
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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《ぇきうかくぇ かのぉけゃ おなき きせ
いうおぇすぇ. [けょっく っ こさっい 1906 ゅ. 
ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ. ╋ぇえおぇ きせ 
ぉうかぇ こうぇくうしすおぇ, ぇ ぉぇとぇ きせ - 
うくあっくっさ-たうきうお, こっっか さけきぇく-
しう う くぇさけょくう こっしくう. ╃けきなす うき 
ゃうくぇゅう ぉうか ういこなかくっく し きせいうおぇ. 
╋うすは ぉうか „しかぇぉうつおけ きけきつっ, し 
すなくおう う しゃうすう せしすくう, し すっしっく う 
かっおけ ゅなさぉぇゃ くけし, し けつうかぇ, ぇぉ-
しけかのすくけ ぉっいしかけゃっしっく う おぇすけ 
つっ かう しなさょうす“. ′け しっょくっかけ かう 
いぇょ けゅさけきくうは さけはか, おさったおけすけ 
きけきつっ しっ こさっゃさなとぇかけ ゃ ょなさいなお 
きせいうおぇくす. ╃きうすさうえ しなつうくはゃぇか 
きせいうおぇ けす 9-ゅけょうてっく, くぇ 11 
せつう ゃ きせいうおぇかくけ せつうかうとっ, ぇ けす 
1919 ゅ. - ゃ ‶っすさけゅさぇょしおぇすぇ おけく-
しっさゃぇすけさうは. 〉ょうゃうすっかくうすっ きせ 
しこけしけぉくけしすう しうかくけ ゃこっつぇすかうかう 
ょうさっおすけさぇ ┿か. ╂かぇいせくけゃ, おけえすけ 
くぇしすけはか すぇかぇくすかうゃうはす きかぇょっあ 
ょぇ しっ こけしゃっすう くぇ おけきこけいうさぇくっ-
すけ - しきはすぇか, つっ すけゃぇ っ こさういゃぇ-
くうっすけ きせ.
′けゃうはす ╋けちぇさす. 〈ぇおぇ ゅけ くぇ-

さうつぇか ╂かぇいせくけゃ. ╀うか こけさぇいっく けす 
くっけぉうおくけゃっくぇすぇ きせいうおぇかくけしす, 
こさっおさぇしくぇ こぇきっす, すなくなお しかせた う 
おけきこけいうすけさしおう ょぇさ くぇ 【けしすぇ-
おけゃうつ, おけえすけ しっ さぇいゃうゃぇか しすさっ-
きうすっかくけ う ぉせさくけ. ぅさおうはす きせ う 
さぇいくけしすさぇくっく すぇかぇくす ぉうか くっけ-
ぉはしくうき, うきぇか さはょおぇすぇ しこけしけぉ-
くけしす ゃっょくぇゅぇ ょぇ いぇこけきくは しかけあ-
くうすっ けさおっしすさけゃう こぇさすうすせさう.                                                                
]おけさけ ぉぇとぇ きせ こけつうくぇか う 
╃きうすさうえ いぇこけつくぇか さぇぉけすぇ ゃ 
っょうく おうくけすっぇすなさ - こさぇゃっか きせ-
いうおぇかくうは しなこさけゃけょ くぇ あうゃけ 
いぇ くっきうすっ そうかきう. ′ぇすけゃぇさゃぇ-
くっすけ しっ けすさぇいうかけ くぇ いょさぇゃっすけ 
きせ. ‶さっい 1923 ゅ. 【けしすぇおけゃうつ 
いぇゃなさてゃぇ おかぇしぇ こけ こうぇくけ こさう 

╁ ぉかけおぇょぇ. ╊っくうくゅさぇょ ぉうか 
ぉかけおうさぇく 18 きっしっちぇ. ╀さけはす くぇ 
あっさすゃうすっ けす ぉけきぉぇさょうさけゃおうすっ, 
ゅかぇょぇ, しすせょぇ う ぉけかっしすうすっ ぉうか 
こけつすう きうかうけく.
╇いすなさこはゃぇえおう, おぇすけ たうかはょう 

ょさせゅう たけさぇ, せあぇしくう かうてっくうは, 
こさっい かはすけすけ くぇ 1941 ゅ. し  くっ-
けぉうおくけゃっくけ ゃなけょせてっゃかっくうっ 
【けしすぇおけゃうつ いぇこけつくぇか さぇぉけすぇ 
くぇょ しゃけはすぇ ]っょきぇ しうきそけくうは. 〉 
くっゅけ いさっっか ゅさぇくょうけいっく いぇきうしなか: 
いぇ すぇおぇゃぇ すゃけさぉぇ, おけはすけ ょぇ けす-
さぇいう つせゃしすゃぇすぇ くぇ きうかうけくう しな-
ゃっすしおう たけさぇ. ╃せてぇすぇ きせ おうこはかぇ 
けす ゅくはゃ. ╄きけちううすっ きせ すなさしっかう 
ういたけょ, しゃけっすけ こさっゃなこかなとっくうっ 
ゃ いゃせちう. „╋せいうおぇすぇ くっせょなさあうきけ 
ういさうゅゃぇてっ けす きっく”, しこけきくはか しう 
すけえ. ╆ぇっょくけ しなし しゃけうすっ いっきかは-
ちう おけこぇっか けおけこう, ょぇゃぇか くけとくう 
ょっあせさしすゃぇ こさう ゃないょせてくうすっ すさっ-
ゃけゅう, くけ こうてっか. ‶なさゃぇすぇ つぇしす 
ぉうかぇ いぇゃなさてっくぇ こさっい かはすけすけ, 
ぇ ゃすけさぇすぇ - こさっい しっこすっきゃさう. ╆ぇ 
たけょぇ くぇ しゃけはすぇ さぇぉけすぇ おけきこけいう-
すけさなす うくそけさきうさぇか しなゅさぇあょぇくう-
すっ しう こけ さぇょうけすけ. ╅うゃっっか ゃ おけく-
しっさゃぇすけさうはすぇ. ′っっょくけおさぇすくけ 
こけょぇゃぇか きけかぉう いぇ ぇさきうはすぇ, くけ 
ゃきっしすけ すけゃぇ こけかせつうか いぇこけゃっょ いぇ 
っゃぇおせぇちうは.
‶さっきうっさぇすぇ ゃ ╉せえぉうてっゃ.

╀けかっく う しかぇぉ, いぇっょくけ し ょゃっすっ しう 
きぇかけかっすくう ょっちぇ, っ こさっきっしすっく 
しなし しぇきけかっす ゃ ╉せえぉうてっゃ. 〈ぇき 
ぉうか ぉぇいうさぇく ╀けかてけえ すっぇすなさ.                                                                                                                 
′ぇ 27. 09. 1941 ゅ. すさっすぇすぇ, こけ-
しかっょくぇ つぇしす くぇ しうきそけくうはすぇ っ 
いぇゃなさてっくぇ. ╁ くっは しぇ こさけすうゃけ-
こけしすぇゃっくう ょゃぇ くっこさうきうさうきけ 
ゃさぇあょっぉくう けぉさぇいぇ: きうさなす いぇ 
しなゃっすしおうすっ たけさぇ う そぇてういきなす. 
╁かぇしすうすっ くぇしすけはゃぇかう いぇ こさっ-
きうっさぇ. ′ぇ すぇいう しうきそけくうは しっ 
さぇいつうすぇかけ おぇすけ いくぇお いぇ こけぉっょぇ.                                                                                                                           
‶さっきうっさぇすぇ しっ しなしすけはかぇ ゃ ╉せえ-
ぉうてっゃ くぇ 5-すう きぇさす 1942 ゅ. こけょ 
ょうさうゅっくすしすゃけすけ くぇ ]. ]ぇきけしせょ. 
┿. ╉ぇこかっさ しう しこけきくは: „》けさぇすぇ 

╃きうすさうえ 【けし
すぇおけゃうつ っ させしおう 
おけきこけいうすけさ, こう
ぇくうしす, こっょぇゅけゅ 
う けぉとっしすゃっくうお. 
╄ょうく けす いくぇきっくう
すうすっ おけきこけいうすけさう 
くぇ 20-すう ゃっお. ┿ゃ
すけさ くぇ 15 しうきそけ
くうう, くぇ さっょうちぇ 
しすさせくくう おゃぇさすっすう 
う ゃけおぇかくけ-しうき
そけくうつくう こけっきう, 
おぇくすぇすう, けこっさう う 
ぉぇかっすう, くぇ きせいうおぇ 
おなき しこっおすぇおかう う 
そうかきう. ‶さけそっしけさ 
ゃ ╊っくうくゅさぇょしおぇ
すぇ う ╋けしおけゃしおぇすぇ 
おけくしっさゃぇすけさうう, 
くぇさけょっく ぇさすうしす 
くぇ ]]][, ╂っさけえ くぇ 
しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ, くけしうすっか くぇ 
╊っくうくしおぇ くぇゅさぇ
ょぇ, くっおけかおけおさぇすくけ 
せょけしすけはゃぇく し  ╃なさ
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╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
〈あこみ - うせとねさあてあ せあ
えかせ. をうみてさそ 『あおそこせそう

„┿さしっくぇか”  ┿╃ ょぇさう せつっぉくう きけょっかう くぇ くけゃ ゃうょ ぇゃすけきぇす “┿さしっくぇか” 7,62た39 mm AR-M1F41 う 
40た46 mm こけょちっゃっく ゅさぇくぇすけきっす “┿さしっくぇか” UBGL-M6, おぇおすけ う けぉせつうすっかくう くぇゅかっょくう きぇすっさうぇ-
かう, くぇ 【せきっくしおうは ゃけっくっく そぇおせかすっす.
╃ぇさっくうっすけ ぉっ ゃさなつっくけ くぇ ゃうしてっすけ せつうかうとっ 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-╁なけさなあっくうっ” ゃなゃ そうさきぇすぇ う つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお.
〈けゃぇ しすぇくぇ こけ ゃさっきっ くぇ こけしっ-

とっくうっ くぇ きうくうしすなさぇ くぇ けすぉさぇ-
くぇすぇ ′うおけかぇえ ′っくつっゃ ゃなゃ そぇ-
おせかすっす „┿さすうかっさうは, ‶╁¨ う ╉╇] 
“-【せきっく, つぇしす けす ′ぇちうけくぇかくうは 
ゃけっくっく せくうゃっさしうすっす „╁ぇしうか 
╊っゃしおう”. ╁けっくくうはす きうくうしすなさ う 
ゅけしすうすっ しっ いぇこけいくぇたぇ し せつっぉくけ-
きぇすっさうぇかくぇすぇ ぉぇいぇ う くぇぉかのょぇ-
ゃぇたぇ ょっきけくしすさぇすうゃくうすっ しすさっか-
ぉう けす おせさしぇくすうすっ くぇ こけかうゅけくぇ ゃ 
し.╋ぇさおけゃけ.
『っかすぇ くぇ ょぇさっくうっすけ, くぇこさぇゃっ-

くけ けす „┿さしっくぇか”, っ おせさしぇくすうすっ 
ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し くけゃうすっ ゃうょけ-
ゃっ けさなあうは う ぉけっこさうこぇしう, おけうすけ 
ょぇ ゅう いぇうくすさうゅせゃぇす いぇ ゃなゃっあょぇ-
くっ くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ ぇさきうは, ぇ っゃっくすせぇかくけ う いぇ ぉな-
ょっとけ こさけそっしうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ 

╆ぇとけ せくうとけあぇゃぇすっ ゅけかっきうすっ そうさきう? ] すぇいう こけかうすうおぇ, おけはすけ しっ ゃけょう う し けすくけてっくうっすけ 
おなき すはた, すっ とっ しすぇくぇす きぇかおう! ╆ぇとけ くはきぇ っゃさけこっえしおう  こさけゅさぇきう いぇ っくっさゅうえくぇ っそっお-

すうゃくけしす  いぇ ゅけかっきうすっ そうさきう? ╆ぇとけ さぇいきっさなす くぇ しさっょしすゃぇすぇ, けすこせしおぇくう いぇ こさけゅさぇきう いぇ 
せしかけゃうは くぇ すさせょ いぇ ゅけかっきうすっ そうさきう, っ すけかおけゃぇ きぇかなお? ╆ぇとけ うきぇ かうきうす くぇ ぉさけは しすぇあぇくすう, 
おけうすけ ゅけかっきうすっ  そうさきう きけゅぇす ょぇ  くぇっきぇす? 

╀なかゅぇさうは っ しさっょ しすさぇくうすっ けす ╄] し くぇえ-ゅけかはき ょはか こけすっく-
ちうぇかくぇ ょけこなかくうすっかくぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ, しけつぇす こけしかっょくうすっ 

ょぇくくう くぇ ╄ゃさけしすぇす, ちうすうさぇくう けす ╀〈┿.
╁ ょなさあぇゃうすっ けす ╄ゃさけしなのいぇ すぇいう おぇすっゅけさうは さぇぉけすくぇ しうかぇ 

しっ しなしすけう こさっょうきくけ けす たけさぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ さぇぉけすはす, くけ くっ 
すなさしはす さぇぉけすぇ.
╆ぇ 2014 ゅ. こけおぇいぇすっかはす っ くぇえ-ゃうしけお ゃ ╇すぇかうは - 13,6% けす 

けぉとぇすぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ, 》なさゃぇすうは - 9,6%, ╀なかゅぇさうは - 7,6% 
う 《うくかぇくょうは - 7,4%.

〈っいう う ょさせゅう ゃぇ-
あくう いぇ ぉういくっしぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ゃな-
こさけしう けすこさぇゃうたぇ 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ „┿さしっくぇか” う 
ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお  
くぇつっかけ し くっえくうは 
こさっょしっょぇすっか ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
おなき ╄ゃぇ ‶ぇせくけ-
ゃぇ - ぉなかゅぇさしおうはす 
ょっこせすぇす けす ╄′‶ 
ゃ ╄ゃさけこっえしおうは 
こぇさかぇきっくす, つかっく 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ 
ゃなすさってっく こぇいぇさ 
う いぇとうすぇ くぇ こけ-
すさっぉうすっかうすっ う くぇ 
╉けきうしうはすぇ こけ うおけくけきうつっしおう う こぇさうつくう ゃなこさけしう. 〈っきぇすぇ くぇ しさっとぇすぇ ぉっ „‶っさしこっおすうゃう こさっょ 
ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし, っゃさけこっえしおう こさぇおすうおう う こさけゅさぇきう“.
╁なこさけしうすっ, こけしすぇゃっくう けす こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか“, しぇ ゃなこさけしう, し おけうすけ きっくうょあなさ-

しおうはす っおうこ しっ しぉかなしおゃぇ っあっょくっゃくけ. 〈はたくけすけ ゅかけぉぇかくけ さってぇゃぇくっ けすしすさぇくぇ くぇ ╄‶ とっ ょぇょっ  
きくけゅけ くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ さぇぉけすぇ, きけょっさくういぇちうは う さぇいゃうすうっ くぇ ゅけかっきうすっ  そうさきう, おけうすけ 
しぇ ゅさなぉくぇおなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ.  

╊. ′うおけかぇっゃ, ぇ ょゃっ ゅけょうくう こけ-
おなしくけ - おけきこけいうちうは こさう ╋. 
】ぇえくぉっさゅ. ╁っつっ ぉうか くぇこうしぇか 

しゃけはすぇ ‶なさゃぇ しうきそけくうは – ょう-
こかけきくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ, おけはすけ, 
くっいぇゃうしうきけ けす ゃないさぇしすすぇ きせ, 
ゅけ くぇさっあょぇ しさっょ くぇえ-ょけぉさうすっ 
させしおう おけきこけいうすけさう. ‶けゃけょ いぇ 

くぇこうしゃぇくっすけ え っ ゃかのぉゃぇくっすけ 
くぇ 17-ゅけょうてくうは ╃きうすさうえ ゃ 
しゃけはすぇ ゃさなしすくうちぇ 〈ぇすはくぇ ╂かう-

ゃっくおけ – くっゅけゃぇすぇ ゅけかはきぇ くっ-
しこけょっかっくぇ かのぉけゃ. ‶け-おなしくけ 
おけきこけいうすけさなす しっ あっくう いぇ しすせ-
ょっくすおぇすぇ ′うくぇ ╁ぇさいぇさ, し おけはすけ 
あうゃっはす 20 ゅ., うきぇす ょなとっさは う 

しうく. ]かっょ しきなさすすぇ え いぇ おさぇすおけ 
あうゃっっ し ╋ぇさゅぇさうすぇ ╉ぇえけくけゃぇ. 
╃け おさぇは くぇ あうゃけすぇ きせ  くっゅけゃぇ 
あっくぇ っ ╇さうくぇ ]せこうくしおぇ, おけはすけ 
ゅけ けぉゅさぇあょぇ し すけこかけすぇ う ゅさうあぇ.
‶さっい 1927 ゅ. おけきこけいうすけさなす 

こけかせつぇゃぇ こけつっすくぇ ょうこかけきぇ くぇ 
‶なさゃうは ╋っあょせくぇさけょっく おけくおせさし 
いぇ こうぇくうしすう „《さっょっさうお 【けこっく“ 
ゃなゃ ╁ぇさてぇゃぇ, くぇ おけえすけ ういこなか-
くはゃぇ しけぉしすゃっくけ こさけういゃっょっくうっ.
╅ぇくさけゃけ きくけゅけけぉさぇいうっ.

╁すけさぇすぇ う 〈さっすぇすぇ しうきそけくうう くぇ 
【けしすぇおけゃうつ しぇ っょくう けす こなさゃう-
すっ しうきそけくうつくう こさけういゃっょっくうは 
ゃ うしすけさうはすぇ くぇ させしおぇすぇ きせいうおぇ. 
╉なき おさぇは くぇ 20-すっ ゅけょうくう すけえ 
こさぇゃう きせいうおぇかくう けそけさきかっくうは 
くぇ ょさぇきぇすうつくう しこっおすぇおかう う おう-
くけそうかきう う こさなゃ けす しなゃっすしおう-
すっ おけきこけいうすけさう ゃなゃっあょぇ ゃ すはた 
こっしっくすぇ おぇすけ かぇえすきけすうゃ. ′はおけう 
けす こっしくうすっ くぇゃかっいかう すさぇえくけ 
ゃ きせいうおぇかくうは ぉうす. ′ぇこさうきっさ, 
いくぇきっくうすぇすぇ „〉すさうくくぇ こっしっく“ 
しっ こさっゃなさくぇかぇ ゃ こっしっく-いくぇきっ, 
こっしっく-しうきゃけか. ]おけさけ すは いゃせつう ゃ 
ちはかぇ ╄ゃさけこぇ: ゃ 【ゃっえちぇさうは しすぇ-
ゃぇ しゃぇすぉっく たうきく, ぇ こさっい 1948 ゅ., 
し こさけきっくっく すっおしす, っ けぉはゃっくぇ いぇ 
》うきく くぇ ¨¨′.
‶なさゃぇすぇ しう けこっさぇ „′けし“ 【けし-

すぇおけゃうつ くぇこうしゃぇ こさっい 1928 ゅ. 
╁すけさぇすぇ きせ けこっさぇ っ „╊っえょう ╋ぇお-
ぉっす けす ╋ちっくしおうは せっいょ“  /„╉ぇすっ-
さうくぇ ╇いきぇえかけゃぇ”/. ╃ゃっすっ けこっさう 
う こなさゃうはす きせ ぉぇかっす „╆かぇすくうはす 
ゃっお” /1936/ ぉうかう こけょかけあっくう 
くぇ せくうとけあうすっかくぇ おさうすうおぇ - 
あっしすけお せょぇさ いぇ ぇゃすけさぇ. ╀うかけ 
きせ いぇぉさぇくっくけ ょぇ ういこなかくはゃぇ 
さぇくくうすっ しう こさけういゃっょっくうは. 〈けえ 
けすきっくうか こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ 』っす-
ゃなさすぇすぇ しう しうきそけくうは. ‶っすぇすぇ 

きせ しうきそけくうは こさったゃなさかは ゅさぇくう-
ちうすっ くぇ [せしうは う きくけゅけおさぇすくけ しっ 
ういこなかくはゃぇ ゃ さぇいかうつくう ょなさあぇ-
ゃう. ‶け しなとけすけ ゃさっきっ さぇぉけすう う 
くぇょ 【っしすぇすぇ しう しうきそけくうは. ‶さっい 
1937 ゅ. 【けしすぇおけゃうつ ゃけょう おかぇしぇ 
こけ おけきこけいうちうは ゃ ╊っくうくゅさぇょしおぇ-
すぇ おけくしっさゃぇすけさうは. ]すぇゃぇ こさけ-
そっしけさ - くぇ 33 ゅけょうくう.
╉けきこけいうすけさ-しうきそけくうしす.

╉けかおけすけ う さぇいくけけぉさぇいくけ ょぇ っ 
すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 【けしすぇおけゃうつ, 
すけえ っ こさっょう ゃしうつおけ しうきそけくうしす. 
′ぇ くっゅけゃけすけ こっさけ こさうくぇょかっあぇす 
15 しうきそけくうう. ╁しはおぇ けす すはた っ 
しすさぇくうちぇ けす うしすけさうはすぇ くぇ させ-
しおうは くぇさけょ. ′っ しかせつぇえくけ ゅけ 
くぇさうつぇす „きせいうおぇかっく かっすけこうしっち 
くぇ しゃけはすぇ っこけたぇ” う  „おかぇしうお くぇ 
しゃっすけゃくぇすぇ きせいうおぇかくぇ おせかすせ-
さぇ くぇ 20-すう ゃっお“. ╉ぇすけ くうおけえ 
ょさせゅ すけえ しっ けぉさなとぇ う おなき こさけ-
ぉかっきうすっ くぇ ちはかけすけ つけゃっつっしすゃけ.                                                                                                            
╁ くぇつぇかけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ 【けし-
すぇおけゃうつ さぇぉけすう くぇょ ]っょきぇすぇ 
しう しうきそけくうは. ╆ぇゃなさてゃぇ は ゃ 
╉せえぉうてっゃ, ょく. ]ぇきぇさぇ. ‶さっい 
1943 ゅ. しっ きっしすう ゃ ╋けしおゃぇ う 
こさっこけょぇゃぇ ゃ おけくしっさゃぇすけさうはすぇ. 
‶さう くっゅけ しっ けぉせつぇゃぇす ]ゃうさう-
ょけゃ, 》ぇつぇすせさはく, 』ぇえおけゃしおう...                                                                                                           
]かっょ ゃけえくぇすぇ こさけういゃっょっくうはすぇ 
きせ し けゅさけきっく せしこった しっ ういこなか-
くはゃぇす ゃなゃ ゃしうつおう おけくすうくっくすう. 
¨すくけてっくうはすぇ きせ しなし しなゃっすしおぇ-
すぇ ゃかぇしす しぇ けぉすっゅくぇすう. ╁なこさっおう 
すけゃぇ すけえ しすぇゃぇ つかっく くぇ ╉‶]] 
う こけかせつぇゃぇ きくけゅけ けすかうつうは.                                                                                                                                  
]うきそけくうは わ15 っ こけしかっょくぇすぇ 
きせ すゃけさぉぇ. ] くっは いぇゃなさてゃぇ こけ-
かせゃっおけゃくうはす きせ すゃけさつっしおう こなす.                                                                         
╃きうすさうえ 【けしすぇおけゃうつ せきうさぇ くぇ 
9 ぇゃゅせしす 1975 ゅ., くぇ 69 ゅけょうくう.                                                                                                                                          う きはしすけ いぇ さっぇかういぇちうは ゃ „┿さしっくぇか”.   

╁こっつぇすかっく けす あっしすぇ くぇ ょぇさうすっかうすっ う しうかくけ いぇうくすさうゅせゃぇく けす ぇゃぇくゅぇさょくうは きけょっか 
ぇゃすけきぇす,きうくうしすなさ ′っくつっゃ いぇ しっおせくょう さぇいゅかけぉう ぇゃすけきぇすぇ, こさうこけきくはえおう しう おぇいぇさきぇすぇ. “′っ しなき 
ょけおけしゃぇか けさなあうっ けす 1987 ゅ., おけゅぇすけ おぇすけ きかぇょてう しっさあぇくす けぉせつぇゃぇた ゃけえくうちう”, けぉはしくう すけえ.

こかぇつったぇ, ぇ くぇ しちっくぇすぇ けすくけゃけ う 
けすくけゃけ ういかういぇてっ しないょぇすっかはす くぇ 
すけゃぇ こさっおさぇしくけ すゃけさっくうっ う くう-
おけえ くっ きけあってっ ょぇ こけゃはさゃぇ, つっ 
うきっくくけ すけゃぇ っ すけえ, つっ すけいう しかぇぉ 
うくすっかうゅっくすっく 35-ゅけょうてっく つけゃっお 
し けつうかぇ, ういゅかっあょぇと しなゃしっき おぇすけ 
きけきつっ, きけあってっ ょぇ こさっょういゃうおぇ 
すぇおぇゃぇ ぉせさは けす っきけちうう“.
‶さっきうっさぇすぇ ゃ ╋けしおゃぇ. ′ぇ 

しかっょゃぇとうは ょっく おけこうは けす こぇさ-
すうすせさぇすぇ しなし しぇきけかっす ぉうかう ょけ-
しすぇゃっくう ゃ ╋けしおゃぇ. ‶なさゃけすけ うい-
こなかくっくうっ くぇ ]っょきぇすぇ しうきそけくうは 
ゃ しすけかうちぇすぇ しっ しなしすけはかけ くぇ 29 
きぇさす. 》けさぇすぇ くぇ おさぇおぇ ぇこかけょう-
さぇかう 【けしすぇおけゃうつ. ¨. ╀っさゅたけかち 
こうてっ: „┿い ゅかっょぇた すけいう さぇいゃなか-
くせゃぇく う しうかくけ しきせすっく きかぇょ つけ-
ゃっお う しう きうしかった: すけいう つけゃっお っ 
こけ-しうかっく けす 》うすかっさ, くうっ くっこさっ-
きっくくけ とっ こけぉっょうき くっきちうすっ!“ 
╆ぇ すけゃぇ こさけういゃっょっくうっ おけきこけ-
いうすけさなす こけかせつぇゃぇ ]すぇかうくしおぇ 
こさっきうは. ╊っくうくゅさぇょつぇくう し くっ-
すなさこっくうっ けつぇおゃぇかう こなさゃぇすぇ 
しさっとぇ しなし „しゃけはすぇ” しうきそけくうは…                                                                                                                                   
]っょきぇ しうきそけくうは – きせいう
おぇすぇ. ‶なさゃぇすぇ つぇしす いぇこけつゃぇ し 
てうさけおぇ っこうつくぇ きっかけょうは, さぇいゃう-
ゃぇとぇ しっ  し ゃしっ こけ-ゅけかはきぇ きけと. 
╁ ゅかぇゃくぇすぇ こぇさすうは しぇ こさっゃな-
こかなすっくう ゃっかうつうっすけ う ゅっさけういきなす 
くぇ させしおうは くぇさけょ. ]すさぇくうつくぇすぇ 
こぇさすうは っ しこけおけえくぇ, きっかけょうはすぇ 
おぇすけ つっ かう しっ さぇいすゃぇさは ゃ すうてう-
くぇすぇ, ゃしうつおけ ょうてぇ きうさくうは しこけ-
おけっく あうゃけす… ′け くはおなょっ けすょぇかっ-
つっ しっ つせゃぇ けすさうゃうしすけ ぉうっくっ くぇ 
ぉぇさぇぉぇくう… ╆ぇこけつゃぇ „っこういけょなす 
くぇ くぇてっしすゃうっすけ”. 〈っきぇすぇ しっ こけゃ-
すぇさは 11 こなすう, きけとくうすっ ぇおけさょう 
くっこさっおなしくぇすけ しっ せしうかゃぇす… ′け 
ういゃっょくなあ – くっけつぇおゃぇくけ しっ こけ-
はゃはゃぇ きけすうゃなす くぇ しなこさけすうゃかっ-
くうっすけ, さぇいうゅさぇゃぇ しっ ゅさぇくょうけいくぇ 
しうきそけくうつくぇ ぉうすおぇ. 〈っきぇすぇ っ 
ういこなかくっくぇ し ゃっかうおぇ しうかぇ. ¨しけ-
ぉっくけ ういさぇいうすっかくけ っ しすさぇくうつくけ-
すけ しぇきけすくけ しけかけ くぇ そぇゅけすぇ. ′け 

けすょぇかっつっ しっ つせゃぇす ぉぇさぇぉぇくう-
すっ. ╁けえくぇすぇ ゃしっ けとっ こさけょなか-
あぇゃぇ… ]かっょゃぇとうすっ ょゃっ つぇしすう 
こけおぇいゃぇす しうかぇすぇ くぇ つけゃっておぇすぇ 
ゃけかは. ╁すけさぇすぇ つぇしす - しおっさちけ, っ 
ゃ きっおう すけくけゃっ. ¨ぉさぇいなす っ しゃっ-
すなか う こさうゃかっおぇすっかっく, おぇすけ こさけ-
いさぇつくうすっ ぉっかう かっくうくゅさぇょしおう 
くけとう.〈さっすぇすぇ つぇしす – ゃっかうつぇゃけ 
う こさけくうおくけゃっくけ ぇょぇあうけ, っ しゃけ-
っけぉさぇいっく さっおゃうっき いぇ いぇゅうくぇ-
かうすっ. 《うくぇかなす いぇこけつゃぇ し っょゃぇ 

ょけかけゃうきけ すさっきけかけ くぇ すうきこぇくう 
– しうかうすっ こけしすっこっくくけ しっ せゃっかう-
つぇゃぇす ょけ くっせおさけすうきぇ っくっさゅうは. 
〈けゃぇ っ けぉさぇいなす くぇ くぇさけょくうは 
ゅくはゃ, くぇ ぉけさぉぇすぇ. ╆ぇ おさぇすおけ すけえ 
っ しきっくっく けす っこういけょ ゃ さうすなきぇ 
くぇ しぇさぇぉぇくょぇ, けすくけゃけ – しこけきっく 
いぇ いぇゅうくぇかうすっ. ┿ しかっょ すけゃぇ いぇ-
こけつゃぇ ぉぇゃっく ゃないたけょ おなき すなさあっ-
しすゃけすけ くぇ しうきそけくうつくうは そうくぇか, 
ゃ おけえすけ すさなぉうすっ う すさけきぉけくうすっ 
いゃせつぇす おぇすけ しうきゃけか くぇ きうさぇ う 
ぉなょっとぇすぇ こけぉっょぇ!
]うきそけくうはすぇ-しうきゃけか ゃ ╊っ

くうくゅさぇょ. 〈せお くぇ 9 ぇゃゅせしす 1942 
ゅ. しっ しなしすけはかぇ くぇえ-ゃなかくせゃぇとぇ-
すぇ こさっきうっさぇ くぇ ]うきそけくうは わ 
7. ╆ぇとけ すけつくけ くぇ 9-すう ぇゃゅせしす? 
]こけさっょ そぇてうしすおけすけ おけきぇくょゃぇ-
くっ, すけゅぇゃぇ ゅさぇょなす っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
こぇょくっ. ╀うか こかぇくうさぇく ゅけかはき こぇ-

さぇょ くぇ くっきしおうすっ  ゃけえしおう, ぇ 》うす-
かっさ ぉうか けぉっとぇか すなさあっしすゃっくぇ 
ゃっつっさは ゃ さっしすけさぇくす „┿しすけさうは”…                                                                 
¨さゅぇくういぇすけさ くぇ こさっきうっさぇすぇ ぉうか 
╉. ╄かうぇしぉっさゅ – ゅか. ょうさうゅっくす くぇ 
けさおっしすなさぇ くぇ ╊っくうくゅさぇょしおけすけ 
さぇょうけ. ′けすうすっ, 4 ゅけかっきう すっすさぇょ-
おう, ぉうかう ょけしすぇゃっくう しなし しこっ-
ちうぇかっく しぇきけかっす, こうかけすうさぇく けす 
20-ゅけょうてくうは かっえす. ╊うすゃうくけゃ, 
おけえすけ, けぉしすさっかゃぇく けす ゃしうつおう 
しすさぇくう, せしこはか ょぇ こさっきうくっ こさっい 

こ か な す く う は 
けぉさなつ くぇ 
ぉかけおぇょぇ-
すぇ. ╊っすはか, 
おぇすけ つっ 
かう けす すけいう 
„すけゃぇさ“ いぇ-
ゃうしっか あう-
ゃけすなす くぇ 
たけさぇすぇ…                                                                                                                                
╀うか くせ-

あっく けゅさけ-
きっく けさおっし-
すなさ けす 80 
ょせてう. ′け 
けす 105 けさ-
おっしすさぇくすう 

おなき さぇょうけすけ ぉうかう けちっかっかう っょゃぇ 
15. ]なぉうさぇかう きせいうおぇくすう けすゃしは-
おなょっ, きくけゅけ けす すはた - しきなさすくけ 
ういすけとっくう. ‶さっょう ょっくけくけとくうすっ 
さっこっすうちうう しっ くぇかけあうかけ ょぇ ゅう 
くぇたさぇくはす う かっおせゃぇす.
╋ぇさてぇか ╂けゃけさけゃ ういょぇか いぇこけ-

ゃっょ: „‶け ゃさっきっ くぇ ういこなかくっくうっすけ 
くぇ ]っょきぇすぇ しうきそけくうは くぇ 【けしすぇ-
おけゃうつ くうすけ っょうく しくぇさはょ くっ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ ゃいさうゃう くぇょ ╊っくうくゅさぇょ!“ 
¨ゅなくはす くぇ くっきちうすっ ょぇ ぉなょっ こけ-
すうしくぇす くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. ╋せいうおぇすぇ 
ょぇ しっ つせゃぇ けす ゃしうつおう う くぇゃしはおな-

ょっ!  
╁しっおう, おけえすけ きけあっか ょぇ たけょう, 

うしおぇか ょぇ しう おせこう ぉうかっす けす あっ-
くぇすぇ し こさっきさないくぇかう こさなしすう ょけ 
ぇそうてぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ういこなかくっ-
くうっすけ, こさけょなかあうかけ 80 きうくせすう, 
ゃさぇあっしおうすっ けさなあうは きなかつぇかう.                                                                                                                          
‶さっこなかくっくぇすぇ いぇかぇ ぉうかぇ こけすさっ-
しっくぇ. ]うきそけくうはすぇ „さぇいおぇいゃぇかぇ“ 
いぇ こさっあうゃはゃぇくうはすぇ くぇ ちっかうは 
ゅさぇょ. ╁っかうおぇすぇ きせいうおぇ ういさぇいは-
ゃぇかぇ ゃしうつおけ: あっさすゃけゅけすけゃくけしす-
すぇ, ゃはさぇすぇ ゃ こけぉっょぇすぇ... ╇いこなか-
くっくうっすけ ぉうかけ こさっょぇゃぇくけ こけ 
さぇょうけすけ う こけ ゃうしけおけゅけゃけさうすっかう-
すっ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ きさっあぇ. 』せゃぇかう は 
くっ しぇきけ あうすっかうすっ くぇ ╊っくうくゅさぇょ, 
つせゃぇかう は う くっきちうすっ, けぉしぇょうかう 
ゅさぇょぇ… ]かせてぇえおう すぇいう きせいうおぇ, 
すっ こさけしすけ けぉっいせきっかう. ‶け-おなしくけ 
おぇいゃぇかう: „〈けゅぇゃぇ, くぇ 9 ぇゃゅせしす 
1942 ゅ., くうっ さぇいぉさぇたきっ, つっ とっ 
いぇゅせぉうき ゃけえくぇすぇ…”  9-すう ぇゃゅせしす 
しすぇくぇか „╃っく くぇ ‶けぉっょぇすぇ くぇしさっょ 
ゃけえくぇすぇ“, ぇ ]っょきぇすぇ しうきそけくうは 
しっ こさっゃなさくぇかぇ ゃ きせいうおぇかくうは 
しうきゃけか くぇ すぇいう こけぉっょぇ.                           
‶けしかっょゃぇかけ こけぉっょくけすけ てっしす-

ゃうっ くぇ ]うきそけくうは わ7 こけ しゃっすぇ. 
╇いこなかくっくうっすけ え くぇ 19 のかう 1942 
ゅ. ゃ ′の ╈けさお こけょ ょうさうゅっくすしすゃけすけ 
くぇ ┿. 〈けしおぇくうくう っ こさっょぇゃぇくけ ゃ 
]┿】, ╉ぇくぇょぇ う ╊ぇすうくしおぇ ┿きっさう-
おぇ う っ しかせてぇくけ けす くぇょ 20 きうかう-
けくぇ ょせてう. ]ぇきけ いぇ くはおけかおけ きっ-
しっちぇ ╊っくうくゅさぇょしおぇすぇ しうきそけくうは 
こさけいゃせつぇかぇ くぇ ぇきっさうおぇくしおうは 
おけくすうくっくす こけゃっつっ けす 60 こなすう. 
╄ょうく きせいうおぇかっく おさうすうお ゃないおかう-
おくぇか: „╉けえ ょはゃけか きけあっ ょぇ こけぉっ-
ょう くぇさけょ, しこけしけぉっく ょぇ しないょぇょっ 
きせいうおぇ おぇすけ すぇいう!“ 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

あぇゃくぇ くぇゅさぇょぇ, くけしうすっか くぇ  ╋っあょせくぇさけょくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ 
きうさ, くぇ くぇゅさぇょぇすぇ «]うぉっかうせし». ‶けつっすっく つかっく くぇ きくけ
ゅけ ぇおぇょっきうう う ょけおすけさ くぇ せくうゃっさしうすっすう ゃ きくけゅけ しすさぇくう 
こけ しゃっすぇ. ′っゅけゃうはす しうきそけくういなき しっ けおぇつっしすゃはゃぇ おぇすけ 
ゃさなた ゃ きせいうおぇすぇ くぇ ゃっおぇ.
‶さっい 2015 ゅ. しっ くぇゃなさてゃぇす 40 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ おけきこけ
いうすけさぇ.

Инж. Чучумишев връчва арсеналското дарение

Николай Ибушев представя предложенията си 
пред евродепутата Ева Паунова

Скъпи арсеналци, уважаеми трудови хора, 
 уважаеми съграждани! 
От сърце ви поздравяваме с Международния ден на 
труда и работническата солидарност - 1-ви май! 
Въпреки дълголетието си, празникът е съхранил 
своята работническа същност и продължава да 
е символ на справедливите трудови и социални 
искания  на работещите хора. 
Традиция, която и в днешно време е превъплътена 
в една силна и резултатна синдикална фирмена 
дейност с многобройни привърженици. 
Традиция, намерила  отражение в ползотворния 
и даващ резултати диалог между работодател и 
синдикални структури. Диалог, чиято съизмерима 
стойност е усещането за стабилност, ценност и 
развитие на работещите във фирмата. 
По случай трудовия празник от сърце ви 
пожелаваме здраве, професионални и лични 
успехи, ползотворни усилия в отстояването на 
неотменните работнически права! 

  Нова вяра в по-доброто ни общо Утре!  

С първомайски поздрав! 
СК на КНСБ 

КТ “Подкрепа” 
Ръководството
на “Арсенал” АД 
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¨せきかせかち-にけすけさ [かちあ ｠ちけつてそうあ: 

27 《【 70 ╇ 】╉《╇《]』【╇¨╊【《 ╉╅ 【╇《『¨ぃ
╇くすっさっしなす おなき たうきうはすぇ こさう ╉っさぇ 

うょゃぇ こけ くっけぉうつぇえくう こなすっおう. ]こけさす-
くう. „╆ぇこぇかっくぇ“ ぉぇしおっすぉけかうしすおぇ けとっ 
けす せつうかうとっ, すは ういぉうさぇ ╁〉╆, おなょっすけ とっ 
きけあっ ょぇ こさけょなかあう ょぇ うゅさぇっ. ╃けぉさうはす 
けすぉけさ くぇ 》さぇくうすっかくけ-ゃおせしけゃうは ゃ ‶かけゃ-
ょうゃ, いぇっょくけ し きぇきうくぇすぇ こさっこけさなおぇ, しぇ 
こさうつうくぇすぇ ょぇ うょっ すけつくけ  すぇき. ╁さなとぇ-
くっすけ ゃ さけょくうは ╉ぇいぇくかなお っ し さぇいこさっょっ-
かっくうっすけ いぇ さぇぉけすぇ ゃ きかっおけちっくすさぇかぇすぇ. 
′け すぇき くっとぇすぇ くっ え たぇさっしゃぇす. ]かっょ 
ゃすけさけすけ きぇえつうくしすゃけ, こさっい 1973-すぇ, 
きかぇょぇすぇ たうきうつおぇ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“. ̈ す-
かうつくけすけ こけしさっとぇくっ けす おけかっゅうすっ しかっょ 
ゅけょうくう ╉っさぇ こさっゃさなとぇ ゃ しゃけえ くぇつうく ょぇ 
こさうっきぇ くけゃうすっ きけきうつっすぇ ゃ けすょっかぇ. ╃ぇ, 

こけゃっつっすけ すぇき しぇ あっくう. 〉ょけゃけかしすゃうっすけ 
けす さぇぉけすぇすぇ きうくぇゃぇ こさっい こさけそっしうけ-
くぇかくうすっ おけくしせかすぇちうう, おけうすけ けすょっかなす 
ょぇゃぇ いぇ ちっかうは いぇゃけょ. ╁ないくうおくっ かう こさけ-
ぉかっき, くうっ しきっ すぇき, けぉはしくはゃぇ うくあ. 》さう-
しすけゃぇ. 〈は しっ てっゅせゃぇ, つっ ¨》〈-すけ ぉうかけ 
おぇすけ ╀なさいぇ こけきけと, ぇ さぇぉけすっとうすっ すぇき 
さっぇゅうさぇかう しこってくけ おぇすけ かっおぇさう. „╋くけ-
ゅけ しなき ょけゃけかくぇ けす さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ しなき 
うきぇかぇ – ういおかのつうすっかくけ さぇいくけけぉさぇいくぇ. 
╃ぇゃぇてっ くう ゃないきけあくけしす ょぇ すゃけさうき, ょぇ 
きうしかうき. ╃っしっすおう こぇさぇきっすさう しかっょはす う 
くぇこぇしゃぇす たうきうちうすっ けす けすょっかぇ – しゃっさは-
ゃぇす っかっおすさけかうすう, すけお, こさうぉけさう, こけょゅけ-
すけゃおぇすぇ くぇ ょっすぇえかぇ... - きくけゅけ しぇ おけき-
こけくっくすうすっ, けす おけうすけ いぇゃうしう おぇつっしすゃけすけ 
くぇ こけおさうすうっすけ. ╁ くぇつぇかけすけ, こさういくぇゃぇ 
╉っさぇ, つっ せ くっは うきぇかけ ういゃっしすっく しすさぇた 
けす くっこけいくぇゃぇくっすけ くぇ しこっちうそうおぇすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ: „‶ぇお っ たうきうは, くけ しなゃしっき ょさせ-
ゅぇ しこっちうぇかくけしす しぇ ゅぇかゃぇくうつくうすっ こけ-
おさうすうは...“.  ¨こうすなす くぇ おけかっゅうすっ う ょけ-
こなかくうすっかくぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは, おけはすけ え 
ょぇゃぇ „┿さしっくぇか“, さってぇゃぇす こさけそっしうけ-
くぇかくうは こさけぉかっき. ╇くあ. 》さうしすけゃぇ いぇ-
ゃなさてゃぇ しかっょょうこかけきくぇ しこっちうぇかういぇちうは 
ゃ 》〈╇ – ]けそうは. ┿さしっくぇかしおうはす けすょっか 
こけょょなさあぇ こさけそっしうけくぇかくう おけくすぇおすう し 
せくうゃっさしうすっすしおうすっ こさっこけょぇゃぇすっかう, こけ-
かっいくう しぇ しう ゃいぇうきくけ: くぇせおぇすぇ う こさぇお-
すうおぇすぇ しぇ ゃ ょけぉさぇ ゃさないおぇ. [ぇぉけすう しっ う 
し ╀┿′. ┿さしっくぇかしおうすっ たうきうちう せつぇしすゃぇす 
う ゃ しうきこけいうせきう し きっあょせくぇさけょくけ せつぇし-
すうっ. 〉くゅぇさうは う こさっょうきくけ  [せしうは しぇ 
きっしすぇすぇ, ょけおなょっすけ すっ こなすせゃぇす いぇ けぉきっく 
くぇ けこうす. 〈ったくけかけゅううすっ ゃ „┿さしっくぇか“ しぇ 
こさっけぉかぇょぇゃぇとけ させしおう う さぇいきはくぇすぇ くぇ 
こけしっとっくうは きっあょせ しこっちうぇかうしすうすっ っ いぇ-

』【『╅ぃ〉《【《 ╊, ぁ╊ 〉╊ ╋¨╇╊╊〈 ╇ 【╊╅【ぇ『
〈╅‶っ 《』【《¨ぁ - うせとねさあてあ  せあ えかせ.-すあこそち をうみてさそ 『あおそこせそう:

ょなかあうすっかくぇ. [せしおうすっ たうきうちう くは-
きぇす いぇぉっかっあおう おなき こさうかけあっくうっすけ 
くぇ すったくけかけゅううすっ くぇ ゅぇかゃぇくうつくうすっ 
こけおさうすうは ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ, けすぉっかはいゃぇ うくあ. 》さうしすけゃぇ.
′け ゃ こさぇおすうおぇすぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ けす-

ょっかぇ くぇょたゃなさかは ぇくゅぇあうきっくすうすっ こけ 
ゅぇかゃぇくうつくうすっ こけおさうすうは. 》うきうちうすっ 
さってぇゃぇす おぇいせしう こけ こさっつうしすゃぇくっすけ 
くぇ けすこぇょくうすっ ゃけょう, おけさけいうはすぇ... 
[ってぇゃぇす ゅう いぇっょくけ. ] さぇぉけすぇ ゃ 
っおうこ. „‶けきぇゅぇたきっ しう きくけゅけ. ╇きぇ-
てっ きくけゅけ ょけぉさう ゃいぇうきけけすくけてっくうは 
ゃ おけかっおすうゃぇ. [ぇぉけすぇすぇ し さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, し くぇつぇかくうちうすっ 
くぇ ちったけゃっ, しなし しぇきうすっ さぇぉけすくうちう 

ぉってっ せょけゃけかしすゃうっ...“, しこけきくは しう 
ゃっすっさぇくなす  けす ¨》〈. „╆ぇっょくけ しきっ 
さぇぉけすうかう う いぇっょくけ しきっ こさぇいくせゃぇ-
かう...“, おぇすけ こけつすう ゃしうつおう ぇさしっくぇか-
ちう, こけきくう う うくあ. 》さうしすけゃぇ. ╇い-
かけあぉうすっ – さなおけょっかうは, おせかうくぇさうう, 
さなつくけ こさうゅけすゃっくう こうすうっすぇ..., こさぇい-
くせゃぇくうすっ いぇっょくけ さけあょっくう ょくう, 
っおしおせさいううすっ, しなつっすぇくう し さぇいきはくぇ-
すぇ くぇ こさけそっしうけくぇかっく けこうす し おけかっ-
ゅう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ...  – ゃしっ くっとぇ, 
おけうすけ くっ こさけしすけ くっ しっ いぇぉさはゃはす, ぇ 
おけうすけ う ょくっし こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しぇ 
うきっくくけ - けぉと しこけきっく いぇ ぉうゃてうすっ 
ゃっつっ おけかっゅう. 〈っ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
しっ すなさしはす. 』っしすけ ゃ しこさっすくぇすうは きぇ-
ゅぇいうく いぇ ょっすしおう ょさったう くぇ とっさおぇすぇ 
╋ぇさうぇくぇ うょゃぇす しすぇさう こさうはすっかう. 
╇ょゃぇす ょぇ しっ ゃうょはす. ╇ょゃぇかう しぇ う おけ-
かっゅう けす „┿さしっくぇか“ – ょぇ こうすぇす, ょぇ 
しっ おけくしせかすうさぇす. ╉けゅぇすけ くぇこせしおぇ, 
うくあっくっさ 》さうしすけゃぇ けしすぇゃは こぇこおう-
すっ し ちっかうは しう けこうす くぇ おけかっゅうすっ, くっ 
おさうっ う くうおけゅぇ くっ っ おさうかぇ すぇえくうすっ 
くぇ いぇくぇはすぇ.  
‶さっょぇゃぇ すけゃぇ, おけっすけ いくぇっ う くぇ 

ゃくせちうすっ. ╃ゃっすっ きけきつっすぇ けす ょゃっ-
すっ ょなとっさう しぇ ゃさなしすくうちう. ]っゅぇ しぇ 
ゃっつっ ゃ 11-すう おかぇし. „╆ぇっょくけ せつ-
うたきっ しっょっき ゅけょうくう“, こさういくぇゃぇ 
とぇしすかうゃぇすぇ ぉぇぉぇ. ╁ないこうすぇくうっすけ, 
しっきっえしすゃけすけ っ きくけゅけ ゃぇあくけ, おぇいゃぇ 
すは. „╂けさょけしすすぇ くぇ ぉぇぉぇ“ – 》さうしすけ 
ぅくっゃ, ゃけかっえぉけかうしす ゃ 『]╉┿, う ‶ぇ-
ゃっか ‶ぇゃかけゃ, おけえすけ ゃっつっ くけしう くぇ-
ゅさぇょう し せゃかっつっくうっすけ しう こけ っいうちう-
すっ う おけきこのすさうすっ, うしおぇ ょぇ  せつう ゃ 
つせあぉうくぇ. 

„╂けさょけしすすぇ くぇ きぇきぇ“ – せしこってくうはす ぉうい-
くっし くぇ ╋ぇさうぇくぇ, つうえすけ きぇゅぇいうく くぇうしすう-
くぇ っ くっとけ さぇいかうつくけ, う ゅけかっきうすっ しこけさす-

くう せしこったう くぇ 》さうしすうくぇ,  しなしすっいぇすっかおぇ 
くぇ ぉぇしおっすぉけかくうすっ けすぉけさう くぇ „╋ぇさうちぇ“ 
– ‶かけゃょうゃ, „╀っさけっ“ う „╃せくぇゃ“ – [せしっ, 
おなょっすけ は おぇくはす ょぇ けしすぇくっ ゃ すさっくぬけさ-
しおうは とぇぉ, しぇ ょさせゅぇすぇ さぇょけしす くぇ ╉っさぇ 
》さうしすけゃぇ. ]っゅぇ ょなとっさうすっ しぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, ゃくせちうすっ ゃっつっ しう ゅけくはす しけぉしすゃっくう-
すっ きっつすう. ╁うあょぇき ちはかけすけ しっきっえしすゃけ ゃ 
きぇゅぇいうくぇ ょけ ╂うきくぇいうはすぇ, おなょっすけ ╉っさぇ 
こさっおぇさゃぇ こけつすう ちっかうは しう ょくってっく ょっく 
いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇ 》さうしすけ. ╆ぇ たけさぇすぇ 
けす こけおけかっくうっすけ うき – ╇ちけ ╋うくおけゃ, ぉぇし-
おっすぉけかうしすなす けす こさけしかけゃせすぇすぇ こさっい 60-すっ 

ゅけょうくう こかけとぇょおぇ ょけ [けいぇさうせきぇ, おなょっすけ 
しっ しなぉうさぇ ちはかぇすぇ おぇいぇくかなておぇ きかぇょっあ 
くぇ きぇつけゃっすっ くぇ きけきつっすぇ う きけきうつっすぇ. 

]なとぇすぇ こかけとぇょおぇ, おけはすけ しなぉうさぇ ╉っさぇ 
う 》さうしすけ ゃ けぉと ょけき. 〉しっとぇくっすけ いぇ ょけき 
すっ しぇ こさっくっしかう う ゃ ょっすしおけすけ ちぇさしすゃけ けす 
ゃっしっかう ょさっておう う けぉせゃおう. ╉ぇすけ ゃ しっきっっく 
ょけき すぇき こさけょなかあぇゃぇす ょぇ うょゃぇす きぇえおう う 
きぇかつせゅぇくう けす 3 ょけ 13 ゅけょうくう. „[ぇしすぇす 
こさっょ けつうすっ くう“, せしきうたゃぇ しっ ╉っさぇ 》さう-
しすけゃぇ... 〉しきうたゃぇ しっ, いぇとけすけ くうとけ くっ え 
かうこしゃぇ. ╄, しぇきけ っょくけ: “〉ょけゃけかしすゃうっすけ 
ょぇ すゃけさうて う ょぇ さぇぉけすうて  し せき“ – けくけゃぇ, 
し おけっすけ うくあっくっさなす-たうきうお けす ¨》〈 こけきくう 
しゃけうすっ 27 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ        

╇ くぇ 70 うきぇ あうゃけす. ╃ぇあっ – たせぉぇゃ. ╉ぇいゃぇ ゅけ ╉っさぇ 》さうしすけ-
ゃぇ. ¨とっ こなさゃうは ょっく しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう ゃ „┿さしっくぇか“ うく-
あっくっさなす けす けすょっか „》うきうおけ-すったくけかけゅうつっく“ くぇきうさぇ くけゃけすけ しう 
こけこさうとっ. ╇ しきうしなか. ╋ぇかおうはす ぉういくっし くぇ ょなとっさはすぇ は つぇおぇ. ╆ぇ 
こけきけと. 〈ぇ – ぉういくっしなす ょぇ ゃなさゃう, ょぇ さぇしすっ.  ╃ぇ こけさぇしくぇす うょっ 
さっょ う くぇ ょゃぇきぇすぇ ゃくせちう. ]なとけ – し くっえくぇ こけきけと. ╅うゃけすなす ゃ 
„┿さしっくぇか“ っ いぇゅなさぉっく. ′け くっ –  いぇぉさぇゃっく. ╆ぇとけすけ: “╇きぇたきっ 
ゃないきけあくけしす ょぇ すゃけさうき, ょぇ きうしかうき...“. ┿ さぇぉけすぇ ぉっい きうしなか う 
すゃけさつっしすゃけ おぇおゃけ っ? – こうすぇ しっ さっすけさうつくけ うくあっくっさなす-たうきうお.  
„╁ さぇぉけすぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ すゃけさつっしすゃけ. ╀かぇゅけょぇさくぇ しなき, つっ 
しなき  こけこぇょくぇかぇ ゃ おけかっおすうゃ, おなょっすけ すけゃぇ ぉってっ ゃないきけあくけ“, 
おぇいゃぇ しこっちうぇかうしすなす けす ぇさしっくぇかしおけすけ ¨》〈 しかっょ 27 ゅけょうくう さぇ-
ぉけすぇ ゃ けすょっかぇ. ╃くっし, 15 ゅけょうくう こけ-おなしくけ. ╇ しぇきけ くはおけかおけ ょくう 
こさっょう のぉうかっは くぇ 70-すっ. 

′ぇ 2-さう きぇえ すは こさぇいくせゃぇ さけあょっく ょっく. ╇きぇ うくすっさっしくぇ しなょぉぇ. [けょっくぇ っ ゃ ]ぇくおす ‶っすっさ
ぉせさゅ, [せしうは. ┿おすさうしぇ, ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ こさけそ. ]ぇてけ ]すけはくけゃ. ¨す 1979 ゅけょうくぇ っ ゃ すさせ
こぇすぇ くぇ 〈っぇすなさ „]けそうは”. ╇いうゅさぇかぇ っ おせこ  いぇこけきくはとう しっ さけかう. ′けしうすっか っ くぇ すっぇすさぇかくう 
くぇゅさぇょう. ╁かぇょっっ させしおう, そさっくしおう う ぇくゅかうえしおう っいうお. ‶っっくっ, すぇくちう, ぇおけさょっけく, こうぇくけ. 
┿ゃすけさ っ くぇ ょゃっ おくうゅう: „ ╉ぇすけ しゃっすせかおぇ, かせすぇとぇ しっ ゃ きさぇおぇ” う „┿い しなき いぇ こけゅぇかゃぇくっ”. 
╇きぇ っょうく しうく - ‶ぇゃっか. 
╄ょうく けす きぇかおけ ういゃっしすくうすっ そぇおすう いぇ すぇいう あっくぇ し くっゃっさけはすくけ ういかなつゃぇくっ っ, つっ っ ゃくせつ

おぇ くぇ さぇいしすさっかはくうは くぇ 26 のくう 1942 ゅけょうくぇ くぇ ゅぇさくういけくくけすけ しすさっかぉうとっ ゃ ]けそうは 
ゅっく.-きぇえけさ 『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ. ╋ぇえおぇすぇ くぇ ╋ぇえは ¨しすけうつ っ ょなとっさはすぇ くぇ ゅっくっさぇか [ぇ
ょけえくけゃ - ]っこすっきゃさうくぇ ̈ しすけうつ,  ういゃっしすくぇ おぇすけ ぇゃすけさ くぇ せつっぉくうちう こけ させしおぇ ゅさぇきぇすうおぇ 
う ょなかゅけゅけょうてっく こさっこけょぇゃぇすっか こけ させしおう っいうお ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす, ぇ ぉぇとぇすぇ くぇ 
╋ぇえは っ ういゃっしすくうはす ぉなかゅぇさしおう しおせかこすけさ ╃うきうすなさ ¨しすけうつ, おけえすけ こさぇゃう こぇきっすくうおぇ くぇ 
しゃけは すなしす 『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ ゃ ╉さなく.  
 ╁ くけゃけすけ ゃさっきっ, けしゃっく ゃ ╉さなく, こぇきっすくうお くぇ ゅっくっさぇかぇ しぇ しなたさぇくうかう う ゃ ょなさゃけこ

さっさぇぉけすゃぇとぇすぇ そうさきぇ „╉ぇしすぇきけくせ-╀なかゅぇさうは” ゃ ╂けさくけ ]ぇたさぇくっ. ]かっょ 30-ゅけょうてくけ 
こさっおなしゃぇくっ ╋ぇえは ¨しすけうつ こけしっすう さけょくけすけ きはしすけ くぇ しゃけは ょはょけ,  いぇ ょぇ ゃいっきっ せつぇしすうっ ゃ 
つっしすゃぇくっすけ くぇ 120-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす くっゅけゃけすけ さけあょっくうっ. ¨さゅぇくういぇすけさ くぇ こさけはゃうすっ 
ぉはたぇ ╀┿] う ¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ゅさぇょぇ.  

╂けしこけあけ ¨しすけうつ, おぇおゃう 
ぉはたぇ こなさゃうすっ っきけちうう, しかっょ 
おぇすけ こけしっすうたすっ ょはょけゃぇすぇ しう 
おなとぇ しかっょ すけかおけゃぇ きくけゅけ 
ゅけょうくう?  
- ╄きけちうはすぇ っ ゅけかはきぇ. ╂けかはきぇ, 

いぇとけすけ  ょはょけ  くっ っ いぇぉさぇゃっく. 

¨す すけゃぇ, おけっすけ ゃうょはた う せしっすうた, 
しなぉさぇた くぇょっあょぇ, つっ きけあっ う ょぇ 
いぇこけつくっ ょぇ しっ ゃないゃさなとぇ こぇ
きっすすぇ おなき すっいう たけさぇ. ╁うょはた, 
つっ こぇきっすくうおなす くぇ ょはょけ ゃ ╉さなく 
しすけう. 〈けえ っ  こさぇゃっく けす きけは すぇす
おけ, こけょぇさなお いぇ ゅさぇょぇ. ╇ しかぇゃぇ 
╀けゅせ, つっ ゅけ っ くぇこさぇゃうか すけかおけ
ゃぇ ゅけかはき , つっ ょぇ くっ ゅけ しさせすはす. 
〉ょけゃけかしすゃうっ ぉっ いぇ きっく う きくけ
ゅけ しおなこけ こさっあうゃはゃぇくっ ょぇ しっ 
ょゃうあぇ こけ ぉせかっゃぇさょ „『ゃはすおけ 
[ぇょけえくけゃ” う ょぇ ゃうょは, つっ くっ っ 
しきっくっくけ うきっすけ きせ. ╃ぇ  ゃうょは つう
すぇかうとっすけ     „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ” 
- う すけ, しかぇゃぇ ╀けゅせ, ょぇ くっ っ しなし 
しきっくっくけ うきっ.  ╀かぇゅけょぇさくぇ しなき 
くぇ おさなくつぇくう いぇ すぇいう しなたさぇくっ
くぇ こぇきっす. ′ぇゃしはおなょっ ゃしうつおけ っ 
しきっくっくけ, こけょきはくぇすぇ っ ゃ こなかっく 
さぇいきっさ, くけ すけゃぇ, おけっすけ ゃうょはた 
すせお, ゃ ╉さなく, きう ょぇゃぇ おせさぇあ, 
つっ くっ ゃしうつおけ っ いぇゅせぉっくけ. ╇くぇ
つっ, さけょくぇすぇ おなとぇ っ ゃ せあぇしくけ 
しなしすけはくうっ. 〈ぇき くっ ういょなさあぇた 
う しっ さぇいこかぇおぇた, いぇとけすけ ゃしうつ
おけ しっゅぇ っ くぇぉかなしおぇくけ. ┿ ぉってっ 
こけょさっょっくけ こさう こけしかっょくけすけ きう 
うょゃぇくっ. ╀ってっ しう きせいっえ. ′うっ, 
しっきっえしすゃけすけ きせ, くぇしかっょくうちう
すっ くぇ ゅっくっさぇか 『ゃはすおけ [ぇょけえ
くけゃ, くはきぇきっ う っょくけ こさっょきっすつっ 
けす くっゅけ. ╄ょくけ. ╁しうつおけ, おけっすけ 
っ うきぇかけ, きぇえおぇ きう う ぉぇぉぇ きう 
╀けくおぇ, あっくぇすぇ くぇ ょはょけ 『ゃはすおけ, 
しぇ ょぇかう. ┿い うしおぇた こけくっ っょくけ くっ
とうつおけ けす ょはょけ きう ょぇ うきぇ ゃおな
とう, くけ すっ ょゃっすっ おぇいゃぇたぇ: くっ, 
くっ, すけゃぇ っ くぇちうけくぇかっく ゅっさけえ, 
ゃしうつおけ すさはぉゃぇ ょぇ けしすぇくっ すせお, 
くぇさけょなす すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ょけしすなこ 
ょけ すっいう くっとぇ. ┿ すけ しっゅぇ - っょくけ 
さぇいゅさぇぉっくけ, ょさせゅけ いぇたゃなさかは
くけ. 〈けゃぇ ぉってっ つせょけゃうとくけ おぇすけ 
ういあうゃはゃぇくっ, おけっすけ ゃうょはた. ′っ 
しぇきけ つっ くっ しなあぇかはゃぇき, つっ ょけえ
ょけた すせお しっゅぇ, くけ しなあぇかはゃぇき, つっ 
くっ しなき うょゃぇかぇ すけかおけゃぇ ゅけょうくう. 
′け しう きうしかは, つっ つけゃっお こけこぇょぇ 
くぇ すけつくけすけ きはしすけ, こさう すけつくうすっ 
たけさぇ, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ. ╇ しうゅせさくけ 
くっ っ うきぇかけ くうおぇおゃぇ ゃないきけあ
くけしす すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう, くっ いぇさぇ
ょう  きけっ くっあっかぇくうっ. ╇ し たけさぇすぇ 
ゃ ╉さなく しっゅぇ しっ せゅけゃけさうた, う し 
すっいう  こさっおさぇしくう きけきつっすぇ すせお けす 
おかせぉぇ, う きうしかは, つっ うきぇきっ けぉとぇ 
きうしうは う とっ きけあっき ょぇ さぇぉけすうき 
ゃ うきっすけ くぇ すけゃぇ う ゃ ぉなょっとっ. ╁ 
きけきっくすぇ しなき こさっょこさうっかぇ - ぇい う 
くぇしかっょくうちう くぇ ょさせゅう, いぇしすさっ
かはくう くぇ ╂ぇさくういけくくけすけ しすさっか
ぉうとっ ゃ ]けそうは, おなょっすけ っ せぉうす う 
きけはす ょはょけ, すけ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう. 
〈ぇき ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃはす こぇきっす

 „′ぇ ╃っかはくぇ - し ょけゃっさうっ !” 
〈けゃぇ きう くぇこうしぇ ゃ ょぇさっくぇすぇ 
おくうゅぇ ╋ぇえは, っょくぇ けす きくけゅけすけ 
くぇしかっょくうちう くぇ っょくう ぉなかゅぇさう, 
おけうすけ っょくぇ ょさせゅぇ つぇしす ぉなかゅぇ-
さう しっ けこうすゃぇす ょぇ うゅくけさうさぇす, 
いぇつっさおゃぇえおう, しなぉぇさはえおう, させ-
てっえおう, いぇぉさぇゃはえおう, つっ くうおけえ 
くっ っ こけ-ゅけかはき けす ╁さっきっすけ, 
くうすけ こけ-きなょなさ けす くっゅけ. ╇ こけ 
すぇいう こさうつうくぇ しぇきけ 〈け, ╁さっきっ-
すけ, うきぇ こさぇゃけ ょぇ しなょう. 
╀ってっ きう うくすっさっしくけ おぇお しっ 

あうゃっっ し ぉけかおぇすぇ う けぉうょぇすぇ 
っょくけゃさっきっくくけ ゃ っょくけ ゃさっきっ, 
ゃ おけっすけ こぇきっすすぇ う うしすけさうはすぇ 
くはきぇす すけかおけゃぇ ゅけかはきけ  いくぇ-
つっくうっ いぇ ちっくくけしすうすっ う しすさっ-
きっあうすっ くぇ  こけゃっつっすけ たけさぇ けす 
╃くっし, せぉっょっくう, つっ すっ しぇ う ′ぇ-
つぇかけすけ, う ╉さぇはす. 

╂っく.-きぇえけさ 『ゃはすおけ ╉けかっゃ 
[ぇょけえくけゃ, さけょっく ゃ ╉さなく 
こさっい 1895 ゅけょうくぇ. ‶けかうすう-
つっしおう う ゃけっくっく ょっっち くぇ ╀[『 
/お/. ‶けかおけゃくうお ゃ 』っさゃっくぇすぇ 
ぇさきうは. [なおけゃけょうすっか くぇ おけ-
きせくうしすうつっしおけすけ しなこさけすうゃう-
すっかくけ ょゃうあっくうっ こけ ゃさっきっ 
くぇ  ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, 
さなおけゃけょうすっか くぇ 『っくすさぇかくぇすぇ 
ゃけっくくぇ おけきうしうは. ¨しなょっく くぇ 
しきなさす う さぇいしすさっかはく くぇ ╂ぇさ-
くういけくくけすけ しすさっかぉうとっ ゃ ]け-
そうは こさっい のくう 1942 ゅけょうくぇ.  

くうすっ こかけつう くぇ せぉうすうすっ う ょぇ しっ 
しなぉうさぇきっ たけさぇ くぇ すけゃぇ しすさっか
ぉうとっ. ╆ぇ こぇきっす.

╉ぇあっすっ くっとけ こけゃっつっ いぇ 
すぇいう ╁ぇてぇ うくうちうぇすうゃぇ? 
╇しおぇきっ ょぇ ゃないしすぇくけゃうき かけぉ

くけすけ きはしすけ くぇ くぇてうすっ ょっょう. 
]っゅぇ すぇき, くぇ ]すさっかぉうとっすけ ゃ 
]けそうは, くはきぇ くうとけ. ┿きぇ くうとけ. 

′うっ くはきぇきっ ゅさけぉ. ′うとけ くはきぇ
きっ. ╄ょうくしすゃっくけ - こぇきっすすぇ. 

╆くぇっすっ かう おぇおゃけ しっ っ しかせ
つうかけ し すはかけすけ くぇ ゅっくっさぇか 
[ぇょけえくけゃ しかっょ しきなさすすぇ きせ? 
- ╃けおけかおけすけ いくぇっき, こなさゃうすっ18 

ょせてう, おけうすけ しぇ ぉうかう さぇいしすさっ
かはくう, しぇ ぉうかう たゃなさかっくう ゃ けぉと 
ゅさけぉ くはおなょっ. 〈ぇおぇ つっ - くぇ こさぇお
すうおぇ すっ くはきぇす ゅさけぉ. ]さっょ すはた っ 
う きけはす ょはょけ. ╁っょくぇゅぇ しかっょ  おさぇは 
くぇ こさけちっしぇ, おけえすけ いぇこけつゃぇ ゃ 18 
つぇしぇ う - ゃっょくぇゅぇ, ういゃけいっくう し おぇ
きうけくっすおう, ゃ 21 つぇしぇ しぇ さぇいしすさっ
かはくう. ‶け  すけゃぇ ゃさっきっ, こけ ゃさっきっ 
くぇ さぇいしすさっかぇ, くぇてうすっ - ぉぇぉぇ, 
きぇえおぇ きう, しぇ ぉうかう ゃ ╋けしおゃぇ. 〈っ 
ょけさう くっ しぇ  いくぇっかう, つっ 『ゃはすおけ 
[ぇょけえくけゃ っ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╉ぇお ょぇ 
さぇいぉっさっき おぇおゃけ, とけ. ′ぇ ょさせゅう
すっ, おぇすけ ┿くすけく ╇ゃぇくけゃ, ┿くすけく 
‶けこけゃ, ′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ, おけう
すけ しなとけ しぇ さぇいしすさっかはくう, あっくう
すっ う ぉかういおうすっ しぇ つぇおぇかう ゃなく, 
こさっょ しすさっかぉうとっすけ. 〈っ しぇ こけょ
おせこうかう っょうく ゅさけぉぇさ う ゃっょくぇゅぇ 
しぇ ゅう ういさけゃうかう けすすぇき, おなょっすけ しぇ 
ぉうかう こけゅさっぉぇくう.   
 ╉けゅぇすけ くぇてうすっ しっ こさうぉうさぇす 

ゃ ╀なかゅぇさうは, きぇえおぇ きう っ こうすぇかぇ 
おなょっ しぇ いぇさけゃっくう さぇいしすさっかはくう
すっ けす きぇしけゃうは  ゅさけぉ. ╉ぇいぇかう しぇ 
え, つっ „きぇえ しぇ こさっきっしすっくう こけょ 
╀さぇすしおぇすぇ きけゅうかぇ”, くけ おぇお ょぇ 
さぇいぉっさっき おなょっ. ┿ う すけゃぇ くうおけゅぇ 
くっ しきっ ゅけ ゃはさゃぇかう. ╀はた  いぇゃぇ
さうかぇ っょくう  こうさぇきうょおう  けおけかけ 
╀さぇすしおぇすぇ きけゅうかぇ. ╂けょうくう くぇ
さっょ うきぇてっ ゅさせこぇ たけさぇ, おけうすけ 
ぉはたぇ くぇこさぇゃうかう う ╇くうちうぇすうゃっく 
おけきうすっす, おけうすけ しっ ぉけさったぇ ょぇ しっ 
くぇこうてぇす くぇ ╀さぇすしおぇすぇ きけゅうかぇ 

うきっくぇすぇ うき, くけ くっ しぇ せしこっかう. 
]っゅぇ こなお っ ぇぉしせさょ ょぇ しっ せしこっっ. 
〈けゅぇゃぇ しぇ しかけあうかう う こぇきっすくうすっ 
こかけつう くぇ ]すさっかぉうとっすけ, くけ しっゅぇ 
う こかけつうすっ ゅう くはきぇ. 

╇きぇたすっ しさっとう し きかぇょう  
たけさぇ し けすくけてっくうっ おなき きう
くぇかけすけ. ╁うっ しぇきぇすぇ しすっ う 
ぇおすさうしぇ, こけいくぇゃぇすっ こさぇゃう
かぇすぇ, いぇおけくうすっ くぇ すっぇすなさぇ. 
╁ すけいう しきうしなか: ゃ すっぇすなさ かう 
くはおぇおなゃ あうゃっっき うかう ゃしうつ
おけ こぇお っ しこけさっょ ╁さっきっすけ, 
たけさぇすぇ う しう っ くぇ きはしすけすけ? 
- 〈ぇき っ しすさぇてくけすけ, つっ くっ あう

ゃっっき ゃ くうおぇおなゃ すっぇすなさ. 〈ぇすおけ, 
こさっょう ょぇ こけつうくっ, ぇ すけえ きくけ
ゅけ すっあおけ ういあうゃはゃぇてっ ゃしうつおう 
こさけきっくう, っょうく ょっく きう おぇいぇ: 
„╁いっきう しっ ゃ さなちっ う すさなゅゃぇえ ょぇ 
しっ ぉけさうて. ╆ぇとけすけ とっ ょけあうゃっ
って  ょっくは, ぇい くはきぇ ょぇ しなき あうゃ, 
おけゅぇすけ とっ しっ こけいゃなくう くぇ ゃさぇすぇ
すぇ, すう とっ けすゃけさうて う そぇてうしすう
すっ とっ ょけえょぇす ょぇ すっ さぇいしすさっかはす”.  
┿い しなき しっ しきはかぇ けす ょなくけすけ くぇ 
ょせてぇすぇ しう くぇ すっいう くっゅけゃう こさっ
ょせこさっあょっくうは. ′け しっゅぇ, こさう 
すっいう ゅけくっくうは, おけうすけ こけつゃぇす くぇ 
たけさぇすぇ, ゃしうつおう きう しっ けこかぇおゃぇす 
けす すっいう, おけうすけ くっ しぇ しっ こさっぉけは

ょうしぇかう, つっ しう こぇすはす. 

′け ╁うっ う こさっょう, う しっゅぇ, くっ 
しすっ ぉうかう しさっょ けぉうつぇくうすっ. ╁う
くぇゅう しすっ あうゃっかう し っすうおっすぇ: 
ゃくせつおぇ くぇ 『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ.
- ┿い くはきぇき いぇしかせゅぇ, つっ しなき しっ 

さけょうかぇ ゃ すけいう さけょ. ╇きぇきっ っょくぇ 
おくうゅぇ, おけはすけ こさっこさけつうすぇき. ╉ぇい
ゃぇ しっ „‶さっょしきなさすくう いぇゃっすう”. 〈は 
っ し こうしきぇすぇ くぇ けちっかっかうすっ, し こけ
しかっょくうは ゃうお くぇ いぇしすさっかはくうは ゃ 
こさっしすさっかおぇ, ゃしうつおけ っ けこうしぇくけ 
けす 1923 ゅけょうくぇ ょけ 1944 ゅけょうくぇ. 
╁しうつおう  ょけ っょうく おぇいゃぇす, つっ くっ 
しなあぇかはゃぇす, つっ けすうゃぇす くぇ しきなさす, 
いぇとけすけ っ いぇ こけ-ょけぉさうは  あうゃけす 
くぇ しかっょゃぇとうすっ. ╇ くぇ そうくぇかぇ 

ゃしうつおう きけかはす: „╉けゅぇすけ ょけえょっ 
しゃけぉけょぇすぇ, しこけきくう しう いぇ きっく”. 

〉くうおぇかくけ っ すけゃぇ くっとけ. ╃ぇあっ う 
ょはょけ 『ゃはすおけ ゃ こうしきけすけ ょけ ぉさぇす 
しう, しっしすさぇ  しう う ょけ きぇえおぇ きう, 
こうてっ: „╉けゅぇすけ ょけえょっ しゃけぉけょぇ
すぇ, さぇょゃぇえすっ しっ う しう しこけきくっすっ 
いぇ きっく”. 

 ╇きぇ かう くはおけえ ゃ さけょぇ ゃう, 
おけえすけ こさうかうつぇ くぇ  ゅっくっさぇか 
[ぇょけえくけゃ ゃういせぇかくけ? ╆くぇき, 
つっ ぉさぇす ╁う, たせょけあくうおなす 
『ゃはすおけ ¨しすけうつ, くけしう くっゅけ
ゃけすけ うきっ? 
- ╃ぇ, くけ くっ こさうかうつぇ くぇ くっゅけ. 

┿ おけえ こさうかうつぇ? 
- ┿い こさうかうつぇき ゃ けつうすっ くぇ ょはょけ 

『ゃはすおけ, くけ くっ しなゃしっき. 〈けえ うきぇ 
っょくう すぇおうゃぇ - くぇこさっゅくぇすう けつう. 
〈けえ っ ぉうか ぇさすうしすうつっく すうこ, ぇ 
ぉぇぉぇ きう っ ぉうかぇ う こっゃうちぇ. ╁な
けぉとっ - すっぇすなさ しぇ こさぇゃうかう. 
╃はょけ 『ゃはすおけ っ ゃかぇょっっか う きくけ
ゅけ っいうちう, くぇこさぇゃけ こけかうゅかけす 
し くっゅけゃうすっ そさっくしおう, くっきしおう, 
ぇくゅかうえしおう, させしおう う すせさしおう.  ′け 
ゃ けつうすっ くぇえ-きくけゅけ こさうかうつぇてっ 
くぇ  ょはょけ きう ╉けかぬけ  ╉ぇさぇおけかっゃ. 
〈けえ っ ゃくせお くぇ しっしすさぇすぇ くぇ ょはょけ 
『ゃはすおけ, くっゅけゃうはす  こかっきっくくうお.  

]ぇきけ ょゃっ こうしきぇ  かう うきぇすっ 

けす  ょはょけ しう? 
- 〈けゃぇ きう けしすぇくぇ けす ゃしうつおう. 

┿い すっあおけ ゅう こさっあうゃはゃぇき すっいう 
こうしきぇ, けしけぉっくけ こうしきけすけ おなき 
きぇえおぇ きう, おけっすけ っ こうしぇか. 〈けか
おけゃぇ しなさちっさぇいょうさぇすっかくけ, すっあ
おけ こうしきけ. 〈けえ っ いくぇっか おぇおゃけ ゅけ 
けつぇおゃぇ, ぇ すは っ ぉうかぇ きぇかおぇ. ╉ぇお
ゃけ きけあっ ょぇ おぇあっ っょうく つけゃっお くぇ 
っょくけ きぇかおけ ょっすっ ゃ っょくけ こうしきけ, 
こうしぇくけ くぇ さなおぇ さぇいしすけはくうっ けす 
しきなさすすぇ? ╋くけゅけ しぇ たせぉぇゃう すっいう 
こうしきぇ... ╇ ょゃっすっ こうしきぇ しぇ きくけ
ゅけ たせぉぇゃう.

╉ぇお しっ あうゃっっ し っょくぇ すぇおぇ
ゃぇ ぉけかおぇ, し すぇおぇゃぇ すさぇゃきぇ? 
- ╇いょなさあぇ しっ. ╂っさけえしおう. ╂かっ

ょぇき ょぇ くっ きうしかは. ]かっょ  おぇすけ 
きぇたくぇたぇ こぇきっすくうちうすっ, しきっくうたぇ 
せかうちうすっ, こさっしすぇくぇたきっ ゃおなとう, 
ゃ しっきっえしすゃけすけ, ょぇ ゅけゃけさうき いぇ 
すけゃぇ. ┿ う きぇえおぇ きう きくけゅけ しっ 
こけぉけかは けす すぇいう ぉっいけぉさぇいうちぇ. 
‶さけしすけ しう けしすぇくぇ っょくぇ ゅけかはきぇ 
ぉけかおぇ. ′はおぇお しう しなき しっ こさう
きうさうかぇ すけゃぇ  ょぇ っ きけは ぉけかおぇ 
う ょぇ しう きなかつぇ いぇ くっは. ]っゅぇ, し 
すっいう さぇいゅけゃけさう, し すっいう しさっとう, 
し すぇいう うくうちうぇすうゃぇ, おけはすけ こけ
ょったぇ きかぇょうすっ しけちうぇかうしすう すせお, 
ょぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇす こけさせすっくけすけ 
けす きうくぇかけすけ - おぇすけ こぇきっす, くは
おぇお うきぇ くぇょっあょぇ. ╇くぇつっ, つっし
すけ くっこけいくぇすう たけさぇ きう こかぇつぇす ゃ 
しかせてぇかおぇすぇ. 》けさぇ, おけうすけ こけょ
おさっこはす うくうちうぇすうゃぇすぇ. ╇ すけゃぇ 
しぇ ゃしっ くぇしかっょくうちう くぇ せぉうすう, 
さぇいしすさっかはくう, いぇぉさぇゃっくう たけさぇ, 
し ういこけつせこっくう, ういすさなゅくぇすう こぇ
きっすくうちう, ゅっさけう ぉっい ゅさけぉけゃっ, 
ぉかういおう ぉっい こけおけえ. 

╁はさゃぇすっ かう, つっ とっ ょけえょっ 
ゃさっきっ, おけゅぇすけ とっ しっ くぇきっし
すはす すっいう こかぇしすけゃっ? 
- ╋くけゅけ しっ くぇょはゃぇき. ′はきぇ ょぇ っ 

しおけさけ, ぇおけ ょけえょっ. 

╇ おぇおゃぇ っ ちっくぇすぇ, おけはすけ ょぇ 
こかぇすうき おぇすけ くぇさけょ, いぇ ょぇ ゅう 
くぇきっしすうき すっいう こかぇしすけゃっ? 
- ╋けはすぇ ちっくぇ とっ ぉなょっ きくけゅけ 

すっあおぇ, ぇおけ とっすっ う くぇ さぇぉけすくけ 
きう きはしすけ. ′け しっ くぇょはゃぇき ょぇ 
ゅけ こさっゅかなすくぇ すけゃぇ. ′け すゃなさょけ 
しなき さってうかぇ - おけかおけすけ う ょぇ きう 
しすさせゃぇ, とっ さぇぉけすは いぇ すぇいう おぇせ
いぇ. ╁うあすっ, こかぇつなす っ こさっつうしすゃぇ
くっ. ′っ きけあっ ょぇ くっ きうくって こさっい 
すけゃぇ. ‶けすうしおぇくうはす ゅくはゃ, しょぇゃっ
くぇすぇ ぉけかおぇ ういゃっょくなあ ういぉうゃぇす. 

′はきぇ せ ╁ぇし あっかぇくうっ, ょけさう 
くけすおぇ くはおぇおゃぇ くはきぇ せ ╁ぇし いぇ 
さっゃぇくて. ′っ しっ かう ういおせてぇゃぇ
すっ ょぇ くぇこうてっすっ おくうゅぇ いぇ ╁ぇ
てうは ょはょけ, けす ╁ぇてぇすぇ こぇきっす, 
こけいうちうは? ╃けさう けす きっさうかけすけ 
くぇ ゃさっきっすけ, おけっすけ っ きうくぇかけ 
う っ いぇかうつうかけ ゃしうつおけ ? 
- 〈けゃぇ, おけっすけ ゃ きけきっくすぇ ぇい 

こうてぇ おぇすけ かうすっさぇすせさぇ, うきぇ 
きくけゅけ けぉとけ し すけゃぇ. ′っ っ くっけぉ
たけょうきけ, くっ っ せょけぉくけ ぇい, くぇ ぉぇ
いぇすぇ くぇ つせあょぇ うくそけさきぇちうは ょぇ 
ゃぇょは すぇおなゃ きぇすっさうぇか. ╋うしかは, つっ  
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃはす しこっちうぇ
かうしすうすっ. ′け こなさゃぇすぇ きう おくうゅぇ 
- „╉ぇすけ しゃっすせかおぇ, かせすぇとぇ しっ ゃ 
きさぇおぇ”, っ けす こけゅかっょぇ くぇ 10-ゅけ
ょうてくけ ょっすっ けす 60-すっ ゅけょうくう. ╁ 
くっは うきぇ きくけゅけ くっとぇ いぇ すけゃぇ こけ
おけかっくうっ. ╁しうつおけ, きうくぇかけ こさっい 
っょくけ しなさちっ. ╇ くっ っ ょうょぇおすうつくぇ 
すぇいう おくうゅぇ. ╁すけさぇすぇ しっ おぇいゃぇ 
„┿い しなき いぇ こけゅぇかゃぇくっ”. 〈は っ おくう
ゅぇ いぇ 90-すっ ゅけょうくう, おけはすけ… おけえ 
とっ ういょぇょっ? ′っ きう っ きくけゅけ はしくけ, 
くけ きう っ うくすっさっしくけ.  ′け つけゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ こうてっ いぇ すけゃぇ, おけっすけ 
こけいくぇゃぇ. 〈けゃぇ っ きけはす こさうくけし. 

 „╉さなしす うかう ちっくぇすぇ くぇ おけき
こさけきうしぇ“ - いぇゅかぇゃうっすけ くぇ 
╁ぇて しこっおすぇおなか, おけえすけ うゅさぇ
っすっ. ┿おけ ゃ あうすっえしおう こかぇく ゅけ 
けぉなさくっき, おけえ ういぉけさ っ ╁ぇてう
はす?  
- ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ しきっくうた 

ういけぉとけ いぇゅかぇゃうっすけ う くぇおさぇは 
しこっおすぇおなかなす しっ おぇいゃぇ „╁なこさけし 
くぇ ういぉけさ”. 〈ぇおぇ けすゅけゃぇさはき くぇ 
ゃしうつおうすっ ╁う ゃなこさけしう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ   

Кера Христова със семейството си

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1╆╅『《〈╊【ぇ『
3-てけ つすか たそ いかくちあいそてせけ, さそけてそ せか てひちつみて ちあいそてあ

╆ぇ ちっかうは ╄] こけすっくちうぇかくぇすぇ 
ょけこなかくうすっかくぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ 
しこさはきけ けぉとぇすぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ, 
けぉたゃぇとぇとぇ たけさぇすぇ くぇ ゃないさぇしす 
15 -74 ゅけょうくう, っ 4,8 こさけちっくすぇ 
いぇ 2014 ゅ. うかう 11,6 きかく. ょせてう.
╁ おぇすっゅけさうはすぇ ゃかういぇす 9,5 きう-

かうけくぇ ょせてう, おけうすけ しぇ くぇ さぇい-
こけかけあっくうっ ょぇ さぇぉけすはす, くけ くっ 
すなさしはす さぇぉけすぇ, おぇすけ くぇこさうきっさ 
けぉっいおせさぇあっくうすっ ぉっいさぇぉけすくう.
¨ぉたゃぇくぇすう しぇ う 2,2 きうかうけくぇ 

ょせてう, おけうすけ すなさしはす さぇぉけすぇ, くけ 
くっ きけゅぇす ゃっょくぇゅぇ ょぇ いぇこけつくぇす, 
おぇすけ くぇこさうきっさ しすせょっくすう, あっかぇ-
っとう ょぇ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ しかっょ 
ょうこかけきうさぇくっすけ しう.
╅っくうすっ こさっょしすぇゃかはゃぇす こけ-ゅけ-

かはきぇすぇ つぇしす けす こけすっくちうぇか-
くぇすぇ ょけこなかくうすっかくぇ さぇぉけすくぇ 
しうかぇ こけつすう ゃなゃ ゃしうつおう しすさぇ-
くう けす ╄] し ういおかのつっくうっ くぇ 
╇さかぇくょうは う 《うくかぇくょうは.
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ ╄ゃさけし-

すぇす けす 44,1 きうかうけくぇ ょせてう ゃ 
╄], おけうすけ しぇ ぉうかう くぇっすう くぇ 
くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, 9,8 
きうかうけくぇ しぇ うしおぇかう ょぇ さぇ-
ぉけすはす こけゃっつっ う しぇ ぉうかう くぇ 
さぇいこけかけあっくうっ. 〈けゃぇ っ さぇ-
ゃくけしうかくけ くぇ 22,2% けす ゃしうつ-
おう さぇぉけすっとう くぇ くっこなかっく さぇ-
ぉけすっく ょっく う くぇ 4,5 こさけちっくすぇ 
けす けぉとぇすぇ いぇっすけしす ゃ ╄] こさっい 
2014 ゅけょうくぇ, こけしけつゃぇ ╄ゃさけし-
すぇす.
′ぇえ-ゅけかはき ょはか けす くぇっすうすっ 

くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, 

おけうすけ しぇ うしおぇかう ょぇ さぇぉけ-
すはす ょけこなかくうすっかくう つぇしけゃっ う 
しぇ ぉうかう くぇ さぇいこけかけあっくうっ, 
っ うきぇかけ ゃ ╂なさちうは (72,1%), 
╉うこなさ (65,9%) う ╇しこぇくうは 
(57,3%), ぇ くぇえ-きぇかなお - ゃ 》け-
かぇくょうは (4%), ╊のおしっきぉせさゅ 
(10,5%), ╃ぇくうは (10,7%), 
╄しすけくうは (11,2%) う 』ったうは 
(11,4%).
╆ぇ ╀なかゅぇさうは こけおぇいぇすっかはす っ 

43,5%. 〈けえ けぉぇつっ くっ けすつうすぇ 
こさけそうかぇ くぇ たけさぇすぇ, /しけちう-
ぇかくけ こけかけあっくうっ, っすくうつっしおう 
こさけういたけょ う ょさ./, おけうすけ しぇ 
ぉっいさぇぉけすくう, くけ う くっ すなさしはす 
さぇぉけすぇ.

 
  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
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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:

》さうしすうはく
ぅくつっゃ
╉ぇさぇすっさいうっゃ

╂けょうくう:

〉つうかうとっ:

‶╂ こけ すさぇくしこけさす う すさぇくし
こけさすっく きっくうくょあきなくす

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 2 ゅけょうくう う 6 きっしっちぇ

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╁さぇすぇさ

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╋ぇくせっか ′けっさ,
╀ぇせっさく ╋のくたっく

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

┿ゃすけきけくすぬけさ

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ

 しぇ こさっすっくょっくすおうすっ いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2015. ]さっょ 
すはた くぇえ-きくけゅけ - 5, しぇ おぇくょうょぇすおうすっ けす きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]こっおすぇおなかなす いぇ ういぉけさぇ くぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ ちぇさうちぇ っ くぇ 15-すう きぇえ 

けす 19 つぇしぇ ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか“. ╁けょっと くぇ おけくおせさしぇ とっ っ ぇおすぬけさなす 
[せしかぇく ╋なえくけゃ.
¨す 4-すう きぇえ ゃ ╇くそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4 ゃ ╉ぇ

いぇくかなお いぇこけつゃぇ う こさけょぇあぉぇすぇ くぇ ぉうかっすうすっ いぇ しこっおすぇおなかぇ. 『っくう
すっ しぇ こけ 12 う 15 かっゃぇ. 
¨す 8-きう きぇえ くぇ ゃなくてくぇすぇ ゃうすさうくぇ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4 とっ ぉなょっ 

こけょさっょっくぇ う しこっちうぇかくぇすぇ そけすけしっしうは くぇ すぇいゅけょうてくうすっ こさっすっく
ょっくすおう いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. 

′っけぉたけょうき ゃう っ しけおなす けす ょゃぇ ゅけかっきう かうきけくぇ う っょくぇ しさっょくけ ゅけかはきぇ ゃさないおぇ きぇゅょぇくけい, 
おけはすけ こぇしうさぇすっ. ‶けかせつっくぇすぇ しきっし けす きぇゅょぇくけいぇ, いぇっょくけ しなし しけおぇ けす かうきけくうすっ, こさう

ぉぇゃはすっ おなき こけかけゃうく かうすなさ ゃけょぇ. [ぇいぉなさおゃぇすっ たせぉぇゃけ.
╁ぇあくけ っ ょぇ いくぇっすっ, つっ すぇおぇ こけかせつっくうはす 

っかうおしうさ ゃう っ ょけしすぇすなつっく いぇ ょゃぇ ょくう – こけ 250 
ゅさぇきぇ くぇ ょっく. ‶うっすっ ゅけ しぇきけ ゃっょくなあ こさっい 
ょっくは, くけ くぇえ-ょけぉさっ っ ょぇ くっ ゅけ こさうっきぇすっ ゃっ
つっさ, ぇ しかっょ いぇおせしおぇすぇ うかう けぉはょぇ しう.
]なたさぇくっくうっすけ くぇ ょけきぇてくうは っかうおしうさ しすぇゃぇ 

ゃ しすなおかっく ぉせさおぇく ゃ たかぇょうかくうおぇ. ╉けゅぇすけ こさう
ゃなさてうすっ ょけいぇすぇ しう, くぇこさぇゃっすっ しう は けすくけゃけ いぇ 
ょゃぇ ょくう う すぇおぇ こさけょなかあっすっ ょぇ は こうっすっ ゃしっおう 
ょっく. 〉くうおぇかくけすけ こさう くっは っ, つっ おけかおけすけ こけゃっ
つっ ゃさっきっ は こさうっきぇすっ, すけかおけゃぇ こけ-ょけぉさう さっ
いせかすぇすう こけかせつぇゃぇすっ.
〈けいう っかうおしうさ けすかうつくけ ういつうしすゃぇ けすけちうすっ う 

くぇすさせこぇくぇすぇ ういかうてくぇ ゃけょぇ ゃ けさゅぇくういきぇ う 
しこけきぇゅぇ いぇ こけ-かっしくけすけ さぇいゅさぇあょぇくっ くぇ きぇいくうくうすっ. ╃ぇ くっ ゅけゃけさうき いぇ こけかいうすっ きせ いぇ ちは
かけしすくけすけ くう いょさぇゃっ – しなしすぇゃおうすっ ゃ くっゅけ ゅけゃけさはす しぇきう こけ しっぉっ しう.

こさうかうつぇて?

╇しおぇき ょぇ しう けしすぇくぇ
すぇおなゃ, おぇおなゃすけ しなき しう.

╃ゃっ ぇぉうすせさうっくすおう けす ╉ぇいぇくかなお しこっつっかうたぇ ゃぇせ-
つっさう いぇ ぉっいこかぇすくう てけそぬけさしおう おせさしけゃっ, おぇすっゅけ-
さうは ╁, ゃ けぉはゃっくぇすぇ けす けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ うくうちうぇすうゃぇ.  
〈けゃぇ しぇ ╋っかうしぇ ┿たきっょ ╀っおはさ, けすかうつくうつおぇ し せし-
こった 5,90 けす ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う ╋ぇさうは ╉けかっゃぇ ╂ぬけぉしぇかうっゃぇ けす ‶╂╊‶〈 ゃ ゅさぇょぇ. 
‶なさゃけくぇつぇかくけ うょっはすぇ くぇ 】っさっゃぇ, かのぉっいくけ 

こけょおさっこっくぇ けす 〉つっぉっく すさぇくしこけさすっく  ちっくすなさ „╇く-
すっさすせさし”, ぉっ っょうく ぇぉうすせさうっくす, こさう けこさっょっかっくう 
おさうすっさうう, ょぇ しこっつっかう ゃないきけあくけしす ぉっいこかぇすくけ ょぇ 
こけかせつう てけそぬけさしおぇ かのぉうすっかしおぇ おくうあおぇ.  
] ちっか こけ-てうさけおけ こけこせかはさういうさぇくっ う きぇおしうきぇか-

くぇ けぉっおすうゃくけしす, けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお こけ-
すなさしう こけきけとすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╇きっくくけ けす すはた 
すさはぉゃぇてっ ょぇ ぉなょぇす くぇこさぇゃっくう こさっょかけあっくうは-
すぇ いぇ ぇぉうすせさうっくす, おけえすけ ょぇ こけかせつう すけいう てぇくし.  
‶さっょかけあっくうはすぇ すさはぉゃぇてっ ょぇ しぇ いぇ ぇぉうすせさうっく-
すう し けすかうつっく せしこった, くぇゃなさてうかう 18 ゅけょうくう, けす 

] こけさっょうちぇ けす こさけはゃう, ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ しっょきうちう, ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“, ういゃっしすくぇ けとっ おぇすけ ╋ったぇくけすけ, けすぉっかはいぇ しゃけは 

90-ゅけょうてっく のぉうかっえ. 』っしすゃぇくっすけ せゃぇあうたぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう くぇ せつうかうとっすけ, しっゅぇ  ゃうょくう うくょせしすさうぇか-
くう おぇょさう う きっくうょあなさう ゃ さっゅうけくぇ, ぉういくっしきっくう, ぉうゃてう せつっくううちう,  こさっ-
こけょぇゃぇすっかう, くぇつっかけ し くぇえ-ょなかゅけゅけょうてくうは ょうさっおすけさ くぇ ぉうゃてうは ╋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“ うくあ. 》さうしすけ ╂なょっゃ. ]さっょ けそうちうぇかくうすっ 
ゅけしすう ぉっ う うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ょうさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ“ ゃ 
„┿さしっくぇか“, おぇおすけ う ぉうゃてうはす ょうさっお-
すけさ くぇ そうさきぇすぇ うくあ. ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, 
ゃないこうすぇくうお くぇ おぇいぇくかなておうは ╋ったけ-
くけすったくうおせき.
╁ さぇきおうすっ くぇ のぉうかっえくけすけ つっしすゃぇ-

くっ しっ こさけゃっょっ う しなしすっいぇくうっ - こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃけ おなき ぉなょっとうすっ すった-
くうちう. 〈っ すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす 
し せしすさけえしすゃけすけ くぇ ぇゃすけきぇす こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか“ う ょぇ しっ しなしすっ-
いぇゃぇす いぇ ゃさっきっ いぇ くっゅけゃけすけ さぇいゅかけ-
ぉはゃぇくっ う しゅかけぉはゃぇくっ.
′ぇえ-ょけぉさうすっ こけかせつうたぇ くぇゅさぇょう, 

けしうゅせさっくう けす „┿さしっくぇか“. 90-すぇすぇ しう ゅけょうてくうくぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ 
こけしさっぇとぇ し ういちはかけ けぉくけゃっくう しゅさぇょう, くけゃう おぇぉうくっすう, くけゃう しこっちうぇかくけ-
しすう う くけゃう ちっかう.

             „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╉╇╊ [╅′╅〉]ぇぃ[¨ ╅╆¨【】『¨╊〉【[¨ 』》╊ぁ╊]¨｠╅ ╇ 
[《〉[】『』╅ 〉╅ 《〈╆】╉』〈╅〉╅

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

しっきっえしすゃぇ し くうしなお しけちうぇかっく しすぇすせし うかう 
しうさぇちう, ぇょさっしくけ さっゅうしすさうさぇくう ゃ けぉとう-
くぇすぇ. ¨ぉとけ 6 こさっょかけあっくうは しぇ くぇこさぇゃっ-
くう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. ╁しうつおう 
すっ しぇ ぉうかう いぇ きかぇょっあう, けすゅけゃぇさはとう くぇ 
せしかけゃうはすぇ. 〈なえ おぇすけ ╋っかうしぇ う ╋ぇさうは しぇ 
ぉうかう し くぇえ-ゃうしけお う しさぇゃくうすっかくけ うょっくすう-
つっく せしこった ゃ せつうかうとっ, そうさきぇすぇ-ょぇさうすっか う 
けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお しぇ ゃいっかう  しこさぇ-
ゃっょかうゃけすけ さってっくうっ: ゃきっしすけ っょうく, ょゃぇ ょぇ 
しぇ ゃぇせつっさうすっ いぇ ぉっいこかぇすくうは てけそぬけさしおう 
おせさし. 
╁ぇせつっさうすっ くぇ ょゃっすっ ぇぉうすせさうっくすおう ぉはたぇ 

ゃさなつっくう くぇ おさぇすおぇ ちっさっきけくうは. ╃ゃっすっ きけ-
きうつっすぇ いぇこけつゃぇす けぉせつっくうっすけ しう こさっい のかう.       

             
 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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〈さうょっしっす ゅけょうくう けす しゃけっすけ しないょぇゃぇくっ けすぉっかはいぇ ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ いぇ すせさうしすうつっしおう 
こっしくう „╄たけ”. ぃぉうかっはす ぉっ けすこさぇいくせゃぇく くぇ 28 きぇさす ゃなゃ ╁けっくくうは おかせぉ し ぉけゅぇす こっ

しっくっく おけくちっさす し せつぇしすうっすけ くぇ ╃ぇきしおう すせさうしすうつっしおう たけさ „╀けあせさ” けす ゅさ. ╂. ¨さはたけゃう
ちぇ, ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „]っゃすけこけかうし” こさう つうすぇかうとっ „╇しおさぇ – 1860”, ]》 „]さっょくけゅけさしおう 
いゃせちう” – ]す. ╆ぇゅけさぇ, 《けかおかけさくけ すさうけ „╉ぇかうくぇ” う ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „┿おせしすうおぇ” – ]け
そうは. ╂けょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ ぉっ せゃぇあっくぇ けす おきっすぇ くぇ けぉ
とうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ′っくけ ╁かぇえおけゃ – ょっこせすぇす, きぇっしすさけ ╀けさうし ]すさうくしおう – いぇき. 
こさっょしっょぇすっか くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ すせさうしすうつっしおうすっ たけさけゃっ おなき ╀〈], ╅っかぬけ ╅っかっゃ 
– こさっょしっょぇすっか う ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ – しっおさっすぇさ くぇ 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さかけゃけ 
ゅくっいょけ” , ょうさうゅっくすう う たせょけあっしすゃっくう さなおけゃけょうすっかう くぇ ょさせゅう たけさけゃう しなしすぇゃう.
╁けおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ しっ しそけさきうさぇ けとっ こさっい 1985 ゅ. こけ うょっは くぇ ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ - すけ

ゅぇゃぇ しっおさっすぇさ くぇ 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „╀せいかせょあぇ” おなき „┿さしっくぇか”. ╁ないくうおくぇかぇ 
おぇすけ いぇゃけょしおう しぇきけょっっく おけかっおすうゃ, ゅさせこぇすぇ ぉなさいけ しっ さぇいさぇしすゃぇ う せすゃなさあょぇゃぇ おぇすけ 
っょくぇ けす くぇえ-こけこせかはさくうすっ, ういゅさぇあょぇえおう しゃけは しけぉしすゃっくぇ きせいうおぇかくぇ ゃういうは. ╇いおかの
つうすっかくぇ いぇしかせゅぇ いぇ すけゃぇ うきぇ くっえくうはす こさなゃ たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか ╃っつおけ ╀ぇ
おけっゃ. ╁ こなさゃうすっ ゅけょうくう たけさなす っ こけいくぇす おぇすけ „[ぇぉけすくうつっしおけ ったけ”. ‶さっい 1993 ゅ. 
しなしすぇゃなす こさっきうくぇゃぇ おなき 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ” う こさうっきぇ くけゃけ 
うきっ – ╂させこぇ いぇ すせさうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ”. ¨す 1997 ゅ. たけさうしすうすっ しぇ ゃっつっ つぇしす う けす 
しぇきけょっえくうすっ おけかっおすうゃう くぇ ╁けっくくうは おかせぉ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ういこけかいゃぇす  くっゅけゃぇすぇ 
ぉぇいぇ いぇ さっこっすうちうう う ういはゃう.

¨とっ けす こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ しゃけっすけ しないょぇゃぇくっ ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ しう  しないょぇゃぇ ぇゃすけ
さうすっす しさっょ しさけょくうすっ ゅさせこう おぇすけ つかっく くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ すせさうしすうつっしおうすっ たけさけゃっ ゃ 
╀なかゅぇさうは. 〈さぇょうちうけくくう しぇ せつぇしすうはすぇ うき ゃなゃ ゃしうつおう くぇちうけくぇかくう こっしっくくう こさぇいくうちう 
– „‶っしくうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは”, そっしすうゃぇかう くぇ すせさうしすうつっしおぇすぇ こっしっく ゃ ]す. ╆ぇゅけさぇ, ]ぇきけ
おけゃ, ‶かけゃょうゃ, ╂. ¨さはたけゃうちぇ, ゃ こさっしすうあくうは ]すぇさけこかぇくうくしおう しなぉけさ „╀ぇかおぇく そけかお” 
ゃなゃ ╁. 〈なさくけゃけ, ゃ ╋っあょせくぇさけょくうは そっしすうゃぇか くぇ すせさうしすうつっしおぇすぇ こっしっく „] こっしっく, 
こさうはすっかう”. 〈さぇょうちうけくくう しぇ せつぇしすうはすぇ う ゃ けぉとうくしおうすっ おせかすせさくう ういはゃう, ゅけょうてくうくう, 
くぇちうけくぇかくう う すせさうしすうつっしおう こっしっくくう こさぇいくうちう, こさぇいくうちう くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, 
こさっゅかっょう くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぇきけょっえくけしす う す.く.
′ぇえ-しなとっしすゃっくぇ っ ういはゃぇすぇ くぇ ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ ゃ こっしっくくうは こさぇいくうお „‶さっおさぇしくぇ 

しう, きうかぇ [けょうくけ”, おけえすけ すぇいう ゅけょうくぇ しなぉうさぇ いぇ 17-すう こなす くぇ 25 ぇこさうか ゃ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ -1860” たけさけゃう おけかっおすうゃう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ.
╆ぇ しゃけうすっ 30 ゅけょうくう ╁╂〈‶ „╄たけ” っ いぇゃけのゃぇかぇ きくけゅけ う こさっしすうあくう くぇゅさぇょう. ′ぇえ-ちっ

くっくう けす すはた しぇ きっょぇか „┿かっおけ” くぇ ╀〈], くぇゅさぇょぇ くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ すせさうしすうつっしおうすっ 
たけさけゃっ ゃ ╀なかゅぇさうは – „《うかうこ ┿ゃさぇきけゃ” こさっい 2006 ゅ., ょゃっすっ しこっちうぇかくう くぇゅさぇょう - くぇ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う ゃけょうすっ けす 2002 ゅ. う くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ けす 2004 ゅ. ╂させこぇすぇ しっ ゅけさょっっ う し くぇゅさぇょうすっ けす ╋っあょせくぇさけょくうは そっし
すうゃぇか „] こっしっく, こさうはすっかう” う くぇ „╀ぇかおぇく そけかお”. ‶さっい 2002, 2003 う 2005 ゅ. しなしすぇゃなす 
いぇゃけのゃぇ ゃすけさぇ う すさっすぇ くぇゅさぇょぇ けす せつぇしすうっすけ ゃ こさっゅかっょうすっ くぇ かのぉうすっかしおけすけ たせょけ
あっしすゃっくけ すゃけさつっしすゃけ くぇ ゃけっくくうすっ おかせぉけゃっ.
╆ぇ きせいうおぇかくけすけ う こっゃつっしおけ ういさぇしすゃぇくっ くぇ ゅさせこぇすぇ いぇしかせゅう うきぇ う くぇしすけはとうはす きせ

いうおぇかっく さなおけゃけょうすっか ╁ぇかっくすうく 〉いせくけゃ, つうえすけ いぇさぇいうすっかっく すゃけさつっしおう いぇさはょ きけ
すうゃうさぇ ゃしうつおう, おぇすけ こさうょぇゃぇ くぇ ゃしはおけ ういこなかくっくうっ ぇすさぇおすうゃくけしす う くっこけゃすけさうきぇ 
っきけちうは.
╃くっし さっこっさすけぇさなす くぇ たけさぇ ゃないかういぇ くぇ くぇょ 100 こっしくう けす さぇいかうつくう あぇくさけゃっ. ╁け

おぇかくぇすぇ ゅさせこぇ っ しなしすぇゃっくぇ けす くぇしすけはとう う ぉうゃてう ぇさしっくぇかちう し さぇいかうつくう こさけそっしうう, 
すったくう こさうはすっかう う しなきうてかっくうちう, けぉっょうくっくう けす かのぉけゃすぇ おなき かのぉうすっかしおけすけ こっしっくくけ 
ういおせしすゃけ.
′ぇ ゃしうつおう つかっくけゃっ くぇ ╁╂〈‶ „╄たけ”– ′┿ ╋′¨╂┿ぅ ╊╄〈┿ う くけゃう すゃけさつっしおう いぇゃけっゃぇくうは!

╋ぇさうぇく ′っくおけゃ

„╅『』╊〉╅]” 〉╅》『╅╇¨ ╉╅『╊〉¨╊...
╁けっくくうはす きうくうしすなさ しなけぉとう, つっ っ さぇいこけさっょうか けさゅぇくういうさぇくっすけ くぇ しっきう-

くぇさう しかっょ こけしかっょくうすっ うくちうょっくすう ゃ ╇ゅぇくけゃけ. “】っ くぇこさぇゃは けとっ っょくぇ しすなこ-
おぇ, おぇすけ こさっょかけあぇ う こさけきっくう 
ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ しなたさぇくはゃぇくっすけ 
くぇ ぉけっこさうこぇしうすっ. ╇ょっはすぇ きう 
っ ゃしうつおう, おけうすけ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し すけゃぇ, ういゃなく ぇさきうはすぇ - しかせ-
あうすっかう くぇ つぇしすくう そうさきう う 
ょなさあぇゃくう ょさせあっしすゃぇ, しなとけ 
ょぇ こさっきうくぇす すぇおうゃぇ けぉせつっ-
くうは しさっとせ いぇこかぇとぇくっ, おぇいぇ 
きうくうしすなさ ′っくつっゃ.
╁けっくくうすっ しこっちうぇかうしすう とっ 

きけゅぇす ょぇ ゅう けぉせつぇす ゃなゃ ゃけっく-
くうすっ そぇおせかすっすう, うかう こなお きけ-

ぉうかくう ゅさせこう し うくしすさせおすけさう とっ こけしっすはす しおかぇょけゃっすっ う つぇしすくう そうさきう.
]っきうくぇさうすっ とっ しぇ 30-40 - ょくっゃくう う ゃしっおう, おけえすけ ゅう いぇゃなさてう, とっ こけかせ-

つぇゃぇ しこっちうぇかっく しっさすうそうおぇす. “′っ きけあっき ょぇ こさぇゃうき こけゃっつっ おけきこさけきうしう 
しなし しうゅせさくけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ”, ょけこなかくう  きうくうしすなさなす くぇ けすぉさぇくぇすぇ.

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

╉╅‶【╊ ぃ╅〉』 〉╅ ╈《]╊〈¨【╊!
╇きぇ こさけゅさぇきう, くけ  しさっょしすゃぇすぇ こけ すはた 

くっ しっ せしゃけはゃぇす, いぇはゃう くぇ  しゃけえ さっょ 
っゃさけょっこせすぇすおぇすぇ ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ. ‶さう-
つうくうすっ いぇ  すけゃぇ しぇ きくけゅけ, おぇすけ っょくぇ 
つぇしす けす すはた しっ ょなかあう くぇ そぇおすぇ, つっ 
しすさぇくぇすぇ くう くっ っ つかっく くぇ っゃさけいけくぇ-
すぇ う かうたゃうすっ こけ おさっょうすうすっ いぇ ぉういくっしぇ  
せ くぇし しぇ ゃ こなすう こけ-ゅけかっきう けす すっいう ゃ 

しすさぇくうすっ けす ╄], つかっくけゃっ くぇ ╄ゃさけいけ-
くぇすぇ, う くぇ こさぇおすうおぇ くはきぇ くけさきぇかくけ 
おさっょうすうさぇくっ. 〈けゃぇ ょけこなかくうすっかくけ いぇ-
すさせょくはゃぇ ぉういくっしぇ. ‶けかせつぇゃぇ しっ けきぇ-
ゅぬけしぇく おさなゅ, ゃ おけえすけ けす っょくぇ しすさぇくぇ 
うきぇ こぇさう, おけうすけ くっ しっ せしゃけはゃぇす, ぇ けす 
ょさせゅぇ - うきぇ そうさきう し ゃないきけあくけしすう, 
おけうすけ ぉうたぇ せしゃけはゃぇかう きくけゅけ こけゃっつっ, 
くけ いぇさぇょう けぉとうは くうしなお こさけちっくす くっ 
きけゅぇす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす, いぇはゃう っゃさけ-
ょっこせすぇすおぇすぇ. ‶け 100 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
きっしっち, きっしっち う こけかけゃうくぇ, しっ ゃかぇゅぇす 
ゃ „┿さしっくぇか” いぇ こけょけぉさはゃぇくっ せしかけゃう-
はすぇ くぇ すさせょ, ぇ っゃさけこっえしおうすっ こさけゅさぇ-
きう そうくぇくしうさぇす う けすこせしおぇす ょけ 30% けす 
くせあくうすっ しせきう, おけっすけ っ ういおかのつうすっかくけ 
きぇかおけ, いぇはゃう こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ 
ぅくおけ  ╉けしすぇょうくけゃ – ょうさっおすけさ こけ うおけ-
くけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”. 
╇きぇ さぇいさぇぉけすっくう しすぇあぇくすしおう こさけ-

ゅさぇきう, くけ うくすっさっしなす くぇ きかぇょうすっ たけさぇ 
おなき すはた っ きぇかなお, いぇはゃう ‶ぇせくけゃぇ こさっょ 
こけゃっつっ けす 60 こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉうい-
くっしぇ ゃ  ╉ぇいぇくかなお. ] ちっか ょぇ しっ こけゃうてう 
う くうゃけすけ くぇ おけきこっすっくすくけしす こけ けすくけ-
てっくうっ くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ せきっくうは 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ  きかぇょっあう, くせあくう いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ  うおけくけきうおぇ, っゃさけょっこせ-
すぇすおぇすぇ こさっょしすぇゃう しすぇさすうさぇかぇすぇ くぇ 
16-すう ぇこさうか すぇいう  ゅけょうくぇ うくうちうぇすう-
ゃぇ „¨ぉさぇいけゃぇくうっ ╀なかゅぇさうは 2030“. ╁ 
くっは, けしゃっく しぇきぇすぇ ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ, しぇ 
ゃおかのつっくう いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけきうしうは ぃさおう ╉ぇ-
すぇえくっく, ゃうちっこさっきうっさうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは 
〈けきうしかぇゃ ╃けくつっゃ う ╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく う 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ くぇょ 40 けさゅぇくういぇ-
ちうう. ¨しくけゃくうすっ ぇしこっおすう ゃ ょっえくけしすすぇ 
くぇ すぇいう うくうちうぇすうゃぇ しぇ おぇつっしすゃっくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, おぇつっしすゃっくう こさっこけょぇゃぇ-
すっかう う こけゃっつっ こさっょこさうっきぇつっしおう ょせた. 

〉けさそしあこ ¨いとのかう:

╀なかゅぇさしおうはす こさっょしすぇゃうすっか ゃ ╄‶ けす 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄′‶ ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ こさっょ-
しすぇゃう そうくぇくしうさぇくっすけ し っゃさけこっえしおう 
しさっょしすゃぇ う くけゃうすっ ゃないきけあくけしすう, おけう-
すけ とっ こさっょかけあう こかぇくなす いぇ うくゃっしすう-
ちうう „ぃくおっさ“. ]さっょ けぉしなょっくうすっ すっきう 
ぉっ ゃぇあくけしすすぇ くぇ ょせぇかくけすけ けぉせつっくうっ 
う こさけそっしうけくぇかくうすっ しすぇあけゃっ, し けゅかっょ 

う い ゅ さ ぇ あ -
ょぇくっすけ くぇ 
せ し すけえつう -
ゃう ゃさない-
おう きっあょせ 
けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ, くぇ-
せおぇすぇ う 
ぉういくっしぇ. 
‶さっょしすぇ-

ゃうすっかうすっ 
くぇ ぉういくっ-
しぇ しこけょっ-
かうたぇ, つっ 
か う こ し ぇ す ぇ 
くぇ おゃぇかう-
そ う ち う さ ぇ -
くう おぇょさう 
し な い ょ ぇ ゃ ぇ 
こさっつおう いぇ 
さぇいゃうすうっ-
すけ くぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ. 
]さっょ ちっ-

かうすっ ゃ ょっえくけしすすぇ くぇ っゃさけょっこせすぇすぇ っ 
しすぇあけゃっすっ ょぇ しすぇくぇす いぇょなかあうすっかくぇ 
つぇしす けす けぉさぇいけゃぇくうっすけ くぇ っゃさけこっえしおけ 
くうゃけ. 〈は ぇおちっくすうさぇ ゃなさたせ ゃさないおぇすぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっ-ぉういくっし, おけはすけ しないょぇゃぇ  
おゃぇかうそうちうさぇくう きかぇょう しこっちうぇかうしすう, 
おけうすけ ょぇ けすゅけゃぇさはす くぇ くせあょうすっ くぇ 
ぉういくっしぇ けす すけつくけ すぇおうゃぇ おぇょさう. 
╁ さぇきおうすっ くぇ しゃけはすぇ ゃういうすぇ ゃ ╉ぇいぇく-

かなお っゃさけょっこせすぇすなす ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ しっ 
しさっとくぇ う し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ  „╋+] 
》うょさぇゃかうお“ ┿╃. 《うさきぇすぇ っ けすかうつっくぇ 
いぇ „[ぇぉけすけょぇすっか くぇ 2014 ゅけょうくぇ“ けす 
┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ おなき ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけ-
かうすうおぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ し こさっょしすぇゃう-

すっかうすっ くぇ ぉういくっしぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 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” 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こさっょかけあう ぉなかゅぇさ-
しおうはす こさっょしすぇゃうすっか ゃ ╄‶ ょぇ うくうちう-
うさぇ  いぇおけくけょぇすっかくぇ こさけきはくぇ, おけはすけ 
ょぇ くぇこさぇゃう はしくけ けすかうつぇっきう くけきっさぇすぇ 
くぇ ぇゃすけきけぉうかうすっ いぇ うくゃぇかうょう - ちゃっ-
すけゃけ, う こけ すけいう くぇつうく ょうさっおすくけ ょぇ 
しっ うょっくすうそうちうさぇす くぇさせてうすっかうすっ くぇ 
こさぇゃうかぇすぇ いぇ こぇさおうさぇくっ. „╆ぇこけつくっすっ 
けす ╀なかゅぇさうは, ゃくっしっすっ こさっょかけあっくうっ-
すけ, かっしくうはす くぇつうく いぇ おけくすさけか っ しなし 
いぇおけく, すさせょくうはす っ ょぇ しう こさけきっくうき 
きぇくすぇかうすっすぇ“, おぇいぇ くぇ っゃさけょっこせすぇす-
おぇすぇ  ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
╉ぇすけ „うくすっさっしくぇ うょっは” けこさっょっかう すけゃぇ 
こさっょかけあっくうっ こさっょしすぇゃうすっかおぇすぇ くう ゃ 
╄‶ う ういさぇいう すっいぇすぇ, つっ きけあっ ぉう ちゃっ-
すけゃけすけ うょっくすうそうちうさぇくっ くぇ くけきっさぇすぇ 
くぇ ぇゃすけきけぉうかうすっ いぇ うくゃぇかうょう とっ っ 
こけ-かっしくけ ょぇ しっ しかせつう くぇ くぇちうけくぇかくけ  
くうゃけ. 

              „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

Ева Паунова се срещна 

с ръководството на 

“М+С Хидравлик”
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╀かういけ 80 きけきつっすぇ けす さぇくくぇ ょけ 15-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす 
すうつぇす こけ すっさっくぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく ゃ 4-すっ そせすぉけか-
くう ゅぇさくうすせさう, おけうすけ すけいう しっいけく しなぉうさぇす ゃしっ こけゃっつっ 
こせぉかうおぇ ゃ しなぉけすくうすっ う くっょっかくう きぇつけゃっ, ょけきぇおうく-
しすゃぇくう けす  3-すっ けすぉけさぇ  し きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか“. ╋っしっち 
こさっょう おさぇは くぇ こなさゃっくしすゃけすけ けすぉけさうすっ くぇ ょっちぇすぇ,  
こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ う きかぇょてぇすぇ ゃないさぇしす, しすけはす ゃ おかぇ-
しうさぇくっすけ こかなすくけ いぇょ けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ“ う ょけさう うきぇす 
てぇくしけゃっ ょぇ けゅかぇゃはす すぇぉかうちぇすぇ ゃ おさぇは くぇ くぇょこさっゃぇさぇ-
すぇ, おぇいゃぇ きかぇょうはす すさっくぬけさ ┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ, おけえすけ 
っ いぇ こなさゃぇ ゅけょうくぇ ゃ すさっくぬけさしおうは とぇぉ くぇ „┿さしっくぇか“. 
‶けおぇくっく っ しかっょ  けすすっゅかはくっすけ くぇ ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ – こけ  
いょさぇゃけしかけゃくう こさうつうくう, しかっょ おさぇは くぇ きうくぇかけゅけょうて-
くうは しっいけく. ¨ぉとぇすぇ さぇぉけすぇ しなし ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ 
けこさっょっかっくけ しっ たぇさっしゃぇ くぇ ┿すぇくぇし. 〈けえ ゃっつっ っ けすおさうか 
うしおさっくぇすぇ さぇょけしす けす けぉせつっくうっすけ くぇ ょっちぇ, おけはすけ, こさう-
いくぇゃぇ, つっ ゅけ いぇさっあょぇ し こけいうすうゃういなき う ょけぉさう けつぇおゃぇ-
くうは いぇ おさぇえくうは さっいせかすぇす. 

]こけさすなす ういゅさぇあょぇ たぇさぇお
すっさぇ, せつう ょっちぇすぇ くぇ ょうしちう
こかうくぇ う うき ょぇゃぇ ちっくくう おぇ
つっしすゃぇ – せしすけえつうゃけしす こさう 
さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきうすっ, 
しうかぇ くぇ ょせたぇ“, おぇすっゅけさうつっく 
っ  ┿こけしすけかけゃ. 〈けえ こさういくぇ

ゃぇ: “]こけさすなす きっ っ ういゅさぇょうか 
おぇすけ つけゃっお“. ╁ しゃけうすっ っょゃぇ  
25  ゅけょうくう きかぇょうはす すさっくぬけさ 
ゃっつっ っ けこうすぇか けす しこけさすくぇすぇ 
しかぇゃぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくうは 
そせすぉけか  – すけえ っ つぇしす けす しなし
すぇゃぇ くぇ „╀っさけっ“, しこっつっかうか 
╉せこぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは こさっい 
2010-すぇ, うゅさぇか っ ゃ ╋かぇょっあ
おうは う ぃくけてっしおうは くぇちうけくぇ
かっく けすぉけさ, うきぇ 50 きぇつぇ ゃ 
„┿“ [《╂ う 40 ゃ „╀“- ゅさせこぇすぇ. 
』っすうさう う こけかけゃうくぇ ゅけょうくう っ 
ゃ きなあおうは けすぉけさ  くぇ „╀っさけっ“. 
┿すぇくぇし っ うゅさぇか ゃ „┿さしっくぇか“, 
しっゅぇ けす ょゃっ ゅけょうくう っ ゃ しなし
すぇゃぇ くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“. ¨す 
きぇかなお さうすぇ こけ しすぇょうけくうすっ 
– くぇつぇかけすけ っ ゃ すけゅぇゃぇてくぇすぇ 
„【うこおぇ“, けしくけゃぇくぇ けす ╋ぇさう
ぇく ′っょおけゃ. 〈ぇき すさっくうさぇ こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 〈っくつけ ╉う
さはおけゃ. ‶けしかっ -  ゃ „[けいうすっ“, 
こさう ╉ぇきっく ‶っすおけゃ. „]すさぇくくけ 
っ, つっ くはおけゅぇてくうはす きう すさっ
くぬけさ ‶ったかうゃぇくけゃ しっゅぇ きう っ 
おけかっゅぇ. ′け っ せょけゃけかしすゃうっ 
ょぇ さぇぉけすうき いぇっょくけ“, おぇいゃぇ 
┿こけしすけかけゃ. ¨しゃっく つっ うゅさぇっ 
う さぇぉけすう おぇすけ すさっくぬけさ, すけえ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ せつう. ]かっょ 
ぉぇおぇかぇゃなさしおぇすぇ しすっこっく  こけ 
しすけこぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ けす 
╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさ
しうすっす ┿すぇくぇし ょけこなかゃぇ けぉさぇ
いけゃぇくうっすけ しう ゃ ′ぇちうけくぇかくぇ
すぇ すさっくぬけさしおぇ ておけかぇ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ っ ういゅさぇょうか しこけさすなす,  
しっ ょけこなかゃぇ けす うおけくけきうつっ
しおうすっ いくぇくうは, おけうすけ きかぇ
ょうはす そせすぉけかうしす  いぇこけつゃぇ 
ょぇ すさせこぇ けとっ ゃ 〈なさゅけゃしおぇ
すぇ ゅうきくぇいうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ
さぇ. „]なゃっすゃぇきっ ょっちぇすぇ けす 
ておけかぇすぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす ゃ 
しこけさすぇ, くけ ょぇ ょけこなかゃぇす ゃない
きけあくけしすうすっ しう う しなし いくぇくうは 
ゃ ょさせゅう けぉかぇしすう, いぇ ょぇ うきぇす 
こけゃっつっ てぇくしけゃっ ゃ あうゃけすぇ“, 
おぇいゃぇ ┿こけしすけかけゃ. ╃けぉさぇ
すぇ かうつくぇ そけさきせかぇ いぇ くっゅけ 
っ: ╃けぉさけ せつうかうとっ う しこけさす 
ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ. ‶けつ

╇  „╅『』╊〉╅]“ ¨〈╅〈╊ ╇』¨ぁ[《

げí £ÑëíçñöÜ çó!
[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 つっすゃなさすなお:  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.

》『╊¨′╆『╅｠╅ ]╅]╊╇, 
》¨』[《╇╅ 』ぇぅ《 

╉《 2 〈╅‶ ぅ╊ 『╅╆《【¨〈 
′╅ ╉ぇ『╋╅╇╅【╅

′╅ ╆《][╅【╅ ╇ ′ぇ╆《]╊ぁ╊〉¨╊【《 
╀けかおぇすぇ  っ さっぇおちうは くぇ 

けさゅぇくういきぇ, おけはすけ ゃ こけ-
ゃっつっすけ しかせつぇう しうゅくぇかういう-
さぇ いぇ くぇしすなこうかう こさけきっくう 
ゃ くっゅけ, おけうすけ くぇさせてぇゃぇす  
くけさきぇかくうすっ きせ そせくおちうう. 
╆ゃせつう こぇさぇょけおしぇかくけ, くけ 
あうゃけすなす ぉっい ぉけかおぇ ぉう ぉうか 

くっきうしかうき. ╇いこうすゃぇくっすけ くぇ 
ぉけかおぇ ちっかう けすたゃなさかはくっ くぇ 
ゃしうつおけ, おけっすけ いぇしすさぇてぇ-
ゃぇ あういくっくうは こさけちっし う ぉう 
くぇさせてうかけ さぇゃくけゃっしうっすけ ゃ 
けさゅぇくういきぇ.
¨しけぉっくけ ういけしすさっくぇ っ 

つせゃしすゃうすっかくけしすすぇ くう くぇ 
ぉけかおぇ こさう こさけぉかっきう しなし 
いなぉうすっ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
おさうゃけさぇいぉさぇくうはす しすさぇた けす 
こけしっとっくうっ こさう しすけきぇすけかけゅ 
くう おぇさぇ ょぇ ういょなさあぇきっ くぇ 
ゃうしけおう くうゃぇ くぇ すけいう ょうし-
おけきそけさす, おけえすけ, けしゃっく そう-
いうつっしおう, ゃ っょうく きけきっくす 
しすぇゃぇ う こしうたうつっしおう.

《ういうつっしおぇ ぉけかおぇ
╁ かうちっゃけ-つっかのしすくぇすぇ けぉ-

かぇしす ぉけかおぇすぇ  くぇえ-つっしすけ 
ゃないくうおゃぇ こさう      いぇぉけかは-
ゃぇくっ くぇ すゃなさょうすっ いなぉくう 
すなおぇくう う すったくうすっ せしかけあくっ-
くうは. 
╆なぉくうはす おぇさうっし っ っょくけ 

けす くぇえ-さぇいこさけしすさぇくっくうすっ 

いぇぉけかはゃぇくうは. ]こけさっょ ょけ-
おかぇょ くぇ っおしこっさすくぇ おけきうしうは 
おなき ╀なかゅぇさしおう いなぉけかっおぇさ-
しおう しなのい, いぇぉけかっゃぇっきけしすすぇ 
けす おぇさうっし ゃ ╀なかゅぇさうは  ゃなゃ 
ゃないさぇしすすぇ ょけ 18 ゅ. っ 72%., 
ぇ きっあょせ 18 う 60 ゅ. っ 93%. 
¨しすぇゃっく ぉっい かっつっくうっ, おぇさう-

っしなす ゃけょう ょけ こせかこうすう う こぇ-
さけょけくすうすう う ぇぉしちっしう, おけう-
すけ しぇ くぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ 
こさうつうくう いぇ いぇゅせぉぇ くぇ いなぉう. 
‶けょけぉくう しなしすけはくうは しっ しな-
こさけゃけあょぇす  しなし しこっちうそうつくぇ  
そういうつっしおぇ ぉけかおぇ, おけはすけ  っ 
こけおぇいぇすっか いぇ ゃうょぇ せゃさっあょぇ-
くっ くぇ いなぉぇ. ╀けかおぇ けす しすせょっ-
くけ, すけこかけ, しかぇょおけ う おうしっかけ 
っ こけおぇいぇすっか いぇ せゃさっあょぇくっ 
くぇ すゃなさょうすっ いなぉくう すなおぇくう. 
╁ しかせつぇえ,  つっ くっ しっ ゃいっきぇす 
くっけぉたけょうきうすっ きっさおう, せゃ-
さっあょぇくっすけ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ 
う しっ いぇしはゅぇ くっさゃなす  くぇ いなぉぇ. 
《ういうつっしおう しうきこすけき いぇ すけゃぇ 
っ けしすさぇ しこけくすぇくくぇ ぉけかおぇ, 
おけはすけ ゃ くぇつぇかけすけ っ おさぇすおけ-
すさぇえくぇ, こけしかっょゃぇくぇ けす ょなか-
ゅう さっきうしうう. ¨しすぇゃっくぇ ぉっい 
かっつっくうっ, こさっきうくぇゃぇ ゃ けしすさぇ 
ょなかゅけすさぇえくぇ ぉけかおぇ /けおけかけ 2 
つぇしぇ/,  おけはすけ こなお っ  しかっょゃぇくぇ 
けす  おさぇすおけすさぇえくう さっきうしうう.
 ‶さう すぇおぇゃぇ ぉけかおぇ, こさう こけ-

かけあっくうっ, つっ くっ っ ゃないきけあ-

2-さう きぇえ っ しぇおさぇかくぇすぇ 
ょぇすぇ, ゃ おけはすけ  すぇいう ゅけょう-
くぇ とっ しこさっき ょぇ さぇぉけすうき いぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ う とっ いぇこけつくっき 
ょぇ さぇぉけすうき いぇ しっぉっ しう う 
しっきっえしすゃぇすぇ しう. ╇くぇつっ おぇ-
いぇくけ: ょけ すぇいう ょぇすぇ ゃしうつおう 
くぇてう ょけたけょう, おけうすけ こさうょけ-
ぉうっき けす  すさせょけゃう こさぇゃけけす-
くけてっくうは, とっ しぇ ゃしなとくけしす 
ゅけょうてくうはす さぇいきっさ, おけえすけ 
とっ こかぇすうき いぇ ょぇくなちう くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ. 〈けいう ょっく うおけ-
くけきうしすうすっ こけ しゃっすぇ くぇさう-
つぇす „しゃけぉけょっく けす ょなさあぇゃぇ-
すぇ  ょっく” - Tax Freedom Day, 
おぇおすけ っ ういゃっしすっく こけ しゃっすぇ. 
〈けえ っ さぇいかうつっく いぇ さぇいかうつ-
くうすっ ょなさあぇゃう, ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす ょぇくなつくぇすぇ すっあっしす う ょけ-
たけょうすっ, おけうすけ しっ こけかせつぇゃぇす 
けす ゅさぇあょぇくうすっ. 
╃ぇすぇすぇ  しなとけ っ  そうゅせさぇ-

すうゃくぇ, おぇすけ こけおぇいゃぇ おけゅぇ 
ょなさあぇゃくぇすぇ たぇいくぇ とっ しっ 
こけこなかくう, ぇおけ ゃしうつおけ ういさぇ-
ぉけすっくけ ぉなょっ きけきっくすぇかくけ 
ういいっきゃぇくけ.  
┿おけ こさけょなかあうき しなし しうきゃけ-

かうつくぇすぇ しきっすおぇ, すけ けす 2 ょけ 
13 きぇえ ょぇくなおけこかぇすちうすっ とっ 
ぉなょぇす くぇゅかっょ „けしゃけぉけょっくう” 
けす さぇぉけすぇ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ, くけ 
こさぇおすうつっしおう すけゃぇ とっ ぉなょぇす 
ょくう, おけうすけ さぇくけ うかう おなしくけ 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす けすさぇぉけ-
すっくう ゃ こけかいぇ くぇ ぉのょあっすぇ. 
〈っいう 11 ょくう くぇ しゃけっけぉさぇい-

くぇ こけつうゃおぇ たぇさぇおすっさういう-
さぇす ぉのょあっすくうは ょっそうちうす いぇ 
2015 ゅ., しっ おぇいゃぇ ゃ ういしかっょ-
ゃぇくっすけ くぇ ╇くしすうすせすぇ いぇ こぇ-
いぇさくぇ うおけくけきうおぇ /╇‶╇/.

 ]ゃけぉけょくうはす けす ょなさあぇ-
ゃぇすぇ ょっく しっ ういつうしかはゃぇ こけ 
しさぇゃくうすっかくけ こさけしすぇ きっ-
すけょけかけゅうは: 

しなこけしすぇゃはす しっ こさうたけょうすっ ゃ 
おけくしけかうょうさぇくうは ぉのょあっす くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ, /ぉっい こけきけとうすっ/ 
しこさはきけ ╀╁‶ くぇ しすさぇくぇすぇ. 
╆ぇ ちっかすぇ しっ ういこけかいゃぇす しぇきけ 
けそうちうぇかくう ょぇくくう うかう こさけゅ-

くけ  ゃっょくぇゅぇ ょぇ しっ こけしっ-
すう しすけきぇすけかけゅ, っ ょけぉさっ ょぇ 
しっ こさうっきぇす くっくぇさおけすうつくう 
ぇくぇかゅっすうちう おぇすけ: ╃けかけさっく -  
すぇぉかっすおう, ′せさけそっく 《っきうくぇ 
《けさすっ,  ′せさけそっく ╄おしこさっし 
《けさすっ. ‶さう ぉけかおぇ う くぇかう-
つうっ くぇ すっきこっさぇすせさぇ: ┿くぇか-
ゅうく -すぇぉかっすおう, ぇきこせかう う 
おぇこしせかう, ╃うぇかゅうく ょあせくうけさ 
- こさぇたつっすぇ いぇ ょっちぇ こさう ぉけか-
おぇ, しなこさけゃけょっくぇ し こけゃうてっ-
くぇ すっきこっさぇすせさぇ, 《さって┿か-
ゅうく - そうかきうさぇくう すぇぉかっすう, 
こけょたけょはとう こさう ぉけかおぇ, こさう 
くっっそうおぇしくけしす くぇ ょさせゅうすっ 
しさっょしすゃぇ. ╋けあっ ょぇ しっ ゃいっ-
きぇす しなとけ う ]けかこぇょっうく - 
さぇいすゃけさうきう すぇぉかっすう, ┿くゅっ-
すけこ – すぇぉかっすう - こさう ぉけかおぇ 
う すっきこっさぇすせさぇ, ╇ぉせこさけそっく 
こけかそぇ, ‶ぇさぇちっすぇきけか, ┿かゅけ-
いけく う ょさせゅう. 
¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ 

かうこしぇ くぇ こけしっとっくうっ ゃ いな-
ぉけかっおぇさしおうは おぇぉうくっす っ 
こしうたうつっしおぇ ぉけかおぇ, しなこさけ-
ゃけあょぇとぇ こけつすう ゃうくぇゅう 
そういうつっしおぇすぇ, う くぇかうつうっ 
くぇ っきけちうけくぇかっく  そぇおすけさ – 
しすさぇたなす けす ぉけかおぇ.
]なゃさっきっくくぇすぇ ょっくすぇかくぇ 

きっょうちうくぇ こさっょかぇゅぇ さっょうちぇ 
ゃないきけあくけしすう いぇ こけゃかうはゃぇ-
くっ くぇ こしうたうつっしおぇすぇ ぉけか-
おぇ う しすさぇたぇ. 〈っ けぉぇつっ しぇ ゃ 
おけきこっすっくちうはすぇ くぇ かっおぇさは 
こけ ょっくすぇかくぇ きっょうちうくぇ う 
くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こさうかぇゅぇす けす 
こぇちうっくすぇ おぇすけ しぇきけかっつっ-
くうっ. ‶なさゃけすけ こけしっとっくうっ 
ゃ いなぉけかっおぇさしおうは おぇぉうくっす, 
こけ こさっちっくおぇ くぇ かっおぇさは こけ 
ょっくすぇかくぇ きっょうちうくぇ, きけあっ 
ょぇ ぉなょっ うくそけさきぇすうゃくけ う 
ょぇ ょけゃっょっ ょけ ういこうしゃぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ いぇ こけゃかうはゃぇくっ くぇ 
しすさぇたぇ, ぇ  しぇきけすけ かっつっくうっ, 
こさけゃっあょぇくけ し きっしすくぇ せこけえ-
おぇ, っ ゅぇさぇくちうは いぇ かうこしぇ くぇ 
ぉけかおぇ こけ ゃさっきっ くぇ かっつっくうっ. 

 
╃-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ - 

しすけきぇすけかけゅ ゃ  ╋っょうちうく-
しおう ちっくすなさ „┿さしっくぇか” 

╊うょっさなす くぇ しうくょうおぇか-
くぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╉〈 

„‶けょおさっこぇ” ゃ „┿さしっくぇか” ╊の-
ぉけきうさ ╊ぇかっゃ ぉっ こさっういぉさぇく 
いぇ くけゃ 4-ゅけょうてっく きぇくょぇす 
おぇすけ いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ][] くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ“ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しすぇくぇ くぇ 
こさけゃっょっくぇすぇ 10-すぇ さっょけゃくぇ 
さっゅうけくぇかくぇ けすつっすくけ-ういぉけさくぇ 
おけくそっさっくちうは.  ╆ぇ 6-すう 4-ゅけ-
ょうてっく きぇくょぇす いぇ こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ][] くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ こさっういぉさぇくぇ 
『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ.
╁ さっゅうけくぇかくけすけ さなおけゃけょ-

しすゃけ くぇ しうくょうおぇすぇ ゃかういぇす けとっ: さっゅうけくぇかくうすっ しっおさっすぇさう 
╁っかうつおぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす いぇゃけょ 3 くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, ╁ぇしうかおぇ ‶ぇ-
くぇえけすけゃぇ – こさっこけょぇゃぇすっか, ╃ぇくうっかぇ ┿こけしすけかけゃぇ けす  „╋+] 
》うょさぇゃかうお” ┿╃ う ╇ゃぇく ‶なさかっゃ けす „╉ぇこさけくう”┿╃. 
《けさせきなす ぉっ せゃぇあっく けす おけくそっょっさぇすうゃくうは しっおさっすぇさ ┿かっお-

しぇくょなさ ╆ぇゅぇさけゃ, ╇ゃぇく ╊っくおけゃ けす ╀]╉, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
╀〈‶‶, くぇ ╉′]╀ う ょさせゅう  けさゅぇくういぇちうう. ╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  しなとけ せゃぇあう おけくそっさっくちうはすぇ くぇ 
╉〈 „‶けょおさっこぇ”. ╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう すは せゃっさう しうくょうおぇかくうすっ 
ぇおすうゃうしすう う つかっくけゃっ, つっ きけゅぇす ょぇ さぇいつうすぇす くぇ こぇさすくぬけさしすゃけ 
う しなょっえしすゃうっ こさう さってぇゃぇくっ くぇ しうくょうおぇかくう こさけぉかっきう, こけ 
こさうかぇゅぇくっすけ くぇ ╉〈╃ う さってぇゃぇくっ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ. 

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

》そ-いそえあてけてか はか ちあいそてみて くあ せかみ おそ 
つちかおあてあ せあ しみてそてそ, あ てかくけ „せあ つけうそ” 

- すせそえそ たちかおけ 2-ちけ すあこ

【ちかせへそちひて
╅たそつてそしそう:

すう ょゃせつぇしけゃうすっ すさっくうさけゃ
おう くぇ ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく 
くはきぇ おぇお ょぇ こさっつぇす くぇ ょっ
ちぇすぇ ょぇ しっ ゅけすゃはす いぇ せつう
かうとっ, おぇいゃぇ ┿すぇくぇし, つうっすけ 
ゃさっきっ っ けすかうつくけ こけょさっょっくけ 
ゃ ぇくゅぇあうきっくすうすっ: “[けいう

すっ“ – „┿さしっくぇか“ – 【おけかぇすぇ 
ゃ ]けそうは. ′はおけう けす ょっちぇすぇ 
うきぇす う ょさせゅう いぇくうきぇくうは いぇ 
しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ – たけょはす 
くぇ すぇくちう, ぇくゅかうえしおう... “′うっ 
しきっ くぇえ-けとっすっくうすっ, いぇとけすけ 
きけきつっすぇすぇ けぉうつぇす ょぇ うょゃぇす 
くぇ しすぇょうけくぇ う おけゅぇすけ さってぇす 
ょぇ ゅう くぇおぇいゃぇす, さけょうすっかうすっ 
ゅう かうてぇゃぇす けす くぇえ-かのぉう
きけすけ – そせすぉけかぇ“, しこけょっかは 
きかぇょうはす くぇしすぇゃくうお. „‶け-
ぇきぉうちうさぇくうすっ う くぇたなしぇくう
すっ せしこはゃぇす, こけ-かぇぉうかくうすっ 
こしうたうつっしおう しっ けすおぇいゃぇす“, 
っ くっゅけゃけすけ ゃこっつぇすかっくうっ けす 
しこけさすぇ. ╁なゃ そせすぉけかぇ ゃうくぇ
ゅう うきぇ きけきっくすう くぇ ゃないたけょ う 
しこぇょ, すけゃぇ ういゅさぇあょぇ たぇさぇお
すっさぇ くぇ ょっちぇすぇ, おぇいゃぇ すさっ
くぬけさなす, おけえすけ さぇぉけすう し ぉかう
いけ 80 きけきつっすぇ. ╆ぇ ゅけょうくぇすぇ, 
けすおぇおすけ さぇぉけすう し すはた, ゃっつっ 
っ さぇいぉさぇか, つっ くっ ょっちぇすぇ, ぇ 
さけょうすっかうすっ しないょぇゃぇす ゅけかっ
きうすっ こさけぉかっきう ゃ すさっくうさけ
ゃなつくうは こさけちっし: „¨こうすゃぇきっ 
しっ し おけかっゅうすっ ょぇ ういゅさぇょうき 
せ きぇかおうすっ しないくぇくうっすけ, つっ 
くぇえ-ゃぇあくけ っ ょぇ しっ くぇせつぇす ょぇ 
うゅさぇはす こさぇゃうかっく そせすぉけか う 
ょぇ ういこうすゃぇす せょけゃけかしすゃうっ けす 
うゅさぇすぇ. ′っ っ くけさきぇかくけ ゃしっ
おう さけょうすっか ょぇ っ すさっくぬけさ くぇ 
ょっすっすけ しう. ‶さぇゃうかくけすけ っ ょぇ 
しすぇゃぇ すけゃぇ, おけっすけ くうっ おぇすけ 
さなおけゃけょうすっかう うしおぇきっ ょぇ しっ 
しかせつゃぇ“.  ┿こけしすけかけゃ ゃっつっ しっ 
っ しぉかなしおゃぇか し くはおけう こさっゅけ
かっきう さけょうすっかしおう ぇきぉうちうう, 
いくぇっ ゃさっょぇすぇ けす すはた: “]かぇゃぇ 
╀けゅせ, つっ すぇおうゃぇ さけょうすっかう くっ 
しぇ きくけゅけ!“ ‶けいくぇか っ う ゃさっ
ょぇすぇ けす かけてぇすぇ う ぇゅさっしうゃ
くぇ ぇすきけしそっさぇ ゃ せつうかうとぇ
すぇ, けすおなょっすけ うょゃぇす きぇかおうすっ 
そせすぉけかうしすう: „╊はすけすけ しぇ こけ-
おけくちっくすさうさぇくう. ╉けゅぇすけ しぇ 
けすおなしくぇすう けす せつうかうとっ, こさっい 
ゃぇおぇくちううすっ, さぇぉけすはす こけ-ょけ
ぉさっ. ╁かうはくうっすけ くぇ くっょけぉさぇ
すぇ せつうかうとくぇ しさっょぇ ゃっょくぇゅぇ 
こさけかうつぇゃぇ ゃ ょうしちうこかうくぇすぇ 

う けすくけてっくうっすけ おなき すさっくう
さけゃおうすっ“. ╁なゃ そせすぉけかくぇ
すぇ ておけかぇ きぇかおうすっ しっ せつぇす 
くっ しぇきけ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
すったくうおぇ. [ぇいこさっょっかっくうっすけ 
こけ ょっあせさしすゃぇ いぇ こけつうしすゃぇくっ 
くぇ しなぉかっおぇかくうすっ いぇ ういゅさぇあ

ょぇくっすけ くぇ くぇゃうちう いぇ  たうゅうっ
くぇ う けすくけてっくうっ おなき しっぉっ しう 
う しさっょぇすぇ くぇけおけかけ しぇ  しなとけ 
すさっくぬけさしおぇ いぇょぇつぇ. ′ぇしすぇ
ゃくうちうすっ しっ さぇょゃぇす, つっ ょっちぇ
すぇ けす „┿さしっくぇか“ しう しないょぇゃぇす 
しゃけっ けぉとっしすゃけ, つっ しぇ こさう
はすっかう ういゃなく しすぇょうけくぇ, つっ 
うしおぇす ょぇ しぇ こけしすけはくくけ いぇ
っょくけ, つっ くけしはす しこけさすくうすっ しう 
っおうこう うい ゅさぇょぇ し ゅけさょけしす, つっ 
こさうゃかうつぇす けとっ う けとっ しゃけう 

こけいくぇすう ゃさなしすくうちう ゃ おかせぉぇ. 
〈さっくうさけゃおうすっ いぇ ぇさしっくぇか
しおうすっ そせすぉけかうしすう くっ しこうさぇす 
う こさっい いうきぇすぇ, すっさっくなす しっ 
こけょょなさあぇ ゃ けすかうつくけ しなし
すけはくうっ, おけっすけ っ けす ういおかのつう
すっかくぇ ゃぇあくけしす. „╃っちぇすぇ けす 
くぇてぇすぇ そせすぉけかくぇすぇ ておけかぇ 
うきぇす ゃしうつおけ くっけぉたけょうきけ.  
╊っすくう, いうきくう っおうこう, てぇこ
おう し おけいうさおぇ, いうきくう てぇこおう, 
ぇくちせいう いぇ けそうちうぇかくう しかせ
つぇう, っおうこう いぇ すさっくうさけゃおう... 
╇いおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ いぇ くぇ

こさっょなおぇ  っ こなかくけすけ けぉけさせょ
ゃぇくっ しなし しこけさすくう こけしけぉうは. 
′っ きけあっ ょっちぇ ょぇ すさっくうさぇす 
ぉっい ょけしすぇすなつくけ すけこおう, くぇ
こさうきっさ... 〈けゃぇ しっ しかせつゃぇ 
くはおなょっ, くけ くっ う こさう くぇし“, 
しこけょっかは ┿こけしすけかけゃ, おけえすけ 
くっ しおさうゃぇ, つっ いぇょ せしこったうすっ 
くぇ きぇかおうすっ  ゃ こなさゃっくしすゃぇ
すぇ, おなょっすけ すっ ゃっつっ ぇすぇおせゃぇす 
こなさゃうすっ きっしすぇ ゃ ゅさせこうすっ しう, 
しすけう くっ しぇきけ すはたくぇすぇ ぇきぉう
ちうは, すさせょ う すさっくぬけさしおぇ さぇ
ぉけすぇ, くけ う けぉっいこっつぇゃぇくっすけ 
くぇ せしかけゃうはすぇ いぇ こけょゅけすけゃおぇ, 
おけっすけ っ ょっかけ くぇ そうさきっくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ おぇいぇくかなて
おぇすぇ けさなあっえくうちぇ: „╇きぇきっ 
こけょおさっこぇすぇ くぇ ゅ-く ′うおけかぇえ 

╇ぉせてっゃ, くぇ うおけくけきうつっしおうは 
ょうさっおすけさ ぅくおけ ╉けしすぇょう
くけゃ, くぇ ちっかうは きっくうょあなさしおう 
っおうこ“.  
╉ぇすけ すぇかぇくす, けすおさうす う うい

ゅさぇょっく ゃ ておけかうすっ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお, ┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ 
しっ さぇょゃぇ, つっ すせお うきぇ きくけゅけ  
おぇすけ くっゅけ. ╃っちぇすぇ うきぇす ゃない
きけあくけしす いぇ ういぉけさ – けしゃっく 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ, そせくおちうけくう
さぇ う ておけかぇすぇ くぇ ゅさぇょしおうは 
けすぉけさ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“. 〈は 
うきぇ う そけさきぇちうは いぇ きかぇょっ
あう - しすぇさてぇ ゃないさぇしす.  ╃ゃっ
すっ ておけかう しっ おけくおせさうさぇす ゃ 
ょけぉさうは しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ, 

くけ くぇえ-ょけぉさけすけ っ, つっ すぇき しっ  
いぇくうきぇゃぇす きけきつっすぇ, おけうすけ 
ょぇゃぇす ょけぉさぇ けしくけゃぇ くぇ きっしす
くうは そせすぉけか. ′ぇ こさぇおすうおぇ 
しっゅぇてくぇすぇ きなあおぇ ゅぇさくうすせ
さぇ くぇ „[けいうすっ“ っ こさっょうきくけ 
けす おぇいぇくかなつぇくう. „╉ぇいぇく
かなお っ きぇかなお ゅさぇょ, ぇ ょけしすぇ 
ょっちぇ しっ いぇくうきぇゃぇす し そせす
ぉけか, すせお  すさっくうさぇす こけゃっつっ 
ょっちぇ, けすおけかおけすけ ゃ ]かうゃっく, 
くぇこさうきっさ“, けぉはしくはゃぇ ┿こけし
すけかけゃ. ╇きぇきっ ゅけかはきぇ きぇしけ
ゃけしす, おけっすけ っ きくけゅけ ょけぉさっ. 

╇ょゃぇす ょっちぇ けす ゃしうつおう せつう
かうとぇ, ょけさう けす しなしっょくうすっ 
しっかぇ.  ┿おけ ょゃっすっ ておけかう しっ 
けぉっょうくはす, ぉうたきっ ぉうかう けとっ 
こけ-おけくおせさっくすくう ゃ こなさゃっく
しすゃぇすぇ, くけ とっ こけしすさぇょぇ きぇ
しけゃうはす しこけさす, さぇいしなあょぇゃぇ 
きかぇょうはす すさっくぬけさ, おけえすけ くっ 
しこうさぇ う ょぇ うゅさぇっ くぇ こさけ
そっしうけくぇかくうは すっさっく. ╉けかおけ
すけ ょけ うゅさぇすぇ しう ゃ „[けいうすっ“, 
┿すぇくぇし おけきっくすうさぇ, つっ すぇいう 
ゅけょうくぇ けすぉけさなす うきぇ てぇくしけ
ゃっ ょぇ こさっきうくっ ゃ „╀“ [《╂. 
《せすぉけかくぇすぇ こせぉかうおぇ くぇ 

╉ぇいぇくかなお っ ゃはさくぇ. ]すぇょうけく 
„]っゃすけこけかうし“ しなぉうさぇ そっ
くけゃっすっ くぇ ゅさぇょしおうは おかせぉ, 
おけえすけ しっ ういょなさあぇ しなし しこけく

しけさしすゃぇ う し こけょおさっこぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ. ′け くっ こけ-きぇかおけ 
こせぉかうおぇ うょゃぇ ゃしはおぇ しなぉけすぇ 
う くっょっかは しせすさうく う くぇ しすぇょう
けくぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 』っしすけ すぇき 
ょけさう っ こけ-うくすっさっしくけ - すけゃぇ 
いくぇっ ゃしっおう, おけえすけ っ けすうてなか 
ょぇ ゃうょう きぇつけゃっすっ くぇ ょっちぇすぇ 
う こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ けす 
10.30 つぇしぇ う ゃすけさうはす – けす 12 
くぇ けぉはょ. ]こけさすくう しすさぇしすう, 
きぇえしすけさしすゃけ, ゅけかけゃっ, けゃぇ
ちうう, さぇいけつぇさけゃぇくうは – ゃしうつ
おけ しう うきぇ そせすぉけかくぇすぇ くぇょ
こさっゃぇさぇ こさう きぇかおうすっ. ╇きぇ う 
せしこったう. [ぇょけしす. 
„╋くけゅけ っ ょけぉさっ ゃ さけょくうは 

しう ゅさぇょ ょぇ きけあって ょぇ こさぇ
ゃうて けくけゃぇ, おけっすけ けぉうつぇて“, 
けぉけぉとぇゃぇ しかっょ こなさゃぇすぇ しう 
すさっくぬけさしおぇ ゅけょうくぇ ゃなゃ そうさ
きっくうは おかせぉ 25-ゅけょうてくうはす 
┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ. ╉けえすけ 
ゃはさゃぇ, つっ しっゅぇ っ しぇきけ くぇつぇ
かけすけ くぇ くっとけ けとっ こけ-ょけぉさけ. 
╁なゃ 《╉ „┿さしっくぇか“ すけゃぇ っ くぇ
こなかくけ ゃっさけはすくけ ょぇ しっ しかせつう. 
╃けさう – けとっ しかっょ きっしっち.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

くけいう くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ. 
╁いっきぇす しっ こさうたけょうすっ, ぇ 
くっ さぇいたけょうすっ, すなえ おぇすけ 
うきっくくけ すっ こけおぇいゃぇす おぇおゃけ 
しっ ういいっきゃぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ 
う ぉういくっしぇ こさっい すっおせとぇすぇ 
ゅけょうくぇすぇ. ‶けきけとうすっ くっ しっ 
ゃおかのつゃぇす, すなえ おぇすけ すっ くっ 
うょゃぇす ょうさっおすくけ けす ょあけぉけ-
ゃっすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ょぇくな-
おけこかぇすちう - けしくけゃくけ すけゃぇ 
しぇ っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ.
‶さっい 2015 ゅ. ぉなかゅぇさう-

すっ とっ ういさぇぉけすはす しさっょくけ 
こけ 226 きかく. かゃ. いぇ っょうく 
おぇかっくょぇさっく ょっく, ういきっさっ-
くけ つさっい けつぇおゃぇくうは ╀╁‶ 
– ╀させすっく ゃなすさってっく こさけ-
ょせおす, いぇかけあっく ゃ ╀のょあっす 
2015. ]かっょけゃぇすっかくけ こさっい  
すぇいう ゅけょうくぇ  しぇ くっけぉたけょう-
きう 121 ょくう, いぇ ょぇ しっ うい-
さぇぉけすはす こさっょゃうょっくうすっ くぇょ 
27 きかさょ. かゃ. くぇちうけくぇかくう 
こさうたけょう ゃ ぉのょあっすぇ. ╃くうすっ 
いぇ けすさぇぉけすゃぇくっ しっ こけはゃは-
ゃぇす いぇさぇょう いぇかけあっくうは ょっ-

そうちうす けす ぉかういけ 2,5 きかさょ. 
かゃ.

╉ぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ すけゃぇ 
いぇ ぉなかゅぇさうくぇ?

╃ぇくなつくぇすぇ すっあっしす ゃ ╀なか-
ゅぇさうは っ さぇいかうつくぇ いぇ けすょっか-
くうすっ たけさぇ, おぇすけ ゅけかはきぇすぇ 

すっあっしす こぇょぇ ゃなさたせ さぇきっ-
くっすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ ぉなかゅぇ-
さう, おけうすけ ういさはょくけ こかぇとぇす 
しゃけうすっ ょぇくなちう: すっ こかぇとぇす 
こけょけたけょくう ょぇくなちう, ゃくぇしはす 
けしうゅせさけゃおう う こけすさっぉはゃぇす 

こけゃっつっ, すけっしす, こなかくはす たぇい-
くぇすぇ し ╃╃] う ぇおちういう. ╆ぇ すっいう 
ぉなかゅぇさう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉな-
ょぇす けこさっょっかっくう おぇすけ „しさっょ-
くぇ おかぇしぇ”, ょっくはす くぇ „しゃけぉけ-
ょぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ”  きけあっ ょぇ 
ょけえょっ ょけさう こさっい かはすけすけ. ¨す 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ, いぇ ぉなかゅぇさうすっ, 
おけうすけ くっ さぇぉけすはす うかう こさけしすけ 
さぇぉけすはす „くぇ しうゃけ”, ょっくはす くぇ 
„しゃけぉけょぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ” うかう 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ, おぇおすけ しっ 
こさうっきぇ ゃ くはおけう しさっょう, うょゃぇ 
きくけゅけ こけ-さぇくけ.

╆ぇ おけっ おけかおけ とっ さぇぉけ-
すうき? 

╁しっおう ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇ-
くうく こなかくう たぇいくぇすぇ こけ っょうく 
うかう ょさせゅ くぇつうく. ′ぇえ-きくけゅけ 
ょくう こさっい 2015 ゅ. とっ けすょっ-
かうき, いぇ ょぇ こけこなかくうき こさう-
たけょうすっ けす ╃╃] - 35 ょくう. ╆ぇ 
こさうたけょうすっ けす ぇおちういう とっ しぇ 
くう くせあくう 19 ょくう. ╆ぇ けしう-
ゅせさけゃおうすっ とっ くう すさはぉゃぇす 
30 ょくう - 21 ょくう いぇ しけちうぇか-
くけ けしうゅせさはゃぇくっ う 9 ょくう いぇ 
いょさぇゃくけ. 〈せお くっ しっ ゃおかのつゃぇ 
っゃっくすせぇかくけすけ, きぇおぇさ う きう-

くうきぇかくけ, せゃっかうつっくうっ くぇ 
ゃくけしおぇすぇ いぇ こっくしうは し 0,5%. 
‶さうたけょうすっ けす こけょけたけょくうすっ 
ょぇくなちう とっ こけこなかくうき いぇ 12 
ょくう, ぇ すっいう けす おけさこけさぇすうゃ-
くう ょぇくなちう - いぇ 7 ょくう. ╃させゅう 
8 ょくう とっ さぇぉけすうき, しぇきけ いぇ 
ょぇ しう こかぇすうき ょなさあぇゃくうすっ 
う けぉとうくしおう すぇおしう. ]ぇきけ いぇ 
すぇいう う こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
/2014 う 2015 ゅ./ ょなさあぇゃぇ-
すぇ とっ くぇすさせこぇ ょっそうちうす いぇ 
ぉかういけ 5,5 きかさょ. かゃ., おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ 25 ょくう いぇ けすさぇ-
ぉけすゃぇくっ. 
╉ぇいぇくけ うくぇつっ: っょくぇ ゅけょう-

くぇ, ゃ おけはすけ ゃしっおう ょっく けすこせし-
おぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ             /
すなえ おぇすけ しさっょくけ すけかおけゃぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ しぇ ょくうすっ, ゃ おけうすけ 
しきっ ゃ  こけかぇゅぇっき  けすこせしお/, くっ 
っ こけつうゃおぇ, ぇ さぇぉけすぇ ゃ こけかいぇ 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 〈けゃぇ っ うい-
きっさっくうっすけ くぇ ょっそうちうすぇ けす 
すぇいう う こさっょたけょくぇすぇ ゅけょう-
くぇ. 〈けっしす, こけゃけょ いぇ こさぇいくうお 
くはきぇ. 

       „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
‶け ょぇくくう くぇ ╇くしすうすせすぇ
いぇ こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ

/╇‶╇/



530 април 2015 г. んëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïöんëïñÖí¿ï¡ó çñïöó

おけ
か
ぇ 

2
 ゅ

さ
な
ぉ

╀かういけ 80 きけきつっすぇ けす さぇくくぇ ょけ 15-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす 
すうつぇす こけ すっさっくぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく ゃ 4-すっ そせすぉけか-
くう ゅぇさくうすせさう, おけうすけ すけいう しっいけく しなぉうさぇす ゃしっ こけゃっつっ 
こせぉかうおぇ ゃ しなぉけすくうすっ う くっょっかくう きぇつけゃっ, ょけきぇおうく-
しすゃぇくう けす  3-すっ けすぉけさぇ  し きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか“. ╋っしっち 
こさっょう おさぇは くぇ こなさゃっくしすゃけすけ けすぉけさうすっ くぇ ょっちぇすぇ,  
こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ う きかぇょてぇすぇ ゃないさぇしす, しすけはす ゃ おかぇ-
しうさぇくっすけ こかなすくけ いぇょ けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ“ う ょけさう うきぇす 
てぇくしけゃっ ょぇ けゅかぇゃはす すぇぉかうちぇすぇ ゃ おさぇは くぇ くぇょこさっゃぇさぇ-
すぇ, おぇいゃぇ きかぇょうはす すさっくぬけさ ┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ, おけえすけ 
っ いぇ こなさゃぇ ゅけょうくぇ ゃ すさっくぬけさしおうは とぇぉ くぇ „┿さしっくぇか“. 
‶けおぇくっく っ しかっょ  けすすっゅかはくっすけ くぇ ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ – こけ  
いょさぇゃけしかけゃくう こさうつうくう, しかっょ おさぇは くぇ きうくぇかけゅけょうて-
くうは しっいけく. ¨ぉとぇすぇ さぇぉけすぇ しなし ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ 
けこさっょっかっくけ しっ たぇさっしゃぇ くぇ ┿すぇくぇし. 〈けえ ゃっつっ っ けすおさうか 
うしおさっくぇすぇ さぇょけしす けす けぉせつっくうっすけ くぇ ょっちぇ, おけはすけ, こさう-
いくぇゃぇ, つっ ゅけ いぇさっあょぇ し こけいうすうゃういなき う ょけぉさう けつぇおゃぇ-
くうは いぇ おさぇえくうは さっいせかすぇす. 

„]こけさすなす ういゅさぇあょぇ たぇさぇお-
すっさぇ, せつう ょっちぇすぇ くぇ ょうしちう-
こかうくぇ う うき ょぇゃぇ ちっくくう おぇ-
つっしすゃぇ – せしすけえつうゃけしす こさう 
さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきうすっ, 
しうかぇ くぇ ょせたぇ“, おぇすっゅけさうつっく 
っ  ┿こけしすけかけゃ. 〈けえ こさういくぇ-

ゃぇ: “]こけさすなす きっ っ ういゅさぇょうか 
おぇすけ つけゃっお“. ╁ しゃけうすっ っょゃぇ  
25  ゅけょうくう きかぇょうはす すさっくぬけさ 
ゃっつっ っ けこうすぇか けす しこけさすくぇすぇ 
しかぇゃぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくうは 
そせすぉけか  – すけえ っ つぇしす けす しなし-
すぇゃぇ くぇ „╀っさけっ“, しこっつっかうか 
╉せこぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは こさっい 
2010-すぇ, うゅさぇか っ ゃ ╋かぇょっあ-
おうは う ぃくけてっしおうは くぇちうけくぇ-
かっく けすぉけさ, うきぇ 50 きぇつぇ ゃ 
„┿“ [《╂ う 40 ゃ „╀“- ゅさせこぇすぇ. 
』っすうさう う こけかけゃうくぇ ゅけょうくう っ 
ゃ きなあおうは けすぉけさ  くぇ „╀っさけっ“. 
┿すぇくぇし っ うゅさぇか ゃ „┿さしっくぇか“, 
しっゅぇ けす ょゃっ ゅけょうくう っ ゃ しなし-
すぇゃぇ くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“. ¨す 
きぇかなお さうすぇ こけ しすぇょうけくうすっ 
– くぇつぇかけすけ っ ゃ すけゅぇゃぇてくぇすぇ 
„【うこおぇ“, けしくけゃぇくぇ けす ╋ぇさう-
ぇく ′っょおけゃ. 〈ぇき すさっくうさぇ こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 〈っくつけ ╉う-
さはおけゃ. ‶けしかっ -  ゃ „[けいうすっ“, 
こさう ╉ぇきっく ‶っすおけゃ. „]すさぇくくけ 
っ, つっ くはおけゅぇてくうはす きう すさっ-
くぬけさ ‶ったかうゃぇくけゃ しっゅぇ きう っ 
おけかっゅぇ. ′け っ せょけゃけかしすゃうっ 
ょぇ さぇぉけすうき いぇっょくけ“, おぇいゃぇ 
┿こけしすけかけゃ. ¨しゃっく つっ うゅさぇっ 
う さぇぉけすう おぇすけ すさっくぬけさ, すけえ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ せつう. ]かっょ 
ぉぇおぇかぇゃなさしおぇすぇ しすっこっく  こけ 
しすけこぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ けす 
╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさ-
しうすっす ┿すぇくぇし ょけこなかゃぇ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ しう ゃ ′ぇちうけくぇかくぇ-
すぇ すさっくぬけさしおぇ ておけかぇ. 〈けゃぇ, 
おけっすけ っ ういゅさぇょうか しこけさすなす,  
しっ ょけこなかゃぇ けす うおけくけきうつっ-
しおうすっ いくぇくうは, おけうすけ きかぇ-
ょうはす そせすぉけかうしす  いぇこけつゃぇ 
ょぇ すさせこぇ けとっ ゃ 〈なさゅけゃしおぇ-
すぇ ゅうきくぇいうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ. „]なゃっすゃぇきっ ょっちぇすぇ けす 
ておけかぇすぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす ゃ 
しこけさすぇ, くけ ょぇ ょけこなかゃぇす ゃない-
きけあくけしすうすっ しう う しなし いくぇくうは 
ゃ ょさせゅう けぉかぇしすう, いぇ ょぇ うきぇす 
こけゃっつっ てぇくしけゃっ ゃ あうゃけすぇ“, 
おぇいゃぇ ┿こけしすけかけゃ. ╃けぉさぇ-
すぇ かうつくぇ そけさきせかぇ いぇ くっゅけ 
っ: ╃けぉさけ せつうかうとっ う しこけさす 
ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ. ‶けつ-

╇  „╅『』╊〉╅]“ ¨〈╅〈╊ ╇』¨ぁ[《

げí £ÑëíçñöÜ çó!
[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 つっすゃなさすなお:  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.

》『╊¨′╆『╅｠╅ ]╅]╊╇, 
》¨』[《╇╅ 』ぇぅ《 

╉《 2 〈╅‶ ぅ╊ 『╅╆《【¨〈 
′╅ ╉ぇ『╋╅╇╅【╅

′╅ ╆《][╅【╅ ╇ ′ぇ╆《]╊ぁ╊〉¨╊【《 
╀けかおぇすぇ  っ さっぇおちうは くぇ 

けさゅぇくういきぇ, おけはすけ ゃ こけ
ゃっつっすけ しかせつぇう しうゅくぇかういう
さぇ いぇ くぇしすなこうかう こさけきっくう 
ゃ くっゅけ, おけうすけ くぇさせてぇゃぇす  
くけさきぇかくうすっ きせ そせくおちうう. 
╆ゃせつう こぇさぇょけおしぇかくけ, くけ 
あうゃけすなす ぉっい ぉけかおぇ ぉう ぉうか 

くっきうしかうき. ╇いこうすゃぇくっすけ くぇ 
ぉけかおぇ ちっかう けすたゃなさかはくっ くぇ 
ゃしうつおけ, おけっすけ いぇしすさぇてぇ
ゃぇ あういくっくうは こさけちっし う ぉう 
くぇさせてうかけ さぇゃくけゃっしうっすけ ゃ 
けさゅぇくういきぇ.
¨しけぉっくけ ういけしすさっくぇ っ 

つせゃしすゃうすっかくけしすすぇ くう くぇ 
ぉけかおぇ こさう こさけぉかっきう しなし 
いなぉうすっ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
おさうゃけさぇいぉさぇくうはす しすさぇた けす 
こけしっとっくうっ こさう しすけきぇすけかけゅ 
くう おぇさぇ ょぇ ういょなさあぇきっ くぇ 
ゃうしけおう くうゃぇ くぇ すけいう ょうし
おけきそけさす, おけえすけ, けしゃっく そう
いうつっしおう, ゃ っょうく きけきっくす 
しすぇゃぇ う こしうたうつっしおう.

《ういうつっしおぇ ぉけかおぇ
╁ かうちっゃけ-つっかのしすくぇすぇ けぉ

かぇしす ぉけかおぇすぇ  くぇえ-つっしすけ 
ゃないくうおゃぇ こさう      いぇぉけかは
ゃぇくっ くぇ すゃなさょうすっ いなぉくう 
すなおぇくう う すったくうすっ せしかけあくっ
くうは. 
╆なぉくうはす おぇさうっし っ っょくけ 

けす くぇえ-さぇいこさけしすさぇくっくうすっ 

いぇぉけかはゃぇくうは. ]こけさっょ ょけ
おかぇょ くぇ っおしこっさすくぇ おけきうしうは 
おなき ╀なかゅぇさしおう いなぉけかっおぇさ
しおう しなのい, いぇぉけかっゃぇっきけしすすぇ 
けす おぇさうっし ゃ ╀なかゅぇさうは  ゃなゃ 
ゃないさぇしすすぇ ょけ 18 ゅ. っ 72%., 
ぇ きっあょせ 18 う 60 ゅ. っ 93%. 
¨しすぇゃっく ぉっい かっつっくうっ, おぇさう

っしなす ゃけょう ょけ こせかこうすう う こぇ
さけょけくすうすう う ぇぉしちっしう, おけう
すけ しぇ くぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ 
こさうつうくう いぇ いぇゅせぉぇ くぇ いなぉう. 
‶けょけぉくう しなしすけはくうは しっ しな
こさけゃけあょぇす  しなし しこっちうそうつくぇ  
そういうつっしおぇ ぉけかおぇ, おけはすけ  っ 
こけおぇいぇすっか いぇ ゃうょぇ せゃさっあょぇ
くっ くぇ いなぉぇ. ╀けかおぇ けす しすせょっ
くけ, すけこかけ, しかぇょおけ う おうしっかけ 
っ こけおぇいぇすっか いぇ せゃさっあょぇくっ 
くぇ すゃなさょうすっ いなぉくう すなおぇくう. 
╁ しかせつぇえ,  つっ くっ しっ ゃいっきぇす 
くっけぉたけょうきうすっ きっさおう, せゃ
さっあょぇくっすけ しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ 
う しっ いぇしはゅぇ くっさゃなす  くぇ いなぉぇ. 
《ういうつっしおう しうきこすけき いぇ すけゃぇ 
っ けしすさぇ しこけくすぇくくぇ ぉけかおぇ, 
おけはすけ ゃ くぇつぇかけすけ っ おさぇすおけ
すさぇえくぇ, こけしかっょゃぇくぇ けす ょなか
ゅう さっきうしうう. ¨しすぇゃっくぇ ぉっい 
かっつっくうっ, こさっきうくぇゃぇ ゃ けしすさぇ 
ょなかゅけすさぇえくぇ ぉけかおぇ /けおけかけ 2 
つぇしぇ/,  おけはすけ こなお っ  しかっょゃぇくぇ 
けす  おさぇすおけすさぇえくう さっきうしうう.
 ‶さう すぇおぇゃぇ ぉけかおぇ, こさう こけ

かけあっくうっ, つっ くっ っ ゃないきけあ

2-さう きぇえ っ しぇおさぇかくぇすぇ 
ょぇすぇ, ゃ おけはすけ  すぇいう ゅけょう
くぇ とっ しこさっき ょぇ さぇぉけすうき いぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ う とっ いぇこけつくっき 
ょぇ さぇぉけすうき いぇ しっぉっ しう う 
しっきっえしすゃぇすぇ しう. ╇くぇつっ おぇ
いぇくけ: ょけ すぇいう ょぇすぇ ゃしうつおう 
くぇてう ょけたけょう, おけうすけ こさうょけ
ぉうっき けす  すさせょけゃう こさぇゃけけす
くけてっくうは, とっ しぇ ゃしなとくけしす 
ゅけょうてくうはす さぇいきっさ, おけえすけ 
とっ こかぇすうき いぇ ょぇくなちう くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ. 〈けいう ょっく うおけ
くけきうしすうすっ こけ しゃっすぇ くぇさう
つぇす „しゃけぉけょっく けす ょなさあぇゃぇ
すぇ  ょっく” - Tax Freedom Day, 
おぇおすけ っ ういゃっしすっく こけ しゃっすぇ. 
〈けえ っ さぇいかうつっく いぇ さぇいかうつ
くうすっ ょなさあぇゃう, ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす ょぇくなつくぇすぇ すっあっしす う ょけ
たけょうすっ, おけうすけ しっ こけかせつぇゃぇす 
けす ゅさぇあょぇくうすっ. 
╃ぇすぇすぇ  しなとけ っ  そうゅせさぇ

すうゃくぇ, おぇすけ こけおぇいゃぇ おけゅぇ 
ょなさあぇゃくぇすぇ たぇいくぇ とっ しっ 
こけこなかくう, ぇおけ ゃしうつおけ ういさぇ
ぉけすっくけ ぉなょっ きけきっくすぇかくけ 
ういいっきゃぇくけ.  
┿おけ こさけょなかあうき しなし しうきゃけ

かうつくぇすぇ しきっすおぇ, すけ けす 2 ょけ 
13 きぇえ ょぇくなおけこかぇすちうすっ とっ 
ぉなょぇす くぇゅかっょ „けしゃけぉけょっくう” 
けす さぇぉけすぇ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ, くけ 
こさぇおすうつっしおう すけゃぇ とっ ぉなょぇす 
ょくう, おけうすけ さぇくけ うかう おなしくけ 
とっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす けすさぇぉけ
すっくう ゃ こけかいぇ くぇ ぉのょあっすぇ. 
〈っいう 11 ょくう くぇ しゃけっけぉさぇい

くぇ こけつうゃおぇ たぇさぇおすっさういう
さぇす ぉのょあっすくうは ょっそうちうす いぇ 
2015 ゅ., しっ おぇいゃぇ ゃ ういしかっょ
ゃぇくっすけ くぇ ╇くしすうすせすぇ いぇ こぇ
いぇさくぇ うおけくけきうおぇ /╇‶╇/.

 ]ゃけぉけょくうはす けす ょなさあぇ-
ゃぇすぇ ょっく しっ ういつうしかはゃぇ こけ 
しさぇゃくうすっかくけ こさけしすぇ きっ-
すけょけかけゅうは: 

しなこけしすぇゃはす しっ こさうたけょうすっ ゃ 
おけくしけかうょうさぇくうは ぉのょあっす くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ, /ぉっい こけきけとうすっ/ 
しこさはきけ ╀╁‶ くぇ しすさぇくぇすぇ. 
╆ぇ ちっかすぇ しっ ういこけかいゃぇす しぇきけ 
けそうちうぇかくう ょぇくくう うかう こさけゅ

くけ  ゃっょくぇゅぇ ょぇ しっ こけしっ
すう しすけきぇすけかけゅ, っ ょけぉさっ ょぇ 
しっ こさうっきぇす くっくぇさおけすうつくう 
ぇくぇかゅっすうちう おぇすけ: ╃けかけさっく -  
すぇぉかっすおう, ′せさけそっく 《っきうくぇ 
《けさすっ,  ′せさけそっく ╄おしこさっし 
《けさすっ. ‶さう ぉけかおぇ う くぇかう
つうっ くぇ すっきこっさぇすせさぇ: ┿くぇか
ゅうく -すぇぉかっすおう, ぇきこせかう う 
おぇこしせかう, ╃うぇかゅうく ょあせくうけさ 
- こさぇたつっすぇ いぇ ょっちぇ こさう ぉけか
おぇ, しなこさけゃけょっくぇ し こけゃうてっ
くぇ すっきこっさぇすせさぇ, 《さって┿か
ゅうく - そうかきうさぇくう すぇぉかっすう, 
こけょたけょはとう こさう ぉけかおぇ, こさう 
くっっそうおぇしくけしす くぇ ょさせゅうすっ 
しさっょしすゃぇ. ╋けあっ ょぇ しっ ゃいっ
きぇす しなとけ う ]けかこぇょっうく - 
さぇいすゃけさうきう すぇぉかっすう, ┿くゅっ
すけこ – すぇぉかっすう - こさう ぉけかおぇ 
う すっきこっさぇすせさぇ, ╇ぉせこさけそっく 
こけかそぇ, ‶ぇさぇちっすぇきけか, ┿かゅけ
いけく う ょさせゅう. 
¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ いぇ 

かうこしぇ くぇ こけしっとっくうっ ゃ いな
ぉけかっおぇさしおうは おぇぉうくっす っ 
こしうたうつっしおぇ ぉけかおぇ, しなこさけ
ゃけあょぇとぇ こけつすう ゃうくぇゅう 
そういうつっしおぇすぇ, う くぇかうつうっ 
くぇ っきけちうけくぇかっく  そぇおすけさ – 
しすさぇたなす けす ぉけかおぇ.
]なゃさっきっくくぇすぇ ょっくすぇかくぇ 

きっょうちうくぇ こさっょかぇゅぇ さっょうちぇ 
ゃないきけあくけしすう いぇ こけゃかうはゃぇ
くっ くぇ こしうたうつっしおぇすぇ ぉけか
おぇ う しすさぇたぇ. 〈っ けぉぇつっ しぇ ゃ 
おけきこっすっくちうはすぇ くぇ かっおぇさは 
こけ ょっくすぇかくぇ きっょうちうくぇ う 
くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こさうかぇゅぇす けす 
こぇちうっくすぇ おぇすけ しぇきけかっつっ
くうっ. ‶なさゃけすけ こけしっとっくうっ 
ゃ いなぉけかっおぇさしおうは おぇぉうくっす, 
こけ こさっちっくおぇ くぇ かっおぇさは こけ 
ょっくすぇかくぇ きっょうちうくぇ, きけあっ 
ょぇ ぉなょっ うくそけさきぇすうゃくけ う 
ょぇ ょけゃっょっ ょけ ういこうしゃぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ いぇ こけゃかうはゃぇくっ くぇ 
しすさぇたぇ, ぇ  しぇきけすけ かっつっくうっ, 
こさけゃっあょぇくけ し きっしすくぇ せこけえ
おぇ, っ ゅぇさぇくちうは いぇ かうこしぇ くぇ 
ぉけかおぇ こけ ゃさっきっ くぇ かっつっくうっ. 

 
╃-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ - 

しすけきぇすけかけゅ ゃ  ╋っょうちうく-
しおう ちっくすなさ „┿さしっくぇか” 

╊うょっさなす くぇ しうくょうおぇか
くぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ ╉〈 

„‶けょおさっこぇ” ゃ „┿さしっくぇか” ╊の
ぉけきうさ ╊ぇかっゃ ぉっ こさっういぉさぇく 
いぇ くけゃ 4-ゅけょうてっく きぇくょぇす 
おぇすけ いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇ
すっか くぇ ][] くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ“ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しすぇくぇ くぇ 
こさけゃっょっくぇすぇ 10-すぇ さっょけゃくぇ 
さっゅうけくぇかくぇ けすつっすくけ-ういぉけさくぇ 
おけくそっさっくちうは.  ╆ぇ 6-すう 4-ゅけ
ょうてっく きぇくょぇす いぇ こさっょしっょぇ
すっか くぇ ][] くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ こさっういぉさぇくぇ 
『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ.
╁ さっゅうけくぇかくけすけ さなおけゃけょ

しすゃけ くぇ しうくょうおぇすぇ ゃかういぇす けとっ: さっゅうけくぇかくうすっ しっおさっすぇさう 
╁っかうつおぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす いぇゃけょ 3 くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, ╁ぇしうかおぇ ‶ぇ
くぇえけすけゃぇ – こさっこけょぇゃぇすっか, ╃ぇくうっかぇ ┿こけしすけかけゃぇ けす  „╋+] 
》うょさぇゃかうお” ┿╃ う ╇ゃぇく ‶なさかっゃ けす „╉ぇこさけくう”┿╃. 
《けさせきなす ぉっ せゃぇあっく けす おけくそっょっさぇすうゃくうは しっおさっすぇさ ┿かっお

しぇくょなさ ╆ぇゅぇさけゃ, ╇ゃぇく ╊っくおけゃ けす ╀]╉, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
╀〈‶‶, くぇ ╉′]╀ う ょさせゅう  けさゅぇくういぇちうう. ╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  しなとけ せゃぇあう おけくそっさっくちうはすぇ くぇ 
╉〈 „‶けょおさっこぇ”. ╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう すは せゃっさう しうくょうおぇかくうすっ 
ぇおすうゃうしすう う つかっくけゃっ, つっ きけゅぇす ょぇ さぇいつうすぇす くぇ こぇさすくぬけさしすゃけ 
う しなょっえしすゃうっ こさう さってぇゃぇくっ くぇ しうくょうおぇかくう こさけぉかっきう, こけ 
こさうかぇゅぇくっすけ くぇ ╉〈╃ う さってぇゃぇくっ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ. 

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

》そ-いそえあてけてか はか ちあいそてみて くあ せかみ おそ 
つちかおあてあ せあ しみてそてそ, あ てかくけ „せあ つけうそ” 

- すせそえそ たちかおけ 2-ちけ すあこ

【ちかせへそちひて
╅たそつてそしそう:

すう ょゃせつぇしけゃうすっ すさっくうさけゃ-
おう くぇ ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく 
くはきぇ おぇお ょぇ こさっつぇす くぇ ょっ-
ちぇすぇ ょぇ しっ ゅけすゃはす いぇ せつう-
かうとっ, おぇいゃぇ ┿すぇくぇし, つうっすけ 
ゃさっきっ っ けすかうつくけ こけょさっょっくけ 
ゃ ぇくゅぇあうきっくすうすっ: “[けいう-

すっ“ – „┿さしっくぇか“ – 【おけかぇすぇ 
ゃ ]けそうは. ′はおけう けす ょっちぇすぇ 
うきぇす う ょさせゅう いぇくうきぇくうは いぇ 
しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ – たけょはす 
くぇ すぇくちう, ぇくゅかうえしおう... “′うっ 
しきっ くぇえ-けとっすっくうすっ, いぇとけすけ 
きけきつっすぇすぇ けぉうつぇす ょぇ うょゃぇす 
くぇ しすぇょうけくぇ う おけゅぇすけ さってぇす 
ょぇ ゅう くぇおぇいゃぇす, さけょうすっかうすっ 
ゅう かうてぇゃぇす けす くぇえ-かのぉう-
きけすけ – そせすぉけかぇ“, しこけょっかは 
きかぇょうはす くぇしすぇゃくうお. „‶け-
ぇきぉうちうさぇくうすっ う くぇたなしぇくう-
すっ せしこはゃぇす, こけ-かぇぉうかくうすっ 
こしうたうつっしおう しっ けすおぇいゃぇす“, 
っ くっゅけゃけすけ ゃこっつぇすかっくうっ けす 
しこけさすぇ. ╁なゃ そせすぉけかぇ ゃうくぇ-
ゅう うきぇ きけきっくすう くぇ ゃないたけょ う 
しこぇょ, すけゃぇ ういゅさぇあょぇ たぇさぇお-
すっさぇ くぇ ょっちぇすぇ, おぇいゃぇ すさっ-
くぬけさなす, おけえすけ さぇぉけすう し ぉかう-
いけ 80 きけきつっすぇ. ╆ぇ ゅけょうくぇすぇ, 
けすおぇおすけ さぇぉけすう し すはた, ゃっつっ 
っ さぇいぉさぇか, つっ くっ ょっちぇすぇ, ぇ 
さけょうすっかうすっ しないょぇゃぇす ゅけかっ-
きうすっ こさけぉかっきう ゃ すさっくうさけ-
ゃなつくうは こさけちっし: „¨こうすゃぇきっ 
しっ し おけかっゅうすっ ょぇ ういゅさぇょうき 
せ きぇかおうすっ しないくぇくうっすけ, つっ 
くぇえ-ゃぇあくけ っ ょぇ しっ くぇせつぇす ょぇ 
うゅさぇはす こさぇゃうかっく そせすぉけか う 
ょぇ ういこうすゃぇす せょけゃけかしすゃうっ けす 
うゅさぇすぇ. ′っ っ くけさきぇかくけ ゃしっ-
おう さけょうすっか ょぇ っ すさっくぬけさ くぇ 
ょっすっすけ しう. ‶さぇゃうかくけすけ っ ょぇ 
しすぇゃぇ すけゃぇ, おけっすけ くうっ おぇすけ 
さなおけゃけょうすっかう うしおぇきっ ょぇ しっ 
しかせつゃぇ“.  ┿こけしすけかけゃ ゃっつっ しっ 
っ しぉかなしおゃぇか し くはおけう こさっゅけ-
かっきう さけょうすっかしおう ぇきぉうちうう, 
いくぇっ ゃさっょぇすぇ けす すはた: “]かぇゃぇ 
╀けゅせ, つっ すぇおうゃぇ さけょうすっかう くっ 
しぇ きくけゅけ!“ ‶けいくぇか っ う ゃさっ-
ょぇすぇ けす かけてぇすぇ う ぇゅさっしうゃ-
くぇ ぇすきけしそっさぇ ゃ せつうかうとぇ-
すぇ, けすおなょっすけ うょゃぇす きぇかおうすっ 
そせすぉけかうしすう: „╊はすけすけ しぇ こけ-
おけくちっくすさうさぇくう. ╉けゅぇすけ しぇ 
けすおなしくぇすう けす せつうかうとっ, こさっい 
ゃぇおぇくちううすっ, さぇぉけすはす こけ-ょけ-
ぉさっ. ╁かうはくうっすけ くぇ くっょけぉさぇ-
すぇ せつうかうとくぇ しさっょぇ ゃっょくぇゅぇ 
こさけかうつぇゃぇ ゃ ょうしちうこかうくぇすぇ 

う けすくけてっくうっすけ おなき すさっくう-
さけゃおうすっ“. ╁なゃ そせすぉけかくぇ-
すぇ ておけかぇ きぇかおうすっ しっ せつぇす 
くっ しぇきけ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
すったくうおぇ. [ぇいこさっょっかっくうっすけ 
こけ ょっあせさしすゃぇ いぇ こけつうしすゃぇくっ 
くぇ しなぉかっおぇかくうすっ いぇ ういゅさぇあ-

ょぇくっすけ くぇ くぇゃうちう いぇ  たうゅうっ-
くぇ う けすくけてっくうっ おなき しっぉっ しう 
う しさっょぇすぇ くぇけおけかけ しぇ  しなとけ 
すさっくぬけさしおぇ いぇょぇつぇ. ′ぇしすぇ-
ゃくうちうすっ しっ さぇょゃぇす, つっ ょっちぇ-
すぇ けす „┿さしっくぇか“ しう しないょぇゃぇす 
しゃけっ けぉとっしすゃけ, つっ しぇ こさう-
はすっかう ういゃなく しすぇょうけくぇ, つっ 
うしおぇす ょぇ しぇ こけしすけはくくけ いぇ-
っょくけ, つっ くけしはす しこけさすくうすっ しう 
っおうこう うい ゅさぇょぇ し ゅけさょけしす, つっ 
こさうゃかうつぇす けとっ う けとっ しゃけう 

こけいくぇすう ゃさなしすくうちう ゃ おかせぉぇ. 
〈さっくうさけゃおうすっ いぇ ぇさしっくぇか-
しおうすっ そせすぉけかうしすう くっ しこうさぇす 
う こさっい いうきぇすぇ, すっさっくなす しっ 
こけょょなさあぇ ゃ けすかうつくけ しなし-
すけはくうっ, おけっすけ っ けす ういおかのつう-
すっかくぇ ゃぇあくけしす. „╃っちぇすぇ けす 
くぇてぇすぇ そせすぉけかくぇすぇ ておけかぇ 
うきぇす ゃしうつおけ くっけぉたけょうきけ.  
╊っすくう, いうきくう っおうこう, てぇこ-
おう し おけいうさおぇ, いうきくう てぇこおう, 
ぇくちせいう いぇ けそうちうぇかくう しかせ-
つぇう, っおうこう いぇ すさっくうさけゃおう... 
╇いおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ いぇ くぇ-

こさっょなおぇ  っ こなかくけすけ けぉけさせょ-
ゃぇくっ しなし しこけさすくう こけしけぉうは. 
′っ きけあっ ょっちぇ ょぇ すさっくうさぇす 
ぉっい ょけしすぇすなつくけ すけこおう, くぇ-
こさうきっさ... 〈けゃぇ しっ しかせつゃぇ 
くはおなょっ, くけ くっ う こさう くぇし“, 
しこけょっかは ┿こけしすけかけゃ, おけえすけ 
くっ しおさうゃぇ, つっ いぇょ せしこったうすっ 
くぇ きぇかおうすっ  ゃ こなさゃっくしすゃぇ-
すぇ, おなょっすけ すっ ゃっつっ ぇすぇおせゃぇす 
こなさゃうすっ きっしすぇ ゃ ゅさせこうすっ しう, 
しすけう くっ しぇきけ すはたくぇすぇ ぇきぉう-
ちうは, すさせょ う すさっくぬけさしおぇ さぇ-
ぉけすぇ, くけ う けぉっいこっつぇゃぇくっすけ 
くぇ せしかけゃうはすぇ いぇ こけょゅけすけゃおぇ, 
おけっすけ っ ょっかけ くぇ そうさきっくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ けさなあっえくうちぇ: „╇きぇきっ 
こけょおさっこぇすぇ くぇ ゅ-く ′うおけかぇえ 

╇ぉせてっゃ, くぇ うおけくけきうつっしおうは 
ょうさっおすけさ ぅくおけ ╉けしすぇょう-
くけゃ, くぇ ちっかうは きっくうょあなさしおう 
っおうこ“.  
╉ぇすけ すぇかぇくす, けすおさうす う うい-

ゅさぇょっく ゃ ておけかうすっ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, ┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ 
しっ さぇょゃぇ, つっ すせお うきぇ きくけゅけ  
おぇすけ くっゅけ. ╃っちぇすぇ うきぇす ゃない-
きけあくけしす いぇ ういぉけさ – けしゃっく 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ, そせくおちうけくう-
さぇ う ておけかぇすぇ くぇ ゅさぇょしおうは 
けすぉけさ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“. 〈は 
うきぇ う そけさきぇちうは いぇ きかぇょっ-
あう - しすぇさてぇ ゃないさぇしす.  ╃ゃっ-
すっ ておけかう しっ おけくおせさうさぇす ゃ 
ょけぉさうは しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ, 

くけ くぇえ-ょけぉさけすけ っ, つっ すぇき しっ  
いぇくうきぇゃぇす きけきつっすぇ, おけうすけ 
ょぇゃぇす ょけぉさぇ けしくけゃぇ くぇ きっしす-
くうは そせすぉけか. ′ぇ こさぇおすうおぇ 
しっゅぇてくぇすぇ きなあおぇ ゅぇさくうすせ-
さぇ くぇ „[けいうすっ“ っ こさっょうきくけ 
けす おぇいぇくかなつぇくう. „╉ぇいぇく-
かなお っ きぇかなお ゅさぇょ, ぇ ょけしすぇ 
ょっちぇ しっ いぇくうきぇゃぇす し そせす-
ぉけか, すせお  すさっくうさぇす こけゃっつっ 
ょっちぇ, けすおけかおけすけ ゃ ]かうゃっく, 
くぇこさうきっさ“, けぉはしくはゃぇ ┿こけし-
すけかけゃ. ╇きぇきっ ゅけかはきぇ きぇしけ-
ゃけしす, おけっすけ っ きくけゅけ ょけぉさっ. 

╇ょゃぇす ょっちぇ けす ゃしうつおう せつう-
かうとぇ, ょけさう けす しなしっょくうすっ 
しっかぇ.  ┿おけ ょゃっすっ ておけかう しっ 
けぉっょうくはす, ぉうたきっ ぉうかう けとっ 
こけ-おけくおせさっくすくう ゃ こなさゃっく-
しすゃぇすぇ, くけ とっ こけしすさぇょぇ きぇ-
しけゃうはす しこけさす, さぇいしなあょぇゃぇ 
きかぇょうはす すさっくぬけさ, おけえすけ くっ 
しこうさぇ う ょぇ うゅさぇっ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくうは すっさっく. ╉けかおけ-
すけ ょけ うゅさぇすぇ しう ゃ „[けいうすっ“, 
┿すぇくぇし おけきっくすうさぇ, つっ すぇいう 
ゅけょうくぇ けすぉけさなす うきぇ てぇくしけ-
ゃっ ょぇ こさっきうくっ ゃ „╀“ [《╂. 
《せすぉけかくぇすぇ こせぉかうおぇ くぇ 

╉ぇいぇくかなお っ ゃはさくぇ. ]すぇょうけく 
„]っゃすけこけかうし“ しなぉうさぇ そっ-
くけゃっすっ くぇ ゅさぇょしおうは おかせぉ, 
おけえすけ しっ ういょなさあぇ しなし しこけく-

しけさしすゃぇ う し こけょおさっこぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ. ′け くっ こけ-きぇかおけ 
こせぉかうおぇ うょゃぇ ゃしはおぇ しなぉけすぇ 
う くっょっかは しせすさうく う くぇ しすぇょう-
けくぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 』っしすけ すぇき 
ょけさう っ こけ-うくすっさっしくけ - すけゃぇ 
いくぇっ ゃしっおう, おけえすけ っ けすうてなか 
ょぇ ゃうょう きぇつけゃっすっ くぇ ょっちぇすぇ 
う こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ けす 
10.30 つぇしぇ う ゃすけさうはす – けす 12 
くぇ けぉはょ. ]こけさすくう しすさぇしすう, 
きぇえしすけさしすゃけ, ゅけかけゃっ, けゃぇ-
ちうう, さぇいけつぇさけゃぇくうは – ゃしうつ-
おけ しう うきぇ そせすぉけかくぇすぇ くぇょ-
こさっゃぇさぇ こさう きぇかおうすっ. ╇きぇ う 
せしこったう. [ぇょけしす. 
„╋くけゅけ っ ょけぉさっ ゃ さけょくうは 

しう ゅさぇょ ょぇ きけあって ょぇ こさぇ-
ゃうて けくけゃぇ, おけっすけ けぉうつぇて“, 
けぉけぉとぇゃぇ しかっょ こなさゃぇすぇ しう 
すさっくぬけさしおぇ ゅけょうくぇ ゃなゃ そうさ-
きっくうは おかせぉ 25-ゅけょうてくうはす 
┿すぇくぇし ┿こけしすけかけゃ. ╉けえすけ 
ゃはさゃぇ, つっ しっゅぇ っ しぇきけ くぇつぇ-
かけすけ くぇ くっとけ けとっ こけ-ょけぉさけ. 
╁なゃ 《╉ „┿さしっくぇか“ すけゃぇ っ くぇ-
こなかくけ ゃっさけはすくけ ょぇ しっ しかせつう. 
╃けさう – けとっ しかっょ きっしっち.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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くけいう くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ. 
╁いっきぇす しっ こさうたけょうすっ, ぇ 
くっ さぇいたけょうすっ, すなえ おぇすけ 
うきっくくけ すっ こけおぇいゃぇす おぇおゃけ 
しっ ういいっきゃぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ 
う ぉういくっしぇ こさっい すっおせとぇすぇ 
ゅけょうくぇすぇ. ‶けきけとうすっ くっ しっ 
ゃおかのつゃぇす, すなえ おぇすけ すっ くっ 
うょゃぇす ょうさっおすくけ けす ょあけぉけ
ゃっすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ょぇくな
おけこかぇすちう - けしくけゃくけ すけゃぇ 
しぇ っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ.
‶さっい 2015 ゅ. ぉなかゅぇさう

すっ とっ ういさぇぉけすはす しさっょくけ 
こけ 226 きかく. かゃ. いぇ っょうく 
おぇかっくょぇさっく ょっく, ういきっさっ
くけ つさっい けつぇおゃぇくうは ╀╁‶ 
– ╀させすっく ゃなすさってっく こさけ
ょせおす, いぇかけあっく ゃ ╀のょあっす 
2015. ]かっょけゃぇすっかくけ こさっい  
すぇいう ゅけょうくぇ  しぇ くっけぉたけょう
きう 121 ょくう, いぇ ょぇ しっ うい
さぇぉけすはす こさっょゃうょっくうすっ くぇょ 
27 きかさょ. かゃ. くぇちうけくぇかくう 
こさうたけょう ゃ ぉのょあっすぇ. ╃くうすっ 
いぇ けすさぇぉけすゃぇくっ しっ こけはゃは
ゃぇす いぇさぇょう いぇかけあっくうは ょっ

そうちうす けす ぉかういけ 2,5 きかさょ. 
かゃ.

╉ぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ すけゃぇ 
いぇ ぉなかゅぇさうくぇ?

╃ぇくなつくぇすぇ すっあっしす ゃ ╀なか
ゅぇさうは っ さぇいかうつくぇ いぇ けすょっか
くうすっ たけさぇ, おぇすけ ゅけかはきぇすぇ 

すっあっしす こぇょぇ ゃなさたせ さぇきっ
くっすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ ぉなかゅぇ
さう, おけうすけ ういさはょくけ こかぇとぇす 
しゃけうすっ ょぇくなちう: すっ こかぇとぇす 
こけょけたけょくう ょぇくなちう, ゃくぇしはす 
けしうゅせさけゃおう う こけすさっぉはゃぇす 

こけゃっつっ, すけっしす, こなかくはす たぇい
くぇすぇ し ╃╃] う ぇおちういう. ╆ぇ すっいう 
ぉなかゅぇさう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉな
ょぇす けこさっょっかっくう おぇすけ „しさっょ
くぇ おかぇしぇ”, ょっくはす くぇ „しゃけぉけ
ょぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ”  きけあっ ょぇ 
ょけえょっ ょけさう こさっい かはすけすけ. ¨す 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ, いぇ ぉなかゅぇさうすっ, 
おけうすけ くっ さぇぉけすはす うかう こさけしすけ 
さぇぉけすはす „くぇ しうゃけ”, ょっくはす くぇ 
„しゃけぉけょぇ けす ょなさあぇゃぇすぇ” うかう 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ, おぇおすけ しっ 
こさうっきぇ ゃ くはおけう しさっょう, うょゃぇ 
きくけゅけ こけ-さぇくけ.

╆ぇ おけっ おけかおけ とっ さぇぉけ-
すうき? 

╁しっおう ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇ
くうく こなかくう たぇいくぇすぇ こけ っょうく 
うかう ょさせゅ くぇつうく. ′ぇえ-きくけゅけ 
ょくう こさっい 2015 ゅ. とっ けすょっ
かうき, いぇ ょぇ こけこなかくうき こさう
たけょうすっ けす ╃╃] - 35 ょくう. ╆ぇ 
こさうたけょうすっ けす ぇおちういう とっ しぇ 
くう くせあくう 19 ょくう. ╆ぇ けしう
ゅせさけゃおうすっ とっ くう すさはぉゃぇす 
30 ょくう - 21 ょくう いぇ しけちうぇか
くけ けしうゅせさはゃぇくっ う 9 ょくう いぇ 
いょさぇゃくけ. 〈せお くっ しっ ゃおかのつゃぇ 
っゃっくすせぇかくけすけ, きぇおぇさ う きう

くうきぇかくけ, せゃっかうつっくうっ くぇ 
ゃくけしおぇすぇ いぇ こっくしうは し 0,5%. 
‶さうたけょうすっ けす こけょけたけょくうすっ 
ょぇくなちう とっ こけこなかくうき いぇ 12 
ょくう, ぇ すっいう けす おけさこけさぇすうゃ
くう ょぇくなちう - いぇ 7 ょくう. ╃させゅう 
8 ょくう とっ さぇぉけすうき, しぇきけ いぇ 
ょぇ しう こかぇすうき ょなさあぇゃくうすっ 
う けぉとうくしおう すぇおしう. ]ぇきけ いぇ 
すぇいう う こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
/2014 う 2015 ゅ./ ょなさあぇゃぇ
すぇ とっ くぇすさせこぇ ょっそうちうす いぇ 
ぉかういけ 5,5 きかさょ. かゃ., おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ 25 ょくう いぇ けすさぇ
ぉけすゃぇくっ. 
╉ぇいぇくけ うくぇつっ: っょくぇ ゅけょう

くぇ, ゃ おけはすけ ゃしっおう ょっく けすこせし
おぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ             /
すなえ おぇすけ しさっょくけ すけかおけゃぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ しぇ ょくうすっ, ゃ おけうすけ 
しきっ ゃ  こけかぇゅぇっき  けすこせしお/, くっ 
っ こけつうゃおぇ, ぇ さぇぉけすぇ ゃ こけかいぇ 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 〈けゃぇ っ うい
きっさっくうっすけ くぇ ょっそうちうすぇ けす 
すぇいう う こさっょたけょくぇすぇ ゅけょう
くぇ. 〈けっしす, こけゃけょ いぇ こさぇいくうお 
くはきぇ. 

       „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
‶け ょぇくくう くぇ ╇くしすうすせすぇ
いぇ こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ

/╇‶╇/
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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:

》さうしすうはく
ぅくつっゃ
╉ぇさぇすっさいうっゃ

╂けょうくう:

16

〉つうかうとっ:

‶╂ こけ すさぇくしこけさす う すさぇくし-
こけさすっく きっくうくょあきなくす

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 2 ゅけょうくう う 6 きっしっちぇ

╉ぇすけ おぇおなゃ?

╁さぇすぇさ

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╋ぇくせっか ′けっさ,
╀ぇせっさく ╋のくたっく

╉ぇおなゃ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

┿ゃすけきけくすぬけさ

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ

18 しぇ こさっすっくょっくすおうすっ いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2015. ]さっょ 
すはた くぇえ-きくけゅけ - 5, しぇ おぇくょうょぇすおうすっ けす きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]こっおすぇおなかなす いぇ ういぉけさぇ くぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ ちぇさうちぇ っ くぇ 15-すう きぇえ 

けす 19 つぇしぇ ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか“. ╁けょっと くぇ おけくおせさしぇ とっ っ ぇおすぬけさなす 
[せしかぇく ╋なえくけゃ.
¨す 4-すう きぇえ ゃ ╇くそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4 ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお いぇこけつゃぇ う こさけょぇあぉぇすぇ くぇ ぉうかっすうすっ いぇ しこっおすぇおなかぇ. 『っくう-
すっ しぇ こけ 12 う 15 かっゃぇ. 
¨す 8-きう きぇえ くぇ ゃなくてくぇすぇ ゃうすさうくぇ くぇ せか. „╇しおさぇ“ 4 とっ ぉなょっ 

こけょさっょっくぇ う しこっちうぇかくぇすぇ そけすけしっしうは くぇ すぇいゅけょうてくうすっ こさっすっく-
ょっくすおう いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. 

′っけぉたけょうき ゃう っ しけおなす けす ょゃぇ ゅけかっきう かうきけくぇ う っょくぇ しさっょくけ ゅけかはきぇ ゃさないおぇ きぇゅょぇくけい, 
おけはすけ こぇしうさぇすっ. ‶けかせつっくぇすぇ しきっし けす きぇゅょぇくけいぇ, いぇっょくけ しなし しけおぇ けす かうきけくうすっ, こさう-

ぉぇゃはすっ おなき こけかけゃうく かうすなさ ゃけょぇ. [ぇいぉなさおゃぇすっ たせぉぇゃけ.
╁ぇあくけ っ ょぇ いくぇっすっ, つっ すぇおぇ こけかせつっくうはす 

っかうおしうさ ゃう っ ょけしすぇすなつっく いぇ ょゃぇ ょくう – こけ 250 
ゅさぇきぇ くぇ ょっく. ‶うっすっ ゅけ しぇきけ ゃっょくなあ こさっい 
ょっくは, くけ くぇえ-ょけぉさっ っ ょぇ くっ ゅけ こさうっきぇすっ ゃっ-
つっさ, ぇ しかっょ いぇおせしおぇすぇ うかう けぉはょぇ しう.
]なたさぇくっくうっすけ くぇ ょけきぇてくうは っかうおしうさ しすぇゃぇ 

ゃ しすなおかっく ぉせさおぇく ゃ たかぇょうかくうおぇ. ╉けゅぇすけ こさう-
ゃなさてうすっ ょけいぇすぇ しう, くぇこさぇゃっすっ しう は けすくけゃけ いぇ 
ょゃぇ ょくう う すぇおぇ こさけょなかあっすっ ょぇ は こうっすっ ゃしっおう 
ょっく. 〉くうおぇかくけすけ こさう くっは っ, つっ おけかおけすけ こけゃっ-
つっ ゃさっきっ は こさうっきぇすっ, すけかおけゃぇ こけ-ょけぉさう さっ-
いせかすぇすう こけかせつぇゃぇすっ.
〈けいう っかうおしうさ けすかうつくけ ういつうしすゃぇ けすけちうすっ う 

くぇすさせこぇくぇすぇ ういかうてくぇ ゃけょぇ ゃ けさゅぇくういきぇ う 
しこけきぇゅぇ いぇ こけ-かっしくけすけ さぇいゅさぇあょぇくっ くぇ きぇいくうくうすっ. ╃ぇ くっ ゅけゃけさうき いぇ こけかいうすっ きせ いぇ ちは-
かけしすくけすけ くう いょさぇゃっ – しなしすぇゃおうすっ ゃ くっゅけ ゅけゃけさはす しぇきう こけ しっぉっ しう.

こさうかうつぇて?

╇しおぇき ょぇ しう けしすぇくぇ
すぇおなゃ, おぇおなゃすけ しなき しう.

╃ゃっ ぇぉうすせさうっくすおう けす ╉ぇいぇくかなお しこっつっかうたぇ ゃぇせ
つっさう いぇ ぉっいこかぇすくう てけそぬけさしおう おせさしけゃっ, おぇすっゅけ
さうは ╁, ゃ けぉはゃっくぇすぇ けす けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ うくうちうぇすうゃぇ.  
〈けゃぇ しぇ ╋っかうしぇ ┿たきっょ ╀っおはさ, けすかうつくうつおぇ し せし
こった 5,90 けす ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う ╋ぇさうは ╉けかっゃぇ ╂ぬけぉしぇかうっゃぇ けす ‶╂╊‶〈 ゃ ゅさぇょぇ. 
‶なさゃけくぇつぇかくけ うょっはすぇ くぇ 】っさっゃぇ, かのぉっいくけ 

こけょおさっこっくぇ けす 〉つっぉっく すさぇくしこけさすっく  ちっくすなさ „╇く
すっさすせさし”, ぉっ っょうく ぇぉうすせさうっくす, こさう けこさっょっかっくう 
おさうすっさうう, ょぇ しこっつっかう ゃないきけあくけしす ぉっいこかぇすくけ ょぇ 
こけかせつう てけそぬけさしおぇ かのぉうすっかしおぇ おくうあおぇ.  
] ちっか こけ-てうさけおけ こけこせかはさういうさぇくっ う きぇおしうきぇか

くぇ けぉっおすうゃくけしす, けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお こけ
すなさしう こけきけとすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ╇きっくくけ けす すはた 
すさはぉゃぇてっ ょぇ ぉなょぇす くぇこさぇゃっくう こさっょかけあっくうは
すぇ いぇ ぇぉうすせさうっくす, おけえすけ ょぇ こけかせつう すけいう てぇくし.  
‶さっょかけあっくうはすぇ すさはぉゃぇてっ ょぇ しぇ いぇ ぇぉうすせさうっく
すう し けすかうつっく せしこった, くぇゃなさてうかう 18 ゅけょうくう, けす 

] こけさっょうちぇ けす こさけはゃう, ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ しっょきうちう, ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“, ういゃっしすくぇ けとっ おぇすけ ╋ったぇくけすけ, けすぉっかはいぇ しゃけは 

90-ゅけょうてっく のぉうかっえ. 』っしすゃぇくっすけ せゃぇあうたぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう くぇ せつうかうとっすけ, しっゅぇ  ゃうょくう うくょせしすさうぇか
くう おぇょさう う きっくうょあなさう ゃ さっゅうけくぇ, ぉういくっしきっくう, ぉうゃてう せつっくううちう,  こさっ
こけょぇゃぇすっかう, くぇつっかけ し くぇえ-ょなかゅけゅけょうてくうは ょうさっおすけさ くぇ ぉうゃてうは ╋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“ うくあ. 》さうしすけ ╂なょっゃ. ]さっょ けそうちうぇかくうすっ 
ゅけしすう ぉっ う うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ょうさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ“ ゃ 
„┿さしっくぇか“, おぇおすけ う ぉうゃてうはす ょうさっお
すけさ くぇ そうさきぇすぇ うくあ. ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, 
ゃないこうすぇくうお くぇ おぇいぇくかなておうは ╋ったけ
くけすったくうおせき.
╁ さぇきおうすっ くぇ のぉうかっえくけすけ つっしすゃぇ

くっ しっ こさけゃっょっ う しなしすっいぇくうっ - こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃけ おなき ぉなょっとうすっ すった
くうちう. 〈っ すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす 
し せしすさけえしすゃけすけ くぇ ぇゃすけきぇす こさけうい
ゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか“ う ょぇ しっ しなしすっ
いぇゃぇす いぇ ゃさっきっ いぇ くっゅけゃけすけ さぇいゅかけ
ぉはゃぇくっ う しゅかけぉはゃぇくっ.
′ぇえ-ょけぉさうすっ こけかせつうたぇ くぇゅさぇょう, 

けしうゅせさっくう けす „┿さしっくぇか“. 90-すぇすぇ しう ゅけょうてくうくぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ 
こけしさっぇとぇ し ういちはかけ けぉくけゃっくう しゅさぇょう, くけゃう おぇぉうくっすう, くけゃう しこっちうぇかくけ
しすう う くけゃう ちっかう.

             „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╉╇╊ [╅′╅〉]ぇぃ[¨ ╅╆¨【】『¨╊〉【[¨ 』》╊ぁ╊]¨｠╅ ╇ 
[《〉[】『』╅ 〉╅ 《〈╆】╉』〈╅〉╅

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

しっきっえしすゃぇ し くうしなお しけちうぇかっく しすぇすせし うかう 
しうさぇちう, ぇょさっしくけ さっゅうしすさうさぇくう ゃ けぉとう
くぇすぇ. ¨ぉとけ 6 こさっょかけあっくうは しぇ くぇこさぇゃっ
くう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. ╁しうつおう 
すっ しぇ ぉうかう いぇ きかぇょっあう, けすゅけゃぇさはとう くぇ 
せしかけゃうはすぇ. 〈なえ おぇすけ ╋っかうしぇ う ╋ぇさうは しぇ 
ぉうかう し くぇえ-ゃうしけお う しさぇゃくうすっかくけ うょっくすう
つっく せしこった ゃ せつうかうとっ, そうさきぇすぇ-ょぇさうすっか う 
けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお しぇ ゃいっかう  しこさぇ
ゃっょかうゃけすけ さってっくうっ: ゃきっしすけ っょうく, ょゃぇ ょぇ 
しぇ ゃぇせつっさうすっ いぇ ぉっいこかぇすくうは てけそぬけさしおう 
おせさし. 
╁ぇせつっさうすっ くぇ ょゃっすっ ぇぉうすせさうっくすおう ぉはたぇ 

ゃさなつっくう くぇ おさぇすおぇ ちっさっきけくうは. ╃ゃっすっ きけ
きうつっすぇ いぇこけつゃぇす けぉせつっくうっすけ しう こさっい のかう.       

             
 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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〈さうょっしっす ゅけょうくう けす しゃけっすけ しないょぇゃぇくっ けすぉっかはいぇ ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ いぇ すせさうしすうつっしおう 
こっしくう „╄たけ”. ぃぉうかっはす ぉっ けすこさぇいくせゃぇく くぇ 28 きぇさす ゃなゃ ╁けっくくうは おかせぉ し ぉけゅぇす こっ-

しっくっく おけくちっさす し せつぇしすうっすけ くぇ ╃ぇきしおう すせさうしすうつっしおう たけさ „╀けあせさ” けす ゅさ. ╂. ¨さはたけゃう-
ちぇ, ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „]っゃすけこけかうし” こさう つうすぇかうとっ „╇しおさぇ – 1860”, ]》 „]さっょくけゅけさしおう 
いゃせちう” – ]す. ╆ぇゅけさぇ, 《けかおかけさくけ すさうけ „╉ぇかうくぇ” う ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „┿おせしすうおぇ” – ]け-
そうは. ╂けょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ ぉっ せゃぇあっくぇ けす おきっすぇ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ′っくけ ╁かぇえおけゃ – ょっこせすぇす, きぇっしすさけ ╀けさうし ]すさうくしおう – いぇき. 
こさっょしっょぇすっか くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ すせさうしすうつっしおうすっ たけさけゃっ おなき ╀〈], ╅っかぬけ ╅っかっゃ 
– こさっょしっょぇすっか う ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ – しっおさっすぇさ くぇ 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さかけゃけ 
ゅくっいょけ” , ょうさうゅっくすう う たせょけあっしすゃっくう さなおけゃけょうすっかう くぇ ょさせゅう たけさけゃう しなしすぇゃう.
╁けおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ しっ しそけさきうさぇ けとっ こさっい 1985 ゅ. こけ うょっは くぇ ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ - すけ-

ゅぇゃぇ しっおさっすぇさ くぇ 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „╀せいかせょあぇ” おなき „┿さしっくぇか”. ╁ないくうおくぇかぇ 
おぇすけ いぇゃけょしおう しぇきけょっっく おけかっおすうゃ, ゅさせこぇすぇ ぉなさいけ しっ さぇいさぇしすゃぇ う せすゃなさあょぇゃぇ おぇすけ 
っょくぇ けす くぇえ-こけこせかはさくうすっ, ういゅさぇあょぇえおう しゃけは しけぉしすゃっくぇ きせいうおぇかくぇ ゃういうは. ╇いおかの-
つうすっかくぇ いぇしかせゅぇ いぇ すけゃぇ うきぇ くっえくうはす こさなゃ たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか ╃っつおけ ╀ぇ-
おけっゃ. ╁ こなさゃうすっ ゅけょうくう たけさなす っ こけいくぇす おぇすけ „[ぇぉけすくうつっしおけ ったけ”. ‶さっい 1993 ゅ. 
しなしすぇゃなす こさっきうくぇゃぇ おなき 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ” う こさうっきぇ くけゃけ 
うきっ – ╂させこぇ いぇ すせさうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ”. ¨す 1997 ゅ. たけさうしすうすっ しぇ ゃっつっ つぇしす う けす 
しぇきけょっえくうすっ おけかっおすうゃう くぇ ╁けっくくうは おかせぉ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ ういこけかいゃぇす  くっゅけゃぇすぇ 
ぉぇいぇ いぇ さっこっすうちうう う ういはゃう.

¨とっ けす こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ しゃけっすけ しないょぇゃぇくっ ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ しう  しないょぇゃぇ ぇゃすけ-
さうすっす しさっょ しさけょくうすっ ゅさせこう おぇすけ つかっく くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ すせさうしすうつっしおうすっ たけさけゃっ ゃ 
╀なかゅぇさうは. 〈さぇょうちうけくくう しぇ せつぇしすうはすぇ うき ゃなゃ ゃしうつおう くぇちうけくぇかくう こっしっくくう こさぇいくうちう 
– „‶っしくうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは”, そっしすうゃぇかう くぇ すせさうしすうつっしおぇすぇ こっしっく ゃ ]す. ╆ぇゅけさぇ, ]ぇきけ-
おけゃ, ‶かけゃょうゃ, ╂. ¨さはたけゃうちぇ, ゃ こさっしすうあくうは ]すぇさけこかぇくうくしおう しなぉけさ „╀ぇかおぇく そけかお” 
ゃなゃ ╁. 〈なさくけゃけ, ゃ ╋っあょせくぇさけょくうは そっしすうゃぇか くぇ すせさうしすうつっしおぇすぇ こっしっく „] こっしっく, 
こさうはすっかう”. 〈さぇょうちうけくくう しぇ せつぇしすうはすぇ う ゃ けぉとうくしおうすっ おせかすせさくう ういはゃう, ゅけょうてくうくう, 
くぇちうけくぇかくう う すせさうしすうつっしおう こっしっくくう こさぇいくうちう, こさぇいくうちう くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, 
こさっゅかっょう くぇ たせょけあっしすゃっくぇすぇ しぇきけょっえくけしす う す.く.
′ぇえ-しなとっしすゃっくぇ っ ういはゃぇすぇ くぇ ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ ゃ こっしっくくうは こさぇいくうお „‶さっおさぇしくぇ 

しう, きうかぇ [けょうくけ”, おけえすけ すぇいう ゅけょうくぇ しなぉうさぇ いぇ 17-すう こなす くぇ 25 ぇこさうか ゃ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ -1860” たけさけゃう おけかっおすうゃう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ.
╆ぇ しゃけうすっ 30 ゅけょうくう ╁╂〈‶ „╄たけ” っ いぇゃけのゃぇかぇ きくけゅけ う こさっしすうあくう くぇゅさぇょう. ′ぇえ-ちっ-

くっくう けす すはた しぇ きっょぇか „┿かっおけ” くぇ ╀〈], くぇゅさぇょぇ くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ すせさうしすうつっしおうすっ 
たけさけゃっ ゃ ╀なかゅぇさうは – „《うかうこ ┿ゃさぇきけゃ” こさっい 2006 ゅ., ょゃっすっ しこっちうぇかくう くぇゅさぇょう - くぇ 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う ゃけょうすっ けす 2002 ゅ. う くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ けす 2004 ゅ. ╂させこぇすぇ しっ ゅけさょっっ う し くぇゅさぇょうすっ けす ╋っあょせくぇさけょくうは そっし-
すうゃぇか „] こっしっく, こさうはすっかう” う くぇ „╀ぇかおぇく そけかお”. ‶さっい 2002, 2003 う 2005 ゅ. しなしすぇゃなす 
いぇゃけのゃぇ ゃすけさぇ う すさっすぇ くぇゅさぇょぇ けす せつぇしすうっすけ ゃ こさっゅかっょうすっ くぇ かのぉうすっかしおけすけ たせょけ-
あっしすゃっくけ すゃけさつっしすゃけ くぇ ゃけっくくうすっ おかせぉけゃっ.
╆ぇ きせいうおぇかくけすけ う こっゃつっしおけ ういさぇしすゃぇくっ くぇ ゅさせこぇすぇ いぇしかせゅう うきぇ う くぇしすけはとうはす きせ-

いうおぇかっく さなおけゃけょうすっか ╁ぇかっくすうく 〉いせくけゃ, つうえすけ いぇさぇいうすっかっく すゃけさつっしおう いぇさはょ きけ-
すうゃうさぇ ゃしうつおう, おぇすけ こさうょぇゃぇ くぇ ゃしはおけ ういこなかくっくうっ ぇすさぇおすうゃくけしす う くっこけゃすけさうきぇ 
っきけちうは.
╃くっし さっこっさすけぇさなす くぇ たけさぇ ゃないかういぇ くぇ くぇょ 100 こっしくう けす さぇいかうつくう あぇくさけゃっ. ╁け-

おぇかくぇすぇ ゅさせこぇ っ しなしすぇゃっくぇ けす くぇしすけはとう う ぉうゃてう ぇさしっくぇかちう し さぇいかうつくう こさけそっしうう, 
すったくう こさうはすっかう う しなきうてかっくうちう, けぉっょうくっくう けす かのぉけゃすぇ おなき かのぉうすっかしおけすけ こっしっくくけ 
ういおせしすゃけ.
′ぇ ゃしうつおう つかっくけゃっ くぇ ╁╂〈‶ „╄たけ”– ′┿ ╋′¨╂┿ぅ ╊╄〈┿ う くけゃう すゃけさつっしおう いぇゃけっゃぇくうは!

╋ぇさうぇく ′っくおけゃ

„╅『』╊〉╅]” 〉╅》『╅╇¨ ╉╅『╊〉¨╊...
╁けっくくうはす きうくうしすなさ しなけぉとう, つっ っ さぇいこけさっょうか けさゅぇくういうさぇくっすけ くぇ しっきう

くぇさう しかっょ こけしかっょくうすっ うくちうょっくすう ゃ ╇ゅぇくけゃけ. “】っ くぇこさぇゃは けとっ っょくぇ しすなこ
おぇ, おぇすけ こさっょかけあぇ う こさけきっくう 
ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ しなたさぇくはゃぇくっすけ 
くぇ ぉけっこさうこぇしうすっ. ╇ょっはすぇ きう 
っ ゃしうつおう, おけうすけ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し すけゃぇ, ういゃなく ぇさきうはすぇ - しかせ
あうすっかう くぇ つぇしすくう そうさきう う 
ょなさあぇゃくう ょさせあっしすゃぇ, しなとけ 
ょぇ こさっきうくぇす すぇおうゃぇ けぉせつっ
くうは しさっとせ いぇこかぇとぇくっ, おぇいぇ 
きうくうしすなさ ′っくつっゃ.
╁けっくくうすっ しこっちうぇかうしすう とっ 

きけゅぇす ょぇ ゅう けぉせつぇす ゃなゃ ゃけっく
くうすっ そぇおせかすっすう, うかう こなお きけ

ぉうかくう ゅさせこう し うくしすさせおすけさう とっ こけしっすはす しおかぇょけゃっすっ う つぇしすくう そうさきう.
]っきうくぇさうすっ とっ しぇ 30-40 - ょくっゃくう う ゃしっおう, おけえすけ ゅう いぇゃなさてう, とっ こけかせ

つぇゃぇ しこっちうぇかっく しっさすうそうおぇす. “′っ きけあっき ょぇ こさぇゃうき こけゃっつっ おけきこさけきうしう 
しなし しうゅせさくけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ”, ょけこなかくう  きうくうしすなさなす くぇ けすぉさぇくぇすぇ.

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

╉╅‶【╊ ぃ╅〉』 〉╅ ╈《]╊〈¨【╊!
╇きぇ こさけゅさぇきう, くけ  しさっょしすゃぇすぇ こけ すはた 

くっ しっ せしゃけはゃぇす, いぇはゃう くぇ  しゃけえ さっょ 
っゃさけょっこせすぇすおぇすぇ ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ. ‶さう
つうくうすっ いぇ  すけゃぇ しぇ きくけゅけ, おぇすけ っょくぇ 
つぇしす けす すはた しっ ょなかあう くぇ そぇおすぇ, つっ 
しすさぇくぇすぇ くう くっ っ つかっく くぇ っゃさけいけくぇ
すぇ う かうたゃうすっ こけ おさっょうすうすっ いぇ ぉういくっしぇ  
せ くぇし しぇ ゃ こなすう こけ-ゅけかっきう けす すっいう ゃ 

しすさぇくうすっ けす ╄], つかっくけゃっ くぇ ╄ゃさけいけ
くぇすぇ, う くぇ こさぇおすうおぇ くはきぇ くけさきぇかくけ 
おさっょうすうさぇくっ. 〈けゃぇ ょけこなかくうすっかくけ いぇ
すさせょくはゃぇ ぉういくっしぇ. ‶けかせつぇゃぇ しっ けきぇ
ゅぬけしぇく おさなゅ, ゃ おけえすけ けす っょくぇ しすさぇくぇ 
うきぇ こぇさう, おけうすけ くっ しっ せしゃけはゃぇす, ぇ けす 
ょさせゅぇ - うきぇ そうさきう し ゃないきけあくけしすう, 
おけうすけ ぉうたぇ せしゃけはゃぇかう きくけゅけ こけゃっつっ, 
くけ いぇさぇょう けぉとうは くうしなお こさけちっくす くっ 
きけゅぇす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす, いぇはゃう っゃさけ
ょっこせすぇすおぇすぇ. ‶け 100 たうかはょう かっゃぇ いぇ 
きっしっち, きっしっち う こけかけゃうくぇ, しっ ゃかぇゅぇす 
ゃ „┿さしっくぇか” いぇ こけょけぉさはゃぇくっ せしかけゃう
はすぇ くぇ すさせょ, ぇ っゃさけこっえしおうすっ こさけゅさぇ
きう そうくぇくしうさぇす う けすこせしおぇす ょけ 30% けす 
くせあくうすっ しせきう, おけっすけ っ ういおかのつうすっかくけ 
きぇかおけ, いぇはゃう こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ 
ぅくおけ  ╉けしすぇょうくけゃ – ょうさっおすけさ こけ うおけ
くけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”. 
╇きぇ さぇいさぇぉけすっくう しすぇあぇくすしおう こさけ

ゅさぇきう, くけ うくすっさっしなす くぇ きかぇょうすっ たけさぇ 
おなき すはた っ きぇかなお, いぇはゃう ‶ぇせくけゃぇ こさっょ 
こけゃっつっ けす 60 こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉうい
くっしぇ ゃ  ╉ぇいぇくかなお. ] ちっか ょぇ しっ こけゃうてう 
う くうゃけすけ くぇ おけきこっすっくすくけしす こけ けすくけ
てっくうっ くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ せきっくうは 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ  きかぇょっあう, くせあくう いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ  うおけくけきうおぇ, っゃさけょっこせ
すぇすおぇすぇ こさっょしすぇゃう しすぇさすうさぇかぇすぇ くぇ 
16-すう ぇこさうか すぇいう  ゅけょうくぇ うくうちうぇすう
ゃぇ „¨ぉさぇいけゃぇくうっ ╀なかゅぇさうは 2030“. ╁ 
くっは, けしゃっく しぇきぇすぇ ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ, しぇ 
ゃおかのつっくう いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけきうしうは ぃさおう ╉ぇ
すぇえくっく, ゃうちっこさっきうっさうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは 
〈けきうしかぇゃ ╃けくつっゃ う ╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく う 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ くぇょ 40 けさゅぇくういぇ
ちうう. ¨しくけゃくうすっ ぇしこっおすう ゃ ょっえくけしすすぇ 
くぇ すぇいう うくうちうぇすうゃぇ しぇ おぇつっしすゃっくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, おぇつっしすゃっくう こさっこけょぇゃぇ
すっかう う こけゃっつっ こさっょこさうっきぇつっしおう ょせた. 

〉けさそしあこ ¨いとのかう:

╀なかゅぇさしおうはす こさっょしすぇゃうすっか ゃ ╄‶ けす 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄′‶ ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ こさっょ
しすぇゃう そうくぇくしうさぇくっすけ し っゃさけこっえしおう 
しさっょしすゃぇ う くけゃうすっ ゃないきけあくけしすう, おけう
すけ とっ こさっょかけあう こかぇくなす いぇ うくゃっしすう
ちうう „ぃくおっさ“. ]さっょ けぉしなょっくうすっ すっきう 
ぉっ ゃぇあくけしすすぇ くぇ ょせぇかくけすけ けぉせつっくうっ 
う こさけそっしうけくぇかくうすっ しすぇあけゃっ, し けゅかっょ 

う い ゅ さ ぇ あ
ょぇくっすけ くぇ 
せ し すけえつう
ゃう ゃさない
おう きっあょせ 
けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ, くぇ
せおぇすぇ う 
ぉういくっしぇ. 
‶さっょしすぇ

ゃうすっかうすっ 
くぇ ぉういくっ
しぇ しこけょっ
かうたぇ, つっ 
か う こ し ぇ す ぇ 
くぇ おゃぇかう
そ う ち う さ ぇ
くう おぇょさう 
し な い ょ ぇ ゃ ぇ 
こさっつおう いぇ 
さぇいゃうすうっ
すけ くぇ うおけ
くけきうおぇすぇ. 
]さっょ ちっ

かうすっ ゃ ょっえくけしすすぇ くぇ っゃさけょっこせすぇすぇ っ 
しすぇあけゃっすっ ょぇ しすぇくぇす いぇょなかあうすっかくぇ 
つぇしす けす けぉさぇいけゃぇくうっすけ くぇ っゃさけこっえしおけ 
くうゃけ. 〈は ぇおちっくすうさぇ ゃなさたせ ゃさないおぇすぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっ-ぉういくっし, おけはすけ しないょぇゃぇ  
おゃぇかうそうちうさぇくう きかぇょう しこっちうぇかうしすう, 
おけうすけ ょぇ けすゅけゃぇさはす くぇ くせあょうすっ くぇ 
ぉういくっしぇ けす すけつくけ すぇおうゃぇ おぇょさう. 
╁ さぇきおうすっ くぇ しゃけはすぇ ゃういうすぇ ゃ ╉ぇいぇく

かなお っゃさけょっこせすぇすなす ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ しっ 
しさっとくぇ う し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ  „╋+] 
》うょさぇゃかうお“ ┿╃. 《うさきぇすぇ っ けすかうつっくぇ 
いぇ „[ぇぉけすけょぇすっか くぇ 2014 ゅけょうくぇ“ けす 
┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ おなき ╋うくうし
すっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけ
かうすうおぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ し こさっょしすぇゃう

すっかうすっ くぇ ぉういくっしぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 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” 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こさっょかけあう ぉなかゅぇさ
しおうはす こさっょしすぇゃうすっか ゃ ╄‶ ょぇ うくうちう
うさぇ  いぇおけくけょぇすっかくぇ こさけきはくぇ, おけはすけ 
ょぇ くぇこさぇゃう はしくけ けすかうつぇっきう くけきっさぇすぇ 
くぇ ぇゃすけきけぉうかうすっ いぇ うくゃぇかうょう - ちゃっ
すけゃけ, う こけ すけいう くぇつうく ょうさっおすくけ ょぇ 
しっ うょっくすうそうちうさぇす くぇさせてうすっかうすっ くぇ 
こさぇゃうかぇすぇ いぇ こぇさおうさぇくっ. „╆ぇこけつくっすっ 
けす ╀なかゅぇさうは, ゃくっしっすっ こさっょかけあっくうっ
すけ, かっしくうはす くぇつうく いぇ おけくすさけか っ しなし 
いぇおけく, すさせょくうはす っ ょぇ しう こさけきっくうき 
きぇくすぇかうすっすぇ“, おぇいぇ くぇ っゃさけょっこせすぇす
おぇすぇ  ╄ゃぇ ‶ぇせくけゃぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
╉ぇすけ „うくすっさっしくぇ うょっは” けこさっょっかう すけゃぇ 
こさっょかけあっくうっ こさっょしすぇゃうすっかおぇすぇ くう ゃ 
╄‶ う ういさぇいう すっいぇすぇ, つっ きけあっ ぉう ちゃっ
すけゃけすけ うょっくすうそうちうさぇくっ くぇ くけきっさぇすぇ 
くぇ ぇゃすけきけぉうかうすっ いぇ うくゃぇかうょう とっ っ 
こけ-かっしくけ ょぇ しっ しかせつう くぇ くぇちうけくぇかくけ  
くうゃけ. 

              „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
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¨せきかせかち-にけすけさ [かちあ ｠ちけつてそうあ: 
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╇くすっさっしなす おなき たうきうはすぇ こさう ╉っさぇ 

うょゃぇ こけ くっけぉうつぇえくう こなすっおう. ]こけさす
くう. „╆ぇこぇかっくぇ“ ぉぇしおっすぉけかうしすおぇ けとっ 
けす せつうかうとっ, すは ういぉうさぇ ╁〉╆, おなょっすけ とっ 
きけあっ ょぇ こさけょなかあう ょぇ うゅさぇっ. ╃けぉさうはす 
けすぉけさ くぇ 》さぇくうすっかくけ-ゃおせしけゃうは ゃ ‶かけゃ
ょうゃ, いぇっょくけ し きぇきうくぇすぇ こさっこけさなおぇ, しぇ 
こさうつうくぇすぇ ょぇ うょっ すけつくけ  すぇき. ╁さなとぇ
くっすけ ゃ さけょくうは ╉ぇいぇくかなお っ し さぇいこさっょっ
かっくうっすけ いぇ さぇぉけすぇ ゃ きかっおけちっくすさぇかぇすぇ. 
′け すぇき くっとぇすぇ くっ え たぇさっしゃぇす. ]かっょ 
ゃすけさけすけ きぇえつうくしすゃけ, こさっい 1973-すぇ, 
きかぇょぇすぇ たうきうつおぇ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか“. ̈ す
かうつくけすけ こけしさっとぇくっ けす おけかっゅうすっ しかっょ 
ゅけょうくう ╉っさぇ こさっゃさなとぇ ゃ しゃけえ くぇつうく ょぇ 
こさうっきぇ くけゃうすっ きけきうつっすぇ ゃ けすょっかぇ. ╃ぇ, 

こけゃっつっすけ すぇき しぇ あっくう. 〉ょけゃけかしすゃうっすけ 
けす さぇぉけすぇすぇ きうくぇゃぇ こさっい こさけそっしうけ
くぇかくうすっ おけくしせかすぇちうう, おけうすけ けすょっかなす 
ょぇゃぇ いぇ ちっかうは いぇゃけょ. ╁ないくうおくっ かう こさけ
ぉかっき, くうっ しきっ すぇき, けぉはしくはゃぇ うくあ. 》さう
しすけゃぇ. 〈は しっ てっゅせゃぇ, つっ ¨》〈-すけ ぉうかけ 
おぇすけ ╀なさいぇ こけきけと, ぇ さぇぉけすっとうすっ すぇき 
さっぇゅうさぇかう しこってくけ おぇすけ かっおぇさう. „╋くけ
ゅけ しなき ょけゃけかくぇ けす さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ しなき 
うきぇかぇ – ういおかのつうすっかくけ さぇいくけけぉさぇいくぇ. 
╃ぇゃぇてっ くう ゃないきけあくけしす ょぇ すゃけさうき, ょぇ 
きうしかうき. ╃っしっすおう こぇさぇきっすさう しかっょはす う 
くぇこぇしゃぇす たうきうちうすっ けす けすょっかぇ – しゃっさは
ゃぇす っかっおすさけかうすう, すけお, こさうぉけさう, こけょゅけ
すけゃおぇすぇ くぇ ょっすぇえかぇ... - きくけゅけ しぇ おけき
こけくっくすうすっ, けす おけうすけ いぇゃうしう おぇつっしすゃけすけ 
くぇ こけおさうすうっすけ. ╁ くぇつぇかけすけ, こさういくぇゃぇ 
╉っさぇ, つっ せ くっは うきぇかけ ういゃっしすっく しすさぇた 
けす くっこけいくぇゃぇくっすけ くぇ しこっちうそうおぇすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ: „‶ぇお っ たうきうは, くけ しなゃしっき ょさせ
ゅぇ しこっちうぇかくけしす しぇ ゅぇかゃぇくうつくうすっ こけ
おさうすうは...“.  ¨こうすなす くぇ おけかっゅうすっ う ょけ
こなかくうすっかくぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは, おけはすけ え 
ょぇゃぇ „┿さしっくぇか“, さってぇゃぇす こさけそっしうけ
くぇかくうは こさけぉかっき. ╇くあ. 》さうしすけゃぇ いぇ
ゃなさてゃぇ しかっょょうこかけきくぇ しこっちうぇかういぇちうは 
ゃ 》〈╇ – ]けそうは. ┿さしっくぇかしおうはす けすょっか 
こけょょなさあぇ こさけそっしうけくぇかくう おけくすぇおすう し 
せくうゃっさしうすっすしおうすっ こさっこけょぇゃぇすっかう, こけ
かっいくう しぇ しう ゃいぇうきくけ: くぇせおぇすぇ う こさぇお
すうおぇすぇ しぇ ゃ ょけぉさぇ ゃさないおぇ. [ぇぉけすう しっ う 
し ╀┿′. ┿さしっくぇかしおうすっ たうきうちう せつぇしすゃぇす 
う ゃ しうきこけいうせきう し きっあょせくぇさけょくけ せつぇし
すうっ. 〉くゅぇさうは う こさっょうきくけ  [せしうは しぇ 
きっしすぇすぇ, ょけおなょっすけ すっ こなすせゃぇす いぇ けぉきっく 
くぇ けこうす. 〈ったくけかけゅううすっ ゃ „┿さしっくぇか“ しぇ 
こさっけぉかぇょぇゃぇとけ させしおう う さぇいきはくぇすぇ くぇ 
こけしっとっくうは きっあょせ しこっちうぇかうしすうすっ っ いぇ

』【『╅ぃ〉《【《 ╊, ぁ╊ 〉╊ ╋¨╇╊╊〈 ╇ 【╊╅【ぇ『
〈╅‶っ 《』【《¨ぁ - うせとねさあてあ  せあ えかせ.-すあこそち をうみてさそ 『あおそこせそう:

ょなかあうすっかくぇ. [せしおうすっ たうきうちう くは
きぇす いぇぉっかっあおう おなき こさうかけあっくうっすけ 
くぇ すったくけかけゅううすっ くぇ ゅぇかゃぇくうつくうすっ 
こけおさうすうは ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ こさけうい
ゃけょしすゃけ, けすぉっかはいゃぇ うくあ. 》さうしすけゃぇ.
′け ゃ こさぇおすうおぇすぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ けす

ょっかぇ くぇょたゃなさかは ぇくゅぇあうきっくすうすっ こけ 
ゅぇかゃぇくうつくうすっ こけおさうすうは. 》うきうちうすっ 
さってぇゃぇす おぇいせしう こけ こさっつうしすゃぇくっすけ 
くぇ けすこぇょくうすっ ゃけょう, おけさけいうはすぇ... 
[ってぇゃぇす ゅう いぇっょくけ. ] さぇぉけすぇ ゃ 
っおうこ. „‶けきぇゅぇたきっ しう きくけゅけ. ╇きぇ
てっ きくけゅけ ょけぉさう ゃいぇうきけけすくけてっくうは 
ゃ おけかっおすうゃぇ. [ぇぉけすぇすぇ し さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, し くぇつぇかくうちうすっ 
くぇ ちったけゃっ, しなし しぇきうすっ さぇぉけすくうちう 

ぉってっ せょけゃけかしすゃうっ...“, しこけきくは しう 
ゃっすっさぇくなす  けす ¨》〈. „╆ぇっょくけ しきっ 
さぇぉけすうかう う いぇっょくけ しきっ こさぇいくせゃぇ
かう...“, おぇすけ こけつすう ゃしうつおう ぇさしっくぇか
ちう, こけきくう う うくあ. 》さうしすけゃぇ. ╇い
かけあぉうすっ – さなおけょっかうは, おせかうくぇさうう, 
さなつくけ こさうゅけすゃっくう こうすうっすぇ..., こさぇい
くせゃぇくうすっ いぇっょくけ さけあょっくう ょくう, 
っおしおせさいううすっ, しなつっすぇくう し さぇいきはくぇ
すぇ くぇ こさけそっしうけくぇかっく けこうす し おけかっ
ゅう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ...  – ゃしっ くっとぇ, 
おけうすけ くっ こさけしすけ くっ しっ いぇぉさはゃはす, ぇ 
おけうすけ う ょくっし こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しぇ 
うきっくくけ - けぉと しこけきっく いぇ ぉうゃてうすっ 
ゃっつっ おけかっゅう. 〈っ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
しっ すなさしはす. 』っしすけ ゃ しこさっすくぇすうは きぇ
ゅぇいうく いぇ ょっすしおう ょさったう くぇ とっさおぇすぇ 
╋ぇさうぇくぇ うょゃぇす しすぇさう こさうはすっかう. 
╇ょゃぇす ょぇ しっ ゃうょはす. ╇ょゃぇかう しぇ う おけ
かっゅう けす „┿さしっくぇか“ – ょぇ こうすぇす, ょぇ 
しっ おけくしせかすうさぇす. ╉けゅぇすけ くぇこせしおぇ, 
うくあっくっさ 》さうしすけゃぇ けしすぇゃは こぇこおう
すっ し ちっかうは しう けこうす くぇ おけかっゅうすっ, くっ 
おさうっ う くうおけゅぇ くっ っ おさうかぇ すぇえくうすっ 
くぇ いぇくぇはすぇ.  
‶さっょぇゃぇ すけゃぇ, おけっすけ いくぇっ う くぇ 

ゃくせちうすっ. ╃ゃっすっ きけきつっすぇ けす ょゃっ
すっ ょなとっさう しぇ ゃさなしすくうちう. ]っゅぇ しぇ 
ゃっつっ ゃ 11-すう おかぇし. „╆ぇっょくけ せつ
うたきっ しっょっき ゅけょうくう“, こさういくぇゃぇ 
とぇしすかうゃぇすぇ ぉぇぉぇ. ╁ないこうすぇくうっすけ, 
しっきっえしすゃけすけ っ きくけゅけ ゃぇあくけ, おぇいゃぇ 
すは. „╂けさょけしすすぇ くぇ ぉぇぉぇ“ – 》さうしすけ 
ぅくっゃ, ゃけかっえぉけかうしす ゃ 『]╉┿, う ‶ぇ
ゃっか ‶ぇゃかけゃ, おけえすけ ゃっつっ くけしう くぇ
ゅさぇょう し せゃかっつっくうっすけ しう こけ っいうちう
すっ う おけきこのすさうすっ, うしおぇ ょぇ  せつう ゃ 
つせあぉうくぇ. 

„╂けさょけしすすぇ くぇ きぇきぇ“ – せしこってくうはす ぉうい
くっし くぇ ╋ぇさうぇくぇ, つうえすけ きぇゅぇいうく くぇうしすう
くぇ っ くっとけ さぇいかうつくけ, う ゅけかっきうすっ しこけさす

くう せしこったう くぇ 》さうしすうくぇ,  しなしすっいぇすっかおぇ 
くぇ ぉぇしおっすぉけかくうすっ けすぉけさう くぇ „╋ぇさうちぇ“ 
– ‶かけゃょうゃ, „╀っさけっ“ う „╃せくぇゃ“ – [せしっ, 
おなょっすけ は おぇくはす ょぇ けしすぇくっ ゃ すさっくぬけさ
しおうは とぇぉ, しぇ ょさせゅぇすぇ さぇょけしす くぇ ╉っさぇ 
》さうしすけゃぇ. ]っゅぇ ょなとっさうすっ しぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお, ゃくせちうすっ ゃっつっ しう ゅけくはす しけぉしすゃっくう
すっ きっつすう. ╁うあょぇき ちはかけすけ しっきっえしすゃけ ゃ 
きぇゅぇいうくぇ ょけ ╂うきくぇいうはすぇ, おなょっすけ ╉っさぇ 
こさっおぇさゃぇ こけつすう ちっかうは しう ょくってっく ょっく 
いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇ 》さうしすけ. ╆ぇ たけさぇすぇ 
けす こけおけかっくうっすけ うき – ╇ちけ ╋うくおけゃ, ぉぇし
おっすぉけかうしすなす けす こさけしかけゃせすぇすぇ こさっい 60-すっ 

ゅけょうくう こかけとぇょおぇ ょけ [けいぇさうせきぇ, おなょっすけ 
しっ しなぉうさぇ ちはかぇすぇ おぇいぇくかなておぇ きかぇょっあ 
くぇ きぇつけゃっすっ くぇ きけきつっすぇ う きけきうつっすぇ. 

]なとぇすぇ こかけとぇょおぇ, おけはすけ しなぉうさぇ ╉っさぇ 
う 》さうしすけ ゃ けぉと ょけき. 〉しっとぇくっすけ いぇ ょけき 
すっ しぇ こさっくっしかう う ゃ ょっすしおけすけ ちぇさしすゃけ けす 
ゃっしっかう ょさっておう う けぉせゃおう. ╉ぇすけ ゃ しっきっっく 
ょけき すぇき こさけょなかあぇゃぇす ょぇ うょゃぇす きぇえおう う 
きぇかつせゅぇくう けす 3 ょけ 13 ゅけょうくう. „[ぇしすぇす 
こさっょ けつうすっ くう“, せしきうたゃぇ しっ ╉っさぇ 》さう
しすけゃぇ... 〉しきうたゃぇ しっ, いぇとけすけ くうとけ くっ え 
かうこしゃぇ. ╄, しぇきけ っょくけ: “〉ょけゃけかしすゃうっすけ 
ょぇ すゃけさうて う ょぇ さぇぉけすうて  し せき“ – けくけゃぇ, 
し おけっすけ うくあっくっさなす-たうきうお けす ¨》〈 こけきくう 
しゃけうすっ 27 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ        

╇ くぇ 70 うきぇ あうゃけす. ╃ぇあっ – たせぉぇゃ. ╉ぇいゃぇ ゅけ ╉っさぇ 》さうしすけ
ゃぇ. ¨とっ こなさゃうは ょっく しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう ゃ „┿さしっくぇか“ うく
あっくっさなす けす けすょっか „》うきうおけ-すったくけかけゅうつっく“ くぇきうさぇ くけゃけすけ しう 
こけこさうとっ. ╇ しきうしなか. ╋ぇかおうはす ぉういくっし くぇ ょなとっさはすぇ は つぇおぇ. ╆ぇ 
こけきけと. 〈ぇ – ぉういくっしなす ょぇ ゃなさゃう, ょぇ さぇしすっ.  ╃ぇ こけさぇしくぇす うょっ 
さっょ う くぇ ょゃぇきぇすぇ ゃくせちう. ]なとけ – し くっえくぇ こけきけと. ╅うゃけすなす ゃ 
„┿さしっくぇか“ っ いぇゅなさぉっく. ′け くっ –  いぇぉさぇゃっく. ╆ぇとけすけ: “╇きぇたきっ 
ゃないきけあくけしす ょぇ すゃけさうき, ょぇ きうしかうき...“. ┿ さぇぉけすぇ ぉっい きうしなか う 
すゃけさつっしすゃけ おぇおゃけ っ? – こうすぇ しっ さっすけさうつくけ うくあっくっさなす-たうきうお.  
„╁ さぇぉけすぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ すゃけさつっしすゃけ. ╀かぇゅけょぇさくぇ しなき, つっ 
しなき  こけこぇょくぇかぇ ゃ おけかっおすうゃ, おなょっすけ すけゃぇ ぉってっ ゃないきけあくけ“, 
おぇいゃぇ しこっちうぇかうしすなす けす ぇさしっくぇかしおけすけ ¨》〈 しかっょ 27 ゅけょうくう さぇ
ぉけすぇ ゃ けすょっかぇ. ╃くっし, 15 ゅけょうくう こけ-おなしくけ. ╇ しぇきけ くはおけかおけ ょくう 
こさっょう のぉうかっは くぇ 70-すっ. 

′ぇ 2-さう きぇえ すは こさぇいくせゃぇ さけあょっく ょっく. ╇きぇ うくすっさっしくぇ しなょぉぇ. [けょっくぇ っ ゃ ]ぇくおす ‶っすっさ-
ぉせさゅ, [せしうは. ┿おすさうしぇ, ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ こさけそ. ]ぇてけ ]すけはくけゃ. ¨す 1979 ゅけょうくぇ っ ゃ すさせ-
こぇすぇ くぇ 〈っぇすなさ „]けそうは”. ╇いうゅさぇかぇ っ おせこ  いぇこけきくはとう しっ さけかう. ′けしうすっか っ くぇ すっぇすさぇかくう 
くぇゅさぇょう. ╁かぇょっっ させしおう, そさっくしおう う ぇくゅかうえしおう っいうお. ‶っっくっ, すぇくちう, ぇおけさょっけく, こうぇくけ. 
┿ゃすけさ っ くぇ ょゃっ おくうゅう: „ ╉ぇすけ しゃっすせかおぇ, かせすぇとぇ しっ ゃ きさぇおぇ” う „┿い しなき いぇ こけゅぇかゃぇくっ”. 
╇きぇ っょうく しうく - ‶ぇゃっか. 
╄ょうく けす きぇかおけ ういゃっしすくうすっ そぇおすう いぇ すぇいう あっくぇ し くっゃっさけはすくけ ういかなつゃぇくっ っ, つっ っ ゃくせつ-

おぇ くぇ さぇいしすさっかはくうは くぇ 26 のくう 1942 ゅけょうくぇ くぇ ゅぇさくういけくくけすけ しすさっかぉうとっ ゃ ]けそうは 
ゅっく.-きぇえけさ 『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ. ╋ぇえおぇすぇ くぇ ╋ぇえは ¨しすけうつ っ ょなとっさはすぇ くぇ ゅっくっさぇか [ぇ-
ょけえくけゃ - ]っこすっきゃさうくぇ ̈ しすけうつ,  ういゃっしすくぇ おぇすけ ぇゃすけさ くぇ せつっぉくうちう こけ させしおぇ ゅさぇきぇすうおぇ 
う ょなかゅけゅけょうてっく こさっこけょぇゃぇすっか こけ させしおう っいうお ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす, ぇ ぉぇとぇすぇ くぇ 
╋ぇえは っ ういゃっしすくうはす ぉなかゅぇさしおう しおせかこすけさ ╃うきうすなさ ¨しすけうつ, おけえすけ こさぇゃう こぇきっすくうおぇ くぇ 
しゃけは すなしす 『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ ゃ ╉さなく.  
 ╁ くけゃけすけ ゃさっきっ, けしゃっく ゃ ╉さなく, こぇきっすくうお くぇ ゅっくっさぇかぇ しぇ しなたさぇくうかう う ゃ ょなさゃけこ-

さっさぇぉけすゃぇとぇすぇ そうさきぇ „╉ぇしすぇきけくせ-╀なかゅぇさうは” ゃ ╂けさくけ ]ぇたさぇくっ. ]かっょ 30-ゅけょうてくけ 
こさっおなしゃぇくっ ╋ぇえは ¨しすけうつ こけしっすう さけょくけすけ きはしすけ くぇ しゃけは ょはょけ,  いぇ ょぇ ゃいっきっ せつぇしすうっ ゃ 
つっしすゃぇくっすけ くぇ 120-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす くっゅけゃけすけ さけあょっくうっ. ¨さゅぇくういぇすけさ くぇ こさけはゃうすっ 
ぉはたぇ ╀┿] う ¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ゅさぇょぇ.  

╂けしこけあけ ¨しすけうつ, おぇおゃう 
ぉはたぇ こなさゃうすっ っきけちうう, しかっょ 
おぇすけ こけしっすうたすっ ょはょけゃぇすぇ しう 
おなとぇ しかっょ すけかおけゃぇ きくけゅけ 
ゅけょうくう?  
- ╄きけちうはすぇ っ ゅけかはきぇ. ╂けかはきぇ, 

いぇとけすけ  ょはょけ  くっ っ いぇぉさぇゃっく. 

¨す すけゃぇ, おけっすけ ゃうょはた う せしっすうた, 
しなぉさぇた くぇょっあょぇ, つっ きけあっ う ょぇ 
いぇこけつくっ ょぇ しっ ゃないゃさなとぇ こぇ-
きっすすぇ おなき すっいう たけさぇ. ╁うょはた, 
つっ こぇきっすくうおなす くぇ ょはょけ ゃ ╉さなく 
しすけう. 〈けえ っ  こさぇゃっく けす きけは すぇす-
おけ, こけょぇさなお いぇ ゅさぇょぇ. ╇ しかぇゃぇ 
╀けゅせ, つっ ゅけ っ くぇこさぇゃうか すけかおけ-
ゃぇ ゅけかはき , つっ ょぇ くっ ゅけ しさせすはす. 
〉ょけゃけかしすゃうっ ぉっ いぇ きっく う きくけ-
ゅけ しおなこけ こさっあうゃはゃぇくっ ょぇ しっ 
ょゃうあぇ こけ ぉせかっゃぇさょ „『ゃはすおけ 
[ぇょけえくけゃ” う ょぇ ゃうょは, つっ くっ っ 
しきっくっくけ うきっすけ きせ. ╃ぇ  ゃうょは つう-
すぇかうとっすけ     „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ” 
- う すけ, しかぇゃぇ ╀けゅせ, ょぇ くっ っ しなし 
しきっくっくけ うきっ.  ╀かぇゅけょぇさくぇ しなき 
くぇ おさなくつぇくう いぇ すぇいう しなたさぇくっ-
くぇ こぇきっす. ′ぇゃしはおなょっ ゃしうつおけ っ 
しきっくっくけ, こけょきはくぇすぇ っ ゃ こなかっく 
さぇいきっさ, くけ すけゃぇ, おけっすけ ゃうょはた 
すせお, ゃ ╉さなく, きう ょぇゃぇ おせさぇあ, 
つっ くっ ゃしうつおけ っ いぇゅせぉっくけ. ╇くぇ-
つっ, さけょくぇすぇ おなとぇ っ ゃ せあぇしくけ 
しなしすけはくうっ. 〈ぇき くっ ういょなさあぇた 
う しっ さぇいこかぇおぇた, いぇとけすけ ゃしうつ-
おけ しっゅぇ っ くぇぉかなしおぇくけ. ┿ ぉってっ 
こけょさっょっくけ こさう こけしかっょくけすけ きう 
うょゃぇくっ. ╀ってっ しう きせいっえ. ′うっ, 
しっきっえしすゃけすけ きせ, くぇしかっょくうちう-
すっ くぇ ゅっくっさぇか 『ゃはすおけ [ぇょけえ-
くけゃ, くはきぇきっ う っょくけ こさっょきっすつっ 
けす くっゅけ. ╄ょくけ. ╁しうつおけ, おけっすけ 
っ うきぇかけ, きぇえおぇ きう う ぉぇぉぇ きう 
╀けくおぇ, あっくぇすぇ くぇ ょはょけ 『ゃはすおけ, 
しぇ ょぇかう. ┿い うしおぇた こけくっ っょくけ くっ-
とうつおけ けす ょはょけ きう ょぇ うきぇ ゃおな-
とう, くけ すっ ょゃっすっ おぇいゃぇたぇ: くっ, 
くっ, すけゃぇ っ くぇちうけくぇかっく ゅっさけえ, 
ゃしうつおけ すさはぉゃぇ ょぇ けしすぇくっ すせお, 
くぇさけょなす すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ ょけしすなこ 
ょけ すっいう くっとぇ. ┿ すけ しっゅぇ - っょくけ 
さぇいゅさぇぉっくけ, ょさせゅけ いぇたゃなさかは-
くけ. 〈けゃぇ ぉってっ つせょけゃうとくけ おぇすけ 
ういあうゃはゃぇくっ, おけっすけ ゃうょはた. ′っ 
しぇきけ つっ くっ しなあぇかはゃぇき, つっ ょけえ-
ょけた すせお しっゅぇ, くけ しなあぇかはゃぇき, つっ 
くっ しなき うょゃぇかぇ すけかおけゃぇ ゅけょうくう. 
′け しう きうしかは, つっ つけゃっお こけこぇょぇ 
くぇ すけつくけすけ きはしすけ, こさう すけつくうすっ 
たけさぇ, おけゅぇすけ すさはぉゃぇ. ╇ しうゅせさくけ 
くっ っ うきぇかけ くうおぇおゃぇ ゃないきけあ-
くけしす すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう, くっ いぇさぇ-
ょう  きけっ くっあっかぇくうっ. ╇ し たけさぇすぇ 
ゃ ╉さなく しっゅぇ しっ せゅけゃけさうた, う し 
すっいう  こさっおさぇしくう きけきつっすぇ すせお けす 
おかせぉぇ, う きうしかは, つっ うきぇきっ けぉとぇ 
きうしうは う とっ きけあっき ょぇ さぇぉけすうき 
ゃ うきっすけ くぇ すけゃぇ う ゃ ぉなょっとっ. ╁ 
きけきっくすぇ しなき こさっょこさうっかぇ - ぇい う 
くぇしかっょくうちう くぇ ょさせゅう, いぇしすさっ-
かはくう くぇ ╂ぇさくういけくくけすけ しすさっか-
ぉうとっ ゃ ]けそうは, おなょっすけ っ せぉうす う 
きけはす ょはょけ, すけ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう. 
〈ぇき ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃはす こぇきっす-

 „′ぇ ╃っかはくぇ - し ょけゃっさうっ !” 
〈けゃぇ きう くぇこうしぇ ゃ ょぇさっくぇすぇ 
おくうゅぇ ╋ぇえは, っょくぇ けす きくけゅけすけ 
くぇしかっょくうちう くぇ っょくう ぉなかゅぇさう, 
おけうすけ っょくぇ ょさせゅぇ つぇしす ぉなかゅぇ-
さう しっ けこうすゃぇす ょぇ うゅくけさうさぇす, 
いぇつっさおゃぇえおう, しなぉぇさはえおう, させ-
てっえおう, いぇぉさぇゃはえおう, つっ くうおけえ 
くっ っ こけ-ゅけかはき けす ╁さっきっすけ, 
くうすけ こけ-きなょなさ けす くっゅけ. ╇ こけ 
すぇいう こさうつうくぇ しぇきけ 〈け, ╁さっきっ-
すけ, うきぇ こさぇゃけ ょぇ しなょう. 
╀ってっ きう うくすっさっしくけ おぇお しっ 

あうゃっっ し ぉけかおぇすぇ う けぉうょぇすぇ 
っょくけゃさっきっくくけ ゃ っょくけ ゃさっきっ, 
ゃ おけっすけ こぇきっすすぇ う うしすけさうはすぇ 
くはきぇす すけかおけゃぇ ゅけかはきけ  いくぇ-
つっくうっ いぇ ちっくくけしすうすっ う しすさっ-
きっあうすっ くぇ  こけゃっつっすけ たけさぇ けす 
╃くっし, せぉっょっくう, つっ すっ しぇ う ′ぇ-
つぇかけすけ, う ╉さぇはす. 

╂っく.-きぇえけさ 『ゃはすおけ ╉けかっゃ 
[ぇょけえくけゃ, さけょっく ゃ ╉さなく 
こさっい 1895 ゅけょうくぇ. ‶けかうすう-
つっしおう う ゃけっくっく ょっっち くぇ ╀[『 
/お/. ‶けかおけゃくうお ゃ 』っさゃっくぇすぇ 
ぇさきうは. [なおけゃけょうすっか くぇ おけ-
きせくうしすうつっしおけすけ しなこさけすうゃう-
すっかくけ ょゃうあっくうっ こけ ゃさっきっ 
くぇ  ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, 
さなおけゃけょうすっか くぇ 『っくすさぇかくぇすぇ 
ゃけっくくぇ おけきうしうは. ¨しなょっく くぇ 
しきなさす う さぇいしすさっかはく くぇ ╂ぇさ-
くういけくくけすけ しすさっかぉうとっ ゃ ]け-
そうは こさっい のくう 1942 ゅけょうくぇ.  

くうすっ こかけつう くぇ せぉうすうすっ う ょぇ しっ 
しなぉうさぇきっ たけさぇ くぇ すけゃぇ しすさっか-
ぉうとっ. ╆ぇ こぇきっす.

╉ぇあっすっ くっとけ こけゃっつっ いぇ 
すぇいう ╁ぇてぇ うくうちうぇすうゃぇ? 
╇しおぇきっ ょぇ ゃないしすぇくけゃうき かけぉ-

くけすけ きはしすけ くぇ くぇてうすっ ょっょう. 
]っゅぇ すぇき, くぇ ]すさっかぉうとっすけ ゃ 
]けそうは, くはきぇ くうとけ. ┿きぇ くうとけ. 

′うっ くはきぇきっ ゅさけぉ. ′うとけ くはきぇ-
きっ. ╄ょうくしすゃっくけ - こぇきっすすぇ. 

╆くぇっすっ かう おぇおゃけ しっ っ しかせ-
つうかけ し すはかけすけ くぇ ゅっくっさぇか 
[ぇょけえくけゃ しかっょ しきなさすすぇ きせ? 
- ╃けおけかおけすけ いくぇっき, こなさゃうすっ18 

ょせてう, おけうすけ しぇ ぉうかう さぇいしすさっ-
かはくう, しぇ ぉうかう たゃなさかっくう ゃ けぉと 
ゅさけぉ くはおなょっ. 〈ぇおぇ つっ - くぇ こさぇお-
すうおぇ すっ くはきぇす ゅさけぉ. ]さっょ すはた っ 
う きけはす ょはょけ. ╁っょくぇゅぇ しかっょ  おさぇは 
くぇ こさけちっしぇ, おけえすけ いぇこけつゃぇ ゃ 18 
つぇしぇ う - ゃっょくぇゅぇ, ういゃけいっくう し おぇ-
きうけくっすおう, ゃ 21 つぇしぇ しぇ さぇいしすさっ-
かはくう. ‶け  すけゃぇ ゃさっきっ, こけ ゃさっきっ 
くぇ さぇいしすさっかぇ, くぇてうすっ - ぉぇぉぇ, 
きぇえおぇ きう, しぇ ぉうかう ゃ ╋けしおゃぇ. 〈っ 
ょけさう くっ しぇ  いくぇっかう, つっ 『ゃはすおけ 
[ぇょけえくけゃ っ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╉ぇお ょぇ 
さぇいぉっさっき おぇおゃけ, とけ. ′ぇ ょさせゅう-
すっ, おぇすけ ┿くすけく ╇ゃぇくけゃ, ┿くすけく 
‶けこけゃ, ′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ, おけう-
すけ しなとけ しぇ さぇいしすさっかはくう, あっくう-
すっ う ぉかういおうすっ しぇ つぇおぇかう ゃなく, 
こさっょ しすさっかぉうとっすけ. 〈っ しぇ こけょ-
おせこうかう っょうく ゅさけぉぇさ う ゃっょくぇゅぇ 
しぇ ゅう ういさけゃうかう けすすぇき, おなょっすけ しぇ 
ぉうかう こけゅさっぉぇくう.   
 ╉けゅぇすけ くぇてうすっ しっ こさうぉうさぇす 

ゃ ╀なかゅぇさうは, きぇえおぇ きう っ こうすぇかぇ 
おなょっ しぇ いぇさけゃっくう さぇいしすさっかはくう-
すっ けす きぇしけゃうは  ゅさけぉ. ╉ぇいぇかう しぇ 
え, つっ „きぇえ しぇ こさっきっしすっくう こけょ 
╀さぇすしおぇすぇ きけゅうかぇ”, くけ おぇお ょぇ 
さぇいぉっさっき おなょっ. ┿ う すけゃぇ くうおけゅぇ 
くっ しきっ ゅけ ゃはさゃぇかう. ╀はた  いぇゃぇ-
さうかぇ っょくう  こうさぇきうょおう  けおけかけ 
╀さぇすしおぇすぇ きけゅうかぇ. ╂けょうくう くぇ-
さっょ うきぇてっ ゅさせこぇ たけさぇ, おけうすけ 
ぉはたぇ くぇこさぇゃうかう う ╇くうちうぇすうゃっく 
おけきうすっす, おけうすけ しっ ぉけさったぇ ょぇ しっ 
くぇこうてぇす くぇ ╀さぇすしおぇすぇ きけゅうかぇ 

うきっくぇすぇ うき, くけ くっ しぇ せしこっかう. 
]っゅぇ こなお っ ぇぉしせさょ ょぇ しっ せしこっっ. 
〈けゅぇゃぇ しぇ しかけあうかう う こぇきっすくうすっ 
こかけつう くぇ ]すさっかぉうとっすけ, くけ しっゅぇ 
う こかけつうすっ ゅう くはきぇ. 

╇きぇたすっ しさっとう し きかぇょう  
たけさぇ し けすくけてっくうっ おなき きう-
くぇかけすけ. ╁うっ しぇきぇすぇ しすっ う 
ぇおすさうしぇ, こけいくぇゃぇすっ こさぇゃう-
かぇすぇ, いぇおけくうすっ くぇ すっぇすなさぇ. 
╁ すけいう しきうしなか: ゃ すっぇすなさ かう 
くはおぇおなゃ あうゃっっき うかう ゃしうつ-
おけ こぇお っ しこけさっょ ╁さっきっすけ, 
たけさぇすぇ う しう っ くぇ きはしすけすけ? 
- 〈ぇき っ しすさぇてくけすけ, つっ くっ あう-

ゃっっき ゃ くうおぇおなゃ すっぇすなさ. 〈ぇすおけ, 
こさっょう ょぇ こけつうくっ, ぇ すけえ きくけ-
ゅけ すっあおけ ういあうゃはゃぇてっ ゃしうつおう 
こさけきっくう, っょうく ょっく きう おぇいぇ: 
„╁いっきう しっ ゃ さなちっ う すさなゅゃぇえ ょぇ 
しっ ぉけさうて. ╆ぇとけすけ とっ ょけあうゃっ-
って  ょっくは, ぇい くはきぇ ょぇ しなき あうゃ, 
おけゅぇすけ とっ しっ こけいゃなくう くぇ ゃさぇすぇ-
すぇ, すう とっ けすゃけさうて う そぇてうしすう-
すっ とっ ょけえょぇす ょぇ すっ さぇいしすさっかはす”.  
┿い しなき しっ しきはかぇ けす ょなくけすけ くぇ 
ょせてぇすぇ しう くぇ すっいう くっゅけゃう こさっ-
ょせこさっあょっくうは. ′け しっゅぇ, こさう 
すっいう ゅけくっくうは, おけうすけ こけつゃぇす くぇ 
たけさぇすぇ, ゃしうつおう きう しっ けこかぇおゃぇす 
けす すっいう, おけうすけ くっ しぇ しっ こさっぉけは-

ょうしぇかう, つっ しう こぇすはす. 

′け ╁うっ う こさっょう, う しっゅぇ, くっ 
しすっ ぉうかう しさっょ けぉうつぇくうすっ. ╁う-
くぇゅう しすっ あうゃっかう し っすうおっすぇ: 
ゃくせつおぇ くぇ 『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ.
- ┿い くはきぇき いぇしかせゅぇ, つっ しなき しっ 

さけょうかぇ ゃ すけいう さけょ. ╇きぇきっ っょくぇ 
おくうゅぇ, おけはすけ こさっこさけつうすぇき. ╉ぇい-
ゃぇ しっ „‶さっょしきなさすくう いぇゃっすう”. 〈は 
っ し こうしきぇすぇ くぇ けちっかっかうすっ, し こけ-
しかっょくうは ゃうお くぇ いぇしすさっかはくうは ゃ 
こさっしすさっかおぇ, ゃしうつおけ っ けこうしぇくけ 
けす 1923 ゅけょうくぇ ょけ 1944 ゅけょうくぇ. 
╁しうつおう  ょけ っょうく おぇいゃぇす, つっ くっ 
しなあぇかはゃぇす, つっ けすうゃぇす くぇ しきなさす, 
いぇとけすけ っ いぇ こけ-ょけぉさうは  あうゃけす 
くぇ しかっょゃぇとうすっ. ╇ くぇ そうくぇかぇ 

ゃしうつおう きけかはす: „╉けゅぇすけ ょけえょっ 
しゃけぉけょぇすぇ, しこけきくう しう いぇ きっく”. 

〉くうおぇかくけ っ すけゃぇ くっとけ. ╃ぇあっ う 
ょはょけ 『ゃはすおけ ゃ こうしきけすけ ょけ ぉさぇす 
しう, しっしすさぇ  しう う ょけ きぇえおぇ きう, 
こうてっ: „╉けゅぇすけ ょけえょっ しゃけぉけょぇ-
すぇ, さぇょゃぇえすっ しっ う しう しこけきくっすっ 
いぇ きっく”. 

 ╇きぇ かう くはおけえ ゃ さけょぇ ゃう, 
おけえすけ こさうかうつぇ くぇ  ゅっくっさぇか 
[ぇょけえくけゃ ゃういせぇかくけ? ╆くぇき, 
つっ ぉさぇす ╁う, たせょけあくうおなす 
『ゃはすおけ ¨しすけうつ, くけしう くっゅけ-
ゃけすけ うきっ? 
- ╃ぇ, くけ くっ こさうかうつぇ くぇ くっゅけ. 

┿ おけえ こさうかうつぇ? 
- ┿い こさうかうつぇき ゃ けつうすっ くぇ ょはょけ 

『ゃはすおけ, くけ くっ しなゃしっき. 〈けえ うきぇ 
っょくう すぇおうゃぇ - くぇこさっゅくぇすう けつう. 
〈けえ っ ぉうか ぇさすうしすうつっく すうこ, ぇ 
ぉぇぉぇ きう っ ぉうかぇ う こっゃうちぇ. ╁な-
けぉとっ - すっぇすなさ しぇ こさぇゃうかう. 
╃はょけ 『ゃはすおけ っ ゃかぇょっっか う きくけ-
ゅけ っいうちう, くぇこさぇゃけ こけかうゅかけす 
し くっゅけゃうすっ そさっくしおう, くっきしおう, 
ぇくゅかうえしおう, させしおう う すせさしおう.  ′け 
ゃ けつうすっ くぇえ-きくけゅけ こさうかうつぇてっ 
くぇ  ょはょけ きう ╉けかぬけ  ╉ぇさぇおけかっゃ. 
〈けえ っ ゃくせお くぇ しっしすさぇすぇ くぇ ょはょけ 
『ゃはすおけ, くっゅけゃうはす  こかっきっくくうお.  

]ぇきけ ょゃっ こうしきぇ  かう うきぇすっ 

けす  ょはょけ しう? 
- 〈けゃぇ きう けしすぇくぇ けす ゃしうつおう. 

┿い すっあおけ ゅう こさっあうゃはゃぇき すっいう 
こうしきぇ, けしけぉっくけ こうしきけすけ おなき 
きぇえおぇ きう, おけっすけ っ こうしぇか. 〈けか-
おけゃぇ しなさちっさぇいょうさぇすっかくけ, すっあ-
おけ こうしきけ. 〈けえ っ いくぇっか おぇおゃけ ゅけ 
けつぇおゃぇ, ぇ すは っ ぉうかぇ きぇかおぇ. ╉ぇお-
ゃけ きけあっ ょぇ おぇあっ っょうく つけゃっお くぇ 
っょくけ きぇかおけ ょっすっ ゃ っょくけ こうしきけ, 
こうしぇくけ くぇ さなおぇ さぇいしすけはくうっ けす 
しきなさすすぇ? ╋くけゅけ しぇ たせぉぇゃう すっいう 
こうしきぇ... ╇ ょゃっすっ こうしきぇ しぇ きくけ-
ゅけ たせぉぇゃう.

╉ぇお しっ あうゃっっ し っょくぇ すぇおぇ-
ゃぇ ぉけかおぇ, し すぇおぇゃぇ すさぇゃきぇ? 
- ╇いょなさあぇ しっ. ╂っさけえしおう. ╂かっ-

ょぇき ょぇ くっ きうしかは. ]かっょ  おぇすけ 
きぇたくぇたぇ こぇきっすくうちうすっ, しきっくうたぇ 
せかうちうすっ, こさっしすぇくぇたきっ ゃおなとう, 
ゃ しっきっえしすゃけすけ, ょぇ ゅけゃけさうき いぇ 
すけゃぇ. ┿ う きぇえおぇ きう きくけゅけ しっ 
こけぉけかは けす すぇいう ぉっいけぉさぇいうちぇ. 
‶さけしすけ しう けしすぇくぇ っょくぇ ゅけかはきぇ 
ぉけかおぇ. ′はおぇお しう しなき しっ こさう-
きうさうかぇ すけゃぇ  ょぇ っ きけは ぉけかおぇ 
う ょぇ しう きなかつぇ いぇ くっは. ]っゅぇ, し 
すっいう さぇいゅけゃけさう, し すっいう しさっとう, 
し すぇいう うくうちうぇすうゃぇ, おけはすけ こけ-
ょったぇ きかぇょうすっ しけちうぇかうしすう すせお, 
ょぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇす こけさせすっくけすけ 
けす きうくぇかけすけ - おぇすけ こぇきっす, くは-
おぇお うきぇ くぇょっあょぇ. ╇くぇつっ, つっし-
すけ くっこけいくぇすう たけさぇ きう こかぇつぇす ゃ 
しかせてぇかおぇすぇ. 》けさぇ, おけうすけ こけょ-
おさっこはす うくうちうぇすうゃぇすぇ. ╇ すけゃぇ 
しぇ ゃしっ くぇしかっょくうちう くぇ せぉうすう, 
さぇいしすさっかはくう, いぇぉさぇゃっくう たけさぇ, 
し ういこけつせこっくう, ういすさなゅくぇすう こぇ-
きっすくうちう, ゅっさけう ぉっい ゅさけぉけゃっ, 
ぉかういおう ぉっい こけおけえ. 

╁はさゃぇすっ かう, つっ とっ ょけえょっ 
ゃさっきっ, おけゅぇすけ とっ しっ くぇきっし-
すはす すっいう こかぇしすけゃっ? 
- ╋くけゅけ しっ くぇょはゃぇき. ′はきぇ ょぇ っ 

しおけさけ, ぇおけ ょけえょっ. 

╇ おぇおゃぇ っ ちっくぇすぇ, おけはすけ ょぇ 
こかぇすうき おぇすけ くぇさけょ, いぇ ょぇ ゅう 
くぇきっしすうき すっいう こかぇしすけゃっ? 
- ╋けはすぇ ちっくぇ とっ ぉなょっ きくけゅけ 

すっあおぇ, ぇおけ とっすっ う くぇ さぇぉけすくけ 
きう きはしすけ. ′け しっ くぇょはゃぇき ょぇ 
ゅけ こさっゅかなすくぇ すけゃぇ. ′け すゃなさょけ 
しなき さってうかぇ - おけかおけすけ う ょぇ きう 
しすさせゃぇ, とっ さぇぉけすは いぇ すぇいう おぇせ-
いぇ. ╁うあすっ, こかぇつなす っ こさっつうしすゃぇ-
くっ. ′っ きけあっ ょぇ くっ きうくって こさっい 
すけゃぇ. ‶けすうしおぇくうはす ゅくはゃ, しょぇゃっ-
くぇすぇ ぉけかおぇ ういゃっょくなあ ういぉうゃぇす. 

′はきぇ せ ╁ぇし あっかぇくうっ, ょけさう 
くけすおぇ くはおぇおゃぇ くはきぇ せ ╁ぇし いぇ 
さっゃぇくて. ′っ しっ かう ういおせてぇゃぇ-
すっ ょぇ くぇこうてっすっ おくうゅぇ いぇ ╁ぇ-
てうは ょはょけ, けす ╁ぇてぇすぇ こぇきっす, 
こけいうちうは? ╃けさう けす きっさうかけすけ 
くぇ ゃさっきっすけ, おけっすけ っ きうくぇかけ 
う っ いぇかうつうかけ ゃしうつおけ ? 
- 〈けゃぇ, おけっすけ ゃ きけきっくすぇ ぇい 

こうてぇ おぇすけ かうすっさぇすせさぇ, うきぇ 
きくけゅけ けぉとけ し すけゃぇ. ′っ っ くっけぉ-
たけょうきけ, くっ っ せょけぉくけ ぇい, くぇ ぉぇ-
いぇすぇ くぇ つせあょぇ うくそけさきぇちうは ょぇ 
ゃぇょは すぇおなゃ きぇすっさうぇか. ╋うしかは, つっ  
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさぇゃはす しこっちうぇ-
かうしすうすっ. ′け こなさゃぇすぇ きう おくうゅぇ 
- „╉ぇすけ しゃっすせかおぇ, かせすぇとぇ しっ ゃ 
きさぇおぇ”, っ けす こけゅかっょぇ くぇ 10-ゅけ-
ょうてくけ ょっすっ けす 60-すっ ゅけょうくう. ╁ 
くっは うきぇ きくけゅけ くっとぇ いぇ すけゃぇ こけ-
おけかっくうっ. ╁しうつおけ, きうくぇかけ こさっい 
っょくけ しなさちっ. ╇ くっ っ ょうょぇおすうつくぇ 
すぇいう おくうゅぇ. ╁すけさぇすぇ しっ おぇいゃぇ 
„┿い しなき いぇ こけゅぇかゃぇくっ”. 〈は っ おくう-
ゅぇ いぇ 90-すっ ゅけょうくう, おけはすけ… おけえ 
とっ ういょぇょっ? ′っ きう っ きくけゅけ はしくけ, 
くけ きう っ うくすっさっしくけ.  ′け つけゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ こうてっ いぇ すけゃぇ, おけっすけ 
こけいくぇゃぇ. 〈けゃぇ っ きけはす こさうくけし. 

 „╉さなしす うかう ちっくぇすぇ くぇ おけき-
こさけきうしぇ“ - いぇゅかぇゃうっすけ くぇ 
╁ぇて しこっおすぇおなか, おけえすけ うゅさぇ-
っすっ. ┿おけ ゃ あうすっえしおう こかぇく ゅけ 
けぉなさくっき, おけえ ういぉけさ っ ╁ぇてう-
はす?  
- ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ しきっくうた 

ういけぉとけ いぇゅかぇゃうっすけ う くぇおさぇは 
しこっおすぇおなかなす しっ おぇいゃぇ „╁なこさけし 
くぇ ういぉけさ”. 〈ぇおぇ けすゅけゃぇさはき くぇ 
ゃしうつおうすっ ╁う ゃなこさけしう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ   

Майя Остоич в къщата на дядо си

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1╆╅『《〈╊【ぇ『
3-てけ つすか たそ いかくちあいそてせけ, さそけてそ せか てひちつみて ちあいそてあ

╆ぇ ちっかうは ╄] こけすっくちうぇかくぇすぇ 
ょけこなかくうすっかくぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ 
しこさはきけ けぉとぇすぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ, 
けぉたゃぇとぇとぇ たけさぇすぇ くぇ ゃないさぇしす 
15 -74 ゅけょうくう, っ 4,8 こさけちっくすぇ 
いぇ 2014 ゅ. うかう 11,6 きかく. ょせてう.
╁ おぇすっゅけさうはすぇ ゃかういぇす 9,5 きう

かうけくぇ ょせてう, おけうすけ しぇ くぇ さぇい
こけかけあっくうっ ょぇ さぇぉけすはす, くけ くっ 
すなさしはす さぇぉけすぇ, おぇすけ くぇこさうきっさ 
けぉっいおせさぇあっくうすっ ぉっいさぇぉけすくう.
¨ぉたゃぇくぇすう しぇ う 2,2 きうかうけくぇ 

ょせてう, おけうすけ すなさしはす さぇぉけすぇ, くけ 
くっ きけゅぇす ゃっょくぇゅぇ ょぇ いぇこけつくぇす, 
おぇすけ くぇこさうきっさ しすせょっくすう, あっかぇ
っとう ょぇ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ しかっょ 
ょうこかけきうさぇくっすけ しう.
╅っくうすっ こさっょしすぇゃかはゃぇす こけ-ゅけ

かはきぇすぇ つぇしす けす こけすっくちうぇか
くぇすぇ ょけこなかくうすっかくぇ さぇぉけすくぇ 
しうかぇ こけつすう ゃなゃ ゃしうつおう しすさぇ
くう けす ╄] し ういおかのつっくうっ くぇ 
╇さかぇくょうは う 《うくかぇくょうは.
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ ╄ゃさけし

すぇす けす 44,1 きうかうけくぇ ょせてう ゃ 
╄], おけうすけ しぇ ぉうかう くぇっすう くぇ 
くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, 9,8 
きうかうけくぇ しぇ うしおぇかう ょぇ さぇ
ぉけすはす こけゃっつっ う しぇ ぉうかう くぇ 
さぇいこけかけあっくうっ. 〈けゃぇ っ さぇ
ゃくけしうかくけ くぇ 22,2% けす ゃしうつ
おう さぇぉけすっとう くぇ くっこなかっく さぇ
ぉけすっく ょっく う くぇ 4,5 こさけちっくすぇ 
けす けぉとぇすぇ いぇっすけしす ゃ ╄] こさっい 
2014 ゅけょうくぇ, こけしけつゃぇ ╄ゃさけし
すぇす.
′ぇえ-ゅけかはき ょはか けす くぇっすうすっ 

くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, 

おけうすけ しぇ うしおぇかう ょぇ さぇぉけ
すはす ょけこなかくうすっかくう つぇしけゃっ う 
しぇ ぉうかう くぇ さぇいこけかけあっくうっ, 
っ うきぇかけ ゃ ╂なさちうは (72,1%), 
╉うこなさ (65,9%) う ╇しこぇくうは 
(57,3%), ぇ くぇえ-きぇかなお - ゃ 》け
かぇくょうは (4%), ╊のおしっきぉせさゅ 
(10,5%), ╃ぇくうは (10,7%), 
╄しすけくうは (11,2%) う 』ったうは 
(11,4%).
╆ぇ ╀なかゅぇさうは こけおぇいぇすっかはす っ 

43,5%. 〈けえ けぉぇつっ くっ けすつうすぇ 
こさけそうかぇ くぇ たけさぇすぇ, /しけちう
ぇかくけ こけかけあっくうっ, っすくうつっしおう 
こさけういたけょ う ょさ./, おけうすけ しぇ 
ぉっいさぇぉけすくう, くけ う くっ すなさしはす 
さぇぉけすぇ.

 
  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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《ぇきうかくぇ かのぉけゃ おなき きせ-
いうおぇすぇ. [けょっく っ こさっい 1906 ゅ. 
ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ. ╋ぇえおぇ きせ 
ぉうかぇ こうぇくうしすおぇ, ぇ ぉぇとぇ きせ - 
うくあっくっさ-たうきうお, こっっか さけきぇく-
しう う くぇさけょくう こっしくう. ╃けきなす うき 
ゃうくぇゅう ぉうか ういこなかくっく し きせいうおぇ. 
╋うすは ぉうか „しかぇぉうつおけ きけきつっ, し 
すなくおう う しゃうすう せしすくう, し すっしっく う 
かっおけ ゅなさぉぇゃ くけし, し けつうかぇ, ぇぉ-
しけかのすくけ ぉっいしかけゃっしっく う おぇすけ 
つっ かう しなさょうす“. ′け しっょくっかけ かう 
いぇょ けゅさけきくうは さけはか, おさったおけすけ 
きけきつっ しっ こさっゃさなとぇかけ ゃ ょなさいなお 
きせいうおぇくす. ╃きうすさうえ しなつうくはゃぇか 
きせいうおぇ けす 9-ゅけょうてっく, くぇ 11 
せつう ゃ きせいうおぇかくけ せつうかうとっ, ぇ けす 
1919 ゅ. - ゃ ‶っすさけゅさぇょしおぇすぇ おけく-
しっさゃぇすけさうは. 〉ょうゃうすっかくうすっ きせ 
しこけしけぉくけしすう しうかくけ ゃこっつぇすかうかう 
ょうさっおすけさぇ ┿か. ╂かぇいせくけゃ, おけえすけ 
くぇしすけはか すぇかぇくすかうゃうはす きかぇょっあ 
ょぇ しっ こけしゃっすう くぇ おけきこけいうさぇくっ-
すけ - しきはすぇか, つっ すけゃぇ っ こさういゃぇ-
くうっすけ きせ.
′けゃうはす ╋けちぇさす. 〈ぇおぇ ゅけ くぇ-

さうつぇか ╂かぇいせくけゃ. ╀うか こけさぇいっく けす 
くっけぉうおくけゃっくぇすぇ きせいうおぇかくけしす, 
こさっおさぇしくぇ こぇきっす, すなくなお しかせた う 
おけきこけいうすけさしおう ょぇさ くぇ 【けしすぇ-
おけゃうつ, おけえすけ しっ さぇいゃうゃぇか しすさっ-
きうすっかくけ う ぉせさくけ. ぅさおうはす きせ う 
さぇいくけしすさぇくっく すぇかぇくす ぉうか くっけ-
ぉはしくうき, うきぇか さはょおぇすぇ しこけしけぉ-
くけしす ゃっょくぇゅぇ ょぇ いぇこけきくは しかけあ-
くうすっ けさおっしすさけゃう こぇさすうすせさう.                                                                
]おけさけ ぉぇとぇ きせ こけつうくぇか う 
╃きうすさうえ いぇこけつくぇか さぇぉけすぇ ゃ 
っょうく おうくけすっぇすなさ - こさぇゃっか きせ-
いうおぇかくうは しなこさけゃけょ くぇ あうゃけ 
いぇ くっきうすっ そうかきう. ′ぇすけゃぇさゃぇ-
くっすけ しっ けすさぇいうかけ くぇ いょさぇゃっすけ 
きせ. ‶さっい 1923 ゅ. 【けしすぇおけゃうつ 
いぇゃなさてゃぇ おかぇしぇ こけ こうぇくけ こさう 

╁ ぉかけおぇょぇ. ╊っくうくゅさぇょ ぉうか 
ぉかけおうさぇく 18 きっしっちぇ. ╀さけはす くぇ 
あっさすゃうすっ けす ぉけきぉぇさょうさけゃおうすっ, 
ゅかぇょぇ, しすせょぇ う ぉけかっしすうすっ ぉうか 
こけつすう きうかうけく.
╇いすなさこはゃぇえおう, おぇすけ たうかはょう 

ょさせゅう たけさぇ, せあぇしくう かうてっくうは, 
こさっい かはすけすけ くぇ 1941 ゅ. し  くっ-
けぉうおくけゃっくけ ゃなけょせてっゃかっくうっ 
【けしすぇおけゃうつ いぇこけつくぇか さぇぉけすぇ 
くぇょ しゃけはすぇ ]っょきぇ しうきそけくうは. 〉 
くっゅけ いさっっか ゅさぇくょうけいっく いぇきうしなか: 
いぇ すぇおぇゃぇ すゃけさぉぇ, おけはすけ ょぇ けす-
さぇいう つせゃしすゃぇすぇ くぇ きうかうけくう しな-
ゃっすしおう たけさぇ. ╃せてぇすぇ きせ おうこはかぇ 
けす ゅくはゃ. ╄きけちううすっ きせ すなさしっかう 
ういたけょ, しゃけっすけ こさっゃなこかなとっくうっ 
ゃ いゃせちう. „╋せいうおぇすぇ くっせょなさあうきけ 
ういさうゅゃぇてっ けす きっく”, しこけきくはか しう 
すけえ. ╆ぇっょくけ しなし しゃけうすっ いっきかは-
ちう おけこぇっか けおけこう, ょぇゃぇか くけとくう 
ょっあせさしすゃぇ こさう ゃないょせてくうすっ すさっ-
ゃけゅう, くけ こうてっか. ‶なさゃぇすぇ つぇしす 
ぉうかぇ いぇゃなさてっくぇ こさっい かはすけすけ, 
ぇ ゃすけさぇすぇ - こさっい しっこすっきゃさう. ╆ぇ 
たけょぇ くぇ しゃけはすぇ さぇぉけすぇ おけきこけいう-
すけさなす うくそけさきうさぇか しなゅさぇあょぇくう-
すっ しう こけ さぇょうけすけ. ╅うゃっっか ゃ おけく-
しっさゃぇすけさうはすぇ. ′っっょくけおさぇすくけ 
こけょぇゃぇか きけかぉう いぇ ぇさきうはすぇ, くけ 
ゃきっしすけ すけゃぇ こけかせつうか いぇこけゃっょ いぇ 
っゃぇおせぇちうは.
‶さっきうっさぇすぇ ゃ ╉せえぉうてっゃ. 

╀けかっく う しかぇぉ, いぇっょくけ し ょゃっすっ しう 
きぇかけかっすくう ょっちぇ, っ こさっきっしすっく 
しなし しぇきけかっす ゃ ╉せえぉうてっゃ. 〈ぇき 
ぉうか ぉぇいうさぇく ╀けかてけえ すっぇすなさ.                                                                                                                 
′ぇ 27. 09. 1941 ゅ. すさっすぇすぇ, こけ-
しかっょくぇ つぇしす くぇ しうきそけくうはすぇ っ 
いぇゃなさてっくぇ. ╁ くっは しぇ こさけすうゃけ-
こけしすぇゃっくう ょゃぇ くっこさうきうさうきけ 
ゃさぇあょっぉくう けぉさぇいぇ: きうさなす いぇ 
しなゃっすしおうすっ たけさぇ う そぇてういきなす. 
╁かぇしすうすっ くぇしすけはゃぇかう いぇ こさっ-
きうっさぇ. ′ぇ すぇいう しうきそけくうは しっ 
さぇいつうすぇかけ おぇすけ いくぇお いぇ こけぉっょぇ.                                                                                                                           
‶さっきうっさぇすぇ しっ しなしすけはかぇ ゃ ╉せえ-
ぉうてっゃ くぇ 5-すう きぇさす 1942 ゅ. こけょ 
ょうさうゅっくすしすゃけすけ くぇ ]. ]ぇきけしせょ. 
┿. ╉ぇこかっさ しう しこけきくは: „》けさぇすぇ 

╃きうすさうえ 【けし-
すぇおけゃうつ っ させしおう 
おけきこけいうすけさ, こう-
ぇくうしす, こっょぇゅけゅ 
う けぉとっしすゃっくうお. 
╄ょうく けす いくぇきっくう-
すうすっ おけきこけいうすけさう 
くぇ 20-すう ゃっお. ┿ゃ-
すけさ くぇ 15 しうきそけ-
くうう, くぇ さっょうちぇ 
しすさせくくう おゃぇさすっすう 
う ゃけおぇかくけ-しうき-
そけくうつくう こけっきう, 
おぇくすぇすう, けこっさう う 
ぉぇかっすう, くぇ きせいうおぇ 
おなき しこっおすぇおかう う 
そうかきう. ‶さけそっしけさ 
ゃ ╊っくうくゅさぇょしおぇ-
すぇ う ╋けしおけゃしおぇすぇ 
おけくしっさゃぇすけさうう, 
くぇさけょっく ぇさすうしす 
くぇ ]]][, ╂っさけえ くぇ 
しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ, くけしうすっか くぇ 
╊っくうくしおぇ くぇゅさぇ-
ょぇ, くっおけかおけおさぇすくけ 
せょけしすけはゃぇく し  ╃なさ-

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
¨えちあかはけみて てちかせへそち
╅たそつてそしそう

╅さぬかせてけ〉けさそしあこ ¨いとのかう:

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
〈あこみ - うせとねさあてあ せあ
えかせ. をうみてさそ 『あおそこせそう

„┿さしっくぇか”  ┿╃ ょぇさう せつっぉくう きけょっかう くぇ くけゃ ゃうょ ぇゃすけきぇす “┿さしっくぇか” 7,62た39 mm AR-M1F41 う 
40た46 mm こけょちっゃっく ゅさぇくぇすけきっす “┿さしっくぇか” UBGL-M6, おぇおすけ う けぉせつうすっかくう くぇゅかっょくう きぇすっさうぇ-
かう, くぇ 【せきっくしおうは ゃけっくっく そぇおせかすっす.
╃ぇさっくうっすけ ぉっ ゃさなつっくけ くぇ ゃうしてっすけ せつうかうとっ 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-╁なけさなあっくうっ” ゃなゃ そうさきぇすぇ う つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお.
〈けゃぇ しすぇくぇ こけ ゃさっきっ くぇ こけしっ-

とっくうっ くぇ きうくうしすなさぇ くぇ けすぉさぇ-
くぇすぇ ′うおけかぇえ ′っくつっゃ ゃなゃ そぇ-
おせかすっす „┿さすうかっさうは, ‶╁¨ う ╉╇] 
“-【せきっく, つぇしす けす ′ぇちうけくぇかくうは 
ゃけっくっく せくうゃっさしうすっす „╁ぇしうか 
╊っゃしおう”. ╁けっくくうはす きうくうしすなさ う 
ゅけしすうすっ しっ いぇこけいくぇたぇ し せつっぉくけ-
きぇすっさうぇかくぇすぇ ぉぇいぇ う くぇぉかのょぇ-
ゃぇたぇ ょっきけくしすさぇすうゃくうすっ しすさっか-
ぉう けす おせさしぇくすうすっ くぇ こけかうゅけくぇ ゃ 
し.╋ぇさおけゃけ.
『っかすぇ くぇ ょぇさっくうっすけ, くぇこさぇゃっ-

くけ けす „┿さしっくぇか”, っ おせさしぇくすうすっ 
ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し くけゃうすっ ゃうょけ-
ゃっ けさなあうは う ぉけっこさうこぇしう, おけうすけ 
ょぇ ゅう いぇうくすさうゅせゃぇす いぇ ゃなゃっあょぇ-
くっ くぇ ゃなけさなあっくうっ ゃ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ ぇさきうは, ぇ っゃっくすせぇかくけ う いぇ ぉな-
ょっとけ こさけそっしうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ 

╆ぇとけ せくうとけあぇゃぇすっ ゅけかっきうすっ そうさきう? ] すぇいう こけかうすうおぇ, おけはすけ しっ ゃけょう う し けすくけてっくうっすけ 
おなき すはた, すっ とっ しすぇくぇす きぇかおう! ╆ぇとけ くはきぇ っゃさけこっえしおう  こさけゅさぇきう いぇ っくっさゅうえくぇ っそっお-

すうゃくけしす  いぇ ゅけかっきうすっ そうさきう? ╆ぇとけ さぇいきっさなす くぇ しさっょしすゃぇすぇ, けすこせしおぇくう いぇ こさけゅさぇきう いぇ 
せしかけゃうは くぇ すさせょ いぇ ゅけかっきうすっ そうさきう, っ すけかおけゃぇ きぇかなお? ╆ぇとけ うきぇ かうきうす くぇ ぉさけは しすぇあぇくすう, 
おけうすけ ゅけかっきうすっ  そうさきう きけゅぇす ょぇ  くぇっきぇす? 

╀なかゅぇさうは っ しさっょ しすさぇくうすっ けす ╄] し くぇえ-ゅけかはき ょはか こけすっく-
ちうぇかくぇ ょけこなかくうすっかくぇ さぇぉけすくぇ しうかぇ, しけつぇす こけしかっょくうすっ 

ょぇくくう くぇ ╄ゃさけしすぇす, ちうすうさぇくう けす ╀〈┿.
╁ ょなさあぇゃうすっ けす ╄ゃさけしなのいぇ すぇいう おぇすっゅけさうは さぇぉけすくぇ しうかぇ 

しっ しなしすけう こさっょうきくけ けす たけさぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ さぇぉけすはす, くけ くっ 
すなさしはす さぇぉけすぇ.
╆ぇ 2014 ゅ. こけおぇいぇすっかはす っ くぇえ-ゃうしけお ゃ ╇すぇかうは - 13,6% けす 

けぉとぇすぇ さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ, 》なさゃぇすうは - 9,6%, ╀なかゅぇさうは - 7,6% 
う 《うくかぇくょうは - 7,4%.

〈っいう う ょさせゅう ゃぇ-
あくう いぇ ぉういくっしぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ゃな-
こさけしう けすこさぇゃうたぇ 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ „┿さしっくぇか” う 
ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお  
くぇつっかけ し くっえくうは 
こさっょしっょぇすっか ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
おなき ╄ゃぇ ‶ぇせくけ-
ゃぇ - ぉなかゅぇさしおうはす 
ょっこせすぇす けす ╄′‶ 
ゃ ╄ゃさけこっえしおうは 
こぇさかぇきっくす, つかっく 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ 
ゃなすさってっく こぇいぇさ 
う いぇとうすぇ くぇ こけ-
すさっぉうすっかうすっ う くぇ 
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╉けきうしうはすぇ こけ うおけくけきうつっしおう う こぇさうつくう ゃなこさけしう. 〈っきぇすぇ くぇ しさっとぇすぇ ぉっ „‶っさしこっおすうゃう こさっょ 
ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし, っゃさけこっえしおう こさぇおすうおう う こさけゅさぇきう“.
╁なこさけしうすっ, こけしすぇゃっくう けす こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ „┿さしっくぇか“, しぇ ゃなこさけしう, し おけうすけ きっくうょあなさ-

しおうはす っおうこ しっ しぉかなしおゃぇ っあっょくっゃくけ. 〈はたくけすけ ゅかけぉぇかくけ さってぇゃぇくっ けすしすさぇくぇ くぇ ╄‶ とっ ょぇょっ  
きくけゅけ くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ さぇぉけすぇ, きけょっさくういぇちうは う さぇいゃうすうっ くぇ ゅけかっきうすっ  そうさきう, おけうすけ 
しぇ ゅさなぉくぇおなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ.  

╊. ′うおけかぇっゃ, ぇ ょゃっ ゅけょうくう こけ-
おなしくけ - おけきこけいうちうは こさう ╋. 
】ぇえくぉっさゅ. ╁っつっ ぉうか くぇこうしぇか 

しゃけはすぇ ‶なさゃぇ しうきそけくうは – ょう-
こかけきくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ, おけはすけ, 
くっいぇゃうしうきけ けす ゃないさぇしすすぇ きせ, 
ゅけ くぇさっあょぇ しさっょ くぇえ-ょけぉさうすっ 
させしおう おけきこけいうすけさう. ‶けゃけょ いぇ 

くぇこうしゃぇくっすけ え っ ゃかのぉゃぇくっすけ 
くぇ 17-ゅけょうてくうは ╃きうすさうえ ゃ 
しゃけはすぇ ゃさなしすくうちぇ 〈ぇすはくぇ ╂かう-

ゃっくおけ – くっゅけゃぇすぇ ゅけかはきぇ くっ-
しこけょっかっくぇ かのぉけゃ. ‶け-おなしくけ 
おけきこけいうすけさなす しっ あっくう いぇ しすせ-
ょっくすおぇすぇ ′うくぇ ╁ぇさいぇさ, し おけはすけ 
あうゃっはす 20 ゅ., うきぇす ょなとっさは う 

しうく. ]かっょ しきなさすすぇ え いぇ おさぇすおけ 
あうゃっっ し ╋ぇさゅぇさうすぇ ╉ぇえけくけゃぇ. 
╃け おさぇは くぇ あうゃけすぇ きせ  くっゅけゃぇ 
あっくぇ っ ╇さうくぇ ]せこうくしおぇ, おけはすけ 
ゅけ けぉゅさぇあょぇ し すけこかけすぇ う ゅさうあぇ.
‶さっい 1927 ゅ. おけきこけいうすけさなす 

こけかせつぇゃぇ こけつっすくぇ ょうこかけきぇ くぇ 
‶なさゃうは ╋っあょせくぇさけょっく おけくおせさし 
いぇ こうぇくうしすう „《さっょっさうお 【けこっく“ 
ゃなゃ ╁ぇさてぇゃぇ, くぇ おけえすけ ういこなか-
くはゃぇ しけぉしすゃっくけ こさけういゃっょっくうっ.
╅ぇくさけゃけ きくけゅけけぉさぇいうっ. 

╁すけさぇすぇ う 〈さっすぇすぇ しうきそけくうう くぇ 
【けしすぇおけゃうつ しぇ っょくう けす こなさゃう-
すっ しうきそけくうつくう こさけういゃっょっくうは 
ゃ うしすけさうはすぇ くぇ させしおぇすぇ きせいうおぇ. 
╉なき おさぇは くぇ 20-すっ ゅけょうくう すけえ 
こさぇゃう きせいうおぇかくう けそけさきかっくうは 
くぇ ょさぇきぇすうつくう しこっおすぇおかう う おう-
くけそうかきう う こさなゃ けす しなゃっすしおう-
すっ おけきこけいうすけさう ゃなゃっあょぇ ゃ すはた 
こっしっくすぇ おぇすけ かぇえすきけすうゃ. ′はおけう 
けす こっしくうすっ くぇゃかっいかう すさぇえくけ 
ゃ きせいうおぇかくうは ぉうす. ′ぇこさうきっさ, 
いくぇきっくうすぇすぇ „〉すさうくくぇ こっしっく“ 
しっ こさっゃなさくぇかぇ ゃ こっしっく-いくぇきっ, 
こっしっく-しうきゃけか. ]おけさけ すは いゃせつう ゃ 
ちはかぇ ╄ゃさけこぇ: ゃ 【ゃっえちぇさうは しすぇ-
ゃぇ しゃぇすぉっく たうきく, ぇ こさっい 1948 ゅ., 
し こさけきっくっく すっおしす, っ けぉはゃっくぇ いぇ 
》うきく くぇ ¨¨′.
‶なさゃぇすぇ しう けこっさぇ „′けし“ 【けし-

すぇおけゃうつ くぇこうしゃぇ こさっい 1928 ゅ. 
╁すけさぇすぇ きせ けこっさぇ っ „╊っえょう ╋ぇお-
ぉっす けす ╋ちっくしおうは せっいょ“  /„╉ぇすっ-
さうくぇ ╇いきぇえかけゃぇ”/. ╃ゃっすっ けこっさう 
う こなさゃうはす きせ ぉぇかっす „╆かぇすくうはす 
ゃっお” /1936/ ぉうかう こけょかけあっくう 
くぇ せくうとけあうすっかくぇ おさうすうおぇ - 
あっしすけお せょぇさ いぇ ぇゃすけさぇ. ╀うかけ 
きせ いぇぉさぇくっくけ ょぇ ういこなかくはゃぇ 
さぇくくうすっ しう こさけういゃっょっくうは. 〈けえ 
けすきっくうか こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ 』っす-
ゃなさすぇすぇ しう しうきそけくうは. ‶っすぇすぇ 

きせ しうきそけくうは こさったゃなさかは ゅさぇくう-
ちうすっ くぇ [せしうは う きくけゅけおさぇすくけ しっ 
ういこなかくはゃぇ ゃ さぇいかうつくう ょなさあぇ-
ゃう. ‶け しなとけすけ ゃさっきっ さぇぉけすう う 
くぇょ 【っしすぇすぇ しう しうきそけくうは. ‶さっい 
1937 ゅ. 【けしすぇおけゃうつ ゃけょう おかぇしぇ 
こけ おけきこけいうちうは ゃ ╊っくうくゅさぇょしおぇ-
すぇ おけくしっさゃぇすけさうは. ]すぇゃぇ こさけ-
そっしけさ - くぇ 33 ゅけょうくう.
╉けきこけいうすけさ-しうきそけくうしす. 

╉けかおけすけ う さぇいくけけぉさぇいくけ ょぇ っ 
すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 【けしすぇおけゃうつ, 
すけえ っ こさっょう ゃしうつおけ しうきそけくうしす. 
′ぇ くっゅけゃけすけ こっさけ こさうくぇょかっあぇす 
15 しうきそけくうう. ╁しはおぇ けす すはた っ 
しすさぇくうちぇ けす うしすけさうはすぇ くぇ させ-
しおうは くぇさけょ. ′っ しかせつぇえくけ ゅけ 
くぇさうつぇす „きせいうおぇかっく かっすけこうしっち 
くぇ しゃけはすぇ っこけたぇ” う  „おかぇしうお くぇ 
しゃっすけゃくぇすぇ きせいうおぇかくぇ おせかすせ-
さぇ くぇ 20-すう ゃっお“. ╉ぇすけ くうおけえ 
ょさせゅ すけえ しっ けぉさなとぇ う おなき こさけ-
ぉかっきうすっ くぇ ちはかけすけ つけゃっつっしすゃけ.                                                                                                            
╁ くぇつぇかけすけ くぇ ゃけえくぇすぇ 【けし-
すぇおけゃうつ さぇぉけすう くぇょ ]っょきぇすぇ 
しう しうきそけくうは. ╆ぇゃなさてゃぇ は ゃ 
╉せえぉうてっゃ, ょく. ]ぇきぇさぇ. ‶さっい 
1943 ゅ. しっ きっしすう ゃ ╋けしおゃぇ う 
こさっこけょぇゃぇ ゃ おけくしっさゃぇすけさうはすぇ. 
‶さう くっゅけ しっ けぉせつぇゃぇす ]ゃうさう-
ょけゃ, 》ぇつぇすせさはく, 』ぇえおけゃしおう...                                                                                                           
]かっょ ゃけえくぇすぇ こさけういゃっょっくうはすぇ 
きせ し けゅさけきっく せしこった しっ ういこなか-
くはゃぇす ゃなゃ ゃしうつおう おけくすうくっくすう. 
¨すくけてっくうはすぇ きせ しなし しなゃっすしおぇ-
すぇ ゃかぇしす しぇ けぉすっゅくぇすう. ╁なこさっおう 
すけゃぇ すけえ しすぇゃぇ つかっく くぇ ╉‶]] 
う こけかせつぇゃぇ きくけゅけ けすかうつうは.                                                                                                                                  
]うきそけくうは わ15 っ こけしかっょくぇすぇ 
きせ すゃけさぉぇ. ] くっは いぇゃなさてゃぇ こけ-
かせゃっおけゃくうはす きせ すゃけさつっしおう こなす.                                                                         
╃きうすさうえ 【けしすぇおけゃうつ せきうさぇ くぇ 
9 ぇゃゅせしす 1975 ゅ., くぇ 69 ゅけょうくう.                                                                                                                                          
     

う きはしすけ いぇ さっぇかういぇちうは ゃ „┿さしっくぇか”.   
╁こっつぇすかっく けす あっしすぇ くぇ ょぇさうすっかうすっ う しうかくけ いぇうくすさうゅせゃぇく けす ぇゃぇくゅぇさょくうは きけょっか 

ぇゃすけきぇす,きうくうしすなさ ′っくつっゃ いぇ しっおせくょう さぇいゅかけぉう ぇゃすけきぇすぇ, こさうこけきくはえおう しう おぇいぇさきぇすぇ. “′っ しなき 
ょけおけしゃぇか けさなあうっ けす 1987 ゅ., おけゅぇすけ おぇすけ きかぇょてう しっさあぇくす けぉせつぇゃぇた ゃけえくうちう”, けぉはしくう すけえ.

こかぇつったぇ, ぇ くぇ しちっくぇすぇ けすくけゃけ う 
けすくけゃけ ういかういぇてっ しないょぇすっかはす くぇ 
すけゃぇ こさっおさぇしくけ すゃけさっくうっ う くう-
おけえ くっ きけあってっ ょぇ こけゃはさゃぇ, つっ 
うきっくくけ すけゃぇ っ すけえ, つっ すけいう しかぇぉ 
うくすっかうゅっくすっく 35-ゅけょうてっく つけゃっお 
し けつうかぇ, ういゅかっあょぇと しなゃしっき おぇすけ 
きけきつっ, きけあってっ ょぇ こさっょういゃうおぇ 
すぇおぇゃぇ ぉせさは けす っきけちうう“.
‶さっきうっさぇすぇ ゃ ╋けしおゃぇ. ′ぇ 

しかっょゃぇとうは ょっく おけこうは けす こぇさ-
すうすせさぇすぇ しなし しぇきけかっす ぉうかう ょけ-
しすぇゃっくう ゃ ╋けしおゃぇ. ‶なさゃけすけ うい-
こなかくっくうっ くぇ ]っょきぇすぇ しうきそけくうは 
ゃ しすけかうちぇすぇ しっ しなしすけはかけ くぇ 29 
きぇさす. 》けさぇすぇ くぇ おさぇおぇ ぇこかけょう-
さぇかう 【けしすぇおけゃうつ. ¨. ╀っさゅたけかち 
こうてっ: „┿い ゅかっょぇた すけいう さぇいゃなか-
くせゃぇく う しうかくけ しきせすっく きかぇょ つけ-
ゃっお う しう きうしかった: すけいう つけゃっお っ 
こけ-しうかっく けす 》うすかっさ, くうっ くっこさっ-
きっくくけ とっ こけぉっょうき くっきちうすっ!“ 
╆ぇ すけゃぇ こさけういゃっょっくうっ おけきこけ-
いうすけさなす こけかせつぇゃぇ ]すぇかうくしおぇ 
こさっきうは. ╊っくうくゅさぇょつぇくう し くっ-
すなさこっくうっ けつぇおゃぇかう こなさゃぇすぇ 
しさっとぇ しなし „しゃけはすぇ” しうきそけくうは…                                                                                                                                   
]っょきぇ しうきそけくうは – きせいう-
おぇすぇ. ‶なさゃぇすぇ つぇしす いぇこけつゃぇ し 
てうさけおぇ っこうつくぇ きっかけょうは, さぇいゃう-
ゃぇとぇ しっ  し ゃしっ こけ-ゅけかはきぇ きけと. 
╁ ゅかぇゃくぇすぇ こぇさすうは しぇ こさっゃな-
こかなすっくう ゃっかうつうっすけ う ゅっさけういきなす 
くぇ させしおうは くぇさけょ. ]すさぇくうつくぇすぇ 
こぇさすうは っ しこけおけえくぇ, きっかけょうはすぇ 
おぇすけ つっ かう しっ さぇいすゃぇさは ゃ すうてう-
くぇすぇ, ゃしうつおけ ょうてぇ きうさくうは しこけ-
おけっく あうゃけす… ′け くはおなょっ けすょぇかっ-
つっ しっ つせゃぇ けすさうゃうしすけ ぉうっくっ くぇ 
ぉぇさぇぉぇくう… ╆ぇこけつゃぇ „っこういけょなす 
くぇ くぇてっしすゃうっすけ”. 〈っきぇすぇ しっ こけゃ-
すぇさは 11 こなすう, きけとくうすっ ぇおけさょう 
くっこさっおなしくぇすけ しっ せしうかゃぇす… ′け 
ういゃっょくなあ – くっけつぇおゃぇくけ しっ こけ-
はゃはゃぇ きけすうゃなす くぇ しなこさけすうゃかっ-
くうっすけ, さぇいうゅさぇゃぇ しっ ゅさぇくょうけいくぇ 
しうきそけくうつくぇ ぉうすおぇ. 〈っきぇすぇ っ 
ういこなかくっくぇ し ゃっかうおぇ しうかぇ. ¨しけ-
ぉっくけ ういさぇいうすっかくけ っ しすさぇくうつくけ-
すけ しぇきけすくけ しけかけ くぇ そぇゅけすぇ. ′け 

けすょぇかっつっ しっ つせゃぇす ぉぇさぇぉぇくう-
すっ. ╁けえくぇすぇ ゃしっ けとっ こさけょなか-
あぇゃぇ… ]かっょゃぇとうすっ ょゃっ つぇしすう 
こけおぇいゃぇす しうかぇすぇ くぇ つけゃっておぇすぇ 
ゃけかは. ╁すけさぇすぇ つぇしす - しおっさちけ, っ 
ゃ きっおう すけくけゃっ. ¨ぉさぇいなす っ しゃっ-
すなか う こさうゃかっおぇすっかっく, おぇすけ こさけ-
いさぇつくうすっ ぉっかう かっくうくゅさぇょしおう 
くけとう.〈さっすぇすぇ つぇしす – ゃっかうつぇゃけ 
う こさけくうおくけゃっくけ ぇょぇあうけ, っ しゃけ-
っけぉさぇいっく さっおゃうっき いぇ いぇゅうくぇ-
かうすっ. 《うくぇかなす いぇこけつゃぇ し っょゃぇ 

ょけかけゃうきけ すさっきけかけ くぇ すうきこぇくう 
– しうかうすっ こけしすっこっくくけ しっ せゃっかう-
つぇゃぇす ょけ くっせおさけすうきぇ っくっさゅうは. 
〈けゃぇ っ けぉさぇいなす くぇ くぇさけょくうは 
ゅくはゃ, くぇ ぉけさぉぇすぇ. ╆ぇ おさぇすおけ すけえ 
っ しきっくっく けす っこういけょ ゃ さうすなきぇ 
くぇ しぇさぇぉぇくょぇ, けすくけゃけ – しこけきっく 
いぇ いぇゅうくぇかうすっ. ┿ しかっょ すけゃぇ いぇ-
こけつゃぇ ぉぇゃっく ゃないたけょ おなき すなさあっ-
しすゃけすけ くぇ しうきそけくうつくうは そうくぇか, 
ゃ おけえすけ すさなぉうすっ う すさけきぉけくうすっ 
いゃせつぇす おぇすけ しうきゃけか くぇ きうさぇ う 
ぉなょっとぇすぇ こけぉっょぇ!
]うきそけくうはすぇ-しうきゃけか ゃ ╊っ-

くうくゅさぇょ. 〈せお くぇ 9 ぇゃゅせしす 1942 
ゅ. しっ しなしすけはかぇ くぇえ-ゃなかくせゃぇとぇ-
すぇ こさっきうっさぇ くぇ ]うきそけくうは わ 
7. ╆ぇとけ すけつくけ くぇ 9-すう ぇゃゅせしす? 
]こけさっょ そぇてうしすおけすけ おけきぇくょゃぇ-
くっ, すけゅぇゃぇ ゅさぇょなす っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
こぇょくっ. ╀うか こかぇくうさぇく ゅけかはき こぇ-

さぇょ くぇ くっきしおうすっ  ゃけえしおう, ぇ 》うす-
かっさ ぉうか けぉっとぇか すなさあっしすゃっくぇ 
ゃっつっさは ゃ さっしすけさぇくす „┿しすけさうは”…                                                                 
¨さゅぇくういぇすけさ くぇ こさっきうっさぇすぇ ぉうか 
╉. ╄かうぇしぉっさゅ – ゅか. ょうさうゅっくす くぇ 
けさおっしすなさぇ くぇ ╊っくうくゅさぇょしおけすけ 
さぇょうけ. ′けすうすっ, 4 ゅけかっきう すっすさぇょ-
おう, ぉうかう ょけしすぇゃっくう しなし しこっ-
ちうぇかっく しぇきけかっす, こうかけすうさぇく けす 
20-ゅけょうてくうは かっえす. ╊うすゃうくけゃ, 
おけえすけ, けぉしすさっかゃぇく けす ゃしうつおう 
しすさぇくう, せしこはか ょぇ こさっきうくっ こさっい 

こ か な す く う は 
けぉさなつ くぇ 
ぉかけおぇょぇ-
すぇ. ╊っすはか, 
おぇすけ つっ 
かう けす すけいう 
„すけゃぇさ“ いぇ-
ゃうしっか あう-
ゃけすなす くぇ 
たけさぇすぇ…                                                                                                                                
╀うか くせ-

あっく けゅさけ-
きっく けさおっし-
すなさ けす 80 
ょせてう. ′け 
けす 105 けさ-
おっしすさぇくすう 

おなき さぇょうけすけ ぉうかう けちっかっかう っょゃぇ 
15. ]なぉうさぇかう きせいうおぇくすう けすゃしは-
おなょっ, きくけゅけ けす すはた - しきなさすくけ 
ういすけとっくう. ‶さっょう ょっくけくけとくうすっ 
さっこっすうちうう しっ くぇかけあうかけ ょぇ ゅう 
くぇたさぇくはす う かっおせゃぇす.
╋ぇさてぇか ╂けゃけさけゃ ういょぇか いぇこけ-

ゃっょ: „‶け ゃさっきっ くぇ ういこなかくっくうっすけ 
くぇ ]っょきぇすぇ しうきそけくうは くぇ 【けしすぇ-
おけゃうつ くうすけ っょうく しくぇさはょ くっ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ ゃいさうゃう くぇょ ╊っくうくゅさぇょ!“ 
¨ゅなくはす くぇ くっきちうすっ ょぇ ぉなょっ こけ-
すうしくぇす くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. ╋せいうおぇすぇ 
ょぇ しっ つせゃぇ けす ゃしうつおう う くぇゃしはおな-

ょっ!  
╁しっおう, おけえすけ きけあっか ょぇ たけょう, 

うしおぇか ょぇ しう おせこう ぉうかっす けす あっ-
くぇすぇ し こさっきさないくぇかう こさなしすう ょけ 
ぇそうてぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ういこなかくっ-
くうっすけ, こさけょなかあうかけ 80 きうくせすう, 
ゃさぇあっしおうすっ けさなあうは きなかつぇかう.                                                                                                                          
‶さっこなかくっくぇすぇ いぇかぇ ぉうかぇ こけすさっ-
しっくぇ. ]うきそけくうはすぇ „さぇいおぇいゃぇかぇ“ 
いぇ こさっあうゃはゃぇくうはすぇ くぇ ちっかうは 
ゅさぇょ. ╁っかうおぇすぇ きせいうおぇ ういさぇいは-
ゃぇかぇ ゃしうつおけ: あっさすゃけゅけすけゃくけしす-
すぇ, ゃはさぇすぇ ゃ こけぉっょぇすぇ... ╇いこなか-
くっくうっすけ ぉうかけ こさっょぇゃぇくけ こけ 
さぇょうけすけ う こけ ゃうしけおけゅけゃけさうすっかう-
すっ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ きさっあぇ. 』せゃぇかう は 
くっ しぇきけ あうすっかうすっ くぇ ╊っくうくゅさぇょ, 
つせゃぇかう は う くっきちうすっ, けぉしぇょうかう 
ゅさぇょぇ… ]かせてぇえおう すぇいう きせいうおぇ, 
すっ こさけしすけ けぉっいせきっかう. ‶け-おなしくけ 
おぇいゃぇかう: „〈けゅぇゃぇ, くぇ 9 ぇゃゅせしす 
1942 ゅ., くうっ さぇいぉさぇたきっ, つっ とっ 
いぇゅせぉうき ゃけえくぇすぇ…”  9-すう ぇゃゅせしす 
しすぇくぇか „╃っく くぇ ‶けぉっょぇすぇ くぇしさっょ 
ゃけえくぇすぇ“, ぇ ]っょきぇすぇ しうきそけくうは 
しっ こさっゃなさくぇかぇ ゃ きせいうおぇかくうは 
しうきゃけか くぇ すぇいう こけぉっょぇ.                           
‶けしかっょゃぇかけ こけぉっょくけすけ てっしす-

ゃうっ くぇ ]うきそけくうは わ7 こけ しゃっすぇ. 
╇いこなかくっくうっすけ え くぇ 19 のかう 1942 
ゅ. ゃ ′の ╈けさお こけょ ょうさうゅっくすしすゃけすけ 
くぇ ┿. 〈けしおぇくうくう っ こさっょぇゃぇくけ ゃ 
]┿】, ╉ぇくぇょぇ う ╊ぇすうくしおぇ ┿きっさう-
おぇ う っ しかせてぇくけ けす くぇょ 20 きうかう-
けくぇ ょせてう. ]ぇきけ いぇ くはおけかおけ きっ-
しっちぇ ╊っくうくゅさぇょしおぇすぇ しうきそけくうは 
こさけいゃせつぇかぇ くぇ ぇきっさうおぇくしおうは 
おけくすうくっくす こけゃっつっ けす 60 こなすう. 
╄ょうく きせいうおぇかっく おさうすうお ゃないおかう-
おくぇか: „╉けえ ょはゃけか きけあっ ょぇ こけぉっ-
ょう くぇさけょ, しこけしけぉっく ょぇ しないょぇょっ 
きせいうおぇ おぇすけ すぇいう!“ 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

あぇゃくぇ くぇゅさぇょぇ, くけしうすっか くぇ  ╋っあょせくぇさけょくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ 
きうさ, くぇ くぇゅさぇょぇすぇ «]うぉっかうせし». ‶けつっすっく つかっく くぇ きくけ-
ゅけ ぇおぇょっきうう う ょけおすけさ くぇ せくうゃっさしうすっすう ゃ きくけゅけ しすさぇくう 
こけ しゃっすぇ. ′っゅけゃうはす しうきそけくういなき しっ けおぇつっしすゃはゃぇ おぇすけ 
ゃさなた ゃ きせいうおぇすぇ くぇ ゃっおぇ.
‶さっい 2015 ゅ. しっ くぇゃなさてゃぇす 40 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ おけきこけ-
いうすけさぇ.


