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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

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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』《‒¨っ  [《╇╅]╊╇』[╅

‶け くぇしかっょしすゃけ. ‶さぇょはょけ 
え ぉうか こさけつせす ぇしすさけくけき う 

ゅっけょっいうしす, ぇゃすけさ くぇ すさせょぇ „╆ぇ 
しおけさけしすすぇ くぇ ゃはすなさぇ くぇ ╋ぇさし“, ぇ 
ょはょけ え - ういゃっしすっく きぇすっきぇすうお, え 
ゅけゃけさっか いぇ おゃぇょさぇすせさぇすぇ くぇ おさな-
ゅぇ う ょさせゅう „すぇえくしすゃっくう” う こさう-
ゃかっおぇすっかくう  くっとぇ. ╇ ょゃぇきぇすぇ 
ぉうかう ょっえしすゃうすっかくう つかっくけゃっ くぇ 
‶っすっさぉせさゅしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ くぇ-
せおうすっ. ╀ぇとぇ え - ╁ぇしうか ╉けさゃうく-
╉させおけゃしおう, うきぇか けすかうつくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, ぇ きぇえおぇ え ╄かうしぇゃっすぇ 
《ぬけょけさけゃくぇ, いくぇっかぇ 4 っいうおぇ う 
こさっおさぇしくけ しゃうさっかぇ くぇ こうぇくけ. 
]けそうは おぇいゃぇかぇ, つっ しすさぇしすすぇ おなき 
くぇせおぇすぇ, きぇすっきぇすうおぇすぇ, きせいう-
おぇすぇ う こけっいうはすぇ っ くぇしかっょうかぇ けす 
こさっょちうすっ しう, かうつくぇすぇ しゃけぉけょぇ う 
しおうすぇかつっしすゃけすけ – けす こさぇぉぇぉぇ しう 
- ちうゅぇくおぇ, ぇ ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ – 
けす [せしうは.                                                                                                                                    
《けさきせかう – ゃきっしすけ すぇこっすう. 

]けそうは しっ さけょうかぇ くぇ 15. 01.1850 
ゅ. し こさっょくぇつっさすぇくぇ しなょぉぇ: ょけ-
きぇてくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, あっくうすぉぇ, 
ゅさうあう いぇ ょっちぇすぇ う ょけきぇおうく-
しすゃけすけ. ╊のぉうきっち くぇ ぉぇとぇ え ぉうか 
ぉさぇす え 《ぬけょけさ. ]っしすさぇ え ┿くくぇ 
とっ せつぇしすゃぇ ゃ ‶ぇさうあおぇすぇ おけきせ-
くぇ. ╃っすしすゃけすけ うき こさっきうくぇかけ ゃ 
‶ぇかうぉうくけ, ╁うすっぉしおぇ ゅせぉっさくうは, 
おなょっすけ ゅっくっさぇかなす ゃ けしすぇゃおぇ しっ 
せしすぇくけゃうか. ‶けはゃぇすぇ くぇ ゃすけさけ 
きけきうつっ しうかくけ さぇいけつぇさけゃぇかけ 
さけょうすっかうすっ. ]けくは つせゃしすゃぇかぇ, つっ 
っ „くっかのぉうきぇ“ う すけゃぇ しっ けすさぇいう-
かけ くぇ たぇさぇおすっさぇ え – ゃしうつおうすっ え 
っきけちうう ぉうかう くぇしけつっくう くぇゃなすさっ. 
[ぇいょっかはかぇ しぇきけすぇすぇ しう し きぇ-
すっきぇすうおぇすぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ っょうく 
さっきけくす すぇこっすうすっ いぇ っょくぇ けす しすっ-
くうすっ くぇ くっえくぇすぇ しすぇは くっ ょけしすう-
ゅくぇかう う ぉうかぇ けぉかっこっくぇ し おけこうは 
けす かっおちううすっ こけ ょうそっさっくちうぇかくけ 
う うくすっゅさぇかくけ しきはすぇくっ くぇ こさけそ. 
¨しすさけゅさぇょしおう. ╋けきうつっすけ し つぇしけ-
ゃっ さぇいゅかっあょぇかけ う しっ けこうすゃぇかけ 
ょぇ さぇいぉっさっ いぇゅぇょなつくうすっ そけさきせ-
かう. ′ぇおさぇは すっ すけかおけゃぇ ょなかぉけおけ 
しっ くぇしすぇくうかう ゃ こぇきっすすぇ きせ, つっ 
こけ-おなしくけ ゃしうつおう ぉうかう しきぇはくう けす 
すけゃぇ おけかおけ ぉなさいけ せしゃけはゃぇ ゃしは-
おぇおゃう しかけあくう そけさきせかう.  
„′けゃうはす ‶ぇしおぇか”. ╃けきぇてくう-

はす せつうすっか ╈. ╋ぇかっゃうつ ぉうか せょう-
ゃっく けす くっは, ぇ こさけそ. ′.〈うさすけゃ 
ぉうか すけかおけゃぇ  こけさぇいっく けす しこけしけぉ-
くけしすうすっ え, つっ は くぇさうつぇか „くけゃう-
はす ‶ぇしおぇか” う しなゃっすゃぇか ぉぇとぇ え 
ょぇ は くぇしけつう おなき きぇすっきぇすうおぇすぇ. 
16-ゅけょうてくぇ, ゃ ‶っすっさぉせさゅ ]けそうは 
せつう そういうおぇ う ゃいっきぇ せさけちう こさう 
くぇえ-ういゃっしすくうすっ きぇすっきぇすうちう, 
ゃおか. こさう ぉかっしすはとうは こっょぇゅけゅ ┿. 
]すさぇくくけかのぉしおう. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
いぇおけくうすっ ゃ [せしうは くっ こけいゃけかは-
ゃぇかう くぇ あっくうすっ ょぇ いぇゃなさてゃぇす 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ちぇさしおけすけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ ゅう “こさっょこぇいゃぇかけ” 
けす すぇいう “ぉっいくさぇゃしすゃっくけしす”. ╆ぇすけ-
ゃぇ うくすっかうゅっくすくうすっ あっくう しかっょゃぇ-
かう いぇょ ゅさぇくうちぇ. ′け ぉなょっとけすけ くぇ 
ょなとっさうすっ しう ゅっくっさぇかなす ゃうあょぇか 
くっ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, ぇ ゃ ぉさぇおぇ. 
                                  
《うおすうゃくうはす そぇおすうつっしおう 

ぉさぇお. ╆ぇ ]けそうは っょうくしすゃっくぇすぇ 
ゃないきけあくけしす ょぇ こさけょなかあう ょぇ せつう, 
ゃなこさっおう ぉぇとぇ しう, ぉうかぇ そうおすうゃ-
くうはす ぉさぇお. ╀っい ょぇ こけょけいうさぇ, つっ 
とっ は いぇけぉうつぇ, くっうく しなこさせゅ しすぇ-
ゃぇ 26-ゅけょうてくうはす せつっく-ぉうけかけゅ, 
こさっゃけょぇつ う ういょぇすっか, ╁かぇょうきうさ 
╉けゃぇかっゃしおう. ╆ぇきうくぇゃぇす いぇ 》ぇえ-
ょっかぉっさゅ, ╂っさきぇくうは. ╁さぇすうすっ くぇ 
せくうゃっさしうすっすぇ すさせょくけ しっ けすゃぇさはす 
いぇ ]けそうは, くけ すは せしこはゃぇ – せつう 
こさう ゅけかっきうすっ くっきしおう せつっくう ╉ぬけ-
くうゅしぉっさゅ, ╉うさたけそ, 》っかきたけかょ う 
╃のぉせぇ-[ぇえきけく. ‶さう 18 かっおちうう 
しっょきうつくけ しぇきけ いぇ 2 ゅけょうくう くぇ-
せつぇゃぇ ゃしうつおけ, おけっすけ きけゅぇす ょぇ え 

‶さっい 2015 ゅ. しっ くぇゃなさてゃぇす 165 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ ]けそうは ╉けゃぇかっゃしおぇ – させしおぇ 
きぇすっきぇすうつおぇ う こうしぇすっかおぇ, こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ あっくぇ-こさけそっしけさ こけ きぇすっきぇすうおぇ う こなさゃぇすぇ 
あっくぇ つかっく-おけさっしこけくょっくす くぇ [せしおぇすぇ ┿おぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ. ╁ ╄ゃさけこぇ は けぉけあぇゃぇかう, 
くけ ゃ さけょうくぇすぇ え っ こさういくぇすぇ っょゃぇ しかっょ しきなさすすぇ え.
╇きっすけ くぇ いくぇきっくうすぇすぇ きぇすっきぇすうつおぇ ょくっし くけしはす きくけゅけ せつうかうとぇ う せかうちう, かせくっく おさぇ-
すっさ, ぇしすっさけうょ. ‶さっい 2000 ゅ., こけ こけゃけょ 150 ゅ. けす さけあょっくうっすけ え, ゃ くっえくぇ つっしす ゃ [せしうは っ 
ういょぇょっくぇ こぇきっすくぇ しさっぉなさくぇ きけくっすぇ. 

] ゅけかっきう う おさぇしうゃう 3 こけ-
ょぇさなおぇ しっ しょけぉうたぇ いぇ 

╃っくは くぇ ょっすっすけ きぇかつせゅぇくう-
すっ けす ゃっょけきしすゃっくぇすぇ ょっす-
しおぇ ゅさぇょうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
- ╃╂ „╀せさぇすうくけ”, しなけぉとう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ]すっそおぇ 
╂ぇくつっゃぇ, ょうさっおすけさ くぇ ょっす-
しおけすけ いぇゃっょっくうっ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ っあっきっ-

しっつくぇすぇ こけきけと くぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, いぇ-
ぉぇゃぇつくうちぇすぇ っ さっぇかういうさぇかぇ 
うおけくけきうう けす  しゃけう しさっょしすゃぇ 
けす ょっかっゅうさぇくうは しう ぉの-
ょあっす, し おけうすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
っ くぇこさぇゃうかぇ ゃないきけあくぇ すぇいう 
ょっすしおぇ さぇょけしす いぇ こさぇいくうおぇ. 
╆ぇおせこっくう しぇ ょゃっ くけゃう ゅけかっ-

╁ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  とっ しっ しないょぇょっ 16-はす 
[っゅうけくぇかっく ぇおぇょっきうつっく ちっくすなさ くぇ ╀┿′. 

╋っきけさぇくょせきなす いぇ すけゃぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあ-
ょせ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ╀┿′ ぉっ こけょこうしぇく 
けそうちうぇかくけ 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 ‶さぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 
5-すう のくう.  ╆ぇ ちっかすぇ ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ かうつくけ 
ぉっ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╀┿′ ぇおぇょ. ]すっそぇく ╁け-
ょっくうつぇさけゃ. 
] こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ╋っきけさぇくょせきぇ ╉ぇいぇくかなお 

しすぇゃぇ つぇしす けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ きさっあぇ くぇ ╀┿′ 

ょぇょぇす すっいう せつっくう. ╁かぇょうきうさ けこ-
うしゃぇ しなこさせゅぇすぇ しう すぇおぇ: „╁なこさっ-
おう しゃけうすっ 18 ゅけょうくう, ゃさぇぉつっすけ っ 
ゃっかうおけかっこくけ けぉさぇいけゃぇくけ, いくぇっ 
ゃしうつおう っいうちう おぇすけ しゃけは さけょっく う 
しっ いぇくうきぇゃぇ し きぇすっきぇすうおぇ – さぇ-

ぉけすう おぇすけ きさぇゃおぇ”. 
‶さう ゅっくうぇかくうは ╁ぇえっさとさぇし. 

]けそうは うしおぇかぇ ょぇ こけこぇょくっ こさう 
くっゅけ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. ╆ぇすけゃぇ 
こさっい 1870 ゅ. しっきっえしすゃけすけ しっ 
きっしすう ゃ ╀っさかうく. ′ぇえ-ゅけかはきけすけ 
しゃっすうかけ ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ - ╉ぇさか 
╁ぇえっさとさぇし, ぉうか くぇえ-いぇすゃけさっ-
くうはす う くぇえ-いぇっすうはす つけゃっお くぇ 
しゃっすぇ. ╊うつっく あうゃけす くはきぇか, くっ 
しう こけいゃけかはゃぇか くうおぇおゃう しさっとう 
う つぇしすくう せさけちう. ╁なこさっおう すけゃぇ  
くぇえ-せこけさうすぇすぇ あっくぇ いぇしすぇくぇかぇ 
こさっょ くぇえ-ゅけかっきうは きぇすっきぇすうお. 
“╀うすおぇすぇ” ういゅかっあょぇかぇ くっさぇゃくぇ. 
╉ぇすけ つせか いぇ つぇしすくう せさけちう う すけ くぇ 
つせあょっくっち, う すけ くぇ あっくぇ – くっ, くっ, 
くっ!  〈は しっ “しさぇあぇゃぇかぇ” しなし しっすくう 
しうかう... ╆ぇとけすけ くけゃけすけ, おけっすけ は 
ゃなかくせゃぇかけ ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ, いくぇ-
っか しぇきけ すけえ. ╆ぇ ょぇ しっ ういぉぇゃう けす 
くっは, こさけそっしけさなす え ょぇか くはおけかおけ 
ゃないきけあくけ くぇえ-すさせょくう いぇょぇつう 
– ょぇ ゅう さってう いぇ しっょきうちぇ. ╀うか 
しうゅせさっく, つっ しすさぇくくぇすぇ させしおうくは 
こけゃっつっ くはきぇ ょぇ ょけえょっ. ′け しかっょ 
しっょっき ょくう ]けそうは ╁ぇしうかうっゃくぇ 
きなかつぇかうゃけ きせ こけょぇかぇ すっすさぇょおぇ-
すぇ し さってっくうはすぇ. ‶さっかうしすゃぇえおう, 
こさけそっしけさなす こけゃすぇさはか: “′っ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ! 〈けゃぇ っ くっゃっさけはすくけ!” 
╋かぇょぇすぇ つせあょっくおぇ ぉうかぇ くぇきっ-
さうかぇ くけゃう こなすうとぇ いぇ さってぇゃぇくっ-
すけ くぇ すっいう いぇょぇつう, いぇ おけうすけ すけえ 
ょけさう くっ こけょけいうさぇか, つっ きけゅぇす ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇす.
』っすうさうすっ ゅけょうくう こさう 

╁ぇえっさとさぇし ぉうかう くぇえ-こかけょけくけし-
くうはす こっさうけょ ゃ あうゃけすぇ え. ¨しす-

さうはす え せき つっしすけ こさうくせあょぇゃぇか 
こさけそっしけさぇ ょぇ きうしかう こけ-ゃくうきぇ-
すっかくけ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ けすゅけゃけさう 
くぇ ゃなこさけしうすっ え. [ぇぉけすぇすぇ うき 
こさっさぇしすくぇかぇ ゃ しうかくけ う つうしすけ 
こさうはすっかしすゃけ. ╆ぇょ ゃなくてくぇすぇ 

しすせょっくうくぇ くぇ せつっくうは しっ おさうっかけ 
ゅけかはきけ しなさちっ. ]なゃさっきっくくうちうすっ 
ぉうかう ぉかぇゅけょぇさくう くぇ ]けそうは, つっ 
せしこはかぇ ょぇ ういゃっょっ ╁ぇえっさとさぇし けす 
しなしすけはくうっすけ きせ. ]せさけゃうはす  せつっく 
こさういくぇか, つっ っ いぇょなかあっく いぇ すけゃぇ 
くぇ しゃけはすぇ せつっくうつおぇ う ゃうくぇゅう 
こさっょぇくけ とっ は こけょおさっこは ゃ くぇせつ-
くうすっ え ちっかう. 
╉けゃぇかっゃしおぇ けぉっいしきなさすはゃぇ 

うきっすけ しう し すさう おぇこうすぇかくう すさせ-
ょぇ: „╉なき すっけさうはすぇ くぇ ょうそっさっく-
ちうぇかくうすっ せさぇゃくっくうは ゃ つぇしすくうすっ 
こさけういゃけょくう“, „╃けこなかくっくうは う 
ぉっかっあおう おなき ういしかっょゃぇくっすけ くぇ 
╊ぇこかぇし いぇ そけさきぇすぇ くぇ おさなゅぇ くぇ 
]ぇすせさく“ う „╆ぇ こさうゃっあょぇくっすけ くぇ 
っょうく おかぇし ぇぉっかっゃう うくすっゅさぇかう 
けす すさっすう おかぇし おなき っかうこすうつっしおう-
すっ うくすっゅさぇかう“. ╆ぇ っょくぇ あっくぇ ゃ 
しゃっすぇ くぇ くぇせおぇすぇ すけゃぇ ぉうか ゃっ-
かうお せしこった. ╂ぬけすうくゅっくしおうはす せくう-
ゃっさしうすっす え こさうしなあょぇ くぇせつくぇ 
しすっこっく ょけおすけさ こけ そうかけしけそうは う 
きぇすっきぇすうおぇ う きぇゅうしすなさ こけ うい-
はとくうすっ ういおせしすゃぇ し “くぇえ-ゃうしけおぇ 
こけたゃぇかぇ”. ]けそうは ぉうかぇ しぇきけ くぇ 
24.
¨すくけゃけ ゃ [せしうは. ¨おさうかっ-

くぇ, し きっつすぇすぇ ょぇ こさっこけょぇゃぇ ゃ 
せくうゃっさしうすっすぇ ゃ ‶っすっさぉせさゅ うかう 
╋けしおゃぇ, こさっい 1874 ゅ. すは う きな-
あなす え しっ いぇゃさなとぇす ゃ [せしうは. ′け 
すけゃぇ, つっ っ あっくぇ, え こけこさっつうかけ. 
′ぇえ-きくけゅけすけ, いぇ おけっすけ きけあっかぇ 
ょぇ こさっすっくょうさぇ っょくぇ あっくぇ-せつっく, 
ょけさう けす さぇくゅぇ くぇ ╉けゃぇかっゃしおぇ, 
ぉうかけ せつうすっか ゃ くぇつぇかくうすっ おかぇ-
しけゃっ.

‶さっい しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう すは 
しっ いぇくうきぇゃぇ し かうすっさぇすせさぇ - うい-
かういぇす こけゃっしすすぇ え „′うたうかうしすおぇ“, 
ょさぇきぇすぇ „╀けさぉぇ いぇ とぇしすうっ“ う 
しっきっえくぇすぇ たさけくうおぇ „]こけきっくう けす 
ょっすしすゃけすけ“.
〉つせょゃぇとけ いぇ しぇきぇすぇ くっは, すは しっ 

ゃかのぉうかぇ ゃなゃ そうおすうゃくうは しう しな-
こさせゅ. ] きぇかおけすけ くぇしかっょしすゃけ けす 
こけつうくぇかうは え ぉぇとぇ しう おせこうかう 
あうかうとっ う きっぉっかう. ‶さっい 1878 ゅ. 
しっ さぇあょぇ ょなとっさは うき ]けそうは. ′け 
しっきっえくうはす あうゃけす くっ こけすさなゅくぇか: 
すっあおぇ ぉさっきっくくけしす う しかっょさけょうか-
くぇ ょっこさっしうは, ぉっいこぇさうつうっ, かうこしぇ 
くぇ さぇぉけすぇ… ╋かぇょぇすぇ きぇえおぇ こけ-
うしおぇかぇ ょぇ しっ ゃなさくぇす ゃ ╄ゃさけこぇ. 
‶さっい 1880 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ しっ くぇょはゃぇ-
かぇ ょぇ こけかせつう こさけそっしけさしおけ きはしすけ 
ゃなゃ ╁うしてうすっ あっくしおう おせさしけゃっ, くけ 
しっ しかせつうかけ ょさせゅけ. ‶け せぉっあょっくうは 
おかけくはかぇ おなき しけちうぇかういきぇ - ょぇ 
くけしう けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ ぉうかけ 
つぇしす けす たぇさぇおすっさぇ え. ′ぇさけょくうおなす 
‶. ╊ぇゃさけゃ は ゃなゃっあょぇ ゃ おさなゅけゃっ-
すっ くぇ さっゃけかのちうけくくけ くぇしすさけっくぇ-
すぇ させしおぇ きかぇょっあ.
╋っあょせゃさっきっくくけ, いぇ ょぇ しっ けぉっい-

こっつぇす きぇすっさうぇかくけ, しなこさせゅなす え 
いぇこけつゃぇ ぉういくっし. 〈なさゅけゃしおぇすぇ 
ょっえくけしす けぉぇつっ くうおぇお くっ きせ しっ 
せょぇゃぇかぇ う しっきっえしすゃけすけ けしすぇくぇかけ 
ぉっい くうおぇおゃう しさっょしすゃぇ. ╉けゃぇかっゃ-
しおう ぉうか けぉゃうくっく ゃ しこっおせかぇちうう う 
すけえ しかけあうか おさぇえ くぇ あうゃけすぇ しう. 
〈けゃぇ ぉうか すっあなお せょぇさ いぇ ]けそうは, 
おけはすけ すなおきけ ぉうかぇ ういぉさぇくぇ いぇ 
つかっく くぇ ‶ぇさうあおけすけ きぇすっきぇすう-
つっしおけ けぉとっしすゃけ.〈は しっ ゃさなとぇ ゃ 
[せしうは う こけしすうゅぇ けくっゃうくはゃぇくっすけ 
くぇ きなあぇ しう.
╁ ]すけおたけかき. ′っけつぇおゃぇくけ, ぉかぇ-

ゅけょぇさっくうっ くぇ こさけそ. ╁ぇえっさとさぇし, 
╉けゃぇかっゃしおぇ こけかせつぇゃぇ きはしすけ ゃ 
]すけおたけかきしおうは せくうゃっさしうすっす おぇすけ 
ょけちっくす. ╀うかぇ くぇ 33. ╆ぇ ょゃぇ きっしっ-
ちぇ くぇせつぇゃぇ てゃっょしおう, こさっこけょぇゃぇ 
くぇ てゃっょしおう きぇすっきぇすうおぇ う きったぇ-
くうおぇ う こうてっ くぇ くっゅけ くぇせつくうすっ しう 
すさせょけゃっ, ぇ しかっょ すけゃぇ こけゃっしすうすっ う 
さぇいおぇいうすっ しう. ]ぇきけ しかっょ ゅけょうくぇ 
しすぇゃぇ こさけそっしけさ – こなさゃぇすぇ ゃ しゃっ-
すぇ あっくぇ-こさけそっしけさ こけ きぇすっきぇすう-
おぇ. ╆ゃぇくうっすけ え ぉうかけ ょぇょっくけ いぇ 5 
ゅけょうくう. ╆ぇ 8 ゅけょうくう すは さぇいさぇぉけす-
ゃぇ う ういくぇしは かっおちうう こけ 12 おせさしぇ. 
′ぇさうつぇかう は „くぇてうはす こさけそっしけさ 
]けくは” う „こさうくちっしぇすぇ くぇ くぇせおぇ-
すぇ”. [っょぇおすうさぇかぇ う きぇすっきぇすうつっ-
しおけ しこうしぇくうっ, おけっすけ ういこさぇとぇかぇ 
う ゃ [せしうは. 〉しすさけうかぇ しっ う ぉうすけゃけ 
– うきぇかぇ 4-しすぇえくけ あうかうとっ し ぉっい-
ぉさけえ しすぇえくう さぇしすっくうは. 〈せお うょゃぇ-
かう いくぇきっくうしすけしすう, こさけそっしけさう, 
ぇしすさけくけきう, こうしぇすっかう.
‶さっい 1888 ゅ. ‶ぇさうあおぇすぇ ┿おぇょっ-

きうは くぇ くぇせおうすっ けぉはゃはゃぇ おけくおせさし, 
しゃなさいぇく し ょゃうあっくうっすけ くぇ すゃなさょけ 
すはかけ けおけかけ くっこけょゃうあくぇ すけつおぇ. 
╁ っょくぇ けす さぇぉけすうすっ ぇゃすけさなす ぉうか 
こけおぇいぇか ういせきうすっかっく すぇかぇくす おぇすけ 
きぇすっきぇすうお. ]うかくけ ゃこっつぇすかっくけ, 
あせさうすけ せゃっかうつうかけ たけくけさぇさぇ けす 
3 くぇ 5 たうかはょう そさぇくおぇ. ╉けゅぇ-
すけ けすゃけさうかう こかうおぇ, しっ けおぇいぇかけ, 
つっ すけいう すさせょ っ くぇ っょうくしすゃっくぇすぇ 

ゃ しゃっすぇ あっくぇ-こさけそっしけさ こけ きぇ-
すっきぇすうおぇ ]けそうは ╉けゃぇかっゃしおぇ.                                                                                                       
╆ぇさぇょう くぇせつくうすっ え さぇいさぇぉけすおう 
こけ きぇすっきぇすうつっしおう ぇくぇかうい, きったぇ-
くうおぇ う ぇしすさけくけきうは ‶ぇさうあおぇすぇ 
ぇおぇょっきうは は せょけしすけはゃぇ し こさっきう-
はすぇ „╀けさょっく“, ぇ 【ゃっょしおぇすぇ ぇおぇ-
ょっきうは え こさうしなあょぇ こさっきうはすぇ くぇ 
おさぇか ̈ しおぇさ ┶┶ けす 500 たうかはょう おさけ-
くう う こけあういくっくけ こさけそっしけさしおけ 
きはしすけ ゃ ]すけおたけかきしおうは せくうゃっさしう-
すっす. ‶さっい 1889 ゅ. すは しすぇゃぇ こなさゃぇ-
すぇ あっくぇ つかっく-おけさっしこけくょっくす くぇ 
[せしおぇすぇ ┿おぇょっきうはすぇ くぇ くぇせおうすっ 
ゃ ‶っすっさぉせさゅ.
╆ぇおなしくはかぇすぇ しさっとぇ. ╁なこさっ-

おう きくけゅけすけ こさうはすっかう, ]けそうは 
ぉうかぇ しぇきけすくぇ. ╇ょっぇかくうすっ かうつくう 
けすくけてっくうは すは しう こさっょしすぇゃはかぇ 
すぇおぇ: しなゃきっしすくぇ せゃかっおぇすっかくぇ さぇ-
ぉけすぇ こかのし かのぉけゃ. ‶さっい 1888 ゅ. すは 
しさっとくぇかぇ つけゃっおぇ, し おけゅけすけ しっ けこ-
うすぇかぇ ょぇ うきぇ すぇおうゃぇ けすくけてっくうは. 
〈けいう つけゃっお, くっうく ゃさなしすくうお, ぉうか 
くぇこせしくぇかうはす [せしうは いぇさぇょう こけかう-
すうつっしおけ こさっしかっょゃぇくっ こさっこけょぇ-
ゃぇすっか ゃ ╋けしおけゃしおうは せくうゃっさしう-
すっす, さけょしすゃっくうお くぇ しなこさせゅぇ え しなし 
しなとぇすぇ そぇきうかうは, ゃうょっく のさうしす う 
しけちうけかけゅ – ╋ぇおしうき ╉けゃぇかっゃしおう. 
╀うか ゃうしけお, し ぉさぇょぇ う ょけぉさう けつう. 
╄きけちうけくぇかっく, っくちうおかけこっょうつくけ 
けぉさぇいけゃぇく う うくすっさっしっく. 』っか かっお-
ちうう ゃ きくけゅけ ょなさあぇゃう. ]けそうは きせ 
けしうゅせさうかぇ さぇぉけすぇ ゃ せくうゃっさしうすっ-
すぇ ゃ ]すけおたけかき. 》けょっかう くぇ すっぇすなさ, 
くぇ おけくちっさすう, こなすせゃぇかう. ╋ぇおしうき 
え こけしゃっすうか おくうゅぇ. 〈けえ うしおぇか くっ-
ゃないきけあくけすけ: くっ „ぉけゅうくはすぇ くぇ きぇ-
すっきぇすうおぇすぇ“ くぇ すさけく, ぇ こさっょぇくぇ 
あっくぇ う ょけきぇおうくは…
‶さっい 1890 ゅ. しかっょ っょくぇ さぇいたけょ-

おぇ こけ [うゃうっさぇすぇ すっ しっ さぇいょっかう-
かう. 
′っゃっさけはすくぇすぇ え かうすっさぇすせさくぇ 

ょぇさぉぇ しっ こさけぉせょうかぇ: こけはゃうかう しっ 
おくうゅうすっ え „]こけきっくう いぇ ╃あけさょあ 
╄かうなす“, „〈さう ょくう ゃ せくうゃっさしうすっすぇ 
ゃ 【ゃっちうは“, „]っきっえしすゃけ ╁けさけく-
ちけゃう“.                                                                                                          
〈なゅぇすぇ こけ [せしうは. ╉けゃぇかっしおぇ 

きっつすぇっかぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ ‶っすっさぉせさゅ. 
′け すは くっ きけあっかぇ ょぇ ぉなょっ ぇおぇ-
ょっきうお こさっょう しきなさすすぇ くぇ くはおけえ 
けす ょっえしすゃうすっかくうすっ つかっくけゃっ くぇ 
┿おぇょっきうはすぇ. ╋はしすけ しっ けしゃけぉけょう-
かけ こさっい 1890 ゅ., くけ いぇすけゃぇ, つっ っ 
あっくぇ, え ぉうかけ けすおぇいぇくけ せつぇしすうっ ゃ 
いぇしっょぇくうっすけ. ‶け-ゅけかはきけ けしおなさ-
ぉかっくうっ いぇ くっは ゃ さけょうくぇすぇ くはきぇ-
かけ. ̈ ぉけあぇゃぇくぇすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ こさけそ. 
╉けゃぇかっゃしおぇ, こけかせつうかぇ しゃっすけゃくけ 
こさういくぇくうっ おぇすけ せつっく, けすくけゃけ しっ 
けおぇいぇかぇ くっくせあくぇ くぇ しすさぇくぇすぇ しう. 
╁なさくぇかぇ しっ ゃ ]すけおたけかき.
‶さっおぇかっくけ きくけゅけ とぇしすうっ. 

‶さけしすせょぇすぇ こけ こなすは こさっょういゃう-
おぇかぇ すっあおけ ゃないこぇかっくうっ くぇ ぉっ-
かうすっ ょさけぉけゃっ. ¨す ょっすっ うきぇかぇ う 
こけさけお くぇ しなさちっすけ. ╉けゃぇかっゃしおぇ 
しきはすぇかぇ, つっ くぇえ-ゃぇあくけすけ, おけっすけ 
くぇせおぇすぇ きけあっ ょぇ ょぇょっ くぇ つけゃっ-
おぇ, っ ょぇ せきうさぇ ぉなさいけ う かっおけ. 〈は 
けぉぇつっ うしおぇかぇ ょぇ あうゃっっ う いぇこけつ-
くぇかぇ ょぇ こうてっ そうかけしけそしおぇすぇ しう 
こけゃっしす „╉けゅぇすけ くはきぇ ゃっつっ ょぇ うきぇ 
しきなさす“.
╊っおぇさうすっ しっ ぉけさっかう, くけ くっ きけゅ-

かう ょぇ しっ しこさぇゃはす し こくっゃきけくうはすぇ.
]けそうは ╉けゃぇかっゃしおぇ せきうさぇ くぇ 

10. 02. 1891 ゅ. くぇ 41 ゅけょうくう.                                                                                          
‶けしかっょくうすっ ょせきう くぇ すぇいう ゅっくう-
ぇかくぇ あっくぇ ぉうかう: „‶さっおぇかっくけ 
きくけゅけ とぇしすうっ“.                                              

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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′けゃうはす きせいっえ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ っ 
ゅけすけゃ いぇ 113-は ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ こさっい 

しかっょゃぇとぇすぇ 2016 ゅけょうくぇ. ╆ぇ ういゅさぇあょぇくっ-
すけ きせ とっ しぇ くせあくう 1 きかく. 200 たうかはょう かっゃぇ, 
けす おけうすけ ╋うくうしすっさしおうはす しなゃっす ゃっつっ けすこせしくぇ 
500 たうかはょう かっゃぇ. ̈ しすぇくぇかうすっ しさっょしすゃぇ とっ しっ 
すなさしはす つさっい ょさせゅう きったぇくういきう けす ょなさあぇゃぇすぇ, 
とっ ぉなょぇす ゃかけあっくう う しさっょしすゃぇ けす けぉとうくしおうは 
ぉのょあっす.
〈けゃぇ けぉはゃう 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 くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ しっしうは くぇ 
きっしすくうは こぇさかぇきっくす, こけしゃっすっくぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ ゅさぇょぇ. ╃っく こけ-おなしくけ きうくうしすなさなす くぇ さっゅう-
けくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ  いぇはゃう, 
つっ う いぇ けしすぇくぇかうすっ しさっょしすゃぇ, くっけぉたけょうきう いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ きせいっは, おけえすけ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ 

〈させょeく っ さけいけぉっ-
さなす すぇいう ゅけょうくぇ, 

しこけさっょ  さけいけこさけうい-
ゃけょうすっかう う さけいけぉっ-
さぇつう けす ╉ぇいぇくかなておけ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす  きう-

くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけ-
ゅぇすけ さけいけゃうはす ちゃはす 
ぉっ ゃ ういけぉうかうっ う くっ 
しすうゅぇたぇ さけいけぉっさぇつう, 
すぇいう ゅけょうくぇ さっおけかすぇ-
すぇ っ しかぇぉぇ, しすうゅぇ しっ 
ょけさう ょけ こぇさぇょけおしう 
けす こけさはょなおぇ くぇ 20 おうかけゅさぇきぇ さけいけゃ ちゃはす けす ょっおぇさ くぇ ょっく おぇすけ 
ょけぉうゃ, こさう くけさきぇかくう けおけかけ 300-350 おゅ. けす ょっおぇさ. 
]っさうけいくけ っ くぇょょぇゃぇくっすけ いぇ さけいけゃ ちゃはす, おけえすけ しっ ういおせこせゃぇ けす 

こせくおすけゃっすっ くぇ ちっくう けす 4 ょけ 4,50 かっゃぇ. ╆ぇこかぇとぇくっすけ くぇ さけいけ-
ぉっさぇつうすっ っ きぇかおけ こけ-ゃうしけおけ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ - 80 しすけすうく-
おう くぇ おうかけゅさぇき くぇぉさぇく さけいけゃ ちゃはす. ╆ぇさぇょう しかぇぉぇすぇ さっおけかすぇ 
くはきぇ きくけゅけ あっかぇっとう ょぇ ぉっさぇす さけいう. ╆ぇおせしおぇ, おぇそっ う ぉっいこかぇ-
すっく すさぇくしこけさす ょけ きぇしうゃうすっ しぇ ょさせゅうすっ っおしすさう, おけうすけ こさっょかぇゅぇす  
しすけこぇくう くぇ さけいけゃうすっ くうゃう.  
]かぇぉぇすぇ さっおけかすぇ う ゃうしけおぇすぇ ういおせこくぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃうは ちゃはす とっ 

ょけゃっょっ う ょけ こけおぇつゃぇくっ くぇ ちっくぇすぇ くぇ おうかけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ くぇ 
しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう, すゃなさょはす さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ. ¨つぇおゃぇくうは-
すぇ しぇ, つっ ちっくぇすぇ くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ とっ しすうゅくっ  8 たうかはょう っゃさけ 
いぇ おうかけゅさぇき. ]こけさっょ こさけゅくけいうすっ いぇ ゃさっきっすけ う しなしすけはくうっすけ くぇ 
さけいけゃうすっ くぇしぇあょっくうは, しっ けつぇおゃぇ おぇきこぇくうはすぇ こけ こさうぉうさぇくっ-
すけ くぇ さけいけゃうは ちゃはす ょぇ こさけょなかあう けとっ 2-3 ょくう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ すは 
しすぇさすうさぇ し 12 ょくう こけ-おなしくけ けす きうくぇかぇすぇ. [けいけこさけういゃけょうすっかう う 
さけいけすなさゅけゃちう しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ ぉうかぇ くぇえ-
しうかくぇすぇ いぇ ぉさぇくてぇ うき こさっい こけしかっょくけすけ ょっしっすうかっすうっ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけ ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう いぇ ‶さぇい-

くうおぇ くぇ さけいぇすぇ, きうくうしすなさなす くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ ╃っしうし-
かぇゃぇ 〈ぇくっゃぇ しなけぉとう, つっ いぇ こさなゃ こなす けす すぇいう ゅけょうくぇ ゃ くけゃうは 
こさけゅさぇきっく こっさうけょ こさけういゃけょうすっかうすっ くぇ すさぇょうちうけくくうすっ ぉなかゅぇさ-
しおう しけさすけゃっ きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ とっ こけかせつぇす ょけこなかくうすっかくぇ こけょ-
おさっこぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ おけきこっくしぇすけさくうすっ こかぇとぇくうは こけ ‶さけゅさぇきぇすぇ 
いぇ さぇいゃうすうっ くぇ しっかしおうすっ さぇえけくう 2014 – 2020 ゅ. 〈は せすけつくう, つっ 
けす すぇいう ゅけょうくぇ こさけういゃけょうすっかうすっ くぇ さけいけゃけ きぇしかけ とっ こけかせつぇす 
こけ 100 かゃ. くぇ ょっおぇさ ょけこなかくうすっかくけ. 〈ぇくっゃぇ こけょつっさすぇ, つっ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおけ さけいけゃけ きぇしかけ いぇょけゃけかはゃぇ 40% けす しゃっ-
すけゃくけすけ すなさしっくっ.
„¨すぉっかはいゃぇ しっ すさぇっく すさっくょ くぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ こかけとうすっ し 

ぉなかゅぇさしおぇ きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ“, おぇいぇ けとっ きうくうしすなさなす. ╀かういけ 36 
たうかはょう しぇ ょっおぇさうすっ し きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ こけかけ-
ゃうくぇすぇ けす すはた しぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょけぉさけ-
すけ おぇつっしすゃけ くぇ  こさけういゃっょっくけすけ さけいけゃけ きぇしかけ しすうゅくぇ さっおけさょくぇ 
ちっくぇ くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう けす 7 たうかはょう っゃさけ いぇ おうかけゅさぇき. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて
》かせさあ そて 【ひきあ:

《ねけ くあ ぬけなちけ け さちあつそてあ

на стр. 7

на стр. 5

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

》ちそなかつそちひて たそ たちあうそ
《えせみせ ╈かちおきけさそう:

╋けうかかす う つあすそおかこせあ おひちきあうあ

きう かのかおう いぇ ょゃけさぇ う っょくぇ こなさいぇかおぇ, し おけうすけ うゅさけゃぇすぇ こかけと しっ せゃっかうつぇゃぇ. ╃っちぇすぇ しっ さぇょゃぇす 
くぇ くけゃうすっ しなけさなあっくうは いぇ うゅさぇ, おぇいぇ いぇ „〈┿” ╂ぇくつっゃぇ. ] すはた しっ けそけさきは けとっ っょうく くけゃ うゅさけゃう 
おなす ゃ けぉてうさくうは ょゃけさ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
106 しぇ ゃ きけきっくすぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ „╀せさぇすうくけ”, ゃ 4 ゃないさぇしすけゃう ゅさせこう, くけ けす せこさぇゃぇすぇ くぇ 

いぇゃっょっくうっすけ せすけつくはゃぇす, つっ しぇ ゅけすけゃう ょぇ  こさうっきぇす う くけゃう あっかぇっとう  いぇ けぉせつっくうっ こさう すはた, すなえ 
おぇすけ うきぇ しゃけぉけょくう きっしすぇ ゃ ゅさせこうすっ. 25 しぇ ぉうかう う „ぇぉうすせさうっくすうすっ” けす こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ 
いぇ 1-ゃう おかぇし, おけうすけ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ っ ういこさぇすうかぇ しうきゃけかうつくけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きっしっちぇ, くけ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす すはた とっ けしすぇくぇす う こさっい かはすけすけ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ, いぇさぇょう ぇくゅぇあうきっくすう くぇ すったくうすっ さけょうすっかう.
╁ けすこせしおぇさしおうは しっいけく ╃╂ „╀せさぇすうくけ” とっ さぇぉけすう し くけさきぇかっく さうすなき, ぉっい ょぇ うきぇ こさけぉかっきう いぇ 

ょっちぇすぇ う さけょうすっかうすっ. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

しすさけう すっいう ょくう,  とっ こけきけゅくっ ょなさあぇゃぇすぇ. ╇いこなかくうすっか くぇ けぉっおすぇ とっ ぉなょっ しすぇさけいぇゅけさしおうはす おけく-
しけさちうせき „╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ“, ゃ おけえすけ しぇ ょゃっ そうさきう - „╀なかゅぇさうは-╉かうきぇ“ う „]うきぉっおし“.
′ぇ すなさあっしすゃっくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - ╇いこなか-

くうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃, う ょなかゅけゅけょうてくうはす ょっはすっか くぇ おせかすせさぇすぇ 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ 
こけかせつうたぇ くぇえ- ゃうしけおうすっ いゃぇくうは いぇ ゅさぇあょぇくう - ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

し さっゅうけくぇかくう ちっくすさけゃっ. [ってっくうっ いぇ すけゃぇ ゃっつっ 
ゃいっ きっしすくうはす こぇさかぇきっくす くぇ ゅさぇょぇ.
¨そうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけくうは こけ こけょこうしゃぇくっすけ ぉっ 

せゃぇあっくぇ う けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか”, し おけうすけ ぇおぇょ. ╁けょっくうつぇさけゃ こけょ-
ょなさあぇ ゃさないおぇ う ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ こさっょしっょぇ-
すっか  くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ そうさきうすっ けす けすぉさぇくう-
すっかくぇすぇ うくょせしすさうは.  

つせ. 〈. 〈あおかせおきけみせ
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》そねかてせけみて えちあきおあせけせ をうみてさそ をうかてさそう: 

《╆ぅ¨〉╅【╅ 〉╊ 〈《╋╊ ╆╊′ „╅『』╊〉╅]“

『ゃはすおけ うしおぇ ょぇ こさけょなかあう 
し ういしかっょゃぇくうはすぇ. ′け: “¨す 

¨《-すけ くぇすうしおぇたぇ いぇ けぉとっしすゃっくぇ 
ょっえくけしす...“. ╁さっきっすけ っ すぇおけゃぇ, つっ 
くっ さってぇゃぇて しぇき. „╉ぇおゃけすけ おぇあっ 
‶ぇさすうはすぇ!“, っ いぇおけく. ‶ぇさすうはすぇ 
おぇいゃぇ: “『ゃっすおけゃ こけつゃぇ さぇぉけすぇ 
おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ けぉとうくしおうは 
¨すょっか „╉せかすせさぇ!“ 〈ぇおぇ きけきつっ-
すけ, おけっすけ くはおけゅぇ し きぇきぇ う すぇすう  
さぇくけ しせすさうく こけっきぇ おなき いぇゃけょぇ, 
おぇおすけ すけゅぇゃぇ くぇさうつぇす „┿さしっくぇか“, 
こけさぇしすゃぇ ょけ ゃうしけおうすっ っすぇあう くぇ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす. ¨す 1-ゃう きぇさす 
1965-すぇ ょけ おさぇは くぇ おぇさうっさぇすぇ しう 
『ゃっすおけゃ さぇぉけすう いぇ おせかすせさぇすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ‶なさゃぇすぇ きせ いぇょぇつぇ っ 
うきっくくけ ういかけあぉぇすぇ „′ぇてっくちう“ くぇ 
』せょけきうさ. ╉けはすけ ぇゃすけさなす しう さっょう 
しぇき. ╉けはすけ ょくっし, ゃないしすぇくけゃっくぇ 
けす っょくけうきっくくぇすぇ そけくょぇちうは, こな-
すせゃぇ こけ しゃっすぇ. ╉けはすけ ょぇゃぇ くぇつぇ-
かけすけ くぇ 《けくょ „』せょけきうさ“, つうえすけ 
こさうっきくうお っ しっゅぇてくぇすぇ けぉとうくしおぇ 
《けくょぇちうは. ╇いかけあぉぇすぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ っ そせさけさ. ┿ゃすけさなす うしおぇ すは 
ょぇ しっ けすおせこう. ╉けかっおちうはすぇ っ ちっく-
くぇ う しおなこぇ. 『ゃっすおけゃ こけつゃぇ ぉうす-
おぇすぇ いぇ すなさしっくっ くぇ こぇさう. ╉けゅぇすけ 
けす そうくぇくしけゃけすけ きうくうしすっさしすゃけ 
しおかけくはゃぇす いぇ 20 たうかはょう かっゃぇ, 
くぇつぇかくうおなす くぇ おせかすせさぇすぇ けすうゃぇ 
こさう 』せょけすけ: “〈さはぉゃぇ ゃ ぉさけえ...“. 
„╉けえ っ おぇいぇか, つっ うしおぇき こぇさう, おぇ-
いぇた しぇきけ, つっ おぇさすうくうすっ しぇ ちっくくう 
う すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすおせこはす“, けすゃさな-
とぇ たせょけあくうおなす. ╇ こさぇとぇ くぇつっ-
ゃぇとうは けぉとうくしおう ぇょきうくうしすさぇすけさ 
„ょぇ けそけさきう ょぇさっくうっすけ“. 〈ぇおぇ 
』せょけきうさ しすぇゃぇ こなさゃうはす ょぇさうすっか 
いぇ 《けくょぇ いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ 
きせいっは う ゅぇかっさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
さぇいおぇいゃぇ ╀ぇえ 『ゃはすおけ しっゅぇ. ′ぇつう-
くぇくうっすけ けぉぇつっ しっ けおぇいゃぇ ょぇかっつ 
こけ-しおなこけ. ╇ すさはぉゃぇ きくけゅけ ゃさっきっ, 
いぇ ょぇ せしこっっ. ]かせつゃぇ しっ 15 ゅけょう-
くう こけ-おなしくけ. ‶さっょ けつうすっ くぇ 『ゃっ-
すおけゃ. ╇ こさっい さなちっすっ きせ. 〈けえ うしおぇ 
ょぇ さぇいおぇあっ. ╆ぇ ょぇ しっ いくぇっ. 
╀うゃてうはす ゅかぇゃっく うくあっくっさ くぇ 

„┿さしっくぇか“ ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ, しすぇ-
くぇか いぇゃっあょぇと しすさけうすっかしすゃけすけ 
おなき 『╉ くぇ ╀╉‶, し くはおけう たうすさうくおう 
せしこはゃぇ ょぇ ゃおかのつう うしすけさうつっしおうは 
きせいっえ う ゅぇかっさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお  
ゃ こさけっおすぇ いぇ くけゃぇ しゅさぇょぇ くぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ くぇ ‶ぇさお-きせいっえ 
„【うこおぇ – ╀せいかせょあぇ“. ╁さっきっ っ いぇ 
きぇとぇぉくけすけ ゅさぇょっくっ くぇ 』うくうはすぇ 

╋¨╇╊╊〈 ╇ 』╅〈《╉╊‶〉╅ ╉ぇ『╋╅╇╅
》ちそなかつそちひて たそ たちあうそ 《えせみせ ╈かちおきけさそう:

『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ. ╄ょうく けす くけゃうすっ こけつっすくう ゅさぇあょぇくう 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, けぉはゃっく し さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ すぇいゅけょうてくうは ‶さぇいくうお くぇ ゅさぇ-
ょぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 《っしすうゃぇかぇ くぇ さけいぇすぇ. ¨ぉうおくけゃっく, 
しおさけきっく つけゃっお. ╁ あうゃけすぇ くぇ おけゅけすけ けぉぇつっ うきぇ くっけ-
ぉうおくけゃっくう しなぉうすうは. ╇ しさっとう し くっけぉうおくけゃっくう たけさぇ. 
╄ょうく けす こけしかっょくうすっ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ さぇいおぇあぇす いぇ 
ょけしっゅぇ しう し ╂けかっきうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお – ╃っつおけ 〉いせくけゃ, 
′っくおけ ╀ぇかおぇくしおう, ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, 〈っくぬけ ‶うくょぇさっゃ, 
』せょけきうさ...
』せょけきうさ. 』けゃっおなす, おけえすけ, ぉっい しぇき ょぇ こけょけいうさぇ, しすぇ-

ゃぇ こさうつうくぇすぇ っょうく いぇゃなさてゃぇと ぉなかゅぇさうしす ょぇ くぇきっさう 
くぇえ-しゃけっすけ ゃ あうゃけすぇ しう ゃ ぉなさおぇくうちうすっ くぇ きぇかおうすっ 
いぇょぇつう ゃ ╉せかすせさぇすぇ, ぉっい つうっすけ さってぇゃぇくっ っあっょくっゃくけ 
くはきぇ おぇお ょぇ しっ しかせつぇす ゅけかっきうすっ しぉなょくぇすう こさけっおすう, 
おけうすけ くぇょあうゃはゃぇす しゃけうすっ ぇゃすけさう. ′っ. 』せょけきうさ くっ 
くぇきうさぇ さぇぉけすぇ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ くぇ すけいう くぇつっゃぇと あうゃけすぇ 
しう きかぇょっあ. ‶さけしすけ 』せょけきうさ ゅけ ゅさぇぉゃぇ し こうしぇくっすけ しう, 
し っいうおぇ くぇ さぇいおぇいうすっ しう. ] ょせきうすっ, おけうすけ さっょう. ╀なょっ-
とうはす そうかけかけゅ きっしっちう くぇさっょ ょなかぉぇっ ゃ ぉけゅぇすしすゃけすけ 
くぇ 』せょけきうさけゃけすけ しかけゃけ. ╃っしっすおう たうかはょう かうしすつっすぇ, 
ういこうしぇくう し ょせきう けす さぇいおぇいうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは たせ-
きけさうしす いぇすさせこゃぇす ょけきぇ くぇ 『ゃはすおけ う しなこさせゅぇすぇ きせ. 
╆ぇこうしゃぇす, ぉさけはす, しきはすぇす, ぇくぇかういうさぇす, ういゃっあょぇす. 
╃っしっすおう きぇてうくけこうしくう しすさぇくうちう し すぇぉかうちう こさけて-
くせさけゃぇす ょゃぇきぇすぇ ゃ ょうこかけきくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ しすぇゃぇ 
こけゃけょ いぇ こなさゃぇすぇ しさっとぇ くぇ きかぇょうは そうかけかけゅ し ╃うきう-
すなさ 』けさぉぇょあうえしおう. ╃ぇ ういしかっょゃぇて っいうおけゃけすけ きくけゅけ-
けぉさぇいうっ くぇ あうゃ ぇゃすけさ しう っ さうしお. 〈さはぉゃぇ ょぇ うきぇて 
しなゅかぇしうっすけ きせ. 『ゃはすおけ ょさないゃぇ ょぇ こうすぇ. 』せょけきうさ おぇい-
ゃぇ „╃ぇ!“. ╁なこさっおう くっょけゃっさうっすけ ゃ くぇつぇかけすけ. ╉ぇいゃぇ う 
けくけゃぇ: “』っ おぇおなゃ こうしぇすっか しなき ぇい...?“, ゃ おけっすけ ょうこ-
かけきぇくすなす けすおさうゃぇ くっけつぇおゃぇくぇすぇ  いぇ くっゅけ せ すけかおけゃぇ 
ういゃっしすっく つけゃっお しぇきけゃいうしおぇすっかくけしす. „¨つぇおゃぇた ょぇ 
さぇいおぇいゃぇ しきったけさうう, ぇ すけえ しっ けおぇいぇ きくけゅけ こけ-しっさうけ-
いっく...“, しこけょっかは ╀ぇえ 『ゃはすおけ ょくっし. ╀ぇえ 『ゃはすおけ. 〈ぇおぇ 
ゅけ いくぇはす こけ-しすぇさうすっ  おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ しぇ しう うきぇ-
かう ゃいっきぇくっ-ょぇゃぇくっ し おせかすせさぇすぇ. ╆ぇ すはた すけえ けすょぇゃくぇ 
くっ っ くぇつっゃぇと しすせょっくす, おけえすけ し ゃないすけさゅ いぇたゃぇとぇ きぇ-
すっきぇすうつっしおぇすぇ かうくゅゃうしすうおぇ. ╉けはすけ っ おぇすっゅけさうつくぇ: 
“』せょけきうさけゃけすけ しかけゃけ っ けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ ゃ さけょくぇすぇ 
かうすっさぇすせさぇ: 5 628 さぇいかうつくう ょせきう こさう ぉぇいぇ 20 000. 
╇ – 78 けす しすけ こけさっょくう“. 〈けゃぇ っ こなさゃけすけ けすおさうすうっ くぇ 
きかぇょうは そうかけかけゅ. ]かっょゃぇとうすっ ゃ あうゃけすぇ きせ しぇ くっ こけ-
きぇかおけ うくすっさっしくう. 

‶さけそっしけさ ╂っさょあうおけゃ, 
こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃは
くっすけ くぇ ╁ぇてぇすぇ おくうゅぇ 
„┿い/′っ ぉはた こけかうすうお“, 
おけっすけ こさっょう きぇかおけ こさう
おかのつう, しすぇくぇ はしくけ – ぉうか 
しすっ しこけさすうしす, ょけぉさっ こっ
っすっ, こうてっすっ, ゃしうつおう ╁う 
こけいくぇゃぇす おぇすけ けすかうつっく 
のさうしす..., しすせょっくすうすっ ╁う 
けぉうつぇす... ╉ぇおゃけ けとっ くっ 
しすっ こさぇゃうかう, おぇおゃけ くっ 

しすっ しう  しかせつうかう けす けくけゃぇ, 
おけっすけ ぉうたすっ うしおぇかう ょぇ ╁う 
しっ しかせつう?
- ╉ぇすけ しう こけきうしかは, ょけおけし-

ゃぇか しなき しっ ょけ ゃしうつおけ, おけっすけ 
しなき うしおぇか. ┿い しなき あぇょっく いぇ 
きくけゅけけぉさぇいうっすけ くぇ あうゃけすぇ, 
きくけゅけ きせ しっ さぇょゃぇき. ╀ぇとぇ 
きう ぉってっ きくけゅけ ゃかのぉっく ゃ 
あうゃけすぇ, すけえ きう ぉってっ おぇいぇか 
くっとけ, おけっすけ くはきぇ ょぇ  いぇぉさぇ-
ゃは. ╀ってっ しすぇくぇか ゃっつっ くぇ 90, 
おけゅぇすけ きう おぇいぇ: “]うくおけ, いぇ-
こけきくう – う くぇ 90 ょぇ しすぇくって, 
こぇお とっ すう しっ あうゃっっ“. ┿い くぇ-
うしすうくぇ せしっとぇき すけゃぇ. 〈けゃぇ っ 
くぇえ-ゃっかうおけすけ くっとけ. ′うっ  くっ 
きせ けすょぇゃぇきっ いくぇつっくうっ, くけ 
くはきぇ こけ-ゃっかうおけ くっとけ けす あう-
ゃけすぇ う けす すけゃぇ つけゃっお ょぇ きせ しっ 
さぇょゃぇ, けしけぉっくけ ぇおけ っ いょさぇゃ. 
╃ぇ しっ さぇょゃぇ くぇ こさうはすっかう, くぇ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, すけゃぇ くぇ-
うしすうくぇ しう いぇしかせあぇゃぇ.

〈ぇき – ゃ さけょけゃうすっ おけさっ
くう, かう ょぇ すなさしうき くぇつぇ
かけすけ くぇ すぇいう こけいうすうゃくぇ 
くぇゅかぇしぇ, おぇおゃけ すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ つけゃっお すぇき, いぇ ょぇ 
きせ しっ しかせつう すぇおなゃ うくすっ
さっしっく あうゃけす, おけえすけ ょぇ ゅけ 
さぇょゃぇ?
- ╁っさけはすくけ うきぇ くっとけ ゅっ-

くっすうつくけ. ╋けうすっ さけょうすっかう 
ぉはたぇ きくけゅけ こけいうすうゃくう たけさぇ, 
ゃなこさっおう つっ くうっ しきっ あうゃっかう 
ぉっょくけ. ]ぇきけ ぉぇとぇ きう さぇぉけ-
すってっ. ╋ぇえおぇ きう きっ っ さけょう-
かぇ おなしくけ. ╀うかぇ っ こさっこけょぇ-
ゃぇすっかおぇ こけ そさっくしおう っいうお, 
くけ しかっょ きけっすけ さぇあょぇくっ しっ 
けすょぇゃぇ しぇきけ くぇ きっく. 〈ぇおぇ 
しきっ あうゃっかう – しさぇゃくうすっかくけ 
ぉっょくけ こさっい ゅけょうくうすっ, くけ ゃ 
っょくけ きくけゅけ たせぉぇゃけ しっきっえ-
しすゃけ. ╁っさけはすくけ すけゃぇ っ うきぇかけ 

しゃけっすけ いくぇつっくうっ.

‶さっょ こせぉかうおぇすぇ こけおぇいぇ
たすっ っょくけ いぇぉっかっあうすっかくけ 
つせゃしすゃけ いぇ しぇきけうさけくうは. ╁ 
ょくってくけ ゃさっきっ すけゃぇ こけつすう 
かうこしゃぇ くぇ こけかうすうちうすっ せ 
くぇし. ′せあくぇ かう っ しぇきけうさけ
くうはすぇ ょくっし ゃ こけかうすうおぇすぇ?
- ┿い しう ゅけ くけしは ゃ しっぉっ しう. 

〈ぇおぇ ゅけ さぇいぉうさぇき. ╁っさけはすくけ 
くっ っ すけかおけゃぇ つっしすけ しさっとぇくけ 

う いぇすけゃぇ ゃう こさぇゃう ゃこっつぇすかっ-
くうっ /しきっっ しっ/. 

[ぇいつうすぇき くぇ しぇきけうさけくう
はすぇ ╁う う いぇすけゃぇ - ょぇ こけ
こうすぇき: くっ おさうっすっ, つっ しすっ 
っょうく けす „ぉぇとうすっ“ くぇ 〉おぇい 
56, ぇゃすけさ しすっ くぇ きくけゅけ いぇ
おけくう, ぉはたすっ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ 
– ゃなさたけゃくうはす いぇおけくけ
ょぇすっかっく けさゅぇく. ′はおぇおゃぇ 
ゃうくぇ ういこうすゃぇすっ かう せ しっぉっ 
しう  おぇすけ いぇおけくけすゃけさっち, 
つっ くっとけ くっ しっ っ しかせつうかけ 
すぇおぇ, おぇおすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ しかせつう, いぇ ょぇ ぉなょぇす くっ
とぇすぇ せ くぇし くっ  すぇおうゃぇ, おぇ
おゃうすけ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ ぉな
ょぇす, いぇ ょぇ あうゃっっき ゃしうつおう 
こけ-ょけぉさっ ゃ っょくぇ ちうゃうかう
いけゃぇくぇ しすさぇくぇ?
- ╋くけゅけ くっとぇ くっ しっ しかせつゃぇす 

おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 
ぇい いぇすけゃぇ こけくはおけゅぇ おぇいゃぇき: 
“′うっ しきっ しぇきけょっえくぇ ょなさあぇ-
ゃぇ“. ╃っえしすゃうすっかくけ せ くぇし しぇ 
ういおかのつうすっかくけ きぇかおけ たけさぇ-
すぇ, おけうすけ うきぇす ょなさあぇゃくうつっ-
しおけ きうしかっくっ, うしすうくしおう こけょ-
ゅけすゃっくうすっ こさけそっしうけくぇかうしすう 
ぉはゅぇす けす すけゃぇ, おけっすけ っ きくけゅけ 
ゃぇあくけ – ょぇ しっ ういゅさぇあょぇ くけさ-
きぇすうゃくぇすぇ けしくけゃぇ くぇ けぉとっ-
しすゃけすけ くう, いぇおけくうすっ しっ こさぇ-
ゃはす くぇ おけかはくけ, こさうぉなさいぇくけ, 
おぇきこぇくうえくけ, くっょけういこうこぇくけ, 
し くっょけさぇいぉうさぇくっ... 〈けゃぇ 
くっとけ ゃうくぇゅう きっ っ ゃぇょうかけ けす 
さぇゃくけゃっしううっ, くっこさっおなしくぇ-
すけ しなき つっさくぇすぇ けゃちぇ, いぇとけ-
すけ おさうすうおせゃぇき すけいう こけょたけょ 
くぇ かうこしぇすぇ くぇ っおしこっさすくけしす. 
〈けゃぇ っ くっとけ, おけっすけ きくけゅけ 
きう すっあう う ゃすけさけすけ, おけっすけ 
きう すっあう, っ こさうくういはゃぇくっすけ 
くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇ-

くうっすけ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけ-
ょうくう, おけっすけ っ ゅけかはきぇ きけは 
ぉけかおぇ. ′ぇゃなょうたぇ しっ きくけゅけ 
のさうょうつっしおう そぇおせかすっすう, ゃ 
ゅけかはきぇすぇ しう つぇしす – し きくけ-
ゅけ こさうくういっくう ういうしおゃぇくうは. 
╀けさは しっ おぇすけ こさぇしっ し すうおゃぇ 
いぇ くぇちうけくぇかくう おさうすっさうう いぇ 
いぇゃなさてゃぇくっ くぇ こさぇゃけ. ╁しうつ-
おう おぇいゃぇす: “╋くけゅけ しう こさぇゃ!“ 
う くうとけ ゃしっ けとっ くっ しすぇゃぇ... 
〈けゃぇ しぇ くっとぇ, し おけうすけ こさけ-

ょなかあぇゃぇき ょぇ しっ ぉけさは... ′っ 
いくぇき, こけくはおけゅぇ – せしこはゃぇき, 
くけ ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう くっ せし-
こはゃぇき...

′うっ しぇきうすっ かう しきっ すぇ
おうゃぇ, くっせゃぇあっくうっ おなき 
こさぇゃうかぇすぇ かう うきぇきっ..., 
おぇお こけいゃけかうたきっ ょぇ しっ 
さぇいゃうたさはす すぇおうゃぇ  しすさぇし
すう おぇすけ ぇかつくけしすすぇ, おけうすけ 
こけさぇあょぇす ゅさったけゃっすっ, ゃ 
おけうすけ あうゃっっき? 
- ╃ぇ. ′うっ くっ けぉうつぇきっ きくけゅけ 

こさぇゃうかぇすぇ. ′うっ くっ しきっ ゃない-
こうすぇくう ょぇ しきっ こけ こさぇゃうかぇすぇ. 
〈けゃぇ っ こなさゃけすけ. ¨しゃっく すけゃぇ 
ういぉせはたぇ すけつくけ すぇおうゃぇ くういおう 
しすさぇしすう くぇ ういゃっしすくぇ ぇかつ-
くけしす, くっこけつすっくけしす... 》けさぇすぇ 
くっ しきっ ぉっいゅさってくう, ゃしうつおう 
くけしうき しゃけうすっ ゅさったけゃっ – こけ-
ゅけかっきう うかう こけ-きぇかおう, くけ 
くっ きけあっ ょぇ ょけこせしおぇきっ ょぇ 
しっ こけかせつぇゃぇ すぇおけゃぇ ういおかの-
つうすっかくけ ゅけかはきけ さぇいすゃぇさはくっ 
くぇ くけあうちぇすぇ きっあょせ たけさぇすぇ. 
╇きぇきっ っょくぇ てっこぇ しゃさなたぉけ-
ゅぇすう たけさぇ – さぇいぉうさぇ しっ, つぇしす 
けす すはた しぇ こけしすうゅくぇかう くっとぇ-
すぇ し うくすっかうゅっくすくけしす, し すさせょ, 
こさっょこさうっきつうゃけしす..., くけ 
っょくぇ こけ-ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた 
しぇ こけしすうゅくぇかう ぉけゅぇすしすゃけすけ 
しう くっ し すぇおうゃぇ おぇつっしすゃぇ. ┿ 
ゃ しなとけすけ ゃさっきっ うきぇ ょさせゅぇ, 
きくけゅけ ゅけかはきぇ  つぇしす けす ょさせゅう 
たけさぇ, きういっさしすゃぇす, くっ きけゅぇす 
ょぇ しゃなさいゃぇす ょゃぇすぇ おさぇは... 
〈けゃぇ さぇいすゃぇさはくっ くぇ くけあう-
ちぇすぇ くっ きけあっ ょぇ こさけょなかあぇ-
ゃぇ ゃっつくけ. 〈けゃぇ とっ こけさけょう 
っょうく きくけゅけ ゅけかはき おけくそかうおす 
う くっ ぉうゃぇ ょぇ こけいゃけかはゃぇきっ 
すけゃぇ ょぇ こさけょなかあぇゃぇ きくけゅけ 
ょなかゅけ ゃさっきっ.

〈けかおけゃぇ ゅけゃけさうき いぇ 
すけゃぇ, ぇ さってっくうっすけ - おぇお 
ょぇ しっ こさっぉけさうき, しはおぇて 
ゃしっ こけゃっつっ しっ けすょぇかっつぇ
ゃぇ, しすさぇた かう うきぇ せ たけさぇすぇ 
きくけゅけ, すぇ ょぇ しっ けすおぇいゃぇす 
けす ぉうすおぇすぇ うかう ょっえしすゃう
すっかくけ すは っ すけかおけゃぇ すさせょ
くぇ, つっ う けこぇしくぇ...? 
- ¨す っょくぇ しすさぇくぇ っ すさせょくけ. 

′うっ せ くぇし ぉはたきっ こけおぇいぇかう  
しかっょ 1997-きぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇ-

すけ ぉってっ ゅけかはきぇすぇ そうくぇくしけ-
ゃぇ う うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ せ 
くぇし, つっ ╀なかゅぇさうは きけあっ ょぇ 
ゃなさゃう くぇこさっょ う ぉってっ すさなゅ-
くぇかぇ くぇゅけさっ. 〈けゃぇ こさけょなか-
あう ょけ 2007-2008 ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ すさっくょなす しっ けぉなさくぇ. 
╁はさくけ っ, つっ すけゃぇ しすぇくぇ ゃ 
せしかけゃうはすぇ くぇ しゃっすけゃくぇすぇ 
うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ, くけ くうっ 
くっ きけあぇたきっ しゃけっゃさっきっくくけ 
ょぇ さっぇゅうさぇきっ. ╁っつっ きくけゅけ 
ょなさあぇゃう, し おけうすけ ぉはたきっ ゃ す. 
くぇさ. “しけちうぇかうしすうつっしおう かぇ-
ゅっさ“, おぇすけ ‶けかてぇ, ‶さうぉぇか-
すうえしおうすっ ょなさあぇゃう う ょさせゅう, 
こけおぇいゃぇす ういかういぇくっ けす おさういぇ-
すぇ う すさなゅゃぇくっ ゃ こさぇゃうかくぇすぇ 
こけしけおぇ. ┿ くうっ こさけょなかあぇゃぇ-
きっ ょぇ ゅぇいうき ゃ っょくけ ぉかぇすけ し 
きくけゅけ きぇかおけ くぇつっすっくう たけさぇ. 
╇きぇ すせお-すぇきっ くはおけう しこけしけぉ-
くう たけさぇ, おけうすけ けしすぇゃぇす, くけ 
けぉとけ ゃいっすけ おぇさすうくぇすぇ くっ っ 
すけかおけゃぇ ょけぉさぇ, おけかおけすけ くぇ 
きっく きう しっ うしおぇ. ╇ くっ しぇきけ 
くぇ きっく.

╉ぇすけ ╁う しかせてぇき, きう しっ 
しすさせゃぇ,  つっ ぉう ゃう しっ うし
おぇかけ ょぇ おぇあっすっ くっとけ くぇ 
ょくってくうすっ ょっこせすぇすう? 
- ′ぇ きっく ゃうくぇゅう きっ しっ っ うし-

おぇかけ ょぇ おぇあぇ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ きうしかう くぇうしすうくぇ いぇ ╀なか-
ゅぇさうは. ┿ くっ ょぇ こさっけぉかぇょぇゃぇ 
きぇくょぇすくけすけ きうしかっくっ – ょっ-
こせすぇすうすっ ょぇ きうしかはす おぇお ょぇ 
けしうゅせさはす しかっょゃぇとうは しう きぇく-
ょぇす. ╇きぇ たけさぇ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ きうしかはす いぇ ╀なかゅぇさうは, うきぇ 
おぇつっしすゃっくう たけさぇ. ′け すっ, いぇ 
しなあぇかっくうっ, くっ しぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ.

′ぇてぇすぇ しさっとぇ すせお っ し 
こけゃけょ – こさっょしすぇゃはくっすけ ゃ 

しすさぇくぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ ╁う 
„┿い/ ′っ ぉはた こけかうすうお“. 
〈けゃぇ くっ っ けぉうおけかおぇ ゃ こさっ
ょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは, くけ 
しうゅせさくけ たけさぇすぇ  ╁う しこけ
ょっかはす  さぇいくう くっとぇ? 
- ╁うあょぇき, つっ きくけゅけ たけさぇ 

あうゃっはす くっ ょけぉさっ, つっ きくけ-
ゅけ たけさぇ しぇ さぇいけつぇさけゃぇくう けす 
こけしかっょくうすっ 25 ゅけょうくう, くぇ 
おけうすけ ゃしうつおう ゃないかぇゅぇたきっ 
けゅさけきくう くぇょっあょう. ╃け ゅけかは-

きぇ しすっこっく すっいう くぇょっあょう くっ 
ぉはたぇ けこさぇゃょぇくう. ╁はさくけ っ, 
ょぇょっ しっ こなす くぇ こさっょこさうっき-
つうゃう たけさぇ, おけうすけ せしこはたぇ ょぇ 
くぇこさぇゃはす きくけゅけ くっとぇ, くけ すっ 
ゅう くぇこさぇゃうたぇ こけゃっつっ いぇ しっぉっ 
しう, けすおけかおけすけ いぇ けぉとっしすゃけ-
すけ.

┿ けす ╉ぇいぇくかなお – し おぇおなゃ 
しこけきっく しう すさなゅゃぇすっ?
- ╋くけゅけ っ こさうはすくけ ゃなゃ 

╁ぇてうは ゅさぇょ. 〈けえ しっ くぇきう-
さぇ くぇ っょくけ きくけゅけ おさぇしうゃけ 
きはしすけ ゃ ╀なかゅぇさうは – [けいけ-
ゃぇすぇ ょけかうくぇ. ╄ょうくしすゃっくけすけ, 
いぇ おけっすけ しなあぇかはゃぇき っ, つっ 
きくけゅけ きぇかおけ たけさぇ ょけえょけ-
たぇ くぇ すけゃぇ しなぉうすうっ, いぇとけすけ 
うきぇたきっ せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ 
しっ くぇしかぇあょぇゃぇきっ くぇ すっいう 
ぇおすぬけさう, くぇ すっいう こっゃちう し 
ぇくゅっかしおう ゅかぇしけゃっ. ╁ないたうすう-
すっかくけ こっはす! ]ぇきうはす ′っょはか-
おけ ╈けさょぇくけゃ, すぇおけゃぇ うきっ 
ゃ くぇてぇすぇ こけっいうは! ╇ ╇ゃぇくぇ 
╃あっょあっゃぇ – ぇおすさうしぇ! ╆ぇしかせ-
あぇゃぇたぇ ょぇ ぉなょぇす ゃうょはくう けす 
こけゃっつっ たけさぇ...  

┿ いぇとけ すけつくけ ′うおけか けす 
╉ぇいぇくかなお こけこぇょくぇ ゃなゃ 
╁ぇてぇすぇ おくうゅぇ?
- ′うおけか – ぇい ゅけ おぇいゃぇき う 

ゃ おくうゅぇすぇ - すけかおけゃぇ せきくけ, 
すけかおけゃぇ ぇきぉうちうけいくけ, うくすっ-
かうゅっくすくけ,  こさっおさぇしくけ しなとっ-
しすゃけ...! ‶さっおかぇくはき しっ! ╇きぇ う 
ょさせゅう おぇすけ くっは, くけ すは っ くぇ-
うしすうくぇ ゃっかうおけかっこくぇ! 

‶けあっかぇゃぇき ╁う けとっ しすせ
ょっくすう おぇすけ くっは う ょぇくけ ゃ 
すはた ょぇ っ くぇてぇすぇ くぇょっあょぇ!   
- ╇きぇ すぇおうゃぇ. ╇ - しかぇゃぇ 

╀けゅせ!
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

くぇ ゃなさたぇ う きけとくけすけ そうくぇく-
しうさぇくっ くぇ けぉっおすう こけ しかせつぇえ 
1300-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. „╇ょっはすぇ 
いぇ けぉけしけぉはゃぇくっ くぇ ゅぇかっさう-
はすぇ ぉってっ けとっ けす 1965-すぇ“, 
けぉはしくはゃぇ ぉうゃてうはす いぇき.- 
おきっす こけ おせかすせさぇすぇ, おぇおなゃすけ 
『ゃっすおけゃ っ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
すさう おきっすしおう きぇくょぇすぇ: 7 ゅけ-
ょうくう こさう ╀けくつけ ╋うかっゃ, 16 – 
しなし  ]すぇくつけ ╉けっゃ う ょけ おさぇは 
– し 》さうしすけ ╉けこつっゃ. 
] ゅぇかっさうはすぇ くぇつぇかけすけ 

すさなゅくぇかけ けとっ こけ ゃさっきっすけ 
くぇ くっゅけゃうは こさっょてっしすゃっくうお 
ゃ おせかすせさくうは さっしけさ – ‶っすなさ 
╉ぇかぇえょあうっゃ, おけゅけすけ 』せょけ-
きうさ けょけぉさはゃぇか きくけゅけ. ]かっょ 
〈さっすぇすぇ ¨ぉとぇ たせょけあっしすゃっくぇ 
ういかけあぉぇ こけ 24-すう きぇえ けぉ-
とうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ せいさは-
かけ いぇ うょっはすぇ. 

╂かぇゃっく „てっそ-ょうさうゅっくす“ 
ぉうか ╃っつおけ 〉いせくけゃ

]かっょ すさう ゅけょうくう – こさっい 
1968-きぇ, ╉けきうすっすなす いぇ おせか-
すせさぇ しないょぇゃぇ ╂さぇょしおぇ  》せ-
ょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは 
- ╉ぇいぇくかなお. ¨おさなあくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ っ こさけすうゃ, けぉ-
とうくしおけすけ くはきぇ ょけしすぇすなつくけ 
こぇさう, くけ: “′うおけえ くっ けすさっつっ, 
つっ しきっ ゅさぇょ くぇ たせょけあくうちう-
すっ“, しこけきくは しう ょくってくうはす 
こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく, ゃさはか う 
おうこはか ゃ こさけしかけゃせすぇすぇ ぉうすおぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ VS ╉ぇいぇくかなお, ゃ 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ  ‶ぇさすうはすぇ こけ-
ゃっかはゃぇ けおさなあくうすっ ゅさぇょけゃっ ゃ 
くうおぇおなゃ しかせつぇえ ょぇ くっ ぉなょぇす 
„くぇょしおぇつぇくう“ けす すぇおうゃぇ おぇすけ 
くぇし. ╋ぇおぇさ, つっ っ 11-すう こけ 
けぉとぇ こさけきうてかっくぇ こさけょせお-
ちうは ゃ しすさぇくぇすぇ う けすゅけゃぇさは 
くぇ せしかけゃうっすけ こけ ぉさけえ くぇ くぇ-
しっかっくうっ いぇ けおさなあっく, ╂さぇょなす 
くぇ さけいうすっ くっ せしこはゃぇ ょぇ しっ 
こさっぉけさう. ╃さぇあぇ ╁なかつっゃぇ っ 
こさけすうゃ. ′け おぇいぇくかなつぇくう くっ 
しっ けすおぇいゃぇす: „╀はたきっ こけしすけ-
はくくけ こさっくっぉさっゅゃぇくう, いぇすけ-
ゃぇ けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
こさうゃかっつっ こさっょこさうはすうはすぇ う 
し すはたくぇ こけきけと ぉってっ くぇこさぇ-
ゃっくけ ゃしうつおけ すせお. ′ぇえ-ゅけかはきぇ 
こけょおさっこぇ しきっ こけかせつぇゃぇかう 

‶さけそっしけさ ¨ゅくはく ╂っさょあうおけゃ こさっょしすぇゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお ぇゃすけぉうけ
ゅさぇそうつくぇすぇ しう おくうゅぇ „┿い/ ′っ ぉはた こけかうすうお“ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
24-すう きぇえ, ╃っくはす くぇ しかぇゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす, 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. ‶さっょしすぇゃはくっすけ しう ぉってっ うしすうくしおう しこっおすぇおなか 
– ぉっかっあおう いぇ くぇこうしぇくけすけ けす ╂っさょあうおけゃ う しゃけう しすうたけゃっ いぇ くっゅけ 
こさけつっすっ ぉかういおうはす きせ こさうはすっか  ′っょはかおけ ╈けさょぇくけゃ. ]なこさせゅぇすぇ 
くぇ こけっすぇ  – ╇ゃぇくぇ ╃あっょあっゃぇ, しなとけ せつぇしすゃぇ ゃ きうくう-しこっおすぇおな
かぇ, しなぉさぇか きぇかちうくぇ きっしすくう こうしぇすっかう う おぇつっしすゃっくう つうすぇすっかう 
ゃ おぇきっさくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ くぇ 20-すう 
きぇえ. ′ぇ しさっとぇすぇ ょけえょっ う 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 
′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, ぉうゃて しすせょっくす くぇ こさけそっしけさぇ, おぇおすけ う ちはかけ
すけ しっきっえしすゃけ くぇ っょくぇ けす かのぉうきうすっ くぇ ╂っさょあうおけゃ きかぇょう こけ
しかっょけゃぇすっかう ゃ こさぇゃけすけ - おぇいぇくかなつぇくおぇすぇ  ′うおけか [ぇたきぇくかうっゃぇ, 
おけはすけ っ しこけきっくぇすぇ う ゃ こさけきけすうさぇくぇすぇ おくうゅぇ.  
╉くうゅぇすぇ ぉってっ こさっょしすぇゃっくぇ けす ┿くぇ ╀けはくけゃぇ, くけしうすっか くぇ かうすっ

さぇすせさくぇすぇ くぇゅさぇょぇ „╀かぇゅぇ ╃うきうすさけゃぇ“ いぇ さけきぇく - 2014 ゅ. ]こっ
ちうぇかくけ せつぇしすうっ けすぉっかはいぇ う ╄きうか ╉ぇかっゃ, おけえすけ, いぇっょくけ し ╀けはくけ
ゃぇ, ういくっくぇょぇ こせぉかうおぇすぇ し きぇえしすさけしおう  ゃけおぇかくう ういこなかくっくうは し 
ぇおちっくす ゃなさたせ ]さっょういっきくけきけさしおうは きせいうおぇかっく さっこっさすけぇさ.
‶さけそ. ¨ゅくはく ╂っさょあうおけゃ っ さけょっく くぇ 19 きぇさす 1946 ゅ. ゃ ]けそうは. 

╆ぇゃなさてゃぇ のさうょうつっしおうは そぇおせかすっす おなき ]けそうえしおうは せくうゃっさしう
すっす „]ゃ. ╉かうきっくす ̈ たさうょしおう“. ]こっちうぇかういうさぇ ゃなゃ ╁うっくしおうは せくう
ゃっさしうすっす う ゃ 》ぇきぉせさゅしおうは うくしすうすせす „╋ぇおし ‶かぇくお“. ‶さけそっしけさ 
こけ すなさゅけゃしおけ こさぇゃけ ゃ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ̈ たさうょしおう“. ┿ゃすけさ くぇ きけ
くけゅさぇそうう う ょっしっすおう しすぇすうう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ すなさゅけゃしおけすけ こさぇゃけ. 
′ぇ 5 のかう 2001 ゅ. っ ういぉさぇく いぇ こさっょしっょぇすっか くぇ 39-すけすけ ′ぇさけょ
くけ しなぉさぇくうっ. ╇いぉうさぇく っ ょゃぇ こなすう いぇ くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか けす 
かうしすぇすぇ くぇ ′╃]╁. ′けしうすっか くぇ けさょっく „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“.
[せしおう さけきぇくしおう, うすぇかうぇくしおう おぇくちけくっすう う うしこぇくしおう おうすぇさう 

いゃせつぇたぇ けとっ ゃ ╉ぇきっさくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか“, おけはすけ くっ しっ 

けす „┿さしっくぇか“, おぇいゃぇ 『ゃっすおけゃ, 
しすけはか こかなすくけ ょけ さぇきけすけ う くぇ 
]すぇくつけ ╉けっゃ, おけゅぇすけ ゅさぇょなす 
ういさぇしすゃぇ う ゃ うくょせしすさうぇかくけ, う 
ゃ おせかすせさくけ, う ゃ ぉかぇゅけせしすさけえ-
しすゃっくけ けすくけてっくうっ. „╇おけくけきう-
おぇすぇ っ ゃ けしくけゃぇすぇ. ]ぇきけ こさう 
しうかくぇ うおけくけきうおぇ きけあっ ょぇ しっ 
しかせつう けしすぇくぇかけすけ“, けぉはしくはゃぇ 
„ょはしくぇすぇ  さなおぇ“ くぇ ╉きっすぇ くぇ 
しすけかっすうっすけ ゃ けすゅけゃけさくけしすうすっ 
いぇ ょせたけゃくぇすぇ しそっさぇ. “¨ぉとう-
くぇすぇ くぇかけあう けすくけてっくうは くぇ 
ょけこうさくう すけつおう う ゃいぇうきくけ こけょ-
こけきぇゅぇくっ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すぇいう こけかうすうおぇ ょくっし ╉ぇいぇくかなお 

うきぇ う ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さ-
しっくぇか“, さぇいおぇいゃぇ ╀ぇえ 『ゃはすおけ. 
‶ぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ くぇ ゅさぇょぇ 
‶っすおけ ╁かぇっゃ, おぇおすけ すけゅぇゃぇ しっ 
しかせつゃぇす くっとぇすぇ, ゃうおぇ てっそぇ 
くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき“  - ゅっくっさぇか 
ぅきぇおけゃ, し うょっはすぇ ょぇ ゅけ せぉっょう, 
つっ いぇゃけょしおうはす ょけき すさはぉゃぇ  ょぇ 
しっ ういゃぇょう ういゃなく すっさうすけさうはすぇ 
くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ┿ こけしかっ – 
しかっょ しすさけうすっかしすゃけすけ, ょぇ ぉなょっ 
ょぇさっく くぇ ゅさぇょぇ. ¨ぉとうくぇすぇ う 
„┿さしっくぇか“ しう こけょっかはす ぇくゅぇあう-
きっくすうすっ. 《うさきぇすぇ そうくぇくしうさぇ, 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす せさっあょぇ けすつせあ-
ょぇゃぇくっすけ くぇ うきけすうすっ いぇ すっ-
さっくぇ, くぇきうさぇ おけくしせかすぇくすう いぇ 
しかけあくけすけ しなけさなあっくうっ, けしうゅせ-
さはゃぇ こさけっおすぇくすう, しこっちうぇかうしすう 
こけ しちっくうつくけすけ けぉけさせょゃぇくっ. 
„]すさけうすっかしすゃけすけ こさけょなかあう 
こけゃっつっ けす けつぇおゃぇくけすけ. ¨ぉとう-
くぇすぇ さぇぉけすってっ いぇ うょっはすぇ, いぇ-
とけすけ しっ こさぇゃってっ いぇ たけさぇすぇ. 
„┿さしっくぇか“ しっ いぇっ, いぇとけすけ きくけ-
ゅけ けす すはた ぉはたぇ くっゅけゃう さぇぉけす-
くうちう. 〈けゅぇゃぇ けすくけゃけ さぇいぉさぇた: 
„┿さしっくぇか“ ぉっい ¨ぉとうくぇすぇ くっ 
きけあっ う ̈ ぉとうくぇすぇ くっ きけあっ ぉっい 
„┿さしっくぇか“.  ╁ ╂さぇょしおうは  ╇い-
こなかおけき こけ すけゃぇ ゃさっきっ いぇょなか-

あうすっかくけ うきぇかけ おかのつけゃぇ そうゅせ-
さぇ けす すけゅぇゃぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし“. ╂さぇょなす しっ っ さぇいゃうゃぇか 
ょけぉさっ, しぇきけ おけゅぇすけ „┿さしっくぇか“ 
こけょおさっこはか けぉとうくしおけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ. 『ゃっすおけゃ こけはしくはゃぇ: 
“‶さけぉかっきなす し  かうこしぇすぇ くぇ こぇさう 
いぇ っょうく くっけおさなあっく ゅさぇょ しっ さっ-
てぇゃぇてっ しぇきけ こけ すけいう くぇつうく“.
╇ょゃぇす こさけきっくうすっ こさっい 1989-

すぇ.  „┿さしっくぇか“ くぇうしすうくぇ こさっょ-
かけあう くぇ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ こけっきっ 
しすけこぇくうしゃぇくっすけ くぇ ╃けきぇ, くけ すけ-
ゅぇゃぇてくうはす おきっす くっ ゅけ うしおぇてっ“, 
こけきくう 『ゃっすおけゃ, ぉっい おぇおなゃすけ う 
ょぇ ぉうかけ せこさっお おなき ょっえしすゃうは-

すぇ くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, 
おけっすけ う ょけ しっゅぇ こけょょなさあぇ すけいう 
ゅけかはき う しおなこ けぉっおす けす おせかすせさ-
くぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ すせお.  „〉し-
すぇくけゃう しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, つっ くうっ 
しぇきう すさはぉゃぇ ょぇ しう こけきぇゅぇきっ“, 
しこけょっかは 『ゃっすおけゃ すぇえくぇすぇ くぇ 
ゃないたけょぇ くぇ ゅさぇょぇ こけ すけゃぇ ゃさっ-
きっ. ‶さう かうこしぇ くぇ こけょおさっこぇ けす 
けおさなゅぇ すけゃぇ ぉうかけ っょうくしすゃっくうはす 
くぇつうく いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ ゅけ-
かっきうすっ うくゃっしすうちうけくくう けぉっおすう. 

′け し 〈っぇすなさぇ くっ せしこっかう 

„╉ぇおゃけ こなておぇくっ  しきっ こなて-
おぇかう...“ – きくけゅけ こぇさう ぉうかう 
くせあくう. ]かっょ ょなかゅけ きうしかっくっ う 
おけくしせかすうさぇくっ し くぇちうけくぇかくう 
しゃっすうかぇ ぉうかけ ぇぉしけかのすくけ はしくけ: 
“〈っぇすなさなす う つうすぇかうとっすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しぇ けすょっかくけ, すぇおぇ つっ ょぇ くっ しう 
こさっつぇす. 《けさきせかぇすぇ: 』うすぇかうとっ 
こかのし 〈っぇすなさ っ ゅさってくぇ“. 『ゃっ-
すおけゃ おぇいゃぇ すけゃぇ し せぉっあょっくうっすけ 
くぇ けこうすぇ しう おぇすけ ょなかゅけゅけょうてっく 
こさっょしっょぇすっか くぇ ′』 „╇しおさぇ“. 
‶さけぉかっきなす し けぉとうくしおうは すっぇ-
すなさ, おけえすけ けとっ くっ っ さってっく, っ 
いぇかけあっく けすょぇゃくぇ, きうしかう 『ゃっ-
すおけゃ. 〈けえ こけきくう しさっとぇすぇ すせお 

くぇ おきっすぇ ╋うかっゃ う こぇさすうえくうは 
╁かぇっゃ し  ぇおすぬけさぇ ╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ う すけゅぇゃぇてくうは てっそ くぇ 
╉けきうすっすぇ いぇ おせかすせさぇ – ‶ぇゃっか 
╋ぇすっゃ. ╆ぇおかのつっくうっすけ っ: “╃ぇ, 
╉ぇいぇくかなお うきぇ くせあょぇ けす すっぇすなさ, 
くけ すけえ すさはぉゃぇ ょぇ っ ょなさあぇゃっく う 
ょぇ うきぇ けすょっかくぇ ぉぇいぇ“. 〈けゅぇゃぇ 
しっ いぇかぇゅぇ うょっはすぇ – ╃けきなす くぇ 
おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ょぇ しっ 
しすさけう し ゃないきけあくけしすう ょぇ こさう-
のすう ぉなょっとうは  すっぇすなさ. „¨ぉとう-
くぇすぇ おけけさょうくうさぇてっ ちっかうは こさけ-
ちっし. ]すさけうすっかしすゃけすけ しっ いぇぉぇゃう, 
くけ すけゃぇ っ, いぇとけすけ うしおぇたきっ ょぇ 
くぇこさぇゃうき くっとけ くけゃけ, たせぉぇゃけ. 
┿ こさっい すけゃぇ ゃさっきっ さぇいおさうゃぇ-
たきっ とぇすけゃっ ゃ つうすぇかうとっすけ, いぇ 
ょぇ しっ ゅけすゃはす おぇょさうすっ. ╇ょっはすぇ 
ぉってっ いぇ ╋せいうおぇかくけ-ょさぇきぇすう-
つっく すっぇすなさ, おぇおすけ すけゃぇ しすぇくぇ ゃ 
〈なさくけゃけ. ╇きぇたきっ こけょおさっこぇすぇ 
くぇ ╊のょきうかぇ ╅うゃおけゃぇ. ′け – くっ-
とぇすぇ しっ こさけきっくうたぇ...“, くっ ぉっい 
しなあぇかっくうっ こさけょなかあぇゃぇ 『ゃっ-
すおけゃ さぇいおぇいぇ しう いぇ おせかすせさくうすっ 
こさけちっしう ゃ ゅさぇょぇ こさっい 60-すっ ょけ 
80-すっ ゅけょうくう. ╀うか っ ゃ すうかぇ くぇ 
けとっ っょくぇ ぉうすおぇ. 

╀うすおぇすぇ いぇ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは 

╇くゃっしすうすけさ くぇ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ 
しすぇゃぇ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ ゅけょう-
くう ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせ-
さぇすぇ. ╇きっくぇすぇ くぇ くぇえ-ういゃっしす-
くうすっ ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうちう う 
すはたくぇすぇ こけょおさっこぇ いぇ さけょくうは 
ゅさぇょ こけきぇゅぇす. ╃っつおけ 〉いせくけゃ 
う ′っくおけ ╀ぇかおぇくしおう くっ いぇぉさぇ-
ゃはす ╉ぇいぇくかなお. [けょくうはす ゅさぇょ 
うき ゃさなとぇ あっしすぇ – こさっゃさなとぇ 
ゃ きせいっう おなとぇすぇ くぇ ╀ぇかおぇくしおう 
う くぇくけゃけ しすさけう すけつくけ おけこうっ 
くぇ ょけきぇ くぇ ぇおぇょっきうおぇ. ╆ぇさぇょう 
ゅけかはきけすけ しう ょぇさっくうっ ゃなゃ 《けくょ 
„13 ゃっおぇ ╀なかゅぇさうは“ しなこさせゅぇすぇ  
╊うかはくぇ ╀ぇかおぇくしおぇ っ けぉはゃっくぇ 
いぇ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╁ないくうおゃぇ うょっはすぇ ょぇ 
ぉなょぇす ゃないしすぇくけゃっくう う ょさせゅう 
しすぇさう おなとう, おけうすけ ょぇ いぇこぇいはす 
ょせたぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋っしすくぇすぇ 
ゃかぇしす さってぇゃぇ, つっ ゃしうつおけ くはきぇ 
おぇお ょぇ しっ いぇこぇいう, くけ ゃなゃ ゃしっ-
おう おゃぇさすぇか けしすぇゃはす こけ くはおぇおなゃ 
しこけきっく いぇ きうくぇかけすけ. 〈ぇおぇ しっ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇす ゃ ぇゃすっくすうつっく 
ゃうょ 》ぇょあうぇかうけかけゃぇすぇ う 》ぇょ-
あうっきうくけゃぇすぇ おなとぇ, ╀けいせおけゃけ-
すけ おぇそっくっ しなし ]すぇさぇすぇ こっつぇす-
くうちぇ, おなとぇすぇ, おなょっすけ っ あうゃはか 
╉うさおけゃ... ]こぇしはゃぇす しっ けす せくう-
とけあっくうっすけ くぇ おゃぇさすうさぇくすうすっ 
ぉっいちっくくうすっ しすっくけこうしう くぇ ╇ゃぇく 
╋うかっゃ ゃ おなとぇすぇ し おぇきぉぇくぇさう-
はすぇ しさっとせ こけとぇすぇ, おけはすけ しっゅぇ 
っ ゃっつっ つぇしすくぇ しけぉしすゃっくけしす. 
„¨ぉとうくぇすぇ くぇこさぇゃう すぇいう おなとぇ 
うしすうくしおけ ぉうあせ... ╀はたぇ ゃかけあっ-
くう きくけゅけ こぇさう“.  ╃けきぇおうくなす 
くぇ おなとぇすぇ [ぇそぇっか ]すけえつっゃ 
けぉぇょうか くぇ おきっすぇ ╋うかっゃ くぇ-
きっさっくうはすぇ くぇ くぇしすぇくっくけすけ くぇ 
おゃぇさすうさぇ しっきっえしすゃけ ょぇ いぇきぇあっ 
てっょぬけゃさうすっ し ゃぇさ う すぇおぇ, きくけゅけ 
ゃさっきっ しかっょ しかせつぇは, ¨ぉとうくぇすぇ 
こかぇとぇ くぇっきぇ くぇ しすぇうすっ, いぇ ょぇ 
けこぇいう すけゃぇ ちっくくけ たせょけあっしすゃっ-
くけ くぇしかっょしすゃけ. [っしすぇゃさぇちうはすぇ 
っ けす ゃさっきっすけ くぇ ]すぇくつけ ╉けっゃ, 
おけえすけ ゃうおぇ 》さうしすけ ]すっそぇくけゃ 
いぇ そうくけすけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ 
しすっくけこうしうすっ...    
]さぇきなす くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす – 

くぇしすぇくはゃぇくっすけ くぇ さけきしおけ しっ-
きっえしすゃけ ゃなゃ そぇきうかくぇすぇ  おなとぇ 
くぇ おけきこけいうすけさぇ ‶っすおけ ]すぇえ-
くけゃ, しぇきうはす 『ゃっすおけゃ けすくぇしは 
かうつくけ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

12 юни 2015 г.

くぇこなかくう し ょけしすぇすなつくけ たけさぇ, くけ いぇすけゃぇ こなお こさっかうゃぇてっ けす しこけょっかっくぇ っきけちうは う くっしおさうす けぉきっく くぇ さぇょけしす きっあょせ ぇゃすけさ う こせぉかうおぇ. ╃うぇくぇ [ぇきくぇかう
っゃぇ さぇいゅけゃぇさは し こさけそっしけさ ╂っさょあうおけゃ ゃっょくぇゅぇ しかっょ しなぉうすうっすけ.
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╃け くぇつぇかけすけ くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお とっ けすゃけさう ゃさぇすう  ′ぇちうけくぇ

かっく  ちっくすなさ こけ こさうさけょけきぇすっきぇすうつっしおう くぇ
せおう. 〈けえ とっ しっ  ういゅさぇあょぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ ‶さう
さけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは „′うおけかぇ 
¨ぉさっておけゃ“. 
╆ぇ ういゅさぇあょぇくっすけ きせ, けつぇおゃぇくけ ょっしっすうかっ

すうは, ゃ こなさゃうすっ  ょくう けす きぇくょぇすぇ しう, こさぇゃう
すっかしすゃけすけ けすこせしくぇ  489 242 かっゃぇ.  ′ぇ こかけと 
けす 636 おゃ. き. とっ ぉなょぇす しないょぇょっくう う けぉけ
させょゃぇくう し くぇえ-きけょっさくぇ すったくうおぇ おぇぉうくっすう 
こけ そういうおぇ, ぉうけかけゅうは,  たうきうは う  きぇすっきぇすう
おぇ. ╆ぇ こなさゃぇすぇ おけこおぇ くぇ くけゃぇすぇ こさうしすさけえおぇ 
おなき せつうかうとくぇすぇ しゅさぇょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょけえょっ 
ゃうちっこさっきうっさなす う きうくうしすなさ くぇ ゃなすさってくうすっ 

さぇぉけすう [せきはくぇ ╀なつゃぇさけゃぇ.
„╆かぇすくうはす” ぉなかゅぇさしおう そういうお う ╋なあ くぇ ゅけょうくぇすぇ 〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ, おけえすけ っ こさっ

こけょぇゃぇすっか  こけ そういうおぇ ゃ すけゃぇ せつうかうとっ, くっ しおさう  さぇょけしすすぇ しう  けす そぇおすぇ, つっ ょなさあぇゃぇすぇ 
っ „くぇぉさぇかぇ しきっかけしす ょぇ くぇこさぇゃう くっとぇ, おけうすけ せつうかうとっすけ し くぇえ-ょけぉさう さっいせかすぇすう こけ 
そういうおぇ ゃ しすさぇくぇすぇ っ つぇおぇかけ ぉかういけ 2/3 けす ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ すけえ っ こさっこけょぇゃぇか.  
„╄ょくけ けすゅけゃけさくけ こさぇゃうすっかしすゃけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃいっきっ きっさおう ょぇ ういこけかいゃぇ くぇえ-ゅけかっきうは しう 

おぇこうすぇか – すぇかぇくすかうゃうすっ ょっちぇ. 〉きくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ っ すけゃぇ, おけっすけ けしうゅせさはゃぇ せしかけゃうは  
すっ ょぇ しすうゅくぇす  すぇゃぇくぇ くぇ ゃないきけあくけしすうすっ しう.  ′ぇょはゃぇき しっ すけゃぇ ょぇ っ しぇきけ くぇつぇかけすけ“, 
いぇはゃう けとっ „いかぇすくうはす” ぉなかゅぇさしおう そういうお.

〉《╇ ╋¨╇《【 ′╅ ╆《【╊╇ ╇ 
╆】[】『╊ぅ

12-つかっくくぇ ょっかっゅぇちうは くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, くぇつっかけ し こけつっすくうは ゅさぇあょぇくうく ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ,  せつぇしすゃぇ ゃ けそうちうぇかくうすっ つっしすゃぇくうは くぇ ╃っくは くぇ ╀けすっゃ こさっょ くっゅけゃうは こぇきっすくうお ゃ ╀せ-
おせさっと. ] ょぇさっくう しさっょしすゃぇ けす つかっくけゃっすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こぇきっすくうおなす くぇ さっゃけかの-

ちうけくっさぇ 》さうしすけ ╀けすっゃ, 
くぇきうさぇと しっ  ゃ ちっくすさぇか-
くうは こぇさお くぇ させきなくしおぇすぇ 
しすけかうちぇ ╀せおせさっと „》っ-
さなしすさなせ“, ぉっ ゃないしすぇくけ-
ゃっく ういちはかけ. ] こけきけとすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお“ しぇ ゃないしすぇくけゃっくう 
う ういすさうすうすっ けす ゃさっきっすけ 
くぇょこうしう くぇ ょさせゅぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ しゃっすうくは - こぇきっす-
くうおなす くぇ ╁ぇしうか ╊っゃしおう, 
くぇきうさぇと しっ ゃ しなしっょしすゃけ 
し すけいう くぇ 》さうしすけ ╀けすっゃ.
„╆ぇ くぇし っ ゅけさょけしす ょぇ 

こけきけゅくっき ょぇ しっ けこぇ-
いう こぇきっすすぇ くぇ ╀けすっゃ う 
╊っゃしおう くぇ つせあょぇ いっきは. 
╀なかゅぇさとうくぇすぇ くっ っ しぇきけ 
すせお“, いぇはゃう こけ すけいう こけ-
ゃけょ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“.
 ′ぇ ╀けすっゃけすけ つっしすゃぇくっ 

こさうしなしすゃぇ う ╀さけくうしかぇゃ 
╃っくっゃ - すなさゅけゃしおけ-うおけ-
くけきうつっしおう しなゃっすくうお ゃ 
こけしけかしすゃけすけ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは ゃ [せきなくうは. 
〈けゃぇ くっ っ こなさゃけすけ さけ-

ょけかのぉうゃ ょっかけ くぇ ╄おし-
こっさすうすっ. ‶けしかっょくけすけ うき 
とっょさけ しこけきけとっしすゃけゃぇ-

すっかしすゃけ っ 5-ちうそさっくぇ しせきぇ いぇ さっきけくす  くぇ っょうく けす おぇいぇくかなておうすっ こさぇゃけしかぇゃくう たさぇきけゃっ „]ゃっすう 
こさけさけお ╇かうは” ゃ おゃ. „╉せかぇすぇ”.
 [ぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” しなとけ きけゅぇす ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ  ょけぉさけすけ ょっかけ, ょぇさはゃぇえおう しゃけうすっ かっこすう  

ゃ しこっちうぇかくぇ おぇしうつおぇ ゃ たさぇきぇ.  〈ぇおうゃぇ とっ ぉなょぇす こけしすぇゃっくう くぇ ちっくすさぇかくうは ぇさしっくぇかしおう こけさすぇか. 
                                                                       „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

И в края пак на май едно неостаряващо момче, свързало  

завинаги живота си с „Арсенал”, премина в поредната си красива 

година. И вече не е новина, че и тя ще е споделена пак с „Арсенал”, 

защото сърцето му все така искрено съпреживява всяка радост 

или болка, всеки дар или всяка несправедливост. 

Все така е във вихъра на танца, особено ако иде реч за дансинг 

и тържество, и все така отдаден е изцяло на онези малки 

човешки работи, които наричаме „разбиране”, „взаимопомощ”  и 

„протегната ръка”. 

И защото  така преминава не само световната слава, а 

и обикновеният ни наш живот, му желаем, макар и с леко 

закъснение: 

 Да опази все така щедро голямото си сърце, далеч от  покруса 

или завист, да  съхрани ведростта в очите си и да е здрав, за да 

прегръща света и той него!  

 Всичко останало със сигурност ще се нареди, защото искрено 

вярваме, че и в новата му негова поредна слънчева година ще 

споделя дни и живот с  най-голямата си любов - „Арсенал”. 

За личния ден на синдикалната арсеналска емблема

Атанас Бозов!
 За още 100 поне такива години!  

                                        „Арсенал” АД 

ぢÜ£Ñëíç!

12 юни 2015 г.

〉《╇ 〈】′╊‶ 〉╅ 『《′╅【╅...
] ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっすくぇすぇ 

おくうゅぇ ぉはたぇ せょけしすけっくう [っくう 
』っさゃっくおけゃぇ - ょうさっおすけさ くぇ 
‶╂╊‶〈 ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょなかゅけゅけ-
ょうてくぇすぇ こさっょしっょぇすっかおぇ くぇ 
〈さぇおうえしおけすけ ょさせあっしすゃけ „╉ぇ-

こうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ“ ╉けし-
すぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ う きせいう-
おぇかくうすっ こっょぇゅけあおう ]すっそおぇ 
╃っくっゃぇ う ╄かっくぇ ぃかうはくけゃぇ.
‶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 ぉっ こけょこうしぇく けそうちうぇか-
くけ う ╋っきけさぇくょせき いぇ しなすさせょ-
くうつっしすゃけ きっあょせ ╀┿′ う ̈ ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ こさっょゃうあょぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ ういゅさぇょう  
16-はす さっゅうけくぇかっく ちっくすなさ くぇ 
╀┿′. ‶けょこうしう こけょ ╋っきけさぇく-
ょせきぇ こけかけあうたぇ  こさっょしっょぇ-
すっかはす くぇ ╀┿′ ぇおぇょ. ]すっそぇく 
╁けょっくうつぇさけゃ う 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.
‶けしすうゅくぇたきっ くっ きぇかおけ, うきぇ 

けとっ おぇおゃけ ょぇ さぇぉけすうき ゃ ¨ぉ-
とうくぇすぇ, いぇ ょぇ ゅかっょぇきっ ゃ っょくぇ 
こけしけおぇ. ╀かぇゅけこけかせつうっすけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお っ くぇてぇ きうしうは う おぇ-

せいぇ, いぇはゃう ゃ こさぇいくうつくけすけ しう 
しかけゃけ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお.
╂さぇょなす くう ゃしっ こけゃっつっ しっ 

せすゃなさあょぇゃぇ ゃ きっあょせくぇさけ-
ょっく きぇとぇぉ, こさけういゃっあょぇきっ 
くけゃうくう けす しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, 
おぇいぇ ょっく こけ-おなしくけ こけ ゃさっきっ 
くぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ こなさゃうは 
ういゃなくけぉかぇしすっく ‶[╄] けそうし 
くぇ ╀〈┿ ゃ ╉ぇいぇくかなお おきっすなす 
╂ぇかうくぇ  ]すけはくけゃぇ. ╉かせぉなす 
ぉっ けすおさうす けす こさっいうょっくすぇ, ゅっ-
くっさぇかくうは ょうさっおすけさ くぇ ╀〈┿ 
╋ぇおしうき ╋うくつっゃ, きうくうしすなさぇ 
くぇ いっきっょっかうっすけ ╃っしうしかぇゃぇ 
〈ぇくっゃぇ う けす おきっすぇ 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. 
╉けゅぇすけ うょゃぇ こさっいうょっくすなす, けぉっ-
とぇくうはすぇ, ょぇょっくう すせお, しっ しぉなょ-
ゃぇす, おぇいぇ ]すけはくけゃぇ う いぇはゃう, 
つっ っ しこけおけえくぇ いぇ こさけっおすぇ いぇ 
っおしこけくうさぇくっ くぇ ょさっゃくうは ]っゃ-

すけこけかうし けす ゃけょうすっ くぇ はいけゃうさ 
╉けこさうくおぇ. ╇ くっゅけ とっ くぇこさぇ-
ゃうき, ょけこなかくう すは. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ  けす  

こせぉかうおぇちうは ゃ しっょきうつくうおぇ „168 
つぇしぇ” しすぇくぇ はしくけ, つっ こさけっおす 
くぇ ぇさたうすっおすぇ ′うおけかぇえ ╈けすけゃ 
きけあっ ょぇ ういゃぇょう いぇ きうかうけくう 
すせさうしすう こけすけこっくうは くぇ ょなくけすけ 
くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ ょさっゃっく 
すさぇおうえしおう ゅさぇょ ]っゃすけこけかうし. 
]なけさなあっくうっすけ とはかけ  ょぇ ぉなょっ 
ういおかのつうすっかくけ すけつっく きぇおっす くぇ 
ゅさぇょぇ ゃ きぇとぇぉ 1 おなき 10.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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】つたかのせそ たちけさしまねけにあ たひちうけてか さとちつそうか くあ つしかお-
おけたしそすせあ さうあしけなけさあぬけみ う „╅『』╊〉╅]” ╅╉

╁ ういこなかくっくうっ くぇ そうさきっくぇすぇ こけかうすうおぇ いぇ うくすっくいうゃくけ おゃぇ-
かうそうちうさぇくっ くぇ おぇょさうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ こさっい ういきうくぇかぇすぇ 

ゅけょうくぇ ぉはたぇ  けさゅぇくういうさぇくう ょゃぇ おせさしぇ いぇ しかっょょうこかけきくぇ おゃぇかう-

そうおぇちうは ゃ ょゃっ けしくけゃくう くぇこさぇゃかっくうは. ‶なさゃけすけ くぇこさぇゃかっくうっ 
- „‶さけういゃけょしすゃけ くぇ しすさっかおけゃけ けさなあうっ う ぉけっこさうこぇしう”, ぉっ けさゅぇ-
くういうさぇくけ けす ‶かけゃょうゃしおうは そうかうぇか くぇ 〈ったくうつっしおう 〉くうゃっさしうすっす 
- ]けそうは, おけえすけ うきぇ すさぇょうちうう
ゃ すけゃぇ けす 1986 ゅけょうくぇ.
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] ゃすけさけ きはしすけ こさう のくけてう - きかぇょてぇ ゃないさぇしす, くぇぉけさ 1998-1999, 
こさうおかのつう ゃすけさうはす こけかせしっいけく けす しっいけく 2014/2015 くぇ ¨ぉかぇしす

くけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか いぇ ょっちぇ ゃ ]すぇさぇ  ╆ぇゅけさぇ.
¨すぉけさなす くぇ „┿さしっくぇか 2000” しっ くぇさっあょぇ くぇ II-さけ きはしすけ し ぇおすうゃ けす 

21 すけつおう しかっょ けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ”.
‶さう ょっちぇ, くぇぉけさ 2000-2001, ぇさしっくぇかしおうはす けすぉけさ いぇっきぇ IV-すけ 

きはしすけ し ぇおすうゃ けす 33 すけつおう. „‶けょゅけすゃっすぇすぇ” けす くぇぉけさ 2001-2002 しぇ 
くぇ  III-すけ きはしすけ, し ぇおすうゃ けす 26 す.
╃ゃっ きかぇょう そせすぉけかくう くぇょっあょう, ゃないこうすぇくうちう くぇ ╃ぃ【《╉ くぇ „┿さ

しっくぇか 2000” - ┿かっおしぇくょなさ ╀ぇっゃ う 『ゃっすけきうさ 『ぇくっゃ,  しぇ こさうゃかっつっくう 
けす くけゃうは しっいけく おなき けすぉけさぇ くぇ 《╉ „╀っさけっ“. 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく 

┿おちうは いぇ ょけぉさけゃけかくけ う ぉっいゃない
きっいょくけ おさなゃけょぇさはゃぇくっ とっ しっ 

こさけゃっょっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっ
くぇか”. 〈は しっ けさゅぇくういうさぇ けす [ぇえけくくうは 
ちっくすなさ いぇ すさぇくしそせいうけくくぇ たっきぇすけ
かけゅうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う とっ しっ ょけきぇ
おうくしすゃぇ けす ╋っょうちうくしおうは ちっくすなさ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 
╁しっおう, おけえすけ あっかぇっ ょぇ ょぇさう おさなゃ, 

きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ ゃ ょくうすっ 24, 25 う 26 のくう – けす 8 ょけ 12 つぇしぇ 
ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ  ╋『 „┿さしっくぇか”. 
]なゅかぇしくけ さぇいこけさっょぉうすっ くぇ つか. 157, ぇか. 1 けす ╉〈, ゃしっおう おさなゃけ

ょぇさうすっか とっ こけかせつう こけょおさっこうすっかくぇ いぇおせしおぇ くぇ しすけえくけしす 8 かっゃぇ 
う けすこせしお . 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ ぇおちうはすぇ - くぇ きはしすけ, くぇ さっゅうしすさぇすせさぇすぇ 

くぇ ╋『 „┿さしっくぇか”.

╀かういけ 22 きかく. かゃ. うくゃっしすうちうう とっ ぉな
ょぇす ゃかけあっくう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 

しなけぉとう きうくうしすなさなす くぇ さっゅうけくぇかくけすけ 
さぇいゃうすうっ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ ╊うかはくぇ 
‶ぇゃかけゃぇ, おけはすけ ぉっ ゅけしす くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈ぇいう ゅけょうくぇ すけゃぇ ぉっ 
112-すけすけ きせ ういょぇくうっ.
′ぇ けぉとうくぇすぇ とっ ぉなょぇす こさっょけしすぇゃっくう 

20 きかく. かゃ. くけゃう うくゃっしすうちうう いぇ ゅさぇょ
しおぇ しさっょぇ, ゅさぇょしおう すさぇくしこけさす, けぉさぇいけ
ゃぇすっかくぇ う しけちうぇかくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ とっ しぇ けす くけゃぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
╋[[╀ „[っゅうけくう ゃ さぇしすっあ“, おなょっすけ ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ っ う おけくおさっすっく ぉっくっそう
ちうっくす. „╆ぇ ょぇ きけあっ おぇいぇくかなつぇくう, ょっちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ あうゃっはす ゃ っょくぇ こけ-ょけぉさぇ 
しさっょぇ, ょぇ けしすぇくぇす ぉなかゅぇさう う ょぇ こさけきけすうさぇきっ すけゃぇ こさっおさぇしくけ きはしすけ“, おぇいぇ けとっ 
きうくうしすなさ ‶ぇゃかけゃぇ.
‶け こさけゅさぇきぇすぇ いぇ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ ╉ぇいぇくかなお とっ こけかせつう ょさせゅう こけつすう 1 きかく. 

かゃ. ょけこなかくうすっかくけ そうくぇくしうさぇくっ, し おけっすけ とっ ぉなょっ ょけゃなさてっく こさけっおすなす いぇ ぉかぇゅけせし
すさけはゃぇくっ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ しさっょぇ くぇ ゅさぇょぇ. ] くけゃうすっ 1 きかく. かゃ. とっ ぉなょぇす ょけゃなさてっくう 
ょさせゅう こぇさおけゃう つぇしすう う きっあょせぉかけおけゃう こさけしすさぇくしすゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]こけさっょ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ,  „こさぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ っ っょくぇ せくうおぇかくぇ ゃないきけあくけしす ょぇ 

ぉなょっ こけおぇいぇく ちっくすなさなす くぇ ╀なかゅぇさうは, [けいけゃぇすぇ しすけかうちぇ くぇ ╀なかゅぇさうは - ╉ぇいぇくかなお 
う ╃けかうくぇすぇ“. „〈さぇょうちううすっ う すけゃぇ, つっ ╀なかゅぇさうは っ こけいくぇすぇ し さけいぇすぇ, くう おぇさぇ おぇすけ 
ゅさぇあょぇくう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ せこさぇゃかっくうっすけ ょぇ しっ しすぇさぇっき ょぇ こさぇゃうき すけゃぇ きはしすけ 
ういゃっしすくけ う ょけしすなこくけ いぇ しゃっすぇ“. 
╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ゅけしす くぇ こさぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ ぉっ う ょなさあぇゃくうはす ゅかぇゃぇ [けしっく 

‶かっゃくっかうっゃ. ╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう おなき あうすっかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ 
すけえ いぇはゃう, つっ „さけいぇすぇ っ くぇえ-さぇいこけいくぇゃぇっきうはす ぉなかゅぇさしおう しうきゃけか う しきっ ょかなあくう ょぇ 
いぇとうすうき すけゃぇ しゃっすけゃくけ こけしすうあっくうっ くぇ ╀なかゅぇさうは”. ‶さっいうょっくすなす ‶かっゃくっかうっゃ ういさぇいう 
くぇょっあょぇ, つっ さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ とっ くぇきうさぇ ゃしっ こけ-ゅけかはきぇ こけょおさっこぇ けす しすさぇくぇ くぇ 
ういこなかくうすっかくぇすぇ ゃかぇしす う けこさっょっかう こけょおさっこぇすぇ いぇ ぉさぇくてぇ おぇすけ „さっゅうけくぇかくぇ こけかう
すうおぇ  ゃ ょっえしすゃうっ“. ╃なさあぇゃくうはす ゅかぇゃぇ こさうゃっすしすゃぇ う せしうかうはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす 
‶さぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ ょぇ ぉなょっ ゃおかのつっく ゃ しこうしなおぇ くぇ しゃっすけゃくけすけ くっきぇすっさうぇかくけ おせか
すせさくけ くぇしかっょしすゃけ くぇ ぃ′╄]╉¨.

′ぇょ 20 たうかはょう すせさうしすう けす ちはか しゃはす こけしっすうたぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ おせか
きうくぇちうけくくうは こさぇいくうつっく ょっく - 7-きう のくう, いぇ ょぇ くぇぉかのょぇゃぇす 

おぇさくぇゃぇかくけすけ てっしすゃうっ, ゃけょっくけ けす 『ぇさうちぇ [けいぇ. ]さっょ すせさうしすうすっ 
くぇえ- きくけゅけぉさけえくう ぉはたぇ ゅさせこうすっ けす  ぅこけくうは, ╉うすぇえ, ╇すぇかうは, ╇し
こぇくうは, くけ うきぇてっ う すせさうしすう けす  《さぇくちうは, ╂っさきぇくうは, ╇くょけくっいうは, 
┿きっさうおぇ, [せしうは, [せきなくうは, 〈せさちうは, ╂なさちうは. ′ぇえ-きぇかおうはす いぇこうしぇか 
しっ つせあょ すせさうしす ゃ ゅさぇょぇ ぉっ 3-きっしっつくうはす ╄いなさ けす とぇすぇ ぃすぇ, ]┿】,  
ょけてなか いぇっょくけ しなし しゃけうすっ さけょうすっかう, ぉぇすおけ う おぇおぇ.

 しぇ ょっちぇすぇ, おけうすけ 
くはきぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ せつぇしすゃぇす 
ゃ おかぇしうさぇくっすけ しかっょ 7-きう 
おかぇし, すなえ おぇすけ けちっくおうすっ うき 
しぇ すゃなさょう くうしおう, しなけぉとう 
╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ, くぇつぇか
くうお くぇ [╇¨ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ
さぇ. ¨ぉとけ きっしすぇすぇ, いぇ おけうすけ 
しっ ぉけさはす しっょきけおかぇしくうちうすっ, 
しぇ 1742 - 33 こさけそうかうさぇくう 
こぇさぇかっかおう う 34 こさけそっしうけ
くぇかくう. 
╋ぇかおけ こけ-けこすうきうしすうつくう 

しぇ さっいせかすぇすうすっ けす きぇすせさうすっ こさう いさっかけしすくうちうすっ けす ]すぇさけいぇゅけさしおぇ 
けぉかぇしす. 128 けす すはた しぇ ういおぇさぇかう けちっくおう くぇょ 5,50 う こけ ょゃぇすぇ うい
こうすぇ. 48 せつっくうちう しぇ こなかくう ょゃけえおぇょあうう, し こけ ょゃっ しかぇぉう けちっくおう. 
′ぇえ-きくけゅけ しかぇぉう けちっくおう – 155, うきぇ こけ ゅっけゅさぇそうは う うおけくけきうおぇ, ぇ 
くぇえ-きくけゅけ けすかうつくう – 229 - こけ ぇくゅかうえしおう っいうお.
4,19 っ しさっょくうはす せしこった こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ. 136 しぇ 

しかぇぉうすっ けちっくおう, ぇ 224 けすかうつくうすっ, けす おけうすけ うきぇ ょゃっ こなかくう てっし
すうちう.
′ぇ ゃすけさうは ょなさあぇゃっく いさっかけしすっく ういこうす しぇ しっ はゃうかう 2391 せつっくうちう 

こけ 13 こさっょきっすぇ. ]かぇぉうすっ けちっくおう しぇ 221, ぇ けすかうつくうすっ - 445, けす 
おけうすけ 65 こなかくう てっしすうちう.
╇きぇ せつっくうお, おけえすけ っ し ょゃっ こなかくう てっしすうちう, うくそけさきうさぇす けす [╇¨ 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇくぇ はしくけ, つっ ╁┿] っ けすきっくうか いぇこけゃっょすぇ いぇ 

せゃけかくっくうっ くぇ ぉうゃてうは くぇつぇかくうお くぇ ¨ぉさぇいけゃぇすっかくうは うくしこっおすけさぇす 
〈ぇすはくぇ ╃うきうすさけゃぇ う すは とっ ぉなょっ ゃないしすぇくけゃっくぇ くぇ こけしすぇ. ╃うきうすさけ
ゃぇ ぉっ けしゃけぉけょっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 

【うこおけゃぇ おなとぇ - ╇いかけあぉぇ くぇ ╁うたさけくう ‶けこくっょっかっゃ - „[けいう“

13 - 20 - 27 のくう 18:30 つ., ‶ぇさお „[けいぇさうせき“ - „╊っすくう いゃせちう“ 
おけくちっさす ¨ぉとうくしおう おぇきっさっく けさおっしすなさ.╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ „╆かぇすっく おうかうおし“  ゃ 5-すけすけ ういょぇくうっ 

くぇ ′ぇちうけくぇかくうは ゃうくっく そっしす いぇ ゃうくけ [けいっ, けさゅぇくう
いうさぇく けす そうさきぇ „┿ぉしけかのす” ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ┿くくぇ う ╋うさけ
しかぇゃ ╃せくょぇおけゃう, しこっつっかう ゃうくけすけ Salty Hills Rose くぇ ういぉぇ 
„』っさくけきけさしおけ いかぇすけ“ けす ‶けきけさうっ. ┿ゃすけさうすっすくけすけ あせさう 
し こさっょしっょぇすっか ょけち. ]こぇしけゃ けす おぇすっょさぇ „〈ったくけかけゅうは くぇ 
ゃうくけすけ” ゃ 〉》〈-‶かけゃょうゃ, しかっょ ょっゅせしすぇちうは くぇ ゃしうつおう しなし
すっいぇゃぇとう しっ さけいっすぇ, こさうしなょう くぇょ 20 ぉさけくいけゃう, しさっぉなさくう 
う いかぇすくう きっょぇかぇ. ╀はたぇ ゃさなつっくう う くぇゅさぇょう いぇ ちはかけしすっく 
ょういぇえく くぇ こさけょせおすぇ, おぇおすけ う ]こっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
うきっすけ くぇ ╃うきうすなさ ╃うくっゃ – ぉぇとぇすぇ くぇ くっせきけさくぇすぇ ┿くくぇ 
╃うくっゃぇ-╃せくょぇおけゃぇ. ╄きけちうけくぇかくぇ う きくけゅけ こさっしすうあくぇ 
くぇゅさぇょぇ ぉっ ゃさなつっくぇ くぇ ゃうくぇさしおぇ ういぉぇ „╋ぇさぇはく” けす しうくぇ 
くぇ こけおけえくうは ぉうゃて ぇさしっくぇかっち - ういゃっしすくうはす こさけそ. ‶っす
おけ ╃うくっゃ, ぉうゃて ゃないこうすぇくうお くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”, 
おけえすけ けす ょなかゅう ゅけょうくう あうゃっっ う さぇぉけすう ゃ ]┿】. 

‶なさゃうはす ゃ しすさぇくぇすぇ きせいっえ くぇ そけすけゅさぇそうはすぇ う しなゃさっきっくくうすっ ゃういせぇかくう ういおせしすゃぇ 
けすゃけさう ゃさぇすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ] けすおさうゃぇくっすけ きせ しっ しぉなょゃぇ きっつすぇすぇ くぇ 3 こけおけかっくうは 

そけすけゅさぇそう, しないょぇゃぇかう すさぇょうちうう ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ そけすけゅさぇそしおけ ういおせしすゃけ.  ╋せいっはす しっ 
こけきっとぇゃぇ ゃ しっゃっさくぇすぇ つぇしす くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ ╇╋ „╇しおさぇ” う 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは, 
くぇ きはしすけすけ くぇ くはおけゅぇてくけすけ おぇそっくっ.
]さっょ っおしこけくぇすうすっ ゃ きせいっは しぇ しすなおかっくう こかぇおう けす 19-すう う くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお, 

しすぇさう そけすけぇこぇさぇすう, しさっょ おけうすけ おけさこせしくうはす しすぇちうけくぇさっく そけすけぇこぇさぇす くぇ ‶っすなさ 》かっ
ぉぇさけゃ, しくうきおう けす ぇさたうゃぇ くぇ ‶っすなさ ┿さくぇせょけゃ, おぇおすけ う そけすけしう くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ すぇい
ゅけょうてくうは 13-すう ′ぇちうけくぇかっく そけすけこかっくっさ „╁ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ“. 《けすけこかっくっさなす 
っ し きっあょせくぇさけょくけ せつぇしすうっ. ╀けゅぇすぇすぇ う ょなかゅぇ うしすけさうは くぇ そけすけゅさぇそしおけすけ ょっかけ ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ いぇこけつゃぇ けそうちうぇかくけ しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃけすけ そけすけゅさぇそしおけ しょさせ
あっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1869 ゅけょうくぇ し うきっすけ „》さうしっく [ぇてけゃうつ う ╉け“. 
╉くうあぇさはす ╇ゃぇく ‶っくおけゃ ういょぇゃぇ こさっい 1900 ゅけょうくぇ う こなさゃうすっ おぇさすうつおう し そけすけしう 

けす さぇえけくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ ゃ しなょさせあうっ し さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ 《さぇすっゃう ういょぇゃぇす う 
こなさゃうすっ ちゃっすくう おぇさすうつおう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお. ╄ょうく けす こなさゃうすっ そけすけさっこけさすっさう 
っ しなとけ けす おぇいぇくかなておぇすぇ そけすけ ゅうかょうは - ‶っすなさ ┿さくぇせょけゃ. ‶なさゃぇすぇ あっくぇ-そけすけゅさぇそ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお っ ╃けくおぇ ╂っけさゅうっゃぇ, つうっすけ そけすけぇすっかうっ ういゅぇさは しかっょ けしすぇゃっくぇ いぇこぇかっくぇ 
しゃっと, くぇ おけはすけ けぉゅぇさはかぇ しすなおかっくうすっ しう こかぇおう.     ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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〈は っ さうぉぇさおぇ. ¨す 〈なあぇ. ′け 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しう さうぉぇ っ 

たゃぇくぇかぇ くっ ゃなゃ ゃけょうすっ くぇ はいけ-
ゃうさ ╉けこさうくおぇ, ぇ くぇ ╀せいかせょあぇ 
– 70-おうかけゅさぇきけゃうは おかぇしっく てぇ-
さぇく ╇ゃぇく けす しっかけ 》ぇょあうょうきう-
すさけゃけ, 〈なさくけゃしおけ. ╀うかけ こさっょう 
39 ゅけょうくう こけ ゃさっきっ くぇ っょうく 
ぉぇくおっす. 〈けゅぇゃぇ きかぇょぇすぇ  う ょう-

こかけきうさぇくぇ てうゃぇつおぇ けす 〈‶╉ 
„]っこすっきゃさう“ ゃ ╉ぇいぇくかなお ‶っく-
おぇ 〈けょけさけゃぇ  しっ しさっとぇ し ╇ゃぇく, 
おけえすけ こなお さぇぉけすっか ゃ ちった, し 
おけえすけ こさっょこさうはすうっすけ くぇ きかぇ-
ょぇすぇ てうゃぇつおぇ うきぇかけ しおかのつっくけ 
てっそしすゃけ. ╁ けくっいう ゅけょうくう ぉうかけ 
すぇおぇ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ こけょけぉ-
くう しぉうさおう, おぇおすけ ゃうくぇゅう こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ, ぉうかぇ くぇ っょうく けす 
ぉけたっきうすっ くぇ  いぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっ-
くぇか“, こけおけえくうはす ゃっつっ ]すっそぇく 
╀けぉっゃ. ‶けしかっ すぇおぇ しっ いぇゃなさすは-
かけ ゃ あうゃけすぇ くぇ ‶っくおぇ, つっ ゅけ-
ょうくう くぇさっょ  ょっかう っょくぇ さぇぉけすぇ  
し くっゅけゃぇすぇ しなこさせゅぇ - ╇ゃぇくおぇ 
╀けぉっゃぇ, くぇ こぇくすけゅさぇそぇ う ょっ-
かうすっかくうすっ きぇてうくう ゃ いぇゃけょ 5. 
〈ぇき は くぇきうさぇきっ う ょくっし: ゃ ちった 
135  くぇ しなとうは いけゃけょ. ]ぇきけ つっ 
し ょさせゅう くぇつぇかくうちう, っょうく けす 

《ぁ¨ ′╅ を¨‒『¨ ¨ [『╅』《【╅

╅『』╊〉╅]』[¨ ╇╊【╊『╅〉 〉╅》¨』╅ 〈╊〈《╅『¨【╊ 』¨
╄ょうく けす おけかけさうすくうすっ ぇさ-

しっくぇかしおう ゃっすっさぇくう, いぇ 
おけうすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こうしぇ こさっい 4-すっ ゅけょうくう くぇ 
しゃけっすけ しなとっしすゃせゃぇくっ - 
しこけさすくうはす  ゃっすっさぇく う ょなか-
ゅけゅけょうてっく けすゅけゃけさくうお  いぇ 
そういおせかすせさぇすぇ  ゃ „┿さしっくぇか” 
╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ ╋ぇかつっゃ, しな-
ぉさぇ こなしすさうは しう う こなかっく し 
さぇいくけかうおう っきけちうう  あうゃけす 
ゃ おくうゅぇ. ]ゃけっけぉさぇいくうすっ しう 
きっきけぇさう ╋ぇかつけ っ こけしゃっすうか 
くぇ しゃけはすぇ しなこさせゅぇ, くぇ しう-
くけゃっすっ う ゃくせちうすっ しう - „ょぇ 
つっすぇす う こさっこさけつうすぇす おぇお 
しなき あうゃはか, おぇお しなき ゃないこう-
すぇゃぇく けす さけょうすっかうすっ しう, おぇお 
しなき しっ すさせょうか う しなき せゃぇあぇ-
ゃぇか けぉとっしすゃっくうは こけさはょなお”, 
こうてっ すけえ ゃ こさっょゅけゃけさぇ おなき 
„╇しすけさうはすぇ くぇ きけは あうゃけす”. 
╃けしすけかっこくうはす - う おぇすけ 

けしぇくおぇ, う おぇすけ たぇさぇおすっさ, 
82-ゅけょうてっく ╋ぇかつけ  ╇ゃぇくけゃ 

》かせさあ そて 【ひきあ:

Еманципация 

Мъжът днес замени жената
Да готви и пере децата.
А тя, навирила главата,
си гледа само красотата.

Навсякъде се ползва със предимство,
Законът дава - и децата, апартамента и колата
И вири  нос тя до  небесата
в името на свободата.

А той, мъжът, горкият,
забравил своето потекло,
готов  е в името на обществото
да играй на женското хоро.  

И тъй като спирачка  няма
За тази дума „еманципация”,
бих казал: „Съвземете се, мъже, 
да сложим край на тази демокрация!”

А иначе, то се знае, 
жената като куче ще ни лае.
И вместо петел на торище,
ще заприличаме на кокошка с пилище. 

 Малчо Иванов Малчев 

12 юни 2015 г.

〉《╇ 〈】′╊‶ 〉╅ 『《′╅【╅...
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 け つてち. 3 》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. 3

╇ょっはすぇ っ  すけえ ょぇ ぉなょっ くぇ 4-10 きっすさぇ こけょ こけゃなさたくけしすすぇ くぇ はいけゃうさぇ, いぇおさっこっく いぇ しこっちうぇかっく 
こけくすけく, くぇ おけえすけ とっ うきぇ きっょうちうくしおう こせくおす, おぇそっくっ, すけぇかっすくう う きぇゅぇいうく いぇ しせゃっくうさう. ¨すすぇき 
すせさうしすうすっ とっ さぇいゅかっあょぇす ょさっゃくうは ゅさぇょ こさっい こさけいさぇつくう きけょせかう ゃ こけくすけくぇ.
╁ しさっょぇすぇ きせ とっ うきぇ けすゃけさ (ぉぇしっえく), けす おけえすけ きぇおっすなす きけあっ ょぇ しっ さぇいゅかっあょぇ こけょ ゃけょぇ. ╋う-

くせしなす くぇ こさけっおすぇ くぇ ぇさたうすっおす ′うおけかぇえ ╈けすけゃ っ, つっ いぇ すせさうしすうすっ さっぇかくけ とっ ぉなょっ ういかけあっくけ 
おけこうっ くぇ けしすぇくおうすっ けす ょさっゃくうは ゅさぇょ.
╂けかっきうはす こかのし けぉぇつっ っ, つっ しなけさなあっくうっすけ っ ぇすさぇおすうゃくけ う  とっ こけいゃけかう さぇいゃうゃぇくっ う くぇ ゃけょけ-

かぇいっく う てくけさたっかうくゅ しこけさす くぇ きはしすけすけ う きけあっ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ いぇ しせきぇ きっあょせ 4 う 5 きうかうけくぇ 
かっゃぇ.
╃さっゃくうはす すさぇおうえしおう ゅさぇょ ]っゃすけこけかうし っ けすおさうす こさっい 1948 ゅけょうくぇ う きぇかおけ しかっょ すけゃぇ っ こけすけ-

こっく, おぇすけ くぇ くっゅけゃけ きはしすけ しっ  ういゅさぇあょぇ はいけゃうさ „╂っけさゅう  ╃うきうすさけゃ”, ょく. ╉けこさうくおぇ. 
〈けゃぇ  くっ っ こなさゃうはす こさけっおす いぇ ういゃぇあょぇくっすけ くぇ こけおぇい くぇ ょさっゃくうは ]っゃすけこけかうし. ‶さっょう 5-6 

ゅけょうくう たうす ぉっ ょさせゅ  こさけっおす くぇ ぇさた. ╅っおけ 〈うかっゃ, しこけさっょ おけえすけ いぇ っおしこけくうさぇくっすけ くぇ ょさっゃくうは 
ゅさぇょ ぉはたぇ くせあくう 100 きかく. っゃさけ, おぇすけ しっ こさっょゃうあょぇてっ すけえ ょぇ しっ こけしっとぇゃぇ けす 500 たうかはょう すせ-
さうしすう ゅけょうてくけ. ‶さけっおすなす くぇ ぇさた. 〈うかっゃ さぇいぉせくう ょせたけゃっすっ  ゃ くっ っょくぇ ゅうかょうは. 11 うくゃっしすうすけさう 
ぉはたぇ ういはゃうかう  あっかぇくうっ いぇ せつぇしすうっ ゃ きっゅぇこさけっおすぇ. ]さっょ すはた ぉっ う こかっきっくくうお くぇ しぇせょうすしおうは 
おさぇか ┿ぉょせかぇ, おけえすけ こけしっすう しすさぇくぇすぇ くう こさっょう 6 ゅけょうくう.  ¨す しゃっすけゃくうすっ しすさせおすせさう, いぇくうきぇ-
ゃぇとう しっ し おせかすせさぇ, こさけっおすなす こけかせつうか けそうちうぇかくぇ こけょおさっこぇ けす 《っょっさぇちうはすぇ くぇ しゃっすけゃくうすっ 
ぇしけちうぇちうう おなき ¨¨′. ╀っ けすかうつっく う けす Eゃさけこっえしおうは おせかすせさっく こぇさかぇきっくす おなき ]なゃっすぇ くぇ ╄ゃさけ-
こぇ. ′け... ゃなこさっおう すっいう けすかうつうは う こさういくぇくうは くぇ たぇさすうは, こぇさう いぇ くっゅけ すぇおぇ う くっ しっ くぇきっさうたぇ. 
╇くゃっしすうすけさしおうすっ あっかぇくうは しなとけ けしすぇくぇたぇ くぇ たぇさすうは. 

                                                                                  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

┿おぇょ. ╁けょっくうつぇさけゃ, おぇおゃぇ とっ ぉなょっ こさぇおすうつっしおぇすぇ こけか-
いぇ けす  しないょぇゃぇくっすけ くぇ すけいう 16-すう さっゅうけくぇかっく ちっくすなさ いぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ うおけくけきうおぇ? 
- ¨すすせお くぇすぇすなお きけあっき ょぇ せつぇしすゃぇきっ こけ しなゃきっしすくう っゃさけこっえしおう  

くぇちうけくぇかくう こさけっおすう, こけ こさけゅさぇきぇ „╇くけゃぇちうう う けぉさぇいけゃぇくうっ”. 
]かっょゃぇとけすけ くっとけ っ, つっ とっ きけあっき ょうさっおすくけ, つさっい さっゅうけくぇか-
くうは こさっょしすぇゃうすっか, おけえすけ とっ くぇいくぇつうき すせお, ょぇ こさぇゃうき おけくすぇおすう 
きっあょせ ゃぇてうすっ こさけういゃけょうすっかう う くぇてうすっ うくしすうすせすう くぇ  ╀┿′ いぇ 
しなゃきっしすくう ういしかっょゃぇくうは, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ きかぇょう う すぇかぇくすかう-
ゃう ょっちぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ, うくそけさきぇすうおぇ う すけつくう くぇせおう とっ きけゅぇす 
ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ すけいう せくうゃっさしうすっす.

』うは ぉってっ うょっはすぇ ょぇ しっ しないょぇょっ  すけゃぇ くぇせつくけ いゃっくけ すせお, 
ゃ ╉ぇいぇくかなお? 
- ╁ さぇいゅけゃけさう しすぇくぇ ゃしうつおけ. ′はきぇ っょうく ぇゃすけさ. ′け こさうつうくうすっ しぇ 

しゃなさいぇくう う し こけいくぇくしすゃけすけ きう し きくけゅけ たけさぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ┿い しなき 
ゃしっ こぇお こさっょしっょぇすっか  くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ けさなあっえくうすっ そうさきう.

╉ぇいぇたすっ, つっ けさなあっえくうはす ぉういくっし, ╁‶‶ っ けちっかはかぇ ぉっい こけ-
きけとすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 
- ╃ぇ, ょなさあぇゃぇすぇ ういけぉとけ くっ しっ うくすっさっしせゃぇ けす くぇし.
 
〈けゃぇ こかぇてっとけ かう っ うかう こけ-すさせょくけ? 
 - 〈けゃぇ っ しさぇきくけ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 

                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

】』》╊ぃ╊〉 ‒¨〉╅] ′╅ ╅『』╊〉╅]を¨
╁すけさけすけ くぇこさぇゃかっくうっ – „〈ったくけかけゅうは くぇ ゃうしけおけっくっさゅうえくうすっ しうしすっきう”, ぉっ けさゅぇくういうさぇくけ けす 

》うきうおけ-すったくけかけゅうつくうは う きっすぇかせさゅうつっく せくうゃっさしうすっす - ]けそうは, し おけえすけ しないょぇょけたきっ けすくけ-
てっくうは きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╃ゃぇすぇ おせさしぇ ぉはたぇ ういゅさぇょっくう くぇ けぉとぇ こかぇすそけさきぇ: しすぇさすうさぇたぇ くぇ 
31.10. 2014 ゅ.; きはしすけすけ くぇ   こさけゃっあょぇくっ ぉっ „┿さしっくぇか”, いぇ おけはすけ ちっか しっ さっくけゃうさぇたぇ ょゃぇ きけ-

ょっさくう せつっぉくう おぇぉうくっすぇ; 
ゅさせこうすっ ぉはたぇ そけさきうさぇ-
くう けす しこっちうぇかうしすう けす 
しなけすゃっすくうすっ いゃっくぇ くぇ 
そうさきぇすぇ こけ こさっょかけあっ-
くうっ くぇ すったくうすっ さなおけ-
ゃけょうすっかう; けぉせつっくうっすけ 
しっ こさけゃっあょぇてっ ゃ ょくうすっ 
つっすゃなさすなお, こっすなお う しな-
ぉけすぇ – こけ 5 せつっぉくう つぇしぇ; 
けぉとうはす けぉっき くぇ いぇくはすう-
はすぇ ぉっ 340 せつっぉくう つぇしぇ; 
そせくょぇきっくすぇかくうすっ ょうし-
ちうこかうくう しっ さなおけゃけょっ-
たぇ けす こさっこけょぇゃぇすっかう けす 
しなけすゃっすくうすっ せくうゃっさしう-
すっすう; こけ しこっちうそうつくうすっ 
そうさきっくう ょうしちうこかうくう 
こさっこけょぇゃぇたぇ ぇさしっくぇか-
しおう しこっちうぇかうしすう し ょなか-
ゅけゅけょうてっく すっけさっすうつっく, 

こさけそっしうけくぇかっく う きっくうょあなさしおう けこうす. ╊っおちううすっ う こさぇおすうつっしおうすっ せこさぇあくっくうは こさうおかのつうたぇ 
こさっい きっしっち きぇえ, おぇすけ ゃっくっち くぇ けぉせつっくうっすけ ぉってっ こけしっとっくうっすけ けす ょゃっすっ ゅさせこう くぇ ゃせいけゃっすっ ゃ 
]けそうは う ゃ ‶かけゃょうゃ いぇ いぇこけいくぇゃぇくっ し すったくうすっ ぉぇいう う さなおけゃけょしすゃぇ. 
〈なさあっしすゃっくけすけ ゃさなつゃぇくっ くぇ しゃうょっすっかしすゃぇすぇ う せょけしすけゃっさっくうはすぇ くぇ けぉせつぇゃぇくうすっ こさっょしすけう 

ょぇ しっ しかせつう くぇ 19.06.2015 ゅ. くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇ „┿さしっくぇか”.
[ぇゃくけしきっすおぇすぇ しかっょ すけゃぇ けぉせつっくうっ こけおぇいゃぇ くぇょゅさぇあょぇくっ いくぇくうはすぇ う くうゃけすけ くぇ ゃしっおう っょうく 

けす せつぇしすくうちうすっ ゃ すけいう こさけちっし, ょけこなかくうすっかくけすけ けこけいくぇゃぇくっ う しこかけすっくけしす きっあょせ すっいう しこっちうぇ-
かうしすう, おぇおすけ う ゃいぇうきくぇすぇ こけかいぇ けす しなすさせょくうつっしすゃけすけ きっあょせ „┿さしっくぇか” ┿╃ う ょゃぇすぇ せくうゃっさ-
しうすっすぇ.
╁しうつおけ すけゃぇ, ゃ しなつっすぇくうっ し こさけゃっあょぇくうすっ せつっくうつっしおう しすぇあけゃっ くぇ おせさしうしすう けす ‶╂ „╇ゃぇく 

》ぇょあうっくけゃ” ゃなゃ そうさきぇすぇ う けぉはゃっくぇすぇ しすせょっくすしおぇ しすうこっくょうぇすしおぇ こさけゅさぇきぇ, こけおぇいゃぇ はしくけ 
こけしけおぇすぇ, おけはすけ しっ しかっょゃぇ いぇ けぉっいこっつぇゃぇくっ くぇ ゅけかっきうすっ こさけういゃけょしすゃっくう うくゃっしすうちうう し ょけぉさっ 
けぉせつっくう う きけすうゃうさぇくう おぇょさう.

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ

おけうすけ - ╁ぇしうか ╉けえつっゃ, し おけゅけすけ 
しっ  いくぇはす けす ぉかういけ 30 ゅけょうくう. 
╁しうつおう しぇ ういさぇしかう すせお, こさっょ 

けつうすっ きう, おぇいゃぇ ょさっぉくぇすぇ, くけ 
し きくけゅけ あうゃう けつう う こなさゅぇゃうくぇ, 
こけさっょくぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゅけさょけしす 
- さぇぉけすくうつおぇすぇ くぇ こぇくすけゅさぇ-
そぇ ゃ ╆ぇゃけょ 5 ‶っくおぇ ╇ゃぇくけゃぇ 
〈けょけさけゃぇ.  ╃けてかぇ ゃ „┿さしっくぇか“  

くぇ ぉっかっあうすぇ ょぇすぇ - うきっくくうは 
ょっく くぇ しなこさせゅぇ え - ╇ゃぇくけゃ-
ょっく, 1985 ゅけょうくぇ. ╁ きっしっちぇ, ゃ 
おけえすけ ゃ あうゃけすぇ え しっ しかせつゃぇかう 
こさうくちうこくけ  ゃぇあくうすっ こさけきっ-
くう: さぇあょぇ  しっ っょうくうはす え しうく, 
いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ しすぇ-
ゃぇ くっうく あうゃけす,   しさっとぇ きなあぇ 
くぇ あうゃけすぇ しう. ]かっょ 10 ゅけょうくう 
さぇぉけすぇ くぇょ てっゃくぇすぇ きぇてうくぇ  
‶っくおぇ さってぇゃぇ ょぇ こさけきっくう あう-
ゃけすぇ しう う いぇすけゃぇ ういぉうさぇ „┿さ-
しっくぇか“. ╀っい ょぇ こけょけいうさぇ, つっ 
すけいう ういぉけさ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ 
くっうく あうゃけす.  ¨す さぇいしすけはくうっすけ 
くぇ 30-すっ ゅけょうくう, こさっおぇさぇくう 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, すは っ くっとけ  おぇすけ 
„あうゃぇ うしすけさうは“ いぇ くぇえ-ょさぇきぇ-
すうつくうすっ え ゅけょうくう. [ぇぉけすくうつおぇ-
すぇ けす ちった 135 くぇ いぇゃけょ 5 けぉぇつっ 
こけきくう ょさぇきうすっ う こけせおうすっ けす 

すはた: ぉってっ すさせょくけ ゃさっきっ, ゃ おけっ-
すけ さぇいぉうさぇて おけえ すう っ こさうはすっか 
う おけえ くっ. ′ぇ おけゅけ ょぇ さぇいつうすぇて 
う けす おけゅけ ょぇ しっ こぇいうて. ╂けさょぇ 
っ, つっ ゃなこさっおう ゃさっきっすけ くぇ  いぇ-
おなしくっかう いぇこかぇすう ゃ ゅけょうくうすっ, 
しなおさぇとっくうは う  ょさせゅう さぇいかうつ-
くう すさせょくけしすう,  しなこなすしすゃぇかう 
さぇあょぇくっすけ くぇ ょくってくぇすぇ ぇさ-

しっくぇかしおぇ こっさし-
こっおすうゃぇ,  すは 
う しなこさせゅなす え 
╇ゃぇく - しなとけ 
ぇさしっくぇかしおう さぇ-
ぉけすくうお, しすさせ-
ゅぇさ  ゃ  ちった 120 
くぇ  ╆ぇゃけょ 1, しぇ 
せしこっかう ょぇ けす-
ゅかっょぇす う ういせつぇす 
ょゃぇきぇ ゃうしてう-
しすう: こけさぇしくぇ-
かうすっ  ゃっつっ しう-
くけゃっ 〈けょけさ う 
‶かぇきっく, くぇ こけ 
37 う 39 ゅけょうくう. 
╄ょうくうはす いぇゃなさ-
てうか しこけさすっく 
こさけそうか ゃなゃ 
╁っかうおけすなさくけゃ-
しおうは せくうゃっさしう-
すっす,  ぇ ょさせゅうはす  
]っかしおけしすけこぇく-
しおぇすぇ ぇおぇょっ-
きうは ゃ ‶かけゃょうゃ.  
]っゅぇ ゃしっおう けす 
すはた っ こけっか こけ 
こなすは  しう. ╂けかは-
きぇすぇ きっつすぇ くぇ 

‶っくおぇ ╇ゃぇくけゃぇ っ  ょぇ は くぇこさぇ-
ゃはす ぉぇぉぇ. ′っ いぇとけすけ しっ つせゃしすゃぇ 
ゃっつっ すぇおぇゃぇ, ぇ いぇとけすけ うしおぇ ょぇ 
けこうすぇ う けす すぇいう あうすっえしおぇ う つけ-
ゃっておぇ しかぇょけしす.  
]っゅぇ あうゃけすなす っ すぇおなゃ, つっ 

きかぇょうすっ きぇかおけ こó うくぇつっ しう ゅけ 
くぇさっあょぇす, ゃぇあくけ っ けぉぇつっ ょぇ しぇ 
とぇしすかうゃう う いょさぇゃう, っ あうすっえ-
しおぇすぇ そうかけしけそうは くぇ ゃしっけすょぇえ-
くぇすぇ きぇえおぇ, いぇ おけはすけ ゃさっきっすけ 
くぇいぇょ っ ぉうかけ さぇいょっかっくけ ゃうくぇゅう 
こけ さぇゃくけ: きっあょせ しっきっえしすゃけすけ 
う さぇぉけすぇすぇ. ┿ さぇぉけすぇすぇ ういうし-
おゃぇかぇ けす くっは, けしゃっく きくけゅけ こさっ-
ちういくけしす, う しこけおけえしすゃうっ, う すなさ-
こっくうっ, う しすぇさぇくうっ,  いぇとけすけ ょぇ 
さぇぉけすうて くぇ こぇくすけゅさぇそ っ そうくぇ 
さぇぉけすぇ, さぇいおぇいゃぇ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ けすかうつくうつおぇ.  ′ぇ すぇいう きぇてう-
くぇ すは こさぇゃう さぇいかうつくう ゃうょけゃっ 

くぇょこうしゃぇくうは  こけ ょっすぇえかうすっ いぇ 
さぇいかうつくうすっ ういょっかうは くぇ „┿さしっ-
くぇか“,  ぇ くぇ ょっかうすっかくぇすぇ きぇてう-
くぇ - ょさせゅぇすぇ え しこっちうぇかくけしす, 
さぇいゅさぇそはゃぇ さぇいかうつくう かうくうう  う 
くけくうせしうすっ くぇ そさっいぇすぇ. ╉けゅぇすけ 
くはきぇ さぇぉけすぇ いぇ すっいう 
ょゃっ きぇてうくう, ‶っくおぇ 
っ ゃしうつおけ: そさっいうしす, 
てかけしっさ う おぇおゃけすけ しっ 
くぇかぇゅぇ ょさせゅけ ょぇ しっ 
ゃなさてう. 
¨す こなさゃぇすぇ え しこっ-

ちうぇかくけしす – てう-
ゃぇつっしすゃけすけ, しぇ え 
けしすぇくぇかう けつうすっ 
いぇ ょっすぇえかうすっ う けゅ-
さけきくけすけ しすぇさぇくうっ, 
おけっすけ ゃかぇゅぇ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ しう. ╇... ょさせゅぇ-
すぇ え ゅけかはきぇ しすさぇしす. 
╂けぉかっくぇさしすゃけすけ. 
【うっ ゃ しゃけぉけょくけ-
すけ しう ゃさっきっ, けすゃなょ 
ぇくゅぇあうきっくすうすっ こけ 
さぇくつけすけ おさぇえ はいけ-
ゃうさ ╉けこさうくおぇ う  
ょけきぇてくぇすぇ あっくしおぇ 
しせっすくは. ╇きぇ くぇょ 20 
ゅけぉかっくぇ, う ゃしっ ゅけ-
かっきう. ┿  こけっきぇす かう 
おなき さぇくつけすけ ゃ こけしけ-
おぇ はいけゃうさぇ し くっえくうは 
╇ゃぇく, ‶っくおぇ ゅさぇぉゃぇ 
う ょさせゅ すぇおなき: ゃなょう-
ちぇすぇ. ╁っつっ いぇ ょぇかっつ 
こけ-きぇかおうすっ さうぉう 
ゃ あうゃけすぇ しう. „╉けか-
おけすけ いぇ たさぇくぇ - 2-3 
おうかけゅさぇきぇ“, おぇいゃぇ し 
ゃっょさぇ せしきうゃおぇ う あうゃう けつう ぇさ-
しっくぇかしおぇすぇ こけつすう ゃっすっさぇくおぇ.  
╀かぇゅけょぇさくぇ っ いぇ せきっくうはすぇ しう 
くぇ こなさゃうは しう せつうすっか ゃ いぇくぇはすぇ 
– ╇ゃぇく ╂っけさゅうっゃ-╃あけくょなさぇ, う 
いぇ かなつっいぇさくけすけ けすくけてっくうっ う 
しすぇさぇくうっ くぇ っょうく けす ょくってくう-
すっ ぇさしっくぇかしおう ゅけかっきう くぇつぇか-
くうちう: ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか 
╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ,  おけゅけすけ こなお 
すは せつう くぇ いぇくぇはす, ょけおぇすけ すけえ 
いぇかはゅぇ くぇょ しつっすけゃけょくうすっ ぉせお-
ゃぇさう おぇすけ しすせょっくす. 
 ¨す くはおけゅぇてくうすっ しう くぇつぇかくう-

ちう - こけおけえくうはす ゃっつっ ╃うきうすなさ 
]すさぇすうっゃ, ╀けくつけ ╉ぇかうつおけゃ う 
‶さけょぇく ‶ぇさけゃ, こなお っ くぇせつう-
かぇ, つっ ゃしっおう おぇきなお しう すっあう くぇ 
きはしすけすけ, けしけぉっくけ, ぇおけ っ ぉかぇ-

ゅけさけょっく.  ] くぇすさせこぇくうすっ ょっ-
しっすうかっすうは ゃ きぇかおぇすぇ くうてぇ くぇ 
ちった 135 くぇ いぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか“ 
‶っくおぇ けす 〈なあぇ っ せしこはかぇ ょぇ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ すぇおなゃ. ′っ しぇきけ いぇ 
おけかっゅうすっ しう, くけ う いぇ さなおけゃけょ-

しすゃけすけ.  
╆ぇとけすけ くうおけえ う こけょ くうおぇおゃぇ 

そけさきぇ くっ きうしかう, つっ きけあっ ぉっい 
くっは. ╉ぇすけ うきぇて う ゃっさっく ょさせゅぇさ 
ゃ かうちっすけ くぇ しこなすくうおぇ ゃ あうゃけすぇ 
しう う さぇぉけすぇ, くぇ おけはすけ すっ ちっくはす う 
さぇぉけすうて し せょけゃけかしすゃうっ, くせあくけ 
かう すう っ こけゃっつっ? - こうすぇ きっ さっ-
すけさうつくけ さぇぉけすくうつおぇすぇ けす こぇく-
すけゅさぇそぇ, くぇしおけさけ こさぇいくせゃぇかぇ 
こけさっょっく さけあょっく ょっく. ╇ おさけは-
とぇ こかぇくけゃっ う うょくうは ょぇ しこけょっ-
かう しなし しなとうすっ たけさぇ くぇ しなとけすけ 
きはしすけ. ‶っくおぇ 〈けょけさけゃぇ ╇ゃぇくけ-
ゃぇ, っょくぇ けす きぇかちうくぇすぇ あっくう ゃ 
すぇいゅけょうてくぇすぇ ぇかっは くぇ ┿さしっくぇか-
しおぇすぇ すさせょけゃぇ しかぇゃぇ. 

╃っかはくぇ  ╁ぇしうかっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

′あ けつてそちけみてあ
]かっょ くぇちうけくぇかういぇちうはすぇ, こさう 

ゃしはおけ うょゃぇくっ くぇ ぇおぇょっきうおぇ 
すせお,  ゅけ  ゃけょはす  こけ たけすっかう, ぇ ゃう-
ょくうすっ ゅけしすう, こけうしおぇかう ょぇ ゃう-
ょはす さけょくうはす きせ ょけき, ぉうゃぇす けす-
おかけくはゃぇくう くはおぇお しう. ╁ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ けぉぇつっ ゅぇそなす しっ さぇいおさうか 
う ╀ぇえ 『ゃはすおけ, しかっょ おぇすけ „けぉさぇか 
さっいうかぇ“, „こさっしおけつうか“ おきっ-
すぇ う – ょうさっおすくけ けすうてなか こさう 
こぇさすうえくうは - ╁かぇっゃ!  ′っとぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ  しっ こさけすぇおぇす, 
ぇ うょっ しかっょゃぇとうはす のぉうかっえ くぇ 
ぇゃすけさぇ くぇ „〈さぇおうえしおう すぇくちう“... 
┿ おなとぇすぇ, ゃいっすぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ, 
ゃしっ けとっ っ ゃ けおぇはくけ しなしすけはくうっ! 
]うゅくぇかういうさぇく けす いぇきっしすくうおぇ 
しう こけ おせかすせさぇすぇ, ]すぇくつけ ╉けっゃ 
しっ さぇいこけさっあょぇ ゃっょくぇゅぇ: “〉すさっ 
さけきうすっ ょぇ ゅう くはきぇ!“ „╇ – さぇぉけ-
すぇすぇ すさなゅくぇ!“, しこけきくは しう 『ゃっ-
すおけゃ. ╇ ょけぉぇゃは: „〈ぇおぇ っ, おけゅぇすけ 
うきぇ いぇ おきっす つけゃっお, おけえすけ いくぇっ 
おぇおゃけ こさぇゃう“. 
╁しなとくけしす, きぇかおうはす 『ゃはすおけ 

けすょぇゃくぇ いくぇっ ]すぇえくけゃうすっ. [ぇし-
すぇす ゃ っょくぇ きぇたぇかぇ.  〈けえ – ぉっょくけ 
きけきつっ くぇ さぇぉけすくうちう-ぇさしっくぇか-
ちう, ぇ しなしっょしおうすっ ょっちぇ – ╂させえつけ 
う ╃けくつけ, しぇ  しうくけゃっ くぇ ぉさぇすぇ 

くぇ おけきこけいうすけさぇ - ╆ぇたぇさう ]すぇえ-
くけゃ. ‶けおぇくうすっ いぇ けぉはょ せ ぉけゅぇすけ-
すけ しっきっえしすゃけ しぇ こなさゃうすっ しさっとう 
くぇ ぉなょっとうは いぇき.-おきっす しなし しゃっす-
しおうすっ けぉくけしおう, おけうすけ こけしかっ きせ 
しっ くぇかぇゅぇ つっしすけ ょぇ こけおぇいゃぇ. 
„]ぇおけすけ きせ ゃうしってっ ゃ おぇぉうくっ-

すぇ ゃ ]なゃっすぇ. 』っ ょぇ くっ しう うょゃぇ, 
おけゅぇすけ きせ こけすさはぉゃぇ. ′はきぇてっ 
ゃさっきっ, ゃしっ かうこしゃぇてっ  せ ょけきぇ“, 
おぇいゃぇ しなこさせゅぇすぇ くぇ ゃっつくけ „すう-
つぇとうは“ こけ いぇょぇつう いぇき.-おきっす. 
]こけきっくうすっ けす すうは けそうちうぇかくう 
ゃっつっさう う こけしさっとぇくうは 『ゃっすおけゃ 
こぇいう ゃ かうつくうは しう ぇさたうゃ. ╋なおぇ 
きせ っ, つっ くっ っ せしこはか ょぇ ゅけ こけょさっ-
ょう. 〈なえ, つっ – ぇおけ くはおけえ こけうしおぇ 
ょぇ しっ さけゃう ゃ くっゅけ, ょぇ ぉなょっ こけ-
かっしくけ. ̈ す しくうきおうすっ しっ せしきうたゃぇす 
くっ しぇきけ ゃうょくうすっ いぇ ╀なかゅぇさうは 
すゃけさちう – たせょけあくうちう, おけきこけいう-
すけさう, こうしぇすっかう, ぇおすぬけさう... ╃なさ-
あぇゃくう かうちぇ けす ゃうしけお さぇくゅ いぇ-
けぉうつゃぇす ╉ぇいぇくかなお. 〈せお うょゃぇ 
ょけさう ╊のょきうかぇ ╅うゃおけゃぇ, おけはすけ 
うきぇ しかぇぉけしす おなき おせかすせさくけすけ うし-
すけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ. ┿ すぇおけゃぇ 
ゃ ╃けかうくぇすぇ うきぇ. ╂けかはきぇ つぇしす けす 
ぇさたうゃうすっ しう, おけうすけ しなぉうさぇ ちはか 
あうゃけす, くけゃうはす こけつっすっく ゅさぇあょぇ-

くうく こけょぇさはゃぇ くぇ ╀うぉかうけすっおぇ 
„╇しおさぇ“ – ゃはさゃぇ, つっ すぇき とっ ゅう 
こぇいはす ょけぉさっ. ]なぉさぇか っ ちっかうはす 
きせいうおぇかっく あうゃけす くぇ ゅさぇょぇ ゃ 
おくうゅぇ – „‶っゃつっしおぇすぇ しかぇゃぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお“, おけはすけ ういかっいっ こさっい 
2009-すぇ. 『ゃっすおけゃ ゃっつっ うきぇ 
ょっしっすおう しすさぇくうちう すっおしすけゃっ し 
うしすけさうつっしおう しゃっょっくうは ゃ きっしす-
くぇすぇ こさっしぇ, つううすけ さっょぇおちうう 
すけえ つっしすけ くぇけぉうおぇかはてっ, ょけ-
おぇすけ けとっ きけあってっ ょぇ ゅけ こさぇ-
ゃう. ]すぇさぇすっかくけ こけょゃなさいぇくぇすぇ 
しう ょうこかけきくぇ さぇぉけすぇ とっ ょぇょっ 
くぇ ╊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“. 〈ぇき え っ 
きはしすけすけ. 〈ぇき っ う くっゅけゃけすけ しうき-
ゃけかうつくけ くぇつぇかけ おぇすけ ぇくゅぇあう-
さぇく ゃ おせかすせさぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
つけゃっお. 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ ょなさあう 
くぇ すけゃぇ. ‶けゃっつっ, けすおけかおけすけ くぇ 
しこけおけえくうすっ しう しすぇさうくう. ╁ うく-
すっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, しかっょ ちはか 
あうゃけす ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす けす っょうく 
いぇき.-おきっす  けぉうおくけゃっくけ しっ けつ-
ぇおゃぇ ょぇ っ こけょさっょうか  こけ-ょけぉさっ 
しゃけっすけ こっくしうけくっさしおけ ぉうすうっ. ′け 
『ゃっすおけゃ くっ っ きうしかうか ょけしすぇすなつ-
くけ いぇ すけゃぇ. ¨ぉとっしすゃっくうすっ ょっかぇ 
しぇ きせ ぉうかう こけ-ゃぇあくう. ╉ぇおすけ う  

ょけぉさけすけ うきっ. ╁ うきっすけ くぇ うきっ-
すけ しう すけえ くっ ょけこせしおぇ ょなかゅけ 
ょぇ つせゃぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう: “〈けは ょけ 
おけゅぇ とっ しすけう ゃ おせかすせさぇすぇ...?“. 
′ぇこせしおぇ ¨ぉとうくぇすぇ しぇき. „╀はた 
こなさゃうはす う こけしかっょっく, おけえすけ こけ-
ょぇょっ けしすぇゃおぇ...“. ]かっょ けしすぇゃ-
おぇすぇ う しぇきけ すさう ゅけょうくう こさっょう 
こっくしうは けす ╀ぇえ 『ゃはすおけ きっしすくうすっ 
おせかすせさすさっゅっさう くはきぇす くせあょぇ. 
„╋けあったぇ ょぇ きっ ういこけかいゃぇす こけ-
ゃっつっ...“, しこけょっかは し けゅけさつっくうっ 
くはおけゅぇ きうしかっくうはす おぇすけ „ゃっつっく“  
いぇきっしすくうお-おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
„╂かっょぇた こけしかっ けゃちっ う おけいう “, 
けすおさけゃっく っ すけえ. ╆ぇっょくけ しなし しな-
こさせゅぇすぇ けちっかはゃぇす  くぇ しっかけ. 』っ 
う こけきぇゅぇす くぇ とっさおぇすぇ う ゃくせおぇ, 
しすせょっくす ゃ ╄ょうくぉせさゅ. ′け くぇこけ-
しかっょなお, 82-すっ ゅけょうくう こけつゃぇす 
ょぇ こさっょぇゃぇす ぉけょさうは きせ ょせた. 
〈けえ こさういくぇゃぇ, つっ しかっょ すけかおけゃぇ 
さぇぉけすぇ いぇ たけさぇすぇ くっ っ けつぇおゃぇか 
すぇおぇゃぇ いぇぉさぇゃぇ. ¨ぉうょくけ きせ っ, 
つっ しぇ ょけてかう ゅけょうくう, おけゅぇすけ くぇ 
つけゃっおぇ しっ ょぇゃぇす けちっくおう こけ すけゃぇ 
けす おけは こぇさすうは っ. 〈けえ くっ おさうっ 
ぉかういけしすすぇ しう し ╀]‶, くけ くっょけせ-
きはゃぇ おぇお たけさぇすぇ くっ しぇ さぇいぉさぇ-
かう, つっ: “╁しうつおけ いぇゃうしう くっ けす 

すけゃぇ くぇ おけは こぇさすうは しう つかっく, ぇ 
けす すけゃぇ - とけ いぇ つけゃっお しう“. 
‶さういくぇくうっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお し 

こさうしなあょぇくっすけ きせ くぇ いゃぇくうっ-
すけ „‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく“ すさけゅ-
ゃぇ ょなかぉけおけ 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ. ╇ 
すけゃぇ しっ ゃうょは くぇ ちっさっきけくうはすぇ 
こけ ゃさなつゃぇくっすけ くぇ いくぇおぇ ゃ すなさ-
あっしすゃっくぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ くぇ 5-すう 
のくう ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╇くそけ-ちっくすなさぇ 
くぇ „╇しおさぇ“ 4. ′っゅけゃうすっ ょせきう 
さぇいこかぇおぇたぇ きくけいうくぇ. ╉ぇすけ つけ-
ゃっお, ぉうか すけかおけゃぇ ゃさっきっ ゃ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくしすさぇちうは, 25 
けす おけうすけ おぇすけ いぇきっしすくうお-おきっす 
こけ おせかすせさぇすぇ, くけゃうはす ‶けつっすっく 
ゅさぇあょぇくうく くっ おさうっ, つっ ぉかぇ-
ゅけょぇさう くぇ しっゅぇてくうは ゅさぇょけくぇ-
つぇかくうお いぇ ょけぉさけすけ けすくけてっくうっ, 
おけっすけ うきぇ おなき くっゅけ. ╁うくぇゅう っ 
ょなさあぇか くぇ ょけぉさけすけ けすくけてっくうっ. 
╇ ゅけ っ ちっくはか. ¨とっ けす けくは ょっく, 
おけゅぇすけ 』せょけきうさ きせ しっ ょけゃっさはゃぇ 
う きせ ょぇゃぇ しなゅかぇしうっすけ しう  ょぇ うい-
しかっょゃぇ くっゅけゃけすけ こうしきっくけ すゃけさ-
つっしすゃけ. ╃けぉさけ くぇつぇかけ いぇ っょくけ 
きけきつっ, いぇきっつすぇかけ けとっ ゃ こなさゃう-
すっ しう ゅけょうくう くぇ きぇかつせゅぇく ゃ ょっす-
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ょぇ 
くぇこさぇゃう あうゃけすぇ しう うくすっさっしっく.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ       

》そねかてせけみて えちあきおあせけせ をうみてさそ をうかてさそう: ...〉╊ 〈《╋╊ ╆╊′ „╅『』╊〉╅]“

》かせさあ け ¨うあせ さあてそ すしあおそきかせぬけ

》かせさあ せあ ちあいそてせそてそ すみつてそ

』ぇ′╉╅╇╅【 を╊〉【ぇ『 〉╅ ╆╅〉 
『っかすぇ くぇ さっゅうけくぇかくうは ちっくすなさ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ ょぇ うくそけさきうさぇ すった-

くうつっしおぇすぇ けぉとくけしす ゃ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ いぇ くぇせつくう こけしすうあっくうは, 
くぇせつくう ういしかっょゃぇくうは う さっいせかすぇすう, うきぇとう けすくけてっくうっ おなき さぇい-
ゃうすうっすけ くぇ しなけすゃっすくうすっ さっゅうけくう, おぇすけ こけ すけいう くぇつうく しっ こさっ-
ゃなさくっ ゃ しゃけっけぉさぇいっく ぉういくっし うくおせぉぇすけさ う すったくけかけゅうつっく こぇさお いぇ 
すさぇくしそっさ くぇ すったくけかけゅうう. ′っいぇゃうしうきけ けす そぇおすぇ, つっ ╉ぇいぇくかなお くっ 
っ けぉかぇしすっく ゅさぇょ, ゃ くっゅけ うきぇ 3 くぇせつくう うくしすうすせすぇ う しっさうけいくぇ うく-
ょせしすさうは, おけうすけ ういうしおゃぇす けとっ しっさうけいっく くぇせつっく う すったくけかけゅうつっく 
おぇこぇちうすっす. 
╃させゅぇすぇ ちっか くぇ さっゅうけくぇかくうは ちっくすなさ おなき ╀┿′ っ ょぇ くぇこさぇゃう                                         

こけ-っそっおすうゃくけ しなすさせょくうつっしすゃけすけ きっあょせ くぇせおぇすぇ, うくょせしすさうはすぇ う 
ょせたけゃくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ さぇえけくぇ. 
╁ きけきっくすぇ ╉ぇいぇくかなお っ ゃ こさけちっょせさぇ くぇ しないょぇゃぇくっ くぇ そうかうぇか くぇ 

╁〉╆ ゃ ゅさぇょぇ, おけえすけ とっ いぇさぇぉけすう けす 2017 ゅけょうくぇ.
[っゅうけくぇかくう ぇおぇょっきうつくう ちっくすさけゃっ くぇ ╀┿′ ゃっつっ うきぇ しないょぇょっくう 

ゃ ]けそうは, ‶かけゃょうゃ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, [せしっ, ╀せさゅぇし, ]かうゃっく, ‶かっゃっく, 
〈なさくけゃけ う ょさ. ╋っきけさぇくょせきう いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ し ╀┿′ しぇ こけょこう-

しぇかう う けぉとうくうすっ ゃ ╂のさゅっゃけ, ╃さぇきぇ, ]っさっし, おぇおすけ う 〉くうゃっさしうすっ-
すなす ゃ ′╇【 う 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ¨ょさうく.
¨とっ こけ すっきぇすぇ - ゃ うくすっさゃのすけ し ぇおぇょ. ]すっそぇく ╁けょっくうつぇさけゃ.

っ おぇすっゅけさうつっく, つっ „っょうく つけゃっお, おけえすけ 
くっ っ くぇこさぇゃうか くうとけ いぇ しっぉっ しう, いぇ しっ-
きっえしすゃけすけ しう う いぇ けすっつっしすゃけすけ しう こさっい 
あうゃけすぇ, けしすぇゃぇ くっいぇぉっかっあうき おぇすけ かうつ-
くけしす”.
╉くうゅぇすぇ, おけはすけ ╋ぇかつけ  こけょぇさはゃぇ けし-

くけゃくけ しぇきけ くぇ こさうはすっかう, しなさぇすくうちう う 
ぉかういおう, しなょなさあぇ うくすっさっしくう しこけきっくう いぇ 
くっゅけゃぇすぇ きかぇょけしす, しくうきおう けす ぉせさくうすっ 
しこけさすくう ゅけょうくう くぇ „┿さしっくぇか”, ぉっかはいぇくう 
けす しっさうけいくう しこけさすくう せしこったう, う けす くっゅけ-
ゃぇすぇ さぇぉけすぇ おぇすけ しこけさすっく ょっはすっか, けすおさけ-
ゃっくうは, しゃけっけぉさぇいっく おぇすぇかけゅ くぇ くっゅけゃうすっ 
けすかうつうは, こけかせつっくう こさっい ゅけょうくうすっ. ╋っ-
きけぇさくぇすぇ おくうゅぇ うきぇ う うくすっさっしっく さぇい-
ょっか „╊うつくけ すゃけさつっしすゃけ”, いぇ おけっすけ ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ すゃなさょう, つっ っ かうつくけ う ぇきぇすぬけさ-
しおけ, くけ こなお しないょぇょっくけ けす ょせてぇ う しなさちっ.
‶せぉかうおせゃぇきっ っょくけ けす  たぇさぇおすっさくうすっ, 

くぇこうしぇくう し すうこうつくけ くっゅけゃうは てっゅけゃうすけ-
いぇおぇつかうゃ, くけ ぉっいこけとぇょくけ しぇさおぇしすうつっく, 
しすうか しすうたけすゃけさっくうっ,  こけしゃっすっくけ くぇ こけ-
さはょおうすっ くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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〈は っ さうぉぇさおぇ. ¨す 〈なあぇ. ′け 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しう さうぉぇ っ 

たゃぇくぇかぇ くっ ゃなゃ ゃけょうすっ くぇ はいけ-
ゃうさ ╉けこさうくおぇ, ぇ くぇ ╀せいかせょあぇ 
– 70-おうかけゅさぇきけゃうは おかぇしっく てぇ-
さぇく ╇ゃぇく けす しっかけ 》ぇょあうょうきう-
すさけゃけ, 〈なさくけゃしおけ. ╀うかけ こさっょう 
39 ゅけょうくう こけ ゃさっきっ くぇ っょうく 
ぉぇくおっす. 〈けゅぇゃぇ きかぇょぇすぇ  う ょう-

こかけきうさぇくぇ てうゃぇつおぇ けす 〈‶╉ 
„]っこすっきゃさう“ ゃ ╉ぇいぇくかなお ‶っく-
おぇ 〈けょけさけゃぇ  しっ しさっとぇ し ╇ゃぇく, 
おけえすけ こなお さぇぉけすっか ゃ ちった, し 
おけえすけ こさっょこさうはすうっすけ くぇ きかぇ-
ょぇすぇ てうゃぇつおぇ うきぇかけ しおかのつっくけ 
てっそしすゃけ. ╁ けくっいう ゅけょうくう ぉうかけ 
すぇおぇ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ こけょけぉ-
くう しぉうさおう, おぇおすけ ゃうくぇゅう こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ, ぉうかぇ くぇ っょうく けす 
ぉけたっきうすっ くぇ  いぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっ-
くぇか“, こけおけえくうはす ゃっつっ ]すっそぇく 
╀けぉっゃ. ‶けしかっ すぇおぇ しっ いぇゃなさすは-
かけ ゃ あうゃけすぇ くぇ ‶っくおぇ, つっ ゅけ-
ょうくう くぇさっょ  ょっかう っょくぇ さぇぉけすぇ  
し くっゅけゃぇすぇ しなこさせゅぇ - ╇ゃぇくおぇ 
╀けぉっゃぇ, くぇ こぇくすけゅさぇそぇ う ょっ-
かうすっかくうすっ きぇてうくう ゃ いぇゃけょ 5. 
〈ぇき は くぇきうさぇきっ う ょくっし: ゃ ちった 
135  くぇ しなとうは いけゃけょ. ]ぇきけ つっ 
し ょさせゅう くぇつぇかくうちう, っょうく けす 

《ぁ¨ ′╅ を¨‒『¨ ¨ [『╅』《【╅

╅『』╊〉╅]』[¨ ╇╊【╊『╅〉 〉╅》¨』╅ 〈╊〈《╅『¨【╊ 』¨
╄ょうく けす おけかけさうすくうすっ ぇさ-

しっくぇかしおう ゃっすっさぇくう, いぇ 
おけうすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こうしぇ こさっい 4-すっ ゅけょうくう くぇ 
しゃけっすけ しなとっしすゃせゃぇくっ - 
しこけさすくうはす  ゃっすっさぇく う ょなか-
ゅけゅけょうてっく けすゅけゃけさくうお  いぇ 
そういおせかすせさぇすぇ  ゃ „┿さしっくぇか” 
╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ ╋ぇかつっゃ, しな-
ぉさぇ こなしすさうは しう う こなかっく し 
さぇいくけかうおう っきけちうう  あうゃけす 
ゃ おくうゅぇ. ]ゃけっけぉさぇいくうすっ しう 
きっきけぇさう ╋ぇかつけ っ こけしゃっすうか 
くぇ しゃけはすぇ しなこさせゅぇ, くぇ しう-
くけゃっすっ う ゃくせちうすっ しう - „ょぇ 
つっすぇす う こさっこさけつうすぇす おぇお 
しなき あうゃはか, おぇお しなき ゃないこう-
すぇゃぇく けす さけょうすっかうすっ しう, おぇお 
しなき しっ すさせょうか う しなき せゃぇあぇ-
ゃぇか けぉとっしすゃっくうは こけさはょなお”, 
こうてっ すけえ ゃ こさっょゅけゃけさぇ おなき 
„╇しすけさうはすぇ くぇ きけは あうゃけす”. 
╃けしすけかっこくうはす - う おぇすけ 

けしぇくおぇ, う おぇすけ たぇさぇおすっさ, 
82-ゅけょうてっく ╋ぇかつけ  ╇ゃぇくけゃ 

》かせさあ そて 【ひきあ:
12 юни 2015 г.

〉《╇ 〈】′╊‶ 〉╅ 『《′╅【╅...
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 け つてち. 3 》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. 3

╇ょっはすぇ っ  すけえ ょぇ ぉなょっ くぇ 4-10 きっすさぇ こけょ こけゃなさたくけしすすぇ くぇ はいけゃうさぇ, いぇおさっこっく いぇ しこっちうぇかっく 
こけくすけく, くぇ おけえすけ とっ うきぇ きっょうちうくしおう こせくおす, おぇそっくっ, すけぇかっすくう う きぇゅぇいうく いぇ しせゃっくうさう. ¨すすぇき 
すせさうしすうすっ とっ さぇいゅかっあょぇす ょさっゃくうは ゅさぇょ こさっい こさけいさぇつくう きけょせかう ゃ こけくすけくぇ.
╁ しさっょぇすぇ きせ とっ うきぇ けすゃけさ (ぉぇしっえく), けす おけえすけ きぇおっすなす きけあっ ょぇ しっ さぇいゅかっあょぇ こけょ ゃけょぇ. ╋う-

くせしなす くぇ こさけっおすぇ くぇ ぇさたうすっおす ′うおけかぇえ ╈けすけゃ っ, つっ いぇ すせさうしすうすっ さっぇかくけ とっ ぉなょっ ういかけあっくけ 
おけこうっ くぇ けしすぇくおうすっ けす ょさっゃくうは ゅさぇょ.
╂けかっきうはす こかのし けぉぇつっ っ, つっ しなけさなあっくうっすけ っ ぇすさぇおすうゃくけ う  とっ こけいゃけかう さぇいゃうゃぇくっ う くぇ ゃけょけ-

かぇいっく う てくけさたっかうくゅ しこけさす くぇ きはしすけすけ う きけあっ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ いぇ しせきぇ きっあょせ 4 う 5 きうかうけくぇ 
かっゃぇ.
╃さっゃくうはす すさぇおうえしおう ゅさぇょ ]っゃすけこけかうし っ けすおさうす こさっい 1948 ゅけょうくぇ う きぇかおけ しかっょ すけゃぇ っ こけすけ-

こっく, おぇすけ くぇ くっゅけゃけ きはしすけ しっ  ういゅさぇあょぇ はいけゃうさ „╂っけさゅう  ╃うきうすさけゃ”, ょく. ╉けこさうくおぇ. 
〈けゃぇ  くっ っ こなさゃうはす こさけっおす いぇ ういゃぇあょぇくっすけ くぇ こけおぇい くぇ ょさっゃくうは ]っゃすけこけかうし. ‶さっょう 5-6 

ゅけょうくう たうす ぉっ ょさせゅ  こさけっおす くぇ ぇさた. ╅っおけ 〈うかっゃ, しこけさっょ おけえすけ いぇ っおしこけくうさぇくっすけ くぇ ょさっゃくうは 
ゅさぇょ ぉはたぇ くせあくう 100 きかく. っゃさけ, おぇすけ しっ こさっょゃうあょぇてっ すけえ ょぇ しっ こけしっとぇゃぇ けす 500 たうかはょう すせ-
さうしすう ゅけょうてくけ. ‶さけっおすなす くぇ ぇさた. 〈うかっゃ さぇいぉせくう ょせたけゃっすっ  ゃ くっ っょくぇ ゅうかょうは. 11 うくゃっしすうすけさう 
ぉはたぇ ういはゃうかう  あっかぇくうっ いぇ せつぇしすうっ ゃ きっゅぇこさけっおすぇ. ]さっょ すはた ぉっ う こかっきっくくうお くぇ しぇせょうすしおうは 
おさぇか ┿ぉょせかぇ, おけえすけ こけしっすう しすさぇくぇすぇ くう こさっょう 6 ゅけょうくう.  ¨す しゃっすけゃくうすっ しすさせおすせさう, いぇくうきぇ-
ゃぇとう しっ し おせかすせさぇ, こさけっおすなす こけかせつうか けそうちうぇかくぇ こけょおさっこぇ けす 《っょっさぇちうはすぇ くぇ しゃっすけゃくうすっ 
ぇしけちうぇちうう おなき ¨¨′. ╀っ けすかうつっく う けす Eゃさけこっえしおうは おせかすせさっく こぇさかぇきっくす おなき ]なゃっすぇ くぇ ╄ゃさけ-
こぇ. ′け... ゃなこさっおう すっいう けすかうつうは う こさういくぇくうは くぇ たぇさすうは, こぇさう いぇ くっゅけ すぇおぇ う くっ しっ くぇきっさうたぇ. 
╇くゃっしすうすけさしおうすっ あっかぇくうは しなとけ けしすぇくぇたぇ くぇ たぇさすうは. 

                                                                                  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

┿おぇょ. ╁けょっくうつぇさけゃ, おぇおゃぇ とっ ぉなょっ こさぇおすうつっしおぇすぇ こけか
いぇ けす  しないょぇゃぇくっすけ くぇ すけいう 16-すう さっゅうけくぇかっく ちっくすなさ いぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ うおけくけきうおぇ? 
- ¨すすせお くぇすぇすなお きけあっき ょぇ せつぇしすゃぇきっ こけ しなゃきっしすくう っゃさけこっえしおう  

くぇちうけくぇかくう こさけっおすう, こけ こさけゅさぇきぇ „╇くけゃぇちうう う けぉさぇいけゃぇくうっ”. 
]かっょゃぇとけすけ くっとけ っ, つっ とっ きけあっき ょうさっおすくけ, つさっい さっゅうけくぇか-
くうは こさっょしすぇゃうすっか, おけえすけ とっ くぇいくぇつうき すせお, ょぇ こさぇゃうき おけくすぇおすう 
きっあょせ ゃぇてうすっ こさけういゃけょうすっかう う くぇてうすっ うくしすうすせすう くぇ  ╀┿′ いぇ 
しなゃきっしすくう ういしかっょゃぇくうは, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ きかぇょう う すぇかぇくすかう-
ゃう ょっちぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ, うくそけさきぇすうおぇ う すけつくう くぇせおう とっ きけゅぇす 
ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ すけいう せくうゃっさしうすっす.

』うは ぉってっ うょっはすぇ ょぇ しっ しないょぇょっ  すけゃぇ くぇせつくけ いゃっくけ すせお, 
ゃ ╉ぇいぇくかなお? 
- ╁ さぇいゅけゃけさう しすぇくぇ ゃしうつおけ. ′はきぇ っょうく ぇゃすけさ. ′け こさうつうくうすっ しぇ 

しゃなさいぇくう う し こけいくぇくしすゃけすけ きう し きくけゅけ たけさぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ┿い しなき 
ゃしっ こぇお こさっょしっょぇすっか  くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ けさなあっえくうすっ そうさきう.

╉ぇいぇたすっ, つっ けさなあっえくうはす ぉういくっし, ╁‶‶ っ けちっかはかぇ ぉっい こけ
きけとすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 
- ╃ぇ, ょなさあぇゃぇすぇ ういけぉとけ くっ しっ うくすっさっしせゃぇ けす くぇし.
 
〈けゃぇ こかぇてっとけ かう っ うかう こけ-すさせょくけ? 
 - 〈けゃぇ っ しさぇきくけ いぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 

                                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

】』》╊ぃ╊〉 ‒¨〉╅] ′╅ ╅『』╊〉╅]を¨
╁すけさけすけ くぇこさぇゃかっくうっ – „〈ったくけかけゅうは くぇ ゃうしけおけっくっさゅうえくうすっ しうしすっきう”, ぉっ けさゅぇくういうさぇくけ けす 

》うきうおけ-すったくけかけゅうつくうは う きっすぇかせさゅうつっく せくうゃっさしうすっす - ]けそうは, し おけえすけ しないょぇょけたきっ けすくけ-
てっくうは きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╃ゃぇすぇ おせさしぇ ぉはたぇ ういゅさぇょっくう くぇ けぉとぇ こかぇすそけさきぇ: しすぇさすうさぇたぇ くぇ 
31.10. 2014 ゅ.; きはしすけすけ くぇ   こさけゃっあょぇくっ ぉっ „┿さしっくぇか”, いぇ おけはすけ ちっか しっ さっくけゃうさぇたぇ ょゃぇ きけ-

ょっさくう せつっぉくう おぇぉうくっすぇ; 
ゅさせこうすっ ぉはたぇ そけさきうさぇ-
くう けす しこっちうぇかうしすう けす 
しなけすゃっすくうすっ いゃっくぇ くぇ 
そうさきぇすぇ こけ こさっょかけあっ-
くうっ くぇ すったくうすっ さなおけ-
ゃけょうすっかう; けぉせつっくうっすけ 
しっ こさけゃっあょぇてっ ゃ ょくうすっ 
つっすゃなさすなお, こっすなお う しな-
ぉけすぇ – こけ 5 せつっぉくう つぇしぇ; 
けぉとうはす けぉっき くぇ いぇくはすう-
はすぇ ぉっ 340 せつっぉくう つぇしぇ; 
そせくょぇきっくすぇかくうすっ ょうし-
ちうこかうくう しっ さなおけゃけょっ-
たぇ けす こさっこけょぇゃぇすっかう けす 
しなけすゃっすくうすっ せくうゃっさしう-
すっすう; こけ しこっちうそうつくうすっ 
そうさきっくう ょうしちうこかうくう 
こさっこけょぇゃぇたぇ ぇさしっくぇか-
しおう しこっちうぇかうしすう し ょなか-
ゅけゅけょうてっく すっけさっすうつっく, 

こさけそっしうけくぇかっく う きっくうょあなさしおう けこうす. ╊っおちううすっ う こさぇおすうつっしおうすっ せこさぇあくっくうは こさうおかのつうたぇ 
こさっい きっしっち きぇえ, おぇすけ ゃっくっち くぇ けぉせつっくうっすけ ぉってっ こけしっとっくうっすけ けす ょゃっすっ ゅさせこう くぇ ゃせいけゃっすっ ゃ 
]けそうは う ゃ ‶かけゃょうゃ いぇ いぇこけいくぇゃぇくっ し すったくうすっ ぉぇいう う さなおけゃけょしすゃぇ. 
〈なさあっしすゃっくけすけ ゃさなつゃぇくっ くぇ しゃうょっすっかしすゃぇすぇ う せょけしすけゃっさっくうはすぇ くぇ けぉせつぇゃぇくうすっ こさっょしすけう 

ょぇ しっ しかせつう くぇ 19.06.2015 ゅ. くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ そうさきぇ „┿さしっくぇか”.
[ぇゃくけしきっすおぇすぇ しかっょ すけゃぇ けぉせつっくうっ こけおぇいゃぇ くぇょゅさぇあょぇくっ いくぇくうはすぇ う くうゃけすけ くぇ ゃしっおう っょうく 

けす せつぇしすくうちうすっ ゃ すけいう こさけちっし, ょけこなかくうすっかくけすけ けこけいくぇゃぇくっ う しこかけすっくけしす きっあょせ すっいう しこっちうぇ-
かうしすう, おぇおすけ う ゃいぇうきくぇすぇ こけかいぇ けす しなすさせょくうつっしすゃけすけ きっあょせ „┿さしっくぇか” ┿╃ う ょゃぇすぇ せくうゃっさ-
しうすっすぇ.
╁しうつおけ すけゃぇ, ゃ しなつっすぇくうっ し こさけゃっあょぇくうすっ せつっくうつっしおう しすぇあけゃっ くぇ おせさしうしすう けす ‶╂ „╇ゃぇく 

》ぇょあうっくけゃ” ゃなゃ そうさきぇすぇ う けぉはゃっくぇすぇ しすせょっくすしおぇ しすうこっくょうぇすしおぇ こさけゅさぇきぇ, こけおぇいゃぇ はしくけ 
こけしけおぇすぇ, おけはすけ しっ しかっょゃぇ いぇ けぉっいこっつぇゃぇくっ くぇ ゅけかっきうすっ こさけういゃけょしすゃっくう うくゃっしすうちうう し ょけぉさっ 
けぉせつっくう う きけすうゃうさぇくう おぇょさう.

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ

おけうすけ - ╁ぇしうか ╉けえつっゃ, し おけゅけすけ 
しっ  いくぇはす けす ぉかういけ 30 ゅけょうくう. 
╁しうつおう しぇ ういさぇしかう すせお, こさっょ 

けつうすっ きう, おぇいゃぇ ょさっぉくぇすぇ, くけ 
し きくけゅけ あうゃう けつう う こなさゅぇゃうくぇ, 
こけさっょくぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゅけさょけしす 
- さぇぉけすくうつおぇすぇ くぇ こぇくすけゅさぇ-
そぇ ゃ ╆ぇゃけょ 5 ‶っくおぇ ╇ゃぇくけゃぇ 
〈けょけさけゃぇ.  ╃けてかぇ ゃ „┿さしっくぇか“  

くぇ ぉっかっあうすぇ ょぇすぇ - うきっくくうは 
ょっく くぇ しなこさせゅぇ え - ╇ゃぇくけゃ-
ょっく, 1985 ゅけょうくぇ. ╁ きっしっちぇ, ゃ 
おけえすけ ゃ あうゃけすぇ え しっ しかせつゃぇかう 
こさうくちうこくけ  ゃぇあくうすっ こさけきっ-
くう: さぇあょぇ  しっ っょうくうはす え しうく, 
いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ しすぇ-
ゃぇ くっうく あうゃけす,   しさっとぇ きなあぇ 
くぇ あうゃけすぇ しう. ]かっょ 10 ゅけょうくう 
さぇぉけすぇ くぇょ てっゃくぇすぇ きぇてうくぇ  
‶っくおぇ さってぇゃぇ ょぇ こさけきっくう あう-
ゃけすぇ しう う いぇすけゃぇ ういぉうさぇ „┿さ-
しっくぇか“. ╀っい ょぇ こけょけいうさぇ, つっ 
すけいう ういぉけさ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ 
くっうく あうゃけす.  ¨す さぇいしすけはくうっすけ 
くぇ 30-すっ ゅけょうくう, こさっおぇさぇくう 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, すは っ くっとけ  おぇすけ 
„あうゃぇ うしすけさうは“ いぇ くぇえ-ょさぇきぇ-
すうつくうすっ え ゅけょうくう. [ぇぉけすくうつおぇ-
すぇ けす ちった 135 くぇ いぇゃけょ 5 けぉぇつっ 
こけきくう ょさぇきうすっ う こけせおうすっ けす 

すはた: ぉってっ すさせょくけ ゃさっきっ, ゃ おけっ-
すけ さぇいぉうさぇて おけえ すう っ こさうはすっか 
う おけえ くっ. ′ぇ おけゅけ ょぇ さぇいつうすぇて 
う けす おけゅけ ょぇ しっ こぇいうて. ╂けさょぇ 
っ, つっ ゃなこさっおう ゃさっきっすけ くぇ  いぇ-
おなしくっかう いぇこかぇすう ゃ ゅけょうくうすっ, 
しなおさぇとっくうは う  ょさせゅう さぇいかうつ-
くう すさせょくけしすう,  しなこなすしすゃぇかう 
さぇあょぇくっすけ くぇ ょくってくぇすぇ ぇさ-

しっくぇかしおぇ こっさし-
こっおすうゃぇ,  すは 
う しなこさせゅなす え 
╇ゃぇく - しなとけ 
ぇさしっくぇかしおう さぇ-
ぉけすくうお, しすさせ-
ゅぇさ  ゃ  ちった 120 
くぇ  ╆ぇゃけょ 1, しぇ 
せしこっかう ょぇ けす-
ゅかっょぇす う ういせつぇす 
ょゃぇきぇ ゃうしてう-
しすう: こけさぇしくぇ-
かうすっ  ゃっつっ しう-
くけゃっ 〈けょけさ う 
‶かぇきっく, くぇ こけ 
37 う 39 ゅけょうくう. 
╄ょうくうはす いぇゃなさ-
てうか しこけさすっく 
こさけそうか ゃなゃ 
╁っかうおけすなさくけゃ-
しおうは せくうゃっさしう-
すっす,  ぇ ょさせゅうはす  
]っかしおけしすけこぇく-
しおぇすぇ ぇおぇょっ-
きうは ゃ ‶かけゃょうゃ.  
]っゅぇ ゃしっおう けす 
すはた っ こけっか こけ 
こなすは  しう. ╂けかは-
きぇすぇ きっつすぇ くぇ 

‶っくおぇ ╇ゃぇくけゃぇ っ  ょぇ は くぇこさぇ-
ゃはす ぉぇぉぇ. ′っ いぇとけすけ しっ つせゃしすゃぇ 
ゃっつっ すぇおぇゃぇ, ぇ いぇとけすけ うしおぇ ょぇ 
けこうすぇ う けす すぇいう あうすっえしおぇ う つけ-
ゃっておぇ しかぇょけしす.  
]っゅぇ あうゃけすなす っ すぇおなゃ, つっ 

きかぇょうすっ きぇかおけ こó うくぇつっ しう ゅけ 
くぇさっあょぇす, ゃぇあくけ っ けぉぇつっ ょぇ しぇ 
とぇしすかうゃう う いょさぇゃう, っ あうすっえ-
しおぇすぇ そうかけしけそうは くぇ ゃしっけすょぇえ-
くぇすぇ きぇえおぇ, いぇ おけはすけ ゃさっきっすけ 
くぇいぇょ っ ぉうかけ さぇいょっかっくけ ゃうくぇゅう 
こけ さぇゃくけ: きっあょせ しっきっえしすゃけすけ 
う さぇぉけすぇすぇ. ┿ さぇぉけすぇすぇ ういうし-
おゃぇかぇ けす くっは, けしゃっく きくけゅけ こさっ-
ちういくけしす, う しこけおけえしすゃうっ, う すなさ-
こっくうっ, う しすぇさぇくうっ,  いぇとけすけ ょぇ 
さぇぉけすうて くぇ こぇくすけゅさぇそ っ そうくぇ 
さぇぉけすぇ, さぇいおぇいゃぇ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ けすかうつくうつおぇ.  ′ぇ すぇいう きぇてう-
くぇ すは こさぇゃう さぇいかうつくう ゃうょけゃっ 

くぇょこうしゃぇくうは  こけ ょっすぇえかうすっ いぇ 
さぇいかうつくうすっ ういょっかうは くぇ „┿さしっ-
くぇか“,  ぇ くぇ ょっかうすっかくぇすぇ きぇてう-
くぇ - ょさせゅぇすぇ え しこっちうぇかくけしす, 
さぇいゅさぇそはゃぇ さぇいかうつくう かうくうう  う 
くけくうせしうすっ くぇ そさっいぇすぇ. ╉けゅぇすけ 
くはきぇ さぇぉけすぇ いぇ すっいう 
ょゃっ きぇてうくう, ‶っくおぇ 
っ ゃしうつおけ: そさっいうしす, 
てかけしっさ う おぇおゃけすけ しっ 
くぇかぇゅぇ ょさせゅけ ょぇ しっ 
ゃなさてう. 
¨す こなさゃぇすぇ え しこっ-

ちうぇかくけしす – てう-
ゃぇつっしすゃけすけ, しぇ え 
けしすぇくぇかう けつうすっ 
いぇ ょっすぇえかうすっ う けゅ-
さけきくけすけ しすぇさぇくうっ, 
おけっすけ ゃかぇゅぇ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ しう. ╇... ょさせゅぇ-
すぇ え ゅけかはきぇ しすさぇしす. 
╂けぉかっくぇさしすゃけすけ. 
【うっ ゃ しゃけぉけょくけ-
すけ しう ゃさっきっ, けすゃなょ 
ぇくゅぇあうきっくすうすっ こけ 
さぇくつけすけ おさぇえ はいけ-
ゃうさ ╉けこさうくおぇ う  
ょけきぇてくぇすぇ あっくしおぇ 
しせっすくは. ╇きぇ くぇょ 20 
ゅけぉかっくぇ, う ゃしっ ゅけ-
かっきう. ┿  こけっきぇす かう 
おなき さぇくつけすけ ゃ こけしけ-
おぇ はいけゃうさぇ し くっえくうは 
╇ゃぇく, ‶っくおぇ ゅさぇぉゃぇ 
う ょさせゅ すぇおなき: ゃなょう-
ちぇすぇ. ╁っつっ いぇ ょぇかっつ 
こけ-きぇかおうすっ さうぉう 
ゃ あうゃけすぇ しう. „╉けか-
おけすけ いぇ たさぇくぇ - 2-3 
おうかけゅさぇきぇ“, おぇいゃぇ し 
ゃっょさぇ せしきうゃおぇ う あうゃう けつう ぇさ-
しっくぇかしおぇすぇ こけつすう ゃっすっさぇくおぇ.  
╀かぇゅけょぇさくぇ っ いぇ せきっくうはすぇ しう 
くぇ こなさゃうは しう せつうすっか ゃ いぇくぇはすぇ 
– ╇ゃぇく ╂っけさゅうっゃ-╃あけくょなさぇ, う 
いぇ かなつっいぇさくけすけ けすくけてっくうっ う 
しすぇさぇくうっ くぇ っょうく けす ょくってくう-
すっ ぇさしっくぇかしおう ゅけかっきう くぇつぇか-
くうちう: ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか 
╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ,  おけゅけすけ こなお 
すは せつう くぇ いぇくぇはす, ょけおぇすけ すけえ 
いぇかはゅぇ くぇょ しつっすけゃけょくうすっ ぉせお-
ゃぇさう おぇすけ しすせょっくす. 
 ¨す くはおけゅぇてくうすっ しう くぇつぇかくう-

ちう - こけおけえくうはす ゃっつっ ╃うきうすなさ 
]すさぇすうっゃ, ╀けくつけ ╉ぇかうつおけゃ う 
‶さけょぇく ‶ぇさけゃ, こなお っ くぇせつう-
かぇ, つっ ゃしっおう おぇきなお しう すっあう くぇ 
きはしすけすけ, けしけぉっくけ, ぇおけ っ ぉかぇ-

ゅけさけょっく.  ] くぇすさせこぇくうすっ ょっ-
しっすうかっすうは ゃ きぇかおぇすぇ くうてぇ くぇ 
ちった 135 くぇ いぇゃけょ 5 ゃ „┿さしっくぇか“ 
‶っくおぇ けす 〈なあぇ っ せしこはかぇ ょぇ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ すぇおなゃ. ′っ しぇきけ いぇ 
おけかっゅうすっ しう, くけ う いぇ さなおけゃけょ-

しすゃけすけ.  
╆ぇとけすけ くうおけえ う こけょ くうおぇおゃぇ 

そけさきぇ くっ きうしかう, つっ きけあっ ぉっい 
くっは. ╉ぇすけ うきぇて う ゃっさっく ょさせゅぇさ 
ゃ かうちっすけ くぇ しこなすくうおぇ ゃ あうゃけすぇ 
しう う さぇぉけすぇ, くぇ おけはすけ すっ ちっくはす う 
さぇぉけすうて し せょけゃけかしすゃうっ, くせあくけ 
かう すう っ こけゃっつっ? - こうすぇ きっ さっ-
すけさうつくけ さぇぉけすくうつおぇすぇ けす こぇく-
すけゅさぇそぇ, くぇしおけさけ こさぇいくせゃぇかぇ 
こけさっょっく さけあょっく ょっく. ╇ おさけは-
とぇ こかぇくけゃっ う うょくうは ょぇ しこけょっ-
かう しなし しなとうすっ たけさぇ くぇ しなとけすけ 
きはしすけ. ‶っくおぇ 〈けょけさけゃぇ ╇ゃぇくけ-
ゃぇ, っょくぇ けす きぇかちうくぇすぇ あっくう ゃ 
すぇいゅけょうてくぇすぇ ぇかっは くぇ ┿さしっくぇか-
しおぇすぇ すさせょけゃぇ しかぇゃぇ. 

╃っかはくぇ  ╁ぇしうかっゃぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

′あ けつてそちけみてあ
]かっょ くぇちうけくぇかういぇちうはすぇ, こさう 

ゃしはおけ うょゃぇくっ くぇ ぇおぇょっきうおぇ 
すせお,  ゅけ  ゃけょはす  こけ たけすっかう, ぇ ゃう-
ょくうすっ ゅけしすう, こけうしおぇかう ょぇ ゃう-
ょはす さけょくうはす きせ ょけき, ぉうゃぇす けす-
おかけくはゃぇくう くはおぇお しう. ╁ おさぇえくぇ 
しきっすおぇ けぉぇつっ ゅぇそなす しっ さぇいおさうか 
う ╀ぇえ 『ゃはすおけ, しかっょ おぇすけ „けぉさぇか 
さっいうかぇ“, „こさっしおけつうか“ おきっ-
すぇ う – ょうさっおすくけ けすうてなか こさう 
こぇさすうえくうは - ╁かぇっゃ!  ′っとぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ  しっ こさけすぇおぇす, 
ぇ うょっ しかっょゃぇとうはす のぉうかっえ くぇ 
ぇゃすけさぇ くぇ „〈さぇおうえしおう すぇくちう“... 
┿ おなとぇすぇ, ゃいっすぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ, 
ゃしっ けとっ っ ゃ けおぇはくけ しなしすけはくうっ! 
]うゅくぇかういうさぇく けす いぇきっしすくうおぇ 
しう こけ おせかすせさぇすぇ, ]すぇくつけ ╉けっゃ 
しっ さぇいこけさっあょぇ ゃっょくぇゅぇ: “〉すさっ 
さけきうすっ ょぇ ゅう くはきぇ!“ „╇ – さぇぉけ-
すぇすぇ すさなゅくぇ!“, しこけきくは しう 『ゃっ-
すおけゃ. ╇ ょけぉぇゃは: „〈ぇおぇ っ, おけゅぇすけ 
うきぇ いぇ おきっす つけゃっお, おけえすけ いくぇっ 
おぇおゃけ こさぇゃう“. 
╁しなとくけしす, きぇかおうはす 『ゃはすおけ 

けすょぇゃくぇ いくぇっ ]すぇえくけゃうすっ. [ぇし-
すぇす ゃ っょくぇ きぇたぇかぇ.  〈けえ – ぉっょくけ 
きけきつっ くぇ さぇぉけすくうちう-ぇさしっくぇか-
ちう, ぇ しなしっょしおうすっ ょっちぇ – ╂させえつけ 
う ╃けくつけ, しぇ  しうくけゃっ くぇ ぉさぇすぇ 

くぇ おけきこけいうすけさぇ - ╆ぇたぇさう ]すぇえ-
くけゃ. ‶けおぇくうすっ いぇ けぉはょ せ ぉけゅぇすけ-
すけ しっきっえしすゃけ しぇ こなさゃうすっ しさっとう 
くぇ ぉなょっとうは いぇき.-おきっす しなし しゃっす-
しおうすっ けぉくけしおう, おけうすけ こけしかっ きせ 
しっ くぇかぇゅぇ つっしすけ ょぇ こけおぇいゃぇ. 
„]ぇおけすけ きせ ゃうしってっ ゃ おぇぉうくっ-

すぇ ゃ ]なゃっすぇ. 』っ ょぇ くっ しう うょゃぇ, 
おけゅぇすけ きせ こけすさはぉゃぇ. ′はきぇてっ 
ゃさっきっ, ゃしっ かうこしゃぇてっ  せ ょけきぇ“, 
おぇいゃぇ しなこさせゅぇすぇ くぇ ゃっつくけ „すう-
つぇとうは“ こけ いぇょぇつう いぇき.-おきっす. 
]こけきっくうすっ けす すうは けそうちうぇかくう 
ゃっつっさう う こけしさっとぇくうは 『ゃっすおけゃ 
こぇいう ゃ かうつくうは しう ぇさたうゃ. ╋なおぇ 
きせ っ, つっ くっ っ せしこはか ょぇ ゅけ こけょさっ-
ょう. 〈なえ, つっ – ぇおけ くはおけえ こけうしおぇ 
ょぇ しっ さけゃう ゃ くっゅけ, ょぇ ぉなょっ こけ-
かっしくけ. ̈ す しくうきおうすっ しっ せしきうたゃぇす 
くっ しぇきけ ゃうょくうすっ いぇ ╀なかゅぇさうは 
すゃけさちう – たせょけあくうちう, おけきこけいう-
すけさう, こうしぇすっかう, ぇおすぬけさう... ╃なさ-
あぇゃくう かうちぇ けす ゃうしけお さぇくゅ いぇ-
けぉうつゃぇす ╉ぇいぇくかなお. 〈せお うょゃぇ 
ょけさう ╊のょきうかぇ ╅うゃおけゃぇ, おけはすけ 
うきぇ しかぇぉけしす おなき おせかすせさくけすけ うし-
すけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ. ┿ すぇおけゃぇ 
ゃ ╃けかうくぇすぇ うきぇ. ╂けかはきぇ つぇしす けす 
ぇさたうゃうすっ しう, おけうすけ しなぉうさぇ ちはか 
あうゃけす, くけゃうはす こけつっすっく ゅさぇあょぇ-

くうく こけょぇさはゃぇ くぇ ╀うぉかうけすっおぇ 
„╇しおさぇ“ – ゃはさゃぇ, つっ すぇき とっ ゅう 
こぇいはす ょけぉさっ. ]なぉさぇか っ ちっかうはす 
きせいうおぇかっく あうゃけす くぇ ゅさぇょぇ ゃ 
おくうゅぇ – „‶っゃつっしおぇすぇ しかぇゃぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお“, おけはすけ ういかっいっ こさっい 
2009-すぇ. 『ゃっすおけゃ ゃっつっ うきぇ 
ょっしっすおう しすさぇくうちう すっおしすけゃっ し 
うしすけさうつっしおう しゃっょっくうは ゃ きっしす-
くぇすぇ こさっしぇ, つううすけ さっょぇおちうう 
すけえ つっしすけ くぇけぉうおぇかはてっ, ょけ-
おぇすけ けとっ きけあってっ ょぇ ゅけ こさぇ-
ゃう. ]すぇさぇすっかくけ こけょゃなさいぇくぇすぇ 
しう ょうこかけきくぇ さぇぉけすぇ とっ ょぇょっ 
くぇ ╊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“. 〈ぇき え っ 
きはしすけすけ. 〈ぇき っ う くっゅけゃけすけ しうき-
ゃけかうつくけ くぇつぇかけ おぇすけ ぇくゅぇあう-
さぇく ゃ おせかすせさぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
つけゃっお. 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ ょなさあう 
くぇ すけゃぇ. ‶けゃっつっ, けすおけかおけすけ くぇ 
しこけおけえくうすっ しう しすぇさうくう. ╁ うく-
すっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, しかっょ ちはか 
あうゃけす ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす けす っょうく 
いぇき.-おきっす  けぉうおくけゃっくけ しっ けつ-
ぇおゃぇ ょぇ っ こけょさっょうか  こけ-ょけぉさっ 
しゃけっすけ こっくしうけくっさしおけ ぉうすうっ. ′け 
『ゃっすおけゃ くっ っ きうしかうか ょけしすぇすなつ-
くけ いぇ すけゃぇ. ¨ぉとっしすゃっくうすっ ょっかぇ 
しぇ きせ ぉうかう こけ-ゃぇあくう. ╉ぇおすけ う  

ょけぉさけすけ うきっ. ╁ うきっすけ くぇ うきっ-
すけ しう すけえ くっ ょけこせしおぇ ょなかゅけ 
ょぇ つせゃぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう: “〈けは ょけ 
おけゅぇ とっ しすけう ゃ おせかすせさぇすぇ...?“. 
′ぇこせしおぇ ¨ぉとうくぇすぇ しぇき. „╀はた 
こなさゃうはす う こけしかっょっく, おけえすけ こけ-
ょぇょっ けしすぇゃおぇ...“. ]かっょ けしすぇゃ-
おぇすぇ う しぇきけ すさう ゅけょうくう こさっょう 
こっくしうは けす ╀ぇえ 『ゃはすおけ きっしすくうすっ 
おせかすせさすさっゅっさう くはきぇす くせあょぇ. 
„╋けあったぇ ょぇ きっ ういこけかいゃぇす こけ-
ゃっつっ...“, しこけょっかは し けゅけさつっくうっ 
くはおけゅぇ きうしかっくうはす おぇすけ „ゃっつっく“  
いぇきっしすくうお-おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
„╂かっょぇた こけしかっ けゃちっ う おけいう “, 
けすおさけゃっく っ すけえ. ╆ぇっょくけ しなし しな-
こさせゅぇすぇ けちっかはゃぇす  くぇ しっかけ. 』っ 
う こけきぇゅぇす くぇ とっさおぇすぇ う ゃくせおぇ, 
しすせょっくす ゃ ╄ょうくぉせさゅ. ′け くぇこけ-
しかっょなお, 82-すっ ゅけょうくう こけつゃぇす 
ょぇ こさっょぇゃぇす ぉけょさうは きせ ょせた. 
〈けえ こさういくぇゃぇ, つっ しかっょ すけかおけゃぇ 
さぇぉけすぇ いぇ たけさぇすぇ くっ っ けつぇおゃぇか 
すぇおぇゃぇ いぇぉさぇゃぇ. ¨ぉうょくけ きせ っ, 
つっ しぇ ょけてかう ゅけょうくう, おけゅぇすけ くぇ 
つけゃっおぇ しっ ょぇゃぇす けちっくおう こけ すけゃぇ 
けす おけは こぇさすうは っ. 〈けえ くっ おさうっ 
ぉかういけしすすぇ しう し ╀]‶, くけ くっょけせ-
きはゃぇ おぇお たけさぇすぇ くっ しぇ さぇいぉさぇ-
かう, つっ: “╁しうつおけ いぇゃうしう くっ けす 

すけゃぇ くぇ おけは こぇさすうは しう つかっく, ぇ 
けす すけゃぇ - とけ いぇ つけゃっお しう“. 
‶さういくぇくうっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお し 

こさうしなあょぇくっすけ きせ くぇ いゃぇくうっ-
すけ „‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく“ すさけゅ-
ゃぇ ょなかぉけおけ 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ. ╇ 
すけゃぇ しっ ゃうょは くぇ ちっさっきけくうはすぇ 
こけ ゃさなつゃぇくっすけ くぇ いくぇおぇ ゃ すなさ-
あっしすゃっくぇすぇ けぉしすぇくけゃおぇ くぇ 5-すう 
のくう ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╇くそけ-ちっくすなさぇ 
くぇ „╇しおさぇ“ 4. ′っゅけゃうすっ ょせきう 
さぇいこかぇおぇたぇ きくけいうくぇ. ╉ぇすけ つけ-
ゃっお, ぉうか すけかおけゃぇ ゃさっきっ ゃ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくしすさぇちうは, 25 
けす おけうすけ おぇすけ いぇきっしすくうお-おきっす 
こけ おせかすせさぇすぇ, くけゃうはす ‶けつっすっく 
ゅさぇあょぇくうく くっ おさうっ, つっ ぉかぇ-
ゅけょぇさう くぇ しっゅぇてくうは ゅさぇょけくぇ-
つぇかくうお いぇ ょけぉさけすけ けすくけてっくうっ, 
おけっすけ うきぇ おなき くっゅけ. ╁うくぇゅう っ 
ょなさあぇか くぇ ょけぉさけすけ けすくけてっくうっ. 
╇ ゅけ っ ちっくはか. ¨とっ けす けくは ょっく, 
おけゅぇすけ 』せょけきうさ きせ しっ ょけゃっさはゃぇ 
う きせ ょぇゃぇ しなゅかぇしうっすけ しう  ょぇ うい-
しかっょゃぇ くっゅけゃけすけ こうしきっくけ すゃけさ-
つっしすゃけ. ╃けぉさけ くぇつぇかけ いぇ っょくけ 
きけきつっ, いぇきっつすぇかけ けとっ ゃ こなさゃう-
すっ しう ゅけょうくう くぇ きぇかつせゅぇく ゃ ょっす-
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ょぇ 
くぇこさぇゃう あうゃけすぇ しう うくすっさっしっく.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ       

》そねかてせけみて えちあきおあせけせ をうみてさそ をうかてさそう: ...〉╊ 〈《╋╊ ╆╊′ „╅『』╊〉╅]“

》かせさあ け ¨うあせ さあてそ すしあおそきかせぬけ

》かせさあ せあ ちあいそてせそてそ すみつてそ

』ぇ′╉╅╇╅【 を╊〉【ぇ『 〉╅ ╆╅〉 
『っかすぇ くぇ さっゅうけくぇかくうは ちっくすなさ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ ょぇ うくそけさきうさぇ すった-

くうつっしおぇすぇ けぉとくけしす ゃ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ いぇ くぇせつくう こけしすうあっくうは, 
くぇせつくう ういしかっょゃぇくうは う さっいせかすぇすう, うきぇとう けすくけてっくうっ おなき さぇい-
ゃうすうっすけ くぇ しなけすゃっすくうすっ さっゅうけくう, おぇすけ こけ すけいう くぇつうく しっ こさっ-
ゃなさくっ ゃ しゃけっけぉさぇいっく ぉういくっし うくおせぉぇすけさ う すったくけかけゅうつっく こぇさお いぇ 
すさぇくしそっさ くぇ すったくけかけゅうう. ′っいぇゃうしうきけ けす そぇおすぇ, つっ ╉ぇいぇくかなお くっ 
っ けぉかぇしすっく ゅさぇょ, ゃ くっゅけ うきぇ 3 くぇせつくう うくしすうすせすぇ う しっさうけいくぇ うく-
ょせしすさうは, おけうすけ ういうしおゃぇす けとっ しっさうけいっく くぇせつっく う すったくけかけゅうつっく 
おぇこぇちうすっす. 
╃させゅぇすぇ ちっか くぇ さっゅうけくぇかくうは ちっくすなさ おなき ╀┿′ っ ょぇ くぇこさぇゃう                                         

こけ-っそっおすうゃくけ しなすさせょくうつっしすゃけすけ きっあょせ くぇせおぇすぇ, うくょせしすさうはすぇ う 
ょせたけゃくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ さぇえけくぇ. 
╁ きけきっくすぇ ╉ぇいぇくかなお っ ゃ こさけちっょせさぇ くぇ しないょぇゃぇくっ くぇ そうかうぇか くぇ 

╁〉╆ ゃ ゅさぇょぇ, おけえすけ とっ いぇさぇぉけすう けす 2017 ゅけょうくぇ.
[っゅうけくぇかくう ぇおぇょっきうつくう ちっくすさけゃっ くぇ ╀┿′ ゃっつっ うきぇ しないょぇょっくう 

ゃ ]けそうは, ‶かけゃょうゃ, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, [せしっ, ╀せさゅぇし, ]かうゃっく, ‶かっゃっく, 
〈なさくけゃけ う ょさ. ╋っきけさぇくょせきう いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ し ╀┿′ しぇ こけょこう-

しぇかう う けぉとうくうすっ ゃ ╂のさゅっゃけ, ╃さぇきぇ, ]っさっし, おぇおすけ う 〉くうゃっさしうすっ-
すなす ゃ ′╇【 う 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ¨ょさうく.
¨とっ こけ すっきぇすぇ - ゃ うくすっさゃのすけ し ぇおぇょ. ]すっそぇく ╁けょっくうつぇさけゃ.

っ おぇすっゅけさうつっく, つっ „っょうく つけゃっお, おけえすけ 
くっ っ くぇこさぇゃうか くうとけ いぇ しっぉっ しう, いぇ しっ-
きっえしすゃけすけ しう う いぇ けすっつっしすゃけすけ しう こさっい 
あうゃけすぇ, けしすぇゃぇ くっいぇぉっかっあうき おぇすけ かうつ-
くけしす”.
╉くうゅぇすぇ, おけはすけ ╋ぇかつけ  こけょぇさはゃぇ けし-

くけゃくけ しぇきけ くぇ こさうはすっかう, しなさぇすくうちう う 
ぉかういおう, しなょなさあぇ うくすっさっしくう しこけきっくう いぇ 
くっゅけゃぇすぇ きかぇょけしす, しくうきおう けす ぉせさくうすっ 
しこけさすくう ゅけょうくう くぇ „┿さしっくぇか”, ぉっかはいぇくう 
けす しっさうけいくう しこけさすくう せしこったう, う けす くっゅけ-
ゃぇすぇ さぇぉけすぇ おぇすけ しこけさすっく ょっはすっか, けすおさけ-
ゃっくうは, しゃけっけぉさぇいっく おぇすぇかけゅ くぇ くっゅけゃうすっ 
けすかうつうは, こけかせつっくう こさっい ゅけょうくうすっ. ╋っ-
きけぇさくぇすぇ おくうゅぇ うきぇ う うくすっさっしっく さぇい-
ょっか „╊うつくけ すゃけさつっしすゃけ”, いぇ おけっすけ ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ すゃなさょう, つっ っ かうつくけ う ぇきぇすぬけさ-
しおけ, くけ こなお しないょぇょっくけ けす ょせてぇ う しなさちっ.
‶せぉかうおせゃぇきっ っょくけ けす  たぇさぇおすっさくうすっ, 

くぇこうしぇくう し すうこうつくけ くっゅけゃうは てっゅけゃうすけ-
いぇおぇつかうゃ, くけ ぉっいこけとぇょくけ しぇさおぇしすうつっく, 
しすうか しすうたけすゃけさっくうっ,  こけしゃっすっくけ くぇ こけ-
さはょおうすっ くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╃け くぇつぇかけすけ くぇ くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお とっ けすゃけさう ゃさぇすう  ′ぇちうけくぇ-

かっく  ちっくすなさ こけ こさうさけょけきぇすっきぇすうつっしおう くぇ-
せおう. 〈けえ とっ しっ  ういゅさぇあょぇ ゃ ょゃけさぇ くぇ ‶さう-
さけょけ-きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは „′うおけかぇ 
¨ぉさっておけゃ“. 
╆ぇ ういゅさぇあょぇくっすけ きせ, けつぇおゃぇくけ ょっしっすうかっ-

すうは, ゃ こなさゃうすっ  ょくう けす きぇくょぇすぇ しう, こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ けすこせしくぇ  489 242 かっゃぇ.  ′ぇ こかけと 
けす 636 おゃ. き. とっ ぉなょぇす しないょぇょっくう う けぉけ-
させょゃぇくう し くぇえ-きけょっさくぇ すったくうおぇ おぇぉうくっすう 
こけ そういうおぇ, ぉうけかけゅうは,  たうきうは う  きぇすっきぇすう-
おぇ. ╆ぇ こなさゃぇすぇ おけこおぇ くぇ くけゃぇすぇ こさうしすさけえおぇ 
おなき せつうかうとくぇすぇ しゅさぇょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょけえょっ 
ゃうちっこさっきうっさなす う きうくうしすなさ くぇ ゃなすさってくうすっ 

さぇぉけすう [せきはくぇ ╀なつゃぇさけゃぇ.
„╆かぇすくうはす” ぉなかゅぇさしおう そういうお う ╋なあ くぇ ゅけょうくぇすぇ 〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ, おけえすけ っ こさっ-

こけょぇゃぇすっか  こけ そういうおぇ ゃ すけゃぇ せつうかうとっ, くっ しおさう  さぇょけしすすぇ しう  けす そぇおすぇ, つっ ょなさあぇゃぇすぇ 
っ „くぇぉさぇかぇ しきっかけしす ょぇ くぇこさぇゃう くっとぇ, おけうすけ せつうかうとっすけ し くぇえ-ょけぉさう さっいせかすぇすう こけ 
そういうおぇ ゃ しすさぇくぇすぇ っ つぇおぇかけ ぉかういけ 2/3 けす ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ すけえ っ こさっこけょぇゃぇか.  
„╄ょくけ けすゅけゃけさくけ こさぇゃうすっかしすゃけ すさはぉゃぇ ょぇ ゃいっきっ きっさおう ょぇ ういこけかいゃぇ くぇえ-ゅけかっきうは しう 

おぇこうすぇか – すぇかぇくすかうゃうすっ ょっちぇ. 〉きくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ っ すけゃぇ, おけっすけ けしうゅせさはゃぇ せしかけゃうは  
すっ ょぇ しすうゅくぇす  すぇゃぇくぇ くぇ ゃないきけあくけしすうすっ しう.  ′ぇょはゃぇき しっ すけゃぇ ょぇ っ しぇきけ くぇつぇかけすけ“, 
いぇはゃう けとっ „いかぇすくうはす” ぉなかゅぇさしおう そういうお.

〉《╇ ╋¨╇《【 ′╅ ╆《【╊╇ ╇ 
╆】[】『╊ぅ

-つかっくくぇ ょっかっゅぇちうは くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, くぇつっかけ し こけつっすくうは ゅさぇあょぇくうく ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ,  せつぇしすゃぇ ゃ けそうちうぇかくうすっ つっしすゃぇくうは くぇ ╃っくは くぇ ╀けすっゃ こさっょ くっゅけゃうは こぇきっすくうお ゃ ╀せ
おせさっと. ] ょぇさっくう しさっょしすゃぇ けす つかっくけゃっすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ こぇきっすくうおなす くぇ さっゃけかの

ちうけくっさぇ 》さうしすけ ╀けすっゃ, 
くぇきうさぇと しっ  ゃ ちっくすさぇか
くうは こぇさお くぇ させきなくしおぇすぇ 
しすけかうちぇ ╀せおせさっと „》っ
さなしすさなせ“, ぉっ ゃないしすぇくけ
ゃっく ういちはかけ. ] こけきけとすぇ 
くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく
かなお“ しぇ ゃないしすぇくけゃっくう 
う ういすさうすうすっ けす ゃさっきっすけ 
くぇょこうしう くぇ ょさせゅぇ ぉなか
ゅぇさしおぇ しゃっすうくは - こぇきっす
くうおなす くぇ ╁ぇしうか ╊っゃしおう, 
くぇきうさぇと しっ ゃ しなしっょしすゃけ 
し すけいう くぇ 》さうしすけ ╀けすっゃ.
„╆ぇ くぇし っ ゅけさょけしす ょぇ 

こけきけゅくっき ょぇ しっ けこぇ
いう こぇきっすすぇ くぇ ╀けすっゃ う 
╊っゃしおう くぇ つせあょぇ いっきは. 
╀なかゅぇさとうくぇすぇ くっ っ しぇきけ 
すせお“, いぇはゃう こけ すけいう こけ
ゃけょ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
さなおけゃけょうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“.
 ′ぇ ╀けすっゃけすけ つっしすゃぇくっ 

こさうしなしすゃぇ う ╀さけくうしかぇゃ 
╃っくっゃ - すなさゅけゃしおけ-うおけ
くけきうつっしおう しなゃっすくうお ゃ 
こけしけかしすゃけすけ くぇ ╀なかゅぇ
さうは ゃ [せきなくうは. 
〈けゃぇ くっ っ こなさゃけすけ さけ

ょけかのぉうゃ ょっかけ くぇ ╄おし
こっさすうすっ. ‶けしかっょくけすけ うき 
とっょさけ しこけきけとっしすゃけゃぇ

すっかしすゃけ っ 5-ちうそさっくぇ しせきぇ いぇ さっきけくす  くぇ っょうく けす おぇいぇくかなておうすっ こさぇゃけしかぇゃくう たさぇきけゃっ „]ゃっすう 
こさけさけお ╇かうは” ゃ おゃ. „╉せかぇすぇ”.
 [ぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” しなとけ きけゅぇす ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ  ょけぉさけすけ ょっかけ, ょぇさはゃぇえおう しゃけうすっ かっこすう  

ゃ しこっちうぇかくぇ おぇしうつおぇ ゃ たさぇきぇ.  〈ぇおうゃぇ とっ ぉなょぇす こけしすぇゃっくう くぇ ちっくすさぇかくうは ぇさしっくぇかしおう こけさすぇか. 
                                                                       „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
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] ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっすくぇすぇ 

おくうゅぇ ぉはたぇ せょけしすけっくう [っくう 
』っさゃっくおけゃぇ - ょうさっおすけさ くぇ 
‶╂╊‶〈 ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょなかゅけゅけ
ょうてくぇすぇ こさっょしっょぇすっかおぇ くぇ 
〈さぇおうえしおけすけ ょさせあっしすゃけ „╉ぇ

こうすぇく ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ“ ╉けし
すぇょうくおぇ ╃うきうすさけゃぇ う きせいう
おぇかくうすっ こっょぇゅけあおう ]すっそおぇ 
╃っくっゃぇ う ╄かっくぇ ぃかうはくけゃぇ.
‶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 ぉっ こけょこうしぇく けそうちうぇか
くけ う ╋っきけさぇくょせき いぇ しなすさせょ
くうつっしすゃけ きっあょせ ╀┿′ う ̈ ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ こさっょゃうあょぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ ういゅさぇょう  
16-はす さっゅうけくぇかっく ちっくすなさ くぇ 
╀┿′. ‶けょこうしう こけょ ╋っきけさぇく
ょせきぇ こけかけあうたぇ  こさっょしっょぇ
すっかはす くぇ ╀┿′ ぇおぇょ. ]すっそぇく 
╁けょっくうつぇさけゃ う 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.
‶けしすうゅくぇたきっ くっ きぇかおけ, うきぇ 

けとっ おぇおゃけ ょぇ さぇぉけすうき ゃ ¨ぉ
とうくぇすぇ, いぇ ょぇ ゅかっょぇきっ ゃ っょくぇ 
こけしけおぇ. ╀かぇゅけこけかせつうっすけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお っ くぇてぇ きうしうは う おぇ

せいぇ, いぇはゃう ゃ こさぇいくうつくけすけ しう 
しかけゃけ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお.
╂さぇょなす くう ゃしっ こけゃっつっ しっ 

せすゃなさあょぇゃぇ ゃ きっあょせくぇさけ
ょっく きぇとぇぉ, こさけういゃっあょぇきっ 
くけゃうくう けす しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, 
おぇいぇ ょっく こけ-おなしくけ こけ ゃさっきっ 
くぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ こなさゃうは 
ういゃなくけぉかぇしすっく ‶[╄] けそうし 
くぇ ╀〈┿ ゃ ╉ぇいぇくかなお おきっすなす 
╂ぇかうくぇ  ]すけはくけゃぇ. ╉かせぉなす 
ぉっ けすおさうす けす こさっいうょっくすぇ, ゅっ
くっさぇかくうは ょうさっおすけさ くぇ ╀〈┿ 
╋ぇおしうき ╋うくつっゃ, きうくうしすなさぇ 
くぇ いっきっょっかうっすけ ╃っしうしかぇゃぇ 
〈ぇくっゃぇ う けす おきっすぇ 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. 
╉けゅぇすけ うょゃぇ こさっいうょっくすなす, けぉっ
とぇくうはすぇ, ょぇょっくう すせお, しっ しぉなょ
ゃぇす, おぇいぇ ]すけはくけゃぇ う いぇはゃう, 
つっ っ しこけおけえくぇ いぇ こさけっおすぇ いぇ 
っおしこけくうさぇくっ くぇ ょさっゃくうは ]っゃ

すけこけかうし けす ゃけょうすっ くぇ はいけゃうさ 
╉けこさうくおぇ. ╇ くっゅけ とっ くぇこさぇ
ゃうき, ょけこなかくう すは. 
‶さっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ  けす  

こせぉかうおぇちうは ゃ しっょきうつくうおぇ „168 
つぇしぇ” しすぇくぇ はしくけ, つっ こさけっおす 
くぇ ぇさたうすっおすぇ ′うおけかぇえ ╈けすけゃ 
きけあっ ょぇ ういゃぇょう いぇ きうかうけくう 
すせさうしすう こけすけこっくうは くぇ ょなくけすけ 
くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ ょさっゃっく 
すさぇおうえしおう ゅさぇょ ]っゃすけこけかうし. 
]なけさなあっくうっすけ とはかけ  ょぇ ぉなょっ 
ういおかのつうすっかくけ すけつっく きぇおっす くぇ 
ゅさぇょぇ ゃ きぇとぇぉ 1 おなき 10.

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

】』》╊ぃ╊〉 ‒¨〉╅] 
′╅ ╅『』╊〉╅]を¨

】つたかのせそ たちけさしまねけにあ たひちうけてか さとちつそうか くあ つしかお
おけたしそすせあ さうあしけなけさあぬけみ う „╅『』╊〉╅]” ╅╉

╁ ういこなかくっくうっ くぇ そうさきっくぇすぇ こけかうすうおぇ いぇ うくすっくいうゃくけ おゃぇ
かうそうちうさぇくっ くぇ おぇょさうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ こさっい ういきうくぇかぇすぇ 

ゅけょうくぇ ぉはたぇ  けさゅぇくういうさぇくう ょゃぇ おせさしぇ いぇ しかっょょうこかけきくぇ おゃぇかう

そうおぇちうは ゃ ょゃっ けしくけゃくう くぇこさぇゃかっくうは. ‶なさゃけすけ くぇこさぇゃかっくうっ 
- „‶さけういゃけょしすゃけ くぇ しすさっかおけゃけ けさなあうっ う ぉけっこさうこぇしう”, ぉっ けさゅぇ
くういうさぇくけ けす ‶かけゃょうゃしおうは そうかうぇか くぇ 〈ったくうつっしおう 〉くうゃっさしうすっす 
- ]けそうは, おけえすけ うきぇ すさぇょうちうう
ゃ すけゃぇ けす 1986 ゅけょうくぇ.
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] ゃすけさけ きはしすけ こさう のくけてう - きかぇょてぇ ゃないさぇしす, くぇぉけさ 1998-1999, 
こさうおかのつう ゃすけさうはす こけかせしっいけく けす しっいけく 2014/2015 くぇ ¨ぉかぇしす-

くけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか いぇ ょっちぇ ゃ ]すぇさぇ  ╆ぇゅけさぇ.
¨すぉけさなす くぇ „┿さしっくぇか 2000” しっ くぇさっあょぇ くぇ II-さけ きはしすけ し ぇおすうゃ けす 

21 すけつおう しかっょ けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ”.
‶さう ょっちぇ, くぇぉけさ 2000-2001, ぇさしっくぇかしおうはす けすぉけさ いぇっきぇ IV-すけ 

きはしすけ し ぇおすうゃ けす 33 すけつおう. „‶けょゅけすゃっすぇすぇ” けす くぇぉけさ 2001-2002 しぇ 
くぇ  III-すけ きはしすけ, し ぇおすうゃ けす 26 す.
╃ゃっ きかぇょう そせすぉけかくう くぇょっあょう, ゃないこうすぇくうちう くぇ ╃ぃ【《╉ くぇ „┿さ-

しっくぇか 2000” - ┿かっおしぇくょなさ ╀ぇっゃ う 『ゃっすけきうさ 『ぇくっゃ,  しぇ こさうゃかっつっくう 
けす くけゃうは しっいけく おなき けすぉけさぇ くぇ 《╉ „╀っさけっ“. 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく 

┿おちうは いぇ ょけぉさけゃけかくけ う ぉっいゃない-
きっいょくけ おさなゃけょぇさはゃぇくっ とっ しっ 

こさけゃっょっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか”. 〈は しっ けさゅぇくういうさぇ けす [ぇえけくくうは 
ちっくすなさ いぇ すさぇくしそせいうけくくぇ たっきぇすけ-
かけゅうは ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う とっ しっ ょけきぇ-
おうくしすゃぇ けす ╋っょうちうくしおうは ちっくすなさ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 
╁しっおう, おけえすけ あっかぇっ ょぇ ょぇさう おさなゃ, 

きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ ゃ ょくうすっ 24, 25 う 26 のくう – けす 8 ょけ 12 つぇしぇ 
ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ  ╋『 „┿さしっくぇか”. 
]なゅかぇしくけ さぇいこけさっょぉうすっ くぇ つか. 157, ぇか. 1 けす ╉〈, ゃしっおう おさなゃけ-

ょぇさうすっか とっ こけかせつう こけょおさっこうすっかくぇ いぇおせしおぇ くぇ しすけえくけしす 8 かっゃぇ 
う けすこせしお . 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ ぇおちうはすぇ - くぇ きはしすけ, くぇ さっゅうしすさぇすせさぇすぇ 

くぇ ╋『 „┿さしっくぇか”.

╀かういけ 22 きかく. かゃ. うくゃっしすうちうう とっ ぉな-
ょぇす ゃかけあっくう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 

しなけぉとう きうくうしすなさなす くぇ さっゅうけくぇかくけすけ 
さぇいゃうすうっ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ ╊うかはくぇ 
‶ぇゃかけゃぇ, おけはすけ ぉっ ゅけしす くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ 
さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈ぇいう ゅけょうくぇ すけゃぇ ぉっ 
112-すけすけ きせ ういょぇくうっ.
′ぇ けぉとうくぇすぇ とっ ぉなょぇす こさっょけしすぇゃっくう 

20 きかく. かゃ. くけゃう うくゃっしすうちうう いぇ ゅさぇょ-
しおぇ しさっょぇ, ゅさぇょしおう すさぇくしこけさす, けぉさぇいけ-
ゃぇすっかくぇ う しけちうぇかくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ とっ しぇ けす くけゃぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
╋[[╀ „[っゅうけくう ゃ さぇしすっあ“, おなょっすけ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ っ う おけくおさっすっく ぉっくっそう-
ちうっくす. „╆ぇ ょぇ きけあっ おぇいぇくかなつぇくう, ょっちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ あうゃっはす ゃ っょくぇ こけ-ょけぉさぇ 
しさっょぇ, ょぇ けしすぇくぇす ぉなかゅぇさう う ょぇ こさけきけすうさぇきっ すけゃぇ こさっおさぇしくけ きはしすけ“, おぇいぇ けとっ 
きうくうしすなさ ‶ぇゃかけゃぇ.
‶け こさけゅさぇきぇすぇ いぇ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ ╉ぇいぇくかなお とっ こけかせつう ょさせゅう こけつすう 1 きかく. 

かゃ. ょけこなかくうすっかくけ そうくぇくしうさぇくっ, し おけっすけ とっ ぉなょっ ょけゃなさてっく こさけっおすなす いぇ ぉかぇゅけせし-
すさけはゃぇくっ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ しさっょぇ くぇ ゅさぇょぇ. ] くけゃうすっ 1 きかく. かゃ. とっ ぉなょぇす ょけゃなさてっくう 
ょさせゅう こぇさおけゃう つぇしすう う きっあょせぉかけおけゃう こさけしすさぇくしすゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]こけさっょ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ,  „こさぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ っ っょくぇ せくうおぇかくぇ ゃないきけあくけしす ょぇ 

ぉなょっ こけおぇいぇく ちっくすなさなす くぇ ╀なかゅぇさうは, [けいけゃぇすぇ しすけかうちぇ くぇ ╀なかゅぇさうは - ╉ぇいぇくかなお 
う ╃けかうくぇすぇ“. „〈さぇょうちううすっ う すけゃぇ, つっ ╀なかゅぇさうは っ こけいくぇすぇ し さけいぇすぇ, くう おぇさぇ おぇすけ 
ゅさぇあょぇくう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ せこさぇゃかっくうっすけ ょぇ しっ しすぇさぇっき ょぇ こさぇゃうき すけゃぇ きはしすけ 
ういゃっしすくけ う ょけしすなこくけ いぇ しゃっすぇ“. 
╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ゅけしす くぇ こさぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ ぉっ う ょなさあぇゃくうはす ゅかぇゃぇ [けしっく 

‶かっゃくっかうっゃ. ╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう おなき あうすっかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ 
すけえ いぇはゃう, つっ „さけいぇすぇ っ くぇえ-さぇいこけいくぇゃぇっきうはす ぉなかゅぇさしおう しうきゃけか う しきっ ょかなあくう ょぇ 
いぇとうすうき すけゃぇ しゃっすけゃくけ こけしすうあっくうっ くぇ ╀なかゅぇさうは”. ‶さっいうょっくすなす ‶かっゃくっかうっゃ ういさぇいう 
くぇょっあょぇ, つっ さけいけこさけういゃけょしすゃけすけ とっ くぇきうさぇ ゃしっ こけ-ゅけかはきぇ こけょおさっこぇ けす しすさぇくぇ くぇ 
ういこなかくうすっかくぇすぇ ゃかぇしす う けこさっょっかう こけょおさっこぇすぇ いぇ ぉさぇくてぇ おぇすけ „さっゅうけくぇかくぇ こけかう-
すうおぇ  ゃ ょっえしすゃうっ“. ╃なさあぇゃくうはす ゅかぇゃぇ こさうゃっすしすゃぇ う せしうかうはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす 
‶さぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ ょぇ ぉなょっ ゃおかのつっく ゃ しこうしなおぇ くぇ しゃっすけゃくけすけ くっきぇすっさうぇかくけ おせか-
すせさくけ くぇしかっょしすゃけ くぇ ぃ′╄]╉¨.

′ぇょ 20 たうかはょう すせさうしすう けす ちはか しゃはす こけしっすうたぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ おせか-
きうくぇちうけくくうは こさぇいくうつっく ょっく - 7-きう のくう, いぇ ょぇ くぇぉかのょぇゃぇす 

おぇさくぇゃぇかくけすけ てっしすゃうっ, ゃけょっくけ けす 『ぇさうちぇ [けいぇ. ]さっょ すせさうしすうすっ 
くぇえ- きくけゅけぉさけえくう ぉはたぇ ゅさせこうすっ けす  ぅこけくうは, ╉うすぇえ, ╇すぇかうは, ╇し-
こぇくうは, くけ うきぇてっ う すせさうしすう けす  《さぇくちうは, ╂っさきぇくうは, ╇くょけくっいうは, 
┿きっさうおぇ, [せしうは, [せきなくうは, 〈せさちうは, ╂なさちうは. ′ぇえ-きぇかおうはす いぇこうしぇか 
しっ つせあょ すせさうしす ゃ ゅさぇょぇ ぉっ 3-きっしっつくうはす ╄いなさ けす とぇすぇ ぃすぇ, ]┿】,  
ょけてなか いぇっょくけ しなし しゃけうすっ さけょうすっかう, ぉぇすおけ う おぇおぇ.

820 しぇ ょっちぇすぇ, おけうすけ 
くはきぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ せつぇしすゃぇす 
ゃ おかぇしうさぇくっすけ しかっょ 7-きう 
おかぇし, すなえ おぇすけ けちっくおうすっ うき 
しぇ すゃなさょう くうしおう, しなけぉとう 
╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ, くぇつぇか-
くうお くぇ [╇¨ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ. ¨ぉとけ きっしすぇすぇ, いぇ おけうすけ 
しっ ぉけさはす しっょきけおかぇしくうちうすっ, 
しぇ 1742 - 33 こさけそうかうさぇくう 
こぇさぇかっかおう う 34 こさけそっしうけ-
くぇかくう. 
╋ぇかおけ こけ-けこすうきうしすうつくう 

しぇ さっいせかすぇすうすっ けす きぇすせさうすっ こさう いさっかけしすくうちうすっ けす ]すぇさけいぇゅけさしおぇ 
けぉかぇしす. 128 けす すはた しぇ ういおぇさぇかう けちっくおう くぇょ 5,50 う こけ ょゃぇすぇ うい-
こうすぇ. 48 せつっくうちう しぇ こなかくう ょゃけえおぇょあうう, し こけ ょゃっ しかぇぉう けちっくおう. 
′ぇえ-きくけゅけ しかぇぉう けちっくおう – 155, うきぇ こけ ゅっけゅさぇそうは う うおけくけきうおぇ, ぇ 
くぇえ-きくけゅけ けすかうつくう – 229 - こけ ぇくゅかうえしおう っいうお.
4,19 っ しさっょくうはす せしこった こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ. 136 しぇ 

しかぇぉうすっ けちっくおう, ぇ 224 けすかうつくうすっ, けす おけうすけ うきぇ ょゃっ こなかくう てっし-
すうちう.
′ぇ ゃすけさうは ょなさあぇゃっく いさっかけしすっく ういこうす しぇ しっ はゃうかう 2391 せつっくうちう 

こけ 13 こさっょきっすぇ. ]かぇぉうすっ けちっくおう しぇ 221, ぇ けすかうつくうすっ - 445, けす 
おけうすけ 65 こなかくう てっしすうちう.
╇きぇ せつっくうお, おけえすけ っ し ょゃっ こなかくう てっしすうちう, うくそけさきうさぇす けす [╇¨ 

]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇくぇ はしくけ, つっ ╁┿] っ けすきっくうか いぇこけゃっょすぇ いぇ 

せゃけかくっくうっ くぇ ぉうゃてうは くぇつぇかくうお くぇ ¨ぉさぇいけゃぇすっかくうは うくしこっおすけさぇす 
〈ぇすはくぇ ╃うきうすさけゃぇ う すは とっ ぉなょっ ゃないしすぇくけゃっくぇ くぇ こけしすぇ. ╃うきうすさけ-
ゃぇ ぉっ けしゃけぉけょっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 

【うこおけゃぇ おなとぇ - ╇いかけあぉぇ くぇ ╁うたさけくう ‶けこくっょっかっゃ - „[けいう“

13 - 20 - 27 のくう 18:30 つ., ‶ぇさお „[けいぇさうせき“ - „╊っすくう いゃせちう“ 
おけくちっさす ¨ぉとうくしおう おぇきっさっく けさおっしすなさ.╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ „╆かぇすっく おうかうおし“  ゃ 5-すけすけ ういょぇくうっ 

くぇ ′ぇちうけくぇかくうは ゃうくっく そっしす いぇ ゃうくけ [けいっ, けさゅぇくう-
いうさぇく けす そうさきぇ „┿ぉしけかのす” ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ┿くくぇ う ╋うさけ-
しかぇゃ ╃せくょぇおけゃう, しこっつっかう ゃうくけすけ Salty Hills Rose くぇ ういぉぇ 
„』っさくけきけさしおけ いかぇすけ“ けす ‶けきけさうっ. ┿ゃすけさうすっすくけすけ あせさう 
し こさっょしっょぇすっか ょけち. ]こぇしけゃ けす おぇすっょさぇ „〈ったくけかけゅうは くぇ 
ゃうくけすけ” ゃ 〉》〈-‶かけゃょうゃ, しかっょ ょっゅせしすぇちうは くぇ ゃしうつおう しなし-
すっいぇゃぇとう しっ さけいっすぇ, こさうしなょう くぇょ 20 ぉさけくいけゃう, しさっぉなさくう 
う いかぇすくう きっょぇかぇ. ╀はたぇ ゃさなつっくう う くぇゅさぇょう いぇ ちはかけしすっく 
ょういぇえく くぇ こさけょせおすぇ, おぇおすけ う ]こっちうぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
うきっすけ くぇ ╃うきうすなさ ╃うくっゃ – ぉぇとぇすぇ くぇ くっせきけさくぇすぇ ┿くくぇ 
╃うくっゃぇ-╃せくょぇおけゃぇ. ╄きけちうけくぇかくぇ う きくけゅけ こさっしすうあくぇ 
くぇゅさぇょぇ ぉっ ゃさなつっくぇ くぇ ゃうくぇさしおぇ ういぉぇ „╋ぇさぇはく” けす しうくぇ 
くぇ こけおけえくうは ぉうゃて ぇさしっくぇかっち - ういゃっしすくうはす こさけそ. ‶っす-
おけ ╃うくっゃ, ぉうゃて ゃないこうすぇくうお くぇ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”, 
おけえすけ けす ょなかゅう ゅけょうくう あうゃっっ う さぇぉけすう ゃ ]┿】. 

‶なさゃうはす ゃ しすさぇくぇすぇ きせいっえ くぇ そけすけゅさぇそうはすぇ う しなゃさっきっくくうすっ ゃういせぇかくう ういおせしすゃぇ 
けすゃけさう ゃさぇすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ] けすおさうゃぇくっすけ きせ しっ しぉなょゃぇ きっつすぇすぇ くぇ 3 こけおけかっくうは 

そけすけゅさぇそう, しないょぇゃぇかう すさぇょうちうう ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ そけすけゅさぇそしおけ ういおせしすゃけ.  ╋せいっはす しっ 
こけきっとぇゃぇ ゃ しっゃっさくぇすぇ つぇしす くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ ╇╋ „╇しおさぇ” う 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは, 
くぇ きはしすけすけ くぇ くはおけゅぇてくけすけ おぇそっくっ.
]さっょ っおしこけくぇすうすっ ゃ きせいっは しぇ しすなおかっくう こかぇおう けす 19-すう う くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお, 

しすぇさう そけすけぇこぇさぇすう, しさっょ おけうすけ おけさこせしくうはす しすぇちうけくぇさっく そけすけぇこぇさぇす くぇ ‶っすなさ 》かっ-
ぉぇさけゃ, しくうきおう けす ぇさたうゃぇ くぇ ‶っすなさ ┿さくぇせょけゃ, おぇおすけ う そけすけしう くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ すぇい-
ゅけょうてくうは 13-すう ′ぇちうけくぇかっく そけすけこかっくっさ „╁ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ“. 《けすけこかっくっさなす 
っ し きっあょせくぇさけょくけ せつぇしすうっ. ╀けゅぇすぇすぇ う ょなかゅぇ うしすけさうは くぇ そけすけゅさぇそしおけすけ ょっかけ ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ いぇこけつゃぇ けそうちうぇかくけ しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃけすけ そけすけゅさぇそしおけ しょさせ-
あっくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1869 ゅけょうくぇ し うきっすけ „》さうしっく [ぇてけゃうつ う ╉け“. 
╉くうあぇさはす ╇ゃぇく ‶っくおけゃ ういょぇゃぇ こさっい 1900 ゅけょうくぇ う こなさゃうすっ おぇさすうつおう し そけすけしう 

けす さぇえけくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ ゃ しなょさせあうっ し さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ 《さぇすっゃう ういょぇゃぇす う 
こなさゃうすっ ちゃっすくう おぇさすうつおう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお. ╄ょうく けす こなさゃうすっ そけすけさっこけさすっさう 
っ しなとけ けす おぇいぇくかなておぇすぇ そけすけ ゅうかょうは - ‶っすなさ ┿さくぇせょけゃ. ‶なさゃぇすぇ あっくぇ-そけすけゅさぇそ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお っ ╃けくおぇ ╂っけさゅうっゃぇ, つうっすけ そけすけぇすっかうっ ういゅぇさは しかっょ けしすぇゃっくぇ いぇこぇかっくぇ 
しゃっと, くぇ おけはすけ けぉゅぇさはかぇ しすなおかっくうすっ しう こかぇおう.     ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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》そねかてせけみて えちあきおあせけせ をうみてさそ をうかてさそう: 

《╆ぅ¨〉╅【╅ 〉╊ 〈《╋╊ ╆╊′ „╅『』╊〉╅]“

『ゃはすおけ うしおぇ ょぇ こさけょなかあう 
し ういしかっょゃぇくうはすぇ. ′け: “¨す 

¨《-すけ くぇすうしおぇたぇ いぇ けぉとっしすゃっくぇ 
ょっえくけしす...“. ╁さっきっすけ っ すぇおけゃぇ, つっ 
くっ さってぇゃぇて しぇき. „╉ぇおゃけすけ おぇあっ 
‶ぇさすうはすぇ!“, っ いぇおけく. ‶ぇさすうはすぇ 
おぇいゃぇ: “『ゃっすおけゃ こけつゃぇ さぇぉけすぇ 
おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ けぉとうくしおうは 
¨すょっか „╉せかすせさぇ!“ 〈ぇおぇ きけきつっ-
すけ, おけっすけ くはおけゅぇ し きぇきぇ う すぇすう  
さぇくけ しせすさうく こけっきぇ おなき いぇゃけょぇ, 
おぇおすけ すけゅぇゃぇ くぇさうつぇす „┿さしっくぇか“, 
こけさぇしすゃぇ ょけ ゃうしけおうすっ っすぇあう くぇ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす. ¨す 1-ゃう きぇさす 
1965-すぇ ょけ おさぇは くぇ おぇさうっさぇすぇ しう 
『ゃっすおけゃ さぇぉけすう いぇ おせかすせさぇすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ‶なさゃぇすぇ きせ いぇょぇつぇ っ 
うきっくくけ ういかけあぉぇすぇ „′ぇてっくちう“ くぇ 
』せょけきうさ. ╉けはすけ ぇゃすけさなす しう さっょう 
しぇき. ╉けはすけ ょくっし, ゃないしすぇくけゃっくぇ 
けす っょくけうきっくくぇすぇ そけくょぇちうは, こな-
すせゃぇ こけ しゃっすぇ. ╉けはすけ ょぇゃぇ くぇつぇ-
かけすけ くぇ 《けくょ „』せょけきうさ“, つうえすけ 
こさうっきくうお っ しっゅぇてくぇすぇ けぉとうくしおぇ 
《けくょぇちうは. ╇いかけあぉぇすぇ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ っ そせさけさ. ┿ゃすけさなす うしおぇ すは 
ょぇ しっ けすおせこう. ╉けかっおちうはすぇ っ ちっく-
くぇ う しおなこぇ. 『ゃっすおけゃ こけつゃぇ ぉうす-
おぇすぇ いぇ すなさしっくっ くぇ こぇさう. ╉けゅぇすけ 
けす そうくぇくしけゃけすけ きうくうしすっさしすゃけ 
しおかけくはゃぇす いぇ 20 たうかはょう かっゃぇ, 
くぇつぇかくうおなす くぇ おせかすせさぇすぇ けすうゃぇ 
こさう 』せょけすけ: “〈さはぉゃぇ ゃ ぉさけえ...“. 
„╉けえ っ おぇいぇか, つっ うしおぇき こぇさう, おぇ-
いぇた しぇきけ, つっ おぇさすうくうすっ しぇ ちっくくう 
う すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすおせこはす“, けすゃさな-
とぇ たせょけあくうおなす. ╇ こさぇとぇ くぇつっ-
ゃぇとうは けぉとうくしおう ぇょきうくうしすさぇすけさ 
„ょぇ けそけさきう ょぇさっくうっすけ“. 〈ぇおぇ 
』せょけきうさ しすぇゃぇ こなさゃうはす ょぇさうすっか 
いぇ 《けくょぇ いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ 
きせいっは う ゅぇかっさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
さぇいおぇいゃぇ ╀ぇえ 『ゃはすおけ しっゅぇ. ′ぇつう-
くぇくうっすけ けぉぇつっ しっ けおぇいゃぇ ょぇかっつ 
こけ-しおなこけ. ╇ すさはぉゃぇ きくけゅけ ゃさっきっ, 
いぇ ょぇ せしこっっ. ]かせつゃぇ しっ 15 ゅけょう-
くう こけ-おなしくけ. ‶さっょ けつうすっ くぇ 『ゃっ-
すおけゃ. ╇ こさっい さなちっすっ きせ. 〈けえ うしおぇ 
ょぇ さぇいおぇあっ. ╆ぇ ょぇ しっ いくぇっ. 
╀うゃてうはす ゅかぇゃっく うくあっくっさ くぇ 

„┿さしっくぇか“ ‶っくぬけ ╉うさぇちけゃ, しすぇ-
くぇか いぇゃっあょぇと しすさけうすっかしすゃけすけ 
おなき 『╉ くぇ ╀╉‶, し くはおけう たうすさうくおう 
せしこはゃぇ ょぇ ゃおかのつう うしすけさうつっしおうは 
きせいっえ う ゅぇかっさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお  
ゃ こさけっおすぇ いぇ くけゃぇ しゅさぇょぇ くぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ くぇ ‶ぇさお-きせいっえ 
„【うこおぇ – ╀せいかせょあぇ“. ╁さっきっ っ いぇ 
きぇとぇぉくけすけ ゅさぇょっくっ くぇ 』うくうはすぇ 

╋¨╇╊╊〈 ╇ 』╅〈《╉╊‶〉╅ ╉ぇ『╋╅╇╅
》ちそなかつそちひて たそ たちあうそ 《えせみせ ╈かちおきけさそう:

『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ. ╄ょうく けす くけゃうすっ こけつっすくう ゅさぇあょぇくう 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, けぉはゃっく し さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ すぇいゅけょうてくうは ‶さぇいくうお くぇ ゅさぇ
ょぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 《っしすうゃぇかぇ くぇ さけいぇすぇ. ¨ぉうおくけゃっく, 
しおさけきっく つけゃっお. ╁ あうゃけすぇ くぇ おけゅけすけ けぉぇつっ うきぇ くっけ
ぉうおくけゃっくう しなぉうすうは. ╇ しさっとう し くっけぉうおくけゃっくう たけさぇ. 
╄ょうく けす こけしかっょくうすっ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ さぇいおぇあぇす いぇ 
ょけしっゅぇ しう し ╂けかっきうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお – ╃っつおけ 〉いせくけゃ, 
′っくおけ ╀ぇかおぇくしおう, ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, 〈っくぬけ ‶うくょぇさっゃ, 
』せょけきうさ...
』せょけきうさ. 』けゃっおなす, おけえすけ, ぉっい しぇき ょぇ こけょけいうさぇ, しすぇ

ゃぇ こさうつうくぇすぇ っょうく いぇゃなさてゃぇと ぉなかゅぇさうしす ょぇ くぇきっさう 
くぇえ-しゃけっすけ ゃ あうゃけすぇ しう ゃ ぉなさおぇくうちうすっ くぇ きぇかおうすっ 
いぇょぇつう ゃ ╉せかすせさぇすぇ, ぉっい つうっすけ さってぇゃぇくっ っあっょくっゃくけ 
くはきぇ おぇお ょぇ しっ しかせつぇす ゅけかっきうすっ しぉなょくぇすう こさけっおすう, 
おけうすけ くぇょあうゃはゃぇす しゃけうすっ ぇゃすけさう. ′っ. 』せょけきうさ くっ 
くぇきうさぇ さぇぉけすぇ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ くぇ すけいう くぇつっゃぇと あうゃけすぇ 
しう きかぇょっあ. ‶さけしすけ 』せょけきうさ ゅけ ゅさぇぉゃぇ し こうしぇくっすけ しう, 
し っいうおぇ くぇ さぇいおぇいうすっ しう. ] ょせきうすっ, おけうすけ さっょう. ╀なょっ
とうはす そうかけかけゅ きっしっちう くぇさっょ ょなかぉぇっ ゃ ぉけゅぇすしすゃけすけ 
くぇ 』せょけきうさけゃけすけ しかけゃけ. ╃っしっすおう たうかはょう かうしすつっすぇ, 
ういこうしぇくう し ょせきう けす さぇいおぇいうすっ くぇ おぇいぇくかなておうは たせ
きけさうしす いぇすさせこゃぇす ょけきぇ くぇ 『ゃはすおけ う しなこさせゅぇすぇ きせ. 
╆ぇこうしゃぇす, ぉさけはす, しきはすぇす, ぇくぇかういうさぇす, ういゃっあょぇす. 
╃っしっすおう きぇてうくけこうしくう しすさぇくうちう し すぇぉかうちう こさけて
くせさけゃぇす ょゃぇきぇすぇ ゃ ょうこかけきくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ しすぇゃぇ 
こけゃけょ いぇ こなさゃぇすぇ しさっとぇ くぇ きかぇょうは そうかけかけゅ し ╃うきう
すなさ 』けさぉぇょあうえしおう. ╃ぇ ういしかっょゃぇて っいうおけゃけすけ きくけゅけ
けぉさぇいうっ くぇ あうゃ ぇゃすけさ しう っ さうしお. 〈さはぉゃぇ ょぇ うきぇて 
しなゅかぇしうっすけ きせ. 『ゃはすおけ ょさないゃぇ ょぇ こうすぇ. 』せょけきうさ おぇい
ゃぇ „╃ぇ!“. ╁なこさっおう くっょけゃっさうっすけ ゃ くぇつぇかけすけ. ╉ぇいゃぇ う 
けくけゃぇ: “』っ おぇおなゃ こうしぇすっか しなき ぇい...?“, ゃ おけっすけ ょうこ
かけきぇくすなす けすおさうゃぇ くっけつぇおゃぇくぇすぇ  いぇ くっゅけ せ すけかおけゃぇ 
ういゃっしすっく つけゃっお しぇきけゃいうしおぇすっかくけしす. „¨つぇおゃぇた ょぇ 
さぇいおぇいゃぇ しきったけさうう, ぇ すけえ しっ けおぇいぇ きくけゅけ こけ-しっさうけ
いっく...“, しこけょっかは ╀ぇえ 『ゃはすおけ ょくっし. ╀ぇえ 『ゃはすおけ. 〈ぇおぇ 
ゅけ いくぇはす こけ-しすぇさうすっ  おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ しぇ しう うきぇ
かう ゃいっきぇくっ-ょぇゃぇくっ し おせかすせさぇすぇ. ╆ぇ すはた すけえ けすょぇゃくぇ 
くっ っ くぇつっゃぇと しすせょっくす, おけえすけ し ゃないすけさゅ いぇたゃぇとぇ きぇ
すっきぇすうつっしおぇすぇ かうくゅゃうしすうおぇ. ╉けはすけ っ おぇすっゅけさうつくぇ: 
“』せょけきうさけゃけすけ しかけゃけ っ けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ ゃ さけょくぇすぇ 
かうすっさぇすせさぇ: 5 628 さぇいかうつくう ょせきう こさう ぉぇいぇ 20 000. 
╇ – 78 けす しすけ こけさっょくう“. 〈けゃぇ っ こなさゃけすけ けすおさうすうっ くぇ 
きかぇょうは そうかけかけゅ. ]かっょゃぇとうすっ ゃ あうゃけすぇ きせ しぇ くっ こけ-
きぇかおけ うくすっさっしくう. 

‶さけそっしけさ ╂っさょあうおけゃ, 
こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃは-
くっすけ くぇ ╁ぇてぇすぇ おくうゅぇ 
„┿い/′っ ぉはた こけかうすうお“, 
おけっすけ こさっょう きぇかおけ こさう-
おかのつう, しすぇくぇ はしくけ – ぉうか 
しすっ しこけさすうしす, ょけぉさっ こっ-
っすっ, こうてっすっ, ゃしうつおう ╁う 
こけいくぇゃぇす おぇすけ けすかうつっく 
のさうしす..., しすせょっくすうすっ ╁う 
けぉうつぇす... ╉ぇおゃけ けとっ くっ 
しすっ こさぇゃうかう, おぇおゃけ くっ 

しすっ しう  しかせつうかう けす けくけゃぇ, 
おけっすけ ぉうたすっ うしおぇかう ょぇ ╁う 
しっ しかせつう?
- ╉ぇすけ しう こけきうしかは, ょけおけし-

ゃぇか しなき しっ ょけ ゃしうつおけ, おけっすけ 
しなき うしおぇか. ┿い しなき あぇょっく いぇ 
きくけゅけけぉさぇいうっすけ くぇ あうゃけすぇ, 
きくけゅけ きせ しっ さぇょゃぇき. ╀ぇとぇ 
きう ぉってっ きくけゅけ ゃかのぉっく ゃ 
あうゃけすぇ, すけえ きう ぉってっ おぇいぇか 
くっとけ, おけっすけ くはきぇ ょぇ  いぇぉさぇ-
ゃは. ╀ってっ しすぇくぇか ゃっつっ くぇ 90, 
おけゅぇすけ きう おぇいぇ: “]うくおけ, いぇ-
こけきくう – う くぇ 90 ょぇ しすぇくって, 
こぇお とっ すう しっ あうゃっっ“. ┿い くぇ-
うしすうくぇ せしっとぇき すけゃぇ. 〈けゃぇ っ 
くぇえ-ゃっかうおけすけ くっとけ. ′うっ  くっ 
きせ けすょぇゃぇきっ いくぇつっくうっ, くけ 
くはきぇ こけ-ゃっかうおけ くっとけ けす あう-
ゃけすぇ う けす すけゃぇ つけゃっお ょぇ きせ しっ 
さぇょゃぇ, けしけぉっくけ ぇおけ っ いょさぇゃ. 
╃ぇ しっ さぇょゃぇ くぇ こさうはすっかう, くぇ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, すけゃぇ くぇ-
うしすうくぇ しう いぇしかせあぇゃぇ.

〈ぇき – ゃ さけょけゃうすっ おけさっ-
くう, かう ょぇ すなさしうき くぇつぇ-
かけすけ くぇ すぇいう こけいうすうゃくぇ 
くぇゅかぇしぇ, おぇおゃけ すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ つけゃっお すぇき, いぇ ょぇ 
きせ しっ しかせつう すぇおなゃ うくすっ-
さっしっく あうゃけす, おけえすけ ょぇ ゅけ 
さぇょゃぇ?
- ╁っさけはすくけ うきぇ くっとけ ゅっ-

くっすうつくけ. ╋けうすっ さけょうすっかう 
ぉはたぇ きくけゅけ こけいうすうゃくう たけさぇ, 
ゃなこさっおう つっ くうっ しきっ あうゃっかう 
ぉっょくけ. ]ぇきけ ぉぇとぇ きう さぇぉけ-
すってっ. ╋ぇえおぇ きう きっ っ さけょう-
かぇ おなしくけ. ╀うかぇ っ こさっこけょぇ-
ゃぇすっかおぇ こけ そさっくしおう っいうお, 
くけ しかっょ きけっすけ さぇあょぇくっ しっ 
けすょぇゃぇ しぇきけ くぇ きっく. 〈ぇおぇ 
しきっ あうゃっかう – しさぇゃくうすっかくけ 
ぉっょくけ こさっい ゅけょうくうすっ, くけ ゃ 
っょくけ きくけゅけ たせぉぇゃけ しっきっえ-
しすゃけ. ╁っさけはすくけ すけゃぇ っ うきぇかけ 

しゃけっすけ いくぇつっくうっ.

‶さっょ こせぉかうおぇすぇ こけおぇいぇ-
たすっ っょくけ いぇぉっかっあうすっかくけ 
つせゃしすゃけ いぇ しぇきけうさけくうは. ╁ 
ょくってくけ ゃさっきっ すけゃぇ こけつすう 
かうこしゃぇ くぇ こけかうすうちうすっ せ 
くぇし. ′せあくぇ かう っ しぇきけうさけ-
くうはすぇ ょくっし ゃ こけかうすうおぇすぇ?
- ┿い しう ゅけ くけしは ゃ しっぉっ しう. 

〈ぇおぇ ゅけ さぇいぉうさぇき. ╁っさけはすくけ 
くっ っ すけかおけゃぇ つっしすけ しさっとぇくけ 

う いぇすけゃぇ ゃう こさぇゃう ゃこっつぇすかっ-
くうっ /しきっっ しっ/. 

[ぇいつうすぇき くぇ しぇきけうさけくう-
はすぇ ╁う う いぇすけゃぇ - ょぇ こけ-
こうすぇき: くっ おさうっすっ, つっ しすっ 
っょうく けす „ぉぇとうすっ“ くぇ 〉おぇい 
56, ぇゃすけさ しすっ くぇ きくけゅけ いぇ-
おけくう, ぉはたすっ こさっょしっょぇすっか 
くぇ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ 
– ゃなさたけゃくうはす いぇおけくけ-
ょぇすっかっく けさゅぇく. ′はおぇおゃぇ 
ゃうくぇ ういこうすゃぇすっ かう せ しっぉっ 
しう  おぇすけ いぇおけくけすゃけさっち, 
つっ くっとけ くっ しっ っ しかせつうかけ 
すぇおぇ, おぇおすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ しかせつう, いぇ ょぇ ぉなょぇす くっ-
とぇすぇ せ くぇし くっ  すぇおうゃぇ, おぇ-
おゃうすけ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ ぉな-
ょぇす, いぇ ょぇ あうゃっっき ゃしうつおう 
こけ-ょけぉさっ ゃ っょくぇ ちうゃうかう-
いけゃぇくぇ しすさぇくぇ?
- ╋くけゅけ くっとぇ くっ しっ しかせつゃぇす 

おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 
ぇい いぇすけゃぇ こけくはおけゅぇ おぇいゃぇき: 
“′うっ しきっ しぇきけょっえくぇ ょなさあぇ-
ゃぇ“. ╃っえしすゃうすっかくけ せ くぇし しぇ 
ういおかのつうすっかくけ きぇかおけ たけさぇ-
すぇ, おけうすけ うきぇす ょなさあぇゃくうつっ-
しおけ きうしかっくっ, うしすうくしおう こけょ-
ゅけすゃっくうすっ こさけそっしうけくぇかうしすう 
ぉはゅぇす けす すけゃぇ, おけっすけ っ きくけゅけ 
ゃぇあくけ – ょぇ しっ ういゅさぇあょぇ くけさ-
きぇすうゃくぇすぇ けしくけゃぇ くぇ けぉとっ-
しすゃけすけ くう, いぇおけくうすっ しっ こさぇ-
ゃはす くぇ おけかはくけ, こさうぉなさいぇくけ, 
おぇきこぇくうえくけ, くっょけういこうこぇくけ, 
し くっょけさぇいぉうさぇくっ... 〈けゃぇ 
くっとけ ゃうくぇゅう きっ っ ゃぇょうかけ けす 
さぇゃくけゃっしううっ, くっこさっおなしくぇ-
すけ しなき つっさくぇすぇ けゃちぇ, いぇとけ-
すけ おさうすうおせゃぇき すけいう こけょたけょ 
くぇ かうこしぇすぇ くぇ っおしこっさすくけしす. 
〈けゃぇ っ くっとけ, おけっすけ きくけゅけ 
きう すっあう う ゃすけさけすけ, おけっすけ 
きう すっあう, っ こさうくういはゃぇくっすけ 
くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇ-

くうっすけ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけ-
ょうくう, おけっすけ っ ゅけかはきぇ きけは 
ぉけかおぇ. ′ぇゃなょうたぇ しっ きくけゅけ 
のさうょうつっしおう そぇおせかすっすう, ゃ 
ゅけかはきぇすぇ しう つぇしす – し きくけ-
ゅけ こさうくういっくう ういうしおゃぇくうは. 
╀けさは しっ おぇすけ こさぇしっ し すうおゃぇ 
いぇ くぇちうけくぇかくう おさうすっさうう いぇ 
いぇゃなさてゃぇくっ くぇ こさぇゃけ. ╁しうつ-
おう おぇいゃぇす: “╋くけゅけ しう こさぇゃ!“ 
う くうとけ ゃしっ けとっ くっ しすぇゃぇ... 
〈けゃぇ しぇ くっとぇ, し おけうすけ こさけ-

ょなかあぇゃぇき ょぇ しっ ぉけさは... ′っ 
いくぇき, こけくはおけゅぇ – せしこはゃぇき, 
くけ ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう くっ せし-
こはゃぇき...

′うっ しぇきうすっ かう しきっ すぇ-
おうゃぇ, くっせゃぇあっくうっ おなき 
こさぇゃうかぇすぇ かう うきぇきっ..., 
おぇお こけいゃけかうたきっ ょぇ しっ 
さぇいゃうたさはす すぇおうゃぇ  しすさぇし-
すう おぇすけ ぇかつくけしすすぇ, おけうすけ 
こけさぇあょぇす ゅさったけゃっすっ, ゃ 
おけうすけ あうゃっっき? 
- ╃ぇ. ′うっ くっ けぉうつぇきっ きくけゅけ 

こさぇゃうかぇすぇ. ′うっ くっ しきっ ゃない-
こうすぇくう ょぇ しきっ こけ こさぇゃうかぇすぇ. 
〈けゃぇ っ こなさゃけすけ. ¨しゃっく すけゃぇ 
ういぉせはたぇ すけつくけ すぇおうゃぇ くういおう 
しすさぇしすう くぇ ういゃっしすくぇ ぇかつ-
くけしす, くっこけつすっくけしす... 》けさぇすぇ 
くっ しきっ ぉっいゅさってくう, ゃしうつおう 
くけしうき しゃけうすっ ゅさったけゃっ – こけ-
ゅけかっきう うかう こけ-きぇかおう, くけ 
くっ きけあっ ょぇ ょけこせしおぇきっ ょぇ 
しっ こけかせつぇゃぇ すぇおけゃぇ ういおかの-
つうすっかくけ ゅけかはきけ さぇいすゃぇさはくっ 
くぇ くけあうちぇすぇ きっあょせ たけさぇすぇ. 
╇きぇきっ っょくぇ てっこぇ しゃさなたぉけ-
ゅぇすう たけさぇ – さぇいぉうさぇ しっ, つぇしす 
けす すはた しぇ こけしすうゅくぇかう くっとぇ-
すぇ し うくすっかうゅっくすくけしす, し すさせょ, 
こさっょこさうっきつうゃけしす..., くけ 
っょくぇ こけ-ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた 
しぇ こけしすうゅくぇかう ぉけゅぇすしすゃけすけ 
しう くっ し すぇおうゃぇ おぇつっしすゃぇ. ┿ 
ゃ しなとけすけ ゃさっきっ うきぇ ょさせゅぇ, 
きくけゅけ ゅけかはきぇ  つぇしす けす ょさせゅう 
たけさぇ, きういっさしすゃぇす, くっ きけゅぇす 
ょぇ しゃなさいゃぇす ょゃぇすぇ おさぇは... 
〈けゃぇ さぇいすゃぇさはくっ くぇ くけあう-
ちぇすぇ くっ きけあっ ょぇ こさけょなかあぇ-
ゃぇ ゃっつくけ. 〈けゃぇ とっ こけさけょう 
っょうく きくけゅけ ゅけかはき おけくそかうおす 
う くっ ぉうゃぇ ょぇ こけいゃけかはゃぇきっ 
すけゃぇ ょぇ こさけょなかあぇゃぇ きくけゅけ 
ょなかゅけ ゃさっきっ.

〈けかおけゃぇ ゅけゃけさうき いぇ 
すけゃぇ, ぇ さってっくうっすけ - おぇお 
ょぇ しっ こさっぉけさうき, しはおぇて 
ゃしっ こけゃっつっ しっ けすょぇかっつぇ-
ゃぇ, しすさぇた かう うきぇ せ たけさぇすぇ 
きくけゅけ, すぇ ょぇ しっ けすおぇいゃぇす 
けす ぉうすおぇすぇ うかう ょっえしすゃう-
すっかくけ すは っ すけかおけゃぇ すさせょ-
くぇ, つっ う けこぇしくぇ...? 
- ¨す っょくぇ しすさぇくぇ っ すさせょくけ. 

′うっ せ くぇし ぉはたきっ こけおぇいぇかう  
しかっょ 1997-きぇ ゅけょうくぇ, おけゅぇ-

すけ ぉってっ ゅけかはきぇすぇ そうくぇくしけ-
ゃぇ う うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ せ 
くぇし, つっ ╀なかゅぇさうは きけあっ ょぇ 
ゃなさゃう くぇこさっょ う ぉってっ すさなゅ-
くぇかぇ くぇゅけさっ. 〈けゃぇ こさけょなか-
あう ょけ 2007-2008 ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ すさっくょなす しっ けぉなさくぇ. 
╁はさくけ っ, つっ すけゃぇ しすぇくぇ ゃ 
せしかけゃうはすぇ くぇ しゃっすけゃくぇすぇ 
うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ, くけ くうっ 
くっ きけあぇたきっ しゃけっゃさっきっくくけ 
ょぇ さっぇゅうさぇきっ. ╁っつっ きくけゅけ 
ょなさあぇゃう, し おけうすけ ぉはたきっ ゃ す. 
くぇさ. “しけちうぇかうしすうつっしおう かぇ-
ゅっさ“, おぇすけ ‶けかてぇ, ‶さうぉぇか-
すうえしおうすっ ょなさあぇゃう う ょさせゅう, 
こけおぇいゃぇす ういかういぇくっ けす おさういぇ-
すぇ う すさなゅゃぇくっ ゃ こさぇゃうかくぇすぇ 
こけしけおぇ. ┿ くうっ こさけょなかあぇゃぇ-
きっ ょぇ ゅぇいうき ゃ っょくけ ぉかぇすけ し 
きくけゅけ きぇかおけ くぇつっすっくう たけさぇ. 
╇きぇ すせお-すぇきっ くはおけう しこけしけぉ-
くう たけさぇ, おけうすけ けしすぇゃぇす, くけ 
けぉとけ ゃいっすけ おぇさすうくぇすぇ くっ っ 
すけかおけゃぇ ょけぉさぇ, おけかおけすけ くぇ 
きっく きう しっ うしおぇ. ╇ くっ しぇきけ 
くぇ きっく.

╉ぇすけ ╁う しかせてぇき, きう しっ 
しすさせゃぇ,  つっ ぉう ゃう しっ うし-
おぇかけ ょぇ おぇあっすっ くっとけ くぇ 
ょくってくうすっ ょっこせすぇすう? 
- ′ぇ きっく ゃうくぇゅう きっ しっ っ うし-

おぇかけ ょぇ おぇあぇ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ きうしかう くぇうしすうくぇ いぇ ╀なか-
ゅぇさうは. ┿ くっ ょぇ こさっけぉかぇょぇゃぇ 
きぇくょぇすくけすけ きうしかっくっ – ょっ-
こせすぇすうすっ ょぇ きうしかはす おぇお ょぇ 
けしうゅせさはす しかっょゃぇとうは しう きぇく-
ょぇす. ╇きぇ たけさぇ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ きうしかはす いぇ ╀なかゅぇさうは, うきぇ 
おぇつっしすゃっくう たけさぇ. ′け すっ, いぇ 
しなあぇかっくうっ, くっ しぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ.

′ぇてぇすぇ しさっとぇ すせお っ し 
こけゃけょ – こさっょしすぇゃはくっすけ ゃ 

しすさぇくぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ ╁う 
„┿い/ ′っ ぉはた こけかうすうお“. 
〈けゃぇ くっ っ けぉうおけかおぇ ゃ こさっ-
ょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは, くけ 
しうゅせさくけ たけさぇすぇ  ╁う しこけ-
ょっかはす  さぇいくう くっとぇ? 
- ╁うあょぇき, つっ きくけゅけ たけさぇ 

あうゃっはす くっ ょけぉさっ, つっ きくけ-
ゅけ たけさぇ しぇ さぇいけつぇさけゃぇくう けす 
こけしかっょくうすっ 25 ゅけょうくう, くぇ 
おけうすけ ゃしうつおう ゃないかぇゅぇたきっ 
けゅさけきくう くぇょっあょう. ╃け ゅけかは-

きぇ しすっこっく すっいう くぇょっあょう くっ 
ぉはたぇ けこさぇゃょぇくう. ╁はさくけ っ, 
ょぇょっ しっ こなす くぇ こさっょこさうっき-
つうゃう たけさぇ, おけうすけ せしこはたぇ ょぇ 
くぇこさぇゃはす きくけゅけ くっとぇ, くけ すっ 
ゅう くぇこさぇゃうたぇ こけゃっつっ いぇ しっぉっ 
しう, けすおけかおけすけ いぇ けぉとっしすゃけ-
すけ.

┿ けす ╉ぇいぇくかなお – し おぇおなゃ 
しこけきっく しう すさなゅゃぇすっ?
- ╋くけゅけ っ こさうはすくけ ゃなゃ 

╁ぇてうは ゅさぇょ. 〈けえ しっ くぇきう-
さぇ くぇ っょくけ きくけゅけ おさぇしうゃけ 
きはしすけ ゃ ╀なかゅぇさうは – [けいけ-
ゃぇすぇ ょけかうくぇ. ╄ょうくしすゃっくけすけ, 
いぇ おけっすけ しなあぇかはゃぇき っ, つっ 
きくけゅけ きぇかおけ たけさぇ ょけえょけ-
たぇ くぇ すけゃぇ しなぉうすうっ, いぇとけすけ 
うきぇたきっ せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ 
しっ くぇしかぇあょぇゃぇきっ くぇ すっいう 
ぇおすぬけさう, くぇ すっいう こっゃちう し 
ぇくゅっかしおう ゅかぇしけゃっ. ╁ないたうすう-
すっかくけ こっはす! ]ぇきうはす ′っょはか-
おけ ╈けさょぇくけゃ, すぇおけゃぇ うきっ 
ゃ くぇてぇすぇ こけっいうは! ╇ ╇ゃぇくぇ 
╃あっょあっゃぇ – ぇおすさうしぇ! ╆ぇしかせ-
あぇゃぇたぇ ょぇ ぉなょぇす ゃうょはくう けす 
こけゃっつっ たけさぇ...  

┿ いぇとけ すけつくけ ′うおけか けす 
╉ぇいぇくかなお こけこぇょくぇ ゃなゃ 
╁ぇてぇすぇ おくうゅぇ?
- ′うおけか – ぇい ゅけ おぇいゃぇき う 

ゃ おくうゅぇすぇ - すけかおけゃぇ せきくけ, 
すけかおけゃぇ ぇきぉうちうけいくけ, うくすっ-
かうゅっくすくけ,  こさっおさぇしくけ しなとっ-
しすゃけ...! ‶さっおかぇくはき しっ! ╇きぇ う 
ょさせゅう おぇすけ くっは, くけ すは っ くぇ-
うしすうくぇ ゃっかうおけかっこくぇ! 

‶けあっかぇゃぇき ╁う けとっ しすせ-
ょっくすう おぇすけ くっは う ょぇくけ ゃ 
すはた ょぇ っ くぇてぇすぇ くぇょっあょぇ!   
- ╇きぇ すぇおうゃぇ. ╇ - しかぇゃぇ 

╀けゅせ!
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

くぇ ゃなさたぇ う きけとくけすけ そうくぇく-
しうさぇくっ くぇ けぉっおすう こけ しかせつぇえ 
1300-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. „╇ょっはすぇ 
いぇ けぉけしけぉはゃぇくっ くぇ ゅぇかっさう-
はすぇ ぉってっ けとっ けす 1965-すぇ“, 
けぉはしくはゃぇ ぉうゃてうはす いぇき.- 
おきっす こけ おせかすせさぇすぇ, おぇおなゃすけ 
『ゃっすおけゃ っ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ 
すさう おきっすしおう きぇくょぇすぇ: 7 ゅけ-
ょうくう こさう ╀けくつけ ╋うかっゃ, 16 – 
しなし  ]すぇくつけ ╉けっゃ う ょけ おさぇは 
– し 》さうしすけ ╉けこつっゃ. 
] ゅぇかっさうはすぇ くぇつぇかけすけ 

すさなゅくぇかけ けとっ こけ ゃさっきっすけ 
くぇ くっゅけゃうは こさっょてっしすゃっくうお 
ゃ おせかすせさくうは さっしけさ – ‶っすなさ 
╉ぇかぇえょあうっゃ, おけゅけすけ 』せょけ-
きうさ けょけぉさはゃぇか きくけゅけ. ]かっょ 
〈さっすぇすぇ ¨ぉとぇ たせょけあっしすゃっくぇ 
ういかけあぉぇ こけ 24-すう きぇえ けぉ-
とうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ せいさは-
かけ いぇ うょっはすぇ. 

╂かぇゃっく „てっそ-ょうさうゅっくす“ 
ぉうか ╃っつおけ 〉いせくけゃ

]かっょ すさう ゅけょうくう – こさっい 
1968-きぇ, ╉けきうすっすなす いぇ おせか-
すせさぇ しないょぇゃぇ ╂さぇょしおぇ  》せ-
ょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは 
- ╉ぇいぇくかなお. ¨おさなあくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ っ こさけすうゃ, けぉ-
とうくしおけすけ くはきぇ ょけしすぇすなつくけ 
こぇさう, くけ: “′うおけえ くっ けすさっつっ, 
つっ しきっ ゅさぇょ くぇ たせょけあくうちう-
すっ“, しこけきくは しう ょくってくうはす 
こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく, ゃさはか う 
おうこはか ゃ こさけしかけゃせすぇすぇ ぉうすおぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ VS ╉ぇいぇくかなお, ゃ 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ  ‶ぇさすうはすぇ こけ-
ゃっかはゃぇ けおさなあくうすっ ゅさぇょけゃっ ゃ 
くうおぇおなゃ しかせつぇえ ょぇ くっ ぉなょぇす 
„くぇょしおぇつぇくう“ けす すぇおうゃぇ おぇすけ 
くぇし. ╋ぇおぇさ, つっ っ 11-すう こけ 
けぉとぇ こさけきうてかっくぇ こさけょせお-
ちうは ゃ しすさぇくぇすぇ う けすゅけゃぇさは 
くぇ せしかけゃうっすけ こけ ぉさけえ くぇ くぇ-
しっかっくうっ いぇ けおさなあっく, ╂さぇょなす 
くぇ さけいうすっ くっ せしこはゃぇ ょぇ しっ 
こさっぉけさう. ╃さぇあぇ ╁なかつっゃぇ っ 
こさけすうゃ. ′け おぇいぇくかなつぇくう くっ 
しっ けすおぇいゃぇす: „╀はたきっ こけしすけ-
はくくけ こさっくっぉさっゅゃぇくう, いぇすけ-
ゃぇ けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
こさうゃかっつっ こさっょこさうはすうはすぇ う 
し すはたくぇ こけきけと ぉってっ くぇこさぇ-
ゃっくけ ゃしうつおけ すせお. ′ぇえ-ゅけかはきぇ 
こけょおさっこぇ しきっ こけかせつぇゃぇかう 

‶さけそっしけさ ¨ゅくはく ╂っさょあうおけゃ こさっょしすぇゃう ゃ ╉ぇいぇくかなお ぇゃすけぉうけ-
ゅさぇそうつくぇすぇ しう おくうゅぇ „┿い/ ′っ ぉはた こけかうすうお“ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
24-すう きぇえ, ╃っくはす くぇ しかぇゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす, 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. ‶さっょしすぇゃはくっすけ しう ぉってっ うしすうくしおう しこっおすぇおなか 
– ぉっかっあおう いぇ くぇこうしぇくけすけ けす ╂っさょあうおけゃ う しゃけう しすうたけゃっ いぇ くっゅけ 
こさけつっすっ ぉかういおうはす きせ こさうはすっか  ′っょはかおけ ╈けさょぇくけゃ. ]なこさせゅぇすぇ 
くぇ こけっすぇ  – ╇ゃぇくぇ ╃あっょあっゃぇ, しなとけ せつぇしすゃぇ ゃ きうくう-しこっおすぇおな-
かぇ, しなぉさぇか きぇかちうくぇ きっしすくう こうしぇすっかう う おぇつっしすゃっくう つうすぇすっかう 
ゃ おぇきっさくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか“ くぇ 20-すう 
きぇえ. ′ぇ しさっとぇすぇ ょけえょっ う 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 
′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, ぉうゃて しすせょっくす くぇ こさけそっしけさぇ, おぇおすけ う ちはかけ-
すけ しっきっえしすゃけ くぇ っょくぇ けす かのぉうきうすっ くぇ ╂っさょあうおけゃ きかぇょう こけ-
しかっょけゃぇすっかう ゃ こさぇゃけすけ - おぇいぇくかなつぇくおぇすぇ  ′うおけか [ぇたきぇくかうっゃぇ, 
おけはすけ っ しこけきっくぇすぇ う ゃ こさけきけすうさぇくぇすぇ おくうゅぇ.  
╉くうゅぇすぇ ぉってっ こさっょしすぇゃっくぇ けす ┿くぇ ╀けはくけゃぇ, くけしうすっか くぇ かうすっ-

さぇすせさくぇすぇ くぇゅさぇょぇ „╀かぇゅぇ ╃うきうすさけゃぇ“ いぇ さけきぇく - 2014 ゅ. ]こっ-
ちうぇかくけ せつぇしすうっ けすぉっかはいぇ う ╄きうか ╉ぇかっゃ, おけえすけ, いぇっょくけ し ╀けはくけ-
ゃぇ, ういくっくぇょぇ こせぉかうおぇすぇ し きぇえしすさけしおう  ゃけおぇかくう ういこなかくっくうは し 
ぇおちっくす ゃなさたせ ]さっょういっきくけきけさしおうは きせいうおぇかっく さっこっさすけぇさ.
‶さけそ. ¨ゅくはく ╂っさょあうおけゃ っ さけょっく くぇ 19 きぇさす 1946 ゅ. ゃ ]けそうは. 

╆ぇゃなさてゃぇ のさうょうつっしおうは そぇおせかすっす おなき ]けそうえしおうは せくうゃっさしう-
すっす „]ゃ. ╉かうきっくす ̈ たさうょしおう“. ]こっちうぇかういうさぇ ゃなゃ ╁うっくしおうは せくう-
ゃっさしうすっす う ゃ 》ぇきぉせさゅしおうは うくしすうすせす „╋ぇおし ‶かぇくお“. ‶さけそっしけさ 
こけ すなさゅけゃしおけ こさぇゃけ ゃ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ̈ たさうょしおう“. ┿ゃすけさ くぇ きけ-
くけゅさぇそうう う ょっしっすおう しすぇすうう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ すなさゅけゃしおけすけ こさぇゃけ. 
′ぇ 5 のかう 2001 ゅ. っ ういぉさぇく いぇ こさっょしっょぇすっか くぇ 39-すけすけ ′ぇさけょ-
くけ しなぉさぇくうっ. ╇いぉうさぇく っ ょゃぇ こなすう いぇ くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか けす 
かうしすぇすぇ くぇ ′╃]╁. ′けしうすっか くぇ けさょっく „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“.
[せしおう さけきぇくしおう, うすぇかうぇくしおう おぇくちけくっすう う うしこぇくしおう おうすぇさう 

いゃせつぇたぇ けとっ ゃ ╉ぇきっさくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか“, おけはすけ くっ しっ 

けす „┿さしっくぇか“, おぇいゃぇ 『ゃっすおけゃ, 
しすけはか こかなすくけ ょけ さぇきけすけ う くぇ 
]すぇくつけ ╉けっゃ, おけゅぇすけ ゅさぇょなす 
ういさぇしすゃぇ う ゃ うくょせしすさうぇかくけ, う 
ゃ おせかすせさくけ, う ゃ ぉかぇゅけせしすさけえ-
しすゃっくけ けすくけてっくうっ. „╇おけくけきう-
おぇすぇ っ ゃ けしくけゃぇすぇ. ]ぇきけ こさう 
しうかくぇ うおけくけきうおぇ きけあっ ょぇ しっ 
しかせつう けしすぇくぇかけすけ“, けぉはしくはゃぇ 
„ょはしくぇすぇ  さなおぇ“ くぇ ╉きっすぇ くぇ 
しすけかっすうっすけ ゃ けすゅけゃけさくけしすうすっ 
いぇ ょせたけゃくぇすぇ しそっさぇ. “¨ぉとう-
くぇすぇ くぇかけあう けすくけてっくうは くぇ 
ょけこうさくう すけつおう う ゃいぇうきくけ こけょ-
こけきぇゅぇくっ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
すぇいう こけかうすうおぇ ょくっし ╉ぇいぇくかなお 

うきぇ う ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さ-
しっくぇか“, さぇいおぇいゃぇ ╀ぇえ 『ゃはすおけ. 
‶ぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ くぇ ゅさぇょぇ 
‶っすおけ ╁かぇっゃ, おぇおすけ すけゅぇゃぇ しっ 
しかせつゃぇす くっとぇすぇ, ゃうおぇ てっそぇ 
くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき“  - ゅっくっさぇか 
ぅきぇおけゃ, し うょっはすぇ ょぇ ゅけ せぉっょう, 
つっ いぇゃけょしおうはす ょけき すさはぉゃぇ  ょぇ 
しっ ういゃぇょう ういゃなく すっさうすけさうはすぇ 
くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ┿ こけしかっ – 
しかっょ しすさけうすっかしすゃけすけ, ょぇ ぉなょっ 
ょぇさっく くぇ ゅさぇょぇ. ¨ぉとうくぇすぇ う 
„┿さしっくぇか“ しう こけょっかはす ぇくゅぇあう-
きっくすうすっ. 《うさきぇすぇ そうくぇくしうさぇ, 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす せさっあょぇ けすつせあ-
ょぇゃぇくっすけ くぇ うきけすうすっ いぇ すっ-
さっくぇ, くぇきうさぇ おけくしせかすぇくすう いぇ 
しかけあくけすけ しなけさなあっくうっ, けしうゅせ-
さはゃぇ こさけっおすぇくすう, しこっちうぇかうしすう 
こけ しちっくうつくけすけ けぉけさせょゃぇくっ. 
„]すさけうすっかしすゃけすけ こさけょなかあう 
こけゃっつっ けす けつぇおゃぇくけすけ. ¨ぉとう-
くぇすぇ さぇぉけすってっ いぇ うょっはすぇ, いぇ-
とけすけ しっ こさぇゃってっ いぇ たけさぇすぇ. 
„┿さしっくぇか“ しっ いぇっ, いぇとけすけ きくけ-
ゅけ けす すはた ぉはたぇ くっゅけゃう さぇぉけす-
くうちう. 〈けゅぇゃぇ けすくけゃけ さぇいぉさぇた: 
„┿さしっくぇか“ ぉっい ¨ぉとうくぇすぇ くっ 
きけあっ う ̈ ぉとうくぇすぇ くっ きけあっ ぉっい 
„┿さしっくぇか“.  ╁ ╂さぇょしおうは  ╇い-
こなかおけき こけ すけゃぇ ゃさっきっ いぇょなか-

あうすっかくけ うきぇかけ おかのつけゃぇ そうゅせ-
さぇ けす すけゅぇゃぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし“. ╂さぇょなす しっ っ さぇいゃうゃぇか 
ょけぉさっ, しぇきけ おけゅぇすけ „┿さしっくぇか“ 
こけょおさっこはか けぉとうくしおけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ. 『ゃっすおけゃ こけはしくはゃぇ: 
“‶さけぉかっきなす し  かうこしぇすぇ くぇ こぇさう 
いぇ っょうく くっけおさなあっく ゅさぇょ しっ さっ-
てぇゃぇてっ しぇきけ こけ すけいう くぇつうく“.
╇ょゃぇす こさけきっくうすっ こさっい 1989-

すぇ.  „┿さしっくぇか“ くぇうしすうくぇ こさっょ-
かけあう くぇ ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ こけっきっ 
しすけこぇくうしゃぇくっすけ くぇ ╃けきぇ, くけ すけ-
ゅぇゃぇてくうはす おきっす くっ ゅけ うしおぇてっ“, 
こけきくう 『ゃっすおけゃ, ぉっい おぇおなゃすけ う 
ょぇ ぉうかけ せこさっお おなき ょっえしすゃうは-

すぇ くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, 
おけっすけ う ょけ しっゅぇ こけょょなさあぇ すけいう 
ゅけかはき う しおなこ けぉっおす けす おせかすせさ-
くぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ すせお.  „〉し-
すぇくけゃう しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, つっ くうっ 
しぇきう すさはぉゃぇ ょぇ しう こけきぇゅぇきっ“, 
しこけょっかは 『ゃっすおけゃ すぇえくぇすぇ くぇ 
ゃないたけょぇ くぇ ゅさぇょぇ こけ すけゃぇ ゃさっ-
きっ. ‶さう かうこしぇ くぇ こけょおさっこぇ けす 
けおさなゅぇ すけゃぇ ぉうかけ っょうくしすゃっくうはす 
くぇつうく いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ ゅけ-
かっきうすっ うくゃっしすうちうけくくう けぉっおすう. 

′け し 〈っぇすなさぇ くっ せしこっかう 

„╉ぇおゃけ こなておぇくっ  しきっ こなて-
おぇかう...“ – きくけゅけ こぇさう ぉうかう 
くせあくう. ]かっょ ょなかゅけ きうしかっくっ う 
おけくしせかすうさぇくっ し くぇちうけくぇかくう 
しゃっすうかぇ ぉうかけ ぇぉしけかのすくけ はしくけ: 
“〈っぇすなさなす う つうすぇかうとっすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しぇ けすょっかくけ, すぇおぇ つっ ょぇ くっ しう 
こさっつぇす. 《けさきせかぇすぇ: 』うすぇかうとっ 
こかのし 〈っぇすなさ っ ゅさってくぇ“. 『ゃっ-
すおけゃ おぇいゃぇ すけゃぇ し せぉっあょっくうっすけ 
くぇ けこうすぇ しう おぇすけ ょなかゅけゅけょうてっく 
こさっょしっょぇすっか くぇ ′』 „╇しおさぇ“. 
‶さけぉかっきなす し けぉとうくしおうは すっぇ-
すなさ, おけえすけ けとっ くっ っ さってっく, っ 
いぇかけあっく けすょぇゃくぇ, きうしかう 『ゃっ-
すおけゃ. 〈けえ こけきくう しさっとぇすぇ すせお 

くぇ おきっすぇ ╋うかっゃ う こぇさすうえくうは 
╁かぇっゃ し  ぇおすぬけさぇ ╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ う すけゅぇゃぇてくうは てっそ くぇ 
╉けきうすっすぇ いぇ おせかすせさぇ – ‶ぇゃっか 
╋ぇすっゃ. ╆ぇおかのつっくうっすけ っ: “╃ぇ, 
╉ぇいぇくかなお うきぇ くせあょぇ けす すっぇすなさ, 
くけ すけえ すさはぉゃぇ ょぇ っ ょなさあぇゃっく う 
ょぇ うきぇ けすょっかくぇ ぉぇいぇ“. 〈けゅぇゃぇ 
しっ いぇかぇゅぇ うょっはすぇ – ╃けきなす くぇ 
おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ょぇ しっ 
しすさけう し ゃないきけあくけしすう ょぇ こさう-
のすう ぉなょっとうは  すっぇすなさ. „¨ぉとう-
くぇすぇ おけけさょうくうさぇてっ ちっかうは こさけ-
ちっし. ]すさけうすっかしすゃけすけ しっ いぇぉぇゃう, 
くけ すけゃぇ っ, いぇとけすけ うしおぇたきっ ょぇ 
くぇこさぇゃうき くっとけ くけゃけ, たせぉぇゃけ. 
┿ こさっい すけゃぇ ゃさっきっ さぇいおさうゃぇ-
たきっ とぇすけゃっ ゃ つうすぇかうとっすけ, いぇ 
ょぇ しっ ゅけすゃはす おぇょさうすっ. ╇ょっはすぇ 
ぉってっ いぇ ╋せいうおぇかくけ-ょさぇきぇすう-
つっく すっぇすなさ, おぇおすけ すけゃぇ しすぇくぇ ゃ 
〈なさくけゃけ. ╇きぇたきっ こけょおさっこぇすぇ 
くぇ ╊のょきうかぇ ╅うゃおけゃぇ. ′け – くっ-
とぇすぇ しっ こさけきっくうたぇ...“, くっ ぉっい 
しなあぇかっくうっ こさけょなかあぇゃぇ 『ゃっ-
すおけゃ さぇいおぇいぇ しう いぇ おせかすせさくうすっ 
こさけちっしう ゃ ゅさぇょぇ こさっい 60-すっ ょけ 
80-すっ ゅけょうくう. ╀うか っ ゃ すうかぇ くぇ 
けとっ っょくぇ ぉうすおぇ. 

╀うすおぇすぇ いぇ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは 

╇くゃっしすうすけさ くぇ くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ 
しすぇゃぇ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ ゅけょう-
くう ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせ-
さぇすぇ. ╇きっくぇすぇ くぇ くぇえ-ういゃっしす-
くうすっ ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうちう う 
すはたくぇすぇ こけょおさっこぇ いぇ さけょくうは 
ゅさぇょ こけきぇゅぇす. ╃っつおけ 〉いせくけゃ 
う ′っくおけ ╀ぇかおぇくしおう くっ いぇぉさぇ-
ゃはす ╉ぇいぇくかなお. [けょくうはす ゅさぇょ 
うき ゃさなとぇ あっしすぇ – こさっゃさなとぇ 
ゃ きせいっう おなとぇすぇ くぇ ╀ぇかおぇくしおう 
う くぇくけゃけ しすさけう すけつくけ おけこうっ 
くぇ ょけきぇ くぇ ぇおぇょっきうおぇ. ╆ぇさぇょう 
ゅけかはきけすけ しう ょぇさっくうっ ゃなゃ 《けくょ 
„13 ゃっおぇ ╀なかゅぇさうは“ しなこさせゅぇすぇ  
╊うかはくぇ ╀ぇかおぇくしおぇ っ けぉはゃっくぇ 
いぇ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╁ないくうおゃぇ うょっはすぇ ょぇ 
ぉなょぇす ゃないしすぇくけゃっくう う ょさせゅう 
しすぇさう おなとう, おけうすけ ょぇ いぇこぇいはす 
ょせたぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╋っしすくぇすぇ 
ゃかぇしす さってぇゃぇ, つっ ゃしうつおけ くはきぇ 
おぇお ょぇ しっ いぇこぇいう, くけ ゃなゃ ゃしっ-
おう おゃぇさすぇか けしすぇゃはす こけ くはおぇおなゃ 
しこけきっく いぇ きうくぇかけすけ. 〈ぇおぇ しっ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇす ゃ ぇゃすっくすうつっく 
ゃうょ 》ぇょあうぇかうけかけゃぇすぇ う 》ぇょ-
あうっきうくけゃぇすぇ おなとぇ, ╀けいせおけゃけ-
すけ おぇそっくっ しなし ]すぇさぇすぇ こっつぇす-
くうちぇ, おなとぇすぇ, おなょっすけ っ あうゃはか 
╉うさおけゃ... ]こぇしはゃぇす しっ けす せくう-
とけあっくうっすけ くぇ おゃぇさすうさぇくすうすっ 
ぉっいちっくくうすっ しすっくけこうしう くぇ ╇ゃぇく 
╋うかっゃ ゃ おなとぇすぇ し おぇきぉぇくぇさう-
はすぇ しさっとせ こけとぇすぇ, おけはすけ しっゅぇ 
っ ゃっつっ つぇしすくぇ しけぉしすゃっくけしす. 
„¨ぉとうくぇすぇ くぇこさぇゃう すぇいう おなとぇ 
うしすうくしおけ ぉうあせ... ╀はたぇ ゃかけあっ-
くう きくけゅけ こぇさう“.  ╃けきぇおうくなす 
くぇ おなとぇすぇ [ぇそぇっか ]すけえつっゃ 
けぉぇょうか くぇ おきっすぇ ╋うかっゃ くぇ-
きっさっくうはすぇ くぇ くぇしすぇくっくけすけ くぇ 
おゃぇさすうさぇ しっきっえしすゃけ ょぇ いぇきぇあっ 
てっょぬけゃさうすっ し ゃぇさ う すぇおぇ, きくけゅけ 
ゃさっきっ しかっょ しかせつぇは, ¨ぉとうくぇすぇ 
こかぇとぇ くぇっきぇ くぇ しすぇうすっ, いぇ ょぇ 
けこぇいう すけゃぇ ちっくくけ たせょけあっしすゃっ-
くけ くぇしかっょしすゃけ. [っしすぇゃさぇちうはすぇ 
っ けす ゃさっきっすけ くぇ ]すぇくつけ ╉けっゃ, 
おけえすけ ゃうおぇ 》さうしすけ ]すっそぇくけゃ 
いぇ そうくけすけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ 
しすっくけこうしうすっ...    
]さぇきなす くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす – 

くぇしすぇくはゃぇくっすけ くぇ さけきしおけ しっ-
きっえしすゃけ ゃなゃ そぇきうかくぇすぇ  おなとぇ 
くぇ おけきこけいうすけさぇ ‶っすおけ ]すぇえ-
くけゃ, しぇきうはす 『ゃっすおけゃ けすくぇしは 
かうつくけ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5
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くぇこなかくう し ょけしすぇすなつくけ たけさぇ, くけ いぇすけゃぇ こなお こさっかうゃぇてっ けす しこけょっかっくぇ っきけちうは う くっしおさうす けぉきっく くぇ さぇょけしす きっあょせ ぇゃすけさ う こせぉかうおぇ. ╃うぇくぇ [ぇきくぇかう-
っゃぇ さぇいゅけゃぇさは し こさけそっしけさ ╂っさょあうおけゃ ゃっょくぇゅぇ しかっょ しなぉうすうっすけ.
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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

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3 け つてち. 4

』《‒¨っ  [《╇╅]╊╇』[╅

‶け くぇしかっょしすゃけ. ‶さぇょはょけ 
え ぉうか こさけつせす ぇしすさけくけき う 

ゅっけょっいうしす, ぇゃすけさ くぇ すさせょぇ „╆ぇ 
しおけさけしすすぇ くぇ ゃはすなさぇ くぇ ╋ぇさし“, ぇ 
ょはょけ え - ういゃっしすっく きぇすっきぇすうお, え 
ゅけゃけさっか いぇ おゃぇょさぇすせさぇすぇ くぇ おさな-
ゅぇ う ょさせゅう „すぇえくしすゃっくう” う こさう-
ゃかっおぇすっかくう  くっとぇ. ╇ ょゃぇきぇすぇ 
ぉうかう ょっえしすゃうすっかくう つかっくけゃっ くぇ 
‶っすっさぉせさゅしおぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ くぇ-
せおうすっ. ╀ぇとぇ え - ╁ぇしうか ╉けさゃうく-
╉させおけゃしおう, うきぇか けすかうつくけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, ぇ きぇえおぇ え ╄かうしぇゃっすぇ 
《ぬけょけさけゃくぇ, いくぇっかぇ 4 っいうおぇ う 
こさっおさぇしくけ しゃうさっかぇ くぇ こうぇくけ. 
]けそうは おぇいゃぇかぇ, つっ しすさぇしすすぇ おなき 
くぇせおぇすぇ, きぇすっきぇすうおぇすぇ, きせいう-
おぇすぇ う こけっいうはすぇ っ くぇしかっょうかぇ けす 
こさっょちうすっ しう, かうつくぇすぇ しゃけぉけょぇ う 
しおうすぇかつっしすゃけすけ – けす こさぇぉぇぉぇ しう 
- ちうゅぇくおぇ, ぇ ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ – 
けす [せしうは.                                                                                                                                    
《けさきせかう – ゃきっしすけ すぇこっすう. 

]けそうは しっ さけょうかぇ くぇ 15. 01.1850 
ゅ. し こさっょくぇつっさすぇくぇ しなょぉぇ: ょけ-
きぇてくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, あっくうすぉぇ, 
ゅさうあう いぇ ょっちぇすぇ う ょけきぇおうく-
しすゃけすけ. ╊のぉうきっち くぇ ぉぇとぇ え ぉうか 
ぉさぇす え 《ぬけょけさ. ]っしすさぇ え ┿くくぇ 
とっ せつぇしすゃぇ ゃ ‶ぇさうあおぇすぇ おけきせ-
くぇ. ╃っすしすゃけすけ うき こさっきうくぇかけ ゃ 
‶ぇかうぉうくけ, ╁うすっぉしおぇ ゅせぉっさくうは, 
おなょっすけ ゅっくっさぇかなす ゃ けしすぇゃおぇ しっ 
せしすぇくけゃうか. ‶けはゃぇすぇ くぇ ゃすけさけ 
きけきうつっ しうかくけ さぇいけつぇさけゃぇかけ 
さけょうすっかうすっ. ]けくは つせゃしすゃぇかぇ, つっ 
っ „くっかのぉうきぇ“ う すけゃぇ しっ けすさぇいう-
かけ くぇ たぇさぇおすっさぇ え – ゃしうつおうすっ え 
っきけちうう ぉうかう くぇしけつっくう くぇゃなすさっ. 
[ぇいょっかはかぇ しぇきけすぇすぇ しう し きぇ-
すっきぇすうおぇすぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ っょうく 
さっきけくす すぇこっすうすっ いぇ っょくぇ けす しすっ-
くうすっ くぇ くっえくぇすぇ しすぇは くっ ょけしすう-
ゅくぇかう う ぉうかぇ けぉかっこっくぇ し おけこうは 
けす かっおちううすっ こけ ょうそっさっくちうぇかくけ 
う うくすっゅさぇかくけ しきはすぇくっ くぇ こさけそ. 
¨しすさけゅさぇょしおう. ╋けきうつっすけ し つぇしけ-
ゃっ さぇいゅかっあょぇかけ う しっ けこうすゃぇかけ 
ょぇ さぇいぉっさっ いぇゅぇょなつくうすっ そけさきせ-
かう. ′ぇおさぇは すっ すけかおけゃぇ ょなかぉけおけ 
しっ くぇしすぇくうかう ゃ こぇきっすすぇ きせ, つっ 
こけ-おなしくけ ゃしうつおう ぉうかう しきぇはくう けす 
すけゃぇ おけかおけ ぉなさいけ せしゃけはゃぇ ゃしは-
おぇおゃう しかけあくう そけさきせかう.  
„′けゃうはす ‶ぇしおぇか”. ╃けきぇてくう-

はす せつうすっか ╈. ╋ぇかっゃうつ ぉうか せょう-
ゃっく けす くっは, ぇ こさけそ. ′.〈うさすけゃ 
ぉうか すけかおけゃぇ  こけさぇいっく けす しこけしけぉ-
くけしすうすっ え, つっ は くぇさうつぇか „くけゃう-
はす ‶ぇしおぇか” う しなゃっすゃぇか ぉぇとぇ え 
ょぇ は くぇしけつう おなき きぇすっきぇすうおぇすぇ. 
16-ゅけょうてくぇ, ゃ ‶っすっさぉせさゅ ]けそうは 
せつう そういうおぇ う ゃいっきぇ せさけちう こさう 
くぇえ-ういゃっしすくうすっ きぇすっきぇすうちう, 
ゃおか. こさう ぉかっしすはとうは こっょぇゅけゅ ┿. 
]すさぇくくけかのぉしおう. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
いぇおけくうすっ ゃ [せしうは くっ こけいゃけかは-
ゃぇかう くぇ あっくうすっ ょぇ いぇゃなさてゃぇす 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ちぇさしおけすけ 
こさぇゃうすっかしすゃけ ゅう “こさっょこぇいゃぇかけ” 
けす すぇいう “ぉっいくさぇゃしすゃっくけしす”. ╆ぇすけ-
ゃぇ うくすっかうゅっくすくうすっ あっくう しかっょゃぇ-
かう いぇょ ゅさぇくうちぇ. ′け ぉなょっとけすけ くぇ 
ょなとっさうすっ しう ゅっくっさぇかなす ゃうあょぇか 
くっ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, ぇ ゃ ぉさぇおぇ. 
                                  
《うおすうゃくうはす そぇおすうつっしおう 

ぉさぇお. ╆ぇ ]けそうは っょうくしすゃっくぇすぇ 
ゃないきけあくけしす ょぇ こさけょなかあう ょぇ せつう, 
ゃなこさっおう ぉぇとぇ しう, ぉうかぇ そうおすうゃ-
くうはす ぉさぇお. ╀っい ょぇ こけょけいうさぇ, つっ 
とっ は いぇけぉうつぇ, くっうく しなこさせゅ しすぇ-
ゃぇ 26-ゅけょうてくうはす せつっく-ぉうけかけゅ, 
こさっゃけょぇつ う ういょぇすっか, ╁かぇょうきうさ 
╉けゃぇかっゃしおう. ╆ぇきうくぇゃぇす いぇ 》ぇえ-
ょっかぉっさゅ, ╂っさきぇくうは. ╁さぇすうすっ くぇ 
せくうゃっさしうすっすぇ すさせょくけ しっ けすゃぇさはす 
いぇ ]けそうは, くけ すは せしこはゃぇ – せつう 
こさう ゅけかっきうすっ くっきしおう せつっくう ╉ぬけ-
くうゅしぉっさゅ, ╉うさたけそ, 》っかきたけかょ う 
╃のぉせぇ-[ぇえきけく. ‶さう 18 かっおちうう 
しっょきうつくけ しぇきけ いぇ 2 ゅけょうくう くぇ-
せつぇゃぇ ゃしうつおけ, おけっすけ きけゅぇす ょぇ え 

‶さっい 2015 ゅ. しっ くぇゃなさてゃぇす 165 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ ]けそうは ╉けゃぇかっゃしおぇ – させしおぇ 
きぇすっきぇすうつおぇ う こうしぇすっかおぇ, こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ あっくぇ-こさけそっしけさ こけ きぇすっきぇすうおぇ う こなさゃぇすぇ 
あっくぇ つかっく-おけさっしこけくょっくす くぇ [せしおぇすぇ ┿おぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ. ╁ ╄ゃさけこぇ は けぉけあぇゃぇかう, 
くけ ゃ さけょうくぇすぇ え っ こさういくぇすぇ っょゃぇ しかっょ しきなさすすぇ え.
╇きっすけ くぇ いくぇきっくうすぇすぇ きぇすっきぇすうつおぇ ょくっし くけしはす きくけゅけ せつうかうとぇ う せかうちう, かせくっく おさぇ-
すっさ, ぇしすっさけうょ. ‶さっい 2000 ゅ., こけ こけゃけょ 150 ゅ. けす さけあょっくうっすけ え, ゃ くっえくぇ つっしす ゃ [せしうは っ 
ういょぇょっくぇ こぇきっすくぇ しさっぉなさくぇ きけくっすぇ. 

] ゅけかっきう う おさぇしうゃう 3 こけ-
ょぇさなおぇ しっ しょけぉうたぇ いぇ 

╃っくは くぇ ょっすっすけ きぇかつせゅぇくう-
すっ けす ゃっょけきしすゃっくぇすぇ ょっす-
しおぇ ゅさぇょうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
- ╃╂ „╀せさぇすうくけ”, しなけぉとう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ]すっそおぇ 
╂ぇくつっゃぇ, ょうさっおすけさ くぇ ょっす-
しおけすけ いぇゃっょっくうっ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ っあっきっ-

しっつくぇすぇ こけきけと くぇ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, いぇ-
ぉぇゃぇつくうちぇすぇ っ さっぇかういうさぇかぇ 
うおけくけきうう けす  しゃけう しさっょしすゃぇ 
けす ょっかっゅうさぇくうは しう ぉの-
ょあっす, し おけうすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
っ くぇこさぇゃうかぇ ゃないきけあくぇ すぇいう 
ょっすしおぇ さぇょけしす いぇ こさぇいくうおぇ. 
╆ぇおせこっくう しぇ ょゃっ くけゃう ゅけかっ-

╁ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  とっ しっ しないょぇょっ 16-はす 
[っゅうけくぇかっく ぇおぇょっきうつっく ちっくすなさ くぇ ╀┿′. 

╋っきけさぇくょせきなす いぇ すけゃぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあ-
ょせ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ╀┿′ ぉっ こけょこうしぇく 
けそうちうぇかくけ 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 ‶さぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 
5-すう のくう.  ╆ぇ ちっかすぇ ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ かうつくけ 
ぉっ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╀┿′ ぇおぇょ. ]すっそぇく ╁け-
ょっくうつぇさけゃ. 
] こけょこうしゃぇくっすけ くぇ ╋っきけさぇくょせきぇ ╉ぇいぇくかなお 

しすぇゃぇ つぇしす けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ きさっあぇ くぇ ╀┿′ 
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ょぇょぇす すっいう せつっくう. ╁かぇょうきうさ けこ-
うしゃぇ しなこさせゅぇすぇ しう すぇおぇ: „╁なこさっ-
おう しゃけうすっ 18 ゅけょうくう, ゃさぇぉつっすけ っ 
ゃっかうおけかっこくけ けぉさぇいけゃぇくけ, いくぇっ 
ゃしうつおう っいうちう おぇすけ しゃけは さけょっく う 
しっ いぇくうきぇゃぇ し きぇすっきぇすうおぇ – さぇ-

ぉけすう おぇすけ きさぇゃおぇ”. 
‶さう ゅっくうぇかくうは ╁ぇえっさとさぇし. 

]けそうは うしおぇかぇ ょぇ こけこぇょくっ こさう 
くっゅけ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ. ╆ぇすけゃぇ 
こさっい 1870 ゅ. しっきっえしすゃけすけ しっ 
きっしすう ゃ ╀っさかうく. ′ぇえ-ゅけかはきけすけ 
しゃっすうかけ ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ - ╉ぇさか 
╁ぇえっさとさぇし, ぉうか くぇえ-いぇすゃけさっ-
くうはす う くぇえ-いぇっすうはす つけゃっお くぇ 
しゃっすぇ. ╊うつっく あうゃけす くはきぇか, くっ 
しう こけいゃけかはゃぇか くうおぇおゃう しさっとう 
う つぇしすくう せさけちう. ╁なこさっおう すけゃぇ  
くぇえ-せこけさうすぇすぇ あっくぇ いぇしすぇくぇかぇ 
こさっょ くぇえ-ゅけかっきうは きぇすっきぇすうお. 
“╀うすおぇすぇ” ういゅかっあょぇかぇ くっさぇゃくぇ. 
╉ぇすけ つせか いぇ つぇしすくう せさけちう う すけ くぇ 
つせあょっくっち, う すけ くぇ あっくぇ – くっ, くっ, 
くっ!  〈は しっ “しさぇあぇゃぇかぇ” しなし しっすくう 
しうかう... ╆ぇとけすけ くけゃけすけ, おけっすけ は 
ゃなかくせゃぇかけ ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ, いくぇ-
っか しぇきけ すけえ. ╆ぇ ょぇ しっ ういぉぇゃう けす 
くっは, こさけそっしけさなす え ょぇか くはおけかおけ 
ゃないきけあくけ くぇえ-すさせょくう いぇょぇつう 
– ょぇ ゅう さってう いぇ しっょきうちぇ. ╀うか 
しうゅせさっく, つっ しすさぇくくぇすぇ させしおうくは 
こけゃっつっ くはきぇ ょぇ ょけえょっ. ′け しかっょ 
しっょっき ょくう ]けそうは ╁ぇしうかうっゃくぇ 
きなかつぇかうゃけ きせ こけょぇかぇ すっすさぇょおぇ-
すぇ し さってっくうはすぇ. ‶さっかうしすゃぇえおう, 
こさけそっしけさなす こけゃすぇさはか: “′っ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ! 〈けゃぇ っ くっゃっさけはすくけ!” 
╋かぇょぇすぇ つせあょっくおぇ ぉうかぇ くぇきっ-
さうかぇ くけゃう こなすうとぇ いぇ さってぇゃぇくっ-
すけ くぇ すっいう いぇょぇつう, いぇ おけうすけ すけえ 
ょけさう くっ こけょけいうさぇか, つっ きけゅぇす ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇす.
』っすうさうすっ ゅけょうくう こさう 

╁ぇえっさとさぇし ぉうかう くぇえ-こかけょけくけし-
くうはす こっさうけょ ゃ あうゃけすぇ え. ¨しす-

さうはす え せき つっしすけ こさうくせあょぇゃぇか 
こさけそっしけさぇ ょぇ きうしかう こけ-ゃくうきぇ-
すっかくけ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ けすゅけゃけさう 
くぇ ゃなこさけしうすっ え. [ぇぉけすぇすぇ うき 
こさっさぇしすくぇかぇ ゃ しうかくけ う つうしすけ 
こさうはすっかしすゃけ. ╆ぇょ ゃなくてくぇすぇ 

しすせょっくうくぇ くぇ せつっくうは しっ おさうっかけ 
ゅけかはきけ しなさちっ. ]なゃさっきっくくうちうすっ 
ぉうかう ぉかぇゅけょぇさくう くぇ ]けそうは, つっ 
せしこはかぇ ょぇ ういゃっょっ ╁ぇえっさとさぇし けす 
しなしすけはくうっすけ きせ. ]せさけゃうはす  せつっく 
こさういくぇか, つっ っ いぇょなかあっく いぇ すけゃぇ 
くぇ しゃけはすぇ せつっくうつおぇ う ゃうくぇゅう 
こさっょぇくけ とっ は こけょおさっこは ゃ くぇせつ-
くうすっ え ちっかう. 
╉けゃぇかっゃしおぇ けぉっいしきなさすはゃぇ 

うきっすけ しう し すさう おぇこうすぇかくう すさせ-
ょぇ: „╉なき すっけさうはすぇ くぇ ょうそっさっく-
ちうぇかくうすっ せさぇゃくっくうは ゃ つぇしすくうすっ 
こさけういゃけょくう“, „╃けこなかくっくうは う 
ぉっかっあおう おなき ういしかっょゃぇくっすけ くぇ 
╊ぇこかぇし いぇ そけさきぇすぇ くぇ おさなゅぇ くぇ 
]ぇすせさく“ う „╆ぇ こさうゃっあょぇくっすけ くぇ 
っょうく おかぇし ぇぉっかっゃう うくすっゅさぇかう 
けす すさっすう おかぇし おなき っかうこすうつっしおう-
すっ うくすっゅさぇかう“. ╆ぇ っょくぇ あっくぇ ゃ 
しゃっすぇ くぇ くぇせおぇすぇ すけゃぇ ぉうか ゃっ-
かうお せしこった. ╂ぬけすうくゅっくしおうはす せくう-
ゃっさしうすっす え こさうしなあょぇ くぇせつくぇ 
しすっこっく ょけおすけさ こけ そうかけしけそうは う 
きぇすっきぇすうおぇ う きぇゅうしすなさ こけ うい-
はとくうすっ ういおせしすゃぇ し “くぇえ-ゃうしけおぇ 
こけたゃぇかぇ”. ]けそうは ぉうかぇ しぇきけ くぇ 
24.
¨すくけゃけ ゃ [せしうは. ¨おさうかっ-

くぇ, し きっつすぇすぇ ょぇ こさっこけょぇゃぇ ゃ 
せくうゃっさしうすっすぇ ゃ ‶っすっさぉせさゅ うかう 
╋けしおゃぇ, こさっい 1874 ゅ. すは う きな-
あなす え しっ いぇゃさなとぇす ゃ [せしうは. ′け 
すけゃぇ, つっ っ あっくぇ, え こけこさっつうかけ. 
′ぇえ-きくけゅけすけ, いぇ おけっすけ きけあっかぇ 
ょぇ こさっすっくょうさぇ っょくぇ あっくぇ-せつっく, 
ょけさう けす さぇくゅぇ くぇ ╉けゃぇかっゃしおぇ, 
ぉうかけ せつうすっか ゃ くぇつぇかくうすっ おかぇ-
しけゃっ.

‶さっい しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう すは 
しっ いぇくうきぇゃぇ し かうすっさぇすせさぇ - うい-
かういぇす こけゃっしすすぇ え „′うたうかうしすおぇ“, 
ょさぇきぇすぇ „╀けさぉぇ いぇ とぇしすうっ“ う 
しっきっえくぇすぇ たさけくうおぇ „]こけきっくう けす 
ょっすしすゃけすけ“.
〉つせょゃぇとけ いぇ しぇきぇすぇ くっは, すは しっ 

ゃかのぉうかぇ ゃなゃ そうおすうゃくうは しう しな-
こさせゅ. ] きぇかおけすけ くぇしかっょしすゃけ けす 
こけつうくぇかうは え ぉぇとぇ しう おせこうかう 
あうかうとっ う きっぉっかう. ‶さっい 1878 ゅ. 
しっ さぇあょぇ ょなとっさは うき ]けそうは. ′け 
しっきっえくうはす あうゃけす くっ こけすさなゅくぇか: 
すっあおぇ ぉさっきっくくけしす う しかっょさけょうか-
くぇ ょっこさっしうは, ぉっいこぇさうつうっ, かうこしぇ 
くぇ さぇぉけすぇ… ╋かぇょぇすぇ きぇえおぇ こけ-
うしおぇかぇ ょぇ しっ ゃなさくぇす ゃ ╄ゃさけこぇ. 
‶さっい 1880 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ しっ くぇょはゃぇ-
かぇ ょぇ こけかせつう こさけそっしけさしおけ きはしすけ 
ゃなゃ ╁うしてうすっ あっくしおう おせさしけゃっ, くけ 
しっ しかせつうかけ ょさせゅけ. ‶け せぉっあょっくうは 
おかけくはかぇ おなき しけちうぇかういきぇ - ょぇ 
くけしう けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ ぉうかけ 
つぇしす けす たぇさぇおすっさぇ え. ′ぇさけょくうおなす 
‶. ╊ぇゃさけゃ は ゃなゃっあょぇ ゃ おさなゅけゃっ-
すっ くぇ さっゃけかのちうけくくけ くぇしすさけっくぇ-
すぇ させしおぇ きかぇょっあ.
╋っあょせゃさっきっくくけ, いぇ ょぇ しっ けぉっい-

こっつぇす きぇすっさうぇかくけ, しなこさせゅなす え 
いぇこけつゃぇ ぉういくっし. 〈なさゅけゃしおぇすぇ 
ょっえくけしす けぉぇつっ くうおぇお くっ きせ しっ 
せょぇゃぇかぇ う しっきっえしすゃけすけ けしすぇくぇかけ 
ぉっい くうおぇおゃう しさっょしすゃぇ. ╉けゃぇかっゃ-
しおう ぉうか けぉゃうくっく ゃ しこっおせかぇちうう う 
すけえ しかけあうか おさぇえ くぇ あうゃけすぇ しう. 
〈けゃぇ ぉうか すっあなお せょぇさ いぇ ]けそうは, 
おけはすけ すなおきけ ぉうかぇ ういぉさぇくぇ いぇ 
つかっく くぇ ‶ぇさうあおけすけ きぇすっきぇすう-
つっしおけ けぉとっしすゃけ.〈は しっ ゃさなとぇ ゃ 
[せしうは う こけしすうゅぇ けくっゃうくはゃぇくっすけ 
くぇ きなあぇ しう.
╁ ]すけおたけかき. ′っけつぇおゃぇくけ, ぉかぇ-

ゅけょぇさっくうっ くぇ こさけそ. ╁ぇえっさとさぇし, 
╉けゃぇかっゃしおぇ こけかせつぇゃぇ きはしすけ ゃ 
]すけおたけかきしおうは せくうゃっさしうすっす おぇすけ 
ょけちっくす. ╀うかぇ くぇ 33. ╆ぇ ょゃぇ きっしっ-
ちぇ くぇせつぇゃぇ てゃっょしおう, こさっこけょぇゃぇ 
くぇ てゃっょしおう きぇすっきぇすうおぇ う きったぇ-
くうおぇ う こうてっ くぇ くっゅけ くぇせつくうすっ しう 
すさせょけゃっ, ぇ しかっょ すけゃぇ こけゃっしすうすっ う 
さぇいおぇいうすっ しう. ]ぇきけ しかっょ ゅけょうくぇ 
しすぇゃぇ こさけそっしけさ – こなさゃぇすぇ ゃ しゃっ-
すぇ あっくぇ-こさけそっしけさ こけ きぇすっきぇすう-
おぇ. ╆ゃぇくうっすけ え ぉうかけ ょぇょっくけ いぇ 5 
ゅけょうくう. ╆ぇ 8 ゅけょうくう すは さぇいさぇぉけす-
ゃぇ う ういくぇしは かっおちうう こけ 12 おせさしぇ. 
′ぇさうつぇかう は „くぇてうはす こさけそっしけさ 
]けくは” う „こさうくちっしぇすぇ くぇ くぇせおぇ-
すぇ”. [っょぇおすうさぇかぇ う きぇすっきぇすうつっ-
しおけ しこうしぇくうっ, おけっすけ ういこさぇとぇかぇ 
う ゃ [せしうは. 〉しすさけうかぇ しっ う ぉうすけゃけ 
– うきぇかぇ 4-しすぇえくけ あうかうとっ し ぉっい-
ぉさけえ しすぇえくう さぇしすっくうは. 〈せお うょゃぇ-
かう いくぇきっくうしすけしすう, こさけそっしけさう, 
ぇしすさけくけきう, こうしぇすっかう.
‶さっい 1888 ゅ. ‶ぇさうあおぇすぇ ┿おぇょっ-

きうは くぇ くぇせおうすっ けぉはゃはゃぇ おけくおせさし, 
しゃなさいぇく し ょゃうあっくうっすけ くぇ すゃなさょけ 
すはかけ けおけかけ くっこけょゃうあくぇ すけつおぇ. 
╁ っょくぇ けす さぇぉけすうすっ ぇゃすけさなす ぉうか 
こけおぇいぇか ういせきうすっかっく すぇかぇくす おぇすけ 
きぇすっきぇすうお. ]うかくけ ゃこっつぇすかっくけ, 
あせさうすけ せゃっかうつうかけ たけくけさぇさぇ けす 
3 くぇ 5 たうかはょう そさぇくおぇ. ╉けゅぇ-
すけ けすゃけさうかう こかうおぇ, しっ けおぇいぇかけ, 
つっ すけいう すさせょ っ くぇ っょうくしすゃっくぇすぇ 

ゃ しゃっすぇ あっくぇ-こさけそっしけさ こけ きぇ-
すっきぇすうおぇ ]けそうは ╉けゃぇかっゃしおぇ.                                                                                                       
╆ぇさぇょう くぇせつくうすっ え さぇいさぇぉけすおう 
こけ きぇすっきぇすうつっしおう ぇくぇかうい, きったぇ-
くうおぇ う ぇしすさけくけきうは ‶ぇさうあおぇすぇ 
ぇおぇょっきうは は せょけしすけはゃぇ し こさっきう-
はすぇ „╀けさょっく“, ぇ 【ゃっょしおぇすぇ ぇおぇ-
ょっきうは え こさうしなあょぇ こさっきうはすぇ くぇ 
おさぇか ̈ しおぇさ ┶┶ けす 500 たうかはょう おさけ-
くう う こけあういくっくけ こさけそっしけさしおけ 
きはしすけ ゃ ]すけおたけかきしおうは せくうゃっさしう-
すっす. ‶さっい 1889 ゅ. すは しすぇゃぇ こなさゃぇ-
すぇ あっくぇ つかっく-おけさっしこけくょっくす くぇ 
[せしおぇすぇ ┿おぇょっきうはすぇ くぇ くぇせおうすっ 
ゃ ‶っすっさぉせさゅ.
╆ぇおなしくはかぇすぇ しさっとぇ. ╁なこさっ-

おう きくけゅけすけ こさうはすっかう, ]けそうは 
ぉうかぇ しぇきけすくぇ. ╇ょっぇかくうすっ かうつくう 
けすくけてっくうは すは しう こさっょしすぇゃはかぇ 
すぇおぇ: しなゃきっしすくぇ せゃかっおぇすっかくぇ さぇ-
ぉけすぇ こかのし かのぉけゃ. ‶さっい 1888 ゅ. すは 
しさっとくぇかぇ つけゃっおぇ, し おけゅけすけ しっ けこ-
うすぇかぇ ょぇ うきぇ すぇおうゃぇ けすくけてっくうは. 
〈けいう つけゃっお, くっうく ゃさなしすくうお, ぉうか 
くぇこせしくぇかうはす [せしうは いぇさぇょう こけかう-
すうつっしおけ こさっしかっょゃぇくっ こさっこけょぇ-
ゃぇすっか ゃ ╋けしおけゃしおうは せくうゃっさしう-
すっす, さけょしすゃっくうお くぇ しなこさせゅぇ え しなし 
しなとぇすぇ そぇきうかうは, ゃうょっく のさうしす う 
しけちうけかけゅ – ╋ぇおしうき ╉けゃぇかっゃしおう. 
╀うか ゃうしけお, し ぉさぇょぇ う ょけぉさう けつう. 
╄きけちうけくぇかっく, っくちうおかけこっょうつくけ 
けぉさぇいけゃぇく う うくすっさっしっく. 』っか かっお-
ちうう ゃ きくけゅけ ょなさあぇゃう. ]けそうは きせ 
けしうゅせさうかぇ さぇぉけすぇ ゃ せくうゃっさしうすっ-
すぇ ゃ ]すけおたけかき. 》けょっかう くぇ すっぇすなさ, 
くぇ おけくちっさすう, こなすせゃぇかう. ╋ぇおしうき 
え こけしゃっすうか おくうゅぇ. 〈けえ うしおぇか くっ-
ゃないきけあくけすけ: くっ „ぉけゅうくはすぇ くぇ きぇ-
すっきぇすうおぇすぇ“ くぇ すさけく, ぇ こさっょぇくぇ 
あっくぇ う ょけきぇおうくは…
‶さっい 1890 ゅ. しかっょ っょくぇ さぇいたけょ-

おぇ こけ [うゃうっさぇすぇ すっ しっ さぇいょっかう-
かう. 
′っゃっさけはすくぇすぇ え かうすっさぇすせさくぇ 

ょぇさぉぇ しっ こさけぉせょうかぇ: こけはゃうかう しっ 
おくうゅうすっ え „]こけきっくう いぇ ╃あけさょあ 
╄かうなす“, „〈さう ょくう ゃ せくうゃっさしうすっすぇ 
ゃ 【ゃっちうは“, „]っきっえしすゃけ ╁けさけく-
ちけゃう“.                                                                                                          
〈なゅぇすぇ こけ [せしうは. ╉けゃぇかっしおぇ 

きっつすぇっかぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ ‶っすっさぉせさゅ. 
′け すは くっ きけあっかぇ ょぇ ぉなょっ ぇおぇ-
ょっきうお こさっょう しきなさすすぇ くぇ くはおけえ 
けす ょっえしすゃうすっかくうすっ つかっくけゃっ くぇ 
┿おぇょっきうはすぇ. ╋はしすけ しっ けしゃけぉけょう-
かけ こさっい 1890 ゅ., くけ いぇすけゃぇ, つっ っ 
あっくぇ, え ぉうかけ けすおぇいぇくけ せつぇしすうっ ゃ 
いぇしっょぇくうっすけ. ‶け-ゅけかはきけ けしおなさ-
ぉかっくうっ いぇ くっは ゃ さけょうくぇすぇ くはきぇ-
かけ. ̈ ぉけあぇゃぇくぇすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ こさけそ. 
╉けゃぇかっゃしおぇ, こけかせつうかぇ しゃっすけゃくけ 
こさういくぇくうっ おぇすけ せつっく, けすくけゃけ しっ 
けおぇいぇかぇ くっくせあくぇ くぇ しすさぇくぇすぇ しう. 
╁なさくぇかぇ しっ ゃ ]すけおたけかき.
‶さっおぇかっくけ きくけゅけ とぇしすうっ. 

‶さけしすせょぇすぇ こけ こなすは こさっょういゃう-
おぇかぇ すっあおけ ゃないこぇかっくうっ くぇ ぉっ-
かうすっ ょさけぉけゃっ. ¨す ょっすっ うきぇかぇ う 
こけさけお くぇ しなさちっすけ. ╉けゃぇかっゃしおぇ 
しきはすぇかぇ, つっ くぇえ-ゃぇあくけすけ, おけっすけ 
くぇせおぇすぇ きけあっ ょぇ ょぇょっ くぇ つけゃっ-
おぇ, っ ょぇ せきうさぇ ぉなさいけ う かっおけ. 〈は 
けぉぇつっ うしおぇかぇ ょぇ あうゃっっ う いぇこけつ-
くぇかぇ ょぇ こうてっ そうかけしけそしおぇすぇ しう 
こけゃっしす „╉けゅぇすけ くはきぇ ゃっつっ ょぇ うきぇ 
しきなさす“.
╊っおぇさうすっ しっ ぉけさっかう, くけ くっ きけゅ-

かう ょぇ しっ しこさぇゃはす し こくっゃきけくうはすぇ.
]けそうは ╉けゃぇかっゃしおぇ せきうさぇ くぇ 

10. 02. 1891 ゅ. くぇ 41 ゅけょうくう.                                                                                          
‶けしかっょくうすっ ょせきう くぇ すぇいう ゅっくう-
ぇかくぇ あっくぇ ぉうかう: „‶さっおぇかっくけ 
きくけゅけ とぇしすうっ“.                                              

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〉《╇ 〈】′╊‶ 〉╅ 『《′╅【╅ 
╉《╈《╉¨〉╅ 

『《′《╆╊『 2015: 
〈╅][《 を╇っ【, 〈〉《╈《 【ぇ『』╊〉╊, 

』[ぇ》《 〈╅』]《 

╆】『╅【¨〉ぁ╊【╅【╅ 』 ╈《]╊〈¨ 
》《╉╅『ぇを¨ ′╅ 1-╇¨ ょ〉¨

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

′けゃうはす きせいっえ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ っ 
ゅけすけゃ いぇ 113-は ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ こさっい 

しかっょゃぇとぇすぇ 2016 ゅけょうくぇ. ╆ぇ ういゅさぇあょぇくっ-
すけ きせ とっ しぇ くせあくう 1 きかく. 200 たうかはょう かっゃぇ, 
けす おけうすけ ╋うくうしすっさしおうはす しなゃっす ゃっつっ けすこせしくぇ 
500 たうかはょう かっゃぇ. ̈ しすぇくぇかうすっ しさっょしすゃぇ とっ しっ 
すなさしはす つさっい ょさせゅう きったぇくういきう けす ょなさあぇゃぇすぇ, 
とっ ぉなょぇす ゃかけあっくう う しさっょしすゃぇ けす けぉとうくしおうは 
ぉのょあっす.
〈けゃぇ けぉはゃう 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 くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ しっしうは くぇ 
きっしすくうは こぇさかぇきっくす, こけしゃっすっくぇ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ ゅさぇょぇ. ╃っく こけ-おなしくけ きうくうしすなさなす くぇ さっゅう-
けくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ  いぇはゃう, 
つっ う いぇ けしすぇくぇかうすっ しさっょしすゃぇ, くっけぉたけょうきう いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ きせいっは, おけえすけ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ 

〈させょeく っ さけいけぉっ-
さなす すぇいう ゅけょうくぇ, 

しこけさっょ  さけいけこさけうい-
ゃけょうすっかう う さけいけぉっ-
さぇつう けす ╉ぇいぇくかなておけ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす  きう-

くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, おけ-
ゅぇすけ さけいけゃうはす ちゃはす 
ぉっ ゃ ういけぉうかうっ う くっ 
しすうゅぇたぇ さけいけぉっさぇつう, 
すぇいう ゅけょうくぇ さっおけかすぇ-
すぇ っ しかぇぉぇ, しすうゅぇ しっ 
ょけさう ょけ こぇさぇょけおしう 
けす こけさはょなおぇ くぇ 20 おうかけゅさぇきぇ さけいけゃ ちゃはす けす ょっおぇさ くぇ ょっく おぇすけ 
ょけぉうゃ, こさう くけさきぇかくう けおけかけ 300-350 おゅ. けす ょっおぇさ. 
]っさうけいくけ っ くぇょょぇゃぇくっすけ いぇ さけいけゃ ちゃはす, おけえすけ しっ ういおせこせゃぇ けす 

こせくおすけゃっすっ くぇ ちっくう けす 4 ょけ 4,50 かっゃぇ. ╆ぇこかぇとぇくっすけ くぇ さけいけ-
ぉっさぇつうすっ っ きぇかおけ こけ-ゃうしけおけ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ - 80 しすけすうく-
おう くぇ おうかけゅさぇき くぇぉさぇく さけいけゃ ちゃはす. ╆ぇさぇょう しかぇぉぇすぇ さっおけかすぇ 
くはきぇ きくけゅけ あっかぇっとう ょぇ ぉっさぇす さけいう. ╆ぇおせしおぇ, おぇそっ う ぉっいこかぇ-
すっく すさぇくしこけさす ょけ きぇしうゃうすっ しぇ ょさせゅうすっ っおしすさう, おけうすけ こさっょかぇゅぇす  
しすけこぇくう くぇ さけいけゃうすっ くうゃう.  
]かぇぉぇすぇ さっおけかすぇ う ゃうしけおぇすぇ ういおせこくぇ ちっくぇ くぇ さけいけゃうは ちゃはす とっ 

ょけゃっょっ う ょけ こけおぇつゃぇくっ くぇ ちっくぇすぇ くぇ おうかけゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ くぇ 
しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう, すゃなさょはす さけいけこさけういゃけょうすっかうすっ. ¨つぇおゃぇくうは-
すぇ しぇ, つっ ちっくぇすぇ くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ とっ しすうゅくっ  8 たうかはょう っゃさけ 
いぇ おうかけゅさぇき. ]こけさっょ こさけゅくけいうすっ いぇ ゃさっきっすけ う しなしすけはくうっすけ くぇ 
さけいけゃうすっ くぇしぇあょっくうは, しっ けつぇおゃぇ おぇきこぇくうはすぇ こけ こさうぉうさぇくっ-
すけ くぇ さけいけゃうは ちゃはす ょぇ こさけょなかあう けとっ 2-3 ょくう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ すは 
しすぇさすうさぇ し 12 ょくう こけ-おなしくけ けす きうくぇかぇすぇ. [けいけこさけういゃけょうすっかう う 
さけいけすなさゅけゃちう しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ ぉうかぇ くぇえ-
しうかくぇすぇ いぇ ぉさぇくてぇ うき こさっい こけしかっょくけすけ ょっしっすうかっすうっ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけ ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう いぇ ‶さぇい-

くうおぇ くぇ さけいぇすぇ, きうくうしすなさなす くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ ╃っしうし-
かぇゃぇ 〈ぇくっゃぇ しなけぉとう, つっ いぇ こさなゃ こなす けす すぇいう ゅけょうくぇ ゃ くけゃうは 
こさけゅさぇきっく こっさうけょ こさけういゃけょうすっかうすっ くぇ すさぇょうちうけくくうすっ ぉなかゅぇさ-
しおう しけさすけゃっ きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ とっ こけかせつぇす ょけこなかくうすっかくぇ こけょ-
おさっこぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ おけきこっくしぇすけさくうすっ こかぇとぇくうは こけ ‶さけゅさぇきぇすぇ 
いぇ さぇいゃうすうっ くぇ しっかしおうすっ さぇえけくう 2014 – 2020 ゅ. 〈は せすけつくう, つっ 
けす すぇいう ゅけょうくぇ こさけういゃけょうすっかうすっ くぇ さけいけゃけ きぇしかけ とっ こけかせつぇす 
こけ 100 かゃ. くぇ ょっおぇさ ょけこなかくうすっかくけ. 〈ぇくっゃぇ こけょつっさすぇ, つっ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおけ さけいけゃけ きぇしかけ いぇょけゃけかはゃぇ 40% けす しゃっ-
すけゃくけすけ すなさしっくっ.
„¨すぉっかはいゃぇ しっ すさぇっく すさっくょ くぇ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ こかけとうすっ し 

ぉなかゅぇさしおぇ きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ“, おぇいぇ けとっ きうくうしすなさなす. ╀かういけ 36 
たうかはょう しぇ ょっおぇさうすっ し きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ こけかけ-
ゃうくぇすぇ けす すはた しぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょけぉさけ-
すけ おぇつっしすゃけ くぇ  こさけういゃっょっくけすけ さけいけゃけ きぇしかけ しすうゅくぇ さっおけさょくぇ 
ちっくぇ くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう けす 7 たうかはょう っゃさけ いぇ おうかけゅさぇき. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて
》かせさあ そて 【ひきあ:

《ねけ くあ ぬけなちけ け さちあつそてあ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

》ちそなかつそちひて たそ たちあうそ
《えせみせ ╈かちおきけさそう:

╋けうかかす う つあすそおかこせあ おひちきあうあ

きう かのかおう いぇ ょゃけさぇ う っょくぇ こなさいぇかおぇ, し おけうすけ うゅさけゃぇすぇ こかけと しっ せゃっかうつぇゃぇ. ╃っちぇすぇ しっ さぇょゃぇす 
くぇ くけゃうすっ しなけさなあっくうは いぇ うゅさぇ, おぇいぇ いぇ „〈┿” ╂ぇくつっゃぇ. ] すはた しっ けそけさきは けとっ っょうく くけゃ うゅさけゃう 
おなす ゃ けぉてうさくうは ょゃけさ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
106 しぇ ゃ きけきっくすぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ „╀せさぇすうくけ”, ゃ 4 ゃないさぇしすけゃう ゅさせこう, くけ けす せこさぇゃぇすぇ くぇ 

いぇゃっょっくうっすけ せすけつくはゃぇす, つっ しぇ ゅけすけゃう ょぇ  こさうっきぇす う くけゃう あっかぇっとう  いぇ けぉせつっくうっ こさう すはた, すなえ 
おぇすけ うきぇ しゃけぉけょくう きっしすぇ ゃ ゅさせこうすっ. 25 しぇ ぉうかう う „ぇぉうすせさうっくすうすっ” けす こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこぇ 
いぇ 1-ゃう おかぇし, おけうすけ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ っ ういこさぇすうかぇ しうきゃけかうつくけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きっしっちぇ, くけ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす すはた とっ けしすぇくぇす う こさっい かはすけすけ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ, いぇさぇょう ぇくゅぇあうきっくすう くぇ すったくうすっ さけょうすっかう.
╁ けすこせしおぇさしおうは しっいけく ╃╂ „╀せさぇすうくけ” とっ さぇぉけすう し くけさきぇかっく さうすなき, ぉっい ょぇ うきぇ こさけぉかっきう いぇ 

ょっちぇすぇ う さけょうすっかうすっ. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

しすさけう すっいう ょくう,  とっ こけきけゅくっ ょなさあぇゃぇすぇ. ╇いこなかくうすっか くぇ けぉっおすぇ とっ ぉなょっ しすぇさけいぇゅけさしおうはす おけく-
しけさちうせき „╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ“, ゃ おけえすけ しぇ ょゃっ そうさきう - „╀なかゅぇさうは-╉かうきぇ“ う „]うきぉっおし“.
′ぇ すなさあっしすゃっくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - ╇いこなか-

くうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃, う ょなかゅけゅけょうてくうはす ょっはすっか くぇ おせかすせさぇすぇ 『ゃはすおけ 『ゃっすおけゃ 
こけかせつうたぇ くぇえ- ゃうしけおうすっ いゃぇくうは いぇ ゅさぇあょぇくう - ‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

し さっゅうけくぇかくう ちっくすさけゃっ. [ってっくうっ いぇ すけゃぇ ゃっつっ 
ゃいっ きっしすくうはす こぇさかぇきっくす くぇ ゅさぇょぇ.
¨そうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけくうは こけ こけょこうしゃぇくっすけ ぉっ 

せゃぇあっくぇ う けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか”, し おけうすけ ぇおぇょ. ╁けょっくうつぇさけゃ こけょ-
ょなさあぇ ゃさないおぇ う ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ こさっょしっょぇ-
すっか  くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ そうさきうすっ けす けすぉさぇくう-
すっかくぇすぇ うくょせしすさうは.  

つせ. 〈. 〈あおかせおきけみせ


