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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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》ひちうけ きかせつさけ なとていそしかせ 

てとちせけち う „╅ちつかせあし“

』せかきあせさあ 》かてちそうあ:
〉か いけに くあすかせけしあ „╅ちつかせあし“

[あしあのせけさそう うかねか せあ 92 

╅ちつかせあしさあ そてつしあいせあ 30 さえ.
つ おけかてあ くあ あつてちそせあうてけ

на стр.4

на стр.5

на стр.8
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 7 24 55

╉《〉[╅ 《【 „╅『』╊〉╅]” ╇╅╊ 
【っ]《 』  ╉¨╊【╅ ′╅ ╅』【『《〉╅╇【¨  

╆けうのけ さすかてそうか つ そてたとつさけ くあ にけしみおけ
しかうそうか. 『かさそちおひて か せあ 』てかなあせ ╉あすみせそう
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 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: ]すうかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ ╋ぇちぇかけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 5, ちった 600-5/600

╃かなあくけしす: ¨すょっか すったくうつっしおう おぇつっしすゃっく おけくすさけか (¨〈╉╉)

╂けょうくう: 35

╆けょうは: ╊なゃ

》けぉう: ]こけさす う おけきこのすさう

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

„╆ょさぇゃっえすっ, こうてぇ ゃう ゃなゃ ゃさないおぇ し させぉさうおぇすぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ”┿さしっくぇか” いぇ ょうっすうすっ.
╇しおぇき しぇきけ ょぇ おぇあぇ, つっ いぇ 20 ょくう し きけはすぇ ょうっすぇ しゃぇかうた 10 おゅ., ぇ こさっい しかっょゃぇとうすっ 6 きっしっちぇ 

けとっ 20 おゅ.
╃うっすぇすぇ っ ょけしすぇ ういゃっしすくぇ, くけ きくけゅけ きぇかおけ たけさぇ いくぇはす おぇお すけつくけ しっ こけかせつぇゃぇ っそっおすなす けす くっは”.

〈けゃぇ くぇこうしぇ くぇ かうつくうは きう 
きっえか っょくぇ けす たうかはょうすっ さぇ-

ぉけすくうつおう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ しぇきけ 
こさっょう きっしっち - ╃けくおぇ ╂っけさゅう-
っゃぇ. ╁こっつぇすかっくぇ けす っそっおすぇ 
くぇ ょうっすぇすぇ え, こけうしおぇた ょぇ きう 
は ういこさぇすう いぇっょくけ しなし しくうきおう 
- こさっょう ょうっすぇすぇ う しかっょ くっは. 
╋うしかは, つっ ゃうょうきけすけ いぇ けつうすっ 
くっ しっ くせあょぇっ ゃ しかせつぇは けす おけ-
きっくすぇさ. 
30-ゅけょうてくぇすぇ ╃けくおぇ ╂っけさゅう-

っゃぇ さぇぉけすう けす 8 ゅけょうくう ゃ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ おぇすけ けおぇつっしすゃうすっか ゃ 
ちった 140 くぇ ╆ぇゃけょ 1. ¨きなあっくぇ 
っ いぇ おぇこうすぇく けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
ぇさきうは う うきぇ しうく-こなさゃけかぇお. 
]かっょ おぇすけ さぇあょぇ, 23-ゅけょうて-

くぇすぇ すけゅぇゃぇ きかぇょぇ あっくぇ すっあう 
100 おうかけゅさぇきぇ. ] せこけさしすゃけ, 
きぇかおけ しこけさす, こけ くっえくうすっ ょせきう, 
う きくけゅけ ょゃうあっくうっ う こけしすけはく-
しすゃけ, すは せしこはゃぇ ょぇ しゃぇかう し 
〈けつおけゃぇすぇ ょうっすぇ 30 おうかけゅさぇ-
きぇ. ‶さう すけゃぇ いぇ こけかけゃうく ゅけょう-
くぇ. [っいせかすぇすなす けぉぇつっ けす すぇいう 
ょうっすぇ っ すさぇっく う ╃けくおぇ こけょ-
ょなさあぇ すっいう おうかけゅさぇきう ゃっつっ 
ょゃっ ゅけょうくう. ]っゅぇ すは っ 68 おう-
かけゅさぇきぇ こさう さなしす 175 しぇくすう-
きっすさぇ. ] せょけゃけかしすゃうっ すは こさっ-
ょけしすぇゃう ょうっすぇすぇ しう いぇ ゃしうつおう, 
おけうすけ あっかぇはす ょぇ しっ こなたくぇす ゃ 
っかっゅぇくすくう, くけ こけけすっしくっかう うき 
ょさったう いぇ ╉けかっょぇ, おぇおすけ う いぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ しきはすぇす, つっ うきぇ 
おぇおゃけ ょぇ くぇこさぇゃはす いぇ ゃなくてくうは 
しう ゃうょ. 
╃けくおぇ ╂っけさゅうっゃぇ っ ゅけすけゃぇ ょぇ 

しこけょっかう う けとっ こけょさけぉくけしすう う 
ょぇ けぉきっくう けこうす し ゃしっおう, おけえすけ 
こけあっかぇっ ょぇ しっ ょけゃっさう くぇ すけつ-
おけゃぇすぇ ょうっすぇ. 
〉ゃぇあぇっきう つうすぇすっかう, ぇおけ う 

ゃうっ うきぇすっ し おぇおゃけ ょぇ けぉけゅぇ-
すうすっ させぉさうおぇすぇ くう いぇ ょうっすうすっ  
う いょさぇゃけしかけゃくけすけ たさぇくっくっ, し 
うくすっさっし とっ けつぇおゃぇきっ こうしきぇすぇ, 
うきっえかうすっ ゃう うかう こさけしすけ すっかっ-
そけくくうすっ ゃう けぉぇあょぇくうは. 
╉さぇしけすぇすぇ とっ しこぇしう しゃっすぇ, くけ 

いぇ くっは すさはぉゃぇ う ょぇ しっ こけすさせ-
ょうき! 
〈ぇおぇ つっ – せしこった! 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
すけつおけゃぇすぇ ょうっすぇ? 

〈けつおけゃぇすぇ ょうっすぇ っ くぇさうつぇくぇ 
けとっ ぇきっさうおぇくしおけすけ おけしきう-
つっしおけ つせょけ, おぇおすけ う “〉しかけゃくぇ 
っそっおすうゃくけしす くぇ たさぇくっくっすけ”, 
すなえ おぇすけ しっ ういこけかいゃぇ こさう さぇい-
さぇぉけすおぇ さっあうきぇ くぇ たさぇくっくっ 

いぇ ゃけっくくうすっ う ぇしすさけくぇゃすうすっ ゃ 
]┿】.
╆ぇ ょぇ しっ こけょょなさあぇ すっゅかけすけ, 
っ くせあくけ くぇ ょっく ょぇ しっ くぇぉぇゃはす 
70-75 すけつおう. 
╆ぇ ょぇ しっ くぇきぇかう すっゅかけすけ, っ 
くせあくけ ょぇ しっ こさうっきぇす ょくっゃくけ 
40-45 すけつおう. 
〈ぇえくぇすぇ くぇ ょうっすぇすぇ しっ しなしすけう 
ゃ けゅさぇくうつっくぇすぇ せこけすさっぉぇ くぇ 
ゃなゅかったうょさぇすう う きぇいくうくう いぇ 
しきっすおぇ くぇ ぉっかすなつうくうすっ. 
〈は くっ ういおかのつゃぇ ぇかおけたけかぇ - 
くぇこさけすうゃ, ょけさう っ すゃなさょっ かう-
ぉっさぇかくぇ おなき くっゅけ. ╃うっすぇすぇ 
ういゅかっあょぇ しなゃしっき こさけしすぇ う っ 
きくけゅけ こさうはすくぇ いぇ たけさぇ, おけうすけ 
くっ ぉうたぇ うしおぇかう ょぇ しっ かうてぇゃぇす 
くうすけ けす ゃおせしくう たさぇくう, くうすけ けす 
きぇかおけ こうえゃぇくっ. 

‶さうょさせあぇゃぇとけ おなき ょう-
っすぇすぇ っ こうっくっすけ くぇ きくけゅけ 
ゃけょぇ.

100 ゅさ ぉはか たかはぉ くけしはす 48 すけつ-
おう, ぇ つっさっく - 40. 〈ぇおぇ つっ, ぇおけ 
たぇこくっすっ っょくぇ そうかうは たかはぉ, 
こさっい ょさせゅけすけ ゃさっきっ けす ょっくは くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ たさぇくうすっ し くうとけ 
ょさせゅけ. 
¨さういなす, おぇさすけそうすっ, きぇおぇさけ-
くうすっ しなとけ くっ しぇ いぇ こさっこけさなつ-
ゃぇくっ, いぇ ょぇ うきぇ ょうっすぇすぇ せしこっ-
てっく さっいせかすぇす. 
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ, きっしけ きけあっ 
ょぇ しっ はょっ, おけかおけすけ くぇ つけゃっお きせ 
しっ うしおぇ. 〈け くけしう 0 すけつおう, ぇおけ っ 
ゃぇさっくけ. ╀さけはす うき しっ せゃっかうつぇ-
ゃぇ, おけゅぇすけ きっしけすけ っ こさうゅけすゃっ-
くけ こけ ょさせゅ くぇつうく うかう おけゅぇすけ っ 
ゅぇさくうさぇくけ しなし しけしけゃっ. 
[うぉぇ しなとけ きけあっ ょぇ しっ はょっ 
こけつすう ぉっい けゅさぇくうつっくうは, くけ くっ 
う ぇおけ っ こなさあっくぇ. 
‶さう いっかっくつせちうすっ う こかけょけゃっ-
すっ しうすせぇちうはすぇ っ こけ-しかけあくぇ, くけ 
さぇいさってうきぇ – こさけしすけ しなぉうさぇえ-
すっ すけつおうすっ. 

╁うょ たさぇくぇ / ╉けかうつっしすゃけ 
/ 〈けつおう

]せこう
╀せかぬけく けす きっしけ/1 こけさちうは/0
╆っかっくつせおけゃぇ しせこぇ/1 こけさちうは/12
【おっきぉっ つけさぉぇ/1 こけさちうは/10
╁ぇさうゃぇ
╀けぉ/100 ゅさ/52
╊っとぇ/100 ゅさ/48
╂さぇた/100 ゅさ/45
¨さうい はたくうは/100 ゅさ/20
]こぇくぇお/1 こけさちうは/6
╆っかっく ぉけぉ/1 こけさちうは/7

╀ぇきは/1 こけさちうは/10
╋っしけ
(ぇゅくっておけ-てうかっておけ, しゃうくしおけ)
╋けいなお/100 ゅさ/12
【せくおぇ/100 ゅさ/1
╋っしけ しなし しけし ╀ってぇきっか/100 ゅさ/6
╃のくっさ おっぉぇこ/200 ゅさ/0
‶なさあけかぇ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/0
【うてつっ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/0
╉のそすっ くぇ しおぇさぇ /200 ゅさ/1
╀なぉさっお くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/1
]なさちっ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/1
╄いうお/100 ゅさ/1
‶ぇしすなさきぇ/100 ゅさ/1
╊せおぇくおぇ/100 ゅさ/1
』っさっく ょさけぉ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/3
╋っしけ けす こうかっ/100 ゅさ/0
‶うかっ ゃぇさっくけ/100 ゅさ/0
‶うかっ くぇ そせさくぇ/100 ゅさ/0
╉さっくゃうさてう/100 ゅさ/1
]ぇかぇき/100 ゅさ/1
〈っかっておけ きっしけ
【うてつっ くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
╀うそすっお くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
╀けく そうかっ くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
‶なさあけかぇ くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
╉のそすっ くぇ しおぇさぇ /100 ゅさ/0
]なさちっ くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
╀なぉさっちう くぇ しおぇさぇ/100ゅさ/0
』っさっく ょさけぉ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/1
』っさっく ょさけぉ こなさあっく/200 ゅさ/6
[うぉぇ
[うぉぇ ╉ぇかおぇく – こなさあっく/250 ゅさ/12
╉っそぇか – こなさあっく/250 ゅさ/12
》ぇきしうは – こなさあっくぇ/250 ゅさ/12
【ぇさぇく – こなさあっく/250 ゅさ /10
]おぇさうょう ゃぇさっくう/6 ぉさ./0
╋うょう ゃぇさっくう/8 ぉさ./10
ぅえちぇ
╁ぇさっくけ はえちっ/1 ぉさ./0
¨きかっす/2 はえちぇ/1
¨きかっす しなし いっかっくつせちう/2 はえちぇ/5
¨きかっす し おぇさすけそう/2 はえちぇ/22
╋かっつくう こさけょせおすう
╇いゃぇさぇ/100 ゅさ/3
]きっすぇくぇ/100 ゅさ/10
╋ぇしかけ/20 ゅさ/1
╋ぇさゅぇさうく/0
‶さはしくけ きかはおけ/1 つぇっくぇ つぇてぇ/6
┿えさぇく/1 つぇっくぇ つぇてぇ/5
╉うしっかけ きかはおけ/250 ゅさ/12
]うさっくっ/100 ゅさ/1
╉ぇておぇゃぇか/100 ゅさ/1
〈っしすっくう ういょっかうは
╋ぇおぇさけくう/50 ゅさ/18
╀ぇくうちぇ/55 ゅさ/33
‶うかぇそ/50 ゅさ/10
╂っゃさっお/1ぉさ./25
╀はか たかはぉ/100 ゅさ/48
』っさっく たかはぉ/100 ゅさ/40
╆っかっくつせちう
╃けきぇす/1 ぉさ./4
〈うおゃうつおぇ/1 ぉさ./4
』せておぇ/1 ぉさ./0
╉ぇさそうけか/100 ゅさ/6

『っかうくぇ/100 ゅさ/6
╆っかっく かせお/1 しすさなおつっ/1
╋ぇゅょぇくけい/10 ゅさ/2
[っこうつおう/4-5 ぉさ./2
╆っかっくぇ つせておぇ/1 ぉさ./3
╉さぇしすぇゃうちぇ/1 ぉさ./4
╋けさおけゃ/1 ぉさ./4
╋ぇさせかは/1 ぉさ./4
』っさゃっく かせお - いさはか/1 ぉさ./10
╋ぇしかうくぇ いっかっくぇ /5 ぉさ./1
]ぇかぇすう う ょさ.
╆っかっ (しぇかぇすぇ)/1 こけさちうは/7
[せしおぇ しぇかぇすぇ/100 ゅさ/8
〈せさてうは/100 ゅさ/6
╋ぇえけくっいぇ/1 し.か. /1
╉っすつせこ/1 し.か./4
¨ちっす/1 し.か./1
╉ぇさすけそう 』うこし/100 ゅさ/10
‶のさっ けす おぇさすけそう/100 ゅさ/30
]ぇくょゃうつ/50 ゅさ/25
╋ぇしかぇ
』うしすけ きぇしかけ/50 ゅさ/0
╆ったすうく/50 きか/0
]かなくつけゅかっょけゃけ けかうけ/50 きか/0
╋ぇさゅぇさうく/50 ゅさ/0
]かぇょおうてう
╀うしおゃうすう/1ぉさ./4
【けおけかぇょけゃぇ すけさすぇ/1 こぇさつっ/65
╉っおし/1 こぇさつっ/30
╀ぇおかぇゃぇ う こけょけぉくう/1 こぇさつっ/105
╋ぇかっぉう - おさっき/1 こけさちうは/30
]かぇょけかっょ/1 ぉさ/20
』うしす てけおけかぇょ/100 ゅさ/24
╋かっつっく てけおけかぇょ/100 ゅさ/55
╀せつおぇ いぇたぇさ/1 ぉさ./12
]かぇょおけ/1 し.か./14
╋っょ/1 し.か./16
‶かけょけゃっ
╉ぇえしうは/1 ぉさ./5
‶さぇしおけゃぇ/1 ぉさ./12
ぅぉなかおぇ/1 ぉさ./16
╉させてぇ/1 ぉさ./18
╋ぇくょぇさうくぇ/1 ぉさ./9
‶けさすけおぇか/1 ぉさ./17
╀ぇくぇく/1 ぉさ./22
╂さけいょっ/100.ゅさ/9
╃うくは/100.ゅさ/4
‶なこって/100.ゅさ/4
╃あぇくおう/100.ゅさ/6
ぅゅけょう/100ゅさ/8
』っさってう /100.ゅさ/8
╊うきけく/1 ぉさ./4
′ぇこうすおう
╋うくっさぇかくぇ ゃけょぇ/0

』ぇえ, おぇそっ ぉっい いぇたぇさ/0
]けお (はぉなかおけゃ, ょけきぇすっく, ゅさけい-
ょけゃ)/250 きか/10
]けお かうきけくけゃ/250 きか/30
╉けきこけす/250 きか/30
╋かはおけ し おぇおぇけ/250 きか/41
]けお けす こけさすけおぇか/250 きか/28
]けお けす きぇくょぇさうくぇ/250 きか/24
]けお けす ゅさっえこそさせす/250 きか/42
]けお けす はぉなかおぇ/250 きか/32
]けお けす おぇえしうは/250 きか/34
』ぇえ し 1 ぉせつおぇ いぇたぇさ/1 つぇっくぇ 
つぇてぇ/12
]けょぇ/0
┿かおけたけか
]せたけ つっさゃっくけ ゃうくけ/200 きか/2
╃っしっさすくけ つっさゃっくけ ゃうくけ/200 
きか/10
╁けょおぇ/100 きか/0
╃あうく/100 きか/0
〉うしおう/100 きか/0
╀うさぇ/250 きか/12
ぅょおう
╊ってくうお/50 ゅさ/13
《なしすなお/50 ゅさ/12
╀ぇょっきう/50ゅさ/12
¨さったう/50 ゅさ/10
╊っぉかっぉうは/50 ゅさ/16
‶せおぇくおう/50 ゅさ/10
]せたう しきけおうくう/1ぉさ./6
]せたけ ゅさけいょっ/50 ゅさ/38

‶さうきっさくけ きっくの いぇ 1 ょっく:

1. ╆ぇおせしおぇ:
]うさっくっ/50 ゅ/1
╉ぇそっ うかう つぇえ ぉっい いぇたぇさ/0
¨きかっす けす 2 はえちぇ/1

2. ¨ぉっょ: 
〈っかっておう ぉせかぬけく 250 きか/0
╁ぇさっくけ こうかっておけ きっしけ/200 ゅさ/0 
╂なぉう しなし いっかっくつせちう/100 ゅさ/1-5
]ぇかぇすぇ けす いっかっくつせちう/100 ゅさ/6
]うさっくっ/50 ゅさ/1
]せたぇさ/1 ぉさ/8 
』ぇえ ぉっい いぇたぇさ/0

3. ╁っつっさは:
』ぇてぇ しせたけ ゃうくけ/250 きか/1
╀うそすっお/100ゅ/1
]ぇかぇすぇ けす いっかっくつせちう/6
]せたぇさ/1 ぉさ./8

ぢëñÑó で¿ñÑ

на стр.2

400 たうかはょう かっゃぇ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす ういゃぇょっ-

くう けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす, 
しかっょ おぇすけ しすぇくぇ けおけくつぇ-

すっかくけ はしくけ, つっ さぇいたけょう 
くぇ すぇおぇゃぇ しすけえくけしす ゃっつっ 
くぇこさぇゃっくう けす ¨ぉとうくぇすぇ, 
くっ しっ こさういくぇゃぇす けす せこ-

さぇゃかはゃぇとうは けさゅぇく おぇすけ 
さぇいたけょう こけ けこさっょっかっくう-

すっ ょっえくけしすう けす こなさゃうは 
っすぇこ くぇ ╇くすっさゅさうさぇくうは 
ゃけょっく こさけっおす, し おけえすけ しe 
ういゃなさてう おぇくぇかういぇちうはすぇ 
こけょ ゅぇさぇすぇ. 〈けゃぇ しなけぉ-

とう くぇ こさっしおけくそっさっくちうは 
おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╇いはしくはゃぇくっ くぇ しすぇすせすぇ くぇ 
こさけっおすぇ っ っょくぇ けす こなさゃうすっ 
いぇょぇつう, おけうすけ ]すけはくけゃぇ っ 
せしこはかぇ ょぇ しゃなさてう いぇ こなさ-

ゃうすっ ょくう くぇ きぇくょぇすぇ しう.
  

‶さけっおすなす ぉっ くぇ しすけえくけしす 
けぉとけ 6 きかく. 128 たうか. 

896 かゃ. ぉっいゃないきっいょくぇ そう-
くぇくしけゃぇ こけきけと, おけはすけ ╄] 
う ょなさあぇゃくうはす ぉのょあっす くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは けすこせし-
くぇたぇ いぇ おぇくぇかういぇちうはすぇ こけょ 
ゅぇさぇすぇ, こけ こさけっおす くぇ ¨こっ-
さぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „¨おけかくぇ 
しさっょぇ”. 
‶さっょう きっしっち, こけ ゃさっきっ くぇ 

こさっょういぉけさくぇすぇ おぇきこぇくうは, 
しおぇくょぇかなす ゅさなきくぇ すうたけきなか-
おけき, いぇとけすけ ゃ こせぉかうつくけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ ういすっつっ うくそけさ-
きぇちうは, つっ 400 たうかはょう かっゃぇ 
くっ しっ こさういくぇゃぇす, くけ すけゅぇゃぇ 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ こけ-
すゃなさょうたぇ すぇいう うくそぇさきぇちうは, 
きぇおぇさ くぇて さっこけさすっさ かうつくけ 
ょぇ ゃうょは ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
ょぇ ゃかういぇ さぇいはさっく ゃ しゅさぇょぇ-
すぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, ぉっい ょぇ うきぇ 

′ぇえ-ゃっさけはすくけ けす こなさゃう 
ょっおっきゃさう  ゃ けぉとうくぇ ╉ぇ-

いぇくかなお ゃかういぇす そうくぇくしけゃう 
さっゃういけさう けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ そうくぇくしうすっ. 〈っ とっ こさぇゃはす 
こなかくぇ さっゃういうは くぇ こさっょたけょくうは 
きぇくょぇす し ちっか ょぇ しすぇくっ はしくけ 
いぇとけ くっ しぇ ぉうかう ういゃなさてっくう  
けぉっとぇくうすっ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
ょっえくけしすう. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ  くぇ 
こなさゃぇすぇ こさっしおけくそっさっくちうは くぇ 
くけゃけういぉさぇくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
おきっすうちぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶なかくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ さっゃういうは 

くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ こさっょたけょくうは 
きぇくょぇす ぉっ っょくけ けす こさっょういぉけさ-
くうすっ けぉっとぇくうは くぇ ]すけはくけゃぇ ゃ 
たけょぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ.  
〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ ゃ  きけきっく-

すぇ,  ゃ おけえすけ けす こけかうちうはすぇ ぉっ 
しなけぉとっくけ, つっ しさっとせ ゅかぇゃくうは 
そうくぇくしうしす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお っ けぉさぇいせゃぇくけ ょけしなょっぉくけ 
こさけういゃけょしすゃけ いぇ こさうしゃけはゃぇくっ 
くぇ 16 000 かっゃぇ. ]こけさっょ しなぉさぇ-
くぇすぇ けす さぇいしかっょゃぇとうすっ  ょけ きけ-
きっくすぇ うくそけさきぇちうは, ╃うきうすなさ 
╃うきうすさけゃ っ けすおかけくうか しさっょ-
しすゃぇ, こさっょくぇいくぇつっくう いぇ しこけさす-
くう ょっえくけしすう ゃ ¨ぉとうくぇすぇ.

すけゃぇ こさぇゃけ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう 
くぇ おぇくょうょぇす いぇ おきっす. ╋っあ-
ょせゃさっきくくけ しっ さぇいぉさぇ, つっ けす 
¨ぉとうくぇすぇ しぇ こさっょこさうっかう 
ょっえしすゃうは こけ こさけきはくぇ くぇ さっ-
てっくうっすけ くぇ ╋¨]╁ し ちっか さぇい-
たけょうすっ ょぇ ぉなょぇす こさういくぇすう.  
′ぇ しさっとぇ くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ すぇいう しさはょぇ ゃ きうくうしすっさ-
しすゃけすけ しすぇゃぇ けおけくつぇすっかくけ 
はしくけ, つっ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ 
くぇこさぇゃうかぇ さぇいたけょう いぇ ょっえ-
くけしすう, おけうすけ くっ しぇ けこうしぇくう 
こけ こさけっおすぇ, う, しかっょけゃぇすっかくけ, 
くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ういこかぇすっくう 
けす ぉっいゃないきっいょくぇすぇ こけきけと. 
╃け 9-すう はくせぇさう くぇ しかっょゃぇ-
とぇすぇ ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお すさはぉゃぇ ょぇ こさっゃっょっ こぇさう-
すっ, くけ しさっょしすゃぇ いぇ すけゃぇ  くっ 
しぇ いぇょっかっくう, ゃなこさっおう くぇし-
すけはゃぇくっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
╃うさっおちうは „╋っあょせくぇさけょくう 
こさけゅさぇきう う うくゃっしすうちうう” 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, しなけぉとう けとっ 
おきっすなす ]すけはくけゃぇ. „]ぇくおちうは-
すぇ っ ぇぉしけかのすくけ けぉけしくけゃぇくぇ”, 
おけきっくすうさぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ 
ういつっすっ こさっょ あせさくぇかうしすうすっ 
ょっえくけしすうすっ, おけうすけ しぇ ぉうかう 
ういゃなさてっくう, くけ くっ しぇ つぇしす けす 
こさけっおすぇ. ]さっょ すはた っ ぇしそぇか-
すうさぇくっすけ くぇ せかうちぇ „╉けいかけ-
ょせえ”, いぇ おけっすけ っ ぉうかけ こさっょ-
ゃうょっくけ こぇゃうさぇくっ, ゃきっしすけ 
くけゃぇ ぇしそぇかすけゃぇ くぇしすうかおぇ, 
おけはすけ ̈ ぉとうくぇすぇ っ こけかけあうかぇ. 
4 きかく. 418 たうか. 039 かゃ. しぇ 

さっぇかくけ ういこかぇすっくうすっ しさっょ-
しすゃぇ けす ╄] う ょなさあぇゃぇすぇ こけ 
こさけっおすぇ こさっい 2010 ゅけょうくぇ, 
けす すはた けす ╄] – 3 きかく. 534 
たうか. 431 かゃ. う けす ょなさあぇゃくうは 
ぉのょあっす - 883 たうか. 608 かゃ. 
¨ぉとぇすぇ しすけえくけしす くぇ ╇くすっゅ-

さうさぇくうは ゃけょっく こさけっおす し ぉっ-
くっそうちうっくす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお っ 6 きかく. 422 たうか. 400 
かゃ., けす おけうすけ 6 きかく. 128 たうか. 
896 かゃ. しぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そう-
くぇくしけゃぇ こけきけと  - 4 きかく. 903 
たうか. かゃ. けす ╄] う  1 きかく. 225 
たうか. 779 かゃ., けしすぇくぇかうすっ 293 
504 かゃ. しぇ けぉとうくしおけ しなそう-
くぇくしうさぇくっ.   
‶さけっおすなす こけ ¨こっさぇすうゃくぇ 

こさけゅさぇきぇ „¨おけかくぇ しさっょぇ” 
ぉっ しこっつっかっく けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお う しっ そうくぇくしうさぇ けす 
╉けたっいうけくくうは そけくょ くぇ ╄ゃ-
さけこっえしおうは しなのい う ょなさあぇゃ-
くうは ぉのょあっす う しっ さっぇかういうさぇ 
こけ ょけゅけゃけさ いぇ ぉっいゃないきっいょ-
くぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと けす 16 
ぇこさうか 2009-すぇ ゅけょうくぇ. 〈けえ 
ゃおかのつゃぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ おぇ-
くぇかういぇちうけくくぇ きさっあぇ, さっ-
おけくしすさせおちうは くぇ ゃけょけこさけ-
ゃけょくぇすぇ う こなすくぇ きさっあぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは おゃぇさすぇか „》さうし-
すけ ╀けすっゃ”, こけ-ういゃっしすっく おぇすけ 
おゃぇさすぇかぇ „‶けょ ゅぇさぇすぇ”.
╇いこなかくうすっか くぇ こさけっおすぇ こけ 

しすさけうすっかくうすっ ょっえくけしすう っ 
„╉さぇき おけきこかっおし ╂させこ” ╄┿╃ – 
]けそうは しなゅかぇしくけ ょけゅけゃけさ けす 
21-う けおすけきゃさう 2009 ゅけょうくぇ. 
‶なさゃぇすぇ おけこおぇ くぇ ょっえくけしすう-
すっ こけ しすさけうすっかしすゃけすけ ぉっ くぇ 
14-すう ぇこさうか きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ.
‶さけっおすなす ぉっ けそうちうぇかくけ けす-

おさうす くぇ 11-すう きぇえ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ けぉ-
かぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ せこさぇゃかは-
ゃぇとうは けさゅぇく う ょさせゅう けそうちう-
ぇかくう かうちぇ.

╄ょくう ょさせゅう ゃさっきっくぇ, おけゅぇすけ しっ さっあってっ かっくすぇすぇ

╉ぇおゃぇ とっ っ しなょぉぇすぇ くぇ そう-
くぇくしうしすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, ]すけはくけゃぇ くっ しっ くぇっ ょぇ 
こさけゅくけいうさぇ, すなえ おぇすけ すけえ っ 
ょなさあぇゃっく しかせあうすっか う すは  くっ 
きけあっ ょぇ こさっょこさうっきっ くうとけ, 
ょけおぇすけ こけ ゃなこさけしぇ くっ しっ こさけ-
ういくっしっ こさけおせさぇすせさぇすぇ. ‶ぇお 
けすすぇき すさはぉゃぇ ょぇ こさっちっくはす 
う ょぇかう しかっょゃぇ ╃うきうすさけゃ ょぇ  
ぉなょっ けすしすさぇくっく けす さぇぉけすぇ,  
ょけおぇすけ すっつっ さぇいしかっょゃぇくっすけ 
しさっとせ くっゅけ うかう くっ. 
[ぇいさぇぉけすおぇすぇ しさっとせ ゅかぇゃ-

くうは そうくぇくしうしす くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお っ こけ しすぇさぇ あぇかぉぇ ゃ 
こさけおせさぇすせさぇすぇ, ゃないけぉくけゃっくぇ  
こさっょう ょくう.
‶さっょ あせさくぇかうしすう おきっすなす 

くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ しなけぉとう しなとけ, つっ ょけ おさぇは 
くぇ ゅけょうくぇすぇ とっ ぉなょぇす けしゃけ-
ぉけょっくう ゃしうつおうすっ 15 けぉとうく-
しおう しかせあうすっかう, さぇぉけすうかう  こけ 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ おなき ぇょきうくう-
しすさぇちうはすぇ, 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 う こさうょけぉうかう 
こさぇゃけ くぇ こっくしうは.

〈させょくう ょくう つぇおぇす おきっすぇ ╂. ]すけはくけゃぇ



2 18 ноември 2011 г. ごÖöñëç0ぢí½ñö

[╅]╅ぃ〉¨[《╇ – ぁ《╇╊[ぇ【 ¨ ╅╇【《〈╅【ぇ【

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

╇ 〈《]-《╇╊【╊ ]ょ╆《╇ 〉っ〈╅
〉か すそきかす おあ ちあくねけてあすか せあ てそうあ せみさそこ おあ せけ おあうあ, てうひちおけ かおけせ そて せあこ-あうあせえあちおせけてか いひしえあちつさけ たけつあてかしけ [あしけせ 【かちくけこつさけ.』ひおいあてあ たあくかしあ けくそいちかてあてかしみ-たそかて くあ うかしけさけ おかしあ
とí¿óÖ どñë£óúï¡ó:

¨すゃなょ こさけいぇすぇ っ う こけっす, 
う  しちっくぇさうしす. ╇いょぇか っ 

つっすうさう しぉけさくうおぇ し さぇいおぇ
いう う ょゃっ しすうたけしぉうさおう, ょゃぇ 
さけきぇくぇ, せつぇしすゃぇ ゃ くはおけか
おけ けぉとう こさけっおすぇ くぇ かうすっ
さぇすせさくうは おかせぉ “╊うすっさぇすせ
さぇ ╃うおすぇすせさぇ”.
]さっょ いぇゅかぇゃうはすぇ くぇ おくう

ゅうすっ きせ しぇ „13 こぇさつっすぇ けす 
しつせこっくけすけ ゃさっきっ“, “]せ
さけゃう きうしかう しなし しすさぇくっく 
しけし”, さけきぇくなす “┿かおけたけか”, 
くぇこうしぇく ゃ しなぇゃすけさしすゃけ し 
╃うぇくぇ ╃さぇゅけっゃぇ. ‶さっょう 
きっしっち 〈っさいうえしおう いぇしかせ
あう ╂けょうてくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
╄ゃさけこっえしおうは しなのい いぇ かう
すっさぇすせさぇ し おさぇすおうは さぇいおぇい 
“╇きぇ かう おけえ ょぇ ゃう けぉうつぇ”. 
╁ おけくおせさしぇ せつぇしすゃぇたぇ ぇゃ
すけさう けす 36 ょなさあぇゃう. ′ぇ 28 
くけっきゃさう こけぉっょうすっかはす けす 
すぇいゅけょうてくうは おけくおせさし とっ 
こけしっすう ╀さのおしっか, おなょっすけ 
とっ しっ しさっとくっ し かうつくけしすう 
けす ぇさすうしすうつくうは う こけかうすう
つっしおうは っかうす.

- ╆ぇとけ くはきぇ おけえ ょぇ くう 
けぉうつぇ? 
- ╁しなとくけしす, うきぇ. ┿おけ こけすなさ

しう つけゃっお, ゃうくぇゅう うきぇ おけえ ょぇ 
ゅけ けぉうつぇ う すけゃぇ ゃしなとくけしす っ 
ゃなこさけしなす, おけえすけ しう いぇょぇゃぇた 
ょけしすぇ ゃさっきっ. ╄ょうく きけあっ ぉう 
うくそぇくすうかっく ゃなこさけし, おけえすけ しう 
いぇょぇゃぇた きけあっ ぉう こけゃっつっ けす 
10 ゅけょうくう. ╇ けすすぇき きう けしすぇくぇ 
おぇさうっさぇすぇ くぇ こうてっと つけゃっお. 
╇ すけゅぇゃぇ しはょぇた う しう こさぇゃった 
しこうしなちう, し すけゃぇ - おけえ きっ けぉう
つぇ. ╆ぇょぇゃぇた しう すけいう ゃなこさけし 
しなゃしっき おけくおさっすくけ う しう こさぇ
ゃった しこうしなお し たけさぇすぇ, おけうすけ 
きっ けぉうつぇす. 〈けゃぇ っ くぇつうく ょぇ 
しすなこうて くぇ すゃなさょぇ こけつゃぇ. ╃ぇ 
いくぇって, つっ けすくけしうすっかくけ しう
ゅせさくうすっ くっとぇ くっ しぇ くはおなょっ, 
ぇ すせお くぇぉかういけ. ╇ ょぇ しう しうゅせ
さっく ゃ すはた. 〈けゅぇゃぇ きけあって ょぇ 
すさなゅくって くぇくはおなょっ う ょぇ こさぇ
ゃうて くっとけ. ┿い すけゃぇ ゅけ こさぇゃは 
けす きくけゅけ ゅけょうくう. ╄ょうく ゃうょ 
さぇゃくけしきっすおぇ くぇ すけゃぇ, おけっすけ 
うきぇき, う すけゃぇ, おけっすけ くはきぇき. 
〈ぇおぇ さぇいぉうさぇた くぇおなょっ きけゅぇ 
ょぇ しっ ょゃうあぇ.  ′け しかっょゃぇ う こけ-
ゃぇあくうはす ゃなこさけし: ┿ うきぇ かう いぇ 
おぇおゃけ ょぇ きっ けぉうつぇす? ╇ おけゅけ 
けぉうつぇき ぇい? 〈っいう ゃなこさけしう しぇ 
こけ-かっしくう おぇすけ つっ かう. ╆ぇとけ
すけ, おけゅぇすけ くはおけえ すっ けぉうつぇ, っ 
かっしくけ ょぇ ゅけ けぉうつぇて. ┿おけ しう 
しすさぇょぇか いぇさぇょう くはおけゅけ - すう ゅけ 
けぉうつぇて. ′け うきぇ かう いぇ おぇおゃけ 

ょぇ きっ けぉうつぇす - っ きくけゅけ ゃぇあっく, 
おけくおさっすっく う しっさうけいっく ゃなこさけし. 
』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃう 
すぇおぇ, つっ ょぇ うきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ ゅけ 
けぉうつぇす. ╋うしかは, つっ ゃしっおう うきぇ 
いぇ おぇおゃけ ょぇ ゅけ けぉうつぇす. ‶さけし
すけ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ ういゃぇょう ゃ っょうく 
きけきっくす, ょぇ ゅけ こけつうしすう う ょぇ ゅけ 
いぇくっしっ くぇ くぇえ-ゃうょくけすけ きはしすけ  
う すけ ょぇ しすぇくっ くぇえ-ゃぇあくぇすぇ 
つぇしす けす くっゅけ. ╊のぉけゃすぇ きけあっ う 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ けしないくぇすぇ. ┿い 
けぉうつぇき くはおけゅけ, いぇとけすけ すけえ っ 
すぇおなゃ, すぇおなゃ うかう すぇおなゃ. 
 
- [ぇいおぇいうすっ ╁う くっ いゃせつぇす  

かう おぇすけ ぇくぇすっきぇ おなき くぇさけ
ょぇ くう, おけえすけ くっ せきっっ ょぇ しっ 
けぉうつぇ? 
- ╁ たさうしすうはくしすゃけすけ くはきぇ 

こさけおかはすうっ, こけ-しおけさけ さぇいおぇいう
すっ きう しぇ おぇすけ ゃけこなか, つっ ぉなかゅぇ
さうすっ しぇ くぇょぇさっくう  おぇすけ たけさぇ 
し くはおぇおゃぇ けしけぉっくぇ しすさぇしす ょぇ 
しっ きさぇいはす, ょぇ しう  こさっつぇす, ょぇ 
しっ ぉせすぇす, すぇおぇ ょぇ しっ こさぇゃう, つっ 
ゃしうつおけ ょぇ しっ さぇいゃぇかう くぇ ゃしは
おぇ ちっくぇ. ╃ぇ しっ きさなくおぇ, ょぇ しっ 
くっょけゃけかしすゃぇ ゃっつくけ. 
 
- ╆ぇとけ? 
- …いぇとけすけ すけゃぇ っ くはおぇおゃぇ 

うしすけさうつっしおぇ こさっょけこさっょっ
かっくけしす. ′はおぇおゃけ ゅっくっすうつくけ 
しすさせこゃぇくっ くぇ きくけゅけ けきさぇいぇ. 
╇きぇ くっとけ きくけゅけ たぇさょ ゃ すけゃぇ, 
つっ ぉなかゅぇさうすっ しぇ ゃっつくけ くっょけ
ゃけかしすゃぇとう けす くっとけ, ゃっつくけ 
きさなくおぇとう けす くっとけ, ゃっつくけ 
すなさしっとう くっとけ. ╂かっょぇた くぇし
おけさけ っょうく けす けしくけゃくうすっ こけ
おぇいぇすっかう くぇ ぉかぇゅけょっくしすゃうっすけ 
くぇ くぇちううすっ. 〈けゃぇ っ こさけょなか
あうすっかくけしすすぇ くぇ あうゃけす. ╆ぇ 
こけしかっょくうすっ 40 ゅけょうくう, くぇ
こさうきっさ ゃ ╇くょうは, こさけょなかあう
すっかくけしすすぇ くぇ あうゃけす しっ っ こけ
おぇつうかぇ けす 43 ゅけょうくう くぇ 62 
ゅけょうくう, ぇ せ くぇし, ゃ ╀なかゅぇさうは, 
けす 70-すっ ゅけょうくう くぇ  きうくぇかうは 
ゃっお くっ しっ っ こさけきっくうかぇ ょけさう 
し ゅけょうくぇ. ′うおぇお, さぇいぉうさぇすっ 
かう? ′うっ あうゃっっき おぇすけ ゃ 70-すっ 
ゅけょうくう. 〈けっしす, くうとけ くっ しっ っ 
こさけきっくうかけ - けぉさぇいけゃぇくうっ, 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, いぇ こけしかっょ
くうすっ 4 ゅけょうくう. 〈ぇおぇ ういかういぇ. 
′け くぇすうしおなす くぇ すけすぇかうすぇさうい
きぇ くっ こけいゃけかはゃぇてっ くぇ ぉなかゅぇ
さうすっ ょぇ しっ くぇこけきこゃぇす, つっ しぇ 
いかっ. ╆ぇとけすけ, おけゅぇすけ ゅけゃけさうて, 
つっ しう いかっ, すう しすぇゃぇて いかっ. ╄すけ 
ゃう こさうきっさ し っょくぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
こけゅけゃけさおぇ: おけゅぇすけ いぇ っょくけ 
おせつっ しっ ゅけゃけさう, つっ っ ぉはしくけ, 
すけ こけぉっしくはゃぇ. ┿ ぉなかゅぇさうすっ 

くうすけ あうゃっはす こけ-いかっ, くうすけ こけ-
ょけぉさっ けす うくょうえちうすっ, くぇこさう
きっさ. ‶さけしすけ あうゃっっき ょけしすぇ 
こけ-さぇいかうつくけ. ╃けさう こさっょう しっ 
けぉうつぇたきっ こけゃっつっ. ]っゅぇ ぉなか
ゅぇさうすっ しきっ けしゃけぉけょっくう けす 
ゃなくてっく けぉとっしすゃっく くぇすうしお う 
きけゅぇす ょぇ しっ こさけはゃはゃぇす ょけしすぇ 
こけゃっつっ くっこさうっきかうゃう ゃ きう
くぇかけすけ しすさぇしすう. 》けさぇすぇ きけ
ゅぇす ょぇ しう こけいゃけかはす ょぇ ぉなょぇす 
あっしすけおう, ょぇ ぉなょぇす ゅさせぉう, ょぇ 
ぉなょぇす ぉっいきうかけしすくう っょうく おなき 
ょさせゅ, ょぇ ぉなょぇす こけょかう. ╆ぇとけ
すけ ゃしうつおう くういおう しすさぇしすう しっゅぇ  
くっ しっ こさっしかっょゃぇす こけ くうおぇおなゃ 
くぇつうく. ╁しうつおけ すけゃぇ いぇきなさしは
ゃぇ ゃないょせたぇ. 》けさぇすぇ あうゃっはす 
ゃ っょくぇ ぇくすうたせきぇくくぇ しさっょぇ. 
‶さう すけゃぇ すは くっ っ ぉなかゃぇくぇ けす 
くっとけ, ぇ けす くぇし, たけさぇすぇ. ╁しっおう 
つけゃっお ぉなかゃぇ きさなしけすうう, ゅくうか 
ゃないょせた. ╁おかのつうすっかくけ う ぇい し 
すっいう しう けこさっょっかっくうは, ゅけゃけ
さっえおう かけてけ いぇ たけさぇすぇ. ╀なか
ゅぇさうすっ しきっ せきくう たけさぇ, ょけぉさう, 
さぇぉけすはす ょけぉさっ, こけゃっつっすけ くう 
くっとぇ しぇ ょけぉさっ. ]すうゅぇ ゃしっおう 
しぇき ょぇ しう くぇかけあう こけゃっつっ ょぇ 
さぇぉけすう, こけゃっつっ ょぇ きうしかう, こけ-
きぇかおけ ょぇ  ゅけゃけさう おけかおけ っ いかっ. 
 
 - ┿おけ しう こさぇゃうき しこうしなちう 

し たけさぇすぇ, ╉ぇえけ, おけうすけ くう 
けぉうつぇす, すけゃぇ とっ こさけきっくう 
かう くぇつうくぇ くう くぇ きうしかっくっ, 
くぇ ゃないこさうっきぇくっ くぇ しゃっすぇ? 

- 】っ こさけきっくう. ‶なさゃけ, いぇとけ
すけ すけゃぇ っ ゃさなとぇくっ おなき ぉぇいぇ
すぇ. ╄ょくけ けす くぇてうすっ しうゅせさくう, 
しすぇぉうかくう くっとぇ っ ゃしっおう つけ
ゃっお, ゃしっおう ょっく ょぇ しっ ゃさなとぇ 
おなき ぉぇいぇすぇ しう, おなき っょくぇ けし
くけゃぇ ゃ しっぉっ しう, おなき けしくけゃくう
すっ しう くっとぇ. ╃け ょなくけすけ しう. ╃ぇ 
しう おぇあっ „しっゅぇ しなき あうゃ”.  ‶け
しかっ „うきぇき すけゃぇ”, こけしかっ „けくけ
ゃぇ”, こけしかっ すさっすけすけ. ]かっょ  すけゃぇ 
うきぇき おけえ ょぇ きっ けぉうつぇ, うきぇき 
ょっすっ, うきぇき  ぉぇとぇ, おけえすけ っ ぉけ
かっく, くけ  っ あうゃ  う す. く.   〈けっしす, 
ょぇ しう くぇこさぇゃうき さぇゃくけしきっすおぇ 
おぇおゃけ うきぇきっ う つっ すけ っ きくけゅけ, 
きくけゅけ, きくけゅけ. ┿ くっ っ くうとけ, 
おぇおすけ しう きうしかうき.  ╁しうつおけ っ 
ゃなこさけし くぇ こけゅかっょ. ╁しっおう っ 
くっとぇしすっく, ぇおけ うしおぇ こけゃっつっ, ぇ 
うきぇ こけ-きぇかおけ. 
 
- ╉ぇお けちっかはゃぇす 40-ゅけ

ょうてくうすっ ぉっい かのぉけゃ ゃ ╀なか
ゅぇさうは? 
- ╀っい かのぉけゃ こけ こさうくちうこ っ 

しおせつくけ, すなあくけ う くはきぇ ょゃう
ゅぇすっか ゃ あうゃけすぇ. ′け かのぉけゃすぇ, 

おぇおすけ ぉはた う こうしぇか, くっ うしおぇき 
ょぇ っ くっけしないくぇすけ う しすうたうえくけ 
つせゃしすゃけ. 』けゃっお っ ゃっかうお し すけゃぇ, 
つっ おせかすうゃうさぇ う さぇしすっくうはすぇ, 
う ゃしうつおけ けおけかけ しっぉっ しう. 〈けえ 
おせかすうゃうさぇ う つせゃしすゃぇすぇ しう. 
〈けえ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう すぇおぇ, つっ 
ょぇ しっ いぇさっょう し かのぉけゃ, し とぇし
すうっ,  すけえ っ ょかなあっく ょぇ くぇこさぇ
ゃう すけゃぇ. ′っ きけあっ ょぇ けつぇおゃぇ 
こさうきっさくけ  ょぇ しっ こさっこうすぇゃぇ 
けす ょうゃけさぇしすはとう さぇしすっくうは. 
》ゃぇとぇきっ きけすうおぇすぇ う  おけこぇきっ, 
おぇつゃぇきっ しっ ゃ おけきぉぇえくう う すぇおぇ 
くぇすぇすなお.  ╁しうつおけ しすぇゃぇ こけ-たせ
ぉぇゃけ, ぇおけ しっ ゅさうあうき いぇ くっゅけ う 
ゅけ おせかすうゃうさぇきっ. ′っ きけあっき ょぇ 
さぇいつうすぇきっ くぇ すけゃぇ くはおけえ ょぇ 
くう ょぇゃぇ. ╁ ╋¨╊-けゃっすっ かのぉけゃ 
くはきぇ. ′はきぇ おぇお ょぇ しっ おせこはす 
くっとぇ うかう すっ ょぇ しう ょけえょぇす けす 
ゃないょせたぇ. 』けゃっお しぇき しないょぇゃぇ 
うかう さっおせかすうゃうさぇ しっぉっ しう. 
 
- ╀うかう しすっ こしうたうぇすなさ, さぇ

ぉけすうかう しすっ ゃ かせょくうちぇ. ╉けえ 
しゃはす っ こけ-くけさきぇかっく: すけいう 
すせお うかう けくいう すぇき?
- ╁しっおう しゃはす っ くけさきぇかっく. 

╁しなとくけしす, くうっ くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
すなさしうき くはおけう くっとぇ „せ しゃっすぇ”. 
┿おけ すぇおぇ ゅう すなさしうき, う けくいう 
しゃはす とっ くう しっ しすさせゃぇ せあぇしは
ゃぇとけ すなあっく, しきぇいゃぇと う すけ っ 
しなとけすけ. ╁なゃ ゃしっおう しゃはす, けぉぇ
つっ, うきぇ う こさっおさぇしくう くっとぇ,  
う こけっいうは, う しきうしなか, う かの
ぉけゃ. ╉けはすけ しなき ゃうあょぇか くっ. ╇ 
すは  くっ っ こけ-きぇかおけ ゃ しゃっすぇ くぇ 
かせょうすっ, けすおけかおけすけ ゃ すけいう くぇ 
„くけさきぇかくうすっ” たけさぇ.  ╃けさう こけ
くはおけゅぇ かのぉけゃすぇ ゃ かせょくうちぇすぇ 
っ こけ-くっゃうくくぇ う こけ-つうしすぇ. 
 
- ╉ぇお しっ くぇさうつぇ すけゃぇ しなし

すけはくうっ, ゃ おけっすけ しっゅぇ あう
ゃっっき: つうしすけ おかうくうつくけ? 
╇きぇきっ かう くはおぇおゃぇ ょうぇ
ゅくけいぇ, こしうたうつっしおぇ おぇすけ 
けぉとっしすゃけ?
- ′うっ ゃしっ けとっ しう ゃかぇつうき すけ

ゃぇさうすっ けす すけすぇかうすぇさういきぇ - う 
おぇすけ ちっくくけしすう, う おぇすけ くけさきう, 
う おぇすけ けすくけてっくうっ おなき しゃっすぇ.  
′っ ゅけゃけさは しぇきけ いぇ おけきせくうしすう
つっしおうは すけすぇかうすぇさういなき. 『はかけ
すけ つけゃっつっしすゃけ ういあうゃはゃぇ しゃけは 
すけすぇかうすぇさういなき, しゃけは あうゃけす ゃ 
しぇょうしすうつくうすっ けぉとっしすゃぇ. ′うっ, 
ぉなかゅぇさうすっ, おぇすけ けぉとっしすゃけ くぇ
うしすうくぇ ゃしっ けとっ あうゃっっき すぇおぇ: 
ぇおすうゃくけ-こぇしうゃくう, くぇこかぇてっ
くう, けいかけぉっくう - たけさぇ, くぇしおけさけ 
ういかっいかう けす ]すせょっくぇすぇ ゃけえくぇ. 
╉けかおけすけ ょけ しっゅぇてくけすけ くう けぉ
とっしすゃけ, すけ くぇうしすうくぇ しきっ し 

ょうぇゅくけいぇ -  ゃしっ っょくけ  しきっ ゃ 
けすぉさっきっくうすっかくぇ ょっこさっしうは. 
╇きぇ すぇおなゃ すっさきうく: おけゅぇすけ 
くはおけえ ょなかゅけ ゃさっきっ っ ゅかっょぇか 
くはおけえ ぉけかっく ぉかういなお う すけえ っ 
こけつうくぇか. 』けゃっおなす, ゃっつっ けしゃけ
ぉけょっく けす ゅさうあうすっ, ぉさっきっすけ , 
しすさぇたぇ しう  ういこぇょぇ ゃ ょっこさっしうは, 
いぇとけすけ ゃっつっ くはきぇ  きけぉうかういぇ
ちうは. ′うっ しきっ あうゃっかう ゃ ]すせょっ
くぇ  ゃけえくぇ, せあぇし, きさぇお, しっゅぇ しっ 
さぇいたけあょぇきっ こけ ╋¨╊-けゃっすっ う 
しきっ せあぇしくけ くっとぇしすくう, いぇとけ
すけ くはきぇ すけいう せあぇしっく くぇすうしお う 
すけゃぇ くぇこさっあっくうっ,  おけっすけ くう 
しきぇいゃぇ. ′け くうっ しきっ くっとぇしすくう. 
〈けゃぇ っ しすさぇたなす くぇ すっいう たけさぇ, 
しきぇいぇくう けす しゃけぉけょぇすぇ しう う  けす 
しすさぇたぇ ょぇ せこさぇゃかはゃぇす あうゃけすぇ 
しう しぇきう.   
 
- ╉ぇお しっ ういかういぇ けす すけゃぇ 

しなしすけはくうっ? 
-  ╉ぇすけ かっおぇさ しなき ゅけ かっおせ

ゃぇか し ぇくすうょっこさっしぇくすう. ╉けゅぇすけ 
っょうく つけゃっお いぇあうゃっっ あうゃけすぇ 
しう けすくけゃけ, ゃしうつおけ ゅけ ぉけかう. 
╆ぇとけすけ しっゅぇ しっ ういこさぇゃは けす くけ
しっくうは すけゃぇさ う ゃしうつおけ ゅけ ぉけかう. 
′け きぇかおけ こけ きぇかおけ とっ いぇこけ
つくっ ょぇ せしっとぇ しけぉしすゃっくぇすぇ しう 
すっあっしす - ょぇ あうゃっって しゃけは あう
ゃけす. ╃ぇ ゃなさてう しけぉしすゃっくうすっ しう 
ょっかぇ う ゃしうつおけ とっ しっ くぇきっしすう. 
′ぇえ-ゃぇあくけすけ, けぉぇつっ, ゃ すけいう 
こさけちっし っ つけゃっお ょぇ けしないくぇゃぇ 
おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ し くっゅけ. 』っ っ 
くけしうか すけゃぇさ くぇ くっしゃけぉけょぇ, ぇ 
しっゅぇ しゃけぉけょぇすぇ きせ っ ょけてかぇ ゃ 
こけゃっつっ. 
 
- …ゃ すけゃぇ ょぇ けすおさうって 

おけえ ょぇ すっ けぉうつぇ きけあっ かう 
ょぇ しかせあう おぇすけ ぇくすうょっこさっ
しぇくす… いぇ けぉとっしすゃっくぇ すっ
さぇこうは? 
- [ぇいぉうさぇ しっ.  』けゃっお ょぇ くぇ

きっさう しゃけうすっ ちっくくう くっとぇ う ょぇ 
しう  ゅう こけょさっょう う けしきうしかう っ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ  くっとけ いぇ ゃしっおう.  
〈けゃぇ っ う かっつっくうっすけ くう   おぇすけ 
けぉとっしすゃけ: つけゃっお ょぇ しなぉっさっ  
しゃけうすっ ちっくくけしすう  う けすすぇき  くぇ
すぇすなお けしすぇゃぇ ょぇ うき しっ さぇょゃぇ, 
おけかおけすけ きけあっ. 
 
- …おぇすけ すぇぉっかぇ こさっょ あ.こ. 

こさっかっい: „¨ゅかっょぇえ しっ, けし
かせてぇえ しっ う, ぇおけ くっ うょゃぇ 
ゃかぇお, こさっきうくう!”. ′っとけ すぇ
おけゃぇ? 
-  ′っとけ すぇおけゃぇ. ╁うあょぇて おけっ 

っ たせぉぇゃけすけ ゃ あうゃけすぇ すう う いぇ
こけつゃぇて ょぇ ゅけ ちっくうて う けぉうつぇて 
くぇえ-きくけゅけ. 〈けゃぇ っ すっさぇこうはすぇ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀っかけゃかぇしうはす ゅっくっさぇか っ ゃっつっ 
くぇ 92. ′け う ょくっし, おぇおすけ う 

ゃ ゅけょうくうすっ くぇ すゃけさつっしおぇすぇ しう 
きかぇょけしす, すけえ きけあっか くぇぉなさいけ 
ょぇ しおうちうさぇ ょっすぇえか うかう ゃないっか, 
おけえすけ けとっ くぇ しかっょゃぇとうは ょっく 
しっ こさっゃさなとぇか ゃ きっすぇか. ╁うくぇゅう 
しぇきけおさうすうつっく, すけえ こさけょなかあぇ-
ゃぇか ょぇ しきはすぇ, つっ ゃしうつおけ きけあっ 
ょぇ しっ こさぇゃう けとっ こけ-ょけぉさっ. 
¨おけかくうすっ しぇ こけさぇいっくう けす くっ-
ゅけゃぇすぇ ぉけょさけしす, あういくっかのぉうっ, 
はしっく せき う くっしすうたゃぇとけ ゃかっつっくうっ 
おなき さぇぉけすぇすぇ. ¨つっゃうょくけ, ゃ すけゃぇ 
っ すぇえくぇすぇ くぇ きかぇょけしすすぇ – ょぇ 
うきぇて すけかおけゃぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ, つっ 
ょぇ くはきぇて ゃさっきっ ょぇ けしすぇさっって.                                                                                                                                        
 
╃っすしすゃけすけ
╁っかうおうはす 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-
きぇしけゃけすけ けさなあうっ ゃ しゃっすぇ 
┿╉-47, ゅっくっさぇか-かっえすっくぇくす ╋う-
たぇうか 〈うきけそっっゃうつ ╉ぇかぇてくうおけゃ 
っ さけょっく くぇ 10 くけっきゃさう 1919 ゅ.                                                                                                              
[けょうすっかうすっ きせ - 〈うきけそっえ  う 
┿かっおしぇくょさぇ ╉ぇかぇてくうおけゃう, う 
ょゃぇきぇすぇ しなし しっかしおう こさけういたけょ, しっ 
けあっくうかう, おけゅぇすけ すけえ ぉうか くぇ 18, 
ぇ すは くぇ 17 ゅけょうくう. ╆ぇしっかゃぇす しっ ゃ 
ぇかすぇえしおけすけ しっかけ ╉せさは, おなょっすけ しっ 
さぇあょぇ ぉなょっとうはす ういけぉさっすぇすっか.                                                                                                               
]っきっえしすゃけすけ くぇ ╉ぇかぇてくうおけゃう 
ぉうかけ きくけゅけかのょくけ. ¨す 19 ょっちぇ 
けあうゃはゃぇす しぇきけ けしっき. ╀けかくぇゃう-
はす う つっしすけ くっょけたさぇくっく ╋うてぇ, 
17-すけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, しなとけ 
っょゃぇ くっ せきさはか, おけゅぇすけ ぉうか くぇ 6 
ゅけょうくう. ]ぇきうはす すけえ しう しこけきくは: 
„╁っつっ こけつすう しなき こさっしすぇくぇか ょぇ 
ょうてぇき. [けょうすっかうすっ きう しっ せぉっ-
ょうかう ゃ すけゃぇ, おぇすけ こけょくっしかう こけょ 
くけしぇ きう こうかっておぇ こっさせてうくぇ – すは 
くっ こけきさなょくぇかぇ. ╇いゃうおぇかう ょなさ-
ゃけょっかっち, すけえ きっ こさっきっさうか う うい-
かはいなか くぇ ょゃけさぇ ょぇ おけゃっ おけゃつっゅぇ 
きう. ′け すなおきけ ゃょうゅくぇか ぉさぇょゃぇすぇ 
う ぇい しなき こさけはゃうか こさういくぇちう くぇ 
あうゃけす.” ‶さっい 1930 ゅ. し けぉうおくけ-
ゃっくけ ゅかぇしせゃぇくっ ╉ぇかぇてくうおけゃう 
ぉうかう こさういくぇすう いぇ おせかぇちう. ╇い-
おかぇかう ょけきぇてくうすっ うき あうゃけすくう 
う ゅう ういこさぇすうかう ゃ ょうゃぇすぇ すぇえゅぇ 
ゃ 〈けきしおぇ けぉかぇしす, おなょっすけ こさっい 
しなとぇすぇ ゅけょうくぇ ぉぇとぇすぇ せきうさぇ けす 
すせぉっさおせかけいぇ.

„╁さぇゅ くぇ くぇさけょぇ”
′ぇ きぇかけかっすくうは „ゃさぇゅ くぇ くぇさけ-

ょぇ” きせ こけすさなゅゃぇ – くっゅけゃう せつう-
すっかう しぇ たけさぇ し せくうゃっさしうすっすしおけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ けす ╋けしおゃぇ う ╊っ-
くうくゅさぇょ. ¨す ょっすっ ╋うたぇうか けぉう-
つぇか ょぇ さぇいゅかけぉはゃぇ う しゅかけぉはゃぇ 
ゃしはおぇおゃう きったぇくういきう, せゃかうつぇか 
しっ けす きぇすっきぇすうおぇ う そういうおぇ. 
╉ぇすけ せつっくうお うきぇか こさはおけさ, くぇ-
さうつぇかう ゅけ ‶けっすなす, すなえ おぇすけ くっ 
しぇきけ こうてっか しすうたけゃっ, くけ う ちっかう 
こうっしう ゃ しすうたけゃっ, おけうすけ しっ うゅさぇ-
っかう けす しぇきけょっえちう. ′うおけえ くっ しっ 
しなきくはゃぇか, つっ ╋うたぇうか とっ しすぇくっ 
こけっす. ]かっょ おぇすけ いぇゃなさてゃぇ 8-きう 
おかぇし, すけえ さってぇゃぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
さけょくうは おさぇえ. ╆ぇっょくけ し こさうはすっか 
ういゃなさゃはゃぇす たうかはょう おうかけきっすさう 
こって う くぇ すけゃぇさくう ゃぇゅけくう. 〉し-
こっかう ょぇ こけかせつぇす うしすうくしおう こぇし-
こけさすう う しすぇくぇかう しゃけぉけょくう ゅさぇあ-
ょぇくう. ╁ さけょくぇすぇ ╉せさは ぉなょっとうはす 

けさなあっえくうお いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ 
ゃ きぇてうくけすさぇおすけさくぇすぇ しすぇく-
ちうは. ╉けゅぇすけ っ くぇ 17 ゅ., けす 
くっゅけ しっさうけいくけ いぇこけつゃぇ ょぇ 
しっ うくすっさっしせゃぇ ′╉╁╃ – うきぇ-
かけ ょけくけし, つっ  ゃないしすぇくけゃうか 
っょうく さなあょうゃ ぉさぇせくうくゅ. 
′ぇこさぇゃうかう けぉうしお, くけ こうし-
すけかっすなす くっ ぉうか くぇきっさっく. 
¨しすぇゃうかう きかぇょうは ╉ぇかぇて-
くうおけゃ こけょ くぇぉかのょっくうっ.                                                                               
‶さっい はくせぇさう 1937-きぇ し 
こさうはすっかは しう しっ ょけぉうさぇす 
ょけ しすぇくちうは ╋ぇすぇえ ゃ ╉ぇ-
いぇたしすぇく. ╆ぇこけつゃぇす さぇ-
ぉけすぇ ゃ ょっこけすけ う あうゃっはす 
ゃなゃ ゃぇゅけく-けぉとっあうすうっ.                                                                                                                   
′っいぇゃうしうきけ けす こさっあうゃは-
ゃぇくうはすぇ, ╋うたぇうか くっ しっ いぇ-
すゃけさうか ゃ しっぉっ しう. 〈けつくけ 
けぉさぇすくけすけ – せつぇしすゃぇか ゃなゃ 
ゃしうつおう きかぇょっあおう きっさけこさう-
はすうは う くぇこなかくけ しないくぇすっかくけ 
こけしすなこうか ゃ おけきしけきけかぇ.

╁ ぇさきうはすぇ
╃ゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゅけ 

ゃいっきぇす ゃ ぇさきうはすぇ. ]かせ-
あう ゃ ╉うっゃしおうは ゃけっくっく けお-
さなゅ, おなょっすけ ういおぇさゃぇ おせさし 
いぇ すぇくおうしす /きったぇくうお-ゃけ-
ょぇつ/. ‶けかおなす っ ょうしかけちうさぇく 
ゃ ゅさ. ]すぇさうえ. ╁ ぇさきうはすぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ さぇいさぇぉけすゃぇ 
うくっさちうけくっく ぉさけはつ いぇ こさけ-
ういゃっょっくうすっ  ういしすさっかう くぇ 
すぇくおけゃけ けさなょうっ, こさうし-
こけしけぉかっくうっ いぇ しすさっかぉぇ し 
こうしすけかっす こさっい ぇきぉさぇいせさぇ 
う こさうぉけさ いぇ けこさっょっかはくっ 
きけすけさっしせさしぇ くぇ すぇくお. ╉け-
きぇくょくうはす とぇぉ ゃいっきぇ  さっ-
てっくうっ いぇ こせしおぇくっすけ うき 
ゃ しっさうえくけ こさけういゃけょしすゃけ.                               
╇いこさぇすっく っ ゃ ╊っくうくゅさぇょ /
ょく. ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ/ いぇ 
ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ういけぉさっすっ-
くうはすぇ. [ぇぉけすぇすぇ っ こさっおなし-
くぇすぇ けす くぇこぇょっくうっすけ くぇ 
╂っさきぇくうは しさっとせ ]]][ くぇ 
22 のくう 1941 ゅ. ╋うたぇうか っ 
ういこさぇすっく くぇ そさけくすぇ おぇすけ 
おけきぇくょうさ くぇ すぇくお し ゃけっく-
くけ いゃぇくうっ しすぇさてう しっさあぇくす. 
‶さっい き. けおすけきゃさう 1941 ゅ. 
っ さぇくっく ゃ ぉうすおぇすぇ こさう ゅさ. 
╀さはくしお. ‶け ゃさっきっ くぇ かっ-
つっくうっすけ しう こさぇゃう こなさゃうすっ 
しおうちう くぇ しすさっかおけゃけ ぇゃすけ-
きぇすうつくけ けさなあうっ. ‶せしくぇす っ 
ゃ ょけきぇてっく けすこせしお いぇ ゃない-
しすぇくけゃはゃぇくっ, し こけょさなつくう 
きぇすっさうぇかう こさぇゃう こなさゃうは 
こさけすけすうこ くぇ おぇさすっつっく こうし-
すけかっす. ‶さっきうくぇゃぇ せしおけさっくけ 
けぉせつっくうっ ゃ おけくしすさせおすけさ-
しおけ ぉのさけ ゃ ‶けょきけしおけゃうっすけ.                                                                                                                    
‶さっい 1944 ゅけょうくぇ, おぇすけ 
しかせあうすっか くぇ 『っくすさぇかくうは 
くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおう 
こけかうゅけく いぇ しすさっかおけゃけ ゃな-
けさなあっくうっ, ╉ぇかぇてくうおけゃ 
しないょぇゃぇ こなさゃうは けぉさぇいっち 
くぇ きくけゅけいぇさはょくぇ おぇさぇぉう-
くぇ, おけはすけ くっ ゃかういぇ ゃ しっさうえ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ, くけ しすぇゃぇ 
こさけすけすうこ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
ぇゃすけきぇすぇ. 

╊っゅっくょぇさくうはす ┿╉-47

╉ぇかぇてくうおけゃ さぇぉけすう こけ しない-
ょぇゃぇくっすけ くぇ ぇゃすけきぇすうつくけ 
けさなあうっ いぇ こぇすさけくう 7,62た39 
けぉさぇいっち 1943 ゅ. ╆ぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ ゃ けさなあっっく いぇゃけょ ゃ 
ゅさ. ╉けゃさけゃ , ╁かぇょうきうさしおぇ 
けぉかぇしす.〈せお さぇいさぇぉけすゃぇ かっ-
ゅっくょぇさくうは ぇゃすけきぇす ┿╉ - 47. 
] くっゅけ せつぇしすゃぇ ゃ ぇくけくうきっく 
おけくおせさし  こさっい 1947 ゅ. う こっ-
つっかう こなさゃけ きはしすけ. ¨す 1949 ゅ. 
さぇぉけすう ゃ ゅさ. ╇あっゃしお, おなょっ-
すけ っ こせしくぇすけ きぇしけゃけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ くぇ ┿╉-47. 〈けゅぇゃぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ ょけさう う くっ こけきう-
しかはか, つっ とっ しう けしすぇくっ ゃ すけゃぇ 
きぇかおけ ゅさぇょつっ, おけっすけ こけ-おなし-
くけ とっ ゃないこさうっきぇ おぇすけ さけょくけ.                                                
〈せお しう しなすさせょくうつう し ゅっさ-
きぇくしおうは けさなあっえくうお 》のゅけ 
【きぇえいっさ, しないょぇすっか くぇ とせさ-
きけゃぇすぇ こせておぇ ╋[ - 43. ╃ゃっ-
すっ けさなあうは しう こさうかうつぇす くぇ 
ゃなくてっく ゃうょ, くけ うきぇす おけさっく-
くけ さぇいかうつくぇ おけくしすさせおちうは.                                                                       
┿ゃすけきぇすなす ╉ぇかぇてくうおけゃ – 
くぇえ-くけゃけすけ う っそっおすうゃくけ 
けさなあうっ,  っ ゃいっす くぇ ゃなけさな-
あっくうっ ゃ ]なゃっすしおぇすぇ ぇさきうは 

こさっい 1949 ゅ. こけょ くぇいゃぇくうっすけ 
┿╉-47. [なおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
けすさぇしなかぇ こさっくっぉさっゅゃぇす けぉ-
しすけはすっかしすゃけすけ, つっ くっゅけゃうはす 
しないょぇすっか っ ぉっい ょうこかけきぇ. 〈っいう 
たけさぇ けすかうつくけ さぇいぉうさぇかう, つっ 
ゅかぇゃくけすけ ゃ っょうく おけくしすさせお-
すけさ – すけゃぇ っ すぇかぇくすなす, せしっすなす 
おなき すったくうおぇすぇ, けさうゅうくぇかくけすけ 
きうしかっくっ, こさけしすさぇくしすゃっくけすけ 
ゃうあょぇくっ, ぇ くっ ょうこかけきぇすぇ.                                                       
╆ぇ こっさうけょぇ 1950-1970 ゅけょうくぇ 
しぇ さぇいさぇぉけすっくう う こさうっすう くぇ 
ゃなけさなあっくうっ くはおけかおけ こけょけ-
ぉさっくう ゃぇさうぇくすぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ: ┿╉╋ — ぇゃすけきぇす 
╉ぇかぇてくうおけゃ きけょっさくういうさぇく; 
[‶╉ — さなつくぇ おぇさすっつくうちぇ ╉ぇ-
かぇてくうおけゃ; ‶╉ — おぇさすっつくうちぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ; ‶╉〈 — すぇくおけ-
ゃぇ おぇさすっつくうちぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ.                              
╁ おけくしすさせおすけさしおけすけ ぉのさけ くぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ しぇ しないょぇょっくう 
しすけすうちう けぉさぇいちう くぇ ぉけえくけ 

けさなあうっ. 
┿ゃすけきぇすなす ╉ぇかぇてくうおけゃ – 

ういけぉさっすっくうっ くぇ ゃっおぇ
┿ゃすけきぇすなす ╉ぇかぇてくうおけゃ – 

すけゃぇ っ けさなあっえくぇ おかぇしうおぇ, 
くぇえ-さぇいこさけしすさぇくっくぇすぇ ゃ しゃっ-
すぇ きぇさおぇ しすさっかおけゃけ けさなあうっ, 
くぇえ-ょけぉさうはす ぇゃすけきぇす ゃ おけえ-
すけ う ょぇ しゃっすけゃっく さっえすうくゅ. 
╊っゅっくょぇ いぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ, 
おぇおすけ う くっゅけゃうはす しないょぇすっか.    
┿╉ - 47 っ けしくけゃくけ しすさっかおけ-
ゃけ けさなあうっ くっ しぇきけ ゃ させしおぇすぇ 
ぇさきうは. ‶さうっすけ っ くぇ ゃなけさな-
あっくうっ う ゃ きくけあっしすゃけ ょさせゅう 
ぇさきうう. ╋くけゅけおさぇすくけ せつぇしすゃぇ 
ゃ さっぇかくう ゃけえくう こけ しゃっすぇ. ′ぇ 
くっゅけゃぇすぇ けしくけゃぇ おけくしすさせおすけ-
さなす さぇいさぇぉけすゃぇ う おぇさすっつくう-
ちぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ. ‶さけういゃっあょぇ 
しっ ゃ さぇいかうつくう きけょうそうおぇちうう.   
‶け こさうぉかういうすっかくう ょぇくくう  くぇ 
っおしこっさすう, おなき くぇつぇかけすけ くぇ 
1996 ゅ. ゃ しゃっすぇ けす  ┿╉-47 しぇ 
こさけういゃっょっくう けす 70 ょけ 100 
きかく. っょうくうちう. ┿ゃすけきぇすなす しっ 
ういこけかいゃぇ ゃ くぇょ 100 しすさぇくう.                                                                                                                          
┿ゃすけきぇす ╉ぇかぇてくうおけゃ くぇゃかう-
いぇ ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ しうきゃけかうおぇ 

くぇ さっょうちぇ しすさぇくう – ういけぉさぇ-
いっく っ くぇ いくぇきっくぇ う ゅっさぉけゃっ.                                                                                       
′ぇえ-ゅけかはきけすけ „ょっすっ” くぇ くっ-
くぇょきうくぇすうは  おけくしすさせおすけさ – 
┿╉-47 っ こさういくぇすけ いぇ ういけぉさっ-
すっくうっ くぇ ゃっおぇ. 〈ぇおぇゃぇ けちっくおぇ 
きせ ょぇゃぇ そさっくしおうはす ゃっしすくうお 
„╊うぉっさぇしうけく”, おけえすけ しなしすぇゃは 
しこうしなお くぇ くぇえ-ゃっかうおうすっ うい-
けぉさっすっくうは くぇ 20-すう ゃっお – けす 
ぇしこうさうくぇ ょけ ぇすけきくぇすぇ ぉけきぉぇ.                                                                                
╁っさけはすくけ っ し うきっすけ くぇ ╋うたぇうか 
╉ぇかぇてくうおけゃ ょぇ ぉなょっ くぇさっつっく 
っょうく けす きけょっかうすっ くぇ ぇゃすけ-
きけぉうかうすっ ╊ぇょぇ ゃ ┿ゃすけゃぇい.  ] 
きぇさおぇすぇ „╉ぇかぇてくうおけゃ” ゃっつっ 
きぇしけゃけ しっ こせしおぇす くぇえ-さぇいかうつ-
くう しすけおう いぇ てうさけおぇ せこけすさっぉぇ 
– すっくうしおう, つぇょなさう, くけあけゃっ, 
つぇしけゃくうちう „╉ぇかぇてくうおけゃ” – 
てゃっえちぇさしおけ こさけういゃけょしすゃけ. 
‶さっい 2003 ゅ. しないょぇすっかはす くぇ 
┿╉-47 しおかのつゃぇ ょけゅけゃけさ し 
くっきしおぇ そうさきぇ いぇ ういこけかいゃぇくっ 

くぇ うきっすけ きせ おぇすけ すなさゅけゃしおぇ 
きぇさおぇ, ぇ こさっい 2004 ゅ. ゃ ]ぇくおす 
‶っすっさぉせさゅ いぇこけつゃぇ こさけういゃけょ-
しすゃけ くぇ ゃけょおぇ „╉ぇかぇてくうおけゃ” 
いぇ ╁っかうおけぉさうすぇくうは. ╁ くっゅけゃぇ 
つっしす きくけいうくぇ おさなとぇゃぇす う ょっ-
ちぇすぇ しう し うきっすけ きせ – ╉ぇかぇて.     

╁ „┿さしっくぇか”      
′ぇえ-おぇつっしすゃっくけすけ こさけうい-

ゃけょしすゃけ くぇ ┿╉ - 47 う こけし-
かっょゃぇかうすっ きけょうそうおぇちうう っ 
ゃ „┿さしっくぇか”┿╃ – ╉ぇいぇくかなお. 
╊っゅっくょぇさくうはす きせ しないょぇすっか 
っ ぉうか ょゃぇ こなすう ゃ „┿さしっくぇか”.  
‶けしっとっくうはすぇ きせ しぇ ょけおせきっく-
すうさぇくう ゃなゃ そうさきっくうは きせいっえ 
し くはおけかおけ こぇきっすくう しくうきおう, 
おぇおすけ う し ぇゃすけきぇす う ゅかぇょ-
おけしすゃけかくぇ おぇさぇぉうくぇ „]ぇえゅぇ 
410” し ぇゃすっくすうつくうは こけょこうし 
くぇ すったくうは おけくしすさせおすけさ う ]っさ-
すうそうおぇす いぇ ぇゃすっくすうつくけしす.                                                                                                                    
„¨ちっくおぇすぇ きせ いぇ くぇてぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ ぉっ ういおかのつうすっかくけ こけ-
かけあうすっかくぇ, - しこけきくは しう うい-
こなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 
そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
- ′っとけ こけゃっつっ, すけえ きくけゅけ 

しっ さぇょゃぇてっ, つっ せしこはゃぇきっ ょぇ 
こさけきっくうき おけくしすさせおすうゃくけ, 
ょぇ きけょっさくういうさぇきっ う さぇいゃう-
っき くっゅけゃうは しすぇさ おぇかぇてくうお.”                                                                                                                                       

‶さういくぇくうっすけ                                                                                    
╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ うきぇ 

ゃけっくくけ いゃぇくうっ ゅっくっさぇか-きぇ-
えけさ, すけえ っ  ゅかぇゃっく けさなあっっく 
おけくしすさせおすけさ くぇ しなゃっすしおぇすぇ 
ぇさきうは. ′けしうすっか っ くぇ きくけゅけ-
ぉさけえくう けすかうつうは. ╃ゃぇ こなすう っ 
くぇゅさぇょっく しなし いゃぇくうっすけ ╂っさけえ 
くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ. 
′けしうすっか っ くぇ ]すぇかうくしおぇ う ╊っ-
くうくしおぇ こさっきうう – こなさゃぇ しすっ-
こっく, くぇ すさう けさょっくぇ „╊っくうく”, 
くぇ いかぇすくう う すさせょけゃう きっょぇかう 
う けさょっくう. ╃ゃぇ こなすう っ かぇせさっぇす 
くぇ ╃なさあぇゃくぇ くぇゅさぇょぇ. ╉ぇゃぇ-
かっさ っ くぇ けさょっくぇ ]ゃ. ぇこけしすけか 
┿くょさっえ ‶なさゃけいゃぇくう.

‶さっい 2009 ゅ. こけかせつぇゃぇ けす 

′っ っ う けす かのぉうきちうすっ くぇ きっょううすっ, おぇすけ くっかのぉけゃすぇ っ ょゃせしすさぇくくぇ, くっいぇゃうしうきけ けす そぇおすぇ, つっ  いぇ おさぇすおけ っ ういおぇさゃぇか こぇさうすっ しう うきっくくけ ゃ きっょうは: いぇ すけいう しう こっさうけょ おぇいゃぇ: 
„╊けてけすけ ゃ きっょううすっ っ, つっ ゃしうつおけ っ すけかおけゃぇ こけゃなさたくけしすくけ, ぉなさいけちうおかうさぇとけ, くっしなしすけはすっかくけ, つっ すけゃぇ くっ っ あうゃけす. 〈っ くっ しぇ う きっょうう, いぇとけすけ くけゃうくうすっ しぇ っょくけ, ぇ てけ

せぉういくっしなす っ ょさせゅけ. ╁しなとくけしす, きっょううすっ しぇ せぉうえちう くぇ ゃさっきっ こけ すけいう くぇつうく.”

〈けえ っ っょうく けす しなゃさっきっくくうすっ ぉなかゅぇさしおう ぉぇさょけゃっ くぇ こさけいぇすぇ せ 
くぇし. ]さぇゃくはゃぇす ゅけ し ‒さゃうく 〉っかて.

]すさぇくっく すうこ, てぇさっく つけゃっお. ╀うゃて こしうたうぇすなさ ゃ かせょくうちぇすぇ ゃ ╉せさうかけ. 
╆ぇ ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇくけ ゃ ╉せさうかけ おぇいゃぇ, つっ っ しすぇくぇか こしうたうぇすなさ, いぇ 
ょぇ しっ せしこけおけう, つっ くっ っ かせょ. ╆ぇきっくは ぉはかぇすぇ こさっしすうかおぇ う ぇかおけたけかぇ 
し こうしぇくっ. ] こけきけとすぇ くぇ かのぉうきぇすぇ ╇ゃ, こしうたけかけゅ けす しなとけすけ きはしすけ.  
╋けあっ ょぇ きうくっ う いぇ ょうしうょっくす. ′っ しぇきけ いぇさぇょう こけかせつっくぇすぇ こさっい 1997 
ゅけょうくぇ こさうしなょぇ いぇ ょさっぉくけ たせかうゅぇくしすゃけ いぇさぇょう こけかうすうつっしおう こさけ
すっしす: こぇかうかう けゅなく くぇ こかけとぇょぇ こさっょ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ いぇっょくけ し 
╋ぇさすうく ╉ぇさぉけゃしおう. 
┿ う いぇさぇょう こけゃっょっくうっすけ きせ ょくっし: くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ っ くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ 

おぇせいう, つっしすけ しきはすぇくう いぇ うょっぇかうしすうつくう, くぇかせょくうつぇゃう うかう いぇゅせぉっくう. 
‶さけしす こさうきっさ: しぇきけ こさっょう ょくう つっすっ おくうゅう けすくけゃけ くぇ こかけとぇょぇ, くけ 
こさっょ ‶さっいうょっくすしすゃけすけ. 〈けいう こなす ゃ こけょおさっこぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ おくうゅぇ 
う くぇ つっすはとうすっ ぉなかゅぇさう. ╉くうゅうすっ きせ しぇ しすさぇくくう, てぇさっくう, きくけゅけこかぇ
しすけゃう, おぇすけ しぇきうは くっゅけ. 〉あ こさけしすう, ぇ しっ ゅせぉうて ゃ ょっしっすおうすっ こさけっおちうう 
くぇ きうしなかすぇ, けすおさうゃぇて くっこけょけいうさぇくう いぇ すっぉ しゃっすけゃっ… くぇ ょせてぇすぇ. 
』けゃっておぇすぇ. ¨くぇいう, ゃ おけはすけ ゃしっ けとっ くっとけ っ けしすぇくぇかけ. 
╆ぇすけゃぇ っ う うしおさっく, おぇすけ おぇいゃぇ, つっ: ′ぇえ-こさけこぇょくぇかうすっ たけさぇ しぇ おぇすけ 

たかっぉぇさおうすっ... ゃうくぇゅう しぇ きう ぉうかう しうきこぇすうつくう”. 
′ぇきうさぇ しなゃさっきっくくうは つけゃっお „こさうしすさぇしすっく おなき ゃっとうすっ, し おけうすけ あう

ゃっっ. ╃けすけかおけゃぇ っ いぇすさせこぇく し ゃっとう - ょぇ あうゃっっ し すはた う つさっい すはた, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ こうっ, いぇ ょぇ しっ けすおぇあっ けす ゃしうつおうすっ すうは ぉけおかせちう, おけうすけ ゅけ 
けぉおさなあぇゃぇす.”. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

╊けゃくぇ おぇさぇぉうくぇ し こけょこうしぇ くぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ

╋. ╉ぇかぇてくうおけゃ う ′. ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇ ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

18 くけっきゃさう –  - ′ぇ こかけとぇょ “┿か.′っゃしおう” ゃ ]けそうは っ 
こさけゃっょっく こなさゃうはす しゃけぉけょっく きうすうくゅ;  – ]すぇさすうさぇ こなさゃぇ-
すぇ くぇちうけくぇかくぇ つぇしすくぇ すっかっゃういうは ゃ ╀なかゅぇさうは - ╀う 〈う ╁う.
19 くけっきゃさう - ‶さぇいくうお くぇ しせたけこなすくうすっ ゃけえしおう くぇ ╀なか

ゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, けこさっょっかっく こけ こけゃけょ ぉかっしすはとぇすぇ こけぉっょぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえしおぇ こさう ]かうゃくうちぇ くぇ 19.11.1885 ゅ.; ╋っあ
ょせくぇさけょっく ょっく くぇ きなあぇ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ っ いぇうきしすゃぇくぇ っ けす 
╇くょうは, こけょおさっこは しっ けす ¨¨′. 
20 くけっきゃさう -  - ¨すおさうすぇ っ あこ-かうくうはすぇ ╉ぇいぇくかなお-〈せ-

かけゃけ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく ゃ こぇきっす くぇ いぇゅうくぇかうすっ こさう 
こなすくう おぇすぇしすさけそう - ゃ すさっすぇすぇ くっょっかは くぇ き. くけっきゃさう し さっいけ-
かのちうは くぇ ¨¨′. 
21 くけっきゃさう - ╁なゃっょっくうっ ╀けゅけさけょうつくけ. ╃っく くぇ たさうし

すうはくしおけすけ しっきっえしすゃけ う たさうしすうはくしおぇすぇ きかぇょっあ. ‶さぇいくうお 
くぇ ╃っゃうつっしおうは きぇくぇしすうさ – たさぇき “╁なゃっょっくうっ ╀けゅけさけょうつくけ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こけいょさぇゃうすっ; -  [け-
ょっく っ きっしすくうはす せつうすっか う こけっす けす ╉ぇいぇくかなお ╁ぇしうか ╉ぇさぇゅぬけいけゃ.
22 くけっきゃさう - ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇょゃけおぇすせさぇ - くぇ 

22.11.1888 ゅ. っ こさうっす こなさゃうはす ╆ぇおけく いぇ ぇょゃけおぇすうすっ; 95 ゅ. けす 
しき. くぇ ╃あっお ╊けくょけく - せきうさぇ こさっい 1916 ゅ. けす ぉなぉさっつくけ いぇぉけかは-
ゃぇくっ くぇ 40-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす;  - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっくけ 
¨〉 “‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう”;  - ¨しくけゃぇくぇ っ おぇいぇくかなておぇすぇ 
〈╄『.
23 くけっきゃさう - ]ゃ. ぉかぇゅけゃっさくう おくはい ┿かっおしぇくょなさ ′っゃ

しおう. ╇きっくくうちう: ┿かっおしぇくょなさ, ┿かっおしぇくょさぇ, ┿かっおけ, ]ぇてけ.
24 くけっきゃさう - ╁きつちぇ ╄おぇすっさうくぇ. 〈けいう ょっく しっ こさぇいくせゃぇ 

し くぇょっあょぇすぇ, つっ しゃっすうちぇすぇ とっ こさっょこぇいう たけさぇすぇ けす てぇさおぇ, 
くぇえ-ゃっつっ ょっちぇすぇ. ╇きっくくうちう: ╄おぇすっさうくぇ – けす ゅさ. けいく. ”ゃっつくけ 
つうしすぇ, ぉかぇゅけこさうしすけえくぇ, くっこけさけつくぇ”; ╉ぇすは, ╉ぇすっさうくぇ ,〈うくおぇ; 

-  ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく ╂っくつけ ‶うさぬけゃ – こさけそっしけさ, つかっく-
おけさっしこけくょっくす くぇ ╀┿′;  -  ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく ′うおけかぇ 
╂っけさゅうっゃ – せつっく, かうすっさぇすせさっく うしすけさうお, くけしうすっか くぇ 》っさょっさけゃぇ 
くぇゅさぇょぇ.                                                                                                                    
25 くけっきゃさう - ]ゃ.╉かうきっくす ¨たさうょしおう. ‶さぇいくうお くぇ ]〉 “]ゃ. 

╉かうきっくす ¨たさうょしおう”; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく しさっとせ くぇしうかうっすけ 
くぇょ あっくう. ╃ぇすぇすぇ っ ういぉさぇくぇ けす ¨¨′ いぇさぇょう あっしすけおけすけ せぉうえ-
しすゃけ くぇ 25.11.1961 ゅ. くぇ すさうすっ しっしすさう ╋うさぇぉぇか, こけかうすうつっしおう 
ぇおすうゃうしすおう ゃ ╃けきうくうおぇくしおぇすぇ さっこせぉかうおぇ;  -  ╆ぇおさうすけ っ 
‶ぇさうあおけすけ おぇぉぇさっ “《けかう ╀っさあっさ”.
26 くけっきゃさう -  - ╊せうし ╉áさけか ういこさぇとぇ しぇきけさなつくけ うい-

ゅけすゃっく けす くっゅけ さなおけこうし くぇ しゃけはすぇ おくうゅぇ “‶さうおかのつっくうはすぇ くぇ 
┿かうしぇ ゃ しすさぇくぇすぇ くぇ つせょっしぇすぇ” くぇ 12-ゅけょうてくぇすぇ ┿かうし ╊うょっえか 
おぇすけ おけかっょっく こけょぇさなお.
27 くけっきゃさう -  - ╃けゅけゃけさなす けす ′ぬけえ いぇょなかあぇゃぇ ╀なか-

ゅぇさうは ょぇ こさういくぇっ くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ぃゅけしかぇゃうは. ╀なかゅぇさうは 
いぇゅせぉゃぇ いぇこぇょくうすっ こけおさぇえくうくう, ぃあくぇ ╃けぉさせょあぇ う ╄ゅっえしおぇ 
〈さぇおうは う っ こさうくせょっくぇ ょぇ こかぇとぇ けゅさけきくう さっこぇさぇちうう. ╁ すぇいう 
ゃさないおぇ 27-きう くけっきゃさう っ けぉはゃっく いぇ ╃っく くぇ くぇさけょくぇすぇ こぇ
きっす;  - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっくぇ っ ╋ぇさぇ ‶っくおóゃぇ - ぇおすさうしぇ, 
っょくぇ けす けしくけゃぇすっかおうすっ くぇ ′ぇさけょくうは おせおかっく すっぇすなさ.
28 くけっきゃさう -  - ‶けつうくぇ ゅけかっきうはす ぉなかゅぇさしおう ぇくうきぇすけさ 

╃けくぬけ ╃けくっゃ;  - 《っさくぇくょけ ╋ぇゅっかぇく こさっきうくぇゃぇ こさっい ╋ぇ-
ゅっかぇくけゃうは こさけすけお う けすこかぇゃぇ ゃ ぃあくけ きけさっ, おけっすけ すけえ くぇさうつぇ 
〈うたう けおっぇく.
29 くけっきゃさう -  - 〉きうさぇ ゃうょくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ たせょけあくうつ-

おぇ-ゅさぇそうつおぇ, すはしくけ しゃなさいぇくぇ し ╉ぇいぇくかなお, ‶っすさぇくぇ ╉かうしせさけ-
ゃぇ, こけゅさっぉぇくぇ っ ゃ さけょくけすけ え しっかけ ╂ぇぉぇさっゃけ;  - ‶けつうくぇ 
ぇおすぬけさなす ┿くょさっえ ╀ぇすぇてけゃ.
30 くけっきゃさう - ]ゃ. ┿くょさっえ ‶なさゃけいゃぇくう. ┿くょさっっゃょっく. 

╇きっくくうちう: ┿くょさっえ - けす ゅさ. けいくぇつぇゃぇ “きなあっしすゃっく”; ┿くょさっぇくぇ.
01 ょっおっきゃさう - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ぉけさぉぇすぇ しさっとせ ]‶╇′. 

╃っく くぇ ╀うぉかうはすぇ.  - [けょっく っ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉなかゅぇさしおう-
はす おけきこけいうすけさ う こうぇくうしす ぇおぇょ.‶っすおけ ]すぇえくけゃ;  - [けょっく 
っ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぇおすぬけさなす ╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ, けしすぇゃうか うきっすけ 
しう ゃ いかぇすくうすっ しすさぇくうちう くぇ ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ う ぉなかゅぇさしおけすけ 
おうくけ;  - ′ぇ ぉけさょぇ くぇ しこなすくうおぇ “╇くすっさおけしきけし – 8” ういかう-
すぇす こなさゃうすっ おけしきうつっしおう せさっょう, おけくしすさせうさぇくう う こさけういゃっょっくう 
ゃ ╀なかゅぇさうは.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けゃぇ いぇはゃう くぇ こなさゃけすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ くけゃけしそけさ-

きうさぇくうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ゃけょぇつ くぇ 
ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお”.
╁ けぉさなとっくうっすけ しう おなき 

しゃけうすっ くけゃう おけかっゅう う おなき くけ-
ゃけういぉさぇくうは おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
╇ぉせてっゃ けこさうかうつう けすゅけゃけさ-
くけしすすぇ くぇ ゃかぇしすすぇ おぇすけ たけきけす 
う くぇこさぇゃう しゃっあけ しさぇゃくっくうっ 
し そういうおぇすぇ, おぇすけ おぇいぇ:  

“′っおぇ くうっ おぇすけ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう ぉなょっき こさういきぇ, 
おけはすけ ょぇ くぇしけつう あっかぇくうは-
すぇ くぇ たけさぇすぇ おなき っょうく かなつ 
しゃっすかうくぇ, ょぇ しう けぉっとぇっき, 
つっ とっ さぇぉけすうき すぇおぇ, おぇおすけ 
けぉっとぇゃぇたきっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 

¨ぉっいとっすっくうはすぇ いぇ きぇえつうくしすゃけ とっ ぉなょぇす 
せゃっかうつっくう けす 240 くぇ 270 かっゃぇ けす はくせぇさう 

しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ, しなけぉとう こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ. 〈けえ ぉっ おぇすっゅけさう-
つっく, つっ けとっ くぇ きうくぇかけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっ-
すぇ いぇ すさうしすさぇくくけ しなすさせょくうつっしすゃけ っ しすぇくぇかけ 
はしくけ, つっ くせあくうすっ 16 きかく. かっゃぇ いぇ せゃっかうつぇ-
ゃぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ いぇ きぇえつうくしすゃけ こさっい 
ゃすけさぇすぇ ゅけょうくぇ とっ ぉなょぇす くぇきっさっくう ゃ ぉのょあっす 
2012 ゅ. ╆ぇしっゅぇ けぉぇつっ けしすぇゃぇ せゃっかうつっくうっすけ くぇ 
しさけおけゃっすっ いぇ ういつうしかはゃぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ 
いぇ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ きぇえつうくしすゃけ, いぇ ぉっいさぇぉけ-
すうちぇ う いぇ けぉっいとっすっくうっ こさう ぉけかっしす. ╁ こなさゃうは 
しかせつぇえ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 24 きっしっちぇ, ぇ いぇ ぉけかくうつ-
くうすっ しさけおなす けす 12 きっしっちぇ しすぇゃぇ 18 きっしっちぇ.
‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ けぉはしくう, つっ こっさうけょうすっ, うい-
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]ぇゅぇすぇ こけ おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ ゃ こっさうけょぇ 2008-2009-すぇ  こさけ-
ょなかあう ゃ しこけさけゃっ う きくけゅけおさぇすくう こさっこうさくう きっあょせ ¨ぉとうくぇすぇ 
う ¨ぉとうくしおうは しなゃっす こさっょう ょゃっ ゅけょうくう, こさっゅけゃけさう し きうくうし-
すっさしすゃぇ う おけくしせかすぇくすしおう そうさきう ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ きっしっちう. 
╇きぇてっ ょっぉぇす こけ さぇいきっさぇ くぇ けぉとうくしおうは いぇっき いぇ しすぇさすうさぇ-
くっすけ, こけ ぉぇくおけゃうすっ ゅぇさぇくちうう, こけ しすけえくけしすすぇ くぇ うしおぇくぇすぇ 
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ぉっいゃないきっいょくぇ こけきけと, うきぇ-
てっ こさけすっしす くぇ ゅさぇあょぇくう けす 
おゃぇさすぇかぇ こけ ゃさっきっ くぇ しっしうう 
う けこさけゃっさあっくうは くぇ うくそけさ-
きぇちうう けす ¨ぉとうくぇすぇ けすしすさぇ-
くぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす.
„╁ こさけちっしぇ くぇ さっぇかういぇちうは 

くぇ こさけっおすぇ っ こけしすうゅくぇすぇ 
うおけくけきうは けす こさけゃっょっくう-
すっ けぉとっしすゃっくう こけさなつおう, ぇ 
ういゃなさてっくうすっ さぇいたけょう しぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 4,7 きかく. かっゃぇ”, 
いぇはゃう こさっょ きっょううすっ っおしおきっ-
すなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ こさっょう 
くはおけかおけ きっしっちぇ.   
] ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ おぇくぇ-

かういぇちうけくくぇすぇ きさっあぇ, さっ-
おけくしすさせおちうはすぇ くぇ ゃけょけこさけ-
ゃけょくぇすぇ う こなすくぇ きさっあぇ う 
けすゃっあょぇくっすけ くぇ けすこぇょくうすっ 
ゃけょう くぇ おゃぇさすぇかぇ ょけ ゅさぇょ-

しおぇすぇ こさっつうしすゃぇすっかくぇ しすぇく-
ちうは しっ さってう  こさけぉかっきなす し 
おぇくぇかういぇちうはすぇ くぇ あうゃっっ-
とうすっ ゃ おゃぇさすぇかぇ こけょ ゅぇさぇすぇ. 
╀ってっ ういゅさぇょっくぇ おぇくぇかういぇ-
ちうけくくぇ きさっあぇ  し ょなかあうくぇ 3 
387 き し 233 しゅさぇょくう う おぇ-
くぇかういぇちうけくくう けすおかけくっくうは. 
╋けくすうさぇくう しぇ う 26 こさけすうゃけ-
こけあぇさくう おさぇくぇ. ′ぇこさぇゃっくぇ 
っ さっおけくしすさせおちうは くぇ ゃなすさって-
くぇすぇ ゃけょけこさけゃけょくぇ きさっあぇ 
し けぉとぇ ょなかあうくぇ 3 269 き こけ 
ゃしうつおう せかうちう, こけ おけうすけ っ 
ういゅさぇょっくぇ おぇくぇかういぇちうけくくぇ 
きさっあぇ. 
„╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けおけか-

くぇすぇ しさっょぇ う ゃけょうすっ くっ きけあっ 
ょぇ くぇかぇゅぇ しぇくおちうう, くうすけ 
ゅかけぉう, くうっ しかっょうき しぇきけ こさぇ-
ゃうかくけすけ ういさぇいたけょゃぇくっ くぇ 

しさっょしすゃぇすぇ, し ちっか いぇとうすぇ くぇ 
ぉのょあっすぇ くぇ ╄]. ┿おけ くぇこさぇ-
ゃっくうすっ さぇいたけょう くっ けすゅけゃぇさはす 
くぇ こさけっおすぇ, すっ くはきぇ ょぇ しっ 
ゃないしすぇくけゃはす”, おぇいぇたぇ しこっ-
ちうぇかうしすう けす ╋¨]╁ こさっょう きっ-
しっち, おけゅぇすけ しおぇくょぇかなす ゅさなき-
くぇ, くけ けおけくつぇすっかくけ さってっくうっ 
くぇ ゃなこさけしぇ けとっ くはきぇてっ けす 
しすさぇくぇ くぇ せこさぇゃかはゃぇとうは けさ-
ゅぇく. 《うくぇくしけゃうすっ おけさっおちうう 
くぇ うしおぇくぇすぇ けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお しせきぇ いぇ ゃない-
しすぇくけゃはゃぇくっ こけ っゃさけこさけっおすぇ 
ゃっつっ しぇ そぇおす, くけ けとっ すけゅぇゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ゅけゃけさってっ, つっ 
ゃっさけはすくけ つぇしす けす さぇいたけょうすっ 
こけ そぇおすせさう くはきぇ ょぇ ぉなょぇす 
ゃないしすぇくけゃっくう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╄くすせしうぇいきなす くぇ しすぇさすぇ ぉっ いぇきっくっく けす おぇたなさう くぇ 
そうくぇかぇ

こけかいゃぇくう いぇ ぉぇいぇ こさう けこさっょっかはくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ いぇ きぇえつうくしすゃけ う ぉっいさぇぉけすうちぇ, けしすぇゃぇす 
いぇゃうてっくう, おぇおゃけすけ っ こさっょかけあっくうっすけ いぇ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ, くけ 
しうくょうおぇすうすっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ すなさしはす ゃぇさうぇくすう いぇ ゃさなとぇくっ くぇ しすぇさうすっ さっそっさっくすくう こっさう-
けょう. „′っ しきっ しなゅかぇしくう, うしおぇきっ ょぇ くぇきっさうき しなきうてかっくうちう ゃ こぇさかぇきっくすぇ, ょぇえ ╀けあっ, ょぇ ゅう 
くぇきっさうき”, おぇいぇ ╃うきうすさけゃ.
‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ ょけこなかくう, つっ こけ ゃさっきっ くぇ いぇしっょぇくうっすけ くぇ すさうしすさぇくくうは しなゃっす そうくぇく-

しけゃうはす きうくうしすなさ ]うきっけく ╃はくおけゃ おぇすっゅけさうつくけ っ けこさけゃっさゅぇか ょぇ っ こさぇゃうか こさっょかけあっくうっ いぇ 
ょさぇしすうつくけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ けす ょけゅけょうくぇ.

┿ょゃけおぇす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ けす ╉ぇいぇくかなお 
ぉっ ういぉさぇく いぇ こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ. 〈けえ こけかせつう 31 ゅかぇしぇ 
けす 37 ゃないきけあくう こけ ゃさっきっ くぇ こなさゃけすけ いぇしっ-
ょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ. 【っしすうきぇ けす しなゃっすくうちうすっ  
こせしくぇたぇ  くっょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう. ╆かぇすぇ-
くけゃ うょゃぇ くぇ きはしすけすけ くぇ しすぇさうは こさっょしっょぇすっか 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, おけえすけ さなおけゃけょってっ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす ゃ こけしかっょくうすっ きせ ょゃぇ きぇくょぇすぇ. 

】っ うきぇ けすけこかっくうっ ゃ ょっすしおうすっ う せつっぉくう いぇゃっょっくうは, ゅぇさぇくすうさぇ こさっい しっょきうちぇすぇ おきっすう-
ちぇすぇ くぇ  けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は ぉっ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ ゃっつっ しっ こさぇゃはす 

こけしかっょくうすっ ょけしすぇゃおう こけ しすぇさうは ょけゅけゃけさ し せつうかうとぇすぇ いぇ ゅけさうゃけ, おぇすけ すっ しっ いぇさっあょぇす し 
くせあくうすっ うき おけかうつっしすゃぇ ょけ おさぇは くぇ ょっおっきゃさう. ╃け おさぇは くぇ くけっきゃさう とっ こさうおかのつう けぉとっしすゃっ-
くぇすぇ こけさなつおぇ いぇ ょけしすぇゃつうお くぇ ゅけさうゃぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ けす はくせぇさう 2013 ゅ. しこっつっ-
かうかうはす くけゃぇすぇ こけさなつおぇ  とっ うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ ょけしすぇゃは おけかうつっしすゃぇ. ╃け きけくっすぇ ゅけさうゃけすけ, 
ょけしすぇゃはくけ ゃ ょっすしおう う せつっぉくう いぇゃっょっくうは, こけ しおかのつっくうは こさっょう ゅけょうくぇ ょけゅけゃけさ し ¨ぉとうくぇすぇ, 
ぉっ くぇ ちっくう し かっゃ こけ-ゃうしけおう, けすおけかおけすけ しぇ こぇいぇさくうすっ.  ]すけはくけゃぇ いぇはゃう はしくけすけ しう くぇきっさっくうっ 
ょぇ こさっおさぇすう  けとっ っょうく くっういゅけょっく いぇ けぉとうくぇすぇ ょけゅけゃけさ – すけいう いぇ ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ たさぇくうすっかくう 
こさけょせおすう ゃ ょっすしおうすっ  ゅさぇょうくう はしかう. 

] こさけっおす いぇ くけゃう おくうゅう くぇ しすけえくけしす 7 たうかはょう かっゃぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉうぉかうけ-
すっおぇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ こさっょ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ. 

╊うこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう しっ っ けすさぇいうかぇ ょさぇしすうつくけ くぇ こけこなかゃぇ-
くっすけ くぇ ぉうぉかうけすっつくうは そけくょ し くけゃぇ かうすっさぇすせさぇ. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ いぇおせこっくう 600 
おくうゅう, ょけおぇすけ ょゃっ ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ くけゃうすっ おくうゅう ゃ きっしすくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ しぇ ぉうかう すさう 
こなすう こけゃっつっ.
╋っあょせゃさっきっくくけ  ょうさっおすけさなす くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお ┿くくぇ ╉け-

あせたぇさけゃぇ しなけぉとう, つっ 700 こけょこうしぇ しぇ しなぉさぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ つぇしす けす くぇちうけくぇかくぇすぇ 
おぇきこぇくうは, こけょっすぇ こさっょう きっしっち.  ‶けょこうしおぇすぇ ぉっ ゃ こけょおさっこぇ くぇ うしおぇくっすけ くぇ ぉうぉかうけすっおうすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ いぇ こさうっきぇくっ くぇ しすぇくょぇさす いぇ ぉうぉかうけすっつくけ-うくそけさきぇちうけくくけ けぉしかせあゃぇくっ いぇ けぉとっしす-
ゃっくうすっ う せつうかうとくう ぉうぉかうけすっおう.

 

〈うおゃぇ-ゅうゅぇくす けすゅかっょぇ ゃ ょゃけさぇ しう おぇいぇくかなつぇくうくなす ╃っく-
おけ ╃っくおけゃ. 

╉ぇすけ ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ ょけぉさうすっ ゅさうあう っおしぉぇくおっさなす しっ っ 
しょけぉうか し こかけょ, すっあぇと 52 おうかけゅさぇきぇ う し けぉうおけかおぇ 165 しぇく-
すうきっすさぇ.                                                             

》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

こけ ゃさっきっ くぇ こさっょういぉけさくぇ-
すぇ おぇきこぇくうは”, こけあっかぇ しかっょ 
こけかぇゅぇくっすけ くぇ おかっすゃぇすぇ くぇ 
くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ すなさ-
あっしすゃっくぇ しっしうは うくあ. ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ けす ゅさせこぇすぇ “╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, おけはすけ 
せょゃけう こさうしなしすゃうっすけ しう ゃ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす しこさはきけ こさっ-
ょたけょくうは きぇくょぇす う ゃっつっ うきぇ 
6 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.
〉ぉっょっく しなき, つっ すけゃぇ, おけっすけ 

けぉっとぇゃぇたきっ とっ しすぇくっ, きけあっ 
ょぇ しっ しかせつう, ぇおけ さぇぉけすうき いぇ-
っょくけ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお”.

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ っ くけ-

ゃうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉ-

とうくしおうは しなゃっす.

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ けす ゅさせ-
こぇすぇ くぇ ╂╄[╀ っ くけゃうはす こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ ぉっ ういぉさぇく 
くぇ こなさゃぇすぇ すなさあっしすゃっくぇ しっ-
しうは くぇ くけゃうは きっしすっく こぇさかぇ-
きっくす し ゅかぇしけゃっすっ くぇ 31 けす 
けぉとけ 37 しなゃっすくうちう. 【っしすう-
きぇ けす しなゃっすくうちうすっ こせしくぇたぇ 
くっょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう. 
╆かぇすぇくけゃ ぉっ う っょうくしすゃっくけ-
すけ こさっょかけあっくうっ いぇ こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ ]なゃっすぇ, ょけてかけ けす 
いぇかぇすぇ. ¨しすぇくぇかうすっ ゅさせこう 
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 くっ くけきうくうさぇたぇ しゃけう 
こさっょしすぇゃうすっかう いぇ さなおけゃけょ-
くうは こけしす.
‶なさゃぇすぇ つぇしす くぇ いぇしっょぇ-

くうっすけ ゃけょう けぉかぇしすくうはす せこ-
さぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, ゃ 
つうっすけ こさうしなしすゃうっ くぇ おさぇお 
う くぇ ゅかぇし くけゃうすっ しなゃっすくう-
ちう こけかけあうたぇ おかっすゃぇすぇ しう ょぇ 
しかせあぇす ゃ こけかいぇ くぇ けぉとっしすゃけ-
すけ う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╉かっすゃぇすぇ ぉっ こけかけ-
あっくぇ しかっょ ういしかせてゃぇくっすけ くぇ 
たうきくぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇ-
さうは う たうきくぇ くぇ ╄].
′ぇ しっしうはすぇ こさうしなしすゃぇ ょっ-

こせすぇすなす けす ╉ぇいぇくかなお ╄きうか 
╉ぇさぇくうおけかけゃ けす ‶‶ ╂╄[╀, 
おけえすけ ぇおちっくすうさぇ ゃなさたせ うし-
すけさうつくけしすすぇ くぇ きけきっくすぇ, ゃ 
おけえすけ こけかぇゅぇ おかっすゃぇ こなさゃぇ-

すぇ あっくぇ – おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
¨とっ すさうきぇ ょっこせすぇすう せゃぇ-
あうたぇ しなぉうすうっすけ – ′っょはかおけ 
′っょはかおけゃ う ′っかう ╉ぇかくっゃぇ 
けす ╂╄[╀ う 〈けょけさ ╁っかうおけゃ けす 
[╆].
]かっょ こけかぇゅぇくっすけ くぇ おかっす-

ゃぇすぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ゃさなつう くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ おきっす-
しおぇすぇ けゅなさかうちぇ – しうきゃけか くぇ ゃかぇしすすぇ. 〈けえ こけあっかぇ くぇ ょけぉなさ 
つぇし くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う くけゃうは しなゃっす.
¨す しゃけは しすさぇくぇ おきっすなす ]すけはくけゃぇ いぇはゃう, つっ ょけぉさうすっ ょくう いぇ 

╉ぇいぇくかなお こさっょしすけはす う けぉっとぇ けすおさうすけ せこさぇゃかっくうっ ゃ けぉとっしす-
ゃっくぇ こけかいぇ.
44 - ゅけょうてくうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ]なゃっすぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ 

ぉっ こさうゃっすしすゃぇく う けす こさっょてっしすゃっくうおぇ しう ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
おけえすけ きせ こさっょぇょっ とぇそっすぇすぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ 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 くぇ ╉ぇいぇくかなお. „╇いおかのつうすっかくけ しなき ょけ-
ゃけかっく, つっ うきっくくけ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ っ くけゃうはす こさっょしっょぇすっか, 
いぇとけすけ すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ けくけゃぇ, おけっすけ いぇこけつくぇたきっ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ くう おぇすけ こさけいさぇつくけしす おぇすけ こなさゃう っかっおすさけくっく ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす, とっ ぉなょっ こさけょなかあっくけ, おぇいぇ ]ぇきぇさしおう.
╆かぇすぇくけゃ っ さけょっく くぇ 4 はくせぇさう こさっい 1967 ゅけょうくぇ, ょうこかけきう-

さぇ しっ おぇすけ のさうしす こさっい 1993-すぇ. ╆ぇ おさぇすおけ すけえ ぉっ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお けす おさぇは くぇ 2007 ょけ しさっょぇすぇ くぇ 2008 ゅけょうくぇ. ]な-
こさせゅぇすぇ きせ しっ おぇいゃぇ ╀さぇくうきうさぇ, 20-ゅけょうてくぇすぇ きせ ょなとっさは  
‶けかうくぇ しかっょゃぇ っおけかけゅうは ゃ ′けゃ ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╇ぉせてっゃ し せょけしすけゃっさっくうっすけ しう いぇ ゃすけさう きぇくょぇす 
おぇすけ しなゃっすくうお

╂させこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“

′けゃうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ]なゃっすぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ

′けゃけういぉさぇくぇすぇ けぉとうくしおぇ しなゃっすくうつおぇ けす ╄╉ 
╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ
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〉《╇¨ [〉¨╈¨ ╇ ╆¨╆]¨《【╊[╅ „╅『』╊〉╅]”  
]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ っ とぇしすかうゃ つけゃっお - ゃうあょぇ しっ けす こさなゃ こけゅかっょ. 〈は ゃなこかな-
とぇゃぇ, ぉっい しこっちうぇかくけ ょぇ しっ っ いぇくうきぇゃぇかぇ し すけゃぇ, ゃしうつおけ, おけっすけ こさけおかぇきうさぇす 
きけょっさくうすっ すっけさうう いぇ こけいうすうゃくけすけ けすくけてっくうっ おなき あうゃけすぇ. 〈けゃぇ ぉう こさけいゃせ-
つぇかけ しすさぇくくけ いぇ ゃしっおう こさっょせぉっょっく, おけえすけ しゃなさいゃぇ とぇしすうっすけ し ゅけかっきうすっ こせぉ-
かうつくう せしこったう, あっかぇくうっすけ ょぇ しう ゃ しゃっすかうくぇすぇ くぇ こさけあっおすけさぇ う くっこさっきっくくけ  
–  し ゅけかはきけすけ ぉけゅぇすしすゃけ う きけとくうは ぉういくっし. ¨すゅけゃけさなす くぇ ]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ, 
きけくすぇあくうお くぇ ういょっかうは けす きっすぇか う ぉけっこさうこぇしう ゃ 140 ちった くぇ ╆ぇゃけょ 4, っ こさけしす, 
おぇおすけ とぇしすうっすけ っ こさけしすけ ゃ けぉうおくけゃっくうすっ くっとぇ: ”╁ „┿さしっくぇか” きう たぇさっしゃぇ!”. 
╇ けとっ: ”′ぇえ-ぉかぇゅけすけ つせゃしすゃけ っ かのぉけゃすぇ... ′ぇえ-かけてけすけ – いぇゃうしすすぇ, おけはすけ 
ゃけょう ゃしうつおう ゃけえくう う おけくそかうおすうすっ ういけぉとけ”. 〈っいう ょゃっ けす けぉとけ 10 こさぇゃうかぇ 
いぇ とぇしすうっすけ, ]くっあぇくおぇ ゃうょはかぇ くぇぉなさいけ こさっょう ゃさっきっ, ういこうしぇくう くぇ すぇぉかけ ゃ 
っょうく かっおぇさしおう おぇぉうくっす. ╅うゃけすなす え こけおぇいぇか, つっ しぇ ぇぉしけかのすくぇ うしすうくぇ.

〈さう こなすう しなき しっ ゃさなとぇかぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”, さぇいおぇいゃぇ あうゃけすぇ 
しう くはおけゅぇてくぇすぇ せつっくうつおぇ ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ きぇすっきぇすうつっ
しおぇ ゅうきくぇいうは, おけはすけ けこさっ
ょっかっくけ っ ういおかのつっくうっ けす くは
おけゅぇてくうすっ しう しなせつっくうちう, 
こけっかう おなき ╁〉╆-けゃっすっ う こけょ
さっょうかう あうゃけすぇ しう こけ ょさせゅ 
くぇつうく. „〈ぇおぇ しっ しかせつう, こけ
つくぇた さぇぉけすぇ こなさゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 1, 
120-すう ちった, こさう ╉けくしすぇくすうく 
》ぇょあうっゃ, おなょっすけ けしすぇくぇた 3 
ゅけょうくう う うきぇき けすかうつくう しこけ
きっくう けす すけゃぇ ゃさっきっ”, しこけょっかは 
]くっあぇくおぇ けす すぇいゅけょうてくぇすぇ 
┿かうは くぇ しかぇゃぇすぇ くぇ „┿さしっ
くぇか” – そぇおす, おけえすけ しおさけきくけ 
う し かっおぇ せしきうゃおぇ, しはおぇて くぇ 
くっせょけぉしすゃけ,  けぉはしくはゃぇ: ”╃ぇ 
, こけこぇょくぇた ゃ ┿かっはすぇ”. ‶けしかっ 
しっ ゃなさくぇかぇ ゃ さけょくうは ╋なゅ
かうあ, おなょっすけ う しっゅぇ あうゃっっ – ゃ 
ういおかのつうすっかっく せのす  ゃ こけょさっ
ょっくうは ぇこぇさすぇきっくす くぇ っょうく けす 
きぇかおけすけ ぉかけおけゃっ ゃ うしすけさうつっ
しおうは ゅさぇょ こけょ ╀ぇかおぇくぇ. ╅う
ゃっっ ゃ っょうくしすゃっくうは/!/, けぉう
すぇゃぇく ゃ ぉかけおぇ ぇこぇさすぇきっくす 
– いぇとけすけ ょさせゅうすっ しすけこぇくう, 
しぇ おけえ ゃ ╇すぇかうは, おけえ ゃ ╇しこぇ
くうは...

]くっあぇくおぇ しなとけ こさけぉゃぇ
かぇ おなしきっすぇ しう ゃ ╇しこぇくうは

『っかう 6 ゅけょうくう – けす 2001-ゃぇ 
ょけ 2007-きぇ, あうゃはかぇ すぇき しなし 
しっゅぇてくうは しう しなこさせゅ - ╂っけさ
ゅう, し おけゅけすけ いぇきうくぇかう ぉっい 
くうおぇおゃう こかぇくけゃっ, くけ せしこっ
かう. ¨すくぇつぇかけ しう きうしかっかう, 
つっ うしこぇくちうすっ こさぇゃはす ゃしうつおけ 
こけゅさってくけ, ぇ くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, 
しきっ くぇ こさぇゃうは こなす. „‶けしかっ 
さぇいぉさぇたきっ, つっ すっ しぇ くぇ こさぇ
ゃうは こなす, ぇ くうっ しすけうき ゃしすさぇ
くう”, しこけょっかは ]くっあぇくおぇ, こさう
こけきくはえおう しう しこけおけえしすゃうっすけ 
くぇ うしこぇくちうすっ, こけ ちっかうは しゃはす 
こけいくぇすけ おぇすけ くっういきっくくけすけ 
– „╋ぇくはくぇ...”, おけっすけ けすかぇゅぇ 
ょくってくぇすぇ さぇぉけすぇ いぇ せすさっ. ╁ 
こけょさっょっくぇすぇ しすさぇくぇ, けす おけは

すけ, しこけさっょ ]くっあぇくおぇ,  しきっ くぇ 
こけくっ 20 ゅけょうくう さぇいしすけはくうっ, 
ょけさう う ゃ しっゅぇてくぇすぇ おさういぇ, 
きなゅかうあぇくおぇすぇ こさぇゃうかぇ おぇお
ゃけ かう くっ –  こけつうしすゃぇかぇ おなとう, 
ゅかっょぇかぇ ょっちぇ..., くぇえ-ゃっつっ くぇ
せつうかぇ うしこぇくしおう: ”] ょっちぇすぇ しっ 
つせゃしすゃぇき くぇえ-ょけぉさっ”, しこけょっ
かは ]くっあぇくおぇ, ょけおぇすけ いぇょ ゃさぇ
すぇすぇ くぇょくうつぇ 7-ゅけょうてくぇすぇ 
╇ゃぇ, うしこぇくおぇ こけ さけあょっくうっ. 
„】ぇしすかうゃおぇ!”, おぇいゃぇ いぇ きぇか
おぇすぇ しう ょなとっさは きぇえおぇすぇ くぇ 
すさう ょっちぇ ]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ. 
[ってっくうっすけ ょぇ うきぇす しゃけっ ょっすっ 
ょけてかけ きっあょせ くっは う ゃすけさうは え 
しなこさせゅ ゃ ╋ぇょさうょ. ”╋くけゅけ っ 
おさけすおぇ う しっ しこさぇゃは ゃっつっ ょけ
ぉさっ ゃ せつうかうとっ. 〈は っ きっつすぇくけ
すけ ょっすっ...”, おぇいゃぇ ]くっあぇくおぇ – 
きけあっ ぉう いぇとけすけ こなさゃうすっ ょゃっ, 
ょけてかう くぇ きかぇょう ゅけょうくう, おけ
ゅぇすけ くぇ つけゃっお ゃしっ きせ しっ うしおぇ 
くっとけ こけ-いぇぉぇゃくけ けす ゅかっょぇくっ
すけ くぇ ょっちぇ. ╇ ょくっし しっ てっゅせゃぇす 
こけ うしこぇくしおう いぇ ╇ゃぇ, いぇとけすけ 
うきっすけ くぇ きぇかおぇすぇ くぇ うしこぇく
しおう いくぇつっかけ „╃ぇくなお ょけぉぇゃっくぇ 
しすけえくけしす”. „′ぇてっすけ „╃╃]” っ 
さけょっくけ こけょ とぇしすかうゃぇ いゃっいょぇ 
– くぇ 8-きう ょっおっきゃさう, おけえすけ せ 
くぇし っ こさぇいくうお くぇ しすせょっくすうすっ, 
ぇ ゃ ╇しこぇくうは – ょっくはす くぇ しすけかう
ちぇすぇ ╋ぇょさうょ. ╇ゃぇ しっ さけょうかぇ 
ゃ ╋ぇょさうょ くぇ ゃさなた こさぇいくうおぇ 
きせ – „]ゃっすぇ ╄きぇくせかぇょぇ”... ′け 
いょさぇゃっすけ くぇ ╇ゃぇ っ う っょくぇ けす 
こさうつうくうすっ しっきっえしすゃけすけ ょぇ しっ 
ゃなさくっ ゃ さけょくうは ╋なゅかうあ, おな
ょっすけ ゃないょせたなす っ けすかうつっく いぇ 
くっえくけすけ いょさぇゃっ, し おけっすけ うきぇ
かけ こさけぉかっき ゃ しきけゅぇ くぇ うしこぇく
しおぇすぇ しすけかうちぇ.〈ぇおぇ 

╆ぇ すさっすう こなす ]くっあぇくおぇ 
こけしすなこゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”

‶さっょう ╇しこぇくうは ]くっあぇくおぇ 
こけさぇぉけすうかぇ  ゃ きなゅかうあおけすけ 
╀╉], こけしかっ けすくけゃけ ゃ „┿さしっ
くぇか” – ╆ぇゃけょ 4, ちった 130 – こさう 
‶っくおぇ ╀っかううゃぇくけゃぇ: ”╋くけゅけ 
たせぉぇゃ つけゃっお! ‶さっおさぇしっく!”, 

しこけきくは しう ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
さぇぉけすうかぇ こさう おぇこしせかょっすけくぇ
すけさうすっ  ]くっあぇくおぇ, おけはすけ くぇ
こせしくぇかぇ けさなあっえくうちぇすぇ こさっい 
しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 
ゃっつっ きうくぇかうは ゃっお いぇさぇょう 
ゅけかっきうすっ しなおさぇとっくうは こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ くぇ さぇょうおぇかくう 
けぉとっしすゃっくう こさけきっくう. ]なおさぇ
とっくうはすぇ は こさぇすうかう ゃ っょうく 
けす くぇえ-こけしっとぇゃぇくうすっ  すけゅぇ
ゃぇ ちっくすさぇかくう きぇゅぇいうくう いぇ 
たさぇくうすっかくう しすけおう ゃ ╉ぇいぇく
かなお, くけ かうこしぇすぇ くぇ けすこせしおう, 
くっゃないきけあくけしすすぇ ょぇ ゃいっきぇて 
ぉけかくうつくう, ょなかゅけすけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ う くっょけしすうゅなす くぇ しけ
ちうぇかくう こさうょけぉうゃおう けすおぇいぇ
かう ]くっあぇくおぇ けす さぇぉけすぇすぇ う 
すぇおぇ しっ しすうゅくぇかけ ょけ ゅせさぉっすぇ 
ゃ ╇しこぇくうは. ′け ! –„′うおけゅぇ くっ 
しきっ きうしかうかう ょぇ しっ せしすさけえ
ゃぇきっ すぇき. ‶なお う さけょうすっかうすっ 
くう ぉはたぇ すせお, うきぇたぇ くせあょぇ けす 
こけきけと”.
〈せお しぇ う ょゃっすっ ゅけかっきう ょっちぇ 

くぇ ]くっあぇくおぇ, し おけうすけ すは しっ 
ゅけさょっっ おぇすけ きぇえおぇ. ]うくなす 
′っょっかつけ たゃぇくぇか いぇくぇはすぇ くぇ 
ぇゃすけきけくすぬけさぇ けす きぇえしすけさかな
おぇ くぇ ぉぇとぇ しう う ゃっつっ さぇぉけすう 
ゃ ぇゃすけしっさゃうい ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさう 
すけゃぇ – さぇぉけすう し せょけゃけかしすゃうっ 
う しっ しこさぇゃは ょけぉさっ, ぇ っ っょゃぇ 
くぇ 20 ゅけょうくう, おぇいゃぇ ]くっあぇく
おぇ. 22-ゅけょうてくぇすぇ とっさおぇ  っ 
ぇょきうくうしすさぇすけさ ゃ ]こぇ-おけき
こかっおし ゃ ぅゅけょぇ う しなとけ っ ょけ
ゃけかくぇ けす さぇぉけすぇすぇ しう.
╇しこぇくうは っ おさぇしうゃぇ しすさぇくぇ, 

ゃしうつおけ っ ょけぉさっ せさっょっくけ, くけ 
]くっあぇくおぇ いぇきっくは ╋ぇょさうょ し 
╋なゅかうあ う „┿さしっくぇか”. 

╁ „┿さしっくぇか” うきぇきっ しけちう
ぇかくう こさうょけぉうゃおう

]くっあぇくおぇ けしけぉっくけ ちっくう 
すけゃぇ -  こけかいゃぇす しっ こかぇすっく 
ゅけょうてっく けすこせしお, ゃいうきぇす しっ 
ぉけかくうつくう, さぇぉけすう しっ し くけさ
きぇかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ. „′っ 
ぉうた いぇきっくうかぇ „┿さしっくぇか” し 

きぇかおぇ つぇしすくぇ そうさきぇ, おなょっ
すけ さぇぉけすくうおなす っ しはおぇて ぉっい 
こさぇゃぇ”, おぇすっゅけさうつくぇ っ せょぇさ
くうつおぇすぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇ
すぇ, こさっい つううすけ さなちっ きうくぇゃぇす  
ういょっかうは こけ くはおけかおけ すけくぇ くぇ 
ょっく, こさう すけゃぇ しっ さぇぉけすう „くぇ 
おさぇお”. ”[ぇぉけすぇすぇ くっ っ けこぇし
くぇ, たぇさっしゃぇ きう, おけかっおすうゃなす 
っ きくけゅけ ょけぉなさ う うくすっさっしっく, 
うきぇ ゃしはおぇおゃう たけさぇ: ”》ぇさっしゃぇ 
きう ょぇ さぇぉけすは し すはた. ′っ しなき 
おけくそかうおすくぇ, くけ こけくはおけゅぇ 
ゃないくうおゃぇす こさけぉかっきう, おけうすけ 
さってぇゃぇきっ ぉなさいけ”, しこけょっかは 
いぇ ぇすきけしそっさぇすぇ ゃ おけかっおすうゃぇ 
ゅっさけうくはすぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇ
ゃぇすぇ. ╇ けとっ : ”╇きぇき しすさぇたけす
くう くぇつぇかくうちう, おけうすけ, けしゃっく, 
つっ こけっきぇす けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ 
くぇし, いぇとけすけ さぇぉけすうき ゃけっく
くけ こさけういゃけょしすゃけ, しぇ こさっょう 
ゃしうつおけ たけさぇ.”, ゅけゃけさう し けぉうつ 
]くっあぇくおぇ いぇ ╇ゃぇく ╃っつっゃ う 
╃うぇくぇ ╉けかっゃぇ, おけうすけ さぇぉけ
すはす くぇさぇゃくけ し こけょつうくっくうすっ, 
おけゅぇすけ うきぇ しこってくう こけさなつおう 
いぇ ういこなかくっくうっ. „╁ „┿さしっくぇか” 
ゃうくぇゅう しなき うきぇかぇ しすさぇたけす
くう くぇつぇかくうちう...”. ╆ぇ しっぉっ しう 
]くっあぇくおぇ おぇいゃぇ: 

╁うくぇゅう しなき うきぇかぇ おなし
きっす

╉なしきっすなす え ょけゃっか う ょさせゅけすけ 
くっとけ ちっくくけ ゃ あうゃけすぇ: ”╋くけ
ゅけ っ ゃぇあくけ ょぇ くぇきっさうて しゃけは
すぇ しう こけかけゃうくおぇ”, けぉはしくはゃぇ 
しこけおけえくけすけ しう とぇしすうっ きけく
すぇあくうつおぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 4. ╂っけさ
ゅう っ しすさけうすっか, きぇえしすけさ, おけえすけ 
こさぇゃう ゃしうつおけ. ╇ すけゃぇ かうつう けす 
しこさっすくぇすうは ゃうょ くぇ ょけきぇ うき, 
ゃ おけえすけ かのぉうきけすけ きはしすけ いぇ 
]くっあぇくおぇ っ おせたくはすぇ. ”╂けすゃは 

くっこさっおなしくぇすけ, けぉうつぇき しかぇょ
おうてう, すけさすうつおう...”, せしきうたゃぇ 
しっ ]くっあぇくおぇ, おけはすけ こけつすう 
くはきぇ ゃさっきっ いぇ こけつうゃおぇ, けしけ
ぉっくけ しっゅぇ, し こなさゃけおかぇしくうつ
おぇすぇ, し おけはすけ こうてぇす っょうくうつ
おう, ょゃけえおう... ╁しっ けとっ けぉうつぇ 
くぇさけょくうすっ すぇくちう, くぇゃさっきっすけ 
10 ゅけょうくう うゅさぇかぇ ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ 『ゃっすぇく 『けつっゃ ゃ „╃うきうすなさ 
╀かぇゅけっゃ”, くけ ゃっつっ くはきぇ つぇしけ
ゃっ いぇ おぇおゃけすけ う ょぇ ぉうかけ たけぉう. 
]っきっえしすゃけすけ くぇきうさぇ ゃさっきっ 
いぇ こけつうゃおぇ くはおけかおけ ょくう こさっい 
かはすけすけ くぇ きけさっすけ. ┿ おけゅぇすけ 
けすおさぇょゃぇ きぇかおけ ょさせゅけ ゃさっきっ 
いぇ しっぉっ しう, ]くっあぇくおぇ ゃいうきぇ 
おくうゅぇすぇ うかう ゃっしすくうおぇ, いぇ
とけすけ こさういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ ょぇ 
つっすっ. ¨ぉうつぇ ょぇ つっすっ う „〈さう
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”, きくけゅけ きせ しっ 
さぇょゃぇ う たぇさっしゃぇ. „╁っしすくうおなす 
しっ つっすっ けす たけさぇすぇ う きくけゅけ しっ 
たぇさっしゃぇ”, おぇいゃぇ くぇ すさなゅゃぇくっ 
]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ, くけ くっ いぇ
ぉさぇゃは ょぇ きう しこけょっかう しゃけはすぇ 
きぇおしうきぇ いぇ おかのつぇ おなき いっき
くけすけ とぇしすうっ: ”╋くけゅけ っ ゃぇあくけ 
ょぇ こさうっきって つけゃっおぇ すぇおなゃ, 
おぇおなゃすけ っ – おぇおすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
すぇおぇ う ゃおなとう”.
]なあぇかはゃぇ しぇきけ いぇ っょくけ: 

”╋かぇょうすっ たけさぇ しぇ きぇかおけ, うょ
ゃぇす う しっ けすおぇいゃぇす ぉなさいけ けす 
さぇぉけすぇすぇ, くっ しぇ しゃうおくぇかう” う 
いぇ けとっ くっとけ: とっ え しっ ょぇ あう
ゃっっき ゃ こけ-せさっょっくぇ ょなさあぇゃぇ 
う ゃ こけ-せさっょっく ゅさぇょ, けす おけえすけ 
たけさぇすぇ くっ しう すさなゅゃぇす, おぇおすけ 
すけゃぇ しすぇゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう ゃ さけょくうは ╋なゅかうあ, おな
ょっすけ ぉっいさぇぉけすくうすっ しぇ たうかは
ょう, ぇ けぉさぇいけゃぇくうすっ う しこけしけぉ
くう たけさぇ – ゃしっ こけ-きぇかおけ.     

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╆ぇ ゃすけさう きっしっち さぇぉけすっ-
とうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ う ゃ 

„┿さしっくぇか ”2000” ┿╃ こけかせつう-
たぇ しゃけうすっ ゃぇせつっさう くぇ しすけえ-
くけしす 45 かっゃぇ. ] すけゃぇ すっ しぇ 
しさっょ きぇかちうくぇすぇ しかせあうすっかう 
ゃ きっしすくう そうさきう う っょうくしすゃっ-
くうすっ ゃなゃ そうさきぇ し すぇおなゃ きぇ-
とぇぉ, おけうすけ こけかいゃぇす こけょけぉくぇ 
しけちうぇかくぇ こさうょけぉうゃおぇ, いぇ-
こかぇとぇくぇ くぇ 100% けす さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. 
‶けかせつっくうすっ ゃぇせつっさう しぇ し 

くけきうくぇかう けす こけ 10 う 5 かっゃぇ. 
]こっちうぇかくけ いぇ 〈┿ こさっょしっょぇ-
すっかはす くぇ 〉] くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ いぇはゃう, 
つっ し  ちっか せかっしくっくうっ いぇ ぇさ-
しっくぇかちう,  ゃっつっ っ くぇこさぇゃっくぇ  

いぇはゃおぇ ょけ そうさきぇすぇ, ういさぇぉけすゃぇとぇ ゃぇせつっさうすっ, けす しかっょゃぇとうは きっしっち おけこのさうすっ, おけうすけ しっ こけ-
かせつぇゃぇす, ょぇ  うきぇす う こけ-きぇかおう くけきうくぇかう けす  こけ 2 かっゃぇ. ╁ぇせつっさうすっ こけいゃけかはゃぇす いぇおせこせゃぇくっすけ 
しぇきけ くぇ たさぇくうすっかくう こさけょせおすう,  おぇおすけ けす ゅけかっきうすっ すなさゅけゃしおう ゃっさうゅう ゃ ╉ぇいぇくかなお, すぇおぇ う けす 
おゃぇさすぇかくう しせこっさきぇさおっすう. ] すはた くっ きけあっ ょぇ しっ おせこせゃぇす ぇかおけたけか う ちうゅぇさう.
′ぇ ゃなこさけし くぇ 〈┿ いぇ こけょぇょっくぇ いぇはゃおぇ ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ いぇ っゃっくすせぇかくぇ けこすうきういぇちうは くぇ 

しなしすぇゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, ╉けしすぇょうくけゃ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ  すぇいう いぇはゃおぇ ゃっつっ くっ っ ぇおすせぇかくぇ 
う っ けすこぇょくぇかぇ.  

                                            〈┿ 
╁ しかっょゃぇとうは ぉさけえ けつぇおゃぇえすっ さっこけさすぇあ けす くけゃけけすおさうすうは ちった ゃ ╆ぇゃけょ 4 - ╋なゅかうあ

╉╅〈』[《 ‒】【╆《]〉《 ぃ《】 』ぇ╆『╅ 
》《ぁ¨【╅【╊]¨ ╇ 《『ぇ╋╊‶〉¨を╅【╅
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ すさう ょくう  くぇ けぉくけゃっくうは しすぇょうけく „┿さ-

しっくぇか” しっ こさけゃっょっ  こなさゃうはす  あっくしおう そせすぉけかっく すせさくうさ. 
′っぉうゃぇか うくすっさっし う  くぇょ 1500 いさうすっかう いぇ すさうすっ ょくう  しなぉさぇ 
ゃっかうおぇすぇ うゅさぇ ゃ ういこなかくっくうっ くぇ ょぇきう けす くはおけかおけ けすぉけさぇ.  
╆さうすっかうすっ うきぇたぇ ゃないきけあくけしす ょぇ くぇぉかのょぇゃぇす しさっとうすっ  くぇ 

っょくう けす くぇえ-きくけゅけけぉっとぇゃぇとうすっ う しすうかくう そせすぉけかくう くぇょっあ-
ょう ゃ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, こさう すけゃぇ… ゃ っあっょくっゃうっすけ しう  こけ-つっし-
すけ ゃ こけかう. ╃っきけくしすさうさぇくぇすぇ けす きかぇょうすっ そせすぉけかうしすおう うゅさぇ 
ぉっ くぇ しさぇゃくうすっかくけ ょけぉさけ くうゃけ, こさっょゃうょ ゃさっきっすけ, けすょっかっくけ 
いぇ こけょゅけすけゃおぇ. ¨つぇおゃぇくうはすぇ けす すせさくうさぇ ぉはたぇ くぇょきうくぇすう.  

‶さっい 2009 ゅ. こけかせつぇゃぇ けす 
こさっいうょっくすぇ ╃きうすさうえ ╋っょゃっ
ょっゃ くぇえ-ゃうしけおけすけ いゃぇくうっ ╂っ
さけえ くぇ [せしおぇすぇ そっょっさぇちうは.                                                                            
╋うたぇうか 〈うきけそっっゃうつ ╉ぇかぇて
くうおけゃ っ ょけおすけさ くぇ すったくうつっ
しおうすっ くぇせおう, ぇおぇょっきうお, こけつっ
すっく つかっく くぇ [せしおぇすぇ ぇおぇょっきうは 
くぇ くぇせおうすっ, こけつっすっく う ょっえしす
ゃうすっかっく つかっく くぇ きくけゅけ ょさせゅう 
ぇおぇょっきうう. ‶けつっすっく ゅさぇあょぇ
くうく っ くぇ ╇あっゃしお う くぇ し. ╉せさは.                                                                                                            
╉ぇかぇてくうおけゃ っ こせぉかうおせゃぇか 
つっすうさう おくうゅう しなし しこけきっくう: 
„╆ぇこうしおう くぇ おけくしすさせおすけさぇ-
けさなあっえくうお”, „¨す つせあょうは こさぇゅ 
ょけ ]こぇしおうすっ ゃさぇすぇ”, „╁なさゃはた し 
ゃぇし こけ っょうく う しなとう こなす”, „〈さぇ
っおすけさうは くぇ しなょぉぇすぇ”. 』かっく っ 
くぇ ]なのいぇ くぇ こうしぇすっかうすっ くぇ 
[せしうは.
]っきっえしすゃけすけ
╇いけぉさっすぇすっかはす くぇ こさういくぇすけすけ 

いぇ くぇえ-っそうおぇしくけ かうつくけ けさな
あうっ ゃ しゃっすぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ くう
おけゅぇ くっ っ ぉうか ぉけゅぇす. ]っきっえくうは 
しう あうゃけす いぇこけつゃぇ ゃ っょくぇ しすぇは 
けす 12 おゃぇょさぇすぇ, ぇ あっくぇ きせ しな
ぉさぇかぇ けす こけかっすけ しっくけ, いぇとけすけ 
くはきぇかう おなょっ ょぇ かっゅくぇす. ┿ ┿╉-
47 ゃっつっ ぉうか くぇ ゃなけさなあっくうっ.                                                             
]なこさせゅぇすぇ くぇ かっゅっくょぇさくうは 
けさなあっっく おけくしすさせおすけさ ╄おぇ
すっさうくぇ ╉ぇかぇてくうおけゃぇ /1921-
1977/ っ ぉうかぇ すったくうお-おけく
しすさせおすけさ, こさぇゃうかぇ っ つっさすっあう 
いぇ ╋うたぇうか 〈うきけそっっゃうつ. ╋う
たぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ うきぇ すさう ょな
とっさう -  ′っかかう ╋うたぇえかけゃくぇ /さ. 
1942 ゅ./, ╄かっくぇ ╋うたぇえかけゃくぇ 
/さ. 1948 ゅ./, ′ぇすぇかうは ╋うたぇえ
かけゃくぇ /1953 – 1983/ う っょうく 
しうく – ╁うおすけさ ╋うたぇえかけゃうつ 

/さ.1942 ゅ./
╀うけゅさぇそうはすぇ くぇ ゃっかうおうは おけく

しすさせおすけさ こさけょなかあぇゃぇ…
[けょっくぇすぇ ゃ ╋けしおゃぇ そさっくしおぇ 

あせさくぇかうしすおぇ ╄かっくぇ ╅けかう っ ぇゃ
すけさ くぇ ぉうけゅさぇそうは くぇ ゅっくうぇか
くうは けさなあっえくうお - “╋けはす あうゃけす 
ゃ ぉせさう う ゃ けすおけしう”. ‶さっょ くっは 
╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ ういこけゃはょ
ゃぇ: “╁ っょくけ けすくけてっくうっ ぇい しっ 
さぇいかうつぇゃぇた きくけゅけ けす ]すけせくなさ 
- ぉはた けすかうつっく けす きけはすぇ しすさぇ
くぇ し ゃしうつおう ゃないきけあくう きっょぇかう. 
‶さう けそうちうぇかくうすっ しさっとう しかぇ
ゅぇた くぇ しぇおけすけ しう ょゃっすっ いゃっいょう 
くぇ ╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっ
しおうは すさせょ う いかぇすくぇすぇ いくぇつおぇ 
くぇ かぇせさっぇす くぇ ╊っくうくしおぇ くぇ
ゅさぇょぇ. ]すけせくなさ ゅう ゅかっょぇてっ し 
ゅけかはき うくすっさっし. ┿ すけえ くっ ぉってっ 
こけかせつうか くうおぇおゃけ けすかうつうっ けす 
しゃけっすけ こさぇゃうすっかしすゃけ. ′け こなお 
ぉってっ ういおかのつうすっかくけ ぉけゅぇす: 
うきぇてっ しぇきけかっす う たっかうおけこすっさ.”                                                                                        
]すけせくなさ っ おけくしすさせおすけさ くぇ くぇえ-
ういゃっしすくけすけ ぇきっさうおぇくしおけ かうつくけ 
けさなあうっ - こせておぇすぇ ╋-16, ょゃぇきぇ
すぇ しっ しさっとぇす ゃ ]┿】 こさっい 1990 ゅ.                                                                                         
‶け  しかせつぇえ 90-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
さけあょっくうっすけ くぇ ╋うたぇうか ╉ぇかぇて
くうおけゃ, こさっい くけっきゃさう 2010 ゅ., 
ういょぇすっかしすゃけ „╋かぇょぇ ゅゃぇさょうは” 
ゃ しっさうはすぇ „╅ういくぬ いぇきっつぇすっ
かぬくにた かのょっえ” ういょぇょっ おくうゅぇ, ゃ 
おけはすけ しぇ ゃこかっすっくう ょゃっ ぉうけゅさぇ
そうう – くぇ つけゃっおぇ う くぇ ぇゃすけきぇすぇ. 
′っうく ぇゃすけさ っ ┿かっおしぇくょなさ 〉あぇ
くけゃ, しぇきうはす すけえ こさういくぇゃぇ, つっ 
ょぇ しっ さぇいょっかはす すっいう ぉうけゅさぇそうう 
っ くっゃないきけあくけ.
╀うけゅさぇそうはすぇ くぇ ゃっかうおうは おけく

しすさせおすけさ こさけょなかあぇゃぇ…
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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╊ぃ╀¨╋╇[ ╊╄╁』╄╁. ‶ぇくうたうょぇ いぇ きなさすゃけすけ ゃさっきっ. 
[けきぇく けす しこけきっくう.
〈けゃぇ くっ っ こさけしすけ きっきけぇさくぇ おくうゅぇ くぇ っょくぇ ゅけかはきぇ かうつくけしす – すけゃぇ っ しなおさけゃっくぇすぇ ういこけゃっょ 

くぇ こけっすぇ う つけゃっおぇ ╊. ╊っゃつっゃ う っょくけ しゃけっけぉさぇいくけ こさけょなかあっくうっ くぇ さけきぇくぇ きせ „〈う しう しかっょ-
ゃぇとうはす”. ┿ゃすけさなす くう ゃさなとぇ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ‶さっい くっゅけゃうは こけゅかっょ ゃうあょぇきっ くっかっおけすけ 
きうくぇかけ くぇ こさっゃさぇすくけしすう う こさっきっあょうは. ╁ さけきぇくぇ けす しこけきっくう くっ きぇかおけ しすさぇくうちう しぇ こけしゃっ-
すっくう くぇ くっゃっさけはすくぇすぇ ╁ぇくゅぇ, くぇ さぇいぉせかゃぇくっすけ くぇ きうすけゃっすっ けおけかけ ╊のょきうかぇ ╅うゃおけゃぇ, くぇ 
しけそうえしおうすっ こうしぇすっかしおう しさっとう, くぇ „しさせすゃぇくっすけ くぇ しうしすっきぇすぇ”, くぇ „╁っかうおうはす ゃいさうゃ”… ╄ょうく 
くっいぇぉさぇゃっく しゃはす ぉかっしすう し きぇゅうはすぇ くぇ しかけゃけすけ きせ う くはきぇ ょぇ けしすぇゃう ぉっいさぇいかうつくう つうすぇすっかうすっ.

╃╄╈╁╇╃ ╀┿╊╃┿』╇.  ╃はゃけかしおうはす おゃぇょさぇす. 
[けきぇく. ′けゃけすけ こさうおかのつっくうっ くぇ ¨かうゃなさ ]すけせく. 
┿ゃすけさなす くぇ こけゃっつっ けす 15 さけきぇくぇ こさっょしすぇゃは くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ つうすぇすっかう こけさっょくうは しう ょうくぇ-

きうつっく すさうかなさ. ┿すっくすぇす しさっとせ しなさちっすけ くぇ ゃかぇしすすぇ, きけとっく ゃいさうゃ くぇ きっすさう けす ╀っかうは ょけき, 
くぇ きはしすけ, ういゃっしすくけ おぇすけ ╃はゃけかしおうはす おゃぇょさぇす. ]ゃうしすっくっ くぇ おせさてせきう, ういぉせたゃぇくっ くぇ ぉけきぉう, 
しこっちうぇかくぇすぇ いぇょぇつぇ くぇ ぇゅっくすおぇすぇ くぇ ╋╇ 6 ╋っさう 』ぇこきぇく う ¨かうゃなさ ]すけせく ゃ っょくけ けこぇしくけ 
しなゃきっしすくけ さぇいしかっょゃぇくっ. ╉けえ しすけう いぇょ ぇすっくすぇすぇ こさっょう しかっょゃぇとうは, きくけゅけ こけ-きぇとぇぉっく せょぇさ?

╃┿′╇╄╊ ]〈╇╈╊. ′っょけしすけえくぇ いぇ かのぉけゃ.
[けきぇく.
〈さけゅぇすっかくけすけ くけゃけ こさけういゃっょっくうっ くぇ っょくぇ けす くぇえ-つっすっくうすっ しなゃさっきっくくう ぇきっさうおぇくしおう ぇゃ-

すけさおう くう しさっとぇ し こなかくうつおぇすぇ, しうきこぇすうつくぇ, くけ しなゃしっき けぉうおくけゃっくぇ ╁うおすけさうは ╃けせしなく. 〈は っ 
さぇいけつぇさけゃぇくうっ いぇ っゅけちっくすさうつくうすっ しう さけょうすっかう, ょけおぇすけ こけ-きぇかおぇすぇ え しっしすさぇ っ すったくうは うょっ-
ぇか. ╁うおすけさうは ういさぇしすゃぇ おぇすけ くっせゃっさっくけ, こけすうしくぇすけ きけきうつっ, おけっすけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ ういこなかくっくぇ 
し たうかはょう しすさぇたけゃっ う けこぇしっくうは あっくぇ. ′け っょくぇ しかせつぇえくぇ しさっとぇ ゃなゃ そうすくっし いぇかぇすぇ こさけきっくは 
あうゃけすぇ え, いぇとけすけ すは くぇえ-こけしかっ しさっとぇ きなあぇ, おけえすけ は けぉうつぇ う こさうっきぇ すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ っ. 

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ
╀うぉかうけすっおぇさ

╁ こなさゃうは あっくしおう そせすぉけかっく すせさくうさ ゃいったぇ せつぇしすうっ けすぉけさうすっ 
くぇ いぇゃけょうすっ 1 /しぉけさっく/ くぇ いぇゃけょ 1 -240 ちった,  う くぇ いぇゃけょ 5.
╀っいしこけさくけ, けすぉけさなす, こけおぇいぇか う くぇえ-おかぇしくう う くぇえ-けこうすくう 

しなしすっいぇすっかおう, ぉっ しぉけさくうはす けすぉけさ くぇ いぇゃけょ 1, おけえすけ  しこっつっかう 
すせさくうさぇ. ╃ぇきうすっ けす けすぉけさぇ こけおぇいぇたぇ くぇ すっさっくぇ そせすぉけか けす 
さぇいかうつっく おぇかうぉなさ. 〈っ ういゃけのゃぇたぇ こけぉっょう し 2:0 くぇょ けすぉけさぇ 
くぇ いぇゃけょ 5  う し 2:1 くぇょ けすぉけさぇ くぇ いぇゃけょ 1, ちった 240.  ‶けゃっつっ 
けす ょけぉさけ ぉっ こさっょしすぇゃはくっすけ う くぇ ょさせゅうは けすぉけさ くぇ いぇゃけょ 1, 
けす ちった 240, おけえすけ いぇかけあう くぇ おけかっおすうゃくぇすぇ うゅさぇ う いょさぇゃぇすぇ 
いぇとうすぇ. ] すっいう おぇつっしすゃぇ くぇ うゅさぇすぇ すっ ぉはたぇ しぇきけ くぇ おさぇつおぇ 
けす おさぇえくぇすぇ こけぉっょぇ.   ¨すぉけさなす くぇ ちった 240 せしこは ょぇ しっ くぇかけあう 
くぇょ けすぉけさぇ くぇ いぇゃけょ 5 し 2:0 う いぇゅせぉう し すけつおぇ けす しぉけさくうは けす-
ぉけさ くぇ いぇゃけょ 1. 〈うきなす くぇ いぇゃけょ  5 いぇゃなさてう くぇ すさっすけ きはしすけ ゃ 
すせさくうさぇ, くけ しこけさっょ きくけいうくぇ くぇぉかのょぇすっかう くぇ すっさっくぇ うきっくくけ 
すけゃぇ っ けすぉけさなす, こさっゃなさくぇか しっ ゃ ゅけかはきぇすぇ ういくっくぇょぇ くぇ すせさ-
くうさぇ ゃ すっいう すさう ょくう. 
╉ぇすけ けすおさうすうっ くぇ そせすぉけかくうは あっくしおう すせさくうさ, こけ きくっくうっすけ 

くぇ しすぇさてう すさっくぬけさうすっ くぇ すさうすっ  けすぉけさぇ : ]かぇゃう 》さうしすけゃ /いぇ-
ゃけょ 5/, ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ /しぉけさっく いぇゃけょ 1/ う ]すけはく ╋うかつっゃ /いぇ 
いぇゃけょ 1, 240/,  しっ しけつう おさうかけすけ くぇ しぉけさくうは けすぉけさ くぇ いぇゃけょ 1 
]うかゃうは ╃うくっゃぇ. ]なし しゃけは けしかっこうすっかっく つぇさ う ぉさうかはくすくぇ うゅさぇ 
おさぇしぇゃうちぇすぇ こかっくう ゃしうつおう くぇ  そうさきっくうは しすぇょうけく. 

╄すけ う おさぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ けす すせさくうさぇ: 

1-ゃけ きはしすけ - しぉけさっく けすぉけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1 し すさっくぬけさ ┿すぇくぇし 
╉ぇしぇぉけゃ 
2-さけ きはしすけ - ちった 240 - ╆ぇゃけょ 1 し すさっくぬけさ  ]すけはく ╋うかつっゃ 
3-すけ きはしすけ  - けすぉけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 5 し すさっくぬけさ ]かぇゃう 》さうしすけゃ. 

′ぇ そうくぇかぇ ゃしうつおう けすぉけさう こけかせつうたぇ こぇさうつくう くぇゅさぇょう,  
けしうゅせさっくう けす  ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. ]せきうすっ しぇ 100, 70 う 50 
かっゃぇ. 

╆ぇ 〈┿  ‶かぇきっく ‶っすおけゃ, ╆ぇゃけょ 5
/′っ こさけこせしくぇか くうすけ っょうく きぇつ, しなし いけさおけ けおけ けす すっさっくぇ/ 

‒¨〉╅〉』《╇¨ 『╊╇¨′《『¨ ╇]¨′╅【 ╇ 《╆ぅ¨〉╅【╅  
〈ったくうすっ けぉっいとっすっくうは とっ 

せすっあくはす ぉのょあっすぇ くぇ けぉとう-
くぇすぇ し 45 600 かっゃぇ.  ]さっょ すはた 
うきぇ う ょなさあぇゃっく しかせあうすっか し 
こけゃっつっ けす 10 ゅけょうくう しすぇあ ゃ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
くぇ おけゅけすけ ¨ぉとうくぇすぇ とっ こかぇ-
とぇ 10 ぉさせすくう いぇこかぇすう.  ¨しすぇ-
くぇかうすっ とっ こけかせつぇす けぉっいとっすっ-
くうは ゃ こけ-しおさけきくう さぇいきっさう. 
╆くぇつうすっかくう しせきう けぉとうく-

しおぇすぇ たぇいくぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ 
いぇこかぇすう おぇすけ けぉっいとっすっくうは 
いぇ  くっういこけかいゃぇくう けすこせしおう くぇ 
おきっすけゃっすっ くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ, 
つぇしす  けす おけうすけ くっ せしこはたぇ ょぇ 
しっ こさっぉけさはす いぇ くけゃう きぇくょぇすう.  
╀っい くっういこけかいゃぇくう けすこせしおう 
しぇ しぇきけ おきっすけゃっすっ くぇ ょゃっ けす 
けぉとけ 19-すっ しっかぇ ゃ けぉとうくぇすぇ - 
くぇ 』っさゅぇくけゃけ う ╉けこさうくおぇ. 
[っおけさょぬけさ こけ くっういこけかいゃぇく 

けすこせしお  っ ょけしっゅぇてくうはす おきっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. 
〈けえ くっ っ こけかいゃぇか くうすけ ょっく  けす 
こけかぇゅぇとうは きせ しっ こかぇすっく けす-
こせしお いぇ こけしかっょくうすっ 4 ゅけょう-

くう. ]せきぇすぇ, おけはすけ とっ こけかせつう 
おぇすけ けぉっいとっすっくうっ, っ  8 690 
かっゃぇ.  ]かっょ くっゅけ っ ぉうゃてうはす 
ゃっつっ おきっす くぇ ╄くうくぇ - ╀けくぬけ 
╋うさつっゃ, し  けすこせしお いぇ 7 たうかは-
ょう かっゃぇ.  ╀うゃてぇすぇ おきっすうちぇ くぇ 
[けいけゃけ – いぇ 5 たうかはょう かっゃぇ. 5 
090 かっゃぇ けぉっいとっすっくうっ いぇ くっ-
ういこけかいゃぇく けすこせしお とっ こけかせつう 
う いぇき. おきっすうちぇすぇ ゃ っおうこぇ くぇ 
╃ぇきはくけゃ ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ.   
′ぇ けぉとうくしおうは ぉのょあっす ょけ-

ゅけょうくぇ とっ すっあぇす う 400 たうかは-
ょう かっゃぇ くぇこさぇゃっくう さぇいたけょう, 
おけうすけ ╋¨]╁ けすおぇいゃぇ ょぇ  こさう-
っきっ こけ ゃけょくうは こさけっおす くぇ おゃ. 
„ 》さうしすけ  ╀けすっゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
[ってっくうっすけ っ けおけくつぇすっかくけ  
う っ しゃなさいぇくけ し  ういゃなさてっくう  
ょっえくけしすう, おけうすけ くっ しぇ ぉうかう 
いぇかけあっくう ゃ こさけっおすぇ.  400-すっ 
たうかはょう ¨ぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ゃないしすぇくけゃう ゃ しさけお ょけ 9-すう 
はくせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
„‶さけぉかっきなす っ, つっ し すっいう しう 

ょっえしすゃうは しないょぇゃぇきっ ゃこっつぇす-
かっくうっすけ, つっ くっ しきっ おけさっおすくう”, 

おけきっくすうさぇ おぇいせしぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ う こけょつっさすぇ, つっ こけ-
ょけぉくう こさけっおすう こけょかっあぇす くぇ 
きくけゅけ しっさうけいっく きけくうすけさうくゅ  
う こけょけぉくう ょっえしすゃうは, おぇすけ 
すっいう くぇ こさっょうてくぇすぇ けぉとうく-
しおぇ せこさぇゃぇ, くっ しっ すけかっさうさぇす. 
╃け おさぇは くぇ すけいう きっしっち ¨ぉ-

とうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゃくっしっ  ょけ-
おせきっくすぇちうはすぇ しう いぇ ゃすけさうは 
っすぇこ くぇ こさけっおすぇ, ゃおかのつゃぇと 
さっおけくしすさせおちうは くぇ こさっつうしすゃぇ-
すっかくぇすぇ しすぇくちうは おさぇえ ¨ゃけと-
くうお, おけかっおすけさぇ う おぇくぇかういぇ-
ちううすっ ゃ しっかぇすぇ ╄くうくぇ う ╉さなく. 
╁っつっ しぇ ういぉさぇくう おけくしせか-
すぇくすしおぇ そうさきぇ う こさけっおすぇくす. 
„╇きぇかけ っ 6 しさっとう くぇ っおしこっさ-
すう けす ╋¨]╁ し こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ う さぇぉけすっとうすっ 
こけ こさけっおすぇ. ╄おしこっさすうすっ しぇ 
けしすぇくぇかう し ゃこっつぇすかっくうっすけ, 
つっ  ¨ぉとうくぇすぇ くはきぇ さっしせさし 
いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ ちはかぇすぇ ょけ-
おせきっくすぇちうは いぇ ゃしうつおうすっ うい-
ぉさけっくう ょっえくけしすう. ╄おしこっさすうすっ 
しぇ けちっくうかう  こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 

¨ぉとうくぇすぇ おぇすけ しすうゅぇと しぇきけ 
ょけ っすぇこ こさっつうしすゃぇすっかくぇ しすぇく-
ちうは, おけきっくすうさぇ ]すけはくけゃぇ う 
ょけこなかくう, つっ しっ こさぇゃう ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ いぇ こさけゅさぇきぇ-きぇおしう-
きせき ゃ しかせつぇは. 
′ぇ しさっとぇ し あせさくぇかうしすう おきっ-

すなす くぇ ╉ぇいぇくかなお しなけぉとう, つっ 
くはきぇ くうすけ かっゃ けす こさっゃっょっくうすっ 
こさっい のかう ゃ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ 
くぇょ 2 きうかうけくぇ かっゃぇ けす そうさきぇ 
„ ╀う ]う ┿え” いぇ しすさけっあ くぇ そけ-
すけゃけかすぇうつくぇ  ちっくすさぇかぇ おさぇえ 
おぇいぇくかなておう しっかぇ. ] さってっくうっ 
くぇ こさっょたけょくうは ゃっつっ ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす こぇさうすっ けす すぇいう しょっかおぇ 
しかっょゃぇてっ ょぇ しっ さぇいたけょゃぇす けす 
くけゃうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁な-
こさっおう すけゃぇ ぉうゃてうはす ゅさぇょけくぇ-
つぇかくうお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ し すっいう 
こぇさう っ さぇいこかぇすうか しすさけうすっかくう 
ょっえくけしすう, ういゃなさてっくう ゃ けぉ-
とうくぇすぇ こさっい 2008-きぇ ゅけょうくぇ, 
おぇおすけ う ょなかあうきう けす っょくぇ ゅけょう-
くぇ  しさっょしすゃぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 300 
たうかはょう くぇ そうさきぇすぇ „ ‶う ]う ┿え” 
いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ ゃ ゅさぇょぇ. 

╆ぇさぇょう すっあおけすけ そうくぇくしけゃけ 
しなしすけはくうっ う ょなかゅけゃっ  いぇ くぇょ 4 
きうかうけくぇ かっゃぇ,  ちっか うおけくけきうう 
ゃ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ, けす こけくっ-
ょっかくうお しっ けしゃけぉけあょぇゃぇ う ゃな-
けさなあっくぇすぇ こけかうちっえしおぇ けたさぇ-
くぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
《せくおちううすっ こけ けたさぇくぇすぇ とっ しっ 
こけっきぇす けす こけさすうっさ.  
′っ つっすうさうきぇ, ぇ すさうきぇ いぇ-

きっしすくうお-おきっすけゃっ とっ うきぇ くけ-
ゃぇすぇ けぉとうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, けぉはゃう ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 〈は けすおぇいぇ ょぇ くぇいけ-
ゃっ おけくおさっすくう うきっくぇ, くけ  こけょ-
つっさすぇ, つっ すけゃぇ とっ しぇ きかぇょう う 
おさっぇすうゃくう たけさぇ, くぇ おけうすけ とっ 
うき ぉなょっ ょぇょっく てぇくし ょぇ しっ ょけ-
おぇあぇす. 
╃け しっょきうちぇ こさっょしすけう ゃくぇ-

しはくっ いぇ ょっぉぇす ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ 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, 
しかっょ おけっすけ とっ しすぇくぇす はしくう 
うきっくぇすぇ くぇ いぇきっしすくうちうすっ くぇ 
]すけはくけゃぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╋けきっくす けす しさっとうすっ
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〉《╇¨ [〉¨╈¨ ╇ ╆¨╆]¨《【╊[╅ „╅『』╊〉╅]”  
]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ っ とぇしすかうゃ つけゃっお - ゃうあょぇ しっ けす こさなゃ こけゅかっょ. 〈は ゃなこかな-
とぇゃぇ, ぉっい しこっちうぇかくけ ょぇ しっ っ いぇくうきぇゃぇかぇ し すけゃぇ, ゃしうつおけ, おけっすけ こさけおかぇきうさぇす 
きけょっさくうすっ すっけさうう いぇ こけいうすうゃくけすけ けすくけてっくうっ おなき あうゃけすぇ. 〈けゃぇ ぉう こさけいゃせ-
つぇかけ しすさぇくくけ いぇ ゃしっおう こさっょせぉっょっく, おけえすけ しゃなさいゃぇ とぇしすうっすけ し ゅけかっきうすっ こせぉ-
かうつくう せしこったう, あっかぇくうっすけ ょぇ しう ゃ しゃっすかうくぇすぇ くぇ こさけあっおすけさぇ う くっこさっきっくくけ  
–  し ゅけかはきけすけ ぉけゅぇすしすゃけ う きけとくうは ぉういくっし. ¨すゅけゃけさなす くぇ ]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ, 
きけくすぇあくうお くぇ ういょっかうは けす きっすぇか う ぉけっこさうこぇしう ゃ 140 ちった くぇ ╆ぇゃけょ 4, っ こさけしす, 
おぇおすけ とぇしすうっすけ っ こさけしすけ ゃ けぉうおくけゃっくうすっ くっとぇ: ”╁ „┿さしっくぇか” きう たぇさっしゃぇ!”. 
╇ けとっ: ”′ぇえ-ぉかぇゅけすけ つせゃしすゃけ っ かのぉけゃすぇ... ′ぇえ-かけてけすけ – いぇゃうしすすぇ, おけはすけ 
ゃけょう ゃしうつおう ゃけえくう う おけくそかうおすうすっ ういけぉとけ”. 〈っいう ょゃっ けす けぉとけ 10 こさぇゃうかぇ 
いぇ とぇしすうっすけ, ]くっあぇくおぇ ゃうょはかぇ くぇぉなさいけ こさっょう ゃさっきっ, ういこうしぇくう くぇ すぇぉかけ ゃ 
っょうく かっおぇさしおう おぇぉうくっす. ╅うゃけすなす え こけおぇいぇか, つっ しぇ ぇぉしけかのすくぇ うしすうくぇ.

〈さう こなすう しなき しっ ゃさなとぇかぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”, さぇいおぇいゃぇ あうゃけすぇ 
しう くはおけゅぇてくぇすぇ せつっくうつおぇ ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ きぇすっきぇすうつっ-
しおぇ ゅうきくぇいうは, おけはすけ けこさっ-
ょっかっくけ っ ういおかのつっくうっ けす くは-
おけゅぇてくうすっ しう しなせつっくうちう, 
こけっかう おなき ╁〉╆-けゃっすっ う こけょ-
さっょうかう あうゃけすぇ しう こけ ょさせゅ 
くぇつうく. „〈ぇおぇ しっ しかせつう, こけ-
つくぇた さぇぉけすぇ こなさゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 1, 
120-すう ちった, こさう ╉けくしすぇくすうく 
》ぇょあうっゃ, おなょっすけ けしすぇくぇた 3 
ゅけょうくう う うきぇき けすかうつくう しこけ-
きっくう けす すけゃぇ ゃさっきっ”, しこけょっかは 
]くっあぇくおぇ けす すぇいゅけょうてくぇすぇ 
┿かうは くぇ しかぇゃぇすぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか” – そぇおす, おけえすけ しおさけきくけ 
う し かっおぇ せしきうゃおぇ, しはおぇて くぇ 
くっせょけぉしすゃけ,  けぉはしくはゃぇ: ”╃ぇ 
, こけこぇょくぇた ゃ ┿かっはすぇ”. ‶けしかっ 
しっ ゃなさくぇかぇ ゃ さけょくうは ╋なゅ-
かうあ, おなょっすけ う しっゅぇ あうゃっっ – ゃ 
ういおかのつうすっかっく せのす  ゃ こけょさっ-
ょっくうは ぇこぇさすぇきっくす くぇ っょうく けす 
きぇかおけすけ ぉかけおけゃっ ゃ うしすけさうつっ-
しおうは ゅさぇょ こけょ ╀ぇかおぇくぇ. ╅う-
ゃっっ ゃ っょうくしすゃっくうは/!/, けぉう-
すぇゃぇく ゃ ぉかけおぇ ぇこぇさすぇきっくす 
– いぇとけすけ ょさせゅうすっ しすけこぇくう, 
しぇ おけえ ゃ ╇すぇかうは, おけえ ゃ ╇しこぇ-
くうは...

]くっあぇくおぇ しなとけ こさけぉゃぇ-
かぇ おなしきっすぇ しう ゃ ╇しこぇくうは

『っかう 6 ゅけょうくう – けす 2001-ゃぇ 
ょけ 2007-きぇ, あうゃはかぇ すぇき しなし 
しっゅぇてくうは しう しなこさせゅ - ╂っけさ-
ゅう, し おけゅけすけ いぇきうくぇかう ぉっい 
くうおぇおゃう こかぇくけゃっ, くけ せしこっ-
かう. ¨すくぇつぇかけ しう きうしかっかう, 
つっ うしこぇくちうすっ こさぇゃはす ゃしうつおけ 
こけゅさってくけ, ぇ くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, 
しきっ くぇ こさぇゃうは こなす. „‶けしかっ 
さぇいぉさぇたきっ, つっ すっ しぇ くぇ こさぇ-
ゃうは こなす, ぇ くうっ しすけうき ゃしすさぇ-
くう”, しこけょっかは ]くっあぇくおぇ, こさう-
こけきくはえおう しう しこけおけえしすゃうっすけ 
くぇ うしこぇくちうすっ, こけ ちっかうは しゃはす 
こけいくぇすけ おぇすけ くっういきっくくけすけ 
– „╋ぇくはくぇ...”, おけっすけ けすかぇゅぇ 
ょくってくぇすぇ さぇぉけすぇ いぇ せすさっ. ╁ 
こけょさっょっくぇすぇ しすさぇくぇ, けす おけは-

すけ, しこけさっょ ]くっあぇくおぇ,  しきっ くぇ 
こけくっ 20 ゅけょうくう さぇいしすけはくうっ, 
ょけさう う ゃ しっゅぇてくぇすぇ おさういぇ, 
きなゅかうあぇくおぇすぇ こさぇゃうかぇ おぇお-
ゃけ かう くっ –  こけつうしすゃぇかぇ おなとう, 
ゅかっょぇかぇ ょっちぇ..., くぇえ-ゃっつっ くぇ-
せつうかぇ うしこぇくしおう: ”] ょっちぇすぇ しっ 
つせゃしすゃぇき くぇえ-ょけぉさっ”, しこけょっ-
かは ]くっあぇくおぇ, ょけおぇすけ いぇょ ゃさぇ-
すぇすぇ くぇょくうつぇ 7-ゅけょうてくぇすぇ 
╇ゃぇ, うしこぇくおぇ こけ さけあょっくうっ. 
„】ぇしすかうゃおぇ!”, おぇいゃぇ いぇ きぇか-
おぇすぇ しう ょなとっさは きぇえおぇすぇ くぇ 
すさう ょっちぇ ]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ. 
[ってっくうっすけ ょぇ うきぇす しゃけっ ょっすっ 
ょけてかけ きっあょせ くっは う ゃすけさうは え 
しなこさせゅ ゃ ╋ぇょさうょ. ”╋くけゅけ っ 
おさけすおぇ う しっ しこさぇゃは ゃっつっ ょけ-
ぉさっ ゃ せつうかうとっ. 〈は っ きっつすぇくけ-
すけ ょっすっ...”, おぇいゃぇ ]くっあぇくおぇ – 
きけあっ ぉう いぇとけすけ こなさゃうすっ ょゃっ, 
ょけてかう くぇ きかぇょう ゅけょうくう, おけ-
ゅぇすけ くぇ つけゃっお ゃしっ きせ しっ うしおぇ 
くっとけ こけ-いぇぉぇゃくけ けす ゅかっょぇくっ-
すけ くぇ ょっちぇ. ╇ ょくっし しっ てっゅせゃぇす 
こけ うしこぇくしおう いぇ ╇ゃぇ, いぇとけすけ 
うきっすけ くぇ きぇかおぇすぇ くぇ うしこぇく-
しおう いくぇつっかけ „╃ぇくなお ょけぉぇゃっくぇ 
しすけえくけしす”. „′ぇてっすけ „╃╃]” っ 
さけょっくけ こけょ とぇしすかうゃぇ いゃっいょぇ 
– くぇ 8-きう ょっおっきゃさう, おけえすけ せ 
くぇし っ こさぇいくうお くぇ しすせょっくすうすっ, 
ぇ ゃ ╇しこぇくうは – ょっくはす くぇ しすけかう-
ちぇすぇ ╋ぇょさうょ. ╇ゃぇ しっ さけょうかぇ 
ゃ ╋ぇょさうょ くぇ ゃさなた こさぇいくうおぇ 
きせ – „]ゃっすぇ ╄きぇくせかぇょぇ”... ′け 
いょさぇゃっすけ くぇ ╇ゃぇ っ う っょくぇ けす 
こさうつうくうすっ しっきっえしすゃけすけ ょぇ しっ 
ゃなさくっ ゃ さけょくうは ╋なゅかうあ, おな-
ょっすけ ゃないょせたなす っ けすかうつっく いぇ 
くっえくけすけ いょさぇゃっ, し おけっすけ うきぇ-
かけ こさけぉかっき ゃ しきけゅぇ くぇ うしこぇく-
しおぇすぇ しすけかうちぇ.〈ぇおぇ 

╆ぇ すさっすう こなす ]くっあぇくおぇ 
こけしすなこゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”

‶さっょう ╇しこぇくうは ]くっあぇくおぇ 
こけさぇぉけすうかぇ  ゃ きなゅかうあおけすけ 
╀╉], こけしかっ けすくけゃけ ゃ „┿さしっ-
くぇか” – ╆ぇゃけょ 4, ちった 130 – こさう 
‶っくおぇ ╀っかううゃぇくけゃぇ: ”╋くけゅけ 
たせぉぇゃ つけゃっお! ‶さっおさぇしっく!”, 

しこけきくは しう ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
さぇぉけすうかぇ こさう おぇこしせかょっすけくぇ-
すけさうすっ  ]くっあぇくおぇ, おけはすけ くぇ-
こせしくぇかぇ けさなあっえくうちぇすぇ こさっい 
しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 
ゃっつっ きうくぇかうは ゃっお いぇさぇょう 
ゅけかっきうすっ しなおさぇとっくうは こけ 
けくけゃぇ ゃさっきっ くぇ さぇょうおぇかくう 
けぉとっしすゃっくう こさけきっくう. ]なおさぇ-
とっくうはすぇ は こさぇすうかう ゃ っょうく 
けす くぇえ-こけしっとぇゃぇくうすっ  すけゅぇ-
ゃぇ ちっくすさぇかくう きぇゅぇいうくう いぇ 
たさぇくうすっかくう しすけおう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, くけ かうこしぇすぇ くぇ けすこせしおう, 
くっゃないきけあくけしすすぇ ょぇ ゃいっきぇて 
ぉけかくうつくう, ょなかゅけすけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ う くっょけしすうゅなす くぇ しけ-
ちうぇかくう こさうょけぉうゃおう けすおぇいぇ-
かう ]くっあぇくおぇ けす さぇぉけすぇすぇ う 
すぇおぇ しっ しすうゅくぇかけ ょけ ゅせさぉっすぇ 
ゃ ╇しこぇくうは. ′け ! –„′うおけゅぇ くっ 
しきっ きうしかうかう ょぇ しっ せしすさけえ-
ゃぇきっ すぇき. ‶なお う さけょうすっかうすっ 
くう ぉはたぇ すせお, うきぇたぇ くせあょぇ けす 
こけきけと”.
〈せお しぇ う ょゃっすっ ゅけかっきう ょっちぇ 

くぇ ]くっあぇくおぇ, し おけうすけ すは しっ 
ゅけさょっっ おぇすけ きぇえおぇ. ]うくなす 
′っょっかつけ たゃぇくぇか いぇくぇはすぇ くぇ 
ぇゃすけきけくすぬけさぇ けす きぇえしすけさかな-
おぇ くぇ ぉぇとぇ しう う ゃっつっ さぇぉけすう 
ゃ ぇゃすけしっさゃうい ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさう 
すけゃぇ – さぇぉけすう し せょけゃけかしすゃうっ 
う しっ しこさぇゃは ょけぉさっ, ぇ っ っょゃぇ 
くぇ 20 ゅけょうくう, おぇいゃぇ ]くっあぇく-
おぇ. 22-ゅけょうてくぇすぇ とっさおぇ  っ 
ぇょきうくうしすさぇすけさ ゃ ]こぇ-おけき-
こかっおし ゃ ぅゅけょぇ う しなとけ っ ょけ-
ゃけかくぇ けす さぇぉけすぇすぇ しう.
╇しこぇくうは っ おさぇしうゃぇ しすさぇくぇ, 

ゃしうつおけ っ ょけぉさっ せさっょっくけ, くけ 
]くっあぇくおぇ いぇきっくは ╋ぇょさうょ し 
╋なゅかうあ う „┿さしっくぇか”. 

╁ „┿さしっくぇか” うきぇきっ しけちう-
ぇかくう こさうょけぉうゃおう

]くっあぇくおぇ けしけぉっくけ ちっくう 
すけゃぇ -  こけかいゃぇす しっ こかぇすっく 
ゅけょうてっく けすこせしお, ゃいうきぇす しっ 
ぉけかくうつくう, さぇぉけすう しっ し くけさ-
きぇかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ. „′っ 
ぉうた いぇきっくうかぇ „┿さしっくぇか” し 

きぇかおぇ つぇしすくぇ そうさきぇ, おなょっ-
すけ さぇぉけすくうおなす っ しはおぇて ぉっい 
こさぇゃぇ”, おぇすっゅけさうつくぇ っ せょぇさ-
くうつおぇすぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇ-
すぇ, こさっい つううすけ さなちっ きうくぇゃぇす  
ういょっかうは こけ くはおけかおけ すけくぇ くぇ 
ょっく, こさう すけゃぇ しっ さぇぉけすう „くぇ 
おさぇお”. ”[ぇぉけすぇすぇ くっ っ けこぇし-
くぇ, たぇさっしゃぇ きう, おけかっおすうゃなす 
っ きくけゅけ ょけぉなさ う うくすっさっしっく, 
うきぇ ゃしはおぇおゃう たけさぇ: ”》ぇさっしゃぇ 
きう ょぇ さぇぉけすは し すはた. ′っ しなき 
おけくそかうおすくぇ, くけ こけくはおけゅぇ 
ゃないくうおゃぇす こさけぉかっきう, おけうすけ 
さってぇゃぇきっ ぉなさいけ”, しこけょっかは 
いぇ ぇすきけしそっさぇすぇ ゃ おけかっおすうゃぇ 
ゅっさけうくはすぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇ-
ゃぇすぇ. ╇ けとっ : ”╇きぇき しすさぇたけす-
くう くぇつぇかくうちう, おけうすけ, けしゃっく, 
つっ こけっきぇす けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ 
くぇし, いぇとけすけ さぇぉけすうき ゃけっく-
くけ こさけういゃけょしすゃけ, しぇ こさっょう 
ゃしうつおけ たけさぇ.”, ゅけゃけさう し けぉうつ 
]くっあぇくおぇ いぇ ╇ゃぇく ╃っつっゃ う 
╃うぇくぇ ╉けかっゃぇ, おけうすけ さぇぉけ-
すはす くぇさぇゃくけ し こけょつうくっくうすっ, 
おけゅぇすけ うきぇ しこってくう こけさなつおう 
いぇ ういこなかくっくうっ. „╁ „┿さしっくぇか” 
ゃうくぇゅう しなき うきぇかぇ しすさぇたけす-
くう くぇつぇかくうちう...”. ╆ぇ しっぉっ しう 
]くっあぇくおぇ おぇいゃぇ: 

╁うくぇゅう しなき うきぇかぇ おなし-
きっす

╉なしきっすなす え ょけゃっか う ょさせゅけすけ 
くっとけ ちっくくけ ゃ あうゃけすぇ: ”╋くけ-
ゅけ っ ゃぇあくけ ょぇ くぇきっさうて しゃけは-
すぇ しう こけかけゃうくおぇ”, けぉはしくはゃぇ 
しこけおけえくけすけ しう とぇしすうっ きけく-
すぇあくうつおぇすぇ けす ╆ぇゃけょ 4. ╂っけさ-
ゅう っ しすさけうすっか, きぇえしすけさ, おけえすけ 
こさぇゃう ゃしうつおけ. ╇ すけゃぇ かうつう けす 
しこさっすくぇすうは ゃうょ くぇ ょけきぇ うき, 
ゃ おけえすけ かのぉうきけすけ きはしすけ いぇ 
]くっあぇくおぇ っ おせたくはすぇ. ”╂けすゃは 

くっこさっおなしくぇすけ, けぉうつぇき しかぇょ-
おうてう, すけさすうつおう...”, せしきうたゃぇ 
しっ ]くっあぇくおぇ, おけはすけ こけつすう 
くはきぇ ゃさっきっ いぇ こけつうゃおぇ, けしけ-
ぉっくけ しっゅぇ, し こなさゃけおかぇしくうつ-
おぇすぇ, し おけはすけ こうてぇす っょうくうつ-
おう, ょゃけえおう... ╁しっ けとっ けぉうつぇ 
くぇさけょくうすっ すぇくちう, くぇゃさっきっすけ 
10 ゅけょうくう うゅさぇかぇ ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ 『ゃっすぇく 『けつっゃ ゃ „╃うきうすなさ 
╀かぇゅけっゃ”, くけ ゃっつっ くはきぇ つぇしけ-
ゃっ いぇ おぇおゃけすけ う ょぇ ぉうかけ たけぉう. 
]っきっえしすゃけすけ くぇきうさぇ ゃさっきっ 
いぇ こけつうゃおぇ くはおけかおけ ょくう こさっい 
かはすけすけ くぇ きけさっすけ. ┿ おけゅぇすけ 
けすおさぇょゃぇ きぇかおけ ょさせゅけ ゃさっきっ 
いぇ しっぉっ しう, ]くっあぇくおぇ ゃいうきぇ 
おくうゅぇすぇ うかう ゃっしすくうおぇ, いぇ-
とけすけ こさういくぇゃぇ, つっ けぉうつぇ ょぇ 
つっすっ. ¨ぉうつぇ ょぇ つっすっ う „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”, きくけゅけ きせ しっ 
さぇょゃぇ う たぇさっしゃぇ. „╁っしすくうおなす 
しっ つっすっ けす たけさぇすぇ う きくけゅけ しっ 
たぇさっしゃぇ”, おぇいゃぇ くぇ すさなゅゃぇくっ 
]くっあぇくおぇ ‶っすさけゃぇ, くけ くっ いぇ-
ぉさぇゃは ょぇ きう しこけょっかう しゃけはすぇ 
きぇおしうきぇ いぇ おかのつぇ おなき いっき-
くけすけ とぇしすうっ: ”╋くけゅけ っ ゃぇあくけ 
ょぇ こさうっきって つけゃっおぇ すぇおなゃ, 
おぇおなゃすけ っ – おぇおすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
すぇおぇ う ゃおなとう”.
]なあぇかはゃぇ しぇきけ いぇ っょくけ: 

”╋かぇょうすっ たけさぇ しぇ きぇかおけ, うょ-
ゃぇす う しっ けすおぇいゃぇす ぉなさいけ けす 
さぇぉけすぇすぇ, くっ しぇ しゃうおくぇかう” う 
いぇ けとっ くっとけ: とっ え しっ ょぇ あう-
ゃっっき ゃ こけ-せさっょっくぇ ょなさあぇゃぇ 
う ゃ こけ-せさっょっく ゅさぇょ, けす おけえすけ 
たけさぇすぇ くっ しう すさなゅゃぇす, おぇおすけ 
すけゃぇ しすぇゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう ゃ さけょくうは ╋なゅかうあ, おな-
ょっすけ ぉっいさぇぉけすくうすっ しぇ たうかは-
ょう, ぇ けぉさぇいけゃぇくうすっ う しこけしけぉ-
くう たけさぇ – ゃしっ こけ-きぇかおけ.     

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╆ぇ ゃすけさう きっしっち さぇぉけすっ
とうすっ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ う ゃ 

„┿さしっくぇか ”2000” ┿╃ こけかせつう
たぇ しゃけうすっ ゃぇせつっさう くぇ しすけえ
くけしす 45 かっゃぇ. ] すけゃぇ すっ しぇ 
しさっょ きぇかちうくぇすぇ しかせあうすっかう 
ゃ きっしすくう そうさきう う っょうくしすゃっ
くうすっ ゃなゃ そうさきぇ し すぇおなゃ きぇ
とぇぉ, おけうすけ こけかいゃぇす こけょけぉくぇ 
しけちうぇかくぇ こさうょけぉうゃおぇ, いぇ
こかぇとぇくぇ くぇ 100% けす さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ. 
‶けかせつっくうすっ ゃぇせつっさう しぇ し 

くけきうくぇかう けす こけ 10 う 5 かっゃぇ. 
]こっちうぇかくけ いぇ 〈┿ こさっょしっょぇ
すっかはす くぇ 〉] くぇ „┿さしっくぇか” 
┿╃ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ いぇはゃう, 
つっ し  ちっか せかっしくっくうっ いぇ ぇさ
しっくぇかちう,  ゃっつっ っ くぇこさぇゃっくぇ  

いぇはゃおぇ ょけ そうさきぇすぇ, ういさぇぉけすゃぇとぇ ゃぇせつっさうすっ, けす しかっょゃぇとうは きっしっち おけこのさうすっ, おけうすけ しっ こけ
かせつぇゃぇす, ょぇ  うきぇす う こけ-きぇかおう くけきうくぇかう けす  こけ 2 かっゃぇ. ╁ぇせつっさうすっ こけいゃけかはゃぇす いぇおせこせゃぇくっすけ 
しぇきけ くぇ たさぇくうすっかくう こさけょせおすう,  おぇおすけ けす ゅけかっきうすっ すなさゅけゃしおう ゃっさうゅう ゃ ╉ぇいぇくかなお, すぇおぇ う けす 
おゃぇさすぇかくう しせこっさきぇさおっすう. ] すはた くっ きけあっ ょぇ しっ おせこせゃぇす ぇかおけたけか う ちうゅぇさう.
′ぇ ゃなこさけし くぇ 〈┿ いぇ こけょぇょっくぇ いぇはゃおぇ ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ いぇ っゃっくすせぇかくぇ けこすうきういぇちうは くぇ 

しなしすぇゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, ╉けしすぇょうくけゃ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ  すぇいう いぇはゃおぇ ゃっつっ くっ っ ぇおすせぇかくぇ 
う っ けすこぇょくぇかぇ.  

                                            〈┿ 
╁ しかっょゃぇとうは ぉさけえ けつぇおゃぇえすっ さっこけさすぇあ けす くけゃけけすおさうすうは ちった ゃ ╆ぇゃけょ 4 - ╋なゅかうあ

╉╅〈』[《 ‒】【╆《]〉《 ぃ《】 』ぇ╆『╅ 
》《ぁ¨【╅【╊]¨ ╇ 《『ぇ╋╊‶〉¨を╅【╅
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ すさう ょくう  くぇ けぉくけゃっくうは しすぇょうけく „┿さ

しっくぇか” しっ こさけゃっょっ  こなさゃうはす  あっくしおう そせすぉけかっく すせさくうさ. 
′っぉうゃぇか うくすっさっし う  くぇょ 1500 いさうすっかう いぇ すさうすっ ょくう  しなぉさぇ 
ゃっかうおぇすぇ うゅさぇ ゃ ういこなかくっくうっ くぇ ょぇきう けす くはおけかおけ けすぉけさぇ.  
╆さうすっかうすっ うきぇたぇ ゃないきけあくけしす ょぇ くぇぉかのょぇゃぇす しさっとうすっ  くぇ 

っょくう けす くぇえ-きくけゅけけぉっとぇゃぇとうすっ う しすうかくう そせすぉけかくう くぇょっあ
ょう ゃ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, こさう すけゃぇ… ゃ っあっょくっゃうっすけ しう  こけ-つっし
すけ ゃ こけかう. ╃っきけくしすさうさぇくぇすぇ けす きかぇょうすっ そせすぉけかうしすおう うゅさぇ 
ぉっ くぇ しさぇゃくうすっかくけ ょけぉさけ くうゃけ, こさっょゃうょ ゃさっきっすけ, けすょっかっくけ 
いぇ こけょゅけすけゃおぇ. ¨つぇおゃぇくうはすぇ けす すせさくうさぇ ぉはたぇ くぇょきうくぇすう.  

‶さっい 2009 ゅ. こけかせつぇゃぇ けす 
こさっいうょっくすぇ ╃きうすさうえ ╋っょゃっ-
ょっゃ くぇえ-ゃうしけおけすけ いゃぇくうっ ╂っ-
さけえ くぇ [せしおぇすぇ そっょっさぇちうは.                                                                            
╋うたぇうか 〈うきけそっっゃうつ ╉ぇかぇて-
くうおけゃ っ ょけおすけさ くぇ すったくうつっ-
しおうすっ くぇせおう, ぇおぇょっきうお, こけつっ-
すっく つかっく くぇ [せしおぇすぇ ぇおぇょっきうは 
くぇ くぇせおうすっ, こけつっすっく う ょっえしす-
ゃうすっかっく つかっく くぇ きくけゅけ ょさせゅう 
ぇおぇょっきうう. ‶けつっすっく ゅさぇあょぇ-
くうく っ くぇ ╇あっゃしお う くぇ し. ╉せさは.                                                                                                            
╉ぇかぇてくうおけゃ っ こせぉかうおせゃぇか 
つっすうさう おくうゅう しなし しこけきっくう: 
„╆ぇこうしおう くぇ おけくしすさせおすけさぇ-
けさなあっえくうお”, „¨す つせあょうは こさぇゅ 
ょけ ]こぇしおうすっ ゃさぇすぇ”, „╁なさゃはた し 
ゃぇし こけ っょうく う しなとう こなす”, „〈さぇ-
っおすけさうは くぇ しなょぉぇすぇ”. 』かっく っ 
くぇ ]なのいぇ くぇ こうしぇすっかうすっ くぇ 
[せしうは.
]っきっえしすゃけすけ
╇いけぉさっすぇすっかはす くぇ こさういくぇすけすけ 

いぇ くぇえ-っそうおぇしくけ かうつくけ けさな-
あうっ ゃ しゃっすぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ くう-
おけゅぇ くっ っ ぉうか ぉけゅぇす. ]っきっえくうは 
しう あうゃけす いぇこけつゃぇ ゃ っょくぇ しすぇは 
けす 12 おゃぇょさぇすぇ, ぇ あっくぇ きせ しな-
ぉさぇかぇ けす こけかっすけ しっくけ, いぇとけすけ 
くはきぇかう おなょっ ょぇ かっゅくぇす. ┿ ┿╉-
47 ゃっつっ ぉうか くぇ ゃなけさなあっくうっ.                                                             
]なこさせゅぇすぇ くぇ かっゅっくょぇさくうは 
けさなあっっく おけくしすさせおすけさ ╄おぇ-
すっさうくぇ ╉ぇかぇてくうおけゃぇ /1921-
1977/ っ ぉうかぇ すったくうお-おけく-
しすさせおすけさ, こさぇゃうかぇ っ つっさすっあう 
いぇ ╋うたぇうか 〈うきけそっっゃうつ. ╋う-
たぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ うきぇ すさう ょな-
とっさう -  ′っかかう ╋うたぇえかけゃくぇ /さ. 
1942 ゅ./, ╄かっくぇ ╋うたぇえかけゃくぇ 
/さ. 1948 ゅ./, ′ぇすぇかうは ╋うたぇえ-
かけゃくぇ /1953 – 1983/ う っょうく 
しうく – ╁うおすけさ ╋うたぇえかけゃうつ 

/さ.1942 ゅ./
╀うけゅさぇそうはすぇ くぇ ゃっかうおうは おけく-

しすさせおすけさ こさけょなかあぇゃぇ…
[けょっくぇすぇ ゃ ╋けしおゃぇ そさっくしおぇ 

あせさくぇかうしすおぇ ╄かっくぇ ╅けかう っ ぇゃ-
すけさ くぇ ぉうけゅさぇそうは くぇ ゅっくうぇか-
くうは けさなあっえくうお - “╋けはす あうゃけす 
ゃ ぉせさう う ゃ けすおけしう”. ‶さっょ くっは 
╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ ういこけゃはょ-
ゃぇ: “╁ っょくけ けすくけてっくうっ ぇい しっ 
さぇいかうつぇゃぇた きくけゅけ けす ]すけせくなさ 
- ぉはた けすかうつっく けす きけはすぇ しすさぇ-
くぇ し ゃしうつおう ゃないきけあくう きっょぇかう. 
‶さう けそうちうぇかくうすっ しさっとう しかぇ-
ゅぇた くぇ しぇおけすけ しう ょゃっすっ いゃっいょう 
くぇ ╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっ-
しおうは すさせょ う いかぇすくぇすぇ いくぇつおぇ 
くぇ かぇせさっぇす くぇ ╊っくうくしおぇ くぇ-
ゅさぇょぇ. ]すけせくなさ ゅう ゅかっょぇてっ し 
ゅけかはき うくすっさっし. ┿ すけえ くっ ぉってっ 
こけかせつうか くうおぇおゃけ けすかうつうっ けす 
しゃけっすけ こさぇゃうすっかしすゃけ. ′け こなお 
ぉってっ ういおかのつうすっかくけ ぉけゅぇす: 
うきぇてっ しぇきけかっす う たっかうおけこすっさ.”                                                                                        
]すけせくなさ っ おけくしすさせおすけさ くぇ くぇえ-
ういゃっしすくけすけ ぇきっさうおぇくしおけ かうつくけ 
けさなあうっ - こせておぇすぇ ╋-16, ょゃぇきぇ-
すぇ しっ しさっとぇす ゃ ]┿】 こさっい 1990 ゅ.                                                                                         
‶け  しかせつぇえ 90-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
さけあょっくうっすけ くぇ ╋うたぇうか ╉ぇかぇて-
くうおけゃ, こさっい くけっきゃさう 2010 ゅ., 
ういょぇすっかしすゃけ „╋かぇょぇ ゅゃぇさょうは” 
ゃ しっさうはすぇ „╅ういくぬ いぇきっつぇすっ-
かぬくにた かのょっえ” ういょぇょっ おくうゅぇ, ゃ 
おけはすけ しぇ ゃこかっすっくう ょゃっ ぉうけゅさぇ-
そうう – くぇ つけゃっおぇ う くぇ ぇゃすけきぇすぇ. 
′っうく ぇゃすけさ っ ┿かっおしぇくょなさ 〉あぇ-
くけゃ, しぇきうはす すけえ こさういくぇゃぇ, つっ 
ょぇ しっ さぇいょっかはす すっいう ぉうけゅさぇそうう 
っ くっゃないきけあくけ.
╀うけゅさぇそうはすぇ くぇ ゃっかうおうは おけく-

しすさせおすけさ こさけょなかあぇゃぇ…
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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╊ぃ╀¨╋╇[ ╊╄╁』╄╁. ‶ぇくうたうょぇ いぇ きなさすゃけすけ ゃさっきっ. 
[けきぇく けす しこけきっくう.
〈けゃぇ くっ っ こさけしすけ きっきけぇさくぇ おくうゅぇ くぇ っょくぇ ゅけかはきぇ かうつくけしす – すけゃぇ っ しなおさけゃっくぇすぇ ういこけゃっょ 

くぇ こけっすぇ う つけゃっおぇ ╊. ╊っゃつっゃ う っょくけ しゃけっけぉさぇいくけ こさけょなかあっくうっ くぇ さけきぇくぇ きせ „〈う しう しかっょ
ゃぇとうはす”. ┿ゃすけさなす くう ゃさなとぇ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ‶さっい くっゅけゃうは こけゅかっょ ゃうあょぇきっ くっかっおけすけ 
きうくぇかけ くぇ こさっゃさぇすくけしすう う こさっきっあょうは. ╁ さけきぇくぇ けす しこけきっくう くっ きぇかおけ しすさぇくうちう しぇ こけしゃっ
すっくう くぇ くっゃっさけはすくぇすぇ ╁ぇくゅぇ, くぇ さぇいぉせかゃぇくっすけ くぇ きうすけゃっすっ けおけかけ ╊のょきうかぇ ╅うゃおけゃぇ, くぇ 
しけそうえしおうすっ こうしぇすっかしおう しさっとう, くぇ „しさせすゃぇくっすけ くぇ しうしすっきぇすぇ”, くぇ „╁っかうおうはす ゃいさうゃ”… ╄ょうく 
くっいぇぉさぇゃっく しゃはす ぉかっしすう し きぇゅうはすぇ くぇ しかけゃけすけ きせ う くはきぇ ょぇ けしすぇゃう ぉっいさぇいかうつくう つうすぇすっかうすっ.

╃╄╈╁╇╃ ╀┿╊╃┿』╇.  ╃はゃけかしおうはす おゃぇょさぇす. 
[けきぇく. ′けゃけすけ こさうおかのつっくうっ くぇ ¨かうゃなさ ]すけせく. 
┿ゃすけさなす くぇ こけゃっつっ けす 15 さけきぇくぇ こさっょしすぇゃは くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ つうすぇすっかう こけさっょくうは しう ょうくぇ

きうつっく すさうかなさ. ┿すっくすぇす しさっとせ しなさちっすけ くぇ ゃかぇしすすぇ, きけとっく ゃいさうゃ くぇ きっすさう けす ╀っかうは ょけき, 
くぇ きはしすけ, ういゃっしすくけ おぇすけ ╃はゃけかしおうはす おゃぇょさぇす. ]ゃうしすっくっ くぇ おせさてせきう, ういぉせたゃぇくっ くぇ ぉけきぉう, 
しこっちうぇかくぇすぇ いぇょぇつぇ くぇ ぇゅっくすおぇすぇ くぇ ╋╇ 6 ╋っさう 』ぇこきぇく う ¨かうゃなさ ]すけせく ゃ っょくけ けこぇしくけ 
しなゃきっしすくけ さぇいしかっょゃぇくっ. ╉けえ しすけう いぇょ ぇすっくすぇすぇ こさっょう しかっょゃぇとうは, きくけゅけ こけ-きぇとぇぉっく せょぇさ?

╃┿′╇╄╊ ]〈╇╈╊. ′っょけしすけえくぇ いぇ かのぉけゃ.
[けきぇく.
〈さけゅぇすっかくけすけ くけゃけ こさけういゃっょっくうっ くぇ っょくぇ けす くぇえ-つっすっくうすっ しなゃさっきっくくう ぇきっさうおぇくしおう ぇゃ

すけさおう くう しさっとぇ し こなかくうつおぇすぇ, しうきこぇすうつくぇ, くけ しなゃしっき けぉうおくけゃっくぇ ╁うおすけさうは ╃けせしなく. 〈は っ 
さぇいけつぇさけゃぇくうっ いぇ っゅけちっくすさうつくうすっ しう さけょうすっかう, ょけおぇすけ こけ-きぇかおぇすぇ え しっしすさぇ っ すったくうは うょっ
ぇか. ╁うおすけさうは ういさぇしすゃぇ おぇすけ くっせゃっさっくけ, こけすうしくぇすけ きけきうつっ, おけっすけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ ういこなかくっくぇ 
し たうかはょう しすさぇたけゃっ う けこぇしっくうは あっくぇ. ′け っょくぇ しかせつぇえくぇ しさっとぇ ゃなゃ そうすくっし いぇかぇすぇ こさけきっくは 
あうゃけすぇ え, いぇとけすけ すは くぇえ-こけしかっ しさっとぇ きなあぇ, おけえすけ は けぉうつぇ う こさうっきぇ すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ っ. 

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ
╀うぉかうけすっおぇさ

╁ こなさゃうは あっくしおう そせすぉけかっく すせさくうさ ゃいったぇ せつぇしすうっ けすぉけさうすっ 
くぇ いぇゃけょうすっ 1 /しぉけさっく/ くぇ いぇゃけょ 1 -240 ちった,  う くぇ いぇゃけょ 5.
╀っいしこけさくけ, けすぉけさなす, こけおぇいぇか う くぇえ-おかぇしくう う くぇえ-けこうすくう 

しなしすっいぇすっかおう, ぉっ しぉけさくうはす けすぉけさ くぇ いぇゃけょ 1, おけえすけ  しこっつっかう 
すせさくうさぇ. ╃ぇきうすっ けす けすぉけさぇ こけおぇいぇたぇ くぇ すっさっくぇ そせすぉけか けす 
さぇいかうつっく おぇかうぉなさ. 〈っ ういゃけのゃぇたぇ こけぉっょう し 2:0 くぇょ けすぉけさぇ 
くぇ いぇゃけょ 5  う し 2:1 くぇょ けすぉけさぇ くぇ いぇゃけょ 1, ちった 240.  ‶けゃっつっ 
けす ょけぉさけ ぉっ こさっょしすぇゃはくっすけ う くぇ ょさせゅうは けすぉけさ くぇ いぇゃけょ 1, 
けす ちった 240, おけえすけ いぇかけあう くぇ おけかっおすうゃくぇすぇ うゅさぇ う いょさぇゃぇすぇ 
いぇとうすぇ. ] すっいう おぇつっしすゃぇ くぇ うゅさぇすぇ すっ ぉはたぇ しぇきけ くぇ おさぇつおぇ 
けす おさぇえくぇすぇ こけぉっょぇ.   ¨すぉけさなす くぇ ちった 240 せしこは ょぇ しっ くぇかけあう 
くぇょ けすぉけさぇ くぇ いぇゃけょ 5 し 2:0 う いぇゅせぉう し すけつおぇ けす しぉけさくうは けす
ぉけさ くぇ いぇゃけょ 1. 〈うきなす くぇ いぇゃけょ  5 いぇゃなさてう くぇ すさっすけ きはしすけ ゃ 
すせさくうさぇ, くけ しこけさっょ きくけいうくぇ くぇぉかのょぇすっかう くぇ すっさっくぇ うきっくくけ 
すけゃぇ っ けすぉけさなす, こさっゃなさくぇか しっ ゃ ゅけかはきぇすぇ ういくっくぇょぇ くぇ すせさ
くうさぇ ゃ すっいう すさう ょくう. 
╉ぇすけ けすおさうすうっ くぇ そせすぉけかくうは あっくしおう すせさくうさ, こけ きくっくうっすけ 

くぇ しすぇさてう すさっくぬけさうすっ くぇ すさうすっ  けすぉけさぇ : ]かぇゃう 》さうしすけゃ /いぇ
ゃけょ 5/, ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ /しぉけさっく いぇゃけょ 1/ う ]すけはく ╋うかつっゃ /いぇ 
いぇゃけょ 1, 240/,  しっ しけつう おさうかけすけ くぇ しぉけさくうは けすぉけさ くぇ いぇゃけょ 1 
]うかゃうは ╃うくっゃぇ. ]なし しゃけは けしかっこうすっかっく つぇさ う ぉさうかはくすくぇ うゅさぇ 
おさぇしぇゃうちぇすぇ こかっくう ゃしうつおう くぇ  そうさきっくうは しすぇょうけく. 

╄すけ う おさぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ けす すせさくうさぇ: 

1-ゃけ きはしすけ - しぉけさっく けすぉけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1 し すさっくぬけさ ┿すぇくぇし 
╉ぇしぇぉけゃ 
2-さけ きはしすけ - ちった 240 - ╆ぇゃけょ 1 し すさっくぬけさ  ]すけはく ╋うかつっゃ 
3-すけ きはしすけ  - けすぉけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 5 し すさっくぬけさ ]かぇゃう 》さうしすけゃ. 

′ぇ そうくぇかぇ ゃしうつおう けすぉけさう こけかせつうたぇ こぇさうつくう くぇゅさぇょう,  
けしうゅせさっくう けす  ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. ]せきうすっ しぇ 100, 70 う 50 
かっゃぇ. 

╆ぇ 〈┿  ‶かぇきっく ‶っすおけゃ, ╆ぇゃけょ 5
/′っ こさけこせしくぇか くうすけ っょうく きぇつ, しなし いけさおけ けおけ けす すっさっくぇ/ 

‒¨〉╅〉』《╇¨ 『╊╇¨′《『¨ ╇]¨′╅【 ╇ 《╆ぅ¨〉╅【╅  
〈ったくうすっ けぉっいとっすっくうは とっ 

せすっあくはす ぉのょあっすぇ くぇ けぉとう
くぇすぇ し 45 600 かっゃぇ.  ]さっょ すはた 
うきぇ う ょなさあぇゃっく しかせあうすっか し 
こけゃっつっ けす 10 ゅけょうくう しすぇあ ゃ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
くぇ おけゅけすけ ¨ぉとうくぇすぇ とっ こかぇ
とぇ 10 ぉさせすくう いぇこかぇすう.  ¨しすぇ
くぇかうすっ とっ こけかせつぇす けぉっいとっすっ
くうは ゃ こけ-しおさけきくう さぇいきっさう. 
╆くぇつうすっかくう しせきう けぉとうく

しおぇすぇ たぇいくぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ 
いぇこかぇすう おぇすけ けぉっいとっすっくうは 
いぇ  くっういこけかいゃぇくう けすこせしおう くぇ 
おきっすけゃっすっ くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ, 
つぇしす  けす おけうすけ くっ せしこはたぇ ょぇ 
しっ こさっぉけさはす いぇ くけゃう きぇくょぇすう.  
╀っい くっういこけかいゃぇくう けすこせしおう 
しぇ しぇきけ おきっすけゃっすっ くぇ ょゃっ けす 
けぉとけ 19-すっ しっかぇ ゃ けぉとうくぇすぇ - 
くぇ 』っさゅぇくけゃけ う ╉けこさうくおぇ. 
[っおけさょぬけさ こけ くっういこけかいゃぇく 

けすこせしお  っ ょけしっゅぇてくうはす おきっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. 
〈けえ くっ っ こけかいゃぇか くうすけ ょっく  けす 
こけかぇゅぇとうは きせ しっ こかぇすっく けす
こせしお いぇ こけしかっょくうすっ 4 ゅけょう

くう. ]せきぇすぇ, おけはすけ とっ こけかせつう 
おぇすけ けぉっいとっすっくうっ, っ  8 690 
かっゃぇ.  ]かっょ くっゅけ っ ぉうゃてうはす 
ゃっつっ おきっす くぇ ╄くうくぇ - ╀けくぬけ 
╋うさつっゃ, し  けすこせしお いぇ 7 たうかは
ょう かっゃぇ.  ╀うゃてぇすぇ おきっすうちぇ くぇ 
[けいけゃけ – いぇ 5 たうかはょう かっゃぇ. 5 
090 かっゃぇ けぉっいとっすっくうっ いぇ くっ
ういこけかいゃぇく けすこせしお とっ こけかせつう 
う いぇき. おきっすうちぇすぇ ゃ っおうこぇ くぇ 
╃ぇきはくけゃ ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ.   
′ぇ けぉとうくしおうは ぉのょあっす ょけ

ゅけょうくぇ とっ すっあぇす う 400 たうかは
ょう かっゃぇ くぇこさぇゃっくう さぇいたけょう, 
おけうすけ ╋¨]╁ けすおぇいゃぇ ょぇ  こさう
っきっ こけ ゃけょくうは こさけっおす くぇ おゃ. 
„ 》さうしすけ  ╀けすっゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
[ってっくうっすけ っ けおけくつぇすっかくけ  
う っ しゃなさいぇくけ し  ういゃなさてっくう  
ょっえくけしすう, おけうすけ くっ しぇ ぉうかう 
いぇかけあっくう ゃ こさけっおすぇ.  400-すっ 
たうかはょう ¨ぉとうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ゃないしすぇくけゃう ゃ しさけお ょけ 9-すう 
はくせぇさう しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. 
„‶さけぉかっきなす っ, つっ し すっいう しう 

ょっえしすゃうは しないょぇゃぇきっ ゃこっつぇす
かっくうっすけ, つっ くっ しきっ おけさっおすくう”, 

おけきっくすうさぇ おぇいせしぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ う こけょつっさすぇ, つっ こけ
ょけぉくう こさけっおすう こけょかっあぇす くぇ 
きくけゅけ しっさうけいっく きけくうすけさうくゅ  
う こけょけぉくう ょっえしすゃうは, おぇすけ 
すっいう くぇ こさっょうてくぇすぇ けぉとうく
しおぇ せこさぇゃぇ, くっ しっ すけかっさうさぇす. 
╃け おさぇは くぇ すけいう きっしっち ¨ぉ

とうくぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゃくっしっ  ょけ
おせきっくすぇちうはすぇ しう いぇ ゃすけさうは 
っすぇこ くぇ こさけっおすぇ, ゃおかのつゃぇと 
さっおけくしすさせおちうは くぇ こさっつうしすゃぇ
すっかくぇすぇ しすぇくちうは おさぇえ ¨ゃけと
くうお, おけかっおすけさぇ う おぇくぇかういぇ
ちううすっ ゃ しっかぇすぇ ╄くうくぇ う ╉さなく. 
╁っつっ しぇ ういぉさぇくう おけくしせか
すぇくすしおぇ そうさきぇ う こさけっおすぇくす. 
„╇きぇかけ っ 6 しさっとう くぇ っおしこっさ
すう けす ╋¨]╁ し こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ う さぇぉけすっとうすっ 
こけ こさけっおすぇ. ╄おしこっさすうすっ しぇ 
けしすぇくぇかう し ゃこっつぇすかっくうっすけ, 
つっ  ¨ぉとうくぇすぇ くはきぇ さっしせさし 
いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ ちはかぇすぇ ょけ
おせきっくすぇちうは いぇ ゃしうつおうすっ うい
ぉさけっくう ょっえくけしすう. ╄おしこっさすうすっ 
しぇ けちっくうかう  こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ 

¨ぉとうくぇすぇ おぇすけ しすうゅぇと しぇきけ 
ょけ っすぇこ こさっつうしすゃぇすっかくぇ しすぇく
ちうは, おけきっくすうさぇ ]すけはくけゃぇ う 
ょけこなかくう, つっ しっ こさぇゃう ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ いぇ こさけゅさぇきぇ-きぇおしう
きせき ゃ しかせつぇは. 
′ぇ しさっとぇ し あせさくぇかうしすう おきっ

すなす くぇ ╉ぇいぇくかなお しなけぉとう, つっ 
くはきぇ くうすけ かっゃ けす こさっゃっょっくうすっ 
こさっい のかう ゃ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ 
くぇょ 2 きうかうけくぇ かっゃぇ けす そうさきぇ 
„ ╀う ]う ┿え” いぇ しすさけっあ くぇ そけ
すけゃけかすぇうつくぇ  ちっくすさぇかぇ おさぇえ 
おぇいぇくかなておう しっかぇ. ] さってっくうっ 
くぇ こさっょたけょくうは ゃっつっ ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす こぇさうすっ けす すぇいう しょっかおぇ 
しかっょゃぇてっ ょぇ しっ さぇいたけょゃぇす けす 
くけゃうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁な
こさっおう すけゃぇ ぉうゃてうはす ゅさぇょけくぇ
つぇかくうお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ し すっいう 
こぇさう っ さぇいこかぇすうか しすさけうすっかくう 
ょっえくけしすう, ういゃなさてっくう ゃ けぉ
とうくぇすぇ こさっい 2008-きぇ ゅけょうくぇ, 
おぇおすけ う ょなかあうきう けす っょくぇ ゅけょう
くぇ  しさっょしすゃぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 300 
たうかはょう くぇ そうさきぇすぇ „ ‶う ]う ┿え” 
いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ ゃ ゅさぇょぇ. 

╆ぇさぇょう すっあおけすけ そうくぇくしけゃけ 
しなしすけはくうっ う ょなかゅけゃっ  いぇ くぇょ 4 
きうかうけくぇ かっゃぇ,  ちっか うおけくけきうう 
ゃ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ, けす こけくっ
ょっかくうお しっ けしゃけぉけあょぇゃぇ う ゃな
けさなあっくぇすぇ こけかうちっえしおぇ けたさぇ
くぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
《せくおちううすっ こけ けたさぇくぇすぇ とっ しっ 
こけっきぇす けす こけさすうっさ.  
′っ つっすうさうきぇ, ぇ すさうきぇ いぇ

きっしすくうお-おきっすけゃっ とっ うきぇ くけ
ゃぇすぇ けぉとうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇ
ちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお, けぉはゃう ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 〈は けすおぇいぇ ょぇ くぇいけ
ゃっ おけくおさっすくう うきっくぇ, くけ  こけょ
つっさすぇ, つっ すけゃぇ とっ しぇ きかぇょう う 
おさっぇすうゃくう たけさぇ, くぇ おけうすけ とっ 
うき ぉなょっ ょぇょっく てぇくし ょぇ しっ ょけ
おぇあぇす. 
╃け しっょきうちぇ こさっょしすけう ゃくぇ

しはくっ いぇ ょっぉぇす ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ 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, 
しかっょ おけっすけ とっ しすぇくぇす はしくう 
うきっくぇすぇ くぇ いぇきっしすくうちうすっ くぇ 
]すけはくけゃぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╋けきっくす けす しさっとうすっ
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

18 くけっきゃさう – 1989 - ′ぇ こかけとぇょ “┿か.′っゃしおう” ゃ ]けそうは っ 
こさけゃっょっく こなさゃうはす しゃけぉけょっく きうすうくゅ; 2000 – ]すぇさすうさぇ こなさゃぇ-
すぇ くぇちうけくぇかくぇ つぇしすくぇ すっかっゃういうは ゃ ╀なかゅぇさうは - ╀う 〈う ╁う.
19 くけっきゃさう - ‶さぇいくうお くぇ しせたけこなすくうすっ ゃけえしおう くぇ ╀なか-

ゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, けこさっょっかっく こけ こけゃけょ ぉかっしすはとぇすぇ こけぉっょぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえしおぇ こさう ]かうゃくうちぇ くぇ 19.11.1885 ゅ.; ╋っあ-

ょせくぇさけょっく ょっく くぇ きなあぇ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ っ いぇうきしすゃぇくぇ っ けす 
╇くょうは, こけょおさっこは しっ けす ¨¨′. 
20 くけっきゃさう - 1921 - ¨すおさうすぇ っ あこ-かうくうはすぇ ╉ぇいぇくかなお-〈せ-

かけゃけ; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく ゃ こぇきっす くぇ いぇゅうくぇかうすっ こさう 
こなすくう おぇすぇしすさけそう - ゃ すさっすぇすぇ くっょっかは くぇ き. くけっきゃさう し さっいけ-
かのちうは くぇ ¨¨′. 
21 くけっきゃさう - ╁なゃっょっくうっ ╀けゅけさけょうつくけ. ╃っく くぇ たさうし-

すうはくしおけすけ しっきっえしすゃけ う たさうしすうはくしおぇすぇ きかぇょっあ. ‶さぇいくうお 
くぇ ╃っゃうつっしおうは きぇくぇしすうさ – たさぇき “╁なゃっょっくうっ ╀けゅけさけょうつくけ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ こけいょさぇゃうすっ; 1889 -  [け-
ょっく っ きっしすくうはす せつうすっか う こけっす けす ╉ぇいぇくかなお ╁ぇしうか ╉ぇさぇゅぬけいけゃ.
22 くけっきゃさう - ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ぇょゃけおぇすせさぇ - くぇ 

22.11.1888 ゅ. っ こさうっす こなさゃうはす ╆ぇおけく いぇ ぇょゃけおぇすうすっ; 95 ゅ. けす 
しき. くぇ ╃あっお ╊けくょけく - せきうさぇ こさっい 1916 ゅ. けす ぉなぉさっつくけ いぇぉけかは-
ゃぇくっ くぇ 40-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす; 1858 - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっくけ 
¨〉 “‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう”; 1975 - ¨しくけゃぇくぇ っ おぇいぇくかなておぇすぇ 
〈╄『.
23 くけっきゃさう - ]ゃ. ぉかぇゅけゃっさくう おくはい ┿かっおしぇくょなさ ′っゃ-

しおう. ╇きっくくうちう: ┿かっおしぇくょなさ, ┿かっおしぇくょさぇ, ┿かっおけ, ]ぇてけ.
24 くけっきゃさう - ╁きつちぇ ╄おぇすっさうくぇ. 〈けいう ょっく しっ こさぇいくせゃぇ 

し くぇょっあょぇすぇ, つっ しゃっすうちぇすぇ とっ こさっょこぇいう たけさぇすぇ けす てぇさおぇ, 
くぇえ-ゃっつっ ょっちぇすぇ. ╇きっくくうちう: ╄おぇすっさうくぇ – けす ゅさ. けいく. ”ゃっつくけ 
つうしすぇ, ぉかぇゅけこさうしすけえくぇ, くっこけさけつくぇ”; ╉ぇすは, ╉ぇすっさうくぇ ,〈うくおぇ; 
1901 -  ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく ╂っくつけ ‶うさぬけゃ – こさけそっしけさ, つかっく-
おけさっしこけくょっくす くぇ ╀┿′; 1937 -  ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく ′うおけかぇ 
╂っけさゅうっゃ – せつっく, かうすっさぇすせさっく うしすけさうお, くけしうすっか くぇ 》っさょっさけゃぇ 
くぇゅさぇょぇ.                                                                                                                    
25 くけっきゃさう - ]ゃ.╉かうきっくす ¨たさうょしおう. ‶さぇいくうお くぇ ]〉 “]ゃ. 

╉かうきっくす ¨たさうょしおう”; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく しさっとせ くぇしうかうっすけ 
くぇょ あっくう. ╃ぇすぇすぇ っ ういぉさぇくぇ けす ¨¨′ いぇさぇょう あっしすけおけすけ せぉうえ-
しすゃけ くぇ 25.11.1961 ゅ. くぇ すさうすっ しっしすさう ╋うさぇぉぇか, こけかうすうつっしおう 
ぇおすうゃうしすおう ゃ ╃けきうくうおぇくしおぇすぇ さっこせぉかうおぇ; 1992 -  ╆ぇおさうすけ っ 
‶ぇさうあおけすけ おぇぉぇさっ “《けかう ╀っさあっさ”.
26 くけっきゃさう - 1864 - ╊せうし ╉áさけか ういこさぇとぇ しぇきけさなつくけ うい-

ゅけすゃっく けす くっゅけ さなおけこうし くぇ しゃけはすぇ おくうゅぇ “‶さうおかのつっくうはすぇ くぇ 
┿かうしぇ ゃ しすさぇくぇすぇ くぇ つせょっしぇすぇ” くぇ 12-ゅけょうてくぇすぇ ┿かうし ╊うょっえか 
おぇすけ おけかっょっく こけょぇさなお.
27 くけっきゃさう - 1919 - ╃けゅけゃけさなす けす ′ぬけえ いぇょなかあぇゃぇ ╀なか-

ゅぇさうは ょぇ こさういくぇっ くっいぇゃうしうきけしすすぇ くぇ ぃゅけしかぇゃうは. ╀なかゅぇさうは 
いぇゅせぉゃぇ いぇこぇょくうすっ こけおさぇえくうくう, ぃあくぇ ╃けぉさせょあぇ う ╄ゅっえしおぇ 
〈さぇおうは う っ こさうくせょっくぇ ょぇ こかぇとぇ けゅさけきくう さっこぇさぇちうう. ╁ すぇいう 
ゃさないおぇ 27-きう くけっきゃさう っ けぉはゃっく いぇ ╃っく くぇ くぇさけょくぇすぇ こぇ-

きっす; 1894 - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっくぇ っ ╋ぇさぇ ‶っくおóゃぇ - ぇおすさうしぇ, 
っょくぇ けす けしくけゃぇすっかおうすっ くぇ ′ぇさけょくうは おせおかっく すっぇすなさ.
28 くけっきゃさう - 2007 - ‶けつうくぇ ゅけかっきうはす ぉなかゅぇさしおう ぇくうきぇすけさ 

╃けくぬけ ╃けくっゃ; 1520 - 《っさくぇくょけ ╋ぇゅっかぇく こさっきうくぇゃぇ こさっい ╋ぇ-
ゅっかぇくけゃうは こさけすけお う けすこかぇゃぇ ゃ ぃあくけ きけさっ, おけっすけ すけえ くぇさうつぇ 
〈うたう けおっぇく.
29 くけっきゃさう - 1995 - 〉きうさぇ ゃうょくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ たせょけあくうつ-

おぇ-ゅさぇそうつおぇ, すはしくけ しゃなさいぇくぇ し ╉ぇいぇくかなお, ‶っすさぇくぇ ╉かうしせさけ-
ゃぇ, こけゅさっぉぇくぇ っ ゃ さけょくけすけ え しっかけ ╂ぇぉぇさっゃけ; 2010 - ‶けつうくぇ 
ぇおすぬけさなす ┿くょさっえ ╀ぇすぇてけゃ.
30 くけっきゃさう - ]ゃ. ┿くょさっえ ‶なさゃけいゃぇくう. ┿くょさっっゃょっく. 

╇きっくくうちう: ┿くょさっえ - けす ゅさ. けいくぇつぇゃぇ “きなあっしすゃっく”; ┿くょさっぇくぇ.
01 ょっおっきゃさう - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ぉけさぉぇすぇ しさっとせ ]‶╇′. 

╃っく くぇ ╀うぉかうはすぇ. 1896 - [けょっく っ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉなかゅぇさしおう-
はす おけきこけいうすけさ う こうぇくうしす ぇおぇょ.‶っすおけ ]すぇえくけゃ; 1925 - [けょっく 
っ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぇおすぬけさなす ╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ, けしすぇゃうか うきっすけ 
しう ゃ いかぇすくうすっ しすさぇくうちう くぇ ぉなかゅぇさしおうは すっぇすなさ う ぉなかゅぇさしおけすけ 
おうくけ; 1972 - ′ぇ ぉけさょぇ くぇ しこなすくうおぇ “╇くすっさおけしきけし – 8” ういかう-
すぇす こなさゃうすっ おけしきうつっしおう せさっょう, おけくしすさせうさぇくう う こさけういゃっょっくう 
ゃ ╀なかゅぇさうは.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けゃぇ いぇはゃう くぇ こなさゃけすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ くけゃけしそけさ-

きうさぇくうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ゃけょぇつ くぇ 
ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお”.
╁ けぉさなとっくうっすけ しう おなき 

しゃけうすっ くけゃう おけかっゅう う おなき くけ-
ゃけういぉさぇくうは おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
╇ぉせてっゃ けこさうかうつう けすゅけゃけさ-
くけしすすぇ くぇ ゃかぇしすすぇ おぇすけ たけきけす 
う くぇこさぇゃう しゃっあけ しさぇゃくっくうっ 
し そういうおぇすぇ, おぇすけ おぇいぇ:  

“′っおぇ くうっ おぇすけ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう ぉなょっき こさういきぇ, 
おけはすけ ょぇ くぇしけつう あっかぇくうは-
すぇ くぇ たけさぇすぇ おなき っょうく かなつ 
しゃっすかうくぇ, ょぇ しう けぉっとぇっき, 
つっ とっ さぇぉけすうき すぇおぇ, おぇおすけ 
けぉっとぇゃぇたきっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 

¨ぉっいとっすっくうはすぇ いぇ きぇえつうくしすゃけ とっ ぉなょぇす 
せゃっかうつっくう けす 240 くぇ 270 かっゃぇ けす はくせぇさう 

しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ, しなけぉとう こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ. 〈けえ ぉっ おぇすっゅけさう-
つっく, つっ けとっ くぇ きうくぇかけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっ-
すぇ いぇ すさうしすさぇくくけ しなすさせょくうつっしすゃけ っ しすぇくぇかけ 
はしくけ, つっ くせあくうすっ 16 きかく. かっゃぇ いぇ せゃっかうつぇ-
ゃぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ いぇ きぇえつうくしすゃけ こさっい 
ゃすけさぇすぇ ゅけょうくぇ とっ ぉなょぇす くぇきっさっくう ゃ ぉのょあっす 
2012 ゅ. ╆ぇしっゅぇ けぉぇつっ けしすぇゃぇ せゃっかうつっくうっすけ くぇ 
しさけおけゃっすっ いぇ ういつうしかはゃぇくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ 
いぇ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ きぇえつうくしすゃけ, いぇ ぉっいさぇぉけ-
すうちぇ う いぇ けぉっいとっすっくうっ こさう ぉけかっしす. ╁ こなさゃうは 
しかせつぇえ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 24 きっしっちぇ, ぇ いぇ ぉけかくうつ-
くうすっ しさけおなす けす 12 きっしっちぇ しすぇゃぇ 18 きっしっちぇ.
‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ けぉはしくう, つっ こっさうけょうすっ, うい-
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]ぇゅぇすぇ こけ おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ ゃ こっさうけょぇ 2008-2009-すぇ  こさけ-
ょなかあう ゃ しこけさけゃっ う きくけゅけおさぇすくう こさっこうさくう きっあょせ ¨ぉとうくぇすぇ 
う ¨ぉとうくしおうは しなゃっす こさっょう ょゃっ ゅけょうくう, こさっゅけゃけさう し きうくうし-
すっさしすゃぇ う おけくしせかすぇくすしおう そうさきう ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ きっしっちう. 
╇きぇてっ ょっぉぇす こけ さぇいきっさぇ くぇ けぉとうくしおうは いぇっき いぇ しすぇさすうさぇ-
くっすけ, こけ ぉぇくおけゃうすっ ゅぇさぇくちうう, こけ しすけえくけしすすぇ くぇ うしおぇくぇすぇ 
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ぉっいゃないきっいょくぇ こけきけと, うきぇ-
てっ こさけすっしす くぇ ゅさぇあょぇくう けす 
おゃぇさすぇかぇ こけ ゃさっきっ くぇ しっしうう 
う けこさけゃっさあっくうは くぇ うくそけさ-
きぇちうう けす ¨ぉとうくぇすぇ けすしすさぇ-
くぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす.
„╁ こさけちっしぇ くぇ さっぇかういぇちうは 

くぇ こさけっおすぇ っ こけしすうゅくぇすぇ 
うおけくけきうは けす こさけゃっょっくう-
すっ けぉとっしすゃっくう こけさなつおう, ぇ 
ういゃなさてっくうすっ さぇいたけょう しぇ ゃ 
さぇいきっさ くぇ 4,7 きかく. かっゃぇ”, 
いぇはゃう こさっょ きっょううすっ っおしおきっ-
すなす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ こさっょう 
くはおけかおけ きっしっちぇ.   
] ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ おぇくぇ-

かういぇちうけくくぇすぇ きさっあぇ, さっ-
おけくしすさせおちうはすぇ くぇ ゃけょけこさけ-
ゃけょくぇすぇ う こなすくぇ きさっあぇ う 
けすゃっあょぇくっすけ くぇ けすこぇょくうすっ 
ゃけょう くぇ おゃぇさすぇかぇ ょけ ゅさぇょ-

しおぇすぇ こさっつうしすゃぇすっかくぇ しすぇく-
ちうは しっ さってう  こさけぉかっきなす し 
おぇくぇかういぇちうはすぇ くぇ あうゃっっ-
とうすっ ゃ おゃぇさすぇかぇ こけょ ゅぇさぇすぇ. 
╀ってっ ういゅさぇょっくぇ おぇくぇかういぇ-
ちうけくくぇ きさっあぇ  し ょなかあうくぇ 3 
387 き し 233 しゅさぇょくう う おぇ-
くぇかういぇちうけくくう けすおかけくっくうは. 
╋けくすうさぇくう しぇ う 26 こさけすうゃけ-
こけあぇさくう おさぇくぇ. ′ぇこさぇゃっくぇ 
っ さっおけくしすさせおちうは くぇ ゃなすさって-
くぇすぇ ゃけょけこさけゃけょくぇ きさっあぇ 
し けぉとぇ ょなかあうくぇ 3 269 き こけ 
ゃしうつおう せかうちう, こけ おけうすけ っ 
ういゅさぇょっくぇ おぇくぇかういぇちうけくくぇ 
きさっあぇ. 
„╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けおけか-

くぇすぇ しさっょぇ う ゃけょうすっ くっ きけあっ 
ょぇ くぇかぇゅぇ しぇくおちうう, くうすけ 
ゅかけぉう, くうっ しかっょうき しぇきけ こさぇ-
ゃうかくけすけ ういさぇいたけょゃぇくっ くぇ 

しさっょしすゃぇすぇ, し ちっか いぇとうすぇ くぇ 
ぉのょあっすぇ くぇ ╄]. ┿おけ くぇこさぇ-
ゃっくうすっ さぇいたけょう くっ けすゅけゃぇさはす 
くぇ こさけっおすぇ, すっ くはきぇ ょぇ しっ 
ゃないしすぇくけゃはす”, おぇいぇたぇ しこっ-
ちうぇかうしすう けす ╋¨]╁ こさっょう きっ-
しっち, おけゅぇすけ しおぇくょぇかなす ゅさなき-
くぇ, くけ けおけくつぇすっかくけ さってっくうっ 
くぇ ゃなこさけしぇ けとっ くはきぇてっ けす 
しすさぇくぇ くぇ せこさぇゃかはゃぇとうは けさ-
ゅぇく. 《うくぇくしけゃうすっ おけさっおちうう 
くぇ うしおぇくぇすぇ けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお しせきぇ いぇ ゃない-
しすぇくけゃはゃぇくっ こけ っゃさけこさけっおすぇ 
ゃっつっ しぇ そぇおす, くけ けとっ すけゅぇゃぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ゅけゃけさってっ, つっ 
ゃっさけはすくけ つぇしす けす さぇいたけょうすっ 
こけ そぇおすせさう くはきぇ ょぇ ぉなょぇす 
ゃないしすぇくけゃっくう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╄くすせしうぇいきなす くぇ しすぇさすぇ ぉっ いぇきっくっく けす おぇたなさう くぇ 
そうくぇかぇ

こけかいゃぇくう いぇ ぉぇいぇ こさう けこさっょっかはくっ くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ いぇ きぇえつうくしすゃけ う ぉっいさぇぉけすうちぇ, けしすぇゃぇす 
いぇゃうてっくう, おぇおゃけすけ っ こさっょかけあっくうっすけ いぇ こさけきっくう ゃ ╉けょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ, くけ 
しうくょうおぇすうすっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ すなさしはす ゃぇさうぇくすう いぇ ゃさなとぇくっ くぇ しすぇさうすっ さっそっさっくすくう こっさう-
けょう. „′っ しきっ しなゅかぇしくう, うしおぇきっ ょぇ くぇきっさうき しなきうてかっくうちう ゃ こぇさかぇきっくすぇ, ょぇえ ╀けあっ, ょぇ ゅう 
くぇきっさうき”, おぇいぇ ╃うきうすさけゃ.
‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ ょけこなかくう, つっ こけ ゃさっきっ くぇ いぇしっょぇくうっすけ くぇ すさうしすさぇくくうは しなゃっす そうくぇく-

しけゃうはす きうくうしすなさ ]うきっけく ╃はくおけゃ おぇすっゅけさうつくけ っ けこさけゃっさゅぇか ょぇ っ こさぇゃうか こさっょかけあっくうっ いぇ 
ょさぇしすうつくけ せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ けす ょけゅけょうくぇ.

┿ょゃけおぇす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ けす ╉ぇいぇくかなお 
ぉっ ういぉさぇく いぇ こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ. 〈けえ こけかせつう 31 ゅかぇしぇ 
けす 37 ゃないきけあくう こけ ゃさっきっ くぇ こなさゃけすけ いぇしっ-
ょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ. 【っしすうきぇ けす しなゃっすくうちうすっ  
こせしくぇたぇ  くっょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう. ╆かぇすぇ-
くけゃ うょゃぇ くぇ きはしすけすけ くぇ しすぇさうは こさっょしっょぇすっか 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, おけえすけ さなおけゃけょってっ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす ゃ こけしかっょくうすっ きせ ょゃぇ きぇくょぇすぇ. 

】っ うきぇ けすけこかっくうっ ゃ ょっすしおうすっ う せつっぉくう いぇゃっょっくうは, ゅぇさぇくすうさぇ こさっい しっょきうちぇすぇ おきっすう-
ちぇすぇ くぇ  けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は ぉっ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ ゃっつっ しっ こさぇゃはす 

こけしかっょくうすっ ょけしすぇゃおう こけ しすぇさうは ょけゅけゃけさ し せつうかうとぇすぇ いぇ ゅけさうゃけ, おぇすけ すっ しっ いぇさっあょぇす し 
くせあくうすっ うき おけかうつっしすゃぇ ょけ おさぇは くぇ ょっおっきゃさう. ╃け おさぇは くぇ くけっきゃさう とっ こさうおかのつう けぉとっしすゃっ-
くぇすぇ こけさなつおぇ いぇ ょけしすぇゃつうお くぇ ゅけさうゃぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ, おぇすけ けす はくせぇさう 2013 ゅ. しこっつっ-
かうかうはす くけゃぇすぇ こけさなつおぇ  とっ うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ ょけしすぇゃは おけかうつっしすゃぇ. ╃け きけくっすぇ ゅけさうゃけすけ, 
ょけしすぇゃはくけ ゃ ょっすしおう う せつっぉくう いぇゃっょっくうは, こけ しおかのつっくうは こさっょう ゅけょうくぇ ょけゅけゃけさ し ¨ぉとうくぇすぇ, 
ぉっ くぇ ちっくう し かっゃ こけ-ゃうしけおう, けすおけかおけすけ しぇ こぇいぇさくうすっ.  ]すけはくけゃぇ いぇはゃう はしくけすけ しう くぇきっさっくうっ 
ょぇ こさっおさぇすう  けとっ っょうく くっういゅけょっく いぇ けぉとうくぇすぇ ょけゅけゃけさ – すけいう いぇ ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ たさぇくうすっかくう 
こさけょせおすう ゃ ょっすしおうすっ  ゅさぇょうくう はしかう. 

] こさけっおす いぇ くけゃう おくうゅう くぇ しすけえくけしす 7 たうかはょう かっゃぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉうぉかうけ-
すっおぇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ こさっょ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ. 

╊うこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう しっ っ けすさぇいうかぇ ょさぇしすうつくけ くぇ こけこなかゃぇ-
くっすけ くぇ ぉうぉかうけすっつくうは そけくょ し くけゃぇ かうすっさぇすせさぇ. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ いぇおせこっくう 600 
おくうゅう, ょけおぇすけ ょゃっ ゅけょうくう こさっょう すけゃぇ くけゃうすっ おくうゅう ゃ きっしすくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ しぇ ぉうかう すさう 
こなすう こけゃっつっ.
╋っあょせゃさっきっくくけ  ょうさっおすけさなす くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお ┿くくぇ ╉け-

あせたぇさけゃぇ しなけぉとう, つっ 700 こけょこうしぇ しぇ しなぉさぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ つぇしす けす くぇちうけくぇかくぇすぇ 
おぇきこぇくうは, こけょっすぇ こさっょう きっしっち.  ‶けょこうしおぇすぇ ぉっ ゃ こけょおさっこぇ くぇ うしおぇくっすけ くぇ ぉうぉかうけすっおうすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ いぇ こさうっきぇくっ くぇ しすぇくょぇさす いぇ ぉうぉかうけすっつくけ-うくそけさきぇちうけくくけ けぉしかせあゃぇくっ いぇ けぉとっしす-
ゃっくうすっ う せつうかうとくう ぉうぉかうけすっおう.

 

〈うおゃぇ-ゅうゅぇくす けすゅかっょぇ ゃ ょゃけさぇ しう おぇいぇくかなつぇくうくなす ╃っく-
おけ ╃っくおけゃ. 

╉ぇすけ ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ ょけぉさうすっ ゅさうあう っおしぉぇくおっさなす しっ っ 
しょけぉうか し こかけょ, すっあぇと 52 おうかけゅさぇきぇ う し けぉうおけかおぇ 165 しぇく-
すうきっすさぇ.                                                             

》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

こけ ゃさっきっ くぇ こさっょういぉけさくぇ-
すぇ おぇきこぇくうは”, こけあっかぇ しかっょ 
こけかぇゅぇくっすけ くぇ おかっすゃぇすぇ くぇ 
くけゃうは ¨ぉとうくしおう しなゃっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ すなさ-
あっしすゃっくぇ しっしうは うくあ. ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ けす ゅさせこぇすぇ “╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお”, おけはすけ 
せょゃけう こさうしなしすゃうっすけ しう ゃ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす しこさはきけ こさっ-
ょたけょくうは きぇくょぇす う ゃっつっ うきぇ 
6 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.
〉ぉっょっく しなき, つっ すけゃぇ, おけっすけ 

けぉっとぇゃぇたきっ とっ しすぇくっ, きけあっ 
ょぇ しっ しかせつう, ぇおけ さぇぉけすうき いぇ-
っょくけ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお”.

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ っ くけ
ゃうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす.

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ けす ゅさせ-
こぇすぇ くぇ ╂╄[╀ っ くけゃうはす こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ ぉっ ういぉさぇく 
くぇ こなさゃぇすぇ すなさあっしすゃっくぇ しっ-
しうは くぇ くけゃうは きっしすっく こぇさかぇ-
きっくす し ゅかぇしけゃっすっ くぇ 31 けす 
けぉとけ 37 しなゃっすくうちう. 【っしすう-
きぇ けす しなゃっすくうちうすっ こせしくぇたぇ 
くっょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう. 
╆かぇすぇくけゃ ぉっ う っょうくしすゃっくけ-
すけ こさっょかけあっくうっ いぇ こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ ]なゃっすぇ, ょけてかけ けす 
いぇかぇすぇ. ¨しすぇくぇかうすっ ゅさせこう 
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 くっ くけきうくうさぇたぇ しゃけう 
こさっょしすぇゃうすっかう いぇ さなおけゃけょ-
くうは こけしす.
‶なさゃぇすぇ つぇしす くぇ いぇしっょぇ-

くうっすけ ゃけょう けぉかぇしすくうはす せこ-
さぇゃうすっか ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, ゃ 
つうっすけ こさうしなしすゃうっ くぇ おさぇお 
う くぇ ゅかぇし くけゃうすっ しなゃっすくう-
ちう こけかけあうたぇ おかっすゃぇすぇ しう ょぇ 
しかせあぇす ゃ こけかいぇ くぇ けぉとっしすゃけ-
すけ う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╉かっすゃぇすぇ ぉっ こけかけ-
あっくぇ しかっょ ういしかせてゃぇくっすけ くぇ 
たうきくぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇ-
さうは う たうきくぇ くぇ ╄].
′ぇ しっしうはすぇ こさうしなしすゃぇ ょっ-

こせすぇすなす けす ╉ぇいぇくかなお ╄きうか 
╉ぇさぇくうおけかけゃ けす ‶‶ ╂╄[╀, 
おけえすけ ぇおちっくすうさぇ ゃなさたせ うし-
すけさうつくけしすすぇ くぇ きけきっくすぇ, ゃ 
おけえすけ こけかぇゅぇ おかっすゃぇ こなさゃぇ-

すぇ あっくぇ – おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
¨とっ すさうきぇ ょっこせすぇすう せゃぇ-
あうたぇ しなぉうすうっすけ – ′っょはかおけ 
′っょはかおけゃ う ′っかう ╉ぇかくっゃぇ 
けす ╂╄[╀ う 〈けょけさ ╁っかうおけゃ けす 
[╆].
]かっょ こけかぇゅぇくっすけ くぇ おかっす-

ゃぇすぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ゃさなつう くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ おきっす-
しおぇすぇ けゅなさかうちぇ – しうきゃけか くぇ ゃかぇしすすぇ. 〈けえ こけあっかぇ くぇ ょけぉなさ 
つぇし くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う くけゃうは しなゃっす.
¨す しゃけは しすさぇくぇ おきっすなす ]すけはくけゃぇ いぇはゃう, つっ ょけぉさうすっ ょくう いぇ 

╉ぇいぇくかなお こさっょしすけはす う けぉっとぇ けすおさうすけ せこさぇゃかっくうっ ゃ けぉとっしす-
ゃっくぇ こけかいぇ.
44 - ゅけょうてくうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ]なゃっすぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ 

ぉっ こさうゃっすしすゃぇく う けす こさっょてっしすゃっくうおぇ しう ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
おけえすけ きせ こさっょぇょっ とぇそっすぇすぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ 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 くぇ ╉ぇいぇくかなお. „╇いおかのつうすっかくけ しなき ょけ-
ゃけかっく, つっ うきっくくけ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ っ くけゃうはす こさっょしっょぇすっか, 
いぇとけすけ すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ けくけゃぇ, おけっすけ いぇこけつくぇたきっ ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ くう おぇすけ こさけいさぇつくけしす おぇすけ こなさゃう っかっおすさけくっく ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす, とっ ぉなょっ こさけょなかあっくけ, おぇいぇ ]ぇきぇさしおう.
╆かぇすぇくけゃ っ さけょっく くぇ 4 はくせぇさう こさっい 1967 ゅけょうくぇ, ょうこかけきう-

さぇ しっ おぇすけ のさうしす こさっい 1993-すぇ. ╆ぇ おさぇすおけ すけえ ぉっ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお けす おさぇは くぇ 2007 ょけ しさっょぇすぇ くぇ 2008 ゅけょうくぇ. ]な-
こさせゅぇすぇ きせ しっ おぇいゃぇ ╀さぇくうきうさぇ, 20-ゅけょうてくぇすぇ きせ ょなとっさは  
‶けかうくぇ しかっょゃぇ っおけかけゅうは ゃ ′けゃ ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさしうすっす.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╇ぉせてっゃ し せょけしすけゃっさっくうっすけ しう いぇ ゃすけさう きぇくょぇす 
おぇすけ しなゃっすくうお

╂させこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“

′けゃうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ]なゃっすぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ

′けゃけういぉさぇくぇすぇ けぉとうくしおぇ しなゃっすくうつおぇ けす ╄╉ 
╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ
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¨すゃなょ こさけいぇすぇ っ う こけっす, 
う  しちっくぇさうしす. ╇いょぇか っ 

つっすうさう しぉけさくうおぇ し さぇいおぇ-
いう う ょゃっ しすうたけしぉうさおう, ょゃぇ 
さけきぇくぇ, せつぇしすゃぇ ゃ くはおけか-
おけ けぉとう こさけっおすぇ くぇ かうすっ-
さぇすせさくうは おかせぉ “╊うすっさぇすせ-
さぇ ╃うおすぇすせさぇ”.
]さっょ いぇゅかぇゃうはすぇ くぇ おくう-

ゅうすっ きせ しぇ „13 こぇさつっすぇ けす 
しつせこっくけすけ ゃさっきっ“, “]せ-
さけゃう きうしかう しなし しすさぇくっく 
しけし”, さけきぇくなす “┿かおけたけか”, 
くぇこうしぇく ゃ しなぇゃすけさしすゃけ し 
╃うぇくぇ ╃さぇゅけっゃぇ. ‶さっょう 
きっしっち 〈っさいうえしおう いぇしかせ-
あう ╂けょうてくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
╄ゃさけこっえしおうは しなのい いぇ かう-
すっさぇすせさぇ し おさぇすおうは さぇいおぇい 
“╇きぇ かう おけえ ょぇ ゃう けぉうつぇ”. 
╁ おけくおせさしぇ せつぇしすゃぇたぇ ぇゃ-
すけさう けす 36 ょなさあぇゃう. ′ぇ 28 
くけっきゃさう こけぉっょうすっかはす けす 
すぇいゅけょうてくうは おけくおせさし とっ 
こけしっすう ╀さのおしっか, おなょっすけ 
とっ しっ しさっとくっ し かうつくけしすう 
けす ぇさすうしすうつくうは う こけかうすう-
つっしおうは っかうす.

- ╆ぇとけ くはきぇ おけえ ょぇ くう 
けぉうつぇ? 
- ╁しなとくけしす, うきぇ. ┿おけ こけすなさ-

しう つけゃっお, ゃうくぇゅう うきぇ おけえ ょぇ 
ゅけ けぉうつぇ う すけゃぇ ゃしなとくけしす っ 
ゃなこさけしなす, おけえすけ しう いぇょぇゃぇた 
ょけしすぇ ゃさっきっ. ╄ょうく きけあっ ぉう 
うくそぇくすうかっく ゃなこさけし, おけえすけ しう 
いぇょぇゃぇた きけあっ ぉう こけゃっつっ けす 
10 ゅけょうくう. ╇ けすすぇき きう けしすぇくぇ 
おぇさうっさぇすぇ くぇ こうてっと つけゃっお. 
╇ すけゅぇゃぇ しはょぇた う しう こさぇゃった 
しこうしなちう, し すけゃぇ - おけえ きっ けぉう-
つぇ. ╆ぇょぇゃぇた しう すけいう ゃなこさけし 
しなゃしっき おけくおさっすくけ う しう こさぇ-
ゃった しこうしなお し たけさぇすぇ, おけうすけ 
きっ けぉうつぇす. 〈けゃぇ っ くぇつうく ょぇ 
しすなこうて くぇ すゃなさょぇ こけつゃぇ. ╃ぇ 
いくぇって, つっ けすくけしうすっかくけ しう-
ゅせさくうすっ くっとぇ くっ しぇ くはおなょっ, 
ぇ すせお くぇぉかういけ. ╇ ょぇ しう しうゅせ-
さっく ゃ すはた. 〈けゅぇゃぇ きけあって ょぇ 
すさなゅくって くぇくはおなょっ う ょぇ こさぇ-
ゃうて くっとけ. ┿い すけゃぇ ゅけ こさぇゃは 
けす きくけゅけ ゅけょうくう. ╄ょうく ゃうょ 
さぇゃくけしきっすおぇ くぇ すけゃぇ, おけっすけ 
うきぇき, う すけゃぇ, おけっすけ くはきぇき. 
〈ぇおぇ さぇいぉうさぇた くぇおなょっ きけゅぇ 
ょぇ しっ ょゃうあぇ.  ′け しかっょゃぇ う こけ-
ゃぇあくうはす ゃなこさけし: ┿ うきぇ かう いぇ 
おぇおゃけ ょぇ きっ けぉうつぇす? ╇ おけゅけ 
けぉうつぇき ぇい? 〈っいう ゃなこさけしう しぇ 
こけ-かっしくう おぇすけ つっ かう. ╆ぇとけ-
すけ, おけゅぇすけ くはおけえ すっ けぉうつぇ, っ 
かっしくけ ょぇ ゅけ けぉうつぇて. ┿おけ しう 
しすさぇょぇか いぇさぇょう くはおけゅけ - すう ゅけ 
けぉうつぇて. ′け うきぇ かう いぇ おぇおゃけ 

ょぇ きっ けぉうつぇす - っ きくけゅけ ゃぇあっく, 
おけくおさっすっく う しっさうけいっく ゃなこさけし. 
』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇゃう 
すぇおぇ, つっ ょぇ うきぇ いぇ おぇおゃけ ょぇ ゅけ 
けぉうつぇす. ╋うしかは, つっ ゃしっおう うきぇ 
いぇ おぇおゃけ ょぇ ゅけ けぉうつぇす. ‶さけし-
すけ すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ ういゃぇょう ゃ っょうく 
きけきっくす, ょぇ ゅけ こけつうしすう う ょぇ ゅけ 
いぇくっしっ くぇ くぇえ-ゃうょくけすけ きはしすけ  
う すけ ょぇ しすぇくっ くぇえ-ゃぇあくぇすぇ 
つぇしす けす くっゅけ. ╊のぉけゃすぇ きけあっ う 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ けしないくぇすぇ. ┿い 
けぉうつぇき くはおけゅけ, いぇとけすけ すけえ っ 
すぇおなゃ, すぇおなゃ うかう すぇおなゃ. 
 
- [ぇいおぇいうすっ ╁う くっ いゃせつぇす  

かう おぇすけ ぇくぇすっきぇ おなき くぇさけ-
ょぇ くう, おけえすけ くっ せきっっ ょぇ しっ 
けぉうつぇ? 
- ╁ たさうしすうはくしすゃけすけ くはきぇ 

こさけおかはすうっ, こけ-しおけさけ さぇいおぇいう-
すっ きう しぇ おぇすけ ゃけこなか, つっ ぉなかゅぇ-
さうすっ しぇ くぇょぇさっくう  おぇすけ たけさぇ 
し くはおぇおゃぇ けしけぉっくぇ しすさぇしす ょぇ 
しっ きさぇいはす, ょぇ しう  こさっつぇす, ょぇ 
しっ ぉせすぇす, すぇおぇ ょぇ しっ こさぇゃう, つっ 
ゃしうつおけ ょぇ しっ さぇいゃぇかう くぇ ゃしは-
おぇ ちっくぇ. ╃ぇ しっ きさなくおぇ, ょぇ しっ 
くっょけゃけかしすゃぇ ゃっつくけ. 
 
- ╆ぇとけ? 
- …いぇとけすけ すけゃぇ っ くはおぇおゃぇ 

うしすけさうつっしおぇ こさっょけこさっょっ-
かっくけしす. ′はおぇおゃけ ゅっくっすうつくけ 
しすさせこゃぇくっ くぇ きくけゅけ けきさぇいぇ. 
╇きぇ くっとけ きくけゅけ たぇさょ ゃ すけゃぇ, 
つっ ぉなかゅぇさうすっ しぇ ゃっつくけ くっょけ-
ゃけかしすゃぇとう けす くっとけ, ゃっつくけ 
きさなくおぇとう けす くっとけ, ゃっつくけ 
すなさしっとう くっとけ. ╂かっょぇた くぇし-
おけさけ っょうく けす けしくけゃくうすっ こけ-
おぇいぇすっかう くぇ ぉかぇゅけょっくしすゃうっすけ 
くぇ くぇちううすっ. 〈けゃぇ っ こさけょなか-
あうすっかくけしすすぇ くぇ あうゃけす. ╆ぇ 
こけしかっょくうすっ 40 ゅけょうくう, くぇ-
こさうきっさ ゃ ╇くょうは, こさけょなかあう-
すっかくけしすすぇ くぇ あうゃけす しっ っ こけ-
おぇつうかぇ けす 43 ゅけょうくう くぇ 62 
ゅけょうくう, ぇ せ くぇし, ゃ ╀なかゅぇさうは, 
けす 70-すっ ゅけょうくう くぇ  きうくぇかうは 
ゃっお くっ しっ っ こさけきっくうかぇ ょけさう 
し ゅけょうくぇ. ′うおぇお, さぇいぉうさぇすっ 
かう? ′うっ あうゃっっき おぇすけ ゃ 70-すっ 
ゅけょうくう. 〈けっしす, くうとけ くっ しっ っ 
こさけきっくうかけ - けぉさぇいけゃぇくうっ, 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, いぇ こけしかっょ-
くうすっ 4 ゅけょうくう. 〈ぇおぇ ういかういぇ. 
′け くぇすうしおなす くぇ すけすぇかうすぇさうい-
きぇ くっ こけいゃけかはゃぇてっ くぇ ぉなかゅぇ-
さうすっ ょぇ しっ くぇこけきこゃぇす, つっ しぇ 
いかっ. ╆ぇとけすけ, おけゅぇすけ ゅけゃけさうて, 
つっ しう いかっ, すう しすぇゃぇて いかっ. ╄すけ 
ゃう こさうきっさ し っょくぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
こけゅけゃけさおぇ: おけゅぇすけ いぇ っょくけ 
おせつっ しっ ゅけゃけさう, つっ っ ぉはしくけ, 
すけ こけぉっしくはゃぇ. ┿ ぉなかゅぇさうすっ 

くうすけ あうゃっはす こけ-いかっ, くうすけ こけ-
ょけぉさっ けす うくょうえちうすっ, くぇこさう-
きっさ. ‶さけしすけ あうゃっっき ょけしすぇ 
こけ-さぇいかうつくけ. ╃けさう こさっょう しっ 
けぉうつぇたきっ こけゃっつっ. ]っゅぇ ぉなか-
ゅぇさうすっ しきっ けしゃけぉけょっくう けす 
ゃなくてっく けぉとっしすゃっく くぇすうしお う 
きけゅぇす ょぇ しっ こさけはゃはゃぇす ょけしすぇ 
こけゃっつっ くっこさうっきかうゃう ゃ きう-
くぇかけすけ しすさぇしすう. 》けさぇすぇ きけ-
ゅぇす ょぇ しう こけいゃけかはす ょぇ ぉなょぇす 
あっしすけおう, ょぇ ぉなょぇす ゅさせぉう, ょぇ 
ぉなょぇす ぉっいきうかけしすくう っょうく おなき 
ょさせゅ, ょぇ ぉなょぇす こけょかう. ╆ぇとけ-
すけ ゃしうつおう くういおう しすさぇしすう しっゅぇ  
くっ しっ こさっしかっょゃぇす こけ くうおぇおなゃ 
くぇつうく. ╁しうつおけ すけゃぇ いぇきなさしは-
ゃぇ ゃないょせたぇ. 》けさぇすぇ あうゃっはす 
ゃ っょくぇ ぇくすうたせきぇくくぇ しさっょぇ. 
‶さう すけゃぇ すは くっ っ ぉなかゃぇくぇ けす 
くっとけ, ぇ けす くぇし, たけさぇすぇ. ╁しっおう 
つけゃっお ぉなかゃぇ きさなしけすうう, ゅくうか 
ゃないょせた. ╁おかのつうすっかくけ う ぇい し 
すっいう しう けこさっょっかっくうは, ゅけゃけ-
さっえおう かけてけ いぇ たけさぇすぇ. ╀なか-
ゅぇさうすっ しきっ せきくう たけさぇ, ょけぉさう, 
さぇぉけすはす ょけぉさっ, こけゃっつっすけ くう 
くっとぇ しぇ ょけぉさっ. ]すうゅぇ ゃしっおう 
しぇき ょぇ しう くぇかけあう こけゃっつっ ょぇ 
さぇぉけすう, こけゃっつっ ょぇ きうしかう, こけ-
きぇかおけ ょぇ  ゅけゃけさう おけかおけ っ いかっ. 
 
 - ┿おけ しう こさぇゃうき しこうしなちう 

し たけさぇすぇ, ╉ぇえけ, おけうすけ くう 
けぉうつぇす, すけゃぇ とっ こさけきっくう 
かう くぇつうくぇ くう くぇ きうしかっくっ, 
くぇ ゃないこさうっきぇくっ くぇ しゃっすぇ? 

- 】っ こさけきっくう. ‶なさゃけ, いぇとけ-
すけ すけゃぇ っ ゃさなとぇくっ おなき ぉぇいぇ-
すぇ. ╄ょくけ けす くぇてうすっ しうゅせさくう, 
しすぇぉうかくう くっとぇ っ ゃしっおう つけ-
ゃっお, ゃしっおう ょっく ょぇ しっ ゃさなとぇ 
おなき ぉぇいぇすぇ しう, おなき っょくぇ けし-
くけゃぇ ゃ しっぉっ しう, おなき けしくけゃくう-
すっ しう くっとぇ. ╃け ょなくけすけ しう. ╃ぇ 
しう おぇあっ „しっゅぇ しなき あうゃ”.  ‶け-
しかっ „うきぇき すけゃぇ”, こけしかっ „けくけ-
ゃぇ”, こけしかっ すさっすけすけ. ]かっょ  すけゃぇ 
うきぇき おけえ ょぇ きっ けぉうつぇ, うきぇき 
ょっすっ, うきぇき  ぉぇとぇ, おけえすけ っ ぉけ-
かっく, くけ  っ あうゃ  う す. く.   〈けっしす, 
ょぇ しう くぇこさぇゃうき さぇゃくけしきっすおぇ 
おぇおゃけ うきぇきっ う つっ すけ っ きくけゅけ, 
きくけゅけ, きくけゅけ. ┿ くっ っ くうとけ, 
おぇおすけ しう きうしかうき.  ╁しうつおけ っ 
ゃなこさけし くぇ こけゅかっょ. ╁しっおう っ 
くっとぇしすっく, ぇおけ うしおぇ こけゃっつっ, ぇ 
うきぇ こけ-きぇかおけ. 
 
- ╉ぇお けちっかはゃぇす 40-ゅけ-

ょうてくうすっ ぉっい かのぉけゃ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは? 
- ╀っい かのぉけゃ こけ こさうくちうこ っ 

しおせつくけ, すなあくけ う くはきぇ ょゃう-
ゅぇすっか ゃ あうゃけすぇ. ′け かのぉけゃすぇ, 

おぇおすけ ぉはた う こうしぇか, くっ うしおぇき 
ょぇ っ くっけしないくぇすけ う しすうたうえくけ 
つせゃしすゃけ. 』けゃっお っ ゃっかうお し すけゃぇ, 
つっ おせかすうゃうさぇ う さぇしすっくうはすぇ, 
う ゃしうつおけ けおけかけ しっぉっ しう. 〈けえ 
おせかすうゃうさぇ う つせゃしすゃぇすぇ しう. 
〈けえ きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう すぇおぇ, つっ 
ょぇ しっ いぇさっょう し かのぉけゃ, し とぇし-
すうっ,  すけえ っ ょかなあっく ょぇ くぇこさぇ-
ゃう すけゃぇ. ′っ きけあっ ょぇ けつぇおゃぇ 
こさうきっさくけ  ょぇ しっ こさっこうすぇゃぇ 
けす ょうゃけさぇしすはとう さぇしすっくうは. 
》ゃぇとぇきっ きけすうおぇすぇ う  おけこぇきっ, 
おぇつゃぇきっ しっ ゃ おけきぉぇえくう う すぇおぇ 
くぇすぇすなお.  ╁しうつおけ しすぇゃぇ こけ-たせ-
ぉぇゃけ, ぇおけ しっ ゅさうあうき いぇ くっゅけ う 
ゅけ おせかすうゃうさぇきっ. ′っ きけあっき ょぇ 
さぇいつうすぇきっ くぇ すけゃぇ くはおけえ ょぇ 
くう ょぇゃぇ. ╁ ╋¨╊-けゃっすっ かのぉけゃ 
くはきぇ. ′はきぇ おぇお ょぇ しっ おせこはす 
くっとぇ うかう すっ ょぇ しう ょけえょぇす けす 
ゃないょせたぇ. 』けゃっお しぇき しないょぇゃぇ 
うかう さっおせかすうゃうさぇ しっぉっ しう. 
 
- ╀うかう しすっ こしうたうぇすなさ, さぇ-

ぉけすうかう しすっ ゃ かせょくうちぇ. ╉けえ 
しゃはす っ こけ-くけさきぇかっく: すけいう 
すせお うかう けくいう すぇき?
- ╁しっおう しゃはす っ くけさきぇかっく. 

╁しなとくけしす, くうっ くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
すなさしうき くはおけう くっとぇ „せ しゃっすぇ”. 
┿おけ すぇおぇ ゅう すなさしうき, う けくいう 
しゃはす とっ くう しっ しすさせゃぇ せあぇしは-
ゃぇとけ すなあっく, しきぇいゃぇと う すけ っ 
しなとけすけ. ╁なゃ ゃしっおう しゃはす, けぉぇ-
つっ, うきぇ う こさっおさぇしくう くっとぇ,  
う こけっいうは, う しきうしなか, う かの-
ぉけゃ. ╉けはすけ しなき ゃうあょぇか くっ. ╇ 
すは  くっ っ こけ-きぇかおけ ゃ しゃっすぇ くぇ 
かせょうすっ, けすおけかおけすけ ゃ すけいう くぇ 
„くけさきぇかくうすっ” たけさぇ.  ╃けさう こけ-
くはおけゅぇ かのぉけゃすぇ ゃ かせょくうちぇすぇ 
っ こけ-くっゃうくくぇ う こけ-つうしすぇ. 
 
- ╉ぇお しっ くぇさうつぇ すけゃぇ しなし-

すけはくうっ, ゃ おけっすけ しっゅぇ あう-
ゃっっき: つうしすけ おかうくうつくけ? 
╇きぇきっ かう くはおぇおゃぇ ょうぇ-
ゅくけいぇ, こしうたうつっしおぇ おぇすけ 
けぉとっしすゃけ?
- ′うっ ゃしっ けとっ しう ゃかぇつうき すけ-

ゃぇさうすっ けす すけすぇかうすぇさういきぇ - う 
おぇすけ ちっくくけしすう, う おぇすけ くけさきう, 
う おぇすけ けすくけてっくうっ おなき しゃっすぇ.  
′っ ゅけゃけさは しぇきけ いぇ おけきせくうしすう-
つっしおうは すけすぇかうすぇさういなき. 『はかけ-
すけ つけゃっつっしすゃけ ういあうゃはゃぇ しゃけは 
すけすぇかうすぇさういなき, しゃけは あうゃけす ゃ 
しぇょうしすうつくうすっ けぉとっしすゃぇ. ′うっ, 
ぉなかゅぇさうすっ, おぇすけ けぉとっしすゃけ くぇ-
うしすうくぇ ゃしっ けとっ あうゃっっき すぇおぇ: 
ぇおすうゃくけ-こぇしうゃくう, くぇこかぇてっ-
くう, けいかけぉっくう - たけさぇ, くぇしおけさけ 
ういかっいかう けす ]すせょっくぇすぇ ゃけえくぇ. 
╉けかおけすけ ょけ しっゅぇてくけすけ くう けぉ-
とっしすゃけ, すけ くぇうしすうくぇ しきっ し 

ょうぇゅくけいぇ -  ゃしっ っょくけ  しきっ ゃ 
けすぉさっきっくうすっかくぇ ょっこさっしうは. 
╇きぇ すぇおなゃ すっさきうく: おけゅぇすけ 
くはおけえ ょなかゅけ ゃさっきっ っ ゅかっょぇか 
くはおけえ ぉけかっく ぉかういなお う すけえ っ 
こけつうくぇか. 』けゃっおなす, ゃっつっ けしゃけ-
ぉけょっく けす ゅさうあうすっ, ぉさっきっすけ , 
しすさぇたぇ しう  ういこぇょぇ ゃ ょっこさっしうは, 
いぇとけすけ ゃっつっ くはきぇ  きけぉうかういぇ-
ちうは. ′うっ しきっ あうゃっかう ゃ ]すせょっ-
くぇ  ゃけえくぇ, せあぇし, きさぇお, しっゅぇ しっ 
さぇいたけあょぇきっ こけ ╋¨╊-けゃっすっ う 
しきっ せあぇしくけ くっとぇしすくう, いぇとけ-
すけ くはきぇ すけいう せあぇしっく くぇすうしお う 
すけゃぇ くぇこさっあっくうっ,  おけっすけ くう 
しきぇいゃぇ. ′け くうっ しきっ くっとぇしすくう. 
〈けゃぇ っ しすさぇたなす くぇ すっいう たけさぇ, 
しきぇいぇくう けす しゃけぉけょぇすぇ しう う  けす 
しすさぇたぇ ょぇ せこさぇゃかはゃぇす あうゃけすぇ 
しう しぇきう.   
 
- ╉ぇお しっ ういかういぇ けす すけゃぇ 

しなしすけはくうっ? 
-  ╉ぇすけ かっおぇさ しなき ゅけ かっおせ-

ゃぇか し ぇくすうょっこさっしぇくすう. ╉けゅぇすけ 
っょうく つけゃっお いぇあうゃっっ あうゃけすぇ 
しう けすくけゃけ, ゃしうつおけ ゅけ ぉけかう. 
╆ぇとけすけ しっゅぇ しっ ういこさぇゃは けす くけ-
しっくうは すけゃぇさ う ゃしうつおけ ゅけ ぉけかう. 
′け きぇかおけ こけ きぇかおけ とっ いぇこけ-
つくっ ょぇ せしっとぇ しけぉしすゃっくぇすぇ しう 
すっあっしす - ょぇ あうゃっって しゃけは あう-
ゃけす. ╃ぇ ゃなさてう しけぉしすゃっくうすっ しう 
ょっかぇ う ゃしうつおけ とっ しっ くぇきっしすう. 
′ぇえ-ゃぇあくけすけ, けぉぇつっ, ゃ すけいう 
こさけちっし っ つけゃっお ょぇ けしないくぇゃぇ 
おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ し くっゅけ. 』っ っ 
くけしうか すけゃぇさ くぇ くっしゃけぉけょぇ, ぇ 
しっゅぇ しゃけぉけょぇすぇ きせ っ ょけてかぇ ゃ 
こけゃっつっ. 
 
- …ゃ すけゃぇ ょぇ けすおさうって 

おけえ ょぇ すっ けぉうつぇ きけあっ かう 
ょぇ しかせあう おぇすけ ぇくすうょっこさっ-
しぇくす… いぇ けぉとっしすゃっくぇ すっ-
さぇこうは? 
- [ぇいぉうさぇ しっ.  』けゃっお ょぇ くぇ-

きっさう しゃけうすっ ちっくくう くっとぇ う ょぇ 
しう  ゅう こけょさっょう う けしきうしかう っ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ  くっとけ いぇ ゃしっおう.  
〈けゃぇ っ う かっつっくうっすけ くう   おぇすけ 
けぉとっしすゃけ: つけゃっお ょぇ しなぉっさっ  
しゃけうすっ ちっくくけしすう  う けすすぇき  くぇ-
すぇすなお けしすぇゃぇ ょぇ うき しっ さぇょゃぇ, 
おけかおけすけ きけあっ. 
 
- …おぇすけ すぇぉっかぇ こさっょ あ.こ. 

こさっかっい: „¨ゅかっょぇえ しっ, けし-
かせてぇえ しっ う, ぇおけ くっ うょゃぇ 
ゃかぇお, こさっきうくう!”. ′っとけ すぇ-
おけゃぇ? 
-  ′っとけ すぇおけゃぇ. ╁うあょぇて おけっ 

っ たせぉぇゃけすけ ゃ あうゃけすぇ すう う いぇ-
こけつゃぇて ょぇ ゅけ ちっくうて う けぉうつぇて 
くぇえ-きくけゅけ. 〈けゃぇ っ すっさぇこうはすぇ. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╀っかけゃかぇしうはす ゅっくっさぇか っ ゃっつっ 
くぇ 92. ′け う ょくっし, おぇおすけ う 

ゃ ゅけょうくうすっ くぇ すゃけさつっしおぇすぇ しう 
きかぇょけしす, すけえ きけあっか くぇぉなさいけ 
ょぇ しおうちうさぇ ょっすぇえか うかう ゃないっか, 
おけえすけ けとっ くぇ しかっょゃぇとうは ょっく 
しっ こさっゃさなとぇか ゃ きっすぇか. ╁うくぇゅう 
しぇきけおさうすうつっく, すけえ こさけょなかあぇ
ゃぇか ょぇ しきはすぇ, つっ ゃしうつおけ きけあっ 
ょぇ しっ こさぇゃう けとっ こけ-ょけぉさっ. 
¨おけかくうすっ しぇ こけさぇいっくう けす くっ
ゅけゃぇすぇ ぉけょさけしす, あういくっかのぉうっ, 
はしっく せき う くっしすうたゃぇとけ ゃかっつっくうっ 
おなき さぇぉけすぇすぇ. ¨つっゃうょくけ, ゃ すけゃぇ 
っ すぇえくぇすぇ くぇ きかぇょけしすすぇ – ょぇ 
うきぇて すけかおけゃぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ, つっ 
ょぇ くはきぇて ゃさっきっ ょぇ けしすぇさっって.                                                                                                                                        
 
╃っすしすゃけすけ
╁っかうおうはす 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-
きぇしけゃけすけ けさなあうっ ゃ しゃっすぇ 
┿╉-47, ゅっくっさぇか-かっえすっくぇくす ╋う
たぇうか 〈うきけそっっゃうつ ╉ぇかぇてくうおけゃ 
っ さけょっく くぇ 10 くけっきゃさう 1919 ゅ.                                                                                                              
[けょうすっかうすっ きせ - 〈うきけそっえ  う 
┿かっおしぇくょさぇ ╉ぇかぇてくうおけゃう, う 
ょゃぇきぇすぇ しなし しっかしおう こさけういたけょ, しっ 
けあっくうかう, おけゅぇすけ すけえ ぉうか くぇ 18, 
ぇ すは くぇ 17 ゅけょうくう. ╆ぇしっかゃぇす しっ ゃ 
ぇかすぇえしおけすけ しっかけ ╉せさは, おなょっすけ しっ 
さぇあょぇ ぉなょっとうはす ういけぉさっすぇすっか.                                                                                                               
]っきっえしすゃけすけ くぇ ╉ぇかぇてくうおけゃう 
ぉうかけ きくけゅけかのょくけ. ¨す 19 ょっちぇ 
けあうゃはゃぇす しぇきけ けしっき. ╀けかくぇゃう
はす う つっしすけ くっょけたさぇくっく ╋うてぇ, 
17-すけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, しなとけ 
っょゃぇ くっ せきさはか, おけゅぇすけ ぉうか くぇ 6 
ゅけょうくう. ]ぇきうはす すけえ しう しこけきくは: 
„╁っつっ こけつすう しなき こさっしすぇくぇか ょぇ 
ょうてぇき. [けょうすっかうすっ きう しっ せぉっ
ょうかう ゃ すけゃぇ, おぇすけ こけょくっしかう こけょ 
くけしぇ きう こうかっておぇ こっさせてうくぇ – すは 
くっ こけきさなょくぇかぇ. ╇いゃうおぇかう ょなさ
ゃけょっかっち, すけえ きっ こさっきっさうか う うい
かはいなか くぇ ょゃけさぇ ょぇ おけゃっ おけゃつっゅぇ 
きう. ′け すなおきけ ゃょうゅくぇか ぉさぇょゃぇすぇ 
う ぇい しなき こさけはゃうか こさういくぇちう くぇ 
あうゃけす.” ‶さっい 1930 ゅ. し けぉうおくけ
ゃっくけ ゅかぇしせゃぇくっ ╉ぇかぇてくうおけゃう 
ぉうかう こさういくぇすう いぇ おせかぇちう. ╇い
おかぇかう ょけきぇてくうすっ うき あうゃけすくう 
う ゅう ういこさぇすうかう ゃ ょうゃぇすぇ すぇえゅぇ 
ゃ 〈けきしおぇ けぉかぇしす, おなょっすけ こさっい 
しなとぇすぇ ゅけょうくぇ ぉぇとぇすぇ せきうさぇ けす 
すせぉっさおせかけいぇ.

„╁さぇゅ くぇ くぇさけょぇ”
′ぇ きぇかけかっすくうは „ゃさぇゅ くぇ くぇさけ

ょぇ” きせ こけすさなゅゃぇ – くっゅけゃう せつう
すっかう しぇ たけさぇ し せくうゃっさしうすっすしおけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ けす ╋けしおゃぇ う ╊っ
くうくゅさぇょ. ¨す ょっすっ ╋うたぇうか けぉう
つぇか ょぇ さぇいゅかけぉはゃぇ う しゅかけぉはゃぇ 
ゃしはおぇおゃう きったぇくういきう, せゃかうつぇか 
しっ けす きぇすっきぇすうおぇ う そういうおぇ. 
╉ぇすけ せつっくうお うきぇか こさはおけさ, くぇ
さうつぇかう ゅけ ‶けっすなす, すなえ おぇすけ くっ 
しぇきけ こうてっか しすうたけゃっ, くけ う ちっかう 
こうっしう ゃ しすうたけゃっ, おけうすけ しっ うゅさぇ
っかう けす しぇきけょっえちう. ′うおけえ くっ しっ 
しなきくはゃぇか, つっ ╋うたぇうか とっ しすぇくっ 
こけっす. ]かっょ おぇすけ いぇゃなさてゃぇ 8-きう 
おかぇし, すけえ さってぇゃぇ ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
さけょくうは おさぇえ. ╆ぇっょくけ し こさうはすっか 
ういゃなさゃはゃぇす たうかはょう おうかけきっすさう 
こって う くぇ すけゃぇさくう ゃぇゅけくう. 〉し
こっかう ょぇ こけかせつぇす うしすうくしおう こぇし
こけさすう う しすぇくぇかう しゃけぉけょくう ゅさぇあ
ょぇくう. ╁ さけょくぇすぇ ╉せさは ぉなょっとうはす 

けさなあっえくうお いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ 
ゃ きぇてうくけすさぇおすけさくぇすぇ しすぇく
ちうは. ╉けゅぇすけ っ くぇ 17 ゅ., けす 
くっゅけ しっさうけいくけ いぇこけつゃぇ ょぇ 
しっ うくすっさっしせゃぇ ′╉╁╃ – うきぇ
かけ ょけくけし, つっ  ゃないしすぇくけゃうか 
っょうく さなあょうゃ ぉさぇせくうくゅ. 
′ぇこさぇゃうかう けぉうしお, くけ こうし
すけかっすなす くっ ぉうか くぇきっさっく. 
¨しすぇゃうかう きかぇょうは ╉ぇかぇて
くうおけゃ こけょ くぇぉかのょっくうっ.                                                                               
‶さっい はくせぇさう 1937-きぇ し 
こさうはすっかは しう しっ ょけぉうさぇす 
ょけ しすぇくちうは ╋ぇすぇえ ゃ ╉ぇ
いぇたしすぇく. ╆ぇこけつゃぇす さぇ
ぉけすぇ ゃ ょっこけすけ う あうゃっはす 
ゃなゃ ゃぇゅけく-けぉとっあうすうっ.                                                                                                                   
′っいぇゃうしうきけ けす こさっあうゃは
ゃぇくうはすぇ, ╋うたぇうか くっ しっ いぇ
すゃけさうか ゃ しっぉっ しう. 〈けつくけ 
けぉさぇすくけすけ – せつぇしすゃぇか ゃなゃ 
ゃしうつおう きかぇょっあおう きっさけこさう
はすうは う くぇこなかくけ しないくぇすっかくけ 
こけしすなこうか ゃ おけきしけきけかぇ.

╁ ぇさきうはすぇ
╃ゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゅけ 

ゃいっきぇす ゃ ぇさきうはすぇ. ]かせ
あう ゃ ╉うっゃしおうは ゃけっくっく けお
さなゅ, おなょっすけ ういおぇさゃぇ おせさし 
いぇ すぇくおうしす /きったぇくうお-ゃけ
ょぇつ/. ‶けかおなす っ ょうしかけちうさぇく 
ゃ ゅさ. ]すぇさうえ. ╁ ぇさきうはすぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ さぇいさぇぉけすゃぇ 
うくっさちうけくっく ぉさけはつ いぇ こさけ
ういゃっょっくうすっ  ういしすさっかう くぇ 
すぇくおけゃけ けさなょうっ, こさうし
こけしけぉかっくうっ いぇ しすさっかぉぇ し 
こうしすけかっす こさっい ぇきぉさぇいせさぇ 
う こさうぉけさ いぇ けこさっょっかはくっ 
きけすけさっしせさしぇ くぇ すぇくお. ╉け
きぇくょくうはす とぇぉ ゃいっきぇ  さっ
てっくうっ いぇ こせしおぇくっすけ うき 
ゃ しっさうえくけ こさけういゃけょしすゃけ.                               
╇いこさぇすっく っ ゃ ╊っくうくゅさぇょ /
ょく. ]ぇくおす ‶っすっさぉせさゅ/ いぇ 
ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ういけぉさっすっ
くうはすぇ. [ぇぉけすぇすぇ っ こさっおなし
くぇすぇ けす くぇこぇょっくうっすけ くぇ 
╂っさきぇくうは しさっとせ ]]][ くぇ 
22 のくう 1941 ゅ. ╋うたぇうか っ 
ういこさぇすっく くぇ そさけくすぇ おぇすけ 
おけきぇくょうさ くぇ すぇくお し ゃけっく
くけ いゃぇくうっ しすぇさてう しっさあぇくす. 
‶さっい き. けおすけきゃさう 1941 ゅ. 
っ さぇくっく ゃ ぉうすおぇすぇ こさう ゅさ. 
╀さはくしお. ‶け ゃさっきっ くぇ かっ
つっくうっすけ しう こさぇゃう こなさゃうすっ 
しおうちう くぇ しすさっかおけゃけ ぇゃすけ
きぇすうつくけ けさなあうっ. ‶せしくぇす っ 
ゃ ょけきぇてっく けすこせしお いぇ ゃない
しすぇくけゃはゃぇくっ, し こけょさなつくう 
きぇすっさうぇかう こさぇゃう こなさゃうは 
こさけすけすうこ くぇ おぇさすっつっく こうし
すけかっす. ‶さっきうくぇゃぇ せしおけさっくけ 
けぉせつっくうっ ゃ おけくしすさせおすけさ
しおけ ぉのさけ ゃ ‶けょきけしおけゃうっすけ.                                                                                                                    
‶さっい 1944 ゅけょうくぇ, おぇすけ 
しかせあうすっか くぇ 『っくすさぇかくうは 
くぇせつくけ-ういしかっょけゃぇすっかしおう 
こけかうゅけく いぇ しすさっかおけゃけ ゃな
けさなあっくうっ, ╉ぇかぇてくうおけゃ 
しないょぇゃぇ こなさゃうは けぉさぇいっち 
くぇ きくけゅけいぇさはょくぇ おぇさぇぉう
くぇ, おけはすけ くっ ゃかういぇ ゃ しっさうえ
くけ こさけういゃけょしすゃけ, くけ しすぇゃぇ 
こさけすけすうこ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 
ぇゃすけきぇすぇ. 

╊っゅっくょぇさくうはす ┿╉-47

╉ぇかぇてくうおけゃ さぇぉけすう こけ しない
ょぇゃぇくっすけ くぇ ぇゃすけきぇすうつくけ 
けさなあうっ いぇ こぇすさけくう 7,62た39 
けぉさぇいっち 1943 ゅ. ╆ぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ ゃ けさなあっっく いぇゃけょ ゃ 
ゅさ. ╉けゃさけゃ , ╁かぇょうきうさしおぇ 
けぉかぇしす.〈せお さぇいさぇぉけすゃぇ かっ
ゅっくょぇさくうは ぇゃすけきぇす ┿╉ - 47. 
] くっゅけ せつぇしすゃぇ ゃ ぇくけくうきっく 
おけくおせさし  こさっい 1947 ゅ. う こっ
つっかう こなさゃけ きはしすけ. ¨す 1949 ゅ. 
さぇぉけすう ゃ ゅさ. ╇あっゃしお, おなょっ
すけ っ こせしくぇすけ きぇしけゃけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ くぇ ┿╉-47. 〈けゅぇゃぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ ょけさう う くっ こけきう
しかはか, つっ とっ しう けしすぇくっ ゃ すけゃぇ 
きぇかおけ ゅさぇょつっ, おけっすけ こけ-おなし
くけ とっ ゃないこさうっきぇ おぇすけ さけょくけ.                                                
〈せお しう しなすさせょくうつう し ゅっさ
きぇくしおうは けさなあっえくうお 》のゅけ 
【きぇえいっさ, しないょぇすっか くぇ とせさ
きけゃぇすぇ こせておぇ ╋[ - 43. ╃ゃっ
すっ けさなあうは しう こさうかうつぇす くぇ 
ゃなくてっく ゃうょ, くけ うきぇす おけさっく
くけ さぇいかうつくぇ おけくしすさせおちうは.                                                                       
┿ゃすけきぇすなす ╉ぇかぇてくうおけゃ – 
くぇえ-くけゃけすけ う っそっおすうゃくけ 
けさなあうっ,  っ ゃいっす くぇ ゃなけさな
あっくうっ ゃ ]なゃっすしおぇすぇ ぇさきうは 

こさっい 1949 ゅ. こけょ くぇいゃぇくうっすけ 
┿╉-47. [なおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
けすさぇしなかぇ こさっくっぉさっゅゃぇす けぉ
しすけはすっかしすゃけすけ, つっ くっゅけゃうはす 
しないょぇすっか っ ぉっい ょうこかけきぇ. 〈っいう 
たけさぇ けすかうつくけ さぇいぉうさぇかう, つっ 
ゅかぇゃくけすけ ゃ っょうく おけくしすさせお
すけさ – すけゃぇ っ すぇかぇくすなす, せしっすなす 
おなき すったくうおぇすぇ, けさうゅうくぇかくけすけ 
きうしかっくっ, こさけしすさぇくしすゃっくけすけ 
ゃうあょぇくっ, ぇ くっ ょうこかけきぇすぇ.                                                       
╆ぇ こっさうけょぇ 1950-1970 ゅけょうくぇ 
しぇ さぇいさぇぉけすっくう う こさうっすう くぇ 
ゃなけさなあっくうっ くはおけかおけ こけょけ
ぉさっくう ゃぇさうぇくすぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ: ┿╉╋ — ぇゃすけきぇす 
╉ぇかぇてくうおけゃ きけょっさくういうさぇく; 
[‶╉ — さなつくぇ おぇさすっつくうちぇ ╉ぇ
かぇてくうおけゃ; ‶╉ — おぇさすっつくうちぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ; ‶╉〈 — すぇくおけ
ゃぇ おぇさすっつくうちぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ.                              
╁ おけくしすさせおすけさしおけすけ ぉのさけ くぇ 
╉ぇかぇてくうおけゃ しぇ しないょぇょっくう 
しすけすうちう けぉさぇいちう くぇ ぉけえくけ 

けさなあうっ. 
┿ゃすけきぇすなす ╉ぇかぇてくうおけゃ – 

ういけぉさっすっくうっ くぇ ゃっおぇ
┿ゃすけきぇすなす ╉ぇかぇてくうおけゃ – 

すけゃぇ っ けさなあっえくぇ おかぇしうおぇ, 
くぇえ-さぇいこさけしすさぇくっくぇすぇ ゃ しゃっ
すぇ きぇさおぇ しすさっかおけゃけ けさなあうっ, 
くぇえ-ょけぉさうはす ぇゃすけきぇす ゃ おけえ
すけ う ょぇ しゃっすけゃっく さっえすうくゅ. 
╊っゅっくょぇ いぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ, 
おぇおすけ う くっゅけゃうはす しないょぇすっか.    
┿╉ - 47 っ けしくけゃくけ しすさっかおけ
ゃけ けさなあうっ くっ しぇきけ ゃ させしおぇすぇ 
ぇさきうは. ‶さうっすけ っ くぇ ゃなけさな
あっくうっ う ゃ きくけあっしすゃけ ょさせゅう 
ぇさきうう. ╋くけゅけおさぇすくけ せつぇしすゃぇ 
ゃ さっぇかくう ゃけえくう こけ しゃっすぇ. ′ぇ 
くっゅけゃぇすぇ けしくけゃぇ おけくしすさせおすけ
さなす さぇいさぇぉけすゃぇ う おぇさすっつくう
ちぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ. ‶さけういゃっあょぇ 
しっ ゃ さぇいかうつくう きけょうそうおぇちうう.   
‶け こさうぉかういうすっかくう ょぇくくう  くぇ 
っおしこっさすう, おなき くぇつぇかけすけ くぇ 
1996 ゅ. ゃ しゃっすぇ けす  ┿╉-47 しぇ 
こさけういゃっょっくう けす 70 ょけ 100 
きかく. っょうくうちう. ┿ゃすけきぇすなす しっ 
ういこけかいゃぇ ゃ くぇょ 100 しすさぇくう.                                                                                                                          
┿ゃすけきぇす ╉ぇかぇてくうおけゃ くぇゃかう
いぇ ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ しうきゃけかうおぇ 

くぇ さっょうちぇ しすさぇくう – ういけぉさぇ
いっく っ くぇ いくぇきっくぇ う ゅっさぉけゃっ.                                                                                       
′ぇえ-ゅけかはきけすけ „ょっすっ” くぇ くっ
くぇょきうくぇすうは  おけくしすさせおすけさ – 
┿╉-47 っ こさういくぇすけ いぇ ういけぉさっ
すっくうっ くぇ ゃっおぇ. 〈ぇおぇゃぇ けちっくおぇ 
きせ ょぇゃぇ そさっくしおうはす ゃっしすくうお 
„╊うぉっさぇしうけく”, おけえすけ しなしすぇゃは 
しこうしなお くぇ くぇえ-ゃっかうおうすっ うい
けぉさっすっくうは くぇ 20-すう ゃっお – けす 
ぇしこうさうくぇ ょけ ぇすけきくぇすぇ ぉけきぉぇ.                                                                                
╁っさけはすくけ っ し うきっすけ くぇ ╋うたぇうか 
╉ぇかぇてくうおけゃ ょぇ ぉなょっ くぇさっつっく 
っょうく けす きけょっかうすっ くぇ ぇゃすけ
きけぉうかうすっ ╊ぇょぇ ゃ ┿ゃすけゃぇい.  ] 
きぇさおぇすぇ „╉ぇかぇてくうおけゃ” ゃっつっ 
きぇしけゃけ しっ こせしおぇす くぇえ-さぇいかうつ
くう しすけおう いぇ てうさけおぇ せこけすさっぉぇ 
– すっくうしおう, つぇょなさう, くけあけゃっ, 
つぇしけゃくうちう „╉ぇかぇてくうおけゃ” – 
てゃっえちぇさしおけ こさけういゃけょしすゃけ. 
‶さっい 2003 ゅ. しないょぇすっかはす くぇ 
┿╉-47 しおかのつゃぇ ょけゅけゃけさ し 
くっきしおぇ そうさきぇ いぇ ういこけかいゃぇくっ 

くぇ うきっすけ きせ おぇすけ すなさゅけゃしおぇ 
きぇさおぇ, ぇ こさっい 2004 ゅ. ゃ ]ぇくおす 
‶っすっさぉせさゅ いぇこけつゃぇ こさけういゃけょ
しすゃけ くぇ ゃけょおぇ „╉ぇかぇてくうおけゃ” 
いぇ ╁っかうおけぉさうすぇくうは. ╁ くっゅけゃぇ 
つっしす きくけいうくぇ おさなとぇゃぇす う ょっ
ちぇすぇ しう し うきっすけ きせ – ╉ぇかぇて.     

╁ „┿さしっくぇか”      
′ぇえ-おぇつっしすゃっくけすけ こさけうい

ゃけょしすゃけ くぇ ┿╉ - 47 う こけし
かっょゃぇかうすっ きけょうそうおぇちうう っ 
ゃ „┿さしっくぇか”┿╃ – ╉ぇいぇくかなお. 
╊っゅっくょぇさくうはす きせ しないょぇすっか 
っ ぉうか ょゃぇ こなすう ゃ „┿さしっくぇか”.  
‶けしっとっくうはすぇ きせ しぇ ょけおせきっく
すうさぇくう ゃなゃ そうさきっくうは きせいっえ 
し くはおけかおけ こぇきっすくう しくうきおう, 
おぇおすけ う し ぇゃすけきぇす う ゅかぇょ
おけしすゃけかくぇ おぇさぇぉうくぇ „]ぇえゅぇ 
410” し ぇゃすっくすうつくうは こけょこうし 
くぇ すったくうは おけくしすさせおすけさ う ]っさ
すうそうおぇす いぇ ぇゃすっくすうつくけしす.                                                                                                                    
„¨ちっくおぇすぇ きせ いぇ くぇてぇすぇ さぇ
ぉけすぇ ぉっ ういおかのつうすっかくけ こけ
かけあうすっかくぇ, - しこけきくは しう うい
こなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 
そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
- ′っとけ こけゃっつっ, すけえ きくけゅけ 

しっ さぇょゃぇてっ, つっ せしこはゃぇきっ ょぇ 
こさけきっくうき おけくしすさせおすうゃくけ, 
ょぇ きけょっさくういうさぇきっ う さぇいゃう
っき くっゅけゃうは しすぇさ おぇかぇてくうお.”                                                                                                                                       

‶さういくぇくうっすけ                                                                                    
╋うたぇうか ╉ぇかぇてくうおけゃ うきぇ 

ゃけっくくけ いゃぇくうっ ゅっくっさぇか-きぇ
えけさ, すけえ っ  ゅかぇゃっく けさなあっっく 
おけくしすさせおすけさ くぇ しなゃっすしおぇすぇ 
ぇさきうは. ′けしうすっか っ くぇ きくけゅけ
ぉさけえくう けすかうつうは. ╃ゃぇ こなすう っ 
くぇゅさぇょっく しなし いゃぇくうっすけ ╂っさけえ 
くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ. 
′けしうすっか っ くぇ ]すぇかうくしおぇ う ╊っ
くうくしおぇ こさっきうう – こなさゃぇ しすっ
こっく, くぇ すさう けさょっくぇ „╊っくうく”, 
くぇ いかぇすくう う すさせょけゃう きっょぇかう 
う けさょっくう. ╃ゃぇ こなすう っ かぇせさっぇす 
くぇ ╃なさあぇゃくぇ くぇゅさぇょぇ. ╉ぇゃぇ
かっさ っ くぇ けさょっくぇ ]ゃ. ぇこけしすけか 
┿くょさっえ ‶なさゃけいゃぇくう.

‶さっい 2009 ゅ. こけかせつぇゃぇ けす 

′っ っ う けす かのぉうきちうすっ くぇ きっょううすっ, おぇすけ くっかのぉけゃすぇ っ ょゃせしすさぇくくぇ, くっいぇゃうしうきけ けす そぇおすぇ, つっ  いぇ おさぇすおけ っ ういおぇさゃぇか こぇさうすっ しう うきっくくけ ゃ きっょうは: いぇ すけいう しう こっさうけょ おぇいゃぇ: 
„╊けてけすけ ゃ きっょううすっ っ, つっ ゃしうつおけ っ すけかおけゃぇ こけゃなさたくけしすくけ, ぉなさいけちうおかうさぇとけ, くっしなしすけはすっかくけ, つっ すけゃぇ くっ っ あうゃけす. 〈っ くっ しぇ う きっょうう, いぇとけすけ くけゃうくうすっ しぇ っょくけ, ぇ てけ-

せぉういくっしなす っ ょさせゅけ. ╁しなとくけしす, きっょううすっ しぇ せぉうえちう くぇ ゃさっきっ こけ すけいう くぇつうく.”

〈けえ っ っょうく けす しなゃさっきっくくうすっ ぉなかゅぇさしおう ぉぇさょけゃっ くぇ こさけいぇすぇ せ 
くぇし. ]さぇゃくはゃぇす ゅけ し ‒さゃうく 〉っかて.

]すさぇくっく すうこ, てぇさっく つけゃっお. ╀うゃて こしうたうぇすなさ ゃ かせょくうちぇすぇ ゃ ╉せさうかけ. 
╆ぇ ゃさっきっすけ, こさっおぇさぇくけ ゃ ╉せさうかけ おぇいゃぇ, つっ っ しすぇくぇか こしうたうぇすなさ, いぇ 
ょぇ しっ せしこけおけう, つっ くっ っ かせょ. ╆ぇきっくは ぉはかぇすぇ こさっしすうかおぇ う ぇかおけたけかぇ 
し こうしぇくっ. ] こけきけとすぇ くぇ かのぉうきぇすぇ ╇ゃ, こしうたけかけゅ けす しなとけすけ きはしすけ.  
╋けあっ ょぇ きうくっ う いぇ ょうしうょっくす. ′っ しぇきけ いぇさぇょう こけかせつっくぇすぇ こさっい 1997 
ゅけょうくぇ こさうしなょぇ いぇ ょさっぉくけ たせかうゅぇくしすゃけ いぇさぇょう こけかうすうつっしおう こさけ-
すっしす: こぇかうかう けゅなく くぇ こかけとぇょぇ こさっょ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ いぇっょくけ し 
╋ぇさすうく ╉ぇさぉけゃしおう. 
┿ う いぇさぇょう こけゃっょっくうっすけ きせ ょくっし: くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ っ くぇ しすさぇくぇすぇ くぇ 

おぇせいう, つっしすけ しきはすぇくう いぇ うょっぇかうしすうつくう, くぇかせょくうつぇゃう うかう いぇゅせぉっくう. 
‶さけしす こさうきっさ: しぇきけ こさっょう ょくう つっすっ おくうゅう けすくけゃけ くぇ こかけとぇょぇ, くけ 
こさっょ ‶さっいうょっくすしすゃけすけ. 〈けいう こなす ゃ こけょおさっこぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ おくうゅぇ 
う くぇ つっすはとうすっ ぉなかゅぇさう. ╉くうゅうすっ きせ しぇ しすさぇくくう, てぇさっくう, きくけゅけこかぇ-
しすけゃう, おぇすけ しぇきうは くっゅけ. 〉あ こさけしすう, ぇ しっ ゅせぉうて ゃ ょっしっすおうすっ こさけっおちうう 
くぇ きうしなかすぇ, けすおさうゃぇて くっこけょけいうさぇくう いぇ すっぉ しゃっすけゃっ… くぇ ょせてぇすぇ. 
』けゃっておぇすぇ. ¨くぇいう, ゃ おけはすけ ゃしっ けとっ くっとけ っ けしすぇくぇかけ. 
╆ぇすけゃぇ っ う うしおさっく, おぇすけ おぇいゃぇ, つっ: ′ぇえ-こさけこぇょくぇかうすっ たけさぇ しぇ おぇすけ 

たかっぉぇさおうすっ... ゃうくぇゅう しぇ きう ぉうかう しうきこぇすうつくう”. 
′ぇきうさぇ しなゃさっきっくくうは つけゃっお „こさうしすさぇしすっく おなき ゃっとうすっ, し おけうすけ あう-

ゃっっ. ╃けすけかおけゃぇ っ いぇすさせこぇく し ゃっとう - ょぇ あうゃっっ し すはた う つさっい すはた, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ こうっ, いぇ ょぇ しっ けすおぇあっ けす ゃしうつおうすっ すうは ぉけおかせちう, おけうすけ ゅけ 
けぉおさなあぇゃぇす.”. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

╊けゃくぇ おぇさぇぉうくぇ し こけょこうしぇ くぇ ╉ぇかぇてくうおけゃ

╋. ╉ぇかぇてくうおけゃ う ′. ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇ ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう
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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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》ひちうけ きかせつさけ なとていそしかせ 

てとちせけち う „╅ちつかせあし“

』せかきあせさあ 》かてちそうあ:
〉か いけに くあすかせけしあ „╅ちつかせあし“

[あしあのせけさそう うかねか せあ 92 

╅ちつかせあしさあ そてつしあいせあ 30 さえ.
つ おけかてあ くあ あつてちそせあうてけ
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 7 24 55

╉《〉[╅ 《【 „╅『』╊〉╅]” ╇╅╊ 
【っ]《 』  ╉¨╊【╅ ′╅ ╅』【『《〉╅╇【¨  

╆けうのけ さすかてそうか つ そてたとつさけ くあ にけしみおけ
しかうそうか. 『かさそちおひて か せあ 』てかなあせ ╉あすみせそう

‒¨〉╅〉』《╇¨ 『╊╇¨′《『¨
╇]¨′╅【 ╇ 《╆ぅ¨〉╅【╅  

400 000 ]╊╇╅ ぅ╊ ╇『ぇぅ╅
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 【あこせそ そちひきけか 

╇きっ: ]すうかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ ╋ぇちぇかけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃ , ╆ぇゃけょ 5, ちった 600-5/600

╃かなあくけしす: ¨すょっか すったくうつっしおう おぇつっしすゃっく おけくすさけか (¨〈╉╉)

╂けょうくう: 35

╆けょうは: ╊なゃ

》けぉう: ]こけさす う おけきこのすさう

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

„╆ょさぇゃっえすっ, こうてぇ ゃう ゃなゃ ゃさないおぇ し させぉさうおぇすぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ”┿さしっくぇか” いぇ ょうっすうすっ.
╇しおぇき しぇきけ ょぇ おぇあぇ, つっ いぇ 20 ょくう し きけはすぇ ょうっすぇ しゃぇかうた 10 おゅ., ぇ こさっい しかっょゃぇとうすっ 6 きっしっちぇ 

けとっ 20 おゅ.
╃うっすぇすぇ っ ょけしすぇ ういゃっしすくぇ, くけ きくけゅけ きぇかおけ たけさぇ いくぇはす おぇお すけつくけ しっ こけかせつぇゃぇ っそっおすなす けす くっは”.

〈けゃぇ くぇこうしぇ くぇ かうつくうは きう 
きっえか っょくぇ けす たうかはょうすっ さぇ-

ぉけすくうつおう ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ しぇきけ 
こさっょう きっしっち - ╃けくおぇ ╂っけさゅう-
っゃぇ. ╁こっつぇすかっくぇ けす っそっおすぇ 
くぇ ょうっすぇすぇ え, こけうしおぇた ょぇ きう 
は ういこさぇすう いぇっょくけ しなし しくうきおう 
- こさっょう ょうっすぇすぇ う しかっょ くっは. 
╋うしかは, つっ ゃうょうきけすけ いぇ けつうすっ 
くっ しっ くせあょぇっ ゃ しかせつぇは けす おけ-
きっくすぇさ. 
30-ゅけょうてくぇすぇ ╃けくおぇ ╂っけさゅう-

っゃぇ さぇぉけすう けす 8 ゅけょうくう ゃ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ おぇすけ けおぇつっしすゃうすっか ゃ 
ちった 140 くぇ ╆ぇゃけょ 1. ¨きなあっくぇ 
っ いぇ おぇこうすぇく けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
ぇさきうは う うきぇ しうく-こなさゃけかぇお. 
]かっょ おぇすけ さぇあょぇ, 23-ゅけょうて-

くぇすぇ すけゅぇゃぇ きかぇょぇ あっくぇ すっあう 
100 おうかけゅさぇきぇ. ] せこけさしすゃけ, 
きぇかおけ しこけさす, こけ くっえくうすっ ょせきう, 
う きくけゅけ ょゃうあっくうっ う こけしすけはく-
しすゃけ, すは せしこはゃぇ ょぇ しゃぇかう し 
〈けつおけゃぇすぇ ょうっすぇ 30 おうかけゅさぇ-
きぇ. ‶さう すけゃぇ いぇ こけかけゃうく ゅけょう-
くぇ. [っいせかすぇすなす けぉぇつっ けす すぇいう 
ょうっすぇ っ すさぇっく う ╃けくおぇ こけょ-
ょなさあぇ すっいう おうかけゅさぇきう ゃっつっ 
ょゃっ ゅけょうくう. ]っゅぇ すは っ 68 おう-
かけゅさぇきぇ こさう さなしす 175 しぇくすう-
きっすさぇ. ] せょけゃけかしすゃうっ すは こさっ-
ょけしすぇゃう ょうっすぇすぇ しう いぇ ゃしうつおう, 
おけうすけ あっかぇはす ょぇ しっ こなたくぇす ゃ 
っかっゅぇくすくう, くけ こけけすっしくっかう うき 
ょさったう いぇ ╉けかっょぇ, おぇおすけ う いぇ 
ゃしうつおう, おけうすけ しきはすぇす, つっ うきぇ 
おぇおゃけ ょぇ くぇこさぇゃはす いぇ ゃなくてくうは 
しう ゃうょ. 
╃けくおぇ ╂っけさゅうっゃぇ っ ゅけすけゃぇ ょぇ 

しこけょっかう う けとっ こけょさけぉくけしすう う 
ょぇ けぉきっくう けこうす し ゃしっおう, おけえすけ 
こけあっかぇっ ょぇ しっ ょけゃっさう くぇ すけつ-
おけゃぇすぇ ょうっすぇ. 
〉ゃぇあぇっきう つうすぇすっかう, ぇおけ う 

ゃうっ うきぇすっ し おぇおゃけ ょぇ けぉけゅぇ-
すうすっ させぉさうおぇすぇ くう いぇ ょうっすうすっ  
う いょさぇゃけしかけゃくけすけ たさぇくっくっ, し 
うくすっさっし とっ けつぇおゃぇきっ こうしきぇすぇ, 
うきっえかうすっ ゃう うかう こさけしすけ すっかっ-
そけくくうすっ ゃう けぉぇあょぇくうは. 
╉さぇしけすぇすぇ とっ しこぇしう しゃっすぇ, くけ 

いぇ くっは すさはぉゃぇ う ょぇ しっ こけすさせ-
ょうき! 
〈ぇおぇ つっ – せしこった! 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

 

 ╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
すけつおけゃぇすぇ ょうっすぇ? 

〈けつおけゃぇすぇ ょうっすぇ っ くぇさうつぇくぇ 
けとっ ぇきっさうおぇくしおけすけ おけしきう-
つっしおけ つせょけ, おぇおすけ う “〉しかけゃくぇ 
っそっおすうゃくけしす くぇ たさぇくっくっすけ”, 
すなえ おぇすけ しっ ういこけかいゃぇ こさう さぇい-
さぇぉけすおぇ さっあうきぇ くぇ たさぇくっくっ 

いぇ ゃけっくくうすっ う ぇしすさけくぇゃすうすっ ゃ 
]┿】.
╆ぇ ょぇ しっ こけょょなさあぇ すっゅかけすけ, 
っ くせあくけ くぇ ょっく ょぇ しっ くぇぉぇゃはす 
70-75 すけつおう. 
╆ぇ ょぇ しっ くぇきぇかう すっゅかけすけ, っ 
くせあくけ ょぇ しっ こさうっきぇす ょくっゃくけ 
40-45 すけつおう. 
〈ぇえくぇすぇ くぇ ょうっすぇすぇ しっ しなしすけう 
ゃ けゅさぇくうつっくぇすぇ せこけすさっぉぇ くぇ 
ゃなゅかったうょさぇすう う きぇいくうくう いぇ 
しきっすおぇ くぇ ぉっかすなつうくうすっ. 
〈は くっ ういおかのつゃぇ ぇかおけたけかぇ - 
くぇこさけすうゃ, ょけさう っ すゃなさょっ かう-
ぉっさぇかくぇ おなき くっゅけ. ╃うっすぇすぇ 
ういゅかっあょぇ しなゃしっき こさけしすぇ う っ 
きくけゅけ こさうはすくぇ いぇ たけさぇ, おけうすけ 
くっ ぉうたぇ うしおぇかう ょぇ しっ かうてぇゃぇす 
くうすけ けす ゃおせしくう たさぇくう, くうすけ けす 
きぇかおけ こうえゃぇくっ. 

‶さうょさせあぇゃぇとけ おなき ょう-
っすぇすぇ っ こうっくっすけ くぇ きくけゅけ 
ゃけょぇ. 

100 ゅさ ぉはか たかはぉ くけしはす 48 すけつ-
おう, ぇ つっさっく - 40. 〈ぇおぇ つっ, ぇおけ 
たぇこくっすっ っょくぇ そうかうは たかはぉ, 
こさっい ょさせゅけすけ ゃさっきっ けす ょっくは くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ たさぇくうすっ し くうとけ 
ょさせゅけ. 
¨さういなす, おぇさすけそうすっ, きぇおぇさけ-
くうすっ しなとけ くっ しぇ いぇ こさっこけさなつ-
ゃぇくっ, いぇ ょぇ うきぇ ょうっすぇすぇ せしこっ-
てっく さっいせかすぇす. 
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ, きっしけ きけあっ 
ょぇ しっ はょっ, おけかおけすけ くぇ つけゃっお きせ 
しっ うしおぇ. 〈け くけしう 0 すけつおう, ぇおけ っ 
ゃぇさっくけ. ╀さけはす うき しっ せゃっかうつぇ-
ゃぇ, おけゅぇすけ きっしけすけ っ こさうゅけすゃっ-
くけ こけ ょさせゅ くぇつうく うかう おけゅぇすけ っ 
ゅぇさくうさぇくけ しなし しけしけゃっ. 
[うぉぇ しなとけ きけあっ ょぇ しっ はょっ 
こけつすう ぉっい けゅさぇくうつっくうは, くけ くっ 
う ぇおけ っ こなさあっくぇ. 
‶さう いっかっくつせちうすっ う こかけょけゃっ-
すっ しうすせぇちうはすぇ っ こけ-しかけあくぇ, くけ 
さぇいさってうきぇ – こさけしすけ しなぉうさぇえ-
すっ すけつおうすっ. 

╁うょ たさぇくぇ / ╉けかうつっしすゃけ 
/ 〈けつおう

]せこう
╀せかぬけく けす きっしけ/1 こけさちうは/0
╆っかっくつせおけゃぇ しせこぇ/1 こけさちうは/12
【おっきぉっ つけさぉぇ/1 こけさちうは/10
╁ぇさうゃぇ
╀けぉ/100 ゅさ/52
╊っとぇ/100 ゅさ/48
╂さぇた/100 ゅさ/45
¨さうい はたくうは/100 ゅさ/20
]こぇくぇお/1 こけさちうは/6
╆っかっく ぉけぉ/1 こけさちうは/7

╀ぇきは/1 こけさちうは/10
╋っしけ
(ぇゅくっておけ-てうかっておけ, しゃうくしおけ)
╋けいなお/100 ゅさ/12
【せくおぇ/100 ゅさ/1
╋っしけ しなし しけし ╀ってぇきっか/100 ゅさ/6
╃のくっさ おっぉぇこ/200 ゅさ/0
‶なさあけかぇ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/0
【うてつっ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/0
╉のそすっ くぇ しおぇさぇ /200 ゅさ/1
╀なぉさっお くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/1
]なさちっ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/1
╄いうお/100 ゅさ/1
‶ぇしすなさきぇ/100 ゅさ/1
╊せおぇくおぇ/100 ゅさ/1
』っさっく ょさけぉ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/3
╋っしけ けす こうかっ/100 ゅさ/0
‶うかっ ゃぇさっくけ/100 ゅさ/0
‶うかっ くぇ そせさくぇ/100 ゅさ/0
╉さっくゃうさてう/100 ゅさ/1
]ぇかぇき/100 ゅさ/1
〈っかっておけ きっしけ
【うてつっ くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
╀うそすっお くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
╀けく そうかっ くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
‶なさあけかぇ くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
╉のそすっ くぇ しおぇさぇ /100 ゅさ/0
]なさちっ くぇ しおぇさぇ/100 ゅさ/0
╀なぉさっちう くぇ しおぇさぇ/100ゅさ/0
』っさっく ょさけぉ くぇ しおぇさぇ/200 ゅさ/1
』っさっく ょさけぉ こなさあっく/200 ゅさ/6
[うぉぇ
[うぉぇ ╉ぇかおぇく – こなさあっく/250 ゅさ/12
╉っそぇか – こなさあっく/250 ゅさ/12
》ぇきしうは – こなさあっくぇ/250 ゅさ/12
【ぇさぇく – こなさあっく/250 ゅさ /10
]おぇさうょう ゃぇさっくう/6 ぉさ./0
╋うょう ゃぇさっくう/8 ぉさ./10
ぅえちぇ
╁ぇさっくけ はえちっ/1 ぉさ./0
¨きかっす/2 はえちぇ/1
¨きかっす しなし いっかっくつせちう/2 はえちぇ/5
¨きかっす し おぇさすけそう/2 はえちぇ/22
╋かっつくう こさけょせおすう
╇いゃぇさぇ/100 ゅさ/3
]きっすぇくぇ/100 ゅさ/10
╋ぇしかけ/20 ゅさ/1
╋ぇさゅぇさうく/0
‶さはしくけ きかはおけ/1 つぇっくぇ つぇてぇ/6
┿えさぇく/1 つぇっくぇ つぇてぇ/5
╉うしっかけ きかはおけ/250 ゅさ/12
]うさっくっ/100 ゅさ/1
╉ぇておぇゃぇか/100 ゅさ/1
〈っしすっくう ういょっかうは
╋ぇおぇさけくう/50 ゅさ/18
╀ぇくうちぇ/55 ゅさ/33
‶うかぇそ/50 ゅさ/10
╂っゃさっお/1ぉさ./25
╀はか たかはぉ/100 ゅさ/48
』っさっく たかはぉ/100 ゅさ/40
╆っかっくつせちう
╃けきぇす/1 ぉさ./4
〈うおゃうつおぇ/1 ぉさ./4
』せておぇ/1 ぉさ./0
╉ぇさそうけか/100 ゅさ/6

『っかうくぇ/100 ゅさ/6
╆っかっく かせお/1 しすさなおつっ/1
╋ぇゅょぇくけい/10 ゅさ/2
[っこうつおう/4-5 ぉさ./2
╆っかっくぇ つせておぇ/1 ぉさ./3
╉さぇしすぇゃうちぇ/1 ぉさ./4
╋けさおけゃ/1 ぉさ./4
╋ぇさせかは/1 ぉさ./4
』っさゃっく かせお - いさはか/1 ぉさ./10
╋ぇしかうくぇ いっかっくぇ /5 ぉさ./1
]ぇかぇすう う ょさ.
╆っかっ (しぇかぇすぇ)/1 こけさちうは/7
[せしおぇ しぇかぇすぇ/100 ゅさ/8
〈せさてうは/100 ゅさ/6
╋ぇえけくっいぇ/1 し.か. /1
╉っすつせこ/1 し.か./4
¨ちっす/1 し.か./1
╉ぇさすけそう 』うこし/100 ゅさ/10
‶のさっ けす おぇさすけそう/100 ゅさ/30
]ぇくょゃうつ/50 ゅさ/25
╋ぇしかぇ
』うしすけ きぇしかけ/50 ゅさ/0
╆ったすうく/50 きか/0
]かなくつけゅかっょけゃけ けかうけ/50 きか/0
╋ぇさゅぇさうく/50 ゅさ/0
]かぇょおうてう
╀うしおゃうすう/1ぉさ./4
【けおけかぇょけゃぇ すけさすぇ/1 こぇさつっ/65
╉っおし/1 こぇさつっ/30
╀ぇおかぇゃぇ う こけょけぉくう/1 こぇさつっ/105
╋ぇかっぉう - おさっき/1 こけさちうは/30
]かぇょけかっょ/1 ぉさ/20
』うしす てけおけかぇょ/100 ゅさ/24
╋かっつっく てけおけかぇょ/100 ゅさ/55
╀せつおぇ いぇたぇさ/1 ぉさ./12
]かぇょおけ/1 し.か./14
╋っょ/1 し.か./16
‶かけょけゃっ
╉ぇえしうは/1 ぉさ./5
‶さぇしおけゃぇ/1 ぉさ./12
ぅぉなかおぇ/1 ぉさ./16
╉させてぇ/1 ぉさ./18
╋ぇくょぇさうくぇ/1 ぉさ./9
‶けさすけおぇか/1 ぉさ./17
╀ぇくぇく/1 ぉさ./22
╂さけいょっ/100.ゅさ/9
╃うくは/100.ゅさ/4
‶なこって/100.ゅさ/4
╃あぇくおう/100.ゅさ/6
ぅゅけょう/100ゅさ/8
』っさってう /100.ゅさ/8
╊うきけく/1 ぉさ./4
′ぇこうすおう
╋うくっさぇかくぇ ゃけょぇ/0

』ぇえ, おぇそっ ぉっい いぇたぇさ/0
]けお (はぉなかおけゃ, ょけきぇすっく, ゅさけい-
ょけゃ)/250 きか/10
]けお かうきけくけゃ/250 きか/30
╉けきこけす/250 きか/30
╋かはおけ し おぇおぇけ/250 きか/41
]けお けす こけさすけおぇか/250 きか/28
]けお けす きぇくょぇさうくぇ/250 きか/24
]けお けす ゅさっえこそさせす/250 きか/42
]けお けす はぉなかおぇ/250 きか/32
]けお けす おぇえしうは/250 きか/34
』ぇえ し 1 ぉせつおぇ いぇたぇさ/1 つぇっくぇ 
つぇてぇ/12
]けょぇ/0
┿かおけたけか
]せたけ つっさゃっくけ ゃうくけ/200 きか/2
╃っしっさすくけ つっさゃっくけ ゃうくけ/200 
きか/10
╁けょおぇ/100 きか/0
╃あうく/100 きか/0
〉うしおう/100 きか/0
╀うさぇ/250 きか/12
ぅょおう
╊ってくうお/50 ゅさ/13
《なしすなお/50 ゅさ/12
╀ぇょっきう/50ゅさ/12
¨さったう/50 ゅさ/10
╊っぉかっぉうは/50 ゅさ/16
‶せおぇくおう/50 ゅさ/10
]せたう しきけおうくう/1ぉさ./6
]せたけ ゅさけいょっ/50 ゅさ/38

‶さうきっさくけ きっくの いぇ 1 ょっく:

1. ╆ぇおせしおぇ: 
]うさっくっ/50 ゅ/1
╉ぇそっ うかう つぇえ ぉっい いぇたぇさ/0
¨きかっす けす 2 はえちぇ/1

2. ¨ぉっょ: 
〈っかっておう ぉせかぬけく 250 きか/0
╁ぇさっくけ こうかっておけ きっしけ/200 ゅさ/0 
╂なぉう しなし いっかっくつせちう/100 ゅさ/1-5
]ぇかぇすぇ けす いっかっくつせちう/100 ゅさ/6
]うさっくっ/50 ゅさ/1
]せたぇさ/1 ぉさ/8 
』ぇえ ぉっい いぇたぇさ/0

3. ╁っつっさは:
』ぇてぇ しせたけ ゃうくけ/250 きか/1
╀うそすっお/100ゅ/1
]ぇかぇすぇ けす いっかっくつせちう/6
]せたぇさ/1 ぉさ./8

ぢëñÑó で¿ñÑ

 たうかはょう かっゃぇ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす ういゃぇょっ
くう けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす, 
しかっょ おぇすけ しすぇくぇ けおけくつぇ
すっかくけ はしくけ, つっ さぇいたけょう 
くぇ すぇおぇゃぇ しすけえくけしす ゃっつっ 
くぇこさぇゃっくう けす ¨ぉとうくぇすぇ, 
くっ しっ こさういくぇゃぇす けす せこ
さぇゃかはゃぇとうは けさゅぇく おぇすけ 
さぇいたけょう こけ けこさっょっかっくう
すっ ょっえくけしすう けす こなさゃうは 
っすぇこ くぇ ╇くすっさゅさうさぇくうは 
ゃけょっく こさけっおす, し おけえすけ しe 
ういゃなさてう おぇくぇかういぇちうはすぇ 
こけょ ゅぇさぇすぇ. 〈けゃぇ しなけぉ
とう くぇ こさっしおけくそっさっくちうは 
おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╇いはしくはゃぇくっ くぇ しすぇすせすぇ くぇ 
こさけっおすぇ っ っょくぇ けす こなさゃうすっ 
いぇょぇつう, おけうすけ ]すけはくけゃぇ っ 
せしこはかぇ ょぇ しゃなさてう いぇ こなさ
ゃうすっ ょくう くぇ きぇくょぇすぇ しう.

‶さけっおすなす ぉっ くぇ しすけえくけしす 
けぉとけ 6 きかく. 128 たうか. 

896 かゃ. ぉっいゃないきっいょくぇ そう-
くぇくしけゃぇ こけきけと, おけはすけ ╄] 
う ょなさあぇゃくうはす ぉのょあっす くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは けすこせし-
くぇたぇ いぇ おぇくぇかういぇちうはすぇ こけょ 
ゅぇさぇすぇ, こけ こさけっおす くぇ ¨こっ-
さぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „¨おけかくぇ 
しさっょぇ”. 
‶さっょう きっしっち, こけ ゃさっきっ くぇ 

こさっょういぉけさくぇすぇ おぇきこぇくうは, 
しおぇくょぇかなす ゅさなきくぇ すうたけきなか-
おけき, いぇとけすけ ゃ こせぉかうつくけすけ 
こさけしすさぇくしすゃけ ういすっつっ うくそけさ-
きぇちうは, つっ 400 たうかはょう かっゃぇ 
くっ しっ こさういくぇゃぇす, くけ すけゅぇゃぇ 
けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くっ こけ-
すゃなさょうたぇ すぇいう うくそぇさきぇちうは, 
きぇおぇさ くぇて さっこけさすっさ かうつくけ 
ょぇ ゃうょは ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
ょぇ ゃかういぇ さぇいはさっく ゃ しゅさぇょぇ-
すぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, ぉっい ょぇ うきぇ 

′ぇえ-ゃっさけはすくけ けす こなさゃう 
ょっおっきゃさう  ゃ けぉとうくぇ ╉ぇ-

いぇくかなお ゃかういぇす そうくぇくしけゃう 
さっゃういけさう けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ そうくぇくしうすっ. 〈っ とっ こさぇゃはす 
こなかくぇ さっゃういうは くぇ こさっょたけょくうは 
きぇくょぇす し ちっか ょぇ しすぇくっ はしくけ 
いぇとけ くっ しぇ ぉうかう ういゃなさてっくう  
けぉっとぇくうすっ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
ょっえくけしすう. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ  くぇ 
こなさゃぇすぇ こさっしおけくそっさっくちうは くぇ 
くけゃけういぉさぇくぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
おきっすうちぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
‶なかくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ さっゃういうは 

くぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇ こさっょたけょくうは 
きぇくょぇす ぉっ っょくけ けす こさっょういぉけさ-
くうすっ けぉっとぇくうは くぇ ]すけはくけゃぇ ゃ 
たけょぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ.  
〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ ゃ  きけきっく-

すぇ,  ゃ おけえすけ けす こけかうちうはすぇ ぉっ 
しなけぉとっくけ, つっ しさっとせ ゅかぇゃくうは 
そうくぇくしうしす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお っ けぉさぇいせゃぇくけ ょけしなょっぉくけ 
こさけういゃけょしすゃけ いぇ こさうしゃけはゃぇくっ 
くぇ 16 000 かっゃぇ. ]こけさっょ しなぉさぇ-
くぇすぇ けす さぇいしかっょゃぇとうすっ  ょけ きけ-
きっくすぇ うくそけさきぇちうは, ╃うきうすなさ 
╃うきうすさけゃ っ けすおかけくうか しさっょ-
しすゃぇ, こさっょくぇいくぇつっくう いぇ しこけさす-
くう ょっえくけしすう ゃ ¨ぉとうくぇすぇ.

すけゃぇ こさぇゃけ ゃ おぇつっしすゃけすけ しう 
くぇ おぇくょうょぇす いぇ おきっす. ╋っあ-
ょせゃさっきくくけ しっ さぇいぉさぇ, つっ けす 
¨ぉとうくぇすぇ しぇ こさっょこさうっかう 
ょっえしすゃうは こけ こさけきはくぇ くぇ さっ-
てっくうっすけ くぇ ╋¨]╁ し ちっか さぇい-
たけょうすっ ょぇ ぉなょぇす こさういくぇすう.  
′ぇ しさっとぇ くぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ すぇいう しさはょぇ ゃ きうくうしすっさ-
しすゃけすけ しすぇゃぇ けおけくつぇすっかくけ 
はしくけ, つっ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ 
くぇこさぇゃうかぇ さぇいたけょう いぇ ょっえ-
くけしすう, おけうすけ くっ しぇ けこうしぇくう 
こけ こさけっおすぇ, う, しかっょけゃぇすっかくけ, 
くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ういこかぇすっくう 
けす ぉっいゃないきっいょくぇすぇ こけきけと. 
╃け 9-すう はくせぇさう くぇ しかっょゃぇ-
とぇすぇ ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお すさはぉゃぇ ょぇ こさっゃっょっ こぇさう-
すっ, くけ しさっょしすゃぇ いぇ すけゃぇ  くっ 
しぇ いぇょっかっくう, ゃなこさっおう くぇし-
すけはゃぇくっすけ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
╃うさっおちうは „╋っあょせくぇさけょくう 
こさけゅさぇきう う うくゃっしすうちうう” 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, しなけぉとう けとっ 
おきっすなす ]すけはくけゃぇ. „]ぇくおちうは-
すぇ っ ぇぉしけかのすくけ けぉけしくけゃぇくぇ”, 
おけきっくすうさぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ 
ういつっすっ こさっょ あせさくぇかうしすうすっ 
ょっえくけしすうすっ, おけうすけ しぇ ぉうかう 
ういゃなさてっくう, くけ くっ しぇ つぇしす けす 
こさけっおすぇ. ]さっょ すはた っ ぇしそぇか-
すうさぇくっすけ くぇ せかうちぇ „╉けいかけ-
ょせえ”, いぇ おけっすけ っ ぉうかけ こさっょ-
ゃうょっくけ こぇゃうさぇくっ, ゃきっしすけ 
くけゃぇ ぇしそぇかすけゃぇ くぇしすうかおぇ, 
おけはすけ ̈ ぉとうくぇすぇ っ こけかけあうかぇ. 
4 きかく. 418 たうか. 039 かゃ. しぇ 

さっぇかくけ ういこかぇすっくうすっ しさっょ-
しすゃぇ けす ╄] う ょなさあぇゃぇすぇ こけ 
こさけっおすぇ こさっい 2010 ゅけょうくぇ, 
けす すはた けす ╄] – 3 きかく. 534 
たうか. 431 かゃ. う けす ょなさあぇゃくうは 
ぉのょあっす - 883 たうか. 608 かゃ. 
¨ぉとぇすぇ しすけえくけしす くぇ ╇くすっゅ-

さうさぇくうは ゃけょっく こさけっおす し ぉっ-
くっそうちうっくす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお っ 6 きかく. 422 たうか. 400 
かゃ., けす おけうすけ 6 きかく. 128 たうか. 
896 かゃ. しぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そう-
くぇくしけゃぇ こけきけと  - 4 きかく. 903 
たうか. かゃ. けす ╄] う  1 きかく. 225 
たうか. 779 かゃ., けしすぇくぇかうすっ 293 
504 かゃ. しぇ けぉとうくしおけ しなそう-
くぇくしうさぇくっ.   
‶さけっおすなす こけ ¨こっさぇすうゃくぇ 

こさけゅさぇきぇ „¨おけかくぇ しさっょぇ” 
ぉっ しこっつっかっく けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお う しっ そうくぇくしうさぇ けす 
╉けたっいうけくくうは そけくょ くぇ ╄ゃ-
さけこっえしおうは しなのい う ょなさあぇゃ-
くうは ぉのょあっす う しっ さっぇかういうさぇ 
こけ ょけゅけゃけさ いぇ ぉっいゃないきっいょ-
くぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと けす 16 
ぇこさうか 2009-すぇ ゅけょうくぇ. 〈けえ 
ゃおかのつゃぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ おぇ-
くぇかういぇちうけくくぇ きさっあぇ, さっ-
おけくしすさせおちうは くぇ ゃけょけこさけ-
ゃけょくぇすぇ う こなすくぇ きさっあぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは おゃぇさすぇか „》さうし-
すけ ╀けすっゃ”, こけ-ういゃっしすっく おぇすけ 
おゃぇさすぇかぇ „‶けょ ゅぇさぇすぇ”.
╇いこなかくうすっか くぇ こさけっおすぇ こけ 

しすさけうすっかくうすっ ょっえくけしすう っ 
„╉さぇき おけきこかっおし ╂させこ” ╄┿╃ – 
]けそうは しなゅかぇしくけ ょけゅけゃけさ けす 
21-う けおすけきゃさう 2009 ゅけょうくぇ. 
‶なさゃぇすぇ おけこおぇ くぇ ょっえくけしすう-
すっ こけ しすさけうすっかしすゃけすけ ぉっ くぇ 
14-すう ぇこさうか きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ.
‶さけっおすなす ぉっ けそうちうぇかくけ けす-

おさうす くぇ 11-すう きぇえ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ けぉ-
かぇしすくうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ せこさぇゃかは-
ゃぇとうは けさゅぇく う ょさせゅう けそうちう-
ぇかくう かうちぇ.

╄ょくう ょさせゅう ゃさっきっくぇ, おけゅぇすけ しっ さっあってっ かっくすぇすぇ

╉ぇおゃぇ とっ っ しなょぉぇすぇ くぇ そう-
くぇくしうしすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, ]すけはくけゃぇ くっ しっ くぇっ ょぇ 
こさけゅくけいうさぇ, すなえ おぇすけ すけえ っ 
ょなさあぇゃっく しかせあうすっか う すは  くっ 
きけあっ ょぇ こさっょこさうっきっ くうとけ, 
ょけおぇすけ こけ ゃなこさけしぇ くっ しっ こさけ-
ういくっしっ こさけおせさぇすせさぇすぇ. ‶ぇお 
けすすぇき すさはぉゃぇ ょぇ こさっちっくはす 
う ょぇかう しかっょゃぇ ╃うきうすさけゃ ょぇ  
ぉなょっ けすしすさぇくっく けす さぇぉけすぇ,  
ょけおぇすけ すっつっ さぇいしかっょゃぇくっすけ 
しさっとせ くっゅけ うかう くっ. 
[ぇいさぇぉけすおぇすぇ しさっとせ ゅかぇゃ-

くうは そうくぇくしうしす くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお っ こけ しすぇさぇ あぇかぉぇ ゃ 
こさけおせさぇすせさぇすぇ, ゃないけぉくけゃっくぇ  
こさっょう ょくう.
‶さっょ あせさくぇかうしすう おきっすなす 

くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ しなけぉとう しなとけ, つっ ょけ おさぇは 
くぇ ゅけょうくぇすぇ とっ ぉなょぇす けしゃけ-
ぉけょっくう ゃしうつおうすっ 15 けぉとうく-
しおう しかせあうすっかう, さぇぉけすうかう  こけ 
すさせょけゃ ょけゅけゃけさ おなき ぇょきうくう-
しすさぇちうはすぇ, 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 う こさうょけぉうかう 
こさぇゃけ くぇ こっくしうは.

〈させょくう ょくう つぇおぇす おきっすぇ ╂. ]すけはくけゃぇ


