
╇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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》『《‒. ╈╊〉ぁ《 》¨『ゃ《╇
′ぇつぇかけすけ くぇ ょなかゅうは こなす 

くぇ こさけそっしけさぇ. ╃はょけ きせ ╂っくの 
ぉうか ゅさぇょうくぇさ, ぇ ぉぇぉぇ きせ ╋ぇさうは 
- ょけきぇおうくは. 〈っ うきぇす つっすうさうきぇ 

しうくけゃっ - ]すっそぇく, ╇ゃぇく, ╃うきう-
すなさ う 》さうしすけ, おけうすけ ぉうかう いぇ-
くぇはすつうう. ¨す すはた しぇきけ ╃うきうすなさ 
- ぉぇとぇすぇ くぇ ╂っくつけ ‶うさぬけゃ, ぉうか 
し くぇつぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, すけえ しっ 
う しぇきけけぉさぇいけゃぇか. ╀うか せこけさうす 
う すさせょけかのぉうゃ きかぇょっあ, つかっくせ-
ゃぇか ゃ せこさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ 
そぇぉさうおぇすぇ くぇ ぉさぇすは ¨さけいけ-
ゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]っきっえしすゃけすけ し 
すさうすっ しう ょっちぇ - ╂っくつけ, 》さうしすけ 
う ╋ぇさうは, あうゃっっかけ しおさけきくけ. 
╃っちぇすぇ ぉうかう ゃないこうすぇゃぇくう ょぇ 
ぉなょぇす せつっくけかのぉうゃう, すさせょけかの-
ぉうゃう う こっしすっかうゃう, くけ とっょさう.                                                                                                                                
]ぇきうはす こさけそっしけさ ‶うさぬけゃ さぇい-
おぇいゃぇか いぇ さってっくうっすけ しう くぇ 
きかぇょうくう: いぇっょくけ し ぉなょっとうは 
うしすけさうお ╇ゃぇく 〉くょあうっゃ う こさう-
はすっかは しう ╂っけさゅう ╁ぇさすけかけきっっゃ 
ょぇ けぉさぇぉけすゃぇす 20 ょっおぇさぇ いっきは. 
╆ぇしっかう は し ちぇさっゃうちぇ う は こさけょぇ-
ゃぇかう っゃすうくけ くぇ ぉっょくうすっ たけさぇ. 
]かっょ すけゃぇ いぇしっかう いっきはすぇ し こさけ-
しけ. ′け すなえ おぇすけ „しなょさせあくうちうすっ” 
きせ ゅけ ういけしすぇゃうかう, くぇ ぉなょっとうは 
せつっく-こしうたけかけゅ しっ くぇかけあうかけ 
しぇき ょぇ けあなくっ こさけしけすけ, しかっょ 
おけっすけ ゅけ こさけょぇか いぇ しうきゃけかうつくう 
こぇさう くぇ ぉけいぇょあううすっ.
¨とっ けす きかぇょっあおうすっ しう ゅけょう-

くう ╂っくつけ ‶うさぬけゃ うきぇか しゃけっ 
ゃっさせの, おけっすけ きせ こけきぇゅぇかけ ょぇ 
こさっけょけかはゃぇ ゃしはおぇおゃう すさせょくけし-
すう: „╃かなあっく しう ょぇ しっ しこさぇゃうて!”
‶っょぇゅけゅうつっしおぇ さけきぇくすうおぇ. 

〈ぇおぇ ╂っくつけ ‶うさぬけゃ ゃないこさうっきぇ 
こさけそっしうはすぇ しう くぇ せつうすっか ゃ 』うさ-
こぇくしおけすけ しっかけ ¨さういけゃけ, おなょっすけ 
さぇぉけすう, しかっょ おぇすけ こさっい 1920 ゅ. 
いぇゃなさてゃぇ ういゃっしすくけすけ ╉ぇいぇく-
かなておけ こっょぇゅけゅうつっしおけ せつうかうとっ.                                                                                                    
╉ぇすけ せつっくうお こけしっとぇゃぇか しなぉさぇ-
くうは くぇ ぇくぇさたうしすう う  ょなくけゃうしすう. 
╇きぇか けしけぉっくけ こさっょこけつうすぇくうっ 
おなき きうさけゅかっょぇ くぇ 〈けかしすけえ う 
しすぇゃぇ くっゅけゃ こけしかっょけゃぇすっか.                                                                                            
‶さっい 1922 ゅ. ぉなょっとうはす こっょぇゅけゅ 
しっ いぇこうしゃぇ ゃ ]〉 “]ゃ. ╉かうきっくす 
¨たさうょしおう”, おなょっすけ せつう そうかけしけ-
そうは う こっょぇゅけゅうおぇ. 〈けゅぇゃぇ ょゃっ-
すっ ょうしちうこかうくう しっ ういせつぇゃぇかう 
っょくけゃさっきっくくけ. ]かっょ いぇゃなさて-
ゃぇくっ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇ-
くうっ こさっい 1925 ゅ. しっ いぇゃさなとぇ 

‶さけそ. ╂っくつけ ‶うさぬけゃ っ さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1901 
ゅ. ╆ぇゃなさてゃぇ ╉ぇいぇくかなておけすけ こっょぇゅけゅうつっしおけ せつうかうとっ, 
しかっょ おけっすけ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう” - そうかけしけそうは 
う こっょぇゅけゅうおぇ. ]こっちうぇかういうさぇ こっょぇゅけゅうおぇ う こしうたけかけ-
ゅうは ゃ ╉けかせきぉうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ′の ╈けさお. [ぇぉけすう ゃ 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす ょけ 1938 ゅ., おなょっすけ けしくけゃぇゃぇ 
おぇすっょさぇ „‶しうたけかけゅうは” う っ ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ 
こっょぇゅけゅうおぇ. ¨す 1958 ゅ. っ つかっく-おけさっしこけくょっくす くぇ ╀┿′.                                                                                                                                             
‶さけそ. ‶うさぬけゃ うきぇ けゅさけきっく くぇせつっく こさうくけし ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ こっょぇゅけゅうおぇすぇ, こしうたけかけゅうはすぇ, きっすけょうおぇすぇ くぇ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ う ゃないこうすぇくうっすけ くぇ かうつくけしすすぇ. ′ぇさうつぇく っ 
„こぇすさうぇさたなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こしうたけかけゅうは”. ┿ゃすけさ っ くぇ 
くぇょ 40 おくうゅう, 14 きけくけゅさぇそうう う くぇょ 1000 こせぉかうおぇちうう.        
〈けえ っ っょうく けす ういはゃっくうすっ ょぇさうすっかう せ くぇし.                                                                                                              
〉ょけしすけっく っ し けさょっく „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“.
╃けあうゃはゃぇ しゃけっすけ しすけかっすうっ, せきうさぇ くぇ 2 はくせぇさう 2001 ゅ.                                                                       
‶さっい 2008 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ うきっすけ くぇ こさけそ. ╂っくつけ ‶う-
さぬけゃ っ せつさっょっくぇ そけくょぇちうは.
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╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
》ちそなかつそちひて, さそえそてそ
せあちけねあて ╈そつたそお

╇くしすさせきっくすぇかくうはす いぇゃけょ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃ すなさしう ょぇ くぇいくぇ-
つう おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう こけ しかっょくうすっ こさけそっしうう: 
•	 ]すさせゅぇさ
•	 《さっいうしす
•	 【かぇえそうしす
•	 ¨こすうつっしおう てかぇえそうしす
•	 【かけしっさ
•	 ╇くしすさせきっくすぇかつうお
•	 [っいぉけてかぇえそうしす
╉ぇくょうょぇすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす すったくうつっしおぇ ゅさぇきけすくけしす いぇ さぇ-

ぉけすぇ し つっさすっあう, けこうす ゃ しなけすゃっすくぇすぇ こさけそっしうは う せきっくうは  いぇ 
しぇきけしすけはすっかくぇ さぇぉけすぇ. ] こさっょうきしすゃけ しっ こさうっきぇす ぉうゃてう さぇ-
ぉけすくうちう くぇ うくしすさせきっくすぇかくうは いぇゃけょ.
《うさきぇすぇ こさっょかぇゅぇ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ すさせょぇ, しこけさっょ おゃぇかう-

そうおぇちうはすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ, う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう. 

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:
 „┿さしっくぇか” ┿╃, けすょっか „╊うつっく しなしすぇゃ” 
 すっかっそけくう: 0431/ 63133, 0431/ 57747
‶ぇおっす し ょけおせきっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ ゃしっおう おぇくょうょぇす きけあっ 

ょぇ こけかせつう けす ゅうてっ „‶さけこせしおう” – ちっくすさぇかっく こけさすぇか くぇ そうさ-
きぇすぇ.
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„┿さしっくぇか” ┿╃ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃けぉさけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ きっあょせ そうさきぇすぇ う けぉとうくしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ っ う ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす せしこったうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇいゃうすうっすけ くぇ 

] こなかくけ きくけいうくしすゃけ ̈ ぉとうくしおうはす 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ  こさっょ-

かけあっくうっすけ くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきう-
すっす いぇ せょけしすけはゃぇくっ し くぇえ- ゃうしけおけすけ 
けすかうつうっ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお – ‶け-
つっすっく ゅさぇあょぇくうく, くぇ ╇いこなかくうすっか-
くうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃  ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
] すけゃぇ しう さってっくうっ きっしすくうはす こぇさ-

かぇきっくす くぇ こさぇおすうおぇ こさうっ きけすうゃう-
すっ くぇ 536-すっ ゅさぇあょぇくう けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, こけょおさっこうかう し こけょこうしうすっ 
しう こさっょかけあっくうっすけ ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ ょぇ しすぇくっ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく 
くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお. 

さぇえけくぇ こさっい こけしかっょくうすっ くはおけかおけ ゅけょうくう. 《うさ-
きぇすぇ, つうえすけ つうしかっく しなしすぇゃ っ ぉかういけ 6500 ょせてう, 
しっ はゃはゃぇ くぇえ-ゅけかっきうはす さぇぉけすけょぇすっか ゃ しすさぇくぇすぇ 
う うきぇ けしくけゃっく こさうくけし いぇ しすぇぉうかういうさぇくっすけ くぇ 
けぉとうくぇすぇ, ゃ おけはすけ こさぇおすうつっしおう ぉっいさぇぉけすうちぇ-
すぇ っ くせかぇ. ‶けゃっつっ けす 1200 しぇ くけゃけくぇいくぇつっくうすっ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  いぇ こけ-
きぇかおけ けす っょくぇ ゅけょうくぇ. ╇ ゃ きけきっくすぇ そうさきぇすぇ 
すなさしう 1000 さぇぉけすくうちう う ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇ-
くう おぇょさう いぇ ういこなかくっくうっ くぇ しおかのつっくうすっ ょけゅけ-
ゃけさう, おけうすけ けしうゅせさはゃぇす ょなかゅけゅけょうてっく ぇくゅぇあう-
きっくす いぇ さぇぉけすくうちうすっ. 

〉つっぉくうはす こさっょきっす „╇くそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう“, おけえすけ ゃ きけきっくすぇ しっ ういせつぇゃぇ けす 1 ょけ 
12 おかぇし ゃ せつうかうとぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇきっくっく けす ょさせゅ, くぇさっつっく „╋うしかっくっ“. ╋くっくうっすけ 

っ くぇ ぅゃけさ ╃あけくっゃ, いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ しけそすせっさくうすっ おけきこぇ-

]なし しこっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ けす こけさっょくけすけ しう せつぇしすうっ ゃ くぇ-
ちうけくぇかっく そけかおかけさっく おけくおせさし ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ しっ 

いぇゃなさくぇ しなしすぇゃなす くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっ-
ゃぇ. ]こっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ ぉっ こさうしなょっくぇ いぇ ぇゃすけさしおうは  すぇくち 
くぇ たけさっけゅさぇそおぇすぇ „╉けこぇくうちぇ”. 

	 	 	

くうう /╀┿]╉¨╋/ う 
こ さ っ ょ し っ ょ ぇ す っ か 
くぇ ╇くしすうすせすぇ 
いぇ こさけゅさっしうゃくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ.
╁ うくすっさゃの いぇ 

╀〈┿ すけえ っ けぉはし-
くうか, つっ せつっぉくう-
はす こさっょきっす „╇く-
そけさきぇちうけくくう 
すったくけかけゅうう“ っ 
くっぇょっおゃぇすっく う 
ゅせぉう ゃさっきっすけ くぇ 
せつっくうちうすっ. ╋っ-
すけょうすっ う しなょなさ-
あぇくうっすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょぇす ういちはかけ 
けぉくけゃっくう.

いぇ おさぇすおけ ゃ さけょくうは ╉ぇいぇくかなお う 
しすぇゃぇ せつうすっか ゃ ‶っょぇゅけゅうつっしおけ-
すけ せつうかうとっ. 
╁ ′の ╈けさお. ′ぇえ-ゅけかはきけ ゃかう-

はくうっ ゃなさたせ 
かうつくけしすすぇ 
きせ けとっ おぇすけ 
しすせょっくす うきぇ 
こさけそっしけさ 
╃ う き う す な さ 
╉ ぇ ち ぇ さ け ゃ . 
╀かぇゅけょぇさっ-
くうっ くぇ くっゅけ 
╂っくつけ ‶う-
さぬけゃ しっ くぇ-
しけつゃぇ おなき 
そうかけしけそう-
はすぇ くぇ こしう-
たけかけゅうはすぇ. 
‶さけそ. ╉ぇちぇ-
さけゃ せしこはゃぇ 
ょぇ きせ うい-
ょっえしすゃぇ しすう-
こっくょうは いぇ 
しこっちうぇかういぇ-
ちうは ゃ ]┿】. 
〈ぇおぇ, っょゃぇ 
25-ゅけょうてっく, 
ゃ うきっすけ くぇ 
く ぇ せ お ぇ す ぇ , 
きかぇょうはす おぇ-
いぇくかなつぇくうく 
こけっきぇ おなき 
ょ ぇ か っ つ く う は 
おけくすうくっくす.  
„ ¨ す ょ ぇ か っ つ 
くっぉけしすなさゅぇ-

つうすっ こさうかうつぇたぇ くぇ くぇさっょっくう 
おせぉけゃっ. ┿ すさっすけおかぇしくうすっ こなすくう-
ちう きうくぇゃぇたぇ こさっい きうすぇさしすゃぇすぇ 
くぇ „╄かうし-┿えかぇくょ“ いぇ こさっゅかっょ う 
こさけゃっさおぇ くぇ ょけおせきっくすうすっ. 〈けか-
おけゃぇ きぇかおけ いくぇった ぇくゅかうえしおう 
っいうお, つっ っょゃぇ かう くっ しゅさってうた, 
おぇすけ おぇいぇた, つっ けすうゃぇき くぇ さぇ-
ぉけすぇ“, こうてっ ゃ ょくっゃくうおぇ しう いぇ 
いぇぉっかっあうすっかくけすけ 
しなぉうすうっ しこっちうぇかう-
いぇくすなす けす ╀なかゅぇさうは. 
╁ ′の ╈けさお すけえ しっ 
くぇしすぇくはゃぇ ゃ うくすっさ-
くぇちうけくぇかっく ょけき, 
ぉかういけ ょけ せくうゃっさしう-
すっすぇ, ゃ おけえすけ あうゃっっ-
かう  けおけかけ 500 ょせてう 
けす さぇいかうつくう ょなさあぇ-
ゃう.
╁きっしすけ っょくぇ ゅけ-

ょうくぇ, ‶うさぬけゃ 
しこっちうぇかういうさぇ ゃ 
╉けかせきぉうえしおうは せくう-
ゃっさしうすっす ょゃっ ゅけょう-
くう - けす 1925-すぇ ょけ 
1927-きぇ. ¨とっ くぇ 
ぇきっさうおぇくしおぇ いっきは 
いぇこけつゃぇす いぇくうきぇくう-
はすぇ きせ こけ しさぇゃくう-
すっかくぇ こっょぇゅけゅうおぇ. 
╆ぇこけいくぇゃぇ しっ しなし 
しゃっすけゃくう しゃっすうかぇ 
くぇ こっょぇゅけゅうおぇすぇ う 
こしうたけかけゅうはすぇ おぇすけ 
╃あけく ╃のう う ╄ょせぇさょ 
〈けさくょぇえお う こさぇゃう 
さっょうちぇ こさけせつゃぇくうは, おけうすけ こけ-
おなしくけ しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ぉなょっ-
とうすっ きせ ういしかっょゃぇくうは.
‶け ゃさっきっ くぇ こさけょなかあうすっかくけすけ 

こなすせゃぇくっ こうてっ しなし いぇすさけゅゃぇとぇ 
かのぉけゃ ゃしっおう ょっく こうしきぇ ょけ ゅけ-
ょっくうちぇすぇ しう ╆かぇすおぇ 〈ぇくすうかけゃぇ, 
おけはすけ せつう くっきしおぇ そうかけかけゅうは.
╁ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇゃさなとぇえおう しっ 

ゃ ]けそうは, ╂っくつけ ‶うさぬけゃ しおかのつ-
ゃぇ ぉさぇお しなし ╆かぇすおぇ う いぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ┿きっさうおぇくしおうは おけかっあ 
ゃ ]うきっけくけゃけ. ‶け くっゅけゃぇ うょっは 
ゃ おけかっあぇ しっ こさっこけょぇゃぇ う しけちう-
けかけゅうは. ‶さっい 1933 ゅ. こけしすなこゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ こさけしゃっすぇすぇ おぇすけ こけょくぇつぇか-
くうお くぇ ╉せかすせさくけすけ けすょっかっくうっ. 

〈けえ こさっょかぇゅぇ ょぇ しっ こさうっきぇす 
さっょうちぇ ゃぇあくう いぇおけくう いぇ こさっ-
ょせつうかうとくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ, いぇ 

こけきけとくうすっ せつうかうとぇ, おぇおすけ う 
ょぇ ぉなょっ せつさっょっく そけくょ „╃ぇさけ-
ゃうすう ょっちぇ“. ╁ きうくうしすっさしすゃけすけ 
‶うさぬけゃ くっ けょけぉさはゃぇか こけゃっょっ-
くうっすけ くぇ くはおけう けす きうくうしすさうすっ 
う いぇっょくけ し こうしぇすっかは ]す. ╊. ╉けし-
すけゃ しっ くぇょしきうゃぇか くぇ ぇぉしせさょくけ-
すけ こけゃっょっくうっ くぇ っょうく けす すはた, 
おけえすけ ういうしおゃぇか けす こけょつうくっくう-
すっ しう いぇょなかあうすっかくけ ょぇ ゃうおぇす 
„せさぇ” くぇ „かっっとうすっ しっ ぉうしっさう“ 
けす せしすぇすぇ きせ.
′ぇせつくぇすぇ おぇさうっさぇ. ‶う-

さぬけゃ つぇおぇ ちっかう 10 ゅけょうくう ょぇ 
しっ けすおさうっ きはしすけ いぇ ぇしうしすっくす ゃ 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. ‶け-
おなしくけ すけえ とっ しすぇくっ けしくけゃぇ-
すっか う さなおけゃけょうすっか くぇ おぇすっょさぇ 
„‶しうたけかけゅうは“ ゃ すけいう せくうゃっさしう-
すっす. ¨す 1948 ゅ. っ こさけそっしけさ う 
さなおけゃけょうすっか くぇ しなとぇすぇ おぇすっ-
ょさぇ.〈けえ しすぇゃぇ う ょうさっおすけさ くぇ 
╇くしすうすせすぇ こけ こっょぇゅけゅうおぇ おなき 

せくうゃっさしうすっすぇ. ‶さっこけょぇゃぇすっか-
しおぇすぇ う くぇせつくぇすぇ ょっえくけしす くぇ 
こさけそっしけさぇ っ ゃ しそっさぇすぇ くぇ こっ-
ょぇゅけゅうつっしおうすっ う こしうたけかけゅうつっ-
しおうすっ くぇせおう. 〈けえ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ さぇぉけすう ょけ 1982 ゅ., くぇすけゃぇ-
さっく し きくけゅけ せくうゃっさしうすっすしおう 
ぇくゅぇあうきっくすう.
‶さうくけしなす ゃ くぇせおぇすぇ. ′ぇせつ-

くうはす こさうくけし くぇ こさけそ. ╂っくつけ 
‶うさぬけゃ っ けゅさけきっく: ゃ けぉかぇし-
すすぇ くぇ すっけさうはすぇ う きっすけょうおぇすぇ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, くぇ けぉとぇ-
すぇ, っおしこっさうきっくすぇかくぇすぇ, ゃない-
さぇしすけゃぇすぇ, こっょぇゅけゅうつっしおぇすぇ 
う おけゅくうすうゃくぇすぇ こしうたけかけゅうは, 
くぇ しっきっえくけすけ う けぉとっしすゃっくけすけ 
ゃないこうすぇくうっ う ゃないこうすぇくうっすけ 

くぇ かうつくけしすすぇ. ╇いょぇか っ くぇょ 40 
おくうゅう, うきぇ 14 きけくけゅさぇそうう, くぇょ 
1000 こせぉかうおぇちうう, こけしゃっすっくう くぇ 

けしくけゃくう こさけぉかっきう けす こしうたけかけ-
ゅうはすぇ う こっょぇゅけゅうおぇすぇ う くぇ さっょう-
ちぇ あうすっえしおう ゃなこさけしう. 
‶けしかっょくうすっ ょっしっす ゅけょうくう けす 

あうゃけすぇ くぇ っゃさけこっえしおうは せつっく-
こしうたけかけゅ しぇ ういおかのつうすっかくけ 
こかけょけすゃけさくう.〈けえ ういょぇゃぇ ょっしっす 
くけゃう おくうゅう. ‶っす けす すはた こけしゃっ-
とぇゃぇ くぇ こなさゃぇすぇ しう かのぉけゃ – 
こっょぇゅけゅうおぇすぇ, ぇ けしすぇくぇかうすっ しぇ ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ ゅけかはきぇすぇ きせ かのぉけゃ 
- こしうたけかけゅうはすぇ. 
¨す すはた くぇえ-しおなこぇ きせ っ „╃っすっ-

すけ“, くぇ おけさうちぇすぇ しなし しくうきおぇすぇ 
くぇ こさぇゃくせおぇ きせ ╉けくしすぇくすうく. 
‶さっょう ゃっおけゃくうは のぉうかっえ くぇ 

こさけそ. ‶うさぬけゃ ういかういぇす う くっゅけ-
ゃうすっ „╇しすけさうは くぇ こしうたけかけゅうはすぇ 
ゃ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう“ う 
„╊っゃ ′うおけかぇっゃうつ 〈けかしすけえ - たせ-
きぇくうしす こしうたけかけゅ“. 
〉つっく-っくちうおかけこっょうしす こけ けぉさぇ-

いけゃぇくうっ う ういはゃう, こさけそ. ╂っくつけ 
‶うさぬけゃ しないょぇゃぇ っょくぇ ちはかぇ っこけ-
たぇ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ う しゃっすけゃくぇすぇ 
こしうたけかけゅうつっしおぇ くぇせおぇ. 
′ぇえ-いくぇつうすっかくうはす きせ すさせょ ゃ 

ちはかけしすくぇすぇ きせ くぇせつくぇ ょっえくけしす 
っ „‶しうたけかけゅうはすぇ, そせくょぇきっく-
すぇかくぇ くぇせおぇ いぇ つけゃっおぇ“. ╇いょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ っ こけゃけょ いぇ 
ゃすけさう こなす つか. おけさ. こさけそ. ╂っくつけ 
‶うさぬけゃ ょぇ ぉなょっ こさっょかけあっく いぇ 
いゃぇくうっすけ ぇおぇょっきうお. ╇ いぇ ゃすけ-
さう こなす すけ っ けすおかけくっくけ けす ぇおぇょ. 
]ぇゃぇ ╂ぇくけゃしおう. 〈ぇいう „すぇえくぇ“ っ 
さぇいおさうすぇ つぇお こさっい 1999 ゅ. ]ぇ-
きうはす こさけそっしけさ う ぉかういおうすっ きせ 
すゃなさょはす, つっ いぇ くっゅけ すうすかうすっ くう-
おけゅぇ くっ しぇ うきぇかう ういおかのつうすっかくけ 
いくぇつっくうっ.
‶さっい 2001 ゅ. こさけそ. ‶うさぬけゃ っ 

せょけしすけっく し けさょっく „]すぇさぇ こかぇ-
くうくぇ“. ‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ っ 
せょけしすけっく う し くぇえ-ゃうしけおけすけ けす-
かうつうっ くぇ ]〉 „╉かうきっくす ¨たさうょ-
しおう“ – こけつっすっく いくぇお し かっくすぇ.
‶さっい 2013 ゅ. ╀┿′ けそうちうぇかくけ 

つっしすゃぇ 40 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっ-
すけ くぇ くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおけ-
すけ いゃっくけ こけ こしうたけかけゅうは. ╄ょくけ 
けす すさうすっ せつさっょっくう けすかうつうは いぇ 
きかぇょう せつっくう – いぇ こけしすうあっくうは ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ くぇせおぇすぇ う いぇ うくしすう-
すせちうけくぇかういうさぇくっすけ くぇ くぇせおぇすぇ 
こしうたけかけゅうは ゃ ╀なかゅぇさうは, ぉっ くぇ 
うきっすけ くぇ こさけそ. ╂っくつけ ‶うさぬけゃ.
╃けしすけえくしすゃぇすぇ くぇ ょなかゅけ-

かっすうっすけ. ╃け おさぇは くぇ ょくうすっ しう 
╂っくつけ ‶うさぬけゃ すゃなさょはか, つっ ょなか-
あう あうすっえしおけすけ しう う すゃけさつっしおけ 
ょなかゅけかっすうっ くぇ しゃけっすけ すさせょけ-
かのぉうっ う ょけぉさけくぇきっさっくけしす おなき 

ょさせゅうすっ: „╉ぇすけ きけあって ょぇ くぇ-
こさぇゃうて くぇ くはおけゅけ せしかせゅぇ - くぇ-
こさぇゃう きせ は, おぇすけ くっ きけあって - くっ 
こさぇゃう いかけ!“ 
‶さけそっしけさなす っ ういゃっしすっく う しなし 

しゃけはすぇ いぇぉっかっあうすっかくぇ ょぇさうすっか-
しおぇ ょっえくけしす: しなぉうさぇか う ょぇさはゃぇか 
こぇさう う しすけすうちう さっょおう ういょぇくうは う 
ちっくくう おくうゅう いぇ さっょうちぇ ぉうぉかうけ-
すっおう ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃおかのつうすっかくけ 
う いぇ ぉうぉかうけすっおぇ “╇しおさぇ” ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. 
╋ぇかおけ ういゃっしすくけ っ, つっ ちっかう 

25 ゅけょうくう ぉうか ゃっゅっすぇさうぇくっち, 
こさうはすっかはす きせ こさけそ. ╇ゃぇく 〉く-
ょあうっゃ - しなとけ. ‶ぇお し くっゅけ ゃしっおう 
こけつうゃっく ょっく たけょっかう ゃ こかぇくうくぇ-
すぇ. ‶さけそ. ‶うさぬけゃ ぉうか しすさぇしすっく 
すせさうしす ょけ 90-すぇすぇ しう ゅけょうてくう-
くぇ. 〈けえ きけあっか し つぇしけゃっ ょぇ さぇい-
おぇいゃぇ いぇ こけつすう ゃしうつおう たうあう くぇ 
╀なかゅぇさうは う いぇ つせょくけ おさぇしうゃうすっ 
こかぇくうくしおう こっえいぇあう. 〉つっくうはす 
おぇいゃぇか, つっ ちはか あうゃけす っ しなぉかの-
ょぇゃぇか きぇおしうきぇすぇ, つっ いぇ すせさういきぇ 
っ こけょたけょはと ゃしっおう ょっく - ょけさう う 
かけてうはす.
‶けつすう ょけ 100-くぇすぇ しう ゅけょうくぇ 

こさけそっしけさ ‶うさぬけゃ しゃうさっか くぇ 
ちうゅせかおぇ う さっちうすうさぇか かのぉうきう 
しすうたけゃっ けす ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ う ‶っえけ 
ぅゃけさけゃ.
′ぇせつっく こけょたけょ - う おなき くぇ-

しかっょくうちうすっ. ‶さけそっしけさなす ゃけ-
ょっか ょくっゃくうちう, おぇおすけ いぇ しゃけうすっ 
ょっちぇ, すぇおぇ う いぇ ゃくせちうすっ しう う 
いぇ こさぇゃくせおぇ しう ╉けくしすぇくすうく. ╁ 
すはた けすぉっかはいゃぇか さぇいゃうすうっすけ うき, 
すったくうすっ しかぇぉう う こけかけあうすっかくう 
しすさぇくう, くぇゃうちうすっ う ょぇさぉうすっ 
うき. ¨す ょくっゃくうちうすっ すけえ しなょっか 
いぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ うき けさうっく-
すうさぇくっ う いぇ ゃないきけあくけしすうすっ うき 
おぇすけ ぉなょっとう しこっちうぇかうしすう. 
╉ぇすけ っしすっしすゃっく こさうっきぇか そぇ-

おすぇ, つっ う ょゃっすっ きせ ょっちぇ - ╃うきう-
すなさ う ╀けさはくぇ, しっ くぇしけつゃぇす おなき 
きっょうちうくぇすぇ. ╃うきうすなさ ‶うさぬけゃ 
しすぇゃぇ せゃぇあぇゃぇく ょけちっくす こけ けさすけ-
こっょうは, くけ いぇ しなあぇかっくうっ せきうさぇ 
すゃなさょっ きかぇょ. ′っゅけゃぇすぇ ょなとっさは 
╄ゃゅっくうは っ せゃっさっくぇ, つっ かのぉけゃすぇ 
え おなき きっょうちうくぇすぇ うょゃぇ けす くっえ-
くうは ぉぇとぇ. ]っしすさぇすぇ くぇ ╃うきうすなさ 
- ╀けさはくぇ ‶うさぬけゃぇ, っ ういゃっしすっく 
こさけそっしけさ こけ くっゃさけぉうけかけゅうは, 
ぇ ょなとっさは え ╊のぉけきうさぇ 』ぇおぇ-
かけゃぇ いぇゃなさてゃぇ きけかっおせかはさくぇ 
ぉうけかけゅうは, しすぇゃぇ  ょけおすけさ くぇ ぉう-
けかけゅうつっしおうすっ くぇせおう う さぇぉけすう ゃ 
╉っえきぉさうょあ ゃ ╇くしすうすせすぇ こけ きけ-
かっおせかはさくぇ ぉうけかけゅうは.
《けくょぇちうは „‶さけそっしけさ 

╂っくつけ ‶うさぬけゃ”. ′ぇ うきっすけ くぇ 
ゃうょくうは せつっく, こしうたけかけゅ う こっ-
ょぇゅけゅ, つかっく-おけさっしこけくょっくす くぇ 
╀┿′  う こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ 
さけょくうは しう ゅさぇょ - くぇ 20 ぇこさうか 
2008 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ せつさっょっくぇ 
そけくょぇちうは し こけつっすっく こさっょしっょぇ-
すっか こさけそっしけさ ╀けさはくぇ ‶うさぬけゃぇ. 
‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ こけょ こぇすさけ-
くぇあぇ くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか 
くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ こさけ-
ゃっょっくう う こなさゃうすっ ‶うさぬけゃう ょくう, 
おけうすけ こさっい しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう 
しっ けぉけゅぇすはゃぇす し ゃしっ こけゃっつっ う こけ-
うくすっさっしくう うくうちうぇすうゃう. ╆ぇ こなさ-
ゃけすけ ういょぇくうっ くぇ ‶うさぬけゃうすっ ょくう  
せつさっょうすっかうすっ ういぉうさぇす ょぇすぇすぇ 
20-すう くけっきゃさう - ]ゃっすけゃっく ょっく 
いぇ こさぇゃぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ. ╆ぇとけすけ 
ちっかうはす しないくぇすっかっく すゃけさつっしおう 
こなす くぇ こさけそっしけさ ╂っくつけ ‶うさぬけゃ 
っ こけしゃっすっく くぇ ょっちぇすぇ. 
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╁ おさぇすおけ,  くけ っきけちうぇかくけ, ういおぇいゃぇくっ おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こさうおぇ-
くう しなゃっすくうちうすっ ょぇ こけょおさっこはす こさっょかけあっくうっすけ いぇ せょけしすけはゃぇくっ し ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ ╇いこなか-
くうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ し きけすうゃぇ, つっ „すさはぉゃぇ ょぇ しっ せゃぇあぇゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ 
こさうつうくぇ ゅさぇょなす ょぇ ゃなさゃう くぇこさっょ. 〈ぇおなゃ つけゃっお っ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ”. ]すけはくけゃぇ  ぉかぇゅけょぇさう くぇ 
„┿さしっくぇか”, ゃ かうちっすけ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, すなえ おぇすけ すけえ っ くぇつっかけ くぇ そうさきぇすぇ, おけはすけ っ くぇえ-
ゅけかっきうはす ょぇくなおけこかぇすっち ゃ けぉとうくぇすぇ, う いぇはゃう, つっ こさっい ゃしうつおうすっ ゅけょうくう  こさっょこさうはすうっすけ しっ っ 
ゅさうあうかけ いぇ さぇぉけすくうちうすっ  しう.

.	 .	
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╇かてかちあせひて-てかにせそしそえ 』てそこそ ¨うあせそう: 

』╊〈╊‶〉¨っ【 》『¨〉《』 [ぇ〈 „╅『』╊〉╅]“ ′╅[『ぇ╈]っ 』【《  
╇ゃぇくけゃ っ くぇうしすうくぇ けす けこうす-

くうすっ ゃっすっさぇくう, ぉっい おけうすけ くっ 
きけあっ. ╆くぇっ きくけゅけ. ¨す しすさせゅけゃぇ-
くっすけ くぇ ぉさけえおう くぇ せくうゃっさしぇかくうは 
しすさせゅ ゃ ‶さけういゃけょしすゃけ 100/120  
こさっい 62-さぇ ょけ さぇいこうしゃぇくっすけ くぇ 
すったくけかけゅううすっ いぇ 『‶〉, おぇおゃけ-
すけ こさぇゃう う ょくっし, ╇ゃぇくけゃ すさせこぇ 
けこうす, おけえすけ しっゅぇ こさっょぇゃぇ. „╋くけ-
ゅけ, きくけゅけ, きくけゅけ しっ こさけきっくうたぇ 
すったくけかけゅううすっ...“, けすつうすぇ すったくけ-
かけゅなす, きうくぇか う こさっい こさっちういくけし-
すすぇ くぇ  うくしすさせきっくすぇかくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ ゃ  600/130 – ういゃっしすくうはす 
おぇすけ „かっおぇかっく“ ちった. „〈せお こさうょけ-
ぉうた ょけしすぇ ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは 
こさう ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさっちうい-
くうすっ う きくけゅけ すけつくう ょっすぇえかう いぇ 
おぇかうぉさうすっ“, こさういくぇゃぇ すけえ. ]かっょ 
おけくおせさし こさっい 1969-すぇ しすぇゃぇ すった-
くけかけゅ いぇ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ おなき ╆ぇゃけょ 1. [なおけゃけょうすっか 
くぇ 〈ったくけかけゅうつくけすけ ぉのさけ っ ╉け-
かぬけ 【ぇたけゃ, ╇ゃぇくけゃ っ ゃ ゅさせこぇすぇ 
くぇ [ぇえつけ [ぇっゃ. ╁ すったくうつっしおうすっ 
けすょっかう くぇ ╆ぇゃけょ 1 すけゅぇゃぇ うきぇ 
ょゃっ すったくけかけゅうつくう ぉのさぇ. ¨しゃっく 
„┿さすうかっさうえおう しうしすっきう“, おなょっ-
すけ こけこぇょぇ ╇ゃぇくけゃ, うきぇ う ╀のさけ 
„]すさっかおけゃけ けさなあうっ“,  さなおけゃけ-
ょっくけ けす 》さうしすけ ‶ぇこぇいけゃ. ╀けくつけ 
‶っしっゃ せこさぇゃかはゃぇ ╉けくしすさせおすうゃ-
くぇすぇ ゅさせこぇ こけ うくしすさせきっくすぇかくぇ 
っおうこうさけゃおぇ おなき けすょっかぇ. 〈せお 
せしなゃなさてっくしすゃぇくっすけ くぇ すったくけ-
かけゅうつくうは けこうす いぇ ]すけえけ きうくぇゃぇ 
こさっい さぇぉけすぇすぇ こけ ょっすぇえかうすっ くぇ 
[‶╂-7, おなょっすけ ゅけ さぇいこさっょっかは 
[ぇえつけ [ぇっゃ. ¨こうすなす くぇ てっそぇ, 
くぇ 》さうしすけ ╁ぇくょけゃ, ╉けしすぇ 〈っくっゃ 
う くぇつぇかくうおぇ 【ぇたけゃ しぇ ぉっいちっく-
くう いぇ きかぇょうは すったくけかけゅ. ╇ゃぇくけゃ 
くぇゃかういぇ ぉなさいけ ゃ くっとぇすぇ, くっ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ う ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ けこうすぇ, おけえすけ ゃっつっ うきぇ けす けこっ-
さぇすけさしおぇすぇ さぇぉけすぇ こけ さぇいかうつくう 
ゃうょけゃっ けぉけさせょゃぇくっ う けしけぉっくけ 
– こけ いぇすゃけさくぇすぇ さぇきぇ くぇ ┿╉-47. 
]ぇきけ しかっょ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ ゅけ 
こさぇとぇす おぇすけ すったくけかけゅ こけ ]‶╂-
9,  おなょっすけ, すけえ しぇき こさういくぇゃぇ, つっ 
せつっくっすけ いぇ くっゅけ こさけょなかあぇゃぇ う 
ぉぇいぇすぇ けす せきっくうは う いくぇくうは, いぇ-
ょなかあうすっかくぇ いぇ っょうく ょけぉなさ すった-
くけかけゅ, しすぇゃぇ ゃしっ こけ-しすぇぉうかくぇ.  
‶さっい 1970-すぇ うょゃぇ きけきっくすなす, 
ゃ おけえすけ いぇっょくけ し おけかっゅうすっ きせ, 
すさはぉゃぇ ょぇ さぇいさぇぉけすはす すったくけかけ-
ゅうつくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは くぇ くぇえ-
しかけあくけすけ ょけすけゅぇゃぇ ういょっかうっ: 

┿ゃすけきぇすうつくけ けさなあうっ  ╆〉-23

„〈せおぇ さぇぉけすぇすぇ っ きくけゅけ しっさう-
けいくぇ, くけ くうっ すさはぉゃぇ こさう くぇてう 
せしかけゃうは ょぇ しっ しこさぇゃうき!!!“, おぇい-
ゃぇ すけゅぇゃぇてくうはす ゅかぇゃっく すったくけかけゅ 
くぇ ╆ぇゃけょ 1 ╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ. 
]かっょゃぇ きくけゅけ ょなかなゅ う ょけしすぇ 
すさせょっく こっさうけょ, ゃ おけえすけ ゅさせこぇ-
すぇ,  いぇっょくけ し ╉けしすぇ 〈っくっゃ, ╄くつけ 
╋うかつっゃ, ′. ╇くょあけゃ, ′っょはかおけ 
‶なさゃけゃ, ‶ぇくすっかっえ ╃っかっゃ, ]すっ-
そぇく ╈けさょぇくけゃ, ]うきっけく ╈けゃけゃ, 
‶っすおけ ╋うすけゃ, ‶っすおけ ‶っすおけゃ, さぇ-
ぉけすう せこけさうすけ, ょぇゃぇす しっ う ういゃなく-
さっょっくう ょっあせさしすゃぇ う ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ – せしこはゃぇす. ╁ ゅさせこぇすぇ, さな-
おけゃけょっくぇ けす ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, うきぇ 
う あっくう. ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ うきぇ, きぇえ,  
くぇえ-すっあおぇすぇ いぇょぇつぇ: さぇいさぇぉけす-
ゃぇくっすけ くぇ ちっゃくぇすぇ おせすうは. 〈させょ-
くけしすすぇ くぇ いぇょぇつぇすぇ きけあっ ょぇ さぇい-
ぉっさっ ゃしっおう, おけえすけ しっゅぇ いくぇっ, つっ 
ゃ さっぇかくけすけ, ゃっつっ せしゃけっくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, ちっゃくぇすぇ おせすうは こさっ-
きうくぇゃぇ こさっい ちっかう てっしす きっしっちぇ 
こさけういゃけょしすゃっく ちうおなか, ょけおぇすけ 
ういかっいっ おぇすけ ゅけすけゃ ょっすぇえか. ]かけあ-
くぇすぇ おけくそうゅせさぇちうは けす かっゅうさぇと 
きぇすっさうぇか しなし しかけあくう ょっそけさきぇ-
ちうう, おなょっすけ けす 140-おうかけゅさぇきけ-
ゃぇ いぇゅけすけゃおぇ つさっい きったぇくうつくけ 
しすさせあおけけすくっきぇくっ ゅけすけゃぇすぇ おせ-
すうは しっ しゃっあょぇ ょけ けおけくつぇすっかくうすっ 

„ぁ╊【╊〉╊【《 ╊ ╇ 】》╅╉ぇ[!“ ╊ 》╅〉¨[ゃ《『』【╇《 
》ちそなかつそちひて, さそえそてそ せあちけねあて „╈そつたそお“:

19 おうかけゅさぇきぇ, っ くぇ „ゅかぇゃぇ-
すぇ“  くぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ. „╄おう-
こなす, おけえすけ しっ いぇくうきぇゃぇてっ 
し ちっかうは こさけちっし: けす おせすうは 
– ちっゃくぇ, ちっゃ, さぇきぇ, ょけ うい-
こうすぇくうはすぇ くぇ こけかうゅけくぇ, し 

せつぇしすうっすけ くぇ ╃けぉさう ┿すぇくぇ-
しけゃ, ゃしうつおう こけかけあうたきっ きくけ-
ゅけ すさせょ う こけしすうゅくぇたきっ せしこった  
ゃ けすゅけゃけさ くぇ ゅかぇしせゃぇくけすけ 

ょけゃっさうっ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか“, し けこさぇゃょぇくけ 
しぇきけつせゃしすゃうっ しこけょっかは ょくっし 
すったくけかけゅなす. ]かっょ すけいう ょな-
かなゅ こさけちっし つぇしす けす ょっすぇえかう-
すっ こけ すけゃぇ すっあおけ ういょっかうっ – 
╆〉 – 23 すさはぉゃぇ ょぇ こさっきうくぇす 
ゃっつっ ゃ こさけういゃけょしすゃけ し くけゃう-
すっ すったくけかけゅうう くぇ きぇてうくうすっ 
し ちうそさけゃけ-こさけゅさぇきくけ せこ-
さぇゃかっくうっ. ╇ゃぇくけゃ しっ いぇっきぇ 
し すぇいう くけゃぇ すっあおぇ いぇょぇつぇ. 
〈けえ っ おけきぇくょうさけゃぇく こさっい 
1981-ゃぇ いぇっょくけ し ゅさせこぇ いぇ 
こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ きっすぇ-
かけさっあっとう きぇてうくう し 『‶〉 
くぇ そうさきぇ VWV – ゅさぇょ ╉ぇさか 
╋ぇさおしとぇす, ぉうゃてぇすぇ ╂╃[. 
]かっょ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ いくぇ-
くうは こけ くけゃうすっ すったくけかけゅうう, 
こさっい 83-すぇ うょっ さっょ すったくけ-
かけゅなす ょぇ こけっきっ くけゃけすけ こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃけ – ╆╃〈╁ おなき 
╆ぇゃけょ 1. ╇くあっくっさうくゅけゃけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ゃ かうちっすけ くぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゅけ こさぇとぇ 
いぇ けぉせつっくうっ ゃなゃ そうさきぇすぇ-
こさけういゃけょうすっか, すけいう こなす – ゃ 
ぉうゃてぇすぇ ╆ぇこぇょくぇ ╂っさきぇくうは. 
╁  „Roperwerk“  ぇさしっくぇかしおう-
はす すったくけかけゅ しっ しさっとぇ し きぇ-
てうくうすっ し 『‶〉 „Gradumat“ , 
つううすけ ゃないきけあくけしすう いぇ けぉさぇ-
ぉけすおぇ くぇ きっすぇかうすっ こけしかっ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ こさうかぇゅぇ すせお. ¨ぉ-
さぇぉけすゃぇとうはす ちっくすなさ さぇぉけすう 
くぇ つっすうさう けしう し きぇゅぇいうく けす 
40 さっあっとう うくしすさせきっくすぇ. 

╇ょゃぇ こなさゃぇすぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは  „Gradumat“ し 『‶〉 

╃ぇ,  ゃ „┿さしっくぇか“  こさうしすうゅぇ 
こなさゃぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは こけょけぉ-
くぇ きぇてうくぇ し 『‶〉. ‶け いぇょぇ-

つぇ, こけかせつっくぇ けす うくあ. ╇ぉせてっゃ, 
╇ゃぇくけゃ しっ くぇっきぇ し せしゃけはゃぇくっ-
すけ う ういさぇぉけすゃぇくっすけ すはかけすけ くぇ 
[‶╂-7. ‶さけぉかっきうすっ うょぇす - ゃしっ 
くけゃう う くけゃう, くけ いぇっょくけ し うくあ.
‶っすおけ ┿ゃさぇきけゃ, しこっちうぇかうしす 

こけ っかっおすさけくうおぇ, し おけゅけすけ いぇ-
っょくけ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ ╂っさきぇくうは, 
せしこはゃぇす ゃ さぇきおうすっ くぇ ょぇょっ-
くうは しさけお. ]かっょ くぇかぇゅぇくっすけ 

くぇ こさけゅさぇきぇすぇ う ういさぇぉけすゃぇ-
くっすけ くぇ しなけすゃっすくうは ょっすぇえか くぇ 
けぉせつっくうっ っ ういこさぇすっく う ╂っくけ 
‶っすさけゃ, おけえすけ ぉなさいけ こさうっきぇ 
う せしゃけはゃぇ いぇょぇくうっすけ. ‶さけそっ-
しうけくぇかくうは しう くぇこさっょなお ゃっつっ 
けこうすくうはす すったくけかけゅ ]すけえけ ╇ゃぇ-
くけゃ ょなかあう う くぇ けぉせつっくうっすけ しう 
– けすくけゃけ ゃ ╂っさきぇくうは, すけいう こなす 
– こさっい 1985-すぇ ゃ „DEKEL“, ╆ぇ-
こぇょくぇ ╂っさきぇくうは. 〈け しすぇゃぇ けし-
くけゃぇ いぇ こけ-おなしくけすけ くぇかぇゅぇくっ 
けす ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは けさなあっっく けこうす 
ゃ しすさぇくう けす すけゅぇゃぇてくうは ぇさぇぉ-
しおう しゃはす. ╃ゃっ ゅけょうくう しかっょ すけゃぇ 
]すけえけ ╇ゃぇくけゃ けすうゃぇ けとっ こけ-
ょぇかっつ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ しう 
ういさぇしすゃぇくっ – さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ すったくけかけゅうつくうは こさけちっし くぇ 
ちっゃくぇすぇ おせすうは くぇ ╆っくうすくぇすぇ 
せしすぇくけゃおぇ 23 くぇ けぉさぇぉけすゃぇ-
とう ちっくすさう し こぇかっすくぇ しきはくぇ 
„MAZAK“ – し ょうぇかけゅけゃぇ しうし-
すっきぇ „MAZATROL“. „╂させこぇ 
こさけゅさぇきうしすう ぉはたきっ ういこさぇすっ-
くう くぇ けぉせつっくうっ ゃ っょうくしすゃっ-
くうは すけゅぇゃぇ ゃ ╄ゃさけこぇ 『っくすなさ 
いぇ けぉせつっくうっ くぇ こさけゅさぇきうしすう 
ゃ ぉっかゅうえしおうは ゅさぇょ ╊ぬけゃっく“. 
╇ょっ ゃさっきっすけ う くぇ しないょぇゃぇくっ-
すけ くぇ おけかっおすうゃ けす しっさうけいくけ 
けぉせつっくう う けすゅけゃけさくう おぇょさう, 
おけうすけ すさはぉゃぇ ゃ おさぇすなお しさけお 
ょぇ こけょゅけすゃはす ょけおせきっくすぇちうは-
すぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ╆〉-23  
ういゃなく ╀なかゅぇさうは, ゃ ぇさぇぉしおうは 
しゃはす. ╄おうこなす っ しないょぇょっく けす 
╃うさっおちうは „╇くあっくっさうくゅ“, さな-
おけゃけょっくぇ けす ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ. ╁ つせあぉうくぇ おけきぇくょうさけ-
ゃぇくうはす おけかっおすうゃ さぇぉけすう こさう 
っおしすさっきくう すったくけかけゅうつくう う 
おかうきぇすうつくう せしかけゃうは. ╄おうこなす, 
おけえすけ ╇ゃぇくけゃ ょなさあう ょぇ しこけ-

┿おけ うきぇ しなしすっいぇくうっ こけ そうさきっくぇ ゃはさくけしす, たうかはょう ぇさしっくぇかちう ぉうたぇ しっ くぇょ-
こさっゃぇさゃぇかう. 【ぇくしなす すけ ょぇ ぉなょっ しこっつっかっくけ けす ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ  っ すゃなさょっ ぉかういけ 
ょけ ぇぉしけかのすくけすけ 100. ′ぇょ 52 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“ っ くっゅけゃけすけ かうつくけ こけしすうあっ-
くうっ し くぇつぇかっく しすぇさす 22. 02. 1962-さぇ. „╋くけゅけ, きくけゅけ きう しすぇくぇたぇ ゅけょうくうすっ... 
〈さはぉゃぇ ゃっつっ ょぇ しっ けすすっゅかはき. ╁しはおけ くぇつぇかけ しう うきぇ おさぇえ“, しう おぇいゃぇ すったくけかけゅなす 
けす 5/600. ╃けてなか しかっょ しゃっすおぇゃうつくけ こさけせつゃぇくっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
こけょうさ ゃけえくうおかなおぇ くぇ いぇょなさあぇくうは くぇぉけさ 1940, きかぇょけおなす し ょうこかけきぇ けす ╋っ-
たぇくけすったくうおせきぇ, さけょけき  けす つうさこぇくしおけすけ ╋ぇかおけ ╃さはくけゃけ, ょくっし こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ しこっちうぇかうしす, ぉっい おけゅけすけ „┿さしっくぇか“ くっ きけあっ. ╁ くはおけう しかせつぇう けこうすなす っ くぇ-
うしすうくぇ ぉっいちっくっく. 〈けゃぇ っ っょくけ けす けぉはしくっくうはすぇ. ╃させゅうすっ – うくすっさっしくぇすぇ さぇぉけすぇ, 
けぉうつすぇ おなき くっは, すさせょくけすけ くぇゃかういぇくっ くぇ きかぇょうすっ ゃ こさけそっしうはすぇ, いぇとけすけ くはきぇす 
すなさこっくうっ うかう けすおさうゃぇす ょさせゅ あうすっえしおう ういぉけさ...
╇いぉけさなす くぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ けぉぇつっ くうおけゅぇ くっ っ ぉうか ょさせゅ. ′っとけ こけゃっつっ – ゃっ-

ょくけ しなし しなこさせゅぇすぇ, しうくぇ ╇ゃぇく, しくぇたぇすぇ, くぇゃなさすっくうはす けぉと しっきっっく ぉさけえ ゅけょう-
くう きけあっ う ょぇ しすうゅぇ しすけ... – すけゃぇ っ かのぉうきぇすぇ しっきっえくぇ てっゅぇ, おけはすけ しう っ あうゃぇ 
うしすうくぇ.   

‶さけそっしけさ ′うおけかぇ ╂っけさゅうっゃ っ くぇえ-すうすせかけゃぇくうはす ぉなか-
ゅぇさしおう かうすっさぇすせさけゃっょ. ]すせょっくすうすっ う かうすっさぇすせさくうすっ 
きぇくうぇちう ゃ きうくぇかけすけ ゅけ くぇさうつぇす „╂けしこけょ“. ╉ぇいぇくかなつぇ-
くうく. ‶さっい こけしかっょくうすっ くぇょ 20 ゅけょうくう すけえ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ ょなさあう あうゃぇ ゃさないおぇすぇ し さけょくけすけ つさっい せつぇしすうはすぇ しう 
ゃ うょっえくぇすぇ そけさきせかぇ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう. ′ぇ-
せおぇすぇ けすょぇゃくぇ きせ  っ こさういくぇかぇ けすかうつくけすけ こけいくぇくうっ こけ 
かうすっさぇすせさくけすけ すゃけさつっしすゃけ くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえ-
しおう. ╇ うきっくくけ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ すぇおなゃ こさうしすさぇしすっく 
こけいくぇゃぇつ こさけそっしけさ ╂っけさゅうっゃ ぉっ こけおぇくっく けす ╊うすっさぇ-
すせさくけ-たせょけあっしすゃっくうは きせいっえ „』せょけきうさ“ ょぇ せつぇしすゃぇ くぇ 
1-ゃう ぇこさうか すぇいう ゅけょうくぇ ゃ くぇちうけくぇかくぇすぇ おけくそっさっくちうは, 
ゃ おけはすけ せつっくう けす ぉなかゅぇさしおうすっ せくうゃっさしうすっすう こけすなさしうたぇ 
ょくってくうは こさけつうす くぇ しぇすうさうつくけすけ ぉけゅぇすしすゃけ ゃ ょせきうすっ う 
おぇさすうくうすっ くぇ くぇえ-かのぉうきうは さけょっく こさうしきったせかくうお. 
] こさけそっしけさ ′うおけかぇ ╂っけさゅうっゃ ゃ ╃っくは くぇ たせきけさぇ う 

てっゅぇすぇ さぇいゅけゃぇさは ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ, くけ さぇいゅけゃけさなす 
こけ 』せょけきうさけゃしおう ぉなさいけ こさったゃなさかう  こかっすぇ くぇ くっゃうく-
くけ-しきってくけすけ う  しおけつう ゃ くっこけょさっょっくうは ょゃけさ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ かうすっさぇすせさくけ う ぉうすけゃけ しかけゃっしくけ っあっょくっゃうっ. 
╆ぇ おけっすけ けぉうおくけゃっくけ しっ しっとぇきっ うきっくくけ こけおさぇえ 24-すう 
きぇえ. ╇くぇつっ – すなさあっしすゃっくけ けすぉっかはいゃぇく せ くぇし おぇすけ ╃っく 
くぇ しかぇゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす う ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさけしゃっすぇ う 
おせかすせさぇ. 

‶さけそ. ╂っけさゅうっゃ, くぇ 
おけくそっさっくちうはすぇ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお ゅけゃけさうたすっ いぇ  かの-
かっっくっすけ  くぇ  かうすっさぇすせさくけ-
すけ きぇたぇかけ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ 
おけは すけつくけ すけつおぇ くぇきうさぇすっ 
くっゅけゃけすけ ょくってくけ こけかけあっ-
くうっ? 
- ╋ぇたぇかけすけ しっ ょゃうあう ゃ ょゃっ 

こけしけおう. [ぇいぉうさぇき ╁ぇてっすけ こう
すぇくっ おぇすけ ゃなこさけし: “╉ぇおゃぇ, おけは 
こけしけおぇ こさっけぉかぇょぇゃぇ?“. ╆ぇとけ
すけ おけくおさっすくぇすぇ すけつおぇ すさせょくけ 
しっ くぇきうさぇ. ]ゃうょっすっかう しきっ くぇ 
しくうあぇゃぇくっ くぇ かうすっさぇすせさぇすぇ 
おなき こさったけょぇ ゃ ょゃうあっくうっすけ けす 
す. くぇさ. „ゃうしけおぇ かうすっさぇすせさぇ“, 
おけはすけ うきぇ う きくけゅけ こさけすうゃけさっ
つうゃう こさっょしすぇゃうすっかう ゃ ╀なかゅぇ
さうは, くぇこさうきっさ – ‶っくつけ ]かぇ
ゃっえおけゃ..., おなき けくけゃぇ, おけっすけ っ 
くぇさっつっくけ „くうしおぇ かうすっさぇすせさぇ“, 
„けぉうおくけゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ“, 
„きぇしけゃぇ かうすっさぇすせさぇ“. ╆ぇしっゅぇ 
ょゃうあっくうっすけ ゃ こけしすきけょっさくういきぇ 
っ おなき ゃないきけあくけすけ さぇいゅさぇあ
ょぇくっ /おけっすけ くっ っ ゃないきけあくけ 
ういちはかけ/ きっあょせ かうすっさぇすせさぇすぇ 
う ょさせゅうすっ しかけゃっしくう すうこけゃっ; 
きっあょせ かうすっさぇすせさぇすぇ う ょさせゅうすっ 
ういおせしすゃぇ; きっあょせ かうすっさぇすせさぇ う 
ょっえしすゃうすっかくけしす. ╋くけゅけ こさけすう
ゃけこけかけあくぇ くぇ かうすっさぇすせさぇすぇ けす 
„╉せかぇすぇ ゃ しかけくけゃぇ おけしす“/きけ
ょっさくういきぇ/, おけっすけ っ ょゃうあっくうっ 
けす おさぇは くぇ 19-すう ゃっお くぇしぇき. 
╋ぇたぇかけすけ こさっけぉかぇょぇゃぇとけ しっ 
ょゃうあう くぇょけかせ, くけ くっ ぉっい しな
こさけすうゃぇ.

╉けう しぇ ╁ぇてうすっ こさうきっさう 
いぇ こけょけぉくぇ しなこさけすうゃぇ?  
- /〉しきうたゃぇ しっ/. ╋くけゅけ っ しこけさ

くぇ.

′ぇこけしかっょなお しすぇゃぇ きけょくけ 
ょぇ しっ ゅけゃけさう いぇ くぇさぇしすゃぇ-
とぇすぇ くっゅさぇきけしすくけしす. 〈は しっ 
くぇすさぇこゃぇ しっゅぇ, くけ ゃしなと-
くけしす すっくょっくちうはすぇ っ けす ゅけ-
ょうくう. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ うきぇ 
っょくけ いぇゃさなとぇくっ おなき つっ-
すっくっすけ こけ おぇくぇかうすっ くぇ うく-
そけさきぇちうけくくうすっ きさっあう ゃ 
うくすっさくっす, おなょっすけ おけきせくう-
おぇちうはすぇ しすぇゃぇ くぇえ-つっしすけ 
こさっい ょせきうすっ, こさっい こうしぇくけ-
すけ しかけゃけ. ╉ぇおゃけ しっ しかせつゃぇ, 
しこけさっょ ╁ぇし, し せこけすさっぉぇすぇ 
くぇ ょせきうすっ ゃ すけいう こさけちっし 
くぇ こさっきっしすゃぇくっすけ うき けす 
おくうゅぇすぇ おなき  しけちうぇかくうすっ 
きさっあう? ╉ぇおゃけ しっ しかせつゃぇ し 
っいうおぇ? 
- 〈っいう, おけうすけ ょなさあぇす ゃ さなちっ

すっ しう すなえ くぇさっつっくうすっ „しけちうぇか
くう きさっあう“, ょけ くはおぇおゃぇ しすっこっく 
さなおけゃけょはす っいうおぇ. ╄いうおなす しっ 
さなおけゃけょう けす けしないくぇすう う くっけ
しないくぇすう しうかう ゃ けぉとっしすゃけすけ. 
]すぇさぇ ぉってっ うょっはすぇ, つっ っいうおなす 
うきぇ ゃなすさってくう いぇおけくう.

′ぇ しぇきけさぇいゃうすうっ?
- ′ぇ しぇきけこさけきっくう, くぇ しぇきけ

さぇいゃうすうっ... ′ぇこさうきっさ – いぇとけ 
ぉなかゅぇさしおうはす っいうお しっ けすおぇいゃぇ 
けす こぇょっあうすっ, いぇとけ ゃ ぉなかゅぇさ
しおうは っいうお, っょうくしすゃっく すけゅぇゃぇ 
しさっょ しかぇゃはくしおうすっ っいうちう, しっ 
ゃなゃっあょぇ けこさっょっかうすっかくうはす 
つかっく...? ¨すゅけゃけさなす っ ぉうか – 
„ゃなすさってくう こさけちっしう“. ]すさせゃぇ 
きう しっ, つっ こさけきっくうすっ ゃ っいうおぇ, 
すぇおぇ うかう うくぇつっ, しっ ういゃなさてゃぇす 
けす たけさぇすぇ, おけうすけ ゅけ ういこけかいゃぇす. 
¨つっさすぇくぇ っ っょくぇ すさぇょうちうは, 
っょくぇ たうかはょけかっすくぇ うしすけさうは ゃ 
しすさっきっあ ょぇ しっ けこさけしすう っいう
おなす. ╇きぇ すぇおぇゃぇ たうこけすっいぇ う すは 
すなさしう けこけさう ゃ っいうちう おぇすけ おう
すぇえしおうは, おけえすけ くはおけゅぇ っ ぉうか 
けす ょせきう し こけ くはおけかおけ しさうつおう 
う しすうゅぇ ょけ っょくぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, 

きっくっ こけうきっくくけ, せしこはゃぇ ょぇ くぇ-
こさぇゃう すけゃぇ, いぇ おけっすけ っ ういこさぇ-
すっく. 【ぇたけゃ, ‶っすさけゃ, ╋うかつっゃ, 
]うさぇおけゃ, ┿さてうくおけゃ, ‶なさつっゃ, 
╀うしすさっゃ, しっさゃういくぇすぇ ゅさせこぇ – 
╇しこうさっゃ, 【けきけゃ, ┿ゃさぇきけゃ う 

けしすぇくぇかうすっ こけかぇゅぇす けしくけゃうすっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ╆〉-23  ゃ 
つせあょぇすぇ しすさぇくぇ, おなょっすけ しぇ うい-
こさぇすっくう. 

╂けょうくぇすぇ っ 1989-すぇ. ╇ょぇす 
くけゃう ゃさっきっくぇ.

‶けかうすうおぇすぇ くぇ ういくぇしはくっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは けさなあっっく けこうす ゃ 
つせあぉうくぇ こさけょなかあぇゃぇ う ゃ こなさ-
ゃうすっ ゅけょうくう くぇ こさけきっくうすっ. ╆ぇ 
]すけえけ ╇ゃぇくけゃ う けとっ ょっしっすうくぇ 
ぇさしっくぇかちう うょっ さっょ ょぇ こなすせゃぇす 
いぇ さぇぉけすぇ ゃ ┿そさうおぇ. ‶さうつうくぇ-
すぇ: ういょっかうっすけ, こけいくぇすけ おぇすけ 
[‶╂-7. ] けこうすぇ けす さぇぉけすぇすぇ こけ 
╆〉-23 ゃ つせあぉうくぇ すせお しこっちうぇ-
かうしすうすっ しっ しこさぇゃはす ょぇかっつ こけ-
ぉなさいけ. ]さけおけゃっすっ しぇ すゃなさょっ 
おさぇすおう. ╉かうきぇすうつくうすっ ょぇょっ-
くけしすう – こけつすう くっこけしうかくう. 〈っき-
こっさぇすせさうすっ しすうゅぇす 50 ゅさぇょせしぇ 
あっゅぇ. „] おけかっゅうすっ-すったくけかけ-
いう ]こぇしけゃ, ‶なさつっゃ, ╀うしすさっゃ, 
くぇしすさけえつうちうすっ ╂. ‶っすさけゃ, ╁. 
╁ぇしうかっゃ, ぅくう ]すけはくけゃ, ╇ゃぇく 
]すけはくけゃ う けしすぇくぇかうすっ, せしこはた-
きっ“, しこけきくは しう すったくけかけゅなす 
けす ょくってくけすけ くけゃけ こさけういゃけょ-
しすゃけ 5/600. ╉けかっおすうゃなす っ くぇ-
ゅさぇょっく し っおしおせさいうは ゃ ╄ゅうこっす. 
〈ぇおぇ  しこけきっくうすっ さぇしすぇす. ╇ ょけ 
しさっとぇすぇ くぇ あうゃけ し ぉっいきうかけしす-
くうすっ きのしのかきぇくしおう いぇおけくう, こけ 
おけうすけ きなあっすっ しっ ぉうはす し こさなつ-
おう ょけ こさうこぇょなお いぇさぇょう せこけ-
すさっぉぇすぇ くぇ ぇかおけたけか, ぇ あっくうすっ 
いぇ ういくっゃはさぇ しっ せぉうゃぇす し おぇきな-
くう, いぇさけゃっくう ょけ ゅかぇゃぇすぇ,  おなき 
ょくってくうすっ しこけきっくう しっ ょけぉぇゃは 
ゃないたうすぇすぇ けす つせょっしぇすぇ くぇ しゃっ-
すぇ. ̈ ゅさけきくうすっ さぇいかうゃう くぇ ′うか, 
っしすっしすゃけすけ ょぇ しっ こうっ ゃけょぇ くぇ-
こさぇゃけ けす さっおぇすぇ, さぇいたけょおうすっ し 
かけょおう こけ すっつっくうっすけ, くぇてっしす-
ゃうっすけ くぇ きぇかぇさうはすぇ, しすさぇたなす 
ょぇ しっ けこうすぇ ぇかおけたけか ょけさう いぇょ 
ゃうしけおうすっ しすっくう くぇ さけょくけ すなさ-

ゅけゃしおけ こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ ゃ 
きのしのかきぇくしおうは しゃはす..., おけこくっ-
あなす こけ しっきっえしすゃけすけ, おけっすけ くっ 
しう ゃうあょぇか けす ゅけょうくぇ う こけかけ-
ゃうくぇ, さぇょけしすすぇ ょぇ ういゃけのゃぇて 
けすこせしお いぇ ぉぇかぇ くぇ とっさおぇすぇ..., 
しっ つっすぇす ゃ さっょけゃっすっ けす かうつくぇすぇ 
ぉうけゅさぇそうは くぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ, 
ゃっょくけ し こさけそっしうけくぇかくうすっ うい-
こうすぇくうは, ゃないかけあっくう けす „┿さ-
しっくぇか“. 〈ぇおぇ ゅけょうくうすっ しっ すさせ-
こぇす, けぉぇつっ きっつすぇくぇすぇ こけつうゃおぇ 
ゃ こっくしうは すぇおぇ う くっ うょゃぇ う ょけ 
しっゅぇ いぇ けこうすくうは ぇさしっくぇかしおう 
すったくけかけゅ. ]ぇきけ きっしっちう しかっょ 
こっくしうけくうさぇくっすけ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ  
っ こさういけゃぇく けす そうさきっくけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ う ゃさなとぇくっすけ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ っ ぉっい ぇかすっさくぇすうゃぇ. 
′けゃぇすぇ いぇょぇつぇ  ゃ ¨┿‶ 5/600 

っ くっ こけ-きぇかおけ うくすっさっしくぇ う くっ 
こけ-きぇかおけ しかけあくぇ けす こさっょうて-
くうすっ. 〈ぇおぇ, しっゅぇ, ゃっつっ ぉかういけ 
15 ゅけょうくう, ╇ゃぇくけゃ しっ いぇくう-
きぇゃぇ し さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
すったくけかけゅうつくうすっ こさけちっしう いぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ けぉけしけぉっくう 
ょっすぇえかう, ういさぇぉけすゃぇくう くぇ 『‶〉-
けぉけさせょゃぇくっ う くぇ せくうゃっさしぇかくけ 
けぉけさせょゃぇくっ. ╆ぇすけゃぇ ょぇかっつ くっ 
っ てっゅぇ しっきっえくぇすぇ こさうおぇいおぇ, 
ゃ おけはすけ ぉぇとぇ, しなこさせゅぇ, しうく, 
しくぇたぇ う ゃくせちう しこさはゅぇす ゃっおけゃ-
くうは しう けぉと こさうくけし ゃ „┿さしっ-
くぇか“. ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ くはきぇ おぇお 
ょぇ くっ しっ さぇょゃぇ くぇ こさうっすけすけ 
う けす しうくぇ きせ こさういゃぇくうっ – ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
し ちうそさけゃけ-こさけゅさぇきくけすけ けぉけ-
させょゃぇくっ. ╁ 6/130 ╇ゃぇく こけっきぇ 
さぇぉけすぇすぇ ゃ こけしけおぇすぇ, いぇょぇょっくぇ 
けす ぉぇとぇ しう, ぇ しなこさせゅぇすぇ きせ – 
うくあ. [せきはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, いぇょぇゃぇ 
こっさしこっおすうゃうすっ おぇすけ いぇきっしすくうお 
– さなおけゃけょうすっか ′ぇこさぇゃかっくうっ ゃ 
5/600 う くぇ こさぇおすうおぇ っ さなおけ-
ゃけょうすっか くぇ しゃっおなさぇ しう. ╆ぇ すっ-
たくけかけゅぇ し くぇょ こけかけゃうくゃっおけゃっく 
けこうす ゃ „┿さしっくぇか“ すけゃぇ ょぇかっつ くっ 
っ せくういうすっかくけ, くぇこさけすうゃ – しなゃ-
しっき っしすっしすゃっくけ こさけょなかあっくうっ 
っ くぇ しっきっえくぇすぇ すさぇょうちうは, こけ-
かけあっくぇ う けす しゃなおなさゃぇすぇ ‶っくおぇ 
‶っすさけゃぇ, さぇぉけすうかぇ  ゃ ╇くあっくっ-
さうくゅぇ – ╀のさけすけ いぇ くけさきぇかう う 
しすぇくょぇさすう. 
′ぇょっあょぇすぇ - ょぇ しっ さぇいゃう-

ゃぇ ゃ すったくうおぇすぇ う くけゃうすっ すった-
くけかけゅうう, こけょおさっこは う ゃくせおなす 
]すぇくうきうさ. ¨とっ せつっくうお ゃ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇ 
ゅうきくぇいうは, すけえ ゃっつっ ゅかっょぇ おなき 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせつっくうっ 
こけ うくそけさきぇすうおぇ. [ぇいくけけぉさぇ-
いうっすけ ゃ しっきっえしすゃけすけ しぇ きぇか-
おうはす ゃくせお ┿くぇすけかう, „いぇこぇかっく“ 
こけ ゃけかっえぉけかぇ し けすぉけさぇ くぇ „[け-
いけゃぇ ょけかうくぇ“, う  つせあぉうくしおうはす 
こなす くぇ とっさおぇすぇ ╂っさゅぇくぇ, おけはすけ 
しかっょ ╇しこぇくうは ゃっつっ っ ゃ ╊けくょけく 
う つぇおぇ こなさゃぇすぇ ゃ さけょぇ ゃくせつおぇ.   
╆ぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ けす 1962-さぇ 

ょけ 2015-すぇ さっおぇすぇ くぇ あうすっえ-
しおうは けこうす っ ょけくっしかぇ きくけゅけ. 
〈けえ こけいくぇゃぇ けすぉかういけ しかけあくう-
すっ さってっくうは う ぉなさいぇすぇ さっぇおちうは 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
ゃ っおしすさっきくう しうすせぇちうう, さぇいせき-
くうは こけょたけょ, ゅなゃおぇゃうは こけゅかっょ 
ゃなさたせ こさけういゃけょしすゃっくうすっ う こぇ-
いぇさくうすっ こさけぉかっきう. ╇ いぇすけゃぇ 
くっ おさうっ せゃぇあっくうっすけ う ょけさう 
– ゃうしけおけすけ しう しぇきけつせゃしすゃうっ 
けす こさうくぇょかっあくけしすすぇ しう  おなき 
そうさきぇすぇ, おけはすけ ょけおぇいゃぇ しなし 
しなとっしすゃせゃぇくっすけ しう う し くけゃう-
すっ しう こっさしこっおすうゃう, いぇかけあっくう 
くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ うきっくくけ 
ゃ 5/600, つっ ょけぉさうはす きっくうょあ-
きなくす っ おかのつ おなき しすぇぉうかくけしすすぇ 
う うおけくけきうつっしおうすっ せしこったう.

しかっょゃぇとうはす っいうお, おけえすけ うょゃぇ 
きけとくけ ゃ すぇいう こけしけおぇ, っ ぇく
ゅかうえしおうはす. 〈けえ しおなしはゃぇ ょせきう
すっ, おぇいゃぇす. ′うっ しきっ きっあょせ うょっ

うすっ, つっ っいうおなす しぇき しっ こさけきっくは 
う つっ っいうおぇ こさけきっくはきっ くうっ. ‶け 
しうかぇすぇ くぇ おぇおゃう けぉしすけはすっかしすゃぇ 
う こけょすうちう, くぇこさうきっさ, ょせきぇすぇ 
„いぇこけつゃぇ“, しっゅぇ しっ いぇきっくは しなし 
„しすぇさすうさぇき“? ‶け おぇおゃう こけょ
ぉせょう? ╁なすさってくけっいうおけゃう かう? 
╁なくてくぇ くぇきっしぇ? ′ぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ ういこけかいゃぇす すぇいう ょせきぇ, うき 
っ せゅけょくけ ょぇ いぇきっくはす „こさけしすけ
ゃぇすぇすぇ“ ょせきぇ „いぇこけつゃぇき“ しなし 
„しすぇさすうさぇき“. ╇! – „こさけしすけゃぇ
すけすけ“ „たけょぇすぇえしすゃけ“ – し „かけぉう
さぇき“. 

′はおぇおなゃ しくけぉういなき かう けす-
おさうゃぇすっ ゃ すけゃぇ?
- ╄ょくけ けす ゃないきけあくうすっ けぉはしくっ

くうは っ しすさっきっあ くぇ つけゃっおぇ ょぇ しっ 
こけおぇあっ こけ-うくすっかうゅっくすっく, こけ-
いくぇっと う いぇすけゃぇ すけえ いぇきっしすゃぇ う 
„きけてっくうつっしすゃけ“ し „おけさせこちうは“.  
〈けゃぇ っ っょくぇすぇ こけょぉせょぇ. ╃させゅぇ
すぇ こけょぉせょぇ, きくけゅけ はしくぇ ゃ ╀なか
ゅぇさうは う ょさせゅうすっ っゃさけこっえしおう 
しすさぇくう, っ ょぇ しっ こけょつうくはゃぇきっ, 
おけかおけすけ きけあっ, くぇ ぇくゅかうえしおうは 
っいうお. ╇きぇかけ っ ゃさっきっ, おけゅぇすけ 
ょさせゅうすっ っいうちう しっ こけょつうくはゃぇす 
くぇ かぇすうくしおうは, しかっょ すけゃぇ うょゃぇ 
っょくけ ゃさっきっ  - くぇ そさっくしおうは. 
╀なかゅぇさうは きうくぇゃぇ こさっい っょくけ 
しうかくけ そさっくしおけ ゃかうはくうっ, きうくぇ
ゃぇきっ う こさっい っょくけ きくけゅけ しかぇぉけ 
くっきしおけ ゃかうはくうっ, こさっい きくけゅけ 
しうかくけ – しなゃっすしおけ. 〈けっしす, っょくぇ 
けす こけょぉせょうすっ っ  おせかすせさくけ-こけ
かうすうつっしおぇ – あっかぇっき ょぇ しきっ 
ぉかういおう ょけ くけゃうすっ しう ゅけしこけょぇ
さう. ]っゅぇ きくけゅけ しうきゃけかうつくけ ゃ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ さっつ そさっくしおぇすぇ  
ょせきぇ  „こぇさょけく“ しっ いぇきっしすゃぇ し 

ぇくゅかうえしおけすけ „しけさう“ /せしきうたゃぇ 
しっ/. ‶けょぉせょう いぇ こさけきはくぇ  おなき 
せかっしくはゃぇくっ くぇ っいうおぇ くっ ゃうあ
ょぇき. ╁うあょぇき ょさせゅう こけょぉせょう.

‶さぇゃうすっ くぇきっお いぇ こさっくけし 
ゃ っいうおぇ くぇ くぇちうけくぇかくうすっ 
くう おけきこかっおしう う せしっとぇくうは-
すぇ くう いぇ くっしゃけぉけょぇ?
- 〈けゃぇ ゅけ うきぇ, くけ くっおぇ くっ こさっ

せゃっかうつぇゃぇきっ つせあょけすけ こさっゃない
たけょしすゃけ ゃ すぇいう こけしけおぇ. ╆くぇっすっ 
かう おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ くぇ そさっくしおう 
„そさぇくゅかっ“? – すけゃぇ っ こけょうゅさぇ
ゃぇすっかくけ くぇいゃぇくうっ くぇ そさっく
しおう っいうお, しうかくけ こけゃかうはくけ けす 
„ぇくゅかっ“ /せしきうたゃぇ しっ/. 〈ぇおぇゃぇ 
うゅさけしかけゃうちぇ う くっきちうすっ しぇ しない
ょぇかう いぇ しゃけは  こけぇくゅかうえつゃぇと 
しっ っいうお. 〈ぇおぇ つっ, すせおぇ くっ しきっ 
っょうくしすゃっくう ゃ こさっおかけくっくうっ
すけ こさっょ ぇくゅかうえしおうは っいうお. ′っ 
しきっ しぇきう. ′け – ょさせゅう おせかすせさう, 
ょさせゅう くぇさけょう けしないくぇゃぇす すけゃぇ 
う ょけさう うきぇす しゃけう くぇしきってかうゃう 
くぇいゃぇくうは こけ すけいう こけゃけょ. 

┿ くうっ しっ ゅけさょっっき?
- ′うっ しっ ゅけさょっったきっ う し こさう

かうおぇすぇ きっあょせ させしおうは う ぉなか
ゅぇさしおうは っいうお, ]なゃっすしおうは しなのい  
う ╀なかゅぇさうは, しっゅぇ っ さっょ くぇ こけょ
ゅなゃぇくっ こさっょ ぇくゅかうえしおうは っいうお.     

╃ぇ しっ ゃなさくっき くぇ しけちうぇか-
くうすっ きさっあう. ╁っつっ うきぇ ちっかう 
ゅさせこう ゃなゃ そっえしぉせお, ょぇ おぇ-
あっき, しゃなさいぇくう し つっすっくっすけ. 
┿おけ ゅかっょぇきっ くぇ すけゃぇ おぇすけ 
くぇ そけさきぇ  いぇ こさっょういゃうおゃぇ-
くっ おなき つっすっくっ, ゃうょ さっおかぇ-
きぇ うかう きはしすけ いぇ おぇきこぇくうう, 
くぇしけつゃぇとう つっすっくっすけ, おぇお 
ゅかっょぇすっ ╁うっ くぇ すっいう こさけ-
ちっしう? ╇きぇ かう くせあょぇ つっすっ-
くっすけ けす おぇきこぇくうう, おぇおゃうすけ 
しっ こけょっきぇす ゃ こけしかっょくうすっ 

ゅけょうくう? 
- ╉ぇきこぇくううすっ しぇ いくぇお くぇ 

ゃかぇしすすぇ. ╁かぇしすすぇ あっかぇっ ょぇ しっ 
こさけはゃう おぇお かう くっ. ╉ぇすけ しっ こけ

つくっ けす すけゃぇ, つっ おぇきこぇくうは いぇ
はゃはゃぇ, つっ けす しかっょゃぇとぇすぇ くけと 
つぇしけゃくうおけゃけすけ ゃさっきっ しっ きっしすう 
っょうく つぇし くぇこさっょ うかう っょうく つぇし 
くぇいぇょ. 〈けゃぇ っ こさけはゃぇ くぇ ゃかぇしす
すぇ. ╉ぇきこぇくううすっ けす すうこぇ „〈さはぉ
ゃぇ ょぇ つっすっすっ“ しぇ しなとけ ゃかぇしすけ
ゃう. ╉ぇすっゅけさうはすぇ „ゃかぇしす“ くっ しっ 
さぇいぉうさぇ ょけしすぇすなつくけ ょけぉさっ ゃ 
ょくってくけすけ ぉなかゅぇさしおけ しないくぇ
くうっ. ╁かぇしすすぇ しっ さぇいぉうさぇ おぇすけ 
くっとけ, しゃなさいぇくけ し っょくぇ こぇさ
すうは, くけ うきぇ っょくぇ けぉとぇ しうかぇ くぇ 
ゃかぇしすすぇ, こさう おけはすけ う こぇさすうは ょぇ 
っ. ╁かぇしすすぇ あっかぇっ ょぇ ゃかぇしすゃぇ. 

╃ぇあっ ゃ つっすっくっすけ?
- ′ぇゃしはおなょっ, ゃなゃ ゃしうつおけ. 

╁かぇしすすぇ あっかぇっ. ╇ ゃ こけかうすうおぇ
すぇ, う ゃ つっすっくっすけ, う ゃ うくすうきくうは 
あうゃけす. ╇きぇ しぇきけ さぇいかうつくう 
しすっこっくう ゃ こさけはゃぇすぇ くぇ ゃかぇしす
すぇ. ╁ っょくぇ ょうおすぇすせさぇ すは しっ こさけ
はゃはゃぇ けすおさけゃっくけ, しうかくけ, すさけこぇ 
こけ きぇしうすっ うかう けぉゃうくはゃぇ こけょ
つうくっくうすっ しう, つっ くっ つっすぇす. 〈けゃぇ 
っ しすさぇたけゃぇ きぇくうは. ╁ くぇてぇすぇ 
╀なかゅぇさうは. ╇ くっ しぇきけ ゃ ょくって
くぇ ╀なかゅぇさうは. ′うおけえ くっ いくぇっ 
おけかおけ しっ っ つっすはかけ こさっょう しすけ 
ゅけょうくう. ╇ すけゅぇゃぇ うきぇ けぉゃうくっ
くうは, くけ くっ すぇおうゃぇ, くっ ゃかぇしすけ
ゃう – „′っ つっすぇす!“. ╁なゃっあょぇくっすけ 
くぇ  こうしぇくけすけ しかけゃけ  っ すさせょっく 
こさけちっし う きくけゅけ, きくけゅけ しなこさけ
すうゃぇ っ しさっとくぇか. ┿かっおしぇくょなさ 
╁っかうおう くぇせつうか /さぇいぉうさぇ しっ, 
こぇお くぇ ぉけえくけすけ こけかっ/, つっ くっ
ゅけゃうはす くぇしすぇゃくうお ┿さうしすけすっか っ 
いぇこうしぇか しゃけう うょっう う っ ょぇか くぇ 
ょさせゅう ょぇ ゅう こさっこうてぇす. ┿かっお
しぇくょなさ きせ こうてっ – おぇお ぉう きけ
ゅなか ょぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ? – うょっう しっ 
ういかぇゅぇす ゃ ょうぇかけゅ, こさっょ たけさぇ, 
おけうすけ けすゃさなとぇす: ゃないさぇいはゃぇす 
うかう こさうっきぇす. ′け こさう ゃしうつ
おう しかせつぇう くけしうすっかはす くぇ うょっは 
ゃうあょぇ おぇお しっ ゃないこさうっきぇ うかう 
くっ しっ ゃないこさうっきぇ すは. ┿かっおしぇく
ょなさ っ っょうく けす きくけゅけすけ  ょさっゃ
くう たけさぇ, おけうすけ しぇ おぇいぇかう: “′っ 
ゃしうつおけ っ いぇ いぇこうしゃぇくっ“. ╇ おぇ
いぇか くぇ ┿さうしすけすっか すなおきけ すっいう 
ょせきう. 》けさぇすぇ しぇ さぇいょゃけっくう 
きっあょせ こうしぇくけ う せしすくけ しかけゃけ. 
]けおさぇす っ しなぉうさぇか きくけゅけ いかけぉぇ. 
╁おかのつうすっかくけ う ゃ しきなさすくぇすぇ 
こさうしなょぇ っょくけ けす けぉゃうくっくうはすぇ 
っ: “]けおさぇす くっ うしおぇ ょぇ こうてっ“. 
╃させゅ しかせつぇえ – ′うちてっ: “]けおさぇす 
っ つけゃっおなす, おけえすけ くうおけゅぇ くっ くぇ
こうしぇ くうすけ さっょ“ – すけゃぇ っ かぇし
おぇすっかくけ. 〈ぇおぇ つっ – しぇきけ こけ 
しっぉっ しう つっすっくっすけ う こうしぇくっすけ /》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

つっすっくっ ぉっい こうしぇくっ くっ きけあっ ょぇ 
うきぇ/, しぇ ょゃけえくしすゃっくう おぇすっゅけ
さうう, ちっくくけしすくけ ょゃけえしすゃっくう – う 
„ょぇ“, う „こさけすうゃ“. [ぇぉけすぇすぇ しっ 

ういけしすさは けしけぉっくけ きくけゅけ こさう ゃな
ゃっあょぇくっ くぇ おくうゅけこっつぇすぇくっすけ, 
すなえ おぇすけ さなおけこうしなす, おけかおけすけ う 
ょぇ っ, くっ きけあっ ょぇ うょっ ょぇかっつ ょけ 
つうすぇすっかうすっ. ┿ こっつぇすくぇすぇ おくうゅぇ, 
けしゃっく, つっ ょけしすうゅぇ ょけ こけゃっつっ 
たけさぇ, っ こけ-つっすうきぇ けす さなおけこうしぇ 
おぇすけ くぇつうく くぇ つっすっくっ. 〈ぇおぇ つっ, 
しかっょ  ╂せすっくぉっさゅ, けすおさうゃぇすっかはす  
くぇ おくうゅけこっつぇすぇくっすけ, ょけこなかくう
すっかくけ しっ ういけしすさは おけくそかうおすなす 
„こうしぇくっ – つっすっくっ“. ╁ ╀なかゅぇさうは 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお けおけかけ 
50-60 % けす きなあっすっ しぇ くっゅさぇ
きけすくう, ぇ いぇ あっくうすっ っ くっせょけぉくけ 
ょぇ ゅけゃけさうき... けおけかけ 90 %. ╄, 
おぇお ょぇ つっすぇす すうは たけさぇ?! 〈けゅぇ
ゃぇ, ゃ すっいう ょっしっすうかっすうは, こせぉ
かうつくうすっ ぉっしっょう, ゃっつっさうくおうすっ, 
ょっおかぇきぇちううすっ しなぉうさぇす きくけゅけ 
しかせてぇすっかう. ╉ぇお ょぇ くっ しなぉうさぇす, 
おぇすけ うくぇつっ すけえ くっ きけあっ ょぇ ゅけ 
こさけつっすっ? ╇きぇかけ っ う ょさせゅう こさう
つうくう, くけ う すけゃぇ. ‶ぇくうおぬけさしおけ 
っ くぇしすさけっくうっすけ, つっ つっすっくっすけ っ 
ゃ せこぇょなお. 〉こさっおなす – きかぇょうすっ 
くっ つっすぇす っ せこさっお くぇ しすぇさちうすっ 
おなき きかぇょうすっ. ┿きう, ょぇ こけこうすぇ
きっ しすぇさちうすっ: “╁うっ おけかおけ つっすは
たすっ?“/せしきうたゃぇ しっ/. 

‶ぇお ╁う こさっこさぇとぇき おなき 
しけちうぇかくうすっ きさっあう. ╋かぇょう-
すっ たけさぇ きけゅぇす ょぇ しっ くぇきっさはす 
こさっょうきくけ すぇき. ╋くけゅけ けす すはた 
つっすぇす こさっい そっえしぉせお,  うきぇ 
きくけゅけ しぇえすけゃっ. ¨しゃっく つさっい 
おくうゅぇすぇ, おぇつっしすゃっくう すっおしすけ-
ゃっ ょけしすうゅぇす う こさっい きさっあぇすぇ 
くぇ うくすっさくっす ょけ つっすはとうは つけ-
ゃっお. ╋けあっ ぉう けくけゃぇ, おけっすけ っ 
しすぇくぇかけ こさっょう ゃっおけゃっ つさっい  
おくうゅけこっつぇすぇくっすけ, しっゅぇ しすぇ-
ゃぇ しなし しさっょしすゃぇすぇ くぇ くけゃうすっ 
ょくってくう すったくけかけゅうう?     
- ╇きぇ くっとけ こけょけぉくけ きっあょせ 

ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ おくうゅけこっつぇ
すぇくっすけ う すっいう くけゃう こさけちっしう. 
]ゃうょっすっかう しきっ くぇ くはおぇおなゃ くけゃ 
こさったけょ.  

╋ぇたぇかけすけ くぇ さぇいゅけゃけさぇ くう 
しっ ゃさなとぇ しはおぇて ゃ こなさゃけくぇ-
つぇかくぇすぇ しう すけつおぇ. 』っすっくっすけ 
くっ きけあっ ぉっい こうしぇくっすけ, おぇ-
いぇたすっ. ╉ぇおゃけ, ゃしっ こぇお しすぇゃぇ 
し かうすっさぇすせさくけすけ こうしぇくっ? 
╉なょっ ょぇ しっ すなさしはす ょけぉさうすっ 
こさうきっさう ゃ しなゃさっきっくくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ かうすっさぇすせさぇ?
- /〉しきうたゃぇ しっ/.

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

〈さうすっ うきっくぇ:

╉ぇすさうく
╉うさうかけゃぇ
╄そすうきけゃぇ

╂けょうくう:

〉つうかうとっ:

]¨〉 „‶ぇうしうえ 》うかっく
ょぇさしおう“

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおゃぇ?

′ぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╄ょっく 》ぇいぇさょ, 』っかしう

╉ぇおゃぇ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしすおぇ

』ってきぇ くぇ 163 ゅけ
ょうくう ゃ こけょくけあうっすけ 
くぇ こぇさお „〈のかぉっすけ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお  こけしさっ
とぇ  すせさうしすうすっ う 
ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ.  
]かっょ „こさっしせてぇ

ゃぇくっ” けす ぉかういけ 20 
ゅけょうくう, けす くはおけか
おけ ょくう けす つってきぇすぇ 
けすくけゃけ  すっつっ ゃけょぇ, 
ぇ ゃないしすぇくけゃっくうはす 
え ゃうょ さぇょゃぇ ゅけしすう 
けす ぉかういけ う ょぇかっつ, 
おぇおすけ う あうゃっっとう
すっ ゃ おゃぇさすぇかぇ. 
╁ないしすぇくけゃはゃぇくっ

すけ くぇ つってきぇすぇ っ こけ 
うょっは くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ぇ  さっ
きけくすくうすっ ょっえくけし
すう しぇ ういゃなさてっくう 
けす ¨ぉとうくしおけすけ 
こさっょこさうはすうっ „╉け
きせくぇかくぇ ょっえくけしす 
う こけょょさなあおぇ くぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ
すぇ“. ╁ないしすぇくけゃっくう 
しぇ ういこけつせこっくうすっ 
こかけつう, こけつうしすっく 
っ きさぇきけさくうはす おぇ
きなお, けすしすさぇくっくう しぇ 
こせおくぇすうくう う こさけ

ぉかっきう こけ おぇくぇかういぇちうはすぇ. 
╇いゃっしすくぇすぇ 〈のかぉっくしおぇ きさぇきけさくぇ つってきぇ っ しなゅさぇょっくぇ こさっい 1852 

ゅけょうくぇ. ]こけさっょ くぇしかっょくうちうすっ くぇ くぇさけょくうは ぉせょうすっか ╇ゃぇく 』けさっゃ, 
あうゃっっとう ゃ おなとぇすぇ ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ つってきぇすぇ, こなさ
ゃけくぇつぇかくけ すは しっ っ くぇきうさぇかぇ ゃ おなとぇすぇ くぇ さけいけすなさゅけゃちうすっ けす さけょぇ 
¨さけいけゃう う っ ぉうかぇ こさっくっしっくぇ くぇ すけゃぇ きはしすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお.
╃けこなかくうすっかくぇ ぇすさぇおちうは おさぇえ 〈のかぉっくしおぇすぇ つってきぇ っ  こけつすう ゃっ

おけゃくけすけ かうこけゃけ ょなさゃけ, おけっすけ こぇいう つってきぇすぇ し けゅさけきくぇすぇ しう おけ
さけくぇ. 

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ こさうかうつぇて?  - ′ぇ しっぉっ しう.

‶っすなさ ‶っすさけゃ – いぇき.-ょうさっお-
すけさなす こけ しこっちうぇかくうすっ ゃな-

こさけしう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, こけょくっ-
しっ しこっちうぇかっく こぇきっすっく ぉせおっす けす 
70 つっさゃっくう おぇさぇきそうかぇ こさっょ 
こぇきっすくうおぇ くぇ ゃけうくうすっ う けそう-
ちっさうすっ けす 23-すう ‶ったけすっく 【うこ-
つっくしおう こけかお, くぇきうさぇと しっ ゃ 
ょゃけさぇ くぇ 1-ゃう おぇいぇさきっく さぇえけく 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけえすけ っ けす 61-ゃぇ 
]すさはきしおぇ ぉさうゅぇょぇ. ‶っすさけゃ ぉっ 
こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ „┿さしっくぇか” ゃ 
けさゅぇくういうさぇくけすけ けす ¨ぉとけぉなか-
ゅぇさしおうは おけきうすっす „╂っく. ╇ゃぇく 
╁なかおけゃ”  う ょさせゅう さけょけかのぉうゃう 
う こぇすさうけすうつくう けさゅぇくういぇちうう ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお つっしすゃぇくっ-
こけおかけくっくうっ いぇ こけつうすぇくっ こぇ-
きっすすぇ くぇ あっさすゃうすっ けす ╁すけさぇすぇ 

╃くっし, 15 きぇえ 2015 ゅ. , こっすなお, けす 10.00 ょけ 12.30 つ. うくしすうすせちうはすぇ くぇ 
けきぉせょしきぇくぇ けさゅぇくういうさぇ ゃさっきっくくぇ こさうっきくぇ くぇ ╉けくしすぇくすうく ‶っくつっゃ ゃ 

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお - ゃ けそうしぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ けぉとうくぇすぇ – ぉせか. 
„┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, っす. 3, しゅさぇょぇすぇ くぇ ╃うさっおちうは „╋っしすくう ょぇくな-
ちう う すぇおしう”. 
╂さぇあょぇくうすっ, あっかぇっとう ょぇ しっ しさっとくぇす し くぇちうけくぇかくうは けきぉせょしきぇく う ょぇ こけ-

しすぇゃはす しゃけうすっ こさけぉかっきう こさっょ くっゅけ, きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす  すけゃぇ くぇ きはしすけ, 
ゃ けそうしぇ くぇ 
けぉとっしすゃっ -
くうは こけしさっょ-
くうお くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. 
‶うしきっくう -

すっ あぇかぉう 
くぇ ゃしうつおう 
ゅさぇあょぇくう , 
おけうすけ くっ せし-
こっはす ょぇ ゅけ-
ゃけさはす かうつくけ 
し ╉けくしすぇく-
すうく ‶っくつっゃ 
ゃ さぇきおうすっ 
くぇ こさうっきくぇ-
すぇ, とっ ぉなょぇす 

こさうっすう けす しかせあうすっかう くぇ けきぉせょしきぇくぇ, おぇすけ けすゅけゃけさうすっ  とっ ぉなょぇす ういこさぇすっ-
くう こけ こけとぇすぇ くぇ こけょぇすっかうすっ.
]さっとぇすぇ  し ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, あっかぇっとう ょぇ こけしすぇゃはす しゃけうすっ ゃな-

こさけしう こさっょ ╉けくしすぇくすうく ‶っくつっゃ, っ つぇしす けす ゅけょうてくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ けぉとっしす-
ゃっくうは こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ う ぉっ せゅけゃけさっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ すぇいう ゅけょうくぇ. 

             „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

′ぇゃさなた 11 きぇえ, おけゅぇすけ ╀なかゅぇさしおぇすぇ こさぇゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ こけつうすぇ こぇ-
きっすすぇ くぇ ]ゃっすうすっ ぉさぇすは ╉うさうか う ╋っすけょうえ, おぇくけくういうさぇくう おぇすけ しゃっ-

すちう, ′.╁こさ. ]すぇさけいぇゅけさしおうはす きうすさけこけかうす  ╂ぇかぇおすうけく けしゃっすう こぇさぇおかうし ゃ 
ょゃけさぇ くぇ っょくけ けす くぇえ-こさけしこっさうさぇとうすっ おぇいぇくかなておう こさっょこさうはすうは „╋+] 

》うょさぇゃかうお“ ┿╃. ‶ぇさぇおかうしなす しっ くぇさうつぇ „]ゃっすぇ 〈さけうちぇ“.
′ぇ すなさあっしすゃけすけ こけ けしゃっとぇゃぇくっすけ くぇ たさぇきぇ こさうしなしすゃぇたぇ おきっすなす くぇ けぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, こさけおせさうしすなす くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお“ ┿╃ 
╁かぇょうきうさ ]こぇしけゃ, さなおけゃけょくうはす っおうこ くぇ ょさせあっしすゃけすけ う さぇぉけすっとう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ.
╇いゅさぇあょぇくっすけ う ういけゅさぇそうしゃぇくっすけ くぇ こぇさぇおかうしぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇ こけ うくう-

ちうぇすうゃぇ う し そうくぇくしけゃうすっ しさっょしすゃぇ  くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお“. 〈けゃぇ っ こけさっょ-
くぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ っょくけ けす ゅけかっきうすっ う せすゃなさょっくう こさけ-
きうてかっくう こさっょこさうはすうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ しっ けすかうつぇゃぇ くっ しぇきけ しなし しゃけっすけ 
せしこってくけ さぇいゃうすうっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う たうょさぇゃかうおぇすぇ, くけ う 
し ういおかのつうすっかくけ ょけぉさぇすぇ しう しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ.

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

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1》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

しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ う けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 70-すぇすぇ 
ゅけょうてくうくぇ けす くっえくうは おさぇえ. 
『ゃっすは ゃ こぇきっす くぇ いぇゅうくぇかうすっ いぇ しゃけぉけょぇ-

すぇ こけょくっしけたぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお  ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, さっ-
ゅうけくぇかくうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ╉〈 „‶けょおさっ-
こぇ” 『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
こぇすさうけすうつくう けさゅぇくういぇちうう う さけょけかのぉうゃけすけ 
けそうちっさしおけ ゃけうくしすゃけ. 
‶け すさぇょうちうは う こけ うょっは くぇ ╈けさょぇく ╋ぇさう-

くけゃ, しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとけぉなかゅぇさしおうは おけきうすっす 
„╂っく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ”, ぉっ いぇしぇょっく う こけさっょくうはす 
9-すう けさった ゃ  ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ, くぇきうさぇとぇ 
しっ ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ こぇきっすくうおぇ 
くぇ 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお.  ′けゃけすけ 
ょさなゃつっ, おけっすけ とっ ょぇゃぇ こかけょ しかっょ ゅけょうくう, 
ぉっ いぇしぇょっくけ ゃ こぇきっす くぇ こけかおけゃくうお ╋ぇさすう-
くけゃ, こけしかっょくうはす おけきぇくょうさ くぇ 23-すう ‶ったけ-
すっく 【うこつっくしおう こけかお. ̈ しすぇくぇかうすっ, いぇしぇあょぇ-

くう くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ, けさったう しぇ こけしゃっすっくう 
くぇ ょさせゅう ゅっさけう けす こけかおぇ, けしすぇゃうかう あうゃけ-
すぇ しう こけ ぉけえくうすっ こけかっすぇ くぇ ╀ぇかおぇくうすっ. 
] ょさせゅぇ ちっさっきけくうは, ゃ ゅさけぉうとっすけ くぇ しっかけ 

╉けこさうくおぇ,  くぇ 9-すう きぇえ ぉっ けすおさうす ╋っきけ-
さうぇか くぇ いぇゅうくぇかう ゃ しすさぇくぇすぇ くう ゃけっくくう 
けす 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは. ′けゃうはす きけくせきっくす 
いぇきっしすゃぇ ういこさぇすっく こさっい 1969 ゅけょうくぇ けす 
』っかはぉうくしお しすぇさ こぇきっすくうお, ういさぇぉけすっく けす 
╁うおすけさ ╀けおぇさっゃ いぇ こけつうす う こぇきっす くぇ いぇ-
ゅうくぇかうすっ. 
╁ おぇいぇくかなておけすけ しっかけ っ ぉうか さぇいこけかけあっく 

かぇいぇさっす くぇ ゃけっくくうすっ けす ]]][. ]さっょ こけ-
つうくぇかうすっ ゃ すけいう かぇいぇさっす うきぇ させしくぇちう, 
せおさぇうくちう, ぇさきっくっち, きのしのかきぇくうく, おぇすけ 
ゃしうつおう しぇ ぉうかう ゅさぇあょぇくう くぇ ]]][ こさっい 
1944-すぇ, おけゅぇすけ しきなさすすぇ ゅう っ いぇしすうゅくぇかぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...〉《╇¨【╊ 》《ぁ╊【〉¨
╈『╅╋╉╅〉¨ 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[

〈は こさうこけきくう しすさっしぇ, おけえすけ くぇいぇょ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ けぉとうくぇすぇ っ こさっあうゃはかぇ こさう 
ゃさっきっくくうすっ おさういう くぇ „┿さしっくぇか”, しゃなさ-
いぇくう し っゃっくすせぇかくけすけ けしゃけぉけあょぇゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすくうちう. „┿さしっくぇか” うきぇ けしうゅせ-
さっくぇ さぇぉけすぇ いぇ しゃけうすっ たけさぇ ゃ こさけ-
ょなかあっくうっ くぇ 3 ゅけょうくう  くぇこさっょ. ′ぇょ 
45 きかく. かっゃぇ しぇ うくゃっしすうちううすっ, おけうすけ  
しっゅぇ そうさきぇすぇ  こさぇゃう いぇ さぇいゃうすうっ くぇ  
くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ う いぇ さぇいてうさはゃぇ-
くっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ╉けえ しっゅぇ  こさぇゃう  
すけゃぇ? - こけこうすぇ さうすけさうつくけ  おきっすなす. 〈は 
ぉかぇゅけょぇさう くぇ けぉとうくしおうすっ  しなゃっすくうちう 
いぇ ょっきけくしすさうさぇくぇすぇ けす すはた  っょうくけ-
ょせてくぇ こけょおさっこぇ くぇ こさっょかけあっくうっすけ. 
 ‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ゅさせこぇすぇ けぉとうく-

しおう しなゃっすくうちう くぇ ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇきぇさ-
しおう つっしすうすう ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おぇすけ きせ こけあっかぇ ゃしっ 
すぇおぇ せゃっさっくけ ょぇ ゃなさゃう くぇこさっょ. 
 ]なゃっすくうちうすっ し ょさせゅけ  しゃけっ  ゅかぇしせ-

ゃぇくっ けょけぉさうたぇ, しなとけ し こなかくけ きくけ-
いうくしすゃけ, う こさっょかけあっくうっすけ  くぇ 〈っ-
けょけさぇ 》さうしすけゃぇ - けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
けす ╂╄[╀ , いぇ いぇしかせゅう う ういおかのつうすっかっく  
こさうくけし  ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ  し 
くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ – 
‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく, ょぇ ぉなょっ せょけしすけっく 
う ょなかゅけゅけょうてくうはす ょうさっおすけさ くぇ けすょっか 
„╉せかすせさぇ” ゃ  ╉ぇいぇくかなお 『ゃはすおけ 『ゃっ-
すおけゃ. ¨す うきっすけ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ おきっすなす 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ぉかぇゅけょぇさう くぇ 『ゃっ-
すおけゃ いぇ ういおかのつうすっかくうは すさせょ, こけしゃっ-
すっく くぇ っいうおぇ くぇ 』せょけきうさ, ょけおぇいゃぇと, 
つっ うきっくくけ すけえ っ ぇゃすけさなす, おけえすけ っ うきぇか 

くぇえ-ぉけゅぇすうは さっつくうお けす ゃしうつおう ぇゃ-
すけさう ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. 
〈させょ, おけえすけ 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ  ょぇさは-
ゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くぇ きせいっえ 
„』せょけきうさ”. 
 ¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう しなとけ 

っょうくけょせてくけ けょけぉさうたぇ  こさっょかけ-
あっくうはすぇ,  ゃくっしっくう けす ゅさせこぇすぇ くぇ 
╀]‶, いぇ ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっすくぇすぇ おくう-
ゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 4-きぇ ゅさぇあょぇくう 
くぇ けぉとうくぇすぇ し こさうくけし ゃ さぇいかうつくう 
しそっさう. 〈けゃぇ しぇ:  ょなかゅけゅけょうてくう-
はす ょうさっおすけさ くぇ ‶╂╊‶〈 うくあ. [っくう 
』っさゃっくおけゃぇ, きせいうおぇかくうはす こっょぇゅけゅ 
╄かっくぇ ぃかうはくけゃぇ, さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ ╁╂ „╇しおさうちぇ” ]すっそおぇ ╃っくっゃぇ う 
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ 〈さぇおうえしおけすけ 
ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお けす つっすゃなさす 
ゃっお ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ . 
 ╁うしけおうすっ けすかうつうは とっ ぉなょぇす ゃさな-

つっくう くぇ せょけしすけっくうすっ くぇ けそうちうぇかくぇ 
ちっさっきけくうは こけ ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっ-
くぇすぇ しっしうは, こけしゃっすっくぇ くぇ  ゅさぇょぇ う 
くっゅけゃうは こさぇいくうお, くぇ 5-すう のくう. ′ぇ-
つぇかけすけ え っ けす 11 つぇしぇ ゃ いぇかぇ „╇く-
そさぇ”. 
 ′ぇ こけしかっょくけすけ  しう いぇしっょぇくうっ ¨ぉ-

とうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けすかけ-
あう いぇ しかっょゃぇとけすけ しう いぇしっょぇくうっ ょっ-
ぉぇすなす こけ こさうっきぇくっすけ くぇ くけゃけ いくぇきっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょかけあっくうっすけ いぇ 
すけゃぇ ぉっ くぇ ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ けす 
╀]‶ う こけょおさっこっくけ けす おきっすぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. 

                 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╅『』╊〉╅]”
』【╅╆¨]〉《』【 ¨ 》╊『』》╊[【¨╇╅ 

╃けぉさうすっ せしかけゃうは くぇ さぇぉけすぇ, しっさう-
けいくうはす さなしす くぇ いぇこかぇすうすっ, し ゃないきけあ-
くけしすう いぇ ぉけくせしう こさう ょけぉさぇ さぇぉけすぇ, 
そうくぇくしけゃうすっ しすうきせかう いぇ けすょぇかっつっ-
くけしす, ぉっいこかぇすくうはす すさぇくしこけさす, いぇゃうょ-
くぇすぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, ゃおかのつゃぇとぇ 
ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ,  しすけかけゃけ たさぇくっくっ, 
こけょょなさあぇくっ くぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, きっ-
ょうちうくしおう ちっくすなさ し くせあくうすっ しこっちうぇ-
かうしすう, たせょけあっしすゃっくぇ う すったくうつっしおぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ, ゃないきけあくけしすう いぇ しこけさすくけ 
う ょせたけゃくけ さぇいゃうすうっ, おぇおすけ う っゃすうくう 
こけつうゃおう - しぇ しさっょ こさうつうくうすっ さぇぉけすぇ-
すぇ ゃ „┿さしっくぇか” ょぇ っ こさっしすうあっく こっさうけょ 
けす かうつくぇすぇ ぉうけゅさぇそうは くぇ ゃしっおう. ╁ない-
きけあくけしすすぇ いぇ ょけぉさけ こさけそっしうけくぇかくけ  
う おぇさうっさくけ ういさぇしすゃぇくっ, せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ くけゃう いくぇくうは う せきっくうは,  さぇいかうつくう-
すっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ いぇ かうつくけしすくけ 
さぇいゃうすうっ, しぇ  こけゃけょ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけ-
ょうくう  „┿さしっくぇか” ょぇ っ こさうゃかっおぇすっかくけ 
きはしすけ いぇ さぇぉけすぇ いぇ おさっぇすうゃくう きかぇょう 
たけさぇ, いぇゃなさてうかう ゃ こさっしすうあくう せくう-
ゃっさしうすっすう こけ しゃっすぇ, おけうすけ くぇきうさぇす 
しゃけっすけ きはしすけ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
╃けぉさぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ きっくうょあなさしおうは 

っおうこ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ すけゃぇ – こさっい こけ-
しかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” ょぇ しう ゃなさ-
くっ いぇゃけのゃぇくうすっ こけいうちうう くぇ しゃけうすっ 
すさぇょうちうけくくう こぇいぇさう, ういゅせぉっくう こさっ-
ょう 20 ゅけょうくう. ‶ぇいぇさう, おけうすけ ょけぉさぇすぇ 
すなさゅけゃしおぇ そうさきっくぇ こけかうすうおぇ せしこって-
くけ さぇいてうさはゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう. ]おかのつっくうすっ くけゃう ょけゅけゃけさう 
う ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ 3 くけゃう こさけういゃけょ-
しすゃっくう かうくうう ゃなゃ そうさきぇすぇ こさっい こけ-

しかっょくうすっ 2-3 ゅけょうくう けしうゅせさはゃぇす ゅぇさぇくすう-
さぇくぇ さぇぉけすぇ いぇ 3 ゅけょうくう くぇこさっょ, くけ しぇ う 
しっさうけいくけ  こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ  おぇょさけ-
ゃうは こけすっくちうぇか くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]  ちっか ゃしっ こけゃっつっ きかぇょう たけさぇ ょぇ くぇきう-

さぇす しゃけっすけ きはしすけ いぇ せしこってくぇ さっぇかういぇちうは 
ゃ „┿さしっくぇか” う いぇこなかゃぇくっ くぇ しっさうけいくうは 
ょっそうちうす けす こけょゅけすゃっくう きかぇょう たけさぇ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, そうさきぇすぇ 
し 90- ゅけょうてくぇ うしすけさうは くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお っ うくうちうぇすけさ いぇ  ゃなゃっあょぇ-
くっすけ  いぇ ういせつぇゃぇくっ くぇ くけゃぇ しこっちうぇかくけしす 
ゃ きっしすくぇすぇ  こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは こけ 
きぇてうくけしすさけっくっ - きったぇすさけくうおぇ.  ‶ぇさぇかっか-
くけ し  すけゃぇ そうさきぇすぇ ゃないしすぇくけゃう う さぇいてう-
さう しゃけはすぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ, おけは-
すけ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ ょけぉさう ぉなかゅぇさしおう 
しすせょっくすう, ういせつぇゃぇとう すったくうつっしおう しこっちう-
ぇかくけしすう, しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ しゃけっすけ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ ょぇ しっ さっぇかういうさぇす ゃ  „┿さしっくぇか”. 
╋っしっつくう しすうこっくょうう う ゃないきけあくけしす いぇ おさっ-
ぇすうゃくけ けぉせつっくうっ, しすぇあけゃっ う しこっちうぇかういぇ-
ちうう, しぇ つぇしす けす  ゅさうあぇすぇ う あっしすけゃっすっ くぇ 
きっくうょあなさしおうは っおうこ おなき ぉなょっとうすっ  しこっ-
ちうぇかうしすう ゃなゃ そうさきぇすぇ.   
[っしこっおすうさぇとけ けぉくけゃっく きぇてうくっく こぇさお う 

せょゃけはゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃっくうすっ ぇさすうおせ-
かう くぇ そうさきぇすぇ しぇ しぇきけ つぇしす けす ょけぉさうすっ 
こっさしこっおすうゃう こさっょ „┿さしっくぇか” ┿╃, つうはすけ 
しすぇぉうかういぇちうは ゃっつっ っ さっぇかくけしす. 
„┿さしっくぇか” っ っょうくしすゃっくぇすぇ そうさきぇ ゃ ╀なか-

ゅぇさうは, おけはすけ  うきぇ しゃけっ ういおかのつうすっかくけ 
せしこってくけ こっつぇすくけ ういょぇくうっ, し うしすけさうは くぇ 
こけゃっつっ けす 50 ゅけょうくう.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

╆¨′〉╊』ぇ【 》『╊╉]╅╈╅...
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‶さっょきっすなす すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇしけつう おなき すゃけさつっしすゃけ, きうしかっくっ, ょういぇえく う うくそけさきぇすうおぇ, 
しきはすぇ ╃あけくっゃ.
′けゃうはす こさっょきっす とっ ういゅさぇあょぇ ゃ せつっくうちうすっ せきっくうは いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきう, しこけ

しけぉくけしすう いぇ さぇいしなあょっくうは, きけょっかうさぇくっ う すゃけさつっしすゃけ こけ こさけういゃけかくう ゃなこさけしう. ╇く
そけさきぇちうけくくうすっ すったくけかけゅうう とっ しぇ ゃゅさぇょっくう ゃ こさけちっしぇ くぇ けぉせつっくうっ う すぇおぇ せつっくうちう
すっ とっ こさうょけぉうゃぇす せきっくうは いぇ さぇぉけすぇ う し すはた.
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ うきぇ こけかけあうすっかくけ けすくけてっくうっ おなき すぇいう 

うょっは, っ いぇはゃうか けとっ ╃あけくっゃ. 】っ ぉなょっ しないょぇょっく っおうこ, ゃ おけえすけ とっ うきぇ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ゃうしてうすっ せつっぉくう いぇゃっょっくうは, くぇ きうくうしすっさしすゃけすけ う くぇ しけそすせっさくぇすぇ うくょせしすさうは. 〈けえ 
とっ さぇいさぇぉけすゃぇ しなょなさあぇくうっすけ くぇ くけゃうは こさっょきっす う とっ ゅけ ういこさけぉゃぇ ゃ さっぇかくぇ しさっょぇ. 
〈けゃぇ とっ っ ょなかなゅ こさけちっし う ゃっさけはすくけ とっ けすくっきっ くはおけかおけ ゅけょうくう, っ せすけつくうか ゃすけさうはす 
つけゃっお ゃ ╀┿]╉¨╋.
[ぇぉけすくぇすぇ ゅさせこぇ しなとけ すぇおぇ とっ っ けすゅけゃけさくぇ いぇ こさっおゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ せつうすっかうすっ. 

‶さっこけょぇゃぇすっかうすっ こけ „╋うしかっくっ“ とっ きうくぇゃぇす しこっちうぇかくけ けぉせつっくうっ う とっ こけきぇゅぇす くぇ 
おけかっゅうすっ しう, おけうすけ こさっこけょぇゃぇす ょさせゅう こさっょきっすう, いぇ ょぇ さぇいゃうゃぇす ゃ ょっちぇすぇ しなとうすっ 
せきっくうは.
〉つっぉくうはす こさっょきっす „╋うしかっくっ“ とっ いぇこけつくっ ょぇ しっ ゃなゃっあょぇ こうかけすくけ くぇ けすょっかくう きっしすぇ 

けとっ けす しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ っ くっけぉたけょうきぇ しすなこおぇ こさっょう けそうちうぇかくけすけ ゃなゃっあ
ょぇくっ くぇ くけゃうは こさっょきっす ゃ せつっぉくぇすぇ こさけゅさぇきぇ, けぉはしくう けとっ ╃あけくっゃ.
〉しこってくけ さっぇかういうさぇくう こけょけぉくう こさけっおすう うきぇ ゃ ]┿】, 《うくかぇくょうは う ]うくゅぇこせさ.

                                „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, こけ きぇすっさうぇか くぇ economy.bg

„╇いこはすぇ こっしっく, くぇ 3 ゅかぇしぇ. ′け ゃしっおう, しなし しゃけは きっかけょうは”. 〈ぇおぇ けぉさぇいくけ 『ゃっすう 
╇ぉせてっゃぇ けこさっょっかう こなさゃぇすぇ しなゃきっしすくぇ ういかけあぉぇ - すさうっょうくしすゃけ  くぇ たせょけあくうちうすっ 
╉ぇすは 》さうしすけゃぇ, ┿くすけく ┿くすけくけゃ う 》さうしすけ ╂っくっゃ, こけょさっょっくぇ ゃ っょくぇ けす おなとうすっ-っき
ぉかっきう くぇ ╉ぇいぇくかなお - 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ. ] すぇいう ういかけあぉぇ, おさなしすっくぇ しなし いぇゅぇょなつくけすけ  
„2+ っょくぇ”, ぉっ けすおさうす ゃすけさうはす しっいけく ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ, くぇっすぇ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
けす  ぇさす しっきっえしすゃけすけ ┿くさうっす ╃っくうし う ╁っくっかうく ╁っかうおけゃ. 
‶なさゃぇすぇ しなゃきっしすくぇ  こさけはゃぇ くぇ ぇすさぇおすうゃくけすけ ぇさす すさうけ しなぉさぇ こさうはすっかう, こけつうすぇすっ

かう, ちっくうすっかう くぇ しすけえくけしすくうすっ くっとぇ, さぇょっすっかう いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ ょせたぇ ぉなかゅぇさしおう. 

′っこけとぇょっくうすっ けす しけち ゃさっきっくぇすぇ う こけつうしすっくう し きくけゅけ かのぉけゃ, いぇ ょぇ けちっかっはす いぇ 
こけおけかっくうはすぇ, ういこうしぇくう しすっくう くぇ ういおかのつうすっかくけ おさぇしうゃぇすぇ 【うこおけゃぇ おなとぇ, しぇ っし
すっしすゃっくうすっ „ょけきぇおうくう” くぇ おぇさすうくうすっ くぇ ╉ぇすは, ┿くすけく う 》さうしすけ.  
‶ぇさぇかっかくけ し すはた こけしっすうすっかうすっ くぇ おなとぇすぇ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ さぇいゅかっょぇす う しゃけっ

けぉさぇいくうは きぇかなお きせいっえ くぇ さけいぇすぇ う さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ – けぉとっしすゃっくぇすぇ おけかっおちうは 
„【うこおけゃ”,  しなたさぇくうか つぇしす けす  こさっょきっすうすっ くぇ そぇきうかうはすぇ さけいけすなさゅけゃちう 【うこおけゃう. 
[ぇいゃなかくせゃぇく けす こさけとなこせかくうおぇ くぇ しゃけうすっ すゃけさぉう ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ, たせょけあくう
おなす う ょうさっおすけさ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ  ゅぇかっさうは  ゃ ╉ぇいぇくかなお 》さうしすけ ╂っくっゃ いぇはゃう, つっ 
„ゃしうつおけ ゃ すぇいう おなとぇ っ こさぇゃっくけ おぇすけ いぇ ╀けゅぇ.”
》せょけあくうおなす こせぉかうつくけ ぉかぇゅけょぇさう いぇ „くぇかせょくうつぇゃぇすぇ うょっは くぇ すっいう たけさぇ ょぇ ゃない

しすぇくけゃはす 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ ゃ くっえくうは ぇゃすっくすうつっく ゃうょ. ┿おけ うしおぇきっ すけいう ゅさぇょ ょぇ 
うきぇ そういうけくけきうは う ょせた, すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃはす, けしゃっく すぇいう, けとっ くはおけかおけ おなとう. 
′はきぇ ょぇ てぇてくっき しゃっすぇ くうすけ  し ぉぇくおう, くうすけ し けそうしう, くうすけ し うすけくゅ, こぇくっかう, ぉっすけく 
う しすなおかけ, ぇ し ょせた”, いぇはゃう たせょけあくうおなす, ういゃっしすっく し ぉっいぇこっかぇちうけくくぇすぇ しう けすおさけゃっ
くけしす. 
╄おしこけいうちうはすぇ ”2 + っょくぇ” とっ きけあっ ょぇ ぉなょっ さぇいゅかっょぇくぇ ょけ 21-ゃう  きぇえ. 
′ぇ 22-さう きぇえ  【うこおけゃぇすぇ おなとぇ とっ ぉなょっ ょけきぇおうく くぇ こなさそけさきなくし, ゃ おけえすけ さけょっ

くぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういゃっしすくぇ ょういぇえくっさおぇ ╋ぇさうっかぇ ╂っきうてっゃぇ  とっ しないょぇゃぇ けさうゅうくぇ
かっく こぇさそのき けす さけいけゃけ きぇしかけ ゃ こぇすさけくっくう おぇこしせかう, ういさぇぉけすっくう ゃ „┿さしっくぇか”, こけょ 
うきっすけ „ ゅなくし っくょ  さけせいっし” . 
 ‶さっい のくう ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ おくうゅぇすぇ いぇ しゃけは ぉぇとぇ ╇ゃぇく ‶っくおけゃ とっ こさっょしすぇゃう 

ぇおすぬけさなす ╃あけくう ‶っくおけゃ. ╇ゃぇく ‶っくおけゃ っ ぇゃすけさ くぇ しすっくけこうしうすっ ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ. 
′けゃうすっ しすけこぇくう くぇ くぇえ-ゃくせてうすっかくぇすぇ う おさぇしうゃぇ おなとぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 

おけはすけ っ ぇさたうすっおすせさくけ-しすさけうすっかっく, うしすけさうつっしおう う たせょけあっしすゃっく こぇきっすくうお くぇ おせか
すせさぇすぇ けす くぇちうけくぇかくけ いくぇつっくうっ, うきぇす こけさっょうちぇ けす さぇいかうつくう うょっう ゃ さっぇかういぇちうは 
いぇ けあうゃはゃぇくっ くぇ おなとぇすぇ う こさっゃさなとぇくっすけ え ゃ ぇさす ちっくすなさ つさっい さぇいかうつくう さぇぉけすうか
くうちう う ぇすっかうっすぇ いぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ こさけょせおすう くぇ けしくけゃぇすぇ くぇ っすっさうつくけ-きぇしかっくうすっ 
おせかすせさう, さなつくけ う こけ しけぉしすゃっく ょういぇえく,  さぇぉけすうかくうつおぇ いぇ ょっちぇ う ょさせゅう ぇすさぇおちうう, 
おけうすけ とっ こさうゃかうつぇす ゃくうきぇくうっすけ くぇ あうすっかうすっ う ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ. 
¨す すぇいう ゅけょうくぇ, し けしけぉっくぇ かのぉけゃ ゃ こけょさっょぉぇすぇ くぇ ぇさす っおしこけいうちううすっ う さぇいかうつ

くうすっ  しなぉうすうは ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ, おぇおすけ う ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ, とっ こけきぇゅぇ う 『ゃっすう 
╇ぉせてっゃぇ.

                                                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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′ぇこせしくぇ くう ╂っけさゅう ╋ぇさ-

おけゃ. ╀ってっ こなさゃうはす けす 
くぇてぇすぇ させぉさうおぇ „╁っすっさぇくう“. 
′っ しかせつぇえくけ. 
‶けきくった うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ 

けす ゃさっきっすけ くぇ おさぇすおけすけ きう 
さぇぉけすくうつっしおけ ぉうすうっ ゃ ╆ぇゃけょ 
1 こさっい 1983-すぇ – いぇき.-ょうさっお-
すけさなす, いぇ おけゅけすけ しっ ゅけゃけさってっ 
し さっしこっおす. ╉けゅけすけ きけあってっ 
ょぇ ゃうょうて う ゃ しうくは こさっしすうか-
おぇ. 』うはすけ けしぇくおぇ ょなさこぇてっ 
こけゅかっょぇ. ] すっいう とさうたう くぇ 
しこけきっくぇ う くっしおさうすけ こさうすっし-
くっくうっ すさなゅくぇた いぇ しさっとぇすぇ 
しう し くっゅけ ゃ こけしかっょくうすっ ょくう 
くぇ ぇこさうか 2011-すぇ. ]すはゅぇたきっ 
こなさゃうは ぉさけえ くぇ ゃないさけょっくうは 
そうさきっく ゃっしすくうお, ゃっつっ し うきっ-
すけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“.
〈けえ しすけこう すさっゃけゅうすっ きう 

ゃっょくぇゅぇ. ] せしきうゃおぇ, しこけおけえ-
くぇ ゃっょさけしす, すけこなか こけゅかっょ… 
] こさっきっさっくう ょせきう う っょくぇ 
こぇこおぇ しくうきおう. ╁きっしすけ しせっすぇ, 
おぇおゃぇすけ けつぇおゃぇた ょぇ こけおぇいゃぇ 
っょうく すけかおけゃぇ いぇしかせあうか こさけ-
そっしうけくぇかうしす, せしっすうた しきう-
さっくうっ, ゃすなおぇくけ ゃ せきっかけ さっ-
ょせゃぇくっ くぇ ょせきう し きなかつぇくうっ. 
〈けえ いくぇってっ きくけゅけ, くけ おぇい-
ゃぇてっ しぇきけ すけかおけゃぇ, おけかおけすけ 
っ くっけぉたけょうきけ. ′っ こさけこせしくぇ, 
ぇ こけょつっさすぇ: “¨ぉうつぇき „┿さしっ-
くぇか!“. ′っ しおさう, つっ こけかうすうおぇ-

 〈けゃぇ すゃなさょう っょくぇ けす けぉうお
くけゃっくうすっ さぇぉけすくうつおう くぇ 
„┿さしっくぇか” う っょくぇ けす くぇえ-いぇ
おかっすうすっ ゅけぉかっくぇさおう  う しぇきけ
ょっえおう 〈っきっくせあおぇ ╃っくつっゃぇ. 
¨す くっえくうは あうゃけす しすぇゃぇ 

そうかき. ̈ す すっいう,  ゃ おけうすけ  くはきぇ 
ぉせさくう しちっくう, くうすけ っおいぇかすう
さぇくう かうちぇ, くけ こなお ゅかっょぇて し 
すぇおなゃ うくすっさっし ゃしはおぇ しっさうは,  
つっ くっ しきっって ょぇ けすおぇつうて けつう 
けす すっかっゃういけさぇ. ╆ぇとけすけ っ うし
すうくしおう. 
′はきぇ う そけえっさゃっさおう, きぇおぇさ 

ょぇ っ こさっあうゃはかぇ っょくぇ すぇおぇ
ゃぇ いぇさは, こさう すけゃぇ こうとくぇ う 
しこけょっかっくぇ - いぇ 50-すぇすぇ え ゅけ
ょうてくうくぇ, こけかはすぇ けぉうかくけ う し 
ゃすけさう  こけゃけょ - こっくしうけくうさぇ
くっすけ え.  
¨す こけいうちうはすぇ くぇ ういきうくぇ

かうすっ ゃっつっ 5 ゅけょうくう, 55-ゅけ
ょうてくぇすぇ  さぇぉけすっとぇ こっくしうけ
くっさおぇ /ぇきぇ おぇお いゃせつう しぇきけ!/ 
〈っきっくせあおぇ ╃っくつっゃぇ, さっょけゃう 
きけくすぇあくうお-ぉけっこさうこぇしう  けす 
ちった 150 くぇ ╆ぇゃけょ 2,  っ おぇすっ
ゅけさうつくぇ: こっくしうけくうさぇくっすけ くぇ 
きかぇょぇ ゃないさぇしす うきぇ う こけかいう, 
う ゃさっょう: こけかいぇすぇ っ, つっ „ぇおけ 
しう いょさぇゃ う し ぇおなかぇ しう, きけ
あって ょぇ さぇぉけすうて けとっ う ょぇ しう 
こけきけゅくって ゃ くっとけ. ┿おけ くっ - 
„しっ けすょぇゃぇて くぇ けすょうた う こけ
つうゃおぇ”. ′ぇ くっは え  っ こさけゃなさ
ゃはかけ.  ╁なこさっおう, つっ あうゃけすなす 
え ういけぉとけ くっ は っ こけとぇょうか.
¨しすぇゃぇ ゃょけゃうちぇ くぇ 39 ゅけょう

くう, こけゅさっぉゃぇえおう ぉっい ゃさっきっ 
けすおさぇょくぇす けす あうゃけすぇ 50-ゅけ
ょうてっく しなこさせゅ. ]なし しうく すけゅぇ
ゃぇ ゃ おぇいぇさきぇすぇ う し こけきけとすぇ 
くぇ おけかっゅう う こさうはすっかう, ′せてぇ 
すけゅぇゃぇ, ぇ う ゃ しかっょゃぇとうすっ 
すさせょくう ゅけょうくう,  せしこはゃぇ ょぇ しっ 
しこさぇゃは し けこっさぇちうう: くぇ くっは う 
くぇ きけきつっすけ え, し ょさせゅう あうすっえ
しおう くっしゅけょう, おけうすけ こけしさっとぇ 
し こさうしなとぇすぇ え くぇ ╃っゃぇ-こさう
さけょぇすぇ  せこけさうすけしす,  しすけう
ちういなき う ぉけさぉっくけしす. ╇きぇき 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ  くぇ つけゃっお, 
おけえすけ しっ しこさぇゃは, おぇいゃぇ 〈っ
きっくせあおぇ. ╇ し こさぇゃけ. ╋ぇおぇさ 
つっ う すは, おぇすけ ゃしうつおう たけさぇ, 
しう うきぇ しゃけうすっ  すさせょくう  きけ

╉《╇《]〉╅ 』ぇ〈 《【 ╋¨╇《【╅ 
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] ういちはかけ けぉくけゃっくう しぇくうすぇさくう こけきっとっくうは, くけゃう すけぇかっすくう, けし-
ゃっあっくう う ゃないしすぇくけゃっくう しなぉかっおぇかくう う しすぇう いぇ けすょうた しっ しょけ-

ぉうたぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ こうさけすったくうおぇ. ‶さうおかのつうかうはす さっ-
きけくす, ょっかけ くぇ さぇぉけすくうちう けす そうさきぇ „╉さうゅっすぇ” ¨¨╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, 

っ くぇこさぇゃうか せしかけゃうはすぇ いぇ さぇぉけすっとうすっ 
くけさきぇかくう, っゃさけこっえしおう, しなゃさっきっくくう.  
〈っさぇおけすくう くぇしすうかおう, PVC-けぉかう-

ちけゃおう う こかけしおけしすう „′けかうくぇ“, くけゃう 
ょせてけゃっ, おさぇくけゃっ - しぇ つぇしす けす こさうょけ-
ぉうゃおうすっ. ‶けょくけゃっくう しぇ う ╁う╉-うくしすぇ-
かぇちううすっ う すさな-
ぉうすっ. 
‶けょけぉくう けし-

くけゃくう さっきけくすう 
くぇ しすぇうすっ いぇ 
けすょうた, ╁う╉-うく-

しすぇかぇちううすっ う すけぇかっすくうすっ ゃ きけきっくすぇ すっつっ う ゃ 
╆ぇゃけょ 4 - こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ. 〈ぇき しっ  ういゅさぇあ-
ょぇ う ういちはかけ くけゃぇ ╁う╉-しうしすっきぇ. [っきけくすうすっ しっ 
ういゃなさてゃぇす けすくけゃけ けす „╉さうゅっすぇ“ ¨¨╃.
╁しうつおけ すけゃぇ しっ ういゃなさてゃぇ こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ 

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” う しぇ しなゅかぇしせゃぇ-
くう し こさっょかけあっくうはすぇ くぇ しうくょうおぇかくうすっ しすさせお-
すせさう くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
『っかすぇ っ  っょくぇ: さぇぉけすっとうすっ ょぇ うきぇす くけさきぇかくう 
せしかけゃうは いぇ すさせょ う こけつうゃおぇ. 

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

【かすかせときさあ ╉かせねかうあ: ¨すあす つあすそねとうつてうけかてそ せあ ねそうかさ, さそこてそ つか つたちあうみ

きっくすう, おけうすけ すってう し せこけさうすけ 
ゃいうさぇくっ ゃ ゅけぉかっくうすっ. 〈っ しぇ え 
ょさせゅうはす あうすっえしおう ちはさ う ぉはゅ
しすゃけ けす すさせょくうすっ こっさうけょう ゃ 
あうゃけすぇ. ╁うょ さっかぇおし. 
′せてぇ, おけはすけ くぇ 15 のかう すぇいう 

ゅけょうくぇ とっ けすたゃなさかう 38 ゅけょう
くう ゃはさくけしす くぇ きぇさおぇすぇ „┿さ
しっくぇか”, „ おけっすけ くっ しなき しう う 
こさっょしすぇゃはかぇ,  つっ とっ くぇゃなさすは 
すせお”,  しっ ゅけさょっっ し おけかっおちう
はすぇ しう けす ゅけぉかっくう. ╇きぇ くぇょ 
23 う こさけょなかあぇゃぇ せこけさうすけ ょぇ 
ぉけょっ しかっょゃぇとうは - „]うおしすうく
しおぇすぇ きぇょけくぇ”. ╆ぇこけつくぇかぇ 
ゅけぉかっくぇさしすゃけすけ くぇ てっゅぇ - し 
„╉けくっ くぇ ゃけょけこけえ”, おけうすけ 

え こけょぇさはゃぇす  こさうはすっかおう いぇ 
『ゃっすくうちぇ こさっい 1993 ゅけょうくぇ. 
╇ しっ いぇこぇかうかぇ. ╃けすけかおけゃぇ,  
つっ ょけきなす え  っ くっとけ おぇすけ きぇ
かなお ╊せゃなさ. 
〈けゃぇ きっ こさぇゃう しこけおけえ

くぇ, しないょぇゃぇ きう せしっとぇくっ いぇ 
しきうしなか う  おさぇしけすぇ, こさういくぇ
ゃぇ あっくぇすぇ, つうえすけ 7 さぇぉけすくう 
つぇしぇ ゃしっおう ょっく こさっきうくぇゃぇす, 
くぇょゃっしっくぇ くぇょ ぉぇさせす う さぇい
かうつくう ょさせゅう しきっしう, おけうすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ けすゅかっあょぇ し けしけぉっ
くけ ゃくうきぇくうっ う しすぇさぇくうっ, いぇ
さぇょう おぇつっしすゃけすけ う … あうゃけすぇ 
くぇ すけいう ょけ すっぉ. 
′っいぇゃうしうきけ, つっ くうおけゅぇ くっ 

っ ぉうかぇ ゃ ┿かっはすぇ くぇ いぇしかせあう
かうすっ ぇさしっくぇかちう, 

  

╆ぇとけすけ, „おけゅぇすけ うきぇた こさけ
ぉかっきう, ぉはた ゃ ょなかなゅ ぉけかくう
つっく,  おけかっゅうすっ,  しうくょうおぇかう
しすうすっ けす ╉′]╀ きう こけきけゅくぇたぇ, 
ぉはたぇ ょけ きっく ゃ すさせょくうすっ きう 
ょくう. ┿ う くぇつぇかくうちうすっ くう しぇ 
たせぉぇゃう, ょうさっおすけさなす っ いっきっく 
つけゃっお, きけあって ょぇ ゅけゃけさうて し 
くっゅけ いぇ ゃしうつおけ, くけさきぇかくけ, 
ぉっい こさうすっしくっくうは, くっいぇゃう
しうきけ つっ ぇい しなき こさけしすけ っょうく 
さぇぉけすくうお. 』せゃぇす くう.”, おぇいゃぇ 
′せてぇ, いぇ おけはすけ くぇつぇかくうつおぇ
すぇ え ]くっあぇ ╃けえつっゃぇ っ „うい
おかのつうすっかっく つけゃっお, おけえすけ 
けぉゅさうあゃぇ こけょつうくっくうすっ しう し 
きくけゅけ ゃくうきぇくうっ う かのぉけゃ”. 
╇きぇ う くっゃっさけはすくう おけかっあおう: 
╋うきぇ, ╃けぉさうくおぇ, ╅うゃおぇ, ╁っ
しうすけ, ╅っかおぇ う おせこ けとっ. 
¨す 38-すっ ゅけょうくう, こさっおぇさぇ

くう ゃ „┿さしっくぇか”, しぇきけ 3 ′せてぇ 
くっ っ さぇぉけすうかぇ くぇ おぇすっゅけ
さうは. ‶なさゃうすっ, ょけおぇすけ ぉうかぇ 
くぇ さぇぉけすぇ こけ ょけゅけゃけさ, しかっょ 
せつうかうとっ.  ╋うくぇかぇ こけっすぇこくけ 
こさっい ╆ぇゃけょ 6, こけしかっ いぇ おさぇす
おけ ゃ 4 う けす 1989 ゅけょうくぇ っ ゃ 
╆ぇゃけょ 2. ╇ くうおけゅぇ  う こさっい せき 
くっ え っ きうくぇゃぇかけ ょぇ くぇこせしくっ 
そうさきぇすぇ, きぇおぇさ つっ ゃ すさせょ
くうすっ いぇ „┿さしっくぇか” ゅけょうくう くぇ 
ょゃぇ こなすう 〈っきっくせあおぇ っ しさっょ 
しなおさぇすっくうすっ. ′け けとっ こさっ
ょう ょぇ ういすっつっ ゃさっきっすけ え くぇ 
すさせょけゃぇすぇ  ぉけさしぇ, すは っ ぉうかぇ 
ゃさなとぇくぇ けすくけゃけ くぇ さぇぉけすぇ. 
 

っ あっかはいくぇすぇ かけゅうおぇ くぇ さぇ
ぉけすくうつおぇすぇ. ╉けはすけ っ し ぇさ
しっくぇかしおぇ こなこくぇ ゃさなゃ.  ‶け 
きぇえつうくぇ かうくうは. ╇ ょけ ょくっし 
ゃ ╆ぇゃけょ 1 うきぇ しこけきっく いぇ 
きぇえおぇ え - ‶っくおぇ ╀ぇえおけゃぇ けす 

【っえくけゃけ, ぇ ゃせえつけ え - 》さうしすけ 
╋うかこっすさけゃ, ゃしっ けとっ っ つぇしす 
けす おけかっおすうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
′せてぇ っ けす けくっいう ぇさしっくぇかちう, 

いぇ おけうすけ そうさきぇすぇ っ  ゃしうつおけ. 
╅うゃけす. 
╆ぇすけゃぇ は ぉけかう, つっ ゃしっ こけゃっ

つっ きかぇょう たけさぇ うかう くっ うしおぇす 
ょぇ さぇぉけすはす う „つぇおぇす くぇ っょくぇ 
つうくうは きぇくょあぇ けす さけょうすっかうすっ 
しう”, うかう こけしすなこゃぇす くぇ さぇぉけすぇ 
し こけつすう くせかっゃう すったくうつっしおう 
せきっくうは  う こけいくぇくうは. ‶け すけいう 
こさけぉかっき ぉうゃてぇすぇ ゃないこうすぇ
くうつおぇ くぇ ]‶〈〉 „《さうょさうた 
╄くゅっかし” っ おぇすっゅけさうつくぇ: „] 
ょゃっ さなちっ とっ しっ こけょこうてぇ いぇ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ すけゃぇ せつう
かうとっ. ╇きぇ くせあょぇ けす すぇおけゃぇ 
せつうかうとっ すせお, くぇ  すっさうすけさうは
すぇ くぇ いぇゃけょぇ, うくぇつっ くはきぇ ょぇ 
しぇ さはょおけしす くけゃうすっ おぇょさう, 
おけうすけ くっ せきっはす ょぇ  さぇぉけすはす 
し きうおさけきっすなさ うかう てせぉかっさ”, 
すゃなさょう ′せてぇ, いぇ おけはすけ かのぉけ
ゃすぇ う しっぉっけすょぇょっくけしすすぇ ゃ さぇ
ぉけすぇすぇ しぇ くっとけすけ, おけっすけ けし
きうしかは くぇこけかけゃうくぇ あうゃけすぇ え. 
╃させゅぇすぇ こけかけゃうくぇ っ こけょっかっ
くぇ きっあょせ かのぉうきうは しうく, ゅさう
あうすっ こけ ぉけかくぇすぇ ゃっつっ きぇえおぇ, 
さけょくけすけ 【っえくけゃけ う かのぉけゃすぇ 
おなき かうすっさぇすせさぇすぇ う しちっくぇすぇ. 
[けょっくぇ ぇおすさうしぇ しなき, しきうゅぇ 

くぇ そうくぇかぇ ′せてぇ, すさせこぇかぇ 
けこうす くぇ しちっくぇすぇ ゃ おゃぇさすぇか
くうは おかせぉ うかう ゃ 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 ゃ ちったぇ. 
╇ゅさぇかぇ しなき ょけさう 』せょけきうさ, 
おぇいゃぇ いぇおかっすぇすぇ ゅけぉかっくぇさおぇ 
う ょけきけてぇさおぇ, おけはすけ, こさっょう 
ょぇ ぉなょっ こけゅなかくぇすぇ けす ゅさぇょ
しおぇすぇ ゃっつっさくぇ ゃなさゃけかうちぇ,  
きう ういすなさゃぇ けす つぇくすぇすぇ しう 
くぇえ-ゃぇあくぇすぇ そけさきせかぇ, おけはすけ 
は こさぇゃう とぇしすかうゃぇ: 
╁しうつおけ ゃ あうゃけすぇ っ かのぉけゃ! 

[ぇいょぇゃぇえすっ しっ ぉっいせしかけゃくけ, 
いぇ ょぇ こけかせつぇゃぇすっ う ょぇ ゃう しっ 
ゃさなとぇ!   
¨つうすっ え ういょぇゃぇたぇ, つっ こさう 

くっは すぇいう そけさきせかぇ っ しさぇぉけすう
かぇ. ′ぇ 100%. ╁なこさっおう こさっ
ゃさぇすくけしすうすっ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

《てけおか つけ かおせあ しかえかせおあ!

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

』╊〈╊‶〉¨っ【 》『¨〉《』...
′けゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ  ゅけ さぇょゃぇ 

きくけゅけ, さっいせかすぇすうすっ けす けぉせつっ
くうっすけ くぇ きかぇょう しこっちうぇかうしすう 
– しなとけ. ╀っい おゃぇかうそうちうさぇくう 
おぇょさう くはきぇ おぇお ょぇ しっ ゃなさゃう 
くぇこさっょ, いくぇっ すったくけかけゅなす. ╆くぇっ 
しなとけ, つっ う くっ ゃしっおう, こけしすなこうか 
ゃ „┿さしっくぇか“, せょなさあぇ くぇ すっきこけ
すけ くぇ くせあょぇすぇ けす せつっくっ くぇ くけゃう 
う くけゃう くっとぇ. ╆くぇっ ゅけ, いぇとけすけ 
しぇきうはす すけえ っ せつうか ちはか あうゃけす. 
╇ こさっょぇゃぇか けこうす. „╁しはおけ くけゃけ 
くぇつぇかけ っ きくけゅけ すさせょくけ. ′け 
すさはぉゃぇ すさせょくけしすすぇ ょぇ しっ こさっ
けょけかっっ. „┿さしっくぇか“ っ ゅけかはきけ 
せつうかうとっ, くけ せつうかうとっ いぇ たけ
さぇすぇ, おけうすけ うしおぇす ょぇ しっ せつぇす“, 
いぇおかのつぇゃぇ すったくけかけゅなす ╇ゃぇ
くけゃ.  〈けえ すさせょくけ しっ ゃないょなさあぇ 
ょぇ こけこうすぇ ゃしっおう くけゃけょけてなか, 
おけえすけ こなさゃけ すなさしう いぇこかぇすぇ, 
ぉけくせしう う ゃぇせつっさう, おぇおゃけ かうつ
くけ ぉう しかけあうか ゃ ゅけかっきうは ぇさしっ
くぇかしおう „つせゃぇか“, すぇおぇ つっ すけえ ょぇ 
ぉなょっ こなかっく, こさっょう ょぇ つぇおぇきっ, 
こさっょう ょぇ ういゃぇょうき けす くっゅけ いぇ 
しっぉっ しう. ╃ぇ さぇぉけすう しなゃっしすくけ いぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ う けさなあっえくぇすぇ 
くう  こさけきうてかっくけしす いぇ ╇ゃぇくけゃ 
っ せょけゃけかしすゃうっ う ょなかゅ, いぇこぇいっく 

けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ っ けすうゃぇか ゃ 
つせあぉうくぇ し ょせきうすっ くぇ さなおけゃけょ
しすゃけすけ: “╁うっ しすっ くぇちうけくぇかくうはす 
けすぉけさ くぇ ╀なかゅぇさうは う おさぇえくうはす 
さっいせかすぇす すさはぉゃぇ ょぇ っ ゃ くぇてぇ 
こけかいぇ!“. ¨ぉとけ 3 ゅけょうくう うきぇ 
いぇょ ゅさぇくうちぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ. ╆ぇょ 
ゅさぇくうちぇ う いぇょ しすさけゅけ けたさぇくは
ゃぇくうすっ こけさすぇかう くぇ ゃけっくくうすっ 
いぇゃけょう ゃ ┿そさうおぇ う ┿いうは っ さぇ
ぉけすうか おぇいぇくかなておうはす すったくけかけゅ, 
おなょっすけ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ けぉせつぇゃぇ, 
きせ しっ くぇかぇゅぇ ょけさう ょぇ こさけゅけゃけさう 
そぇさしう - おぇすけ しぇき ぉなかゅぇさうく ぉっい 
こさっゃけょぇつ ゃ けゅさけきくうは けさなあっっく 
ちった. ╁うょはか っ きくけゅけ. ¨す せつっくっ 
う さぇぉけすぇ くっ しっ こかぇてう. ╁っつっ きせ 
しっ とっ こけつうゃおぇ. ╇しおぇ ょぇ ゃはさゃぇ, 
つっ し ょっちぇ う ゃくせちう, ゃしうつおけ とっ 
ぉなょっ くぇさっょ. “╁しっおう ょぇ しう こけっきぇ 
あうゃけすぇ  しこけさっょ しゃけうすっ しう ゃうあ
ょぇくうは. ╆ぇ きっく っ ゃぇあくけ ょぇ ぉなょぇす 
あうゃう う いょさぇゃう“, おぇいゃぇ つけゃっおなす, 
くぇすさせこぇか, いぇっょくけ し おぇいぇさきぇすぇ, 
ゃっつっ 54-ゅけょうてっく すさせょけゃ しすぇあ. 
『うそさけき う しかけゃけき すけゃぇ っ こけかけ
ゃうくぇすぇ けす しっきっえくうは ゅけょうてっく 
こさうくけし おなき „┿さしっくぇか“, おけえすけ 
ゅけくう ぇぉしけかのすくうすっ 100. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈さうつかっくくけ あせさう けちっくは
ゃぇてっ せきっくうはすぇ くぇ 500-すっ 
せつぇしすくうちう けす 8 ゅさぇょぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ.  
¨しゃっく し ぇゃすけさしおうは すぇくち 

くぇ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ, ぇさしっくぇか
しおうすっ  すぇくちぬけさう ゃこっつぇすかう
たぇ こせぉかうおぇすぇ う あせさうすけ う し 
くぇょうゅさぇゃぇくっすけ しう.  
〈けゃぇ っ すさっすけすけ せつぇしすうっ くぇ 

╃っすしおけ-のくけてっしおうは すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ おけく
おせさしぇ ゃ しすぇさけこさっしすけかくうは 
ゅさぇょ, おぇすけ けとっ こさう こなさゃけ
すけ しう せつぇしすうっ すっ しこっつっかうたぇ 
2-さぇ くぇゅさぇょぇ. 
〈っいう けすかうつうは けぉぇつっ くっ しぇ 

そうくぇかなす いぇ すけいう しっいけく くぇ 
きぇかおうすっ すぇくちぬけさう くぇ „┿さ
しっくぇか”. ]ぇきけ しかっょ しっょきうちぇ, 
くぇ  22 きぇえ 2015 ゅ. /こっすなお/, 
けす 18.30 つ. ゃ ゅけかはきぇすぇ いさう
すっかくぇ いぇかぇ くぇ ╃╉ “┿さしっ
くぇか“ とっ しっ しなしすけう ゅけょうて
くうはす おけくちっさす くぇ ╃ぃ《〈] 
„┿さしっくぇか“, おけえすけ こけ すさぇょう
ちうは っ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 24-
すう きぇえ. 〈けゃぇ っ おけくちっさすなす, 
ゃ おけえすけ こさけょなかあうすっかくうすっ 
ぇこかけょうしきっくすう くぇ こせぉかうおぇ
すぇ しぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇ
ょぇ. ╁ くっゅけ くぇょ 180 ょっちぇ くぇ 
ゃないさぇしす けす 6 ょけ 16 ゅけょうくう 

...╅『』╊〉╅]』[¨【╊ 【╅〉をゃ《『¨
とっ こけおぇあぇす くぇえ-ょけぉさけすけ, 
おけっすけ しぇ せしゃけうかう ゃ けぉせつっ
くうっすけ しう こけ ぉなかゅぇさしおう くぇ
さけょくう すぇくちう こさっい せつっぉくぇすぇ 
2014/2015 ゅ., おぇおすけ う すぇく
ちけゃう ういこなかくっくうは, し おけうすけ 

しなしすぇゃなす しっ っ こさっょしすぇゃはか くぇ 
そっしすうゃぇかう う おけくおせさしう.
╁ ゅけょうてくうは おけくちっさす-こさけ

ょせおちうは とっ ゃいっきぇす せつぇしすうっ 
ゃしうつおう そけさきぇちうう: ╂けかっきうはす 
おけくちっさすっく しなしすぇゃ, ╋ぇかおうはす 
おけくちっさすっく しなしすぇゃ, ╂けかはきぇすぇ 
ておけかぇ いぇ けぉせつっくうっ こけ ぉなか
ゅぇさしおう くぇさけょくう すぇくちう, ╋ぇか
おぇすぇ ておけかぇ う ╂させこぇすぇ くぇ くぇ
つうくぇっとうすっ すぇくちぬけさう.
]かっょゃぇとうすっ おけくちっさすくう うい

はゃう くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ くぇ 

„┿さしっくぇか“ とっ ぉなょぇす くぇ しちっ
くぇすぇ くぇ ╋っあょせくぇさけょくうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ そっしすう
ゃぇか, おけえすけ とっ しっ こさけゃっょっ 
くぇ 5, 6 う 7 のくう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 

さけいぇすぇ.
╋ぇかおうすっ ぇさしっくぇかしおう 

すぇくちぬけさう とっ ゃいっきぇす 
せつぇしすうっ しなし しぇきけしすけは
すっかっく ぉかけお う ゃ すさぇょう
ちうけくくけすけ こさぇいくうつくけ 
てっしすゃうっ くぇ 7 のくう.
╃っすしおけ-のくけてっしおうはす 

すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっ
くぇか” っ けしくけゃぇく こさっい 
1984 ゅ. おぇすけ ておけかぇ 
おなき さぇぉけすくうつっしおうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ 

ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか”. 
╁ さっこっさすけぇさぇ くぇ しなしすぇ

ゃぇ しぇ ゃおかのつっくう すぇくちう けす 
ゃしうつおう っすくけゅさぇそしおう けぉかぇ
しすう くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╃っちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” しぇ 

こさっょしすぇゃはかう ぉなかゅぇさしおうすっ 
くぇさけょくう すぇくちう ゃ きっあょせくぇ
さけょくう そけかおかけさくう そっしすう
ゃぇかう ゃ ╀なかゅぇさうは, ╂なさちうは, 
[せきなくうは, ╋ぇおっょけくうは, ╇すぇ
かうは う ょさ.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

 „╅『』╊〉╅]” 』ぇ╆『╅ 《╇╅を¨¨【╊ ¨ ╇ ¨』【╅〉╆】] 
]  こけさっょっく せしこった いぇ こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” こさうおかのつう すぇいゅけょうてくけすけ ういょぇくうっ くぇ 

すさぇょうちうけくくけすけ  きっあょせくぇさけょくけ ういかけあっくうっ いぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ う こさけょせおちうは IDES, 
こさけゃっょっくけ ゃ ╇しすぇくぉせか ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すけいう きっしっち.
 ′ぇ こかけと けす こけゃっつっ けす 30 おゃ. き. ”┿さしっくぇか” こけおぇいぇ くぇ しゃっすぇ ちはかぇすぇ ゅぇきぇ けす くぇえ-くけゃぇすぇ 

しう こさけょせおちうは う けぉさぇ けゃぇちううすっ. 
¨しけぉっく うくすっさっし おなき とぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか” しぇ こさけはゃうかう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ すせさしおけすけ 

こさぇゃうすっかしすゃけ. 
╆ぇ くぇし すけゃぇ っ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ ゃくうきぇくうっ こさっょゃうょ そぇおすぇ, つっ ゃ 〈せさちうは ゃけっくくうすっ 

いぇゃけょう しぇ きくけゅけ う こさけういゃっあょぇす こけょけぉくう くぇ くぇてうすっ ういょっかうは, くけ うきっくくけ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” っ すけゃぇ,  おけっすけ しこうさぇ ゃぇあくうすっ おかうっくすう こさう くぇし, いぇはゃう しかっょ 
ういかけあっくうっすけ ╇ゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ - さっゅうけくぇかっく きっくうょあなさ いぇ ╀かういおうは ╇いすけお けす けすょっか „╀ういくっし 
さぇいゃうすうっ” くぇ „┿さしっくぇか 2000”. 
╉なき  くぇえ-くけゃうすっ ういょっかうは くぇ そうさきぇすぇ しっさうけいっく うくすっさっし しぇ こさけはゃうかう う ゅけかっきう おせこせ-

ゃぇつう けす ┿そさうおぇ う ╀かういおうは ╇いすけお. 
╋っょうえくうはす うくすっさっし  おなき ぇさしっくぇかしおうは とぇくょ しなとけ っ ぉうか けゅさけきっく.
╃けぉさうすっ こっさしこっおすうゃう こさっょ そうさきぇすぇ しかっょ  すけゃぇ こけさっょくけ ういかけあっくうっ しぇ けとっ こけゃっつっ, 

ょけこなかくう ╇ゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ. 
]かっょ いぇぉっかっあうすっかくけすけ せつぇしすうっ ゃ ╇しすぇくぉせか いぇ きっくうょあなさうすっ くぇ „┿さしっくぇか” う „┿さしっくぇか 

2000” こさっょしすけう こけさっょくけすけ ゅけかはきけ きっあょせくぇさけょくけ  こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ - しっこすっきゃさうえ-
しおけすけ  ういかけあっくうっ  DSEI ゃ ╊けくょけく. 

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, けぉはゃはゃぇ いぇ こさけょぇあぉぇ しかっょくうすっ 
しゃけう くっょゃうあうきう うきけすう:

1. ‶けつうゃくぇ ぉぇいぇ ゃさなた „]ゃっすう ′うおけかぇ”;
2. 〈せさうしすうつっしおぇ ぉぇいぇ しっかけ ぅしっくけゃけ;
3. ‶さうっきくぇ „〈のかぉっすけ” ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
‶さけょぇあぉぇすぇ くぇ うきけすうすっ とっ しっ ういゃなさてう し すぇっく すなさゅ こさう けこさっょっかっくう くぇつぇかくう 
すさなあくう ちっくう いぇ くぇょょぇゃぇくっ.
〈さなあくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは きけあっ ょぇ ぉなょっ いぇおせこっくぇ ゃしっおう さぇぉけすっく ょっく けす 9:00 つぇしぇ 
ょけ 15:00 つぇしぇ ゃ ょくうすっ けす:
- 25.05.2015 ょけ 10.06.2015 ゅ. けす おぇしぇすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ こけ ちっくぇ 120 かっゃぇ し ╃╃] 
いぇ ゃしっおう すなさゅ.
〈なさゅけゃっすっ とっ しっ こさけゃっょぇす くぇ 12.06.2015 ゅ. ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ - しゅさぇょぇすぇ くぇ ╂かぇゃくけ 
せこさぇゃかっくうっ - こさうっきくぇすぇ くぇ ╃うさっおすけさ そうくぇくしう う うおけくけきうおぇ, おぇおすけ しかっょゃぇ:
- 10:00 つぇしぇ - ‶けつうゃくぇ ぉぇいぇ ゃさなた „]ゃっすう ′うおけかぇ”;
- 10:30 つぇしぇ - 〈せさうしすうつっしおぇ ぉぇいぇ しっかけ ぅしっくけゃけ;
- 11:00 つぇしぇ - ‶さうっきくぇ „〈のかぉっすけ”
¨そっさすう いぇ せつぇしすうっ とっ しっ こさうっきぇす ょけ 12:00 つぇしぇ くぇ 11.06.2015 ゅ. ゃ おぇしぇすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃.

¨そっさすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす こけょぇょっくう ゃ いぇこっつぇすぇく こかうお, ゃなさたせ
おけえすけ ょぇ っ ういこうしぇくけ こなかくけすけ うきっ くぇ せつぇしすくうおぇ.       

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは すっかっそけく: 0431/6 33 23

/ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ - ╃うさっおすけさ そうくぇくしう う うおけくけきうおぇ/

《╆っ╇╅

すぇ くっ きせ っ ぉうかぇ くうおけゅぇ こけ 
きはさおぇ - こさっょこけつうすぇか せしな-
ゃなさてっくしすゃぇくっすけ くぇ こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ しう せきっくうは こさっょ 
こぇさすうえくけすけ ういさぇしすゃぇくっ. ╇ 

すけゃぇ きせ かうつってっ  くっ こさけし-
すけ けす ぉうけゅさぇそうはすぇ, ゃ おけは-
すけ つっすっき: こなさゃぇすぇ ょうこかけきぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう ゃうしてうしす けす 
〈せかしおうは けさなあっっく うくしすう-

すせす; くはおけかおけすけ かうつくう しさっ-
とう し ゃっかうおうは おけくしすさせおすけさ 
╉ぇかぇてくうおけゃ; さなおけゃけょしすゃけすけ 
こさう せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ┿╉-47, 
おぇさすっつくうちうすっ こけょ しなとけすけ 

うきっ, こうしすけかっす „╋ぇおぇさけゃ“,  
こせしおけゃぇすぇ すさなぉぇ くぇ „]すさっかぇ“ 
う せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ぇさしっくぇか-
しおうすっ っおうこう ゃ ╊うぉうは.  
╇いぉけさなす - けさなあっえくうお, いぇ 

╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ っ ぉうか ういぉけさ ょぇ 
しっ せしなゃなさてっくしすゃぇて ゃ さぇぉけすぇ-
すぇ こけしすけはくくけ, ゃうくぇゅう ょぇ くぇ-
きうさぇて ういたけょ けす おさうすうつくう しう-
すせぇちうう, ょぇ しっ しこさぇゃはて, ぉっい ょぇ 

せしっとぇて こさけぉかっきう. ╉ぇいぇ きう ゅけ 
かうつくけ. ╇いぉけさなす くぇ せこさぇゃかっ-
くっち いぇ くっゅけ っ ぉうか: “╃ぇ しすけうて 
ぉかういけ ょけ さぇぉけすくうおぇ, おけゅぇすけ 
うきぇ ゃなこさけしう いぇ さってぇゃぇくっ, う 

ょぇかっつ, おけゅぇすけ しう ゃなさてう しかせ-
あっぉくうすっ いぇょなかあっくうは“. 
╇いぉけさなす くぇ つけゃっおぇ ╂っけさゅう 

╋ぇさおけゃ っ: ょぇ くっ しっ こけょょぇょっ 
くぇ ういおせてっくうはすぇ くぇ ょくってくけ-
すけ ゃさっきっ, おけっすけ „こさぇゃう こぇ-
さうすっ こけ-ちっくくう けす あうゃけすぇ, ぇ 
たけさぇすぇ – たけさぇ ぉっい こさうはすっか-
しすゃぇ.“
╃けしすけっく ういぉけさ. ╁なゃ ゃしはおけ 

けすくけてっくうっ. 
¨す うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ きう 

けしすぇくぇたぇ っょうく おせこ しくうきおう. 
〈ぇおぇ う くっ きせ ゅう ゃなさくぇた. ╆ぇ 
おけっすけ しなあぇかはゃぇき. ′け おけっすけ 
きう ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ ゅう 
しこけょっかは し たうかはょうすっ つうすぇすっ-
かう くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. ╆ぇ 
ょぇ けあうゃっはす けとっ ゃっょくなあ くっ-
ゅけゃうすっ しさっとう し たけさぇすぇ – しさっ-
とう し こさうはすっかう いぇ さぇいょせきおう 
う ゃっしっかぉう, こさけそっしうけくぇかくう 
しさっとう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ, しさっとう ゃ しさっょう-
とぇすぇ くぇ しこっちうぇかうしすうすっ けす 
すけいう ぉさぇくて こけ しゃっすぇ – ╇く-
ょうは, ╇いさぇっか, ╊うぉうは, [せしうは 
う ょけさう – 〈ぇくいぇくうは… ╉なょっすけ 
すけえ くぇゃしはおなょっ っ くけしうか ゃはさぇ-
すぇ しう, つっ „┿さしっくぇか“ っ ぉうか う 
とっ けしすぇくっ. ╇ つっ: „╉ぇいぇくかなお 
くっ きけあっ ぉっい „┿さしっくぇか“.
‶さっょ うくあっくっさ ╂っけさゅう ╋ぇさ-

おけゃ -  ‶けおかけく! 
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

Георги Марков с уникалния сувенир на АК47 , в чието внедряване участва през ‘58 като 
началник цех. Получава този подарък през януари 2012 г. от изп. директор Николай 
Ибушев по повод пенсионирането си.
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′ぇこせしくぇ くう ╂っけさゅう ╋ぇさ

おけゃ. ╀ってっ こなさゃうはす けす 
くぇてぇすぇ させぉさうおぇ „╁っすっさぇくう“. 
′っ しかせつぇえくけ. 
‶けきくった うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ 

けす ゃさっきっすけ くぇ おさぇすおけすけ きう 
さぇぉけすくうつっしおけ ぉうすうっ ゃ ╆ぇゃけょ 
1 こさっい 1983-すぇ – いぇき.-ょうさっお
すけさなす, いぇ おけゅけすけ しっ ゅけゃけさってっ 
し さっしこっおす. ╉けゅけすけ きけあってっ 
ょぇ ゃうょうて う ゃ しうくは こさっしすうか
おぇ. 』うはすけ けしぇくおぇ ょなさこぇてっ 
こけゅかっょぇ. ] すっいう とさうたう くぇ 
しこけきっくぇ う くっしおさうすけ こさうすっし
くっくうっ すさなゅくぇた いぇ しさっとぇすぇ 
しう し くっゅけ ゃ こけしかっょくうすっ ょくう 
くぇ ぇこさうか 2011-すぇ. ]すはゅぇたきっ 
こなさゃうは ぉさけえ くぇ ゃないさけょっくうは 
そうさきっく ゃっしすくうお, ゃっつっ し うきっ
すけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“.
〈けえ しすけこう すさっゃけゅうすっ きう 

ゃっょくぇゅぇ. ] せしきうゃおぇ, しこけおけえ
くぇ ゃっょさけしす, すけこなか こけゅかっょ… 
] こさっきっさっくう ょせきう う っょくぇ 
こぇこおぇ しくうきおう. ╁きっしすけ しせっすぇ, 
おぇおゃぇすけ けつぇおゃぇた ょぇ こけおぇいゃぇ 
っょうく すけかおけゃぇ いぇしかせあうか こさけ
そっしうけくぇかうしす, せしっすうた しきう
さっくうっ, ゃすなおぇくけ ゃ せきっかけ さっ
ょせゃぇくっ くぇ ょせきう し きなかつぇくうっ. 
〈けえ いくぇってっ きくけゅけ, くけ おぇい
ゃぇてっ しぇきけ すけかおけゃぇ, おけかおけすけ 
っ くっけぉたけょうきけ. ′っ こさけこせしくぇ, 
ぇ こけょつっさすぇ: “¨ぉうつぇき „┿さしっ
くぇか!“. ′っ しおさう, つっ こけかうすうおぇ

 〈けゃぇ すゃなさょう っょくぇ けす けぉうお-
くけゃっくうすっ さぇぉけすくうつおう くぇ 
„┿さしっくぇか” う っょくぇ けす くぇえ-いぇ-
おかっすうすっ ゅけぉかっくぇさおう  う しぇきけ-
ょっえおう 〈っきっくせあおぇ ╃っくつっゃぇ. 
¨す くっえくうは あうゃけす しすぇゃぇ 

そうかき. ̈ す すっいう,  ゃ おけうすけ  くはきぇ 
ぉせさくう しちっくう, くうすけ っおいぇかすう-
さぇくう かうちぇ, くけ こなお ゅかっょぇて し 
すぇおなゃ うくすっさっし ゃしはおぇ しっさうは,  
つっ くっ しきっって ょぇ けすおぇつうて けつう 
けす すっかっゃういけさぇ. ╆ぇとけすけ っ うし-
すうくしおう. 
′はきぇ う そけえっさゃっさおう, きぇおぇさ 

ょぇ っ こさっあうゃはかぇ っょくぇ すぇおぇ-
ゃぇ いぇさは, こさう すけゃぇ こうとくぇ う 
しこけょっかっくぇ - いぇ 50-すぇすぇ え ゅけ-
ょうてくうくぇ, こけかはすぇ けぉうかくけ う し 
ゃすけさう  こけゃけょ - こっくしうけくうさぇ-
くっすけ え.  
¨す こけいうちうはすぇ くぇ ういきうくぇ-

かうすっ ゃっつっ 5 ゅけょうくう, 55-ゅけ-
ょうてくぇすぇ  さぇぉけすっとぇ こっくしうけ-
くっさおぇ /ぇきぇ おぇお いゃせつう しぇきけ!/ 
〈っきっくせあおぇ ╃っくつっゃぇ, さっょけゃう 
きけくすぇあくうお-ぉけっこさうこぇしう  けす 
ちった 150 くぇ ╆ぇゃけょ 2,  っ おぇすっ-
ゅけさうつくぇ: こっくしうけくうさぇくっすけ くぇ 
きかぇょぇ ゃないさぇしす うきぇ う こけかいう, 
う ゃさっょう: こけかいぇすぇ っ, つっ „ぇおけ 
しう いょさぇゃ う し ぇおなかぇ しう, きけ-
あって ょぇ さぇぉけすうて けとっ う ょぇ しう 
こけきけゅくって ゃ くっとけ. ┿おけ くっ - 
„しっ けすょぇゃぇて くぇ けすょうた う こけ-
つうゃおぇ”. ′ぇ くっは え  っ こさけゃなさ-
ゃはかけ.  ╁なこさっおう, つっ あうゃけすなす 
え ういけぉとけ くっ は っ こけとぇょうか.
¨しすぇゃぇ ゃょけゃうちぇ くぇ 39 ゅけょう-

くう, こけゅさっぉゃぇえおう ぉっい ゃさっきっ 
けすおさぇょくぇす けす あうゃけすぇ 50-ゅけ-
ょうてっく しなこさせゅ. ]なし しうく すけゅぇ-
ゃぇ ゃ おぇいぇさきぇすぇ う し こけきけとすぇ 
くぇ おけかっゅう う こさうはすっかう, ′せてぇ 
すけゅぇゃぇ, ぇ う ゃ しかっょゃぇとうすっ 
すさせょくう ゅけょうくう,  せしこはゃぇ ょぇ しっ 
しこさぇゃは し けこっさぇちうう: くぇ くっは う 
くぇ きけきつっすけ え, し ょさせゅう あうすっえ-
しおう くっしゅけょう, おけうすけ こけしさっとぇ 
し こさうしなとぇすぇ え くぇ ╃っゃぇ-こさう-
さけょぇすぇ  せこけさうすけしす,  しすけう-
ちういなき う ぉけさぉっくけしす. ╇きぇき 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ  くぇ つけゃっお, 
おけえすけ しっ しこさぇゃは, おぇいゃぇ 〈っ-
きっくせあおぇ. ╇ し こさぇゃけ. ╋ぇおぇさ 
つっ う すは, おぇすけ ゃしうつおう たけさぇ, 
しう うきぇ しゃけうすっ  すさせょくう  きけ-

╉《╇《]〉╅ 』ぇ〈 《【 ╋¨╇《【╅ 
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] ういちはかけ けぉくけゃっくう しぇくうすぇさくう こけきっとっくうは, くけゃう すけぇかっすくう, けし
ゃっあっくう う ゃないしすぇくけゃっくう しなぉかっおぇかくう う しすぇう いぇ けすょうた しっ しょけ

ぉうたぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ こうさけすったくうおぇ. ‶さうおかのつうかうはす さっ
きけくす, ょっかけ くぇ さぇぉけすくうちう けす そうさきぇ „╉さうゅっすぇ” ¨¨╃ - ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, 

っ くぇこさぇゃうか せしかけゃうはすぇ いぇ さぇぉけすっとうすっ 
くけさきぇかくう, っゃさけこっえしおう, しなゃさっきっくくう.  
〈っさぇおけすくう くぇしすうかおう, PVC-けぉかう

ちけゃおう う こかけしおけしすう „′けかうくぇ“, くけゃう 
ょせてけゃっ, おさぇくけゃっ - しぇ つぇしす けす こさうょけ
ぉうゃおうすっ. ‶けょくけゃっくう しぇ う ╁う╉-うくしすぇ
かぇちううすっ う すさな
ぉうすっ. 
‶けょけぉくう けし

くけゃくう さっきけくすう 
くぇ しすぇうすっ いぇ 
けすょうた, ╁う╉-うく

しすぇかぇちううすっ う すけぇかっすくうすっ ゃ きけきっくすぇ すっつっ う ゃ 
╆ぇゃけょ 4 - こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ. 〈ぇき しっ  ういゅさぇあ
ょぇ う ういちはかけ くけゃぇ ╁う╉-しうしすっきぇ. [っきけくすうすっ しっ 
ういゃなさてゃぇす けすくけゃけ けす „╉さうゅっすぇ“ ¨¨╃.
╁しうつおけ すけゃぇ しっ ういゃなさてゃぇ こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ 

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” う しぇ しなゅかぇしせゃぇ
くう し こさっょかけあっくうはすぇ くぇ しうくょうおぇかくうすっ しすさせお
すせさう くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
『っかすぇ っ  っょくぇ: さぇぉけすっとうすっ ょぇ うきぇす くけさきぇかくう 
せしかけゃうは いぇ すさせょ う こけつうゃおぇ. 

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

【かすかせときさあ ╉かせねかうあ: ¨すあす つあすそねとうつてうけかてそ せあ ねそうかさ, さそこてそ つか つたちあうみ

きっくすう, おけうすけ すってう し せこけさうすけ 
ゃいうさぇくっ ゃ ゅけぉかっくうすっ. 〈っ しぇ え 
ょさせゅうはす あうすっえしおう ちはさ う ぉはゅ-
しすゃけ けす すさせょくうすっ こっさうけょう ゃ 
あうゃけすぇ. ╁うょ さっかぇおし. 
′せてぇ, おけはすけ くぇ 15 のかう すぇいう 

ゅけょうくぇ とっ けすたゃなさかう 38 ゅけょう-
くう ゃはさくけしす くぇ きぇさおぇすぇ „┿さ-
しっくぇか”, „ おけっすけ くっ しなき しう う 
こさっょしすぇゃはかぇ,  つっ とっ くぇゃなさすは 
すせお”,  しっ ゅけさょっっ し おけかっおちう-
はすぇ しう けす ゅけぉかっくう. ╇きぇ くぇょ 
23 う こさけょなかあぇゃぇ せこけさうすけ ょぇ 
ぉけょっ しかっょゃぇとうは - „]うおしすうく-
しおぇすぇ きぇょけくぇ”. ╆ぇこけつくぇかぇ 
ゅけぉかっくぇさしすゃけすけ くぇ てっゅぇ - し 
„╉けくっ くぇ ゃけょけこけえ”, おけうすけ 

え こけょぇさはゃぇす  こさうはすっかおう いぇ 
『ゃっすくうちぇ こさっい 1993 ゅけょうくぇ. 
╇ しっ いぇこぇかうかぇ. ╃けすけかおけゃぇ,  
つっ ょけきなす え  っ くっとけ おぇすけ きぇ-
かなお ╊せゃなさ. 
〈けゃぇ きっ こさぇゃう しこけおけえ-

くぇ, しないょぇゃぇ きう せしっとぇくっ いぇ 
しきうしなか う  おさぇしけすぇ, こさういくぇ-
ゃぇ あっくぇすぇ, つうえすけ 7 さぇぉけすくう 
つぇしぇ ゃしっおう ょっく こさっきうくぇゃぇす, 
くぇょゃっしっくぇ くぇょ ぉぇさせす う さぇい-
かうつくう ょさせゅう しきっしう, おけうすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ けすゅかっあょぇ し けしけぉっ-
くけ ゃくうきぇくうっ う しすぇさぇくうっ, いぇ-
さぇょう おぇつっしすゃけすけ う … あうゃけすぇ 
くぇ すけいう ょけ すっぉ. 
′っいぇゃうしうきけ, つっ くうおけゅぇ くっ 

っ ぉうかぇ ゃ ┿かっはすぇ くぇ いぇしかせあう-
かうすっ ぇさしっくぇかちう, 

Теменужка се чувства 
специален човек за 
фирмата и Завод 2.  

╆ぇとけすけ, „おけゅぇすけ うきぇた こさけ-
ぉかっきう, ぉはた ゃ ょなかなゅ ぉけかくう-
つっく,  おけかっゅうすっ,  しうくょうおぇかう-
しすうすっ けす ╉′]╀ きう こけきけゅくぇたぇ, 
ぉはたぇ ょけ きっく ゃ すさせょくうすっ きう 
ょくう. ┿ う くぇつぇかくうちうすっ くう しぇ 
たせぉぇゃう, ょうさっおすけさなす っ いっきっく 
つけゃっお, きけあって ょぇ ゅけゃけさうて し 
くっゅけ いぇ ゃしうつおけ, くけさきぇかくけ, 
ぉっい こさうすっしくっくうは, くっいぇゃう-
しうきけ つっ ぇい しなき こさけしすけ っょうく 
さぇぉけすくうお. 』せゃぇす くう.”, おぇいゃぇ 
′せてぇ, いぇ おけはすけ くぇつぇかくうつおぇ-
すぇ え ]くっあぇ ╃けえつっゃぇ っ „うい-
おかのつうすっかっく つけゃっお, おけえすけ 
けぉゅさうあゃぇ こけょつうくっくうすっ しう し 
きくけゅけ ゃくうきぇくうっ う かのぉけゃ”. 
╇きぇ う くっゃっさけはすくう おけかっあおう: 
╋うきぇ, ╃けぉさうくおぇ, ╅うゃおぇ, ╁っ-
しうすけ, ╅っかおぇ う おせこ けとっ. 
¨す 38-すっ ゅけょうくう, こさっおぇさぇ-

くう ゃ „┿さしっくぇか”, しぇきけ 3 ′せてぇ 
くっ っ さぇぉけすうかぇ くぇ おぇすっゅけ-
さうは. ‶なさゃうすっ, ょけおぇすけ ぉうかぇ 
くぇ さぇぉけすぇ こけ ょけゅけゃけさ, しかっょ 
せつうかうとっ.  ╋うくぇかぇ こけっすぇこくけ 
こさっい ╆ぇゃけょ 6, こけしかっ いぇ おさぇす-
おけ ゃ 4 う けす 1989 ゅけょうくぇ っ ゃ 
╆ぇゃけょ 2. ╇ くうおけゅぇ  う こさっい せき 
くっ え っ きうくぇゃぇかけ ょぇ くぇこせしくっ 
そうさきぇすぇ, きぇおぇさ つっ ゃ すさせょ-
くうすっ いぇ „┿さしっくぇか” ゅけょうくう くぇ 
ょゃぇ こなすう 〈っきっくせあおぇ っ しさっょ 
しなおさぇすっくうすっ. ′け けとっ こさっ-
ょう ょぇ ういすっつっ ゃさっきっすけ え くぇ 
すさせょけゃぇすぇ  ぉけさしぇ, すは っ ぉうかぇ 
ゃさなとぇくぇ けすくけゃけ くぇ さぇぉけすぇ. 
 

Щом ме търсят пак, 
значи ме ценят, 

っ あっかはいくぇすぇ かけゅうおぇ くぇ さぇ-
ぉけすくうつおぇすぇ. ╉けはすけ っ し ぇさ-
しっくぇかしおぇ こなこくぇ ゃさなゃ.  ‶け 
きぇえつうくぇ かうくうは. ╇ ょけ ょくっし 
ゃ ╆ぇゃけょ 1 うきぇ しこけきっく いぇ 
きぇえおぇ え - ‶っくおぇ ╀ぇえおけゃぇ けす 

【っえくけゃけ, ぇ ゃせえつけ え - 》さうしすけ 
╋うかこっすさけゃ, ゃしっ けとっ っ つぇしす 
けす おけかっおすうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
′せてぇ っ けす けくっいう ぇさしっくぇかちう, 

いぇ おけうすけ そうさきぇすぇ っ  ゃしうつおけ. 
╅うゃけす. 
╆ぇすけゃぇ は ぉけかう, つっ ゃしっ こけゃっ-

つっ きかぇょう たけさぇ うかう くっ うしおぇす 
ょぇ さぇぉけすはす う „つぇおぇす くぇ っょくぇ 
つうくうは きぇくょあぇ けす さけょうすっかうすっ 
しう”, うかう こけしすなこゃぇす くぇ さぇぉけすぇ 
し こけつすう くせかっゃう すったくうつっしおう 
せきっくうは  う こけいくぇくうは. ‶け すけいう 
こさけぉかっき ぉうゃてぇすぇ ゃないこうすぇ-
くうつおぇ くぇ ]‶〈〉 „《さうょさうた 
╄くゅっかし” っ おぇすっゅけさうつくぇ: „] 
ょゃっ さなちっ とっ しっ こけょこうてぇ いぇ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ すけゃぇ せつう-
かうとっ. ╇きぇ くせあょぇ けす すぇおけゃぇ 
せつうかうとっ すせお, くぇ  すっさうすけさうは-
すぇ くぇ いぇゃけょぇ, うくぇつっ くはきぇ ょぇ 
しぇ さはょおけしす くけゃうすっ おぇょさう, 
おけうすけ くっ せきっはす ょぇ  さぇぉけすはす 
し きうおさけきっすなさ うかう てせぉかっさ”, 
すゃなさょう ′せてぇ, いぇ おけはすけ かのぉけ-
ゃすぇ う しっぉっけすょぇょっくけしすすぇ ゃ さぇ-
ぉけすぇすぇ しぇ くっとけすけ, おけっすけ けし-
きうしかは くぇこけかけゃうくぇ あうゃけすぇ え. 
╃させゅぇすぇ こけかけゃうくぇ っ こけょっかっ-
くぇ きっあょせ かのぉうきうは しうく, ゅさう-
あうすっ こけ ぉけかくぇすぇ ゃっつっ きぇえおぇ, 
さけょくけすけ 【っえくけゃけ う かのぉけゃすぇ 
おなき かうすっさぇすせさぇすぇ う しちっくぇすぇ. 
[けょっくぇ ぇおすさうしぇ しなき, しきうゅぇ 

くぇ そうくぇかぇ ′せてぇ, すさせこぇかぇ 
けこうす くぇ しちっくぇすぇ ゃ おゃぇさすぇか-
くうは おかせぉ うかう ゃ 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 ゃ ちったぇ. 
╇ゅさぇかぇ しなき ょけさう 』せょけきうさ, 
おぇいゃぇ いぇおかっすぇすぇ ゅけぉかっくぇさおぇ 
う ょけきけてぇさおぇ, おけはすけ, こさっょう 
ょぇ ぉなょっ こけゅなかくぇすぇ けす ゅさぇょ-
しおぇすぇ ゃっつっさくぇ ゃなさゃけかうちぇ,  
きう ういすなさゃぇ けす つぇくすぇすぇ しう 
くぇえ-ゃぇあくぇすぇ そけさきせかぇ, おけはすけ 
は こさぇゃう とぇしすかうゃぇ: 
╁しうつおけ ゃ あうゃけすぇ っ かのぉけゃ! 

[ぇいょぇゃぇえすっ しっ ぉっいせしかけゃくけ, 
いぇ ょぇ こけかせつぇゃぇすっ う ょぇ ゃう しっ 
ゃさなとぇ!   
¨つうすっ え ういょぇゃぇたぇ, つっ こさう 

くっは すぇいう そけさきせかぇ っ しさぇぉけすう-
かぇ. ′ぇ 100%. ╁なこさっおう こさっ-
ゃさぇすくけしすうすっ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

《てけおか つけ かおせあ しかえかせおあ!

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

』╊〈╊‶〉¨っ【 》『¨〉《』...
′けゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ  ゅけ さぇょゃぇ 

きくけゅけ, さっいせかすぇすうすっ けす けぉせつっ-
くうっすけ くぇ きかぇょう しこっちうぇかうしすう 
– しなとけ. ╀っい おゃぇかうそうちうさぇくう 
おぇょさう くはきぇ おぇお ょぇ しっ ゃなさゃう 
くぇこさっょ, いくぇっ すったくけかけゅなす. ╆くぇっ 
しなとけ, つっ う くっ ゃしっおう, こけしすなこうか 
ゃ „┿さしっくぇか“, せょなさあぇ くぇ すっきこけ-
すけ くぇ くせあょぇすぇ けす せつっくっ くぇ くけゃう 
う くけゃう くっとぇ. ╆くぇっ ゅけ, いぇとけすけ 
しぇきうはす すけえ っ せつうか ちはか あうゃけす. 
╇ こさっょぇゃぇか けこうす. „╁しはおけ くけゃけ 
くぇつぇかけ っ きくけゅけ すさせょくけ. ′け 
すさはぉゃぇ すさせょくけしすすぇ ょぇ しっ こさっ-
けょけかっっ. „┿さしっくぇか“ っ ゅけかはきけ 
せつうかうとっ, くけ せつうかうとっ いぇ たけ-
さぇすぇ, おけうすけ うしおぇす ょぇ しっ せつぇす“, 
いぇおかのつぇゃぇ すったくけかけゅなす ╇ゃぇ-
くけゃ.  〈けえ すさせょくけ しっ ゃないょなさあぇ 
ょぇ こけこうすぇ ゃしっおう くけゃけょけてなか, 
おけえすけ こなさゃけ すなさしう いぇこかぇすぇ, 
ぉけくせしう う ゃぇせつっさう, おぇおゃけ かうつ-
くけ ぉう しかけあうか ゃ ゅけかっきうは ぇさしっ-
くぇかしおう „つせゃぇか“, すぇおぇ つっ すけえ ょぇ 
ぉなょっ こなかっく, こさっょう ょぇ つぇおぇきっ, 
こさっょう ょぇ ういゃぇょうき けす くっゅけ いぇ 
しっぉっ しう. ╃ぇ さぇぉけすう しなゃっしすくけ いぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ う けさなあっえくぇすぇ 
くう  こさけきうてかっくけしす いぇ ╇ゃぇくけゃ 
っ せょけゃけかしすゃうっ う ょなかゅ, いぇこぇいっく 

けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ っ けすうゃぇか ゃ 
つせあぉうくぇ し ょせきうすっ くぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ: “╁うっ しすっ くぇちうけくぇかくうはす 
けすぉけさ くぇ ╀なかゅぇさうは う おさぇえくうはす 
さっいせかすぇす すさはぉゃぇ ょぇ っ ゃ くぇてぇ 
こけかいぇ!“. ¨ぉとけ 3 ゅけょうくう うきぇ 
いぇょ ゅさぇくうちぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ. ╆ぇょ 
ゅさぇくうちぇ う いぇょ しすさけゅけ けたさぇくは-
ゃぇくうすっ こけさすぇかう くぇ ゃけっくくうすっ 
いぇゃけょう ゃ ┿そさうおぇ う ┿いうは っ さぇ-
ぉけすうか おぇいぇくかなておうはす すったくけかけゅ, 
おなょっすけ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ けぉせつぇゃぇ, 
きせ しっ くぇかぇゅぇ ょけさう ょぇ こさけゅけゃけさう 
そぇさしう - おぇすけ しぇき ぉなかゅぇさうく ぉっい 
こさっゃけょぇつ ゃ けゅさけきくうは けさなあっっく 
ちった. ╁うょはか っ きくけゅけ. ¨す せつっくっ 
う さぇぉけすぇ くっ しっ こかぇてう. ╁っつっ きせ 
しっ とっ こけつうゃおぇ. ╇しおぇ ょぇ ゃはさゃぇ, 
つっ し ょっちぇ う ゃくせちう, ゃしうつおけ とっ 
ぉなょっ くぇさっょ. “╁しっおう ょぇ しう こけっきぇ 
あうゃけすぇ  しこけさっょ しゃけうすっ しう ゃうあ-
ょぇくうは. ╆ぇ きっく っ ゃぇあくけ ょぇ ぉなょぇす 
あうゃう う いょさぇゃう“, おぇいゃぇ つけゃっおなす, 
くぇすさせこぇか, いぇっょくけ し おぇいぇさきぇすぇ, 
ゃっつっ 54-ゅけょうてっく すさせょけゃ しすぇあ. 
『うそさけき う しかけゃけき すけゃぇ っ こけかけ-
ゃうくぇすぇ けす しっきっえくうは ゅけょうてっく 
こさうくけし おなき „┿さしっくぇか“, おけえすけ 
ゅけくう ぇぉしけかのすくうすっ 100. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈さうつかっくくけ あせさう けちっくは-
ゃぇてっ せきっくうはすぇ くぇ 500-すっ 
せつぇしすくうちう けす 8 ゅさぇょぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ.  
¨しゃっく し ぇゃすけさしおうは すぇくち 

くぇ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ, ぇさしっくぇか-
しおうすっ  すぇくちぬけさう ゃこっつぇすかう-
たぇ こせぉかうおぇすぇ う あせさうすけ う し 
くぇょうゅさぇゃぇくっすけ しう.  
〈けゃぇ っ すさっすけすけ せつぇしすうっ くぇ 

╃っすしおけ-のくけてっしおうは すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ おけく-
おせさしぇ ゃ しすぇさけこさっしすけかくうは 
ゅさぇょ, おぇすけ けとっ こさう こなさゃけ-
すけ しう せつぇしすうっ すっ しこっつっかうたぇ 
2-さぇ くぇゅさぇょぇ. 
〈っいう けすかうつうは けぉぇつっ くっ しぇ 

そうくぇかなす いぇ すけいう しっいけく くぇ 
きぇかおうすっ すぇくちぬけさう くぇ „┿さ-
しっくぇか”. ]ぇきけ しかっょ しっょきうちぇ, 
くぇ  22 きぇえ 2015 ゅ. /こっすなお/, 
けす 18.30 つ. ゃ ゅけかはきぇすぇ いさう-
すっかくぇ いぇかぇ くぇ ╃╉ “┿さしっ-
くぇか“ とっ しっ しなしすけう ゅけょうて-
くうはす おけくちっさす くぇ ╃ぃ《〈] 
„┿さしっくぇか“, おけえすけ こけ すさぇょう-
ちうは っ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 24-
すう きぇえ. 〈けゃぇ っ おけくちっさすなす, 
ゃ おけえすけ こさけょなかあうすっかくうすっ 
ぇこかけょうしきっくすう くぇ こせぉかうおぇ-
すぇ しぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇ-
ょぇ. ╁ くっゅけ くぇょ 180 ょっちぇ くぇ 
ゃないさぇしす けす 6 ょけ 16 ゅけょうくう 

...╅『』╊〉╅]』[¨【╊ 【╅〉をゃ《『¨
とっ こけおぇあぇす くぇえ-ょけぉさけすけ, 
おけっすけ しぇ せしゃけうかう ゃ けぉせつっ-
くうっすけ しう こけ ぉなかゅぇさしおう くぇ-
さけょくう すぇくちう こさっい せつっぉくぇすぇ 
2014/2015 ゅ., おぇおすけ う すぇく-
ちけゃう ういこなかくっくうは, し おけうすけ 

しなしすぇゃなす しっ っ こさっょしすぇゃはか くぇ 
そっしすうゃぇかう う おけくおせさしう.
╁ ゅけょうてくうは おけくちっさす-こさけ-

ょせおちうは とっ ゃいっきぇす せつぇしすうっ 
ゃしうつおう そけさきぇちうう: ╂けかっきうはす 
おけくちっさすっく しなしすぇゃ, ╋ぇかおうはす 
おけくちっさすっく しなしすぇゃ, ╂けかはきぇすぇ 
ておけかぇ いぇ けぉせつっくうっ こけ ぉなか-
ゅぇさしおう くぇさけょくう すぇくちう, ╋ぇか-
おぇすぇ ておけかぇ う ╂させこぇすぇ くぇ くぇ-
つうくぇっとうすっ すぇくちぬけさう.
]かっょゃぇとうすっ おけくちっさすくう うい-

はゃう くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ くぇ 

„┿さしっくぇか“ とっ ぉなょぇす くぇ しちっ-
くぇすぇ くぇ ╋っあょせくぇさけょくうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ そっしすう-
ゃぇか, おけえすけ とっ しっ こさけゃっょっ 
くぇ 5, 6 う 7 のくう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 

さけいぇすぇ.
╋ぇかおうすっ ぇさしっくぇかしおう 

すぇくちぬけさう とっ ゃいっきぇす 
せつぇしすうっ しなし しぇきけしすけは-
すっかっく ぉかけお う ゃ すさぇょう-
ちうけくくけすけ こさぇいくうつくけ 
てっしすゃうっ くぇ 7 のくう.
╃っすしおけ-のくけてっしおうはす 

すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっ-
くぇか” っ けしくけゃぇく こさっい 
1984 ゅ. おぇすけ ておけかぇ 
おなき さぇぉけすくうつっしおうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ 

ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか”. 
╁ さっこっさすけぇさぇ くぇ しなしすぇ-

ゃぇ しぇ ゃおかのつっくう すぇくちう けす 
ゃしうつおう っすくけゅさぇそしおう けぉかぇ-
しすう くぇ ╀なかゅぇさうは. 
╃っちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” しぇ 

こさっょしすぇゃはかう ぉなかゅぇさしおうすっ 
くぇさけょくう すぇくちう ゃ きっあょせくぇ-
さけょくう そけかおかけさくう そっしすう-
ゃぇかう ゃ ╀なかゅぇさうは, ╂なさちうは, 
[せきなくうは, ╋ぇおっょけくうは, ╇すぇ-
かうは う ょさ.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

 „╅『』╊〉╅]” 』ぇ╆『╅ 《╇╅を¨¨【╊ ¨ ╇ ¨』【╅〉╆】] 
]  こけさっょっく せしこった いぇ こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” こさうおかのつう すぇいゅけょうてくけすけ ういょぇくうっ くぇ 

すさぇょうちうけくくけすけ  きっあょせくぇさけょくけ ういかけあっくうっ いぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ う こさけょせおちうは IDES, 
こさけゃっょっくけ ゃ ╇しすぇくぉせか ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すけいう きっしっち.
 ′ぇ こかけと けす こけゃっつっ けす 30 おゃ. き. ”┿さしっくぇか” こけおぇいぇ くぇ しゃっすぇ ちはかぇすぇ ゅぇきぇ けす くぇえ-くけゃぇすぇ 

しう こさけょせおちうは う けぉさぇ けゃぇちううすっ. 
¨しけぉっく うくすっさっし おなき とぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか” しぇ こさけはゃうかう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ すせさしおけすけ 

こさぇゃうすっかしすゃけ. 
╆ぇ くぇし すけゃぇ っ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくけ ゃくうきぇくうっ こさっょゃうょ そぇおすぇ, つっ ゃ 〈せさちうは ゃけっくくうすっ 

いぇゃけょう しぇ きくけゅけ う こさけういゃっあょぇす こけょけぉくう くぇ くぇてうすっ ういょっかうは, くけ うきっくくけ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” っ すけゃぇ,  おけっすけ しこうさぇ ゃぇあくうすっ おかうっくすう こさう くぇし, いぇはゃう しかっょ 
ういかけあっくうっすけ ╇ゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ - さっゅうけくぇかっく きっくうょあなさ いぇ ╀かういおうは ╇いすけお けす けすょっか „╀ういくっし 
さぇいゃうすうっ” くぇ „┿さしっくぇか 2000”. 
╉なき  くぇえ-くけゃうすっ ういょっかうは くぇ そうさきぇすぇ しっさうけいっく うくすっさっし しぇ こさけはゃうかう う ゅけかっきう おせこせ

ゃぇつう けす ┿そさうおぇ う ╀かういおうは ╇いすけお. 
╋っょうえくうはす うくすっさっし  おなき ぇさしっくぇかしおうは とぇくょ しなとけ っ ぉうか けゅさけきっく.
╃けぉさうすっ こっさしこっおすうゃう こさっょ そうさきぇすぇ しかっょ  すけゃぇ こけさっょくけ ういかけあっくうっ しぇ けとっ こけゃっつっ, 

ょけこなかくう ╇ゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ. 
]かっょ いぇぉっかっあうすっかくけすけ せつぇしすうっ ゃ ╇しすぇくぉせか いぇ きっくうょあなさうすっ くぇ „┿さしっくぇか” う „┿さしっくぇか 

2000” こさっょしすけう こけさっょくけすけ ゅけかはきけ きっあょせくぇさけょくけ  こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ - しっこすっきゃさうえ
しおけすけ  ういかけあっくうっ  DSEI ゃ ╊けくょけく. 

  „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, けぉはゃはゃぇ いぇ こさけょぇあぉぇ しかっょくうすっ 
しゃけう くっょゃうあうきう うきけすう:

1. ‶けつうゃくぇ ぉぇいぇ ゃさなた „]ゃっすう ′うおけかぇ”;
2. 〈せさうしすうつっしおぇ ぉぇいぇ しっかけ ぅしっくけゃけ;
3. ‶さうっきくぇ „〈のかぉっすけ” ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
‶さけょぇあぉぇすぇ くぇ うきけすうすっ とっ しっ ういゃなさてう し すぇっく すなさゅ こさう けこさっょっかっくう くぇつぇかくう 
すさなあくう ちっくう いぇ くぇょょぇゃぇくっ.
〈さなあくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは きけあっ ょぇ ぉなょっ いぇおせこっくぇ ゃしっおう さぇぉけすっく ょっく けす 9:00 つぇしぇ 
ょけ 15:00 つぇしぇ ゃ ょくうすっ けす:
- 25.05.2015 ょけ 10.06.2015 ゅ. けす おぇしぇすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ こけ ちっくぇ 120 かっゃぇ し ╃╃] 
いぇ ゃしっおう すなさゅ.
〈なさゅけゃっすっ とっ しっ こさけゃっょぇす くぇ 12.06.2015 ゅ. ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ - しゅさぇょぇすぇ くぇ ╂かぇゃくけ 
せこさぇゃかっくうっ - こさうっきくぇすぇ くぇ ╃うさっおすけさ そうくぇくしう う うおけくけきうおぇ, おぇおすけ しかっょゃぇ:
- 10:00 つぇしぇ - ‶けつうゃくぇ ぉぇいぇ ゃさなた „]ゃっすう ′うおけかぇ”;
- 10:30 つぇしぇ - 〈せさうしすうつっしおぇ ぉぇいぇ しっかけ ぅしっくけゃけ;
- 11:00 つぇしぇ - ‶さうっきくぇ „〈のかぉっすけ”
¨そっさすう いぇ せつぇしすうっ とっ しっ こさうっきぇす ょけ 12:00 つぇしぇ くぇ 11.06.2015 ゅ. ゃ おぇしぇすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃.

¨そっさすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす こけょぇょっくう ゃ いぇこっつぇすぇく こかうお, ゃなさたせ
おけえすけ ょぇ っ ういこうしぇくけ こなかくけすけ うきっ くぇ せつぇしすくうおぇ.       

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは すっかっそけく: 0431/6 33 23

/ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ - ╃うさっおすけさ そうくぇくしう う うおけくけきうおぇ/

《╆っ╇╅

すぇ くっ きせ っ ぉうかぇ くうおけゅぇ こけ 
きはさおぇ - こさっょこけつうすぇか せしな
ゃなさてっくしすゃぇくっすけ くぇ こさけそっ
しうけくぇかくうすっ しう せきっくうは こさっょ 
こぇさすうえくけすけ ういさぇしすゃぇくっ. ╇ 

すけゃぇ きせ かうつってっ  くっ こさけし
すけ けす ぉうけゅさぇそうはすぇ, ゃ おけは
すけ つっすっき: こなさゃぇすぇ ょうこかけきぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう ゃうしてうしす けす 
〈せかしおうは けさなあっっく うくしすう

すせす; くはおけかおけすけ かうつくう しさっ
とう し ゃっかうおうは おけくしすさせおすけさ 
╉ぇかぇてくうおけゃ; さなおけゃけょしすゃけすけ 
こさう せしゃけはゃぇくっすけ くぇ ┿╉-47, 
おぇさすっつくうちうすっ こけょ しなとけすけ 

うきっ, こうしすけかっす „╋ぇおぇさけゃ“,  
こせしおけゃぇすぇ すさなぉぇ くぇ „]すさっかぇ“ 
う せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ぇさしっくぇか
しおうすっ っおうこう ゃ ╊うぉうは.  
╇いぉけさなす - けさなあっえくうお, いぇ 

╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ っ ぉうか ういぉけさ ょぇ 
しっ せしなゃなさてっくしすゃぇて ゃ さぇぉけすぇ
すぇ こけしすけはくくけ, ゃうくぇゅう ょぇ くぇ
きうさぇて ういたけょ けす おさうすうつくう しう
すせぇちうう, ょぇ しっ しこさぇゃはて, ぉっい ょぇ 

せしっとぇて こさけぉかっきう. ╉ぇいぇ きう ゅけ 
かうつくけ. ╇いぉけさなす くぇ せこさぇゃかっ
くっち いぇ くっゅけ っ ぉうか: “╃ぇ しすけうて 
ぉかういけ ょけ さぇぉけすくうおぇ, おけゅぇすけ 
うきぇ ゃなこさけしう いぇ さってぇゃぇくっ, う 

ょぇかっつ, おけゅぇすけ しう ゃなさてう しかせ
あっぉくうすっ いぇょなかあっくうは“. 
╇いぉけさなす くぇ つけゃっおぇ ╂っけさゅう 

╋ぇさおけゃ っ: ょぇ くっ しっ こけょょぇょっ 
くぇ ういおせてっくうはすぇ くぇ ょくってくけ
すけ ゃさっきっ, おけっすけ „こさぇゃう こぇ
さうすっ こけ-ちっくくう けす あうゃけすぇ, ぇ 
たけさぇすぇ – たけさぇ ぉっい こさうはすっか
しすゃぇ.“
╃けしすけっく ういぉけさ. ╁なゃ ゃしはおけ 

けすくけてっくうっ. 
¨す うくあ. ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ きう 

けしすぇくぇたぇ っょうく おせこ しくうきおう. 
〈ぇおぇ う くっ きせ ゅう ゃなさくぇた. ╆ぇ 
おけっすけ しなあぇかはゃぇき. ′け おけっすけ 
きう ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ ゅう 
しこけょっかは し たうかはょうすっ つうすぇすっ
かう くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“. ╆ぇ 
ょぇ けあうゃっはす けとっ ゃっょくなあ くっ
ゅけゃうすっ しさっとう し たけさぇすぇ – しさっ
とう し こさうはすっかう いぇ さぇいょせきおう 
う ゃっしっかぉう, こさけそっしうけくぇかくう 
しさっとう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ, しさっとう ゃ しさっょう
とぇすぇ くぇ しこっちうぇかうしすうすっ けす 
すけいう ぉさぇくて こけ しゃっすぇ – ╇く
ょうは, ╇いさぇっか, ╊うぉうは, [せしうは 
う ょけさう – 〈ぇくいぇくうは… ╉なょっすけ 
すけえ くぇゃしはおなょっ っ くけしうか ゃはさぇ
すぇ しう, つっ „┿さしっくぇか“ っ ぉうか う 
とっ けしすぇくっ. ╇ つっ: „╉ぇいぇくかなお 
くっ きけあっ ぉっい „┿さしっくぇか“.
‶さっょ うくあっくっさ ╂っけさゅう ╋ぇさ

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

〈さうすっ うきっくぇ:

╉ぇすさうく
╉うさうかけゃぇ
╄そすうきけゃぇ

╂けょうくう:

11

〉つうかうとっ:

]¨〉 „‶ぇうしうえ 》うかっく-
ょぇさしおう“

¨す おけかおけ ゃさっきっ うゅさぇって ゃ 
„┿さしっくぇか“?

¨す 3 ゅけょうくう

╉ぇすけ おぇおゃぇ?

′ぇこぇょぇすっか

╊のぉうき うゅさぇつ,
かのぉうき けすぉけさ?

╄ょっく 》ぇいぇさょ, 』っかしう

╉ぇおゃぇ うしおぇて ょぇ しすぇくって?

《せすぉけかうしすおぇ

』ってきぇ くぇ 163 ゅけ-
ょうくう ゃ こけょくけあうっすけ 
くぇ こぇさお „〈のかぉっすけ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお  こけしさっ-
とぇ  すせさうしすうすっ う 
ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ.  
]かっょ „こさっしせてぇ-

ゃぇくっ” けす ぉかういけ 20 
ゅけょうくう, けす くはおけか-
おけ ょくう けす つってきぇすぇ 
けすくけゃけ  すっつっ ゃけょぇ, 
ぇ ゃないしすぇくけゃっくうはす 
え ゃうょ さぇょゃぇ ゅけしすう 
けす ぉかういけ う ょぇかっつ, 
おぇおすけ う あうゃっっとう-
すっ ゃ おゃぇさすぇかぇ. 
╁ないしすぇくけゃはゃぇくっ-

すけ くぇ つってきぇすぇ っ こけ 
うょっは くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ぇ  さっ-
きけくすくうすっ ょっえくけし-
すう しぇ ういゃなさてっくう 
けす ¨ぉとうくしおけすけ 
こさっょこさうはすうっ „╉け-
きせくぇかくぇ ょっえくけしす 
う こけょょさなあおぇ くぇ 
うくそさぇしすさせおすせさぇ-
すぇ“. ╁ないしすぇくけゃっくう 
しぇ ういこけつせこっくうすっ 
こかけつう, こけつうしすっく 
っ きさぇきけさくうはす おぇ-
きなお, けすしすさぇくっくう しぇ 
こせおくぇすうくう う こさけ-

ぉかっきう こけ おぇくぇかういぇちうはすぇ. 
╇いゃっしすくぇすぇ 〈のかぉっくしおぇ きさぇきけさくぇ つってきぇ っ しなゅさぇょっくぇ こさっい 1852 

ゅけょうくぇ. ]こけさっょ くぇしかっょくうちうすっ くぇ くぇさけょくうは ぉせょうすっか ╇ゃぇく 』けさっゃ, 
あうゃっっとう ゃ おなとぇすぇ ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ つってきぇすぇ, こなさ-
ゃけくぇつぇかくけ すは しっ っ くぇきうさぇかぇ ゃ おなとぇすぇ くぇ さけいけすなさゅけゃちうすっ けす さけょぇ 
¨さけいけゃう う っ ぉうかぇ こさっくっしっくぇ くぇ すけゃぇ きはしすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお.
╃けこなかくうすっかくぇ ぇすさぇおちうは おさぇえ 〈のかぉっくしおぇすぇ つってきぇ っ  こけつすう ゃっ-

おけゃくけすけ かうこけゃけ ょなさゃけ, おけっすけ こぇいう つってきぇすぇ し けゅさけきくぇすぇ しう おけ-
さけくぇ. 

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

′ぇ おけゅけ うしおぇて ょぇ こさうかうつぇて?  - ′ぇ しっぉっ しう.

‶っすなさ ‶っすさけゃ – いぇき.-ょうさっお
すけさなす こけ しこっちうぇかくうすっ ゃな

こさけしう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, こけょくっ
しっ しこっちうぇかっく こぇきっすっく ぉせおっす けす 
70 つっさゃっくう おぇさぇきそうかぇ こさっょ 
こぇきっすくうおぇ くぇ ゃけうくうすっ う けそう
ちっさうすっ けす 23-すう ‶ったけすっく 【うこ
つっくしおう こけかお, くぇきうさぇと しっ ゃ 
ょゃけさぇ くぇ 1-ゃう おぇいぇさきっく さぇえけく 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけえすけ っ けす 61-ゃぇ 
]すさはきしおぇ ぉさうゅぇょぇ. ‶っすさけゃ ぉっ 
こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ „┿さしっくぇか” ゃ 
けさゅぇくういうさぇくけすけ けす ¨ぉとけぉなか
ゅぇさしおうは おけきうすっす „╂っく. ╇ゃぇく 
╁なかおけゃ”  う ょさせゅう さけょけかのぉうゃう 
う こぇすさうけすうつくう けさゅぇくういぇちうう ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお つっしすゃぇくっ-
こけおかけくっくうっ いぇ こけつうすぇくっ こぇ
きっすすぇ くぇ あっさすゃうすっ けす ╁すけさぇすぇ 

╃くっし, 15 きぇえ 2015 ゅ. , こっすなお, けす 10.00 ょけ 12.30 つ. うくしすうすせちうはすぇ くぇ 
けきぉせょしきぇくぇ けさゅぇくういうさぇ ゃさっきっくくぇ こさうっきくぇ くぇ ╉けくしすぇくすうく ‶っくつっゃ ゃ 

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお - ゃ けそうしぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお くぇ けぉとうくぇすぇ – ぉせか. 
„┿かっおしぇくょなさ ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, っす. 3, しゅさぇょぇすぇ くぇ ╃うさっおちうは „╋っしすくう ょぇくな
ちう う すぇおしう”. 
╂さぇあょぇくうすっ, あっかぇっとう ょぇ しっ しさっとくぇす し くぇちうけくぇかくうは けきぉせょしきぇく う ょぇ こけ

しすぇゃはす しゃけうすっ こさけぉかっきう こさっょ くっゅけ, きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす  すけゃぇ くぇ きはしすけ, 
ゃ けそうしぇ くぇ 
けぉとっしすゃっ
くうは こけしさっょ
くうお くぇ ╉ぇ
いぇくかなお. 
‶うしきっくう

すっ あぇかぉう 
くぇ ゃしうつおう 
ゅさぇあょぇくう , 
おけうすけ くっ せし
こっはす ょぇ ゅけ
ゃけさはす かうつくけ 
し ╉けくしすぇく
すうく ‶っくつっゃ 
ゃ さぇきおうすっ 
くぇ こさうっきくぇ
すぇ, とっ ぉなょぇす 

こさうっすう けす しかせあうすっかう くぇ けきぉせょしきぇくぇ, おぇすけ けすゅけゃけさうすっ  とっ ぉなょぇす ういこさぇすっ
くう こけ こけとぇすぇ くぇ こけょぇすっかうすっ.
]さっとぇすぇ  し ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, あっかぇっとう ょぇ こけしすぇゃはす しゃけうすっ ゃな

こさけしう こさっょ ╉けくしすぇくすうく ‶っくつっゃ, っ つぇしす けす ゅけょうてくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ けぉとっしす
ゃっくうは こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ う ぉっ せゅけゃけさっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ すぇいう ゅけょうくぇ. 

             „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

′ぇゃさなた 11 きぇえ, おけゅぇすけ ╀なかゅぇさしおぇすぇ こさぇゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ こけつうすぇ こぇ
きっすすぇ くぇ ]ゃっすうすっ ぉさぇすは ╉うさうか う ╋っすけょうえ, おぇくけくういうさぇくう おぇすけ しゃっ

すちう, ′.╁こさ. ]すぇさけいぇゅけさしおうはす きうすさけこけかうす  ╂ぇかぇおすうけく けしゃっすう こぇさぇおかうし ゃ 
ょゃけさぇ くぇ っょくけ けす くぇえ-こさけしこっさうさぇとうすっ おぇいぇくかなておう こさっょこさうはすうは „╋+] 

》うょさぇゃかうお“ ┿╃. ‶ぇさぇおかうしなす しっ くぇさうつぇ „]ゃっすぇ 〈さけうちぇ“.
′ぇ すなさあっしすゃけすけ こけ けしゃっとぇゃぇくっすけ くぇ たさぇきぇ こさうしなしすゃぇたぇ おきっすなす くぇ けぉ

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, こさけおせさうしすなす くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお“ ┿╃ 
╁かぇょうきうさ ]こぇしけゃ, さなおけゃけょくうはす っおうこ くぇ ょさせあっしすゃけすけ う さぇぉけすっとう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ.
╇いゅさぇあょぇくっすけ う ういけゅさぇそうしゃぇくっすけ くぇ こぇさぇおかうしぇ しっ けしなとっしすゃはゃぇ こけ うくう

ちうぇすうゃぇ う し そうくぇくしけゃうすっ しさっょしすゃぇ  くぇ „╋+] 》うょさぇゃかうお“. 〈けゃぇ っ こけさっょ
くぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ っょくけ けす ゅけかっきうすっ う せすゃなさょっくう こさけ
きうてかっくう こさっょこさうはすうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ しっ けすかうつぇゃぇ くっ しぇきけ しなし しゃけっすけ 
せしこってくけ さぇいゃうすうっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う たうょさぇゃかうおぇすぇ, くけ う 
し ういおかのつうすっかくけ ょけぉさぇすぇ しう しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ.

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

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1》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

しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ う けすぉっかはいゃぇくっ くぇ 70-すぇすぇ 
ゅけょうてくうくぇ けす くっえくうは おさぇえ. 
『ゃっすは ゃ こぇきっす くぇ いぇゅうくぇかうすっ いぇ しゃけぉけょぇ

すぇ こけょくっしけたぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお  ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, さっ
ゅうけくぇかくうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ╉〈 „‶けょおさっ
こぇ” 『ゃっすぇくおぇ ‶うしおけゃぇ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
こぇすさうけすうつくう けさゅぇくういぇちうう う さけょけかのぉうゃけすけ 
けそうちっさしおけ ゃけうくしすゃけ. 
‶け すさぇょうちうは う こけ うょっは くぇ ╈けさょぇく ╋ぇさう

くけゃ, しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとけぉなかゅぇさしおうは おけきうすっす 
„╂っく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ”, ぉっ いぇしぇょっく う こけさっょくうはす 
9-すう けさった ゃ  ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ, くぇきうさぇとぇ 
しっ ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ こぇきっすくうおぇ 
くぇ 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお.  ′けゃけすけ 
ょさなゃつっ, おけっすけ とっ ょぇゃぇ こかけょ しかっょ ゅけょうくう, 
ぉっ いぇしぇょっくけ ゃ こぇきっす くぇ こけかおけゃくうお ╋ぇさすう
くけゃ, こけしかっょくうはす おけきぇくょうさ くぇ 23-すう ‶ったけ
すっく 【うこつっくしおう こけかお. ̈ しすぇくぇかうすっ, いぇしぇあょぇ

くう くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ, けさったう しぇ こけしゃっすっくう 
くぇ ょさせゅう ゅっさけう けす こけかおぇ, けしすぇゃうかう あうゃけ
すぇ しう こけ ぉけえくうすっ こけかっすぇ くぇ ╀ぇかおぇくうすっ. 
] ょさせゅぇ ちっさっきけくうは, ゃ ゅさけぉうとっすけ くぇ しっかけ 

╉けこさうくおぇ,  くぇ 9-すう きぇえ ぉっ けすおさうす ╋っきけ
さうぇか くぇ いぇゅうくぇかう ゃ しすさぇくぇすぇ くう ゃけっくくう 
けす 』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは. ′けゃうはす きけくせきっくす 
いぇきっしすゃぇ ういこさぇすっく こさっい 1969 ゅけょうくぇ けす 
』っかはぉうくしお しすぇさ こぇきっすくうお, ういさぇぉけすっく けす 
╁うおすけさ ╀けおぇさっゃ いぇ こけつうす う こぇきっす くぇ いぇ
ゅうくぇかうすっ. 
╁ おぇいぇくかなておけすけ しっかけ っ ぉうか さぇいこけかけあっく 

かぇいぇさっす くぇ ゃけっくくうすっ けす ]]][. ]さっょ こけ
つうくぇかうすっ ゃ すけいう かぇいぇさっす うきぇ させしくぇちう, 
せおさぇうくちう, ぇさきっくっち, きのしのかきぇくうく, おぇすけ 
ゃしうつおう しぇ ぉうかう ゅさぇあょぇくう くぇ ]]][ こさっい 
1944-すぇ, おけゅぇすけ しきなさすすぇ ゅう っ いぇしすうゅくぇかぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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〈は こさうこけきくう しすさっしぇ, おけえすけ くぇいぇょ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ けぉとうくぇすぇ っ こさっあうゃはかぇ こさう 
ゃさっきっくくうすっ おさういう くぇ „┿さしっくぇか”, しゃなさ
いぇくう し っゃっくすせぇかくけすけ けしゃけぉけあょぇゃぇくっ 
くぇ さぇぉけすくうちう. „┿さしっくぇか” うきぇ けしうゅせ
さっくぇ さぇぉけすぇ いぇ しゃけうすっ たけさぇ ゃ こさけ
ょなかあっくうっ くぇ 3 ゅけょうくう  くぇこさっょ. ′ぇょ 
45 きかく. かっゃぇ しぇ うくゃっしすうちううすっ, おけうすけ  
しっゅぇ そうさきぇすぇ  こさぇゃう いぇ さぇいゃうすうっ くぇ  
くけゃう こさけういゃけょしすゃぇ う いぇ さぇいてうさはゃぇ
くっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ╉けえ しっゅぇ  こさぇゃう  
すけゃぇ? - こけこうすぇ さうすけさうつくけ  おきっすなす. 〈は 
ぉかぇゅけょぇさう くぇ けぉとうくしおうすっ  しなゃっすくうちう 
いぇ ょっきけくしすさうさぇくぇすぇ けす すはた  っょうくけ
ょせてくぇ こけょおさっこぇ くぇ こさっょかけあっくうっすけ. 
 ‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ゅさせこぇすぇ けぉとうく

しおう しなゃっすくうちう くぇ ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇきぇさ
しおう つっしすうすう ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ ′う
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ, おぇすけ きせ こけあっかぇ ゃしっ 
すぇおぇ せゃっさっくけ ょぇ ゃなさゃう くぇこさっょ. 
 ]なゃっすくうちうすっ し ょさせゅけ  しゃけっ  ゅかぇしせ

ゃぇくっ けょけぉさうたぇ, しなとけ し こなかくけ きくけ
いうくしすゃけ, う こさっょかけあっくうっすけ  くぇ 〈っ
けょけさぇ 》さうしすけゃぇ - けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
けす ╂╄[╀ , いぇ いぇしかせゅう う ういおかのつうすっかっく  
こさうくけし  ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ  し 
くぇえ-ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ – 
‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく, ょぇ ぉなょっ せょけしすけっく 
う ょなかゅけゅけょうてくうはす ょうさっおすけさ くぇ けすょっか 
„╉せかすせさぇ” ゃ  ╉ぇいぇくかなお 『ゃはすおけ 『ゃっ
すおけゃ. ¨す うきっすけ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ おきっすなす 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ぉかぇゅけょぇさう くぇ 『ゃっ
すおけゃ いぇ ういおかのつうすっかくうは すさせょ, こけしゃっ
すっく くぇ っいうおぇ くぇ 』せょけきうさ, ょけおぇいゃぇと, 
つっ うきっくくけ すけえ っ ぇゃすけさなす, おけえすけ っ うきぇか 

くぇえ-ぉけゅぇすうは さっつくうお けす ゃしうつおう ぇゃ
すけさう ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. 
〈させょ, おけえすけ 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ  ょぇさは
ゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くぇ きせいっえ 
„』せょけきうさ”. 
 ¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう しなとけ 

っょうくけょせてくけ けょけぉさうたぇ  こさっょかけ
あっくうはすぇ,  ゃくっしっくう けす ゅさせこぇすぇ くぇ 
╀]‶, いぇ ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっすくぇすぇ おくう
ゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 4-きぇ ゅさぇあょぇくう 
くぇ けぉとうくぇすぇ し こさうくけし ゃ さぇいかうつくう 
しそっさう. 〈けゃぇ しぇ:  ょなかゅけゅけょうてくう
はす ょうさっおすけさ くぇ ‶╂╊‶〈 うくあ. [っくう 
』っさゃっくおけゃぇ, きせいうおぇかくうはす こっょぇゅけゅ 
╄かっくぇ ぃかうはくけゃぇ, さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ ╁╂ „╇しおさうちぇ” ]すっそおぇ ╃っくっゃぇ う 
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ 〈さぇおうえしおけすけ 
ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお けす つっすゃなさす 
ゃっお ╉けしすぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ . 
 ╁うしけおうすっ けすかうつうは とっ ぉなょぇす ゃさな

つっくう くぇ せょけしすけっくうすっ くぇ けそうちうぇかくぇ 
ちっさっきけくうは こけ ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっ
くぇすぇ しっしうは, こけしゃっすっくぇ くぇ  ゅさぇょぇ う 
くっゅけゃうは こさぇいくうお, くぇ 5-すう のくう. ′ぇ
つぇかけすけ え っ けす 11 つぇしぇ ゃ いぇかぇ „╇く
そさぇ”. 
 ′ぇ こけしかっょくけすけ  しう いぇしっょぇくうっ ¨ぉ

とうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けすかけ
あう いぇ しかっょゃぇとけすけ しう いぇしっょぇくうっ ょっ
ぉぇすなす こけ こさうっきぇくっすけ くぇ くけゃけ いくぇきっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょかけあっくうっすけ いぇ 
すけゃぇ ぉっ くぇ ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ けす 
╀]‶ う こけょおさっこっくけ けす おきっすぇ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお. 

                 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╃けぉさうすっ せしかけゃうは くぇ さぇぉけすぇ, しっさう
けいくうはす さなしす くぇ いぇこかぇすうすっ, し ゃないきけあ
くけしすう いぇ ぉけくせしう こさう ょけぉさぇ さぇぉけすぇ, 
そうくぇくしけゃうすっ しすうきせかう いぇ けすょぇかっつっ
くけしす, ぉっいこかぇすくうはす すさぇくしこけさす, いぇゃうょ
くぇすぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, ゃおかのつゃぇとぇ 
ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ,  しすけかけゃけ たさぇくっくっ, 
こけょょなさあぇくっ くぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, きっ
ょうちうくしおう ちっくすなさ し くせあくうすっ しこっちうぇ
かうしすう, たせょけあっしすゃっくぇ う すったくうつっしおぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ, ゃないきけあくけしすう いぇ しこけさすくけ 
う ょせたけゃくけ さぇいゃうすうっ, おぇおすけ う っゃすうくう 
こけつうゃおう - しぇ しさっょ こさうつうくうすっ さぇぉけすぇ
すぇ ゃ „┿さしっくぇか” ょぇ っ こさっしすうあっく こっさうけょ 
けす かうつくぇすぇ ぉうけゅさぇそうは くぇ ゃしっおう. ╁ない
きけあくけしすすぇ いぇ ょけぉさけ こさけそっしうけくぇかくけ  
う おぇさうっさくけ ういさぇしすゃぇくっ, せしゃけはゃぇくっすけ 
くぇ くけゃう いくぇくうは う せきっくうは,  さぇいかうつくう
すっ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ いぇ かうつくけしすくけ 
さぇいゃうすうっ, しぇ  こけゃけょ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけ
ょうくう  „┿さしっくぇか” ょぇ っ こさうゃかっおぇすっかくけ 
きはしすけ いぇ さぇぉけすぇ いぇ おさっぇすうゃくう きかぇょう 
たけさぇ, いぇゃなさてうかう ゃ こさっしすうあくう せくう
ゃっさしうすっすう こけ しゃっすぇ, おけうすけ くぇきうさぇす 
しゃけっすけ きはしすけ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
╃けぉさぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ きっくうょあなさしおうは 

っおうこ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ すけゃぇ – こさっい こけ
しかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” ょぇ しう ゃなさ
くっ いぇゃけのゃぇくうすっ こけいうちうう くぇ しゃけうすっ 
すさぇょうちうけくくう こぇいぇさう, ういゅせぉっくう こさっ
ょう 20 ゅけょうくう. ‶ぇいぇさう, おけうすけ ょけぉさぇすぇ 
すなさゅけゃしおぇ そうさきっくぇ こけかうすうおぇ せしこって
くけ さぇいてうさはゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう. ]おかのつっくうすっ くけゃう ょけゅけゃけさう 
う ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ 3 くけゃう こさけういゃけょ
しすゃっくう かうくうう ゃなゃ そうさきぇすぇ こさっい こけ

しかっょくうすっ 2-3 ゅけょうくう けしうゅせさはゃぇす ゅぇさぇくすう
さぇくぇ さぇぉけすぇ いぇ 3 ゅけょうくう くぇこさっょ, くけ しぇ う 
しっさうけいくけ  こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ  おぇょさけ
ゃうは こけすっくちうぇか くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]  ちっか ゃしっ こけゃっつっ きかぇょう たけさぇ ょぇ くぇきう

さぇす しゃけっすけ きはしすけ いぇ せしこってくぇ さっぇかういぇちうは 
ゃ „┿さしっくぇか” う いぇこなかゃぇくっ くぇ しっさうけいくうは 
ょっそうちうす けす こけょゅけすゃっくう きかぇょう たけさぇ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, そうさきぇすぇ 
し 90- ゅけょうてくぇ うしすけさうは くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお っ うくうちうぇすけさ いぇ  ゃなゃっあょぇ
くっすけ  いぇ ういせつぇゃぇくっ くぇ くけゃぇ しこっちうぇかくけしす 
ゃ きっしすくぇすぇ  こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは こけ 
きぇてうくけしすさけっくっ - きったぇすさけくうおぇ.  ‶ぇさぇかっか
くけ し  すけゃぇ そうさきぇすぇ ゃないしすぇくけゃう う さぇいてう
さう しゃけはすぇ しすうこっくょうぇくすしおぇ こさけゅさぇきぇ, おけは
すけ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ ょけぉさう ぉなかゅぇさしおう 
しすせょっくすう, ういせつぇゃぇとう すったくうつっしおう しこっちう
ぇかくけしすう, しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ しゃけっすけ けぉ
さぇいけゃぇくうっ ょぇ しっ さっぇかういうさぇす ゃ  „┿さしっくぇか”. 
╋っしっつくう しすうこっくょうう う ゃないきけあくけしす いぇ おさっ
ぇすうゃくけ けぉせつっくうっ, しすぇあけゃっ う しこっちうぇかういぇ
ちうう, しぇ つぇしす けす  ゅさうあぇすぇ う あっしすけゃっすっ くぇ 
きっくうょあなさしおうは っおうこ おなき ぉなょっとうすっ  しこっ
ちうぇかうしすう ゃなゃ そうさきぇすぇ.   
[っしこっおすうさぇとけ けぉくけゃっく きぇてうくっく こぇさお う 

せょゃけはゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃっくうすっ ぇさすうおせ
かう くぇ そうさきぇすぇ しぇ しぇきけ つぇしす けす ょけぉさうすっ 
こっさしこっおすうゃう こさっょ „┿さしっくぇか” ┿╃, つうはすけ 
しすぇぉうかういぇちうは ゃっつっ っ さっぇかくけしす. 
„┿さしっくぇか” っ っょうくしすゃっくぇすぇ そうさきぇ ゃ ╀なか

ゅぇさうは, おけはすけ  うきぇ しゃけっ ういおかのつうすっかくけ 
せしこってくけ こっつぇすくけ ういょぇくうっ, し うしすけさうは くぇ 
こけゃっつっ けす 50 ゅけょうくう.  

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
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‶さっょきっすなす すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇしけつう おなき すゃけさつっしすゃけ, きうしかっくっ, ょういぇえく う うくそけさきぇすうおぇ, 
しきはすぇ ╃あけくっゃ.
′けゃうはす こさっょきっす とっ ういゅさぇあょぇ ゃ せつっくうちうすっ せきっくうは いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきう, しこけ-

しけぉくけしすう いぇ さぇいしなあょっくうは, きけょっかうさぇくっ う すゃけさつっしすゃけ こけ こさけういゃけかくう ゃなこさけしう. ╇く-
そけさきぇちうけくくうすっ すったくけかけゅうう とっ しぇ ゃゅさぇょっくう ゃ こさけちっしぇ くぇ けぉせつっくうっ う すぇおぇ せつっくうちう-
すっ とっ こさうょけぉうゃぇす せきっくうは いぇ さぇぉけすぇ う し すはた.
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ うきぇ こけかけあうすっかくけ けすくけてっくうっ おなき すぇいう 

うょっは, っ いぇはゃうか けとっ ╃あけくっゃ. 】っ ぉなょっ しないょぇょっく っおうこ, ゃ おけえすけ とっ うきぇ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ゃうしてうすっ せつっぉくう いぇゃっょっくうは, くぇ きうくうしすっさしすゃけすけ う くぇ しけそすせっさくぇすぇ うくょせしすさうは. 〈けえ 
とっ さぇいさぇぉけすゃぇ しなょなさあぇくうっすけ くぇ くけゃうは こさっょきっす う とっ ゅけ ういこさけぉゃぇ ゃ さっぇかくぇ しさっょぇ. 
〈けゃぇ とっ っ ょなかなゅ こさけちっし う ゃっさけはすくけ とっ けすくっきっ くはおけかおけ ゅけょうくう, っ せすけつくうか ゃすけさうはす 
つけゃっお ゃ ╀┿]╉¨╋.
[ぇぉけすくぇすぇ ゅさせこぇ しなとけ すぇおぇ とっ っ けすゅけゃけさくぇ いぇ こさっおゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ せつうすっかうすっ. 

‶さっこけょぇゃぇすっかうすっ こけ „╋うしかっくっ“ とっ きうくぇゃぇす しこっちうぇかくけ けぉせつっくうっ う とっ こけきぇゅぇす くぇ 
おけかっゅうすっ しう, おけうすけ こさっこけょぇゃぇす ょさせゅう こさっょきっすう, いぇ ょぇ さぇいゃうゃぇす ゃ ょっちぇすぇ しなとうすっ 
せきっくうは.
〉つっぉくうはす こさっょきっす „╋うしかっくっ“ とっ いぇこけつくっ ょぇ しっ ゃなゃっあょぇ こうかけすくけ くぇ けすょっかくう きっしすぇ 

けとっ けす しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ っ くっけぉたけょうきぇ しすなこおぇ こさっょう けそうちうぇかくけすけ ゃなゃっあ-
ょぇくっ くぇ くけゃうは こさっょきっす ゃ せつっぉくぇすぇ こさけゅさぇきぇ, けぉはしくう けとっ ╃あけくっゃ.
〉しこってくけ さっぇかういうさぇくう こけょけぉくう こさけっおすう うきぇ ゃ ]┿】, 《うくかぇくょうは う ]うくゅぇこせさ.

                                „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, こけ きぇすっさうぇか くぇ economy.bg

„╇いこはすぇ こっしっく, くぇ 3 ゅかぇしぇ. ′け ゃしっおう, しなし しゃけは きっかけょうは”. 〈ぇおぇ けぉさぇいくけ 『ゃっすう 
╇ぉせてっゃぇ けこさっょっかう こなさゃぇすぇ しなゃきっしすくぇ ういかけあぉぇ - すさうっょうくしすゃけ  くぇ たせょけあくうちうすっ 
╉ぇすは 》さうしすけゃぇ, ┿くすけく ┿くすけくけゃ う 》さうしすけ ╂っくっゃ, こけょさっょっくぇ ゃ っょくぇ けす おなとうすっ-っき-
ぉかっきう くぇ ╉ぇいぇくかなお - 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ. ] すぇいう ういかけあぉぇ, おさなしすっくぇ しなし いぇゅぇょなつくけすけ  
„2+ っょくぇ”, ぉっ けすおさうす ゃすけさうはす しっいけく ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ, くぇっすぇ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
けす  ぇさす しっきっえしすゃけすけ ┿くさうっす ╃っくうし う ╁っくっかうく ╁っかうおけゃ. 
‶なさゃぇすぇ しなゃきっしすくぇ  こさけはゃぇ くぇ ぇすさぇおすうゃくけすけ ぇさす すさうけ しなぉさぇ こさうはすっかう, こけつうすぇすっ-

かう, ちっくうすっかう くぇ しすけえくけしすくうすっ くっとぇ, さぇょっすっかう いぇ しなたさぇくっくうっ くぇ ょせたぇ ぉなかゅぇさしおう. 

′っこけとぇょっくうすっ けす しけち ゃさっきっくぇすぇ う こけつうしすっくう し きくけゅけ かのぉけゃ, いぇ ょぇ けちっかっはす いぇ 
こけおけかっくうはすぇ, ういこうしぇくう しすっくう くぇ ういおかのつうすっかくけ おさぇしうゃぇすぇ 【うこおけゃぇ おなとぇ, しぇ っし-
すっしすゃっくうすっ „ょけきぇおうくう” くぇ おぇさすうくうすっ くぇ ╉ぇすは, ┿くすけく う 》さうしすけ.  
‶ぇさぇかっかくけ し すはた こけしっすうすっかうすっ くぇ おなとぇすぇ うきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ さぇいゅかっょぇす う しゃけっ-

けぉさぇいくうは きぇかなお きせいっえ くぇ さけいぇすぇ う さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ – けぉとっしすゃっくぇすぇ おけかっおちうは 
„【うこおけゃ”,  しなたさぇくうか つぇしす けす  こさっょきっすうすっ くぇ そぇきうかうはすぇ さけいけすなさゅけゃちう 【うこおけゃう. 
[ぇいゃなかくせゃぇく けす こさけとなこせかくうおぇ くぇ しゃけうすっ すゃけさぉう ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ, たせょけあくう-
おなす う ょうさっおすけさ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ  ゅぇかっさうは  ゃ ╉ぇいぇくかなお 》さうしすけ ╂っくっゃ いぇはゃう, つっ 
„ゃしうつおけ ゃ すぇいう おなとぇ っ こさぇゃっくけ おぇすけ いぇ ╀けゅぇ.”
》せょけあくうおなす こせぉかうつくけ ぉかぇゅけょぇさう いぇ „くぇかせょくうつぇゃぇすぇ うょっは くぇ すっいう たけさぇ ょぇ ゃない-

しすぇくけゃはす 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ ゃ くっえくうは ぇゃすっくすうつっく ゃうょ. ┿おけ うしおぇきっ すけいう ゅさぇょ ょぇ 
うきぇ そういうけくけきうは う ょせた, すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃはす, けしゃっく すぇいう, けとっ くはおけかおけ おなとう. 
′はきぇ ょぇ てぇてくっき しゃっすぇ くうすけ  し ぉぇくおう, くうすけ し けそうしう, くうすけ し うすけくゅ, こぇくっかう, ぉっすけく 
う しすなおかけ, ぇ し ょせた”, いぇはゃう たせょけあくうおなす, ういゃっしすっく し ぉっいぇこっかぇちうけくくぇすぇ しう けすおさけゃっ-
くけしす. 
╄おしこけいうちうはすぇ ”2 + っょくぇ” とっ きけあっ ょぇ ぉなょっ さぇいゅかっょぇくぇ ょけ 21-ゃう  きぇえ. 
′ぇ 22-さう きぇえ  【うこおけゃぇすぇ おなとぇ とっ ぉなょっ ょけきぇおうく くぇ こなさそけさきなくし, ゃ おけえすけ さけょっ-

くぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういゃっしすくぇ ょういぇえくっさおぇ ╋ぇさうっかぇ ╂っきうてっゃぇ  とっ しないょぇゃぇ けさうゅうくぇ-
かっく こぇさそのき けす さけいけゃけ きぇしかけ ゃ こぇすさけくっくう おぇこしせかう, ういさぇぉけすっくう ゃ „┿さしっくぇか”, こけょ 
うきっすけ „ ゅなくし っくょ  さけせいっし” . 
 ‶さっい のくう ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ おくうゅぇすぇ いぇ しゃけは ぉぇとぇ ╇ゃぇく ‶っくおけゃ とっ こさっょしすぇゃう 

ぇおすぬけさなす ╃あけくう ‶っくおけゃ. ╇ゃぇく ‶っくおけゃ っ ぇゃすけさ くぇ しすっくけこうしうすっ ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ. 
′けゃうすっ しすけこぇくう くぇ くぇえ-ゃくせてうすっかくぇすぇ う おさぇしうゃぇ おなとぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 

おけはすけ っ ぇさたうすっおすせさくけ-しすさけうすっかっく, うしすけさうつっしおう う たせょけあっしすゃっく こぇきっすくうお くぇ おせか-
すせさぇすぇ けす くぇちうけくぇかくけ いくぇつっくうっ, うきぇす こけさっょうちぇ けす さぇいかうつくう うょっう ゃ さっぇかういぇちうは 
いぇ けあうゃはゃぇくっ くぇ おなとぇすぇ う こさっゃさなとぇくっすけ え ゃ ぇさす ちっくすなさ つさっい さぇいかうつくう さぇぉけすうか-
くうちう う ぇすっかうっすぇ いぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ こさけょせおすう くぇ けしくけゃぇすぇ くぇ っすっさうつくけ-きぇしかっくうすっ 
おせかすせさう, さなつくけ う こけ しけぉしすゃっく ょういぇえく,  さぇぉけすうかくうつおぇ いぇ ょっちぇ う ょさせゅう ぇすさぇおちうう, 
おけうすけ とっ こさうゃかうつぇす ゃくうきぇくうっすけ くぇ あうすっかうすっ う ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ. 
¨す すぇいう ゅけょうくぇ, し けしけぉっくぇ かのぉけゃ ゃ こけょさっょぉぇすぇ くぇ ぇさす っおしこけいうちううすっ う さぇいかうつ-

くうすっ  しなぉうすうは ゃ 【うこおけゃぇすぇ おなとぇ, おぇおすけ う ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ, とっ こけきぇゅぇ う 『ゃっすう 
╇ぉせてっゃぇ.

                                                    ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╇かてかちあせひて-てかにせそしそえ 』てそこそ ¨うあせそう: 

』╊〈╊‶〉¨っ【 》『¨〉《』 [ぇ〈 „╅『』╊〉╅]“ ′╅[『ぇ╈]っ 』【《  
╇ゃぇくけゃ っ くぇうしすうくぇ けす けこうす

くうすっ ゃっすっさぇくう, ぉっい おけうすけ くっ 
きけあっ. ╆くぇっ きくけゅけ. ¨す しすさせゅけゃぇ
くっすけ くぇ ぉさけえおう くぇ せくうゃっさしぇかくうは 
しすさせゅ ゃ ‶さけういゃけょしすゃけ 100/120  
こさっい 62-さぇ ょけ さぇいこうしゃぇくっすけ くぇ 
すったくけかけゅううすっ いぇ 『‶〉, おぇおゃけ
すけ こさぇゃう う ょくっし, ╇ゃぇくけゃ すさせこぇ 
けこうす, おけえすけ しっゅぇ こさっょぇゃぇ. „╋くけ
ゅけ, きくけゅけ, きくけゅけ しっ こさけきっくうたぇ 
すったくけかけゅううすっ...“, けすつうすぇ すったくけ
かけゅなす, きうくぇか う こさっい こさっちういくけし
すすぇ くぇ  うくしすさせきっくすぇかくけすけ こさけうい
ゃけょしすゃけ ゃ  600/130 – ういゃっしすくうはす 
おぇすけ „かっおぇかっく“ ちった. „〈せお こさうょけ
ぉうた ょけしすぇ ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは 
こさう ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさっちうい
くうすっ う きくけゅけ すけつくう ょっすぇえかう いぇ 
おぇかうぉさうすっ“, こさういくぇゃぇ すけえ. ]かっょ 
おけくおせさし こさっい 1969-すぇ しすぇゃぇ すった
くけかけゅ いぇ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ おなき ╆ぇゃけょ 1. [なおけゃけょうすっか 
くぇ 〈ったくけかけゅうつくけすけ ぉのさけ っ ╉け
かぬけ 【ぇたけゃ, ╇ゃぇくけゃ っ ゃ ゅさせこぇすぇ 
くぇ [ぇえつけ [ぇっゃ. ╁ すったくうつっしおうすっ 
けすょっかう くぇ ╆ぇゃけょ 1 すけゅぇゃぇ うきぇ 
ょゃっ すったくけかけゅうつくう ぉのさぇ. ¨しゃっく 
„┿さすうかっさうえおう しうしすっきう“, おなょっ
すけ こけこぇょぇ ╇ゃぇくけゃ, うきぇ う ╀のさけ 
„]すさっかおけゃけ けさなあうっ“,  さなおけゃけ
ょっくけ けす 》さうしすけ ‶ぇこぇいけゃ. ╀けくつけ 
‶っしっゃ せこさぇゃかはゃぇ ╉けくしすさせおすうゃ
くぇすぇ ゅさせこぇ こけ うくしすさせきっくすぇかくぇ 
っおうこうさけゃおぇ おなき けすょっかぇ. 〈せお 
せしなゃなさてっくしすゃぇくっすけ くぇ すったくけ
かけゅうつくうは けこうす いぇ ]すけえけ きうくぇゃぇ 
こさっい さぇぉけすぇすぇ こけ ょっすぇえかうすっ くぇ 
[‶╂-7, おなょっすけ ゅけ さぇいこさっょっかは 
[ぇえつけ [ぇっゃ. ¨こうすなす くぇ てっそぇ, 
くぇ 》さうしすけ ╁ぇくょけゃ, ╉けしすぇ 〈っくっゃ 
う くぇつぇかくうおぇ 【ぇたけゃ しぇ ぉっいちっく
くう いぇ きかぇょうは すったくけかけゅ. ╇ゃぇくけゃ 
くぇゃかういぇ ぉなさいけ ゃ くっとぇすぇ, くっ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ う ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ けこうすぇ, おけえすけ ゃっつっ うきぇ けす けこっ
さぇすけさしおぇすぇ さぇぉけすぇ こけ さぇいかうつくう 
ゃうょけゃっ けぉけさせょゃぇくっ う けしけぉっくけ 
– こけ いぇすゃけさくぇすぇ さぇきぇ くぇ ┿╉-47. 
]ぇきけ しかっょ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ ゅけ 
こさぇとぇす おぇすけ すったくけかけゅ こけ ]‶╂-
9,  おなょっすけ, すけえ しぇき こさういくぇゃぇ, つっ 
せつっくっすけ いぇ くっゅけ こさけょなかあぇゃぇ う 
ぉぇいぇすぇ けす せきっくうは う いくぇくうは, いぇ
ょなかあうすっかくぇ いぇ っょうく ょけぉなさ すった
くけかけゅ, しすぇゃぇ ゃしっ こけ-しすぇぉうかくぇ.  
‶さっい 1970-すぇ うょゃぇ きけきっくすなす, 
ゃ おけえすけ いぇっょくけ し おけかっゅうすっ きせ, 
すさはぉゃぇ ょぇ さぇいさぇぉけすはす すったくけかけ
ゅうつくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは くぇ くぇえ-
しかけあくけすけ ょけすけゅぇゃぇ ういょっかうっ: 

┿ゃすけきぇすうつくけ けさなあうっ  ╆〉-23

„〈せおぇ さぇぉけすぇすぇ っ きくけゅけ しっさう
けいくぇ, くけ くうっ すさはぉゃぇ こさう くぇてう 
せしかけゃうは ょぇ しっ しこさぇゃうき!!!“, おぇい
ゃぇ すけゅぇゃぇてくうはす ゅかぇゃっく すったくけかけゅ 
くぇ ╆ぇゃけょ 1 ╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ. 
]かっょゃぇ きくけゅけ ょなかなゅ う ょけしすぇ 
すさせょっく こっさうけょ, ゃ おけえすけ ゅさせこぇ
すぇ,  いぇっょくけ し ╉けしすぇ 〈っくっゃ, ╄くつけ 
╋うかつっゃ, ′. ╇くょあけゃ, ′っょはかおけ 
‶なさゃけゃ, ‶ぇくすっかっえ ╃っかっゃ, ]すっ
そぇく ╈けさょぇくけゃ, ]うきっけく ╈けゃけゃ, 
‶っすおけ ╋うすけゃ, ‶っすおけ ‶っすおけゃ, さぇ
ぉけすう せこけさうすけ, ょぇゃぇす しっ う ういゃなく
さっょっくう ょっあせさしすゃぇ う ゃ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ – せしこはゃぇす. ╁ ゅさせこぇすぇ, さな
おけゃけょっくぇ けす ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, うきぇ 
う あっくう. ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ うきぇ, きぇえ,  
くぇえ-すっあおぇすぇ いぇょぇつぇ: さぇいさぇぉけす
ゃぇくっすけ くぇ ちっゃくぇすぇ おせすうは. 〈させょ
くけしすすぇ くぇ いぇょぇつぇすぇ きけあっ ょぇ さぇい
ぉっさっ ゃしっおう, おけえすけ しっゅぇ いくぇっ, つっ 
ゃ さっぇかくけすけ, ゃっつっ せしゃけっくけ こさけ
ういゃけょしすゃけ, ちっゃくぇすぇ おせすうは こさっ
きうくぇゃぇ こさっい ちっかう てっしす きっしっちぇ 
こさけういゃけょしすゃっく ちうおなか, ょけおぇすけ 
ういかっいっ おぇすけ ゅけすけゃ ょっすぇえか. ]かけあ
くぇすぇ おけくそうゅせさぇちうは けす かっゅうさぇと 
きぇすっさうぇか しなし しかけあくう ょっそけさきぇ
ちうう, おなょっすけ けす 140-おうかけゅさぇきけ
ゃぇ いぇゅけすけゃおぇ つさっい きったぇくうつくけ 
しすさせあおけけすくっきぇくっ ゅけすけゃぇすぇ おせ
すうは しっ しゃっあょぇ ょけ けおけくつぇすっかくうすっ 

„ぁ╊【╊〉╊【《 ╊ ╇ 】》╅╉ぇ[!“ ╊ 》╅〉¨[ゃ《『』【╇《 
》ちそなかつそちひて, さそえそてそ せあちけねあて „╈そつたそお“:

19 おうかけゅさぇきぇ, っ くぇ „ゅかぇゃぇ
すぇ“  くぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ. „╄おう
こなす, おけえすけ しっ いぇくうきぇゃぇてっ 
し ちっかうは こさけちっし: けす おせすうは 
– ちっゃくぇ, ちっゃ, さぇきぇ, ょけ うい
こうすぇくうはすぇ くぇ こけかうゅけくぇ, し 

せつぇしすうっすけ くぇ ╃けぉさう ┿すぇくぇ
しけゃ, ゃしうつおう こけかけあうたきっ きくけ
ゅけ すさせょ う こけしすうゅくぇたきっ せしこった  
ゃ けすゅけゃけさ くぇ ゅかぇしせゃぇくけすけ 

ょけゃっさうっ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか“, し けこさぇゃょぇくけ 
しぇきけつせゃしすゃうっ しこけょっかは ょくっし 
すったくけかけゅなす. ]かっょ すけいう ょな
かなゅ こさけちっし つぇしす けす ょっすぇえかう
すっ こけ すけゃぇ すっあおけ ういょっかうっ – 
╆〉 – 23 すさはぉゃぇ ょぇ こさっきうくぇす 
ゃっつっ ゃ こさけういゃけょしすゃけ し くけゃう
すっ すったくけかけゅうう くぇ きぇてうくうすっ 
し ちうそさけゃけ-こさけゅさぇきくけ せこ
さぇゃかっくうっ. ╇ゃぇくけゃ しっ いぇっきぇ 
し すぇいう くけゃぇ すっあおぇ いぇょぇつぇ. 
〈けえ っ おけきぇくょうさけゃぇく こさっい 
1981-ゃぇ いぇっょくけ し ゅさせこぇ いぇ 
こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ きっすぇ
かけさっあっとう きぇてうくう し 『‶〉 
くぇ そうさきぇ VWV – ゅさぇょ ╉ぇさか 
╋ぇさおしとぇす, ぉうゃてぇすぇ ╂╃[. 
]かっょ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ いくぇ
くうは こけ くけゃうすっ すったくけかけゅうう, 
こさっい 83-すぇ うょっ さっょ すったくけ
かけゅなす ょぇ こけっきっ くけゃけすけ こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃけ – ╆╃〈╁ おなき 
╆ぇゃけょ 1. ╇くあっくっさうくゅけゃけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ ゃ かうちっすけ くぇ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゅけ こさぇとぇ 
いぇ けぉせつっくうっ ゃなゃ そうさきぇすぇ-
こさけういゃけょうすっか, すけいう こなす – ゃ 
ぉうゃてぇすぇ ╆ぇこぇょくぇ ╂っさきぇくうは. 
╁  „Roperwerk“  ぇさしっくぇかしおう
はす すったくけかけゅ しっ しさっとぇ し きぇ
てうくうすっ し 『‶〉 „Gradumat“ , 
つううすけ ゃないきけあくけしすう いぇ けぉさぇ
ぉけすおぇ くぇ きっすぇかうすっ こけしかっ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ こさうかぇゅぇ すせお. ¨ぉ
さぇぉけすゃぇとうはす ちっくすなさ さぇぉけすう 
くぇ つっすうさう けしう し きぇゅぇいうく けす 
40 さっあっとう うくしすさせきっくすぇ. 

╇ょゃぇ こなさゃぇすぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは  „Gradumat“ し 『‶〉 

╃ぇ,  ゃ „┿さしっくぇか“  こさうしすうゅぇ 
こなさゃぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは こけょけぉ
くぇ きぇてうくぇ し 『‶〉. ‶け いぇょぇ

つぇ, こけかせつっくぇ けす うくあ. ╇ぉせてっゃ, 
╇ゃぇくけゃ しっ くぇっきぇ し せしゃけはゃぇくっ
すけ う ういさぇぉけすゃぇくっすけ すはかけすけ くぇ 
[‶╂-7. ‶さけぉかっきうすっ うょぇす - ゃしっ 
くけゃう う くけゃう, くけ いぇっょくけ し うくあ.
‶っすおけ ┿ゃさぇきけゃ, しこっちうぇかうしす 

こけ っかっおすさけくうおぇ, し おけゅけすけ いぇ
っょくけ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ ╂っさきぇくうは, 
せしこはゃぇす ゃ さぇきおうすっ くぇ ょぇょっ
くうは しさけお. ]かっょ くぇかぇゅぇくっすけ 

くぇ こさけゅさぇきぇすぇ う ういさぇぉけすゃぇ
くっすけ くぇ しなけすゃっすくうは ょっすぇえか くぇ 
けぉせつっくうっ っ ういこさぇすっく う ╂っくけ 
‶っすさけゃ, おけえすけ ぉなさいけ こさうっきぇ 
う せしゃけはゃぇ いぇょぇくうっすけ. ‶さけそっ
しうけくぇかくうは しう くぇこさっょなお ゃっつっ 
けこうすくうはす すったくけかけゅ ]すけえけ ╇ゃぇ
くけゃ ょなかあう う くぇ けぉせつっくうっすけ しう 
– けすくけゃけ ゃ ╂っさきぇくうは, すけいう こなす 
– こさっい 1985-すぇ ゃ „DEKEL“, ╆ぇ
こぇょくぇ ╂っさきぇくうは. 〈け しすぇゃぇ けし
くけゃぇ いぇ こけ-おなしくけすけ くぇかぇゅぇくっ 
けす ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは けさなあっっく けこうす 
ゃ しすさぇくう けす すけゅぇゃぇてくうは ぇさぇぉ
しおう しゃはす. ╃ゃっ ゅけょうくう しかっょ すけゃぇ 
]すけえけ ╇ゃぇくけゃ けすうゃぇ けとっ こけ-
ょぇかっつ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ しう 
ういさぇしすゃぇくっ – さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ すったくけかけゅうつくうは こさけちっし くぇ 
ちっゃくぇすぇ おせすうは くぇ ╆っくうすくぇすぇ 
せしすぇくけゃおぇ 23 くぇ けぉさぇぉけすゃぇ
とう ちっくすさう し こぇかっすくぇ しきはくぇ 
„MAZAK“ – し ょうぇかけゅけゃぇ しうし
すっきぇ „MAZATROL“. „╂させこぇ 
こさけゅさぇきうしすう ぉはたきっ ういこさぇすっ
くう くぇ けぉせつっくうっ ゃ っょうくしすゃっ
くうは すけゅぇゃぇ ゃ ╄ゃさけこぇ 『っくすなさ 
いぇ けぉせつっくうっ くぇ こさけゅさぇきうしすう 
ゃ ぉっかゅうえしおうは ゅさぇょ ╊ぬけゃっく“. 
╇ょっ ゃさっきっすけ う くぇ しないょぇゃぇくっ
すけ くぇ おけかっおすうゃ けす しっさうけいくけ 
けぉせつっくう う けすゅけゃけさくう おぇょさう, 
おけうすけ すさはぉゃぇ ゃ おさぇすなお しさけお 
ょぇ こけょゅけすゃはす ょけおせきっくすぇちうは
すぇ いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ ╆〉-23  
ういゃなく ╀なかゅぇさうは, ゃ ぇさぇぉしおうは 
しゃはす. ╄おうこなす っ しないょぇょっく けす 
╃うさっおちうは „╇くあっくっさうくゅ“, さな
おけゃけょっくぇ けす ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ. ╁ つせあぉうくぇ おけきぇくょうさけ
ゃぇくうはす おけかっおすうゃ さぇぉけすう こさう 
っおしすさっきくう すったくけかけゅうつくう う 
おかうきぇすうつくう せしかけゃうは. ╄おうこなす, 
おけえすけ ╇ゃぇくけゃ ょなさあう ょぇ しこけ

┿おけ うきぇ しなしすっいぇくうっ こけ そうさきっくぇ ゃはさくけしす, たうかはょう ぇさしっくぇかちう ぉうたぇ しっ くぇょ-
こさっゃぇさゃぇかう. 【ぇくしなす すけ ょぇ ぉなょっ しこっつっかっくけ けす ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ  っ すゃなさょっ ぉかういけ 
ょけ ぇぉしけかのすくけすけ 100. ′ぇょ 52 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか“ っ くっゅけゃけすけ かうつくけ こけしすうあっ-
くうっ し くぇつぇかっく しすぇさす 22. 02. 1962-さぇ. „╋くけゅけ, きくけゅけ きう しすぇくぇたぇ ゅけょうくうすっ... 
〈さはぉゃぇ ゃっつっ ょぇ しっ けすすっゅかはき. ╁しはおけ くぇつぇかけ しう うきぇ おさぇえ“, しう おぇいゃぇ すったくけかけゅなす 
けす 5/600. ╃けてなか しかっょ しゃっすおぇゃうつくけ こさけせつゃぇくっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
こけょうさ ゃけえくうおかなおぇ くぇ いぇょなさあぇくうは くぇぉけさ 1940, きかぇょけおなす し ょうこかけきぇ けす ╋っ-
たぇくけすったくうおせきぇ, さけょけき  けす つうさこぇくしおけすけ ╋ぇかおけ ╃さはくけゃけ, ょくっし こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ しこっちうぇかうしす, ぉっい おけゅけすけ „┿さしっくぇか“ くっ きけあっ. ╁ くはおけう しかせつぇう けこうすなす っ くぇ-
うしすうくぇ ぉっいちっくっく. 〈けゃぇ っ っょくけ けす けぉはしくっくうはすぇ. ╃させゅうすっ – うくすっさっしくぇすぇ さぇぉけすぇ, 
けぉうつすぇ おなき くっは, すさせょくけすけ くぇゃかういぇくっ くぇ きかぇょうすっ ゃ こさけそっしうはすぇ, いぇとけすけ くはきぇす 
すなさこっくうっ うかう けすおさうゃぇす ょさせゅ あうすっえしおう ういぉけさ...
╇いぉけさなす くぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ けぉぇつっ くうおけゅぇ くっ っ ぉうか ょさせゅ. ′っとけ こけゃっつっ – ゃっ-

ょくけ しなし しなこさせゅぇすぇ, しうくぇ ╇ゃぇく, しくぇたぇすぇ, くぇゃなさすっくうはす けぉと しっきっっく ぉさけえ ゅけょう-
くう きけあっ う ょぇ しすうゅぇ しすけ... – すけゃぇ っ かのぉうきぇすぇ しっきっえくぇ てっゅぇ, おけはすけ しう っ あうゃぇ 
うしすうくぇ.   

‶さけそっしけさ ′うおけかぇ ╂っけさゅうっゃ っ くぇえ-すうすせかけゃぇくうはす ぉなか-
ゅぇさしおう かうすっさぇすせさけゃっょ. ]すせょっくすうすっ う かうすっさぇすせさくうすっ 
きぇくうぇちう ゃ きうくぇかけすけ ゅけ くぇさうつぇす „╂けしこけょ“. ╉ぇいぇくかなつぇ-
くうく. ‶さっい こけしかっょくうすっ くぇょ 20 ゅけょうくう すけえ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ ょなさあう あうゃぇ ゃさないおぇすぇ し さけょくけすけ つさっい せつぇしすうはすぇ しう 
ゃ うょっえくぇすぇ そけさきせかぇ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう. ′ぇ-
せおぇすぇ けすょぇゃくぇ きせ  っ こさういくぇかぇ けすかうつくけすけ こけいくぇくうっ こけ 
かうすっさぇすせさくけすけ すゃけさつっしすゃけ くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえ-
しおう. ╇ うきっくくけ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ すぇおなゃ こさうしすさぇしすっく 
こけいくぇゃぇつ こさけそっしけさ ╂っけさゅうっゃ ぉっ こけおぇくっく けす ╊うすっさぇ-
すせさくけ-たせょけあっしすゃっくうは きせいっえ „』せょけきうさ“ ょぇ せつぇしすゃぇ くぇ 
1-ゃう ぇこさうか すぇいう ゅけょうくぇ ゃ くぇちうけくぇかくぇすぇ おけくそっさっくちうは, 
ゃ おけはすけ せつっくう けす ぉなかゅぇさしおうすっ せくうゃっさしうすっすう こけすなさしうたぇ 
ょくってくうは こさけつうす くぇ しぇすうさうつくけすけ ぉけゅぇすしすゃけ ゃ ょせきうすっ う 
おぇさすうくうすっ くぇ くぇえ-かのぉうきうは さけょっく こさうしきったせかくうお. 
] こさけそっしけさ ′うおけかぇ ╂っけさゅうっゃ ゃ ╃っくは くぇ たせきけさぇ う 

てっゅぇすぇ さぇいゅけゃぇさは ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ, くけ さぇいゅけゃけさなす 
こけ 』せょけきうさけゃしおう ぉなさいけ こさったゃなさかう  こかっすぇ くぇ くっゃうく-
くけ-しきってくけすけ う  しおけつう ゃ くっこけょさっょっくうは ょゃけさ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ かうすっさぇすせさくけ う ぉうすけゃけ しかけゃっしくけ っあっょくっゃうっ. 
╆ぇ おけっすけ けぉうおくけゃっくけ しっ しっとぇきっ うきっくくけ こけおさぇえ 24-すう 
きぇえ. ╇くぇつっ – すなさあっしすゃっくけ けすぉっかはいゃぇく せ くぇし おぇすけ ╃っく 
くぇ しかぇゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす う ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさけしゃっすぇ う 
おせかすせさぇ. 

‶さけそ. ╂っけさゅうっゃ, くぇ 
おけくそっさっくちうはすぇ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお ゅけゃけさうたすっ いぇ  かの-
かっっくっすけ  くぇ  かうすっさぇすせさくけ-
すけ きぇたぇかけ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ 
おけは すけつくけ すけつおぇ くぇきうさぇすっ 
くっゅけゃけすけ ょくってくけ こけかけあっ-
くうっ? 
- ╋ぇたぇかけすけ しっ ょゃうあう ゃ ょゃっ 

こけしけおう. [ぇいぉうさぇき ╁ぇてっすけ こう-
すぇくっ おぇすけ ゃなこさけし: “╉ぇおゃぇ, おけは 
こけしけおぇ こさっけぉかぇょぇゃぇ?“. ╆ぇとけ-
すけ おけくおさっすくぇすぇ すけつおぇ すさせょくけ 
しっ くぇきうさぇ. ]ゃうょっすっかう しきっ くぇ 
しくうあぇゃぇくっ くぇ かうすっさぇすせさぇすぇ 
おなき こさったけょぇ ゃ ょゃうあっくうっすけ けす 
す. くぇさ. „ゃうしけおぇ かうすっさぇすせさぇ“, 
おけはすけ うきぇ う きくけゅけ こさけすうゃけさっ-
つうゃう こさっょしすぇゃうすっかう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, くぇこさうきっさ – ‶っくつけ ]かぇ-
ゃっえおけゃ..., おなき けくけゃぇ, おけっすけ っ 
くぇさっつっくけ „くうしおぇ かうすっさぇすせさぇ“, 
„けぉうおくけゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ“, 
„きぇしけゃぇ かうすっさぇすせさぇ“. ╆ぇしっゅぇ 
ょゃうあっくうっすけ ゃ こけしすきけょっさくういきぇ 
っ おなき ゃないきけあくけすけ さぇいゅさぇあ-
ょぇくっ /おけっすけ くっ っ ゃないきけあくけ 
ういちはかけ/ きっあょせ かうすっさぇすせさぇすぇ 
う ょさせゅうすっ しかけゃっしくう すうこけゃっ; 
きっあょせ かうすっさぇすせさぇすぇ う ょさせゅうすっ 
ういおせしすゃぇ; きっあょせ かうすっさぇすせさぇ う 
ょっえしすゃうすっかくけしす. ╋くけゅけ こさけすう-
ゃけこけかけあくぇ くぇ かうすっさぇすせさぇすぇ けす 
„╉せかぇすぇ ゃ しかけくけゃぇ おけしす“/きけ-
ょっさくういきぇ/, おけっすけ っ ょゃうあっくうっ 
けす おさぇは くぇ 19-すう ゃっお くぇしぇき. 
╋ぇたぇかけすけ こさっけぉかぇょぇゃぇとけ しっ 
ょゃうあう くぇょけかせ, くけ くっ ぉっい しな-
こさけすうゃぇ.

╉けう しぇ ╁ぇてうすっ こさうきっさう 
いぇ こけょけぉくぇ しなこさけすうゃぇ?  
- /〉しきうたゃぇ しっ/. ╋くけゅけ っ しこけさ-

くぇ.

′ぇこけしかっょなお しすぇゃぇ きけょくけ 
ょぇ しっ ゅけゃけさう いぇ くぇさぇしすゃぇ-
とぇすぇ くっゅさぇきけしすくけしす. 〈は しっ 
くぇすさぇこゃぇ しっゅぇ, くけ ゃしなと-
くけしす すっくょっくちうはすぇ っ けす ゅけ-
ょうくう. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ うきぇ 
っょくけ いぇゃさなとぇくっ おなき つっ-
すっくっすけ こけ おぇくぇかうすっ くぇ うく-
そけさきぇちうけくくうすっ きさっあう ゃ 
うくすっさくっす, おなょっすけ おけきせくう-
おぇちうはすぇ しすぇゃぇ くぇえ-つっしすけ 
こさっい ょせきうすっ, こさっい こうしぇくけ-
すけ しかけゃけ. ╉ぇおゃけ しっ しかせつゃぇ, 
しこけさっょ ╁ぇし, し せこけすさっぉぇすぇ 
くぇ ょせきうすっ ゃ すけいう こさけちっし 
くぇ こさっきっしすゃぇくっすけ うき けす 
おくうゅぇすぇ おなき  しけちうぇかくうすっ 
きさっあう? ╉ぇおゃけ しっ しかせつゃぇ し 
っいうおぇ? 
- 〈っいう, おけうすけ ょなさあぇす ゃ さなちっ-

すっ しう すなえ くぇさっつっくうすっ „しけちうぇか-
くう きさっあう“, ょけ くはおぇおゃぇ しすっこっく 
さなおけゃけょはす っいうおぇ. ╄いうおなす しっ 
さなおけゃけょう けす けしないくぇすう う くっけ-
しないくぇすう しうかう ゃ けぉとっしすゃけすけ. 
]すぇさぇ ぉってっ うょっはすぇ, つっ っいうおなす 
うきぇ ゃなすさってくう いぇおけくう.

′ぇ しぇきけさぇいゃうすうっ?
- ′ぇ しぇきけこさけきっくう, くぇ しぇきけ-

さぇいゃうすうっ... ′ぇこさうきっさ – いぇとけ 
ぉなかゅぇさしおうはす っいうお しっ けすおぇいゃぇ 
けす こぇょっあうすっ, いぇとけ ゃ ぉなかゅぇさ-
しおうは っいうお, っょうくしすゃっく すけゅぇゃぇ 
しさっょ しかぇゃはくしおうすっ っいうちう, しっ 
ゃなゃっあょぇ けこさっょっかうすっかくうはす 
つかっく...? ¨すゅけゃけさなす っ ぉうか – 
„ゃなすさってくう こさけちっしう“. ]すさせゃぇ 
きう しっ, つっ こさけきっくうすっ ゃ っいうおぇ, 
すぇおぇ うかう うくぇつっ, しっ ういゃなさてゃぇす 
けす たけさぇすぇ, おけうすけ ゅけ ういこけかいゃぇす. 
¨つっさすぇくぇ っ っょくぇ すさぇょうちうは, 
っょくぇ たうかはょけかっすくぇ うしすけさうは ゃ 
しすさっきっあ ょぇ しっ けこさけしすう っいう-
おなす. ╇きぇ すぇおぇゃぇ たうこけすっいぇ う すは 
すなさしう けこけさう ゃ っいうちう おぇすけ おう-
すぇえしおうは, おけえすけ くはおけゅぇ っ ぉうか 
けす ょせきう し こけ くはおけかおけ しさうつおう 
う しすうゅぇ ょけ っょくぇ. [ぇいぉうさぇ しっ, 

きっくっ こけうきっくくけ, せしこはゃぇ ょぇ くぇ
こさぇゃう すけゃぇ, いぇ おけっすけ っ ういこさぇ
すっく. 【ぇたけゃ, ‶っすさけゃ, ╋うかつっゃ, 
]うさぇおけゃ, ┿さてうくおけゃ, ‶なさつっゃ, 
╀うしすさっゃ, しっさゃういくぇすぇ ゅさせこぇ – 
╇しこうさっゃ, 【けきけゃ, ┿ゃさぇきけゃ う 

けしすぇくぇかうすっ こけかぇゅぇす けしくけゃうすっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ╆〉-23  ゃ 
つせあょぇすぇ しすさぇくぇ, おなょっすけ しぇ うい
こさぇすっくう. 

╂けょうくぇすぇ っ 1989-すぇ. ╇ょぇす 
くけゃう ゃさっきっくぇ.

‶けかうすうおぇすぇ くぇ ういくぇしはくっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは けさなあっっく けこうす ゃ 
つせあぉうくぇ こさけょなかあぇゃぇ う ゃ こなさ
ゃうすっ ゅけょうくう くぇ こさけきっくうすっ. ╆ぇ 
]すけえけ ╇ゃぇくけゃ う けとっ ょっしっすうくぇ 
ぇさしっくぇかちう うょっ さっょ ょぇ こなすせゃぇす 
いぇ さぇぉけすぇ ゃ ┿そさうおぇ. ‶さうつうくぇ
すぇ: ういょっかうっすけ, こけいくぇすけ おぇすけ 
[‶╂-7. ] けこうすぇ けす さぇぉけすぇすぇ こけ 
╆〉-23 ゃ つせあぉうくぇ すせお しこっちうぇ
かうしすうすっ しっ しこさぇゃはす ょぇかっつ こけ-
ぉなさいけ. ]さけおけゃっすっ しぇ すゃなさょっ 
おさぇすおう. ╉かうきぇすうつくうすっ ょぇょっ
くけしすう – こけつすう くっこけしうかくう. 〈っき
こっさぇすせさうすっ しすうゅぇす 50 ゅさぇょせしぇ 
あっゅぇ. „] おけかっゅうすっ-すったくけかけ
いう ]こぇしけゃ, ‶なさつっゃ, ╀うしすさっゃ, 
くぇしすさけえつうちうすっ ╂. ‶っすさけゃ, ╁. 
╁ぇしうかっゃ, ぅくう ]すけはくけゃ, ╇ゃぇく 
]すけはくけゃ う けしすぇくぇかうすっ, せしこはた
きっ“, しこけきくは しう すったくけかけゅなす 
けす ょくってくけすけ くけゃけ こさけういゃけょ
しすゃけ 5/600. ╉けかっおすうゃなす っ くぇ
ゅさぇょっく し っおしおせさいうは ゃ ╄ゅうこっす. 
〈ぇおぇ  しこけきっくうすっ さぇしすぇす. ╇ ょけ 
しさっとぇすぇ くぇ あうゃけ し ぉっいきうかけしす
くうすっ きのしのかきぇくしおう いぇおけくう, こけ 
おけうすけ きなあっすっ しっ ぉうはす し こさなつ
おう ょけ こさうこぇょなお いぇさぇょう せこけ
すさっぉぇすぇ くぇ ぇかおけたけか, ぇ あっくうすっ 
いぇ ういくっゃはさぇ しっ せぉうゃぇす し おぇきな
くう, いぇさけゃっくう ょけ ゅかぇゃぇすぇ,  おなき 
ょくってくうすっ しこけきっくう しっ ょけぉぇゃは 
ゃないたうすぇすぇ けす つせょっしぇすぇ くぇ しゃっ
すぇ. ̈ ゅさけきくうすっ さぇいかうゃう くぇ ′うか, 
っしすっしすゃけすけ ょぇ しっ こうっ ゃけょぇ くぇ
こさぇゃけ けす さっおぇすぇ, さぇいたけょおうすっ し 
かけょおう こけ すっつっくうっすけ, くぇてっしす
ゃうっすけ くぇ きぇかぇさうはすぇ, しすさぇたなす 
ょぇ しっ けこうすぇ ぇかおけたけか ょけさう いぇょ 
ゃうしけおうすっ しすっくう くぇ さけょくけ すなさ

ゅけゃしおけ こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ ゃ 
きのしのかきぇくしおうは しゃはす..., おけこくっ
あなす こけ しっきっえしすゃけすけ, おけっすけ くっ 
しう ゃうあょぇか けす ゅけょうくぇ う こけかけ
ゃうくぇ, さぇょけしすすぇ ょぇ ういゃけのゃぇて 
けすこせしお いぇ ぉぇかぇ くぇ とっさおぇすぇ..., 
しっ つっすぇす ゃ さっょけゃっすっ けす かうつくぇすぇ 
ぉうけゅさぇそうは くぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ, 
ゃっょくけ し こさけそっしうけくぇかくうすっ うい
こうすぇくうは, ゃないかけあっくう けす „┿さ
しっくぇか“. 〈ぇおぇ ゅけょうくうすっ しっ すさせ
こぇす, けぉぇつっ きっつすぇくぇすぇ こけつうゃおぇ 
ゃ こっくしうは すぇおぇ う くっ うょゃぇ う ょけ 
しっゅぇ いぇ けこうすくうは ぇさしっくぇかしおう 
すったくけかけゅ. ]ぇきけ きっしっちう しかっょ 
こっくしうけくうさぇくっすけ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ  
っ こさういけゃぇく けす そうさきっくけすけ さな
おけゃけょしすゃけ う ゃさなとぇくっすけ ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ っ ぉっい ぇかすっさくぇすうゃぇ. 
′けゃぇすぇ いぇょぇつぇ  ゃ ¨┿‶ 5/600 

っ くっ こけ-きぇかおけ うくすっさっしくぇ う くっ 
こけ-きぇかおけ しかけあくぇ けす こさっょうて
くうすっ. 〈ぇおぇ, しっゅぇ, ゃっつっ ぉかういけ 
15 ゅけょうくう, ╇ゃぇくけゃ しっ いぇくう
きぇゃぇ し さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ 
すったくけかけゅうつくうすっ こさけちっしう いぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ けぉけしけぉっくう 
ょっすぇえかう, ういさぇぉけすゃぇくう くぇ 『‶〉-
けぉけさせょゃぇくっ う くぇ せくうゃっさしぇかくけ 
けぉけさせょゃぇくっ. ╆ぇすけゃぇ ょぇかっつ くっ 
っ てっゅぇ しっきっえくぇすぇ こさうおぇいおぇ, 
ゃ おけはすけ ぉぇとぇ, しなこさせゅぇ, しうく, 
しくぇたぇ う ゃくせちう しこさはゅぇす ゃっおけゃ
くうは しう けぉと こさうくけし ゃ „┿さしっ
くぇか“. ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ くはきぇ おぇお 
ょぇ くっ しっ さぇょゃぇ くぇ こさうっすけすけ 
う けす しうくぇ きせ こさういゃぇくうっ – ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
し ちうそさけゃけ-こさけゅさぇきくけすけ けぉけ
させょゃぇくっ. ╁ 6/130 ╇ゃぇく こけっきぇ 
さぇぉけすぇすぇ ゃ こけしけおぇすぇ, いぇょぇょっくぇ 
けす ぉぇとぇ しう, ぇ しなこさせゅぇすぇ きせ – 
うくあ. [せきはくぇ ╇ゃぇくけゃぇ, いぇょぇゃぇ 
こっさしこっおすうゃうすっ おぇすけ いぇきっしすくうお 
– さなおけゃけょうすっか ′ぇこさぇゃかっくうっ ゃ 
5/600 う くぇ こさぇおすうおぇ っ さなおけ
ゃけょうすっか くぇ しゃっおなさぇ しう. ╆ぇ すっ
たくけかけゅぇ し くぇょ こけかけゃうくゃっおけゃっく 
けこうす ゃ „┿さしっくぇか“ すけゃぇ ょぇかっつ くっ 
っ せくういうすっかくけ, くぇこさけすうゃ – しなゃ
しっき っしすっしすゃっくけ こさけょなかあっくうっ 
っ くぇ しっきっえくぇすぇ すさぇょうちうは, こけ
かけあっくぇ う けす しゃなおなさゃぇすぇ ‶っくおぇ 
‶っすさけゃぇ, さぇぉけすうかぇ  ゃ ╇くあっくっ
さうくゅぇ – ╀のさけすけ いぇ くけさきぇかう う 
しすぇくょぇさすう. 
′ぇょっあょぇすぇ - ょぇ しっ さぇいゃう

ゃぇ ゃ すったくうおぇすぇ う くけゃうすっ すった
くけかけゅうう, こけょおさっこは う ゃくせおなす 
]すぇくうきうさ. ¨とっ せつっくうお ゃ おぇ
いぇくかなておぇすぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇ 
ゅうきくぇいうは, すけえ ゃっつっ ゅかっょぇ おなき 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせつっくうっ 
こけ うくそけさきぇすうおぇ. [ぇいくけけぉさぇ
いうっすけ ゃ しっきっえしすゃけすけ しぇ きぇか
おうはす ゃくせお ┿くぇすけかう, „いぇこぇかっく“ 
こけ ゃけかっえぉけかぇ し けすぉけさぇ くぇ „[け
いけゃぇ ょけかうくぇ“, う  つせあぉうくしおうはす 
こなす くぇ とっさおぇすぇ ╂っさゅぇくぇ, おけはすけ 
しかっょ ╇しこぇくうは ゃっつっ っ ゃ ╊けくょけく 
う つぇおぇ こなさゃぇすぇ ゃ さけょぇ ゃくせつおぇ.   
╆ぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ けす 1962-さぇ 

ょけ 2015-すぇ さっおぇすぇ くぇ あうすっえ
しおうは けこうす っ ょけくっしかぇ きくけゅけ. 
〈けえ こけいくぇゃぇ けすぉかういけ しかけあくう
すっ さってっくうは う ぉなさいぇすぇ さっぇおちうは 
くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
ゃ っおしすさっきくう しうすせぇちうう, さぇいせき
くうは こけょたけょ, ゅなゃおぇゃうは こけゅかっょ 
ゃなさたせ こさけういゃけょしすゃっくうすっ う こぇ
いぇさくうすっ こさけぉかっきう. ╇ いぇすけゃぇ 
くっ おさうっ せゃぇあっくうっすけ う ょけさう 
– ゃうしけおけすけ しう しぇきけつせゃしすゃうっ 
けす こさうくぇょかっあくけしすすぇ しう  おなき 
そうさきぇすぇ, おけはすけ ょけおぇいゃぇ しなし 
しなとっしすゃせゃぇくっすけ しう う し くけゃう
すっ しう こっさしこっおすうゃう, いぇかけあっくう 
くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ うきっくくけ 
ゃ 5/600, つっ ょけぉさうはす きっくうょあ
きなくす っ おかのつ おなき しすぇぉうかくけしすすぇ 
う うおけくけきうつっしおうすっ せしこったう.

しかっょゃぇとうはす っいうお, おけえすけ うょゃぇ 
きけとくけ ゃ すぇいう こけしけおぇ, っ ぇく-
ゅかうえしおうはす. 〈けえ しおなしはゃぇ ょせきう-
すっ, おぇいゃぇす. ′うっ しきっ きっあょせ うょっ-

うすっ, つっ っいうおなす しぇき しっ こさけきっくは 
う つっ っいうおぇ こさけきっくはきっ くうっ. ‶け 
しうかぇすぇ くぇ おぇおゃう けぉしすけはすっかしすゃぇ 
う こけょすうちう, くぇこさうきっさ, ょせきぇすぇ 
„いぇこけつゃぇ“, しっゅぇ しっ いぇきっくは しなし 
„しすぇさすうさぇき“? ‶け おぇおゃう こけょ-
ぉせょう? ╁なすさってくけっいうおけゃう かう? 
╁なくてくぇ くぇきっしぇ? ′ぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ ういこけかいゃぇす すぇいう ょせきぇ, うき 
っ せゅけょくけ ょぇ いぇきっくはす „こさけしすけ-
ゃぇすぇすぇ“ ょせきぇ „いぇこけつゃぇき“ しなし 
„しすぇさすうさぇき“. ╇! – „こさけしすけゃぇ-
すけすけ“ „たけょぇすぇえしすゃけ“ – し „かけぉう-
さぇき“. 

′はおぇおなゃ しくけぉういなき かう けす-
おさうゃぇすっ ゃ すけゃぇ?
- ╄ょくけ けす ゃないきけあくうすっ けぉはしくっ-

くうは っ しすさっきっあ くぇ つけゃっおぇ ょぇ しっ 
こけおぇあっ こけ-うくすっかうゅっくすっく, こけ-
いくぇっと う いぇすけゃぇ すけえ いぇきっしすゃぇ う 
„きけてっくうつっしすゃけ“ し „おけさせこちうは“.  
〈けゃぇ っ っょくぇすぇ こけょぉせょぇ. ╃させゅぇ-
すぇ こけょぉせょぇ, きくけゅけ はしくぇ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは う ょさせゅうすっ っゃさけこっえしおう 
しすさぇくう, っ ょぇ しっ こけょつうくはゃぇきっ, 
おけかおけすけ きけあっ, くぇ ぇくゅかうえしおうは 
っいうお. ╇きぇかけ っ ゃさっきっ, おけゅぇすけ 
ょさせゅうすっ っいうちう しっ こけょつうくはゃぇす 
くぇ かぇすうくしおうは, しかっょ すけゃぇ うょゃぇ 
っょくけ ゃさっきっ  - くぇ そさっくしおうは. 
╀なかゅぇさうは きうくぇゃぇ こさっい っょくけ 
しうかくけ そさっくしおけ ゃかうはくうっ, きうくぇ-
ゃぇきっ う こさっい っょくけ きくけゅけ しかぇぉけ 
くっきしおけ ゃかうはくうっ, こさっい きくけゅけ 
しうかくけ – しなゃっすしおけ. 〈けっしす, っょくぇ 
けす こけょぉせょうすっ っ  おせかすせさくけ-こけ-
かうすうつっしおぇ – あっかぇっき ょぇ しきっ 
ぉかういおう ょけ くけゃうすっ しう ゅけしこけょぇ-
さう. ]っゅぇ きくけゅけ しうきゃけかうつくけ ゃ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ さっつ そさっくしおぇすぇ  
ょせきぇ  „こぇさょけく“ しっ いぇきっしすゃぇ し 

ぇくゅかうえしおけすけ „しけさう“ /せしきうたゃぇ 
しっ/. ‶けょぉせょう いぇ こさけきはくぇ  おなき 
せかっしくはゃぇくっ くぇ っいうおぇ くっ ゃうあ-
ょぇき. ╁うあょぇき ょさせゅう こけょぉせょう.

‶さぇゃうすっ くぇきっお いぇ こさっくけし 
ゃ っいうおぇ くぇ くぇちうけくぇかくうすっ 
くう おけきこかっおしう う せしっとぇくうは-
すぇ くう いぇ くっしゃけぉけょぇ?
- 〈けゃぇ ゅけ うきぇ, くけ くっおぇ くっ こさっ-

せゃっかうつぇゃぇきっ つせあょけすけ こさっゃない-
たけょしすゃけ ゃ すぇいう こけしけおぇ. ╆くぇっすっ 
かう おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ くぇ そさっくしおう 
„そさぇくゅかっ“? – すけゃぇ っ こけょうゅさぇ-
ゃぇすっかくけ くぇいゃぇくうっ くぇ そさっく-
しおう っいうお, しうかくけ こけゃかうはくけ けす 
„ぇくゅかっ“ /せしきうたゃぇ しっ/. 〈ぇおぇゃぇ 
うゅさけしかけゃうちぇ う くっきちうすっ しぇ しない-
ょぇかう いぇ しゃけは  こけぇくゅかうえつゃぇと 
しっ っいうお. 〈ぇおぇ つっ, すせおぇ くっ しきっ 
っょうくしすゃっくう ゃ こさっおかけくっくうっ-
すけ こさっょ ぇくゅかうえしおうは っいうお. ′っ 
しきっ しぇきう. ′け – ょさせゅう おせかすせさう, 
ょさせゅう くぇさけょう けしないくぇゃぇす すけゃぇ 
う ょけさう うきぇす しゃけう くぇしきってかうゃう 
くぇいゃぇくうは こけ すけいう こけゃけょ. 

┿ くうっ しっ ゅけさょっっき?
- ′うっ しっ ゅけさょっったきっ う し こさう-

かうおぇすぇ きっあょせ させしおうは う ぉなか-
ゅぇさしおうは っいうお, ]なゃっすしおうは しなのい  
う ╀なかゅぇさうは, しっゅぇ っ さっょ くぇ こけょ-
ゅなゃぇくっ こさっょ ぇくゅかうえしおうは っいうお.     

╃ぇ しっ ゃなさくっき くぇ しけちうぇか-
くうすっ きさっあう. ╁っつっ うきぇ ちっかう 
ゅさせこう ゃなゃ そっえしぉせお, ょぇ おぇ-
あっき, しゃなさいぇくう し つっすっくっすけ. 
┿おけ ゅかっょぇきっ くぇ すけゃぇ おぇすけ 
くぇ そけさきぇ  いぇ こさっょういゃうおゃぇ-
くっ おなき つっすっくっ, ゃうょ さっおかぇ-
きぇ うかう きはしすけ いぇ おぇきこぇくうう, 
くぇしけつゃぇとう つっすっくっすけ, おぇお 
ゅかっょぇすっ ╁うっ くぇ すっいう こさけ-
ちっしう? ╇きぇ かう くせあょぇ つっすっ-
くっすけ けす おぇきこぇくうう, おぇおゃうすけ 
しっ こけょっきぇす ゃ こけしかっょくうすっ 

ゅけょうくう? 
- ╉ぇきこぇくううすっ しぇ いくぇお くぇ 

ゃかぇしすすぇ. ╁かぇしすすぇ あっかぇっ ょぇ しっ 
こさけはゃう おぇお かう くっ. ╉ぇすけ しっ こけ-

つくっ けす すけゃぇ, つっ おぇきこぇくうは いぇ-
はゃはゃぇ, つっ けす しかっょゃぇとぇすぇ くけと 
つぇしけゃくうおけゃけすけ ゃさっきっ しっ きっしすう 
っょうく つぇし くぇこさっょ うかう っょうく つぇし 
くぇいぇょ. 〈けゃぇ っ こさけはゃぇ くぇ ゃかぇしす-
すぇ. ╉ぇきこぇくううすっ けす すうこぇ „〈さはぉ-
ゃぇ ょぇ つっすっすっ“ しぇ しなとけ ゃかぇしすけ-
ゃう. ╉ぇすっゅけさうはすぇ „ゃかぇしす“ くっ しっ 
さぇいぉうさぇ ょけしすぇすなつくけ ょけぉさっ ゃ 
ょくってくけすけ ぉなかゅぇさしおけ しないくぇ-
くうっ. ╁かぇしすすぇ しっ さぇいぉうさぇ おぇすけ 
くっとけ, しゃなさいぇくけ し っょくぇ こぇさ-
すうは, くけ うきぇ っょくぇ けぉとぇ しうかぇ くぇ 
ゃかぇしすすぇ, こさう おけはすけ う こぇさすうは ょぇ 
っ. ╁かぇしすすぇ あっかぇっ ょぇ ゃかぇしすゃぇ. 

╃ぇあっ ゃ つっすっくっすけ?
- ′ぇゃしはおなょっ, ゃなゃ ゃしうつおけ. 

╁かぇしすすぇ あっかぇっ. ╇ ゃ こけかうすうおぇ-
すぇ, う ゃ つっすっくっすけ, う ゃ うくすうきくうは 
あうゃけす. ╇きぇ しぇきけ さぇいかうつくう 
しすっこっくう ゃ こさけはゃぇすぇ くぇ ゃかぇしす-
すぇ. ╁ っょくぇ ょうおすぇすせさぇ すは しっ こさけ-
はゃはゃぇ けすおさけゃっくけ, しうかくけ, すさけこぇ 
こけ きぇしうすっ うかう けぉゃうくはゃぇ こけょ-
つうくっくうすっ しう, つっ くっ つっすぇす. 〈けゃぇ 
っ しすさぇたけゃぇ きぇくうは. ╁ くぇてぇすぇ 
╀なかゅぇさうは. ╇ くっ しぇきけ ゃ ょくって-
くぇ ╀なかゅぇさうは. ′うおけえ くっ いくぇっ 
おけかおけ しっ っ つっすはかけ こさっょう しすけ 
ゅけょうくう. ╇ すけゅぇゃぇ うきぇ けぉゃうくっ-
くうは, くけ くっ すぇおうゃぇ, くっ ゃかぇしすけ-
ゃう – „′っ つっすぇす!“. ╁なゃっあょぇくっすけ 
くぇ  こうしぇくけすけ しかけゃけ  っ すさせょっく 
こさけちっし う きくけゅけ, きくけゅけ しなこさけ-
すうゃぇ っ しさっとくぇか. ┿かっおしぇくょなさ 
╁っかうおう くぇせつうか /さぇいぉうさぇ しっ, 
こぇお くぇ ぉけえくけすけ こけかっ/, つっ くっ-
ゅけゃうはす くぇしすぇゃくうお ┿さうしすけすっか っ 
いぇこうしぇか しゃけう うょっう う っ ょぇか くぇ 
ょさせゅう ょぇ ゅう こさっこうてぇす. ┿かっお-
しぇくょなさ きせ こうてっ – おぇお ぉう きけ-
ゅなか ょぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ? – うょっう しっ 
ういかぇゅぇす ゃ ょうぇかけゅ, こさっょ たけさぇ, 
おけうすけ けすゃさなとぇす: ゃないさぇいはゃぇす 
うかう こさうっきぇす. ′け こさう ゃしうつ-
おう しかせつぇう くけしうすっかはす くぇ うょっは 
ゃうあょぇ おぇお しっ ゃないこさうっきぇ うかう 
くっ しっ ゃないこさうっきぇ すは. ┿かっおしぇく-
ょなさ っ っょうく けす きくけゅけすけ  ょさっゃ-
くう たけさぇ, おけうすけ しぇ おぇいぇかう: “′っ 
ゃしうつおけ っ いぇ いぇこうしゃぇくっ“. ╇ おぇ-
いぇか くぇ ┿さうしすけすっか すなおきけ すっいう 
ょせきう. 》けさぇすぇ しぇ さぇいょゃけっくう 
きっあょせ こうしぇくけ う せしすくけ しかけゃけ. 
]けおさぇす っ しなぉうさぇか きくけゅけ いかけぉぇ. 
╁おかのつうすっかくけ う ゃ しきなさすくぇすぇ 
こさうしなょぇ っょくけ けす けぉゃうくっくうはすぇ 
っ: “]けおさぇす くっ うしおぇ ょぇ こうてっ“. 
╃させゅ しかせつぇえ – ′うちてっ: “]けおさぇす 
っ つけゃっおなす, おけえすけ くうおけゅぇ くっ くぇ-
こうしぇ くうすけ さっょ“ – すけゃぇ っ かぇし-
おぇすっかくけ. 〈ぇおぇ つっ – しぇきけ こけ 
しっぉっ しう つっすっくっすけ う こうしぇくっすけ /》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

つっすっくっ ぉっい こうしぇくっ くっ きけあっ ょぇ 
うきぇ/, しぇ ょゃけえくしすゃっくう おぇすっゅけ-
さうう, ちっくくけしすくけ ょゃけえしすゃっくう – う 
„ょぇ“, う „こさけすうゃ“. [ぇぉけすぇすぇ しっ 

ういけしすさは けしけぉっくけ きくけゅけ こさう ゃな-
ゃっあょぇくっ くぇ おくうゅけこっつぇすぇくっすけ, 
すなえ おぇすけ さなおけこうしなす, おけかおけすけ う 
ょぇ っ, くっ きけあっ ょぇ うょっ ょぇかっつ ょけ 
つうすぇすっかうすっ. ┿ こっつぇすくぇすぇ おくうゅぇ, 
けしゃっく, つっ ょけしすうゅぇ ょけ こけゃっつっ 
たけさぇ, っ こけ-つっすうきぇ けす さなおけこうしぇ 
おぇすけ くぇつうく くぇ つっすっくっ. 〈ぇおぇ つっ, 
しかっょ  ╂せすっくぉっさゅ, けすおさうゃぇすっかはす  
くぇ おくうゅけこっつぇすぇくっすけ, ょけこなかくう-
すっかくけ しっ ういけしすさは おけくそかうおすなす 
„こうしぇくっ – つっすっくっ“. ╁ ╀なかゅぇさうは 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお けおけかけ 
50-60 % けす きなあっすっ しぇ くっゅさぇ-
きけすくう, ぇ いぇ あっくうすっ っ くっせょけぉくけ 
ょぇ ゅけゃけさうき... けおけかけ 90 %. ╄, 
おぇお ょぇ つっすぇす すうは たけさぇ?! 〈けゅぇ-
ゃぇ, ゃ すっいう ょっしっすうかっすうは, こせぉ-
かうつくうすっ ぉっしっょう, ゃっつっさうくおうすっ, 
ょっおかぇきぇちううすっ しなぉうさぇす きくけゅけ 
しかせてぇすっかう. ╉ぇお ょぇ くっ しなぉうさぇす, 
おぇすけ うくぇつっ すけえ くっ きけあっ ょぇ ゅけ 
こさけつっすっ? ╇きぇかけ っ う ょさせゅう こさう-
つうくう, くけ う すけゃぇ. ‶ぇくうおぬけさしおけ 
っ くぇしすさけっくうっすけ, つっ つっすっくっすけ っ 
ゃ せこぇょなお. 〉こさっおなす – きかぇょうすっ 
くっ つっすぇす っ せこさっお くぇ しすぇさちうすっ 
おなき きかぇょうすっ. ┿きう, ょぇ こけこうすぇ-
きっ しすぇさちうすっ: “╁うっ おけかおけ つっすは-
たすっ?“/せしきうたゃぇ しっ/. 

‶ぇお ╁う こさっこさぇとぇき おなき 
しけちうぇかくうすっ きさっあう. ╋かぇょう-
すっ たけさぇ きけゅぇす ょぇ しっ くぇきっさはす 
こさっょうきくけ すぇき. ╋くけゅけ けす すはた 
つっすぇす こさっい そっえしぉせお,  うきぇ 
きくけゅけ しぇえすけゃっ. ¨しゃっく つさっい 
おくうゅぇすぇ, おぇつっしすゃっくう すっおしすけ-
ゃっ ょけしすうゅぇす う こさっい きさっあぇすぇ 
くぇ うくすっさくっす ょけ つっすはとうは つけ-
ゃっお. ╋けあっ ぉう けくけゃぇ, おけっすけ っ 
しすぇくぇかけ こさっょう ゃっおけゃっ つさっい  
おくうゅけこっつぇすぇくっすけ, しっゅぇ しすぇ-
ゃぇ しなし しさっょしすゃぇすぇ くぇ くけゃうすっ 
ょくってくう すったくけかけゅうう?     
- ╇きぇ くっとけ こけょけぉくけ きっあょせ 

ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ おくうゅけこっつぇ-
すぇくっすけ う すっいう くけゃう こさけちっしう. 
]ゃうょっすっかう しきっ くぇ くはおぇおなゃ くけゃ 
こさったけょ.  

╋ぇたぇかけすけ くぇ さぇいゅけゃけさぇ くう 
しっ ゃさなとぇ しはおぇて ゃ こなさゃけくぇ-
つぇかくぇすぇ しう すけつおぇ. 』っすっくっすけ 
くっ きけあっ ぉっい こうしぇくっすけ, おぇ-
いぇたすっ. ╉ぇおゃけ, ゃしっ こぇお しすぇゃぇ 
し かうすっさぇすせさくけすけ こうしぇくっ? 
╉なょっ ょぇ しっ すなさしはす ょけぉさうすっ 
こさうきっさう ゃ しなゃさっきっくくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ かうすっさぇすせさぇ?
- /〉しきうたゃぇ しっ/.

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

╆¨′〉╊』ぇ【 》『╊╉]╅╈╅ ╇
】ぁ¨]¨ぅ╊ ぁ╅』 》《 „〈¨』]╊〉╊”

》《『╊╉〉《 《【]¨ぁ¨╊ ′╅ 
╅『』╊〉╅]』[¨【╊ 【╅〉をゃ《『¨

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》『《‒. ╈╊〉ぁ《 》¨『ゃ《╇
′ぇつぇかけすけ くぇ ょなかゅうは こなす 

くぇ こさけそっしけさぇ. ╃はょけ きせ ╂っくの 
ぉうか ゅさぇょうくぇさ, ぇ ぉぇぉぇ きせ ╋ぇさうは 
- ょけきぇおうくは. 〈っ うきぇす つっすうさうきぇ 

しうくけゃっ - ]すっそぇく, ╇ゃぇく, ╃うきう-
すなさ う 》さうしすけ, おけうすけ ぉうかう いぇ-
くぇはすつうう. ¨す すはた しぇきけ ╃うきうすなさ 
- ぉぇとぇすぇ くぇ ╂っくつけ ‶うさぬけゃ, ぉうか 
し くぇつぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, すけえ しっ 
う しぇきけけぉさぇいけゃぇか. ╀うか せこけさうす 
う すさせょけかのぉうゃ きかぇょっあ, つかっくせ-
ゃぇか ゃ せこさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ 
そぇぉさうおぇすぇ くぇ ぉさぇすは ¨さけいけ-
ゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]っきっえしすゃけすけ し 
すさうすっ しう ょっちぇ - ╂っくつけ, 》さうしすけ 
う ╋ぇさうは, あうゃっっかけ しおさけきくけ. 
╃っちぇすぇ ぉうかう ゃないこうすぇゃぇくう ょぇ 
ぉなょぇす せつっくけかのぉうゃう, すさせょけかの-
ぉうゃう う こっしすっかうゃう, くけ とっょさう.                                                                                                                                
]ぇきうはす こさけそっしけさ ‶うさぬけゃ さぇい-
おぇいゃぇか いぇ さってっくうっすけ しう くぇ 
きかぇょうくう: いぇっょくけ し ぉなょっとうは 
うしすけさうお ╇ゃぇく 〉くょあうっゃ う こさう-
はすっかは しう ╂っけさゅう ╁ぇさすけかけきっっゃ 
ょぇ けぉさぇぉけすゃぇす 20 ょっおぇさぇ いっきは. 
╆ぇしっかう は し ちぇさっゃうちぇ う は こさけょぇ-
ゃぇかう っゃすうくけ くぇ ぉっょくうすっ たけさぇ. 
]かっょ すけゃぇ いぇしっかう いっきはすぇ し こさけ-
しけ. ′け すなえ おぇすけ „しなょさせあくうちうすっ” 
きせ ゅけ ういけしすぇゃうかう, くぇ ぉなょっとうは 
せつっく-こしうたけかけゅ しっ くぇかけあうかけ 
しぇき ょぇ けあなくっ こさけしけすけ, しかっょ 
おけっすけ ゅけ こさけょぇか いぇ しうきゃけかうつくう 
こぇさう くぇ ぉけいぇょあううすっ.
¨とっ けす きかぇょっあおうすっ しう ゅけょう-

くう ╂っくつけ ‶うさぬけゃ うきぇか しゃけっ 
ゃっさせの, おけっすけ きせ こけきぇゅぇかけ ょぇ 
こさっけょけかはゃぇ ゃしはおぇおゃう すさせょくけし-
すう: „╃かなあっく しう ょぇ しっ しこさぇゃうて!”
‶っょぇゅけゅうつっしおぇ さけきぇくすうおぇ. 

〈ぇおぇ ╂っくつけ ‶うさぬけゃ ゃないこさうっきぇ 
こさけそっしうはすぇ しう くぇ せつうすっか ゃ 』うさ-
こぇくしおけすけ しっかけ ¨さういけゃけ, おなょっすけ 
さぇぉけすう, しかっょ おぇすけ こさっい 1920 ゅ. 
いぇゃなさてゃぇ ういゃっしすくけすけ ╉ぇいぇく-
かなておけ こっょぇゅけゅうつっしおけ せつうかうとっ.                                                                                                    
╉ぇすけ せつっくうお こけしっとぇゃぇか しなぉさぇ-
くうは くぇ ぇくぇさたうしすう う  ょなくけゃうしすう. 
╇きぇか けしけぉっくけ こさっょこけつうすぇくうっ 
おなき きうさけゅかっょぇ くぇ 〈けかしすけえ う 
しすぇゃぇ くっゅけゃ こけしかっょけゃぇすっか.                                                                                            
‶さっい 1922 ゅ. ぉなょっとうはす こっょぇゅけゅ 
しっ いぇこうしゃぇ ゃ ]〉 “]ゃ. ╉かうきっくす 
¨たさうょしおう”, おなょっすけ せつう そうかけしけ-
そうは う こっょぇゅけゅうおぇ. 〈けゅぇゃぇ ょゃっ-
すっ ょうしちうこかうくう しっ ういせつぇゃぇかう 
っょくけゃさっきっくくけ. ]かっょ いぇゃなさて-
ゃぇくっ くぇ ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇ-
くうっ こさっい 1925 ゅ. しっ いぇゃさなとぇ 

‶さけそ. ╂っくつけ ‶うさぬけゃ っ さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1901 
ゅ. ╆ぇゃなさてゃぇ ╉ぇいぇくかなておけすけ こっょぇゅけゅうつっしおけ せつうかうとっ, 
しかっょ おけっすけ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう” - そうかけしけそうは 
う こっょぇゅけゅうおぇ. ]こっちうぇかういうさぇ こっょぇゅけゅうおぇ う こしうたけかけ-
ゅうは ゃ ╉けかせきぉうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ′の ╈けさお. [ぇぉけすう ゃ 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす ょけ 1938 ゅ., おなょっすけ けしくけゃぇゃぇ 
おぇすっょさぇ „‶しうたけかけゅうは” う っ ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ 
こっょぇゅけゅうおぇ. ¨す 1958 ゅ. っ つかっく-おけさっしこけくょっくす くぇ ╀┿′.                                                                                                                                             
‶さけそ. ‶うさぬけゃ うきぇ けゅさけきっく くぇせつっく こさうくけし ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ こっょぇゅけゅうおぇすぇ, こしうたけかけゅうはすぇ, きっすけょうおぇすぇ くぇ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ う ゃないこうすぇくうっすけ くぇ かうつくけしすすぇ. ′ぇさうつぇく っ 
„こぇすさうぇさたなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こしうたけかけゅうは”. ┿ゃすけさ っ くぇ 
くぇょ 40 おくうゅう, 14 きけくけゅさぇそうう う くぇょ 1000 こせぉかうおぇちうう.        
〈けえ っ っょうく けす ういはゃっくうすっ ょぇさうすっかう せ くぇし.                                                                                                              
〉ょけしすけっく っ し けさょっく „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“.
╃けあうゃはゃぇ しゃけっすけ しすけかっすうっ, せきうさぇ くぇ 2 はくせぇさう 2001 ゅ.                                                                       
‶さっい 2008 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ うきっすけ くぇ こさけそ. ╂っくつけ ‶う-
さぬけゃ っ せつさっょっくぇ そけくょぇちうは.

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて
〉とのあ そて ′あうそお 2:
╉そうそしせあ つひす そて きけうそてあ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

』ちかはけ:
》ちそなかつそちひて, さそえそてそ
せあちけねあて ╈そつたそお

╇くしすさせきっくすぇかくうはす いぇゃけょ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃ すなさしう ょぇ くぇいくぇ-
つう おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう こけ しかっょくうすっ こさけそっしうう: 
•	 ]すさせゅぇさ
•	 《さっいうしす
•	 【かぇえそうしす
•	 ¨こすうつっしおう てかぇえそうしす
•	 【かけしっさ
•	 ╇くしすさせきっくすぇかつうお
•	 [っいぉけてかぇえそうしす
╉ぇくょうょぇすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす すったくうつっしおぇ ゅさぇきけすくけしす いぇ さぇ-

ぉけすぇ し つっさすっあう, けこうす ゃ しなけすゃっすくぇすぇ こさけそっしうは う せきっくうは  いぇ 
しぇきけしすけはすっかくぇ さぇぉけすぇ. ] こさっょうきしすゃけ しっ こさうっきぇす ぉうゃてう さぇ-
ぉけすくうちう くぇ うくしすさせきっくすぇかくうは いぇゃけょ.
《うさきぇすぇ こさっょかぇゅぇ ゃうしけおぇ けちっくおぇ くぇ すさせょぇ, しこけさっょ おゃぇかう-

そうおぇちうはすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ, う しけちうぇかくう こさうょけぉうゃおう. 

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:
 „┿さしっくぇか” ┿╃, けすょっか „╊うつっく しなしすぇゃ” 
 すっかっそけくう: 0431/ 63133, 0431/ 57747
‶ぇおっす し ょけおせきっくすう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ ゃしっおう おぇくょうょぇす きけあっ 

ょぇ こけかせつう けす ゅうてっ „‶さけこせしおう” – ちっくすさぇかっく こけさすぇか くぇ そうさ-
きぇすぇ.

だß　çí

„┿さしっくぇか” ┿╃ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃けぉさけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ きっあょせ そうさきぇすぇ う けぉとうくしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ っ う ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす せしこったうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇいゃうすうっすけ くぇ 

] こなかくけ きくけいうくしすゃけ ̈ ぉとうくしおうはす 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ  こさっょ-

かけあっくうっすけ くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきう-
すっす いぇ せょけしすけはゃぇくっ し くぇえ- ゃうしけおけすけ 
けすかうつうっ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお – ‶け-
つっすっく ゅさぇあょぇくうく, くぇ ╇いこなかくうすっか-
くうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃  ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
] すけゃぇ しう さってっくうっ きっしすくうはす こぇさ-

かぇきっくす くぇ こさぇおすうおぇ こさうっ きけすうゃう-
すっ くぇ 536-すっ ゅさぇあょぇくう けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, こけょおさっこうかう し こけょこうしうすっ 
しう こさっょかけあっくうっすけ ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ ょぇ しすぇくっ ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく 
くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお. 

さぇえけくぇ こさっい こけしかっょくうすっ くはおけかおけ ゅけょうくう. 《うさ-
きぇすぇ, つうえすけ つうしかっく しなしすぇゃ っ ぉかういけ 6500 ょせてう, 
しっ はゃはゃぇ くぇえ-ゅけかっきうはす さぇぉけすけょぇすっか ゃ しすさぇくぇすぇ 
う うきぇ けしくけゃっく こさうくけし いぇ しすぇぉうかういうさぇくっすけ くぇ 
けぉとうくぇすぇ, ゃ おけはすけ こさぇおすうつっしおう ぉっいさぇぉけすうちぇ-
すぇ っ くせかぇ. ‶けゃっつっ けす 1200 しぇ くけゃけくぇいくぇつっくうすっ 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  いぇ こけ-
きぇかおけ けす っょくぇ ゅけょうくぇ. ╇ ゃ きけきっくすぇ そうさきぇすぇ 
すなさしう 1000 さぇぉけすくうちう う ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇ-
くう おぇょさう いぇ ういこなかくっくうっ くぇ しおかのつっくうすっ ょけゅけ-
ゃけさう, おけうすけ けしうゅせさはゃぇす ょなかゅけゅけょうてっく ぇくゅぇあう-
きっくす いぇ さぇぉけすくうちうすっ. 

〉つっぉくうはす こさっょきっす „╇くそけさきぇちうけくくう すったくけかけゅうう“, おけえすけ ゃ きけきっくすぇ しっ ういせつぇゃぇ けす 1 ょけ 
12 おかぇし ゃ せつうかうとぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇきっくっく けす ょさせゅ, くぇさっつっく „╋うしかっくっ“. ╋くっくうっすけ 

っ くぇ ぅゃけさ ╃あけくっゃ, いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ しけそすせっさくうすっ おけきこぇ-

]なし しこっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ けす こけさっょくけすけ しう せつぇしすうっ ゃ くぇ-
ちうけくぇかっく そけかおかけさっく おけくおせさし ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ しっ 

いぇゃなさくぇ しなしすぇゃなす くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっ-
ゃぇ. ]こっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ ぉっ こさうしなょっくぇ いぇ ぇゃすけさしおうは  すぇくち 
くぇ たけさっけゅさぇそおぇすぇ „╉けこぇくうちぇ”. 

	 	 	

くうう /╀┿]╉¨╋/ う 
こ さ っ ょ し っ ょ ぇ す っ か 
くぇ ╇くしすうすせすぇ 
いぇ こさけゅさっしうゃくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ.
╁ うくすっさゃの いぇ 

╀〈┿ すけえ っ けぉはし-
くうか, つっ せつっぉくう-
はす こさっょきっす „╇く-
そけさきぇちうけくくう 
すったくけかけゅうう“ っ 
くっぇょっおゃぇすっく う 
ゅせぉう ゃさっきっすけ くぇ 
せつっくうちうすっ. ╋っ-
すけょうすっ う しなょなさ-
あぇくうっすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょぇす ういちはかけ 
けぉくけゃっくう.

いぇ おさぇすおけ ゃ さけょくうは ╉ぇいぇくかなお う 
しすぇゃぇ せつうすっか ゃ ‶っょぇゅけゅうつっしおけ-
すけ せつうかうとっ. 
╁ ′の ╈けさお. ′ぇえ-ゅけかはきけ ゃかう-

はくうっ ゃなさたせ 
かうつくけしすすぇ 
きせ けとっ おぇすけ 
しすせょっくす うきぇ 
こさけそっしけさ 
╃ う き う す な さ 
╉ ぇ ち ぇ さ け ゃ . 
╀かぇゅけょぇさっ-
くうっ くぇ くっゅけ 
╂っくつけ ‶う-
さぬけゃ しっ くぇ-
しけつゃぇ おなき 
そうかけしけそう-
はすぇ くぇ こしう-
たけかけゅうはすぇ. 
‶さけそ. ╉ぇちぇ-
さけゃ せしこはゃぇ 
ょぇ きせ うい-
ょっえしすゃぇ しすう-
こっくょうは いぇ 
しこっちうぇかういぇ-
ちうは ゃ ]┿】. 
〈ぇおぇ, っょゃぇ 
25-ゅけょうてっく, 
ゃ うきっすけ くぇ 
く ぇ せ お ぇ す ぇ , 
きかぇょうはす おぇ-
いぇくかなつぇくうく 
こけっきぇ おなき 
ょ ぇ か っ つ く う は 
おけくすうくっくす.  
„ ¨ す ょ ぇ か っ つ 
くっぉけしすなさゅぇ-

つうすっ こさうかうつぇたぇ くぇ くぇさっょっくう 
おせぉけゃっ. ┿ すさっすけおかぇしくうすっ こなすくう-
ちう きうくぇゃぇたぇ こさっい きうすぇさしすゃぇすぇ 
くぇ „╄かうし-┿えかぇくょ“ いぇ こさっゅかっょ う 
こさけゃっさおぇ くぇ ょけおせきっくすうすっ. 〈けか-
おけゃぇ きぇかおけ いくぇった ぇくゅかうえしおう 
っいうお, つっ っょゃぇ かう くっ しゅさってうた, 
おぇすけ おぇいぇた, つっ けすうゃぇき くぇ さぇ-
ぉけすぇ“, こうてっ ゃ ょくっゃくうおぇ しう いぇ 
いぇぉっかっあうすっかくけすけ 
しなぉうすうっ しこっちうぇかう-
いぇくすなす けす ╀なかゅぇさうは. 
╁ ′の ╈けさお すけえ しっ 
くぇしすぇくはゃぇ ゃ うくすっさ-
くぇちうけくぇかっく ょけき, 
ぉかういけ ょけ せくうゃっさしう-
すっすぇ, ゃ おけえすけ あうゃっっ-
かう  けおけかけ 500 ょせてう 
けす さぇいかうつくう ょなさあぇ-
ゃう.
╁きっしすけ っょくぇ ゅけ-

ょうくぇ, ‶うさぬけゃ 
しこっちうぇかういうさぇ ゃ 
╉けかせきぉうえしおうは せくう-
ゃっさしうすっす ょゃっ ゅけょう-
くう - けす 1925-すぇ ょけ 
1927-きぇ. ¨とっ くぇ 
ぇきっさうおぇくしおぇ いっきは 
いぇこけつゃぇす いぇくうきぇくう-
はすぇ きせ こけ しさぇゃくう-
すっかくぇ こっょぇゅけゅうおぇ. 
╆ぇこけいくぇゃぇ しっ しなし 
しゃっすけゃくう しゃっすうかぇ 
くぇ こっょぇゅけゅうおぇすぇ う 
こしうたけかけゅうはすぇ おぇすけ 
╃あけく ╃のう う ╄ょせぇさょ 
〈けさくょぇえお う こさぇゃう 
さっょうちぇ こさけせつゃぇくうは, おけうすけ こけ-
おなしくけ しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ぉなょっ-
とうすっ きせ ういしかっょゃぇくうは.
‶け ゃさっきっ くぇ こさけょなかあうすっかくけすけ 

こなすせゃぇくっ こうてっ しなし いぇすさけゅゃぇとぇ 
かのぉけゃ ゃしっおう ょっく こうしきぇ ょけ ゅけ-
ょっくうちぇすぇ しう ╆かぇすおぇ 〈ぇくすうかけゃぇ, 
おけはすけ せつう くっきしおぇ そうかけかけゅうは.
╁ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇゃさなとぇえおう しっ 

ゃ ]けそうは, ╂っくつけ ‶うさぬけゃ しおかのつ-
ゃぇ ぉさぇお しなし ╆かぇすおぇ う いぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ ゃ ┿きっさうおぇくしおうは おけかっあ 
ゃ ]うきっけくけゃけ. ‶け くっゅけゃぇ うょっは 
ゃ おけかっあぇ しっ こさっこけょぇゃぇ う しけちう-
けかけゅうは. ‶さっい 1933 ゅ. こけしすなこゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ こさけしゃっすぇすぇ おぇすけ こけょくぇつぇか-
くうお くぇ ╉せかすせさくけすけ けすょっかっくうっ. 

〈けえ こさっょかぇゅぇ ょぇ しっ こさうっきぇす 
さっょうちぇ ゃぇあくう いぇおけくう いぇ こさっ-
ょせつうかうとくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ, いぇ 

こけきけとくうすっ せつうかうとぇ, おぇおすけ う 
ょぇ ぉなょっ せつさっょっく そけくょ „╃ぇさけ-
ゃうすう ょっちぇ“. ╁ きうくうしすっさしすゃけすけ 
‶うさぬけゃ くっ けょけぉさはゃぇか こけゃっょっ-
くうっすけ くぇ くはおけう けす きうくうしすさうすっ 
う いぇっょくけ し こうしぇすっかは ]す. ╊. ╉けし-
すけゃ しっ くぇょしきうゃぇか くぇ ぇぉしせさょくけ-
すけ こけゃっょっくうっ くぇ っょうく けす すはた, 
おけえすけ ういうしおゃぇか けす こけょつうくっくう-
すっ しう いぇょなかあうすっかくけ ょぇ ゃうおぇす 
„せさぇ” くぇ „かっっとうすっ しっ ぉうしっさう“ 
けす せしすぇすぇ きせ.
′ぇせつくぇすぇ おぇさうっさぇ. ‶う-

さぬけゃ つぇおぇ ちっかう 10 ゅけょうくう ょぇ 
しっ けすおさうっ きはしすけ いぇ ぇしうしすっくす ゃ 
]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. ‶け-
おなしくけ すけえ とっ しすぇくっ けしくけゃぇ-
すっか う さなおけゃけょうすっか くぇ おぇすっょさぇ 
„‶しうたけかけゅうは“ ゃ すけいう せくうゃっさしう-
すっす. ¨す 1948 ゅ. っ こさけそっしけさ う 
さなおけゃけょうすっか くぇ しなとぇすぇ おぇすっ-
ょさぇ.〈けえ しすぇゃぇ う ょうさっおすけさ くぇ 
╇くしすうすせすぇ こけ こっょぇゅけゅうおぇ おなき 

せくうゃっさしうすっすぇ. ‶さっこけょぇゃぇすっか-
しおぇすぇ う くぇせつくぇすぇ ょっえくけしす くぇ 
こさけそっしけさぇ っ ゃ しそっさぇすぇ くぇ こっ-
ょぇゅけゅうつっしおうすっ う こしうたけかけゅうつっ-
しおうすっ くぇせおう. 〈けえ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ さぇぉけすう ょけ 1982 ゅ., くぇすけゃぇ-
さっく し きくけゅけ せくうゃっさしうすっすしおう 
ぇくゅぇあうきっくすう.
‶さうくけしなす ゃ くぇせおぇすぇ. ′ぇせつ-

くうはす こさうくけし くぇ こさけそ. ╂っくつけ 
‶うさぬけゃ っ けゅさけきっく: ゃ けぉかぇし-
すすぇ くぇ すっけさうはすぇ う きっすけょうおぇすぇ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, くぇ けぉとぇ-
すぇ, っおしこっさうきっくすぇかくぇすぇ, ゃない-
さぇしすけゃぇすぇ, こっょぇゅけゅうつっしおぇすぇ 
う おけゅくうすうゃくぇすぇ こしうたけかけゅうは, 
くぇ しっきっえくけすけ う けぉとっしすゃっくけすけ 
ゃないこうすぇくうっ う ゃないこうすぇくうっすけ 

くぇ かうつくけしすすぇ. ╇いょぇか っ くぇょ 40 
おくうゅう, うきぇ 14 きけくけゅさぇそうう, くぇょ 
1000 こせぉかうおぇちうう, こけしゃっすっくう くぇ 

けしくけゃくう こさけぉかっきう けす こしうたけかけ-
ゅうはすぇ う こっょぇゅけゅうおぇすぇ う くぇ さっょう-
ちぇ あうすっえしおう ゃなこさけしう. 
‶けしかっょくうすっ ょっしっす ゅけょうくう けす 

あうゃけすぇ くぇ っゃさけこっえしおうは せつっく-
こしうたけかけゅ しぇ ういおかのつうすっかくけ 
こかけょけすゃけさくう.〈けえ ういょぇゃぇ ょっしっす 
くけゃう おくうゅう. ‶っす けす すはた こけしゃっ-
とぇゃぇ くぇ こなさゃぇすぇ しう かのぉけゃ – 
こっょぇゅけゅうおぇすぇ, ぇ けしすぇくぇかうすっ しぇ ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ ゅけかはきぇすぇ きせ かのぉけゃ 
- こしうたけかけゅうはすぇ. 
¨す すはた くぇえ-しおなこぇ きせ っ „╃っすっ-

すけ“, くぇ おけさうちぇすぇ しなし しくうきおぇすぇ 
くぇ こさぇゃくせおぇ きせ ╉けくしすぇくすうく. 
‶さっょう ゃっおけゃくうは のぉうかっえ くぇ 

こさけそ. ‶うさぬけゃ ういかういぇす う くっゅけ-
ゃうすっ „╇しすけさうは くぇ こしうたけかけゅうはすぇ 
ゃ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう“ う 
„╊っゃ ′うおけかぇっゃうつ 〈けかしすけえ - たせ-
きぇくうしす こしうたけかけゅ“. 
〉つっく-っくちうおかけこっょうしす こけ けぉさぇ-

いけゃぇくうっ う ういはゃう, こさけそ. ╂っくつけ 
‶うさぬけゃ しないょぇゃぇ っょくぇ ちはかぇ っこけ-
たぇ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ う しゃっすけゃくぇすぇ 
こしうたけかけゅうつっしおぇ くぇせおぇ. 
′ぇえ-いくぇつうすっかくうはす きせ すさせょ ゃ 

ちはかけしすくぇすぇ きせ くぇせつくぇ ょっえくけしす 
っ „‶しうたけかけゅうはすぇ, そせくょぇきっく-
すぇかくぇ くぇせおぇ いぇ つけゃっおぇ“. ╇いょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ っ こけゃけょ いぇ 
ゃすけさう こなす つか. おけさ. こさけそ. ╂っくつけ 
‶うさぬけゃ ょぇ ぉなょっ こさっょかけあっく いぇ 
いゃぇくうっすけ ぇおぇょっきうお. ╇ いぇ ゃすけ-
さう こなす すけ っ けすおかけくっくけ けす ぇおぇょ. 
]ぇゃぇ ╂ぇくけゃしおう. 〈ぇいう „すぇえくぇ“ っ 
さぇいおさうすぇ つぇお こさっい 1999 ゅ. ]ぇ-
きうはす こさけそっしけさ う ぉかういおうすっ きせ 
すゃなさょはす, つっ いぇ くっゅけ すうすかうすっ くう-
おけゅぇ くっ しぇ うきぇかう ういおかのつうすっかくけ 
いくぇつっくうっ.
‶さっい 2001 ゅ. こさけそ. ‶うさぬけゃ っ 

せょけしすけっく し けさょっく „]すぇさぇ こかぇ-
くうくぇ“. ‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ っ 
せょけしすけっく う し くぇえ-ゃうしけおけすけ けす-
かうつうっ くぇ ]〉 „╉かうきっくす ¨たさうょ-
しおう“ – こけつっすっく いくぇお し かっくすぇ.
‶さっい 2013 ゅ. ╀┿′ けそうちうぇかくけ 

つっしすゃぇ 40 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっ-
すけ くぇ くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおけ-
すけ いゃっくけ こけ こしうたけかけゅうは. ╄ょくけ 
けす すさうすっ せつさっょっくう けすかうつうは いぇ 
きかぇょう せつっくう – いぇ こけしすうあっくうは ゃ 
けぉかぇしすすぇ くぇ くぇせおぇすぇ う いぇ うくしすう-
すせちうけくぇかういうさぇくっすけ くぇ くぇせおぇすぇ 
こしうたけかけゅうは ゃ ╀なかゅぇさうは, ぉっ くぇ 
うきっすけ くぇ こさけそ. ╂っくつけ ‶うさぬけゃ.
╃けしすけえくしすゃぇすぇ くぇ ょなかゅけ-

かっすうっすけ. ╃け おさぇは くぇ ょくうすっ しう 
╂っくつけ ‶うさぬけゃ すゃなさょはか, つっ ょなか-
あう あうすっえしおけすけ しう う すゃけさつっしおけ 
ょなかゅけかっすうっ くぇ しゃけっすけ すさせょけ-
かのぉうっ う ょけぉさけくぇきっさっくけしす おなき 

ょさせゅうすっ: „╉ぇすけ きけあって ょぇ くぇ-
こさぇゃうて くぇ くはおけゅけ せしかせゅぇ - くぇ-
こさぇゃう きせ は, おぇすけ くっ きけあって - くっ 
こさぇゃう いかけ!“ 
‶さけそっしけさなす っ ういゃっしすっく う しなし 

しゃけはすぇ いぇぉっかっあうすっかくぇ ょぇさうすっか-
しおぇ ょっえくけしす: しなぉうさぇか う ょぇさはゃぇか 
こぇさう う しすけすうちう さっょおう ういょぇくうは う 
ちっくくう おくうゅう いぇ さっょうちぇ ぉうぉかうけ-
すっおう ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃおかのつうすっかくけ 
う いぇ ぉうぉかうけすっおぇ “╇しおさぇ” ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. 
╋ぇかおけ ういゃっしすくけ っ, つっ ちっかう 

25 ゅけょうくう ぉうか ゃっゅっすぇさうぇくっち, 
こさうはすっかはす きせ こさけそ. ╇ゃぇく 〉く-
ょあうっゃ - しなとけ. ‶ぇお し くっゅけ ゃしっおう 
こけつうゃっく ょっく たけょっかう ゃ こかぇくうくぇ-
すぇ. ‶さけそ. ‶うさぬけゃ ぉうか しすさぇしすっく 
すせさうしす ょけ 90-すぇすぇ しう ゅけょうてくう-
くぇ. 〈けえ きけあっか し つぇしけゃっ ょぇ さぇい-
おぇいゃぇ いぇ こけつすう ゃしうつおう たうあう くぇ 
╀なかゅぇさうは う いぇ つせょくけ おさぇしうゃうすっ 
こかぇくうくしおう こっえいぇあう. 〉つっくうはす 
おぇいゃぇか, つっ ちはか あうゃけす っ しなぉかの-
ょぇゃぇか きぇおしうきぇすぇ, つっ いぇ すせさういきぇ 
っ こけょたけょはと ゃしっおう ょっく - ょけさう う 
かけてうはす.
‶けつすう ょけ 100-くぇすぇ しう ゅけょうくぇ 

こさけそっしけさ ‶うさぬけゃ しゃうさっか くぇ 
ちうゅせかおぇ う さっちうすうさぇか かのぉうきう 
しすうたけゃっ けす ╇ゃぇく ╁ぇいけゃ う ‶っえけ 
ぅゃけさけゃ.
′ぇせつっく こけょたけょ - う おなき くぇ-

しかっょくうちうすっ. ‶さけそっしけさなす ゃけ-
ょっか ょくっゃくうちう, おぇおすけ いぇ しゃけうすっ 
ょっちぇ, すぇおぇ う いぇ ゃくせちうすっ しう う 
いぇ こさぇゃくせおぇ しう ╉けくしすぇくすうく. ╁ 
すはた けすぉっかはいゃぇか さぇいゃうすうっすけ うき, 
すったくうすっ しかぇぉう う こけかけあうすっかくう 
しすさぇくう, くぇゃうちうすっ う ょぇさぉうすっ 
うき. ¨す ょくっゃくうちうすっ すけえ しなょっか 
いぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ うき けさうっく-
すうさぇくっ う いぇ ゃないきけあくけしすうすっ うき 
おぇすけ ぉなょっとう しこっちうぇかうしすう. 
╉ぇすけ っしすっしすゃっく こさうっきぇか そぇ-

おすぇ, つっ う ょゃっすっ きせ ょっちぇ - ╃うきう-
すなさ う ╀けさはくぇ, しっ くぇしけつゃぇす おなき 
きっょうちうくぇすぇ. ╃うきうすなさ ‶うさぬけゃ 
しすぇゃぇ せゃぇあぇゃぇく ょけちっくす こけ けさすけ-
こっょうは, くけ いぇ しなあぇかっくうっ せきうさぇ 
すゃなさょっ きかぇょ. ′っゅけゃぇすぇ ょなとっさは 
╄ゃゅっくうは っ せゃっさっくぇ, つっ かのぉけゃすぇ 
え おなき きっょうちうくぇすぇ うょゃぇ けす くっえ-
くうは ぉぇとぇ. ]っしすさぇすぇ くぇ ╃うきうすなさ 
- ╀けさはくぇ ‶うさぬけゃぇ, っ ういゃっしすっく 
こさけそっしけさ こけ くっゃさけぉうけかけゅうは, 
ぇ ょなとっさは え ╊のぉけきうさぇ 』ぇおぇ-
かけゃぇ いぇゃなさてゃぇ きけかっおせかはさくぇ 
ぉうけかけゅうは, しすぇゃぇ  ょけおすけさ くぇ ぉう-
けかけゅうつっしおうすっ くぇせおう う さぇぉけすう ゃ 
╉っえきぉさうょあ ゃ ╇くしすうすせすぇ こけ きけ-
かっおせかはさくぇ ぉうけかけゅうは.
《けくょぇちうは „‶さけそっしけさ 

╂っくつけ ‶うさぬけゃ”. ′ぇ うきっすけ くぇ 
ゃうょくうは せつっく, こしうたけかけゅ う こっ-
ょぇゅけゅ, つかっく-おけさっしこけくょっくす くぇ 
╀┿′  う こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ 
さけょくうは しう ゅさぇょ - くぇ 20 ぇこさうか 
2008 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお っ せつさっょっくぇ 
そけくょぇちうは し こけつっすっく こさっょしっょぇ-
すっか こさけそっしけさ ╀けさはくぇ ‶うさぬけゃぇ. 
‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ こけょ こぇすさけ-
くぇあぇ くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか 
くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ こさけ-
ゃっょっくう う こなさゃうすっ ‶うさぬけゃう ょくう, 
おけうすけ こさっい しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう 
しっ けぉけゅぇすはゃぇす し ゃしっ こけゃっつっ う こけ-
うくすっさっしくう うくうちうぇすうゃう. ╆ぇ こなさ-
ゃけすけ ういょぇくうっ くぇ ‶うさぬけゃうすっ ょくう  
せつさっょうすっかうすっ ういぉうさぇす ょぇすぇすぇ 
20-すう くけっきゃさう - ]ゃっすけゃっく ょっく 
いぇ こさぇゃぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ. ╆ぇとけすけ 
ちっかうはす しないくぇすっかっく すゃけさつっしおう 
こなす くぇ こさけそっしけさ ╂っくつけ ‶うさぬけゃ 
っ こけしゃっすっく くぇ ょっちぇすぇ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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╁ おさぇすおけ,  くけ っきけちうぇかくけ, ういおぇいゃぇくっ おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こさうおぇ-
くう しなゃっすくうちうすっ ょぇ こけょおさっこはす こさっょかけあっくうっすけ いぇ せょけしすけはゃぇくっ し ゃうしけおけすけ けすかうつうっ くぇ ╇いこなか-
くうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ し きけすうゃぇ, つっ „すさはぉゃぇ ょぇ しっ せゃぇあぇゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ 
こさうつうくぇ ゅさぇょなす ょぇ ゃなさゃう くぇこさっょ. 〈ぇおなゃ つけゃっお っ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ”. ]すけはくけゃぇ  ぉかぇゅけょぇさう くぇ 
„┿さしっくぇか”, ゃ かうちっすけ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, すなえ おぇすけ すけえ っ くぇつっかけ くぇ そうさきぇすぇ, おけはすけ っ くぇえ-
ゅけかっきうはす ょぇくなおけこかぇすっち ゃ けぉとうくぇすぇ, う いぇはゃう, つっ こさっい ゃしうつおうすっ ゅけょうくう  こさっょこさうはすうっすけ しっ っ 
ゅさうあうかけ いぇ さぇぉけすくうちうすっ  しう.
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