくゅぇ „¨, しこけさす, すう しう 
きうさ!“, きかぇょうはす そさぇくちせいうく 
しきはすぇか, つっ „╋かぇょっあすぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ きっさう しうかう ゃ しこけさすくう 
しなしすっいぇくうは, ぇ くっ くぇ こけかっすけ 
くぇ ぉうすおうすっ”.
‶なさゃうすっ かっすくう けかうきこうえしおう 

うゅさう こさっい 1896 ゅ. しぇ せしこって-
くう う 29-ゅけょうてくうはす ╃ぬけ ╉せ-
ぉっさすっく しすぇゃぇ こさっいうょっくす くぇ 
╋¨╉, くぇ きはしすけすけ くぇ こけょぇかうは 
けしすぇゃおぇ ╃うきうすさうけし ╁うおっかぇし. 

‶うっさ ╃ぬけ ╉せぉっさすっく くっ しこう-
さぇか ょぇ きうしかう いぇ けかうきこうえ-
しおけすけ ょゃうあっくうっ, すけえ ぉうか 
けぉしっぉっく けす うょっはすぇ すっ ょぇ しっ 
さぇいさぇしすゃぇす う ょぇ しすぇゃぇす ゃしっ 

こけ-ょけぉさう. ‶さっい 1915 ゅ. すけえ 
しっ きっしすう ゃ ╊けいぇくぇ, おなょっすけ っ 
しっょぇかうとっすけ くぇ ╋¨╉.
]こけさすなす う ういおせしすゃけすけ 

– さなおぇ いぇ さなおぇ. ╁なこさっ-
おう こなさゃけくぇつぇかくうは せしこった, 
¨かうきこうえしおけすけ ょゃうあっくうっ  
ういあうゃはゃぇ すさせょくう ゃさっきっ-
くぇ. ╇くすっさっしなす おなき ╁すけさう-
すっ ¨かうきこうえしおう  うゅさう こさっい 
1900 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ, こさけょなかあう-
かう ちっかう こっす きっしっちぇ, う おなき 
╊っすくうすっ うゅさう こさっい 1904 ゅ. 
っ しかぇぉ. 〈っ しぇ いぇしっくつっくう けす 
こさけゃっあょぇとうすっ しっ こけ しなとけすけ 
ゃさっきっ きっあょせくぇさけょくう ういかけ-
あっくうは.
′っとぇすぇ しっ こさけきっくはす しかっょ 

こさけゃっあょぇくっすけ くぇ ╊っすくうすっ 
うゅさう こさっい 1906 ゅ. ゃ ┿すうくぇ 
(ぉっい しすぇすせす くぇ けそうちうぇかくぇ 
けかうきこうぇょぇ). ¨かうきこうえしおう-
すっ うゅさう ゃっつっ しすぇゃぇす くぇえ-
ゃぇあくけすけ しこけさすくけ しなぉうすうっ.                                                                                              
╆ぇ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう ゃさないおぇ-
すぇ きっあょせ ういおせしすゃけすけ う しこけさ-
すぇ, たぇさぇおすっさくぇ いぇ ぇくすうつくうすっ 
けかうきこうえしおう うゅさう, こさっい しな-
とぇすぇ ゅけょうくぇ, こけ うくうちうぇすうゃぇ 
くぇ ╉せぉっさすっく, ╋¨╉ こさうっきぇ 
さってっくうっ こけ ゃさっきっ くぇ うゅさう-
すっ ょぇ しっ こさけゃっあょぇす おけくおせさ-
しう ゃ しそっさぇすぇ くぇ ういおせしすゃぇすぇ. 
╆ぇ ¨かうきこうえしおうすっ うゅさう こさっい 
1912 ゅ. ゃ ]すけおたけかき ╃ぬけ ╉せ-
ぉっさすっく しないょぇゃぇ きけょっさくうは 
こっすけぉけえ, ぇ ゃ さぇいょっか かうすっさぇ-
すせさぇ っ せょけしすけっく しなし いかぇすっく 
きっょぇか いぇ すゃけさぉぇすぇ しう “¨ょぇ 
いぇ しこけさすぇ”.
¨かうきこうえしおうすっ しうきゃけかう.

╉せぉっさすっく しすぇゃぇ ぇゃすけさ くぇ 
けかうきこうえしおぇすぇ っきぉかっきぇ, くぇ 
けかうきこうえしおぇすぇ おかっすゃぇ う くぇ 

さっょうちぇ けかうきこうえしおう さうすせぇ-
かう. ‶さっい 1913 ゅ. すけえ さぇい-
さぇぉけすゃぇ そかぇゅぇ くぇ けかうきこうえ-
しおうすっ うゅさう. 
′ぇ ぉはか そけく, しうきゃけかういうさぇと 

きうさぇ こけ ゃさっきっ くぇ うゅさうすっ, しぇ 
さぇいこけかけあっくう こっすすっ こさっこかっ-
すっくう けかうきこうえしおう おさなゅぇ ゃ 
さぇいかうつっく ちゃはす. ╁しっおう おさなゅ 
しうきゃけかういうさぇ けこさっょっかっく 

おけくすうくっくす: しうくうはす – ╄ゃさけこぇ,  
あなかすうはす – ┿いうは, つっさくうはす – 
┿そさうおぇ, いっかっくうはす – ┿ゃしすさぇ-
かうは う つっさゃっくうはす – ┿きっさうおぇ.
╆ぇ こなさゃう こなす けかうきこうえしおうはす 

そかぇゅ っ 
さ ぇ い ゃ は す 
こ さ っ い 
1920 ゅ. 
くぇ うゅさう-
すっ ゃ ┿く-
すゃっさこっく. 
╃っく しかっょ 
すけゃぇ ぉうか 
けすおさぇょ-
くぇす, こけ-
しすっこっくくけ 
い ぇ ぉ さ ぇ -
ゃっく う いぇ-
きっくっく し 
ょ せ ぉ か う -
おぇす. 80 
ゅ け ょ う く う 
こけ-おなし-
くけ, こさっい 
2000 ゅ., 
お さ ぇ ょ っ -
ちなす, おけえ-
すけ ぉうか 
ゃっつっ くぇ 
103 ゅ. 

– ぇきっさうおぇくっち けす ぇさきっくしおう 
こさけういたけょ, ぉさけくいけゃ きっょぇかうしす, 
ゅけ ゃさなとぇ かうつくけ. 〈けゃぇ いくぇきっ 
ょくっし っ ゃ ¨かうきこうえしおうは きせいっえ 
ゃ ╊けいぇくぇ. 
¨かうきこうえしおうはす ょっゃうい 

„Citius, Altius, Fortius“ けす かぇ-
すうくしおう けいくぇつぇゃぇ „‶け-ぉなさいけ, 
こけ-ゃうしけおけ, こけ-しきっかけ“, くけ 
こけ-さぇいこさけしすさぇくっく っ こさっゃけ-
ょなす „‶け-ぉなさいけ, こけ-ゃうしけおけ, 
こけ-しうかくけ“. ╉せぉっさすっく いぇうき-
しすゃぇか すけいう ょっゃうい けす ╋ぇさすうく 
╃うょっけく, ょうさっおすけさ くぇ っょうく けす 
おけかっあうすっ ゃ ‶ぇさうあ. 
¨かうきこうえしおうはす けゅなく, しうきゃけか 

くぇ つうしすけすぇすぇ, くぇ つっしすくぇすぇ 
ぉけさぉぇ いぇ こけぉっょぇ, っ すさぇょう-
ちうは, こさっくっしっくぇ ゃ しなゃさっきっく-
くうすっ うゅさう けす ょさっゃくぇ ╂なさちうは. 
╆ぇ こさなゃ こなす っ いぇこぇかっく こさっい 
1928 ゅ. くぇ うゅさうすっ ゃ ┿きょしすっさ-
ょぇき. ╁ しなゃさっきっくくうすっ うゅさう 
そぇおっかなす しっ いぇこぇかゃぇ ゃ ╂なさちうは 
う しっ こさっょぇゃぇ とぇそっすくけ, おぇすけ 
ゅけさう くっこさっおなしくぇすけ ゃ ゅさぇょぇ, ゃ 
おけえすけ しっ こさけゃっあょぇす うゅさうすっ, 
ょけ いぇおさうゃぇくっすけ うき. 】ぇそっす-
くけすけ こさっょぇゃぇくっ くぇ そぇおっかぇ 
っ しすぇくぇかけ いぇ こなさゃう こなす こさっい 
1936 ゅ.くぇ うゅさうすっ ゃ ╀っさかうく. 
〈け しうきゃけかういうさぇ こさっょぇゃぇくっすけ 
くぇ けかうきこうえしおうすっ すさぇょうちうう 
けす っょくけ こけおけかっくうっ くぇ ょさせゅけ.
╁ ょさっゃくぇ ╂なさちうは くぇ こけぉっ-

ょうすっかは ぉうか ゃさなつゃぇく かぇゃさけゃ 
ゃっくっち, しゃうす けす おかけくおぇ, しさは-
いぇくぇ しなし いかぇすっく くけあ けす ょうゃけ 
きぇしかうくっくけ ょなさゃけ. ]きはすぇかけ 
しっ, つっ すぇおぇ あういくっくうすっ しうかう 
くぇ しゃっとっくけすけ ょなさゃけ しっ こさっ-
ょぇゃぇす くぇ こけぉっょうすっかは. ╃くっし 
こけぉっょうすっかはす こけかせつぇゃぇ いかぇ-
すっく きっょぇか, ゃ くっゅけゃぇ つっしす しっ 
ういょうゅぇ ょなさあぇゃくうはす そかぇゅ くぇ 
しすさぇくぇすぇ きせ う しっ ういこなかくはゃぇ 
くぇちうけくぇかくうはす たうきく.
¨かうきこうえしおう うゅさう くっ しぇ 

こさけゃっあょぇくう すさう こなすう - こさっい 
1916, 1940 う 1944 ゅけょうくぇ, 
いぇさぇょう ‶なさゃぇすぇ う ╁すけさぇすぇ 
しゃっすけゃくう ゃけえくう.
‶けつっすっく こさっいうょっくす くぇ 

╋¨╉. ]かっょ VIII-すっ かっすくう 
けかうきこうえしおう うゅさう こさっい 1924 

ゅ. ゃ ‶ぇさうあ, おけうすけ しぇ ういおかの-
つうすっかくけ せしこってくう, ╃ぬけ ╉せ-
ぉっさすっく しっ けすすっゅかは けす こけしすぇ 
こさっいうょっくす くぇ ╋¨╉. ′ぇしかっょっく 
っ けす ぉっかゅうっちぇ ┿くさう ょぬけ ╀ぇえっ-
╊ぇすせさ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 13 
ゅけょうくう, ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ 
しう, ╉せぉっさすっく けしすぇゃぇ こけつっすっく 
こさっいうょっくす くぇ ╋¨╉. 
‶うっさ ょぬけ ╉せぉっさすっく けしすぇゃは 

しかっょ しっぉっ しう くっ しぇきけ しなゃさっ-
きっくくうは けかうきこういなき, くけ う けゅ-
さけきくけ かうすっさぇすせさくけ くぇしかっょ-
しすゃけ: 30 おくうゅう, しさっょ おけうすけ  
„《さっくしおぇ たさけくうおぇ”, „╁しっけぉ-
とぇ うしすけさうは” ゃ 4 すけきぇ, „¨し-
くけゃう くぇ ゅさぇょぇ くぇ ╀なょっとっすけ”, 
„¨かうきこうえしおう きっきけぇさう”,  50 
ぉさけてせさう う くぇょ 1200 しすぇすうう 
くぇ  さぇいかうつくう すっきう – しこけさす, 
そうかけしけそうは, こけかうすうおぇ, うしすけ-
さうは, ぇさたっけかけゅうは う ょさ.
]なさちっすけ きせ – いぇゃうくぇゅう ゃ 

¨かうきこうは. ‶うっさ ょぬけ 《さっょう 
ぉぇさけく ょぬけ ╉せぉっさすっく せきうさぇ くぇ 
74 ゅけょうくう – くぇ  02.09.1977 
ゅ. ゃ ╅っくっゃぇ, 【ゃっえちぇさうは. 
‶けゅさっぉぇく っ ゃ ╊けいぇくぇ, ゃ ぉかう-
いけしす ょけ しっょぇかうとっすけ くぇ ╋¨╉. 
╇いこなかくっくぇ っ こけしかっょくぇすぇ きせ 
ゃけかは: しなさちっすけ きせ っ こけゅさっ-
ぉぇくけ けすょっかくけ - ゃ ゅさけぉくうちぇ 
ぉかういけ ょけ しすっくうすっ くぇ ょさっゃくぇ 
¨かうきこうは. 
╁ つっしす くぇ ╉せぉっさすっく. ╁ 

╊けいぇくぇ っ しないょぇょっく きせいっえ 
“╉せぉっさすっく”. ‶ぇきっすくうちう くぇ 
ゃっかうおうは そさぇくちせいうく しぇ うい-
ょうゅくぇすう ゃ ╂さっくけぉなか, ┿すかぇく-
すぇ, ╊けいぇくぇ う くぇ ょさせゅう きっしすぇ. 
‶けとっくしおう きぇさおう し かうおぇ きせ しぇ 
ういょぇょっくう ゃ ╂っさきぇくうは, ┿いっさ-
ぉぇえょあぇく, ╋けかょけゃぇ. ╁ つっしす くぇ 
╉せぉっさすっく っ こせしくぇすぇ ゃ けぉさぇ-
とっくうっ う きけくっすぇ けす 20 そさぇく-
おぇ. ╋くけゅけ おかせぉけゃっ, おけきうすっすう 
う せつうかうとぇ, ゃおか. う ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, こさうっきぇす うきっすけ くぇ ‶うっさ 
╃ぬけ ╉せぉっさすっく. ′っゅけゃぇ こぇ-
きっすくぇ こかけつぇ っ こけしすぇゃっくぇ くぇ 
ちっくすさぇかくけ きはしすけ ゃ ′]┿ „╁. 
╊っゃしおう” ゃ ]けそうは. ‶さっい 2011 
ゅ. ゃ [せしうは いぇ こなさゃう こなす しぇ 
こせぉかうおせゃぇくう „¨かうきこうえしおう-
すっ きっきけぇさう” くぇ ╉せぉっさすっく - し 
さぇいさってっくうっ くぇ くぇしかっょくうちう-
すっ きせ, こさっょけしすぇゃうかう せくうおぇか-
くう しくうきおう いぇ うかのしすさうさぇくっすけ 
うき. ╃っくはす, ゃ おけえすけ ╉せぉっさすっく 
こさっょしすぇゃは ょけおかぇょぇ しう いぇ ゃない-
さぇあょぇくっすけ くぇ うゅさうすっ – 23-すう 
くけっきゃさう, っ けぉはゃっく こさっい 1948 
ゅ. けす ╋¨╉ いぇ ╋っあょせくぇさけょっく 
けかうきこうえしおう ょっく.
′ぇえ-ゃうしけおけすけ しこけさすくけ 

けすかうつうっ. ]こっちうぇかくうはす きっ-
ょぇか „‶うっさ ょぬけ ╉せぉっさすっく“ 
╋¨╉ こさうしなあょぇ けす 1964 ゅ. - いぇ 
こさけはゃっくけ ぉかぇゅけさけょしすゃけ う ょせた 
くぇ しこけさすしきっくしすゃけ くぇ ¨かうき-
こうえしおう うゅさう. 
╋っょぇかなす しっ しきはすぇ いぇ くぇえ-

ゃうしけおぇすぇ くぇゅさぇょぇ, おけはすけ 
けかうきこうえしおう しなしすっいぇすっか きけあっ 
ょぇ こけかせつう, こけ-こさっしすうあくぇ う 
こけ-ちっくくぇ う けす いかぇすっく きっょぇか. 
╆ぇ ういおかのつうすっかくう いぇしかせゅう 
おなき けかうきこうえしおけすけ ょゃうあっ-
くうっ ょゃせおさぇすくうはす けかうきこうえ-
しおう てぇきこうけく こけ ぉけさぉぇ ╀けはく 
[ぇょっゃ こけかせつう こさっい 2009 ゅ. 
きっょぇか „‶うっさ ょぬけ ╉せぉっさすっく“. 
〈けえ ょぇさう けすかうつうっすけ しう くぇ 
′ぇちうけくぇかくうは うしすけさうつっしおう 
きせいっえ.  

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

』ぇ╆《]╊′〉《╇╅〉¨っ
′ぇ 27-きう きぇさす けす あうゃけすぇ しう けすうょっ ういゃっしすくうはす 

おぇいぇくかなておう たせょけあくうお-すせぉうしす ′うおけかぇ ╆ぇさけゃ.
╁  しゃけは すゃけさつっしおう う あうすっえしおう こなす すけえ けしすぇゃう 

しっさうけいくぇ う くっいぇかうつうきぇ ょうさは - つけゃっておぇ う すゃけさつっ-
しおぇ: し ゅけかはきぇすぇ しう ょせてぇ う てうさけおけ しおさけっくけ しなさちっ, 
すゃけさっち し はさなお こけつっさお, しぇきけぉうすっく う くっけすさぇいうき. 
〈ゃけさつっしおぇすぇ きせ ょうさは とっ あうゃっっ ゃっつくけ ゃ こかぇすくぇすぇ, 

おけうすけ しないょぇゃぇす う とっ しないょぇゃぇす くっゅけゃうすっ しすけすうちう せつっくうちう, おぇおすけ 
う くぇえ-ぉかういおうすっ きせ: しうく, ょなとっさは う ゃくせちう. 
′うおけかぇ ╆ぇさけゃ ぉっ しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 》せょけ-

あっしすゃっくぇ ゅうきくぇいうは. ‶さっい 1976 ゅ. っ くぇゅさぇょっく おぇすけ こさっこけょぇゃぇ-
すっか し けさょっく „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう“. ‶けつすう ゃしうつおう ういゃっしすくう 
しすぇさけいぇゅけさしおう たせょけあくうちう しぇ せつうかう こさう くっゅけ - ╀けすぬけ ╀けすっゃ, 
]かぇゃう 〈っくっゃ, ╁ぇかぬけ ╃けくつっゃしおう. ]さっょ せつっくうちうすっ きせ しぇ う ぉうゃ-
てうはす いぇき.-きうくうしすなさ くぇ おせかすせさぇすぇ ╂ぇくつけ ╉ぇさぇぉぇょあぇおけゃ, こさけそ. 
╁うたさけくう ‶けこくっょっかっゃ, ういおせしすゃけゃっょおぇすぇ ]ゃっすかぇ ╋けしおけゃぇ. ╆ぇさけゃ 
うきぇ しこっちうそうつっく こけつっさお ゃ あうゃけこうしすぇ, くっゅけゃぇ いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ 
しぇ ゅけかはきけそけさきぇすくうすっ おぇさすうくう くぇ おぇさぇおぇつぇくしおう ょっゃけえおう, ぉう-
すけゃう う こっえいぇあくう こかぇすくぇ. ╇いゃっしすっく っ し せくうおぇかくぇすぇ しう すったくうおぇ 
くぇ さうしせゃぇくっ - くぇこさぇゃけ し すせぉうすっ し ぉけう. ╇きぇ くぇょ 20 ういかけあぉう ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶けおぇいゃぇか っ こかぇすくぇすぇ しう う ゃ ╋けしおゃぇ, ┿すうくぇ, 】うこ. 
╄おうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” う こさうはすっかうすっ くぇ しっきっえしすゃけすけ しぇ 

しなこさうつぇしすくう ゃ ぉけかおぇすぇ う しおさなぉすぇ くぇ くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ う くぇ 
しなこさせゅぇすぇ きせ - ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇさおぇ くぇ そうさきっくぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか” ╇くぇ ╆ぇさけゃぇ.

  ‶けおかけく こさっょ しゃっすかぇすぇ こぇきっす くぇ ′うおけかぇ ╆ぇさけゃ! 
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『とすかせ そて [『╆:

〉╊ 〉¨ ╆╊ぃ╊ 』【『╅｠ 《【 〉¨ぅ《!

¨しすぇくぇかぇ かう っ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく ╋ぇさぇ ゃ しはくおぇすぇ くぇ 
ゅけかっきうは う ゃしっしすさぇくっく すぇ
かぇくす くぇ しなこさせゅぇ しう, ょぇかう っ 
くぇこさぇゃうかぇ かうつくう すゃけさつっ
しおう あっさすゃう ゃ すけゃぇ しなあう
すっかしすゃけ? 〈は っ ぉうかぇ ょけぉなさ, 
くけ くっ すけかおけゃぇ ういゃっしすっく たせ
ょけあくうお...
- ╀ってっ きくけゅけ いぇゅさうあっくぇ, 

さぇょゃぇてっ しっ くぇ ういはゃうすっ くぇ 
しなこさせゅぇ しう. ╉けゅぇすけ うきぇてっ うい
かけあぉぇ くっゅけゃぇ, すは くうおけゅぇ くっ 
こぇさぇょうさぇてっ し こさうしなしすゃうっ. ]っ

ょってっ きぇかおけ いぇすゃけさっくぇ う ょけぉさっ 
けぉかっつっくぇ し ぇさうしすけおさぇすうつくけすけ  
ょけしすけえくしすゃけ くぇ あっくぇ, しなこさせ
ゅぇ くぇ ういゃっしすっく つけゃっお, おけはすけ 
っ ゃ しはくおぇすぇ きせ, くけ っ ょけゃけかくぇ 
けす すけゃぇ, いぇとけすけ っ こけきけゅくぇ
かぇ いぇ すゃけさつっしおぇすぇ きせ ういはゃぇ う 
くっゅけゃけすけ こけしすぇゃはくっ ゃ けぉとっ
しすゃけすけ. ′け – いぇ しゃけうすっ ういはゃう 
すは ゅけ しかせてぇてっ, しなけぉさぇいはゃぇてっ 
しっ し きくっくうっすけ きせ. ┿ しう しこけき
くはき おぇお こけ こけゃけょ っょくけ くっえくけ 
あっかぇくうっ いぇ ういかけあぉぇ すけえ うし
おさっくけ しっ こさうすっしくはゃぇてっ ょぇかう 
ゃしうつおけ とっ ぉなょっ くぇさっょ. 』せょけ
きうさ うきぇてっ しなこさうつぇしすくけしす おなき 
くっえくぇすぇ さぇぉけすぇ, くけ せ くっゅけ, 
おぇすけ せ こさっちういっく つけゃっお, ゃう
くぇゅう うきぇてっ っょくけ おけかっぉぇくうっ, 
ょぇかう くっとけ ういけぉとけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさぇゃう, ぇおけ くっ っ ういこうこぇくけ 
ょけおさぇえ. ‶さっちういくけしすすぇ しう かうつう 
ゃ ちはかぇすぇ きせ すゃけさつっしおぇ さぇぉけすぇ 
う くっとぇすぇ, おけうすけ っ こさぇゃうか. ╇ 
すぇは こさっちういくけしす すけえ くぇかぇゅぇてっ 
う おなき たけさぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ う 
おなき すゃけさつっしすゃけすけ くぇ ╋ぇさぇ. ╆ぇ
すけゃぇ すけえ ぉってっ う くっうく おさうすうお 
う くっ こけいゃけかはゃぇてっ くっえくう ぉっい
さぇいぉけさくう ういかけあぉう. ╇ おなき きっく 

╁しうつおけ-すけ いぇこけつゃぇ しかっょ 
っょうく さぇいゅけゃけさ くはおなょっ こけ 

ゃさっきっすけ くぇ こさけしかけゃせすぇすぇ ぇさ-
しっくぇかしおぇ しすぇつおぇ, おけはすけ ぉかけ-
おうさぇ あこ-かうくうはすぇ くぇ 〈せかけゃけ ゃ 

くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ. [せきっく ゃっつっ 
っ くぇゃなさすはか 7-8-ゅけょうてっく けこうす 
くぇ しちっくぇすぇ – こっっ ゃ いぇゃけょしおぇすぇ 
╁けおぇかくけ-うくしすさせきっくすぇかくぇ ゅさせ-
こぇ „╉けくすさぇしす“, うきぇ ういおせてっくうは 
う ゃ しぇすうさぇすぇ. ╊のぉけきうさ ‶けこけゃ 
う  ]すけはく ┿すぇくぇしけゃ しぇ ょけぉさっ 
こけいくぇすう けす しぇすうさうつくぇすぇ ゅさせこぇ 
„[けきぇ“ ゃ „┿さしっくぇか“. ‶けつくぇか ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 80-すっ ゃ ╆ぇゃけょ 6, 
ゃ ゅけょうくぇすぇ くぇ さぇあょぇくっすけ くぇ 
╉[╀, [せきっく ゃっつっ っ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ おけき-
ぉうくぇすぇ おぇすけ ょけきぇおうく. ╊のぉけ っ 
¨〈╉ ゃ 〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ おけき-
ぉうくぇすぇ, ぇ ]すけはく – ゃ ╆ぇゃけょ 6. 
╇ょっはすぇ うき たさせきゃぇ っょくぇ ゃっつっさ 
ゃ きっしすくけ いぇゃっょっくうっ, おなょっすけ 
すさうきぇすぇ - ぉなょっとう おぇいぇくかなておう 
さけいう う ぉけょかう, しっ さぇいこぇかゃぇす けす 
きっつすう う しう おぇいゃぇす: “╃ぇ けこうすぇ-
きっ!!!“. ╃ぇゃぇす うき こけきっとっくうっ ゃ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. /“╁しうつおけ 
しすぇゃぇてっ し こけょおさっこぇすぇ くぇ ょう-
さっおすけさぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ...“/. ┿ 
くぇすぇすなお こけゃっつっすけ おぇいぇくかなつぇくう 

いくぇはす おぇおゃけ しすぇゃぇ: ぉっいしこうさくう 
せつぇしすうは, おけくちっさすう, すっかっゃういう-
けくくう ういかなつゃぇくうは けす きっしすくぇすぇ 
う こけつすう ゃしうつおう さっゅうけくぇかくう すっ-
かっゃういうう ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, ぇせ-
ょうけいぇこうしう, おけうすけ ゃ こけ-おなしくうすっ 
ゅけょうくう ゃっつっ しう こさぇゃはす しぇきう, 
ゃ しけぉしすゃっくけ しすせょうけ..., せつぇし-
すうは いぇっょくけ し ゃしうつおう ゅけかっきう 
さけょくう いゃっいょう – けす ╊うかう ╇ゃぇ-

『╅′[╅′¨【╊ 〉╅ 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:

しっ けすくぇしはてっ すぇおぇ. ¨しすさけ きっ 
おさうすうおせゃぇてっ, おぇいゃぇてっ: “〈う しう 
けす くぇてうは さけょ, ぇくゅぇあうさぇくぇ しう 
し すけゃぇ うきっ う おけゅぇすけ くぇこさぇゃうて 
くっとけ, すぇおぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ くぇこさぇ
ゃうて, つっ ょぇ ぉなょっ いぇぉっかはいぇくけ.“ 
╃ぇゃぇてっ きう こさうきっさ しなし しすうたけ
すゃけさっくうっすけ „╀けさなす“ くぇ ╁ぇいけゃ, 
し おけっすけ すけえ しすぇゃぇ うきっくくけ - ╁ぇ
いけゃ! ‶けきくは おさうすうおぇすぇ きせ – ょぇ 
くっ ぉう ょぇ さぇいゃぇかは ぇい おさぇしけすぇすぇ 
くぇ こけかしおうは ぉせおっす! /ゃっつっ くうおけ
ゅぇ くっ ょっかは こなしすさうすっ おうすおう!/, 
ょぇ くっ しっ きけょっさくういうさぇき こさっおぇ

かっくけ, つっ ょぇ いぇぉさぇゃは すさぇょうちうは
すぇ... ‶けきくは おぇお  ぉってっ しなさょうす, 
つっ くっ しなき しさっょ くぇゅさぇょっくうすっ ゃ 
っょうく けおさなあっく こけっすうつっく おけく
おせさし, くけ すけえ くっ いくぇってっ, つっ ぇい 
くっ せつぇしすゃぇた けす しすさぇた ょぇかう しなき 
こけょゅけすゃっくぇ... 〈ぇ – すぇは こさっちうい
くけしす 』せょけきうさ こさけはゃはゃぇてっ う 
おなき ╋ぇさぇ.   

‶けしかっょくうすっ ょくう くぇ 』せょけきうさ 
う ╋ぇさぇ しはおぇて こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ しぇ いぇぉせかっくう ゃ すぇえくう?
- ╃ぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ ゅけゃけさう 

こけ こけつうくぇ くぇ „あなかすぇすぇ“ こさっしぇ, 
おぇお すは くっ けすうてかぇ ょぇ ゅけ ゃうょう ゃ 
ぉけかくうちぇすぇ, おぇお くっ しっ ゅさうあっかぇ 
う くっ しっ ょなさあぇかぇ ょけぉさっ し くっゅけ. 
〈けゃぇ ぇぉしけかのすくけ くっ っ ゃはさくけ! 〈ぇ 
- すは きせ くぇきっさう こなさゃうは かっおぇさ, 
くうとけ, つっ すけえ くっ は こけしかせてぇ いぇ 
すけは ういぉけさ! ┿ おけゅぇすけ けすうょけた こさう 
くっゅけ ゃ ぉけかくうちぇすぇ ゃ おさぇは くぇ っし
っくすぇ, こさっょう ょぇ こけつうくっ, すけえ こけ
さなつぇ いぇ ╋ぇさうは, あっくぇすぇ, おけはすけ 
しっ ゅさうあってっ いぇ ╋ぇさぇ: „╉ぇあう くぇ 
╋ぇさうは う くぇ 》さうしすけ ょぇ くっ こせ
とぇす ╋ぇさぇ ょぇ うょゃぇ こさう きっくっ“! 
– すけえ くっ うしおぇてっ たけさぇすぇ ょぇ ゅけ 
ゃうあょぇす ゃ すけゃぇ しなしすけはくうっ, ぇ う 

しっ すさっゃけあってっ すは ょぇ くっ しっ さぇい
しすさけう きくけゅけ, いぇとけすけ: “〈は くっ っ 
ゃっつっ う いぇ こなすせゃぇくっ...“. ╉ぇいゃぇ
てっ: “╁いっか しなき ╋ぇさうは う 》さうしすけ 
くっ いぇさぇょう しっぉっ しう, ぇ いぇとけすけ 
うきぇき つせゃしすゃけすけ, つっ ╋ぇさぇ とっ 
けしすぇくっ しぇきぇ. ┿ すは うきぇ くせあょぇ 
けす つけゃっお ょけ くっは.“ ′っ っ ゃはさくけ, 
つっ しぇ うきぇかう かけてう けすくけてっくうは. 
╁ っょくけ しっきっえしすゃけ ゃうくぇゅう うきぇ 
くっさぇいぉうさぇすっかしすゃぇ, くけ すけえ おぇい
ゃぇてっ くぇ てっゅぇ: “╇ ょぇ は けしすぇゃは, 
いぇ おけゅけ ょぇ しっ けあっくは...?! – すけ 
ょぇ っ くっとけ ょさせゅけ, ぇ – すけ: こぇお 

あっくぇ...“. ╆ぇすけゃぇ おぇいゃぇき, おけゅぇ
すけ 』せょけきうさ おぇいゃぇてっ くっとけ, すけ 
ゃうくぇゅう すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ すなさしう   
こけょすっおしすぇ ゃ くっゅけ.

『はかぇ ゅけょうくぇ しすっ ゃ こさぇい
くうおぇ くぇ 80-すっ, おぇおなゃ っ くぇえ-
たせぉぇゃうはす ╁う こけょぇさなお?
- ‶っくしうけくうさぇた しっ くぇ 50, うい

けぉとけ くっ しっ いぇきうしかうた. 〈けゃぇ 
っ いかぇすくぇ ゃないさぇしす – くぇすさせこぇく 
けこうす, いくぇくうは, けすすけゅぇゃぇ ょけ しっゅぇ 
しゃなさてうた すけかおけゃぇ くっとぇ... ┿ 
しっゅぇ, くぇ 80, こけかせつうた けくけゃぇ, 
おけっすけ くっ しなき う こさっょこけかぇゅぇかぇ 
– すぇおけゃぇ せゃぇあっくうっ う こさういくぇ
くうっ けす ¨ぉとうくぇすぇ... う – かうつくけ 
けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╁ 
すぇいう あっくぇ ゃうょはた しすさぇたけすくけ 
けすくけてっくうっ, おけっすけ きくけゅけ きっ 
いぇょなかあぇゃぇ, ゃこうしゃぇくっすけ ゃ ‶け
つっすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
きっく ぉってっ „ゅさなき けす はしくけ くっぉっ“! 
]かっょ すけゃぇ こさういくぇくうっ くっ ぉうた 
きけゅかぇ ょぇ くっ ぉなょぇ こけかっいくぇ くぇ 
ゅさぇょぇ, し おぇおゃけすけ う ょぇ しっ くぇかけ
あう, し おぇおゃけすけ きけゅぇ. ╀うかぇ しなき ゃ 
ょけぉさう けすくけてっくうは し おきっすけゃっすっ 
くぇ ゅさぇょぇ, くけ すぇおけゃぇ ゃくうきぇくうっ 
くっ しなき こけかせつうかぇ けす ょさせゅ おきっす. 

¨ゅさけきくぇ きう っ ぉかぇゅけょぇさくけしすすぇ 
おなき ちはかぇすぇ けぉとうくしおぇ ぉうぉかうけ
すっおぇ, ぉかぇゅけょぇさくぇ しなき くぇ ゃしうつ
おう すぇき う かうつくけ くぇ ょうさっおすけさぇ 
┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ, おけうすけ けさゅぇ
くういうさぇたぇ つっしすゃぇくっすけ きう! ╃させ
ゅぇすぇ ゅけかはきぇ ういくっくぇょぇ ょけえょっ 
けす ょっちぇすぇ きう. ╇きぇき しすさぇたけすくう 
ょっちぇ! ]うゅせさくけ, いぇとけすけ しなき 
ゅう ゅかっょぇかぇ すさせょくけ う ゃ ゅけかは
きぇ ょうしちうこかうくぇ. ╇いしうこぇたぇ しっ 
ゃしうつおう, いぇっょくけ し ぉさぇすけゃつっょう, 
ぉさぇすけゃつっょおう... ╇いくっくぇょぇたぇ 
きっ, くぇこさぇゃうたぇ きう こさぇいくうおぇ くぇ 

╉さなくしおけすけ たぇくつっ こさっい かはすけすけ 
う きう くぇこさぇゃうたぇ, こけ うょっは くぇ 
とっさおぇすぇ ╃けくっすぇ, くぇえ-ちっくくうは 
こけょぇさなお – っおしおせさいうは ょけ ╀けあう 
ゅさけぉ!  〈ぇき つせゃしすゃけすけ, せしっとぇ
くっすけ っ くっきうしかうきけ! ¨ぉゅさなとぇ  
すっ くはおぇおゃぇ すけこかうくぇ, おけはすけ すっ 
こさぇゃう くっせいくぇゃぇっきぇ, けしけぉっくけ 
ゃ こっとっさぇすぇ くぇ [けあょっくうっすけ くぇ 
》さうしすけし! ]はおぇて くっとけ しっ さぇい
おなしゃぇ ゃ すっぉ, ぇ せしっとぇくっすけ いぇ 
ゃけょうすっ くぇ さっおぇ ╈けさょぇく っ すぇ
おけゃぇ, しはおぇて ゃさっきっすけ っ しこさはかけ 
ゃ きけきっくすぇ くぇ ]ゃっすけすけ ╉さなとっ
くうっ..., しはおぇて くっ しぇ きうくぇかう ょゃっ 
たうかはょう ゅけょうくう. ‶さけしすけ – ゃうあ
ょぇて くはおぇおゃぇ けしけぉっくぇ ]ゃっすかう
くぇ, おけはすけ すっ ょけおけしゃぇ ゃなすさってくけ 
う すう けしすぇゃぇて ゃ くっは...

╀けゅ っ ゃ しなさちっすけ すう...?  
- ╃ぇ. ′け ゃうくぇゅう しなき すなさしっかぇ, 

おけゅぇすけ さなおけゃけょった ちなさおけゃくうは 
たけさ - う ぇさたうっさっえしおうはす くぇきっしす
くうお ‶っすおけ ╋けすっゃ  きくけゅけ っ こけ
きぇゅぇか いぇすけゃぇ – ょぇ ぉなょっき ゃ こけか
いぇ くぇ たけさぇすぇ. ] こさぇゃけしかぇゃくうは 
たけさ おなき „]ゃっすぇ 〈さけうちぇ“ くうっ 
うきぇたきっ う しけちうぇかくぇ ょっえくけしす. 
╆ぇこけつくぇたきっ こなさゃうすっ おけくちっさ

すう くぇ こさぇゃけしかぇゃっく たけさ すせお, 
こけしっとぇゃぇたきっ たけさぇすぇ ゃ くせあょぇ, 
ょけきけゃっすっ いぇ ゃないさぇしすくう, うくしすう
すせちううすっ  ゃ ゅさぇょぇ, こけいょさぇゃはゃぇ
たきっ ゅう こけ ゅけかっきうすっ ちなさおけゃくう 
こさぇいくうちう, ょぇ しっ つせはす すうは おさぇ
しうゃう ちなさおけゃくう こっしくけこっくうは くっ 
しぇきけ ゃ たさぇきぇ, ぇ けす ゃしうつおう う くぇ
ゃしはおなょっ. ╆ぇこけつくぇた ょけさう ょぇ ゃな
ゃっあょぇき う ゅさぇょしおうは  っかっきっくす ゃ 
ょっえくけしすすぇ くう, しゃなさいゃぇたきっ くっ
とぇすぇ し うしすけさうつっしおうすっ しなぉうすうは 
– ゃうくぇゅう, くぇこさうきっさ, しかっょ ╆ぇせ
こけおけえくぇすぇ いぇ ゅうぉっかすぇ くぇ ╊っゃ

しおう, いぇこはゃぇたきっ しすぇさう こっしくけこっ
くうは, おけうすけ, こけ きけは こさっちっくおぇ, 
しぇ ぉうかう こはすう こけ くっゅけゃけ ゃさっきっ, 
ぇ きけあっ ぉう う けす しぇきうは くっゅけ. 》け
さぇすぇ ういかういぇたぇ けす ちなさおゃぇすぇ ゃ 
きせいうおぇすぇ くぇ こっしくけこっくうはすぇ う 
けくけゃぇ, おけっすけ しぇ こさっあうゃっかう こけ 
ゃさっきっ くぇ かうすせさゅうはすぇ おぇすけ ちなさ
おけゃくけ ういあうゃはゃぇくっ, けしすぇゃぇてっ 
せ すはた う ゅう こさっくぇしはてっ くぇゃなく 
ゃ っあっょくっゃくうは うき しゃはす. ╀ってっ 
すけかおけゃぇ たせぉぇゃけ!  ╆ぇこけつくぇたきっ う 
かうこしゃぇとぇすぇ しけちうぇかくぇ ょっえくけしす 
くぇ こさぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ う 
きくけゅけ うしおぇき すけゃぇ ょぇ こさけょなかあう. 
』けゃっお くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすつぇえ
ゃぇ, すけえ すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃう くっとけ 
う すけ – こけ くぇえ-たせぉぇゃうは くぇつうく, 
いぇとけすけ - いぇとけ っ こさぇすっく つけゃっお 
くぇ すけは しゃはす? ′ぇかう うきぇ くはおぇおゃぇ 
いぇょぇつぇ, くぇかう うきぇ くはおぇおゃぇ きう
しうは? 〈けかおけゃぇ たせぉぇゃう くっとぇ うきぇ 
くぇ すけは しゃはす, いぇとけ すさはぉゃぇ ょぇ くっ 
ゅう ゃうあょぇきっ?... ┿おけ くっ ゃうょうて 
ょゃっすっ おけおうつっすぇ くぇ ょゃけさぇ, すぇおぇ 
いぇたゃなさかはて ゃしうつおけ, いぇたゃなさかはて 
う あうゃけすぇ しう, ぇ つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
すなさしう たせぉぇゃけすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ    

╊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... ╊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. 
′ぇ そうくぇかぇ 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 こさけょなかあぇゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ し こかっきっくうちぇすぇ くぇ 』せょけきうさ ╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ.

くけゃぇ う ╁ぇしうか ′ぇえょっくけゃ ょけ  
]かぇゃう 〈さうそけくけゃ う  ╉ぇきっく 
╁けょっくうつぇさけゃ..., ゃっょくけ  う 
し ちっかうは さけはお けす „いかぇすくう“ 
そけかおこっゃうちう. ╁しうつおけ すけゅぇ-

ゃぇ ゃ あうゃけすぇ くぇ ╉[╀ っ しちっ-
くぇ – けす いぇかうすっ くぇ ′╃╉ ゃ 
]けそうは, こさっい こけさすぇかうすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ こさけきうてかっくう 
ゅうゅぇくすう, ょけ しっかしおうすっ つうすぇ-
かうとぇ う  こかけとぇょう. „′っとぇすぇ 
しう うょゃぇたぇ けす しぇきけ しっぉっ しう. 
╀ってっ くぇいさはかけ ょぇ しすぇくっ. 
′はきぇたきっ くうおぇおなゃ しすさぇた ょぇ 
おぇあっき すけゃぇ, おけっすけ うしおぇたきっ 
ょぇ おぇあっき, きぇおぇさ つっ きくけゅけ 
いぇこかぇたう しきっ こけかせつぇゃぇかう“, 
さぇいおぇいゃぇ [せきっく. ╁ すはたくぇすぇ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ けす こけきっとっ-
くうっすけ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇ-
すぇ こけしすっこっくくけ しっ こさっくぇしは 
おなょっ かう くっ, ゃおかのつうすっかくけ し 
さっこっすうちうう こけ ょけきけゃっすっ, っ 
うきぇかけ おぇおゃう かう くっ しかせつおう. 
╃ぇあっ ょなさあぇゃくうすっ けさゅぇくう 
こけ しうゅせさくけしすすぇ しっ いぇくう-
きぇゃぇす し すはた... ‶け ゃさっきっ くぇ 
ゃけえくぇすぇ ゃ ぃゅけしかぇゃうは ゅう 
くぇぉっょうかう ょけさう いぇ „しさなぉ-
しおう ぇゅっくすう“.  
『っかうはす しなしすぇゃ くぇ ╉[╀, 

いぇっょくけ  し すったくうつっしおうすっ 
おぇょさう, っ けす てっしすうきぇ ょせてう. 
[ぇぉけすうかう しぇ し さぇいかうつ-
くう けいゃせつうすっかう, おけしすのきう-
すっ う さっおゃういうすぇ しう こさぇゃはす 
しぇきう... ╉ぇおすけ う しぇきけ すは-
たくけ かうつくけ ょっかけ っ ちっかうはす 
うき さっこっさすけぇさ, くぇぉさけはゃぇと 
ぉかういけ しすけ こっしくう, さぇょゃぇかう 
くぇさけょぇ こけ いぇかう, こかけとぇ-

ょう, ゅけかっきう ゅさぇょけゃっ, しっかぇ う 
こぇかぇくおう... ¨とっ ゃ くぇつぇかけすけ 
すさうきぇすぇ さってぇゃぇす, つっ し けくけ-
ゃぇ, おけっすけ こさぇゃはす, とっ ぉはゅぇす  
けす „さっゅうけくぇかくうは たぇさぇおすっさ“, 
つっ とっ すなさしはす こさけぉかっきうすっ くぇ 
ゃさっきっすけ う し けしすさけすけ あうかけ くぇ 
しぇすうさぇすぇ とっ けこうすゃぇす ょぇ ゃぇ-
ょはす くぇ ぉはか しゃはす „おせしせさうすっ“ 
くぇ たけさぇすぇ – う すけ すぇおぇ, つっ ぉっい 
ょぇ けぉうあょぇす くうおけゅけ おけくおさっす-
くけ. ‶さぇゃうかう しきっ すぇおぇ くっとぇ-
すぇ, つっ „ゃしうつおう ょぇ しう きうしかはす, 
つっ – ゃうょうすっ かう, くっ しっ けすくぇしは 
いぇ きっく, ぇ いぇ すけいう けすしさっとぇ“, 
けぉはしくはゃぇ [せきっく きぇかおうすっ きぇ-
ゅうえおう くぇ ゅけかはきぇすぇ こけこせかはさ-
くけしす くぇ ╉[╀. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
おけきこさけきうしう けすくけしくけ しこさぇ-
ゃっょかうゃけしすすぇ くぇ しぇすうさうつくぇすぇ 
うくすっさこさっすぇちうは [せきっく しつうすぇ, 
つっ ゃ ╉[╀ くうおけゅぇ くっ しぇ こさぇ-
ゃうかう: “′っ しきっ しこっしすうかう くぇ 
くうおけゅけ くうとけ!“. ╁しなとくけしす, 
こせぉかうおぇすぇ くうおけゅぇ くっ こさけ-

とぇゃぇ „しこっしすはゃぇくうはすぇ“ くぇ 
うしすうくぇすぇ う, ぇおけ しう こけいゃけかうて 
ょぇ ゅけ こさぇゃうて ゃ すけいう あぇくさ, 
くはきぇ ょぇ うきぇて すぇおなゃ せしこった, 
いくぇっかう ╉ぇいぇくかなておうすっ さけいう 
う ぉけょかう. ╋けすうゃなす う きうしうは-
すぇ しう くぇ しなぉせあょぇとう すさうきぇすぇ 
ゃうあょぇす ゃ こさうくちうこぇ, おけえすけ 

しかっょゃぇす: “╃ぇ くぇ-
こけきくはきっ いぇ おぇお-
ゃけ しすぇゃぇ ゃなこさけし 
ゃ ょなさあぇゃぇすぇ...!“.      
¨す けつうすっ きせ う 

けす しおっこすうちういきぇ, 
おけえすけ [せきっく うい-
かなつゃぇ ょくっし, きせ 
かうつう, つっ すけゃぇ, 
いぇ おけっすけ „しすぇゃぇ 
ゃなこさけし ゃ ょなさあぇ-
ゃぇすぇ“, けとっ くっ きせ 
っ ぉっいさぇいかうつくけ, 
くけ ゃはさぇすぇ, つっ 〈¨ 
きけあっ ょぇ すさなゅくっ 
おなき こけ-ょけぉさけすけ, 
ょくっし っ しはおぇて ょぇ-
かっつ こけ-きぇかおけ. ′け 
すけえ ゃしっ けとっ きけあっ 
ょぇ こうてっ きせいうおぇ, 
╊のぉけ しう けしすぇゃぇ 
きぇえしすけさ くぇ すっお-
しすけゃっすっ, ぇ ぇお-
すぬけさしおうはす すぇかぇくす 
くぇ ]すけはく しなとけ くっ 
しっ ゅせぉう. 〈ぇ, しかっょ 

ゅけょうくう こさっおなしゃぇくっ, すさうきぇすぇ 
うきぇす とせさぇすぇ うょっは ょぇ ゃないけ-
ぉくけゃはす しかぇゃぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ. 
‶けしかっょくぇすぇ うき ういはゃぇ っ こさっ-
ょう すさう ゅけょうくう. ′け ょけさう しっゅぇ, 
おけゅぇすけ くはきぇ くけゃ さっこっさすけぇさ, 
くはきぇ すせさくっすぇ, くっ しっ さぇぉけすう, 
たけさぇすぇ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ こう-
すぇす いぇ すはた う ょぇ ゅう すなさしはす. ╇ 
すけゃぇ っ っょうく けす しっさうけいくうすっ 

きけすうゃう ょぇ しう おぇあぇす けすくけゃけ, 
おぇすけ こさっょう ぉかういけ つっすゃなさす 
ゃっお: “╃ぇ けこうすぇきっ!!!“. 〈さうきぇ-
すぇ けすおさぇえ ゃさっきっ しっ ょけこなかゃぇす 
ゃいぇうきくけ こけゃっつっ けす ょけぉさっ ゃ 
すゃけさつっしおぇすぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ 
さぇぉけすぇ, こなお う くぇ しちっくぇすぇ. ╋っ-
くうょあきなくすなす, おけえすけ くうおぇお くっ 
っ いぇ こけょちっくはゃぇくっ, しなとけ うき 
しっ こけかせつぇゃぇか. ]こけくしけさう ╉[╀ 
くうおけゅぇ くっ っ うきぇかけ, くぇせつぇゃぇき 
けす [せきっく. ╋ぇかおうすっ しせきう けす 
くっ こけゃっつっ けす 200 かっゃぇ すけえ 
くっ ぉさけう いぇ うしすうくしおぇ ょぇさう-
すっかしおぇ こけょおさっこぇ. ╇ っ こさぇゃ: 
ゃしうつおけ, おけっすけ っ しゃなさいぇくけ し 
ういおせしすゃけすけ くぇ しちっくぇすぇ う おぇ-
つっしすゃっくけすけ てけせ, しう っ しおなこぇ 
ょっえくけしす. ‶けょおさっこぇすぇ うょゃぇかぇ 
っょうくしすゃっくけ けす こせぉかうおぇすぇ. 
╉ぇくはす ゅう いぇ せつぇしすうは, たけさぇすぇ 
しう おせこせゃぇす ぉうかっすう: „╁しうつおけ 
ぉってっ いぇおけくくけ. ╇ ょぇくなちう しきっ 
こかぇとぇかう“.  ]ぇきけつせゃしすゃうっすけ 
しう っ そぇおす こさう ╊のぉけ, ]すけはく 

う [せきっく. ╁しっ こぇお, しすなこゃぇかう 
しぇ くぇゃしはおなょっ – う ゃ ╀′〈, う 
ゃ ╀〈╁... 〈はたくけ こぇさつっ ゃいうきぇ 
ょぇあっ こけこせかはさくぇすぇ すさけえおぇ 
くぇ ′╊¨ くぇ ‶けこぇくょけゃ, ╋ぇきぇ-
かっゃ う ╁っかおけ ╉なくっゃ... ′はおけう 
ゅさせこう ょけさう けこうすゃぇす ょぇ ゅう おけ-
こうさぇす, くけ – „すさせょくう しきっ いぇ 
おけこうさぇくっ“, おぇいゃぇ [せきっく. 〈けえ 
ゅけゃけさう いぇ おせかすせさくぇすぇ しさっょぇ せ 
くぇし ょくっし し けゅけさつっくうっ. ¨ゅけさ-
つっくうっすけ きせ すさなゅゃぇ けす ╉ぇいぇく-
かなお. [ぇぉけすうか くはおけかおけ ゅけょうくう 
ゃ っょうく けす きっしすくうすっ おせかすせさくう 
うくしすうすせすう, すけえ っ ゃうょはか くっ-
とぇすぇ けすゃなすさっ. ‶けきくう そせさけさぇ 
ゃ こなさゃうすっ ういょぇくうは くぇ  』せょけ-
きうさけゃう こさぇいくうちう  し そっしすう-
ゃぇかぇ „╆かぇすくうはす すさ‒くょぇそうか“, 
つうっすけ „しなさちっ“ っ ╉[╀. ‶けしかっ 
すけえ ゅけょうくう くぇさっょ せつぇしすゃぇ 
こさはおけ う ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
こさぇいくうちうすっ. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ 
っ すゃなさょ ゃ ょせきうすっ しう: “╉ぇ-
いぇくかなお くっ ちっくう すけゃぇ, おけっすけ 
うきぇ... ╉ぇおゃけ っ すけゃぇ „けぉとっしす-
ゃっく“ あうゃけす? ╇きぇ かう ゅけ ういけぉ-
とけ?...“ ╉けかおけすけ ょけ きっしすくうすっ 
ゃかぇしすう, こけ つうっすけ ゃさっきっ しっ 
ゃうたさう しぇすうさぇすぇ くぇ ╉[╀, [せ-
きっく おぇいゃぇ: “¨ぉさなとぇたぇ くう 
こけゃっつっ ゃくうきぇくうっ けくっいう おきっ-
すけゃっ, おけうすけ しっ しすさぇたせゃぇたぇ 
ょぇ くっ ゅう けしきうゃぇきっ...“. ╂けさ-
つうかおぇすぇ こさけいうさぇ う ゃ ょせきうすっ 
きせ: “¨ぉうおくけゃっくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
おさぇょぇす うょっうすっ くう... ╇いつぇお-
ゃぇす きぇかおけ ゃさっきっ ょぇ きうくっ – う 
こぇお!“
╇きっすけ くぇ ゅさせこぇすぇ たさせきゃぇ 

こなさゃけ くぇ ╊のぉつけ, ゃしっ こぇお すけえ 
っ けしくけゃくうはす すっおしすけこうしっち... 
′け すけ すぇおぇ こぇしゃぇ う くぇ すさうきぇ-
すぇ, つっ ゃっょくぇゅぇ こけつゃぇ ょぇ さぇ-

ぉけすう いぇ すはた. ╉ぇおすけ う すっ – いぇ 
くっゅけ. 〉しっすうかう しぇ ゅけ くぇゃしはおな-
ょっ, おなょっすけ しぇ ぉうかう. ‶け さぇ-
ょけしすすぇ, し おけはすけ ゅう こけしさっとぇす 
たけさぇすぇ. ╁ さぇくくう いけさう – おぇすけ 
ゃ しっょっき しせすさうくすぇ くぇ こけさすぇかぇ 
こさう こさっょぇゃぇくっすけ くぇ ょゃっすっ 
しきっくう ゃ 〈╄『 „╋ぇさうちぇ ╇い-
すけお“... ╇かう こけ おなしくう ょけぉう – ゃ 
おけくちっさすくうすっ いぇかう うい ちはかぇ-
すぇ しすさぇくぇ. „╃けおぇいゃぇくっすけ くぇ 
しちっくぇすぇ しすぇゃぇ しぇきけ こけ しけぉしす-
ゃっく こなす. ╇しすうくしおうはす こさけぉうゃ 
しすぇゃぇ, おけゅぇすけ くっ すなさしうて „ょぇ 
すう せょぇさはす こけ っょくけ さぇきけ“ ゃっつっ 
こけこせかはさくう いゃっいょう. ‶けかせつぇ-
ゃぇかう しきっ しすけすうちう あっしすけゃっ, 
こけしすけはくくけ しっ けぉぇあょぇたぇ う 
けとっ ゅけ こさぇゃはす, たけさぇ けす おなょっ 
かう くっ. ′っ しぇ くう いぇぉさぇゃうかう. 
¨ぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ きくけゅけ くう 
けぉうつぇす, ぇ す. くぇさ. “おせかすせさくぇ 
けぉとっしすゃっくけしす“ ゃうくぇゅう くう っ 
いぇゃうあょぇかぇ. ′け くうっ しきっ ぉうかう 
くぇょ すっいう くっとぇ“, こさういくぇゃぇ 

おなょさぇゃけすけ きけきつっ けす ╉[╀ - 
しなとうはす きぇさすっくしおう  „けゃっく“ 
けす  ゃさっきっすけ くぇ ぉせえくうは しきけ-
かうしす ちゃはす くぇ おけしうすっ しう. ╁ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう, しかっょ おさぇ-
すなお ゅせさぉっす ゃ つせあぉうくぇ, [せきっく 
さぇぉけすう ゃ っょくけ きぇてうくけしすさけ-
うすっかくけ こさっょこさうはすうっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ‶けつすう くっ ういかういぇ うい 
ゅさぇょぇ /“╉なょっ ょぇ けすうょぇ...?!“/. 
′ぇこさけすうゃ – ゃ こけつうゃくうすっ ょくう 
しっきっえしすゃけすけ ぉはゅぇ くぇ しっかけ 
うかう けとっ  こけ-ょぇかっつ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ けすょぇゃ-

くぇ ゃなさゃう こけ ょうさうすっ くぇ ╉[╀. 
╁うあょぇくっすけ し [せきっく けぉぇつっ 
しすぇゃぇ しかせつぇえくけ すけつくけ ゃ ょくう-
すっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくう-
ちう う きぇかおけ こさっょう さけあょっくうは 
きせ ょっく, くぇ こさぇゅぇ くぇ ╃っくは くぇ 
たせきけさぇ う てっゅぇすぇ. ′け ゃ すっいう 
くっとぇ しかせつぇえくけしすうすっ けぉうおくけ-
ゃっくけ しぇ すけつくけ こさけはゃかっくうっ くぇ 
いぇおけくけきっさくけしすうすっ. ╃せきうすっ 
くぇ [せきっく: “》せきけさなす  しっゅぇ っ 
こさっゃなさくぇす ゃ こっつぇかぉぇさしすゃけ“ 
うょぇす ょぇ こけおぇあぇす うきっくくけ 
すけゃぇ. 
] せしっとぇくっすけ, つっ ゃ っょうく きけ-

きっくす しぇ けしすぇくぇかう おぇすけ „うい-
ゅけくっくう けすゃしはおなょっ“, ょくっし こけ-
きなょさっかうすっ きけきつっすぇ くぇ ╉[╀ 
けすくけゃけ くぇぉうさぇす おせさぇあ ょぇ しっ 
こけおぇあぇす こさっょ こせぉかうおぇ. ╆くぇ-
はす, つっ とっ っ すさせょくけ きくけゅけ, くけ 
すけ おけゅぇ かう っ ぉうかけ かっしくけ...? 
╇きぇす くぇょっあょぇ, つっ しかっょ ょゃぇ-
すさう きっしっちぇ, こさっい のかう, きけあっき 
けすくけゃけ ょぇ ゅう ゃうょうき くぇ しちっくぇ-
すぇ. ′ぇょっあょぇ, おけはすけ ぉかういけ 25 
ゅけょうくう くっ せきうさぇ う ゃ たうかはょう-
すっ うき そっくけゃっ おなょっ かう くっ せ 
くぇし. ╃ぇくけ!

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて すけせあしけみ いちそこ 101 せあ „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし“

╋くけゅけ くっとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ しっ しかせつうかう いぇ こさなゃ 
こなす ゃ „┿さしっくぇか“. ╋くけゅけ くっとぇ う ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ しっ 
しかせつうかう こなさゃけ すせお. ╇, ぇおけ すけゃぇ っ ぇぉしけのかすくけ いぇ-
おけくけきっさくけ けすくけしくけ すったくけかけゅうつくうすっ う こさけういゃけょ-
しすゃっくうすっ こけしすうあっくうは,  っ こけゃっつっ けす しすさぇくくけ, つっ う ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ ういおせしすゃけすけ う ょけさう ゃ てけせ-ぉういくっしぇ うきぇ 
すぇおうゃぇ しかせつぇう. ┿ おぇおゃけ ょさせゅけ っ そっくけきっくなす „╉[╀“, 
けしゃっく おせかすせさっく こさけっおす, おけえすけ 20 ゅけょうくう せしこはゃぇ 
ょぇ けちっかっっ ゃ こぇいぇさくうすっ せしかけゃうは くぇ こさけたけあょぇとうは 
ぉなかゅぇさしおう てけせ-ぉういくっし? – すさうすっ ぇさしっくぇかしおう きけき-
つっすぇ, しすぇくぇかう かのぉうきちう くぇ こせぉかうおぇすぇ ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ, すさなゅゃぇす せあ くぇ てっゅぇ こけ こなすは くぇ しかぇゃぇすぇ... 
′け うしすうくぇすぇ っ, つっ さぇぉけすはす ぇぉしけかのすくけ しっさうけいくけ. 
【っゅうすっ ゃ すっおしすけゃっ, しおっつけゃっ, こっしくう う すぇくちう くぇ しちっ-
くぇすぇ しぇ しぇきけ ゃなくてくぇすぇ „けこぇおけゃおぇ“ くぇ ぉっいしこうさくうは 
うき すさせょ, おけえすけ „けぉかうつぇ“ さぇいくけしすさぇくくうすっ ょぇさぉう 
くぇ ╊のぉけ, [せきっく う ]すけはく ゃ „ょさったうすっ“ くぇ たせきけさぇ う 
かのぉうきぇすぇ うき こけかうすうつっしおぇ しぇすうさぇ... ╃ぇ, こけかうすうつっ-
しおぇ しぇすうさぇ... ╃くっし すけいう あぇくさ こけつすう せきうさぇ, おぇいゃぇ 
[せきっく ]すぇくつっゃ, し おけゅけすけ しう こさうこけきくはきっ つせょくぇすぇ 
うしすけさうは くぇ ╉ぇいぇくかなておうすっ [けいう う ╀けょかう. [せきっく 
ゃっょくぇゅぇ こさぇゃう せゅけゃけさおぇすぇ, つっ ╉[╀ っ おけかっおすうゃ. 
‶さうっきぇ ょぇ ゅけゃけさう いぇ くっゅけ うきっくくけ おぇすけ いぇ おけかっお-
すうゃ, くけ ぉっい ょぇ うきぇ かうつくぇすぇ こさっすっくちうは, つっ きけあっ ょぇ 
おぇあっ ゃしうつおけ いぇ すぇいう しかぇゃくぇ うしすけさうは.

Румен (вдясно), Стоян и Любчо - КРБ
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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:

╉ぇかけはく
╁っしっかうくけゃ
╇ゃぇくけゃ

╂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?

『っくすさぇかっく いぇとうすくうお

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╉けいきうく ╋けちう,
‶《╉ „╊せょけゅけさっち“

╉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¢

びづだぞごとん

‶さっい きぇえ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ いぇさぇぉけすう けそうし くぇ くぇえ-
ゅけかはきぇすぇ うくそけさきぇちうけくくぇ ぇゅっくちうは ゃ ╀なかゅぇさうは 

– ╀〈┿ - ╀なかゅぇさしおぇ すっかっゅさぇそくぇ ぇゅっくちうは. ] すけゃぇ ╉ぇ
いぇくかなお とっ しすぇくっ こなさゃうはす くっけぉかぇしすっく ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇ
さうは, ゃ おけえすけ ╀〈┿ けすおさうゃぇ しゃけっ こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ. 
╁ おさぇは くぇ きぇさす おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ う ゅっくっさぇかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╀〈┿ ╋ぇおしうき 
╋うくつっゃ こけょこうしぇたぇ ょけゅけゃけさ いぇ さぇいおさうゃぇくっすけ  くぇ 
こさっしおかせぉぇ. 
╉かせぉなす とっ しっ くぇきうさぇ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4, しなゅかぇし

くけ [ってっくうっ  わ 1237 けす 25 そっゃさせぇさう 2015 ゅ. くぇ 
¨ぉとうくしおう しなゃっす-╉ぇいぇくかなお, おけえすけ こけょおさっこう っょうくけ
ょせてくけ こさっょかけあっくうっすけ くぇ おきっすぇ. 
] けすおさうゃぇくっすけ くぇ けそうし くぇ ╀〈┿ ╉ぇいぇくかなお  しすぇゃぇ 

つぇしす けす きさっあぇすぇ くぇちうけくぇかくう こさっしおかせぉけゃっ くぇ ╀〈┿. ′けゃうはす けそうし とっ っ 11-うはす こけさっょ くぇ ╀〈┿ ゃ 
しすさぇくぇすぇ 
„╇いぉさぇたきっ ╉ぇいぇくかなお, いぇとけすけ っ ちっくすなさ くぇ ╀なかゅぇさうは, いぇとけすけ っ くぇえ-ゅけかっきうはす くっけぉかぇしすっく ゅさぇょ, 

いぇとけすけ すけゃぇ っ っょくぇ けす ゃぇあくうすっ おせかすせさくう すけつおう くぇ しすさぇくぇすぇ くう う いぇとけすけ すせお くっこさっおなしくぇすけ しっ 
しかせつゃぇす たせぉぇゃう くっとぇ, おぇいぇ ゅっくっさぇかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╀〈┿ ╋ぇおしうき ╋うくつっゃ こさう こけょこうしゃぇくっすけ 
くぇ ょけゅけゃけさぇ. ╇ょゃぇきっ し はしくけすけ しないくぇくうっ ょぇ さぇぉけすうき う ぉかぇゅけょぇさは くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
う くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ かうちっすけ くぇ こさっょしっょぇすっかは ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, つっ けすおかうおくぇたぇ すけかおけゃぇ 
ぉなさいけ.“
╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけょつっさすぇ, つっ し けすおさうゃぇくっすけ くぇ こさっしおかせぉ くぇ くぇえ-しすぇさぇすぇ うくそけさきぇ

ちうけくくぇ ぇゅっくちうは ゃ ╀なかゅぇさうは ╉ぇいぇくかなお ゃしっ こけゃっつっ とっ しっ くぇかぇゅぇ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ おぇさすぇ, おけっすけ 
とっ さぇぉけすう いぇ こけこせかはさういうさぇくっすけ くぇ ゅさぇょぇ う ぉけゅぇすけすけ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ ゃ ╃け
かうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ. ╄ょくぇ けす ゅけかっきうすっ ちっかう – おぇせいう し けすおさうゃぇくっすけ くぇ くけゃうは 
うくそけさきぇちうけくっく けそうし っ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しすぇくっ こなさゃうはす ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇさうは し ょゃぇ けぉっおすぇ, ゃおかのつっくう 
ゃ ]ゃっすけゃくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは いぇ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ ぃ′╄]╉¨ - 〈さぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ う ╃けかう
くぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ.
]かっょ 2 しっょきうちう  くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょしすけう う こなさゃけすけ ゅけかはきけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ すぇいう  おぇせいぇ くぇ 

っゃさけこっえしおぇ しちっくぇ: くぇ 13-すう ぇこさうか ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ こけしけかしすゃけ ゃ ‶ぇさうあ, 《さぇくちうは, とっ しっ しなしすけう 
しこっちうぇかくぇ ゃっつっさ くぇ ╉ぇいぇくかなお う ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ  ちぇさっ.
′ぇ しかっょゃぇとうは ょっく ゃ くぇえ-こけしっとぇゃぇくうは きせいっえ ゃ しゃっすぇ - ╊せゃなさぇ, しっ けすおさうゃぇ う
すっきぇすうつくぇすぇ ういかけあぉぇ, こけしゃっすっくぇ くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ. ╄おしこけいうちうはすぇ っ ぉっい
ぇくぇかけゅ ょけ きけきっくすぇ.

]すぇさてう っおしこっさすなす ゃ けすょっか „╄おけかけゅうは” くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
‶っすは ‶ぇこぇいけゃぇ っ くぇえ-ゃっさけはすくうはす くけゃ ょうさっおすけさ くぇ [っゅうけくぇか

くぇすぇ うくしこっおちうは こけ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う ゃけょうすっ, しかっょ 
おぇすけ しこっつっかう おけくおせさし, けぉはゃっく けす っおけきうくうしすっさしすゃけすけ. 40-ゅけょうて
くぇすぇ ‶ぇこぇいけゃぇ さぇぉけすう おぇすけ しすぇさてう っおしこっさす おなき けすょっか „╄おけかけゅうは“ 
くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ っ こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう. ̈ きなあっくぇ っ, 
し ょゃっ ょなとっさう. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ‶っすは ‶ぇこぇいけゃぇ いぇとうすぇゃぇ 
ょけおすけさしおぇ しすっこっく ゃ ╀┿′ こけ っおけかけゅうは くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ. ╉ぇすけ 
っおけかけゅ うきぇ こけさっょうちぇ けす しこっちうぇかういぇちうう う さぇぉけすぇ こけ っおけかけゅうつくう 
こさけっおすう ゃ ぅこけくうは う 》けかぇくょうは.

╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ ぇくすうそぇてうしすおう こぇきっすくうちう う こかけつう 
ゃ けぉとうくぇすぇ, ょっきけくすうさぇくう こさっい 90-すっ ゅけょうくう, っ くぇえ-

くけゃぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ╋かぇょっあおけすけ けぉっょうくっくうっ ゃ ╀]‶ – 
╉ぇいぇくかなお. 〈は っ こけしゃっすっくぇ くぇ 70-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす こけぉっ
ょぇすぇ くぇょ そぇてういきぇ. ╂けかはきぇ つぇしす けす ょっきけくすうさぇくうすっ こかけつう 
しっ しなたさぇくはゃぇす, くけ しすけはす こけ きぇいっすぇすぇ くぇ さけょけかのぉうゃう ゅさぇあ
ょぇくう. 『っかすぇ くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ っ こぇきっすくうすっ こかけつう ょぇ ぉなょぇす 
ゃないしすぇくけゃっくう う こけしすぇゃっくう くぇ ゃうょくう きっしすぇ.  
╉ぇすけ つぇしす けす うくうちうぇすうゃぇすぇ っ う しすぇさすうさぇかぇすぇ こけょこうしおぇ いぇ 

すぇいう ちっか.  ╅っかぇっとうすっ ょぇ は こけょおさっこはす きけゅぇす ょぇ しっ こけょこう
てぇす ゃ  おかせぉぇ くぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇく

》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ 

╁っつっ っ そぇおす っょうくしすゃっくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う 
こなさゃぇ こけ さけょぇ しう おくうゅぇ „120 ゅけょうくう ╇し

すけさうは くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお”, ょっかけ くぇ あせさ
くぇかうしすぇ けす しぇえすぇ kazanlak.com ╂っけさゅう ]すけはくけ
ゃう う ぉせさゅぇいかうはすぇ ‶っすなさ ]けすうさけゃ. ╉くうゅぇすぇ ぉっ 
こさっょしすぇゃっく ゃ さぇきおうすっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇい
くうちう. ]なょなさあぇ ぉけゅぇす しくうきおけゃ う そぇおすけかけゅうつっく  
きぇすっさうぇか いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ そせすぉけかぇ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ, おぇおすけ う こさっかのぉけこうすくう そぇおすう いぇ そせす
ぉけかぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉くうゅぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっ
さっくぇ こけ [╄‶-けゃっすっ くぇ „╉ぇいぇくかなお ‶さっし” う ょぇ しっ 
いぇおせこう し けすしすなこおぇ けくかぇえく, つさっい こかぇすそけさきぇすぇ  

, おぇお
すけ う ゃなゃ そけすけ „╉ぇょなさ”.  ╉くうゅぇすぇ とっ しっ こさけょぇゃぇ 
う くぇ しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” せすさっ, こさっょう きぇつぇ くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う „┿しっくけゃっち” – ┿しっくけゃ
ゅさぇょ.
╂っけさゅう ]すけはくけゃ う ゃっすっさぇくう くぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか とっ こさっょしすぇゃはす おくうゅぇすぇ う こさっょ きかぇ

ょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう くぇ „┿さしっくぇか” う „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”.  
′ぇ 13-すう のくう ゃ ╊》╋ „』せょけきうさ” ╂っけさゅう こけおぇいゃぇ う ぇすさぇおすうゃくぇ うしすけさうつっしおぇ っおしこけいうちうは 

くぇ そせすぉけかくう ぇすさうぉせすう くぇ おぇいぇくかなておうすっ けすぉけさう こさっい ゅけょうくうすっ くぇいぇょ: いくぇつおう, そかぇゅつっすぇ, 
おせこう, ぉさけてせさう, てぇかつっすぇ う ょさせゅう. „╇しすけさうはすぇ くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお“ とっ ぉなょっ  こさっょしすぇ
ゃっくぇ う ゃ ]けそうは. 
┿ゃすけさなす くぇ 120-ゅけょうてくぇすぇ そせすぉけかくぇすぇ うしすけさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお っ しうく くぇ ぇさしっくぇかっちぇ 〈ぇくぬけ 

]すけはくけゃ, っおしこっさす こけ くけさきうさぇくっ くぇ すさせょぇ ゃ „┿さしっくぇか”.

*  ╃け 26 ぇこさうか ゃ ゅさぇょしおぇすぇ 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは – 
╉ぇいぇくかなお 

„『ゃっすっ ょけ ょなぉぇ“ 
- ぇゃすけさしおぇ ういかけあ
ぉぇ  くぇ ╋ぇさぇ ′け
くけゃぇ-』けさぉぇょあうえ
しおぇ, しなこさせゅぇ くぇ 
』せょけきうさ. 
╇いかけあぉぇすぇ けす 

ぇおゃぇさっかう っ こけし
ゃっすっくぇ くぇ ょゃぇ 
こけゃけょぇ, しゃなさいぇくう 
し くっえくけすけ うきっ: 120 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ え う 40 ゅけょうくう 
けす しきなさすすぇ くぇ たせょけあくうつおぇすぇ, しこけょっかうかぇ あうゃけす し ╃うきうすなさ 
』けさぉぇょあうえしおう-』せょけきうさ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 46 ゅけょうくう. 
╇いかけあぉぇすぇ っ 12-すぇ こけさっょ ゃ すゃけさつっしおぇすぇ うしすけさうは くぇ こけおけえ

くぇすぇ たせょけあくうつおぇ.
』せょけきうさけゃぇすぇ しなこさせゅぇ っ さけょっくぇ ゃ 〈さはゃくぇ, ゃ ういゃっしすくうは 

╁うすぇくけゃ さけょ  うおけくけゅさぇそう. 〈は っ しさっょ こなさゃうすっ せつうすっかおう こけ 
さうしせゃぇくっ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ 
ゅぇかっさうは ╋ぇさうく ╃けぉさっゃ.
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ せきうさぇ こさっい 1974 ゅけょうくぇ.

╇いかけあぉぇすぇ っ しなし しゃけぉけょっく ゃたけょ.

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ こさうかうつぇて?

′ぇ しっぉっ しう.

》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

『そおそしまいけう きかつて
《いはけせあ [あくあせしひさ たちけかすあ たちかおしそきかせけみ くあ とおそつてそみうあせか つひつ くうあせけかてそ 

“》そねかてかせ えちあきおあせけせ せあ [あくあせしひさ“

′ぇ けしくけゃぇくうっ つか. 32 けす ′ぇさっょぉぇ わ 
27 いぇ しうきゃけかうおぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-

いぇくかなお, いぇ うきっくせゃぇくっ う こさっうきっくせゃぇくっ 
くぇ けぉっおすう し けぉとうくしおけ いくぇつっくうっ う いぇ 
こぇきっすくうちうすっ う ょさせゅうすっ ゃないこけきっくぇすっか-
くう いくぇちう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお しっ こさうっきぇす こさっょかけあっくうは いぇ 
せょけしすけはゃぇくっ しなし いゃぇくうっすけ „‶けつっすっく 

ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお“, おぇおすけ 
しかっょゃぇ:
‶けゃけょう いぇ こさうしなあょぇくっ くぇ いゃぇくうっすけ 

„‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇく-
かなお“ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす:
∙ ╃なかゅけゅけょうてくぇ けぉとっしすゃっくけ-こけかっいくぇ 

ょっえくけしす いぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ;
∙ ╇いおかのつうすっかくう こけしすうあっくうは  ゃ けぉかぇし-

すすぇ くぇ くぇせおぇすぇ, けぉさぇいけゃぇくうっすけ, ういおせ-
しすゃけすけ, おせかすせさぇすぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ う 
しこけさすぇ;
∙ ╃ぇさうすっかう, つううすけ ょぇさっくうは しぇ し くっ-

こさったけょくぇ しすけえくけしす う けぉとっしすゃっくぇ いくぇ-

¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお う つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 

╂うくおぇ 】っさっゃぇ っ っょうく けす くぇえ-とぇしすかうゃうすっ ゅさぇあょぇ-
くう くぇ けぉとうくぇすぇ くぇ そうくぇかぇ 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. ‶さうつうくぇすぇ いぇ かうつくけすけ  せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっ, くぇきっさうかけ ういさぇい ゃ しすけすうちう ゅさっっとう 
ゃ せしきうゃおぇ ょっすしおう かうちぇ, けすおさうかう  けきぇえくうは つぇさ くぇ  
たぇこかうゃぇすぇ しうかぇ う ゃっょさぇすぇ きなょさけしす ゃ すゃけさぉうすっ くぇ 
』せょけきうさ, つさっい こさっゅなさくぇすぇ さぇょせてくけ う けすゅかっょぇくぇ 
し かのぉけゃ うょっは けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ  
„╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょぇ しっ つっすぇす すゃけさぉう くぇ 』せょけ-
きうさ ゃ つぇしけゃっすっ くぇ おかぇしくうは さなおけゃけょうすっか. ]ゃけっけぉ-
さぇいくうはす 』せょけきうさけゃしおう きぇさぇすけく, とっょさけ けぉゅさうあゃぇく 
けす おけかっおすうゃぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ う ぇおすぬけさぇ  ╂っけさゅう 
〈ぇてっゃ, ゃ さけかはすぇ う くぇ きけょっさぇすけさ, っ うきっくくけ こけ うょっは 
くぇ つけゃっおぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ – ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. ╇ょっはすぇ いぇ つっすっくっ くぇ すゃけさぉう 
くぇ 』せょけきうさ ゃ おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ っ くっえくぇ, さけょっくぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
こけ ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇ ゃ ]けかせく, おなょっすけ 】っさっゃぇ こさうしなしすゃぇ くぇ そっしすうゃぇか くぇ 
っいうおけゃけすけ きくけゅけけぉさぇいうっ. 〈ぇき くぇてっくつっすぇ  つっすぇす すゃけさぉう くぇ 』せょけきうさ こけ 
こけゃけょ ういょぇゃぇくっすけ ゃ てっしす すけきぇ くぇ くっゅけゃけすけ すゃけさつっしすゃけ ゃ ╂なさちうは, おなょっすけ 
しすせょっくすうすっ こけ ぉぇかおぇくうしすうおぇ ういせつぇゃぇす う すゃけさぉうすっ きせ.  ′ぇつうくなす, こけ おけえすけ 
ょっちぇすぇ つっすぇす う ゃょなたくけゃっくうっすけ, し おけっすけ ゅけ こさぇゃはす, きけすうゃうさぇ 】っさっゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃう しなこさうつぇしすくう  おなき すぇいう っきけちうは う おぇいぇくかなておうすっ せつっくうちう.  
[っいせかすぇすなす ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ くっ いぇおなしくはゃぇ. ‶さっい こけしかっょくぇすぇ しっょきうちぇ 

くぇ きぇさす ゃ おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ つっすけたぇ  さぇいおぇいう くぇ 』せょけきうさ. ╋ぇしけゃけ. 
‶けゃっつっ けす 100 ょっちぇ けす さぇいかうつくう おさぇうとぇ くぇ しすさぇくぇすぇ さっちうすうさぇたぇ すゃけさぉう 
くぇ 』せょけきうさ,  ゃ こなすう こけ すけかおけゃぇ さうしせゃぇたぇ こけ 』せょけきうさ. 
„╆ぇさぇいぇすぇ” くぇ すぇいゅけょうてくうは 』せょけきうさけゃ きぇさぇすけく ゃ おぇいぇくかなておうすっ せつう-

かうとぇ ょぇゃぇ おせさぇあ う たなし くぇ うょっけかけいう う けさゅぇくういぇすけさう ょぇ けこうすぇす し けとっ 
こけゃっつっ かのぉけゃ ょけゅけょうくぇ. ╋けすうゃなす: ぇおけ くっ いくぇって おけえ しう う  おなょっ しぇ すう 
おけさっくうすっ, くはきぇ おぇお ょぇ  ゃなさゃうて  こけ  すゃけは こなす. 

                                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

つうきけしす いぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ;
∙ ‶さけはゃっく ういおかのつうすっかっく ゅっさけういなき;
∙ ╂けかっきう うくゃっしすうすけさう,  さっぇかういう-

さぇかう うくそさぇしすさせおすせさくう こさけっおすう けす 
しすさぇすっゅうつっしおぇ いくぇつうきけしす いぇ せしすけえつう-
ゃけすけ さぇいゃうすうっ くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ.
‶さっょかけあっくうはすぇ いぇ せょけしすけはゃぇくっ 

すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす こさうょさせあっくう けす:
∙ ‶けょさけぉくう きけすうゃう;
∙ ¨こうしぇくうっ  くぇ ょっえくけしす-

すぇ  くぇ かうちっすけ /きけゅぇす ょぇ しっ  
こさうかけあぇす う  おけこうは  けす ょけ-
おせきっくすう/;
∙ ╉さぇすおぇ ぉうけゅさぇそうは し くぇ-

しすけはと ぇょさっし くぇ こさっょかぇゅぇ-
くうは おぇくょうょぇす.
]さけおなす いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ 

こさっょかけあっくうはすぇ っ ょけ 14 
ぇこさうか 2015 ゅ. ゃ いぇこっつぇすぇく 
こかうお ゃ ょ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 – 『っく-
すなさ いぇ うくそけさきぇちうは う せし-
かせゅう, ゅうてっ わ 2, ぉせか. „[け-
いけゃぇ ょけかうくぇ“ わ 6.
‶さっょかけあっくうは きけゅぇす ょぇ 

こさぇゃはす ゅさせこぇ ゅさぇあょぇくう, けさゅぇくういぇ-
ちうう, おけかっおすうゃう.
]さっょ こけつっすくうすっ ゅさぇあょぇくう  くぇ ¨ぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ しぇ: 
‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ, ]すぇくつけ ╉けっゃ, ょ-さ 
╂っけさゅう ╉うすけゃ, こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ, 
こさけそ. ╉けくしすぇくすうく 』っさくっゃ, かっおけぇ-
すかっすおぇすぇ ╃ぇくうっかぇ 〈けょけさけゃぇ, こうしぇすっ-
かはす ‶っすなさ ╉けくしすぇくすうくけゃ, しおせかこすけさなす 
╃けおけ ╃けおけゃ, かうすっさぇすけさなす ╄ゃしすぇすう ╀せ-
さくぇしおう, そういうおなす 〈っけょけしうえ 〈っけょけしう-
っゃ  う ょさせゅう. ╃っしっすおう しぇ ゃこうしぇくうすっ ゃ 
‶けつっすくぇすぇ おくうゅぇ おぇいぇくかなつぇくう.
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┿ すっ しぇ くはおけかおけ: ゃ けぉとうくぇ-
すぇ うきぇ さぇぉけすっとう こけゃっつっ けす 
すさう たうかはょう そうさきう  う ゅけかはきぇ 
つぇしす けす すはた ういこうすゃぇす しっさうけ-
いっく ょっそうちうす けす こけょゅけすゃっくう 
ゃうしてう おぇょさう いぇ くせあょうすっ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, たうょさぇ-
ゃかうおぇすぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ っすっさうつくけ-きぇしかっくう おせか-
すせさう. ′ぇかうつうっすけ くぇ 5 くぇせつ-
くう うくしすうすせすぇ, おけうすけ しなとけ 
ういこうすゃぇす くせあょぇ けす おぇょさう, 
22 けぉとうくしおう せつうかうとぇ う 5 
ょなさあぇゃくう こさけそっしうけくぇかくう 
せつうかうとぇ, し 7 500 ょっちぇ ゅけ-
ょうてくけ, おけうすけ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ 
けぉとうくぇすぇ, しぇ ょさせゅう きけすうゃう 
いぇ  おぇせいぇすぇ: ╉ぇいぇくかなお - せくう-
ゃっさしうすっすしおう ゅさぇょ .  „〈けゃぇ 
しぇ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ いぇょけ-
ゃけかはゃぇす くせあょうすっ くぇ せくう-
ゃっさしうすっすうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ けす 
おぇょさう, ぇ くうっ うしおぇきっ すっ ょぇ 
うきぇす こさぇゃけすけ くぇ ういぉけさ ょぇ 
けしすぇくぇす ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ, いぇ 
ょぇ いぇゃなさてぇす しゃけっすけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ う ょぇ くぇきっさはす しゃけはすぇ 
さっぇかういぇちうは すせお. ‶さぇおすう-
つっしおう きくけゅけ けす そうさきうすっ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
うきぇす さぇいかうつくう こさけゅさぇきう, いぇ 
こけょゅけすけゃおぇ う そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ うき“, おぇいぇ 
おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, こけ つうはすけ うくうちうぇ-
すうゃぇ しっ こさけゃっょっ しさっとぇすぇ.
╁ くっは せつぇしすゃぇたぇ けとっ ょけち. 

╇ゃぇくおぇ ╅っかはいおけゃぇ, いぇきっしす-
くうお-さっおすけさ くぇ 〈さぇおうえしおう 
せくうゃっさしうすっす – ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ, こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇすぇ, 
しすけこぇくしおぇ う うくそけさきぇちうけく-
くぇ ょっえくけしす; ╃けくおぇ ]うきっけくけ-
ゃぇ, くぇつぇかくうお くぇ [╇¨ - ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ; ╊うかうは 『けくおけゃぇ, 
いぇきっしすくうお-おきっす こけ こさけっおすう, 
こさけゅさぇきう, きかぇょっあおぇ こけかう-
すうおぇ う たせきぇくうすぇさくう ょっえくけし-
すう, くぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか 
′っくけ ╁かぇえおけゃ, こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお ′うおけ-
かぇえ ╆かぇすぇくけゃ.
┿くおっすぇ, こさけゃっょっくぇ しさっょ 

せつっくうちうすっ けす ]すぇさけいぇゅけさ-
しおぇ けぉかぇしす, っ せしすぇくけゃうかぇ, 
つっ 1914 けす 2566 せつぇしすくうちう 
ゃ こさけせつゃぇくっすけ こけょおさっこはす 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ そうかうぇか くぇ 
せくうゃっさしうすっす ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しなけぉとう ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ, 
ょうさっおすけさ くぇ [っゅうけくぇかくうは 
うくしこっおすけさぇす こけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ. 

]さっょ すはた 566 しぇ こけしけつうかう 
おぇすけ しゃけえ ういぉけさ きぇてうくけ-
しすさけっくっすけ, 416 - こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ っすっさうつくう きぇしかぇ, 
303 - たうょさぇゃかうおぇすぇ. 
′ぇえ-あっかぇくぇすぇ しこっちうぇか-

くけしす っ ぉうかぇ おけいきっすうおぇすぇ, 
おけはすけ しぇ こさっょこけつっかう 685 
せつっくうちう.
╁かぇょうきうさ ]こぇしけゃ, こさけ-

おせさうしす くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお“, 
しこけょっかう, つっ きぇてうくけしすさけ-

うすっかくうすっ こさっょこさうはすうは ょくっし 
ういこうすゃぇす くっけぉたけょうきけしす けす 
うくあっくっさくう おぇょさう. ]こけさっょ 
くっゅけ, ょけてなか っ きけきっくすなす ょなさ-
あぇゃぇすぇ ょぇ ういゅさぇょう しすさぇすっ-
ゅうは いぇ ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
ゃ こなかくぇ こけょおさっこぇ くぇ ぉういくっ-
しぇ. ′ぇょ 70% しぇ そうさきうすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おけうすけ うきぇす くせあ-
ょぇ けす うくあっくっさう, おぇすけ ゃ すっいう 

そうさきう さぇぉけすはす けおけかけ 20 000 
ょせてう, こけしけつう けとっ ]こぇしけゃ. 
„′うっ しきっ ゅけすけゃう ょぇ せつぇしすゃぇきっ 
ゃ けぉせつっくうっすけ くぇ すっいう おぇょさう“, 
おぇいぇ し ゅけすけゃくけしす さなおけゃけょうすっ-
かはす くぇ 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 こさっょこさうはすうは ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
╄ょくけ ゃうしてっ せつっぉくけ いぇゃっょっ-

くうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くっいぇゃうしうきけ 

ょぇかう とっ っ そうかうぇか くぇ ╁〉╆, 
そぇおせかすっす うかう おけかっあ, とっ いぇ-
ょなさあう きかぇょうすっ たけさぇ ゃ ゅさぇ-
ょぇ, とっ さってう ゃなこさけしぇ し くっ-
けぉたけょうきけしすすぇ けす おぇょさう, ぇ けす 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ -  ゃ さぇえけくぇ うきぇ 
ういおかのつうすっかくけ ょけぉさぇ ぉぇいぇ いぇ 
すはたくけすけ けぉせつっくうっ.  〈けゃぇ しこけ-
ょっかう ょうさっおすけさなす くぇ ′╇〈╇ 
╃っかはく ′ぇつっゃ. ¨かっゅ ]すけう-
かけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ 
〈‶‶-]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こけすゃなさ-
ょう かうこしぇすぇ くぇ うくあっくっさくう う 
すったくうつっしおう おぇょさう ゃ ちはかぇすぇ 
けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃っそう-
ちうすなす ぉうか 5 こなすう こけ-ゅけかはき けす 
さっぇかくけすけ こさっょかぇゅぇくっ くぇ こぇ-
いぇさぇ. ]すけうかけゃ こけょつっさすぇ, つっ 
〈‶‶ っ ゅけすけゃぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ すぇいう 
こけしけおぇ, しなゃきっしすくけ し ぉういくっしぇ.
]こけさっょ ょ-さ ╁ぇくぬけ 『けくけゃ, 

おけえすけ こさっょう ゅけょうくう しないょぇ-

ょっ  ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす 
„╉ぇいぇくかなお - せくうゃっさしうすっすしおう 
ゅさぇょ”,  くっけぉたけょうきう しぇ しこっ-
ちうぇかうしすう こけ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ けさゅぇくうつくう きぇしかぇ, いぇとけすけ 
╉ぇいぇくかなお っ こさけつせす うきっくくけ 
おぇすけ ちっくすなさ くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ 
さけいうすっ, すせお っ う っょうくしすゃっくうはす 
くぇ ╀ぇかおぇくうすっ  ╇くしすうすせす こけ 
さけいぇすぇ う っすっさうつくけきぇしかっくうすっ 
おせかすせさう う っ くっけぉたけょうきけ こけ-
すっくちうぇかなす くぇ さっゅうけくぇ ょぇ しっ 
けぉゃなさあっ しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
しこっちうぇかうしすう ゃ すぇいう しそっさぇ.
╁ ╉ぇいぇくかなお うきぇ ぉぇいぇ う 

きくけゅけ ょけぉさう せしかけゃうは いぇ うく-
すっゅさうすっす きっあょせ けぉさぇいけゃぇくうっ 
う こさけういゃけょしすゃけ, こけょつっさすぇ 
╇ゃぇく ╁っかつっゃ.
╃けち. ╇ゃぇくおぇ ╅っかはいおけ-

ゃぇ ういさぇいう きくっくうっすけ, つっ 〈さ〉 
こけょおさっこは しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
そうかうぇか ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
しこっちうぇかくけしすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす ょけぉさっ こさっちういうさぇくう. 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ういこさぇ-
すう こけおぇくう いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ  
こけ けすくけてっくうっ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ そうかうぇか くぇ ╁〉╆, けしゃっく 
おなき 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしう-
すっす, しなとけ おなき  ‶かけゃょうゃしおうは 
う ╀せさゅぇしおうは,  おけうすけ ょぇ くぇ-
こさぇゃはす しゃけう こさっょかけあっくうは いぇ 
しこっちうぇかくけしすう, けぉはゃう おきっすなす 
くぇ ゅさぇょぇ. 
╆ぇきっしすくうお-きうくうしすなさなす くぇ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ 
こさけそ. ╉けしすぇょうく ╉けしすぇょう-
くけゃ いぇはゃう おぇすっゅけさうつくけ, つっ 
╋¨′╋ こけょおさっこは ゃしはおぇおゃう 
そけさきう くぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ, おけうすけ けすゅけゃぇさはす 
くぇ くせあょうすっ くぇ ぉういくっしぇ. 
╉ぇいぇくかなお うきぇ こけすっくちうぇか, 

すせお うきぇ おけくおせさっくすくけしこけ-
しけぉくぇ うおけくけきうおぇ, ぇ くせあょうすっ 
くぇ うくょせしすさうはすぇ ゃ ゅさぇょぇ しぇ ゃ 
しなけすゃっすしすゃうっ し ¨‶ „′ぇせおぇ う 
けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ うくすっかうゅっく-
すっく さぇしすっあ 2014-2010 ゅ.“, 
いぇはゃう いぇき.-きうくうしすなさなす くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ.
‶け すぇいう  こさけゅさぇきぇ いぇ けぉ-

さぇいけゃぇくうっ う くぇせおぇ しすさぇくぇ-
すぇ くう とっ こけかせつう けぉとけ 1,37 
きかさょ かっゃぇ. ¨す しさっょぇすぇ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ いぇ こぇさうすっ とっ きけゅぇす 
ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす せつうかうとぇ, 
せくうゃっさしうすっすう, くぇせつくう けさゅぇ-
くういぇちうう, けぉとうくう, おきっすけゃっ.  
『っかすぇ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ っ せゃっ-
かうつぇゃぇくっ くぇ こぇさうすっ いぇ くぇせおぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ょけ 1,5% けす ╀╁‶ 
くぇ しすさぇくぇすぇ, くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
こさっあょっゃさっきっくくけ  くぇこせしくぇ-
かうすっ せつうかうとっ せつっくうちう ょけ 
11% う ょっかなす くぇ ゃうしてうしすうすっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ょぇ しすぇくっ 36 くぇ 
しすけ. 
]かっょ   おぇすっゅけさうつくけ いぇはゃっ-

くぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ おぇいぇくかなて-
おうは ぉういくっし くぇ うょっはすぇ いぇ しない-
ょぇゃぇくっ くぇ  そうかうぇか くぇ  ゃうしてっ 
せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ うかう おけ-
かっあ, し くせあくうすっ いぇ きっしすくぇすぇ 
うくょせしすさうは こさけそうかう, しかっょ-
ゃぇとぇすぇ しすなこおぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお っ ういゅけすゃはくっすけ くぇ 
ぇさゅせきっくすうさぇくぇ そうくぇくしけゃぇ 
けぉけしくけゃおぇ いぇ さぇいおさうゃぇくっすけ 
くぇ そうかうぇかぇ.  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお とっ ういこさぇすう こけおぇくう おなき 
〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす, 
‶かけゃょうゃしおうは う ╀せさゅぇしおうは 
せくうゃっさしうすっす, おけうすけ ょぇ くぇ-
こさぇゃはす しゃけう こさっょかけあっくうは いぇ 
しこっちうぇかくけしすう, けぉはゃう おきっすなす.  
〈さはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすうき せしうかっくけ 
う ゃ しなおさぇすっくけ ゃさっきっ, いぇはゃう 
けとっ ]すけはくけゃぇ. 
╇ょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 

そうかうぇか くぇ ╁〉╆ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 
けとっ けす 70-すっ ゅけょうくう くぇ きう-
くぇかうは ゃっお. ] さぇいかうつっく せし-
こった, けこうすう ょぇ ぉなょっ さっぇかういう-
さぇくぇ しぇ こさぇゃっくう こさっい 90-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお う しかっょ 
2000-すぇ ゅけょうくぇ. ]っさうけいくけ  
こけ ゃなこさけしぇ しっ さぇぉけすう こさっい 
こけしかっょくうすっ 8 ゅけょうくう. ╃けてかけ 
っ ゃさっきっ すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう, いぇ-
はゃう くぇ ょうしおせしうはすぇ う ぉうゃてう-
はす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉】╅]〉╅ 』¨』【╊〈╅...
‶さけっおすなす っ さぇいさぇぉけすっく けす っおうこ けす てゃっえちぇさしおう う ぉなかゅぇさしおう っおしこっさすう  う しっ けすくぇしは いぇ 

こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う きかっおけこさっさぇぉけすゃぇくっすけ. 
〈けえ とっ しっ ういこなかくはゃぇ  ゃ さぇきおうすっ くぇ ╀なかゅぇさけ-てゃっえちぇさしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ 
う とっ しっ さっぇかういうさぇ しなゃきっしすくけ し ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, くぇせおぇすぇ う きかぇょっあすぇ, 
し こけょおさっこぇすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ う ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ ゃ こっさうけょぇ 2015-2019 ゅ.
 ¨す きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ っ けすゃけさっくぇ いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ せつっくうちうすっ 

けす こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ しこっちうぇかくけしすすぇ „きったぇすさけくうおぇ“. 
                                                            ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╅ちつかせあしつさけ なとていそし
‶さっい せうおっくょぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000” いぇこうしぇ ょゃっ きくけゅけ ゃぇあくう 

こけぉっょう!
╁ しなぉけすぇ, 28-きう きぇさす, ょっちぇすぇ くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000”,  くぇぉけさ 

2000-2001, こさうったぇ くぇ しゃけは すっさっく 《╉ „╁っさっは” - ]す. ╆ぇゅけさぇ 
う ゅう さぇいゅさけきうたぇ し さっいせかすぇす 4:0. 〈けつくう いぇ こけこぇょっくうはすぇ ぉはたぇ 
╃あっきうか ¨さたぇく, ╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ(‶っさけすけ), ┿かっおしぇくょなさ 
╀ぇっゃ, ╋ぇさすうく ╂っけさゅうっゃ.
╁ くっょっかは, 29-すう きぇさす,  くぇ しすぇょうけくぇ くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 

しっ ういうゅさぇ ゅさぇょしおけすけ ょっさぉう きっあょせ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う 《╉ 
„┿さしっくぇか 2000”,  (のくけてう, きかぇょてぇ ゃないさぇしす), おなょっすけ ぇさしっ
くぇかちう けすくけゃけ こけぉっょうたぇ し さっいせかすぇす 2:1. 〈けつくう いぇ こけこぇょっくう
はすぇ ぉはたぇ ╋ぇさうはく ╋うたけゃ う ぃしっうく ‶ぇすっか.
′ぇ 4-すう ぇこさうか, しなぉけすぇ, ょっちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか 2000” ゅけしすせゃぇす 

くぇ „╆ぇゅけさっち“ - ′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ, ぇ  ょっく こけ-おなしくけ っ しさっとぇすぇ くぇ 
のくけてうすっ - きかぇょてぇ ゃないさぇしす, おけうすけ こさうっきぇす くぇ しゃけえ すっさっく 
けすぉけさぇ ゃさなしすくうちう くぇ  „]かうゃっく 2000” -  ゅさ. ]かうゃっく.

    ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

かなお くぇ せか. 』せょけきうさ”わ 1. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ くぇ きかぇょうすっ しけちうぇかうしすう しっ さっぇかういうさぇ しなゃきっしすくけ 
し ╀なかゅぇさしおう ぇくすうそぇてうしすおう しなのい - ╉ぇいぇくかなお.
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╃ぇ いぇこけつくって さぇぉけすぇ こけ 
しこっちうぇかくけしすすぇ しかっょ ゃう

してっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ しっゅぇ っ 
おなしきっす, くぇ おけえすけ しっ さぇょゃぇす 
きぇかおけ きかぇょう たけさぇ. ╃っくうちぇ 

ちっくう そぇおすぇ, つっ こさう くっは すけゃぇ 
しっ っ しかせつうかけ. ‶けしすなこゃぇくっすけ 
え くぇ さぇぉけすぇ ゃ  おぇいぇくかなておぇ
すぇ けさなあっえくうちぇ  けこさけゃっさゅぇゃぇ 
ゃないこさうっすけすけ さぇいぉうさぇくっ, つっ 
すせお  うょゃぇす こさっょうきくけ くぇしかっょ
くうちう くぇ こけおけかっくうは ぇさしっくぇか
しおう しっきっえしすゃぇ. ]かせつぇはす し 
╃っくうちぇ くっ っ すぇおなゃ. ╋かぇょぇすぇ 

ぇさぇぉうしすおぇ しこけょっかは, つっ うょゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか“, しかっょ おぇすけ しぇきぇ 
さってうかぇ ょぇ こさけぉゃぇ さっぇかくうは 
しう てぇくし し っょうくしすゃっくけすけ しう 
こさっょうきしすゃけ – ょうこかけきぇすぇ こけ 
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По-дълъг срок за  почивка с отстъпка!

Ръководството на почивната станция на „Арсенал” в град 
Несебър съобщава на всички заинтересовани арсеналци и 
желаещи да почиват  в базата, че отстъпката от 20%  при 
ранно записване /EARLY BOOKING/ ще важи не до края на 
март, а до края на месец април, а отстъпката от  15% в 
цената от офертите по-долу при ранно записване – до месец 
май, а не както бе в предишната обява до месец април. 
 При ранните записвания с ползване на отстъпка се заплащат 
30% от цената при самото записване. Останалата част 
от сумата за почивката  трябва да се заплати до края на 
посочения с отстъпката период.

„Трибуна Арсенал”

Описание на хотела и услугите, предлагани в него:

* 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 кабелен оператор

* климатик индивидуален - платен

ぇさぇぉうしすうおぇ. 〈けゃぇ ょっえしすゃう
すっかくけ しっ けおぇいゃぇ ちっくくけ こさっ
ょうきしすゃけ, いぇとけすけ は こさうっきぇす 
– う すけ しなゃしっき ぉっいさっいっさゃくけ. 
′け, おぇおすけ しぇきぇすぇ すは おぇいゃぇ: 

“〈せお しなき けす ょっおっきゃさう きうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ, ゃしっ けとっ くぇゃかう
いぇき ゃ さぇぉけすぇすぇ, うきぇき ょぇ せつぇ 
きくけゅけ, きくけゅけ う くぇうしすうくぇ ゃしっ 
けとっ くっ こけいくぇゃぇき ゃ ょっすぇえかう 
くっとぇすぇ.“ ╃っくうちぇ こさっゃっあょぇ 
けす ぇさぇぉしおう, すっこなさゃぇ とっ けぉけ
ゅぇすはゃぇ ゃしっおう ょっく ぇおぇょっきうつ
くうすっ しう かうくゅゃうしすうつくう いくぇくうは 

しなし しこっちうそうつくぇすぇ すっさきうくけ
かけゅうは, くせあくぇ いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ 
¨すょっか „‶さけょぇあぉう“. ╇しおさっ
くけ う こさうはすくけ っ ういくっくぇょぇくぇ 
けす くぇかうつうっすけ くぇ かうすっさぇすせさぇ 

くぇ ぇさぇぉしおう ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ. ¨しけぉっくけ は さぇょ
ゃぇす ちっくくうすっ さっつくうちう. ¨こうす
くうすっ おけかっゅう すせお は こけしさっとぇす 
こけゃっつっ けす ょけぉさっ. ╇しおぇ ょぇ 
しっ せつう けす こさけそっしうけくぇかういきぇ 
うき. ┿くゅかうえしおうはす っいうお しなとけ 
え っ けす こけかいぇ. 》ぇさっしゃぇ え ぇす
きけしそっさぇすぇ しさっょ たけさぇ, ゃかぇ
ょっっとう くぇえ-さぇいかうつくう っいうちう. 
〉ょけゃけかしすゃうっ っ ょぇ しっ せつう けす 
すはた. ╇ すせお, おぇおすけ くぇゃしはおなょっ, 

しっ つせょはす おぇおゃけ っ いぇゃっかけ ╃っ
くうちぇ ゃ すぇいう しすさぇくくぇ こさけそっ
しうは. ′け, おけえすけ しっ っ いぇたゃぇとぇか 
し すぇいう こさけそっしうは, いくぇっ, つっ すは 
くっ しぇきけ っ しすさぇくくぇ, くけ う ょけし
すぇ すさせょくぇ. „┿さぇぉうしすうおぇすぇ きう 

たぇさっしゃぇ, ゃなこさっおう つっ くっ ぉってっ 
かっしくけ...“, けすゅけゃぇさは きかぇょぇすぇ 
こさっゃけょぇつおぇ くぇ こけょけぉくう こう
すぇくうは. ╇ し せょけゃけかしすゃうっ さぇい
おぇいゃぇ いぇ くぇせつっくけすけ こけ ゃさっきっ 

くぇ ょゃぇすぇ しっきっしすなさぇ しこっちうぇ
かういぇちうは ゃ ╈けさょぇくうは, おなょっすけ 
けすうゃぇ しかっょ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ 
しすうこっくょうは いぇ けぉせつっくうっ こけ 
せくうゃっさしうすっすしおぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
けぉきっく う しなすさせょくうつっしすゃけ. ′ぇ
せつっくけすけ すぇき くっ けしすぇゃぇ しぇきけ 
ゃ つうしすぇすぇ けぉかぇしす くぇ ぇさぇぉしおうは 
っいうお, ぇ こさっかうゃぇ  ゃ  せしっとぇくっ
すけ いぇ っょくぇ さぇいかうつくぇ おせかすせさぇ. 
[ぇいかうつくぇ, くけ, しこけさっょ ╃っくう
ちぇ – ぉかういおぇ う さぇいぉうさぇっきぇ いぇ 

くぇし, ぉなかゅぇさうすっ. ╂けしすけこさうっき
しすゃけすけ くぇ ょけきぇおうくうすっ ゃ ╈けさ
ょぇくうは, こさっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ 
ょぇ こさっけょけかっって っいうおけゃぇすぇ 
ぉぇさうっさぇ, ちうゃうかういぇちうけくくう
すっ こかぇしすけゃっ こけ すぇいう ょさっゃくぇ 
いっきは, おぇおすけ う きけょっさくうはす あう
ゃけす ょくっし, しぇ いぇうくすさうゅせゃぇかう 
きかぇょぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ しこっちうぇかういぇちうはすぇ, しかっょ 
おぇすけ っ ゃっつっ こけこうかぇ せ くぇし 
せくうゃっさしうすっすしおうすっ しう いくぇくうは. 
╆くぇくうは いぇ ぇさぇぉしおぇすぇ [ぇくくけ う 
╉なしくけ-]さっょくけゃっおけゃくぇ かうすっ
さぇすせさぇ, ′けゃぇ う しなゃさっきっくくぇ 
かうすっさぇすせさぇ けす 18-すう う 19-すう 
ゃっお う ′けゃぇすぇ かうすっさぇすせさぇ くぇ 
くぇてっすけ ゃさっきっ. 
„╉くうあけゃくうはす ぇさぇぉしおう っいうお 

っ っいうおなす くぇ ╉けさぇくぇ, っいうおなす, 
くぇ おけえすけ っ こさっょぇょっくけ ぉけあうっ
すけ しかけゃけ – けすすぇき うょゃぇ う しゃっ
とっくうはす きせ しすぇすせす“, けぉはしくはゃぇ 
きかぇょぇすぇ ぇさぇぉうしすおぇ. ┿さぇぉ
しおうはす っいうお くぇ ╉けさぇくぇ う すけいう, 
おけえすけ しっ ういこけかいゃぇ しっゅぇ, っ ゃしっ 
ぇさぇぉしおう っいうお, くけ ゃ しなとけすけ 
ゃさっきっ う さぇいかうつっく, くぇせつぇゃぇき 
けす きけきうつっすけ し ょなかぉけおう けつう, ゃ 
おけうすけ しかせつぇえくけ  うかう くっ, くぇ
うしすうくぇ けすおさうゃぇき けさうっくすぇか
しおう きぇゅうえおう. ╇いすけつっく „ゃおせし“ 
うきぇす う しきけかうしすうすっ え ょなかゅう 
こさぇゃう おけしう, おけうすけ ╃っくうちぇ 
そうくけ こさっきはすぇ, おぇすけ うしすうく
しおぇ ぇさぇぉしおぇ こさうくちっしぇ, ょけおぇ
すけ さぇいおぇいゃぇ いぇ こぇかっしすうくしおうは 
„こけっす くぇ こけぉっょっくうすっ“ – ╋ぇ
たきせょ ╃ぇさせうて, いぇ しうさうえしおうは 
こうしぇすっか ╆ぇおぇさうは 〈ぇきっさ, いぇ 
′けぉっかけゃうは かぇせさっぇす, っゅうこ
すはくうくなす ′ぇゅうぉ ╋ぇたそせい... 22 
ょなさあぇゃう うきぇす ぇさぇぉしおうは っいうお 
いぇ けそうちうぇかっく, くけ くはおけう けす 
すはた, いぇさぇょう さぇいかうつうはすぇ ゃ 
ょうぇかっおすうすっ, すさせょくけ しっ さぇい
ぉうさぇす こけきっあょせ しう, けぉはしくはゃぇ  
けとっ ╃っくうちぇ, いぇ おけはすけ ぇさぇぉう
しすうおぇすぇ っ くっ こさけしすけ こさけそっ
しうは, くけ う かのぉけゃ. „┿さぇぉうすっ くっ 
きっ さぇいけつぇさけゃぇたぇ!“, おぇいゃぇ すは 
しかっょ 9 きっしっちぇ あうゃけす ゃ ╈けさ

ょぇくうは. ╆ぇ ゃかうはくうっすけ くぇ おけ
かけくういぇすけさうすっ, いぇ さぇいかうおうすっ 
きっあょせ ‶さっょうしかはきしおうは う ╇し
かはきしおうは こっさうけょ ゃ さぇいゃうすうっ
すけ くぇ っいうおぇ, いぇ こうしぇくっすけ けす 
ょはしくけ くぇかはゃけ, いぇ すさせょくけしすうすっ 
くぇ ぇいぉせつくけすけ こうしきけ し ういこう
しぇくう しなゅかぇしくう う ょうぇおさっすうつ
くう いくぇちう いぇ ゅかぇしくうすっ..., いぇ 
すさせょくけしすすぇ こさう さぇいつうすぇくっすけ 
う ゃないきけあくけしすうすっ いぇ さぇいかうつ
くうすっ すなかおせゃぇくうは くぇ すっおしすぇ, 

いぇ ぉっいちっくくうすっ しう せくうゃっさしう
すっすしおう こさっこけょぇゃぇすっかう さぇい
おぇいゃぇ けとっ ╃っくうちぇ 『けくっゃぇ. 
〈は う しっゅぇ っ ょなかぉけおけ さっしこっお
すうさぇくぇ けす おかぇしぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ ておけかぇ こけ ぇさぇぉうしすうおぇ, 
こさういくぇすぇ いぇ っょくぇ けす くぇえ-ょけ
ぉさうすっ ぇおぇょっきうつくう ておけかう, 
し こさけそっしけさう, いなゃなさてうかう ゃ 
╇さぇお う ]うさうは, おぇすけ こさけそ. 
『ゃっすぇく 〈っけそぇくけゃ, こさっゃけょぇ
つなす くぇ ぉなかゅぇさしおう くぇ しゃっとっ
くうは ╉けさぇく. ╅っかぇくうっすけ ょぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃくうおゃぇ ゃ っいう
おけゃうすっ すぇえくしすゃぇ くぇ ¨さうっくすぇ 
こさけいうさぇ せ ╃っくうちぇ けす くっえくうは 
あうゃ  こけゅかっょ くぇ かのぉけいくぇすっかっく 
つけゃっお, おけえすけ しかっょ せくうゃっさしう
すっすしおうは しう けこうす すなさしう さぇいゃう
すうっすけ ゃ さっぇかくぇすぇ っいうおけゃぇ う 
こさけそっしうけくぇかくぇ しさっょぇ, おけはすけ 
くぇうしすうくぇ くぇきうさぇ つさっい さぇぉけ
すぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか“. “]ぇきぇ しっ 
くぇしけつうた おなき すぇいう こさけそっしうは. 
¨ぉとけ ゃいっすけ, ゃっつっ っ ゃしっ っょくけ 
おなょっ あうゃっって, ぇおけ うきぇて さぇ
ぉけすぇすぇ, おけはすけ うしおぇて う ゃない
きけあくけしす ょぇ くぇせつぇゃぇて くけゃう 
う くけゃう くっとぇ, ょぇ しっ さぇいゃうゃぇて 
ゃ こさけそっしうはすぇ“, ぇさゅせきっくすう
さぇ ╃っくうちぇ 『けくっゃぇ ういぉけさぇ 
しう ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ゃ „┿さしっくぇか“. 】ぇしすかうゃぇ っ, つっ 
う くっえくうすっ ょゃっ ぉかういおう こさうは
すっかおう けす せつっくうつっしすゃけすけ しなとけ 
しぇ しっ ゃなさくぇかう ゃ さけょくうは ゅさぇょ 
う しなとけ さぇぉけすはす こけ しこっちうぇか
くけしすすぇ しう. ╁はさくけ っ, つっ ╉ぇ
いぇくかなお くっ っ すぇおぇ ょうくぇきうつっく 
ゅさぇょ, つっ こけ-すさせょくけ しっ くぇきう
さぇ ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ おぇおゃけ 
うくすっさっしくけ ょぇ しっ こさぇゃう... ′け っ 
ゃはさくけ う つっ すせお うきぇて すけこかう
くぇすぇ  くぇ さけょうすっかうすっ う ょけきぇ, ぇ 
おけゅぇすけ う かのぉけゃすぇ っ ぉかういけ, いぇ
っょくけ し うくすっさっしくぇすぇ さぇぉけすぇ う 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ こさけそっしうけ
くぇかくけ さぇいゃうすうっ, すけゃぇ くうおぇお 
くっ っ きぇかおけ. ╇ ╃っくうちぇ 『けくっゃぇ 
ゃっつっ ゅけ いくぇっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Инициативата на фирменото ръководство на “Арсенал” , 
съвместно с двата  синдиката в дружеството - КТ “ Подкрепа” 

и КНСБ, ще продължат своите срещи със заводските 
колективи след Великденските празници.

Светли и красиви дни  ви желаем!

Справки, записвания и заплащане 
СК на КНСБ „Арсенал” – АД и СК на КНСБ по 

заводи
Телефон:    0431 62207
GSM:       0888582673
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╃ぇ いぇこけつくって さぇぉけすぇ こけ 
しこっちうぇかくけしすすぇ しかっょ ゃう-

してっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ しっゅぇ っ 
おなしきっす, くぇ おけえすけ しっ さぇょゃぇす 
きぇかおけ きかぇょう たけさぇ. ╃っくうちぇ 

ちっくう そぇおすぇ, つっ こさう くっは すけゃぇ 
しっ っ しかせつうかけ. ‶けしすなこゃぇくっすけ 
え くぇ さぇぉけすぇ ゃ  おぇいぇくかなておぇ-
すぇ けさなあっえくうちぇ  けこさけゃっさゅぇゃぇ 
ゃないこさうっすけすけ さぇいぉうさぇくっ, つっ 
すせお  うょゃぇす こさっょうきくけ くぇしかっょ-
くうちう くぇ こけおけかっくうは ぇさしっくぇか-
しおう しっきっえしすゃぇ. ]かせつぇはす し 
╃っくうちぇ くっ っ すぇおなゃ. ╋かぇょぇすぇ 

ぇさぇぉうしすおぇ しこけょっかは, つっ うょゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか“, しかっょ おぇすけ しぇきぇ 
さってうかぇ ょぇ こさけぉゃぇ さっぇかくうは 
しう てぇくし し っょうくしすゃっくけすけ しう 
こさっょうきしすゃけ – ょうこかけきぇすぇ こけ 
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ぇさぇぉうしすうおぇ. 〈けゃぇ ょっえしすゃう-
すっかくけ しっ けおぇいゃぇ ちっくくけ こさっ-
ょうきしすゃけ, いぇとけすけ は こさうっきぇす 
– う すけ しなゃしっき ぉっいさっいっさゃくけ. 
′け, おぇおすけ しぇきぇすぇ すは おぇいゃぇ: 

“〈せお しなき けす ょっおっきゃさう きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ, ゃしっ けとっ くぇゃかう-
いぇき ゃ さぇぉけすぇすぇ, うきぇき ょぇ せつぇ 
きくけゅけ, きくけゅけ う くぇうしすうくぇ ゃしっ 
けとっ くっ こけいくぇゃぇき ゃ ょっすぇえかう 
くっとぇすぇ.“ ╃っくうちぇ こさっゃっあょぇ 
けす ぇさぇぉしおう, すっこなさゃぇ とっ けぉけ-
ゅぇすはゃぇ ゃしっおう ょっく ぇおぇょっきうつ-
くうすっ しう かうくゅゃうしすうつくう いくぇくうは 

しなし しこっちうそうつくぇすぇ すっさきうくけ-
かけゅうは, くせあくぇ いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ 
¨すょっか „‶さけょぇあぉう“. ╇しおさっ-
くけ う こさうはすくけ っ ういくっくぇょぇくぇ 
けす くぇかうつうっすけ くぇ かうすっさぇすせさぇ 

くぇ ぇさぇぉしおう ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ. ¨しけぉっくけ は さぇょ-
ゃぇす ちっくくうすっ さっつくうちう. ¨こうす-
くうすっ おけかっゅう すせお は こけしさっとぇす 
こけゃっつっ けす ょけぉさっ. ╇しおぇ ょぇ 
しっ せつう けす こさけそっしうけくぇかういきぇ 
うき. ┿くゅかうえしおうはす っいうお しなとけ 
え っ けす こけかいぇ. 》ぇさっしゃぇ え ぇす-
きけしそっさぇすぇ しさっょ たけさぇ, ゃかぇ-
ょっっとう くぇえ-さぇいかうつくう っいうちう. 
〉ょけゃけかしすゃうっ っ ょぇ しっ せつう けす 
すはた. ╇ すせお, おぇおすけ くぇゃしはおなょっ, 

しっ つせょはす おぇおゃけ っ いぇゃっかけ ╃っ-
くうちぇ ゃ すぇいう しすさぇくくぇ こさけそっ-
しうは. ′け, おけえすけ しっ っ いぇたゃぇとぇか 
し すぇいう こさけそっしうは, いくぇっ, つっ すは 
くっ しぇきけ っ しすさぇくくぇ, くけ う ょけし-
すぇ すさせょくぇ. „┿さぇぉうしすうおぇすぇ きう 

たぇさっしゃぇ, ゃなこさっおう つっ くっ ぉってっ 
かっしくけ...“, けすゅけゃぇさは きかぇょぇすぇ 
こさっゃけょぇつおぇ くぇ こけょけぉくう こう-
すぇくうは. ╇ し せょけゃけかしすゃうっ さぇい-
おぇいゃぇ いぇ くぇせつっくけすけ こけ ゃさっきっ 

くぇ ょゃぇすぇ しっきっしすなさぇ しこっちうぇ-
かういぇちうは ゃ ╈けさょぇくうは, おなょっすけ 
けすうゃぇ しかっょ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ 
しすうこっくょうは いぇ けぉせつっくうっ こけ 
せくうゃっさしうすっすしおぇ こさけゅさぇきぇ いぇ 
けぉきっく う しなすさせょくうつっしすゃけ. ′ぇ-
せつっくけすけ すぇき くっ けしすぇゃぇ しぇきけ 
ゃ つうしすぇすぇ けぉかぇしす くぇ ぇさぇぉしおうは 
っいうお, ぇ こさっかうゃぇ  ゃ  せしっとぇくっ-
すけ いぇ っょくぇ さぇいかうつくぇ おせかすせさぇ. 
[ぇいかうつくぇ, くけ, しこけさっょ ╃っくう-
ちぇ – ぉかういおぇ う さぇいぉうさぇっきぇ いぇ 

くぇし, ぉなかゅぇさうすっ. ╂けしすけこさうっき-
しすゃけすけ くぇ ょけきぇおうくうすっ ゃ ╈けさ-
ょぇくうは, こさっょういゃうおぇすっかしすゃけすけ 
ょぇ こさっけょけかっって っいうおけゃぇすぇ 
ぉぇさうっさぇ, ちうゃうかういぇちうけくくう-
すっ こかぇしすけゃっ こけ すぇいう ょさっゃくぇ 
いっきは, おぇおすけ う きけょっさくうはす あう-
ゃけす ょくっし, しぇ いぇうくすさうゅせゃぇかう 
きかぇょぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ しこっちうぇかういぇちうはすぇ, しかっょ 
おぇすけ っ ゃっつっ こけこうかぇ せ くぇし 
せくうゃっさしうすっすしおうすっ しう いくぇくうは. 
╆くぇくうは いぇ ぇさぇぉしおぇすぇ [ぇくくけ う 
╉なしくけ-]さっょくけゃっおけゃくぇ かうすっ-
さぇすせさぇ, ′けゃぇ う しなゃさっきっくくぇ 
かうすっさぇすせさぇ けす 18-すう う 19-すう 
ゃっお う ′けゃぇすぇ かうすっさぇすせさぇ くぇ 
くぇてっすけ ゃさっきっ. 
„╉くうあけゃくうはす ぇさぇぉしおう っいうお 

っ っいうおなす くぇ ╉けさぇくぇ, っいうおなす, 
くぇ おけえすけ っ こさっょぇょっくけ ぉけあうっ-
すけ しかけゃけ – けすすぇき うょゃぇ う しゃっ-
とっくうはす きせ しすぇすせす“, けぉはしくはゃぇ 
きかぇょぇすぇ ぇさぇぉうしすおぇ. ┿さぇぉ-
しおうはす っいうお くぇ ╉けさぇくぇ う すけいう, 
おけえすけ しっ ういこけかいゃぇ しっゅぇ, っ ゃしっ 
ぇさぇぉしおう っいうお, くけ ゃ しなとけすけ 
ゃさっきっ う さぇいかうつっく, くぇせつぇゃぇき 
けす きけきうつっすけ し ょなかぉけおう けつう, ゃ 
おけうすけ しかせつぇえくけ  うかう くっ, くぇ-
うしすうくぇ けすおさうゃぇき けさうっくすぇか-
しおう きぇゅうえおう. ╇いすけつっく „ゃおせし“ 
うきぇす う しきけかうしすうすっ え ょなかゅう 
こさぇゃう おけしう, おけうすけ ╃っくうちぇ 
そうくけ こさっきはすぇ, おぇすけ うしすうく-
しおぇ ぇさぇぉしおぇ こさうくちっしぇ, ょけおぇ-
すけ さぇいおぇいゃぇ いぇ こぇかっしすうくしおうは 
„こけっす くぇ こけぉっょっくうすっ“ – ╋ぇ-
たきせょ ╃ぇさせうて, いぇ しうさうえしおうは 
こうしぇすっか ╆ぇおぇさうは 〈ぇきっさ, いぇ 
′けぉっかけゃうは かぇせさっぇす, っゅうこ-
すはくうくなす ′ぇゅうぉ ╋ぇたそせい... 22 
ょなさあぇゃう うきぇす ぇさぇぉしおうは っいうお 
いぇ けそうちうぇかっく, くけ くはおけう けす 
すはた, いぇさぇょう さぇいかうつうはすぇ ゃ 
ょうぇかっおすうすっ, すさせょくけ しっ さぇい-
ぉうさぇす こけきっあょせ しう, けぉはしくはゃぇ  
けとっ ╃っくうちぇ, いぇ おけはすけ ぇさぇぉう-
しすうおぇすぇ っ くっ こさけしすけ こさけそっ-
しうは, くけ う かのぉけゃ. „┿さぇぉうすっ くっ 
きっ さぇいけつぇさけゃぇたぇ!“, おぇいゃぇ すは 
しかっょ 9 きっしっちぇ あうゃけす ゃ ╈けさ-

ょぇくうは. ╆ぇ ゃかうはくうっすけ くぇ おけ-
かけくういぇすけさうすっ, いぇ さぇいかうおうすっ 
きっあょせ ‶さっょうしかはきしおうは う ╇し-
かはきしおうは こっさうけょ ゃ さぇいゃうすうっ-
すけ くぇ っいうおぇ, いぇ こうしぇくっすけ けす 
ょはしくけ くぇかはゃけ, いぇ すさせょくけしすうすっ 
くぇ ぇいぉせつくけすけ こうしきけ し ういこう-
しぇくう しなゅかぇしくう う ょうぇおさっすうつ-
くう いくぇちう いぇ ゅかぇしくうすっ..., いぇ 
すさせょくけしすすぇ こさう さぇいつうすぇくっすけ 
う ゃないきけあくけしすうすっ いぇ さぇいかうつ-
くうすっ すなかおせゃぇくうは くぇ すっおしすぇ, 

いぇ ぉっいちっくくうすっ しう せくうゃっさしう-
すっすしおう こさっこけょぇゃぇすっかう さぇい-
おぇいゃぇ けとっ ╃っくうちぇ 『けくっゃぇ. 
〈は う しっゅぇ っ ょなかぉけおけ さっしこっお-
すうさぇくぇ けす おかぇしぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ ておけかぇ こけ ぇさぇぉうしすうおぇ, 
こさういくぇすぇ いぇ っょくぇ けす くぇえ-ょけ-
ぉさうすっ ぇおぇょっきうつくう ておけかう, 
し こさけそっしけさう, いなゃなさてうかう ゃ 
╇さぇお う ]うさうは, おぇすけ こさけそ. 
『ゃっすぇく 〈っけそぇくけゃ, こさっゃけょぇ-
つなす くぇ ぉなかゅぇさしおう くぇ しゃっとっ-
くうは ╉けさぇく. ╅っかぇくうっすけ ょぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃくうおゃぇ ゃ っいう-
おけゃうすっ すぇえくしすゃぇ くぇ ¨さうっくすぇ 
こさけいうさぇ せ ╃っくうちぇ けす くっえくうは 
あうゃ  こけゅかっょ くぇ かのぉけいくぇすっかっく 
つけゃっお, おけえすけ しかっょ せくうゃっさしう-
すっすしおうは しう けこうす すなさしう さぇいゃう-
すうっすけ ゃ さっぇかくぇすぇ っいうおけゃぇ う 
こさけそっしうけくぇかくぇ しさっょぇ, おけはすけ 
くぇうしすうくぇ くぇきうさぇ つさっい さぇぉけ-
すぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか“. “]ぇきぇ しっ 
くぇしけつうた おなき すぇいう こさけそっしうは. 
¨ぉとけ ゃいっすけ, ゃっつっ っ ゃしっ っょくけ 
おなょっ あうゃっって, ぇおけ うきぇて さぇ-
ぉけすぇすぇ, おけはすけ うしおぇて う ゃない-
きけあくけしす ょぇ くぇせつぇゃぇて くけゃう 
う くけゃう くっとぇ, ょぇ しっ さぇいゃうゃぇて 
ゃ こさけそっしうはすぇ“, ぇさゅせきっくすう-
さぇ ╃っくうちぇ 『けくっゃぇ ういぉけさぇ 
しう ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ゃ „┿さしっくぇか“. 】ぇしすかうゃぇ っ, つっ 
う くっえくうすっ ょゃっ ぉかういおう こさうは-
すっかおう けす せつっくうつっしすゃけすけ しなとけ 
しぇ しっ ゃなさくぇかう ゃ さけょくうは ゅさぇょ 
う しなとけ さぇぉけすはす こけ しこっちうぇか-
くけしすすぇ しう. ╁はさくけ っ, つっ ╉ぇ-
いぇくかなお くっ っ すぇおぇ ょうくぇきうつっく 
ゅさぇょ, つっ こけ-すさせょくけ しっ くぇきう-
さぇ ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ おぇおゃけ 
うくすっさっしくけ ょぇ しっ こさぇゃう... ′け っ 
ゃはさくけ う つっ すせお うきぇて すけこかう-
くぇすぇ  くぇ さけょうすっかうすっ う ょけきぇ, ぇ 
おけゅぇすけ う かのぉけゃすぇ っ ぉかういけ, いぇ-
っょくけ し うくすっさっしくぇすぇ さぇぉけすぇ う 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけ さぇいゃうすうっ, すけゃぇ くうおぇお 
くっ っ きぇかおけ. ╇ ╃っくうちぇ 『けくっゃぇ 
ゃっつっ ゅけ いくぇっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Житейският избор: “Да остана в България“, за 
един образован млад човек, днес и сега, все по-често 
звучи абсурдно. И - още по-абсурдно, ако той няма 
проблем с чуждите езици. И още, още по-абсурдно, 
ако изборът е завръщане в родното място, далеч 
от големия град, а мотивацията за това е именно 
в знанието на чужд език, при това – рядко срещано 
знание и – затова, дваж по- ценно. Професията - 
арабист, 25-годишната Деница Цонева избира 
съвсем целенасочено. Ориентът с цялата си  магия 
и източни тайни я влече отдавна. Единственият 
начин да узнае повече за тях за нея е вглъбяването 
в езика на този загадъчен свят. Затова  след 
завършването на казанлъшкото СОУ „Екзарх 
Антим Първи“ с профил английски Деница 
кандидатства в СУ „Св. Климент Охридски“ 
и абсолютно мотивирано сочи арабистиката 
като свое първо желание. Шест години по-
късно желанието си остава същото: работа по 
специалността. Работа по специалността – 
непременно, защото само по този начин можеш 
да надграждаш и да се развиваш в онова, на което 
си положил основите и за което си дал толкова 
усилия и труд. Това е простото и съвсем логично 
обяснение на въпроса, често задаван от нейни 
приятели и познати: Какво правиш в „Арсенал“?

Деница в Йордания
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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:

╉ぇかけはく
╁っしっかうくけゃ
╇ゃぇくけゃ

╂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?

『っくすさぇかっく いぇとうすくうお

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╉けいきうく ╋けちう,
‶《╉ „╊せょけゅけさっち“

╉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¢

びづだぞごとん

‶さっい きぇえ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ いぇさぇぉけすう けそうし くぇ くぇえ-
ゅけかはきぇすぇ うくそけさきぇちうけくくぇ ぇゅっくちうは ゃ ╀なかゅぇさうは 

– ╀〈┿ - ╀なかゅぇさしおぇ すっかっゅさぇそくぇ ぇゅっくちうは. ] すけゃぇ ╉ぇ-
いぇくかなお とっ しすぇくっ こなさゃうはす くっけぉかぇしすっく ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, ゃ おけえすけ ╀〈┿ けすおさうゃぇ しゃけっ こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ. 
╁ おさぇは くぇ きぇさす おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ う ゅっくっさぇかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╀〈┿ ╋ぇおしうき 
╋うくつっゃ こけょこうしぇたぇ ょけゅけゃけさ いぇ さぇいおさうゃぇくっすけ  くぇ 
こさっしおかせぉぇ. 
╉かせぉなす とっ しっ くぇきうさぇ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4, しなゅかぇし-

くけ [ってっくうっ  わ 1237 けす 25 そっゃさせぇさう 2015 ゅ. くぇ 
¨ぉとうくしおう しなゃっす-╉ぇいぇくかなお, おけえすけ こけょおさっこう っょうくけ-
ょせてくけ こさっょかけあっくうっすけ くぇ おきっすぇ. 
] けすおさうゃぇくっすけ くぇ けそうし くぇ ╀〈┿ ╉ぇいぇくかなお  しすぇゃぇ 

つぇしす けす きさっあぇすぇ くぇちうけくぇかくう こさっしおかせぉけゃっ くぇ ╀〈┿. ′けゃうはす けそうし とっ っ 11-うはす こけさっょ くぇ ╀〈┿ ゃ 
しすさぇくぇすぇ 
„╇いぉさぇたきっ ╉ぇいぇくかなお, いぇとけすけ っ ちっくすなさ くぇ ╀なかゅぇさうは, いぇとけすけ っ くぇえ-ゅけかっきうはす くっけぉかぇしすっく ゅさぇょ, 

いぇとけすけ すけゃぇ っ っょくぇ けす ゃぇあくうすっ おせかすせさくう すけつおう くぇ しすさぇくぇすぇ くう う いぇとけすけ すせお くっこさっおなしくぇすけ しっ 
しかせつゃぇす たせぉぇゃう くっとぇ, おぇいぇ ゅっくっさぇかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╀〈┿ ╋ぇおしうき ╋うくつっゃ こさう こけょこうしゃぇくっすけ 
くぇ ょけゅけゃけさぇ. ╇ょゃぇきっ し はしくけすけ しないくぇくうっ ょぇ さぇぉけすうき う ぉかぇゅけょぇさは くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
う くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ かうちっすけ くぇ こさっょしっょぇすっかは ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, つっ けすおかうおくぇたぇ すけかおけゃぇ 
ぉなさいけ.“
╉きっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけょつっさすぇ, つっ し けすおさうゃぇくっすけ くぇ こさっしおかせぉ くぇ くぇえ-しすぇさぇすぇ うくそけさきぇ-

ちうけくくぇ ぇゅっくちうは ゃ ╀なかゅぇさうは ╉ぇいぇくかなお ゃしっ こけゃっつっ とっ しっ くぇかぇゅぇ くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ おぇさすぇ, おけっすけ 
とっ さぇぉけすう いぇ こけこせかはさういうさぇくっすけ くぇ ゅさぇょぇ う ぉけゅぇすけすけ おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ ゃ ╃け-
かうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ. ╄ょくぇ けす ゅけかっきうすっ ちっかう – おぇせいう し けすおさうゃぇくっすけ くぇ くけゃうは 
うくそけさきぇちうけくっく けそうし っ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しすぇくっ こなさゃうはす ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇさうは し ょゃぇ けぉっおすぇ, ゃおかのつっくう 
ゃ ]ゃっすけゃくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは いぇ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ ぃ′╄]╉¨ - 〈さぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ う ╃けかう-
くぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ.
]かっょ 2 しっょきうちう  くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょしすけう う こなさゃけすけ ゅけかはきけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ すぇいう  おぇせいぇ くぇ 

っゃさけこっえしおぇ しちっくぇ: くぇ 13-すう ぇこさうか ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ こけしけかしすゃけ ゃ ‶ぇさうあ, 《さぇくちうは, とっ しっ しなしすけう 
しこっちうぇかくぇ ゃっつっさ くぇ ╉ぇいぇくかなお う ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ  ちぇさっ.
′ぇ しかっょゃぇとうは ょっく ゃ くぇえ-こけしっとぇゃぇくうは きせいっえ ゃ しゃっすぇ - ╊せゃなさぇ, しっ けすおさうゃぇ う
すっきぇすうつくぇすぇ ういかけあぉぇ, こけしゃっすっくぇ くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ. ╄おしこけいうちうはすぇ っ ぉっい
ぇくぇかけゅ ょけ きけきっくすぇ.

]すぇさてう っおしこっさすなす ゃ けすょっか „╄おけかけゅうは” くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
‶っすは ‶ぇこぇいけゃぇ っ くぇえ-ゃっさけはすくうはす くけゃ ょうさっおすけさ くぇ [っゅうけくぇか-

くぇすぇ うくしこっおちうは こけ けこぇいゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う ゃけょうすっ, しかっょ 
おぇすけ しこっつっかう おけくおせさし, けぉはゃっく けす っおけきうくうしすっさしすゃけすけ. 40-ゅけょうて-
くぇすぇ ‶ぇこぇいけゃぇ さぇぉけすう おぇすけ しすぇさてう っおしこっさす おなき けすょっか „╄おけかけゅうは“ 
くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ っ こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう. ̈ きなあっくぇ っ, 
し ょゃっ ょなとっさう. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ‶っすは ‶ぇこぇいけゃぇ いぇとうすぇゃぇ 
ょけおすけさしおぇ しすっこっく ゃ ╀┿′ こけ っおけかけゅうは くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ. ╉ぇすけ 
っおけかけゅ うきぇ こけさっょうちぇ けす しこっちうぇかういぇちうう う さぇぉけすぇ こけ っおけかけゅうつくう 
こさけっおすう ゃ ぅこけくうは う 》けかぇくょうは.

╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ ぇくすうそぇてうしすおう こぇきっすくうちう う こかけつう 
ゃ けぉとうくぇすぇ, ょっきけくすうさぇくう こさっい 90-すっ ゅけょうくう, っ くぇえ-

くけゃぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ╋かぇょっあおけすけ けぉっょうくっくうっ ゃ ╀]‶ – 
╉ぇいぇくかなお. 〈は っ こけしゃっすっくぇ くぇ 70-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす こけぉっ-
ょぇすぇ くぇょ そぇてういきぇ. ╂けかはきぇ つぇしす けす ょっきけくすうさぇくうすっ こかけつう 
しっ しなたさぇくはゃぇす, くけ しすけはす こけ きぇいっすぇすぇ くぇ さけょけかのぉうゃう ゅさぇあ-
ょぇくう. 『っかすぇ くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ っ こぇきっすくうすっ こかけつう ょぇ ぉなょぇす 
ゃないしすぇくけゃっくう う こけしすぇゃっくう くぇ ゃうょくう きっしすぇ.  
╉ぇすけ つぇしす けす うくうちうぇすうゃぇすぇ っ う しすぇさすうさぇかぇすぇ こけょこうしおぇ いぇ 

すぇいう ちっか.  ╅っかぇっとうすっ ょぇ は こけょおさっこはす きけゅぇす ょぇ しっ こけょこう-
てぇす ゃ  おかせぉぇ くぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇく-

》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ 

╁っつっ っ そぇおす っょうくしすゃっくぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う 
こなさゃぇ こけ さけょぇ しう おくうゅぇ „120 ゅけょうくう ╇し-

すけさうは くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお”, ょっかけ くぇ あせさ-
くぇかうしすぇ けす しぇえすぇ kazanlak.com ╂っけさゅう ]すけはくけ-
ゃう う ぉせさゅぇいかうはすぇ ‶っすなさ ]けすうさけゃ. ╉くうゅぇすぇ ぉっ 
こさっょしすぇゃっく ゃ さぇきおうすっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇい-
くうちう. ]なょなさあぇ ぉけゅぇす しくうきおけゃ う そぇおすけかけゅうつっく  
きぇすっさうぇか いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ そせすぉけかぇ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ, おぇおすけ う こさっかのぉけこうすくう そぇおすう いぇ そせす-
ぉけかぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉くうゅぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ くぇきっ-
さっくぇ こけ [╄‶-けゃっすっ くぇ „╉ぇいぇくかなお ‶さっし” う ょぇ しっ 
いぇおせこう し けすしすなこおぇ けくかぇえく, つさっい こかぇすそけさきぇすぇ  
http://www.kazanlak.com/football/, おぇお-
すけ う ゃなゃ そけすけ „╉ぇょなさ”.  ╉くうゅぇすぇ とっ しっ こさけょぇゃぇ 
う くぇ しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” せすさっ, こさっょう きぇつぇ くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う „┿しっくけゃっち” – ┿しっくけゃ-
ゅさぇょ.
╂っけさゅう ]すけはくけゃ う ゃっすっさぇくう くぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか とっ こさっょしすぇゃはす おくうゅぇすぇ う こさっょ きかぇ-

ょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう くぇ „┿さしっくぇか” う „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”.  
′ぇ 13-すう のくう ゃ ╊》╋ „』せょけきうさ” ╂っけさゅう こけおぇいゃぇ う ぇすさぇおすうゃくぇ うしすけさうつっしおぇ っおしこけいうちうは 

くぇ そせすぉけかくう ぇすさうぉせすう くぇ おぇいぇくかなておうすっ けすぉけさう こさっい ゅけょうくうすっ くぇいぇょ: いくぇつおう, そかぇゅつっすぇ, 
おせこう, ぉさけてせさう, てぇかつっすぇ う ょさせゅう. „╇しすけさうはすぇ くぇ そせすぉけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお“ とっ ぉなょっ  こさっょしすぇ-
ゃっくぇ う ゃ ]けそうは. 
┿ゃすけさなす くぇ 120-ゅけょうてくぇすぇ そせすぉけかくぇすぇ うしすけさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお っ しうく くぇ ぇさしっくぇかっちぇ 〈ぇくぬけ 

]すけはくけゃ, っおしこっさす こけ くけさきうさぇくっ くぇ すさせょぇ ゃ „┿さしっくぇか”.

*  ╃け 26 ぇこさうか ゃ ゅさぇょしおぇすぇ 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは – 
╉ぇいぇくかなお 

„『ゃっすっ ょけ ょなぉぇ“ 
- ぇゃすけさしおぇ ういかけあ-
ぉぇ  くぇ ╋ぇさぇ ′け-
くけゃぇ-』けさぉぇょあうえ-
しおぇ, しなこさせゅぇ くぇ 
』せょけきうさ. 
╇いかけあぉぇすぇ けす 

ぇおゃぇさっかう っ こけし-
ゃっすっくぇ くぇ ょゃぇ 
こけゃけょぇ, しゃなさいぇくう 
し くっえくけすけ うきっ: 120 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ え う 40 ゅけょうくう 
けす しきなさすすぇ くぇ たせょけあくうつおぇすぇ, しこけょっかうかぇ あうゃけす し ╃うきうすなさ 
』けさぉぇょあうえしおう-』せょけきうさ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 46 ゅけょうくう. 
╇いかけあぉぇすぇ っ 12-すぇ こけさっょ ゃ すゃけさつっしおぇすぇ うしすけさうは くぇ こけおけえ-

くぇすぇ たせょけあくうつおぇ.
』せょけきうさけゃぇすぇ しなこさせゅぇ っ さけょっくぇ ゃ 〈さはゃくぇ, ゃ ういゃっしすくうは 

╁うすぇくけゃ さけょ  うおけくけゅさぇそう. 〈は っ しさっょ こなさゃうすっ せつうすっかおう こけ 
さうしせゃぇくっ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ 
ゅぇかっさうは ╋ぇさうく ╃けぉさっゃ.
╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ せきうさぇ こさっい 1974 ゅけょうくぇ.

╇いかけあぉぇすぇ っ しなし しゃけぉけょっく ゃたけょ.

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ こさうかうつぇて?

′ぇ しっぉっ しう.

》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

『そおそしまいけう きかつて
《いはけせあ [あくあせしひさ たちけかすあ たちかおしそきかせけみ くあ とおそつてそみうあせか つひつ くうあせけかてそ 

“》そねかてかせ えちあきおあせけせ せあ [あくあせしひさ“

′ぇ けしくけゃぇくうっ つか. 32 けす ′ぇさっょぉぇ わ 
27 いぇ しうきゃけかうおぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ

いぇくかなお, いぇ うきっくせゃぇくっ う こさっうきっくせゃぇくっ 
くぇ けぉっおすう し けぉとうくしおけ いくぇつっくうっ う いぇ 
こぇきっすくうちうすっ う ょさせゅうすっ ゃないこけきっくぇすっか
くう いくぇちう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお しっ こさうっきぇす こさっょかけあっくうは いぇ 
せょけしすけはゃぇくっ しなし いゃぇくうっすけ „‶けつっすっく 

ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお“, おぇおすけ 
しかっょゃぇ:
‶けゃけょう いぇ こさうしなあょぇくっ くぇ いゃぇくうっすけ 

„‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇく
かなお“ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす:
∙ ╃なかゅけゅけょうてくぇ けぉとっしすゃっくけ-こけかっいくぇ 

ょっえくけしす いぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ;
∙ ╇いおかのつうすっかくう こけしすうあっくうは  ゃ けぉかぇし

すすぇ くぇ くぇせおぇすぇ, けぉさぇいけゃぇくうっすけ, ういおせ
しすゃけすけ, おせかすせさぇすぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ う 
しこけさすぇ;
∙ ╃ぇさうすっかう, つううすけ ょぇさっくうは しぇ し くっ

こさったけょくぇ しすけえくけしす う けぉとっしすゃっくぇ いくぇ

¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお う つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお 

╂うくおぇ 】っさっゃぇ っ っょうく けす くぇえ-とぇしすかうゃうすっ ゅさぇあょぇ
くう くぇ けぉとうくぇすぇ くぇ そうくぇかぇ 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. ‶さうつうくぇすぇ いぇ かうつくけすけ  せょけ
ゃかっすゃけさっくうっ, くぇきっさうかけ ういさぇい ゃ しすけすうちう ゅさっっとう 
ゃ せしきうゃおぇ ょっすしおう かうちぇ, けすおさうかう  けきぇえくうは つぇさ くぇ  
たぇこかうゃぇすぇ しうかぇ う ゃっょさぇすぇ きなょさけしす ゃ すゃけさぉうすっ くぇ 
』せょけきうさ, つさっい こさっゅなさくぇすぇ さぇょせてくけ う けすゅかっょぇくぇ 
し かのぉけゃ うょっは けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ  
„╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょぇ しっ つっすぇす すゃけさぉう くぇ 』せょけ
きうさ ゃ つぇしけゃっすっ くぇ おかぇしくうは さなおけゃけょうすっか. ]ゃけっけぉ
さぇいくうはす 』せょけきうさけゃしおう きぇさぇすけく, とっょさけ けぉゅさうあゃぇく 
けす おけかっおすうゃぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ う ぇおすぬけさぇ  ╂っけさゅう 
〈ぇてっゃ, ゃ さけかはすぇ う くぇ きけょっさぇすけさ, っ うきっくくけ こけ うょっは 
くぇ つけゃっおぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ – ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. ╇ょっはすぇ いぇ つっすっくっ くぇ すゃけさぉう 
くぇ 』せょけきうさ ゃ おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ っ くっえくぇ, さけょっくぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
こけ ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇ ゃ ]けかせく, おなょっすけ 】っさっゃぇ こさうしなしすゃぇ くぇ そっしすうゃぇか くぇ 
っいうおけゃけすけ きくけゅけけぉさぇいうっ. 〈ぇき くぇてっくつっすぇ  つっすぇす すゃけさぉう くぇ 』せょけきうさ こけ 
こけゃけょ ういょぇゃぇくっすけ ゃ てっしす すけきぇ くぇ くっゅけゃけすけ すゃけさつっしすゃけ ゃ ╂なさちうは, おなょっすけ 
しすせょっくすうすっ こけ ぉぇかおぇくうしすうおぇ ういせつぇゃぇす う すゃけさぉうすっ きせ.  ′ぇつうくなす, こけ おけえすけ 
ょっちぇすぇ つっすぇす う ゃょなたくけゃっくうっすけ, し おけっすけ ゅけ こさぇゃはす, きけすうゃうさぇ 】っさっゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃう しなこさうつぇしすくう  おなき すぇいう っきけちうは う おぇいぇくかなておうすっ せつっくうちう.  
[っいせかすぇすなす ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ くっ いぇおなしくはゃぇ. ‶さっい こけしかっょくぇすぇ しっょきうちぇ 

くぇ きぇさす ゃ おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ つっすけたぇ  さぇいおぇいう くぇ 』せょけきうさ. ╋ぇしけゃけ. 
‶けゃっつっ けす 100 ょっちぇ けす さぇいかうつくう おさぇうとぇ くぇ しすさぇくぇすぇ さっちうすうさぇたぇ すゃけさぉう 
くぇ 』せょけきうさ,  ゃ こなすう こけ すけかおけゃぇ さうしせゃぇたぇ こけ 』せょけきうさ. 
„╆ぇさぇいぇすぇ” くぇ すぇいゅけょうてくうは 』せょけきうさけゃ きぇさぇすけく ゃ おぇいぇくかなておうすっ せつう

かうとぇ ょぇゃぇ おせさぇあ う たなし くぇ うょっけかけいう う けさゅぇくういぇすけさう ょぇ けこうすぇす し けとっ 
こけゃっつっ かのぉけゃ ょけゅけょうくぇ. ╋けすうゃなす: ぇおけ くっ いくぇって おけえ しう う  おなょっ しぇ すう 
おけさっくうすっ, くはきぇ おぇお ょぇ  ゃなさゃうて  こけ  すゃけは こなす. 

                                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

つうきけしす いぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ;
∙ ‶さけはゃっく ういおかのつうすっかっく ゅっさけういなき;
∙ ╂けかっきう うくゃっしすうすけさう,  さっぇかういう

さぇかう うくそさぇしすさせおすせさくう こさけっおすう けす 
しすさぇすっゅうつっしおぇ いくぇつうきけしす いぇ せしすけえつう
ゃけすけ さぇいゃうすうっ くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ.
‶さっょかけあっくうはすぇ いぇ せょけしすけはゃぇくっ 

すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす こさうょさせあっくう けす:
∙ ‶けょさけぉくう きけすうゃう;
∙ ¨こうしぇくうっ  くぇ ょっえくけしす

すぇ  くぇ かうちっすけ /きけゅぇす ょぇ しっ  
こさうかけあぇす う  おけこうは  けす ょけ
おせきっくすう/;
∙ ╉さぇすおぇ ぉうけゅさぇそうは し くぇ

しすけはと ぇょさっし くぇ こさっょかぇゅぇ
くうは おぇくょうょぇす.
]さけおなす いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ 

こさっょかけあっくうはすぇ っ ょけ 14 
ぇこさうか 2015 ゅ. ゃ いぇこっつぇすぇく 
こかうお ゃ ょ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 – 『っく
すなさ いぇ うくそけさきぇちうは う せし
かせゅう, ゅうてっ わ 2, ぉせか. „[け
いけゃぇ ょけかうくぇ“ わ 6.
‶さっょかけあっくうは きけゅぇす ょぇ 

こさぇゃはす ゅさせこぇ ゅさぇあょぇくう, けさゅぇくういぇ
ちうう, おけかっおすうゃう.
]さっょ こけつっすくうすっ ゅさぇあょぇくう  くぇ ¨ぉ

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ しぇ: 
‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ, ]すぇくつけ ╉けっゃ, ょ-さ 
╂っけさゅう ╉うすけゃ, こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ, 
こさけそ. ╉けくしすぇくすうく 』っさくっゃ, かっおけぇ
すかっすおぇすぇ ╃ぇくうっかぇ 〈けょけさけゃぇ, こうしぇすっ
かはす ‶っすなさ ╉けくしすぇくすうくけゃ, しおせかこすけさなす 
╃けおけ ╃けおけゃ, かうすっさぇすけさなす ╄ゃしすぇすう ╀せ
さくぇしおう, そういうおなす 〈っけょけしうえ 〈っけょけしう
っゃ  う ょさせゅう. ╃っしっすおう しぇ ゃこうしぇくうすっ ゃ 
‶けつっすくぇすぇ おくうゅぇ おぇいぇくかなつぇくう.

‒¨]¨╅] 〉╅ 】〉¨╇╊『』¨【╊【

』ぇ《╆ぅ╊〉¨╊
《〈╆】╉』〈╅〉ぇ【 ╇ 《』〉《╇╅【╅ 
〉╅ ぁ】╉《〈¨『《╇《【《 ぁ╊【╊〉╊ ╇ 

】ぁ¨]¨ぅ╊ 

┿ すっ しぇ くはおけかおけ: ゃ けぉとうくぇ
すぇ うきぇ さぇぉけすっとう こけゃっつっ けす 
すさう たうかはょう そうさきう  う ゅけかはきぇ 
つぇしす けす すはた ういこうすゃぇす しっさうけ
いっく ょっそうちうす けす こけょゅけすゃっくう 
ゃうしてう おぇょさう いぇ くせあょうすっ くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, たうょさぇ
ゃかうおぇすぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ っすっさうつくけ-きぇしかっくう おせか
すせさう. ′ぇかうつうっすけ くぇ 5 くぇせつ
くう うくしすうすせすぇ, おけうすけ しなとけ 
ういこうすゃぇす くせあょぇ けす おぇょさう, 
22 けぉとうくしおう せつうかうとぇ う 5 
ょなさあぇゃくう こさけそっしうけくぇかくう 
せつうかうとぇ, し 7 500 ょっちぇ ゅけ
ょうてくけ, おけうすけ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ 
けぉとうくぇすぇ, しぇ ょさせゅう きけすうゃう 
いぇ  おぇせいぇすぇ: ╉ぇいぇくかなお - せくう
ゃっさしうすっすしおう ゅさぇょ .  „〈けゃぇ 
しぇ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ いぇょけ
ゃけかはゃぇす くせあょうすっ くぇ せくう
ゃっさしうすっすうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ けす 
おぇょさう, ぇ くうっ うしおぇきっ すっ ょぇ 
うきぇす こさぇゃけすけ くぇ ういぉけさ ょぇ 
けしすぇくぇす ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ, いぇ 
ょぇ いぇゃなさてぇす しゃけっすけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ う ょぇ くぇきっさはす しゃけはすぇ 
さっぇかういぇちうは すせお. ‶さぇおすう
つっしおう きくけゅけ けす そうさきうすっ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
うきぇす さぇいかうつくう こさけゅさぇきう, いぇ 
こけょゅけすけゃおぇ う そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ うき“, おぇいぇ 
おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, こけ つうはすけ うくうちうぇ
すうゃぇ しっ こさけゃっょっ しさっとぇすぇ.
╁ くっは せつぇしすゃぇたぇ けとっ ょけち. 

╇ゃぇくおぇ ╅っかはいおけゃぇ, いぇきっしす
くうお-さっおすけさ くぇ 〈さぇおうえしおう 
せくうゃっさしうすっす – ]すぇさぇ ╆ぇゅけ
さぇ, こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇすぇ, 
しすけこぇくしおぇ う うくそけさきぇちうけく
くぇ ょっえくけしす; ╃けくおぇ ]うきっけくけ
ゃぇ, くぇつぇかくうお くぇ [╇¨ - ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ; ╊うかうは 『けくおけゃぇ, 
いぇきっしすくうお-おきっす こけ こさけっおすう, 
こさけゅさぇきう, きかぇょっあおぇ こけかう
すうおぇ う たせきぇくうすぇさくう ょっえくけし
すう, くぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか 
′っくけ ╁かぇえおけゃ, こさっょしっょぇすっ
かはす くぇ ¨ぉ]-╉ぇいぇくかなお ′うおけ
かぇえ ╆かぇすぇくけゃ.
┿くおっすぇ, こさけゃっょっくぇ しさっょ 

せつっくうちうすっ けす ]すぇさけいぇゅけさ
しおぇ けぉかぇしす, っ せしすぇくけゃうかぇ, 
つっ 1914 けす 2566 せつぇしすくうちう 
ゃ こさけせつゃぇくっすけ こけょおさっこはす 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ そうかうぇか くぇ 
せくうゃっさしうすっす ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しなけぉとう ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ, 
ょうさっおすけさ くぇ [っゅうけくぇかくうは 
うくしこっおすけさぇす こけ けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ. 

]さっょ すはた 566 しぇ こけしけつうかう 
おぇすけ しゃけえ ういぉけさ きぇてうくけ
しすさけっくっすけ, 416 - こさけういゃけょ
しすゃけすけ くぇ っすっさうつくう きぇしかぇ, 
303 - たうょさぇゃかうおぇすぇ. 
′ぇえ-あっかぇくぇすぇ しこっちうぇか

くけしす っ ぉうかぇ おけいきっすうおぇすぇ, 
おけはすけ しぇ こさっょこけつっかう 685 
せつっくうちう.
╁かぇょうきうさ ]こぇしけゃ, こさけ

おせさうしす くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお“, 
しこけょっかう, つっ きぇてうくけしすさけ

うすっかくうすっ こさっょこさうはすうは ょくっし 
ういこうすゃぇす くっけぉたけょうきけしす けす 
うくあっくっさくう おぇょさう. ]こけさっょ 
くっゅけ, ょけてなか っ きけきっくすなす ょなさ
あぇゃぇすぇ ょぇ ういゅさぇょう しすさぇすっ
ゅうは いぇ ゃうしてっすけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
ゃ こなかくぇ こけょおさっこぇ くぇ ぉういくっ
しぇ. ′ぇょ 70% しぇ そうさきうすっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おけうすけ うきぇす くせあ
ょぇ けす うくあっくっさう, おぇすけ ゃ すっいう 

そうさきう さぇぉけすはす けおけかけ 20 000 
ょせてう, こけしけつう けとっ ]こぇしけゃ. 
„′うっ しきっ ゅけすけゃう ょぇ せつぇしすゃぇきっ 
ゃ けぉせつっくうっすけ くぇ すっいう おぇょさう“, 
おぇいぇ し ゅけすけゃくけしす さなおけゃけょうすっ
かはす くぇ 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 こさっょこさうはすうは ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
╄ょくけ ゃうしてっ せつっぉくけ いぇゃっょっ

くうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くっいぇゃうしうきけ 

ょぇかう とっ っ そうかうぇか くぇ ╁〉╆, 
そぇおせかすっす うかう おけかっあ, とっ いぇ
ょなさあう きかぇょうすっ たけさぇ ゃ ゅさぇ
ょぇ, とっ さってう ゃなこさけしぇ し くっ
けぉたけょうきけしすすぇ けす おぇょさう, ぇ けす 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ -  ゃ さぇえけくぇ うきぇ 
ういおかのつうすっかくけ ょけぉさぇ ぉぇいぇ いぇ 
すはたくけすけ けぉせつっくうっ.  〈けゃぇ しこけ
ょっかう ょうさっおすけさなす くぇ ′╇〈╇ 
╃っかはく ′ぇつっゃ. ¨かっゅ ]すけう-
かけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ 
〈‶‶-]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こけすゃなさ
ょう かうこしぇすぇ くぇ うくあっくっさくう う 
すったくうつっしおう おぇょさう ゃ ちはかぇすぇ 
けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃っそう
ちうすなす ぉうか 5 こなすう こけ-ゅけかはき けす 
さっぇかくけすけ こさっょかぇゅぇくっ くぇ こぇ
いぇさぇ. ]すけうかけゃ こけょつっさすぇ, つっ 
〈‶‶ っ ゅけすけゃぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ すぇいう 
こけしけおぇ, しなゃきっしすくけ し ぉういくっしぇ.
]こけさっょ ょ-さ ╁ぇくぬけ 『けくけゃ, 

おけえすけ こさっょう ゅけょうくう しないょぇ

ょっ  ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす 
„╉ぇいぇくかなお - せくうゃっさしうすっすしおう 
ゅさぇょ”,  くっけぉたけょうきう しぇ しこっ
ちうぇかうしすう こけ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ けさゅぇくうつくう きぇしかぇ, いぇとけすけ 
╉ぇいぇくかなお っ こさけつせす うきっくくけ 
おぇすけ ちっくすなさ くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ 
さけいうすっ, すせお っ う っょうくしすゃっくうはす 
くぇ ╀ぇかおぇくうすっ  ╇くしすうすせす こけ 
さけいぇすぇ う っすっさうつくけきぇしかっくうすっ 
おせかすせさう う っ くっけぉたけょうきけ こけ
すっくちうぇかなす くぇ さっゅうけくぇ ょぇ しっ 
けぉゃなさあっ しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
しこっちうぇかうしすう ゃ すぇいう しそっさぇ.
╁ ╉ぇいぇくかなお うきぇ ぉぇいぇ う 

きくけゅけ ょけぉさう せしかけゃうは いぇ うく
すっゅさうすっす きっあょせ けぉさぇいけゃぇくうっ 
う こさけういゃけょしすゃけ, こけょつっさすぇ 
╇ゃぇく ╁っかつっゃ.
╃けち. ╇ゃぇくおぇ ╅っかはいおけ-

ゃぇ ういさぇいう きくっくうっすけ, つっ 〈さ〉 
こけょおさっこは しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
そうかうぇか ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
しこっちうぇかくけしすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす ょけぉさっ こさっちういうさぇくう. 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ういこさぇ
すう こけおぇくう いぇ こぇさすくぬけさしすゃけ  
こけ けすくけてっくうっ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ そうかうぇか くぇ ╁〉╆, けしゃっく 
おなき 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしう
すっす, しなとけ おなき  ‶かけゃょうゃしおうは 
う ╀せさゅぇしおうは,  おけうすけ ょぇ くぇ
こさぇゃはす しゃけう こさっょかけあっくうは いぇ 
しこっちうぇかくけしすう, けぉはゃう おきっすなす 
くぇ ゅさぇょぇ. 
╆ぇきっしすくうお-きうくうしすなさなす くぇ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ 
こさけそ. ╉けしすぇょうく ╉けしすぇょう-
くけゃ いぇはゃう おぇすっゅけさうつくけ, つっ 
╋¨′╋ こけょおさっこは ゃしはおぇおゃう 
そけさきう くぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉさぇ
いけゃぇくうっすけ, おけうすけ けすゅけゃぇさはす 
くぇ くせあょうすっ くぇ ぉういくっしぇ. 
╉ぇいぇくかなお うきぇ こけすっくちうぇか, 

すせお うきぇ おけくおせさっくすくけしこけ
しけぉくぇ うおけくけきうおぇ, ぇ くせあょうすっ 
くぇ うくょせしすさうはすぇ ゃ ゅさぇょぇ しぇ ゃ 
しなけすゃっすしすゃうっ し ¨‶ „′ぇせおぇ う 
けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ うくすっかうゅっく
すっく さぇしすっあ 2014-2010 ゅ.“, 
いぇはゃう いぇき.-きうくうしすなさなす くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ.
‶け すぇいう  こさけゅさぇきぇ いぇ けぉ

さぇいけゃぇくうっ う くぇせおぇ しすさぇくぇ
すぇ くう とっ こけかせつう けぉとけ 1,37 
きかさょ かっゃぇ. ¨す しさっょぇすぇ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ いぇ こぇさうすっ とっ きけゅぇす 
ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす せつうかうとぇ, 
せくうゃっさしうすっすう, くぇせつくう けさゅぇ
くういぇちうう, けぉとうくう, おきっすけゃっ.  
『っかすぇ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ っ せゃっ
かうつぇゃぇくっ くぇ こぇさうすっ いぇ くぇせおぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ょけ 1,5% けす ╀╁‶ 
くぇ しすさぇくぇすぇ, くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
こさっあょっゃさっきっくくけ  くぇこせしくぇ
かうすっ せつうかうとっ せつっくうちう ょけ 
11% う ょっかなす くぇ ゃうしてうしすうすっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ょぇ しすぇくっ 36 くぇ 
しすけ. 
]かっょ   おぇすっゅけさうつくけ いぇはゃっ

くぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ おぇいぇくかなて
おうは ぉういくっし くぇ うょっはすぇ いぇ しない
ょぇゃぇくっ くぇ  そうかうぇか くぇ  ゃうしてっ 
せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ うかう おけ
かっあ, し くせあくうすっ いぇ きっしすくぇすぇ 
うくょせしすさうは こさけそうかう, しかっょ
ゃぇとぇすぇ しすなこおぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお っ ういゅけすゃはくっすけ くぇ 
ぇさゅせきっくすうさぇくぇ そうくぇくしけゃぇ 
けぉけしくけゃおぇ いぇ さぇいおさうゃぇくっすけ 
くぇ そうかうぇかぇ.  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお とっ ういこさぇすう こけおぇくう おなき 
〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす, 
‶かけゃょうゃしおうは う ╀せさゅぇしおうは 
せくうゃっさしうすっす, おけうすけ ょぇ くぇ
こさぇゃはす しゃけう こさっょかけあっくうは いぇ 
しこっちうぇかくけしすう, けぉはゃう おきっすなす.  
〈さはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすうき せしうかっくけ 
う ゃ しなおさぇすっくけ ゃさっきっ, いぇはゃう 
けとっ ]すけはくけゃぇ. 
╇ょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ 

そうかうぇか くぇ ╁〉╆ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 
けとっ けす 70-すっ ゅけょうくう くぇ きう
くぇかうは ゃっお. ] さぇいかうつっく せし
こった, けこうすう ょぇ ぉなょっ さっぇかういう
さぇくぇ しぇ こさぇゃっくう こさっい 90-すっ 
ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお う しかっょ 
2000-すぇ ゅけょうくぇ. ]っさうけいくけ  
こけ ゃなこさけしぇ しっ さぇぉけすう こさっい 
こけしかっょくうすっ 8 ゅけょうくう. ╃けてかけ 
っ ゃさっきっ すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう, いぇ
はゃう くぇ ょうしおせしうはすぇ う ぉうゃてう
はす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉】╅]〉╅ 』¨』【╊〈╅...
‶さけっおすなす っ さぇいさぇぉけすっく けす っおうこ けす てゃっえちぇさしおう う ぉなかゅぇさしおう っおしこっさすう  う しっ けすくぇしは いぇ 

こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う きかっおけこさっさぇぉけすゃぇくっすけ. 
〈けえ とっ しっ ういこなかくはゃぇ  ゃ さぇきおうすっ くぇ ╀なかゅぇさけ-てゃっえちぇさしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ 
う とっ しっ さっぇかういうさぇ しなゃきっしすくけ し ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, くぇせおぇすぇ う きかぇょっあすぇ, 
し こけょおさっこぇすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ う ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ ゃ こっさうけょぇ 2015-2019 ゅ.
 ¨す きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ っ けすゃけさっくぇ いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ せつっくうちうすっ 

けす こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ しこっちうぇかくけしすすぇ „きったぇすさけくうおぇ“. 
                                                            ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╅ちつかせあしつさけ なとていそし
‶さっい せうおっくょぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000” いぇこうしぇ ょゃっ きくけゅけ ゃぇあくう 

こけぉっょう!
╁ しなぉけすぇ, 28-きう きぇさす, ょっちぇすぇ くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000”,  くぇぉけさ 

2000-2001, こさうったぇ くぇ しゃけは すっさっく 《╉ „╁っさっは” - ]す. ╆ぇゅけさぇ 
う ゅう さぇいゅさけきうたぇ し さっいせかすぇす 4:0. 〈けつくう いぇ こけこぇょっくうはすぇ ぉはたぇ 
╃あっきうか ¨さたぇく, ╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ(‶っさけすけ), ┿かっおしぇくょなさ 
╀ぇっゃ, ╋ぇさすうく ╂っけさゅうっゃ.
╁ くっょっかは, 29-すう きぇさす,  くぇ しすぇょうけくぇ くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 

しっ ういうゅさぇ ゅさぇょしおけすけ ょっさぉう きっあょせ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う 《╉ 
„┿さしっくぇか 2000”,  (のくけてう, きかぇょてぇ ゃないさぇしす), おなょっすけ ぇさしっ-
くぇかちう けすくけゃけ こけぉっょうたぇ し さっいせかすぇす 2:1. 〈けつくう いぇ こけこぇょっくう-
はすぇ ぉはたぇ ╋ぇさうはく ╋うたけゃ う ぃしっうく ‶ぇすっか.
′ぇ 4-すう ぇこさうか, しなぉけすぇ, ょっちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか 2000” ゅけしすせゃぇす 

くぇ „╆ぇゅけさっち“ - ′けゃぇ ╆ぇゅけさぇ, ぇ  ょっく こけ-おなしくけ っ しさっとぇすぇ くぇ 
のくけてうすっ - きかぇょてぇ ゃないさぇしす, おけうすけ こさうっきぇす くぇ しゃけえ すっさっく 
けすぉけさぇ ゃさなしすくうちう くぇ  „]かうゃっく 2000” -  ゅさ. ]かうゃっく.

    ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

かなお くぇ せか. 』せょけきうさ”わ 1. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ くぇ きかぇょうすっ しけちうぇかうしすう しっ さっぇかういうさぇ しなゃきっしすくけ 
し ╀なかゅぇさしおう ぇくすうそぇてうしすおう しなのい - ╉ぇいぇくかなお.
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『とすかせ そて [『╆:

〉╊ 〉¨ ╆╊ぃ╊ 』【『╅｠ 《【 〉¨ぅ《!

¨しすぇくぇかぇ かう っ こけ くはおぇおなゃ 
くぇつうく ╋ぇさぇ ゃ しはくおぇすぇ くぇ 
ゅけかっきうは う ゃしっしすさぇくっく すぇ-
かぇくす くぇ しなこさせゅぇ しう, ょぇかう っ 
くぇこさぇゃうかぇ かうつくう すゃけさつっ-
しおう あっさすゃう ゃ すけゃぇ しなあう-
すっかしすゃけ? 〈は っ ぉうかぇ ょけぉなさ, 
くけ くっ すけかおけゃぇ ういゃっしすっく たせ-
ょけあくうお...
- ╀ってっ きくけゅけ いぇゅさうあっくぇ, 

さぇょゃぇてっ しっ くぇ ういはゃうすっ くぇ 
しなこさせゅぇ しう. ╉けゅぇすけ うきぇてっ うい-
かけあぉぇ くっゅけゃぇ, すは くうおけゅぇ くっ 
こぇさぇょうさぇてっ し こさうしなしすゃうっ. ]っ-

ょってっ きぇかおけ いぇすゃけさっくぇ う ょけぉさっ 
けぉかっつっくぇ し ぇさうしすけおさぇすうつくけすけ  
ょけしすけえくしすゃけ くぇ あっくぇ, しなこさせ-
ゅぇ くぇ ういゃっしすっく つけゃっお, おけはすけ 
っ ゃ しはくおぇすぇ きせ, くけ っ ょけゃけかくぇ 
けす すけゃぇ, いぇとけすけ っ こけきけゅくぇ-
かぇ いぇ すゃけさつっしおぇすぇ きせ ういはゃぇ う 
くっゅけゃけすけ こけしすぇゃはくっ ゃ けぉとっ-
しすゃけすけ. ′け – いぇ しゃけうすっ ういはゃう 
すは ゅけ しかせてぇてっ, しなけぉさぇいはゃぇてっ 
しっ し きくっくうっすけ きせ. ┿ しう しこけき-
くはき おぇお こけ こけゃけょ っょくけ くっえくけ 
あっかぇくうっ いぇ ういかけあぉぇ すけえ うし-
おさっくけ しっ こさうすっしくはゃぇてっ ょぇかう 
ゃしうつおけ とっ ぉなょっ くぇさっょ. 』せょけ-
きうさ うきぇてっ しなこさうつぇしすくけしす おなき 
くっえくぇすぇ さぇぉけすぇ, くけ せ くっゅけ, 
おぇすけ せ こさっちういっく つけゃっお, ゃう-
くぇゅう うきぇてっ っょくけ おけかっぉぇくうっ, 
ょぇかう くっとけ ういけぉとけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさぇゃう, ぇおけ くっ っ ういこうこぇくけ 
ょけおさぇえ. ‶さっちういくけしすすぇ しう かうつう 
ゃ ちはかぇすぇ きせ すゃけさつっしおぇ さぇぉけすぇ 
う くっとぇすぇ, おけうすけ っ こさぇゃうか. ╇ 
すぇは こさっちういくけしす すけえ くぇかぇゅぇてっ 
う おなき たけさぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ う 
おなき すゃけさつっしすゃけすけ くぇ ╋ぇさぇ. ╆ぇ-
すけゃぇ すけえ ぉってっ う くっうく おさうすうお 
う くっ こけいゃけかはゃぇてっ くっえくう ぉっい-
さぇいぉけさくう ういかけあぉう. ╇ おなき きっく 

╁しうつおけ-すけ いぇこけつゃぇ しかっょ 
っょうく さぇいゅけゃけさ くはおなょっ こけ 

ゃさっきっすけ くぇ こさけしかけゃせすぇすぇ ぇさ
しっくぇかしおぇ しすぇつおぇ, おけはすけ ぉかけ
おうさぇ あこ-かうくうはすぇ くぇ 〈せかけゃけ ゃ 

くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ. [せきっく ゃっつっ 
っ くぇゃなさすはか 7-8-ゅけょうてっく けこうす 
くぇ しちっくぇすぇ – こっっ ゃ いぇゃけょしおぇすぇ 
╁けおぇかくけ-うくしすさせきっくすぇかくぇ ゅさせ
こぇ „╉けくすさぇしす“, うきぇ ういおせてっくうは 
う ゃ しぇすうさぇすぇ. ╊のぉけきうさ ‶けこけゃ 
う  ]すけはく ┿すぇくぇしけゃ しぇ ょけぉさっ 
こけいくぇすう けす しぇすうさうつくぇすぇ ゅさせこぇ 
„[けきぇ“ ゃ „┿さしっくぇか“. ‶けつくぇか ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 80-すっ ゃ ╆ぇゃけょ 6, 
ゃ ゅけょうくぇすぇ くぇ さぇあょぇくっすけ くぇ 
╉[╀, [せきっく ゃっつっ っ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ おけき
ぉうくぇすぇ おぇすけ ょけきぇおうく. ╊のぉけ っ 
¨〈╉ ゃ 〉こさぇゃかっくうっすけ くぇ おけき
ぉうくぇすぇ, ぇ ]すけはく – ゃ ╆ぇゃけょ 6. 
╇ょっはすぇ うき たさせきゃぇ っょくぇ ゃっつっさ 
ゃ きっしすくけ いぇゃっょっくうっ, おなょっすけ 
すさうきぇすぇ - ぉなょっとう おぇいぇくかなておう 
さけいう う ぉけょかう, しっ さぇいこぇかゃぇす けす 
きっつすう う しう おぇいゃぇす: “╃ぇ けこうすぇ
きっ!!!“. ╃ぇゃぇす うき こけきっとっくうっ ゃ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. /“╁しうつおけ 
しすぇゃぇてっ し こけょおさっこぇすぇ くぇ ょう
さっおすけさぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ...“/. ┿ 
くぇすぇすなお こけゃっつっすけ おぇいぇくかなつぇくう 

いくぇはす おぇおゃけ しすぇゃぇ: ぉっいしこうさくう 
せつぇしすうは, おけくちっさすう, すっかっゃういう
けくくう ういかなつゃぇくうは けす きっしすくぇすぇ 
う こけつすう ゃしうつおう さっゅうけくぇかくう すっ
かっゃういうう ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, ぇせ
ょうけいぇこうしう, おけうすけ ゃ こけ-おなしくうすっ 
ゅけょうくう ゃっつっ しう こさぇゃはす しぇきう, 
ゃ しけぉしすゃっくけ しすせょうけ..., せつぇし
すうは いぇっょくけ し ゃしうつおう ゅけかっきう 
さけょくう いゃっいょう – けす ╊うかう ╇ゃぇ

『╅′[╅′¨【╊ 〉╅ 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:

しっ けすくぇしはてっ すぇおぇ. ¨しすさけ きっ 
おさうすうおせゃぇてっ, おぇいゃぇてっ: “〈う しう 
けす くぇてうは さけょ, ぇくゅぇあうさぇくぇ しう 
し すけゃぇ うきっ う おけゅぇすけ くぇこさぇゃうて 
くっとけ, すぇおぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ くぇこさぇ-
ゃうて, つっ ょぇ ぉなょっ いぇぉっかはいぇくけ.“ 
╃ぇゃぇてっ きう こさうきっさ しなし しすうたけ-
すゃけさっくうっすけ „╀けさなす“ くぇ ╁ぇいけゃ, 
し おけっすけ すけえ しすぇゃぇ うきっくくけ - ╁ぇ-
いけゃ! ‶けきくは おさうすうおぇすぇ きせ – ょぇ 
くっ ぉう ょぇ さぇいゃぇかは ぇい おさぇしけすぇすぇ 
くぇ こけかしおうは ぉせおっす! /ゃっつっ くうおけ-
ゅぇ くっ ょっかは こなしすさうすっ おうすおう!/, 
ょぇ くっ しっ きけょっさくういうさぇき こさっおぇ-

かっくけ, つっ ょぇ いぇぉさぇゃは すさぇょうちうは-
すぇ... ‶けきくは おぇお  ぉってっ しなさょうす, 
つっ くっ しなき しさっょ くぇゅさぇょっくうすっ ゃ 
っょうく けおさなあっく こけっすうつっく おけく-
おせさし, くけ すけえ くっ いくぇってっ, つっ ぇい 
くっ せつぇしすゃぇた けす しすさぇた ょぇかう しなき 
こけょゅけすゃっくぇ... 〈ぇ – すぇは こさっちうい-
くけしす 』せょけきうさ こさけはゃはゃぇてっ う 
おなき ╋ぇさぇ.   

‶けしかっょくうすっ ょくう くぇ 』せょけきうさ 
う ╋ぇさぇ しはおぇて こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ しぇ いぇぉせかっくう ゃ すぇえくう?
- ╃ぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ ゅけゃけさう 

こけ こけつうくぇ くぇ „あなかすぇすぇ“ こさっしぇ, 
おぇお すは くっ けすうてかぇ ょぇ ゅけ ゃうょう ゃ 
ぉけかくうちぇすぇ, おぇお くっ しっ ゅさうあっかぇ 
う くっ しっ ょなさあぇかぇ ょけぉさっ し くっゅけ. 
〈けゃぇ ぇぉしけかのすくけ くっ っ ゃはさくけ! 〈ぇ 
- すは きせ くぇきっさう こなさゃうは かっおぇさ, 
くうとけ, つっ すけえ くっ は こけしかせてぇ いぇ 
すけは ういぉけさ! ┿ おけゅぇすけ けすうょけた こさう 
くっゅけ ゃ ぉけかくうちぇすぇ ゃ おさぇは くぇ っし-
っくすぇ, こさっょう ょぇ こけつうくっ, すけえ こけ-
さなつぇ いぇ ╋ぇさうは, あっくぇすぇ, おけはすけ 
しっ ゅさうあってっ いぇ ╋ぇさぇ: „╉ぇあう くぇ 
╋ぇさうは う くぇ 》さうしすけ ょぇ くっ こせ-
とぇす ╋ぇさぇ ょぇ うょゃぇ こさう きっくっ“! 
– すけえ くっ うしおぇてっ たけさぇすぇ ょぇ ゅけ 
ゃうあょぇす ゃ すけゃぇ しなしすけはくうっ, ぇ う 

しっ すさっゃけあってっ すは ょぇ くっ しっ さぇい-
しすさけう きくけゅけ, いぇとけすけ: “〈は くっ っ 
ゃっつっ う いぇ こなすせゃぇくっ...“. ╉ぇいゃぇ-
てっ: “╁いっか しなき ╋ぇさうは う 》さうしすけ 
くっ いぇさぇょう しっぉっ しう, ぇ いぇとけすけ 
うきぇき つせゃしすゃけすけ, つっ ╋ぇさぇ とっ 
けしすぇくっ しぇきぇ. ┿ すは うきぇ くせあょぇ 
けす つけゃっお ょけ くっは.“ ′っ っ ゃはさくけ, 
つっ しぇ うきぇかう かけてう けすくけてっくうは. 
╁ っょくけ しっきっえしすゃけ ゃうくぇゅう うきぇ 
くっさぇいぉうさぇすっかしすゃぇ, くけ すけえ おぇい-
ゃぇてっ くぇ てっゅぇ: “╇ ょぇ は けしすぇゃは, 
いぇ おけゅけ ょぇ しっ けあっくは...?! – すけ 
ょぇ っ くっとけ ょさせゅけ, ぇ – すけ: こぇお 

あっくぇ...“. ╆ぇすけゃぇ おぇいゃぇき, おけゅぇ-
すけ 』せょけきうさ おぇいゃぇてっ くっとけ, すけ 
ゃうくぇゅう すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ すなさしう   
こけょすっおしすぇ ゃ くっゅけ.

『はかぇ ゅけょうくぇ しすっ ゃ こさぇい-
くうおぇ くぇ 80-すっ, おぇおなゃ っ くぇえ-
たせぉぇゃうはす ╁う こけょぇさなお?
- ‶っくしうけくうさぇた しっ くぇ 50, うい-

けぉとけ くっ しっ いぇきうしかうた. 〈けゃぇ 
っ いかぇすくぇ ゃないさぇしす – くぇすさせこぇく 
けこうす, いくぇくうは, けすすけゅぇゃぇ ょけ しっゅぇ 
しゃなさてうた すけかおけゃぇ くっとぇ... ┿ 
しっゅぇ, くぇ 80, こけかせつうた けくけゃぇ, 
おけっすけ くっ しなき う こさっょこけかぇゅぇかぇ 
– すぇおけゃぇ せゃぇあっくうっ う こさういくぇ-
くうっ けす ¨ぉとうくぇすぇ... う – かうつくけ 
けす おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╁ 
すぇいう あっくぇ ゃうょはた しすさぇたけすくけ 
けすくけてっくうっ, おけっすけ きくけゅけ きっ 
いぇょなかあぇゃぇ, ゃこうしゃぇくっすけ ゃ ‶け-
つっすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
きっく ぉってっ „ゅさなき けす はしくけ くっぉっ“! 
]かっょ すけゃぇ こさういくぇくうっ くっ ぉうた 
きけゅかぇ ょぇ くっ ぉなょぇ こけかっいくぇ くぇ 
ゅさぇょぇ, し おぇおゃけすけ う ょぇ しっ くぇかけ-
あう, し おぇおゃけすけ きけゅぇ. ╀うかぇ しなき ゃ 
ょけぉさう けすくけてっくうは し おきっすけゃっすっ 
くぇ ゅさぇょぇ, くけ すぇおけゃぇ ゃくうきぇくうっ 
くっ しなき こけかせつうかぇ けす ょさせゅ おきっす. 

¨ゅさけきくぇ きう っ ぉかぇゅけょぇさくけしすすぇ 
おなき ちはかぇすぇ けぉとうくしおぇ ぉうぉかうけ-
すっおぇ, ぉかぇゅけょぇさくぇ しなき くぇ ゃしうつ-
おう すぇき う かうつくけ くぇ ょうさっおすけさぇ 
┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ, おけうすけ けさゅぇ-
くういうさぇたぇ つっしすゃぇくっすけ きう! ╃させ-
ゅぇすぇ ゅけかはきぇ ういくっくぇょぇ ょけえょっ 
けす ょっちぇすぇ きう. ╇きぇき しすさぇたけすくう 
ょっちぇ! ]うゅせさくけ, いぇとけすけ しなき 
ゅう ゅかっょぇかぇ すさせょくけ う ゃ ゅけかは-
きぇ ょうしちうこかうくぇ. ╇いしうこぇたぇ しっ 
ゃしうつおう, いぇっょくけ し ぉさぇすけゃつっょう, 
ぉさぇすけゃつっょおう... ╇いくっくぇょぇたぇ 
きっ, くぇこさぇゃうたぇ きう こさぇいくうおぇ くぇ 

╉さなくしおけすけ たぇくつっ こさっい かはすけすけ 
う きう くぇこさぇゃうたぇ, こけ うょっは くぇ 
とっさおぇすぇ ╃けくっすぇ, くぇえ-ちっくくうは 
こけょぇさなお – っおしおせさいうは ょけ ╀けあう 
ゅさけぉ!  〈ぇき つせゃしすゃけすけ, せしっとぇ-
くっすけ っ くっきうしかうきけ! ¨ぉゅさなとぇ  
すっ くはおぇおゃぇ すけこかうくぇ, おけはすけ すっ 
こさぇゃう くっせいくぇゃぇっきぇ, けしけぉっくけ 
ゃ こっとっさぇすぇ くぇ [けあょっくうっすけ くぇ 
》さうしすけし! ]はおぇて くっとけ しっ さぇい-
おなしゃぇ ゃ すっぉ, ぇ せしっとぇくっすけ いぇ 
ゃけょうすっ くぇ さっおぇ ╈けさょぇく っ すぇ-
おけゃぇ, しはおぇて ゃさっきっすけ っ しこさはかけ 
ゃ きけきっくすぇ くぇ ]ゃっすけすけ ╉さなとっ-
くうっ..., しはおぇて くっ しぇ きうくぇかう ょゃっ 
たうかはょう ゅけょうくう. ‶さけしすけ – ゃうあ-
ょぇて くはおぇおゃぇ けしけぉっくぇ ]ゃっすかう-
くぇ, おけはすけ すっ ょけおけしゃぇ ゃなすさってくけ 
う すう けしすぇゃぇて ゃ くっは...

╀けゅ っ ゃ しなさちっすけ すう...?  
- ╃ぇ. ′け ゃうくぇゅう しなき すなさしっかぇ, 

おけゅぇすけ さなおけゃけょった ちなさおけゃくうは 
たけさ - う ぇさたうっさっえしおうはす くぇきっしす-
くうお ‶っすおけ ╋けすっゃ  きくけゅけ っ こけ-
きぇゅぇか いぇすけゃぇ – ょぇ ぉなょっき ゃ こけか-
いぇ くぇ たけさぇすぇ. ] こさぇゃけしかぇゃくうは 
たけさ おなき „]ゃっすぇ 〈さけうちぇ“ くうっ 
うきぇたきっ う しけちうぇかくぇ ょっえくけしす. 
╆ぇこけつくぇたきっ こなさゃうすっ おけくちっさ-

すう くぇ こさぇゃけしかぇゃっく たけさ すせお, 
こけしっとぇゃぇたきっ たけさぇすぇ ゃ くせあょぇ, 
ょけきけゃっすっ いぇ ゃないさぇしすくう, うくしすう-
すせちううすっ  ゃ ゅさぇょぇ, こけいょさぇゃはゃぇ-
たきっ ゅう こけ ゅけかっきうすっ ちなさおけゃくう 
こさぇいくうちう, ょぇ しっ つせはす すうは おさぇ-
しうゃう ちなさおけゃくう こっしくけこっくうは くっ 
しぇきけ ゃ たさぇきぇ, ぇ けす ゃしうつおう う くぇ-
ゃしはおなょっ. ╆ぇこけつくぇた ょけさう ょぇ ゃな-
ゃっあょぇき う ゅさぇょしおうは  っかっきっくす ゃ 
ょっえくけしすすぇ くう, しゃなさいゃぇたきっ くっ-
とぇすぇ し うしすけさうつっしおうすっ しなぉうすうは 
– ゃうくぇゅう, くぇこさうきっさ, しかっょ ╆ぇせ-
こけおけえくぇすぇ いぇ ゅうぉっかすぇ くぇ ╊っゃ-

しおう, いぇこはゃぇたきっ しすぇさう こっしくけこっ-
くうは, おけうすけ, こけ きけは こさっちっくおぇ, 
しぇ ぉうかう こはすう こけ くっゅけゃけ ゃさっきっ, 
ぇ きけあっ ぉう う けす しぇきうは くっゅけ. 》け-
さぇすぇ ういかういぇたぇ けす ちなさおゃぇすぇ ゃ 
きせいうおぇすぇ くぇ こっしくけこっくうはすぇ う 
けくけゃぇ, おけっすけ しぇ こさっあうゃっかう こけ 
ゃさっきっ くぇ かうすせさゅうはすぇ おぇすけ ちなさ-
おけゃくけ ういあうゃはゃぇくっ, けしすぇゃぇてっ 
せ すはた う ゅう こさっくぇしはてっ くぇゃなく 
ゃ っあっょくっゃくうは うき しゃはす. ╀ってっ 
すけかおけゃぇ たせぉぇゃけ!  ╆ぇこけつくぇたきっ う 
かうこしゃぇとぇすぇ しけちうぇかくぇ ょっえくけしす 
くぇ こさぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ う 
きくけゅけ うしおぇき すけゃぇ ょぇ こさけょなかあう. 
』けゃっお くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすつぇえ-
ゃぇ, すけえ すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃう くっとけ 
う すけ – こけ くぇえ-たせぉぇゃうは くぇつうく, 
いぇとけすけ - いぇとけ っ こさぇすっく つけゃっお 
くぇ すけは しゃはす? ′ぇかう うきぇ くはおぇおゃぇ 
いぇょぇつぇ, くぇかう うきぇ くはおぇおゃぇ きう-
しうは? 〈けかおけゃぇ たせぉぇゃう くっとぇ うきぇ 
くぇ すけは しゃはす, いぇとけ すさはぉゃぇ ょぇ くっ 
ゅう ゃうあょぇきっ?... ┿おけ くっ ゃうょうて 
ょゃっすっ おけおうつっすぇ くぇ ょゃけさぇ, すぇおぇ 
いぇたゃなさかはて ゃしうつおけ, いぇたゃなさかはて 
う あうゃけすぇ しう, ぇ つけゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
すなさしう たせぉぇゃけすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ    

╊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... ╊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. 
′ぇ そうくぇかぇ 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 こさけょなかあぇゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ し こかっきっくうちぇすぇ くぇ 』せょけきうさ ╊うかうは ╃うきうすさけゃぇ.

くけゃぇ う ╁ぇしうか ′ぇえょっくけゃ ょけ  
]かぇゃう 〈さうそけくけゃ う  ╉ぇきっく 
╁けょっくうつぇさけゃ..., ゃっょくけ  う 
し ちっかうは さけはお けす „いかぇすくう“ 
そけかおこっゃうちう. ╁しうつおけ すけゅぇ

ゃぇ ゃ あうゃけすぇ くぇ ╉[╀ っ しちっ
くぇ – けす いぇかうすっ くぇ ′╃╉ ゃ 
]けそうは, こさっい こけさすぇかうすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ こさけきうてかっくう 
ゅうゅぇくすう, ょけ しっかしおうすっ つうすぇ
かうとぇ う  こかけとぇょう. „′っとぇすぇ 
しう うょゃぇたぇ けす しぇきけ しっぉっ しう. 
╀ってっ くぇいさはかけ ょぇ しすぇくっ. 
′はきぇたきっ くうおぇおなゃ しすさぇた ょぇ 
おぇあっき すけゃぇ, おけっすけ うしおぇたきっ 
ょぇ おぇあっき, きぇおぇさ つっ きくけゅけ 
いぇこかぇたう しきっ こけかせつぇゃぇかう“, 
さぇいおぇいゃぇ [せきっく. ╁ すはたくぇすぇ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ けす こけきっとっ
くうっすけ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇ
すぇ こけしすっこっくくけ しっ こさっくぇしは 
おなょっ かう くっ, ゃおかのつうすっかくけ し 
さっこっすうちうう こけ ょけきけゃっすっ, っ 
うきぇかけ おぇおゃう かう くっ しかせつおう. 
╃ぇあっ ょなさあぇゃくうすっ けさゅぇくう 
こけ しうゅせさくけしすすぇ しっ いぇくう
きぇゃぇす し すはた... ‶け ゃさっきっ くぇ 
ゃけえくぇすぇ ゃ ぃゅけしかぇゃうは ゅう 
くぇぉっょうかう ょけさう いぇ „しさなぉ
しおう ぇゅっくすう“.  
『っかうはす しなしすぇゃ くぇ ╉[╀, 

いぇっょくけ  し すったくうつっしおうすっ 
おぇょさう, っ けす てっしすうきぇ ょせてう. 
[ぇぉけすうかう しぇ し さぇいかうつ
くう けいゃせつうすっかう, おけしすのきう
すっ う さっおゃういうすぇ しう こさぇゃはす 
しぇきう... ╉ぇおすけ う しぇきけ すは
たくけ かうつくけ ょっかけ っ ちっかうはす 
うき さっこっさすけぇさ, くぇぉさけはゃぇと 
ぉかういけ しすけ こっしくう, さぇょゃぇかう 
くぇさけょぇ こけ いぇかう, こかけとぇ

ょう, ゅけかっきう ゅさぇょけゃっ, しっかぇ う 
こぇかぇくおう... ¨とっ ゃ くぇつぇかけすけ 
すさうきぇすぇ さってぇゃぇす, つっ し けくけ
ゃぇ, おけっすけ こさぇゃはす, とっ ぉはゅぇす  
けす „さっゅうけくぇかくうは たぇさぇおすっさ“, 
つっ とっ すなさしはす こさけぉかっきうすっ くぇ 
ゃさっきっすけ う し けしすさけすけ あうかけ くぇ 
しぇすうさぇすぇ とっ けこうすゃぇす ょぇ ゃぇ
ょはす くぇ ぉはか しゃはす „おせしせさうすっ“ 
くぇ たけさぇすぇ – う すけ すぇおぇ, つっ ぉっい 
ょぇ けぉうあょぇす くうおけゅけ おけくおさっす
くけ. ‶さぇゃうかう しきっ すぇおぇ くっとぇ
すぇ, つっ „ゃしうつおう ょぇ しう きうしかはす, 
つっ – ゃうょうすっ かう, くっ しっ けすくぇしは 
いぇ きっく, ぇ いぇ すけいう けすしさっとぇ“, 
けぉはしくはゃぇ [せきっく きぇかおうすっ きぇ
ゅうえおう くぇ ゅけかはきぇすぇ こけこせかはさ
くけしす くぇ ╉[╀. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
おけきこさけきうしう けすくけしくけ しこさぇ
ゃっょかうゃけしすすぇ くぇ しぇすうさうつくぇすぇ 
うくすっさこさっすぇちうは [せきっく しつうすぇ, 
つっ ゃ ╉[╀ くうおけゅぇ くっ しぇ こさぇ
ゃうかう: “′っ しきっ しこっしすうかう くぇ 
くうおけゅけ くうとけ!“. ╁しなとくけしす, 
こせぉかうおぇすぇ くうおけゅぇ くっ こさけ

とぇゃぇ „しこっしすはゃぇくうはすぇ“ くぇ 
うしすうくぇすぇ う, ぇおけ しう こけいゃけかうて 
ょぇ ゅけ こさぇゃうて ゃ すけいう あぇくさ, 
くはきぇ ょぇ うきぇて すぇおなゃ せしこった, 
いくぇっかう ╉ぇいぇくかなておうすっ さけいう 
う ぉけょかう. ╋けすうゃなす う きうしうは
すぇ しう くぇ しなぉせあょぇとう すさうきぇすぇ 
ゃうあょぇす ゃ こさうくちうこぇ, おけえすけ 

しかっょゃぇす: “╃ぇ くぇ
こけきくはきっ いぇ おぇお
ゃけ しすぇゃぇ ゃなこさけし 
ゃ ょなさあぇゃぇすぇ...!“.      
¨す けつうすっ きせ う 

けす しおっこすうちういきぇ, 
おけえすけ [せきっく うい
かなつゃぇ ょくっし, きせ 
かうつう, つっ すけゃぇ, 
いぇ おけっすけ „しすぇゃぇ 
ゃなこさけし ゃ ょなさあぇ
ゃぇすぇ“, けとっ くっ きせ 
っ ぉっいさぇいかうつくけ, 
くけ ゃはさぇすぇ, つっ 〈¨ 
きけあっ ょぇ すさなゅくっ 
おなき こけ-ょけぉさけすけ, 
ょくっし っ しはおぇて ょぇ
かっつ こけ-きぇかおけ. ′け 
すけえ ゃしっ けとっ きけあっ 
ょぇ こうてっ きせいうおぇ, 
╊のぉけ しう けしすぇゃぇ 
きぇえしすけさ くぇ すっお
しすけゃっすっ, ぇ ぇお
すぬけさしおうはす すぇかぇくす 
くぇ ]すけはく しなとけ くっ 
しっ ゅせぉう. 〈ぇ, しかっょ 

ゅけょうくう こさっおなしゃぇくっ, すさうきぇすぇ 
うきぇす とせさぇすぇ うょっは ょぇ ゃないけ
ぉくけゃはす しかぇゃぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ. 
‶けしかっょくぇすぇ うき ういはゃぇ っ こさっ
ょう すさう ゅけょうくう. ′け ょけさう しっゅぇ, 
おけゅぇすけ くはきぇ くけゃ さっこっさすけぇさ, 
くはきぇ すせさくっすぇ, くっ しっ さぇぉけすう, 
たけさぇすぇ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ こう
すぇす いぇ すはた う ょぇ ゅう すなさしはす. ╇ 
すけゃぇ っ っょうく けす しっさうけいくうすっ 

きけすうゃう ょぇ しう おぇあぇす けすくけゃけ, 
おぇすけ こさっょう ぉかういけ つっすゃなさす 
ゃっお: “╃ぇ けこうすぇきっ!!!“. 〈さうきぇ
すぇ けすおさぇえ ゃさっきっ しっ ょけこなかゃぇす 
ゃいぇうきくけ こけゃっつっ けす ょけぉさっ ゃ 
すゃけさつっしおぇすぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ 
さぇぉけすぇ, こなお う くぇ しちっくぇすぇ. ╋っ
くうょあきなくすなす, おけえすけ くうおぇお くっ 
っ いぇ こけょちっくはゃぇくっ, しなとけ うき 
しっ こけかせつぇゃぇか. ]こけくしけさう ╉[╀ 
くうおけゅぇ くっ っ うきぇかけ, くぇせつぇゃぇき 
けす [せきっく. ╋ぇかおうすっ しせきう けす 
くっ こけゃっつっ けす 200 かっゃぇ すけえ 
くっ ぉさけう いぇ うしすうくしおぇ ょぇさう
すっかしおぇ こけょおさっこぇ. ╇ っ こさぇゃ: 
ゃしうつおけ, おけっすけ っ しゃなさいぇくけ し 
ういおせしすゃけすけ くぇ しちっくぇすぇ う おぇ
つっしすゃっくけすけ てけせ, しう っ しおなこぇ 
ょっえくけしす. ‶けょおさっこぇすぇ うょゃぇかぇ 
っょうくしすゃっくけ けす こせぉかうおぇすぇ. 
╉ぇくはす ゅう いぇ せつぇしすうは, たけさぇすぇ 
しう おせこせゃぇす ぉうかっすう: „╁しうつおけ 
ぉってっ いぇおけくくけ. ╇ ょぇくなちう しきっ 
こかぇとぇかう“.  ]ぇきけつせゃしすゃうっすけ 
しう っ そぇおす こさう ╊のぉけ, ]すけはく 

う [せきっく. ╁しっ こぇお, しすなこゃぇかう 
しぇ くぇゃしはおなょっ – う ゃ ╀′〈, う 
ゃ ╀〈╁... 〈はたくけ こぇさつっ ゃいうきぇ 
ょぇあっ こけこせかはさくぇすぇ すさけえおぇ 
くぇ ′╊¨ くぇ ‶けこぇくょけゃ, ╋ぇきぇ
かっゃ う ╁っかおけ ╉なくっゃ... ′はおけう 
ゅさせこう ょけさう けこうすゃぇす ょぇ ゅう おけ
こうさぇす, くけ – „すさせょくう しきっ いぇ 
おけこうさぇくっ“, おぇいゃぇ [せきっく. 〈けえ 
ゅけゃけさう いぇ おせかすせさくぇすぇ しさっょぇ せ 
くぇし ょくっし し けゅけさつっくうっ. ¨ゅけさ
つっくうっすけ きせ すさなゅゃぇ けす ╉ぇいぇく
かなお. [ぇぉけすうか くはおけかおけ ゅけょうくう 
ゃ っょうく けす きっしすくうすっ おせかすせさくう 
うくしすうすせすう, すけえ っ ゃうょはか くっ
とぇすぇ けすゃなすさっ. ‶けきくう そせさけさぇ 
ゃ こなさゃうすっ ういょぇくうは くぇ  』せょけ
きうさけゃう こさぇいくうちう  し そっしすう
ゃぇかぇ „╆かぇすくうはす すさ‒くょぇそうか“, 
つうっすけ „しなさちっ“ っ ╉[╀. ‶けしかっ 
すけえ ゅけょうくう くぇさっょ せつぇしすゃぇ 
こさはおけ う ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
こさぇいくうちうすっ. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ 
っ すゃなさょ ゃ ょせきうすっ しう: “╉ぇ
いぇくかなお くっ ちっくう すけゃぇ, おけっすけ 
うきぇ... ╉ぇおゃけ っ すけゃぇ „けぉとっしす
ゃっく“ あうゃけす? ╇きぇ かう ゅけ ういけぉ
とけ?...“ ╉けかおけすけ ょけ きっしすくうすっ 
ゃかぇしすう, こけ つうっすけ ゃさっきっ しっ 
ゃうたさう しぇすうさぇすぇ くぇ ╉[╀, [せ
きっく おぇいゃぇ: “¨ぉさなとぇたぇ くう 
こけゃっつっ ゃくうきぇくうっ けくっいう おきっ
すけゃっ, おけうすけ しっ しすさぇたせゃぇたぇ 
ょぇ くっ ゅう けしきうゃぇきっ...“. ╂けさ
つうかおぇすぇ こさけいうさぇ う ゃ ょせきうすっ 
きせ: “¨ぉうおくけゃっくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
おさぇょぇす うょっうすっ くう... ╇いつぇお
ゃぇす きぇかおけ ゃさっきっ ょぇ きうくっ – う 
こぇお!“
╇きっすけ くぇ ゅさせこぇすぇ たさせきゃぇ 

こなさゃけ くぇ ╊のぉつけ, ゃしっ こぇお すけえ 
っ けしくけゃくうはす すっおしすけこうしっち... 
′け すけ すぇおぇ こぇしゃぇ う くぇ すさうきぇ
すぇ, つっ ゃっょくぇゅぇ こけつゃぇ ょぇ さぇ

ぉけすう いぇ すはた. ╉ぇおすけ う すっ – いぇ 
くっゅけ. 〉しっすうかう しぇ ゅけ くぇゃしはおな
ょっ, おなょっすけ しぇ ぉうかう. ‶け さぇ
ょけしすすぇ, し おけはすけ ゅう こけしさっとぇす 
たけさぇすぇ. ╁ さぇくくう いけさう – おぇすけ 
ゃ しっょっき しせすさうくすぇ くぇ こけさすぇかぇ 
こさう こさっょぇゃぇくっすけ くぇ ょゃっすっ 
しきっくう ゃ 〈╄『 „╋ぇさうちぇ ╇い
すけお“... ╇かう こけ おなしくう ょけぉう – ゃ 
おけくちっさすくうすっ いぇかう うい ちはかぇ
すぇ しすさぇくぇ. „╃けおぇいゃぇくっすけ くぇ 
しちっくぇすぇ しすぇゃぇ しぇきけ こけ しけぉしす
ゃっく こなす. ╇しすうくしおうはす こさけぉうゃ 
しすぇゃぇ, おけゅぇすけ くっ すなさしうて „ょぇ 
すう せょぇさはす こけ っょくけ さぇきけ“ ゃっつっ 
こけこせかはさくう いゃっいょう. ‶けかせつぇ
ゃぇかう しきっ しすけすうちう あっしすけゃっ, 
こけしすけはくくけ しっ けぉぇあょぇたぇ う 
けとっ ゅけ こさぇゃはす, たけさぇ けす おなょっ 
かう くっ. ′っ しぇ くう いぇぉさぇゃうかう. 
¨ぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ きくけゅけ くう 
けぉうつぇす, ぇ す. くぇさ. “おせかすせさくぇ 
けぉとっしすゃっくけしす“ ゃうくぇゅう くう っ 
いぇゃうあょぇかぇ. ′け くうっ しきっ ぉうかう 
くぇょ すっいう くっとぇ“, こさういくぇゃぇ 

おなょさぇゃけすけ きけきつっ けす ╉[╀ - 
しなとうはす きぇさすっくしおう  „けゃっく“ 
けす  ゃさっきっすけ くぇ ぉせえくうは しきけ
かうしす ちゃはす くぇ おけしうすっ しう. ╁ こけ
しかっょくうすっ ゅけょうくう, しかっょ おさぇ
すなお ゅせさぉっす ゃ つせあぉうくぇ, [せきっく 
さぇぉけすう ゃ っょくけ きぇてうくけしすさけ
うすっかくけ こさっょこさうはすうっ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. ‶けつすう くっ ういかういぇ うい 
ゅさぇょぇ /“╉なょっ ょぇ けすうょぇ...?!“/. 
′ぇこさけすうゃ – ゃ こけつうゃくうすっ ょくう 
しっきっえしすゃけすけ ぉはゅぇ くぇ しっかけ 
うかう けとっ  こけ-ょぇかっつ.
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ けすょぇゃ

くぇ ゃなさゃう こけ ょうさうすっ くぇ ╉[╀. 
╁うあょぇくっすけ し [せきっく けぉぇつっ 
しすぇゃぇ しかせつぇえくけ すけつくけ ゃ ょくう
すっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくう
ちう う きぇかおけ こさっょう さけあょっくうは 
きせ ょっく, くぇ こさぇゅぇ くぇ ╃っくは くぇ 
たせきけさぇ う てっゅぇすぇ. ′け ゃ すっいう 
くっとぇ しかせつぇえくけしすうすっ けぉうおくけ
ゃっくけ しぇ すけつくけ こさけはゃかっくうっ くぇ 
いぇおけくけきっさくけしすうすっ. ╃せきうすっ 
くぇ [せきっく: “》せきけさなす  しっゅぇ っ 
こさっゃなさくぇす ゃ こっつぇかぉぇさしすゃけ“ 
うょぇす ょぇ こけおぇあぇす うきっくくけ 
すけゃぇ. 
] せしっとぇくっすけ, つっ ゃ っょうく きけ

きっくす しぇ けしすぇくぇかう おぇすけ „うい
ゅけくっくう けすゃしはおなょっ“, ょくっし こけ
きなょさっかうすっ きけきつっすぇ くぇ ╉[╀ 
けすくけゃけ くぇぉうさぇす おせさぇあ ょぇ しっ 
こけおぇあぇす こさっょ こせぉかうおぇ. ╆くぇ
はす, つっ とっ っ すさせょくけ きくけゅけ, くけ 
すけ おけゅぇ かう っ ぉうかけ かっしくけ...? 
╇きぇす くぇょっあょぇ, つっ しかっょ ょゃぇ-
すさう きっしっちぇ, こさっい のかう, きけあっき 
けすくけゃけ ょぇ ゅう ゃうょうき くぇ しちっくぇ
すぇ. ′ぇょっあょぇ, おけはすけ ぉかういけ 25 
ゅけょうくう くっ せきうさぇ う ゃ たうかはょう
すっ うき そっくけゃっ おなょっ かう くっ せ 
くぇし. ╃ぇくけ!

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて すけせあしけみ いちそこ 101 せあ „【ちけいとせあ ╅ちつかせあし“

╋くけゅけ くっとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ しっ しかせつうかう いぇ こさなゃ 
こなす ゃ „┿さしっくぇか“. ╋くけゅけ くっとぇ う ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ しっ 
しかせつうかう こなさゃけ すせお. ╇, ぇおけ すけゃぇ っ ぇぉしけのかすくけ いぇ
おけくけきっさくけ けすくけしくけ すったくけかけゅうつくうすっ う こさけういゃけょ
しすゃっくうすっ こけしすうあっくうは,  っ こけゃっつっ けす しすさぇくくけ, つっ う ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ ういおせしすゃけすけ う ょけさう ゃ てけせ-ぉういくっしぇ うきぇ 
すぇおうゃぇ しかせつぇう. ┿ おぇおゃけ ょさせゅけ っ そっくけきっくなす „╉[╀“, 
けしゃっく おせかすせさっく こさけっおす, おけえすけ 20 ゅけょうくう せしこはゃぇ 
ょぇ けちっかっっ ゃ こぇいぇさくうすっ せしかけゃうは くぇ こさけたけあょぇとうは 
ぉなかゅぇさしおう てけせ-ぉういくっし? – すさうすっ ぇさしっくぇかしおう きけき
つっすぇ, しすぇくぇかう かのぉうきちう くぇ こせぉかうおぇすぇ ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ, すさなゅゃぇす せあ くぇ てっゅぇ こけ こなすは くぇ しかぇゃぇすぇ... 
′け うしすうくぇすぇ っ, つっ さぇぉけすはす ぇぉしけかのすくけ しっさうけいくけ. 
【っゅうすっ ゃ すっおしすけゃっ, しおっつけゃっ, こっしくう う すぇくちう くぇ しちっ
くぇすぇ しぇ しぇきけ ゃなくてくぇすぇ „けこぇおけゃおぇ“ くぇ ぉっいしこうさくうは 
うき すさせょ, おけえすけ „けぉかうつぇ“ さぇいくけしすさぇくくうすっ ょぇさぉう 
くぇ ╊のぉけ, [せきっく う ]すけはく ゃ „ょさったうすっ“ くぇ たせきけさぇ う 
かのぉうきぇすぇ うき こけかうすうつっしおぇ しぇすうさぇ... ╃ぇ, こけかうすうつっ
しおぇ しぇすうさぇ... ╃くっし すけいう あぇくさ こけつすう せきうさぇ, おぇいゃぇ 
[せきっく ]すぇくつっゃ, し おけゅけすけ しう こさうこけきくはきっ つせょくぇすぇ 
うしすけさうは くぇ ╉ぇいぇくかなておうすっ [けいう う ╀けょかう. [せきっく 
ゃっょくぇゅぇ こさぇゃう せゅけゃけさおぇすぇ, つっ ╉[╀ っ おけかっおすうゃ. 
‶さうっきぇ ょぇ ゅけゃけさう いぇ くっゅけ うきっくくけ おぇすけ いぇ おけかっお
すうゃ, くけ ぉっい ょぇ うきぇ かうつくぇすぇ こさっすっくちうは, つっ きけあっ ょぇ 
おぇあっ ゃしうつおけ いぇ すぇいう しかぇゃくぇ うしすけさうは.

Лилия Димитрова (втората отдясно на ляво) с приятелки-хористки
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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

╉《 1 ╈《╉¨〉╅ ╇ [╅′╅〉]ぇ[ ぅ╊
¨〈╅ ‒¨]¨╅] 〉╅ 】〉¨╇╊『』¨【╊【
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《╆】ぁ╊〉¨╊ ╇ 〈╊｠╅〉《【《

╆]¨′《 5000 ╅『』╊〉╅]を¨ 』╊
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》¨╊『 ╉ゃ《 [】╆╊『【╊〉
‶うっさ. ╃ぬけ ╉せぉっさすっく っ さけ-

ょっく くぇ 01.01.1863 ゅ. ゃ ‶ぇ-
さうあ. 〈けえ っ すさっすけすけ ょっすっ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ そさっくしおう 
ぇさうしすけおさぇすう. ╃っすしすゃけすけ しう 
こさっおぇさゃぇ ゃ うきっくうっすけ くぇ 
きぇえおぇ しう – しすぇさうくくうはす いぇきなお 
╋っさゃうか, ぉかういけ ょけ ╊ぬけ 》ぇゃなさ. 
¨す きぇかなお うきぇか さぇいくけしすさぇく-

くう せゃかっつっくうは, こさうすっあぇゃぇか 
けすかうつくう ゃさけょっくう しこけしけぉくけ-
しすう. ╇いちはかけ ぉうか いぇゃかぇょはく けす 
つっすっくっすけ う しかせてぇくっすけ くぇ きせ-
いうおぇ. ╀うかけ きせ ういおかのつうすっかくけ 
うくすっさっしくけ ょぇ こなすってっしすゃぇ, ょぇ 
さぇぉけすう う ょぇ こけかせつぇゃぇ いくぇ-
くうは. ╀っい ょぇ しっ とぇょう. ¨ぉうつぇか 
ょぇ はいょう, せしなさょくけ しっ いぇくうきぇ-
ゃぇか し ゅさっぉぇくっ う そったすけゃおぇ. ╁ 
おけかっあぇ ぉうか ぉかっしすはと せつっくうお, 
しなし しけぉしすゃっくう ゃないゅかっょう. ╆ぇ-
ゃなさてゃぇ し けすかうつうっ. ′っけつぇお-
ゃぇくけ けすおぇいゃぇ ょぇ いぇこけつくっ 
おぇさうっさぇ くぇ ゃけっくっく う こけ-
しすなこゃぇ ゃ ]けさぉけくぇすぇ. 〉つうか しっ 
ゃっかうおけかっこくけ, せゃかうつぇか しっ けす 
きくけゅけ くぇせおう, こさっょう ゃしうつおけ 
けす こっょぇゅけゅうおぇ, うしすけさうは, かう-
すっさぇすせさぇ う そうかけしけそうは. ‶さっい 
ちっかうは しう あうゃけす くっ しこうさぇか 
ょぇ せしなゃなさてっくしすゃぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ しう. 》ぇさっしゃぇか  きうゅけゃっすっ 
くぇ しないっさちぇくうっ – せしぇきけすはゃぇか 
しっ, しはょぇか くぇ きぇかおけ しすけかつっ う 
しっ ゃゅかなぉはゃぇか ゃ しっぉっ しう…
╋かぇょうはす さっそけさきぇすけさ. 

╂けかっきうはす こけょゃうゅ, くぇ おけえすけ 
╉せぉっさすっく とっ けすょぇょっ ぉかういけ 
こけかけゃうく ゃっお, すっこなさゃぇ こさっょ-
しすけはか. ╊うつくうはす きせ ょっゃうい 
ぉうか: „╂かっょぇえ くぇょぇかっつっ, ゅけ-
ゃけさう けすおさけゃっくけ, ょっえしすゃぇえ 
さってうすっかくけ!”  ‶さうょぇゃぇか ゅけかは-
きけ いくぇつっくうっ くぇ そういうつっしおぇすぇ 
おせかすせさぇ おぇすけ いぇょなかあうすっかくけ 
せしかけゃうっ いぇ そけさきうさぇくっすけ くぇ 
たぇさきけくうつくぇ かうつくけしす. ]きは-
すぇか, つっ しこけさすなす さぇいゃうゃぇ くっ 
しぇきけ すはかけすけ, くけ う ゃけかはすぇ, う 
せきしすゃっくうすっ しこけしけぉくけしすう う 
つっ っ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあっく いぇ 
そういうつっしおけすけ う ょせたけゃくけ さぇい-
ゃうすうっ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ. 
╃ぬけ ╉せぉっさすっく くぇこうしゃぇ 

きくけあっしすゃけ こせぉかうおぇちうう いぇ 
けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ 
ゃ ┿くゅかうは う くぇしすけはゃぇ いぇ こっ-
ょぇゅけゅうつっしおぇ さっそけさきぇ ゃなゃ 
そさっくしおうすっ せつうかうとぇ. ╆ぇっょくけ 
し こさうはすっかう しないょぇゃぇ しこけさすっく 
おかせぉ. ̈ しけぉっくけ ょなさあう くぇ さなゅ-
ぉうすけ. 〈けえ っ しなょうは くぇ そうくぇかぇ 
ゃ こなさゃうは そさっくしおう てぇきこうけ-
くぇす こけ さなゅぉう, こさけゃっか しっ こさっい 
1892 ゅ. ╆ぇ ょぇ こけこせかはさういうさぇ 
ぇすかっすうおぇすぇ, ういきうしかは きっあょせ-
くぇさけょくう しなしすっいぇくうは. 
╀うか けぉいっす けす すぇおうゃぇ きうしかう, 

おけうすけ くっ ぉうかう すさぇょうちうけくくう 
いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. ]きはすぇか, つっ 
ゃしうつおけ, おけっすけ うしおぇ ょぇ くぇ-
こさぇゃう – すけゃぇ しぇ „きっつすう う 
くっしぉなょゃぇっきう そぇくすぇいうう”.
╂けかはきぇすぇ うょっは. ╉せぉっさすっく 

しなし しすさぇしす ういせつぇゃぇか うしすけさう-
はすぇ くぇ ょさっゃくぇ ╂なさちうは. ‶け-
しっすうか う ょけかうくぇすぇ, おなょっすけ しっ 
こさけゃっあょぇかう ょさっゃくうすっ ¨かうき-
こうえしおう うゅさう. 〈ぇおぇ しすうゅぇ ょけ 
ういゃけょぇ, つっ しこけさすなす すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ ゃなさくぇす ゃ しうしすっきぇすぇ いぇ 
ゃないこうすぇくうっ, すなえ おぇすけ うきっく-
くけ すけえ こさぇゃっか ゅなさちうすっ そういう-
つっしおう しなゃなさてっくう う ういょさなあ-
かうゃう. ]かっょ くぇたけょおうすっ こさう 
ぇさたっけかけゅうつっしおうすっ さぇいおけこおう 
くぇ ¨かうきこうは, きっあょせくぇさけょ-
くうはす うくすっさっし おなき ょさっゃくうすっ 
うゅさう くっうきけゃっさくけ くぇさぇしくぇか. 
¨す すけいう うくすっさっし しっ さけょうかぇ 
しきっかぇすぇ うょっは くぇ ╉せぉっさすっく: 
¨かうきこうえしおうすっ うゅさう ょぇ ぉなょぇす 
ゃないしすぇくけゃっくう! ╁ ちはかけすけ うき 

„╁ぇあくぇ っ くっ こけぉっょぇすぇ,
ぇ せつぇしすうっすけ”. 〈ぇいう きうしなか 
くぇ ╉せぉっさすっく, くぇさっつっく „╀ぇ-
とぇすぇ くぇ きけょっさくうすっ ¨かうき-
こうえしおう うゅさう“, しっ こさっ-
ゃさなとぇ ゃ おさうかぇすぇ そさぇいぇ.                                                           
‶うっさ ょぬけ 《さっょう ぉぇさけく ょぬけ 
╉せぉっさすっく (1863 -1937) e 
そさっくしおう しこけさすっく う けぉとっしす-
ゃっく ょっっち, こっょぇゅけゅ, うしすけさうお 
う かうすっさぇすけさ; っょくぇ けす くぇえ-
うくすっさっしくうすっ, すぇかぇくすかうゃう 
う っくっさゅうつくう かうつくけしすう くぇ 
しゃけっすけ ゃさっきっ. ¨しくけゃぇすっか っ 
くぇ しなゃさっきっくくうすっ ¨かうきこうえ-
しおう うゅさう, くぇ おけうすけ こけしゃっ-
とぇゃぇ ちっかうは しう あうゃけす. ╉せ-
ぉっさすっく っ こなさゃうはす こさっいうょっくす 
くぇ ╋¨╉. ┿ゃすけさ っ くぇ くはおけかおけ 
おくうゅう, こけしゃっすっくう くぇ しこけさすぇ 
う けかうきこうえしおけすけ ょゃうあっくうっ. 
╋っょぇかなす „‶うっさ ょぬけ ╉せぉっさ-
すっく“ しっ しきはすぇ いぇ くぇえ-ゃうしけ-
おけすけ しこけさすくけ けすかうつうっ.

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
╉かせけぬあ - すしあおけみて あちあいけつて,
けくいちあし „╅ちつかせあし“

╆けくせかつひて けくたけてうあ せときおあ そて さあおちけ, とねあはけてか つか けつさあて おあ けすあ うけつのか とねかいせそ くあうかおかせけか う [あくあせしひさ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ 2:
》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

〉しこってくけ こさっきうくぇ  ょゃせしっょきうつくぇすぇ おぇきこぇくうは くぇ すっさうすけ-
さうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ さうしおぇ けす ょうぇ-

ぉっす. ╆ぇ ょゃっすっ しっょきうちう, ゃ おけうすけ さぇぉけすっとうすっ きけあったぇ ょぇ こけ-
こなかくはす しこっちうぇかっく すっしす いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ さうしおぇ けす ょうぇぉっす, 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ しっ ゃおかのつうたぇ う けす ゃさっきっすけ しう けすょっかうたぇ ぉかういけ 
5000 ぇさしっくぇかちう. ¨さゅぇくういぇすけさう くぇ おぇきこぇくうはすぇ, こさけゃっあょぇくぇ 
いぇ こなさゃう こなす ゃ „┿さしっくぇか”,  ぉはたぇ  ┿しけちうぇちうは „╃うぇぉっす 〈うこ 2” 
う ′ぇちうけくぇかくぇ しうくょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは „╋っすぇか-っかっおすさけ”.  ╆ぇ 
ょぇ しっ せしすぇくけゃう こけすっくちうぇかくうはす さうしお けす ょうぇぉっす, ょけぉさけゃけか-
ちうすっ こけこなかゃぇたぇ  しこっちうぇかっく すっしす, さぇいさぇぉけすっく  いぇ ちっかうすっ くぇ 
ういしかっょゃぇくっすけ けす DE-PLAN う ぇょぇこすうさぇく いぇ ╀なかゅぇさうは けす ょけち. 
╁かぇょうきうさ 》さうしすけゃ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ くぇ 280 ょせてう ょうぇゅくけしすうちうさぇくう 

ょうぇぉっすうちう ぉっ くぇこさぇゃっくけ ぉっいこかぇすくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ ゅかうおうさぇく 
たっきけゅかけぉうく けす ょ-さ  ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ, せこさぇゃうすっか くぇ ╋っょうちうく-
しおう ちっくすなさ „┿さしっくぇか”, おけはすけ ぉっ つぇしす けす おぇきこぇくうはすぇ. ╃させゅう 
ぉかういけ 50 しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” こけかせつうたぇ すぇかけくう いぇ ぉっい-
こかぇすっく こさっゅかっょ こさう しこっちうぇかうしす-っくょけおさうくけかけゅ. 
┿しけちうぇちうは „╃うぇぉっす 〈うこ 2” う ′ぇちうけくぇかくぇ しうくょうおぇかくぇ そっょっ-

さぇちうは „╋っすぇか-っかっおすさけ” ぉかぇゅけょぇさはす くぇ ゃしうつおう, ゃいっかう  せつぇしすうっ 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ. ¨さゅぇくういぇすけさうすっ くぇこけきくはす, つっ ょけぉさけすけ いょさぇゃっ 
う ょなかゅけかっすうっすけ しぇ こさっょう ゃしうつおけ かうつくぇ けすゅけゃけさくけしす う ゅさうあぇ 
くぇ ゃしっおう っょうく けす くぇし, ぇ こさっゃっくちうはすぇ っ っょうく けす くぇえ-しなとっしす-
ゃっくうすっ っかっきっくすう  くぇ すぇいう ゅさうあぇ. 

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╇きぇ さっぇかくぇ ゃないきけあくけしす こさっい せつっぉくぇすぇ 2016-2017 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ けすおさうっ ゃうしてっ 
せつっぉくけ いぇゃっょっくうっ, そうかうぇか うかう そぇおせかすっす くぇ せくうゃっさしうすっす. 〈けゃぇ しなけぉとう ゃ ╉ぇいぇくかなお 

いぇき.-きうくうしすなさなす くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ こさけそ. ╉けしすぇょうく ╉けしすぇょうくけゃ. ╆ぇき.- きうくうしすな-
さなす, おけえすけ っ こさけそっしけさ こけ さけぉけすうおぇ う っ けす ╉ぇいぇくかなお, せつぇしすゃぇ ゃ しこっちうぇかくぇ しさっとぇ し こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ぉういくっしぇ う くぇ しさっょくうすっ せつうかうとぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. ╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ いぇはゃう, つっ しなとっしすゃせゃぇす さっぇかくう こさっょこけしすぇゃおう すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう, すなえ おぇすけ 

╉ぇいぇくかなお うきぇ ぉぇいぇすぇ う けぉとっしすゃっくうすっ くぇゅかぇしう いぇ すけゃぇ. 〈は ういすなおくぇ ぇさゅせきっくすうすっ くぇ けぉとうく-
しおけすけ さなおけゃけょしすゃけ いぇ くぇしすけはゃぇくっすけ ょぇ ぉなょっ けすおさうす すぇおなゃ そうかうぇか.

¨す くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ さっぇかういうさぇ こうかけすっく 
こさけっおす こけ てゃっえちぇさしおぇ しうしすっきぇ いぇ けぉせつっくうっ - ょせぇかくけ けぉせつっくうっ.  ╆ぇ すけゃぇ „〈さうぉせくぇ 

┿さしっくぇか“ ゃっつっ うくそけさきうさぇ つうすぇすっかうすっ しう. 
‶け すけいう くぇつうく ゅさぇょなす くう とっ しすぇくっ  っょうく けす こなさゃうすっ ゅさぇょけゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ, おなょっすけ とっ しっ 

さっぇかういうさぇ すぇいう くけゃぇ そけさきぇ くぇ けぉせつっくうっ.   ]うしすっきぇすぇ くぇ ょせぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ぉっ こさっょ-
しすぇゃっくぇ  こさっょ ぉういくっしこぇさすくぬけさう-
すっ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ こさっい きうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ けす さなおけゃけょくうは っおうこ くぇ 
おぇいぇくかなておけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
せつうかうとっ, おけっすけ っ こさうっきくうお くぇ 
ぉうゃてうは きったぇくけすったくうおせき. 
„╇きぇきっ けこうす う ぉぇいぇ ょぇ さっぇかう-

いうさぇきっ すけゃぇ けぉせつっくうっ. ]きはすぇきっ, 
つっ くぇてうすっ せつっくうちう とっ こけかせつぇす  
ゃないきけあくけしす いぇ ょけこなかくうすっかくぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは う すは とっ うき けすゃぇ-
さは ゃさぇすうすっ くぇゃしはおなょっ“ - いぇはゃう 
くぇ こさけきけちうはすぇ ょうさっおすけさおぇすぇ くぇ 
せつうかうとっすけ ╋ぇさうぇくぇ ╃っきうさっ-
ゃぇ. ′ぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ くけゃぇすぇ 
しうしすっきぇ いぇ けぉせつっくうっ こさうしなしすゃぇ 
う ╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ けす けすょっか „╉ぇ-
ょさう“ くぇ „┿さしっくぇか“.
¨しゃっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, けとっ 2  せつう-

かうとぇ - ゃ ╂ぇぉさけゃけ う ]けそうは, とっ 
さぇぉけすはす こけ すけいう こさけっおす けす しっこ-
すっきゃさう. 

Основателят на съвременните Олимпийски игри

╂けかはきぇすぇ ちっか くぇ こさけっおすぇ っ けとっ こけ ゃさっきっ くぇ けぉせつっくうっすけ ゃ しさっょくけすけ せつうかうとっ せつっくうちうすっ 
ょぇ ょけぉうゃぇす くせあくうすっ うき こさけそっしうけくぇかくう おゃぇかうそうおぇちうう, し おけうすけ ゃっょくぇゅぇ ょぇ きけゅぇす しかっょ いぇ-
ゃなさてゃぇくっすけ ょぇ しっ ゃこうてぇす ゃ おけかっおすうゃうすっ くぇ ょぇょっくう そうさきう. ╁ぇあくぇ けしけぉっくけしす くぇ ょせぇかくけすけ 
けぉせつっくうっ っ, つっ すけ しっ こさけゃっあょぇ, おぇおすけ ゃ せつうかうとっ, すぇおぇ う し けしくけゃっく ぇおちっくす - さぇぉけすくけすけ きはし-
すけ. ‶ぇさすくぬけさうすっ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ こけ こさけっおすぇ しぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃, „╋+]  》うょさぇゃかうお“ 
┿╃, „╂せぇかぇ ╉かけせあなさし“ う „]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは“.

ゃっかうつうっ う ゃっかうおけかっこうっ!
〈けえ しなしすぇゃうか せくうおぇかっく 

こかぇく いぇ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ 
くぇ すけゃぇ くっゃっさけはすくけ すさせょくけ 
う ゅさぇくょうけいくけ くぇつうくぇくうっ. 

╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ けさゅぇくういぇ-
すけさしおうは しう う けさぇすけさしおう すぇ-
かぇくす, くぇ さぇいくけしすさぇくくうすっ しう 
いくぇくうは, ぉかっしすはとけ こけいくぇゃぇくっ 
くぇ きぇすっさうはすぇ う せきっくうは ょぇ 
ょけおぇいゃぇ こさぇゃけすぇすぇ しう, すけえ 
せしこはか ょぇ こさうけぉとう おなき うょっ-
はすぇ しう きくけゅけ しなきうてかっくうちう 
けす さぇいかうつくう しすさぇくう, ゃ す. つ. 
ゃくせてうすっかっく ぉさけえ こけかうすうちう 
う けぉとっしすゃっくう ょっえちう.
′ぇ 23 くけっきゃさう 1892 ゅ. ゃ 

]けさぉけくぇすぇ きかぇょうはす ぉぇさけく 
ういくぇしは ょけおかぇょ いぇ ゃないさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ ¨かうきこうえしおうすっ 
うゅさう. 〈けえ ゅけゃけさっか すけかおけゃぇ 
しすさぇしすくけ う せぉっょうすっかくけ, つっ 
しこけさすくうすっ ょっえちう さってうかう ょぇ 
ぉなょっ しゃうおぇく ╋っあょせくぇさけ-
ょっく おけくゅさっし し せつぇしすうっすけ くぇ 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ くぇえ-ゅけかっ-
きうすっ しこけさすくう ょなさあぇゃう, いぇ 
ょぇ きけあっ こさぇゃうかぇすぇ う こさうく-
ちうこうすっ くぇ うゅさうすっ ょぇ しっ ょけ-
ゅけゃけさはす くぇ くぇえ-ぇゃすけさうすっすくけ 
さぇゃくうとっ. ╉けくゅさっしなす しっ こさけ-
ゃっあょぇ くぇ 16-すう のくう 1894 
ゅ. し きくけゅけかのょくけすけ こさっょ-
しすぇゃうすっかしすゃけ くぇ 10 しすさぇくう. 
╇ょっはすぇ いぇ ゃないさぇあょぇくっすけ くぇ 
¨かうきこうえしおうすっ うゅさう ぉうかぇ 
こさうっすぇ ゃないすけさあっくけ. ╁いっすけ っ 
さってっくうっ すっ ょぇ しっ こさけゃっあょぇす 
くぇ ゃしっおう 4 ゅけょうくう, おぇすけ こなさ-
ゃぇすぇ しなゃさっきっくくぇ ¨かうきこうぇょぇ 
ょぇ ぉなょっ こさけゃっょっくぇ しかっょ ょゃっ 
ゅけょうくう ゃ ┿すうくぇ. ╀うか ういぉさぇく 
╋っあょせくぇさけょっく けかうきこうえしおう 
おけきうすっす けす 15 ょせてう. ╉せぉっさ-
すっく しすぇゃぇ ゅっくっさぇかっく しっおさっ-
すぇさ くぇ ╋¨╉. 
‶さっいうょっくす くぇ ╋¨╉. 〈けえ 

ういゅけすゃは ¨かうきこうえしおぇすぇ たぇさ-
すぇ, ゃ おけはすけ さぇいはしくはゃぇ そうかけ-
しけそしおうすっ こさうくちうこう, けぉさぇ-
いけゃぇすっかくけすけ う っしすっすうつっしおけ 
いくぇつっくうっ くぇ ¨かうきこうぇょぇすぇ. 
]こけさっょ たぇさすぇすぇ, ¨かうきこうえ-
しおうすっ うゅさう しぇ しこけさすくう う 
きうさくう しなしすっいぇくうは. ╇いょうゅぇえ-
おう かけいせくゅぇ „¨, しこけさす, すう しう 
きうさ!“, きかぇょうはす そさぇくちせいうく 
しきはすぇか, つっ „╋かぇょっあすぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ きっさう しうかう ゃ しこけさすくう 
しなしすっいぇくうは, ぇ くっ くぇ こけかっすけ 
くぇ ぉうすおうすっ”.
‶なさゃうすっ かっすくう けかうきこうえしおう 

うゅさう こさっい 1896 ゅ. しぇ せしこって-
くう う 29-ゅけょうてくうはす ╃ぬけ ╉せ-
ぉっさすっく しすぇゃぇ こさっいうょっくす くぇ 
╋¨╉, くぇ きはしすけすけ くぇ こけょぇかうは 
けしすぇゃおぇ ╃うきうすさうけし ╁うおっかぇし. 

‶うっさ ╃ぬけ ╉せぉっさすっく くっ しこう-
さぇか ょぇ きうしかう いぇ けかうきこうえ-
しおけすけ ょゃうあっくうっ, すけえ ぉうか 
けぉしっぉっく けす うょっはすぇ すっ ょぇ しっ 
さぇいさぇしすゃぇす う ょぇ しすぇゃぇす ゃしっ 

こけ-ょけぉさう. ‶さっい 1915 ゅ. すけえ 
しっ きっしすう ゃ ╊けいぇくぇ, おなょっすけ っ 
しっょぇかうとっすけ くぇ ╋¨╉.
]こけさすなす う ういおせしすゃけすけ 

– さなおぇ いぇ さなおぇ. ╁なこさっ-
おう こなさゃけくぇつぇかくうは せしこった, 
¨かうきこうえしおけすけ ょゃうあっくうっ  
ういあうゃはゃぇ すさせょくう ゃさっきっ-
くぇ. ╇くすっさっしなす おなき ╁すけさう-
すっ ¨かうきこうえしおう  うゅさう こさっい 
1900 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ, こさけょなかあう-
かう ちっかう こっす きっしっちぇ, う おなき 
╊っすくうすっ うゅさう こさっい 1904 ゅ. 
っ しかぇぉ. 〈っ しぇ いぇしっくつっくう けす 
こさけゃっあょぇとうすっ しっ こけ しなとけすけ 
ゃさっきっ きっあょせくぇさけょくう ういかけ-
あっくうは.
′っとぇすぇ しっ こさけきっくはす しかっょ 

こさけゃっあょぇくっすけ くぇ ╊っすくうすっ 
うゅさう こさっい 1906 ゅ. ゃ ┿すうくぇ 
(ぉっい しすぇすせす くぇ けそうちうぇかくぇ 
けかうきこうぇょぇ). ¨かうきこうえしおう-
すっ うゅさう ゃっつっ しすぇゃぇす くぇえ-
ゃぇあくけすけ しこけさすくけ しなぉうすうっ.                                                                                              
╆ぇ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう ゃさないおぇ-
すぇ きっあょせ ういおせしすゃけすけ う しこけさ-
すぇ, たぇさぇおすっさくぇ いぇ ぇくすうつくうすっ 
けかうきこうえしおう うゅさう, こさっい しな-
とぇすぇ ゅけょうくぇ, こけ うくうちうぇすうゃぇ 
くぇ ╉せぉっさすっく, ╋¨╉ こさうっきぇ 
さってっくうっ こけ ゃさっきっ くぇ うゅさう-
すっ ょぇ しっ こさけゃっあょぇす おけくおせさ-
しう ゃ しそっさぇすぇ くぇ ういおせしすゃぇすぇ. 
╆ぇ ¨かうきこうえしおうすっ うゅさう こさっい 
1912 ゅ. ゃ ]すけおたけかき ╃ぬけ ╉せ-
ぉっさすっく しないょぇゃぇ きけょっさくうは 
こっすけぉけえ, ぇ ゃ さぇいょっか かうすっさぇ-
すせさぇ っ せょけしすけっく しなし いかぇすっく 
きっょぇか いぇ すゃけさぉぇすぇ しう “¨ょぇ 
いぇ しこけさすぇ”.
¨かうきこうえしおうすっ しうきゃけかう. 

╉せぉっさすっく しすぇゃぇ ぇゃすけさ くぇ 
けかうきこうえしおぇすぇ っきぉかっきぇ, くぇ 
けかうきこうえしおぇすぇ おかっすゃぇ う くぇ 

さっょうちぇ けかうきこうえしおう さうすせぇ-
かう. ‶さっい 1913 ゅ. すけえ さぇい-
さぇぉけすゃぇ そかぇゅぇ くぇ けかうきこうえ-
しおうすっ うゅさう. 
′ぇ ぉはか そけく, しうきゃけかういうさぇと 

きうさぇ こけ ゃさっきっ くぇ うゅさうすっ, しぇ 
さぇいこけかけあっくう こっすすっ こさっこかっ-
すっくう けかうきこうえしおう おさなゅぇ ゃ 
さぇいかうつっく ちゃはす. ╁しっおう おさなゅ 
しうきゃけかういうさぇ けこさっょっかっく 

おけくすうくっくす: しうくうはす – ╄ゃさけこぇ,  
あなかすうはす – ┿いうは, つっさくうはす – 
┿そさうおぇ, いっかっくうはす – ┿ゃしすさぇ-
かうは う つっさゃっくうはす – ┿きっさうおぇ.
╆ぇ こなさゃう こなす けかうきこうえしおうはす 

そかぇゅ っ 
さ ぇ い ゃ は す 
こ さ っ い 
1920 ゅ. 
くぇ うゅさう-
すっ ゃ ┿く-
すゃっさこっく. 
╃っく しかっょ 
すけゃぇ ぉうか 
けすおさぇょ-
くぇす, こけ-
しすっこっくくけ 
い ぇ ぉ さ ぇ -
ゃっく う いぇ-
きっくっく し 
ょ せ ぉ か う -
おぇす. 80 
ゅ け ょ う く う 
こけ-おなし-
くけ, こさっい 
2000 ゅ., 
お さ ぇ ょ っ -
ちなす, おけえ-
すけ ぉうか 
ゃっつっ くぇ 
103 ゅ. 

– ぇきっさうおぇくっち けす ぇさきっくしおう 
こさけういたけょ, ぉさけくいけゃ きっょぇかうしす, 
ゅけ ゃさなとぇ かうつくけ. 〈けゃぇ いくぇきっ 
ょくっし っ ゃ ¨かうきこうえしおうは きせいっえ 
ゃ ╊けいぇくぇ. 
¨かうきこうえしおうはす ょっゃうい 

„Citius, Altius, Fortius“ けす かぇ-
すうくしおう けいくぇつぇゃぇ „‶け-ぉなさいけ, 
こけ-ゃうしけおけ, こけ-しきっかけ“, くけ 
こけ-さぇいこさけしすさぇくっく っ こさっゃけ-
ょなす „‶け-ぉなさいけ, こけ-ゃうしけおけ, 
こけ-しうかくけ“. ╉せぉっさすっく いぇうき-
しすゃぇか すけいう ょっゃうい けす ╋ぇさすうく 
╃うょっけく, ょうさっおすけさ くぇ っょうく けす 
おけかっあうすっ ゃ ‶ぇさうあ. 
¨かうきこうえしおうはす けゅなく, しうきゃけか 

くぇ つうしすけすぇすぇ, くぇ つっしすくぇすぇ 
ぉけさぉぇ いぇ こけぉっょぇ, っ すさぇょう-
ちうは, こさっくっしっくぇ ゃ しなゃさっきっく-
くうすっ うゅさう けす ょさっゃくぇ ╂なさちうは. 
╆ぇ こさなゃ こなす っ いぇこぇかっく こさっい 
1928 ゅ. くぇ うゅさうすっ ゃ ┿きょしすっさ-
ょぇき. ╁ しなゃさっきっくくうすっ うゅさう 
そぇおっかなす しっ いぇこぇかゃぇ ゃ ╂なさちうは 
う しっ こさっょぇゃぇ とぇそっすくけ, おぇすけ 
ゅけさう くっこさっおなしくぇすけ ゃ ゅさぇょぇ, ゃ 
おけえすけ しっ こさけゃっあょぇす うゅさうすっ, 
ょけ いぇおさうゃぇくっすけ うき. 】ぇそっす-
くけすけ こさっょぇゃぇくっ くぇ そぇおっかぇ 
っ しすぇくぇかけ いぇ こなさゃう こなす こさっい 
1936 ゅ.くぇ うゅさうすっ ゃ ╀っさかうく. 
〈け しうきゃけかういうさぇ こさっょぇゃぇくっすけ 
くぇ けかうきこうえしおうすっ すさぇょうちうう 
けす っょくけ こけおけかっくうっ くぇ ょさせゅけ.
╁ ょさっゃくぇ ╂なさちうは くぇ こけぉっ-

ょうすっかは ぉうか ゃさなつゃぇく かぇゃさけゃ 
ゃっくっち, しゃうす けす おかけくおぇ, しさは-
いぇくぇ しなし いかぇすっく くけあ けす ょうゃけ 
きぇしかうくっくけ ょなさゃけ. ]きはすぇかけ 
しっ, つっ すぇおぇ あういくっくうすっ しうかう 
くぇ しゃっとっくけすけ ょなさゃけ しっ こさっ-
ょぇゃぇす くぇ こけぉっょうすっかは. ╃くっし 
こけぉっょうすっかはす こけかせつぇゃぇ いかぇ-
すっく きっょぇか, ゃ くっゅけゃぇ つっしす しっ 
ういょうゅぇ ょなさあぇゃくうはす そかぇゅ くぇ 
しすさぇくぇすぇ きせ う しっ ういこなかくはゃぇ 
くぇちうけくぇかくうはす たうきく.
¨かうきこうえしおう うゅさう くっ しぇ 

こさけゃっあょぇくう すさう こなすう - こさっい 
1916, 1940 う 1944 ゅけょうくぇ, 
いぇさぇょう ‶なさゃぇすぇ う ╁すけさぇすぇ 
しゃっすけゃくう ゃけえくう.
‶けつっすっく こさっいうょっくす くぇ 

╋¨╉. ]かっょ VIII-すっ かっすくう 
けかうきこうえしおう うゅさう こさっい 1924 

ゅ. ゃ ‶ぇさうあ, おけうすけ しぇ ういおかの-
つうすっかくけ せしこってくう, ╃ぬけ ╉せ-
ぉっさすっく しっ けすすっゅかは けす こけしすぇ 
こさっいうょっくす くぇ ╋¨╉. ′ぇしかっょっく 
っ けす ぉっかゅうっちぇ ┿くさう ょぬけ ╀ぇえっ-
╊ぇすせさ. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 13 
ゅけょうくう, ょけ おさぇは くぇ あうゃけすぇ 
しう, ╉せぉっさすっく けしすぇゃぇ こけつっすっく 
こさっいうょっくす くぇ ╋¨╉. 
‶うっさ ょぬけ ╉せぉっさすっく けしすぇゃは 

しかっょ しっぉっ しう くっ しぇきけ しなゃさっ-
きっくくうは けかうきこういなき, くけ う けゅ-
さけきくけ かうすっさぇすせさくけ くぇしかっょ-
しすゃけ: 30 おくうゅう, しさっょ おけうすけ  
„《さっくしおぇ たさけくうおぇ”, „╁しっけぉ-
とぇ うしすけさうは” ゃ 4 すけきぇ, „¨し-
くけゃう くぇ ゅさぇょぇ くぇ ╀なょっとっすけ”, 
„¨かうきこうえしおう きっきけぇさう”,  50 
ぉさけてせさう う くぇょ 1200 しすぇすうう 
くぇ  さぇいかうつくう すっきう – しこけさす, 
そうかけしけそうは, こけかうすうおぇ, うしすけ-
さうは, ぇさたっけかけゅうは う ょさ.
]なさちっすけ きせ – いぇゃうくぇゅう ゃ 

¨かうきこうは. ‶うっさ ょぬけ 《さっょう 
ぉぇさけく ょぬけ ╉せぉっさすっく せきうさぇ くぇ 
74 ゅけょうくう – くぇ  02.09.1977 
ゅ. ゃ ╅っくっゃぇ, 【ゃっえちぇさうは. 
‶けゅさっぉぇく っ ゃ ╊けいぇくぇ, ゃ ぉかう-
いけしす ょけ しっょぇかうとっすけ くぇ ╋¨╉. 
╇いこなかくっくぇ っ こけしかっょくぇすぇ きせ 
ゃけかは: しなさちっすけ きせ っ こけゅさっ-
ぉぇくけ けすょっかくけ - ゃ ゅさけぉくうちぇ 
ぉかういけ ょけ しすっくうすっ くぇ ょさっゃくぇ 
¨かうきこうは. 
╁ つっしす くぇ ╉せぉっさすっく. ╁ 

╊けいぇくぇ っ しないょぇょっく きせいっえ 
“╉せぉっさすっく”. ‶ぇきっすくうちう くぇ 
ゃっかうおうは そさぇくちせいうく しぇ うい-
ょうゅくぇすう ゃ ╂さっくけぉなか, ┿すかぇく-
すぇ, ╊けいぇくぇ う くぇ ょさせゅう きっしすぇ. 
‶けとっくしおう きぇさおう し かうおぇ きせ しぇ 
ういょぇょっくう ゃ ╂っさきぇくうは, ┿いっさ-
ぉぇえょあぇく, ╋けかょけゃぇ. ╁ つっしす くぇ 
╉せぉっさすっく っ こせしくぇすぇ ゃ けぉさぇ-
とっくうっ う きけくっすぇ けす 20 そさぇく-
おぇ. ╋くけゅけ おかせぉけゃっ, おけきうすっすう 
う せつうかうとぇ, ゃおか. う ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, こさうっきぇす うきっすけ くぇ ‶うっさ 
╃ぬけ ╉せぉっさすっく. ′っゅけゃぇ こぇ-
きっすくぇ こかけつぇ っ こけしすぇゃっくぇ くぇ 
ちっくすさぇかくけ きはしすけ ゃ ′]┿ „╁. 
╊っゃしおう” ゃ ]けそうは. ‶さっい 2011 
ゅ. ゃ [せしうは いぇ こなさゃう こなす しぇ 
こせぉかうおせゃぇくう „¨かうきこうえしおう-
すっ きっきけぇさう” くぇ ╉せぉっさすっく - し 
さぇいさってっくうっ くぇ くぇしかっょくうちう-
すっ きせ, こさっょけしすぇゃうかう せくうおぇか-
くう しくうきおう いぇ うかのしすさうさぇくっすけ 
うき. ╃っくはす, ゃ おけえすけ ╉せぉっさすっく 
こさっょしすぇゃは ょけおかぇょぇ しう いぇ ゃない-
さぇあょぇくっすけ くぇ うゅさうすっ – 23-すう 
くけっきゃさう, っ けぉはゃっく こさっい 1948 
ゅ. けす ╋¨╉ いぇ ╋っあょせくぇさけょっく 
けかうきこうえしおう ょっく.
′ぇえ-ゃうしけおけすけ しこけさすくけ 

けすかうつうっ. ]こっちうぇかくうはす きっ-
ょぇか „‶うっさ ょぬけ ╉せぉっさすっく“ 
╋¨╉ こさうしなあょぇ けす 1964 ゅ. - いぇ 
こさけはゃっくけ ぉかぇゅけさけょしすゃけ う ょせた 
くぇ しこけさすしきっくしすゃけ くぇ ¨かうき-
こうえしおう うゅさう. 
╋っょぇかなす しっ しきはすぇ いぇ くぇえ-

ゃうしけおぇすぇ くぇゅさぇょぇ, おけはすけ 
けかうきこうえしおう しなしすっいぇすっか きけあっ 
ょぇ こけかせつう, こけ-こさっしすうあくぇ う 
こけ-ちっくくぇ う けす いかぇすっく きっょぇか. 
╆ぇ ういおかのつうすっかくう いぇしかせゅう 
おなき けかうきこうえしおけすけ ょゃうあっ-
くうっ ょゃせおさぇすくうはす けかうきこうえ-
しおう てぇきこうけく こけ ぉけさぉぇ ╀けはく 
[ぇょっゃ こけかせつう こさっい 2009 ゅ. 
きっょぇか „‶うっさ ょぬけ ╉せぉっさすっく“. 
〈けえ ょぇさう けすかうつうっすけ しう くぇ 
′ぇちうけくぇかくうは うしすけさうつっしおう 
きせいっえ.  

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

』ぇ╆《]╊′〉《╇╅〉¨っ
′ぇ 27-きう きぇさす けす あうゃけすぇ しう けすうょっ ういゃっしすくうはす 

おぇいぇくかなておう たせょけあくうお-すせぉうしす ′うおけかぇ ╆ぇさけゃ.
╁  しゃけは すゃけさつっしおう う あうすっえしおう こなす すけえ けしすぇゃう 

しっさうけいくぇ う くっいぇかうつうきぇ ょうさは - つけゃっておぇ う すゃけさつっ-
しおぇ: し ゅけかはきぇすぇ しう ょせてぇ う てうさけおけ しおさけっくけ しなさちっ, 
すゃけさっち し はさなお こけつっさお, しぇきけぉうすっく う くっけすさぇいうき. 
〈ゃけさつっしおぇすぇ きせ ょうさは とっ あうゃっっ ゃっつくけ ゃ こかぇすくぇすぇ, 

おけうすけ しないょぇゃぇす う とっ しないょぇゃぇす くっゅけゃうすっ しすけすうちう せつっくうちう, おぇおすけ 
う くぇえ-ぉかういおうすっ きせ: しうく, ょなとっさは う ゃくせちう. 
′うおけかぇ ╆ぇさけゃ ぉっ しさっょ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 》せょけ-

あっしすゃっくぇ ゅうきくぇいうは. ‶さっい 1976 ゅ. っ くぇゅさぇょっく おぇすけ こさっこけょぇゃぇ-
すっか し けさょっく „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう“. ‶けつすう ゃしうつおう ういゃっしすくう 
しすぇさけいぇゅけさしおう たせょけあくうちう しぇ せつうかう こさう くっゅけ - ╀けすぬけ ╀けすっゃ, 
]かぇゃう 〈っくっゃ, ╁ぇかぬけ ╃けくつっゃしおう. ]さっょ せつっくうちうすっ きせ しぇ う ぉうゃ-
てうはす いぇき.-きうくうしすなさ くぇ おせかすせさぇすぇ ╂ぇくつけ ╉ぇさぇぉぇょあぇおけゃ, こさけそ. 
╁うたさけくう ‶けこくっょっかっゃ, ういおせしすゃけゃっょおぇすぇ ]ゃっすかぇ ╋けしおけゃぇ. ╆ぇさけゃ 
うきぇ しこっちうそうつっく こけつっさお ゃ あうゃけこうしすぇ, くっゅけゃぇ いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ 
しぇ ゅけかはきけそけさきぇすくうすっ おぇさすうくう くぇ おぇさぇおぇつぇくしおう ょっゃけえおう, ぉう-
すけゃう う こっえいぇあくう こかぇすくぇ. ╇いゃっしすっく っ し せくうおぇかくぇすぇ しう すったくうおぇ 
くぇ さうしせゃぇくっ - くぇこさぇゃけ し すせぉうすっ し ぉけう. ╇きぇ くぇょ 20 ういかけあぉう ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶けおぇいゃぇか っ こかぇすくぇすぇ しう う ゃ ╋けしおゃぇ, ┿すうくぇ, 】うこ. 
╄おうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” う こさうはすっかうすっ くぇ しっきっえしすゃけすけ しぇ 

しなこさうつぇしすくう ゃ ぉけかおぇすぇ う しおさなぉすぇ くぇ くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ う くぇ 
しなこさせゅぇすぇ きせ - ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇさおぇ くぇ そうさきっくぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか” ╇くぇ ╆ぇさけゃぇ.

  ‶けおかけく こさっょ しゃっすかぇすぇ こぇきっす くぇ ′うおけかぇ ╆ぇさけゃ! 


