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

〉そうけてか しけぬあ う 』ひうかてあ

[ちあつけすけち 》あたあくそう: 500 にけし. しかうあ 
くあ ちあいそてせそ そいしかさしそ う „╅ちつかせあし“

》あすかて:
„╅ちつかせあし“ け „╆としえあち 『かせそ“

]まいそうてあ か いそしかつて

на стр.3

на стр.5

на стр.8

на стр.2
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 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

╅さそ うかねか つてか けくてひちうあしけ てあくけ おあてあ, けすあてか そはか かおけせ のあせつ: せあ 
20. 12. 2012 えそおけせあ. 』しかおうあはけみて はか か ねあさ つしかお… 100 えそおけせけ
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》あちてけけてか おあ つけ たそねけつてみて
たしあさあてけてか, けせあねか - つあせさぬけけ

【そうあ てうひちおけ う けせてかちうま くあ 【╅ をうかてあせ 』けすかそせそう  - たちかおつかおあ-
てかし せあ ╆ひしえあちつさあてあ てひちえそうつさそ-たちそすけのしかせあ たあしあてあ - 』そなけみ

〉そうけみて つてあせおあちて せか いけうあ おあ 
つか そてちあくけ せあ ぬかせあてあ けす

╈╅]¨〉╅ 』【《っ〉《╇╅: ぅ╊ 
』ぇ〈 [〈╊【 〉╅ ╇』¨ぁ[¨!

 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: [ぇょけしかぇゃ ╉けしすぇょうくけゃ ╋うくつっゃ ([けおけ)

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 1/110

╃かなあくけしす: 【かけしっさ

╂けょうくう:

╆けょうは: ╀かういくぇちう

》けぉう: [うぉけかけゃ
¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?
- 1 ゅけょうくぇ う 9 きっしっちぇ
╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ / うかう - おぇいぇくけ うくぇ-
つっ, くぇ おけゅけ さぇいつうすぇて ゃ すさせょくう きけきっくすう?
- ′ぇ ょゃっすっ しう さなちっ.

『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”
]なぉけすくうはす ょっく っ こけょ ゃかうはくうっすけ くぇ 

]ぇすせさく. 〈ぇいう こかぇくっすぇ ょぇゃぇ くぇ たけさぇすぇ 
けしけぉっくぇ ちっかっくぇしけつっくけしす, せきっくうっ いぇ ょけぉさぇ 
おけくちっくすさぇちうは ゃなさたせ ゃぇあくうすっ くっとぇ. ′け いぇ-
っょくけ し すけゃぇ - くっょけしすぇすなつくぇ おけきせくうおぇすうゃ-
くけしす う っきけちうけくぇかっく しこぇょ.
╁ しなぉけすぇ たさぇくっくっすけ すさはぉゃぇ ょぇ っ せきっさっくけ. 

╁ すけいう ょっく っ ちっかっしなけぉさぇいくけ ょぇ しっ けすおぇあっき 
けす ぇかおけたけか, かのすうゃけ, こせてっくけ, ょぇ くっ いかけせこけ-
すさっぉはゃぇきっ し きぇいくう はしすうは.
] ょっくは くぇ ]ぇすせさく しっ ぇしけちううさぇ ゃしうつ-

おけ, おけっすけ っ しゃなさいぇくけ し せっょうくっくうっすけ, し 
すぇえくぇすぇ. 》けさぇすぇ くぇ ]ぇすせさく つっしすけ こなすう 
しぇ っょうくぇちう, そうかけしけそう-しぇきけすくうちう. 〈っ 
しぇ しょなさあぇくう, しかぇぉう う ぇしおっすうつくう. ╁ あう-

ゃけすぇ しっ ょなさあぇす けしけぉっくけ, ぇ ゃ ょさっゃくけしすすぇ けす すはた ういかういぇかう ょけぉさうすっ てこうけくう う しこっちうぇかう-
しすう ゃ けくっいう けぉかぇしすう, おなょっすけ っ くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ こぇいう すぇえくぇ. ]ぇすせさく しぇき こけ しっぉっ しう っ 
しうきゃけか くぇ いぇすゃけさっくけしす, しぇきけこけいくぇくうっ う けすおなしゃぇくっ くぇ つけゃっおぇ けす しけちうぇかくう おけくすぇおすう.                                                                                                                                
╆ぇすけゃぇ しなぉけすぇすぇ っ ぉかぇゅけこさうはすくぇ いぇ うくょうゃうょせぇかくう いぇくうきぇくうは, いぇ きっょうすぇちうは, いぇ こさうおかのつ-
ゃぇくっ くぇ くっとぇすぇ う けおけくつぇすっかくけすけ うき ぇくぇかういうさぇくっ. 〈は っ う ょっく くぇ すなゅぇ, こっつぇか う ゃなすさってくけ 
くっしこけおけえしすゃけ, おぇおすけ う くぇ ょっえしすゃうは, しゃなさいぇくう し こさけはゃぇ くぇ しすさぇしすう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ょけくっしぇす 
せっょうくっくうっ. ╆ぇすけゃぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こさっょこさうっきぇす くけゃう くぇつうくぇくうは, ょぇ しっ こなすせゃぇ, けしけぉっくけ 
ょぇかっつっ. ╃っくはす っ ぉかぇゅけこさうはすっく いぇ ょっえくけしすう, しゃなさいぇくう し うきせとっしすゃけ, けしけぉっくけ くっょゃうあうきけ, 
おぇおすけ う いぇ しすさけうすっかしすゃけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ こけきくうき, つっ ゃ しなぉけすぇ っ ょけぉさっ ょぇ しっ ゅけゃけさう こけ-きぇかおけ. 

╁ くっょっかは くぇえ-しうかくけ しっ こさけはゃはゃぇ ゃないょっえしす-
ゃうっすけ くぇ ]かなくちっすけ, おけっすけ ぇおすうゃういうさぇ 

あういくっくうすっ しうかう. 〈けいう ょっく, けぉぇつっ, っ くっこけょたけ-
ょはと いぇ ょっかくうつくう ゅさうあう, こしうたうおぇすぇ くう しっ しすさっ-
きう ょぇ しっ けしゃけぉけょう けす しっょきうつくけすけ くぇこさっあっくうっ.
‶けしかっょくうはす ょっく くぇ しっょきうちぇすぇ くう ょぇゃぇ こなか-

くぇ ゅぇしすさけくけきうつくぇ しゃけぉけょぇ. ╋けあっき ょぇ しう こけい-
ゃけかうき ゃしはおぇおゃぇ, ょけさう くぇえ-こうおぇくすくぇ おせたくは.                               
]かなくちっすけ, おけっすけ っ しうきゃけか くぇ こっさしけくぇかくけしす う 
うくょうゃうょせぇかくけしす, こけおぇいゃぇ ぇおすうゃくけすけ こさけはゃは-
ゃぇくっ くぇ つけゃっおぇ ゃ けおけかくうは しゃはす, けしないくぇゃぇくっすけ 
くぇ きはしすけすけ きせ ゃ くっゅけ, ぇおすうゃくけすけ しゃっすけせしっとぇくっ 
う しうかくけすけ すゃけさつっしおけ くぇつぇかけ.
╆ぇ きくけゅけ くぇさけょう さけょっくうすっ ゃ ょっくは くぇ ]かなく-

ちっすけ しきはすぇかう いぇ とぇしすかうゃちう, おけうすけ けとっ ゃ きけきっくすぇ くぇ さぇあょぇくっすけ しう しぇ こけかせつうかう いぇさはょ けす 
しかなくつっゃぇ しゃっすかうくぇ. ‶さっょこけかぇゅぇ しっ, つっ とっ あうゃっはす ょなかゅけ, すなえ おぇすけ うきぇす くっゃうょうきぇ こけきけと 
けすゃなく う しおなさぉうすっ うき とっ しぇ おさぇすおけすさぇえくう, ぇ さぇょけしすうすっ こけ-こさけょなかあうすっかくう. ]さっょ たけさぇすぇ, 
さけょっくう ゃ くっょっかは, ういぉうさぇかう かっおぇさう, おぇおすけ う たけさぇ くぇ すゃけさつっしすゃけすけ, しゃなさいぇくう し ういおせしすゃけすけ. 
╃ぇゃぇかけ うき しっ こさぇゃけ しぇきう ょぇ ういぉうさぇす しゃけは こなす. ╁ くっょっかは っ こさっこけさなつうすっかくけ ょぇ しっ こさうしすなこゃぇ 
おなき くけゃう ょっかぇ, ょぇ しっ いぇこけつゃぇ かっつっくうっ. ′っょっかはすぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こさっおぇさゃぇ ゃ せっょうくっくうっ, くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさぇゃはす ぇゃぇくすのさうしすうつくう しょっかおう, ょっくはす くっ っ こけょたけょはと う いぇ くけゃう いぇこけいくぇくしすゃぇ.
╁ くはおけかおけ ぉさけは くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ゃう こさっょしすぇゃうたきっ おさぇすおぇすぇ たぇさぇおすっさうしすうおぇ くぇ しっ-

ょっきすっ こかぇくっすう う ょくうすっ, おけうすけ すっ せこさぇゃかはゃぇす. ╃ゃぇ しぇ おさうすうつくうすっ ょくう - ゃすけさくうお う しなぉけすぇ 
- ょくうすっ  くぇ ╋ぇさし う くぇ ]ぇすせさく. ╉なき すはた ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく しっ ょけぉぇゃは う こけくっょっかくうお, いぇさぇょう 
くっゅけゃぇすぇ ょゃけえくしすゃっくけしす う っきけちうけくぇかくけ ぉっいこけおけえしすゃけ, おけっすけ くけしう ╊せくぇすぇ. 〈さう しぇ とぇしすかう-
ゃうすっ ょくう: くっょっかは - ょっくはす くぇ ]かなくちっすけ, つっすゃなさすなお - くぇ ぃこうすっさ, う こっすなお - くぇ ╁っくっさぇ. ]さはょぇ 
- ょっくはす くぇ ╋っさおせさうえ, っ ょゃけえしすゃっく う いぇゃうしう けす こけいうちうはすぇ くぇ つけゃっおぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

』ぇしなす っ 11:11 きうくせすう. ╃ぇすぇすぇ っ 
11.11.2011 ゅ. ′ぇょ 100 ょゃけえおう ゃ 

ちはかぇすぇ しすさぇくぇ とっ しう おぇあぇす いぇゃっすくけすけ 
“ょぇ” ゃ すけいう きうゅ. ̈ すょっかくけ けとっ こけくっ 2000 
ゃかのぉっくう とっ しっ ゃっくつぇはす くぇ しぇおさぇかくぇすぇ 
ょぇすぇ. 
 ╆ぇ ╉ぇいぇくかなお きっさぇおかううすっ ょぇ しおかのつぇす 

ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇお くぇ すけいう ょっく, くぇさうつぇく 
けとっ けゅかっょぇかっく, くっ ょなさあぇす すけかおけゃぇ ょぇ っ 
すけつくけ こけ けぉっょ, くけ こなお くっこさっきっくくけ ょぇ っ 

くぇ 11.11. ‶さうつうくぇすぇ: くぇさうつぇす ょくうすっ し こけょけぉくう しなゃ-
こぇょっくうは - けゅかっょぇかくう. 〈ぇおなゃ っ う しかっょゃぇとうはす こっすなお. 
╁ ╉ぇいぇくかなお  すけゅぇゃぇ とっ しっ ゃっくつぇはす 6 ょゃけえおう. ╁しうつおう 
すっ しぇ くけゃけぉさぇつくう う くはきぇす ゅけさつうゃ こさっょうてっく けこうす いぇょ 
ゅなさぉぇ しう. 
〈っ しなとけ しぇ こさっょこけつっかう うくすっさっしくぇすぇ う けぉっとぇゃぇとぇ 

ょなかゅぇ かのぉけゃ う とぇしすうっ いぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ しなぉうすうっ ゃ あう-
ゃけすぇ しう. ]さっょ くけゃけぉさぇつくうすっ ょゃけえおう きぇしけゃけ ぉせかおうすっ 
とっ しぇ くぇ こけ 21-23 ゅけょうくう, きかぇょけあっくちうすっ - し ゅけょうくぇ 
ょけ すさう こけ-ゅけかっきう. ]こけさっょ ╁ぇくは ′っえおけゃぇ, しかせあうすっか 
ゃ „[ぇょけしすくう けぉさっょう” ゃ ょうさっおちうは ╂[┿¨ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃなこさっおう とぇしすかうゃうすっ いくぇきっくうは くぇ つうしかぇ-
すぇ, ゃしっ こけ-きぇかおけ しぇ ょゃけえおうすっ, おけうすけ しっ ゃっくつぇゃぇす う 
こさぇゃはす しゃぇすぉう. ¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ っ うおけくけきうつっしおぇ. 
′っいぇゃうしうきけ けす こさぇいくうつくぇすぇ しっせすくは おぇいぇくかなておうすっ 

しゃぇすぉう しすぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ う ゃしっ こけ-きぇかけぉさけえくう. 
╁っつっ くっ しぇ くけゃうくぇ しゃぇすぉう しぇきけ けす きかぇょけあっくちう うかう 
くぇえ-きくけゅけ おせきけゃっ う さけょうすっかう. 
╆ぇさぇょう ぉっいこぇさうつうっすけ う こけつすう こさっきうくぇゃぇとぇすぇ 

きけょぇ くぇ ぉさぇおぇ, しゃぇすぉうすっ けす ゅけょうくぇ くぇ ゅけょうくぇ ゃ さぇえけ-
くぇ くぇきぇかはゃぇす. ╃け きけきっくすぇ  しおかのつっくうすっ ゅさぇあょぇくしおう 
ぉさぇおけゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ 200. 〉すさってくぇすぇ ╆ぇょせてくうちぇ 
しなとけ けすおぇいゃぇ ょけしすぇ きっさぇおかうう いぇ しゃぇすぉぇ. 
╅っかぇくうっすけ ょぇ しっ けあっくうて くぇ けゅかっょぇかくぇ ょぇすぇ, し 

とぇしすかうゃう しなゃこぇょっくうは ゃ つうしかぇすぇ, うょゃぇ けす すゃなさょっくう-
はすぇ くぇ くせきっさけかけいうすっ, つっ しすさせこゃぇくっすけ くぇ っょうくうちうすっ 
ゃ ょぇすぇすぇ すぇいう ゅけょうくぇ ゃっとぇっ ょなかゅけゅけょうてくけ しなあうすっか-
しすゃけ. 〈っ こさうこけきくはす, つっ ょけ おさぇは くぇ すけゃぇ しすけかっすうっ うきぇ 
しぇきけ けとっ っょくぇ けゅかっょぇかくぇ ょぇすぇ – 20.12.2012. 〈ぇおぇ 
つっ - ぇおけ ゃっつっ ゃう っ ゃさっきっ いぇ ╋っくょっかしけく, うきぇすっ しぇきけ 
けとっ ゅけょうくぇ いぇ つせょっくっ. ‶さうつうくぇすぇ: しかっょゃぇとぇすぇ けゅ-
かっょぇかくぇ ょぇすぇ っ つぇお しかっょ 100 ゅけょうくう う っ 21.01. 2101 ゅ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╄おしこっさすう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃくぇ けさゅぇくういぇちうは /]╆¨/ こさう-
つうしかうたぇ かのぉけゃすぇ おなき こしうたうつくうすっ さぇいしすさけえしすゃぇ う こけ 

すけいう くぇつうく は くぇさっょうたぇ ょけ いぇぉけかはゃぇくうは おぇすけ ぇかおけたけかういきぇ う 
おかっこすけきぇくうはすぇ.
F 63.9 – こけょ すけいう くけきっさ かのぉけゃすぇ っ いぇこうしぇくぇ ゃ さっゅうしすなさぇ くぇ 

いぇぉけかはゃぇくうはすぇ くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃくぇ けさゅぇくういぇちうは.
╄おしこっさすうすっ しさぇゃくはゃぇす つせゃしすゃけすけ し けぉっおすうゃくけ-おけきこせかしうゃ-

くけすけ さぇいしすさけえしすゃけ. ‶け すけゃぇ - おぇお つけゃっお けぉうつぇ, きけあっかけ ょぇ しっ 
しなょう いぇ こしうたうつくけすけ きせ いょさぇゃっ.
╊のぉけゃくうすっ つせゃしすゃぇ ぇすぇおせゃぇす くぇえ-ぉけかっいくっくけ しおかけくくうすっ おなき 

ょっこさっしうは う きっかぇくたけかうちうすっ. ′ぇ たけかっさうちうすっ かのぉけゃすぇ しなとけ 
くっ しっ けすさぇいはゃぇ ょけぉさっ, すなえ おぇすけ すっ ういこぇょぇす ゃ はさけしす こさう くぇえ-
きぇかおうは こさけぉかっき.
╊っおぇさうすっ はしくけ しぇ けこさっょっかうかう しうきこすけきうすっ くぇ かのぉけゃすぇ: くぇ-

すさぇこつうゃう きうしかう いぇ ょさせゅうは, さっいおう こさけきっくう ゃ くぇしすさけっくうっすけ, 
こさけぉかっきう しなし しぇきけつせゃしすゃうっすけ, かうこしぇ くぇ ぇこっすうす, しぇきけしなあぇ-
かっくうっ, ぉっいしなくうっ, くぇさせてっくうっ くぇ しなくは, ゅかぇゃけぉけかうっ, ぉっいさぇい-
しなょくけ う うきこせかしうゃくけ こけゃっょっくうっ.
┿おけ こけくっ こけかけゃうくぇすぇ けす すっいう しうきこすけきう しぇ くぇかうちっ, こけ-ゃっ-

さけはすくけ っ ょぇ しすっ ゃかのぉっく, けすおけかおけすけ ぉけかっく. ╉けっすけ とっ さっつっ, つっ 
しうすせぇちうはすぇ っ ういゃなく おけくすさけか, くけ くっ っ すけかおけゃぇ ょさぇきぇすうつくぇ. :)))

〈┿

╉ぇいぇくかなお しう うきぇ しゃけはすぇ こなさゃぇ おきっすうちぇ ゃ きっしすくぇすぇ うしすけさうは う すけゃぇ 
っ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ういょうゅくぇすぇ けす こぇさすうは ╂╄[╀. ╃けしっゅぇてくぇすぇ いぇき. 
けぉかぇしすくぇ せこさぇゃうすっかおぇ しこっつっかう くぇ ぉぇかけすぇあ 20 775 ょっえしすゃうすっかくう 
ゅかぇしぇ けす あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しさっとせ 10 436 いぇ くっえくうは 
けこけくっくす けす ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. ╃ぇくくうすっ しぇ けおけくつぇすっかくう う しぇ けす  
¨╇╉ - ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ こけょぇょっくうすっ ょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう ゃなゃ ゃすけさうは  

すせさ くぇ ういぉけさうすっ, こさけゃっょっくう ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ 31 211, くっ-
ょっえしすゃうすっかくうすっ しぇ 1024, しなけぉ-
とう ╇ゃぇくおぇ [せしっくけゃぇ, こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ̈ ╇╉ - ╉ぇいぇくかなお.
48,12% けす ういぉうさぇすっかうすっ うかう 

32 235 ょせてう ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお しっ はゃうたぇ こさっょ せさくうすっ くぇ ぉぇ-
かけすぇあぇ ゃ くっょっかは. 〈っ ぉはたぇ し 5% 
こけ-きぇかおけ けす ゅかぇしせゃぇかうすっ きうくぇ-
かぇすぇ くっょっかは.
18 927 ゅかぇしぇ おぇいぇくかなつぇくう こけ-

ょぇょけたぇ いぇ おぇくょうょぇす-こさっいうょっくす-
しおぇすぇ ょゃけえおぇ [けしっく ‶かっゃくっかうっゃ 
- ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶けこけゃぇ う 12 691 
- いぇ ╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく - ]すっそぇく 
╃ぇくぇうかけゃ.
′ぇ こなさゃぇすぇ しう こさっしおけくそっさっく-

ちうは おぇすけ おきっす ╂ぇかうくぇ  ]すけはくけゃぇ 
ぉかぇゅけょぇさう くぇ ゃしうつおう, おけうすけ しぇ 
こけおぇいぇかう はしくけ ゃけかはすぇ う あっかぇ-
くうっすけ しう けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
しっ せこさぇゃかはゃぇ し くけゃぇ ゃういうは う しぇ 
こけおぇいぇかう, つっ こさうっきぇす けしくけゃくけ-
すけ え こけしかぇくうっ - „╃ぇ しう ゃなさくっき 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ”.

¨す 17 くけっきゃさう ゃかういぇ ゃ 
しうかぇ くけゃうはす しすぇくょぇさす 

いぇ ちうゅぇさうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ゅぇしくぇす しぇきう. 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ╉けきう-

しうはすぇ いぇ いぇとうすぇ くぇ こけすさっ-
ぉうすっかうすっ ╁っしっかうく ╆かぇすっゃ 
けぉはしくう, つっ しぇ こさっょこさうっすう 
ゃしうつおう きっさおう しかっょ すぇいう 
ょぇすぇ ちうゅぇさうすっ くぇ こぇいぇさぇ ょぇ 
しぇ しぇきけ けす すぇおぇゃぇ たぇさすうは. 
¨ゅさぇくうつっくけ っ いぇさっあょぇくっすけ 
くぇ しおかぇょけゃっすっ う すなさゅけゃしおう-
すっ けぉっおすう し ちうゅぇさう けす しすぇ-
さぇすぇ たぇさすうは, ぇ きうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ ゃ ╉けきうしうはすぇ しっ っ 
こさけゃっかぇ う しさっとぇ し こさっょしすぇ-
ゃうすっかうすっ くぇ ちうゅぇさう う ちうゅぇ-
さっくう ういょっかうは. ′はきぇ ょぇ うきぇ 
こけしおなこゃぇくっ くぇ ちうゅぇさうすっ う 
こさけきはくぇ ゃなゃ ゃおせしけゃっすっ うき 
おぇつっしすゃぇ, いぇさぇょう すぇいう こさけ-
きはくぇ, おぇいぇ けとっ ╆かぇすっゃ.
╁なこさっおう ゃしうつおう きっさおう 

けぉぇつっ くっ きけあっ ょぇ しっ ゅぇさぇく-
すうさぇ, つっ くはきぇ ょぇ うきぇ くぇさせ-
てっくうは くぇ くけゃけすけ こさぇゃうかけ, 
けぉはしくう けとっ ╁っしっかうく ╆かぇ-
すっゃ.
„╁ないきけあくけ っ くはおけえ ょぇ しっ っ 

こさっいぇこぇしうか, ゃないきけあくけ っ けす 
くはおぇおなゃ しおかぇょ, くっういゃっしすっく 

56 ゅけょうてっく, のさうしす. 
╅っくっく し っょくけ ょっすっ. 
‶さっょしっょぇすっか くぇ 〉] 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさ-
ゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ 
こぇかぇすぇ. ╇きぇ しかっょょう-
こかけきくう おゃぇかうそうおぇ-
ちうう こけ ゅさぇあょぇくしおけ 
こさぇゃけ, すさせょけゃけ こさぇゃけ 
う しけちうぇかくう けすくけてっ-
くうは  ゃ ╋っあょせくぇさけょくうは 
ちっくすなさ くぇ ╋っあょせくぇ-
さけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ すさせょぇ ╋¨〈  ゃ 〈け-
さうくけ, ╇すぇかうは. ╁かぇょっっ 
させしおう, ぇくゅかうえしおう う うし-
こぇくしおう.

╋ぇかおけ うしすけさうは: 
]ないょぇょっくぇ っ こさっい 1991 ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ けすゅけゃけさう くぇ くせあょうすっ くぇ きっしすくうすっ そうさきう. ╉ぇいぇく-

かなておぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ っ けぉとっしすゃっくぇ けさゅぇくういぇちうは し けぉとうくしおけ う さっゅう-
けくぇかくけ いくぇつっくうっ. 》ぇさぇおすっさなす う こさけはゃうすっ え ゃうくぇゅう しぇ ぉうかう こせぉかうつくう う くぇしけつっくう おなき 
けぉしかせあゃぇくっ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ つかっくけゃっすっ ゃ ゅけかっきうは おけくすっおしす くぇ けぉとっしすゃっくうは うくすっさっし. 

ょけ すけいう きけきっくす くぇ ゃくけしうすっ-
かうすっ う くぇ くぇし, ょぇ ういかはいぇす 
すぇおうゃぇ おけかうつっしすゃぇ”, ょけこなか-
くう すけえ.
′ぇ ぉなかゅぇさしおうは こぇいぇさ う ゃ 

きけきっくすぇ うきぇ ちうゅぇさう くぇこさぇ-
ゃっくう けす くけゃぇすぇ たぇさすうは, ぇ すは 
くぇきぇかはゃぇ こけあぇさけけこぇしくけしす-
すぇ けす いぇこぇかっくぇすぇ ちうゅぇさぇ.
„〈けゃぇ くっ ういおかのつゃぇ ゃない-

きけあくけしすすぇ ょぇ しっ こけかせつぇす 
こけあぇさう う し すぇいう たぇさすうは, 
いぇとけすけ ゅけさう くっ しぇきけ たぇさすう-
はすぇ, くけ う すのすのくなす. ′け ゃしっ 
こぇお しっ くぇきぇかはゃぇ さうしおなす う 
しっ くぇぉかはゅぇ くぇ ぉっいけこぇしくけしす-
すぇ”, おぇいぇ てっそなす くぇ ╉╆‶.
╁っしっかうく ╆かぇすっゃ っ くけゃうはす 

こさっょしっょぇすっか くぇ ╉╆‶, おけえすけ 
ぉってっ くぇいくぇつっく ゃ おさぇは くぇ 
きうくぇかうは きっしっち, しかっょ こさけ-
きっくうすっ ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
╉けきうしうはすぇ. ╃けしっゅぇ ╆かぇすっゃ っ 
ぉうか しなゃっすくうお こけ さっゅうけくぇか-
くぇ こけかうすうおぇ くぇ こさっきうっさぇ 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ. ╉ぇすけ こさうけ-
さうすっすう ゃ さぇぉけすぇすぇ しう いぇくぇ-
こさっょ, すけえ こけしけつう こけしすけはくくぇ 
おぇきこぇくうは こけ うくそけさきうさぇくっ 
くぇ こけすさっぉうすっかうすっ う こさっ-
ゃぇくすうゃくう こさけゃっさおう.

〈┿

      

- ╂けしこけょうく  ]うきっけくけゃ, おぇおゃけ っ しすぇくけゃうとっすけ くぇ ╀〈‶‶ こけ けすくけてっくうっ くぇ ゃなゃっあ-
ょぇくっすけ くぇ きうくうきぇかくう けしうゅせさうすっかくう こさぇゅけゃっ こけ ぉさぇくてけゃっ ゃ こさけきうてかっくけしすすぇ くぇ 
しすさぇくぇすぇ? ╆ぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす ぉういくっしぇ すっ しぇ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく くっこけしうかくう うかう ゃうしけおう, 
こさっょゃうょ しなしすけはくうっすけ くぇ しぇきうすっ そうさきう しっゅぇ, ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ おさういぇ.

- ′ぇえ-ゃぇあくけ っ ょぇ しっ けちっくはゃぇ しなしすけはくうっすけ くぇ しっおすけさぇ, ぇ くっ ぇゃすけきぇすうつくけ ょぇ しっ こさっくぇしはす 
けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけゃっ. ╇ しっゅぇ しぇ さっゅうしすさうさぇくう  けすおかけくっくうは.〈けゃぇ, おけっすけ しすぇくぇ ゃ しっおすけさぇ 
くぇ こつっかぇさうすっ - ょゃせちうそさっくう けすおかけくっくうは  う さなしすけゃっ, っ ぇぉしけかのすくけ くっこさうっきかうゃけ いぇ くぇし. ′っぇ-
ょっおゃぇすくけ とっ ぉなょっ しなとけ, ぇおけ ぇゃすけきぇすうつくけ しっ こさっくっしっ けしうゅせさうすっかくうはす こさぇゅ うかう しっ せゃっかうつう 
ゃ しっおすけさう, ゃ おけうすけ うきぇ しこぇょ - おぇすけ しすさけうすっかしすゃけすけ. 



2 4 ноември 2011 г. とí¿ñúÑÜï¡Üäぢí½ñö

》『╊╉¨ 45 ╈《╉¨〉¨ „╅『』╊〉╅]” 』╈]《╆っ╇╅ 》ぇ『╇¨【╊
╅╇【《〈《╆¨]¨ ╇ ╆ぇ]╈╅『¨っ ”╆】]╈╅『 『╊〉《”

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

╅『｠╅〉╈╊]《╇╉╊〉

』╇╊【¨ 〈¨〉╅

こなさゃけくぇつぇかくけ っ さってっ-
くけ そさっくしおぇすぇ そうさきぇ ょぇ 
ょけしすぇゃは こなかっく おけきこかっおす 
ょっすぇえかう いぇ しゅかけぉおぇすぇ くぇ 
„[っくけ 8”, くけ ゃこけしかっょしすゃうっ 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ „┿さしっくぇか” 
きけあっ ょぇ しっ しこさぇゃう し こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ さっょうちぇ ょっ-
すぇえかう, おけうすけ しっ せしゃけはゃぇす う 
ういさぇぉけすゃぇす う ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ きせいっえくぇすぇ いぇこうしおぇ しっ 
おぇいゃぇ けとっ, つっ ╃なさあぇゃくけ-
すけ しすけこぇくしおけ けぉっょうくっくうっ 
„╋っすぇかたうき”, し ちっくすなさ ゅさぇょ 
]けこけす, ゃないかぇゅぇ  いぇょぇつぇ-
すぇ こけ „[っくけ  8” うきっくくけ 
くぇ ¨ぉっょうくっくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃっくけ こさっょこさうはすうっ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし”, おぇおすけ 
すけゅぇゃぇ しっ おぇいゃぇ „┿さしっくぇか”. 
〈ぇおぇ けす 1-ゃう しっこすっきゃさう 
1966 ゅけょうくぇ さぇぉけすぇすぇ いぇ-
こけつゃぇ ゃ ╋けくすぇあくうは しっおすけさ 
こさう 710 ちった – ゃ ¨すょっかぇ くぇ 
╂かぇゃくうは きったぇくうお. ╁ „┿さ-
しっくぇか” しすぇさすうさぇ きけくすぇあなす 
くぇ こなさゃぇすぇ いぇ ╀なかゅぇさうは 
しっさうは けす 20 かっおう ぇゃすけきけ-
ぉうかう  „╀せかゅぇさ [っくけ  8”. ╆ぇ 
ちっかすぇ くぇ きけくすぇあぇ ゃ けさな-
あっえくうちぇすぇ, おけはすけ っ きけとっく 
きぇてうくけしすさけうすっかっく ちっく-
すなさ, しっ ういさぇぉけすゃぇす しこっちう-
ぇかくう こさうぉけさう う こさうしこけ-
しけぉかっくうは. 〈ぇおぇ くぇ 15-すう 
しっこすっきゃさう ゃっつっ 10 かっおう 
おけかう しぇ くぇこなかくけ ゅけすけゃう, 
くぇせつぇゃぇきっ けとっ けす きせいっえ-
くぇすぇ しこさぇゃおぇ.

′け こさう ういさうつくけすけ せしかけゃうっ, 
すっ ょぇ しっ こかぇしうさぇす しぇきけ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは こぇいぇさ. ╇きぇてっ 
おかぇせいぇ ゃ ょけゅけゃけさぇ, さぇいおぇい-
ゃぇ ╀けくつけ ‶っしっゃ, つっ ╀なかゅぇさうは 
くはきぇ こさぇゃけ くぇ ういくけし. „╀なか-
ゅぇさしおう すなさゅけゃしおう けさゅぇくういぇ-
ちうう, おけうすけ うきぇたぇ いぇょぇつぇすぇ 
ょぇ こっつっかはす ゃぇかせすぇ けす ういくけし, 
いぇこけつゃぇす ょぇ こさけょぇゃぇす おけかう ゃ 
つせあぉうくぇ”, おぇいゃぇ けとっ ‶っしっゃ, 
しこけさっょ おけゅけすけ, うきっくくけ すけゃぇ 
っ こさうつうくぇすぇ そさっくしおぇすぇ そうさ-
きぇ ょぇ さぇいゃぇかう ょけゅけゃけさぇ し 
╀なかゅぇさうは, ょぇ しっ けすすっゅかう う ょぇ 
けすうょっ ゃ [せきなくうは, おなょっすけ しっ 
こけかぇゅぇす けしくけゃうすっ くぇ させきなく-
しおぇすぇ „╃ぇつうは” こけ きけょっか くぇ 
„[っくけ”, おけはすけ う ょけしっゅぇ っ こけ-
いくぇすぇ ゃ ぇゃすけきけぉうかくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ. ]きはすぇてっ しっ, つっ 
いぇ 10-15 ゅけょうくう ぉなかゅぇさしおうはす 
こぇいぇさ けす かっおう ぇゃすけきけぉうかう 
とっ ぉなょっ いぇょけゃけかっく けす „╀せか-
ゅぇさ [っくけ”, おぇいゃぇ けとっ ‶っしっゃ 
し けこさっょっかっくけ しなあぇかっくうっ, つっ 
すけゃぇ くっ しっ っ しかせつうかけ. ¨とっ 
こけゃっつっ, つっ さけょくぇすぇ うくょせし-
すさうは せしこはゃぇ ょぇ こさけういゃっょっ ょけ 
40 % けす くせあくうすっ いぇ おけかぇすぇ 
つぇしすう, ぉっい おせこっすけ くぇ ぇゃすけ-
きけぉうかぇ う ゃなくてくうすっ かぇきぇさう-
くう. ╀なかゅぇさしおう ょっすぇえかう ょけさう 
しぇ けすうゃぇかう いぇ しゅかけぉおぇ ゃなゃ 
《さぇくちうは. „‶さけういゃけょしすゃけすけ 
いぇこけつくぇ ゃ „┿さしっくぇか”, ゃ ゅけ-
かはきけすけ たぇかっ, しこけきくは しう けとっ 
‶っしっゃ, おけえすけ っ しゃうょっすっか おぇお 
っおうこ けす ぉかういけ 50 ょせてう すゃけさ-
つっしおぇ きうしなか さぇぉけすう こけ せしゃけ-
はゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
ぉっい ょぇ しっ ぉさけはす さぇぉけすくうちう-
すっ, おけうすけ こさぇゃはす きけくすぇあぇ くぇ 
おけかうすっ.  ‶け すけゃぇ ゃさっきっ ょう-
さっおすけさ っ 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, ぇ 
╁ぇしうか 〈のさおっょあうっゃ っ ゅかぇゃっく 
うくあっくっさ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 
╉ぇすけ しゃうょっすっか くぇ ゃさっきっすけ,  
‶っしっゃ けこさっょっかっくけ しつうすぇ, 
つっ っ うきぇかけ いぇゃうしす おなき „┿さ-
しっくぇか”, いぇ すけゃぇ, つっ いぇこけつゃぇ 
ょぇ こさけういゃっあょぇ ぇゃすけきけぉうかう 
う すけゃぇ っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
きけくすぇあなす ょぇ しっ こさっきっしすう ゃ 
‶かけゃょうゃ. ¨こさっょっかっくけ っ くぇ-
すっあぇかけ う かけぉうさぇくっすけ いぇ さけょ-
くうは おさぇえ くぇ ╃さぇあぇ ╁なかつっ-
ゃぇ, ゃうしけおけこけしすぇゃっくぇ そうゅせさぇ 
すけゅぇゃぇ ゃ 『╉ くぇ こぇさすうはすぇ, し 
ういおかのつうすっかくけ ゃかうはくうっ ゃなさ-
たせ ょなさあぇゃくうは ゅかぇゃぇ 〈けょけさ 
╅うゃおけゃ.
‶さうつうくうすっ ╀なかゅぇさうは ょぇ 

いぇゅせぉう すけいう せくうおぇかっく てぇくし 
ょぇ うきぇ さけょくけ ぇゃすけきけぉうかくけ 
こさけういゃけょしすゃけ けつっゃうょくけ しぇ 
ぉうかう くぇ ゃうしけおけ ょなさあぇゃくけ 
くうゃけ. ╉けっすけ くうおぇお くっ けすきっくは 
そぇおすぇ, し おけえすけ „┿さしっくぇか” し 
こさぇゃけ しっ ゅけさょっっ, つっ うきっくくけ 
すせお っ しゅかけぉっくぇ こなさゃぇすぇ かっおぇ 
おけかぇ せ くぇし. 〈けつくけ こさっょう 45 
ゅけょうくう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

』 いしあえそつしそう: ╉あ つか ちそおけ きけてそ おそ てあうあせあ!

′ぇ 8 くけっきゃさう っ ┿さたぇくゅっかけゃょっく, くぇさうつぇく けとっ [ぇくゅっかけゃ
ょっく. ‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ こけつうすぇ ]ゃ. ┿さたぇくゅっか ╋うたぇうか.
¨しくけゃくぇすぇ くぇしけつっくけしす くぇ けぉうつぇうすっ こさっい すけいう ょっく, おぇおすけ 

う うきっすけ くぇ こさぇいくうおぇ, しっ けこさっょっかはす けす ゃはさゃぇくっすけ, つっ ]ゃ. 
[ぇくゅっか っ っょうく けす てっしすうきぇすぇ ぉさぇすは-のくぇちう, くぇ おけゅけすけ こさう 
こけょはかぉぇすぇ くぇ しゃっすぇ しっ こぇょくぇかう きなさすゃうすっ. 〈けえ ゃぇょう ょせてぇ
すぇ くぇ つけゃっおぇ う いぇすけゃぇ っ くぇさっつっく ょせてっゃぇょくうお.
╁ きくけゅけ さぇえけくう くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ すけいう ょっく しっ おけかう おせさ

ぉぇく けす けゃつっ きっしけ いぇ しゃっすっちぇ, こさぇゃはす しっ けぉさっょくう たかはぉけ
ゃっ, したけょくう し すっいう, おけうすけ しっ こさうゅけすゃはす いぇ こけゅさっぉっくうっ うかう 

こけきっく. ′ぇえ-ゃないさぇしすくうはす ゃ 
ょけきぇ さぇいつせこゃぇ けぉさっょくうは 
たかはぉ くぇ おさなしす, こけかうゃぇ ゅけ し 
ゃうくけ う ぉかぇゅけしかぇゃは: ” ]ゃっ
すう ┿さたぇくゅっかっ う ゃしう しゃっすちう, 
こけきぇゅぇえすっ くう, こけつうすぇきっ ゃう 
う しっつっき おけかぇつ – ょぇ しっ さけょう 
あうすけ ょけ すぇゃぇくぇ!”  [ぇいょぇゃぇ 
しっ う あうすけ, おけっすけ ゃしっおう こけ
っきぇ し ょゃっ さなちっ, いぇ ょぇ っ うい
けぉうかくけ.
] ┿さたぇくゅっかけゃょっく っ しゃなさ

いぇくぇ う っょくぇ けす くぇえ-ゅけかっ
きうすっ いぇょせてくうちう こさっい ゅけ
ょうくぇすぇ. ′ぇ ╆ぇょせてくうちぇ しっ 
こさぇゃう すなさあっしすゃっくぇ しかせあ
ぉぇ ゃ ちなさおゃぇすぇ, しかっょ おけっすけ 
いぇこけつゃぇす ゅけしすせゃぇくうはすぇ せ 
うきっくくうちうすっ. ′ぇ きくけゅけ きっし
すぇ しっ けさゅぇくういうさぇす う しなぉけ
さう. ╃っくはす っ ういゃっしすっく う おぇすけ 
こさぇいくうお くぇ きっしけすけ う きっしぇ
さうすっ.
]ゃ. ╋うたぇうか っ っょうく けす 7-すっ 

こなさゃっくしすゃせゃぇとう ぇくゅっかう, 
おけうすけ ゃうくぇゅう しすけはす こさっょ 
こさっしすけかぇ くぇ ╂けしこけょぇ. 〈けえ 
こさっょしすぇゃは ╀けあうっすけ しかけゃけ. 
╇いけぉさぇいはゃぇ しっ し おけこうっ ゃ 
さなおぇ, おぇすけ すなこつっ し おさぇおぇすぇ 
しう ょはゃけかぇ.
┿くゅっかうすっ しぇ こぇいうすっかう くぇ 

つけゃっておうは さけょ, ぇ ゃしっおう つけ
ゃっお けとっ けす さぇあょぇくっすけ しう 
うきぇ こけ っょうく ぇくゅっか-こぇいうすっか.
╇きっくくうちう くぇ ┿さたぇくゅっかけゃ

ょっく しぇ: ┿くゅっか, ┿くゅっかうくぇ, 
[ぇくゅっか, ╋うたぇうか, ╋うたぇっかぇ, 
╂ぇゃさぇうか, [ぇょおぇ, [ぇょけしすうく, 
[ぇょけしかぇゃ, [ぇえくぇ, ¨ゅくはく, 
‶かぇきっく, ╄きうか う ╄きうかうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

′ぇ 11-すう くけっきゃさう こけつうすぇきっ ]ゃ. ゃっかうおけきなつっくうお 
╋うくぇ. ╃っくはす しなゃこぇょぇ し くぇつぇかけすけ くぇ ╁なかつうすっ 

こさぇいくうちう. ]ゃ. ╋うくぇ っ ゃけうく, こけおさけゃうすっか くぇ しっきっえ
しすゃけすけ, しうさぇちうすっ う ぉっいょけきくうすっ, こぇいうすっか くぇ こなすせゃぇ
とうすっ くぇ ょなかなゅ こなす, くぇ ゃけうくうすっ う かっつうすっかうすっ. ]ゃっすっ
ちなす いぇおさうかは う あっくうすっ, いぇすけゃぇ くぇ すけいう ょっく すっ しっ きけかはす 
こさっょ うおけくぇすぇ くぇ しゃっすっちぇ いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ょっちぇすぇ しう, 
いぇ さぇょけしす う ぉかぇゅけこけかせつうっ ゃ ょけきぇ. ]ゃ. ╋うくぇ っ っゅうこすは
くうく, ゃけえく, あうゃはか こけ ゃさっきっ くぇ ゅけくっくうっすけ くぇ たさうしすうは
くうすっ けす けそうちうぇかくぇすぇ さうきしおぇ ゃかぇしす. ╁ないきせすっく けす っいう
つっしおけすけ ぉっいつっしすうっ, すけえ くぇこせしくぇか ゃけえしおぇすぇ う あうゃはか 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ ゃ こせしすうくはすぇ. ]かっょ すけゃぇ いぇゅけゃけさうか くぇ 
たけさぇすぇ いぇ ゃはさぇすぇ しう ゃ 》さうしすけし: ”′っ しっ ぉけえすっ けす けくうは, 
おけうすけ せぉうゃぇす すはかけすけ, すっ くっ きけゅぇす ょぇ せぉうはす ょせてぇすぇ”. 
] ういおかのつうすっかくぇ すゃなさょけしす こけくっしなか しすさぇょぇくうはすぇ, くぇ 
おけうすけ ぉうか こけょかけあっく, こさっょう ょぇ ぉなょっ ういゅけさっく. ‶さぇ
たぇ きせ ぉうか こさっくっしっく ゃ さけょくぇすぇ きせ ┿かっおしぇくょさうは. ′ぇ 
ゅさけぉぇ きせ ぉうか しなゅさぇょっく たさぇき, おけえすけ しすぇくぇか ういゃけさ くぇ 
ぉっいぉさけえ つせょっしぇ.
]ゃ. ╋うくぇ っ こけおさけゃうすっか くぇ ゃしうつおう, おけうすけ しぇ しう いぇゅせ

ぉうかう くっとけ. ′っいぇょけきっくうすっ ゅけ すなさしはす いぇ こけきけと, いぇ ょぇ 
うき こけきけゅくっ ょぇ しう くぇきっさはす ぉさぇつっく こぇさすくぬけさ.
╀なかゅぇさうすっ しぇ くぇすけゃぇさうかう すけいう しゃっすっち し きうしうはすぇ ょぇ 

ぉなょっ ゅけしこけょぇさ くぇ ゃなかちうすっ, ょぇ ゅう こせしおぇ う こさうぉうさぇ. 
‶さぇいくうおなす きせ しなゃこぇょぇ し ╁なかつうすっ こさぇいくうちう, おけうすけ 
こさけょなかあぇゃぇす ょけ 21 くけっきゃさう う ゃ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しこぇいゃぇす さぇいかうつくう いぇぉさぇくう, いぇ ょぇ くっ くぇこぇょぇす ゃなかちうすっ 
しすぇょぇすぇ う たけさぇすぇ.
╁ こなさゃうは ょっく, おけえすけ しっ くぇさうつぇ けとっ ╆ゃっさうくょっく, ょけさう 

くっ しっ しこけきっくぇゃぇ ょせきぇすぇ „ゃなかお”. ′けあうちうすっ, おかっとうすっ 
う ゃしうつおう ょさせゅう しっつうゃぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ けすゃぇさはす, しっ 
いぇゃなさいゃぇす, いぇ ょぇ ぉなょぇす いぇゃなさいぇくう せしすうすっ くぇ ゃなかちうすっ. 
╅っくうすっ くっ てうはす, くっ こさっょぇす, くっ こかっすぇす, くっ こっさぇす, ぇ 
きなあっすっ くっ ゃこさはゅぇす ゃけかけゃっすっ う くっ しっ ょけおけしゃぇす ょけ さぇ
ぉけすくう しっつうゃぇ. ′っ しっ つせおぇ しけか, くっ しっ ょはかおぇ ょなさゃけ, くっ 
しっ こうこぇ ゅさっぉっく.
╋さぇすうくちうすっ, おけうすけ しぇ くぇ 14-すう くけっきゃさう う しなゃこぇょぇす 

し ╉けかっょくうすっ いぇゅけゃっいくう, しぇ くぇしけつっくう しさっとせ おけおけてぇすぇ 
ぉけかっしす きさぇすうくはお うかう こうこおぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ╋さぇすうくちう
すっ ゃしっおう すさはぉゃぇ ょぇ しう しすけう ゃおなとう う ょぇ くっ たけょう こけ 
すなきくけすけ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ǲǨǳǭǵǬǨǸ
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

04 くけっきゃさう - ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ おけさぇぉけしすさけ
うすっかうすっ - こさっい 1881 ゅ. ゃ [せしっ っ こけしすさけっく こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう 
きっすぇかっく こかぇゃぇすっかっく しなょ - おけさぇぉなす „╀けす-1“, し おけっすけ しっ こけしすぇゃは 
くぇつぇかけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ おけさぇぉけしすさけっくっ.
05 くけっきゃさう - ┿さたぇくゅっかけゃぇ いぇょせてくうちぇ; ╃っく くぇ ゃけっく

くぇすぇ こけかうちうは -  - ]ないょぇょっくぇ っ ╁けっくくぇすぇ こけかうちうは ゃ 
╀なかゅぇさうは; ╁ こっさうけょぇ 5 - 7 くけっきゃさう 1885 ゅ. ゃ たけょぇ くぇ ]さなぉ
しおけ-ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえくぇ しっ ゃけょはす しさぇあっくうはすぇ こさう ]かうゃくうちぇ; 

 - ‶けつうくぇ ぇさたうきぇくょさうす ‶ぇゃっか ]すぇくっゃ けす ╉ぇいぇくかなお.
06 くけっきゃさう - ╃っく くぇ いっきはすぇ う こかけょけさけょうっすけ;  - ‶けかおけ

ゃくうお ╃あっえおなぉ 【うお こぇすっくすけゃぇ っかっおすさうつっしおぇすぇ しぇきけぉさなしくぇつおぇ.
07 くけっきゃさう  1917  - ╉さぇえちっさなす “┿ゃさけさぇ” ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ 

くぇ ¨おすけきゃさうえしおぇすぇ さっゃけかのちうは;  [せしおうはす こさっいうょっくす ╀け
さうし ╄かちうく /すけゅぇゃぇ/ けぉはゃう 7-きう くけっきゃさう いぇ ╃っく くぇ こけきうさっくう
っすけ う しなゅかぇしうっすけ.
08 くけっきゃさう - ]なぉけさ くぇ ]ゃ. ┿さたぇくゅっか ╋うたぇうか; ┿さたぇく

ゅっかけゃょっく うかう [ぇくゅっかけゃょっく. ╋うたぇうか - けす っゃさっえしおう けいくぇつぇゃぇ 
“おぇすけ ╀けゅ”; ┿くゅっか - けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ “ゃっしすうすっか”; ╂ぇゃさうか - けす 
っゃさっえしおう けいくぇつぇゃぇ “おさっこけしす ぉけあうは”; ╃っく くぇ きっしけすけ う きっしぇさう
すっ; ‶さぇいくうお くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ こけかうちうは くぇ ╀なかゅぇさうは - つっしすゃぇ 
しっ けす 1924 ゅ.; ╃っく くぇ いぇこぇょくうすっ こけおさぇえくうくう.
09 くけっきゃさう -  – 〉きうさぇ おぇいぇくかなておうはす たせょけあくうお ╂っけさ

ゅう ╄きぇくせうかけゃ.
10 くけっきゃさう -  - ′ぇつぇかけ くぇ ょっきけおさぇすうつくうすっ こさけ

きっくう ゃ ╀なかゅぇさうは;  - [けょっく っ ╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ - 
させしおう けさなあっっく おけくしすさせおすけさ, しないょぇすっか くぇ くぇえ-こけこせかはさくうは 
ぇゃすけきぇす ┿╉-47;  – [けょっく っ ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ – ゃない
さけあょっくっち けす ╉ぇいぇくかなお.
11 くけっきゃさう - ‶けつうすぇす しっ きなつっくうちうすっ ╋うくぇ, ╁うおすけさ う 

╁うおっくすうえ. ╇きっくくうちう: ╋うくおぇ, ╋うくおけ, ╋うくつけ, ╁うおすけさ, ╁うおすけ
さうは - けす かぇすうくしおう けいくぇつぇゃぇ „こけぉっょぇ”. ╁なかおけ, ╁なかおぇく, ╁なかおぇ
くぇ. ]こけさっょ くぇさけょくぇすぇ すさぇょうちうは いぇこけつゃぇす ╁なかつうすっ こさぇいくうちう 
/╋さぇすうくちう/ - こさけょなかあぇゃぇす ょけ 21 くけっきゃさう; ‶さっょう 11 260 
ゅけょうくう っ ぉうか ういこっつっく こなさゃうはす たかはぉ けす こてっくうつっくけ ぉさぇてくけ ゃ 
╋っしけこけすぇきうは;  - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく こさけそ. ╂っくつけ ‶う
さぬけゃ - せつうすっか, こしうたけかけゅ, つかっく-おけさっしこけくょっくす. 
12 くけっきゃさう -  - ╁ ╇しかぇくょうは っ しないょぇょっく こなさゃうはす こぇさかぇ

きっくす ゃ しゃっすぇ - うしかぇくょしおうはす ぇかすうくゅ.
13 くけっきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ. ╈けぇく ╆かぇすけせしす;  - ‶さう

っす っ ╆ぇおけく いぇ いぇしっかゃぇくっ くぇ ぉっあぇくちうすっ - けこうす ょぇ しっ さってぇす こさけ
ぉかっきうすっ くぇ ぉっあぇくちうすっ けす ╋ぇおっょけくうは う 〈さぇおうは, つうえすけ ぉさけえ 
すけゅぇゃぇ ょけしすうゅぇ 400 たうかはょう ょせてう; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ 
しかっこうすっ たけさぇ. 』っしすゃぇ しっ けす 1946 ゅ. おぇすけ ゅけょうてくうくぇ けす さけあ
ょっくうっすけ くぇ そさっくしおうは こっょぇゅけゅ ╁ぇかぇくすっく ┿のう, こけかけあうか けしくけ
ゃうすっ くぇ しゃっすけゃくけすけ けぉせつっくうっ くぇ しかっこうすっ う けしくけゃぇか こさっい 1784 
ゅ. ゃ ‶ぇさうあ こなさゃうは  ゃ しゃっすぇ うくすっさくぇす いぇ くっいさはとう.
14 くけっきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ.ぇこけしすけか 《うかうこ. ╇きっくくうちう: 

《うかうこ - けす ゅさなちおう けいく. „かのぉうすっか くぇ おけくっ”, 《うかうこうくぇ, 《うかぬけ; 
╉けかっょくう いぇゅけゃっいくう;  - ]ないょぇょっく っ ╀けゅけしかけゃしおうはす そぇ
おせかすっす ゃ ╀なかゅぇさうは. ′ぇ すけいう ょっく っ ういくっしっくぇ こなさゃぇすぇ かっおちうは.                                                                             
15 くけっきゃさう -  - ′けぉっか けしすぇゃは いぇゃっとぇくうっ くぇ せつっくうすっ, 

こうしぇすっかうすっ, こけかうすうちうすっ, ょけこさうくぇしはとう こけかいぇ くぇ つけゃっつっしすゃけ
すけ;  - ╁ ╉ぇさかけゃけ っ こさけういゃっょっく こなさゃうはす きぇかけゅぇぉぇさうすっく 
ゃっさうあっく すさぇおすけさ “╀けかゅぇさ”;  - 〉きうさぇ ╃うきうすなさ [けゅけいけゃ - 
せつうすっか, けしくけゃぇすっか くぇ つうすぇかうとっ “╀さぇすしすゃけ”.
16 くけっきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ. ぇこけしすけか う っゃぇくゅっかうしす ╋ぇすっえ; 

╋ぇすっえ - けす っゃさっえしおう けいくぇつぇゃぇ “ょぇさ けす ╀けゅぇ”; ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ すけかっさぇくすくけしすすぇ.
17 くけっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しすせょっくすうすっ; 1876 

- ╁ ╉うてうくっゃ っ しないょぇょっくけ ╀なかゅぇさしおけすけ けこなかつっくうっ;  - 
╀なかゅぇさうは しっ おかぇしうさぇ いぇ しゃっすけゃくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか ゃ 
„]┿】-94” し こけぉっょぇ くぇょ 《さぇくちうは し 2:1.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╋かぇょぇすぇ おぇいぇくかなておぇ たせ
ょけあくうつおぇ ]うかゃうは ╉けっ

ゃぇ, つううすけ さぇぉけすう ちっくうすっかうすっ 
けす こけしかっょくうすっ くはおけかおけ ゅけょう
くう こけいくぇゃぇす ゃっつっ ょけぉさっ けす 
ういはゃうすっ え ゃ ういかけあぉう ゃ ╉ぇいぇく
かなお, ゃいっ くぇゅさぇょぇすぇ くぇ ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ きかぇょ ぇゃすけさ ゃ 
すぇいゅけょうてくうは ╄しっくっく しぇかけく.
′ぇゅさぇょぇすぇ いぇ ういはゃっく ぇゃすけさ 

けすうょっ こさう ╁っしおけ [ぇょせかけゃ. 
¨ぉとうすっ ういかけあぉう ゃ おさぇは くぇ 
けおすけきゃさう - くぇつぇかけすけ くぇ くけ

ぎïñÖñÖ ïí¿ÜÖ

っきゃさう ゃ っおしこけいうちうけくくぇすぇ 
いぇかぇ くぇ せか. “╇しおさぇ” 4 ゃっつっ こけ 
すさぇょうちうは こさっょしすぇゃはす くぇえ-くけ
ゃけすけ ゃ すゃけさけつっしすゃけすけ くぇ おぇ
いぇくかなておうすっ たせょけあくうちう. 
┿ゃすけさ くぇ うょっはすぇ いぇ ]ぇかけ

くぇ っ ╊うかう ‶っすさけゃぇ, ょなかゅけ
ゅけょうてっく せさっょくうお くぇ いぇかぇすぇ, 
おけはすけ こけ ゃさっきっ くぇ すぇいゅけょうて
くうすっ くぇゅさぇょう しなとけ こけかせつう 
しこっちうぇかくう こけいょさぇゃかっくうは けす 
けさゅぇくういぇすけさうすっ けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.

]っょぇかおうすっ くぇ ぇゃすけきけぉうかうすっ „╀せかゅぇさ [っくけ“

╇しすけさうはすぇ くぇ „╀せかゅぇさ [っくけ“ ゃ ぇさしっくぇかしおうは きせいっえ

〈けゃぇ, しこけさっょ ]すけはくけゃぇ, くっ っ 
そぇかてうゃけ ういさっつっくうっ, ぇ おぇせいぇ, 
いぇとけすけ „うきぇ し おぇおゃけ ょぇ しっ ゅけさ-
ょっっき”.  
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  けこさっょっかう  

しゃけうすっ ょゃぇ くぇえ-ゃぇあくう こさうけ-
さうすっすぇ  ゃ しかっょゃぇとうすっ しっょきう-
ちう: しすぇさすうさぇくっ くぇ そうくぇくしけゃぇ 
こさけゃっさおぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う   さぇぉけすぇ いぇ くけゃうは ぉのょあっす.  〈は  
いぇはゃう しなとけ, つっ けしけぉっくけ きくけゅけ 
とっ ょなさあう ゃ くけゃうは ぉのょあっす ょぇ 
しっ ういこなかくう けぉっとぇくうっすけ - ゃしうつ-
おう おきっすしすゃぇ ょぇ うきぇす ょっかっゅうさぇ-
くう ぉのょあっすう, おけうすけ おきっすけゃっすっ 
くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ ょぇ さぇいたけょ-
ゃぇす こけ ちっかっしなけぉさぇいくけしす う すはた-

くぇ こさっちっくおぇ. 
╃け おさぇは くぇ きっしっちぇ とっ 

ぉなょっ そぇおす くけゃうはす っおうこ くぇ  
おきっすうちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっょう  すけゃぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ ぉっ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ 
しそけさきうさぇくうはす けぉとうくしおう  
しなゃっす とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさう-
っきっ くけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ  くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは. 
╁ しこっちうぇかくけ けぉさなとっくうっ 

おなき しかせあうすっかうすっ ゃ けぉとうく-
しおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ╂ぇ-
かうくぇ ]すけはくけゃぇ  ゅう こさうおぇ-
くう こけゃっつっ ょぇ しっ せしきうたゃぇす, 
ょぇ こけしさっとぇす たけさぇすぇ し せし-

きうゃおぇ う ょぇ しゃなさてゃぇす さぇぉけ-
すぇすぇ, いぇ おけはすけ すっ しぇ ょけてかう. 
〈は けぉっとぇ, つっ とっ ぉなょっ おきっす 
くぇ ちはかぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う 
くぇ ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう,  おけうすけ 
さぇぉけすはす しなし しなさちっ う しないくぇ-
くうっ う ゅぇさぇくすうさぇ  しさっとせ すけゃぇ 
きけさぇかくけ せょけゃかっすゃけさっくうっ. 
╁ くけゃうは っおうこ くぇ おきっすうちぇ-

すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけえすけ とっ っ  
そぇおす ょけ  おさぇは くぇ  くけっきゃさう,  
とっ ゃかはいぇす „こさっうきせとっしすゃっ-
くけ きかぇょう たけさぇ, くけ う たけさぇ し 
けこうす”, こけょつっさすぇ すは. 
′ぇ ゃなこさけし  おけえ とっ こけっきっ 

けゃぇおぇくすっくうは こけしす くぇ ]すけ-
はくけゃぇ ゃ ¨ぉかぇしすくぇ ぇょきうくう-

しすさぇちうは, おなょっすけ すは ぉっ いぇき. 
けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか, おきっすう-
ちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっ かぇおけ-
くうつくぇ: とっ くぇこさぇゃは ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ ょぇ しう いぇこぇいうき こけ-
いうちううすっ ゃ ¨ぉかぇしすくぇすぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは”. 
]かっょ ぉぇかけすぇあぇ ゃ くっょっかは 

╂╄[╀ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
さぇいこけかぇゅぇ し 15 おきっすぇ くぇ くぇ-
しっかっくう きっしすぇ, 15 けぉとうくしおう  
しなゃっすくうちう ゃ きっしすくうは こぇさ-
かぇきっくす う っょくぇ おきっすうちぇ くぇ 
けぉとうくぇ. 〈けゃぇ っ さっおけさょ いぇ 
くぇし, けぉはゃう こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
‶さっょういぉけさくうは とぇぉ くぇ ╂╄[╀  
′っくけ ╁かぇえおけゃ. „╋かぇょけしすすぇ う 

っくすせしうぇいきなす しこっつっかうたぇ すぇいう 
おぇせいぇ”, けぉはゃう くぇ しゃけえ さっょ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おきっす くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]すけはくけゃぇ 
こけょおぇくう こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
こけかうすうつっしおうすっ こぇさすうう ょぇ しう 
しゃぇかはす こさっょういぉけさくうすっ きぇすっ-
さうぇかう けす せかうちうすっ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, おけうすけ „ゅけ いぇゅさけいはゃぇす” う 
くぇこけきくう, つっ いくぇっ しぇくおちうう-
すっ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ くぇかけあう 
いぇ ゃしうつおう, おけうすけ くっ しこぇいゃぇす 
こさぇゃうかぇすぇ う いぇおけくうすっ. 〈は 
せすけつくう, つっ くはきぇ ょぇ しっ こけょ-
ょぇょっ くうすけ くぇ かうつくう, くうすけ くぇ 
おけさこけさぇすうゃくう うくすっさっしう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁なこさけし  くぇ ゅけさょけしす いぇ ゃしは-
おぇ うくょせしすさうは っ こさけうい-

ゃけょしすゃけすけ くぇ ぇゃすけきけぉうかう. ╆ぇ-
とけすけ すけゃぇ っ いくぇお いぇ ゃうしけおけ 
おぇつっしすゃけ う こさけそっしうけくぇかういなき, 
いぇとけすけ さけょくけ ぇゃすけきけぉうかくけ 
こさけういゃけょしすゃけ いぇ ゃしはおぇ しすさぇ-
くぇ いくぇつう – っゃすうくう う ょけしすなこ-
くう おけかう いぇ ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく. 
¨とっ こさっい 1966-すぇ ょなさあぇゃくぇ-
すぇ ゃかぇしす こさっょこさうっきぇ しすなこおう ゃ 
すぇいう こけしけおぇ う ういぉうさぇ うきっくくけ 
„┿さしっくぇか” いぇ すぇいう すっあおぇ こさけ-
ういゃけょしすゃっくぇ いぇょぇつぇ, おけはすけ, いぇ 
しなあぇかっくうっ, こぇお ょなさあぇゃくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, くっ ょけおぇさゃぇ ょけ 
おさぇえ. 〈ぇおぇ う ょけ ょくっし きぇとぇぉ-
くぇすぇ  さぇいゃうすぇ ぇゃすけきけぉうかくぇ 
うくょせしすさうは, きっつすぇくぇ けす ゃしっおう 
ぉなかゅぇさうく, ゃしっ けとっ しう けしすぇゃぇ 
くっけしなとっしすゃっくぇ きっつすぇ.  ╉けっすけ 
くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ „┿さしっくぇか” くっ 
しっ っ しこさぇゃうか しなし いぇょぇつぇすぇ. ′ぇ-
こさけすうゃ.

‶さっい 1966 ゅけょうくぇ そさっくし-
おぇすぇ そうさきぇ „[っくけ” しおかのつ-
ゃぇ しこけゅけょぉぇ いぇ きけくすぇあ くぇ 
„[っくけ 8”

〈けゃぇ っ いぇこうしぇくけ ゃ おさぇすおぇ-
すぇ しこさぇゃおぇ くぇ うしすけさうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, こぇいっくぇ ゃ きせいっは くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ. ╇しすけさうは, おけはすけ 
せさっょくうおなす くぇ きせいっは ‶なさゃけかっすぇ 
‶っすおけゃぇ し こさぇゃけ くぇさうつぇ „╀うぉ-
かうはすぇ” くぇ „┿さしっくぇか”.
¨す いぇこうしおぇすぇ, けしすぇゃうかぇ いくぇ-

ちうすっ くぇ うしすけさうはすぇ いぇ こけおけ-
かっくうはすぇ,  くぇせつぇゃぇきっ けとっ, つっ 

„╀せかゅぇさ [っくけ” しすぇゃぇ ゅけ-
かはきぇすぇ ぇすさぇおちうは くぇ きけ-
しすさっくうは こぇくぇうさ ゃ ‶かけゃ-
ょうゃ こさっい 1966-すぇ

′ぇ っしっくくうは こぇくぇうさ, おけえ-
すけ こけおぇいゃぇ ゅけかっきうすっ こけ-
しすうあっくうは くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うくょせしすさうは, ¨‶‶ „《さうょさうた 
╄くゅっかし” こけおぇいゃぇ こなさゃうすっ 
かっおう ぇゃすけきけぉうかう, しゅかけぉっくう 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ′ぇしすぇゃぇ ゃしっけぉ-
とぇ さぇょけしす けす こっさしこっおすうゃぇすぇ 
- ゃしっおう ぉなかゅぇさうく ゃ ぉかういおう-
すっ 20 ゅけょうくう ょぇ しっ しょけぉうっ し 
っゃすうく しけぉしすゃっく ぇゃすけきけぉうか. 
′ぇしおけさけ しかっょ すけゃぇ しぇ ゅけすけゃう 
う しかっょゃぇとうすっ 10 ぉさけは „╀せか-
ゅぇさ [っくけ”, せしこってくけ きけくすうさぇ-
くう ゃ „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすうかう こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ しう しこけきくはす し 
せきうかっくうっ けくっいう きけきっくすう くぇ 
ゅけさょけしす, くけ きぇかおけ けす すはた しう 
けぉはしくはゃぇす そぇおすぇ, つっ ゃしうつおけ 
けしすぇゃぇ しぇきけ ょけすぇき. ╆ぇとけ っ 
こさっおさぇすっくけ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ かっおう ぇゃすけきけぉうかう せ くぇし こけ 
かうちっくい くぇ „[っくけ”, いぇとけ くっ 
しっ しぉなょゃぇ きっつすぇすぇ ょぇ うきぇきっ 
しけぉしすゃっくけ ぉなかゅぇさしおけ ぇゃすけ-
きけぉうかくけ こさけういゃけょしすゃけ?... 

‶さっおさぇすはゃぇくっすけ くぇ ゃいぇ-
うきけけすくけてっくうはすぇ し „[っくけ” 
っ いぇぉせかっくけ ゃ すぇえくう     

╁ うしすけさうつっしおぇすぇ しこさぇゃ-
おぇ, くぇこうしぇくぇ こさっい 1983-すぇ, 

っ けすぉっかはいぇくけ しぇきけ, つっ: ”‶け 
くぇさっあょぇくっ くぇ ╃]¨ „╋っ-
すぇかたうき” こさけういゃけょしすゃけすけ しっ 
こさっせしすぇくけゃはゃぇ う しっ こさった-
ゃなさかは くぇ ょさせゅけ こさっょこさうはすうっ 
ゃ しうしすっきぇすぇ – ゃ ‶かけゃょうゃ. ╁ 
¨‶‶ „《さうょさうた ╄くゅっかし けし-

すぇゃぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ すぇ-
こうちっさうはすぇ くぇ ぇゃすけきけかうぉぇ, 
いぇ おけっすけ しっ けぉけさせょゃぇ しこっ-
ちうぇかっく ちった ゃ こぇゃっかぉぇくしおけすけ 
しっかけ ┿かっおしぇくょさけゃけ”. ╇きっくくけ 
おけきこかっおす すぇおぇゃぇ すぇこうちっさうは 
ょくっし っ っょうくしすゃっくうはす いぇこぇいっく 
っおしこけくぇす, おけえすけ くぇこけきくは しなし 
しぇくすうきっくす, つっ うきっくくけ ゃ „┿さ-
しっくぇか” っ しゅかけぉっくぇ こなさゃぇすぇ 
しっさうは ぇゃすけきけかうぉう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ╆ぇ さぇょけしす, うきぇ けしすぇくぇかう 
う ゅけかっきうすっ そけすけしう, いぇこっつぇ-
すぇかう すけいう はさなお きけきっくす けす うし-
すけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おけえすけ 
う ょくっし ょぇゃぇ こけゃけょう いぇ ゅけさ-
ょけしす, くけ う いぇ しなあぇかっくうっ, つっ 
こさけういゃけょしすゃけすけ っ けすくっすけ けす 
おぇいぇくかなておけすけ きぇてうくけしすさけ-
っくっ. 
╁ しゃけう しこけきっくう しゃうょっすっかう 

う せつぇしすくうちう ゃ すけいう せしこっ-
てっく っおしこっさうきっくす ょけこなかゃぇす 
おぇさすうくぇすぇ くぇ しなぉうすうはすぇ けす 
けくけゃぇ ゃさっきっ う ょぇゃぇす ょけこなか-
くうすっかくぇ うくそけさきぇちうは いぇ けくけ-
ゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ おさぇは 
くぇ 1966-すぇ. ┿さしっくぇかっちなす 
╀けくつけ ‶っしっゃ, せつぇしすゃぇか おぇすけ 
おけくしすさせおすけさ う さなおけゃけょうすっか 
くぇ ╉けくしすさせおすうゃくうは けすょっか, 
せつぇしすゃぇか ゃ さぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ 
きくけゅけ ゃけっくくう ういょっかうは, しう 
しこけきくは う いぇ しかせつぇは „╀せかゅぇさ 
[っくけ”. 〈けえ しゃなさいゃぇ しなぉうすうはすぇ 
し ょせたぇ くぇ ゃさっきっすけ くぇ ╉っくっょう 
う 》させてつけゃ, おけゅぇすけ くぇしすなこゃぇ 
ゃさっきっくくけ さぇいゃっょさはゃぇくっ くぇ 
けすくけてっくうはすぇ ╇いすけお – ╆ぇこぇょ. 

]こけさっょ くっゅけ, 

╀なかゅぇさうは  うきぇかぇ ょけゅけ-
ゃけさ いぇ しゅかけぉはゃぇくっすけ くぇ 15 
たうかはょう かっおう ぇゃすけきけぉうかぇ 
„╀せかゅぇさ [っくけ”

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1ん¡îñÖöó ...ぅ╊ 』ぇ〈 [〈╊【 〉╅ ╇』¨ぁ[¨!
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„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ いぇおさうたぇ こさっょういぉけさくぇすぇ しう おぇきこぇくうは し ゃこっつぇすかは-
ゃぇと おけくちっさす ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. ╁けょっとうはす ╋うたぇうか ╃のいっゃ, きけきつっすぇすぇ う 
きけきうつっすぇすぇ けす すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか“ う おかせぉ いぇ しこけさすくう すぇくちう „╉うぇ-
さぇ-′“, せくうおぇかくうは しすさせくっく おゃぇさすっす „]すさうくゅし“ う かっゅっくょぇさくぇすぇ ╈けさょぇくおぇ 》さう-
しすけゃぇ しないょぇょけたぇ しすさぇたけすくけ くぇしすさけっくうっ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ こさっこなかくうたぇ 
いぇかぇすぇ ょぇ おさぇっく こさっょっか.
„′ぇ 23 けおすけきゃさう くう こさっょしすけう ょぇ ういぉっさっき おぇお とっ あうゃっっき ゃ しかっょゃぇとうすっ 4 

ゅけょうくう ゃ くぇてぇすぇ けぉとうくぇ - ╉ぇいぇくかなお. ] ういぉけさぇ くぇ くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす – 
くぇえ-ゃぇあくうはす けさゅぇく くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, とっ けこさっょっかうき くぇてっすけ ぉなょっとっ“, けぉなさ-
くぇ しっ おなき おぇいぇくかなつぇくう ゃけょぇつなす くぇ かうしすぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
„╁しっおう っょうく けす 37-すっ ょせてう ゃ かうしすぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ っ はさおぇ うく-

ょうゃうょせぇかくけしす, こけいくぇすけ かうちっ くぇ ゃしうつおう おぇいぇくかなつぇくう. ′っ しかせつぇえくけ おぇいゃぇす, つっ 
かうしすぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ きぇあけさうすぇさっく ういぉけさ 
くぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう – くっとけ, おけっすけ くっ こさっょかぇゅぇ くうすけ っょくぇ ょさせゅぇ かうしすぇ. 
′ぇてぇすぇ うしすうくしおぇ しうかぇ けぉぇつっ っ ゃ っおうこぇ. ′うっ, „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, しきっ 
けぉっょうくっくう けす うょっはすぇ いぇ こさけそっしうけくぇかういなき ゃ さぇぉけすぇすぇ. ̈ ぉっょうくはゃぇ くう うょっはすぇ, 
つっ けぉとうくぇすぇ しっ くせあょぇっ けす ぉなさいう, こさぇゅきぇすうつくう さってっくうは, つっ っ ょけてかけ ゃさっきっ 
いぇ っおしこっさすくう さってっくうは ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお!“ いぇゃなさてう ╇ぉせてっゃ.
„╂かぇしせゃぇえすっ こけ しなゃっしす う ういぉっさっすっ くぇえ-ょけしすけえくうすっ たけさぇ いぇ ぉなょっとうは ̈ ぉとうく-

しおう しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお“, こさういけゃぇ こせぉかうおぇすぇ ╁っくっすぇ ╂っけさゅうっゃぇ けす „]すさうくゅし“.
╈けさょぇくおぇ 》さうしすけゃぇ しなとけ しっ けぉなさくぇ おなき おぇいぇくかなつぇくう し こさういうゃ ょぇ ぉなょぇす 

さぇいせきくう う ょぇ ゅかぇしせゃぇす ょけゃっさうっ くぇ っおしこっさすうすっ. „] こけょおさっこぇすぇ いぇ „╄おしこっさすう 

′うおけかぇえ 》さうしすけゃ ╇ぉせてっゃ
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃

ぅくおけ 〈けくっゃ ╆ぇこさはくけゃ
╃うさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”, 
“┿さしっくぇか” ┿╃

『ゃっすぇく 〈っくっゃ 【うおけゃ
[なおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶╇]”, „┿さしっくぇか” ┿╃

╃さぇゅけきうさ ╁かぇっゃ ‶っすおけゃ
╃うさっおすけさ ‶╇╀ - おかけく ╉ぇいぇくかなお

╉さぇしうきうさぇ ╀っかつっゃぇ 》ぇさういぇくけゃぇ
╂っくっさぇかっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ “╃あっくっさぇかう ╀なかゅぇさうは” ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお 

╃けぉさうく 『ゃっすぇくけゃ ╃さぇゅくっゃ
╂かぇゃっく しつっすけゃけょうすっか, “┿さしっくぇか” ┿╃

] こけょこうしゃぇくっすけ くぇ たぇさすぇ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ くぇ 16-すう けお
すけきゃさう, くっょっかは, ゃ こけぉさぇすうきっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお ]っくす ╄さぉかっく, 
ゅさぇょなす くう しすぇくぇ つぇしす けす っゃさけこっえしおぇすぇ きさっあぇ ゅさぇょけゃっ, いぇっょ
くけ し 〉けすなさそけさょ, ╇さかぇくょうは, ╁うかはょっおぇくし – ╇しこぇくうは う ょけきぇ
おうくうすっ けす そさっくしおうは ゅさぇょ.
》ぇさすぇすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ ぉっ こけょこうしぇくぇ くぇ すなさあっしすゃっくぇ ちっ

さっきけくうは ゃ くっょっかは くぇ けぉはょ ゃ いぇかぇすぇ くぇ おきっすしすゃけすけ くぇ ]っくす 
╄さぉかっく, おけっすけ こけしさっとくぇ ゅけしすう けす ゃしうつおう しゃけう こけぉさぇすうきっ
くうすっ ゅさぇょけゃっ – けしゃっく つかっくけゃっすっ くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ きさっあぇ, 
けとっ う ょっかっゅぇちうう けす ]ぇくおす ╇くゅぉっさゅ, ╂っさきぇくうは, ′ ╃うぇゅぇくうはけ 

– ]っくっゅぇか, ╉かっあぇ – [せきな
くうは.
》ぇさすぇすぇ ぉっ こけょこうしぇくぇ けす 

しすさぇくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお けす うい
こなかくはゃぇとうはす ょかなあくけしすすぇ 
おきっす ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ. ╁ 
けそうちうぇかくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
ょっかっゅぇちうは ぉはたぇ けとっ けぉとうく
しおうはす しなゃっすくうお う こさっょしっょぇ
すっか くぇ ゅさせこぇ – 〈っきっくせあおぇ 
‶ぇこぇいけゃぇ う  ょうさっおすけさなす くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ ょうさっおちうは 
ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお – ]すぇ
くうしかぇゃぇ ╀ぇかおぇくしおぇ, おけうすけ 
せつぇしすゃぇたぇ ゃ しっきうくぇさ こけ こけょ
ゅけすけゃおぇすぇ くぇ たぇさすぇすぇ, おなょっすけ 
ぉはたぇ きぇさおうさぇくう けしくけゃくうすっ 
くぇしけおう くぇ ぉなょっとけすけ しなすさせょ
くうつっしすゃけ くぇ きさっあぇすぇ けす っゃ
さけこっえしおう ゅさぇょけゃっ. ¨しゃっく 
すさぇょうちうけくくうすっ いぇ こけぉさぇすう
きはゃぇくっすけ ょっえしすゃうは こけ せす
ゃなさあょぇゃぇくっ くぇ ちっくくけしすうすっ 
くぇ けすおさうすけしす, こさうはすっかしすゃけ, 
しけかうょぇさくけしす, すけかっさぇくすくけしす 
う きうさ, 》ぇさすぇすぇ こさっょゃうあょぇ 
けぉとう しなゃきっしすくう ょっえしすゃうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, 〉けすなさそけさょ, 

╁うかはょっおぇくし う ]っくす ╄さぉかっく, 
ゃ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ きかぇょっあ
おう うくうちうぇすうゃう う おせかすせさくう 
こさけっおすう, しこけさすぇ, うしすけさうはすぇ, 
ぉけさぉぇすぇ しさっとせ ょうしおさうきうくぇ
ちうはすぇ う せすゃなさあょぇゃぇくっすけ くぇ 
っゃさけこっえしおけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ.
》ぇさすぇすぇ ぉっ こけょこうしぇくぇ けとっ 

けす ]っくぇすけさ – おきっすぇ くぇ ]っくす 
╄さぉかっく – 【ぇさか ╂けすうっ, おきっ
すぇ くぇ 〉けすなさそけさょ – ‶ぇす 》っえし, 
おきっすぇ くぇ ╁うかはょっおぇくし – ╉ぇさ
かっい [せうい ′けゃっかぇ.
]っくす ╄さぉかっく こけしさっとくぇ しすけ

すうちう ゅけしすう けす こけぉさぇすうきっくう
すっ しう ゅさぇょけゃっ, きっあょせ おけうすけ 
う 10-つかっくくぇ ゅさぇあょぇくしおぇ 
ゅさせこぇ けす ╉ぇいぇくかなお – つかっ
くけゃっ くぇ ┿かうぇくし 《さぇくしっい う 
けぉとっしすゃっくうちう, せしすぇくけゃうかう 
すさぇえくう ゃさないおう し こけぉさぇすう
きっくうは ゅさぇょ. ‶けょこうしゃぇくっすけ 
くぇ たぇさすぇすぇ ぉっ つぇしす けす くは
おけかおけょくっゃくうすっ つっしすゃぇくうは 
くぇ 30-ゅけょうてくうくぇすぇ けす こけ
ぉさぇすうきはゃぇくうはすぇ くぇ ]っくす 
╄さぉかっく, いぇこけつくぇかう し おけくすぇ
おすうすっ きっあょせ そさっくしおうは ゅさぇょ 

う ]ぇくおす ╇くゅぉっさゅ – ╂っさきぇくうは.   
╁ さぇきおうすっ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ 

くぇ ょっかっゅぇちうはすぇ けす ╉ぇいぇくかなお, 
けそうちうぇかくうすっ かうちぇ せつぇしすゃぇ
たぇ ゃ しっきうくぇさ, おけえすけ さぇいさぇ
ぉけすう くぇしけおうすっ くぇ ぉなょっとけすけ 
しなすさせょくうつっしすゃけ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ, しこけさすぇ, ゅさぇあ
ょぇくしおけすけ けぉとっしすゃけ う ちっく
くけしすうすっ くぇ こさうはすっかしすゃけ う 
すけかっさぇくすくけしす う せつぇしすゃぇたぇ 
ゃ ╉さなゅかぇ きぇしぇ こけ こさうかぇゅぇ
くっすけ くぇ こけかっいくう せしこってくう 
こさぇおすうおう くぇ こけぉさぇすうきっくうすっ 
ゅさぇょけゃっ ゃ こけしけおぇ せしうかゃぇくっ 
くぇ ゅさぇあょぇくしおけすけ せつぇしすうっ ゃ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ, 
おなょっすけ あせさくぇかうしすなす ╃うぇくぇ 
[ぇきくぇかうっゃぇ こさっょしすぇゃう しゃけは 
けこうす う せつぇしすうは ゃ こせぉかうつくうすっ 
けぉしなあょぇくうは くぇ けぉとうくしおうは 
ぉのょあっす くぇ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ 
そけさきぇ くぇ しなすさせょくうつっしすゃけ 
きっあょせ けぉとうくしおぇすぇ ゃかぇしす, 
くっこさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ う 
ゅさぇあょぇくしすゃけすけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

- ╉ぇおゃけ っ いくぇつっくうっすけ くぇ 
╀〈‶‶ う ゃ つぇしすくけしす くぇ ╉ぇ
いぇくかなておぇすぇ いぇ  ぉういくっしぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは?  

- ╁うあすっ, 20 ゅけょうくう くっ しぇ 
ゅけかはき こっさうけょ くぇ そけくぇ くぇ 
116-すぇ ゅけょうくぇ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ くぇ こさぇおすうおぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ くっ っ くぇ 20 ゅけ
ょうくう, いぇとけすけ っ つぇしす けす しうし

すっきぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさ
ゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ, 
おけはすけ っ くぇ 116 ゅけょうくう. ′け しっ 
けおぇいゃぇ, つっ う くうっ くっ しきっ くぇ 
すけかおけゃぇ, ぇ くぇ けとっ こけゃっつっ, 
すなえ おぇすけ しきっ つぇしす けす ]ゃっすけゃ
くぇすぇ しうしすっきぇ くぇ すなさゅけゃしおうすっ 
こぇかぇすう, おけはすけ っ くぇ くぇょ 400 
ゅけょうくう. ′ぇえ-しすぇさぇすぇ ゃ しゃっすぇ 
っ ╋ぇさしうかしおぇすぇ, おけはすけ っ くぇ 
416 ゅけょうくう. ╆くぇつっくうっすけ くぇ 
すっいう けさゅぇくういぇちうう いぇ ぉういくっしぇ  
っ けゅさけきくけ, いぇとけすけ ょけさう すぇき, 
おなょっすけ ょなさあぇゃうすっ くっ しぇ しっ 
せしすぇくけゃうかう, うきっくくけ すなさゅけゃ
しおうすっ こぇかぇすう  しぇ ぉうかう うくしすう
すせちううすっ, しかせあうかう いぇ せしすぇくけ
ゃはゃぇくっ くぇ おけくすぇおすう.  ╉けかおけすけ 
ょけ いくぇつっくうっすけ くぇ おぇいぇくかなて
おぇすぇ こぇかぇすぇ, とっ ゃう おぇあぇ しぇきけ 
くはおけかおけ ちうそさう:  けす ゃさっきっすけ 
くぇ しないょぇゃぇくっすけ しう おぇいぇく
かなておぇすぇ こぇかぇすぇ っ さっゅうしすさう
さぇかぇ 751 そうさきう. ╆ぇ こけしかっょ
くうすっ 10 ゅけょうくう ‶ぇかぇすぇすぇ っ 
いぇゃっさうかぇ 4820 しっさすうそうおぇすぇ 
いぇ こさけういたけょ,  1852 こけおぇくう 
いぇ ぉういくっし-ゃういう, いぇゃっさっくう しぇ 

くぇょ 581 こけょこうしぇ ゃなさたせ そうさ
きっくう ょけおせきっくすう. ╁しうつおけ すけゃぇ 
っ さぇぉけすぇ, けゅさけきくぇ さぇぉけすぇ ゃ 
こけかいぇ くぇ ぉういくっしぇ.   

- 〈っいう ょくう ゃ ょゃぇ さぇいかうつくう 
ょけおかぇょぇ  ぉはたぇ けこけゃっしすっくう 
すゃなさょっ けぉっいこけおけうすっかくう 
うくそけさきぇちうう いぇ ╀なかゅぇさうは: 
こなさゃうはす っ けす ょけおかぇょぇ くぇ 
╄╉, しこけさっょ おけえすけ しきっ くぇ 

こけしかっょくけ きはしすけ こけ こさけ
ういゃけょうすっかくけしす くぇ すさせょぇ ゃ 
しすさぇくうすっ けす ╄] う すさう こなすう  
こけょ しさっょくけすけ いぇ ]なのいぇ. ╁ 
しなとけすけ ゃさっきっ ぉなかゅぇさしおぇ
すぇ しすぇすうしすうおぇ けすつっすっ, つっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ くう きっしっつくけ 100 
たうかはょう ょせてう しっ ういたさぇくゃぇす 
けす しけちうぇかくう こけきけとう. 
╉ぇお ゃぇてぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 

さぇいつうすぇ すっいう ょぇくくう う うきぇ
すっ かう しすさぇすっゅうは いぇ ゃけのゃぇ
くっ  しさっとせ すけゃぇ? 

- 〈けつくけ いぇさぇょう くうしおぇすぇ 
こさけういゃけょうすっかくけしす くぇ すさせ
ょぇ くうっ しっ ゃないこさけすうゃうたきっ くぇ 
せゃっかうつっくうっすけ くぇ きうくうきぇか
くぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ.  ′け っ 
くっょけこせしすうきけ ょぇ うきぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ くっいぇっすう さぇぉけすくう きっしすぇ 
う っょくぇ ぇさきうは けす たけさぇ, おけうすけ 
うかう くっ あっかぇはす ょぇ ゅう いぇっきぇす, 
うかう こなお くっ きけゅぇす こけさぇょう そぇ
おすぇ, つっ くはきぇす すぇいう おゃぇかうそう
おぇちうは. ╄すけ, すけゃぇ っ ゅけかっきうはす 
くう こさけぉかっき. ╁ しなとけすけ ゃさっ
きっ しっ ういさぇいたけょゃぇす けゅさけきくう 

しさっょしすゃぇ いぇ こさっおゃぇかうそうおぇ
ちうは う おゃぇかうそうおぇちうは, くけ くっ し 
けくぇいう  っそっおすうゃくけしす, し おけはすけ 
ぉう しかっょゃぇかけ. ‶さっょう ゃさっきっ ゃ 
すぇいう ゃさないおぇ ゃ ╀〈‶‶ くぇこさぇゃう
たきっ こさけっおす こけ こさっょこさうっきぇ
つっしすゃけ. ¨す くっゅけ しすぇくぇ はしくけ, 
つっ - ょぇ, くうっ うきぇきっ こさけぉかっきう 
し すけゃぇ たけさぇすぇ ょぇ さぇいぉうさぇす けす 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ. ╁っつっ こけ
ゃっつっ けす 20 ゅけょうくう ゃしうつおう ゃ 

╀なかゅぇさうは しっ せこさぇあくはゃぇす くぇ 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ, ぇ さっいせか
すぇすなす っ ゃうょっく. ′ぇこさっょなおなす こけ 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ せ くぇし ぉっ 
けしくけゃぇく くぇ しうしすっきぇすぇ: こさけぉぇ 
- ゅさっておぇ, くけゃぇ こさけぉぇ - くけゃぇ 
ゅさっておぇ,  ょけおぇすけ こけ しゃっすぇ たけ
さぇすぇ しぇ ゅけ ういゃなさゃっかう すけいう 
こなす. ′うっ うきぇきっ  しっゅぇ っょうく 
くけゃ こさけっおす こけ こさっょこさうっきぇ
つっしすゃけ, こけ おけえすけ さぇぉけすうき う ゃ 
くっゅけ しっ けつぇおゃぇす ょぇ こさっきうくぇす 
けおけかけ 5 たうかはょう ょせてう. [ぇいぉう
さぇ しっ, つっ しなけすゃっすくけ けつぇおゃぇきっ 
う ょぇ っ し こけ-ょけぉさう さっいせかすぇすう.  
╁ すけいう しきうしなか こさっょこさうっきぇ
つっしすゃけすけ っ っょくけ きくけゅけ ゃぇあくけ 
せきっくうっ, おけっすけ くぇ くぇし, すせお, ゃ 
╀なかゅぇさうは, ゃしっ けとっ ゃ ゅけかはきぇ 
しすっこっく くう しっ ういこかないゃぇ. ‶け-
さぇくけ すゃなさょはたきっ, つっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ いぇこけつくっ ういせつぇゃぇくっすけ 
きせ  ゃ しさっょくけすけ せつうかうとっ, くけ 
ゃさっきっくぇすぇ ゃっつっ しぇ すぇおうゃぇ, 
つっ ゃっつっ きぇえ ょっちぇすぇ けす いぇぉぇ
ゃぇつくうちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつ
くぇす ょぇ しっ せつぇす くぇ こさっょこさう
っきぇつっしすゃけ. ¨ゅさけきくう ゃさっょう 

くぇ うおけくけきうおぇすぇ しっ くぇくぇしはす 
けす すけゃぇ, つっ たけさぇすぇ  くっ せつぇす 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ けす きぇかおう. 
┿ おぇすけ くはきぇて すぇおうゃぇ いくぇくうは, 
くっ きけあって ょぇ しう くぇこさぇゃうて 
ょけさう くぇえ-っかっきっくすぇさっく ぉうい
くっし-こかぇく いぇ こさっょ ぉぇくおうすっ. ╇ 
こけ すけいう くぇつうく くぇえ-ゃっさけはすくけ 
しぇ せきさっかう ょっしっすおう しゃっしすくう 
うょっう いぇ こさっょこさうっきぇつっしすゃけ. 
╄すけ, すけゃぇ っ っょくぇ けす くぇしけおうすっ 
し ゅけかはき  ょっそっおす いぇ くぇてっすけ 
けぉとっしすゃけ -  かうこしぇすぇ くぇ いくぇ
くうは いぇ こさっょこさうっきぇつっしすゃけ. 

- ╁ きけきっくすぇ ぉういくっしなす ゃ 
╀なかゅぇさうは  きぇしけゃけ しすさぇょぇ 
けす  かうこしぇすぇ くぇ こさけそっしうけ
くぇかくけ こけょゅけすゃっくう おぇょさう 
いぇ こさけきうてかっくけしすすぇ う すけ  
ゃ しさっょくうは ってっかけく. ╋ぇしけ
ゃけ きっくうょあなさうすっ ゃ しすさぇ
くぇすぇ すゃなさょはす, つっ  くはきぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ せ くぇし おぇつっしすゃっ
くけ しさっょくけ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ.  ′ぇ そけくぇ くぇ 
すけいう ょっそうちうす こけつすう くうとけ 
くっ しっ こさぇゃう う けす しぇきうすっ 
そうさきう いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ  
すぇおうゃぇ しさっょくう しこっちうぇかう
しすう. ╇きぇ かう ういたけょ, しこけさっょ 
╁ぇし, けす すけいう けきぇゅぬけしぇく う 
すゃなさょっ おけゃぇさっく おさなゅ いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ?
 
- ╁なこさけしなす いぇ けぉせつっくうっすけ 

くっ っ しぇきけ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, ぇ 
う くぇ くぇし, さぇぉけすけょぇすっかうすっ, う 
いぇ すけゃぇ しなしすけはくうっ くうっ しなとけ 
うきぇきっ ういゃっしすくぇ ゃうくぇ. ] けゅ
さけきくう せしうかうは くぇてぇすぇ けさゅぇ
くういぇちうは せしこは ょぇ ういょっえしすゃぇ ゃ 
おさぇえくうは っすぇこ くぇ こさけそっしうけ
くぇかくけすけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
ゃ しぇきうすっ ういこうすくう おけきうしうう, 
おけゅぇすけ しっ ょぇゃぇす ょうこかけきうすっ, 
ょぇ せつぇしすゃぇす う こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぉういくっしぇ.  ′け うきぇきっ けゅさけ
きくう すさせょくけしすう くぇ こさぇおすうおぇ 
ょぇ さっぇかういうさぇきっ すけゃぇ, すなえ 
おぇすけ くうおけえ けす ぉさぇくてけゃうすっ 
けさゅぇくういぇちうう くっ うしおぇ ょぇ しう 
ゅせぉう ゃさっきっすけ  う ょぇ けすうゃぇ ょぇ 
ういこうすゃぇ ゃ おけきうしううすっ. ‶さけし
すぇすぇ こさうつうくぇ っ, つっ いぇ すけゃぇ 
くっ しっ こかぇとぇ. 〈けっしす, ゃ こさけそっ
しうけくぇかくうすっ せつうかうとぇ しう こさけ
ょなかあぇゃぇ こけさけつくぇすぇ こさぇおすうおぇ 
ょぇ しっ こさっこけょぇゃぇ こけ しすぇさうすっ 

くぇつうくう. ‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
ぉういくっしぇ くっ けすうゃぇす ょぇ  おけさう
ゅうさぇす こさけゅさぇきうすっ う すぇおぇ しう 
こさけょなかあぇゃぇ. ┿ さっいせかすぇすうすっ 
しぇ ゃうょくう いぇ ゃしうつおう: けす せつう
かうとぇすぇ ういかういぇす くっこけょゅけすゃっくう 
いぇ こさけそっしううすっ たけさぇ.  ‶さっょう 
ゃさっきっ こけしっすうたきっ ╀っかゅうは, こけ 
っょうく しなゃきっしすっく  こさけっおす, ゃ 
おけえすけ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせ
つっくうっ ぉっ くっいぇゃうしっとけ けす さぇぉけ
すけょぇすっかうすっ - ゃっつっさ うかう ゃ しな
ぉけすぇ う くっょっかは. ╁ すけいう こさけっおす 
こさっこけょぇゃぇすっかうすっ ぉはたぇ  こけくっ 
30%  けす こさぇおすうおぇすぇ ゃ すっいう 
けぉせつっくうは. ‶さうきっさくけ, てっそ くぇ 
しっさゃうい けぉせつぇゃぇ しっさゃういくう すった
くうちう. ╇ こさっょう けとっ ょぇ っ しゃなさ
てうか おせさしなす くぇ けぉせつっくうっ, すけえ 
ゃっつっ しう っ くぇちっかうか くはおけかおけ, 
おけうすけ とっ ゃいっきっ くぇ さぇぉけすぇ こさう 
しっぉっ しう. ]ゃなさてうかう - くっ しゃなさ
てうかう, すっ ゃっつっ うきぇす さぇぉけすぇ. ╇ 
けとっ くっとけ ゃぇあくけ: 50% けす ゃさっ
きっすけ いぇ けぉせつっくうっ ゃ すけいう こさけ
っおす っ いぇっすけ いぇ いくぇくうは こけ こさっ
ょこさうっきぇつっしすゃけ. ╁ すっいう いくぇくうは 
すけえ しっ せつう おぇお ょぇ しう くぇこさぇゃう   
ぉういくっし-こかぇく, ょけしすぇゃおうすっ,  おぇお 
ょぇ しう こかぇしうさぇ こさけょせおちうはすぇ, 
おぇお ょぇ さっおかぇきうさぇ, おぇお ょぇ こけょ
ぉうさぇ こっさしけくぇかぇ - ゃしっ せきっくうは, 
おなょっすけ  くうおなょっ  くっ しっ せつぇす, くけ 
しぇ くっけぉたけょうきう. ╇ すけつくけ すぇおなゃ 
こさっょこさうっきぇつ くっ しっ しすさぇたせゃぇ 
ょぇ しう くぇこさぇゃう そうさきぇ, ょぇ こけ
っきっ さうしおぇ, いぇとけすけ いくぇっ おぇお. 
╃けさう こけ ゃさっきっ くぇ  ういせつぇゃぇ
くっすけ くう くぇ ぉっかゅうえしおうは けこうす 
ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ ぉはたきっ かっおけ 
てけおうさぇくう: ょけさう  こさう  けぉせつっ
くうっすけ いぇ きぇしぇあうしすおう う そさう
いぬけさおう 49% けす たけさぇさうせきぇ  ぉっ  
こさっょくぇいくぇつっく いぇ こさっょこさうっきぇ
つっしすゃけ. 〈けゃぇ こさう くぇし かうこしゃぇ. 
╄, こさぇゃうき くはおぇおゃう しすなこおう, 
くけ しすなこおう. ¨す こさっょう 6 ゅけょう
くう しきっ いぇこけつくぇかう ょぇ さぇぉけすうき 
こけ ゃなこさけしぇ, しっゅぇ しきっ しすうゅくぇ
かう ょけ すぇき: 20% けす たけさぇさうせきぇ 
ゃ しさっょくけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
せつうかうとっ っ いぇ こさっょこさうっきぇつっ
しすゃけ.  ′け うきぇきっ けとっ きくけゅけ 
おぇおゃけ ょぇ せつうき ゃ すぇいう こけしけおぇ, 
いぇ ょぇ ゅけ ょけおぇさぇきっ ょけ 50%. 
〈けゅぇゃぇ とっ さってうき う きくけゅけ けす 
けしすぇくぇかうすっ こさけぉかっきう くぇ こさけ
そっしうけくぇかくけすけ けぉせつっくうっ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〉╊ 〈《╋╊ 》《 ╅╉〈¨〉¨』【『╅【¨╇╊〉 〉╅ぁ¨〉 ╉╅ 
『╊ぃ╅╇╅ぃ  ╇ぇ》『《』¨ ╇  》╅′╅『〉╅ ¨[《〉《〈¨[╅

『ゃ. ]うきっけくけゃ さぇいゅけゃぇさは し っゃさけょっこせすぇすぇ ╇. ╉ぇかそうく

╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ し 【ぇさか ╂けすうっ

いぇ ╉ぇいぇくかなお“ とっ ょぇょっすっ てぇくし いぇ こけ-ょけぉさけ ぉなょっとっ くぇ ゃぇてぇすぇ けぉとうくぇ“, おぇいぇ けす しちっくぇすぇ いゃっいょぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ っしすさぇょぇ.
′ぇ 23-すう けおすけきゃさう おぇいぇくかなつぇくう つせたぇ しなゃっすうすっ う こさういうゃぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ う しっ けすこかぇすうたぇ - し ょゃけえくけ こけゃっつっ 

こさっょしすぇゃうすっかう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁ しかっょゃぇとうすっ 4 ゅけょうくう くっ すさうきぇ, ぇ てっしすうきぇ とっ しぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ いぇ ╉ぇいぇくなかお ゃ きっしすくうは いぇおけくけょぇすっかっく けさゅぇく. 
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╅ぇかぉぇ いぇ けしこけさゃぇくっ くぇ うい-
ぉけさくうは さっいせかすぇす ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ つぇしすすぇ ういぉけさう いぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, っ ょっこけ-
いうさぇか ょけ ┿ょきうくうしすさぇすうゃくうは 
しなょ こなかくけきけとくうおなす くぇ ╀]‶ 
いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく ╂け-
さけかけきけゃ.
]こけさっょ くっゅけ, こさけゃっょっくうすっ 

ういぉけさう きうくぇかぇすぇ くっょっかは う 
ぉぇかけすぇあなす くぇ 30-すう けおすけき-
ゃさう ぉうかう „くぇえ-すっあおうすっ, くぇえ-
すさせょくうすっ う くぇえ-きぇくうこせかう-
さぇくう ういぉけさう けす 1989 ゅけょうくぇ 
ょけしっゅぇ. 〈ぇおけゃぇ つせょけ くっ しっ っ 
しかせつゃぇかけ”, いぇはゃう ╂けさけかけきけゃ う 
しっ こけいけゃぇ くぇ こなかくうは たぇけし こけ 
ゃさっきっ くぇ こなさゃうは すせさ ゃ ¨╇╉ - 
╉ぇいぇくかなお う こさう こさうっきぇくっすけ 
くぇ こさけすけおけかうすっ けす ]╇╉. 〈けえ 
おぇいぇ しなとけ, つっ かうこしゃぇかぇ おぇ-

おゃぇすけ う ょぇ っ  ょうぇかけゅうつくけしす ゃ 
¨╇╉, おけはすけ しっ ょけきうくうさぇかぇ けす 
╂╄[╀, くうおぇおゃけ ゃしかせてゃぇくっ ゃ 
きくっくうっすけ くぇ ょさせゅうすっ こけかうすう-
つっしおう こぇさすうう. 
╉ぇすけ けしくけゃぇくうは  ょぇ しっ けし-

こけさゃぇ ういぉけさくうはす さっいせかすぇす ゃ 
つぇしすすぇ しなゃっすくうちう ╂けさけかけきけゃ 
こけしけつう しないょぇょっくうは たぇけし こけ 
ゃさっきっ くぇ こさうっきぇくっすけ くぇ ぉの-
かっすうくうすっ う こさけすけおけかうすっ くぇ 
こなさゃうは すせさ ゃ ¨╇╉, けすゃぇさは-
くっ くぇ ぉのかっすうくう ういゃなく ]╇╉, 
ゃさなとぇくっ くぇ ]╇╉-けゃっ ょぇ しう 
ょけこうしゃぇす こさけすけおけかうすっ, こうしぇ-
くっ くぇ くけゃう こさけすけおけかう けす うい-
ぉけさくうすっ しっおちうう, おぇおなゃすけ ぉっ 
しかせつぇはす  し っょくぇ けす しっおちううすっ 
ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ, こけょきはくぇ 
くぇ こさけすけおけかう, おぇおなゃすけ おぇいせし 
うきぇてっ こけ けすくけてっくうっ くぇ ゅさぇょ  

╉さなく,  おなょっすけ  ¨╇╉ ういかっいっ 
し すさう さぇいかうつくう こさけすけおけかぇ, 
せょなかあぇゃぇくっ くぇ ゃさっきっすけ いぇ 
ゅかぇしせゃぇくっ, おけっすけ くうおなょっ くっ 
っ せこけきっくぇすけ ゃ ╇いぉけさくうは おけ-
ょっおし, しぇ ょさせゅうすっ けしくけゃぇくうは 
くぇ ╂けさけかけきけゃ  いぇ すっあおぇすぇ 
こさうしなょぇ. 
╇きぇきっ きくけゅけ しっさうけいくう しなき-

くっくうは いぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ けぉ-
さぇぉけすおぇ くぇ ぉのかっすうくうすっ, おぇいぇ 
こなかくけきけとくうおなす くぇ ╀]‶ う  
せすけつくう, つっ すけゃぇ しっ ょけおぇいゃぇ 
すさせょくけ, くけ こけょかっあう くぇ っおし-
こっさすういぇ, ぇおけ ┿ょきうくうしすさぇすうゃ-
くうはす しなょ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ せゃぇ-
あう うしおぇくっすけ  うき いぇ けしこけさゃぇくっ 
くぇ ういぉけさくうすっ さっいせかすぇすう. 
╉なき あぇかぉぇすぇ  しぇ ょっこけいうさぇ-

くう う  おけこうは けす こさけすけおけかうすっ ゃ 
29 こさけういゃけかくけ ういぉさぇくう しっお-
ちうう いぇ ゅかぇしせゃぇくっ ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ょぇくくうすっ, 
しさぇゃくっくう し けそうちうぇかくうすっ ょぇく-
くう くぇ ういつうしかうすっかくうは っおうこ, 
くっ しなゃこぇょぇす ゃ くうすけ っょうく けす 
しかせつぇうすっ. ╁ すっいう こさけういゃけかくけ 
ういぉさぇくう しっおちうう ょけ きけきっくすぇ 
しぇ いぇしっつっくう 200 ゅかぇしぇ, おけうすけ 
しっ ゅせぉはす. ╇きぇきっ ういおかのつうすっか-
くけ ゅけかっきう しなきくっくうは いぇ おせこせ-
ゃぇくっ くぇ ゃけす う おけさこけさぇすうゃくけ 
ゅかぇしせゃぇくっ, おぇいぇ けとっ ╇ゃぇく ╂け-
さけかけきけゃ. 
]こけさっょ ╂けさけかけきけゃ, ╂╄[╀ おぇ-

すっゅけさうつくけ しぇ いぇかけあうかう こさっょ-
ゃぇさうすっかくけ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ 
ゃけすぇ ゃ すさう けぉとうくう ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ – [ぇょくっゃけ, ╉ぇ-
いぇくかなお う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おぇすけ 

ゃ ╉ぇいぇくかなお しうかくぇすぇ おぇきこぇくうは 
くぇ ╁ぇしうか  ]ぇきぇさしおう けぉなさおぇかぇ 
しきっすおうすっ くぇ ╂╄[╀ いぇ しこっつっか-
ゃぇくっすけ くぇ ゃけすぇ けす こなさゃう こなす. 
〈けえ こさういけゃぇ こさっょしすぇゃうすっ-

かうすっ くぇ ょさせゅうすっ こけかうすうつっしおう 
しうかう いぇっょくけ ょぇ しっ こさけすうゃけ-
こけしすぇゃはす くぇ „こなかいはとうは すけすぇ-
かうすぇさういなき” う ういさぇいう たうこけすっ-
いぇ, つっ „ぇおけ ういぉけさうすっ しぇ ぉうかう 
つっしすくう, ぇ くっ こけょゅけすゃっくう こけ 
けこさっょっかっくぇ したっきぇ, すけ さっいせか-
すぇすうすっ とはたぇ ょぇ しぇ ょさせゅう”.
╁くっしっくぇすぇ あぇかぉぇ いぇ けしこけさ-

ゃぇくっ くぇ ういぉけさくうすっ さっいせかすぇすう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くはきぇ ょぇ ゃないこさっ-
こはすしすゃぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ くけゃうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす. 〈けえ とっ 
そせくおちうけくうさぇ ょけ こさけういくぇしは-
くっすけ くぇ ┿ょきうくうしすさぇすうゃくうは 
しなょ. ╁ いぇゃうしうきけしす けす さってっくう-
っすけ くぇ しなょぇ, くぇしすけはとうはす しなし-
すぇゃ うかう とっ こさけょなかあう しゃけはすぇ 

さぇぉけすぇ, うかう とっ しっ しすうゅくっ ょけ 
おぇしうさぇくっ くぇ ゃけすぇ う くぇしさけつゃぇ-
くっすけ くぇ くけゃう ういぉけさう ゃ  けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ つぇしすすぇ ̈ ぉとうく-
しおう しなゃっす.
′けゃぇすぇ きっしすくぇ うしすけさうは ゃっつっ 

うきぇ っょうく すぇおなゃ しかせつぇえ: こさっい 
2008-きぇ ゅけょうくぇ しすぇさうはす しなゃっす 
ぉっ おぇしうさぇく う しなょなす くぇしさけつう 
くけゃう ういぉけさう.  
╁ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ういぉけ-

さうすっ いぇ しなゃっすくうちう う おきっす くぇ 
けぉとうくぇ しなとけ けすうゃぇす ゃ しなょぇ. 
╋けすうゃなす: くぇさせてっくうは ゃ うい-
ぉけさくうは ょっく  う  おせこせゃぇくっ くぇ 
ゅかぇしけゃっ. 〈ぇき さぇいかうおぇすぇ きっあ-
ょせ しこっつっかうかうは ]すぇくうきうさ [ぇ-
ょっゃしおう う くっせしこっかうは こさっょしすぇ-
ゃうすっか くぇ おけぇかうちうは “╀ぇかおぇく” 
‶っすなさ ╀けはょあうっゃ っ 406 ゅかぇしぇ 
くぇ ゃすけさう すせさ. 400 しぇ う くっょっえ-
しすゃうすっかくうすっ ぉのかっすうくう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╂けすけゃう しぇ ゃっつっ  っおうこうすっ くぇ きかぇょうすっ そせすぉけかうしすう けす ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ くぇ 《╉ 
„┿さしっくぇか”, しなけぉとう ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ. 

╃ゃぇすぇ っおうこぇ, し おけうすけ ゃしっおう けす ぉかういけ 60-すっ きぇかおう そせすぉけかうしすう さぇいこけかぇゅぇ, しぇ いっかっく う つっさ-
ゃっく う すっ とっ しっ ういこけかいゃぇす こさう ょけきぇおうくしおう う ゅけしすせゃぇとう きぇつけゃっ.  ‶け ょせきうすっ くぇ ╉けしすぇょうくけゃ, 
せしなさょくけ  しっ こさけゃっあょぇす すさっくうさけゃおうすっ くぇ きかぇょうすっ くぇょっあょう, こさぇゃう しっ ゃっつっ う しっかっおちうは くぇ 
そせすぉけかうしすうすっ. ╇ょっはすぇ っ こさっい こさけかっすすぇ ょぇ しっ けさゅぇくういうさぇす う こなさゃうすっ しっさうけいくう すせさくうさう. 
╃ういぇえくなす くぇ そせすぉけかくうすっ っおうこう くぇ きかぇょうすっ くぇょっあょう っ ょっかけ くぇ ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ  けす けすょっか 

„╋ぇさおっすうくゅ” くぇ „┿さしっくぇか 2000”, ぇ うょっはすぇ いぇ すはた っ くぇ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ういこなかくうすっかっく ょう-
さっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ  ょさせあっしすゃけ. 

〈┿

¨す くはおけかおけ しっょきうちう ゃ 
けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” ┿╃ こけつうすぇすっかう-
すっ くぇ しこけさすぇ ゃ けさなあっえくう-
ちぇすぇ うきぇす せょけゃけかしすゃうっすけ 
ょぇ くぇぉかのょぇゃぇす すさっくうさけゃ-
おうすっ くぇ こなさゃうは しそけさきう-
さぇく あっくしおう そせすぉけかっく すうき 
- すけいう くぇ おけきこかっおし 5. 
10 きけきうつっすぇ けす いぇゃけ-

ょぇ せしうかっくけ すさっくうさぇす う 
しっ こけょゅけすゃはす いぇ ぉなょっとうは 
あっくしおう そうさきっく すせさくうさ こけ 
そせすぉけか. ╇ょっはすぇ いぇ しないょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ あっくしおうは そせすぉけ-
かっく けすぉけさ おなき ╆ぇゃけょ 5 っ 
くぇ しうくょうおぇかくうは こさっょしっょぇ-
すっか 〈けょけさ ╃っさきっくょあうっゃ, 
おけえすけ っ けしうゅせさうか すけこおぇ-
すぇ いぇ けすぉけさぇ. ╁ さけかはすぇ くぇ 
ゃょなたくけゃうすっかおぇ う けさゅぇくう-
いぇすけさおぇ くぇ しこけさすくうは すうき 
っ ╃うきおぇ ]すさぇくょあっゃぇ けす 
ちった 510 くぇ ╆ぇゃけょ 5, おけは-
すけ うきぇ しっさうけいっく こさうくけし ゃ 
しそけさきうさぇくっすけ くぇ しなしすぇゃぇ. 
〈さっくぬけさなす くぇ ょっゃけえおうすっ っ 
]かぇゃう 》さうしすけゃ, ゃ おぇつっしす-
ゃけすけ くぇ くっゅけゃ こけきけとくうお. 
╄きけちうけくぇかっく ょゃうゅぇすっか  くぇ 
けすぉけさぇ しっ はゃはゃぇ てかけしっさなす 
けす ╆ぇゃけょ 5, いぇ おけえすけ 〈┿ 

こうしぇ こさっょう くはおけかおけ ぉさけは, 
‶かぇきっく ‶っすおけゃ. ╆ぇしっゅぇ 
こさはしくけ しそけさきうさぇくうはす すうき 
けす あっくう-そせすぉけかうしすおう くぇ 
╆ぇゃけょ 5 ゃしっ けとっ くはきぇ しゃけっ 
うきっ, くうすけ っおうこ, くけ こなお うきぇ 
くっゃっさけはすくう こさっあうゃはゃぇくうは 
う っきけちうう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ おけうすけ しこけさすうしすおうすっ しぇ 
しすぇくぇかう う ょけぉさう こさうはすっ-
かう, すゃなさょう ‶かぇきっく, おけえすけ っ 
こけっか ょぇ しっ ゅさうあう いぇ うきう-
ょあぇ くぇ けすぉけさぇ. 
]うしすっきぇすぇ, こけ おけはすけ うゅさぇっ 

あっくしおうはす すうき, いぇしっゅぇ ゃしっ 
けとっ くっ っ ういつうしすっくぇ う くぇ-
こなかくけ しゅかけぉっくぇ, くけ しっ こさう-
ょなさあぇ おなき ゃぇさうぇくすぇ 2:3:1.
╄すけ う さぇいてうさっくうはす しなしすぇゃ 

くぇ けすぉけさぇ: 

]すっそおぇ ╆かぇすっゃぇ - ゃさぇすぇさ
╅ぇくぇ ╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ
- ゃさぇすぇさ
╂っくおぇ 』けくゅぇさけゃぇ
- いぇとうすくうお
》さうしすうくぇ ]すぇくつっゃぇ
- いぇとうすくうお 
╉ぇきっかうは ╉なくつっゃぇ
- しさっょくぇ かうくうは
 ┿くゅっかうくぇ 〉いせくつっゃぇ
- しさっょくぇ かうくうは, けさゅぇくういぇ-

すけさ くぇ うゅさぇすぇ 
 ╃うきうすさうくぇ ]すぇくつっゃぇ
- しさっょくぇ かうくうは
 ╆かぇすうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ
- くぇこぇょぇすっか 
 [ぇょおぇ ╂っけさゅうっゃぇ
 ╃ぇさうくぇ ╋うすっゃぇ 
 

╁ あっかぇくうっすけ しう ょぇ こけけとさう 
ょっしっすすっ  ぉなょっとう そせすぉけかうしすおう 
‶かぇきっく ‶っすおけゃ っ しないょぇか う しこっ-
ちうぇかくけ しすうたけすゃけさっくうっ, くぇさっつっ-
くけ

 „╀っえぉう そせすぉけか”

〈せお ゃなゃ さけいけゃうは ゅさぇょ
あっくう し そせすぉけか  いぇぉぇゃかはゃぇす. 

╁しうつおう いくぇはす けとっ おぇお 
し うゅさぇすぇ くぇし ょぇ こけょかせょはゃぇす. 

¨すぉけさ ょけぉなさ しさっょ くぇえ-ょけぉさうすっ 
ぉかっしすう ゃなゃ くぇてうすっ けつう.

]っゅぇ とっ ゅかっょぇきっ いゃっいょうすっ 
こさっい すっいう くけっきゃさうえしおう ょくう. 
╀っえぉう そせすぉけか ゃ ょけかうくぇすぇ , 
おせおかう し すけこおう ゃなゃ おさぇおぇ, 

さうしせゃぇす  しはおぇて こけ すさっゃぇすぇ 
し こけぉっょぇ すさなゅゃぇす おなき ゃなさたぇ.

] こけさっょくけ けすかうつうっ ぉっ 
せょけしすけっくけ くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ けぉかぇしす ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ – „┿さしっくぇか” ┿╃. 
 ‶け ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっ-

くけすけ つっしすゃぇくっ くぇ 20-すぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ すなさゅけゃ-
しおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ こけかせつう しこっ-
ちうぇかっく こかぇおっす いぇ こさうくけし 
ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ 
う いぇ ょけぉさけ しなすさせょくうつっしす-
ゃけ. ′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
ぉっ ゃさなつっくぇ かうつくけ けす こさっょ-
しっょぇすっかは くぇ ╉〈‶‶  ┿くゅっか 
]おっくょっさけゃ.  
¨す うきっすけ くぇ „┿さしっくぇか” すは 

ぉっ こけかせつっくぇ けす ぅくおけ ╆ぇこさは-
くけゃ - ょうさっおすけさ 

52 ゅけょうてっく, さけょっく ゃ し. ╄ょさっゃけ, ]すぇさけいぇゅけさしおけ.
╆ぇゃなさてうか っ 〈╋〈 „『ゃ. [ぇょけえくけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
くぇしすけはとぇ ‶╂ こけ きぇてうくけしすさけっくっ, ぇ こけ–おなしくけ 
う ‶〉 „‶. 》うかっくょぇさしおう”. ╋ぇゅうしすなさ こけ おけさこけさぇ
すうゃくけ せこさぇゃかっくうっ. 
╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 1978 ゅけょう
くぇ, おぇすけ しすさせゅぇさ ゃ ちった 110 くぇ ╆ぇゃけょ 6. ╀うか っ 
すったくけかけゅ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ っかっおすさけ-ゃないこかぇ
きっくうすっかう う っかっおすさけ-ょっすけくぇすけさう ゃ ╆ぇゃけょ 4, 
ょうしこっつっさ こけ おぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ, くぇつぇか
くうお とぇぉ くぇ ╂さぇあょぇくしおぇ いぇとうすぇ, うくしこっおすけさ こけ 
╂さぇあょぇくしおぇ いぇとうすぇ. 
¨す くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ さなおけゃけょう
すっか けすょっか „╀っいけこぇしくけしす う いょさぇゃっ” ゃ „┿さしっくぇか”. 
』かっく っ くぇ 《っょっさぇかくうは しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくぇ 
しうくょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは „╋っすぇか–╄かっおすさけ”.
]っきっっく.

- ╂-く ‶ぇこぇいけゃ, おぇおゃう 
いぇょぇつう しすけはす くぇ ょくっゃっく 
さっょ こけ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ 
いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけ
こぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃? 
- ╉ぇおすけ ょうおすせゃぇ いぇおけくけょぇ-

すっかしすゃけすけ, ういゅけすゃはきっ こさけ-
ゅさぇきう いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
さうしおぇ し きっさけこさうはすうは, おけう-
すけ ちっかはす こけょけぉさはゃぇくっ さぇ-
ぉけすくぇすぇ しさっょぇ, こけょきはくぇ くぇ 
けぉけさせょゃぇくっ, けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ かうつくう こさっょこぇいくう しさっょ-
しすゃぇ, おぇすけ っょくぇ けす くぇえ-しな-
とっしすゃっくうすっ こさっょこけしすぇゃおう 
いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ くぇ うく-
ちうょっくすう, けぉせつっくうっ くぇ こっさ-
しけくぇかぇ. 〈けゃぇ しっ ういゃなさてくぇ 
こけっすぇこくけ, くけ うきぇ けとっ きくけゅけ  
ょぇ しっ くぇこさぇゃう いぇ ょけしすうゅぇ-
くっ くぇ しけかうょくけ っゃさけこっえしおけ 
くうゃけ. ′っけぉたけょうきう しぇ けとっ 
きくけゅけ うくゃっしすうちうう いぇ こけょけ-
ぉさはゃぇくっ くぇこなかくけ せしかけゃうはすぇ 
くぇ すさせょ. ╄おしこっさすう, おけうすけ しっ 
いぇくうきぇゃぇす し そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ こけょけぉくう きっさけこさうはすうは, 
くう くぇしけつうたぇ おなき ¨こっさぇすうゃ-
くぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ 
つけゃっておうすっ さっしせさしう” くぇ ╄], 
おなょっすけ とっ おぇくょうょぇすしすゃぇきっ 
いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ こけきけと こけ 
くぇこさぇゃかっくうっ „╀っいけこぇしっく 
すさせょ”. ]せきうすっ しぇ けす 50 – 200 
たうかはょう かっゃぇ くぇ こさけっおす. [ぇい-
ぉうさぇ しっ, とっ うきぇ おけくおせさし 
いぇ けょけぉさっくうっ くぇ こさけっおすうすっ 
こさう しこぇいゃぇくっ くぇ せしかけゃうはすぇ 
いぇ ゅけかっきう こさっょこさうはすうは けす 
きぇとぇぉうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, いぇ 
おけうすけ しっ ういうしおゃぇ しなそうくぇく-
しうさぇくっ ょけ 20 % けす しすけえくけしす-
すぇ くぇ こさけっおすぇ.   

- ╉ぇおゃう うくゃっしすうちうう 
しさっょくけ ゅけょうてくけ こさぇゃう 
さなおけゃけょしすゃけすけ いぇ こけょけ
ぉさはゃぇくっ せしかけゃうはすぇ くぇ 
すさせょぇ?
- ╉ぇすけ こさうきっさ きけゅぇ ょぇ こけ-

しけつぇ, つっ こさっい 2010-すぇ ゅけょう-
くぇ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ っ くぇ 100 % し さぇぉけすくけ 
けぉかっおかけ. ‶け けぉとう しきっすおう 
くぇょ 500 たうかはょう かっゃぇ しぇ こけ-
たぇさつっくう しぇきけ いぇ くっとぇ おぇすけ 
しこっちうぇかくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ, 
かうつくう こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ. 
〈ぇいう  しせきぇ  くっ  ゃおかのつゃぇ  うい-
ゅさぇょっくうすっ  う  さっきけくすうさぇくう  
おけかっおすうゃくう  しさっょしすゃぇ  いぇ  
いぇとうすぇ, しゅさぇょう  う  しなけさなあっ-
くうは. 〈っくょっくちうはすぇ  っ  こけっす-
ぇこくけ  ゃくっょさはゃぇくっ  くぇ  くけゃう  
すったくけかけゅうう  う  うくけゃぇちうけくくけ  
けぉけさせょゃぇくっ, おぇすけ  くぇこさうきっさ 
けぉっおす ‶╋-15  ゃ  いぇゃけょ 4, こか. 
╋なゅかうあ.
╁ きけきっくすぇ くぇてう しこっちうぇかう-

しすう さぇいさぇぉけすゃぇす  しこっちうぇかう-

いうさぇく しけそすせっさ いぇ さぇいこさっょっ-
かはくっ くぇ さぇぉけすくけすけ けぉかっおかけ  
う ╊‶], おけっすけ せゃっかうつぇゃぇ おけく-
すさけかぇ けとっ くぇ くうゃけ いぇはゃおう う 
ょけ きけきっくすぇ くぇ ょけしすぇゃおぇすぇ う 
こけかせつぇゃぇくっすけ, おけっすけ ょぇ ゅぇ-
さぇくすうさぇ こさけちっしぇ くぇ しくぇぉょは-
ゃぇくっすけ し かうつくう こさっょこぇつくう 
しさっょしすゃぇ う さぇぉけすくけ けぉかっお-
かけ. ╆ぇとけすけ うきぇきっ しかせつぇう くぇ 
くっおけさっおすくう いぇはゃおう, おぇおすけ う 
さぇいきうくぇゃぇくうは きっあょせ いぇはゃ-
おう う ょけしすぇゃおう. [ぇぉけすうき こけ 
すけゃぇ, おぇおすけ う こさぇゃうき けちっく-
おぇ くぇ しなけすゃっしすゃうっすけ くぇ かうつ-
くうすっ こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ ゃ 
╆ぇゃけょ 4, しなゅかぇしくけ つかっく 16 う 
つか.23 けす ′ぇさっょぉぇ 3 う けちっく-
おぇ くぇ おぇつっしすゃぇすぇ くぇ かうつくうすっ 

こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う さぇぉけす-
くけ けぉかっおかけ. ╇きぇきっ すぇおうゃぇ 
けちっくおう う いぇ ょさせゅう こさけういゃけょ-
しすゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ]すぇさぇっき しっ 
きぇおしうきぇかくけ こさけそっしうけくぇかくけ 
う すけつくけ ょぇ くぇきっさうき しなけすゃっす-
くうすっ こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす けちっくおぇすぇ くぇ 
さうしおぇ う ょけしすぇゃおぇ, ぉっい こけょ-
きはくぇ, おけはすけ ょぇ くぇゃさっょう くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ.

- ╉ぇおゃう しぇ けしくけゃくうすっ 
ゅさっておう, おけうすけ ょけこせしおぇす さぇ
ぉけすくうちうすっ, しゃなさいぇくう し ぉっい
けこぇしくけしすすぇ  こさう  さぇぉけすぇ? 
- ╋くけゅけ っ くうしおけ くうゃけすけ くぇ 

おゃぇかうそうおぇちうは う こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ, おけうすけ こけ-
しすなこゃぇす いぇ こさなゃ くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”. ]すぇすうしすうおぇすぇ こけ-
おぇいゃぇ, つっ ゅけかっきうはす こさけちっくす 
くぇ すさせょけゃう いかけこけかせおう っ こさう 
さぇぉけすくうちう し こけょ  5 ゅけょうくう 
すさせょけゃ しすぇあ. 80 % けす しかせつぇ-
うすっ しぇ し すぇおうゃぇ さぇぉけすくうちう. 
〈っ くはきぇす ういゅさぇょっくう すさせょけ-
ゃう くぇゃうちう, けぉさぇいけゃぇすっかくけ 
くうゃけ, おゃぇかうそうおぇちうは, くはおけう 
ょけさう くっ いくぇはす おぇおゃけ っ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, うょゃぇす けす しそっさぇすぇ 

くぇ せしかせゅうすっ, すなさゅけゃうはすぇ...
′け しこっちうそうおぇすぇ くぇ くぇてっ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ, けしけぉっくけ, 
おなょっすけ うきぇ ゃいさうゃけけこぇしくう 
きぇすっさうぇかう, ういうしおゃぇ ゃうしけおぇ 
しすっこっく くぇ こけょゅけすゃっくけしす, こけ-
いくぇゃぇくっ くぇ すったくけかけゅうはすぇ う 
きくけゅけ ゃうしけおけ くうゃけ くぇ しぇきけ-
ょうしちうこかうくぇ. ┿おけ すっいう そぇお-
すけさう けすしなしすゃぇす しっ しすうゅぇ ょけ 
うくちうょっくすう.    

- ′ぇかぇゅぇす かう しっ しぇくおちうう 
いぇ くっしこぇいゃぇくっ くぇ こさぇゃう
かぇすぇ  いぇ  ぉっいけこぇしくけしす?
- ╃ぇ. ‶けしかっょくぇすぇ いぇこけゃっょ 

っ しぇくおちうは くぇ くぇつぇかくうお ちった, 
おけえすけ くっ っ ういゃなさてうか くっけぉ-
たけょうきうは すさうきっしっつっく うく-
しすさせおすぇあ くぇ さぇぉけすくうちうすっ. 
╃け しっゅぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけ-
ょうくぇすぇ 17 ょせてう – さぇぉけすくうちう 
う さなおけゃけょうすっかう くぇ さぇいかうつくう 
くうゃぇ うきぇす ょうしちうこかうくぇさくう 
くぇおぇいぇくうは いぇ くっしこぇいゃぇくっ 
こさぇゃうかぇすぇ いぇ ぉっいけこぇしすくけしす 
こさう さぇぉけすぇ, いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ しぇ ぉうかう 26.  

- ╉けかおけ ょせてう しぇ ぇくゅぇ
あうさぇくう ゃ „┿さしっくぇか” こけ 
けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ いょさぇゃけ
しかけゃくう う ぉっいけこぇしくう せしかけ
ゃうは くぇ すさせょ?
- ╆ぇおけくけょぇすっかはす けこさっょっかは 

いぇょなかあっくうは こけ すけゃぇ くぇこさぇゃ-
かっくうっ くぇ ゃしうつおう せつぇしすくうちう 
ゃ こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし, 
おけうすけ うきぇす ぇくゅぇあうきっくすう こけ 
ぉっいけこぇしすくけしすすぇ くぇ すさせょぇ – 
けす さぇぉけすけょぇすっかは, こさっい さな-
おけゃけょうすっかうすっ くぇ さぇいかうつくう 
くうゃぇ, ょけ しぇきうは さぇぉけすくうお. 
╆ぇこうしぇくう しぇ ゃ ょかなあくけしすくうすっ 
たぇさぇおすっさうしすうおう. ╁ しなけすゃっしす-
ゃうっ し つかっく 23 けす ╆ぇおけくぇ いぇ 
ぉっいけこぇしくう う いょさぇゃけしかけゃくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ, うきぇきっ うい-
ゅさぇょっく ¨すょっか „╀っいけこぇしすくけしす 
う いょさぇゃっ こさう さぇぉけすぇ”, おけえすけ 
ゃおかのつゃぇ ゃっつっ 4, ぇ ょけしっゅぇ 
ぉはたぇ 3-きぇ うくしこっおすけさう, きっあ-

ょせ おけうすけ しぇ さぇいこさっょっかっくう 
こさけういゃけょしすゃぇすぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか” う ゃしっおう っょうく けす すはた 
うきぇ おけくおさっすくう いぇょなかあっくうは 
こけ おけくすさけか ゃなさたせ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ. ╁なゃっか しなき しうし-
すっきぇ, こさう おけはすけ ょけ おさぇは くぇ 
さぇぉけすくうは ょっく ゃ こっすなお, ゃしっ-
おう ういゅけすゃは けすつっす いぇ おけくしすぇ-
すうさぇくうすっ くっさっょくけしすう こさう 
しっょきうつくうは おけくすさけか, いぇ いぇ-

ぉっかっあおうすっ う こさっょこうしぇくうは-
すぇ, おけうすけ っ けすこさぇゃうか, こさっょ-
かけあっくうはすぇ いぇ くぇおぇいぇくうは くぇ 
ょかなあくけしすくう かうちぇ,/ ぇおけ しぇ 
ういつっさこぇくう ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ こさっょせこさっあょっくうは う こけ-
きけと けす くぇてぇ しすさぇくぇ/, こさう 
おけくしすぇすうさぇくけ くっしうさうけいくけ 
けすくけてっくうっ おなき しかせあっぉくうすっ 
いぇょなかあっくうは. ╇きぇきっ う うい-
ゅさぇょっくぇ ]かせあぉぇ こけ すさせょけ-
ゃぇ きっょうちうくぇ, おけはすけ ういすけゅゃは 
けちっくおぇすぇ くぇ さうしおぇ くぇ ゃしはおけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ. ‶さう ゃしはおぇ 
すさせょけゃぇ いかけこけかせおぇ うかう ょさっ-
ぉっく うくちうょっくす, くうっ うきぇきっ 
しけぉしすゃっくけ いゃっくけ いぇ ぉなさいぇ 
きっょうちうくしおぇ こけきけと, おけっすけ 
けおぇいゃぇ しこってくぇ ょけぉけかくうつ-
くぇ こけきけと. ]なゃさっきっくくぇ かう-
くっえおぇ し けこうすくう そっかょてっさう 
うきぇきっ う くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
╋なゅかうあ, いぇ ╆ぇゃけょ 4, おけはすけ 
さぇぉけすう くぇ ょゃっ しきっくう, おぇおすけ 
う くぇ こけかうゅけくぇ ゃ 【っえくけゃけ. 
┿おけ しっ くぇかぇゅぇ, こけしすさぇょぇかう-
はす しっ けすおぇさゃぇ ょけ 《うかうぇかぇ いぇ  
しこってくぇ こけきけと ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う ょけさう ょけ しこっちうぇかういうさぇくう 
おかうくうおう, おぇおすけ すけゃぇ しすぇくぇ  
こさっい かはすけすけ, こさう しかせつぇは し 
こけしすさぇょぇかうはす さぇぉけすくうお けす 
╆ぇゃけょ 3, おけゅけすけ けすおぇさぇたきっ 
ゃ おかうくうおぇすぇ こけ ういゅぇさはくうは 
ゃ ‶かけゃょうゃ. ‶さう ゃしうつおう しかせ-
つぇう こさけしかっょはゃぇきっ こけしすさぇ-
ょぇかうは ょけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ 
きせ. ╁しうつおう さぇぉけすくうちう うきぇす 
いぇしすさぇたけゃおぇ いぇ すさせょけゃぇ 
いかけこけかせおぇ. ╇いこかぇとぇす うき しっ 

けぉっとっすっくうは こさう いかけこけかせおぇ, 
こさう ょけおぇいぇくう けぉしすけはすっか-
しすゃぇ, しっ こかぇとぇす う ょけ ょゃっ 
きうくうきぇかくう さぇぉけすくう いぇこかぇ-
すう いぇ きっょうちうくしおう さぇいたけょう. 
╁ こけしかっょくうすっ しかせつぇう しすけ 
こさけちっくすぇ „┿さしっくぇか” っ こかぇ-
すうか,  さぇいたけょうすっ こけ ぉけかくう-
つっく こさっしすけえ, きっょうおぇきっくすう, 
おさなゃけょぇさはゃぇくっ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╀〈‶‶

╃ぇきうすっ けす ╆ぇゃけょ 5 こけ ゃさっきっ くぇ すさっくうさけゃおぇ

„〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ-
ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”.
 ╁ たけょぇ くぇ つっしすゃぇくっすけ っょうく 

けす くぇえ-けぉしなあょぇくうすっ けす こさう-
しなしすゃぇとうすっ こさけぉかっきう くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし ぉっ かうこしぇ-
すぇ くぇ  こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっ-
くう う おけくおせさっくすくけ しこけしけぉくう 
おぇょさう いぇ くせあょうすっ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうは ぉういくっし. 
¨す しゃけは しすさぇくぇ こさっょしっょぇ-

すっかはす くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさ-
ゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ 
『ゃっすぇく ]うきっけくけゃ ゃさなつう くぇ 
]おっくょっさけゃ こかぇおっす う ゅさぇきけすぇ 
いぇ こさうくけし くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
こぇかぇすぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ  う こけょ-
こけきぇゅぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうは 
ぉういくっし. 

╃っかはゃぇ ╁ぇしうかっゃぇ

...╇ぇ》『《』¨ ╇ 》╅′╅『〉╅ ¨[《〉《〈¨[╅
- 〈っいう ょくう  くぇ くぇちうけくぇか-

くぇ おけくそっさっくちうは 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  
かぇくしうさぇ  くぇきっさっくうはすぇ くぇ 
おぇぉうくっすぇ う くっゅけゃけすけ ゃっ-

ょけきしすゃけ  いぇ  こさけきはくぇ くぇ 
くけさきぇすうゃくぇすぇ ぉぇいぇ, おけはすけ 
ょぇ くぇかけあう ゃ つぇしすくうは しっお-

すけさ こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃっく 
こなす ょぇ いぇょなさあぇす かうちぇすぇ, 
くぇゃなさてうかう こっくしうけくくぇ 
ゃないさぇしす  くぇ さぇぉけすぇ. ╉ぇお 
しこけさっょ ゃぇし すけゃぇ とっ しっ けす-

さぇいう - ゃっょくなあ くぇ こぇいぇさぇ 
くぇ すさせょぇ う ゃすけさう こなす - ょけ-

おけかおけ さぇいせきくけ う ぇょっおゃぇす-

くけ っ おぇすけ きはさおぇ?  

- ╋けすうゃうすっ くぇ きうくうしすなさぇ 
しぇ はしくう: すけえ うしおぇ ょぇ けぉかっ-
おつう こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ. 
』ぇしすくうすっ そうさきう ょぇ こさけょなか-
あぇす ょぇ こかぇとぇす くぇ たけさぇすぇ, 
くぇゃなさてうかう こっくしうけくくぇ ゃない-
さぇしす, くけ いぇ くぇし すっいう きけすうゃう 
しぇ くっこさうっきかうゃう,  いぇとけすけ さぇ-
ぉけすけょぇすっかうすっ  しぇ すっいう, おけうすけ 
しかっょゃぇ ょぇ こさっちっくはす おけゅけ ょぇ 
けしすぇゃはす う おけゅけ くっ.  ‶さっょかけ-
あっくうっすけ くぇ しけちうぇかくうは きう-
くうしすなさ いぇ こさけきはくぇ ゃ ╉けょっおしぇ 
くぇ すさせょぇ けす ょけゅけょうくぇ, つうはすけ 
そうかけしけそうは っ  さぇぉけすくうちうすっ, 
おけうすけ しぇ くぇゃなさてうかう ゃないさぇしす 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ, ょぇ くっ きけ-
ゅぇす ょぇ ぉなょぇす せゃけかくはゃぇくう ぉっい 
すはたくけ あっかぇくうっ, っ けこうす いぇ 
けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ う ょなさあぇゃくぇ くぇきっしぇ 
くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. ╁ せしかけ-
ゃうは くぇ おさういぇ すけゃぇ ぉう うきぇかけ 
くっゅぇすうゃっく っそっおす う っ けとっ 
っょうく こさうきっさ いぇ くけさきぇすうゃくぇ 
こさけきはくぇ ぉっい けちっくおぇ くぇ ゃない-
ょっえしすゃうっすけ. 〈っいぇすぇ くぇ ╀〈‶‶ 
っ, つっ しうかけゃけすけ くぇかぇゅぇくっ たけ-

さぇすぇ ゃ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす ょぇ 
ぉなょぇす いぇとうすっくう けす いぇおけくぇ 
う ょぇ くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす しな-
おさぇとぇゃぇくう うかう せゃけかくはゃぇくう 
けす さぇぉけすけょぇすっかは, とっ ょけゃっょっ 
ょけ こけ-ゅけかはきぇ くっしすぇぉうかくけしす 
くぇ すさせょけゃうは こぇいぇさ. 〈けゃぇ っ 
けこうす ょぇ しっ さってぇゃぇ こさけぉかっ-
きなす くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっ-
きぇ う ょっそうちうすぇ くぇ ′¨╇ いぇ 
しきっすおぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ.  
]こけさっょ くぇし, せしうかうはすぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しぇ くぇしけつっくう おなき こさけ-
っおすう いぇ さっうくすっゅさうさぇくっ くぇ 
こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ くぇ すさぇえくけ 
ぉっいさぇぉけすくうすっ, ょぇ しっ こけかけあぇす 
しこっちうぇかくう せしうかうは, いぇ ょぇ しっ 
けしうゅせさはす きっしすぇ いぇ しすぇあせゃぇくっ 
う つうさぇおせゃぇくっ, こけゃうてぇゃぇくっ 
おぇつっしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくう-
っすけ う おゃぇかうそうおぇちうはすぇ, けとっ 
こけゃっつっ, つっ  しっさうけいくう しさっょ-
しすゃぇ しっ たぇさつぇす いぇ けしうゅせさは-
ゃぇくっ くぇ いぇっすけしす くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ こけ さぇいかうつくう こさけっおすう. 
] こさっょかけあっくぇすぇ こさけきはくぇ とっ  
しっ けゅさぇくうつぇす ゃないきけあくけしすうすっ 
うきっくくけ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ, ゃ 
すけゃぇ つうしかけ う くぇ ょうこかけきうさぇ-
かうすっ しっ けす さぇいかうつくう ゃうしてう 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは. ┿い かうつくけ 
こさっょこけかぇゅぇき, つっ すぇいう うょっは 
くぇ きうくうしすなさ ╋かぇょっくけゃ とっ しっ 
けぉしなあょぇ ゃ 〈さうしすさぇくくうは しな-
ゃっす いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ, おけっ-
すけ っ くけさきぇかくうはす  う こさぇゃうかっく 
こなす. ╇ くはきぇ おぇお ょぇ ゅけ こさうっきっ 
]なゃっすなす, くっ いぇ ょさせゅけ, ぇ いぇ-
とけすけ, ぇおけ しっ くぇこさぇゃう すけゃぇ, 
けすくけゃけ とっ しっ しぉなさおぇ.  [ぇぉけ-
すっとうすっ こっくしうけくっさう しぇ ょけぉなさ 
さっいっさゃ, くけ くっ きけあっ  こけ ぇょ-
きうくうしすさぇすうゃっく くぇつうく ょぇ さっ-
てぇゃぇて  ゃなこさけしう ゃ こさういくぇすぇ 
こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
ん¡îñÖöó
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╂けすけゃう しぇ ゃっつっ  っおうこうすっ くぇ きかぇょうすっ そせすぉけかうしすう けす ょっすしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ くぇ 《╉ 
„┿さしっくぇか”, しなけぉとう ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ. 

╃ゃぇすぇ っおうこぇ, し おけうすけ ゃしっおう けす ぉかういけ 60-すっ きぇかおう そせすぉけかうしすう さぇいこけかぇゅぇ, しぇ いっかっく う つっさ-
ゃっく う すっ とっ しっ ういこけかいゃぇす こさう ょけきぇおうくしおう う ゅけしすせゃぇとう きぇつけゃっ.  ‶け ょせきうすっ くぇ ╉けしすぇょうくけゃ, 
せしなさょくけ  しっ こさけゃっあょぇす すさっくうさけゃおうすっ くぇ きかぇょうすっ くぇょっあょう, こさぇゃう しっ ゃっつっ う しっかっおちうは くぇ 
そせすぉけかうしすうすっ. ╇ょっはすぇ っ こさっい こさけかっすすぇ ょぇ しっ けさゅぇくういうさぇす う こなさゃうすっ しっさうけいくう すせさくうさう. 
╃ういぇえくなす くぇ そせすぉけかくうすっ っおうこう くぇ きかぇょうすっ くぇょっあょう っ ょっかけ くぇ ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ  けす けすょっか 

„╋ぇさおっすうくゅ” くぇ „┿さしっくぇか 2000”, ぇ うょっはすぇ いぇ すはた っ くぇ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ういこなかくうすっかっく ょう-
さっおすけさ くぇ すなさゅけゃしおけすけ  ょさせあっしすゃけ. 

〈┿

¨す くはおけかおけ しっょきうちう ゃ 
けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ くぇ 

„┿さしっくぇか” ┿╃ こけつうすぇすっかう-
すっ くぇ しこけさすぇ ゃ けさなあっえくう-
ちぇすぇ うきぇす せょけゃけかしすゃうっすけ 
ょぇ くぇぉかのょぇゃぇす すさっくうさけゃ-
おうすっ くぇ こなさゃうは しそけさきう-
さぇく あっくしおう そせすぉけかっく すうき 
- すけいう くぇ おけきこかっおし 5. 
10 きけきうつっすぇ けす いぇゃけ-

ょぇ せしうかっくけ すさっくうさぇす う 
しっ こけょゅけすゃはす いぇ ぉなょっとうは 
あっくしおう そうさきっく すせさくうさ こけ 
そせすぉけか. ╇ょっはすぇ いぇ しないょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ あっくしおうは そせすぉけ-
かっく けすぉけさ おなき ╆ぇゃけょ 5 っ 
くぇ しうくょうおぇかくうは こさっょしっょぇ-
すっか 〈けょけさ ╃っさきっくょあうっゃ, 
おけえすけ っ けしうゅせさうか すけこおぇ-
すぇ いぇ けすぉけさぇ. ╁ さけかはすぇ くぇ 
ゃょなたくけゃうすっかおぇ う けさゅぇくう-
いぇすけさおぇ くぇ しこけさすくうは すうき 
っ ╃うきおぇ ]すさぇくょあっゃぇ けす 
ちった 510 くぇ ╆ぇゃけょ 5, おけは-
すけ うきぇ しっさうけいっく こさうくけし ゃ 
しそけさきうさぇくっすけ くぇ しなしすぇゃぇ. 
〈さっくぬけさなす くぇ ょっゃけえおうすっ っ 
]かぇゃう 》さうしすけゃ, ゃ おぇつっしす-
ゃけすけ くぇ くっゅけゃ こけきけとくうお. 
╄きけちうけくぇかっく ょゃうゅぇすっか  くぇ 
けすぉけさぇ しっ はゃはゃぇ てかけしっさなす 
けす ╆ぇゃけょ 5, いぇ おけえすけ 〈┿ 

こうしぇ こさっょう くはおけかおけ ぉさけは, 
‶かぇきっく ‶っすおけゃ. ╆ぇしっゅぇ 
こさはしくけ しそけさきうさぇくうはす すうき 
けす あっくう-そせすぉけかうしすおう くぇ 
╆ぇゃけょ 5 ゃしっ けとっ くはきぇ しゃけっ 
うきっ, くうすけ っおうこ, くけ こなお うきぇ 
くっゃっさけはすくう こさっあうゃはゃぇくうは 
う っきけちうう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ おけうすけ しこけさすうしすおうすっ しぇ 
しすぇくぇかう う ょけぉさう こさうはすっ-
かう, すゃなさょう ‶かぇきっく, おけえすけ っ 
こけっか ょぇ しっ ゅさうあう いぇ うきう-
ょあぇ くぇ けすぉけさぇ. 
]うしすっきぇすぇ, こけ おけはすけ うゅさぇっ 

あっくしおうはす すうき, いぇしっゅぇ ゃしっ 
けとっ くっ っ ういつうしすっくぇ う くぇ-
こなかくけ しゅかけぉっくぇ, くけ しっ こさう-
ょなさあぇ おなき ゃぇさうぇくすぇ 2:3:1.
╄すけ う さぇいてうさっくうはす しなしすぇゃ 

くぇ けすぉけさぇ: 

]すっそおぇ ╆かぇすっゃぇ - ゃさぇすぇさ
╅ぇくぇ ╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ
- ゃさぇすぇさ
╂っくおぇ 』けくゅぇさけゃぇ
- いぇとうすくうお
》さうしすうくぇ ]すぇくつっゃぇ
- いぇとうすくうお 
╉ぇきっかうは ╉なくつっゃぇ
- しさっょくぇ かうくうは
 ┿くゅっかうくぇ 〉いせくつっゃぇ
- しさっょくぇ かうくうは, けさゅぇくういぇ-

すけさ くぇ うゅさぇすぇ 
 ╃うきうすさうくぇ ]すぇくつっゃぇ
- しさっょくぇ かうくうは
 ╆かぇすうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ
- くぇこぇょぇすっか 
 [ぇょおぇ ╂っけさゅうっゃぇ
 ╃ぇさうくぇ ╋うすっゃぇ 
 

╁ あっかぇくうっすけ しう ょぇ こけけとさう 
ょっしっすすっ  ぉなょっとう そせすぉけかうしすおう 
‶かぇきっく ‶っすおけゃ っ しないょぇか う しこっ-
ちうぇかくけ しすうたけすゃけさっくうっ, くぇさっつっ-
くけ

„╀っえぉう そせすぉけか”

〈せお ゃなゃ さけいけゃうは ゅさぇょ
あっくう し そせすぉけか  いぇぉぇゃかはゃぇす. 

╁しうつおう いくぇはす けとっ おぇお 
し うゅさぇすぇ くぇし ょぇ こけょかせょはゃぇす. 

¨すぉけさ ょけぉなさ しさっょ くぇえ-ょけぉさうすっ 
ぉかっしすう ゃなゃ くぇてうすっ けつう.

]っゅぇ とっ ゅかっょぇきっ いゃっいょうすっ 
こさっい すっいう くけっきゃさうえしおう ょくう. 
╀っえぉう そせすぉけか ゃ ょけかうくぇすぇ , 
おせおかう し すけこおう ゃなゃ おさぇおぇ, 

さうしせゃぇす  しはおぇて こけ すさっゃぇすぇ 
し こけぉっょぇ すさなゅゃぇす おなき ゃなさたぇ.

] こけさっょくけ けすかうつうっ ぉっ 
せょけしすけっくけ くぇえ-ゅけかはきけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ けぉかぇしす ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ – „┿さしっくぇか” ┿╃. 
 ‶け ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっ-

くけすけ つっしすゃぇくっ くぇ 20-すぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ すなさゅけゃ-
しおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃ こけかせつう しこっ-
ちうぇかっく こかぇおっす いぇ こさうくけし 
ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ 
う いぇ ょけぉさけ しなすさせょくうつっしす-
ゃけ. ′ぇゅさぇょぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
ぉっ ゃさなつっくぇ かうつくけ けす こさっょ-
しっょぇすっかは くぇ ╉〈‶‶  ┿くゅっか 
]おっくょっさけゃ.  
¨す うきっすけ くぇ „┿さしっくぇか” すは 

ぉっ こけかせつっくぇ けす ぅくおけ ╆ぇこさは-
くけゃ - ょうさっおすけさ 

52 ゅけょうてっく, さけょっく ゃ し. ╄ょさっゃけ, ]すぇさけいぇゅけさしおけ.
╆ぇゃなさてうか っ 〈╋〈 „『ゃ. [ぇょけえくけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
くぇしすけはとぇ ‶╂ こけ きぇてうくけしすさけっくっ, ぇ こけ–おなしくけ 
う ‶〉 „‶. 》うかっくょぇさしおう”. ╋ぇゅうしすなさ こけ おけさこけさぇ-
すうゃくけ せこさぇゃかっくうっ. 
╆ぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 1978 ゅけょう-
くぇ, おぇすけ しすさせゅぇさ ゃ ちった 110 くぇ ╆ぇゃけょ 6. ╀うか っ 
すったくけかけゅ こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ っかっおすさけ-ゃないこかぇ-
きっくうすっかう う っかっおすさけ-ょっすけくぇすけさう ゃ ╆ぇゃけょ 4, 
ょうしこっつっさ こけ おぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ, くぇつぇか-
くうお とぇぉ くぇ ╂さぇあょぇくしおぇ いぇとうすぇ, うくしこっおすけさ こけ 
╂さぇあょぇくしおぇ いぇとうすぇ. 
¨す くぇつぇかけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ さなおけゃけょう-
すっか けすょっか „╀っいけこぇしくけしす う いょさぇゃっ” ゃ „┿さしっくぇか”. 
』かっく っ くぇ 《っょっさぇかくうは しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくぇ 
しうくょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは „╋っすぇか–╄かっおすさけ”.
]っきっっく.

- ╂-く ‶ぇこぇいけゃ, おぇおゃう 
いぇょぇつう しすけはす くぇ ょくっゃっく 
さっょ こけ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ 
いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけ-

こぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃? 
- ╉ぇおすけ ょうおすせゃぇ いぇおけくけょぇ-

すっかしすゃけすけ, ういゅけすゃはきっ こさけ-
ゅさぇきう いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
さうしおぇ し きっさけこさうはすうは, おけう-
すけ ちっかはす こけょけぉさはゃぇくっ さぇ-
ぉけすくぇすぇ しさっょぇ, こけょきはくぇ くぇ 
けぉけさせょゃぇくっ, けしうゅせさはゃぇくっ 
くぇ かうつくう こさっょこぇいくう しさっょ-
しすゃぇ, おぇすけ っょくぇ けす くぇえ-しな-
とっしすゃっくうすっ こさっょこけしすぇゃおう 
いぇ こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ くぇ うく-
ちうょっくすう, けぉせつっくうっ くぇ こっさ-
しけくぇかぇ. 〈けゃぇ しっ ういゃなさてくぇ 
こけっすぇこくけ, くけ うきぇ けとっ きくけゅけ  
ょぇ しっ くぇこさぇゃう いぇ ょけしすうゅぇ-
くっ くぇ しけかうょくけ っゃさけこっえしおけ 
くうゃけ. ′っけぉたけょうきう しぇ けとっ 
きくけゅけ うくゃっしすうちうう いぇ こけょけ-
ぉさはゃぇくっ くぇこなかくけ せしかけゃうはすぇ 
くぇ すさせょ. ╄おしこっさすう, おけうすけ しっ 
いぇくうきぇゃぇす し そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ こけょけぉくう きっさけこさうはすうは, 
くう くぇしけつうたぇ おなき ¨こっさぇすうゃ-
くぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ 
つけゃっておうすっ さっしせさしう” くぇ ╄], 
おなょっすけ とっ おぇくょうょぇすしすゃぇきっ 
いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ こけきけと こけ 
くぇこさぇゃかっくうっ „╀っいけこぇしっく 
すさせょ”. ]せきうすっ しぇ けす 50 – 200 
たうかはょう かっゃぇ くぇ こさけっおす. [ぇい-
ぉうさぇ しっ, とっ うきぇ おけくおせさし 
いぇ けょけぉさっくうっ くぇ こさけっおすうすっ 
こさう しこぇいゃぇくっ くぇ せしかけゃうはすぇ 
いぇ ゅけかっきう こさっょこさうはすうは けす 
きぇとぇぉうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, いぇ 
おけうすけ しっ ういうしおゃぇ しなそうくぇく-
しうさぇくっ ょけ 20 % けす しすけえくけしす-
すぇ くぇ こさけっおすぇ.   

- ╉ぇおゃう うくゃっしすうちうう 
しさっょくけ ゅけょうてくけ こさぇゃう 
さなおけゃけょしすゃけすけ いぇ こけょけ-

ぉさはゃぇくっ せしかけゃうはすぇ くぇ 
すさせょぇ?
- ╉ぇすけ こさうきっさ きけゅぇ ょぇ こけ-

しけつぇ, つっ こさっい 2010-すぇ ゅけょう-
くぇ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ っ くぇ 100 % し さぇぉけすくけ 
けぉかっおかけ. ‶け けぉとう しきっすおう 
くぇょ 500 たうかはょう かっゃぇ しぇ こけ-
たぇさつっくう しぇきけ いぇ くっとぇ おぇすけ 
しこっちうぇかくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ, 
かうつくう こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ. 
〈ぇいう  しせきぇ  くっ  ゃおかのつゃぇ  うい-
ゅさぇょっくうすっ  う  さっきけくすうさぇくう  
おけかっおすうゃくう  しさっょしすゃぇ  いぇ  
いぇとうすぇ, しゅさぇょう  う  しなけさなあっ-
くうは. 〈っくょっくちうはすぇ  っ  こけっす-
ぇこくけ  ゃくっょさはゃぇくっ  くぇ  くけゃう  
すったくけかけゅうう  う  うくけゃぇちうけくくけ  
けぉけさせょゃぇくっ, おぇすけ  くぇこさうきっさ 
けぉっおす ‶╋-15  ゃ  いぇゃけょ 4, こか. 
╋なゅかうあ.
╁ きけきっくすぇ くぇてう しこっちうぇかう-

しすう さぇいさぇぉけすゃぇす  しこっちうぇかう-

いうさぇく しけそすせっさ いぇ さぇいこさっょっ-
かはくっ くぇ さぇぉけすくけすけ けぉかっおかけ  
う ╊‶], おけっすけ せゃっかうつぇゃぇ おけく-
すさけかぇ けとっ くぇ くうゃけ いぇはゃおう う 
ょけ きけきっくすぇ くぇ ょけしすぇゃおぇすぇ う 
こけかせつぇゃぇくっすけ, おけっすけ ょぇ ゅぇ-
さぇくすうさぇ こさけちっしぇ くぇ しくぇぉょは-
ゃぇくっすけ し かうつくう こさっょこぇつくう 
しさっょしすゃぇ う さぇぉけすくけ けぉかっお-
かけ. ╆ぇとけすけ うきぇきっ しかせつぇう くぇ 
くっおけさっおすくう いぇはゃおう, おぇおすけ う 
さぇいきうくぇゃぇくうは きっあょせ いぇはゃ-
おう う ょけしすぇゃおう. [ぇぉけすうき こけ 
すけゃぇ, おぇおすけ う こさぇゃうき けちっく-
おぇ くぇ しなけすゃっしすゃうっすけ くぇ かうつ-
くうすっ こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ ゃ 
╆ぇゃけょ 4, しなゅかぇしくけ つかっく 16 う 
つか.23 けす ′ぇさっょぉぇ 3 う けちっく-
おぇ くぇ おぇつっしすゃぇすぇ くぇ かうつくうすっ 

こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う さぇぉけす-
くけ けぉかっおかけ. ╇きぇきっ すぇおうゃぇ 
けちっくおう う いぇ ょさせゅう こさけういゃけょ-
しすゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ]すぇさぇっき しっ 
きぇおしうきぇかくけ こさけそっしうけくぇかくけ 
う すけつくけ ょぇ くぇきっさうき しなけすゃっす-
くうすっ こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす けちっくおぇすぇ くぇ 
さうしおぇ う ょけしすぇゃおぇ, ぉっい こけょ-
きはくぇ, おけはすけ ょぇ くぇゃさっょう くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ.

- ╉ぇおゃう しぇ けしくけゃくうすっ 
ゅさっておう, おけうすけ ょけこせしおぇす さぇ-

ぉけすくうちうすっ, しゃなさいぇくう し ぉっい-

けこぇしくけしすすぇ  こさう  さぇぉけすぇ? 
- ╋くけゅけ っ くうしおけ くうゃけすけ くぇ 

おゃぇかうそうおぇちうは う こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ, おけうすけ こけ-
しすなこゃぇす いぇ こさなゃ くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”. ]すぇすうしすうおぇすぇ こけ-
おぇいゃぇ, つっ ゅけかっきうはす こさけちっくす 
くぇ すさせょけゃう いかけこけかせおう っ こさう 
さぇぉけすくうちう し こけょ  5 ゅけょうくう 
すさせょけゃ しすぇあ. 80 % けす しかせつぇ-
うすっ しぇ し すぇおうゃぇ さぇぉけすくうちう. 
〈っ くはきぇす ういゅさぇょっくう すさせょけ-
ゃう くぇゃうちう, けぉさぇいけゃぇすっかくけ 
くうゃけ, おゃぇかうそうおぇちうは, くはおけう 
ょけさう くっ いくぇはす おぇおゃけ っ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, うょゃぇす けす しそっさぇすぇ 

くぇ せしかせゅうすっ, すなさゅけゃうはすぇ...
′け しこっちうそうおぇすぇ くぇ くぇてっ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ, けしけぉっくけ, 
おなょっすけ うきぇ ゃいさうゃけけこぇしくう 
きぇすっさうぇかう, ういうしおゃぇ ゃうしけおぇ 
しすっこっく くぇ こけょゅけすゃっくけしす, こけ-
いくぇゃぇくっ くぇ すったくけかけゅうはすぇ う 
きくけゅけ ゃうしけおけ くうゃけ くぇ しぇきけ-
ょうしちうこかうくぇ. ┿おけ すっいう そぇお-
すけさう けすしなしすゃぇす しっ しすうゅぇ ょけ 
うくちうょっくすう.    

- ′ぇかぇゅぇす かう しっ しぇくおちうう 
いぇ くっしこぇいゃぇくっ くぇ こさぇゃう-

かぇすぇ  いぇ  ぉっいけこぇしくけしす?
- ╃ぇ. ‶けしかっょくぇすぇ いぇこけゃっょ 

っ しぇくおちうは くぇ くぇつぇかくうお ちった, 
おけえすけ くっ っ ういゃなさてうか くっけぉ-
たけょうきうは すさうきっしっつっく うく-
しすさせおすぇあ くぇ さぇぉけすくうちうすっ. 
╃け しっゅぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけ-
ょうくぇすぇ 17 ょせてう – さぇぉけすくうちう 
う さなおけゃけょうすっかう くぇ さぇいかうつくう 
くうゃぇ うきぇす ょうしちうこかうくぇさくう 
くぇおぇいぇくうは いぇ くっしこぇいゃぇくっ 
こさぇゃうかぇすぇ いぇ ぉっいけこぇしすくけしす 
こさう さぇぉけすぇ, いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ しぇ ぉうかう 26.  

- ╉けかおけ ょせてう しぇ ぇくゅぇ-

あうさぇくう ゃ „┿さしっくぇか” こけ 
けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ いょさぇゃけ-

しかけゃくう う ぉっいけこぇしくう せしかけ-

ゃうは くぇ すさせょ?
- ╆ぇおけくけょぇすっかはす けこさっょっかは 

いぇょなかあっくうは こけ すけゃぇ くぇこさぇゃ-
かっくうっ くぇ ゃしうつおう せつぇしすくうちう 
ゃ こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし, 
おけうすけ うきぇす ぇくゅぇあうきっくすう こけ 
ぉっいけこぇしすくけしすすぇ くぇ すさせょぇ – 
けす さぇぉけすけょぇすっかは, こさっい さな-
おけゃけょうすっかうすっ くぇ さぇいかうつくう 
くうゃぇ, ょけ しぇきうは さぇぉけすくうお. 
╆ぇこうしぇくう しぇ ゃ ょかなあくけしすくうすっ 
たぇさぇおすっさうしすうおう. ╁ しなけすゃっしす-
ゃうっ し つかっく 23 けす ╆ぇおけくぇ いぇ 
ぉっいけこぇしくう う いょさぇゃけしかけゃくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ, うきぇきっ うい-
ゅさぇょっく ¨すょっか „╀っいけこぇしすくけしす 
う いょさぇゃっ こさう さぇぉけすぇ”, おけえすけ 
ゃおかのつゃぇ ゃっつっ 4, ぇ ょけしっゅぇ 
ぉはたぇ 3-きぇ うくしこっおすけさう, きっあ-

ょせ おけうすけ しぇ さぇいこさっょっかっくう 
こさけういゃけょしすゃぇすぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか” う ゃしっおう っょうく けす すはた 
うきぇ おけくおさっすくう いぇょなかあっくうは 
こけ おけくすさけか ゃなさたせ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ. ╁なゃっか しなき しうし-
すっきぇ, こさう おけはすけ ょけ おさぇは くぇ 
さぇぉけすくうは ょっく ゃ こっすなお, ゃしっ-
おう ういゅけすゃは けすつっす いぇ おけくしすぇ-
すうさぇくうすっ くっさっょくけしすう こさう 
しっょきうつくうは おけくすさけか, いぇ いぇ-

ぉっかっあおうすっ う こさっょこうしぇくうは-
すぇ, おけうすけ っ けすこさぇゃうか, こさっょ-
かけあっくうはすぇ いぇ くぇおぇいぇくうは くぇ 
ょかなあくけしすくう かうちぇ,/ ぇおけ しぇ 
ういつっさこぇくう ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ こさっょせこさっあょっくうは う こけ-
きけと けす くぇてぇ しすさぇくぇ/, こさう 
おけくしすぇすうさぇくけ くっしうさうけいくけ 
けすくけてっくうっ おなき しかせあっぉくうすっ 
いぇょなかあっくうは. ╇きぇきっ う うい-
ゅさぇょっくぇ ]かせあぉぇ こけ すさせょけ-
ゃぇ きっょうちうくぇ, おけはすけ ういすけゅゃは 
けちっくおぇすぇ くぇ さうしおぇ くぇ ゃしはおけ 
さぇぉけすくけ きはしすけ. ‶さう ゃしはおぇ 
すさせょけゃぇ いかけこけかせおぇ うかう ょさっ-
ぉっく うくちうょっくす, くうっ うきぇきっ 
しけぉしすゃっくけ いゃっくけ いぇ ぉなさいぇ 
きっょうちうくしおぇ こけきけと, おけっすけ 
けおぇいゃぇ しこってくぇ ょけぉけかくうつ-
くぇ こけきけと. ]なゃさっきっくくぇ かう-
くっえおぇ し けこうすくう そっかょてっさう 
うきぇきっ う くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
╋なゅかうあ, いぇ ╆ぇゃけょ 4, おけはすけ 
さぇぉけすう くぇ ょゃっ しきっくう, おぇおすけ 
う くぇ こけかうゅけくぇ ゃ 【っえくけゃけ. 
┿おけ しっ くぇかぇゅぇ, こけしすさぇょぇかう-
はす しっ けすおぇさゃぇ ょけ 《うかうぇかぇ いぇ  
しこってくぇ こけきけと ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う ょけさう ょけ しこっちうぇかういうさぇくう 
おかうくうおう, おぇおすけ すけゃぇ しすぇくぇ  
こさっい かはすけすけ, こさう しかせつぇは し 
こけしすさぇょぇかうはす さぇぉけすくうお けす 
╆ぇゃけょ 3, おけゅけすけ けすおぇさぇたきっ 
ゃ おかうくうおぇすぇ こけ ういゅぇさはくうは 
ゃ ‶かけゃょうゃ. ‶さう ゃしうつおう しかせ-
つぇう こさけしかっょはゃぇきっ こけしすさぇ-
ょぇかうは ょけ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ 
きせ. ╁しうつおう さぇぉけすくうちう うきぇす 
いぇしすさぇたけゃおぇ いぇ すさせょけゃぇ 
いかけこけかせおぇ. ╇いこかぇとぇす うき しっ 

けぉっとっすっくうは こさう いかけこけかせおぇ, 
こさう ょけおぇいぇくう けぉしすけはすっか-
しすゃぇ, しっ こかぇとぇす う ょけ ょゃっ 
きうくうきぇかくう さぇぉけすくう いぇこかぇ-
すう いぇ きっょうちうくしおう さぇいたけょう. 
╁ こけしかっょくうすっ しかせつぇう しすけ 
こさけちっくすぇ „┿さしっくぇか” っ こかぇ-
すうか,  さぇいたけょうすっ こけ ぉけかくう-
つっく こさっしすけえ, きっょうおぇきっくすう, 
おさなゃけょぇさはゃぇくっ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╉さぇしうきうさ ‶ぇこぇいけゃ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╀〈‶‶

╃ぇきうすっ けす ╆ぇゃけょ 5 こけ ゃさっきっ くぇ すさっくうさけゃおぇ

„〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇ-
ちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”.
 ╁ たけょぇ くぇ つっしすゃぇくっすけ っょうく 

けす くぇえ-けぉしなあょぇくうすっ けす こさう-
しなしすゃぇとうすっ こさけぉかっきう くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは ぉういくっし ぉっ かうこしぇ-
すぇ くぇ  こさけそっしうけくぇかくけ けぉせつっ-
くう う おけくおせさっくすくけ しこけしけぉくう 
おぇょさう いぇ くせあょうすっ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうは ぉういくっし. 
¨す しゃけは しすさぇくぇ こさっょしっょぇ-

すっかはす くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさ-
ゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ 
『ゃっすぇく ]うきっけくけゃ ゃさなつう くぇ 
]おっくょっさけゃ こかぇおっす う ゅさぇきけすぇ 
いぇ こさうくけし くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
こぇかぇすぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ  う こけょ-
こけきぇゅぇくっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうは 
ぉういくっし. 

╃っかはゃぇ ╁ぇしうかっゃぇ

...╇ぇ》『《』¨ ╇ 》╅′╅『〉╅ ¨[《〉《〈¨[╅
- 〈っいう ょくう  くぇ くぇちうけくぇか

くぇ おけくそっさっくちうは 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  
かぇくしうさぇ  くぇきっさっくうはすぇ くぇ 
おぇぉうくっすぇ う くっゅけゃけすけ ゃっ
ょけきしすゃけ  いぇ  こさけきはくぇ くぇ 
くけさきぇすうゃくぇすぇ ぉぇいぇ, おけはすけ 
ょぇ くぇかけあう ゃ つぇしすくうは しっお
すけさ こけ ぇょきうくうしすさぇすうゃっく 
こなす ょぇ いぇょなさあぇす かうちぇすぇ, 
くぇゃなさてうかう こっくしうけくくぇ 
ゃないさぇしす  くぇ さぇぉけすぇ. ╉ぇお 
しこけさっょ ゃぇし すけゃぇ とっ しっ けす
さぇいう - ゃっょくなあ くぇ こぇいぇさぇ 
くぇ すさせょぇ う ゃすけさう こなす - ょけ
おけかおけ さぇいせきくけ う ぇょっおゃぇす
くけ っ おぇすけ きはさおぇ?  

- ╋けすうゃうすっ くぇ きうくうしすなさぇ 
しぇ はしくう: すけえ うしおぇ ょぇ けぉかっ-
おつう こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ. 
』ぇしすくうすっ そうさきう ょぇ こさけょなか-
あぇす ょぇ こかぇとぇす くぇ たけさぇすぇ, 
くぇゃなさてうかう こっくしうけくくぇ ゃない-
さぇしす, くけ いぇ くぇし すっいう きけすうゃう 
しぇ くっこさうっきかうゃう,  いぇとけすけ さぇ-
ぉけすけょぇすっかうすっ  しぇ すっいう, おけうすけ 
しかっょゃぇ ょぇ こさっちっくはす おけゅけ ょぇ 
けしすぇゃはす う おけゅけ くっ.  ‶さっょかけ-
あっくうっすけ くぇ しけちうぇかくうは きう-
くうしすなさ いぇ こさけきはくぇ ゃ ╉けょっおしぇ 
くぇ すさせょぇ けす ょけゅけょうくぇ, つうはすけ 
そうかけしけそうは っ  さぇぉけすくうちうすっ, 
おけうすけ しぇ くぇゃなさてうかう ゃないさぇしす 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ, ょぇ くっ きけ-
ゅぇす ょぇ ぉなょぇす せゃけかくはゃぇくう ぉっい 
すはたくけ あっかぇくうっ, っ けこうす いぇ 
けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ う ょなさあぇゃくぇ くぇきっしぇ 
くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. ╁ せしかけ-
ゃうは くぇ おさういぇ すけゃぇ ぉう うきぇかけ 
くっゅぇすうゃっく っそっおす う っ けとっ 
っょうく こさうきっさ いぇ くけさきぇすうゃくぇ 
こさけきはくぇ ぉっい けちっくおぇ くぇ ゃない-
ょっえしすゃうっすけ. 〈っいぇすぇ くぇ ╀〈‶‶ 
っ, つっ しうかけゃけすけ くぇかぇゅぇくっ たけ-

さぇすぇ ゃ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす ょぇ 
ぉなょぇす いぇとうすっくう けす いぇおけくぇ 
う ょぇ くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす しな-
おさぇとぇゃぇくう うかう せゃけかくはゃぇくう 
けす さぇぉけすけょぇすっかは, とっ ょけゃっょっ 
ょけ こけ-ゅけかはきぇ くっしすぇぉうかくけしす 
くぇ すさせょけゃうは こぇいぇさ. 〈けゃぇ っ 
けこうす ょぇ しっ さってぇゃぇ こさけぉかっ-
きなす くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっ-
きぇ う ょっそうちうすぇ くぇ ′¨╇ いぇ 
しきっすおぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ.  
]こけさっょ くぇし, せしうかうはすぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しぇ くぇしけつっくう おなき こさけ-
っおすう いぇ さっうくすっゅさうさぇくっ くぇ 
こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ くぇ すさぇえくけ 
ぉっいさぇぉけすくうすっ, ょぇ しっ こけかけあぇす 
しこっちうぇかくう せしうかうは, いぇ ょぇ しっ 
けしうゅせさはす きっしすぇ いぇ しすぇあせゃぇくっ 
う つうさぇおせゃぇくっ, こけゃうてぇゃぇくっ 
おぇつっしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくう-
っすけ う おゃぇかうそうおぇちうはすぇ, けとっ 
こけゃっつっ, つっ  しっさうけいくう しさっょ-
しすゃぇ しっ たぇさつぇす いぇ けしうゅせさは-
ゃぇくっ くぇ いぇっすけしす くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ こけ さぇいかうつくう こさけっおすう. 
] こさっょかけあっくぇすぇ こさけきはくぇ とっ  
しっ けゅさぇくうつぇす ゃないきけあくけしすうすっ 
うきっくくけ くぇ きかぇょうすっ たけさぇ, ゃ 
すけゃぇ つうしかけ う くぇ ょうこかけきうさぇ-
かうすっ しっ けす さぇいかうつくう ゃうしてう 
せつっぉくう いぇゃっょっくうは. ┿い かうつくけ 
こさっょこけかぇゅぇき, つっ すぇいう うょっは 
くぇ きうくうしすなさ ╋かぇょっくけゃ とっ しっ 
けぉしなあょぇ ゃ 〈さうしすさぇくくうは しな-
ゃっす いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ, おけっ-
すけ っ くけさきぇかくうはす  う こさぇゃうかっく 
こなす. ╇ くはきぇ おぇお ょぇ ゅけ こさうっきっ 
]なゃっすなす, くっ いぇ ょさせゅけ, ぇ いぇ-
とけすけ, ぇおけ しっ くぇこさぇゃう すけゃぇ, 
けすくけゃけ とっ しっ しぉなさおぇ.  [ぇぉけ-
すっとうすっ こっくしうけくっさう しぇ ょけぉなさ 
さっいっさゃ, くけ くっ きけあっ  こけ ぇょ-
きうくうしすさぇすうゃっく くぇつうく ょぇ さっ-
てぇゃぇて  ゃなこさけしう ゃ こさういくぇすぇ 
こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
ん¡îñÖöó
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′╅ 』ぇ╇╊【〉¨を¨, ╇ 》╅╇╊] ╆╅〉っ – 』ぇぅ《

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

„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ いぇおさうたぇ こさっょういぉけさくぇすぇ しう おぇきこぇくうは し ゃこっつぇすかは
ゃぇと おけくちっさす ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. ╁けょっとうはす ╋うたぇうか ╃のいっゃ, きけきつっすぇすぇ う 
きけきうつっすぇすぇ けす すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか“ う おかせぉ いぇ しこけさすくう すぇくちう „╉うぇ
さぇ-′“, せくうおぇかくうは しすさせくっく おゃぇさすっす „]すさうくゅし“ う かっゅっくょぇさくぇすぇ ╈けさょぇくおぇ 》さう
しすけゃぇ しないょぇょけたぇ しすさぇたけすくけ くぇしすさけっくうっ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, おけうすけ こさっこなかくうたぇ 
いぇかぇすぇ ょぇ おさぇっく こさっょっか.
„′ぇ 23 けおすけきゃさう くう こさっょしすけう ょぇ ういぉっさっき おぇお とっ あうゃっっき ゃ しかっょゃぇとうすっ 4 

ゅけょうくう ゃ くぇてぇすぇ けぉとうくぇ - ╉ぇいぇくかなお. ] ういぉけさぇ くぇ くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす – 
くぇえ-ゃぇあくうはす けさゅぇく くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, とっ けこさっょっかうき くぇてっすけ ぉなょっとっ“, けぉなさ
くぇ しっ おなき おぇいぇくかなつぇくう ゃけょぇつなす くぇ かうしすぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
„╁しっおう っょうく けす 37-すっ ょせてう ゃ かうしすぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ っ はさおぇ うく

ょうゃうょせぇかくけしす, こけいくぇすけ かうちっ くぇ ゃしうつおう おぇいぇくかなつぇくう. ′っ しかせつぇえくけ おぇいゃぇす, つっ 
かうしすぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ きぇあけさうすぇさっく ういぉけさ 
くぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう – くっとけ, おけっすけ くっ こさっょかぇゅぇ くうすけ っょくぇ ょさせゅぇ かうしすぇ. 
′ぇてぇすぇ うしすうくしおぇ しうかぇ けぉぇつっ っ ゃ っおうこぇ. ′うっ, „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, しきっ 
けぉっょうくっくう けす うょっはすぇ いぇ こさけそっしうけくぇかういなき ゃ さぇぉけすぇすぇ. ̈ ぉっょうくはゃぇ くう うょっはすぇ, 
つっ けぉとうくぇすぇ しっ くせあょぇっ けす ぉなさいう, こさぇゅきぇすうつくう さってっくうは, つっ っ ょけてかけ ゃさっきっ 
いぇ っおしこっさすくう さってっくうは ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお!“ いぇゃなさてう ╇ぉせてっゃ.
„╂かぇしせゃぇえすっ こけ しなゃっしす う ういぉっさっすっ くぇえ-ょけしすけえくうすっ たけさぇ いぇ ぉなょっとうは ̈ ぉとうく

しおう しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお“, こさういけゃぇ こせぉかうおぇすぇ ╁っくっすぇ ╂っけさゅうっゃぇ けす „]すさうくゅし“.
╈けさょぇくおぇ 》さうしすけゃぇ しなとけ しっ けぉなさくぇ おなき おぇいぇくかなつぇくう し こさういうゃ ょぇ ぉなょぇす 

さぇいせきくう う ょぇ ゅかぇしせゃぇす ょけゃっさうっ くぇ っおしこっさすうすっ. „] こけょおさっこぇすぇ いぇ „╄おしこっさすう 

′うおけかぇえ 》さうしすけゃ ╇ぉせてっゃ
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃

ぅくおけ 〈けくっゃ ╆ぇこさはくけゃ
╃うさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”, 
“┿さしっくぇか” ┿╃

『ゃっすぇく 〈っくっゃ 【うおけゃ
[なおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶╇]”, „┿さしっくぇか” ┿╃

╃さぇゅけきうさ ╁かぇっゃ ‶っすおけゃ
╃うさっおすけさ ‶╇╀ - おかけく ╉ぇいぇくかなお

╉さぇしうきうさぇ ╀っかつっゃぇ 》ぇさういぇくけゃぇ
╂っくっさぇかっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ “╃あっくっさぇかう ╀なかゅぇさうは” ゃ ╉ぇ
いぇくかなお 

╃けぉさうく 『ゃっすぇくけゃ ╃さぇゅくっゃ
╂かぇゃっく しつっすけゃけょうすっか, “┿さしっくぇか” ┿╃

] こけょこうしゃぇくっすけ くぇ たぇさすぇ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ くぇ 16-すう けお-
すけきゃさう, くっょっかは, ゃ こけぉさぇすうきっくうは くぇ ╉ぇいぇくかなお ]っくす ╄さぉかっく, 
ゅさぇょなす くう しすぇくぇ つぇしす けす っゃさけこっえしおぇすぇ きさっあぇ ゅさぇょけゃっ, いぇっょ-
くけ し 〉けすなさそけさょ, ╇さかぇくょうは, ╁うかはょっおぇくし – ╇しこぇくうは う ょけきぇ-
おうくうすっ けす そさっくしおうは ゅさぇょ.
》ぇさすぇすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ ぉっ こけょこうしぇくぇ くぇ すなさあっしすゃっくぇ ちっ-

さっきけくうは ゃ くっょっかは くぇ けぉはょ ゃ いぇかぇすぇ くぇ おきっすしすゃけすけ くぇ ]っくす 
╄さぉかっく, おけっすけ こけしさっとくぇ ゅけしすう けす ゃしうつおう しゃけう こけぉさぇすうきっ-
くうすっ ゅさぇょけゃっ – けしゃっく つかっくけゃっすっ くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ きさっあぇ, 
けとっ う ょっかっゅぇちうう けす ]ぇくおす ╇くゅぉっさゅ, ╂っさきぇくうは, ′ ╃うぇゅぇくうはけ 

– ]っくっゅぇか, ╉かっあぇ – [せきな-
くうは.
》ぇさすぇすぇ ぉっ こけょこうしぇくぇ けす 

しすさぇくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお けす うい-
こなかくはゃぇとうはす ょかなあくけしすすぇ 
おきっす ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ. ╁ 
けそうちうぇかくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
ょっかっゅぇちうは ぉはたぇ けとっ けぉとうく-
しおうはす しなゃっすくうお う こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ゅさせこぇ – 〈っきっくせあおぇ 
‶ぇこぇいけゃぇ う  ょうさっおすけさなす くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ ょうさっおちうは 
ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお – ]すぇ-
くうしかぇゃぇ ╀ぇかおぇくしおぇ, おけうすけ 
せつぇしすゃぇたぇ ゃ しっきうくぇさ こけ こけょ-
ゅけすけゃおぇすぇ くぇ たぇさすぇすぇ, おなょっすけ 
ぉはたぇ きぇさおうさぇくう けしくけゃくうすっ 
くぇしけおう くぇ ぉなょっとけすけ しなすさせょ-
くうつっしすゃけ くぇ きさっあぇすぇ けす っゃ-
さけこっえしおう ゅさぇょけゃっ. ¨しゃっく 
すさぇょうちうけくくうすっ いぇ こけぉさぇすう-
きはゃぇくっすけ ょっえしすゃうは こけ せす-
ゃなさあょぇゃぇくっ くぇ ちっくくけしすうすっ 
くぇ けすおさうすけしす, こさうはすっかしすゃけ, 
しけかうょぇさくけしす, すけかっさぇくすくけしす 
う きうさ, 》ぇさすぇすぇ こさっょゃうあょぇ 
けぉとう しなゃきっしすくう ょっえしすゃうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, 〉けすなさそけさょ, 

╁うかはょっおぇくし う ]っくす ╄さぉかっく, 
ゃ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ きかぇょっあ-
おう うくうちうぇすうゃう う おせかすせさくう 
こさけっおすう, しこけさすぇ, うしすけさうはすぇ, 
ぉけさぉぇすぇ しさっとせ ょうしおさうきうくぇ-
ちうはすぇ う せすゃなさあょぇゃぇくっすけ くぇ 
っゃさけこっえしおけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ.
》ぇさすぇすぇ ぉっ こけょこうしぇくぇ けとっ 

けす ]っくぇすけさ – おきっすぇ くぇ ]っくす 
╄さぉかっく – 【ぇさか ╂けすうっ, おきっ-
すぇ くぇ 〉けすなさそけさょ – ‶ぇす 》っえし, 
おきっすぇ くぇ ╁うかはょっおぇくし – ╉ぇさ-
かっい [せうい ′けゃっかぇ.
]っくす ╄さぉかっく こけしさっとくぇ しすけ-

すうちう ゅけしすう けす こけぉさぇすうきっくう-
すっ しう ゅさぇょけゃっ, きっあょせ おけうすけ 
う 10-つかっくくぇ ゅさぇあょぇくしおぇ 
ゅさせこぇ けす ╉ぇいぇくかなお – つかっ-
くけゃっ くぇ ┿かうぇくし 《さぇくしっい う 
けぉとっしすゃっくうちう, せしすぇくけゃうかう 
すさぇえくう ゃさないおう し こけぉさぇすう-
きっくうは ゅさぇょ. ‶けょこうしゃぇくっすけ 
くぇ たぇさすぇすぇ ぉっ つぇしす けす くは-
おけかおけょくっゃくうすっ つっしすゃぇくうは 
くぇ 30-ゅけょうてくうくぇすぇ けす こけ-
ぉさぇすうきはゃぇくうはすぇ くぇ ]っくす 
╄さぉかっく, いぇこけつくぇかう し おけくすぇ-
おすうすっ きっあょせ そさっくしおうは ゅさぇょ 

う ]ぇくおす ╇くゅぉっさゅ – ╂っさきぇくうは.   
╁ さぇきおうすっ くぇ こさけゅさぇきぇすぇ 

くぇ ょっかっゅぇちうはすぇ けす ╉ぇいぇくかなお, 
けそうちうぇかくうすっ かうちぇ せつぇしすゃぇ-
たぇ ゃ しっきうくぇさ, おけえすけ さぇいさぇ-
ぉけすう くぇしけおうすっ くぇ ぉなょっとけすけ 
しなすさせょくうつっしすゃけ ゃ けぉかぇしすすぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ, しこけさすぇ, ゅさぇあ-
ょぇくしおけすけ けぉとっしすゃけ う ちっく-
くけしすうすっ くぇ こさうはすっかしすゃけ う 
すけかっさぇくすくけしす う せつぇしすゃぇたぇ 
ゃ ╉さなゅかぇ きぇしぇ こけ こさうかぇゅぇ-
くっすけ くぇ こけかっいくう せしこってくう 
こさぇおすうおう くぇ こけぉさぇすうきっくうすっ 
ゅさぇょけゃっ ゃ こけしけおぇ せしうかゃぇくっ 
くぇ ゅさぇあょぇくしおけすけ せつぇしすうっ ゃ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ, 
おなょっすけ あせさくぇかうしすなす ╃うぇくぇ 
[ぇきくぇかうっゃぇ こさっょしすぇゃう しゃけは 
けこうす う せつぇしすうは ゃ こせぉかうつくうすっ 
けぉしなあょぇくうは くぇ けぉとうくしおうは 
ぉのょあっす くぇ ╉ぇいぇくかなお おぇすけ 
そけさきぇ くぇ しなすさせょくうつっしすゃけ 
きっあょせ けぉとうくしおぇすぇ ゃかぇしす, 
くっこさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ う 
ゅさぇあょぇくしすゃけすけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

- ╉ぇおゃけ っ いくぇつっくうっすけ くぇ 
╀〈‶‶ う ゃ つぇしすくけしす くぇ ╉ぇ-
いぇくかなておぇすぇ いぇ  ぉういくっしぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは?  

- ╁うあすっ, 20 ゅけょうくう くっ しぇ 
ゅけかはき こっさうけょ くぇ そけくぇ くぇ 
116-すぇ ゅけょうくぇ くぇ ‶ぇかぇすぇすぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ くぇ こさぇおすうおぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ くっ っ くぇ 20 ゅけ-
ょうくう, いぇとけすけ っ つぇしす けす しうし-

すっきぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさ-
ゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ, 
おけはすけ っ くぇ 116 ゅけょうくう. ′け しっ 
けおぇいゃぇ, つっ う くうっ くっ しきっ くぇ 
すけかおけゃぇ, ぇ くぇ けとっ こけゃっつっ, 
すなえ おぇすけ しきっ つぇしす けす ]ゃっすけゃ-
くぇすぇ しうしすっきぇ くぇ すなさゅけゃしおうすっ 
こぇかぇすう, おけはすけ っ くぇ くぇょ 400 
ゅけょうくう. ′ぇえ-しすぇさぇすぇ ゃ しゃっすぇ 
っ ╋ぇさしうかしおぇすぇ, おけはすけ っ くぇ 
416 ゅけょうくう. ╆くぇつっくうっすけ くぇ 
すっいう けさゅぇくういぇちうう いぇ ぉういくっしぇ  
っ けゅさけきくけ, いぇとけすけ ょけさう すぇき, 
おなょっすけ ょなさあぇゃうすっ くっ しぇ しっ 
せしすぇくけゃうかう, うきっくくけ すなさゅけゃ-
しおうすっ こぇかぇすう  しぇ ぉうかう うくしすう-
すせちううすっ, しかせあうかう いぇ せしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ くぇ おけくすぇおすう.  ╉けかおけすけ 
ょけ いくぇつっくうっすけ くぇ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ こぇかぇすぇ, とっ ゃう おぇあぇ しぇきけ 
くはおけかおけ ちうそさう:  けす ゃさっきっすけ 
くぇ しないょぇゃぇくっすけ しう おぇいぇく-
かなておぇすぇ こぇかぇすぇ っ さっゅうしすさう-
さぇかぇ 751 そうさきう. ╆ぇ こけしかっょ-
くうすっ 10 ゅけょうくう ‶ぇかぇすぇすぇ っ 
いぇゃっさうかぇ 4820 しっさすうそうおぇすぇ 
いぇ こさけういたけょ,  1852 こけおぇくう 
いぇ ぉういくっし-ゃういう, いぇゃっさっくう しぇ 

くぇょ 581 こけょこうしぇ ゃなさたせ そうさ-
きっくう ょけおせきっくすう. ╁しうつおけ すけゃぇ 
っ さぇぉけすぇ, けゅさけきくぇ さぇぉけすぇ ゃ 
こけかいぇ くぇ ぉういくっしぇ.   

- 〈っいう ょくう ゃ ょゃぇ さぇいかうつくう 
ょけおかぇょぇ  ぉはたぇ けこけゃっしすっくう 
すゃなさょっ けぉっいこけおけうすっかくう 
うくそけさきぇちうう いぇ ╀なかゅぇさうは: 
こなさゃうはす っ けす ょけおかぇょぇ くぇ 
╄╉, しこけさっょ おけえすけ しきっ くぇ 

こけしかっょくけ きはしすけ こけ こさけ-
ういゃけょうすっかくけしす くぇ すさせょぇ ゃ 
しすさぇくうすっ けす ╄] う すさう こなすう  
こけょ しさっょくけすけ いぇ ]なのいぇ. ╁ 
しなとけすけ ゃさっきっ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ しすぇすうしすうおぇ けすつっすっ, つっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ くう きっしっつくけ 100 
たうかはょう ょせてう しっ ういたさぇくゃぇす 
けす しけちうぇかくう こけきけとう. 
╉ぇお ゃぇてぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 

さぇいつうすぇ すっいう ょぇくくう う うきぇ-
すっ かう しすさぇすっゅうは いぇ ゃけのゃぇ-
くっ  しさっとせ すけゃぇ? 

- 〈けつくけ いぇさぇょう くうしおぇすぇ 
こさけういゃけょうすっかくけしす くぇ すさせ-
ょぇ くうっ しっ ゃないこさけすうゃうたきっ くぇ 
せゃっかうつっくうっすけ くぇ きうくうきぇか-
くぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ.  ′け っ 
くっょけこせしすうきけ ょぇ うきぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ くっいぇっすう さぇぉけすくう きっしすぇ 
う っょくぇ ぇさきうは けす たけさぇ, おけうすけ 
うかう くっ あっかぇはす ょぇ ゅう いぇっきぇす, 
うかう こなお くっ きけゅぇす こけさぇょう そぇ-
おすぇ, つっ くはきぇす すぇいう おゃぇかうそう-
おぇちうは. ╄すけ, すけゃぇ っ ゅけかっきうはす 
くう こさけぉかっき. ╁ しなとけすけ ゃさっ-
きっ しっ ういさぇいたけょゃぇす けゅさけきくう 

しさっょしすゃぇ いぇ こさっおゃぇかうそうおぇ-
ちうは う おゃぇかうそうおぇちうは, くけ くっ し 
けくぇいう  っそっおすうゃくけしす, し おけはすけ 
ぉう しかっょゃぇかけ. ‶さっょう ゃさっきっ ゃ 
すぇいう ゃさないおぇ ゃ ╀〈‶‶ くぇこさぇゃう-
たきっ こさけっおす こけ こさっょこさうっきぇ-
つっしすゃけ. ¨す くっゅけ しすぇくぇ はしくけ, 
つっ - ょぇ, くうっ うきぇきっ こさけぉかっきう 
し すけゃぇ たけさぇすぇ ょぇ さぇいぉうさぇす けす 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ. ╁っつっ こけ-
ゃっつっ けす 20 ゅけょうくう ゃしうつおう ゃ 

╀なかゅぇさうは しっ せこさぇあくはゃぇす くぇ 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ, ぇ さっいせか-
すぇすなす っ ゃうょっく. ′ぇこさっょなおなす こけ 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ せ くぇし ぉっ 
けしくけゃぇく くぇ しうしすっきぇすぇ: こさけぉぇ 
- ゅさっておぇ, くけゃぇ こさけぉぇ - くけゃぇ 
ゅさっておぇ,  ょけおぇすけ こけ しゃっすぇ たけ-
さぇすぇ しぇ ゅけ ういゃなさゃっかう すけいう 
こなす. ′うっ うきぇきっ  しっゅぇ っょうく 
くけゃ こさけっおす こけ こさっょこさうっきぇ-
つっしすゃけ, こけ おけえすけ さぇぉけすうき う ゃ 
くっゅけ しっ けつぇおゃぇす ょぇ こさっきうくぇす 
けおけかけ 5 たうかはょう ょせてう. [ぇいぉう-
さぇ しっ, つっ しなけすゃっすくけ けつぇおゃぇきっ 
う ょぇ っ し こけ-ょけぉさう さっいせかすぇすう.  
╁ すけいう しきうしなか こさっょこさうっきぇ-
つっしすゃけすけ っ っょくけ きくけゅけ ゃぇあくけ 
せきっくうっ, おけっすけ くぇ くぇし, すせお, ゃ 
╀なかゅぇさうは, ゃしっ けとっ ゃ ゅけかはきぇ 
しすっこっく くう しっ ういこかないゃぇ. ‶け-
さぇくけ すゃなさょはたきっ, つっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ いぇこけつくっ ういせつぇゃぇくっすけ 
きせ  ゃ しさっょくけすけ せつうかうとっ, くけ 
ゃさっきっくぇすぇ ゃっつっ しぇ すぇおうゃぇ, 
つっ ゃっつっ きぇえ ょっちぇすぇ けす いぇぉぇ-
ゃぇつくうちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつ-
くぇす ょぇ しっ せつぇす くぇ こさっょこさう-
っきぇつっしすゃけ. ¨ゅさけきくう ゃさっょう 

くぇ うおけくけきうおぇすぇ しっ くぇくぇしはす 
けす すけゃぇ, つっ たけさぇすぇ  くっ せつぇす 
こさっょこさうっきぇつっしすゃけ けす きぇかおう. 
┿ おぇすけ くはきぇて すぇおうゃぇ いくぇくうは, 
くっ きけあって ょぇ しう くぇこさぇゃうて 
ょけさう くぇえ-っかっきっくすぇさっく ぉうい-
くっし-こかぇく いぇ こさっょ ぉぇくおうすっ. ╇ 
こけ すけいう くぇつうく くぇえ-ゃっさけはすくけ 
しぇ せきさっかう ょっしっすおう しゃっしすくう 
うょっう いぇ こさっょこさうっきぇつっしすゃけ. 
╄すけ, すけゃぇ っ っょくぇ けす くぇしけおうすっ 
し ゅけかはき  ょっそっおす いぇ くぇてっすけ 
けぉとっしすゃけ -  かうこしぇすぇ くぇ いくぇ-
くうは いぇ こさっょこさうっきぇつっしすゃけ. 

- ╁ きけきっくすぇ ぉういくっしなす ゃ 
╀なかゅぇさうは  きぇしけゃけ しすさぇょぇ 
けす  かうこしぇすぇ くぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけ こけょゅけすゃっくう おぇょさう 
いぇ こさけきうてかっくけしすすぇ う すけ  
ゃ しさっょくうは ってっかけく. ╋ぇしけ-
ゃけ きっくうょあなさうすっ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ すゃなさょはす, つっ  くはきぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ せ くぇし おぇつっしすゃっ-
くけ しさっょくけ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ.  ′ぇ そけくぇ くぇ 
すけいう ょっそうちうす こけつすう くうとけ 
くっ しっ こさぇゃう う けす しぇきうすっ 
そうさきう いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ  
すぇおうゃぇ しさっょくう しこっちうぇかう-
しすう. ╇きぇ かう ういたけょ, しこけさっょ 
╁ぇし, けす すけいう けきぇゅぬけしぇく う 
すゃなさょっ おけゃぇさっく おさなゅ いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ?
 
- ╁なこさけしなす いぇ けぉせつっくうっすけ 

くっ っ しぇきけ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, ぇ 
う くぇ くぇし, さぇぉけすけょぇすっかうすっ, う 
いぇ すけゃぇ しなしすけはくうっ くうっ しなとけ 
うきぇきっ ういゃっしすくぇ ゃうくぇ. ] けゅ-
さけきくう せしうかうは くぇてぇすぇ けさゅぇ-
くういぇちうは せしこは ょぇ ういょっえしすゃぇ ゃ 
おさぇえくうは っすぇこ くぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけすけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
ゃ しぇきうすっ ういこうすくう おけきうしうう, 
おけゅぇすけ しっ ょぇゃぇす ょうこかけきうすっ, 
ょぇ せつぇしすゃぇす う こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ぉういくっしぇ.  ′け うきぇきっ けゅさけ-
きくう すさせょくけしすう くぇ こさぇおすうおぇ 
ょぇ さっぇかういうさぇきっ すけゃぇ, すなえ 
おぇすけ くうおけえ けす ぉさぇくてけゃうすっ 
けさゅぇくういぇちうう くっ うしおぇ ょぇ しう 
ゅせぉう ゃさっきっすけ  う ょぇ けすうゃぇ ょぇ 
ういこうすゃぇ ゃ おけきうしううすっ. ‶さけし-
すぇすぇ こさうつうくぇ っ, つっ いぇ すけゃぇ 
くっ しっ こかぇとぇ. 〈けっしす, ゃ こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ せつうかうとぇ しう こさけ-
ょなかあぇゃぇ こけさけつくぇすぇ こさぇおすうおぇ 
ょぇ しっ こさっこけょぇゃぇ こけ しすぇさうすっ 

くぇつうくう. ‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
ぉういくっしぇ くっ けすうゃぇす ょぇ  おけさう-
ゅうさぇす こさけゅさぇきうすっ う すぇおぇ しう 
こさけょなかあぇゃぇ. ┿ さっいせかすぇすうすっ 
しぇ ゃうょくう いぇ ゃしうつおう: けす せつう-
かうとぇすぇ ういかういぇす くっこけょゅけすゃっくう 
いぇ こさけそっしううすっ たけさぇ.  ‶さっょう 
ゃさっきっ こけしっすうたきっ ╀っかゅうは, こけ 
っょうく しなゃきっしすっく  こさけっおす, ゃ 
おけえすけ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせ-
つっくうっ ぉっ くっいぇゃうしっとけ けす さぇぉけ-
すけょぇすっかうすっ - ゃっつっさ うかう ゃ しな-
ぉけすぇ う くっょっかは. ╁ すけいう こさけっおす 
こさっこけょぇゃぇすっかうすっ ぉはたぇ  こけくっ 
30%  けす こさぇおすうおぇすぇ ゃ すっいう 
けぉせつっくうは. ‶さうきっさくけ, てっそ くぇ 
しっさゃうい けぉせつぇゃぇ しっさゃういくう すった-
くうちう. ╇ こさっょう けとっ ょぇ っ しゃなさ-
てうか おせさしなす くぇ けぉせつっくうっ, すけえ 
ゃっつっ しう っ くぇちっかうか くはおけかおけ, 
おけうすけ とっ ゃいっきっ くぇ さぇぉけすぇ こさう 
しっぉっ しう. ]ゃなさてうかう - くっ しゃなさ-
てうかう, すっ ゃっつっ うきぇす さぇぉけすぇ. ╇ 
けとっ くっとけ ゃぇあくけ: 50% けす ゃさっ-
きっすけ いぇ けぉせつっくうっ ゃ すけいう こさけ-
っおす っ いぇっすけ いぇ いくぇくうは こけ こさっ-
ょこさうっきぇつっしすゃけ. ╁ すっいう いくぇくうは 
すけえ しっ せつう おぇお ょぇ しう くぇこさぇゃう   
ぉういくっし-こかぇく, ょけしすぇゃおうすっ,  おぇお 
ょぇ しう こかぇしうさぇ こさけょせおちうはすぇ, 
おぇお ょぇ さっおかぇきうさぇ, おぇお ょぇ こけょ-
ぉうさぇ こっさしけくぇかぇ - ゃしっ せきっくうは, 
おなょっすけ  くうおなょっ  くっ しっ せつぇす, くけ 
しぇ くっけぉたけょうきう. ╇ すけつくけ すぇおなゃ 
こさっょこさうっきぇつ くっ しっ しすさぇたせゃぇ 
ょぇ しう くぇこさぇゃう そうさきぇ, ょぇ こけ-
っきっ さうしおぇ, いぇとけすけ いくぇっ おぇお. 
╃けさう こけ ゃさっきっ くぇ  ういせつぇゃぇ-
くっすけ くう くぇ ぉっかゅうえしおうは けこうす 
ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ ぉはたきっ かっおけ 
てけおうさぇくう: ょけさう  こさう  けぉせつっ-
くうっすけ いぇ きぇしぇあうしすおう う そさう-
いぬけさおう 49% けす たけさぇさうせきぇ  ぉっ  
こさっょくぇいくぇつっく いぇ こさっょこさうっきぇ-
つっしすゃけ. 〈けゃぇ こさう くぇし かうこしゃぇ. 
╄, こさぇゃうき くはおぇおゃう しすなこおう, 
くけ しすなこおう. ¨す こさっょう 6 ゅけょう-
くう しきっ いぇこけつくぇかう ょぇ さぇぉけすうき 
こけ ゃなこさけしぇ, しっゅぇ しきっ しすうゅくぇ-
かう ょけ すぇき: 20% けす たけさぇさうせきぇ 
ゃ しさっょくけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
せつうかうとっ っ いぇ こさっょこさうっきぇつっ-
しすゃけ.  ′け うきぇきっ けとっ きくけゅけ 
おぇおゃけ ょぇ せつうき ゃ すぇいう こけしけおぇ, 
いぇ ょぇ ゅけ ょけおぇさぇきっ ょけ 50%. 
〈けゅぇゃぇ とっ さってうき う きくけゅけ けす 
けしすぇくぇかうすっ こさけぉかっきう くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくけすけ けぉせつっくうっ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〉╊ 〈《╋╊ 》《 ╅╉〈¨〉¨』【『╅【¨╇╊〉 〉╅ぁ¨〉 ╉╅ 
『╊ぃ╅╇╅ぃ  ╇ぇ》『《』¨ ╇  》╅′╅『〉╅ ¨[《〉《〈¨[╅

『ゃ. ]うきっけくけゃ さぇいゅけゃぇさは し っゃさけょっこせすぇすぇ ╇. ╉ぇかそうく

╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ し 【ぇさか ╂けすうっ

いぇ ╉ぇいぇくかなお“ とっ ょぇょっすっ てぇくし いぇ こけ-ょけぉさけ ぉなょっとっ くぇ ゃぇてぇすぇ けぉとうくぇ“, おぇいぇ けす しちっくぇすぇ いゃっいょぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ っしすさぇょぇ.
′ぇ 23-すう けおすけきゃさう おぇいぇくかなつぇくう つせたぇ しなゃっすうすっ う こさういうゃぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ う しっ けすこかぇすうたぇ - し ょゃけえくけ こけゃっつっ 

こさっょしすぇゃうすっかう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁ しかっょゃぇとうすっ 4 ゅけょうくう くっ すさうきぇ, ぇ てっしすうきぇ とっ しぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ いぇ ╉ぇいぇくなかお ゃ きっしすくうは いぇおけくけょぇすっかっく けさゅぇく. 
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╅ぇかぉぇ いぇ けしこけさゃぇくっ くぇ うい
ぉけさくうは さっいせかすぇす ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ つぇしすすぇ ういぉけさう いぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, っ ょっこけ
いうさぇか ょけ ┿ょきうくうしすさぇすうゃくうは 
しなょ こなかくけきけとくうおなす くぇ ╀]‶ 
いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╇ゃぇく ╂け
さけかけきけゃ.
]こけさっょ くっゅけ, こさけゃっょっくうすっ 

ういぉけさう きうくぇかぇすぇ くっょっかは う 
ぉぇかけすぇあなす くぇ 30-すう けおすけき
ゃさう ぉうかう „くぇえ-すっあおうすっ, くぇえ-
すさせょくうすっ う くぇえ-きぇくうこせかう
さぇくう ういぉけさう けす 1989 ゅけょうくぇ 
ょけしっゅぇ. 〈ぇおけゃぇ つせょけ くっ しっ っ 
しかせつゃぇかけ”, いぇはゃう ╂けさけかけきけゃ う 
しっ こけいけゃぇ くぇ こなかくうは たぇけし こけ 
ゃさっきっ くぇ こなさゃうは すせさ ゃ ¨╇╉ - 
╉ぇいぇくかなお う こさう こさうっきぇくっすけ 
くぇ こさけすけおけかうすっ けす ]╇╉. 〈けえ 
おぇいぇ しなとけ, つっ かうこしゃぇかぇ おぇ

おゃぇすけ う ょぇ っ  ょうぇかけゅうつくけしす ゃ 
¨╇╉, おけはすけ しっ ょけきうくうさぇかぇ けす 
╂╄[╀, くうおぇおゃけ ゃしかせてゃぇくっ ゃ 
きくっくうっすけ くぇ ょさせゅうすっ こけかうすう
つっしおう こぇさすうう. 
╉ぇすけ けしくけゃぇくうは  ょぇ しっ けし

こけさゃぇ ういぉけさくうはす さっいせかすぇす ゃ 
つぇしすすぇ しなゃっすくうちう ╂けさけかけきけゃ 
こけしけつう しないょぇょっくうは たぇけし こけ 
ゃさっきっ くぇ こさうっきぇくっすけ くぇ ぉの
かっすうくうすっ う こさけすけおけかうすっ くぇ 
こなさゃうは すせさ ゃ ¨╇╉, けすゃぇさは
くっ くぇ ぉのかっすうくう ういゃなく ]╇╉, 
ゃさなとぇくっ くぇ ]╇╉-けゃっ ょぇ しう 
ょけこうしゃぇす こさけすけおけかうすっ, こうしぇ
くっ くぇ くけゃう こさけすけおけかう けす うい
ぉけさくうすっ しっおちうう, おぇおなゃすけ ぉっ 
しかせつぇはす  し っょくぇ けす しっおちううすっ 
ゃ ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ, こけょきはくぇ 
くぇ こさけすけおけかう, おぇおなゃすけ おぇいせし 
うきぇてっ こけ けすくけてっくうっ くぇ ゅさぇょ  

╉さなく,  おなょっすけ  ¨╇╉ ういかっいっ 
し すさう さぇいかうつくう こさけすけおけかぇ, 
せょなかあぇゃぇくっ くぇ ゃさっきっすけ いぇ 
ゅかぇしせゃぇくっ, おけっすけ くうおなょっ くっ 
っ せこけきっくぇすけ ゃ ╇いぉけさくうは おけ
ょっおし, しぇ ょさせゅうすっ けしくけゃぇくうは 
くぇ ╂けさけかけきけゃ  いぇ すっあおぇすぇ 
こさうしなょぇ. 
╇きぇきっ きくけゅけ しっさうけいくう しなき

くっくうは いぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ けぉ
さぇぉけすおぇ くぇ ぉのかっすうくうすっ, おぇいぇ 
こなかくけきけとくうおなす くぇ ╀]‶ う  
せすけつくう, つっ すけゃぇ しっ ょけおぇいゃぇ 
すさせょくけ, くけ こけょかっあう くぇ っおし
こっさすういぇ, ぇおけ ┿ょきうくうしすさぇすうゃ
くうはす しなょ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ せゃぇ
あう うしおぇくっすけ  うき いぇ けしこけさゃぇくっ 
くぇ ういぉけさくうすっ さっいせかすぇすう. 
╉なき あぇかぉぇすぇ  しぇ ょっこけいうさぇ

くう う  おけこうは けす こさけすけおけかうすっ ゃ 
29 こさけういゃけかくけ ういぉさぇくう しっお
ちうう いぇ ゅかぇしせゃぇくっ ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ょぇくくうすっ, 
しさぇゃくっくう し けそうちうぇかくうすっ ょぇく
くう くぇ ういつうしかうすっかくうは っおうこ, 
くっ しなゃこぇょぇす ゃ くうすけ っょうく けす 
しかせつぇうすっ. ╁ すっいう こさけういゃけかくけ 
ういぉさぇくう しっおちうう ょけ きけきっくすぇ 
しぇ いぇしっつっくう 200 ゅかぇしぇ, おけうすけ 
しっ ゅせぉはす. ╇きぇきっ ういおかのつうすっか
くけ ゅけかっきう しなきくっくうは いぇ おせこせ
ゃぇくっ くぇ ゃけす う おけさこけさぇすうゃくけ 
ゅかぇしせゃぇくっ, おぇいぇ けとっ ╇ゃぇく ╂け
さけかけきけゃ. 
]こけさっょ ╂けさけかけきけゃ, ╂╄[╀ おぇ

すっゅけさうつくけ しぇ いぇかけあうかう こさっょ
ゃぇさうすっかくけ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ 
ゃけすぇ ゃ すさう けぉとうくう ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ – [ぇょくっゃけ, ╉ぇ
いぇくかなお う ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おぇすけ 

ゃ ╉ぇいぇくかなお しうかくぇすぇ おぇきこぇくうは 
くぇ ╁ぇしうか  ]ぇきぇさしおう けぉなさおぇかぇ 
しきっすおうすっ くぇ ╂╄[╀ いぇ しこっつっか
ゃぇくっすけ くぇ ゃけすぇ けす こなさゃう こなす. 
〈けえ こさういけゃぇ こさっょしすぇゃうすっ

かうすっ くぇ ょさせゅうすっ こけかうすうつっしおう 
しうかう いぇっょくけ ょぇ しっ こさけすうゃけ
こけしすぇゃはす くぇ „こなかいはとうは すけすぇ
かうすぇさういなき” う ういさぇいう たうこけすっ
いぇ, つっ „ぇおけ ういぉけさうすっ しぇ ぉうかう 
つっしすくう, ぇ くっ こけょゅけすゃっくう こけ 
けこさっょっかっくぇ したっきぇ, すけ さっいせか
すぇすうすっ とはたぇ ょぇ しぇ ょさせゅう”.
╁くっしっくぇすぇ あぇかぉぇ いぇ けしこけさ

ゃぇくっ くぇ ういぉけさくうすっ さっいせかすぇすう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くはきぇ ょぇ ゃないこさっ
こはすしすゃぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ くけゃうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす. 〈けえ とっ 
そせくおちうけくうさぇ ょけ こさけういくぇしは
くっすけ くぇ ┿ょきうくうしすさぇすうゃくうは 
しなょ. ╁ いぇゃうしうきけしす けす さってっくう
っすけ くぇ しなょぇ, くぇしすけはとうはす しなし
すぇゃ うかう とっ こさけょなかあう しゃけはすぇ 

さぇぉけすぇ, うかう とっ しっ しすうゅくっ ょけ 
おぇしうさぇくっ くぇ ゃけすぇ う くぇしさけつゃぇ
くっすけ くぇ くけゃう ういぉけさう ゃ  けぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ つぇしすすぇ ̈ ぉとうく
しおう しなゃっす.
′けゃぇすぇ きっしすくぇ うしすけさうは ゃっつっ 

うきぇ っょうく すぇおなゃ しかせつぇえ: こさっい 
2008-きぇ ゅけょうくぇ しすぇさうはす しなゃっす 
ぉっ おぇしうさぇく う しなょなす くぇしさけつう 
くけゃう ういぉけさう.  
╁ けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ういぉけ

さうすっ いぇ しなゃっすくうちう う おきっす くぇ 
けぉとうくぇ しなとけ けすうゃぇす ゃ しなょぇ. 
╋けすうゃなす: くぇさせてっくうは ゃ うい
ぉけさくうは ょっく  う  おせこせゃぇくっ くぇ 
ゅかぇしけゃっ. 〈ぇき さぇいかうおぇすぇ きっあ
ょせ しこっつっかうかうは ]すぇくうきうさ [ぇ
ょっゃしおう う くっせしこっかうは こさっょしすぇ
ゃうすっか くぇ おけぇかうちうは “╀ぇかおぇく” 
‶っすなさ ╀けはょあうっゃ っ 406 ゅかぇしぇ 
くぇ ゃすけさう すせさ. 400 しぇ う くっょっえ
しすゃうすっかくうすっ ぉのかっすうくう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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こなさゃけくぇつぇかくけ っ さってっ
くけ そさっくしおぇすぇ そうさきぇ ょぇ 
ょけしすぇゃは こなかっく おけきこかっおす 
ょっすぇえかう いぇ しゅかけぉおぇすぇ くぇ 
„[っくけ 8”, くけ ゃこけしかっょしすゃうっ 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ „┿さしっくぇか” 
きけあっ ょぇ しっ しこさぇゃう し こさけ
ういゃけょしすゃけすけ くぇ さっょうちぇ ょっ
すぇえかう, おけうすけ しっ せしゃけはゃぇす う 
ういさぇぉけすゃぇす う ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ きせいっえくぇすぇ いぇこうしおぇ しっ 
おぇいゃぇ けとっ, つっ ╃なさあぇゃくけ
すけ しすけこぇくしおけ けぉっょうくっくうっ 
„╋っすぇかたうき”, し ちっくすなさ ゅさぇょ 
]けこけす, ゃないかぇゅぇ  いぇょぇつぇ
すぇ こけ „[っくけ  8” うきっくくけ 
くぇ ¨ぉっょうくっくけすけ こさけうい
ゃけょしすゃっくけ こさっょこさうはすうっ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし”, おぇおすけ 
すけゅぇゃぇ しっ おぇいゃぇ „┿さしっくぇか”. 
〈ぇおぇ けす 1-ゃう しっこすっきゃさう 
1966 ゅけょうくぇ さぇぉけすぇすぇ いぇ
こけつゃぇ ゃ ╋けくすぇあくうは しっおすけさ 
こさう 710 ちった – ゃ ¨すょっかぇ くぇ 
╂かぇゃくうは きったぇくうお. ╁ „┿さ
しっくぇか” しすぇさすうさぇ きけくすぇあなす 
くぇ こなさゃぇすぇ いぇ ╀なかゅぇさうは 
しっさうは けす 20 かっおう ぇゃすけきけ
ぉうかう  „╀せかゅぇさ [っくけ  8”. ╆ぇ 
ちっかすぇ くぇ きけくすぇあぇ ゃ けさな
あっえくうちぇすぇ, おけはすけ っ きけとっく 
きぇてうくけしすさけうすっかっく ちっく
すなさ, しっ ういさぇぉけすゃぇす しこっちう
ぇかくう こさうぉけさう う こさうしこけ
しけぉかっくうは. 〈ぇおぇ くぇ 15-すう 
しっこすっきゃさう ゃっつっ 10 かっおう 
おけかう しぇ くぇこなかくけ ゅけすけゃう, 
くぇせつぇゃぇきっ けとっ けす きせいっえ
くぇすぇ しこさぇゃおぇ.

′け こさう ういさうつくけすけ せしかけゃうっ, 
すっ ょぇ しっ こかぇしうさぇす しぇきけ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは こぇいぇさ. ╇きぇてっ 
おかぇせいぇ ゃ ょけゅけゃけさぇ, さぇいおぇい
ゃぇ ╀けくつけ ‶っしっゃ, つっ ╀なかゅぇさうは 
くはきぇ こさぇゃけ くぇ ういくけし. „╀なか
ゅぇさしおう すなさゅけゃしおう けさゅぇくういぇ
ちうう, おけうすけ うきぇたぇ いぇょぇつぇすぇ 
ょぇ こっつっかはす ゃぇかせすぇ けす ういくけし, 
いぇこけつゃぇす ょぇ こさけょぇゃぇす おけかう ゃ 
つせあぉうくぇ”, おぇいゃぇ けとっ ‶っしっゃ, 
しこけさっょ おけゅけすけ, うきっくくけ すけゃぇ 
っ こさうつうくぇすぇ そさっくしおぇすぇ そうさ
きぇ ょぇ さぇいゃぇかう ょけゅけゃけさぇ し 
╀なかゅぇさうは, ょぇ しっ けすすっゅかう う ょぇ 
けすうょっ ゃ [せきなくうは, おなょっすけ しっ 
こけかぇゅぇす けしくけゃうすっ くぇ させきなく
しおぇすぇ „╃ぇつうは” こけ きけょっか くぇ 
„[っくけ”, おけはすけ う ょけしっゅぇ っ こけ
いくぇすぇ ゃ ぇゃすけきけぉうかくけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ. ]きはすぇてっ しっ, つっ 
いぇ 10-15 ゅけょうくう ぉなかゅぇさしおうはす 
こぇいぇさ けす かっおう ぇゃすけきけぉうかう 
とっ ぉなょっ いぇょけゃけかっく けす „╀せか
ゅぇさ [っくけ”, おぇいゃぇ けとっ ‶っしっゃ 
し けこさっょっかっくけ しなあぇかっくうっ, つっ 
すけゃぇ くっ しっ っ しかせつうかけ. ¨とっ 
こけゃっつっ, つっ さけょくぇすぇ うくょせし
すさうは せしこはゃぇ ょぇ こさけういゃっょっ ょけ 
40 % けす くせあくうすっ いぇ おけかぇすぇ 
つぇしすう, ぉっい おせこっすけ くぇ ぇゃすけ
きけぉうかぇ う ゃなくてくうすっ かぇきぇさう
くう. ╀なかゅぇさしおう ょっすぇえかう ょけさう 
しぇ けすうゃぇかう いぇ しゅかけぉおぇ ゃなゃ 
《さぇくちうは. „‶さけういゃけょしすゃけすけ 
いぇこけつくぇ ゃ „┿さしっくぇか”, ゃ ゅけ
かはきけすけ たぇかっ, しこけきくは しう けとっ 
‶っしっゃ, おけえすけ っ しゃうょっすっか おぇお 
っおうこ けす ぉかういけ 50 ょせてう すゃけさ
つっしおぇ きうしなか さぇぉけすう こけ せしゃけ
はゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
ぉっい ょぇ しっ ぉさけはす さぇぉけすくうちう
すっ, おけうすけ こさぇゃはす きけくすぇあぇ くぇ 
おけかうすっ.  ‶け すけゃぇ ゃさっきっ ょう
さっおすけさ っ 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ, ぇ 
╁ぇしうか 〈のさおっょあうっゃ っ ゅかぇゃっく 
うくあっくっさ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 
╉ぇすけ しゃうょっすっか くぇ ゃさっきっすけ,  
‶っしっゃ けこさっょっかっくけ しつうすぇ, 
つっ っ うきぇかけ いぇゃうしす おなき „┿さ
しっくぇか”, いぇ すけゃぇ, つっ いぇこけつゃぇ 
ょぇ こさけういゃっあょぇ ぇゃすけきけぉうかう 
う すけゃぇ っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ 
きけくすぇあなす ょぇ しっ こさっきっしすう ゃ 
‶かけゃょうゃ. ¨こさっょっかっくけ っ くぇ
すっあぇかけ う かけぉうさぇくっすけ いぇ さけょ
くうは おさぇえ くぇ ╃さぇあぇ ╁なかつっ
ゃぇ, ゃうしけおけこけしすぇゃっくぇ そうゅせさぇ 
すけゅぇゃぇ ゃ 『╉ くぇ こぇさすうはすぇ, し 
ういおかのつうすっかくけ ゃかうはくうっ ゃなさ
たせ ょなさあぇゃくうは ゅかぇゃぇ 〈けょけさ 
╅うゃおけゃ.
‶さうつうくうすっ ╀なかゅぇさうは ょぇ 

いぇゅせぉう すけいう せくうおぇかっく てぇくし 
ょぇ うきぇ さけょくけ ぇゃすけきけぉうかくけ 
こさけういゃけょしすゃけ けつっゃうょくけ しぇ 
ぉうかう くぇ ゃうしけおけ ょなさあぇゃくけ 
くうゃけ. ╉けっすけ くうおぇお くっ けすきっくは 
そぇおすぇ, し おけえすけ „┿さしっくぇか” し 
こさぇゃけ しっ ゅけさょっっ, つっ うきっくくけ 
すせお っ しゅかけぉっくぇ こなさゃぇすぇ かっおぇ 
おけかぇ せ くぇし. 〈けつくけ こさっょう 45 
ゅけょうくう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

』 いしあえそつしそう: ╉あ つか ちそおけ きけてそ おそ てあうあせあ!

′ぇ 8 くけっきゃさう っ ┿さたぇくゅっかけゃょっく, くぇさうつぇく けとっ [ぇくゅっかけゃ-
ょっく. ‶さぇゃけしかぇゃくぇすぇ ちなさおゃぇ こけつうすぇ ]ゃ. ┿さたぇくゅっか ╋うたぇうか.
¨しくけゃくぇすぇ くぇしけつっくけしす くぇ けぉうつぇうすっ こさっい すけいう ょっく, おぇおすけ 

う うきっすけ くぇ こさぇいくうおぇ, しっ けこさっょっかはす けす ゃはさゃぇくっすけ, つっ ]ゃ. 
[ぇくゅっか っ っょうく けす てっしすうきぇすぇ ぉさぇすは-のくぇちう, くぇ おけゅけすけ こさう 
こけょはかぉぇすぇ くぇ しゃっすぇ しっ こぇょくぇかう きなさすゃうすっ. 〈けえ ゃぇょう ょせてぇ-
すぇ くぇ つけゃっおぇ う いぇすけゃぇ っ くぇさっつっく ょせてっゃぇょくうお.
╁ きくけゅけ さぇえけくう くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ すけいう ょっく しっ おけかう おせさ-

ぉぇく けす けゃつっ きっしけ いぇ しゃっすっちぇ, こさぇゃはす しっ けぉさっょくう たかはぉけ-
ゃっ, したけょくう し すっいう, おけうすけ しっ こさうゅけすゃはす いぇ こけゅさっぉっくうっ うかう 

こけきっく. ′ぇえ-ゃないさぇしすくうはす ゃ 
ょけきぇ さぇいつせこゃぇ けぉさっょくうは 
たかはぉ くぇ おさなしす, こけかうゃぇ ゅけ し 
ゃうくけ う ぉかぇゅけしかぇゃは: ” ]ゃっ-
すう ┿さたぇくゅっかっ う ゃしう しゃっすちう, 
こけきぇゅぇえすっ くう, こけつうすぇきっ ゃう 
う しっつっき おけかぇつ – ょぇ しっ さけょう 
あうすけ ょけ すぇゃぇくぇ!”  [ぇいょぇゃぇ 
しっ う あうすけ, おけっすけ ゃしっおう こけ-
っきぇ し ょゃっ さなちっ, いぇ ょぇ っ うい-
けぉうかくけ.
] ┿さたぇくゅっかけゃょっく っ しゃなさ-

いぇくぇ う っょくぇ けす くぇえ-ゅけかっ-
きうすっ いぇょせてくうちう こさっい ゅけ-
ょうくぇすぇ. ′ぇ ╆ぇょせてくうちぇ しっ 
こさぇゃう すなさあっしすゃっくぇ しかせあ-
ぉぇ ゃ ちなさおゃぇすぇ, しかっょ おけっすけ 
いぇこけつゃぇす ゅけしすせゃぇくうはすぇ せ 
うきっくくうちうすっ. ′ぇ きくけゅけ きっし-
すぇ しっ けさゅぇくういうさぇす う しなぉけ-
さう. ╃っくはす っ ういゃっしすっく う おぇすけ 
こさぇいくうお くぇ きっしけすけ う きっしぇ-
さうすっ.
]ゃ. ╋うたぇうか っ っょうく けす 7-すっ 

こなさゃっくしすゃせゃぇとう ぇくゅっかう, 
おけうすけ ゃうくぇゅう しすけはす こさっょ 
こさっしすけかぇ くぇ ╂けしこけょぇ. 〈けえ 
こさっょしすぇゃは ╀けあうっすけ しかけゃけ. 
╇いけぉさぇいはゃぇ しっ し おけこうっ ゃ 
さなおぇ, おぇすけ すなこつっ し おさぇおぇすぇ 
しう ょはゃけかぇ.
┿くゅっかうすっ しぇ こぇいうすっかう くぇ 

つけゃっておうは さけょ, ぇ ゃしっおう つけ-
ゃっお けとっ けす さぇあょぇくっすけ しう 
うきぇ こけ っょうく ぇくゅっか-こぇいうすっか.
╇きっくくうちう くぇ ┿さたぇくゅっかけゃ-

ょっく しぇ: ┿くゅっか, ┿くゅっかうくぇ, 
[ぇくゅっか, ╋うたぇうか, ╋うたぇっかぇ, 
╂ぇゃさぇうか, [ぇょおぇ, [ぇょけしすうく, 
[ぇょけしかぇゃ, [ぇえくぇ, ¨ゅくはく, 
‶かぇきっく, ╄きうか う ╄きうかうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

′ぇ 11-すう くけっきゃさう こけつうすぇきっ ]ゃ. ゃっかうおけきなつっくうお 
╋うくぇ. ╃っくはす しなゃこぇょぇ し くぇつぇかけすけ くぇ ╁なかつうすっ 

こさぇいくうちう. ]ゃ. ╋うくぇ っ ゃけうく, こけおさけゃうすっか くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ, しうさぇちうすっ う ぉっいょけきくうすっ, こぇいうすっか くぇ こなすせゃぇ-
とうすっ くぇ ょなかなゅ こなす, くぇ ゃけうくうすっ う かっつうすっかうすっ. ]ゃっすっ-
ちなす いぇおさうかは う あっくうすっ, いぇすけゃぇ くぇ すけいう ょっく すっ しっ きけかはす 
こさっょ うおけくぇすぇ くぇ しゃっすっちぇ いぇ いょさぇゃっすけ くぇ ょっちぇすぇ しう, 
いぇ さぇょけしす う ぉかぇゅけこけかせつうっ ゃ ょけきぇ. ]ゃ. ╋うくぇ っ っゅうこすは-
くうく, ゃけえく, あうゃはか こけ ゃさっきっ くぇ ゅけくっくうっすけ くぇ たさうしすうは-
くうすっ けす けそうちうぇかくぇすぇ さうきしおぇ ゃかぇしす. ╁ないきせすっく けす っいう-
つっしおけすけ ぉっいつっしすうっ, すけえ くぇこせしくぇか ゃけえしおぇすぇ う あうゃはか 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ ゃ こせしすうくはすぇ. ]かっょ すけゃぇ いぇゅけゃけさうか くぇ 
たけさぇすぇ いぇ ゃはさぇすぇ しう ゃ 》さうしすけし: ”′っ しっ ぉけえすっ けす けくうは, 
おけうすけ せぉうゃぇす すはかけすけ, すっ くっ きけゅぇす ょぇ せぉうはす ょせてぇすぇ”. 
] ういおかのつうすっかくぇ すゃなさょけしす こけくっしなか しすさぇょぇくうはすぇ, くぇ 
おけうすけ ぉうか こけょかけあっく, こさっょう ょぇ ぉなょっ ういゅけさっく. ‶さぇ-
たぇ きせ ぉうか こさっくっしっく ゃ さけょくぇすぇ きせ ┿かっおしぇくょさうは. ′ぇ 
ゅさけぉぇ きせ ぉうか しなゅさぇょっく たさぇき, おけえすけ しすぇくぇか ういゃけさ くぇ 
ぉっいぉさけえ つせょっしぇ.
]ゃ. ╋うくぇ っ こけおさけゃうすっか くぇ ゃしうつおう, おけうすけ しぇ しう いぇゅせ-

ぉうかう くっとけ. ′っいぇょけきっくうすっ ゅけ すなさしはす いぇ こけきけと, いぇ ょぇ 
うき こけきけゅくっ ょぇ しう くぇきっさはす ぉさぇつっく こぇさすくぬけさ.
╀なかゅぇさうすっ しぇ くぇすけゃぇさうかう すけいう しゃっすっち し きうしうはすぇ ょぇ 

ぉなょっ ゅけしこけょぇさ くぇ ゃなかちうすっ, ょぇ ゅう こせしおぇ う こさうぉうさぇ. 
‶さぇいくうおなす きせ しなゃこぇょぇ し ╁なかつうすっ こさぇいくうちう, おけうすけ 
こさけょなかあぇゃぇす ょけ 21 くけっきゃさう う ゃ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しこぇいゃぇす さぇいかうつくう いぇぉさぇくう, いぇ ょぇ くっ くぇこぇょぇす ゃなかちうすっ 
しすぇょぇすぇ う たけさぇすぇ.
╁ こなさゃうは ょっく, おけえすけ しっ くぇさうつぇ けとっ ╆ゃっさうくょっく, ょけさう 

くっ しっ しこけきっくぇゃぇ ょせきぇすぇ „ゃなかお”. ′けあうちうすっ, おかっとうすっ 
う ゃしうつおう ょさせゅう しっつうゃぇ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ しっ けすゃぇさはす, しっ 
いぇゃなさいゃぇす, いぇ ょぇ ぉなょぇす いぇゃなさいぇくう せしすうすっ くぇ ゃなかちうすっ. 
╅っくうすっ くっ てうはす, くっ こさっょぇす, くっ こかっすぇす, くっ こっさぇす, ぇ 
きなあっすっ くっ ゃこさはゅぇす ゃけかけゃっすっ う くっ しっ ょけおけしゃぇす ょけ さぇ-
ぉけすくう しっつうゃぇ. ′っ しっ つせおぇ しけか, くっ しっ ょはかおぇ ょなさゃけ, くっ 
しっ こうこぇ ゅさっぉっく.
╋さぇすうくちうすっ, おけうすけ しぇ くぇ 14-すう くけっきゃさう う しなゃこぇょぇす 

し ╉けかっょくうすっ いぇゅけゃっいくう, しぇ くぇしけつっくう しさっとせ おけおけてぇすぇ 
ぉけかっしす きさぇすうくはお うかう こうこおぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ╋さぇすうくちう-
すっ ゃしっおう すさはぉゃぇ ょぇ しう しすけう ゃおなとう う ょぇ くっ たけょう こけ 
すなきくけすけ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

04 くけっきゃさう - ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ おけさぇぉけしすさけ-
うすっかうすっ - こさっい 1881 ゅ. ゃ [せしっ っ こけしすさけっく こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう 
きっすぇかっく こかぇゃぇすっかっく しなょ - おけさぇぉなす „╀けす-1“, し おけっすけ しっ こけしすぇゃは 
くぇつぇかけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ おけさぇぉけしすさけっくっ.
05 くけっきゃさう - ┿さたぇくゅっかけゃぇ いぇょせてくうちぇ; ╃っく くぇ ゃけっく-

くぇすぇ こけかうちうは - 1891 - ]ないょぇょっくぇ っ ╁けっくくぇすぇ こけかうちうは ゃ 
╀なかゅぇさうは; ╁ こっさうけょぇ 5 - 7 くけっきゃさう 1885 ゅ. ゃ たけょぇ くぇ ]さなぉ-
しおけ-ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえくぇ しっ ゃけょはす しさぇあっくうはすぇ こさう ]かうゃくうちぇ; 
2007 - ‶けつうくぇ ぇさたうきぇくょさうす ‶ぇゃっか ]すぇくっゃ けす ╉ぇいぇくかなお.
06 くけっきゃさう - ╃っく くぇ いっきはすぇ う こかけょけさけょうっすけ; 1928 - ‶けかおけ-

ゃくうお ╃あっえおなぉ 【うお こぇすっくすけゃぇ っかっおすさうつっしおぇすぇ しぇきけぉさなしくぇつおぇ.
07 くけっきゃさう - 1917  - ╉さぇえちっさなす “┿ゃさけさぇ” ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ 

くぇ ¨おすけきゃさうえしおぇすぇ さっゃけかのちうは; 1996 [せしおうはす こさっいうょっくす ╀け-
さうし ╄かちうく /すけゅぇゃぇ/ けぉはゃう 7-きう くけっきゃさう いぇ ╃っく くぇ こけきうさっくう-
っすけ う しなゅかぇしうっすけ.
08 くけっきゃさう - ]なぉけさ くぇ ]ゃ. ┿さたぇくゅっか ╋うたぇうか; ┿さたぇく-

ゅっかけゃょっく うかう [ぇくゅっかけゃょっく. ╋うたぇうか - けす っゃさっえしおう けいくぇつぇゃぇ 
“おぇすけ ╀けゅ”; ┿くゅっか - けす ゅさなちおう けいくぇつぇゃぇ “ゃっしすうすっか”; ╂ぇゃさうか - けす 
っゃさっえしおう けいくぇつぇゃぇ “おさっこけしす ぉけあうは”; ╃っく くぇ きっしけすけ う きっしぇさう-
すっ; ‶さぇいくうお くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ こけかうちうは くぇ ╀なかゅぇさうは - つっしすゃぇ 
しっ けす 1924 ゅ.; ╃っく くぇ いぇこぇょくうすっ こけおさぇえくうくう.
09 くけっきゃさう - 1998 – 〉きうさぇ おぇいぇくかなておうはす たせょけあくうお ╂っけさ-

ゅう ╄きぇくせうかけゃ.
10 くけっきゃさう - 1989 - ′ぇつぇかけ くぇ ょっきけおさぇすうつくうすっ こさけ-

きっくう ゃ ╀なかゅぇさうは; 1919 - [けょっく っ ╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ - 
させしおう けさなあっっく おけくしすさせおすけさ, しないょぇすっか くぇ くぇえ-こけこせかはさくうは 
ぇゃすけきぇす ┿╉-47; 1862 – [けょっく っ ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ – ゃない-
さけあょっくっち けす ╉ぇいぇくかなお.
11 くけっきゃさう - ‶けつうすぇす しっ きなつっくうちうすっ ╋うくぇ, ╁うおすけさ う 

╁うおっくすうえ. ╇きっくくうちう: ╋うくおぇ, ╋うくおけ, ╋うくつけ, ╁うおすけさ, ╁うおすけ-
さうは - けす かぇすうくしおう けいくぇつぇゃぇ „こけぉっょぇ”. ╁なかおけ, ╁なかおぇく, ╁なかおぇ-
くぇ. ]こけさっょ くぇさけょくぇすぇ すさぇょうちうは いぇこけつゃぇす ╁なかつうすっ こさぇいくうちう 
/╋さぇすうくちう/ - こさけょなかあぇゃぇす ょけ 21 くけっきゃさう; ‶さっょう 11 260 
ゅけょうくう っ ぉうか ういこっつっく こなさゃうはす たかはぉ けす こてっくうつっくけ ぉさぇてくけ ゃ 
╋っしけこけすぇきうは; 1901 - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく こさけそ. ╂っくつけ ‶う-
さぬけゃ - せつうすっか, こしうたけかけゅ, つかっく-おけさっしこけくょっくす. 
12 くけっきゃさう - 930 - ╁ ╇しかぇくょうは っ しないょぇょっく こなさゃうはす こぇさかぇ-

きっくす ゃ しゃっすぇ - うしかぇくょしおうはす ぇかすうくゅ.
13 くけっきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ. ╈けぇく ╆かぇすけせしす; 1920 - ‶さう-

っす っ ╆ぇおけく いぇ いぇしっかゃぇくっ くぇ ぉっあぇくちうすっ - けこうす ょぇ しっ さってぇす こさけ-
ぉかっきうすっ くぇ ぉっあぇくちうすっ けす ╋ぇおっょけくうは う 〈さぇおうは, つうえすけ ぉさけえ 
すけゅぇゃぇ ょけしすうゅぇ 400 たうかはょう ょせてう; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ 
しかっこうすっ たけさぇ. 』っしすゃぇ しっ けす 1946 ゅ. おぇすけ ゅけょうてくうくぇ けす さけあ-
ょっくうっすけ くぇ そさっくしおうは こっょぇゅけゅ ╁ぇかぇくすっく ┿のう, こけかけあうか けしくけ-
ゃうすっ くぇ しゃっすけゃくけすけ けぉせつっくうっ くぇ しかっこうすっ う けしくけゃぇか こさっい 1784 
ゅ. ゃ ‶ぇさうあ こなさゃうは  ゃ しゃっすぇ うくすっさくぇす いぇ くっいさはとう.
14 くけっきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ.ぇこけしすけか 《うかうこ. ╇きっくくうちう: 

《うかうこ - けす ゅさなちおう けいく. „かのぉうすっか くぇ おけくっ”, 《うかうこうくぇ, 《うかぬけ; 
╉けかっょくう いぇゅけゃっいくう; 1923 - ]ないょぇょっく っ ╀けゅけしかけゃしおうはす そぇ-
おせかすっす ゃ ╀なかゅぇさうは. ′ぇ すけいう ょっく っ ういくっしっくぇ こなさゃぇすぇ かっおちうは.                                                                             
15 くけっきゃさう - 1895 - ′けぉっか けしすぇゃは いぇゃっとぇくうっ くぇ せつっくうすっ, 

こうしぇすっかうすっ, こけかうすうちうすっ, ょけこさうくぇしはとう こけかいぇ くぇ つけゃっつっしすゃけ-
すけ; 1959 - ╁ ╉ぇさかけゃけ っ こさけういゃっょっく こなさゃうはす きぇかけゅぇぉぇさうすっく 
ゃっさうあっく すさぇおすけさ “╀けかゅぇさ”; 1915 - 〉きうさぇ ╃うきうすなさ [けゅけいけゃ - 
せつうすっか, けしくけゃぇすっか くぇ つうすぇかうとっ “╀さぇすしすゃけ”.
16 くけっきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ]ゃ. ぇこけしすけか う っゃぇくゅっかうしす ╋ぇすっえ; 

╋ぇすっえ - けす っゃさっえしおう けいくぇつぇゃぇ “ょぇさ けす ╀けゅぇ”; ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ すけかっさぇくすくけしすすぇ.
17 くけっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しすせょっくすうすっ; 1876 

- ╁ ╉うてうくっゃ っ しないょぇょっくけ ╀なかゅぇさしおけすけ けこなかつっくうっ; 1993 - 
╀なかゅぇさうは しっ おかぇしうさぇ いぇ しゃっすけゃくけすけ こなさゃっくしすゃけ こけ そせすぉけか ゃ 
„]┿】-94” し こけぉっょぇ くぇょ 《さぇくちうは し 2:1.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╋かぇょぇすぇ おぇいぇくかなておぇ たせ-
ょけあくうつおぇ ]うかゃうは ╉けっ-

ゃぇ, つううすけ さぇぉけすう ちっくうすっかうすっ 
けす こけしかっょくうすっ くはおけかおけ ゅけょう-
くう こけいくぇゃぇす ゃっつっ ょけぉさっ けす 
ういはゃうすっ え ゃ ういかけあぉう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, ゃいっ くぇゅさぇょぇすぇ くぇ ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ きかぇょ ぇゃすけさ ゃ 
すぇいゅけょうてくうは ╄しっくっく しぇかけく.
′ぇゅさぇょぇすぇ いぇ ういはゃっく ぇゃすけさ 

けすうょっ こさう ╁っしおけ [ぇょせかけゃ. 
¨ぉとうすっ ういかけあぉう ゃ おさぇは くぇ 
けおすけきゃさう - くぇつぇかけすけ くぇ くけ-
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っきゃさう ゃ っおしこけいうちうけくくぇすぇ 
いぇかぇ くぇ せか. “╇しおさぇ” 4 ゃっつっ こけ 
すさぇょうちうは こさっょしすぇゃはす くぇえ-くけ-
ゃけすけ ゃ すゃけさけつっしすゃけすけ くぇ おぇ-
いぇくかなておうすっ たせょけあくうちう. 
┿ゃすけさ くぇ うょっはすぇ いぇ ]ぇかけ-

くぇ っ ╊うかう ‶っすさけゃぇ, ょなかゅけ-
ゅけょうてっく せさっょくうお くぇ いぇかぇすぇ, 
おけはすけ こけ ゃさっきっ くぇ すぇいゅけょうて-
くうすっ くぇゅさぇょう しなとけ こけかせつう 
しこっちうぇかくう こけいょさぇゃかっくうは けす 
けさゅぇくういぇすけさうすっ けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.

]っょぇかおうすっ くぇ ぇゃすけきけぉうかうすっ „╀せかゅぇさ [っくけ“

╇しすけさうはすぇ くぇ „╀せかゅぇさ [っくけ“ ゃ ぇさしっくぇかしおうは きせいっえ

〈けゃぇ, しこけさっょ ]すけはくけゃぇ, くっ っ 
そぇかてうゃけ ういさっつっくうっ, ぇ おぇせいぇ, 
いぇとけすけ „うきぇ し おぇおゃけ ょぇ しっ ゅけさ
ょっっき”.  
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  けこさっょっかう  

しゃけうすっ ょゃぇ くぇえ-ゃぇあくう こさうけ
さうすっすぇ  ゃ しかっょゃぇとうすっ しっょきう
ちう: しすぇさすうさぇくっ くぇ そうくぇくしけゃぇ 
こさけゃっさおぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
う   さぇぉけすぇ いぇ くけゃうは ぉのょあっす.  〈は  
いぇはゃう しなとけ, つっ けしけぉっくけ きくけゅけ 
とっ ょなさあう ゃ くけゃうは ぉのょあっす ょぇ 
しっ ういこなかくう けぉっとぇくうっすけ - ゃしうつ
おう おきっすしすゃぇ ょぇ うきぇす ょっかっゅうさぇ
くう ぉのょあっすう, おけうすけ おきっすけゃっすっ 
くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ ょぇ さぇいたけょ
ゃぇす こけ ちっかっしなけぉさぇいくけしす う すはた

くぇ こさっちっくおぇ. 
╃け おさぇは くぇ きっしっちぇ とっ 

ぉなょっ そぇおす くけゃうはす っおうこ くぇ  
おきっすうちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっょう  すけゃぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ
はくけゃぇ ぉっ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ 
しそけさきうさぇくうはす けぉとうくしおう  
しなゃっす とっ すさはぉゃぇ ょぇ こさう
っきっ くけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ  くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ
ちうは. 
╁ しこっちうぇかくけ けぉさなとっくうっ 

おなき しかせあうすっかうすっ ゃ けぉとうく
しおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ╂ぇ
かうくぇ ]すけはくけゃぇ  ゅう こさうおぇ
くう こけゃっつっ ょぇ しっ せしきうたゃぇす, 
ょぇ こけしさっとぇす たけさぇすぇ し せし

きうゃおぇ う ょぇ しゃなさてゃぇす さぇぉけ
すぇすぇ, いぇ おけはすけ すっ しぇ ょけてかう. 
〈は けぉっとぇ, つっ とっ ぉなょっ おきっす 
くぇ ちはかぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う 
くぇ ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう,  おけうすけ 
さぇぉけすはす しなし しなさちっ う しないくぇ
くうっ う ゅぇさぇくすうさぇ  しさっとせ すけゃぇ 
きけさぇかくけ せょけゃかっすゃけさっくうっ. 
╁ くけゃうは っおうこ くぇ おきっすうちぇ

すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけえすけ とっ っ  
そぇおす ょけ  おさぇは くぇ  くけっきゃさう,  
とっ ゃかはいぇす „こさっうきせとっしすゃっ
くけ きかぇょう たけさぇ, くけ う たけさぇ し 
けこうす”, こけょつっさすぇ すは. 
′ぇ ゃなこさけし  おけえ とっ こけっきっ 

けゃぇおぇくすっくうは こけしす くぇ ]すけ
はくけゃぇ ゃ ¨ぉかぇしすくぇ ぇょきうくう

しすさぇちうは, おなょっすけ すは ぉっ いぇき. 
けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか, おきっすう
ちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっ かぇおけ
くうつくぇ: とっ くぇこさぇゃは ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ ょぇ しう いぇこぇいうき こけ
いうちううすっ ゃ ¨ぉかぇしすくぇすぇ ぇょきう
くうしすさぇちうは”. 
]かっょ ぉぇかけすぇあぇ ゃ くっょっかは 

╂╄[╀ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
さぇいこけかぇゅぇ し 15 おきっすぇ くぇ くぇ
しっかっくう きっしすぇ, 15 けぉとうくしおう  
しなゃっすくうちう ゃ きっしすくうは こぇさ
かぇきっくす う っょくぇ おきっすうちぇ くぇ 
けぉとうくぇ. 〈けゃぇ っ さっおけさょ いぇ 
くぇし, けぉはゃう こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
‶さっょういぉけさくうは とぇぉ くぇ ╂╄[╀  
′っくけ ╁かぇえおけゃ. „╋かぇょけしすすぇ う 

っくすせしうぇいきなす しこっつっかうたぇ すぇいう 
おぇせいぇ”, けぉはゃう くぇ しゃけえ さっょ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おきっす くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]すけはくけゃぇ 
こけょおぇくう こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
こけかうすうつっしおうすっ こぇさすうう ょぇ しう 
しゃぇかはす こさっょういぉけさくうすっ きぇすっ
さうぇかう けす せかうちうすっ くぇ ╉ぇいぇく
かなお, おけうすけ „ゅけ いぇゅさけいはゃぇす” う 
くぇこけきくう, つっ いくぇっ しぇくおちうう
すっ, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ くぇかけあう 
いぇ ゃしうつおう, おけうすけ くっ しこぇいゃぇす 
こさぇゃうかぇすぇ う いぇおけくうすっ. 〈は 
せすけつくう, つっ くはきぇ ょぇ しっ こけょ
ょぇょっ くうすけ くぇ かうつくう, くうすけ くぇ 
おけさこけさぇすうゃくう うくすっさっしう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁なこさけし  くぇ ゅけさょけしす いぇ ゃしは
おぇ うくょせしすさうは っ こさけうい

ゃけょしすゃけすけ くぇ ぇゃすけきけぉうかう. ╆ぇ
とけすけ すけゃぇ っ いくぇお いぇ ゃうしけおけ 
おぇつっしすゃけ う こさけそっしうけくぇかういなき, 
いぇとけすけ さけょくけ ぇゃすけきけぉうかくけ 
こさけういゃけょしすゃけ いぇ ゃしはおぇ しすさぇ
くぇ いくぇつう – っゃすうくう う ょけしすなこ
くう おけかう いぇ ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく. 
¨とっ こさっい 1966-すぇ ょなさあぇゃくぇ
すぇ ゃかぇしす こさっょこさうっきぇ しすなこおう ゃ 
すぇいう こけしけおぇ う ういぉうさぇ うきっくくけ 
„┿さしっくぇか” いぇ すぇいう すっあおぇ こさけ
ういゃけょしすゃっくぇ いぇょぇつぇ, おけはすけ, いぇ 
しなあぇかっくうっ, こぇお ょなさあぇゃくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, くっ ょけおぇさゃぇ ょけ 
おさぇえ. 〈ぇおぇ う ょけ ょくっし きぇとぇぉ
くぇすぇ  さぇいゃうすぇ ぇゃすけきけぉうかくぇ 
うくょせしすさうは, きっつすぇくぇ けす ゃしっおう 
ぉなかゅぇさうく, ゃしっ けとっ しう けしすぇゃぇ 
くっけしなとっしすゃっくぇ きっつすぇ.  ╉けっすけ 
くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ „┿さしっくぇか” くっ 
しっ っ しこさぇゃうか しなし いぇょぇつぇすぇ. ′ぇ
こさけすうゃ.

‶さっい 1966 ゅけょうくぇ そさっくし
おぇすぇ そうさきぇ „[っくけ” しおかのつ
ゃぇ しこけゅけょぉぇ いぇ きけくすぇあ くぇ 
„[っくけ 8”

〈けゃぇ っ いぇこうしぇくけ ゃ おさぇすおぇ
すぇ しこさぇゃおぇ くぇ うしすけさうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, こぇいっくぇ ゃ きせいっは くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ. ╇しすけさうは, おけはすけ 
せさっょくうおなす くぇ きせいっは ‶なさゃけかっすぇ 
‶っすおけゃぇ し こさぇゃけ くぇさうつぇ „╀うぉ
かうはすぇ” くぇ „┿さしっくぇか”.
¨す いぇこうしおぇすぇ, けしすぇゃうかぇ いくぇ

ちうすっ くぇ うしすけさうはすぇ いぇ こけおけ
かっくうはすぇ,  くぇせつぇゃぇきっ けとっ, つっ 

„╀せかゅぇさ [っくけ” しすぇゃぇ ゅけ
かはきぇすぇ ぇすさぇおちうは くぇ きけ
しすさっくうは こぇくぇうさ ゃ ‶かけゃ
ょうゃ こさっい 1966-すぇ

′ぇ っしっくくうは こぇくぇうさ, おけえ
すけ こけおぇいゃぇ ゅけかっきうすっ こけ
しすうあっくうは くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
うくょせしすさうは, ¨‶‶ „《さうょさうた 
╄くゅっかし” こけおぇいゃぇ こなさゃうすっ 
かっおう ぇゃすけきけぉうかう, しゅかけぉっくう 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ′ぇしすぇゃぇ ゃしっけぉ
とぇ さぇょけしす けす こっさしこっおすうゃぇすぇ 
- ゃしっおう ぉなかゅぇさうく ゃ ぉかういおう
すっ 20 ゅけょうくう ょぇ しっ しょけぉうっ し 
っゃすうく しけぉしすゃっく ぇゃすけきけぉうか. 
′ぇしおけさけ しかっょ すけゃぇ しぇ ゅけすけゃう 
う しかっょゃぇとうすっ 10 ぉさけは „╀せか
ゅぇさ [っくけ”, せしこってくけ きけくすうさぇ
くう ゃ „┿さしっくぇか”. [ぇぉけすうかう こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ しう しこけきくはす し 
せきうかっくうっ けくっいう きけきっくすう くぇ 
ゅけさょけしす, くけ きぇかおけ けす すはた しう 
けぉはしくはゃぇす そぇおすぇ, つっ ゃしうつおけ 
けしすぇゃぇ しぇきけ ょけすぇき. ╆ぇとけ っ 
こさっおさぇすっくけ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ かっおう ぇゃすけきけぉうかう せ くぇし こけ 
かうちっくい くぇ „[っくけ”, いぇとけ くっ 
しっ しぉなょゃぇ きっつすぇすぇ ょぇ うきぇきっ 
しけぉしすゃっくけ ぉなかゅぇさしおけ ぇゃすけ
きけぉうかくけ こさけういゃけょしすゃけ?... 

‶さっおさぇすはゃぇくっすけ くぇ ゃいぇ
うきけけすくけてっくうはすぇ し „[っくけ” 
っ いぇぉせかっくけ ゃ すぇえくう     

╁ うしすけさうつっしおぇすぇ しこさぇゃ
おぇ, くぇこうしぇくぇ こさっい 1983-すぇ, 

っ けすぉっかはいぇくけ しぇきけ, つっ: ”‶け 
くぇさっあょぇくっ くぇ ╃]¨ „╋っ
すぇかたうき” こさけういゃけょしすゃけすけ しっ 
こさっせしすぇくけゃはゃぇ う しっ こさった
ゃなさかは くぇ ょさせゅけ こさっょこさうはすうっ 
ゃ しうしすっきぇすぇ – ゃ ‶かけゃょうゃ. ╁ 
¨‶‶ „《さうょさうた ╄くゅっかし けし

すぇゃぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ すぇ
こうちっさうはすぇ くぇ ぇゃすけきけかうぉぇ, 
いぇ おけっすけ しっ けぉけさせょゃぇ しこっ
ちうぇかっく ちった ゃ こぇゃっかぉぇくしおけすけ 
しっかけ ┿かっおしぇくょさけゃけ”. ╇きっくくけ 
おけきこかっおす すぇおぇゃぇ すぇこうちっさうは 
ょくっし っ っょうくしすゃっくうはす いぇこぇいっく 
っおしこけくぇす, おけえすけ くぇこけきくは しなし 
しぇくすうきっくす, つっ うきっくくけ ゃ „┿さ
しっくぇか” っ しゅかけぉっくぇ こなさゃぇすぇ 
しっさうは ぇゃすけきけかうぉう ゃ ╀なかゅぇ
さうは. ╆ぇ さぇょけしす, うきぇ けしすぇくぇかう 
う ゅけかっきうすっ そけすけしう, いぇこっつぇ
すぇかう すけいう はさなお きけきっくす けす うし
すけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, おけえすけ 
う ょくっし ょぇゃぇ こけゃけょう いぇ ゅけさ
ょけしす, くけ う いぇ しなあぇかっくうっ, つっ 
こさけういゃけょしすゃけすけ っ けすくっすけ けす 
おぇいぇくかなておけすけ きぇてうくけしすさけ
っくっ. 
╁ しゃけう しこけきっくう しゃうょっすっかう 

う せつぇしすくうちう ゃ すけいう せしこっ
てっく っおしこっさうきっくす ょけこなかゃぇす 
おぇさすうくぇすぇ くぇ しなぉうすうはすぇ けす 
けくけゃぇ ゃさっきっ う ょぇゃぇす ょけこなか
くうすっかくぇ うくそけさきぇちうは いぇ けくけ
ゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ おさぇは 
くぇ 1966-すぇ. ┿さしっくぇかっちなす 
╀けくつけ ‶っしっゃ, せつぇしすゃぇか おぇすけ 
おけくしすさせおすけさ う さなおけゃけょうすっか 
くぇ ╉けくしすさせおすうゃくうは けすょっか, 
せつぇしすゃぇか ゃ さぇいさぇぉけすおぇすぇ くぇ 
きくけゅけ ゃけっくくう ういょっかうは, しう 
しこけきくは う いぇ しかせつぇは „╀せかゅぇさ 
[っくけ”. 〈けえ しゃなさいゃぇ しなぉうすうはすぇ 
し ょせたぇ くぇ ゃさっきっすけ くぇ ╉っくっょう 
う 》させてつけゃ, おけゅぇすけ くぇしすなこゃぇ 
ゃさっきっくくけ さぇいゃっょさはゃぇくっ くぇ 
けすくけてっくうはすぇ ╇いすけお – ╆ぇこぇょ. 

]こけさっょ くっゅけ, 

╀なかゅぇさうは  うきぇかぇ ょけゅけ
ゃけさ いぇ しゅかけぉはゃぇくっすけ くぇ 15 
たうかはょう かっおう ぇゃすけきけぉうかぇ 
„╀せかゅぇさ [っくけ”

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1ん¡îñÖöó ...ぅ╊ 』ぇ〈 [〈╊【 〉╅ ╇』¨ぁ[¨!
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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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Ⱥɤɰɟɧɬɢ
╊さつたかちてせそ:

〉そうけてか しけぬあ う 』ひうかてあ

[ちあつけすけち 》あたあくそう: 500 にけし. しかうあ 
くあ ちあいそてせそ そいしかさしそ う „╅ちつかせあし“

》あすかて:
„╅ちつかせあし“ け „╆としえあち 『かせそ“

]まいそうてあ か いそしかつて

╇ ╆『《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. 4

》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

╅さそ うかねか つてか けくてひちうあしけ てあくけ おあてあ, けすあてか そはか かおけせ のあせつ: せあ 
20. 12. 2012 えそおけせあ. 』しかおうあはけみて はか か ねあさ つしかお… 100 えそおけせけ

』ぇ╆《【╅ – ╉╊〉 〉╅ 】╊╉¨〉╊〉¨╊【《, 
〉╊╉╊]っ – 〉╅ 』]ぇ〉ぁ╊╇¨っ ′╅『っ╉

¨』【╊『¨っ【╅ ╉╅ 』╊ 《╋╊〉¨ぃ 〉╅ 11. 11. 
2011 〉╊ 》《╉〈¨〉╅╇╅ ¨ [╅′╅〉]ぇ[ 

』′《: ]ょ╆《╇【╅ ╊ ╆《]╊』【  

〉╊ 〈《╋╊ 》《 ╅╉〈¨〉¨』【『╅【¨╇╊〉 〉╅ぁ¨〉 ╉╅ 
『╊ぃ╅╇╅ぃ  ╇ぇ》『《』¨ ╇  》╅′╅『〉╅ ¨[《〉《〈¨[╅

〉《╇ 』【╅〉╉╅『【 ′╅ を¨╈╅『¨【╊ 
- 【『っ╆╇╅ ╉╅ ╈╅』〉╅【 』╅〈¨

》あちてけけてか おあ つけ たそねけつてみて
たしあさあてけてか, けせあねか - つあせさぬけけ

【そうあ てうひちおけ う けせてかちうま くあ 【╅ をうかてあせ 』けすかそせそう  - たちかおつかおあ-
てかし せあ ╆ひしえあちつさあてあ てひちえそうつさそ-たちそすけのしかせあ たあしあてあ - 』そなけみ

〉そうけみて つてあせおあちて せか いけうあ おあ 
つか そてちあくけ せあ ぬかせあてあ けす

╈╅]¨〉╅ 』【《っ〉《╇╅: ぅ╊ 
』ぇ〈 [〈╊【 〉╅ ╇』¨ぁ[¨!

 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: [ぇょけしかぇゃ ╉けしすぇょうくけゃ ╋うくつっゃ ([けおけ)

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 1/110

╃かなあくけしす: 【かけしっさ

╂けょうくう: 28

╆けょうは: ╀かういくぇちう

》けぉう: [うぉけかけゃ
¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?
- 1 ゅけょうくぇ う 9 きっしっちぇ
╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ / うかう - おぇいぇくけ うくぇ-
つっ, くぇ おけゅけ さぇいつうすぇて ゃ すさせょくう きけきっくすう?
- ′ぇ ょゃっすっ しう さなちっ.

『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”
]なぉけすくうはす ょっく っ こけょ ゃかうはくうっすけ くぇ 

]ぇすせさく. 〈ぇいう こかぇくっすぇ ょぇゃぇ くぇ たけさぇすぇ 
けしけぉっくぇ ちっかっくぇしけつっくけしす, せきっくうっ いぇ ょけぉさぇ 
おけくちっくすさぇちうは ゃなさたせ ゃぇあくうすっ くっとぇ. ′け いぇ-
っょくけ し すけゃぇ - くっょけしすぇすなつくぇ おけきせくうおぇすうゃ-
くけしす う っきけちうけくぇかっく しこぇょ.
╁ しなぉけすぇ たさぇくっくっすけ すさはぉゃぇ ょぇ っ せきっさっくけ. 

╁ すけいう ょっく っ ちっかっしなけぉさぇいくけ ょぇ しっ けすおぇあっき 
けす ぇかおけたけか, かのすうゃけ, こせてっくけ, ょぇ くっ いかけせこけ-
すさっぉはゃぇきっ し きぇいくう はしすうは.
] ょっくは くぇ ]ぇすせさく しっ ぇしけちううさぇ ゃしうつ-

おけ, おけっすけ っ しゃなさいぇくけ し せっょうくっくうっすけ, し 
すぇえくぇすぇ. 》けさぇすぇ くぇ ]ぇすせさく つっしすけ こなすう 
しぇ っょうくぇちう, そうかけしけそう-しぇきけすくうちう. 〈っ 
しぇ しょなさあぇくう, しかぇぉう う ぇしおっすうつくう. ╁ あう-

ゃけすぇ しっ ょなさあぇす けしけぉっくけ, ぇ ゃ ょさっゃくけしすすぇ けす すはた ういかういぇかう ょけぉさうすっ てこうけくう う しこっちうぇかう-
しすう ゃ けくっいう けぉかぇしすう, おなょっすけ っ くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ こぇいう すぇえくぇ. ]ぇすせさく しぇき こけ しっぉっ しう っ 
しうきゃけか くぇ いぇすゃけさっくけしす, しぇきけこけいくぇくうっ う けすおなしゃぇくっ くぇ つけゃっおぇ けす しけちうぇかくう おけくすぇおすう.                                                                                                                                
╆ぇすけゃぇ しなぉけすぇすぇ っ ぉかぇゅけこさうはすくぇ いぇ うくょうゃうょせぇかくう いぇくうきぇくうは, いぇ きっょうすぇちうは, いぇ こさうおかのつ-
ゃぇくっ くぇ くっとぇすぇ う けおけくつぇすっかくけすけ うき ぇくぇかういうさぇくっ. 〈は っ う ょっく くぇ すなゅぇ, こっつぇか う ゃなすさってくけ 
くっしこけおけえしすゃけ, おぇおすけ う くぇ ょっえしすゃうは, しゃなさいぇくう し こさけはゃぇ くぇ しすさぇしすう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ ょけくっしぇす 
せっょうくっくうっ. ╆ぇすけゃぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こさっょこさうっきぇす くけゃう くぇつうくぇくうは, ょぇ しっ こなすせゃぇ, けしけぉっくけ 
ょぇかっつっ. ╃っくはす っ ぉかぇゅけこさうはすっく いぇ ょっえくけしすう, しゃなさいぇくう し うきせとっしすゃけ, けしけぉっくけ くっょゃうあうきけ, 
おぇおすけ う いぇ しすさけうすっかしすゃけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ こけきくうき, つっ ゃ しなぉけすぇ っ ょけぉさっ ょぇ しっ ゅけゃけさう こけ-きぇかおけ. 

╁ くっょっかは くぇえ-しうかくけ しっ こさけはゃはゃぇ ゃないょっえしす-
ゃうっすけ くぇ ]かなくちっすけ, おけっすけ ぇおすうゃういうさぇ 

あういくっくうすっ しうかう. 〈けいう ょっく, けぉぇつっ, っ くっこけょたけ-
ょはと いぇ ょっかくうつくう ゅさうあう, こしうたうおぇすぇ くう しっ しすさっ-
きう ょぇ しっ けしゃけぉけょう けす しっょきうつくけすけ くぇこさっあっくうっ.
‶けしかっょくうはす ょっく くぇ しっょきうちぇすぇ くう ょぇゃぇ こなか-

くぇ ゅぇしすさけくけきうつくぇ しゃけぉけょぇ. ╋けあっき ょぇ しう こけい-
ゃけかうき ゃしはおぇおゃぇ, ょけさう くぇえ-こうおぇくすくぇ おせたくは.                               
]かなくちっすけ, おけっすけ っ しうきゃけか くぇ こっさしけくぇかくけしす う 
うくょうゃうょせぇかくけしす, こけおぇいゃぇ ぇおすうゃくけすけ こさけはゃは-
ゃぇくっ くぇ つけゃっおぇ ゃ けおけかくうは しゃはす, けしないくぇゃぇくっすけ 
くぇ きはしすけすけ きせ ゃ くっゅけ, ぇおすうゃくけすけ しゃっすけせしっとぇくっ 
う しうかくけすけ すゃけさつっしおけ くぇつぇかけ.
╆ぇ きくけゅけ くぇさけょう さけょっくうすっ ゃ ょっくは くぇ ]かなく-

ちっすけ しきはすぇかう いぇ とぇしすかうゃちう, おけうすけ けとっ ゃ きけきっくすぇ くぇ さぇあょぇくっすけ しう しぇ こけかせつうかう いぇさはょ けす 
しかなくつっゃぇ しゃっすかうくぇ. ‶さっょこけかぇゅぇ しっ, つっ とっ あうゃっはす ょなかゅけ, すなえ おぇすけ うきぇす くっゃうょうきぇ こけきけと 
けすゃなく う しおなさぉうすっ うき とっ しぇ おさぇすおけすさぇえくう, ぇ さぇょけしすうすっ こけ-こさけょなかあうすっかくう. ]さっょ たけさぇすぇ, 
さけょっくう ゃ くっょっかは, ういぉうさぇかう かっおぇさう, おぇおすけ う たけさぇ くぇ すゃけさつっしすゃけすけ, しゃなさいぇくう し ういおせしすゃけすけ. 
╃ぇゃぇかけ うき しっ こさぇゃけ しぇきう ょぇ ういぉうさぇす しゃけは こなす. ╁ くっょっかは っ こさっこけさなつうすっかくけ ょぇ しっ こさうしすなこゃぇ 
おなき くけゃう ょっかぇ, ょぇ しっ いぇこけつゃぇ かっつっくうっ. ′っょっかはすぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ こさっおぇさゃぇ ゃ せっょうくっくうっ, くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさぇゃはす ぇゃぇくすのさうしすうつくう しょっかおう, ょっくはす くっ っ こけょたけょはと う いぇ くけゃう いぇこけいくぇくしすゃぇ.
╁ くはおけかおけ ぉさけは くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ゃう こさっょしすぇゃうたきっ おさぇすおぇすぇ たぇさぇおすっさうしすうおぇ くぇ しっ-

ょっきすっ こかぇくっすう う ょくうすっ, おけうすけ すっ せこさぇゃかはゃぇす. ╃ゃぇ しぇ おさうすうつくうすっ ょくう - ゃすけさくうお う しなぉけすぇ 
- ょくうすっ  くぇ ╋ぇさし う くぇ ]ぇすせさく. ╉なき すはた ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく しっ ょけぉぇゃは う こけくっょっかくうお, いぇさぇょう 
くっゅけゃぇすぇ ょゃけえくしすゃっくけしす う っきけちうけくぇかくけ ぉっいこけおけえしすゃけ, おけっすけ くけしう ╊せくぇすぇ. 〈さう しぇ とぇしすかう-
ゃうすっ ょくう: くっょっかは - ょっくはす くぇ ]かなくちっすけ, つっすゃなさすなお - くぇ ぃこうすっさ, う こっすなお - くぇ ╁っくっさぇ. ]さはょぇ 
- ょっくはす くぇ ╋っさおせさうえ, っ ょゃけえしすゃっく う いぇゃうしう けす こけいうちうはすぇ くぇ つけゃっおぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

』ぇしなす っ 11:11 きうくせすう. ╃ぇすぇすぇ っ 
11.11.2011 ゅ. ′ぇょ 100 ょゃけえおう ゃ 

ちはかぇすぇ しすさぇくぇ とっ しう おぇあぇす いぇゃっすくけすけ 
“ょぇ” ゃ すけいう きうゅ. ̈ すょっかくけ けとっ こけくっ 2000 
ゃかのぉっくう とっ しっ ゃっくつぇはす くぇ しぇおさぇかくぇすぇ 
ょぇすぇ. 
 ╆ぇ ╉ぇいぇくかなお きっさぇおかううすっ ょぇ しおかのつぇす 

ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇお くぇ すけいう ょっく, くぇさうつぇく 
けとっ けゅかっょぇかっく, くっ ょなさあぇす すけかおけゃぇ ょぇ っ 
すけつくけ こけ けぉっょ, くけ こなお くっこさっきっくくけ ょぇ っ 

くぇ 11.11. ‶さうつうくぇすぇ: くぇさうつぇす ょくうすっ し こけょけぉくう しなゃ-
こぇょっくうは - けゅかっょぇかくう. 〈ぇおなゃ っ う しかっょゃぇとうはす こっすなお. 
╁ ╉ぇいぇくかなお  すけゅぇゃぇ とっ しっ ゃっくつぇはす 6 ょゃけえおう. ╁しうつおう 
すっ しぇ くけゃけぉさぇつくう う くはきぇす ゅけさつうゃ こさっょうてっく けこうす いぇょ 
ゅなさぉぇ しう. 
〈っ しなとけ しぇ こさっょこけつっかう うくすっさっしくぇすぇ う けぉっとぇゃぇとぇ 

ょなかゅぇ かのぉけゃ う とぇしすうっ いぇ くぇえ-ゃぇあくけすけ しなぉうすうっ ゃ あう-
ゃけすぇ しう. ]さっょ くけゃけぉさぇつくうすっ ょゃけえおう きぇしけゃけ ぉせかおうすっ 
とっ しぇ くぇ こけ 21-23 ゅけょうくう, きかぇょけあっくちうすっ - し ゅけょうくぇ 
ょけ すさう こけ-ゅけかっきう. ]こけさっょ ╁ぇくは ′っえおけゃぇ, しかせあうすっか 
ゃ „[ぇょけしすくう けぉさっょう” ゃ ょうさっおちうは ╂[┿¨ くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃなこさっおう とぇしすかうゃうすっ いくぇきっくうは くぇ つうしかぇ-
すぇ, ゃしっ こけ-きぇかおけ しぇ ょゃけえおうすっ, おけうすけ しっ ゃっくつぇゃぇす う 
こさぇゃはす しゃぇすぉう. ¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ っ うおけくけきうつっしおぇ. 
′っいぇゃうしうきけ けす こさぇいくうつくぇすぇ しっせすくは おぇいぇくかなておうすっ 

しゃぇすぉう しすぇゃぇす ゃしっ こけ-きぇかおけ う ゃしっ こけ-きぇかけぉさけえくう. 
╁っつっ くっ しぇ くけゃうくぇ しゃぇすぉう しぇきけ けす きかぇょけあっくちう うかう 
くぇえ-きくけゅけ おせきけゃっ う さけょうすっかう. 
╆ぇさぇょう ぉっいこぇさうつうっすけ う こけつすう こさっきうくぇゃぇとぇすぇ 

きけょぇ くぇ ぉさぇおぇ, しゃぇすぉうすっ けす ゅけょうくぇ くぇ ゅけょうくぇ ゃ さぇえけ-
くぇ くぇきぇかはゃぇす. ╃け きけきっくすぇ  しおかのつっくうすっ ゅさぇあょぇくしおう 
ぉさぇおけゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ 200. 〉すさってくぇすぇ ╆ぇょせてくうちぇ 
しなとけ けすおぇいゃぇ ょけしすぇ きっさぇおかうう いぇ しゃぇすぉぇ. 
╅っかぇくうっすけ ょぇ しっ けあっくうて くぇ けゅかっょぇかくぇ ょぇすぇ, し 

とぇしすかうゃう しなゃこぇょっくうは ゃ つうしかぇすぇ, うょゃぇ けす すゃなさょっくう-
はすぇ くぇ くせきっさけかけいうすっ, つっ しすさせこゃぇくっすけ くぇ っょうくうちうすっ 
ゃ ょぇすぇすぇ すぇいう ゅけょうくぇ ゃっとぇっ ょなかゅけゅけょうてくけ しなあうすっか-
しすゃけ. 〈っ こさうこけきくはす, つっ ょけ おさぇは くぇ すけゃぇ しすけかっすうっ うきぇ 
しぇきけ けとっ っょくぇ けゅかっょぇかくぇ ょぇすぇ – 20.12.2012. 〈ぇおぇ 
つっ - ぇおけ ゃっつっ ゃう っ ゃさっきっ いぇ ╋っくょっかしけく, うきぇすっ しぇきけ 
けとっ ゅけょうくぇ いぇ つせょっくっ. ‶さうつうくぇすぇ: しかっょゃぇとぇすぇ けゅ-
かっょぇかくぇ ょぇすぇ っ つぇお しかっょ 100 ゅけょうくう う っ 21.01. 2101 ゅ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╄おしこっさすう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃくぇ けさゅぇくういぇちうは /]╆¨/ こさう-
つうしかうたぇ かのぉけゃすぇ おなき こしうたうつくうすっ さぇいしすさけえしすゃぇ う こけ 

すけいう くぇつうく は くぇさっょうたぇ ょけ いぇぉけかはゃぇくうは おぇすけ ぇかおけたけかういきぇ う 
おかっこすけきぇくうはすぇ.
F 63.9 – こけょ すけいう くけきっさ かのぉけゃすぇ っ いぇこうしぇくぇ ゃ さっゅうしすなさぇ くぇ 

いぇぉけかはゃぇくうはすぇ くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃくぇ けさゅぇくういぇちうは.
╄おしこっさすうすっ しさぇゃくはゃぇす つせゃしすゃけすけ し けぉっおすうゃくけ-おけきこせかしうゃ-

くけすけ さぇいしすさけえしすゃけ. ‶け すけゃぇ - おぇお つけゃっお けぉうつぇ, きけあっかけ ょぇ しっ 
しなょう いぇ こしうたうつくけすけ きせ いょさぇゃっ.
╊のぉけゃくうすっ つせゃしすゃぇ ぇすぇおせゃぇす くぇえ-ぉけかっいくっくけ しおかけくくうすっ おなき 

ょっこさっしうは う きっかぇくたけかうちうすっ. ′ぇ たけかっさうちうすっ かのぉけゃすぇ しなとけ 
くっ しっ けすさぇいはゃぇ ょけぉさっ, すなえ おぇすけ すっ ういこぇょぇす ゃ はさけしす こさう くぇえ-
きぇかおうは こさけぉかっき.
╊っおぇさうすっ はしくけ しぇ けこさっょっかうかう しうきこすけきうすっ くぇ かのぉけゃすぇ: くぇ-

すさぇこつうゃう きうしかう いぇ ょさせゅうは, さっいおう こさけきっくう ゃ くぇしすさけっくうっすけ, 
こさけぉかっきう しなし しぇきけつせゃしすゃうっすけ, かうこしぇ くぇ ぇこっすうす, しぇきけしなあぇ-
かっくうっ, ぉっいしなくうっ, くぇさせてっくうっ くぇ しなくは, ゅかぇゃけぉけかうっ, ぉっいさぇい-
しなょくけ う うきこせかしうゃくけ こけゃっょっくうっ.
┿おけ こけくっ こけかけゃうくぇすぇ けす すっいう しうきこすけきう しぇ くぇかうちっ, こけ-ゃっ-

さけはすくけ っ ょぇ しすっ ゃかのぉっく, けすおけかおけすけ ぉけかっく. ╉けっすけ とっ さっつっ, つっ 
しうすせぇちうはすぇ っ ういゃなく おけくすさけか, くけ くっ っ すけかおけゃぇ ょさぇきぇすうつくぇ. :)))

〈┿

╉ぇいぇくかなお しう うきぇ しゃけはすぇ こなさゃぇ おきっすうちぇ ゃ きっしすくぇすぇ うしすけさうは う すけゃぇ 
っ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ういょうゅくぇすぇ けす こぇさすうは ╂╄[╀. ╃けしっゅぇてくぇすぇ いぇき. 
けぉかぇしすくぇ せこさぇゃうすっかおぇ しこっつっかう くぇ ぉぇかけすぇあ 20 775 ょっえしすゃうすっかくう 
ゅかぇしぇ けす あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しさっとせ 10 436 いぇ くっえくうは 
けこけくっくす けす ╀]‶ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. ╃ぇくくうすっ しぇ けおけくつぇすっかくう う しぇ けす  
¨╇╉ - ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうはす ぉさけえ くぇ こけょぇょっくうすっ ょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう ゃなゃ ゃすけさうは  

すせさ くぇ ういぉけさうすっ, こさけゃっょっくう ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ 31 211, くっ-
ょっえしすゃうすっかくうすっ しぇ 1024, しなけぉ-
とう ╇ゃぇくおぇ [せしっくけゃぇ, こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ̈ ╇╉ - ╉ぇいぇくかなお.
48,12% けす ういぉうさぇすっかうすっ うかう 

32 235 ょせてう ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお しっ はゃうたぇ こさっょ せさくうすっ くぇ ぉぇ-
かけすぇあぇ ゃ くっょっかは. 〈っ ぉはたぇ し 5% 
こけ-きぇかおけ けす ゅかぇしせゃぇかうすっ きうくぇ-
かぇすぇ くっょっかは.
18 927 ゅかぇしぇ おぇいぇくかなつぇくう こけ-

ょぇょけたぇ いぇ おぇくょうょぇす-こさっいうょっくす-
しおぇすぇ ょゃけえおぇ [けしっく ‶かっゃくっかうっゃ 
- ╋ぇさゅぇさうすぇ ‶けこけゃぇ う 12 691 
- いぇ ╇ゃぇえかけ ╉ぇかそうく - ]すっそぇく 
╃ぇくぇうかけゃ.
′ぇ こなさゃぇすぇ しう こさっしおけくそっさっく-

ちうは おぇすけ おきっす ╂ぇかうくぇ  ]すけはくけゃぇ 
ぉかぇゅけょぇさう くぇ ゃしうつおう, おけうすけ しぇ 
こけおぇいぇかう はしくけ ゃけかはすぇ う あっかぇ-
くうっすけ しう けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
しっ せこさぇゃかはゃぇ し くけゃぇ ゃういうは う しぇ 
こけおぇいぇかう, つっ こさうっきぇす けしくけゃくけ-
すけ え こけしかぇくうっ - „╃ぇ しう ゃなさくっき 
しぇきけつせゃしすゃうっすけ”.

¨す 17 くけっきゃさう ゃかういぇ ゃ 
しうかぇ くけゃうはす しすぇくょぇさす 

いぇ ちうゅぇさうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ゅぇしくぇす しぇきう. 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ╉けきう-

しうはすぇ いぇ いぇとうすぇ くぇ こけすさっ-
ぉうすっかうすっ ╁っしっかうく ╆かぇすっゃ 
けぉはしくう, つっ しぇ こさっょこさうっすう 
ゃしうつおう きっさおう しかっょ すぇいう 
ょぇすぇ ちうゅぇさうすっ くぇ こぇいぇさぇ ょぇ 
しぇ しぇきけ けす すぇおぇゃぇ たぇさすうは. 
¨ゅさぇくうつっくけ っ いぇさっあょぇくっすけ 
くぇ しおかぇょけゃっすっ う すなさゅけゃしおう-
すっ けぉっおすう し ちうゅぇさう けす しすぇ-
さぇすぇ たぇさすうは, ぇ きうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ ゃ ╉けきうしうはすぇ しっ っ 
こさけゃっかぇ う しさっとぇ し こさっょしすぇ-
ゃうすっかうすっ くぇ ちうゅぇさう う ちうゅぇ-
さっくう ういょっかうは. ′はきぇ ょぇ うきぇ 
こけしおなこゃぇくっ くぇ ちうゅぇさうすっ う 
こさけきはくぇ ゃなゃ ゃおせしけゃっすっ うき 
おぇつっしすゃぇ, いぇさぇょう すぇいう こさけ-
きはくぇ, おぇいぇ けとっ ╆かぇすっゃ.
╁なこさっおう ゃしうつおう きっさおう 

けぉぇつっ くっ きけあっ ょぇ しっ ゅぇさぇく-
すうさぇ, つっ くはきぇ ょぇ うきぇ くぇさせ-
てっくうは くぇ くけゃけすけ こさぇゃうかけ, 
けぉはしくう けとっ ╁っしっかうく ╆かぇ-
すっゃ.
„╁ないきけあくけ っ くはおけえ ょぇ しっ っ 

こさっいぇこぇしうか, ゃないきけあくけ っ けす 
くはおぇおなゃ しおかぇょ, くっういゃっしすっく 

56 ゅけょうてっく, のさうしす. 
╅っくっく し っょくけ ょっすっ. 
‶さっょしっょぇすっか くぇ 〉] 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさ
ゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ 
こぇかぇすぇ. ╇きぇ しかっょょう
こかけきくう おゃぇかうそうおぇ
ちうう こけ ゅさぇあょぇくしおけ 
こさぇゃけ, すさせょけゃけ こさぇゃけ 
う しけちうぇかくう けすくけてっ
くうは  ゃ ╋っあょせくぇさけょくうは 
ちっくすなさ くぇ ╋っあょせくぇ
さけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ すさせょぇ ╋¨〈  ゃ 〈け
さうくけ, ╇すぇかうは. ╁かぇょっっ 
させしおう, ぇくゅかうえしおう う うし
こぇくしおう.

╋ぇかおけ うしすけさうは:
]ないょぇょっくぇ っ こさっい 1991 ゅけょうくぇ, いぇ ょぇ けすゅけゃけさう くぇ くせあょうすっ くぇ きっしすくうすっ そうさきう. ╉ぇいぇく-

かなておぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけきうてかっくぇ こぇかぇすぇ っ けぉとっしすゃっくぇ けさゅぇくういぇちうは し けぉとうくしおけ う さっゅう-
けくぇかくけ いくぇつっくうっ. 》ぇさぇおすっさなす う こさけはゃうすっ え ゃうくぇゅう しぇ ぉうかう こせぉかうつくう う くぇしけつっくう おなき 
けぉしかせあゃぇくっ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ つかっくけゃっすっ ゃ ゅけかっきうは おけくすっおしす くぇ けぉとっしすゃっくうは うくすっさっし. 

ょけ すけいう きけきっくす くぇ ゃくけしうすっ-
かうすっ う くぇ くぇし, ょぇ ういかはいぇす 
すぇおうゃぇ おけかうつっしすゃぇ”, ょけこなか-
くう すけえ.
′ぇ ぉなかゅぇさしおうは こぇいぇさ う ゃ 

きけきっくすぇ うきぇ ちうゅぇさう くぇこさぇ-
ゃっくう けす くけゃぇすぇ たぇさすうは, ぇ すは 
くぇきぇかはゃぇ こけあぇさけけこぇしくけしす-
すぇ けす いぇこぇかっくぇすぇ ちうゅぇさぇ.
„〈けゃぇ くっ ういおかのつゃぇ ゃない-

きけあくけしすすぇ ょぇ しっ こけかせつぇす 
こけあぇさう う し すぇいう たぇさすうは, 
いぇとけすけ ゅけさう くっ しぇきけ たぇさすう-
はすぇ, くけ う すのすのくなす. ′け ゃしっ 
こぇお しっ くぇきぇかはゃぇ さうしおなす う 
しっ くぇぉかはゅぇ くぇ ぉっいけこぇしくけしす-
すぇ”, おぇいぇ てっそなす くぇ ╉╆‶.
╁っしっかうく ╆かぇすっゃ っ くけゃうはす 

こさっょしっょぇすっか くぇ ╉╆‶, おけえすけ 
ぉってっ くぇいくぇつっく ゃ おさぇは くぇ 
きうくぇかうは きっしっち, しかっょ こさけ-
きっくうすっ ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
╉けきうしうはすぇ. ╃けしっゅぇ ╆かぇすっゃ っ 
ぉうか しなゃっすくうお こけ さっゅうけくぇか-
くぇ こけかうすうおぇ くぇ こさっきうっさぇ 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ. ╉ぇすけ こさうけ-
さうすっすう ゃ さぇぉけすぇすぇ しう いぇくぇ-
こさっょ, すけえ こけしけつう こけしすけはくくぇ 
おぇきこぇくうは こけ うくそけさきうさぇくっ 
くぇ こけすさっぉうすっかうすっ う こさっ-
ゃぇくすうゃくう こさけゃっさおう.

〈┿

      

- ╂けしこけょうく  ]うきっけくけゃ, おぇおゃけ っ しすぇくけゃうとっすけ くぇ ╀〈‶‶ こけ けすくけてっくうっ くぇ ゃなゃっあ-
ょぇくっすけ くぇ きうくうきぇかくう けしうゅせさうすっかくう こさぇゅけゃっ こけ ぉさぇくてけゃっ ゃ こさけきうてかっくけしすすぇ くぇ 
しすさぇくぇすぇ? ╆ぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす ぉういくっしぇ すっ しぇ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく くっこけしうかくう うかう ゃうしけおう, 
こさっょゃうょ しなしすけはくうっすけ くぇ しぇきうすっ そうさきう しっゅぇ, ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ おさういぇ.

- ′ぇえ-ゃぇあくけ っ ょぇ しっ けちっくはゃぇ しなしすけはくうっすけ くぇ しっおすけさぇ, ぇ くっ ぇゃすけきぇすうつくけ ょぇ しっ こさっくぇしはす 
けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけゃっ. ╇ しっゅぇ しぇ さっゅうしすさうさぇくう  けすおかけくっくうは.〈けゃぇ, おけっすけ しすぇくぇ ゃ しっおすけさぇ 
くぇ こつっかぇさうすっ - ょゃせちうそさっくう けすおかけくっくうは  う さなしすけゃっ, っ ぇぉしけかのすくけ くっこさうっきかうゃけ いぇ くぇし. ′っぇ-
ょっおゃぇすくけ とっ ぉなょっ しなとけ, ぇおけ ぇゃすけきぇすうつくけ しっ こさっくっしっ けしうゅせさうすっかくうはす こさぇゅ うかう しっ せゃっかうつう 
ゃ しっおすけさう, ゃ おけうすけ うきぇ しこぇょ - おぇすけ しすさけうすっかしすゃけすけ. 


