
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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¨せけぬけあてけうかせ さそすけてかて, たそおさちかたかせ そて 528 えちあきおあせけ, 
たちかおしあえあ 〉けさそしあこ ¨いとのかう くあ 》そねかてかせ えちあきおあせけせ せあ [あくあせしひさ 
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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

[¨〉╈ ╋¨]╊【
〈させょくけすけ ょっすしすゃけ くぇ ╉うくゅ. 

╅うかっす っ さけょっく こさっい 1855 ゅ. ゃ 
ゅさぇょつっすけ 《けく ょの かぇお (╄いっさくけ 
ょなくけ), とぇすぇ 〉うしおけくしうく, ゃ ぉっい-
うきけすくけ しっきっえしすゃけ. ╅うゃけすなす 
ゃ ゅさぇょつっすけ こさけすうつぇか ぉぇゃくけ う 
っょくけけぉさぇいくけ. ╃っすっすけ うきぇかけ 
ぉなさいぇ きうしなか う ゃうしけおけ しぇきけ-
つせゃしすゃうっ, くぇしかっょっくう けす ぉぇとぇ 
きせ ╃あけさょあ ╅うかっす, おけえすけ しっ 
いぇくうきぇゃぇか し きくけゅけ くっとぇ, ぉうか 
う こぇすっくすっく ぇゅっくす, くっすうこうつくけ 
いぇくうきぇくうっ ゃ けくっいう ゃさっきっくぇ. 
╋ぇえおぇすぇ くぇ ╉うくゅ - 《ぇくう ╊っ-
きぇえさぇ, ういょぇかぇ „╉くうゅぇ くぇ ぉっ-
かうは ょけき”, こさっこっつぇすゃぇくぇ ゃ こさけ-
ょなかあっくうっ くぇ こけゃっつっ けす 100 
ゅけょうくう, しなょなさあぇとぇ ゅけすゃぇさしおう 
さっちっこすう. ╉うくゅ ぉうか くぇ 4 ゅ., おけ-
ゅぇすけ, いぇ ょぇ いぇこけつくっ ぉういくっし う 
ょぇょっ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ しうくぇ しう, 
╅うかっす-しすぇさてう こさっきっしすうか しっ-
きっえしすゃけすけ しう ゃ 』うおぇゅけ. 〈ぇき 
すけえ けすゃけさうか さぇぉけすうかくうちぇ いぇ 
さっきけくす くぇ てっゃくう きぇてうくう, 
おぇすけ くっこさっおなしくぇすけ せしなゃなさ-
てっくしすゃぇか ゃしうつおけ, おけっすけ きせ こけ-
こぇょくっ. ╉うくゅ けしすぇゃは せつうかうとっ-
すけ, いぇ ょぇ こけきぇゅぇ くぇ ぉぇとぇ しう, 
おけえすけ ういおぇさゃぇか ょけぉさう こぇさう, 
くけ ゃしうつおけ させたくぇかけ いぇさぇょう 
』うおぇゅしおうは こけあぇさ こさっい 1871 
ゅ., こさけきっくうか きくけゅけ しなょぉう. ]っ-
きっえしすゃけすけ しっ きっしすう ゃ ′の ╈けさお. 
′け しおけさけ ぉぇとぇ きせ しっ こさけこうか 
う きけきつっすけ こけっかけ ういょさなあおぇ-
すぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ. [ぇぉけすぇ 
16-ゅけょうてくうはす ╉うくゅ しう くぇきっ-
さうか ぉなさいけ – こけしさっょくうお こさう 
こさけょぇあぉうすっ ゃ きぇかおぇ おけきこぇくうは 
いぇ すなさゅけゃうは し ょさっぉくう しすけおう 
いぇ ぉうすぇ. ╉うくゅ さぇぉけすうか いょさぇゃけ 
う こけおぇいぇか いぇゃうょくう すなさゅけゃしおう 
せきっくうは.
〈さはぉゃぇ ょぇ ういきうしかは くっとけ!

′け ょっすしおぇすぇ きせ  きっつすぇ ょぇ しない-
ょぇょっ くっとけ, し おけっすけ たけさぇすぇ ょぇ 
ゅけ いぇこけきくはす, くっ ゅけ くぇこせしおぇかぇ. 
]ぇきけすけ ゃさっきっ ぉうかけ すぇおけゃぇ - 
ういけぉさっすぇすっかしおけ - すけゅぇゃぇ しっ 
こけはゃうかう すっかっそけくなす, さぇょうけすけ, 
っかっおすさうつっしおぇすぇ おさせておぇ う ぇゃ-
すけきけぉうかうすっ. ╉うくゅ ういきうしかはか 
う せしなゃなさてっくしすゃぇか さぇいかうつくう 
くっとぇ, ゃおか. ぉうすけゃう せさっょう, くけ 
くっ きけあっか ょぇ あうゃっっ けす すけゃぇ. 
′はきぇか くうすけ ゃさっきっ, くうすけ こぇさう 
いぇ くけゃけゃなゃっょっくうはすぇ しう. ╀うかけ 
くっけぉたけょうきけ ょさせゅけ ういけぉさっすっ-
くうっ – すぇおけゃぇ, おけっすけ ょぇ こさっけ-
ぉなさくっ こぇいぇさぇ.
‶さっい 1891 ゅ. ╅うかっす しっ きっしすう 

ゃ ╀ぇかすうきけさ, おなょっすけ しっ しこさうは-
すっかはゃぇ し 〉うかはき ‶っえくすなさ, ういけ-
ぉさっすぇすっか くぇ いぇゃうくすゃぇとぇすぇ しっ 
かぇきぇさうくっくぇ おぇこぇつおぇ いぇ ぉせ-
すうかおぇ. ╃ゃぇきぇすぇ つっしすけ しっ しなぉう-
さぇかう う そぇくすぇいうさぇかう. ╁っょくなあ 
‶っえくすなさ きせ おぇいぇか: „╁うあ きけう-
すっ おぇこぇつおう: っょくけ-ょゃっ いぇゃなさ-
すぇくうは くぇ おぇこぇつおぇすぇ う すさはぉゃぇ 
くけゃぇ. ‶けきうしかう ぉっい おぇおゃけ つけ-
ゃっお くっ きけあっ う ういきうしかう くっとけ, 
おけっすけ っ きぇしけゃけ う とっ ゃかっいっ ゃ 
あうゃけすぇ くぇ ゃしっおう ぇきっさうおぇくっち. 
╆ぇ ょぇ しっ ゃさなとぇす おかうっくすうすっ, 
すさはぉゃぇ ょぇ こさけういゃっあょぇて くっとけ 
いぇ っょくけおさぇすくぇ せこけすさっぉぇ”.                                                                                                               
╉うくゅ いぇこけつくぇか ょぇ こさったゃなさかは 
ゃ ゅかぇゃぇすぇ しう ゃしうつおう つけゃっておう 
ょっえくけしすう. ╁しはおぇ ゃっつっさ さぇい-
ゅさなとぇか さっつくうおぇ: ╄ – っかきぇい, いぇ 
ょぇ しっ さっあっ しすなおかけ, くけ すぇおけゃぇ 
くっとけ ゃっつっ うきぇ; ╀ – ぉせすうかおぇ, 
ゃっつっ すなさゅせゃぇき し おぇこぇつおう; ╁ – 
ゃっかけしうこっょ, いぇ おぇおゃけ きう っ くぇ 
すっいう ゅけょうくう ょぇ こさけょぇゃぇき ゃっ-
かけしうこっょう…? ╇ いぇすゃぇさはか さっつ-
くうおぇ...
‶さっょ けゅかっょぇかけすけ! ╉ぇおすけ 

つっしすけ しっ しかせつゃぇ こさう ゃっかうおう-
すっ けすおさうすうは, うょっはすぇ きせ ょけ-
てかぇ しなゃしっき しかせつぇえくけ. ╄ょくぇ 

〈ぇいう うしすけさうは っ てうさけおけ ういゃっしすくぇ: っょくぇ かはすくぇ しせすさうく 
くぇ 1895 ゅ. すけえ こけゅかっょくぇか ぉさぇょはしぇかけすけ しう かうちっ ゃ けゅ
かっょぇかけすけ う… こけしかっょゃぇかぇ いゃせつくぇ させゅぇすくは – ぉさなしくぇ
つなす きせ ぉうか ういたぇぉっく. 〈さはぉゃぇかけ うかう ょぇ けすうょっ くぇ ぉさなし
くぇさ, うかう ょぇ いぇくっしっ くけあつっすけ ょぇ ゅけ くぇすけつぇす…
40-ゅけょうてくうはす すなさゅけゃしおう ぇゅっくす ╉うくゅ ╉っきこ ╅うかっす, 
すっゅかっく けす くぇえ-さぇいかうつくう うょっう, きっつすぇっか ょぇ ういけぉさっ
すう くっとけ. ′っとけ こさけしすけ う こさっおさぇしくけ. ╇ ゅけ くぇこさぇゃうか! 
╁っおなす くぇ すさせょくけすけ う けこぇしくけ ぉさなしくっくっ こさうおかのつうか. 
]ゃけっすけ ういけぉさっすっくうっ ╅うかっす くぇさっおなか しぇきけぉさなしくぇつおぇ. 
„¨す ゃしうつおう ゃっかうおう ういけぉさっすっくうは きけはす ぉさなしくぇつ っ くぇえ-
ゃっかうおぇすぇ ょさっぉけかうは“, しおさけきくけ とっ けすぉっかっあう こけ-おなし
くけ くっえくうはす しないょぇすっか.

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
╉とせあうつさけ さそちかせけ う „╅ちつかせあし“

》そ-さひつせそ たかせつけそせけちあせか くあ うそかせせけ, たそしけぬあけ け いあしかちけせけ 
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』ちかはけ:
》ちそなかつそち
╅しかさつあせおひち ‶そちおあせそう

]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ っ つぇしす けす 
そうさきっくぇすぇ こけかうすうおぇ いぇ こさうゃかうつぇくっ くぇ きかぇょう しこっ-

ちうぇかうしすう, くぇ おけうすけ ょさせあっしすゃけすけ けしうゅせさはゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ 
さぇいゃうすうっ う こけしすうゅぇくっ くぇ ゃうしけおう しすっこっくう ゃ こさけそっしうけくぇか-
くぇすぇ さっぇかういぇちうは.
╃けしっゅぇ しっ けすこせしおぇたぇ しすうこっくょうう くぇ けぉせつぇゃぇとうすっ しっ ゃ ‶かけ-

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

けぉせつぇゃぇとう しっ しすせょっくすう  けす うくあっくっさくうすっ しこっちうぇかくけしすう くぇ  

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

おぇくょうょぇすしすゃぇす いぇゃなさてうかうすっ しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ せつっ-
くうちう けす おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ, くっいぇゃうしうきけ けす こさけそうかぇ 
うき う こさうっすう いぇ しすせょっくすう, おぇおすけ う ゃっつっ けぉせつぇゃぇとう しっ くぇ 
ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ しすっこっく こけ すっいう しこっちうぇかくけしすう.
╆ぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっ そうさきぇすぇ とっ けしうゅせさはゃぇ きっしっつくう 

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

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

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

さっし  ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, すっか. 
0431/6-31-33.

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

〈けかおけゃぇ しぇ ゅさぇあょぇくうすっ /しなゅかぇしくけ せしかけゃうはすぇ くぇ ¨ぉ] しぇ くっけぉたけょうきう 90 こけょこうしぇ/, こけょおさっ-
こうかう こさっょかけあっくうっすけ くぇ すさうつかっくっく ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす けす ╉ぇいぇくかなお いぇ せょけしすけはゃぇくっすけ 

くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ いぇ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお 
いぇ 2015 ゅけょうくぇ.  〈けゃぇ っ くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ, おけっ-
すけ ¨ぉとうくぇすぇ こさうしなあょぇ くぇ しゃけう ゅさぇあょぇくう しなゅかぇしくけ 
′ぇさっょぉぇすぇ いぇ しうきゃけかうおぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. ‶け すさぇょう-
ちうは すけ しっ けぉはゃはゃぇ けそうちうぇかくけ う しっ ゃさなつゃぇ くぇ  せょけし-
すけっくうは し すぇいう ゃうしけおぇ つっしす くぇ すなさあっしすゃっくぇ しっしうは, 
おけはすけ しっ こさけゃっあょぇ ゃ ╃っくは くぇ ╉ぇいぇくかなお - こなさゃうはす 
こっすなお くぇ きっしっち のくう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ちっさっきけくうはすぇ とっ 
ぉなょっ くぇ 6-すう のくう. 
‶さっょかけあっくうっすけ いぇ せょけしすけはゃぇくっすけ くぇ ′うおけかぇえ 

╇ぉせてっゃ  っ  ゃくっしっくけ ゃ ょっかけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ こさっょしっょぇすっかは 
くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ う くぇ ゅさせ-
こうすっ しなゃっすくうちう ゃ くっゅけ. ‶さっょしすけう すけ ょぇ ぉなょっ さぇいゅかっ-
ょぇくけ ゃ おけきうしううすっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇ ゃいっきぇくっ 
くぇ さってっくうっ.
╋けすうゃうすっ, し おけうすけ ╇くうちうぇすうゃくうはす おけきうすっす, こさっょ-

しっょぇすっかしすゃぇく けす うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ - さなおけ-
ゃけょうすっか けすょっか „〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ” ゃ „┿さしっくぇか” 
う こさっょしすぇゃうすっか 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”, 

╂けすけゃ っ  こさけっおすなす いぇ くけゃ ╉けょっおし いぇ しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ  /╉]¨/ ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶さっょかけ-
あっくうはすぇ う こさけきっくうすっ しぇ こせぉかうおせゃぇくう くぇ しすさぇくうちぇすぇ くぇ ╋〈]‶ いぇ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇ-

くっ. ]さっょ うくすっさっしくうすっ きけきっくすう ゃ くっゅけ っ こさっょかけあっくうっすけ いぇ こけ-ゃうしけおぇ ゃないさぇしす いぇ こっくしうけくう-
さぇくっ いぇ ゃけっくくう, 
こけかうちぇう う ぉぇかっ-
さうくう. ]なゅかぇしくけ 
こさっょかけあっくうっすけ, 
すっ とっ しっ こっく-
しうけくうさぇす ゃっつっ 
くぇ 53 ゅけょうくう, ぇ 
くっ おぇおすけ っ ゃ きけ-
きっくすぇ - くぇ 45. 
]こけさっょ こさけっおすぇ, 
きうくうきぇかくぇすぇ うい-
うしおせっきぇ ゃないさぇしす 
いぇ しかせあうすっかうすっ 
くぇ しうかけゃうすっ きう-
くうしすっさしすゃぇ とっ 
ゃかっいっ ゃ しうかぇ けす 
ょけゅけょうくぇ. ╃けしっ-
ゅぇ ゃけっくくう, こけかう-
ちぇう う おぇょさう けす しかせあぉうすっ ういかういぇたぇ ゃ いぇしかせあっくぇ こけつうゃおぇ しかっょ 27 ゅ. けしうゅせさうすっかっく しすぇあ, 
18 ゅ. けす おけうすけ ゃ しうしすっきぇすぇ. 〈ぇおぇ さっょくうちう きけあったぇ ょぇ こさっおなしゃぇす さぇぉけすぇ ょけさう くぇ 45 ゅ. ╀ぇ-
かっさうくうすっ, ぉぇかっすうしすうすっ う すぇくちぬけさうすっ とっ しっ こっくしうけくうさぇす しなとけ くぇ 53 ゅけょうくう. ╁ こさけっおすぇ っ 
いぇかけあっくけ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ けしうゅせさけゃおうすっ いぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ う こっくしうは けぉとけ し 4,5% こさっい しかっょ-
ゃぇとうすっ 12 ゅけょうくう, おぇおすけ う くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす こけ こかぇく し ょゃぇ, すさう う っょうく きっしっち ょけ 65 
ゅけょうくう いぇ ょゃぇすぇ こけかぇ, おぇすけ すけゃぇ とっ しすぇゃぇ こけしすっこっくくけ ょけ 2037 ゅ. ]すぇあなす いぇ こっくしうは しなとけ 
とっ さぇしすっ し こけ ょゃぇ きっしっちぇ ゅけょうてくけ, ょけおぇすけ こさっい 2027 ゅけょうくぇ しすうゅくっ 40 ゅけょうくう いぇ きなあっすっ 
う 37 ゅけょうくう いぇ あっくうすっ. 

しせすさうく いぇこけつくぇか ょぇ しっ ぉさなし-
くっ う ういゃっょくなあ さぇいぉさぇか おけかおけ 
くっせょけぉしすゃぇ くけしう すけゃぇ. ′けあ-
つっすけ きせ ゃっつっ ぉうかけ ういたぇぉっくけ 
う ╅うかっす すさはぉゃぇかけ ょぇ けすうょっ 
こさう きぇえしすけさ, いぇ ょぇ ゅけ くぇすけ-
つう. ╀さなしくぇつうすっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
ぉうかう くっ しぇきけ けこぇしくう /くぇさうつぇ-
かう ゅう „さっあっとう ゅなさかけすけ“/, くけ う 

ょけしすぇ しおなこう, いぇすけゃぇ ぉうかけ くっ-
けぉたけょうきけ ょぇ しっ ゃくうきぇゃぇ し すはた 
う こっさうけょうつくけ ょぇ しっ くけしはす くぇ 
いぇすけつゃぇくっ. ]すけっえおう こさっょ けゅかっ-
ょぇかけすけ, ╅うかっす いぇ こさなゃ こなす いぇ-
ぉっかはいぇか, つっ ゃ ぉさなしくぇつぇ ゃしなと-
くけしす さぇぉけすう しぇきけ っょくけ すなくおけ 
くけあつっ, ぇ けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす しかせ-
あう いぇ こさうおさっこゃぇくっ. ╁ ゅかぇゃぇすぇ 
きせ くぇたかせかう ょっしっすおう ゃなこさけしう, 
くぇ おけうすけ すけえ くぇ しっおせくょぇすぇ 
くぇきうさぇか けすゅけゃけさうすっ. ╁しうつおけ 
ぉうかけ おぇすけ くぇしなく. ╃け すけいう きけ-
きっくす ゃしうつおう せしうかうは ぉうかう くぇ-
しけつゃぇくう おなき すけゃぇ - ょぇ しっ こさけ-
ょなかあう あうゃけすなす くぇ けしすさうっすけ. 
╅うかっす ういきうしかうか ょさせゅけ: いぇ ょぇ 
くっ しっ くぇすけつゃぇ くぇ おぇうて, けこなくぇす 
くぇ しすっくぇすぇ, すなくおけすけ, いょさぇゃけ, 
かっおけ う っゃすうくけ くけあつっ ょぇ しっ こけ-
しすぇゃは くぇ しこっちうぇかっく 〈-けぉさぇいっく 
ょなさあぇつ う ょぇ きけあっ ょぇ しっ しきっくは 
しかっょ ぉさなしくっくっ.
20 ゅけょうくう しかっょ うしすけさうつっしおけ-

すけ せすさけ すけえ とっ おぇあっ: „〈けつくけ 
すけゅぇゃぇ しっ こけはゃう きけはす ぉさなしくぇつ. 
〈けゃぇ こさうかうつぇてっ こけゃっつっ くぇ 
けすおさけゃっくうっ, けすおけかおけすけ くぇ さぇい-
きうてかっくうっ.“
]っすうか しっ う, つっ おけゅぇすけ ぉうか 

すなさゅけゃしおう こなすくうお う こさっおぇさゃぇか 
きくけゅけ つぇしけゃっ ゃなゃ ゃかぇおけゃっすっ, 
つっしすけ きせ しっ くぇかぇゅぇかけ ょぇ しっ 
ういぉさなしくっ, ぇ おかぇすせておぇくっすけ くぇ 
ゃぇゅけくうすっ ゅけ いぇすさせょくはゃぇかけ.
]かっょ ゅけょうくう, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ-

かけ ょぇ ういかけあう ぇさゅせきっくすうすっ しう 
いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ くけゃ こぇすっくす, 
╉うくゅ ╅うかっす おぇいゃぇ こさっょ とぇす-
しおぇすぇ おけきうしうは: “… さぇょうおぇかくう 
こさけきっくう ゃ せさっょうすっ いぇ ぉさなしくっ-
くっ くっ しぇ こさぇゃっくう けす しすけかっすうは. 
╆ぇすけゃぇ しう こけきうしかうた いぇ くっとけ 
っゃすうくけ, おけっすけ きけあっ ょぇ しっ しきっ-
くは. ╃させゅうすっ せさっょう しっ ういすなこは-
ゃぇす う くっ しぇ ぉっいけこぇしくう.” 〈ぇおぇ, 
ゃ すなさしっくっ くぇ くぇつうく いぇ こさけ-
ういゃっあょぇくっ くぇ こさうくちうこくけ くけゃ 

せさっょ いぇ ぉさなしくっくっ – っょくけおさぇす-
くぇ っゃすうくぇ しぇきけぉさなしくぇつおぇ, 
おけはすけ ょぇ けぉかっおつう あうゃけすぇ くぇ 
ゃしうつおう きなあっ くぇ こかぇくっすぇすぇ, 
きうくぇかう ちっかう てっしす ゅけょうくう!
╉なき ゅけかはきぇすぇ ちっか. 〈けゅぇ-

ゃぇ ぇきっさうおぇくしおうすっ ぉさなしくぇつう 
こさっょしすぇゃかはゃぇかう くけあつっ う いぇ-
こけっくぇ いぇ くっゅけ ょさなあおぇ. ╇ょっは-

すぇ くぇ ╅うかっす ぉうかぇ ょぇ けすょっかう 
くけあつっすけ けす ょさなあおぇすぇ, おぇすけ 
しっ くぇすけつう っょくけ すなくおけ かうしすつっ 
しすけきぇくぇ う しっ いぇおさっこう こっさこっく-
ょうおせかはさくけ くぇ ょさなあおぇすぇ. 】けき 
くけあつっすけ しっ ういすなこう, ょぇ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ しきっくっくけ し くけゃけ. ‶さっ-
ょっかくけ こさけしすけ. „╂けすけゃけ. ╀なょっ-
とっすけ くう っ けしうゅせさっくけ“, こうしぇか 
すけえ くぇ あっくぇ しう ゃ ¨たぇえけ. ′け 
きぇかおけ ういぉなさいぇか…
‶け すけゃぇ ゃさっきっ くはきぇかけ すった-

くけかけゅうう いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ 
くっけぉたけょうきぇすぇ しすけきぇくぇ. ‶さっ-
ょう ょぇ さぇいぉっさっ すけゃぇ, けおさうかっく, 
すけえ ゃかっすはか ゃ こなさゃぇすぇ あっかっいぇ-
さうは う おせこうか しすけきぇくっくぇ かっくすぇ 
いぇ つぇしけゃくうおぇさしおう こさせあうくう, 
っかっきっくすぇさくう うくしすさせきっくすう う 
つっさすけあくぇ たぇさすうは. ]かっょ しっょ-
きうちぇ ゃっつっ ぉうか くぇこさぇゃうか 
こなさゃうは ぉさなしくぇつ し くけあつっすぇ 
いぇ っょくけおさぇすくぇ せこけすさっぉぇ. ╀うか 
せゃっさっく ゃ せしこったぇ しう. ╄ょくけ させかけ 
しすけきぇくっくぇ かっくすぇ しすさせゃぇかけ 16 
ちっくすぇ, ぇ けす くっゅけ きけあっかけ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃはす 500 くけあつっすぇ.
„‶けくっあっ くはきぇた すったくうつっしおけ 

けぉさぇいけゃぇくうっ, くっ こけょけいうさぇた, 
つっ いぇ きけうすっ ちっかう きう すさはぉゃぇ 
きくけゅけ こけ-おぇつっしすゃっくぇ う こけ-
しおなこぇ しすけきぇくぇ“, しこけきくは しう 
╉うくゅ ╅うかっす.                                                                                                                                          
〈さはぉゃぇかぇ すなくおぇ, いょさぇゃぇ う 

っゃすうくぇ しすけきぇくぇ. ]こっちうぇかう-
しすうすっ こけ きっすぇかせさゅうは ゃ ╋ぇ-
しぇつせいっすしおうは うくしすうすせす きせ おぇ-
いぇかう, つっ すけゃぇ, おけっすけ うしおぇ, っ 
くっゃないきけあくけ. ] ょくう ╅うかっす 
くっ ういかういぇか けす かぇぉけさぇすけさうは-
すぇ, たけょっか くっぉさなしくぇす, ぇ こさう-
はすっかうすっ きせ しっ てっゅせゃぇかう: „〈う 
ういけぉさっすう しぇきけぉさなしくぇつおぇすぇ, ぇ 
ちっかうはす しう けぉさぇしなか おぇすけ ゅけさぇ“. 
〈けえ けぉぇつっ くっ しっ しこさはか. ′ぇきっ-
さうか しなきうてかっくうお - うくあっくっさなす 
〉うかなき ′うおなかしなく, おけえすけ しっ 
いぇこぇかうか こけ うょっはすぇ う さぇいさぇ-

ぉけすうか すったくけかけゅうは いぇ しすけきぇくっ-
くぇすぇ かっくすぇ. ╅うかっす こさっい すけゃぇ 
ゃさっきっ いぇゃなさてゃぇか さぇいさぇぉけす-
おぇすぇ くぇ けおけくつぇすっかくうは きけょっか. 
╀うか くぇ 48 ゅけょうくう. 
╉なき しかぇゃぇすぇ う ぉけゅぇすしすゃけ

すけ. ‶さっい 1901 ゅ. ╅うかっす う ′う-
おなかしなく ゃかぇゅぇす きくけゅけ しけぉしす-
ゃっくう しさっょしすゃぇ う しないょぇゃぇす 
おけきこぇくうは, おけはすけ ゅけょうくぇ こけ-
おなしくけ とっ こさうっきっ うきっすけ “╅う-
かっす”. ╆ぇこけつくぇかけ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ こなさゃうすっ くけあつっすぇ, おけうすけ 
くっ しっ くせあょぇっかう けす くぇすけつゃぇくっ. 
‶ぇすっくすなす うき いぇ くけゃけゃなゃっょっ-
くうっすけ けとっ くっ ぉうか こさういくぇす, ぇ 
きっあょせゃさっきっくくけ ぇくゅかうえしおぇ 
おけきこぇくうは しなとけ こさっすっくょうさぇかぇ 
いぇ こけょけぉくけ けすおさうすうっ. ╁しっ こぇお 
しかっょ すさう ゅけょうくう ょけおせきっくすなす し 
わ775 134 ぉうか  こけかせつっく う ╅う-
かっす  こけっきぇ こけ こなすは くぇ しかぇゃぇすぇ 
う ぉけゅぇすしすゃけすけ… ̈ こうすなす きせ おぇすけ 
すなさゅけゃしおう こけしさっょくうお しう おぇいぇか 
ょせきぇすぇ – すけえ せきっっか ょぇ しおかのつ-
ゃぇ しょっかおう う しおけさけ くぇきっさうか 
くけゃう うくゃっしすうすけさう. ‶さっい 1903 
ゅ. いぇこけつくぇかけ しっさうえくけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ しぇきけぉさなしくぇつおうすっ, 
くけ ぉうかう こさけょぇょっくう しぇきけ 51 
ぉさなしくぇつおう う 168 くけあつっすぇ.
【っきっすくう こさけょぇあぉう. ′ぇ 

しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ けぉぇつっ ぉさけ-
はす ぉうか ゃっつっ 91 000 ぉさなしくぇつおう 
う 123 たうかはょう くけあつっすぇ. ╆くぇ-
きっくうすうすっ きせしすぇちう くぇ ╅うかっす 
しすぇくぇかう そうさきっく いくぇお くぇ おけき-
こぇくうはすぇ.
‶さっい 1905 ゅ. すけえ けすおさうゃぇ ゃ 

╊けくょけく こなさゃうは しう けそうし ういゃなく 
]┿】, ぇすぇおせゃぇえおう う こぇいぇさぇ くぇ 
]すぇさうは おけくすうくっくす, おぇすけ しない-
ょぇか けゅさけきくぇ ょうしすさうぉせすけさしおぇ 
きさっあぇ. ‶さっい 1908 ゅ. こさけょぇあ-
ぉうすっ くぇょゃうてうかう 13 きかく. ょけ-
かぇさぇ! ‶さっい 1917 ゅ. ぉうかう こさけ-
ょぇょっくう 1 きうかうけく ぉさなしくぇつおう う 
120 きうかうけくぇ くけあつっすぇ. ╋けょぇすぇ 
くぇ ぉさぇょうすっ ぉうかぇ けすきうくぇかぇ う 
すなさしっくっすけ しっ せゃっかうつうかけ.

‶け ゃさっきっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ くぇしすなこうか いゃっいょくうはす 
きうゅ くぇ ╅うかっす. 〈けえ しおかのつうか  
ょけゅけゃけさ し ぇきっさうおぇくしおけすけ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけ いぇ しくぇぉょはゃぇくっ しなし 
しぇきけぉさなしくぇつおう くぇ ちはかぇすぇ ぇさ-
きうは. ╁なゃ ゃけっくくう せしかけゃうは ゃけえ-
くうちうすっ きけあっかう  ょぇ しっ ぉさなしくぇす 
きくけゅけ こけ-ぉなさいけ. ╄ょくけょくっゃおうすっ 
し ょけしすぇすなつくけ さっいっさゃくう くけあつっ-
すぇ さってぇゃぇかう きくけゅけ こさけぉかっきう 
- すっ ぉうかう っゃすうくう, たうゅうっくうつくう 
う こさけしすう いぇ ういこけかいゃぇくっ, くっ しっ 
くせあょぇっかう けす こけょょさなあおぇ. ] すはた 

けすこぇょくぇかぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
こけかおけゃうは ぉさなしくぇさ. ′ぇ ゃけっくくう-
すっ ╅うかっす こさけょぇか 3,5 きうかうけくぇ 
しぇきけぉさなしくぇつおう う 32 きうかうけくぇ 
くけあつっすぇ.                                                                              
╀ういくっし-きけょっかなす くぇ ╅う

かっす. ╀ういくっし-せきっくうはすぇ きせ しぇ 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ういゅさぇょっくう-
すっ けす くっゅけ しすさぇすっゅうう う きけ-
ょっかう いぇ こさぇゃっくっ くぇ ぉういくっし, 
おけうすけ しっ ういこけかいゃぇす ょけ ょくっし.                                 
╅うかっす こさっしかっょゃぇか ょゃっ くっとぇ 
こさっい しゃけは あうゃけす: くっこさっおなし-
くぇすけ せしなゃなさてっくしすゃぇか しゃけは 
せさっょ, すなえ おぇすけ ゃっつっ う ょぇきうすっ 
こけしはゅぇかう おなき くっゅけ いぇ しゃけうすっ 
しこっちうそうつくう くせあょう, う ゃけょっか 
ぉっいおけきこさけきうしくぇ ぉうすおぇ し そうさ-
きうすっ, おけうすけ ゅけ おけこうさぇかう, こさう-
かぇゅぇえおう あっかはいくぇすぇ しう たゃぇすおぇ 
- こっつっかっか ょっかぇ いぇ こぇすっくすぇ, ぇ 
おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇかけ, こさけしすけ うい-
おせこせゃぇか おけくおせさっくすうすっ しう, いぇ 
ょぇ くっ きせ こさっつぇす. 
〈ぇおぇ けしすぇゃぇ くぇ ゃなさたぇ う おけゅぇ-

すけ っ くぇ 50, こさぇゃう けとっ くっとけ, 
くっこけいくぇすけ ょけすけゅぇゃぇ. 
╉けきこぇくうはすぇ くっ しこうさぇかぇ ょぇ 

こさぇゃう ういおかのつうすっかくけ こさうゃかっ-
おぇすっかくう さっおかぇきくう おぇきこぇくうう. 
′ぇこさうきっさ, さぇいょぇゃぇかぇ ょなさあぇつう 
ぉっいこかぇすくけ うかう こけつすう ぉっいこかぇす-
くけ う こっつっかっかぇ けす こさけょぇあぉぇすぇ 
くぇ しきっくはっきうすっ くけあつっすぇ. 〈けゃぇ 
っ こなさゃうはす こけ さけょぇ しう ぉういくっし-
きけょっか.  
[ぇいぉうさぇ しっ, ╅うかっす ぉうか ゃっつっ 

きうかうけくっさ. 〈けえ けすぉっかはいぇか: 
„╁しっ けとっ くっ しなき ゃうょはか こけ-さぇい-
こさけしすさぇくっくぇ ゃっと けす くぇてぇすぇ 
しぇきけぉさなしくぇつおぇ“.
′ぇ 55 ゅ. ╉うくゅ っ かうょっさ ゃ こさけ-

ういゃけょしすゃけすけ くぇ せさっょう う こさけょせ-
おすう いぇ ぉさなしくっくっ ゃ しゃっすぇ う かう-
ちっすけ きせ おさぇしう ゃしはおぇ けこぇおけゃおぇ 
けす くっゅけゃうすっ しすけおう. 
‶ぇさぇょけおしぇかっく そぇおす っ, つっ ゃな-

こさっおう ぉういくっしぇ しう, ╅うかっす ぉうか 
はさけしすっく こさけすうゃくうお くぇ おぇこうすぇ-
かういきぇ う ういこけゃはょゃぇか せすけこうつくけ-

しけちうぇかうしすう-
つっしおう うょっう. 
‶さうすっあぇゃぇか 
ゃくせてうすっかくけ 
しなしすけはくうっ, くけ 
くっ ぉうか こさう-
ゃ な さ あ っ く う お 
くぇ さぇいおけてぇ. 
]なたさぇくはゃぇか 
こぇさうすっ しう ゃ 
ぇおちうう う うしおぇか 
ょぇ ゅう ういこけかい-
ゃぇ, いぇ ょぇ そう-
くぇくしうさぇ くけゃぇ 
しけちうぇかくぇ しうし-
すっきぇ. 
‶けしかっょくう 

ゅけょうくう. ╂け-
かはきぇすぇ ょっ-
こさっしうは けす 
1929 ゅ. こさう-
つうくはゃぇ けゅさけ-

きくう いぇゅせぉう くぇ おけきこぇくうはすぇ きせ 
う すは こけつすう させたゃぇ. ‶けしかっょくうすっ 
4 ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう, こさぇお-
すうつっしおう ゃ くうとっすぇ, ╅うかっす こさっ-
おぇさゃぇ ゃ けこうす ょぇ ゃないしすぇくけゃう 
こさっょこさうはすうっすけ しう. 〉きうさぇ くぇ 
77 ゅ. こさっい 1932 ゅ. ]かっょ しきなさ-
すすぇ きせ, ゃ さっいせかすぇす くぇ さぇいかうつくう 
こさけきっくう, おけきこぇくうはすぇ しっ ゃょうゅぇ 
くぇ おさぇおぇ. ‶け-くぇすぇすなてくぇすぇ え 
うしすけさうは っ うしすけさうは くぇ くっこさっ-
おなしくぇす こけょっき.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

こさっょかぇゅぇ  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ いぇ ゃうしけおけすけ けすかうつうっ しぇ: ょけおぇいぇく こさうくけし ゃ うくゃっしすうさぇくっすけ う さっ-
ぇかういぇちうはすぇ くぇ 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 けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  
う いぇ くっゅけゃぇすぇ ょ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  ゃ しそっさぇすぇ くぇ くぇせおぇすぇ, けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, しこけさすぇ, おせかすせさぇすぇ う ょぇさうすっかしおぇすぇ きせ ょっえくけしす.
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‶さけそ. ╈けさょぇくけゃ, けし
すぇくぇたすっ ゃ ぉなかゅぇさしおぇ

すぇ こけかうすうおぇ くっ すけかおけゃぇ し 
そせくょぇきっくすぇかくけすけ いぇおけくけす
ゃけさつっしすゃけ くぇ こぇさかぇきっくすぇ, 
つうえすけ こさっょしっょぇすっか すけゅぇ
ゃぇ ぉはたすっ ╁うっ, ぇ こけ-しおけさけ し 
っょくぇ おせかすけゃぇ さっこかうおぇ, おけは
すけ しっ こさっゃなさくぇ ゃ ょうぇゅくけいぇ 
う しうきゃけか くぇ こさったけょぇ くう. ┿ 
うきっくくけ: „╃くっし っ っょうく ょけ
ぉなさ ょっく いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっ
きけおさぇちうは”. ]かっょ ╁ぇし うしおさっ
くけ くうおけえ ょさせゅ こけかうすうお くっ 
っ ういさうつぇか すけゃぇ, けしゃっく しぇさ
おぇしすうつくけ うかう ぇかっゅけさうつくけ. ╁ 
すけいう しきうしなか: しゃなさてうたぇ かう 
たせぉぇゃうすっ ょくう いぇ ぉなかゅぇさしおぇ
すぇ ょっきけおさぇちうは うかう くっ ゃうあ
ょぇきっ おけかおけ たせぉぇゃう ょくう うきぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっきけおさぇちうは?
- ′ぇつぇかけすけ くぇ こさけきっくうすっ ぉっ 

ゃさっきっ くぇ くぇょっあょぇ. ′うっ ゃはさゃぇ
たきっ ゃ こさけきはくぇすぇ, あっかぇったきっ は , 
きっつすぇったきっ いぇ くっは う しう は こさっょ
しすぇゃはたきっ おぇすけ くっとけ たせぉぇゃけ, 
おけっすけ とっ しっ しかせつう ゃ あうゃけすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ ゅさぇあょぇくう. ╇ ゅけかは
きぇ つぇしす けす すぇいう くぇてぇ くぇょっあょぇ 
しっ しぉなょくぇ. ╃くっし ╀なかゅぇさうは っ 
すぇき, おなょっすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-
すっ ゅけょうくう しぇきけ きっつすぇったきっ ょぇ 
ぉなょっき: つぇしす けす っょうく こけ-ょけぉなさ 
しゃはす, しゃっすなす くぇ ╄ゃさけこぇ. 』ぇしす けす 
ょっきけおさぇちうはすぇ, つぇしす けす しゃけぉけ
ょぇすぇ. ╇ ゃしうつおけ すけゃぇ っ ぉかぇゅけょぇ
さっくうっ くぇ せしうかうはすぇ, こけかけあっくう 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ こさったけょぇ. 〈けゅぇゃぇ 
くうっ くっ しっ こさっあうゃはゃぇたきっ おぇすけ 
こけかうすうちう. ╆ぇ くぇし, こなさゃうすっ 
こぇさかぇきっくすぇさうしすう, くっ しっ ゅけゃけ
さってっ おぇすけ いぇ こけかうすうちう, ぇ おぇすけ 
いぇ たけさぇ, ういぉさぇかう しなょぉぇすぇ ょぇ 
こさけきっくはす ╀なかゅぇさうは. ╁しっおう けす 
くぇし うきぇてっ さぇいかうつくぇ こさけそっ
しうは, さぇいかうつくぇ ぉうけゅさぇそうは, ぉっ 
けす さぇいかうつっく おさぇえ くぇ しすさぇくぇすぇ, 
くっ ぉはたきっ けこさっかう ょぇ しっ たさぇくうき 
けす こけかうすうおぇすぇ, うしおぇたきっ こさけしすけ 
ょぇ ゃかけあうき しゃけは うくすっかっおすせぇかっく 
すさせょ ゃ こさけきはくぇすぇ,  いぇ ょぇ しすぇくっ 
すは すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ は うしおぇたきっ. 
′はきぇてっ こうしぇくう せつっぉくうちう いぇ 
こさけきはくぇすぇ, くうっ こうしぇたきっ すけいう 
せつっぉくうお し ょっかぇすぇ しう. ╉けゅぇ しこけ
かせつかうゃう, おけゅぇ – くっ.  〉つったきっ 
しっ ゃ ょゃうあっくうっ う ょけこせしおぇたきっ 
う ゅさっておう. ╇ すけゃぇ っ っしすっしすゃっ
くけ いぇ っょくぇ きかぇょぇ ょっきけおさぇちうは. 
[ぇいぉうさぇ しっ, くっ ゃしうつおけ しっ しかせつう 
すぇおぇ, おぇおすけ ゅけ あっかぇったきっ う きっつ
すぇったきっ, う っ くけさきぇかくけ ょくっし っょくぇ 
つぇしす けす たけさぇすぇ ょぇ くっ しぇ ょけゃけか
くう けす こさけきはくぇすぇ. ╇かう けす ゃしうつ
おけ けす こさけきはくぇすぇ. ′け いぇとけ くっ 
しぇ ょけゃけかくう, おなょっ っ こさうつうくぇすぇ? 
┿い うきぇき っょうく けすゅけゃけさ う すけえ  っ, 
つっ くうっ こけぉなかゅぇさうたきっ こさったけょぇ. 
╁かけあうたきっ ゃ すけいう こさったけょ きくけゅけ 
けす くっゅぇすうゃくけすけ, おけっすけ うきぇきっ 
おぇすけ くぇちうけくぇかくぇ たぇさぇおすっさけかけ
ゅうは. ╇ ゃうくぇすぇ  くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
すなさしう しぇきけ ゃ こけかうすうちうすっ. 〈は っ 
ゃ くぇてうは くぇちうけくぇかっく たぇさぇおすっさ, 
いぇとけすけ う すけゃぇ っ きくけゅけ ゃぇあくけ 
ょぇ しっ おぇあっ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 』せょけきうさ, 
すなえ おぇすけ すけえ っ ゅけかっきうはす ぉなか
ゅぇさしおう こうしぇすっか, しかっょ ┿かっおけ, 
おけえすけ っ こけおぇいぇか う くっゅぇすうゃくけすけ 
くぇ くぇてぇすぇ くぇさけょけこしうたけかけゅうは: 

╁っくおけ ぃくぇおけゃ うょゃぇ ゃ „┿さ-

しっくぇか“ こさっい 1982-さぇ. ╇ょゃぇ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 》せょけ-

あっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇく-

かなお – こけ けくけゃぇ ゃさっきっ すさせょ-

くけょけしすなこくけ せつうかうとっ, ゃ おけっすけ 
くぇきうさぇす きはしすけ しぇきけ くぇえ-すぇかぇくす-
かうゃうすっ. 
╁ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ぇおぇょっきうは 

╁っくおけ おぇくょうょぇすしすゃぇ „くぇ きぇえ-

すぇこ“. ′け しなゃしっき くぇうしすうくぇ せしこは-

ゃぇ ょぇ こさっぉけさう はおぇすぇ おけくおせさっく-

ちうは ゃ ゅけょうくぇすぇ, ゃ おけはすけ いぇ ょゃっ 
しすせょっくすしおう きっしすぇ しっ ぉけさはす 1 860 
おぇくょうょぇすう. ‶けゃっつっすけ けす こさう-

っすうすっ しなゃしっき くっ しぇ しかせつぇえくう, ぇ 
こさうょうきくけ ょっちぇ けす しっきっえしすゃぇ し 
ゅけかっきう こけいうちうう. ╁っくおけ, きけきつっ-

すけ けす おぇいぇくかなておうは ╉さなく, くはきぇ 
すぇおうゃぇ. ¨すうてなか おぇすけ おけきこぇくうは 
くぇ こさうはすっか, おけえすけ ぉうか おぇくょうょぇす 
いぇ ┿おぇょっきうはすぇ. ╃けおぇすけ しう さうしせ-

ゃぇ, つぇおぇえおう こさうはすっかは しう, ╁っくおけ 
っ  いぇぉっかはいぇく けす っょうく こさっこけょぇ-

ゃぇすっか. [ぇぉけすぇすぇ きせ, くぇたゃなさかはくぇ 
こさけしすけ いぇ せょけゃけかしすゃうっ, しこうさぇ 
こけゅかっょぇ くぇ こさけそっしけさぇ. ′ぇ すけいう 
こさっこけょぇゃぇすっか ╁っくおけ ょなかあう ょう-

こかけきぇすぇ しう くぇ こさけそっしうけくぇかっく 
たせょけあくうお – ょせきうすっ きせ ゅけ こけ-

けとさはゃぇす う ょけさう – ぇきぉうちうさぇす. 
]こってくけ こけょぇゃぇ ょけおせきっくすう う し 
すさう けすかうつくう けちっくおう ゃ うくすっさ-

ゃぇかぇ 5.90 – 6.00 しすぇゃぇ っょうく けす 
ゅけかっきうすっ とぇしすかうゃちう, こさうっすう ゃ 
しこっちうぇかくけしす „╃ういぇえく“. ¨ぉせつっ-

くうっすけ っ ぇぉしけかのすくけ ぇおぇょっきうつくけ, 
くぇうしすうくぇ. ╂させこうすっ しぇ けす こけ 4-6 
ょせてう, さぇぉけすう しっ ゃ こさはお おけくすぇおす 
し くぇえ-ょけぉさうすっ せ くぇし こさけそっしうけ-

くぇかうしすう.   
╁ こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ ゅけかっきうすっ 

こさけきっくう しかっょ  1989-すぇ ゃさなとぇ-

くっすけ ゃ „┿さしっくぇか“, おなょっすけ ぃくぇ-

おけゃ っ しすうこっくょうぇくす, ういゅかっあょぇ 
くっゃないきけあくけ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ くぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇ う こさっおさぇすはゃぇくっ 
くぇ ょけゅけゃけさうすっ しなし しすうこっくょうぇく-

すう, ╁っくおけ くっ さぇいつうすぇ 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. ╁なこさっおう つうしすけ ぇさしっくぇかしおうは 
きけきっくす, ょぇあっ ゃ ょうこかけきくぇすぇ きせ 
さぇぉけすぇ し こさけそっしうけくぇかくぇ いぇょぇ-

つぇ – 『っくすなさ 》 – 5. ╇いくっくぇょゃぇとけ 
う いぇ しぇきうは くっゅけ, けす „┿さしっくぇか“ 
しっ けぉぇあょぇす くぇ きかぇょうは ゃうしてうしす 
う ゅけ いけゃぇす けぉさぇすくけ. „¨おぇいぇ しっ, 
つっ „┿さしっくぇか“ きっ うしおぇ“, しこけょっかは 
╁っくおけ ょくっし こさっい せしきうゃおぇすぇ くぇ 
しこけきっくぇ. ╇ すぇおぇ – ゃっつっ  25 ゅけ-

ょうくう. „┿さしっくぇか“ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ゅけ うしおぇ.    
╃ういぇえくっさしおけすけ ぉのさけ くぇ ╇╋╋, 

おけっすけ ぃくぇおけゃ こけっきぇ ゃ くぇつぇかけ-

すけ くぇ 90-すっ っ きはしすけ, ゃ おけっすけ すけえ, 
おぇすけ さなおけゃけょうすっか くぇ けとっ ょゃぇきぇ 
たせょけあくうちう, さぇいさぇぉけすゃぇ いぇょぇつう 
こけ こさけっおすうさぇくっすけ くぇ こさけきうてかっ-

くうは ょういぇえく くぇ たうすけゃうすっ こけ けくけ-

ゃぇ ゃさっきっ きぇてうくう – けぉさぇぉけすゃぇ-

とう ちっくすさう. ′け くっ しぇきけ.  《さっいうすっ 
くぇ ╆ぇゃけょ 5, ょういぇえくっさしおうすっ さっ-

てっくうは くぇ こうしすけかっすぇ „╉けきこぇおす“, 
さなおけたゃぇすおう, しこせしなつくう しおけぉう... 
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》ちそなかつそち ╅しかさつあせおひち ‶そちおあせそう:

 ╉かつせけてか と せあつ つあ いそしせけ そて しかうけねあちつさあ いそしかつて, てそうあ てうひちおけ あうてそちひて せあ „╉せかつ か おそいひち おかせ くあ いひしえあちつさあてあ おかすそさちあぬけみ” 

しすさっきっあなす ょぇ しっ かなあっ, ょぇ しっ 
おさぇょっ けす ょなさあぇゃぇすぇ, こさぇゃっくっすけ 
くぇ おぇさうっさぇ けす たけさぇ, おけうすけ くは
きぇす おぇつっしすゃぇすぇ ょぇ いぇっきぇす っょうく 
うかう ょさせゅ こけしす ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, くけ 
しっ しすさっきはす おなき くっゅけ. ╇ すっいう くっ
ゅぇすうゃくう つっさすう くぇ ぉなかゅぇさしおうは 
たぇさぇおすっさ しっ  こさけはゃうたぇ ゃ くぇてうは 
こさったけょ う くっ しかせつぇえくけ ゃ ぉなか
ゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす いぇ すっいう 25 
ゅけょくう こさったけょ しっ さぇいたけょうたぇ しすけ
すうちう ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう. ′け 
ゃなこさけしなす っ: おけう けす すはた いぇこけき
くうたきっ う し おぇおゃけ? ╋くけゅけ きぇかおけ 
しぇ けしすぇくぇかう ゃ しないくぇくうっすけ, ぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ きくけゅけ たけさぇ きうくぇたぇ う 
しすぇくぇたぇ ょっこせすぇすう, きうくうしすさう う 
ょさせゅう ょなさあぇゃくう ゃぇあくう さぇぉけ
すう いぇったぇ, くけ くっ けしすぇゃうたぇ しかっょぇ 
しかっょ しっぉっ しう. ╇ きけあっ ぉう けすすぇき 

ょけえょっ さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ くぇ たけ
さぇすぇ: つっ くうおけゅぇ くっ きけあっき ょぇ 
しかせつうき くぇ ょけぉさけ せこさぇゃかっくうっ. 
[ぇいけつぇさけゃぇくうっ けす おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ おぇすけ せこさぇゃかっくっち.

〈せお こけかせつうたすっ ゅさぇきけすぇ いぇ 
こさうくけし ゃ ょっきけおさぇすうつくうすっ 
こさけきっくう くぇ ╀なかゅぇさうは. ╁うっ 
かうつくけ ょけゃけかっく かう しすっ けす すぇいう 
つっすゃなさす ゃっお ょっきけおさぇすうつくけ 
こさけきっくはとぇ しっ ╀なかゅぇさうは? 
- ┿い せつぇしすゃぇた さっぇかくけ ゃ こけかうすう

おぇすぇ ょけ 1998 ゅけょうくぇ, 8 ゅけょうくう 
しぇきけ. ╁なゃ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ しっ 
こけかぇゅぇたぇ けしくけゃうすっ. ╀はた こさっょ
しっょぇすっか くぇ 36-すけすけ ′ぇさけょくけ しな
ぉさぇくうっ, おけっすけ いぇ こけ-きぇかおけ けす 4 
ゅけょうくう こさうっ ぉかういけ 300 いぇおけくぇ. 
¨すすけゅぇゃぇ ょけ ょくっし くっこさっしすぇくくけ 
しっ こさぇゃはす けこうすう ょぇ しっ さっそけさ
きうさぇす うかう こさけきっくはす うきっくくけ 
すっいう いぇおけくう. ′け けしくけゃぇすぇ, そせく
ょぇきっくすなす くっ きけあっ ょぇ しっ こさけきっ
くう, いぇとけすけ っ すぇおなゃ, つっ ゅぇさぇくすう
さぇてっ しきはくぇすぇ くぇ しうしすっきぇすぇ. ╇ 
しうしすっきぇすぇ っ しきっくっくぇ. ╁なこさけしなす 
っ: しかっょ おぇすけ は しきっくうたきっ, おぇおゃけ 

くぇょ くっは くぇょゅさぇあょぇきっ. ╇ かうつくけ 
いぇ きっく こさったけょなす こさうおかのつう し 
こさうっきぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╄] 
こさっい 2007 ゅけょうくぇ. ]ぇきう さぇい
ぉうさぇすっ, つっ くっ っ ゃないきけあくけ 25 
ょなさあぇゃう-つかっくおう くぇ ╄] すけゅぇゃぇ 
ょぇ こさうっきぇす ╀なかゅぇさうは, ぉっい すは 
ょぇ っ けしなとっしすゃうかぇ こさったけょ おなき 
ょっきけおさぇちうは う  こぇいぇさくぇ うおけくけ
きうおぇ. 〈けゃぇ しぇ しっさうけいくう ょなさあぇ
ゃう, すっ こさっちっくうたぇ, つっ くうっ しきっ 
けしなとっしすゃうかう すけいう こさったけょ. ¨す 
2007 ゅけょうくぇ ょけ ょくっし, ゃっつっ 8 
ゅけょうくう,  けしすぇゃぇ っょくけ つせゃしすゃけ 
くぇ くっせょけゃかっすゃけさっくけしす. ′け こさっ
たけょなす こさうおかのつう. ╇ すけゃぇ, おけっすけ 
しっゅぇ くぇぉかのょぇゃぇきっ, しぇ ゅさって
おう けす しかっょこさったけょくうは こっさうけょ.  
¨おぇいゃぇ しっ, つっ うきぇきっ は しゅさぇょぇ
すぇ くぇ ょっきけおさぇすうつくぇ ╀なかゅぇさうは, 

ぇ ゃなすさっ ゃ くっは 
ゃしっおう しう は こさぇ
ゃう しぇき, おぇおすけ しう 
うしおぇ. ╄ょくう しっ 
てうさはす くっいぇおけく
くけ, ょさせゅ ういぉうゃぇ 
こさけいけさちう, ぉっい 
ょぇ こうすぇ しなしっ
ょうすっ う しう しかぇゅぇ 
くけゃう つっさつっゃっすぇ, 
すさっすう ゃょうゅぇ くぇ 
こけしかっょっく っすぇあ 
こさうしすさけえおぇ う 
しゅさぇょぇすぇ しすぇゃぇ 
ゅさけいくぇ, くけ  くぇ 
くっゅけ きせ しすぇゃぇ 
てうさけおけ. ¨おぇいぇ 
しっ, つっ ぉなかゅぇ
さうくなす いぇこけつくぇ 
ょぇ こけぉなかゅぇさは
ゃぇ こさけきはくぇすぇ. 
╉ぇいぇくけ し っいうおぇ 
くぇ ょくってくうすっ 
こけかうすうちう: くうっ 
くっ しこぇいゃぇきっ 
こさけっおすぇ いぇ くけ
ゃぇすぇ しゅさぇょぇ, 
ぇさたうすっおすせさくぇすぇ 
おけくしすさせおちうは くぇ 
すぇいう しゅさぇょぇ, う 
しきっ しおかけくくう ょぇ 
しう こさぇゃうき うく

ょうゃうょせぇかくう さってっくうは う ういこなか
くっくうは, おけうすけ けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇす 
っょくう うかう ょさせゅう せつぇしすくうちう ゃ 
こけかうすうおぇすぇ, くけ しっ けすさぇいはゃぇす 
いかっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ. 

╀なかゅぇさしおぇすぇ くう つっゃさなしすう
くぇ かう っ こさうつうくぇすぇ いぇ くぇさけょ
くけすけ くう  くっょけゃけかしすゃけ - つっ 
うしおぇきっ ゃしうつおけ ょぇ しっ しかせつう 
ゃっょくぇゅぇ, ぉなさいけ, かっしくけ, ょけさう 
こけょぇさっくけ  う けすすせお  ょぇ くう うょ
ゃぇす ゃしうつおう ょなさあぇゃくう ぉけ
かっあおう?
- ′うっ しきっ こさうこさはく くぇさけょ, おけえ

すけ くっ きけあっ しこけおけえくけ ょぇ ういつぇおぇ 
さっいせかすぇすうすっ けす っょくぇ こさけきはくぇ, 
ょけぉさけすけ. ╇ いぇすけゃぇ ゃしっおう くけゃけ
ょけてなか うかう ゃしはおけ くけゃけ かうちっ ゃ 
こけかうすうおぇすぇ しきはすぇ, つっ けす くっゅけ 
いぇこけつゃぇ くけゃけすけ くぇつぇかけ. ′うっ 
くっこさっしすぇくくけ ゅけゃけさうき いぇ くけゃけ 
くぇつぇかけ, くけ ゃしはおけ くけゃけ くぇつぇかけ 
おぇすけ つっ かう くう ゃさなとぇ ゃしっ こけ-くぇ
いぇょ.  ′っこさっしすぇくくけすけ さけゃっくっ ゃ 
いぇおけくうすっ う さぇいぉうさぇくっすけ, つっ くっ
こさっしすぇくくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさけきっ
くは いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ, くぇこさぇゃう 

すぇおぇ, つっ たけさぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは ょぇ 
くっ いくぇはす おぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
いぇおけくなす, おぇおゃぇ っ すっあっしすすぇ きせ. 
〈ぇおぇ すけえ しっ けおぇいぇ „ゃさぇすぇ ゃ こけ
かっすけ”. ╇ ゃしっおう, おけえすけ ょけえょっ くぇ 
ゃかぇしす, きけあっ ょぇ ゅけ こさけきっくう: ゃ 
すっあっしすすぇ きせ うかう ゃ しなとうくぇすぇ. 
╇かう ゃ しゃけえ うくすっさっし. ╇ くうっ くっ 
きけあっき ょぇ こさっあうゃっっき すけゃぇ, おけっ
すけ くぇ ゃさっきっすけ ゅけ ょっそうくうさぇたきっ 
おぇすけ „しすぇぉうかくけしす くぇ こさけきはくぇ
すぇ”. ╃ぇ うきぇ けこさっょっかっくけ ゃさっきっ, 
ゃ おけっすけ っょうく いぇおけく ょぇ ょっえしすゃぇ, 
いぇ ょぇ しっ ゃうょう おけっ っ ょけぉさけすけ う 
おけっ かけてけすけ ゃ くっゅけ. ╆ぇすけゃぇ う  たけ
さぇすぇ うきぇす つせゃしすゃけすけ, つっ あうゃっはす 
ゃ くっしうゅせさくけしす, いぇとけすけ けおけかけ 
すはた くっこさっしすぇくくけ くはおけえ こさけ
きっくは くっとけ う すっ くっ きけゅぇす ょぇ しっ 
たゃぇくぇす いぇ くっとけ しすぇぉうかくけ ゃ すけいう 
あうゃけす. ╁しっ くはおけえ くっとけ こさけきっ
くは. 〈けゃぇ っ ょさせゅぇすぇ おさぇえくけしす くぇ 
す. くぇさ. こさけきはくぇ う す. く. さっそけさ
きぇすけさしすゃけ. ′っ きけあっ ょぇ しっ あうゃっっ 
ゃっつくけ ゃ しなしすけはくうっ くぇ さっそけさきぇ
すけさしすゃけ. 》けさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす 
ゃさっきっ ょぇ こけつせゃしすゃぇす しうかぇすぇ くぇ 
おけくしっさゃぇすうゃくぇすぇ しすぇぉうかくけしす, 
こけしすうゅくぇすぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ こさけ
きはくぇ. 

〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ かう, つっ しっ
ゅぇてくうすっ ぇきぉうちうけいくう せしう
かうは くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ, ゃ 
おけうすけ ゅけかはきぇ さけかは うきぇす う  
[っそけさきぇすけさうすっ, きけゅぇす ょぇ 
しないょぇゃぇす すけゃぇ せしっとぇくっ いぇ 
くっしすぇぉうかくけしす う くっしうゅせさ
くけしす?
- ′っ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しこっおせかうさぇ し 

こけくはすうっすけ さっそけさきぇ う さっそけさきぇ
すけさしすゃけ. ╆ぇとけすけ しぇきけすけ こけくはすうっ 
っ ゅけかはきぇ けすゅけゃけさくけしす う ゅけかはき 
ぇくゅぇあうきっくす. ╆ぇ ょぇ しっ けこさっょっ
かうて おぇすけ さっそけさきぇすけさ, っ くせあくけ 
ょけしすぇすなつくけ ょなかゅけ ょぇ しう ゃ っょくけ 
せこさぇゃかっくうっ う こさけきっくうすっ, おけう
すけ しっ こさぇゃはす, ょぇ しっ ょけおぇあぇす ゃなゃ 
ゃさっきっすけ おぇすけ ゃぇあくう う くっけぉたけょう
きう いぇ けぉとっしすゃけすけ. ′っ きけあっ ょぇ 
しっ くぇさうつぇて [っそけさきぇすけさ, ぇおけ くっ 
せつぇしすゃぇて ゃ せこさぇゃかっくうっすけ. ′はきぇ 
こけくはすうっ さっそけさきぇすけさ – けこけいう
ちうけくっさ. [っそけさきぇすけさうすっ しぇ ゃ 
せこさぇゃかっくうっすけ う  さっいせかすぇすうすっ 
けす すはたくぇすぇ さぇぉけすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゃうあょぇす. ′ぇ すはた きけあっ ょぇ うき しっ 
ういょうゅくっ こぇきっすくうお, くけ きけあっ う ょぇ 
ぉなょぇす けすさっつっくう すけすぇかくけ う いぇぉさぇ
ゃっくう, ぇおけ しぇ ういかなゅぇかう たけさぇすぇ, つっ 
こさぇゃはす さっそけさきう. ′ぇょはゃぇき しっ, つっ 
しっゅぇてくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ とっ しな
せきっっ ょぇ しなつっすぇっ すっいう ょゃっ かうくうう, 
たぇさぇおすっさくう いぇ ゃしっおう こさったけょ: くぇ 
さっそけさきうすっ - けす っょくぇ しすさぇくぇ, う 
くぇ おけくしっさゃぇすうゃくぇすぇ しすぇぉうかくけしす, 
けす ょさせゅぇ. 〈ぇおぇ きけあっ ょぇ しっ ゅぇさぇく
すうさぇ しこけおけえしすゃうっ いぇ たけさぇすぇ. ┿ 
とけ しっ けすくぇしは ょけ ょっしくうすっ こぇさすうう: 
けす おさぇは くぇ 90-すっ ゅけょうくう, すっ いぇぉけ
かはたぇ けす かっゃうつぇさしおぇ ぉけかっしす. ╁っつっ 
15 ゅけょうくう. 〈けゃぇ っ かうょっさけきぇくうは
すぇ う いかっ こさうおさうすぇすぇ さっゃけかのちうけ
くっさとうくぇ. ╁ ぉなかゅぇさしおうすっ ょっしくう 
こぇさすうう ゃしっおう さってう ょぇ しすぇゃぇ 
かうょっさ. ╉けかおけ こぇさすうう しっ くぇさけうたぇ 
けす ]╃], おけえ くっ こけうしおぇ ょぇ しすぇくっ 
ゃっかうお ゃけょぇつ くぇ こぇさすうは? 〈けゃぇ さけ
っくっ くぇ こぇさすうう う すぇいう かうょっさけきぇ
くうは ぉはたぇ せぉうえしすゃっくう, くっ しぇきけ いぇ 

ょはしくぇすぇ こけかうすうつっしおぇ けぉとくけしす, 
くけ う いぇ こけかうすうつっしおうは おかうきぇす ゃ 
しすさぇくぇすぇ, すなえ おぇすけ ゅけ いぇさぇいうたぇ 
し ぉぇちうかぇ くぇ くっこけしすけはくしすゃけすけ. 
¨すすぇき う つせゃしすゃけすけ せ たけさぇすぇ, つっ 
くはきぇ くうとけ しうゅせさくけ ゃ くうすけ っょくぇ 
こけかうすうつっしおぇ こぇさすうは. ]ないょぇょっ しっ 
う すさぇょうちうは こさっょう ゃしうつおう ういぉけ
さう  ょぇ しっ こけはゃはゃぇす ゃしっ くけゃう ゅっ
さけう, „こけかうすうつっしおう ゃけょぇつう”, くけゃう 
かうょっさう し くけゃう  こぇさすうう, し くけゃう 
うきっくぇ. ]ゃっすけゃくう てぇきこうけくう しきっ 
こけ すけいう こけおぇいぇすっか. ′っ きけあっ っょくぇ 
ょなさあぇゃぇ ゃ すぇいう しうすせぇちうは ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ せしこってくけ, すなえ おぇすけ ゃしっ
おう すっゅかう ゃ しゃけはすぇ こけしけおぇ. 

… ゃ  しっゅぇてくうは こぇさかぇきっくす 
さっぇかくけ うきぇ くぇょ 40 こぇさすうう…
- ╃ぇ, すぇおぇ っ, きぇおぇさ そけさきぇか

くけ ょぇ しぇ しぇきけ 8. ′け ゃなすさっ ゃ すはた 
うきぇ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ こぇさ
すうう. ′ぇ すけゃぇ くっとけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しかけあう おさぇえ. 〈け っ ょっしすさせおすうゃくけ 
う ょっえしすゃぇ こさけすうゃ うくすっさっしうすっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ¨つっ
ゃうょくけ いぇとけ っ すぇおぇ: いぇとけすけ くっ 
きけあっ ょぇ うきぇ 200 うょっう いぇ けこ
さぇゃはくっ くぇ ╀なかゅぇさは. ┿おけ うきぇてっ 
2 しゃっしすくう うょっう, くぇ さなちっ ょぇ ゅう 
くけしうき う ちっかうはす くぇさけょ ょぇ ゃなさ
ゃう しかっょ すはた. ′け うきぇ 200 さぇい
かうつくう ゃないゅかっょぇ こけ ゃしうつおう ゃな
こさけしう いぇ  さぇいゃうすうっすけ くう おぇすけ 
ょなさあぇゃぇ. ′うおなょっ ゃ くけさきぇかくうは 
しゃはす くはきぇ すぇおけゃぇ くっとけ. 》けさぇ
すぇ しぇ しすうゅくぇかう ょけ ういゃけょぇ, つっ 
きぇおしうきぇかくけ きけあっ ょぇ うきぇ 2, 
3, 5 こぇさすうう, おけうすけ ょぇ くぇきうさぇす 
こなすは う くぇ おけくそさけくすうさぇくっすけ, 
くけ う くぇ さぇいぉうさぇすっかしすゃけすけ, おけ
ゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ, ゃ うきっすけ くぇ くぇ
ちうけくぇかくうすっ うくすっさっしう. ╁しうつおけ 
けしすぇくぇかけ っ こぇさすういぇくしおぇ ぉけさぉぇ, 
おけはすけ ゃかけてぇゃぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ 
ぇすきけしそっさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う けすゃさぇ
とぇゃぇ くけさきぇかくうすっ たけさぇ けす こけ
かうすうつっしおぇすぇ ょっえしすゃうすっかくけしす う 
こけかうすうつっしおうは あうゃけす. ]きうしなかなす 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ こさけきはくぇすぇ こさっい 
90-すっ ゅけょうくう ぉっ:  ゅさぇあょぇくうすっ 
ょぇ しぇ ぇおすうゃくう せつぇしすくうちう ゃ こけ
かうすうつっしおうは あうゃけす, くっ ょぇ つぇおぇす 
こぇさすうえくう こけさなつおう う いぇょぇつう. 
′け くっ しきっ しう  こさっょしすぇゃはかう, つっ 
っょゃぇ かう くっ ゃしっおう ぉなかゅぇさうく とっ 
うしおぇ ょぇ しう くぇこさぇゃう こぇさすうは, いぇ 
ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ こけかうすうおぇすぇ, おぇすけ 
いぇこうてっ ゃ くっは さけょくうくう, ぉかういおう, 
さぇぉけすくうちうすっ けす そうさきぇすぇ しう, 
いぇ ょぇ ゅう ゃけょう くぇ ういぉけさう, おぇすけ 
こけかうすうつっしおぇ こぇさすうは. ╇ すけゃぇ っ 
っょくぇ けす ゅけかっきうすっ こさっつおう こさっょ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ょくっし.  

╁ すけいう しきうしなか:  すっいう ゃさっきっ
くぇ くっ しぇ ょけぉさうすっ ゃさっきっくぇ いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっきけおさぇちうは? 
- 〈っいう ゃさっきっくぇ しぇ くはおなょっ くぇ 

ゅさぇくうちぇすぇ きっあょせ いうきぇすぇ う こさけ
かっすすぇ.  ′うおぇおなゃ しっいけく. ′っとけ 
おぇすけ 31-ゃう きぇさす. ╇ ゃしっおう けつ
ぇおゃぇ おぇおゃけ とっ しすぇくっ  くぇ 1-ゃう 
ぇこさうか, おけえ いぇ おぇおゃけ とっ ゅけ うい
かなあっ. ╅うゃっっき ゃ こさっょこなさゃけぇこ
さうかしおぇ ょなさあぇゃぇ. ╇ はゃくけ すけいう 
ょっく, こさっょ 1-ゃう ぇこさうか, すゃなさょっ 
ょなかゅけ ゅけ あうゃっっき. 

〈けえ っ ぉぇとぇ くぇ おせかすけゃぇすぇ さっこかうおぇ いぇ ぉなかゅぇさしおうは こさったけょ: „╃くっし っ ょけぉなさ ょっく いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっきけおさぇちうは.” ╇いさうつぇ は こさっょう 23 ゅけょうくう こけ こけゃけょ こさうっきぇくっすけ くぇ 
っょうく けす こなさゃうすっ すっおしすけゃっ ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ いっきっょっかしおうすっ いっきう, ょぇゃぇとう  こさぇゃけ くぇ つぇしすくぇ しけぉしすゃっくけしす ゃなさたせ すはた. ╋うくぇゃぇ いぇ っょうく けす ょのかゅっさうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは こさったけょ, 
すなえ おぇすけ こさっょしっょぇすっかしすゃぇ こぇさかぇきっくすぇ, けしすぇゃうか すっきっかうすっ くぇ くけゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ – 36-すけすけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ╁ くっゅけゃうは きぇくょぇす しっ こさうっきぇす ぉかういけ 300 
いぇおけくぇ, ゃなさたせ おけうすけ う しっ せこさぇあくはゃぇす  う ょくってくうすっ いぇおけくけすゃけさちう. ╊うすっさぇすけさ こけ こさけそっしうは, そうかけしけそ こけ ょせてぇ, こけかうすうお  こけ こさうくせょぇ, すけえ うきぇ うくすっさっしっく あうすっえしおう 
こなす: きうくぇゃぇ こさっい しすなさゅぇかけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけかうすうおぇ ゃ  くぇえ-すさせょくうは え う さけきぇくすうつっく こっさうけょ. ╄ょうく けす しないょぇすっかうすっ くぇ ょっきけおさぇすうつくうは こっつぇす ゃ ╀なかゅぇさうは, かうょっさ 
くぇ [ぇょうおぇかょっきけおさぇすうつっしおぇすぇ こぇさすうは, っょうく けす しすなかぉけゃっすっ くぇ ]╃], ういゃなくさっょっく う こなかくけきけとっく こけしかぇくうお ゃ っょくう けす くぇえ-うくすっさっしくうすっ ょなさあぇゃう ゃ ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ - 
╊うすゃぇ, ╊ぇすゃうは う ╄しすけくうは, う こなさゃう ょうこかけきぇす くぇ しすさぇくぇすぇ くう ゃ しなしっょくぇ ╋ぇおっょけくうは. ′ぇせつっく さぇぉけすくうお, こけつっすっく こさっょしっょぇすっか くぇ ょゃうあっくうっ „╀なかゅぇさうは しう すう”. ┿ゃすけさ 
くぇ くぇょ 200 くぇせつくう こせぉかうおぇちうう う 4 おくうゅう. 
[けょっく ゃなゃ ╁ぇさくぇ こさっょう 63 ゅけょうくう. 】ぇしすかうゃけ あっくっく いぇ しゃけはすぇ しなしすせょっくすおぇ けす 【せきっく - ╁ぇかっさうは. ╇きぇ しうく う ょなとっさは.
╁ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ ゅけ ょけゃっょっ くけきうくぇちうは くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす いぇ けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 25-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ ょっきけおさぇすうつくうは こさったけょ せ くぇし: いぇ ぇおすうゃくけ せつぇしすうっ ゃ 

ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっきけおさぇちうは.

ゃしうつおけ, おけっすけ こさうょぇゃぇ っかっ-

ゅぇくすっく う せょけぉっく いぇ こけかいゃぇ-

くっ ゃうょ くぇ おけくしすさせおすけさしおうすっ 
こさけっおすう くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
けさなあうは,  し すっつっくうっ くぇ ゃさっ-

きっすけ きうくぇゃぇ こさっい さなちっすっ くぇ 
╁っくおけ ぃくぇおけゃ. ╇いゅかぇあょぇ-

くっすけ くぇ おけくしすさせおすけさしおうすっ 
さってっくうは, ぉっい ょぇ こけしすさぇょぇ 
きったぇくうおぇすぇ, っ さぇぉけすぇ くぇ 
ょういぇえくっさぇ, けぉはしくはゃぇ こさけ-

そっしうけくぇかうしすなす. ‶けしすっこっくくけ 
すけえ こけっきぇ う ょさせゅう こさけっお-

すう, けしゃっく ぇさしっくぇかしおうすっ. ╇ 
ゃ きけきっくすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
おけくしせかすうさぇ  けおけくつぇすっかくうは 
ゃなくてっく ゃうょ くぇ ういょっかうはすぇ, 
おけうすけ „┿さしっくぇか“ こさっょしすけう 

すっこなさゃぇ ょぇ こさっょしすぇゃは  くぇ 
きっあょせくぇさけょくうすっ こぇいぇさう. [っ-

おかぇきくう  ょうこかはくう, おけくちっこちうう 
こけ こぇくぇうさくうすっ とぇくょけゃっ,  くぇ 
こさぇおすうおぇ – ゃしうつおけ „けす – ょけ“ 

ゃ ょういぇえくぇ こさっい ゅけょうくうすっ っ 
こさけそっしうけくぇかくぇ さぇぉけすぇ くぇ 
ぃくぇおけゃ. ┿さしっくぇかしおうすっ ぇくゅぇ-

あうきっくすう くっ こさっつぇす くぇ かうつくう-

すっ こさけっおすう くぇ ╁っくおけ, おけゅけすけ 
くっ しぇきけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけいくぇゃぇす 
おぇすけ ぇゃすけさ くぇ さっおかぇきくう おぇさっ-

すぇ, ぉさけてせさう, こぇくぇ, おけさうちう くぇ 
おくうゅう, ぉうかょ-ぉけさょけゃっ, うくすっさう-

けさっく ょういぇえく. ╁っくおけ っ ぇゃすけさ くぇ 
ゃういうはすぇ くぇ ょっしっすおう おぇそっくっすぇ. 
11 しけそうえしおう いぇゃっょっくうは しなぉう-

さぇす こけしっすうすっかう ゃ せのすぇ くぇ くっ-

ゅけゃうすっ たせょけあっしすゃっくう こさけっおすう. 
╇いおせてっく っ ょけさう けす きっぉっかくうすっ 
ょういぇえくっさしおう いぇょぇつう. ]さっとくぇか 
しっ っ し おぇおゃう かう くっ ゃおせしけゃっ. 
ぃくぇおけゃ しっ さぇょゃぇ くぇ こさけそっ-

しうけくぇかくけすけ けすくけてっくうっ くぇ ぇさ-

しっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ おなき 
ょういぇえくぇ くぇ くけゃうすっ ういょっかうは, 
くけ くはきぇ おぇお ょぇ くっ こさういくぇっ う 
さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ しう けす „しすうかけ-

ゃっすっ“ くぇ くけゃけすけ ゃさっきっ, ゃ おけうすけ 
きくけゅけ ょさせゅう ぉなかゅぇさう くぇしすけは-

ゃぇす ょぇ けそけさきはす こさけしすさぇくしすゃぇ-

すぇ しう くぇ けぉうすぇゃぇくっ. ]さっとぇか しっ 
っ し ゃないすけさゅぇ こさっょ ぉっいゃおせしうちぇ-

すぇ くぇ „きせすさけぉぇさけおぇ“ う くぇしすけえ-

つうゃうは こけさうゃ くっこさっきっくくけ ょぇ 
こさうすっあぇゃぇて くっとけすけ, おけっすけ しう 
ゃうょはか くぇ おぇさすうくおぇ ゃ うくすっさくっす, 
ぉっい ょぇ しう ょぇゃぇて しきっすおぇ おさぇしう-

ゃけ かう っ すけゃぇ くぇうしすうくぇ う こさう-

かけあうきけ かう っ すけつくけ いぇ すゃけっすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ. ╇ょっう う こけさなつおう 
– ゃしはおぇおゃう. ╅うゃけす – うしすうくしおう 
うくすっさっしっく! „╇きぇき うくすっさっしっく 
あうゃけす. 〈ぇおぇ しっ しかせつう!“, おぇいゃぇ 
╁っくおけ けすすぇすなお こさぇゅぇ くぇ かうつ-

くうすっ しう 50. ]かっょ こけゃっつっ けす 
ょゃっ ょっしっすうかっすうは „くぇ こっょぇか“ う 
しゃさなたょうくぇきうおぇ し こけしすけはくっく 
いゃなく くぇ すっかっそけくう う すなさつぇくっ 
こけ しすけすうちう こさけっおすう, ぃくぇおけゃ 
ょくっし しう くぇきぇかはゃぇ あうすっえしおけすけ 
すっきこけ, こけょけぉくけ くぇ きくけゅけ ぉなか-

ゅぇさう けす こけおけかっくうっすけ, ういくっしかけ 
こさったけょぇ こさっい せきぇ う さなちっすっ しう. 
„╆ぇ しなあぇかっくうっ, くっとぇすぇ ゃ 

╀なかゅぇさうは くっ ゃなさゃはす...“, おぇいゃぇ 
ょういぇえくっさなす, しなぉさぇか せしこってくけ 
ゃ あうゃけすぇ しう せょけゃけかしすゃうっすけ けす 
かのぉうきぇすぇ さぇぉけすぇ し せしこったうすっ 
くぇ しゃけうすっ ぉういくっし-くぇつうくぇくうは. 
╊うつくけすけ ょけぉさけ しすっつっくうっ くぇ 
けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ う さっぇかういぇちう-

はすぇ くぇ すゃけさつっしおうすっ いぇかけあぉう 
くっ しぇ ょけしすぇすなつくう いぇ  つけゃっお, 
おけえすけ くっ っ ぉっいさぇいかうつっく おなき 
くっとぇすぇ くぇけおけかけ, おけうすけ せ くぇし 
すぇおぇ う くっ せしこはたぇ ょぇ しっ こけょさっ-

ょはす おぇすけ ゃ くけさきぇかくけ きけょっさくけ 
けぉとっしすゃけ. ぃくぇおけゃ っ こさっきっさうか 
しっぉっ しう う ゃ っゃさけこっえしおうすっ せし-
かけゃうは くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ 
しさっょぇ. [ぇぉけすうか っ ゃ ╂っさきぇくうは, 
こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ しこっちうぇ-

かういうさぇ ゃ ╀っかゅうは. ‶さけぉゃぇか っ 
しっぉっ しう う しこけしけぉくけしすすぇ しう ょぇ 
けちっかはゃぇ けとっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
]すけつくぇ ゅぇさぇ おぇすけ しすせょっくす う 
ゃ せすさけすけ くぇ ょっきけおさぇちうはすぇ, 
おけゅぇすけ すさなゅゃぇす こなさゃうすっ ぉうい-
くっし-くぇつうくぇくうは こけ ういゃっしすくけすけ 
╋うくうしすっさしおけ こけしすぇくけゃかっくうっ 
35. 〈けゅぇゃぇ し おけかっゅう こさぇゃはす 
さぇいかうつくう こさけっおすう. ╋くけゅけ けす 
しすけかうつくうすっ こぇいぇさう しぇ くっゅけゃけ 
ょっかけ. 〈せお ╁っくおけ きうくぇゃぇ ょっ-

しっすおう こなすう こさっい ちっょおぇすぇ くぇ す. 
くぇさ. “′ぇちうけくぇかくぇ おけきうしうは“, 
おけはすけ ょぇゃぇ くぇ さぇぉけすうすっ しすぇすせす 
くぇ ういかけあぉう. 〈ぇおぇ すさせこぇ „しすぇあ“ 
いぇ ]╀》, くけ こけ-おなしくけ くぇこせしおぇ 
]なのいぇ くっ ぉっい さぇいけつぇさけゃぇくうっ.  
′け – さぇいけつぇさけゃぇくうはすぇ くっ しぇ 

しうかくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ ╁っくおけ. ╉ぇすけ 
うしすうくしおう ]おけさこうけく, すけえ くっ しっ 
けしすぇゃは くぇ さぇいけつぇさけゃぇくうはすぇ, 
おぇきけ かう – くぇ けすつぇはくうっすけ. ╋ぇ-

おぇさ つっ かのぉうきう いぇ つっすっくっ しう 
けしすぇゃぇす おくうゅうすっ くぇ けとっ っょうく 
]おけさこうけく – ╃けしすけっゃしおう. ╇ – 
けしけぉっくけ, くっゅけゃうすっ „╆ぇこうしおう けす 
こけょいっきうっすけ“. ¨ぉうつぇ しなとけ ╇かそ 
う ‶っすさけゃ う いくぇっ くぇういせしす ちっかう 
ちうすぇすう くぇ すったくうは „ゃっかうお おけき-

ぉうくぇすけさ“ ¨しすぇこ ╀っくょっさ. ‶さう-

こけきくは しう ゅう, ょけおぇすけ  さぇぉけすう 
ゃ けそうしぇ, しっゅぇ – し こけゃっつっ しこけ-

おけえしすゃうっ う こけ-おさけすおけ けす こさっ-

ょう. ]こけおけえしすゃうっすけ ゃ あうゃけすぇ しう 
╁っくおけ ょっかう し きぇかおぇすぇ とっさおぇ 
╁っかっくぇ う しなこさせゅぇすぇ ╋うかっくぇ. 
╁ うきっすけ くぇ ょっすっすけ – ╁っかっくぇ, ゃ 
おけっすけ すぇすおけすけ しなつっすぇゃぇ ょゃっすっ 
うきっくぇ くぇ さけょうすっかうすっ, こけ-おなし-
くけ すけえ けすおさうゃぇ きけとっく あうすっえ-

しおう いくぇお. ╁しなとくけしす, ゃさないおぇすぇ 
きせ こけょしおぇいゃぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせ-

てっゃ, ういこなかくうすっかくうはす ょうさっお-

すけさ くぇ „┿さしっくぇか“, し おけゅけすけ 
こさっい ゅけょうくうすっ ゅさぇょはす けすかうつくう 
ゃいぇうきけけすくけてっくうは: “〈けゃぇ ょっすっ 
うきぇ うきっ, おけっすけ こけょしおぇいゃぇ, つっ 
っ ょけてかけ こけ ╁けかはすぇ ╀けあうは“, きせ 
おぇいゃぇ ╇ぉせてっゃ. ╇ ╁っくおけ ゃはさゃぇ 
ゃ すけゃぇ. ]なこさせゅぇすぇ っ いなぉけかっおぇさ 
こけ こさけそっしうは. ′け くぇこけしかっょなお, 
いぇさぇょう とっさおぇすぇ, さぇぉけすう こけ-
きぇかおけ. ‶け-きぇかおけ し ゅけょうくうすっ 
しすぇゃぇす う ぉっいおさぇえくうすっ さぇいたけょ-

おう う こなすってっしすゃうは し こさうはすっかう. 
„′っ しなき けす すっいう, おけうすけ こなすせゃぇす 
くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. ╋くけゅけ しなき こな-

すせゃぇか, くけ こけゃっつっすけ こなすせゃぇくうは 
ぉはたぇ こさっょう こけはゃぇすぇ くぇ ょっすっ-

すけ. ]っゅぇ こさっょこけつうすぇき ょぇ つっすぇ. 
』っすぇ しすぇすうう ゃ うくすっさくっす, こさけ-

ょなかあぇゃぇき ょぇ うしおぇき ょぇ くぇせつぇ-

ゃぇき くけゃう くっとぇ. ̈ ぉけゅぇすはゃぇくっすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ ょけ あうゃけす“, おぇいゃぇ 
ぃくぇおけゃ. ‶さういくぇゃぇ, つっ しっ ょさぇい-
くう けす „たっえすっくっすけ“ ゃ うくすっさくっす, 
おけっすけ っ しこけしけぉくけ ょぇ けつっさくう う 
ぉっい くうとけ おけゅけ かう う おぇおゃけ かう 
くっ. ]すぇさぇっ しっ ょぇ しすけう くぇしすさぇくう 
けす すけゃぇ. ′っ ゃはさゃぇ, つっ ういおぇいぇ-

くうすっ ぇさゅせきっくすうさぇくう こけいうちうう 
ゃ すけゃぇ こさけしすさぇくしすゃけ きけゅぇす ょぇ 
しかけあぇす おさぇえ くぇ せきうてかっくうすっ 
くっょけぉさけくぇきっさっくう こさうおぇいおう.  
] こさうくちうこうすっ くぇ ておけかぇすぇ くぇ 

╁╁], し ゃうしけおぇすぇ っしすっすうおぇ 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 う ┿おぇょっきうはすぇ, し こさけ-

そっしうけくぇかういきぇ, いぇ おけえすけ こなさゃけ 
„┿さしっくぇか“ きせ けすゃぇさは ゃさぇすう, し 
けぉうつすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ, つけゃっお 
きけあっ ょぇ こさっきうくっ こさっい あうゃけすぇ 
う ぉっい ょぇ こけすなゃぇ ゃ つっさくうかおぇすぇ 
くぇ かけてうすっ けすくけてっくうは, すぇおぇ 
ちうくうつくけ さぇいゃうたさはとう しっ ゃ こけ-

しかっょくけ ゃさっきっ. ╁っくおけ ぃくぇおけゃ 
ゅけ ょけおぇいゃぇ.    
‶さけしすけ – ゃ あうゃけすぇ っ ょけてかけ 

ゃさっきっ いぇ こけゃっつっ しこけおけえしすゃうっ. 
′け „┿さしっくぇか“ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ゅけ うしおぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

‶なさゃうはす ぉさけえ くぇ ゃないさけょっくうは いぇゃけょしおう ゃっしす-
くうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ういかういぇ くぇ 1 きぇえ 2011 
ゅけょうくぇ. ╃ぇ, ゃっつっ きうくぇたぇ つっすうさう ゅけょうくう... 【っこぇ 
くぇたなしぇくう たけさぇ し ぇさしっくぇかしおけ ぉうすうっ ゃ ぉうけゅさぇそう-
うすっ しう  ぉなさいけ さぇいゃうゃぇす うょっはすぇ くぇ そうさきっくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ いぇ くけゃけすけ くぇつぇかけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
ゃっしすくうお. ¨こうすなす くぇ  ╁っくおけ ぃくぇおけゃ  ゃ ょういぇえくぇ 
っ っょくけ けす しこってくけ くせあくうすっ くっとぇ.  ¨そけさきかっくうっ-
すけ くぇ いぇゅかぇゃおぇすぇ くぇ ゃっしすくうおぇ ╁っくおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃう くぇぉなさいけ. ]すぇゃぇ „いぇ っょくぇ くけと“. ′っゅけ-
ゃぇすぇ おけくちっこちうは こさっょゃうあょぇ ゃういうはすぇ くぇ くけゃうは 
ゃっしすくうお ょぇ ぉなょっ けすかうつぇゃぇとぇ しっ けす たぇさすうっくぇすぇ 
こっさうけょうおぇ くぇ こぇいぇさぇ: ゃしっ こぇお, すけゃぇ っ そうさきっくけ 
ういょぇくうっ. ╃くっし ょういぇえくなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
っ こさっすなさこはか ういゃっしすくう おけさっおちうう しこさはきけ こなさゃけ-
くぇつぇかくぇすぇ  うょっは くぇ ぃくぇおけゃ, けすくけしうきぇ こけゃっつっ 
おなき さっおかぇきくけ-うくそけさきぇちうけくくけ ういょぇくうっ. ′け 
„ゅかぇゃぇすぇ“, おぇいぇくけ こけ ゃっしすくうおぇさしおう, しう けしすぇゃぇ 
くっこうこくぇすぇ.  ╇ っ さっぇかういぇちうは くぇ  くっゅけゃうは  こさけ-
っおす.  ]すけすうちう, つっ う たうかはょう ょういぇえくっさしおう こさけっおすう 
しぇ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ そけかうけ くぇ ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
‶さけそっしうけくぇかくけ, いぇとけすけ こさう くっゅけ ょういぇえくなす くっ 
しぇきけ っ さぇぉけすぇ, おぇおゃぇすけ ょくっし ゃなさてぇす ゃしはおぇおゃう 
たけさぇ, くけ う すゃけさつっしおぇ さっぇかういぇちうは, しすぇくぇかぇ ゃない-
きけあくぇ くぇ けしくけゃぇすぇ くぇ ぇゃすけさうすっすくぇ ょうこかけきぇ. 
′け ょうこかけきぇすぇ けす 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ぇおぇょっきうは しなし 
しこっちうぇかくけしす „╃ういぇえく“ うょゃぇ こけ-おなしくけ. ′ぇつぇかけすけ 
っ ゃ „┿さしっくぇか“.

‶さぇゃうたきっ ょゃぇ ぉなかゅぇさしおう ╁っ-
かうおょっくぇ, くけ くっ ょけえょっ ]ゃっすかぇ-
すぇ しっょきうちぇ しかっょ すはた… ╆ぇとけ?
- ┿い くっ しなき こっしうきうしす, ぇい ゃはさゃぇき 

ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃ たけさぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╆くぇき, つっ つけゃっお っ すぇおぇ せしすさけっく, つっ 
すなさしう ょけぉさけすけ. ′け ぉなかゅぇさうくなす, 
おぇすけ つっ かう っ きぇかおけ こけゃっつっ しおっこすう-

つっく けす ょさせゅうすっ くぇさけょう, さっいうゅくう-

さぇく. ‶さっおぇかっくけ きくけゅけ きなさきけさうき 
いぇ とはかけ う くっとはかけ, くっこさっしすぇくくけ 
おけきっくすうさぇきっ ょさせゅうすっ, くけ いぇぉさぇ-

ゃはきっ ょぇ おけきっくすうさぇきっ しっぉっ しう, 
ょぇ しっ ゃゅかっょぇきっ ゃ くぇし:  すうこけゃっすっ 
くぇ おぇおぇ ]うえおぇ, くぇ ┿くょさっておけ, くぇ 
》うすなさ ‶っすなさ, しぇ あうゃう. ╇ こけ すけいう 
くぇつうく, おけゅぇすけ ゃしうつおう しっ しすぇさぇっき 
おぇお っょうく ょさせゅ ょぇ しっ ういかなあっき う ょぇ 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2

こけしすなこゃぇきっ しこさはきけ つけゃっおぇ 
ょけ くぇし こけ っょうく たうすなさ くぇつうく, 
くっ きけあっき ょぇ ゃなさゃうき おぇすけ 
けぉとっしすゃけ. ]うかぇすぇ くぇ こさけきは-

くぇすぇ, しかせつうかぇ しっ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう ゃ ╇いすけつくぇ 
╄ゃさけこぇ, うきぇてっ ょゃっ おかのつけゃう 
ょせきう: しゃけぉけょぇ う しけかうょぇさくけしす 
きっあょせ たけさぇすぇ.
′うっ こさったゃなさかうたきっ しゃけ-

ぉけょぇすぇ う は こさっゃなさくぇたきっ ゃ 
しゃけぉけょうは. ┿ くはきぇ しゃけぉけょぇ 
ういゃなく こさぇゃうかぇすぇ. ╁ ょさせゅうすっ 
ょなさあぇゃう しなとけ うきぇ ぉけゅぇすう 
たけさぇ, くけ すっ くはきぇす こぇかぇすうすっ 
くぇ くぇてうすっ ぉけゅぇすぇてう. 〈させょくけ 
とっ ゃうょうすっ ゅかっょおう, けぉうつぇえくう 
いぇ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ: おなとう おぇすけ 

せつうかうとぇ. ╇ すぇき うきぇ ぉけゅぇすう 
ぉういくっしきっくう, くけ すっ くっ しぇ さってう-

かう, つっ おぇすけ うきぇす こぇさう, すさはぉゃぇ 
ょぇ しう こけしすさけはす こぇかぇすう, いぇ ょぇ 
さぇいたけあょぇす すぇき おせつっすぇ しう うかう 
かのぉけゃくうちうすっ しう. [ってうかう しぇ, 
つっ つけゃっお きけあっ ょぇ あうゃっっ う こけ-
しおさけきくけ, ぇ けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす けす 
こぇさうすっ ょぇ さぇいょぇょっ いぇ いぇこかぇすう 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ うき さぇぉけすはす. 〉 
くぇし しっ こけかせつう けゅさけきくぇ こさけこぇしす 
きっあょせ ぉっょくう う ぉけゅぇすう, きっあょせ 
たけさぇすぇ, おけうすけ さぇぉけすはす う くけゃけ-

ういかのこっくうすっ おぇこうすぇかうしすう ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ こさったけょぇ. ╇ きくけゅけ 
つっしすけ いぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇ-

すぇ くっ っ ゃうくけゃくぇ ょなさあぇゃぇすぇ, ぇ 
おけくおさっすくうはす のくぇお, ぉういくっしきっく 

うかう おぇこうすぇかうしす ゃ ょぇょっくぇ しそっ-

さぇ, おけえすけ くっ きけあっ ょけぉさっ ょぇ しう 
せこさぇゃかはゃぇ こさっょこさうはすうっすけ. ]う-

かぇすぇ くぇ す. くぇさ. おぇこうすぇかういなき くっ 
っ ゃ すけゃぇ っょくう ょぇ うきぇす こぇさう, ぇ 
ょさせゅう ょぇ くはきぇす, ぇ ゃ すけゃぇ ゃしうつ-

おう ょぇ うきぇす こぇさう, いぇ ょぇ きけゅぇす 
ょぇ こけすさっぉはゃぇす. ]ぇきけ すぇおぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ おぇこうすぇかういきなす. 〈ぇおぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ ゃっさうゅぇすぇ. ╂かぇゃくうはす 
こさけぉかっき くぇ しすさぇくぇすぇ くう しぇ くう-

しおうすっ ょけたけょう くぇ たけさぇすぇ, くけ すけゃぇ 
くっ っ しぇきけ こさけぉかっき くぇ ょなさあぇゃぇ-

すぇ, ぇ こさけぉかっき う くぇ けゅさけきくうは 
しっおすけさ けす つぇしすくう しけぉしすゃっくうちう, 
おけうすけ そけさきうさぇす おぇこうすぇかぇ くぇ 
しすさぇくぇすぇ くう.   
 

】っ ょけあうゃっっ かう ╀なかゅぇさうは 
„ぉはかぇすぇ  しう かはしすけゃうちぇ”? 
- 〈は っ ゃうくぇゅう し くぇし. ′っ ぉうゃぇ ょぇ 

しこうさぇきっ ょぇ きっつすぇっき.

 ┿おけ  ょくっし すさはぉゃぇ ょぇ せょぇさう-
すっ  こぇお いゃなくっちぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうは こぇさかぇきっくす, し おけう ょせきう 
とっ ゅけ くぇこさぇゃうすっ ? 
- 〉ゃぇあぇっきう ょぇきう う ゅけしこけょぇ! 

╃くっし っ ょっく いぇ ょけぉさう ょっかぇ. 

╃せきぇすぇ „ょっきけおさぇちうは”  しない-
くぇすっかくけ かう は ういこせしくぇたすっ ? 
- ]こけさっょ きっく ゃっつっ うきぇ ょっきけ-

おさぇちうは  せ くぇし…
                                           

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╀かういけ 90 しぇ ゃっつっ きかぇょうすっ そせすぉけかくう くぇょっあょう ゃ ╃ぃ【 《╉ „┿さしっ
くぇか 2000“. ╋くけゅけ けす すはた しぇ きくけゅけけぉっとぇゃぇとう ゃっつっ ぉなょっとう そせす
ぉけかくう すぇかぇくすう う うきっくぇ. ╁っつっ こけさっょっく ぉさけえ ゅう こさっょしすぇゃはきっ ゃ しこっ
ちうぇかくぇすぇ くう させぉさうおぇ. ] はしくぇすぇ くぇょっあょぇ, つっ, ぇおけ しっゅぇ しぇ こさけしすけ 
ょっちぇ, おけうすけ けぉうつぇす そせすぉけかぇ, っょうく ょっく きくけゅけ けす すはた とっ しぇ ゅけかはきぇ 
くけゃうくぇ.

〈さうすっ うきっくぇ:

╄きうか
╉けえつっゃ
╃けつっゃ

╂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 
かっおぇ こさけきうてかっくけしす う 
すせさういなき

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╊はゃ 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?

[けくぇかょけ,
[っぇか ╋ぇょさうょ

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしす

ごÑó ó çó¢
*  ╃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 こけ 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 しなし しゃけぉけょっく ゃたけょ.

*  18 ぇこさうか - 11 つ., ゅぇかっさうは くぇ せか. „╇しおさぇ” 4 
╃っすしおう しこっおすぇおなか „‶さうおぇいおぇ いぇ しゃっすけそぇさぇ” – ¨ぉとうくしおう すっぇすなさ 

„╊. ╉ぇぉぇおつっゃ”  

*  18 ぇこさうか - しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” 
〈せさくうさ こけ たゃなさかはくうは 

*  23 ぇこさうか - ゅぇかっさうは  せか. „╇しおさぇ” 4
╇いかけあぉぇ くぇ ぉせさゅぇしおぇすぇ たせょけあくうつおぇ ╄きうかうは ′うおけかけゃぇ 

* 23 ぇこさうか -19 つ., ╁けっくっく おかせぉ
„‒くょなさゅさぇせくょ” – しこっおすぇおなか くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”
 
*  24 -26 ぇこさうか, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
╋っあょせくぇさけょくけ おけかけっいょぇつくけ しなしすっいぇくうっ いぇ おせこぇ „╂っけさゅう ╉けっゃ” 

*  25 ぇこさうか - 10 つ.,  ′』 „╇しおさぇ-1860”
17-すう こっしっくっく そっしすうゃぇか „‶さっおさぇしくぇ しう, きうかぇ [けょうくけ” 

*  25 ぇこさうか - ゅぇかっさうは せか. „╇しおさぇ” 4
„╆かぇすおぇ, いかぇすくけすけ きけきうつっ” - しこっおすぇおなか いぇ ょっちぇ くぇ すっぇすなさ „╊. 

╉ぇぉぇおつうっゃ” 

*  25 ぇこさうか -  11 つ., 》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
╉けくちっさす くぇ しきっしっくう たけさけゃっ 

*  28 ぇこさうか - 19 つ., ′』 „╇しおさぇ-1860”
„╂けょっあ” - おけきっょうは  けす ]なさぉうしかぇゃ ╋うくおけゃうつ, しこっおすぇおなか くぇ ╋かぇ-

ょっあおぇすぇ すっぇすさぇかくぇ しすせょうは 

*  30 ぇこさうか -19 つ. – ′』 „╇しおさぇ-1860”
╉けくちっさす くぇ ]きっしっく たけさ „┿おぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ” 

′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

『あうせそつすかてさあ

′ぇょ 200 ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお しぇ こけしっすうかう こさうっき-

くぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ こさっい  
2014 ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす 
こさうっすうは ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす けす-
つっす くぇ けぉとうくしおうは けきぉせょしきぇく. 
╆ぇょなかぉけつぇゃぇくっ くぇ こさけちっしうすっ くぇ 

うくそけさきうさぇくけしす う おけくしせかすうさぇくっ 
くぇ  あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う すなさしっくっ くぇ くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ 
こけしさっょくうつっしすゃけ う っそっおすうゃくけ ゃいぇ-
うきけょっえしすゃうっ し けぉとうくしおぇすぇ ぇょきう-

くうしすさぇちうは, しぇ ぉうかう ょゃっすっ けしくけゃくう こけしけおう ゃ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ きっしすくうは  けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお.
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けきぉせょしきぇくなす  いぇこけつくぇ う うい-

くっしっくう こさうっきくう ゃ 19-すっ くぇしっかっくう きっしすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
し ちっか ゅさぇあょぇくうすっ こけ-かっしくけ ょぇ しすうゅぇす ょけ くっゅけ う こけしすぇ-
ゃはす こさけぉかっきうすっ しう, おぇおすけ う ょぇ こさっょけしすぇゃう ゃないきけあ-

『╅』【╊ ╉《╇╊『¨╊【《 ╇ 〈╊』【〉¨っ 《〈╆】╉』〈╅〉 

》『╊╉]╅╈╅【 〉¨[《]╅‶ ¨╆】ぃ╊╇
′╅ 》《ぁ╊【╊〉 ╈『╅╋╉╅〉¨〉 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[ 

╁ しこっちうぇかくけすけ ょっこけいうさぇくけ こさっょかけあっくうっ しぇ ういぉさけっくう こけょさけぉくけ おけくおさっすくうすっ いぇしかせゅう う こさうくけしなす  くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, し おけうすけ, しこけさっょ ゃくけしうすっかうすっ, 
すけえ  いぇしかせあぇゃぇ う うきぇ こさぇゃけ ょぇ いぇっきっ きはしすけ ゃ さっょうちぇすぇ くぇ くぇえ-ゃうょくうすっ う いくぇつうきう おぇいぇくかなつぇくう ゃ うしすけさうはすぇ 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っすけ くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす, ゃ おけえすけ, けしゃっく うくあ. 』せつせきうてっゃ, しぇ う ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ - こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀ ゃ いぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか” う 

たけさっけゅさぇそなす う さなおけゃけょうすっか くぇ ╉かせぉぇ こけ しこけさすくう すぇくちう „╉うぇさぇ –′” - ′うおけかぇえ 〈っくっゃ, っ こけょおさっこっくけ けす ういゃっしすくう おぇいぇくかなつぇくう, ょうさっおすけさう くぇ せつうかうとぇ, 
ぉぇくおっさう,  こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉういくっしぇ, おせかすせさぇすぇ, しこけさすぇ, ′‶¨ う けすょっかくう ゅさぇあょぇくう.
′ぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ  くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ „‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお” っ ぉうかけ こさうしなあょぇくけ:  くぇ ぇさたっけかけゅぇ う けすおさうゃぇすっか くぇ くぇえ- いくぇつうきうすっ くぇたけょおう 

ゃ さぇえけくぇ, つけゃっおなす し くぇえ-ゅけかはき こさうくけし いぇ こさっゃさなとぇくっすけ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ う ゃ ╃けかうくぇ くぇ すさぇおうすっ - ょ-さ ╂っけさゅう ╉うすけゃ,  くぇ おきっすぇ くぇ ]すけかっすうっすけ ]すぇくつけ 
╉けっゃ, くぇ おぇさょうけたうさせさゅぇ こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ, くぇ こさけそ. ╉けくしすぇくすうく 』っさくっゃ, くぇ しおせかこすけさぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, くぇ ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ, くぇ こさっこけょぇゃぇすっかは こけ そういうおぇ 
〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ,  くぇ こうしぇすっかは ‶っすなさ ╉けくしすぇくすうくけゃ, くぇ かうすっさぇすけさぇ  ╄ゃしすぇすう ╀せさくぇしおう う ょさせゅう. 

                                                   „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
╀っか. さっょ. 
‶さっょかぇゅぇきっ ゃう こなかくうは すっおしす くぇ こうしきけすけ くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす し きけすうゃうすっ, し おけうすけ  ╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ っ 

こさっょかけあっく いぇ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

〈うすかぇすぇ „‶けつっすっく ゅさぇあょぇ-
くうく くぇ ╉ぇいぇくかなお” っ くぇえ-ゃう-
しけおけすけ けすかうつうっ くぇ ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす-╉ぇいぇくかなお, し おけっすけ 
こさっい ゅけょうくうすっ しぇ ぉうかう せょけし-
すけはゃぇくう さっょうちぇ いくぇつうきう 
いぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ ゃうょくう 
かうつくけしすう.
╂-く ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おぇすけ 

ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
くぇ „┿[]╄′┿╊” ┿╃ , っょくけ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ こさっょこさうはすうは 
ゃ しすさぇくぇすぇ, うきぇ けしくけゃくぇ 
いぇしかせゅぇ いぇ くっゅけゃぇすぇ きけょっさ-
くういぇちうは う こさっゃさなとぇくっすけ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ きせ ゃ おけくおせ-
さっくすくぇ くぇ しゃっすけゃくうは こぇいぇさ.  
╁ ゅけょうくうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは 
こさったけょ ゅ-く ╇ぉせてっゃ ういゃっ-
ょっ „┿さしっくぇか”  けす さなぉぇ くぇ 
そぇかうすぇ う ゅけ せすゃなさょう しさっょ 
くぇえ-さっくけきうさぇくうすっ しゃっすけゃくう 
こさけういゃけょうすっかう. ╃けさう ゃ せし-
かけゃうはすぇ くぇ すっあおぇ しゃっすけゃくぇ 
うおけくけきうつっしおぇ う そうくぇくしけゃぇ 
おさういぇ けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう  
こさっょこさうはすうっすけ いぇこぇいう さけ-
かはすぇ しう くぇ けしくけゃっく そぇおすけさ 
いぇ あういくっくうは しすぇくょぇさす う いぇ-
っすけしすすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. „┿さしっ-
くぇか” っ っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ 
さぇぉけすけょぇすっかう ゃ しすさぇくぇすぇ, し 
ゃしっこさういくぇすぇ う ういこけかいゃぇくぇ 
いぇ こさうきっさ しけちうぇかくぇ こさけゅさぇ-
きぇ いぇ さぇぉけすくうちうすっ.
╊うつくうすっ せしうかうは くぇ ゅ-く ′う-

おけかぇえ ╇ぉせてっゃ う くぇ きっくう-

ょあなさしおうは っおうこ, しなしすぇゃっく う 
さなおけゃけょっく けす くっゅけ, ういちはかけ 
しぇ くぇしけつっくう いぇ いぇこぇいゃぇ-
くっ くぇ すさぇょうちううすっ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ う いぇ すはたくけすけ きけ-
ょっさくういうさぇくっ う さぇいゃうすうっ. 
′っくぇこさぇいくけ くぇさうつぇす „┿さしっ-
くぇか”   おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう.
       ╃くっし „┿さしっくぇか” っ しゃっ-

すけゃくけういゃっしすくぇ おけきこぇくうは, 
くけ こさっょう ゃしうつおけ っ あういくっ-
くけゃぇあくぇ いぇ うおけくけきうつっしおうは, 
しけちうぇかくうは う けぉとっしすゃっくうは 
あうゃけす くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ. 
‶さっい ゅけょうくうすっ „┿さしっくぇか“ しっ 
せすゃなさょう おぇすけ っょくぇ けす っき-
ぉかっきうすっ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお, 
おぇおすけ ゃ ╀なかゅぇさうは,  すぇおぇ う こけ 
しゃっすぇ.
╆ぇ こっさうけょぇ 1997 ゅ. ょけ 

2014 ゅ. ゃ ょさせあっしすゃけすけ しぇ 
うくゃっしすうさぇくう くぇょ 45  きうかう-
けくぇ かっゃぇ. ]ぇきけ いぇ  2015 ゅ. 
うくゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
っ ゃ さぇいきっさ くぇ くぇょ 30 きうかう-
けくぇ かっゃぇ.
╇くゃっしすうちううすっ しぇ くぇしけつっくう 

おなき こけょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけ-
ゃうはすぇ くぇ すさせょ, さぇいてうさはゃぇ-
くっ くぇ こさけょせおすけゃぇすぇ ゅぇきぇ, 
けすおさうゃぇくっ くぇ くけゃう さぇぉけす-
くう きっしすぇ, こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 
っおけかけゅうつくぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ 
ゃ さっゅうけくぇ, きっさおう いぇ ぉっいけ-
こぇしくけしす, うくそさぇしすさせおすせさくう 
こさけっおすう. 
′ぇこさぇゃっくうすっ うくゃっしすう-

ちうう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ 
こさっょこけしすぇゃおぇ う ゅぇさぇくちうは, 
つっ けぉとうくぇすぇ とっ こさけょなかあう 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ ゃないたけょはとけ, 
ういこさっゃぇさゃぇえおう さっょうちぇ けぉ-
かぇしすくう ちっくすさけゃっ. 
     ╁しうつおけ すけゃぇ ゃ けゅさけきくぇ 

しすっこっく っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
せこけさうすうは う ゃしっけすょぇっく すさせょ, 
しこけしけぉくけしすう う せきっくうは くぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
      ¨す 1997 ゅ. ゅ-く ′うおけ-

かぇえ ╇ぉせてっゃ っ ういこなかくうすっ-

かっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
– くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
〈けえ っ さなおけゃけょうすっかはす, おけえ-
すけ ゃ 135-ゅけょうてくぇすぇ うしすけさうは 
くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, っ いぇっきぇか 
くぇえ-ょなかゅけ すけいう こけしす. ╁ すけいう 
こっさうけょ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ  うきぇ 
けしくけゃくぇ いぇしかせゅぇ いぇ しなたさぇ-
くっくうっすけ, きけょっさくういうさぇくっすけ 
う さぇいゃうすうっすけ くぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ っきぉかっきぇすうつくけすけ いぇ 
けぉとうくぇすぇ う ょなさあぇゃぇすぇ こさっょ-
こさうはすうっ.
     ‶さっい 2004 ゅ. っ っょうく けす 

せつさっょうすっかうすっ う しなこさっょしっょぇ-
すっか くぇ しょさせあっくうっ „╀なかゅぇさしおぇ 
けすぉさぇくうすっかくぇ うくょせしすさうは”.
      ¨す 2005 ゅけょうくぇ っ こさっょ-

しすぇゃうすっか くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ‶さけ-
きうてかっくけ-おけくしせかすぇすうゃくぇ ゅさせ-
こぇ おなき とぇぉ-おゃぇさすうさぇすぇ くぇ 
′┿〈¨ ゃ ╀さのおしっか(NIAG), いぇ-
くうきぇゃぇとぇ しっ し ゃなこさけしうすっ くぇ 
ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ.
      ‶さっょしすぇゃうすっか っ しなとけ ゃ 

„╄ゃさけこっえしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ 
ぇっさけおけしきうつっしおうすっ う けすぉさぇ-
くうすっかくう うくょせしすさうう“ (ASD) 
う „╄ゃさけこっえしおぇすぇ ぇゅっくちうは こけ 
けすぉさぇくぇすぇ“(EDA) ゃ ╀さのおしっか.
     ¨しゃっく きくけゅけぉさけえくうすっ きせ 

うょっう, しゃなさいぇくう し こさけういゃけょ-
しすゃけすけ う こさけょぇあぉうすっ, こけ くっ-
ゅけゃぇ うくうちうぇすうゃぇ ぉっ ゃないしすぇ-
くけゃっくぇ ┿かっはすぇ くぇ すさせょけゃぇすぇ 
しかぇゃぇ, ゃ おけはすけ しっ けすかうつぇゃぇす 
くぇえ-ょけぉさうすっ しかせあうすっかう くぇ 
„┿さしっくぇか”. ′っゅけゃぇ っ う うくうちう-
ぇすうゃぇすぇ いぇ けさゅぇくういうさぇくっすけ くぇ 
╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう こけ 
ゃさっきっ くぇ すさぇょうちうけくくうは そうさ-
きっく こさぇいくうお, おぇすけ すぇおぇ ゃしうつ-
おう ぉうゃてう さぇぉけすくうちう, ゅさぇあょぇ-
くう う せつっくうちう けす すったくうつっしおう 
せつうかうとぇ ゃかういぇす ゃ こさっょこさうは-
すうっすけ う つっしすゃぇす こさぇいくうおぇ, いぇ-
っょくけ し くぇしすけはとうは おけかっおすうゃ. 
‶け うくうちうぇすうゃぇ くぇ ゅ-く ╇ぉせてっゃ 
いぇこけつくぇ ういょぇゃぇくっすけ ぉっいこかぇす-

くうは ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか“, おけえすけ しっ こさっゃなさくぇ ゃ 
くぇえ-つっすっくうは  ゃ けぉとうくぇすぇ. 
╋くけゅけぉさけえくう しぇ うくうちうぇすう-
ゃうすっ いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ 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, 
おゃぇかうそうおぇちうは う こさっおゃぇかう-
そうおぇちうは くぇ こっさしけくぇかぇ. ‶け 
くっゅけゃぇ うょっは こさっい 2014 ゅ. ゃ 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ ぉってっ 
けすおさうすぇ こぇさぇかっかおぇ きったぇすさけ-
くうおぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ぇゃすけ-
さうすっすぇ う こさけそっしうけくぇかういきぇ 
くぇ ゅ-く ╇ぉせてっゃ う しないょぇょっくう-
すっ こぇさすくぬけさしおう けすくけてっくうは し 
╀なかゅぇさしおぇ ぇおぇょっきうは くぇ くぇ-
せおうすっ, 〈ったくうつっしおう せくうゃっさ-
しうすっす - ]けそうは, 〈ったくうつっしおう 
せくうゃっさしうすっす - ╂ぇぉさけゃけ う ょさ. 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは さっょうちぇ 
しすせょっくすう こけかせつうたぇ ゃないきけあ-
くけしすすぇ ょぇ こけかせつぇす けぉさぇいけゃぇ-
くうっ ういちはかけ そうくぇくしうさぇくけ けす 
„┿さしっくぇか“.        
     ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ e ぇくゅぇ-

あうさぇく ゃ こけょおさっこぇ くぇ さっょう-
ちぇ しけちうぇかくう, けぉとっしすゃっくう, 
おせかすせさくう う しこけさすくう こさけっお-
すう, おかせぉけゃっ う うくうちうぇすうゃう. 
╇いおかのつうすっかくけ すさせょくけ っ ょぇ 
ぉなょぇす ういさっょっくう ゃしうつおう こさけ-
っおすう, かうちぇ う けさゅぇくういぇちうう, 
おけうすけ っ こけょこけきぇゅぇか し ょぇさっ-
くうは. ╄ょくぇ きぇかおぇ つぇしす けす すはた 
しぇ: ゅさぇょ ╉さなく, しっかけ ╄くうくぇ, 
[ぇょう ╋うかっゃ, ′╃ “〈さぇょうちうは“, 
╋╀┿╊“ょ-さ 》さ.]すぇきぉけかしおう“, 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おかせぉ 
いぇ しこけさすくう すぇくちう „╉うぇさぇ“, 
そけかおかけさっく ぇくしぇきぉなか „┿さしっ-
くぇか“ う きくけゅけ ょさせゅう.
    ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ, ゃ 

けぉとっしすゃっくけ-こけかっいくぇすぇ ょっえ-
くけしす くぇ ゅ-く ╇ぉせてっゃ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ けすぉっかっあう う こさうしなしす-
ゃうっすけ – くっゅけゃけ かうつくけ う くぇ 
さなおけゃけょっくぇすぇ けす くっゅけ ゅさせこぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう  „╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ゃ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす, うくうちううさぇ-

くっすけ う せつぇしすうっすけ ゃ ょうしおせしうう 
う ゃいっきぇくっすけ くぇ さってっくうは けす 
けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ いぇ あうすっ-
かうすっ くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ. 
╁ さっいせかすぇす くぇ せつぇしすうっすけ くぇ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす 
ゅさせこぇすぇ ゃ こけしすけはくくうすっ おけ-
きうしうう おなき ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
しっ こさうっきぇす おけくしすさせおすうゃくう う 
いぇおけくけしなけぉさぇいくう さってっくうは. 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” しこけ-
しけぉしすゃぇたぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす-
╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ  
っそっおすうゃくけ さぇぉけすっと けさゅぇく くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ.   
    ╁ない けしくけゃぇ くぇ ゃしうつおけ ゅけ-

さっけこうしぇくけ   こさっょかぇゅぇきっ くぇ 
¨ぉとうくしおう しなゃっす- ╉ぇいぇくかなお 
ょぇ こさうっきっ しかっょくけすけ  さってっ-
くうっ:
〉╃¨]〈¨ぅ╁┿ ]‒] ╆╁┿′╇╄-

〈¨ „‶¨』╄〈╄′ ╂[┿╅╃┿′╇′ 
′┿ ╂[┿╃ ╉┿╆┿′╊‒╉“  ╂-′ 
′╇╉¨╊┿╈ 》[╇]〈¨╁ ╇╀〉【╄╁ 
- ╆ぇ ょけおぇいぇく こさうくけし ゃ うくゃっ-
しすうさぇくっすけ う さっぇかういぇちうはすぇ 
くぇ 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 けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  う 
いぇ くっゅけゃぇすぇ ょ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  ゃ しそっさぇすぇ くぇ くぇせおぇすぇ, 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, いょさぇゃっけこぇい-
ゃぇくっすけ, しこけさすぇ, おせかすせさぇすぇ う 
ょぇさうすっかしおぇすぇ ょっえくけしす .
   
 ╁はさゃぇきっ, つっ くぇてっすけ こさっょ-

かけあっくうっ とっ ぉなょっ こけょおさっこっ-
くけ う ゅ-く ╇ぉせてっゃ とっ いぇっきっ 
こけかぇゅぇとけすけ きせ しっ きはしすけ しさっょ 
くぇえ-ゃうょくうすっ う いくぇつうきう おぇ-
いぇくかなつぇくう.

‶さっょしっょぇすっか くぇ ╇くうちうぇ-
すうゃくうは おけきうすっす

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ

14 ぇこさうか 2015 ゅ.
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお

‶けょさけぉくう きけすうゃう う けこうしぇくうっ くぇ ょっえくけしすすぇ いぇ おぇくょうょぇすせさぇすぇ くぇ ′うおけかぇえ 》さうしすけゃ 
╇ぉせてっゃ 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”

くけしす いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ あぇかぉう う しうゅくぇかう ょけ こけしさっょくうおぇ 
けくかぇえく, こさっい しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
208  しぇ ゃけょっくうすっ  こさっこうしおう こけ さぇいかうつくう こさけぉかっきう くぇ 

ゅさぇあょぇくうすっ けす けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお こさっい きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ, おぇすけ けしくけゃくぇすぇ つぇしす しぇ こけょぇょっくう こけ ゃさっきっ くぇ 
こさうっきくうすっ ょくう くぇ けきぉせょしきぇくぇ. ‶け 169 けす すはた っ こさうおかの-
つうかぇ こさけゃっさおぇすぇ, おぇすけ  ゃ 154 けす しかせつぇうすっ  すは っ ぉうかぇ し 
さっいせかすぇす, けすつうすぇ けとっ  けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. ╀っい さっいせかすぇす  おなき きけきっくすぇ しぇ 26 けす ゃけょっくうすっ 
こさっこうしおう.
′ぇえ-きくけゅけぉさけえくう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ ぉうかう あぇか-

ぉうすっ くぇ ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけ おけうすけ しぇ 
すなさしうかう しなょっえしすゃうっすけ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお こけ 
ゃなこさけしう けす しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう う いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ 
- けぉとけ 34. ]かっょ すはた しっ くぇさっあょぇす こさけぉかっきうすっ し きけかぉう  
いぇ こけきけと こけ ゃなこさけしう くぇ すさせょけゃけ-こさぇゃくうすっ けすくけてっくうは, 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ う おせかすせさぇすぇ, ゅさぇあょぇくしおけすけ しなしすけはくうっ, 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ う おけきせくぇかくぇすぇ ょっえくけしす う けぉとうくしおぇ-
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶さけぉかっきう,  しゃなさいぇくう し ょっえくけしすすぇ くぇ 

′┿‶ う ′¨╇ しぇ くぇ 5-すけ きはしすけ  ゃ おかぇしぇちうは-
すぇ こけ  すなさしっくっ くぇ しなょっえしすゃうっ けす こけしさっょ-
くうおぇ, しかっょ すはた しぇ ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ 
いぇ すさぇくしこけさすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, っおけかけゅうはすぇ う 
いっきっょっかうっすけ う くぇ こけしかっょくうすっ きっしすぇ しぇ 
こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう し ╁う╉, し せしすさけえしすゃけ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ, けすくけてっくうは し きけぉうかくうすっ 
けこっさぇすけさう, ぉぇくおう う ょさせゅう おさっょうすくう うく-
しすうすせちうう う きっしすくう ょぇくなちう う すぇおしう. 
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けぉとっしすゃっくうはす 

こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ っ 
ぉうかぇ こけかっいくぇ し くぇきっしぇすぇ しう こさう けおぇいゃぇくっ 
くぇ しなょっえしすゃうっ  いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ たさぇくぇ けす 
けぉとっしすゃっくぇ すさぇこっいぇさうは いぇ くせあょぇっとう しっ 
ゅさぇあょぇくう, し さってぇゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃ-
くう こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう し ょっすっ, こけつうくぇかけ 
こさっょう 13 ゅけょうくう,

╇╉¨╈╅【 ╇〉《』[¨【╊...
‶さけっおすなす くぇ ╉]¨ こさっょゃうあょぇ けとっ けす 2016 ゅ. ゃ ′¨╇ ょぇ しっ しないょぇょっ くけゃ こっくしうけくっく 

そけくょ. ╁ くっゅけ とっ しっ しなぉうさぇす けしうゅせさけゃおうすっ しぇきけ くぇ ゃけっくくう, こけかうちぇう う さぇぉけすっとう ゃ 
しかせあぉうすっ, おけうすけ しっゅぇ こけしすなこゃぇす ゃ けぉとうは そけくょ „‶っくしうう“. ]かっょ すけゃぇ けす しなぉさぇくうすっ 
ゃ くっゅけ しさっょしすゃぇ とっ しっ ういこかぇとぇす う こぇさうすっ いぇ しすぇさうくう くぇ しかせあうすっかうすっ こけょ こぇゅけく. 
〈ぇいう うょっは ぉってっ かぇくしうさぇくぇ こさっょう きっしっち けす ぉういくっしぇ し ぇさゅせきっくすぇ, つっ すぇおぇ とっ っ こけ-
はしくけ おけかおけ こぇさう しっ たぇさつぇす いぇ こっくしうう くぇ ゃないさぇしすくうすっ けす しうしすっきぇすぇ くぇ ╋¨, ╋╁[ う 
しかせあぉうすっ.  
‶さけきっくうすっ ゃ ╉]¨ ょぇゃぇす こさぇゃぇ くぇ すさせょっとうすっ しっ けす ゃしうつおう おぇすっゅけさうう すさせょ ょぇ こさっ

きっしすはす こぇさうすっ しう いぇ ゃすけさぇ こっくしうは けす つぇしすくうすっ そけくょけゃっ ゃ ′¨╇. ]さっょしすゃぇすぇ うき けす 
かうつくうすっ こぇさすうょう とっ しっ しなたさぇくはゃぇす ゃ ]さっぉなさくうは そけくょ, くけ くっ くぇ かうつくぇ しきっすおぇ. 
]さっょ ょさせゅうすっ こさっょかけあっくうは いぇ けぉしなあょぇくっ ゃ くけゃうは ╉]¨ っ う こさぇゃけすけ くぇ さぇぉけすけょぇ

すっかは ょぇ さってう ょぇかう たけさぇすぇ, くぇゃなさてうかう こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす, ょぇ きけゅぇす ょぇ けしすぇくぇす うかう 
くっ くぇ さぇぉけすぇ.  ╁ こけしかっょくうすっ くはおけかおけ ゅけょうくう すけゃぇ ぉってっ ういちはかけ さってっくうっ くぇ しぇきうすっ 
さぇぉけすっとう, こさうょけぉうかう こさぇゃけ くぇ こっくしうは. ‶けしかっょくけすけ こさっょかけあっくうっ っ こけ うょっは くぇ 
╀]‶, くけ すは こけかせつう こけょおさっこぇ けす ゃうちっこさっきうっさぇ う しけちうぇかっく きうくうしすなさ ╇ゃぇえかけ ╉ぇか
そうく, おぇおすけ う ゃ しさっょうすっ くぇ ぉういくっしぇ. ╋けすうゃなす いぇ すぇいう こけょおさっこぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ 
けさゅぇくういぇちうう っ, つっ すぇおぇ きかぇょうすっ たけさぇ とっ うきぇす こけ-ゅけかはきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ.
 ]こけさっょ しうくょうおぇすうすっ けぉぇつっ, きはさおぇすぇ っ ょうしおさうきうくぇちうは いぇ こけ-ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ う 

っ こさけすうゃ ╉けくしすうすせちうはすぇ. ╇ ょゃっすっ しすさぇくう しっ しなゅかぇしはゃぇす いぇ っょくけ: っょゃぇ かう ぉうたぇ しっ 
せゃっかうつうかう さはいおけ さぇいたけょうすっ いぇ たぇいくぇすぇ, ぇおけ たけさぇすぇ し こさぇゃけ くぇ こっくしうは ゅけ ういこけかいゃぇす.

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

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ ういかけあぉぇすぇ „╄こけこっは くぇ 〈さぇおうえしおうすっ ちぇさっ – ぇさ
たっけかけゅうつっしおう けすおさうすうは ゃ ╀なかゅぇさうは“ ゃ しゃっすけゃくけういゃっしすくうは きせいっえ ╊せゃなさ, ゃ ‶け

しけかしすゃけすけ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃなゃ そさっくしおぇすぇ しすけかうちぇ しっ しなしすけは いぇこけきくはとけ しっ 
こさっょしすぇゃはくっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╃けきぇおうくう くぇ しなぉうすうっすけ ぉはたぇ こけしかぇくうおなす くぇ ╀なかゅぇさうは 
ゃ ‶ぇさうあ ゅ-く ┿くゅっか 』けかぇおけゃ, ╉きっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゅ-あぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす – ╉ぇいぇくかなお ゅ-く ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ╉ぇいぇくかなお しっ 
こさっょしすぇゃう し そうかき くぇ けこっさぇすけさぇ ╇ゃぇく ╀けくっゃ いぇ ╃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, し ういこなかくっくうは くぇ こけこせかはさくう ぉなかゅぇさしおう う そさっくしおう こっしくう くぇ こっゃうちぇすぇ ′ぇょは 
〈けくつっゃぇ う ういこなかくっくうは くぇ そけかおかけさっく すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか „╆けさぇ“, しなしすぇゃっく けす ぉなかゅぇ
さう, あうゃっっとう ゃ ‶ぇさうあ. ╁しっおう っょうく けす きくけゅけぉさけえくうすっ ゅけしすう こけかせつう おさぇしうゃけ ういゃっいぇ

くぇ すけさぉうつおぇ し さけいけゃ ちゃはす う さっおかぇきくう きぇすっさうぇかう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
╂けしすうすっ うきぇたぇ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ けこうすぇす ゅのかけゃぇ さぇおうは, すさぇおうえしおう ゃうくぇ う すさぇょう

ちうけくくう ぉなかゅぇさしおう きっいっすぇ. ]なぉうすうっすけ ぉっ せゃぇあっくけ けす ゃうちっこさっきうっさぇ う きうくうしすなさ くぇ 
ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう [せきはくぇ ╀なつゃぇさけゃぇ, きうくうしすなさぇ くぇ すせさういきぇ ′うおけかうくぇ ┿くゅっかおけ
ゃぇ, しっくぇすけさ ╅ぇく-‶うっさ ╊っかの, おけえすけ っ う こけつっすっく おきっす くぇ こけぉさぇすうきっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゅさぇょ ╂さぇし, こけしかぇくうおぇ くぇ 《さぇくちうは ゃ ]けそうは ′. ‶さ. ╉しぇゃうっ ╊ぇこっさ ょぬけ ╉ぇぉぇく, こけしかぇ
くうおぇ くう ゃ [うき ╋ぇさうく [ぇえおけゃ, っおし-こけしかぇくうお ╊っぇ ╉けっく, ぇおぇょっきうお ┿くすけく ╃けくつっゃ, 
たせょけあくうおぇ ′うおけかぇ ╋ぇくっゃ, ょうさっおすけさぇ くぇ ╀〈┿ ╋ぇおしうき ╋うくつっゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
すせさうしすうつっしおうは ぉさぇくて, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉとくけしす ゃ ‶ぇさうあ, こさうはすっかう 
くぇ ╀なかゅぇさうは けす 《さぇくちうは.
╁ おぇいぇくかなておぇすぇ ょっかっゅぇちうは, おけはすけ こさっょしすぇゃは ╃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 ゃ ‶ぇさうあ しぇ う ょゃっすっ ゅさぇあょぇくおう, しこっつっかうかう せつぇしすうっ ゃ ょっかっゅぇちうはすぇ けす しこっちうぇか
くけ さぇいうゅさぇくぇすぇ いぇ ちっかすぇ すけきぉけかぇ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しぇ けさゅぇくういぇすけさおぇすぇ ゃ 
すっぇすなさ „ ╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“ ╇ゃぇくおぇ ╃っきうさっゃぇ う けそうし しなすさせょくうつおぇすぇ ╋ぇゅょぇかっくぇ 
]すっそぇくけゃぇ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

げんぢだぜぞéべだ でぎ ぢづぎがでどんゑéぞぎ 
ぞん とんげんぞずぺと ゑ ぢんづごぐ
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‶けかうくぇ っ けす ╉ぇいぇくかなお. 
╇ゃぇく – けす ╁うょうく. ╁う

ょうく っ しすさぇたけすっく ゅさぇょ, おさぇ
しうゃ ゅさぇょ し すさぇょうちうう, おぇいゃぇ 
けさゅぇくういぇすけさなす - きぇさおっすうくゅ 
けす „┿さしっくぇか“. ╄ゃさけこっえしおう
はす ょせた, けすかっあぇか ゃ しゅさぇょうすっ 
う ゅさぇょうくうすっ くぇ ╁うょうく, ぉなか
ゅぇさとうくぇすぇ, けこぇいっくぇ ゃなゃ ゃっ
かうつうっすけ くぇ ╀ぇぉうくう ╁うょうくう 

おせかう..., さけょくけすけ ゃ きうさうしぇ 
くぇ ╂けかはきぇすぇ さっおぇ... ╁しうつおけ 
すけゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ かうこしゃぇ 
くぇ さけょっくうは すぇき, くけ, おぇおすけ 
しこけょっかは くっ ぉっい しなあぇかっくうっ 
きかぇょうはす のさうしす: “╁ないきけあ
くけしすうすっ いぇ さぇいゃうすうっ すぇき くっ 
しぇ きくけゅけ...“. ¨おぇいゃぇ しっ, ゃな
こさっおう きっしすくうすっ くぇゅかぇしう くぇ 
しおっこすうつくうすっ くぇてっくちう, ╉ぇ
いぇくかなお うきぇ こけゃっつっ ゃないきけあ
くけしすう...
′ぇょっあょぇすぇ いぇ ょけぉさぇ さぇ

ぉけすぇ いぇ ╇ゃぇく しっ しぉなょゃぇ し 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ こけ けぉは
ゃぇ. ¨ぉはゃぇすぇ いぇゃなさてうかうはす 
くぇしおけさけ のさうしす けすおさうゃぇ ゃ 
くぇえ-ゅけかっきうは ぉなかゅぇさしおう しぇえす 
いぇ さぇぉけすぇ: “┿さしっくぇか“ すなさ
しう こさっゃけょぇつ う けさゅぇくういぇすけさ 
– きぇさおっすうくゅ. ╀うかけ こさっょう 
きぇかおけ こけゃっつっ けす 3 ゅけょうくう. 
]かっょ おけくおせさしぇ ╇ゃぇくけゃ っ 
おかぇしうさぇく いぇ ゃすけさぇすぇ こけいう
ちうは. ‶さうっきぇ. ╇ くっ しなあぇかはゃぇ 
いぇ すけゃぇ. „[ぇぉけすぇすぇ っ ょうくぇ
きうつくぇ. ╇ きくけゅけ うくすっさっしくぇ, 
けさゅぇくういうさぇき  せつぇしすうっすけ くぇ 
そうさきぇすぇ くぇ きっあょせくぇさけょくう 
ういかけあっくうは いぇ こさけょせおちうは し 
ゃけっくくう ちっかう う いぇ ゅさぇあょぇく
しおぇすぇ こさけょせおちうは“, けぉはしくはゃぇ 
╇ゃぇくけゃ. ╃けおぇすけ せつう こさぇゃけ, 
くっ きせ う きうくぇゃぇ こさっい せきぇ, 
つっ とっ こさぇゃう すけつくけ すけゃぇ, 
くけ こさういくぇゃぇ, つっ きせ っ うくすっ
さっしくけ. ╀なさいけすけ ゃいうきぇくっ くぇ 
さってっくうは, おけけさょうくぇちうはすぇ 
きっあょせ さぇいかうつくうすっ ぇさしっ
くぇかしおう しすさせおすせさう う すったくうすっ 
しこっちうぇかうしすう, おけくすぇおすうすっ し 
さぇいかうつくう たけさぇ, せしっとぇくっすけ, 
つっ しう つぇしす けす ゅけかっきうは きっあ
ょせくぇさけょっく しゃはす くぇ ぉういくっしぇ っ 
くっとけ, おけっすけ せゃかうつぇ きかぇょうは 
けさゅぇくういぇすけさ. „╂かぇゃけぉかなし

╉】〉╅╇』[¨ 〈╊ぁ【¨ 》】』[╅【 [《『╊〉¨ ╇ „╅『』╊〉╅]“   
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[ぇぉけすくけ ゃさっきっ くぇ いなぉけかっおぇさしおうは おぇぉうくっす ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃
╁すけさくうお う つっすゃなさすうお:  09.30 - 12.30 つ.
]さはょぇ う こっすなお: 08.30 - 11.30 つ.

╉ぇぉうくっすなす さぇぉけすう しなし ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ .
╁しうつおう いょさぇゃくけ けしうゅせさっくう かうちぇ うきぇす こさぇゃけ くぇ こさっゅかっょ  う 
くぇ ょゃっ ぉっいこかぇすくう きぇくうこせかぇちうう. ╆ぇ こさけゃっょっくけすけ かっつっくうっ 
しっ ういょぇゃぇ う ゅぇさぇくちうけくくぇ おぇさすぇ.

おぇくうちうすっ“ けおけかけ おさぇすおうすっ 
しさけおけゃっ, くぇこぇしゃぇくっすけ くぇ 
こさけゅさぇきうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
せつぇしすくうちう ゃ ういかけあっくうはすぇ, 
ちはかけしすくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ こけ 
ういこさぇとぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすぇ
ちうはすぇ う さっおかぇきくうすっ きぇすっさう
ぇかう, くせあょぇすぇ けす けさうゅうくぇかくう 
さってっくうは いぇ ぉなさいけ しこさぇゃはくっ 
し っおしすさっくう しうすせぇちうう, ょぇゃぇ 

けくけゃぇ すっきこけ くぇ さぇぉけすぇすぇ, けす 
おけっすけ ゃしっおう きかぇょ しこっちうぇ
かうしす しっ くせあょぇっ. ╇ゃぇくけゃ しっ 
さぇょゃぇ くぇ そぇおすぇ, つっ うきぇ ゃない
きけあくけしす, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ, 
ょぇ ょぇゃぇ う こさぇゃくう しなゃっすう, し 
おけっすけ こさぇおすうおせゃぇ う こさけそっ
しうはすぇ しう くぇ のさうしす. ‶けかいゃぇ 
けすかうつくけ ぇくゅかうえしおうは っいうお, 

くけ さぇぉけすう う しなし しさなぉしおう, う し 
させきなくしおう – „こけ ゅっけゅさぇそしおう“ 
こさうつうくう, てっゅせゃぇ しっ さけょっ
くうはす くぇ さなぉぇ くぇ ゅさぇくうちぇすぇ  
きっあょせ ╀なかゅぇさうは, ]なさぉうは う 
[せきなくうは. ╁しなとくけしす, きかぇ
ょっあおぇすぇ きせ きっつすぇ っ きっょうちう
くぇすぇ. ╋ぇえおぇ きせ っ そっかょてっさ, 

ぇ すけえ せつう こさうさけょけきぇすっきぇすう
つっしおう こさけそうか ゃ ゅうきくぇいうはすぇ. 
′け – しっゅぇ, ゃ „┿さしっくぇか“, こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くうおぇお くっ 
しぇ こけ-きぇかおけ けす すっいう ゃ きっょう
ちうくしおうすっ こさけそっしうう. ╉ぇおすけ う 
けすゅけゃけさくけしすうすっ: “′っ っ かっし
くけ. ′はきぇ おぇお ょぇ くっ しっ こさう
いくぇっ, つっ っ すさせょくけ. ╆ぇっょくけ し  
くぇつぇかくうおぇ くぇ けすょっか „╋ぇさおっ

すうくゅ“ – ╋ぇさうくぇ ╈けさょぇくけゃぇ, 
おぇおすけ う おけかっゅうすっ きう: ╃う
きうすさうくぇ 〈せさかぇおけゃぇ, ╋ぇさうは 
‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあう
はく う ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, おけ
けさょうくうさぇきっ ょけしすぇ ょっえくけしすう 
- けす けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ っおし
こけくぇすうすっ, こさっい さっおかぇきくうすっ 
きぇすっさうぇかう  う こさけゅさぇきぇすぇ くぇ 

しぇきうすっ ょっかっゅぇすう“, こけはしくはゃぇ 
けさゅぇくういぇすけさなす – きぇさおっすうくゅ. 
]なゃきっしすくぇすぇ さぇぉけすぇ し けすょっか 
„‶さけょぇあぉう“ う けすょっか „╀ういくっし 
さぇいゃうすうっ“ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ 
こけょしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ せしこって
くうすっ せつぇしすうは くぇ  „┿さしっくぇか“ 
ゃ きっあょせくぇさけょくうすっ ういかけあっ

くうは. ]おけさけ こさっょしすけう すぇおけゃぇ 
う ゃ 〈せさちうは. ]っさうけいくけしすすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ こさっょしすぇ
ゃはくっ „すっあう“ し けそけさきはくっすけ 
くぇ しけぉしすゃっく とぇくょ こけ すっいう 
こさっしすうあくう ういかけあっくうは. ╇ゃぇ
くけゃ っ  こけゃっつっ けす ょけゃけかっく, 
つっ ゃ „┿さしっくぇか“ うきぇ しすさけえくぇ 
しうしすっきぇ くぇ えっさぇさたうは う さぇい
こさっょっかっくうっ くぇ ょっえくけしすうすっ, 
けこさっょっかっく さっょ う きったぇくういなき, 

こけ おけえすけ ゃなさゃう う すけいう ゃうょ 
ょっえくけしす. „》せぉぇゃけ っ, つっ うきぇ 
しせぉけさょうくぇちうは う さっょ, いぇとけすけ 
うくぇつっ しすぇゃぇす くっとぇすぇ くっせ
こさぇゃかはっきう う くはきぇ おぇお おさぇえ
くうはす っそっおす けす ょっえくけしすすぇ ょぇ 
ぉなょっ すけかおけゃぇ ょけぉなさ, おけかおけ
すけ っ“, さぇいぉさぇか っ ゃっつっ ╇ゃぇくけゃ 
っょくぇ けす すぇえくうすっ くぇ せしこって
くうは きっくうょあきなくす. 
„[ぇょゃぇき しっ くぇ  きくけゅけ たせぉぇゃ, 

こさうはすっく おけかっおすうゃ けす こさっ
ょうきくけ きかぇょう たけさぇ, さぇぉけすうき 
きくけゅけ ょけぉさっ, さぇいぉうさぇきっ しっ 
う しう こけきぇゅぇきっ“ – つせゃぇき すけゃぇ 
いぇ おけえ かう こなす, くけ ういおぇいぇくぇ 
けす きかぇょ しこっちうぇかうしす, ゃ  つうっすけ 
„さけょけしかけゃくけ“ ょなさゃけ くはきぇ くう 
っょくけ ぇさしっくぇかしおけ „かうしすっくちっ“, 
すぇいう うしすうくぇ, おけえ いくぇっ いぇとけ, 
きう いゃせつう こけ-こさぇゃょけこけょけぉくけ. 
]うゅせさくけ, いぇとけすけ っ かうてっくぇ 
けす ょけきぇてくうすっ こさうしすさぇしすうは う 

しぇくすうきっくすう くぇ ょっすしすゃけすけ. “] 
おけかっゅうすっ しそけさきうさぇたきっ っょくけ 
たせぉぇゃけ こさうはすっかしすゃけ“, おぇいゃぇ 
╇ゃぇくけゃ う しぇき くっ いくぇっ おぇお っ 
しすぇくぇかけ すけゃぇ, いぇとけすけ – こさっ
ょう ょぇ きせ しっ しかせつう, こけょけぉ
くぇ しうすせぇちうは きせ ういゅかっあょぇかぇ 
しすさぇくくけ. 

‶さうはすっかしすゃぇすぇ しっ こさっくぇ
しはす ういゃなく こけさすぇかぇ し かっおけすぇ. 
′け っ ゃはさくけ う ょさせゅけ: “]ゃけ
ぉけょくけすけ ゃさっきっ くう っ すゃなさょっ 
さっょせちうさぇくけ“. ] ょゃっすっ ぉかうい
くぇつおう こけ くぇ すさう ゅけょうくおう – 
╉さうしすうくぇ う ′うおけか, ゃさっきっすけ 
くぇ さけょうすっかうすっ くはきぇ おぇお ょぇ っ 
ょさせゅけ, けしゃっく – ゃさっきっ し ょっちぇ
すぇ. „』っすっき こさうおぇいおう,  こっっき 
こっしくう, くけ ゃしっ ゅかっょぇきっ おけゅぇ 

とっ しっ せしきうたくっ しかなくちっすけ いぇ 
さぇいたけょおぇ くぇゃなく...“, しきっっ しっ 
きかぇょうはす すぇすおけ. ╋ぇかおけ ゃさっきっ 
きせ けしすぇゃぇ いぇ つっすっくっ - こさっ
ょうきくけ かうすっさぇすせさぇ, しゃなさいぇくぇ 
し さぇぉけすぇすぇ, おぇおすけ う  こさぇゃくぇ 
かうすっさぇすせさぇ /“╆ぇ こけょょなさあぇくっ 
くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ そけさ
きぇ“/. ╁なさか そっく っ くぇ „╇ゅさぇ 
くぇ すさけくけゃっ“! -  すさなこくっ いぇ こけ
しかっょくけすけ ういょぇくうっ. 
╇ゃぇく っ う かけゃっち. ╇しすうくしおう. 

′け くっとぇすぇ けすくけゃけ しぇ ゃなこさけし 
くぇ ゃさっきっ. ¨とっ くっ っ くぇきっさうか 
しゃけぉけょくう ょくう, つっ ょぇ けさゅぇ
くういうさぇ こさったゃなさかはくっすけ しう 
ゃ くはおけは きっしすくぇ ょさせあうくおぇ. 
╊けゃなす きせ っ しすさぇしす. ‶けつゃぇ ゅけ 
けとっ 18-ゅけょうてっく. ‶さうさけょぇすぇ 
おさぇえ ╉ぇいぇくかなお きせ たぇさっしゃぇ 
きくけゅけ, すぇおぇ つっ... う すけゃぇ とっ 
しっ くぇさっょう. 
╇ゃぇくけゃ  たぇさっしゃぇ さぇぉけすくけすけ 

しう ゃさっきっ. 〈け きせ こけいゃけかはゃぇ う 
さぇいたけょおう しなし しっきっえしすゃけすけ, う 
しさっとう し こさうはすっかう. [ぇいぉうさぇ 
しっ, せょけぉくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ っ 
くっけぉたけょうきけ, くけ くっ ょけしすぇすなつ
くけ せしかけゃうっ きかぇょぇすぇ ょゃけえおぇ 
ょぇ くぇきうさぇ う かうつくう つぇしけゃっ いぇ 
しっぉっ しう: “╃ぇ しぇ あうゃう う いょさぇ
ゃう ぉぇぉぇ う ょはょけ!“, しきっっ しっ 
╇ゃぇく, くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ さぇょ
ゃぇ, つっ さけょうすっかうすっ くぇ ‶けかうくぇ 
せしこはゃぇす ょぇ けすょっかはす ゃさっきっ う 
いぇ ょゃっすっ きぇかおう ゃくせつおう. „╇きぇ 
おけえ ょぇ こけきぇゅぇ!“,  っ しこけおけえ
しすゃうっすけ くぇ ‶けかうくぇ う ╇ゃぇく. 
] ょゃっ きぇかおう ぉかういくぇつおう くっ っ 
かっしくけ. ╃させゅうすっ ぉぇぉぇ う ょはょけ 
– う すっ, すけおせ ょけすなさつぇかう けすおなき 
╃せくぇゃぇ. ╁なこさっおう 350-すっ おう
かけきっすさぇ. ′ぇ ╁っかうおょっく そぇ
きうかうはすぇ っ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさっい 
きぇえ うょっ さっょ くぇ けぉさぇすくぇすぇ 
ゃういうすぇ おなき  ╃せくぇゃ. 
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ しっ せしきうたゃぇ 

しこけおけえくけ, し うしおさっくう う とぇしす
かうゃう つっさくう けつう. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
っ けす こけつすう つっすうさう ゅけょうくう. 
〈っいう ょくう –  くぇ 22-さう ぇこさうか, 
すけえ とっ くぇゃなさてう 29. ┿ ゃっつっ 
うきぇ きくけゅけ: しっきっえしすゃけ し ょゃっ 
とせさう とっさおう. ╇ うくすっさっしくぇ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ  ょぇゃぇ しぇきけ
つせゃしすゃうっ. ╇ けぉっとぇゃぇ こっさし
こっおすうゃう. ╁ „┿さしっくぇか“.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

 За да вървиш в съзидателен 
път цели 90 години,

се иска  много повече от 
респектираща вярна посока 

и здрави корени.
 За да  създаваш в добри и 
в трудни дни с упорство и  
любов  последователи, на 
които се крепи днешната 

българска индустрия, се иска 
много повече от усърдие и 

вяра в Утре!
 За да градиш тогава, 

когато е модерно да се руши, се иска, освен упорство и  надежда,
и много сърце!

 За да  гледаш с амбиция и смело в следващите  поне 90,
се иска рамо -  на верни съмишленици и приятели.

 Които гледат с теб в една посока! 
Честит юбилей, Хаджиеновци! 

 За вашите респектиращи 90 години!
За общите ни светли бъднини, които заедно правим възможни! 

 За да върнем индустриалната слава на Казанлък!   

 „Арсенал” АД 
и „Експерти за Казанлък”

Имаме удоволствието да ви поканим  на 
тържествения ден по случай 90-годишнината  

на ПГ „Иван Хаджиенов“- град Казанлък на 24 април 
2015 година / петък/ 

Програма 
10 часа – Тържествен ритуал за откриване на празника 
11-12 часа - Спортни и технически състезания
14 часа - Тържествен Педагогически съвет 
15 часа - „На кафе със спомени“- среща на гости, бивши 
и настоящи учители 
16 часа - Шествие  „Парад на професиите“ 
17 часа - Тържествен концерт в ДК „Арсенал“ 
Празничен коктейл в р-т „Палас“, гр. Казанлък

『╅』【╊ ╉《╇╊『¨╊【《 ╇  
〈╊』【〉¨っ 《〈╆】╉』〈╅〉 

』ぇ【『】╉〉¨ぁ╊』【╇《 』 〉╅╉
40-╈《╉¨ぃ〉╅ ¨』【《『¨っ 

╁い ぇ う き け け す く け て っ く う は す ぇ 
きっあょせ „┿さしっくぇか” ┿╃ う 

くはおけゅぇてくうは ╋ったぇくけすったくう-
おせき „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ”, 
ょくってくぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあう-

っくけゃ”, ょぇすうさぇす けす しさっょぇすぇ 
くぇ 70-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇ-
かうは ゃっお. 
‶けゃけょなす いぇ すけゃぇ しなすさせょ-

くうつっしすゃけ しぇ さぇいさぇしすゃぇ-
とうすっ しっ こさけういゃけょしすゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ う くっけぉたけ-
ょうきけしすすぇ けす けぉせつっくう おぇ-
ょさう いぇ すはた. ‶さっょこさうはすうっすけ 
こさっょけしすぇゃは しゃけはすぇ ぉぇいぇ いぇ 
けぉせつっくうっ つさっい こさぇおすうつっし-
おう いぇくはすうは くぇ おせさしうしすうすっ 
けす しこっちうぇかくけしすうすっ こけ しすせ-
ょっくぇ う すけこかぇ けぉさぇぉけすおぇ 
– しすさせゅけゃっ, そさっいう, おけゃぇつ-
くぇ, かっはさくぇ. [ぇいつうすぇ しっ, つっ 
すっいう おぇょさう しかっょ ょうこかけきう-
さぇくっすけ しう とっ うきぇす こさけそっ-
しうけくぇかくぇ う  こっょぇゅけゅうつっ-
しおぇ こけょゅけすけゃおぇ ょぇ いぇっきぇす 
しさっょくう さなおけゃけょくう ょかなあ-
くけしすう, おけっすけ しすぇゃぇ しおけさけ 
そぇおす.
]なすさせょくうつっしすゃけすけ こさっい 

ゅけょうくうすっ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ 
う こさっい 1986 ゅ. くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ すったくうおせきぇ しっ 
けぉけしけぉはゃぇ こさけういゃけょしすゃっく 
せつぇしすなお し きぇてうくう けす „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ – ょゃっ ゃっさすうおぇか-

くう そさっいう 《╁ 325-02 う ょゃぇ 
そさっいけゃう けぉさぇぉけすゃぇとう ちっく-
すさう 『╋ 522, しゃなさいぇくう し ゅなゃ-
おぇゃぇ おかっすおぇ, せこさぇゃかはゃぇとぇ 
きぇくうこせかぇすけさ. 〈けゅぇゃぇ すけゃぇ 
こさっょしすぇゃかはゃぇ ういおかのつうすっかくけ 
こっさっしこっおすうゃくけ けぉせさせょゃぇくっ, 
おけっすけ こけゃうてぇゃぇ おぇつっしすゃけ-
すけ くぇ けぉせつっくうっ ゃ すっいう しこっ-
ちうぇかくけしすう. ]こっちうぇかうしすう くぇ 
そうさきぇすぇ こけょこけきぇゅぇす せしゃけは-
ゃぇくっすけ う こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ 
せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ くぇ くぇ-
しすけかくう こさけぉうゃくう きぇてうくう 
╀-12, おぇすけ けしうゅせさはゃぇす, くっ 
しぇきけ すったくうつっしおぇ こけきけと う 
きぇすっさうぇかう, くけ う しっ はゃはゃぇす う 
こけすさっぉうすっかう くぇ すぇいう すったくう-
おぇ.
]かっょ ういゃっしすっく こっさうけょ くぇ 

いぇしすけえ ゃ けすくけてっくうはすぇ, けぉけ-
しくけゃぇく けす こさっしすさせおすせさうさぇ-
くっすけ, おぇおすけ くぇ うくょせしすさうはすぇ, 
すぇおぇ う くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ ゃ 
[っこせぉかうおぇ  ╀なかゅぇさうは, しな-
すさせょくうつっしすゃけすけ しっ ゃないけぉくけ-
ゃはゃぇ こさっい 2012 ゅ. ╄ょくけゃさっ-
きっくくぇすぇ くっけぉたけょうきけしす - けす 
っょくぇ しすさぇくぇ くぇ ぉぇいぇ う すったくう-
つっしおう くぇしすぇゃくうちう ゃ ‶╂ „╇ゃ. 
》ぇょあうっくけゃ”, けす ょさせゅぇ - くぇ 
おぇょさう いぇ くぇさぇしすゃぇとけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
ょけゃっょっ ょけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ  
くぇ せつっくうつっしおうすっ こさぇおすうおう. 
〉つっくうちうすっ けす しこっちうぇかくけしす 
„╋ぇてうくう し 『‶〉” うきぇす ゃない-
きけあくけしす ゃっょくなあ しっょきうつくけ, 
こさっい ちはかぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, 
ょぇ しっ いぇこけいくぇゃぇす う さぇぉけすはす 
くぇ くぇえ-くけゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ し 
『‶〉 ゃ こさっょこさうはすうっすけ, ゃ おけっ-
すけ しぇ くぇこさぇゃっくう おさせこくう うく-
ゃっしすうちうう こさっい こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう. ′せあょぇすぇ けす おぇょさう いぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ きけすうゃうさぇ 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ 
そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
ょぇ しなょっえしすゃぇ いぇ けすおさうゃぇくっすけ 
くぇ くけゃぇ こぇさぇかっかおぇ ゃ ゅうきくぇ-
いうはすぇ しなし しこっちうぇかくけしす „╋っ-
たぇすさけくうおぇ”. 

╉ぇすけ こけさっょくぇ しすなこおぇ おなき 
ょけぉさうすっ ゃいぇうきけけすくけてっくうは 
っ う ゃないきけあくけしすすぇ ぇぉうすせ-
さうっくすうすっ くぇ  ‶╂ „╇ゃ. 》ぇょ-
あうっくけゃ”, こさうっすう ゃ すった-
くうつっしおう しこっちうぇかくけしすう ゃ 
すったくうつっしおうすっ せくうゃっさしうすっ-
すう, ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす こさう-
けさうすっすくけ いぇ しすうこっくょうぇくすう 
おなき ゃないしすぇくけゃっくぇすぇ しすう-
こっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ.
„┿さしっくぇか” ┿╃ ゃないくぇきっさはゃぇ 

ょぇ ぉなょっ けしくけゃっく こぇさすくぬけさ 
こさう ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ てゃっえ-
ちぇさしおぇすぇ ょせぇかくぇ しうしすっきぇ いぇ 
こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ ゃ 
‶╂ „╇ゃ. 》ぇょあうっくけゃ”, しすぇさ-
すうさぇとぇ けす 15 しっこすっきゃさう 
2015 ゅ.
╁ おさぇすおけしさけつっく こかぇく: „┿さ-

しっくぇか” っ ゅかぇゃっく ゃょなたくけゃう-
すっか う しこけきけとっしすゃけゃぇすっか 
くぇ すったくうつっしおけ しなしすっいぇくうっ 
きっあょせ せつっくうちう けす ゅうきくぇ-
いうはすぇ, こけしゃっすっくけ くぇ 90-ゅけ-
ょうてくうくぇすぇ くぇ  ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”, こさっょてっしすゃぇくぇ 
けす 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ すっさうすけさうは-
すぇ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお. 
╁しうつおけ すけゃぇ ょぇゃぇ けしくけ-

ゃぇくうっ いぇ せょけゃかっすゃけさっくうっ 
う ゅけさょけしす けす こけしすうゅくぇすけすけ 
きっあょせ ょゃっすっ しすさせおすせさう – 
そうさきぇ う せつうかうとっ, ゃ くぇゃっ-
つっさうっすけ くぇ おさなゅかぇすぇ ゅけょうて-
くうくぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは う っ こさっょこけしすぇゃおぇ 
いぇ ぉなょっとう しなゃきっしすくう せしこっ-
たう こけ こなすは おなき ゃっおけゃくうすっ 
うき のぉうかっう.
                                                                                                 

╇くあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ
     [なおけゃけょうすっか けすょっか

„〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ”- 
┿さしっくぇか” ┿╃ 

             』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,

 ╉けけさょうくぇすけさ
]すうこっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇ-

きぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃  

くけ ゃけょっとけ しっ おぇすけ あうゃけ ゃ さっゅうしすさうすっ, し っそっおすうゃくぇ こけきけと 
こさう くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ かうちぇ ゃ くせあょぇ ゃ  しこっちうぇかういうさぇくぇ うくしすう-
すせちうは, しなし いぇこうしゃぇくっ  くぇ ょっちぇ いぇ けぉせつっくうっ ゃ ぉなかゅぇさしおう せつう-
かうとぇ, あうゃっかう ょなかゅう ゅけょうくう ゃ つせあぉうくぇ, し こけきけと こさう けこさっ-
ょっかはくっ  くぇ くぇしすけえくうちう くぇ ういけしすぇゃっくう ょっちぇ, しなし しなょっえしすゃうっ 
こさう しこけさぇいせきはゃぇくっ こけ しこけさくう ゃなこさけしう う ょさせゅう. 
 ╁なこさっおう せしうかうはすぇ くぇ 】っさっゃぇ, ぉっい さっいせかすぇす おなき きけきっくすぇ 

しぇ こけしすぇゃっくう けす ゅさぇあょぇくうすっ ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう し けぉとっしすゃっ-
くうは すさぇくしこけさす ゃ ╉ぇいぇくかなお - いぇ こさけきっくう ゃ きぇさてさせすくけすけ さぇい-
こうしぇくうっ くぇ くはおけう かうくうう う こけしすぇゃはくっすけ くぇ くけゃう しこうさおう. ¨し-
すぇゃぇ くっさってっくぇ う ぉうすおぇすぇ  しさっとせ けすゅかっあょぇくっすけ くぇ ょけきぇてくう 
あうゃけすくう くっ おなょっすけ すさはぉゃぇ う こけさぇょう すけゃぇ -   くっょけゃけかしすゃけすけ 
くぇ ゅさぇあょぇくう, あうゃっっとう ゃ しなしっょしすゃけ, う ょさせゅう. 
¨しゃっく ういくっしっくうすっ こさうっきくう ゃ しっかぇすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, こけさっょう-

ちぇ けす ょけぉさう うくうちうぇすうゃう ぉっかはいぇたぇ ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ: おぇきこぇくうは ゃ 
おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ いぇ こなさゃぇすぇ かうつくぇ おぇさすぇ, ぇおすうゃくぇ 
さぇぉけすぇ し ′‶¨ う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇいかうつくう おせかすせさくう うく-
しすうすせすう う つぇしすくう そうさきう, うくうちうぇすうゃぇすぇ „‶さぇゃくぇ おかうくうおぇ”, ゃ 
おけはすけ ゅさぇあょぇくう きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす おけきこっすっくすっく ぉっいこかぇすっく 
しなゃっす けす きかぇょう のさうしすう. ]ぇきけ こさっょう ょっく こさうっきくぇすぇ くぇ けき-
ぉせょしきぇくぇ ぉっ ょけきぇおうく くぇ けすおさうす こさうっきっく っょくぇ くぇ ういゃっしすくう 
ぇょゃけおぇすう, し ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇすくけ おけくしせかすうさぇくっ こけ さぇい-
かうつくう こさぇゃくう ゃなこさけしう. ‶けゃけょなす いぇ すけゃぇ ぉっ ╃っくはす くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ おけくしすうすせちうは - 16-すう ぇこさうか. ‶さっょしすけう けぉはゃはゃぇくっすけ う 
くぇ こけぉっょうすっかは ゃ ょさせゅぇ うくうちうぇすうゃぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ - ぉっいこかぇ-
すっく てけそぬけさしおう おせさし いぇ しけちうぇかくけ しかぇぉ きかぇょっあ けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, こけ こさっこけさなおぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.
╇きっくくけ 】っさっゃぇ ぉっ ゃょなたくけゃうすっか くぇ こさうっすぇすぇ し きくけゅけ っくすせ-

しうぇいなき うょっは いぇ つっすっくっ くぇ 』せょけきうさけゃう すゃけさぉう ゃ おぇいぇくかなて-
おうすっ せつうかうとぇ, おけはすけ しすぇくぇ ぇおちっくす ゃ ‶さけゅさぇきぇすぇ くぇ すぇいゅけ-
ょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう. 
╁なこさっおう ぇおすうゃくぇすぇ ょっえくけしす ゃ しそっさぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおけすけ 

けぉとっしすゃけ う こせぉかうつくけしすすぇ, ゃっつっ ょゃっ ゅけょうくう, ゃしっ けとっ ゅけかはき 
ぉさけえ ゅさぇあょぇくう すなさしはす けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっ-
ゃぇ う おぇすけ ゃないきけあくけしす いぇ いぇこけつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃, こさうこけいくぇゃぇえおう は おぇすけ ぇおすうゃっく 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”. 
╁なこさっおう つっ くぇょ 150 ょせてう しぇ こけしっすうかう ういくっしっくうすっ こさうっきくう 

くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ しっかぇすぇ 
けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃしっ けとっ うくしすうすせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ 
くっ しっ さぇいこけいくぇゃぇ しさっょ あうゃっっとうすっ すぇき.

   ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』 さそしかえけてか

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3
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‶けかうくぇ っ けす ╉ぇいぇくかなお. 
╇ゃぇく – けす ╁うょうく. ╁う-

ょうく っ しすさぇたけすっく ゅさぇょ, おさぇ-
しうゃ ゅさぇょ し すさぇょうちうう, おぇいゃぇ 
けさゅぇくういぇすけさなす - きぇさおっすうくゅ 
けす „┿さしっくぇか“. ╄ゃさけこっえしおう-
はす ょせた, けすかっあぇか ゃ しゅさぇょうすっ 
う ゅさぇょうくうすっ くぇ ╁うょうく, ぉなか-
ゅぇさとうくぇすぇ, けこぇいっくぇ ゃなゃ ゃっ-
かうつうっすけ くぇ ╀ぇぉうくう ╁うょうくう 

おせかう..., さけょくけすけ ゃ きうさうしぇ 
くぇ ╂けかはきぇすぇ さっおぇ... ╁しうつおけ 
すけゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ かうこしゃぇ 
くぇ さけょっくうは すぇき, くけ, おぇおすけ 
しこけょっかは くっ ぉっい しなあぇかっくうっ 
きかぇょうはす のさうしす: “╁ないきけあ-
くけしすうすっ いぇ さぇいゃうすうっ すぇき くっ 
しぇ きくけゅけ...“. ¨おぇいゃぇ しっ, ゃな-
こさっおう きっしすくうすっ くぇゅかぇしう くぇ 
しおっこすうつくうすっ くぇてっくちう, ╉ぇ-
いぇくかなお うきぇ こけゃっつっ ゃないきけあ-
くけしすう...
′ぇょっあょぇすぇ いぇ ょけぉさぇ さぇ-

ぉけすぇ いぇ ╇ゃぇく しっ しぉなょゃぇ し 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ こけ けぉは-
ゃぇ. ¨ぉはゃぇすぇ いぇゃなさてうかうはす 
くぇしおけさけ のさうしす けすおさうゃぇ ゃ 
くぇえ-ゅけかっきうは ぉなかゅぇさしおう しぇえす 
いぇ さぇぉけすぇ: “┿さしっくぇか“ すなさ-
しう こさっゃけょぇつ う けさゅぇくういぇすけさ 
– きぇさおっすうくゅ. ╀うかけ こさっょう 
きぇかおけ こけゃっつっ けす 3 ゅけょうくう. 
]かっょ おけくおせさしぇ ╇ゃぇくけゃ っ 
おかぇしうさぇく いぇ ゃすけさぇすぇ こけいう-
ちうは. ‶さうっきぇ. ╇ くっ しなあぇかはゃぇ 
いぇ すけゃぇ. „[ぇぉけすぇすぇ っ ょうくぇ-
きうつくぇ. ╇ きくけゅけ うくすっさっしくぇ, 
けさゅぇくういうさぇき  せつぇしすうっすけ くぇ 
そうさきぇすぇ くぇ きっあょせくぇさけょくう 
ういかけあっくうは いぇ こさけょせおちうは し 
ゃけっくくう ちっかう う いぇ ゅさぇあょぇく-
しおぇすぇ こさけょせおちうは“, けぉはしくはゃぇ 
╇ゃぇくけゃ. ╃けおぇすけ せつう こさぇゃけ, 
くっ きせ う きうくぇゃぇ こさっい せきぇ, 
つっ とっ こさぇゃう すけつくけ すけゃぇ, 
くけ こさういくぇゃぇ, つっ きせ っ うくすっ-
さっしくけ. ╀なさいけすけ ゃいうきぇくっ くぇ 
さってっくうは, おけけさょうくぇちうはすぇ 
きっあょせ さぇいかうつくうすっ ぇさしっ-
くぇかしおう しすさせおすせさう う すったくうすっ 
しこっちうぇかうしすう, おけくすぇおすうすっ し 
さぇいかうつくう たけさぇ, せしっとぇくっすけ, 
つっ しう つぇしす けす ゅけかっきうは きっあ-
ょせくぇさけょっく しゃはす くぇ ぉういくっしぇ っ 
くっとけ, おけっすけ せゃかうつぇ きかぇょうは 
けさゅぇくういぇすけさ. „╂かぇゃけぉかなし-

╉】〉╅╇』[¨ 〈╊ぁ【¨ 》】』[╅【 [《『╊〉¨ ╇ „╅『』╊〉╅]“   
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[ぇぉけすくけ ゃさっきっ くぇ いなぉけかっおぇさしおうは おぇぉうくっす ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃
╁すけさくうお う つっすゃなさすうお:  09.30 - 12.30 つ.
]さはょぇ う こっすなお: 08.30 - 11.30 つ.

╉ぇぉうくっすなす さぇぉけすう しなし ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ .
╁しうつおう いょさぇゃくけ けしうゅせさっくう かうちぇ うきぇす こさぇゃけ くぇ こさっゅかっょ  う 
くぇ ょゃっ ぉっいこかぇすくう きぇくうこせかぇちうう. ╆ぇ こさけゃっょっくけすけ かっつっくうっ 
しっ ういょぇゃぇ う ゅぇさぇくちうけくくぇ おぇさすぇ.

おぇくうちうすっ“ けおけかけ おさぇすおうすっ 
しさけおけゃっ, くぇこぇしゃぇくっすけ くぇ 
こさけゅさぇきうすっ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
せつぇしすくうちう ゃ ういかけあっくうはすぇ, 
ちはかけしすくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ こけ 
ういこさぇとぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすぇ-
ちうはすぇ う さっおかぇきくうすっ きぇすっさう-
ぇかう, くせあょぇすぇ けす けさうゅうくぇかくう 
さってっくうは いぇ ぉなさいけ しこさぇゃはくっ 
し っおしすさっくう しうすせぇちうう, ょぇゃぇ 

けくけゃぇ すっきこけ くぇ さぇぉけすぇすぇ, けす 
おけっすけ ゃしっおう きかぇょ しこっちうぇ-
かうしす しっ くせあょぇっ. ╇ゃぇくけゃ しっ 
さぇょゃぇ くぇ そぇおすぇ, つっ うきぇ ゃない-
きけあくけしす, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ, 
ょぇ ょぇゃぇ う こさぇゃくう しなゃっすう, し 
おけっすけ こさぇおすうおせゃぇ う こさけそっ-
しうはすぇ しう くぇ のさうしす. ‶けかいゃぇ 
けすかうつくけ ぇくゅかうえしおうは っいうお, 

くけ さぇぉけすう う しなし しさなぉしおう, う し 
させきなくしおう – „こけ ゅっけゅさぇそしおう“ 
こさうつうくう, てっゅせゃぇ しっ さけょっ-
くうはす くぇ さなぉぇ くぇ ゅさぇくうちぇすぇ  
きっあょせ ╀なかゅぇさうは, ]なさぉうは う 
[せきなくうは. ╁しなとくけしす, きかぇ-
ょっあおぇすぇ きせ きっつすぇ っ きっょうちう-
くぇすぇ. ╋ぇえおぇ きせ っ そっかょてっさ, 

ぇ すけえ せつう こさうさけょけきぇすっきぇすう-
つっしおう こさけそうか ゃ ゅうきくぇいうはすぇ. 
′け – しっゅぇ, ゃ „┿さしっくぇか“, こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くうおぇお くっ 
しぇ こけ-きぇかおけ けす すっいう ゃ きっょう-
ちうくしおうすっ こさけそっしうう. ╉ぇおすけ う 
けすゅけゃけさくけしすうすっ: “′っ っ かっし-
くけ. ′はきぇ おぇお ょぇ くっ しっ こさう-
いくぇっ, つっ っ すさせょくけ. ╆ぇっょくけ し  
くぇつぇかくうおぇ くぇ けすょっか „╋ぇさおっ-

すうくゅ“ – ╋ぇさうくぇ ╈けさょぇくけゃぇ, 
おぇおすけ う おけかっゅうすっ きう: ╃う-
きうすさうくぇ 〈せさかぇおけゃぇ, ╋ぇさうは 
‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあう-
はく う ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, おけ-
けさょうくうさぇきっ ょけしすぇ ょっえくけしすう 
- けす けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ っおし-
こけくぇすうすっ, こさっい さっおかぇきくうすっ 
きぇすっさうぇかう  う こさけゅさぇきぇすぇ くぇ 

しぇきうすっ ょっかっゅぇすう“, こけはしくはゃぇ 
けさゅぇくういぇすけさなす – きぇさおっすうくゅ. 
]なゃきっしすくぇすぇ さぇぉけすぇ し けすょっか 
„‶さけょぇあぉう“ う けすょっか „╀ういくっし 
さぇいゃうすうっ“ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ 
こけょしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ せしこって-
くうすっ せつぇしすうは くぇ  „┿さしっくぇか“ 
ゃ きっあょせくぇさけょくうすっ ういかけあっ-

くうは. ]おけさけ こさっょしすけう すぇおけゃぇ 
う ゃ 〈せさちうは. ]っさうけいくけしすすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ こさっょしすぇ-
ゃはくっ „すっあう“ し けそけさきはくっすけ 
くぇ しけぉしすゃっく とぇくょ こけ すっいう 
こさっしすうあくう ういかけあっくうは. ╇ゃぇ-
くけゃ っ  こけゃっつっ けす ょけゃけかっく, 
つっ ゃ „┿さしっくぇか“ うきぇ しすさけえくぇ 
しうしすっきぇ くぇ えっさぇさたうは う さぇい-
こさっょっかっくうっ くぇ ょっえくけしすうすっ, 
けこさっょっかっく さっょ う きったぇくういなき, 

こけ おけえすけ ゃなさゃう う すけいう ゃうょ 
ょっえくけしす. „》せぉぇゃけ っ, つっ うきぇ 
しせぉけさょうくぇちうは う さっょ, いぇとけすけ 
うくぇつっ しすぇゃぇす くっとぇすぇ くっせ-
こさぇゃかはっきう う くはきぇ おぇお おさぇえ-
くうはす っそっおす けす ょっえくけしすすぇ ょぇ 
ぉなょっ すけかおけゃぇ ょけぉなさ, おけかおけ-
すけ っ“, さぇいぉさぇか っ ゃっつっ ╇ゃぇくけゃ 
っょくぇ けす すぇえくうすっ くぇ せしこって-
くうは きっくうょあきなくす. 
„[ぇょゃぇき しっ くぇ  きくけゅけ たせぉぇゃ, 

こさうはすっく おけかっおすうゃ けす こさっ-
ょうきくけ きかぇょう たけさぇ, さぇぉけすうき 
きくけゅけ ょけぉさっ, さぇいぉうさぇきっ しっ 
う しう こけきぇゅぇきっ“ – つせゃぇき すけゃぇ 
いぇ おけえ かう こなす, くけ ういおぇいぇくぇ 
けす きかぇょ しこっちうぇかうしす, ゃ  つうっすけ 
„さけょけしかけゃくけ“ ょなさゃけ くはきぇ くう 
っょくけ ぇさしっくぇかしおけ „かうしすっくちっ“, 
すぇいう うしすうくぇ, おけえ いくぇっ いぇとけ, 
きう いゃせつう こけ-こさぇゃょけこけょけぉくけ. 
]うゅせさくけ, いぇとけすけ っ かうてっくぇ 
けす ょけきぇてくうすっ こさうしすさぇしすうは う 

しぇくすうきっくすう くぇ ょっすしすゃけすけ. “] 
おけかっゅうすっ しそけさきうさぇたきっ っょくけ 
たせぉぇゃけ こさうはすっかしすゃけ“, おぇいゃぇ 
╇ゃぇくけゃ う しぇき くっ いくぇっ おぇお っ 
しすぇくぇかけ すけゃぇ, いぇとけすけ – こさっ-
ょう ょぇ きせ しっ しかせつう, こけょけぉ-
くぇ しうすせぇちうは きせ ういゅかっあょぇかぇ 
しすさぇくくけ. 

‶さうはすっかしすゃぇすぇ しっ こさっくぇ-
しはす ういゃなく こけさすぇかぇ し かっおけすぇ. 
′け っ ゃはさくけ う ょさせゅけ: “]ゃけ-
ぉけょくけすけ ゃさっきっ くう っ すゃなさょっ 
さっょせちうさぇくけ“. ] ょゃっすっ ぉかうい-
くぇつおう こけ くぇ すさう ゅけょうくおう – 
╉さうしすうくぇ う ′うおけか, ゃさっきっすけ 
くぇ さけょうすっかうすっ くはきぇ おぇお ょぇ っ 
ょさせゅけ, けしゃっく – ゃさっきっ し ょっちぇ-
すぇ. „』っすっき こさうおぇいおう,  こっっき 
こっしくう, くけ ゃしっ ゅかっょぇきっ おけゅぇ 

とっ しっ せしきうたくっ しかなくちっすけ いぇ 
さぇいたけょおぇ くぇゃなく...“, しきっっ しっ 
きかぇょうはす すぇすおけ. ╋ぇかおけ ゃさっきっ 
きせ けしすぇゃぇ いぇ つっすっくっ - こさっ-
ょうきくけ かうすっさぇすせさぇ, しゃなさいぇくぇ 
し さぇぉけすぇすぇ, おぇおすけ う  こさぇゃくぇ 
かうすっさぇすせさぇ /“╆ぇ こけょょなさあぇくっ 
くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ そけさ-
きぇ“/. ╁なさか そっく っ くぇ „╇ゅさぇ 
くぇ すさけくけゃっ“! -  すさなこくっ いぇ こけ-
しかっょくけすけ ういょぇくうっ. 
╇ゃぇく っ う かけゃっち. ╇しすうくしおう. 

′け くっとぇすぇ けすくけゃけ しぇ ゃなこさけし 
くぇ ゃさっきっ. ¨とっ くっ っ くぇきっさうか 
しゃけぉけょくう ょくう, つっ ょぇ けさゅぇ-
くういうさぇ こさったゃなさかはくっすけ しう 
ゃ くはおけは きっしすくぇ ょさせあうくおぇ. 
╊けゃなす きせ っ しすさぇしす. ‶けつゃぇ ゅけ 
けとっ 18-ゅけょうてっく. ‶さうさけょぇすぇ 
おさぇえ ╉ぇいぇくかなお きせ たぇさっしゃぇ 
きくけゅけ, すぇおぇ つっ... う すけゃぇ とっ 
しっ くぇさっょう. 
╇ゃぇくけゃ  たぇさっしゃぇ さぇぉけすくけすけ 

しう ゃさっきっ. 〈け きせ こけいゃけかはゃぇ う 
さぇいたけょおう しなし しっきっえしすゃけすけ, う 
しさっとう し こさうはすっかう. [ぇいぉうさぇ 
しっ, せょけぉくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ っ 
くっけぉたけょうきけ, くけ くっ ょけしすぇすなつ-
くけ せしかけゃうっ きかぇょぇすぇ ょゃけえおぇ 
ょぇ くぇきうさぇ う かうつくう つぇしけゃっ いぇ 
しっぉっ しう: “╃ぇ しぇ あうゃう う いょさぇ-
ゃう ぉぇぉぇ う ょはょけ!“, しきっっ しっ 
╇ゃぇく, くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ さぇょ-
ゃぇ, つっ さけょうすっかうすっ くぇ ‶けかうくぇ 
せしこはゃぇす ょぇ けすょっかはす ゃさっきっ う 
いぇ ょゃっすっ きぇかおう ゃくせつおう. „╇きぇ 
おけえ ょぇ こけきぇゅぇ!“,  っ しこけおけえ-
しすゃうっすけ くぇ ‶けかうくぇ う ╇ゃぇく. 
] ょゃっ きぇかおう ぉかういくぇつおう くっ っ 
かっしくけ. ╃させゅうすっ ぉぇぉぇ う ょはょけ 
– う すっ, すけおせ ょけすなさつぇかう けすおなき 
╃せくぇゃぇ. ╁なこさっおう 350-すっ おう-
かけきっすさぇ. ′ぇ ╁っかうおょっく そぇ-
きうかうはすぇ っ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさっい 
きぇえ うょっ さっょ くぇ けぉさぇすくぇすぇ 
ゃういうすぇ おなき  ╃せくぇゃ. 
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ しっ せしきうたゃぇ 

しこけおけえくけ, し うしおさっくう う とぇしす-
かうゃう つっさくう けつう. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
っ けす こけつすう つっすうさう ゅけょうくう. 
〈っいう ょくう –  くぇ 22-さう ぇこさうか, 
すけえ とっ くぇゃなさてう 29. ┿ ゃっつっ 
うきぇ きくけゅけ: しっきっえしすゃけ し ょゃっ 
とせさう とっさおう. ╇ うくすっさっしくぇ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ  ょぇゃぇ しぇきけ-
つせゃしすゃうっ. ╇ けぉっとぇゃぇ こっさし-
こっおすうゃう. ╁ „┿さしっくぇか“.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Обещаващото начало на не една професионална 
биография в казанлъшката оръжейница  не е факт 
само в минало време.  Споделените вече с „Трибуна 
Арсенал“ лични истории, които обещават  интересно 
кариерно развитие, със сигурност доказват това. 
Но, оказва се, има още и още... Разноцветните нишки, 
засуквани от трите мойри на съдбата, са довели не 
един и двама в „Арсенал“. Отблизо. Но и – отдалеч. 
Дори – от Видин. Както става с Иван Иванов.
Банално е, но е абсолютна истина: ролята на 
съдбата и този път е заета от любовта. Родена в 
Бургас и приютена под покрив в Казанлък, обичта за 
Полина и Иван, вече е умножена и в очите на двете 
им щерки-близначки. „Запознахме се... и – така“, 
разказва Иван началото на своята лична история 
с дъх на рози. И тръпчив вкус на море – защото 
Бургаският университет е мястото, където 
двамата бъдещи юристи се срещат за пръв път.

『╅』【╊ ╉《╇╊『¨╊【《 ╇  
〈╊』【〉¨っ 《〈╆】╉』〈╅〉 

』ぇ【『】╉〉¨ぁ╊』【╇《 』 〉╅╉
40-╈《╉¨ぃ〉╅ ¨』【《『¨っ 

╁い ぇ う き け け す く け て っ く う は す ぇ 
きっあょせ „┿さしっくぇか” ┿╃ う 

くはおけゅぇてくうは ╋ったぇくけすったくう
おせき „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ”, 
ょくってくぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあう

っくけゃ”, ょぇすうさぇす けす しさっょぇすぇ 
くぇ 70-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇ
かうは ゃっお. 
‶けゃけょなす いぇ すけゃぇ しなすさせょ

くうつっしすゃけ しぇ さぇいさぇしすゃぇ
とうすっ しっ こさけういゃけょしすゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ う くっけぉたけ
ょうきけしすすぇ けす けぉせつっくう おぇ
ょさう いぇ すはた. ‶さっょこさうはすうっすけ 
こさっょけしすぇゃは しゃけはすぇ ぉぇいぇ いぇ 
けぉせつっくうっ つさっい こさぇおすうつっし
おう いぇくはすうは くぇ おせさしうしすうすっ 
けす しこっちうぇかくけしすうすっ こけ しすせ
ょっくぇ う すけこかぇ けぉさぇぉけすおぇ 
– しすさせゅけゃっ, そさっいう, おけゃぇつ
くぇ, かっはさくぇ. [ぇいつうすぇ しっ, つっ 
すっいう おぇょさう しかっょ ょうこかけきう
さぇくっすけ しう とっ うきぇす こさけそっ
しうけくぇかくぇ う  こっょぇゅけゅうつっ
しおぇ こけょゅけすけゃおぇ ょぇ いぇっきぇす 
しさっょくう さなおけゃけょくう ょかなあ
くけしすう, おけっすけ しすぇゃぇ しおけさけ 
そぇおす.
]なすさせょくうつっしすゃけすけ こさっい 

ゅけょうくうすっ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ 
う こさっい 1986 ゅ. くぇ すっさう
すけさうはすぇ くぇ すったくうおせきぇ しっ 
けぉけしけぉはゃぇ こさけういゃけょしすゃっく 
せつぇしすなお し きぇてうくう けす „┿さ
しっくぇか” ┿╃ – ょゃっ ゃっさすうおぇか

くう そさっいう 《╁ 325-02 う ょゃぇ 
そさっいけゃう けぉさぇぉけすゃぇとう ちっく
すさう 『╋ 522, しゃなさいぇくう し ゅなゃ
おぇゃぇ おかっすおぇ, せこさぇゃかはゃぇとぇ 
きぇくうこせかぇすけさ. 〈けゅぇゃぇ すけゃぇ 
こさっょしすぇゃかはゃぇ ういおかのつうすっかくけ 
こっさっしこっおすうゃくけ けぉせさせょゃぇくっ, 
おけっすけ こけゃうてぇゃぇ おぇつっしすゃけ
すけ くぇ けぉせつっくうっ ゃ すっいう しこっ
ちうぇかくけしすう. ]こっちうぇかうしすう くぇ 
そうさきぇすぇ こけょこけきぇゅぇす せしゃけは
ゃぇくっすけ う こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ 
せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ くぇ くぇ
しすけかくう こさけぉうゃくう きぇてうくう 
╀-12, おぇすけ けしうゅせさはゃぇす, くっ 
しぇきけ すったくうつっしおぇ こけきけと う 
きぇすっさうぇかう, くけ う しっ はゃはゃぇす う 
こけすさっぉうすっかう くぇ すぇいう すったくう
おぇ.
]かっょ ういゃっしすっく こっさうけょ くぇ 

いぇしすけえ ゃ けすくけてっくうはすぇ, けぉけ
しくけゃぇく けす こさっしすさせおすせさうさぇ
くっすけ, おぇおすけ くぇ うくょせしすさうはすぇ, 
すぇおぇ う くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ ゃ 
[っこせぉかうおぇ  ╀なかゅぇさうは, しな
すさせょくうつっしすゃけすけ しっ ゃないけぉくけ
ゃはゃぇ こさっい 2012 ゅ. ╄ょくけゃさっ
きっくくぇすぇ くっけぉたけょうきけしす - けす 
っょくぇ しすさぇくぇ くぇ ぉぇいぇ う すったくう
つっしおう くぇしすぇゃくうちう ゃ ‶╂ „╇ゃ. 
》ぇょあうっくけゃ”, けす ょさせゅぇ - くぇ 
おぇょさう いぇ くぇさぇしすゃぇとけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
ょけゃっょっ ょけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ  
くぇ せつっくうつっしおうすっ こさぇおすうおう. 
〉つっくうちうすっ けす しこっちうぇかくけしす 
„╋ぇてうくう し 『‶〉” うきぇす ゃない
きけあくけしす ゃっょくなあ しっょきうつくけ, 
こさっい ちはかぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, 
ょぇ しっ いぇこけいくぇゃぇす う さぇぉけすはす 
くぇ くぇえ-くけゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ し 
『‶〉 ゃ こさっょこさうはすうっすけ, ゃ おけっ
すけ しぇ くぇこさぇゃっくう おさせこくう うく
ゃっしすうちうう こさっい こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう. ′せあょぇすぇ けす おぇょさう いぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ きけすうゃうさぇ 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ 
そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
ょぇ しなょっえしすゃぇ いぇ けすおさうゃぇくっすけ 
くぇ くけゃぇ こぇさぇかっかおぇ ゃ ゅうきくぇ
いうはすぇ しなし しこっちうぇかくけしす „╋っ
たぇすさけくうおぇ”. 

╉ぇすけ こけさっょくぇ しすなこおぇ おなき 
ょけぉさうすっ ゃいぇうきけけすくけてっくうは 
っ う ゃないきけあくけしすすぇ ぇぉうすせ
さうっくすうすっ くぇ  ‶╂ „╇ゃ. 》ぇょ
あうっくけゃ”, こさうっすう ゃ すった
くうつっしおう しこっちうぇかくけしすう ゃ 
すったくうつっしおうすっ せくうゃっさしうすっ
すう, ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす こさう
けさうすっすくけ いぇ しすうこっくょうぇくすう 
おなき ゃないしすぇくけゃっくぇすぇ しすう
こっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ.
„┿さしっくぇか” ┿╃ ゃないくぇきっさはゃぇ 

ょぇ ぉなょっ けしくけゃっく こぇさすくぬけさ 
こさう ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ てゃっえ
ちぇさしおぇすぇ ょせぇかくぇ しうしすっきぇ いぇ 
こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ ゃ 
‶╂ „╇ゃ. 》ぇょあうっくけゃ”, しすぇさ
すうさぇとぇ けす 15 しっこすっきゃさう 
2015 ゅ.
╁ おさぇすおけしさけつっく こかぇく: „┿さ

しっくぇか” っ ゅかぇゃっく ゃょなたくけゃう
すっか う しこけきけとっしすゃけゃぇすっか 
くぇ すったくうつっしおけ しなしすっいぇくうっ 
きっあょせ せつっくうちう けす ゅうきくぇ
いうはすぇ, こけしゃっすっくけ くぇ 90-ゅけ
ょうてくうくぇすぇ くぇ  ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”, こさっょてっしすゃぇくぇ 
けす 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ すっさうすけさうは
すぇ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお. 
╁しうつおけ すけゃぇ ょぇゃぇ けしくけ

ゃぇくうっ いぇ せょけゃかっすゃけさっくうっ 
う ゅけさょけしす けす こけしすうゅくぇすけすけ 
きっあょせ ょゃっすっ しすさせおすせさう – 
そうさきぇ う せつうかうとっ, ゃ くぇゃっ
つっさうっすけ くぇ おさなゅかぇすぇ ゅけょうて
くうくぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは う っ こさっょこけしすぇゃおぇ 
いぇ ぉなょっとう しなゃきっしすくう せしこっ
たう こけ こなすは おなき ゃっおけゃくうすっ 
うき のぉうかっう.
                                                                                                 

╇くあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ
     [なおけゃけょうすっか けすょっか

„〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ”- 
┿さしっくぇか” ┿╃ 

             』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,

 ╉けけさょうくぇすけさ
]すうこっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇ-

きぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃  

くけ ゃけょっとけ しっ おぇすけ あうゃけ ゃ さっゅうしすさうすっ, し っそっおすうゃくぇ こけきけと 
こさう くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ かうちぇ ゃ くせあょぇ ゃ  しこっちうぇかういうさぇくぇ うくしすう
すせちうは, しなし いぇこうしゃぇくっ  くぇ ょっちぇ いぇ けぉせつっくうっ ゃ ぉなかゅぇさしおう せつう
かうとぇ, あうゃっかう ょなかゅう ゅけょうくう ゃ つせあぉうくぇ, し こけきけと こさう けこさっ
ょっかはくっ  くぇ くぇしすけえくうちう くぇ ういけしすぇゃっくう ょっちぇ, しなし しなょっえしすゃうっ 
こさう しこけさぇいせきはゃぇくっ こけ しこけさくう ゃなこさけしう う ょさせゅう. 
 ╁なこさっおう せしうかうはすぇ くぇ 】っさっゃぇ, ぉっい さっいせかすぇす おなき きけきっくすぇ 

しぇ こけしすぇゃっくう けす ゅさぇあょぇくうすっ ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう し けぉとっしすゃっ
くうは すさぇくしこけさす ゃ ╉ぇいぇくかなお - いぇ こさけきっくう ゃ きぇさてさせすくけすけ さぇい
こうしぇくうっ くぇ くはおけう かうくうう う こけしすぇゃはくっすけ くぇ くけゃう しこうさおう. ¨し
すぇゃぇ くっさってっくぇ う ぉうすおぇすぇ  しさっとせ けすゅかっあょぇくっすけ くぇ ょけきぇてくう 
あうゃけすくう くっ おなょっすけ すさはぉゃぇ う こけさぇょう すけゃぇ -   くっょけゃけかしすゃけすけ 
くぇ ゅさぇあょぇくう, あうゃっっとう ゃ しなしっょしすゃけ, う ょさせゅう. 
¨しゃっく ういくっしっくうすっ こさうっきくう ゃ しっかぇすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, こけさっょう

ちぇ けす ょけぉさう うくうちうぇすうゃう ぉっかはいぇたぇ ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ: おぇきこぇくうは ゃ 
おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ いぇ こなさゃぇすぇ かうつくぇ おぇさすぇ, ぇおすうゃくぇ 
さぇぉけすぇ し ′‶¨ う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇいかうつくう おせかすせさくう うく
しすうすせすう う つぇしすくう そうさきう, うくうちうぇすうゃぇすぇ „‶さぇゃくぇ おかうくうおぇ”, ゃ 
おけはすけ ゅさぇあょぇくう きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす おけきこっすっくすっく ぉっいこかぇすっく 
しなゃっす けす きかぇょう のさうしすう. ]ぇきけ こさっょう ょっく こさうっきくぇすぇ くぇ けき
ぉせょしきぇくぇ ぉっ ょけきぇおうく くぇ けすおさうす こさうっきっく っょくぇ くぇ ういゃっしすくう 
ぇょゃけおぇすう, し ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇすくけ おけくしせかすうさぇくっ こけ さぇい
かうつくう こさぇゃくう ゃなこさけしう. ‶けゃけょなす いぇ すけゃぇ ぉっ ╃っくはす くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ おけくしすうすせちうは - 16-すう ぇこさうか. ‶さっょしすけう けぉはゃはゃぇくっすけ う 
くぇ こけぉっょうすっかは ゃ ょさせゅぇ うくうちうぇすうゃぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ - ぉっいこかぇ
すっく てけそぬけさしおう おせさし いぇ しけちうぇかくけ しかぇぉ きかぇょっあ けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, こけ こさっこけさなおぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.
╇きっくくけ 】っさっゃぇ ぉっ ゃょなたくけゃうすっか くぇ こさうっすぇすぇ し きくけゅけ っくすせ

しうぇいなき うょっは いぇ つっすっくっ くぇ 』せょけきうさけゃう すゃけさぉう ゃ おぇいぇくかなて
おうすっ せつうかうとぇ, おけはすけ しすぇくぇ ぇおちっくす ゃ ‶さけゅさぇきぇすぇ くぇ すぇいゅけ
ょうてくうすっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう. 
╁なこさっおう ぇおすうゃくぇすぇ ょっえくけしす ゃ しそっさぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇくしおけすけ 

けぉとっしすゃけ う こせぉかうつくけしすすぇ, ゃっつっ ょゃっ ゅけょうくう, ゃしっ けとっ ゅけかはき 
ぉさけえ ゅさぇあょぇくう すなさしはす けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ╂うくおぇ 】っさっ
ゃぇ う おぇすけ ゃないきけあくけしす いぇ いぇこけつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃, こさうこけいくぇゃぇえおう は おぇすけ ぇおすうゃっく 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”. 
╁なこさっおう つっ くぇょ 150 ょせてう しぇ こけしっすうかう ういくっしっくうすっ こさうっきくう 

くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ しっかぇすぇ 
けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃしっ けとっ うくしすうすせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇくぇ 
くっ しっ さぇいこけいくぇゃぇ しさっょ あうゃっっとうすっ すぇき.

   ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』 さそしかえけてか
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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:

╄きうか
╉けえつっゃ
╃けつっゃ

╂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 
かっおぇ こさけきうてかっくけしす う 
すせさういなき

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╊はゃ 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?

[けくぇかょけ,
[っぇか ╋ぇょさうょ

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしす

ごÑó ó çó¢
*  ╃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 こけ 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 しなし しゃけぉけょっく ゃたけょ.

*  18 ぇこさうか - 11 つ., ゅぇかっさうは くぇ せか. „╇しおさぇ” 4 
╃っすしおう しこっおすぇおなか „‶さうおぇいおぇ いぇ しゃっすけそぇさぇ” – ¨ぉとうくしおう すっぇすなさ 

„╊. ╉ぇぉぇおつっゃ”  

*  18 ぇこさうか - しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし” 
〈せさくうさ こけ たゃなさかはくうは 

*  23 ぇこさうか - ゅぇかっさうは  せか. „╇しおさぇ” 4
╇いかけあぉぇ くぇ ぉせさゅぇしおぇすぇ たせょけあくうつおぇ ╄きうかうは ′うおけかけゃぇ 

* 23 ぇこさうか -19 つ., ╁けっくっく おかせぉ
„‒くょなさゅさぇせくょ” – しこっおすぇおなか くぇ すっぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”
 
*  24 -26 ぇこさうか, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
╋っあょせくぇさけょくけ おけかけっいょぇつくけ しなしすっいぇくうっ いぇ おせこぇ „╂っけさゅう ╉けっゃ” 

*  25 ぇこさうか - 10 つ.,  ′』 „╇しおさぇ-1860”
17-すう こっしっくっく そっしすうゃぇか „‶さっおさぇしくぇ しう, きうかぇ [けょうくけ” 

*  25 ぇこさうか - ゅぇかっさうは せか. „╇しおさぇ” 4
„╆かぇすおぇ, いかぇすくけすけ きけきうつっ” - しこっおすぇおなか いぇ ょっちぇ くぇ すっぇすなさ „╊. 

╉ぇぉぇおつうっゃ” 

*  25 ぇこさうか -  11 つ., 》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
╉けくちっさす くぇ しきっしっくう たけさけゃっ 

*  28 ぇこさうか - 19 つ., ′』 „╇しおさぇ-1860”
„╂けょっあ” - おけきっょうは  けす ]なさぉうしかぇゃ ╋うくおけゃうつ, しこっおすぇおなか くぇ ╋かぇ-

ょっあおぇすぇ すっぇすさぇかくぇ しすせょうは 

*  30 ぇこさうか -19 つ. – ′』 „╇しおさぇ-1860”
╉けくちっさす くぇ ]きっしっく たけさ „┿おぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ” 

′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.
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『あうせそつすかてさあ

′ぇょ 200 ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお しぇ こけしっすうかう こさうっき

くぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ こさっい  
2014 ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ はしくけ けす 
こさうっすうは ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす けす
つっす くぇ けぉとうくしおうは けきぉせょしきぇく. 
╆ぇょなかぉけつぇゃぇくっ くぇ こさけちっしうすっ くぇ 

うくそけさきうさぇくけしす う おけくしせかすうさぇくっ 
くぇ  あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う すなさしっくっ くぇ くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ 
こけしさっょくうつっしすゃけ う っそっおすうゃくけ ゃいぇ
うきけょっえしすゃうっ し けぉとうくしおぇすぇ ぇょきう

くうしすさぇちうは, しぇ ぉうかう ょゃっすっ けしくけゃくう こけしけおう ゃ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ きっしすくうは  けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお.
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けきぉせょしきぇくなす  いぇこけつくぇ う うい

くっしっくう こさうっきくう ゃ 19-すっ くぇしっかっくう きっしすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
し ちっか ゅさぇあょぇくうすっ こけ-かっしくけ ょぇ しすうゅぇす ょけ くっゅけ う こけしすぇ
ゃはす こさけぉかっきうすっ しう, おぇおすけ う ょぇ こさっょけしすぇゃう ゃないきけあ

『╅』【╊ ╉《╇╊『¨╊【《 ╇ 〈╊』【〉¨っ 《〈╆】╉』〈╅〉 

》『╊╉]╅╈╅【 〉¨[《]╅‶ ¨╆】ぃ╊╇
′╅ 》《ぁ╊【╊〉 ╈『╅╋╉╅〉¨〉 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[ 

╁ しこっちうぇかくけすけ ょっこけいうさぇくけ こさっょかけあっくうっ しぇ ういぉさけっくう こけょさけぉくけ おけくおさっすくうすっ いぇしかせゅう う こさうくけしなす  くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, し おけうすけ, しこけさっょ ゃくけしうすっかうすっ, 
すけえ  いぇしかせあぇゃぇ う うきぇ こさぇゃけ ょぇ いぇっきっ きはしすけ ゃ さっょうちぇすぇ くぇ くぇえ-ゃうょくうすっ う いくぇつうきう おぇいぇくかなつぇくう ゃ うしすけさうはすぇ 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っすけ くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす, ゃ おけえすけ, けしゃっく うくあ. 』せつせきうてっゃ, しぇ う ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ - こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀ ゃ いぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか” う 

たけさっけゅさぇそなす う さなおけゃけょうすっか くぇ ╉かせぉぇ こけ しこけさすくう すぇくちう „╉うぇさぇ –′” - ′うおけかぇえ 〈っくっゃ, っ こけょおさっこっくけ けす ういゃっしすくう おぇいぇくかなつぇくう, ょうさっおすけさう くぇ せつうかうとぇ, 
ぉぇくおっさう,  こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉういくっしぇ, おせかすせさぇすぇ, しこけさすぇ, ′‶¨ う けすょっかくう ゅさぇあょぇくう.
′ぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ  くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ „‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお” っ ぉうかけ こさうしなあょぇくけ:  くぇ ぇさたっけかけゅぇ う けすおさうゃぇすっか くぇ くぇえ- いくぇつうきうすっ くぇたけょおう 

ゃ さぇえけくぇ, つけゃっおなす し くぇえ-ゅけかはき こさうくけし いぇ こさっゃさなとぇくっすけ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ う ゃ ╃けかうくぇ くぇ すさぇおうすっ - ょ-さ ╂っけさゅう ╉うすけゃ,  くぇ おきっすぇ くぇ ]すけかっすうっすけ ]すぇくつけ 
╉けっゃ, くぇ おぇさょうけたうさせさゅぇ こさけそ. ╂っくつけ ′ぇつっゃ, くぇ こさけそ. ╉けくしすぇくすうく 』っさくっゃ, くぇ しおせかこすけさぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, くぇ ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ, くぇ こさっこけょぇゃぇすっかは こけ そういうおぇ 
〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ,  くぇ こうしぇすっかは ‶っすなさ ╉けくしすぇくすうくけゃ, くぇ かうすっさぇすけさぇ  ╄ゃしすぇすう ╀せさくぇしおう う ょさせゅう. 

                                                   „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
╀っか. さっょ. 
‶さっょかぇゅぇきっ ゃう こなかくうは すっおしす くぇ こうしきけすけ くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす し きけすうゃうすっ, し おけうすけ  ╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ っ 

こさっょかけあっく いぇ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
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〈うすかぇすぇ „‶けつっすっく ゅさぇあょぇ
くうく くぇ ╉ぇいぇくかなお” っ くぇえ-ゃう
しけおけすけ けすかうつうっ くぇ ¨ぉとうく
しおう しなゃっす-╉ぇいぇくかなお, し おけっすけ 
こさっい ゅけょうくうすっ しぇ ぉうかう せょけし
すけはゃぇくう さっょうちぇ いくぇつうきう 
いぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ ゃうょくう 
かうつくけしすう.
╂-く ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おぇすけ 

ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
くぇ „┿[]╄′┿╊” ┿╃ , っょくけ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ こさっょこさうはすうは 
ゃ しすさぇくぇすぇ, うきぇ けしくけゃくぇ 
いぇしかせゅぇ いぇ くっゅけゃぇすぇ きけょっさ
くういぇちうは う こさっゃさなとぇくっすけ 
くぇ こさけょせおちうはすぇ きせ ゃ おけくおせ
さっくすくぇ くぇ しゃっすけゃくうは こぇいぇさ.  
╁ ゅけょうくうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは 
こさったけょ ゅ-く ╇ぉせてっゃ ういゃっ
ょっ „┿さしっくぇか”  けす さなぉぇ くぇ 
そぇかうすぇ う ゅけ せすゃなさょう しさっょ 
くぇえ-さっくけきうさぇくうすっ しゃっすけゃくう 
こさけういゃけょうすっかう. ╃けさう ゃ せし
かけゃうはすぇ くぇ すっあおぇ しゃっすけゃくぇ 
うおけくけきうつっしおぇ う そうくぇくしけゃぇ 
おさういぇ けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう  
こさっょこさうはすうっすけ いぇこぇいう さけ
かはすぇ しう くぇ けしくけゃっく そぇおすけさ 
いぇ あういくっくうは しすぇくょぇさす う いぇ
っすけしすすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. „┿さしっ
くぇか” っ っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ 
さぇぉけすけょぇすっかう ゃ しすさぇくぇすぇ, し 
ゃしっこさういくぇすぇ う ういこけかいゃぇくぇ 
いぇ こさうきっさ しけちうぇかくぇ こさけゅさぇ
きぇ いぇ さぇぉけすくうちうすっ.
╊うつくうすっ せしうかうは くぇ ゅ-く ′う

おけかぇえ ╇ぉせてっゃ う くぇ きっくう

ょあなさしおうは っおうこ, しなしすぇゃっく う 
さなおけゃけょっく けす くっゅけ, ういちはかけ 
しぇ くぇしけつっくう いぇ いぇこぇいゃぇ
くっ くぇ すさぇょうちううすっ ゃ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ う いぇ すはたくけすけ きけ
ょっさくういうさぇくっ う さぇいゃうすうっ. 
′っくぇこさぇいくけ くぇさうつぇす „┿さしっ
くぇか”   おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう.
       ╃くっし „┿さしっくぇか” っ しゃっ

すけゃくけういゃっしすくぇ おけきこぇくうは, 
くけ こさっょう ゃしうつおけ っ あういくっ
くけゃぇあくぇ いぇ うおけくけきうつっしおうは, 
しけちうぇかくうは う けぉとっしすゃっくうは 
あうゃけす くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ. 
‶さっい ゅけょうくうすっ „┿さしっくぇか“ しっ 
せすゃなさょう おぇすけ っょくぇ けす っき
ぉかっきうすっ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお, 
おぇおすけ ゃ ╀なかゅぇさうは,  すぇおぇ う こけ 
しゃっすぇ.
╆ぇ こっさうけょぇ 1997 ゅ. ょけ 

2014 ゅ. ゃ ょさせあっしすゃけすけ しぇ 
うくゃっしすうさぇくう くぇょ 45  きうかう
けくぇ かっゃぇ. ]ぇきけ いぇ  2015 ゅ. 
うくゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
っ ゃ さぇいきっさ くぇ くぇょ 30 きうかう
けくぇ かっゃぇ.
╇くゃっしすうちううすっ しぇ くぇしけつっくう 

おなき こけょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけ
ゃうはすぇ くぇ すさせょ, さぇいてうさはゃぇ
くっ くぇ こさけょせおすけゃぇすぇ ゅぇきぇ, 
けすおさうゃぇくっ くぇ くけゃう さぇぉけす
くう きっしすぇ, こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 
っおけかけゅうつくぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ 
ゃ さっゅうけくぇ, きっさおう いぇ ぉっいけ
こぇしくけしす, うくそさぇしすさせおすせさくう 
こさけっおすう. 
′ぇこさぇゃっくうすっ うくゃっしすう

ちうう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ 
こさっょこけしすぇゃおぇ う ゅぇさぇくちうは, 
つっ けぉとうくぇすぇ とっ こさけょなかあう 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ ゃないたけょはとけ, 
ういこさっゃぇさゃぇえおう さっょうちぇ けぉ
かぇしすくう ちっくすさけゃっ. 
     ╁しうつおけ すけゃぇ ゃ けゅさけきくぇ 

しすっこっく っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
せこけさうすうは う ゃしっけすょぇっく すさせょ, 
しこけしけぉくけしすう う せきっくうは くぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
      ¨す 1997 ゅ. ゅ-く ′うおけ

かぇえ ╇ぉせてっゃ っ ういこなかくうすっ

かっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
– くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 
〈けえ っ さなおけゃけょうすっかはす, おけえ
すけ ゃ 135-ゅけょうてくぇすぇ うしすけさうは 
くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, っ いぇっきぇか 
くぇえ-ょなかゅけ すけいう こけしす. ╁ すけいう 
こっさうけょ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ  うきぇ 
けしくけゃくぇ いぇしかせゅぇ いぇ しなたさぇ
くっくうっすけ, きけょっさくういうさぇくっすけ 
う さぇいゃうすうっすけ くぇ こさけういゃけょ
しすゃけすけ くぇ っきぉかっきぇすうつくけすけ いぇ 
けぉとうくぇすぇ う ょなさあぇゃぇすぇ こさっょ
こさうはすうっ.
     ‶さっい 2004 ゅ. っ っょうく けす 

せつさっょうすっかうすっ う しなこさっょしっょぇ
すっか くぇ しょさせあっくうっ „╀なかゅぇさしおぇ 
けすぉさぇくうすっかくぇ うくょせしすさうは”.
      ¨す 2005 ゅけょうくぇ っ こさっょ

しすぇゃうすっか くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ‶さけ
きうてかっくけ-おけくしせかすぇすうゃくぇ ゅさせ
こぇ おなき とぇぉ-おゃぇさすうさぇすぇ くぇ 
′┿〈¨ ゃ ╀さのおしっか(NIAG), いぇ
くうきぇゃぇとぇ しっ し ゃなこさけしうすっ くぇ 
ゃけっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ.
      ‶さっょしすぇゃうすっか っ しなとけ ゃ 

„╄ゃさけこっえしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ 
ぇっさけおけしきうつっしおうすっ う けすぉさぇ
くうすっかくう うくょせしすさうう“ (ASD) 
う „╄ゃさけこっえしおぇすぇ ぇゅっくちうは こけ 
けすぉさぇくぇすぇ“(EDA) ゃ ╀さのおしっか.
     ¨しゃっく きくけゅけぉさけえくうすっ きせ 

うょっう, しゃなさいぇくう し こさけういゃけょ
しすゃけすけ う こさけょぇあぉうすっ, こけ くっ
ゅけゃぇ うくうちうぇすうゃぇ ぉっ ゃないしすぇ
くけゃっくぇ ┿かっはすぇ くぇ すさせょけゃぇすぇ 
しかぇゃぇ, ゃ おけはすけ しっ けすかうつぇゃぇす 
くぇえ-ょけぉさうすっ しかせあうすっかう くぇ 
„┿さしっくぇか”. ′っゅけゃぇ っ う うくうちう
ぇすうゃぇすぇ いぇ けさゅぇくういうさぇくっすけ くぇ 
╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう こけ 
ゃさっきっ くぇ すさぇょうちうけくくうは そうさ
きっく こさぇいくうお, おぇすけ すぇおぇ ゃしうつ
おう ぉうゃてう さぇぉけすくうちう, ゅさぇあょぇ
くう う せつっくうちう けす すったくうつっしおう 
せつうかうとぇ ゃかういぇす ゃ こさっょこさうは
すうっすけ う つっしすゃぇす こさぇいくうおぇ, いぇ
っょくけ し くぇしすけはとうは おけかっおすうゃ. 
‶け うくうちうぇすうゃぇ くぇ ゅ-く ╇ぉせてっゃ 
いぇこけつくぇ ういょぇゃぇくっすけ ぉっいこかぇす

くうは ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか“, おけえすけ しっ こさっゃなさくぇ ゃ 
くぇえ-つっすっくうは  ゃ けぉとうくぇすぇ. 
╋くけゅけぉさけえくう しぇ うくうちうぇすう
ゃうすっ いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ 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, 
おゃぇかうそうおぇちうは う こさっおゃぇかう
そうおぇちうは くぇ こっさしけくぇかぇ. ‶け 
くっゅけゃぇ うょっは こさっい 2014 ゅ. ゃ 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ ぉってっ 
けすおさうすぇ こぇさぇかっかおぇ きったぇすさけ
くうおぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ ぇゃすけ
さうすっすぇ う こさけそっしうけくぇかういきぇ 
くぇ ゅ-く ╇ぉせてっゃ う しないょぇょっくう
すっ こぇさすくぬけさしおう けすくけてっくうは し 
╀なかゅぇさしおぇ ぇおぇょっきうは くぇ くぇ
せおうすっ, 〈ったくうつっしおう せくうゃっさ
しうすっす - ]けそうは, 〈ったくうつっしおう 
せくうゃっさしうすっす - ╂ぇぉさけゃけ う ょさ. 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは さっょうちぇ 
しすせょっくすう こけかせつうたぇ ゃないきけあ
くけしすすぇ ょぇ こけかせつぇす けぉさぇいけゃぇ
くうっ ういちはかけ そうくぇくしうさぇくけ けす 
„┿さしっくぇか“.        
     ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ e ぇくゅぇ

あうさぇく ゃ こけょおさっこぇ くぇ さっょう
ちぇ しけちうぇかくう, けぉとっしすゃっくう, 
おせかすせさくう う しこけさすくう こさけっお
すう, おかせぉけゃっ う うくうちうぇすうゃう. 
╇いおかのつうすっかくけ すさせょくけ っ ょぇ 
ぉなょぇす ういさっょっくう ゃしうつおう こさけ
っおすう, かうちぇ う けさゅぇくういぇちうう, 
おけうすけ っ こけょこけきぇゅぇか し ょぇさっ
くうは. ╄ょくぇ きぇかおぇ つぇしす けす すはた 
しぇ: ゅさぇょ ╉さなく, しっかけ ╄くうくぇ, 
[ぇょう ╋うかっゃ, ′╃ “〈さぇょうちうは“, 
╋╀┿╊“ょ-さ 》さ.]すぇきぉけかしおう“, 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おかせぉ 
いぇ しこけさすくう すぇくちう „╉うぇさぇ“, 
そけかおかけさっく ぇくしぇきぉなか „┿さしっ
くぇか“ う きくけゅけ ょさせゅう.
    ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ, ゃ 

けぉとっしすゃっくけ-こけかっいくぇすぇ ょっえ
くけしす くぇ ゅ-く ╇ぉせてっゃ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ けすぉっかっあう う こさうしなしす
ゃうっすけ – くっゅけゃけ かうつくけ う くぇ 
さなおけゃけょっくぇすぇ けす くっゅけ ゅさせこぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう  „╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ゃ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす, うくうちううさぇ

くっすけ う せつぇしすうっすけ ゃ ょうしおせしうう 
う ゃいっきぇくっすけ くぇ さってっくうは けす 
けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ いぇ あうすっ
かうすっ くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ. 
╁ さっいせかすぇす くぇ せつぇしすうっすけ くぇ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす 
ゅさせこぇすぇ ゃ こけしすけはくくうすっ おけ
きうしうう おなき ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
しっ こさうっきぇす おけくしすさせおすうゃくう う 
いぇおけくけしなけぉさぇいくう さってっくうは. 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” しこけ
しけぉしすゃぇたぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす-
╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ  
っそっおすうゃくけ さぇぉけすっと けさゅぇく くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ.   
    ╁ない けしくけゃぇ くぇ ゃしうつおけ ゅけ

さっけこうしぇくけ   こさっょかぇゅぇきっ くぇ 
¨ぉとうくしおう しなゃっす- ╉ぇいぇくかなお 
ょぇ こさうっきっ しかっょくけすけ  さってっ
くうっ:
〉╃¨]〈¨ぅ╁┿ ]‒] ╆╁┿′╇╄

〈¨ „‶¨』╄〈╄′ ╂[┿╅╃┿′╇′ 
′┿ ╂[┿╃ ╉┿╆┿′╊‒╉“  ╂-′ 
′╇╉¨╊┿╈ 》[╇]〈¨╁ ╇╀〉【╄╁ 
- ╆ぇ ょけおぇいぇく こさうくけし ゃ うくゃっ
しすうさぇくっすけ う さっぇかういぇちうはすぇ 
くぇ 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 けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  う 
いぇ くっゅけゃぇすぇ ょ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  ゃ しそっさぇすぇ くぇ くぇせおぇすぇ, 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, いょさぇゃっけこぇい
ゃぇくっすけ, しこけさすぇ, おせかすせさぇすぇ う 
ょぇさうすっかしおぇすぇ ょっえくけしす .
   
 ╁はさゃぇきっ, つっ くぇてっすけ こさっょ

かけあっくうっ とっ ぉなょっ こけょおさっこっ
くけ う ゅ-く ╇ぉせてっゃ とっ いぇっきっ 
こけかぇゅぇとけすけ きせ しっ きはしすけ しさっょ 
くぇえ-ゃうょくうすっ う いくぇつうきう おぇ
いぇくかなつぇくう.

‶さっょしっょぇすっか くぇ ╇くうちうぇ
すうゃくうは おけきうすっす

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ

14 ぇこさうか 2015 ゅ.
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお

‶けょさけぉくう きけすうゃう う けこうしぇくうっ くぇ ょっえくけしすすぇ いぇ おぇくょうょぇすせさぇすぇ くぇ ′うおけかぇえ 》さうしすけゃ 
╇ぉせてっゃ 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”

くけしす いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ あぇかぉう う しうゅくぇかう ょけ こけしさっょくうおぇ 
けくかぇえく, こさっい しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
208  しぇ ゃけょっくうすっ  こさっこうしおう こけ さぇいかうつくう こさけぉかっきう くぇ 

ゅさぇあょぇくうすっ けす けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお こさっい きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ, おぇすけ けしくけゃくぇすぇ つぇしす しぇ こけょぇょっくう こけ ゃさっきっ くぇ 
こさうっきくうすっ ょくう くぇ けきぉせょしきぇくぇ. ‶け 169 けす すはた っ こさうおかの
つうかぇ こさけゃっさおぇすぇ, おぇすけ  ゃ 154 けす しかせつぇうすっ  すは っ ぉうかぇ し 
さっいせかすぇす, けすつうすぇ けとっ  けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ. ╀っい さっいせかすぇす  おなき きけきっくすぇ しぇ 26 けす ゃけょっくうすっ 
こさっこうしおう.
′ぇえ-きくけゅけぉさけえくう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ ぉうかう あぇか

ぉうすっ くぇ ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけ おけうすけ しぇ 
すなさしうかう しなょっえしすゃうっすけ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお こけ 
ゃなこさけしう けす しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう う いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ 
- けぉとけ 34. ]かっょ すはた しっ くぇさっあょぇす こさけぉかっきうすっ し きけかぉう  
いぇ こけきけと こけ ゃなこさけしう くぇ すさせょけゃけ-こさぇゃくうすっ けすくけてっくうは, 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ う おせかすせさぇすぇ, ゅさぇあょぇくしおけすけ しなしすけはくうっ, 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ う おけきせくぇかくぇすぇ ょっえくけしす う けぉとうくしおぇ
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶さけぉかっきう,  しゃなさいぇくう し ょっえくけしすすぇ くぇ 

′┿‶ う ′¨╇ しぇ くぇ 5-すけ きはしすけ  ゃ おかぇしぇちうは
すぇ こけ  すなさしっくっ くぇ しなょっえしすゃうっ けす こけしさっょ
くうおぇ, しかっょ すはた しぇ ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ 
いぇ すさぇくしこけさすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, っおけかけゅうはすぇ う 
いっきっょっかうっすけ う くぇ こけしかっょくうすっ きっしすぇ しぇ 
こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう し ╁う╉, し せしすさけえしすゃけ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ, けすくけてっくうは し きけぉうかくうすっ 
けこっさぇすけさう, ぉぇくおう う ょさせゅう おさっょうすくう うく
しすうすせちうう う きっしすくう ょぇくなちう う すぇおしう. 
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ けぉとっしすゃっくうはす 

こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ っ 
ぉうかぇ こけかっいくぇ し くぇきっしぇすぇ しう こさう けおぇいゃぇくっ 
くぇ しなょっえしすゃうっ  いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ たさぇくぇ けす 
けぉとっしすゃっくぇ すさぇこっいぇさうは いぇ くせあょぇっとう しっ 
ゅさぇあょぇくう, し さってぇゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃ
くう こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう し ょっすっ, こけつうくぇかけ 
こさっょう 13 ゅけょうくう,

╇╉¨╈╅【 ╇〉《』[¨【╊...
‶さけっおすなす くぇ ╉]¨ こさっょゃうあょぇ けとっ けす 2016 ゅ. ゃ ′¨╇ ょぇ しっ しないょぇょっ くけゃ こっくしうけくっく 

そけくょ. ╁ くっゅけ とっ しっ しなぉうさぇす けしうゅせさけゃおうすっ しぇきけ くぇ ゃけっくくう, こけかうちぇう う さぇぉけすっとう ゃ 
しかせあぉうすっ, おけうすけ しっゅぇ こけしすなこゃぇす ゃ けぉとうは そけくょ „‶っくしうう“. ]かっょ すけゃぇ けす しなぉさぇくうすっ 
ゃ くっゅけ しさっょしすゃぇ とっ しっ ういこかぇとぇす う こぇさうすっ いぇ しすぇさうくう くぇ しかせあうすっかうすっ こけょ こぇゅけく. 
〈ぇいう うょっは ぉってっ かぇくしうさぇくぇ こさっょう きっしっち けす ぉういくっしぇ し ぇさゅせきっくすぇ, つっ すぇおぇ とっ っ こけ-
はしくけ おけかおけ こぇさう しっ たぇさつぇす いぇ こっくしうう くぇ ゃないさぇしすくうすっ けす しうしすっきぇすぇ くぇ ╋¨, ╋╁[ う 
しかせあぉうすっ.  
‶さけきっくうすっ ゃ ╉]¨ ょぇゃぇす こさぇゃぇ くぇ すさせょっとうすっ しっ けす ゃしうつおう おぇすっゅけさうう すさせょ ょぇ こさっ-

きっしすはす こぇさうすっ しう いぇ ゃすけさぇ こっくしうは けす つぇしすくうすっ そけくょけゃっ ゃ ′¨╇. ]さっょしすゃぇすぇ うき けす 
かうつくうすっ こぇさすうょう とっ しっ しなたさぇくはゃぇす ゃ ]さっぉなさくうは そけくょ, くけ くっ くぇ かうつくぇ しきっすおぇ. 
]さっょ ょさせゅうすっ こさっょかけあっくうは いぇ けぉしなあょぇくっ ゃ くけゃうは ╉]¨ っ う こさぇゃけすけ くぇ さぇぉけすけょぇ-

すっかは ょぇ さってう ょぇかう たけさぇすぇ, くぇゃなさてうかう こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす, ょぇ きけゅぇす ょぇ けしすぇくぇす うかう 
くっ くぇ さぇぉけすぇ.  ╁ こけしかっょくうすっ くはおけかおけ ゅけょうくう すけゃぇ ぉってっ ういちはかけ さってっくうっ くぇ しぇきうすっ 
さぇぉけすっとう, こさうょけぉうかう こさぇゃけ くぇ こっくしうは. ‶けしかっょくけすけ こさっょかけあっくうっ っ こけ うょっは くぇ 
╀]‶, くけ すは こけかせつう こけょおさっこぇ けす ゃうちっこさっきうっさぇ う しけちうぇかっく きうくうしすなさ ╇ゃぇえかけ ╉ぇか-
そうく, おぇおすけ う ゃ しさっょうすっ くぇ ぉういくっしぇ. ╋けすうゃなす いぇ すぇいう こけょおさっこぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ 
けさゅぇくういぇちうう っ, つっ すぇおぇ きかぇょうすっ たけさぇ とっ うきぇす こけ-ゅけかはきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ.
 ]こけさっょ しうくょうおぇすうすっ けぉぇつっ, きはさおぇすぇ っ ょうしおさうきうくぇちうは いぇ こけ-ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ う 

っ こさけすうゃ ╉けくしすうすせちうはすぇ. ╇ ょゃっすっ しすさぇくう しっ しなゅかぇしはゃぇす いぇ っょくけ: っょゃぇ かう ぉうたぇ しっ 
せゃっかうつうかう さはいおけ さぇいたけょうすっ いぇ たぇいくぇすぇ, ぇおけ たけさぇすぇ し こさぇゃけ くぇ こっくしうは ゅけ ういこけかいゃぇす.

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

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ ういかけあぉぇすぇ „╄こけこっは くぇ 〈さぇおうえしおうすっ ちぇさっ – ぇさ-
たっけかけゅうつっしおう けすおさうすうは ゃ ╀なかゅぇさうは“ ゃ しゃっすけゃくけういゃっしすくうは きせいっえ ╊せゃなさ, ゃ ‶け-

しけかしすゃけすけ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃなゃ そさっくしおぇすぇ しすけかうちぇ しっ しなしすけは いぇこけきくはとけ しっ 
こさっょしすぇゃはくっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╃けきぇおうくう くぇ しなぉうすうっすけ ぉはたぇ こけしかぇくうおなす くぇ ╀なかゅぇさうは 
ゃ ‶ぇさうあ ゅ-く ┿くゅっか 』けかぇおけゃ, ╉きっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゅ-あぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす – ╉ぇいぇくかなお ゅ-く ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ╉ぇいぇくかなお しっ 
こさっょしすぇゃう し そうかき くぇ けこっさぇすけさぇ ╇ゃぇく ╀けくっゃ いぇ ╃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, し ういこなかくっくうは くぇ こけこせかはさくう ぉなかゅぇさしおう う そさっくしおう こっしくう くぇ こっゃうちぇすぇ ′ぇょは 
〈けくつっゃぇ う ういこなかくっくうは くぇ そけかおかけさっく すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか „╆けさぇ“, しなしすぇゃっく けす ぉなかゅぇ-
さう, あうゃっっとう ゃ ‶ぇさうあ. ╁しっおう っょうく けす きくけゅけぉさけえくうすっ ゅけしすう こけかせつう おさぇしうゃけ ういゃっいぇ-

くぇ すけさぉうつおぇ し さけいけゃ ちゃはす う さっおかぇきくう きぇすっさうぇかう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
╂けしすうすっ うきぇたぇ ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ けこうすぇす ゅのかけゃぇ さぇおうは, すさぇおうえしおう ゃうくぇ う すさぇょう-

ちうけくくう ぉなかゅぇさしおう きっいっすぇ. ]なぉうすうっすけ ぉっ せゃぇあっくけ けす ゃうちっこさっきうっさぇ う きうくうしすなさ くぇ 
ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう [せきはくぇ ╀なつゃぇさけゃぇ, きうくうしすなさぇ くぇ すせさういきぇ ′うおけかうくぇ ┿くゅっかおけ-
ゃぇ, しっくぇすけさ ╅ぇく-‶うっさ ╊っかの, おけえすけ っ う こけつっすっく おきっす くぇ こけぉさぇすうきっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ゅさぇょ ╂さぇし, こけしかぇくうおぇ くぇ 《さぇくちうは ゃ ]けそうは ′. ‶さ. ╉しぇゃうっ ╊ぇこっさ ょぬけ ╉ぇぉぇく, こけしかぇ-
くうおぇ くう ゃ [うき ╋ぇさうく [ぇえおけゃ, っおし-こけしかぇくうお ╊っぇ ╉けっく, ぇおぇょっきうお ┿くすけく ╃けくつっゃ, 
たせょけあくうおぇ ′うおけかぇ ╋ぇくっゃ, ょうさっおすけさぇ くぇ ╀〈┿ ╋ぇおしうき ╋うくつっゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
すせさうしすうつっしおうは ぉさぇくて, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉとくけしす ゃ ‶ぇさうあ, こさうはすっかう 
くぇ ╀なかゅぇさうは けす 《さぇくちうは.
╁ おぇいぇくかなておぇすぇ ょっかっゅぇちうは, おけはすけ こさっょしすぇゃは ╃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 ゃ ‶ぇさうあ しぇ う ょゃっすっ ゅさぇあょぇくおう, しこっつっかうかう せつぇしすうっ ゃ ょっかっゅぇちうはすぇ けす しこっちうぇか-
くけ さぇいうゅさぇくぇすぇ いぇ ちっかすぇ すけきぉけかぇ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しぇ けさゅぇくういぇすけさおぇすぇ ゃ 
すっぇすなさ „ ╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“ ╇ゃぇくおぇ ╃っきうさっゃぇ う けそうし しなすさせょくうつおぇすぇ ╋ぇゅょぇかっくぇ 
]すっそぇくけゃぇ.

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

げんぢだぜぞéべだ でぎ ぢづぎがでどんゑéぞぎ 
ぞん とんげんぞずぺと ゑ ぢんづごぐ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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╇かせさそ ょせあさそう:

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 7

„╅『』╊〉╅]“ 〈╊ 》《¨』[╅

‶さけそ. ╈けさょぇくけゃ, けし-
すぇくぇたすっ ゃ ぉなかゅぇさしおぇ-

すぇ こけかうすうおぇ くっ すけかおけゃぇ し 
そせくょぇきっくすぇかくけすけ いぇおけくけす-
ゃけさつっしすゃけ くぇ こぇさかぇきっくすぇ, 
つうえすけ こさっょしっょぇすっか すけゅぇ-
ゃぇ ぉはたすっ ╁うっ, ぇ こけ-しおけさけ し 
っょくぇ おせかすけゃぇ さっこかうおぇ, おけは-
すけ しっ こさっゃなさくぇ ゃ ょうぇゅくけいぇ 
う しうきゃけか くぇ こさったけょぇ くう. ┿ 
うきっくくけ: „╃くっし っ っょうく ょけ-
ぉなさ ょっく いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっ-
きけおさぇちうは”. ]かっょ ╁ぇし うしおさっ-
くけ くうおけえ ょさせゅ こけかうすうお くっ 
っ ういさうつぇか すけゃぇ, けしゃっく しぇさ-
おぇしすうつくけ うかう ぇかっゅけさうつくけ. ╁ 
すけいう しきうしなか: しゃなさてうたぇ かう 
たせぉぇゃうすっ ょくう いぇ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ ょっきけおさぇちうは うかう くっ ゃうあ-
ょぇきっ おけかおけ たせぉぇゃう ょくう うきぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっきけおさぇちうは?
- ′ぇつぇかけすけ くぇ こさけきっくうすっ ぉっ 

ゃさっきっ くぇ くぇょっあょぇ. ′うっ ゃはさゃぇ-

たきっ ゃ こさけきはくぇすぇ, あっかぇったきっ は , 
きっつすぇったきっ いぇ くっは う しう は こさっょ-

しすぇゃはたきっ おぇすけ くっとけ たせぉぇゃけ, 
おけっすけ とっ しっ しかせつう ゃ あうゃけすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ ゅさぇあょぇくう. ╇ ゅけかは-

きぇ つぇしす けす すぇいう くぇてぇ くぇょっあょぇ 
しっ しぉなょくぇ. ╃くっし ╀なかゅぇさうは っ 
すぇき, おなょっすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-
すっ ゅけょうくう しぇきけ きっつすぇったきっ ょぇ 
ぉなょっき: つぇしす けす っょうく こけ-ょけぉなさ 
しゃはす, しゃっすなす くぇ ╄ゃさけこぇ. 』ぇしす けす 
ょっきけおさぇちうはすぇ, つぇしす けす しゃけぉけ-

ょぇすぇ. ╇ ゃしうつおけ すけゃぇ っ ぉかぇゅけょぇ-

さっくうっ くぇ せしうかうはすぇ, こけかけあっくう 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ こさったけょぇ. 〈けゅぇゃぇ 
くうっ くっ しっ こさっあうゃはゃぇたきっ おぇすけ 
こけかうすうちう. ╆ぇ くぇし, こなさゃうすっ 
こぇさかぇきっくすぇさうしすう, くっ しっ ゅけゃけ-

さってっ おぇすけ いぇ こけかうすうちう, ぇ おぇすけ 
いぇ たけさぇ, ういぉさぇかう しなょぉぇすぇ ょぇ 
こさけきっくはす ╀なかゅぇさうは. ╁しっおう けす 
くぇし うきぇてっ さぇいかうつくぇ こさけそっ-

しうは, さぇいかうつくぇ ぉうけゅさぇそうは, ぉっ 
けす さぇいかうつっく おさぇえ くぇ しすさぇくぇすぇ, 
くっ ぉはたきっ けこさっかう ょぇ しっ たさぇくうき 
けす こけかうすうおぇすぇ, うしおぇたきっ こさけしすけ 
ょぇ ゃかけあうき しゃけは うくすっかっおすせぇかっく 
すさせょ ゃ こさけきはくぇすぇ,  いぇ ょぇ しすぇくっ 
すは すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ は うしおぇたきっ. 
′はきぇてっ こうしぇくう せつっぉくうちう いぇ 
こさけきはくぇすぇ, くうっ こうしぇたきっ すけいう 
せつっぉくうお し ょっかぇすぇ しう. ╉けゅぇ しこけ-

かせつかうゃう, おけゅぇ – くっ.  〉つったきっ 
しっ ゃ ょゃうあっくうっ う ょけこせしおぇたきっ 
う ゅさっておう. ╇ すけゃぇ っ っしすっしすゃっ-

くけ いぇ っょくぇ きかぇょぇ ょっきけおさぇちうは. 
[ぇいぉうさぇ しっ, くっ ゃしうつおけ しっ しかせつう 
すぇおぇ, おぇおすけ ゅけ あっかぇったきっ う きっつ-

すぇったきっ, う っ くけさきぇかくけ ょくっし っょくぇ 
つぇしす けす たけさぇすぇ ょぇ くっ しぇ ょけゃけか-

くう けす こさけきはくぇすぇ. ╇かう けす ゃしうつ-

おけ けす こさけきはくぇすぇ. ′け いぇとけ くっ 
しぇ ょけゃけかくう, おなょっ っ こさうつうくぇすぇ? 
┿い うきぇき っょうく けすゅけゃけさ う すけえ  っ, 
つっ くうっ こけぉなかゅぇさうたきっ こさったけょぇ. 
╁かけあうたきっ ゃ すけいう こさったけょ きくけゅけ 
けす くっゅぇすうゃくけすけ, おけっすけ うきぇきっ 
おぇすけ くぇちうけくぇかくぇ たぇさぇおすっさけかけ-

ゅうは. ╇ ゃうくぇすぇ  くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
すなさしう しぇきけ ゃ こけかうすうちうすっ. 〈は っ 
ゃ くぇてうは くぇちうけくぇかっく たぇさぇおすっさ, 
いぇとけすけ う すけゃぇ っ きくけゅけ ゃぇあくけ 
ょぇ しっ おぇあっ ゃ ゅさぇょぇ くぇ 』せょけきうさ, 
すなえ おぇすけ すけえ っ ゅけかっきうはす ぉなか-

ゅぇさしおう こうしぇすっか, しかっょ ┿かっおけ, 
おけえすけ っ こけおぇいぇか う くっゅぇすうゃくけすけ 
くぇ くぇてぇすぇ くぇさけょけこしうたけかけゅうは: 

╁っくおけ ぃくぇおけゃ うょゃぇ ゃ „┿さ
しっくぇか“ こさっい 1982-さぇ. ╇ょゃぇ 

しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 》せょけ
あっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇく
かなお – こけ けくけゃぇ ゃさっきっ すさせょ
くけょけしすなこくけ せつうかうとっ, ゃ おけっすけ 
くぇきうさぇす きはしすけ しぇきけ くぇえ-すぇかぇくす
かうゃうすっ. 
╁ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ぇおぇょっきうは 

╁っくおけ おぇくょうょぇすしすゃぇ „くぇ きぇえ
すぇこ“. ′け しなゃしっき くぇうしすうくぇ せしこは
ゃぇ ょぇ こさっぉけさう はおぇすぇ おけくおせさっく
ちうは ゃ ゅけょうくぇすぇ, ゃ おけはすけ いぇ ょゃっ 
しすせょっくすしおう きっしすぇ しっ ぉけさはす 1 860 
おぇくょうょぇすう. ‶けゃっつっすけ けす こさう
っすうすっ しなゃしっき くっ しぇ しかせつぇえくう, ぇ 
こさうょうきくけ ょっちぇ けす しっきっえしすゃぇ し 
ゅけかっきう こけいうちうう. ╁っくおけ, きけきつっ
すけ けす おぇいぇくかなておうは ╉さなく, くはきぇ 
すぇおうゃぇ. ¨すうてなか おぇすけ おけきこぇくうは 
くぇ こさうはすっか, おけえすけ ぉうか おぇくょうょぇす 
いぇ ┿おぇょっきうはすぇ. ╃けおぇすけ しう さうしせ
ゃぇ, つぇおぇえおう こさうはすっかは しう, ╁っくおけ 
っ  いぇぉっかはいぇく けす っょうく こさっこけょぇ
ゃぇすっか. [ぇぉけすぇすぇ きせ, くぇたゃなさかはくぇ 
こさけしすけ いぇ せょけゃけかしすゃうっ, しこうさぇ 
こけゅかっょぇ くぇ こさけそっしけさぇ. ′ぇ すけいう 
こさっこけょぇゃぇすっか ╁っくおけ ょなかあう ょう
こかけきぇすぇ しう くぇ こさけそっしうけくぇかっく 
たせょけあくうお – ょせきうすっ きせ ゅけ こけ
けとさはゃぇす う ょけさう – ぇきぉうちうさぇす. 
]こってくけ こけょぇゃぇ ょけおせきっくすう う し 
すさう けすかうつくう けちっくおう ゃ うくすっさ
ゃぇかぇ 5.90 – 6.00 しすぇゃぇ っょうく けす 
ゅけかっきうすっ とぇしすかうゃちう, こさうっすう ゃ 
しこっちうぇかくけしす „╃ういぇえく“. ¨ぉせつっ
くうっすけ っ ぇぉしけかのすくけ ぇおぇょっきうつくけ, 
くぇうしすうくぇ. ╂させこうすっ しぇ けす こけ 4-6 
ょせてう, さぇぉけすう しっ ゃ こさはお おけくすぇおす 
し くぇえ-ょけぉさうすっ せ くぇし こさけそっしうけ
くぇかうしすう.   
╁ こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ ゅけかっきうすっ 

こさけきっくう しかっょ  1989-すぇ ゃさなとぇ
くっすけ ゃ „┿さしっくぇか“, おなょっすけ ぃくぇ
おけゃ っ しすうこっくょうぇくす, ういゅかっあょぇ 
くっゃないきけあくけ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ くぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇ う こさっおさぇすはゃぇくっ 
くぇ ょけゅけゃけさうすっ しなし しすうこっくょうぇく
すう, ╁っくおけ くっ さぇいつうすぇ 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. ╁なこさっおう つうしすけ ぇさしっくぇかしおうは 
きけきっくす, ょぇあっ ゃ ょうこかけきくぇすぇ きせ 
さぇぉけすぇ し こさけそっしうけくぇかくぇ いぇょぇ
つぇ – 『っくすなさ 》 – 5. ╇いくっくぇょゃぇとけ 
う いぇ しぇきうは くっゅけ, けす „┿さしっくぇか“ 
しっ けぉぇあょぇす くぇ きかぇょうは ゃうしてうしす 
う ゅけ いけゃぇす けぉさぇすくけ. „¨おぇいぇ しっ, 
つっ „┿さしっくぇか“ きっ うしおぇ“, しこけょっかは 
╁っくおけ ょくっし こさっい せしきうゃおぇすぇ くぇ 
しこけきっくぇ. ╇ すぇおぇ – ゃっつっ  25 ゅけ
ょうくう. „┿さしっくぇか“ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ゅけ うしおぇ.    
╃ういぇえくっさしおけすけ ぉのさけ くぇ ╇╋╋, 

おけっすけ ぃくぇおけゃ こけっきぇ ゃ くぇつぇかけ
すけ くぇ 90-すっ っ きはしすけ, ゃ おけっすけ すけえ, 
おぇすけ さなおけゃけょうすっか くぇ けとっ ょゃぇきぇ 
たせょけあくうちう, さぇいさぇぉけすゃぇ いぇょぇつう 
こけ こさけっおすうさぇくっすけ くぇ こさけきうてかっ
くうは ょういぇえく くぇ たうすけゃうすっ こけ けくけ
ゃぇ ゃさっきっ きぇてうくう – けぉさぇぉけすゃぇ
とう ちっくすさう. ′け くっ しぇきけ.  《さっいうすっ 
くぇ ╆ぇゃけょ 5, ょういぇえくっさしおうすっ さっ
てっくうは くぇ こうしすけかっすぇ „╉けきこぇおす“, 
さなおけたゃぇすおう, しこせしなつくう しおけぉう... 

╉〉╊』 ╊ ╉《╆ぇ『 ╉╊〉 ′╅ ╉《╆『¨ ╉╊]╅

╉〉╊』 ╊ ╉《╆ぇ『 ╉╊〉 ′╅ ╉《╆『¨ ╉╊]╅

》ちそなかつそち ╅しかさつあせおひち ‶そちおあせそう:

 ╉かつせけてか と せあつ つあ いそしせけ そて しかうけねあちつさあ いそしかつて, てそうあ てうひちおけ あうてそちひて せあ „╉せかつ か おそいひち おかせ くあ いひしえあちつさあてあ おかすそさちあぬけみ” 

しすさっきっあなす ょぇ しっ かなあっ, ょぇ しっ 
おさぇょっ けす ょなさあぇゃぇすぇ, こさぇゃっくっすけ 
くぇ おぇさうっさぇ けす たけさぇ, おけうすけ くは-

きぇす おぇつっしすゃぇすぇ ょぇ いぇっきぇす っょうく 
うかう ょさせゅ こけしす ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, くけ 
しっ しすさっきはす おなき くっゅけ. ╇ すっいう くっ-

ゅぇすうゃくう つっさすう くぇ ぉなかゅぇさしおうは 
たぇさぇおすっさ しっ  こさけはゃうたぇ ゃ くぇてうは 
こさったけょ う くっ しかせつぇえくけ ゃ ぉなか-

ゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす いぇ すっいう 25 
ゅけょくう こさったけょ しっ さぇいたけょうたぇ しすけ-

すうちう ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう. ′け 
ゃなこさけしなす っ: おけう けす すはた いぇこけき-

くうたきっ う し おぇおゃけ? ╋くけゅけ きぇかおけ 
しぇ けしすぇくぇかう ゃ しないくぇくうっすけ, ぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ きくけゅけ たけさぇ きうくぇたぇ う 
しすぇくぇたぇ ょっこせすぇすう, きうくうしすさう う 
ょさせゅう ょなさあぇゃくう ゃぇあくう さぇぉけ-

すう いぇったぇ, くけ くっ けしすぇゃうたぇ しかっょぇ 
しかっょ しっぉっ しう. ╇ きけあっ ぉう けすすぇき 

ょけえょっ さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ くぇ たけ-

さぇすぇ: つっ くうおけゅぇ くっ きけあっき ょぇ 
しかせつうき くぇ ょけぉさけ せこさぇゃかっくうっ. 
[ぇいけつぇさけゃぇくうっ けす おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ おぇすけ せこさぇゃかっくっち.

〈せお こけかせつうたすっ ゅさぇきけすぇ いぇ 
こさうくけし ゃ ょっきけおさぇすうつくうすっ 
こさけきっくう くぇ ╀なかゅぇさうは. ╁うっ 
かうつくけ ょけゃけかっく かう しすっ けす すぇいう 
つっすゃなさす ゃっお ょっきけおさぇすうつくけ 
こさけきっくはとぇ しっ ╀なかゅぇさうは? 
- ┿い せつぇしすゃぇた さっぇかくけ ゃ こけかうすう-

おぇすぇ ょけ 1998 ゅけょうくぇ, 8 ゅけょうくう 
しぇきけ. ╁なゃ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ しっ 
こけかぇゅぇたぇ けしくけゃうすっ. ╀はた こさっょ-

しっょぇすっか くぇ 36-すけすけ ′ぇさけょくけ しな-

ぉさぇくうっ, おけっすけ いぇ こけ-きぇかおけ けす 4 
ゅけょうくう こさうっ ぉかういけ 300 いぇおけくぇ. 
¨すすけゅぇゃぇ ょけ ょくっし くっこさっしすぇくくけ 
しっ こさぇゃはす けこうすう ょぇ しっ さっそけさ-

きうさぇす うかう こさけきっくはす うきっくくけ 
すっいう いぇおけくう. ′け けしくけゃぇすぇ, そせく-

ょぇきっくすなす くっ きけあっ ょぇ しっ こさけきっ-

くう, いぇとけすけ っ すぇおなゃ, つっ ゅぇさぇくすう-

さぇてっ しきはくぇすぇ くぇ しうしすっきぇすぇ. ╇ 
しうしすっきぇすぇ っ しきっくっくぇ. ╁なこさけしなす 
っ: しかっょ おぇすけ は しきっくうたきっ, おぇおゃけ 

くぇょ くっは くぇょゅさぇあょぇきっ. ╇ かうつくけ 
いぇ きっく こさったけょなす こさうおかのつう し 
こさうっきぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ╄] 
こさっい 2007 ゅけょうくぇ. ]ぇきう さぇい-
ぉうさぇすっ, つっ くっ っ ゃないきけあくけ 25 
ょなさあぇゃう-つかっくおう くぇ ╄] すけゅぇゃぇ 
ょぇ こさうっきぇす ╀なかゅぇさうは, ぉっい すは 
ょぇ っ けしなとっしすゃうかぇ こさったけょ おなき 
ょっきけおさぇちうは う  こぇいぇさくぇ うおけくけ-

きうおぇ. 〈けゃぇ しぇ しっさうけいくう ょなさあぇ-

ゃう, すっ こさっちっくうたぇ, つっ くうっ しきっ 
けしなとっしすゃうかう すけいう こさったけょ. ¨す 
2007 ゅけょうくぇ ょけ ょくっし, ゃっつっ 8 
ゅけょうくう,  けしすぇゃぇ っょくけ つせゃしすゃけ 
くぇ くっせょけゃかっすゃけさっくけしす. ′け こさっ-

たけょなす こさうおかのつう. ╇ すけゃぇ, おけっすけ 
しっゅぇ くぇぉかのょぇゃぇきっ, しぇ ゅさって-

おう けす しかっょこさったけょくうは こっさうけょ.  
¨おぇいゃぇ しっ, つっ うきぇきっ は しゅさぇょぇ-

すぇ くぇ ょっきけおさぇすうつくぇ ╀なかゅぇさうは, 
ぇ ゃなすさっ ゃ くっは 
ゃしっおう しう は こさぇ-

ゃう しぇき, おぇおすけ しう 
うしおぇ. ╄ょくう しっ 
てうさはす くっいぇおけく-

くけ, ょさせゅ ういぉうゃぇ 
こさけいけさちう, ぉっい 
ょぇ こうすぇ しなしっ-

ょうすっ う しう しかぇゅぇ 
くけゃう つっさつっゃっすぇ, 
すさっすう ゃょうゅぇ くぇ 
こけしかっょっく っすぇあ 
こさうしすさけえおぇ う 
しゅさぇょぇすぇ しすぇゃぇ 
ゅさけいくぇ, くけ  くぇ 
くっゅけ きせ しすぇゃぇ 
てうさけおけ. ¨おぇいぇ 
しっ, つっ ぉなかゅぇ-

さうくなす いぇこけつくぇ 
ょぇ こけぉなかゅぇさは-

ゃぇ こさけきはくぇすぇ. 
╉ぇいぇくけ し っいうおぇ 
くぇ ょくってくうすっ 
こけかうすうちう: くうっ 
くっ しこぇいゃぇきっ 
こさけっおすぇ いぇ くけ-

ゃぇすぇ しゅさぇょぇ, 
ぇさたうすっおすせさくぇすぇ 
おけくしすさせおちうは くぇ 
すぇいう しゅさぇょぇ, う 
しきっ しおかけくくう ょぇ 
しう こさぇゃうき うく-

ょうゃうょせぇかくう さってっくうは う ういこなか-

くっくうは, おけうすけ けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇす 
っょくう うかう ょさせゅう せつぇしすくうちう ゃ 
こけかうすうおぇすぇ, くけ しっ けすさぇいはゃぇす 
いかっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ. 

╀なかゅぇさしおぇすぇ くう つっゃさなしすう-
くぇ かう っ こさうつうくぇすぇ いぇ くぇさけょ-
くけすけ くう  くっょけゃけかしすゃけ - つっ 
うしおぇきっ ゃしうつおけ ょぇ しっ しかせつう 
ゃっょくぇゅぇ, ぉなさいけ, かっしくけ, ょけさう 
こけょぇさっくけ  う けすすせお  ょぇ くう うょ-
ゃぇす ゃしうつおう ょなさあぇゃくう ぉけ-
かっあおう? 

- ′うっ しきっ こさうこさはく くぇさけょ, おけえ-

すけ くっ きけあっ しこけおけえくけ ょぇ ういつぇおぇ 
さっいせかすぇすうすっ けす っょくぇ こさけきはくぇ, 
ょけぉさけすけ. ╇ いぇすけゃぇ ゃしっおう くけゃけ-

ょけてなか うかう ゃしはおけ くけゃけ かうちっ ゃ 
こけかうすうおぇすぇ しきはすぇ, つっ けす くっゅけ 
いぇこけつゃぇ くけゃけすけ くぇつぇかけ. ′うっ 
くっこさっしすぇくくけ ゅけゃけさうき いぇ くけゃけ 
くぇつぇかけ, くけ ゃしはおけ くけゃけ くぇつぇかけ 
おぇすけ つっ かう くう ゃさなとぇ ゃしっ こけ-くぇ-

いぇょ.  ′っこさっしすぇくくけすけ さけゃっくっ ゃ 
いぇおけくうすっ う さぇいぉうさぇくっすけ, つっ くっ-

こさっしすぇくくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさけきっ-

くは いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ, くぇこさぇゃう 

すぇおぇ, つっ たけさぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは ょぇ 
くっ いくぇはす おぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
いぇおけくなす, おぇおゃぇ っ すっあっしすすぇ きせ. 
〈ぇおぇ すけえ しっ けおぇいぇ „ゃさぇすぇ ゃ こけ-

かっすけ”. ╇ ゃしっおう, おけえすけ ょけえょっ くぇ 
ゃかぇしす, きけあっ ょぇ ゅけ こさけきっくう: ゃ 
すっあっしすすぇ きせ うかう ゃ しなとうくぇすぇ. 
╇かう ゃ しゃけえ うくすっさっし. ╇ くうっ くっ 
きけあっき ょぇ こさっあうゃっっき すけゃぇ, おけっ-

すけ くぇ ゃさっきっすけ ゅけ ょっそうくうさぇたきっ 
おぇすけ „しすぇぉうかくけしす くぇ こさけきはくぇ-

すぇ”. ╃ぇ うきぇ けこさっょっかっくけ ゃさっきっ, 
ゃ おけっすけ っょうく いぇおけく ょぇ ょっえしすゃぇ, 
いぇ ょぇ しっ ゃうょう おけっ っ ょけぉさけすけ う 
おけっ かけてけすけ ゃ くっゅけ. ╆ぇすけゃぇ う  たけ-

さぇすぇ うきぇす つせゃしすゃけすけ, つっ あうゃっはす 
ゃ くっしうゅせさくけしす, いぇとけすけ けおけかけ 
すはた くっこさっしすぇくくけ くはおけえ こさけ-

きっくは くっとけ う すっ くっ きけゅぇす ょぇ しっ 
たゃぇくぇす いぇ くっとけ しすぇぉうかくけ ゃ すけいう 
あうゃけす. ╁しっ くはおけえ くっとけ こさけきっ-

くは. 〈けゃぇ っ ょさせゅぇすぇ おさぇえくけしす くぇ 
す. くぇさ. こさけきはくぇ う す. く. さっそけさ-

きぇすけさしすゃけ. ′っ きけあっ ょぇ しっ あうゃっっ 
ゃっつくけ ゃ しなしすけはくうっ くぇ さっそけさきぇ-

すけさしすゃけ. 》けさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす 
ゃさっきっ ょぇ こけつせゃしすゃぇす しうかぇすぇ くぇ 
おけくしっさゃぇすうゃくぇすぇ しすぇぉうかくけしす, 
こけしすうゅくぇすぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ くぇ こさけ-

きはくぇ. 

〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ かう, つっ しっ-
ゅぇてくうすっ ぇきぉうちうけいくう せしう-
かうは くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ, ゃ 
おけうすけ ゅけかはきぇ さけかは うきぇす う  
[っそけさきぇすけさうすっ, きけゅぇす ょぇ 
しないょぇゃぇす すけゃぇ せしっとぇくっ いぇ 
くっしすぇぉうかくけしす う くっしうゅせさ-
くけしす?
- ′っ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しこっおせかうさぇ し 

こけくはすうっすけ さっそけさきぇ う さっそけさきぇ-
すけさしすゃけ. ╆ぇとけすけ しぇきけすけ こけくはすうっ 
っ ゅけかはきぇ けすゅけゃけさくけしす う ゅけかはき 
ぇくゅぇあうきっくす. ╆ぇ ょぇ しっ けこさっょっ-
かうて おぇすけ さっそけさきぇすけさ, っ くせあくけ 
ょけしすぇすなつくけ ょなかゅけ ょぇ しう ゃ っょくけ 
せこさぇゃかっくうっ う こさけきっくうすっ, おけう-

すけ しっ こさぇゃはす, ょぇ しっ ょけおぇあぇす ゃなゃ 
ゃさっきっすけ おぇすけ ゃぇあくう う くっけぉたけょう-

きう いぇ けぉとっしすゃけすけ. ′っ きけあっ ょぇ 
しっ くぇさうつぇて [っそけさきぇすけさ, ぇおけ くっ 
せつぇしすゃぇて ゃ せこさぇゃかっくうっすけ. ′はきぇ 
こけくはすうっ さっそけさきぇすけさ – けこけいう-

ちうけくっさ. [っそけさきぇすけさうすっ しぇ ゃ 
せこさぇゃかっくうっすけ う  さっいせかすぇすうすっ 
けす すはたくぇすぇ さぇぉけすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゃうあょぇす. ′ぇ すはた きけあっ ょぇ うき しっ 
ういょうゅくっ こぇきっすくうお, くけ きけあっ う ょぇ 
ぉなょぇす けすさっつっくう すけすぇかくけ う いぇぉさぇ-

ゃっくう, ぇおけ しぇ ういかなゅぇかう たけさぇすぇ, つっ 
こさぇゃはす さっそけさきう. ′ぇょはゃぇき しっ, つっ 
しっゅぇてくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ とっ しな-

せきっっ ょぇ しなつっすぇっ すっいう ょゃっ かうくうう, 
たぇさぇおすっさくう いぇ ゃしっおう こさったけょ: くぇ 
さっそけさきうすっ - けす っょくぇ しすさぇくぇ, う 
くぇ おけくしっさゃぇすうゃくぇすぇ しすぇぉうかくけしす, 
けす ょさせゅぇ. 〈ぇおぇ きけあっ ょぇ しっ ゅぇさぇく-

すうさぇ しこけおけえしすゃうっ いぇ たけさぇすぇ. ┿ 
とけ しっ けすくぇしは ょけ ょっしくうすっ こぇさすうう: 
けす おさぇは くぇ 90-すっ ゅけょうくう, すっ いぇぉけ-

かはたぇ けす かっゃうつぇさしおぇ ぉけかっしす. ╁っつっ 
15 ゅけょうくう. 〈けゃぇ っ かうょっさけきぇくうは-
すぇ う いかっ こさうおさうすぇすぇ さっゃけかのちうけ-

くっさとうくぇ. ╁ ぉなかゅぇさしおうすっ ょっしくう 
こぇさすうう ゃしっおう さってう ょぇ しすぇゃぇ 
かうょっさ. ╉けかおけ こぇさすうう しっ くぇさけうたぇ 
けす ]╃], おけえ くっ こけうしおぇ ょぇ しすぇくっ 
ゃっかうお ゃけょぇつ くぇ こぇさすうは? 〈けゃぇ さけ-

っくっ くぇ こぇさすうう う すぇいう かうょっさけきぇ-
くうは ぉはたぇ せぉうえしすゃっくう, くっ しぇきけ いぇ 

ょはしくぇすぇ こけかうすうつっしおぇ けぉとくけしす, 
くけ う いぇ こけかうすうつっしおうは おかうきぇす ゃ 
しすさぇくぇすぇ, すなえ おぇすけ ゅけ いぇさぇいうたぇ 
し ぉぇちうかぇ くぇ くっこけしすけはくしすゃけすけ. 
¨すすぇき う つせゃしすゃけすけ せ たけさぇすぇ, つっ 
くはきぇ くうとけ しうゅせさくけ ゃ くうすけ っょくぇ 
こけかうすうつっしおぇ こぇさすうは. ]ないょぇょっ しっ 
う すさぇょうちうは こさっょう ゃしうつおう ういぉけ-

さう  ょぇ しっ こけはゃはゃぇす ゃしっ くけゃう ゅっ-
さけう, „こけかうすうつっしおう ゃけょぇつう”, くけゃう 
かうょっさう し くけゃう  こぇさすうう, し くけゃう 
うきっくぇ. ]ゃっすけゃくう てぇきこうけくう しきっ 
こけ すけいう こけおぇいぇすっか. ′っ きけあっ っょくぇ 
ょなさあぇゃぇ ゃ すぇいう しうすせぇちうは ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ せしこってくけ, すなえ おぇすけ ゃしっ-
おう すっゅかう ゃ しゃけはすぇ こけしけおぇ. 

… ゃ  しっゅぇてくうは こぇさかぇきっくす 
さっぇかくけ うきぇ くぇょ 40 こぇさすうう…
- ╃ぇ, すぇおぇ っ, きぇおぇさ そけさきぇか-

くけ ょぇ しぇ しぇきけ 8. ′け ゃなすさっ ゃ すはた 
うきぇ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ こぇさ-

すうう. ′ぇ すけゃぇ くっとけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しかけあう おさぇえ. 〈け っ ょっしすさせおすうゃくけ 
う ょっえしすゃぇ こさけすうゃ うくすっさっしうすっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. ¨つっ-

ゃうょくけ いぇとけ っ すぇおぇ: いぇとけすけ くっ 
きけあっ ょぇ うきぇ 200 うょっう いぇ けこ-

さぇゃはくっ くぇ ╀なかゅぇさは. ┿おけ うきぇてっ 
2 しゃっしすくう うょっう, くぇ さなちっ ょぇ ゅう 
くけしうき う ちっかうはす くぇさけょ ょぇ ゃなさ-

ゃう しかっょ すはた. ′け うきぇ 200 さぇい-
かうつくう ゃないゅかっょぇ こけ ゃしうつおう ゃな-

こさけしう いぇ  さぇいゃうすうっすけ くう おぇすけ 
ょなさあぇゃぇ. ′うおなょっ ゃ くけさきぇかくうは 
しゃはす くはきぇ すぇおけゃぇ くっとけ. 》けさぇ-

すぇ しぇ しすうゅくぇかう ょけ ういゃけょぇ, つっ 
きぇおしうきぇかくけ きけあっ ょぇ うきぇ 2, 
3, 5 こぇさすうう, おけうすけ ょぇ くぇきうさぇす 
こなすは う くぇ おけくそさけくすうさぇくっすけ, 
くけ う くぇ さぇいぉうさぇすっかしすゃけすけ, おけ-

ゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ, ゃ うきっすけ くぇ くぇ-

ちうけくぇかくうすっ うくすっさっしう. ╁しうつおけ 
けしすぇくぇかけ っ こぇさすういぇくしおぇ ぉけさぉぇ, 
おけはすけ ゃかけてぇゃぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ 
ぇすきけしそっさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う けすゃさぇ-

とぇゃぇ くけさきぇかくうすっ たけさぇ けす こけ-

かうすうつっしおぇすぇ ょっえしすゃうすっかくけしす う 
こけかうすうつっしおうは あうゃけす. ]きうしなかなす 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ こさけきはくぇすぇ こさっい 
90-すっ ゅけょうくう ぉっ:  ゅさぇあょぇくうすっ 
ょぇ しぇ ぇおすうゃくう せつぇしすくうちう ゃ こけ-

かうすうつっしおうは あうゃけす, くっ ょぇ つぇおぇす 
こぇさすうえくう こけさなつおう う いぇょぇつう. 
′け くっ しきっ しう  こさっょしすぇゃはかう, つっ 
っょゃぇ かう くっ ゃしっおう ぉなかゅぇさうく とっ 
うしおぇ ょぇ しう くぇこさぇゃう こぇさすうは, いぇ 
ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ こけかうすうおぇすぇ, おぇすけ 
いぇこうてっ ゃ くっは さけょくうくう, ぉかういおう, 
さぇぉけすくうちうすっ けす そうさきぇすぇ しう, 
いぇ ょぇ ゅう ゃけょう くぇ ういぉけさう, おぇすけ 
こけかうすうつっしおぇ こぇさすうは. ╇ すけゃぇ っ 
っょくぇ けす ゅけかっきうすっ こさっつおう こさっょ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは ょくっし.  

╁ すけいう しきうしなか:  すっいう ゃさっきっ-
くぇ くっ しぇ ょけぉさうすっ ゃさっきっくぇ いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっきけおさぇちうは? 
- 〈っいう ゃさっきっくぇ しぇ くはおなょっ くぇ 

ゅさぇくうちぇすぇ きっあょせ いうきぇすぇ う こさけ-

かっすすぇ.  ′うおぇおなゃ しっいけく. ′っとけ 
おぇすけ 31-ゃう きぇさす. ╇ ゃしっおう けつ-

ぇおゃぇ おぇおゃけ とっ しすぇくっ  くぇ 1-ゃう 
ぇこさうか, おけえ いぇ おぇおゃけ とっ ゅけ うい-
かなあっ. ╅うゃっっき ゃ こさっょこなさゃけぇこ-

さうかしおぇ ょなさあぇゃぇ. ╇ はゃくけ すけいう 
ょっく, こさっょ 1-ゃう ぇこさうか, すゃなさょっ 
ょなかゅけ ゅけ あうゃっっき. 

〈けえ っ ぉぇとぇ くぇ おせかすけゃぇすぇ さっこかうおぇ いぇ ぉなかゅぇさしおうは こさったけょ: „╃くっし っ ょけぉなさ ょっく いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっきけおさぇちうは.” ╇いさうつぇ は こさっょう 23 ゅけょうくう こけ こけゃけょ こさうっきぇくっすけ くぇ 
っょうく けす こなさゃうすっ すっおしすけゃっ ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ いっきっょっかしおうすっ いっきう, ょぇゃぇとう  こさぇゃけ くぇ つぇしすくぇ しけぉしすゃっくけしす ゃなさたせ すはた. ╋うくぇゃぇ いぇ っょうく けす ょのかゅっさうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは こさったけょ, 
すなえ おぇすけ こさっょしっょぇすっかしすゃぇ こぇさかぇきっくすぇ, けしすぇゃうか すっきっかうすっ くぇ くけゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ – 36-すけすけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ╁ くっゅけゃうは きぇくょぇす しっ こさうっきぇす ぉかういけ 300 
いぇおけくぇ, ゃなさたせ おけうすけ う しっ せこさぇあくはゃぇす  う ょくってくうすっ いぇおけくけすゃけさちう. ╊うすっさぇすけさ こけ こさけそっしうは, そうかけしけそ こけ ょせてぇ, こけかうすうお  こけ こさうくせょぇ, すけえ うきぇ うくすっさっしっく あうすっえしおう 
こなす: きうくぇゃぇ こさっい しすなさゅぇかけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけかうすうおぇ ゃ  くぇえ-すさせょくうは え う さけきぇくすうつっく こっさうけょ. ╄ょうく けす しないょぇすっかうすっ くぇ ょっきけおさぇすうつくうは こっつぇす ゃ ╀なかゅぇさうは, かうょっさ 
くぇ [ぇょうおぇかょっきけおさぇすうつっしおぇすぇ こぇさすうは, っょうく けす しすなかぉけゃっすっ くぇ ]╃], ういゃなくさっょっく う こなかくけきけとっく こけしかぇくうお ゃ っょくう けす くぇえ-うくすっさっしくうすっ ょなさあぇゃう ゃ ╇いすけつくぇ ╄ゃさけこぇ - 
╊うすゃぇ, ╊ぇすゃうは う ╄しすけくうは, う こなさゃう ょうこかけきぇす くぇ しすさぇくぇすぇ くう ゃ しなしっょくぇ ╋ぇおっょけくうは. ′ぇせつっく さぇぉけすくうお, こけつっすっく こさっょしっょぇすっか くぇ ょゃうあっくうっ „╀なかゅぇさうは しう すう”. ┿ゃすけさ 
くぇ くぇょ 200 くぇせつくう こせぉかうおぇちうう う 4 おくうゅう. 
[けょっく ゃなゃ ╁ぇさくぇ こさっょう 63 ゅけょうくう. 】ぇしすかうゃけ あっくっく いぇ しゃけはすぇ しなしすせょっくすおぇ けす 【せきっく - ╁ぇかっさうは. ╇きぇ しうく う ょなとっさは.
╁ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ ゅけ ょけゃっょっ くけきうくぇちうは くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす いぇ けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 25-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ ょっきけおさぇすうつくうは こさったけょ せ くぇし: いぇ ぇおすうゃくけ せつぇしすうっ ゃ 

ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっきけおさぇちうは.

ゃしうつおけ, おけっすけ こさうょぇゃぇ っかっ
ゅぇくすっく う せょけぉっく いぇ こけかいゃぇ
くっ ゃうょ くぇ おけくしすさせおすけさしおうすっ 
こさけっおすう くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
けさなあうは,  し すっつっくうっ くぇ ゃさっ

きっすけ きうくぇゃぇ こさっい さなちっすっ くぇ 
╁っくおけ ぃくぇおけゃ. ╇いゅかぇあょぇ
くっすけ くぇ おけくしすさせおすけさしおうすっ 
さってっくうは, ぉっい ょぇ こけしすさぇょぇ 
きったぇくうおぇすぇ, っ さぇぉけすぇ くぇ 
ょういぇえくっさぇ, けぉはしくはゃぇ こさけ
そっしうけくぇかうしすなす. ‶けしすっこっくくけ 
すけえ こけっきぇ う ょさせゅう こさけっお
すう, けしゃっく ぇさしっくぇかしおうすっ. ╇ 
ゃ きけきっくすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
おけくしせかすうさぇ  けおけくつぇすっかくうは 
ゃなくてっく ゃうょ くぇ ういょっかうはすぇ, 
おけうすけ „┿さしっくぇか“ こさっょしすけう 

すっこなさゃぇ ょぇ こさっょしすぇゃは  くぇ 
きっあょせくぇさけょくうすっ こぇいぇさう. [っ
おかぇきくう  ょうこかはくう, おけくちっこちうう 
こけ こぇくぇうさくうすっ とぇくょけゃっ,  くぇ 
こさぇおすうおぇ – ゃしうつおけ „けす – ょけ“ 

ゃ ょういぇえくぇ こさっい ゅけょうくうすっ っ 
こさけそっしうけくぇかくぇ さぇぉけすぇ くぇ 
ぃくぇおけゃ. ┿さしっくぇかしおうすっ ぇくゅぇ
あうきっくすう くっ こさっつぇす くぇ かうつくう
すっ こさけっおすう くぇ ╁っくおけ, おけゅけすけ 
くっ しぇきけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけいくぇゃぇす 
おぇすけ ぇゃすけさ くぇ さっおかぇきくう おぇさっ
すぇ, ぉさけてせさう, こぇくぇ, おけさうちう くぇ 
おくうゅう, ぉうかょ-ぉけさょけゃっ, うくすっさう
けさっく ょういぇえく. ╁っくおけ っ ぇゃすけさ くぇ 
ゃういうはすぇ くぇ ょっしっすおう おぇそっくっすぇ. 
11 しけそうえしおう いぇゃっょっくうは しなぉう
さぇす こけしっすうすっかう ゃ せのすぇ くぇ くっ

ゅけゃうすっ たせょけあっしすゃっくう こさけっおすう. 
╇いおせてっく っ ょけさう けす きっぉっかくうすっ 
ょういぇえくっさしおう いぇょぇつう. ]さっとくぇか 
しっ っ し おぇおゃう かう くっ ゃおせしけゃっ. 
ぃくぇおけゃ しっ さぇょゃぇ くぇ こさけそっ
しうけくぇかくけすけ けすくけてっくうっ くぇ ぇさ
しっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ おなき 
ょういぇえくぇ くぇ くけゃうすっ ういょっかうは, 
くけ くはきぇ おぇお ょぇ くっ こさういくぇっ う 
さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ しう けす „しすうかけ
ゃっすっ“ くぇ くけゃけすけ ゃさっきっ, ゃ おけうすけ 
きくけゅけ ょさせゅう ぉなかゅぇさう くぇしすけは
ゃぇす ょぇ けそけさきはす こさけしすさぇくしすゃぇ
すぇ しう くぇ けぉうすぇゃぇくっ. ]さっとぇか しっ 
っ し ゃないすけさゅぇ こさっょ ぉっいゃおせしうちぇ
すぇ くぇ „きせすさけぉぇさけおぇ“ う くぇしすけえ
つうゃうは こけさうゃ くっこさっきっくくけ ょぇ 
こさうすっあぇゃぇて くっとけすけ, おけっすけ しう 
ゃうょはか くぇ おぇさすうくおぇ ゃ うくすっさくっす, 
ぉっい ょぇ しう ょぇゃぇて しきっすおぇ おさぇしう
ゃけ かう っ すけゃぇ くぇうしすうくぇ う こさう
かけあうきけ かう っ すけつくけ いぇ すゃけっすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ. ╇ょっう う こけさなつおう 
– ゃしはおぇおゃう. ╅うゃけす – うしすうくしおう 
うくすっさっしっく! „╇きぇき うくすっさっしっく 
あうゃけす. 〈ぇおぇ しっ しかせつう!“, おぇいゃぇ 
╁っくおけ けすすぇすなお こさぇゅぇ くぇ かうつ
くうすっ しう 50. ]かっょ こけゃっつっ けす 
ょゃっ ょっしっすうかっすうは „くぇ こっょぇか“ う 
しゃさなたょうくぇきうおぇ し こけしすけはくっく 
いゃなく くぇ すっかっそけくう う すなさつぇくっ 
こけ しすけすうちう こさけっおすう, ぃくぇおけゃ 
ょくっし しう くぇきぇかはゃぇ あうすっえしおけすけ 
すっきこけ, こけょけぉくけ くぇ きくけゅけ ぉなか
ゅぇさう けす こけおけかっくうっすけ, ういくっしかけ 
こさったけょぇ こさっい せきぇ う さなちっすっ しう. 
„╆ぇ しなあぇかっくうっ, くっとぇすぇ ゃ 

╀なかゅぇさうは くっ ゃなさゃはす...“, おぇいゃぇ 
ょういぇえくっさなす, しなぉさぇか せしこってくけ 
ゃ あうゃけすぇ しう せょけゃけかしすゃうっすけ けす 
かのぉうきぇすぇ さぇぉけすぇ し せしこったうすっ 
くぇ しゃけうすっ ぉういくっし-くぇつうくぇくうは. 
╊うつくけすけ ょけぉさけ しすっつっくうっ くぇ 
けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ う さっぇかういぇちう
はすぇ くぇ すゃけさつっしおうすっ いぇかけあぉう 
くっ しぇ ょけしすぇすなつくう いぇ  つけゃっお, 
おけえすけ くっ っ ぉっいさぇいかうつっく おなき 
くっとぇすぇ くぇけおけかけ, おけうすけ せ くぇし 
すぇおぇ う くっ せしこはたぇ ょぇ しっ こけょさっ
ょはす おぇすけ ゃ くけさきぇかくけ きけょっさくけ 
けぉとっしすゃけ. ぃくぇおけゃ っ こさっきっさうか 
しっぉっ しう う ゃ っゃさけこっえしおうすっ せし
かけゃうは くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ 
しさっょぇ. [ぇぉけすうか っ ゃ ╂っさきぇくうは, 
こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ しこっちうぇ
かういうさぇ ゃ ╀っかゅうは. ‶さけぉゃぇか っ 
しっぉっ しう う しこけしけぉくけしすすぇ しう ょぇ 
けちっかはゃぇ けとっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
]すけつくぇ ゅぇさぇ おぇすけ しすせょっくす う 
ゃ せすさけすけ くぇ ょっきけおさぇちうはすぇ, 
おけゅぇすけ すさなゅゃぇす こなさゃうすっ ぉうい
くっし-くぇつうくぇくうは こけ ういゃっしすくけすけ 
╋うくうしすっさしおけ こけしすぇくけゃかっくうっ 
35. 〈けゅぇゃぇ し おけかっゅう こさぇゃはす 
さぇいかうつくう こさけっおすう. ╋くけゅけ けす 
しすけかうつくうすっ こぇいぇさう しぇ くっゅけゃけ 
ょっかけ. 〈せお ╁っくおけ きうくぇゃぇ ょっ
しっすおう こなすう こさっい ちっょおぇすぇ くぇ す. 
くぇさ. “′ぇちうけくぇかくぇ おけきうしうは“, 
おけはすけ ょぇゃぇ くぇ さぇぉけすうすっ しすぇすせす 
くぇ ういかけあぉう. 〈ぇおぇ すさせこぇ „しすぇあ“ 
いぇ ]╀》, くけ こけ-おなしくけ くぇこせしおぇ 
]なのいぇ くっ ぉっい さぇいけつぇさけゃぇくうっ.  
′け – さぇいけつぇさけゃぇくうはすぇ くっ しぇ 

しうかくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ ╁っくおけ. ╉ぇすけ 
うしすうくしおう ]おけさこうけく, すけえ くっ しっ 
けしすぇゃは くぇ さぇいけつぇさけゃぇくうはすぇ, 
おぇきけ かう – くぇ けすつぇはくうっすけ. ╋ぇ
おぇさ つっ かのぉうきう いぇ つっすっくっ しう 
けしすぇゃぇす おくうゅうすっ くぇ けとっ っょうく 
]おけさこうけく – ╃けしすけっゃしおう. ╇ – 
けしけぉっくけ, くっゅけゃうすっ „╆ぇこうしおう けす 
こけょいっきうっすけ“. ¨ぉうつぇ しなとけ ╇かそ 
う ‶っすさけゃ う いくぇっ くぇういせしす ちっかう 
ちうすぇすう くぇ すったくうは „ゃっかうお おけき
ぉうくぇすけさ“ ¨しすぇこ ╀っくょっさ. ‶さう
こけきくは しう ゅう, ょけおぇすけ  さぇぉけすう 
ゃ けそうしぇ, しっゅぇ – し こけゃっつっ しこけ
おけえしすゃうっ う こけ-おさけすおけ けす こさっ
ょう. ]こけおけえしすゃうっすけ ゃ あうゃけすぇ しう 
╁っくおけ ょっかう し きぇかおぇすぇ とっさおぇ 
╁っかっくぇ う しなこさせゅぇすぇ ╋うかっくぇ. 
╁ うきっすけ くぇ ょっすっすけ – ╁っかっくぇ, ゃ 
おけっすけ すぇすおけすけ しなつっすぇゃぇ ょゃっすっ 
うきっくぇ くぇ さけょうすっかうすっ, こけ-おなし
くけ すけえ けすおさうゃぇ きけとっく あうすっえ
しおう いくぇお. ╁しなとくけしす, ゃさないおぇすぇ 
きせ こけょしおぇいゃぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ, ういこなかくうすっかくうはす ょうさっお
すけさ くぇ „┿さしっくぇか“, し おけゅけすけ 
こさっい ゅけょうくうすっ ゅさぇょはす けすかうつくう 
ゃいぇうきけけすくけてっくうは: “〈けゃぇ ょっすっ 
うきぇ うきっ, おけっすけ こけょしおぇいゃぇ, つっ 
っ ょけてかけ こけ ╁けかはすぇ ╀けあうは“, きせ 
おぇいゃぇ ╇ぉせてっゃ. ╇ ╁っくおけ ゃはさゃぇ 
ゃ すけゃぇ. ]なこさせゅぇすぇ っ いなぉけかっおぇさ 
こけ こさけそっしうは. ′け くぇこけしかっょなお, 
いぇさぇょう とっさおぇすぇ, さぇぉけすう こけ-
きぇかおけ. ‶け-きぇかおけ し ゅけょうくうすっ 
しすぇゃぇす う ぉっいおさぇえくうすっ さぇいたけょ
おう う こなすってっしすゃうは し こさうはすっかう. 
„′っ しなき けす すっいう, おけうすけ こなすせゃぇす 
くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. ╋くけゅけ しなき こな
すせゃぇか, くけ こけゃっつっすけ こなすせゃぇくうは 
ぉはたぇ こさっょう こけはゃぇすぇ くぇ ょっすっ
すけ. ]っゅぇ こさっょこけつうすぇき ょぇ つっすぇ. 
』っすぇ しすぇすうう ゃ うくすっさくっす, こさけ
ょなかあぇゃぇき ょぇ うしおぇき ょぇ くぇせつぇ
ゃぇき くけゃう くっとぇ. ̈ ぉけゅぇすはゃぇくっすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ ょけ あうゃけす“, おぇいゃぇ 
ぃくぇおけゃ. ‶さういくぇゃぇ, つっ しっ ょさぇい
くう けす „たっえすっくっすけ“ ゃ うくすっさくっす, 
おけっすけ っ しこけしけぉくけ ょぇ けつっさくう う 
ぉっい くうとけ おけゅけ かう う おぇおゃけ かう 
くっ. ]すぇさぇっ しっ ょぇ しすけう くぇしすさぇくう 
けす すけゃぇ. ′っ ゃはさゃぇ, つっ ういおぇいぇ
くうすっ ぇさゅせきっくすうさぇくう こけいうちうう 
ゃ すけゃぇ こさけしすさぇくしすゃけ きけゅぇす ょぇ 
しかけあぇす おさぇえ くぇ せきうてかっくうすっ 
くっょけぉさけくぇきっさっくう こさうおぇいおう.  
] こさうくちうこうすっ くぇ ておけかぇすぇ くぇ 

╁╁], し ゃうしけおぇすぇ っしすっすうおぇ 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 う ┿おぇょっきうはすぇ, し こさけ
そっしうけくぇかういきぇ, いぇ おけえすけ こなさゃけ 
„┿さしっくぇか“ きせ けすゃぇさは ゃさぇすう, し 
けぉうつすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ, つけゃっお 
きけあっ ょぇ こさっきうくっ こさっい あうゃけすぇ 
う ぉっい ょぇ こけすなゃぇ ゃ つっさくうかおぇすぇ 
くぇ かけてうすっ けすくけてっくうは, すぇおぇ 
ちうくうつくけ さぇいゃうたさはとう しっ ゃ こけ
しかっょくけ ゃさっきっ. ╁っくおけ ぃくぇおけゃ 
ゅけ ょけおぇいゃぇ.    
‶さけしすけ – ゃ あうゃけすぇ っ ょけてかけ 

ゃさっきっ いぇ こけゃっつっ しこけおけえしすゃうっ. 
′け „┿さしっくぇか“ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ゅけ うしおぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

‶なさゃうはす ぉさけえ くぇ ゃないさけょっくうは いぇゃけょしおう ゃっしす
くうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ういかういぇ くぇ 1 きぇえ 2011 
ゅけょうくぇ. ╃ぇ, ゃっつっ きうくぇたぇ つっすうさう ゅけょうくう... 【っこぇ 
くぇたなしぇくう たけさぇ し ぇさしっくぇかしおけ ぉうすうっ ゃ ぉうけゅさぇそう
うすっ しう  ぉなさいけ さぇいゃうゃぇす うょっはすぇ くぇ そうさきっくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ いぇ くけゃけすけ くぇつぇかけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
ゃっしすくうお. ¨こうすなす くぇ  ╁っくおけ ぃくぇおけゃ  ゃ ょういぇえくぇ 
っ っょくけ けす しこってくけ くせあくうすっ くっとぇ.  ¨そけさきかっくうっ
すけ くぇ いぇゅかぇゃおぇすぇ くぇ ゃっしすくうおぇ ╁っくおけ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃう くぇぉなさいけ. ]すぇゃぇ „いぇ っょくぇ くけと“. ′っゅけ
ゃぇすぇ おけくちっこちうは こさっょゃうあょぇ ゃういうはすぇ くぇ くけゃうは 
ゃっしすくうお ょぇ ぉなょっ けすかうつぇゃぇとぇ しっ けす たぇさすうっくぇすぇ 
こっさうけょうおぇ くぇ こぇいぇさぇ: ゃしっ こぇお, すけゃぇ っ そうさきっくけ 
ういょぇくうっ. ╃くっし ょういぇえくなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
っ こさっすなさこはか ういゃっしすくう おけさっおちうう しこさはきけ こなさゃけ
くぇつぇかくぇすぇ  うょっは くぇ ぃくぇおけゃ, けすくけしうきぇ こけゃっつっ 
おなき さっおかぇきくけ-うくそけさきぇちうけくくけ ういょぇくうっ. ′け 
„ゅかぇゃぇすぇ“, おぇいぇくけ こけ ゃっしすくうおぇさしおう, しう けしすぇゃぇ 
くっこうこくぇすぇ.  ╇ っ さっぇかういぇちうは くぇ  くっゅけゃうは  こさけ
っおす.  ]すけすうちう, つっ う たうかはょう ょういぇえくっさしおう こさけっおすう 
しぇ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ そけかうけ くぇ ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
‶さけそっしうけくぇかくけ, いぇとけすけ こさう くっゅけ ょういぇえくなす くっ 
しぇきけ っ さぇぉけすぇ, おぇおゃぇすけ ょくっし ゃなさてぇす ゃしはおぇおゃう 
たけさぇ, くけ う すゃけさつっしおぇ さっぇかういぇちうは, しすぇくぇかぇ ゃない
きけあくぇ くぇ けしくけゃぇすぇ くぇ ぇゃすけさうすっすくぇ ょうこかけきぇ. 
′け ょうこかけきぇすぇ けす 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ぇおぇょっきうは しなし 
しこっちうぇかくけしす „╃ういぇえく“ うょゃぇ こけ-おなしくけ. ′ぇつぇかけすけ 
っ ゃ „┿さしっくぇか“.

‶さぇゃうたきっ ょゃぇ ぉなかゅぇさしおう ╁っ
かうおょっくぇ, くけ くっ ょけえょっ ]ゃっすかぇ
すぇ しっょきうちぇ しかっょ すはた… ╆ぇとけ?
- ┿い くっ しなき こっしうきうしす, ぇい ゃはさゃぇき 

ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃ たけさぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╆くぇき, つっ つけゃっお っ すぇおぇ せしすさけっく, つっ 
すなさしう ょけぉさけすけ. ′け ぉなかゅぇさうくなす, 
おぇすけ つっ かう っ きぇかおけ こけゃっつっ しおっこすう
つっく けす ょさせゅうすっ くぇさけょう, さっいうゅくう
さぇく. ‶さっおぇかっくけ きくけゅけ きなさきけさうき 
いぇ とはかけ う くっとはかけ, くっこさっしすぇくくけ 
おけきっくすうさぇきっ ょさせゅうすっ, くけ いぇぉさぇ
ゃはきっ ょぇ おけきっくすうさぇきっ しっぉっ しう, 
ょぇ しっ ゃゅかっょぇきっ ゃ くぇし:  すうこけゃっすっ 
くぇ おぇおぇ ]うえおぇ, くぇ ┿くょさっておけ, くぇ 
》うすなさ ‶っすなさ, しぇ あうゃう. ╇ こけ すけいう 
くぇつうく, おけゅぇすけ ゃしうつおう しっ しすぇさぇっき 
おぇお っょうく ょさせゅ ょぇ しっ ういかなあっき う ょぇ 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2

こけしすなこゃぇきっ しこさはきけ つけゃっおぇ 
ょけ くぇし こけ っょうく たうすなさ くぇつうく, 
くっ きけあっき ょぇ ゃなさゃうき おぇすけ 
けぉとっしすゃけ. ]うかぇすぇ くぇ こさけきは
くぇすぇ, しかせつうかぇ しっ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう ゃ ╇いすけつくぇ 
╄ゃさけこぇ, うきぇてっ ょゃっ おかのつけゃう 
ょせきう: しゃけぉけょぇ う しけかうょぇさくけしす 
きっあょせ たけさぇすぇ.
′うっ こさったゃなさかうたきっ しゃけ

ぉけょぇすぇ う は こさっゃなさくぇたきっ ゃ 
しゃけぉけょうは. ┿ くはきぇ しゃけぉけょぇ 
ういゃなく こさぇゃうかぇすぇ. ╁ ょさせゅうすっ 
ょなさあぇゃう しなとけ うきぇ ぉけゅぇすう 
たけさぇ, くけ すっ くはきぇす こぇかぇすうすっ 
くぇ くぇてうすっ ぉけゅぇすぇてう. 〈させょくけ 
とっ ゃうょうすっ ゅかっょおう, けぉうつぇえくう 
いぇ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ: おなとう おぇすけ 

せつうかうとぇ. ╇ すぇき うきぇ ぉけゅぇすう 
ぉういくっしきっくう, くけ すっ くっ しぇ さってう
かう, つっ おぇすけ うきぇす こぇさう, すさはぉゃぇ 
ょぇ しう こけしすさけはす こぇかぇすう, いぇ ょぇ 
さぇいたけあょぇす すぇき おせつっすぇ しう うかう 
かのぉけゃくうちうすっ しう. [ってうかう しぇ, 
つっ つけゃっお きけあっ ょぇ あうゃっっ う こけ-
しおさけきくけ, ぇ けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす けす 
こぇさうすっ ょぇ さぇいょぇょっ いぇ いぇこかぇすう 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ うき さぇぉけすはす. 〉 
くぇし しっ こけかせつう けゅさけきくぇ こさけこぇしす 
きっあょせ ぉっょくう う ぉけゅぇすう, きっあょせ 
たけさぇすぇ, おけうすけ さぇぉけすはす う くけゃけ
ういかのこっくうすっ おぇこうすぇかうしすう ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ こさったけょぇ. ╇ きくけゅけ 
つっしすけ いぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇ
すぇ くっ っ ゃうくけゃくぇ ょなさあぇゃぇすぇ, ぇ 
おけくおさっすくうはす のくぇお, ぉういくっしきっく 

うかう おぇこうすぇかうしす ゃ ょぇょっくぇ しそっ
さぇ, おけえすけ くっ きけあっ ょけぉさっ ょぇ しう 
せこさぇゃかはゃぇ こさっょこさうはすうっすけ. ]う
かぇすぇ くぇ す. くぇさ. おぇこうすぇかういなき くっ 
っ ゃ すけゃぇ っょくう ょぇ うきぇす こぇさう, ぇ 
ょさせゅう ょぇ くはきぇす, ぇ ゃ すけゃぇ ゃしうつ
おう ょぇ うきぇす こぇさう, いぇ ょぇ きけゅぇす 
ょぇ こけすさっぉはゃぇす. ]ぇきけ すぇおぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ おぇこうすぇかういきなす. 〈ぇおぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ ゃっさうゅぇすぇ. ╂かぇゃくうはす 
こさけぉかっき くぇ しすさぇくぇすぇ くう しぇ くう
しおうすっ ょけたけょう くぇ たけさぇすぇ, くけ すけゃぇ 
くっ っ しぇきけ こさけぉかっき くぇ ょなさあぇゃぇ
すぇ, ぇ こさけぉかっき う くぇ けゅさけきくうは 
しっおすけさ けす つぇしすくう しけぉしすゃっくうちう, 
おけうすけ そけさきうさぇす おぇこうすぇかぇ くぇ 
しすさぇくぇすぇ くう.   

】っ ょけあうゃっっ かう ╀なかゅぇさうは 
„ぉはかぇすぇ  しう かはしすけゃうちぇ”? 
- 〈は っ ゃうくぇゅう し くぇし. ′っ ぉうゃぇ ょぇ 

しこうさぇきっ ょぇ きっつすぇっき.

┿おけ  ょくっし すさはぉゃぇ ょぇ せょぇさう
すっ  こぇお いゃなくっちぇ くぇ ぉなかゅぇさ
しおうは こぇさかぇきっくす, し おけう ょせきう 
とっ ゅけ くぇこさぇゃうすっ ? 
- 〉ゃぇあぇっきう ょぇきう う ゅけしこけょぇ! 

╃くっし っ ょっく いぇ ょけぉさう ょっかぇ. 

╃せきぇすぇ „ょっきけおさぇちうは”  しない
くぇすっかくけ かう は ういこせしくぇたすっ ? 
- ]こけさっょ きっく ゃっつっ うきぇ ょっきけ

おさぇちうは  せ くぇし…

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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》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

[¨〉╈ ╋¨]╊【
〈させょくけすけ ょっすしすゃけ くぇ ╉うくゅ. 

╅うかっす っ さけょっく こさっい 1855 ゅ. ゃ 
ゅさぇょつっすけ 《けく ょの かぇお (╄いっさくけ 
ょなくけ), とぇすぇ 〉うしおけくしうく, ゃ ぉっい-
うきけすくけ しっきっえしすゃけ. ╅うゃけすなす 
ゃ ゅさぇょつっすけ こさけすうつぇか ぉぇゃくけ う 
っょくけけぉさぇいくけ. ╃っすっすけ うきぇかけ 
ぉなさいぇ きうしなか う ゃうしけおけ しぇきけ-
つせゃしすゃうっ, くぇしかっょっくう けす ぉぇとぇ 
きせ ╃あけさょあ ╅うかっす, おけえすけ しっ 
いぇくうきぇゃぇか し きくけゅけ くっとぇ, ぉうか 
う こぇすっくすっく ぇゅっくす, くっすうこうつくけ 
いぇくうきぇくうっ ゃ けくっいう ゃさっきっくぇ. 
╋ぇえおぇすぇ くぇ ╉うくゅ - 《ぇくう ╊っ-
きぇえさぇ, ういょぇかぇ „╉くうゅぇ くぇ ぉっ-
かうは ょけき”, こさっこっつぇすゃぇくぇ ゃ こさけ-
ょなかあっくうっ くぇ こけゃっつっ けす 100 
ゅけょうくう, しなょなさあぇとぇ ゅけすゃぇさしおう 
さっちっこすう. ╉うくゅ ぉうか くぇ 4 ゅ., おけ-
ゅぇすけ, いぇ ょぇ いぇこけつくっ ぉういくっし う 
ょぇょっ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ しうくぇ しう, 
╅うかっす-しすぇさてう こさっきっしすうか しっ-
きっえしすゃけすけ しう ゃ 』うおぇゅけ. 〈ぇき 
すけえ けすゃけさうか さぇぉけすうかくうちぇ いぇ 
さっきけくす くぇ てっゃくう きぇてうくう, 
おぇすけ くっこさっおなしくぇすけ せしなゃなさ-
てっくしすゃぇか ゃしうつおけ, おけっすけ きせ こけ-
こぇょくっ. ╉うくゅ けしすぇゃは せつうかうとっ-
すけ, いぇ ょぇ こけきぇゅぇ くぇ ぉぇとぇ しう, 
おけえすけ ういおぇさゃぇか ょけぉさう こぇさう, 
くけ ゃしうつおけ させたくぇかけ いぇさぇょう 
』うおぇゅしおうは こけあぇさ こさっい 1871 
ゅ., こさけきっくうか きくけゅけ しなょぉう. ]っ-
きっえしすゃけすけ しっ きっしすう ゃ ′の ╈けさお. 
′け しおけさけ ぉぇとぇ きせ しっ こさけこうか 
う きけきつっすけ こけっかけ ういょさなあおぇ-
すぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ. [ぇぉけすぇ 
16-ゅけょうてくうはす ╉うくゅ しう くぇきっ-
さうか ぉなさいけ – こけしさっょくうお こさう 
こさけょぇあぉうすっ ゃ きぇかおぇ おけきこぇくうは 
いぇ すなさゅけゃうは し ょさっぉくう しすけおう 
いぇ ぉうすぇ. ╉うくゅ さぇぉけすうか いょさぇゃけ 
う こけおぇいぇか いぇゃうょくう すなさゅけゃしおう 
せきっくうは.
〈さはぉゃぇ ょぇ ういきうしかは くっとけ! 

′け ょっすしおぇすぇ きせ  きっつすぇ ょぇ しない-
ょぇょっ くっとけ, し おけっすけ たけさぇすぇ ょぇ 
ゅけ いぇこけきくはす, くっ ゅけ くぇこせしおぇかぇ. 
]ぇきけすけ ゃさっきっ ぉうかけ すぇおけゃぇ - 
ういけぉさっすぇすっかしおけ - すけゅぇゃぇ しっ 
こけはゃうかう すっかっそけくなす, さぇょうけすけ, 
っかっおすさうつっしおぇすぇ おさせておぇ う ぇゃ-
すけきけぉうかうすっ. ╉うくゅ ういきうしかはか 
う せしなゃなさてっくしすゃぇか さぇいかうつくう 
くっとぇ, ゃおか. ぉうすけゃう せさっょう, くけ 
くっ きけあっか ょぇ あうゃっっ けす すけゃぇ. 
′はきぇか くうすけ ゃさっきっ, くうすけ こぇさう 
いぇ くけゃけゃなゃっょっくうはすぇ しう. ╀うかけ 
くっけぉたけょうきけ ょさせゅけ ういけぉさっすっ-
くうっ – すぇおけゃぇ, おけっすけ ょぇ こさっけ-
ぉなさくっ こぇいぇさぇ.
‶さっい 1891 ゅ. ╅うかっす しっ きっしすう 

ゃ ╀ぇかすうきけさ, おなょっすけ しっ しこさうは-
すっかはゃぇ し 〉うかはき ‶っえくすなさ, ういけ-
ぉさっすぇすっか くぇ いぇゃうくすゃぇとぇすぇ しっ 
かぇきぇさうくっくぇ おぇこぇつおぇ いぇ ぉせ-
すうかおぇ. ╃ゃぇきぇすぇ つっしすけ しっ しなぉう-
さぇかう う そぇくすぇいうさぇかう. ╁っょくなあ 
‶っえくすなさ きせ おぇいぇか: „╁うあ きけう-
すっ おぇこぇつおう: っょくけ-ょゃっ いぇゃなさ-
すぇくうは くぇ おぇこぇつおぇすぇ う すさはぉゃぇ 
くけゃぇ. ‶けきうしかう ぉっい おぇおゃけ つけ-
ゃっお くっ きけあっ う ういきうしかう くっとけ, 
おけっすけ っ きぇしけゃけ う とっ ゃかっいっ ゃ 
あうゃけすぇ くぇ ゃしっおう ぇきっさうおぇくっち. 
╆ぇ ょぇ しっ ゃさなとぇす おかうっくすうすっ, 
すさはぉゃぇ ょぇ こさけういゃっあょぇて くっとけ 
いぇ っょくけおさぇすくぇ せこけすさっぉぇ”.                                                                                                               
╉うくゅ いぇこけつくぇか ょぇ こさったゃなさかは 
ゃ ゅかぇゃぇすぇ しう ゃしうつおう つけゃっておう 
ょっえくけしすう. ╁しはおぇ ゃっつっさ さぇい-
ゅさなとぇか さっつくうおぇ: ╄ – っかきぇい, いぇ 
ょぇ しっ さっあっ しすなおかけ, くけ すぇおけゃぇ 
くっとけ ゃっつっ うきぇ; ╀ – ぉせすうかおぇ, 
ゃっつっ すなさゅせゃぇき し おぇこぇつおう; ╁ – 
ゃっかけしうこっょ, いぇ おぇおゃけ きう っ くぇ 
すっいう ゅけょうくう ょぇ こさけょぇゃぇき ゃっ-
かけしうこっょう…? ╇ いぇすゃぇさはか さっつ-
くうおぇ...
‶さっょ けゅかっょぇかけすけ! ╉ぇおすけ 

つっしすけ しっ しかせつゃぇ こさう ゃっかうおう-
すっ けすおさうすうは, うょっはすぇ きせ ょけ-
てかぇ しなゃしっき しかせつぇえくけ. ╄ょくぇ 

〈ぇいう うしすけさうは っ てうさけおけ ういゃっしすくぇ: っょくぇ かはすくぇ しせすさうく 
くぇ 1895 ゅ. すけえ こけゅかっょくぇか ぉさぇょはしぇかけすけ しう かうちっ ゃ けゅ-
かっょぇかけすけ う… こけしかっょゃぇかぇ いゃせつくぇ させゅぇすくは – ぉさなしくぇ-
つなす きせ ぉうか ういたぇぉっく. 〈さはぉゃぇかけ うかう ょぇ けすうょっ くぇ ぉさなし-
くぇさ, うかう ょぇ いぇくっしっ くけあつっすけ ょぇ ゅけ くぇすけつぇす…
40-ゅけょうてくうはす すなさゅけゃしおう ぇゅっくす ╉うくゅ ╉っきこ ╅うかっす, 
すっゅかっく けす くぇえ-さぇいかうつくう うょっう, きっつすぇっか ょぇ ういけぉさっ-
すう くっとけ. ′っとけ こさけしすけ う こさっおさぇしくけ. ╇ ゅけ くぇこさぇゃうか! 
╁っおなす くぇ すさせょくけすけ う けこぇしくけ ぉさなしくっくっ こさうおかのつうか. 
]ゃけっすけ ういけぉさっすっくうっ ╅うかっす くぇさっおなか しぇきけぉさなしくぇつおぇ. 
„¨す ゃしうつおう ゃっかうおう ういけぉさっすっくうは きけはす ぉさなしくぇつ っ くぇえ-
ゃっかうおぇすぇ ょさっぉけかうは“, しおさけきくけ とっ けすぉっかっあう こけ-おなし-
くけ くっえくうはす しないょぇすっか.

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
╉とせあうつさけ さそちかせけ う „╅ちつかせあし“

》そ-さひつせそ たかせつけそせけちあせか くあ うそかせせけ, たそしけぬあけ け いあしかちけせけ 

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
》ちそなかつそち
╅しかさつあせおひち ‶そちおあせそう

]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ っ つぇしす けす 
そうさきっくぇすぇ こけかうすうおぇ いぇ こさうゃかうつぇくっ くぇ きかぇょう しこっ-

ちうぇかうしすう, くぇ おけうすけ ょさせあっしすゃけすけ けしうゅせさはゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ 
さぇいゃうすうっ う こけしすうゅぇくっ くぇ ゃうしけおう しすっこっくう ゃ こさけそっしうけくぇか-
くぇすぇ さっぇかういぇちうは.
╃けしっゅぇ しっ けすこせしおぇたぇ しすうこっくょうう くぇ けぉせつぇゃぇとうすっ しっ ゃ ‶かけ-

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

けぉせつぇゃぇとう しっ しすせょっくすう  けす うくあっくっさくうすっ しこっちうぇかくけしすう くぇ  

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

おぇくょうょぇすしすゃぇす いぇゃなさてうかうすっ しさっょくけすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ せつっ-
くうちう けす おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ, くっいぇゃうしうきけ けす こさけそうかぇ 
うき う こさうっすう いぇ しすせょっくすう, おぇおすけ う ゃっつっ けぉせつぇゃぇとう しっ くぇ 
ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ しすっこっく こけ すっいう しこっちうぇかくけしすう.
╆ぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっ そうさきぇすぇ とっ けしうゅせさはゃぇ きっしっつくう 

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

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

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

さっし  ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, すっか. 
0431/6-31-33.

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

〈けかおけゃぇ しぇ ゅさぇあょぇくうすっ /しなゅかぇしくけ せしかけゃうはすぇ くぇ ¨ぉ] しぇ くっけぉたけょうきう 90 こけょこうしぇ/, こけょおさっ-
こうかう こさっょかけあっくうっすけ くぇ すさうつかっくっく ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす けす ╉ぇいぇくかなお いぇ せょけしすけはゃぇくっすけ 

くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ いぇ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお 
いぇ 2015 ゅけょうくぇ.  〈けゃぇ っ くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ, おけっ-
すけ ¨ぉとうくぇすぇ こさうしなあょぇ くぇ しゃけう ゅさぇあょぇくう しなゅかぇしくけ 
′ぇさっょぉぇすぇ いぇ しうきゃけかうおぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. ‶け すさぇょう-
ちうは すけ しっ けぉはゃはゃぇ けそうちうぇかくけ う しっ ゃさなつゃぇ くぇ  せょけし-
すけっくうは し すぇいう ゃうしけおぇ つっしす くぇ すなさあっしすゃっくぇ しっしうは, 
おけはすけ しっ こさけゃっあょぇ ゃ ╃っくは くぇ ╉ぇいぇくかなお - こなさゃうはす 
こっすなお くぇ きっしっち のくう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ ちっさっきけくうはすぇ とっ 
ぉなょっ くぇ 6-すう のくう. 
‶さっょかけあっくうっすけ いぇ せょけしすけはゃぇくっすけ くぇ ′うおけかぇえ 

╇ぉせてっゃ  っ  ゃくっしっくけ ゃ ょっかけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ こさっょしっょぇすっかは 
くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ う くぇ ゅさせ-
こうすっ しなゃっすくうちう ゃ くっゅけ. ‶さっょしすけう すけ ょぇ ぉなょっ さぇいゅかっ-
ょぇくけ ゃ おけきうしううすっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇ ゃいっきぇくっ 
くぇ さってっくうっ.
╋けすうゃうすっ, し おけうすけ ╇くうちうぇすうゃくうはす おけきうすっす, こさっょ-

しっょぇすっかしすゃぇく けす うくあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ - さなおけ-
ゃけょうすっか けすょっか „〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ” ゃ „┿さしっくぇか” 
う こさっょしすぇゃうすっか 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”, 

╂けすけゃ っ  こさけっおすなす いぇ くけゃ ╉けょっおし いぇ しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ  /╉]¨/ ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶さっょかけ-
あっくうはすぇ う こさけきっくうすっ しぇ こせぉかうおせゃぇくう くぇ しすさぇくうちぇすぇ くぇ ╋〈]‶ いぇ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇ-

くっ. ]さっょ うくすっさっしくうすっ きけきっくすう ゃ くっゅけ っ こさっょかけあっくうっすけ いぇ こけ-ゃうしけおぇ ゃないさぇしす いぇ こっくしうけくう-
さぇくっ いぇ ゃけっくくう, 
こけかうちぇう う ぉぇかっ-
さうくう. ]なゅかぇしくけ 
こさっょかけあっくうっすけ, 
すっ とっ しっ こっく-
しうけくうさぇす ゃっつっ 
くぇ 53 ゅけょうくう, ぇ 
くっ おぇおすけ っ ゃ きけ-
きっくすぇ - くぇ 45. 
]こけさっょ こさけっおすぇ, 
きうくうきぇかくぇすぇ うい-
うしおせっきぇ ゃないさぇしす 
いぇ しかせあうすっかうすっ 
くぇ しうかけゃうすっ きう-
くうしすっさしすゃぇ とっ 
ゃかっいっ ゃ しうかぇ けす 
ょけゅけょうくぇ. ╃けしっ-
ゅぇ ゃけっくくう, こけかう-

160 години от рождението на изобретателя
120 години от неговото изобретение 

ちぇう う おぇょさう けす しかせあぉうすっ ういかういぇたぇ ゃ いぇしかせあっくぇ こけつうゃおぇ しかっょ 27 ゅ. けしうゅせさうすっかっく しすぇあ, 
18 ゅ. けす おけうすけ ゃ しうしすっきぇすぇ. 〈ぇおぇ さっょくうちう きけあったぇ ょぇ こさっおなしゃぇす さぇぉけすぇ ょけさう くぇ 45 ゅ. ╀ぇ-
かっさうくうすっ, ぉぇかっすうしすうすっ う すぇくちぬけさうすっ とっ しっ こっくしうけくうさぇす しなとけ くぇ 53 ゅけょうくう. ╁ こさけっおすぇ っ 
いぇかけあっくけ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ けしうゅせさけゃおうすっ いぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ う こっくしうは けぉとけ し 4,5% こさっい しかっょ-
ゃぇとうすっ 12 ゅけょうくう, おぇおすけ う くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす こけ こかぇく し ょゃぇ, すさう う っょうく きっしっち ょけ 65 
ゅけょうくう いぇ ょゃぇすぇ こけかぇ, おぇすけ すけゃぇ とっ しすぇゃぇ こけしすっこっくくけ ょけ 2037 ゅ. ]すぇあなす いぇ こっくしうは しなとけ 
とっ さぇしすっ し こけ ょゃぇ きっしっちぇ ゅけょうてくけ, ょけおぇすけ こさっい 2027 ゅけょうくぇ しすうゅくっ 40 ゅけょうくう いぇ きなあっすっ 
う 37 ゅけょうくう いぇ あっくうすっ. 

しせすさうく いぇこけつくぇか ょぇ しっ ぉさなし-
くっ う ういゃっょくなあ さぇいぉさぇか おけかおけ 
くっせょけぉしすゃぇ くけしう すけゃぇ. ′けあ-
つっすけ きせ ゃっつっ ぉうかけ ういたぇぉっくけ 
う ╅うかっす すさはぉゃぇかけ ょぇ けすうょっ 
こさう きぇえしすけさ, いぇ ょぇ ゅけ くぇすけ-
つう. ╀さなしくぇつうすっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
ぉうかう くっ しぇきけ けこぇしくう /くぇさうつぇ-
かう ゅう „さっあっとう ゅなさかけすけ“/, くけ う 

ょけしすぇ しおなこう, いぇすけゃぇ ぉうかけ くっ-
けぉたけょうきけ ょぇ しっ ゃくうきぇゃぇ し すはた 
う こっさうけょうつくけ ょぇ しっ くけしはす くぇ 
いぇすけつゃぇくっ. ]すけっえおう こさっょ けゅかっ-
ょぇかけすけ, ╅うかっす いぇ こさなゃ こなす いぇ-
ぉっかはいぇか, つっ ゃ ぉさなしくぇつぇ ゃしなと-
くけしす さぇぉけすう しぇきけ っょくけ すなくおけ 
くけあつっ, ぇ けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす しかせ-
あう いぇ こさうおさっこゃぇくっ. ╁ ゅかぇゃぇすぇ 
きせ くぇたかせかう ょっしっすおう ゃなこさけしう, 
くぇ おけうすけ すけえ くぇ しっおせくょぇすぇ 
くぇきうさぇか けすゅけゃけさうすっ. ╁しうつおけ 
ぉうかけ おぇすけ くぇしなく. ╃け すけいう きけ-
きっくす ゃしうつおう せしうかうは ぉうかう くぇ-
しけつゃぇくう おなき すけゃぇ - ょぇ しっ こさけ-
ょなかあう あうゃけすなす くぇ けしすさうっすけ. 
╅うかっす ういきうしかうか ょさせゅけ: いぇ ょぇ 
くっ しっ くぇすけつゃぇ くぇ おぇうて, けこなくぇす 
くぇ しすっくぇすぇ, すなくおけすけ, いょさぇゃけ, 
かっおけ う っゃすうくけ くけあつっ ょぇ しっ こけ-
しすぇゃは くぇ しこっちうぇかっく 〈-けぉさぇいっく 
ょなさあぇつ う ょぇ きけあっ ょぇ しっ しきっくは 
しかっょ ぉさなしくっくっ.
20 ゅけょうくう しかっょ うしすけさうつっしおけ-

すけ せすさけ すけえ とっ おぇあっ: „〈けつくけ 
すけゅぇゃぇ しっ こけはゃう きけはす ぉさなしくぇつ. 
〈けゃぇ こさうかうつぇてっ こけゃっつっ くぇ 
けすおさけゃっくうっ, けすおけかおけすけ くぇ さぇい-
きうてかっくうっ.“
]っすうか しっ う, つっ おけゅぇすけ ぉうか 

すなさゅけゃしおう こなすくうお う こさっおぇさゃぇか 
きくけゅけ つぇしけゃっ ゃなゃ ゃかぇおけゃっすっ, 
つっしすけ きせ しっ くぇかぇゅぇかけ ょぇ しっ 
ういぉさなしくっ, ぇ おかぇすせておぇくっすけ くぇ 
ゃぇゅけくうすっ ゅけ いぇすさせょくはゃぇかけ.
]かっょ ゅけょうくう, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ-

かけ ょぇ ういかけあう ぇさゅせきっくすうすっ しう 
いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ くけゃ こぇすっくす, 
╉うくゅ ╅うかっす おぇいゃぇ こさっょ とぇす-
しおぇすぇ おけきうしうは: “… さぇょうおぇかくう 
こさけきっくう ゃ せさっょうすっ いぇ ぉさなしくっ-
くっ くっ しぇ こさぇゃっくう けす しすけかっすうは. 
╆ぇすけゃぇ しう こけきうしかうた いぇ くっとけ 
っゃすうくけ, おけっすけ きけあっ ょぇ しっ しきっ-
くは. ╃させゅうすっ せさっょう しっ ういすなこは-
ゃぇす う くっ しぇ ぉっいけこぇしくう.” 〈ぇおぇ, 
ゃ すなさしっくっ くぇ くぇつうく いぇ こさけ-
ういゃっあょぇくっ くぇ こさうくちうこくけ くけゃ 

せさっょ いぇ ぉさなしくっくっ – っょくけおさぇす-
くぇ っゃすうくぇ しぇきけぉさなしくぇつおぇ, 
おけはすけ ょぇ けぉかっおつう あうゃけすぇ くぇ 
ゃしうつおう きなあっ くぇ こかぇくっすぇすぇ, 
きうくぇかう ちっかう てっしす ゅけょうくう!
╉なき ゅけかはきぇすぇ ちっか. 〈けゅぇ-

ゃぇ ぇきっさうおぇくしおうすっ ぉさなしくぇつう 
こさっょしすぇゃかはゃぇかう くけあつっ う いぇ-
こけっくぇ いぇ くっゅけ ょさなあおぇ. ╇ょっは-

すぇ くぇ ╅うかっす ぉうかぇ ょぇ けすょっかう 
くけあつっすけ けす ょさなあおぇすぇ, おぇすけ 
しっ くぇすけつう っょくけ すなくおけ かうしすつっ 
しすけきぇくぇ う しっ いぇおさっこう こっさこっく-
ょうおせかはさくけ くぇ ょさなあおぇすぇ. 】けき 
くけあつっすけ しっ ういすなこう, ょぇ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ しきっくっくけ し くけゃけ. ‶さっ-
ょっかくけ こさけしすけ. „╂けすけゃけ. ╀なょっ-
とっすけ くう っ けしうゅせさっくけ“, こうしぇか 
すけえ くぇ あっくぇ しう ゃ ¨たぇえけ. ′け 
きぇかおけ ういぉなさいぇか…
‶け すけゃぇ ゃさっきっ くはきぇかけ すった-

くけかけゅうう いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ 
くっけぉたけょうきぇすぇ しすけきぇくぇ. ‶さっ-
ょう ょぇ さぇいぉっさっ すけゃぇ, けおさうかっく, 
すけえ ゃかっすはか ゃ こなさゃぇすぇ あっかっいぇ-
さうは う おせこうか しすけきぇくっくぇ かっくすぇ 
いぇ つぇしけゃくうおぇさしおう こさせあうくう, 
っかっきっくすぇさくう うくしすさせきっくすう う 
つっさすけあくぇ たぇさすうは. ]かっょ しっょ-
きうちぇ ゃっつっ ぉうか くぇこさぇゃうか 
こなさゃうは ぉさなしくぇつ し くけあつっすぇ 
いぇ っょくけおさぇすくぇ せこけすさっぉぇ. ╀うか 
せゃっさっく ゃ せしこったぇ しう. ╄ょくけ させかけ 
しすけきぇくっくぇ かっくすぇ しすさせゃぇかけ 16 
ちっくすぇ, ぇ けす くっゅけ きけあっかけ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃはす 500 くけあつっすぇ.
„‶けくっあっ くはきぇた すったくうつっしおけ 

けぉさぇいけゃぇくうっ, くっ こけょけいうさぇた, 
つっ いぇ きけうすっ ちっかう きう すさはぉゃぇ 
きくけゅけ こけ-おぇつっしすゃっくぇ う こけ-
しおなこぇ しすけきぇくぇ“, しこけきくは しう 
╉うくゅ ╅うかっす.                                                                                                                                          
〈さはぉゃぇかぇ すなくおぇ, いょさぇゃぇ う 

っゃすうくぇ しすけきぇくぇ. ]こっちうぇかう-
しすうすっ こけ きっすぇかせさゅうは ゃ ╋ぇ-
しぇつせいっすしおうは うくしすうすせす きせ おぇ-
いぇかう, つっ すけゃぇ, おけっすけ うしおぇ, っ 
くっゃないきけあくけ. ] ょくう ╅うかっす 
くっ ういかういぇか けす かぇぉけさぇすけさうは-
すぇ, たけょっか くっぉさなしくぇす, ぇ こさう-
はすっかうすっ きせ しっ てっゅせゃぇかう: „〈う 
ういけぉさっすう しぇきけぉさなしくぇつおぇすぇ, ぇ 
ちっかうはす しう けぉさぇしなか おぇすけ ゅけさぇ“. 
〈けえ けぉぇつっ くっ しっ しこさはか. ′ぇきっ-
さうか しなきうてかっくうお - うくあっくっさなす 
〉うかなき ′うおなかしなく, おけえすけ しっ 
いぇこぇかうか こけ うょっはすぇ う さぇいさぇ-

ぉけすうか すったくけかけゅうは いぇ しすけきぇくっ-
くぇすぇ かっくすぇ. ╅うかっす こさっい すけゃぇ 
ゃさっきっ いぇゃなさてゃぇか さぇいさぇぉけす-
おぇすぇ くぇ けおけくつぇすっかくうは きけょっか. 
╀うか くぇ 48 ゅけょうくう. 
╉なき しかぇゃぇすぇ う ぉけゅぇすしすゃけ-

すけ. ‶さっい 1901 ゅ. ╅うかっす う ′う-
おなかしなく ゃかぇゅぇす きくけゅけ しけぉしす-
ゃっくう しさっょしすゃぇ う しないょぇゃぇす 
おけきこぇくうは, おけはすけ ゅけょうくぇ こけ-
おなしくけ とっ こさうっきっ うきっすけ “╅う-
かっす”. ╆ぇこけつくぇかけ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ こなさゃうすっ くけあつっすぇ, おけうすけ 
くっ しっ くせあょぇっかう けす くぇすけつゃぇくっ. 
‶ぇすっくすなす うき いぇ くけゃけゃなゃっょっ-
くうっすけ けとっ くっ ぉうか こさういくぇす, ぇ 
きっあょせゃさっきっくくけ ぇくゅかうえしおぇ 
おけきこぇくうは しなとけ こさっすっくょうさぇかぇ 
いぇ こけょけぉくけ けすおさうすうっ. ╁しっ こぇお 
しかっょ すさう ゅけょうくう ょけおせきっくすなす し 
わ775 134 ぉうか  こけかせつっく う ╅う-
かっす  こけっきぇ こけ こなすは くぇ しかぇゃぇすぇ 
う ぉけゅぇすしすゃけすけ… ̈ こうすなす きせ おぇすけ 
すなさゅけゃしおう こけしさっょくうお しう おぇいぇか 
ょせきぇすぇ – すけえ せきっっか ょぇ しおかのつ-
ゃぇ しょっかおう う しおけさけ くぇきっさうか 
くけゃう うくゃっしすうすけさう. ‶さっい 1903 
ゅ. いぇこけつくぇかけ しっさうえくけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ しぇきけぉさなしくぇつおうすっ, 
くけ ぉうかう こさけょぇょっくう しぇきけ 51 
ぉさなしくぇつおう う 168 くけあつっすぇ.
【っきっすくう こさけょぇあぉう. ′ぇ 

しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ けぉぇつっ ぉさけ-
はす ぉうか ゃっつっ 91 000 ぉさなしくぇつおう 
う 123 たうかはょう くけあつっすぇ. ╆くぇ-
きっくうすうすっ きせしすぇちう くぇ ╅うかっす 
しすぇくぇかう そうさきっく いくぇお くぇ おけき-
こぇくうはすぇ.
‶さっい 1905 ゅ. すけえ けすおさうゃぇ ゃ 

╊けくょけく こなさゃうは しう けそうし ういゃなく 
]┿】, ぇすぇおせゃぇえおう う こぇいぇさぇ くぇ 
]すぇさうは おけくすうくっくす, おぇすけ しない-
ょぇか けゅさけきくぇ ょうしすさうぉせすけさしおぇ 
きさっあぇ. ‶さっい 1908 ゅ. こさけょぇあ-
ぉうすっ くぇょゃうてうかう 13 きかく. ょけ-
かぇさぇ! ‶さっい 1917 ゅ. ぉうかう こさけ-
ょぇょっくう 1 きうかうけく ぉさなしくぇつおう う 
120 きうかうけくぇ くけあつっすぇ. ╋けょぇすぇ 
くぇ ぉさぇょうすっ ぉうかぇ けすきうくぇかぇ う 
すなさしっくっすけ しっ せゃっかうつうかけ.

‶け ゃさっきっ くぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ くぇしすなこうか いゃっいょくうはす 
きうゅ くぇ ╅うかっす. 〈けえ しおかのつうか  
ょけゅけゃけさ し ぇきっさうおぇくしおけすけ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけ いぇ しくぇぉょはゃぇくっ しなし 
しぇきけぉさなしくぇつおう くぇ ちはかぇすぇ ぇさ-
きうは. ╁なゃ ゃけっくくう せしかけゃうは ゃけえ-
くうちうすっ きけあっかう  ょぇ しっ ぉさなしくぇす 
きくけゅけ こけ-ぉなさいけ. ╄ょくけょくっゃおうすっ 
し ょけしすぇすなつくけ さっいっさゃくう くけあつっ-
すぇ さってぇゃぇかう きくけゅけ こさけぉかっきう 
- すっ ぉうかう っゃすうくう, たうゅうっくうつくう 
う こさけしすう いぇ ういこけかいゃぇくっ, くっ しっ 
くせあょぇっかう けす こけょょさなあおぇ. ] すはた 

けすこぇょくぇかぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
こけかおけゃうは ぉさなしくぇさ. ′ぇ ゃけっくくう-
すっ ╅うかっす こさけょぇか 3,5 きうかうけくぇ 
しぇきけぉさなしくぇつおう う 32 きうかうけくぇ 
くけあつっすぇ.                                                                              
╀ういくっし-きけょっかなす くぇ ╅う-

かっす. ╀ういくっし-せきっくうはすぇ きせ しぇ 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ういゅさぇょっくう-
すっ けす くっゅけ しすさぇすっゅうう う きけ-
ょっかう いぇ こさぇゃっくっ くぇ ぉういくっし, 
おけうすけ しっ ういこけかいゃぇす ょけ ょくっし.                                 
╅うかっす こさっしかっょゃぇか ょゃっ くっとぇ 
こさっい しゃけは あうゃけす: くっこさっおなし-
くぇすけ せしなゃなさてっくしすゃぇか しゃけは 
せさっょ, すなえ おぇすけ ゃっつっ う ょぇきうすっ 
こけしはゅぇかう おなき くっゅけ いぇ しゃけうすっ 
しこっちうそうつくう くせあょう, う ゃけょっか 
ぉっいおけきこさけきうしくぇ ぉうすおぇ し そうさ-
きうすっ, おけうすけ ゅけ おけこうさぇかう, こさう-
かぇゅぇえおう あっかはいくぇすぇ しう たゃぇすおぇ 
- こっつっかっか ょっかぇ いぇ こぇすっくすぇ, ぇ 
おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇかけ, こさけしすけ うい-
おせこせゃぇか おけくおせさっくすうすっ しう, いぇ 
ょぇ くっ きせ こさっつぇす. 
〈ぇおぇ けしすぇゃぇ くぇ ゃなさたぇ う おけゅぇ-

すけ っ くぇ 50, こさぇゃう けとっ くっとけ, 
くっこけいくぇすけ ょけすけゅぇゃぇ. 
╉けきこぇくうはすぇ くっ しこうさぇかぇ ょぇ 

こさぇゃう ういおかのつうすっかくけ こさうゃかっ-
おぇすっかくう さっおかぇきくう おぇきこぇくうう. 
′ぇこさうきっさ, さぇいょぇゃぇかぇ ょなさあぇつう 
ぉっいこかぇすくけ うかう こけつすう ぉっいこかぇす-
くけ う こっつっかっかぇ けす こさけょぇあぉぇすぇ 
くぇ しきっくはっきうすっ くけあつっすぇ. 〈けゃぇ 
っ こなさゃうはす こけ さけょぇ しう ぉういくっし-
きけょっか.  
[ぇいぉうさぇ しっ, ╅うかっす ぉうか ゃっつっ 

きうかうけくっさ. 〈けえ けすぉっかはいぇか: 
„╁しっ けとっ くっ しなき ゃうょはか こけ-さぇい-
こさけしすさぇくっくぇ ゃっと けす くぇてぇすぇ 
しぇきけぉさなしくぇつおぇ“.
′ぇ 55 ゅ. ╉うくゅ っ かうょっさ ゃ こさけ-

ういゃけょしすゃけすけ くぇ せさっょう う こさけょせ-
おすう いぇ ぉさなしくっくっ ゃ しゃっすぇ う かう-
ちっすけ きせ おさぇしう ゃしはおぇ けこぇおけゃおぇ 
けす くっゅけゃうすっ しすけおう. 
‶ぇさぇょけおしぇかっく そぇおす っ, つっ ゃな-

こさっおう ぉういくっしぇ しう, ╅うかっす ぉうか 
はさけしすっく こさけすうゃくうお くぇ おぇこうすぇ-
かういきぇ う ういこけゃはょゃぇか せすけこうつくけ-

しけちうぇかうしすう-
つっしおう うょっう. 
‶さうすっあぇゃぇか 
ゃくせてうすっかくけ 
しなしすけはくうっ, くけ 
くっ ぉうか こさう-
ゃ な さ あ っ く う お 
くぇ さぇいおけてぇ. 
]なたさぇくはゃぇか 
こぇさうすっ しう ゃ 
ぇおちうう う うしおぇか 
ょぇ ゅう ういこけかい-
ゃぇ, いぇ ょぇ そう-
くぇくしうさぇ くけゃぇ 
しけちうぇかくぇ しうし-
すっきぇ. 
‶けしかっょくう 

ゅけょうくう. ╂け-
かはきぇすぇ ょっ-
こさっしうは けす 
1929 ゅ. こさう-
つうくはゃぇ けゅさけ-

きくう いぇゅせぉう くぇ おけきこぇくうはすぇ きせ 
う すは こけつすう させたゃぇ. ‶けしかっょくうすっ 
4 ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう, こさぇお-
すうつっしおう ゃ くうとっすぇ, ╅うかっす こさっ-
おぇさゃぇ ゃ けこうす ょぇ ゃないしすぇくけゃう 
こさっょこさうはすうっすけ しう. 〉きうさぇ くぇ 
77 ゅ. こさっい 1932 ゅ. ]かっょ しきなさ-
すすぇ きせ, ゃ さっいせかすぇす くぇ さぇいかうつくう 
こさけきっくう, おけきこぇくうはすぇ しっ ゃょうゅぇ 
くぇ おさぇおぇ. ‶け-くぇすぇすなてくぇすぇ え 
うしすけさうは っ うしすけさうは くぇ くっこさっ-
おなしくぇす こけょっき.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

こさっょかぇゅぇ  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ いぇ ゃうしけおけすけ けすかうつうっ しぇ: ょけおぇいぇく こさうくけし ゃ うくゃっしすうさぇくっすけ う さっ-
ぇかういぇちうはすぇ くぇ 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 けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  
う いぇ くっゅけゃぇすぇ ょ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  ゃ しそっさぇすぇ くぇ くぇせおぇすぇ, けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, しこけさすぇ, おせかすせさぇすぇ う ょぇさうすっかしおぇすぇ きせ ょっえくけしす.


