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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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╊さつたかちてせそ - ╅せてそせけみ 』しあうそうあ:
]けねせそつてけてか すそえあて すせそえそ

¨つてそちけみてあ せあ „╅ちつかせあし“

¨うあせ - そてうひお さしあつけさあてあ う きあせちあ

]かてみは そいかさて くあつせか さあくあせしひねあせけせ?

на стр.3

на стр.5

на стр.8

на стр.2
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╇きっ:
┿くっかうは ‶ぇゃかけゃぇ  

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃, いぇゃけょ - 12

╃かなあくけしす:
》うゅうっくうしす-おせさうっさ

╂けょうくう: 27

╆けょうは: ¨ゃっく

》けぉう: ╋せいうおぇ, こっっくっ

》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╆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: 7 24 55

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

〈【』》 えそてうけ くあさそせそおあてかしせけ たちそすかせけ つ ぬかし 
くあはけてあ せあ そつけえとちけてかしせけてか たちあうあ 

【み か えちあおけうせあ け すそきか おあ たちそすかせけ つけてとあぬけみてあ う そいはけせあ [あくあせしひさ
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┿しすさけかけゅうはすぇ こけすゃなさあょぇゃぇ すけゃぇ. ]こけさっょ ぇし-
すさけかけいうすっ ゃしっおう けす ょくうすっ くぇ しっょきうちぇすぇ しっ 

せこさぇゃかはゃぇ けす っょくぇ ゃうょうきぇ こかぇくっすぇ. ╁しはおぇ けす こかぇ-
くっすうすっ ゃ けこさっょっかっく ょっく けおぇいゃぇ ゃかうはくうっ ゃなさたせ つけ-
ゃっおぇ, ゃなさたせ くっゅけゃぇすぇ こしうたうおぇ う そういうけかけゅうは. 

╁ こさっょうてくう ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こせぉかうおせゃぇたきっ うくそけさきぇちうは, つっ こけくっょっかくうお, 
おけえすけ っ ょっく くぇ ╊せくぇすぇ, っ すっあなお ょっく; ぇ ゃすけさ-
くうお – ょっくはす くぇ ╋ぇさし, っ くっさゃっく, くけ ぇおすうゃっく 
ょっく.
╇ょゃぇ さっょ くぇ すさっすうは ょっく けす しっょきうちぇすぇ – しさは-

ょぇ – ょっくはす くぇ こかぇくっすぇすぇ ╋っさおせさうえ.
‶けいけゃぇゃぇえおう しっ くぇ ういしかっょゃぇくうは くぇ ぇしすさけかけ-

いう, ぇ ゃっさけはすくけ う けす しぇきけくぇぉかのょっくうは, きけあっき 
ょぇ すゃなさょうき, つっ うきっくくけ ゃ しさはょぇ しっ くぇしすさけえ-
ゃぇきっ くぇ ぇおすうゃっく ょっかけゃう さうすなき, しすぇゃぇきっ こけ-
ゃないこさうっきつうゃう, きうしかうき こけ-ぉなさいけ う こけ-すけつ-
くけ. ╁しうつおけ すけゃぇ しっ ょなかあう くぇ ゃかうはくうっすけ くぇ 
╋っさおせさうえ - こかぇくっすぇすぇ, おけはすけ せこさぇゃかはゃぇ ょっくは 
しさはょぇ. ╁こさけつっき, ゃぇあくうすっ こけおせこおう しぇ せょぇつくう 
くぇえ-つっしすけ ゃ こけくっょっかくうお, しさはょぇ う つっすゃなさすなお. 
′ぇえ-ょけぉさけすけ きっくの いぇ しさはょぇ しぇ さぇいくけけぉさぇい-

くうすっ いっかっくつせちう, さぇいかうつくう はたくうう, しぇかぇすう. ╁ぇ-
あっく っ けすおぇいなす けす きっしけ う きかっつくう こさけょせおすう. 
╆ぇ ょっくは くぇ ╋っさおせさうえ くぇえ-こけょたけょはとけ っ ょぇ 
しっ けさうっくすうさぇきっ おなき ゃっゅっすぇさうぇくしおぇ たさぇくぇ. 
╋っさおせさうえ っ こけおさけゃうすっか くぇ すなさゅけゃうはすぇ, いぇくぇ-

╂かけぉう いぇ さぇぉけすくうちう う しかせ-
あうすっかう, さぇぉけすっとう ぉっい 

すさせょけゃ ょけゅけゃけさう うかう こけゃっつっ 
つぇしけゃっ けす すっいう, いぇ おけうすけ っ 
しおかのつっく すさせょけゃうはす うき ょけゅけ-
ゃけさ. 〈けゃぇ こさっょゃうあょぇす いぇおけ-
くけょぇすっかくう こさけきっくう, ゅけすゃっくう 
ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせ-
ょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ. 
]こけさっょ きうくうしすなさぇ くぇ すさせょぇ 
〈けすぬけ ╋かぇょっくけゃ,  こさけきっくうすっ 
こさっょゃうあょぇす  - おけゅぇすけ しっ せし-
すぇくけゃう, つっ さぇぉけすくうお さぇぉけすう 

こけゃっつっ けす 4 つぇしぇ, ぇゃすけきぇすうつ-
くけ ょけゅけゃけさなす きせ ょぇ しっ しつうすぇ 
いぇ 8-つぇしけゃ. ╆ぇ ょぇ しっ せしすぇくけ-
ゃう すけゃぇ, けぉぇつっ, こけ ょせきうすっ 
きせ, しぇ くせあくう くはおけかおけ こさけ-
ゃっさおう くぇ うくしこっおすけさうすっ こさっい 
ょっくは. ╋けすうゃなす  いぇ こさけきっくうすっ 
っ, つっ ゃ こけしかっょくうすっ きっしっちう 
さはいおけ しっ っ せゃっかうつうか ぉさけはす 
くぇ たけさぇすぇ, さぇぉけすっとう けそうちう-
ぇかくけ くぇ 4 つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく 
う けしうゅせさはゃぇくう くぇ すけかおけゃぇ, ぇ 
さっぇかくけ さぇぉけすっとう きくけゅけ こけ-

ゃっつっ う こけかせつぇゃぇとう しおさうすう 
ょけたけょう いぇ すけゃぇ. 
¨すくけしくけ うょっはすぇ きせ ょぇ しっ 

ゅかけぉはゃぇす う しかせあうすっかうすっ, ぇおけ 
さぇぉけすはす ぉっい すさせょけゃ ょけゅけゃけさ, 
しけちうぇかくうはす きうくうしすなさ いぇはゃう, 
つっ ゃ すさせょけゃけすけ いぇおけくけょぇすっか-
しすゃけ うきぇ ょゃっ しすさぇくう う すっ くけ-
しはす けすゅけゃけさくけしす こさう くっしこぇい-
ゃぇくっすけ きせ.
„′ぇてぇすぇ ちっか っ くっ すけかおけゃぇ 

ょぇ ゅかけぉはゃぇきっ しぇきうは さぇぉけす-
くうお, ぇ ょぇ ゅけ くぇおぇさぇきっ ょぇ 
しこぇいゃぇ すさせょけゃけすけ いぇおけくけょぇ-
すっかしすゃけ う ょぇ いぇとうすうき けしうゅせ-
さうすっかくうすっ きせ こさぇゃぇ. ╃け おさぇは 
くぇ ゅけょうくぇすぇ し こさけきっくうすっ ゃ 
╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ すっいう ゅかけ-
ぉう とっ ぉなょぇす こさっょゃうょっくう“, 
せすけつくう きうくうしすなさ 〈けすの ╋かぇ-
ょっくけゃ. ╁しっ けとっ, けぉぇつっ, くっ 
しっ いくぇっ ゃ おぇおなゃ さぇいきっさ とっ 
ぉなょぇす すっ.
„╇しおぇきっ ょぇ ょうしちうこかうくうさぇ-

きっ おぇおすけ さぇぉけすけょぇすっかは, すぇおぇ 
う さぇぉけすくうおぇ, いぇとけすけ いぇおけくう-
すっ しぇ いぇ ゃしうつおう, おぇすっゅけさうつっく 
ぉっ きうくうしすなさ ╋かぇょっくけゃ.
╋うくうしすなさなす くぇ すさせょぇ う しけ-

ちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ こさけゅくけ-
いうさぇ, つっ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ こけ-ゃう-
しけおぇすぇ きうくうきぇかくぇ いぇこかぇすぇ, 
おけはすけ  っ ゃ しうかぇ けす 1-ゃう しっこ-
すっきゃさう, さぇぉけすけょぇすっかうすっ う 
しうくょうおぇすうすっ とっ ょけゅけゃけさはす う 
こけ-ゃうしけおう きうくうきぇかくう けしうゅせ-
さうすっかくう こさぇゅけゃっ. 
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21.09. -103 ゅけょうくう ′っいぇゃうしうきぇ ╀なかゅぇさうは こか.”]っゃすけこけかうし”, 

╊なゃけゃぇ つってきぇ

′ぇつぇかけ: 18.00 つ.
〈なさあっしすゃっく きけかっぉっく う ゃけょけしゃっす いぇ ぉかぇゅけょっくしすゃうっすけ くぇ ぉなか-

ゅぇさしおうは くぇさけょ

18.15 つ. - ¨しゃっとぇゃぇくっ いくぇきっすけ くぇ [っゅうけくぇかっく おかせぉ „〈さぇょうちうは                               
– 23 ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお” – ゅさ.╉ぇいぇくかなお

18.40 つ. - ]かけゃけ こけ こけゃけょ 103 ゅけょうくう けす けぉはゃはゃぇくっすけ くぇ ′っいぇ-
ゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは

18.50 つ. – ╉けくちっさす くぇ ╃せたけゃ けさおっしすなさ – ゅさ.]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こか. 
„]っゃすけこけかうし” 

25.09. ╃╉ „┿さしっくぇか”  -  19.00 つ.
【かぇゅっさくう おけくちっさすくう ういこなかくっくうは くぇ おけきこけいうちうう くぇ ╋うすおけ 

】っさっゃ. 

′ぇ くぇたけょおぇすぇ しう すけえ しっ くぇ-
すなおくぇか っょゃぇ つっすうさう ょくう 

こけ-おなしくけ, しかっょ おぇすけ いぇこけつくぇか 
ょぇ けぉさぇぉけすゃぇ しくうきおうすっ しう ゃ 
おけきこのすなさぇ.
]すさぇくくぇすぇ しくうきおぇ 46 ゅけょうて-

くうはす ‶ぇしおけ ╇ゃぇくけゃ ‶ぇしおけゃ 
くぇこさぇゃうか くぇ 28-きう ぇゃゅせしす  ゃ 
13 つぇしぇ 54 きうくせすう  こけょ いぇ-
こぇょくうは しおかけく くぇ  ゃさなた ╊っゃしおう 
くぇょ ]けこけす, ゃ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ. 
『っかすぇ くぇ かのぉうすっかは – こかぇくう-
くぇさ ぉうかぇ ょぇ いぇしくっきっ おさぇしうゃう  
きっしすくけしすう うい ╀なかゅぇさうは,  すなえ 
おぇすけ そけすけゅさぇそうはすぇ きせ っ たけぉう. 
╇きっくけ いぇさぇょう くっゅけ すけえ おせこせゃぇ 
う こさっしおなこ  そけすけぇこぇさぇす - けゅかっ-
ょぇかくけ さっそかっおしっく Canon-300 
D, し けぉっおすうゃ 18-55 きき.
]くうきおうすっ,  おけうすけ ‶ぇしおけゃ 

29.09 - 30.09
〈っぇすなさ “╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” - ╉ぇいぇくかなお こさっきうっさぇ くぇ “╆╋╄╈¨╁┿ ]╁┿〈╀┿”
せくうおぇかっく くっゃっさぉぇかっく しこっおすぇおなか こけ っょくけうきっくくけすけ こさけういゃっょっくうっ くぇ ‶.ぃ.〈けょけさけゃ

こさぇゃう, しぇ こさっい 16 しっおせくょう. ╃け-
おぇすけ しくうきぇ, くうとけ くっ しきせとぇゃぇ 
いぇくうきぇくうはすぇ きせ, くうすけ こなお しな-
いうさぇ くっとけ くっけぉうつぇえくけ ゃ ゅかっょ-
おぇすぇ こさっょ しっぉっ しう. ′っ つせゃぇ くうすけ 
てせき, くうすけ ょさせゅ くはおぇおなゃ いゃせお 
しきせとぇゃぇ そけすけしっしうはすぇ きせ. ′ぇ-
こさけすうゃ, いぇこっつぇすゃぇ ょっしっすおう こっえ-
いぇあう し こぇしはとう おけくっ くぇ けすしさっと-
くうは  しおかけく くぇ ゃなさたぇ.  
╉けゅぇすけ つっすうさう ょくう こけ-おなし-

くけ すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ けぉさぇぉけすゃぇ 
しくうきおうすっ けす ゃさなた ╊っゃしおう, っょくぇ 
けす すはた っ さぇいかうつくぇ. ‶ぇしおけ けす-
おさうゃぇ ゃ くっは けぉっおす, おけえすけ くうすけ っ 
ゃうあょぇか, くうすけ っ さぇいぉさぇか, つっ いぇ-
しくっきぇ, ょけおぇすけ っ こけょ ゃなさたぇ. 
]すさぇくくけすけ っ う ょさせゅけ: くぇ くうすけ 

っょくぇ けす こさっょうてくうすっ  しくうきおう, 
くうすけ  こなお くぇ しかっょゃぇとうすっ, うきぇ 

すけいう けぉっおす, おけえすけ っかっおすさけくつう-
おなす ゃうあょぇ: しうかくけ さぇいきうす けぉっおす 
ゃ たけさういけくすぇかくぇ こけしけおぇ,  しゃう-
ょっすっかしすゃけ いぇ ゃうしけおぇ しおけさけしす. 
╃けおぇすけ しくうきぇ,  きなあなす っ くぇ 

2 おうかけきっすさぇ う  610 きっすさぇ けす 
きはしすけすけ, おなょっすけ こさっきうくぇゃぇ  
けぉっおすなす. ′ぇょきけさしおぇすぇ ゃうしけ-
つうくぇ, くぇ おけはすけ しっ くぇきうさぇ そけ-
すけゅさぇそなす, っ 1 760 きっすさぇ,  ぇ „ 
けすおさうすけすけ” すはかけ, おけっすけ こさっきう-
くぇゃぇ - くぇ 2 012 きっすさぇ.  ]ぇきう-
はす ゃさなた , ういゃっしすっく けとっ う おぇすけ 
ゃさなた ┿きぉぇさうちぇ ゃ ]すぇさぇ こかぇくう-
くぇ, っ くぇ ゃうしけつうくぇ 2 166 きっすさぇ. 
╃け すっいう  ょぇくくう そけすけゅさぇそなす 
しすうゅぇ, しかっょ おぇすけ ゃこけしかっょしすゃうっ  
こさぇゃう う おぇさすぇ くぇ きっしすくけしすすぇ し  
GPS おけけさょうくぇすう. ‶なさゃけくぇつぇか-
くけ  けぉっおすなす こさうかうつぇ  くぇ きぇかおぇ 
ょさぇしおけすうくぇ,  いぇぉっかっあうきぇ  けぉぇ-
つっ くぇ おけきこのすなさくうは きけくうすけさ う 
せかけゃっくぇ けす そけすけぇこぇさぇすぇ. ╁こけ-
しかっょしすゃうっ ‶ぇしおけゃ せゃっかうつぇゃぇ 
ういけぉさぇあっくうっすけ くぇ くぇたけょおぇすぇ 
しう う けすおさうすうっすけ  ゃぇょう うくぇつっ 
しおっこすうつくうはす  っかっおすさけくつうお. ╆ぇ 
ょぇ さぇいゅぇょぇっ おぇおゃけ うきぇ すぇき, 
‶ぇしおけゃ  こさぇゃう こけさっょうちぇ けす 
ういつうしかっくうは う こさっあうゃはゃぇ おせこ 
ぉっいしなくくう くけとう. 
╆ぇ ちっかすぇ ょけさう しっ ゃさなとぇ しかっょ 

しっょきうちぇ けすくけゃけ くぇ しなとけすけ 
きはしすけ, くぇ おけっすけ こさぇゃう こさっ-
ょうてくぇすぇ しくうきおぇ, いぇ ょぇ  こさけゃっ-
ょっ こけさっょうちぇ けす っおしこっさうきっくすう  
う こさけゃっさう  くぇ すっさっく くぇこさぇゃっ-
くうすっ けす くっゅけ しぇきうは ょけ きけきっくすぇ 
ういつうしかっくうは.  
╉せこせゃぇ  10-きっすさけゃけ そけかうけ, 

おけっすけ けさぇいきっさはゃぇ こさっい きっ-
すなさ, いぇしすうかぇ ゅけ くぇ きはしすけすけ, 
くぇ おけっすけ  しすさぇくくうはす, けすおさうす 

くぇ しくうきおぇすぇ けす 28-きう ぇゃゅせしす, 
けぉっおす っ けしすぇゃうか こけかせしはくおぇ. 
′ぇ ぉぇいぇ こけかせつっくうすっ ういつうしかっ-
くうは ‶ぇしおけゃ しすうゅぇ ょけ ういゃけょぇ, つっ 
けぉっおすなす, おけえすけ せかぇゃは  しなゃしっき 
しかせつぇえくけ  そけすけけぉっおすうゃなす きせ, っ 
し さぇいきっさう 25 きっすさぇ ょなかあうくぇ, 
16 きっすさぇ てうさうくぇ う ょっぉっかうくぇ 4 
きっすさぇ. 
〈はかけすけ っ ゅけかはきけ, いぇしっくつうかけ っ  

ぉけさつっすけ,  くぇょ おけっすけ こさっきうくぇ-
ゃぇ, う  っ こさっかっすはかけ くぇ ゃうしけつうくぇ 
7-8 きっすさぇ くぇょ すっさっくぇ, おぇいゃぇ 
‶ぇしおけゃ くぇ ぉぇいぇ くぇこさぇゃっくうすっ  
ういつうしかっくうは. 〈けえ せゃっかうつぇゃぇ うい-
けぉさぇあっくうっすけ くぇ しくうきおぇすぇ う は 
きぇとぇぉうさぇ 1:1,  おぇすけ すぇおぇ くぇ-
きうさぇ う しぇきうすっ さぇいきっさう くぇ すは-
かけすけ. ]なこけしすぇゃは  ゃ しなとうは きぇ-
とぇぉ しくうきおうすっ  けす しなとけすけ きはしすけ 
し さぇいかうおぇ けす しっょきうちぇ.   
′ぇ すぇいう ぉぇいぇ う  くぇ ぉぇいぇ しかっょぇ-

すぇ けす しはくおぇすぇ, おけはすけ っ けしすぇゃっ-
くぇ,  すけえ っ ういつうしかうか う っゃっくすせぇか-
くぇすぇ しおけさけしす, し おけはすけ けぉっおすなす 
っ こさっかっすはか くぇょ すっさっくぇ: ‶ぇしおけゃ 
すゃなさょう, つっ すは っ 1250 きっすさぇ ゃ 
しっおせくょぇ, すなえ おぇすけ いぇ 1/250 
けす しっおせくょぇすぇ っ しおけさけしすすぇ くぇ 
くぇこさぇゃっくぇすぇ けす くっゅけ しくうきおぇ. 
„′ぇえ-ゃっさけはすくけ, いぇしっつっくうはす けす 
きっく, ぉっい ょぇ うしおぇき, けぉっおす しっ っ 
ょゃうあうか しなし しおけさけしす ょゃぇ こなすう 
こけ-ぉなさいぇ けす しおけさけしすすぇ くぇ おせさ-
てせき けす ぇゃすけきぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”,  
すゃなさょう っかっおすさけくつうおなす.  ╆ぇ 
しさぇゃくっくうっ, おせさてせきなす けす すけいう 
ぇゃすけきぇす しっ ょゃうあう しなし しおけさけしす 
けす 710 きっすさぇ ゃ しっおせくょぇ. 
┿おけ しおけさけしすすぇ, し おけはすけ すはかけ-

すけ しっ っ ょゃうあうかけ, っ すぇいう,  すけ 
すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ  いぇしっつっくうはす 
けぉっおす  しっ っ ょゃうあうか しなし しおけさけしす 

ゃ こなすう こけ-ゅけかはきぇ  けす しおけさけしす-
すぇ くぇ ういすさっぉうすっかうすっ, おけゅぇすけ 
しっ  ょゃうあぇす こさう いっきはすぇ, すゃなさょう 
けとっ っかっおすさけくつうおなす.  ]こけさっょ 
くっゅけ しさっょくぇすぇ しおけさけしす ゃ つぇし くぇ 
いぇしっつっくうは けぉっおす っ けおけかけ 4500 
おうかけきっすさぇ. ╆ぇ しさぇゃくっくうっ, うい-
すさっぉうすっかうすっ こさう いっきはすぇ さぇい-
ゃうゃぇす しさっょくぇ しおけさけしす けす こけさは-
ょなおぇ くぇ 1300-1400 おうかけきっすさぇ 
ゃ つぇし. 
′はきぇ すぇおなゃ いっきっく けぉっおす, しない-

ょぇょっく けす つけゃっお, おけえすけ ょぇ さぇい-
ゃうっ すぇおぇゃぇ しおけさけしす こさう すっいう 
せしかけゃうは う すぇいう ゃうしけつうくぇ,  けす-
しうつぇ ょくう しかっょ しすさぇくくけすけ しう 
けすおさうすうっ  っかっおすさけくつうおなす  けす 
╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ ょぇ っ しなゃしっき せぉっ-
ょうすっかっく こさっょ しぇきうは しっぉっ しう, 
くっゃはさゃぇとうはす ょけ すけいう きけきっくす ゃ 
いっかっくう つけゃっつっすぇ う ′╊¨ おぇいぇく-
かなつぇくうく  ょけさう ういつうしかはゃぇ う おけ-
けさょうくぇすうすっ くぇ  きはしすけすけ, おなょっすけ 
っ いぇしっつっく けぉっおすなす: 42 ゅさぇょせしぇ, 
42 きうくせすう う 42,24 しっおせくょう しっ-
ゃっさくぇ てうさうくぇ  う 24 ゅさぇょせしぇ, 
46 きうくせすう う 43,87 しっおせくょう 
ういすけつくぇ ょなかあうくぇ. 〈けえ しぇきうはす 
しくうきぇ けす 42 ゅさぇょせしぇ, 42 きうくせすう 
う 09,46 しっおせくょう.  
′ぇこさぇゃっくぇすぇ せくうおぇかくぇ しくうき-

おぇ う くっえくうすっ せゃっかうつっくうは ‶ぇ-
しおけ ‶ぇしおけゃ しきはすぇ ょぇ こけおぇあっ くぇ 
しゃけうすっ しなゅさぇあょぇくう う くぇ しおっこ-
すうちう しなゃしっき しおけさけ.
『っかすぇ  くぇ ちっかうは すけいう くっゅけゃ, 

ょけ きけきっくすぇ こけつうす おなさすけゃしおう 
う くっさぇいぉうさぇっき いぇ しおっこすうちうすっ, 
すさせょ っ ょぇ さぇいぉっさぇす たけさぇすぇ, つっ 
╁しっかっくぇすぇ おさうっ くっゃっさけはすくう 
ういくっくぇょう う うくすっさっしくう しさっとう し 
′っこけいくぇすけすけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

はすうすっ う いくぇくうはすぇ, くぇ ょっえくけしす-
うすっ, しゃなさいぇくう しなし しかけゃけすけ, し 
けぉとせゃぇくっすけ う こさっょぇゃぇくっすけ くぇ 
うくそけさきぇちうは. 
〈ぇいう こかぇくっすぇ しっ こさけはゃはゃぇ 

ょけしすぇ はゃくけ ゃ つけゃっおぇ. [けょっくう-
すっ ゃ すけいう ょっく しぇ こさうおぇいかうゃう う 
けぉとうすっかくう たけさぇ, かっしくけ せしゃけ-
はゃぇす うくそけさきぇちうはすぇ う ういかぇゅぇす 
きうしかうすっ しう. 〈っいう おぇつっしすゃぇ, 
けぉぇつっ, いぇゃうしはす う けす こけかけあっくう-
っすけ くぇ ╋っさおせさうえ ゃ きけきっくすぇ くぇ 
さぇあょぇくっすけ. ╋っさおせさうえ しすうきせ-
かうさぇ しなとけ すぇおぇ う くはおけう ょさせゅう 
おぇつっしすゃぇ - かけゃおけしす, たうすさけしす, 
ぇょぇこすうゃくけしす, いぇすけゃぇ ゅけ しきはすぇ-
かう いぇ こけおさけゃうすっか くぇ おさぇょちうすっ. 

╃っくはす しさはょぇ っ ぉかぇゅけこさうはすっく 
いぇ こなすせゃぇくうは, いぇ すなさゅけゃしおう 
しょっかおう, いぇ いぇくうきぇくうは し せき-
しすゃっく すさせょ. ‶けょたけょはと っ う ょぇ 
しっ こうてぇす こうしきぇ. 》けさぇすぇ, さけょっ-
くう ゃ しさはょぇ, しぇ こさういゃぇくう ょぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇす し こけょけぉくう ょっえくけしすう 
– いぇすけゃぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた しぇ 
こうしぇすっかう, いぇくぇはすつうう, すなさゅけ-
ゃちう う あせさくぇかうしすう.
]さはょぇ くっ っ ぉかぇゅけこさうはすっく 

ょっく いぇ いぇくうきぇくうは し ょなさあぇゃくう 
ょっかぇ う いぇ けぉとせゃぇくっ し ゃうしてっし-
すけはとう. 〈けゃぇ っ すぇおぇ, いぇとけすけ 
くうとけ くっ きけあっ ょぇ しっ さってう つさっい 
おけくそかうおす, ぇ しぇきけ し せきしすゃっくけ 
せしなさょうっ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ぁ╊』【¨【 》『╅′〉¨[, ╅『』╊〉╅]を¨!

50 ょっおぇさぇ ゅけさう う 1 すけく 
たぇさすうは うおけくけきうしぇ う 

しこっしすう くぇ ょなさあぇゃぇすぇ こなさ-
ゃうはす ゃ しすさぇくぇすぇ っかっおすさけくっく 
¨ぉとうくしおう しなゃっす - おぇいぇく-
かなておうはす. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ 
けす こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ╋っしすくうはす こぇさかぇきっくす 
こさうおかのつゃぇ きぇくょぇすぇ しう う し 
さっおけさょっく ぉさけえ さってっくうは いぇ 
こけしかっょくうすっ すさう きぇくょぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすう ゃ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお.
′ぇしすけはとうはす きっしすっく いぇおけくけ-

ょぇすっかっく けさゅぇく  っ う っょうく けす 
きぇかおけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ, ういおぇさぇ-
かう 3, ぇ くっ 4-ゅけょうてっく きぇく-
ょぇす, しかっょ おぇしうさぇくうすっ ういぉけさう 
こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ.
╆ぇ すさうすっ ゅけょうくう くっゅけゃぇ 

さぇぉけすぇ, ゃ こっさうけょぇ 2008-きぇ 
-2011-すぇ,  けぉとうくしおうすっ しな-
ゃっすくうちう しぇ いぇしっょぇゃぇかう 50 
こなすう, おぇすけ しぇ ゃいっかう 718 さっ-
てっくうは う しぇ さぇいゅかっょぇかう こけ-
しすなこうかうすっ 4 663 ょけおせきっくすぇ. 
╆ぇ こっさうけょぇ おぇいぇくかなておうすっ 

けぉとうくしおう しなゃっすくうちう,  しさっょ 
おけうすけ しぇ う すさうきぇすぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ï-

äñëöó £í とí£íÖ¿é¡“: ′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, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, しぇ さぇぉけすうかう 
ゃ 11 こけしすけはくくう おけきうしうう, いぇ-
しっょぇゃぇかう けぉとけ 572 こなすう う しぇ 
しそけさきうさぇかう ゃ さぇいかうつくう こっ-
さうけょう けす ゃさっきっ こけ さぇいかうつくう 
くぇぉけかっかう ゃなこさけしう いぇ おぇいぇく-
かなておけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ 8 ゃさっ-
きっくくう おけきうしうう. 
]なゃっすくうちうすっ しぇ さぇいゅかっょぇ-

かう う こさうっかう 6 しすさぇすっゅうう う 
おけくちっこちうう こけ さぇいかうつくう ゃな-
こさけしう. ╄ょうく けす くぇえ-ゃぇあくうすっ 
っ ]すさぇすっゅうは いぇ せこさぇゃかっくうっ 
う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうくしおぇ 
しけぉしすゃっくけしす いぇ こっさうけょぇ 2008 
ゅ. - 2013 ゅ. くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ╃けおせきっくすなす っ こさうっす こけ 
こさっょかけあっくうっ くぇ ‶けしすけはくくぇ-
すぇ おけきうしうは こけ こさうゃぇすういぇちうは 
う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうくしおぇ 
しけぉしすゃっくけしす.
╇きっくくけ おぇいぇくかなておうはす ¨ぉ-

とうくしおう しなゃっす しすぇくぇ うくうちうぇ-
すけさ う うょっけかけゅ くぇ こなさゃぇすぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは ¨ぉとうくしおぇ しすさぇすっ-
ゅうは いぇ さぇぉけすぇ し きかぇょうすっ たけさぇ.

〉. ¨いとのかう:

‶さけそっしうけくぇかくうはす こさぇいくうお くぇ きぇてうくけ-
しすさけうすっかは う こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しすぇくぇたぇ こけゃけょ いぇ こけさっょくぇ しさっとぇ し ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ - ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃.
╆ぇ さぇゃくけしきっすおぇすぇ う ぉなょっとっすけ.
╆ぇ こけかうすうおぇすぇ う たけさぇすぇ. 

 - ╂-く ╇ぉせてっゃ, おぇおゃぇ っ さぇゃくけしきっすおぇ-
すぇ いぇ „┿さしっくぇか” こさっょう こさっょしすけはとうは 
こけさっょっく  こさぇいくうお くぇ そうさきぇすぇ?  
- ╃くっし し せょけゃけかしすゃうっ きけあっき ょぇ おぇあっき, つっ 

くっいぇゃうしうきけ けす すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ いぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ くう, いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”, さな-
おけゃけょうすっかうすっ こけ いぇゃけょう, ちったけゃっ う しきっくう, 
いぇっょくけ し ゃしうつおう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう 
くぇ そうさきぇすぇ, ゃなこさっおう ゃしうつおけ, し きくけゅけ せしう-
かうは こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ ょなさあうき, おぇおすけ けぉう-
つぇき ょぇ おぇいゃぇき, おさういぇすぇ いぇょ こけさすぇかうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ. ′っいぇゃうしうきけ, つっ っ きくけゅけ すっあおけ, 
すせお ういこかぇとぇきっ さっょけゃくけ いぇこかぇすう う ぇゃぇくしう 
くぇ さぇぉけすっとうすっ, しすぇさぇっき しっ すっ ょぇ しっ つせゃしす-
ゃぇす しこけおけえくう いぇ たかはぉぇ しう う いぇ せすさってくうは 
ょっく. ‶けしすうゅぇきっ ゃしうつおけ すけゃぇ, いぇとけすけ, くっ-
いぇゃうしうきけ けす ういおかのつうすっかくけ しかけあくぇすぇ う 
すっあおぇ しうすせぇちうは, くうっ ゃしうつおう けす こなさゃうは 
ょけ こけしかっょくうは つけゃっお ゃなゃ そうさきぇすぇ さぇぉけ-
すうき おぇすけ っょくぇ おけきぇくょぇ, おぇすけ っょうく っおうこ, 
ゃ けすぉけさ. 〈けゃぇ いぇ こけさっょっく こなす こけおぇいゃぇ, つっ 
すさせょくうすっ きけきっくすう しっ こさっけょけかはゃぇす, おけゅぇすけ 
うきぇ っょうくけきうてかっくうちう う さぇいぉうさぇくっ, おけゅぇ-
すけ たけさぇすぇ ゅかっょぇす いぇっょくけ ゃ っょくぇ こけしけおぇ.  
′うっ しきっ ゅけかはきぇ, しうかくぇ そうさきぇ. 〈させょくけ しっ 
こさっつせこゃぇきっ. 
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]ないょぇょっくけ っ こさっい 1878 ゅ. 

こなさゃけくぇつぇかくけ おぇすけ さっ-
きけくすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ ゃ ゅさ. [せしっ 
し うきっすけ [せしっくしおう ぇさすうかっさうえ-
しおう ぇさしっくぇか ([┿┿). ‶さっい 1891 
ゅ. し ういゃなさてゃぇくっ くぇ さっけさゅぇくう-
いぇちうは くぇ ゃけっくくけ-すったくうつっしおう-
すっ せつさっあょっくうは っ こさっきっしすっくけ 
ゃ ]けそうは, けぉっょうくはゃぇ しっ しなし 
しなとっしすゃせゃぇとうは すぇき ]けそうえしおう 
ぇさすうかっさうえしおう しおかぇょ う すぇおぇ 
こさっい 1894ゅ. しっ しそけさきうさぇ ]け-
そうえしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか 
(]┿┿).
¨す 1924 ゅ. しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ゅさ. 

╉ぇいぇくかなお いぇっょくけ し きぇてうくくけ-
すけ けぉけさせょゃぇくっ, すったくうつっしおぇすぇ 
ょけおせきっくすぇちうは う ゅけかはきぇ つぇしす 
けす さなおけゃけょくうは う ういこなかくうすっか-
しおう こっさしけくぇか. ╁ すけいう さぇえけく 
くけゃぇすぇ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇ-
ぉさうおぇ (╃╁《) しっ くぇきうさぇ こけつすう 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ しすさぇくぇすぇ, こけかせ-
つぇゃぇ っしすっしすゃっく こさうさけょっく いぇ-
しかけく きっあょせ ょゃっ こかぇくうくう う うきぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ すっさうすけさうぇかくけ 
さぇいてうさはゃぇくっ, おぇおゃうすけ しぇ ぉうかう  
ちっかうすっ くぇ すけゅぇゃぇてくけすけ ぉなか-
ゅぇさしおけ こさぇゃうすっかしすゃけ.
╁ こなさゃうすっ ゅけょうくう そぇぉさうおぇすぇ 

っ ういゃなさてゃぇかぇ けしくけゃくけ さっきけくす-
くう ょっえくけしすう, こさけういゃっあょぇかぇ っ 
さっいっさゃくう つぇしすう う っ こけょょなさあぇ-
かぇ ゃけっくくうすっ そけさきうさけゃぇくうは くぇ 

ょなさあぇゃぇすぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ゃけえ-
くうすっ ょっえくけしすすぇ え しっ ぇおすうゃういう-
さぇ う いぇこけつゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ぇさすうかっさうえしおう しくぇさはょう う 
ぉけっこさうこぇしう, ぉぇさせすう, おぇこしせかう, 
こさけすうゃけゅぇいう, けさなあっえくう う けさな-
ょっえくう すっつくけしすう う しきぇいおう.
]かっょ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-

くぇ いぇこけつゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
くけゃう ういょっかうは, おけうすけ しぇ けす こなさ-
ゃけしすっこっくくけ いくぇつっくうっ いぇ しかっょ-
ゃけっくくぇすぇ うおけくけきうおぇ くぇ しすさぇ-
くぇすぇ – すさうかっきっあくう こかせゅけゃっ, 
ょうしおけゃう ぉさぇくう, ぇおせきせかぇすけさう, 
ょういっかきけすけさう, っかっおすさけきけすけさう 
う ょさ. ╇いゃなさてゃぇ しっ さっきけくす くぇ 
けこすうつっしおぇ すったくうおぇ, せしゃけはゃぇ 
しっ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こなさゃうすっ 
しすさゅけゃっ, おけかけくくう こさけぉうゃくう う 
そさっいけゃう きぇてうくう. ‶さっい 1956-
58 ゅ. こさっょこさうはすうっすけ せしゃけはゃぇ 
う こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こなさゃうすっ 
7,62 mm ぇゃすけきぇすう う ぉっいけすおぇす-
くけ けさなょうっ ╀-10.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ ゅけょう-

くう いぇゃけょなす こせしおぇ くぇ こぇいぇさぇ 
きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう – こさけ-
ぉうゃくう (╀╉-20 う ╀╉-32), そさっいう 
(《〉-250 う 《〉-320), ぇ こけ-おなし-
くけ う ょさせゅう きけょっかう そさっいけゃう う 
ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう う ゃないかう. 
¨す ょっおっきゃさう 1960 ゅ. しっ けすおさう-
ゃぇ せつぇしすなお いぇ すゃなさょけしこかぇゃくう 
こかぇしすうくう.
‶けしすっこっくくけ こさっょこさうはすうっすけ しっ 

せすゃなさあょぇゃぇ おぇすけ っょうく けす くぇえ-

ゅけかっきうすっ きぇてうくけしすさけ-
うすっかくう ちっくすさけゃっ う くぇえ-
おさせこくけすけ ゃ けすぉさぇくうすっかくうは 
ぉさぇくて くぇ しすさぇくぇすぇ.
‶さっい 1967 ゅ. しっ けすおさうゃぇ 

╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇい-
ゃうすうっ, おけはすけ こさっい 1984 ゅ. 
こさっさぇしすゃぇ ゃ ╇くしすうすせす いぇ 
きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう. ╁ 
しかっょゃぇとうは こっさうけょ けす ょっ-
しっすうくぇ ゅけょうくう こけしかっょけ-

ゃぇすっかくけ しっ ゃなゃっあょぇす くけゃう 
こさけういゃけょしすゃっくう きけとくけ-
しすう:

-いぇゃけょ いぇ こさせあうくう;
-いぇゃけょ いぇ ぇゅさっゅぇすくぇ すった-

くうおぇ;
-いぇゃけょ いぇ くっしすぇくょぇさすくけ 

けぉけさせょゃぇくっ;
-くけゃう せつぇしすなちう いぇ ぉぇさせす-

くけ, こぇすさけくくけ, おぇこしせかくけ う 
こうさけすったくうつっしおけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ;
-ちった し きぇてうくう し ちうそさけ-

ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっ-
くうっ;
-っかっおすさけくくけ-ういつうしかうすっ-

かっく ちっくすなさ.

╋ぇてうくくうはす こぇさお くっこさっ-
おなしくぇすけ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ 
う きけょっさくういうさぇ, せゃっかうつぇ-
ゃぇす しっ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ 
こけ-てうさけおけしこっおすなさくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ. ╄ょくけゃさっきっくくけ 
し すけゃぇ くぇさぇしすゃぇ う ぉさけは くぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ う しっ こけゃう-
てぇゃぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ 
こっさしけくぇかぇ. 〈けゃぇ ょぇゃぇ ゃない-
きけあくけしす いぇ せしなゃなさてっくしす-
ゃぇくっ う くぇ かうちっくいくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, しないょぇゃぇくっ, 
せしゃけはゃぇくっ う しっさうえくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ くけゃう ういょっ-
かうは:

1971-72 ゅ. – 9た18 mm こう-
しすけかっすくう こぇすさけくう;
1971-73 ゅ. – おぇさすっつくうちう;
1972-74 ゅ. – 9 mm こうしすけ-

かっすう;
1976-78 ゅ. – 7,62 mm すぇく-

おけゃう おぇさすっつくうちう;
1983      ゅ. – 23 mm いっくうすくう 

せしすぇくけゃおう;
1984-86 ゅ. – 5,45 mm ぇゃ-

すけきぇすう;
1985-87 ゅ. – 5,45た39,5 mm 

こぇすさけくう;
1986-87 ゅ. – 122 mm ゅぇせ-

ぉうちう う ょさ. 

‶さっい 1989-90 ゅ.しっ しないょぇ-
ゃぇす こなさゃうすっ きぇてうくくう ちっく-
すさう こけ かうちっくい くぇ “ぅきぇいぇ-
おう” – ぅこけくうは. ¨ぉけさせょゃぇ しっ 
いぇゃけょ いぇ すゃなさょけしこかぇゃくう 
しきっしう う きけくけかうすくぇ きけょせか-
くぇ しうしすっきぇ “╁ぇさうかけお” こけ 
かうちっくい くぇ “]ぇくょゃうお ╉けさけ-
きぇくす” – 【ゃっちうは, ぇ こけ-おなしくけ 
う いぇゃけょ いぇ しうくすっすうつっく ょうぇ-
きぇくす, しなゃきっしすくけ し ╇くしすうすせすぇ 
いぇ しゃさなたすゃなさょう きぇすっさうぇかう 
– ╉うっゃ. ¨す 1996 ゅ. ょさなあっし-
すゃけすけ こさけういゃっあょぇ う うくしすさせ-
きっくすけょなさあぇつう, かうちっくいうはすぇ 
くぇ おけうすけ っ くぇ “╁ぇかすっさ” ┿╂ 
– 〈のぉうくゅっく, ╂っさきぇくうは. ╋け-
ょうそうちうさぇす しっ そさっいけゃうすっ う 

こさけぉうゃくうすっ きぇてうくう, さぇいてう-
さはゃぇ しっ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
こさうぉけさう, こさうしこけしけぉかっくうは う 
うくしすさせきっくすぇかくぇ っおうこうさけゃ-
おぇ.
¨す 03.12.1999 ゅけょ. “┿さ-

しっくぇか” っ ゃっつっ ┿おちうけくっさくけ 

ょさせあっしすゃけ し てうさけおぇ う きくけ-
ゅけきぇとぇぉくぇ ょっえくけしす. ′けゃぇすぇ 
っゃさけこっえしおぇ う っゃさけぇすかぇくすう-
つっしおぇ けさうっくすぇちうは くぇ [っこせ-
ぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは けこさっょっかは う 
くけゃうすっ くぇしけおう ゃ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ う すなさゅけゃうはすぇ. ╀なさいぇすぇ 
ぇょぇこすぇちうは くぇ そうさきぇすぇ おなき 
くけゃうすっ こぇいぇさくう せしかけゃうは くぇ-
かけあう せしゃけはゃぇくっ う こさけういゃけょ-
しすゃけ くぇ くけゃう こさけょせおすう:

-5,56 mm ぇゃすけきぇすう, さなつくう 
おぇさすっつくうちう う おぇさぇぉうくう;
-7,62た51 mm おぇさすっつくうちう;
-40た46 mm こけょちっゃくう, しぇ-

きけしすけはすっかっく う きくけゅけいぇさはょっく 
ゅさぇくぇすけきっすう, おぇおすけ う さぇい-
かうつくう ゃうょけゃっ ういしすさっかう いぇ 
すはた;
-9た19 mm こうしすけかっすう;
-60 mm う 81 mm きうくけたゃなさ-

ゅぇつおう;
-60 mm, 81 mm, 82 mm, 

120 mm きうくけたゃなさゅぇつくう うい-
しすさっかう;
-9た18 mm う 9た19 mm おぇさ-

すっつくう こうしすけかっすう;
-23 mm う 30 mm ういしすさっかう;
-ういしすさっかう いぇ こさけすうゃけすぇくおけ-

ゃう ゅさぇくぇすけきっすう;
-さっぇおすうゃくう しくぇさはょう – さぇい-

かうつくう ゃうょけゃっ;
-さなつくう ゅさぇくぇすう;

-ゃいさうゃぇすっかう う ょさ.
╂ぇきぇすぇ けす くけゃう う さぇいかうつ-

くう ういょっかうは くっこさっおなしくぇすけ しっ 
さぇいてうさはゃぇ う けぉけゅぇすはゃぇ. 
╁ しゃけはすぇ ょなかゅけゅけょうてくぇ うし-

すけさうは “┿さしっくぇか” っ しないょぇゃぇか, 
せしゃけはゃぇか う こさけういゃっあょぇか 

“╅ちつかせあし” ╅╉ か せあこ-えそしみすそてそ たちかおたちけみてけか そて ╇そかせせそ-たちそすけのしかせけみ さそすたしかさつ  け てちかてそてそ たそ すあはあいけ う つてちあせあてあ
こさけょせおちうは し さぇいかうつくけ こさっょ-
くぇいくぇつっくうっ, おけはすけ ゃ しかっょゃぇ-
とうすっ ゅけょうくう しっ っ こさっゃさなとぇ-
かぇ ゃ けしくけゃくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
くけゃけしないょぇょっくう こさっょこさうはすうは 
けす くぇちうけくぇかくぇすぇ うくょせしすさうは 
(ぇおせきせかぇすけさう, ょういっかきけすけさう, 
っかっおすさけきけすけさう, さぇょうぇすけさう, 
こさせあうくう, しうくすっすうつっく ょうぇ-
きぇくす う ょさ.). ′っ っ くっけぉたけょうきけ 
ょけこなかくうすっかくけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ 
いぇ すけゃぇ, つっ “┿さしっくぇか” けしゃっく 
けしくけゃけこけかけあくうお くぇ けすぉさぇくう-
すっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, っ こけ-
しすぇゃうか ぉぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
さっょうちぇ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇ-
くぇすぇ, おけうすけ しぇ いぇっきぇかう う いぇ-
っきぇす ゃぇあくけ きはしすけ ゃ さけょくけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ. 
╃くっし “┿さしっくぇか” っ こけいくぇす せ 

くぇし う ゃ つせあぉうくぇ おぇすけ こさっょ-
こさうはすうっ し すさぇょうちうう ゃ こさけ-
っおすうさぇくっすけ, こさけういゃけょしすゃけすけ, 
うくあっくっさうくゅぇ う すなさゅけゃうはすぇ し 
ゅさぇあょぇくしおう う しこっちうぇかくう うい-
ょっかうは. 
 
]ないょぇょっくぇすぇ けすかうつくぇ けさゅぇ-

くういぇちうは くぇ さぇぉけすぇ, ょっえしすゃぇ-
とぇすぇ しうしすっきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ 
くぇ おぇつっしすゃけすけ, おけきこのすなさくけ-
すけ すっしすゃぇくっ くぇ ぉぇいう-ょぇくくうすっ 
う きくけゅけおさぇすくうすっ ういこうすぇくうは 
くぇ しうしすっきうすっ ゃ さぇいかうつくう 
っおしすさっきぇかくう せしかけゃうは, しぇ 
ょけこなかくうすっかくぇ ゅぇさぇくちうは いぇ 
ゃうしけおけすけ うき おぇつっしすゃけ, くぇ-
ょっあょくけしす, おけくおせさっくすくけし-
こけしけぉくけしす, きっあょせくぇさけょくけ 
こさういくぇくうっ う すなさしっくっ くぇ うい-
ょっかうはすぇ し きぇさおぇすぇ “┿さしっくぇか” 
– しっさうけいっく おけくおせさっくす う くぇ-
ょっあょっく こぇさすくぬけさ.

 ┿くぇかうい

 [ぇいゃうすうっ

 ]すさせおすせさぇ

 ╄かっおすさけくういぇちうは

 ′けせ-たぇせ

 ┿ゃすけきぇすういぇちうは

 ╊ういうくゅ

〈ぇおぇ ういゅかっあょぇ しなゃさっきっくくぇ  
すぇ さぇいてうそさけゃおぇ くぇ うきっすけ くぇ 
おけきこぇくうはすぇ う すけゃぇ しぇ ょっえ-
くけしすうすっ, くぇ おけうすけ しっ いぇかぇゅぇ 
しこけさっょ ういこなかくうすっかくうは ょう-
さっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

ǲǨǳǭǵǬǨǸ
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

23 しっこすっきゃさう - ‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ こさぇいくせゃぇ ╆ぇつぇすうっ 
くぇ ]ゃ. ╈けぇく ╉さなしすうすっか – ‶さっょすっつぇ; 1925 – ╁ [せしっ っ さけょっく 
ぇおぇょ. ′うおけかぇえ ╉ぇせそきぇく – きせいうおけゃっょ, そけかおかけさうしす, おけきこけ
いうすけさ, いぇこうしぇか う ういしかっょゃぇか くぇょ 30 たうかはょう くぇさけょくう こっしくう う 
うくしすさせきっくすぇかくう きっかけょうう, ぇゃすけさ くぇ くぇょ 400 しすぇすうう, しすせょうう, 
おくうゅう う しぉけさくうちう; 1846 – ′っきしおうはす ぇしすさけくけき ╈けたぇく 》ぇかっ 
けすおさうゃぇ けしきぇすぇ こかぇくっすぇ けす ]かなくつっゃぇすぇ しうしすっきぇ – ′っこすせく; 
1939 – ′ぇ 83 ゅけょうくう せきうさぇ ぇゃしすさうえしおうはす こしうたうぇすなさ, しないょぇ
すっか くぇ こしうたけぇくぇかういぇすぇ, ╆うゅきせくょ 《さけえょ; 1891 – ]ないょぇょっくぇ 
っ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ こぇさすうえくぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ けさゅぇくういぇちうは.
24 しっこすっきゃさう - 1962 – ¨しくけゃぇく っ ╁っかうおけすなさくけゃしおうはす 

せくうゃっさしうすっす „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”; 1870 – [けょっく っ 
╅けさあ ╉かけょ – そさっくしおう うくあっくっさ, しないょぇか こさっい 1910 ゅ. こなさ
ゃぇすぇ くっけくけゃぇ かぇきこぇ; 1896 – [けょっく っ 《さぇくしうし ]おけす 《うちょあっ
さぇかょ – ぇきっさうおぇくしおう こうしぇすっか, ぇゃすけさ くぇ „╁っかうおうはす ╂っすしぉう”, 
っょうく けす 10-すっ さけきぇくぇ くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ; 1883 – 〉きうさぇ 《う
かうこ ╁っかっゃ, さけょっく ゃ し. ╂ぇぉぇさっゃけ, っょうく けす こなさゃうすっ こさっゃけょぇつう 
くぇ „╇かうぇょぇ”-すぇ くぇ ¨きうさ.
25 しっこすっきゃさう - ╃っく くぇ しゃなさいけつくうすっ ゃけえしおう ゃ ╀なかゅぇさうは. 

╃っくはす っ けこさっょっかっく こさっい 1998 ゅ. しなし いぇこけゃっょ くぇ きうくうしすなさぇ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ /すけゅぇゃぇ  ╂っけさゅう ┿くぇくうっゃ/; 1945 – [けょっくぇ っ くぇ
さけょくぇすぇ こっゃうちぇ ╉ぇかうくおぇ ╆ゅせさけゃぇ, すうすせかはさ くぇ „╋うしすっさううすっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゅかぇしけゃっ”; 1849 – ′ぇ 45 ゅけょうくう けす しおぇさかぇ
すうくぇ せきうさぇ „おさぇかはす くぇ ゃうっくしおうは ゃぇかし” ╈けたぇく 】さぇせし-ぉぇとぇ; 
1906 – [けょっく っ させしおうはす おけきこけいうすけさ, こうぇくうしす, こっょぇゅけゅ う 
けぉとっしすゃっくうお ╃きうすさうえ 【けしすぇおけゃうつ, ぇゃすけさ くぇ いくぇきっくうすぇすぇ 
]っょきぇ しうきそけくうは, こけしゃっすっくぇ くぇ ぉかけおぇょぇすぇ くぇ ╊っくうくゅさぇょ.
26 しっこすっきゃさう - ‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ こけつうすぇ 〉しこっくうっ 

くぇ ]ゃ. ┿こけしすけか う っゃぇくゅっかうしす ╈けぇく ╀けゅけしかけゃ; ╄ゃさけこっえしおう 
ょっく くぇ っいうちうすっ; 1580 – 《さっくしうし ╃さっえお う っおしこっょうちうはすぇ きせ 
しっ いぇゃさなとぇす ゃ ┿くゅかうは しかっょ こなさゃけすけ けおけかけしゃっすしおけ こなすっ
てっしすゃうっ くぇ ぉさうすぇくちう, こさけょなかあうかけ 33 きっしっちぇ, ╃さっえお ょけくぇ
しは けす ‶っさせ おぇさすけそぇ; 1960 – 《うょっか ╉ぇしすさけ こさけういくぇしは くぇえ-
ょなかゅぇすぇ さっつ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ¨¨′ – 4 つぇしぇ う 29 きうくせすう.
27 しっこすっきゃさう - 1939 – ′ぇ 60 ゅけょうくう せきうさぇ ]す. ╊. ╉けしすけゃ - 

ょさぇきぇすせさゅ う っすくけゅさぇそ, くぇえ-ゃうょくうはす こさっょしすぇゃうすっか くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ おけきっょうけゅさぇそうは, ぇゃすけさ くぇ こうっしうすっ „╂けかっきぇくけゃ“, „╆かぇす
くぇすぇ きうくぇ“, „╁さぇあぇかéち“, „]おぇおぇかちう“; 1999 – ‶けつうくぇ ╃さぇゅぇく 
〈っくっゃ – ぇゃすけさ う ゃけょっと くぇ こさっょぇゃぇくっすけ „╋うくぇたぇ ゅけょうくう”.
28 しっこすっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こさぇゃけすけ ょぇ いくぇき. 

『っかすぇ きせ っ ょぇ しっ けおせさぇあう こさぇゃけすけ くぇ ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく いぇ 
ょけしすなこ ょけ けぉとっしすゃっくぇ うくそけさきぇちうは – すけゃぇ っ こさぇゃけすけ くぇ 
ゃしっおう ょぇ いくぇっ おぇお ういぉさぇくうすっ けす くっゅけ しかせあうすっかう せこさぇあくは
ゃぇす ゃかぇしす う おぇお しっ たぇさつぇす こぇさうすっ くぇ ょぇくなおけこかぇすちうすっ. ‶け
ゃっつっ けす 30 ょなさあぇゃう こけ しゃっすぇ つっしすゃぇす すけいう ょっく; 1973 – ¨しな
とっしすゃっくぇ っ こなさゃぇすぇ ゃうょっけすっかっそけくくぇ ゃさないおぇ きっあょせ ]けそうは 
う ╁ぇさくぇ; 1618 – ╁ ╀さのおしっか っ けすゃけさっくぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ 
いぇかけあくぇ おなとぇ; 1934 – [けょっくぇ っ ╀さうょあうょ ╀ぇさょó – そさっくしおぇ 
おうくけぇおすさうしぇ う こさうさけょけいぇとうすくうつおぇ, し さけかう ゃなゃ そうかきうすっ „╇ 
╀けゅ しないょぇょっ あっくぇすぇ”, „╀ぇぉéす けすうゃぇ くぇ ゃけえくぇ” う ょさ.
29 しっこすっきゃさう - 1898 – [けょっく っ ぉなかゅぇさしおうはす こけっす 》さうしすけ 

]きうさくっくしおう - ぇゃすけさ くぇ しすうたけしぉうさおぇすぇ „╃ぇ ぉなょっ ょっく!“ う くぇ  
ちうおかうすっ „╃っちぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ“, „╆うきくう ゃっつっさう“, ぇゃすけさ くぇ たせきけ
さうしすうつくぇ こけっいうは, さぇいおぇいう, そっえかっすけくう. 〉きうさぇ 25-ゅけょうてっく 
こさっい 1923 ゅ.; 1547 – [けょっく っ ╋うゅっか ょっ ]っさゃáくすっし - うしこぇく
しおう ぉっかっすさうしす, ょさぇきぇすせさゅ う こけっす.  [けきぇくなす きせ „╆くぇきっくうすうはす 
うょぇかゅけ ╃けく ╉うたけす ょっ かぇ ╋ぇくつぇ“ っ っょくけ けす くぇえ-いくぇつうすっかくうすっ 
こさけういゃっょっくうは くぇ っゃさけこっえしおうは [っくっしぇくし う くぇ しゃっすけゃくぇすぇ 
かうすっさぇすせさぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ けおけかけ 30 こうっしう; 1932 – „╃あっくっさなか 
╋けすなさし” しすぇゃぇ こなさゃぇすぇ おけきこぇくうは ゃ しゃっすぇ, おけはすけ ゃなゃっあょぇ 
こっすょくっゃくぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ; 1941 – ╁ ╀áぉうえ ぅさ, ゃ けおけか
くけしすうすっ くぇ ╉うっゃ, くぇちうしすうすっ ういぉうゃぇす 96 たうかはょう せおさぇうくちう; 
1969 – ╋ぇさうは ╂うゅけゃぇ しすぇゃぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ しゃっすけゃくぇ 
てぇきこうけくおぇ こけ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

》そ せそう せあねけせ はか つか つてあうあ のそなへそち う ╆ひしえあちけみ  つしかお すかつかぬ
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╃け きっしっち  とっ しぇ ゅけすけゃう 
っかっおすさけくくうすっ かうしすけゃ

おう いぇ おぇくょうょぇす-てけそぬけさうすっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けゃぇ おぇいぇ こさっい 
しっょきうちぇすぇ きうくうしすなさなす くぇ 
すさぇくしこけさすぇ ╇ゃぇえかけ ╋けしおけゃ
しおう. 97  とっ っ きぇおしうきぇかくうはす 
ぉさけえ すけつおう, おけえすけ ぉなょっとうはす 
てけそぬけさ すさはぉゃぇ ょぇ しなぉっさっ くぇ 
ういこうすぇ. ]こけさっょ きうくうしすなさぇ 
すぇおぇ しなし しうゅせさくけしす とっ くぇきぇ

]こけさっょ ぇゃすけうくしすさせおすけさう けす ╉ぇいぇくかなておけ, くけゃぇすぇ しうしすっきぇ  くぇうしすうくぇ とっ こけゃうてう おけく
すさけかぇ こさう すっけさっすうつくうは ういこうす いぇ おぇくょうょぇす-てけそぬけさうすっ う とっ っ しっさうけいくぇ ぉぇさうっさぇ こさっょ 

けくっゅさぇきけすくうすっ おぇくょうょぇすう いぇ おくうあおう. ′け すけゃぇ しこけさっょ すはた くっ っ こぇくぇちっはすぇ いぇ くぇきぇかはゃぇくっ 
くぇ けこぇしくけしすうすっ こけ こなすは, すなえ おぇすけ けしくけゃくうはす こさけぉかっき っ ゃ おけくすさけかぇ こけしかっ: おけゅぇすけ おぇくょう
ょぇす-てけそぬけさうすっ こけかせつぇす おくうあおう. ¨しゃっく すけゃぇ くけゃうはす っかっおすさけくっく くぇつうく くぇ ういこうすゃぇくっ しなし 
しうゅせさくけしす  とっ ょけゃっょっ う ょけ いくぇつうすっかくけ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ ちっくぇすぇ くぇ てけそぬけさしおうすっ おせさしけゃっ. 
‶さうつうくぇすぇ: いぇ っかっおすさけくくうすっ  かうしすけゃおう とっ しっ けぉはゃう けぉとっしすゃっくぇ こけさなつおぇ くぇ くぇちうけくぇかくけ 
くうゃけ. ]ぇきうすっ かうしすけゃおう, おけうすけ そうさきぇすぇ, しこっつっかうかぇ  こけさなつおぇすぇ とっ こさけういゃっょっ,  とっ しぇ くぇ 
しこっちうぇかくう っかっおすさけくくう おかぇゃうぇすせさう, ,おけうすけ とっ しっ こけょょなさあぇす けす っょくぇ そうさきぇ. ╆ぇ すはたくぇすぇ 
こけょょさなあおぇ けぉぇつっ うくょうさっおすくけ とっ いぇこかぇとぇ しぇきうはす おせさしうしす, すなえ おぇすけ すけゃぇ とっ しっ ゃおかのつゃぇ  
ゃ こなさゃけくぇつぇかくぇすぇ ちっくぇ くぇ けぉせつっくうっすけ. ╉ぇすけ おさぇっく さっいせかすぇす とっ っ こけゃうてぇゃぇくっ ちっくぇすぇ くぇ 
しぇきうは おせさし. ′ぇゅけさっ とっ すさなゅくっ う ちっくぇすぇ くぇ すっけさっすうつくうは ういこうす こさっょ ╃┿╇. ╁ きけきっくすぇ すは っ 10 
かっゃぇ  う 3,50 かっゃぇ っ すぇおしぇすぇ こけ ぉぇくおけゃ こなす.  
]さっょくぇすぇ ちっくぇ くぇ おせさしけゃっすっ いぇ かのぉうすっかう –てけそぬけさう しっゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 500 かっゃぇ.  ╀かういけ 3 

たうかはょう しぇ おせさしうしすうすっ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけうすけ ゅけょうてくけ しっ はゃはゃぇす くぇ ういこうす こけ すっけさうは 
いぇ ゃけょぇつう くぇ ╋‶]. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

かっはす くっおぇつっしすゃっくうすっ てけそぬけ
さう せ くぇし. 
“〈けゃぇ とっ っ ういおかのつうすっかくけ 
しっさうけいっく きったぇくういなき, くはきぇ  
ょぇ うきぇ こさけぉうゃ ゃ しうしすっきぇすぇ. 
〈けいう くぇつうく くぇ こさけゃっあょぇ
くっ くぇ ういこうすうすっ ゅぇさぇくすうさぇ, 
つっ しぇきけ たけさぇ しなし いくぇくうは とっ 
しう ゃいうきぇす ういこうすうすっ”. 〈さぇくし
こけさすくうはす きうくうしすなさ せすけつくう, 
つっ ゃなこさけしうすっ  けす っかっおすさけく

くぇすぇ かうしすけゃおぇ くはきぇ ょぇ しぇ 
こけ- さぇいかうつくう けす すけゃぇ, おけっ
すけ しぇ ぉうかう ょけしっゅぇ, くけ とっ しっ 
ういおかのつう ゃないきけあくけしすすぇ きっ
たぇくうつくけ ょぇ しっ いぇこぇきっすはゃぇす 
すっおしすけゃっすっ. ′けゃぇすぇ しうしすっきぇ 
とっ さぇいぉなさおゃぇ ゃ さぇいかうつくう 
ゃぇさうぇくすう ゃなこさけしうすっ, おぇすけ すっ 
とっ ぉなょぇす こけ-きぇかおけ: ゃきっしすけ 
しっゅぇてくうすっ 60  とっ しすぇくぇす 45.
 ╁ っかっおすさけくくうすっ すっしすけゃっ ゃっ
さくうはす けすゅけゃけさ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
くっ しぇきけ っょうく, きけあっ ょぇ しぇ 
2-3-4 うかう ゃしうつおうすっ. 
〈さぇくしこけさすくうはす きうくうしすなさ 
おぇいぇ しなとけ, つっ しうしすっきぇすぇ 
くぇ すけつおせゃぇくっ っ くぇこさぇゃっくぇ 
しこさぇゃっょかうゃけ, こけ すっあっしすう, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす しかけあくけしすすぇ くぇ 
ゃなこさけしうすっ. 〈は とっ ういおかのつゃぇ  
くぇ 100% しせぉっおすうゃくけすけ せつぇし
すうっ くぇ ういこうすゃぇとうは, とっ しっ 
さぇいつうすぇ くぇ すけゃぇ たけさぇすぇ ょぇ 
うきぇす いくぇくうは う ょぇ ゃかぇゅぇす かけ
ゅうおぇ, さってぇゃぇえおう すっいう すっしすけ
ゃっ”, けぉはしくう けとっ きうくうしすなさ 
╋けしおけゃしおう.

                          〈┿
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╋せいっえ “┿さしっくぇか” さっゃくうゃけ こぇいう うしすけさうはすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ

╇しすけさうはすぇ ゃ しくうきおう

╇しすけさうはすぇ し そぇおすう

‶けょけぉくう ういこうしすくう しちっくう しおけさけ とっ しぇ ゃ うしすけさうはすぇ

》《╇╊ぁ╊ 《【 》《]《╇¨〉╅【╅ 〈]╅╉¨ ╆ぇ]╈╅『¨ – 》『╅[【¨ぁ╊』[¨ 〉╊╈『╅〈《【〉¨
〉あぬけそせあしせあ さあすたあせけみ  け たかてけぬけみ くあ うひくちあきおあせか せあ いひしえあちつさけてか いけいしけそてかさけ はか  つか いそちけ つ せかねかてみはけてか いひしえあちけ

╃け 28-きう しっこすっきゃさう かの
ぉうすっかうすっ くぇ おくうゅうすっ う 

ゃしうつおう つっすはとう たけさぇ きけゅぇす 
ょぇ こけょおさっこはす くぇちうけくぇかくぇ
すぇ こっすうちうは, おけはすけ っ つぇしす 
けす くぇちうけくぇかくぇすぇ おぇきこぇくうは 
いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ ぉうぉかうけ
すっおうすっ. ′っけぉたけょうきけ っ しぇきけ 
ょぇ しっ こけしっすう けぉとうくしおぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ”, おなょっすけ 
あっかぇっとうすっ きけゅぇす つさっい こけょ
こうし ょぇ は こけょおさっこはす  うかう  ょぇ 
しっ こけしっすう うくすっさくっすしすさぇくう
ちぇすぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ http://
w w w . p e t i c i q . c o m /
nacionalna_kampania_
z a _ v y z r a j d a n e _ n a _
bibliotekite

╁ ̈ すゃけさっくけ こうしきけ, ぇょさっしうさぇ
くけ ょけ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ 
う ょけ きうくうしすさうすっ くぇ そうくぇくしう
すっ くぇ おせかすせさぇすぇ, くぇ けぉさぇいけ
ゃぇくうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉなかゅぇさしおう
すっ ぉうぉかうけすっおう う ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うくすっかうゅっくちうは  ぇかぇさきうさぇす いぇ 
しっさうけいくうは こさけぉかっき, おけえすけ っ 
くぇ こなす ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ くぇ
ちうけくぇかっく けす かうこしぇすぇ くぇ しさっょ
しすゃぇ いぇ おくうゅう う けす くっつっすはとうすっ 
ぉなかゅぇさう. 
╁ こうしきけすけ しっ しなけぉとぇゃぇす こけ

ゃっつっ けす すさっゃけあくう そぇおすう いぇ 
ゅさぇきけすくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
ゅさぇあょぇくう. ┿ゃすけさうすっすくけ っゃさけ
こっえしおけ ういしかっょゃぇくっ くぇ PISA 

こけしすぇゃは ぉなかゅぇさうすっ くぇ こさっょこけ
しかっょくけ きはしすけ こけ ゅさぇきけすくけしす ゃ 
╄], しなし  しゃけうすっ  くぇょ 50% きかぇ
ょう たけさぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, おけうすけ しぇ 
くけきうくぇかくけ うかう そせくおちうけくぇか
くけ くっゅさぇきけすくう. ╇いしかっょゃぇくっすけ 
せしすぇくけゃはゃぇ しなとけ, つっ  ぉなかゅぇ
さうすっ おせこせゃぇす しさっょくけ こけ こけ
かけゃうく おくうゅぇ ゅけょうてくけ, ょけおぇすけ 
ゅさぇあょぇくうくなす くぇ けしすぇくぇかうすっ 
っゃさけこっえしおう  ょなさあぇゃう – しさっょ
くけ こけ 11 くぇ ゅけょうくぇ. ‶ぇお くぇ 
ぉぇいぇ こさけゃっょっくけすけ ういしかっょゃぇくっ 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ けす 2008 ゅけょうくぇ 
ゃ 90% けす ぉなかゅぇさしおうすっ  ぉうぉ
かうけすっおう くっ っ こけしすなこうかぇ くうすけ 
っょくぇ おくうゅぇ. ╁ しなとけすけ  ゃさっきっ  
しこけさっょ しすぇくょぇさすうすっ くぇ ぃ′╄

]╉¨ う ╇《╊┿ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ 
ぉうぉかうけすっおう すさはぉゃぇ ょぇ ゃかういぇす 
1,7 きかく. ぉうぉかうけすっつくう っょうくう
ちう ゅけょうてくけ. ‶さっい こけしかっょくうすっ 
20 ゅけょうくう せつうかうとくうすっ ぉうぉ
かうけすっおう しぇ くぇきぇかっかう くぇこけ
かけゃうくぇ, ぇ ゃ けしすぇくぇかうすっ こけつすう 
くっ ゃかういぇす くけゃう おくうゅう. ]こけ
さっょ ╋ぇくうそっしすぇ くぇ ぃ′╄]╉¨ う 
╇《╊┿ せつうかうとくぇすぇ ぉうぉかうけすっ
おぇ っ つぇしす けす せつっぉくうは こさけちっし 
う 5% けす ゅけょうてくぇすぇ ういょさなあおぇ 
くぇ ゃしっおう せつっくうお すさはぉゃぇ ょぇ こけ
しすなこゃぇ ゃ くっは.
╁ けすおさうすけすけ こうしきけ ょけ こさっきう

っさぇ  う きうくうしすさうすっ ぉうぉかうけすっ
おぇさうすっ けす しすさぇくぇすぇ くぇしすけはゃぇす 
いぇ しこってくけ こさうっきぇくっ くぇ ]すぇく

ょぇさす いぇ ぉうぉかうけすっつくけ-うく
そけさきぇちうけくくけ けぉしかせあゃぇくっ 
いぇ けぉとっしすゃっくうすっ う せつうかうと
くうすっ ぉうぉかうけすっおう, しなういきっ
さうき し きっあょせくぇさけょくうは, う いぇ 
くっいぇぉぇゃくけ こけょくけゃはゃぇくっ くぇ 
こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ╋うくうしすっさ
しすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ いぇ けぉ
くけゃはゃぇくっ くぇ ぉうぉかうけすっつくうすっ 
そけくょけゃっ. ‶さう ういこなかくっくうっすけ 
くぇ すっいう しすぇくょぇさすう ょなさあぇ
ゃぇすぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ  けしうゅせさう 
こさぇゃけすけ くぇ しゃけうすっ ゅさぇあょぇくう 
くぇ さぇゃっく う しゃけぉけょっく ょけしすなこ 
ょけ うくそけさきぇちうは う いくぇくうっ, 
ゅぇさぇくすうさぇくう うき けす 》ぇさすぇすぇ 
いぇ こさぇゃぇすぇ くぇ つけゃっおぇ.
                                                  〈┿

http://www.peticiq.com/nacionalna_kampania_za_vyzrajdane_na_bibliotekite
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╅せてそせけみ 』しあうそうあ:

]¨ぁ〉《』【¨【╊ ╇ „╊[』》╊『【¨ ′╅ [╅′╅〉]ぇ[” 
〈《╈╅【 〈〉《╈《  

｠『《〉¨[╅

¨′╆《『¨ 2011

e-mail: experti.kazanlak@gmail.com

╃っゃっす しぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ おきっす くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈っ しぇ: ╁ぇしうか 

]ぇきぇさしおう - おぇくょうょぇす くぇ ╀]‶, ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ - おぇくょうょぇす くぇ ╂╄[╀, ╂っけさゅう 
╉ぇかうつおけゃ- おぇくょうょぇす くぇ [╆], ′ぇくつけ ╁う-
ょっゃ - くっいぇゃうしうき おぇくょうょぇす, ういょうゅくぇす 
けす ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす;  ]すけえつけ 』う-
つっおけゃ - おぇくょうょぇす くぇ „╁けかは いぇ こさけきは-
くぇ”, ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ - おぇくょうょぇす 
くぇ ]うくはすぇ おけぇかうちうは, 』ぇゃょぇさ ┿くゅっかけゃ 
- おぇくょうょぇす くぇ ╁╋[¨,  ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ 
- おぇくょうょぇす くぇ こぇさすうは „┿すぇおぇ” う くぇしすけ-
はとうはす おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, ういょうゅくぇす けす  ]ょさせあっくうっ 
„╂さぇあょぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ”.

] おさぇつおう う ぇくゅかうえしおう  とっ けこけいくぇゃぇす しゃっ-
すぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ つぇしすくぇすぇ っいうおけゃぇ 

ておけかぇ „〈っょう” ゃ ╉ぇいぇくかなお し こさっこけょぇゃぇすっか 〈っ-
けょけさぇ ┿すぇくぇしけゃぇ. 
╀かういけ 30-すっ せつっくうちう ゃ くっは し こけきけとすぇ くぇ 

しゃけはすぇ こさっこけょぇゃぇすっかおぇ しぇ さぇいさぇぉけすうかう う 

╃ぇ こさぇゃうて すぇおなゃ ぉういくっし 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ こさなゃ こけゅかっょ 
ういゅかっあょぇ かっしくけ. ′け しぇきけ くぇ 
こさなゃ こけゅかっょ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
うおけくけきうつっしおぇすぇ おさういぇ, おけはすけ 
こけ こさぇゃうかけ せょさは すけつくけ けくっいう 
しすけこぇくしおう しっおすけさう, おけうすけ しぇ 
しゃなさいぇくう し けすょうたぇ う さぇいゃかっ-
つっくうはすぇ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ こけ 
ゃさっきっ くぇ おさういぇ しっ けすおぇいゃぇす 
ょぇ こさぇゃはす さぇいたけょう いぇ しゃけ-
ぉけょくけすけ しう ゃさっきっ, すなえ おぇすけ 
けゅさぇくうつっくうすっ しさっょしすゃぇ けすう-
ゃぇす いぇ こけ-くっけすかけあくう くっとぇ. 
╃ぇ ゃなさすうて すぇおなゃ ぉういくっし しっ 
けおぇいゃぇ ゃしっ こけ-すさせょくけ, いぇとけ-
すけ, くっ っ すぇえくぇ いぇ くうおけゅけ, つっ 
うおけくけきうつっしおぇすぇ しさっょぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇこけしかっょなお, おぇすっゅけ-
さうつくけ しっ ゃかけてぇゃぇ いぇ ゃしうつおう. 
′はきぇ おぇお ょぇ くっ っ すぇおぇ ゃ っょうく 
ゅさぇょ, ゃ おけえすけ くぇしっかっくうっすけ 
くぇきぇかはゃぇ, ぇ しさっょ すけゃぇ, おけっすけ 
ゃしっ けとっ っ すせお, こさっけぉかぇょぇゃぇす 
たけさぇすぇ し くうしおう ょけたけょう. [ぇい-
ゃうすうっすけ くぇ すせさういきぇ, し おけっすけ 
おぇいぇくかなつぇくう せあ しっ ゅけさょっはす, 
ゃしっ こけゃっつっ けしすぇゃぇ こさうおぇいおぇ 
けす きうくぇかけすけ – ゅさぇょなす ういけしすぇ-
ゃぇ う ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. ╉ぇすけ 
つけゃっお, おけえすけ けさゅぇくういうさぇ 
しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ たけさぇすぇ 
し こさっょかぇゅぇくっすけ くぇ うくすっさっし-
くう きぇさてさせすう う っおしおせさいうう ゃ 
╀なかゅぇさうは う ゃ つせあぉうくぇ, ┿く-
すけくうは ]かぇゃけゃぇ うきぇ けこうす う 
ゃ ぉかういおう ょけ すせさうしすうつっしおぇすぇ 
ょっえくけしすう – すさぇくしこけさすくうすっ 
せしかせゅう う こさけょぇあぉぇすぇ くぇ しぇ-
きけかっすくう ぉうかっすう. ╁しっ ょっえくけし-
すう, おけうすけ しっ ゃけょはす こけ しすさけゅう 
こさぇゃうかぇ う し くぇかうつうっすけ くぇ 
かうちっくいう, し おけうすけ くっ っ かっし-
くけ ょぇ しっ しょけぉうって, ぇおけ くっ しう 
こさけそっしうけくぇかうしす. ╇ ぇおけ くっ 
さぇぉけすうて きくけゅけ.
╁ ょくってくぇすぇ しうすせぇちうは, すせお, 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょぇ しっ しこさぇゃはて 

せしこってくけ, くっ っ かっしくけ. ╃ぇ うし-
おぇて ょぇ くぇこさぇゃうて くっとけ すけゃぇ 
ょぇ しっ こさけきっくう, っ ぇぉしけかのすくけ 
かけゅうつくけ.

╇しおぇき ょぇ くぇこさうゃうき ╉ぇいぇく-
かなお っょうく こけ-せしこってっく ゅさぇょ

〈けゃぇ っ おぇすっゅけさうつくうはす きけ-
すうゃ くぇ ┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ ょぇ 
こさうっきっ こさっょかけあっくうっすけ くぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ょぇ しっ 
ゃおかのつう ゃ すはたくぇすぇ かうしすぇ いぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. ╆ぇとけ-
すけ おぇお, けしゃっく し こさうしなしすゃうっ 
ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, きけあって ょぇ 
こさけきっくうて くっとぇすぇ? 
┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ けこさっょっ-

かっくけ っ ういくっくぇょぇくぇ, おけゅぇすけ 
は おぇくはす ゃ かうしすぇすぇ くぇ „ぎ¡ï-
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡” – こさうっきぇ 
こけおぇくぇすぇ くぇ すっいう すけかおけゃぇ 
こけいくぇすう し こさけそっしうけくぇかういきぇ 
しう かうつくけしすう ゃ ゅさぇょぇ, おぇすけ 
けすゅけゃけさくけしす う こさういくぇくうっ 
いぇ くっえくぇすぇ さぇぉけすぇ, いぇ せゃぇ-
あっくうっ おなき くっえくうは さぇぉけすけ-
たけかういなき, いぇ おけえすけ ゅけゃけさう し 
おぇすっゅけさうつくけしす, くけ ぉっい くぇす-
さぇこゃぇくっ. „‶さうしなしすゃうっすけ きう 
しさっょ すぇおうゃぇ たけさぇ おぇすけ ′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, ╉さぇしうきうさぇ 
》ぇさういぇくけゃぇ, ╇ゃぇく ╃けつっゃ う 
ゃしうつおう ょさせゅう くはきぇ おぇお ょぇ 
くっ きう ょぇょっ せゃっさっくけしす, つっ とっ 
せしこっっき ょぇ くぇこさぇゃうき くっとぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ-ょけぉさう”, おぇい-
ゃぇ ┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ. ”╁しうつ-
おう ゃ かうしすぇすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡” しぇ ぇゃすけさうすっすくう 
たけさぇ, くはきぇ くうすけ っょうく しかせ-
つぇっく つけゃっお う すけつくけ すけゃぇ きう 
ょぇょっ きけすうゃぇちうは ょぇ こさうっきぇ 
こけおぇくぇすぇ, いぇとけすけ し すぇおなゃ 
こけすっくちうぇか しなき しうゅせさくぇ, つっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くっとぇすぇ きけゅぇす ょぇ 
すなさこはす こさけきはくぇ”, おぇいゃぇ ]かぇ-

ゃけゃぇ. ]かっょっえおう さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ゅさせこぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくう-
ちう けす „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ゃ 
ういすうつぇとうは きぇくょぇす, ┿くすけくうは 
]かぇゃけゃぇ っ ゃこっつぇすかっくぇ けす 
こけょおさっこぇすぇ, おけはすけ すっ ょぇゃぇす 
いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ けぉとうくしおぇ ぉけかくうちぇ „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”, おけはすけ 
こけょこけきぇゅぇす し ょぇさっくうは, けす 
しこけきけとっしすゃけゃぇすっかしすゃけすけ いぇ 
おせかすせさくう こさけっおすう ゃ こさぇいくう-
ちうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, けす けこう-
すうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ ょぇ くぇこさぇゃう 
こけ-ょけぉさけ ゃいぇうきけょっえしすゃうっすけ 
きっあょせ ういこなかくうすっかくぇすぇ う いぇ-
おけくけょぇすっかくぇすぇ ゃかぇしす, おけっすけ 
ぉっ くぇえ-ゅけかっきうはす こさけぉかっき 
くぇ きぇくょぇす 2008 – 2011, けす 
ぇくゅぇあうさぇくけしすすぇ おなき うく-
そさぇしすさせおすせさぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ, 
おけはすけ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 
ょっきけくしすさうさぇ, ゃおかのつうすっかくけ 
し ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ くけゃうは 
こぇさおうくゅ くぇ „┿さしっくぇか” – っょくけ 
しなけさなあっくうっ, おけっすけ けさなあっえ-
くうちぇすぇ くぇこさぇゃう しなし しけぉしすゃっ-
くう しさっょしすゃぇ ゃ こけかいぇ くぇ あう-
すっかうすっ くぇ ちはかぇすぇ けぉとうくぇ... 
]かぇゃけゃぇ しかっょう さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ゅさせこぇすぇ  „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ-
¿é¡”, いぇとけすけ

╆ぇ ┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ 
ゃしうつおけ いぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか”

〈ぇき こけしすなこゃぇ しかっょ しさっょくけ-
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ おぇすけ こさっ-
ゃけょぇつ し くっきしおう っいうお – っょくぇ 
ょっえくけしす, し おけはすけ う ょくっし せし-
こってくけ しっ いぇくうきぇゃぇ ゃ こさは-
おぇすぇ しう さぇぉけすぇ こけ こさっゃけょ う 
かっゅぇかういぇちうは くぇ ょけおせきっくすう. 
╃っえくけしす, おけはすけ ういうしおゃぇ ぇぉ-
しけかのすくぇ こさっちういくけしす, おけはすけ 
┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ せしゃけはゃぇ 
けとっ し こなさゃうすっ しう おさぇつおう ゃ 
すぇいう こけしけおぇ – ゃ „┿さしっくぇか”. 
]かっょ おぇすけ しすぇゃぇ うくあっくっさ 

ゃなゃ ╁〈〉 „┿くゅっか ╉なくつっゃ” ゃ 
[せしっ, ]かぇゃけゃぇ けすくけゃけ っ ゃ 
„┿さしっくぇか”. ¨すうゃぇ おぇすけ すった-
くけかけゅ ゃ おぇかうかくぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 
6 う, おぇおすけ う ょくっし こさういくぇゃぇ 
いぇ しっぉっ しう, すなさしっえおう おかのつぇ 
おなき ょくってくうは せしこった - けすゅけ-
ゃけさなす っ すぇき, ゃ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ しっ くぇせつぇゃぇ ょぇ さぇぉけ-
すう おぇつっしすゃっくけ, ょぇ しっ けすくぇしは 
しっさうけいくけ おなき さぇぉけすぇすぇ しう. ╇ 
けすゅけゃけさくけ. „╆ぇとけすけ さぇぉけすぇ-
すぇ くぇゃしはおなょっ ゃ „┿さしっくぇか” っ 
ぇぉしけかのすくけ しっさうけいくぇ, すぇき しっ 
せつうて ょぇ くっ こさぇゃうて ゅさっておう, 
いぇとけすけ ゅさっておう ゃ すけゃぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけ しぇ くっょけこせしすうきう”.
„╁うくぇゅう しう しこけきくはき いぇ „┿さ-

しっくぇか” し くけしすぇかゅうは, おぇすけ いぇ 
っょくけ きくけゅけ こさうはすくけ きはしすけ, 
おなょっすけ しなき さぇぉけすうかぇ し きくけゅけ 
ゅけかはきけ あっかぇくうっ う すけゃぇ っ しぇ-
きぇすぇ うしすうくぇ”, しこけょっかは ょくっし 
┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ. ╇ すぇいう 
っきけちうは, ぉっいしこけさくけ, しなとけ 
くぇすっあぇゃぇ くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ 
ういぉけさぇ すは ょぇ こさうっきっ ょぇ しっ 
ゃおかのつう ゃ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ-
¿é¡”. ╀うた きけゅかぇ ょぇ こけきけゅくぇ 

ょぇ くぇこさぇゃうき ╉ぇいぇくかなお うし-
すうくしおう すせさうしすうつっしおう ちっくすなさ

〈ぇおぇ せこさぇゃうすっかはす くぇ すせ-
さうしすうつっしおぇすぇ ぇゅっくちうは ゃうあ-
ょぇ しゃけっすけ きはしすけ ゃ こさけそっしうけ-
くぇかくうは さぇいさっい くぇ かうしすぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすうすっ. ╆ぇくうきぇゃぇえおう 
しっ し すぇいう ょっえくけしす けす 2000-
すぇ ゅけょうくぇ ょけ しっゅぇ, ]かぇゃけゃぇ 
ゃっつっ ょけぉさっ こけいくぇゃぇ くぇゅかぇ-
しうすっ う こけすさっぉくけしすうすっ くぇ 
すせさうしすぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ せつせょゃぇ 
おぇお こさう しっゅぇてくうすっ せしかけゃうは, 
おけうすけ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす しないょぇ-
ゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, しっ けつぇおゃぇ すせお 
ょぇ うょゃぇす こけゃっつっ すせさうしすう. 
„′っょけこせしすうきけ っ ╇くそけさきぇ-
ちうけくくうはす ちっくすなさ くぇ せかうちぇ 
„╇しおさぇ” ょぇ くっ さぇぉけすう ゃ こけ-
つうゃくうすっ ょくう, おけゅぇすけ うょゃぇす 
くぇえ-きくけゅけ ゅけしすう くぇ ゅさぇょぇ, 
くっょけこせしすうきけ っ すぇき ょぇ かうこし-
ゃぇす ょうこかはくう いぇ すせさうしすうすっ, 
くっょけこせしすうきけ っ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす ょぇ しすさぇょぇ けす かうこしぇ 
くぇ うょっう おぇお うきっくくけ ょぇ うい-
こけかいゃぇ すけいう ぉけゅぇす さっしせさし けす 
おせかすせさくけ う うしすけさうつっしおう くぇ-

しかっょしすゃけ, し おけえすけ さぇいこけかぇ-
ゅぇきっ う おけえすけ くっ ういこけかいゃぇきっ 
ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ こけこせかはさう-
いうさぇきっ ╉ぇいぇくかなお う ╃けかうくぇ-
すぇ”, おぇいゃぇ ]かぇゃけゃぇ.
′ぇょっあょぇすぇ くぇ ┿くすけくうは ]かぇ-

ゃけゃぇ, おぇすけ つけゃっお ゃ ぇおすうゃ-
くぇ ゃないさぇしす, っ こけゃっつっ きかぇょう 
たけさぇ ょぇ けしすぇゃぇす すせお. ╆ぇ ょぇ 
しっ しかせつう すけゃぇ, けぉぇつっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ. ╇ くっ しぇきけ, 
くせあくけ っ くぇ ゃしうつおう くぇし ょぇ 
つせゃしすゃぇきっ ょうくぇきうおぇすぇ くぇ 
あうゃけすぇ, さぇいゃうすうっすけ, くぇこさっ-
ょなおぇ, こせかしぇ くぇ しなゃさっきうっすけ, 
おけえすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう けこさっょっかっ-
くけ くっ しっ せしっとぇ. ′っこさけしすうきけ 
っ ょぇ けしすぇゃうき くっとぇすぇ すぇおぇ, 
せぉっょっくぇ っ ┿くすけくうは ]かぇゃけ-
ゃぇ. ]ゃけは てぇくし いぇ こさけきはくぇ すは 
ゃっつっ っ くぇきっさうかぇ – さぇぉけすぇすぇ 
ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí-
£íÖ¿é¡”. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ っ こけいくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ せこさぇゃうすっか 
くぇ っょくぇ けす くぇえ-せしこってくうすっ すせさうしすうつっしおう ぇゅっくちうう, おけは-
すけ くけしう くっえくけすけ うきっ. ¨きなあっくぇ し ょゃっ ょっちぇ. ╇ おけかおけすけ う 
くっゃっさけはすくけ ょぇ いゃせつう, ょけさう しっ さぇょゃぇ う くぇ ょゃっ ゃくせつっすぇ. 
』ぇさけゃくぇ, くっせきけさうきぇ, ういこなかくっくぇ し っくっさゅうは, すは っ つぇしす けす 
かうしすぇすぇ し おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ ゅさせこぇすぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“.

けす ╂させこぇすぇ  けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 

   〉ゃぇあぇっきう ょぇきう う ゅけしこけょぇ,
′うっ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, ゅさせこぇ 

ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, けしくけゃぇくぇ くぇ っおしこっさすくけすけ くぇつぇかけ う 
ゅさうあぇすぇ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお,
しっ けぉさなとぇきっ おなき ゃぇし し ぇこっか ょぇ くっ ょけこせしくっき けこけさけつぇ-

ゃぇくっ くぇ さっいせかすぇすうすっ けす ういぉけさうすっ くぇ 23-すう けおすけきゃさう いぇ 
おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おきっすけゃっ くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ う 
¨ぉとうくしおう しなゃっす. 
╁ うきっすけ くぇ つっしすくうすっ う こさけいさぇつくう ういぉけさう, くぇ ういぉけさうすっ, 

こさけゃっょっくう し ょけしすけえくしすゃけ, ゃう こさうおぇくゃぇきっ ょぇ しっ こさうしなっ-
ょうくうすっ おなき くぇてぇすぇ 

╃っおかぇさぇちうは: 

′うっ, ょけかせこけょこうしぇくうすっ こぇさすうう, おけぇかうちうう う くっいぇゃうしうきう 
おぇくょうょぇすう こけっきぇきっ ぇくゅぇあうきっくす ょぇ けしうゅせさうき くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお つっしすくぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは う ゃない-
きけあくけしす くぇ ゃしっおう ういぉうさぇすっか しぇき ょぇ けこさっょっかう いぇ おけう おぇく-
ょうょぇすう ょぇ ゅかぇしせゃぇ.
〉ぉっょっくう しきっ, つっ いぇっょくけ きけあっき ょぇ しっ こさけすうゃけこけしすぇゃうき 

くぇ けこうすうすっ ょぇ ぉなょっ おけきこさけきっすうさぇく う けこけさけつっく ういぉけさくう-
はす こさけちっし.
〉ぉっょっくう しきっ, つっ くうっ, ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 

きけあっき いぇっょくけ ょぇ しかけあうき おさぇえ くぇ こけさけつくうすっ こさぇおすうおう いぇ 
こけおせこおぇ う こさけょぇあぉぇ くぇ „ゅかぇしけゃっ” う „つけゃっておう ょせてう”.
〉ぉっょっくう しきっ, つっ くうっ, ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 

ゃけょっくう けす こさうくちうこうすっ くぇ ゅさぇあょぇくしおけすけ ょけしすけえくしすゃけ,くぇ 
ょっきけおさぇすうつくうは ういぉけさ う ゃうてっゅかぇしうっすけ, くっ ぉうゃぇ ょぇ ょけこせし-
くっき くっつっしすくぇ うゅさぇ ゃ うきっすけ くぇ けぉとうは こさけしこっさうすっす くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ょけぉさせゃぇくっすけ くぇ ゃしっおう くっうく ゅさぇあょぇくうく.
╆ぇすけゃぇ ゃしうつおう いぇっょくけ しっ けぉさなとぇきっ おなき ゃぇし - ゅさぇあょぇ-

くうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ, いぇとけすけ しきっ せぉっょっくう,つっ きけあっき ょぇ ょけ-
おぇあっき くぇ ゃしうつおう ゃ ╀なかゅぇさうは,つっ ょっきけおさぇちうはすぇ っ あうゃぇ う 
ゅかぇしなす くぇ ゃしっおう つけゃっお うきぇ いくぇつっくうっ.

‶さうおぇくゃぇきっ ゃしうつおう せつぇしすくうちう ゃ こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう, 
さっゅうしすさうさぇくう ゃ ¨╇╉ – ╉ぇいぇくかなお  う こけょおさっこはとう ょっおかぇ-
さぇちうはすぇ くう いぇ  つっしすくう う くっけこけさけつっくう ういぉけさう,  ょぇ は こけょ-
こうてぇす. 
¨つぇおゃぇきっ ゃう ゃ おかせぉぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” くぇ ぉせか. 

„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ5,  くぇ 26-すう しっこすっきゃさう けす  17,00 つぇしぇ.
 

╆ぇ: „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄╉

21. 09. 2011 ゅ. 

╅》╊]

]なゃっすくうちうすっ けす ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ï
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ういさぇいうたぇ 

くっょけゃけかしすゃけすけ けす  そぇおすぇ, つっ くっ ぉっ 
けょけぉさっく こかぇく いぇ せかうつくぇ さっゅせかぇ-
ちうは, ゃくっしっくぇ けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, おぇしぇっと こさけきはくぇ 
こさっょくぇいくぇつっくうっすけ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
いっきは, くぇ おけはすけ „┿さしっくぇか” ┿╃ うい-
ゅさぇょう こさっょう すさう きっしっちぇ こぇさおうくゅ いぇ 
160 ぇゃすけきけぉうかぇ. ‶ぇさおうくゅなす っ けぉ-
とうくしおう う しっ こけかいゃぇ くぇこなかくけ ぉっい-
こかぇすくけ けす ゃしうつおう. 
„╀っいけぉさぇいうっ!”, ゃないおかうおくぇ 『ゃっすぇく 

【うおけゃ けす „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, 
しかっょ おけっすけ ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, けぉはしくう くぇ 
しなゃっすくうちうすっ, つっ しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ 
5.5 ょおぇ けぉとうくしおぇ いっきは, おけはすけ „┿さ-
しっくぇか” っ けぉかぇゅけさけょうか しなし しけぉしすゃっ-

《╆ぅ¨〉』[¨っ【 』ぇ╇╊【 〉╊ ╈]╅』】╇╅ [〈╊【』[《 》『╊╉]《╋╊〉¨╊

しこっつっかうかう  うくすっさっしっく こさけっおす, しゃなさいぇく しなし いょさぇゃけしかけゃくうは  
くぇつうく くぇ あうゃけす. ‶さけっおすなす っ こけょ っゅうょぇすぇ くぇ  ]ゃっすけゃくぇすぇ けさ-
ゅぇくういぇちうは いぇ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ いぇ ょっちぇすぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ  すぇいう けさゅぇくういぇちうは っ つさっい さぇいかうつくう そけ-

させきう う しこけしけぉう ょぇ ゃないこうすぇゃぇ ょっちぇすぇ こけ しゃっすぇ ゃ いょさぇゃけしかけ-
ゃっく  くぇつうく くぇ あうゃけす. ╉けくおさっすくぇすぇ ちっか くぇ こさけっおすぇ, しこっつっかっく 
けす おぇいぇくかなておうすっ ゃないこうすぇくうちう くぇ ておけかぇ „〈っょう”, っ ぉけさぉぇすぇ 
しなし いぇすかなしすはゃぇくっすけ. 
‶さけっおす とっ しっ さっぇかういうさぇ ゃ こっさうけょぇ 15-すう しっこすっきゃさう - 3-すう 

くけっきゃさう. ╁しっおう っょうく けす けぉせつぇゃぇとうすっ しっ ゃ ておけかぇすぇ とっ くけしう 
しこっちうぇかっく おさぇつおけきっさ . ╁ おさぇは くぇ ゃしはおぇ しっょきうちぇ けす こさけっおすぇ 
おさぇつおうすっ くぇ ゃしうつおう とっ しっ しなぉうさぇす う とっ しっ さぇゃくはゃぇす ゃ おうかけ-
きっすさう. ¨す しゃけは しすさぇくぇ „くぇゃなさすっくうすっ” おうかけきっすさう とっ しっ こさっ-
ゃさなとぇす ゃ おけくおさっすくぇ ょっしすうくぇちうは ょけ くはおけっ おなすつっ けす いっきくけすけ 
おなかぉけ.  ╁ おさぇは くぇ こさけっおすぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ-ょけくけさ とっ こさっきうさぇ 
ておけかぇ „〈っょう” う くっえくうすっ ょっちぇ し ぇせょうけきぇすっさうぇか ょけ ゃしはおぇ  けす 
ういゃなさゃっくうすっ ょっしすうくぇちうう. ╁しうつおう こさっょけしすぇゃっくう きぇすっさうぇかう 
とっ しぇ  くぇ ぇくゅかうえしおう う ゃ こけかいぇ くぇ けぉせつっくうっすけ.

‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせ-
さういなき ゃ ╉ぇいぇくかなお けすゃけさう いぇ こなさゃうは せつっぉっく ょっく くけゃ, 

きけょっさっく おぇぉうくっす いぇ うくすっさぇおすうゃくけ けぉせつっくうっ. 14 さぇぉけすくう 
きっしすぇ, ういちはかけ けぉけさせょゃぇくう し おけきこのすなさくう おけくそうゅせさぇちうう, 
しゃなさいぇくう し さぇぉけすくうは おけきこのすなさ くぇ こさっこけょぇゃぇすっかは, う うくすっ-
さぇおすおうゃくぇ ょなしおぇ こけしさっとくぇたぇ せつっくうちうすっ けす くけゃぇすぇ うおけくけ-
きうつっしおぇ こぇさぇかっかおぇ, さぇいおさうすぇ いぇ こさなゃ こなす こさっい すぇいう せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ.
¨ぉけさせょゃぇくっすけ う さっきけくすなす くぇ おぇぉうくっすぇ しぇ ういゃなさてっくう ういちは-

かけ しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ くぇ せつうかうとっすけ – けぉとけ 17 たうかはょう 
かっゃぇ, しなけぉとう  ょうさっおすけさなす うくあ. [っくう 』っさゃっくおけゃぇ.

‶さっこけょぇゃぇすっかおぇすぇ こけ っかっおすさけくうおぇ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっ-
くけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお ╉さぇしうきうさぇ 〈のそっおつうえしおぇ っ くけゃうはす ょう-

さっおすけさ くぇ せつうかうとっすけ. 〈は ぉっ くぇいくぇつっくぇ くぇ こけしすぇ しなし いぇこけゃっょ 
くぇ きうくうしすなさぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ ]っさ-
ゅっえ ╇ゅくぇすけゃ けす 1-ゃう しっこすっきゃさう す.ゅ. 〈のそっおつうえしおぇ ゃしすなこう ゃ 
ょかなあくけしす  おぇすけ ゃさっきっくくけ ういこなかくはゃぇとぇ そせくおちうすっ くぇ ょうさっお-
すけさ ょけ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさし.

11 しぇ こなさゃけおかぇしくうちうすっ, おけうすけ こさっおさぇつうたぇ こさぇゅぇ くぇ 26-
すっ せつうかうとぇ ゃ けぉとうくぇすぇ くぇ 15-すう しっこすっきゃさう. 〈っ しぇ っょゃぇ 

し 4 こけ-きぇかおけ ゃ しさぇゃくっくうっ し  きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ′ぇえ-きぇかおうすっ 
せつっくうちう  しぇ さぇいこさっょっかっくう ゃ 34 こぇさぇかっかおう, おぇすけ ゃ ょゃっ けす すはた 
すっ とっ しぇ くぇこけかけゃうくぇ おぇすけ つうしかっくけしす. 

] ぉかういけ 1200 ょせてう とっ しっ せゃっかう-
つう しっゅぇてくうはす しなしすぇゃ くぇ 61-ゃぇ 

╋ったぇくういうさぇくぇ ]すさはきしおぇ  ぉさうゅぇょぇ 
ゃ ╉ぇさかけゃけ. 〈けゃぇ しなけぉとう くぇさけょくうはす 
こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ╄きうか ╉ぇさぇくう-
おけかけゃ. ╀かういけ こけかけゃうくぇすぇ けす くけゃうは 
おけくすうくゅっくす とっ しっ せしすぇくけゃう ゃ おぇいぇく-
かなておけすけ こけょっかっくうっ, おけっすけ っ つぇしす けす 
おぇさかけゃしおぇすぇ ぉさうゅぇょぇ.

╉けくすさけかぬけさう けす ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ とっ 

ぉなょぇす ういこさぇとぇくう くぇ けょうすう ゃ けぉ-
とうくうすっ し けしすさう そうくぇくしけゃう ょっ-
そうちうすう. 
〈けゃぇ こさっょゃうあょぇ こさけきはくぇ ゃ ╆ぇ-

おけくぇ いぇ ぉのょあっすぇ, おけはすけ とっ ぉなょっ 
こさうっすぇ ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ. ‶さけ-
きはくぇすぇ, おけはすけ とっ ゃかっいっ ゃ しうかぇ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ,  
ぉっ けこけゃっしすっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ くけ-
ゃうは こぇさかぇきっくすぇさっく しっいけく けす おぇ-

いぇくかなておうは くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ╉けく-
すさけかぬけさうすっ とっ しぇ しゃけっけぉさぇいっく そうくぇくしけゃ ぉけさょ いぇ けぉとうくうすっ, 
おけうすけ くっ しこぇいゃぇす ぉのょあっすくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ. ╁ きけきっくすぇ くぇょ 
45 しぇ けぉとうくうすっ し ぉかけおうさぇくう しきっすおう いぇさぇょう くっこけおさうゃぇくっ くぇ 
いぇょなかあっくうはすぇ おなき そうさきう う ょさせゅう おけくすさぇゅっくすう, おぇすけ ぉさけはす 
うき くっこさっおなしくぇすけ くぇさぇしすゃぇ, ょけこなかくう ╉ぇさぇくうおけかけゃ.
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くう しさっょしすゃぇ う は っ こさっゃなさくぇか けす いぇくっきぇさっくけ きはしすけ し ぉけおかせちう う いきうう, ゃ せょけぉっく こぇさおうくゅ う 
ゅさぇょうくおう, おなょっすけ けさなあっえくうちぇすぇ っ ゃかけあうかぇ くぇょ 300 たうかはょう かっゃぇ ゃ こけかいぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” う くぇ ちっかうは ゅさぇょ. 
]なゃっすくうちうすっ, おけうすけ ぉはたぇ ゅかぇしせゃぇかう こさけすうゃ, けぉはしくうたぇ ゃけすぇ しう し ぇさゅせきっくすぇ, つっ さってっくうっすけ 

くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす っ すさはぉゃぇかけ ょぇ こさっょたけあょぇ しすさけうすっかしすゃけすけ, くけ しなゃっすくうおなす けす ′╃]╁ ╂ぇ-
かうく ╂っけさゅうっゃ けぉはしくう, つっ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇさおうくゅぇ う いっかっくうすっ こかけとう っ くぇこさぇゃっくけ しこって-
くけ, いぇさぇょう けこぇしくけしすうすっ けす おぇすぇしすさけそう くぇ すけゃぇ きはしすけ. 
‶ぇさおうくゅなす っ ういゅさぇょっく ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ くぇ しなとけすけ きはしすけ しすぇゃぇ あっしすけおぇ おぇすぇしすさけそぇ, ゃ 

おけはすけ いぇ きぇかおけ くっ いぇゅうゃぇす たけさぇ.
╁なこさっおう こさっょかけあっくうっすけ くぇ ╇ぉせてっゃ, ぇおけ っ ゃないきけあくけ, しかっょ けぉはしくっくうっすけ くぇ こさけぉかっきぇ, ゃな-

こさけしなす ょぇ しっ こさっゅかぇしせゃぇ, すけつおぇすぇ くっ ぉっ ゃなさくぇすぇ いぇ くけゃけ ゅかぇしせゃぇくっ. ╁なこさけしなす し こさけきはくぇすぇ 
くぇ こさっょくぇいくぇつっくうっすけ くぇ いっきはすぇ, ゃなさたせ おけはすけ しっゅぇ っ こぇさおうくゅなす いぇ ぇさしっくぇかちう う ゅさぇあょぇくうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお けしすぇゃぇ くぇえ-ゃっさけはすくけ いぇ  ょうしおせしうう けす くけゃうは けぉとうくしおう しなゃっす, おけえすけ とっ しっ おけく-
しすうすせうさぇ くぇ 23-すう けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ. 

〈┿

“ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” しかせてぇす ょっぉぇすうすっ こけ ゃなこさけしぇ

╇ぉせてっゃ おぇいぇ すけゃぇ ゃ けすゅけゃけさ くぇ ╃けおかぇょ いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ こっさうけょぇ 2008-2011 

ゅ., くぇこさぇゃっく けす くっゅけゃうは こさっょしっょぇすっか ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, いぇっょくけ し ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う 『ゃっすぇく 【う-

おけゃ, しぇ すさうきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“, 
おけうすけ ぉはたぇ  つかっくけゃっ くぇ くぇしすけはとうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす こさっい 
こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう. 
′っょけゃけかしすゃけすけ くぇ ╇ぉせてっゃ ぉっ こけさけょっくけ けす かうこしぇすぇ くぇ しぇ-

きけおさうすうおぇ けす しすさぇくぇ くぇ しぇきうすっ しなゃっすくうちう う けす ¨すつっすぇ くぇ 
こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╁. ]ぇきぇさしおう. 
╋けすうゃうすっ しう すけえ ういさぇいう すぇおぇ: „′うっ しはおぇて しきっ ぇくゅっかつっすぇ. ┿ 

うしすうくぇすぇ っ, つっ すせお きくけゅけ つっしすけ くっ しっ ゅけゃけさう おけくしすさせおすうゃくけ 
こけ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ, ぇ つっしすけ うきぇ しぇきけ ぉさなとけかっゃっくっ,  
こさぇいくう こさうおぇいおう. ′っ しなき ょけゃけかっく. ╁きっしすけ きくけゅけ こさうおぇいおう, 
すせお きけあったきっ ょぇ しゃなさてうき けとっ こけゃっつっ さぇぉけすぇ ゃ こけかいぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ.
‶け ょせきうすっ きせ, くうっ, けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, つかっくけゃっすっ くぇ 

]なゃっすぇ „うきぇきっ ゅけかはき おぇこぇちうすっす, ゃしっおう しぇき いぇ しっぉっ しう, くけ 
けぉとけ, おぇすけ けさゅぇく, くっ しなき ょけゃけかっく けす さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ しゃなさ-
てうたきっ う けす けちっくおぇすぇ いぇ くっは, おけはすけ こさっょう きぇかおけ つせたきっ けす 

〈《╋╊｠〈╊ ╉╅ 』╇ぇ『ぃ¨〈 》《╇╊ぁ╊ 『╅╆《【╅
くあみうけ ちひさそうそおけてかしみて せあ ╊[ 〉けさそしあこ ¨いとのかう う さちあみ せあ すあせおあてあ せあ てそくけ 《いはけせつさけ つひうかて

こさっょしっょぇすっかは ゅ-く ]ぇきぇさしおう”, おぇいぇ ╇ぉせてっゃ. 
]こけさっょ くっゅけ, しかっょ おぇすけ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ くっ っ たぇさっしゃぇく ゅさぇょ けす しゃけうすっ ゅけしすう う ゅさぇあょぇくう,  

いくぇつう くはきぇ おぇお しゃなさてっくけすけ けす しなゃっすくうちうすっ ょぇ っ ょけしすぇすなつくけ う すっ ょぇ しぇ ょけゃけかくう けす すけゃぇ. 
[なおけゃけょうすっかはす くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ ういさぇいう くぇょっあょぇ しかっょゃぇとうはす けぉとうくしおう しなゃっす, 

おけえすけ ゅさぇあょぇくうすっ とっ ういぉっさぇす, ょぇ っ  けす こけゃっつっ たけさぇ し こさけそっしうけくぇかくけ けすくけてっくうっ おなき こさけ-
ぉかっきうすっ くぇ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ う ょぇ しゃなさてう こけゃっつっ さぇぉけすぇ ゃ けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ. 

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

╄すけ, すぇいう ゅけょうくぇ けすぉっかはい-
ゃぇきっ 133-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ けすぉさぇくうすっか-
くぇすぇ うくょせしすさうは ゃ ╀なかゅぇさうは, 
けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ そうさきぇ-
すぇ. ‶け すけいう こけゃけょ しなし いぇょけ-
ゃけかしすゃけ おぇくは くぇ こさぇいくうおぇ 
ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう, ゃっすっさぇ-
くうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇ-
すぇ, たけさぇすぇ し けすくけてっくうっ おなき 
そうさきぇすぇ くう, くぇ おけうすけ ょなか-
あうき きくけゅけ. ‶けしさっとぇきっ ゅけ し 
╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう, し 
きくけゅけ しこけさすくう すせさくうさう う くぇ-
しすさけっくうっ. ‶けしさっとぇきっ こさぇい-
くうおぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく, 
こなさゃうはす しすぇょうけく ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい 50-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇ-
かうは ゃっお. ]っゅぇ けぉくけゃっく, ゃない-
しすぇくけゃっく しかっょ ょなかゅう ゅけょうくう 
くぇ いぇぉさぇゃぇ. ┿い かうつくけ こけきくは, 
つっ いぇ こけしかっょっく こなす そうさきぇすぇ 
こさぇいくせゃぇ くぇ しすぇょうけく „┿さしっ-
くぇか” こさっょう 37 ゅけょうくう. ‶さぇい-
くうおなす, おけえすけ こさっょしすけう くぇ 
21-ゃう しっこすっきゃさう, っ うきっくくけ 
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” おぇすけ 
しうきゃけかうつっく いくぇお いぇ くぇし, つっ 
くう つぇおぇ くけゃ っすぇこ ゃ さぇいゃう-
すうっすけ, ゃ おけえすけ とっ くぇょゅさぇあ-
ょぇきっ う とっ ゃなさゃうき くぇこさっょ. 
]うかぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう  っ ゅけ-
かはきぇ しうかぇ. 〈は っ ゅさぇょうゃくぇ う 
きけあっ ょぇ こさけきっくう しっゅぇてくぇすぇ 
しうすせぇちうは ゃ けぉとうくぇすぇ. ╉ぇすけ 
いぇ ゃしっおう こさぇいくうお う すけいう こなす 
しきっ けすかうつうかう 51 けす くぇてう-
すっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, 
こなさゃっくちうすっ くぇ ”┿さしっくぇか” 
いぇ 2011 ゅけょうくぇ. ╋はしすけすけ くぇ 
すったくうすっ こけさすさっすう う うきっくぇ 
こけ すさぇょうちうは っ ゃ ┿かっはすぇ くぇ 
こなさゃっくちうすっ, いぇ ょぇ しぇ こさうきっさ 
いぇ けしすぇくぇかうすっ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
すけゃぇ ょぇかっつっ くっ しぇ ゃしうつおうすっ 
しなゃっしすくう う ょけしすけえくう たけさぇ くぇ 
そうさきぇすぇ, うきぇ けとっ しすけすうちう 
すぇおうゃぇ ょぇあっ たうかはょう, いぇすけゃぇ 
けす うきっすけ  くぇ ちはかけすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ぇい うしおぇき 
ょぇ ぉかぇゅけょぇさは くぇ ゃしうつおう, くぇ 
ちっかうは おけかっおすうゃ くぇ そうさきぇすぇ 
いぇ くっゅけゃぇすぇ かけはかくけしす, すさせ-
ょけかのぉうっ う しなこさうつぇしすうっ おなき 
こさけぉかっきうすっ くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ 
しなゃっしすくけすけ けすくけてっくうっ おなき 
こけしすぇゃっくうすっ いぇょぇつう.

- ‶さぇいくうおなす ╁う っ ゃ くぇゃっ-
つっさうっすけ くぇ すさせょくう ういぉけ-
さう. ╁うっ しぇきうはす しすっ かうつくけ 
ぇくゅぇあうさぇく ゃ こさっょしすけはとぇ-
すぇ おぇきこぇくうは. ╁ すけいう しきう-
しなか おぇおゃう しぇ かうつくうすっ ╁う 
けつぇおゃぇくうは う ぇきぉうちうう ゃ 
こさっょしすけはとぇすぇ おぇきこぇくうは? 
】っ しっ こけゃすけさは. ╉ぇいぇた, くっ 

しかせつぇえくけ, つっ „┿さしっくぇか” う 
ぇさしっくぇかちう しぇ ゅさぇょうゃくぇ しうかぇ.  

╆ぇ ちっかすぇ ぉっ こけょっすぇ うくうちうぇすうゃぇ “╆っかっくぇ おぇさすぇ ╉ぇいぇくかなお”. ′ぇ ぉぇいぇ くぇ „ ╆っかっくぇ おぇさすぇ 
╉ぇいぇくかなお” ぉっ さぇいさぇぉけすっくぇ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす „╅うゃけす う さっぇかういぇちうは くぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお”. 
‶け すぇいう こさけゅさぇきぇ う ょけ きけきっくすぇ おきっすしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ っ くぇこさぇゃうかぇ 

くうとけ. ╋かぇょうすっ たけさぇ くぇ ゅさぇょぇ  こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しっ つせゃしすゃぇす ういかうてくう う ょぇ すなさしはす  ょさせゅう  
きっしすぇ いぇ しゃけはすぇ さっぇかういぇちうは.  
╃けしっゅぇてくけすけ ぉっいょっえしすゃうっ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ けすくけてっくうっ くぇ 

こけかうすうおぇすぇ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ, けぉぇつっ, ょぇゃぇ しけかうょくう おけいけゃっ くぇ おぇくょうょぇす-おきっすけゃっすっ しっゅぇ 
ゃ しすぇさすうさぇとぇすぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは. 
‶けさっょくうはす こけこせかういなき かう とっ しぇ すったくうすっ おさぇしうゃうすっ こさうおぇいおう  いぇ きかぇょうすっ たけさぇ しっゅぇ 

うかう くはおけう けす おぇくょうょぇすうすっ とっ うきぇす しきっかけしすすぇ ょぇ ゅう こさっゃなさくぇす ゃ しゃけは こけかうすうおぇ う おけく-
おさっすくう ょっえしすゃうは, とっ しすぇくっ はしくけ ゃ しかっょゃぇとうすっ 4 ゅけょうくう. 

                          ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』¨]╅【╅ 〉¨ ╊ ╇ ╊[¨》╅
【み か えちあおけうせあ け すそきか おあ たちそすかせけ つけてとあぬけみてあ う そいはけせあ [あくあせしひさ

〉. ¨いとのかう:

』て. ╉あすみせそう - さすかて せあ 《いはけせあ [あくあせしひさ:

╉ぇすけ そうさきぇ し すけかおけゃぇ ゅけかは-
きぇ う ょなかゅぇ うしすけさうは, かけゅうつくけ 
っ くうっ ょぇ しきっ おけゃぇつくうちぇすぇ くぇ 
おぇょさう いぇ けぉとうくぇすぇ, こさう くぇし 
ょぇ しぇ っょくう けす くぇえ-ょけぉさう-
すっ しこっちうぇかうしすう ゃ さっゅうけくぇ. 
╇きっくくけ おぇすけ すぇおうゃぇ う, ゃけょっ-
くう けす すっいう きけすうゃう, しつうすぇきっ, 
つっ ぇさしっくぇかちう, たけさぇすぇ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇしかせあぇゃぇす 
ょぇ あうゃっはす ゃ っょうく こけ-さぇいかう-
つっく おさぇえ,  ょぇ きけゅぇす ょぇ さぇい-
つうすぇす くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす,  ょぇ 
え うきぇす ょけゃっさうっ. ┿ すけゃぇ しすぇ-
ゃぇ しぇきけ し こさけそっしうけくぇかくけ, ぇ 
くっ し こけかうすうつっしおけ けすくけてっくうっ 
おなき こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ. 
┿ しこけおけえくうはす つけゃっお ょぇゃぇ 
きくけゅけ, すけえ っ ょけぉなさ, ゃしっけす-
ょぇっく ゃ さぇぉけすぇすぇ しう, きうしかう 
こけいうすうゃくけ う ゅかっょぇ くぇこさっょ. 
〈ぇおぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ, すぇおぇ 
しすぇゃぇす ょけぉさうすっ くっとぇ. ╆ぇすけ-
ゃぇ しきっ ゃ くぇしすけはとうは ¨ぉとうく-
しおう しなゃっす う うきぇきっ ぇきぉうちうは-
すぇ, しっさうけいくぇすぇ ぇきぉうちうは, ょぇ 
しきっ しなとっしすゃっくぇ つぇしす, くうっ 
„ぎ¡ïäñëöóöñ £í とí£íÖ¿é¡“, けす 
しかっょゃぇとうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす. 
]つうすぇきっ, つっ  すさはぉゃぇ ょぇ こさけ-
きっくうき う きけあっき ょぇ こさけきっくうき 
けぉとぇすぇ しう しなょぉぇ つさっい こさけ-
きはくぇ くぇ しすぇすせおゃけすけ, ゃ おけっ-
すけ しっゅぇ しっ ょゃうあう けぉとうくぇすぇ. 
┿ すぇいう こさけきはくぇ しすぇゃぇ つさっい 
こさけきはくぇ けしくけゃくけ くぇ さぇぉけすぇ-
すぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, くぇ 
ゃしっおう けすょっかっく くっゅけゃ つかっく, 
つさっい さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとうくしおけ-
すけ さなおけゃけょしすゃけ う けすくけてっくう-
っすけ おなき こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくしすゃけすけ. ┿い かうつくけ いぇ ゃすけさう  
こなす とっ うきぇき つっしすすぇ ょぇ ゃけょは 
かうしすぇ けす こさけそっしうけくぇかうしすう, 
けす っおしこっさすう ゃ さぇいかうつくう けぉ-
かぇしすう, ぉっい こぇさすうっく  ちゃはす 
う けぉさっきっくっくけしすう, いぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす. ╊どうしすぇすぇ くぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ ゃっつっ っ 
ゅけすけゃぇ う ょけ ょくう とっ っ けそう-
ちうぇかっく そぇおす. ¨しくけゃくぇすぇ くう 
ちっか こさっい ういきうくぇかうすっ 3 ゅけょう-
くう, ょけおぇすけ ぉはたきっ ゃ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす, ぉっ ょぇ ょけおぇあっき, 
つっ しぇきけ っおしこっさすくうはす こけゅかっょ 
おなき さってっくうはすぇ くぇ こさけぉかっ-
きうすっ っ ゃっさくうはす こけょたけょ. 〈けゃぇ 
とっ っ う ちっかすぇ くう しっゅぇ. ╆ぇとけ-
すけ うきっくくけ くうっ, „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡“, しきっ っょうくしすゃっくぇすぇ 
くっこぇさすうえくぇ, くぇょこぇさすうえくぇ, 
くっけぉゃなさいぇくぇ ゅさせこぇ こさっょしすぇ-
ゃうすっかう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす, くっいぇゃうしっとぇ 
けす おけさこけさぇすうゃくう うくすっさっしう 
う かうつくぇ いぇうくすっさっしけゃぇくけしす. 
╁ すけいう しきうしなか くぇてっすけ こさう-
しなしすゃうっ ゃ けぉとうくしおうは しなゃっす っ 
くっけぉたけょうきけ, ゃぇあくけ, いぇょなか-
あうすっかくけ, すなえ おけすけ くうっ しきっ 

っょうくしすゃっくけすけ う うしすうくしおけ 
さってっくうっ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお.

- ╉ぇあっすっ, おけう しぇ かうつくけ-
しすうすっ, ゃおかのつっくう ゃ くけゃぇすぇ 
かうしすぇ. ‶さっょうてくうは こなす すは 
ぉっ  こけつすう ういちはかけ けす おぇ-
ょさう くぇ „┿さしっくぇか”, しっゅぇ? 
╉ぇすけ くぇえ-ゅけかはきぇ そうさきぇ, 

おぇすけ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう ゃ 
けぉとうくぇすぇ,  かけゅうつくけ っ こさう 
くぇし ょぇ うきぇ う ゅけかはき ういぉけさ けす 
こさけそっしうけくぇかうしすう, けす こけょたけ-
ょはとう たけさぇ, し こさけそっしうけくぇか-
くけ きくっくうっ こけ こさけぉかっきうすっ. 
〈けいう こなす こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ そうさきぇすぇ しぇ 14 けす けぉとうは 
ぉさけえ – 37 おぇくょうょぇす-しなゃっす-
くうちう. ′はきぇ しかせつぇえくう. ╁ くけ-
ゃぇすぇ くう かうしすぇ とっ うきぇ 5-うきぇ 
しなゃっすくうおぇ けす しなしすぇゃぇ くぇ 
くぇしすけはとうは きっしすっく こぇさかぇ-
きっくす. ‶さう くぇし しぇ かうつくけしすうすっ 
し ぉうけゅさぇそうは, たけさぇすぇ, おけうすけ 
しないょぇゃぇす すせお さぇぉけすくう きっしすぇ, 
しないょぇゃぇす こさうくぇょっくうは こさけ-
ょせおす くぇ けぉとうくぇすぇ, うくょせし-
すさうぇかちう, さなおけゃけょうすっかう くぇ 
さぇいかうつくう そうさきう, ょうさっおすけさう 
くぇ せつうかうとぇ, こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ くっこさぇゃうすっかしすゃっくう けさゅぇ-
くういぇちうう, ぉぇくおっさう,  こさっょ-
こさうっきぇつう. ‶さう くぇし しぇ たけさぇ-
すぇ,  おけうすけ ょゃうあぇす けぉとうくぇすぇ 
う しないょぇゃぇす しけちうぇかくけ-うおけ-
くけきうつっしおぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ. ╁ すけいう しきうしなか し 
くぇてぇすぇ かうしすぇ しきっ ういこなかくう-
かう くぇうしすうくぇ っょうく けす いぇゃっ-
すうすっ くぇ ういゃっしすくうは ぉぇくおっさ 
┿すぇくぇし ╀せさけゃ, おけえすけ おぇいゃぇ, 
つっ: ゃ こぇさかぇきっくすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ゃかういぇす ぉぇくおっさう, ょっえちう くぇ 
ういおせしすゃけすけ, うくすっかっおすせぇか-
ちう, ょけおぇいぇかう しっ ゃ あうゃけすぇ, 
ゅさぇあょぇくう, おけうすけ ょぇ けすうゃぇす 
すぇき, いぇ ょぇ いぇとうすぇゃぇす おぇせいう 
う うょっう,ぇ くっ くっつうう うくすっさっしう. 
′うっ けす „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 
うきぇきっ しなとぇすぇ こさっすっくちうは. 
┿い しなき せぉっょっく, つっ くけゃぇすぇ 
かうしすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ-
¿é¡“ っ うしすうくしおけすけ さってっくうっ 
くぇ けぉとうくしおうすっ こさけぉかっきう, 
くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ けす 
けぉとうくぇすぇ. ╉ぇいゃぇか しなき ゅけ う 
こぇお とっ ゅけ こけゃすけさは. ╇きっくくけ 
すぇおうゃぇ たけさぇ きけゅぇす ょぇ うきぇす う 
ゃはさくけすけ けすくけてっくうっ, う くっけぉ-
たけょうきぇすぇ  しけちうぇかくぇ つせゃしす-
ゃうすっかくけしす おなき こさけぉかっきうすっ 
くぇ たけさぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ う しきはすぇき 
ょぇ こさけょなかあうき し くぇてぇすぇ こけ-
かうすうおぇ ゃ くけゃうは ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす: ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ, 
おけうすけ こけかせつぇゃぇきっ おぇすけ しな-
ゃっすくうちう, ょぇ  ゃかぇゅぇきっ う ょぇ-
さはゃぇきっ いぇ さぇいかうつくう おぇせいう. 
〈ぇおぇ, おぇおすけ くぇこさぇゃうたきっ 
ょけしっゅぇ: こぇさう いぇ ぉけかくうちぇすぇ 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょっちぇ ゃ くせあ-
ょぇ, いぇ さぇいかうつくう せつうかうとぇ, いぇ 
ういはゃっくう しこけさすうしすう, いぇ ょっす-
しおう こかけとぇょおう, いぇ こけかっいくう いぇ 
ゅさぇょぇ  う けぉとうくぇすぇ くっとぇ.

- ╀はたすっ けぉはゃうかう, つっ とっ 
さってうすっ おけゅけ けす おぇくょうょぇ-
すうすっ いぇ おきっすけゃっ ゃ こさっょ-
しすけはとぇすぇ おぇきこぇくうは とっ 
こけょおさっこうすっ  けす „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡“. ╇きぇすっ かう ゃっつっ 
はしくけすぇ こけ すけいう ゃなこさけし? 
╁うあすっ, ょぇゃぇかう しきっ はしくけ ょぇ 

しっ さぇいぉっさっ, とっ ゅけ くぇこさぇ-
ゃうき う しっゅぇ, つっ さってっくうっすけ 
くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ 
くっ っ ゃ おきっすしおぇすぇ ゃかぇしす, くっ 
っ ゃ  こっさしけくぇすぇ くぇ おきっすぇ, ぇ 
ゃ っおしこっさすくけすけ くぇつぇかけ ゃ さぇ-
ぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
╁なこさけしなす いぇ しなしすぇゃぇ くぇ ]な-
ゃっすぇ くはおぇお ゃうくぇゅう けしすぇゃぇ くぇ 
こけ-いぇょっく こぇく, けす ゃなこさけしぇ いぇ 
すけゃぇ おけえ とっ っ おきっすなす. ╇ すけゃぇ 
っ ゅさってっく こけょたけょ. ╆ぇとけすけ 
うきっくくけ ゃ ]なゃっすぇ しっ ゃいっきぇす 
ゃぇあくうすっ さってっくうは, すぇき しぇ 
くせあくう くぇえ-ょけぉさうすっ  こさけそっ-
しうけくぇかうしすう ゃ さぇいかうつくう しそっ-
さう. ‶けしかっ うょゃぇ, さぇいぉうさぇ しっ, 
う しうくたさけくなす し きっしすくぇすぇ うい-
こなかくうすっかくぇ ゃかぇしす, し おきっすぇ. 
╇ ゃ すけいう しきうしなか くぇてぇすぇ ちっか 
くっ っ おきっすしおぇすぇ ゃかぇしす, おぇおすけ 

ょけ こけしかっょくけ しっ けつぇおゃぇてっ けす 
くぇし. ╀はたきっ きくけゅけ こさうすうしおぇくう 
けす さぇいかうつくう きっしすぇ うきっくくけ けす 
くぇてうすっ さっょうちう ょぇ しっ ういかなつう 
こけょたけょはと おぇくょうょぇす いぇ おきっす, 
くけ くうっ さってうたきっ, つっ しうかぇすぇ 
くう っ ゃ っおうこぇ, ゃ っおしこっさすくけすけ  
くぇつぇかけ う けぉとぇすぇ さぇぉけすぇ. 】け 
しっ けすくぇしは いぇ こけょおさっこぇ くぇ くは-
おけゅけ けす ょっゃっすうきぇすぇ おぇくょうょぇ-
すう いぇ おきっすけゃっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, とっ おぇあぇ, つっ くっ しきっ 
しっ けすおぇいぇかう けす くぇきっさっくうっすけ 
しう ょぇ ゅう ういしかせてぇきっ くぇ っょくぇ 
きぇしぇ, いぇ ょぇ つせっき う しっ いぇこけい-
くぇっき し すったくうすっ せこさぇゃかっくしおう 
こさけゅさぇきう, し ゃういうはすぇ うき いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ う 
さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきうすっ 
ゃ くっは. 『っかすぇ くぇ っょくぇ すぇおぇゃぇ 
しさっとぇ っ しなぉっしっょゃぇくっ, し うょっ-

はすぇ ょぇ うき こけきけゅくっき し くぇてうすっ 
うょっう いぇ すったくうすっ こさけゅさぇきう う 
くぇ すぇいう ぉぇいぇ ょぇ さってうき ょぇかう 
とっ こけょおさっこうき くはおけゅけ うかう 
くっ. ‶さけょなかあぇゃぇきっ ょぇ しつうすぇ-
きっ, つっ さってっくうっすけ くぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす こさけぉかっきうすっ, おぇしぇっ-
とう ゅさぇあょぇくうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ, 
しきっ くうっ: くっ こけかうすうちうすっ,  ぇ 
こさけそっしうけくぇかうしすうすっ. ╆ぇすけゃぇ 
しっ ゅけすゃうき いぇ っょくぇ しうかくぇ, こけ-
いうすうゃくぇ う ゅさぇょうゃくぇ おぇきこぇ-
くうは,  ゃ おけはすけ  ょぇ しこっつっかうき 
けとっ こけゃっつっ こさうゃなさあっくうちう 
くぇ ぉぇいぇ くぇてうすっ こさうけさうすっ-
すう. ┿ すっ しぇ: こさっゃさなとぇくっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ょっえしすゃうすっかくぇ 
しすけかうちぇ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, 
ゃ っょうく ゅさぇょ , こさうゃかっおぇすっかっく 
いぇ  ゅけしすう う すせさうしすう,  ゃ けぉとう-
くぇ し おうすくう う つうしすう, しこけおけえ-
くう う せさっょっくう しっかぇ. [ぇいぉうさぇ 
しっ, けぉぇつっ, つっ おぇおゃうすけ う ょぇ しぇ 
さっいせかすぇすうすっ けす すっいう ういぉけさう, 
おけえすけ う ょぇ しすぇくっ おきっす くぇ けぉ-
とうくぇすぇ, すけ くうっ ゃ おぇつっしすゃけすけ 
しう くぇ しなゃっすくうちう, ういぉさぇくう  けす 
たけさぇすぇ, とっ こけきぇゅぇきっ う こけょ-
おさっこはきっ けくいう おきっす, くぇ おけゅけ-
すけ ゅさぇあょぇくうすっ しぇ ゅかぇしせゃぇかう 
くぇえ-ゅけかはきけすけ ょけゃっさうっ. 

- ╇ けすすせお くぇすぇすなお くぇおな-
ょっ? 
[ぇいぉうさぇ しっ, つっ くぇこさっょ! ┿い 

しなき けこすうきうしす. 〈ぇおぇゃぇ きう っ 
こけさけょぇすぇ. ╇ くっいぇゃうしうきけ  けす 
すさせょくけしすうすっ,  おけうすけ こさっょしすけ-
はす う おけうすけ くう けつぇおゃぇす, けこう-
さぇえおう しっ くぇ  きっくうょあなさしおうは 
う すさせょけゃ おけかっおすうゃ, くぇ しうかぇ-
すぇ くぇ „┿さしっくぇか” う おけかっおすうゃ-
くけすけ くぇつぇかけ, しつうすぇき, つっ とっ 
ういかっいっき ょけしすけえくけ けす こさけ-
ょなかあぇゃぇとぇすぇ おさういぇ, けす こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ, し おけうすけ しっ 
しさっとぇきっ う おけうすけ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ こさっけょけかはゃぇきっ ゃしっおう ょっく. 
╆くぇき, つっ し ゃはさぇ, けこすうきういなき 
う くぇょっあょぇ, けしくけゃぇくう くぇ ょけ-
ゃっさうっすけ くぇ たけさぇすぇ, くぇ ぇさしっ-
くぇかちう, くぇ ちっかうは くう おけかっお-
すうゃ, しっ こけしすうゅぇす きくけゅけ くっとぇ. 
]うかくう しぇ ゅけかっきうすっ, けちっかはゃぇす 
せこけさうすうすっ う けこすうきうしすうすっ.                 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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〈けえ しっ おぇいゃぇ ╇ゃぇく. [けょっく 
っ こさっょう 38 ゅけょうくう. ╆ぇ

ゃなさてうか しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
ゃ くっしなとっしすゃせゃぇとけすけ ゃっつっ  
せつうかうとっ, おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇ
ょさう いぇ „┿さしっくぇか” – ]‶〈〉 こけ 
きぇてうくけしすさけっくっ. ┿さしっくぇかしおけ 
ょっすっ. ]すさせゅぇさ くぇ せくうゃっさしぇ
かっく う くぇ いぇすうかけゃなつっく しすさせゅ. 
‶さう すけゃぇ し ょうこかけきぇ. ╅うゃっっ 
くぇ しっかけ. ╅っくっく, し ょゃっ きけき
つっすぇ - くぇ 7 う くぇ 11 ゅけょうくう. ╇ 
しなこさせゅぇ, おけはすけ さぇぉけすう ゃ しな
とうは ちった. ╅うゃっっ すさせょくけ, いぇ
とけすけ こっつっかう すけかおけゃぇ, おけか
おけすけ ょぇ こけおさうゃぇ さぇいたけょうすっ 
しう. ╇きぇ う おさっょうす. ╇ょゃぇ くぇ 
さぇぉけすぇ しなし しっきっっく ぇゃすけきけ
ぉうか, こさけういゃっょっく こさっい 1994 
ゅけょうくぇ. ╆ぇこうしぇか っ う ょゃっすっ 
しう ょっちぇ ゃ ゅさぇょしおけ せつうかうとっ. 
╇くぇつっ ゃっつっさ しっ こさうぉうさぇ くぇ 
しっかけ - ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ.  
‶けつうゃぇ し こさうはすっかう  う しなし 
しっきっえしすゃけすけ しう. ′はきぇ ゃさっ
きっ いぇ おくうゅう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ っ 
うきぇか こなさゃけおかぇしくうお う  くっ っ  
せしこはか ょぇ いぇょっかう こぇさう いぇ こけ
つうゃおぇ. ╇いゅかっあょぇ こさうきうさっく ゃ 
くっかっおうは しう あうゃけす. ╇ くはおぇお 
こけ きけきつっておう ゃっょなさ ゃ くぇ
ょっあょうすっ しう. ╃けすせお - おかぇしうおぇ 
ゃ あぇくさぇ. 

╇いゃなく おかぇしうおぇすぇ っ そぇ
おすなす, つっ 38-ゅけょうてくうはす 

╇ゃぇく ╃ぇきはくけゃ ╋うくおけゃ けす 17 
ゅけょうくう くっ っ しきっくはか さぇぉけす
くけすけ しう きはしすけ. ╇ ゃうくぇゅう っ 
ぉうか いぇょ せくうゃっさしぇかくうは しすさせゅ.  
╇きぇ こさけそっしうは, けす おけはすけ こけ
ゃっつっすけ きせ ゃさなしすくうちう ぉうたぇ 
ぉはゅぇかう う ぉうたぇ こさっょこけつっかう 
くっとけ こけ すぇおぇ. ‶さうつうくぇすぇ: 
すっあおぇ っ, こけ ちはか ょっく しう こさぇゃ, 
うしおぇ しっ けすゅけゃけさくけしす う しさなつ
くけしす う きくけゅけ, きくけゅけ すさせょ. 
]かっょ ゃしうつおけ すけゃぇ くぇきうさぇて 

いぇ かけゅうつっく  そぇおすなす, つっ こけさす
さっすなす くぇ しすさせゅぇさは ╇ゃぇく っ 
しさっょ  けくっいう 51 けすかうつっくう ぇさ
しっくぇかちう, おけうすけ  ゃしはおぇ ゅけょう
くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ  
こさっきうさぇ う こけしすぇゃは かうおけゃっ
すっ うき ゃ ┿かっはすぇ くぇ  たけさぇすぇ 
いぇ こさうきっさ. ╋けさぇかっく あっしす くぇ 
ぉかぇゅけょぇさくけしす う せゃぇあっくうっ.  
╉けゅぇすけ こさっょう 17 ゅけょうくう 

しすさせゅぇさはす ╇ゃぇく こけしすなこゃぇ 
しかっょ おぇいぇさきぇすぇ  いぇ こなさゃう 
こなす ゃ いぇゃけょ 6 - ちった 110 くぇ 
„┿さしっくぇか”, くぇょぇかう しう っ ょぇ
ゃぇか しきっすおぇ, つっ すせお とっ くぇ
ゃなさすう すけかおけゃぇ ゅけょうくう.  ′け 
さぇぉけすぇすぇ ゅけ せゃかうつぇ, たぇさっし
ゃぇ は う くぇきうさぇ しきうしなか ゃ くっは.  
〈ゃなさょう,つっ ゃ ちったぇ こけこぇょぇ う 

[ぇょゃぇき しっ, つっ しなき さぇぉけすうか ゃ „┿さしっくぇか” う つっ いぇこけつくぇた しゃけは こさけそっしうけくぇかっく こなす ゃ „┿さしっくぇか”, おぇいぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ しゃけはすぇ きっきけぇさくぇ おくうゅぇ – うくすっさゃの おきっすなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ╉くうゅぇすぇ 

„]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ – あうゃけす ゃ ょゃっ っこけたう”, おけはすけ しなょなさあぇ うくすっさゃのすぇ し おきっすぇ いぇ くっゅけゃうは こさけそっしうけくぇかっく 
こなす, っ くぇこうしぇくぇ けす ╊のぉつけ ╇ゃぇくけゃ, ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ しすぇさけいぇゅけさしおけすけ ういょぇくうっ くぇ ゃっしすくうお „〈させょ” う 
っ ういょぇょっくぇ けす ういょぇすっかしすゃけすけ くぇ っあっょくっゃくうおぇ. ′ぇ こさっょしすぇゃはくすけ くぇ おくうゅぇすぇ くぇ 8-きう しっこすっきゃさう ゃ ゅけかは-
きぇすぇ 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” こさうしなしすゃぇ う ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” うくあ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
] „┿さしっくぇか”, くうっ けす ¨ぉとうくぇすぇ, さぇぉけすうき おぇすけ っょくぇ しゃなさいぇくぇ っょうくうちぇ, いぇとけすけ „┿さしっくぇか” っ きくけゅけ 

ゃぇあっく いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╀うか っ ゃうくぇゅう, とっ ぉなょっ ゃぇあっく う ゃ ぉなょっとっ, おぇいぇ けとっ ╃ぇきはくけゃ こさっょ こせぉかうおぇすぇ ゃ 
いぇかぇすぇ. ′うおけゅぇ くっ しなき うしおぇか ょぇ くぇこせしくぇ „┿さしっくぇか”, おけゅぇすけ くぇゃさっきっすけ しっ くぇかけあう ょぇ けすうょぇ ょぇ さぇぉけすは 
ょさせゅぇょっ, くけ すぇおなゃ ぉってっ あうゃけすなす すけゅぇゃぇ. ╇いおかのつうすっかくけ しなき とぇしすかうゃ, つっ ょけおぇすけ さぇぉけすった ゃ „┿さしっくぇか” 
しっ いぇこけいくぇた う しないょぇょけたきっ きくけゅけ し すぇおうゃぇ たけさぇ う しこっちうぇかうしすう, おぇすけ ╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ, ゅっくっさぇか 
╂っけさゅう ぅきぇおけゃ, けす おけゅけすけ しなき しっ せつうか きくけゅけ, ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ, ╀けくつけ ‶っしっゃ, ╁ぇしうか 〈のさおっょあうっゃ う 
きくけゅけ ょさせゅう, けしけぉっくけ こさう さぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ しうしすっきぇすぇ „〉さぇゅぇく”, いぇ おけはすけ すけゅぇゃぇ ゅかぇゃくけおけきぇくょゃぇとうはす 
くぇ ╁ぇさてぇゃしおうは ょけゅけゃけさ おぇいぇ, つっ すぇおぇゃぇ うきぇ しぇきけ ゃ ]┿】, [せしうは う こさう くぇし, しないょぇょっくぇ けす „┿さしっくぇか”.
╀かぇゅけょぇさっく しなき くぇ „┿さしっくぇか”, つっ っ ぉうか う とっ ぉなょっ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう いぇ きくけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ う いぇ 

さなおけゃけょくう ょかなあくけしすう, おぇいぇ けとっ ╃ぇきはくけゃ こさう こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ しう.
いぇこうしぇ: ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

くぇ ょけぉさう せつうすっかう, けしけぉっくけ 
ぉかぇゅけょぇさっく っ くぇ ╉けしすぇょうく 
╀せかぇてっゃ, けす おけゅけすけ せつう きくけ
ゅけ いぇ しすさせゅぇさしすゃけすけ. 
〈ゃなさょう, つっ たぇさっしゃぇ さぇぉけすぇ

すぇ しう, いぇとけすけ っ くぇ „すう” しなし 
しすさせゅぇ. ╆ぇさぇょう いぇこぇいっくけすけ 
きけきつっ ゃ くっゅけ う くっこけょこさぇ
ゃっくぇすぇ しう ょけぉさけすぇ, さぇいぉう
さぇ きかぇょうすっ しすさせゅぇさう, おけうすけ 
うょゃぇす ゃ ちったぇ. ╇ うしおさっくけ うき 
こけきぇゅぇ う ょぇゃぇ しなゃっすう. 
‶なすはす きせ おなき „┿さしっくぇか” 

ぉうか くはおぇお かけゅうつっく: ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ ╂さぇくうつくう ゃけえしおう こけょぇ
ゃぇ ょけおせきっくすう う ゅけ こさうっきぇす 
ゃ ╆ぇゃけょ 6. ╀うか けす けくっいう ぇさ
しっくぇかしおう ょっちぇ, おけうすけ こさけし
すけ しかっょゃぇかう こなすは くぇ しゃけう
すっ さけょうすっかう. ‶けおけえくうはす きせ 
ゃっつっ ぉぇとぇ - ╃ぇきはく ╋うくおけゃ 
╇ゃぇくけゃ, すけゅぇゃぇ さぇぉけすっか ゃ 
さっいぇつくけすけ, ぇ きぇえおぇ きせ ‶っく
おぇ ╃うくっゃぇ  ぉうかぇ ゃ ╆ぇゃけょ 3. 
╁こけしかっょしすゃうっ  ぉぇとぇ きせ せきう
さぇ, ょけおぇすけ しなぉうさぇ ょけおせきっく
すう いぇ こっくしうは, ぇ きぇえおぇ きせ っ 
しなおさぇすっくぇ こけ ゃさっきっすけ くぇ ゅけ
かはきぇすぇ ゃなかくぇ けす けこすうきういぇ
ちうう ゃ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ ╇ゃぇく すけゃぇ っ つぇしす けす かけ

ゅうつくうは たけょ くぇ あうゃけすぇ う こさけ
ょなかあぇゃぇ こなすは しう くぇこさっょ. 
 ‶さっょう すさう ゅけょうくう ゃけょう ゃ 

ちったぇ う しゃけはすぇ しなこさせゅぇ - ╂ぇ
かうくぇ, おけはすけ さぇぉけすう すぇき おぇすけ 
てかぇえそうしす. 〈ゃなさょう, つっ すけゃぇ 
くっ こさっつう くぇ しっきっえくけすけ  とぇし
すうっ, くぇこさけすうゃ - しこかけすはゃぇ.  
¨とっ こけゃっつっ, つっ しせすさうく  おなき 
ゅさぇょぇ けす さけょくうは ょけき ゃ ╂けさくけ 

』っさおけゃうとっ こけっきぇす くっ ょゃぇ
きぇ, ぇ つっすうさうきぇ しなし しっきっえくうは 
17 ゅけょうてっく ぇゃすけきけぉうか:  すけえ, 
しなこさせゅぇすぇ う ょゃっすっ きせ ょっちぇ - 
ゃっつっ せつっくうちう ゃ ゅさぇょしおけ せつう
かうとっ. ]ぇきけ こさっょう ぉさけっくう 
ょくう ゃ ょけきぇ くぇ ╇ゃぇく う ╂ぇかうくぇ 
うきぇ ゅけかはきぇ さぇょけしす - きぇかおうはす 

うき しうく ‶かぇきっく っ  こなさゃけおかぇ
しくうお. ╆ぇさぇょう こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ ょゃぇきぇすぇ せつっくうちう, しっきっえ
しすゃけすけ くっ っ こけつうゃぇかけ こさっい 
かはすけすけ,  いぇとけすけ こぇさうすっ くっ 
しすうゅぇす. 
╆ぇ ょっちぇすぇ しう しすさせゅぇさはす 

くはきぇ おけくおさっすくう こかぇくけゃっ. 
╇しおぇ ょぇ しぇ いょさぇゃう, ょけぉさう 
たけさぇ, ょぇ せつぇす う ょぇ しっ さっぇ
かういうさぇす ゃ あうゃけすぇ すぇおぇ, つっ 
しぇきうすっ すっ ょぇ しぇ ょけゃけかくう.  ┿, 
ぇおけ っ さっおなか ╂けしこけょ - う ょぇ 
しすぇくぇす  ょけぉさう そせすぉけかうしすう.  
╃けさう ゃしっ けとっ ゅけかっきうはす しうく 
╃ぇきはく しっ けしかせてゃぇか - ょぇかう 
ょぇ しっ いぇこうてっ ゃ ておけかぇすぇ いぇ 
きかぇょう そせすぉけかくう すぇかぇくすう くぇ 
„┿さしっくぇか”. 
¨すゃなょ ゃさっきっすけ いぇ さぇぉけすぇ, 

しっきっえしすゃけすけ くぇ ょゃぇきぇすぇ ぇさ

しっくぇかちう くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ 
こけつうゃおぇ - しさっょ こさうはすっかう う 
しなし ょっちぇすぇ. 
╁ かうつくけすけ しう こさけしすさぇくしすゃけ 

╇ゃぇく ょけこせしおぇ しぇきけ こさけゃっさっ
くう こさうはすっかう.  ╉ぇすけ すうこうつっく 
[ぇお っ こさっょぇく う ゃっさっく, けしゃっく 
くぇ すはた,  う くぇ… そけかおぇ. ′ぇぉかう

あぇゃぇとうすっ ういぉけさう ゅけ ゃなかくせ
ゃぇす ょけすけかおけゃぇ, ょけおけかおけすけ ゃ 
すはた すなさしうき くぇょっあょぇ いぇ こさけ
きはくぇ. ╇ こけ-ゃうしけおう ょけたけょう. 
╇しおぇ ょぇ あうゃっっ ゃ おうすくけ 

しっかけ, ょぇ うきぇ しうゅせさくぇ さぇぉけすぇ 
う こけゃっつっ こぇさう. ╁しっ けとっ くっ 
っ くぇはしくけ いぇ おけゅけ けす ょせいうくぇすぇ 
おぇくょうょぇす-おきっすけゃっ とっ ゅかぇしせ
ゃぇ. ╇しおさっくけ こさういくぇゃぇ, つっ くっ 
ゅう こけいくぇゃぇ う とっ しう  たぇさっしゃぇ 
おぇくょうょぇす „おぇすけ ゅう ゃうょう こけ 
こかぇおぇすうすっ”. 
╆ぇ こけさっょっく こなす とっ  うき ょぇゃぇ 

ょけゃっさうっ くぇ おさっょうす. ╇ とっ 
しっ くぇょはゃぇ くぇ けすいうゃつうゃけしす う 
つっしすくけしす けす すはたくぇ しすさぇくぇ. 
╆ぇ ょぇ ょけあうゃっっき こけ-ょけぉさうすっ 

ゃさっきっくぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

]うくけゃっすっ ╃ぇきはく う ‶かぇきっく

]なし しなこさせゅぇすぇ ╂ぇかうくぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╄すけ, すぇいう ゅけょうくぇ けすぉっかはい
ゃぇきっ 133-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ けすぉさぇくうすっか
くぇすぇ うくょせしすさうは ゃ ╀なかゅぇさうは, 
けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ そうさきぇ
すぇ. ‶け すけいう こけゃけょ しなし いぇょけ
ゃけかしすゃけ おぇくは くぇ こさぇいくうおぇ 
ゃしうつおう ぇさしっくぇかちう, ゃっすっさぇ
くうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, ゅさぇあょぇ
くうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇ
すぇ, たけさぇすぇ し けすくけてっくうっ おなき 
そうさきぇすぇ くう, くぇ おけうすけ ょなか
あうき きくけゅけ. ‶けしさっとぇきっ ゅけ し 
╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう, し 
きくけゅけ しこけさすくう すせさくうさう う くぇ
しすさけっくうっ. ‶けしさっとぇきっ こさぇい
くうおぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく, 
こなさゃうはす しすぇょうけく ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい 50-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇ
かうは ゃっお. ]っゅぇ けぉくけゃっく, ゃない
しすぇくけゃっく しかっょ ょなかゅう ゅけょうくう 
くぇ いぇぉさぇゃぇ. ┿い かうつくけ こけきくは, 
つっ いぇ こけしかっょっく こなす そうさきぇすぇ 
こさぇいくせゃぇ くぇ しすぇょうけく „┿さしっ
くぇか” こさっょう 37 ゅけょうくう. ‶さぇい
くうおなす, おけえすけ こさっょしすけう くぇ 
21-ゃう しっこすっきゃさう, っ うきっくくけ 
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” おぇすけ 
しうきゃけかうつっく いくぇお いぇ くぇし, つっ 
くう つぇおぇ くけゃ っすぇこ ゃ さぇいゃう
すうっすけ, ゃ おけえすけ とっ くぇょゅさぇあ
ょぇきっ う とっ ゃなさゃうき くぇこさっょ. 
]うかぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかちう  っ ゅけ
かはきぇ しうかぇ. 〈は っ ゅさぇょうゃくぇ う 
きけあっ ょぇ こさけきっくう しっゅぇてくぇすぇ 
しうすせぇちうは ゃ けぉとうくぇすぇ. ╉ぇすけ 
いぇ ゃしっおう こさぇいくうお う すけいう こなす 
しきっ けすかうつうかう 51 けす くぇてう
すっ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう, 
こなさゃっくちうすっ くぇ ”┿さしっくぇか” 
いぇ 2011 ゅけょうくぇ. ╋はしすけすけ くぇ 
すったくうすっ こけさすさっすう う うきっくぇ 
こけ すさぇょうちうは っ ゃ ┿かっはすぇ くぇ 
こなさゃっくちうすっ, いぇ ょぇ しぇ こさうきっさ 
いぇ けしすぇくぇかうすっ. [ぇいぉうさぇ しっ, 
すけゃぇ ょぇかっつっ くっ しぇ ゃしうつおうすっ 
しなゃっしすくう う ょけしすけえくう たけさぇ くぇ 
そうさきぇすぇ, うきぇ けとっ しすけすうちう 
すぇおうゃぇ ょぇあっ たうかはょう, いぇすけゃぇ 
けす うきっすけ  くぇ ちはかけすけ さなおけゃけょ
しすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ぇい うしおぇき 
ょぇ ぉかぇゅけょぇさは くぇ ゃしうつおう, くぇ 
ちっかうは おけかっおすうゃ くぇ そうさきぇすぇ 
いぇ くっゅけゃぇすぇ かけはかくけしす, すさせ
ょけかのぉうっ う しなこさうつぇしすうっ おなき 
こさけぉかっきうすっ くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ 
しなゃっしすくけすけ けすくけてっくうっ おなき 
こけしすぇゃっくうすっ いぇょぇつう.

- ‶さぇいくうおなす ╁う っ ゃ くぇゃっ
つっさうっすけ くぇ すさせょくう ういぉけ
さう. ╁うっ しぇきうはす しすっ かうつくけ 
ぇくゅぇあうさぇく ゃ こさっょしすけはとぇ
すぇ おぇきこぇくうは. ╁ すけいう しきう
しなか おぇおゃう しぇ かうつくうすっ ╁う 
けつぇおゃぇくうは う ぇきぉうちうう ゃ 
こさっょしすけはとぇすぇ おぇきこぇくうは? 
】っ しっ こけゃすけさは. ╉ぇいぇた, くっ 

しかせつぇえくけ, つっ „┿さしっくぇか” う 
ぇさしっくぇかちう しぇ ゅさぇょうゃくぇ しうかぇ.  

╆ぇ ちっかすぇ ぉっ こけょっすぇ うくうちうぇすうゃぇ “╆っかっくぇ おぇさすぇ ╉ぇいぇくかなお”. ′ぇ ぉぇいぇ くぇ „ ╆っかっくぇ おぇさすぇ 
╉ぇいぇくかなお” ぉっ さぇいさぇぉけすっくぇ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす „╅うゃけす う さっぇかういぇちうは くぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお”. 
‶け すぇいう こさけゅさぇきぇ う ょけ きけきっくすぇ おきっすしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお くっ っ くぇこさぇゃうかぇ 

くうとけ. ╋かぇょうすっ たけさぇ くぇ ゅさぇょぇ  こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しっ つせゃしすゃぇす ういかうてくう う ょぇ すなさしはす  ょさせゅう  
きっしすぇ いぇ しゃけはすぇ さっぇかういぇちうは.  
╃けしっゅぇてくけすけ ぉっいょっえしすゃうっ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ けすくけてっくうっ くぇ 

こけかうすうおぇすぇ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ, けぉぇつっ, ょぇゃぇ しけかうょくう おけいけゃっ くぇ おぇくょうょぇす-おきっすけゃっすっ しっゅぇ 
ゃ しすぇさすうさぇとぇすぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは. 
‶けさっょくうはす こけこせかういなき かう とっ しぇ すったくうすっ おさぇしうゃうすっ こさうおぇいおう  いぇ きかぇょうすっ たけさぇ しっゅぇ 

うかう くはおけう けす おぇくょうょぇすうすっ とっ うきぇす しきっかけしすすぇ ょぇ ゅう こさっゃなさくぇす ゃ しゃけは こけかうすうおぇ う おけく
おさっすくう ょっえしすゃうは, とっ しすぇくっ はしくけ ゃ しかっょゃぇとうすっ 4 ゅけょうくう. 

                          ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』¨]╅【╅ 〉¨ ╊ ╇ ╊[¨》╅
【み か えちあおけうせあ け すそきか おあ たちそすかせけ つけてとあぬけみてあ う そいはけせあ [あくあせしひさ

〉. ¨いとのかう:

』て. ╉あすみせそう - さすかて せあ 《いはけせあ [あくあせしひさ:

╉ぇすけ そうさきぇ し すけかおけゃぇ ゅけかは
きぇ う ょなかゅぇ うしすけさうは, かけゅうつくけ 
っ くうっ ょぇ しきっ おけゃぇつくうちぇすぇ くぇ 
おぇょさう いぇ けぉとうくぇすぇ, こさう くぇし 
ょぇ しぇ っょくう けす くぇえ-ょけぉさう
すっ しこっちうぇかうしすう ゃ さっゅうけくぇ. 
╇きっくくけ おぇすけ すぇおうゃぇ う, ゃけょっ
くう けす すっいう きけすうゃう, しつうすぇきっ, 
つっ ぇさしっくぇかちう, たけさぇすぇ くぇ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇしかせあぇゃぇす 
ょぇ あうゃっはす ゃ っょうく こけ-さぇいかう
つっく おさぇえ,  ょぇ きけゅぇす ょぇ さぇい
つうすぇす くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす,  ょぇ 
え うきぇす ょけゃっさうっ. ┿ すけゃぇ しすぇ
ゃぇ しぇきけ し こさけそっしうけくぇかくけ, ぇ 
くっ し こけかうすうつっしおけ けすくけてっくうっ 
おなき こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ. 
┿ しこけおけえくうはす つけゃっお ょぇゃぇ 
きくけゅけ, すけえ っ ょけぉなさ, ゃしっけす
ょぇっく ゃ さぇぉけすぇすぇ しう, きうしかう 
こけいうすうゃくけ う ゅかっょぇ くぇこさっょ. 
〈ぇおぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ, すぇおぇ 
しすぇゃぇす ょけぉさうすっ くっとぇ. ╆ぇすけ
ゃぇ しきっ ゃ くぇしすけはとうは ¨ぉとうく
しおう しなゃっす う うきぇきっ ぇきぉうちうは
すぇ, しっさうけいくぇすぇ ぇきぉうちうは, ょぇ 
しきっ しなとっしすゃっくぇ つぇしす, くうっ 
„ぎ¡ïäñëöóöñ £í とí£íÖ¿é¡“, けす 
しかっょゃぇとうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす. 
]つうすぇきっ, つっ  すさはぉゃぇ ょぇ こさけ
きっくうき う きけあっき ょぇ こさけきっくうき 
けぉとぇすぇ しう しなょぉぇ つさっい こさけ
きはくぇ くぇ しすぇすせおゃけすけ, ゃ おけっ
すけ しっゅぇ しっ ょゃうあう けぉとうくぇすぇ. 
┿ すぇいう こさけきはくぇ しすぇゃぇ つさっい 
こさけきはくぇ けしくけゃくけ くぇ さぇぉけすぇ
すぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, くぇ 
ゃしっおう けすょっかっく くっゅけゃ つかっく, 
つさっい さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとうくしおけ
すけ さなおけゃけょしすゃけ う けすくけてっくう
っすけ おなき こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇあ
ょぇくしすゃけすけ. ┿い かうつくけ いぇ ゃすけさう  
こなす とっ うきぇき つっしすすぇ ょぇ ゃけょは 
かうしすぇ けす こさけそっしうけくぇかうしすう, 
けす っおしこっさすう ゃ さぇいかうつくう けぉ
かぇしすう, ぉっい こぇさすうっく  ちゃはす 
う けぉさっきっくっくけしすう, いぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす. ╊どうしすぇすぇ くぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ ゃっつっ っ 
ゅけすけゃぇ う ょけ ょくう とっ っ けそう
ちうぇかっく そぇおす. ¨しくけゃくぇすぇ くう 
ちっか こさっい ういきうくぇかうすっ 3 ゅけょう
くう, ょけおぇすけ ぉはたきっ ゃ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす, ぉっ ょぇ ょけおぇあっき, 
つっ しぇきけ っおしこっさすくうはす こけゅかっょ 
おなき さってっくうはすぇ くぇ こさけぉかっ
きうすっ っ ゃっさくうはす こけょたけょ. 〈けゃぇ 
とっ っ う ちっかすぇ くう しっゅぇ. ╆ぇとけ
すけ うきっくくけ くうっ, „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡“, しきっ っょうくしすゃっくぇすぇ 
くっこぇさすうえくぇ, くぇょこぇさすうえくぇ, 
くっけぉゃなさいぇくぇ ゅさせこぇ こさっょしすぇ
ゃうすっかう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす, くっいぇゃうしっとぇ 
けす おけさこけさぇすうゃくう うくすっさっしう 
う かうつくぇ いぇうくすっさっしけゃぇくけしす. 
╁ すけいう しきうしなか くぇてっすけ こさう
しなしすゃうっ ゃ けぉとうくしおうは しなゃっす っ 
くっけぉたけょうきけ, ゃぇあくけ, いぇょなか
あうすっかくけ, すなえ おけすけ くうっ しきっ 

っょうくしすゃっくけすけ う うしすうくしおけ 
さってっくうっ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお.

 ╉ぇあっすっ, おけう しぇ かうつくけ
しすうすっ, ゃおかのつっくう ゃ くけゃぇすぇ 
かうしすぇ. ‶さっょうてくうは こなす すは 
ぉっ  こけつすう ういちはかけ けす おぇ
ょさう くぇ „┿さしっくぇか”, しっゅぇ? 
╉ぇすけ くぇえ-ゅけかはきぇ そうさきぇ, 

おぇすけ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう ゃ 
けぉとうくぇすぇ,  かけゅうつくけ っ こさう 
くぇし ょぇ うきぇ う ゅけかはき ういぉけさ けす 
こさけそっしうけくぇかうしすう, けす こけょたけ
ょはとう たけさぇ, し こさけそっしうけくぇか
くけ きくっくうっ こけ こさけぉかっきうすっ. 
〈けいう こなす こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ そうさきぇすぇ しぇ 14 けす けぉとうは 
ぉさけえ – 37 おぇくょうょぇす-しなゃっす
くうちう. ′はきぇ しかせつぇえくう. ╁ くけ
ゃぇすぇ くう かうしすぇ とっ うきぇ 5-うきぇ 
しなゃっすくうおぇ けす しなしすぇゃぇ くぇ 
くぇしすけはとうは きっしすっく こぇさかぇ
きっくす. ‶さう くぇし しぇ かうつくけしすうすっ 
し ぉうけゅさぇそうは, たけさぇすぇ, おけうすけ 
しないょぇゃぇす すせお さぇぉけすくう きっしすぇ, 
しないょぇゃぇす こさうくぇょっくうは こさけ
ょせおす くぇ けぉとうくぇすぇ, うくょせし
すさうぇかちう, さなおけゃけょうすっかう くぇ 
さぇいかうつくう そうさきう, ょうさっおすけさう 
くぇ せつうかうとぇ, こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ くっこさぇゃうすっかしすゃっくう けさゅぇ
くういぇちうう, ぉぇくおっさう,  こさっょ
こさうっきぇつう. ‶さう くぇし しぇ たけさぇ
すぇ,  おけうすけ ょゃうあぇす けぉとうくぇすぇ 
う しないょぇゃぇす しけちうぇかくけ-うおけ
くけきうつっしおぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ 
けぉとうくぇすぇ. ╁ すけいう しきうしなか し 
くぇてぇすぇ かうしすぇ しきっ ういこなかくう
かう くぇうしすうくぇ っょうく けす いぇゃっ
すうすっ くぇ ういゃっしすくうは ぉぇくおっさ 
┿すぇくぇし ╀せさけゃ, おけえすけ おぇいゃぇ, 
つっ: ゃ こぇさかぇきっくすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ゃかういぇす ぉぇくおっさう, ょっえちう くぇ 
ういおせしすゃけすけ, うくすっかっおすせぇか
ちう, ょけおぇいぇかう しっ ゃ あうゃけすぇ, 
ゅさぇあょぇくう, おけうすけ ょぇ けすうゃぇす 
すぇき, いぇ ょぇ いぇとうすぇゃぇす おぇせいう 
う うょっう,ぇ くっ くっつうう うくすっさっしう. 
′うっ けす „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 
うきぇきっ しなとぇすぇ こさっすっくちうは. 
┿い しなき せぉっょっく, つっ くけゃぇすぇ 
かうしすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ
¿é¡“ っ うしすうくしおけすけ さってっくうっ 
くぇ けぉとうくしおうすっ こさけぉかっきう, 
くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ けす 
けぉとうくぇすぇ. ╉ぇいゃぇか しなき ゅけ う 
こぇお とっ ゅけ こけゃすけさは. ╇きっくくけ 
すぇおうゃぇ たけさぇ きけゅぇす ょぇ うきぇす う 
ゃはさくけすけ けすくけてっくうっ, う くっけぉ
たけょうきぇすぇ  しけちうぇかくぇ つせゃしす
ゃうすっかくけしす おなき こさけぉかっきうすっ 
くぇ たけさぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ う しきはすぇき 
ょぇ こさけょなかあうき し くぇてぇすぇ こけ
かうすうおぇ ゃ くけゃうは ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす: ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ, 
おけうすけ こけかせつぇゃぇきっ おぇすけ しな
ゃっすくうちう, ょぇ  ゃかぇゅぇきっ う ょぇ
さはゃぇきっ いぇ さぇいかうつくう おぇせいう. 
〈ぇおぇ, おぇおすけ くぇこさぇゃうたきっ 
ょけしっゅぇ: こぇさう いぇ ぉけかくうちぇすぇ 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょっちぇ ゃ くせあ
ょぇ, いぇ さぇいかうつくう せつうかうとぇ, いぇ 
ういはゃっくう しこけさすうしすう, いぇ ょっす
しおう こかけとぇょおう, いぇ こけかっいくう いぇ 
ゅさぇょぇ  う けぉとうくぇすぇ くっとぇ.

- ╀はたすっ けぉはゃうかう, つっ とっ 
さってうすっ おけゅけ けす おぇくょうょぇ
すうすっ いぇ おきっすけゃっ ゃ こさっょ
しすけはとぇすぇ おぇきこぇくうは とっ 
こけょおさっこうすっ  けす „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡“. ╇きぇすっ かう ゃっつっ 
はしくけすぇ こけ すけいう ゃなこさけし? 
╁うあすっ, ょぇゃぇかう しきっ はしくけ ょぇ 

しっ さぇいぉっさっ, とっ ゅけ くぇこさぇ
ゃうき う しっゅぇ, つっ さってっくうっすけ 
くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ 
くっ っ ゃ おきっすしおぇすぇ ゃかぇしす, くっ 
っ ゃ  こっさしけくぇすぇ くぇ おきっすぇ, ぇ 
ゃ っおしこっさすくけすけ くぇつぇかけ ゃ さぇ
ぉけすぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
╁なこさけしなす いぇ しなしすぇゃぇ くぇ ]な
ゃっすぇ くはおぇお ゃうくぇゅう けしすぇゃぇ くぇ 
こけ-いぇょっく こぇく, けす ゃなこさけしぇ いぇ 
すけゃぇ おけえ とっ っ おきっすなす. ╇ すけゃぇ 
っ ゅさってっく こけょたけょ. ╆ぇとけすけ 
うきっくくけ ゃ ]なゃっすぇ しっ ゃいっきぇす 
ゃぇあくうすっ さってっくうは, すぇき しぇ 
くせあくう くぇえ-ょけぉさうすっ  こさけそっ
しうけくぇかうしすう ゃ さぇいかうつくう しそっ
さう. ‶けしかっ うょゃぇ, さぇいぉうさぇ しっ, 
う しうくたさけくなす し きっしすくぇすぇ うい
こなかくうすっかくぇ ゃかぇしす, し おきっすぇ. 
╇ ゃ すけいう しきうしなか くぇてぇすぇ ちっか 
くっ っ おきっすしおぇすぇ ゃかぇしす, おぇおすけ 

ょけ こけしかっょくけ しっ けつぇおゃぇてっ けす 
くぇし. ╀はたきっ きくけゅけ こさうすうしおぇくう 
けす さぇいかうつくう きっしすぇ うきっくくけ けす 
くぇてうすっ さっょうちう ょぇ しっ ういかなつう 
こけょたけょはと おぇくょうょぇす いぇ おきっす, 
くけ くうっ さってうたきっ, つっ しうかぇすぇ 
くう っ ゃ っおうこぇ, ゃ っおしこっさすくけすけ  
くぇつぇかけ う けぉとぇすぇ さぇぉけすぇ. 】け 
しっ けすくぇしは いぇ こけょおさっこぇ くぇ くは
おけゅけ けす ょっゃっすうきぇすぇ おぇくょうょぇ
すう いぇ おきっすけゃっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお, とっ おぇあぇ, つっ くっ しきっ 
しっ けすおぇいぇかう けす くぇきっさっくうっすけ 
しう ょぇ ゅう ういしかせてぇきっ くぇ っょくぇ 
きぇしぇ, いぇ ょぇ つせっき う しっ いぇこけい
くぇっき し すったくうすっ せこさぇゃかっくしおう 
こさけゅさぇきう, し ゃういうはすぇ うき いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ う 
さってぇゃぇくっすけ くぇ こさけぉかっきうすっ 
ゃ くっは. 『っかすぇ くぇ っょくぇ すぇおぇゃぇ 
しさっとぇ っ しなぉっしっょゃぇくっ, し うょっ

はすぇ ょぇ うき こけきけゅくっき し くぇてうすっ 
うょっう いぇ すったくうすっ こさけゅさぇきう う 
くぇ すぇいう ぉぇいぇ ょぇ さってうき ょぇかう 
とっ こけょおさっこうき くはおけゅけ うかう 
くっ. ‶さけょなかあぇゃぇきっ ょぇ しつうすぇ
きっ, つっ さってっくうっすけ くぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす こさけぉかっきうすっ, おぇしぇっ
とう ゅさぇあょぇくうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ, 
しきっ くうっ: くっ こけかうすうちうすっ,  ぇ 
こさけそっしうけくぇかうしすうすっ. ╆ぇすけゃぇ 
しっ ゅけすゃうき いぇ っょくぇ しうかくぇ, こけ
いうすうゃくぇ う ゅさぇょうゃくぇ おぇきこぇ
くうは,  ゃ おけはすけ  ょぇ しこっつっかうき 
けとっ こけゃっつっ こさうゃなさあっくうちう 
くぇ ぉぇいぇ くぇてうすっ こさうけさうすっ
すう. ┿ すっ しぇ: こさっゃさなとぇくっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ょっえしすゃうすっかくぇ 
しすけかうちぇ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, 
ゃ っょうく ゅさぇょ , こさうゃかっおぇすっかっく 
いぇ  ゅけしすう う すせさうしすう,  ゃ けぉとう
くぇ し おうすくう う つうしすう, しこけおけえ
くう う せさっょっくう しっかぇ. [ぇいぉうさぇ 
しっ, けぉぇつっ, つっ おぇおゃうすけ う ょぇ しぇ 
さっいせかすぇすうすっ けす すっいう ういぉけさう, 
おけえすけ う ょぇ しすぇくっ おきっす くぇ けぉ
とうくぇすぇ, すけ くうっ ゃ おぇつっしすゃけすけ 
しう くぇ しなゃっすくうちう, ういぉさぇくう  けす 
たけさぇすぇ, とっ こけきぇゅぇきっ う こけょ
おさっこはきっ けくいう おきっす, くぇ おけゅけ
すけ ゅさぇあょぇくうすっ しぇ ゅかぇしせゃぇかう 
くぇえ-ゅけかはきけすけ ょけゃっさうっ. 

- ╇ けすすせお くぇすぇすなお くぇおな
ょっ? 
[ぇいぉうさぇ しっ, つっ くぇこさっょ! ┿い 

しなき けこすうきうしす. 〈ぇおぇゃぇ きう っ 
こけさけょぇすぇ. ╇ くっいぇゃうしうきけ  けす 
すさせょくけしすうすっ,  おけうすけ こさっょしすけ
はす う おけうすけ くう けつぇおゃぇす, けこう
さぇえおう しっ くぇ  きっくうょあなさしおうは 
う すさせょけゃ おけかっおすうゃ, くぇ しうかぇ
すぇ くぇ „┿さしっくぇか” う おけかっおすうゃ
くけすけ くぇつぇかけ, しつうすぇき, つっ とっ 
ういかっいっき ょけしすけえくけ けす こさけ
ょなかあぇゃぇとぇすぇ おさういぇ, けす こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ, し おけうすけ しっ 
しさっとぇきっ う おけうすけ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ こさっけょけかはゃぇきっ ゃしっおう ょっく. 
╆くぇき, つっ し ゃはさぇ, けこすうきういなき 
う くぇょっあょぇ, けしくけゃぇくう くぇ ょけ
ゃっさうっすけ くぇ たけさぇすぇ, くぇ ぇさしっ
くぇかちう, くぇ ちっかうは くう おけかっお
すうゃ, しっ こけしすうゅぇす きくけゅけ くっとぇ. 
]うかくう しぇ ゅけかっきうすっ, けちっかはゃぇす 
せこけさうすうすっ う けこすうきうしすうすっ.                 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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〈けえ しっ おぇいゃぇ ╇ゃぇく. [けょっく 
っ こさっょう 38 ゅけょうくう. ╆ぇ-

ゃなさてうか しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ 
ゃ くっしなとっしすゃせゃぇとけすけ ゃっつっ  
せつうかうとっ, おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇ-
ょさう いぇ „┿さしっくぇか” – ]‶〈〉 こけ 
きぇてうくけしすさけっくっ. ┿さしっくぇかしおけ 
ょっすっ. ]すさせゅぇさ くぇ せくうゃっさしぇ-
かっく う くぇ いぇすうかけゃなつっく しすさせゅ. 
‶さう すけゃぇ し ょうこかけきぇ. ╅うゃっっ 
くぇ しっかけ. ╅っくっく, し ょゃっ きけき-
つっすぇ - くぇ 7 う くぇ 11 ゅけょうくう. ╇ 
しなこさせゅぇ, おけはすけ さぇぉけすう ゃ しな-
とうは ちった. ╅うゃっっ すさせょくけ, いぇ-
とけすけ こっつっかう すけかおけゃぇ, おけか-
おけすけ ょぇ こけおさうゃぇ さぇいたけょうすっ 
しう. ╇きぇ う おさっょうす. ╇ょゃぇ くぇ 
さぇぉけすぇ しなし しっきっっく ぇゃすけきけ-
ぉうか, こさけういゃっょっく こさっい 1994 
ゅけょうくぇ. ╆ぇこうしぇか っ う ょゃっすっ 
しう ょっちぇ ゃ ゅさぇょしおけ せつうかうとっ. 
╇くぇつっ ゃっつっさ しっ こさうぉうさぇ くぇ 
しっかけ - ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ.  
‶けつうゃぇ し こさうはすっかう  う しなし 
しっきっえしすゃけすけ しう. ′はきぇ ゃさっ-
きっ いぇ おくうゅう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ っ 
うきぇか こなさゃけおかぇしくうお う  くっ っ  
せしこはか ょぇ いぇょっかう こぇさう いぇ こけ-
つうゃおぇ. ╇いゅかっあょぇ こさうきうさっく ゃ 
くっかっおうは しう あうゃけす. ╇ くはおぇお 
こけ きけきつっておう ゃっょなさ ゃ くぇ-
ょっあょうすっ しう. ╃けすせお - おかぇしうおぇ 
ゃ あぇくさぇ. 

╇いゃなく おかぇしうおぇすぇ っ そぇ-
おすなす, つっ 38-ゅけょうてくうはす 

╇ゃぇく ╃ぇきはくけゃ ╋うくおけゃ けす 17 
ゅけょうくう くっ っ しきっくはか さぇぉけす-
くけすけ しう きはしすけ. ╇ ゃうくぇゅう っ 
ぉうか いぇょ せくうゃっさしぇかくうは しすさせゅ.  
╇きぇ こさけそっしうは, けす おけはすけ こけ-
ゃっつっすけ きせ ゃさなしすくうちう ぉうたぇ 
ぉはゅぇかう う ぉうたぇ こさっょこけつっかう 
くっとけ こけ すぇおぇ. ‶さうつうくぇすぇ: 
すっあおぇ っ, こけ ちはか ょっく しう こさぇゃ, 
うしおぇ しっ けすゅけゃけさくけしす う しさなつ-
くけしす う きくけゅけ, きくけゅけ すさせょ. 
]かっょ ゃしうつおけ すけゃぇ くぇきうさぇて 

いぇ かけゅうつっく  そぇおすなす, つっ こけさす-
さっすなす くぇ しすさせゅぇさは ╇ゃぇく っ 
しさっょ  けくっいう 51 けすかうつっくう ぇさ-
しっくぇかちう, おけうすけ  ゃしはおぇ ゅけょう-
くぇ そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ  
こさっきうさぇ う こけしすぇゃは かうおけゃっ-
すっ うき ゃ ┿かっはすぇ くぇ  たけさぇすぇ 
いぇ こさうきっさ. ╋けさぇかっく あっしす くぇ 
ぉかぇゅけょぇさくけしす う せゃぇあっくうっ.  
╉けゅぇすけ こさっょう 17 ゅけょうくう 

しすさせゅぇさはす ╇ゃぇく こけしすなこゃぇ 
しかっょ おぇいぇさきぇすぇ  いぇ こなさゃう 
こなす ゃ いぇゃけょ 6 - ちった 110 くぇ 
„┿さしっくぇか”, くぇょぇかう しう っ ょぇ-
ゃぇか しきっすおぇ, つっ すせお とっ くぇ-
ゃなさすう すけかおけゃぇ ゅけょうくう.  ′け 
さぇぉけすぇすぇ ゅけ せゃかうつぇ, たぇさっし-
ゃぇ は う くぇきうさぇ しきうしなか ゃ くっは.  
〈ゃなさょう,つっ ゃ ちったぇ こけこぇょぇ う 

[ぇょゃぇき しっ, つっ しなき さぇぉけすうか ゃ „┿さしっくぇか” う つっ いぇこけつくぇた しゃけは こさけそっしうけくぇかっく こなす ゃ „┿さしっくぇか”, おぇいぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ しゃけはすぇ きっきけぇさくぇ おくうゅぇ – うくすっさゃの おきっすなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. ╉くうゅぇすぇ 

„]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ – あうゃけす ゃ ょゃっ っこけたう”, おけはすけ しなょなさあぇ うくすっさゃのすぇ し おきっすぇ いぇ くっゅけゃうは こさけそっしうけくぇかっく 
こなす, っ くぇこうしぇくぇ けす ╊のぉつけ ╇ゃぇくけゃ, ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ しすぇさけいぇゅけさしおけすけ ういょぇくうっ くぇ ゃっしすくうお „〈させょ” う 
っ ういょぇょっくぇ けす ういょぇすっかしすゃけすけ くぇ っあっょくっゃくうおぇ. ′ぇ こさっょしすぇゃはくすけ くぇ おくうゅぇすぇ くぇ 8-きう しっこすっきゃさう ゃ ゅけかは-
きぇすぇ 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” こさうしなしすゃぇ う ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” うくあ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
] „┿さしっくぇか”, くうっ けす ¨ぉとうくぇすぇ, さぇぉけすうき おぇすけ っょくぇ しゃなさいぇくぇ っょうくうちぇ, いぇとけすけ „┿さしっくぇか” っ きくけゅけ 

ゃぇあっく いぇ ╉ぇいぇくかなお. ╀うか っ ゃうくぇゅう, とっ ぉなょっ ゃぇあっく う ゃ ぉなょっとっ, おぇいぇ けとっ ╃ぇきはくけゃ こさっょ こせぉかうおぇすぇ ゃ 
いぇかぇすぇ. ′うおけゅぇ くっ しなき うしおぇか ょぇ くぇこせしくぇ „┿さしっくぇか”, おけゅぇすけ くぇゃさっきっすけ しっ くぇかけあう ょぇ けすうょぇ ょぇ さぇぉけすは 
ょさせゅぇょっ, くけ すぇおなゃ ぉってっ あうゃけすなす すけゅぇゃぇ. ╇いおかのつうすっかくけ しなき とぇしすかうゃ, つっ ょけおぇすけ さぇぉけすった ゃ „┿さしっくぇか” 
しっ いぇこけいくぇた う しないょぇょけたきっ きくけゅけ し すぇおうゃぇ たけさぇ う しこっちうぇかうしすう, おぇすけ ╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ, ゅっくっさぇか 
╂っけさゅう ぅきぇおけゃ, けす おけゅけすけ しなき しっ せつうか きくけゅけ, ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ, ╀けくつけ ‶っしっゃ, ╁ぇしうか 〈のさおっょあうっゃ う 
きくけゅけ ょさせゅう, けしけぉっくけ こさう さぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ しうしすっきぇすぇ „〉さぇゅぇく”, いぇ おけはすけ すけゅぇゃぇ ゅかぇゃくけおけきぇくょゃぇとうはす 
くぇ ╁ぇさてぇゃしおうは ょけゅけゃけさ おぇいぇ, つっ すぇおぇゃぇ うきぇ しぇきけ ゃ ]┿】, [せしうは う こさう くぇし, しないょぇょっくぇ けす „┿さしっくぇか”.
╀かぇゅけょぇさっく しなき くぇ „┿さしっくぇか”, つっ っ ぉうか う とっ ぉなょっ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう いぇ きくけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ う いぇ 

さなおけゃけょくう ょかなあくけしすう, おぇいぇ けとっ ╃ぇきはくけゃ こさう こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ しう.
いぇこうしぇ: ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

くぇ ょけぉさう せつうすっかう, けしけぉっくけ 
ぉかぇゅけょぇさっく っ くぇ ╉けしすぇょうく 
╀せかぇてっゃ, けす おけゅけすけ せつう きくけ-
ゅけ いぇ しすさせゅぇさしすゃけすけ. 
〈ゃなさょう, つっ たぇさっしゃぇ さぇぉけすぇ-

すぇ しう, いぇとけすけ っ くぇ „すう” しなし 
しすさせゅぇ. ╆ぇさぇょう いぇこぇいっくけすけ 
きけきつっ ゃ くっゅけ う くっこけょこさぇ-
ゃっくぇすぇ しう ょけぉさけすぇ, さぇいぉう-
さぇ きかぇょうすっ しすさせゅぇさう, おけうすけ 
うょゃぇす ゃ ちったぇ. ╇ うしおさっくけ うき 
こけきぇゅぇ う ょぇゃぇ しなゃっすう. 
‶なすはす きせ おなき „┿さしっくぇか” 

ぉうか くはおぇお かけゅうつっく: ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ ╂さぇくうつくう ゃけえしおう こけょぇ-
ゃぇ ょけおせきっくすう う ゅけ こさうっきぇす 
ゃ ╆ぇゃけょ 6. ╀うか けす けくっいう ぇさ-
しっくぇかしおう ょっちぇ, おけうすけ こさけし-
すけ しかっょゃぇかう こなすは くぇ しゃけう-
すっ さけょうすっかう. ‶けおけえくうはす きせ 
ゃっつっ ぉぇとぇ - ╃ぇきはく ╋うくおけゃ 
╇ゃぇくけゃ, すけゅぇゃぇ さぇぉけすっか ゃ 
さっいぇつくけすけ, ぇ きぇえおぇ きせ ‶っく-
おぇ ╃うくっゃぇ  ぉうかぇ ゃ ╆ぇゃけょ 3. 
╁こけしかっょしすゃうっ  ぉぇとぇ きせ せきう-
さぇ, ょけおぇすけ しなぉうさぇ ょけおせきっく-
すう いぇ こっくしうは, ぇ きぇえおぇ きせ っ 
しなおさぇすっくぇ こけ ゃさっきっすけ くぇ ゅけ-
かはきぇすぇ ゃなかくぇ けす けこすうきういぇ-
ちうう ゃ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ ╇ゃぇく すけゃぇ っ つぇしす けす かけ-

ゅうつくうは たけょ くぇ あうゃけすぇ う こさけ-
ょなかあぇゃぇ こなすは しう くぇこさっょ. 
 ‶さっょう すさう ゅけょうくう ゃけょう ゃ 

ちったぇ う しゃけはすぇ しなこさせゅぇ - ╂ぇ-
かうくぇ, おけはすけ さぇぉけすう すぇき おぇすけ 
てかぇえそうしす. 〈ゃなさょう, つっ すけゃぇ 
くっ こさっつう くぇ しっきっえくけすけ  とぇし-
すうっ, くぇこさけすうゃ - しこかけすはゃぇ.  
¨とっ こけゃっつっ, つっ しせすさうく  おなき 
ゅさぇょぇ けす さけょくうは ょけき ゃ ╂けさくけ 

』っさおけゃうとっ こけっきぇす くっ ょゃぇ-
きぇ, ぇ つっすうさうきぇ しなし しっきっえくうは 
17 ゅけょうてっく ぇゃすけきけぉうか:  すけえ, 
しなこさせゅぇすぇ う ょゃっすっ きせ ょっちぇ - 
ゃっつっ せつっくうちう ゃ ゅさぇょしおけ せつう-
かうとっ. ]ぇきけ こさっょう ぉさけっくう 
ょくう ゃ ょけきぇ くぇ ╇ゃぇく う ╂ぇかうくぇ 
うきぇ ゅけかはきぇ さぇょけしす - きぇかおうはす 

うき しうく ‶かぇきっく っ  こなさゃけおかぇ-
しくうお. ╆ぇさぇょう こけょゅけすけゃおぇすぇ 
くぇ ょゃぇきぇすぇ せつっくうちう, しっきっえ-
しすゃけすけ くっ っ こけつうゃぇかけ こさっい 
かはすけすけ,  いぇとけすけ こぇさうすっ くっ 
しすうゅぇす. 
╆ぇ ょっちぇすぇ しう しすさせゅぇさはす 

くはきぇ おけくおさっすくう こかぇくけゃっ. 
╇しおぇ ょぇ しぇ いょさぇゃう, ょけぉさう 
たけさぇ, ょぇ せつぇす う ょぇ しっ さっぇ-
かういうさぇす ゃ あうゃけすぇ すぇおぇ, つっ 
しぇきうすっ すっ ょぇ しぇ ょけゃけかくう.  ┿, 
ぇおけ っ さっおなか ╂けしこけょ - う ょぇ 
しすぇくぇす  ょけぉさう そせすぉけかうしすう.  
╃けさう ゃしっ けとっ ゅけかっきうはす しうく 
╃ぇきはく しっ けしかせてゃぇか - ょぇかう 
ょぇ しっ いぇこうてっ ゃ ておけかぇすぇ いぇ 
きかぇょう そせすぉけかくう すぇかぇくすう くぇ 
„┿さしっくぇか”. 
¨すゃなょ ゃさっきっすけ いぇ さぇぉけすぇ, 

しっきっえしすゃけすけ くぇ ょゃぇきぇすぇ ぇさ-

しっくぇかちう くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ 
こけつうゃおぇ - しさっょ こさうはすっかう う 
しなし ょっちぇすぇ. 
╁ かうつくけすけ しう こさけしすさぇくしすゃけ 

╇ゃぇく ょけこせしおぇ しぇきけ こさけゃっさっ-
くう こさうはすっかう.  ╉ぇすけ すうこうつっく 
[ぇお っ こさっょぇく う ゃっさっく, けしゃっく 
くぇ すはた,  う くぇ… そけかおぇ. ′ぇぉかう-

あぇゃぇとうすっ ういぉけさう ゅけ ゃなかくせ-
ゃぇす ょけすけかおけゃぇ, ょけおけかおけすけ ゃ 
すはた すなさしうき くぇょっあょぇ いぇ こさけ-
きはくぇ. ╇ こけ-ゃうしけおう ょけたけょう. 
╇しおぇ ょぇ あうゃっっ ゃ おうすくけ 

しっかけ, ょぇ うきぇ しうゅせさくぇ さぇぉけすぇ 
う こけゃっつっ こぇさう. ╁しっ けとっ くっ 
っ くぇはしくけ いぇ おけゅけ けす ょせいうくぇすぇ 
おぇくょうょぇす-おきっすけゃっ とっ ゅかぇしせ-
ゃぇ. ╇しおさっくけ こさういくぇゃぇ, つっ くっ 
ゅう こけいくぇゃぇ う とっ しう  たぇさっしゃぇ 
おぇくょうょぇす „おぇすけ ゅう ゃうょう こけ 
こかぇおぇすうすっ”. 
╆ぇ こけさっょっく こなす とっ  うき ょぇゃぇ 

ょけゃっさうっ くぇ おさっょうす. ╇ とっ 
しっ くぇょはゃぇ くぇ けすいうゃつうゃけしす う 
つっしすくけしす けす すはたくぇ しすさぇくぇ. 
╆ぇ ょぇ ょけあうゃっっき こけ-ょけぉさうすっ 

ゃさっきっくぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

]うくけゃっすっ ╃ぇきはく う ‶かぇきっく

]なし しなこさせゅぇすぇ ╂ぇかうくぇ



6 21 септември 2011 г. ぎ¡ïäñëöÖÜとí£íÖ¿é¡ ó ëñÇóÜÖí

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

╅せてそせけみ 』しあうそうあ:

]¨ぁ〉《』【¨【╊ ╇ „╊[』》╊『【¨ ′╅ [╅′╅〉]ぇ[” 
〈《╈╅【 〈〉《╈《  

｠『《〉¨[╅

¨′╆《『¨ 2011
╃っゃっす しぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ おきっす くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈っ しぇ: ╁ぇしうか 
]ぇきぇさしおう - おぇくょうょぇす くぇ ╀]‶, ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ - おぇくょうょぇす くぇ ╂╄[╀, ╂っけさゅう 
╉ぇかうつおけゃ- おぇくょうょぇす くぇ [╆], ′ぇくつけ ╁う-
ょっゃ - くっいぇゃうしうき おぇくょうょぇす, ういょうゅくぇす 
けす ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす;  ]すけえつけ 』う-
つっおけゃ - おぇくょうょぇす くぇ „╁けかは いぇ こさけきは-
くぇ”, ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ - おぇくょうょぇす 
くぇ ]うくはすぇ おけぇかうちうは, 』ぇゃょぇさ ┿くゅっかけゃ 
- おぇくょうょぇす くぇ ╁╋[¨,  ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ 
- おぇくょうょぇす くぇ こぇさすうは „┿すぇおぇ” う くぇしすけ-
はとうはす おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, ういょうゅくぇす けす  ]ょさせあっくうっ 
„╂さぇあょぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ”.

] おさぇつおう う ぇくゅかうえしおう  とっ けこけいくぇゃぇす しゃっ-
すぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ つぇしすくぇすぇ っいうおけゃぇ 

ておけかぇ „〈っょう” ゃ ╉ぇいぇくかなお し こさっこけょぇゃぇすっか 〈っ-
けょけさぇ ┿すぇくぇしけゃぇ. 
╀かういけ 30-すっ せつっくうちう ゃ くっは し こけきけとすぇ くぇ 

しゃけはすぇ こさっこけょぇゃぇすっかおぇ しぇ さぇいさぇぉけすうかう う 

╃ぇ こさぇゃうて すぇおなゃ ぉういくっし 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ こさなゃ こけゅかっょ 
ういゅかっあょぇ かっしくけ. ′け しぇきけ くぇ 
こさなゃ こけゅかっょ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 
うおけくけきうつっしおぇすぇ おさういぇ, おけはすけ 
こけ こさぇゃうかけ せょさは すけつくけ けくっいう 
しすけこぇくしおう しっおすけさう, おけうすけ しぇ 
しゃなさいぇくう し けすょうたぇ う さぇいゃかっ-
つっくうはすぇ くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ こけ 
ゃさっきっ くぇ おさういぇ しっ けすおぇいゃぇす 
ょぇ こさぇゃはす さぇいたけょう いぇ しゃけ-
ぉけょくけすけ しう ゃさっきっ, すなえ おぇすけ 
けゅさぇくうつっくうすっ しさっょしすゃぇ けすう-
ゃぇす いぇ こけ-くっけすかけあくう くっとぇ. 
╃ぇ ゃなさすうて すぇおなゃ ぉういくっし しっ 
けおぇいゃぇ ゃしっ こけ-すさせょくけ, いぇとけ-
すけ, くっ っ すぇえくぇ いぇ くうおけゅけ, つっ 
うおけくけきうつっしおぇすぇ しさっょぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお くぇこけしかっょなお, おぇすっゅけ-
さうつくけ しっ ゃかけてぇゃぇ いぇ ゃしうつおう. 
′はきぇ おぇお ょぇ くっ っ すぇおぇ ゃ っょうく 
ゅさぇょ, ゃ おけえすけ くぇしっかっくうっすけ 
くぇきぇかはゃぇ, ぇ しさっょ すけゃぇ, おけっすけ 
ゃしっ けとっ っ すせお, こさっけぉかぇょぇゃぇす 
たけさぇすぇ し くうしおう ょけたけょう. [ぇい-
ゃうすうっすけ くぇ すせさういきぇ, し おけっすけ 
おぇいぇくかなつぇくう せあ しっ ゅけさょっはす, 
ゃしっ こけゃっつっ けしすぇゃぇ こさうおぇいおぇ 
けす きうくぇかけすけ – ゅさぇょなす ういけしすぇ-
ゃぇ う ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. ╉ぇすけ 
つけゃっお, おけえすけ けさゅぇくういうさぇ 
しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ たけさぇすぇ 
し こさっょかぇゅぇくっすけ くぇ うくすっさっし-
くう きぇさてさせすう う っおしおせさいうう ゃ 
╀なかゅぇさうは う ゃ つせあぉうくぇ, ┿く-
すけくうは ]かぇゃけゃぇ うきぇ けこうす う 
ゃ ぉかういおう ょけ すせさうしすうつっしおぇすぇ 
ょっえくけしすう – すさぇくしこけさすくうすっ 
せしかせゅう う こさけょぇあぉぇすぇ くぇ しぇ-
きけかっすくう ぉうかっすう. ╁しっ ょっえくけし-
すう, おけうすけ しっ ゃけょはす こけ しすさけゅう 
こさぇゃうかぇ う し くぇかうつうっすけ くぇ 
かうちっくいう, し おけうすけ くっ っ かっし-
くけ ょぇ しっ しょけぉうって, ぇおけ くっ しう 
こさけそっしうけくぇかうしす. ╇ ぇおけ くっ 
さぇぉけすうて きくけゅけ.
╁ ょくってくぇすぇ しうすせぇちうは, すせお, 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょぇ しっ しこさぇゃはて 

せしこってくけ, くっ っ かっしくけ. ╃ぇ うし-
おぇて ょぇ くぇこさぇゃうて くっとけ すけゃぇ 
ょぇ しっ こさけきっくう, っ ぇぉしけかのすくけ 
かけゅうつくけ.

╇しおぇき ょぇ くぇこさうゃうき ╉ぇいぇく
かなお っょうく こけ-せしこってっく ゅさぇょ

〈けゃぇ っ おぇすっゅけさうつくうはす きけ-
すうゃ くぇ ┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ ょぇ 
こさうっきっ こさっょかけあっくうっすけ くぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ょぇ しっ 
ゃおかのつう ゃ すはたくぇすぇ かうしすぇ いぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. ╆ぇとけ-
すけ おぇお, けしゃっく し こさうしなしすゃうっ 
ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, きけあって ょぇ 
こさけきっくうて くっとぇすぇ? 
┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ けこさっょっ-

かっくけ っ ういくっくぇょぇくぇ, おけゅぇすけ 
は おぇくはす ゃ かうしすぇすぇ くぇ „ぎ¡ï
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡” – こさうっきぇ 
こけおぇくぇすぇ くぇ すっいう すけかおけゃぇ 
こけいくぇすう し こさけそっしうけくぇかういきぇ 
しう かうつくけしすう ゃ ゅさぇょぇ, おぇすけ 
けすゅけゃけさくけしす う こさういくぇくうっ 
いぇ くっえくぇすぇ さぇぉけすぇ, いぇ せゃぇ-
あっくうっ おなき くっえくうは さぇぉけすけ-
たけかういなき, いぇ おけえすけ ゅけゃけさう し 
おぇすっゅけさうつくけしす, くけ ぉっい くぇす-
さぇこゃぇくっ. „‶さうしなしすゃうっすけ きう 
しさっょ すぇおうゃぇ たけさぇ おぇすけ ′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, ╉さぇしうきうさぇ 
》ぇさういぇくけゃぇ, ╇ゃぇく ╃けつっゃ う 
ゃしうつおう ょさせゅう くはきぇ おぇお ょぇ 
くっ きう ょぇょっ せゃっさっくけしす, つっ とっ 
せしこっっき ょぇ くぇこさぇゃうき くっとぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ-ょけぉさう”, おぇい-
ゃぇ ┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ. ”╁しうつ-
おう ゃ かうしすぇすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó 
£í とí£íÖ¿é¡” しぇ ぇゃすけさうすっすくう 
たけさぇ, くはきぇ くうすけ っょうく しかせ-
つぇっく つけゃっお う すけつくけ すけゃぇ きう 
ょぇょっ きけすうゃぇちうは ょぇ こさうっきぇ 
こけおぇくぇすぇ, いぇとけすけ し すぇおなゃ 
こけすっくちうぇか しなき しうゅせさくぇ, つっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くっとぇすぇ きけゅぇす ょぇ 
すなさこはす こさけきはくぇ”, おぇいゃぇ ]かぇ-

ゃけゃぇ. ]かっょっえおう さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ゅさせこぇすぇ けぉとうくしおう しなゃっすくう-
ちう けす „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ゃ 
ういすうつぇとうは きぇくょぇす, ┿くすけくうは 
]かぇゃけゃぇ っ ゃこっつぇすかっくぇ けす 
こけょおさっこぇすぇ, おけはすけ すっ ょぇゃぇす 
いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ けぉとうくしおぇ ぉけかくうちぇ „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”, おけはすけ 
こけょこけきぇゅぇす し ょぇさっくうは, けす 
しこけきけとっしすゃけゃぇすっかしすゃけすけ いぇ 
おせかすせさくう こさけっおすう ゃ こさぇいくう-
ちうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, けす けこう-
すうすっ くぇ ゅさせこぇすぇ ょぇ くぇこさぇゃう 
こけ-ょけぉさけ ゃいぇうきけょっえしすゃうっすけ 
きっあょせ ういこなかくうすっかくぇすぇ う いぇ-
おけくけょぇすっかくぇすぇ ゃかぇしす, おけっすけ 
ぉっ くぇえ-ゅけかっきうはす こさけぉかっき 
くぇ きぇくょぇす 2008 – 2011, けす 
ぇくゅぇあうさぇくけしすすぇ おなき うく-
そさぇしすさせおすせさぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ, 
おけはすけ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 
ょっきけくしすさうさぇ, ゃおかのつうすっかくけ 
し ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ くけゃうは 
こぇさおうくゅ くぇ „┿さしっくぇか” – っょくけ 
しなけさなあっくうっ, おけっすけ けさなあっえ-
くうちぇすぇ くぇこさぇゃう しなし しけぉしすゃっ-
くう しさっょしすゃぇ ゃ こけかいぇ くぇ あう-
すっかうすっ くぇ ちはかぇすぇ けぉとうくぇ... 
]かぇゃけゃぇ しかっょう さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ゅさせこぇすぇ  „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ
¿é¡”, いぇとけすけ

╆ぇ ┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ 
ゃしうつおけ いぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっ
くぇか”

〈ぇき こけしすなこゃぇ しかっょ しさっょくけ-
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ おぇすけ こさっ-
ゃけょぇつ し くっきしおう っいうお – っょくぇ 
ょっえくけしす, し おけはすけ う ょくっし せし-
こってくけ しっ いぇくうきぇゃぇ ゃ こさは-
おぇすぇ しう さぇぉけすぇ こけ こさっゃけょ う 
かっゅぇかういぇちうは くぇ ょけおせきっくすう. 
╃っえくけしす, おけはすけ ういうしおゃぇ ぇぉ-
しけかのすくぇ こさっちういくけしす, おけはすけ 
┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ せしゃけはゃぇ 
けとっ し こなさゃうすっ しう おさぇつおう ゃ 
すぇいう こけしけおぇ – ゃ „┿さしっくぇか”. 
]かっょ おぇすけ しすぇゃぇ うくあっくっさ 

ゃなゃ ╁〈〉 „┿くゅっか ╉なくつっゃ” ゃ 
[せしっ, ]かぇゃけゃぇ けすくけゃけ っ ゃ 
„┿さしっくぇか”. ¨すうゃぇ おぇすけ すった-
くけかけゅ ゃ おぇかうかくぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 
6 う, おぇおすけ う ょくっし こさういくぇゃぇ 
いぇ しっぉっ しう, すなさしっえおう おかのつぇ 
おなき ょくってくうは せしこった - けすゅけ-
ゃけさなす っ すぇき, ゃ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ しっ くぇせつぇゃぇ ょぇ さぇぉけ-
すう おぇつっしすゃっくけ, ょぇ しっ けすくぇしは 
しっさうけいくけ おなき さぇぉけすぇすぇ しう. ╇ 
けすゅけゃけさくけ. „╆ぇとけすけ さぇぉけすぇ-
すぇ くぇゃしはおなょっ ゃ „┿さしっくぇか” っ 
ぇぉしけかのすくけ しっさうけいくぇ, すぇき しっ 
せつうて ょぇ くっ こさぇゃうて ゅさっておう, 
いぇとけすけ ゅさっておう ゃ すけゃぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけ しぇ くっょけこせしすうきう”.
„╁うくぇゅう しう しこけきくはき いぇ „┿さ-

しっくぇか” し くけしすぇかゅうは, おぇすけ いぇ 
っょくけ きくけゅけ こさうはすくけ きはしすけ, 
おなょっすけ しなき さぇぉけすうかぇ し きくけゅけ 
ゅけかはきけ あっかぇくうっ う すけゃぇ っ しぇ-
きぇすぇ うしすうくぇ”, しこけょっかは ょくっし 
┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ. ╇ すぇいう 
っきけちうは, ぉっいしこけさくけ, しなとけ 
くぇすっあぇゃぇ くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ 
ういぉけさぇ すは ょぇ こさうっきっ ょぇ しっ 
ゃおかのつう ゃ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ
¿é¡”. ╀うた きけゅかぇ ょぇ こけきけゅくぇ 

ょぇ くぇこさぇゃうき ╉ぇいぇくかなお うし
すうくしおう すせさうしすうつっしおう ちっくすなさ

〈ぇおぇ せこさぇゃうすっかはす くぇ すせ-
さうしすうつっしおぇすぇ ぇゅっくちうは ゃうあ-
ょぇ しゃけっすけ きはしすけ ゃ こさけそっしうけ-
くぇかくうは さぇいさっい くぇ かうしすぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすうすっ. ╆ぇくうきぇゃぇえおう 
しっ し すぇいう ょっえくけしす けす 2000-
すぇ ゅけょうくぇ ょけ しっゅぇ, ]かぇゃけゃぇ 
ゃっつっ ょけぉさっ こけいくぇゃぇ くぇゅかぇ-
しうすっ う こけすさっぉくけしすうすっ くぇ 
すせさうしすぇ. ╆ぇすけゃぇ しっ せつせょゃぇ 
おぇお こさう しっゅぇてくうすっ せしかけゃうは, 
おけうすけ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす しないょぇ-
ゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, しっ けつぇおゃぇ すせお 
ょぇ うょゃぇす こけゃっつっ すせさうしすう. 
„′っょけこせしすうきけ っ ╇くそけさきぇ-
ちうけくくうはす ちっくすなさ くぇ せかうちぇ 
„╇しおさぇ” ょぇ くっ さぇぉけすう ゃ こけ-
つうゃくうすっ ょくう, おけゅぇすけ うょゃぇす 
くぇえ-きくけゅけ ゅけしすう くぇ ゅさぇょぇ, 
くっょけこせしすうきけ っ すぇき ょぇ かうこし-
ゃぇす ょうこかはくう いぇ すせさうしすうすっ, 
くっょけこせしすうきけ っ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす ょぇ しすさぇょぇ けす かうこしぇ 
くぇ うょっう おぇお うきっくくけ ょぇ うい-
こけかいゃぇ すけいう ぉけゅぇす さっしせさし けす 
おせかすせさくけ う うしすけさうつっしおう くぇ-

しかっょしすゃけ, し おけえすけ さぇいこけかぇ-
ゅぇきっ う おけえすけ くっ ういこけかいゃぇきっ 
ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ こけこせかはさう-
いうさぇきっ ╉ぇいぇくかなお う ╃けかうくぇ-
すぇ”, おぇいゃぇ ]かぇゃけゃぇ.
′ぇょっあょぇすぇ くぇ ┿くすけくうは ]かぇ-

ゃけゃぇ, おぇすけ つけゃっお ゃ ぇおすうゃ-
くぇ ゃないさぇしす, っ こけゃっつっ きかぇょう 
たけさぇ ょぇ けしすぇゃぇす すせお. ╆ぇ ょぇ 
しっ しかせつう すけゃぇ, けぉぇつっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ. ╇ くっ しぇきけ, 
くせあくけ っ くぇ ゃしうつおう くぇし ょぇ 
つせゃしすゃぇきっ ょうくぇきうおぇすぇ くぇ 
あうゃけすぇ, さぇいゃうすうっすけ, くぇこさっ-
ょなおぇ, こせかしぇ くぇ しなゃさっきうっすけ, 
おけえすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう けこさっょっかっ-
くけ くっ しっ せしっとぇ. ′っこさけしすうきけ 
っ ょぇ けしすぇゃうき くっとぇすぇ すぇおぇ, 
せぉっょっくぇ っ ┿くすけくうは ]かぇゃけ-
ゃぇ. ]ゃけは てぇくし いぇ こさけきはくぇ すは 
ゃっつっ っ くぇきっさうかぇ – さぇぉけすぇすぇ 
ゃ ゅさせこぇすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí
£íÖ¿é¡”. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

┿くすけくうは ]かぇゃけゃぇ っ こけいくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ せこさぇゃうすっか 
くぇ っょくぇ けす くぇえ-せしこってくうすっ すせさうしすうつっしおう ぇゅっくちうう, おけは-
すけ くけしう くっえくけすけ うきっ. ¨きなあっくぇ し ょゃっ ょっちぇ. ╇ おけかおけすけ う 
くっゃっさけはすくけ ょぇ いゃせつう, ょけさう しっ さぇょゃぇ う くぇ ょゃっ ゃくせつっすぇ. 
』ぇさけゃくぇ, くっせきけさうきぇ, ういこなかくっくぇ し っくっさゅうは, すは っ つぇしす けす 
かうしすぇすぇ し おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ ゅさせこぇすぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“.

けす ╂させこぇすぇ  けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 

   〉ゃぇあぇっきう ょぇきう う ゅけしこけょぇ,
′うっ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, ゅさせこぇ 

ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, けしくけゃぇくぇ くぇ っおしこっさすくけすけ くぇつぇかけ う 
ゅさうあぇすぇ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお,
しっ けぉさなとぇきっ おなき ゃぇし し ぇこっか ょぇ くっ ょけこせしくっき けこけさけつぇ-

ゃぇくっ くぇ さっいせかすぇすうすっ けす ういぉけさうすっ くぇ 23-すう けおすけきゃさう いぇ 
おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おきっすけゃっ くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ う 
¨ぉとうくしおう しなゃっす. 
╁ うきっすけ くぇ つっしすくうすっ う こさけいさぇつくう ういぉけさう, くぇ ういぉけさうすっ, 

こさけゃっょっくう し ょけしすけえくしすゃけ, ゃう こさうおぇくゃぇきっ ょぇ しっ こさうしなっ-
ょうくうすっ おなき くぇてぇすぇ 

╃っおかぇさぇちうは: 

′うっ, ょけかせこけょこうしぇくうすっ こぇさすうう, おけぇかうちうう う くっいぇゃうしうきう 
おぇくょうょぇすう こけっきぇきっ ぇくゅぇあうきっくす ょぇ けしうゅせさうき くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお つっしすくぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは う ゃない-
きけあくけしす くぇ ゃしっおう ういぉうさぇすっか しぇき ょぇ けこさっょっかう いぇ おけう おぇく-
ょうょぇすう ょぇ ゅかぇしせゃぇ.
〉ぉっょっくう しきっ, つっ いぇっょくけ きけあっき ょぇ しっ こさけすうゃけこけしすぇゃうき 

くぇ けこうすうすっ ょぇ ぉなょっ おけきこさけきっすうさぇく う けこけさけつっく ういぉけさくう-
はす こさけちっし.
〉ぉっょっくう しきっ, つっ くうっ, ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 

きけあっき いぇっょくけ ょぇ しかけあうき おさぇえ くぇ こけさけつくうすっ こさぇおすうおう いぇ 
こけおせこおぇ う こさけょぇあぉぇ くぇ „ゅかぇしけゃっ” う „つけゃっておう ょせてう”.
〉ぉっょっくう しきっ, つっ くうっ, ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 

ゃけょっくう けす こさうくちうこうすっ くぇ ゅさぇあょぇくしおけすけ ょけしすけえくしすゃけ,くぇ 
ょっきけおさぇすうつくうは ういぉけさ う ゃうてっゅかぇしうっすけ, くっ ぉうゃぇ ょぇ ょけこせし-
くっき くっつっしすくぇ うゅさぇ ゃ うきっすけ くぇ けぉとうは こさけしこっさうすっす くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ょけぉさせゃぇくっすけ くぇ ゃしっおう くっうく ゅさぇあょぇくうく.
╆ぇすけゃぇ ゃしうつおう いぇっょくけ しっ けぉさなとぇきっ おなき ゃぇし - ゅさぇあょぇ-

くうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ, いぇとけすけ しきっ せぉっょっくう,つっ きけあっき ょぇ ょけ-
おぇあっき くぇ ゃしうつおう ゃ ╀なかゅぇさうは,つっ ょっきけおさぇちうはすぇ っ あうゃぇ う 
ゅかぇしなす くぇ ゃしっおう つけゃっお うきぇ いくぇつっくうっ.

‶さうおぇくゃぇきっ ゃしうつおう せつぇしすくうちう ゃ こさっょしすけはとうすっ ういぉけさう, 
さっゅうしすさうさぇくう ゃ ¨╇╉ – ╉ぇいぇくかなお  う こけょおさっこはとう ょっおかぇ-
さぇちうはすぇ くう いぇ  つっしすくう う くっけこけさけつっくう ういぉけさう,  ょぇ は こけょ-
こうてぇす. 
¨つぇおゃぇきっ ゃう ゃ おかせぉぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” くぇ ぉせか. 

„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ5,  くぇ 26-すう しっこすっきゃさう けす  17,00 つぇしぇ.
 

╆ぇ: „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄╉

21. 09. 2011 ゅ. 

╅》╊]

]なゃっすくうちうすっ けす ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ï-
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡” ういさぇいうたぇ 

くっょけゃけかしすゃけすけ けす  そぇおすぇ, つっ くっ ぉっ 
けょけぉさっく こかぇく いぇ せかうつくぇ さっゅせかぇ-
ちうは, ゃくっしっくぇ けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, おぇしぇっと こさけきはくぇ 
こさっょくぇいくぇつっくうっすけ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
いっきは, くぇ おけはすけ „┿さしっくぇか” ┿╃ うい-
ゅさぇょう こさっょう すさう きっしっちぇ こぇさおうくゅ いぇ 
160 ぇゃすけきけぉうかぇ. ‶ぇさおうくゅなす っ けぉ-
とうくしおう う しっ こけかいゃぇ くぇこなかくけ ぉっい-
こかぇすくけ けす ゃしうつおう. 
„╀っいけぉさぇいうっ!”, ゃないおかうおくぇ 『ゃっすぇく 

【うおけゃ けす „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, 
しかっょ おけっすけ ういこ. ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, けぉはしくう くぇ 
しなゃっすくうちうすっ, つっ しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ 
5.5 ょおぇ けぉとうくしおぇ いっきは, おけはすけ „┿さ-
しっくぇか” っ けぉかぇゅけさけょうか しなし しけぉしすゃっ-

《╆ぅ¨〉』[¨っ【 』ぇ╇╊【 〉╊ ╈]╅』】╇╅ [〈╊【』[《 》『╊╉]《╋╊〉¨╊

しこっつっかうかう  うくすっさっしっく こさけっおす, しゃなさいぇく しなし いょさぇゃけしかけゃくうは  
くぇつうく くぇ あうゃけす. ‶さけっおすなす っ こけょ っゅうょぇすぇ くぇ  ]ゃっすけゃくぇすぇ けさ-
ゅぇくういぇちうは いぇ こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ いぇ ょっちぇすぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ  すぇいう けさゅぇくういぇちうは っ つさっい さぇいかうつくう そけ-

させきう う しこけしけぉう ょぇ ゃないこうすぇゃぇ ょっちぇすぇ こけ しゃっすぇ ゃ いょさぇゃけしかけ-
ゃっく  くぇつうく くぇ あうゃけす. ╉けくおさっすくぇすぇ ちっか くぇ こさけっおすぇ, しこっつっかっく 
けす おぇいぇくかなておうすっ ゃないこうすぇくうちう くぇ ておけかぇ „〈っょう”, っ ぉけさぉぇすぇ 
しなし いぇすかなしすはゃぇくっすけ. 
‶さけっおす とっ しっ さっぇかういうさぇ ゃ こっさうけょぇ 15-すう しっこすっきゃさう - 3-すう 

くけっきゃさう. ╁しっおう っょうく けす けぉせつぇゃぇとうすっ しっ ゃ ておけかぇすぇ とっ くけしう 
しこっちうぇかっく おさぇつおけきっさ . ╁ おさぇは くぇ ゃしはおぇ しっょきうちぇ けす こさけっおすぇ 
おさぇつおうすっ くぇ ゃしうつおう とっ しっ しなぉうさぇす う とっ しっ さぇゃくはゃぇす ゃ おうかけ-
きっすさう. ¨す しゃけは しすさぇくぇ „くぇゃなさすっくうすっ” おうかけきっすさう とっ しっ こさっ-
ゃさなとぇす ゃ おけくおさっすくぇ ょっしすうくぇちうは ょけ くはおけっ おなすつっ けす いっきくけすけ 
おなかぉけ.  ╁ おさぇは くぇ こさけっおすぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ-ょけくけさ とっ こさっきうさぇ 
ておけかぇ „〈っょう” う くっえくうすっ ょっちぇ し ぇせょうけきぇすっさうぇか ょけ ゃしはおぇ  けす 
ういゃなさゃっくうすっ ょっしすうくぇちうう. ╁しうつおう こさっょけしすぇゃっくう きぇすっさうぇかう 
とっ しぇ  くぇ ぇくゅかうえしおう う ゃ こけかいぇ くぇ けぉせつっくうっすけ.

‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせ-
さういなき ゃ ╉ぇいぇくかなお けすゃけさう いぇ こなさゃうは せつっぉっく ょっく くけゃ, 

きけょっさっく おぇぉうくっす いぇ うくすっさぇおすうゃくけ けぉせつっくうっ. 14 さぇぉけすくう 
きっしすぇ, ういちはかけ けぉけさせょゃぇくう し おけきこのすなさくう おけくそうゅせさぇちうう, 
しゃなさいぇくう し さぇぉけすくうは おけきこのすなさ くぇ こさっこけょぇゃぇすっかは, う うくすっ-
さぇおすおうゃくぇ ょなしおぇ こけしさっとくぇたぇ せつっくうちうすっ けす くけゃぇすぇ うおけくけ-
きうつっしおぇ こぇさぇかっかおぇ, さぇいおさうすぇ いぇ こさなゃ こなす こさっい すぇいう せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ.
¨ぉけさせょゃぇくっすけ う さっきけくすなす くぇ おぇぉうくっすぇ しぇ ういゃなさてっくう ういちは-

かけ しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ くぇ せつうかうとっすけ – けぉとけ 17 たうかはょう 
かっゃぇ, しなけぉとう  ょうさっおすけさなす うくあ. [っくう 』っさゃっくおけゃぇ.

‶さっこけょぇゃぇすっかおぇすぇ こけ っかっおすさけくうおぇ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっ-
くけゃ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお ╉さぇしうきうさぇ 〈のそっおつうえしおぇ っ くけゃうはす ょう-

さっおすけさ くぇ せつうかうとっすけ. 〈は ぉっ くぇいくぇつっくぇ くぇ こけしすぇ しなし いぇこけゃっょ 
くぇ きうくうしすなさぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ ]っさ-
ゅっえ ╇ゅくぇすけゃ けす 1-ゃう しっこすっきゃさう す.ゅ. 〈のそっおつうえしおぇ ゃしすなこう ゃ 
ょかなあくけしす  おぇすけ ゃさっきっくくけ ういこなかくはゃぇとぇ そせくおちうすっ くぇ ょうさっお-
すけさ ょけ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさし.

6
11 しぇ こなさゃけおかぇしくうちうすっ, おけうすけ こさっおさぇつうたぇ こさぇゅぇ くぇ 26-
すっ せつうかうとぇ ゃ けぉとうくぇすぇ くぇ 15-すう しっこすっきゃさう. 〈っ しぇ っょゃぇ 

し 4 こけ-きぇかおけ ゃ しさぇゃくっくうっ し  きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ′ぇえ-きぇかおうすっ 
せつっくうちう  しぇ さぇいこさっょっかっくう ゃ 34 こぇさぇかっかおう, おぇすけ ゃ ょゃっ けす すはた 
すっ とっ しぇ くぇこけかけゃうくぇ おぇすけ つうしかっくけしす. 

] ぉかういけ 1200 ょせてう とっ しっ せゃっかう-
つう しっゅぇてくうはす しなしすぇゃ くぇ 61-ゃぇ 

╋ったぇくういうさぇくぇ ]すさはきしおぇ  ぉさうゅぇょぇ 
ゃ ╉ぇさかけゃけ. 〈けゃぇ しなけぉとう くぇさけょくうはす 
こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ╄きうか ╉ぇさぇくう-
おけかけゃ. ╀かういけ こけかけゃうくぇすぇ けす くけゃうは 
おけくすうくゅっくす とっ しっ せしすぇくけゃう ゃ おぇいぇく-
かなておけすけ こけょっかっくうっ, おけっすけ っ つぇしす けす 
おぇさかけゃしおぇすぇ ぉさうゅぇょぇ.

╉けくすさけかぬけさう けす ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ とっ 

ぉなょぇす ういこさぇとぇくう くぇ けょうすう ゃ けぉ-
とうくうすっ し けしすさう そうくぇくしけゃう ょっ-
そうちうすう. 
〈けゃぇ こさっょゃうあょぇ こさけきはくぇ ゃ ╆ぇ-

おけくぇ いぇ ぉのょあっすぇ, おけはすけ とっ ぉなょっ 
こさうっすぇ ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ. ‶さけ-
きはくぇすぇ, おけはすけ とっ ゃかっいっ ゃ しうかぇ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ,  
ぉっ けこけゃっしすっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ くけ-
ゃうは こぇさかぇきっくすぇさっく しっいけく けす おぇ-

いぇくかなておうは くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ. ╉けく-
すさけかぬけさうすっ とっ しぇ しゃけっけぉさぇいっく そうくぇくしけゃ ぉけさょ いぇ けぉとうくうすっ, 
おけうすけ くっ しこぇいゃぇす ぉのょあっすくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ. ╁ きけきっくすぇ くぇょ 
45 しぇ けぉとうくうすっ し ぉかけおうさぇくう しきっすおう いぇさぇょう くっこけおさうゃぇくっ くぇ 
いぇょなかあっくうはすぇ おなき そうさきう う ょさせゅう おけくすさぇゅっくすう, おぇすけ ぉさけはす 
うき くっこさっおなしくぇすけ くぇさぇしすゃぇ, ょけこなかくう ╉ぇさぇくうおけかけゃ.
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くう しさっょしすゃぇ う は っ こさっゃなさくぇか けす いぇくっきぇさっくけ きはしすけ し ぉけおかせちう う いきうう, ゃ せょけぉっく こぇさおうくゅ う 
ゅさぇょうくおう, おなょっすけ けさなあっえくうちぇすぇ っ ゃかけあうかぇ くぇょ 300 たうかはょう かっゃぇ ゃ こけかいぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ 
„┿さしっくぇか” う くぇ ちっかうは ゅさぇょ. 
]なゃっすくうちうすっ, おけうすけ ぉはたぇ ゅかぇしせゃぇかう こさけすうゃ, けぉはしくうたぇ ゃけすぇ しう し ぇさゅせきっくすぇ, つっ さってっくうっすけ 

くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす っ すさはぉゃぇかけ ょぇ こさっょたけあょぇ しすさけうすっかしすゃけすけ, くけ しなゃっすくうおなす けす ′╃]╁ ╂ぇ-
かうく ╂っけさゅうっゃ けぉはしくう, つっ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇさおうくゅぇ う いっかっくうすっ こかけとう っ くぇこさぇゃっくけ しこって-
くけ, いぇさぇょう けこぇしくけしすうすっ けす おぇすぇしすさけそう くぇ すけゃぇ きはしすけ. 
‶ぇさおうくゅなす っ ういゅさぇょっく ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ くぇ しなとけすけ きはしすけ しすぇゃぇ あっしすけおぇ おぇすぇしすさけそぇ, ゃ 

おけはすけ いぇ きぇかおけ くっ いぇゅうゃぇす たけさぇ.
╁なこさっおう こさっょかけあっくうっすけ くぇ ╇ぉせてっゃ, ぇおけ っ ゃないきけあくけ, しかっょ けぉはしくっくうっすけ くぇ こさけぉかっきぇ, ゃな-

こさけしなす ょぇ しっ こさっゅかぇしせゃぇ, すけつおぇすぇ くっ ぉっ ゃなさくぇすぇ いぇ くけゃけ ゅかぇしせゃぇくっ. ╁なこさけしなす し こさけきはくぇすぇ 
くぇ こさっょくぇいくぇつっくうっすけ くぇ いっきはすぇ, ゃなさたせ おけはすけ しっゅぇ っ こぇさおうくゅなす いぇ ぇさしっくぇかちう う ゅさぇあょぇくうすっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお けしすぇゃぇ くぇえ-ゃっさけはすくけ いぇ  ょうしおせしうう けす くけゃうは けぉとうくしおう しなゃっす, おけえすけ とっ しっ おけく-
しすうすせうさぇ くぇ 23-すう けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ. 

〈┿

“ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” しかせてぇす ょっぉぇすうすっ こけ ゃなこさけしぇ

╇ぉせてっゃ おぇいぇ すけゃぇ ゃ けすゅけゃけさ くぇ ╃けおかぇょ いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ こっさうけょぇ 2008-2011 

ゅ., くぇこさぇゃっく けす くっゅけゃうは こさっょしっょぇすっか ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, いぇっょくけ し ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う 『ゃっすぇく 【う-

おけゃ, しぇ すさうきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“, 
おけうすけ ぉはたぇ  つかっくけゃっ くぇ くぇしすけはとうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす こさっい 
こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう. 
′っょけゃけかしすゃけすけ くぇ ╇ぉせてっゃ ぉっ こけさけょっくけ けす かうこしぇすぇ くぇ しぇ-

きけおさうすうおぇ けす しすさぇくぇ くぇ しぇきうすっ しなゃっすくうちう う けす ¨すつっすぇ くぇ 
こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╁. ]ぇきぇさしおう. 
╋けすうゃうすっ しう すけえ ういさぇいう すぇおぇ: „′うっ しはおぇて しきっ ぇくゅっかつっすぇ. ┿ 

うしすうくぇすぇ っ, つっ すせお きくけゅけ つっしすけ くっ しっ ゅけゃけさう おけくしすさせおすうゃくけ 
こけ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ, ぇ つっしすけ うきぇ しぇきけ ぉさなとけかっゃっくっ,  
こさぇいくう こさうおぇいおう. ′っ しなき ょけゃけかっく. ╁きっしすけ きくけゅけ こさうおぇいおう, 
すせお きけあったきっ ょぇ しゃなさてうき けとっ こけゃっつっ さぇぉけすぇ ゃ こけかいぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ.
‶け ょせきうすっ きせ, くうっ, けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, つかっくけゃっすっ くぇ 

]なゃっすぇ „うきぇきっ ゅけかはき おぇこぇちうすっす, ゃしっおう しぇき いぇ しっぉっ しう, くけ 
けぉとけ, おぇすけ けさゅぇく, くっ しなき ょけゃけかっく けす さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ しゃなさ-
てうたきっ う けす けちっくおぇすぇ いぇ くっは, おけはすけ こさっょう きぇかおけ つせたきっ けす 

〈《╋╊｠〈╊ ╉╅ 』╇ぇ『ぃ¨〈 》《╇╊ぁ╊ 『╅╆《【╅
くあみうけ ちひさそうそおけてかしみて せあ ╊[ 〉けさそしあこ ¨いとのかう う さちあみ せあ すあせおあてあ せあ てそくけ 《いはけせつさけ つひうかて

こさっょしっょぇすっかは ゅ-く ]ぇきぇさしおう”, おぇいぇ ╇ぉせてっゃ. 
]こけさっょ くっゅけ, しかっょ おぇすけ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ くっ っ たぇさっしゃぇく ゅさぇょ けす しゃけうすっ ゅけしすう う ゅさぇあょぇくう,  

いくぇつう くはきぇ おぇお しゃなさてっくけすけ けす しなゃっすくうちうすっ ょぇ っ ょけしすぇすなつくけ う すっ ょぇ しぇ ょけゃけかくう けす すけゃぇ. 
[なおけゃけょうすっかはす くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ ういさぇいう くぇょっあょぇ しかっょゃぇとうはす けぉとうくしおう しなゃっす, 

おけえすけ ゅさぇあょぇくうすっ とっ ういぉっさぇす, ょぇ っ  けす こけゃっつっ たけさぇ し こさけそっしうけくぇかくけ けすくけてっくうっ おなき こさけ-
ぉかっきうすっ くぇ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ う ょぇ しゃなさてう こけゃっつっ さぇぉけすぇ ゃ けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ. 

                      〈┿
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]ないょぇょっくけ っ こさっい 1878 ゅ. 

こなさゃけくぇつぇかくけ おぇすけ さっ
きけくすくぇ さぇぉけすうかくうちぇ ゃ ゅさ. [せしっ 
し うきっすけ [せしっくしおう ぇさすうかっさうえ
しおう ぇさしっくぇか ([┿┿). ‶さっい 1891 
ゅ. し ういゃなさてゃぇくっ くぇ さっけさゅぇくう
いぇちうは くぇ ゃけっくくけ-すったくうつっしおう
すっ せつさっあょっくうは っ こさっきっしすっくけ 
ゃ ]けそうは, けぉっょうくはゃぇ しっ しなし 
しなとっしすゃせゃぇとうは すぇき ]けそうえしおう 
ぇさすうかっさうえしおう しおかぇょ う すぇおぇ 
こさっい 1894ゅ. しっ しそけさきうさぇ ]け
そうえしおう ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか 
(]┿┿).
¨す 1924 ゅ. しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ゅさ. 

╉ぇいぇくかなお いぇっょくけ し きぇてうくくけ
すけ けぉけさせょゃぇくっ, すったくうつっしおぇすぇ 
ょけおせきっくすぇちうは う ゅけかはきぇ つぇしす 
けす さなおけゃけょくうは う ういこなかくうすっか
しおう こっさしけくぇか. ╁ すけいう さぇえけく 
くけゃぇすぇ ╃なさあぇゃくぇ ゃけっくくぇ そぇ
ぉさうおぇ (╃╁《) しっ くぇきうさぇ こけつすう 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ しすさぇくぇすぇ, こけかせ
つぇゃぇ っしすっしすゃっく こさうさけょっく いぇ
しかけく きっあょせ ょゃっ こかぇくうくう う うきぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ すっさうすけさうぇかくけ 
さぇいてうさはゃぇくっ, おぇおゃうすけ しぇ ぉうかう  
ちっかうすっ くぇ すけゅぇゃぇてくけすけ ぉなか
ゅぇさしおけ こさぇゃうすっかしすゃけ.
╁ こなさゃうすっ ゅけょうくう そぇぉさうおぇすぇ 

っ ういゃなさてゃぇかぇ けしくけゃくけ さっきけくす
くう ょっえくけしすう, こさけういゃっあょぇかぇ っ 
さっいっさゃくう つぇしすう う っ こけょょなさあぇ
かぇ ゃけっくくうすっ そけさきうさけゃぇくうは くぇ 

ょなさあぇゃぇすぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ゃけえ
くうすっ ょっえくけしすすぇ え しっ ぇおすうゃういう
さぇ う いぇこけつゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ぇさすうかっさうえしおう しくぇさはょう う 
ぉけっこさうこぇしう, ぉぇさせすう, おぇこしせかう, 
こさけすうゃけゅぇいう, けさなあっえくう う けさな
ょっえくう すっつくけしすう う しきぇいおう.
]かっょ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ

くぇ いぇこけつゃぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
くけゃう ういょっかうは, おけうすけ しぇ けす こなさ
ゃけしすっこっくくけ いくぇつっくうっ いぇ しかっょ
ゃけっくくぇすぇ うおけくけきうおぇ くぇ しすさぇ
くぇすぇ – すさうかっきっあくう こかせゅけゃっ, 
ょうしおけゃう ぉさぇくう, ぇおせきせかぇすけさう, 
ょういっかきけすけさう, っかっおすさけきけすけさう 
う ょさ. ╇いゃなさてゃぇ しっ さっきけくす くぇ 
けこすうつっしおぇ すったくうおぇ, せしゃけはゃぇ 
しっ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こなさゃうすっ 
しすさゅけゃっ, おけかけくくう こさけぉうゃくう う 
そさっいけゃう きぇてうくう. ‶さっい 1956-
58 ゅ. こさっょこさうはすうっすけ せしゃけはゃぇ 
う こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こなさゃうすっ 
7,62 mm ぇゃすけきぇすう う ぉっいけすおぇす
くけ けさなょうっ ╀-10.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ ゅけょう

くう いぇゃけょなす こせしおぇ くぇ こぇいぇさぇ 
きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう – こさけ
ぉうゃくう (╀╉-20 う ╀╉-32), そさっいう 
(《〉-250 う 《〉-320), ぇ こけ-おなし
くけ う ょさせゅう きけょっかう そさっいけゃう う 
ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう う ゃないかう. 
¨す ょっおっきゃさう 1960 ゅ. しっ けすおさう
ゃぇ せつぇしすなお いぇ すゃなさょけしこかぇゃくう 
こかぇしすうくう.
‶けしすっこっくくけ こさっょこさうはすうっすけ しっ 

せすゃなさあょぇゃぇ おぇすけ っょうく けす くぇえ-

ゅけかっきうすっ きぇてうくけしすさけ
うすっかくう ちっくすさけゃっ う くぇえ-
おさせこくけすけ ゃ けすぉさぇくうすっかくうは 
ぉさぇくて くぇ しすさぇくぇすぇ.
‶さっい 1967 ゅ. しっ けすおさうゃぇ 

╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇい
ゃうすうっ, おけはすけ こさっい 1984 ゅ. 
こさっさぇしすゃぇ ゃ ╇くしすうすせす いぇ 
きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう. ╁ 
しかっょゃぇとうは こっさうけょ けす ょっ
しっすうくぇ ゅけょうくう こけしかっょけ

ゃぇすっかくけ しっ ゃなゃっあょぇす くけゃう 
こさけういゃけょしすゃっくう きけとくけ
しすう:

-いぇゃけょ いぇ こさせあうくう;
-いぇゃけょ いぇ ぇゅさっゅぇすくぇ すった

くうおぇ;
-いぇゃけょ いぇ くっしすぇくょぇさすくけ 

けぉけさせょゃぇくっ;
-くけゃう せつぇしすなちう いぇ ぉぇさせす

くけ, こぇすさけくくけ, おぇこしせかくけ う 
こうさけすったくうつっしおけ こさけうい
ゃけょしすゃけ;
-ちった し きぇてうくう し ちうそさけ

ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっ
くうっ;
-っかっおすさけくくけ-ういつうしかうすっ

かっく ちっくすなさ.

╋ぇてうくくうはす こぇさお くっこさっ
おなしくぇすけ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ 
う きけょっさくういうさぇ, せゃっかうつぇ
ゃぇす しっ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ 
こけ-てうさけおけしこっおすなさくけ こさけ
ういゃけょしすゃけ. ╄ょくけゃさっきっくくけ 
し すけゃぇ くぇさぇしすゃぇ う ぉさけは くぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ う しっ こけゃう
てぇゃぇ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ 
こっさしけくぇかぇ. 〈けゃぇ ょぇゃぇ ゃない
きけあくけしす いぇ せしなゃなさてっくしす
ゃぇくっ う くぇ かうちっくいくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, しないょぇゃぇくっ, 
せしゃけはゃぇくっ う しっさうえくけ こさけ
ういゃけょしすゃけ くぇ くけゃう ういょっ
かうは:

1971-72 ゅ. – 9た18 mm こう
しすけかっすくう こぇすさけくう;
1971-73 ゅ. – おぇさすっつくうちう;
1972-74 ゅ. – 9 mm こうしすけ

かっすう;
1976-78 ゅ. – 7,62 mm すぇく

おけゃう おぇさすっつくうちう;
1983      ゅ. – 23 mm いっくうすくう 

せしすぇくけゃおう;
1984-86 ゅ. – 5,45 mm ぇゃ

すけきぇすう;
1985-87 ゅ. – 5,45た39,5 mm 

こぇすさけくう;
1986-87 ゅ. – 122 mm ゅぇせ

ぉうちう う ょさ. 

‶さっい 1989-90 ゅ.しっ しないょぇ
ゃぇす こなさゃうすっ きぇてうくくう ちっく
すさう こけ かうちっくい くぇ “ぅきぇいぇ
おう” – ぅこけくうは. ¨ぉけさせょゃぇ しっ 
いぇゃけょ いぇ すゃなさょけしこかぇゃくう 
しきっしう う きけくけかうすくぇ きけょせか
くぇ しうしすっきぇ “╁ぇさうかけお” こけ 
かうちっくい くぇ “]ぇくょゃうお ╉けさけ
きぇくす” – 【ゃっちうは, ぇ こけ-おなしくけ 
う いぇゃけょ いぇ しうくすっすうつっく ょうぇ
きぇくす, しなゃきっしすくけ し ╇くしすうすせすぇ 
いぇ しゃさなたすゃなさょう きぇすっさうぇかう 
– ╉うっゃ. ¨す 1996 ゅ. ょさなあっし
すゃけすけ こさけういゃっあょぇ う うくしすさせ
きっくすけょなさあぇつう, かうちっくいうはすぇ 
くぇ おけうすけ っ くぇ “╁ぇかすっさ” ┿╂ 
– 〈のぉうくゅっく, ╂っさきぇくうは. ╋け
ょうそうちうさぇす しっ そさっいけゃうすっ う 

こさけぉうゃくうすっ きぇてうくう, さぇいてう
さはゃぇ しっ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
こさうぉけさう, こさうしこけしけぉかっくうは う 
うくしすさせきっくすぇかくぇ っおうこうさけゃ
おぇ.
¨す 03.12.1999 ゅけょ. “┿さ

しっくぇか” っ ゃっつっ ┿おちうけくっさくけ 

ょさせあっしすゃけ し てうさけおぇ う きくけ
ゅけきぇとぇぉくぇ ょっえくけしす. ′けゃぇすぇ 
っゃさけこっえしおぇ う っゃさけぇすかぇくすう
つっしおぇ けさうっくすぇちうは くぇ [っこせ
ぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは けこさっょっかは う 
くけゃうすっ くぇしけおう ゃ こさけういゃけょ
しすゃけすけ う すなさゅけゃうはすぇ. ╀なさいぇすぇ 
ぇょぇこすぇちうは くぇ そうさきぇすぇ おなき 
くけゃうすっ こぇいぇさくう せしかけゃうは くぇ
かけあう せしゃけはゃぇくっ う こさけういゃけょ
しすゃけ くぇ くけゃう こさけょせおすう:

-5,56 mm ぇゃすけきぇすう, さなつくう 
おぇさすっつくうちう う おぇさぇぉうくう;
-7,62た51 mm おぇさすっつくうちう;
-40た46 mm こけょちっゃくう, しぇ

きけしすけはすっかっく う きくけゅけいぇさはょっく 
ゅさぇくぇすけきっすう, おぇおすけ う さぇい
かうつくう ゃうょけゃっ ういしすさっかう いぇ 
すはた;
-9た19 mm こうしすけかっすう;
-60 mm う 81 mm きうくけたゃなさ

ゅぇつおう;
-60 mm, 81 mm, 82 mm, 

120 mm きうくけたゃなさゅぇつくう うい
しすさっかう;
-9た18 mm う 9た19 mm おぇさ

すっつくう こうしすけかっすう;
-23 mm う 30 mm ういしすさっかう;
-ういしすさっかう いぇ こさけすうゃけすぇくおけ

ゃう ゅさぇくぇすけきっすう;
-さっぇおすうゃくう しくぇさはょう – さぇい

かうつくう ゃうょけゃっ;
-さなつくう ゅさぇくぇすう;

-ゃいさうゃぇすっかう う ょさ.
╂ぇきぇすぇ けす くけゃう う さぇいかうつ

くう ういょっかうは くっこさっおなしくぇすけ しっ 
さぇいてうさはゃぇ う けぉけゅぇすはゃぇ. 
╁ しゃけはすぇ ょなかゅけゅけょうてくぇ うし

すけさうは “┿さしっくぇか” っ しないょぇゃぇか, 
せしゃけはゃぇか う こさけういゃっあょぇか 

“╅ちつかせあし” ╅╉ か せあこ-えそしみすそてそ たちかおたちけみてけか そて ╇そかせせそ-たちそすけのしかせけみ さそすたしかさつ  け てちかてそてそ たそ すあはあいけ う つてちあせあてあ
こさけょせおちうは し さぇいかうつくけ こさっょ
くぇいくぇつっくうっ, おけはすけ ゃ しかっょゃぇ
とうすっ ゅけょうくう しっ っ こさっゃさなとぇ
かぇ ゃ けしくけゃくけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
くけゃけしないょぇょっくう こさっょこさうはすうは 
けす くぇちうけくぇかくぇすぇ うくょせしすさうは 
(ぇおせきせかぇすけさう, ょういっかきけすけさう, 
っかっおすさけきけすけさう, さぇょうぇすけさう, 
こさせあうくう, しうくすっすうつっく ょうぇ
きぇくす う ょさ.). ′っ っ くっけぉたけょうきけ 
ょけこなかくうすっかくけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ 
いぇ すけゃぇ, つっ “┿さしっくぇか” けしゃっく 
けしくけゃけこけかけあくうお くぇ けすぉさぇくう
すっかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, っ こけ
しすぇゃうか ぉぇいぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
さっょうちぇ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇ
くぇすぇ, おけうすけ しぇ いぇっきぇかう う いぇ
っきぇす ゃぇあくけ きはしすけ ゃ さけょくけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ. 
╃くっし “┿さしっくぇか” っ こけいくぇす せ 

くぇし う ゃ つせあぉうくぇ おぇすけ こさっょ
こさうはすうっ し すさぇょうちうう ゃ こさけ
っおすうさぇくっすけ, こさけういゃけょしすゃけすけ, 
うくあっくっさうくゅぇ う すなさゅけゃうはすぇ し 
ゅさぇあょぇくしおう う しこっちうぇかくう うい
ょっかうは. 
 
]ないょぇょっくぇすぇ けすかうつくぇ けさゅぇ

くういぇちうは くぇ さぇぉけすぇ, ょっえしすゃぇ
とぇすぇ しうしすっきぇ いぇ せこさぇゃかっくうっ 
くぇ おぇつっしすゃけすけ, おけきこのすなさくけ
すけ すっしすゃぇくっ くぇ ぉぇいう-ょぇくくうすっ 
う きくけゅけおさぇすくうすっ ういこうすぇくうは 
くぇ しうしすっきうすっ ゃ さぇいかうつくう 
っおしすさっきぇかくう せしかけゃうは, しぇ 
ょけこなかくうすっかくぇ ゅぇさぇくちうは いぇ 
ゃうしけおけすけ うき おぇつっしすゃけ, くぇ
ょっあょくけしす, おけくおせさっくすくけし
こけしけぉくけしす, きっあょせくぇさけょくけ 
こさういくぇくうっ う すなさしっくっ くぇ うい
ょっかうはすぇ し きぇさおぇすぇ “┿さしっくぇか” 
– しっさうけいっく おけくおせさっくす う くぇ
ょっあょっく こぇさすくぬけさ.

 ┿くぇかうい

 [ぇいゃうすうっ

 ]すさせおすせさぇ

 ╄かっおすさけくういぇちうは

 ′けせ-たぇせ

 ┿ゃすけきぇすういぇちうは

 ╊ういうくゅ

〈ぇおぇ ういゅかっあょぇ しなゃさっきっくくぇ  
すぇ さぇいてうそさけゃおぇ くぇ うきっすけ くぇ 
おけきこぇくうはすぇ う すけゃぇ しぇ ょっえ
くけしすうすっ, くぇ おけうすけ しっ いぇかぇゅぇ 
しこけさっょ ういこなかくうすっかくうは ょう
さっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

23 しっこすっきゃさう - ‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ こさぇいくせゃぇ ╆ぇつぇすうっ 
くぇ ]ゃ. ╈けぇく ╉さなしすうすっか – ‶さっょすっつぇ; 1925 – ╁ [せしっ っ さけょっく 
ぇおぇょ. ′うおけかぇえ ╉ぇせそきぇく – きせいうおけゃっょ, そけかおかけさうしす, おけきこけ-
いうすけさ, いぇこうしぇか う ういしかっょゃぇか くぇょ 30 たうかはょう くぇさけょくう こっしくう う 
うくしすさせきっくすぇかくう きっかけょうう, ぇゃすけさ くぇ くぇょ 400 しすぇすうう, しすせょうう, 
おくうゅう う しぉけさくうちう; 1846 – ′っきしおうはす ぇしすさけくけき ╈けたぇく 》ぇかっ 
けすおさうゃぇ けしきぇすぇ こかぇくっすぇ けす ]かなくつっゃぇすぇ しうしすっきぇ – ′っこすせく; 
1939 – ′ぇ 83 ゅけょうくう せきうさぇ ぇゃしすさうえしおうはす こしうたうぇすなさ, しないょぇ-
すっか くぇ こしうたけぇくぇかういぇすぇ, ╆うゅきせくょ 《さけえょ; 1891 – ]ないょぇょっくぇ 
っ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ こぇさすうえくぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ けさゅぇくういぇちうは.
24 しっこすっきゃさう - 1962 – ¨しくけゃぇく っ ╁っかうおけすなさくけゃしおうはす 

せくうゃっさしうすっす „]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”; 1870 – [けょっく っ 
╅けさあ ╉かけょ – そさっくしおう うくあっくっさ, しないょぇか こさっい 1910 ゅ. こなさ-
ゃぇすぇ くっけくけゃぇ かぇきこぇ; 1896 – [けょっく っ 《さぇくしうし ]おけす 《うちょあっ-
さぇかょ – ぇきっさうおぇくしおう こうしぇすっか, ぇゃすけさ くぇ „╁っかうおうはす ╂っすしぉう”, 
っょうく けす 10-すっ さけきぇくぇ くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ; 1883 – 〉きうさぇ 《う-
かうこ ╁っかっゃ, さけょっく ゃ し. ╂ぇぉぇさっゃけ, っょうく けす こなさゃうすっ こさっゃけょぇつう 
くぇ „╇かうぇょぇ”-すぇ くぇ ¨きうさ.
25 しっこすっきゃさう - ╃っく くぇ しゃなさいけつくうすっ ゃけえしおう ゃ ╀なかゅぇさうは. 

╃っくはす っ けこさっょっかっく こさっい 1998 ゅ. しなし いぇこけゃっょ くぇ きうくうしすなさぇ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ /すけゅぇゃぇ  ╂っけさゅう ┿くぇくうっゃ/; 1945 – [けょっくぇ っ くぇ-
さけょくぇすぇ こっゃうちぇ ╉ぇかうくおぇ ╆ゅせさけゃぇ, すうすせかはさ くぇ „╋うしすっさううすっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ ゅかぇしけゃっ”; 1849 – ′ぇ 45 ゅけょうくう けす しおぇさかぇ-
すうくぇ せきうさぇ „おさぇかはす くぇ ゃうっくしおうは ゃぇかし” ╈けたぇく 】さぇせし-ぉぇとぇ; 
1906 – [けょっく っ させしおうはす おけきこけいうすけさ, こうぇくうしす, こっょぇゅけゅ う 
けぉとっしすゃっくうお ╃きうすさうえ 【けしすぇおけゃうつ, ぇゃすけさ くぇ いくぇきっくうすぇすぇ 
]っょきぇ しうきそけくうは, こけしゃっすっくぇ くぇ ぉかけおぇょぇすぇ くぇ ╊っくうくゅさぇょ.
26 しっこすっきゃさう - ‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ こけつうすぇ 〉しこっくうっ 

くぇ ]ゃ. ┿こけしすけか う っゃぇくゅっかうしす ╈けぇく ╀けゅけしかけゃ; ╄ゃさけこっえしおう 
ょっく くぇ っいうちうすっ; 1580 – 《さっくしうし ╃さっえお う っおしこっょうちうはすぇ きせ 
しっ いぇゃさなとぇす ゃ ┿くゅかうは しかっょ こなさゃけすけ けおけかけしゃっすしおけ こなすっ-
てっしすゃうっ くぇ ぉさうすぇくちう, こさけょなかあうかけ 33 きっしっちぇ, ╃さっえお ょけくぇ-
しは けす ‶っさせ おぇさすけそぇ; 1960 – 《うょっか ╉ぇしすさけ こさけういくぇしは くぇえ-
ょなかゅぇすぇ さっつ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ¨¨′ – 4 つぇしぇ う 29 きうくせすう.
27 しっこすっきゃさう - 1939 – ′ぇ 60 ゅけょうくう せきうさぇ ]す. ╊. ╉けしすけゃ - 

ょさぇきぇすせさゅ う っすくけゅさぇそ, くぇえ-ゃうょくうはす こさっょしすぇゃうすっか くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ おけきっょうけゅさぇそうは, ぇゃすけさ くぇ こうっしうすっ „╂けかっきぇくけゃ“, „╆かぇす-
くぇすぇ きうくぇ“, „╁さぇあぇかéち“, „]おぇおぇかちう“; 1999 – ‶けつうくぇ ╃さぇゅぇく 
〈っくっゃ – ぇゃすけさ う ゃけょっと くぇ こさっょぇゃぇくっすけ „╋うくぇたぇ ゅけょうくう”.
28 しっこすっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こさぇゃけすけ ょぇ いくぇき. 

『っかすぇ きせ っ ょぇ しっ けおせさぇあう こさぇゃけすけ くぇ ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく いぇ 
ょけしすなこ ょけ けぉとっしすゃっくぇ うくそけさきぇちうは – すけゃぇ っ こさぇゃけすけ くぇ 
ゃしっおう ょぇ いくぇっ おぇお ういぉさぇくうすっ けす くっゅけ しかせあうすっかう せこさぇあくは-
ゃぇす ゃかぇしす う おぇお しっ たぇさつぇす こぇさうすっ くぇ ょぇくなおけこかぇすちうすっ. ‶け-
ゃっつっ けす 30 ょなさあぇゃう こけ しゃっすぇ つっしすゃぇす すけいう ょっく; 1973 – ¨しな-
とっしすゃっくぇ っ こなさゃぇすぇ ゃうょっけすっかっそけくくぇ ゃさないおぇ きっあょせ ]けそうは 
う ╁ぇさくぇ; 1618 – ╁ ╀さのおしっか っ けすゃけさっくぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ 
いぇかけあくぇ おなとぇ; 1934 – [けょっくぇ っ ╀さうょあうょ ╀ぇさょó – そさっくしおぇ 
おうくけぇおすさうしぇ う こさうさけょけいぇとうすくうつおぇ, し さけかう ゃなゃ そうかきうすっ „╇ 
╀けゅ しないょぇょっ あっくぇすぇ”, „╀ぇぉéす けすうゃぇ くぇ ゃけえくぇ” う ょさ.
29 しっこすっきゃさう - 1898 – [けょっく っ ぉなかゅぇさしおうはす こけっす 》さうしすけ 

]きうさくっくしおう - ぇゃすけさ くぇ しすうたけしぉうさおぇすぇ „╃ぇ ぉなょっ ょっく!“ う くぇ  
ちうおかうすっ „╃っちぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ“, „╆うきくう ゃっつっさう“, ぇゃすけさ くぇ たせきけ-
さうしすうつくぇ こけっいうは, さぇいおぇいう, そっえかっすけくう. 〉きうさぇ 25-ゅけょうてっく 
こさっい 1923 ゅ.; 1547 – [けょっく っ ╋うゅっか ょっ ]っさゃáくすっし - うしこぇく-
しおう ぉっかっすさうしす, ょさぇきぇすせさゅ う こけっす.  [けきぇくなす きせ „╆くぇきっくうすうはす 
うょぇかゅけ ╃けく ╉うたけす ょっ かぇ ╋ぇくつぇ“ っ っょくけ けす くぇえ-いくぇつうすっかくうすっ 
こさけういゃっょっくうは くぇ っゃさけこっえしおうは [っくっしぇくし う くぇ しゃっすけゃくぇすぇ 
かうすっさぇすせさぇ. ┿ゃすけさ っ くぇ けおけかけ 30 こうっしう; 1932 – „╃あっくっさなか 
╋けすなさし” しすぇゃぇ こなさゃぇすぇ おけきこぇくうは ゃ しゃっすぇ, おけはすけ ゃなゃっあょぇ 
こっすょくっゃくぇ さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ; 1941 – ╁ ╀áぉうえ ぅさ, ゃ けおけか-
くけしすうすっ くぇ ╉うっゃ, くぇちうしすうすっ ういぉうゃぇす 96 たうかはょう せおさぇうくちう; 
1969 – ╋ぇさうは ╂うゅけゃぇ しすぇゃぇ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ しゃっすけゃくぇ 
てぇきこうけくおぇ こけ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

》そ せそう せあねけせ はか つか つてあうあ のそなへそち う ╆ひしえあちけみ  つしかお すかつかぬ
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╃け きっしっち  とっ しぇ ゅけすけゃう 
っかっおすさけくくうすっ かうしすけゃ-

おう いぇ おぇくょうょぇす-てけそぬけさうすっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けゃぇ おぇいぇ こさっい 
しっょきうちぇすぇ きうくうしすなさなす くぇ 
すさぇくしこけさすぇ ╇ゃぇえかけ ╋けしおけゃ-
しおう. 97  とっ っ きぇおしうきぇかくうはす 
ぉさけえ すけつおう, おけえすけ ぉなょっとうはす 
てけそぬけさ すさはぉゃぇ ょぇ しなぉっさっ くぇ 
ういこうすぇ. ]こけさっょ きうくうしすなさぇ 
すぇおぇ しなし しうゅせさくけしす とっ くぇきぇ-

]こけさっょ ぇゃすけうくしすさせおすけさう けす ╉ぇいぇくかなておけ, くけゃぇすぇ しうしすっきぇ  くぇうしすうくぇ とっ こけゃうてう おけく-
すさけかぇ こさう すっけさっすうつくうは ういこうす いぇ おぇくょうょぇす-てけそぬけさうすっ う とっ っ しっさうけいくぇ ぉぇさうっさぇ こさっょ 

けくっゅさぇきけすくうすっ おぇくょうょぇすう いぇ おくうあおう. ′け すけゃぇ しこけさっょ すはた くっ っ こぇくぇちっはすぇ いぇ くぇきぇかはゃぇくっ 
くぇ けこぇしくけしすうすっ こけ こなすは, すなえ おぇすけ けしくけゃくうはす こさけぉかっき っ ゃ おけくすさけかぇ こけしかっ: おけゅぇすけ おぇくょう-
ょぇす-てけそぬけさうすっ こけかせつぇす おくうあおう. ¨しゃっく すけゃぇ くけゃうはす っかっおすさけくっく くぇつうく くぇ ういこうすゃぇくっ しなし 
しうゅせさくけしす  とっ ょけゃっょっ う ょけ いくぇつうすっかくけ こけゃうてぇゃぇくっ くぇ ちっくぇすぇ くぇ てけそぬけさしおうすっ おせさしけゃっ. 
‶さうつうくぇすぇ: いぇ っかっおすさけくくうすっ  かうしすけゃおう とっ しっ けぉはゃう けぉとっしすゃっくぇ こけさなつおぇ くぇ くぇちうけくぇかくけ 
くうゃけ. ]ぇきうすっ かうしすけゃおう, おけうすけ そうさきぇすぇ, しこっつっかうかぇ  こけさなつおぇすぇ とっ こさけういゃっょっ,  とっ しぇ くぇ 
しこっちうぇかくう っかっおすさけくくう おかぇゃうぇすせさう, ,おけうすけ とっ しっ こけょょなさあぇす けす っょくぇ そうさきぇ. ╆ぇ すはたくぇすぇ 
こけょょさなあおぇ けぉぇつっ うくょうさっおすくけ とっ いぇこかぇとぇ しぇきうはす おせさしうしす, すなえ おぇすけ すけゃぇ とっ しっ ゃおかのつゃぇ  
ゃ こなさゃけくぇつぇかくぇすぇ ちっくぇ くぇ けぉせつっくうっすけ. ╉ぇすけ おさぇっく さっいせかすぇす とっ っ こけゃうてぇゃぇくっ ちっくぇすぇ くぇ 
しぇきうは おせさし. ′ぇゅけさっ とっ すさなゅくっ う ちっくぇすぇ くぇ すっけさっすうつくうは ういこうす こさっょ ╃┿╇. ╁ きけきっくすぇ すは っ 10 
かっゃぇ  う 3,50 かっゃぇ っ すぇおしぇすぇ こけ ぉぇくおけゃ こなす.  
]さっょくぇすぇ ちっくぇ くぇ おせさしけゃっすっ いぇ かのぉうすっかう –てけそぬけさう しっゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 500 かっゃぇ.  ╀かういけ 3 

たうかはょう しぇ おせさしうしすうすっ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけうすけ ゅけょうてくけ しっ はゃはゃぇす くぇ ういこうす こけ すっけさうは 
いぇ ゃけょぇつう くぇ ╋‶]. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

かっはす くっおぇつっしすゃっくうすっ てけそぬけ-
さう せ くぇし. 
“〈けゃぇ とっ っ ういおかのつうすっかくけ 
しっさうけいっく きったぇくういなき, くはきぇ  
ょぇ うきぇ こさけぉうゃ ゃ しうしすっきぇすぇ. 
〈けいう くぇつうく くぇ こさけゃっあょぇ-
くっ くぇ ういこうすうすっ ゅぇさぇくすうさぇ, 
つっ しぇきけ たけさぇ しなし いくぇくうは とっ 
しう ゃいうきぇす ういこうすうすっ”. 〈さぇくし-
こけさすくうはす きうくうしすなさ せすけつくう, 
つっ ゃなこさけしうすっ  けす っかっおすさけく-

くぇすぇ かうしすけゃおぇ くはきぇ ょぇ しぇ 
こけ- さぇいかうつくう けす すけゃぇ, おけっ-
すけ しぇ ぉうかう ょけしっゅぇ, くけ とっ しっ 
ういおかのつう ゃないきけあくけしすすぇ きっ-
たぇくうつくけ ょぇ しっ いぇこぇきっすはゃぇす 
すっおしすけゃっすっ. ′けゃぇすぇ しうしすっきぇ 
とっ さぇいぉなさおゃぇ ゃ さぇいかうつくう 
ゃぇさうぇくすう ゃなこさけしうすっ, おぇすけ すっ 
とっ ぉなょぇす こけ-きぇかおけ: ゃきっしすけ 
しっゅぇてくうすっ 60  とっ しすぇくぇす 45.
 ╁ っかっおすさけくくうすっ すっしすけゃっ ゃっ-
さくうはす けすゅけゃけさ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
くっ しぇきけ っょうく, きけあっ ょぇ しぇ 
2-3-4 うかう ゃしうつおうすっ. 
〈さぇくしこけさすくうはす きうくうしすなさ 
おぇいぇ しなとけ, つっ しうしすっきぇすぇ 
くぇ すけつおせゃぇくっ っ くぇこさぇゃっくぇ 
しこさぇゃっょかうゃけ, こけ すっあっしすう, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす しかけあくけしすすぇ くぇ 
ゃなこさけしうすっ. 〈は とっ ういおかのつゃぇ  
くぇ 100% しせぉっおすうゃくけすけ せつぇし-
すうっ くぇ ういこうすゃぇとうは, とっ しっ 
さぇいつうすぇ くぇ すけゃぇ たけさぇすぇ ょぇ 
うきぇす いくぇくうは う ょぇ ゃかぇゅぇす かけ-
ゅうおぇ, さってぇゃぇえおう すっいう すっしすけ-
ゃっ”, けぉはしくう けとっ きうくうしすなさ 
╋けしおけゃしおう.

                          〈┿
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╋せいっえ “┿さしっくぇか” さっゃくうゃけ こぇいう うしすけさうはすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ

╇しすけさうはすぇ ゃ しくうきおう

╇しすけさうはすぇ し そぇおすう

‶けょけぉくう ういこうしすくう しちっくう しおけさけ とっ しぇ ゃ うしすけさうはすぇ

》《╇╊ぁ╊ 《【 》《]《╇¨〉╅【╅ 〈]╅╉¨ ╆ぇ]╈╅『¨ – 》『╅[【¨ぁ╊』[¨ 〉╊╈『╅〈《【〉¨
〉あぬけそせあしせあ さあすたあせけみ  け たかてけぬけみ くあ うひくちあきおあせか せあ いひしえあちつさけてか いけいしけそてかさけ はか  つか いそちけ つ せかねかてみはけてか いひしえあちけ

╃け 28-きう しっこすっきゃさう かの-
ぉうすっかうすっ くぇ おくうゅうすっ う 

ゃしうつおう つっすはとう たけさぇ きけゅぇす 
ょぇ こけょおさっこはす くぇちうけくぇかくぇ-
すぇ こっすうちうは, おけはすけ っ つぇしす 
けす くぇちうけくぇかくぇすぇ おぇきこぇくうは 
いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ ぉうぉかうけ-
すっおうすっ. ′っけぉたけょうきけ っ しぇきけ 
ょぇ しっ こけしっすう けぉとうくしおぇすぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ”, おなょっすけ 
あっかぇっとうすっ きけゅぇす つさっい こけょ-
こうし ょぇ は こけょおさっこはす  うかう  ょぇ 
しっ こけしっすう うくすっさくっすしすさぇくう-
ちぇすぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ http://
w w w . p e t i c i q . c o m /
nacionalna_kampania_
z a _ v y z r a j d a n e _ n a _
bibliotekite

╁ ̈ すゃけさっくけ こうしきけ, ぇょさっしうさぇ-
くけ ょけ こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ 
う ょけ きうくうしすさうすっ くぇ そうくぇくしう-
すっ くぇ おせかすせさぇすぇ, くぇ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぉなかゅぇさしおう-
すっ ぉうぉかうけすっおう う ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うくすっかうゅっくちうは  ぇかぇさきうさぇす いぇ 
しっさうけいくうは こさけぉかっき, おけえすけ っ 
くぇ こなす ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ くぇ-
ちうけくぇかっく けす かうこしぇすぇ くぇ しさっょ-
しすゃぇ いぇ おくうゅう う けす くっつっすはとうすっ 
ぉなかゅぇさう. 
╁ こうしきけすけ しっ しなけぉとぇゃぇす こけ-

ゃっつっ けす すさっゃけあくう そぇおすう いぇ 
ゅさぇきけすくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
ゅさぇあょぇくう. ┿ゃすけさうすっすくけ っゃさけ-
こっえしおけ ういしかっょゃぇくっ くぇ PISA 

こけしすぇゃは ぉなかゅぇさうすっ くぇ こさっょこけ-
しかっょくけ きはしすけ こけ ゅさぇきけすくけしす ゃ 
╄], しなし  しゃけうすっ  くぇょ 50% きかぇ-
ょう たけさぇ くぇ ╀なかゅぇさうは, おけうすけ しぇ 
くけきうくぇかくけ うかう そせくおちうけくぇか-
くけ くっゅさぇきけすくう. ╇いしかっょゃぇくっすけ 
せしすぇくけゃはゃぇ しなとけ, つっ  ぉなかゅぇ-
さうすっ おせこせゃぇす しさっょくけ こけ こけ-
かけゃうく おくうゅぇ ゅけょうてくけ, ょけおぇすけ 
ゅさぇあょぇくうくなす くぇ けしすぇくぇかうすっ 
っゃさけこっえしおう  ょなさあぇゃう – しさっょ-
くけ こけ 11 くぇ ゅけょうくぇ. ‶ぇお くぇ 
ぉぇいぇ こさけゃっょっくけすけ ういしかっょゃぇくっ 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ けす 2008 ゅけょうくぇ 
ゃ 90% けす ぉなかゅぇさしおうすっ  ぉうぉ-
かうけすっおう くっ っ こけしすなこうかぇ くうすけ 
っょくぇ おくうゅぇ. ╁ しなとけすけ  ゃさっきっ  
しこけさっょ しすぇくょぇさすうすっ くぇ ぃ′╄-

]╉¨ う ╇《╊┿ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ 
ぉうぉかうけすっおう すさはぉゃぇ ょぇ ゃかういぇす 
1,7 きかく. ぉうぉかうけすっつくう っょうくう-
ちう ゅけょうてくけ. ‶さっい こけしかっょくうすっ 
20 ゅけょうくう せつうかうとくうすっ ぉうぉ-
かうけすっおう しぇ くぇきぇかっかう くぇこけ-
かけゃうくぇ, ぇ ゃ けしすぇくぇかうすっ こけつすう 
くっ ゃかういぇす くけゃう おくうゅう. ]こけ-
さっょ ╋ぇくうそっしすぇ くぇ ぃ′╄]╉¨ う 
╇《╊┿ せつうかうとくぇすぇ ぉうぉかうけすっ-
おぇ っ つぇしす けす せつっぉくうは こさけちっし 
う 5% けす ゅけょうてくぇすぇ ういょさなあおぇ 
くぇ ゃしっおう せつっくうお すさはぉゃぇ ょぇ こけ-
しすなこゃぇ ゃ くっは.
╁ けすおさうすけすけ こうしきけ ょけ こさっきう-

っさぇ  う きうくうしすさうすっ ぉうぉかうけすっ-
おぇさうすっ けす しすさぇくぇすぇ くぇしすけはゃぇす 
いぇ しこってくけ こさうっきぇくっ くぇ ]すぇく-

ょぇさす いぇ ぉうぉかうけすっつくけ-うく-
そけさきぇちうけくくけ けぉしかせあゃぇくっ 
いぇ けぉとっしすゃっくうすっ う せつうかうと-
くうすっ ぉうぉかうけすっおう, しなういきっ-
さうき し きっあょせくぇさけょくうは, う いぇ 
くっいぇぉぇゃくけ こけょくけゃはゃぇくっ くぇ 
こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ いぇ けぉ-
くけゃはゃぇくっ くぇ ぉうぉかうけすっつくうすっ 
そけくょけゃっ. ‶さう ういこなかくっくうっすけ 
くぇ すっいう しすぇくょぇさすう ょなさあぇ-
ゃぇすぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ  けしうゅせさう 
こさぇゃけすけ くぇ しゃけうすっ ゅさぇあょぇくう 
くぇ さぇゃっく う しゃけぉけょっく ょけしすなこ 
ょけ うくそけさきぇちうは う いくぇくうっ, 
ゅぇさぇくすうさぇくう うき けす 》ぇさすぇすぇ 
いぇ こさぇゃぇすぇ くぇ つけゃっおぇ.
                                                  〈┿

http://www.peticiq.com/nacionalna_kampania_za_vyzrajdane_na_bibliotekite
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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”┿╃.

21  2011 .•  I •  12

╈]《╆¨ ′╅ 『╅╆《【〉¨を¨ ¨ 』]】╋¨【╊]¨  
╆╊′ 【『】╉《╇¨ ╉《╈《╇《『¨

』¨]╅【╅ 〉¨ ╊ ╇ ╊[¨》╅

50 ╉╊[╅『╅ ╈《『¨  ̈  【《〉 ｠╅『【¨っ 
』》╊』【¨ 〈╊』【〉¨っ【 》╅『]╅〈╊〉【

ん¡îñÖöó

╊さつたかちてせそ - ╅せてそせけみ 』しあうそうあ:
]けねせそつてけてか すそえあて すせそえそ

¨つてそちけみてあ せあ „╅ちつかせあし“

¨うあせ - そてうひお さしあつけさあてあ う きあせちあ

]かてみは そいかさて くあつせか さあくあせしひねあせけせ?

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

 【あこせそ そちひきけか 

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

╇きっ:
┿くっかうは ‶ぇゃかけゃぇ  

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃, いぇゃけょ - 12

╃かなあくけしす:
》うゅうっくうしす-おせさうっさ

╂けょうくう: 27

╆けょうは: ¨ゃっく

》けぉう: ╋せいうおぇ, こっっくっ

》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╆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: 7 24 55

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

〈【』》 えそてうけ くあさそせそおあてかしせけ たちそすかせけ つ ぬかし 
くあはけてあ せあ そつけえとちけてかしせけてか たちあうあ 

【み か えちあおけうせあ け すそきか おあ たちそすかせけ つけてとあぬけみてあ う そいはけせあ [あくあせしひさ

╇ 』『っ╉╅ 〈¨』]¨〈 》《-╆ぇ『′《╇ 』『っ╉╅ 〈¨』]¨〈 》《-╆ぇ『′《
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┿しすさけかけゅうはすぇ こけすゃなさあょぇゃぇ すけゃぇ. ]こけさっょ ぇし-
すさけかけいうすっ ゃしっおう けす ょくうすっ くぇ しっょきうちぇすぇ しっ 

せこさぇゃかはゃぇ けす っょくぇ ゃうょうきぇ こかぇくっすぇ. ╁しはおぇ けす こかぇ-
くっすうすっ ゃ けこさっょっかっく ょっく けおぇいゃぇ ゃかうはくうっ ゃなさたせ つけ-
ゃっおぇ, ゃなさたせ くっゅけゃぇすぇ こしうたうおぇ う そういうけかけゅうは. 

╁ こさっょうてくう ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
こせぉかうおせゃぇたきっ うくそけさきぇちうは, つっ こけくっょっかくうお, 
おけえすけ っ ょっく くぇ ╊せくぇすぇ, っ すっあなお ょっく; ぇ ゃすけさ-
くうお – ょっくはす くぇ ╋ぇさし, っ くっさゃっく, くけ ぇおすうゃっく 
ょっく.
╇ょゃぇ さっょ くぇ すさっすうは ょっく けす しっょきうちぇすぇ – しさは-

ょぇ – ょっくはす くぇ こかぇくっすぇすぇ ╋っさおせさうえ.
‶けいけゃぇゃぇえおう しっ くぇ ういしかっょゃぇくうは くぇ ぇしすさけかけ-

いう, ぇ ゃっさけはすくけ う けす しぇきけくぇぉかのょっくうは, きけあっき 
ょぇ すゃなさょうき, つっ うきっくくけ ゃ しさはょぇ しっ くぇしすさけえ-
ゃぇきっ くぇ ぇおすうゃっく ょっかけゃう さうすなき, しすぇゃぇきっ こけ-
ゃないこさうっきつうゃう, きうしかうき こけ-ぉなさいけ う こけ-すけつ-
くけ. ╁しうつおけ すけゃぇ しっ ょなかあう くぇ ゃかうはくうっすけ くぇ 
╋っさおせさうえ - こかぇくっすぇすぇ, おけはすけ せこさぇゃかはゃぇ ょっくは 
しさはょぇ. ╁こさけつっき, ゃぇあくうすっ こけおせこおう しぇ せょぇつくう 
くぇえ-つっしすけ ゃ こけくっょっかくうお, しさはょぇ う つっすゃなさすなお. 
′ぇえ-ょけぉさけすけ きっくの いぇ しさはょぇ しぇ さぇいくけけぉさぇい-

くうすっ いっかっくつせちう, さぇいかうつくう はたくうう, しぇかぇすう. ╁ぇ-
あっく っ けすおぇいなす けす きっしけ う きかっつくう こさけょせおすう. 
╆ぇ ょっくは くぇ ╋っさおせさうえ くぇえ-こけょたけょはとけ っ ょぇ 
しっ けさうっくすうさぇきっ おなき ゃっゅっすぇさうぇくしおぇ たさぇくぇ. 
╋っさおせさうえ っ こけおさけゃうすっか くぇ すなさゅけゃうはすぇ, いぇくぇ-

╂かけぉう いぇ さぇぉけすくうちう う しかせ-
あうすっかう, さぇぉけすっとう ぉっい 

すさせょけゃ ょけゅけゃけさう うかう こけゃっつっ 
つぇしけゃっ けす すっいう, いぇ おけうすけ っ 
しおかのつっく すさせょけゃうはす うき ょけゅけ-
ゃけさ. 〈けゃぇ こさっょゃうあょぇす いぇおけ-
くけょぇすっかくう こさけきっくう, ゅけすゃっくう 
ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせ-
ょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ. 
]こけさっょ きうくうしすなさぇ くぇ すさせょぇ 
〈けすぬけ ╋かぇょっくけゃ,  こさけきっくうすっ 
こさっょゃうあょぇす  - おけゅぇすけ しっ せし-
すぇくけゃう, つっ さぇぉけすくうお さぇぉけすう 

こけゃっつっ けす 4 つぇしぇ, ぇゃすけきぇすうつ-
くけ ょけゅけゃけさなす きせ ょぇ しっ しつうすぇ 
いぇ 8-つぇしけゃ. ╆ぇ ょぇ しっ せしすぇくけ-
ゃう すけゃぇ, けぉぇつっ, こけ ょせきうすっ 
きせ, しぇ くせあくう くはおけかおけ こさけ-
ゃっさおう くぇ うくしこっおすけさうすっ こさっい 
ょっくは. ╋けすうゃなす  いぇ こさけきっくうすっ 
っ, つっ ゃ こけしかっょくうすっ きっしっちう 
さはいおけ しっ っ せゃっかうつうか ぉさけはす 
くぇ たけさぇすぇ, さぇぉけすっとう けそうちう-
ぇかくけ くぇ 4 つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく 
う けしうゅせさはゃぇくう くぇ すけかおけゃぇ, ぇ 
さっぇかくけ さぇぉけすっとう きくけゅけ こけ-

ゃっつっ う こけかせつぇゃぇとう しおさうすう 
ょけたけょう いぇ すけゃぇ. 
¨すくけしくけ うょっはすぇ きせ ょぇ しっ 

ゅかけぉはゃぇす う しかせあうすっかうすっ, ぇおけ 
さぇぉけすはす ぉっい すさせょけゃ ょけゅけゃけさ, 
しけちうぇかくうはす きうくうしすなさ いぇはゃう, 
つっ ゃ すさせょけゃけすけ いぇおけくけょぇすっか-
しすゃけ うきぇ ょゃっ しすさぇくう う すっ くけ-
しはす けすゅけゃけさくけしす こさう くっしこぇい-
ゃぇくっすけ きせ.
„′ぇてぇすぇ ちっか っ くっ すけかおけゃぇ 

ょぇ ゅかけぉはゃぇきっ しぇきうは さぇぉけす-
くうお, ぇ ょぇ ゅけ くぇおぇさぇきっ ょぇ 
しこぇいゃぇ すさせょけゃけすけ いぇおけくけょぇ-
すっかしすゃけ う ょぇ いぇとうすうき けしうゅせ-
さうすっかくうすっ きせ こさぇゃぇ. ╃け おさぇは 
くぇ ゅけょうくぇすぇ し こさけきっくうすっ ゃ 
╉けょっおしぇ くぇ すさせょぇ すっいう ゅかけ-
ぉう とっ ぉなょぇす こさっょゃうょっくう“, 
せすけつくう きうくうしすなさ 〈けすの ╋かぇ-
ょっくけゃ. ╁しっ けとっ, けぉぇつっ, くっ 
しっ いくぇっ ゃ おぇおなゃ さぇいきっさ とっ 
ぉなょぇす すっ.
„╇しおぇきっ ょぇ ょうしちうこかうくうさぇ-

きっ おぇおすけ さぇぉけすけょぇすっかは, すぇおぇ 
う さぇぉけすくうおぇ, いぇとけすけ いぇおけくう-
すっ しぇ いぇ ゃしうつおう, おぇすっゅけさうつっく 
ぉっ きうくうしすなさ ╋かぇょっくけゃ.
╋うくうしすなさなす くぇ すさせょぇ う しけ-

ちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ こさけゅくけ-
いうさぇ, つっ くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ こけ-ゃう-
しけおぇすぇ きうくうきぇかくぇ いぇこかぇすぇ, 
おけはすけ  っ ゃ しうかぇ けす 1-ゃう しっこ-
すっきゃさう, さぇぉけすけょぇすっかうすっ う 
しうくょうおぇすうすっ とっ ょけゅけゃけさはす う 
こけ-ゃうしけおう きうくうきぇかくう けしうゅせ-
さうすっかくう こさぇゅけゃっ. 

 〈┿

ごÑó ó çó¢
21.09. -103 ゅけょうくう ′っいぇゃうしうきぇ ╀なかゅぇさうは こか.”]っゃすけこけかうし”, 

╊なゃけゃぇ つってきぇ

′ぇつぇかけ: 18.00 つ.
〈なさあっしすゃっく きけかっぉっく う ゃけょけしゃっす いぇ ぉかぇゅけょっくしすゃうっすけ くぇ ぉなか-

ゅぇさしおうは くぇさけょ

18.15 つ. - ¨しゃっとぇゃぇくっ いくぇきっすけ くぇ [っゅうけくぇかっく おかせぉ „〈さぇょうちうは                               
– 23 ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお” – ゅさ.╉ぇいぇくかなお

18.40 つ. - ]かけゃけ こけ こけゃけょ 103 ゅけょうくう けす けぉはゃはゃぇくっすけ くぇ ′っいぇ-
ゃうしうきけしすすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは

18.50 つ. – ╉けくちっさす くぇ ╃せたけゃ けさおっしすなさ – ゅさ.]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こか. 
„]っゃすけこけかうし” 

25.09. ╃╉ „┿さしっくぇか”  -  19.00 つ.
【かぇゅっさくう おけくちっさすくう ういこなかくっくうは くぇ おけきこけいうちうう くぇ ╋うすおけ 

】っさっゃ. 

′ぇ くぇたけょおぇすぇ しう すけえ しっ くぇ-
すなおくぇか っょゃぇ つっすうさう ょくう 

こけ-おなしくけ, しかっょ おぇすけ いぇこけつくぇか 
ょぇ けぉさぇぉけすゃぇ しくうきおうすっ しう ゃ 
おけきこのすなさぇ.
]すさぇくくぇすぇ しくうきおぇ 46 ゅけょうて-

くうはす ‶ぇしおけ ╇ゃぇくけゃ ‶ぇしおけゃ 
くぇこさぇゃうか くぇ 28-きう ぇゃゅせしす  ゃ 
13 つぇしぇ 54 きうくせすう  こけょ いぇ-
こぇょくうは しおかけく くぇ  ゃさなた ╊っゃしおう 
くぇょ ]けこけす, ゃ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ. 
『っかすぇ くぇ かのぉうすっかは – こかぇくう-
くぇさ ぉうかぇ ょぇ いぇしくっきっ おさぇしうゃう  
きっしすくけしすう うい ╀なかゅぇさうは,  すなえ 
おぇすけ そけすけゅさぇそうはすぇ きせ っ たけぉう. 
╇きっくけ いぇさぇょう くっゅけ すけえ おせこせゃぇ 
う こさっしおなこ  そけすけぇこぇさぇす - けゅかっ-
ょぇかくけ さっそかっおしっく Canon-300 
D, し けぉっおすうゃ 18-55 きき.
]くうきおうすっ,  おけうすけ ‶ぇしおけゃ 

29.09 - 30.09 

〈っぇすなさ “╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ” - ╉ぇいぇくかなお こさっきうっさぇ くぇ “╆╋╄╈¨╁┿ ]╁┿〈╀┿”
せくうおぇかっく くっゃっさぉぇかっく しこっおすぇおなか こけ っょくけうきっくくけすけ こさけういゃっょっくうっ くぇ ‶.ぃ.〈けょけさけゃ

こさぇゃう, しぇ こさっい 16 しっおせくょう. ╃け-
おぇすけ しくうきぇ, くうとけ くっ しきせとぇゃぇ 
いぇくうきぇくうはすぇ きせ, くうすけ こなお しな-
いうさぇ くっとけ くっけぉうつぇえくけ ゃ ゅかっょ-
おぇすぇ こさっょ しっぉっ しう. ′っ つせゃぇ くうすけ 
てせき, くうすけ ょさせゅ くはおぇおなゃ いゃせお 
しきせとぇゃぇ そけすけしっしうはすぇ きせ. ′ぇ-
こさけすうゃ, いぇこっつぇすゃぇ ょっしっすおう こっえ-
いぇあう し こぇしはとう おけくっ くぇ けすしさっと-
くうは  しおかけく くぇ ゃなさたぇ.  
╉けゅぇすけ つっすうさう ょくう こけ-おなし-

くけ すけえ いぇこけつゃぇ ょぇ けぉさぇぉけすゃぇ 
しくうきおうすっ けす ゃさなた ╊っゃしおう, っょくぇ 
けす すはた っ さぇいかうつくぇ. ‶ぇしおけ けす-
おさうゃぇ ゃ くっは けぉっおす, おけえすけ くうすけ っ 
ゃうあょぇか, くうすけ っ さぇいぉさぇか, つっ いぇ-
しくっきぇ, ょけおぇすけ っ こけょ ゃなさたぇ. 
]すさぇくくけすけ っ う ょさせゅけ: くぇ くうすけ 

っょくぇ けす こさっょうてくうすっ  しくうきおう, 
くうすけ  こなお くぇ しかっょゃぇとうすっ, うきぇ 

すけいう けぉっおす, おけえすけ っかっおすさけくつう-
おなす ゃうあょぇ: しうかくけ さぇいきうす けぉっおす 
ゃ たけさういけくすぇかくぇ こけしけおぇ,  しゃう-
ょっすっかしすゃけ いぇ ゃうしけおぇ しおけさけしす. 
╃けおぇすけ しくうきぇ,  きなあなす っ くぇ 

2 おうかけきっすさぇ う  610 きっすさぇ けす 
きはしすけすけ, おなょっすけ こさっきうくぇゃぇ  
けぉっおすなす. ′ぇょきけさしおぇすぇ ゃうしけ-
つうくぇ, くぇ おけはすけ しっ くぇきうさぇ そけ-
すけゅさぇそなす, っ 1 760 きっすさぇ,  ぇ „ 
けすおさうすけすけ” すはかけ, おけっすけ こさっきう-
くぇゃぇ - くぇ 2 012 きっすさぇ.  ]ぇきう-
はす ゃさなた , ういゃっしすっく けとっ う おぇすけ 
ゃさなた ┿きぉぇさうちぇ ゃ ]すぇさぇ こかぇくう-
くぇ, っ くぇ ゃうしけつうくぇ 2 166 きっすさぇ. 
╃け すっいう  ょぇくくう そけすけゅさぇそなす 
しすうゅぇ, しかっょ おぇすけ ゃこけしかっょしすゃうっ  
こさぇゃう う おぇさすぇ くぇ きっしすくけしすすぇ し  
GPS おけけさょうくぇすう. ‶なさゃけくぇつぇか-
くけ  けぉっおすなす こさうかうつぇ  くぇ きぇかおぇ 
ょさぇしおけすうくぇ,  いぇぉっかっあうきぇ  けぉぇ-
つっ くぇ おけきこのすなさくうは きけくうすけさ う 
せかけゃっくぇ けす そけすけぇこぇさぇすぇ. ╁こけ-
しかっょしすゃうっ ‶ぇしおけゃ せゃっかうつぇゃぇ 
ういけぉさぇあっくうっすけ くぇ くぇたけょおぇすぇ 
しう う けすおさうすうっすけ  ゃぇょう うくぇつっ 
しおっこすうつくうはす  っかっおすさけくつうお. ╆ぇ 
ょぇ さぇいゅぇょぇっ おぇおゃけ うきぇ すぇき, 
‶ぇしおけゃ  こさぇゃう こけさっょうちぇ けす 
ういつうしかっくうは う こさっあうゃはゃぇ おせこ 
ぉっいしなくくう くけとう. 
╆ぇ ちっかすぇ ょけさう しっ ゃさなとぇ しかっょ 

しっょきうちぇ けすくけゃけ くぇ しなとけすけ 
きはしすけ, くぇ おけっすけ こさぇゃう こさっ-
ょうてくぇすぇ しくうきおぇ, いぇ ょぇ  こさけゃっ-
ょっ こけさっょうちぇ けす っおしこっさうきっくすう  
う こさけゃっさう  くぇ すっさっく くぇこさぇゃっ-
くうすっ けす くっゅけ しぇきうは ょけ きけきっくすぇ 
ういつうしかっくうは.  
╉せこせゃぇ  10-きっすさけゃけ そけかうけ, 

おけっすけ けさぇいきっさはゃぇ こさっい きっ-
すなさ, いぇしすうかぇ ゅけ くぇ きはしすけすけ, 
くぇ おけっすけ  しすさぇくくうはす, けすおさうす 

くぇ しくうきおぇすぇ けす 28-きう ぇゃゅせしす, 
けぉっおす っ けしすぇゃうか こけかせしはくおぇ. 
′ぇ ぉぇいぇ こけかせつっくうすっ ういつうしかっ-
くうは ‶ぇしおけゃ しすうゅぇ ょけ ういゃけょぇ, つっ 
けぉっおすなす, おけえすけ せかぇゃは  しなゃしっき 
しかせつぇえくけ  そけすけけぉっおすうゃなす きせ, っ 
し さぇいきっさう 25 きっすさぇ ょなかあうくぇ, 
16 きっすさぇ てうさうくぇ う ょっぉっかうくぇ 4 
きっすさぇ. 
〈はかけすけ っ ゅけかはきけ, いぇしっくつうかけ っ  

ぉけさつっすけ,  くぇょ おけっすけ こさっきうくぇ-
ゃぇ, う  っ こさっかっすはかけ くぇ ゃうしけつうくぇ 
7-8 きっすさぇ くぇょ すっさっくぇ, おぇいゃぇ 
‶ぇしおけゃ くぇ ぉぇいぇ くぇこさぇゃっくうすっ  
ういつうしかっくうは. 〈けえ せゃっかうつぇゃぇ うい-
けぉさぇあっくうっすけ くぇ しくうきおぇすぇ う は 
きぇとぇぉうさぇ 1:1,  おぇすけ すぇおぇ くぇ-
きうさぇ う しぇきうすっ さぇいきっさう くぇ すは-
かけすけ. ]なこけしすぇゃは  ゃ しなとうは きぇ-
とぇぉ しくうきおうすっ  けす しなとけすけ きはしすけ 
し さぇいかうおぇ けす しっょきうちぇ.   
′ぇ すぇいう ぉぇいぇ う  くぇ ぉぇいぇ しかっょぇ-

すぇ けす しはくおぇすぇ, おけはすけ っ けしすぇゃっ-
くぇ,  すけえ っ ういつうしかうか う っゃっくすせぇか-
くぇすぇ しおけさけしす, し おけはすけ けぉっおすなす 
っ こさっかっすはか くぇょ すっさっくぇ: ‶ぇしおけゃ 
すゃなさょう, つっ すは っ 1250 きっすさぇ ゃ 
しっおせくょぇ, すなえ おぇすけ いぇ 1/250 
けす しっおせくょぇすぇ っ しおけさけしすすぇ くぇ 
くぇこさぇゃっくぇすぇ けす くっゅけ しくうきおぇ. 
„′ぇえ-ゃっさけはすくけ, いぇしっつっくうはす けす 
きっく, ぉっい ょぇ うしおぇき, けぉっおす しっ っ 
ょゃうあうか しなし しおけさけしす ょゃぇ こなすう 
こけ-ぉなさいぇ けす しおけさけしすすぇ くぇ おせさ-
てせき けす ぇゃすけきぇす „╉ぇかぇてくうおけゃ”,  
すゃなさょう っかっおすさけくつうおなす.  ╆ぇ 
しさぇゃくっくうっ, おせさてせきなす けす すけいう 
ぇゃすけきぇす しっ ょゃうあう しなし しおけさけしす 
けす 710 きっすさぇ ゃ しっおせくょぇ. 
┿おけ しおけさけしすすぇ, し おけはすけ すはかけ-

すけ しっ っ ょゃうあうかけ, っ すぇいう,  すけ 
すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ  いぇしっつっくうはす 
けぉっおす  しっ っ ょゃうあうか しなし しおけさけしす 

ゃ こなすう こけ-ゅけかはきぇ  けす しおけさけしす-
すぇ くぇ ういすさっぉうすっかうすっ, おけゅぇすけ 
しっ  ょゃうあぇす こさう いっきはすぇ, すゃなさょう 
けとっ っかっおすさけくつうおなす.  ]こけさっょ 
くっゅけ しさっょくぇすぇ しおけさけしす ゃ つぇし くぇ 
いぇしっつっくうは けぉっおす っ けおけかけ 4500 
おうかけきっすさぇ. ╆ぇ しさぇゃくっくうっ, うい-
すさっぉうすっかうすっ こさう いっきはすぇ さぇい-
ゃうゃぇす しさっょくぇ しおけさけしす けす こけさは-
ょなおぇ くぇ 1300-1400 おうかけきっすさぇ 
ゃ つぇし. 
′はきぇ すぇおなゃ いっきっく けぉっおす, しない-

ょぇょっく けす つけゃっお, おけえすけ ょぇ さぇい-
ゃうっ すぇおぇゃぇ しおけさけしす こさう すっいう 
せしかけゃうは う すぇいう ゃうしけつうくぇ,  けす-
しうつぇ ょくう しかっょ しすさぇくくけすけ しう 
けすおさうすうっ  っかっおすさけくつうおなす  けす 
╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ ょぇ っ しなゃしっき せぉっ-
ょうすっかっく こさっょ しぇきうは しっぉっ しう, 
くっゃはさゃぇとうはす ょけ すけいう きけきっくす ゃ 
いっかっくう つけゃっつっすぇ う ′╊¨ おぇいぇく-
かなつぇくうく  ょけさう ういつうしかはゃぇ う おけ-
けさょうくぇすうすっ くぇ  きはしすけすけ, おなょっすけ 
っ いぇしっつっく けぉっおすなす: 42 ゅさぇょせしぇ, 
42 きうくせすう う 42,24 しっおせくょう しっ-
ゃっさくぇ てうさうくぇ  う 24 ゅさぇょせしぇ, 
46 きうくせすう う 43,87 しっおせくょう 
ういすけつくぇ ょなかあうくぇ. 〈けえ しぇきうはす 
しくうきぇ けす 42 ゅさぇょせしぇ, 42 きうくせすう 
う 09,46 しっおせくょう.  
′ぇこさぇゃっくぇすぇ せくうおぇかくぇ しくうき-

おぇ う くっえくうすっ せゃっかうつっくうは ‶ぇ-
しおけ ‶ぇしおけゃ しきはすぇ ょぇ こけおぇあっ くぇ 
しゃけうすっ しなゅさぇあょぇくう う くぇ しおっこ-
すうちう しなゃしっき しおけさけ.
『っかすぇ  くぇ ちっかうは すけいう くっゅけゃ, 

ょけ きけきっくすぇ こけつうす おなさすけゃしおう 
う くっさぇいぉうさぇっき いぇ しおっこすうちうすっ, 
すさせょ っ ょぇ さぇいぉっさぇす たけさぇすぇ, つっ 
╁しっかっくぇすぇ おさうっ くっゃっさけはすくう 
ういくっくぇょう う うくすっさっしくう しさっとう し 
′っこけいくぇすけすけ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

はすうすっ う いくぇくうはすぇ, くぇ ょっえくけしす-
うすっ, しゃなさいぇくう しなし しかけゃけすけ, し 
けぉとせゃぇくっすけ う こさっょぇゃぇくっすけ くぇ 
うくそけさきぇちうは. 
〈ぇいう こかぇくっすぇ しっ こさけはゃはゃぇ 

ょけしすぇ はゃくけ ゃ つけゃっおぇ. [けょっくう-
すっ ゃ すけいう ょっく しぇ こさうおぇいかうゃう う 
けぉとうすっかくう たけさぇ, かっしくけ せしゃけ-
はゃぇす うくそけさきぇちうはすぇ う ういかぇゅぇす 
きうしかうすっ しう. 〈っいう おぇつっしすゃぇ, 
けぉぇつっ, いぇゃうしはす う けす こけかけあっくう-
っすけ くぇ ╋っさおせさうえ ゃ きけきっくすぇ くぇ 
さぇあょぇくっすけ. ╋っさおせさうえ しすうきせ-
かうさぇ しなとけ すぇおぇ う くはおけう ょさせゅう 
おぇつっしすゃぇ - かけゃおけしす, たうすさけしす, 
ぇょぇこすうゃくけしす, いぇすけゃぇ ゅけ しきはすぇ-
かう いぇ こけおさけゃうすっか くぇ おさぇょちうすっ. 

╃っくはす しさはょぇ っ ぉかぇゅけこさうはすっく 
いぇ こなすせゃぇくうは, いぇ すなさゅけゃしおう 
しょっかおう, いぇ いぇくうきぇくうは し せき-
しすゃっく すさせょ. ‶けょたけょはと っ う ょぇ 
しっ こうてぇす こうしきぇ. 》けさぇすぇ, さけょっ-
くう ゃ しさはょぇ, しぇ こさういゃぇくう ょぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇす し こけょけぉくう ょっえくけしすう 
– いぇすけゃぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた しぇ 
こうしぇすっかう, いぇくぇはすつうう, すなさゅけ-
ゃちう う あせさくぇかうしすう.
]さはょぇ くっ っ ぉかぇゅけこさうはすっく 

ょっく いぇ いぇくうきぇくうは し ょなさあぇゃくう 
ょっかぇ う いぇ けぉとせゃぇくっ し ゃうしてっし-
すけはとう. 〈けゃぇ っ すぇおぇ, いぇとけすけ 
くうとけ くっ きけあっ ょぇ しっ さってう つさっい 
おけくそかうおす, ぇ しぇきけ し せきしすゃっくけ 
せしなさょうっ. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ぁ╊』【¨【 》『╅′〉¨[, ╅『』╊〉╅]を¨!

50 ょっおぇさぇ ゅけさう う 1 すけく 
たぇさすうは うおけくけきうしぇ う 

しこっしすう くぇ ょなさあぇゃぇすぇ こなさ-
ゃうはす ゃ しすさぇくぇすぇ っかっおすさけくっく 
¨ぉとうくしおう しなゃっす - おぇいぇく-
かなておうはす. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ 
けす こけしかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ╋っしすくうはす こぇさかぇきっくす 
こさうおかのつゃぇ きぇくょぇすぇ しう う し 
さっおけさょっく ぉさけえ さってっくうは いぇ 
こけしかっょくうすっ すさう きぇくょぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうすっ しなゃっすう ゃ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお.
′ぇしすけはとうはす きっしすっく いぇおけくけ-

ょぇすっかっく けさゅぇく  っ う っょうく けす 
きぇかおけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ, ういおぇさぇ-
かう 3, ぇ くっ 4-ゅけょうてっく きぇく-
ょぇす, しかっょ おぇしうさぇくうすっ ういぉけさう 
こさっい 2007-きぇ ゅけょうくぇ.
╆ぇ すさうすっ ゅけょうくう くっゅけゃぇ 

さぇぉけすぇ, ゃ こっさうけょぇ 2008-きぇ 
-2011-すぇ,  けぉとうくしおうすっ しな-
ゃっすくうちう しぇ いぇしっょぇゃぇかう 50 
こなすう, おぇすけ しぇ ゃいっかう 718 さっ-
てっくうは う しぇ さぇいゅかっょぇかう こけ-
しすなこうかうすっ 4 663 ょけおせきっくすぇ. 
╆ぇ こっさうけょぇ おぇいぇくかなておうすっ 

けぉとうくしおう しなゃっすくうちう,  しさっょ 
おけうすけ しぇ う すさうきぇすぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ï

äñëöó £í とí£íÖ¿é¡“: ′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, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, しぇ さぇぉけすうかう 
ゃ 11 こけしすけはくくう おけきうしうう, いぇ-
しっょぇゃぇかう けぉとけ 572 こなすう う しぇ 
しそけさきうさぇかう ゃ さぇいかうつくう こっ-
さうけょう けす ゃさっきっ こけ さぇいかうつくう 
くぇぉけかっかう ゃなこさけしう いぇ おぇいぇく-
かなておけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ 8 ゃさっ-
きっくくう おけきうしうう. 
]なゃっすくうちうすっ しぇ さぇいゅかっょぇ-

かう う こさうっかう 6 しすさぇすっゅうう う 
おけくちっこちうう こけ さぇいかうつくう ゃな-
こさけしう. ╄ょうく けす くぇえ-ゃぇあくうすっ 
っ ]すさぇすっゅうは いぇ せこさぇゃかっくうっ 
う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうくしおぇ 
しけぉしすゃっくけしす いぇ こっさうけょぇ 2008 
ゅ. - 2013 ゅ. くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ╃けおせきっくすなす っ こさうっす こけ 
こさっょかけあっくうっ くぇ ‶けしすけはくくぇ-
すぇ おけきうしうは こけ こさうゃぇすういぇちうは 
う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉとうくしおぇ 
しけぉしすゃっくけしす.
╇きっくくけ おぇいぇくかなておうはす ¨ぉ-

とうくしおう しなゃっす しすぇくぇ うくうちうぇ-
すけさ う うょっけかけゅ くぇ こなさゃぇすぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは ¨ぉとうくしおぇ しすさぇすっ-
ゅうは いぇ さぇぉけすぇ し きかぇょうすっ たけさぇ.

〉. ¨いとのかう:

‶さけそっしうけくぇかくうはす こさぇいくうお くぇ きぇてうくけ
しすさけうすっかは う こさぇいくうお くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しすぇくぇたぇ こけゃけょ いぇ こけさっょくぇ しさっとぇ し ′うおけ
かぇえ ╇ぉせてっゃ - ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃.
╆ぇ さぇゃくけしきっすおぇすぇ う ぉなょっとっすけ.
╆ぇ こけかうすうおぇすぇ う たけさぇすぇ.

- ╂-く ╇ぉせてっゃ, おぇおゃぇ っ さぇゃくけしきっすおぇ-
すぇ いぇ „┿さしっくぇか” こさっょう こさっょしすけはとうは 
こけさっょっく  こさぇいくうお くぇ そうさきぇすぇ? 
- ╃くっし し せょけゃけかしすゃうっ きけあっき ょぇ おぇあっき, つっ 

くっいぇゃうしうきけ けす すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ いぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ くう, いぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”, さな-
おけゃけょうすっかうすっ こけ いぇゃけょう, ちったけゃっ う しきっくう, 
いぇっょくけ し ゃしうつおう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう 
くぇ そうさきぇすぇ, ゃなこさっおう ゃしうつおけ, し きくけゅけ せしう-
かうは こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ ょなさあうき, おぇおすけ けぉう-
つぇき ょぇ おぇいゃぇき, おさういぇすぇ いぇょ こけさすぇかうすっ くぇ 
そうさきぇすぇ. ′っいぇゃうしうきけ, つっ っ きくけゅけ すっあおけ, 
すせお ういこかぇとぇきっ さっょけゃくけ いぇこかぇすう う ぇゃぇくしう 
くぇ さぇぉけすっとうすっ, しすぇさぇっき しっ すっ ょぇ しっ つせゃしす-
ゃぇす しこけおけえくう いぇ たかはぉぇ しう う いぇ せすさってくうは 
ょっく. ‶けしすうゅぇきっ ゃしうつおけ すけゃぇ, いぇとけすけ, くっ-
いぇゃうしうきけ けす ういおかのつうすっかくけ しかけあくぇすぇ う 
すっあおぇ しうすせぇちうは, くうっ ゃしうつおう けす こなさゃうは 
ょけ こけしかっょくうは つけゃっお ゃなゃ そうさきぇすぇ さぇぉけ-
すうき おぇすけ っょくぇ おけきぇくょぇ, おぇすけ っょうく っおうこ, 
ゃ けすぉけさ. 〈けゃぇ いぇ こけさっょっく こなす こけおぇいゃぇ, つっ 
すさせょくうすっ きけきっくすう しっ こさっけょけかはゃぇす, おけゅぇすけ 
うきぇ っょうくけきうてかっくうちう う さぇいぉうさぇくっ, おけゅぇ-
すけ たけさぇすぇ ゅかっょぇす いぇっょくけ ゃ っょくぇ こけしけおぇ.  
′うっ しきっ ゅけかはきぇ, しうかくぇ そうさきぇ. 〈させょくけ しっ 
こさっつせこゃぇきっ. 


