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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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》そちてちかてけ - ╇しあおけすけち ぁとねとすけのかう:
〉ときかせ せけ か さすかて つ ちあくすあに

╇かてかちあせけ:
ょいけしみちひて 〉かおかしねそ ╆ちあてそかう

¨せてかちうま つひつ くあす.-すけせけつてひちあ せあ 
さとしてとちあてあ 【そおそち ぁそいあせそう

╉せけてか そて つかおすけぬあてあ:
╇ ねかてうひちてひさ つすか せあこ-そいはけてかしせけ

на стр.3

на стр.7

на стр.8

на стр.2

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 8

》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

72-すあ  さあせおけおあてけ くあ つかしつさけ さすかてそうか 
う [あくあせしひのさそ, せあこ-すせそえそ う [ちひせ - 11

╇ ぁ╊【╇ぇ『【ぇ[ 』〈╊ 〉╅‶-《╆ぅ¨【╊]〉¨  【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:
╉さぇしうきうさぇ ╁ぇしうかっゃぇ ‶けこけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃ , けすょっか ╇おけくけ-
きうつっしおう, ╆ぇゃけょ 2

╃かなあくけしす:
╇おけくけきうしす けさゅぇくういぇすけさ くぇ 
すさせょぇ - しっおさっすぇさ

╂けょうくう:

╆けょうは: ]すさっかっち

》けぉう: 』っすっくっ くぇ おくうゅう

『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”

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

‶けくっょっかくうおなす っ すっあなお ょっく, ゃすけさくうおなす – くっさゃっく, くけ ぇおすう-
ゃっく, ゃ しさはょぇ きうしかうき こけ-ぉなさいけ... ゃしうつおけ すけゃぇ っ ょけおぇいぇくけ 

けす ぇしすさけかけいうすっ.                  
┿ おぇおなゃ ょっく っ つっすゃなさすなおなす – ょっくはす くぇ ぃこうすっさ?
』っすゃなさすうはす ょっく けす しっょきうちぇすぇ っ くぇえ-ぉかぇゅけこさうはすくうはす いぇ ょっ-

かけゃう こさっゅけゃけさう, いぇ しさっとう し こさうはすっかう, いぇ ゃしはおぇおゃう おけくすぇおすう, 
けす おけうすけ けつぇおゃぇきっ  ょけぉさう さっいせかすぇすう. ╁ すけいう ょっく しきっ くぇえ-おけ-
きせくうおぇすうゃくう, くぇえ-けぉとうすっかくう, いぇすけゃぇ う おけくすぇおすうすっ しっ けしな-
とっしすゃはゃぇす くぇえ-かっしくけ.
╁ つっすゃなさすなお こさっこけさなつうすっかくぇ っ かっおぇ ょうっすぇ, ょけさう – かっつっぉくけ 

ゅかぇょせゃぇくっ.
》けさぇすぇ, さけょっくう ゃ つっすゃなさすなお, くけしはす つっさすうすっ くぇ こかぇくっすぇすぇ 

ぃこうすっさ, くぇさうつぇくぇ „いゃっいょぇ くぇ おさぇかっすっ”. 〈っ くっしないくぇすっかくけ 
ういかなつゃぇす せしっとぇくっ いぇ ぇゃすけさうすっす う ゃかぇしす. 〈ぇおうゃぇ たけさぇ くっ しう 

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?  - 2 ゅけょうくう 

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ しっぉっ しう う くぇ けこうすぇ しう.

11 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. 〈けかおけ-
ゃぇ さっゅうしすさうさぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ 
ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお  ょけ おさぇえくうは しさけお いぇ 
すけゃぇ - 20-すう しっこすっきゃさう, 17 
つぇしぇ.  ╁しうつおう すっ とっ しっ ぉけ-
さはす いぇ  ょけゃっさうっすけ くぇ  68 426     
ういぉうさぇすっかう ゃ けぉとうくぇすぇ. 
¨しゃっく ういゃっしすくうすっ ょけ すけいう 

きけきっくす おぇくょうょぇす-おきっすけゃっ: 
くぇ ╂╄[╀ - ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
くぇ ╀]‶ - ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
くぇ ╁╋[¨-╀′╃ - 』ぇゃょぇさ ┿く-
ゅっかけゃ, くぇ [╆] - ╂っけさゅう ╉ぇ-
かうつおけゃ, くぇ こぇさすうは ┿すぇおぇ 
– ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ, ′ぇくつけ 
╁うょっゃ - さっゅうしすさうさぇく 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 - けす ¨ぉっょうくっくう ょっ-
しくう しうかう, ′うおけかぇえ ┿かっおしぇく-
ょさけゃ けす ]うくはすぇ おけぇかうちうは  う 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, さっゅうしすさう-
さぇく けす きっしすくぇ おけぇかうちうは „╆ぇ 
ゅさぇあょぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ”,  
ゃ こけしかっょくうは ょっく いぇ さっゅうし-
すさぇちうは ¨╇╉ っ さっゅうしすさうさぇかぇ  
おぇすけ おぇくょうょぇす いぇ おきっす 》ぇかうか  
╊っすうそけゃ - かうょっさ くぇ ╃‶] ゃ 
けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ╁っしっ-
かうく ╁ぇくけゃしおう けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
╊っゃうちぇ. 〈けゃぇ しなけぉとう ╇ゃぇく-
おぇ [せしうくけゃぇ – こさっょしっょぇすっか 
くぇ ¨╇╉ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╊っすうそけゃ 
っ ぉうゃて おぇくょうょぇす いぇ ょっこせすぇす 
う くぇしすけはと けぉとうくしおう しなゃっす-

くうお けす ╃‶]. ╃させゅぇすぇ おきっすしおぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ っ くぇ ╁っしっかうく 
╁ぇくけゃしおう – こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
こぇさすうは ╀なかゅぇさしおぇすぇ ╊っゃうちぇ. 
╉ぇくょうょぇすせさぇすぇ くぇ ╃‶] いぇ 

おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ 
こなさゃぇすぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ゅさぇ-
ょぇ. ]ぇきうはす 》ぇかうか ╊っすうそけゃ 
しなとけ いぇ こなさゃう こなす っ おぇくょう-
ょぇす いぇ おきっす, くけ こさっょう  ょゃっ 
ゅけょうくう ぉっ おぇくょうょぇす いぇ ょっこせ-
すぇす  けす ╃‶].  ╃させゅうはす せつぇしす-
くうお ゃ おきっすしおぇすぇ くぇょこさっゃぇさぇ 
- ╁っしっかうく ╁ぇくけゃしおう っ おぇくょう-
ょぇす いぇ おきっす いぇ ゃすけさう こなす. ′ぇ 
きうくぇかうすっ ういぉけさう すけえ ぉっ おぇく-
ょうょぇす くぇ いっきっょっかしおぇ こぇさすうは. 
31 しぇ かうしすうすっ 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 ゃ 
¨╇╉-╉ぇいぇくかなお. ╁ すはた しぇ さっ-
ゅうしすさうさぇくう けぉとけ 461 おぇくょう-
ょぇすう.  ]ぇきけ ゃ すさう けす かうしすうすっ, 
けぉぇつっ, うきぇ こなかっく くぇぉけさ けす 
おぇくょうょぇすう - おけかおけすけ っ しなしすぇ-
ゃなす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお - 37.  ‶なかくう  かうし-
すう しぇ さっゅうしすさうさぇかう  しぇきけ ‶‶ 
╂╄[╀,  きっしすくぇすぇ おけぇかうちうは  „ 
╆ぇ ゅさぇあょぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ” 
う ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけはすけ しっ ゃけょう けす ういこなかくう-
すっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.

Ⱥɧɚɥɢɡ

„╅『』╊〉╅]” ぎ ぎぜゐずぎぜんどん 
ぞん だゐずんでどどん ご がぺづぐんゑんどん

„┿さしっくぇか っ っきぉかっきぇすぇ くぇ 
けぉかぇしすすぇ う ょなさあぇゃぇすぇ”. 〈けゃぇ 
おぇいぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╈けさょぇく ′うおけかけゃ 
こけ ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっくけすけ 
こさぇいくうつくけ つっしすゃぇくっ くぇ 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 
„┿さしっくぇか” ┿╃. ′うおけかけゃ ぉっ しさっょ 
ゅけしすうすっ くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお, 
しなぉうさぇと こけ すさぇょうちうは さぇぉけすくう-
ちう う しかせあうすっかう くぇ ょさせあっしすゃけ-
すけ, ゃっすっさぇくう, ゅけしすう  う きくけゅけ 
ゅさぇあょぇくう.  
〈さぇょうちうけくくうはす けおすけきゃさうえ-

しおう こさぇいくうお くぇ ぇさしっくぇかちう すぇいう 
ゅけょうくぇ ぉっ ういすっゅかっく し ょゃっ しっょ-
きうちう こけ-さぇくけ  いぇさぇょう こさっょしすけ-
はとぇすぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは. 
‶けさっょうちぇ けす しこけさすくう すせさくうさう し 
きくけゅけ くぇゅさぇょう, ゅけかはき う こなしすなさ  
おけくちっさす, しおぇさぇ-ぉうさぇ くぇ けすおさう-
すけ う きくけゅけ くぇしすさけっくうっ ょなさあぇ-
たぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく ょけ 
おなしくうは しかっょけぉっょ ぇさしっくぇかちう.  
╆ぇ こなさゃう こなす けす 37 ゅけょうくう 

おけくちっさすなす くぇ ぇさしっくぇかちう, ょぇさ 
けす そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, ぉっ  
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”, おけえすけ っ 
ういちはかけ けぉくけゃっく. 
¨ぉくけゃっくうはす しすぇょうけく しっ こさっ-

ゃなさくぇ いぇ すさう つぇしぇ う ゃ しゃけっけぉ-
さぇいくぇ しこけさすくぇ ぇさっくぇ, し さぇいかうつ-
くう しこけさすくう すせさくうさう, こけしゃっすっくう 

くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお う 133-
すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ „┿さしっくぇか”.  
┿さしっくぇかちう きっさうたぇ しうかう ゃ けす-
ぉけさう くぇ しなしすぇゃくうすっ いぇゃけょう 
くぇ そうさきぇすぇ. ]さっょ しなぉさぇかうすっ 
こせぉかうおぇ う きくけゅけ っきけちうう ぉはたぇ 
こけかせそうくぇかうすっ う そうくぇかうすっ  こけ 
そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, くぇさけょくぇ 
すけこおぇ, すけつくぇ しすさっかぉぇ, ょなさこぇ-
くっ くぇ ゃなあっ. ]こけさすくぇすぇ つぇしす くぇ 
こさぇいくうおぇ ぉっ けさゅぇくういうさぇくぇ けす 
そうさきっくうすっ しうくょうおぇすう う し かうつ-
くけすけ しなょっえしすゃうっ う ょっえくけ せつぇし-
すうっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ]╉ くぇ 
╉′]╀ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ. ╆ぇ ょけぉさけすけ 
くぇしすさけっくうっ くぇ いさうすっかうすっ う いぇ 
ぇきぉうちうはすぇ いぇ こけぉっょう くぇ しなし-
すっいぇすっかうすっ しっ こけゅさうあう きぇあけ-
さっすくうは しなしすぇゃ くぇ 》╂ „]ゃ.しゃ. ╉う-
さうか う ╋っすけょうえ”, し さなおけゃけょうすっか 
′うくぇ ╊ぇかっゃぇ. ╁しうつおう しさっとう 
ぉはたぇ おけきっくすうさぇくう けす ゃっすっさぇくぇ 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ しこけさすくぇ あせさ-
くぇかうしすうおぇ  ┿すぇくぇし ╂っけさゅうっゃ. 
‶けぉっょうすっかうすっ ゃなゃ そうくぇかうすっ 

くぇ しなけすゃっすくうすっ すせさくうさう こけかせ-
つうたぇ おせこう, ゅさぇきけすう う くぇゅさぇょう 
けす いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ ぅくおけ ╉けしすぇょう-
くけゃ, ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ う ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ.

′ぇ そけくぇ くぇ きうくうきぇかくうすっ さなしすけゃっ くぇ いぇっすけしすすぇ ゃ っゃさけいけ-

くぇすぇ う しさっょくけ いぇ ちっかうは ╄ゃさけこっえしおう しなのい  せ くぇし すっくょっく-

ちううすっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ ぉなょぇす くっゅぇすうゃくう. ╆ぇっすけしすすぇ ゃ ╀なか-

ゅぇさうは こさっい こっさうけょぇ ぇこさうか – のくう っ くぇきぇかはかぇ し 1,2 くぇ しすけ 
しこさはきけ こなさゃけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2011 ゅ. う し 3,5 くぇ しすけ しこさはきけ 
ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2010 ゅけょうくぇ, しけつぇす ょぇくくう くぇ ′ぇちうけ-

くぇかくうは しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす, ちうすうさぇくう けす ╄ゃさけしすぇす. 〈けゃぇ 
っ こっさうけょなす こさっょう すさぇょうちうけくくうは かっすっく さなしす くぇ いぇっすけしすすぇ, 
しゃなさいぇく しなし しっいけくくぇすぇ いぇっすけしす くぇえ-ゃっつっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ せしかせ-

ゅうすっ う くぇ いっきっょっかうっすけ. 〈なえ おぇすけ さっぇかくけ しっゅぇ しきっ ゃ おさぇは くぇ 
こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ うきぇ ゃないきけあくけしすう いぇ さぇぉけすぇ こさっい かはすけすけ, 
ゃないくうおゃぇ ゃなこさけしなす – おぇおゃけ とっ しっ しかせつう し こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ 
ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ う ゃ くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ?

╁なこさっおう つっ けとっ ゃ おさぇは くぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っおしこけさ-

すなす すさなゅくぇ くぇゅけさっ, し おけっすけ 
ういょなさこぇ くぇこさっょ う うおけくけきう-
つっしおうは さぇしすっあ, つせゃしすゃけすけ いぇ 
けぉっょくはゃぇくっ しさっょ こけゃっつっすけ 
たけさぇ しっ いぇこぇいう. ╇おけくけきうしすう-
すっ けぉはしくうたぇ すけゃぇ はゃかっくうっ し 
そぇおすぇ, つっ いぇこぇしうすっ くぇ こけゃっ-
つっすけ ぉっいさぇぉけすくう しぇ しゃなさてう-
かう, おぇおすけ う こさぇゃけすけ うき くぇ 
けぉっいとっすっくうは けす ぉのさけすけ こけ 
すさせょぇ. ╆ぇ すはゅけしすくけすけ つせゃしすゃけ 
ょけこさうくぇしはかぇ う うくそかぇちうはすぇ, 
しなつっすぇくぇ しなし いぇょなさあぇくっすけ くぇ 
くうゃけすけ くぇ ょけたけょうすっ, ゃなこさっおう 
おさったおうは こけょっき くぇ うおけくけきう-
おぇすぇ くう. ╆ぇさぇょう こさけぉかっきうすっ 
ゃ っゃさけいけくぇすぇ けぉぇつっ さぇしすっあなす 
くぇ うおけくけきうおぇすぇ, こけょこけきけゅ-
くぇすぇ けす っおしこけさすくうすっ けすさぇしかう, 
しっ いぇぉぇゃう くぇ こさぇゅぇ くぇ くけゃうは 
ぇおすうゃっく しっいけく いぇ ぉういくっしぇ.
]なし しこぇょ ゃ こけさなつおうすっ いぇ-

こけつゃぇ くけゃうはす ぇおすうゃっく しっ-
いけく いぇ ぉういくっしぇ.
]こけさっょ こさっょしっょぇすっかは くぇ 

┿しけちうぇちうはすぇ くぇ うくょせしすさう-
ぇかくうは おぇこうすぇか ╁ぇしうか ╁っかっゃ,  
けこぇしっくうはすぇ くぇ ぉういくっしぇ いぇ 
くぇきぇかはゃぇくっ くぇ こけさなつおうすっ しぇ 
しっ しぉなょくぇかう, おけっすけ くっきうくせっ-
きけ とっ こけゃかうはっ くぇ こけゃっょっくう-
っすけ くぇ そうさきうすっ.

‶け ょせきうすっ きせ, くけゃぇ ゅけかは-
きぇ ゃなかくぇ けす しなおさぇとっくうは くっ 
きけあっ ょぇ しっ けつぇおゃぇ, すなえ おぇすけ 
こけ ゃさっきっ くぇ おさういぇすぇ しっ っ 
こさけきっくうかぇ しすさせおすせさぇすぇ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ, ぇ ゃ くはおけう けす-
さぇしかう しなおさぇとっくうはすぇ しぇ しすうゅ-
くぇかう ょけ 40 こさけちっくすぇ.
╁っかっゃ こさけゅくけいうさぇ こけ-しおけ-

さけ いぇぉぇゃはくっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 

うおけくけきうおぇ, けすおけかおけすけ くけゃぇ 
さっちっしうは.
╇おけくけきうしすなす けす ╉〈 „‶けょおさっ-

こぇ” ╋うおぇ ╆ぇえおけゃぇ こけょつっさすぇ, 
つっ いぇぉぇゃはくっすけ くぇ っゃさけこっえ-
しおぇすぇ うおけくけきうおぇ っ しぇきけ っょくぇ 
けす こさうつうくうすっ いぇ けつぇおゃぇくうは 
しおけお くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. 〉 くぇし 
こさけぉかっきなす しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ けす 
いぇょなかあっくうはすぇ くぇ こさぇゃうすっか-
しすゃけすけ おなき そうさきうすっ, おけっすけ 
せゃっかうつぇゃぇ う きっあょせそうさきっ-
くぇすぇ いぇょかなあくはかけしす う さぇぉけ-
すけょぇすっかうすっ しぇ こさうくせょっくう ょぇ 
こっしすはす こぇさう けすゃしはおなょっ, ゃおかの-
つうすっかくけ う けす さぇぉけすくぇ さなおぇ.
╀っいさぇぉけすうちぇすぇ せょさは 20%
╋うおぇ ╆ぇえおけゃぇ こさけゅくけいうさぇ, 

つっ さっぇかくぇすぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ とっ 
ょけしすうゅくっ おさうすうつくけすけ さぇゃくう-
とっ けす 20 くぇ しすけ. ╁ きけきっくすぇ 
くうゃけすけ え っ けおけかけ 17 こさけちっく-
すぇ, おぇすけ ゃ くっは しっ ゃおかのつゃぇす 
けぉっいおせさぇあっくうすっ かうちぇ う たけさぇ-
すぇ, おけうすけ しぇ ういゅせぉうかう さぇぉけすぇ-
すぇ しう, くけ くっ しぇ しっ さっゅうしすさうさぇ-
かう ゃ ぉのさぇすぇ こけ すさせょぇ.
╁すけさぇ さっちっしうは? ¨とっ こなさ-

ゃぇすぇ くっ っ けすきうくぇかぇ しなゃ-
しっき...
╀なかゅぇさうは ゃしっ けとっ くっ っ うい-

かはいかぇ さっぇかくけ けす こなさゃぇすぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

さっちっしうは, ゃなこさっおう さぇいょゃう-
あゃぇくっすけ くぇ っおしこけさすぇ, しきは-
すぇ うおけくけきうしすなす けす „Industry 
Watch” ╊なつっいぇさ ╀けゅょぇくけゃ. 
‶け ょせきうすっ きせ せ くぇし こさけょなか-
あぇゃぇす ょぇ しっ くぇぉかのょぇゃぇす さなしす 
くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ う しゃうすけ 
こけすさっぉかっくうっ, a きうくうきぇかくうすっ 
さなしすけゃっ ゃ ういくけしぇ くっ しぇ ょけし-
すぇすなつくう, いぇ ょぇ けいょさぇゃはす うおけ-

くけきうおぇすぇ. 〈っくょっくちうはすぇ くはきぇ 
ょぇ しっ けぉなさくっ ゃ こけかけあうすっかくぇ 
こけしけおぇ, ょけおぇすけ せ くぇし くっ しっ 
ゃなさくぇす しっさうけいくうすっ うくゃっしすう-
すけさう し ょなかゅけしさけつくう くぇきっさっ-
くうは, ょけこなかくう ╀けゅょぇくけゃ.
〈けえ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ きう-

くうきぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ いぇこかぇすぇ 
くっ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ せゃっかう-
つぇゃぇ けすくけゃけ けす 1 はくせぇさう けす 
270 くぇ 290 かっゃぇ (こさっい しっこ-
すっきゃさう きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけす-
くぇ いぇこかぇすぇ ぉっ せゃっかうつっくぇ けす 
240 くぇ 270 かっゃぇ). ╀けゅょぇくけゃ っ 
せぉっょっく, つっ しぇきけ, ぇおけ うきぇ さぇ-
ぉけすっとぇ うおけくけきうおぇ, きけあっ ょぇ 
うきぇ せゃっかうつっくうっ くぇ ょけたけょう-
すっ. ]なし しうゅせさくけしす ょけたけょうすっ 
くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ せゃっかうつぇゃぇす 
こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃっく こなす, いぇ-
とけすけ すけゃぇ しぇきけ とっ くぇすけゃぇさう 
ぉういくっしぇ.
]こけさっょ さぇぉけすけょぇすっかうすっ:
]おけお くぇ きうくうきぇかくぇすぇ 

さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ = こけ-ゃう-
しけおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ
╁ぇしうか ╁っかっゃ けす ぇしけちうぇちうは-

すぇ くぇ うくょせしすさうぇかくうは おぇこうすぇか 
こさっょせこさっょう, つっ くけゃけ せゃっかう-
つっくうっ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけす-
くぇ いぇこかぇすぇ ぉう ょけゃっかけ ょけ しおけお 
くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. ‶け ょせきうすっ 
くぇ ╁っかっゃ, ょけさう う ょぇ うきぇ せゃっ-
かうつっくうっ, すけ くはきぇ ょぇ しっ せしっすう 
ゃ つぇしす けす けすさぇしかうすっ – くぇこさう-
きっさ ゃ っくっさゅっすうおぇすぇ, きうくくけ-
すけ ょっかけ, こさけきうてかっくけしすすぇ う 
くはおけう けす こさっさぇぉけすゃぇすっかくうすっ 
けすさぇしかう. ╋うくうきぇかくうはす さなしす 
けす 20 かっゃぇ ぉう しっ せしっすうか けす 
こけ-くうしおけこかぇすっくうすっ けすさぇしかう 
– くぇこさうきっさ こさう すっおしすうかくぇすぇ 
うくょせしすさうは, くけ うきっくくけ こけ-
きぇかおうすっ そうさきう とっ ぉなょぇす いぇ-
すさせょくっくう けす こけょけぉっく しおけお くぇ 
さぇいたけょうすっ いぇ すさせょ. 〈けゃぇ ぉう 
ょけゃっかけ う ょけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ 
しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ.
]こけさっょ しうくょうおぇすうすっ:
]おけお くぇ きうくうきぇかくぇすぇ 

さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ = こけゃっつっ 
こぇさう くぇ しゃっすかけ

╇いすけつくうお: ╃ぇさうお くのい
  www.dariknews.net

]うすせぇちうはすぇ すせお:

9 ょせてう ぉっいさぇぉけすくう しぇ しっ 
ぉけさうかう いぇ っょくけ さぇぉけすくけ 

きはしすけ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
こさっい ぇゃゅせしす, こけおぇいゃぇす ょぇくくう-
すっ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. 
‶け すけいう こけおぇいぇすっか けぉかぇしすすぇ 
しっ ょゃうあう けおけかけ しさっょくけすけ さぇゃ-
くうとっ いぇ しすさぇくぇすぇ. ╉なき 20-すう 
しっこすっきゃさう けぉはゃっくうすっ ゃ ╀のさぇ-
すぇ こけ すさせょぇ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ 
しぇ っょゃぇ 307, ぇ いぇ ちはかぇすぇ しすさぇ-
くぇ しぇ 6 623. ╆ぇ さっゅうけくぇ くぇ 
ぉのさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ゅさぇょなす – ちっくすなさ けしすぇゃぇ し くぇえ-
くうしおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ, ゃうしけおぇ 
っ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ けぉとうくうすっ 
╂せさおけゃけ, ′うおけかぇっゃけ, ╋なゅかうあ 
う ‶ぇゃっか ぉぇくは.

〈┿

╉┿╊╄′╃┿[
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

30 しっこすっきゃさう - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しなさちっすけ; ]ゃっすけゃっく ょっく 
くぇ こさっゃけょぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ゅかせたうすっ たけさぇ; 1452 – 
╁ ╋ぇえくち ういかういぇ こなさゃぇすぇ くぇこっつぇすぇくぇ おくうゅぇ – ╀うぉかうはすぇ くぇ 
╂せすっくぉっさ; 1946 – ╆ぇゃなさてゃぇす こさけちっしうすっ ゃ ′のさくぉっさゅ し 12 
しきなさすくう こさうしなょう くぇ ゃうょくう くぇちうしすう, ゃ す.つ. [うぉっくすさけこ う ╂ぬけ-
さうくゅ. [せょけかそ 》っし う ╁ぇかすっさ 《せくお しぇ けしなょっく くぇ ょけあうゃけすっく 
いぇすゃけさ, ぇ 《さぇくち そけく ‶áこっく っ けこさぇゃょぇく.
01 けおすけきゃさう – ╃っく くぇ ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく 
くぇ きせいうおぇすぇ; ╃っく くぇ こけっいうはすぇ; ╃っく くぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかは; ╃っく 
くぇ いっくうすくけ-さぇおっすくうすっ ゃけえしおう ゃ ╀なかゅぇさうは; ‶けおさけゃ くぇ ‶さっしゃっ-
すぇ ╀けゅけさけょうちぇ; 1888 - ¨しくけゃぇく ]〉 “]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう”; 
1861 - 〉きうさぇ たぇえょせすうくなす ‶っくぬけ 』っさくっけかせ; 1977- “╉さぇかはす くぇ 
そせすぉけかぇ” ‶っかっ こさっおさぇすはゃぇ しこけさすくぇすぇ しう おぇさうっさぇ, しかっょ おぇすけ っ 
せつぇしすゃぇか ゃ 1363 きぇつぇ う っ けすぉっかはいぇか 1281 ゅけかぇ.
02 けおすけきゃさう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ くっくぇしうかうっすけ; 1847 - 
′ぇ 58 ゅけょうくう せきうさぇ ╁ぇしうか ┿こさうかけゃ – けしくけゃぇすっか くぇ こなさゃけすけ 
ぉなかゅぇさしおけ しゃっすしおけ せつうかうとっ ゃ ╂ぇぉさけゃけ; 322 こさ. 》さ. – 〉きう-
さぇ ょさっゃくけゅさなちおうはす そうかけしけそ ┿さうしすけすっか /さ. 384 ゅ. こさ. 》さ./; 
1914 - [けょっく っ ╊っゃうすぇく – ぃさうえ ╀けさうしけゃうつ, ゅかぇしなす くぇ ]けゃうく-
そけさきぉのさけ こさっい ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ; 1946 - ′ぇ っおさぇく しっ 
こけはゃはゃぇ こなさゃうはす “しぇこせくっく” しっさうぇか – ぇきっさうおぇくしおうはす “╃ぇかっ-
つっく たなかき”; 1999 - ′ぇ 78-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす ゃ ぉけかくうちぇ ゃ 〈けおうけ 
せきうさぇ しないょぇすっかはす くぇ おけさこけさぇちうはすぇ “]けくう” ┿おうけ ╋けさúすぇ – 
つけゃっおなす, おけえすけ ょぇょっ くぇ しゃっすぇ せけおきっくぇ.
03 けおすけきゃさう – ╄ゃさけこっえしおう ょっく くぇ こすうちうすっ; 1918 - ┿ぉょう-
おうさぇ 《っさょうくぇくょ, ╁ないてっしすゃうっ くぇ こさっしすけかぇ くぇ ちぇさ ╀けさうし ┶┶┶; 
1903 -  [けょっく っ “ぉぇとぇすぇ” くぇ おけきこのすなさぇ - ぉなかゅぇさうくなす ╃あけく  
┿すぇくぇしけゃ; 1819 - [けょっく っ ╄ゃかけゅう ╂っけさゅうっゃ – すなさゅけゃっち, ぉぇく-
おっさ う けぉとっしすゃっく ょっっち, いぇゃっとぇか /いぇっょくけ し ぉさぇす しう/ おさせこくけ 
ょぇさっくうっ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす.
04 けおすけきゃさう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぇさたうすっおすせさぇすぇ; 1014 
- ╁ぇしうかうえ ┶┶, くぇさっつっく ╀なかゅぇさけせぉうっち, さぇいゅさけきはゃぇ ]ぇきせうかけ-
ゃうすっ ゃけえくうちう こさう し. ╉かのつ, ‶っすさうつおけ, おぇすけ こかっくはゃぇ う けしかっ-
こはゃぇ 14 000 けす すはた, くぇ しかっょゃぇとうは ょっく 18-ゅけょうてくうはす ぉなかゅぇさ-
しおう ちぇさ せきうさぇ けす しなさょっつっく せょぇさ; 1675 - 》けかぇくょしおうはす そういうお 
╉さうしすうぇく 》のえゅっくし こぇすっくすけゃぇ ょあけぉくうは つぇしけゃくうお; 1957 - ╃っく 
こなさゃう くぇ おけしきうつっしおぇすぇ っさぇ: ]]][ ういしすさっかゃぇ “]こせすくうお-1” – 
こなさゃうはす ういおせしすゃっく しこなすくうお くぇ ╆っきはすぇ; 1880 - ╁ ╉ぇいぇくかなお しっ 
しないょぇゃぇ ょかなあくけしすすぇ “╂さぇょしおう きっょうちうくしおう そっかょてっさ”. 
05 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ せつうすっかは; ╃っく くぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ; 1713 - [けょっく っ ╃っくう ╃うょさけ – そさっくしおう こうしぇすっか, けしくけ-
ゃぇすっか う しなしすぇゃうすっか くぇ いくぇきっくうすぇすぇ “╄くちうおかけこっょうは”, くぇょ おけは-
すけ さぇぉけすう こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう; 1931 - ┿きっさうおぇくちうすっ ╉かぇえょ  
‶っくおぉなさく う 》の 》なさくょなく ういゃなさてゃぇす こなさゃうは せしこってっく こけかっす 
くぇょ 〈うたうは けおっぇく. 〈っ ゃいっきぇす さぇいしすけはくうっすけ けす ぅこけくうは ょけ ┿きっ-
さうおぇ いぇ 41 つぇしぇ う 31 きうくせすう おぇすけ こさっかうすぇす くぇょ 8000 おき.
06 けおすけきゃさう - ‶けつうすぇ しっ しゃ. ┿こけしすけか 〈けきぇ. ╇きっくくうちう: 〈けきぇ 
– けす ゅさなちおけすけ 〈けきぇし, くぇ っゃさっえしおう けいくぇつぇゃぇ ぉかういくぇお; 1914 
- [けょっく っ 〈せさ 》っえっさょぇか – くけさゃっあおう ぇくすさけこけかけゅ, さなおけゃけょう-
すっか くぇ きっあょせくぇさけょくうすっ くぇせつくう っおしこっょうちうう し こけしすさけっくうすっ 
こけ けぉさぇいちう くぇ きっしすくう あうすっかう けす さぇいかうつくう つぇしすう くぇ しゃっすぇ 
かけょおう “[ぇ”, “╉けく-〈うおう” う “〈うゅさうし”; 1927 - ′ぇ っおさぇく ういかういぇ 
こなさゃうはす “ゅけゃけさはと” そうかき – “╃あぇいけゃ こっゃっち” くぇ おけきこぇくうはすぇ 
“〉けさくなさ ぉさぇょなさし”.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

こさっょしすぇゃはす いぇ しっぉっ しう ょさせゅけ, 
けしゃっく さけかはすぇ くぇ さなおけゃけょう-
すっか, くぇこさぇゃかはゃぇと  ょっえしすゃう-
はすぇ くぇ けおけかくうすっ. 』けゃっおなす くぇ 
ぃこうすっさ しはおぇて こさっい ちはかけすけ 
ゃさっきっ ゃさぇいせきはゃぇ ょさせゅうすっ, 
ちっかうはす きせ あうゃけす っ しはおぇて 
こさうきっさ いぇ けしすぇくぇかうすっ.        
〈けえ うきぇ けさゅぇくういぇすけさしおう 

しこけしけぉくけしすう, さなおけゃけょう しっ けす 
ゃうしてう うょっぇかう, ぇ くっ けす しなけ-
ぉさぇあっくうは いぇ かうつくぇ ういゅけょぇ. 
¨す すっいう たけさぇ こさけういたけあょぇす 
つうくけゃくうちう, いぇおけくけょぇすっ-
かう, ょせたけゃくう ょっえちう, ゃしうつおう 
ょかなあくけしすう, しゃなさいぇくう し せこさぇ-
ゃかっくうっすけ う いぇおけくぇ, きうしうけ-
くっさう, きっちっくぇすう, せつうすっかう う 
こさっこけょぇゃぇすっかう. 
ぃこうすっさ くぇかぇゅぇ しゃけは けすこっ-

つぇすなお ゃなさたせ ちっかうは ょっく. ╁ 
つっすゃなさすなお しぇ せきっしすくう いぇくう-
きぇくうはすぇ し ょっえくけしすう, しゃなさいぇ-
くう し せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ぃこう-
すっさ, くっぉかぇゅけこさうはすくけ っ ょぇ 
しっ けしなとっしすゃはゃぇす ょっえしすゃうは, 
しゃなさいぇくう し きぇすっさうぇかくけ けぉけ-
ゅぇすはゃぇくっ う ょさせゅう おけさうしすくう 
ょっえくけしすう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

]こけさっょ しけちうけかけいう こさっょ せさくうすっ くぇ
23 けおすけきゃさう とっ けすうょぇす 55% けす ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかうすっ

╋うくぇかけ うかう ぉなょっとっ?

╇. [せしうくけゃぇ 
¨╇╉
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25 ゅけょうくう ╀さぇすけっゃ っ さなおけ-
ゃけょうすっか くぇ ╀ぇいぇすぇ いぇ すったくう-
つっしおけ さぇいゃうすうっ

╃けおぇすけ すは しっ さぇいさぇしすくっ ょけ ╇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 こさっい 1984-すぇ.
[ぇぉけすぇすぇ こけ きっすぇかけさっあっとうすっ 

きぇてうくう いぇこけつゃぇ けとっ こさっい 1959-
すぇ, さぇいおぇいゃぇ ょくっし うくあ. ╀さぇすけ-
っゃ. 〈けゅぇゃぇ けとっ くっ っ そけさきうさぇくけ 
こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ ╆ぇゃけょ 5 う おぇすけ 
おけくしすさせおすけさしおぇ ょっえくけしす, ゃしうつおけ 
いぇこけつゃぇ し せしゃけはゃぇくっすけ くぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ ぉけさきぇてうくう, おけっすけ 
こさっきうくぇゃぇ こけ-おなしくけ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ そさっいきぇてうくう. ‶なさゃけ-
くぇつぇかくけ しっ こけかいゃぇす おけくしすさせおちうう 
くぇ ╆╋╋ – ]けそうは う おけくしすさせおちうう 
けす ]]][.
〈ぇおぇ ょけ 1971 – きぇ. ”╀ぇいぇすぇ 

しっ しないょぇょっ し ちっか せしゃけはゃぇくっ くぇ 
しけぉしすゃっくう きっすぇかけさっあっとう きぇ-
てうくう”, しこけきくは しう ょくっし ╀さぇすけっゃ. 
╆ぇこけつゃぇす し くけゃぇ ゅぇきぇ そさっいけゃう 
きぇてうくう, きけょっか 《〉 – 251 う 《〉 
– 321.¨すつうすぇす しっ おぇすけ しさぇゃくう-
すっかくけ ゅけかっきう こけしすうあっくうはすぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ おけくしすさせおちうはすぇ う 
くぇつうくぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ – し 
ゅけかはきぇ せくうそうおぇちうは う ぉっい ょぇ 
しないょぇゃぇす こさけぉかっきう ゃ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ しっ さぇぉけすう 
こけ こけ-ゅけかはきぇ くけきっくおかぇすせさぇ, くけ 
しっ こさうっきぇ いぇ こけ-ょけぉなさ ゃぇさうぇくす 
ゃこけしかっょしすゃうっ こさけそうかなす ょぇ しっ 
しすっしくう. ╀ぇいぇすぇ しっ こさっけさうっくすう-
さぇ こさっい 1972-さぇ ゃ くぇこさぇゃかっくうっ 
いぇ せしゃけはゃぇくっ う こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ きぇてうくう, くっけぉたけょうきう いぇ ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき” – ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう, 
し ちっか こけ-ゅなゃおぇゃけ けぉっいこっつぇゃぇくっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ けぉっょうくっ-
くうっすけ. ‶さっい ゅけょうくうすっ ぉぇいぇすぇ っ 
くぇ さぇいかうつくけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ 
こけょつうくっくうっ, くけ さぇいゃけえくぇすぇ ょっえ-
くけしす ゃ しっおすけさぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう 
しっ いぇこぇいゃぇ. ¨しゃっく ぇゅさっゅぇすくうすっ 
きぇてうくう, こさうけさうすっす いぇ ぉぇいぇすぇ 
しぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ すさっすけ 
こけおけかっくうっ そさっいきぇてうくう う せしゃけ-
はゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
けぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう. ‶なさゃけくぇ-
つぇかくけ, ょけ 1988-きぇ,  こけ はこけくしおう 
かうちっくい, こけつゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
けぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう けす そうさきぇすぇ 
„ぅきぇいぇおう”.  

′ぇかぇゅぇ しっ ╀さぇすけっゃ ょぇ しっ 
こさっきっしすう ゃ ′╇〈╇

〈けゃぇ しすぇゃぇ, しかっょ おぇすけ ういくっくぇょ-
ゃぇとけ ゅけ けすしすさぇくはゃぇす けす さぇぉけすぇすぇ 

ゃ ぉぇいぇすぇ こけ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう. ╉ぇおすけ う ょくっし, くっ 
しおさうゃぇ ╀さぇすけっゃ, すけゃぇ けす-
しすさぇくはゃぇくっ, おけっすけ しすぇゃぇ ぉっい 
くうおぇおなゃ さぇいゅけゃけさ し くっゅけ-
ゃうは こさはお さなおけゃけょうすっか, くぇ-
おなさくはゃぇ しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ 
しこっちうぇかうしすぇ – ゃっつっ しすぇさ-
てう くぇせつっく しなすさせょくうお ゃすけ-
さぇ しすっこっく. ╁ すぇいう しうすせぇちうは 
╀さぇすけっゃ ょけさう うしおぇ ょぇ くぇ-
こせしくっ ういけぉとけ „┿さしっくぇか”, くけ 
くっ ゅけ こせしおぇす. ]かっょ くはおけかおけ 
けすおぇいぇ, くぇえ-こけしかっ すけゃぇ しっ 
しかせつゃぇ う すぇおぇ すけえ こけこぇょぇ ゃ 
′╇〈╇.〈ぇき いぇこけつゃぇす さぇぉけすぇ 
こけ しなゃしっき くけゃけ くぇこさぇゃかっ-
くうっ. [ぇぉけすう しっ し くっきしおけすけ 
こさっょこさうはすうっ, おせこっくけ けす 
ょなさあぇゃくけすけ すけゅぇゃぇ せ くぇし – 
╃]¨ „╋っすぇかたうき”. ‶け-おなしくけ 
しっ しないょぇゃぇ ′╇〈╇ – うくあっくっ-
さうくゅ, おけっすけ こけつゃぇ おぇつっしすゃっ-
くけ くけゃぇ ょっえくけしす – せしゃけはゃぇ-
くっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う 
ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ おけきこかっおしう 
けす きぇてうくう いぇ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ きぇかけすさぇえくう おけかぉぇしう. 
〈けゅぇゃぇ うょゃぇ ょさぇきぇすうつくぇすぇ 
1991 – ゃぇ う 

‶けつゃぇす しなおさぇとっくうはすぇ

╀さぇすけっゃ くっ きけあっ ょぇ こさっ-
あうゃっっ ょぇ けしすぇくっ くぇ さぇぉけ-
すぇ, ゃっつっ すけおせ とけ くぇゃなさてうか 
こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす, ょけおぇ-
すけ ょさせゅう, こけ-きかぇょう たけさぇ 
しう けすうゃぇす. ╆ぇすけゃぇ, きぇおぇさ う 
ちっくっく しこっちうぇかうしす, ╀さぇすけっゃ 
くぇこせしおぇ. 20 ゅけょうくう こけ-おなし-
くけ, たけさぇすぇ ゅけ こけいくぇゃぇす ゃっつっ 
こさっょうきくけ おぇすけ けぉとっしすゃっ-
くうお う つかっく くぇ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ ╀]‶ ゃ けぉとうくぇすぇ. ╁ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╀]‶ 
╀さぇすけっゃ けすうゃぇ しかっょ っょくぇ けす-
こせしおぇ – っょうく きっしっち いぇしかせ-
あっくぇ こけつうゃおぇ, しかっょ こさっょかけ-
あっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ ╂っけさゅう 
╆ぇたぇさうっゃ. „]なゅかぇしうた しっ ぉっい 
おけかっぉぇくうっ, いぇとけすけ ぇかすっさ-
くぇすうゃぇすぇ ぉってっ ょぇ ぉっいょっえしす-
ゃぇき” う ょくっし っ おぇすっゅけさうつっく 
いぇ こさぇゃうかくけしすすぇ くぇ ういぉけさぇ 
しう ╀さぇすけっゃ. ‶なさゃけ っ けさゅぇくう-
いぇすけさ, こけしかっ - いぇき. こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ ¨ぉ] くぇ ╀]‶. ”╃くっし 
ゅけゃけさうき いぇ ょっきけおさぇちうは, くけ 
くうっ しきっ おさうゃけ さぇいぉさぇくう 
ょっきけおさぇすう”, おけきっくすうさぇ くぇ-
おさぇすおけ こけしかっょくうすっ 22 ゅけょう-
くう ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ.]こけさっょ 
くっゅけ, おけえすけ っ くぇこうしぇか ょけさう 

おくうゅぇ いぇ うしすけさうつっしおぇすぇ くう 
こぇきっす けす 1944 – すぇ ょけ 1898 
– すぇ, こさけきっくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しぇ しっ けすさぇいうかう おぇすけ しこぇょ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ すけいう ゅけ-
かはき こさけきうてかっく ちっくすなさ, くけ 
ゃしっ こぇお, こけさぇあっくうはすぇ しぇ こけ-
きぇかおけ, けすおけかおけすけ くぇ ょさせゅう 
きっしすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╃けぉさっ っ, つっ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ おぇいぇくかなて-
おうすっ こさっょこさうはすうは しっ いぇこぇいう, 
きぇおぇさ う ゃ くぇきぇかっく さぇいきっさ. 
╁ すけゃぇ けすくけてっくうっ ゅさぇょなす しっ 
さぇいゃうゃぇ こけ-ぉかぇゅけこさうはすくけ, くけ 
こさう ゃしはおけ こけかけあっくうっ ょくっし 
こさけういゃけょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ 
ゃ さけょくぇすぇ うくょせしすさうは っ こけ-くう-
しおぇ, ょけぉぇゃは ういしかっょけゃぇすっかはす 
くぇ けぉとっしすゃっくけ-うおけくけきうつっ-
しおうすっ こさけちっしう.   

╉けかおけすけ ょけ おくうゅうすっ, おけう-
すけ こうてっ,

╀さぇすけっゃ, おぇすけ つっ かう しっ っ ゅけす-
ゃうか いぇ すけゃぇ ちはか あうゃけす. ╇いかういぇ 
けす きっしすぇすぇ, おなょっすけ っ さぇぉけすうか 
し ちっくくう いぇこうしおう いぇ しゃなさてっ-
くけすけ, おけうすけ ゃっょくなあ しっ けおぇいぇ-
かう ょけさう ちはか きうくう ぉせし... - うきぇ 
せしっす いぇ うしすけさうつっしおぇすぇ こぇきっす. 
╉けゅぇすけ こさっい 2003-すぇ こさっし-
すぇゃぇ ょぇ ぉなょっ „くぇ とぇす” ゃ ╀]‶ 
– ╉ぇいぇくかなお, ╀さぇすけっゃ さってぇゃぇ 
ょぇ こうてっ おくうゅう – くぇきっさうた いぇ 
くせあくけ ょぇ しこけょっかは ゃしうつおけ ゃ 
„╋けはすぇ しなょぉぇ”. ┿ しなょぉぇすぇ くぇ 
′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ っ しゃなさいぇくぇ 
し „┿さしっくぇか” う きっすぇかけさっあっ-
とうすっ きぇてうくう. ‶けつすう こけさぇゃくけ 
けぉぇつっ すぇいう しなょぉぇ う ゃ おくうゅぇ-
すぇ, っ しこけょっかっくぇ し こけかうすうおぇ-
すぇ: ”╉ぇすけ ゃ あうゃけすぇ”, こさういくぇ-
ゃぇ ╀さぇすけっゃ. „╁ „╋けはすぇ しなょぉぇ” 
しこけょっかはき きけうすっ ゃうあょぇくうは いぇ 
けしくけゃくうすっ しなぉうすうは ゃ こさったけょぇ 
う うしすけさうはすぇ くぇ ╀]‶”, しこけょっかは 
′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ. ”╁ ╀]‶ うきぇ 
う しかぇぉけしすう – ゅけかっきう おけかっぉぇ-
くうは ゃ こけかうすうおぇすぇ, くけ うしすうくぇ-
すぇ っ, つっ すは しう けしすぇゃぇ, おけかおけすけ 
う つせょくけ ょぇ っ すけゃぇ, くぇえ-ょっきけ-
おさぇすうつくぇすぇ こぇさすうは せ くぇし, おけは-
すけ けぉしなあょぇ こさけぉかっきうすっ しう”, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╀さぇすけっゃ. ╁しっ 
こぇお, せしこった っ, つっ こぇさすうはすぇ しっ 
こさけきっくう しなけぉさぇいくけ しゃっすけゃくう-
すっ こさけきっくう, くぇ おけうすけ くっ きけ-
あってっ ょぇ しっ こさけすうゃけこけしすぇゃう”, 
しきはすぇ ╀さぇすけっゃ. ╆ぇ くっゅけ っ ゃぇ-
あくけ けとっ, つっ ╀]‶ っ せしこはかぇ ょぇ 
しなたさぇくう うしすけさうつっしおぇすぇ こぇきっす 
いぇ しかせつうかけすけ しっ ゃ ╀なかゅぇさうは 
けす 1944-すぇ ょけ 1989 – すぇ, おけ-

『っかう 33 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか”! - ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ. ‶けいくぇすうはす ょくっし こけゃっつっ おぇすけ 

けぉとっしすゃっくうお, けすおけかおけすけ おぇすけ ぇさしっくぇかっち, 
╀さぇすけっゃ ゃしなとくけしす こけしゃっとぇゃぇ こけゃっつっ けす 
こけかけゃうくぇすぇ しう あうゃけす くぇ きぇてうくけしすさけっくっ-
すけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ‶けしすなこゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ くぇ 5-すう しっこすっきゃさう 1949-すぇ, こけ-
しかっ しかっょゃぇ ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ こけかうすったくうおぇ – ょけ 
1956-すぇ. ╋ぇおぇさ つっ っ さぇいこさっょっかっく くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ]けそうは – ╆ぇゃけょ 12, ╀さぇすけっゃ ゅけ すっゅかう おなき 
╉ぇいぇくかなお う すけ – くっこさっきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇとけすけ すぇき しっ ゅさぇょはす くぇえ-ょけぉさうすっ しこっちうぇ-
かうしすう ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ. ┿ すけえ うしおぇ ょぇ 
しすぇくっ すけつくけ すぇおなゃ.〈ぇおぇ, くぇ 4-すう きぇさす 1956-
すぇ ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ うょゃぇ おぇすけ おけくしすさせおすけさ 
ゃ ╆ぇゃけょ 10, しっゅぇ „┿さしっくぇか”. ╇ すぇおぇ – すぇき 
– 33 ゅけょうくう, ょけ 1988-きぇ.¨す おけくしすさせおすけさ, 
こさっい ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ くぇ おけきぉうくぇすぇ, 
ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ こけ きっすぇかけさっあっとう きぇ-
てうくう, いぇきっしすくうお ょうさっおすけさ こけ すったくうつっしおう-
すっ ゃなこさけしう... ╇ おけゅぇすけ うょゃぇ ゃさっきっすけ ょぇ しっ 
しすさせおすせさうさぇ う けさゅぇくういうさぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ, きぇおぇさ さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ すけゃぇ いゃっくけ ょぇ っ こけ-くうしおけ 
こけしすぇゃっくけ ゃ えっさぇさたうはすぇ, ╀さぇすけっゃ ういぉうさぇ 
ょぇ こけっきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ すぇき, こさうゃかっつっく けす 
すゃけさつっしすゃけすけ, ゃかぇゅぇくけ ゃ さぇいゃけえくぇすぇ ょっえ-
くけしす こさう こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう. ╂けょうくぇすぇ っ 1967-きぇ.

ゅぇすけ さけょくぇすぇ うおけくけきうおぇ ぉっ-
かっあう くぇえ-ゅけかっきうは しう ゃないたけょ. 
]なし しうゅせさくけしす つぇしす けす くっゅけ っ 
きけとすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おけはすけ っ  
ぉっいしこけさくぇ う ょくっし. ╋っしすくうすっ 
こさけぉかっきう くぇ ╀]‶ ╀さぇすけっゃ しっ 
ゃないょなさあぇ ょぇ けぉしなょあぇ, くけ いぇ 
くっゅけ っ つせょくけ おぇお っょくぇ こぇさすうは, 
いぇしすぇくぇかぇ くぇ ういぉけさうすっ いぇょ 
っょうく おぇくょうょぇす,  こけしかっ けすおぇいゃぇ 
ょぇ しかっょゃぇ くっゅけゃぇすぇ こけかうすうおぇ. 
] すけゃぇ すけえ しう けぉはしくぇゃぇ す. くぇさ. 
„ゃけえくぇ” きっあょせ ょゃっすっ ゃかぇしすう 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.

′けゃぇすぇ おくうゅぇ

くぇ ╀さぇすけっゃ こけおぇいゃぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ ぇくすうそぇてうしすおぇすぇ ぉけさぉぇ せ くぇし, 
おぇおすけ すけえ は ゃうあょぇ おぇすけ こさっょしっ-
ょぇすっか ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ╀なかゅぇさしおうは 
ぇくすうそぇてうしすおう しなのい う おぇおすけ は 
こけおぇいゃぇす ういしかっょゃぇくうすっ けす くっゅけ 
ういすけつくうちう – おくうゅう う ょけおせきっくすう. 
‶さけせつゃぇくっすけ きせ っ しぇきけしすけはすっか-
くけ う しっ ぉぇいうさぇ くぇ ょけおせきっくすぇか-
くう ういしかっょゃぇくうは, くっ くぇ しさっとう し 
たけさぇ, けぉはしくはゃぇ すけえ おぇすけ ぇゃすけさ. 
′うおけえ くっ いくぇっ いぇ おくうゅぇすぇ, つぇお  
ょけおぇすけ すは くっ ういかういぇ けす こっつぇす. 
╃けさう しなこさせゅぇすぇ ]すっそおぇ! ╉くうゅぇ-
すぇ っ ういくっくぇょぇ いぇ くっは, こけょくっしっくぇ 
こけ しこっちうぇかっく くぇつうく. ”]せすさうく う 
こさっい ょっくは – ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, ゃっ-
つっさ – くぇ おけきこのすなさぇ”, すぇおぇ けぉはし-
くはゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう 80-ゅけょうてくうはす 
╀さぇすけっゃ, いぇ おけゅけすけ おけきこのすなさなす 
っ っあっょくっゃうっ.

”╋けあっ う ょぇ しなき ょけこせしくぇか くは-
おけう ゅさっておう ゃ ういしかっょゃぇくっすけ, くけ 
しなき こけかいゃぇか けそうちうぇかくう ういすけつ-
くうちう.”, しおさけきっく っ ゃ けちっくおぇすぇ 
しう いぇ しゃなさてっくけすけ ╀さぇすけっゃ. ╇ 
ょけぉぇゃは: ”╃け うしすうくぇすぇ しっ しすうゅぇ 
すさせょくけ.”
〈けえ いくぇっ すけゃぇ くっ しぇきけ おぇすけ 

しゃうょっすっか くぇ うしすけさうつっしおう しなぉう-
すうは う ぇゃすけさ くぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ 
すはた, ぇ う おぇすけ つけゃっお, おけえすけ こけしすけ-
はくくけ しかっょう きっょううすっ. ”╋っょううすっ 
ょくっし ういこけかいゃぇす おさぇえくけしすうすっ.”, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╀さぇすけっゃ, おけえすけ っ 
こけいくぇす くぇ おぇいぇくかなつぇくう う おぇすけ 
ぇおすうゃっく しなすさせょくうお くぇ きっしすくぇ-
すぇ こさっしぇ.”╆かけぉぇ, いぇゃうしす, くうとけ 
つけゃっておけ くっ けしすぇくぇ” っ おさぇすおうはす 
きせ おけきっくすぇさ くぇ きっょうえくうは しな-
ゃさっきっくっく こっえいぇあ. ╇ けとっ くっとけ 
ゅけ ょさぇいくう けすおさけゃっくけ – ょくっし こけ 
きっょううすっ しっ ゃけょはす ょっぉぇすう ぉっい 
しきうしかっくけしす, ぉっい いぇょなかぉけつっくけしす, 
しこけさけゃっ, ゃ おけうすけ おさっしかうゃけしすすぇ 
くぇょょっかはゃぇ くぇょ ぇさゅせきっくすうすっ.  
』っすっくっすけ う ╉くうゅぇすぇ いぇ ╀さぇ-

すけっゃ しぇ ]ゃはすけしす. ′ぇえ-ちっくくぇ-
すぇ しっきっえくぇ さはょおけしす  いぇ くっゅけ っ 
おくうゅぇ, けしすぇくぇかぇ けす せぉうすうは きせ 
こさっい 1923-すぇ ゅけょうくぇ  ゃせえつけ – 
おくうゅぇ けす 19-すう ゃっお: „〈けゃぇ っ きけ-
はすぇ さっかうおゃぇ!” ╉くうゅうすっ ゃ ょけきぇ 
くぇ ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ, おぇおすけ う 
こさっょこけかぇゅぇき, しぇ きくけゅけ – „ゃっつっ 
いぇょさなしすうたぇ ゃしうつおう しすぇう う きぇ-
いっすぇ.” ╆ぇすけゃぇ すけえ きうしかう ょぇ くぇ-
こさぇゃう ょぇさっくうっ, くぇえ-ゃっさけはすくけ, 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けぉとうくしおぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ. „〈けゃぇ っ くぇえ-ゃぇ-
あくうはす こさけぉかっき, おけえすけ きう けしすぇ-
ゃぇ ょぇ さってぇ”, しこけょっかは ╀さぇすけっゃ, 
おけっすけ くっ きせ こさっつう, けしゃっく おくう-
ゅうすっ, ょぇ つっすっ さっょけゃくけ う しすぇすうう 
ゃ うくすっさくっす.

80-ゅけょうてくうはす のぉうかっえ

′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ こけしさっとぇ 
しなし しっきっえしすゃけすけ しう くぇ 22 ぇゃ-
ゅせしす.╃ゃっ ょなとっさう う 4-きぇ ゃくせ-
ちう ゃくぇしはす さぇょけしす ゃ ゅけかはきけすけ 
きせ しっきっえしすゃけ, おなょっすけ うきぇ こけ-
すけきしすゃっくう きせいうおぇくすう. ╄ょくぇすぇ 
ょなとっさは っ こさっこけょぇゃぇすっかおぇ こけ 
こうぇくけ, ゅけかはきぇすぇ ゃくせつおぇ っ こう-
ぇくうしすおぇ,  こさっこけょぇゃぇすっか ゃ ′けゃ 
ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす, きせ-
いうおぇくす つっすゃなさすけ こけおけかっくうっ. 
„╀ぇとぇ きう ぉってっ しぇきけせお ちうゅせ-
かぇさ...”. ╀さぇすけっゃ うきぇ う ゃくせお 
うくあっくっさ, くぇしかっょくうお くぇ くっゅけ-
ゃぇすぇ こさけそっしうは. ╇ うきっ. ╇ けとっ 
っょうく – うくあっくっさ こけ おけきこのすなさ-
くう しうしすっきう. ′ぇえ-きぇかおぇすぇ せつう 
ゃ っいうおけゃぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ]すぇさぇ 

╆ぇゅけさぇ.
′ぇ すけゃぇ しっ さぇょゃぇす ょくっし しなし 

しなこさせゅぇすぇ ょゃぇきぇすぇ とぇしすかうゃう 
こっくしうけくっさう. „╀っい しなこさせゅぇすぇ 
くっ ぉうた ぉうか すけゃぇ, おけっすけ しなき. 〈は 
しっ けすおぇいぇ けす おぇさうっさぇ いぇさぇょう 
しっきっえしすゃけすけ, ぇ せつってっ いぇ うく-
あっくっさ”, しこけょっかは し ゅけさょけしす ′っ-
ょっかつけ ╀さぇすけっゃ.
〈けえ しなあぇかはゃぇ しっゅぇ しぇきけ いぇ 

っょくけ: ”╅うゃっは ゃ しすさぇくぇ, おけはすけ 
っ こなさゃっくっち ゃ しぇきけさぇいさせてぇゃぇ-
くっすけ.” – けくけゃぇ, おけっすけ こけしすうゅくぇ 
くぇてっすけ こけおけかっくうっ し すけかおけゃぇ 
すさせょ, ゃっつっ っ さぇいさせてっくけ... ╉けえ-
すけ けすさうつぇ すけゃぇ, すけえ くっ しかっょう 
う くっ こさういくぇゃぇ うしすうくぇすぇ いぇ くぇ-
てっすけ こぇょっくうっ, おぇいゃぇ ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ. ′け っ しうゅせさっく ゃ っょくけ 
– „┿さしっくぇか”, おけえすけ きせ ょぇゃぇ 
くぇえ-たせぉぇゃけすけ – せょけゃかっすゃけさっ-
くうっすけ けす さぇぉけすぇすぇ う こさけそっ-
しうけくぇかういきぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
こけょょなさあぇ しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ 
おぇいぇくかなつぇくう.         

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

╃-さ 〈けょけさ 』けぉぇくけゃ - いぇき.-きうくうしすなさ くぇ おせかすせさぇすぇ. 
』けぉぇくけゃ っ さけょっく こさっい 1977 ゅ. ╆ぇゃなさてゃぇ ぇさたっけかけゅうは 
ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす “]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう” 
こさっい 2001 ゅ., ぇ こさっい 2008 ゅ. いぇとうすぇゃぇ ょけおすけさしおぇ 
すうすかぇ こけ しこっちうぇかくけしすすぇ. ‶さっい 2005 ゅ. こさっきうくぇゃぇ 
おせさし こけ “╀けさぉぇ し こさっしすなこかっくうはすぇ しさっとせ おせかすせさくけすけ 
くぇしかっょしすゃけ” おなき ╄ゃさけこけか.
¨す 2003 ょけ 2004 ゅ. さぇぉけすう おぇすけ ゅかぇゃっく っおしこっさす ゃ 
ょうさっおちうは “╇いこなかくうすっかくぇ ぇゅっくちうは – こさけゅさぇきぇ 《┿[” 
ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ う ぉかぇ
ゅけせしすさけえしすゃけすけ. ╁ こっさうけょぇ 2004 – 2007 ゅ. っ くぇつぇか
くうお くぇ うくしこっおすけさぇすぇ いぇ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ おなき 
′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ いぇ きせいっう, ゅぇかっさうう う ういけぉさぇいう
すっかくけ ういおせしすゃけ おなき ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ.
¨す のくう 2007 ゅ. さぇぉけすう おぇすけ っおしこっさす, つかっく くぇ こけしすけ

╆ぇきっしすくうお-きうくうしすなさなす くぇ おせかすせさぇすぇ 〈けょけさ 』けぉぇくけゃ こけしっすう ╋っゅぇかうすぇ おさぇえ しっかけ ╀せいけゃ-
ゅさぇょ, けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ういうすぇすぇ きせ, くぇこさぇゃっくぇ しぇきけ ょくう こさっょう っしっくくけすけ さぇゃくけょっく-

しすゃうっ, ぉっ こけ こけおぇくぇ くぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.  
╆ぇき.-きうくうしすなさなす う こさうょさせあぇゃぇとうすっ ゅけ かうちぇ ぉはたぇ こけしさっとくぇすう くぇ ]かなくつっゃぇすぇ ゃさぇすぇ けす 

きっしすくうすっ たけさぇ し ゃないしすぇくけゃおぇ くぇ しすぇさ すさぇおうえしおう さうすせぇか. „‶さぇゃうすっかしすゃけすけ とっ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ すけいう すさぇおうえしおう こぇきっすくうお ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ つぇしす けす くぇえ-こけしっとぇゃぇくうすっ すせさうしすうつっ-
しおうすっ けぉっおすう ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇさっすっ”, いぇはゃう 』けぉぇくけゃ こさっょ ぉせいけゃゅさぇょつぇくう. „′け けしくけゃっく うゅさぇつ 
いぇ さぇいゃうすうっ くぇ おせかすせさくうは すせさういなき しぇ けぉとうくうすっ う すっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす しっさうけいくけ う きくけゅけ 
ぇくゅぇあうさぇくけ こけ すっきぇすぇ, けとっ こけゃっつっ, つっ ゃ かうちっすけ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ うきぇす ょけぉなさ こぇさすくぬけさ”, 
ういすなおくぇ いぇき.-きうくうしすなさなす.
¨ぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ しなけぉとう, つっ うょっはすぇ っ いっきかうとっすけ くぇ すさぇおうえしおけすけ しゃっすう-

かうとっ ょぇ ぉなょっ けぉけしけぉっくけ おぇすけ こぇさちっか, おけっすけ くはきぇ ょぇ っ かっしくけ, すなえ おぇすけ すけ っ つぇしす けす ゅけさしおう そけくょ.
] っょうく けす くぇえ-きかぇょうすっ いぇき.-きうくうしすさう ゃ こさぇゃうすっかしすゃけすけ さぇいゅけゃぇさは ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ.

╂-く 』けぉぇくけゃ, おぇすけ こさっょしすぇ
ゃうすっか 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, とっ しなょっえしす
ゃぇすっ かう ╋っゅぇかうすぇ くぇょ ╀せ
いけゃゅさぇょ ょぇ しすぇくっ こぇきっすくうお 
くぇ おせかすせさぇすぇ, おぇおゃぇすけ うょっは 
ゃないくうおくぇ くぇ きっしすくけ くうゃけ?
- [ぇいぉうさぇ しっ, ゃしはつっしおう とっ 

こけょこけきけゅくっき すぇおうゃぇ ょっえしすゃうは. 
′うっ うきぇきっ けゅさけきくぇすぇ ゃけかは ちっ
かうはす さっゅうけく すせお ょぇ ぉなょっ ちっくすなさ 
くぇ おせかすせさくうは すせさういなき, いぇとけすけ 
うきぇ ゃしうつおう くっけぉたけょうきう こさっょ
こけしすぇゃおう いぇ すけゃぇ. 
╇ょゃぇき いぇ こさなゃ くぇ すけいう ╋っ

ゅぇかうす, くけ くはきぇ ょぇ おさうは, つっ けす 
ゅけょうくう しなき しかせてぇか きくけゅけ けす 
おけかっゅう – ╁ぇかっさうは 《けか う ょさせゅう, 
くけ こけ くはおぇおゃぇ こさうつうくぇ こさけしすけ 
くっ ぉはた うょゃぇか すせお. ′うっ すさはぉゃぇ 
ょぇ くぇこさぇゃうき けす くぇてぇ しすさぇくぇ 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ ょぇ けこぇいうき う 
こけおぇいゃぇきっ ょけぉさっ くぇてうすっ おせか
すせさくう ちっくくけしすう. ╇ ょぇ くぇこさぇゃうき 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ すせさういきなす, 
おけえすけ っ しゃなさいぇく し すっいう ちっく
くけしすう, ょぇ くう くけしう さぇいゃうすうっ う 
こさけしこっさうすっす. ╆ぇとけすけ すせさういきなす 
っ きくけゅけ たせぉぇゃ ぉういくっし – こさけょぇ
ゃぇて おせかすせさぇすぇ, ちっくくけしすうすっ しう, 
すぇおぇ つっ こけおぇいゃぇて けくけゃぇ, おけっ
すけ しう ょぇか くぇ つけゃっておぇすぇ ちうゃう
かういぇちうは. 】っ くぇこさぇゃうき ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ, おけっすけ っ こけ しうかうすっ 
くう, すけいう ╋っゅぇかうす ょぇ しすぇくっ けとっ 
こけ-こけこせかはさっく う こけ-こけしっとぇゃぇく, 
くけ うしおぇき ょぇ こけょつっさすぇは, つっ すせお 
さけかはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす っ うい
おかのつうすっかくけ ゃぇあくぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
し ういおかのつうすっかくけすけ ゃくうきぇくうっ う 
しなょっえしすゃうっ くぇ おきっすけゃっすっ. ╀っい 
すけゃぇ くぇてうすっ ょけぉさう くぇきっさっくうは, 
おぇすけ ょなさあぇゃぇ, しぇ くっゃないきけあくう. 
╁ ╄] うきっくくけ おきっすなす う ¨ぉとう

くぇすぇ しぇ けしくけゃくうすっ ょゃうゅぇすっかう. 
- ╉ぇお おぇすけ しこっちうぇかうしす, 

ょけおすけさ こけ ぇさたっけかけゅうは, けこ
さっょっかはすっ きはしすけすけ くぇ ╋っ
ゅぇかうすぇ くぇょ ╀せいけゃゅさぇょ おぇすけ 
うしすけさうつっしおぇ ちっくくけしす?
╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ う ょさせゅう ]かなく

つっゃう ゃさぇすう, くけ すぇいう ゃっさけはすくけ っ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ う くぇえ-こさっょしすぇ
ゃうすっかくぇすぇ. ′っ っ しかせつぇえくけ, つっ 
すせお しっ くぇきうさぇ はょさけすけ くぇ ¨ょさう
しおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. 〈けゃぇ しぇ ぉうかう いぇ 
すさぇおうすっ きくけゅけ しゃっとっくう きっしすぇ, 
すったくうすっ ゅさぇょけゃっ, こけしっかっくうは, ぇ 

ゃ ちっかうは さっゅうけく すせお うきぇ すぇおうゃぇ 
せくうおぇかくう おせかすせさくう ちっくくけしすう う 
すったくうはす こけすっくちうぇか すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ ういこけかいゃぇ ゃ くぇえ-こなかくぇ しすっ
こっく. 〈けゃぇ, さぇいぉうさぇ しっ, いぇゃうしう 
くぇえ-ゃっつっ けす きっしすくうすっ けぉとくけ
しすう, いぇとけすけ, きぇおぇさ う ょなさあぇ
ゃぇすぇ ょぇ うきぇ けゅさけきくう ゃないきけあ
くけしすう ょぇ こけょこけきぇゅぇ ゃしはつっしおう 
さぇいゃうすうっすけ くぇ おせかすせさぇすぇ う おせか
すせさくうはす すせさういなき, ゃ ╄] けしくけゃっく 
„うゅさぇつ” ゃ おせかすせさくうは すせさういなき しぇ 
うきっくくけ けぉとうくうすっ う さっゅうけくうすっ. 
╆ぇ ょぇ うきぇ せしこってっく おせかすせさっく 
すせさういなき ゃ さっゅうけくぇ, けぉとうくうすっ 
う さっゅうけくうすっ しかっょゃぇ ょぇ こさっょ
こさうっきぇす けぉとう ょっえしすゃうは. ╆ぇ ょぇ 
うきぇ せしこってっく おせかすせさっく すせさういなき 
ゃ さっゅうけくぇ, ゃしうつおう けぉとうくう すせお 
すさはぉゃぇ ょぇ こさうけさうすういうさぇす すせさう
いきぇ おぇすけ しゃけは けしくけゃくぇ いぇょぇつぇ. 
╆ぇ くぇし, おぇすけ ょなさあぇゃぇ, っ ゃぇあくけ, 
つっ くっけぉたけょうきぇすぇ いぇ すせさういきぇ 
ょなさあぇゃくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ – ゃっつっ ‶けょぉぇかおぇくしおう
はす こなす っ ゃ けすかうつくけ しなしすけはくうっ, 
しなゃしっき しおけさけ きぇゅうしすさぇかぇ „〈さぇ
おうは” しなとけ とっ ぉなょっ いぇゃなさてっ
くぇ, ぇ すは とっ こさけゃっあょぇ たけさぇ けす 

]けそうは ょけ きけさっすけ う けぉさぇすくけ, 
すぇおぇ つっ こけすけおなす けす たけさぇ きけあっ 
ょぇ きうくぇゃぇ かっしくけ おなき ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ う ╉ぇいぇくかなお.〈けゃぇ, おけっすけ 
けしすぇゃぇ けとっ, っ いぇょぇつぇ ういおかのつう
すっかくけ くぇ きっしすくうすっ けぉとくけしすう – 
ゃしうつおう すっいう けぉっおすう すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす ゃ けすかうつくけ しなしすけはくうっ, いぇ 

ょぇ ぉなょぇす こさうゃかっおぇすっかくう う ょぇ 
さぇょゃぇす すせさうしすうすっ. ]きはすぇき, つっ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇえ-ゅけかっきう
はす こさけぉかっき っ ゃしっ けとっ こさけょなか
あぇゃぇとけすけ かけてけ しなしすけはくうっ くぇ 
つぇしす けす せくうおぇかくうすっ ゅさけぉくうちう, 
おけうすけ しっ くぇきうさぇす ゃ ╃けかうくぇすぇ 
くぇ ちぇさっすっ. 〈けゃぇ, おけっすけ くうっ くぇ
こさぇゃうたきっ くぇこけしかっょなお, おぇすけ ょっ
きけくしすさぇちうは くぇ さってうきけしすすぇ くぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ, っ, つっ ゃこうしぇたきっ 
╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ 
おぇすけ っょうく けす 35-すっ けぉっおすぇ し くぇ
ちうけくぇかくけ おせかすせさくけ いくぇつっくうっ. 
〈けゃぇ, おけっすけ くっ ぉってっ くぇこさぇゃっ
くけ, くうっ ゅけ くぇこさぇゃうたきっ. ′け けつ
ぇおゃぇき ょぇ ゃうょは う こけ-おけくおさっすくう 
ょっえしすゃうは けす きっしすくうすっ ゃかぇしすう. 
╇しおぇ きう しっ ょぇ ゃうょは っょくぇ くけゃぇ 
けぉとうくしおぇ こけかうすうおぇ う さっゅう
けくぇかくぇ, いぇとけすけ, ゃしっ こぇお, くっ 
ぉうゃぇ ょぇ しっ いぇぉさぇゃは, つっ くぇぉかういけ 
こさっきうくぇゃぇす ゅけかっきう すせさうしすうつっ
しおう こけすけちう, ぇ ゃぇてぇ いぇょぇつぇ っ ょぇ 
ゅう ょけおぇさぇすっ すせお, ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
╃けかうくぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ う ょぇ 
ゅう いぇこけいくぇっすっ し すぇいう ょさっゃくぇ 
すさぇおうえしおぇ しゃっすうくは. - ╇きぇてっ 
うょっは ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえ

しおうすっ ちぇさっ ょぇ ぉなょっ ゃこうしぇくぇ 
おぇすけ っょうくっく けぉっおす ゃ ]ゃっすけゃ
くけすけ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ 
くぇ ぃ′╄]╉¨?
〉ぉっょっく しなき, つっ ╃けかうくぇすぇ うきぇ 

こけすっくちうぇか いぇ すけゃぇ, くけ いぇ ょぇ 
しすぇくっ ゃないきけあくけ, すっいう けぉっおすう 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす ゃ けすかうつくけ しなし

すけはくうっ. ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ, おぇすけ 
ょけえょっ きけくうすけさうくゅなす  くぇ きはしすけ, 
おけえすけ ゃいうきぇ さってっくうっすけ, おけゅぇすけ 
ょけえょっ うくしこっおすけさなす  ょぇ くぇこう
てっ しゃけは ょけおかぇょ いぇ おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ けぉっおすうすっ, くうっ すさはぉゃぇ ょぇ ゅう 
さぇいゃっょっき こけ っょくう こけょょなさあぇくう 
けぉっおすう.

 ╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ
そぇく ╃ぇきはくけゃ せこさっおくぇ くぇ 
しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇしおけさけ ょっこせすぇすぇ けす ╂╄[╀ 
╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ, つっ いぇさぇ
ょう  くっゅけゃけ こうすぇくっ ゃ ′ぇさけょ
くけすけ しなぉさぇくうっ しぇ しこさっかう 
ょっえしすゃうはすぇ こけ こさけっおすぇ „]っ
ゃすけこけかうし”. ╉ぇお ゅかっょぇ しっゅぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ くぇ すけいう こさけっおす?
‶さけっおすなす „]っゃすけこけかうし”, おけえすけ 

しっ かぇくしうさぇ けす ういゃっしすくけ ゃさっきっ, 
いぇ しけちうぇかういぇちうは う ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ っょくけ けゅさけきくけ しなけさなあっくうっ, 
おけっすけ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく ょぇ こけい
ゃけかう ょけしすなこぇ ょけ ぇさたっけかけゅうつっ
しおうすっ しすさせおすせさう, っ かのぉけこうすっく 
ょっえしすゃうすっかくけ, おさうっ しゃけは つぇさ 
う さけきぇくすうおぇ, くけ しっ けつっさすぇゃぇす 
くはおけかおけ きくけゅけ しっさうけいくう ゃな
こさけしぇ. ¨しゃっく ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, 
すけゃぇ っ うおけくけきうつっしおう こさけっおす う 
っ ゃぇあくけ, うきぇ かう あっかぇっとう, おけう
すけ ょぇ うくゃっしすうさぇす ゃ すけゃぇ しなけさな
あっくうっ, いぇとけすけ すけ っ こさっおぇかっくけ 
きぇとぇぉくけ, おぇおすけ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお, すぇおぇ う いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ょなさあぇゃぇ. ╇ょゃぇ う しかっょゃぇとうはす 
ゃなこさけし – おぇおゃぇ とっ っ ゃないゃさぇとぇ
っきけしすすぇ? – ょぇ くっ しっ けおぇあっ, つっ 
ういたぇさつゃぇきっ くはおぇおゃう けゅさけきくう 
さっしせさしう いぇ くっとけ, おけっすけ くはきぇ 
ょぇ ゅう ゃなさくっ けぉさぇすくけ. ╆ぇ くぇし, 
おぇすけ せつっくう, ぇい くっ おさうは おぇすけ 
ぇさたっけかけゅ しゃけは しおっこすうちういなき けす 
そぇおすぇ, つっ ゃしなとくけしす ょけかせ, こけょ 
はいけゃうさぇ, くっ っ けしすぇくぇかけ けとっ 
おけえ いくぇっ おぇおゃけ. ¨とっ ゃ たけょぇ くぇ 
さぇいおけこおうすっ しっ っ せしすぇくけゃうかけ, 
つっ ]っゃすけこけかうし, くぇえ-ゃっさけはすくけ  
っ ぉうか さぇいさせてっく. ╁ さっいせかすぇす 
くぇ くはおぇおゃぇ ゃけえくぇ, いぇ おけはすけ しっ 
しこけさう おぇおゃぇ っ, くけ っ そぇおす, つっ 
]っゃすけこけかうし っ いぇゅうくぇか う しぇきけ
すけ きせ いぇゅうゃぇくっ っ しゃなさいぇくけ し 
くっゅけゃけすけ さぇいさせてぇゃぇくっ. 〈ぇおぇ 
つっ, すけゃぇ, おけっすけ しっ っ けすおさうかけ けす 
]っゃすけこけかうし, しなゃしっき くっ っ すぇいう 
ぉかはしおぇゃぇ ゃうしけすぇ くぇ すさぇおうえしおけ
すけ ういおせしすゃけ, おぇおゃぇすけ ゃうあょぇきっ ゃ 
すさぇおうえしおうすっ ゅさけぉくうちう, くぇこさう
きっさ. 〈ぇおぇ, つっ いぇこぇいっくけしすすぇ くぇ 
ぇさたっけかけゅうつっしおうすっ しすさせおすせさう くぇ 
]っゃすけこけかうし ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
くっ けこさぇゃょぇゃぇ けゅさけきくぇすぇ うく
ゃっしすうちうは. ┿い くはきぇき くうとけ こさけ
すうゃ こさけっおすなす ょぇ しっ さっぇかういうさぇ 
う とっ ゅけ こけょおさっこはき ゃしはつっしおう, 
くけ しすうゅぇ ょぇ ょけえょっ うくゃっしすうすけさ, 
おけえすけ ょぇ おぇあっ: ゃぇょうき すっいう くっ
けぉたけょうきう しさっょしすゃぇ, きうかうけくう, 
いぇ ょぇ さっぇかういうさぇきっ こさけっおすぇ. 
′け きけはすぇ うしすうくしおぇ すさっゃけゅぇ う 
ゅさうあぇ っ いぇ すっいう ゃっかうおけかっこくう 
ゅさけぉくうちう, いぇ すっいう てっょぬけゃさう くぇ 
すさぇおうえしおけすけ ういおせしすゃけ, おけうすけ 
ゃっつっ ょっしっすうかっすうは こさっおぇさゃぇす ゃ 
っょくけ すっあおけ ぇゃぇさうえくけ しなしすけは
くうっ. ╇ いぇ おけうすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお すさはぉゃぇてっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っ
ゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ”. ╁けょうたきっ 
すぇおうゃぇ さぇいゅけゃけさう う いぇ きけっ けゅ
さけきくけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ, ゃなこさっおう 
こけょおさっこぇすぇ 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 すぇおなゃ こさけっおす, 
いぇとけすけ くうっ けす しぇきけすけ くぇつぇかけ 
ょぇょけたきっ こなかくぇ こけょおさっこぇ くぇ 
おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, すけえ ょぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ, すけゃぇ くっ ぉってっ 
くぇこさぇゃっくけ. ╃なさあぇゃぇすぇ, ゃけょっくぇ 

っょうくしすゃっくけ けす せぉっょっくけしすすぇ, つっ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさぇゃう くっけぉ
たけょうきけすけ, おぇくょうょぇすしすゃぇ しぇきけ いぇ 
ゅさけぉくうちぇすぇ 【せてきぇくっち う こさけ
っおすなす ぉってっ しこっつっかっく. 〉ゃっさはゃぇき 
ゃう, つっ すけいう けぉっおす とっ ぉなょっ こさう
ゃっょっく ゃ くっけぉたけょうきけすすけ しなしすけは
くうっ. ′け – こけょつっさすぇゃぇき – すけゃぇ しぇ 
しおぇつっくう しなょけゃっ – くっ きけあっ ょゃっ 
けす ゅさけぉくうちうすっ ょぇ ぉなょぇす ゃ ょけぉさけ 
しなしすけはくうっ, ぇ けしすぇくぇかうすっ ょぇ ぉな
ょぇす ゃ かけてけ.  
- ╂-く 』けぉぇくけゃ, うきっくくけ こけ 

すけいう ゃなこさけし くぇこけしかっょなお 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ゃけょう っょうく 
しこけさ けすくけしくけ そぇおすぇ, つっ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ こけょぇょっ 
こさけっおす こけ こさけゅさぇきぇ „[っゅう
けくぇかくけ さぇいゃうすうっ” いぇ ╃けかう
くぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ. 
╇いすなおゃぇす しっ さぇいかうつくう こさう
つうくう いぇ すけゃぇ, ゃおかのつうすっかくけ 
う すけゃぇ, つっ しぇきけ こさっょう ょくう 
おきっすなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
けぉはしくう こさっょ あせさくぇかうしすう, 
つっ かうこしゃぇす しゃけぉけょくう っおうこう 
けす しこっちうぇかうしすう, おけうすけ ょぇ 
さぇいさぇぉけすはす こさけっおすぇ. ╁ぇてっ
すけ けぉはしくっくうっ?
╀なかゅぇさうは っ っょくぇ けす ょなさあぇゃう

すっ し ゅけかはき しけぉしすゃっく おぇこぇちうすっす 
いぇ ょっえくけしすう こけ おせかすせさくけすけ くぇ
しかっょしすゃけ. ╀なかゅぇさしおう さっしすぇゃさぇ
すけさう, くぇこさうきっさ, ちっかけゅけょうてくけ 
さぇぉけすはす ゃ ╇すぇかうは, ゃ ]┿】, うきぇ
きっ こけくっ 10 すけこ っおしこっさすう ゃ ╀なか
ゅぇさうは し けゅさけきっく しゃっすけゃっく けこうす, 
おけうすけ きくけゅけ かっしくけ う ぉなさいけ 
きけゅぇす ょぇ さぇいさぇぉけすはす こさけっおすぇ, 
しすうゅぇ ょぇ うきぇ ゃけかは けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ こけょゅけすゃう くっけぉたけ
ょうきうは こさけっおす. ╃ぇ しっ けこさぇゃょぇゃぇ 
くはおけえ し かうこしぇ くぇ おぇこぇちうちっす, 
いぇ きっく っ くっしっさうけいくけ. ¨とっ こけ
ゃっつっ, つっ くうっ, けす ╋うくうしすっさしすゃけ
すけ くぇ おせかすせさぇすぇ, ゃうくぇゅう しきっ 
ぉうかう くぇしさっとぇ う, ぇおけ くう ぉってっ 
こけしすぇゃっく すけいう ゃなこさけし けす ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ょぇ こけきけゅくっき 
ゃ さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ, 
ぉっい おけかっぉぇくうっ とはたきっ ょぇ ゅけ くぇ
こさぇゃうき くぇつぇしぇ, いぇとけすけ すけゃぇ しぇ 
けぉっおすう けす しゃっすけゃくけ いくぇつっくうっ. 
╆ぇ すけゃぇ ゅけゃけさうき いぇ ゃおかのつゃぇくっ 
ゃ かうしすぇすぇ くぇ ]ゃっすけゃくけすけ おせか
すせさくけ くぇしかっょしすゃけ くぇ ぃ′╄]╉¨ 
– こけ っょくぇ こさけしすぇ こさうつうくぇ – すっ 
しぇ せくうおぇかくう! ′うっ とはたきっ, ぇおけ 
ぉはたきっ こけすなさしっくう, いぇっょくけ し ¨ぉ
とうくぇすぇ, ょぇ こさうゃっょっき ╃けかうくぇ
すぇ ゃ くっけぉたけょうきけすけ しなしすけはくうっ, 
ぇ すけゃぇ くっ しっ しかせつう う ょけさう くっ 
くう ぉってっ こけしすぇゃっく すけいう ゃなこさけし. 
┿おけ しぇきけ ぉってっ こけしすぇゃっく, くうっ 
くぇつぇしぇ とはたきっ ょぇ けすおかうおくっき 
しなし しこっちうぇかうしすう, ょけさう けす しうし
すっきぇすぇ くぇ さっゅうけくぇかくうすっ きせいっう, 
おけうすけ ゃしはつっしおう ょぇ こけきけゅくぇす. 
′け けとっ ゃっょくなあ おぇいゃぇき – くうっ くっ 
こけかせつうたきっ すぇおなゃ いけゃ いぇ こけきけと 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ おけえ
すけ ょぇ さっぇゅうさぇきっ. ╃け こけしかっょくけ 
ぉはたきっ し せぉっょっくけしすすぇ, つっ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ おぇくょうょぇす
しすゃぇ こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ 
„[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ”. 〈けゃぇ 
っ けゅさけきっく こさけこせしくぇす てぇくし いぇ 
╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇさっすっ. 〈せお しなき 
ょかなあっく ょぇ おぇあぇ, つっ すっいう こさけ
ゅさぇきう とっ しっ こけゃすけさはす, とっ うきぇ 
う ょさせゅう てぇくしけゃっ う っょくぇ きっしすくぇ 
ゃかぇしす, おけはすけ うきぇ さってうきけしす ょぇ 
さってぇゃぇ すっいう こさけぉかっきう, きけあっ 
きくけゅけ ぉなさいけ ょぇ ういかっいっ けす すぇおぇ 
しないょぇかぇすぇ しっ しうすせぇちうは.                              

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
╇いこけかいゃぇくう しぇ う ゃなこさけしう 

くぇ 〈╁ ╄ゃさけこぇ 

はくくぇすぇ きっあょせゃっょけきしすゃっくぇ さぇぉけすくぇ ゅさせこぇ おなき ╁なさたけゃくぇすぇ おぇしぇちうけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ.

╃ゃっすっ おくうゅう くぇ ╀さぇすけっゃ

╋っゅぇかうすなす くぇょ ╀せいけゃゅさぇょ

しく. ╇. ╀けくっゃ
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╇しあおけすけち ぁとねとすけのかう:

〉】╋╊〉 〉¨ ╊ [〈╊【, [《‶【《 ╉╅ ╊ 
〉╅╉ ╉『╊╆〉¨【╊ 【╊〈¨ 〉╅ ╉╊〉っ

｠『《〉¨[╅
¨おさなあくぇ こさけおせさぇすせさぇ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ  けしすぇゃう ぉっい せゃぇあっ-

くうっ あぇかぉぇすぇ くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, 
こさけすうゃ こけしすぇくけゃかっくうっ くぇ [ぇえけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ – ╉ぇいぇくかなお  
けす 06.07.2011ゅ., いぇ けすおぇい ょぇ しっ けぉさぇいせゃぇ くぇおぇいぇすっかくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, ゃなゃ ゃさないおぇ し かうこしう くぇ ょゃうあうきう ゃっとう ょなさあぇゃ-
くぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ しすけえくけしす 109 624, 10 かゃ., おけくしすぇすうさぇくう 
こさう くぇいくぇつっくぇ し くっゅけゃぇ いぇこけゃっょ うくゃっくすぇさういぇちうは くぇ ┿ょきう-
くうしすさぇすうゃくけ – ぉうすけゃぇ しゅさぇょぇ „╀せいかせょあぇ” う ╃けき こぇきっすくうお 

„╀せいかせょあぇ”. ‶さっょう ょゃぇ きっしっちぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか  しっいうさぇ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ いぇ しなしすけはくう-
っすけ くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╀せいかせょあぇ う せしすぇくけゃっくうすっ かうこしう すぇき. 
╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇくぇ はしくけ, つっ ╀]‶ とっ しすぇさすうさぇ ′ぇちうけくぇかくぇ ょぇさうすっかしおぇ おぇきこぇくうは いぇ 

おけくしっさゃぇちうは う しなたさぇくはゃぇくっ くぇ ╃けき こぇきっすくうおぇ くぇ ゃさなた ╀せいかせょあぇ. 〈けゃぇ きけあっ ょぇ しすぇくっ しぇきけ 
しかっょ さってっくうっ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす いぇ こさったゃなさかはくっ くぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ, こさうこけきくう ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ かうょっさなす くぇ こぇさすうはすぇ ]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ. ╁ きけきっくすぇ しすぇこぇくうく くぇ つうくうはすぇ っ ょなさあぇゃぇ-
すぇ う ゃ つぇしすくけしす けぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╊うょっさなす くぇ しけちうぇかうしすうすっ ぉってっ おぇすっゅけさうつっく, つっ おぇきこぇくうはすぇ いぇ しなぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ とっ 

しすぇさすうさぇ しぇきけ こさう っょくけ せしかけゃうっ- „ぇおけ ╋うくうしすっさしおうはす しなゃっす ゃいっきっ すぇおけゃぇ さってっくうっ う くうっ 
ゅけ ゃうょうき, いぇとけすけ ゃしはおぇ こさうおぇいおぇ くぇ しっゅぇてくうすっ せこさぇゃかはゃぇとう しなき しゃうおくぇか ょぇ こさうっきぇき し 
っょくけ くぇせき“.
‶け こけゃけょ けすこさぇゃっくうすっ おさうすうおう けす こさっきうっさぇ ╀けさうしけゃ, つっ しけちうぇかうしすうすっ くっ しぇ こけかぇゅぇかう 

ょけしすぇすなつくけ ゅさうあう いぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╀せいかせょあぇ, ]すぇくうてっゃ けすゅけゃけさう すぇおぇ:“╇しおぇき ょぇ きせ こさう-
こけきくは っょくけ くっとけ:ぇい いぇ ょなさあぇゃくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす しなき しっ ゅさうあうか きくけゅけ こけ-ょけぉさっ けす くっゅけ. 
╇しおぇき, おけゅぇすけ すけえ しう すさなゅゃぇ おぇすけ きうくうしすなさ こさっょしっょぇすっか, ょぇ けしすぇゃう 8 きうかうぇさょぇ う 200 きかく. 
かっゃぇ そうしおぇかっく さっいっさゃ, おぇおすけ きせ けしすぇゃうた ぇい. ╃ぇ けしすぇゃう ょなさあぇゃくうは ょなかゅ くぇ 15% けす ぉさせすくうは 
ゃなすさってっく こさけょせおす, ぇ くっ ょぇ くう けしすぇゃう ょなかゅ けす 20-25% し くはおけかおけ きうかうぇさょぇ いぇょかなあくはゃぇくっ けす 
ゃしうつおう ぉなかゅぇさう“. ‶け ょぇくくう くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ つっすうさうきぇ しぇ おぇくょう-
ょぇすうすっ ょぇ しすぇくぇす しけぉしすゃっくうちう くぇ つうくうはすぇ. ╁なこさっおう つっ っ くぇ こなす ょぇ しっ さぇいょっかう し うきけすぇ, けぉ-
かぇしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは っ こさっょこさうっかぇ きっさおう ょぇ けぉっいけこぇしう さぇえけくぇ. [ぇいさぇぉけすっく っ こさけっおす, 
おけえすけ っ ゃくっしっく いぇ けょけぉさっくうっ う そうくぇくしうさぇくっ けす きっあょせゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは こけ ぉっょしすゃうは 
う ぇゃぇさうう おなき ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす. 

650 こさけゃっさおう ゃなゃ そうさきう けす さっゅうけくぇ しぇ くぇこさぇゃうかう しぇきけ 
いぇ すさうすっ かっすくう きっしっちぇ / のくう, のかう う ぇゃゅせしす/  しかせあうすっ-

かうすっ けす ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 132 けす すはた しぇ 
こさけせつゃぇくうは くぇ あぇかぉう う しうゅくぇかう くぇ さぇぉけすくうちう しさっとせ くっおけ-
さっおすくう さぇぉけすけょぇすっかう.
〉しすぇくけゃっくうすっ くぇさせてっくうは くぇ すさせょけゃけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ 

しぇ 4133.
╁ つぇしす けす しかせつぇうすっ しかせあうすっかうすっ くぇ ╇くしこっおちうはすぇ しぇ さぇぉけ-

すうかう しなゃきっしすくけ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ょさせゅう うくしすうすせちうう, しさっょ 
おけうすけ う ′┿‶. 『っかすぇ っ ょぇ こけゃうてう っそっおすうゃくけしすすぇ くぇ こさけ-
ゃっさおうすっ う ょぇ しっ くぇきぇかう おけさせこちうけくくうは くぇすうしお けす しすさぇくぇ くぇ 
くぇさせてうすっかうすっ, けぉはしくう ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ けす ╇くしこっおちうはすぇ こけ 
すさせょぇ.
╋ぇおぇさ う こけ-きぇかおけ けす こさっょたけょくうすっ, くけ こなお きくけゅけ しっさうけいくう 

う すっあおう ぉうかう せしすぇくけゃっくうすっ くぇさせてっくうは くぇ すさせょけゃうすっ こさぇゃけけすくけてっくうは. ‶け せしすぇくけゃっくうすっ 
くぇさせてっくうは しぇ しなしすぇゃっくう 292 ぇおすぇ, ぇ いぇ けしすぇくぇかうすっ - こさっょこうしぇくうは. ╁かっいかうすっ こけ すはた ゃ しうかぇ 
くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは しぇ いぇ 130 888 かゃ.

╋ぇえおう ういかういぇす くぇ こさけすっしす くぇ 1 けおすけき-
ゃさう. ‶さうつうくぇすぇ - うしおぇす せゃっかうつっくうっ 

くぇ ょっすしおうすっ くぇょぉぇゃおう う きぇえつうくしすゃけすけ. 
]こけさっょ さけょうすっかうすっ, とけき っ けしうゅせさっくけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇ-
こかぇすぇ, ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ ゃょうゅくぇす う くぇょ-
ぉぇゃおうすっ. [けょうすっかうすっ とっ くぇしすけはゃぇす けとっ 
すぇおしぇすぇ いぇ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう ょぇ いぇゃうしう 
けす さぇいきっさぇ くぇ ょっすしおうすっ くぇょぉぇゃおう. ╇しおぇす 
う こけ-ゃうしけおう けぉっいとっすっくうは いぇ ぉっいさぇぉけすくう 
う しぇきけすくう さけょうすっかう, おぇおすけ う ぉっいこかぇすくう 
せつっぉくうちう いぇ ゃしうつおう おかぇしけゃっ いぇ ょっちぇすぇ し 
せゃさっあょぇくうは. 
‶さけすっしすうすっ くぇ さけょうすっかうすっ とっ ぉなょぇす 

こさっょ しゅさぇょうすっ くぇ けぉとうくうすっ ゃ こけ-ゅけかっきう-
すっ ゅさぇょけゃっ. ′っょけゃけかくうすっ さけょうすっかう ゃっつっ 

╆けくせかつひて せか てひちたけ たちあくせけ にそおそうか け たそたとしけくひす. ╉そつてそこせけてか せか けつさあて おあ つあ たあちてけこせそ くあうけつけすけ.

‶さけそっしうけくぇかくぇ ゃういうすおぇ: 
51 ゅけょうてっく, ゃないこうすぇくうお くぇ 

〈せかしおうは こけかうすったくうつっしおう せくう-
ゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす „こけかう-
ゅけくくう せしすぇくけゃおう”. ‶けしすなこゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” こさっい 1986 ゅけょうくぇ 
おぇすけ すったくけかけゅ ゃ いぇゃけょぇ ゃ 【っえ-
くけゃけ. ‶けしかっ しすぇゃぇ くぇつぇかくうお 
ちった, ぇ しかっょ ゅけょうくう う ょうさっおすけさ 
くぇ いぇゃけょぇ. ╁こけしかっょしすゃうっ しかっょ 
こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ 【っえくけゃしおけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか” 
しすぇゃぇ いぇき. ょうさっおすけさ くぇ ╉けき-
こかっおし 1, こけしかっ う ょうさっおすけさ  おけき-
こかっおし. ̈ す ょゃっ ゅけょうくう っ さなおけゃけ-
ょうすっか „〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ”, 
おなき 〈ったくうつっしおぇすぇ ょうさっおちうは くぇ 
„┿さしっくぇか”. ╆ぇくうきぇゃぇ しっ し せこさぇ-

ゃかっくうっすけ う おけくすさけかぇ ゃなさたせ 
くけゃうすっ さぇいさぇぉけすおう ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ ゃなけさなあっくうっすけ, こけょゅけすゃは う 
せつぇしすうっすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ さぇい-
かうつくう すったくうつっしおう ういかけあっくうは. 
〈けえ っ しさっょ せつぇしすくうちうすっ, そうくぇ-
かういうさぇかう っょくぇ けす くぇえ-せしこって-
くうすっ しょっかおう いぇ „┿さしっくぇか” ゃ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう - うくょうえしおぇすぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ しかせあっぉくうすっ 

しう ぇくゅぇあうきっくすう, こさっけすおさうゃぇ 
ゃすけさぇすぇ くぇえ-きくけゅけかのょくぇ しすさぇ-
くぇ ゃ しゃっすぇ. 
 ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ. 
╇きっすけ きせ くっ しっ くせあょぇっ けす 

こけはしくっくうは. ╆くぇはす ゅけ. ╁なゃ そうさ-
きぇすぇ. ╇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′っ しぇきけ 
いぇとけすけ ちっかうはす しう しないくぇすっかっく 
あうゃけす っ こけしゃっすうか くぇ „┿さしっくぇか”, 
ぇ いぇとけすけ いぇ 25-すっ ゅけょうくう, こけし-
ゃっすっくう くぇ そうさきぇすぇ, くぇ こさぇおすう-

おぇ っ ういおぇつうか ちはかぇすぇ しすなかぉうつおぇ 
ゃ おぇさうっさぇすぇ しう. ‶さう すけゃぇ かけゅうつ-
くけ, ぉぇゃくけ, しすなこおぇ, こけ しすなこおぇ. ] 
けこうすぇ くぇ ゃしはおけ っょくけ さぇぉけすくけ 
きはしすけ. ╂けさょ っ けす すけいう そぇおす. ╆ぇ-
すけゃぇ っ せゃっさっく ゃ しっぉっ しう, ゃ こけ-
しすうあっくうはすぇ しう, ゃ すけゃぇ, おけっすけ 
きけあっ. 
〉ぉっょっく っ, つっ ょけぉさうすっ おぇょさう しっ 

ゅさぇょはす うきっくくけ こけ すけいう くぇつうく. 
╀ぇゃくけ, ちっかっくぇしけつっくけ, きなょさけ. 
╆ぇすけゃぇ きさぇいう こぇさぇてせすうしすうすっ 
ゃなゃ ゃしうつおう しそっさう くぇ あうゃけすぇ う 
くぇえ-ゃっつっ ゃ こけかうすうおぇすぇ. ╆ぇとけすけ 
くはきぇす そせくょぇきっくす, ぇ すけゃぇ っ そぇ-
すぇかくけ, すゃなさょう 』せつせきうてっゃ. 
╇ ょけ ょくっし しつうすぇ, つっ っょうく けす 

くぇえ-ゅけかっきうすっ ゅさったけゃっ, こさう 

すけゃぇ しないくぇすっかくけ ょけこせしくぇす けす 
しすさぇくぇ くぇ こぇさすううすっ う こけかうすう-
つっしおぇすぇ くう しうしすっきぇ う ちっかっくぇ-
しけつっくけ こさっしかっょゃぇく, っ かうこしぇすぇ 
う くっあっかぇくうっすけ くぇ こけかうすうつっ-
しおうすっ こぇさすうう ょぇ けぉさぇいけゃぇす たけ-
さぇすぇ, けぉとっしすゃけすけ. ╊うこしぇすぇ くぇ 
こけかうすうつっしおぇ おせかすせさぇ せ くぇし っ 
せぉうえしすゃっくけ,  そぇすぇかくけ いぇ ゅさぇあ-
ょぇくしおけすけ くう けすくけてっくうっ う けぉ-
とっしすゃけ. 〈けゃぇ っ しぇきけ ゃ せゅけょぇ くぇ 
こぇさすううすっ, おぇいゃぇ 』せつせきうてっゃ, 
いぇ おけうすけ  くっこさけしゃっすっくけしすすぇ くぇ 
たけさぇすぇ っ さぇゃくぇ くぇ ょなかゅけゃっつ-
くけしす う けおけこぇゃぇくっ ゃなゃ ゃかぇしすすぇ.   
╇ すけつくけ いぇとけすけ くっ けぉうつぇ  ょぇ 

ゅけ しきはすぇす いぇ ゅかせこぇお, しっ っ こけし-
ゃっすうか くぇ おぇせいう, しゃなさいぇくう し 
っおしこっさすくけしすすぇ う こさけそっしうけくぇか-
くうは こけょたけょ こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ 
こさけぉかっきうすっ, おぇしぇっとう たけさぇすぇ. 

╆ぇすけゃぇ う こさっょう すさう ゅけょうくう 
っ っょうく けす こなさゃうすっ, こけしゃっすっくう 
ゃ おぇせいぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお”. ¨とっ すけゅぇゃぇ すけえ う くは-
おけかおけ くっゅけゃう おけかっゅう こなさゃけ こけ-
しさっとくぇかう し くっしおさうすぇ ういくっくぇょぇ 
うょっはすぇ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇす し きっしすくぇ こけかう-
すうおぇ, ゃ うきっすけ くぇ たけさぇすぇ. ╀うかう 
せぉっょっくう, つっ かうこしぇすぇ くぇ こけかう-
すうつっしおぇ おせかすせさぇ ゃ ゅけかはきぇ つぇしす 
しさっょ ゅさぇあょぇくしすゃけすけ, とっ けしすぇゃう 
くっさぇいぉさぇくう うょっうすっ う ちっかうすっ 
うき. ¨とっ こけゃっつっ, つっ ゃかういぇくっ-
すけ ゃ こけかうすうおぇすぇ っ さぇゃくけしうかくけ 
くぇ けきぇしおぇさはゃぇくっ う けこかのゃぇくっ. 
‶さうつうくぇすぇ - おけきっさしうけくぇかう-
いうさぇくっすけ くぇ けぉとっしすゃっすけ せ くぇし 
けしすぇゃは けすこっつぇすなお ゃなさたせ ゃしはおぇ 
しそっさぇ. ╃けさう くぇえ-しゃはしすくぇすぇ. 
′け ゃこけしかっょしすゃうっ うょゃぇ せゃっさっ-
くけしすすぇ, つっ すけゃぇ っ こさぇゃうかくぇすぇ 
ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは う つっ たけさぇ-
すぇ, おけうすけ くっ こさうっきぇす くっょけぉさぇすぇ 
ょっえしすゃうすっかくけしす すさはぉゃぇ ょぇ けすょっ-
かはす ゃさっきっ う くっさゃう ょぇ は こさけきっ-
くはす, ぇ くっ しぇきけ ょぇ しっ けこかぇおゃぇす.

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ:  
╊っおしうおけく いぇ こけさぇしくぇかう 

′ぇきうさぇ: 
《ぇおすなす, つっ ゃしっおう すなさしう かうつくぇ 

ういゅけょぇ けす ゃしうつおけ - いぇ しすさぇてくけ 
くっゅぇすうゃくけ う くっゅさぇょうゃくけ. 

′っ しきはすぇ: 
』っ たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ くっこさっ-

きっくくけ うょっぇかうしすう, いぇ ょぇ しぇ ょけ-
ぉさう う ょぇ しかっょゃぇす きっつすうすっ しう, くけ 
っ いぇょなかあうすっかくけ ょぇ しぇ おけさっおす-
くう う ょぇ しっ けすくぇしはす し さぇいぉうさぇくっ 
おなき けおけかくうすっ.  

╇いこけゃはょゃぇ:
《うかけしけそうはすぇ う さぇいぉうさぇくっすけ, 

つっ っょうく けす ょけぉさうすっ こけょたけょう 
おなき けおけかくうすっ っ ょぇ しっ ょなさあうて 
し すはた すぇおぇ, おぇおすけ うしおぇて ょぇ しっ 
ょなさあぇす し すっぉ. 〈けゃぇ ゃうくぇゅう ょぇゃぇ 
さっいせかすぇす. 

╃さぇいくう しっ:
¨す たけさぇ, すさなゅくぇかう し さけゅぇすぇ くぇ-

こさっょ. 
¨す すけゃぇ, つっ いぇゅせぉうたきっ せしっとぇ-

くっすけ しう, つっ ゃしうつおう しきっ さぇゃくう 
おぇすけ たけさぇ, けす いぇゅなさぉっくけすけ せしっ-
とぇくっ いぇ けぉとくけしす う しうかぇ, ぇおけ 
しきっ いぇっょくけ. 
„』けゃっお っ しけちうぇかくけ あうゃけすくけ. 

]すさぇくくけ いぇとけ しっ けこうすゃぇきっ ょぇ 

こさけゅさっしうさぇきっ  こけっょうくうつくけ う 
っゅけうしすうつくけ, きぇつおぇえおう ゃしうつ-
おけ しかっょ しっぉっ しう. 〉ぉっょっく しなき, 
つっ さぇくけ うかう おなしくけ とっ さぇいぉっ-
さっき,  つっ しぇきけ ぇおけ しきっ ゃ ゅさせこぇ, 
ゃ おけかっおすうゃ とっ しきっ しうかくう う とっ 
けちっかっっき. 〈けゃぇ きう ょぇゃぇ う きけすう-
ゃぇちうはすぇ ょぇ しなき つぇしす けす ゅさせこぇ-
すぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. 
′っとぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさぇゃはす 
し こけ-ゅけかはき おけくしっくしせし, こけゃっ-
つっ さぇいぉうさぇくっ  う っそっおすうゃくけしす.  
¨こすうきうしす  しなき,  いぇとけすけ けす すさう 
ゅけょうくう ゃうあょぇき おぇお そうかけしけそう-
はすぇ くぇ „╄おしこっさすうすっ いぇ ╉ぇいぇく-
かなお” ょぇゃぇ さっいせかすぇす. ]かせつゃぇす しっ 
しなぉうすうは, おけうすけ さぇいつせこゃぇす ょけ-
しっゅぇてくうは こけかうすうつっしおう きけょっか, 
こさう すけゃぇ  ゃ こけ-ょけぉさぇ こけしけおぇ. 
╆くぇき, つっ とっ くう さぇいぉっさぇす たけさぇ-
すぇ, いぇとけすけ ゃしっおう うしおぇ ょぇ あうゃっっ 
ゃ こけ-ょけぉさぇ しさっょぇ, しこけおけえくけ う 
いぇとうすっくけ-ぇ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
すけゃぇ っ くぇてぇすぇ おぇせいぇ.” 

′っくぇゃうあょぇ: 
╋っさおぇくすうかくうすっ たけさぇ,  ╉けいう-

させゃぇくっすけ ゃ うきっすけ くぇ こけしすけゃっ, 
しすぇすせおゃけすけ, こけしかせておけゃちうすっ ゃなゃ 
ゃしうつおう しそっさう くぇ あうゃけすぇ.

]すさぇょぇ けす すけゃぇ, つっ:
╀なかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ くっ っ 

けぉせつっくけ いぇ きけょっさくうは しゃはす, いぇ 
おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ.  

〉ぉっょっく っ, つっ: 
〈けゃぇ, おけっすけ こぇさすううすっ ゅけゃけさはす 

くぇ くぇちうけくぇかくけ くうゃけ, すさせょくけ 
ゃなさてう さぇぉけすぇ くぇ たけさぇすぇ くぇ 
きっしすくけ. ╁ さぇえけくうすっ くはきぇ くせあ-
ょぇ けす おかうてっすぇ, ぇ けす さっぇかくぇ こけ-
かうすうおぇ う ょっえしすゃうは いぇ くっえくけすけ 
しかせつゃぇくっ. ┿おけ っょくぇ こぇさすうは 
うしおぇ ょぇ くぇこさぇゃう くっとけ くぇ きっしす-
くけ くうゃけ, くっおぇ しう こけょぉっさっ いくぇ-
つうきう たけさぇ, し せきっくうは う ぉうけゅさぇ-
そうう, し ぇゃすけさうすっす, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ けすしすけはゃぇす うょっうすっ しう. ‶ぇゅせぉ-
くけ っ しっゅぇてくけすけ  きくけいうくしすゃけ くぇ 
こけしかせてくうすっ ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, 
おけうすけ そけさきうさぇす きくけいうくしすゃけすけ 
くぇ いぇゃうしうきうすっ たけさぇ. 

〉ゃぇあぇゃぇ: 
‶さうおぇいおぇすぇ いぇ ]すなかぉぇすぇ. 
′けしっくっすけ くぇ けすゅけゃけさくけしす. ╇  

たけさぇすぇ, おけうすけ こさうすっあぇゃぇす すけゃぇ 
ょけしすけえくしすゃけ. ╁ こけかうすうおぇすぇ すけゃぇ 
おぇつっしすゃけ っ こさうしなとけ けしくけゃくけ くぇ 
きぇあけさうすぇさくけ ういぉさぇくうすっ かうつ-
くけしすう くぇ さぇいかうつくう こけいうちうう.

〈けえ っ こなしすなさ つけゃっお. ′はきぇ おぇお ょぇ くっ ゅけ いぇぉっかっあうて. ‶かっ-
くはゃぇ けす こさなゃ こけゅかっょ, いぇさぇょう くっゃっさけはすくけすけ おさぇしうゃぇすぇ しう 
うしおさっくぇ せしきうゃおぇ. ¨す こすうつう こけゅかっょ きせ かうつう, つっ っ きなつくけ 
せしすけうき いぇ あっくうすっ.

╄きけちうけくぇかっく, っおしこさっしうゃっく, ぉぇかぇくしうさぇく, しかなくつっゃ つけ-
ゃっお. 』ぇお くっゃっさけはすくけ いぇ うくぇつっ [ぇつっておぇすぇ しう こさうさけょぇ. 
》うこう. ╃けさう しっ ゅけさょっっ し すけゃぇ, けとっ こけゃっつっ, つっ くはおぇお ょせ-
てぇすぇ きせ っ こさっかはかぇ ゃ さけあょっくぇすぇ ょぇすぇ. [けょっく っ すけつくけ ゃ 
ょっくは くぇ ]かなくちっすけ - ╃あせかぇは - 1-ゃう のかう.

〈ゃなさょう, つっ けすすぇき きせ っ けしすぇくぇかぇ う かのぉけゃすぇ おなき さけおぇ... 
けくいう きっかけょうつくうはす おうすぇさっく さけお くぇ 60-すっ, こさうはすっかうすっ う 
ょなかゅうすっ ゃっつっさう しなし いぇょせてっゃくう おけきこぇくうう. 

‶さういくぇゃぇ こけ きけきつっておう, つっ う ょけ ょくっし しっ しなぉうさぇ し こさう-
はすっかう う しなせつっくうちう, けす ゃうこせしお 1978 ゅ. くぇ ╋ぇすっきぇすうつっ-
しおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶けゃっつっすけ しっゅぇ さぇいこうかっくう 
こけ ゃぇあくう いぇょぇつう ゃ しゃっすぇ. 〈けかおけゃぇ しう かうこしゃぇす う しぇ しゃうお-
くぇかう いぇっょくけ, つっ ょけさう こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ のぉうかっうすっ しう. 
〈ゃなさょう, つっ う しっゅぇ うきぇ おぇおゃけ ょぇ しう おぇあぇす, くっいぇゃうしうきけ, 
つっ  きけきつっすぇすぇ う きけきうつっすぇすぇ しぇ こけさぇしくぇかう. ̈ ぉとけすけ っ, つっ 
けとっ ゅけくはす きっつすうすっ しう う しぇ しこけしけぉくう くぇ ゃうしけおう すけこおう. 

╉ぇすけ すうこうつっく [ぇお けぉぇつっ ゃはさゃぇ, つっ くはきぇ くうとけ かけてけ ゃ 
ょぇょっく っすぇこ けす あうゃけすぇ しう つけゃっお ょぇ くぇこさぇゃう う おさぇつおぇ くぇ-
いぇょ うかう ゃしすさぇくう. ]すうゅぇ  こけしけおぇすぇ ょぇ っ ょゃうあっくうっ くぇこさっょ.

┿きぉうちうけいっく う っくっさゅうつっく すうこ. 
]こけさすっく つけゃっお. ] くっゃっさけはすくぇ ょうしちうこかうくぇ くぇ ょせたぇ う すは-

かけすけ. ‶さういくぇゃぇ, つっ ぉっい すけゃぇ すさせょくけ しっ しすうゅぇ ょぇかっつ. ╋なあ-
おけすけ きせ しぇきけかのぉうっ しすうゅぇ う こけ-ょぇかっつ: くっ ぉっい いぇょけゃけかしすゃけ 
こさういくぇゃぇ, つっ けす ょっすっ っ ゃかのぉっく ゃなゃ そせすぉけかぇ, ょけさう さうすぇか 

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ: 
╆ぇ ゃかぇしすすぇ う たけさぇすぇ

╆ぇ おきっすぇ:
]っゅぇ ょけしすけえくうすっ たけさぇ けすおぇいゃぇす 

ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇす こけかうすうつっしおう, 
くっ うしおぇす ょぇ しぇ こぇさすうえくけ いぇゃうしう-
きう. ╃けぉさうはす おきっす しかっょゃぇ ょぇ くっ 
っ すはしくけ いぇゃうしうき けす こぇさすうう うかう 
きっさおぇくすうかくう うくすっさっしう, ぇ ょぇ っ 
けぉっょうくうすっかくぇ そうゅせさぇ いぇ っょくぇ 
てうさけおけ けょけぉさっくぇ おぇせいぇ. ′せあくけ 
っ ょぇ しっ ういぉっさっ  つけゃっお し きっくう-
ょあなさしおう けこうす, せきっっと ょぇ さぇぉけ-
すう し たけさぇすぇ ゃ っおうこ,いくぇっと おぇお 
ょぇ こけょぉっさっ すけいう っおうこ, いぇとけすけ 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ っょくぇ けぉとうくぇ 
っ おぇすけ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ っょくぇ 
ゅけかはきぇ そうさきぇ, うきぇ おせこ こさけぉかっ-
きう, おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ けすつっすぇす. 
╃ぇ せきっっ ょぇ ぇくぇかういうさぇ こさぇゃうかくけ 
しかせつゃぇとけすけ しっ, ょぇ すなさしう おけく-
しっしせしぇ う ょぇ きけあっ ょぇ ょっかっゅうさぇ 
けすゅけゃけさくけしす. ╃ぇ っ おけしきけこけかうす, 
てうさけおけ しおさけっく. ╃ぇ けちっくは たけ-
さぇすぇ けしくけゃくけ くぇ きけあっとう う くっ-
きけあっとう. ╃ぇ っ うくうちうぇすうゃっく, 
おさっぇすうゃっく う ょうぇかけゅうつっく つけゃっお. 
╃ぇ ゃはさゃぇ ゃ こさうくちうこぇ, つっ くはきぇ 
くっゃないきけあくう さってっくうは, ぇ しぇきけ 
きぇかおけ くぇ ぉさけえ ゃぇさうぇくすう. 
]っゅぇ くはきぇ くけさきぇかくぇ しさっょぇ いぇ 

ういかなつゃぇくっすけ くぇ っょくぇ うしすうくしおぇ 
くっけぉさっきっくっくぇ, おけくしっくしせしくぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ. ╆ぇとけすけ しぇきうすっ 
くうっ しきっ けぉさっきっくっくけ けぉとっしすゃけ. 

╆ぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”: 
′ぇてぇすぇ おぇせいぇ っ こさけしこっさうすっすぇ 

くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ. ╃うぇかけゅうつ-
くけしすすぇ きっあょせ ょゃっすっ ゃかぇしすう, おぇすけ 
けしくけゃっく うくしすさせきっくす いぇ せしこったぇ. 
╄おしこっさすくけしす う っそっおすうゃくけしす ゃ 
くぇつうくぇくうはすぇ. ╇ きけあっ ぉう いぇすけ-
ゃぇ くぇてうすっ っょうくけきうてかっくうちう しぇ 
たけさぇ し こけこせかはさくう うきっくぇ, し くっとけ 
いょさぇゃけ う さっぇかくけ いぇょ ゅなさぉぇ しう, 
いぇゅなさぉうかう こぇさすうえくうすっ しう しうき-
こぇすうう, いぇとけすけ ぉういくっしなす くっ すなさ-
こう こさぇいくう たけょけゃっ う こけこせかういなき.
′ぇしぇきっ し けゅかっょぇかけすけ: 
╁かぇょけ しさっとせ ╁かぇょけ. 

╁ぇあくけ っ つけゃっお ょぇ いくぇっ しけぉしす-
ゃっくうは しう ょけこせしお /すけかっさぇくし/ う ょぇ 
ゅけ しこぇいゃぇ. ╉ぇすけ すったくうつっしおう おけき-
こっすっくすっく つけゃっお しう ょぇゃぇき しきっすおぇ 
おけかおけ ゃぇあくけ っ すけゃぇ いぇ ゃしっおう. ′っ 
しこぇいゃぇて かう しけぉしすゃっくうは しう すけかっ-
さぇくし,  うきぇ ゅけかはき  さうしお ょぇ ょけこせし-
くって ぉさぇお.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

くぇ しすぇょうけくぇ ゃ „┿さしっくぇか” けとっ ゃ 4-すう おかぇし, ぇ しっゅぇ けす 5 ゅけ-
ょうくう けしゃっく, つっ っ いぇこぇかっく すっくうしうしす, ゃっつっ ょけさう たけょう くぇ 
かのぉうすっかしおう すせさくうさう. ┿ いぇ こかせゃぇくっすけ, おけっすけ こさぇおすうおせ-
ゃぇ けす ょっすしすゃけすけ ょけ ょくっし, しきはすぇ, つっ けしゃっく きくけゅけ こさうはすくけ 
いぇくうきぇくうっ っ う けすかうつっく さっかぇおし.

¨すゃなょ すけゃぇ くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ しっきっえしすゃけすけ しう,  いぇ 
ょゃっすっ しう こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょっちぇ, いぇ ゃぇあくうすっ ゃなこさけしう  
くぇ ょっくは う ゃさっきっすけ. 〈ゃなさょう, つっ こけかうすうおぇすぇ おぇすけ ちっか 
くっ ゅけ ういおせてぇゃぇ, いぇとけすけ ゃしっ けとっ つうすぇゃうすっ けしすぇゃぇす 
くっさぇいぉさぇくう, くけ っ すゃなさょけ せぉっょっく, つっ しぇきけ しゃっしすくう う 
おぇつっしすゃっくう たけさぇ きけゅぇす う すさはぉゃぇ ょぇ しすけはす くぇつっかけ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ, けぉとっしすゃけすけ, ゅさぇょぇ. ╇ つっ しきっ ょかなあくう ょぇ 
ゅう けすおさうっき. 

[はょおけ しさっとぇく おけきこかっおしっく つけゃっお. ‶せしおぇ, こけ こけょけぉうっ 
くぇ さけょうすっかうすっ しう, ょなかぉけおう ぇさしっくぇかしおう おけさっくう, きぇおぇさ 
さけょけゃぇすぇ  きせ くうておぇ ょぇ っ ╃せくぇゃしおぇ.

¨す こけかけゃうくゃっおけゃくうは しう あういくっく こなす, こけかけゃうくぇ っ こけ-
ょっかうか  し „┿さしっくぇか”. ╇ くはきぇ くぇきっさっくうっ ょぇ ゅけ いぇゅなさぉゃぇ. 

╊けゃっち. ‶けゃっつっ けぉぇつっ くけしうすっか くぇ ぉうかっす, いぇ しぇきけ-
つせゃしすゃうっ. 』っすっ. ╋くけゅけ. ′ぇこけしかっょなお けぉぇつっ こけゃっつっ こさけ-
そっしうけくぇかくぇ う こけこせかはさくぇ かうすっさぇすせさぇ. ╇ っしすっしすゃっくけ 
さっゅうしすさうさぇ ょけしすぇすなつくけ こさうしなしすゃうっ ゃ うくすっさくっす こさけし-
すさぇくしすゃけすけ. 

¨こすうきうしす. ‶け さけあょっくうっ う こけ こさうさけょぇ. ‶なすってっしすゃっ-
くうお こけ ょせた う ょせてぇ. ╇ ゃ あうゃけすぇ. 

╋っつすぇっ ょぇ けこけいくぇっ けとっ こけゃっつっ ╀なかゅぇさうは う しゃっすぇ. 
╉けしきけこけかうす. ╃っかう たけさぇすぇ くぇ ょゃぇ すうこぇ: くぇ きけあっとう う 

くっきけあっとう.

]さっょ ゃしうつおうすっ 31-ぇ かうしすう 
うきぇ う すぇおぇゃぇ - しぇきけ し っょうく 
おぇくょうょぇす いぇ しなゃっすくうお. ╁ こけ-
しかっょくうは きけきっくす いぇ さっゅうしすさぇ-
ちうう ̈ ╇╉-╉ぇいぇくかなお っ けすおぇいぇかぇ 
さっゅうしすさぇちうは くぇ ‶‶ „]こさぇゃっょ-
かうゃけしす”, つうえすけ こさっょしすぇゃうすっか 
いぇ ╉ぇいぇくかなお っ ぉうゃてうはす いぇき. 
ゃなくてっく きうくうしすなさ [ぇょうけく ‶け-
こけゃ. ¨すおぇいなす いぇ さっゅうしすさぇちうは 
くぇ かうしすぇすぇ けす 16 おぇくょうょぇす-
しなゃっすくうちう っ くぇこさぇゃっく いぇさぇょう 
すけゃぇ, つっ  っょうく けす おぇくょうょぇすう-
すっ - しぇきうはす [ぇょうけく ‶けこけゃ, っ 
うきぇか くぇしすけはと う こけしすけはくっく 
ぇょさっし ゃ ょさせゅけ くぇしっかっくけ きはし-
すけ, さぇいかうつくう けす けぉとうくぇ ╉ぇ-

いぇくかなお. ]さっょ おぇくょうょぇすうすっ いぇ 
しなゃっすくうちう ゃ かうしすぇすぇ し けすおぇ-
いぇくぇ さっゅうしすさぇちうは しぇ ういゃっしす-
くう おぇいぇくかなておう そうくぇくしうしすう 
けす ぉかういおけすけ きうくぇかけ, ぉうゃてうはす 
いぇき. おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく 
╉うさっゃ う ょさせゅう. 
‶けすなさしっく いぇ おけきっくすぇさ, [ぇょう-

けく ‶けこけゃ いぇはゃう, つっ っ てけおうさぇく 
けす けすおぇいぇ, すなえ おぇすけ うきぇ さっゅうし-
すさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお けとっ けす きっ-
しっち くけっきゃさう 2010 ゅけょうくぇ. 
]っさうけいっく っ う くぇこかうゃなす けす 

おぇくょうょぇすう いぇ おきっすけゃっ くぇ 16 
けす けぉとけ 19 くぇしっかっくう きっしすぇ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉとうはす 
ぉさけえ くぇ おぇくょうょぇす–おきっすけゃっすっ 
こけ しっかぇすぇ っ 72, おぇすけ くぇえ-きくけ-
ゅけ きっさぇおかうう いぇ おきっすけゃっ うきぇ ゃ 
しっかけ ╉さなく - すぇき おぇくょうょぇすうすっ 
しぇ 11. ]こけさっょ きっしすくう ぇくぇかう-
いぇすけさう, っょくぇ けす こさうつうくうすっ いぇ 
ゅけかっきうは ぉさけえ おぇくょうょぇすう いぇ 
おきっすけゃっ くぇ しっかけ ╉さなく っ, つっ 
ょけしっゅぇてくぇすぇ おきっすしおぇ せこさぇゃぇ 
うきぇてっ ぇきぉうちうはすぇ ょぇ こさっゃなさ-
くっ しっかけすけ ゃ ゅさぇょ. 
¨しっき しぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ おきっ-

すけゃっ くぇ ょさせゅけすけ ゅけかはきけ しっかけ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - ╄くうくぇ, こけ 
6 おぇくょうょぇすう うきぇ いぇ おきっすけゃっ 
ゃ しっかぇすぇ [けいけゃけ う 【っえくけゃけ. 
‶っすうきぇ しぇ おぇくょうょぇす-おきっすけゃっ-
すっ いぇ しっかけ [なあっくぇ, こけ 4-きぇ ゃ 
しっかぇすぇ ╀せいけゃゅさぇょ, ╂けさくけ 』っさ-
おけゃうとっ, ╉けこさうくおぇ, ¨ゃけとくうお, 
ぅしっくけゃけ う 』っさゅぇくけゃけ. ‶け すさう-
きぇ おぇくょうょぇすう うきぇ いぇ ╃せくぇゃちう, 
╉なくつっゃけ う 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ. 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

[╅′╅〉]ぇぃ[¨ ¨′╆《『¨...
╀っい うくすさうゅぇ とっ しぇ ういぉけさうすっ ゃ 
【うこおぇ, いぇとけすけ すぇき うきぇ しぇきけ 
っょうく-っょうくしすゃっく おぇくょうょぇす いぇ 
おきっす う すけえ っ けす こぇさすうは ╂╄[╀.  
]なゅかぇしくけ くけゃうは ╇いぉけさっく おけ-

ょっおし, ゃ すさう しっかぇ けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ あうゃっはす こけ 
しこうしなお こけ-きぇかおけ けす 350 ょせてう, 
くはきぇ ょぇ しっ こさけゃっあょぇす ういぉけさう 
いぇ しっかしおう おきっすけゃっ. 〈ぇき とっ 
しっ くぇいくぇつぇゃぇす おきっすしおう くぇ-
きっしすくうちう けす くけゃけういぉさぇくうは 
けぉとうくしおう  おきっす. ]っかぇすぇ ぉっい 
しゃけう おきっすけゃっ とっ しぇ ╂けかは-
きけ ╃さはくけゃけ, ]さっょくけゅけさけゃけ う 
╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ. 
′ぇ ういぉけさうすっ いぇ こさっいうょっくす う 

ゃうちっこさっいうょっくす う きっしすくう けさ-
ゅぇくう くぇ ゃかぇしすすぇ, くぇしさけつっくう し 
〉おぇい くぇ こさっいうょっくすぇ いぇ 23-すう 
けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, あうすっ-
かうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ 
ゅかぇしせゃぇす ゃ 86 ういぉうさぇすっかくう 
しっおちうう. ╁ すはた とっ しぇ ぇくゅぇあう-
さぇくう けぉとけ 775 つかっくけゃっ. ╆ぇ 
すさせょくけ こけょゃうあくうすっ ういぉうさぇすっ-
かう とっ ぉなょっ しそけさきうさぇくぇ こけょ-
ゃうあくぇ しっおちうは いぇ ゅかぇしせゃぇくっ.  
‶け けそうちうぇかくう ょぇくくう くぇ 

╂[┿¨ – ╉ぇいぇくかなお しっ けおぇいゃぇ, 
つっ ゃ けぉとうくぇすぇ し 3 046 とっ しぇ 
こけゃっつっ ういぉうさぇすっかうすっ, し こさぇゃけ 
くぇ ゅかぇし ゃ ういぉけさうすっ いぇ こさっいう-
ょっくす, ゃ しさぇゃくっくうっ し ういぉけさうすっ 
いぇ しなゃっすくうちう う おきっすけゃっ くぇ 
けぉとうくう う くぇしっかっくう きっしすぇ. 
‶さっいうょっくすしおうはす ゃけす っ こさぇゃけ 
くぇ 71 472 あうすっかう くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ぇ きっしすくうはす – くぇ 68 
426 ょせてう.
]なゅかぇしくけ さってっくうっ くぇ 『╇╉, 

こけ 62 かっゃぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ 
とっ こけかせつう ゃしっおう こさっょしっょぇすっか 
くぇ しっおちうけくくぇ ういぉうさぇすっかくぇ 
おけきうしうは. ╆ぇきっしすくうお-こさっょしっ-
ょぇすっかうすっ くぇ ]╇╉ とっ ゃいっきぇす こけ 
58 かっゃぇ, おぇおすけ う しっおさっすぇさうすっ, 
ぇ つかっくけゃっすっ とっ ぉなょぇす いぇこかぇ-
すっくう し こけ 55 かっゃぇ. ╁ないくぇゅさぇあ-
ょっくうはすぇ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ]╇╉ 
くっ しっ けぉかぇゅぇす し ょぇくなちう こけ ╆ぇ-
おけくぇ いぇ ょぇくなちうすっ ゃなさたせ ょけたけ-
ょうすっ くぇ そういうつっしおうすっ かうちぇ.
‶ぇさうすっ とっ ぉなょぇす ょせぉかうさぇくう ゃ 

しかせつぇえ, つっ しっ くぇかけあう ゃすけさう すせさ.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁ ╇くょうは くぇ さうおてぇ

]っきっえしすゃけすけ

╉きっすしすゃけすけ ゃ ╉さなく - くぇえ-あっかぇくけすけ 
きはしすけ いぇ おきっすせゃぇくっ

しぇ しそけさきうさぇかう ゅさせこぇ ゃ しけちうぇかくぇすぇ きさっあぇ 《っえしぉせお, おけはすけ こけおさっこはす ぉかういけ 8000 ょせてう.
╁ ╉ぇいぇくかなお こさけすっしすなす いぇこけつゃぇ ゃ 10 つ. こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ う とっ こさけょなかあう ょけ 13 つ.

‶け しうゅくぇか しかせあうすっかう けす [ぇえけくくけ せこさぇゃかっくうっ «‶けかうちうは» - ╉ぇいぇくかなお  ういゃなさてうたぇ こさけゃっさおぇ ゃ ょけきぇ くぇ 51-ゅけょうてっく きなあ. ╁ おなとぇすぇ きせ ゃ しっかけ ╄くうくぇ しぇ くぇきっ-
さっくう う ういいっすう 49 ぇくすうつくう きけくっすう, 57 ぇくすうつくう こさっょきっすぇ し さぇいかうつくぇ そけさきぇ, きっすぇかけすなさしぇつ う 45 ぇきこせかう し くぇょこうし くぇ すはた «きけさそうく たうょさけたかけさうせき».

]かっょ こけかうちっえしおぇ こさけゃっさおぇ けす つぇしすっく ょけき くぇ せか. «‶せておうく» ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ ういいっすう きくけあっしすゃけ ぉけえくう しくぇさぇあっくうは - ちうかうくょさうつくぇ すさけすうかけゃぇ こさっしけゃおぇ 400 ゅさ. 
しくぇさはあっくぇ し っかっおすさけょっすけくぇすけさ; ょゃっ しぇきけょっかくう ゃいさうゃくう せしすさけえしすゃぇ, こけしすぇゃっくう ゃなゃ そかぇおけくう けす ょっいけょけさぇくすう し こけおぇいゃぇと しっ けゅくっこさけゃけょっく てくせさ; 30 しき. けゅくっ-
こさけゃけょっく てくせさ; 17 かけゃくう こぇすさけくう 12 おぇかうぉなさ; 50 こぇすさけくう 9 きき いぇ こうしすけかっす «╋ぇおぇさけゃ»; っょくぇ しぇきけょっかくぇ ちっゃ いぇ こぇすさけくう 12 おぇか,; っょうく しぇきけょっかっく こうしすけかっす 
くっせしすぇくけゃっく おぇかうぉなさ; つぇしすう う きったぇくういきう いぇ けゅくっしすさっかくう けさなあうは; 60 おぇくぇぉうしけゃう しすさなおぇ し すっゅかけ 40 おゅ.; 2 おゅ. しせたぇ いっかっくぇ すさっゃうしすぇ きぇしぇ, さっぇゅうさぇとぇ こさう くぇ-
こさぇゃっくうは こけかっゃう くぇさおけ すっしす くぇ おぇくぇぉうし; つっさくぇ こかっすっくぇ きぇしおぇ し けすゃけさう いぇ けつうすっ う ょゃぇ きけぉうかくう すっかっそけくぇ. ╁しうつおう すっ しぇ ぉうかう こさうすっあぇくうっ くぇ 31-ゅけょうてっく きなあ.
 
 

《うかきう う しくうきおう し ょっすしおけ こけさくけ しぇ けすおさうすう ゃ ょけきぇ くぇ 47-ゅけょうてくうは [けしっく ‶っすおけゃ けす ╉ぇいぇくかなお.
‶さう こさけゃっさおぇ ゃ ょけきぇ きせ ゃ ぉか. 25 ゃ おぇいぇくかなておうは おゃぇさすぇか «╇いすけお» しぇ くぇきっさっくう う ういいっすう ╋[ 4 し おぇさすぇ, おけきこのすなさ し ょゃぇ たぇさょ ょうしおぇ, しなょなさあぇとう こけさくけ-

ゅさぇそしおう きぇすっさうぇかう し きぇかけかっすくう う くっこなかくけかっすくう かうちぇ, おぇおすけ う 786 すさぇしぬけさぇ, 25 しくうきおう くぇ きぇかけかっすくう う くっこなかくけかっすくう きけきうつっすぇ, そけすけぇかぉせき, 8 CD う きぇかおう 
DVD ょうしおぇ, 282 DVD う CD し こけさくけゅさぇそしおけ しなょなさあぇくうっ.
╁ ぇこぇさすぇきっくすぇ くぇ きなあぇ うきぇかけ う 22 たぇさすうっくう かうしすつっすぇ し うくすっさくっす ぇょさっしう くぇ こけさくけゅさぇそしおう しぇえすけゃっ, ちうそさけゃ そけすけぇこぇさぇす, しなょなさあぇと こけさくけゅさぇそしおう しくうきおう う 

きうおさけ CD おぇさすぇ し けぉっき 1 GB. ╁ おぇかなそつっすけ おなき そけすけぇこぇさぇすぇ っ くぇきっさっくぇ きうおさけ CD おぇさすぇ し けぉっき 128 MB, ゃなくてっく たぇさょょうしお, 4 きうくう DVD ょうしおぇ, ゃなくてくぇ そかぇておぇ, 
ょゃぇ ぇょぇこすっさぇ いぇ きうおさけ CD, きうおさけ CD おぇさすぇ し けぉっき 2 GB, こけしすぇゃっくぇ ゃ ぇょぇこすっさ う けとっ すさう きうおさけ CD し さぇいかうつくぇ こぇきっす.
[けしっく ‶っすおけゃ っ いぇょなさあぇく いぇ しさけお ょけ 24 つぇしぇ ゃ [ぇえけくくけ せこさぇゃかっくうっ «‶けかうちうは» - ╉ぇいぇくかなお. [ぇぉけすぇすぇ こけ しかせつぇは こさけょなかあぇゃぇ けす しかせあうすっかう くぇ [ぇえけくくけ せこ-

さぇゃかっくうっ «‶けかうちうは» - ╉ぇいぇくかなお.
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] „┿い しなき ぉなかゅぇさつっ” ゃ ういこなか-
くっくうっ くぇ ょっちぇ けす そうさきっくぇすぇ 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ いぇこけつくぇ こさぇいくうつくぇすぇ こさけ-
ゅさぇきぇ いぇ 133-は さけあょっく ょっく 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ 21 しっこ-
すっきゃさう, こけ すさぇょうちうは, ゃ くぇゃっ-
つっさうっすけ くぇ ╃っくは くぇ きぇてうくけ-
しすさけうすっかは. 
‶さぇいくうつくうはす ょせた くぇ 21しっこ-

すっきゃさう しっ せしっすう けとっ し こなさゃけ-
すけ ういこなかくっくうっ くぇ っしすさぇょぇすぇ, 
しこっちうぇかくけ きけくすうさぇくぇ くぇ しすぇ-
ょうけく „┿さしっくぇか”, くぇ くぇえ-きぇか-
おうすっ ぇさしっくぇかちう – ょっちぇすぇ けす 
『╃╂ „╀せさぇすうくけ”, っょうくしすゃっくぇ-
すぇ そうさきっくぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは, おけはすけ ょけゅけょうくぇ とっ 
くぇゃなさてう 80 ゅけょうくう.
[うすなきなす くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ くぇ-

さけょくう すぇくちう ゃ ういこなかくっくうはすぇ 
くぇ ╃っすしおけ – のくけてっしおうは すぇく-
ちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” し さな-
おけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ いぇ-
こぇかう しなさちぇすぇ くぇ こせぉかうおぇすぇ 
ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ しこっちうぇかくうすっ 
ゅけしすう くぇ こさぇいくうつくうは おけくちっさす, 
おけうすけ しっ こけはゃうたぇ くぇ しちっくぇすぇ, 

ゃけょっくう けす ういこなかくうすっかくうは ょう-
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, うくあ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
„╇きぇすっ しこっちうぇかくう こけいょさぇ-

ゃう けす ゅけかっきうは すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
„┿さしっくぇか”, おけえすけ う すぇいう ゅけょう-
くぇ さぇょゃぇ はこけくしおぇすぇ こせぉかうおぇ 
う さぇいくぇしは しかぇゃぇすぇ くぇ ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお う くぇ そうさきぇ „┿さしっ-
くぇか”, けぉなさくぇ しっ ╇ぉせてっゃ おなき 
こせぉかうおぇすぇ. 
¨ぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ 

けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╈けさょぇく 
′うおけかけゃ, いぇきっしすくうおなす きせ – 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おぇくょうょぇす 
いぇ おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす ‶‶ „╂╄[╀”, こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╁ぇ-
しうか ]ぇきぇさしおう – おぇくょうょぇす いぇ 
おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ – おぇくょうょぇす いぇ すさっすう 
きぇくょぇす. ╁ „┿さしっくぇか”, ょうさっお-
すけさなす くぇ ¨╃‶ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
┿かっおしう ┿かっおしうっゃ, ぉはたぇ しさっょ 
しこっちうぇかくうすっ ゅけしすう くぇ ぇさしっ-
くぇかしおうは こさぇいくうお. ╆ぇっょくけ し 
すはた くぇ しちっくぇすぇ しっ おぇつうたぇ う 

ょけきぇおうくうすっ けす さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.
„〉ぉっょっく しなき, つっ ゃしうつおう すせお 

しぇ くぇはしくけ, おぇおゃけ っ „┿さしっくぇか” 
いぇ ╉ぇいぇくかなお う いぇ ╀なかゅぇさうは, 
おぇおゃけ しきっ くぇこさぇゃうかう, けしけ-
ぉっくけ ゃ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう, 
う おぇおゃう しぇ せしこったうすっ, おけうすけ 
こけしすうゅくぇたきっ. ╇ ょぇ こさうこけきくは 
こぇお, おぇおすけ しう ゅけ おぇいゃぇきっ くぇ 
ゃしっおう こさぇいくうお – くぇえ-くぇえ-ゅけ-
かっきうはす くう せしこった っ すけゃぇ, つっ 
こさけしかけゃせすぇすぇ すさうゅけょうてくぇ 
おさういぇ くうっ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ 
は ょなさあうき いぇょ けゅさぇょぇすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” う しなき しうゅせさっく, つっ  
し ゃぇてぇ こけきけと とっ こさけょなか-
あぇゃぇきっ ょぇ は ょなさあうき けすゃなく”, 
けぉなさくぇ しっ ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
おなき さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっ-
かうすっ, しっょくぇかう う こさぇゃけしすけはとう 
こけ ちっかうは しすぇょうけく. „┿い しなき 
ゃうくぇゅう けこすうきうしす! ╆くぇき, つっ し 
すさせょけゃうは おけかっおすうゃ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, おけえすけ せきっっ ょぇ しっ ぉけさう, 
おぇおすけ う いぇっょくけ し ゃしうつおう, 
おけうすけ くう こけきぇゅぇす, すけゃぇ とっ 

しっ しかせつう!”, いぇゃなさてう すけえ こさぇい-
くうつくうは しう こけいょさぇゃ おなき おけかっお-
すうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” う こけあっかぇ 
きくけゅけ いょさぇゃっ くぇ ぇさしっくぇかちう う 
くぇ すったくうすっ しっきっえしすゃぇ.” „╃ぇ しっ 
すさせょうき, すぇき っ うしすうくぇすぇ, すぇき っ 
さぇいおけゃくうつっすけ”, いぇゃなさてう こけ-
あっかぇくうはすぇ しう ういこなかくうすっかくう-
はす ょうさっおすけさ.
╁ こけいょさぇゃぇ しう おなき さぇぉけ-

すっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ しこけょっかう こさっょ こせぉ-
かうおぇすぇ すさっこっすぇ, し おけえすけ う 
ょくっし こさっおさぇつゃぇ こさぇゅぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”, おぇおすけ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 10-すっ ゅけょうくう, こさっい おけうすけ 
っ さぇぉけすうかぇ おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ 
『╃╂ „╀せさぇすうくけ”. ‶けいょさぇゃかっ-
くうは おなき ぇさしっくぇかちう けすこさぇゃう う 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, おけえすけ こけあっ-
かぇ くぇ ゃしうつおう ょぇ うきぇす くぇょっあ-
ょぇすぇ, ゃはさぇすぇ う しうゅせさくけしすすぇ, 
つっ „┿さしっくぇか” とっ こさけょなかあう ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ. „╃ぇ あうゃっっすっ ゃしっ 
こけ-ょけぉさっ う くぇえ-ゃぇあくけすけ: ぉな-
ょっすっ とぇしすかうゃう!”, こけあっかぇ ]ぇ-
きぇさしおう. ‶さっょ こせぉかうおぇすぇ ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ ういすなおくぇ さけかはすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” いぇ さぇいゃうすうっすけ 

くぇ ╉ぇいぇくかなお し ょせきうすっ: ”╀っい 
„┿さしっくぇか” ╉ぇいぇくかなお くうおけゅぇ 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, おけっすけ 
っ!”. 〈けえ こけあっかぇ くぇ ぇさしっくぇか-
ちう こさぇいくうつくけ くぇしすさけっくうっ う 
しぇきけつせゃしすゃうっ, おぇおゃけすけ いぇしかせ-
あぇゃぇす.

′ぇ 20 ぇゃゅせしす ゃ ]ぇきけおけゃ しっ 
しなぉさぇたぇ たけさけゃう おけかっおすうゃう けす 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, おけうすけ けゅかぇしう-
たぇ し こっしくうすっ しう ぉぇかおぇくしおうは 
ゅさぇょ. ╁ ╃っゃっすうは そっしすうゃぇか いぇ 
すせさうしすうつっしおう こっしくう „╀はかぇすぇ 
こけさすぇ くぇ [うかぇ”, こさけゃっあょぇく ゃ 
さぇきおうすっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ ゅさぇ-
ょぇ, ゃいっ せつぇしすうっ う おぇいぇくかなて-
おぇすぇ ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ いぇ すせさうし-
すうつっしおう こっしくう „╄たけ”.
〈けゃぇ っ しぇきけ っょくけ けす こけさっょう-

ちぇすぇ せつぇしすうは くぇ ╁╂〈‶ „╄たけ” 
– けぉうつぇく う ちっくっく けす しゃけうすっ 
おけかっゅう う しなきうてかっくうちう たけさけゃ 
おけかっおすうゃ. 
╂させこぇすぇ っ しないょぇょっくぇ こさっ-

ょう こけゃっつっ けす つっすゃなさす ゃっお けす 
ぇさしっくぇかしおう っくすせしうぇしすう-こかぇ-
くうくぇさう, かのぉうすっかう くぇ すせさうし-
すうつっしおぇすぇ こっしっく. ]そけさきうさぇ 
しっ  こけ こさっょかけあっくうっ くぇ ╉さなし-
すぬけ ‶っすおけゃ – こさっょしっょぇすっか 

くぇ 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ 
„╀せいかせょあぇ” う きせいうおぇかくうは 
さなおけゃけょうすっか ╃っつおけ ╀ぇおけっゃ. 
] ゅけょうくうすっ しなしすぇゃなす しっ こさけ-
きっくは, くけ けしすぇゃぇ あっかぇくうっすけ う 
ぇきぉうちうはすぇ たけさうしすうすっ ょぇ こけし-
ゃっすはす しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ くぇ 
きせいうおぇすぇ.
╆ぇ きぇかおけ こけゃっつっ けす 25 ゅけ-

ょうくう ゅさせこぇすぇ うきぇ しゃけはすぇ 
ぉけゅぇすぇ うしすけさうは. ╁ こなさゃうすっ 
ゅけょうくう, しなしすぇゃっくぇ こさっょうきくけ 
けす きかぇょっあう, すは っ くけしうかぇ うきっ-
すけ „[ぇぉけすくうつっしおけ ったけ”. ‶さっい 
1993 ゅ. しなしすぇゃなす こさっきうくぇゃぇ 
おなき 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ 
„¨さかけゃけ ゅくっいょけ” う しっ こさっうきっ-
くせゃぇ くぇ ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ いぇ すせ-
さうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ”, ぇ けす 
1997 ゅ. ゃっつっ っ つぇしす けす  しぇきけ-
ょっえくうすっ しなしすぇゃう くぇ ╁けっくっく 
おかせぉ – ╉ぇいぇくかなお.
╁けおぇかくうすっ ういはゃう くぇ ゅさせこぇ 

„╄たけ” しぇ ぇこかけょうさぇくう けとっ 
こさっい 1986 ゅ. ゃ 』ったうは. ╁ょなた-
くけゃっくうっすけ う かのぉけゃすぇ おなき 
こっしっくすぇ しないょぇゃぇす ぇゃすけさうすっす 
くぇ ゅさせこぇすぇ う すぇおぇ いぇこけつゃぇす 
せつぇしすうはすぇ え ゃ さっゅうけくぇかくう う 
くぇちうけくぇかくう こっしっくくう こさぇい-
くうちう, すせさうしすうつっしおう しなぉけさう, 
けぉとけゅさぇょしおう きっさけこさうはすうは, 
つっしすゃぇくうは う ょさ. ╁ さっこっさ-
すけぇさぇ しう ういこなかくうすっかうすっ 
しぇ しなぉさぇかう くぇょ 80 こっしくう 
けす さぇいかうつくう あぇくさけゃっ – すせ-
さうしすうつっしおう, ゃないさけあょっくしおう, 
くぇさけょくう, すぇおぇ くぇさっつっくうすっ 
„こっしくう いぇ きぇしぇ” – ょけしすぇすなつ-
くう いぇ ちはかぇ ‶っしくけこけえおぇ. ╀っい-
しこけさくぇ いぇしかせゅぇ いぇ ういさぇしすゃぇ-
くっすけ う ょっえくけしすすぇ くぇ ゅさせこぇ 
„╄たけ” うきぇ ╁ぇかっくすうく 〉いせくけゃ 

– きせいうおぇかっく さなおけゃけょうすっか けす 
14 ゅけょうくう, ぇ ╉′]╀ くぇ „┿さしっ-
くぇか” こけょこけきぇゅぇ ゃしうつおうすっ うき 
おけくちっさすくう ういはゃう - う ゃ さっゅう-
けくぇ, う ゃ しすさぇくぇすぇ. 
╆ぇ ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ しう すゃけさ-

つっしおぇ ょっえくけしす ゅさせこぇすぇ こけかせ-
つぇゃぇ きくけゅけ こさっしすうあくう くぇゅさぇ-
ょう - きっょぇかぇ „┿かっおけ” – 1995 

ゅ.,  ′ぇゅさぇょぇ くぇ ╀ぇかおぇくそけかお – 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ こさっい 2000 ゅ., 
′ぇゅさぇょぇ くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ 
すせさうしすうつっしおうすっ たけさけゃっ „《う-
かうこ ┿ゃさぇきけゃ” – 2006 ゅ. う ょさ.
′ぇえ-はさなお しさっょ ぇおすうゃくうすっ 

しぇきけょっえくう ういはゃう くぇ ゃけおぇか-
くぇ ゅさせこぇ „╄たけ” っ こさけかっすくうはす 
こっしっくっく こさぇいくうお „‶さっおさぇしくぇ 
しう, きうかぇ [けょうくけ”, こさけゃっあょぇく 
ゃっつっ 13 ゅけょうくう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
〈けえ っ けさゅぇくういうさぇく けす せつぇし-
すくうちうすっ ゃ ゅさせこぇすぇ しなし しなょっえ-
しすゃうっすけ くぇ けすょっか „╉せかすせさぇ” 
おなき ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 〈╃ 
„¨さかけゃけ ゅくっいょけ” う ょさせゅう しこけ-
きけとっしすゃけゃぇすっかう, おけうすけ ちっ-
くはす すせさうしすうつっしおぇすぇ こっしっく. ′ぇ 
すけいう こさぇいくうお しっ しなぉうさぇす ぉかう-
いけ 20 しなしすぇゃぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇ-

くぇ う ╉ぇいぇくかなお しっ こさっゃさなとぇ ゃ 
ちっくすなさ  いぇ すゃけさつっしおう しさっとう.
„〈のかぉっすけ, ╀せいかせょあぇ, 【っえ-

くけゃけ, 【うこおぇ – ゅけさょけ くぇ しっ-
ゃっさ ういこさぇゃはす しくぇゅぇ. 
]すけあっさう ゃっつくう, うしすけさうは 

ょさっゃくぇ,さっょけき しなし さけいうすっ 
しかぇゃはす ゅさぇょぇ.”
〈ぇおぇ いぇこけつゃぇ っきぉかっきぇすうつくぇ-

すぇ こっしっく くぇ ╁╂〈‶ „╄たけ”, つううすけ 
ぇゃすけさう しぇ こなさゃうはす きせいうおぇかっく 
さなおけゃけょうすっか ╃っつおけ ╀ぇおけっゃ う 
′っかう ]すけえつっゃぇ, くぇこうしぇかぇ すっ-
おしすぇ くぇ こっしっくすぇ いぇ ╉ぇいぇくかなお, 
し おけはすけ しっ けすおさうゃぇす こっしっくくう-
すっ こさぇいくうちう „‶さっおさぇしくぇ しう, 
きうかぇ [けょうくけ”.
‶けょけぉくけ くぇ おさぇしけすぇすぇ くぇ 

こかぇくうくしおうすっ こっえいぇあう, すせ-
さうしすうつっしおうすっ こっしくう しないょぇゃぇす 
せしっとぇくっ いぇ さぇょけしす う くけしはす ゃ 
しっぉっ しう けくいう っきけちうけくぇかっく う 
ょせたけゃっく いぇさはょ, おけえすけ けしゃけ-
ぉけあょぇゃぇ ょせてぇすぇ う しなぉせあょぇ ゃ 
つけゃっおぇ あっかぇくうっすけ ょぇ こけかっすう. 
〈っ くっ しぇ いぇ けすぉさぇくぇ こせぉかうおぇ, ぇ 
いぇ ゃしうつおう, こけょゃかぇしすくう くぇ おさぇ-
しけすぇすぇ くぇ こさうさけょぇすぇ う きぇゅうは-
すぇ くぇ きせいうおぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ う こっ-

しくうすっ くぇ ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ „╄たけ” 
とっ しう けしすぇくぇす きぇゅうつくう, おぇすけ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさうさけょぇ, いぇ おけは-
すけ しっ こっっ ゃ すはた, ゃっつくう, おぇすけ 
しかぇゃくぇすぇ くう うしすけさうは う ゃょなた-
くけゃはゃぇとう, おぇすけ うょっうすっ くぇ くぇ-
ちうけくぇかくけすけ くう ╁ないさぇあょぇくっ.

╋ぇさゅぇさうすぇ ╃けたつっゃぇ
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

51 ゅさぇきけすう う くぇゅさぇょう ゃさな-
つう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ くぇ くぇえ-ういは-
ゃっくうすっ ゃ すさせょぇ こさっい こけしかっょ-
くぇすぇ ゅけょうくぇ ぇさしっくぇかちう, し せゅけ-
ゃけさおぇすぇ, つっ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ  
っ すゃなさょっ おなしぇ, いぇ ょぇ こけぉっさっ 
ょっしっすおうすっ, つっ う しすけすうちうすっ, けす-
かうつくうちう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ こけ 
ゃしうつおう くぇこさぇゃかっくうは.
‶さぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” ぉっ ゃけょっくぇ けす ╃さぇゅけ-
きうさ ╃さぇゅぇくけゃ, おけえすけ ういこなかくう 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ こけかけゃうく つぇし 
おうすおぇ けす こけこせかはさくう ぉなかゅぇさしおう 
こっしくう こけょ ぉせさくうすっ ぇこかけょうし-
きっくすう くぇ こせぉかうおぇすぇ, しかっょ おけっ-
すけ ょぇょっ ょせきぇすぇ くぇ かのぉうきっちぇ 
くぇ くぇさけょぇ ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ, 
くぇ っそっおすくぇすぇ きせいうおぇかくぇすぇ 
ゅさせこぇ „╇くすさけ”, おけうすけ ゃいさうゃう-
たぇ ぇせょうすけさうはすぇ し きけょっさくうすっ 
ういこなかくっくうは くぇ っかっおすさうつっしおう 
しすさせくくう うくしすさせきっくすう う しっしすさう 
╃うくっゃう. ‶さぇいくうおなす こさうおかのつう 
しかっょ けぉはょ し おさなてくけ ぇさしっくぇか-
しおけ たけさけ. 
╁ ょっくは くぇ „┿さしっくぇか”, おけえすけ 

けす ゅけょうくう っ う ╃っく くぇ けすゃけさっ-

くうすっ ゃさぇすう いぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 
ゃしっおう, おけえすけ  あっかぇってっ, きけあっ-
てっ ょぇ さぇいゅかっょぇ う そうさきっくうは 
きせいっえ, こぇいっと うしすけさうはすぇ 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. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈は っ けす たけさぇすぇ, おけう
すけ ゃっつっ しぇ こさっあうゃっかう 

しゃけはすぇ 3-きうくせすくぇ しかぇゃぇ, こけ
かぇゅぇとぇ しっ くぇ ゃしっおう っょうく けす 
くぇし. ╆ぇしすうゅぇ は くぇ 45 ゅけょう
くう, すけつくけ おけゅぇすけ っ „いぇさうくぇ
すぇ”, こけ しけぉしすゃっくうすっ え ょせきう, 
ょけ ゅかぇゃぇすぇ ゃ さぇぉけすぇ. ╇きぇかう  
しこってくぇ こけさなつおぇ, こさう すけゃぇ 
ゅけかはきぇ, おけゅぇすけ くぇつぇかくうおなす 
くぇ ちったぇ え しなけぉとうか, つっ すは, 
╇かうぇくぇ ╋っつおけゃぇ けす ちった 130 
くぇ ╆ぇゃけょ 3, とっ っ しさっょ けくっいう 
51-こなさゃっくちう くぇ そうさきぇすぇ いぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
]っゅぇ けす ょうしすぇくちうはすぇ くぇ ゅけ

ょうくぇ う きぇかおけ こけゃっつっ こさう
いくぇゃぇ, つっ ゃ こなさゃうは きけきっくす 
ょけさう しっ いぇつせょうかぇ, いぇとけすけ くっ 
ゅかっょぇかぇ くぇ しっぉっ しう こけ すけいう 
くぇつうく. ¨とっ こけゃっつっ, つっ  うきぇ
かぇ しぇきけ 6 ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”.  
‶さっょう ょぇ しすうゅくっ ょけ こけさすぇ

かうすっ くぇ そうさきぇすぇ, さけょっくぇすぇ 
ゃ ╂ぇぉさけゃけ せこけさうすぇ う すゃなさょっ 
いょさぇゃけ しすなこうかぇ くぇ いっきはすぇ 
╇かうぇくぇ, うきぇかぇ くっかっお あうゃけす. 
╋っかくうちぇすぇ きせ すゃなさょっ きくけゅけ 
は ゃなさすはかぇ. ]かぇょおけすけ ゃ くっゅけ, 
けぉぇつっ, ぉうかけ かのぉけゃすぇ. ╂けかは
きぇ う ょなかゅぇ, し きかぇょ ゅぇぉさけゃ
しおう うくあっくっさ, さけょけき けす ╂けさ
くけ 』っさおけゃうとっ, おけえすけ は ゃけょう 
ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ こさっょう 
ょゃぇえしっす う くはおけかおけ ゅけょうくう. 
〈ぇおぇ ょうこかけきうさぇくうはす けぉせゃっく  
しこっちうぇかうしす こせしおぇ おけさっくう ゃ 
ゅさぇょぇ くう.
╇きぇき たせぉぇゃぇ こさけそっしうは, 

すゃけさつっしおぇ, こけ けぉせゃおうすっ 
こけいくぇゃぇき たけさぇすぇ, おぇいゃぇ し 
ょくってくぇ ょぇすぇ ╇かうはくぇ う ょけ
こなかゃぇ, つっ つっゃさなしすけ こさっ
ちっくはゃぇ たけさぇすぇ うきっくくけ こけ 
けぉせゃおうすっ: こけょさっょっくう う つうし
すう かう しぇ, つけゃっおなす っ つうすぇゃ; 
きさなしくう う くっせゅかっょくう かう しぇ - 
こけ-ょぇかっつ けす すぇおなゃ うかう こけくっ 
„し っょくけ くぇせき”. ╁なこさっおう つっ けす 
ゅけょうくう ゃっつっ くっ おさけう けぉせゃおう, 
╇かうはくぇ っ いぇこぇいうかぇ さっそかっ
おしぇ しう こけ すはた: けす さぇい こさっちっ
くはゃぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ こけさっょ
くうは おうすぇえしおう つうそす, し おけえすけ 
しなき しっ しょけぉうかぇ う ぉっいぇこっかぇ
ちうけくくけ けすしうつぇ: „]すさせゃぇ しう! 

╃ぇあっ こけゃっつっ”. 
‶さっょう ょぇ ょけえょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

さぇぉけすうかぇ ゃ ゅぇぉさけゃしおうは いぇ
ゃけょ いぇ けぉせゃおう „]なさこ つせお”, けす 
おけえすけ しっゅぇ くはきぇ う こけきっく. ‶け 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ ゅけゃけさう いぇ 
すけいう しう こっさうけょ, かうつう, つっ けとっ 
きくけゅけ は ぉけかう. ¨す こけゃしっきっしす
くぇすぇ さぇいさせたぇ ゃ さけょくうは え ゅさぇょ 
う ゃ ょなさあぇゃぇすぇ くう. 〉ぉっょっくぇ っ, 
つっ „おうすぇえしおうはす ゃくけし とっ くう 
ういはょっ ゅかぇゃぇすぇ, くけ ゃ しかせつぇは 
さぇいぉうさぇき たけさぇすぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ 
う いぇ こぇさう”. 
]かっょ けぉせゃくうは しう こっさうけょ, 

しかっょゃぇかう ゅけょうくう くぇ さぇいかうつ
くう けこうすう ゃ さぇいかうつくう こさけ
そっしうう: てうゃぇつおぇ, こけしかっ しけ
ちうぇかっく ぇしうしすっくす. ¨す ょなかゅけすけ 
こさっゃうゃぇくっ くぇょ てうゃぇておうすっ 
きぇてうくう え けしすぇくぇかう ぉけかっあ
おうすっ ゃ ゅなさぉぇ. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ 
こさっょう 6 ゅけょうくう こけょぇゃぇ きけか
ぉぇ いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
こなさゃけすけ え あっかぇくうっ ぉうかけ ょぇ 
こけしすなこう ゃ てうゃぇておうは ちった くぇ 
いぇゃけょ 3, くけ あうゃけすなす え けすさっあ
ょぇ きはしすけ こさう ぉぇさせすぇ - ゃ ちった 
130 おぇすけ きけくすぇあくうお  ぉけっこさう
こぇしう. ╇きぇき ょうくぇきうつくぇ さぇぉけ
すぇ, たぇさっしゃぇ きう, ちはか ょっく しなき ゃ 
ょゃうあっくうっ, しこけょっかは ╇かうぇくぇ. 
〈させょくうすっ きけきっくすう ゃ さぇぉけ

すぇすぇ こさうっきぇ そうかけしけそしおう う し 
あっかはいくぇ ょうしちうこかうくぇ. ╉けゅぇすけ 
くはおなょっ ゃなゃ そうさきぇすぇ しすぇくっ 
ぇゃぇさうは うかう うくちうょっくす, こけさぇ
ょう ぉけさぇゃっくっ し けこぇしくう きぇすっ
さうぇかう, ゃうくぇゅう しう おぇいゃぇき, つっ 
かうつくぇすぇ, つけゃっておぇ けすゅけゃけさ
くけしす っ すけゃぇ, おけっすけ しかっょゃぇ ょぇ 
くう こぇいう. ′っ こけきぇゅぇす くうおぇおゃう 
ょさぇしすうつくう きっさおう う いぇすはゅぇくっ 
くぇ さっょぇ, おぇいゃぇ さぇぉけすくうつおぇすぇ 
けす ぉぇさせすくけすけ.   
¨す こさなゃ こけゅかっょ こさぇゃう ゃこっ

つぇすかっくうっ くぇ  けすおさうすぇ, うしすうく
しおぇ, しっさうけいくぇ う すなさこっかうゃぇ 
あっくぇ, くぇ つけゃっお, くぇ おけゅけすけ 
きけあって ょぇ ょけゃっさうて すぇえくうすっ 
しう う ょぇ いくぇって, つっ とっ ぉなょぇす 
けこぇいっくう. ╉ぇすけ すうこうつっく いっ
きっく いくぇお いくぇっ, つっ, いぇ ょぇ しっ 
さぇいぉうさぇて し たけさぇすぇ, っ ょけぉさっ 
こけくはおけゅぇ う ょぇ くっ つせゃぇて. ¨す 
さぇいかうつくうすっ おけかっおすうゃう, ゃ 
おけうすけ っ さぇぉけすうかぇ, っ さぇいゃう

かぇ う しこけしけぉくけしすすぇ ょぇ せちっか
ゃぇ きはさおぇすぇ, ょぇ しっ こぇいう けす 
うくすさうゅう, ういかうてくう くっさゃう う 
くっこさうはすくう っきけちうう. ╆ぇすけゃぇ 
おぇいゃぇ, つっ くはきぇ こさけぉかっきう う 
しっ さぇいぉうさぇ し おけかっあおうすっ ゃ 
ちったぇ. ╇きぇ きくけゅけ こけいくぇすう う 
くはおけかおけ ゃっさくう こさうはすっかう. ′っ 
おさうっ, つっ え かうこしゃぇす さけょくけすけ 
╂ぇぉさけゃけ う さけょくうはす ょけき すぇき. 
╆ぇすけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ ゃしはおぇ 
こけ-ょなかゅぇ こけつうゃおぇ けすしおぇつぇ 
ょぇ ゃうょう きぇえおぇ しう う しっしすさぇ 
しう. ╇ ゃ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 
こぇお っ すぇき.  
╁ ╉ぇいぇくかなお っ たせぉぇゃけ, くけ 

くっとけ きう かうこしゃぇ, けすおさけゃっくぇ 
っ ╇かうぇくぇ う ょけこなかゃぇ: „╉けさっ
くうすっ きう かうこしゃぇす. ┿ つけゃっお っ 
しうかっく う せしすけえつうゃ しぇきけ こさう 
おけさっくうすっ しう. ╇ けちっかはゃぇ しぇきけ 
すぇき.” 
╆ぇすけゃぇ, おぇすけ きぇえおぇ くぇ ょゃっ 

こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょっちぇ, う すな
ゅせゃぇ: ╋くけゅけ. ╆ぇとけすけ くぇえ-
しおなこけすけ え - しうくなす う ょなとっ
さはすぇ しぇ ういぉさぇかう こなすは くぇ 
とぇしすうっすけ ゃなく けす ╀なかゅぇさうは. 
╁ すけゃぇ けぉぇつっ うきぇ う たせぉぇゃう 
しすさぇくう: いぇとけすけ けす くぇつぇかけすけ 
くぇ しっょきうちぇすぇ ╇かうぇくぇ ╋っつ
おけゃぇ っ きぇえおぇ くぇ しすせょっくす ゃ 
┿くゅかうは. ‶さっょう  ゅけょうくぇ いぇきう
くぇか しうくなす いぇ ╊けくょけく, せしこって
くけ こけかけあうか ゅけょうてくうは ういこうす 
こけ ぇくゅかうえしおう う しっゅぇ っ こさうっす 
ょぇ せつう ゃ すぇきけてっく おけかっあ. 
‶けゃっつっ ╇かうぇくぇ しすさぇょぇ 

いぇ ょゃっゅけょうてくけすけ しう ゃくせつっ 
》さうしすけ, おけっすけ けす こけかけゃうく 
ゅけょうくぇ っ ゃ ╇しこぇくうは いぇっょくけ 
し さけょうすっかうすっ しう - ょなとっさは え  
う いっすはす. 〈なさしはす すぇき こけ-ょけぉなさ 
あうゃけす う こけゃっつっ こぇさう. ′ぇょは
ゃぇき しっ ょぇ しっ ゃなさくぇす しおけさけ, 
しこけょっかは ╇かうぇくぇ, おぇすけ おぇい
ゃぇ, つっ ぉっい ょっちぇすぇ ょけきなす え っ 
こせしす. 
[ぇくけ ょけてかぇすぇ え う くっうしおぇくぇ 

„ぉぇぉっておぇ” しゃけぉけょぇ すは おけき
こっくしうさぇ  し さぇいかうつくう いぇくうきぇ
くうは. ′ぇえ-ゃっつっ おぇすけ おけくしせか
すぇくす くぇ おけいきっすうつくぇ そうさきぇ. 
¨す さぇぉけすぇすぇ しう すぇき う しさっ
とうすっ しう し きくけゅけ あっくう っ さぇい
ぉさぇかぇ, つっ ぉなかゅぇさおぇすぇ くはきぇ 
きぇくうっさぇ くぇ おけおっすおぇ, かうこしゃぇ 
え ゃないこうすぇくうっすけ う すさぇょうちうう
すっ いぇすけゃぇ, くけ こなお けぉうつぇ ょぇ っ 
たせぉぇゃぇ. ╇ しっ けこうすゃぇ, くぇこせお  
くぇ くうしおうすっ ょけたけょう う すさせょ
くうは あうゃけす.
〈は しぇきぇすぇ こさういくぇゃぇ, つっ 

くはきぇ くぇゃうお ょぇ しっ さぇいおさぇ
しはゃぇ, けしゃっく いぇ こさぇいくうちう, 
う しないくぇゃぇ すけゃぇ おぇすけ しゃけは 
ゅさっておぇ. ╆ぇとけすけ しぇきけ しかっょ 
すさうきうくせすくけすけ いぇくうきぇくうっ 
こさっょ けゅかっょぇかけすけ しっ さぇあょぇ 
くけゃぇ あっくぇ. ‶さっょ おけはすけ しなし 
しうゅせさくけしす うきぇ けとっ きうくせすう 
しかぇゃぇ. 
′っ いぇさぇょう すうこうつくけ ぉぇか

おぇくしおうは え くさぇゃ, ぇ いぇさぇょう 
うしおさっくけすけ え こさういくぇくうっ, つっ 
くっ けぉうつぇ ょぇ こさうすっしくはゃぇ たけ
さぇすぇ, くけ っ ゅけすけゃぇ ょぇ こけきけゅくっ 
くぇ ゃしっおう. 
¨すゃなょ すけゃぇ ゃっつっさうすっ いぇ 

╇かうぇくぇ う しなこさせゅなす え, ょけしおけ
さけ ぇさしっくぇかしおう うくあっくっさ けす 
╆ぇゃけょ 5, ぇ しっゅぇ ゃっつっ しかせあう
すっか ゃ ょさせゅぇ そうさきぇ - ′うおけかぇえ 
╋っつおけゃ, しぇ しこけおけえくう. ╆ぇ
こなかゃぇ ゅう し つっすっくっ くぇ おさうきう
くぇかくう さけきぇくう う ゅさうあう けおけかけ 
ちゃっすはすぇ ゃおなとう. ╇ し くぇょっあょう 
う けつぇおゃぇくっ. 』っ しおけさけ けおけかけ 
しけそさぇすぇ ゃ ょけきぇ え とっ しっ くぇ
こなかくう し くぇさけょ. ]ぇきけ けぉうつぇ
くう たけさぇ. 
′っ しぇきけ こけ こさぇいくうちうすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 1. ╃けぉさうく 『ゃっすぇくけゃ ╃さぇゅくっゃ - ゅか. しつっすけゃけょうすっか 0/100
 2. ╇ゃぇく 》さうしすけゃ 【ぇかぇきぇくけゃ - く-お こさけういゃけょしすゃっく けすょっか
 3. 『ゃっすぇく 〈っくっゃ 【うおけゃ - さ-か くぇこさぇゃかっくうっ „‶╇]” 0/441
 4. ╉さぇしうきうさ ┿くょさっっゃ ‶ぇこぇいけゃ - さ-か けすょっか „╀╆[” 0/140
 5. ′うおけかぇえ ╂っくつっゃ ╂っくつっゃ - いぇき. く-お しかせあぉぇ „¨たさぇくぇ”  
     0/590
 6. ‶かぇきっく ╋うかつっゃ ╃せたすっゃ - さ-か けすょっか „〈さぇくしこけさす”                                                                                                                                      
    0/550
 7. ぅくう ╅っかはいおけゃ ぅくっゃ - しうしすっきっく ぇょきうくうしすさぇすけさ
 8. ╋ぇさうは 『ぇくおけゃぇ ╃けつおけゃぇ - いぇき. さ-か けすょっか  0/510
 9. ╉さぇしうきうさ ╃うきうすさけゃ ╉さなしすっゃ - さ-か けすょっか 0/421
10. ╁ぇくは [ぇつおけゃぇ ╃けしっゃぇ - さ-か ¨〈╉╉ 0/166
11. ′うおけかぇえ ╅っかっゃ ╇ゃぇくけゃ - くけさきうさけゃつうお 0/341
12. ╃うくおけ ╅っかはいおけゃ ╉のきのさっゃ - ょうさっおすけさ ╆ぇゃけょ 1
13. 〈ぇくは ╃さぇゅけきうさけゃぇ ‶っすさけゃぇ - さ-か いゃっくけ „╇]” 1/105
14. ╅うゃおけ ╂ぇくっゃ ‶っっゃ - さ-か こさけういゃ. こけょっかっくうっ 1/180
15. ╃うきうすなさ ╃うきけゃ ]すぇえおけゃ - さ-か こさけういゃ. こけょっかっくうっ                                                                                                                                        
     1┶221
16. ╇ゃぇく ]かぇゃつっゃ [せしうくけゃ - くぇしすさけえつうお くぇ ╋╋ 1/111
17. 〈けくつけ ╄くつっゃ 〈ぇくっゃ - くぇしすさけえつうお くぇ ╋╋-1/291
18. ╇ゃぇく 》さうしすけゃ ╅っかはいおけゃ- くぇしすさけえつうお ╋╋ し 『‶〉-
      1/400
19. ╂っけさゅう ╇かうっゃ ╀ぇておったぇえけゃ - ういこうすぇすっか, しすさっかっち 1/251
20. ╃うぇく  ┿かっおしぇくょさけゃ ╃けぉさっゃ - かっはさ 1/503
21. ′うおけかぇえ ╃うきうすさけゃ ╂っけさゅうっゃ - しすさせゅぇさ, 1/142
22. 〈っくぬけ 》さうしすけゃ ‶っくつっゃ - てかけしっさ 1/112
23. ‶っすなさ ╋うくつっゃ ╋うくっゃ - こさけゅさぇきうしす  1/104
24. ╋ぇさうはくぇ ╃うきうすさけゃぇ ╀けえくけゃぇ - さ-か けすょっか
      うおけくけきうつっしおう 2/105
25. ╀けさうし ╇かうっゃ ╉ったぇえけゃ - さ-か こさけういゃ. こけょっかっくうっ                                                                                                                                        
      2/102
26. 〈うくおけ ╇ゃぇくけゃ 〈さうそけくけゃぇ - くぇつぇかくうお-しきはくぇ 2/150
27. ╄きうか ┿すぇくぇしけゃ ╃うくっゃ - くぇしすさけえつうお こさっしけゃう ╋╋ 2/110
28. ╂っけさゅう ′うおけかぇっゃ ╂うくっゃ - っかっおすさけきけくすぬけさ 2/220
29. ╂っけさゅう ╃けぉさっゃ ╃けぉさっゃ - ょうさっおすけさ ╆ぇゃけょ 3
30. ╂っけさゅう [ぇょおけゃ ぅさなきけゃ - ゅか. きったぇくうお 3/101
31. ╂っけさゅう ╉けかっゃ ╂っけさゅうっゃ - くぇつぇかくうお-しきはくぇ 3/120
32. 【うぉうか 《うかうこけゃ ┿さぇぉけゃ - きけくすぇあくうお ういょっかうは けす
      きっすぇか 3/150
33. ]すっそおぇ ╉さぇかっゃぇ ╀けくっゃぇ - きけくすぇあくうお ういょっかうは けす
      きっすぇか 3/130
34. ‶っくおぇ ╉うさうかけゃぇ ╀っかううゃぇくけゃぇ - くぇつぇかくうお ちった 4/130
35. ╋うかっく ╃うきうすさけゃ ╄くょあけゃ - ぉぇえちゃぇつ きっすぇかう 4/110
36. ╋うきぇ ′うおけかけゃぇ ]すぇくっゃぇ - きけくすぇあくうお ういょっかうは けす                                                                                                                                               
      きっすぇかう 4/120
37. ]くっあぇくぇ ╃うきうすさけゃぇ ‶っすさけゃぇ - きけくすぇあくうお ういょっかうは けす                                                                                                                                               
      きっすぇかう 4/140
38. ╋うきぇ ╅っかはいおけゃぇ ′はゅぇかけゃぇ - きぇてうくっく けこっさぇすけさ 4/150
39. ′うおけかぇえ 『けくっゃ 》さうしすけゃ - いぇき. ょうさっおすけさ ╆ぇゃけょ 5 
40. ╃けぉさうく ╃っかつっゃ 〈けこぇかけゃ - さ-か いゃっくけ „╄くっさゅっすうちう”                                                                                                                                     
      5/373
41. ╋うかつけ ′うおけかけゃ ╉ぇぉぇおつうっゃ - さ-か せつぇしすなお 5/232
42. 》さうしすけ ′うおけかけゃ ‶っすさけゃ - くぇしすさけえつうお ╋╋ 5/131
43. ╀けさうしかぇゃ ╇ゃぇくけゃ ╀っかつっゃ - くぇしすさけえつうお ╋╋ し 『‶〉        
      5/610
44. ′うくぇ ]なぉつっゃぇ ′っくけゃぇ - おさぇくうしす  5/432
45. 〈ぇくは 》さうしすけゃぇ ╉けいぇさっゃぇ - きぇてうくっく けこっさぇすけさ ╋╋  
       5/510
 46. ╋うさけしかぇゃ ╇ゃぇくけゃ ╃うきうすさけゃ - きぇてうくっく けこっさぇすけさ    
       5/620
47. ╋うくぬけ ]ゃっすけしかぇゃけゃ ╉けゃぇつっゃ - くぇつぇかくうお-しきはくぇ 6/110
48. ╃けくつけ [せしっゃ ╉けゃぇつっゃ - てかぇえそうしす 6/110
49. ╋かぇょっく ╋うすおけゃ ‶ぇこぇいけゃ - こけかうさけゃぇつ きっすぇか 6/140
50. ‶っすなさ ╉なくっゃ ‶っすさけゃ - さ-か せつぇしすなお 12/130
51. ╋っすうく ┿たきっょ ╇ぉさはき - ゃけょけこさけゃけょつうお 12/170  

╅]╊っ 〉╅ 【『】╉《╇╅【╅ 
』]╅╇╅, 2011

《せすぉけか  - 1きはしすけ - けすぉけさなす くぇ ╆ぇゃけょ6
╁けかっえぉけか  - 1 きはしすけ - けすぉけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 0
′ぇさけょくぇ すけこおぇ - 1 きはしすけ - ╆ぇゃけょ1, ちった 250
╃なさこぇくっ くぇ ゃなあっ  - 1 きはしすけ - ╆ぇゃけょ 1, ちった 250
]すさっかぉう:   - 1 きはしすけ - あっくう - ╆ぇゃけょ 0
   - 1 きはしすけ きなあっ - ╆ぇゃけょ 6 
‶なさゃっくちう こさう うくょうゃうょせぇかくうすっ しすさっかぉう:
   - あっくう - ╃けさぇ 》さうしすけゃぇ - ╆ぇゃけょ 0
   - きなあっ - ′うおけかぇ ‶っえつっゃ - ╆ぇゃけょ6

‶なさゃっくちう ゃ こさけゃっょっくうすっ しこけさすくう
すせさくうさう ゃ ょっくは くぇ “┿さしっくぇか”

┿さしっくぇかしおけすけ たけさけ

╂させこぇ „╄たけ“ くぇ こけさっょくぇすぇ しう ういはゃぇ
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╇《[╅]〉╅ ╈『】》╅ ′╅ 【】『¨』【¨ぁ╊』[¨  
》╊』〉¨ „╊｠《” ぁかてうひちて うかさ つ たかつせけてか せあ ╆ひしえあちけみ

╈╅╆『《╇[╅【╅ ¨]¨╅〉╅:
′╅ 《╆】╇[¨【╊, ｠《『╅【╅ ¨ ╆╅『】【╅

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

„╅『』╊〉╅]” ╊ ╊〈╆]╊〈╅【╅... 

] „┿い しなき ぉなかゅぇさつっ” ゃ ういこなか
くっくうっ くぇ ょっちぇ けす そうさきっくぇすぇ 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ いぇこけつくぇ こさぇいくうつくぇすぇ こさけ
ゅさぇきぇ いぇ 133-は さけあょっく ょっく 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ くぇ 21 しっこ
すっきゃさう, こけ すさぇょうちうは, ゃ くぇゃっ
つっさうっすけ くぇ ╃っくは くぇ きぇてうくけ
しすさけうすっかは. 
‶さぇいくうつくうはす ょせた くぇ 21しっこ

すっきゃさう しっ せしっすう けとっ し こなさゃけ
すけ ういこなかくっくうっ くぇ っしすさぇょぇすぇ, 
しこっちうぇかくけ きけくすうさぇくぇ くぇ しすぇ
ょうけく „┿さしっくぇか”, くぇ くぇえ-きぇか
おうすっ ぇさしっくぇかちう – ょっちぇすぇ けす 
『╃╂ „╀せさぇすうくけ”, っょうくしすゃっくぇ
すぇ そうさきっくぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは, おけはすけ ょけゅけょうくぇ とっ 
くぇゃなさてう 80 ゅけょうくう.
[うすなきなす くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ くぇ

さけょくう すぇくちう ゃ ういこなかくっくうはすぇ 
くぇ ╃っすしおけ – のくけてっしおうは すぇく
ちけゃ しなしすぇゃ „┿さしっくぇか” し さな
おけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ いぇ
こぇかう しなさちぇすぇ くぇ こせぉかうおぇすぇ 
ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ しこっちうぇかくうすっ 
ゅけしすう くぇ こさぇいくうつくうは おけくちっさす, 
おけうすけ しっ こけはゃうたぇ くぇ しちっくぇすぇ, 

ゃけょっくう けす ういこなかくうすっかくうは ょう
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, うくあ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
„╇きぇすっ しこっちうぇかくう こけいょさぇ

ゃう けす ゅけかっきうは すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
„┿さしっくぇか”, おけえすけ う すぇいう ゅけょう
くぇ さぇょゃぇ はこけくしおぇすぇ こせぉかうおぇ 
う さぇいくぇしは しかぇゃぇすぇ くぇ ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお う くぇ そうさきぇ „┿さしっ
くぇか”, けぉなさくぇ しっ ╇ぉせてっゃ おなき 
こせぉかうおぇすぇ. 
¨ぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ 

けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ╈けさょぇく 
′うおけかけゃ, いぇきっしすくうおなす きせ – 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おぇくょうょぇす 
いぇ おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす ‶‶ „╂╄[╀”, こさっょしっょぇすっ
かはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╁ぇ
しうか ]ぇきぇさしおう – おぇくょうょぇす いぇ 
おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ – おぇくょうょぇす いぇ すさっすう 
きぇくょぇす. ╁ „┿さしっくぇか”, ょうさっお
すけさなす くぇ ¨╃‶ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
┿かっおしう ┿かっおしうっゃ, ぉはたぇ しさっょ 
しこっちうぇかくうすっ ゅけしすう くぇ ぇさしっ
くぇかしおうは こさぇいくうお. ╆ぇっょくけ し 
すはた くぇ しちっくぇすぇ しっ おぇつうたぇ う 

ょけきぇおうくうすっ けす さなおけゃけょしすゃけ
すけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.
„〉ぉっょっく しなき, つっ ゃしうつおう すせお 

しぇ くぇはしくけ, おぇおゃけ っ „┿さしっくぇか” 
いぇ ╉ぇいぇくかなお う いぇ ╀なかゅぇさうは, 
おぇおゃけ しきっ くぇこさぇゃうかう, けしけ
ぉっくけ ゃ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう, 
う おぇおゃう しぇ せしこったうすっ, おけうすけ 
こけしすうゅくぇたきっ. ╇ ょぇ こさうこけきくは 
こぇお, おぇおすけ しう ゅけ おぇいゃぇきっ くぇ 
ゃしっおう こさぇいくうお – くぇえ-くぇえ-ゅけ
かっきうはす くう せしこった っ すけゃぇ, つっ 
こさけしかけゃせすぇすぇ すさうゅけょうてくぇ 
おさういぇ くうっ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ 
は ょなさあうき いぇょ けゅさぇょぇすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” う しなき しうゅせさっく, つっ  
し ゃぇてぇ こけきけと とっ こさけょなか
あぇゃぇきっ ょぇ は ょなさあうき けすゃなく”, 
けぉなさくぇ しっ ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
おなき さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっ
かうすっ, しっょくぇかう う こさぇゃけしすけはとう 
こけ ちっかうは しすぇょうけく. „┿い しなき 
ゃうくぇゅう けこすうきうしす! ╆くぇき, つっ し 
すさせょけゃうは おけかっおすうゃ くぇ „┿さしっ
くぇか”, おけえすけ せきっっ ょぇ しっ ぉけさう, 
おぇおすけ う いぇっょくけ し ゃしうつおう, 
おけうすけ くう こけきぇゅぇす, すけゃぇ とっ 

しっ しかせつう!”, いぇゃなさてう すけえ こさぇい
くうつくうは しう こけいょさぇゃ おなき おけかっお
すうゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” う こけあっかぇ 
きくけゅけ いょさぇゃっ くぇ ぇさしっくぇかちう う 
くぇ すったくうすっ しっきっえしすゃぇ.” „╃ぇ しっ 
すさせょうき, すぇき っ うしすうくぇすぇ, すぇき っ 
さぇいおけゃくうつっすけ”, いぇゃなさてう こけ
あっかぇくうはすぇ しう ういこなかくうすっかくう
はす ょうさっおすけさ.
╁ こけいょさぇゃぇ しう おなき さぇぉけ

すっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ しこけょっかう こさっょ こせぉ
かうおぇすぇ すさっこっすぇ, し おけえすけ う 
ょくっし こさっおさぇつゃぇ こさぇゅぇ くぇ „┿さ
しっくぇか”, おぇおすけ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 10-すっ ゅけょうくう, こさっい おけうすけ 
っ さぇぉけすうかぇ おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ 
『╃╂ „╀せさぇすうくけ”. ‶けいょさぇゃかっ
くうは おなき ぇさしっくぇかちう けすこさぇゃう う 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, おけえすけ こけあっ
かぇ くぇ ゃしうつおう ょぇ うきぇす くぇょっあ
ょぇすぇ, ゃはさぇすぇ う しうゅせさくけしすすぇ, 
つっ „┿さしっくぇか” とっ こさけょなかあう ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ. „╃ぇ あうゃっっすっ ゃしっ 
こけ-ょけぉさっ う くぇえ-ゃぇあくけすけ: ぉな
ょっすっ とぇしすかうゃう!”, こけあっかぇ ]ぇ
きぇさしおう. ‶さっょ こせぉかうおぇすぇ ]すっ
そぇく ╃ぇきはくけゃ ういすなおくぇ さけかはすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” いぇ さぇいゃうすうっすけ 

くぇ ╉ぇいぇくかなお し ょせきうすっ: ”╀っい 
„┿さしっくぇか” ╉ぇいぇくかなお くうおけゅぇ 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ すけゃぇ, おけっすけ 
っ!”. 〈けえ こけあっかぇ くぇ ぇさしっくぇか
ちう こさぇいくうつくけ くぇしすさけっくうっ う 
しぇきけつせゃしすゃうっ, おぇおゃけすけ いぇしかせ
あぇゃぇす.

′ぇ 20 ぇゃゅせしす ゃ ]ぇきけおけゃ しっ 
しなぉさぇたぇ たけさけゃう おけかっおすうゃう けす 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, おけうすけ けゅかぇしう
たぇ し こっしくうすっ しう ぉぇかおぇくしおうは 
ゅさぇょ. ╁ ╃っゃっすうは そっしすうゃぇか いぇ 
すせさうしすうつっしおう こっしくう „╀はかぇすぇ 
こけさすぇ くぇ [うかぇ”, こさけゃっあょぇく ゃ 
さぇきおうすっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ ゅさぇ
ょぇ, ゃいっ せつぇしすうっ う おぇいぇくかなて
おぇすぇ ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ いぇ すせさうし
すうつっしおう こっしくう „╄たけ”.
〈けゃぇ っ しぇきけ っょくけ けす こけさっょう

ちぇすぇ せつぇしすうは くぇ ╁╂〈‶ „╄たけ” 
– けぉうつぇく う ちっくっく けす しゃけうすっ 
おけかっゅう う しなきうてかっくうちう たけさけゃ 
おけかっおすうゃ. 
╂させこぇすぇ っ しないょぇょっくぇ こさっ

ょう こけゃっつっ けす つっすゃなさす ゃっお けす 
ぇさしっくぇかしおう っくすせしうぇしすう-こかぇ
くうくぇさう, かのぉうすっかう くぇ すせさうし
すうつっしおぇすぇ こっしっく. ]そけさきうさぇ 
しっ  こけ こさっょかけあっくうっ くぇ ╉さなし
すぬけ ‶っすおけゃ – こさっょしっょぇすっか 

くぇ 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ 
„╀せいかせょあぇ” う きせいうおぇかくうは 
さなおけゃけょうすっか ╃っつおけ ╀ぇおけっゃ. 
] ゅけょうくうすっ しなしすぇゃなす しっ こさけ
きっくは, くけ けしすぇゃぇ あっかぇくうっすけ う 
ぇきぉうちうはすぇ たけさうしすうすっ ょぇ こけし
ゃっすはす しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ くぇ 
きせいうおぇすぇ.
╆ぇ きぇかおけ こけゃっつっ けす 25 ゅけ

ょうくう ゅさせこぇすぇ うきぇ しゃけはすぇ 
ぉけゅぇすぇ うしすけさうは. ╁ こなさゃうすっ 
ゅけょうくう, しなしすぇゃっくぇ こさっょうきくけ 
けす きかぇょっあう, すは っ くけしうかぇ うきっ
すけ „[ぇぉけすくうつっしおけ ったけ”. ‶さっい 
1993 ゅ. しなしすぇゃなす こさっきうくぇゃぇ 
おなき 〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ 
„¨さかけゃけ ゅくっいょけ” う しっ こさっうきっ
くせゃぇ くぇ ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ いぇ すせ
さうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ”, ぇ けす 
1997 ゅ. ゃっつっ っ つぇしす けす  しぇきけ
ょっえくうすっ しなしすぇゃう くぇ ╁けっくっく 
おかせぉ – ╉ぇいぇくかなお.
╁けおぇかくうすっ ういはゃう くぇ ゅさせこぇ 

„╄たけ” しぇ ぇこかけょうさぇくう けとっ 
こさっい 1986 ゅ. ゃ 』ったうは. ╁ょなた
くけゃっくうっすけ う かのぉけゃすぇ おなき 
こっしっくすぇ しないょぇゃぇす ぇゃすけさうすっす 
くぇ ゅさせこぇすぇ う すぇおぇ いぇこけつゃぇす 
せつぇしすうはすぇ え ゃ さっゅうけくぇかくう う 
くぇちうけくぇかくう こっしっくくう こさぇい
くうちう, すせさうしすうつっしおう しなぉけさう, 
けぉとけゅさぇょしおう きっさけこさうはすうは, 
つっしすゃぇくうは う ょさ. ╁ さっこっさ
すけぇさぇ しう ういこなかくうすっかうすっ 
しぇ しなぉさぇかう くぇょ 80 こっしくう 
けす さぇいかうつくう あぇくさけゃっ – すせ
さうしすうつっしおう, ゃないさけあょっくしおう, 
くぇさけょくう, すぇおぇ くぇさっつっくうすっ 
„こっしくう いぇ きぇしぇ” – ょけしすぇすなつ
くう いぇ ちはかぇ ‶っしくけこけえおぇ. ╀っい
しこけさくぇ いぇしかせゅぇ いぇ ういさぇしすゃぇ
くっすけ う ょっえくけしすすぇ くぇ ゅさせこぇ 
„╄たけ” うきぇ ╁ぇかっくすうく 〉いせくけゃ 

– きせいうおぇかっく さなおけゃけょうすっか けす 
14 ゅけょうくう, ぇ ╉′]╀ くぇ „┿さしっ
くぇか” こけょこけきぇゅぇ ゃしうつおうすっ うき 
おけくちっさすくう ういはゃう - う ゃ さっゅう
けくぇ, う ゃ しすさぇくぇすぇ. 
╆ぇ ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ しう すゃけさ

つっしおぇ ょっえくけしす ゅさせこぇすぇ こけかせ
つぇゃぇ きくけゅけ こさっしすうあくう くぇゅさぇ
ょう - きっょぇかぇ „┿かっおけ” – 1995 

ゅ.,  ′ぇゅさぇょぇ くぇ ╀ぇかおぇくそけかお – 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ こさっい 2000 ゅ., 
′ぇゅさぇょぇ くぇ ]ょさせあっくうっすけ くぇ 
すせさうしすうつっしおうすっ たけさけゃっ „《う
かうこ ┿ゃさぇきけゃ” – 2006 ゅ. う ょさ.
′ぇえ-はさなお しさっょ ぇおすうゃくうすっ 

しぇきけょっえくう ういはゃう くぇ ゃけおぇか
くぇ ゅさせこぇ „╄たけ” っ こさけかっすくうはす 
こっしっくっく こさぇいくうお „‶さっおさぇしくぇ 
しう, きうかぇ [けょうくけ”, こさけゃっあょぇく 
ゃっつっ 13 ゅけょうくう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
〈けえ っ けさゅぇくういうさぇく けす せつぇし
すくうちうすっ ゃ ゅさせこぇすぇ しなし しなょっえ
しすゃうっすけ くぇ けすょっか „╉せかすせさぇ” 
おなき ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 〈╃ 
„¨さかけゃけ ゅくっいょけ” う ょさせゅう しこけ
きけとっしすゃけゃぇすっかう, おけうすけ ちっ
くはす すせさうしすうつっしおぇすぇ こっしっく. ′ぇ 
すけいう こさぇいくうお しっ しなぉうさぇす ぉかう
いけ 20 しなしすぇゃぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇ

くぇ う ╉ぇいぇくかなお しっ こさっゃさなとぇ ゃ 
ちっくすなさ  いぇ すゃけさつっしおう しさっとう.
„〈のかぉっすけ, ╀せいかせょあぇ, 【っえ

くけゃけ, 【うこおぇ – ゅけさょけ くぇ しっ
ゃっさ ういこさぇゃはす しくぇゅぇ. 
]すけあっさう ゃっつくう, うしすけさうは 

ょさっゃくぇ,さっょけき しなし さけいうすっ 
しかぇゃはす ゅさぇょぇ.”
〈ぇおぇ いぇこけつゃぇ っきぉかっきぇすうつくぇ

すぇ こっしっく くぇ ╁╂〈‶ „╄たけ”, つううすけ 
ぇゃすけさう しぇ こなさゃうはす きせいうおぇかっく 
さなおけゃけょうすっか ╃っつおけ ╀ぇおけっゃ う 
′っかう ]すけえつっゃぇ, くぇこうしぇかぇ すっ
おしすぇ くぇ こっしっくすぇ いぇ ╉ぇいぇくかなお, 
し おけはすけ しっ けすおさうゃぇす こっしっくくう
すっ こさぇいくうちう „‶さっおさぇしくぇ しう, 
きうかぇ [けょうくけ”.
‶けょけぉくけ くぇ おさぇしけすぇすぇ くぇ 

こかぇくうくしおうすっ こっえいぇあう, すせ
さうしすうつっしおうすっ こっしくう しないょぇゃぇす 
せしっとぇくっ いぇ さぇょけしす う くけしはす ゃ 
しっぉっ しう けくいう っきけちうけくぇかっく う 
ょせたけゃっく いぇさはょ, おけえすけ けしゃけ
ぉけあょぇゃぇ ょせてぇすぇ う しなぉせあょぇ ゃ 
つけゃっおぇ あっかぇくうっすけ ょぇ こけかっすう. 
〈っ くっ しぇ いぇ けすぉさぇくぇ こせぉかうおぇ, ぇ 
いぇ ゃしうつおう, こけょゃかぇしすくう くぇ おさぇ
しけすぇすぇ くぇ こさうさけょぇすぇ う きぇゅうは
すぇ くぇ きせいうおぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ う こっ

しくうすっ くぇ ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ „╄たけ” 
とっ しう けしすぇくぇす きぇゅうつくう, おぇすけ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさうさけょぇ, いぇ おけは
すけ しっ こっっ ゃ すはた, ゃっつくう, おぇすけ 
しかぇゃくぇすぇ くう うしすけさうは う ゃょなた
くけゃはゃぇとう, おぇすけ うょっうすっ くぇ くぇ
ちうけくぇかくけすけ くう ╁ないさぇあょぇくっ.

╋ぇさゅぇさうすぇ ╃けたつっゃぇ
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

51 ゅさぇきけすう う くぇゅさぇょう ゃさな
つう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ くぇ くぇえ-ういは
ゃっくうすっ ゃ すさせょぇ こさっい こけしかっょ
くぇすぇ ゅけょうくぇ ぇさしっくぇかちう, し せゅけ
ゃけさおぇすぇ, つっ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ  
っ すゃなさょっ おなしぇ, いぇ ょぇ こけぉっさっ 
ょっしっすおうすっ, つっ う しすけすうちうすっ, けす
かうつくうちう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ こけ 
ゃしうつおう くぇこさぇゃかっくうは.
‶さぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” ぉっ ゃけょっくぇ けす ╃さぇゅけ
きうさ ╃さぇゅぇくけゃ, おけえすけ ういこなかくう 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ こけかけゃうく つぇし 
おうすおぇ けす こけこせかはさくう ぉなかゅぇさしおう 
こっしくう こけょ ぉせさくうすっ ぇこかけょうし
きっくすう くぇ こせぉかうおぇすぇ, しかっょ おけっ
すけ ょぇょっ ょせきぇすぇ くぇ かのぉうきっちぇ 
くぇ くぇさけょぇ ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ, 
くぇ っそっおすくぇすぇ きせいうおぇかくぇすぇ 
ゅさせこぇ „╇くすさけ”, おけうすけ ゃいさうゃう
たぇ ぇせょうすけさうはすぇ し きけょっさくうすっ 
ういこなかくっくうは くぇ っかっおすさうつっしおう 
しすさせくくう うくしすさせきっくすう う しっしすさう 
╃うくっゃう. ‶さぇいくうおなす こさうおかのつう 
しかっょ けぉはょ し おさなてくけ ぇさしっくぇか
しおけ たけさけ. 
╁ ょっくは くぇ „┿さしっくぇか”, おけえすけ 

けす ゅけょうくう っ う ╃っく くぇ けすゃけさっ

くうすっ ゃさぇすう いぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 
ゃしっおう, おけえすけ  あっかぇってっ, きけあっ
てっ ょぇ さぇいゅかっょぇ う そうさきっくうは 
きせいっえ, こぇいっと うしすけさうはすぇ 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. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈は っ けす たけさぇすぇ, おけう-
すけ ゃっつっ しぇ こさっあうゃっかう 

しゃけはすぇ 3-きうくせすくぇ しかぇゃぇ, こけ-
かぇゅぇとぇ しっ くぇ ゃしっおう っょうく けす 
くぇし. ╆ぇしすうゅぇ は くぇ 45 ゅけょう-
くう, すけつくけ おけゅぇすけ っ „いぇさうくぇ-
すぇ”, こけ しけぉしすゃっくうすっ え ょせきう, 
ょけ ゅかぇゃぇすぇ ゃ さぇぉけすぇ. ╇きぇかう  
しこってくぇ こけさなつおぇ, こさう すけゃぇ 
ゅけかはきぇ, おけゅぇすけ くぇつぇかくうおなす 
くぇ ちったぇ え しなけぉとうか, つっ すは, 
╇かうぇくぇ ╋っつおけゃぇ けす ちった 130 
くぇ ╆ぇゃけょ 3, とっ っ しさっょ けくっいう 
51-こなさゃっくちう くぇ そうさきぇすぇ いぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
]っゅぇ けす ょうしすぇくちうはすぇ くぇ ゅけ-

ょうくぇ う きぇかおけ こけゃっつっ こさう-
いくぇゃぇ, つっ ゃ こなさゃうは きけきっくす 
ょけさう しっ いぇつせょうかぇ, いぇとけすけ くっ 
ゅかっょぇかぇ くぇ しっぉっ しう こけ すけいう 
くぇつうく. ¨とっ こけゃっつっ, つっ  うきぇ-
かぇ しぇきけ 6 ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”.  
‶さっょう ょぇ しすうゅくっ ょけ こけさすぇ-

かうすっ くぇ そうさきぇすぇ, さけょっくぇすぇ 
ゃ ╂ぇぉさけゃけ せこけさうすぇ う すゃなさょっ 
いょさぇゃけ しすなこうかぇ くぇ いっきはすぇ 
╇かうぇくぇ, うきぇかぇ くっかっお あうゃけす. 
╋っかくうちぇすぇ きせ すゃなさょっ きくけゅけ 
は ゃなさすはかぇ. ]かぇょおけすけ ゃ くっゅけ, 
けぉぇつっ, ぉうかけ かのぉけゃすぇ. ╂けかは-
きぇ う ょなかゅぇ, し きかぇょ ゅぇぉさけゃ-
しおう うくあっくっさ, さけょけき けす ╂けさ-
くけ 』っさおけゃうとっ, おけえすけ は ゃけょう 
ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ こさっょう 
ょゃぇえしっす う くはおけかおけ ゅけょうくう. 
〈ぇおぇ ょうこかけきうさぇくうはす けぉせゃっく  
しこっちうぇかうしす こせしおぇ おけさっくう ゃ 
ゅさぇょぇ くう.
╇きぇき たせぉぇゃぇ こさけそっしうは, 

すゃけさつっしおぇ, こけ けぉせゃおうすっ 
こけいくぇゃぇき たけさぇすぇ, おぇいゃぇ し 
ょくってくぇ ょぇすぇ ╇かうはくぇ う ょけ-
こなかゃぇ, つっ つっゃさなしすけ こさっ-
ちっくはゃぇ たけさぇすぇ うきっくくけ こけ 
けぉせゃおうすっ: こけょさっょっくう う つうし-
すう かう しぇ, つけゃっおなす っ つうすぇゃ; 
きさなしくう う くっせゅかっょくう かう しぇ - 
こけ-ょぇかっつ けす すぇおなゃ うかう こけくっ 
„し っょくけ くぇせき”. ╁なこさっおう つっ けす 
ゅけょうくう ゃっつっ くっ おさけう けぉせゃおう, 
╇かうはくぇ っ いぇこぇいうかぇ さっそかっ-
おしぇ しう こけ すはた: けす さぇい こさっちっ-
くはゃぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ こけさっょ-
くうは おうすぇえしおう つうそす, し おけえすけ 
しなき しっ しょけぉうかぇ う ぉっいぇこっかぇ-
ちうけくくけ けすしうつぇ: „]すさせゃぇ しう! 

╃ぇあっ こけゃっつっ”. 
‶さっょう ょぇ ょけえょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

さぇぉけすうかぇ ゃ ゅぇぉさけゃしおうは いぇ-
ゃけょ いぇ けぉせゃおう „]なさこ つせお”, けす 
おけえすけ しっゅぇ くはきぇ う こけきっく. ‶け 
くぇつうくぇ, こけ おけえすけ ゅけゃけさう いぇ 
すけいう しう こっさうけょ, かうつう, つっ けとっ 
きくけゅけ は ぉけかう. ¨す こけゃしっきっしす-
くぇすぇ さぇいさせたぇ ゃ さけょくうは え ゅさぇょ 
う ゃ ょなさあぇゃぇすぇ くう. 〉ぉっょっくぇ っ, 
つっ „おうすぇえしおうはす ゃくけし とっ くう 
ういはょっ ゅかぇゃぇすぇ, くけ ゃ しかせつぇは 
さぇいぉうさぇき たけさぇすぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ 
う いぇ こぇさう”. 
]かっょ けぉせゃくうは しう こっさうけょ, 

しかっょゃぇかう ゅけょうくう くぇ さぇいかうつ-
くう けこうすう ゃ さぇいかうつくう こさけ-
そっしうう: てうゃぇつおぇ, こけしかっ しけ-
ちうぇかっく ぇしうしすっくす. ¨す ょなかゅけすけ 
こさっゃうゃぇくっ くぇょ てうゃぇておうすっ 
きぇてうくう え けしすぇくぇかう ぉけかっあ-
おうすっ ゃ ゅなさぉぇ. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ 
こさっょう 6 ゅけょうくう こけょぇゃぇ きけか-
ぉぇ いぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
こなさゃけすけ え あっかぇくうっ ぉうかけ ょぇ 
こけしすなこう ゃ てうゃぇておうは ちった くぇ 
いぇゃけょ 3, くけ あうゃけすなす え けすさっあ-
ょぇ きはしすけ こさう ぉぇさせすぇ - ゃ ちった 
130 おぇすけ きけくすぇあくうお  ぉけっこさう-
こぇしう. ╇きぇき ょうくぇきうつくぇ さぇぉけ-
すぇ, たぇさっしゃぇ きう, ちはか ょっく しなき ゃ 
ょゃうあっくうっ, しこけょっかは ╇かうぇくぇ. 
〈させょくうすっ きけきっくすう ゃ さぇぉけ-

すぇすぇ こさうっきぇ そうかけしけそしおう う し 
あっかはいくぇ ょうしちうこかうくぇ. ╉けゅぇすけ 
くはおなょっ ゃなゃ そうさきぇすぇ しすぇくっ 
ぇゃぇさうは うかう うくちうょっくす, こけさぇ-
ょう ぉけさぇゃっくっ し けこぇしくう きぇすっ-
さうぇかう, ゃうくぇゅう しう おぇいゃぇき, つっ 
かうつくぇすぇ, つけゃっておぇ けすゅけゃけさ-
くけしす っ すけゃぇ, おけっすけ しかっょゃぇ ょぇ 
くう こぇいう. ′っ こけきぇゅぇす くうおぇおゃう 
ょさぇしすうつくう きっさおう う いぇすはゅぇくっ 
くぇ さっょぇ, おぇいゃぇ さぇぉけすくうつおぇすぇ 
けす ぉぇさせすくけすけ.   
¨す こさなゃ こけゅかっょ こさぇゃう ゃこっ-

つぇすかっくうっ くぇ  けすおさうすぇ, うしすうく-
しおぇ, しっさうけいくぇ う すなさこっかうゃぇ 
あっくぇ, くぇ つけゃっお, くぇ おけゅけすけ 
きけあって ょぇ ょけゃっさうて すぇえくうすっ 
しう う ょぇ いくぇって, つっ とっ ぉなょぇす 
けこぇいっくう. ╉ぇすけ すうこうつっく いっ-
きっく いくぇお いくぇっ, つっ, いぇ ょぇ しっ 
さぇいぉうさぇて し たけさぇすぇ, っ ょけぉさっ 
こけくはおけゅぇ う ょぇ くっ つせゃぇて. ¨す 
さぇいかうつくうすっ おけかっおすうゃう, ゃ 
おけうすけ っ さぇぉけすうかぇ, っ さぇいゃう-

かぇ う しこけしけぉくけしすすぇ ょぇ せちっか-
ゃぇ きはさおぇすぇ, ょぇ しっ こぇいう けす 
うくすさうゅう, ういかうてくう くっさゃう う 
くっこさうはすくう っきけちうう. ╆ぇすけゃぇ 
おぇいゃぇ, つっ くはきぇ こさけぉかっきう う 
しっ さぇいぉうさぇ し おけかっあおうすっ ゃ 
ちったぇ. ╇きぇ きくけゅけ こけいくぇすう う 
くはおけかおけ ゃっさくう こさうはすっかう. ′っ 
おさうっ, つっ え かうこしゃぇす さけょくけすけ 
╂ぇぉさけゃけ う さけょくうはす ょけき すぇき. 
╆ぇすけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ ゃしはおぇ 
こけ-ょなかゅぇ こけつうゃおぇ けすしおぇつぇ 
ょぇ ゃうょう きぇえおぇ しう う しっしすさぇ 
しう. ╇ ゃ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 
こぇお っ すぇき.  
╁ ╉ぇいぇくかなお っ たせぉぇゃけ, くけ 

くっとけ きう かうこしゃぇ, けすおさけゃっくぇ 
っ ╇かうぇくぇ う ょけこなかゃぇ: „╉けさっ-
くうすっ きう かうこしゃぇす. ┿ つけゃっお っ 
しうかっく う せしすけえつうゃ しぇきけ こさう 
おけさっくうすっ しう. ╇ けちっかはゃぇ しぇきけ 
すぇき.” 
╆ぇすけゃぇ, おぇすけ きぇえおぇ くぇ ょゃっ 

こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょっちぇ, う すな-
ゅせゃぇ: ╋くけゅけ. ╆ぇとけすけ くぇえ-
しおなこけすけ え - しうくなす う ょなとっ-
さはすぇ しぇ ういぉさぇかう こなすは くぇ 
とぇしすうっすけ ゃなく けす ╀なかゅぇさうは. 
╁ すけゃぇ けぉぇつっ うきぇ う たせぉぇゃう 
しすさぇくう: いぇとけすけ けす くぇつぇかけすけ 
くぇ しっょきうちぇすぇ ╇かうぇくぇ ╋っつ-
おけゃぇ っ きぇえおぇ くぇ しすせょっくす ゃ 
┿くゅかうは. ‶さっょう  ゅけょうくぇ いぇきう-
くぇか しうくなす いぇ ╊けくょけく, せしこって-
くけ こけかけあうか ゅけょうてくうは ういこうす 
こけ ぇくゅかうえしおう う しっゅぇ っ こさうっす 
ょぇ せつう ゃ すぇきけてっく おけかっあ. 
‶けゃっつっ ╇かうぇくぇ しすさぇょぇ 

いぇ ょゃっゅけょうてくけすけ しう ゃくせつっ 
》さうしすけ, おけっすけ けす こけかけゃうく 
ゅけょうくぇ っ ゃ ╇しこぇくうは いぇっょくけ 
し さけょうすっかうすっ しう - ょなとっさは え  
う いっすはす. 〈なさしはす すぇき こけ-ょけぉなさ 
あうゃけす う こけゃっつっ こぇさう. ′ぇょは-
ゃぇき しっ ょぇ しっ ゃなさくぇす しおけさけ, 
しこけょっかは ╇かうぇくぇ, おぇすけ おぇい-
ゃぇ, つっ ぉっい ょっちぇすぇ ょけきなす え っ 
こせしす. 
[ぇくけ ょけてかぇすぇ え う くっうしおぇくぇ 

„ぉぇぉっておぇ” しゃけぉけょぇ すは おけき-
こっくしうさぇ  し さぇいかうつくう いぇくうきぇ-
くうは. ′ぇえ-ゃっつっ おぇすけ おけくしせか-
すぇくす くぇ おけいきっすうつくぇ そうさきぇ. 
¨す さぇぉけすぇすぇ しう すぇき う しさっ-
とうすっ しう し きくけゅけ あっくう っ さぇい-
ぉさぇかぇ, つっ ぉなかゅぇさおぇすぇ くはきぇ 
きぇくうっさぇ くぇ おけおっすおぇ, かうこしゃぇ 
え ゃないこうすぇくうっすけ う すさぇょうちうう-
すっ いぇすけゃぇ, くけ こなお けぉうつぇ ょぇ っ 
たせぉぇゃぇ. ╇ しっ けこうすゃぇ, くぇこせお  
くぇ くうしおうすっ ょけたけょう う すさせょ-
くうは あうゃけす.
〈は しぇきぇすぇ こさういくぇゃぇ, つっ 

くはきぇ くぇゃうお ょぇ しっ さぇいおさぇ-
しはゃぇ, けしゃっく いぇ こさぇいくうちう, 
う しないくぇゃぇ すけゃぇ おぇすけ しゃけは 
ゅさっておぇ. ╆ぇとけすけ しぇきけ しかっょ 
すさうきうくせすくけすけ いぇくうきぇくうっ 
こさっょ けゅかっょぇかけすけ しっ さぇあょぇ 
くけゃぇ あっくぇ. ‶さっょ おけはすけ しなし 
しうゅせさくけしす うきぇ けとっ きうくせすう 
しかぇゃぇ. 
′っ いぇさぇょう すうこうつくけ ぉぇか-

おぇくしおうは え くさぇゃ, ぇ いぇさぇょう 
うしおさっくけすけ え こさういくぇくうっ, つっ 
くっ けぉうつぇ ょぇ こさうすっしくはゃぇ たけ-
さぇすぇ, くけ っ ゅけすけゃぇ ょぇ こけきけゅくっ 
くぇ ゃしっおう. 
¨すゃなょ すけゃぇ ゃっつっさうすっ いぇ 

╇かうぇくぇ う しなこさせゅなす え, ょけしおけ-
さけ ぇさしっくぇかしおう うくあっくっさ けす 
╆ぇゃけょ 5, ぇ しっゅぇ ゃっつっ しかせあう-
すっか ゃ ょさせゅぇ そうさきぇ - ′うおけかぇえ 
╋っつおけゃ, しぇ しこけおけえくう. ╆ぇ-
こなかゃぇ ゅう し つっすっくっ くぇ おさうきう-
くぇかくう さけきぇくう う ゅさうあう けおけかけ 
ちゃっすはすぇ ゃおなとう. ╇ し くぇょっあょう 
う けつぇおゃぇくっ. 』っ しおけさけ けおけかけ 
しけそさぇすぇ ゃ ょけきぇ え とっ しっ くぇ-
こなかくう し くぇさけょ. ]ぇきけ けぉうつぇ-
くう たけさぇ. 
′っ しぇきけ こけ こさぇいくうちうすっ. 
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28. ╂っけさゅう ′うおけかぇっゃ ╂うくっゃ - っかっおすさけきけくすぬけさ 2/220
29. ╂っけさゅう ╃けぉさっゃ ╃けぉさっゃ - ょうさっおすけさ ╆ぇゃけょ 3
30. ╂っけさゅう [ぇょおけゃ ぅさなきけゃ - ゅか. きったぇくうお 3/101
31. ╂っけさゅう ╉けかっゃ ╂っけさゅうっゃ - くぇつぇかくうお-しきはくぇ 3/120
32. 【うぉうか 《うかうこけゃ ┿さぇぉけゃ - きけくすぇあくうお ういょっかうは けす
      きっすぇか 3/150
33. ]すっそおぇ ╉さぇかっゃぇ ╀けくっゃぇ - きけくすぇあくうお ういょっかうは けす
      きっすぇか 3/130
34. ‶っくおぇ ╉うさうかけゃぇ ╀っかううゃぇくけゃぇ - くぇつぇかくうお ちった 4/130
35. ╋うかっく ╃うきうすさけゃ ╄くょあけゃ - ぉぇえちゃぇつ きっすぇかう 4/110
36. ╋うきぇ ′うおけかけゃぇ ]すぇくっゃぇ - きけくすぇあくうお ういょっかうは けす                                                                                                                                               
      きっすぇかう 4/120
37. ]くっあぇくぇ ╃うきうすさけゃぇ ‶っすさけゃぇ - きけくすぇあくうお ういょっかうは けす                                                                                                                                               
      きっすぇかう 4/140
38. ╋うきぇ ╅っかはいおけゃぇ ′はゅぇかけゃぇ - きぇてうくっく けこっさぇすけさ 4/150
39. ′うおけかぇえ 『けくっゃ 》さうしすけゃ - いぇき. ょうさっおすけさ ╆ぇゃけょ 5 
40. ╃けぉさうく ╃っかつっゃ 〈けこぇかけゃ - さ-か いゃっくけ „╄くっさゅっすうちう”                                                                                                                                     
      5/373
41. ╋うかつけ ′うおけかけゃ ╉ぇぉぇおつうっゃ - さ-か せつぇしすなお 5/232
42. 》さうしすけ ′うおけかけゃ ‶っすさけゃ - くぇしすさけえつうお ╋╋ 5/131
43. ╀けさうしかぇゃ ╇ゃぇくけゃ ╀っかつっゃ - くぇしすさけえつうお ╋╋ し 『‶〉        
      5/610
44. ′うくぇ ]なぉつっゃぇ ′っくけゃぇ - おさぇくうしす  5/432
45. 〈ぇくは 》さうしすけゃぇ ╉けいぇさっゃぇ - きぇてうくっく けこっさぇすけさ ╋╋  
       5/510
 46. ╋うさけしかぇゃ ╇ゃぇくけゃ ╃うきうすさけゃ - きぇてうくっく けこっさぇすけさ    
       5/620
47. ╋うくぬけ ]ゃっすけしかぇゃけゃ ╉けゃぇつっゃ - くぇつぇかくうお-しきはくぇ 6/110
48. ╃けくつけ [せしっゃ ╉けゃぇつっゃ - てかぇえそうしす 6/110
49. ╋かぇょっく ╋うすおけゃ ‶ぇこぇいけゃ - こけかうさけゃぇつ きっすぇか 6/140
50. ‶っすなさ ╉なくっゃ ‶っすさけゃ - さ-か せつぇしすなお 12/130
51. ╋っすうく ┿たきっょ ╇ぉさはき - ゃけょけこさけゃけょつうお 12/170  

╅]╊っ 〉╅ 【『】╉《╇╅【╅ 
』]╅╇╅, 2011

《せすぉけか  - 1きはしすけ - けすぉけさなす くぇ ╆ぇゃけょ6
╁けかっえぉけか  - 1 きはしすけ - けすぉけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 0
′ぇさけょくぇ すけこおぇ - 1 きはしすけ - ╆ぇゃけょ1, ちった 250
╃なさこぇくっ くぇ ゃなあっ  - 1 きはしすけ - ╆ぇゃけょ 1, ちった 250
]すさっかぉう:   - 1 きはしすけ - あっくう - ╆ぇゃけょ 0
   - 1 きはしすけ きなあっ - ╆ぇゃけょ 6 
‶なさゃっくちう こさう うくょうゃうょせぇかくうすっ しすさっかぉう:
   - あっくう - ╃けさぇ 》さうしすけゃぇ - ╆ぇゃけょ 0
   - きなあっ - ′うおけかぇ ‶っえつっゃ - ╆ぇゃけょ6

‶なさゃっくちう ゃ こさけゃっょっくうすっ しこけさすくう
すせさくうさう ゃ ょっくは くぇ “┿さしっくぇか”

┿さしっくぇかしおけすけ たけさけ

╂させこぇ „╄たけ“ くぇ こけさっょくぇすぇ しう ういはゃぇ
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╇しあおけすけち ぁとねとすけのかう:

〉】╋╊〉 〉¨ ╊ [〈╊【, [《‶【《 ╉╅ ╊ 
〉╅╉ ╉『╊╆〉¨【╊ 【╊〈¨ 〉╅ ╉╊〉っ

｠『《〉¨[╅
¨おさなあくぇ こさけおせさぇすせさぇ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ  けしすぇゃう ぉっい せゃぇあっ-

くうっ あぇかぉぇすぇ くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, 
こさけすうゃ こけしすぇくけゃかっくうっ くぇ [ぇえけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ – ╉ぇいぇくかなお  
けす 06.07.2011ゅ., いぇ けすおぇい ょぇ しっ けぉさぇいせゃぇ くぇおぇいぇすっかくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, ゃなゃ ゃさないおぇ し かうこしう くぇ ょゃうあうきう ゃっとう ょなさあぇゃ-
くぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ しすけえくけしす 109 624, 10 かゃ., おけくしすぇすうさぇくう 
こさう くぇいくぇつっくぇ し くっゅけゃぇ いぇこけゃっょ うくゃっくすぇさういぇちうは くぇ ┿ょきう-
くうしすさぇすうゃくけ – ぉうすけゃぇ しゅさぇょぇ „╀せいかせょあぇ” う ╃けき こぇきっすくうお 

„╀せいかせょあぇ”. ‶さっょう ょゃぇ きっしっちぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか  しっいうさぇ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ いぇ しなしすけはくう-
っすけ くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╀せいかせょあぇ う せしすぇくけゃっくうすっ かうこしう すぇき. 
╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇくぇ はしくけ, つっ ╀]‶ とっ しすぇさすうさぇ ′ぇちうけくぇかくぇ ょぇさうすっかしおぇ おぇきこぇくうは いぇ 

おけくしっさゃぇちうは う しなたさぇくはゃぇくっ くぇ ╃けき こぇきっすくうおぇ くぇ ゃさなた ╀せいかせょあぇ. 〈けゃぇ きけあっ ょぇ しすぇくっ しぇきけ 
しかっょ さってっくうっ くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす いぇ こさったゃなさかはくっ くぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ, こさうこけきくう ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ かうょっさなす くぇ こぇさすうはすぇ ]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ. ╁ きけきっくすぇ しすぇこぇくうく くぇ つうくうはすぇ っ ょなさあぇゃぇ-
すぇ う ゃ つぇしすくけしす けぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╊うょっさなす くぇ しけちうぇかうしすうすっ ぉってっ おぇすっゅけさうつっく, つっ おぇきこぇくうはすぇ いぇ しなぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ とっ 

しすぇさすうさぇ しぇきけ こさう っょくけ せしかけゃうっ- „ぇおけ ╋うくうしすっさしおうはす しなゃっす ゃいっきっ すぇおけゃぇ さってっくうっ う くうっ 
ゅけ ゃうょうき, いぇとけすけ ゃしはおぇ こさうおぇいおぇ くぇ しっゅぇてくうすっ せこさぇゃかはゃぇとう しなき しゃうおくぇか ょぇ こさうっきぇき し 
っょくけ くぇせき“.
‶け こけゃけょ けすこさぇゃっくうすっ おさうすうおう けす こさっきうっさぇ ╀けさうしけゃ, つっ しけちうぇかうしすうすっ くっ しぇ こけかぇゅぇかう 

ょけしすぇすなつくけ ゅさうあう いぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╀せいかせょあぇ, ]すぇくうてっゃ けすゅけゃけさう すぇおぇ:“╇しおぇき ょぇ きせ こさう-
こけきくは っょくけ くっとけ:ぇい いぇ ょなさあぇゃくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす しなき しっ ゅさうあうか きくけゅけ こけ-ょけぉさっ けす くっゅけ. 
╇しおぇき, おけゅぇすけ すけえ しう すさなゅゃぇ おぇすけ きうくうしすなさ こさっょしっょぇすっか, ょぇ けしすぇゃう 8 きうかうぇさょぇ う 200 きかく. 
かっゃぇ そうしおぇかっく さっいっさゃ, おぇおすけ きせ けしすぇゃうた ぇい. ╃ぇ けしすぇゃう ょなさあぇゃくうは ょなかゅ くぇ 15% けす ぉさせすくうは 
ゃなすさってっく こさけょせおす, ぇ くっ ょぇ くう けしすぇゃう ょなかゅ けす 20-25% し くはおけかおけ きうかうぇさょぇ いぇょかなあくはゃぇくっ けす 
ゃしうつおう ぉなかゅぇさう“. ‶け ょぇくくう くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ つっすうさうきぇ しぇ おぇくょう-
ょぇすうすっ ょぇ しすぇくぇす しけぉしすゃっくうちう くぇ つうくうはすぇ. ╁なこさっおう つっ っ くぇ こなす ょぇ しっ さぇいょっかう し うきけすぇ, けぉ-
かぇしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは っ こさっょこさうっかぇ きっさおう ょぇ けぉっいけこぇしう さぇえけくぇ. [ぇいさぇぉけすっく っ こさけっおす, 
おけえすけ っ ゃくっしっく いぇ けょけぉさっくうっ う そうくぇくしうさぇくっ けす きっあょせゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは こけ ぉっょしすゃうは 
う ぇゃぇさうう おなき ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす. 

650 こさけゃっさおう ゃなゃ そうさきう けす さっゅうけくぇ しぇ くぇこさぇゃうかう しぇきけ 
いぇ すさうすっ かっすくう きっしっちぇ / のくう, のかう う ぇゃゅせしす/  しかせあうすっ-

かうすっ けす ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 132 けす すはた しぇ 
こさけせつゃぇくうは くぇ あぇかぉう う しうゅくぇかう くぇ さぇぉけすくうちう しさっとせ くっおけ-
さっおすくう さぇぉけすけょぇすっかう.
〉しすぇくけゃっくうすっ くぇさせてっくうは くぇ すさせょけゃけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ 

しぇ 4133.
╁ つぇしす けす しかせつぇうすっ しかせあうすっかうすっ くぇ ╇くしこっおちうはすぇ しぇ さぇぉけ-

すうかう しなゃきっしすくけ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ょさせゅう うくしすうすせちうう, しさっょ 
おけうすけ う ′┿‶. 『っかすぇ っ ょぇ こけゃうてう っそっおすうゃくけしすすぇ くぇ こさけ-
ゃっさおうすっ う ょぇ しっ くぇきぇかう おけさせこちうけくくうは くぇすうしお けす しすさぇくぇ くぇ 
くぇさせてうすっかうすっ, けぉはしくう ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ けす ╇くしこっおちうはすぇ こけ 
すさせょぇ.
╋ぇおぇさ う こけ-きぇかおけ けす こさっょたけょくうすっ, くけ こなお きくけゅけ しっさうけいくう 

う すっあおう ぉうかう せしすぇくけゃっくうすっ くぇさせてっくうは くぇ すさせょけゃうすっ こさぇゃけけすくけてっくうは. ‶け せしすぇくけゃっくうすっ 
くぇさせてっくうは しぇ しなしすぇゃっくう 292 ぇおすぇ, ぇ いぇ けしすぇくぇかうすっ - こさっょこうしぇくうは. ╁かっいかうすっ こけ すはた ゃ しうかぇ 
くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは しぇ いぇ 130 888 かゃ.

╋ぇえおう ういかういぇす くぇ こさけすっしす くぇ 1 けおすけき-
ゃさう. ‶さうつうくぇすぇ - うしおぇす せゃっかうつっくうっ 

くぇ ょっすしおうすっ くぇょぉぇゃおう う きぇえつうくしすゃけすけ. 
]こけさっょ さけょうすっかうすっ, とけき っ けしうゅせさっくけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇ-
こかぇすぇ, ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ ゃょうゅくぇす う くぇょ-
ぉぇゃおうすっ. [けょうすっかうすっ とっ くぇしすけはゃぇす けとっ 
すぇおしぇすぇ いぇ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう ょぇ いぇゃうしう 
けす さぇいきっさぇ くぇ ょっすしおうすっ くぇょぉぇゃおう. ╇しおぇす 
う こけ-ゃうしけおう けぉっいとっすっくうは いぇ ぉっいさぇぉけすくう 
う しぇきけすくう さけょうすっかう, おぇおすけ う ぉっいこかぇすくう 
せつっぉくうちう いぇ ゃしうつおう おかぇしけゃっ いぇ ょっちぇすぇ し 
せゃさっあょぇくうは. 
‶さけすっしすうすっ くぇ さけょうすっかうすっ とっ ぉなょぇす 

こさっょ しゅさぇょうすっ くぇ けぉとうくうすっ ゃ こけ-ゅけかっきう-
すっ ゅさぇょけゃっ. ′っょけゃけかくうすっ さけょうすっかう ゃっつっ 

╆けくせかつひて せか てひちたけ たちあくせけ にそおそうか け たそたとしけくひす. ╉そつてそこせけてか せか けつさあて おあ つあ たあちてけこせそ くあうけつけすけ.

‶さけそっしうけくぇかくぇ ゃういうすおぇ: 
51 ゅけょうてっく, ゃないこうすぇくうお くぇ 

〈せかしおうは こけかうすったくうつっしおう せくう-
ゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす „こけかう-
ゅけくくう せしすぇくけゃおう”. ‶けしすなこゃぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” こさっい 1986 ゅけょうくぇ 
おぇすけ すったくけかけゅ ゃ いぇゃけょぇ ゃ 【っえ-
くけゃけ. ‶けしかっ しすぇゃぇ くぇつぇかくうお 
ちった, ぇ しかっょ ゅけょうくう う ょうさっおすけさ 
くぇ いぇゃけょぇ. ╁こけしかっょしすゃうっ しかっょ 
こさっきっしすゃぇくっすけ くぇ 【っえくけゃしおけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか” 
しすぇゃぇ いぇき. ょうさっおすけさ くぇ ╉けき-
こかっおし 1, こけしかっ う ょうさっおすけさ  おけき-
こかっおし. ̈ す ょゃっ ゅけょうくう っ さなおけゃけ-
ょうすっか „〈ったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ”, 
おなき 〈ったくうつっしおぇすぇ ょうさっおちうは くぇ 
„┿さしっくぇか”. ╆ぇくうきぇゃぇ しっ し せこさぇ-

ゃかっくうっすけ う おけくすさけかぇ ゃなさたせ 
くけゃうすっ さぇいさぇぉけすおう ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ ゃなけさなあっくうっすけ, こけょゅけすゃは う 
せつぇしすうっすけ くぇ そうさきぇすぇ ゃ さぇい-
かうつくう すったくうつっしおう ういかけあっくうは. 
〈けえ っ しさっょ せつぇしすくうちうすっ, そうくぇ-
かういうさぇかう っょくぇ けす くぇえ-せしこって-
くうすっ しょっかおう いぇ „┿さしっくぇか” ゃ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう - うくょうえしおぇすぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ しかせあっぉくうすっ 

しう ぇくゅぇあうきっくすう, こさっけすおさうゃぇ 
ゃすけさぇすぇ くぇえ-きくけゅけかのょくぇ しすさぇ-
くぇ ゃ しゃっすぇ. 
 ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ. 
╇きっすけ きせ くっ しっ くせあょぇっ けす 

こけはしくっくうは. ╆くぇはす ゅけ. ╁なゃ そうさ-
きぇすぇ. ╇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′っ しぇきけ 
いぇとけすけ ちっかうはす しう しないくぇすっかっく 
あうゃけす っ こけしゃっすうか くぇ „┿さしっくぇか”, 
ぇ いぇとけすけ いぇ 25-すっ ゅけょうくう, こけし-
ゃっすっくう くぇ そうさきぇすぇ, くぇ こさぇおすう-

おぇ っ ういおぇつうか ちはかぇすぇ しすなかぉうつおぇ 
ゃ おぇさうっさぇすぇ しう. ‶さう すけゃぇ かけゅうつ-
くけ, ぉぇゃくけ, しすなこおぇ, こけ しすなこおぇ. ] 
けこうすぇ くぇ ゃしはおけ っょくけ さぇぉけすくけ 
きはしすけ. ╂けさょ っ けす すけいう そぇおす. ╆ぇ-
すけゃぇ っ せゃっさっく ゃ しっぉっ しう, ゃ こけ-
しすうあっくうはすぇ しう, ゃ すけゃぇ, おけっすけ 
きけあっ. 
〉ぉっょっく っ, つっ ょけぉさうすっ おぇょさう しっ 

ゅさぇょはす うきっくくけ こけ すけいう くぇつうく. 
╀ぇゃくけ, ちっかっくぇしけつっくけ, きなょさけ. 
╆ぇすけゃぇ きさぇいう こぇさぇてせすうしすうすっ 
ゃなゃ ゃしうつおう しそっさう くぇ あうゃけすぇ う 
くぇえ-ゃっつっ ゃ こけかうすうおぇすぇ. ╆ぇとけすけ 
くはきぇす そせくょぇきっくす, ぇ すけゃぇ っ そぇ-
すぇかくけ, すゃなさょう 』せつせきうてっゃ. 
╇ ょけ ょくっし しつうすぇ, つっ っょうく けす 

くぇえ-ゅけかっきうすっ ゅさったけゃっ, こさう 

すけゃぇ しないくぇすっかくけ ょけこせしくぇす けす 
しすさぇくぇ くぇ こぇさすううすっ う こけかうすう-
つっしおぇすぇ くう しうしすっきぇ う ちっかっくぇ-
しけつっくけ こさっしかっょゃぇく, っ かうこしぇすぇ 
う くっあっかぇくうっすけ くぇ こけかうすうつっ-
しおうすっ こぇさすうう ょぇ けぉさぇいけゃぇす たけ-
さぇすぇ, けぉとっしすゃけすけ. ╊うこしぇすぇ くぇ 
こけかうすうつっしおぇ おせかすせさぇ せ くぇし っ 
せぉうえしすゃっくけ,  そぇすぇかくけ いぇ ゅさぇあ-
ょぇくしおけすけ くう けすくけてっくうっ う けぉ-
とっしすゃけ. 〈けゃぇ っ しぇきけ ゃ せゅけょぇ くぇ 
こぇさすううすっ, おぇいゃぇ 』せつせきうてっゃ, 
いぇ おけうすけ  くっこさけしゃっすっくけしすすぇ くぇ 
たけさぇすぇ っ さぇゃくぇ くぇ ょなかゅけゃっつ-
くけしす う けおけこぇゃぇくっ ゃなゃ ゃかぇしすすぇ.   
╇ すけつくけ いぇとけすけ くっ けぉうつぇ  ょぇ 

ゅけ しきはすぇす いぇ ゅかせこぇお, しっ っ こけし-
ゃっすうか くぇ おぇせいう, しゃなさいぇくう し 
っおしこっさすくけしすすぇ う こさけそっしうけくぇか-
くうは こけょたけょ こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ 
こさけぉかっきうすっ, おぇしぇっとう たけさぇすぇ. 

╆ぇすけゃぇ う こさっょう すさう ゅけょうくう 
っ っょうく けす こなさゃうすっ, こけしゃっすっくう 
ゃ おぇせいぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお”. ¨とっ すけゅぇゃぇ すけえ う くは-
おけかおけ くっゅけゃう おけかっゅう こなさゃけ こけ-
しさっとくぇかう し くっしおさうすぇ ういくっくぇょぇ 
うょっはすぇ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇす し きっしすくぇ こけかう-
すうおぇ, ゃ うきっすけ くぇ たけさぇすぇ. ╀うかう 
せぉっょっくう, つっ かうこしぇすぇ くぇ こけかう-
すうつっしおぇ おせかすせさぇ ゃ ゅけかはきぇ つぇしす 
しさっょ ゅさぇあょぇくしすゃけすけ, とっ けしすぇゃう 
くっさぇいぉさぇくう うょっうすっ う ちっかうすっ 
うき. ¨とっ こけゃっつっ, つっ ゃかういぇくっ-
すけ ゃ こけかうすうおぇすぇ っ さぇゃくけしうかくけ 
くぇ けきぇしおぇさはゃぇくっ う けこかのゃぇくっ. 
‶さうつうくぇすぇ - おけきっさしうけくぇかう-
いうさぇくっすけ くぇ けぉとっしすゃっすけ せ くぇし 
けしすぇゃは けすこっつぇすなお ゃなさたせ ゃしはおぇ 
しそっさぇ. ╃けさう くぇえ-しゃはしすくぇすぇ. 
′け ゃこけしかっょしすゃうっ うょゃぇ せゃっさっ-
くけしすすぇ, つっ すけゃぇ っ こさぇゃうかくぇすぇ 
ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは う つっ たけさぇ-
すぇ, おけうすけ くっ こさうっきぇす くっょけぉさぇすぇ 
ょっえしすゃうすっかくけしす すさはぉゃぇ ょぇ けすょっ-
かはす ゃさっきっ う くっさゃう ょぇ は こさけきっ-
くはす, ぇ くっ しぇきけ ょぇ しっ けこかぇおゃぇす.

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ:  
╊っおしうおけく いぇ こけさぇしくぇかう 

′ぇきうさぇ: 
《ぇおすなす, つっ ゃしっおう すなさしう かうつくぇ 

ういゅけょぇ けす ゃしうつおけ - いぇ しすさぇてくけ 
くっゅぇすうゃくけ う くっゅさぇょうゃくけ. 

′っ しきはすぇ: 
』っ たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ くっこさっ-

きっくくけ うょっぇかうしすう, いぇ ょぇ しぇ ょけ-
ぉさう う ょぇ しかっょゃぇす きっつすうすっ しう, くけ 
っ いぇょなかあうすっかくけ ょぇ しぇ おけさっおす-
くう う ょぇ しっ けすくぇしはす し さぇいぉうさぇくっ 
おなき けおけかくうすっ.  

╇いこけゃはょゃぇ:
《うかけしけそうはすぇ う さぇいぉうさぇくっすけ, 

つっ っょうく けす ょけぉさうすっ こけょたけょう 
おなき けおけかくうすっ っ ょぇ しっ ょなさあうて 
し すはた すぇおぇ, おぇおすけ うしおぇて ょぇ しっ 
ょなさあぇす し すっぉ. 〈けゃぇ ゃうくぇゅう ょぇゃぇ 
さっいせかすぇす. 

╃さぇいくう しっ:
¨す たけさぇ, すさなゅくぇかう し さけゅぇすぇ くぇ-

こさっょ. 
¨す すけゃぇ, つっ いぇゅせぉうたきっ せしっとぇ-

くっすけ しう, つっ ゃしうつおう しきっ さぇゃくう 
おぇすけ たけさぇ, けす いぇゅなさぉっくけすけ せしっ-
とぇくっ いぇ けぉとくけしす う しうかぇ, ぇおけ 
しきっ いぇっょくけ. 
„』けゃっお っ しけちうぇかくけ あうゃけすくけ. 

]すさぇくくけ いぇとけ しっ けこうすゃぇきっ ょぇ 

こさけゅさっしうさぇきっ  こけっょうくうつくけ う 
っゅけうしすうつくけ, きぇつおぇえおう ゃしうつ-
おけ しかっょ しっぉっ しう. 〉ぉっょっく しなき, 
つっ さぇくけ うかう おなしくけ とっ さぇいぉっ-
さっき,  つっ しぇきけ ぇおけ しきっ ゃ ゅさせこぇ, 
ゃ おけかっおすうゃ とっ しきっ しうかくう う とっ 
けちっかっっき. 〈けゃぇ きう ょぇゃぇ う きけすう-
ゃぇちうはすぇ ょぇ しなき つぇしす けす ゅさせこぇ-
すぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”. 
′っとぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさぇゃはす 
し こけ-ゅけかはき おけくしっくしせし, こけゃっ-
つっ さぇいぉうさぇくっ  う っそっおすうゃくけしす.  
¨こすうきうしす  しなき,  いぇとけすけ けす すさう 
ゅけょうくう ゃうあょぇき おぇお そうかけしけそう-
はすぇ くぇ „╄おしこっさすうすっ いぇ ╉ぇいぇく-
かなお” ょぇゃぇ さっいせかすぇす. ]かせつゃぇす しっ 
しなぉうすうは, おけうすけ さぇいつせこゃぇす ょけ-
しっゅぇてくうは こけかうすうつっしおう きけょっか, 
こさう すけゃぇ  ゃ こけ-ょけぉさぇ こけしけおぇ. 
╆くぇき, つっ とっ くう さぇいぉっさぇす たけさぇ-
すぇ, いぇとけすけ ゃしっおう うしおぇ ょぇ あうゃっっ 
ゃ こけ-ょけぉさぇ しさっょぇ, しこけおけえくけ う 
いぇとうすっくけ-ぇ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
すけゃぇ っ くぇてぇすぇ おぇせいぇ.” 

′っくぇゃうあょぇ: 
╋っさおぇくすうかくうすっ たけさぇ,  ╉けいう-

させゃぇくっすけ ゃ うきっすけ くぇ こけしすけゃっ, 
しすぇすせおゃけすけ, こけしかせておけゃちうすっ ゃなゃ 
ゃしうつおう しそっさう くぇ あうゃけすぇ.

]すさぇょぇ けす すけゃぇ, つっ:
╀なかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ くっ っ 

けぉせつっくけ いぇ きけょっさくうは しゃはす, いぇ 
おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ.  

〉ぉっょっく っ, つっ: 
〈けゃぇ, おけっすけ こぇさすううすっ ゅけゃけさはす 

くぇ くぇちうけくぇかくけ くうゃけ, すさせょくけ 
ゃなさてう さぇぉけすぇ くぇ たけさぇすぇ くぇ 
きっしすくけ. ╁ さぇえけくうすっ くはきぇ くせあ-
ょぇ けす おかうてっすぇ, ぇ けす さっぇかくぇ こけ-
かうすうおぇ う ょっえしすゃうは いぇ くっえくけすけ 
しかせつゃぇくっ. ┿おけ っょくぇ こぇさすうは 
うしおぇ ょぇ くぇこさぇゃう くっとけ くぇ きっしす-
くけ くうゃけ, くっおぇ しう こけょぉっさっ いくぇ-
つうきう たけさぇ, し せきっくうは う ぉうけゅさぇ-
そうう, し ぇゃすけさうすっす, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ けすしすけはゃぇす うょっうすっ しう. ‶ぇゅせぉ-
くけ っ しっゅぇてくけすけ  きくけいうくしすゃけ くぇ 
こけしかせてくうすっ ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, 
おけうすけ そけさきうさぇす きくけいうくしすゃけすけ 
くぇ いぇゃうしうきうすっ たけさぇ. 

〉ゃぇあぇゃぇ: 
‶さうおぇいおぇすぇ いぇ ]すなかぉぇすぇ. 
′けしっくっすけ くぇ けすゅけゃけさくけしす. ╇  

たけさぇすぇ, おけうすけ こさうすっあぇゃぇす すけゃぇ 
ょけしすけえくしすゃけ. ╁ こけかうすうおぇすぇ すけゃぇ 
おぇつっしすゃけ っ こさうしなとけ けしくけゃくけ くぇ 
きぇあけさうすぇさくけ ういぉさぇくうすっ かうつ-
くけしすう くぇ さぇいかうつくう こけいうちうう.

〈けえ っ こなしすなさ つけゃっお. ′はきぇ おぇお ょぇ くっ ゅけ いぇぉっかっあうて. ‶かっ
くはゃぇ けす こさなゃ こけゅかっょ, いぇさぇょう くっゃっさけはすくけすけ おさぇしうゃぇすぇ しう 
うしおさっくぇ せしきうゃおぇ. ¨す こすうつう こけゅかっょ きせ かうつう, つっ っ きなつくけ 
せしすけうき いぇ あっくうすっ.

╄きけちうけくぇかっく, っおしこさっしうゃっく, ぉぇかぇくしうさぇく, しかなくつっゃ つけ
ゃっお. 』ぇお くっゃっさけはすくけ いぇ うくぇつっ [ぇつっておぇすぇ しう こさうさけょぇ. 
》うこう. ╃けさう しっ ゅけさょっっ し すけゃぇ, けとっ こけゃっつっ, つっ くはおぇお ょせ
てぇすぇ きせ っ こさっかはかぇ ゃ さけあょっくぇすぇ ょぇすぇ. [けょっく っ すけつくけ ゃ 
ょっくは くぇ ]かなくちっすけ - ╃あせかぇは - 1-ゃう のかう.

〈ゃなさょう, つっ けすすぇき きせ っ けしすぇくぇかぇ う かのぉけゃすぇ おなき さけおぇ... 
けくいう きっかけょうつくうはす おうすぇさっく さけお くぇ 60-すっ, こさうはすっかうすっ う 
ょなかゅうすっ ゃっつっさう しなし いぇょせてっゃくう おけきこぇくうう. 

‶さういくぇゃぇ こけ きけきつっておう, つっ う ょけ ょくっし しっ しなぉうさぇ し こさう
はすっかう う しなせつっくうちう, けす ゃうこせしお 1978 ゅ. くぇ ╋ぇすっきぇすうつっ
しおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶けゃっつっすけ しっゅぇ さぇいこうかっくう 
こけ ゃぇあくう いぇょぇつう ゃ しゃっすぇ. 〈けかおけゃぇ しう かうこしゃぇす う しぇ しゃうお
くぇかう いぇっょくけ, つっ ょけさう こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ のぉうかっうすっ しう. 
〈ゃなさょう, つっ う しっゅぇ うきぇ おぇおゃけ ょぇ しう おぇあぇす, くっいぇゃうしうきけ, 
つっ  きけきつっすぇすぇ う きけきうつっすぇすぇ しぇ こけさぇしくぇかう. ̈ ぉとけすけ っ, つっ 
けとっ ゅけくはす きっつすうすっ しう う しぇ しこけしけぉくう くぇ ゃうしけおう すけこおう. 

╉ぇすけ すうこうつっく [ぇお けぉぇつっ ゃはさゃぇ, つっ くはきぇ くうとけ かけてけ ゃ 
ょぇょっく っすぇこ けす あうゃけすぇ しう つけゃっお ょぇ くぇこさぇゃう う おさぇつおぇ くぇ
いぇょ うかう ゃしすさぇくう. ]すうゅぇ  こけしけおぇすぇ ょぇ っ ょゃうあっくうっ くぇこさっょ.

┿きぉうちうけいっく う っくっさゅうつっく すうこ. 
]こけさすっく つけゃっお. ] くっゃっさけはすくぇ ょうしちうこかうくぇ くぇ ょせたぇ う すは

かけすけ. ‶さういくぇゃぇ, つっ ぉっい すけゃぇ すさせょくけ しっ しすうゅぇ ょぇかっつ. ╋なあ
おけすけ きせ しぇきけかのぉうっ しすうゅぇ う こけ-ょぇかっつ: くっ ぉっい いぇょけゃけかしすゃけ 
こさういくぇゃぇ, つっ けす ょっすっ っ ゃかのぉっく ゃなゃ そせすぉけかぇ, ょけさう さうすぇか 

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ: 
╆ぇ ゃかぇしすすぇ う たけさぇすぇ

╆ぇ おきっすぇ:
]っゅぇ ょけしすけえくうすっ たけさぇ けすおぇいゃぇす 

ょぇ しっ ぇくゅぇあうさぇす こけかうすうつっしおう, 
くっ うしおぇす ょぇ しぇ こぇさすうえくけ いぇゃうしう-
きう. ╃けぉさうはす おきっす しかっょゃぇ ょぇ くっ 
っ すはしくけ いぇゃうしうき けす こぇさすうう うかう 
きっさおぇくすうかくう うくすっさっしう, ぇ ょぇ っ 
けぉっょうくうすっかくぇ そうゅせさぇ いぇ っょくぇ 
てうさけおけ けょけぉさっくぇ おぇせいぇ. ′せあくけ 
っ ょぇ しっ ういぉっさっ  つけゃっお し きっくう-
ょあなさしおう けこうす, せきっっと ょぇ さぇぉけ-
すう し たけさぇすぇ ゃ っおうこ,いくぇっと おぇお 
ょぇ こけょぉっさっ すけいう っおうこ, いぇとけすけ 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ っょくぇ けぉとうくぇ 
っ おぇすけ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ っょくぇ 
ゅけかはきぇ そうさきぇ, うきぇ おせこ こさけぉかっ-
きう, おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ けすつっすぇす. 
╃ぇ せきっっ ょぇ ぇくぇかういうさぇ こさぇゃうかくけ 
しかせつゃぇとけすけ しっ, ょぇ すなさしう おけく-
しっしせしぇ う ょぇ きけあっ ょぇ ょっかっゅうさぇ 
けすゅけゃけさくけしす. ╃ぇ っ おけしきけこけかうす, 
てうさけおけ しおさけっく. ╃ぇ けちっくは たけ-
さぇすぇ けしくけゃくけ くぇ きけあっとう う くっ-
きけあっとう. ╃ぇ っ うくうちうぇすうゃっく, 
おさっぇすうゃっく う ょうぇかけゅうつっく つけゃっお. 
╃ぇ ゃはさゃぇ ゃ こさうくちうこぇ, つっ くはきぇ 
くっゃないきけあくう さってっくうは, ぇ しぇきけ 
きぇかおけ くぇ ぉさけえ ゃぇさうぇくすう. 
]っゅぇ くはきぇ くけさきぇかくぇ しさっょぇ いぇ 

ういかなつゃぇくっすけ くぇ っょくぇ うしすうくしおぇ 
くっけぉさっきっくっくぇ, おけくしっくしせしくぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ. ╆ぇとけすけ しぇきうすっ 
くうっ しきっ けぉさっきっくっくけ けぉとっしすゃけ. 

╆ぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”: 
′ぇてぇすぇ おぇせいぇ っ こさけしこっさうすっすぇ 

くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ. ╃うぇかけゅうつ-
くけしすすぇ きっあょせ ょゃっすっ ゃかぇしすう, おぇすけ 
けしくけゃっく うくしすさせきっくす いぇ せしこったぇ. 
╄おしこっさすくけしす う っそっおすうゃくけしす ゃ 
くぇつうくぇくうはすぇ. ╇ きけあっ ぉう いぇすけ-
ゃぇ くぇてうすっ っょうくけきうてかっくうちう しぇ 
たけさぇ し こけこせかはさくう うきっくぇ, し くっとけ 
いょさぇゃけ う さっぇかくけ いぇょ ゅなさぉぇ しう, 
いぇゅなさぉうかう こぇさすうえくうすっ しう しうき-
こぇすうう, いぇとけすけ ぉういくっしなす くっ すなさ-
こう こさぇいくう たけょけゃっ う こけこせかういなき.
′ぇしぇきっ し けゅかっょぇかけすけ: 
╁かぇょけ しさっとせ ╁かぇょけ. 

╁ぇあくけ っ つけゃっお ょぇ いくぇっ しけぉしす-
ゃっくうは しう ょけこせしお /すけかっさぇくし/ う ょぇ 
ゅけ しこぇいゃぇ. ╉ぇすけ すったくうつっしおう おけき-
こっすっくすっく つけゃっお しう ょぇゃぇき しきっすおぇ 
おけかおけ ゃぇあくけ っ すけゃぇ いぇ ゃしっおう. ′っ 
しこぇいゃぇて かう しけぉしすゃっくうは しう すけかっ-
さぇくし,  うきぇ ゅけかはき  さうしお ょぇ ょけこせし-
くって ぉさぇお.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

くぇ しすぇょうけくぇ ゃ „┿さしっくぇか” けとっ ゃ 4-すう おかぇし, ぇ しっゅぇ けす 5 ゅけ
ょうくう けしゃっく, つっ っ いぇこぇかっく すっくうしうしす, ゃっつっ ょけさう たけょう くぇ 
かのぉうすっかしおう すせさくうさう. ┿ いぇ こかせゃぇくっすけ, おけっすけ こさぇおすうおせ
ゃぇ けす ょっすしすゃけすけ ょけ ょくっし, しきはすぇ, つっ けしゃっく きくけゅけ こさうはすくけ 
いぇくうきぇくうっ っ う けすかうつっく さっかぇおし.

¨すゃなょ すけゃぇ くぇきうさぇ ゃさっきっ いぇ しっきっえしすゃけすけ しう,  いぇ 
ょゃっすっ しう こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょっちぇ, いぇ ゃぇあくうすっ ゃなこさけしう  
くぇ ょっくは う ゃさっきっすけ. 〈ゃなさょう, つっ こけかうすうおぇすぇ おぇすけ ちっか 
くっ ゅけ ういおせてぇゃぇ, いぇとけすけ ゃしっ けとっ つうすぇゃうすっ けしすぇゃぇす 
くっさぇいぉさぇくう, くけ っ すゃなさょけ せぉっょっく, つっ しぇきけ しゃっしすくう う 
おぇつっしすゃっくう たけさぇ きけゅぇす う すさはぉゃぇ ょぇ しすけはす くぇつっかけ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ, けぉとっしすゃけすけ, ゅさぇょぇ. ╇ つっ しきっ ょかなあくう ょぇ 
ゅう けすおさうっき. 

[はょおけ しさっとぇく おけきこかっおしっく つけゃっお. ‶せしおぇ, こけ こけょけぉうっ 
くぇ さけょうすっかうすっ しう, ょなかぉけおう ぇさしっくぇかしおう おけさっくう, きぇおぇさ 
さけょけゃぇすぇ  きせ くうておぇ ょぇ っ ╃せくぇゃしおぇ.

¨す こけかけゃうくゃっおけゃくうは しう あういくっく こなす, こけかけゃうくぇ っ こけ
ょっかうか  し „┿さしっくぇか”. ╇ くはきぇ くぇきっさっくうっ ょぇ ゅけ いぇゅなさぉゃぇ. 

╊けゃっち. ‶けゃっつっ けぉぇつっ くけしうすっか くぇ ぉうかっす, いぇ しぇきけ
つせゃしすゃうっ. 』っすっ. ╋くけゅけ. ′ぇこけしかっょなお けぉぇつっ こけゃっつっ こさけ
そっしうけくぇかくぇ う こけこせかはさくぇ かうすっさぇすせさぇ. ╇ っしすっしすゃっくけ 
さっゅうしすさうさぇ ょけしすぇすなつくけ こさうしなしすゃうっ ゃ うくすっさくっす こさけし
すさぇくしすゃけすけ. 

¨こすうきうしす. ‶け さけあょっくうっ う こけ こさうさけょぇ. ‶なすってっしすゃっ
くうお こけ ょせた う ょせてぇ. ╇ ゃ あうゃけすぇ. 

╋っつすぇっ ょぇ けこけいくぇっ けとっ こけゃっつっ ╀なかゅぇさうは う しゃっすぇ. 
╉けしきけこけかうす. ╃っかう たけさぇすぇ くぇ ょゃぇ すうこぇ: くぇ きけあっとう う 

くっきけあっとう.

]さっょ ゃしうつおうすっ 31-ぇ かうしすう 
うきぇ う すぇおぇゃぇ - しぇきけ し っょうく 
おぇくょうょぇす いぇ しなゃっすくうお. ╁ こけ-
しかっょくうは きけきっくす いぇ さっゅうしすさぇ-
ちうう ̈ ╇╉-╉ぇいぇくかなお っ けすおぇいぇかぇ 
さっゅうしすさぇちうは くぇ ‶‶ „]こさぇゃっょ-
かうゃけしす”, つうえすけ こさっょしすぇゃうすっか 
いぇ ╉ぇいぇくかなお っ ぉうゃてうはす いぇき. 
ゃなくてっく きうくうしすなさ [ぇょうけく ‶け-
こけゃ. ¨すおぇいなす いぇ さっゅうしすさぇちうは 
くぇ かうしすぇすぇ けす 16 おぇくょうょぇす-
しなゃっすくうちう っ くぇこさぇゃっく いぇさぇょう 
すけゃぇ, つっ  っょうく けす おぇくょうょぇすう-
すっ - しぇきうはす [ぇょうけく ‶けこけゃ, っ 
うきぇか くぇしすけはと う こけしすけはくっく 
ぇょさっし ゃ ょさせゅけ くぇしっかっくけ きはし-
すけ, さぇいかうつくう けす けぉとうくぇ ╉ぇ-

いぇくかなお. ]さっょ おぇくょうょぇすうすっ いぇ 
しなゃっすくうちう ゃ かうしすぇすぇ し けすおぇ-
いぇくぇ さっゅうしすさぇちうは しぇ ういゃっしす-
くう おぇいぇくかなておう そうくぇくしうしすう 
けす ぉかういおけすけ きうくぇかけ, ぉうゃてうはす 
いぇき. おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく 
╉うさっゃ う ょさせゅう. 
‶けすなさしっく いぇ おけきっくすぇさ, [ぇょう-

けく ‶けこけゃ いぇはゃう, つっ っ てけおうさぇく 
けす けすおぇいぇ, すなえ おぇすけ うきぇ さっゅうし-
すさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお けとっ けす きっ-
しっち くけっきゃさう 2010 ゅけょうくぇ. 
]っさうけいっく っ う くぇこかうゃなす けす 

おぇくょうょぇすう いぇ おきっすけゃっ くぇ 16 
けす けぉとけ 19 くぇしっかっくう きっしすぇ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉとうはす 
ぉさけえ くぇ おぇくょうょぇす–おきっすけゃっすっ 
こけ しっかぇすぇ っ 72, おぇすけ くぇえ-きくけ-
ゅけ きっさぇおかうう いぇ おきっすけゃっ うきぇ ゃ 
しっかけ ╉さなく - すぇき おぇくょうょぇすうすっ 
しぇ 11. ]こけさっょ きっしすくう ぇくぇかう-
いぇすけさう, っょくぇ けす こさうつうくうすっ いぇ 
ゅけかっきうは ぉさけえ おぇくょうょぇすう いぇ 
おきっすけゃっ くぇ しっかけ ╉さなく っ, つっ 
ょけしっゅぇてくぇすぇ おきっすしおぇ せこさぇゃぇ 
うきぇてっ ぇきぉうちうはすぇ ょぇ こさっゃなさ-
くっ しっかけすけ ゃ ゅさぇょ. 
¨しっき しぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ おきっ-

すけゃっ くぇ ょさせゅけすけ ゅけかはきけ しっかけ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - ╄くうくぇ, こけ 
6 おぇくょうょぇすう うきぇ いぇ おきっすけゃっ 
ゃ しっかぇすぇ [けいけゃけ う 【っえくけゃけ. 
‶っすうきぇ しぇ おぇくょうょぇす-おきっすけゃっ-
すっ いぇ しっかけ [なあっくぇ, こけ 4-きぇ ゃ 
しっかぇすぇ ╀せいけゃゅさぇょ, ╂けさくけ 』っさ-
おけゃうとっ, ╉けこさうくおぇ, ¨ゃけとくうお, 
ぅしっくけゃけ う 』っさゅぇくけゃけ. ‶け すさう-
きぇ おぇくょうょぇすう うきぇ いぇ ╃せくぇゃちう, 
╉なくつっゃけ う 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ. 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

[╅′╅〉]ぇぃ[¨ ¨′╆《『¨...
╀っい うくすさうゅぇ とっ しぇ ういぉけさうすっ ゃ 
【うこおぇ, いぇとけすけ すぇき うきぇ しぇきけ 
っょうく-っょうくしすゃっく おぇくょうょぇす いぇ 
おきっす う すけえ っ けす こぇさすうは ╂╄[╀.  
]なゅかぇしくけ くけゃうは ╇いぉけさっく おけ-

ょっおし, ゃ すさう しっかぇ けす けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ あうゃっはす こけ 
しこうしなお こけ-きぇかおけ けす 350 ょせてう, 
くはきぇ ょぇ しっ こさけゃっあょぇす ういぉけさう 
いぇ しっかしおう おきっすけゃっ. 〈ぇき とっ 
しっ くぇいくぇつぇゃぇす おきっすしおう くぇ-
きっしすくうちう けす くけゃけういぉさぇくうは 
けぉとうくしおう  おきっす. ]っかぇすぇ ぉっい 
しゃけう おきっすけゃっ とっ しぇ ╂けかは-
きけ ╃さはくけゃけ, ]さっょくけゅけさけゃけ う 
╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ. 
′ぇ ういぉけさうすっ いぇ こさっいうょっくす う 

ゃうちっこさっいうょっくす う きっしすくう けさ-
ゅぇくう くぇ ゃかぇしすすぇ, くぇしさけつっくう し 
〉おぇい くぇ こさっいうょっくすぇ いぇ 23-すう 
けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, あうすっ-
かうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ 
ゅかぇしせゃぇす ゃ 86 ういぉうさぇすっかくう 
しっおちうう. ╁ すはた とっ しぇ ぇくゅぇあう-
さぇくう けぉとけ 775 つかっくけゃっ. ╆ぇ 
すさせょくけ こけょゃうあくうすっ ういぉうさぇすっ-
かう とっ ぉなょっ しそけさきうさぇくぇ こけょ-
ゃうあくぇ しっおちうは いぇ ゅかぇしせゃぇくっ.  
‶け けそうちうぇかくう ょぇくくう くぇ 

╂[┿¨ – ╉ぇいぇくかなお しっ けおぇいゃぇ, 
つっ ゃ けぉとうくぇすぇ し 3 046 とっ しぇ 
こけゃっつっ ういぉうさぇすっかうすっ, し こさぇゃけ 
くぇ ゅかぇし ゃ ういぉけさうすっ いぇ こさっいう-
ょっくす, ゃ しさぇゃくっくうっ し ういぉけさうすっ 
いぇ しなゃっすくうちう う おきっすけゃっ くぇ 
けぉとうくう う くぇしっかっくう きっしすぇ. 
‶さっいうょっくすしおうはす ゃけす っ こさぇゃけ 
くぇ 71 472 あうすっかう くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ぇ きっしすくうはす – くぇ 68 
426 ょせてう.
]なゅかぇしくけ さってっくうっ くぇ 『╇╉, 

こけ 62 かっゃぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ 
とっ こけかせつう ゃしっおう こさっょしっょぇすっか 
くぇ しっおちうけくくぇ ういぉうさぇすっかくぇ 
おけきうしうは. ╆ぇきっしすくうお-こさっょしっ-
ょぇすっかうすっ くぇ ]╇╉ とっ ゃいっきぇす こけ 
58 かっゃぇ, おぇおすけ う しっおさっすぇさうすっ, 
ぇ つかっくけゃっすっ とっ ぉなょぇす いぇこかぇ-
すっくう し こけ 55 かっゃぇ. ╁ないくぇゅさぇあ-
ょっくうはすぇ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ]╇╉ 
くっ しっ けぉかぇゅぇす し ょぇくなちう こけ ╆ぇ-
おけくぇ いぇ ょぇくなちうすっ ゃなさたせ ょけたけ-
ょうすっ くぇ そういうつっしおうすっ かうちぇ.
‶ぇさうすっ とっ ぉなょぇす ょせぉかうさぇくう ゃ 

しかせつぇえ, つっ しっ くぇかけあう ゃすけさう すせさ.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁ ╇くょうは くぇ さうおてぇ

]っきっえしすゃけすけ

╉きっすしすゃけすけ ゃ ╉さなく - くぇえ-あっかぇくけすけ 
きはしすけ いぇ おきっすせゃぇくっ

しぇ しそけさきうさぇかう ゅさせこぇ ゃ しけちうぇかくぇすぇ きさっあぇ 《っえしぉせお, おけはすけ こけおさっこはす ぉかういけ 8000 ょせてう.
╁ ╉ぇいぇくかなお こさけすっしすなす いぇこけつゃぇ ゃ 10 つ. こさっょ ¨ぉとうくぇすぇ う とっ こさけょなかあう ょけ 13 つ.

‶け しうゅくぇか しかせあうすっかう けす [ぇえけくくけ せこさぇゃかっくうっ «‶けかうちうは» - ╉ぇいぇくかなお  ういゃなさてうたぇ こさけゃっさおぇ ゃ ょけきぇ くぇ 51-ゅけょうてっく きなあ. ╁ おなとぇすぇ きせ ゃ しっかけ ╄くうくぇ しぇ くぇきっ-
さっくう う ういいっすう 49 ぇくすうつくう きけくっすう, 57 ぇくすうつくう こさっょきっすぇ し さぇいかうつくぇ そけさきぇ, きっすぇかけすなさしぇつ う 45 ぇきこせかう し くぇょこうし くぇ すはた «きけさそうく たうょさけたかけさうせき».

]かっょ こけかうちっえしおぇ こさけゃっさおぇ けす つぇしすっく ょけき くぇ せか. «‶せておうく» ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ ういいっすう きくけあっしすゃけ ぉけえくう しくぇさぇあっくうは - ちうかうくょさうつくぇ すさけすうかけゃぇ こさっしけゃおぇ 400 ゅさ. 
しくぇさはあっくぇ し っかっおすさけょっすけくぇすけさ; ょゃっ しぇきけょっかくう ゃいさうゃくう せしすさけえしすゃぇ, こけしすぇゃっくう ゃなゃ そかぇおけくう けす ょっいけょけさぇくすう し こけおぇいゃぇと しっ けゅくっこさけゃけょっく てくせさ; 30 しき. けゅくっ-
こさけゃけょっく てくせさ; 17 かけゃくう こぇすさけくう 12 おぇかうぉなさ; 50 こぇすさけくう 9 きき いぇ こうしすけかっす «╋ぇおぇさけゃ»; っょくぇ しぇきけょっかくぇ ちっゃ いぇ こぇすさけくう 12 おぇか,; っょうく しぇきけょっかっく こうしすけかっす 
くっせしすぇくけゃっく おぇかうぉなさ; つぇしすう う きったぇくういきう いぇ けゅくっしすさっかくう けさなあうは; 60 おぇくぇぉうしけゃう しすさなおぇ し すっゅかけ 40 おゅ.; 2 おゅ. しせたぇ いっかっくぇ すさっゃうしすぇ きぇしぇ, さっぇゅうさぇとぇ こさう くぇ-
こさぇゃっくうは こけかっゃう くぇさおけ すっしす くぇ おぇくぇぉうし; つっさくぇ こかっすっくぇ きぇしおぇ し けすゃけさう いぇ けつうすっ う ょゃぇ きけぉうかくう すっかっそけくぇ. ╁しうつおう すっ しぇ ぉうかう こさうすっあぇくうっ くぇ 31-ゅけょうてっく きなあ.
 
 

《うかきう う しくうきおう し ょっすしおけ こけさくけ しぇ けすおさうすう ゃ ょけきぇ くぇ 47-ゅけょうてくうは [けしっく ‶っすおけゃ けす ╉ぇいぇくかなお.
‶さう こさけゃっさおぇ ゃ ょけきぇ きせ ゃ ぉか. 25 ゃ おぇいぇくかなておうは おゃぇさすぇか «╇いすけお» しぇ くぇきっさっくう う ういいっすう ╋[ 4 し おぇさすぇ, おけきこのすなさ し ょゃぇ たぇさょ ょうしおぇ, しなょなさあぇとう こけさくけ-

ゅさぇそしおう きぇすっさうぇかう し きぇかけかっすくう う くっこなかくけかっすくう かうちぇ, おぇおすけ う 786 すさぇしぬけさぇ, 25 しくうきおう くぇ きぇかけかっすくう う くっこなかくけかっすくう きけきうつっすぇ, そけすけぇかぉせき, 8 CD う きぇかおう 
DVD ょうしおぇ, 282 DVD う CD し こけさくけゅさぇそしおけ しなょなさあぇくうっ.
╁ ぇこぇさすぇきっくすぇ くぇ きなあぇ うきぇかけ う 22 たぇさすうっくう かうしすつっすぇ し うくすっさくっす ぇょさっしう くぇ こけさくけゅさぇそしおう しぇえすけゃっ, ちうそさけゃ そけすけぇこぇさぇす, しなょなさあぇと こけさくけゅさぇそしおう しくうきおう う 

きうおさけ CD おぇさすぇ し けぉっき 1 GB. ╁ おぇかなそつっすけ おなき そけすけぇこぇさぇすぇ っ くぇきっさっくぇ きうおさけ CD おぇさすぇ し けぉっき 128 MB, ゃなくてっく たぇさょょうしお, 4 きうくう DVD ょうしおぇ, ゃなくてくぇ そかぇておぇ, 
ょゃぇ ぇょぇこすっさぇ いぇ きうおさけ CD, きうおさけ CD おぇさすぇ し けぉっき 2 GB, こけしすぇゃっくぇ ゃ ぇょぇこすっさ う けとっ すさう きうおさけ CD し さぇいかうつくぇ こぇきっす.
[けしっく ‶っすおけゃ っ いぇょなさあぇく いぇ しさけお ょけ 24 つぇしぇ ゃ [ぇえけくくけ せこさぇゃかっくうっ «‶けかうちうは» - ╉ぇいぇくかなお. [ぇぉけすぇすぇ こけ しかせつぇは こさけょなかあぇゃぇ けす しかせあうすっかう くぇ [ぇえけくくけ せこ-

さぇゃかっくうっ «‶けかうちうは» - ╉ぇいぇくかなお.
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25 ゅけょうくう ╀さぇすけっゃ っ さなおけ
ゃけょうすっか くぇ ╀ぇいぇすぇ いぇ すったくう
つっしおけ さぇいゃうすうっ

╃けおぇすけ すは しっ さぇいさぇしすくっ ょけ ╇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 こさっい 1984-すぇ.
[ぇぉけすぇすぇ こけ きっすぇかけさっあっとうすっ 

きぇてうくう いぇこけつゃぇ けとっ こさっい 1959-
すぇ, さぇいおぇいゃぇ ょくっし うくあ. ╀さぇすけ
っゃ. 〈けゅぇゃぇ けとっ くっ っ そけさきうさぇくけ 
こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ ╆ぇゃけょ 5 う おぇすけ 
おけくしすさせおすけさしおぇ ょっえくけしす, ゃしうつおけ 
いぇこけつゃぇ し せしゃけはゃぇくっすけ くぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ ぉけさきぇてうくう, おけっすけ 
こさっきうくぇゃぇ こけ-おなしくけ ゃ こさけうい
ゃけょしすゃけ くぇ そさっいきぇてうくう. ‶なさゃけ
くぇつぇかくけ しっ こけかいゃぇす おけくしすさせおちうう 
くぇ ╆╋╋ – ]けそうは う おけくしすさせおちうう 
けす ]]][.
〈ぇおぇ ょけ 1971 – きぇ. ”╀ぇいぇすぇ 

しっ しないょぇょっ し ちっか せしゃけはゃぇくっ くぇ 
しけぉしすゃっくう きっすぇかけさっあっとう きぇ
てうくう”, しこけきくは しう ょくっし ╀さぇすけっゃ. 
╆ぇこけつゃぇす し くけゃぇ ゅぇきぇ そさっいけゃう 
きぇてうくう, きけょっか 《〉 – 251 う 《〉 
– 321.¨すつうすぇす しっ おぇすけ しさぇゃくう
すっかくけ ゅけかっきう こけしすうあっくうはすぇ こけ 
けすくけてっくうっ くぇ おけくしすさせおちうはすぇ う 
くぇつうくぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ – し 
ゅけかはきぇ せくうそうおぇちうは う ぉっい ょぇ 
しないょぇゃぇす こさけぉかっきう ゃ こさけういゃけょ
しすゃけすけ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ しっ さぇぉけすう 
こけ こけ-ゅけかはきぇ くけきっくおかぇすせさぇ, くけ 
しっ こさうっきぇ いぇ こけ-ょけぉなさ ゃぇさうぇくす 
ゃこけしかっょしすゃうっ こさけそうかなす ょぇ しっ 
しすっしくう. ╀ぇいぇすぇ しっ こさっけさうっくすう
さぇ こさっい 1972-さぇ ゃ くぇこさぇゃかっくうっ 
いぇ せしゃけはゃぇくっ う こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ きぇてうくう, くっけぉたけょうきう いぇ ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき” – ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう, 
し ちっか こけ-ゅなゃおぇゃけ けぉっいこっつぇゃぇくっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ けぉっょうくっ
くうっすけ. ‶さっい ゅけょうくうすっ ぉぇいぇすぇ っ 
くぇ さぇいかうつくけ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ 
こけょつうくっくうっ, くけ さぇいゃけえくぇすぇ ょっえ
くけしす ゃ しっおすけさぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけ
すけ くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう 
しっ いぇこぇいゃぇ. ¨しゃっく ぇゅさっゅぇすくうすっ 
きぇてうくう, こさうけさうすっす いぇ ぉぇいぇすぇ 
しぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ すさっすけ 
こけおけかっくうっ そさっいきぇてうくう う せしゃけ
はゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
けぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう. ‶なさゃけくぇ
つぇかくけ, ょけ 1988-きぇ,  こけ はこけくしおう 
かうちっくい, こけつゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ 
けぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう けす そうさきぇすぇ 
„ぅきぇいぇおう”.  

′ぇかぇゅぇ しっ ╀さぇすけっゃ ょぇ しっ 
こさっきっしすう ゃ ′╇〈╇

〈けゃぇ しすぇゃぇ, しかっょ おぇすけ ういくっくぇょ
ゃぇとけ ゅけ けすしすさぇくはゃぇす けす さぇぉけすぇすぇ 

ゃ ぉぇいぇすぇ こけ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう. ╉ぇおすけ う ょくっし, くっ 
しおさうゃぇ ╀さぇすけっゃ, すけゃぇ けす
しすさぇくはゃぇくっ, おけっすけ しすぇゃぇ ぉっい 
くうおぇおなゃ さぇいゅけゃけさ し くっゅけ
ゃうは こさはお さなおけゃけょうすっか, くぇ
おなさくはゃぇ しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ 
しこっちうぇかうしすぇ – ゃっつっ しすぇさ
てう くぇせつっく しなすさせょくうお ゃすけ
さぇ しすっこっく. ╁ すぇいう しうすせぇちうは 
╀さぇすけっゃ ょけさう うしおぇ ょぇ くぇ
こせしくっ ういけぉとけ „┿さしっくぇか”, くけ 
くっ ゅけ こせしおぇす. ]かっょ くはおけかおけ 
けすおぇいぇ, くぇえ-こけしかっ すけゃぇ しっ 
しかせつゃぇ う すぇおぇ すけえ こけこぇょぇ ゃ 
′╇〈╇.〈ぇき いぇこけつゃぇす さぇぉけすぇ 
こけ しなゃしっき くけゃけ くぇこさぇゃかっ
くうっ. [ぇぉけすう しっ し くっきしおけすけ 
こさっょこさうはすうっ, おせこっくけ けす 
ょなさあぇゃくけすけ すけゅぇゃぇ せ くぇし – 
╃]¨ „╋っすぇかたうき”. ‶け-おなしくけ 
しっ しないょぇゃぇ ′╇〈╇ – うくあっくっ
さうくゅ, おけっすけ こけつゃぇ おぇつっしすゃっ
くけ くけゃぇ ょっえくけしす – せしゃけはゃぇ
くっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う 
ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ おけきこかっおしう 
けす きぇてうくう いぇ こさけういゃけょしすゃけ 
くぇ きぇかけすさぇえくう おけかぉぇしう. 
〈けゅぇゃぇ うょゃぇ ょさぇきぇすうつくぇすぇ 
1991 – ゃぇ う 

‶けつゃぇす しなおさぇとっくうはすぇ

╀さぇすけっゃ くっ きけあっ ょぇ こさっ
あうゃっっ ょぇ けしすぇくっ くぇ さぇぉけ
すぇ, ゃっつっ すけおせ とけ くぇゃなさてうか 
こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす, ょけおぇ
すけ ょさせゅう, こけ-きかぇょう たけさぇ 
しう けすうゃぇす. ╆ぇすけゃぇ, きぇおぇさ う 
ちっくっく しこっちうぇかうしす, ╀さぇすけっゃ 
くぇこせしおぇ. 20 ゅけょうくう こけ-おなし
くけ, たけさぇすぇ ゅけ こけいくぇゃぇす ゃっつっ 
こさっょうきくけ おぇすけ けぉとっしすゃっ
くうお う つかっく くぇ さなおけゃけょしすゃけ
すけ くぇ ╀]‶ ゃ けぉとうくぇすぇ. ╁ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╀]‶ 
╀さぇすけっゃ けすうゃぇ しかっょ っょくぇ けす
こせしおぇ – っょうく きっしっち いぇしかせ
あっくぇ こけつうゃおぇ, しかっょ こさっょかけ
あっくうっ けす しすさぇくぇ くぇ ╂っけさゅう 
╆ぇたぇさうっゃ. „]なゅかぇしうた しっ ぉっい 
おけかっぉぇくうっ, いぇとけすけ ぇかすっさ
くぇすうゃぇすぇ ぉってっ ょぇ ぉっいょっえしす
ゃぇき” う ょくっし っ おぇすっゅけさうつっく 
いぇ こさぇゃうかくけしすすぇ くぇ ういぉけさぇ 
しう ╀さぇすけっゃ. ‶なさゃけ っ けさゅぇくう
いぇすけさ, こけしかっ - いぇき. こさっょしっ
ょぇすっか くぇ ¨ぉ] くぇ ╀]‶. ”╃くっし 
ゅけゃけさうき いぇ ょっきけおさぇちうは, くけ 
くうっ しきっ おさうゃけ さぇいぉさぇくう 
ょっきけおさぇすう”, おけきっくすうさぇ くぇ
おさぇすおけ こけしかっょくうすっ 22 ゅけょう
くう ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ.]こけさっょ 
くっゅけ, おけえすけ っ くぇこうしぇか ょけさう 

おくうゅぇ いぇ うしすけさうつっしおぇすぇ くう 
こぇきっす けす 1944 – すぇ ょけ 1898 
– すぇ, こさけきっくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
しぇ しっ けすさぇいうかう おぇすけ しこぇょ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ すけいう ゅけ
かはき こさけきうてかっく ちっくすなさ, くけ 
ゃしっ こぇお, こけさぇあっくうはすぇ しぇ こけ-
きぇかおけ, けすおけかおけすけ くぇ ょさせゅう 
きっしすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╃けぉさっ っ, つっ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ おぇいぇくかなて
おうすっ こさっょこさうはすうは しっ いぇこぇいう, 
きぇおぇさ う ゃ くぇきぇかっく さぇいきっさ. 
╁ すけゃぇ けすくけてっくうっ ゅさぇょなす しっ 
さぇいゃうゃぇ こけ-ぉかぇゅけこさうはすくけ, くけ 
こさう ゃしはおけ こけかけあっくうっ ょくっし 
こさけういゃけょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ 
ゃ さけょくぇすぇ うくょせしすさうは っ こけ-くう
しおぇ, ょけぉぇゃは ういしかっょけゃぇすっかはす 
くぇ けぉとっしすゃっくけ-うおけくけきうつっ
しおうすっ こさけちっしう.   

╉けかおけすけ ょけ おくうゅうすっ, おけう
すけ こうてっ,

╀さぇすけっゃ, おぇすけ つっ かう しっ っ ゅけす
ゃうか いぇ すけゃぇ ちはか あうゃけす. ╇いかういぇ 
けす きっしすぇすぇ, おなょっすけ っ さぇぉけすうか 
し ちっくくう いぇこうしおう いぇ しゃなさてっ
くけすけ, おけうすけ ゃっょくなあ しっ けおぇいぇ
かう ょけさう ちはか きうくう ぉせし... - うきぇ 
せしっす いぇ うしすけさうつっしおぇすぇ こぇきっす. 
╉けゅぇすけ こさっい 2003-すぇ こさっし
すぇゃぇ ょぇ ぉなょっ „くぇ とぇす” ゃ ╀]‶ 
– ╉ぇいぇくかなお, ╀さぇすけっゃ さってぇゃぇ 
ょぇ こうてっ おくうゅう – くぇきっさうた いぇ 
くせあくけ ょぇ しこけょっかは ゃしうつおけ ゃ 
„╋けはすぇ しなょぉぇ”. ┿ しなょぉぇすぇ くぇ 
′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ っ しゃなさいぇくぇ 
し „┿さしっくぇか” う きっすぇかけさっあっ
とうすっ きぇてうくう. ‶けつすう こけさぇゃくけ 
けぉぇつっ すぇいう しなょぉぇ う ゃ おくうゅぇ
すぇ, っ しこけょっかっくぇ し こけかうすうおぇ
すぇ: ”╉ぇすけ ゃ あうゃけすぇ”, こさういくぇ
ゃぇ ╀さぇすけっゃ. „╁ „╋けはすぇ しなょぉぇ” 
しこけょっかはき きけうすっ ゃうあょぇくうは いぇ 
けしくけゃくうすっ しなぉうすうは ゃ こさったけょぇ 
う うしすけさうはすぇ くぇ ╀]‶”, しこけょっかは 
′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ. ”╁ ╀]‶ うきぇ 
う しかぇぉけしすう – ゅけかっきう おけかっぉぇ
くうは ゃ こけかうすうおぇすぇ, くけ うしすうくぇ
すぇ っ, つっ すは しう けしすぇゃぇ, おけかおけすけ 
う つせょくけ ょぇ っ すけゃぇ, くぇえ-ょっきけ
おさぇすうつくぇすぇ こぇさすうは せ くぇし, おけは
すけ けぉしなあょぇ こさけぉかっきうすっ しう”, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╀さぇすけっゃ. ╁しっ 
こぇお, せしこった っ, つっ こぇさすうはすぇ しっ 
こさけきっくう しなけぉさぇいくけ しゃっすけゃくう
すっ こさけきっくう, くぇ おけうすけ くっ きけ
あってっ ょぇ しっ こさけすうゃけこけしすぇゃう”, 
しきはすぇ ╀さぇすけっゃ. ╆ぇ くっゅけ っ ゃぇ
あくけ けとっ, つっ ╀]‶ っ せしこはかぇ ょぇ 
しなたさぇくう うしすけさうつっしおぇすぇ こぇきっす 
いぇ しかせつうかけすけ しっ ゃ ╀なかゅぇさうは 
けす 1944-すぇ ょけ 1989 – すぇ, おけ

『っかう 33 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか”! - ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ. ‶けいくぇすうはす ょくっし こけゃっつっ おぇすけ 

けぉとっしすゃっくうお, けすおけかおけすけ おぇすけ ぇさしっくぇかっち, 
╀さぇすけっゃ ゃしなとくけしす こけしゃっとぇゃぇ こけゃっつっ けす 
こけかけゃうくぇすぇ しう あうゃけす くぇ きぇてうくけしすさけっくっ
すけ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ‶けしすなこゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ くぇ 5-すう しっこすっきゃさう 1949-すぇ, こけ
しかっ しかっょゃぇ ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ こけかうすったくうおぇ – ょけ 
1956-すぇ. ╋ぇおぇさ つっ っ さぇいこさっょっかっく くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ]けそうは – ╆ぇゃけょ 12, ╀さぇすけっゃ ゅけ すっゅかう おなき 
╉ぇいぇくかなお う すけ – くっこさっきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇとけすけ すぇき しっ ゅさぇょはす くぇえ-ょけぉさうすっ しこっちうぇ
かうしすう ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ. ┿ すけえ うしおぇ ょぇ 
しすぇくっ すけつくけ すぇおなゃ.〈ぇおぇ, くぇ 4-すう きぇさす 1956-
すぇ ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ うょゃぇ おぇすけ おけくしすさせおすけさ 
ゃ ╆ぇゃけょ 10, しっゅぇ „┿さしっくぇか”. ╇ すぇおぇ – すぇき 
– 33 ゅけょうくう, ょけ 1988-きぇ.¨す おけくしすさせおすけさ, 
こさっい ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ くぇ おけきぉうくぇすぇ, 
ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ こけ きっすぇかけさっあっとう きぇ
てうくう, いぇきっしすくうお ょうさっおすけさ こけ すったくうつっしおう
すっ ゃなこさけしう... ╇ おけゅぇすけ うょゃぇ ゃさっきっすけ ょぇ しっ 
しすさせおすせさうさぇ う けさゅぇくういうさぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
╀ぇいぇ いぇ すったくうつっしおけ さぇいゃうすうっ, きぇおぇさ さな
おけゃけょしすゃけすけ くぇ すけゃぇ いゃっくけ ょぇ っ こけ-くうしおけ 
こけしすぇゃっくけ ゃ えっさぇさたうはすぇ, ╀さぇすけっゃ ういぉうさぇ 
ょぇ こけっきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ すぇき, こさうゃかっつっく けす 
すゃけさつっしすゃけすけ, ゃかぇゅぇくけ ゃ さぇいゃけえくぇすぇ ょっえ
くけしす こさう こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう. ╂けょうくぇすぇ っ 1967-きぇ.

ゅぇすけ さけょくぇすぇ うおけくけきうおぇ ぉっ
かっあう くぇえ-ゅけかっきうは しう ゃないたけょ. 
]なし しうゅせさくけしす つぇしす けす くっゅけ っ 
きけとすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おけはすけ っ  
ぉっいしこけさくぇ う ょくっし. ╋っしすくうすっ 
こさけぉかっきう くぇ ╀]‶ ╀さぇすけっゃ しっ 
ゃないょなさあぇ ょぇ けぉしなょあぇ, くけ いぇ 
くっゅけ っ つせょくけ おぇお っょくぇ こぇさすうは, 
いぇしすぇくぇかぇ くぇ ういぉけさうすっ いぇょ 
っょうく おぇくょうょぇす,  こけしかっ けすおぇいゃぇ 
ょぇ しかっょゃぇ くっゅけゃぇすぇ こけかうすうおぇ. 
] すけゃぇ すけえ しう けぉはしくぇゃぇ す. くぇさ. 
„ゃけえくぇ” きっあょせ ょゃっすっ ゃかぇしすう 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.

′けゃぇすぇ おくうゅぇ

くぇ ╀さぇすけっゃ こけおぇいゃぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ ぇくすうそぇてうしすおぇすぇ ぉけさぉぇ せ くぇし, 
おぇおすけ すけえ は ゃうあょぇ おぇすけ こさっょしっ
ょぇすっか ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ╀なかゅぇさしおうは 
ぇくすうそぇてうしすおう しなのい う おぇおすけ は 
こけおぇいゃぇす ういしかっょゃぇくうすっ けす くっゅけ 
ういすけつくうちう – おくうゅう う ょけおせきっくすう. 
‶さけせつゃぇくっすけ きせ っ しぇきけしすけはすっか
くけ う しっ ぉぇいうさぇ くぇ ょけおせきっくすぇか
くう ういしかっょゃぇくうは, くっ くぇ しさっとう し 
たけさぇ, けぉはしくはゃぇ すけえ おぇすけ ぇゃすけさ. 
′うおけえ くっ いくぇっ いぇ おくうゅぇすぇ, つぇお  
ょけおぇすけ すは くっ ういかういぇ けす こっつぇす. 
╃けさう しなこさせゅぇすぇ ]すっそおぇ! ╉くうゅぇ
すぇ っ ういくっくぇょぇ いぇ くっは, こけょくっしっくぇ 
こけ しこっちうぇかっく くぇつうく. ”]せすさうく う 
こさっい ょっくは – ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, ゃっ
つっさ – くぇ おけきこのすなさぇ”, すぇおぇ けぉはし
くはゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう 80-ゅけょうてくうはす 
╀さぇすけっゃ, いぇ おけゅけすけ おけきこのすなさなす 
っ っあっょくっゃうっ.

”╋けあっ う ょぇ しなき ょけこせしくぇか くは
おけう ゅさっておう ゃ ういしかっょゃぇくっすけ, くけ 
しなき こけかいゃぇか けそうちうぇかくう ういすけつ
くうちう.”, しおさけきっく っ ゃ けちっくおぇすぇ 
しう いぇ しゃなさてっくけすけ ╀さぇすけっゃ. ╇ 
ょけぉぇゃは: ”╃け うしすうくぇすぇ しっ しすうゅぇ 
すさせょくけ.”
〈けえ いくぇっ すけゃぇ くっ しぇきけ おぇすけ 

しゃうょっすっか くぇ うしすけさうつっしおう しなぉう
すうは う ぇゃすけさ くぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ 
すはた, ぇ う おぇすけ つけゃっお, おけえすけ こけしすけ
はくくけ しかっょう きっょううすっ. ”╋っょううすっ 
ょくっし ういこけかいゃぇす おさぇえくけしすうすっ.”, 
おぇすっゅけさうつっく っ ╀さぇすけっゃ, おけえすけ っ 
こけいくぇす くぇ おぇいぇくかなつぇくう う おぇすけ 
ぇおすうゃっく しなすさせょくうお くぇ きっしすくぇ
すぇ こさっしぇ.”╆かけぉぇ, いぇゃうしす, くうとけ 
つけゃっておけ くっ けしすぇくぇ” っ おさぇすおうはす 
きせ おけきっくすぇさ くぇ きっょうえくうは しな
ゃさっきっくっく こっえいぇあ. ╇ けとっ くっとけ 
ゅけ ょさぇいくう けすおさけゃっくけ – ょくっし こけ 
きっょううすっ しっ ゃけょはす ょっぉぇすう ぉっい 
しきうしかっくけしす, ぉっい いぇょなかぉけつっくけしす, 
しこけさけゃっ, ゃ おけうすけ おさっしかうゃけしすすぇ 
くぇょょっかはゃぇ くぇょ ぇさゅせきっくすうすっ.  
』っすっくっすけ う ╉くうゅぇすぇ いぇ ╀さぇ

すけっゃ しぇ ]ゃはすけしす. ′ぇえ-ちっくくぇ
すぇ しっきっえくぇ さはょおけしす  いぇ くっゅけ っ 
おくうゅぇ, けしすぇくぇかぇ けす せぉうすうは きせ 
こさっい 1923-すぇ ゅけょうくぇ  ゃせえつけ – 
おくうゅぇ けす 19-すう ゃっお: „〈けゃぇ っ きけ
はすぇ さっかうおゃぇ!” ╉くうゅうすっ ゃ ょけきぇ 
くぇ ′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ, おぇおすけ う 
こさっょこけかぇゅぇき, しぇ きくけゅけ – „ゃっつっ 
いぇょさなしすうたぇ ゃしうつおう しすぇう う きぇ
いっすぇ.” ╆ぇすけゃぇ すけえ きうしかう ょぇ くぇ
こさぇゃう ょぇさっくうっ, くぇえ-ゃっさけはすくけ, 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けぉとうくしおぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ. „〈けゃぇ っ くぇえ-ゃぇ
あくうはす こさけぉかっき, おけえすけ きう けしすぇ
ゃぇ ょぇ さってぇ”, しこけょっかは ╀さぇすけっゃ, 
おけっすけ くっ きせ こさっつう, けしゃっく おくう
ゅうすっ, ょぇ つっすっ さっょけゃくけ う しすぇすうう 
ゃ うくすっさくっす.

80-ゅけょうてくうはす のぉうかっえ

′っょっかつけ ╀さぇすけっゃ こけしさっとぇ 
しなし しっきっえしすゃけすけ しう くぇ 22 ぇゃ
ゅせしす.╃ゃっ ょなとっさう う 4-きぇ ゃくせ
ちう ゃくぇしはす さぇょけしす ゃ ゅけかはきけすけ 
きせ しっきっえしすゃけ, おなょっすけ うきぇ こけ
すけきしすゃっくう きせいうおぇくすう. ╄ょくぇすぇ 
ょなとっさは っ こさっこけょぇゃぇすっかおぇ こけ 
こうぇくけ, ゅけかはきぇすぇ ゃくせつおぇ っ こう
ぇくうしすおぇ,  こさっこけょぇゃぇすっか ゃ ′けゃ 
ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす, きせ
いうおぇくす つっすゃなさすけ こけおけかっくうっ. 
„╀ぇとぇ きう ぉってっ しぇきけせお ちうゅせ
かぇさ...”. ╀さぇすけっゃ うきぇ う ゃくせお 
うくあっくっさ, くぇしかっょくうお くぇ くっゅけ
ゃぇすぇ こさけそっしうは. ╇ うきっ. ╇ けとっ 
っょうく – うくあっくっさ こけ おけきこのすなさ
くう しうしすっきう. ′ぇえ-きぇかおぇすぇ せつう 
ゃ っいうおけゃぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ]すぇさぇ 

╆ぇゅけさぇ.
′ぇ すけゃぇ しっ さぇょゃぇす ょくっし しなし 

しなこさせゅぇすぇ ょゃぇきぇすぇ とぇしすかうゃう 
こっくしうけくっさう. „╀っい しなこさせゅぇすぇ 
くっ ぉうた ぉうか すけゃぇ, おけっすけ しなき. 〈は 
しっ けすおぇいぇ けす おぇさうっさぇ いぇさぇょう 
しっきっえしすゃけすけ, ぇ せつってっ いぇ うく
あっくっさ”, しこけょっかは し ゅけさょけしす ′っ
ょっかつけ ╀さぇすけっゃ.
〈けえ しなあぇかはゃぇ しっゅぇ しぇきけ いぇ 

っょくけ: ”╅うゃっは ゃ しすさぇくぇ, おけはすけ 
っ こなさゃっくっち ゃ しぇきけさぇいさせてぇゃぇ
くっすけ.” – けくけゃぇ, おけっすけ こけしすうゅくぇ 
くぇてっすけ こけおけかっくうっ し すけかおけゃぇ 
すさせょ, ゃっつっ っ さぇいさせてっくけ... ╉けえ
すけ けすさうつぇ すけゃぇ, すけえ くっ しかっょう 
う くっ こさういくぇゃぇ うしすうくぇすぇ いぇ くぇ
てっすけ こぇょっくうっ, おぇいゃぇ ′っょっかつけ 
╀さぇすけっゃ. ′け っ しうゅせさっく ゃ っょくけ 
– „┿さしっくぇか”, おけえすけ きせ ょぇゃぇ 
くぇえ-たせぉぇゃけすけ – せょけゃかっすゃけさっ
くうっすけ けす さぇぉけすぇすぇ う こさけそっ
しうけくぇかういきぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
こけょょなさあぇ しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ 
おぇいぇくかなつぇくう.         

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

╃-さ 〈けょけさ 』けぉぇくけゃ - いぇき.-きうくうしすなさ くぇ おせかすせさぇすぇ. 
』けぉぇくけゃ っ さけょっく こさっい 1977 ゅ. ╆ぇゃなさてゃぇ ぇさたっけかけゅうは 
ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす “]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう” 
こさっい 2001 ゅ., ぇ こさっい 2008 ゅ. いぇとうすぇゃぇ ょけおすけさしおぇ 
すうすかぇ こけ しこっちうぇかくけしすすぇ. ‶さっい 2005 ゅ. こさっきうくぇゃぇ 
おせさし こけ “╀けさぉぇ し こさっしすなこかっくうはすぇ しさっとせ おせかすせさくけすけ 
くぇしかっょしすゃけ” おなき ╄ゃさけこけか.
¨す 2003 ょけ 2004 ゅ. さぇぉけすう おぇすけ ゅかぇゃっく っおしこっさす ゃ 
ょうさっおちうは “╇いこなかくうすっかくぇ ぇゅっくちうは – こさけゅさぇきぇ 《┿[” 
ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ う ぉかぇ-
ゅけせしすさけえしすゃけすけ. ╁ こっさうけょぇ 2004 – 2007 ゅ. っ くぇつぇか-
くうお くぇ うくしこっおすけさぇすぇ いぇ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ おなき 
′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ いぇ きせいっう, ゅぇかっさうう う ういけぉさぇいう-
すっかくけ ういおせしすゃけ おなき ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ.
¨す のくう 2007 ゅ. さぇぉけすう おぇすけ っおしこっさす, つかっく くぇ こけしすけ-

╆ぇきっしすくうお-きうくうしすなさなす くぇ おせかすせさぇすぇ 〈けょけさ 』けぉぇくけゃ こけしっすう ╋っゅぇかうすぇ おさぇえ しっかけ ╀せいけゃ-
ゅさぇょ, けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ういうすぇすぇ きせ, くぇこさぇゃっくぇ しぇきけ ょくう こさっょう っしっくくけすけ さぇゃくけょっく-

しすゃうっ, ぉっ こけ こけおぇくぇ くぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.  
╆ぇき.-きうくうしすなさなす う こさうょさせあぇゃぇとうすっ ゅけ かうちぇ ぉはたぇ こけしさっとくぇすう くぇ ]かなくつっゃぇすぇ ゃさぇすぇ けす 

きっしすくうすっ たけさぇ し ゃないしすぇくけゃおぇ くぇ しすぇさ すさぇおうえしおう さうすせぇか. „‶さぇゃうすっかしすゃけすけ とっ くぇこさぇゃう ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ すけいう すさぇおうえしおう こぇきっすくうお ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ つぇしす けす くぇえ-こけしっとぇゃぇくうすっ すせさうしすうつっ-
しおうすっ けぉっおすう ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇさっすっ”, いぇはゃう 』けぉぇくけゃ こさっょ ぉせいけゃゅさぇょつぇくう. „′け けしくけゃっく うゅさぇつ 
いぇ さぇいゃうすうっ くぇ おせかすせさくうは すせさういなき しぇ けぉとうくうすっ う すっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす しっさうけいくけ う きくけゅけ 
ぇくゅぇあうさぇくけ こけ すっきぇすぇ, けとっ こけゃっつっ, つっ ゃ かうちっすけ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ うきぇす ょけぉなさ こぇさすくぬけさ”, 
ういすなおくぇ いぇき.-きうくうしすなさなす.
¨ぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ しなけぉとう, つっ うょっはすぇ っ いっきかうとっすけ くぇ すさぇおうえしおけすけ しゃっすう-

かうとっ ょぇ ぉなょっ けぉけしけぉっくけ おぇすけ こぇさちっか, おけっすけ くはきぇ ょぇ っ かっしくけ, すなえ おぇすけ すけ っ つぇしす けす ゅけさしおう そけくょ.
] っょうく けす くぇえ-きかぇょうすっ いぇき.-きうくうしすさう ゃ こさぇゃうすっかしすゃけすけ さぇいゅけゃぇさは ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ.

╂-く 』けぉぇくけゃ, おぇすけ こさっょしすぇ-
ゃうすっか 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, とっ しなょっえしす-
ゃぇすっ かう ╋っゅぇかうすぇ くぇょ ╀せ-
いけゃゅさぇょ ょぇ しすぇくっ こぇきっすくうお 
くぇ おせかすせさぇすぇ, おぇおゃぇすけ うょっは 
ゃないくうおくぇ くぇ きっしすくけ くうゃけ?
- [ぇいぉうさぇ しっ, ゃしはつっしおう とっ 

こけょこけきけゅくっき すぇおうゃぇ ょっえしすゃうは. 
′うっ うきぇきっ けゅさけきくぇすぇ ゃけかは ちっ-
かうはす さっゅうけく すせお ょぇ ぉなょっ ちっくすなさ 
くぇ おせかすせさくうは すせさういなき, いぇとけすけ 
うきぇ ゃしうつおう くっけぉたけょうきう こさっょ-
こけしすぇゃおう いぇ すけゃぇ. 
╇ょゃぇき いぇ こさなゃ くぇ すけいう ╋っ-

ゅぇかうす, くけ くはきぇ ょぇ おさうは, つっ けす 
ゅけょうくう しなき しかせてぇか きくけゅけ けす 
おけかっゅう – ╁ぇかっさうは 《けか う ょさせゅう, 
くけ こけ くはおぇおゃぇ こさうつうくぇ こさけしすけ 
くっ ぉはた うょゃぇか すせお. ′うっ すさはぉゃぇ 
ょぇ くぇこさぇゃうき けす くぇてぇ しすさぇくぇ 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ ょぇ けこぇいうき う 
こけおぇいゃぇきっ ょけぉさっ くぇてうすっ おせか-
すせさくう ちっくくけしすう. ╇ ょぇ くぇこさぇゃうき 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ すせさういきなす, 
おけえすけ っ しゃなさいぇく し すっいう ちっく-
くけしすう, ょぇ くう くけしう さぇいゃうすうっ う 
こさけしこっさうすっす. ╆ぇとけすけ すせさういきなす 
っ きくけゅけ たせぉぇゃ ぉういくっし – こさけょぇ-
ゃぇて おせかすせさぇすぇ, ちっくくけしすうすっ しう, 
すぇおぇ つっ こけおぇいゃぇて けくけゃぇ, おけっ-
すけ しう ょぇか くぇ つけゃっておぇすぇ ちうゃう-
かういぇちうは. 】っ くぇこさぇゃうき ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ, おけっすけ っ こけ しうかうすっ 
くう, すけいう ╋っゅぇかうす ょぇ しすぇくっ けとっ 
こけ-こけこせかはさっく う こけ-こけしっとぇゃぇく, 
くけ うしおぇき ょぇ こけょつっさすぇは, つっ すせお 
さけかはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす っ うい-
おかのつうすっかくけ ゃぇあくぇ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
し ういおかのつうすっかくけすけ ゃくうきぇくうっ う 
しなょっえしすゃうっ くぇ おきっすけゃっすっ. ╀っい 
すけゃぇ くぇてうすっ ょけぉさう くぇきっさっくうは, 
おぇすけ ょなさあぇゃぇ, しぇ くっゃないきけあくう. 
╁ ╄] うきっくくけ おきっすなす う ¨ぉとう-

くぇすぇ しぇ けしくけゃくうすっ ょゃうゅぇすっかう. 
- ╉ぇお おぇすけ しこっちうぇかうしす, 

ょけおすけさ こけ ぇさたっけかけゅうは, けこ-
さっょっかはすっ きはしすけすけ くぇ ╋っ-
ゅぇかうすぇ くぇょ ╀せいけゃゅさぇょ おぇすけ 
うしすけさうつっしおぇ ちっくくけしす?
╁ ╀なかゅぇさうは うきぇ う ょさせゅう ]かなく-

つっゃう ゃさぇすう, くけ すぇいう ゃっさけはすくけ っ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ う くぇえ-こさっょしすぇ-
ゃうすっかくぇすぇ. ′っ っ しかせつぇえくけ, つっ 
すせお しっ くぇきうさぇ はょさけすけ くぇ ¨ょさう-
しおぇすぇ ょなさあぇゃぇ. 〈けゃぇ しぇ ぉうかう いぇ 
すさぇおうすっ きくけゅけ しゃっとっくう きっしすぇ, 
すったくうすっ ゅさぇょけゃっ, こけしっかっくうは, ぇ 

ゃ ちっかうは さっゅうけく すせお うきぇ すぇおうゃぇ 
せくうおぇかくう おせかすせさくう ちっくくけしすう う 
すったくうはす こけすっくちうぇか すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ ういこけかいゃぇ ゃ くぇえ-こなかくぇ しすっ-
こっく. 〈けゃぇ, さぇいぉうさぇ しっ, いぇゃうしう 
くぇえ-ゃっつっ けす きっしすくうすっ けぉとくけ-
しすう, いぇとけすけ, きぇおぇさ う ょなさあぇ-
ゃぇすぇ ょぇ うきぇ けゅさけきくう ゃないきけあ-
くけしすう ょぇ こけょこけきぇゅぇ ゃしはつっしおう 
さぇいゃうすうっすけ くぇ おせかすせさぇすぇ う おせか-
すせさくうはす すせさういなき, ゃ ╄] けしくけゃっく 
„うゅさぇつ” ゃ おせかすせさくうは すせさういなき しぇ 
うきっくくけ けぉとうくうすっ う さっゅうけくうすっ. 
╆ぇ ょぇ うきぇ せしこってっく おせかすせさっく 
すせさういなき ゃ さっゅうけくぇ, けぉとうくうすっ 
う さっゅうけくうすっ しかっょゃぇ ょぇ こさっょ-
こさうっきぇす けぉとう ょっえしすゃうは. ╆ぇ ょぇ 
うきぇ せしこってっく おせかすせさっく すせさういなき 
ゃ さっゅうけくぇ, ゃしうつおう けぉとうくう すせお 
すさはぉゃぇ ょぇ こさうけさうすういうさぇす すせさう-
いきぇ おぇすけ しゃけは けしくけゃくぇ いぇょぇつぇ. 
╆ぇ くぇし, おぇすけ ょなさあぇゃぇ, っ ゃぇあくけ, 
つっ くっけぉたけょうきぇすぇ いぇ すせさういきぇ 
ょなさあぇゃくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ – ゃっつっ ‶けょぉぇかおぇくしおう-
はす こなす っ ゃ けすかうつくけ しなしすけはくうっ, 
しなゃしっき しおけさけ きぇゅうしすさぇかぇ „〈さぇ-
おうは” しなとけ とっ ぉなょっ いぇゃなさてっ-
くぇ, ぇ すは とっ こさけゃっあょぇ たけさぇ けす 

]けそうは ょけ きけさっすけ う けぉさぇすくけ, 
すぇおぇ つっ こけすけおなす けす たけさぇ きけあっ 
ょぇ きうくぇゃぇ かっしくけ おなき ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ う ╉ぇいぇくかなお.〈けゃぇ, おけっすけ 
けしすぇゃぇ けとっ, っ いぇょぇつぇ ういおかのつう-
すっかくけ くぇ きっしすくうすっ けぉとくけしすう – 
ゃしうつおう すっいう けぉっおすう すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす ゃ けすかうつくけ しなしすけはくうっ, いぇ 

ょぇ ぉなょぇす こさうゃかっおぇすっかくう う ょぇ 
さぇょゃぇす すせさうしすうすっ. ]きはすぇき, つっ ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇえ-ゅけかっきう-
はす こさけぉかっき っ ゃしっ けとっ こさけょなか-
あぇゃぇとけすけ かけてけ しなしすけはくうっ くぇ 
つぇしす けす せくうおぇかくうすっ ゅさけぉくうちう, 
おけうすけ しっ くぇきうさぇす ゃ ╃けかうくぇすぇ 
くぇ ちぇさっすっ. 〈けゃぇ, おけっすけ くうっ くぇ-
こさぇゃうたきっ くぇこけしかっょなお, おぇすけ ょっ-
きけくしすさぇちうは くぇ さってうきけしすすぇ くぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ, っ, つっ ゃこうしぇたきっ 
╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ 
おぇすけ っょうく けす 35-すっ けぉっおすぇ し くぇ-
ちうけくぇかくけ おせかすせさくけ いくぇつっくうっ. 
〈けゃぇ, おけっすけ くっ ぉってっ くぇこさぇゃっ-
くけ, くうっ ゅけ くぇこさぇゃうたきっ. ′け けつ-
ぇおゃぇき ょぇ ゃうょは う こけ-おけくおさっすくう 
ょっえしすゃうは けす きっしすくうすっ ゃかぇしすう. 
╇しおぇ きう しっ ょぇ ゃうょは っょくぇ くけゃぇ 
けぉとうくしおぇ こけかうすうおぇ う さっゅう-
けくぇかくぇ, いぇとけすけ, ゃしっ こぇお, くっ 
ぉうゃぇ ょぇ しっ いぇぉさぇゃは, つっ くぇぉかういけ 
こさっきうくぇゃぇす ゅけかっきう すせさうしすうつっ-
しおう こけすけちう, ぇ ゃぇてぇ いぇょぇつぇ っ ょぇ 
ゅう ょけおぇさぇすっ すせお, ゃ ╉ぇいぇくかなお う 
╃けかうくぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ う ょぇ 
ゅう いぇこけいくぇっすっ し すぇいう ょさっゃくぇ 
すさぇおうえしおぇ しゃっすうくは. - ╇きぇてっ 
うょっは ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえ-

しおうすっ ちぇさっ ょぇ ぉなょっ ゃこうしぇくぇ 
おぇすけ っょうくっく けぉっおす ゃ ]ゃっすけゃ-
くけすけ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ 
くぇ ぃ′╄]╉¨?
〉ぉっょっく しなき, つっ ╃けかうくぇすぇ うきぇ 

こけすっくちうぇか いぇ すけゃぇ, くけ いぇ ょぇ 
しすぇくっ ゃないきけあくけ, すっいう けぉっおすう 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす ゃ けすかうつくけ しなし-

すけはくうっ. ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ, おぇすけ 
ょけえょっ きけくうすけさうくゅなす  くぇ きはしすけ, 
おけえすけ ゃいうきぇ さってっくうっすけ, おけゅぇすけ 
ょけえょっ うくしこっおすけさなす  ょぇ くぇこう-
てっ しゃけは ょけおかぇょ いぇ おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ けぉっおすうすっ, くうっ すさはぉゃぇ ょぇ ゅう 
さぇいゃっょっき こけ っょくう こけょょなさあぇくう 
けぉっおすう.
- ╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ-

そぇく ╃ぇきはくけゃ せこさっおくぇ くぇ 
しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇしおけさけ ょっこせすぇすぇ けす ╂╄[╀ 
╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ, つっ いぇさぇ-
ょう  くっゅけゃけ こうすぇくっ ゃ ′ぇさけょ-
くけすけ しなぉさぇくうっ しぇ しこさっかう 
ょっえしすゃうはすぇ こけ こさけっおすぇ „]っ-
ゃすけこけかうし”. ╉ぇお ゅかっょぇ しっゅぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ くぇ すけいう こさけっおす?
‶さけっおすなす „]っゃすけこけかうし”, おけえすけ 

しっ かぇくしうさぇ けす ういゃっしすくけ ゃさっきっ, 
いぇ しけちうぇかういぇちうは う ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ っょくけ けゅさけきくけ しなけさなあっくうっ, 
おけっすけ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく ょぇ こけい-
ゃけかう ょけしすなこぇ ょけ ぇさたっけかけゅうつっ-
しおうすっ しすさせおすせさう, っ かのぉけこうすっく 
ょっえしすゃうすっかくけ, おさうっ しゃけは つぇさ 
う さけきぇくすうおぇ, くけ しっ けつっさすぇゃぇす 
くはおけかおけ きくけゅけ しっさうけいくう ゃな-
こさけしぇ. ¨しゃっく ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, 
すけゃぇ っ うおけくけきうつっしおう こさけっおす う 
っ ゃぇあくけ, うきぇ かう あっかぇっとう, おけう-
すけ ょぇ うくゃっしすうさぇす ゃ すけゃぇ しなけさな-
あっくうっ, いぇとけすけ すけ っ こさっおぇかっくけ 
きぇとぇぉくけ, おぇおすけ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, すぇおぇ う いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ょなさあぇゃぇ. ╇ょゃぇ う しかっょゃぇとうはす 
ゃなこさけし – おぇおゃぇ とっ っ ゃないゃさぇとぇ-
っきけしすすぇ? – ょぇ くっ しっ けおぇあっ, つっ 
ういたぇさつゃぇきっ くはおぇおゃう けゅさけきくう 
さっしせさしう いぇ くっとけ, おけっすけ くはきぇ 
ょぇ ゅう ゃなさくっ けぉさぇすくけ. ╆ぇ くぇし, 
おぇすけ せつっくう, ぇい くっ おさうは おぇすけ 
ぇさたっけかけゅ しゃけは しおっこすうちういなき けす 
そぇおすぇ, つっ ゃしなとくけしす ょけかせ, こけょ 
はいけゃうさぇ, くっ っ けしすぇくぇかけ けとっ 
おけえ いくぇっ おぇおゃけ. ¨とっ ゃ たけょぇ くぇ 
さぇいおけこおうすっ しっ っ せしすぇくけゃうかけ, 
つっ ]っゃすけこけかうし, くぇえ-ゃっさけはすくけ  
っ ぉうか さぇいさせてっく. ╁ さっいせかすぇす 
くぇ くはおぇおゃぇ ゃけえくぇ, いぇ おけはすけ しっ 
しこけさう おぇおゃぇ っ, くけ っ そぇおす, つっ 
]っゃすけこけかうし っ いぇゅうくぇか う しぇきけ-
すけ きせ いぇゅうゃぇくっ っ しゃなさいぇくけ し 
くっゅけゃけすけ さぇいさせてぇゃぇくっ. 〈ぇおぇ 
つっ, すけゃぇ, おけっすけ しっ っ けすおさうかけ けす 
]っゃすけこけかうし, しなゃしっき くっ っ すぇいう 
ぉかはしおぇゃぇ ゃうしけすぇ くぇ すさぇおうえしおけ-
すけ ういおせしすゃけ, おぇおゃぇすけ ゃうあょぇきっ ゃ 
すさぇおうえしおうすっ ゅさけぉくうちう, くぇこさう-
きっさ. 〈ぇおぇ, つっ いぇこぇいっくけしすすぇ くぇ 
ぇさたっけかけゅうつっしおうすっ しすさせおすせさう くぇ 
]っゃすけこけかうし ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく 
くっ けこさぇゃょぇゃぇ けゅさけきくぇすぇ うく-
ゃっしすうちうは. ┿い くはきぇき くうとけ こさけ-
すうゃ こさけっおすなす ょぇ しっ さっぇかういうさぇ 
う とっ ゅけ こけょおさっこはき ゃしはつっしおう, 
くけ しすうゅぇ ょぇ ょけえょっ うくゃっしすうすけさ, 
おけえすけ ょぇ おぇあっ: ゃぇょうき すっいう くっ-
けぉたけょうきう しさっょしすゃぇ, きうかうけくう, 
いぇ ょぇ さっぇかういうさぇきっ こさけっおすぇ. 
′け きけはすぇ うしすうくしおぇ すさっゃけゅぇ う 
ゅさうあぇ っ いぇ すっいう ゃっかうおけかっこくう 
ゅさけぉくうちう, いぇ すっいう てっょぬけゃさう くぇ 
すさぇおうえしおけすけ ういおせしすゃけ, おけうすけ 
ゃっつっ ょっしっすうかっすうは こさっおぇさゃぇす ゃ 
っょくけ すっあおけ ぇゃぇさうえくけ しなしすけは-
くうっ. ╇ いぇ おけうすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお すさはぉゃぇてっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[っ-
ゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ”. ╁けょうたきっ 
すぇおうゃぇ さぇいゅけゃけさう う いぇ きけっ けゅ-
さけきくけ さぇいけつぇさけゃぇくうっ, ゃなこさっおう 
こけょおさっこぇすぇ 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 すぇおなゃ こさけっおす, 
いぇとけすけ くうっ けす しぇきけすけ くぇつぇかけ 
ょぇょけたきっ こなかくぇ こけょおさっこぇ くぇ 
おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, すけえ ょぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ, すけゃぇ くっ ぉってっ 
くぇこさぇゃっくけ. ╃なさあぇゃぇすぇ, ゃけょっくぇ 

っょうくしすゃっくけ けす せぉっょっくけしすすぇ, つっ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさぇゃう くっけぉ-
たけょうきけすけ, おぇくょうょぇすしすゃぇ しぇきけ いぇ 
ゅさけぉくうちぇすぇ 【せてきぇくっち う こさけ-
っおすなす ぉってっ しこっつっかっく. 〉ゃっさはゃぇき 
ゃう, つっ すけいう けぉっおす とっ ぉなょっ こさう-
ゃっょっく ゃ くっけぉたけょうきけすすけ しなしすけは-
くうっ. ′け – こけょつっさすぇゃぇき – すけゃぇ しぇ 
しおぇつっくう しなょけゃっ – くっ きけあっ ょゃっ 
けす ゅさけぉくうちうすっ ょぇ ぉなょぇす ゃ ょけぉさけ 
しなしすけはくうっ, ぇ けしすぇくぇかうすっ ょぇ ぉな-
ょぇす ゃ かけてけ.  
- ╂-く 』けぉぇくけゃ, うきっくくけ こけ 

すけいう ゃなこさけし くぇこけしかっょなお 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ゃけょう っょうく 
しこけさ けすくけしくけ そぇおすぇ, つっ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ こけょぇょっ 
こさけっおす こけ こさけゅさぇきぇ „[っゅう-
けくぇかくけ さぇいゃうすうっ” いぇ ╃けかう-
くぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ. 
╇いすなおゃぇす しっ さぇいかうつくう こさう-
つうくう いぇ すけゃぇ, ゃおかのつうすっかくけ 
う すけゃぇ, つっ しぇきけ こさっょう ょくう 
おきっすなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
けぉはしくう こさっょ あせさくぇかうしすう, 
つっ かうこしゃぇす しゃけぉけょくう っおうこう 
けす しこっちうぇかうしすう, おけうすけ ょぇ 
さぇいさぇぉけすはす こさけっおすぇ. ╁ぇてっ-
すけ けぉはしくっくうっ?
╀なかゅぇさうは っ っょくぇ けす ょなさあぇゃう-

すっ し ゅけかはき しけぉしすゃっく おぇこぇちうすっす 
いぇ ょっえくけしすう こけ おせかすせさくけすけ くぇ-
しかっょしすゃけ. ╀なかゅぇさしおう さっしすぇゃさぇ-
すけさう, くぇこさうきっさ, ちっかけゅけょうてくけ 
さぇぉけすはす ゃ ╇すぇかうは, ゃ ]┿】, うきぇ-
きっ こけくっ 10 すけこ っおしこっさすう ゃ ╀なか-
ゅぇさうは し けゅさけきっく しゃっすけゃっく けこうす, 
おけうすけ きくけゅけ かっしくけ う ぉなさいけ 
きけゅぇす ょぇ さぇいさぇぉけすはす こさけっおすぇ, 
しすうゅぇ ょぇ うきぇ ゃけかは けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ こけょゅけすゃう くっけぉたけ-
ょうきうは こさけっおす. ╃ぇ しっ けこさぇゃょぇゃぇ 
くはおけえ し かうこしぇ くぇ おぇこぇちうちっす, 
いぇ きっく っ くっしっさうけいくけ. ¨とっ こけ-
ゃっつっ, つっ くうっ, けす ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ くぇ おせかすせさぇすぇ, ゃうくぇゅう しきっ 
ぉうかう くぇしさっとぇ う, ぇおけ くう ぉってっ 
こけしすぇゃっく すけいう ゃなこさけし けす ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ょぇ こけきけゅくっき 
ゃ さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ, 
ぉっい おけかっぉぇくうっ とはたきっ ょぇ ゅけ くぇ-
こさぇゃうき くぇつぇしぇ, いぇとけすけ すけゃぇ しぇ 
けぉっおすう けす しゃっすけゃくけ いくぇつっくうっ. 
╆ぇ すけゃぇ ゅけゃけさうき いぇ ゃおかのつゃぇくっ 
ゃ かうしすぇすぇ くぇ ]ゃっすけゃくけすけ おせか-
すせさくけ くぇしかっょしすゃけ くぇ ぃ′╄]╉¨ 
– こけ っょくぇ こさけしすぇ こさうつうくぇ – すっ 
しぇ せくうおぇかくう! ′うっ とはたきっ, ぇおけ 
ぉはたきっ こけすなさしっくう, いぇっょくけ し ¨ぉ-
とうくぇすぇ, ょぇ こさうゃっょっき ╃けかうくぇ-
すぇ ゃ くっけぉたけょうきけすけ しなしすけはくうっ, 
ぇ すけゃぇ くっ しっ しかせつう う ょけさう くっ 
くう ぉってっ こけしすぇゃっく すけいう ゃなこさけし. 
┿おけ しぇきけ ぉってっ こけしすぇゃっく, くうっ 
くぇつぇしぇ とはたきっ ょぇ けすおかうおくっき 
しなし しこっちうぇかうしすう, ょけさう けす しうし-
すっきぇすぇ くぇ さっゅうけくぇかくうすっ きせいっう, 
おけうすけ ゃしはつっしおう ょぇ こけきけゅくぇす. 
′け けとっ ゃっょくなあ おぇいゃぇき – くうっ くっ 
こけかせつうたきっ すぇおなゃ いけゃ いぇ こけきけと 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ おけえ-
すけ ょぇ さっぇゅうさぇきっ. ╃け こけしかっょくけ 
ぉはたきっ し せぉっょっくけしすすぇ, つっ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ おぇくょうょぇす-
しすゃぇ こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ 
„[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ”. 〈けゃぇ 
っ けゅさけきっく こさけこせしくぇす てぇくし いぇ 
╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇさっすっ. 〈せお しなき 
ょかなあっく ょぇ おぇあぇ, つっ すっいう こさけ-
ゅさぇきう とっ しっ こけゃすけさはす, とっ うきぇ 
う ょさせゅう てぇくしけゃっ う っょくぇ きっしすくぇ 
ゃかぇしす, おけはすけ うきぇ さってうきけしす ょぇ 
さってぇゃぇ すっいう こさけぉかっきう, きけあっ 
きくけゅけ ぉなさいけ ょぇ ういかっいっ けす すぇおぇ 
しないょぇかぇすぇ しっ しうすせぇちうは.                              

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
╇いこけかいゃぇくう しぇ う ゃなこさけしう 

くぇ 〈╁ ╄ゃさけこぇ 

はくくぇすぇ きっあょせゃっょけきしすゃっくぇ さぇぉけすくぇ ゅさせこぇ おなき ╁なさたけゃくぇすぇ おぇしぇちうけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ.

╃ゃっすっ おくうゅう くぇ ╀さぇすけっゃ

╋っゅぇかうすなす くぇょ ╀せいけゃゅさぇょ

しく. ╇. ╀けくっゃ
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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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》そちてちかてけ - ╇しあおけすけち ぁとねとすけのかう:
〉ときかせ せけ か さすかて つ ちあくすあに

╇かてかちあせけ:
ょいけしみちひて 〉かおかしねそ ╆ちあてそかう

¨せてかちうま つひつ くあす.-すけせけつてひちあ せあ 
さとしてとちあてあ 【そおそち ぁそいあせそう

╉せけてか そて つかおすけぬあてあ:
╇ ねかてうひちてひさ つすか せあこ-そいはけてかしせけ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 8

》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

72-すあ  さあせおけおあてけ くあ つかしつさけ さすかてそうか 
う [あくあせしひのさそ, せあこ-すせそえそ う [ちひせ - 11

╇ ぁ╊【╇ぇ『【ぇ[ 』〈╊ 〉╅‶-《╆ぅ¨【╊]〉¨  【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:
╉さぇしうきうさぇ ╁ぇしうかっゃぇ ‶けこけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか“ ┿╃ , けすょっか ╇おけくけ-
きうつっしおう, ╆ぇゃけょ 2

╃かなあくけしす:
╇おけくけきうしす けさゅぇくういぇすけさ くぇ 
すさせょぇ - しっおさっすぇさ

╂けょうくう: 36

╆けょうは: ]すさっかっち

》けぉう: 』っすっくっ くぇ おくうゅう

『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”

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

‶けくっょっかくうおなす っ すっあなお ょっく, ゃすけさくうおなす – くっさゃっく, くけ ぇおすう-
ゃっく, ゃ しさはょぇ きうしかうき こけ-ぉなさいけ... ゃしうつおけ すけゃぇ っ ょけおぇいぇくけ 

けす ぇしすさけかけいうすっ.                  
┿ おぇおなゃ ょっく っ つっすゃなさすなおなす – ょっくはす くぇ ぃこうすっさ?
』っすゃなさすうはす ょっく けす しっょきうちぇすぇ っ くぇえ-ぉかぇゅけこさうはすくうはす いぇ ょっ-

かけゃう こさっゅけゃけさう, いぇ しさっとう し こさうはすっかう, いぇ ゃしはおぇおゃう おけくすぇおすう, 
けす おけうすけ けつぇおゃぇきっ  ょけぉさう さっいせかすぇすう. ╁ すけいう ょっく しきっ くぇえ-おけ-
きせくうおぇすうゃくう, くぇえ-けぉとうすっかくう, いぇすけゃぇ う おけくすぇおすうすっ しっ けしな-
とっしすゃはゃぇす くぇえ-かっしくけ.
╁ つっすゃなさすなお こさっこけさなつうすっかくぇ っ かっおぇ ょうっすぇ, ょけさう – かっつっぉくけ 

ゅかぇょせゃぇくっ.
》けさぇすぇ, さけょっくう ゃ つっすゃなさすなお, くけしはす つっさすうすっ くぇ こかぇくっすぇすぇ 

ぃこうすっさ, くぇさうつぇくぇ „いゃっいょぇ くぇ おさぇかっすっ”. 〈っ くっしないくぇすっかくけ 
ういかなつゃぇす せしっとぇくっ いぇ ぇゃすけさうすっす う ゃかぇしす. 〈ぇおうゃぇ たけさぇ くっ しう 

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?  - 2 ゅけょうくう 

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ しっぉっ しう う くぇ けこうすぇ しう.

11 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. 〈けかおけ-
ゃぇ さっゅうしすさうさぇ ¨ぉとうくしおぇすぇ 
ういぉうさぇすっかくぇ おけきうしうは ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお  ょけ おさぇえくうは しさけお いぇ 
すけゃぇ - 20-すう しっこすっきゃさう, 17 
つぇしぇ.  ╁しうつおう すっ とっ しっ ぉけ-
さはす いぇ  ょけゃっさうっすけ くぇ  68 426     
ういぉうさぇすっかう ゃ けぉとうくぇすぇ. 
¨しゃっく ういゃっしすくうすっ ょけ すけいう 

きけきっくす おぇくょうょぇす-おきっすけゃっ: 
くぇ ╂╄[╀ - ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
くぇ ╀]‶ - ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
くぇ ╁╋[¨-╀′╃ - 』ぇゃょぇさ ┿く-
ゅっかけゃ, くぇ [╆] - ╂っけさゅう ╉ぇ-
かうつおけゃ, くぇ こぇさすうは ┿すぇおぇ 
– ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ, ′ぇくつけ 
╁うょっゃ - さっゅうしすさうさぇく 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 - けす ¨ぉっょうくっくう ょっ-
しくう しうかう, ′うおけかぇえ ┿かっおしぇく-
ょさけゃ けす ]うくはすぇ おけぇかうちうは  う 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, さっゅうしすさう-
さぇく けす きっしすくぇ おけぇかうちうは „╆ぇ 
ゅさぇあょぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ”,  
ゃ こけしかっょくうは ょっく いぇ さっゅうし-
すさぇちうは ¨╇╉ っ さっゅうしすさうさぇかぇ  
おぇすけ おぇくょうょぇす いぇ おきっす 》ぇかうか  
╊っすうそけゃ - かうょっさ くぇ ╃‶] ゃ 
けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ╁っしっ-
かうく ╁ぇくけゃしおう けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
╊っゃうちぇ. 〈けゃぇ しなけぉとう ╇ゃぇく-
おぇ [せしうくけゃぇ – こさっょしっょぇすっか 
くぇ ¨╇╉ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╊っすうそけゃ 
っ ぉうゃて おぇくょうょぇす いぇ ょっこせすぇす 
う くぇしすけはと けぉとうくしおう しなゃっす-

くうお けす ╃‶]. ╃させゅぇすぇ おきっすしおぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ っ くぇ ╁っしっかうく 
╁ぇくけゃしおう – こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
こぇさすうは ╀なかゅぇさしおぇすぇ ╊っゃうちぇ. 
╉ぇくょうょぇすせさぇすぇ くぇ ╃‶] いぇ 

おきっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ 
こなさゃぇすぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ゅさぇ-
ょぇ. ]ぇきうはす 》ぇかうか ╊っすうそけゃ 
しなとけ いぇ こなさゃう こなす っ おぇくょう-
ょぇす いぇ おきっす, くけ こさっょう  ょゃっ 
ゅけょうくう ぉっ おぇくょうょぇす いぇ ょっこせ-
すぇす  けす ╃‶].  ╃させゅうはす せつぇしす-
くうお ゃ おきっすしおぇすぇ くぇょこさっゃぇさぇ 
- ╁っしっかうく ╁ぇくけゃしおう っ おぇくょう-
ょぇす いぇ おきっす いぇ ゃすけさう こなす. ′ぇ 
きうくぇかうすっ ういぉけさう すけえ ぉっ おぇく-
ょうょぇす くぇ いっきっょっかしおぇ こぇさすうは. 
31 しぇ かうしすうすっ 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 ゃ 
¨╇╉-╉ぇいぇくかなお. ╁ すはた しぇ さっ-
ゅうしすさうさぇくう けぉとけ 461 おぇくょう-
ょぇすう.  ]ぇきけ ゃ すさう けす かうしすうすっ, 
けぉぇつっ, うきぇ こなかっく くぇぉけさ けす 
おぇくょうょぇすう - おけかおけすけ っ しなしすぇ-
ゃなす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお - 37.  ‶なかくう  かうし-
すう しぇ さっゅうしすさうさぇかう  しぇきけ ‶‶ 
╂╄[╀,  きっしすくぇすぇ おけぇかうちうは  „ 
╆ぇ ゅさぇあょぇくしおけ せこさぇゃかっくうっ” 
う ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, 
おけはすけ しっ ゃけょう けす ういこなかくう-
すっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.

Ⱥɧɚɥɢɡ

„╅『』╊〉╅]” ぎ ぎぜゐずぎぜんどん 
ぞん だゐずんでどどん ご がぺづぐんゑんどん

„┿さしっくぇか っ っきぉかっきぇすぇ くぇ 
けぉかぇしすすぇ う ょなさあぇゃぇすぇ”. 〈けゃぇ 
おぇいぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╈けさょぇく ′うおけかけゃ 
こけ ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっくけすけ 
こさぇいくうつくけ つっしすゃぇくっ くぇ 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 
„┿さしっくぇか” ┿╃. ′うおけかけゃ ぉっ しさっょ 
ゅけしすうすっ くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお, 
しなぉうさぇと こけ すさぇょうちうは さぇぉけすくう-
ちう う しかせあうすっかう くぇ ょさせあっしすゃけ-
すけ, ゃっすっさぇくう, ゅけしすう  う きくけゅけ 
ゅさぇあょぇくう.  
〈さぇょうちうけくくうはす けおすけきゃさうえ-

しおう こさぇいくうお くぇ ぇさしっくぇかちう すぇいう 
ゅけょうくぇ ぉっ ういすっゅかっく し ょゃっ しっょ-
きうちう こけ-さぇくけ  いぇさぇょう こさっょしすけ-
はとぇすぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは. 
‶けさっょうちぇ けす しこけさすくう すせさくうさう し 
きくけゅけ くぇゅさぇょう, ゅけかはき う こなしすなさ  
おけくちっさす, しおぇさぇ-ぉうさぇ くぇ けすおさう-
すけ う きくけゅけ くぇしすさけっくうっ ょなさあぇ-
たぇ くぇ そうさきっくうは しすぇょうけく ょけ 
おなしくうは しかっょけぉっょ ぇさしっくぇかちう.  
╆ぇ こなさゃう こなす けす 37 ゅけょうくう 

おけくちっさすなす くぇ ぇさしっくぇかちう, ょぇさ 
けす そうさきっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, ぉっ  
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”, おけえすけ っ 
ういちはかけ けぉくけゃっく. 
¨ぉくけゃっくうはす しすぇょうけく しっ こさっ-

ゃなさくぇ いぇ すさう つぇしぇ う ゃ しゃけっけぉ-
さぇいくぇ しこけさすくぇ ぇさっくぇ, し さぇいかうつ-
くう しこけさすくう すせさくうさう, こけしゃっすっくう 

くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお う 133-
すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ „┿さしっくぇか”.  
┿さしっくぇかちう きっさうたぇ しうかう ゃ けす-
ぉけさう くぇ しなしすぇゃくうすっ いぇゃけょう 
くぇ そうさきぇすぇ. ]さっょ しなぉさぇかうすっ 
こせぉかうおぇ う きくけゅけ っきけちうう ぉはたぇ 
こけかせそうくぇかうすっ う そうくぇかうすっ  こけ 
そせすぉけか, ゃけかっえぉけか, くぇさけょくぇ 
すけこおぇ, すけつくぇ しすさっかぉぇ, ょなさこぇ-
くっ くぇ ゃなあっ. ]こけさすくぇすぇ つぇしす くぇ 
こさぇいくうおぇ ぉっ けさゅぇくういうさぇくぇ けす 
そうさきっくうすっ しうくょうおぇすう う し かうつ-
くけすけ しなょっえしすゃうっ う ょっえくけ せつぇし-
すうっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ]╉ くぇ 
╉′]╀ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ. ╆ぇ ょけぉさけすけ 
くぇしすさけっくうっ くぇ いさうすっかうすっ う いぇ 
ぇきぉうちうはすぇ いぇ こけぉっょう くぇ しなし-
すっいぇすっかうすっ しっ こけゅさうあう きぇあけ-
さっすくうは しなしすぇゃ くぇ 》╂ „]ゃ.しゃ. ╉う-
さうか う ╋っすけょうえ”, し さなおけゃけょうすっか 
′うくぇ ╊ぇかっゃぇ. ╁しうつおう しさっとう 
ぉはたぇ おけきっくすうさぇくう けす ゃっすっさぇくぇ 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ しこけさすくぇ あせさ-
くぇかうしすうおぇ  ┿すぇくぇし ╂っけさゅうっゃ. 
‶けぉっょうすっかうすっ ゃなゃ そうくぇかうすっ 

くぇ しなけすゃっすくうすっ すせさくうさう こけかせ-
つうたぇ おせこう, ゅさぇきけすう う くぇゅさぇょう 
けす いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ ぅくおけ ╉けしすぇょう-
くけゃ, ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ う ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ.

′ぇ そけくぇ くぇ きうくうきぇかくうすっ さなしすけゃっ くぇ いぇっすけしすすぇ ゃ っゃさけいけ
くぇすぇ う しさっょくけ いぇ ちっかうは ╄ゃさけこっえしおう しなのい  せ くぇし すっくょっく

ちううすっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ ぉなょぇす くっゅぇすうゃくう. ╆ぇっすけしすすぇ ゃ ╀なか
ゅぇさうは こさっい こっさうけょぇ ぇこさうか – のくう っ くぇきぇかはかぇ し 1,2 くぇ しすけ 
しこさはきけ こなさゃけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2011 ゅ. う し 3,5 くぇ しすけ しこさはきけ 
ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2010 ゅけょうくぇ, しけつぇす ょぇくくう くぇ ′ぇちうけ
くぇかくうは しすぇすうしすうつっしおう うくしすうすせす, ちうすうさぇくう けす ╄ゃさけしすぇす. 〈けゃぇ 
っ こっさうけょなす こさっょう すさぇょうちうけくくうは かっすっく さなしす くぇ いぇっすけしすすぇ, 
しゃなさいぇく しなし しっいけくくぇすぇ いぇっすけしす くぇえ-ゃっつっ ゃ しそっさぇすぇ くぇ せしかせ
ゅうすっ う くぇ いっきっょっかうっすけ. 〈なえ おぇすけ さっぇかくけ しっゅぇ しきっ ゃ おさぇは くぇ 
こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ うきぇ ゃないきけあくけしすう いぇ さぇぉけすぇ こさっい かはすけすけ, 
ゃないくうおゃぇ ゃなこさけしなす – おぇおゃけ とっ しっ しかせつう し こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ 
ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ う ゃ くぇつぇかけすけ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ?

╁なこさっおう つっ けとっ ゃ おさぇは くぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っおしこけさ-

すなす すさなゅくぇ くぇゅけさっ, し おけっすけ 
ういょなさこぇ くぇこさっょ う うおけくけきう-
つっしおうは さぇしすっあ, つせゃしすゃけすけ いぇ 
けぉっょくはゃぇくっ しさっょ こけゃっつっすけ 
たけさぇ しっ いぇこぇいう. ╇おけくけきうしすう-
すっ けぉはしくうたぇ すけゃぇ はゃかっくうっ し 
そぇおすぇ, つっ いぇこぇしうすっ くぇ こけゃっ-
つっすけ ぉっいさぇぉけすくう しぇ しゃなさてう-
かう, おぇおすけ う こさぇゃけすけ うき くぇ 
けぉっいとっすっくうは けす ぉのさけすけ こけ 
すさせょぇ. ╆ぇ すはゅけしすくけすけ つせゃしすゃけ 
ょけこさうくぇしはかぇ う うくそかぇちうはすぇ, 
しなつっすぇくぇ しなし いぇょなさあぇくっすけ くぇ 
くうゃけすけ くぇ ょけたけょうすっ, ゃなこさっおう 
おさったおうは こけょっき くぇ うおけくけきう-
おぇすぇ くう. ╆ぇさぇょう こさけぉかっきうすっ 
ゃ っゃさけいけくぇすぇ けぉぇつっ さぇしすっあなす 
くぇ うおけくけきうおぇすぇ, こけょこけきけゅ-
くぇすぇ けす っおしこけさすくうすっ けすさぇしかう, 
しっ いぇぉぇゃう くぇ こさぇゅぇ くぇ くけゃうは 
ぇおすうゃっく しっいけく いぇ ぉういくっしぇ.
]なし しこぇょ ゃ こけさなつおうすっ いぇ-

こけつゃぇ くけゃうはす ぇおすうゃっく しっ-
いけく いぇ ぉういくっしぇ.
]こけさっょ こさっょしっょぇすっかは くぇ 

┿しけちうぇちうはすぇ くぇ うくょせしすさう-
ぇかくうは おぇこうすぇか ╁ぇしうか ╁っかっゃ,  
けこぇしっくうはすぇ くぇ ぉういくっしぇ いぇ 
くぇきぇかはゃぇくっ くぇ こけさなつおうすっ しぇ 
しっ しぉなょくぇかう, おけっすけ くっきうくせっ-
きけ とっ こけゃかうはっ くぇ こけゃっょっくう-
っすけ くぇ そうさきうすっ.

‶け ょせきうすっ きせ, くけゃぇ ゅけかは-
きぇ ゃなかくぇ けす しなおさぇとっくうは くっ 
きけあっ ょぇ しっ けつぇおゃぇ, すなえ おぇすけ 
こけ ゃさっきっ くぇ おさういぇすぇ しっ っ 
こさけきっくうかぇ しすさせおすせさぇすぇ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ, ぇ ゃ くはおけう けす-
さぇしかう しなおさぇとっくうはすぇ しぇ しすうゅ-
くぇかう ょけ 40 こさけちっくすぇ.
╁っかっゃ こさけゅくけいうさぇ こけ-しおけ-

さけ いぇぉぇゃはくっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 

うおけくけきうおぇ, けすおけかおけすけ くけゃぇ 
さっちっしうは.
╇おけくけきうしすなす けす ╉〈 „‶けょおさっ-

こぇ” ╋うおぇ ╆ぇえおけゃぇ こけょつっさすぇ, 
つっ いぇぉぇゃはくっすけ くぇ っゃさけこっえ-
しおぇすぇ うおけくけきうおぇ っ しぇきけ っょくぇ 
けす こさうつうくうすっ いぇ けつぇおゃぇくうは 
しおけお くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. 〉 くぇし 
こさけぉかっきなす しっ いぇょなかぉけつぇゃぇ けす 
いぇょなかあっくうはすぇ くぇ こさぇゃうすっか-
しすゃけすけ おなき そうさきうすっ, おけっすけ 
せゃっかうつぇゃぇ う きっあょせそうさきっ-
くぇすぇ いぇょかなあくはかけしす う さぇぉけ-
すけょぇすっかうすっ しぇ こさうくせょっくう ょぇ 
こっしすはす こぇさう けすゃしはおなょっ, ゃおかの-
つうすっかくけ う けす さぇぉけすくぇ さなおぇ.
╀っいさぇぉけすうちぇすぇ せょさは 20%
╋うおぇ ╆ぇえおけゃぇ こさけゅくけいうさぇ, 

つっ さっぇかくぇすぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ とっ 
ょけしすうゅくっ おさうすうつくけすけ さぇゃくう-
とっ けす 20 くぇ しすけ. ╁ きけきっくすぇ 
くうゃけすけ え っ けおけかけ 17 こさけちっく-
すぇ, おぇすけ ゃ くっは しっ ゃおかのつゃぇす 
けぉっいおせさぇあっくうすっ かうちぇ う たけさぇ-
すぇ, おけうすけ しぇ ういゅせぉうかう さぇぉけすぇ-
すぇ しう, くけ くっ しぇ しっ さっゅうしすさうさぇ-
かう ゃ ぉのさぇすぇ こけ すさせょぇ.
╁すけさぇ さっちっしうは? ¨とっ こなさ-

ゃぇすぇ くっ っ けすきうくぇかぇ しなゃ-
しっき...
╀なかゅぇさうは ゃしっ けとっ くっ っ うい-

かはいかぇ さっぇかくけ けす こなさゃぇすぇ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

さっちっしうは, ゃなこさっおう さぇいょゃう-
あゃぇくっすけ くぇ っおしこけさすぇ, しきは-
すぇ うおけくけきうしすなす けす „Industry 
Watch” ╊なつっいぇさ ╀けゅょぇくけゃ. 
‶け ょせきうすっ きせ せ くぇし こさけょなか-
あぇゃぇす ょぇ しっ くぇぉかのょぇゃぇす さなしす 
くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ う しゃうすけ 
こけすさっぉかっくうっ, a きうくうきぇかくうすっ 
さなしすけゃっ ゃ ういくけしぇ くっ しぇ ょけし-
すぇすなつくう, いぇ ょぇ けいょさぇゃはす うおけ-

くけきうおぇすぇ. 〈っくょっくちうはすぇ くはきぇ 
ょぇ しっ けぉなさくっ ゃ こけかけあうすっかくぇ 
こけしけおぇ, ょけおぇすけ せ くぇし くっ しっ 
ゃなさくぇす しっさうけいくうすっ うくゃっしすう-
すけさう し ょなかゅけしさけつくう くぇきっさっ-
くうは, ょけこなかくう ╀けゅょぇくけゃ.
〈けえ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ きう-

くうきぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ いぇこかぇすぇ 
くっ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ せゃっかう-
つぇゃぇ けすくけゃけ けす 1 はくせぇさう けす 
270 くぇ 290 かっゃぇ (こさっい しっこ-
すっきゃさう きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけす-
くぇ いぇこかぇすぇ ぉっ せゃっかうつっくぇ けす 
240 くぇ 270 かっゃぇ). ╀けゅょぇくけゃ っ 
せぉっょっく, つっ しぇきけ, ぇおけ うきぇ さぇ-
ぉけすっとぇ うおけくけきうおぇ, きけあっ ょぇ 
うきぇ せゃっかうつっくうっ くぇ ょけたけょう-
すっ. ]なし しうゅせさくけしす ょけたけょうすっ 
くっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ せゃっかうつぇゃぇす 
こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃっく こなす, いぇ-
とけすけ すけゃぇ しぇきけ とっ くぇすけゃぇさう 
ぉういくっしぇ.
]こけさっょ さぇぉけすけょぇすっかうすっ:
]おけお くぇ きうくうきぇかくぇすぇ 

さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ = こけ-ゃう-
しけおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ
╁ぇしうか ╁っかっゃ けす ぇしけちうぇちうは-

すぇ くぇ うくょせしすさうぇかくうは おぇこうすぇか 
こさっょせこさっょう, つっ くけゃけ せゃっかう-
つっくうっ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけす-
くぇ いぇこかぇすぇ ぉう ょけゃっかけ ょけ しおけお 
くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ. ‶け ょせきうすっ 
くぇ ╁っかっゃ, ょけさう う ょぇ うきぇ せゃっ-
かうつっくうっ, すけ くはきぇ ょぇ しっ せしっすう 
ゃ つぇしす けす けすさぇしかうすっ – くぇこさう-
きっさ ゃ っくっさゅっすうおぇすぇ, きうくくけ-
すけ ょっかけ, こさけきうてかっくけしすすぇ う 
くはおけう けす こさっさぇぉけすゃぇすっかくうすっ 
けすさぇしかう. ╋うくうきぇかくうはす さなしす 
けす 20 かっゃぇ ぉう しっ せしっすうか けす 
こけ-くうしおけこかぇすっくうすっ けすさぇしかう 
– くぇこさうきっさ こさう すっおしすうかくぇすぇ 
うくょせしすさうは, くけ うきっくくけ こけ-
きぇかおうすっ そうさきう とっ ぉなょぇす いぇ-
すさせょくっくう けす こけょけぉっく しおけお くぇ 
さぇいたけょうすっ いぇ すさせょ. 〈けゃぇ ぉう 
ょけゃっかけ う ょけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ 
しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ.
]こけさっょ しうくょうおぇすうすっ:
]おけお くぇ きうくうきぇかくぇすぇ 

さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ = こけゃっつっ 
こぇさう くぇ しゃっすかけ

 ╇いすけつくうお: ╃ぇさうお くのい
  www.dariknews.net

]うすせぇちうはすぇ すせお: 

9 ょせてう ぉっいさぇぉけすくう しぇ しっ 
ぉけさうかう いぇ っょくけ さぇぉけすくけ 

きはしすけ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
こさっい ぇゃゅせしす, こけおぇいゃぇす ょぇくくう-
すっ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. 
‶け すけいう こけおぇいぇすっか けぉかぇしすすぇ 
しっ ょゃうあう けおけかけ しさっょくけすけ さぇゃ-
くうとっ いぇ しすさぇくぇすぇ. ╉なき 20-すう 
しっこすっきゃさう けぉはゃっくうすっ ゃ ╀のさぇ-
すぇ こけ すさせょぇ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ 
しぇ っょゃぇ 307, ぇ いぇ ちはかぇすぇ しすさぇ-
くぇ しぇ 6 623. ╆ぇ さっゅうけくぇ くぇ 
ぉのさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ゅさぇょなす – ちっくすなさ けしすぇゃぇ し くぇえ-
くうしおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ, ゃうしけおぇ 
っ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ けぉとうくうすっ 
╂せさおけゃけ, ′うおけかぇっゃけ, ╋なゅかうあ 
う ‶ぇゃっか ぉぇくは.

〈┿
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

30 しっこすっきゃさう - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ しなさちっすけ; ]ゃっすけゃっく ょっく 
くぇ こさっゃけょぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ゅかせたうすっ たけさぇ; 1452 – 
╁ ╋ぇえくち ういかういぇ こなさゃぇすぇ くぇこっつぇすぇくぇ おくうゅぇ – ╀うぉかうはすぇ くぇ 
╂せすっくぉっさ; 1946 – ╆ぇゃなさてゃぇす こさけちっしうすっ ゃ ′のさくぉっさゅ し 12 
しきなさすくう こさうしなょう くぇ ゃうょくう くぇちうしすう, ゃ す.つ. [うぉっくすさけこ う ╂ぬけ-
さうくゅ. [せょけかそ 》っし う ╁ぇかすっさ 《せくお しぇ けしなょっく くぇ ょけあうゃけすっく 
いぇすゃけさ, ぇ 《さぇくち そけく ‶áこっく っ けこさぇゃょぇく.
01 けおすけきゃさう – ╃っく くぇ ゃないさぇしすくうすっ たけさぇ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく 
くぇ きせいうおぇすぇ; ╃っく くぇ こけっいうはすぇ; ╃っく くぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかは; ╃っく 
くぇ いっくうすくけ-さぇおっすくうすっ ゃけえしおう ゃ ╀なかゅぇさうは; ‶けおさけゃ くぇ ‶さっしゃっ-
すぇ ╀けゅけさけょうちぇ; 1888 - ¨しくけゃぇく ]〉 “]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょしおう”; 
1861 - 〉きうさぇ たぇえょせすうくなす ‶っくぬけ 』っさくっけかせ; 1977- “╉さぇかはす くぇ 
そせすぉけかぇ” ‶っかっ こさっおさぇすはゃぇ しこけさすくぇすぇ しう おぇさうっさぇ, しかっょ おぇすけ っ 
せつぇしすゃぇか ゃ 1363 きぇつぇ う っ けすぉっかはいぇか 1281 ゅけかぇ.
02 けおすけきゃさう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ くっくぇしうかうっすけ; 1847 - 
′ぇ 58 ゅけょうくう せきうさぇ ╁ぇしうか ┿こさうかけゃ – けしくけゃぇすっか くぇ こなさゃけすけ 
ぉなかゅぇさしおけ しゃっすしおけ せつうかうとっ ゃ ╂ぇぉさけゃけ; 322 こさ. 》さ. – 〉きう-
さぇ ょさっゃくけゅさなちおうはす そうかけしけそ ┿さうしすけすっか /さ. 384 ゅ. こさ. 》さ./; 
1914 - [けょっく っ ╊っゃうすぇく – ぃさうえ ╀けさうしけゃうつ, ゅかぇしなす くぇ ]けゃうく-
そけさきぉのさけ こさっい ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ; 1946 - ′ぇ っおさぇく しっ 
こけはゃはゃぇ こなさゃうはす “しぇこせくっく” しっさうぇか – ぇきっさうおぇくしおうはす “╃ぇかっ-
つっく たなかき”; 1999 - ′ぇ 78-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす ゃ ぉけかくうちぇ ゃ 〈けおうけ 
せきうさぇ しないょぇすっかはす くぇ おけさこけさぇちうはすぇ “]けくう” ┿おうけ ╋けさúすぇ – 
つけゃっおなす, おけえすけ ょぇょっ くぇ しゃっすぇ せけおきっくぇ.
03 けおすけきゃさう – ╄ゃさけこっえしおう ょっく くぇ こすうちうすっ; 1918 - ┿ぉょう-
おうさぇ 《っさょうくぇくょ, ╁ないてっしすゃうっ くぇ こさっしすけかぇ くぇ ちぇさ ╀けさうし ┶┶┶; 
1903 -  [けょっく っ “ぉぇとぇすぇ” くぇ おけきこのすなさぇ - ぉなかゅぇさうくなす ╃あけく  
┿すぇくぇしけゃ; 1819 - [けょっく っ ╄ゃかけゅう ╂っけさゅうっゃ – すなさゅけゃっち, ぉぇく-
おっさ う けぉとっしすゃっく ょっっち, いぇゃっとぇか /いぇっょくけ し ぉさぇす しう/ おさせこくけ 
ょぇさっくうっ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす.
04 けおすけきゃさう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぇさたうすっおすせさぇすぇ; 1014 
- ╁ぇしうかうえ ┶┶, くぇさっつっく ╀なかゅぇさけせぉうっち, さぇいゅさけきはゃぇ ]ぇきせうかけ-
ゃうすっ ゃけえくうちう こさう し. ╉かのつ, ‶っすさうつおけ, おぇすけ こかっくはゃぇ う けしかっ-
こはゃぇ 14 000 けす すはた, くぇ しかっょゃぇとうは ょっく 18-ゅけょうてくうはす ぉなかゅぇさ-
しおう ちぇさ せきうさぇ けす しなさょっつっく せょぇさ; 1675 - 》けかぇくょしおうはす そういうお 
╉さうしすうぇく 》のえゅっくし こぇすっくすけゃぇ ょあけぉくうは つぇしけゃくうお; 1957 - ╃っく 
こなさゃう くぇ おけしきうつっしおぇすぇ っさぇ: ]]][ ういしすさっかゃぇ “]こせすくうお-1” – 
こなさゃうはす ういおせしすゃっく しこなすくうお くぇ ╆っきはすぇ; 1880 - ╁ ╉ぇいぇくかなお しっ 
しないょぇゃぇ ょかなあくけしすすぇ “╂さぇょしおう きっょうちうくしおう そっかょてっさ”. 
05 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ せつうすっかは; ╃っく くぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ; 1713 - [けょっく っ ╃っくう ╃うょさけ – そさっくしおう こうしぇすっか, けしくけ-
ゃぇすっか う しなしすぇゃうすっか くぇ いくぇきっくうすぇすぇ “╄くちうおかけこっょうは”, くぇょ おけは-
すけ さぇぉけすう こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう; 1931 - ┿きっさうおぇくちうすっ ╉かぇえょ  
‶っくおぉなさく う 》の 》なさくょなく ういゃなさてゃぇす こなさゃうは せしこってっく こけかっす 
くぇょ 〈うたうは けおっぇく. 〈っ ゃいっきぇす さぇいしすけはくうっすけ けす ぅこけくうは ょけ ┿きっ-
さうおぇ いぇ 41 つぇしぇ う 31 きうくせすう おぇすけ こさっかうすぇす くぇょ 8000 おき.
06 けおすけきゃさう - ‶けつうすぇ しっ しゃ. ┿こけしすけか 〈けきぇ. ╇きっくくうちう: 〈けきぇ 
– けす ゅさなちおけすけ 〈けきぇし, くぇ っゃさっえしおう けいくぇつぇゃぇ ぉかういくぇお; 1914 
- [けょっく っ 〈せさ 》っえっさょぇか – くけさゃっあおう ぇくすさけこけかけゅ, さなおけゃけょう-
すっか くぇ きっあょせくぇさけょくうすっ くぇせつくう っおしこっょうちうう し こけしすさけっくうすっ 
こけ けぉさぇいちう くぇ きっしすくう あうすっかう けす さぇいかうつくう つぇしすう くぇ しゃっすぇ 
かけょおう “[ぇ”, “╉けく-〈うおう” う “〈うゅさうし”; 1927 - ′ぇ っおさぇく ういかういぇ 
こなさゃうはす “ゅけゃけさはと” そうかき – “╃あぇいけゃ こっゃっち” くぇ おけきこぇくうはすぇ 
“〉けさくなさ ぉさぇょなさし”.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ 

こさっょしすぇゃはす いぇ しっぉっ しう ょさせゅけ, 
けしゃっく さけかはすぇ くぇ さなおけゃけょう-
すっか, くぇこさぇゃかはゃぇと  ょっえしすゃう-
はすぇ くぇ けおけかくうすっ. 』けゃっおなす くぇ 
ぃこうすっさ しはおぇて こさっい ちはかけすけ 
ゃさっきっ ゃさぇいせきはゃぇ ょさせゅうすっ, 
ちっかうはす きせ あうゃけす っ しはおぇて 
こさうきっさ いぇ けしすぇくぇかうすっ.        
〈けえ うきぇ けさゅぇくういぇすけさしおう 

しこけしけぉくけしすう, さなおけゃけょう しっ けす 
ゃうしてう うょっぇかう, ぇ くっ けす しなけ-
ぉさぇあっくうは いぇ かうつくぇ ういゅけょぇ. 
¨す すっいう たけさぇ こさけういたけあょぇす 
つうくけゃくうちう, いぇおけくけょぇすっ-
かう, ょせたけゃくう ょっえちう, ゃしうつおう 
ょかなあくけしすう, しゃなさいぇくう し せこさぇ-
ゃかっくうっすけ う いぇおけくぇ, きうしうけ-
くっさう, きっちっくぇすう, せつうすっかう う 
こさっこけょぇゃぇすっかう. 
ぃこうすっさ くぇかぇゅぇ しゃけは けすこっ-

つぇすなお ゃなさたせ ちっかうは ょっく. ╁ 
つっすゃなさすなお しぇ せきっしすくう いぇくう-
きぇくうはすぇ し ょっえくけしすう, しゃなさいぇ-
くう し せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ぃこう-
すっさ, くっぉかぇゅけこさうはすくけ っ ょぇ 
しっ けしなとっしすゃはゃぇす ょっえしすゃうは, 
しゃなさいぇくう し きぇすっさうぇかくけ けぉけ-
ゅぇすはゃぇくっ う ょさせゅう おけさうしすくう 
ょっえくけしすう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

]こけさっょ しけちうけかけいう こさっょ せさくうすっ くぇ
23 けおすけきゃさう とっ けすうょぇす 55% けす ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかうすっ

╋うくぇかけ うかう ぉなょっとっ?

╇. [せしうくけゃぇ 
¨╇╉


