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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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¨せき. 》かてひち ぅけちみせそう:

╋けうそてひて か そいちあてけす

╇かてかちあせけ:
╈かそちえけ ′あにあちけかう,
91-えそおけのかせ あちつかせあしかぬ

╅ちつかせあしつさけてか そえせかいそちぬけ:
おかしせけぬけ う たちあくせけぬけてか

╊つかせせけ おけかてけ:
っき さあちてそなけ け つしあいかこ!

на стр.3
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на стр.8

на стр.2
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2
╆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

╊つかせ! ╇ちかすか  おあ つか たひにせかす う  すけせあしそえそおけのせけてか つけ たあせてあしそせけ.
30 ねあつあ, 59 すけせとてけ け 27 つかさとせおけ か たちそおひしきけしあ せあこ-おひしえあてあ ぬかしとうさあ う つうかてあ
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 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:
╇かうは ¨ゅくはくけゃ ‶っすっゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか 2000“ ┿╃ ,
╆ぇゃけょ 0/500

╃かなあくけしす:
¨いっかっくはゃぇくっ う
こけつうしすゃぇくっ

╂けょうくう: 19

╆けょうは: ]おけさこうけく

》けぉう: ]こけさす, すぇくちう

『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

╉ぇすけ ゃしはおけ たせぉぇゃけ くっとけ う すけゃぇ かはすけ しう うきぇ おさぇえ. 
]ゃなさてう. ┿ しかっょ くっゅけ くぇしすぇゃぇ ゃさっきっすけ いぇ ょっぉっかうすっ 

ょさったう, ぉかぇあくうすっ はしすうは う こけゃっつおけすけ おうかけゅさぇきう, おけうすけ しぇ 
ゃ しなしすけはくうっ ょぇ ゃぉっしはす ゃしはおぇ せゃぇあぇゃぇとぇ しっぉっ しう あっくぇ. ╁ 
うきっすけ くぇ ゃっつくぇすぇ おさぇしけすぇ ゃう こさっょかぇゅぇきっ こけさっょうちぇすぇ けす 
しなゃっすう いぇ いょさぇゃけしかけゃくけ たさぇくっくっ, ぇくすうちっかせかうすくけ たさぇくっくっ 
うかう こさけしすけ ょけさう いぇ ういこうすぇくう さっちっこすう いぇ ゃすぇかはゃぇくっ. 
》せぉぇゃけすけ くぇ すっいう さっちっこすう っ, つっ くっ しっ くぇかぇゅぇ ょなかゅけ ょぇ 

しっ しこぇいゃぇす う ょぇゃぇす ぉなさい さっいせかすぇす: おぇすけ くぇこさうきっさ, おぇお ょぇ 
しっ けすなさゃっすっ けす 3 おうかけゅさぇきぇ ゃ こけゃっつっ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
ゃぇあくけ いぇ ゃぇし しなぉうすうっ うかう しさっとぇ, くぇ おけはすけ ょなさあうすっ ょぇ しすっ 
くぇえ- ぉかはしおぇゃぇすぇ. 
╇ すなえ おぇすけ しきっ ゃ しっいけくぇ くぇ おぇさすけそうすっ, いぇこけつゃぇきっ し きぇか-

おぇ う っかっゅぇくすくぇ.

╉ぇさすけそうすっ しなょなさあぇす こさっょうきくけ ゃなゅかったうょさぇすう, おけう-
すけ しぇ ゅかぇゃっく ういすけつくうお くぇ っくっさゅうは いぇ けさゅぇくういきぇ. ┿おけ 
しぇ ゃぇさっくう, ゃ 200 ゅさぇきぇ しっ しなょなさあぇす しぇきけ 140 おおぇか. ¨しゃっく 
すけゃぇ, しぇ ぉけゅぇすう くぇ ぉうけかけゅうつくけ ぇおすうゃくう ゃっとっしすゃぇ, おけうすけ 
こけょこけきぇゅぇす けぉきはくぇすぇ くぇ ゃっとっしすゃぇすぇ – そかせけさ, えけょ, しっかっく 
う しうかうちうえ. 

〈なえ おぇすけ ゃ ょうっすぇすぇ しっ しなょなさあぇす おさぇえくけ けゅさぇくうつっくけ おけ-
かうつっしすゃけ ゃうすぇきうくう, っ こさっこけさなつうすっかくけ ょぇ しっ こさうっきぇす こけょ 
そけさきぇすぇ くぇ すぇぉかっすおう. ╃うっすぇすぇ しっ しこぇいゃぇ けす 3 ょけ 5 ょくう, 
おぇすけ しっ しゃぇかはす 2-3 おうかけゅさぇきぇ.

‶さうきっさくけ きっくの いぇ ゃしうつおう ょくう

╆ぇおせしおぇ: 1 つぇてぇ こさはしくけ きかはおけ
╁すけさぇ いぇおせしおぇ: 1 しせたぇさ
¨ぉはょ: 300 ゅ おぇさすけそっくけ このさっ
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: 1 しせたぇさ
╁っつっさは: おぇさすけそっくぇ しぇかぇすぇ (250 ゅ おぇさすけそう, 1 しゃぇさっくけ
              はえちっ, しけか, けちっす, けかうけ, つっさっく こうこっさ)

╃うっすぇすぇ っ くぇ ╀うかはくぇ ╀けあうかけゃぇ

〉ゃぇあぇっきう くぇてう つうすぇすっかう う つうすぇすっかおう, けつぇおゃぇきっ う ゃぇてう-
すっ こさっょかけあっくうは いぇ ょうっすう, こさう すけゃぇ し ょけおぇいぇく さっいせかすぇす. 
′はきぇ ょぇ ゃないさぇいうき ょけさう, ぇおけ くぇゅさぇょうすっ かのぉけこうすしすゃけすけ くう 
う しなし しくうきおう: こさっょう う しかっょ ょうっすうすっ.  

ごÑó ó çó¢

で Öí½óÇíÖñ

╋せいっえ- ゅぇかっさうは- ╉ぇいぇくかなお

‶けしすけはくくう のぉうかっえくう っおしこけいうちうう:
くせきういきぇすうおぇ, くぇおうすう, うくすっさっしくう ぇさすっそぇおすう

7-きう けおすけきゃさう

╃くっゃっく ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは - すなさあっしすゃけ こけ こけゃけょ 3-は さけあょっく ょっく くぇ ちっくすなさぇ. 
‶さけゅさぇきぇすぇ ゃおかのつゃぇ: ょっきけくしすさぇちうは くぇ „[うすなき すっさぇこうは” う ぉぇいぇさ けす こさけういゃっょっくうは, ういさぇぉけ-
すっくう けす ょっちぇすぇ ゃ ぇさす-すっさぇこっゃすうつくうすっ いぇくうきぇくうは. 

8-きう けおすけきゃさう /しなぉけすぇ/ 

* 11:00 つ.
„』っすうさう こさうおぇいおう いぇ っょうく いきっえ”, 〈っぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”

し. ╄くうくぇ - ‶さぇいくうお くぇ しっかけすけ う くぇ たさぇき „]ゃっすぇ ‶っすおぇ ╀なかゅぇさしおぇ”. ‶さぇいくうつくぇ かうすせさゅうは, 
ゃけょけしゃっす, そけかおかけさくぇ こさけゅさぇきぇ.
╋けすけおさけし, くぇつぇかけ 10 つぇしぇ, ゃ きっしすくけしすすぇ „╋けすけさょあうえしおう ぉっしっょう” 

* ‶さぇいくうお くぇ しっかけ [けいけゃけ ょけ 12-すう けおすけきゃさう 

* ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4, ╉ぇいぇくかなお 
╇いかけあぉぇ - 10 ゅけょうくう ておけかぇ „┿さす-かうくうは” し さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╆ぇこさはくけゃぇ

┿おけ けぉうつぇすっ ょぇ しっ ちっ-
かせゃぇすっ, とっ ぉなょっすっ 

いょさぇゃう, けぉはしくはゃぇす かっおぇ-
さうすっ. ╀さなつおうすっ くぇ かうちっすけ 
ゃう とっ くぇきぇかっはす, ぇ こさけ-
ょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ あうゃけ-
すぇ とっ しっ せゃっかうつう こけくっ し 5 
ゅけょうくう, こけおぇいゃぇす こけしかっょ-
くうすっ くぇせつくう ういしかっょゃぇくうは 
こけ すっきぇすぇ いぇ ちっかせゃおうすっ.

『っかせゃおぇすぇ っ こけ-きけとくけ 
しさっょしすゃけ しさっとせ ぉさなつおう けす 
ゃしっおう おさっき. ╃けおぇすけ しっ ちっ-
かせゃぇすっ, さぇいょゃうあゃぇすっ 29 けす 
ゃしうつおう 34 かうちっゃう きせしおせかう. 
『っかせゃおぇすぇ せおさっこゃぇ うきせくくぇ-
すぇ しうしすっきぇ, ぇ ぇおけ ぉなょっ けしけ-
ぉっくけ しすさぇしすくぇ, けさゅぇくういきなす 
ゃう とっ しっ しょけぉうっ し こけかっいくう 
ゃっとっしすゃぇ おぇすけ きぇいくうくう, きう-
くっさぇかくう しけかう う こさけすっうくう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっは こけかせ-
つぇゃぇすっ ぇくすうすっかぇ, し おけうすけ ょぇ 
しっ ぉけさうすっ し ぉけかっしすうすっ.
『っかせゃおぇすぇ っ っそうおぇしくけ 

しさっょしすゃけ しさっとせ いぇすかなし-
すはゃぇくっすけ. [けきぇくすうつくぇすぇ う 
おさぇすおぇ ちっかせゃおぇ ういゅぇさは 3,2 
おぇかけさうう, ょけおぇすけ こさけょなか-
あうすっかくぇすぇ (こけくっ 1 きうくせすぇ) 
すけこう くぇょ 26 おぇかけさうう. 〉つっくう-

すっ せしすぇくけゃうかう, つっ ぇおけ ゃしっおう 
ょっく しっ ちっかせゃぇすっ こけ 3 きうくせすう, 
いぇ ゅけょうくぇ とっ しゃぇかうすっ 3 おう-
かけゅさぇきぇ う すけゃぇ - ぉっい ょうっすう う 
ういすけとうすっかくう すさっくうさけゃおう.
『っかせゃおぇすぇ せょなかあぇゃぇ 

あうゃけすぇ う こけきぇゅぇ いぇ こさっけょけ-
かはゃぇくっ くぇ ょっこさっしうはすぇ.
〈は っ けしけぉっくけ こけかっいくぇ 

こさう こさけぉかっきう し ぉっかう-
すっ ょさけぉけゃっ, すなえ おぇすけ, ぇおけ 
けぉうおくけゃっくけ ゃょうてゃぇきっ けおけ-
かけ 20 こなすう ゃ きうくせすぇ, ょけおぇすけ 
しっ ちっかせゃぇきっ, ゅけ こさぇゃうき すさう 
こなすう こけ-つっしすけ. ‶け ゃさっきっ くぇ 
ちっかせゃおぇすぇ きけいなつくうすっ おかっすおう 
しっ くぇしうとぇす し おうしかけさけょ, おけっ-
すけ せゃっかうつぇゃぇ しこけしけぉくけしすすぇ 
いぇ おけくちっくすさぇちうは う こけょけぉさは-
ゃぇ こぇきっすすぇ.
┿ょさっくぇかうくなす, おけえすけ うい-

こうすゃぇきっ, おけゅぇすけ ょけおけし-
ゃぇきっ せしすくうすっ くぇ しさっとせ-
こけかけあくうは こけか, すけくういうさぇ 
ちはかけすけ すはかけ う こけょけぉさはゃぇ 
くぇしすさけっくうっすけ. ╁ すはかけすけ くう 
しっ こさけういゃっあょぇ ゃっとっしすゃけ し 
くぇさおけすうつっく っそっおす 200 こなすう 
こけ-しうかっく けす きけさそうくぇ.
╇くすっさっしっく そぇおす っ, つっ こけ 

ゃさっきっ くぇ ちっかうは しう あうゃけす 
つけゃっお こさっおぇさゃぇ ゃ ちっかせゃぇ-

くっ 20 160 しっおせくょう, おけっすけ 
しっ さぇゃくはゃぇ くぇ ういおかのつうすっか-
くけ くっょけしすぇすなつくうすっ 4 きうくせすう 
う こけかけゃうくぇ くぇ ゅけょうくぇ.
〉しすくうすっ しぇ 200 こなすう こけ-

つせゃしすゃうすっかくう けす こさなしすう-
すっ くぇ さなちっすっ. 
66% けす きなあっすっ う あっ-

くうすっ いぇすゃぇさはす けつうすっ しう, 
おけゅぇすけ しっ ちっかせゃぇす, ぇ けし-
すぇくぇかぇすぇ つぇしす けぉうつぇす ょぇ くぇ-
ぉかのょぇゃぇす こぇさすくぬけさぇ.
‶なさゃぇすぇ ちっかせゃおぇ ゃ あう-

ゃけすぇ くぇ つけゃっお しっ しかせつゃぇ 
しさっょくけ くぇ 14 ゅけょうくう, ぇ 
くぇえ-ょなかゅぇすぇ ちっかせゃおぇ ゃ しゃっ-
すぇ っ こさけょなかあうかぇ 30 つぇしぇ, 59 
きうくせすう う 27 しっおせくょう.
【うきこぇくいっすぇすぇ, おせつっすぇ-

すぇ, おけくっすっ う おぇくぇょしおうはす 
すぇさぇかっあ しなとけ きけゅぇす ょぇ 
しっ ちっかせゃぇす.
65% けす たけさぇすぇ くぇおかぇくはす 

ゅかぇゃぇすぇ しう くぇょはしくけ こけ 
ゃさっきっ くぇ ちっかせゃおぇ. ╊っおぇ-
さうすっ せしすぇくけゃうかう, つっ くぇゃう-
おなす ょぇ くぇゃっあょぇて ゅかぇゃぇすぇ 
しう ゃ けこさっょっかっくぇ こけしけおぇ しっ 
しそけさきうさぇ けとっ こけ ゃさっきっ くぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ こかけょぇ.
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‶けゃっつっ けす こけかけゃうくぇすぇ けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ ゃ つぇしすくうは 
しっおすけさ くっ こかぇくうさぇす せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ いぇこかぇすうすっ こさっい 

しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ – すけゃぇ こけおぇいゃぇ ょけこうすゃぇくっ くぇ ╀なか-
ゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ, こさけゃっょっくけ しさっょ つかっくけゃっ くぇ 
おぇきぇさぇすぇ けすくけしくけ くぇゅかぇしうすっ くぇ ぉういくっしぇ いぇ ゃょうゅぇくっ くぇ 

′はきぇ てぇくし いぇ せゃっかうつっ-
くうっ くぇ ょっすしおうすっ ょけぉぇゃ-

おう こさっょう おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
¨しゃっく すはた ょなさあぇゃぇすぇ けしう-
ゅせさはゃぇ さぇいかうつくう しけちうぇかくう 
せしかせゅう いぇ ょっちぇすぇ.〈けゃぇ けぉは-
ゃう しけちうぇかくうはす きうくうしすなさ 
〈けすぬけ ╋かぇょっくけゃ ゃ けすゅけゃけさ 
くぇ くぇちうけくぇかくうは こさけすっしす くぇ 
きぇえおうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈っ くぇ-
しすけはゃぇす いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
ょっすしおうすっ ょけぉぇゃおう, けぉゃなさい-
ゃぇくっすけ うき し 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 う すけつくぇ 
ょぇすぇ くぇ すはたくけすけ ういこかぇとぇ-
くっ. ╃させゅけ うしおぇくっ くぇ きぇえ-
おうすっ っ ょゃけえくけ せゃっかうつっくうっ 
くぇ ょけぉぇゃおうすっ いぇ ぉかういくぇちう,  
ぉっいこかぇすくけ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ 
ょっちぇ-うくゃぇかうょう,  こけ-っゃすうくう 
せつっぉくう こけきぇゅぇかぇ う ぉっいこかぇす-
くう かっおぇさしすゃぇ いぇ くぇえ-きぇかおう-

すっ ょっちぇ.
╉ぇいぇくかなておうすっ きぇえおう しなとけ 

ういかはいけたぇ くぇ こさけすっしす, くけ eょゃぇ 
20-すうくぇ  きかぇょう あっくう しっ しな-
ぉさぇたぇ し おけかうつおう こさっょ いぇすゃけ-
さっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ.
‶さっょ くはおけかおけ こさぇいくう ぉせさ-

おぇくつっすぇ けす ょっすしおう このさっすぇ, 
こなかくう し おぇきなつっすぇ, おぇすけ しうき-
ゃけか くぇ ぉっいけすゅけゃけさくけすけ けす-
くけてっくうっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ おなき 
ょっちぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは , すっ  いぇ-
こけつくぇたぇ しなぉうさぇくっすけ くぇ こけょ-
こうしう, おけうすけ ょぇ しすぇくぇす つぇしす 
けす くぇちうけくぇかくぇすぇ こけょこうしおぇ し 
うしおぇくっ いぇ こけ-ゃうしけおう ょっすしおう 
ょけぉぇゃおう. ]さっょ うしおぇくうはすぇ うき 
ぉはたぇ う ょぇ けすこぇょくっ こさぇゅなす けす 
350 かっゃぇ, こさう おけえすけ しっ いぇ-
こかぇとぇす ょっすしおう ょけぉぇゃおう, おぇお-
すけ う くぇ ょけぉぇゃおう  ょぇ うきぇす こさぇ-
ゃけ ゃしうつおう ょっちぇ くぇ ╀なかゅぇさうは.  

‶さけすっしすなす くぇ きぇかちうくぇすぇ 
きぇえおう ぉっ こぇいっく けす こっすうきぇ 
こけかうちぇう.  
╁なゃ 《っえしぉせお うくうちうぇすうゃぇ-

すぇ „╃っちぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは” くう 
こけょおさっこうたぇ こけゃっつっ けす 400 
きぇえおう, ぇ 200 いぇはゃうたぇ, つっ とっ 
こさうしなしすゃぇす. ]っゅぇ くはきぇきっ う 
20, くっ ぉっい けゅけさつっくうっ いぇはゃう 
╃っしうしかぇゃぇ ╉けかっゃぇ, っょくぇ けす  
せつぇしすくうつおうすっ ゃ こさけすっしすぇ, 
おけはすけ しっ くぇょはゃぇてっ ゃ しなぉけすぇ 
ょぇ しっ けすいけゃぇす こけゃっつっ きぇえ-
おう くぇ こさけすっしすぇ. ╂けゃけさうき しう 
きくけゅけ こけ  おぇそっくっすぇ う ゅさぇ-
ょうくおう, ぇ おぇすけ しすぇくっ ょせきぇ ょぇ 
しっ けさゅぇくういうさぇきっ う ょぇ こけ-
おぇあっき, つっ くっ きけあっ こけゃっつっ 
すぇおぇ, しきっ きぇかおけ, ゅくっゃってっ しっ 
きかぇょぇすぇ きぇえおぇ. 

′╅〈. [〈╊【¨を╅ 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[ 
╇ [《〉‒]¨[【 〉╅ ¨〉【╊『╊』¨?

╆ぇきっしすくうお-おきっすうちぇすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお 』っさくっゃぇ - ゃ 

おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう. 〈けゃぇ 
っ しすぇくけゃうとっすけ くぇ ╉けきうしうは-
すぇ いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ う せし-
すぇくけゃはゃぇくっ くぇ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう おなき ╋うくうしすっさしおうは 
しなゃっす. 
〈は ぉっ しっいうさぇくぇ し こうしきけ けす 

おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす こさっい のかう, くぇ おけはすけ 
いぇき. おきっすうちぇすぇ こけ ゃなこさけしうすっ 
くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ う うくそさぇ-
しすさせおすせさぇすぇ ╄ゃゅっくうは 』っさくっ-
ゃぇ けぉはゃう, つっ っ ゃ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう し そうさきぇすぇ „╀う ]う 
┿え ╉ぇいぇくかなお 》けかょうくゅ“ ╄¨¨╃, 
すなえ おぇすけ ょなとっさは え さぇぉけすう 
すぇき う しっ ゅさうあう いぇ こさうょゃうあ-
ゃぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすぇちうはすぇ 
ょけ けぉとうくぇすぇ.
‶けょけぉっく しうゅくぇか ょけ おけきう-

しうはすぇ っ ういこさぇすっく う けす ╁ぇしうか 
]ぇきぇさしおう, ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ 
くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす. ]ぇきぇすぇ そうさきぇ 
くぇ くはおけかおけ こなすう すけゃぇ かはすけ 
ぉっ けぉっおす くぇ くはおけかおけ いぇしっ-
ょぇくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
すなえ おぇすけ え ぉっ けすょぇょっくけ しっさう-
けいくけ おけかうつっしすゃけ けぉとうくしおぇ 
いっきは けす くぇょ 1500 ょっおぇさぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ そけすけゃけかすぇ-

うつっく こぇさお くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
しっかぇすぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ぅしっ-
くけゃけ う 』っさゅぇくけゃけ. ╁ たけょぇ くぇ 
ょっぉぇすうすっ すけゅぇゃぇ しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ょなとっさはすぇ くぇ いぇき. おきっすう-
ちぇすぇ さぇぉけすう ゃ すぇいう そうさきぇ 
おぇすけ すったくうつっしおう しっおさっすぇさ. 
〈けゅぇゃぇ けす すさうぉせくぇすぇ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
』っさくっゃぇ けぉはゃう おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう, しかっょ おぇすけ ぉっ こさう-
いけゃぇくぇ ょぇ しすけさう すけゃぇ けす 〈っ-
きっくせあおぇ ‶ぇこぇいけゃぇ, けぉとうく-
しおう しなゃっすくうお けす ╂╄[╀.
[ってっくうっすけ くぇ ╉けきうしうはすぇ 

いぇ おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう 
けす しすさぇくぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
いぇき. おきっすうちぇ っ けす 21-ゃう しっこ-
すっきゃさう. ]ぇきぇすぇ 』っさくっゃぇ しっ 
っ いぇこけいくぇかぇ し くっゅけ っょゃぇ くぇ 
29-すう しっこすっきゃさう. ╃ゃっ しっょ-
きうちう こけ-さぇくけ けぉぇつっ っ ぉうかぇ 
ういしかせてぇくぇ ゃ しぇきぇすぇ おけきうしうは 
いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ う せしすぇ-
くけゃはゃぇくっ くぇ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう. 
‶さっょ おけきうしうはすぇ すけゅぇゃぇ しぇ-

きぇすぇ 』っさくっゃぇ っ いぇはゃうかぇ, つっ 
„ょっえしすゃうすっかくけ っ こさけこせしくぇかぇ 
しさけおぇ いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ ょっおかぇ-
さぇちうは こけ つか.12,す.3. ] ょっおかぇ-
さぇちうはすぇ しっ うしおぇ ういきっくっくうっ 
くぇ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ, ゃこうしぇくう 
ゃ こさっょたけょくぇすぇ え ょっおかぇさぇちうは.

35 かっゃぇ ょっすしおう くぇょぉぇゃおう くっ しすうゅぇす いぇ おぇつっしすゃっくぇすぇ たさぇくぇ. 
╀なかゅぇさつっすぇすぇ きぇしけゃけ くぇゅなゃぇす たぇきぉせさゅっさう. 』っさくっゃぇ う ╃ぇきはくけゃ ゃ ょさせゅう ゃさっきっくぇ

きっしっつくうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは う 
けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけゃっ. ¨おけ-
かけ っょくぇ すさっすぇ けす ぇくおっすうさぇくう-
すっ さぇぉけすけょぇすっかう こけしけつゃぇす, つっ 
うきぇす くぇきっさっくうっ ょぇ せゃっかうつぇす 
いぇこかぇすうすっ くぇ しゃけうすっ しかせあうすっ-
かう, ぇ 16 こさけちっくすぇ しっ おけかっぉぇ-
はす. ‶けかけゃうくぇすぇ けす さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ, おけうすけ くっ こさっょゃうあょぇす 
せゃっかうつっくうっ, けぉはしくはゃぇす さってっ-
くうっすけ しう し かけてけすけ そうくぇくしけ-
ゃけ しなしすけはくうっ くぇ そうさきぇすぇ うかう 
ぉさぇくてぇ. ¨おけかけ 8 こさけちっくすぇ けす 
すはた しこけょっかはす きくっくうっ, つっ ゃない-
くぇゅさぇあょっくうはすぇ ゃ こさっょこさうはすう-
っすけ うかう ぉさぇくてぇ しぇ くぇ ょけしすぇ-
すなつくけ ゃうしけおけ くうゃけ, おけっすけ くっ 
くぇかぇゅぇ せゃっかうつっくうっ.
′ぇょ 50 こさけちっくすぇ けす ぇくおっすう-

さぇくうすっ さぇぉけすけょぇすっかう くっ しきは-
すぇす いぇ くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ けこさっ-
ょっかは きうくうきぇかっく けしうゅせさうすっかっく 
ょけたけょ こけ ぉさぇくてけゃっ う ょかなあ-
くけしすう, ぇ 35 こさけちっくすぇ しぇ くぇ 
こさけすうゃけこけかけあくぇすぇ こけいうちうは.
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╁しっ きっ くぇゅさぇあょぇゃぇたぇ: 

こさっい せしきうゃおぇ ゅけゃけさう ょくっし 
いぇ ぇさしっくぇかしおけすけ しう ぉうすうっ 
╀ぇえ ╂っけさゅう. ‶なさゃけ ぉうか  たう-
きうつっしおう さぇぉけすくうお ゃ 〈さけすうか-
くぇすぇ. ‶けつくぇかう し ういゃぇあょぇくっ-
すけ くぇ すさけすうか けす けしすぇゃっくうすっ 
しかっょ ╁すけさぇすぇ ]ゃっすけゃくぇ くっき-
しおう きうくう  〈 – 35, おけうすけ ╀ぇえ 
╂っけさゅう こけいくぇゃぇか けとっ けす 
そさけくすぇ. ╇ あっくぇ きせ さぇぉけすう-
かぇ すぇき. ‶けしかっ しっ こさっきっしすうかう 
こけ いょさぇゃけしかけゃくう こさうつうくう ゃ 
‶うさけすったくぇすぇ, しかっょ すけゃぇ – ゃ 
おぇこしせかくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4, おなょっ-
すけ ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ しすぇくぇか 
ぉさうゅぇょうさ. „╋くけゅけ しこけおけえ-
くけ さぇぉけすったきっ. ′けさきうすっ くっ 
ぉはたぇ くっこけしうかくう. [ぇぉけすぇすぇ ゃ 
すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ ういうしおゃぇ 
しこけおけえしすゃうっ う こけつすう ゃけっくくぇ 
ょうしちうこかうくぇ”, けぉはしくはゃぇ ╀ぇえ 
╂っけさゅう – ういうしおゃぇかけ しっ きくけ-
ゅけ, おぇおすけ う しっゅぇ, ょぇ くっ しっ 

ゅけゃけさう,  ょぇ くっ しっ こさぇゃはす 
さっいおう ょゃうあっくうは, ゃくうきぇ-
ゃぇ しっ いぇ ゃしうつおけ.
╀ぇえ ╂っけさゅう しう しこけきくは 

いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ し さぇょけしす, 
きぇおぇさ つっ いぇゅせぉうか こさう さぇ-
ぉけすぇ っょくけすけ しう けおけ. ]かっょ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ こぇお 
しっ ゃなさくぇか ゃ „┿さしっくぇか”, 
おぇすけ ぉさうゅぇょうさ, けぉせつぇゃぇか 
あっくうすっ, うくしすさせおすうさぇか 
ゅう おぇお ょぇ さぇぉけすはす ゃ すけゃぇ 
しこっちうそうつくけ う けこぇしくけ 
こさけういゃけょしすゃけ, おなょっ-
すけ ぇゃぇさううすっ, こけ-きぇかおう 
う こけ-ゅけかっきう, こさけしすけ しっ 
しかせつゃぇす. ╃さぇいくっか しっ, おけ-
ゅぇすけ くはおけえ くっ しっ しこさぇ-
ゃは し さぇぉけすぇすぇ – うきぇかけ う 
きなさいっかうゃう う くっしさなつくう 
あっくう... う たけさぇ – っゅけうし-
すう. ┿ ╀ぇえ ╂っけさゅう しっ こけき-
くう おぇすけ つけゃっお, おけえすけ くっ 
おさうっ おぇおゃけ きうしかう, けしけ-
ぉっくけ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ 

╀ぇえ ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ っ くぇ 91 ゅけょうくう. 20 
けす すはた ういおぇさぇか ゃ „┿さしっくぇか” – けす ′けゃぇ ゅけ-

ょうくぇ くぇ 1950-すぇ ょけ 1970-すぇ, おけゅぇすけ しっ こっく-
しうけくうさぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4. „╁しうつおう ゃおなとう しきっ ぇさしっ-
くぇかちう”, おぇいゃぇす う ょゃぇきぇすぇ しなし しうくぇ – ╉なくつけ 
╆ぇたぇさうっゃ, おけえすけ こなお うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう ゃっつっ 
45 ゅけょうくう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ, おな-
ょっすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう. ╇ しなこさせゅぇすぇ くぇ 
╀ぇえ ╂っけさゅう, 『けくおぇ, う すは っ さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ‶さっょこけかぇゅぇき ゃしうつおけ すけゃぇ, けとっ おぇすけ 
くぇせつぇゃぇき, つっ ょけきなす くぇ ╀ぇえ ╂っけさゅう っ ゃ こなさ-
ゃうは あうかうとっく ぉかけお, こけしすさけっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ぇさしっくぇかしおうはす ぉかけお ょけ ゅぇさぇすぇ. ′け うしおさっくけ しっ 
せつせょゃぇき, とけき ょけきぇおうくうすっ きう おぇいゃぇす, つっ くぇえ-
くぇこさっょ ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ ′うおけかけゃ っ あうゃはか... 
ゃ しぇきうは „┿さしっくぇか”. ╉けゅぇすけ ょけてなか けす ]ぇたさぇ-
くっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ こさっこけさなおぇ くぇ ょゃぇきぇ こさう-
はすっかう, いぇとけすけ: „╉ぇおゃけ ょぇ こさぇゃうき ゃ ╃╇‶-ぇ, 
ゃ „┿さしっくぇか” うきぇ さぇぉけすぇ う こかぇとぇす こけゃっつっ”, 
30-ゅけょうてくうはす すけゅぇゃぇ ╂っけさゅう こなさゃけ あうゃっっ ゃ 
あうかうとっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ – 
いぇっょくけ しなし しっきっえしすゃけすけ しう... 〈っあおうはす あうゃけす 
くぇ しっかけ し けとっ 11 ぉさぇすは う しっしすさう ゅけ ょけゃっか ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ きくけいうくぇ ょさせゅう, いぇとけすけ いぇ-
こかぇとぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか” ょぇゃぇかけ ゃないきけあくけしす 
ょぇ しっ あうゃっっ こけ-ょけぉさっ.

いぇ さぇぉけすぇすぇ. „╇しおぇたぇ ょぇ 
きっ こさぇゃはす こぇさすうっち, いぇとけ-
すけ, おなょっすけ う ょぇ きっ こさぇすはす 
ゃ いぇゃけょぇ, ゃしっ しっ しこさぇゃはた, 
ぇきぇ うき けすおぇいぇた.”, さぇいおぇい-
ゃぇ ゃっすっさぇくなす けす ╆ぇゃけょ 4.  
„】っ きっ ういゅけくうすっ, とけすけ ゃう-
くぇゅう ゃうあょぇき おさうゃうちうすっ”, 
けぉはしくうか ╀ぇえ ╂っけさゅう けすおぇ-
いぇ しう ょぇ ゃかっいっ ゃ ╀╉‶, くけ 
う ょくっし っ せぉっょっく: ”┿い しなき 
ぉっいこぇさすうっく おけきせくうしす, こけ-
ゅけかはき けす ょくってくうすっ”. ]かせつ-
ゃぇかけ しっ ょぇ しっ おぇさぇ う しこけ-
さう し ゃしはおぇおゃう くぇつぇかくうちう 
– けす きぇえしすけさうすっ ょけ うくあっ-
くっさうすっ – いぇとけすけ さぇぉけすぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃなさゃう. ‶けしかっ ゅけ 
くぇゅさぇょうかう しなし いゃっいょぇ いぇ 
ょなかゅけゅけょうてっく たうきうつっしおう 
さぇぉけすくうお.

′っ しなき ゃはさゃぇか, つっ とっ 
ょけあうゃっは ょけ 91 ゅけょうくう, 

きうしかった, くぇえ-きくけゅけ ょけ 
60..., つせょう しっ ╂っけさゅう ╆ぇたぇ-
さうっゃ, おけえすけ, きぇおぇさ つっ し おけ-
かっゅうすっ  ぇさしっくぇかちう こさぇゃっかう 
っょくけ ゃさっきっ きくけゅけ ぉぇくおっすう 
う っおしおせさいうう, くうおけゅぇ くっ っ 
こせてうか う くっ っ こうか ぇかおけたけか. 
]うゅせさくけ いぇすけゃぇ ょくっし ゃしっおう 
ょっく ういおぇつゃぇ ぉっい こさけぉかっき 
つっすうさうすっ っすぇあぇ くぇ ぉかけおぇ, 
しぇきけ し きぇかおう こけつうゃおう くぇ 
こかけとぇょおうすっ う – „ょけぉさっ, 
つっ しぇ こっさうかぇすぇ”... ╀ぇえ ╂っ-
けさゅう ういかういぇ ゃしっおう ょっく, 
いぇとけすけ くっ きせ しっ しおせつぇっ. 
¨とっ おぇすけ ゅけ こっくしうけくうさぇ-
かう, こさけょなかあうか ょぇ さぇぉけすう う 
„くぇゃなさすはか” ちっかう 30 ゅけょうくう 
しかっょ 1970-すぇ おぇすけ けゅくはさ ゃ 
ょっすしおう はしかう う ゅさぇょうくう, ゃ 
しなょぇ, つっ う ゃ きせいっえ „╇しおさぇ”. 
╃くっし, おぇすけ ゃっつっ くっ さぇぉけ-
すう, しう くぇきうさぇ いぇくうきぇくうは ゃ 
‶っくしうけくっさしおうは おかせぉ. „╀うは 
ゅう くぇ おぇさすう ゃしうつおう, くうとけ 
つっ しなき くぇ すけかおけゃぇ ゅけょうくう”, 

しきっっ しっ すけえ くぇ ょせきうすっ くぇ 
こけ-きかぇょうすっ ゃ おかせぉぇ, おけう-
すけ しっ つせょはす くぇ いょさぇゃうは きせ 

さぇいしなょなお. ╃ぇあっ きせ こさぇゃう-
かう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ うくすっさ-
ゃの けす すっかっゃういうはすぇ – こうすぇ-
かう ゅけ: „╉ぇおゃぇ っ すぇえくぇすぇ くぇ 
ょなかゅけかっすうっすけ?”. 
4-きぇ ゃくせちう う 4-きぇ こさぇ-

ゃくせちう うきぇ ╀ぇえ ╂っけさゅう ╆ぇ-
たぇさうっゃ. „〈さっこっさはす おけしなき 
ょぇ くっ こぇょくっ けす ゅかぇゃぇすぇ きせ”, 
しこけょっかは しうくなす ╉なくつけ おさぇえ 
ぉのそっすぇ し くぇさっょっくう しくうき-
おう くぇ こけおけかっくうっすけ. ‶ぇお 
くぇ ぉのそっすぇ, こさうゅけすゃっくけ いぇ 
ういかういぇくっ, しすけう  いぇょなかあう-
すっかくけすけ ぉけきぉっ – ╀ぇえ ╂っけさ-
ゅう こさけょなかあぇゃぇ こけ ょなかゅうは 
あうすっえしおう こなす – すさせょっく. ′っ 
しっ こかぇてう, いぇとけすけ くぇ ょゃぇ 
こなすう けちっかはか, こなさゃけ - ゃ おぇ-
いぇさきぇすぇ, ゃ ¨たさうょ, こけ ゃさっ-
きっ くぇ ちぇさしおぇすぇ けおせこぇちうは 
すぇき, けすおけゅぇすけ けとっ くけしう こけ 
ゅなさぉぇ しう けしおけかおう けす „〈う-
すけゃうすっ しぇきけかっすう”, こけしかっ – 
しかっょ いぇゅせぉぇすぇ くぇ けおけすけ しう 
こさう うくちうょっくすぇ. ╀ぇえ ╂っけさゅう 

こさけょなかあぇゃぇ し せしきうゃおぇ. ╇ し 
„┿さしっくぇか” ゃ しなさちっすけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

]こけさっょ 41 こさけちっくすぇ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ ょけこうすゃぇくっすけ, 
ょけゅけゃぇさはくっすけ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけゃっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しすぇゃぇ くぇ くうゃけ こさっょこさうはすうっ, おけっすけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく 
こけすゃなさあょぇゃぇ うしおぇくっすけ くぇ おぇきぇさぇすぇ きうくうしすなさなす くぇ 
すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ ょぇ くっ くぇかぇゅぇ こけ ぇょきう
くうしすさぇすうゃっく こなす しすけえくけしす くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけ
ゃっ いぇ ょっえくけしすう, ゃ おけうすけ くはきぇ こけしすうゅくぇすう しこけさぇいせ
きっくうは.
╄ょくぇ つっすゃなさす けす ぇくおっすうさぇくうすっ しきはすぇす, つっ おぇすけ けし

くけゃっく ういきっさうすっか こさう せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ いぇこかぇすうすっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ しきはすぇ 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. 
╁しっおう こっすう さぇぉけすけょぇすっか こさうっきぇ おぇすけ ゃけょっとう そぇお
すけさうすっ うくそかぇちうは, おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしす う さぇいたけょう 
いぇ すさせょ.

〈┿
╇いこけかいゃぇくう しぇ  うくそけさきぇちうう くぇ ╃ぇさうお くのい う ╀〈┿

¨とっ いぇ すさせょぇ う いぇ
こかぇすうすっ: 

╉なょっ しきっ くうっ?                 

* ╀っいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい っ ょけしすうゅくぇかぇ 9,5 こさけちっくすぇ 
こさっい ぇゃゅせしす しこさはきけ 9,6 くぇ しすけ こさっい 
しなとうは きっしっち くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
ぇ ╀なかゅぇさうは っ しさっょ しすさぇくうすっ し くぇえ-
ゅけかはきけ こけゃうてっくうっ くぇ ぉっいさぇぉけすう
ちぇすぇ, くぇ ぉぇいぇ ゅけょうてくぇ けしくけゃぇ けす 
10,2 ょけ 11,7 くぇ しすけ, こけおぇいゃぇす しっ
いけくくけ おけさうゅうさぇくうすっ ょぇくくう くぇ ╄ゃ
さけしすぇす, こけきっしすっくう ゃ しぇえすぇ くぇ っゃ
さけこっえしおぇすぇ しすぇすうしすうつっしおぇ しかせあぉぇ 
こさっい しっこすっきゃさう.

* ╁ っゃさけいけくぇすぇ こけおぇいぇすっかはす っ 
ょけしすうゅくぇか 10 こさけちっくすぇ きうくぇかうは 
きっしっち しこさはきけ 10,2 くぇ しすけ こさっい ぇゃ
ゅせしす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ]こさはきけ のかう 
う ゃ ょゃっすっ いけくう くはきぇ こさけきはくぇ ゃ 
さぇゃくうとっすけ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ.

* ′ぇえ-ゅけかはきけ せゃっかうつっくうっ くぇ ゅけ
ょうてくぇ けしくけゃぇ っ けすつっすっくけ ゃ ╂なさちうは 
(けす 12,1 くぇ しすけ ょけ 16,7 こさけちっく
すぇ きっあょせ ゃすけさうすっ すさうきっしっつうは くぇ 
2010 う 2011 ゅけょうくぇ), しかっょゃぇくぇ けす 
╀なかゅぇさうは う ╉うこなさ (けす 6,2 ょけ 7,2 
くぇ しすけ).

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╃っしうしかぇゃぇ  くはきぇ 30 ゅけょうくう う 
っ きぇえおぇ くぇ ょゃっ ょっちぇ: くぇ 5-ゅけ
ょうてくぇ ょなとっさは う 5- きっしっつくけ 
ぉっぉっ. 〈ゃなさょう, つっ し ょけぉぇゃおうすっ 
けす 35 かっゃぇ いぇ ゃしはおけ ょっすっ くうとけ 
くっ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう. ]ぇきけ 
こぇきこっさしうすっ くぇ ぉっぉっすけ え しすさせ
ゃぇす きっしっつくけ こけゃっつっ.  
╋うさぇ ╄くっゃぇ っ くぇ 31 ゅけょうくう. 

╇きぇ  8-きっしっつくけ ぉっぉっ. ′っ こけ
かせつぇゃぇ ょっすしおう ょけぉぇゃおう, くうすけ 
ょけさう きうくうきぇかくけすけ きぇえつうく
しすゃけ. ‶さうつうくぇすぇ: さけょうかぇ っ ゃ 
ょさせゅぇ ょなさあぇゃぇ - ゃ しかせつぇは ╉う
こなさ, おなょっすけ  っ ぉうかぇ こけつすう ゅけ
ょうくぇ こさっょう さぇあょぇくっすけ くぇ ょっ
すっすけ しう. 〈は しっ ゃないきせとぇゃぇてっ  けす 
そぇおすぇ, つっ ょなさあぇゃぇすぇ くっ こかぇ
とぇ きぇえつうくしすゃけ くぇ ぉなかゅぇさおう, 
さけょうかう ゃ ょさせゅう ょなさあぇゃう う くっ  
さぇぉけすうかう ゃ ╀なかゅぇさうは くぇ すさせ
ょけゃ ょけゅけゃけさ こさっょう さぇあょぇくっすけ 
くぇ ょっすっすけ しう. ╃けおぇすけ っ ぉうかぇ ゃ 
╉うこなさ, っ こけかいゃぇかぇ すぇきけてくうすっ 
こさうゃうかっゅうう こさう さぇあょぇくっ くぇ 
ょっすっ: こけきけと  けす ょなさあぇゃぇすぇ う 
18- しっょきうつっく けすこせしお こけ きぇえ
つうくしすゃけ. ╁ ╉うこなさ っ すけかおけゃぇ,  
こけくっあっ こけ こさうくちうこ すぇき あっくう
すっ くっ さぇぉけすはす. ┿おけ さぇぉけすうて, 
すさはぉゃぇ ょぇ けしすぇゃうて ょっすっすけ しう 
ゃ はしかう, きぇおぇさ しぇきけ くぇ 18 しっょ
きうちう, おぇいゃぇ ╋うさぇ. ╆ぇすけゃぇ  しっ 
こさうぉうさぇ ゃ さけょうくぇすぇ. 〈せお, けぉぇ
つっ, ょなさあぇゃぇすぇ  くぇ こさぇおすうおぇ くっ 
こさういくぇゃぇ さけょっくけすけ ぉなかゅぇさつっ 
ゃ ょさせゅぇ ょなさあぇゃぇ いぇ ぉなかゅぇさ

しおう ゅさぇあょぇくうく し さぇゃくう こさぇゃぇ. 
]っゅぇ ╋うさぇ あうゃっっ くぇ ういょさなあおぇ 
こさう ぉぇとぇ しう う すなさしう さぇぉけすぇ,いぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ こけかせつぇゃぇ いぇこかぇすぇ 
う ょぇ ういょなさあぇ ょっすっすけ しう. ] さぇい
こけさっょぉうすっ しう くう こさうくせあょぇゃぇす 
くぇ こさぇおすうおぇ ょぇ いぇけぉうおけかはきっ 
いぇおけくうすっ, こさういくぇゃぇ ╋うさぇ. 
′ぇ しなとけすけ きくっくうっ っ う 30-ゅけ

ょうてくぇすぇ ┿くすけくうは ]すっそぇくけゃぇ, 
きぇえおぇ くぇ ょゃっ ょっちぇ -  くぇ 7  う 
くぇ 1 ゅけょうくぇ う 9 きっしっちぇ. ╆ぇさぇ
ょう こさけょぇあぉぇ くぇ しっきっっく うきけす 
こさっい 2008-きぇ ゅけょうくぇ, けす おけえ
すけ っ こけかせつうかぇ 300 かっゃぇ, ょけ 
2013 ゅけょうくぇ ┿くすけくうは くはきぇ 
こさぇゃけ  くぇ  こけきけとう いぇ けすけこかっ
くうっ. ‶けかせつぇゃぇ, けぉぇつっ, ょっすしおう 
ょけぉぇゃおう, くけ くはきぇ こさぇゃけ  ょぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ う ょぇ こけかせつう けぉ
とうくしおけ あうかうとっ, けすくけゃけ いぇさぇ
ょう こさけょぇょっくうは うきけす. ╅うゃっっ 
くぇ おゃぇさすうさぇ. „╆ぇ っょくう  きけあっ う 
ゃうくぇゅう うきぇ,  ぇ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
きぇえおう おせこ しぇ ぉぇさうっさうすっ”, おぇ
すっゅけさうつくぇ っ ┿くすけくうは.  

‶さけすっしすなす くぇ きぇえおうすっ けす ╉ぇ
いぇくかなお くっ ぉっ せゃぇあっく けす くうすけ 
っょうく こさっょしすぇゃうすっか くぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお. ╁きっしすけ すはた  ぉっ ういこさぇすっく 
けぉとうくしおう しかせあうすっか, し さぇくゅ 
くぇ くぇつぇかくうお けすょっか - ╄ゃっかうくぇ 
╉けしすけゃぇ, けす けすょっか „ ]けちうぇかくう 
ょっえくけしすう, っおけかけゅうは, いっきっょっ
かうっ う しこけさす”, おけはすけ けぉはしくう くぇ 
きぇえおうすっ おぇおゃけ きけゅぇす ょぇ くぇ
こさぇゃはす,  いぇ ょぇ ぉなょっ こさうょゃうあっ
くけ うしおぇくっすけ うき ょけ ゃうしてっしすけ

はとうすっ  うくしすうすせちうう.  ╋ぇえおうすっ 
けぉっとぇたぇ ょぇ  こさけょなかあぇす ょうし
おせしううすっ こけきっあょせ しう ゃ ちはかぇ
すぇ しすさぇくぇ し ちっか っそっおすうゃっく 
そうくぇか くぇ すったくうすっ こさけすっしすくう 
ょっえしすゃうは う うしおぇくうは. 
¨おすけきゃさうえしおうはす こさけすっしす 

くぇ きぇえおうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
つぇしす けす くぇちうけくぇかくうは こさけすっしす, 
くぇ こさぇおすうおぇ っ こさけょなかあっくうっ 
くぇ こさけすっしす し うしおぇくっ いぇ こけ-
ゃうしけおう ょっすしおう ょけぉぇゃおう  けす 
くぇつぇかけすけ くぇ かはすけすけ. 〈けゅぇゃぇ 
し こけきけとすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお ゃ ╉ぇいぇくかなお, ╉ぇすは 
╉うかうおつうっゃぇ, きぇえおうすっ けすくっしけ
たぇ しゃけはすぇ こけょこうしおぇ, くぇぉさぇくぇ 
こさっい のくう, つさっい ′ぇちうけくぇかくけすけ 
しょさせあっくうっ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
こけしさっょくうちう, ょけ くぇちうけくぇかくうは 
けきぉせょしきぇく ╉けくしすぇくすうく ‶っく
つっゃ, おけえすけ うき けすゅけゃけさうか, つっ  
いぇ しなあぇかっくうっ, くはきぇ いぇおけくけゃけ 
こさぇゃけ くぇ こうすぇくっ ゃ ′ぇさけょくけすけ 
しなぉさぇくうっ う くっ きけあっ ょぇ こさっょ
こさうっきっ ょっえしすゃうは. ‶うしきけすけ 
しう きぇえおうすっ すけゅぇゃぇ けすくっしかう  う 
ょけ ╉けきうしうはすぇ こけ ょうしおさうきう
くぇちうは, くけ すは こなお うき こけうしおぇ
かぇ こなかくけ けおけきこかっおすけゃぇくっ くぇ 
こけょこうしおぇすぇ し かうつくうすっ ょぇく
くう くぇ ゃしはおぇ きぇえおぇ, おけっすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ しこさはかけ こさけちっょせさぇすぇ 
くぇ こさけすっしすくうすっ ょっえしすゃうは.
′ぇょ こけかけゃうくぇすぇ けす ぉのょあっすぇ 

くぇ しけちうぇかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ 
しっ たぇさつう いぇ ょっすしおうすっ こけきけとう, 
けぉはしくう ゃ ょっくは くぇ こさけすっしすぇ くぇ 
きぇえおうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは  きうくうし
すなさなす  くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ 
こけかうすうおぇ 〈けすぬけ ╋かぇょっくけゃ. ‶け 
ょせきうすっ きせ, けしくけゃくぇ ゅさうあぇ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ とっ ぉなょっ けしうゅせさは
ゃぇくっすけ くぇ こぇおっす けす こぇさうつくぇ 
こけきけと う せしかせゅう いぇ ゃしうつおう 
ょっちぇ せ くぇし.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ǲǨǳǭǵǬǨǸ
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

07 けおすけきゃさう - 1883 - ╁ ╃さはくけゃけ っ さけょっく [ぇつけ ]すけはくけゃ - 
ぉなかゅぇさしおう ょさぇきぇすせさゅ う ぉっかっすさうしす. ‶うっしぇすぇ きせ „╋ぇえしすけさう“ 
っ っょくけ けす くぇえ-いくぇつうすっかくうすっ こさけういゃっょっくうは ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ょさぇきぇすせさゅうは, けぉさぇいっち くぇ すゃけさつっしおけ けすくけてっくうっ おなき そけか
おかけさくけ-ぉうすけゃうすっ すさぇょうちうう; 1849 - ′ぇ 40 ゅけょうくう せきうさぇ ╄ょ
ゅぇさ ┿かなく ‶け, しないょぇすっか くぇ しなゃさっきっくくうは ょっすっおすうゃしおう さぇいおぇい 
う けしくけゃけこけかけあくうお くぇ しうきゃけかういきぇ ゃ こけっいうはすぇ; 1952 - [けょっく 
っ ╁かぇょうきうさ ‶せすうく; 1982 - ╋のいうおなかなす “╉けすおうすっ” っ こさっょしすぇ
ゃっく いぇ こなさゃう こなす くぇ ╀さけょせっえ, し おけっすけ いぇこけつゃぇ くっゅけゃうは さっ
おけさょ けす 7 485 こさっょしすぇゃかっくうは. 3761 こさ. 》さ. - ]こけさっょ のょっえ
しおうは おぇかっくょぇさ っ しなすゃけさっく しゃっすなす.
08 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく いぇ くぇきぇかはゃぇくっ けこぇし

くけしすうすっ けす しすうたうえくう ぉっょしすゃうは; ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ しすっくけ
ゅさぇそうは; 1207 -  ‶さっょ しすっくうすっ くぇ ]けかせく っ せぉうす ちぇさ ╉ぇかけはく; 
1967 - 〉ぉうす っ ╄さくっしすけ (』っ) ╂っゃぇさぇ ょっ かぇ ]っさくぇ – かぇすうくけぇ
きっさうおぇくしおう さっゃけかのちうけくっさ, っょうく けす さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ ╉せ
ぉうくしおぇすぇ さっゃけかのちうは - 1959.
09 けおすけきゃさう – 1867 - ╁ 2 つぇしぇ しかっょ こけかせくけと ゃ さなちっ

すっ くぇ しっしすさぇ しう ′ってぇ ゃなゃ ゃうかぇ しさっょ かけいはすぇ おさぇえ ╀せおせさっと 
くぇ 46 ゅけょうくう ういょなたゃぇ ╂っけさゅう ]ぇゃぇ [ぇおけゃしおう – けしくけゃけこけ
かけあくうお くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ さっゃけかのちうけくくけ ょゃうあっくうっ, こうしぇすっか, 
こせぉかうちうしす, うしすけさうけゅさぇそ う っすくけゅさぇそ; 1201 - [けょっく っ [けぉéさ 
ょぬけ ]けさぉóく – そさっくしおう すっけかけゅ, けしくけゃぇすっか くぇ ╀けゅけしかけゃしおうは 
おけかっあ ゃ ‶ぇさうあ, くけしっと くっゅけゃけすけ うきっ. ¨す 17 ゃっお うきっすけ ]けさ
ぉけくぇ くけしう しないょぇょっくうはす ゃ ゅさぇょぇ せくうゃっさしうすっす; 1835 - [けょっく 
っ そさっくしおうはす おけきこけいうすけさ ╉ぇきうえ ]っく-]ぇくし, ぇゃすけさ くぇ ういゃっしす
くぇすぇ けこっさぇ ”]ぇきしけく う ╃ぇかうかぇ”; 1940 - [けょっく っ ╃あけく ╊っくなく 
– つかっく くぇ “╀うえすなかし”, せぉうす こさっい 1980 ゅ.
10 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ ぇさたうゃうしすぇ; ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ こしう

たうつくけすけ いょさぇゃっ; ]ゃっすけゃっく ょっく こさけすうゃ しきなさすくけすけ くぇおぇいぇ
くうっ; 1813 - [けょっく っ ╃あせいっこっ ╁っさょう – うすぇかうぇくしおう おけきこけいう
すけさ, ぇゃすけさ くぇ ぉっいしきなさすくうすっ けこっさう “┿うょぇ”, “〈さぇゃうぇすぇ”, „╀ぇか 
し きぇしおう”, „¨すっかけ”, „[うゅけかっすけ”, „╃けく ╉ぇさかけし”, „]うかぇすぇ くぇ しなょ
ぉぇすぇ” う ょさ.; 1901 - ¨しくけゃぇく っ ╀なかゅぇさしおうはす かっおぇさしおう しなのい. 
〈ぇおなゃ かっおぇさしおう しなのい いぇ こなさゃう こなす っ しないょぇょっく ゃ ┿くゅかうは; 
1916 - 〉きうさぇ おぇこうすぇく 》さうしすけ ╇ゃぇくけゃ – せつぇしすくうお ゃ 23-すう 
【うこつっくしおう こったけすっく こけかお.
11 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ ╀┿′. 1869 - ╁ ╀さぇうかぇ っ せつさっょっくけ 

╀なかゅぇさしおけすけ おくうあけゃくけ ょさせあっしすゃけ, けす 1911 ゅ. - ╀なかゅぇさしおぇ 
ぇおぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ; 1963 - 〉きうさぇ そさっくしおぇすぇ っしすさぇょくぇ 
こっゃうちぇ ╄ょうす ‶うぇそ. ‶うぇそ けいくぇつぇゃぇ ゃさぇぉつっ; 2004 - ′ぇ 52 ゅ. 
せきうさぇ ぇきっさうおぇくしおうはす ぇおすぬけさ ╉さうしすけそなさ [うえゃし, ういゃっしすっく し 
さけかはすぇ しう くぇ ]せこっさきっく.
12 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ けぉとうくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは; 1492 -  

》さうしすけそけさ ╉けかせきぉ けすおさうゃぇ ┿きっさうおぇ. ╃け おさぇは くぇ ょくうすっ しう 
╉けかせきぉ ゃはさゃぇ, つっ っ けしなとっしすゃうか きっつすぇすぇ しう ょぇ けすおさうっ こなす 
おなき ╇くょうは, こなすせゃぇえおう ゃ いぇこぇょくぇ こけしけおぇ; 1933 - ╁ ]けそうは っ 
さけょっくぇ ╀さうゅうすぇ 』けかぇおけゃぇ - ぇゃすけさ う ゃけょっと くぇ “〈っかっゃういうけ
くっく くっょっかくうお”, “〈っかっゃういうけくっく けぉっおすうゃ” う ょさ. こさっょぇゃぇくうは. 
′けしうすっかおぇ くぇ けさょっく “╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ‶けつうくぇ こさっい 1999 
ゅ.; 1935 - [けょっく っ ╊せつぇくけ ‶ぇゃぇさけすう – うすぇかうぇくしおう すっくけさ, 
╉ぇゃぇかっさ くぇ ╂けかっきうはす おさなしす – うすぇかうぇくしおう ゃうして けさょっく いぇ 
いぇしかせゅう. 〉きうさぇ こさっい 2007 ゅ.; 1930 – ¨すおさうすぇ っ ╉ぇいぇくかなておぇ 
ゅさぇょしおぇ けぉとうくしおぇ ぇこすっおぇ.
13 けおすけきゃさう - 1813 - 〉きうさぇ ]けそさけくうえ ╁さぇつぇくしおう, こけこ 

]すけえおけ ╁かぇょうしかぇゃけゃ - ぉなかゅぇさしおう くぇさけょっく ぉせょうすっか, ょせ
たけゃくうお う こさなゃ こけしかっょけゃぇすっか くぇ ょっかけすけ くぇ ]ゃ. ‶ぇうしうえ 》う
かっくょぇさしおう. ╉ぇくけくういうさぇく っ いぇ しゃっすっち けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ こさぇ
ゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ; 1896 - ╁ ]けそうは っ けすおさうすけ ╃なさあぇゃくけすけ 
さうしせゃぇかくけ せつうかうとっ, ょくってくぇすぇ ┿おぇょっきうは いぇ ういけぉさぇいうすっかくけ 
ういおせしすゃけ; 1792 - ′ぇこさぇゃっくぇ っ こなさゃぇすぇ おけこおぇ いぇ しすさけっあぇ くぇ 
ぉなょっとぇすぇ さっいうょっくちうは くぇ こさっいうょっくすうすっ くぇ ]┿】 ╀っかうは ょけき; 
1921 - [けょっく っ ╇ゃ ╋けくすぇく – そさっくしおう ぇおすぬけさ う こっゃっち けす うすぇ
かうぇくしおう こさけういたけょ – し さけかう ゃなゃ そうかきうすっ “╁ないくぇゅさぇあょっくうっ 
いぇ しすさぇたぇ”, “╂っさけうすっ しぇ せきけさっくう” う ょさ. 〉きうさぇ こさっい 1991 ゅ.; 
1925 -  〉きうさぇ ]すぇくぬけ ╂なさょっゃ – こけぉけさくうお けす おぇいぇくかなておけ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

* ╋っあょせ ゃすけさうすっ すさうきっしっつうは くぇ 2010 う 2011 ゅけょうくぇ ╄し
すけくうは っ くぇつっかけ くぇ しすさぇくうすっ し くぇえ-ゅけかはき しこぇょ くぇ こけおぇいぇすっかは 
(けす 17,9 ょけ 12,8 こさけちっくすぇ), しかっょゃぇくぇ けす ╀なかゅぇさうは う ╉うこなさ 
(けす 6,2 ょけ 7,2), ╊ぇすゃうは (けす 19,4 ょけ 16,2) う ╊うすゃぇ (けす 18,2 
ょけ 15,6).

* ′ぇえ-くうしおぇ っ ぉうかぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ ┿ゃしすさうは (3,7 くぇ しすけ), 
》けかぇくょうは (4,4 こさけちっくすぇ) う ╊のおしっきぉせさゅ (4,9 くぇ しすけ), ぇ くぇえ-
ゃうしけおぇ - ゃ ╇しこぇくうは (21,2 くぇ しすけ), ╂なさちうは (16,7 くぇ しすけ こさっい 
ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ) う ╊ぇすゃうは (16,2 くぇ しすけ - しなとけ こさっい ゃすけ
さけすけ すさうきっしっつうっ. 

[╅′╅〉]ぇぃ[¨【╊ 〈╅‶[¨: ¨』[╅〈╊ 
》《╇╊ぁ╊ 》╅『¨ ′╅ ╉╊を╅【╅ ...

』っさくっゃぇ っ  けぉはしくうかぇ こさっょ おけ-
きうしうはすぇ, つっ ょなとっさは え さぇぉけすう ゃ 
„╀う ]う ┿え ╉ぇいぇくかなお 》けかょうくゅ” 
╄¨¨╃, くけ くはきぇ こさっょしすぇゃぇ し 
おぇおゃけ すけつくけ しっ いぇくうきぇゃぇ. [っ-
てっくうっすけ くぇ きうくうしすっさしおぇすぇ おけ-
きうしうは しすぇくぇ けぉっおす う くぇ しすぇすうは 
ゃ しすけかうつっく っあっょくっゃくうお. 
]こけさっょ ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ, 

けぉぇつっ, „うくそけさきぇちうはすぇ ゃ しすぇ-
すうはすぇ っ しうかくけ ういけこぇつっくぇ う くっ-
とぇすぇ しぇ こけ-さぇいかうつくう”. ]ぇきぇすぇ 
』っさくっゃぇ すゃなさょう, つっ くっ っ おさうかぇ 

けす くうおけゅけ うくそけさきぇちうはすぇ, 
つっ ょなとっさは え さぇぉけすう ゃ そうさ-
きぇ, おけはすけ うきぇ けすくけてっくうは し 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]こけさっょ 
』っさくっゃぇ くっ きけあっ ょぇ しすぇ-
ゃぇ ょせきぇ いぇ おけくそかうおす うかう 
おぇおゃけすけ う ょぇ っ せこさぇあくっくけ 
ゃかうはくうっ けす くっえくぇ しすさぇくぇ, 
すなえ おぇすけ くっ すは こけょゅけすゃは 
ょけおせきっくすぇちうはすぇ, ぇ けぉとうく-
しおうすっ しこっちうぇかうしすう こけ うく-
そさぇしすさせおすせさぇ. 』ぇしす けす すはた 
しぇ くぇ こけょつうくっくうっ くぇ いぇき. 

おきっすうちぇすぇ. 〈けゃぇ っ ょっおかぇさう-
さぇくけ ゃ こけょぇょっくぇ けす きっく ょっ-
おかぇさぇちうは, いぇはゃう 』っさくっゃぇ. 
]こけさっょ くっは ゃ つか.9 くぇ ╆ぇおけく 

いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ う せしすぇ-
くけゃはゃぇくっ くぇ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう はしくけ っ いぇこうしぇくけ ゃ 
おぇおゃう しかせつぇう しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう.
╃けしかけゃくうはす すっおしす くぇ つか.9 

けす ╆ぇおけくぇ いぇ こさっょけすゃさぇ-
すはゃぇくっ う せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ 
おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう っ いぇ-
こうしぇくけ, つっ: ╊うちっ, いぇっきぇとけ 
こせぉかうつくぇ ょかなあくけしす, くはきぇ 
こさぇゃけ ょぇ しっ さぇいこけさっあょぇ し 
ょなさあぇゃくけ うかう けぉとうくしおけ 
うきせとっしすゃけ, ょぇ さぇいたけょゃぇ ぉの-
ょあっすくう うかう ういゃなくぉのょあっす-
くう しさっょしすゃぇ, ゃおかのつうすっかくけ 
しさっょしすゃぇ けす そけくょけゃっ, こさう-
くぇょかっあぇとう くぇ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい うかう こさっょけしすぇゃっくう けす 
╄ゃさけこっえしおうは しなのい くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ, ょぇ ういょぇゃぇ 
せょけしすけゃっさっくうは, さぇいさってっくうは 
うかう かうちっくいうう うかう ょぇ けしな-
とっしすゃはゃぇ おけくすさけか こけ すっいう 
ょっえくけしすう ゃ うくすっさっし くぇ のさう-
ょうつっしおう かうちぇ し くっしすけこぇくしおぇ 
ちっか, すなさゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ 
うかう おけけこっさぇちうう, ゃ おけうすけ すけ 

うかう しゃなさいぇくう し くっゅけ かうちぇ しぇ 
つかっくけゃっ くぇ けさゅぇく くぇ せこさぇ-
ゃかっくうっ うかう おけくすさけか, せこさぇゃう-
すっかう, しなょさせあくうちう うかう こさう-
すっあぇゃぇす ょはかけゃっ うかう ぇおちうう. 
╁ つか.9, ぇか.2 しっ おぇいゃぇ しなとけ, 
つっ „╊うちっ, いぇっきぇとけ こせぉかうつくぇ 
ょかなあくけしす, くはきぇ こさぇゃけ ょぇ うい-
ゃなさてゃぇ ょっえくけしすうすっ こけ ぇか.1 
う ゃ うくすっさっし くぇ のさうょうつっしおう 
かうちぇ し くっしすけこぇくしおぇ ちっか, すなさ-
ゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ うかう おけけ-
こっさぇちうう, ゃ おけうすけ すけ っ ぉうかけ 
つかっく くぇ けさゅぇく くぇ せこさぇゃかっくうっ 
うかう おけくすさけか, せこさぇゃうすっか, しな-
ょさせあくうお うかう っ こさうすっあぇゃぇかけ 
ょはかけゃっ うかう ぇおちうう 12 きっしっちぇ 
こさっょう ょぇすぇすぇ くぇ ういぉうさぇくっすけ 
うかう くぇいくぇつぇゃぇくっすけ きせ うかう 
ょけおぇすけ いぇっきぇ ょかなあくけしすすぇ”.
′うすけ ぇい, くうすけ ょなとっさは きう しぇ 

ゃ すぇおうゃぇ けすくけてっくうは し そうさ-
きぇすぇ, いぇはゃう 』っさくっゃぇ.
〈は っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ ゃ ょぇょっ-

くうは けす いぇおけくぇ っょくけきっしっつっく 
しさけお とっ けぉあぇかゃぇ さってっくうっすけ 
くぇ おけきうしうはすぇ こさっょ ┿ょきうくう-
しすさぇすうゃくうは しなょ ゃ ]けそうは う 
けこさけゃっさゅぇ う すゃなさょっくうはすぇ ゃ 
こせぉかうおぇちううすっ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ゃなさくっ こけかせつっくうすっ けす くっは いぇ-
こかぇすう いぇさぇょう せしすぇくけゃっくうは 

おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう. 
′うおなょっ ゃ さってっくうっすけ くぇ おけ-

きうしうはすぇ くっ っ いぇこうしぇくけ すけゃぇ, 
ょけぉぇゃう おぇいぇくかなておぇすぇ いぇき. 
おきっすうちぇ.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ ゃ [ってっくうっ-

すけ くぇ ╉けきうしうはすぇ しっ おぇいゃぇ, つっ 
„ しかっょ ゃかういぇくっすけ くぇ さってっくう-
っすけ ゃ しうかぇ, とっ しっ ういょぇょっ う 
くぇおぇいぇすっかくけ こけしすぇくけゃかっくうっ 
いぇ くぇかぇゅぇくっ くぇ おけくおさっすくぇ 
うきせとっしすゃっくぇ しぇくおちうは. 』かっ-
くけゃっすっ くぇ おけきうしうはすぇ いぇ せし-
すぇくけゃはゃぇくっ くぇ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう しぇ おぇすっゅけさうつくう, 
つっ ゃ きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ 』っさ-
くっゃぇ いぇこけつくっ ょぇ しっ ゃかうはっ けす 
くぇいくぇつっくうっすけ くぇ ょなとっさは しう 
う ょぇ ういゃなさてゃぇ ょっえしすゃうは ゃ 
うくすっさっし くぇ ょさせあっしすゃけすけ, すけ 
ゃないくうおゃぇ くぇさせてっくうっ くぇ いぇ-
ぉさぇくぇすぇ くぇ つか.8 こさっょか.1 う 2 
けす ╆‶〉╉╇.
¨す さってっくうっ わ8 くぇ ╉けきうしう-

はすぇ いぇ おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ 13 ょくう しかっょ 
おぇすけ ょなとっさはすぇ くぇ いぇき. おきっ-
すうちぇすぇ こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, いぇこかぇすぇすぇ え っ 
せゃっかうつっくぇ こけつすう ょゃけえくけ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╂. ╆ぇたぇさうっゃ (こなさゃうはす ゃ ょはしくけ)

′╅〈. [〈╊【¨を╅【╅ ぁ╊『〉╊╇╅ ╇ [《〉‒]¨[【 〉╅ ¨〉【╊『╊』¨?
ん¡îñÖöó

〈っきっくせあおぇ ‶ぇこぇいけゃぇ けすこせてう 
ょせたぇ けす ぉせすうかおぇすぇ
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けせき. 》かてひち ぅけちみせそう:

╋¨╇《【ぇ【 ╊ 《╆『╅【¨〈｠『《〉¨[╅
╀っいさぇぉけすうちぇすぇ こさっい ぇゃゅせしす ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ っ くぇきぇかはかぇ 

し 0,12 ゃ しさぇゃくっくうっ し こさっょたけょくうは きっしっち, しなけぉとうたぇ けす 
¨ぉかぇしすくけすけ ╀のさけ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
[っゅうしすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ 12 138, おけっすけ っ 

8,22 % けす すさせょけしこけしけぉくけすけ くぇしっかっくうっ. ‶さっい のかう すっ しぇ ぉうかう 
しなし 186 ょせてう こけゃっつっ.
′ぇえ-きぇかおけ しぇ たけさぇすぇ ぉっい さぇぉけすぇ ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ, ぇ くぇえ-

きくけゅけ しぇ ゃ けぉとうくぇ ′うおけかぇっゃけ. ╁ ¨ぉとうくぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ 
さっゅうしすさうさぇくう 4297 ぉっいさぇぉけすくう, ぇ さぇゃくうとっすけ くぇ ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ っ 5,49% .
╁ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ ゃ 

╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ けぉとけ 89. 〈なさしはす しっ けしくゃけくけ 
たけさぇ しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ うかう こけ-くうしおけ. ╋っしすぇすぇ いぇ ゃうしてうしすう しぇ 10 う しぇ けしくけゃくけ いぇ 
たけさぇ し すったくうつっしおう しこっちうぇかくけしすう う ゃかぇょっっくっ くぇ っいうちう. ¨ぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう こけいうちうう しぇ いぇ 
せつうすっか こけ きぇすっきぇすうおぇ,  すったくうつっしおう しっおさっすぇさう, うくあっくっさう, しなさゃなさくぇ こけょょさなあおぇ う きぇてうくくう 
せきっくうは. ′ぇえ-きくけゅけ – 20, しぇ けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ  いぇ けぉとう さぇぉけすくうちう. 〈なさしはす 
しっ しなとけ 11 すなおぇつおう, 8 さぇぉけすくうちう いぇ しせてっくっ くぇ ゃかぇおくぇ う 7 さぇぉけすくうちう いぇ しゅかけぉはゃぇくっ くぇ 
ょっすぇえかう. ╁ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ うきぇ しなとけ しゃけぉけょくう こけいうちうう いぇ てうゃぇつう, ゅけすゃぇつう, こさけょぇゃぇつう, 
さぇぉけすくうちう ゃ きぇてうくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ′はきぇ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ いぇ しこっちうぇかうしすう し 
たせきぇくうすぇさくう う こっょぇゅけゅうつっしおう こさけそうかう.

¨しけ ちあくさあく くあ いちあおあてあ, にそちあてあ, ちあいそてあてあ け といかきおかせけみてあ

〈けえ っ しなとうくしおう ╊なゃ. ¨す けくっいう, おけうすけ くはきぇ ょぇ 
しぉなさおぇて. ′っ しぇきけ いぇさぇょう すゃけさつっしおぇすぇ くっぉさっあ-

くぇ ぉさぇょぇ, おけはすけ きせ う けすうゃぇ, くけ う いぇさぇょう けしけぉっくうは 
ぉかはしなお, おけえすけ ういゃうさぇ けす けつうすっ きせ. ╇ いぇさぇょう けくっいう 
さぇいこけいくぇゃぇっきう う くっこけょさぇあぇっきう しすさなゃ う しすさぇしす, し 
おけうすけ ゅけゃけさう いぇ さぇぉけすぇすぇ う くっとぇすぇ, おけうすけ けぉうつぇ. 
〈うこうつくけ いぇ ╊なゃ, たぇさっしゃぇ けくぇいう くっゃっさけはすくけ おさぇしう-
ゃぇ おかぇしうおぇ ゃ きせいうおぇすぇ, おけはすけ とっ たぇさっしゃぇす う ゃくせちう-
すっ きせ. ‶さけしすけ, いぇとけすけ ╊なゃなす けぉうつぇ あうゃけすぇ う さぇい-
こけいくぇゃぇ しすけえくけしすくうすっ  くっとぇ. 
′っすうこうつくけすけ ╊なゃしおけ ゃ くっゅけ っ しおさけきくけしすすぇ. ╇ かうこ-

しぇすぇ くぇ しすさっきっあ おなき こぇさうすっ. 〈ゃなさょう, つっ すっ くうおけ-
ゅぇ くっ しぇ ゅけ ゃなかくせゃぇかう. [ぇぉけすう きくけゅけ. ╇ ゃはさゃぇ, つっ 
つけゃっお くうおけゅぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ ういすなおゃぇ. ╃けしすけえくぇすぇ 
こけいうちうは っ すぇいう - ょぇ けしすぇゃうて ょさせゅうすっ ょぇ いぇぉっかっあぇす  
う けちっくはす すけゃぇ, おけっすけ ゃなさてうて. 
¨す こけいうちうはすぇ くぇ ょうさっおすけさしおうは しう こけしす すゃなさょう, つっ 

さぇぉけすぇすぇ すせお ゃうくぇゅう っ きくけゅけ,  くけ うしすうくしおけ こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃけ っ  ょぇ  は しゃなさてうて.  
╉ぇすけ すうこうつっく ╊なゃ くっ かっすう ゃ けぉかぇちうすっ. ╁はさゃぇ ゃ 

しっぉっ しう う ゃ すけゃぇ, つっ あうゃけすなす っ けぉさぇすうき. ╆ぇすけゃぇ ゃう-
くぇゅう しう  こけしすぇゃは こけしすうあうきう ちっかう. ╇ きっつすう. 〈ゃなさ-
ょう, つっ しぇきけ すぇおぇ  きけあって くぇうしすうくぇ ょぇ しう とぇしすかうゃ, 
いぇとけすけ あうゃけすなす とっ すう こさっょけしすぇゃう ゃないきけあくけしす ょぇ 
けこうすぇて う ょぇ しぉなょくって きっつすうすっ しう. 

〈っいうすっ しぇ くぇ っょうく けす くぇえ-たぇさういきぇすうつくうすっ ょうさっお-
すけさう くぇ いぇゃけょう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ – くぇ ╆ぇゃけょ 5 - うくあ. 
‶っすなさ  】うさはくけゃ. ╁っつっ 4 ゅけょうくう すけえ けすゅけゃぇさは いぇ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ, おけえすけ っ っょくぇ けす っきぉかっきうすっ 
くぇ „┿さしっくぇか”. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 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, ぇ いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ すけゃぇ っ 
いぇゃけょなす し っょくう けす くぇえ-きくけゅけぉさけえくうすっ ぇさしっくぇかしおう 
ょうくぇしすうう ゃ くっゅけ. 

╁ういうすおぇ: いぇ  こさけすけおけかぇ

59-ゅけょうてっく, あっくっく し ょゃっ  
こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょなとっさう. 
】ぇしすかうゃ ょはょけ くぇ すさうきぇ ゃくせ-
おぇ - ょゃっ きけきつっすぇ う 1 きけきう-
つっ. ╇きぇ くぇしかっょくうお, おけえすけ 
こけゃすぇさは うきっすけ きせ - てっしすけお-
かぇしくうおなす ‶っすなさ. ¨すしおけさけ っ 
くぇきっさうか こさうしすぇく ゃ 》ぇょあう 
╃うきうすさけゃけ, ゃ しっきっえくぇ おなとぇ. 
〈ゃなさょう, つっ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ 
すぇき. ┿ けとっ こけ-ょけぉさっ - こさう 
こつっかうすっ しう. ╇きぇ 50 おけてっさぇ ゃ 
さぇえけくぇ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
‶けおさぇえ こつっかくぇすぇ しう かのぉけゃ 
いぇゃなょうか う さうぉけかけゃくぇ. [う-
ぉぇさ,  おけえすけ くぇこけしかっょなお けぉぇ-
つっ くはきぇ ゃさっきっ いぇ すけゃぇ, すなえ 
おぇすけ っ こけすなくぇか ゃ さぇぉけすぇ. ╁な-
こさっおう すけゃぇ くぇ こつっかぇさしすゃけすけ 
ょなかあう きくけゅけ: くぇえ-きぇかおけすけ 
すけゃぇ, つっ ゃ すさせょくうすっ う ゅかぇょくう 
ぇさしっくぇかしおう ゅけょうくう ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ 90-すっ うきっくくけ こつっ-
かぇさしすゃけすけ う ょゃぇすぇ すけくぇ きっょ 
しこぇしうかう しっきっえしすゃけすけ きせ けす... 
しっさうけいくぇすぇ おさういぇ. ╇ けす くっ-
ういぉっあくぇすぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しう 
すさなゅくっ けす „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすけ-
たけかうお. ¨しすぇゃは さぇぉけすぇすぇ ょぇ 
ゅけゃけさう いぇ くっゅけ. ╁ さぇぉけすくうは 
きせ おぇぉうくっす っ  きぇかおぇ かせょくう-
ちぇ. 〈っかっそけくなす くっ しこうさぇ ょぇ 
いゃなくう, こぇこおうすっ しぇ ょっぉっかう う 
きくけゅけ. 』ぇしけゃくうおなす ゃ おぇぉう-
くっすぇ きせ ゃなさゃう し ょゃぇ つぇしぇ くぇ-
いぇょ. ╆ぇ ょぇ  うきぇ ゃさっきっ. 

 ╁ういうすおぇ: いぇ こさうはすっかう

′っゃっさけはすくけ こさうくちうこっく つけ-
ゃっお, おけえすけ しかっょゃぇ せぉっあょっ-
くうはすぇ しう う くっ  うき  ういくっゃっ-
さはゃぇ. 』っしすっく, こけくはおけゅぇ ょぇ 
ゅかせこけしす. ╁かのぉっく ゃ こけっいうはすぇ 
う さけょくうは おさぇえ. ╋けあっ し つぇ-
しけゃっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ くっゅけ. 
]ぇくすうきっくすぇかっく っ, くけ くっ ゅけ 
こさういくぇゃぇ. ╁ おぇぉうくっすぇ しう 
こぇいう こぇさつっくちっ けす さうきしおぇ 
おさっこけしす けす 11-すう ゃっお, ぉかう-
いけ ょけ さけょくけすけ しっかけ ╋っいっお, 
]ゃうかっくゅさぇょしおけ. ‶けょさっょっく う 
しなとっゃさっきっくくけ ぉけたっき. ]こけ-
しけぉっく ょぇ さぇぉけすう ょけ けすおぇす. 
╄きけちうけくぇかっく, くけ くうおけゅぇ くっ 
ゃいっきぇ さってっくうは っきけちうけくぇか-
くけ. ╆ょさぇゃけ しすなこうか くぇ いっきは-
すぇ. ╁っさっく くぇ っょくぇ こぇさすうは. ╇ 
くぇ っょくぇ おぇせいぇ. 〈させょくけ とっ ゅけ 
ういおせてぇす くけゃうすっ こけかうすうつっ-
しおう  おぇゃなさう. ] けしすさけ さぇいゃう-
すけ しけちうぇかくけ つせゃしすゃけ. ╇ くっ-
こけこさぇゃうき こけ けすくけてっくうっ くぇ 
しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ. ╋なかつって-
おけき しっ しこさぇゃは し すさせょくうすっ  
きけきっくすう ゃ あうゃけすぇ う さぇぉけすぇ-
すぇ しう. ′うおけゅぇ くっ ゅけゃけさう いぇ 
こぇさう. ╁うくぇゅう くぇきうさぇ くぇつうく 
ょぇ ゅう ういおぇさゃぇ. ╇ くうおけゅぇ くっ 
しっ こさっょぇゃぇ. ╅うかぇゃ う くっ しっ 
けゅなゃぇ. ]こけさすせゃぇ. ¨ぉうつぇ こけっ-
いうはすぇ. 』っしすけ ちうすうさぇ ╀ぇえさけく 
う くっゅけゃぇすぇ „╄そすぇくぇいうは”. ╆ぇ-
さっあょぇ ぉぇすっさううすっ しう ゃ さぇくつけ-
すけ くぇ はいけゃうさぇ, こさう こつっかうすっ. 

¨すかうつうすっかっく ぉっかっゅ:
ぉさぇょぇすぇ 

‶さけそっしうけくぇかくぇ ゃういうすおぇ: 

„┿さしっくぇか” っ ゃ あうゃけすぇ きせ  
ゃっつっ 38 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ 

おぇすけ くぇしすさけえつうお ゃ ╆ぇゃけょ 2 
こさっい 1973 ゅけょうくぇ, ょけおぇすけ 
せつう いぇょけつくけ ゃ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ [せしっ. ╇いぉうさぇ 
くぇえ-すっあおぇすぇ しこっちうぇかくけしす - 
すったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけしすさけ-
っくっすけ.  
〈ぇき けしすぇゃぇ 3 ゅけょうくう. ‶け-

しかっ しすぇゃぇ きぇえしすけさ くぇ しきはくぇ 
けすくけゃけ ゃ しなとうは いぇゃけょ, おなょっ-
すけ こけょぇさはゃぇ しかっょゃぇとうすっ 10 
ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう. ]かっょ-
ゃぇ さぇぉけすぇ ゃ ╇╋╋ おぇすけ おけく-
しすさせおすけさ くぇ けぉさぇぉけすゃぇとう 
ちっくすさう, こけしかっ しかういぇ ゃ ちった 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 - おぇすけ くぇつぇかくうお 
くぇ きけくすぇあぇ くぇ けぉさぇぉけすゃぇ-
とうすっ ちっくすさう. ¨しすぇゃぇ くぇ すぇいう 
さぇぉけすぇ 14 ゅけょうくう. ╆ぇすけゃぇ う 
すけゅぇゃぇてくうすっ きけきつっすぇ, おけうすけ 
さなおけゃけょう, ょくっし しぇ し こけしう-
ゃっかう おけしう. ]かっょゃぇ てっそしおう 
こけしす - くぇつぇかくうお ¨〈╉ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5. ‶けしかっ こけっきぇ けぉけしけぉっ-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ しなとうは 
いぇゃけょ う けす つっすうさう ゅけょうくう  っ 
ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5. [ぇぉけすう 
けす 7 しせすさうく ょけ くはおけっ ゃさっきっ 
しかっょ 7 ゃっつっさすぇ. 〈ゃなさょう, つっ 
くぇえ-すさせょくけすけ ゃさっきっ おぇすけ 
ょうさっおすけさ っ こっさうけょなす, おけゅぇ-
すけ っ すさはぉゃぇかけ いぇ しっょきうちぇ ょぇ 
けこすうきういうさぇ しなしすぇゃぇ し 400 
ょせてう. 
„‶け っょくけ ゃさっきっ きうしかった, つっ 

くはきぇ ょぇ ういょなさあぇ. ╄, ういょなさ-
あぇた”, おぇいゃぇ し ょくってくぇ ょぇすぇ 

こけ すけいう こけゃけょ うくあ. ‶っすなさ 
】うさはくけゃ.  

‶っすなさ いぇ ‶っすなさ: 

[けょっく しなき こさっい ぇゃゅせしす. 
╉さなしすっく しなき くぇ ょはょけ しう ‶っ-

すなさ.
╃っすしおぇすぇ きう きっつすぇ ぉってっ 

ょぇ さぇぉけすは し すけちう. ╀ぇとぇ きう, 
おけえすけ ぉってっ かけおけきけすうゃっく きぇ-
てうくうしす, けすしっつっ: ょゃうゅぇすっかう.  
〈ぇおぇ, くはおなょっ きっあょせ ょゃうゅぇすっ-
かうすっ う すけちうすっ, ぇい こけこぇょくぇた ゃ 
おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくう-
おせき, しこっちうぇかくけしす „〈ったくけかけ-
ゅうは くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ”.  
╃けえょけた すせお くぇ 15 ゅけょうくう, 
しぇき, し っょうく おせそぇさ う けしすぇ-
くぇた... ょけ しっゅぇ. 〈せお しさっとくぇた  
う しなこさせゅぇすぇ しう. ╇ こさうはすっかう-
すっ しう. ╇ ゃしうつおう ゃぇあくう たけさぇ 
う くっとぇ ゃ きけは あうゃけす. ‶さけし-
すけ すせお しっ しかせつう あうゃけすなす きう. 
╆ぇすけゃぇ しかっょ おぇいぇさきぇすぇ, おぇすけ 
しっ ゃなさくぇた ゃ さけょくうは ╋っいっお,  
ゃしっ きっ ょなさこぇてっ くぇしぇき. ′ぇ-
こさぇゃうた ゃしうつおけ ゃないきけあくけ う...  
しっ ゃなさくぇた. ╋ぇえ こうた ゃけょぇ う 

′ぇょ 1,3 きうかうけくぇ ぉなかゅぇさしおう こっくしうけくっさう あうゃっはす し きっしっつっく ょけたけょ 
けす 130 かっゃぇ, しすぇくぇ はしくけ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ, しかっょ こけさっょう-

ちぇ ういはゃかっくうは くぇ さぇいかうつくう こっくしうけくっさしおう けさゅぇくういぇちうう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ. ╆ぇさぇょう けおぇはくけすけ しう しなしすけはくうっ う くうしおうすっ こっくしうう, ぉなかゅぇさしおうすっ 
こっくしうけくっさう, つさっい しゃけうすっ こさっょしすぇゃうすっかう  ゃ けさゅぇくういぇちううすっ, くぇしすけ-
はゃぇす いぇ しこってくぇ しさっとぇ し こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ う きうくうしすなさぇ くぇ 
そうくぇくしうすっ ]うきっけく ╃はくおけゃ, くぇ おけはすけ ょぇ けぉしなょはす ゃなこさけしぇ いぇ せゃっ-
かうつっくうっ くぇ こっくしううすっ. ┿おけ くっ こけかせつぇす けすゅけゃけさ ょけ 7 けおすけきゃさう, こっく-
しうけくっさしおうすっ けさゅぇくういぇちうう いぇこかぇてうたぇ し くぇちうけくぇかっく こさけすっしす くぇ 14 
けおすけきゃさう. ╉なき すけいう こさけすっしす とっ しっ こさうしなっょうくはす う  こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ こっくしうけくっさおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっょ こさっきうっさぇ う そうくぇくしけゃうは きうくうしすなさ  すったくうすっ こさっょしすぇゃうすっかう 

とっ くぇしすけはゃぇす しなとけ いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ ゃょけゃうておうすっ ょけぉぇゃおう くぇ 40 
こさけちっくすぇ う いぇ こさっういつうしかっくうっ くぇ こっくしううすっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ, おぇおすけ う いぇ けすこぇょぇくっ くぇ すぇゃぇくぇ いぇ 
すはた. ‶っくしうけくっさしおうすっ けさゅぇくういぇちうう こさっょかぇゅぇす けとっ こけすさっぉうすっかしおぇすぇ すぇおしぇ いぇ こさっゅかっょ こさう 
かっおぇさ ょぇ しっ ういつうしかはゃぇ しこさはきけ きうくうきぇかくぇすぇ こっくしうは, ぇ くっ しこさはきけ 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.

13 064 ょせてう  しぇ こっくしうけくっさうすっ くぇょ 65 ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす ゃ ╉ぇいぇくかなお. すっ しぇ 18,7 けす けぉとうは 
ぉさけえ くぇ くぇしっかっくうっすけ. ╃ぇくくうすっ しぇ けす こけしかっょくけすけ こさっぉさけはゃぇくっ う し すはた ╉ぇいぇくかなお しっ くぇ-

さっあょぇ くぇ すさっすけ きはしすけ こけ ぉさけえ くぇ こっくしうけくっさうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ. ‶さっょう くっゅけ しぇ けぉとうくうすっ ¨こぇく 
う ╂せさおけゃけ.

╁ しこっちうぇかくけ ういはゃかっくうっ  こさっい しっょきうちぇすぇ, さぇいこさけしすさぇ-
くっくけ ょけ きっしすくうすっ きっょうう,  ぉなかゅぇさしおけすけ きけすけけぉとっしすゃけ  

おぇすっゅけさうつくけ しっ さぇいゅさぇくうつう けす ゃしはおぇおゃう さぇしうしすおう ういはゃう 
う くぇしぇあょぇくっ くぇ けきさぇいぇ くぇ っすくうつっしおぇ けしくけゃぇ.  ‶けゃけょ いぇ 
ういはゃかっくうっすけ しすぇくぇたぇ しなぉうすうはすぇ ゃ ╉ぇすせくうちぇ う こけしかっょゃぇ-
かうすっ きぇしけゃう こさけすっしすう くぇ きかぇょう たけさぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ╁ 
さぇいこさけしすさぇくっくうは ょけおせきっくす くぇ さけおっさうすっ しっ けしなあょぇ ゃしはおぇ 
そけさきぇ くぇ くぇしうかうっ くぇょ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう, ぉっい けゅかっょ くぇ 
すったくうは っすくうつっしおう こさけういたけょ. [けおっさうすっ すゃなさょけ いぇはゃはゃぇす, 

つっ くっ すけかっさうさぇす  こさけゃけおぇすうゃくうすっ こさけはゃう, ちっかはとう こけょおかぇあょぇくっ くぇ きっあょせっすくうつっしおう おけく-
そかうおす, おぇおすけ う つっ すったくうすっ きうさくう こさけすっしすう しぇ くぇしけつっくう  くっ しさっとせ さけきしおぇすぇ けぉとくけしす, ぇ 
しさっとせ くっぇょっおゃぇすくぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ ゃしうつおう こさぇゃうすっかしすゃぇ けす こけしかっょくうすっ ょゃっ ょっしっすうかっすうは, 
ょけゃっかぇ ょけ すけいう おけくそかうおす. ╁ ういはゃかっくうっすけ けしすさけ しっ おさうすうおせゃぇ ょっきけくういぇちうはすぇ くぇ きけすけさうし-
すうすっ (さけおっさうすっ) し ちっか ういゃかうつぇくっ くぇ こけかうすうつっしおう ょうゃうょっくすう う しっ くぇしすけはゃぇ いぇ ぇさっしす う 
しこさぇゃっょかうゃぇ こさうしなょぇ いぇ ╉うさうか [ぇておけゃ - ちぇさ ╉うさけ.  ╇いはゃかっくうっすけ くぇ さけおっさうすっ  っ う こさけすっしす 
しさっとせ ぉっいょっえしすゃうっすけ くぇ ゃかぇしすすぇ, しさっとせ ょゃけえくうは しすぇくょぇさす う すけかっさうさぇくっすけ くぇ こさっしすなこくけし-
すすぇ しさっょ さけきしおけすけ きぇかちうくしすゃけ.

[ぇえけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ - ╉ぇいぇくかなお っ けぉさぇいせゃぇかぇ ょけしなょっぉ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ しさっとせ くっういゃっしすっく ういゃなさてうすっか こけ しうゅ-

くぇか くぇ ゅさぇあょぇくう いぇ ういゃなさてっくう ょけおせきっくすくう こさっしすなこかっくうは ゃ 
„]こっちうぇかういうさぇくぇ ぉけかくうちぇ いぇ ょけかっおせゃぇくっ う こさけょなかあうすっかくけ 
かっつっくうっ くぇ こくっゃきけ-そすういうぇすさうつくう いぇぉけかはゃぇくうは う さったぇぉうかう-
すぇちうは – [ぇょせくちう” ╄¨¨╃ , けす  せこさぇゃうすっかは くぇ ょさせあっしすゃけすけ ょ-さ 
╋ぇさゅぇさうすぇ ╈けくおけゃぇ.
]うゅくぇかなす, ゃ おけえすけ しっ しけつぇす ょぇくくう いぇ こさけはゃう くぇ おけさせこちうは 

こさう せしゃけはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ さっきけくす くぇ ぉけかくうつくけすけ いぇゃっ-
ょっくうっ, おけえすけ くっ っ ういゃなさてっく, っ ういこさぇすっく ょけ ¨ぉかぇしすくぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し ゃた. 
わ94-00-1139/12.07.2011 ゅ. ╁ くっゅけ しっ ういかぇゅぇす すゃなさょっくうは いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ くっさっゅかぇきっくすう-
さぇくう う くっいぇおけくくう ょっえしすゃうは こけ けすくけてっくうっ くぇ うきせとっしすゃけ, しけぉしすゃっくけしす くぇ ぉけかくうちぇすぇ, こさう 
くっゅけゃけすけ けすょぇゃぇくっ, おぇおすけ う しなぉうさぇくっ くぇ しせきう けす くぇっきぇすっかう くぇ あうかうとぇ いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 
こさけちっょせさぇ いぇ すはたくぇすぇ こさけょぇあぉぇ くぇ  くぇっきぇすっかうすっ うき けす ょ-さ ╈けくおけゃぇ ゃ おぇつっしすゃけすけ え くぇ せこ-
さぇゃうすっか う こさっょしすぇゃかはゃぇと ょさせあっしすゃけすけ. 
╆ぇ こけしけつっくうすっ くぇさせてっくうは う こさけはゃう くぇ おけさせこちうは ゅさぇあょぇくうすっ しっいうさぇす う ╋うくうしすっさしすゃけすけ 

くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. ╇いゃなさてっくぇすぇ こさけゃっさおぇ けす [っゅうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃくぇ うくしこっおちうは ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ くっ こけすゃなさあょぇゃぇ ういかけあっくうすっ ゃ しうゅくぇかぇ すゃなさょっくうは いぇ くっいぇおけくくう ょっえしすゃうは う いかけせこけ-
すさっぉぇ しなし しかせあっぉくけ こけかけあっくうっ.
╂さぇあょぇくうすっ しぇ しっいうさぇかう う [ぇえけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ - ╉ぇいぇくかなお, ‶けかうちっえしおう せつぇしすなお - ╋なゅ-

かうあ う [‶〉- ╉ぇいぇくかなお, くけ くっ しぇ こけかせつうかう けすゅけゃけさ くぇ こけょぇょっくうすっ あぇかぉう. ]うゅくぇかなす っ さぇい-
ゅかっょぇく くぇ こさけゃっょっくけすけ くぇ 14.07.2011 ゅ. さっょけゃくけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉかぇしすくうは けぉとっしすゃっく しなゃっす 
いぇ こさけすうゃけょっえしすゃうっ  くぇ おけさせこちうはすぇ し こさっょしっょぇすっか け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. 
‶け さってっくうっ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ¨¨]‶╉ しうゅくぇかなす っ ういこさぇすっく いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ こさけゃっさおぇ ょけ 
[ぇえけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ ╉ぇいぇくかなお.

╋っくのすけ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇ-
ょうくう, はしかう う ょけきけゃっ 

ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす っ 
いょさぇゃけしかけゃくけ. 〈ぇおぇゃぇ っ おけく-
しすぇすぇちうはすぇ くぇ しかせあうすっかう-
すっ けす [っゅうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃくぇ 
うくしこっおちうは, しかっょ すっきぇすうつくぇ 
こさけゃっさおぇ ゃ ょっすしおうすっ いぇゃっょっ-
くうは ゃ けぉかぇしすすぇ.
]かっょ ゃかういぇくっ ゃ しうかぇ くぇ 

くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ ╋う-
くうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっけ-
こぇいゃぇくっすけ いぇ いょさぇゃけしかけゃくけ 
たさぇくっくっ けす ╇くしこっおちうはすぇ しぇ 
くぇこさぇゃうかう 35 こさけゃっさおう ゃ 
ょっすしおう いぇゃっょっくうは. ¨す すはた: ゃ 
ちっかけょくっゃくう ょっすしおう ゅさぇょうくう 
- 20, ゃ けぉっょうくっくう ょっすしおう いぇ-

けす 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ. ′っ しなき 
しせっゃっさっく. ′け ゃはさゃぇき, つっ あう-
ゃけすなす っ けぉさぇすうき. 

‶っすなさ いぇ ぉさぇょぇすぇ: 

〈は っ し きっく けす 1983 ゅけょうくぇ 
う っ さっいせかすぇす くぇ しかせつぇえくぇ 
しかせつおぇ. ╊っおぇさ, ぉうゃて こぇさすう-
いぇくうく, ょけおぇすけ ぉはた ゃ ぉけかくう-
ちぇすぇ, ゃうあょぇえおう こけさぇしくぇかぇすぇ 
きう ぉさぇょぇ, きう おぇいぇ: ‶っすなさつけ, 
うかう は  いぇしっつう, うかう は けぉさなしくう! 
′ぇこさぇゃうた こなさゃけすけ, きぇおぇさ つっ 
ゃ けくっいう ゅけょうくう ぉさぇょぇすぇ きう 
くけしってっ う ょけしすぇ くっこさうはすくけ-
しすう. ╁っょくなあ ょけさう くっ きっ こせし-
くぇたぇ くぇ さぇぉけすぇ し くっは. 〈けゅぇゃぇ 
し てっゅけゃうす せかすうきぇすせき こさっょ 
すなとぇすぇ, おけはすけ さぇぉけすってっ ゃ 
„‶ぇしこけさすくけすけ”, しっ しょけぉうた う 
し ぇおすせぇかくぇ ぉさぇょぇすぇ しくうきおぇ ゃ 
いっかっくうは しう こぇしこけさす. ╇ すぇおぇ 
„せいぇおけくうた” ぉさぇょぇすぇ しう.

╆ぇ こぇさうすっ: 

‶けょ ょけしすけえくしすゃけすけ きう っ ょぇ 
ゅけゃけさは いぇ すはた. ╁ぇあくう しぇ, さぇい-
ぉうさぇ しっ,  くけ ょけ っょうく きけきっくす 
つけゃっお さぇぉけすう いぇ こぇさう. ¨しけ-
ぉっくけ, ぇおけ うきぇて ょうくぇきうつくぇ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ けぉうつぇて. ‶け-
しかっ ゃかういぇて ゃ  こけすけおぇ, くぇっきぇ 
すっ さぇぉけすぇすぇ う… いぇぉさぇゃはて  いぇ 
おけかおけ こぇさう さぇぉけすうて. ╇ さぇぉけ-

すうて... いぇとけすけ さぇぉけすぇすぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ しゃなさてう. 
 
╆ぇ こけっいうはすぇ: 

¨ぉうつぇき は. 』ぇおぇ きっ しさっとぇ し 
¨きぇさ 》ぇはす. 

╆ぇ おぇせいぇすぇ, くぇさっつっくぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”
  
╆ぇとけすけ くっ けぉうつぇき ょぇ  こさぇ-

ゃは おけきこさけきうしう しなし しなゃっしすすぇ 
しう. ╇ いぇとけすけ ゃはさゃぇき, つっ ╉ぇ-
いぇくかなお きけあっ ょぇ っ こけ-さぇいかう-
つっく ゅさぇょ. ╃ぇ っ つうしす, ょぇ くはきぇ 
ょせこおう こけ せかうちうすっ. ╇ いぇとけすけ, 
いぇ ょぇ しっ しかせつう すけゃぇ, っ くせあくけ 
きくけゅけ ょぇ しっ さぇぉけすう.  

╆ぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす 
ゃ あうゃけすぇ: 

╁くせちうすっ きう. ′っゃっさけはすくう しぇ. 
╇ すっ きっ さぇょゃぇす くぇえ-きくけゅけ. 
                                                              

╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ

‶っすなさ こさう こつっかうすっ

╃はょけ, ぉぇぉぇ う ゃくせちう

‶さけゃぇかう しっ しさっとぇすぇ くぇ おぇくょうょぇすぇ いぇ こさっいうょっくす くぇ [╆] ゃ 
╉ぇいぇくかなお ┿すぇくぇし ]っきけゃ. ╆ぇっょくけ し くっゅけ ぉっ う かうょっさなす くぇ 

こぇさすうはすぇ ぅくっ ぅくっゃ. ╁ せさっつっくうは つぇし いぇ しさっとぇ  あっかぇっとう ょぇ 
こさうしなしすゃぇす かうこしゃぇたぇ, おけっすけ くぇおぇさぇ こけかうすうちうすっ ぉなさいけ ょぇ しう 
すさなゅくぇす  けす ╉ぇいぇくかなお. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ けおすけきゃさう 15 こなすう しっ せゃっかうつうたぇ ちっくうすっ くぇ ぉっいこかぇすくうすっ すけさぉうつおう. ¨す 
1 しすけすうくおぇ, すっ ゃっつっ しすさせゃぇす 15 しすけすうくおう ゃ すなさゅけゃしおぇすぇ きさっあぇ. 『っかすぇ っ ╀なかゅぇさうは ょぇ 

こさっしすぇくっ ょぇ こけかいゃぇ きぇしけゃけ  すけさぉうつおうすっ, こけさぇょう しっさうけいくけすけ いぇきなさしはゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ しさっ-
ょぇ う しゃっすけゃくぇすぇ っおけこけかうすうおぇ. ╀なかゅぇさしおう っおしこっさすう しぇ ういつうしかうかう, つっ きうかうぇさょ う こけかけゃうくぇ 
くぇえかけくけゃう すけさぉうつおう しっ ういこけかいゃぇす ゅけょうてくけ しぇきけ ゃ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ.

ゃっょっくうは - 11, ゃ しっょきうつくう ょっすしおう ゅさぇょうくう - 3 う 1 - ゃ ょけき いぇ 
ょっちぇ, かうてっくう けす さけょうすっかしおう ゅさうあう.
╃ぇくくうすっ けす こさけゃっさおうすっ こけおぇいゃぇす, つっ ゃ 28 けす  こさけゃっさっくうすっ 

ょっすしおう ゅさぇょうくう う はしかう ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ  うきぇ けしうゅせさっくぇ ょけ-
こなかくうすっかくぇ しせすさってくぇ いぇおせしおぇ けす こさっしっく こかけょ. ╁ きっくのすぇすぇ 
くぇ ゃしうつおう こさけゃっさっくう ょっすしおう いぇゃっょっくうは くっ しぇ けすおさうすう くぇさせ-
てっくうは くぇ ういうしおゃぇくっすけ いぇ さぇいくけけぉさぇいうっ くぇ こさっょかぇゅぇくうすっ はし-
すうは, おぇすけ っあっょくっゃくけ しっ ゃおかのつゃぇす こさけょせおすう けす ゃしうつおう ゅさせこう 
たさぇくう.
╁ 34 ょっすしおう いぇゃっょっくうは っ けしうゅせさっくけ こさっょかぇゅぇくっすけ くぇ こさっ-

こけさなつうすっかくけすけ おけかうつっしすゃけ こかけょけゃっ う いっかっくつせちう , ぇ しぇきけ ゃ 1 
ゅさぇょうくぇ すっ しぇ ゃ こけ-きぇかおう おけかうつっしすゃぇ.
╁なゃ ゃしうつおう こさけゃっさっくう ゅさぇょうくう きかはくけすけ きっしけ けすゅけゃぇさは くぇ 

くっけぉたけょうきうは しなしすぇゃ けす きうくうきぇかくけ すっかっておけ おなき しゃうくしおけ 
きっしけ 60/40, くけ ゃしっ けとっ くっ っ こさっょしすぇゃっくぇ ょけおせきっくすぇちうは けす 
そうさきうすっ-ょけしすぇゃつうちう いぇ こさけちっくすっく しなしすぇゃ くぇ きぇいくうくう う しけか.
′っ っ せしすぇくけゃっくけ くはおけは けす ゅさぇょうくうすっ ょぇ ういこけかいゃぇ おけかぉぇしう 

ゃ けしくけゃくうすっ はしすうは.
╁ きっくのすけ くぇ ゃしうつおう こさけゃっさっくう ょっすしおう いぇゃっょっくうは うきぇ さうぉぇ, 

おぇすけ けしくけゃくけ はしすうっ, っょうく こなす しっょきうつくけ.
╁ しなけすゃっすしすゃうっ し ういうしおゃぇくうはすぇ しぇ う こさっょかぇゅぇくうすっ くぇこうすおう.

98 こかぇくうくぇさう けす 〈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”- ╉ぇいぇくかなお しっ いぇゃなさくぇたぇ けす くぇえ-ゅけかはきけすけ しう こなすってっしすゃうっ 
いぇ ゅけょうくぇすぇ – „]っゃっさくぇ ╀なかゅぇさうは 2011”. ╆ぇ ╉かせぉぇ こけ けさうっく-
すうさぇくっ すけゃぇ っ 11-すぇすぇ こけさっょ っおしこっょうちうは, せすけつくう こさっょしっょぇ-
すっかはす きせ 》さうしすけ ┿くゅっかけゃ. ╆ぇこぇかっくうすっ こかぇくうくぇさう しぇ けしなとっしす-
ゃうかう う っょくぇ けす ゅけかっきうすっ しう ちっかう - ういおぇつゃぇくっすけ くぇ こかぇくうくぇすぇ 
]すなさゅぇつ. 〈ぇおぇ けこうすくうすっ ぇかこうくうしすう ゃっつっ きけゅぇす ょぇ しっ こけたゃぇかはす 
し こけおけさはゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう こかぇくうくう ゃ ╀なかゅぇさうは. 

] くっしすうくぇさしおう すぇくち とっ 
けきぇえゃぇ  しゃっすぇ くぇえ-おさぇ-

しうゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ いぇ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ - おぇいぇくかなつぇくおぇすぇ ╁ぇくは 
‶っくっゃぇ. ╋っしすくぇすぇ おさぇしぇゃう-
ちぇ こけかせつう くぇえ-こさっしすうあくぇすぇ 
すうすかぇ いぇ おさぇしけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
- ╋うし ╀なかゅぇさうは, くぇ ちっさっきけ-
くうは こさっい のくう.  ╁ しさっょぇすぇ くぇ 
すけいう きっしっち ゃ ╊けくょけく っ そうくぇ-
かなす くぇ おけくおせさしぇ ╋うし ]ゃはす. 
╆ぇ くっゅけ ╁ぇくは ゃっつっ しっ ゅけすゃう, 
おぇすけ けしゃっく し くっしすうくぇさしおう 
すぇくち, とっ ょっそうかうさぇ くぇ しゃっ-
すけゃくうは こけょうせき こけ おさぇしけすぇ う 
し  せくうおぇかっく ょういぇえくっさしおう  すけ-
ぇかっす, くぇこけょけぉはゃぇと ぉなかゅぇさ-
しおぇ くぇちうけくぇかくぇ くけしうは.

¨す こなさゃけすけ しう こけしっとっくうっ ゃ 
ぅこけくうは しっ いぇゃなさくぇ こさっい しっょ-

きうちぇすぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
ちぇさうちぇ さけいぇ - ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ. ╁ 
]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ 
]うきけくぇ ぉっ いぇっょくけ し ぇくしぇきぉなか „┿さ-
しっくぇか”, おなょっすけ せつぇしすゃぇたぇ ゃ ょっしっすおう 
おけくちっさすう う ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう こさけは-
ゃう, ゃおかのつっくう ゃ さぇきおうすっ くぇ 11-すうすっ 
╃くう くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけくうは. 
‶けょさけぉくけしすう いぇ ょゃせしっょきうつくけすけ 

こさっぉうゃぇくっ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ う おぇいぇくかなておぇすぇ ちぇさうちぇ ゃ ぅこけくうは 
けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ.  ╁っょくぇゅぇ しかっょ おさぇは くぇ こなすせゃぇ-
くっすけ ょけ  ぅこけくうは おぇいぇくかなておぇすぇ ちぇさうちぇ いぇかはゅぇ くぇょ せさけちうすっ, 
すなえ おぇすけ ゃっつっ っ しすせょっくすおぇ こけ こさぇゃけ ゃ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさ-
しうすっす. ‶さっい きぇえ ょけゅけょうくぇ ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ けすくけゃけ とっ こなすせゃぇ 
いぇ ぅこけくうは, いぇ せつぇしすうっ  ゃ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ はこけくしおうは 
ゅさぇょ 《せおせはきぇ. 
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¨ せあこ-つけえとちせあてあ くあはけてあ か せけはそ たちかお しけねせあてあ そてえそ-
うそちせそつて,  さあてかえそちけねかせ か そえせかいそちかぬひて ╋かねそ ╆そせかう 

╅ちつかせあしつさけてか いけいしけそてかさけ - いけいしけそてかさけ つ けつてそちけみ, てちあおけぬけみ け いひおかはか

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

╉『】╈《【《 ╆《╈╅【』【╇《 〉╅ „╅『』╊〉╅]”
〈っ うきぇす こさぇいくうちう, くけ 

すけかおけゃぇ つっしすけ ゅう こさっ
かうゃぇす ゃ ょっかくうちう, つっ いぇ すはた 
っ こさぇいくうお すけいう ょっかくうお, ゃ 
おけえすけ くっ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しぇ くぇ 
こっょぇか う ょぇ ゃぇょはす おけかうすっ. 
〈ぇおぇ しぇ しゃうおくぇかう ゃ ゅけょうくうすっ 

し すけゃぇ, つっ う くぇ こさぇいくうおぇ しう 
ぉはたぇ こけすなくぇかう ゃ ょっかくうつくう 
いぇょぇつう. ╆ぇすけゃぇ う けすかけあうたきっ 
さぇいゅけゃけさぇ いぇ こけ-しこけおけえくう 
ゃさっきっくぇ, くけ すっ すぇおぇ う くっ  
ょけえょけたぇ.   
╆ぇすけゃぇ う こさうった ょぇ ゃけょうき 

さぇいゅけゃけさぇ こけあぇさくけ: し こけ
あぇさくうおぇさ. 
╉ぇすけ „くけさきぇかくぇ” けこさっょっ

かう しさっとぇすぇ くう ╅っつけ ╀けくっゃ 
- いぇきっしすくうお-くぇつぇかくうおなす くぇ 
いゃっくけすけ こけ こさけすうゃけこけあぇさくぇ 
いぇとうすぇ ゃ ”┿さしっくぇか”┿╃, くぇえ-
ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ くぇ すっさうすけ
さうはすぇ くぇ けぉかぇしすすぇ.  ]さっとぇきっ 
しっ さぇくけ しせすさうくすぇ, しかっょ こけ
さっょくけすけ こさけゃっょっくけ けぉせつっ
くうっ, ゃ っょうく けす ぇさしっくぇかしおうすっ 
いぇゃけょう. 〈っきぇすぇ: こさけすうゃけこけ
あぇさくぇすぇ いぇとうすぇ, ょけかっおぇさ
しおぇすぇ こけきけと う うくしすさせおちうう 
いぇ ょっえしすゃうっ こさう ぇゃぇさうう. 
〈ぇおぇ っ ゃしっおう ょっく, くっ きう

くぇゃぇ ょっあせさしすゃけ, ぉっい ょぇ しきっ 
ゃ くはおけえ ちった し おけかっゅうすっ うかう  
くぇ すっさっく, こさういくぇゃぇ いぇきっしす
くうお-くぇつぇかくうおなす. 〈けえ う けし
すぇくぇかうすっ きせ 26 おけかっゅう, ゃしっ 
こけあぇさくうおぇさう しなし しすぇあ, けす
ょぇゃくぇ しぇ しゃうおくぇかう し すっあおうは 
う おさぇえくけ  さうしおけゃ さうすなき くぇ 
さぇぉけすぇ. ′け けぉうつぇす こさけそっ
しうはすぇ しう, いぇすけゃぇ しぇ すせお. ‶さう 
くぇし さっぇかくけ  っ こけ-くぇすけゃぇさっ
くけ う こけ-けこぇしくけ けすおけかおけすけ 
こさう おけかっゅうすっ ゃ ╂さぇょしおぇすぇ 
こけあぇさくぇ, おぇすっゅけさうつっく っ いぇ

きっしすくうお-くぇつぇかくうお ╀けくっゃ. 
′っ こけょかぇゅぇき ょせきうすっ きせ くぇ 

しなきくっくうっ, いぇとけすけ すけえ しぇ
きうはす っ こさっおぇさぇか こけゃっつっ けす 
ょっしっすうかっすうっ おぇすけ くぇつぇかくうお-
しきはくぇ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ こさけすうゃけ
こけあぇさくぇ しかせあぉぇ. ‶けいくぇゃぇ 

さぇぉけすぇすぇ けす ┿ ょけ ぅ う いくぇっ 
さうしおけゃっすっ くぇ ゃしはおけ さぇぉけすくけ 
きはしすけ. ╆ぇ くっゅけ う おけかっゅうすっ 
きせ „┿さしっくぇか” っ おぇすけ おぇさすぇ, 
おけはすけ いくぇはす くぇういせしす. ′はきぇ 
くぇつうく, ょかなあくう しきっ ょぇ こけ
いくぇゃぇきっ ょけ しなゃなさてっくしすゃけ 
さぇえけくぇ, くっ しぇきけ いぇとけすけ 
すけゃぇ くぇかぇゅぇ こさけそっしうはすぇ う 
さぇぉけすぇ くう, ぇ う いぇとけすけ こけ
しすけはくくけ しきっ うい くっゅけ, おぇいゃぇ 
╅っつけ ╀けくっゃ. ╋うくうきせき ゃっょ
くなあ ゅけょうてくけ ゃしっおう  さぇぉけす
くうお けす くぇょ 7-すっ たうかはょう ゃ 
„┿さしっくぇか” しっ しさっとぇ し すはた. 
¨すょっかくけ けす すけゃぇ しぇ つっしすうすっ 
さっゅせかはさくう しさっとう し さぇぉけすっ
とうすっ ゃなゃ ゃいさうゃけけこぇしくうすっ 
こさけういゃけょしすゃぇ. 
′ぇ こかっとうすっ くぇ ╅っつけ ╀け

くっゃ う おけかっゅうすっ きせ かっあぇす う  
4-すっ しこっちうぇかういうさぇくう こかけ
とぇょおう くぇ „┿さしっくぇか”, おなょっ
すけ っあっょくっゃくけ しっ ういゃなさてゃぇす 
ういこうすぇすっかくう さぇぉけすう こさう 
こけかうゅけくくう せしかけゃうは. 〈ぇき こけ
しすけはくくけ うきぇ くぇてう おけかっゅう し 
ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう, 
すゃなさょう いぇき.-くぇつぇかくうおなす う 
こさういくぇゃぇ, つっ こさう すはた, いぇ ょぇ 
しっ さぇぉけすう, っ くせあっく きうくうきせき 
5 ゅけょうくう しすぇあ ゃ しうしすっきぇすぇ 
くぇ ╋╁[ う しこっちうぇかういうさぇくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ] ういおかのつっくうっ 
くぇ すさうきぇ きかぇょう う くけゃう おけ
かっゅう, おけうすけ くはきぇす けとっ 30 
ゅけょうくう, ╀けくっゃ う けしすぇくぇかう
すっ しぇ ゃしっ ゃっすっさぇくう - ゃしうつおう 

ょけ っょうく しぇ ぉうゃてう しかせあう
すっかう くぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさけすう
ゃけこけあぇさくぇ しかせあぉぇ. ‶っくしう
けくうさぇす くう しかっょ 20 ゅけょうくう 
さぇぉけすぇ ゃ しうしすっきぇすぇ, ぇ くうっ 
ゃしっ けとっ きけあっき う いくぇっき  う 
うきぇ おぇおゃけ ょぇ ょぇょっき, おぇいゃぇ 

ゃっすっさぇくなす-こけあぇさくうおぇさ, いぇ 
おけゅけすけ さぇぉけすぇすぇ けしきうしかは 
ゅけかはきぇ つぇしす けす あうゃけすぇ きせ. 
╆ぇ すけゃぇ - おけかおけ  くせあくう しぇ 

ぇさしっくぇかしおうすっ けゅくっぉけさちう, っ 
おさぇしくけさっつうゃ そぇおすなす,  つっ くぇ 
こさぇおすうおぇ いゃっくけすけ うき さぇい

こけかぇゅぇ し こけゃっつっ こさけすうゃけ
こけあぇさくう おけかう う すけ こけ-くけゃう, 
けすおけかおけすけ おけかっゅうすっ うき ゃ 
ゅさぇょしおぇすぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇ 
しかせあぉぇ. ╇きぇきっ 5 ぇゃすけきけ
ぉうかぇ, くぇえ-くけゃうはす „╇╁╄╉¨” 
ゅけしこけょうく ╇ぉせてっゃ いぇおせこう 
こさっょう 5 ゅけょうくう, たゃぇかう しっ 
こけあぇさくうおぇさはす ╀けくっゃ. 

〈けえ しぇきうはす しこけおけえくけ 
きけあっ ょぇ きうくっ いぇ あうゃぇ

すぇ うしすけさうは くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
しかせあぉぇ いぇ こけあぇさくぇ ぉっいけこぇし
くけしす, いぇとけすけ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ 
ゃ  くっは すけおせ-とけ ういかのこっく けす 
しこっちうぇかういうさぇくうは こさけすうゃけ
こけあぇさっく そぇおせかすっす ゃ ]うきっ
けくけゃけ う ゃっょくぇゅぇ しかっょ こっく
しうけくうさぇくっすけ しう こさっい 2006 
ゅけょうくぇ しっ ゃさなとぇ けすくけゃけ. ╁ 
ゅけょうくうすっ くぇいぇょ,  ょけおぇすけ っ ゃ 
„┿さしっくぇか”, ちっかう 13 こなすう こけ
さっょ しかせあぉぇすぇ しすぇゃぇ くぇちうけ
くぇかっく こなさゃっくっち こけ こけあぇ
さけこさうかけあっく しこけさす. ]ぇきうはす 
╅っつけ ╀けくっゃ っ きぇえしすけさ くぇ 
しこけさすぇ ゃ すぇいう ょうしちうこかうくぇ. 
〈けえ, いぇっょくけ し おけかっゅうすっ しう 
┿くつけ 【うておけゃ, しっゅぇ くぇつぇか
くうお くぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさけすうゃけ
こけあぇさくぇ しかせあぉぇ, 〈けょけさ ]かぇ
ゃけゃ, 〈けょけさ ╃けぉさっゃ, ╋うたぇうか 
╋うたぇえかけゃ, [ぇてけ 〈けくつっゃ  しぇ  
しさっょ いかぇすくうすっ ぉなかゅぇさしおう けゅ
くっぉけさちう ゃ こけあぇさけこさうかけあ
くうは しこけさす. ]すぇゃぇす きぇえしすけさう 
くぇ しこけさすぇ ゃ こっさうけょぇ 1978-79 
ゅけょうくぇ う すぇおぇ けすおぇさゃぇす ょけ 
1992 ゅけょうくぇ. 〉きっくうはすぇ うき しぇ 
ゃうしけおけ ちっくっくう う こさういくぇすう ゃ 
きくけゅけ けす  しなしっょくうすっ しすさぇくう う 
くっ しかせつぇえくけ しぇきけ こさっょう ょゃぇ 
きっしっちぇ, こさっい ぇゃゅせしす, ╅っつけ 
╀けくっゃ っ こけおぇくっく けす 〈せさしおぇすぇ  
こさけすうゃけこけあぇさくぇ しかせあぉぇ ょぇ 
けぉせつぇゃぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ こさっし
すうあっく きっあょせくぇさけょっく すせさくうさ 
すったくうは くぇちうけくぇかっく けすぉけさ 
こけ こけあぇさけこさうかけあっく しこけさす.  
╆ぇ せきっくうはすぇ くぇ ╀けくっゃ おぇすけ 
すさっくぬけさ ゅけゃけさう う そぇおすなす, 
つっ, きぇおぇさ う いぇ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ 
せつぇしすうっ, すせさしおうすっ けゅくっぉけさちう 
しっ おかぇしうさぇす くぇ 14-すけ きはしすけ - 
しぇきけ くぇ きはしすけ しかっょ ぉなかゅぇさ

しおうすっ,  くぇ っゃさけこっえしおけすけ しなし
すっいぇくうっ こけ こけあぇさけこさうかけあっく 
しこけさす こさっい しっこすっきゃさう すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ ╂っさきぇくうは. ╃けゅけょう
くぇ ゃ ┿くすぇかうは とっ しっ こさけゃっょっ 
う しゃっすけゃくけすけ しなしすっいぇくうっ こけ 
すけいう しこけさす. ¨す しっゅぇ しっ しすは
ゅぇきっ いぇ すぇき, おぇすっゅけさうつっく っ  
╀けくっゃ, おけえすけ しなし しうゅせさくけしす 

こぇお とっ ゅけすゃう すせさしおうすっ けゅ
くっぉけさちう.  〈っ しぇ しすさぇてくけ きけ
すうゃうさぇくう,  うきぇす くっゃっさけはすくぇ 
ぉぇいぇ, おぇいゃぇ こけあぇさくうおぇさはす 
う こさういくぇゃぇ, つっ うきぇ きくけゅけ し 
おぇおゃけ ょぇ ゅう くぇしすうゅぇきっ すせさ
ちうすっ ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. 
╇いこうすぇくうはすぇ う ょっかくうおなす くぇ 

こさけそっしうはすぇ くっ しぇ „しこっしすう
かう” くぇ ╅っつけ ╀けくっゃ う ゅかっょおう 
おぇすけ すぇいう - ょぇ ゃうょう おぇお こさっょ 
けつうすっ きせ ういゅぇさはす おぇすけ そぇおかう 
3-きぇ ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうちう. 
¨す ゃしうつおうすっ しう こけあぇさくう ゅけ
ょうくう っ くぇせつうか, つっ  おけかおけすけ  う 
ょぇ すっ うくしすさせおすうさぇす, おぇおゃうすけ 
う いぇとうすくう きっさおう ょぇ しっ こさっょ
こさうっきぇす, し おぇおゃけすけ う いぇとうす
くけ けぉかっおかけ ょぇ しう けぉかっつっく, 
くはきぇて かう しう かうつくぇすぇ けすゅけ
ゃけさくけしす いぇ すけゃぇ, おけっすけ ゃなさ
てうて, くっ しこぇいゃぇて かう しすさうおす
くけ うくしすさせおちううすっ いぇ さぇぉけすぇ, 
くはきぇ おけえ ょぇ すっ けこぇいう. ╇ ゃしは
つっしおう しっ しすぇさぇっ すけゃぇ ょぇ しすぇ
くっ おぇすけ ゃすけさう うくしすうくおす くぇ 
ぇさしっくぇかちう.
╅っつけ ╀けくっゃ っ ぉかぇゅけょぇさっく 

くぇ てぇくしぇ う ゃないきけあくけしすすぇ 
ょぇ っ こけかっいっく: くぇ ぇさしっくぇかちう, 
くぇ ゅさぇょぇ, ゃ おけえすけ っ こせしくぇか 
おけさっくう, くぇ しかせあぉぇすぇ おぇすけ 
ちはかけ. ╇ いぇ きうゅ くっ っ しなあぇ
かはゃぇか いぇ けすおぇいぇ しう, おけゅぇすけ 
ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
そぇおせかすっすぇ, かうつくけ くぇしすけはとう
はす こさっきうっさ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, 
おぇすけ けすゅけゃけさくうお こけ しこけさすぇ ゃ 
‶けあぇさくうは そぇおせかすっす くぇ ╋╁[-
ぇおぇょっきうはすぇ, ゅけ おぇくう ょぇ けしすぇ
くっ くぇ さぇぉけすぇ すぇき. [けょっくうはす 
ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ ╅っつけ ういぉう
さぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃぇょう ゅけかっきうは 
おけい けす ょあけぉぇ しう. ╆ぇとけすけ しっゅぇ 
っ とぇしすかうゃ ょはょけ くぇ ゃくせつっすけ 
╃っくうしかぇゃ, きぇおぇさ う ゃ ょぇかっつくぇ 

╇さかぇくょうは, う しっ さぇょゃぇ くぇ こけ
さぇしくぇかう ゃっつっ ょなとっさは う しうく. 
╇ ゃしっおう ょっく すさなゅゃぇ し あっかぇ

くうっ いぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇとけすけ いくぇっ, 
つっ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃはす すけえ  う 
おけかっゅうすっ きせ, っ ゃぇあくけ: けこぇい
ゃぇ あうゃけすぇ. ′ぇ たうかはょう ぇさしっ
くぇかちう.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ   

„[せしっくしおうはす ぇさすうかっさうえしおう 
ぇさしっくぇか, おぇすけ すったくうつっしおけ いぇ-
ゃっょっくうっ, うきぇ ゅけかはきぇ くせあょぇ 
けす すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ う 
さなおけゃけょしすゃぇ. ╋けかは ょぇ しっ けす-
こせしくぇす 1000 かっゃぇ いぇ ょけしすぇゃおぇ 
くぇ すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ う 
すったくうつっしおう しこうしぇくうは...”. 〈けゃぇ 
ゅかぇしう いぇこぇいっくけ ゃ 『っくすさぇかくうは 
ゃけっくっく ぇさたうゃ  – ╁. 〈なさくけゃけ 
こうしきけ くぇ うくしこっおすけさぇ くぇ ぇさすう-
かっさうはすぇ けす 1885 ゅ.
] けすすっゅかはくっすけ くぇ させしおう-

すっ ゃけえしおう けす すっさうすけさうはすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは しかっょ [せしおけ-すせさ-
しおぇすぇ けしゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえ-
くぇ /1878 ゅ./, すっ けしすぇゃはす いぇ 
こけかいゃぇくっ けぉけさせょゃぇくっすけ くぇ 
こけょゃうあくぇ ぇさすうかっさうえしおぇ さぇ-
ぉけすうかくうちぇ わ3. ╆ぇっょくけ し くっは 
けしすぇゃぇ う きぇかおぇ つぇしす こけきけと-
くぇ すったくうつっしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. 
‶うしきけすけ くぇ うくしこっおすけさぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさすうかっさうは, おぇお-
すけ う ょさせゅう ょぇくくう, いぇこぇいっくう 
ゃ 『っくすさぇかくうは ゃけっくっく ぇさたうゃ /
『╁┿/, しぇ ょけしすぇすなつくけ ょけおぇいぇ-
すっかしすゃけ ょぇ しっ しつうすぇ, つっ けとっ 
しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ [せしっくしおうは 
ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか /[┿┿/, 
しっ けぉけしけぉはゃぇ う ぉうぉかうけすっつっく 
そけくょ.
╉なき 1890 ゅ. ゃ しそけさきうさぇくぇすぇ 

ぉうぉかうけすっおぇ くぇ [┿┿ ゃっつっ ぉうかう 
いぇゃっょっくう けおけかけ 460 すけきぇ すった-
くうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ, くっけぉ-
たけょうきぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う 
おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ きかぇょうすっ 
しこっちうぇかうしすう. 〈ぇいう かうすっさぇ-
すせさぇ こけ-おなしくけ っ こさっきっしすっくぇ 
ゃ ]けそうえしおうは ぇさすうかっさうえしおう 
ぇさしっくぇか /]┿┿/, ぇ けす すぇき う ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさっい 1924 ゅ., こさう 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╃なさあぇゃくぇ-
すぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ /╃╁《/. ] 
ゅけょうくうすっ そけくょなす こけしすっこっくくけ 
しっ せゃっかうつぇゃぇ. ′はおけう けす うい-
ょぇくうはすぇ しぇ けこさっょっかっくう ょけさう 
おぇすけ ぉうぉかうけゅさぇそしおぇ さはょおけしす, 
くけしはす こっつぇすぇ くぇ [┿┿ う おかっえ-
きけ „[せしつせお” /[せしっ/. ╁こけしかっょ-
しすゃうっ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ いぇおせこせゃぇ 
う いぇゃっあょぇ う たせょけあっしすゃっくぇ 
かうすっさぇすせさぇ.

‶なさゃうはす ういさぇぉけすっく こさぇゃうか-
くうお いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ ぉうぉかうけ-
すっおぇすぇ, し おけえすけ しっ けこさっょっかは 
さっょなす いぇ しくぇぉょはゃぇくっすけ し かう-
すっさぇすせさぇ, いぇゃっあょぇくっすけ, こけかい-
ゃぇくっすけ う しぇくおちううすっ こさう くぇ-
させてっくうは, しなとっしすゃせゃぇ けとっ けす 
1914 ゅ. ╆ぇ くっゅけ うきぇ ういゅけすゃっくぇ 
しこっちうぇかくぇ いぇこけゃっょ けす くぇつぇか-
くうおぇ くぇ ]┿┿ ゅっくっさぇか ]すっそぇく 
╀っかけゃ.
╆ぇ しなあぇかっくうっ, しかっょ 9-すう 

しっこすっきゃさう 1944 ゅ., ゅけかはきぇ 
つぇしす けす おくうゅうすっ しぇ せくうとけあっ-
くう けす くっおけきこっすっくすくう つかっくけ-
ゃっ くぇ おけきうしうはすぇ, こさっちっくう-
かぇ ゅう おぇすけ きぇかけゃぇあくう, しぇきけ 
いぇとけすけ くはおけう けす ういょぇくうはすぇ 
しぇ けす ゃさっきっすけ くぇ ちぇさしおぇ [せ-
しうは うかう し くっきしおう こさけういたけょ. 
‶さっょゃうょかうゃう しこっちうぇかうしすう 
せしこはゃぇす ょぇ しこぇしはす くはおけう ちっく-
くう しこっちうぇかういうさぇくう しこさぇゃけつ-
くうちう う ゅう こさっょぇゃぇす くぇ しゃけう 
こけしかっょけゃぇすっかう. 
╃け 1947 ゅ. ぉうぉかうけすっおぇすぇ しっ 

っ こけきっとぇゃぇかぇ ゃ しせすっさっくくうすっ 
こけきっとっくうは くぇ せこさぇゃかっくうっ-
すけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ. ]かっょ くっ-
おけかおけおさぇすくう こさっきっしすゃぇくうは, 
こさっい 1973 ゅ., しっ せしすぇくけゃはゃぇ 
ゃ しっゅぇてくうすっ しう こけきっとっくうは 
ゃ くけゃけけすおさうすうは すけゅぇゃぇ ╃けき 
くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ /
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ こさっょこさう-
はすうっすけ/.  
╃くっし „┿さしっくぇか” さぇいこけかぇゅぇ 

し ょゃっ ぉうぉかうけすっおう – すったくうつっ-
しおぇ う たせょけあっしすゃっくぇ. 
〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ っ 

しないょぇょっくぇ こさっい 1960 ゅ. し ちっか 
こけょこけきぇゅぇくっ さぇぉけすぇすぇ くぇ うく-
あっくっさくけ-すったくうつっしおうすっ しこっ-
ちうぇかうしすう, おぇすけ くぇえ-くぇこさっょ 
っ ぉうかぇ ゃ ′╇〈╇. ‶さっきっしすゃぇ-
くっすけ え ゃ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇすぇ 
しゅさぇょぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5 /おなょっすけ っ 
う しっゅぇ/ しっ けしなとっしすゃはゃぇ こさっい 
1980 ゅ. ¨す き. そっゃさせぇさう 1988 
ゅ. すったくうつっしおぇすぇ ぉうぉうかうけすっ-
おぇ ゃかういぇ ゃ しないょぇょっくうは けすょっか 
′ぇせつくけ-すったくうつっしおぇ うくそけさ-
きぇちうは う きっあょせくぇさけょくけ しな-
すさせょくうつっしすゃけ, ぇ ょくっし っ つぇしす 

けす 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは 
– けすょっか 〈ったくうつっしおけ さぇいゃう-
すうっ. [ぇいこけかぇゅぇ し くぇょ 32000 
すけきぇ すったくうつっしおぇ う しこさぇゃけつ-
くぇ かうすっさぇすせさぇ, こっさうけょうおぇ, 
さっつくうちう, こさけしこっおすくう きぇすっ-
さうぇかう, ぇかぉせきう, すぇぉかぇ う ょさ., 
さぇいこさっょっかっくう ゃ 88 さぇいょっかぇ 
くぇ すったくうおぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう, 
させしおう, ぇくゅかうえしおう う くっき-
しおう. ╄ょくぇ つっすゃなさす けす そけくょぇ 
しなしすぇゃかはゃぇ っくちうおかけこっょうつ-
くけ-しこさぇゃけつくぇ かうすっさぇすせさぇ 
う さっつくうちう – ういおかのつうすっか-

くけ ちっくくう う くっけぉたけょうきう. 
〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” っ ゃおかのつっくぇ 
ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ きっあょせぉうぉ-
かうけすっつくけ う きっあょせくぇさけょくけ 
きっあょせぉうぉかうけすっつくけ おくうゅけいぇ-
っきぇくっ, さぇぉけすう しなゃきっしすくけ し 
『っくすさぇかくぇすぇ すったくけかけゅうつくぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ う ′ぇちうけくぇかくぇ-
すぇ ぉうぉかうけすっおぇ „]ゃ.]ゃ. ╉う-
さうか う ╋っすけょうえ” – ]けそうは. ╁ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ しっ ういゃなさてゃぇす 
しこさぇゃおう, こさう くっけぉたけょうきけしす 

しっ いぇっきぇす おくうゅう, しこさぇゃけつ-
くう, さっそっさぇすうゃくう, くぇせつくう う 
ょさせゅう きぇすっさうぇかう う さぇいさぇ-
ぉけすおう けす ょさせゅう ぉうぉかうけすっおう, 
くっ しぇきけ ゃ しすさぇくぇすぇ, くけ う けす 
つせあぉうくぇ. 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ぉうぉかうけすっ-

おぇ っ っしすっしすゃっく こさうすっゅぇすっかっく 
ちっくすなさ いぇ かのぉうすっかうすっ くぇ 
おくうゅぇすぇ. ′ぇょ 40-たうかはょくうはす え 
そけくょ しなょなさあぇ てっょぬけゃさう くぇ 
ぉなかゅぇさしおう う つせあょう おかぇしうちう, 
こさけういゃっょっくうは くぇ しなゃさっきっくくう 
ぇゃすけさう, おさぇっゃっょしおぇ う ょっすしおぇ 
かうすっさぇすせさぇ, ょけおせきっくすぇかうし-
すうおぇ, っくちうおかけこっょうう, さっつくう-
ちう, すっきぇすうつくう しこさぇゃけつくうちう. 
]なたさぇくはゃぇす しっ ういょぇくうは けす 
さぇいかうつくう けすさぇしかう くぇ いくぇくう-
っすけ – うしすけさうは, ゅっけゅさぇそうは, 
うおけくけきうおぇ, そうかけしけそうは, しっか-
しおけ しすけこぇくしすゃけ, っしすっしすゃっくう 
くぇせおう, きっょうちうくぇ, かうすっさぇすせ-
さけいくぇくうっ, ういおせしすゃけ, しこけさす う 
ょさ. ╁ ぉうぉかうけすっおぇすぇ きけゅぇす ょぇ 
しっ くぇきっさはす きぇすっさうぇかう, おけうすけ 
しぇ ちっくっく こけきけとくうお くぇ せつっ-
くうちう う しすせょっくすう. ╄あっょくっゃ-
くけ しっ ういゃなさてゃぇす しこさぇゃおう 
う しっ こさっょけしすぇゃは さぇいかうつくぇ 
うくそけさきぇちうは. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ 
いぇおせこせゃぇくっ くぇ くけゃぇ かうすっさぇ-
すせさぇ しっ くぇぉぇゃはす くぇえ-ゃっつっ けす 
こけしすなこうかうは ゅけょうてっく つかっく-
しおう ゃくけし くぇ つうすぇすっかうすっ う しぇ 
しなけぉさぇいっくう し すったくうすっ ゃおせ-
しけゃっ う くけゃうすっ かうすっさぇすせさくけ-
たせょけあっしすゃっくう すっくょっくちうう. 
╁なこさっおう くぇこさっょなおぇ くぇ  すった-
くけかけゅううすっ う こけゃしっきっしすくけすけ 
くぇゃかういぇくっ くぇ おけきこのすさうすっ ゃ 

しなゃさっきうっすけ くう, こけおぇいぇすっかっく 
っ そぇおすなす, つっ うくすっさっしなす おなき 
おくうゅうすっ くっ っ くぇきぇかはか. ]こけ-
さっょ しすぇすうしすうおぇすぇ くぇ ぉうぉかう-
けすっおぇすぇ, いぇっょくけ し おかぇしうつっ-
しおうすっ こさけういゃっょっくうは しっ つっすぇす 
う さぇいゃかっおぇすっかくう あぇくさけゃっ – 
おさうきうくぇかくう, こさうおかのつっくしおう, 
かのぉけゃくう さけきぇくう, すさうかなさう, 
きっゅぇ- う ぉっしすしっかなさう, ょけおせ-
きっくすぇかくう う ぉうけゅさぇそうつくう うい-
ょぇくうは.
╇ ょゃっすっ ぉうぉかうけすっおう くぇ „┿さ-

しっくぇか” さぇいこけかぇゅぇす し つうすぇかくう 
う うきぇす さっゅうしすさうさぇくう けぉとけ 
くぇょ 1000 さっょけゃくう つうすぇすっかう, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ こけかいゃぇす ぉけゅぇ-
すうは うき う さぇいくけけぉさぇいっく そけくょ 
こさっい こけつうゃおうすっ うかう ゃ せょけぉくけ 
いぇ すはた ゃさっきっ. 』うすぇすっかうすっ しっ 
けぉしかせあゃぇす けす けこうすくうすっ ょなか-
ゅけゅけょうてくう ぉうぉかうけすっおぇさおう  
]ゃっすかぇくぇ ╉ぇょうっゃぇ う ╇かう-
くぇ ╆ぇさけゃぇ, おけうすけ ういゅけすゃぇす 
しこさぇゃおう, きけゅぇす ょぇ ょぇょぇす ちっく-
くぇ うくそけさきぇちうは, ょぇ いぇはゃはす 
くっけぉたけょうきう ういょぇくうは.
╆ぇ ちっくうすっかうすっ くぇ おくうゅぇすぇ 

ゃしうつおけ すけゃぇ   くっ っ くけゃうくぇ. 
′けゃうくぇ っ いぇ くけゃけこけしすなこうかう 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ 
そうさきぇすぇ. ╇ おけかおけすけ う しすさぇく-
くけ ょぇ いゃせつう – くけゃうくぇ っ う いぇ  
くはおけう, おけうすけ くぇこせしおぇす そうさ-
きぇすぇ う し ういくっくぇょぇ せしすぇくけ-
ゃはゃぇす, つっ すさはぉゃぇ ょぇ きうくぇす し 
けぉたけょくうは かうしす こさっい ... ぉうぉ-
かうけすっおうすっ.
╋くけゅけ きぇかおけ けしすぇくぇたぇ ゃっ-

ょけきしすゃっくうすっ ぉうぉかうけすっおう ゃ 
しすさぇくぇすぇ. 〈けゃぇ っ しけちうぇかくけ 
こさっうきせとっしすゃけ う おくうあくけ ぉけ-
ゅぇすしすゃけ, おけっすけ くっ ゃしはおぇ そうさ-
きぇ しう こけいゃけかはゃぇ うかう けちっくは-
ゃぇ. 〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
っ ぉっいちっくっく こけきけとくうお いぇ うく-
あっくっさう う すったくうちう, いぇ うくけ-
ゃぇすけさう, いぇ しすせょっくすう うかう いぇ 
あっかぇっとう ょぇ けぉけゅぇすはす こけいくぇ-
くうはすぇ しう. ┿ たせょけあっしすゃっくぇ-
すぇ ぉうぉかうけすっおぇ – すは こさけしすけ 
っ „こけょ さなおぇ” くぇ かのぉうすっかうすっ 
くぇ さぇいゃかっおぇすっかくぇすぇ かうすっさぇ-
すせさぇ, くぇ かのぉけいくぇすっかくうすっ, くぇ 

すなさしっとうすっ こけいくぇくうは ゃ さぇい-
かうつくう けぉかぇしすう くぇ あうゃけすぇ. 
╁しっ こぇお, くっ くぇ ゃしうつおう こなすはす 

きうくぇゃぇ こけおさぇえ ぉうぉかうけすっおぇ 
„╇しおさぇ”... 

┿さしっくぇかしおうすっ ぉうぉかうけすっおう 
こっさうけょうつくけ とっ こせぉかうおせゃぇす 
ぇくけすぇちうう いぇ うくすっさっしくう う くけ-
ゃけこけしすなこうかう ういょぇくうは ゃなゃ ゃ. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

Здраве, сили, дух и всичкото щастие на земята!

Честит рожден ден на Николай Ибушев
Изпълнителен директор на “Арсенал” АД

АРСЕНАЛЦИ

》せょけあっしすゃっくぇ ぉうぉかうけすっおぇ „┿さしっくぇか“

』うすぇかくはすぇ くぇ すったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ

╅っつけ ╀けくっゃ, つけゃっおなす-けさおっしすなさ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ こさけすうゃけこけあぇさくけ いゃっくけ
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¨ せあこ-つけえとちせあてあ くあはけてあ か せけはそ たちかお しけねせあてあ そてえそ-
うそちせそつて,  さあてかえそちけねかせ か そえせかいそちかぬひて ╋かねそ ╆そせかう 

╅ちつかせあしつさけてか いけいしけそてかさけ - いけいしけそてかさけ つ けつてそちけみ, てちあおけぬけみ け いひおかはか

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

╉『】╈《【《 ╆《╈╅【』【╇《 〉╅ „╅『』╊〉╅]”
〈っ うきぇす こさぇいくうちう, くけ 

すけかおけゃぇ つっしすけ ゅう こさっ-
かうゃぇす ゃ ょっかくうちう, つっ いぇ すはた 
っ こさぇいくうお すけいう ょっかくうお, ゃ 
おけえすけ くっ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しぇ くぇ 
こっょぇか う ょぇ ゃぇょはす おけかうすっ. 
〈ぇおぇ しぇ しゃうおくぇかう ゃ ゅけょうくうすっ 

し すけゃぇ, つっ う くぇ こさぇいくうおぇ しう 
ぉはたぇ こけすなくぇかう ゃ ょっかくうつくう 
いぇょぇつう. ╆ぇすけゃぇ う けすかけあうたきっ 
さぇいゅけゃけさぇ いぇ こけ-しこけおけえくう 
ゃさっきっくぇ, くけ すっ すぇおぇ う くっ  
ょけえょけたぇ.   
╆ぇすけゃぇ う こさうった ょぇ ゃけょうき 

さぇいゅけゃけさぇ こけあぇさくけ: し こけ-
あぇさくうおぇさ. 
╉ぇすけ „くけさきぇかくぇ” けこさっょっ-

かう しさっとぇすぇ くう ╅っつけ ╀けくっゃ 
- いぇきっしすくうお-くぇつぇかくうおなす くぇ 
いゃっくけすけ こけ こさけすうゃけこけあぇさくぇ 
いぇとうすぇ ゃ ”┿さしっくぇか”┿╃, くぇえ-
ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ くぇ すっさうすけ-
さうはすぇ くぇ けぉかぇしすすぇ.  ]さっとぇきっ 
しっ さぇくけ しせすさうくすぇ, しかっょ こけ-
さっょくけすけ こさけゃっょっくけ けぉせつっ-
くうっ, ゃ っょうく けす ぇさしっくぇかしおうすっ 
いぇゃけょう. 〈っきぇすぇ: こさけすうゃけこけ-
あぇさくぇすぇ いぇとうすぇ, ょけかっおぇさ-
しおぇすぇ こけきけと う うくしすさせおちうう 
いぇ ょっえしすゃうっ こさう ぇゃぇさうう. 
〈ぇおぇ っ ゃしっおう ょっく, くっ きう-

くぇゃぇ ょっあせさしすゃけ, ぉっい ょぇ しきっ 
ゃ くはおけえ ちった し おけかっゅうすっ うかう  
くぇ すっさっく, こさういくぇゃぇ いぇきっしす-
くうお-くぇつぇかくうおなす. 〈けえ う けし-
すぇくぇかうすっ きせ 26 おけかっゅう, ゃしっ 
こけあぇさくうおぇさう しなし しすぇあ, けす-
ょぇゃくぇ しぇ しゃうおくぇかう し すっあおうは 
う おさぇえくけ  さうしおけゃ さうすなき くぇ 
さぇぉけすぇ. ′け けぉうつぇす こさけそっ-
しうはすぇ しう, いぇすけゃぇ しぇ すせお. ‶さう 
くぇし さっぇかくけ  っ こけ-くぇすけゃぇさっ-
くけ う こけ-けこぇしくけ けすおけかおけすけ 
こさう おけかっゅうすっ ゃ ╂さぇょしおぇすぇ 
こけあぇさくぇ, おぇすっゅけさうつっく っ いぇ-

きっしすくうお-くぇつぇかくうお ╀けくっゃ. 
′っ こけょかぇゅぇき ょせきうすっ きせ くぇ 

しなきくっくうっ, いぇとけすけ すけえ しぇ-
きうはす っ こさっおぇさぇか こけゃっつっ けす 
ょっしっすうかっすうっ おぇすけ くぇつぇかくうお-
しきはくぇ ゃ ゅさぇょしおぇすぇ こさけすうゃけ-
こけあぇさくぇ しかせあぉぇ. ‶けいくぇゃぇ 

さぇぉけすぇすぇ けす ┿ ょけ ぅ う いくぇっ 
さうしおけゃっすっ くぇ ゃしはおけ さぇぉけすくけ 
きはしすけ. ╆ぇ くっゅけ う おけかっゅうすっ 
きせ „┿さしっくぇか” っ おぇすけ おぇさすぇ, 
おけはすけ いくぇはす くぇういせしす. ′はきぇ 
くぇつうく, ょかなあくう しきっ ょぇ こけ-
いくぇゃぇきっ ょけ しなゃなさてっくしすゃけ 
さぇえけくぇ, くっ しぇきけ いぇとけすけ 
すけゃぇ くぇかぇゅぇ こさけそっしうはすぇ う 
さぇぉけすぇ くう, ぇ う いぇとけすけ こけ-
しすけはくくけ しきっ うい くっゅけ, おぇいゃぇ 
╅っつけ ╀けくっゃ. ╋うくうきせき ゃっょ-
くなあ ゅけょうてくけ ゃしっおう  さぇぉけす-
くうお けす くぇょ 7-すっ たうかはょう ゃ 
„┿さしっくぇか” しっ しさっとぇ し すはた. 
¨すょっかくけ けす すけゃぇ しぇ つっしすうすっ 
さっゅせかはさくう しさっとう し さぇぉけすっ-
とうすっ ゃなゃ ゃいさうゃけけこぇしくうすっ 
こさけういゃけょしすゃぇ. 
′ぇ こかっとうすっ くぇ ╅っつけ ╀け-

くっゃ う おけかっゅうすっ きせ かっあぇす う  
4-すっ しこっちうぇかういうさぇくう こかけ-
とぇょおう くぇ „┿さしっくぇか”, おなょっ-
すけ っあっょくっゃくけ しっ ういゃなさてゃぇす 
ういこうすぇすっかくう さぇぉけすう こさう 
こけかうゅけくくう せしかけゃうは. 〈ぇき こけ-
しすけはくくけ うきぇ くぇてう おけかっゅう し 
ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかうしすう, 
すゃなさょう いぇき.-くぇつぇかくうおなす う 
こさういくぇゃぇ, つっ こさう すはた, いぇ ょぇ 
しっ さぇぉけすう, っ くせあっく きうくうきせき 
5 ゅけょうくう しすぇあ ゃ しうしすっきぇすぇ 
くぇ ╋╁[ う しこっちうぇかういうさぇくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ] ういおかのつっくうっ 
くぇ すさうきぇ きかぇょう う くけゃう おけ-
かっゅう, おけうすけ くはきぇす けとっ 30 
ゅけょうくう, ╀けくっゃ う けしすぇくぇかう-
すっ しぇ ゃしっ ゃっすっさぇくう - ゃしうつおう 

ょけ っょうく しぇ ぉうゃてう しかせあう-
すっかう くぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさけすう-
ゃけこけあぇさくぇ しかせあぉぇ. ‶っくしう-
けくうさぇす くう しかっょ 20 ゅけょうくう 
さぇぉけすぇ ゃ しうしすっきぇすぇ, ぇ くうっ 
ゃしっ けとっ きけあっき う いくぇっき  う 
うきぇ おぇおゃけ ょぇ ょぇょっき, おぇいゃぇ 

ゃっすっさぇくなす-こけあぇさくうおぇさ, いぇ 
おけゅけすけ さぇぉけすぇすぇ けしきうしかは 
ゅけかはきぇ つぇしす けす あうゃけすぇ きせ. 
╆ぇ すけゃぇ - おけかおけ  くせあくう しぇ 

ぇさしっくぇかしおうすっ けゅくっぉけさちう, っ 
おさぇしくけさっつうゃ そぇおすなす,  つっ くぇ 
こさぇおすうおぇ いゃっくけすけ うき さぇい-

こけかぇゅぇ し こけゃっつっ こさけすうゃけ-
こけあぇさくう おけかう う すけ こけ-くけゃう, 
けすおけかおけすけ おけかっゅうすっ うき ゃ 
ゅさぇょしおぇすぇ こさけすうゃけこけあぇさくぇ 
しかせあぉぇ. ╇きぇきっ 5 ぇゃすけきけ-
ぉうかぇ, くぇえ-くけゃうはす „╇╁╄╉¨” 
ゅけしこけょうく ╇ぉせてっゃ いぇおせこう 
こさっょう 5 ゅけょうくう, たゃぇかう しっ 
こけあぇさくうおぇさはす ╀けくっゃ. 

〈けえ しぇきうはす しこけおけえくけ 
きけあっ ょぇ きうくっ いぇ あうゃぇ-

すぇ うしすけさうは くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
しかせあぉぇ いぇ こけあぇさくぇ ぉっいけこぇし-
くけしす, いぇとけすけ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ 
ゃ  くっは すけおせ-とけ ういかのこっく けす 
しこっちうぇかういうさぇくうは こさけすうゃけ-
こけあぇさっく そぇおせかすっす ゃ ]うきっ-
けくけゃけ う ゃっょくぇゅぇ しかっょ こっく-
しうけくうさぇくっすけ しう こさっい 2006 
ゅけょうくぇ しっ ゃさなとぇ けすくけゃけ. ╁ 
ゅけょうくうすっ くぇいぇょ,  ょけおぇすけ っ ゃ 
„┿さしっくぇか”, ちっかう 13 こなすう こけ-
さっょ しかせあぉぇすぇ しすぇゃぇ くぇちうけ-
くぇかっく こなさゃっくっち こけ こけあぇ-
さけこさうかけあっく しこけさす. ]ぇきうはす 
╅っつけ ╀けくっゃ っ きぇえしすけさ くぇ 
しこけさすぇ ゃ すぇいう ょうしちうこかうくぇ. 
〈けえ, いぇっょくけ し おけかっゅうすっ しう 
┿くつけ 【うておけゃ, しっゅぇ くぇつぇか-
くうお くぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさけすうゃけ-
こけあぇさくぇ しかせあぉぇ, 〈けょけさ ]かぇ-
ゃけゃ, 〈けょけさ ╃けぉさっゃ, ╋うたぇうか 
╋うたぇえかけゃ, [ぇてけ 〈けくつっゃ  しぇ  
しさっょ いかぇすくうすっ ぉなかゅぇさしおう けゅ-
くっぉけさちう ゃ こけあぇさけこさうかけあ-
くうは しこけさす. ]すぇゃぇす きぇえしすけさう 
くぇ しこけさすぇ ゃ こっさうけょぇ 1978-79 
ゅけょうくぇ う すぇおぇ けすおぇさゃぇす ょけ 
1992 ゅけょうくぇ. 〉きっくうはすぇ うき しぇ 
ゃうしけおけ ちっくっくう う こさういくぇすう ゃ 
きくけゅけ けす  しなしっょくうすっ しすさぇくう う 
くっ しかせつぇえくけ しぇきけ こさっょう ょゃぇ 
きっしっちぇ, こさっい ぇゃゅせしす, ╅っつけ 
╀けくっゃ っ こけおぇくっく けす 〈せさしおぇすぇ  
こさけすうゃけこけあぇさくぇ しかせあぉぇ ょぇ 
けぉせつぇゃぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ こさっし-
すうあっく きっあょせくぇさけょっく すせさくうさ 
すったくうは くぇちうけくぇかっく けすぉけさ 
こけ こけあぇさけこさうかけあっく しこけさす.  
╆ぇ せきっくうはすぇ くぇ ╀けくっゃ おぇすけ 
すさっくぬけさ ゅけゃけさう う そぇおすなす, 
つっ, きぇおぇさ う いぇ ゃすけさぇ ゅけょうくぇ 
せつぇしすうっ, すせさしおうすっ けゅくっぉけさちう 
しっ おかぇしうさぇす くぇ 14-すけ きはしすけ - 
しぇきけ くぇ きはしすけ しかっょ ぉなかゅぇさ-

しおうすっ,  くぇ っゃさけこっえしおけすけ しなし-
すっいぇくうっ こけ こけあぇさけこさうかけあっく 
しこけさす こさっい しっこすっきゃさう すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ ╂っさきぇくうは. ╃けゅけょう-
くぇ ゃ ┿くすぇかうは とっ しっ こさけゃっょっ 
う しゃっすけゃくけすけ しなしすっいぇくうっ こけ 
すけいう しこけさす. ¨す しっゅぇ しっ しすは-
ゅぇきっ いぇ すぇき, おぇすっゅけさうつっく っ  
╀けくっゃ, おけえすけ しなし しうゅせさくけしす 

こぇお とっ ゅけすゃう すせさしおうすっ けゅ-
くっぉけさちう.  〈っ しぇ しすさぇてくけ きけ-
すうゃうさぇくう,  うきぇす くっゃっさけはすくぇ 
ぉぇいぇ, おぇいゃぇ こけあぇさくうおぇさはす 
う こさういくぇゃぇ, つっ うきぇ きくけゅけ し 
おぇおゃけ ょぇ ゅう くぇしすうゅぇきっ すせさ-
ちうすっ ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. 
╇いこうすぇくうはすぇ う ょっかくうおなす くぇ 

こさけそっしうはすぇ くっ しぇ „しこっしすう-
かう” くぇ ╅っつけ ╀けくっゃ う ゅかっょおう 
おぇすけ すぇいう - ょぇ ゃうょう おぇお こさっょ 
けつうすっ きせ ういゅぇさはす おぇすけ そぇおかう 
3-きぇ ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうちう. 
¨す ゃしうつおうすっ しう こけあぇさくう ゅけ-
ょうくう っ くぇせつうか, つっ  おけかおけすけ  う 
ょぇ すっ うくしすさせおすうさぇす, おぇおゃうすけ 
う いぇとうすくう きっさおう ょぇ しっ こさっょ-
こさうっきぇす, し おぇおゃけすけ う いぇとうす-
くけ けぉかっおかけ ょぇ しう けぉかっつっく, 
くはきぇて かう しう かうつくぇすぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす いぇ すけゃぇ, おけっすけ ゃなさ-
てうて, くっ しこぇいゃぇて かう しすさうおす-
くけ うくしすさせおちううすっ いぇ さぇぉけすぇ, 
くはきぇ おけえ ょぇ すっ けこぇいう. ╇ ゃしは-
つっしおう しっ しすぇさぇっ すけゃぇ ょぇ しすぇ-
くっ おぇすけ ゃすけさう うくしすうくおす くぇ 
ぇさしっくぇかちう.
╅っつけ ╀けくっゃ っ ぉかぇゅけょぇさっく 

くぇ てぇくしぇ う ゃないきけあくけしすすぇ 
ょぇ っ こけかっいっく: くぇ ぇさしっくぇかちう, 
くぇ ゅさぇょぇ, ゃ おけえすけ っ こせしくぇか 
おけさっくう, くぇ しかせあぉぇすぇ おぇすけ 
ちはかけ. ╇ いぇ きうゅ くっ っ しなあぇ-
かはゃぇか いぇ けすおぇいぇ しう, おけゅぇすけ 
ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
そぇおせかすっすぇ, かうつくけ くぇしすけはとう-
はす こさっきうっさ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, 
おぇすけ けすゅけゃけさくうお こけ しこけさすぇ ゃ 
‶けあぇさくうは そぇおせかすっす くぇ ╋╁[-
ぇおぇょっきうはすぇ, ゅけ おぇくう ょぇ けしすぇ-
くっ くぇ さぇぉけすぇ すぇき. [けょっくうはす 
ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ ╅っつけ ういぉう-
さぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃぇょう ゅけかっきうは 
おけい けす ょあけぉぇ しう. ╆ぇとけすけ しっゅぇ 
っ とぇしすかうゃ ょはょけ くぇ ゃくせつっすけ 
╃っくうしかぇゃ, きぇおぇさ う ゃ ょぇかっつくぇ 

╇さかぇくょうは, う しっ さぇょゃぇ くぇ こけ-
さぇしくぇかう ゃっつっ ょなとっさは う しうく. 
╇ ゃしっおう ょっく すさなゅゃぇ し あっかぇ-

くうっ いぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇとけすけ いくぇっ, 
つっ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃはす すけえ  う 
おけかっゅうすっ きせ, っ ゃぇあくけ: けこぇい-
ゃぇ あうゃけすぇ. ′ぇ たうかはょう ぇさしっ-
くぇかちう.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ   

„[せしっくしおうはす ぇさすうかっさうえしおう 
ぇさしっくぇか, おぇすけ すったくうつっしおけ いぇ
ゃっょっくうっ, うきぇ ゅけかはきぇ くせあょぇ 
けす すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ う 
さなおけゃけょしすゃぇ. ╋けかは ょぇ しっ けす
こせしくぇす 1000 かっゃぇ いぇ ょけしすぇゃおぇ 
くぇ すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ う 
すったくうつっしおう しこうしぇくうは...”. 〈けゃぇ 
ゅかぇしう いぇこぇいっくけ ゃ 『っくすさぇかくうは 
ゃけっくっく ぇさたうゃ  – ╁. 〈なさくけゃけ 
こうしきけ くぇ うくしこっおすけさぇ くぇ ぇさすう
かっさうはすぇ けす 1885 ゅ.
] けすすっゅかはくっすけ くぇ させしおう

すっ ゃけえしおう けす すっさうすけさうはすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは しかっょ [せしおけ-すせさ
しおぇすぇ けしゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえ
くぇ /1878 ゅ./, すっ けしすぇゃはす いぇ 
こけかいゃぇくっ けぉけさせょゃぇくっすけ くぇ 
こけょゃうあくぇ ぇさすうかっさうえしおぇ さぇ
ぉけすうかくうちぇ わ3. ╆ぇっょくけ し くっは 
けしすぇゃぇ う きぇかおぇ つぇしす こけきけと
くぇ すったくうつっしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. 
‶うしきけすけ くぇ うくしこっおすけさぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇさすうかっさうは, おぇお
すけ う ょさせゅう ょぇくくう, いぇこぇいっくう 
ゃ 『っくすさぇかくうは ゃけっくっく ぇさたうゃ /
『╁┿/, しぇ ょけしすぇすなつくけ ょけおぇいぇ
すっかしすゃけ ょぇ しっ しつうすぇ, つっ けとっ 
しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ [せしっくしおうは 
ぇさすうかっさうえしおう ぇさしっくぇか /[┿┿/, 
しっ けぉけしけぉはゃぇ う ぉうぉかうけすっつっく 
そけくょ.
╉なき 1890 ゅ. ゃ しそけさきうさぇくぇすぇ 

ぉうぉかうけすっおぇ くぇ [┿┿ ゃっつっ ぉうかう 
いぇゃっょっくう けおけかけ 460 すけきぇ すった
くうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ, くっけぉ
たけょうきぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う 
おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ きかぇょうすっ 
しこっちうぇかうしすう. 〈ぇいう かうすっさぇ
すせさぇ こけ-おなしくけ っ こさっきっしすっくぇ 
ゃ ]けそうえしおうは ぇさすうかっさうえしおう 
ぇさしっくぇか /]┿┿/, ぇ けす すぇき う ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさっい 1924 ゅ., こさう 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╃なさあぇゃくぇ
すぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ /╃╁《/. ] 
ゅけょうくうすっ そけくょなす こけしすっこっくくけ 
しっ せゃっかうつぇゃぇ. ′はおけう けす うい
ょぇくうはすぇ しぇ けこさっょっかっくう ょけさう 
おぇすけ ぉうぉかうけゅさぇそしおぇ さはょおけしす, 
くけしはす こっつぇすぇ くぇ [┿┿ う おかっえ
きけ „[せしつせお” /[せしっ/. ╁こけしかっょ
しすゃうっ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ いぇおせこせゃぇ 
う いぇゃっあょぇ う たせょけあっしすゃっくぇ 
かうすっさぇすせさぇ.

‶なさゃうはす ういさぇぉけすっく こさぇゃうか
くうお いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ ぉうぉかうけ
すっおぇすぇ, し おけえすけ しっ けこさっょっかは 
さっょなす いぇ しくぇぉょはゃぇくっすけ し かう
すっさぇすせさぇ, いぇゃっあょぇくっすけ, こけかい
ゃぇくっすけ う しぇくおちううすっ こさう くぇ
させてっくうは, しなとっしすゃせゃぇ けとっ けす 
1914 ゅ. ╆ぇ くっゅけ うきぇ ういゅけすゃっくぇ 
しこっちうぇかくぇ いぇこけゃっょ けす くぇつぇか
くうおぇ くぇ ]┿┿ ゅっくっさぇか ]すっそぇく 
╀っかけゃ.
╆ぇ しなあぇかっくうっ, しかっょ 9-すう 

しっこすっきゃさう 1944 ゅ., ゅけかはきぇ 
つぇしす けす おくうゅうすっ しぇ せくうとけあっ
くう けす くっおけきこっすっくすくう つかっくけ
ゃっ くぇ おけきうしうはすぇ, こさっちっくう
かぇ ゅう おぇすけ きぇかけゃぇあくう, しぇきけ 
いぇとけすけ くはおけう けす ういょぇくうはすぇ 
しぇ けす ゃさっきっすけ くぇ ちぇさしおぇ [せ
しうは うかう し くっきしおう こさけういたけょ. 
‶さっょゃうょかうゃう しこっちうぇかうしすう 
せしこはゃぇす ょぇ しこぇしはす くはおけう ちっく
くう しこっちうぇかういうさぇくう しこさぇゃけつ
くうちう う ゅう こさっょぇゃぇす くぇ しゃけう 
こけしかっょけゃぇすっかう. 
╃け 1947 ゅ. ぉうぉかうけすっおぇすぇ しっ 

っ こけきっとぇゃぇかぇ ゃ しせすっさっくくうすっ 
こけきっとっくうは くぇ せこさぇゃかっくうっ
すけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ. ]かっょ くっ
おけかおけおさぇすくう こさっきっしすゃぇくうは, 
こさっい 1973 ゅ., しっ せしすぇくけゃはゃぇ 
ゃ しっゅぇてくうすっ しう こけきっとっくうは 
ゃ くけゃけけすおさうすうは すけゅぇゃぇ ╃けき 
くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ /
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ こさっょこさう
はすうっすけ/.  
╃くっし „┿さしっくぇか” さぇいこけかぇゅぇ 

し ょゃっ ぉうぉかうけすっおう – すったくうつっ
しおぇ う たせょけあっしすゃっくぇ. 
〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ っ 

しないょぇょっくぇ こさっい 1960 ゅ. し ちっか 
こけょこけきぇゅぇくっ さぇぉけすぇすぇ くぇ うく
あっくっさくけ-すったくうつっしおうすっ しこっ
ちうぇかうしすう, おぇすけ くぇえ-くぇこさっょ 
っ ぉうかぇ ゃ ′╇〈╇. ‶さっきっしすゃぇ
くっすけ え ゃ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇすぇ 
しゅさぇょぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5 /おなょっすけ っ 
う しっゅぇ/ しっ けしなとっしすゃはゃぇ こさっい 
1980 ゅ. ¨す き. そっゃさせぇさう 1988 
ゅ. すったくうつっしおぇすぇ ぉうぉうかうけすっ
おぇ ゃかういぇ ゃ しないょぇょっくうは けすょっか 
′ぇせつくけ-すったくうつっしおぇ うくそけさ
きぇちうは う きっあょせくぇさけょくけ しな
すさせょくうつっしすゃけ, ぇ ょくっし っ つぇしす 

けす 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは 
– けすょっか 〈ったくうつっしおけ さぇいゃう
すうっ. [ぇいこけかぇゅぇ し くぇょ 32000 
すけきぇ すったくうつっしおぇ う しこさぇゃけつ
くぇ かうすっさぇすせさぇ, こっさうけょうおぇ, 
さっつくうちう, こさけしこっおすくう きぇすっ
さうぇかう, ぇかぉせきう, すぇぉかぇ う ょさ., 
さぇいこさっょっかっくう ゃ 88 さぇいょっかぇ 
くぇ すったくうおぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう, 
させしおう, ぇくゅかうえしおう う くっき
しおう. ╄ょくぇ つっすゃなさす けす そけくょぇ 
しなしすぇゃかはゃぇ っくちうおかけこっょうつ
くけ-しこさぇゃけつくぇ かうすっさぇすせさぇ 
う さっつくうちう – ういおかのつうすっか

くけ ちっくくう う くっけぉたけょうきう. 
〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
くぇ „┿さしっくぇか” っ ゃおかのつっくぇ 
ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ きっあょせぉうぉ
かうけすっつくけ う きっあょせくぇさけょくけ 
きっあょせぉうぉかうけすっつくけ おくうゅけいぇ
っきぇくっ, さぇぉけすう しなゃきっしすくけ し 
『っくすさぇかくぇすぇ すったくけかけゅうつくぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ う ′ぇちうけくぇかくぇ
すぇ ぉうぉかうけすっおぇ „]ゃ.]ゃ. ╉う
さうか う ╋っすけょうえ” – ]けそうは. ╁ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ しっ ういゃなさてゃぇす 
しこさぇゃおう, こさう くっけぉたけょうきけしす 

しっ いぇっきぇす おくうゅう, しこさぇゃけつ
くう, さっそっさぇすうゃくう, くぇせつくう う 
ょさせゅう きぇすっさうぇかう う さぇいさぇ
ぉけすおう けす ょさせゅう ぉうぉかうけすっおう, 
くっ しぇきけ ゃ しすさぇくぇすぇ, くけ う けす 
つせあぉうくぇ. 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ぉうぉかうけすっ

おぇ っ っしすっしすゃっく こさうすっゅぇすっかっく 
ちっくすなさ いぇ かのぉうすっかうすっ くぇ 
おくうゅぇすぇ. ′ぇょ 40-たうかはょくうはす え 
そけくょ しなょなさあぇ てっょぬけゃさう くぇ 
ぉなかゅぇさしおう う つせあょう おかぇしうちう, 
こさけういゃっょっくうは くぇ しなゃさっきっくくう 
ぇゃすけさう, おさぇっゃっょしおぇ う ょっすしおぇ 
かうすっさぇすせさぇ, ょけおせきっくすぇかうし
すうおぇ, っくちうおかけこっょうう, さっつくう
ちう, すっきぇすうつくう しこさぇゃけつくうちう. 
]なたさぇくはゃぇす しっ ういょぇくうは けす 
さぇいかうつくう けすさぇしかう くぇ いくぇくう
っすけ – うしすけさうは, ゅっけゅさぇそうは, 
うおけくけきうおぇ, そうかけしけそうは, しっか
しおけ しすけこぇくしすゃけ, っしすっしすゃっくう 
くぇせおう, きっょうちうくぇ, かうすっさぇすせ
さけいくぇくうっ, ういおせしすゃけ, しこけさす う 
ょさ. ╁ ぉうぉかうけすっおぇすぇ きけゅぇす ょぇ 
しっ くぇきっさはす きぇすっさうぇかう, おけうすけ 
しぇ ちっくっく こけきけとくうお くぇ せつっ
くうちう う しすせょっくすう. ╄あっょくっゃ
くけ しっ ういゃなさてゃぇす しこさぇゃおう 
う しっ こさっょけしすぇゃは さぇいかうつくぇ 
うくそけさきぇちうは. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ 
いぇおせこせゃぇくっ くぇ くけゃぇ かうすっさぇ
すせさぇ しっ くぇぉぇゃはす くぇえ-ゃっつっ けす 
こけしすなこうかうは ゅけょうてっく つかっく
しおう ゃくけし くぇ つうすぇすっかうすっ う しぇ 
しなけぉさぇいっくう し すったくうすっ ゃおせ
しけゃっ う くけゃうすっ かうすっさぇすせさくけ-
たせょけあっしすゃっくう すっくょっくちうう. 
╁なこさっおう くぇこさっょなおぇ くぇ  すった
くけかけゅううすっ う こけゃしっきっしすくけすけ 
くぇゃかういぇくっ くぇ おけきこのすさうすっ ゃ 

しなゃさっきうっすけ くう, こけおぇいぇすっかっく 
っ そぇおすなす, つっ うくすっさっしなす おなき 
おくうゅうすっ くっ っ くぇきぇかはか. ]こけ
さっょ しすぇすうしすうおぇすぇ くぇ ぉうぉかう
けすっおぇすぇ, いぇっょくけ し おかぇしうつっ
しおうすっ こさけういゃっょっくうは しっ つっすぇす 
う さぇいゃかっおぇすっかくう あぇくさけゃっ – 
おさうきうくぇかくう, こさうおかのつっくしおう, 
かのぉけゃくう さけきぇくう, すさうかなさう, 
きっゅぇ- う ぉっしすしっかなさう, ょけおせ
きっくすぇかくう う ぉうけゅさぇそうつくう うい
ょぇくうは.
╇ ょゃっすっ ぉうぉかうけすっおう くぇ „┿さ

しっくぇか” さぇいこけかぇゅぇす し つうすぇかくう 
う うきぇす さっゅうしすさうさぇくう けぉとけ 
くぇょ 1000 さっょけゃくう つうすぇすっかう, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ こけかいゃぇす ぉけゅぇ
すうは うき う さぇいくけけぉさぇいっく そけくょ 
こさっい こけつうゃおうすっ うかう ゃ せょけぉくけ 
いぇ すはた ゃさっきっ. 』うすぇすっかうすっ しっ 
けぉしかせあゃぇす けす けこうすくうすっ ょなか
ゅけゅけょうてくう ぉうぉかうけすっおぇさおう  
]ゃっすかぇくぇ ╉ぇょうっゃぇ う ╇かう
くぇ ╆ぇさけゃぇ, おけうすけ ういゅけすゃぇす 
しこさぇゃおう, きけゅぇす ょぇ ょぇょぇす ちっく
くぇ うくそけさきぇちうは, ょぇ いぇはゃはす 
くっけぉたけょうきう ういょぇくうは.
╆ぇ ちっくうすっかうすっ くぇ おくうゅぇすぇ 

ゃしうつおけ すけゃぇ   くっ っ くけゃうくぇ. 
′けゃうくぇ っ いぇ くけゃけこけしすなこうかう 
さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ 
そうさきぇすぇ. ╇ おけかおけすけ う しすさぇく
くけ ょぇ いゃせつう – くけゃうくぇ っ う いぇ  
くはおけう, おけうすけ くぇこせしおぇす そうさ
きぇすぇ う し ういくっくぇょぇ せしすぇくけ
ゃはゃぇす, つっ すさはぉゃぇ ょぇ きうくぇす し 
けぉたけょくうは かうしす こさっい ... ぉうぉ
かうけすっおうすっ.
╋くけゅけ きぇかおけ けしすぇくぇたぇ ゃっ

ょけきしすゃっくうすっ ぉうぉかうけすっおう ゃ 
しすさぇくぇすぇ. 〈けゃぇ っ しけちうぇかくけ 
こさっうきせとっしすゃけ う おくうあくけ ぉけ
ゅぇすしすゃけ, おけっすけ くっ ゃしはおぇ そうさ
きぇ しう こけいゃけかはゃぇ うかう けちっくは
ゃぇ. 〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
っ ぉっいちっくっく こけきけとくうお いぇ うく
あっくっさう う すったくうちう, いぇ うくけ
ゃぇすけさう, いぇ しすせょっくすう うかう いぇ 
あっかぇっとう ょぇ けぉけゅぇすはす こけいくぇ
くうはすぇ しう. ┿ たせょけあっしすゃっくぇ
すぇ ぉうぉかうけすっおぇ – すは こさけしすけ 
っ „こけょ さなおぇ” くぇ かのぉうすっかうすっ 
くぇ さぇいゃかっおぇすっかくぇすぇ かうすっさぇ
すせさぇ, くぇ かのぉけいくぇすっかくうすっ, くぇ 

すなさしっとうすっ こけいくぇくうは ゃ さぇい
かうつくう けぉかぇしすう くぇ あうゃけすぇ. 
╁しっ こぇお, くっ くぇ ゃしうつおう こなすはす 

きうくぇゃぇ こけおさぇえ ぉうぉかうけすっおぇ 
„╇しおさぇ”... 

┿さしっくぇかしおうすっ ぉうぉかうけすっおう 
こっさうけょうつくけ とっ こせぉかうおせゃぇす 
ぇくけすぇちうう いぇ うくすっさっしくう う くけ
ゃけこけしすなこうかう ういょぇくうは ゃなゃ ゃ. 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

Честит рожден ден на Николай Ибушев

》せょけあっしすゃっくぇ ぉうぉかうけすっおぇ „┿さしっくぇか“

』うすぇかくはすぇ くぇ すったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ

╅っつけ ╀けくっゃ, つけゃっおなす-けさおっしすなさ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ こさけすうゃけこけあぇさくけ いゃっくけ
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╋¨╇《【ぇ【 ╊ 《╆『╅【¨〈｠『《〉¨[╅
╀っいさぇぉけすうちぇすぇ こさっい ぇゃゅせしす ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ っ くぇきぇかはかぇ 

し 0,12 ゃ しさぇゃくっくうっ し こさっょたけょくうは きっしっち, しなけぉとうたぇ けす 
¨ぉかぇしすくけすけ ╀のさけ こけ すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
[っゅうしすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ 12 138, おけっすけ っ 

8,22 % けす すさせょけしこけしけぉくけすけ くぇしっかっくうっ. ‶さっい のかう すっ しぇ ぉうかう 
しなし 186 ょせてう こけゃっつっ.
′ぇえ-きぇかおけ しぇ たけさぇすぇ ぉっい さぇぉけすぇ ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ, ぇ くぇえ-

きくけゅけ しぇ ゃ けぉとうくぇ ′うおけかぇっゃけ. ╁ ¨ぉとうくぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しぇ 
さっゅうしすさうさぇくう 4297 ぉっいさぇぉけすくう, ぇ さぇゃくうとっすけ くぇ ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ っ 5,49% .
╁ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ ゃ 

╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ けぉとけ 89. 〈なさしはす しっ けしくゃけくけ 
たけさぇ しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ うかう こけ-くうしおけ. ╋っしすぇすぇ いぇ ゃうしてうしすう しぇ 10 う しぇ けしくけゃくけ いぇ 
たけさぇ し すったくうつっしおう しこっちうぇかくけしすう う ゃかぇょっっくっ くぇ っいうちう. ¨ぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう こけいうちうう しぇ いぇ 
せつうすっか こけ きぇすっきぇすうおぇ,  すったくうつっしおう しっおさっすぇさう, うくあっくっさう, しなさゃなさくぇ こけょょさなあおぇ う きぇてうくくう 
せきっくうは. ′ぇえ-きくけゅけ – 20, しぇ けぉはゃっくうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ  いぇ けぉとう さぇぉけすくうちう. 〈なさしはす 
しっ しなとけ 11 すなおぇつおう, 8 さぇぉけすくうちう いぇ しせてっくっ くぇ ゃかぇおくぇ う 7 さぇぉけすくうちう いぇ しゅかけぉはゃぇくっ くぇ 
ょっすぇえかう. ╁ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ うきぇ しなとけ しゃけぉけょくう こけいうちうう いぇ てうゃぇつう, ゅけすゃぇつう, こさけょぇゃぇつう, 
さぇぉけすくうちう ゃ きぇてうくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ′はきぇ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ いぇ しこっちうぇかうしすう し 
たせきぇくうすぇさくう う こっょぇゅけゅうつっしおう こさけそうかう.

¨しけ ちあくさあく くあ いちあおあてあ, にそちあてあ, ちあいそてあてあ け といかきおかせけみてあ

〈けえ っ しなとうくしおう ╊なゃ. ¨す けくっいう, おけうすけ くはきぇ ょぇ 
しぉなさおぇて. ′っ しぇきけ いぇさぇょう すゃけさつっしおぇすぇ くっぉさっあ

くぇ ぉさぇょぇ, おけはすけ きせ う けすうゃぇ, くけ う いぇさぇょう けしけぉっくうは 
ぉかはしなお, おけえすけ ういゃうさぇ けす けつうすっ きせ. ╇ いぇさぇょう けくっいう 
さぇいこけいくぇゃぇっきう う くっこけょさぇあぇっきう しすさなゃ う しすさぇしす, し 
おけうすけ ゅけゃけさう いぇ さぇぉけすぇすぇ う くっとぇすぇ, おけうすけ けぉうつぇ. 
〈うこうつくけ いぇ ╊なゃ, たぇさっしゃぇ けくぇいう くっゃっさけはすくけ おさぇしう
ゃぇ おかぇしうおぇ ゃ きせいうおぇすぇ, おけはすけ とっ たぇさっしゃぇす う ゃくせちう
すっ きせ. ‶さけしすけ, いぇとけすけ ╊なゃなす けぉうつぇ あうゃけすぇ う さぇい
こけいくぇゃぇ しすけえくけしすくうすっ  くっとぇ. 
′っすうこうつくけすけ ╊なゃしおけ ゃ くっゅけ っ しおさけきくけしすすぇ. ╇ かうこ

しぇすぇ くぇ しすさっきっあ おなき こぇさうすっ. 〈ゃなさょう, つっ すっ くうおけ
ゅぇ くっ しぇ ゅけ ゃなかくせゃぇかう. [ぇぉけすう きくけゅけ. ╇ ゃはさゃぇ, つっ 
つけゃっお くうおけゅぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ ういすなおゃぇ. ╃けしすけえくぇすぇ 
こけいうちうは っ すぇいう - ょぇ けしすぇゃうて ょさせゅうすっ ょぇ いぇぉっかっあぇす  
う けちっくはす すけゃぇ, おけっすけ ゃなさてうて. 
¨す こけいうちうはすぇ くぇ ょうさっおすけさしおうは しう こけしす すゃなさょう, つっ 

さぇぉけすぇすぇ すせお ゃうくぇゅう っ きくけゅけ,  くけ うしすうくしおけ こさっょうい
ゃうおぇすっかしすゃけ っ  ょぇ  は しゃなさてうて.  
╉ぇすけ すうこうつっく ╊なゃ くっ かっすう ゃ けぉかぇちうすっ. ╁はさゃぇ ゃ 

しっぉっ しう う ゃ すけゃぇ, つっ あうゃけすなす っ けぉさぇすうき. ╆ぇすけゃぇ ゃう
くぇゅう しう  こけしすぇゃは こけしすうあうきう ちっかう. ╇ きっつすう. 〈ゃなさ
ょう, つっ しぇきけ すぇおぇ  きけあって くぇうしすうくぇ ょぇ しう とぇしすかうゃ, 
いぇとけすけ あうゃけすなす とっ すう こさっょけしすぇゃう ゃないきけあくけしす ょぇ 
けこうすぇて う ょぇ しぉなょくって きっつすうすっ しう. 

〈っいうすっ しぇ くぇ っょうく けす くぇえ-たぇさういきぇすうつくうすっ ょうさっお
すけさう くぇ いぇゃけょう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ – くぇ ╆ぇゃけょ 5 - うくあ. 
‶っすなさ  】うさはくけゃ. ╁っつっ 4 ゅけょうくう すけえ けすゅけゃぇさは いぇ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ, おけえすけ っ っょくぇ けす っきぉかっきうすっ 
くぇ „┿さしっくぇか”. ′っ しぇきけ いぇさぇょう 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, ぇ いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ すけゃぇ っ 
いぇゃけょなす し っょくう けす くぇえ-きくけゅけぉさけえくうすっ ぇさしっくぇかしおう 
ょうくぇしすうう ゃ くっゅけ. 

╁ういうすおぇ: いぇ  こさけすけおけかぇ

59-ゅけょうてっく, あっくっく し ょゃっ  
こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょなとっさう. 
】ぇしすかうゃ ょはょけ くぇ すさうきぇ ゃくせ-
おぇ - ょゃっ きけきつっすぇ う 1 きけきう-
つっ. ╇きぇ くぇしかっょくうお, おけえすけ 
こけゃすぇさは うきっすけ きせ - てっしすけお-
かぇしくうおなす ‶っすなさ. ¨すしおけさけ っ 
くぇきっさうか こさうしすぇく ゃ 》ぇょあう 
╃うきうすさけゃけ, ゃ しっきっえくぇ おなとぇ. 
〈ゃなさょう, つっ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ 
すぇき. ┿ けとっ こけ-ょけぉさっ - こさう 
こつっかうすっ しう. ╇きぇ 50 おけてっさぇ ゃ 
さぇえけくぇ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
‶けおさぇえ こつっかくぇすぇ しう かのぉけゃ 
いぇゃなょうか う さうぉけかけゃくぇ. [う-
ぉぇさ,  おけえすけ くぇこけしかっょなお けぉぇ-
つっ くはきぇ ゃさっきっ いぇ すけゃぇ, すなえ 
おぇすけ っ こけすなくぇか ゃ さぇぉけすぇ. ╁な-
こさっおう すけゃぇ くぇ こつっかぇさしすゃけすけ 
ょなかあう きくけゅけ: くぇえ-きぇかおけすけ 
すけゃぇ, つっ ゃ すさせょくうすっ う ゅかぇょくう 
ぇさしっくぇかしおう ゅけょうくう ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ 90-すっ うきっくくけ こつっ-
かぇさしすゃけすけ う ょゃぇすぇ すけくぇ きっょ 
しこぇしうかう しっきっえしすゃけすけ きせ けす... 
しっさうけいくぇすぇ おさういぇ. ╇ けす くっ-
ういぉっあくぇすぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しう 
すさなゅくっ けす „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすけ-
たけかうお. ¨しすぇゃは さぇぉけすぇすぇ ょぇ 
ゅけゃけさう いぇ くっゅけ. ╁ さぇぉけすくうは 
きせ おぇぉうくっす っ  きぇかおぇ かせょくう-
ちぇ. 〈っかっそけくなす くっ しこうさぇ ょぇ 
いゃなくう, こぇこおうすっ しぇ ょっぉっかう う 
きくけゅけ. 』ぇしけゃくうおなす ゃ おぇぉう-
くっすぇ きせ ゃなさゃう し ょゃぇ つぇしぇ くぇ-
いぇょ. ╆ぇ ょぇ  うきぇ ゃさっきっ. 

 ╁ういうすおぇ: いぇ こさうはすっかう

′っゃっさけはすくけ こさうくちうこっく つけ-
ゃっお, おけえすけ しかっょゃぇ せぉっあょっ-
くうはすぇ しう う くっ  うき  ういくっゃっ-
さはゃぇ. 』っしすっく, こけくはおけゅぇ ょぇ 
ゅかせこけしす. ╁かのぉっく ゃ こけっいうはすぇ 
う さけょくうは おさぇえ. ╋けあっ し つぇ-
しけゃっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ くっゅけ. 
]ぇくすうきっくすぇかっく っ, くけ くっ ゅけ 
こさういくぇゃぇ. ╁ おぇぉうくっすぇ しう 
こぇいう こぇさつっくちっ けす さうきしおぇ 
おさっこけしす けす 11-すう ゃっお, ぉかう-
いけ ょけ さけょくけすけ しっかけ ╋っいっお, 
]ゃうかっくゅさぇょしおけ. ‶けょさっょっく う 
しなとっゃさっきっくくけ ぉけたっき. ]こけ-
しけぉっく ょぇ さぇぉけすう ょけ けすおぇす. 
╄きけちうけくぇかっく, くけ くうおけゅぇ くっ 
ゃいっきぇ さってっくうは っきけちうけくぇか-
くけ. ╆ょさぇゃけ しすなこうか くぇ いっきは-
すぇ. ╁っさっく くぇ っょくぇ こぇさすうは. ╇ 
くぇ っょくぇ おぇせいぇ. 〈させょくけ とっ ゅけ 
ういおせてぇす くけゃうすっ こけかうすうつっ-
しおう  おぇゃなさう. ] けしすさけ さぇいゃう-
すけ しけちうぇかくけ つせゃしすゃけ. ╇ くっ-
こけこさぇゃうき こけ けすくけてっくうっ くぇ 
しこさぇゃっょかうゃけしすすぇ. ╋なかつって-
おけき しっ しこさぇゃは し すさせょくうすっ  
きけきっくすう ゃ あうゃけすぇ う さぇぉけすぇ-
すぇ しう. ′うおけゅぇ くっ ゅけゃけさう いぇ 
こぇさう. ╁うくぇゅう くぇきうさぇ くぇつうく 
ょぇ ゅう ういおぇさゃぇ. ╇ くうおけゅぇ くっ 
しっ こさっょぇゃぇ. ╅うかぇゃ う くっ しっ 
けゅなゃぇ. ]こけさすせゃぇ. ¨ぉうつぇ こけっ-
いうはすぇ. 』っしすけ ちうすうさぇ ╀ぇえさけく 
う くっゅけゃぇすぇ „╄そすぇくぇいうは”. ╆ぇ-
さっあょぇ ぉぇすっさううすっ しう ゃ さぇくつけ-
すけ くぇ はいけゃうさぇ, こさう こつっかうすっ. 

¨すかうつうすっかっく ぉっかっゅ:
ぉさぇょぇすぇ 

‶さけそっしうけくぇかくぇ ゃういうすおぇ: 

„┿さしっくぇか” っ ゃ あうゃけすぇ きせ  
ゃっつっ 38 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ 

おぇすけ くぇしすさけえつうお ゃ ╆ぇゃけょ 2 
こさっい 1973 ゅけょうくぇ, ょけおぇすけ 
せつう いぇょけつくけ ゃ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ [せしっ. ╇いぉうさぇ 
くぇえ-すっあおぇすぇ しこっちうぇかくけしす - 
すったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけしすさけ-
っくっすけ.  
〈ぇき けしすぇゃぇ 3 ゅけょうくう. ‶け-

しかっ しすぇゃぇ きぇえしすけさ くぇ しきはくぇ 
けすくけゃけ ゃ しなとうは いぇゃけょ, おなょっ-
すけ こけょぇさはゃぇ しかっょゃぇとうすっ 10 
ゅけょうくう けす あうゃけすぇ しう. ]かっょ-
ゃぇ さぇぉけすぇ ゃ ╇╋╋ おぇすけ おけく-
しすさせおすけさ くぇ けぉさぇぉけすゃぇとう 
ちっくすさう, こけしかっ しかういぇ ゃ ちった 
くぇ ╆ぇゃけょ 5 - おぇすけ くぇつぇかくうお 
くぇ きけくすぇあぇ くぇ けぉさぇぉけすゃぇ-
とうすっ ちっくすさう. ¨しすぇゃぇ くぇ すぇいう 
さぇぉけすぇ 14 ゅけょうくう. ╆ぇすけゃぇ う 
すけゅぇゃぇてくうすっ きけきつっすぇ, おけうすけ 
さなおけゃけょう, ょくっし しぇ し こけしう-
ゃっかう おけしう. ]かっょゃぇ てっそしおう 
こけしす - くぇつぇかくうお ¨〈╉ くぇ ╆ぇ-
ゃけょ 5. ‶けしかっ こけっきぇ けぉけしけぉっ-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ しなとうは 
いぇゃけょ う けす つっすうさう ゅけょうくう  っ 
ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 5. [ぇぉけすう 
けす 7 しせすさうく ょけ くはおけっ ゃさっきっ 
しかっょ 7 ゃっつっさすぇ. 〈ゃなさょう, つっ 
くぇえ-すさせょくけすけ ゃさっきっ おぇすけ 
ょうさっおすけさ っ こっさうけょなす, おけゅぇ-
すけ っ すさはぉゃぇかけ いぇ しっょきうちぇ ょぇ 
けこすうきういうさぇ しなしすぇゃぇ し 400 
ょせてう. 
„‶け っょくけ ゃさっきっ きうしかった, つっ 

くはきぇ ょぇ ういょなさあぇ. ╄, ういょなさ-
あぇた”, おぇいゃぇ し ょくってくぇ ょぇすぇ 

こけ すけいう こけゃけょ うくあ. ‶っすなさ 
】うさはくけゃ.  

‶っすなさ いぇ ‶っすなさ: 

[けょっく しなき こさっい ぇゃゅせしす. 
╉さなしすっく しなき くぇ ょはょけ しう ‶っ-

すなさ.
╃っすしおぇすぇ きう きっつすぇ ぉってっ 

ょぇ さぇぉけすは し すけちう. ╀ぇとぇ きう, 
おけえすけ ぉってっ かけおけきけすうゃっく きぇ-
てうくうしす, けすしっつっ: ょゃうゅぇすっかう.  
〈ぇおぇ, くはおなょっ きっあょせ ょゃうゅぇすっ-
かうすっ う すけちうすっ, ぇい こけこぇょくぇた ゃ 
おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくう-
おせき, しこっちうぇかくけしす „〈ったくけかけ-
ゅうは くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ”.  
╃けえょけた すせお くぇ 15 ゅけょうくう, 
しぇき, し っょうく おせそぇさ う けしすぇ-
くぇた... ょけ しっゅぇ. 〈せお しさっとくぇた  
う しなこさせゅぇすぇ しう. ╇ こさうはすっかう-
すっ しう. ╇ ゃしうつおう ゃぇあくう たけさぇ 
う くっとぇ ゃ きけは あうゃけす. ‶さけし-
すけ すせお しっ しかせつう あうゃけすなす きう. 
╆ぇすけゃぇ しかっょ おぇいぇさきぇすぇ, おぇすけ 
しっ ゃなさくぇた ゃ さけょくうは ╋っいっお,  
ゃしっ きっ ょなさこぇてっ くぇしぇき. ′ぇ-
こさぇゃうた ゃしうつおけ ゃないきけあくけ う...  
しっ ゃなさくぇた. ╋ぇえ こうた ゃけょぇ う 

′ぇょ 1,3 きうかうけくぇ ぉなかゅぇさしおう こっくしうけくっさう あうゃっはす し きっしっつっく ょけたけょ 
けす 130 かっゃぇ, しすぇくぇ はしくけ こさっい きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ, しかっょ こけさっょう-

ちぇ ういはゃかっくうは くぇ さぇいかうつくう こっくしうけくっさしおう けさゅぇくういぇちうう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ. ╆ぇさぇょう けおぇはくけすけ しう しなしすけはくうっ う くうしおうすっ こっくしうう, ぉなかゅぇさしおうすっ 
こっくしうけくっさう, つさっい しゃけうすっ こさっょしすぇゃうすっかう  ゃ けさゅぇくういぇちううすっ, くぇしすけ-
はゃぇす いぇ しこってくぇ しさっとぇ し こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ う きうくうしすなさぇ くぇ 
そうくぇくしうすっ ]うきっけく ╃はくおけゃ, くぇ おけはすけ ょぇ けぉしなょはす ゃなこさけしぇ いぇ せゃっ-
かうつっくうっ くぇ こっくしううすっ. ┿おけ くっ こけかせつぇす けすゅけゃけさ ょけ 7 けおすけきゃさう, こっく-
しうけくっさしおうすっ けさゅぇくういぇちうう いぇこかぇてうたぇ し くぇちうけくぇかっく こさけすっしす くぇ 14 
けおすけきゃさう. ╉なき すけいう こさけすっしす とっ しっ こさうしなっょうくはす う  こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ こっくしうけくっさおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっょ こさっきうっさぇ う そうくぇくしけゃうは きうくうしすなさ  すったくうすっ こさっょしすぇゃうすっかう 

とっ くぇしすけはゃぇす しなとけ いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ ゃょけゃうておうすっ ょけぉぇゃおう くぇ 40 
こさけちっくすぇ う いぇ こさっういつうしかっくうっ くぇ こっくしううすっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ, おぇおすけ う いぇ けすこぇょぇくっ くぇ すぇゃぇくぇ いぇ 
すはた. ‶っくしうけくっさしおうすっ けさゅぇくういぇちうう こさっょかぇゅぇす けとっ こけすさっぉうすっかしおぇすぇ すぇおしぇ いぇ こさっゅかっょ こさう 
かっおぇさ ょぇ しっ ういつうしかはゃぇ しこさはきけ きうくうきぇかくぇすぇ こっくしうは, ぇ くっ しこさはきけ 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.

13 064 ょせてう  しぇ こっくしうけくっさうすっ くぇょ 65 ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす ゃ ╉ぇいぇくかなお. すっ しぇ 18,7 けす けぉとうは 
ぉさけえ くぇ くぇしっかっくうっすけ. ╃ぇくくうすっ しぇ けす こけしかっょくけすけ こさっぉさけはゃぇくっ う し すはた ╉ぇいぇくかなお しっ くぇ-

さっあょぇ くぇ すさっすけ きはしすけ こけ ぉさけえ くぇ こっくしうけくっさうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ. ‶さっょう くっゅけ しぇ けぉとうくうすっ ¨こぇく 
う ╂せさおけゃけ.

╁ しこっちうぇかくけ ういはゃかっくうっ  こさっい しっょきうちぇすぇ, さぇいこさけしすさぇ-
くっくけ ょけ きっしすくうすっ きっょうう,  ぉなかゅぇさしおけすけ きけすけけぉとっしすゃけ  

おぇすっゅけさうつくけ しっ さぇいゅさぇくうつう けす ゃしはおぇおゃう さぇしうしすおう ういはゃう 
う くぇしぇあょぇくっ くぇ けきさぇいぇ くぇ っすくうつっしおぇ けしくけゃぇ.  ‶けゃけょ いぇ 
ういはゃかっくうっすけ しすぇくぇたぇ しなぉうすうはすぇ ゃ ╉ぇすせくうちぇ う こけしかっょゃぇ-
かうすっ きぇしけゃう こさけすっしすう くぇ きかぇょう たけさぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ╁ 
さぇいこさけしすさぇくっくうは ょけおせきっくす くぇ さけおっさうすっ しっ けしなあょぇ ゃしはおぇ 
そけさきぇ くぇ くぇしうかうっ くぇょ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう, ぉっい けゅかっょ くぇ 
すったくうは っすくうつっしおう こさけういたけょ. [けおっさうすっ すゃなさょけ いぇはゃはゃぇす, 

つっ くっ すけかっさうさぇす  こさけゃけおぇすうゃくうすっ こさけはゃう, ちっかはとう こけょおかぇあょぇくっ くぇ きっあょせっすくうつっしおう おけく-
そかうおす, おぇおすけ う つっ すったくうすっ きうさくう こさけすっしすう しぇ くぇしけつっくう  くっ しさっとせ さけきしおぇすぇ けぉとくけしす, ぇ 
しさっとせ くっぇょっおゃぇすくぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ ゃしうつおう こさぇゃうすっかしすゃぇ けす こけしかっょくうすっ ょゃっ ょっしっすうかっすうは, 
ょけゃっかぇ ょけ すけいう おけくそかうおす. ╁ ういはゃかっくうっすけ けしすさけ しっ おさうすうおせゃぇ ょっきけくういぇちうはすぇ くぇ きけすけさうし-
すうすっ (さけおっさうすっ) し ちっか ういゃかうつぇくっ くぇ こけかうすうつっしおう ょうゃうょっくすう う しっ くぇしすけはゃぇ いぇ ぇさっしす う 
しこさぇゃっょかうゃぇ こさうしなょぇ いぇ ╉うさうか [ぇておけゃ - ちぇさ ╉うさけ.  ╇いはゃかっくうっすけ くぇ さけおっさうすっ  っ う こさけすっしす 
しさっとせ ぉっいょっえしすゃうっすけ くぇ ゃかぇしすすぇ, しさっとせ ょゃけえくうは しすぇくょぇさす う すけかっさうさぇくっすけ くぇ こさっしすなこくけし-
すすぇ しさっょ さけきしおけすけ きぇかちうくしすゃけ.

[ぇえけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ - ╉ぇいぇくかなお っ けぉさぇいせゃぇかぇ ょけしなょっぉ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ しさっとせ くっういゃっしすっく ういゃなさてうすっか こけ しうゅ-

くぇか くぇ ゅさぇあょぇくう いぇ ういゃなさてっくう ょけおせきっくすくう こさっしすなこかっくうは ゃ 
„]こっちうぇかういうさぇくぇ ぉけかくうちぇ いぇ ょけかっおせゃぇくっ う こさけょなかあうすっかくけ 
かっつっくうっ くぇ こくっゃきけ-そすういうぇすさうつくう いぇぉけかはゃぇくうは う さったぇぉうかう-
すぇちうは – [ぇょせくちう” ╄¨¨╃ , けす  せこさぇゃうすっかは くぇ ょさせあっしすゃけすけ ょ-さ 
╋ぇさゅぇさうすぇ ╈けくおけゃぇ.
]うゅくぇかなす, ゃ おけえすけ しっ しけつぇす ょぇくくう いぇ こさけはゃう くぇ おけさせこちうは 

こさう せしゃけはゃぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ さっきけくす くぇ ぉけかくうつくけすけ いぇゃっ-
ょっくうっ, おけえすけ くっ っ ういゃなさてっく, っ ういこさぇすっく ょけ ¨ぉかぇしすくぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し ゃた. 
わ94-00-1139/12.07.2011 ゅ. ╁ くっゅけ しっ ういかぇゅぇす すゃなさょっくうは いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ くっさっゅかぇきっくすう-
さぇくう う くっいぇおけくくう ょっえしすゃうは こけ けすくけてっくうっ くぇ うきせとっしすゃけ, しけぉしすゃっくけしす くぇ ぉけかくうちぇすぇ, こさう 
くっゅけゃけすけ けすょぇゃぇくっ, おぇおすけ う しなぉうさぇくっ くぇ しせきう けす くぇっきぇすっかう くぇ あうかうとぇ いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ 
こさけちっょせさぇ いぇ すはたくぇすぇ こさけょぇあぉぇ くぇ  くぇっきぇすっかうすっ うき けす ょ-さ ╈けくおけゃぇ ゃ おぇつっしすゃけすけ え くぇ せこ-
さぇゃうすっか う こさっょしすぇゃかはゃぇと ょさせあっしすゃけすけ. 
╆ぇ こけしけつっくうすっ くぇさせてっくうは う こさけはゃう くぇ おけさせこちうは ゅさぇあょぇくうすっ しっいうさぇす う ╋うくうしすっさしすゃけすけ 

くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. ╇いゃなさてっくぇすぇ こさけゃっさおぇ けす [っゅうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃくぇ うくしこっおちうは ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ くっ こけすゃなさあょぇゃぇ ういかけあっくうすっ ゃ しうゅくぇかぇ すゃなさょっくうは いぇ くっいぇおけくくう ょっえしすゃうは う いかけせこけ-
すさっぉぇ しなし しかせあっぉくけ こけかけあっくうっ.
╂さぇあょぇくうすっ しぇ しっいうさぇかう う [ぇえけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ - ╉ぇいぇくかなお, ‶けかうちっえしおう せつぇしすなお - ╋なゅ-

かうあ う [‶〉- ╉ぇいぇくかなお, くけ くっ しぇ こけかせつうかう けすゅけゃけさ くぇ こけょぇょっくうすっ あぇかぉう. ]うゅくぇかなす っ さぇい-
ゅかっょぇく くぇ こさけゃっょっくけすけ くぇ 14.07.2011 ゅ. さっょけゃくけ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉかぇしすくうは けぉとっしすゃっく しなゃっす 
いぇ こさけすうゃけょっえしすゃうっ  くぇ おけさせこちうはすぇ し こさっょしっょぇすっか け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. 
‶け さってっくうっ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ¨¨]‶╉ しうゅくぇかなす っ ういこさぇすっく いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ こさけゃっさおぇ ょけ 
[ぇえけくくぇ こさけおせさぇすせさぇ ╉ぇいぇくかなお.

╋っくのすけ ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇ-
ょうくう, はしかう う ょけきけゃっ 

ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす っ 
いょさぇゃけしかけゃくけ. 〈ぇおぇゃぇ っ おけく-
しすぇすぇちうはすぇ くぇ しかせあうすっかう-
すっ けす [っゅうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃくぇ 
うくしこっおちうは, しかっょ すっきぇすうつくぇ 
こさけゃっさおぇ ゃ ょっすしおうすっ いぇゃっょっ-
くうは ゃ けぉかぇしすすぇ.
]かっょ ゃかういぇくっ ゃ しうかぇ くぇ 

くけゃうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ ╋う-
くうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっけ-
こぇいゃぇくっすけ いぇ いょさぇゃけしかけゃくけ 
たさぇくっくっ けす ╇くしこっおちうはすぇ しぇ 
くぇこさぇゃうかう 35 こさけゃっさおう ゃ 
ょっすしおう いぇゃっょっくうは. ¨す すはた: ゃ 
ちっかけょくっゃくう ょっすしおう ゅさぇょうくう 
- 20, ゃ けぉっょうくっくう ょっすしおう いぇ-

けす 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ. ′っ しなき 
しせっゃっさっく. ′け ゃはさゃぇき, つっ あう-
ゃけすなす っ けぉさぇすうき. 

‶っすなさ いぇ ぉさぇょぇすぇ: 

〈は っ し きっく けす 1983 ゅけょうくぇ 
う っ さっいせかすぇす くぇ しかせつぇえくぇ 
しかせつおぇ. ╊っおぇさ, ぉうゃて こぇさすう-
いぇくうく, ょけおぇすけ ぉはた ゃ ぉけかくう-
ちぇすぇ, ゃうあょぇえおう こけさぇしくぇかぇすぇ 
きう ぉさぇょぇ, きう おぇいぇ: ‶っすなさつけ, 
うかう は  いぇしっつう, うかう は けぉさなしくう! 
′ぇこさぇゃうた こなさゃけすけ, きぇおぇさ つっ 
ゃ けくっいう ゅけょうくう ぉさぇょぇすぇ きう 
くけしってっ う ょけしすぇ くっこさうはすくけ-
しすう. ╁っょくなあ ょけさう くっ きっ こせし-
くぇたぇ くぇ さぇぉけすぇ し くっは. 〈けゅぇゃぇ 
し てっゅけゃうす せかすうきぇすせき こさっょ 
すなとぇすぇ, おけはすけ さぇぉけすってっ ゃ 
„‶ぇしこけさすくけすけ”, しっ しょけぉうた う 
し ぇおすせぇかくぇ ぉさぇょぇすぇ しくうきおぇ ゃ 
いっかっくうは しう こぇしこけさす. ╇ すぇおぇ 
„せいぇおけくうた” ぉさぇょぇすぇ しう.

╆ぇ こぇさうすっ: 

‶けょ ょけしすけえくしすゃけすけ きう っ ょぇ 
ゅけゃけさは いぇ すはた. ╁ぇあくう しぇ, さぇい-
ぉうさぇ しっ,  くけ ょけ っょうく きけきっくす 
つけゃっお さぇぉけすう いぇ こぇさう. ¨しけ-
ぉっくけ, ぇおけ うきぇて ょうくぇきうつくぇ 
さぇぉけすぇ, おけはすけ けぉうつぇて. ‶け-
しかっ ゃかういぇて ゃ  こけすけおぇ, くぇっきぇ 
すっ さぇぉけすぇすぇ う… いぇぉさぇゃはて  いぇ 
おけかおけ こぇさう さぇぉけすうて. ╇ さぇぉけ-

すうて... いぇとけすけ さぇぉけすぇすぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ しゃなさてう. 
 
╆ぇ こけっいうはすぇ: 

¨ぉうつぇき は. 』ぇおぇ きっ しさっとぇ し 
¨きぇさ 》ぇはす. 

╆ぇ おぇせいぇすぇ, くぇさっつっくぇ 
„ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡”
  
╆ぇとけすけ くっ けぉうつぇき ょぇ  こさぇ-

ゃは おけきこさけきうしう しなし しなゃっしすすぇ 
しう. ╇ いぇとけすけ ゃはさゃぇき, つっ ╉ぇ-
いぇくかなお きけあっ ょぇ っ こけ-さぇいかう-
つっく ゅさぇょ. ╃ぇ っ つうしす, ょぇ くはきぇ 
ょせこおう こけ せかうちうすっ. ╇ いぇとけすけ, 
いぇ ょぇ しっ しかせつう すけゃぇ, っ くせあくけ 
きくけゅけ ょぇ しっ さぇぉけすう.  

╆ぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす 
ゃ あうゃけすぇ: 

╁くせちうすっ きう. ′っゃっさけはすくう しぇ. 
╇ すっ きっ さぇょゃぇす くぇえ-きくけゅけ. 
                                                              

╃っかはくぇ  ╀けぉっゃぇ

‶っすなさ こさう こつっかうすっ

╃はょけ, ぉぇぉぇ う ゃくせちう

‶さけゃぇかう しっ しさっとぇすぇ くぇ おぇくょうょぇすぇ いぇ こさっいうょっくす くぇ [╆] ゃ 
╉ぇいぇくかなお ┿すぇくぇし ]っきけゃ. ╆ぇっょくけ し くっゅけ ぉっ う かうょっさなす くぇ 

こぇさすうはすぇ ぅくっ ぅくっゃ. ╁ せさっつっくうは つぇし いぇ しさっとぇ  あっかぇっとう ょぇ 
こさうしなしすゃぇす かうこしゃぇたぇ, おけっすけ くぇおぇさぇ こけかうすうちうすっ ぉなさいけ ょぇ しう 
すさなゅくぇす  けす ╉ぇいぇくかなお. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ けおすけきゃさう 15 こなすう しっ せゃっかうつうたぇ ちっくうすっ くぇ ぉっいこかぇすくうすっ すけさぉうつおう. ¨す 
1 しすけすうくおぇ, すっ ゃっつっ しすさせゃぇす 15 しすけすうくおう ゃ すなさゅけゃしおぇすぇ きさっあぇ. 『っかすぇ っ ╀なかゅぇさうは ょぇ 

こさっしすぇくっ ょぇ こけかいゃぇ きぇしけゃけ  すけさぉうつおうすっ, こけさぇょう しっさうけいくけすけ いぇきなさしはゃぇくっ くぇ けおけかくぇすぇ しさっ-
ょぇ う しゃっすけゃくぇすぇ っおけこけかうすうおぇ. ╀なかゅぇさしおう っおしこっさすう しぇ ういつうしかうかう, つっ きうかうぇさょ う こけかけゃうくぇ 
くぇえかけくけゃう すけさぉうつおう しっ ういこけかいゃぇす ゅけょうてくけ しぇきけ ゃ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ.

ゃっょっくうは - 11, ゃ しっょきうつくう ょっすしおう ゅさぇょうくう - 3 う 1 - ゃ ょけき いぇ 
ょっちぇ, かうてっくう けす さけょうすっかしおう ゅさうあう.
╃ぇくくうすっ けす こさけゃっさおうすっ こけおぇいゃぇす, つっ ゃ 28 けす  こさけゃっさっくうすっ 

ょっすしおう ゅさぇょうくう う はしかう ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ  うきぇ けしうゅせさっくぇ ょけ-
こなかくうすっかくぇ しせすさってくぇ いぇおせしおぇ けす こさっしっく こかけょ. ╁ きっくのすぇすぇ 
くぇ ゃしうつおう こさけゃっさっくう ょっすしおう いぇゃっょっくうは くっ しぇ けすおさうすう くぇさせ-
てっくうは くぇ ういうしおゃぇくっすけ いぇ さぇいくけけぉさぇいうっ くぇ こさっょかぇゅぇくうすっ はし-
すうは, おぇすけ っあっょくっゃくけ しっ ゃおかのつゃぇす こさけょせおすう けす ゃしうつおう ゅさせこう 
たさぇくう.
╁ 34 ょっすしおう いぇゃっょっくうは っ けしうゅせさっくけ こさっょかぇゅぇくっすけ くぇ こさっ-

こけさなつうすっかくけすけ おけかうつっしすゃけ こかけょけゃっ う いっかっくつせちう , ぇ しぇきけ ゃ 1 
ゅさぇょうくぇ すっ しぇ ゃ こけ-きぇかおう おけかうつっしすゃぇ.
╁なゃ ゃしうつおう こさけゃっさっくう ゅさぇょうくう きかはくけすけ きっしけ けすゅけゃぇさは くぇ 

くっけぉたけょうきうは しなしすぇゃ けす きうくうきぇかくけ すっかっておけ おなき しゃうくしおけ 
きっしけ 60/40, くけ ゃしっ けとっ くっ っ こさっょしすぇゃっくぇ ょけおせきっくすぇちうは けす 
そうさきうすっ-ょけしすぇゃつうちう いぇ こさけちっくすっく しなしすぇゃ くぇ きぇいくうくう う しけか.
′っ っ せしすぇくけゃっくけ くはおけは けす ゅさぇょうくうすっ ょぇ ういこけかいゃぇ おけかぉぇしう 

ゃ けしくけゃくうすっ はしすうは.
╁ きっくのすけ くぇ ゃしうつおう こさけゃっさっくう ょっすしおう いぇゃっょっくうは うきぇ さうぉぇ, 

おぇすけ けしくけゃくけ はしすうっ, っょうく こなす しっょきうつくけ.
╁ しなけすゃっすしすゃうっ し ういうしおゃぇくうはすぇ しぇ う こさっょかぇゅぇくうすっ くぇこうすおう.

98 こかぇくうくぇさう けす 〈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”- ╉ぇいぇくかなお しっ いぇゃなさくぇたぇ けす くぇえ-ゅけかはきけすけ しう こなすってっしすゃうっ 
いぇ ゅけょうくぇすぇ – „]っゃっさくぇ ╀なかゅぇさうは 2011”. ╆ぇ ╉かせぉぇ こけ けさうっく-
すうさぇくっ すけゃぇ っ 11-すぇすぇ こけさっょ っおしこっょうちうは, せすけつくう こさっょしっょぇ-
すっかはす きせ 》さうしすけ ┿くゅっかけゃ. ╆ぇこぇかっくうすっ こかぇくうくぇさう しぇ けしなとっしす-
ゃうかう う っょくぇ けす ゅけかっきうすっ しう ちっかう - ういおぇつゃぇくっすけ くぇ こかぇくうくぇすぇ 
]すなさゅぇつ. 〈ぇおぇ けこうすくうすっ ぇかこうくうしすう ゃっつっ きけゅぇす ょぇ しっ こけたゃぇかはす 
し こけおけさはゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう こかぇくうくう ゃ ╀なかゅぇさうは. 

] くっしすうくぇさしおう すぇくち とっ 
けきぇえゃぇ  しゃっすぇ くぇえ-おさぇ-

しうゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ いぇ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ - おぇいぇくかなつぇくおぇすぇ ╁ぇくは 
‶っくっゃぇ. ╋っしすくぇすぇ おさぇしぇゃう-
ちぇ こけかせつう くぇえ-こさっしすうあくぇすぇ 
すうすかぇ いぇ おさぇしけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
- ╋うし ╀なかゅぇさうは, くぇ ちっさっきけ-
くうは こさっい のくう.  ╁ しさっょぇすぇ くぇ 
すけいう きっしっち ゃ ╊けくょけく っ そうくぇ-
かなす くぇ おけくおせさしぇ ╋うし ]ゃはす. 
╆ぇ くっゅけ ╁ぇくは ゃっつっ しっ ゅけすゃう, 
おぇすけ けしゃっく し くっしすうくぇさしおう 
すぇくち, とっ ょっそうかうさぇ くぇ しゃっ-
すけゃくうは こけょうせき こけ おさぇしけすぇ う 
し  せくうおぇかっく ょういぇえくっさしおう  すけ-
ぇかっす, くぇこけょけぉはゃぇと ぉなかゅぇさ-
しおぇ くぇちうけくぇかくぇ くけしうは.

¨す こなさゃけすけ しう こけしっとっくうっ ゃ 
ぅこけくうは しっ いぇゃなさくぇ こさっい しっょ-

きうちぇすぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
ちぇさうちぇ さけいぇ - ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ. ╁ 
]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ 
]うきけくぇ ぉっ いぇっょくけ し ぇくしぇきぉなか „┿さ-
しっくぇか”, おなょっすけ せつぇしすゃぇたぇ ゃ ょっしっすおう 
おけくちっさすう う ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう こさけは-
ゃう, ゃおかのつっくう ゃ さぇきおうすっ くぇ 11-すうすっ 
╃くう くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけくうは. 
‶けょさけぉくけしすう いぇ ょゃせしっょきうつくけすけ 

こさっぉうゃぇくっ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ う おぇいぇくかなておぇすぇ ちぇさうちぇ ゃ ぅこけくうは 
けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ.  ╁っょくぇゅぇ しかっょ おさぇは くぇ こなすせゃぇ-
くっすけ ょけ  ぅこけくうは おぇいぇくかなておぇすぇ ちぇさうちぇ いぇかはゅぇ くぇょ せさけちうすっ, 
すなえ おぇすけ ゃっつっ っ しすせょっくすおぇ こけ こさぇゃけ ゃ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさ-
しうすっす. ‶さっい きぇえ ょけゅけょうくぇ ]うきけくぇ ‶っすおけゃぇ けすくけゃけ とっ こなすせゃぇ 
いぇ ぅこけくうは, いぇ せつぇしすうっ  ゃ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ はこけくしおうは 
ゅさぇょ 《せおせはきぇ. 
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》そうかねか そて たそしそうけせあてあ ちあいそてそおあてかしけ う ╆ひしえあちけみ 
せか たしあせけちあて とうかしけねあうあせか せあ ちあいそてせけてか くあたしあてけ

╁しっ きっ くぇゅさぇあょぇゃぇたぇ: 

こさっい せしきうゃおぇ ゅけゃけさう ょくっし 
いぇ ぇさしっくぇかしおけすけ しう ぉうすうっ 
╀ぇえ ╂っけさゅう. ‶なさゃけ ぉうか  たう
きうつっしおう さぇぉけすくうお ゃ 〈さけすうか
くぇすぇ. ‶けつくぇかう し ういゃぇあょぇくっ
すけ くぇ すさけすうか けす けしすぇゃっくうすっ 
しかっょ ╁すけさぇすぇ ]ゃっすけゃくぇ くっき
しおう きうくう  〈 – 35, おけうすけ ╀ぇえ 
╂っけさゅう こけいくぇゃぇか けとっ けす 
そさけくすぇ. ╇ あっくぇ きせ さぇぉけすう
かぇ すぇき. ‶けしかっ しっ こさっきっしすうかう 
こけ いょさぇゃけしかけゃくう こさうつうくう ゃ 
‶うさけすったくぇすぇ, しかっょ すけゃぇ – ゃ 
おぇこしせかくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4, おなょっ
すけ ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ しすぇくぇか 
ぉさうゅぇょうさ. „╋くけゅけ しこけおけえ
くけ さぇぉけすったきっ. ′けさきうすっ くっ 
ぉはたぇ くっこけしうかくう. [ぇぉけすぇすぇ ゃ 
すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ ういうしおゃぇ 
しこけおけえしすゃうっ う こけつすう ゃけっくくぇ 
ょうしちうこかうくぇ”, けぉはしくはゃぇ ╀ぇえ 
╂っけさゅう – ういうしおゃぇかけ しっ きくけ
ゅけ, おぇおすけ う しっゅぇ, ょぇ くっ しっ 

ゅけゃけさう,  ょぇ くっ しっ こさぇゃはす 
さっいおう ょゃうあっくうは, ゃくうきぇ
ゃぇ しっ いぇ ゃしうつおけ.
╀ぇえ ╂っけさゅう しう しこけきくは 

いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ し さぇょけしす, 
きぇおぇさ つっ いぇゅせぉうか こさう さぇ
ぉけすぇ っょくけすけ しう けおけ. ]かっょ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ こぇお 
しっ ゃなさくぇか ゃ „┿さしっくぇか”, 
おぇすけ ぉさうゅぇょうさ, けぉせつぇゃぇか 
あっくうすっ, うくしすさせおすうさぇか 
ゅう おぇお ょぇ さぇぉけすはす ゃ すけゃぇ 
しこっちうそうつくけ う けこぇしくけ 
こさけういゃけょしすゃけ, おなょっ
すけ ぇゃぇさううすっ, こけ-きぇかおう 
う こけ-ゅけかっきう, こさけしすけ しっ 
しかせつゃぇす. ╃さぇいくっか しっ, おけ
ゅぇすけ くはおけえ くっ しっ しこさぇ
ゃは し さぇぉけすぇすぇ – うきぇかけ う 
きなさいっかうゃう う くっしさなつくう 
あっくう... う たけさぇ – っゅけうし
すう. ┿ ╀ぇえ ╂っけさゅう しっ こけき
くう おぇすけ つけゃっお, おけえすけ くっ 
おさうっ おぇおゃけ きうしかう, けしけ
ぉっくけ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ 

╀ぇえ ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ っ くぇ 91 ゅけょうくう. 20 
けす すはた ういおぇさぇか ゃ „┿さしっくぇか” – けす ′けゃぇ ゅけ

ょうくぇ くぇ 1950-すぇ ょけ 1970-すぇ, おけゅぇすけ しっ こっく
しうけくうさぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4. „╁しうつおう ゃおなとう しきっ ぇさしっ
くぇかちう”, おぇいゃぇす う ょゃぇきぇすぇ しなし しうくぇ – ╉なくつけ 
╆ぇたぇさうっゃ, おけえすけ こなお うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう ゃっつっ 
45 ゅけょうくう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ, おな
ょっすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう. ╇ しなこさせゅぇすぇ くぇ 
╀ぇえ ╂っけさゅう, 『けくおぇ, う すは っ さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さ
しっくぇか”. ‶さっょこけかぇゅぇき ゃしうつおけ すけゃぇ, けとっ おぇすけ 
くぇせつぇゃぇき, つっ ょけきなす くぇ ╀ぇえ ╂っけさゅう っ ゃ こなさ
ゃうは あうかうとっく ぉかけお, こけしすさけっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ぇさしっくぇかしおうはす ぉかけお ょけ ゅぇさぇすぇ. ′け うしおさっくけ しっ 
せつせょゃぇき, とけき ょけきぇおうくうすっ きう おぇいゃぇす, つっ くぇえ-
くぇこさっょ ╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ ′うおけかけゃ っ あうゃはか... 
ゃ しぇきうは „┿さしっくぇか”. ╉けゅぇすけ ょけてなか けす ]ぇたさぇ
くっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ こさっこけさなおぇ くぇ ょゃぇきぇ こさう
はすっかう, いぇとけすけ: „╉ぇおゃけ ょぇ こさぇゃうき ゃ ╃╇‶-ぇ, 
ゃ „┿さしっくぇか” うきぇ さぇぉけすぇ う こかぇとぇす こけゃっつっ”, 
30-ゅけょうてくうはす すけゅぇゃぇ ╂っけさゅう こなさゃけ あうゃっっ ゃ 
あうかうとっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ – 
いぇっょくけ しなし しっきっえしすゃけすけ しう... 〈っあおうはす あうゃけす 
くぇ しっかけ し けとっ 11 ぉさぇすは う しっしすさう ゅけ ょけゃっか ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ きくけいうくぇ ょさせゅう, いぇとけすけ いぇ
こかぇとぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか” ょぇゃぇかけ ゃないきけあくけしす 
ょぇ しっ あうゃっっ こけ-ょけぉさっ.

いぇ さぇぉけすぇすぇ. „╇しおぇたぇ ょぇ 
きっ こさぇゃはす こぇさすうっち, いぇとけ
すけ, おなょっすけ う ょぇ きっ こさぇすはす 
ゃ いぇゃけょぇ, ゃしっ しっ しこさぇゃはた, 
ぇきぇ うき けすおぇいぇた.”, さぇいおぇい
ゃぇ ゃっすっさぇくなす けす ╆ぇゃけょ 4.  
„】っ きっ ういゅけくうすっ, とけすけ ゃう
くぇゅう ゃうあょぇき おさうゃうちうすっ”, 
けぉはしくうか ╀ぇえ ╂っけさゅう けすおぇ
いぇ しう ょぇ ゃかっいっ ゃ ╀╉‶, くけ 
う ょくっし っ せぉっょっく: ”┿い しなき 
ぉっいこぇさすうっく おけきせくうしす, こけ-
ゅけかはき けす ょくってくうすっ”. ]かせつ
ゃぇかけ しっ ょぇ しっ おぇさぇ う しこけ
さう し ゃしはおぇおゃう くぇつぇかくうちう 
– けす きぇえしすけさうすっ ょけ うくあっ
くっさうすっ – いぇとけすけ さぇぉけすぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃなさゃう. ‶けしかっ ゅけ 
くぇゅさぇょうかう しなし いゃっいょぇ いぇ 
ょなかゅけゅけょうてっく たうきうつっしおう 
さぇぉけすくうお.

′っ しなき ゃはさゃぇか, つっ とっ 
ょけあうゃっは ょけ 91 ゅけょうくう, 

きうしかった, くぇえ-きくけゅけ ょけ 
60..., つせょう しっ ╂っけさゅう ╆ぇたぇ
さうっゃ, おけえすけ, きぇおぇさ つっ し おけ
かっゅうすっ  ぇさしっくぇかちう こさぇゃっかう 
っょくけ ゃさっきっ きくけゅけ ぉぇくおっすう 
う っおしおせさいうう, くうおけゅぇ くっ っ 
こせてうか う くっ っ こうか ぇかおけたけか. 
]うゅせさくけ いぇすけゃぇ ょくっし ゃしっおう 
ょっく ういおぇつゃぇ ぉっい こさけぉかっき 
つっすうさうすっ っすぇあぇ くぇ ぉかけおぇ, 
しぇきけ し きぇかおう こけつうゃおう くぇ 
こかけとぇょおうすっ う – „ょけぉさっ, 
つっ しぇ こっさうかぇすぇ”... ╀ぇえ ╂っ
けさゅう ういかういぇ ゃしっおう ょっく, 
いぇとけすけ くっ きせ しっ しおせつぇっ. 
¨とっ おぇすけ ゅけ こっくしうけくうさぇ
かう, こさけょなかあうか ょぇ さぇぉけすう う 
„くぇゃなさすはか” ちっかう 30 ゅけょうくう 
しかっょ 1970-すぇ おぇすけ けゅくはさ ゃ 
ょっすしおう はしかう う ゅさぇょうくう, ゃ 
しなょぇ, つっ う ゃ きせいっえ „╇しおさぇ”. 
╃くっし, おぇすけ ゃっつっ くっ さぇぉけ
すう, しう くぇきうさぇ いぇくうきぇくうは ゃ 
‶っくしうけくっさしおうは おかせぉ. „╀うは 
ゅう くぇ おぇさすう ゃしうつおう, くうとけ 
つっ しなき くぇ すけかおけゃぇ ゅけょうくう”, 

しきっっ しっ すけえ くぇ ょせきうすっ くぇ 
こけ-きかぇょうすっ ゃ おかせぉぇ, おけう
すけ しっ つせょはす くぇ いょさぇゃうは きせ 

さぇいしなょなお. ╃ぇあっ きせ こさぇゃう
かう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ うくすっさ
ゃの けす すっかっゃういうはすぇ – こうすぇ
かう ゅけ: „╉ぇおゃぇ っ すぇえくぇすぇ くぇ 
ょなかゅけかっすうっすけ?”. 
4-きぇ ゃくせちう う 4-きぇ こさぇ

ゃくせちう うきぇ ╀ぇえ ╂っけさゅう ╆ぇ
たぇさうっゃ. „〈さっこっさはす おけしなき 
ょぇ くっ こぇょくっ けす ゅかぇゃぇすぇ きせ”, 
しこけょっかは しうくなす ╉なくつけ おさぇえ 
ぉのそっすぇ し くぇさっょっくう しくうき
おう くぇ こけおけかっくうっすけ. ‶ぇお 
くぇ ぉのそっすぇ, こさうゅけすゃっくけ いぇ 
ういかういぇくっ, しすけう  いぇょなかあう
すっかくけすけ ぉけきぉっ – ╀ぇえ ╂っけさ
ゅう こさけょなかあぇゃぇ こけ ょなかゅうは 
あうすっえしおう こなす – すさせょっく. ′っ 
しっ こかぇてう, いぇとけすけ くぇ ょゃぇ 
こなすう けちっかはか, こなさゃけ - ゃ おぇ
いぇさきぇすぇ, ゃ ¨たさうょ, こけ ゃさっ
きっ くぇ ちぇさしおぇすぇ けおせこぇちうは 
すぇき, けすおけゅぇすけ けとっ くけしう こけ 
ゅなさぉぇ しう けしおけかおう けす „〈う
すけゃうすっ しぇきけかっすう”, こけしかっ – 
しかっょ いぇゅせぉぇすぇ くぇ けおけすけ しう 
こさう うくちうょっくすぇ. ╀ぇえ ╂っけさゅう 

こさけょなかあぇゃぇ し せしきうゃおぇ. ╇ し 
„┿さしっくぇか” ゃ しなさちっすけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

]こけさっょ 41 こさけちっくすぇ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ ょけこうすゃぇくっすけ, 
ょけゅけゃぇさはくっすけ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけゃっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しすぇゃぇ くぇ くうゃけ こさっょこさうはすうっ, おけっすけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく 
こけすゃなさあょぇゃぇ うしおぇくっすけ くぇ おぇきぇさぇすぇ きうくうしすなさなす くぇ 
すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ ょぇ くっ くぇかぇゅぇ こけ ぇょきう-
くうしすさぇすうゃっく こなす しすけえくけしす くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけ-
ゃっ いぇ ょっえくけしすう, ゃ おけうすけ くはきぇ こけしすうゅくぇすう しこけさぇいせ-
きっくうは.
╄ょくぇ つっすゃなさす けす ぇくおっすうさぇくうすっ しきはすぇす, つっ おぇすけ けし-

くけゃっく ういきっさうすっか こさう せゃっかうつぇゃぇくっすけ くぇ いぇこかぇすうすっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ しきはすぇ 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. 
╁しっおう こっすう さぇぉけすけょぇすっか こさうっきぇ おぇすけ ゃけょっとう そぇお-
すけさうすっ うくそかぇちうは, おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしす う さぇいたけょう 
いぇ すさせょ.

〈┿
╇いこけかいゃぇくう しぇ  うくそけさきぇちうう くぇ ╃ぇさうお くのい う ╀〈┿

¨とっ いぇ すさせょぇ う いぇ-
こかぇすうすっ: 

╉なょっ しきっ くうっ?                 

* ╀っいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい っ ょけしすうゅくぇかぇ 9,5 こさけちっくすぇ 
こさっい ぇゃゅせしす しこさはきけ 9,6 くぇ しすけ こさっい 
しなとうは きっしっち くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
ぇ ╀なかゅぇさうは っ しさっょ しすさぇくうすっ し くぇえ-
ゅけかはきけ こけゃうてっくうっ くぇ ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ, くぇ ぉぇいぇ ゅけょうてくぇ けしくけゃぇ けす 
10,2 ょけ 11,7 くぇ しすけ, こけおぇいゃぇす しっ-
いけくくけ おけさうゅうさぇくうすっ ょぇくくう くぇ ╄ゃ-
さけしすぇす, こけきっしすっくう ゃ しぇえすぇ くぇ っゃ-
さけこっえしおぇすぇ しすぇすうしすうつっしおぇ しかせあぉぇ 
こさっい しっこすっきゃさう.

* ╁ っゃさけいけくぇすぇ こけおぇいぇすっかはす っ 
ょけしすうゅくぇか 10 こさけちっくすぇ きうくぇかうは 
きっしっち しこさはきけ 10,2 くぇ しすけ こさっい ぇゃ-
ゅせしす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ]こさはきけ のかう 
う ゃ ょゃっすっ いけくう くはきぇ こさけきはくぇ ゃ 
さぇゃくうとっすけ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ.

* ′ぇえ-ゅけかはきけ せゃっかうつっくうっ くぇ ゅけ-
ょうてくぇ けしくけゃぇ っ けすつっすっくけ ゃ ╂なさちうは 
(けす 12,1 くぇ しすけ ょけ 16,7 こさけちっく-
すぇ きっあょせ ゃすけさうすっ すさうきっしっつうは くぇ 
2010 う 2011 ゅけょうくぇ), しかっょゃぇくぇ けす 
╀なかゅぇさうは う ╉うこなさ (けす 6,2 ょけ 7,2 
くぇ しすけ).

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╃っしうしかぇゃぇ  くはきぇ 30 ゅけょうくう う 
っ きぇえおぇ くぇ ょゃっ ょっちぇ: くぇ 5-ゅけ-
ょうてくぇ ょなとっさは う 5- きっしっつくけ 
ぉっぉっ. 〈ゃなさょう, つっ し ょけぉぇゃおうすっ 
けす 35 かっゃぇ いぇ ゃしはおけ ょっすっ くうとけ 
くっ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう. ]ぇきけ 
こぇきこっさしうすっ くぇ ぉっぉっすけ え しすさせ-
ゃぇす きっしっつくけ こけゃっつっ.  
╋うさぇ ╄くっゃぇ っ くぇ 31 ゅけょうくう. 

╇きぇ  8-きっしっつくけ ぉっぉっ. ′っ こけ-
かせつぇゃぇ ょっすしおう ょけぉぇゃおう, くうすけ 
ょけさう きうくうきぇかくけすけ きぇえつうく-
しすゃけ. ‶さうつうくぇすぇ: さけょうかぇ っ ゃ 
ょさせゅぇ ょなさあぇゃぇ - ゃ しかせつぇは ╉う-
こなさ, おなょっすけ  っ ぉうかぇ こけつすう ゅけ-
ょうくぇ こさっょう さぇあょぇくっすけ くぇ ょっ-
すっすけ しう. 〈は しっ ゃないきせとぇゃぇてっ  けす 
そぇおすぇ, つっ ょなさあぇゃぇすぇ くっ こかぇ-
とぇ きぇえつうくしすゃけ くぇ ぉなかゅぇさおう, 
さけょうかう ゃ ょさせゅう ょなさあぇゃう う くっ  
さぇぉけすうかう ゃ ╀なかゅぇさうは くぇ すさせ-
ょけゃ ょけゅけゃけさ こさっょう さぇあょぇくっすけ 
くぇ ょっすっすけ しう. ╃けおぇすけ っ ぉうかぇ ゃ 
╉うこなさ, っ こけかいゃぇかぇ すぇきけてくうすっ 
こさうゃうかっゅうう こさう さぇあょぇくっ くぇ 
ょっすっ: こけきけと  けす ょなさあぇゃぇすぇ う 
18- しっょきうつっく けすこせしお こけ きぇえ-
つうくしすゃけ. ╁ ╉うこなさ っ すけかおけゃぇ,  
こけくっあっ こけ こさうくちうこ すぇき あっくう-
すっ くっ さぇぉけすはす. ┿おけ さぇぉけすうて, 
すさはぉゃぇ ょぇ けしすぇゃうて ょっすっすけ しう 
ゃ はしかう, きぇおぇさ しぇきけ くぇ 18 しっょ-
きうちう, おぇいゃぇ ╋うさぇ. ╆ぇすけゃぇ  しっ 
こさうぉうさぇ ゃ さけょうくぇすぇ. 〈せお, けぉぇ-
つっ, ょなさあぇゃぇすぇ  くぇ こさぇおすうおぇ くっ 
こさういくぇゃぇ さけょっくけすけ ぉなかゅぇさつっ 
ゃ ょさせゅぇ ょなさあぇゃぇ いぇ ぉなかゅぇさ-

しおう ゅさぇあょぇくうく し さぇゃくう こさぇゃぇ. 
]っゅぇ ╋うさぇ あうゃっっ くぇ ういょさなあおぇ 
こさう ぉぇとぇ しう う すなさしう さぇぉけすぇ,いぇ 
ょぇ きけあっ ょぇ こけかせつぇゃぇ いぇこかぇすぇ 
う ょぇ ういょなさあぇ ょっすっすけ しう. ] さぇい-
こけさっょぉうすっ しう くう こさうくせあょぇゃぇす 
くぇ こさぇおすうおぇ ょぇ いぇけぉうおけかはきっ 
いぇおけくうすっ, こさういくぇゃぇ ╋うさぇ. 
′ぇ しなとけすけ きくっくうっ っ う 30-ゅけ-

ょうてくぇすぇ ┿くすけくうは ]すっそぇくけゃぇ, 
きぇえおぇ くぇ ょゃっ ょっちぇ -  くぇ 7  う 
くぇ 1 ゅけょうくぇ う 9 きっしっちぇ. ╆ぇさぇ-
ょう こさけょぇあぉぇ くぇ しっきっっく うきけす 
こさっい 2008-きぇ ゅけょうくぇ, けす おけえ-
すけ っ こけかせつうかぇ 300 かっゃぇ, ょけ 
2013 ゅけょうくぇ ┿くすけくうは くはきぇ 
こさぇゃけ  くぇ  こけきけとう いぇ けすけこかっ-
くうっ. ‶けかせつぇゃぇ, けぉぇつっ, ょっすしおう 
ょけぉぇゃおう, くけ くはきぇ こさぇゃけ  ょぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ う ょぇ こけかせつう けぉ-
とうくしおけ あうかうとっ, けすくけゃけ いぇさぇ-
ょう こさけょぇょっくうは うきけす. ╅うゃっっ 
くぇ おゃぇさすうさぇ. „╆ぇ っょくう  きけあっ う 
ゃうくぇゅう うきぇ,  ぇ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
きぇえおう おせこ しぇ ぉぇさうっさうすっ”, おぇ-
すっゅけさうつくぇ っ ┿くすけくうは.  

‶さけすっしすなす くぇ きぇえおうすっ けす ╉ぇ-
いぇくかなお くっ ぉっ せゃぇあっく けす くうすけ 
っょうく こさっょしすぇゃうすっか くぇ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ╁きっしすけ すはた  ぉっ ういこさぇすっく 
けぉとうくしおう しかせあうすっか, し さぇくゅ 
くぇ くぇつぇかくうお けすょっか - ╄ゃっかうくぇ 
╉けしすけゃぇ, けす けすょっか „ ]けちうぇかくう 
ょっえくけしすう, っおけかけゅうは, いっきっょっ-
かうっ う しこけさす”, おけはすけ けぉはしくう くぇ 
きぇえおうすっ おぇおゃけ きけゅぇす ょぇ くぇ-
こさぇゃはす,  いぇ ょぇ ぉなょっ こさうょゃうあっ-
くけ うしおぇくっすけ うき ょけ ゃうしてっしすけ-

はとうすっ  うくしすうすせちうう.  ╋ぇえおうすっ 
けぉっとぇたぇ ょぇ  こさけょなかあぇす ょうし-
おせしううすっ こけきっあょせ しう ゃ ちはかぇ-
すぇ しすさぇくぇ し ちっか っそっおすうゃっく 
そうくぇか くぇ すったくうすっ こさけすっしすくう 
ょっえしすゃうは う うしおぇくうは. 
¨おすけきゃさうえしおうはす こさけすっしす 

くぇ きぇえおうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
つぇしす けす くぇちうけくぇかくうは こさけすっしす, 
くぇ こさぇおすうおぇ っ こさけょなかあっくうっ 
くぇ こさけすっしす し うしおぇくっ いぇ こけ-
ゃうしけおう ょっすしおう ょけぉぇゃおう  けす 
くぇつぇかけすけ くぇ かはすけすけ. 〈けゅぇゃぇ 
し こけきけとすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは 
こけしさっょくうお ゃ ╉ぇいぇくかなお, ╉ぇすは 
╉うかうおつうっゃぇ, きぇえおうすっ けすくっしけ-
たぇ しゃけはすぇ こけょこうしおぇ, くぇぉさぇくぇ 
こさっい のくう, つさっい ′ぇちうけくぇかくけすけ 
しょさせあっくうっ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
こけしさっょくうちう, ょけ くぇちうけくぇかくうは 
けきぉせょしきぇく ╉けくしすぇくすうく ‶っく-
つっゃ, おけえすけ うき けすゅけゃけさうか, つっ  
いぇ しなあぇかっくうっ, くはきぇ いぇおけくけゃけ 
こさぇゃけ くぇ こうすぇくっ ゃ ′ぇさけょくけすけ 
しなぉさぇくうっ う くっ きけあっ ょぇ こさっょ-
こさうっきっ ょっえしすゃうは. ‶うしきけすけ 
しう きぇえおうすっ すけゅぇゃぇ けすくっしかう  う 
ょけ ╉けきうしうはすぇ こけ ょうしおさうきう-
くぇちうは, くけ すは こなお うき こけうしおぇ-
かぇ こなかくけ けおけきこかっおすけゃぇくっ くぇ 
こけょこうしおぇすぇ し かうつくうすっ ょぇく-
くう くぇ ゃしはおぇ きぇえおぇ, おけっすけ くぇ 
こさぇおすうおぇ しこさはかけ こさけちっょせさぇすぇ 
くぇ こさけすっしすくうすっ ょっえしすゃうは.
′ぇょ こけかけゃうくぇすぇ けす ぉのょあっすぇ 

くぇ しけちうぇかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ 
しっ たぇさつう いぇ ょっすしおうすっ こけきけとう, 
けぉはしくう ゃ ょっくは くぇ こさけすっしすぇ くぇ 
きぇえおうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは  きうくうし-
すなさなす  くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ 
こけかうすうおぇ 〈けすぬけ ╋かぇょっくけゃ. ‶け 
ょせきうすっ きせ, けしくけゃくぇ ゅさうあぇ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ とっ ぉなょっ けしうゅせさは-
ゃぇくっすけ くぇ こぇおっす けす こぇさうつくぇ 
こけきけと う せしかせゅう いぇ ゃしうつおう 
ょっちぇ せ くぇし.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

07 けおすけきゃさう - 1883 - ╁ ╃さはくけゃけ っ さけょっく [ぇつけ ]すけはくけゃ - 
ぉなかゅぇさしおう ょさぇきぇすせさゅ う ぉっかっすさうしす. ‶うっしぇすぇ きせ „╋ぇえしすけさう“ 
っ っょくけ けす くぇえ-いくぇつうすっかくうすっ こさけういゃっょっくうは ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ょさぇきぇすせさゅうは, けぉさぇいっち くぇ すゃけさつっしおけ けすくけてっくうっ おなき そけか-
おかけさくけ-ぉうすけゃうすっ すさぇょうちうう; 1849 - ′ぇ 40 ゅけょうくう せきうさぇ ╄ょ-
ゅぇさ ┿かなく ‶け, しないょぇすっか くぇ しなゃさっきっくくうは ょっすっおすうゃしおう さぇいおぇい 
う けしくけゃけこけかけあくうお くぇ しうきゃけかういきぇ ゃ こけっいうはすぇ; 1952 - [けょっく 
っ ╁かぇょうきうさ ‶せすうく; 1982 - ╋のいうおなかなす “╉けすおうすっ” っ こさっょしすぇ-
ゃっく いぇ こなさゃう こなす くぇ ╀さけょせっえ, し おけっすけ いぇこけつゃぇ くっゅけゃうは さっ-
おけさょ けす 7 485 こさっょしすぇゃかっくうは. 3761 こさ. 》さ. - ]こけさっょ のょっえ-
しおうは おぇかっくょぇさ っ しなすゃけさっく しゃっすなす.
08 けおすけきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく いぇ くぇきぇかはゃぇくっ けこぇし-

くけしすうすっ けす しすうたうえくう ぉっょしすゃうは; ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ しすっくけ-
ゅさぇそうは; 1207 -  ‶さっょ しすっくうすっ くぇ ]けかせく っ せぉうす ちぇさ ╉ぇかけはく; 
1967 - 〉ぉうす っ ╄さくっしすけ (』っ) ╂っゃぇさぇ ょっ かぇ ]っさくぇ – かぇすうくけぇ-
きっさうおぇくしおう さっゃけかのちうけくっさ, っょうく けす さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ ╉せ-
ぉうくしおぇすぇ さっゃけかのちうは - 1959.
09 けおすけきゃさう – 1867 - ╁ 2 つぇしぇ しかっょ こけかせくけと ゃ さなちっ-

すっ くぇ しっしすさぇ しう ′ってぇ ゃなゃ ゃうかぇ しさっょ かけいはすぇ おさぇえ ╀せおせさっと 
くぇ 46 ゅけょうくう ういょなたゃぇ ╂っけさゅう ]ぇゃぇ [ぇおけゃしおう – けしくけゃけこけ-
かけあくうお くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ さっゃけかのちうけくくけ ょゃうあっくうっ, こうしぇすっか, 
こせぉかうちうしす, うしすけさうけゅさぇそ う っすくけゅさぇそ; 1201 - [けょっく っ [けぉéさ 
ょぬけ ]けさぉóく – そさっくしおう すっけかけゅ, けしくけゃぇすっか くぇ ╀けゅけしかけゃしおうは 
おけかっあ ゃ ‶ぇさうあ, くけしっと くっゅけゃけすけ うきっ. ¨す 17 ゃっお うきっすけ ]けさ-
ぉけくぇ くけしう しないょぇょっくうはす ゃ ゅさぇょぇ せくうゃっさしうすっす; 1835 - [けょっく 
っ そさっくしおうはす おけきこけいうすけさ ╉ぇきうえ ]っく-]ぇくし, ぇゃすけさ くぇ ういゃっしす-
くぇすぇ けこっさぇ ”]ぇきしけく う ╃ぇかうかぇ”; 1940 - [けょっく っ ╃あけく ╊っくなく 
– つかっく くぇ “╀うえすなかし”, せぉうす こさっい 1980 ゅ.
10 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ ぇさたうゃうしすぇ; ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ こしう-

たうつくけすけ いょさぇゃっ; ]ゃっすけゃっく ょっく こさけすうゃ しきなさすくけすけ くぇおぇいぇ-
くうっ; 1813 - [けょっく っ ╃あせいっこっ ╁っさょう – うすぇかうぇくしおう おけきこけいう-
すけさ, ぇゃすけさ くぇ ぉっいしきなさすくうすっ けこっさう “┿うょぇ”, “〈さぇゃうぇすぇ”, „╀ぇか 
し きぇしおう”, „¨すっかけ”, „[うゅけかっすけ”, „╃けく ╉ぇさかけし”, „]うかぇすぇ くぇ しなょ-
ぉぇすぇ” う ょさ.; 1901 - ¨しくけゃぇく っ ╀なかゅぇさしおうはす かっおぇさしおう しなのい. 
〈ぇおなゃ かっおぇさしおう しなのい いぇ こなさゃう こなす っ しないょぇょっく ゃ ┿くゅかうは; 
1916 - 〉きうさぇ おぇこうすぇく 》さうしすけ ╇ゃぇくけゃ – せつぇしすくうお ゃ 23-すう 
【うこつっくしおう こったけすっく こけかお.
11 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ ╀┿′. 1869 - ╁ ╀さぇうかぇ っ せつさっょっくけ 

╀なかゅぇさしおけすけ おくうあけゃくけ ょさせあっしすゃけ, けす 1911 ゅ. - ╀なかゅぇさしおぇ 
ぇおぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ; 1963 - 〉きうさぇ そさっくしおぇすぇ っしすさぇょくぇ 
こっゃうちぇ ╄ょうす ‶うぇそ. ‶うぇそ けいくぇつぇゃぇ ゃさぇぉつっ; 2004 - ′ぇ 52 ゅ. 
せきうさぇ ぇきっさうおぇくしおうはす ぇおすぬけさ ╉さうしすけそなさ [うえゃし, ういゃっしすっく し 
さけかはすぇ しう くぇ ]せこっさきっく.
12 けおすけきゃさう - ╃っく くぇ けぉとうくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは; 1492 -  

》さうしすけそけさ ╉けかせきぉ けすおさうゃぇ ┿きっさうおぇ. ╃け おさぇは くぇ ょくうすっ しう 
╉けかせきぉ ゃはさゃぇ, つっ っ けしなとっしすゃうか きっつすぇすぇ しう ょぇ けすおさうっ こなす 
おなき ╇くょうは, こなすせゃぇえおう ゃ いぇこぇょくぇ こけしけおぇ; 1933 - ╁ ]けそうは っ 
さけょっくぇ ╀さうゅうすぇ 』けかぇおけゃぇ - ぇゃすけさ う ゃけょっと くぇ “〈っかっゃういうけ-
くっく くっょっかくうお”, “〈っかっゃういうけくっく けぉっおすうゃ” う ょさ. こさっょぇゃぇくうは. 
′けしうすっかおぇ くぇ けさょっく “╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ‶けつうくぇ こさっい 1999 
ゅ.; 1935 - [けょっく っ ╊せつぇくけ ‶ぇゃぇさけすう – うすぇかうぇくしおう すっくけさ, 
╉ぇゃぇかっさ くぇ ╂けかっきうはす おさなしす – うすぇかうぇくしおう ゃうして けさょっく いぇ 
いぇしかせゅう. 〉きうさぇ こさっい 2007 ゅ.; 1930 – ¨すおさうすぇ っ ╉ぇいぇくかなておぇ 
ゅさぇょしおぇ けぉとうくしおぇ ぇこすっおぇ.
13 けおすけきゃさう - 1813 - 〉きうさぇ ]けそさけくうえ ╁さぇつぇくしおう, こけこ 

]すけえおけ ╁かぇょうしかぇゃけゃ - ぉなかゅぇさしおう くぇさけょっく ぉせょうすっか, ょせ-
たけゃくうお う こさなゃ こけしかっょけゃぇすっか くぇ ょっかけすけ くぇ ]ゃ. ‶ぇうしうえ 》う-
かっくょぇさしおう. ╉ぇくけくういうさぇく っ いぇ しゃっすっち けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ こさぇ-
ゃけしかぇゃくぇ ちなさおゃぇ; 1896 - ╁ ]けそうは っ けすおさうすけ ╃なさあぇゃくけすけ 
さうしせゃぇかくけ せつうかうとっ, ょくってくぇすぇ ┿おぇょっきうは いぇ ういけぉさぇいうすっかくけ 
ういおせしすゃけ; 1792 - ′ぇこさぇゃっくぇ っ こなさゃぇすぇ おけこおぇ いぇ しすさけっあぇ くぇ 
ぉなょっとぇすぇ さっいうょっくちうは くぇ こさっいうょっくすうすっ くぇ ]┿】 ╀っかうは ょけき; 
1921 - [けょっく っ ╇ゃ ╋けくすぇく – そさっくしおう ぇおすぬけさ う こっゃっち けす うすぇ-
かうぇくしおう こさけういたけょ – し さけかう ゃなゃ そうかきうすっ “╁ないくぇゅさぇあょっくうっ 
いぇ しすさぇたぇ”, “╂っさけうすっ しぇ せきけさっくう” う ょさ. 〉きうさぇ こさっい 1991 ゅ.; 
1925 -  〉きうさぇ ]すぇくぬけ ╂なさょっゃ – こけぉけさくうお けす おぇいぇくかなておけ.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

* ╋っあょせ ゃすけさうすっ すさうきっしっつうは くぇ 2010 う 2011 ゅけょうくぇ ╄し-
すけくうは っ くぇつっかけ くぇ しすさぇくうすっ し くぇえ-ゅけかはき しこぇょ くぇ こけおぇいぇすっかは 
(けす 17,9 ょけ 12,8 こさけちっくすぇ), しかっょゃぇくぇ けす ╀なかゅぇさうは う ╉うこなさ 
(けす 6,2 ょけ 7,2), ╊ぇすゃうは (けす 19,4 ょけ 16,2) う ╊うすゃぇ (けす 18,2 
ょけ 15,6).

* ′ぇえ-くうしおぇ っ ぉうかぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ ┿ゃしすさうは (3,7 くぇ しすけ), 
》けかぇくょうは (4,4 こさけちっくすぇ) う ╊のおしっきぉせさゅ (4,9 くぇ しすけ), ぇ くぇえ-
ゃうしけおぇ - ゃ ╇しこぇくうは (21,2 くぇ しすけ), ╂なさちうは (16,7 くぇ しすけ こさっい 
ゃすけさけすけ すさうきっしっつうっ) う ╊ぇすゃうは (16,2 くぇ しすけ - しなとけ こさっい ゃすけ-
さけすけ すさうきっしっつうっ. 

[╅′╅〉]ぇぃ[¨【╊ 〈╅‶[¨: ¨』[╅〈╊ 
》《╇╊ぁ╊ 》╅『¨ ′╅ ╉╊を╅【╅ ...

』っさくっゃぇ っ  けぉはしくうかぇ こさっょ おけ
きうしうはすぇ, つっ ょなとっさは え さぇぉけすう ゃ 
„╀う ]う ┿え ╉ぇいぇくかなお 》けかょうくゅ” 
╄¨¨╃, くけ くはきぇ こさっょしすぇゃぇ し 
おぇおゃけ すけつくけ しっ いぇくうきぇゃぇ. [っ
てっくうっすけ くぇ きうくうしすっさしおぇすぇ おけ
きうしうは しすぇくぇ けぉっおす う くぇ しすぇすうは 
ゃ しすけかうつっく っあっょくっゃくうお. 
]こけさっょ ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ, 

けぉぇつっ, „うくそけさきぇちうはすぇ ゃ しすぇ
すうはすぇ っ しうかくけ ういけこぇつっくぇ う くっ
とぇすぇ しぇ こけ-さぇいかうつくう”. ]ぇきぇすぇ 
』っさくっゃぇ すゃなさょう, つっ くっ っ おさうかぇ 

けす くうおけゅけ うくそけさきぇちうはすぇ, 
つっ ょなとっさは え さぇぉけすう ゃ そうさ
きぇ, おけはすけ うきぇ けすくけてっくうは し 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]こけさっょ 
』っさくっゃぇ くっ きけあっ ょぇ しすぇ
ゃぇ ょせきぇ いぇ おけくそかうおす うかう 
おぇおゃけすけ う ょぇ っ せこさぇあくっくけ 
ゃかうはくうっ けす くっえくぇ しすさぇくぇ, 
すなえ おぇすけ くっ すは こけょゅけすゃは 
ょけおせきっくすぇちうはすぇ, ぇ けぉとうく
しおうすっ しこっちうぇかうしすう こけ うく
そさぇしすさせおすせさぇ. 』ぇしす けす すはた 
しぇ くぇ こけょつうくっくうっ くぇ いぇき. 

おきっすうちぇすぇ. 〈けゃぇ っ ょっおかぇさう
さぇくけ ゃ こけょぇょっくぇ けす きっく ょっ
おかぇさぇちうは, いぇはゃう 』っさくっゃぇ. 
]こけさっょ くっは ゃ つか.9 くぇ ╆ぇおけく 

いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ う せしすぇ
くけゃはゃぇくっ くぇ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう はしくけ っ いぇこうしぇくけ ゃ 
おぇおゃう しかせつぇう しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう.
╃けしかけゃくうはす すっおしす くぇ つか.9 

けす ╆ぇおけくぇ いぇ こさっょけすゃさぇ
すはゃぇくっ う せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ 
おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう っ いぇ
こうしぇくけ, つっ: ╊うちっ, いぇっきぇとけ 
こせぉかうつくぇ ょかなあくけしす, くはきぇ 
こさぇゃけ ょぇ しっ さぇいこけさっあょぇ し 
ょなさあぇゃくけ うかう けぉとうくしおけ 
うきせとっしすゃけ, ょぇ さぇいたけょゃぇ ぉの
ょあっすくう うかう ういゃなくぉのょあっす
くう しさっょしすゃぇ, ゃおかのつうすっかくけ 
しさっょしすゃぇ けす そけくょけゃっ, こさう
くぇょかっあぇとう くぇ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい うかう こさっょけしすぇゃっくう けす 
╄ゃさけこっえしおうは しなのい くぇ ぉなか
ゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ, ょぇ ういょぇゃぇ 
せょけしすけゃっさっくうは, さぇいさってっくうは 
うかう かうちっくいうう うかう ょぇ けしな
とっしすゃはゃぇ おけくすさけか こけ すっいう 
ょっえくけしすう ゃ うくすっさっし くぇ のさう
ょうつっしおう かうちぇ し くっしすけこぇくしおぇ 
ちっか, すなさゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ 
うかう おけけこっさぇちうう, ゃ おけうすけ すけ 

うかう しゃなさいぇくう し くっゅけ かうちぇ しぇ 
つかっくけゃっ くぇ けさゅぇく くぇ せこさぇ
ゃかっくうっ うかう おけくすさけか, せこさぇゃう
すっかう, しなょさせあくうちう うかう こさう
すっあぇゃぇす ょはかけゃっ うかう ぇおちうう. 
╁ つか.9, ぇか.2 しっ おぇいゃぇ しなとけ, 
つっ „╊うちっ, いぇっきぇとけ こせぉかうつくぇ 
ょかなあくけしす, くはきぇ こさぇゃけ ょぇ うい
ゃなさてゃぇ ょっえくけしすうすっ こけ ぇか.1 
う ゃ うくすっさっし くぇ のさうょうつっしおう 
かうちぇ し くっしすけこぇくしおぇ ちっか, すなさ
ゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ うかう おけけ
こっさぇちうう, ゃ おけうすけ すけ っ ぉうかけ 
つかっく くぇ けさゅぇく くぇ せこさぇゃかっくうっ 
うかう おけくすさけか, せこさぇゃうすっか, しな
ょさせあくうお うかう っ こさうすっあぇゃぇかけ 
ょはかけゃっ うかう ぇおちうう 12 きっしっちぇ 
こさっょう ょぇすぇすぇ くぇ ういぉうさぇくっすけ 
うかう くぇいくぇつぇゃぇくっすけ きせ うかう 
ょけおぇすけ いぇっきぇ ょかなあくけしすすぇ”.
′うすけ ぇい, くうすけ ょなとっさは きう しぇ 

ゃ すぇおうゃぇ けすくけてっくうは し そうさ
きぇすぇ, いぇはゃう 』っさくっゃぇ.
〈は っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ ゃ ょぇょっ

くうは けす いぇおけくぇ っょくけきっしっつっく 
しさけお とっ けぉあぇかゃぇ さってっくうっすけ 
くぇ おけきうしうはすぇ こさっょ ┿ょきうくう
しすさぇすうゃくうは しなょ ゃ ]けそうは う 
けこさけゃっさゅぇ う すゃなさょっくうはすぇ ゃ 
こせぉかうおぇちううすっ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ゃなさくっ こけかせつっくうすっ けす くっは いぇ
こかぇすう いぇさぇょう せしすぇくけゃっくうは 

おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう. 
′うおなょっ ゃ さってっくうっすけ くぇ おけ

きうしうはすぇ くっ っ いぇこうしぇくけ すけゃぇ, 
ょけぉぇゃう おぇいぇくかなておぇすぇ いぇき. 
おきっすうちぇ.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ ゃ [ってっくうっ

すけ くぇ ╉けきうしうはすぇ しっ おぇいゃぇ, つっ 
„ しかっょ ゃかういぇくっすけ くぇ さってっくう
っすけ ゃ しうかぇ, とっ しっ ういょぇょっ う 
くぇおぇいぇすっかくけ こけしすぇくけゃかっくうっ 
いぇ くぇかぇゅぇくっ くぇ おけくおさっすくぇ 
うきせとっしすゃっくぇ しぇくおちうは. 』かっ
くけゃっすっ くぇ おけきうしうはすぇ いぇ せし
すぇくけゃはゃぇくっ くぇ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう しぇ おぇすっゅけさうつくう, 
つっ ゃ きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ 』っさ
くっゃぇ いぇこけつくっ ょぇ しっ ゃかうはっ けす 
くぇいくぇつっくうっすけ くぇ ょなとっさは しう 
う ょぇ ういゃなさてゃぇ ょっえしすゃうは ゃ 
うくすっさっし くぇ ょさせあっしすゃけすけ, すけ 
ゃないくうおゃぇ くぇさせてっくうっ くぇ いぇ
ぉさぇくぇすぇ くぇ つか.8 こさっょか.1 う 2 
けす ╆‶〉╉╇.
¨す さってっくうっ わ8 くぇ ╉けきうしう

はすぇ いぇ おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ 13 ょくう しかっょ 
おぇすけ ょなとっさはすぇ くぇ いぇき. おきっ
すうちぇすぇ こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, いぇこかぇすぇすぇ え っ 
せゃっかうつっくぇ こけつすう ょゃけえくけ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╂. ╆ぇたぇさうっゃ (こなさゃうはす ゃ ょはしくけ)

′╅〈. [〈╊【¨を╅【╅ ぁ╊『〉╊╇╅ ╇ [《〉‒]¨[【 〉╅ ¨〉【╊『╊』¨?
ん¡îñÖöó

〈っきっくせあおぇ ‶ぇこぇいけゃぇ けすこせてう 
ょせたぇ けす ぉせすうかおぇすぇ
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.

7  2011 .•  I •  14

[╅′╅〉]ぇぃ[¨【╊ 〈╅‶[¨: ¨』[╅〈╊ 
》《╇╊ぁ╊ 》╅『¨ ′╅ ╉╊を╅【╅ 
〈¨〉¨』【ぇ『ぇ【: 〉っ〈╅ ╉╅ 』【╅〉╊ 
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¨せき. 》かてひち ぅけちみせそう:

╋けうそてひて か そいちあてけす

╇かてかちあせけ:
╈かそちえけ ′あにあちけかう,
91-えそおけのかせ あちつかせあしかぬ

╅ちつかせあしつさけてか そえせかいそちぬけ:
おかしせけぬけ う たちあくせけぬけてか

╊つかせせけ おけかてけ:
っき さあちてそなけ け つしあいかこ!

╇ ╆『《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. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 2
╆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

╊つかせ! ╇ちかすか  おあ つか たひにせかす う  すけせあしそえそおけのせけてか つけ たあせてあしそせけ.
30 ねあつあ, 59 すけせとてけ け 27 つかさとせおけ か たちそおひしきけしあ せあこ-おひしえあてあ ぬかしとうさあ う つうかてあ

』【『《╈╅ [╅『【《‒╊〉╅ ╉¨╊【╅!を╊]】╇╅‶【╊ 』╊! - ′╅ ╉╅ 』【╊ 〈]╅╉¨ ̈  』]╅╆¨

 【あこせそ そちひきけか 
╇きっ:
╇かうは ¨ゅくはくけゃ ‶っすっゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ:
„┿さしっくぇか 2000“ ┿╃ ,
╆ぇゃけょ 0/500

╃かなあくけしす:
¨いっかっくはゃぇくっ う
こけつうしすゃぇくっ

╂けょうくう: 19

╆けょうは: ]おけさこうけく

》けぉう: ]こけさす, すぇくちう

『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

╉ぇすけ ゃしはおけ たせぉぇゃけ くっとけ う すけゃぇ かはすけ しう うきぇ おさぇえ. 
]ゃなさてう. ┿ しかっょ くっゅけ くぇしすぇゃぇ ゃさっきっすけ いぇ ょっぉっかうすっ 

ょさったう, ぉかぇあくうすっ はしすうは う こけゃっつおけすけ おうかけゅさぇきう, おけうすけ しぇ 
ゃ しなしすけはくうっ ょぇ ゃぉっしはす ゃしはおぇ せゃぇあぇゃぇとぇ しっぉっ しう あっくぇ. ╁ 
うきっすけ くぇ ゃっつくぇすぇ おさぇしけすぇ ゃう こさっょかぇゅぇきっ こけさっょうちぇすぇ けす 
しなゃっすう いぇ いょさぇゃけしかけゃくけ たさぇくっくっ, ぇくすうちっかせかうすくけ たさぇくっくっ 
うかう こさけしすけ ょけさう いぇ ういこうすぇくう さっちっこすう いぇ ゃすぇかはゃぇくっ. 
》せぉぇゃけすけ くぇ すっいう さっちっこすう っ, つっ くっ しっ くぇかぇゅぇ ょなかゅけ ょぇ 

しっ しこぇいゃぇす う ょぇゃぇす ぉなさい さっいせかすぇす: おぇすけ くぇこさうきっさ, おぇお ょぇ 
しっ けすなさゃっすっ けす 3 おうかけゅさぇきぇ ゃ こけゃっつっ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
ゃぇあくけ いぇ ゃぇし しなぉうすうっ うかう しさっとぇ, くぇ おけはすけ ょなさあうすっ ょぇ しすっ 
くぇえ- ぉかはしおぇゃぇすぇ. 
╇ すなえ おぇすけ しきっ ゃ しっいけくぇ くぇ おぇさすけそうすっ, いぇこけつゃぇきっ し きぇか-

おぇ う っかっゅぇくすくぇ.

╉ぇさすけそうすっ しなょなさあぇす こさっょうきくけ ゃなゅかったうょさぇすう, おけう-
すけ しぇ ゅかぇゃっく ういすけつくうお くぇ っくっさゅうは いぇ けさゅぇくういきぇ. ┿おけ 
しぇ ゃぇさっくう, ゃ 200 ゅさぇきぇ しっ しなょなさあぇす しぇきけ 140 おおぇか. ¨しゃっく 
すけゃぇ, しぇ ぉけゅぇすう くぇ ぉうけかけゅうつくけ ぇおすうゃくう ゃっとっしすゃぇ, おけうすけ 
こけょこけきぇゅぇす けぉきはくぇすぇ くぇ ゃっとっしすゃぇすぇ – そかせけさ, えけょ, しっかっく 
う しうかうちうえ. 

〈なえ おぇすけ ゃ ょうっすぇすぇ しっ しなょなさあぇす おさぇえくけ けゅさぇくうつっくけ おけ-
かうつっしすゃけ ゃうすぇきうくう, っ こさっこけさなつうすっかくけ ょぇ しっ こさうっきぇす こけょ 
そけさきぇすぇ くぇ すぇぉかっすおう. ╃うっすぇすぇ しっ しこぇいゃぇ けす 3 ょけ 5 ょくう, 
おぇすけ しっ しゃぇかはす 2-3 おうかけゅさぇきぇ. 

‶さうきっさくけ きっくの いぇ ゃしうつおう ょくう

╆ぇおせしおぇ: 1 つぇてぇ こさはしくけ きかはおけ
╁すけさぇ いぇおせしおぇ: 1 しせたぇさ
¨ぉはょ: 300 ゅ おぇさすけそっくけ このさっ
]かっょけぉっょくぇ いぇおせしおぇ: 1 しせたぇさ
╁っつっさは: おぇさすけそっくぇ しぇかぇすぇ (250 ゅ おぇさすけそう, 1 しゃぇさっくけ
              はえちっ, しけか, けちっす, けかうけ, つっさっく こうこっさ)

╃うっすぇすぇ っ くぇ ╀うかはくぇ ╀けあうかけゃぇ

〉ゃぇあぇっきう くぇてう つうすぇすっかう う つうすぇすっかおう, けつぇおゃぇきっ う ゃぇてう-
すっ こさっょかけあっくうは いぇ ょうっすう, こさう すけゃぇ し ょけおぇいぇく さっいせかすぇす. 
′はきぇ ょぇ ゃないさぇいうき ょけさう, ぇおけ くぇゅさぇょうすっ かのぉけこうすしすゃけすけ くう 
う しなし しくうきおう: こさっょう う しかっょ ょうっすうすっ.  

ごÑó ó çó¢
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╋せいっえ- ゅぇかっさうは- ╉ぇいぇくかなお

‶けしすけはくくう のぉうかっえくう っおしこけいうちうう:
くせきういきぇすうおぇ, くぇおうすう, うくすっさっしくう ぇさすっそぇおすう

7-きう けおすけきゃさう

╃くっゃっく ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは - すなさあっしすゃけ こけ こけゃけょ 3-は さけあょっく ょっく くぇ ちっくすなさぇ. 
‶さけゅさぇきぇすぇ ゃおかのつゃぇ: ょっきけくしすさぇちうは くぇ „[うすなき すっさぇこうは” う ぉぇいぇさ けす こさけういゃっょっくうは, ういさぇぉけ-
すっくう けす ょっちぇすぇ ゃ ぇさす-すっさぇこっゃすうつくうすっ いぇくうきぇくうは. 

8-きう けおすけきゃさう /しなぉけすぇ/ 

* 11:00 つ.
„』っすうさう こさうおぇいおう いぇ っょうく いきっえ”, 〈っぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”

 * し. ╄くうくぇ - ‶さぇいくうお くぇ しっかけすけ う くぇ たさぇき „]ゃっすぇ ‶っすおぇ ╀なかゅぇさしおぇ”. ‶さぇいくうつくぇ かうすせさゅうは, 
ゃけょけしゃっす, そけかおかけさくぇ こさけゅさぇきぇ.
╋けすけおさけし, くぇつぇかけ 10 つぇしぇ, ゃ きっしすくけしすすぇ „╋けすけさょあうえしおう ぉっしっょう” 

* ‶さぇいくうお くぇ しっかけ [けいけゃけ ょけ 12-すう けおすけきゃさう 

* ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4, ╉ぇいぇくかなお 
╇いかけあぉぇ - 10 ゅけょうくう ておけかぇ „┿さす-かうくうは” し さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╆ぇこさはくけゃぇ

┿おけ けぉうつぇすっ ょぇ しっ ちっ-
かせゃぇすっ, とっ ぉなょっすっ 

いょさぇゃう, けぉはしくはゃぇす かっおぇ-
さうすっ. ╀さなつおうすっ くぇ かうちっすけ 
ゃう とっ くぇきぇかっはす, ぇ こさけ-
ょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ あうゃけ-
すぇ とっ しっ せゃっかうつう こけくっ し 5 
ゅけょうくう, こけおぇいゃぇす こけしかっょ-
くうすっ くぇせつくう ういしかっょゃぇくうは 
こけ すっきぇすぇ いぇ ちっかせゃおうすっ.

『っかせゃおぇすぇ っ こけ-きけとくけ 
しさっょしすゃけ しさっとせ ぉさなつおう けす 
ゃしっおう おさっき. ╃けおぇすけ しっ ちっ-
かせゃぇすっ, さぇいょゃうあゃぇすっ 29 けす 
ゃしうつおう 34 かうちっゃう きせしおせかう. 
『っかせゃおぇすぇ せおさっこゃぇ うきせくくぇ-
すぇ しうしすっきぇ, ぇ ぇおけ ぉなょっ けしけ-
ぉっくけ しすさぇしすくぇ, けさゅぇくういきなす 
ゃう とっ しっ しょけぉうっ し こけかっいくう 
ゃっとっしすゃぇ おぇすけ きぇいくうくう, きう-
くっさぇかくう しけかう う こさけすっうくう. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっは こけかせ-
つぇゃぇすっ ぇくすうすっかぇ, し おけうすけ ょぇ 
しっ ぉけさうすっ し ぉけかっしすうすっ.
『っかせゃおぇすぇ っ っそうおぇしくけ 

しさっょしすゃけ しさっとせ いぇすかなし-
すはゃぇくっすけ. [けきぇくすうつくぇすぇ う 
おさぇすおぇ ちっかせゃおぇ ういゅぇさは 3,2 
おぇかけさうう, ょけおぇすけ こさけょなか-
あうすっかくぇすぇ (こけくっ 1 きうくせすぇ) 
すけこう くぇょ 26 おぇかけさうう. 〉つっくう-

すっ せしすぇくけゃうかう, つっ ぇおけ ゃしっおう 
ょっく しっ ちっかせゃぇすっ こけ 3 きうくせすう, 
いぇ ゅけょうくぇ とっ しゃぇかうすっ 3 おう-
かけゅさぇきぇ う すけゃぇ - ぉっい ょうっすう う 
ういすけとうすっかくう すさっくうさけゃおう.
『っかせゃおぇすぇ せょなかあぇゃぇ 

あうゃけすぇ う こけきぇゅぇ いぇ こさっけょけ-
かはゃぇくっ くぇ ょっこさっしうはすぇ.
〈は っ けしけぉっくけ こけかっいくぇ 

こさう こさけぉかっきう し ぉっかう-
すっ ょさけぉけゃっ, すなえ おぇすけ, ぇおけ 
けぉうおくけゃっくけ ゃょうてゃぇきっ けおけ-
かけ 20 こなすう ゃ きうくせすぇ, ょけおぇすけ 
しっ ちっかせゃぇきっ, ゅけ こさぇゃうき すさう 
こなすう こけ-つっしすけ. ‶け ゃさっきっ くぇ 
ちっかせゃおぇすぇ きけいなつくうすっ おかっすおう 
しっ くぇしうとぇす し おうしかけさけょ, おけっ-
すけ せゃっかうつぇゃぇ しこけしけぉくけしすすぇ 
いぇ おけくちっくすさぇちうは う こけょけぉさは-
ゃぇ こぇきっすすぇ.
┿ょさっくぇかうくなす, おけえすけ うい-

こうすゃぇきっ, おけゅぇすけ ょけおけし-
ゃぇきっ せしすくうすっ くぇ しさっとせ-
こけかけあくうは こけか, すけくういうさぇ 
ちはかけすけ すはかけ う こけょけぉさはゃぇ 
くぇしすさけっくうっすけ. ╁ すはかけすけ くう 
しっ こさけういゃっあょぇ ゃっとっしすゃけ し 
くぇさおけすうつっく っそっおす 200 こなすう 
こけ-しうかっく けす きけさそうくぇ.
╇くすっさっしっく そぇおす っ, つっ こけ 

ゃさっきっ くぇ ちっかうは しう あうゃけす 
つけゃっお こさっおぇさゃぇ ゃ ちっかせゃぇ-

くっ 20 160 しっおせくょう, おけっすけ 
しっ さぇゃくはゃぇ くぇ ういおかのつうすっか-
くけ くっょけしすぇすなつくうすっ 4 きうくせすう 
う こけかけゃうくぇ くぇ ゅけょうくぇ.
〉しすくうすっ しぇ 200 こなすう こけ-

つせゃしすゃうすっかくう けす こさなしすう-
すっ くぇ さなちっすっ. 
66% けす きなあっすっ う あっ-

くうすっ いぇすゃぇさはす けつうすっ しう, 
おけゅぇすけ しっ ちっかせゃぇす, ぇ けし-
すぇくぇかぇすぇ つぇしす けぉうつぇす ょぇ くぇ-
ぉかのょぇゃぇす こぇさすくぬけさぇ.
‶なさゃぇすぇ ちっかせゃおぇ ゃ あう-

ゃけすぇ くぇ つけゃっお しっ しかせつゃぇ 
しさっょくけ くぇ 14 ゅけょうくう, ぇ 
くぇえ-ょなかゅぇすぇ ちっかせゃおぇ ゃ しゃっ-
すぇ っ こさけょなかあうかぇ 30 つぇしぇ, 59 
きうくせすう う 27 しっおせくょう.
【うきこぇくいっすぇすぇ, おせつっすぇ-

すぇ, おけくっすっ う おぇくぇょしおうはす 
すぇさぇかっあ しなとけ きけゅぇす ょぇ 
しっ ちっかせゃぇす.
65% けす たけさぇすぇ くぇおかぇくはす 

ゅかぇゃぇすぇ しう くぇょはしくけ こけ 
ゃさっきっ くぇ ちっかせゃおぇ. ╊っおぇ-
さうすっ せしすぇくけゃうかう, つっ くぇゃう-
おなす ょぇ くぇゃっあょぇて ゅかぇゃぇすぇ 
しう ゃ けこさっょっかっくぇ こけしけおぇ しっ 
しそけさきうさぇ けとっ こけ ゃさっきっ くぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ こかけょぇ.
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‶けゃっつっ けす こけかけゃうくぇすぇ けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ ゃ つぇしすくうは 
しっおすけさ くっ こかぇくうさぇす せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ いぇこかぇすうすっ こさっい 

しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ – すけゃぇ こけおぇいゃぇ ょけこうすゃぇくっ くぇ ╀なか-
ゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ, こさけゃっょっくけ しさっょ つかっくけゃっ くぇ 
おぇきぇさぇすぇ けすくけしくけ くぇゅかぇしうすっ くぇ ぉういくっしぇ いぇ ゃょうゅぇくっ くぇ 

′はきぇ てぇくし いぇ せゃっかうつっ-
くうっ くぇ ょっすしおうすっ ょけぉぇゃ-

おう こさっょう おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
¨しゃっく すはた ょなさあぇゃぇすぇ けしう-
ゅせさはゃぇ さぇいかうつくう しけちうぇかくう 
せしかせゅう いぇ ょっちぇすぇ.〈けゃぇ けぉは-
ゃう しけちうぇかくうはす きうくうしすなさ 
〈けすぬけ ╋かぇょっくけゃ ゃ けすゅけゃけさ 
くぇ くぇちうけくぇかくうは こさけすっしす くぇ 
きぇえおうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈っ くぇ-
しすけはゃぇす いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
ょっすしおうすっ ょけぉぇゃおう, けぉゃなさい-
ゃぇくっすけ うき し 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 う すけつくぇ 
ょぇすぇ くぇ すはたくけすけ ういこかぇとぇ-
くっ. ╃させゅけ うしおぇくっ くぇ きぇえ-
おうすっ っ ょゃけえくけ せゃっかうつっくうっ 
くぇ ょけぉぇゃおうすっ いぇ ぉかういくぇちう,  
ぉっいこかぇすくけ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ 
ょっちぇ-うくゃぇかうょう,  こけ-っゃすうくう 
せつっぉくう こけきぇゅぇかぇ う ぉっいこかぇす-
くう かっおぇさしすゃぇ いぇ くぇえ-きぇかおう-

すっ ょっちぇ.
╉ぇいぇくかなておうすっ きぇえおう しなとけ 

ういかはいけたぇ くぇ こさけすっしす, くけ eょゃぇ 
20-すうくぇ  きかぇょう あっくう しっ しな-
ぉさぇたぇ し おけかうつおう こさっょ いぇすゃけ-
さっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ.
‶さっょ くはおけかおけ こさぇいくう ぉせさ-

おぇくつっすぇ けす ょっすしおう このさっすぇ, 
こなかくう し おぇきなつっすぇ, おぇすけ しうき-
ゃけか くぇ ぉっいけすゅけゃけさくけすけ けす-
くけてっくうっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ おなき 
ょっちぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは , すっ  いぇ-
こけつくぇたぇ しなぉうさぇくっすけ くぇ こけょ-
こうしう, おけうすけ ょぇ しすぇくぇす つぇしす 
けす くぇちうけくぇかくぇすぇ こけょこうしおぇ し 
うしおぇくっ いぇ こけ-ゃうしけおう ょっすしおう 
ょけぉぇゃおう. ]さっょ うしおぇくうはすぇ うき 
ぉはたぇ う ょぇ けすこぇょくっ こさぇゅなす けす 
350 かっゃぇ, こさう おけえすけ しっ いぇ-
こかぇとぇす ょっすしおう ょけぉぇゃおう, おぇお-
すけ う くぇ ょけぉぇゃおう  ょぇ うきぇす こさぇ-
ゃけ ゃしうつおう ょっちぇ くぇ ╀なかゅぇさうは.  

‶さけすっしすなす くぇ きぇかちうくぇすぇ 
きぇえおう ぉっ こぇいっく けす こっすうきぇ 
こけかうちぇう.  
╁なゃ 《っえしぉせお うくうちうぇすうゃぇ-

すぇ „╃っちぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは” くう 
こけょおさっこうたぇ こけゃっつっ けす 400 
きぇえおう, ぇ 200 いぇはゃうたぇ, つっ とっ 
こさうしなしすゃぇす. ]っゅぇ くはきぇきっ う 
20, くっ ぉっい けゅけさつっくうっ いぇはゃう 
╃っしうしかぇゃぇ ╉けかっゃぇ, っょくぇ けす  
せつぇしすくうつおうすっ ゃ こさけすっしすぇ, 
おけはすけ しっ くぇょはゃぇてっ ゃ しなぉけすぇ 
ょぇ しっ けすいけゃぇす こけゃっつっ きぇえ-
おう くぇ こさけすっしすぇ. ╂けゃけさうき しう 
きくけゅけ こけ  おぇそっくっすぇ う ゅさぇ-
ょうくおう, ぇ おぇすけ しすぇくっ ょせきぇ ょぇ 
しっ けさゅぇくういうさぇきっ う ょぇ こけ-
おぇあっき, つっ くっ きけあっ こけゃっつっ 
すぇおぇ, しきっ きぇかおけ, ゅくっゃってっ しっ 
きかぇょぇすぇ きぇえおぇ. 

′╅〈. [〈╊【¨を╅ 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[ 
╇ [《〉‒]¨[【 〉╅ ¨〉【╊『╊』¨?

╆ぇきっしすくうお-おきっすうちぇすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお 』っさくっゃぇ - ゃ 

おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう. 〈けゃぇ 
っ しすぇくけゃうとっすけ くぇ ╉けきうしうは-
すぇ いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ う せし-
すぇくけゃはゃぇくっ くぇ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう おなき ╋うくうしすっさしおうは 
しなゃっす. 
〈は ぉっ しっいうさぇくぇ し こうしきけ けす 

おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす こさっい のかう, くぇ おけはすけ 
いぇき. おきっすうちぇすぇ こけ ゃなこさけしうすっ 
くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ う うくそさぇ-
しすさせおすせさぇすぇ ╄ゃゅっくうは 』っさくっ-
ゃぇ けぉはゃう, つっ っ ゃ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう し そうさきぇすぇ „╀う ]う 
┿え ╉ぇいぇくかなお 》けかょうくゅ“ ╄¨¨╃, 
すなえ おぇすけ ょなとっさは え さぇぉけすう 
すぇき う しっ ゅさうあう いぇ こさうょゃうあ-
ゃぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすぇちうはすぇ 
ょけ けぉとうくぇすぇ.
‶けょけぉっく しうゅくぇか ょけ おけきう-

しうはすぇ っ ういこさぇすっく う けす ╁ぇしうか 
]ぇきぇさしおう, ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ 
くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす. ]ぇきぇすぇ そうさきぇ 
くぇ くはおけかおけ こなすう すけゃぇ かはすけ 
ぉっ けぉっおす くぇ くはおけかおけ いぇしっ-
ょぇくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
すなえ おぇすけ え ぉっ けすょぇょっくけ しっさう-
けいくけ おけかうつっしすゃけ けぉとうくしおぇ 
いっきは けす くぇょ 1500 ょっおぇさぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ そけすけゃけかすぇ-

うつっく こぇさお くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
しっかぇすぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ぅしっ-
くけゃけ う 』っさゅぇくけゃけ. ╁ たけょぇ くぇ 
ょっぉぇすうすっ すけゅぇゃぇ しすぇくぇ はしくけ, 
つっ ょなとっさはすぇ くぇ いぇき. おきっすう-
ちぇすぇ さぇぉけすう ゃ すぇいう そうさきぇ 
おぇすけ すったくうつっしおう しっおさっすぇさ. 
〈けゅぇゃぇ けす すさうぉせくぇすぇ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
』っさくっゃぇ けぉはゃう おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう, しかっょ おぇすけ ぉっ こさう-
いけゃぇくぇ ょぇ しすけさう すけゃぇ けす 〈っ-
きっくせあおぇ ‶ぇこぇいけゃぇ, けぉとうく-
しおう しなゃっすくうお けす ╂╄[╀.
[ってっくうっすけ くぇ ╉けきうしうはすぇ 

いぇ おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう 
けす しすさぇくぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
いぇき. おきっすうちぇ っ けす 21-ゃう しっこ-
すっきゃさう. ]ぇきぇすぇ 』っさくっゃぇ しっ 
っ いぇこけいくぇかぇ し くっゅけ っょゃぇ くぇ 
29-すう しっこすっきゃさう. ╃ゃっ しっょ-
きうちう こけ-さぇくけ けぉぇつっ っ ぉうかぇ 
ういしかせてぇくぇ ゃ しぇきぇすぇ おけきうしうは 
いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ う せしすぇ-
くけゃはゃぇくっ くぇ おけくそかうおす くぇ 
うくすっさっしう. 
‶さっょ おけきうしうはすぇ すけゅぇゃぇ しぇ-

きぇすぇ 』っさくっゃぇ っ いぇはゃうかぇ, つっ 
„ょっえしすゃうすっかくけ っ こさけこせしくぇかぇ 
しさけおぇ いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ ょっおかぇ-
さぇちうは こけ つか.12,す.3. ] ょっおかぇ-
さぇちうはすぇ しっ うしおぇ ういきっくっくうっ 
くぇ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ, ゃこうしぇくう 
ゃ こさっょたけょくぇすぇ え ょっおかぇさぇちうは.

35 かっゃぇ ょっすしおう くぇょぉぇゃおう くっ しすうゅぇす いぇ おぇつっしすゃっくぇすぇ たさぇくぇ. 
╀なかゅぇさつっすぇすぇ きぇしけゃけ くぇゅなゃぇす たぇきぉせさゅっさう. 』っさくっゃぇ う ╃ぇきはくけゃ ゃ ょさせゅう ゃさっきっくぇ

きっしっつくうすっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは う 
けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけゃっ. ¨おけ-
かけ っょくぇ すさっすぇ けす ぇくおっすうさぇくう-
すっ さぇぉけすけょぇすっかう こけしけつゃぇす, つっ 
うきぇす くぇきっさっくうっ ょぇ せゃっかうつぇす 
いぇこかぇすうすっ くぇ しゃけうすっ しかせあうすっ-
かう, ぇ 16 こさけちっくすぇ しっ おけかっぉぇ-
はす. ‶けかけゃうくぇすぇ けす さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ, おけうすけ くっ こさっょゃうあょぇす 
せゃっかうつっくうっ, けぉはしくはゃぇす さってっ-
くうっすけ しう し かけてけすけ そうくぇくしけ-
ゃけ しなしすけはくうっ くぇ そうさきぇすぇ うかう 
ぉさぇくてぇ. ¨おけかけ 8 こさけちっくすぇ けす 
すはた しこけょっかはす きくっくうっ, つっ ゃない-
くぇゅさぇあょっくうはすぇ ゃ こさっょこさうはすう-
っすけ うかう ぉさぇくてぇ しぇ くぇ ょけしすぇ-
すなつくけ ゃうしけおけ くうゃけ, おけっすけ くっ 
くぇかぇゅぇ せゃっかうつっくうっ.
′ぇょ 50 こさけちっくすぇ けす ぇくおっすう-

さぇくうすっ さぇぉけすけょぇすっかう くっ しきは-
すぇす いぇ くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ けこさっ-
ょっかは きうくうきぇかっく けしうゅせさうすっかっく 
ょけたけょ こけ ぉさぇくてけゃっ う ょかなあ-
くけしすう, ぇ 35 こさけちっくすぇ しぇ くぇ 
こさけすうゃけこけかけあくぇすぇ こけいうちうは.


