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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, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
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]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ しうくょうおぇす ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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んづでぎぞんずでとん ぢづだがばとぴごé 
ぞん でゑぎどだゑぎぞ ぱだづばぜ

¨す 10 ょけ 13 きぇえ „┿さしっくぇか” 
┿╃  しっ こさっょしすぇゃは ゃ っょくけ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃくう うい-
かけあっくうは くぇ ゃけっくくぇすぇ こさけ-
きうてかっくけしす - IDEF 2011 /
International Defence Industry 
Fair/ . 《けさせきなす しっ こさけゃっあょぇ 
ゃ ╇いかけあぉっくうは ちっくすなさ くぇ ╇し-
すぇくぉせか, 〈せさちうは.  

‶さけょせおちうはすぇ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ っ ういかけあっくぇ  ゃ ぉなか-
ゅぇさしおうは こぇゃうかうけく くぇ こかけと 
けす 15 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ, しな-
けぉとう ╋ぇさうくぇ ╈けさょぇくけゃぇ, 
さなおけゃけょうすっか けすょっか ╋ぇさおっ-
すうくゅ くぇ „┿さしっくぇか 2000”. 

′ぇ いぇこぇいっくぇすぇ すっさうすけさうは 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ きけゅぇす ょぇ 
しっ ゃうょはす ういょっかうは けす けしくけゃ-
くぇすぇ こさけょせおちうは くぇ そうさきぇ-
すぇ: さぇいかうつくう きけょうそうおぇちうう 
ぇゃすけきぇすう, 9た19 きき こうしすけ-
かっす Compact, おぇさすっつくうちぇ 
し すさうくけゅぇ, こさけすうゃけすぇくおけゃ 
ゅさぇくぇすけきっす, こけょちっゃくう う さっ-
ゃけかゃっさくう ゅさぇくぇすけきっすう, うい-
しすさっかう いぇ こさけすうゃけすぇくおけゃう 
ゅさぇくぇすけきっすう, ういしすさっかう いぇ 
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きうくけたゃなさゅぇつおう, きぇかけおぇかう-
ぉさっくう ぉけっこさうこぇしう.  

╁ ういかけあっくうっすけ せつぇしすゃぇす 
そうさきう けす ゃけっくくけ-こさけきうてかっ-
くぇすぇ うくょせしすさうは けす ちはか しゃはす. 

╇しすぇくぉせかしおけすけ ういかけあっくうっ 
- IDEF  っ いぇ  しせたけこなすくう, きけさ-
しおう, ゃないょせてくう う おけしきうつっしおう 
すさぇくしこけさすくう う かけゅうしすうつくう 
ょっえくけしすう, こけょょさなあおぇ, けぉけ-

させょゃぇくっ う しさっょしすゃぇ いぇ ょけし-
すぇゃおぇ.

 ]かっょゃぇとけすけ ゅけかはきけ うい-
かけあっくうっ DSEi 2011, ゃ おけっすけ 
とっ しっ こさっょしすぇゃは ぇさしっくぇかしおぇ  

ぞんが 100 どんぞぴぽだづご ゑ ゎだがごぷぞごé 
とだぞぴぎづど ぞん がùぱどで „んづでぎぞんず”
〉あ 19 すあこ, ねかてうひちてひさ, そて 18.30 ね. う ╉[ „╅ちつかせあし” くあたそうみおあこてか 
せあ えそおけのかせ さそせぬかちて-たちそおとさぬけみ せあ ╉ょ‒【』 „╅ちつかせあし”

′ぇょ 100 きぇかおう すぇくちぬけさう 
とっ ゃいっきぇす せつぇしすうっ ゃ すさぇ-
ょうちうけくくうは ゅけょうてっく おけく-
ちっさす くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
„┿さしっくぇか” し たせょけあっしすゃっく 
さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっ-
ゃぇ う おけさっこっすうすけさ [せしう ┿く-
ょさけかけゃ.

]ゃけはすぇ こさけょせおちうは すっ とっ 
こさっょしすぇゃはす こさっょ ゅけしすう う 
ゅさぇあょぇくう, こさっょ さけょうすっかうすっ 
う こさうはすっかうすっ しう.

‶せぉかうおぇすぇ とっ ゃうょう ういこなか-
くっくうは くぇ おけくちっさすくうは すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ, くぇ こけょゅけすゃうすっかくうは 
おけくちっさすっく しなしすぇゃ う くぇ すぇく-
ちけゃうすっ ておけかう. ′ぇ ょっちぇすぇ, 
けぉせつぇゃぇかう しっ ゃ ておけかうすっ いぇ 
こなさゃぇ ゅけょうくぇ, とっ ぉなょぇす ゃさな-
つっくう しゃうょっすっかしすゃぇ.

╃っすしおうはす すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
„┿さしっくぇか” っ しないょぇょっく こさっい 
1984 ゅ. ╁ くっゅけ こけ ぉなかゅぇさしおう 
くぇさけょくう すぇくちう しっ けぉせつぇゃぇす 
ょっちぇ けす 5 ょけ 15-ゅけょうてくぇ 

ゃないさぇしす. ¨しゃっく けぉせつっくうっすけ 
う おけくちっさすくぇすぇ ょっえくけしす, いぇ-
ょぇつぇすぇ きせ っ ょぇ こけょゅけすゃは すぇく-
ちぬけさう いぇ こさっょしすぇゃうすっかくうは 
《〈┿ „┿さしっくぇか”.

╃っすしおうすっ すぇくちけゃう そけさきぇ-
ちうう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ うきぇす 
ぉけゅぇす さっこっさすけぇさ, ゃおかのつ-
ゃぇと すぇくちう けす さぇいかうつくう っす-
くけゅさぇそしおう けぉかぇしすう くぇ ╀なか-
ゅぇさうは. 

╁ うしすけさうはすぇ きせ しぇ いぇこうしぇ-
くう きくけゅけ せしこってくう すせさくっすぇ う 
けすかうつうは けす おけくおせさしう う そっし-
すうゃぇかう せ くぇし う ゃ つせあぉうくぇ 
– ╂なさちうは, [せきなくうは, ╋ぇおっょけ-
くうは, ╇すぇかうは.

‶けしかっょくうすっ きせ くぇゅさぇょう しぇ 
けす 2011 ゅ. – ょっちぇすぇ いぇゃけのゃぇ-
たぇ こなさゃうすっ きっしすぇ くぇ くぇちうけ-
くぇかくうすっ ょっすしおう そけかおかけさくう 
おけくおせさしう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 
╉けすっか. 

′ぇ 14 きぇえ うき こさっょしすけう 
けとっ っょくけ せつぇしすうっ – ゃ ′ぇ-
ちうけくぇかくうは そけかおかけさっく すぇく-
ちけゃ おけくおせさし ゃ ゅさ. ╂なかなぉけゃけ. 
]かっょ ゅけょうてくうは おけくちっさす-
こさけょせおちうは ゃないこうすぇくうちうすっ 
くぇ ╁. ╋うくつっゃぇ とっ しっ こけょゅけす-
ゃはす いぇ せつぇしすうっ ゃ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ.

╋ぇかおうすっ すぇくちぬけさう うきぇす 
しゃけえ ょっゃうい  - „′っおぇ ういゃけさなす 
ょぇ くっ こさっしなたゃぇ!”

“╅ちつかせあし” たあくけ さあくあせしひのさあ ぬあちけぬあ

〉あねあしせけさ 【そてかうあ: [そえあてそ にそちあてあ てけ 
いみえあて せあうひせ, てけ てけねあの せあうひてちか

╅ちつかせあしつさそ おかうそこねか つちかお 
たちかてかせおかせてさけてか くあ をあちけぬあ 『そくあ

╇かてかちあせけ: 
╆そせねそ 》かつかう - 』けせおけさあしけつてひて
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на стр.6

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

¨おけ け うけき...
╆ぇ こけさっょっく こなす すぇいう 
しなぉけすぇ- 14-すう きぇえ ╉ぇ-
いぇくかなお とっ ぉなょっ ょけきぇおうく 
くぇ ╃なさあぇゃくけすけ こなさゃっく-
しすゃけ こけ しこけさすくう すぇくちう. 
╆ぇ おせこぇ „╀なかゅぇさうは”. 
′ぇちうけくぇかくうはす すせさくうさ ゃ 
╉ぇいぇくかなお しっ こさけゃっあょぇ 
こけょ こぇすさけくぇあぇ くぇ おきっ-
すぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ う しっ けさゅぇくういうさぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ  そっょっさぇちうは こけ 
しこけさすくう すぇくちう う きっしすくうは おかせぉ こけ しこけさすくう すぇくちう „[けいぇ”, 
し さなおけゃけょうすっかう ╁ぇくは う ‶っすなさ [ぇょっゃう.
╆ぇ せつぇしすうっ ゃ すせさくうさぇ しっ けつぇおゃぇす こけゃっつっ けす 60 ょゃけえおう 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 
′ぇつぇかけすけ くぇ くぇょこさっゃぇさぇすぇ いぇこけつゃぇ ゃ 10 つぇしぇ , ぇ ゃすけさぇ-
すぇ つぇしす – いぇ  おせこぇ „╀なかゅぇさうは” っ けす 17,00 つぇしぇ. 
 ‶さけはゃぇすぇ っ ゃ しこけさすくぇ いぇかぇ „┿さしっくぇか”. 

′ぇ 14-すう きぇえ おぇいぇくかなておけすけ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ-1860” 
っ ょけきぇおうく くぇ 』っすゃなさすうは けぉとうくしおう こさっゅかっょ くぇ つうすぇかうと-
くけすけ う かのぉうすっかしおけ たせょけあっしすゃっくけ すゃけさつっしすゃけ. ╁ くっゅけ 
せつぇしすゃぇす おけかっおすうゃう う うくょうゃうょせぇかくう ういこなかくうすっかう  くぇ 
かのぉうすっかしおけすけ たせょけあっしすゃっくけ すゃけさつっしすゃけ おなき つうすぇかうとぇ-
すぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. ╁たけょなす いぇ こさけはゃぇすぇ っ しゃけぉけょっく, ぇ くぇつぇ-
かけすけ っ けす 11 つぇしぇ.

′ぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか けす 
37-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ ╂っけさゅう ╆ぇ-
たぇさうっゃ  とっ こさっょしすぇゃう   くぇ 20-すう きぇえ 
しゃけはすぇ おくうゅぇ „[ぇいかけきくけ ゃさっきっ”. 
 ‶さっきうっさぇすぇ え っ けす 17,30 つぇしぇ ゃ ╉ぇ-
きっさくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃╉ „ ┿さしっくぇか”.
 ╁ おくうゅぇすぇ ょっこせすぇすなす  う ょなかゅけ-
ゅけょうてっく こさっょしっょぇすっか くぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ 
╉ぇいぇくかなお っ しなぉさぇか しゃけう ういおぇい-
ゃぇくうは, こうすぇくうは けす すさうぉせくぇすぇ くぇ 
‶ぇさかぇきっくすぇ, しすぇすうう ゃ きっしすくうは う 
くぇちうけくぇかっく こっつぇす, かうつくう すっいう, 
おぇおすけ う  ういおぇいゃぇくうは う うくすっさゃのすぇ,  しすぇすうう くぇ ぉうゃてうはす 
こさっきうっさ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ こっさうけょぇ 1994-1997- ╅ぇく ╁うょっ-
くけゃ, くぇ うょっけかけゅなす くぇ „ ¨すおさうす そけさせき” ╉さぇしうきうさ ‶さっ-
きはくけゃ, くぇ  しゃけう おけかっゅう けす こぇさかぇきっくすぇさくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ  
╉けぇかうちうは いぇ ╀なかゅぇさうは ゃ けくいう こっさうけょ. 

がだぜぺど ぞん とばずどばづんどん がだぜんとごぞでどゑん 
ùゐごずぎé ぞん ぞんがé どだぞぶぎゑん
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ぃぉうかっえくうはす おけくちっさす, し おけえすけ 
きせいうおぇかくうはす こっょぇゅけゅ ′ぇょは 〈けくつっ-
ゃぇ こけしさっとくぇ 50-すぇ しう ゅけょうてくうくぇ 
しさっょ しゃけう こけつうすぇすっかう う こさうはすっかう,  
こさっこなかくう いぇかぇすぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせか-
すせさぇすぇ „┿さしっくぇか” ゃっつっさすぇ くぇ 28 
ぇこさうか. ‶けいくぇすぇ くぇこけしかっょなお こけゃっつっ 
おぇすけ さなおけゃけょうすっか くぇ ょっすしおう ゃけおぇか-
くう きせいうおぇかくう ておけかう, ぉっい ょけしすぇ-
すなつくけ かうつくう こっゃつっしおう ういはゃう, ′ぇょは 
けこさっょっかっくけ  ういくっくぇょぇ こせぉかうおぇすぇ 
しなし しすうかっく おけくちっさす う けさうゅうくぇかくう 
うょっう. ╉けくちっさすぇ ′ぇょは けすおさう し ょあぇい-
ういこなかくっくうっ ゃ ょせけ し おぇいぇくかなておうは 
きぇっしすさけ ]すぇくつけ ╃ぇきはくけゃ. ]すさぇしすすぇ 
くぇ ′ぇょは おなき ょあぇいぇ っ けとっ けす ゃさっきっ-
すけ くぇ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 
20-う ゃっお, おけゅぇすけ すは っ つぇしす けす しすぇ-
さけいぇゅけさしおぇすぇ ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ „〈さぇ-
はくぇ”, ゃこっつぇすかうかぇ ょけさう ょあぇいきっくぇ 
╋うかつけ ╊うゃうっゃ, し おけゅけすけ こさぇゃはす しぇ-
きけしすけはすっかっく おけくちっさす. ′ぇょは こけおぇいぇ 
くぇ こせぉかうおぇすぇ う そうかき いぇ ゅさせこぇすぇ, 
くぇこさぇゃっく こさっょう  25 ゅけょうくう けす ╀′〈. 
╋けとくう けゃぇちうう けゅかぇしはたぇ いぇかぇすぇ 
こさう ゃしはおぇ こけはゃぇ くぇ ′ぇょは ゃ おぇょなさ 
けす かっくすぇすぇ, ゅけかはきぇ つぇしす けす おけはすけ – 
しくうきぇくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

]のさこさうい けす せしきうゃおう いぇ ゅけしすうすっ 
ゃ ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” ぉっ 
う ゃうょっけすけ けす せつぇしすうっすけ くぇ ′ぇょは ゃ 
„》うす きうくせし っょくけ” こさっょう 20 ゅけょうくう, 
おなょっすけ すは うきうすうさぇ し うさけくうは くぇえ-

ういゃっしすくうすっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ さけょくう 
っしすさぇょくう いゃっいょう. 

╇しすうくしおうはす ゃいさうゃ ゃ いぇかぇすぇ ょけえょっ 
しかっょ せくうおぇかくけすけ   ういこなかくっくうっ くぇ 
こっゃうちぇすぇ し  たけさぇ こさう ′』 „╇しおさぇ”, 
ゃ おけっすけ こせぉかうおぇすぇ つせ しこうさうつせなか う 
ゅかぇしけゃけ ういこなかくっくうっ くぇ しうきそけくうつ-
くぇすぇ しのうすぇ くぇ ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ 
„〈さぇおうえしおう すぇくちう” ゃ けさうゅうくぇかっく 
ぇさぇくあうきっくす. ‶け うょっは くぇ ′ぇょは, 
いぇたゃなさかうか いぇ しかせつぇは しすさけゅうすっ おけく-
ちっさすくう おけしすのきう, たけさ „‶っすおけ ]すぇえ-
くけゃ” けこさっょっかっくけ こけおぇいぇ くけゃけ かうちっ 
– しなゃさっきっくくけ いゃせつっくっ う しきっかけ ぇお-
すぬけさしおけ こさうしなしすゃうっ.

‶け こけゃけょ のぉうかっは しう ′ぇょは 〈けく-
つっゃぇ こは しなし しなこさせゅぇ しう ╃うきうすなさ 
╁ぇおぇさっかけゃ, しぉなょくぇか きっつすぇすぇ え ょぇ 

しっ けきなあう いぇ おうすぇさうしす, う こけしさっとくぇ 
いぇ けぉとう ういこなかくっくうは くぇ しちっくぇすぇ 
ゃしうつおうすっ しう ょっしっすおう ゃないこうすぇくうちう 
けす ゃけおぇかくぇすぇ ておけかぇ おなき ╃っすしおう 
おけきこかっおし „]ゃ. ╇ゃぇく [うかしおう” ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ‶っょぇゅけあおぇすぇ こさっょしすぇゃう くぇ 
きっしすくぇすぇ こせぉかうおぇ しゃけうすっ せつっくうちう 
けす ╋せいうおぇかくけすけ せつうかうとっ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, くけしうすっかう くぇ くぇちうけくぇかくう 
ういこなかくうすっかしおう くぇゅさぇょう. 

]こっちうぇかくう こけいょさぇゃかっくうは ′ぇょは 
〈けくつっゃぇ こけかせつう かうつくけ けす いぇき. けぉ-
かぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ う けす ょっしっすおうすっ しう こさうはすっかう う そっ-
くけゃっ, おけうすけ は けすさせこぇたぇ し こさぇいくうつくう 
ぉせおっすう う しなさょっつくう こさっゅさなょおう, こさけ-
ょなかあうかう ょなかゅけ しかっょ おけくちっさすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ  

21 ぜんざ - でゑぎどご づんゑぞだんぢだでどだずご 
とだぞでどんぞどごぞ ご ぎずぎぞん

『ぇさせゃぇくっすけ くぇ ╉けくしすぇくすうく 
/272 – 337/ っ っょくけ けす くぇえ-ゃぇ-
あくうすっ ゃ うしすけさうはすぇ, すなえ おぇすけ 
すけゅぇゃぇ たさうしすうはくしおぇすぇ ゃはさぇ しすぇ-
くぇかぇ ゅけしこけょしすゃぇとぇ ゃ けぉてうさくぇすぇ 
きせ うきこっさうは.  ╉けくしすぇくすうく  しすぇくぇか 
うきこっさぇすけさ くぇ 34 ゅけょうくう う ちぇさせ-
ゃぇか 31 ゅけょうくう. ╀うか おさぇしうゃ, たさぇ-
ぉなさ う ょけぉさけょっすっかっく せこさぇゃくうお, 
こけおさけゃうすっか くぇ たさうしすうはくうすっ. 
¨しくけゃぇか しすけかうちぇすぇ しう ╉けくしすぇく-
すうくけこけか う ういょうゅくぇか ゃ くっは きくけゅけ-
ぉさけえくう  ゃっかうおけかっこくう たさぇきけゃっ. 

╉けくしすぇくすうく おけこくっっか ょぇ くぇきっ-
さう おさなしすぇ, くぇ おけえすけ ぉうか さぇいこくぇす 
》さうしすけし. ╆ぇすけゃぇ ういこさぇすうか  きぇえおぇ 
しう ちぇさうちぇ ╄かっくぇ – せきくぇ う おさぇ-
しうゃぇ たさうしすうはくおぇ,  ゃ ╈っさせしぇかうき, 
おなょっすけ  いぇこけつくぇかう さぇいおけこおう う 
あうゃけすゃけさくうはす ╉さなしす ╂けしこけょっく ぉうか けすおさうす. ╉けくしすぇくすうく いぇこけゃはょぇか 
くぇ すけゃぇ きはしすけ ょぇ しっ ういょうゅくっ たさぇき “╂さけぉ ╂けしこけょっく”, くぇさうつぇく ょくっし けす 
ゃしうつおう こけおかけくくうちう ╀けあう ゅさけぉ. 

『ぇさうちぇ ╄かっくぇ こけしすさけうかぇ けとっ くはおけかおけ たさぇきぇ. ]かっょ しきなさすすぇ え うき-
こっさぇすけさ ╉けくしすぇくすうく ちぇさせゃぇか けとっ ょっしっす ゅけょうくう. 

╆ぇさぇょう すけゃぇ, つっ し ぇこけしすけかしおぇ さっゃくけしす さぇいこさけしすさぇくはゃぇかう たさうしすう-
はくしおぇすぇ ゃはさぇ, ╉けくしすぇくすうく う きぇえおぇ きせ ╄かっくぇ いぇしかせあうかう いゃぇくうっすけ 
さぇゃくけぇこけしすけかう.

╁ ぉなかゅぇさしおぇすぇ すさぇょうちうは すけゃぇ っ ょっくはす くぇ うゅさうすっ こけ けゅなく. ̈ おけかけ 
あうゃうすっ ゃなゅかっくう しっ ういゃうゃぇす たけさぇ, ぇ くぇつっかけ しっ くけしはす うおけくうすっ くぇ ]ゃ. 
╉けくしすぇくすうく う ]ゃ. ╄かっくぇ. ╁ あぇさぇゃぇす ゃかういぇす ぉけしう くっしすうくぇさうすっ - こけ-
しさっょくうちう きっあょせ くっぉっすけ う いっきはすぇ, おけうすけ ういさうつぇす こさけさけつっしおう ょせきう 
う ゅぇょぇはす ぉなょっとっすけ.

]かっょ くっしすうくぇさしおうすっ うゅさう ゃしうつおう しっ しなぉうさぇす くぇ けぉとぇすぇ すさぇこっいぇ し 
こさうゅけすゃっくうは おせさぉぇく.  

╁はさゃぇ しっ, つっ きなあっすっ, おけうすけ しう たぇさっしぇす ぉせかおぇ くぇ 21 きぇえ, しぇ おなし-
きっすかうう – しなこさせゅうすっ うき とっ ぉなょぇす ょけぉさう ょけきぇおうくう う とっ うき さけょはす 
きくけゅけ きけきつっすぇ.

╇きっくくうちう しぇ: ╉けくしすぇくすうく, ╄かっくぇ, ╄かおぇ, ╊っくぇ, ╊っくおけ, ╉けしすぇょうく, 
╉けしすぇょうくおぇ, ╉せくぇ, ╉けしすぇ, ╉けえつけ, ╃うくおけ, ╃っくうちぇ,〈さぇはくぇ う ょさ.

╁ つっしす くぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ けす こさっ-
きっしすゃぇくっすけ くぇ ╁けっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 18 けおすけきゃさう 1974 
ゅ. けすゃぇさは ゃさぇすう きせいっはす くぇ „┿さしっ-
くぇか“. ╁ くっゅけ つさっい ょけおせきっくすぇかっく, 
しくうきおけゃ う ゃっとっしすゃっく きぇすっさうぇか 
しっ けすさぇいはゃぇ ぉけゅぇすけすけ きうくぇかけ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ. ]なぉうさぇすっかしおぇすぇ 
さぇぉけすぇ っ ょっかけ くぇ ょうさっおすけさぇ きせ 
‶ぇゃっか ╉なくっゃ, しなすさせょくうおぇ きせ ╇ゃぇく 
【せきくけゃ う きくけゅけ ょさせゅう っくすせしうぇし-
すう. ╁ない けしくけゃぇ くぇ ゃしうつおけ しなぉう-
さぇくけ, ぇくぇかういうさぇくけ う こけょさっょっくけ, 
っおうこ けす ╁けっくくけ-うしすけさうつっしおうは きせ-
いっえ ゃなゃ ╁ぇさくぇ しないょぇゃぇ すっきぇすうつくけ-
っおしこけいうちうけくっく こかぇく, ぇ たせょけあっしす-
ゃっくうは こさけっおす しっ けしなとっしすゃはゃぇ けす 
]すけはく ′うおけかけゃ う ╊っけくうょ ╋うちっゃ.
‶さっい 1994 ゅ. っょくぇ けす いぇかうすっ っ 
こさっせしすさけっくぇ う ゃ くっは しっ っおしこけくう-
さぇす つぇしす けす ういょっかうはすぇ, こさけういゃっあ-
ょぇくう しっ ゃ „┿さしっくぇか“. 〈ぇおぇ すけえ しっ 
こさっゃさなとぇ くっ しぇきけ ゃ うしすけさうつっしおう, 
くけ う ゃ さっおかぇきっく ちっくすなさ くぇ ょさせ-
あっしすゃけすけ.
¨す おさぇは くぇ 1996 ゅ. ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 
1998 ゅ . しっ ういゃなさてゃぇ すっきぇすうつくけ-
たせょけあっしすゃっくけ ぇおすせぇかういうさぇくっ う 
さっおけくしすさせおちうは くぇ うしすけさうつっしおぇ-
すぇ いぇかぇ こけ こさけっおす う ういこなかくっくうっ 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ ]すっそぇく 
╀けいぇょあうっゃ う たせょけあくうつおぇすぇ ′っかぇ 
》さうしすけゃぇ. 〈ぇいう いぇかぇ けぉたゃぇとぇ 
ちっかうは こっさうけょ けす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ こさっょこさうはすうっすけ ょけ 130-すぇ きせ 
ゅけょうてくうくぇ. ╇しすけさうつっしおけすけ さぇい-
ゃうすうっ っ さぇいょっかっくけ すっきぇすうつくけ くぇ 
くはおけかおけ っすぇこぇ. ‶なさゃうはす けぉたゃぇとぇ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすうかくうちぇすぇ ゃ 

╆ぇ こさなゃ こなす ╋っあょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ きせいっうすっ しっ つっしすゃぇ くぇ 
18 きぇえ 1978 ゅ.  [ってっくうっすけ いぇ すけゃぇ っ ゃいっすけ ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ 
ゃ ╋けしおゃぇ くぇ 》┶-すぇ ゅっくっさぇかくぇ おけくそっさっくちうは くぇ ╋っあょせくぇ-
さけょくうは しなゃっす くぇ きせいっうすっ /╇╉¨╋/. ¨す 2003 ゅ. ╇╉¨╋ けぉはゃう 
18 きぇえ う いぇ ╃っく くぇ こさうはすっかうすっ くぇ きせいっうすっ.
╃せきぇすぇ „きせいっえ” うきぇ ゅさなちおう こさけういたけょ う けいくぇつぇゃぇ „たさぇき くぇ 
きせいうすっ”.
╁ きけょっさくぇすぇ しう そけさきぇ きせいっはす ゃないくうおゃぇ おぇすけ うくょうゃうょせぇか-
くぇ おけかっおちうは けす おせさうけいくう こさっょきっすう くぇ ぇさうしすけおさぇすう こさっい 
[っくっしぇくしぇ. ‶け-おなしくけ ょなさあぇゃぇすぇ こさっゃさなとぇ きせいっうすっ ゃ こぇ-
いうすっか くぇ しゃけはすぇ おせかすせさくぇ うょっくすうつくけしす, ぇ ょくっし – ゃ きはしすけ いぇ 
こさうゃかうつぇくっ くぇ すせさうしすう. ╁ きせいっは しっ しなぉうさぇす, こぇいはす う ういかぇ-
ゅぇす こさっょきっすう, けぉさぇいう う すっおしすけゃっ, しゃなさいぇくう し けこさっょっかっくぇ 
っこけたぇ うかう しそっさぇ.
]こけさっょ 〉しすぇゃぇ くぇ ╇╉¨╋ きせいっはす っ うくしすうすせちうは  ゃ しかせあぉぇ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ う くっゅけゃけすけ さぇいゃうすうっ, けすゃけさっくぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ う 
いぇくうきぇゃぇとぇ しっ し ういしかっょゃぇくうは, おけうすけ しっ けすくぇしはす ょけ きぇすっさう-
ぇかくうすっ しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ つけゃっおぇ う けおけかくぇすぇ しさっょぇ.

ぜばげぎざ „んづでぎぞんず” ぞん 37 ゎだがごぞご

[せしっ こさっい 1878 ゅ. う こさっきっしすゃぇくっすけ 
え ゃ ]けそうは こさっい 1891 ゅ. おぇすけ [せ-
しっくしおう う ]けそうえしおう ぇさすうかっさうえしおう 
ぇさしっくぇか. ╁すけさうはす っすぇこ いぇこけつゃぇ けす 
1924 ゅ., おけゅぇすけ ゃけっくくぇすぇ そぇぉさう-
おぇ っ こさっきっしすっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょけ 
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おさぇは くぇ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ, ぇ すさっすうはす – けすすけゅぇゃぇ ょけ くぇてう 
ょくう. ╃けおせきっくすうすっ, っおしこけくぇすうすっ 
う そけすけゅさぇそしおうすっ おけこうは しかっょゃぇす 
たさけくけかけゅうはすぇ くぇ しなぉうすうはすぇ, おけ-
ゅぇすけ こさっょこさうはすうっすけ こさっきうくぇゃぇ けす 
っょくけ ゃっょけきしすゃけ おなき ょさせゅけ, しきっくは 
くぇうきっくけゃぇくうはすぇ う さなおけゃけょうすっかう-
すっ しう, くけ ゃうくぇゅう けしすぇゃぇ しすけあっさ くぇ 

さけょくけすけ きぇてうくけしすさけっくっ う けすぉさぇ-
くうすっかくぇすぇ くう うくょせしすさうは.
[っおかぇきくぇすぇ いぇかぇ こさっょしすぇゃは ゃない-
きけあくけしすうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ ょくっし し 
こけおぇいぇくうすっ けさなあっえくう しうしすっきう, 
ぉけっこさうこぇしう, ぉぇさせすう, そけすけしう くぇ 
さぇいかうつくう ゃうょけゃっ そさっいけゃう きぇ-
てうくう う ょさ. 』っしすうすっ こけこなかくっくうは 
う しきっくう し くけゃう ういょっかうは つっさすぇはす 
くっこさっおなしくぇすけすけ すなさしっくっ う こさっ-
けさうっくすうさぇくっ くぇ そうさきぇすぇ おなき くけ-
ゃうすっ こぇいぇさくう すなさしっくうは う こさうゃおせし 
おなき きけょっさくうすっ すったくけかけゅうう ゃ しな-
ゃさっきっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ.
‶けさぇょう しこっちうぇかくうは さっあうき くぇ 
さぇぉけすぇ う こさけこせしおぇすっかくぇすぇ しうし-
すっきぇ, きせいっはす ょなかゅう ゅけょうくう っ くっ-
ょけしすなこっく いぇ たけさぇ ぉっい こさけこせしおう いぇ 
„┿さしっくぇか“. 〈けいう しすぇすせす っ くぇさせてっく 
こさっい 2008 ゅ., おけゅぇすけ こけ しかせつぇえ 
130-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっ-
すけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ, こけ うくうちうぇ-
すうゃぇ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, いぇ こなさゃう こなす ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” っ けぉはゃっく 

╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう. 〈けゅぇゃぇ 
しっ けすゃぇさはす う ゃさぇすうすっ くぇ きせいっは う 
ゃしっおう, おけえすけ あっかぇっ, ぉう きけゅなか ょぇ 
しっ ょけおけしくっ ょけ きうくぇかけすけ う くぇしすけは-
とっすけ くぇ そうさきぇすぇ.
╋せいっえ „┿さしっくぇか“ ょなかあう ぉかぇゅけ-
ょぇさくけしす くぇ ゃしうつおう, おけうすけ ゃ きうくぇ-
かけすけ う ょくっし うきぇす けすくけてっくうっ おなき 
ょっえくけしすすぇ きせ.

9x19mm 
ぢóïöÜ¿ñö 

Compact

んçöÜ½íö 5.56x45 mm AR-M4SF 
ï ¡Ü¿ó½íöÜëñÖ äëóîñ¿

7.62x54 mm ¡íëöñôÖóîí MG-1MS Öí öëóÖÜÇí 
ï ÜëñßëñÖí îñç

こさけょせおちうは,  っ こさっい しっこすっき-
ゃさう  ゃ ╊けくょけく. 

╇くそけさきぇちうは いぇ こさっょしすぇゃは-
くっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ しゃっすけゃ-
くけすけ ういかけあっくうっ ゃ ╇しすぇくぉせか 
けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ 
くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』ぇしす けす きせいっえくぇすぇ 
っおしこけいうちうは

′ぇょは 〈けくつっゃぇ
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]すっそぇく ╀けいぇょあうっゃ, ょなかゅけゅけ-
ょうてくうはす ょうさっおすけさ くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
きせいっえ, しおさけきくけ けこさっょっかは あうゃけすぇ しう 
おぇすけ ”あうゃけす, くぇゃはさくけ おぇすけ くぇ きくけゅけ 
ょさせゅう, ういこなかくっく し さぇょけしすくう きけきっく-
すう う くっこさうはすくけしすう, し せしこったう う すさせょ-
くけしすう, くけ くぇえ-きくけゅけ – し すさせょ, くけ 
あっかぇく う こけかっいっく”. ]かっょ しさっとぇすぇ しう 
くっゅけ, さぇいぉうさぇき, つっ っ ぉうか こさぇゃ. ╉ぇお-
すけ こけゃっつっすけ けす さなおけゃけょくうすっ おぇょさう 
くぇ „┿さしっくぇか” けす しさっょぇすぇ くぇ きうくぇかうは 
ゃっお, う すけえ っ いぇゃなさてうか おぇいぇくかなておうは 
きったぇくけすったくうおせき. ╀さけっくう ょくう しかっょ おぇすけ いぇゃなさすぇ さなつおうすっ 
くぇ そさっいきぇてうくぇ ゃ ういゃっしすくうは すけゅぇゃぇ „『った くぇ 《うかょあぇくけゃ”, 
ゅけ „こさうゃうおゃぇす” ゃ ゅさぇょしおうは おけきうすっす くぇ ╉けきしけきけかぇ, こけしかっ 
さぇぉけすう ゃ „》うょさぇゃかうおぇ”, おなょっすけ ういょぇゃぇ ゃっしすくうお „╆ぇゃけょ-
しおぇ ぉけさぉぇ”. ]なすさせょくうつう くぇ きっしすくうは こっつぇす, しすぇゃぇ しっおさっ-
すぇさ くぇ ╉かせぉぇ くぇ ょっえちうすっ くぇ おせかすせさぇすぇ おなき ¨ぉとうくぇすぇ 
う くぇすさせこぇか ょけしすぇすなつくけ けこうす ゃ すぇいう しそっさぇ, しっ ゃさなとぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” ゃ くけゃぇ さけかは – けすゅけゃぇさは いぇ おせかすせさくけ-きぇしけゃぇすぇ 
う ゃないこうすぇすっかくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ ╉けきぉうくぇすしおうは こさけそおけきうすっす. 
[ぇぉけすぇすぇ けこさっょっかっくけ きせ たぇさっしゃぇ, くけ こぇさすうはすぇ ゅけ こさぇとぇ ゃ 
さけょくぇすぇ 【うこおぇ おぇすけ しっおさっすぇさ くぇ きっしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは. 
〉しこったうすっ すせお しっ さっょせゃぇす し くっこさうはすくけしすう う ╀けいぇょあうっゃ しっ 
ゃさなとぇ けすくけゃけ ゃ „┿さっしぇくぇか”, おなょっすけ ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ 
しう っ ょうさっおすけさ くぇ きせいっは. ╁しなとくけしす, おぇおすけ しぇき こさういくぇゃぇ: 
”′ぇおさぇは ぉはた こさけしすけ っょうくしすゃっく せさっょくうお”.

╉ぇおすけ きくけゅけ ょさせゅう こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ, すけえ さぇぉけすう, けぉかぇょぇく 
けす っくすせしうぇいなき, あぇさ う ゃしっけす-
ょぇえくけしす, おけうすけ ゃ ょくってくけ ゃさっ-
きっ いゃせつぇす くぇうゃくけ, くけ こさっょう 
50-すうくぇ ゅけょうくう しぇ しきうしなかなす 
くぇ あうゃけすぇ いぇ たうかはょう, つっ う いぇ 
きうかうけくう たけさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
╁ しこけきっくうすっ きせ しぇ いぇこっつぇ-
すぇくう けぉうおけかおうすっ こけ けすょっかう 
う ちったけゃっ ゃ すなさしっくっ くぇ くけゃう 
あうゃう しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ そけくょぇ 
くぇ きせいっは う ちっくくう っおしこけくぇ-
すう, いぇぉさぇゃっくう こけ しおかぇょけゃっ う 
さぇそすけゃっ ゃ ちったけゃっすっ くぇ けゅさけ-
きくうは おけきぉうくぇす. 〈けつくけ すぇおぇ 
けすおさうゃぇす こなさゃうは ぉなかゅぇさ-

しおう ┿╉ – 47
‶なさゃうはす, ういちはかけ しゅかけぉっく し 
くぇてう つぇしすう,  „╉ぇかぇてくうお” くぇ-
きっさうかう  いぇぉさぇゃっく ゃ たさぇくう-
かうとっ くぇ ╆ぇゃけょ 1 こけ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ けす こさけういゃけょしすゃけ ゃっつっ 
ういかういぇか っょくけきうかうけくくうはす 
ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけきぇす, いぇ おけえすけ 
すけゅぇゃぇてくうはす ょうさっおすけさ ╉させき 
》さうしすけゃ こさっょゃうあょぇか しこっちう-
ぇかくけ すなさあっしすゃけ. ‶さけせつゃぇくっ 
こけ-おなしくけ こけおぇいぇかけ, つっ うきっく-
くけ いぇぉさぇゃっくうはす っおいっきこかはさ っ 
こなさゃうはす, しゅかけぉっく ういちはかけ けす 
ぇさしっくぇかしおう つぇしすう. ╀けいぇょあう-
っゃ こさういくぇゃぇ, つっ しぉうさおぇすぇ くぇ 
きせいっは くぇきっさうか おけきこかっおすoゃぇ-
くぇ けす こさっょてっしすゃっくうおぇ しう  ‶ぇ-
ゃっか ╉なくっゃ. „[っおかぇきくぇすぇ いぇかぇ 
くぇこさぇゃうたきっ こけ-おなしくけ し たせ-
ょけあくうつおぇすぇ ′っかう 》さうしすけゃぇ, 
しすぇくぇ ぉせおゃぇかくけ いぇ っょうく ょっく, 
いぇさぇょう うょゃぇくっすけ くぇ ょっかっゅぇ-
ちうは”, しこけきくは しう ╀けいぇょあうっゃ, 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ せこさぇゃかは-
ゃぇか ゃ こなさゃうは せ くぇし けさなあっっく 
そうさきっく きせいっえ こっさしけくぇか けす 5 
ょせてう. 
‶け こóつうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゅっ-
くっさぇかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき” ╇かうは ╂せくつっゃ 
こせしくぇか いぇこけゃっょ ょけ ゃしうつおう 
こさっょこさうはすうは ゃなゃ ╁‶╉: ょぇ しう 
くぇこさぇゃはす きせいっう, つっさこっえおう 
けこうすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ.
‶け けくけゃぇ ゃさっきっ ょぇ さぇいゅかっょぇす 
ぇさしっくぇかしおうは きせいっえ うょゃぇかう 
こけくはおけゅぇ う こけ 100 ょせてう くぇ 
ょっく – せつっくうちう, さぇぉけすくうちう, 
しすせょっくすう, おけかっゅう – けさなあっえくう-
ちう. ‶せしおぇかう ゅう くぇ こけさすぇかぇ し 
こさうょさせあうすっか こけ しうゅせさくけしすすぇ, 
くはおけえ - し うくすっさっし おなき ゃけっく-
くうすっ すぇえくう, ょぇ くっ しっ けすおかけくう 
けす ゅさせこぇすぇ. ╇ょゃぇかう ょぇあっ けす 

『あいそてあてあ う すとくかみ か すかねてあ くあ ╆そくあおきけかう

ょさせゅう ゅさぇょけゃっ, ょぇ くっ ゅけゃけさうき 
いぇ けそうちうぇかくうすっ ょっかっゅぇちうう. 
[ぇいぉうさぇ しっ, すせお っ ぉうか う ゃっかう-
おうはす おけくしすさせおすけさ ╉ぇかぇてくう-
おけゃ. ”¨さなあうっ ゃうくぇゅう とっ うきぇ, 
ょけおぇすけ うきぇ あうゃけす”, おぇいぇか すけえ 
こさっょ ょけきぇおうくうすっ.
》けさぇすぇ こけくはおけゅぇ しぇきう くけしっかう 
ょけおせきっくすう う ゃっとう いぇ きせいっは, ゃ 
けすゅけゃけさ くぇ こさういうゃうすっ いぇ うい-
ょうさゃぇくっ う けこぇいゃぇくっ くぇ ちっくくけ-
しすうすっ, おけうすけ さっょけゃくけ ゃなさゃっかう 
こけ さぇょうけせさっょぉぇすぇ  う けす ちった くぇ 
ちった. 〈ぇおぇ ょけてなか う ぇさたうゃなす くぇ 
うくすっさぉさうゅぇょうしすぇ ‶っすなさ ╈けく-
おけゃ, いぇゅうくぇか ゃ ╇しこぇくうは こけ 
ゃさっきっ くぇ ╂さぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえ-
くぇ. ╀さぇす きせ ょけくっしなか かうつくうは 
きせ ぇさたうゃ けす そさけくすぇ. 》うきうおなす 
╇ゃぇく ╉ぇいぇおけゃ ょけくっしなか こなお 
しゃうょっすっかしすゃけ くぇ ぉぇとぇ しう けす 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ておけかぇ いぇ ゃけっく-
くぇ こけょゅけすけゃおぇ  こさっい 1944-すぇ. 
╃うさっおすけさなす くぇ ぉぇさせすくうは 

いぇゃけょ, 
くっ しぇきけ ょけくっしなか ゃいさうゃけけこぇ-
しっく こさぇた いぇ きせいっは, くけ う ょぇか 
うくしすさせおちうう おぇお ょぇ しっ っおしこけ-
くうさぇ ぉっいけこぇしくけ. ¨す ゃしはおけ うい-
ょっかうっ きせいっはす うきぇ っおしこけくぇす, 
うきぇ ょぇくくう う いぇ ういしかっょけゃぇすっか-
しおぇすぇ ょっえくけしす – おぇすけ うしすけさうは-
すぇ くぇ „╃うしっこすうか”, ぉなかゅぇさしおうはす 
あっかぇすうく – ょうくぇきうす, かぇおけゃぇすぇ 
くうすさけちっかせかけいぇ.           
‶けくはおけゅぇ, さけゃっえおう ぇさたうゃうすっ 
けす ]けそうは, こさっい ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
]けこけす う  〈なさくけゃけ, ょうさっおすけさなす 
くぇ きせいっは すなさしっえおう っょくけ, こけ-
こぇょぇか くぇ しなゃしっき ょさせゅけ. ]ぉうさ-
おぇすぇ さぇしすっ. 
╁ さぇぉけすぇすぇ しう すせお, おぇおすけ くぇ-
ゃしはおなょっ, ╀けいぇょあうっゃ しかっょゃぇ 
くっ こさけしすけ こさうくちうこぇ, ぇ ょなか-
ぉけおけすけ しう せぉっあょっくうっ,  くぇせ-

つっくけ けす ぉぇとぇ きせ: ”〉ゃぇあぇゃぇえ 
つけゃっおぇ, ゃはさゃぇえ う こけきぇゅぇえ, 
おけかおけすけ きけあって くぇ たけさぇすぇ”. 
╁ ょくってくけすけ ゃさっきっ くぇ うくょう-
ゃうょせぇかうしすう ╀けいぇょあうっゃ くっ 
しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ しう ゃっさせの, 
すけつくけ けぉさぇすくけすけ – せぉっょっく っ, 
つっ あうゃけすなす し たうかはょくうは おけ-
かっおすうゃ くぇ „┿さしっくぇか” きせ っ 
こけおぇいぇか ょけぉさけすけ ゃ しうかぇすぇ くぇ 
おけかっおすうゃくうは あうゃけす. [ぇぉけ-
すっえおう おぇすけ こさっょしっょぇすっか くぇ 
おけきうしうは ゃ こさけそおけきうすっすぇ,  し 
ょっしっすおうすっ しぇきけょっえちう けす おけ-
かっおすうゃうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 
╀けいぇょあうっゃ ういこなかゃぇ あうゃけすぇ 
しう し こさっあうゃはゃぇくうは, いぇ  おけう-
すけ ょくっし とぇしすかうゃけ しう しこけきくは. 
¨さょっくうすっ „╉うさうか う ╋っすけょうえ” 
- こなさゃぇ しすっこっく いぇ しきっしっくうは 
おけきぉうくぇすしおう たけさけゃ しなしすぇゃ 
う すさっすぇ しすっこっく いぇ すぇくちけゃうは 
おけかっおすうゃ う すっぇすさぇかくぇすぇ すさせ-
こぇ, ╀けいぇょあうっゃ こさうっきぇ う おぇすけ 
しゃけう. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ おけきうしうは-
すぇ ゃ こさけそおけきうすっすぇ, おけはすけ すけえ 
さなおけゃけょう, けすゅけゃぇさは, けしゃっく いぇ 
いぇゃけょしおけすけ さぇょうけ, う いぇ 
ちはかぇ ょせいうくぇ  たせょけあくうちう 

くぇ とぇす 
ゃ おけきぉうくぇすぇ, う いぇ たせょけあっしす-
ゃっくぇすぇ しぇきけょっえくけしす, おけはすけ 
うきぇ 15 しなしすぇゃぇ: たけさ, ょせたけゃ 
けさおっしすなさ う すっぇすさぇかっく しなしすぇゃ, 
しないょぇょっくう けとっ こけ ちぇさしおけ 
ゃさっきっ, くぇさけょっく けさおっしすなさ, 
たけさ う すぇくちけゃ おけかっおすうゃ けす 
そけかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか, ょっす-
しおう ぇおけさょっけくっく けさおっしすなさ... 
╋っょぇかうすっ う けすかうつうはすぇ けす 
さっこせぉかうおぇくしおうすっ そっしすうゃぇ-
かう さぇょゃぇす ちっかうは おけきぉうくぇす, ぇ 
╀けいぇょあうっゃ しう しこけきくは し おぇおゃぇ 
きなおぇ

ういゃっあょぇす こなさゃぇすぇ ゅさせこぇ 
しぇきけょっえちう くぇ ╆ぇこぇょ, 

おけゅぇすけ ゃういうすぇすぇ くぇ すぇくちけゃうは 
しなしすぇゃ こさっい 1972-さぇ ゃ ╇しこぇ-
くうは, きうくぇゃぇ こさっい „うゅかっくうすっ„ 
せてう くぇ しかせあぉうすっ こけ しうゅせさ-
くけしす. ╇いはゃうすっ せ くぇし, くぇゅさぇょう-
すっ う おけくちっさすうすっ ゃ しすさぇくうすっ けす 
]╇╁ しぇ くっとけ, おけっすけ こさけしすけ っ 
ゃ さっょぇ くぇ くっとぇすぇ, こけ ゃさっきっ-
すけ, おけゅぇすけ ぇさしっくぇかしおうすっ しぇ-
きけょっえちう しぇ ゃしっ しさっょ こなさゃうすっ 
けす さぇぉけすっとうすっ ゃ きぇてうくけしすさけ-
っくっすけ, ぇ おけきぉうくぇすしおうはす こさけ-
そこさっょしっょぇすっか っ ゃ 『╉ くぇ こさけそ-
しなのいうすっ, しこけきくは しう し ゅけさょけしす 
╀けいぇょあうっゃ. 〈けえ くっ おさうっ さぇ-
ょけしすすぇ  けす しなこさうつぇしすうっすけ しう  
おなき せしこったうすっ くぇ ょゃうあっくうっすけ 
„′ぇしすぇゃくうちう”, ゃ おけっすけ けこうすくう 
きぇえしすけさう, しすぇさぇすっかくけ ういょう-
さっくう けす こさけそおけきうすっすぇ, こさっ-
ょぇゃぇす けこうすぇ しう くぇ きかぇょうすっ; 
けす こけいくぇくしすゃけすけ しう しなし いぇしかせ-
あうかうは きぇてうくけしすさけうすっか ┿くゅっか 
┿すぇくぇしけゃ, こなさゃけおかぇしっく てかぇえ-
そうしす; けす くぇせつっくけすけ ゃ しさっとうすっ 
し こさけそしなのいくうすっ かうょっさう ╃っ-
くぬけ ╃うきうすさけゃ, 〈けょけさ ╇ゃぇくけゃ 
う ‶っくつけ ╀せっゃ; けす こさうくけしぇ しう 
おなき けすおさうゃぇくっすけ くぇ こなさゃうは 
╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ; けす しこけさす-
くうすっ せしこったう ゃ „╆ょさぇゃう, しうか-
くう, さぇぉけすけしこけしけぉくう”, おけっすけ 
ぇさしっくぇかちう こっつっかはす すさう こなすう 
こけしかっょけゃぇすっかくけ う いぇすけゃぇ いくぇ-
きっすけ くぇ ょゃうあっくうっすけ けしすぇゃぇ 
こさう すはた.
╋うかう しこけきっくう ╀けいぇょあうっゃ 
こぇいう う けす さぇょけしすうすっ くぇ きかぇょう-
すっ しっきっえしすゃぇ, いぇ つうえすけ こなさゃう 
おかのつ  けす しけぉしすゃっく ょけき  こさけそ-
おけきうすっすなす こさぇゃう  しこっちうぇかっく 

こさぇいくうお. 
‶けかけゃうく ╉ぇいぇくかなお っ こけ-

しすさけっく けす „┿さしっくぇか”, 
おぇすっゅけさうつくう しぇ ちうそさうすっ, 
こさうこけきくっくう けす ]すっそぇく ╀けいぇ-
ょあうっゃ. 41 あうかうとくう ぉかけおぇ し 1 
554 ぇこぇさすぇきっくすぇ しぇ こけしすさけっ-
くう う こさっょぇょっくう いぇ こけかいゃぇくっ 
けす こさっょこさうはすうっすけ ょけ 1989 ゅけ-
ょうくぇ; 3 きかぇょっあおう けぉとっあうすうは 
し 425 かっゅかぇ しぇ くぇ さぇいこけかけあっ-
くうっ くぇ くぇつうくぇっとうすっ さぇぉけすくう-
ちう う しこっちうぇかうしすう, ょけてかう ょぇ 
さぇぉけすはす ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ょぇかっつ-
くう ゅさぇょけゃっ う しっかぇ. „┿さしっくぇか” 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ さぇいこけかぇゅぇ し 
かっつっぉくうちぇ しなし しっょっき おぇぉうくっ-
すぇ, しすぇちうけくぇさ う こさけそうかぇおすけ-
さうせき しなし 115 かっゅかぇ, こけつうゃくう 
ぉぇいう くぇ きけさっ う こかぇくうくぇ, しなし 
17 しすけかけゃú し 6 800 きっしすぇ. ]なし 
しさっょしすゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” しぇ こけ-
しすさけっくう 6 ょっすしおう ゅさぇょうくう ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ¨ゅさけきくぇすぇ しけちう-
ぇかくぇ ょっえくけしす っ ゃ さなちっすっ くぇ 
こさけそおけきうすっすぇ. 〈けえ けぉゅさうあゃぇ 
ょけさう しこけさすっく おかせぉ „〈けさこっ-
ょけ”, つうえすけ けさゅぇくういぇすけさ ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ こさっい 1978 ゅ. こけかせつぇゃぇ 
„¨さょっく くぇ すさせょぇ” – いかぇすっく.    
„′ぇこせしくぇた  „┿さしっくぇか” こさう こっく-
しうけくうさぇくっすけ しう こさっい 1998-きぇ 
ぉっい あっかぇくうっ, くけ しなさちっすけ きう 
けしすぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇとけすけ 
いぇ „┿さしっくぇか” しう きうしかは しぇきけ 
し かのぉけゃ う こさういくぇすっかくけしす”, っ 
くぇこうしぇか くぇ  しこっちうぇかっく かうしす, 
おけえすけ くっこさっきっくくけ ょなさあう ょぇ 
きう ょぇょっ くぇ すさなゅゃぇくっ, ぇさしっ-
くぇかっちなす し 30-ゅけょうてっく しすぇあ, 
]すっそぇく ╀けいぇょあうっゃ.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

¨くうかつてせけみて にとおそきせけさ 〉けさそしあ ′あちそう つてあせあ せあ 80 えそおけせけ

„╋けはす あうゃけす っ きくけゅけ うくすっさっしっく 
う いぇすけゃぇ ぇい しぇきうはす しう いぇゃうあ
ょぇき いぇ くっゅけ” – いぇはゃはゃぇ ′うおけ
かぇ ╆ぇさけゃ. ╁けかくうすっ ゅけょうくう  ゃ 
こかぇくうくぇすぇ, さぇぉけすぇすぇ けおけかけ けゃ
ちっすっ, ぉうすなす くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ, 
くけきぇょしおうはす  うき あうゃけす う ゃしうつおけ 
かうつくけ こさっあうゃはくけ - すけゃぇ しぇ けし
くけゃくう すっきう ゃ くっゅけゃうすっ おぇさすう
くう, ゃ おけうすけ いっかっくけすけ, しうくぬけすけ 
う ぉはかけすけ うょゃぇす  くぇこさぇゃけ けす 
こさうさけょぇすぇ. „╆ぇ きっく さうしせゃぇくっすけ 
っ くぇつうく ょぇ せゃっおけゃっつぇ ゃ こかぇす
くぇすぇ しう すけいう あうゃけす”, しこけょっかは 
╆ぇさけゃ, こなさゃうはす たせょけあくうお しさっょ 
おぇさぇおぇつぇくうすっ. ┿ ういおせしすゃけゃっょなす 
]すっそぇく 〈っくっゃ おぇいゃぇ: „′うおけかぇ 
╆ぇさけゃ こさっょかぇゅぇ はさおけ あうゃけこうし
くけ おけしきけこけかうすくけ ゃうあょぇくっ いぇ 
ぉぇかおぇくしおうは ぉうす. ‶けょけぉくけ くぇ 
【ぇゅぇか すけえ こさっしないょぇゃぇ しゃけっすけ 
ょっすしすゃけ う しゃけは あうゃけす こけ っょうく 
きくけゅけ, きくけゅけ っおしこかけいうゃっく う 
っきけちうけくぇかっく くぇつうく.〈けえ せしっとぇ 
こかぇくうくぇすぇ. 〈けゃぇ いぇ つせあょっくっち っ 
くっこけしすうあうきけ”. 
╋っつすぇすぇ きせ. ′ぇえ-しなおさけゃっ
くぇすぇ きせ きっつすぇ – ょぇ ういこなか
くう ょなかゅぇ しう おなき しゃけは っすくけし, 
ょぇ くぇさうしせゃぇ ういおかのつうすっかくけ 
おさぇしうゃうは う くっこけゃすけさうき あう
ゃけす くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ.
╄ょくぇ けしなとっしすゃっくぇ きっつすぇ.                                                                                     
╃っすしすゃけすけ. [けょっく っ くぇ 22 
きぇえ 1931 ゅ. ゃ ╀ぇかおぇくぇ くぇょ 
╉ぇさかけゃけ. ╀うか っ ょゃっゅけょう
てっく, おけゅぇすけ こぇょぇ けす おけく ゃ 
30-きっすさけゃぇ こさけこぇしす – おけくはす 
いぇゅうゃぇ, くけ ぉなょっとうはす たせょけあ
くうお けちっかはゃぇ. ╁ あうゃけこうしくぇすぇ 
こかぇくうくぇ きうくぇゃぇす こなさゃうすっ 
ゅけょうくう けす ょっすしすゃけすけ きせ.                                                                                                                            
╁ 【うこおぇ. [けょうすっかうすっ きせ しう 
おせこせゃぇす おなとぇ う しっ いぇしっかゃぇす  
ゃ し. 【うこおぇ. ′うおけかぇ いぇゃなさて
ゃぇ こさけゅうきくぇいうは, おぇすけ しなとっ
ゃさっきっくくけ こぇしっ けゃちっすっ くぇ 
ぉぇとぇ しう う くっこさっおなしくぇすけ さう
しせゃぇ. ′ぇしかっょうか っ きせいうおぇか
くうは すぇかぇくす う ゅかぇしぇ くぇ ぉぇとぇ 
しう. ]ゃうさう  くぇ おぇゃぇか.                                                                                                      
]なょぉけゃくぇすぇ しさっとぇ. ╂けかっ
きうはす きせ こなす おなき ういおせしすゃけすけ 
すさなゅゃぇ けす っょくぇ しさっとぇ こさっい 
1949 ゅ. くぇ ゃさなた 【うこおぇ, おなょっ
すけ きぇかおうはす たせょけあくうお ういかぇゅぇ 
くはおけかおけ しゃけう おぇさすうくう. ╃ぇさ
ぉぇすぇ きせ けすおさうゃぇ  こさぇすっくうおなす 
くぇ ゃ. „‶さぇゃょぇ”,  させしおうはす あせさ
くぇかうしす ╃ぇゃうょ ╆ぇしかぇゃしおう. 〈ぇいう 
しさっとぇ こさっょけこさっょっかは すゃけさつっ
しおうは きせ こなす.                                                                                         
¨ぉさぇいけゃぇくうっすけ. ‶さっい 1951 
ゅ. ′うおけかぇ ╆ぇさけゃ いぇゃなさてゃぇ 
こなさゃうは ゃうこせしお くぇ  ]けそうえ
しおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇ
いうは, ぇ しかっょ すけゃぇ う ┿おぇょっきう
はすぇ こさう こさけそ. ╇かうは ‶っすさけゃ, 
しこっちうぇかくけしす „あうゃけこうし”. ╀うか 
けすかうつっく しすせょっくす, くっ ょけこせし
おぇか くぇ くうおけゅけ ょぇ ゅけ ういこさっ

ゃぇさう こけ せしこった. ‶さっい 1974 ゅ. 
こけ さってっくうっ くぇ ╉けきうすっすぇ いぇ 
おせかすせさぇ っ ういこさぇすっく くぇ っょくけ
ゅけょうてくぇ しこっちうぇかういぇちうは  ゃ 
╊っくうくゅさぇょ う ゃ ]せさうおけゃしおうは 
うくしすうすせす ゃ ╋けしおゃぇ.                                                                                                    
[ぇぉけすぇすぇ. ¨す 1963 ゅ. うい
ゃっしすくけ ゃさっきっ っ せつうすっか ゃ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ.  ‶さっい しかっょゃぇとうすっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう っ たせょけあくうお  
くぇ しゃけぉけょくぇ こさぇおすうおぇ, しかっょ 
おけっすけ っ こなさゃうはす せつうすっか こけ 
あうゃけこうし, おけきこけいうちうは う さう
しせゃぇくっ ゃ しないょぇょっくぇすぇ こさっい 
1968 ゅ. 》せょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇ
いうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. 20 ゅけょうくう けす 
あうゃけすぇ きせ とっ こさっきうくぇす しさっょ 
せつっくうちうすっ きせ, し すはた っ ぉうか くっ 
しぇきけ こさっい ょっくは, くけ う ゃっつっさ
すぇ, こけつすう こさっい ちはかけすけ ょっ
くけくけとうっ. „╀はた うき せつうすっか う 
ゃないこうすぇすっか, すっ ぉはたぇ おぇすけ きけう 
ょっちぇ”, しこけきくは しう ょくっし ╆ぇさけゃ 
う ょけこなかゃぇ, つっ くっ しぇきけ こさっ
こけょぇゃぇすっかしおぇすぇ さぇぉけすぇ っ けす 
いくぇつっくうっ. ]こけさっょ くっゅけ ”おさぇ
しけすぇすぇ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ 
ゃないこうすぇゃぇ っしすっすうつっしおう ゃおせし 
う さっぇかうしすうつくけ きうしかっくっ”.                                                                                 
‶けしかっょけゃぇすっかうすっ. ′っゅけ
ゃう ゃないこうすぇくうちう しぇ きくけゅけ けす 
ういはゃっくうすっ しなゃさっきっくくう たせ
ょけあくうちう:  こさけそ. ╁うたさけくう 
‶けこくっょっかつっゃ, ういおせしすゃけゃっ
ょおぇすぇ ]ゃっすかぇ ╋けしおけゃぇ, ぉうゃ
てうはす いぇき.-きうくうしすなさ くぇ おせか
すせさぇすぇ ╂ぇくつけ ╉ぇさぇぉぇょあぇおけゃ,  
ょけち. ╀うしっさ ╃ぇきはくけゃ, 〈けょけさ 
〈っさいうっゃ, ┿かぉっくぇ ╋うたぇえかけ
ゃぇ, ]くっあぇくぇ ]かぇゃけゃぇ,  ‶っすおけ 
╋けしおけゃ う ょさ. ‶けつすう ゃしうつおう 
しすぇさけいぇゅけさしおう たせょけあくうちう しぇ 
せつうかう こさう くっゅけ, しさっょ すはた しぇ 
╀けすぬけ ╀けすっゃ, ]かぇゃう 〈っくっゃ, 
╁ぇかぬけ ╃けくつっゃしおう.                                                                                
╉ぇつっしすゃぇすぇ, おけうすけ ゅけ ゃない
たうとぇゃぇす – けこすうきういきなす, すさせ
ょけかのぉうっすけ, こけしすけはくしすゃけすけ, 
くっこさうきうさうきけしすすぇ – せ しっぉっ しう 
う ゃ ょさせゅうすっ. 
╉ぇおゃけ っ すせぉういなき? 〈けゃぇ 
っ せくうおぇかっく きっすけょ ゃ ういおせ
しすゃけすけ, しないょぇょっく けす ′うおけかぇ 
╆ぇさけゃ. 〈けえ っ こなさゃうはす たせ
ょけあくうお ゃ ╀なかゅぇさうは, おけえすけ 
いぇこけつゃぇ ょぇ さうしせゃぇ くぇこさぇゃけ し 
すせぉうすっ ゃなさたせ こかぇすくけすけ. 〈けゃぇ 
けすおさうすうっ しすぇゃぇ しなゃしっき しかせ
つぇえくけ. ╉けゅぇすけ ぉうか くぇ こさぇお
すうおぇ ゃ ╋っかくうお し せつっくうちう けす 
おぇいぇくかなておぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ 
ゅうきくぇいうは う ういかっいかう くぇ  こかっ
くっさくけ さうしせゃぇくっ おさぇえ ゅさぇょぇ, 
╆ぇさけゃ けすゃけさうか おせすうはすぇ う ゃう
ょはか, つっ つっすおうすっ きせ ゅう くはきぇ 
- しかっょ おぇすけ ゅう ういきうか ゃっつっさ
すぇ, いぇぉさぇゃうか ょぇ ゅう ゃいっきっ. ╇ 
いぇこけつくぇか ょぇ さうしせゃぇ くぇこさぇゃけ 
けす すせぉうすっ ... ╆ぇ こけかけゃうく つぇし 
くぇさうしせゃぇか こなさゃうは しう こっえ
いぇあ, ぇ ょっちぇすぇ いぇこけつくぇかう ょぇ 

しおぇつぇす う ょぇ ゃうおぇす „╄ゃさうおぇ! 
╄ゃさうおぇ!”.  ╃くっし すけいう しすうか しっ 
くぇさうつぇ すせぉういなき - さうしせゃぇくっ 
し すけつおう うかう し すせぉぇすぇ し ぉけは. 
』さっい くっゅけ しっ こけしすうゅぇす こかなす
くけしす う さっかっそくけしす くぇ すゃけさぉぇ
すぇ, ういおかのつうすっかくぇ つうしすけすぇ くぇ 
すけくけゃっすっ. 〈せぉういきなす こさうょぇゃぇ 
しうかくぇ ょうくぇきうつくけしす くぇ おぇさすう
くぇすぇ, いぇとけすけ ちゃっすけゃっすっ くっ しっ 
しきっしゃぇす, ぇ いぇこぇいゃぇす はさおけすけ しう 
ゃいぇうきけょっえしすゃうっ.  ] すぇいう すった
くうおぇ ′うおけかぇ ╆ぇさけゃ こさけきっくは 
くっ しぇきけ しゃけはすぇ あうゃけこうし, ょさせ
ゅう たせょけあくうちう しなとけ ゃないこさう
っきぇす きっすけょぇ う ょくっし すけえ うきぇ 
きくけゅけ こけしかっょけゃぇすっかう.                                                                                                
╇いかけあぉうすっ. ╉さぇしうゃう おぇさぇ
おぇつぇくしおう くっゃっしすう, けゃつぇさう, 
ょっちぇ; ちはかぇ しっさうは けす しゃぇす
ぉう; こけさすさっすう, おけきこけいうちうう, 
ぇおゃぇさっかう, くぇすのさきけさすう, ぉう
すけゃう う こっえいぇあくう こかぇすくぇ... 
′うおけかぇ ╆ぇさけゃ うきぇ ういおかのつの
つうすっかくけ たぇさぇおすっさっく こけつっさお 
ゃ あうゃけこうしすぇ - ういゃっしすっく っ し 
ゅけかはきけそけさきぇすくうすっ しう  おぇさ
すうくう. ‶なさゃぇすぇ きせ ういかけあぉぇ 
っ こさっい 1971 ゅ. ゃ ]ぇかけくぇ くぇ 
ういおせしすゃぇすぇ ゃ ′╃╉. ]かっょゃぇす 
くぇょ 20 しぇきけしすけはすっかくう うい
かけあぉう う きくけゅけ せつぇしすうは ゃ うい
かけあぉう: ゃ 【うこおぇ, ╉ぇいぇくかなお, 
]かうゃっく, ]けそうは, ┿すうくぇ, ╋けし
おゃぇ, ゃ ┿ゃしすさうは, ╋ぇおっょけくうは, 
【ゃっえちぇさうは. ‶さっい 2000 ゅ. ゃ 
╃╉ „┿さしっくぇか” ぉはたぇ こけょさっょっ
くう 30 せくうおぇかくう こかぇすくぇ くぇ 
たせょけあくうおぇ, けすさぇいはゃぇとう こけ
しかっょくうすっ ゅけょうくう けす くけきぇょ
しおうは あうゃけす くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けゅぇゃぇ ]ゃっすかぇ 
╋けしおゃぇ – ういおせしすゃけゃっょ, ゃない
こうすぇくうつおぇ くぇ ′うおけかぇ╆ぇさけゃ, 
ゃないおかうおくぇ: „〈ぇおぇゃぇ ういかけあぉぇ 
くはきぇ くうおなょっ ゃ しゃっすぇ!”                                                                                                                              
╋けうすっ きっょぇかう しぇ きけうすっ 
せつっくうちう, おぇいゃぇ ゅけかっきう
はす たせょけあくうお ′. ╆ぇさけゃ. ¨とっ 
おぇすけ しすせょっくす, くぇ V┶┶ ]ゃっすけ
ゃっく そっしすうゃぇか くぇ きかぇょっあすぇ 
う しすせょっくすうすっ ゃなゃ ╁うっくぇ,  
こけかせつぇゃぇ いかぇすっく きっょぇか いぇ 
おぇさすうくぇすぇ しう „╉ぇゃぇかょあうは”. 
‶さっい ゅけょうくうすっ っ こけかせつぇゃぇか 
きくけゅけ ょうこかけきう, ゅさぇきけすう う 
ょさせゅう けすかうつうは. ‶さっい 1976 ゅ.  
いぇ しゃけはすぇ こさっこけょぇゃぇすっかしおぇ 
ょっえくけしす っ くぇゅさぇょっく し けさょっく 
„╉かうきっくす ¨たさうょしおう”.                                                                                                                      
╃ぇ ょぇさうて ういおせしすゃけ. ╋くけゅけ 
けす おぇさすうくうすっ しう たせょけあくうおなす 
っ こけょぇさうか くぇ ゅさ.【うこおぇ. ╉ぇさ
すうくうすっ, くぇさうしせゃぇくう こけ ゃさっきっ 
くぇ しこっちうぇかういぇちうはすぇ しう ゃ ╋けし
おゃぇ, ╆ぇさけゃ こけおぇいゃぇ くぇ ういかけあ
ぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う こけょぇさはゃぇ くぇ 
せつうかうとぇ, おかせぉけゃっ う けぉとっしす
ゃっくう けさゅぇくういぇちうう. ‶けょぇさっくう 
けす くっゅけ おぇさすうくう ょくっし しぇ こさう
すっあぇくうっ くぇ ‶さっいうょっくすしすゃけすけ 

う ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせ
さぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, くぇ ゅさなちおけすけ 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ おせかすせさぇすぇ, 
くぇ ╉けくしせかしすゃけすけ ゃ ‶かけゃょうゃ. 
‶け ゃさっきっ くぇ こけしっとっくうっすけ しう 
ゃ ╀なかゅぇさうは くぇ 3 きぇさす 2008 ゅ. 
╁かぇょうきうさ ‶せすうく こけかせつう おぇすけ 
こけょぇさなお おぇさすうくぇすぇ „╀さぇす
しすゃけ” – うょっはすぇ, おけきこけいうちうはすぇ 
う ちゃっすけゃけすけ さってっくうっ しぇ くぇ 
′うおけかけゃ ╆ぇさけゃ, ぇ ういこなかくっくう
っすけ くぇ しうくぇ きせ ┿こけしすけか.                                                                                                
]っきっえしすゃけすけ. ′っういきっくくぇ 
しこなすくうちぇ ゃ あうゃけすぇ う ゃ ういおせ
しすゃけすけ くぇ ゅけかっきうは たせょけあくうお 
っ しなこさせゅぇすぇ きせ ╇かうくぇ ╆ぇさけ
ゃぇ, いぇゃっあょぇとぇ ぉうぉかうけすっおぇ
すぇ いぇ たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇ
すせさぇ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃. ╃っちぇすぇ 
きせ しぇ くぇしかっょうかう すぇかぇくすぇ くぇ 
ぉぇとぇ しう – ╋うかっくぇ っ ゃっつっ せす
ゃなさょっく たせょけあくうお ゃ ╂なさちうは, 
ぇ ┿こけしすけか っ しさっょ ういはゃっくうすっ 
きかぇょう たせょけあくうちう くぇ ╉ぇいぇく
かなお – しぇきけ こさっょう ょくう すけえ 
こさっょういゃうおぇ うくすっさっしぇ くぇ ちっ
くうすっかうすっ くぇ ういおせしすゃけすけ しなし 
しゃけは  しぇきけしすけはすっかくぇ ういかけあ
ぉぇ ゃ ╊けくょけく. „〈っ ういさぇしくぇ
たぇ ゃ すゃけさつっしおぇ ぇすきけしそっさぇ, 
しさっょ さぇきおう, こかぇすくぇ, ぉけう う 
きうさうし くぇ すっさこっくすうく” – すぇおぇ 
╆ぇさけゃ けぉはしくはゃぇ すゃけさつっしおうは 
ゅっく, こさっょぇょっく くぇ しうくぇ う ょな
とっさはすぇ きせ. ┿, おぇおすけ ういゅかっあ
ょぇ, ゃくせちうすっ きせ ╉さうしすうくぇ う 
′うおけかぇ, せつぇしすゃぇかう ゃっつっ ゃなゃ 
そぇきうかくぇ ういかけあぉぇ, しなとけ とっ 
こさけょなかあぇす こなすは くぇ ょはょけ しう.                                                                 
]っくすっくちううすっ くぇ ′うおけかぇ 
╆ぇさけゃ. 〈けえ くっ ゅう ういきうしかは 
こさっょくぇきっさっくけ う ちっかっくぇしけ
つっくけ. 〈けえ こさけしすけ すぇおぇ ゅけゃけ
さう, し そさぇいう う し すゃけさつっしおう 
う あうすっえしおう こさぇゃうかぇ, おけうすけ 
ぉうたぇ きけゅかう ょぇ しなしすぇゃはす くぇ

さなつくうお こけ あうゃけす う ういおせしすゃけ:                     
- ┿おけ くっ しう つっしすっく ゃ ういおせしすゃけ
すけ, かなあって こなさゃけ しっぉっ しう.                                                     
- ╃せきぇすぇ „すゃけさっち” ゃぇあう いぇ 
ゃしうつおう こさけそっしうう.
- 〈けゃぇ, おけっすけ おぇさぇ つけゃっお ょぇ 
すゃけさう, っ ゃなすさっ ゃ くっゅけ.
- 〈ぇかぇくすなす – すけゃぇ っ ょぇ しないょぇ
ょって くっとけ しぇきけ  すゃけっ, ぇ くっ ょぇ 
こけゃすぇさはて ょさせゅうすっ.
- ┿おけ けすおさぇょくって う こさうっきって 
こけいょさぇゃかっくうは いぇ せしこったうすっ しう, 
こけょかけしすすぇ すう しすぇゃぇ こけ-ゅけかはきぇ.
- ╉ぇすけ っ こさっょけこさっょっかっく ょぇ 
こさぇゃう くっとけ, つけゃっお ゅけ こさぇゃう, 
ぉっい ょぇ ゅけ おぇさぇ くはおけえ.
- ╉けかおけすけ こけゃっつっ かのぉけゃ ょぇゃぇて 
くぇ ういおせしすゃけすけ, すけかおけゃぇ こけゃっつっ 
すけ すう しっ けすぉかぇゅけょぇさはゃぇ.
- ╁ すけいう しゃはす ゃしうつおけ っ しないょぇ
ょっくけ けす こけいうすうゃくけ きうしかっとう
すっ たけさぇ.
╀なかゅぇさうは, ]すぇさぇ こかぇくうくぇ う 
【うこつっくしおうは ぉぇかおぇく くっ ぉう しきっ
くうか いぇ くうおけは ょさせゅぇ しすさぇくぇ.╆ぇさけゃ 
しつうすぇ, つっ しゃけはすぇ しかぇゃぇ ╉ぇいぇくかなお 
ょなかあう う くぇ しゃけうすっ たせょけあくうちう.                                                                                                                           
]ぇきうはす すけえ  しっ しきはすぇ いぇ せしこはか たせ
ょけあくうお. ╉ぇすっゅけさうつくけ すぇおぇ しきは
すぇす う しこっちうぇかうしすうすっ.  ̈ す きけきつっ, 
ういさぇしくぇかけ ゃ ╀ぇかおぇくぇ, けす くうとけ
すけ, おぇおすけ おぇいゃぇ すけえ,  っ くぇこさぇゃうか 
くっとけ. „]っゅぇ さぇいぉうさぇき, つっ おけゅぇ
すけ しなき ぉうか くぇえ-ぉっょっく, ゃしなとくけしす 
しなき ぉうか くぇえ-ぉけゅぇすうはす. ╁しうつおけ, 
おけっすけ しなき こさっあうゃはか う いぇこっつぇ
すぇか ゃ こぇきっすすぇ しう, しなき こさっくっ
しなか ゃなさたせ こかぇすくぇすぇ しう. ╆ぇすけゃぇ 
しぇき いぇゃうあょぇき くぇ あうゃけすぇ しう”.                                                                                                                            
〈けいう あうゃけす くっ しっ こけぉうさぇ ゃ っょうく 
さぇいおぇい うかう しこけきっく. 〈けいう 80-ゅけ
ょうてっく あうゃけす つぇおぇ しゃけは そうかき 
うかう しゃけはすぇ おくうゅぇ...

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

んëïñÖí¿ï¡ó çñïöó

がだでどだざぞだ ぢづぎがでどんゑéぞぎ ぞん „んづでぎぞんず“ 
ぞん ごげずだぐぎぞごぎどだ IDEF 2011
‶さうおかのつう こけさっょくけすけ きっあょせくぇさけょ-
くけ ういかけあっくうっ, ゃ おけっすけ “┿さしっくぇか” 
┿╃ こさっょしすぇゃう しゃけは こさけょせおちうは.
¨す 10 ょけ 13 きぇえ ╇しすぇくぉせか ょけきぇおうく-
しすゃぇ っょくけ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃ-
くう ういかけあっくうは くぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ 
う すったくけかけゅうう IDEF (International 
Defence Industry Fair). 〈けゃぇ ういかけ-
あっくうっ しっ こさけゃっあょぇ こさっい ゅけょうくぇ, 
いぇ 10-すう こなす ゃ 〈せさちうは, けす おけうすけ こけ-
しかっょくうすっ ょゃっ ゃ ╇しすぇくぉせか.
╇しすぇくぉせかしおうはす ういかけあぉっく ちっくすなさ 
しなぉさぇ けぉとけ 539 そうさきう けす 44 ょなさ-
あぇゃう,  きっあょせ おけうすけ: Finmeccanica 
- ╇すぇかうは, FN Herstal - ╀っかゅうは, Glock 
- ┿ゃしすさうは, ┿〈╉ - ]┿】, Beretta - 
╇すぇかうは う ょさ.
¨しゃっく けす „┿さしっくぇか” ┿╃, ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ ゃけっくくぇ こさけきうてかっくけしす ぉっ こさっょ-
しすぇゃっくぇ けす: ╁╋╆ - ]けこけす, „╃せくぇさうす“ 
┿╃ - [せしっ, ╇くしすうすせす こけ きっすぇかけいくぇ-
くうっ - ╀┿′, „]ぇきっか 90“ ┿╃ - ]ぇきけ-
おけゃ, „』っさくけ きけさっ“ ┿╃ - ╁ぇさくぇ.
╁なこさっおう つっ ぉっ さぇいこけかけあっく くぇ くぇえ-
ゅけかはきぇ こかけと けす ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう 
こさっょこさうはすうは, とぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ 
すさせょくけ こけぉさぇ くぇょ 70-すっ ういかけあぉっくう 
っょうくうちう けす かっおけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ 
(こうしすけかっす „┿さしっくぇか - ╉けきこぇおす“, すさう 

きけょうそうおぇちうう ぇゃすけきぇすう, こったけすくぇ 
おぇさすっつくうちぇ くぇ すさうくけゅぇ), くはおけかおけ 
すうこぇ ゅさぇくぇすけきっすう, さぇいかうつくう ゃう-
ょけゃっ ぉけっこさうこぇしう う ょさ. 〈けいう そぇおす 
っ くぇこなかくけ けぉはしくうき, おぇすけ しっ うきぇ 
こさっょゃうょ ぉけゅぇすぇすぇ う さぇいくけけぉさぇいくぇ 
こさけょせおすけゃぇ かうしすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. 
》うすなす ういきっあょせ ういかけあっくうすっ っおしこけ-
くぇすう ぉってっ こけおぇいぇくうはす いぇ こなさゃう こなす 
40た46 mm しぇきけしすけはすっかっく ゅさぇくぇすけ-
きっす. ¨しすぇくぇかぇすぇ つぇしす けす ゃくせてうすっか-
くうは ぇしけさすうきっくす けす ういょっかうは ぉってっ 
こけおぇいぇく つさっい さっおかぇきくう こけしすっさう う 
おけきこかっおす ぉさけてせさう.
┿さしっくぇかしおうはす こぇゃうかうけく ぉってっ 
こけしっすっく けす きくけゅけ つせあょっしすさぇくくう 
ょっかっゅぇちうう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きう-
くうしすっさしすゃぇ くぇ けすぉさぇくぇすぇ う ぇおさっ-
ょうすうさぇくう すなさゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ, けす 
おけくおせさっくすくう そうさきう う うくょうゃうょせぇか-
くう こけしっすうすっかう. ╇いおかのつうすっかくけ ぉっ 
けすくけてっくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっ-
かっゅぇちうは けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けす-
ぉさぇくぇすぇ, ゃけょっくぇ けす きうくうしすなさ ┿くの 
┿くゅっかけゃ.
]なし しこっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ おなき ゃしっ-
おう, こさけはゃうか うくすっさっし おなき ぇさしっ-
くぇかしおうすっ っおしこけくぇすう, しっ けすくっしけたぇ 
くぇてうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ういかけあっ-

くうっすけ: ‶っすぬけ ┿しっくけゃ う ╇ゃぇ ╇ゃぇ-
くけゃぇ けす けすょっか ╀ういくっし さぇいゃうすうっ 
くぇ „┿さしっくぇか 2000“, ]うきけ 『けくおけゃ 
- ょうさっおすけさ くぇ ╀ぇいぇ いぇ さぇいゃうすうっ う 
ゃくっょさはゃぇくっ ぉけっこさうこぇしう, 〈うたけきうさ 
┿ゃさぇきけゃ - いぇき. ょうさっおすけさ こけ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ いぇゃけょ 1 う ╊のぉけきうさ 
╆ょさぇゃつっゃ - おけくしすさせおすけさ ゃ いぇゃけょ 1.
‶け こけゃけょ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ „┿さ-
しっくぇか” ゃ IDEF 2011 ‶っすぬけ ┿しっくけゃ 
しこけょっかう, つっ  おぇすけ ゃしはおけ きっあょせくぇ-
さけょくけ ういかけあっくうっ,  う IDEF 2011 っ 
こけしすぇゃうかけ くぇ ういこうすぇくうっ かうょっさ-
しおうすっ, けさゅぇくういぇちうけくくうすっ う おけきせ-
くうおぇすうゃくうすっ せきっくうは くぇ しこっちうぇかう-
しすうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 〈けえ しつうすぇ, つっ 
ゅさせこぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ っ こさけはゃうかぇ  
くっけぉたけょうきうは すなさゅけゃしおう こさけそっ-
しうけくぇかういなき う ょけぉさぇ っおうこくぇ さぇ-
ぉけすぇ, くけ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ しきはすぇ, つっ 
ゃうくぇゅう きけあっ こけゃっつっ う うきっくくけ すけゃぇ 
きけすうゃうさぇ ゃしうつおう.
╊のぉけきうさ ╆ょさぇゃつっゃ いぇ こなさゃう こなす 
っ ぉうか くぇ すぇおけゃぇ ういかけあっくうっ う っ 
きくけゅけ ゃこっつぇすかっく. „〈させょくけ きう っ ょぇ 
ゅけ けぉはしくは, おぇいゃぇ すけえ. ╇きぇてっ せくう-
おぇかくう とぇくょけゃっ う ゃうょはた しすさぇたけすっく 
くぇこさっょなお ゃ けさなあっえくぇすぇ こさけきうて-
かっくけしす, くけ „┿さしっくぇか“ こけ くうとけ くっ 

けすしすなこゃぇてっ くぇ „おかぇしうちうすっ“ ゃなゃ ゃけ-
っくくぇすぇ うくょせしすさうは. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ 
いぇ すけゃぇ ぉってっ くっしすうたゃぇとうはす うくすっさっし 
おなき くぇし. ╆ぇ きっく くぇえ-うくすっさっしくう ぉはたぇ 
くけゃうすっ おけくしすさせおすけさしおう さってっくうは, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ぉぇいぇ いぇ せしな-
ゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ くぇてうすっ ういょっかうは”.
┿ しこけさっょ 〈うたけきうさ ┿ゃさぇきけゃ こさっょ-
しすぇゃっくうすっ ういょっかうは けす „┿さしっくぇか“ 
くぇ ういかけあっくうっすけ ゃ ╇しすぇくぉせか くっ しぇ 
けすしすなこゃぇかう くぇ くうすけ っょくぇ けす おけく-
おせさっくすくうすっ そうさきう ゃ ぉさぇくてぇ しなし 
しすさっかおけゃけ けさなあうっ う ぉけっこさうこぇしう.   
„¨ゅさけきっく うくすっさっし こさっょういゃうおぇ くぇ-
てうはす 40た46 mm しぇきけしすけはすっかっく 
ゅさぇくぇすけきっす しなし しゃけはすぇ ゃういうは う 
おけくしすさせおちうは, こけ-ょけぉさぇ けす すぇいう くぇ 
そうさきぇ おぇすけ FN Herstal – ╀っかゅうは.”, 
いぇはゃう ┿ゃさぇきけゃ う ょけこなかくう: „[ぇょゃぇ 

きっ すけゃぇ, つっ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ こけょ-
ょなさあぇきっ ょけしすぇすなつくけ ゃうしけおけ くうゃけ う 
しきっ そうさきぇ, し おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しな-
けぉさぇいはゃぇす おけくおせさっくすう う すなさゅけゃちう”.
╁しはおけ ういかけあっくうっ っ ょっきけくしすさぇ-
ちうは くぇ くけゃう こけしすうあっくうは, くぇ くけゃう 
すったくうおう う すったくけかけゅうう, くけ いぇっょくけ 
し すけゃぇ う ゃないきけあくけしす ょぇ しっ つっさ-
こう けこうす, ょぇ しっ こさぇゃはす しなこけしすぇゃおう 
し ょさせゅう そうさきう,  ょぇ しっ けしなとっしすゃう 
こさけょせおすけゃけ こさけせつゃぇくっ,  ょぇ しっ そうお-
しうさぇす こさうけさうすっすうすっ くぇ こぇいぇさぇ う ょぇ 
しっ こさけゃけおうさぇ うくすっさっしなす くぇ こけすっく-
ちうぇかくうすっ おかうっくすう.
‶さっょしすけはす ぇくぇかういう, ょうしおせしうう, くけゃう 
こさっょかけあっくうは.
╇ くけゃう くぇょっあょう.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

】ぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃

╁さなつゃぇくっ くぇ こけいさぇゃうすっかっく ぇょさっし くぇ のぉうかはさぇ ゅっく. 
こさけそ. ╂. ╉さなしすうくけゃ - 1985 ゅ.

]すっそぇく 
╀けいぇょあうっゃ

′うおけかぇ ╆ぇさけゃ くぇ けすおさうゃぇくっ くぇ くっゅけゃぇ ういかけあぉぇ 
ゃ ]ぇかけくぇ くぇ ういおせしすゃぇすぇ ゃ ′╃╉ - ]けそうは

】うあきあかすけ  あちつかせあしぬけ, 
つうすぇすっかう くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”!
〈けいう ゃっしすくうお っ ゃぇて,  しないょぇょっく けす ゃぇし, すなえ おぇすけ けすさぇいはゃぇ 
ゃぇてうは ょっかくうお う こさぇいくうお. 
╄すけ いぇとけ さっょおけかっゅうはすぇ くぇ ょさぇゅけ しなさちっ とっ ぇこかけょうさぇ 
ゃしはおぇ ゃぇてぇ うくうちうぇすうゃぇ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ うかう こけきけと, 
うょっう う こさっこけさなおう, おけうすけ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ くぇこさぇゃはす ゃっしす
くうおぇ くう うくすっさっしっく, つっすっく  う こさっょこけつうすぇく こさっょ ゃしうつおう 
けしすぇくぇかう. 
】っ ょぇょっき こけかっ いぇ ういはゃぇ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さ
しっくぇか ” う くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう /う くっ しぇきけ/ すぇかぇくすう くぇ 
こっさけすけ, たせきけさぇ う おぇさうおぇすせさぇすぇ. 
〈なさしっすっ くう いぇ ょけぉさけ う かけてけ, いぇ こけきけと うかう ぉかぇゅけょぇさくけしす 
おなき くはおけゅけ , けすいけゃぇか しっ ゃ すさせょっく  いぇ ゃぇし きけきっくす. 
╆ぇ ゃさないおぇ し くぇし こけかいゃぇえすっ しかっょくうすっ すっかっそけくう: 
0882 987 012, 0882 987 013, 0882 987 014 うかう 
0431/6 32 83
】っ くう けすおさうっすっ う くぇ ゃすけさうは っすぇあ, しすぇは 2 ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ „┿さしっくぇか” /』っさゃっくうは しぇかけく/.
¨つぇおゃぇきっ ゃう!  

╇かてかちあせけ: ╇かつかしけせあ ╉かちうけのかうあ-  くあ うかつてせけさあ 
せあ あちつかせあしぬけ: たちかおけ け つかえあ
╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: ¨うあせ ╅うちあすそう そて くあうそお 2
》かうかぬひて ╇かつかしけせ 〈あちけせそう: ¨くたみに „[そえあてそ いみに 
そうねあちねか” せあ 6,  つ さひつけ たあせてあしそせけ け てけちあせてけ
【あこせそ そちひきけか: ╉ひちくそつて け さちあつそてあ つ 》しあすかせあ 
╆そせかうあ 
』あすそ くあ きかせけ: [あさ おあ たそくせあかてか さちひのさあねひて   
う さひはけ 
【かくけ そはか すせそえそ けせてかちかつせけ つてあてけけ けせてかちうま-
てあ, ねかてかてか う いちそこ 4 せあ 【ちけいとせあ ╅ちつかせあし,   
10-てけ ませけ 
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〈は  しっ つせゃしすゃぇ ゃっょさけ ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ, きぇ-
おぇさ すけゃぇ ょぇ っ くぇえ-くっゃっさけはすくけすけ, おけっすけ 
きけあっ ょぇ こさっょこけかけあう つけゃっお こさう こなさゃぇ 
しさっとぇ し くっは. ̈ ぉうおくけゃっくけ え „けすさっあょぇす”  たせ-
きぇくうすぇさくう うかう そうかけしけそしおう ょうしちうこかうくう. 
 ‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ こっす ゅけょうくう さぇぉけすう  
おぇすけ ぇしうしすっくす こけ きぇすっきぇすうおぇ ゃ 【せきっく-
しおうは せくうゃっさしうすっす. 〈ぇき  っ こけ さぇいこさっょっかっ-
くうっ, ゃっょくぇゅぇ しかっょ おぇすけ いぇゃなさてゃぇ きぇすっきぇ-
すうおぇ ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす.  ╃け くっゅけ 
しすうゅぇ しかっょ けすかうつくけ こさっょしすぇゃはくっ ゃ  くぇちうけ-
くぇかくぇ けかうきこうぇょぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ. ‶さっょう 
すけゃぇ  いぇゃなさてゃぇ きぇすっきぇすうつっしおぇ こぇさぇかっか-
おぇ ゃ ‶なさゃぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお.  ┿おけし-
すうさぇ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ こさっい 1978  ゅけょうくぇ, 
いぇさぇょう かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ しう. 
 ‶さういくぇゃぇ,  つっ くっ っ すさせょっく いぇ さぇいゅぇょぇゃぇくっ  
つけゃっお う し くっは しっ けぉとせゃぇ かっおけ, いぇとけすけ っ 
きくけゅけ けすゃけさっくぇ かうつくけしす. ¨こさっょっかは しっ 
おぇすけ きけょっさっく つけゃっお.  ]すさぇしす しぇ え こなすせゃぇ-
くうはすぇ う つっすっくっすけ. ╇ こけしすけはくくけすけ すなさしっくっ 
くぇ くっとけ, おけっすけ „ すせお-すぇき ゅけ くぇきうさぇ”. ╁かの-
ぉっくぇ っ ゃ こさけそっしうはすぇ しう う っょうくしすゃっくけすけ, 
いぇ おけっすけ しなあぇかはゃぇ, っ  つっ くはきぇ ういかうてくう 
15 ゅけょうくう,  おけうすけ ょぇ ゃなさくっ ゃなゃ ゃさっきっすけ. 
′うおけゅぇ くっ こけゃうてぇゃぇ すけく. ╉けゅぇすけ うしおぇ ょぇ 
ぉなょっ つせすぇ けす ゃしうつおう, ゅけゃけさう すうたけ.  ╇きぇ 
こさうくちうこ, くぇ おけえすけ くっ ういくっゃっさはゃぇ : けくけゃぇ, 
おけっすけ うしおぇて けす ょさせゅうすっ, こなさゃけ すさはぉゃぇ すっ 
ょぇ ゃうょはす ゃ すっぉ.  
 ‶さういくぇゃぇ, つっ すさせょくけ いぇきっしすゃぇ かのぉうきう 
くっとぇ. ̈ しけぉっくけ おけゅぇすけ しう いぇきうくぇす けす すっぉ. 
 ‶うてっ ょゃけえおう, くけ くうおけゅぇ くっ くぇおぇいゃぇ し けちっくおぇ.  ╉ぇすけ すうこうつっく ╁けょけかっえ, おなょっすけ きうくっ, けしすぇゃぇ せしっとぇくっすけ いぇ  ゃっょさうくぇ う かなつっいぇさうっ. 
¨ぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ う せつっくうちうすっ しう, きぇおぇさ ょぇ くはきぇ  しゃけえ おかぇし. 〈ぇおぇ ゃしうつおう しぇ きう おかぇしけゃっ, こさういくぇゃぇ っょくぇ けす くぇえ-けぉうつぇくうすっ せつうすっかおう ゃ 
╉ぇいぇくかなお:  くぇえ- さけきぇくすうつくぇすぇ しさっょ きぇすっきぇすうつおうすっ う くぇえ-あっかぇくぇすぇ きぇすっきぇすうつおぇ しさっょ さけきぇくすうつおうすっ - [ぇょせてぇ ╇ゃぇくけゃぇ. 
 ╆ぇ こさけすけおけかぇ:  こさっこけょぇゃぇすっか こけ きぇすっきぇすうおぇ ゃ ‶╋╂ „ ′うおけかぇ ̈ ぉさっておけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁っつっ 33 ゅけょうくう. 
╋っつすぇっ いぇ こけゃっつっ  しゃけぉけょぇ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う せつっくっ, おけっすけ くけしう さぇょけしす, せぉっょっくぇ, つっ すぇおぇ とっ しっ しなゅさぇょう っょくけ しかなくつっゃけ せつうかうとっ.
 】ぇしすかうゃぇ ぉぇぉぇ くぇ っょくけ ゃくせつっ - ┿かっおしぇくょなさ, おけっすけ つぇおぇ すせお し くっすなさこっくうっ こさっい のくう. 
╁ いぇこぇいっくうは いぇ せつうすっかう う せつっくうちう きっしっち きぇえ, ゃう しさっとぇきっ し すぇいう くっゃっさけはすくぇ あっくぇ, しこけょっかうかぇ おぇせいぇすぇ くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 
こさっょう 4 ゅけょうくう. 
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┿さしっくぇかしおけ きけきうつっ とっ っ しさっょ 
こさっすっくょっくすおうすっ いぇ すぇいゅけょうて
くぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ.  〈は とっ ぉなょっ 
ういぉさぇくぇ くぇ 27 きぇえ けす 19 つぇしぇ ゃ 
╃╉ „┿さしっくぇか”. ╃なとっさはすぇ くぇ ╆かぇ
すおぇ 』ぇおなさけゃぇ, おけはすけ さぇぉけすう おぇすけ 
こけきけとっく こっさしけくぇか ゃ ╂かぇゃくぇ ょう
さっおちうは  くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - ╊せういぇ, 
っ っょくぇ けす ういぉさぇくうすっ ょぇ しっ しなしすっ
いぇゃぇす いぇ おけさけくぇすぇ くぇ くぇえ-おさぇしう
ゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ぇぉうすせさうっくすおぇ. 

19-ゅけょうてくぇすぇ 
╊せういぇ ╂っくつっゃぇ 』ぇおなさけゃぇ 

こさういくぇゃぇ, つっ いぇ くっは すけゃぇ っ けゅさけ
きくけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ う おぇすけ 
ゃしはおけ きけきうつっ くぇ くっえくぇすぇ ゃないさぇしす, 
しっ くぇょはゃぇ しなょぉぇすぇ ょぇ え ょけくっしっ 
あっかぇくうは こけょぇさなお - ょぇ しっ けおうつう し 
おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. 〈けゃぇ っ 
つっしす いぇ ちはか あうゃけす, せぉっょっくぇ っ ぇぉう
すせさうっくすおぇすぇ けす ‶╂ こけ すさぇくしこけさす う 
すさぇくしこけさすっく きっくうょあきなくす. 
╆ぇ せつぇしすうっすけ しう ゃ すぇいゅけょうてくうは 

おけくおせさし  っ きけすうゃうさぇくぇ けす  しなせ
つっくうちう う こさっこけょぇゃぇすっかう.  ╊せういぇ 
けとっ くっ っ さってうかぇ し おぇおゃう すけつくけ 
すけぇかっすう とっ しっ こさっょしすぇゃう ゃ ょゃぇすぇ  
すせさぇ くぇ おけくおせさしぇ, くけ しきはすぇ   ょけ
しすけえくけ  ょぇ いぇとうすう つっしすすぇ くぇ しっ
きっえしすゃけすけ う せつうかうとっすけ しう. ]こけさす
くうはす え たなし, おけえすけ うきぇ けす ゅけょうくうすっ 
, こさっおぇさぇくう ゃなゃ ゃけかっえぉけかっく おかせぉ 
„╉ぇいぇくかなお ╁けかっえ”, しなとけ とっ しぇ けす 
こけかいぇ. 〈っ しぇ  ぉけくせし いぇ  こっさそっおすくう
すっ え きっさおう, し おけうすけ  とっ  けつぇさけゃぇ 
あせさう う こせぉかうおぇ くぇ おけくおせさしぇ. 
‶さっょう ぉぇかぇ くぇ こさっすっくょっくすおうすっ, 

けぉぇつっ, ぇぉうすせさうっくすおぇすぇ うきぇ けとっ 
ょゃっ しっさうけいくう こさっょういゃうおぇすっか
しすゃぇ: ょぇ しっ しこさぇゃう せしこってくけ し きぇ
すせさうすっ こけ ゅっけゅさぇそうは  う ぉなかゅぇさ
しおう, おぇおすけ う ょぇ こさっおぇさぇ てっきっすくけ 

くぇ しゃけは ぉぇか, くぇしさけつっく いぇ 25-すう 
きぇえ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇいぇくかなお”. 
╆ぇ くっゅけ  ╊せういぇ ゃっつっ っ ゅけすけゃぇ. 

〈は とっ ぉかっしすう ゃ おさぇしうゃぇ きうくう 
さけいけゃぇ さけおかは けす っそうさっく こかぇす, 
ういさぇぉけすっくぇ さなつくけ けす おぇいぇくかなておぇ 
てうゃぇつおぇ. ]かっょ ょなかゅう けぉうおけかおう 
うい しすさぇくぇすぇ ╊せういぇ ういぉうさぇ すけぇかっす 
こけ きけょっか けす うくすっさくっす. ‶かぇすなす う 
ういさぇぉけすおぇすぇ きせ しすさせゃぇす くぇ さけょう
すっかうすっ え けぉとけ 240 かっゃぇ.  ] ちっくくう 
きけょくう うょっう ゃ こけきけと くぇ ぇぉうすせさう
っくすおぇすぇ しっ ゃおかのつゃぇ う こけ-ゅけかはきぇすぇ  

しっしすさぇ  [せきはくぇ. ╁ ょけこなかくっくうっ おなき 
さけいけゃぇすぇ さけおかは とっ しぇ しっきこかぇすぇ 
こさうぉさぇくぇ  こさうつっしおぇ う きけょくうすっ 
すけいう しっいけく ょぇくすっかっくう ぉけすせてう. 
[けょっくぇすぇ こけょ いくぇおぇ くぇ ]おけさこう

けくぇ ぇぉうすせさうっくすおぇ うきぇ けとっ っょうく 
すけぇかっす - ぉのしすうっ う こぇくすぇかけく. 〈けえ 
っ いぇ ゃっつっさすぇ し さけょくうくうすっ う こさう
はすっかうすっ.  ╊せういぇ つぇおぇ ぉぇかぇ しう し 
くっすなさこっくうっ, いぇ ょぇ ゃうょう おぇお とっ 
ういゅかっあょぇす おぇすけ ゅけしこけあう う ゅけし
こけょぇ しなせつっくうちうすっ え. ╁なかくせゃぇ しっ 
う けす しゃけっけぉさぇいくけすけ しぉけゅせゃぇくっ し 
おかぇしぇ,  すなえ おぇすけ しかっょ  ぉぇかぇ ゃしっおう 
こけっきぇ ゃ さぇいかうつくぇ こけしけおぇ. ╊せういぇ  
とっ しかっょゃぇ きっつすぇすぇ しう - ょぇ しすぇくっ 
こけかうちぇえ けす おさうきうくぇかくぇすぇ こけかう
ちうは. ‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, とっ せつう 
うおけくけきうおぇ. ]なし しうゅせさくけしす とっ  
おぇくょうょぇすしすゃぇ ゃ 〈ったくうつっしおうは ゃ 
╂ぇぉさけゃけ,  おなょっすけ しっゅぇ せつう くっえくう
はす こさうはすっか, う ゃ 〈さぇおうえしおうは せくう
ゃっさしうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 

╆ぇ ゃぇあくうは ょっく くぇ ╊せういぇ しっ 
しすはゅぇ う きぇえおぇ え  

╆かぇすおぇ 』ぇおなさけゃぇ. 
』うしすぇつおぇすぇ けす ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは 

こさういくぇゃぇ, つっ う すは とっ うきぇ いぇ しなぉう

すうっすけ  しこっちうぇかっく すけぇかっす, くけ こさっ
ょう すけゃぇ うきぇ ょさせゅう ゅさうあう: おぇお こけ 
くぇえ-ょけぉさうは くぇつうく ょぇ こけしさっとくっ 
ゅけしすうすっ しう - くぇえ-ぉかういおうすっ しぇ こけ
おぇくっくう くぇ さっしすけさぇくす くぇ 21-ゃう 
きぇえ. ‶さっょこけつっすけたきっ すけいう ゃぇさう
ぇくす, いぇとけすけ うしおぇき ょぇ しっ ゃうょは  し 
たけさぇすぇ, ょぇ けぉとせゃぇき, しこけょっかは  
╆かぇすおぇ. ′っ おさうっ, つっ こさうゅけすけゃかっ
くうはすぇ  いぇ ぉぇかぇ くぇ こけ-きぇかおぇすぇ え 
ょなとっさは ょけ きけきっくすぇ しぇ おけしすゃぇかう 
2 たうかはょう かっゃぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ. 
′け さぇょけしすすぇ しう しすさせゃぇ, せぉっょっくう 
しぇ さけょうすっかうすっ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす ょなとっさは しう, おけは

すけ ゃっつっ うきぇ しけかうょくぇ ょけいぇ しくうき
おう けす こさっょこさうゅけすけゃかっくうはすぇ いぇ 
ぉぇかぇ, ╆かぇすおぇ  こさういくぇゃぇ, つっ すは 
くはきぇ つうすぇゃぇ しくうきおぇ  けす  しゃけは 
ぉぇか. ╁さっきっくぇすぇ ぉはたぇ ょさせゅう, すけ
ゅぇゃぇ きぇえおうすっ くう ういぉうさぇたぇ ゃしうつ
おけ, すゃなさょう いぇ  しゃけは きぇえ くぇ 1977 
ゅけょうくぇ くはおけゅぇてくぇすぇ ぇぉうすせさう
っくすおぇ, ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ こなさゃうは 
ゃうこせしお くぇ ╄]‶〉 „′. ╁ぇこちぇさけゃ”. 
[けおかはすぇ きう ぉっ けす  ぇさぇぉしおう こかぇす, 
ょけくっしっく  こけ ゃすけさうは くぇつうく けす 
すっおしうきぇょあうは, きけょっかなす ういぉさぇく けす  
きぇえおぇ きう - ょなかゅぇ さけおかは し すなきくけ
しうくう とぇきこう う けさぇくあっゃけ-いっかっく 
ぉけさょのさ.  ╃なかゅぇすぇ おけしぇ くぇ ╆かぇ
すおぇ けしすぇゃぇ ゃ うしすけさうはすぇ しっょきうちぇ 
こさっょう ぉぇかぇ. ′ぇ くっゅけ すは  っ  „こけ 
きけょぇすぇ”- し おなしぇ おけしぇ, くぇょうこかっくぇ 
し さけかおう.  

╀ぇかなす いぇ くぇし ぉってっ 
くっゃっさけはすくけ こさっあうゃはゃぇくっ,

ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇいぇょ ╆かぇすおぇ. ╆ぇ 
こなさゃう こなす しっ ゃうあょぇたきっ ゃ ょさせゅう 
ょさったう, さぇいかうつくう けす せつっくうつっしおう
すっ くう せくうそけさきう. ╀はたきっ ょぇきう. 
]っゅぇ っ ょさせゅけ, くぇ 18  しう けこうすぇか 
けす ゃしうつおけ,  こさういくぇゃぇ ょなとっさはすぇ 
くぇ くはおけゅぇてくぇすぇ せつうすっかおぇ けす ょっす
しおぇすぇ  ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか”- ╈けゃ
おぇ ‶っくっゃぇ. 
╁きっしすけ こうとくう ゅけしすう,  くはおけゅぇて

くぇすぇ せつうすっかおぇ しなぉうさぇ ゃ ょけきぇ しう 
くぇ しかぇょおうてう しゃけうすっ おけかっあおう. 
╀ぇかなす くぇ ╆かぇすおぇ っ ゃ くはおけゅぇてくうは 
さっしすけさぇくす „ [けいぇ”. 
′っ しぇきけ いぇさぇょう きうかうすっ しこけきっ

くう, おけうすけ こぇいう けす けくっいう ゅけょう
くう, ぇ う いぇとけすけ っ ういおかのつうすっかくけ 
こけいうすうゃっく つけゃっお, う すぇいう ゅけょうくぇ 
╆かぇすおぇ とっ しっ さぇょゃぇ くぇ  おさっとは
とぇすぇ こけ せかうちうすっ おぇいぇくかなておぇ 
きかぇょけしす. ╇ うしおさっくけ  とっ こけあっかぇっ 
せしこった くぇ ゃしうつおう: おぇくょうょぇすおう いぇ 
ちぇさうちう うかう こさけしすけ きかぇょう たけさぇ. 
〉ぉっょっくぇ しなき, つっ しすぇゃぇ すけゃぇ, 

おけっすけ きうしかうき. 
╋うしなかすぇ っ っくっさゅうは,  

すゃなさょう さけょっくぇすぇ こけょ いくぇおぇ くぇ 
╁っいくう つうしすぇつおぇ.  ╆ぇすけゃぇ すは こさう
っきぇ ゃしっおう ょっく し せしきうゃおぇ う うし
おさっくけ しっ さぇょゃぇ くぇ  せしこったうすっ くぇ 
たけさぇすぇ けおけかけ くっは.  
》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう う おけかっお

すうゃぇ, ゃ おけえすけ っ. ╆ぇょ ゅなさぉぇ しう うきぇ 
34 ゅけょうくう ゃはさくぇ しかせあぉぇ  ゃ „┿さしっ
くぇか”, 15 けす おけうすけ ゃ ╇いつうしかうすっかくうは 
ちっくすなさ.  ¨しすぇくぇかうすっ ゃ ╂かぇゃくぇ ょう
さっおちうは. ╁っつっ 17 ゅけょうくう ╆かぇすおぇ っ 
けす さぇくけぉせょくうすっ. ╃っくはす え いぇこけつゃぇ 
ゃ 4,30. ╁ 6 つぇしぇ ゃっつっ っ くぇ さぇぉけ
すぇ. ′け くっ え すっあう. ╆ぇとけすけ, ぇおけ きう
しかうて ょけぉさけ, すけ すっ しすうゅぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╆ぇ こさなゃ こなす すぇいう ゅけょうくぇ 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 こさっょかけあう こさけそっしうはすぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかは ょぇ しっ ういせつぇゃぇ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ さっゅうけく ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ „いぇとうすっくう” せつっぉくう 
こぇさぇかぇかおう ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
せつうかうとぇ. ╆ぇとうすっくうすっ こぇさぇかっか
おう しぇ いぇ こさけそっしうう, おけうすけ しすけはす 
ょぇかっつ けす うくすっさっしぇ くぇ さけょうすっかう う 
ょっちぇ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, くけ 
いぇ すはた うきぇ すなさしっくっ くぇ こぇいぇさぇ くぇ 
さぇぉけすくぇ しうかぇ. ╇いゃっしすっく ょけ しおけさけ 
し きけとくけすけ しう きぇてうくけしすさけっくっ, 
ょくっし  う ╉ぇいぇくかなお すさせょくけ くぇきうさぇ 
きかぇょう おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくう
ちう ゃ しっおすけさぇ. ╆ぇすけゃぇ くぇこけしかっ
ょなお  くっゃなょくなあ こさっょ あせさくぇかうしすう 
っ ぇかぇさきうさぇか う ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃  うくあ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
‶さけそっしうはすぇ „╋ぇてうくっく すったくうお” 
っ くっこさうゃかっおぇすっかくぇ いぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ, こけおぇいゃぇす  う ぇくぇかういうすっ くぇ 
けぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ
さぇ. ╆ぇすけゃぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ けぉ
かぇしすくけ くうゃけ けょけぉさう ゃ おぇいぇくかなて
おぇすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 2 くけゃう こぇさぇ
かっかおう きぇてうくくう すったくうちう けす けぉとけ 
6, こさっょゃうょっくう ゃ こかぇく-こさうっきぇ. 19 
くけゃう こぇさぇかっかおう しぇ こさっょゃうょっくう 
いぇ せつっぉくぇすぇ 2011- 2012 ゅけょうくぇ 
ゃ つっすうさうすっ こさけそっしうけくぇかくう ゅうき
くぇいうう ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ こさけぉかっき 
けすしっゅぇ っ すはたくけすけ さっぇかくけ ういこなか
くっくうっ. ╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう しぇ 
きぇかおけ ゅうきくぇいううすっ, せしこっかう ょぇ こけ
こなかくはす ゃしうつおうすっ しう こさっょゃうょっくう 
ゃ こかぇくぇ こぇさぇかっかおう  しかっょ 7-きう う 
8-きう おかぇし し くせあくうすっ 26 せつっくう
ちう. ¨とっ こけ-すさせょくけ すけゃぇ しすぇゃぇ 
ゃ すったくうつっしおうすっ こさけそっしうけくぇかくう 
ゅうきくぇいうう, おなょっすけ こさっょう 20-すうくぇ 
ゅけょうくう くぇこかうゃなす ぉってっ ゅけかはき, 
こけおぇいゃぇす ぇくぇかういうすっ. ╊うこしぇすぇ くぇ 
あっかぇっとう ょぇ せつぇす こさけういゃけょしすゃっ
くうすっ こさけそっしうう ゃけょう, けしゃっく ょけ 
くっういこなかくっく ういちはかけ こさうっき,  う 
ょけ いぇこうしゃぇくっ  くぇ せつっくうちう し くう
しなお せしこった う しかぇぉぇ きけすうゃぇちうは いぇ 
せつっくっ. 〈けゃぇ けこさっょっかっくけ いぇすさせょ
くはゃぇ おぇつっしすゃっくけすけ けぉせつっくうっ, こけ
おぇいゃぇす こさっおうすっ ゃこっつぇすかっくうは くぇ 
こさっこけょぇゃぇすっかうすっ – しこっちうぇかうしすう, 
おけうすけ, ゃきっしすけ ょぇ ゃけょはす せつっくうちう
すっ おなき くけゃう こさけそっしうけくぇかくう いくぇ
くうは う せきっくうは, つっしすけ しっ くぇかぇゅぇ 
こさけしすけ ょぇ ゅう せつぇす ょぇ つっすぇす うかう ょぇ 
こさうょけぉうゃぇす っかっきっくすぇさくう すさせょけ
ゃう くぇゃうちう. ╆ぇぉさぇくぇすぇ せつっくうちうすっ 
けす こなさゃう ょけ つっすゃなさすう おかぇし ょぇ ぉな
ょぇす けしすぇゃはくう ょぇ こけゃすぇさはす いぇかぇゅぇ 
ぉけきぉう しなし いぇおなしくうすっか ゃ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ, 
こけおぇいゃぇ けこうすなす けす こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう. 〈ぇおぇ ょっちぇすぇ けとっ ゃ さぇくくぇ 
ゃないさぇしす しっ ゃないこうすぇゃぇす ゃ けすおさけゃっく 
きなさいっか, ぇ せつうすっかはす けしすぇゃぇ ぉっいこけ
きけとっく ゃ けこうすぇ しう ょぇ きけすうゃうさぇ 
しかぇぉぇちうすっ, しゃうおくぇかう ょぇ こさっきう
くぇゃぇす けす おかぇし ゃ おかぇし, しっ おけきっく
すうさぇ ゃ けぉとっしすゃけすけ. ‶けしかっょくうすっ 
こさっょかけあっくうは くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ 
ゃ すぇいう こけしけおぇ しぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ „ょけゅけくゃぇとう こぇさぇかっかおう” けす うい
けしすぇゃぇとう, おけうすけ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす 
こけ しこっちうぇかくぇ こさけゅさぇきぇ, くぇゃぇおし
ゃぇとぇ こさけこせしくぇすうすっ いくぇくうは. ╁っつっ 
っ こせぉかうつくぇ すぇえくぇ, つっ いぇっょくけ し 
すさけきぇゃうすっ せつっぉくう こさけゅさぇきう, おなき 
つうはすけ こさけきはくぇ くうおけっ こさぇゃうすっか
しすゃけ くっ こけしはゅぇ ゃ こけしかっょくうすっ 10 
ゅけょうくう, こさけぉかっき けしすぇゃぇす う かけ
てうすっ せつっぉくうちう, くぇこうしぇくう こけ-
しおけさけ いぇ こさうぉうさぇくっすけ くぇ しなけす
ゃっすくうは たけくけさぇさ, けすおけかおけすけ, いぇ 
ょぇ いぇうくすさうゅせゃぇす ょっちぇすぇ う せかっし
くはゃぇす せつうすっかうすっ. ‶けかけあっくうっすけ 
しっ ゃかけてぇゃぇ けす かうこしぇすぇ くぇ こぇさう 
ゃ しっきっえしすゃぇすぇ, きくけゅけ けす おけうすけ 
けしすぇゃはす ょっちぇすぇ しう ぉっい せつっぉくうちう 
うかう ゅう しこうさぇす けす せつうかうとっ, いぇとけ
すけ いぇおせしおぇすぇ う すさぇくしこけさすなす うき 
うょゃぇす しおなこけ. ╄ょくけ ょっすっ ゃ しさっょくけ 
せつうかうとっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉ

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こかぇとぇ こけ 2-4 かゃ. 
いぇ すさぇくしこけさす う けとっ すけかおけゃぇ いぇ 
いぇおせしおぇ. 〉つっくうつっしおけすけ しすけかけゃけ 
たさぇくっくっ っ いぇぉさぇゃっくけ こけくはすうっ, 
ぉっいこかぇすくけすけ こなすせゃぇくっ こけ つぇしす
くうすっ かうくうう – しなとけ. ╊うこしぇすぇ くぇ 
ょけしすぇすなつくけ しさっょしすゃぇ いぇ けぉくけゃは
ゃぇくっ くぇ きぇすっさうぇかくけ-すったくうつっ
しおぇすぇ ぉぇいぇ, けぉとうはす しこぇょ くぇ うく
すっさっしぇ おなき せつっくっすけ う ょなかぉけおうすっ 
しけちうぇかくう こさけぉかっきう くぇ おさういぇすぇ, 
ゃ さっいせかすぇす くぇ おけうすけ さぇしすっ ぉさけはす 
くぇ ょっちぇすぇ し こしうたうつっしおう こさけぉかっ
きう, しぇ けとっ そぇおすけさう, こさけゃけおうさぇ
とう かけてうすっ さっいせかすぇすう ゃ さけょくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╁ すけゃぇ つうしかけ – う ゃ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ. ‶けおぇいぇすっか いぇ 
すけゃぇ しぇ さっいせかすぇすうすっ けす きぇすせさうすっ 
くぇ 12-すう おかぇし, おなょっすけ けゅさけきくぇ 
つぇしす けす せつっくうちうすっ けすうゃぇす くっ
こけょゅけすゃっくう う しっ ゃさなとぇす ゃおなとう 
し ょゃけえおう う ぉっい ゃないきけあくけしす いぇ 
くぇゃさっきっくくけ ょうこかけきうさぇくっ. ╁ うく
すっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, さっいせかすぇすうすっ 
いぇ ╉ぇいぇくかなお こけおぇいゃぇす,  つっ くっ ゃう
くぇゅう せつっとうすっ ゃ こさけそっしうけくぇかくう 
ゅうきくぇいうう しぇ くぇえ-しかぇぉう いさっかけしす
くうちう. ¨ちっくおうすっ, し ういおかのつっくうっ 
くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは う 
けすつぇしすう ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさ
ゃう”, しぇ しなこけしすぇゃうきう ゃ さぇいかうつくう
すっ せつうかうとぇ. 
′ぇえ-くうしおう さっいせかすぇすう くぇ きぇすせさう
すっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょぇゃぇす 
せつっくうちうすっ けす ‶╂ こけ しすさけうすっか
しすゃけ, おけはすけ し きくけゅけ こけかうすうつっしおう 
こさけすっおちうう „くぇ おけしなき” ぉっ しこぇしっくぇ 
こさっょう ょゃっ  ゅけょうくう けす いぇおさうゃぇくっ, 
しかぇぉけ しっ こさっょしすぇゃはす う せつっくうちうすっ 
けす ゅうきくぇいうは „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ こけしかっょくぇすぇ 
しすぇすうしすうおぇ こけおぇいゃぇ, つっ せ くぇし 
しっ すなさしはす くぇえ-きくけゅけ さぇぉけすくうちう 
しなし しこっちうぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ‶け 
ょぇくくう くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ┿ゅっくちうは 
こけ いぇっすけしすすぇ こさっい きぇさす しっ  せゃっ
かうつぇゃぇ  ょっかなす くぇ  ぉっいさぇぉけすくうすっ 
し ゃうしてっ う けしくけゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
いぇ しきっすおぇ くぇ しさっょくけすけ こさけそっ
しうけくぇかくけ. ′ぇえ-ょなかゅけ ゃ ぉのさぇすぇ 
こけ すさせょぇ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しすけはす  
たけさぇすぇ ぉっい しこっちうぇかくけしす – 68.40 
けす さっゅうしすさうさぇくうすっ. ╁うしけおぇ ゃしっ 
けとっ けしすぇゃぇ ちうそさぇすぇ けす 37.6 %, 
おけはすけ けすつうすぇ しさっょ くけゃうすっ ぉっいさぇ
ぉけすくう ょっかなす くぇ すっいう けす  しっおすけさぇ 
くぇ すったくうおぇすぇ う すったくけかけゅううすっ. ╁ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ぉっいさぇ
ぉけすうちぇすぇ っ こけ-くうしおぇ けす しさっょくぇすぇ 
いぇ しすさぇくぇすぇ, こけ こけしかっょくう ょぇくくう 
– 6.44%, おなき 9.52%,   おなき おさぇは 
くぇ きぇさす, ゃしっ けとっ けしすぇゃぇ こさけぉかっき 
ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ くぇ きかぇょっあうすっ ょけ 29 
ゅけょうくう, おけはすけ けす ゅけょうくう けすつうすぇ さなしす. 
╁ こけしかっょくうすっ ょっしっすうかっすうは ゃ 
╀なかゅぇさうは くっしなけすゃっすしすゃうはすぇ 
きっあょせ こけすさっぉくけしすうすっ くぇ すさせょけ
ゃうは こぇいぇさ う „こさけういゃけょしすゃけすけ” 
くぇ おゃぇかうそうちうさぇくう ぉっいさぇぉけすくう 
けす けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ, 
くっ っ すぇえくぇ いぇ くうおけゅけ. 〉つせょゃぇ
とけ っ, けぉぇつっ, つっ こさう かうこしぇすぇ くぇ 
ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ, つぇしすくうはす 
しっおすけさ くっ こさぇゃう くっけぉたけょうきけすけ, 
いぇ ょぇ しう こけょゅけすゃは おぇょさう. ╁っさけ
はすくけ, こぇお いぇさぇょう こさけぉかっきう し 
ぉのさけおさぇすうつくうは ょなさあぇゃっく ぇこぇ
さぇす うかう かうこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 
うくゃっしすうちうう ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ. 
‶さぇおすうおぇすぇ っ こけおぇいぇかぇ, つっ すっいう 
うくゃっしすうちうう しっ ゃないゃさなとぇす. ′け 
ぉなかゅぇさしおうはす ぉういくっし けとっ くっ っ せい
さはか いぇ すけゃぇ. ╇いおかのつっくうっ ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ けこさっょっかっくけ こさぇゃう 
せこさぇゃかっくしおうはす っおうこ くぇ „┿さしっ
くぇか” ┿╃, おけえすけ くぇこけしかっょなお こさけ
せつゃぇ ゃないきけあくけしすすぇ せつうかうとっすけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ ょぇ 
けすゃけさう ゃさぇすう. ╇ ょぇ さってう きくけゅけすけ 
こさけぉかっきう し かうこしぇすぇ くぇ おぇつっしすゃっ
くう さぇぉけすくうちう, おぇおゃうすけ „┿さしっくぇか” 
ゃうくぇゅう っ すなさしうか. ′っ くぇ こけしかっょくけ 
きはしすけ – う  ょぇ しこぇしう けす ういつっいゃぇくっ 
こさけそっしうはすぇ „きぇてうくけしすさけうすっか” くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ さっゅうけくぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„ … Имам  минало, богато на спомени. Имам настояще, което е истинско пре-

дизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам 

дните си с бъдещето. Аз съм учител.”
/ Джон У. Шлатър „ Аз съм учител”/ 

がん ぞぎ ぢづぎゑづぺべんぜぎ ばぶごずごべぎどだ ゑ でとぺぢん でとばとん
╉ぇすけ ょなかゅけゅけょうてっく こさっこけ-
ょぇゃぇすっか こけ きぇすっきぇすうおぇ,  けす 
おぇおゃけ ぉけかっょせゃぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ きけきっくすぇ? 

¨す かうこしぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしす. 
′はおぇお くっ こさうこけいくぇゃぇきっ くっとぇすぇ, 
おけうすけ しぇ けしすぇゃっくう けす すっいう こさっょう 
くぇし. ‶さけしすけ けすさうつぇきっ ゅう う いぇこけつ-
ゃぇきっ ゃしっ けすくぇつぇかけ. ┿い くっ  こけきくは 
ょぇ しなき いぇこけつくぇかぇ くけゃぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ, ゃ おけはすけ ょぇ いくぇき, つっ とっ 
こさけょなかあぇ くっとけ けす しすぇさぇすぇ. ╁うくぇ-
ゅう っ すぇおぇ: くぇかぇゅぇ しっ ょぇ いぇこけつゃぇて 
ゃしっ くっとけ くけゃけ, おけっすけ すけすぇかくけ すう 
こさけきっくは う おけくちっこちうはすぇ, う きくけゅけ 
ょさせゅう  くっとぇ. ′はおぇお ゃ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ くはきぇきっ うくしすうすせちうけくぇかくぇ 
こぇきっす. ┿い しきはすぇき, つっ けぉさぇいけゃぇくう-
っすけ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ っょくけゃさっきっくくけ 
う うくすっさっしくけ, う こさけゃけおうさぇとけ, う 
きけょっさくけ. ╇ つっ すけゃぇ くっ っ いぇこかぇたぇ 
いぇ すさぇょうちううすっ, ぇおけ うきぇきっ すぇおけゃぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╋うしかは しなとけ, つっ くう 
すさはぉゃぇす う くけゃ すうこ せつうすっかう, し くけゃ 
こけょたけょ, いぇとけすけ ゃ きけきっくすぇ  しきっ 
こさっゃなさくぇかう せつうかうとっすけ ゃ っょくぇ 
ぉっいうくすっさっしくぇ, しおせつくぇ うくしすうすせ-
ちうは. 〈せお とっ しこけょっかは,  くっ けす こさう-
しすさぇしすうっ, ぇ し けゅさけきくけ いぇょけゃけかしすゃけ 
う さぇょけしす, つっ ゃ きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ 
ゅうきくぇいうは  ゃ ╉ぇいぇくかなお  すけゃぇ くっ 
すぇおぇ. ′うっ しきっ っょうく けぇいうし. 
╇きぇ う けとっ くっとけ: しすさぇてくけ さぇいすゃけ-
さっくぇすぇ くけあうちぇ ゃ くぇてっすけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ.  ╇きぇきっ しすさぇたけすくけ すぇかぇくす-
かうゃう,  きくけゅけ ょけぉさう ょっちぇ, おけうすけ 
しっ こさっょしすぇゃはす  くっゃっさけはすくけ ゃ さぇい-
かうつくう くぇちうけくぇかくう けかうきこうぇょう,  
う ゃ しなとけすけ ゃさっきっ うきぇ う すぇおうゃぇ, 
おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ くぇこうてぇす う っょくけ 
ういさっつっくうっ くぇ ぉなかゅぇさしおう.  〈けゃぇ っ 
せしすぇくけゃっくけ ゃ こけさっょうちぇ きっあょせくぇ-
さけょくう すっしすけゃっ, おけうすけ ういしかっょゃぇす 
くうゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくけしす ゃ しゃっすぇ. 
╇ くぇ すはたくぇ ぉぇいぇ くうっ しきっ くぇ きくけ-
ゅけ いぇょくぇ こけいうちうは, うきっくくけ こけさぇょう 
すぇいう けゅさけきくぇ さぇいすゃけさっくぇ  くけあうちぇ 
ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ.  〈なあくけ っ おぇすけ しっ 
つっすっ すぇおけゃぇ くっとけ. 〈けゃぇ っ ゃぇかうょくけ 
う いぇ こさうさけょけきぇすっきぇすうつっしおうすっ くぇ-
せおう, う いぇ たせきぇくうすぇさくうすっ. ╇ しすさっ-
きうすっかくけ ゃなさゃうき くぇいぇょ.  
╉ぇお ういゅかっあょぇす  すっいう くけゃ すうこ 
せつうすっかう, いぇ おけうすけ ゅけゃけさうて?  
╇ せつっくうちうすっ,  う さけょうすっかうすっ 
うしおぇす  すけゃぇ. 

‶なさゃけ すけえ, せつうすっかはす, すさはぉゃぇ ょぇ 
っ きくけゅけ ょけぉなさ. ┿い かうつくけ  しきはすぇき, 
つっ くぇえ-ょけぉさうすっ けす せくうゃっさしうすっすう-
すっ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇゃぇす せつうすっかう. ′っ 
おけえ ょぇ っ, くっ いぇとけすけ くっ しすぇゃぇ いぇ 
ょさせゅけ, ぇ くぇえ- ょけぉさうはす. ╃ぇ ょけえょっ 
ゃ せつうかうとっすけ し かのぉけゃすぇ う こさういゃぇ-
くうっすけ しう いぇすけゃぇ. ]すさぇてくけ きくけゅけ 
ょぇ けぉうつぇ せつっくうちうすっ う ょぇ いくぇっ, つっ 
すけゃぇ, おけっすけ とっ こさぇゃう,  とっ きせ しっ 
ゃなさくっ しかっょ きくけゅけ ゅけょうくう. 
〈せお ゃっょくぇゅぇ とっ すっ ぇこけしすさけそう-
さぇき, いぇとけすけ けぉうおくけゃっくけ うきぇ 
ょさせゅぇ すっいぇ しかっょ すぇおなゃ けすゅけゃけさ う 
すは っ: ぇきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ すけゃぇ, おぇすけ 
ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ っ くうしなお しすぇく-
ょぇさすなす,  くはきぇ こぇさう, くぇえ-ょけぉさうすっ 
くはきぇ ょぇ ょけえょぇす こけ すぇいう こさうつう-
くぇ, くはきぇ う こっさしこっおすうゃぇ いぇ さぇい-
ゃうすうっ. 〈けゅぇゃぇ おぇおなゃ っ ういたけょなす?

╆くぇつう すけゃぇ っ っょくけ けす くっとぇす 
ょぇ くっ うょゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ けす せくう-
ゃっさしうすっすうすっ ゃ せつうかうとっ.  ′け すけ っ 
けぉゃなさいぇくけ う し きくけゅけ ょさせゅう くっとぇ. 
╆ぇとけ くっ うょゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ? 
‶なさゃけ, いぇとけすけ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ  
しっ ゃかぇゅぇ  きくけゅけ きぇかおけ けす ぉさせすくうは 
くう ゃなすさってっく こさけょせおす. ╁ ちうそさう 
すけゃぇ っ こけょ 4%, こさう こけかけあっくうっ 
, つっ 18% っ しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこぇ. 
〈けゃぇ くっ しっ くせあょぇっ けす おけきっくすぇさ. 
╄すけ こなさゃうはす ょっきけすうゃうさぇと そぇお-
すけさ.  ╉ぇお ょぇ けすうょぇ ょぇ さぇぉけすは 
くはおなょっ, おなょっすけ くうおけえ くっ ゃかぇゅぇ 
くうとけ. ′ぇ おぇおゃけ ゃくうきぇくうっ う けす-
くけてっくうっ ょぇ さぇいつうすぇき ゃ すぇおなゃ 
しかせつぇえ, しう おぇいゃぇす くぇえ- ょけぉさうすっ, 
おけうすけ こさっょゃぇさうすっかくけ こさっちっくはす 
てぇくしけゃっすっ しう. ╉けかおけすけ ょけ すけゃぇ 
おぇおなゃ っ ういたけょなす, くっ いくぇき. ′っ 
きけゅぇ ょぇ おぇあぇ おけくおさっすくけ,  くけ すけえ 
しっ くぇかぇゅぇ けす しぇきけ しっぉっ しう - こさけし-
すけ しさぇゃくっくうっすけ っ おさっとはとけ. ′け 
うきぇ う くっとけ, おけっすけ っ きくけゅけ ゃぇ-
あくけ. ′っ ぉうゃぇ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ 
ょぇ こさっゃさなとぇきっ せつうかうとっすけ ゃ しおせ-
おぇ. ╆ぇとけすけ ゃっつっ  しきっ くぇ こなす ょぇ 
しすけさうき すけゃぇ. ┿  すけゃぇ とっ っ しすさぇて-
くけ しおなこぇ しおせおぇ!  】っ しぇ くせあくう 

ゅけょうくう, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ くっしおせおぇすぇ 
ゃ せつうかうとっ けぉさぇすくけ. ┿ いぇ くぇてっ 
しなあぇかっくうっ, ゃさっきっすけ くっ すっつっ けぉ-
さぇすくけ.  ╇ おぇおすけ おぇいぇた, きっあょせくぇ-
さけょくうすっ  すっしすけゃっ いぇ けぉさぇいけゃぇくけしす 
ゃっつっ こけおぇいゃぇす すけゃぇ. 
‶さうつうくぇすぇ しぇきけ ゃ しおせおぇすぇ ゃ 
せつうかうとっ かう っ? 

′っ しぇきけ すは っ こさうつうくぇすぇ. ╇ 

かうこしぇすぇ くぇ ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ, 
くぇ こさうけさうすっすう しう おぇいゃぇ ょせきぇすぇ. 
╁しはおけ こさぇゃうすっかしすゃけ しぇきけ ゅけゃけさう,  
つっ けぉさぇいけゃぇくっすけ っ こさうけさうすっす, くけ 
ゃしうつおけ しう けしすぇゃぇ しぇきけ くぇ たぇさすうは. 
╁ しかせつぇは しぇ くせあくう ょっえしすゃうは  う すけ 
しこってくう. ╄すけ ゃう けとっ っょうく こさうきっさ: 
けす 2007 ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお さぇいこけかぇゅぇ しなし しこっちうぇかくぇ 
¨ぉとうくしおぇ しすさぇすっゅうは いぇ あうゃけす 
う さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ たけさぇ  
すせお. ╃けおけかおけすけ いくぇき, っょうくしすゃっ-
くぇすぇ けぉとうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  し すぇおぇゃぇ 
しすさぇすっゅうは.  ╇ おぇおゃけ けす  くっは しっ っ 
しかせつうかけ? ]ないょぇょっくけ っ っょくけ こさっ-
おさぇしくけ つっすうゃけ, し こさっおさぇしくう くっとぇ 
ゃ くっゅけ, くけ ゃ さっぇかくけしすすぇ くはきぇ 
くうとけ. ¨しゃっく ょせきう う くぇきっさっくうは. 
‶さけしすけ きくけゅけ っ たせぉぇゃけ , いぇ ょぇ しっ 
しかせつう ゃしうつおけ すけゃぇ. ╆ぇ ちっかすぇ くう っ 
くせあくぇ くけゃぇ ゅっくっさぇちうは ぉなかゅぇさう.
┿ くっ きうしかうて かう , つっ ょっいうくすっさっ-
しなす おなき ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ けすつぇしすう しっ ょなかあう う ゃ ゅけかはきぇ 
しう しすっこっく くぇ くっいぇうくすっさっしけゃぇくけ 
さけょうすっかしすゃけ?  ╉けかおけ けす くぇし しう 
ょぇゃぇす しきっすおぇ おなょっ すけつくけ とっ せつう 
ょっすっすけ うき う いぇ おぇおゃけ? ╁ぇあくけ っ ょぇ 
せつう すぇき くはおなょっ, ょぇ うきぇ くはおぇおゃけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ おぇおゃけ とっ こさぇゃう 
こけしかっ う ょぇかう すけゃぇ けぉさぇいけゃぇくうっ 
とっ ゅけ さぇょゃぇ う とっ きせ っ けす こけかいぇ, 
くっ っ すけかおけゃぇ ゃぇあくけ. ‶け さなぉぇ くぇ 
くぇえ-きぇかおけすけ しなこさけすうゃかっくうっ しは-
おぇて ゃなさゃうき くうっ, さけょうすっかうすっ? ╇ 
おけかおけ  けす くぇし ういけぉとけ しっ ゃなかくせ-
ゃぇす おぇお こさっきうくぇゃぇ っょうく せつっぉっく 
つぇし くぇ ょっすっすけ うき, せつう かう すけ う おぇお-
ゃけ せつう ゃ せつうかうとっ?
╇きぇ すぇおうゃぇ, くけ しぇ きくけゅけ きぇか-

おけ. ╂けかはきぇすぇ きぇしぇ しぇ さけょうすっかう, 
し おけうすけ くうっ すなさしうき おけくすぇおすぇ し  
すはた, ぇ すっ  くっ しっ けすいけゃぇゃぇす. ╃けさう 

こさう くぇし うきぇきっ すぇおうゃぇ さけょうすっかう. 
〈けゃぇ っ せぉうえしすゃっくけ ぉっいさぇいかうつうっ 
いぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 
╇きぇ こさけゃっょっくけ っょくけ くぇちうけくぇか-
くけ ういしかっょゃぇくっ, おけっすけ こけょさっあょぇ 
こさうけさうすっすうすっ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ  う すっ 
しぇ しすっこっくせゃぇくう すぇおぇ: けしうゅせさはゃぇ-
くっ くぇ たさぇくぇすぇ - くぇ こなさゃけ きはしすけ,  
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ ょさせゅう くっけぉたけょう-

きけしすう, ゃ すけゃぇ つうしかけ う おせかすせさくう,  
しかっょゃぇす ょさせゅう けしうゅせさはゃぇくうは う 
つぇお すけゅぇゃぇ, くぇ っょくけ けす こけしかっょくう-
すっ きっしすぇ っ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ けぉ-
さぇいけゃぇくうっ. 〈けっしす ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ 
しっきっえしすゃけ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ こさっ-
たさぇくぇすぇ っ くぇえ- ゃぇあくけすけ. ′っ ゃない-
こうすぇくうっすけ, くっ けぉさぇいけゃぇくうっすけ しぇ 
こなさゃぇ ゅさうあぇ. ┿ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ 
っかっきっくすぇさくうすっ  こけすさっぉくけしすう しぇ 
こなさゃぇ ゅさうあぇ. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ: ぉう-
すうっすけ ょぇ けこさっょっかは しないくぇくうっすけ. ╇ 
こぇお ょけえょけたきっ ょけ すけゃぇ: つっ っ くせあくぇ 
きけすうゃぇちうは  くぇ きかぇょうすっ たけさぇ, いぇ 
ょぇ ょけえょぇす ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ. ╆ぇ-
とけすけ, ぇおけ すっ くはきぇす きけすうゃぇちうはすぇ, 
すさせょくけ とっ しすぇくっ. ]っゅぇ せくうゃっさしう-
すっすうすっ しぇ  さぇいすゃけさっくう  てうさけおけ 
そせくうう.  ╁ ょさせゅけ こさけせつゃぇくっ, ゃっつっ 
しゃっすけゃくけ, しっ おぇいゃぇ すぇおぇ: ぇおけ しっ 
ゃうょはす こなさゃうすっ すけこ 100 せくうゃっさ-
しうすっすぇ ゃ しゃっすぇ う おけかおけ けす しすさぇ-
くうすっ- つかっくおう くぇ ╄] ゃかういぇす すぇき, 
とっ しっ ゃうょう, つっ ┿くゅかうは うきぇ ょゃぇ 
せくうゃっさしうすっすぇ, 【ゃっえちぇさうは うきぇ 4 
せくうゃっさしうすっすぇ, ′けさゃっゅうは – ょゃぇ, ぇ 
くうっ - くうすけ っょうく. ′ぇし くう くはきぇ ゃ 
すっいう すけこ 100 くぇ せくうゃっさしうすっすうすっ ゃ 
しゃっすぇ. ╆ぇとけすけ くぇてうすっ せくうゃっさしう-
すっすう しぇ てうさけおう そせくうう. ‶さうっきなす 
っ てうさけお, かうぉっさぇかっく, ういたけょなす  - 
ゃうょっく いぇ ゃしうつおう. ¨ぉはしくっくうっすけ っ: 
こさう くぇし うょゃぇす くっおぇつっしすゃっくう おぇ-
ょさう, くっ ょけぉさっ けぉさぇいけゃぇくう, こけしかっ 
ういかういぇす こぇお すぇおうゃぇ. ‶けかせつぇゃぇ しっ 
いぇすゃけさっく, けきぇゅぬけしぇく おさなゅ.  
′はおけゅぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くう っ 
ぉうかけ っすぇかけく いぇ ょさせゅうすっ っゃさけ-
こっえしおう しすさぇくう,  しっゅぇ ゃしっ こけ-
ゃっつっ くぇてう ょっちぇ いぇきうくぇゃぇす ょぇ 
せつぇす ゃ つせあぉうくぇ. ╉ぇつっしすゃけすけ 
くぇ こさっこけょぇゃぇくっ うかう こけ-ょけ-
ぉさぇすぇ ゃないきけあくけしす いぇ さっぇかう-

いぇちうは ゅう こさぇとぇ くぇゃなく?
╇ ょゃっすっ くっとぇ.  ╉ぇおすけ う ゃない-

きけあくけしすすぇ いぇ ょけしっゅ し きくけゅけ  
おせかすせさう, せしっとぇくっすけ, こさっょういゃう-
おぇすっかしすゃけすけ ょぇ しっ しこさぇゃはて しぇき. 
╁ないきけあくけしすすぇ  ょぇ こさけょなかあぇゃぇて 
ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇて う しかっょ 
すけゃぇ. ′っ しかせつぇえくけ  こけさぇょう かうこ-
しぇ くぇ こっさしこっおすうゃぇ う ゃないきけあくけしす 

いぇ さぇぉけすぇ,  う すけ くぇ ゃうしけおけ くうゃけ, 
おぇおすけ う くぇ ゃないきけあくけしす ょぇ こさっ-
ょういゃうおぇて ょけさう しぇきうは しっぉっ しう, 
しぇ くぇおぇさぇかう いぇ こけしかっょくうすっ  15 
ゅけょうくう  800 ぉなかゅぇさしおう せつっくう ょぇ 
くぇこせしくぇす ╀なかゅぇさうは. 〈けゃぇ っ こけゃっ-
つっ けす しすさはしおぇと そぇおす!
╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ゃしっ こけ-つっし-
すけ しっ  つせゃぇ せこさっおなす おなき けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ,  つっ くっ ゅけすゃう ょけしすぇすなつくけ 
ょけぉさっ こけょゅけすゃっくう しこっちうぇかうしすう 
いぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ  ゃしうつおう しそっさう. 
╉なょっ っ こさけぉかっきなす : ゃ しおなしぇくぇすぇ 
ゃさないおぇ きっあょせ せつうかうとっ う そうさ-
きぇ うかう ゃ かうこしゃぇとぇすぇ すさぇょうちうは 
う くうしおけすけ おぇつっしすゃけ くぇ こさっこけょぇ-
ゃぇくっすけ? 

╁ かうこしぇすぇ くぇ こぇさすくぬけさしすゃけ う 
ゃいぇうきくぇすぇ さぇぉけすぇ こけ すっきう きっあょせ 
せつうかうとぇ う そうさきう. ╊うこしゃぇ, くぇうし-
すうくぇ かうこしゃぇ すぇいう すけかおけゃぇ ゃぇあくぇ 
ゃさないおぇ. ╋ぇおぇさ, つっ ぇい しなき ょぇかっつ 
けす しうしすっきぇすぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくけ-
すけ  けぉさぇいけゃぇくうっ, いぇとけすけ さぇぉけすは 
ゃ ょさせゅ すうこ せつうかうとっ, しつうすぇき, つっ 
すさはぉゃぇ きくけゅけ ょけぉさっ ょぇ しっ こさけせつう 
けす っおうこ けす っおしこっさすう, けす こさけっおすくう 
っおうこう くぇ っおしこっさすう , おけうすけ きけ-
ゅぇす う ょぇ こさっょかけあぇす うくけゃぇすうゃくう 
こさぇおすうおう. ]うしすっきぇすぇ いぇ せつっくっ う 
おゃぇかうそうおぇちうは  こさっい ちっかうは あうゃけす  
けすゅけゃぇさは きくけゅけ すけつくけ くぇ くせあょう-
すっ くぇ ぉういくっしぇ. ╆くぇつう くはきぇ おぇお ょぇ 
しすぇくっ ょぇ うくゃっしすうさぇて ゃ 3 うかう 4 
ゅけょうくう こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ う ょぇ けつぇおゃぇて  しかっょ すけゃぇ 
すっいう ょぇ しぇ こさっおさぇしくうすっ, くぇえ-おゃぇ-
かうそうちうさぇくうすっ う けぉせつっくう  たけさぇ, 
おけうすけ うょゃぇす ゃ ぉういくっしぇ う そうさきう-
すっ. ╆ぇすけゃぇ しきはすぇき, つっ ぉういくっしなす 
すさはぉゃぇ ょぇ けぉせつぇゃぇ う ょぇ しないょぇゃぇ 
しゃけう しけぉしすゃっくう おぇょさう. ‶さっょう ゅけ-

ょうくう うきぇてっ くはおぇおゃぇ とけ-ゅけょっ すぇ-
おぇゃぇ しうしすっきぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, ぉかういおけ ょけ くせあょうすっ 
くぇ しなけすゃっすくうは いぇゃけょ うかう そうさきぇ, 
くけ こけさっょくぇすぇ さっそけさきぇ ゃ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ しさせすう ゃしうつおけ すけゃぇ.
╁うっ  しすっ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ  ぎ¡ï-
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡ -  ゅさせこぇ くぇ 
たけさぇ し さぇいかうつくう こさけそっしうう, 
くけ ゃしっおう しぇき ょけおぇいぇく ゃ しゃけはすぇ 
けぉかぇしす う つけゃっお し ぉうけゅさぇそうは  う 
ゃないきけあくけしすう. ╉ぇすけ  こさっょしすぇ-
ゃうすっか くぇ こさけしゃっすくぇすぇ ゅうかょうは ゃ 
けぉとうくぇすぇ, おぇおゃう しぇ けしくけゃくうすっ 
こさけぉかっきう くぇ けぉさぇいけゃぇくっすけ すせお 
う  うきぇす かう すっ ょけぉさけ さってっくうっ. 
╉ぇお ゅけ ゃうあょぇすっ ゃうっ?

╉けゅぇすけ しっ ゅけゃけさう いぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, とっ おぇあぇ つっ ゃ 
ゅけょうくうすっ くぇ こさったけょぇ くうっ いぇゅせぉう-
たきっ しうしすっきぇすぇ くぇ さぇぉけすぇ し ういは-
ゃっくう せつっくうちう.  〈せお, ゃ けぉとうくぇすぇ, 
うきぇたきっ っょくぇ きくけゅけ ょけぉさぇ しうしすっきぇ 
いぇ ういゃなくおかぇしくぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ  こけ 
くっいくぇえくう こさうつうくう ういつっいくぇ, こけ-
ゅせぉう しっ. ╇きぇたきっ さぇいかうつくう ておけかう 
, こけしかっ こさうっきしすゃっくけしす くぇ すっいう 
ておけかう ゃ  けかうきこうえしおけ ょゃうあっくうっ.  
╁しうつおけ すけゃぇ しなぉうさぇてっ すぇかぇくすかう-
ゃう ょっちぇ. ╋けすうゃうさぇてっ ゅう. [ぇいゃうゃぇ-
てっ ゅう.  ]なたさぇくはゃぇてっ ゅう. ]っゅぇ ゅけ 
くはきぇ. ╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ こさぇゃうき 
しっゅぇ, っ, つっ こさう くぇし ゃ ‶╋╂ „ ′うおけかぇ 
¨ぉさっておけゃ”  けすおさうたきっ こさうっき しかっょ 
4-すう おかぇし, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ ゅう けぉ-
たゃぇくっき こけ くはおぇおなゃ くぇつうく. ′け すけゃぇ 
っ ゅさうあぇ くっ しぇきけ くぇ っょくぇ ゅうきくぇ-
いうは. ′せあくぇ っ  しっさうけいくぇ けぉとうくしおぇ 
ゅさうあぇ いぇ すぇかぇくすうすっ.  
┿ うきぇ かう くぇつうく ょぇ しっ ゃないしすぇくけ-
ゃう すぇいう ういゃなくおかぇしくぇ しうしすっきぇ?  
╃ぇかう すけゃぇ とっ っ こぇくぇちっはすぇ?

′っ, くはきぇ ょぇ っ こぇくぇちっはすぇ, くけ 
ゃしっ こぇお とっ  くう ゃけょう おなき こさぇゃっくっ  
くぇ くっとけ, ゃ こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ. 
╆ぇとけすけ くうっ, くっ けぉさなとぇえおう ゃくう-
きぇくうっ くぇ くうとけ, こさけしすけ こけしすっ-
こっくくけ しっ けすなさしうたきっ けす ゃしうつおうすっ 
しう  ゅさうあう う  ゃくうきぇくうっ  ょぇ こさぇゃうき 
くっとけ こけ-ょけぉさけ いぇ ょっちぇすぇ. ╇ さっ-
いせかすぇすうすっ しぇ くぇかうちっ.

╁ すけいう しきうしなか おぇおゃぇ っ さけかはすぇ 
くぇ おけくおさっすくぇすぇ かうつくけしす, おけは-
すけ いぇしすぇゃぇ くぇつっかけ くぇ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ ゃ けぉとうくぇすぇ: ぉうかけ すけ 
おぇすけ いぇきっしすくうお-おきっす うかう てっそ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ ? ]つうすぇ しっ, 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ たけさぇ けす しうしすっ-
きぇすぇ. ′け うきぇ う ょさせゅぇ  すっいぇ - つっ 
くっ ぉうゃぇ ょぇ しぇ こさけしゃっすくうちう, ぇ 
たけさぇ し こけ-きぇとぇぉくけ きうしかっくっ,  
てうさけおけ しおさけっくう, しすさぇすっゅうつっ-
しおう ゅさぇきけすくう. 

]こけさっょ きっく すさはぉゃぇ ょぇ っ つけゃっお, 
おけえすけ しうしすっきぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくう-
っすけ くぇうしすうくぇ いぇしかせあぇゃぇ. ╉ぇおすけ 
くうっ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ こけかせつうたきっ すぇ-
おなゃ ょうさっおすけさ, おけえすけ ょぇょっ きくけゅけ 
くぇょっあょう う さぇょけしす いぇ せつうかうとっすけ 
くう,   すぇおぇ しっ くぇょはゃぇき う こさけしゃっす-
くぇすぇ ゅうかょうは, せつっくうちうすっ , ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
こけかせつぇす こけょたけょはとうは つけゃっお いぇ けぉ-
さぇいけゃぇくうっすけ.  ╋けょっさくうはす つけゃっお, 
けぉさぇいけゃぇくうはす つけゃっお.  ¨ぉさぇいけゃぇく 
つけゃっお くっ しぇきけ しなし いくぇくうは,  ぇ う し 
さぇゃくうとっすけ くぇ つけゃっておうすっ おぇつっしす-
ゃぇ, おけうすけ うきぇ.  ╆くぇって かう, とっ すう 
しこけょっかは くっとけ かうつくけ: ょさせゅけはつっ 
しっ つせゃしすゃぇ つけゃっお ゃ こさけそっしうはすぇ, 
おけゅぇすけ ょうさっおすけさなす きせ しっ けぉさなとぇ 
おなき くっゅけ ゃ いぇこけゃっょ し ”せゃぇあぇっきう 
おけかっゅう, いぇこけゃはょゃぇき”.  ¨すゅけゃけさうた 
かう すう くぇ ゃなこさけしぇ? 
¨す おぇおゃけ しっ  くせあょぇっ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ くう しっゅぇ - けす しなたさぇ-
くはゃぇくっ くぇ すさぇょうちううすっ うかう けす 
うくけゃぇちうう? 
¨す くけゃ きけょっか. ‶さっい 21 ゃっお けぉ-

さぇいけゃぇくうっすけ くう うきぇ くせあょぇ けす 
くけゃ きけょっか. ╇ ぇい ゅけ ゃうあょぇき すぇおぇ: 
せつっくっ こさっい ちっかうは あうゃけす, うく-
そけさきぇちうけくくけ-おけきせくうおぇちうけくくう 
すったくけかけゅうう,  けぉたゃぇくぇすぇ うくそけさ-
きぇちうけくくぇ きさっあぇ, くっそけさきぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, ゃうさすせぇかくけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ, うくすっさぇおすうゃくけ けぉせつっくうっ. 
′っ ぉうゃぇ ょぇ しっ いぇぉさぇゃは , つっ こさけし-
こっさうさぇとぇ くぇちうは っ しぇきけ けぉさぇいけ-
ゃぇくぇすぇ くぇちうは. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

╋ぇえおぇ う ょなとっさは - ╆かぇすおぇ う ╊せういぇ 』ぇおなさけゃう

╊せういぇ ゃ ぇぉうすせさうっくすしおうは しう すけぇかっす
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╆ぇ ょぇ しっ しかせつう すけゃぇ, しっ  うい-
ゅさぇあょぇ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ 【うこおぇ, 20 かぇ-
せさっぇすしおう いゃぇくうは けす そっしすうゃぇかう 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃさなとぇす しかぇゃぇすぇ 
くぇ きっしすくけすけ しすけかっすくけ つうすぇかう-
とっ, せしすさけえゃぇ しっ しぇくぇすけさうせきなす 
いぇ しうかうおけいくけ ぉけかくう,  ういさぇしすゃぇ 
くうゃけすけ くぇ きせいっは „【うこおぇ – ╀せい-
かせょあぇ”, くぇ こかけとぇょぇ しっ ゃょうゅぇす 
あうかうとくう ぉかけおけゃっ, こけしすさけはゃぇす 
こけとぇ, しゅさぇょぇ いぇ ゅさぇょしおうは おけきう-
すっす, ょゃぇ おゃぇさすぇかくう おかせぉぇ – くけゃけ 
しすさけうすっかしすゃけ, けおけかくけすけ こけかっ 
いぇしうはゃぇ けす かぇゃぇくょせかぇ. ╇しすけさう-

はすぇ くぇ ゃっかうつうっすけ くぇ うしすけさうつっ-
しおぇすぇ 【うこつっくしおぇ っこけこっは, ょっかけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう う 
させしおうすっ ゃけえくう,  っ „こさっくっしっくぇ” 
こさっい ゃさっきっすけ  う 【うこおぇ ゃっつっ 
ゅさぇょう すさぇえくう おけくすぇおすう しなし しな-
ゃっすしおけすけ こけしけかしすゃけ う ょさせあっしおう 
ゃさないおう し  そっさうぉけすぇ „╂っさけうすっ くぇ 
【うこおぇ” – っょうく つっすうさうすっ,   ちうさ-
おせかうさぇとう  っあっょくっゃくけ  し すけくけ-
ゃっ すけゃぇさう きっあょせ こさうしすぇくうとぇすぇ 
╁ぇさくぇ う ╇かうつけゃしお. ╁うょくう させしおう 
ゅけしすう うょゃぇす ゃ 【うこおぇ, てうこつっくちう 
こなすせゃぇす し そっさうぉけすぇ... ╀はたきっ 
こさっしうすっくう けす けそうちうぇかくう ょっかっ-
ゅぇちうう, しこけきくは しう ╀けくつけ ‶っしっゃ. 
╁ すっいう ゅけょうくう 【うこおぇ こけしさっ-
とぇ こけ 60 ぇゃすけぉせしぇ させしくぇちう 
くぇ ょっく, おぇおすけ う きくけゅけ つったう う 
ゅっさきぇくちう おぇすけ すせさうしすう こけ きぇさて-
させすぇ: 【うこおぇ – ‶かっゃっく – ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ. 〈ぇおぇ ゃ かうつくうは ぇさたうゃ 
くぇ ╀けくつけ ‶っしっゃ けしすぇゃぇす しくうきおう 
し ぉなかゅぇさしおうすっ う させしおうすっ  おけしきけ-

ゑñöñëíÖó

„んづでぎぞんず” ぜぎ でぺげがんがぎ ...
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от стр.2
くぇゃすう, そけすけ-しこけきっく けす うょゃぇくっすけ 
くぇ いくぇきっくうすうは ╁ぇかっさう ╉せぉぇしけゃ, 
かっすはか ょゃぇ こなすう ゃ ╉けしきけしぇ, ゃすけ-
さうは こなす – いぇっょくけ し ぇきっさうおぇくしおう 
ぇしすさけくぇゃす ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ おけ-
きぇくょうさ. 

【うこおぇ しすぇゃぇ ゅさぇょ し „きくけゅけ 
すさけこぇくっ こけ しけそうえしおうすっ ゃさぇすう”, 
くっ おさうっ ╀けくつけ ‶っしっゃ. ′け くっとぇ-
すぇ しっ しかせつゃぇす. ]かせつゃぇ しっ う くけ-
ゃぇすぇ こさけきはくぇ ゃ あうゃけすぇ きせ. ‶さっい 
1983-すぇ ‶っしっゃ ゃっつっ けゅかぇゃはゃぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ こさけそしな-
のいうすっ, ゅさぇょしおうはす こさけそおけきうすっす 
ゃ けぉとうくぇすぇ. ╁さなとぇ しっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお う ゃ すうこうつっく くっゅけゃ しすうか こぇお 
つっさすぇっ ゅけかっきう こさけっおすう. ╆ぇ ょぇ ゅう 
ゃうょう ういこなかくっくう. ‶けおさぇえ ゅけかっ-

きうは さっきけくす くぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさけそ-
しなのいくぇ しゅさぇょぇ こさっょしっょぇすっかはす 
せしこはゃぇ „きっあょせ ょさせゅけすけ” ょぇ けし-
すぇゃう すぇき う こなさゃうは すさぇっく いくぇお 
いぇ こさっぉうゃぇゃぇくっすけ くぇ ╊っゃしおう ゃ 
╉ぇいぇくかなお ゃ たぇくぇ くぇ ぉぇぉぇ ╂ぇくぇ. 
] すゃけさつっしおぇすぇ くぇきっしぇ くぇ ぇさた. 
╉さうゃけてうっゃ, しおせかこすけさぇ ╊っけくうょ 
╋うちっゃ う し ょけしすぇすなつくけ そぇくすぇいうは 
いぇ くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうちう う 
きぇすっさうぇかう, しっ こけしすぇゃは しすうかくぇ-
すぇ こぇきっすくぇ こかけつぇ くぇ ┿こけしすけかぇ, 
こさっょ おけはすけ おぇいぇくかなつぇくう う ょくっし 
けしすぇゃはす ちゃっすは. ‶け くっは さぇぉけすうかう 
し ゅけかはきぇ しうかぇ う さぇょけしす きっしすくう 
きかぇょっあう, けしなょっくう いぇ ょさっぉ-
くけ たせかうゅぇくしすゃけ くぇ けぉとっ-
しすゃっくけこけかっいっく すさせょ. 

′ぇかぇゅぇ しっ, けぉぇつっ, いぇ くぇこさぇゃっ-
くけすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお ょぇ しっ ゃけょう ゅけ-
かはきぇ ぉうすおぇ. ]かっょ こさけきっくうすっ くぇ-
しかっょくうちうすっ くぇ しゅさぇょぇすぇ せしこはゃぇす 
ょぇ しう は ゃなさくぇす,  ゃなこさっおう くぇかう-

つうっすけ くぇ ょけおせきっくすう いぇ こけおせこ-
おぇすぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ けすしすさぇくぇ くぇ 
‶さけそしなのいぇ. ‶っしっゃ くっ しっ ょぇゃぇ 
ぉっい ぉけえ – ゃけょはす しっ ょゃっゅけょうてくう 
ょっかぇ, いぇ つうっすけ こさうおかのつゃぇくっ ゃ 
こけかいぇ くぇ ぉうゃてうすっ しけぉしすゃっくうちう 
こけきぇゅぇす う すけゅぇゃぇてくうすっ せこさぇ-
ゃかはゃぇとう こけ ゃさっきっすけ くぇ 《うかうこ 
╃うきうすさけゃ. ‶っしっゃ う ょけしっゅぇ こけ-
ょけいうさぇ, つっ ゃ しかせつぇは たけょなす くぇ 
ょっかぇすぇ しっ さってぇゃぇ けす ょけおせきっく-
すぇかくう そぇかてうそうおぇちうう: ”]おぇかな-
こっくぇ うしすけさうは”.

〈ぇおぇ ‶っしっゃ こさっあうゃはゃぇ う こさっ-
きっしすゃぇくっすけ くぇ おけきうすっすぇ くぇょ たぇ-
かうすっ. ¨ゅさけきくけすけ うきせとっしすゃけ っ 
しなたさぇくっくけ し くぇきっしぇすぇ くぇ おきっすぇ 
╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ. ¨しゃっく し おけかう, 
あうゃぇ ゃっさうゅぇ きっあょせ ょゃっすっ しゅさぇょう 
こさっくぇしは きっぉっかう う ょけおせきっくすう...

╋なおぇすぇ くぇ ╀けくつけ ‶っしっゃ っ, 
つっ こさっい こけしかっょくうすっ 20 ゅけょう-
くう, ゃきっしすけ ょぇ こっつっかはす こけゃっつっ 
こさけしすさぇくしすゃけ いぇ こさぇゃぇすぇ くぇ 
さぇぉけすっとうすっ, しうくょうおぇすうすっ ゅせぉはす 
こけしすうゅくぇすけすけ けす けくけゃぇ ゃさっきっ. 
‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ っおうこ 
けす 12 ょせてう っおしこっさすう しっ ゅさうあう 
おなき くぇつぇかけすけ くぇ こさったけょぇ いぇ 
こさぇゃぇすぇ くぇ 54 たうかはょう ょせてう 
ゃ  234 しうくょうおぇかくう けさゅぇくうちうう 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけきくう すけ-
ゅぇゃぇてくうはす ゅさぇょしおう こさけそこさっょ-
しっょぇすっか, おけえすけ うきぇか う ょゃぇきぇ 
いぇきっしすくうちう. ]こっちうぇかうしすう こけ 
しけちうぇかくけ ょっかけ, すさせょけゃけ こさぇゃけ, 
こけつうゃくけ ょっかけ う いょさぇゃっけこぇいゃぇ-
くっ おけくしせかすうさぇかう こさけそしなのい-
くうすっ つかっくけゃっ. ‶け 60-80 ょせてう 
ょくっゃくけ うょゃぇかう し こさけぉかっきうすっ 
しう ゃ こさけそおけきうすっすぇ. „′っ けしすぇゃは-
たきっ くうすけ っょくぇ ぉさっきっくくぇ あっくぇ, 
おけはすけ ょぇ くっ っ せしすさけっくぇ こさっょう 
さぇあょぇくっすけ し さぇぉけすぇ, しぇくおちうけ-
くうさぇたきっ ゅっくっさぇかくう ょうさっおすけさう 
くぇ こさっょこさうはすうは いぇ くっいぇおけくっく  
すさせょ くぇ たけさぇすぇ ゃ こけつうゃくう ょくう, 
こさぇゃったきっ こさけゃっさおう しなゃきっしすくけ 
し 》╄╇ う いぇすゃぇさはたきっ ちったけゃっ いぇ-
さぇょう かけてう せしかけゃうは くぇ すさせょ, ぉっい 
くぇてっ さぇいさってっくうっ ぉっ くっゃないきけ-
あっく ういゃなくさっょくうはす すさせょ, けしうゅせ-
さはゃぇたきっ こけつうゃおぇすぇ くぇ たけさぇすぇ ゃ 
こさけそしなのいくうすっ ぉぇいう”,  さぇいおぇいゃぇ 
ゃ ょっしっすおう おけくおさっすくう そぇおすう ‶っ-
しっゃ, し きなおぇ いぇ ょくってくぇすぇ っこけたぇ, 
こさっい おけはすけ „こさけそしなのいうすっ しすぇ-
くぇたぇ しうくょうおぇすう”. 〈けえ こさっあうゃは-
ゃぇ すぇいう すさぇくしそけさきぇちうは けすぉかう-
いけ. ╇ ょさぇきぇすうつくけ. 

〈けつくけ う ゃ こけょさけぉくけしすう こけきくう  

ぉかけおうさぇくっすけ くぇ あこ-かうくうはすぇ 
こさっい 90-すっ, ゃ おけっすけ さぇぉけすくうちう 
けす „┿さしっくぇか” せつぇしすゃぇす, こさけゃけ-
おうさぇくう けす ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. ‶っしっゃ 
おぇすっゅけさうつくけ くっ けょけぉさはゃぇ すけゃぇ. 
╊うつくけ しなし いぇき. きうくうしすなさぇ くぇ 
╋╁[ すけゅぇゃぇ う ┿すぇくぇし ╀けいけゃ けすう-
ゃぇす くぇ きはしすけ ょぇ ゅう せぉっあょぇゃぇ ょぇ 
しっ けすおぇあぇす, いぇ ょぇ しっ こさっょけすゃさぇすう 
うくちうょっくす う いぇ ょぇ しっ こせしくっ こさっい 
╉ぇいぇくかなお ょゃうあっくうっすけ くぇ ゃかぇおけ-
ゃっすっ, けすおかけくっくう  こさっい ‶かけゃょうゃ. 
] ういくっくぇょぇ いぇゃぇさゃぇす „ぉぇさっすう” ょぇ 
さぇいすせさゃぇす しなし しうかぇ さぇぉけすくうちうすっ 
けす かうくうはすぇ. ‶け くぇさっあょぇくっ „けす 
ゅけさっ”, いぇ おけっすけ くっ いくぇっ ょけさう いぇき. 
きうくうしすなさなす...    

‶け-おなしくけ, ゃ しこけさ いぇ こさうくちう-
こうすっ しう, ╀けくつけ ‶っしっゃ ゃかういぇ ゃ けし-
すさう こさけすうゃけさっつうは し すけゅぇゃぇてくうは 
しう さなおけゃけょうすっか, かうょっさ くぇ ╉′]╀ 
おぇすけ  くぇしかっょくうお くぇ ‶さけそしなのいう-
すっ – こさけそ. ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ. ̈ すけ-
てっくうはすぇ うき こさっきうくぇゃぇす こさっい 
こせぉかうつくう しこけさけゃっ こけ ゃさっきっ くぇ 
しうくょうおぇかくう そけさせきう, ゃっつっさは こけ 
かうつくぇ こけおぇくぇ けす こさけそっしけさぇ ゃ 
ょせた  „ういゅかぇあょぇくっ くぇ くっょけさぇいせ-
きっくうはすぇ”, けこうすう けす 『っくすさぇかぇすぇ 
いぇ こけかうすうつっしおう いぇうゅさぇゃおう くぇ 
しうくょうおぇすうすっ, くぇ おけっすけ ‶っしっゃ 
けしすさけ しっ „けこなゃぇ”. ╇ おけっすけ っょゃぇ 
くっ ゅけ ういたゃなさかは けす こけしすぇ. ‶さけそ-
しなのいくぇすぇ う しうくょうおぇかくぇ ょっえくけしす 
けぉぇつっ ゅけ しさっとぇす し ょけしすけえくう 
たけさぇ けす ょゃっすっ しすさぇくう くぇ こけかうすう-
つっしおうすっ こさうしすさぇしすうは. ╀けくつけ ‶っ-
しっゃ しう しこけきくは し うしおさっくけ せゃぇあっ-
くうっ いぇ ‶っすなさ ╃のかゅっさけゃ, しすけはか 
くぇつっかけ くぇ こさけそしなのいうすっ こさっょう 
1989-すぇ, くけ う いぇ ╇ゃぇく ′っえおけゃ, 
しうくょうおぇかうしす, きうくうしすなさ ゃ こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ くぇ ╉けしすけゃ. ] かうつくぇすぇ 
いぇおさうかぇ くぇ ′っえおけゃ う ゅけかはきぇすぇ 
こけょおさっこぇ くぇ こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ 
こさけそおけきうすっすう, ╀けくつけ ‶っしっゃ ゃしっ 
こぇお ょけつぇおぇか こっくしうけくうさぇくっ ゃ 
しうくょうおぇすうすっ こさっい 1996-すぇ. 

╇きぇ う すぇおなゃ しかせつぇえ - しかせつぇえ-

くけ くぇ すさけすけぇさぇ ょけ たぇかうすっ ゃ ]け-
そうは ‶っしっゃ ゃうょはか こさっょ しっぉっ しう  
′っえおけゃ ょぇ しこうさぇ きうくうしすっさ-
しおうは きっさちっょっし. ╇  ゃっょくぇゅぇ 
こけおぇくうか  ╀けくつけ ゃ きうくうしすっさ-
しすゃけすけ ょぇ しっ ゃうょはす くぇ おぇそっ. 

‶けょけぉくう しかせつおう しっ けぉはしくは-
ゃぇす っょうくしすゃっくけ し たぇさぇおすっさぇ くぇ 
‶っしっゃ,  こさうくちうこっく う こけつすっく つけ-
ゃっお, さぇいしなあょぇゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ 
ゅけ こけいくぇゃぇす けすぉかういけ. [ぇぉけすうか 
ぇおすうゃくけ う し せぉっあょっくうっ, つっ とっ っ 
ょけぉさっ いぇ ゃしうつおう, すけえ しっ ゃおかのつ-
ゃぇ ぇおすうゃくけ ゃ おぇきこぇくうはすぇ こけ 
きぇしけゃぇすぇ こさうゃぇすういぇちうは, こけいくぇ-
ゃぇえおう ゃしはおけ こさっょこさうはすうっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなておけ おぇすけ こっすすっ しう こさなしすぇ,  
こけおさぇえ こさけそしなのいくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
¨す おけっすけ くっ っ しこっつっかうか くうとけ.   

‶っつぇかぉうすっ ゃ あうゃけすぇ しう ╀けくつけ 
‶っしっゃ, おけえすけ しぇきけ しかっょ ょくう いぇ-
おさなゅかは のぉうかっえくうすっ  75 ゅけょうくう, 
きっさう こけ ょさせゅ くぇつうく: しさっとぇすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” しなし しなこさせゅぇすぇ ′っ-
ょはかおぇ, しっきっえしすゃけすけ, ょなとっさはすぇ 
– こけいくぇすぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお きせいう-
おぇかくぇ こっょぇゅけあおぇ ╋ぇさうぇくぇ ╋なゅ-
っゃぇ. ╁ „しきっすおぇすぇ” っ くぇこさぇゃっくけすけ 
こけ „しすなかぉぇすぇ くぇ きけは あうゃけす” -  ゃ 
さぇぉけすぇすぇ う けぉとっしすゃっくうすっ ょっかぇ, 
おぇおすけ う しゃうょっすっかしすゃぇすぇ くぇ ゃさっ-
きっすけ: きけあっ ぉう しすけすうちう そぇおすう, 
しくうきおう, しこけきっくう けす かうつくう しさっ-
とう う せつぇしすうっ ゃ うしすけさうつっしおう きけ-
きっくすう, こさけきっくうかう あうゃけすぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお こさっい こけしかっょくうは こけゃっつっ 
けす こけかけゃうく ゃっお. ‶っしっゃ こぇいう さっゃ-
くうゃけ ぇさたうゃぇ くぇ うくすっさっしくうは しう 
あうゃけす しなし しないくぇくうっすけ, つっ ゃ くっゅけ 
っ しこさはかぇ つぇしす けす くけゃぇすぇ くう うし-
すけさうは. ╃ゃっ こさうかっあくけ ういこうしぇくう 
すっすさぇょおう, つぇおぇす しゃけっすけ こせぉかうおせ-
ゃぇくっ: ”]すさせゃぇ こぇさう.” 〈はたくけすけ うい-
ょぇくうっ おぇすけ つっ かう っ っょうくしすゃっくけすけ 
くぇつうくぇくうっ, おけっすけ ╀けくつけ ‶っしっゃ 
けとっ くっ っ ょけおぇさぇか ょけ おさぇえ. ]ゃなさ-
てっくけすけ いぇょ ゅなさぉぇ きせ こけょしおぇいゃぇ, 
つっ すけゃぇ っょゃぇ かう とっ っ いぇょなかゅけ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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‶けょ こけくはすうっすけ „ゅさぇきけすっく” すさぇ-
ょうちうけくくけ しっ さぇいぉうさぇ つけゃっお, おけえ-
すけ せきっっ ょぇ つっすっ う ょぇ こうてっ.  ╋ぇか-
ちうくぇ しぇ ぉなかゅぇさうすっ, おけうすけ, こけくっ 
そけさきぇかくけ,  くっ こさうすっあぇゃぇす すっいう 
ょゃっ せきっくうは. 
╁ きけょっさくうすっ ゃさっきっくぇ, けぉぇつっ, 

ゅさぇきけすくけしすすぇ っ こけ-しかけあくけ こけくは-
すうっ. ╇きぇ きっょうえくぇ, きせかすうきっょうえ-
くぇ, こけかうすうつっしおぇ う ょさせゅう ゃうょけゃっ 
„こさけそうかうさぇくぇ” ゅさぇきけすくけしす.  ╁な-
こさっおう すけゃぇ っいうおけゃぇすぇ ゅさぇきけすくけしす 
こさっょけこさっょっかは ゃしうつおう けしすぇくぇかう.  
┿  くぇえ-くっけぉたけょうきぇ おぇすけ こさぇおすう-
つっしおけ せきっくうっ しっ けおぇいゃぇ おけきこの-
すなさくぇすぇ ゅさぇきけすくけしす.  ‶け ょぇくくう くぇ 
╄ゃさけしすぇす  70% けす きなあっすっ う 69% 
けす あっくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ ぉっい おけき-
このすなさくぇ ゅさぇきけすくけしす. ╁ ちっかうは ╄ゃ-
さけこっえしおう しなのい ぉっい おけきこのすなさくう 
せきっくうは  しぇ 44% けす きなあっすっ う 38% 
けす あっくうすっ. ╀なかゅぇさうは しっ おかぇしうさぇ 
くぇ こけしかっょくけ きはしすけ ゃ ╄].
]こけさっょ  ょけおかぇょ くぇ ¨¨′ いぇ さぇい-

ゃうすうっ くぇ つけゃっつっしすゃけすけ けす 2008 
ゅ. ╀なかゅぇさうは っ くぇ 50-すけ きはしすけ こけ 
ゅさぇきけすくけしす ゃ しゃっすぇ し くうゃけ くぇ 
ゅさぇきけすくけしす 98.2% けす くぇしっかっくう-

げん ゎづんぜだどぞだでどどん – ぞぎ ぢづんげぞごぶぞだ

とだゎんどだ びだづんどん どご ゐéゎんど ぞんゑぺぞ, どご どごぶんぷ ぞんゑぺどづぎ
づíúÖí どÜöñçí: 

Tは っ っょうく けす くぇえ-きかぇょうすっ う 
しおけさけてくう くぇつぇかくうちう くぇ しきっくう 
ゃ „┿さしっくぇか”┿╃. 〈なおきけ くぇゃなさ
てうかぇ ゅけょうくぇ ゃ くけゃぇすぇ しう さけかは.  
′っ けぉうつぇ  ょぇ は くぇさうつぇす „くぇつぇか
くうお”.  ‶さっょこけつうすぇ ょぇ っ [っくぇ, 
[ぇえくぇ うかう こさけしすけ [っくう.  ′っ けす 
こさっゃいっきおう, ぇ いぇとけすけ っ つうしす, 
けすおさけゃっく う しなさょっつっく つけゃっお. ¨す 
けくっいう, ょっすけ しぇ くぇ ういつっいゃぇくっ. 

[ぇえくぇ ]すっそぇくけゃぇ 〈けすっゃぇ っ 
すうこうつっく ぇさしっくぇかっち.

 ¨す けくっいう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ  
くぇ おけうすけ そうさきぇすぇ っ けちっかはかぇ 
ゃ すさせょくうすっ しう ゅけょうくう. ¨くっ
いう, おけうすけ けぉうつぇす さぇぉけすぇ しう う 
こさうこけいくぇゃぇす ちったぇ おぇすけ しゃけえ 
ょけき, ぇ おけかっゅうすっ おぇすけ  くぇえ-
ぉかういおう たけさぇ. 

30 けす 48-すっ しう ゅけょうくう あうゃけす 
[ぇえくぇ 〈けすっゃぇ っ こさっおぇさぇかぇ  ゃ 
ちった 130 くぇ  ╆ぇゃけょ 2.  ‶けしすなこゃぇ 
すぇき ゃ おさぇは くぇ けおすけきゃさう, ゃ くぇ
つぇかけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう , きっしっち 
こさっょう ょぇ くぇゃなさてう こなかくけかっすうっ. 
╇ ょけ ょくっし っ ゃしっ すぇき. ]きっくは しぇきけ 
こけいうちううすっ う きっしすぇすぇ. ‶なさゃうすっ 
え 5 ゅけょうくう しぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけ
すけ くぇ ╆ぇゃけょ 2- おぇすけ しけさすうさけ
ゃぇつ くぇ こぇすさけくう. ¨とっ すけゅぇゃぇ 
くぇせつぇゃぇ,つっ ゃ おけかっおすうゃぇ くはきぇ 
きかぇょう う しすぇさう,  くうすけ くけゃう う 
ょなかゅけゅけょうてくう さぇぉけすくうちう - うきぇ 
かう くけさきぇ, おけかっおすうゃ, ゃしうつおう しぇ 
さぇゃくう う しぇ っょくけ. ′ぇ すけゃぇ しぇ は 

くぇせつうかう くっえくうすっ しすぇさう おけかっあ
おう, くぇ  すけゃぇ しっゅぇ [ぇえくぇ 〈けすっゃぇ 
しっ けこうすゃぇ ょぇ くぇせつう う しなゃしっき 
きかぇょうすっ しう おけかっゅう - きけきつっ
すぇ くぇ こけ 20-22 ゅけょうくう, おけうすけ 
こなさゃけくぇつぇかくけ しっ しすさはしおぇす けす 
さぇぉけすぇすぇ. 

‶さう くぇし くっ っ かっしくけ, さぇぉけすうき 
し こぇすさけくう う けこぇしくう きぇてうくう, 
おぇいゃぇ くぇつぇかくうお-しきはくぇすぇ,  さうしお 
ゃうくぇゅう うきぇ, ぇおけ くっ ゃくうきぇゃぇて, 
くっ ょけゅかっょぇて. ╇ こさういくぇゃぇ, つっ  ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ  しぇ おなしきっすかうう, 
ぇゃぇさうう しぇ しすぇゃぇかう, くけ ぉっい しっ
さうけいくう こけしかっょしすゃうは  いぇ さぇぉけ
すっとうすっ. 

╁ すぇおうゃぇ きけきっくすう  
たけさぇすぇ すう ぉはゅぇす くぇゃなく, ぇ 
すう - くぇつぇかくうおなす, すうつぇて 

くぇゃなすさっ,  

さぇいおさうゃぇ つぇしす けす „こさけそっしうけ
くぇかくぇすぇ おせたくは” [ぇえくぇ 〈けすっゃぇ. 

]かっょ こなさゃうすっ  こっす ゅけょうくう ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ は  こけゃうてうかう 
ゃ おけくすさけかぇ こけ おぇつっしすゃけすけ. ╂け
ょうくう こけしかっ ぉうかぇ う  きぇゅぇいうくっさ 
くぇ ちったぇ. ╄ょゃぇ けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ っ こけっかぇ  けさゅぇくういぇちうは
すぇ くぇ さぇぉけすぇ う けすゅけゃけさくけしす
すぇ いぇ っょくぇ けす しきっくうすっ ゃ ちった 
130 くぇ ╆ぇゃけょ 2. ¨すゅけゃぇさは いぇ 
28 ょせてう, おぇすけ ぉけかてうくしすゃけすけ 
しぇ あっくう. ¨しゃっく すけゃぇ, [ぇえくぇ 
っ う しうくょうおぇかっく こさっょしっょぇすっか.  
¨とっ けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ぉうかぇ 

おけきしけきけかしおう しっおさっすぇさ, え けし
すぇくぇかう しけちうぇかくけすけ つせゃしすゃけ う 
っきけちうはすぇ こけ たけさぇすぇ. ╇ しっゅぇ 
きう っ きなつくけ いぇ ゃしうつおう すはた, 
しこけょっかはす し きっく う ょけぉさけ, う 
かけてけ,  こさうはすっかう しきっ, しすぇさぇは 
しっ ゃしっおう ょぇ さぇいぉっさぇ, くぇ ゃしっ
おう ょぇ こけきけゅくぇ, おぇいゃぇ すは. ‶さう
いくぇゃぇ, つっ おけゅぇすけ っ はょけしぇくぇ , 
くっ こっしすう すけゃぇ くぇ おけかっおすうゃぇ 
う ゃうくぇゅう ゅけ おぇいゃぇ, とけき しすぇ
ゃぇ ょせきぇ いぇ さぇぉけすぇ, くけ くっ しう 
ゅけ ういおぇさゃぇ ゃなさたせ おけかっおすうゃぇ.  
′っ けぉうつぇ うくすさうゅうすっ う くっ ゅう 
こけいゃけかはゃぇ ゃ くっえくぇすぇ しきはくぇ. 
]すぇさぇっ しっ ゃしっおう ょぇ しう ゅかっ
ょぇ さぇぉけすぇすぇ う ょぇ っ ょけゃけかっく. 
„╉けゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ さぇぉけすくうお 
ょぇ しきっくは きぇてうくうすっ う けこっさぇ
ちううすっ, くぇ おけうすけ っ こけ くはおけかおけ 
こなすう くぇ ょっく, ゃうくぇゅう ゅけゃけさは し  
くっゅけ, ょけさう しっ きけかは, おぇいゃぇき: 
„┿おけ けぉうつぇて, たぇえょっ.”, こさう
いくぇゃぇ くぇつぇかくうつおぇすぇ. 

 ╃けぉさけすけ けすくけてっくうっ おなき 
たけさぇすぇ  ゃないこうすぇかぇ ゃ しっぉっ しう 
けとっ けす ょっすっ. ¨すすぇき っ う かのぉけ
ゃすぇ  う けすゅけゃけさくけしすすぇ おなき さぇ
ぉけすぇすぇ. 

]ぇきぇすぇ [ぇえくぇ っ 
ぇさしっくぇかしおけ つっょけ - 
けす けくっいう, くぇ おけうすけ 

ちっかうすっ そぇきうかうう しぇ ぉうかう 
つぇしす けす うしすけさうはすぇ くぇ 

けさなあっえくうちぇすぇ. 

[けょけき っ けす 〈なあぇ,  ゃ すぇきけてくうは 
いぇゃけょ さけょうすっかうすっ え こさっおぇさぇかう  
ちっかうは しう すさせょけゃ しすぇあ.  ╀ぇとぇ え 
]すっそぇく 』っさくっゃ,  ゃっつっ こけおけえ
くうお, っ っょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ  くぇ 
いぇゃけょぇ ゃ 〈なあぇ.  [ぇえくぇ けとっ こけき
くう しかせつおぇすぇ けす ょっすしすゃけすけ しう, 
おけゅぇすけ すったっく しなしっょ こけしすさぇょぇか 
すっあおけ こさう さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”.  
╉ぇすけ ゃしはおけ ょっすっ しっ こさうすっしくうかぇ 
すけゃぇ ょぇ くっ しかせつう う くぇ くっえくうすっ 
さけょうすっかう. „╃けさう ゅう きけかうた ょぇ 
くっ たけょはす こけゃっつっ くぇ さぇぉけすぇ すぇき, 
ぉっい ょぇ いくぇき, つっ しかっょ ゅけょうくう 
„┿さしっくぇか” とっ けしきうしかう あうゃけすぇ 
きう”,  ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇいぇょ [ぇえ
くぇ 〈けすっゃぇ. ╇ こさういくぇゃぇ, つっ ぉう 
うしおぇかぇ すせお ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ. 
]かっょ ょゃっ ゅけょうくう くぇ こさぇおすうおぇ 
とっ うきぇ すぇいう ゃないきけあくけしす, いぇとけ
すけ  さぇぉけすう くぇ  こなさゃぇ おぇすっゅけさうは. 
′け くっ きけゅぇ ょぇ しう こさっょしすぇゃは 
ょっくは う あうゃけすぇ しう ぉっい おけかっゅう
すっ,  すっ しぇ こけかけゃうくぇすぇ きう ょけき う, 
ぇおけ くっ しなき し すはた, とっ けしうさけすっは,  

こさういくぇゃぇ [ぇえくぇ. ╁ „┿さしっくぇか” 
っ う くぇえ-ょけぉさぇすぇ え こさうはすっかおぇ 
]すけはくおぇ ┿くゅっかけゃぇ. 

〈っいう ょくう  くぇつぇかくうお-しきは
くぇすぇ くぇ ちった 130 ゃ ╆ぇゃけょ  2 っ 
ゃ けすこせしお.  ‶けゃけょなす っ こけゃっつっ 
けす たせぉぇゃ: 

[ぇえくぇ うきぇ 
ぇぉうすせさうっくすおぇ. 
╄ょうくしすゃっくぇすぇ 
え ょなとっさは –

18 ゅけょうてくぇすぇ ]けくは とっ ょっそう
かうさぇ くぇ 24-すう きぇえ. ]っきっえ
しすゃけすけ ゃっつっ っ こけつすう ゅけすけゃけ いぇ 
ぉぇかぇ くぇ  ょなとっさはすぇ, おけはすけ っ 

ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ 》せきぇくうすぇさ
くぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]な
ぉうすうっすけ  しっ つぇおぇ し うくすっさっし う 
かのぉけこうすしすゃけ けす ぉかういおう う こさう
はすっかう. ╆ぇ くっゅけ [ぇえくぇ けとっ くはきぇ 
すけぇかっす, くけ „ ゅけ きうしかは う とっ しっ 
ょけおぇさぇき ゃ くけゃうつおけ”, おぇいゃぇ すは, 
おぇすけ くっ おさうっ, つっ こけおさぇえ ょなとっ
さはすぇ う ぉぇかぇ けすうゃぇ しっゅぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす ゃさっきっすけ え. ]けくは しう っ 
おせこうかぇ  ゃっつっ さけおかはすぇ ,ぉうあせ
すぇすぇ, けしすぇゃぇ しぇきけ つぇくすぇすぇ. ╇ 
せしこってくけすけ こけかぇゅぇくっ くぇ きぇすせ
さうすっ. ┿ こけしかっ う おぇくょうょぇす-しすせ
ょっくすしおうすっ ういこうすう. ╋っつすぇすぇ くぇ 
ょっゃけえおぇすぇ っ ょぇ せつう ゃなゃ ゃけっくくけ 
せつうかうとっ, くけ ちうゃうかくぇ しこっちう
ぇかくけしす. 】っ おぇくょうょぇすしすゃぇ ゃなゃ 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ う ゃ ‶かけゃょうゃ. 
╂けかはきぇすぇ ]けそうは は こかぇてう. 

╋くけゅけ とっ きう かうこしゃぇ, 
いぇとけすけ すは っ くぇえ-ょけぉさぇすぇ 

きう  こさうはすっかおぇ, 
こさういくぇゃぇ [ぇえくぇ, ぇ ]けくは ょけ

こなかゃぇ, つっ ゃしはおけ きけきうつっ ぉう 
きっつすぇかけ ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ きぇえおぇ 
おぇすけ くっえくぇすぇ. 

′っ  こさぇゃは ょぇかっつくう こかぇくけゃっ 
いぇ くっは, うしおぇき しぇきけ ょぇ っ あうゃぇ 
う いょさぇゃぇ う ょけゃけかくぇ けす しっぉっ しう, 
しこけょっかは こかぇくけゃっすっ いぇ ょなとっさは 
しう  [ぇえくぇ 〈けすっゃぇ - くぇつぇかくうお-
しきはくぇ くぇ ちった 130 ゃ ╆ぇゃけょ 2. 

╇ けぉっとぇゃぇ こけつっさこおぇ けす しなさ
ちっ いぇ ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす ゃ おなとう. 
] くぇょっあょぇすぇ すけゃぇ かはすけ ょぇ うきぇ 
こけゃけょ こぇお ょぇ は こけゃすけさう. ╆ぇ しすせ
ょっくすおぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ   
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っすけ. ╁ しなとうは ょけおかぇょ っ けぉはしくっ-
くけ, つっ きくけゅけ さぇいゃうすう ょなさあぇゃう 
しぇ ょけしすうゅくぇかう ゃうしけおう くうゃぇ くぇ 
ゅさぇきけすくけしす う すっ ゃっつっ くっ しなぉうさぇす  
うくそけさきぇちうは いぇ ゅさぇきけすくけしすすぇ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ しう, いぇすけゃぇ すぇおうゃぇ 
ょぇくくう くっ しぇ ゃおかのつっくう ゃ ょぇくくう-
すっ くぇ ]すぇすうしすうつっしおうは うくしすうすせす 
おなき ぃ′╄]╉¨ – けさゅぇくういぇちうはすぇ, 
けこさっょっかうかぇ 8 しっこすっきゃさう いぇ きっあ-
ょせくぇさけょっく ょっく くぇ ゅさぇきけすくけしすすぇ, 
おけえすけ けそうちうぇかくけ しっ けすぉっかはいゃぇ 
けす 1965 ゅ. くぇしぇき.
╀なかゅぇさうは っ こけつすう ゃ ょなくけすけ 

くぇ おかぇしぇちうはすぇ こけ つっすうゃくぇ 
ゅさぇきけすくけしす. 
‶さっい 2006 ゅ. けす 57 ょなさあぇゃう 

すは っ くぇ くっこさっしすうあくけすけ 43-すけ 
きはしすけ, ゃ っょくぇ ゅさせこぇ こけ くうゃけ くぇ 
けぉさぇいけゃぇすっかくうすっ しすぇくょぇさすう しなし 
]なさぉうは, 〉させゅゃぇえ, ╋っおしうおけ, [せ-
きなくうは, 〈ぇえかぇくょ.
〈さっゃけあくぇ すっくょっくちうは っ, つっ くっ-

ゅさぇきけすくけしすすぇ しさっょ きかぇょうすっ ぉなか-
ゅぇさう しっ さぇいさぇしすゃぇ う いぇょなかぉけつぇゃぇ. 
‶さっい 2006 ゅ. ょっかなす くぇ せつっくう-

ちうすっ こけょ おさうすうつくけすけ くうゃけ くぇ 
ゅさぇきけすくけしす  っ ぉうか  くぇょ 50 くぇ 

しすけ, ぇ 41 こさけちっくすぇ しぇ こけょ おさう-
すうつくうは こさぇゅ いぇ つっすうゃくう せきっくうは. 
‶け つっすうゃくう せきっくうは きけきうつっすぇすぇ 
つせゃしすゃうすっかくけ ういこさっゃぇさゃぇす きけき-
つっすぇすぇ. ]こけさっょ きっあょせくぇさけょくけ 
ういしかっょゃぇくっ くぇ PISA  けす 2009 ゅ. 
ぉなかゅぇさしおうすっ せつっくうちう きけゅぇす ょぇ 
つっすぇす /けしくけゃくけ しこうしぇくうは/ う こう-
てぇす, くけ くっ けしきうしかはす う ぇくぇかう-
いうさぇす こさけつっすっくけすけ.  ╆ぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす すはた つっすっくっすけ っ いぇゅせぉぇ くぇ 
ゃさっきっ. ′ぇこさぇゃっくうすっ ういゃけょう しぇ, 
つっ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ っ 
こさっょうきくけ すっけさっすうつくけ, つっ せつっぉ-
くうすっ こかぇくけゃっ  しぇ けしすぇさっかう う しぇ 
ょぇかっつ けす うょっはすぇ ょぇ しっ こさっこけょぇ-
ゃぇす  せきっくうは いぇ しこさぇゃはくっ ゃ あうゃけ-
すぇ う いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきう.  
╀なかゅぇさうは こけこぇょぇ う ゃ ゅさせこぇすぇ 

しすさぇくう, ゃ おけうすけ しけちうぇかくけ-うおけ-
くけきうつっしおうすっ そぇおすけさう けおぇいゃぇす 
ゅけかはきけ ゃかうはくうっ ゃなさたせ くうゃけすけ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくけしす. ╇いきっあょせ すっいう 
そぇおすけさう けす ゅけかはきけ いくぇつっくうっ しぇ 
さけょうすっかうすっ う けしけぉっくけ  きぇえおぇすぇ. 
〉 くぇし すけゃぇ っ こけ-しうかくけ ういさぇいっ-
くけ, けすおけかおけすけ ゃ ょさせゅう しすさぇくう. 
¨す いくぇつっくうっ っ う ぉさけはす おくうゅう 

ゃ ょけきぇ. ‶けつすう っょくぇ つっすゃなさす けす 
せつぇしすゃぇかうすっ ゃ ゅけさっせこけきっくぇすけすけ 
ういしかっょゃぇくっ きかぇょっあう しこけょっかはす, 
つっ せ すはた うきぇ きっあょせ 26 う 100 おくう-
ゅう, ぇ しっきっえしすゃぇすぇ くぇ ぉかういけ 30 
こさけちっくすぇ こさうすっあぇゃぇす こけ-きぇかおけ 
けす 25 おくうゅう. 
‶さうぉかうあぇゃぇとうはす ぉっいしこけさっく 

くぇて 24 きぇえ っ こけょたけょはと こけゃけょ 
ょぇ しっ こけょしっすうき う いぇ くっとけ ょさせゅけ - 
いぇ うしすけさうつっしおう ぇさゅせきっくすうさぇくうは 
ういゃけょ, つっ こうしきっくけすけ しかけゃけ っ ゃ 
ちっくすなさぇ くぇ つけゃっておけすけ いくぇくうっ. ╇ 

いぇ こけかっいくけしすすぇ くぇ っかっきっくすぇさくう-
すっ ゅさぇきぇすうつくう こさぇゃうかぇ, おけうすけ しっ 
せしゃけはゃぇす くっ しぇきけ し せつっくっ, ぇ う し 
つっすっくっ / ゃ きぇゅぇいうくぇ, ぇ くっ ゃ きぇゅぇ-
いうくなす; きぇすっさうぇか, ぇ くっ きぇすっさはか; 
ういすけお, ぇ くっ うしすけお; しゃぇすぉぇ, ぇ くっ 
しゃぇすぉぇ; せつせょゃぇき, ぇ くっ せつせょゃぇき; 
しぉけゅけき, ぇ くっ いぉけゅけき; ゃさぇぉつっ, ぇ くっ 
ゃさぇこつっ; きぇゅうう, ぇ くっ きぇゅうえ; うく-
あっくっさ, ぇ くっ うくあっくっさ う す.く./.  
╆ぇとけすけ, おぇいゃぇす, くっ っ かけてけ つけ-

ゃっお ょぇ っ ゅさぇきけすっく う ょぇあっ っ かっおけ 
ゅさけいくけ, ぇおけ くっ っ.

とんげんぞずぺと ゐぎぷぎ ぢづぺゑ
》ひちうけみて う ╆ひしえあちけみ たあすかてせけさ せあ 』うかてけてか いちあてみ 
[けちけし け 〈かてそおけこ う おうそちあ せあ ｠とすあせけてあちせあてあ 
えけすせあくけみ う [あくあせしひさ, そてさちけて せあ 24 すあこ 1933 え.
′っゅけゃ ぇゃすけさ っ しおせかこすけさなす ╇ゃぇく 〈けこぇかけゃ, さけょっく ゃ し. 〈なさくう
つぇくっ. ‶ぇきっすくうおなす っ けすかはす  ゃ すったくうつっしおけすけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇいぇく
かなお けす しこっちうぇかうしすう けす きっしすくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. ╂けょうくぇ 
こさっょう けすおさうゃぇくっすけ きせ くぇ しなとけすけ きはしすけ っ ぉうか こけしすぇゃっく ゅうこ
しけゃ こなさゃけけぉさぇい, こけしかせあうか いぇ くぇつぇかけ くぇ ょぇさうすっかしおぇ おぇきこぇ
くうは いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ けさうゅうくぇかぇ.

こぇきっすくうおなす くぇ ╉うさうか う ╋っすけょうえ ゃ ょゃけさぇ くぇ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは

╇いゃっしすくけ っ, つっ  ゃ „┿さしっくぇか” うきぇ 
すさぇょうちうう ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ しこけさすぇ. 
‶さっょう ゅけょうくう そうさきぇすぇ こけょょなさ
あぇてっ くはおけかおけ ゃうょぇ しこけさす, ゃ す.つ. 
う そせすぉけか. ]かっょ おぇすけ そせすぉけかくうはす 
けすぉけさ ぉっ こさっょぇょっく くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, しこけさすくう きっさけこさうはすうは 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ 
けす くはおけかおけ ゅけょうくう しっ けさゅぇくういうさぇす 
こさっうきせとっしすゃっくけ ゃ くぇゃっつっさうっすけ 
くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお ゃしはおぇ っしっく.

╄ょくぇ しきっかぇ う ぉかぇゅけさけょくぇ うょっは, 
けすょぇゃくぇ いぇきうしかっくぇ, ゃっつっ っ くぇ こなす 
ょぇ しっ けしなとっしすゃう - ょけ おさぇは くぇ き. 
きぇえ す.ゅ. ゃ „┿さしっくぇか” とっ ぉなょっ ゃない
しすぇくけゃっく ょっすしおうはす そせすぉけか. ]ゃなさ
てっくぇ っ ちはかぇすぇ こけょゅけすゃうすっかくぇ 
さぇぉけすぇ こけ さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ 《╉ 
“┿さしっくぇか”. ‶さうっす っ せしすぇゃ くぇ おかせ
ぉぇ, ういゅさぇょっく っ せこさぇゃうすっかっく しなゃっす, 
くぇぉっかはいぇくう しぇ こぇさぇきっすさうすっ くぇ さっ
きけくすくうすっ ょっえくけしすう くぇ ぉぇいぇすぇ.

‶さっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ そせす
ぉけかくうは おかせぉ っ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ 
– いぇき.-ょうさっおすけさ こけ そうくぇくしう う 
うおけくけきうおぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, いぇ
きっしすくうお-こさっょしっょぇすっか っ 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ – ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか-2000” ┿╃.  ╁ しなしすぇゃぇ 
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くぇ 〉] ゃかういぇす けとっ: ╂っけさゅう ╉けかぇさけゃ, 
]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, ╂っくけ ‶っすさけゃ, 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ, ‶っくおけ ╋ぇくっゃ.

『っかすぇ くぇ ゃないけぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ 
ょっすしおけ-のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ こけ そせす
ぉけか っ  けす っょくぇ しすさぇくぇ - つぇしす けす しゃけ
ぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ こけょさぇしすゃぇとうすっ 
ょぇ ぉなょっ ぇくゅぇあうさぇくけ しなし しこけさす, 
おけえすけ, ぉっい しなきくっくうっ, ゃないこうすぇゃぇ う 
こさぇゃう ょっちぇすぇ くう こけ-いょさぇゃう, ぇ けす 
ょさせゅぇ – しなとっしすゃせゃぇとぇすぇ しこけさすくぇ 
ぉぇいぇ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” くぇ すっさう
すけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ 
きぇおしうきぇかくけ こけかっいくけ.

《うくぇくしうさぇくっすけ くぇ ょっすしおうは そせす

ぉけか とっ しっ けしなとっしすゃはゃぇ こけ くは
おけかおけ くぇつうくぇ: つさっい きうくうきぇか
くう ゃくけしおう けす さけょうすっかうすっ くぇ 
うゅさぇっとうすっ ょっちぇ; いぇこかぇとぇくっすけ 
くぇ すさっくぬけさうすっ しっ こけっきぇ けす ╉′]╀ 
ゃ „┿さしっくぇか”, ぇ しすけこぇくしおけすけ さなおけ
ゃけょしすゃけ しっ ぇくゅぇあうさぇ し さっきけくすぇ う 
こけょょなさあぇくっすけ くぇ ぉぇいぇすぇ.

′ぇぉうさぇくっすけ くぇ ょっちぇ, くっ しぇきけ くぇ 
さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか”, ぇ う けす ちっかうは 
さっゅうけく, とっ いぇこけつくっ ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
けそうちうぇかくぇすぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ おかせぉぇ. 
〈けゅぇゃぇ とっ ぉなょぇす けぉはゃっくう  うきっくぇ
すぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ すさっくぬけさう う とっ ぉなょぇす 
しそけさきうさぇくう ゃないさぇしすけゃうすっ ゅさせこう.

′ぇ ╂けかぇくしおうすっ 
ゃないゃうてっくうは, おなょっすけ 
《. ╃うきうすさけゃ こさっい 
1991 ゅ. こさっょ 
ぇきっさうおぇくちう 
けぉはゃはゃぇ ぉかういおうは 
おさぇえ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは ╁‶╉

╃うさっおすけさなす くぇ ╀′〈 ╇ゃぇく ]かぇゃおけゃ こけかせつぇゃぇ 
こけいょさぇゃかっくうは けす ╀. ‶っしっゃ いぇ “‶ぇくけさぇきぇ”, 
さっぇかういうさぇくぇ ゃ ┿さしっくぇか

[ぇえくぇ 〈けすっゃぇ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ

[ぇえくぇ し ょなとっさは しう ]けくは - ぇぉうすせさうっくすおぇ 
けす 》╂ “]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”

おけ
かぇ

 2
 ゅ

さな
ぉ



513 май 2011 г. がóÖíïöóó

╆ぇ ょぇ しっ しかせつう すけゃぇ, しっ  うい
ゅさぇあょぇ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ 
こさっょこさうはすうっ ゃ 【うこおぇ, 20 かぇ
せさっぇすしおう いゃぇくうは けす そっしすうゃぇかう 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃさなとぇす しかぇゃぇすぇ 
くぇ きっしすくけすけ しすけかっすくけ つうすぇかう
とっ, せしすさけえゃぇ しっ しぇくぇすけさうせきなす 
いぇ しうかうおけいくけ ぉけかくう,  ういさぇしすゃぇ 
くうゃけすけ くぇ きせいっは „【うこおぇ – ╀せい
かせょあぇ”, くぇ こかけとぇょぇ しっ ゃょうゅぇす 
あうかうとくう ぉかけおけゃっ, こけしすさけはゃぇす 
こけとぇ, しゅさぇょぇ いぇ ゅさぇょしおうは おけきう
すっす, ょゃぇ おゃぇさすぇかくう おかせぉぇ – くけゃけ 
しすさけうすっかしすゃけ, けおけかくけすけ こけかっ 
いぇしうはゃぇ けす かぇゃぇくょせかぇ. ╇しすけさう

はすぇ くぇ ゃっかうつうっすけ くぇ うしすけさうつっ
しおぇすぇ 【うこつっくしおぇ っこけこっは, ょっかけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ けこなかつっくちう う 
させしおうすっ ゃけえくう,  っ „こさっくっしっくぇ” 
こさっい ゃさっきっすけ  う 【うこおぇ ゃっつっ 
ゅさぇょう すさぇえくう おけくすぇおすう しなし しな
ゃっすしおけすけ こけしけかしすゃけ う ょさせあっしおう 
ゃさないおう し  そっさうぉけすぇ „╂っさけうすっ くぇ 
【うこおぇ” – っょうく つっすうさうすっ,   ちうさ
おせかうさぇとう  っあっょくっゃくけ  し すけくけ
ゃっ すけゃぇさう きっあょせ こさうしすぇくうとぇすぇ 
╁ぇさくぇ う ╇かうつけゃしお. ╁うょくう させしおう 
ゅけしすう うょゃぇす ゃ 【うこおぇ, てうこつっくちう 
こなすせゃぇす し そっさうぉけすぇ... ╀はたきっ 
こさっしうすっくう けす けそうちうぇかくう ょっかっ
ゅぇちうう, しこけきくは しう ╀けくつけ ‶っしっゃ. 
╁ すっいう ゅけょうくう 【うこおぇ こけしさっ
とぇ こけ 60 ぇゃすけぉせしぇ させしくぇちう 
くぇ ょっく, おぇおすけ う きくけゅけ つったう う 
ゅっさきぇくちう おぇすけ すせさうしすう こけ きぇさて
させすぇ: 【うこおぇ – ‶かっゃっく – ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ. 〈ぇおぇ ゃ かうつくうは ぇさたうゃ 
くぇ ╀けくつけ ‶っしっゃ けしすぇゃぇす しくうきおう 
し ぉなかゅぇさしおうすっ う させしおうすっ  おけしきけ

ゑñöñëíÖó

„んづでぎぞんず” ぜぎ でぺげがんがぎ ...
ゐÜÖôÜ ぢñïñç:

くぇゃすう, そけすけ-しこけきっく けす うょゃぇくっすけ 
くぇ いくぇきっくうすうは ╁ぇかっさう ╉せぉぇしけゃ, 
かっすはか ょゃぇ こなすう ゃ ╉けしきけしぇ, ゃすけ
さうは こなす – いぇっょくけ し ぇきっさうおぇくしおう 
ぇしすさけくぇゃす ゃ おぇつっしすゃけすけ しう くぇ おけ
きぇくょうさ. 

【うこおぇ しすぇゃぇ ゅさぇょ し „きくけゅけ 
すさけこぇくっ こけ しけそうえしおうすっ ゃさぇすう”, 
くっ おさうっ ╀けくつけ ‶っしっゃ. ′け くっとぇ
すぇ しっ しかせつゃぇす. ]かせつゃぇ しっ う くけ
ゃぇすぇ こさけきはくぇ ゃ あうゃけすぇ きせ. ‶さっい 
1983-すぇ ‶っしっゃ ゃっつっ けゅかぇゃはゃぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ こさけそしな
のいうすっ, ゅさぇょしおうはす こさけそおけきうすっす 
ゃ けぉとうくぇすぇ. ╁さなとぇ しっ ゃ ╉ぇいぇく
かなお う ゃ すうこうつっく くっゅけゃ しすうか こぇお 
つっさすぇっ ゅけかっきう こさけっおすう. ╆ぇ ょぇ ゅう 
ゃうょう ういこなかくっくう. ‶けおさぇえ ゅけかっ

きうは さっきけくす くぇ ゅさぇょしおぇすぇ こさけそ
しなのいくぇ しゅさぇょぇ こさっょしっょぇすっかはす 
せしこはゃぇ „きっあょせ ょさせゅけすけ” ょぇ けし
すぇゃう すぇき う こなさゃうは すさぇっく いくぇお 
いぇ こさっぉうゃぇゃぇくっすけ くぇ ╊っゃしおう ゃ 
╉ぇいぇくかなお ゃ たぇくぇ くぇ ぉぇぉぇ ╂ぇくぇ. 
] すゃけさつっしおぇすぇ くぇきっしぇ くぇ ぇさた. 
╉さうゃけてうっゃ, しおせかこすけさぇ ╊っけくうょ 
╋うちっゃ う し ょけしすぇすなつくけ そぇくすぇいうは 
いぇ くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすくうちう う 
きぇすっさうぇかう, しっ こけしすぇゃは しすうかくぇ
すぇ こぇきっすくぇ こかけつぇ くぇ ┿こけしすけかぇ, 
こさっょ おけはすけ おぇいぇくかなつぇくう う ょくっし 
けしすぇゃはす ちゃっすは. ‶け くっは さぇぉけすうかう 
し ゅけかはきぇ しうかぇ う さぇょけしす きっしすくう 
きかぇょっあう, けしなょっくう いぇ ょさっぉ
くけ たせかうゅぇくしすゃけ くぇ けぉとっ
しすゃっくけこけかっいっく すさせょ. 

′ぇかぇゅぇ しっ, けぉぇつっ, いぇ くぇこさぇゃっ
くけすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお ょぇ しっ ゃけょう ゅけ
かはきぇ ぉうすおぇ. ]かっょ こさけきっくうすっ くぇ
しかっょくうちうすっ くぇ しゅさぇょぇすぇ せしこはゃぇす 
ょぇ しう は ゃなさくぇす,  ゃなこさっおう くぇかう

つうっすけ くぇ ょけおせきっくすう いぇ こけおせこ
おぇすぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ けすしすさぇくぇ くぇ 
‶さけそしなのいぇ. ‶っしっゃ くっ しっ ょぇゃぇ 
ぉっい ぉけえ – ゃけょはす しっ ょゃっゅけょうてくう 
ょっかぇ, いぇ つうっすけ こさうおかのつゃぇくっ ゃ 
こけかいぇ くぇ ぉうゃてうすっ しけぉしすゃっくうちう 
こけきぇゅぇす う すけゅぇゃぇてくうすっ せこさぇ
ゃかはゃぇとう こけ ゃさっきっすけ くぇ 《うかうこ 
╃うきうすさけゃ. ‶っしっゃ う ょけしっゅぇ こけ
ょけいうさぇ, つっ ゃ しかせつぇは たけょなす くぇ 
ょっかぇすぇ しっ さってぇゃぇ けす ょけおせきっく
すぇかくう そぇかてうそうおぇちうう: ”]おぇかな
こっくぇ うしすけさうは”.

〈ぇおぇ ‶っしっゃ こさっあうゃはゃぇ う こさっ
きっしすゃぇくっすけ くぇ おけきうすっすぇ くぇょ たぇ
かうすっ. ¨ゅさけきくけすけ うきせとっしすゃけ っ 
しなたさぇくっくけ し くぇきっしぇすぇ くぇ おきっすぇ 
╀けくつけ ]ぇさぇそけゃ. ¨しゃっく し おけかう, 
あうゃぇ ゃっさうゅぇ きっあょせ ょゃっすっ しゅさぇょう 
こさっくぇしは きっぉっかう う ょけおせきっくすう...

╋なおぇすぇ くぇ ╀けくつけ ‶っしっゃ っ, 
つっ こさっい こけしかっょくうすっ 20 ゅけょう
くう, ゃきっしすけ ょぇ こっつっかはす こけゃっつっ 
こさけしすさぇくしすゃけ いぇ こさぇゃぇすぇ くぇ 
さぇぉけすっとうすっ, しうくょうおぇすうすっ ゅせぉはす 
こけしすうゅくぇすけすけ けす けくけゃぇ ゃさっきっ. 
‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ っおうこ 
けす 12 ょせてう っおしこっさすう しっ ゅさうあう 
おなき くぇつぇかけすけ くぇ こさったけょぇ いぇ 
こさぇゃぇすぇ くぇ 54 たうかはょう ょせてう 
ゃ  234 しうくょうおぇかくう けさゅぇくうちうう 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけきくう すけ
ゅぇゃぇてくうはす ゅさぇょしおう こさけそこさっょ
しっょぇすっか, おけえすけ うきぇか う ょゃぇきぇ 
いぇきっしすくうちう. ]こっちうぇかうしすう こけ 
しけちうぇかくけ ょっかけ, すさせょけゃけ こさぇゃけ, 
こけつうゃくけ ょっかけ う いょさぇゃっけこぇいゃぇ
くっ おけくしせかすうさぇかう こさけそしなのい
くうすっ つかっくけゃっ. ‶け 60-80 ょせてう 
ょくっゃくけ うょゃぇかう し こさけぉかっきうすっ 
しう ゃ こさけそおけきうすっすぇ. „′っ けしすぇゃは
たきっ くうすけ っょくぇ ぉさっきっくくぇ あっくぇ, 
おけはすけ ょぇ くっ っ せしすさけっくぇ こさっょう 
さぇあょぇくっすけ し さぇぉけすぇ, しぇくおちうけ
くうさぇたきっ ゅっくっさぇかくう ょうさっおすけさう 
くぇ こさっょこさうはすうは いぇ くっいぇおけくっく  
すさせょ くぇ たけさぇすぇ ゃ こけつうゃくう ょくう, 
こさぇゃったきっ こさけゃっさおう しなゃきっしすくけ 
し 》╄╇ う いぇすゃぇさはたきっ ちったけゃっ いぇ
さぇょう かけてう せしかけゃうは くぇ すさせょ, ぉっい 
くぇてっ さぇいさってっくうっ ぉっ くっゃないきけ
あっく ういゃなくさっょくうはす すさせょ, けしうゅせ
さはゃぇたきっ こけつうゃおぇすぇ くぇ たけさぇすぇ ゃ 
こさけそしなのいくうすっ ぉぇいう”,  さぇいおぇいゃぇ 
ゃ ょっしっすおう おけくおさっすくう そぇおすう ‶っ
しっゃ, し きなおぇ いぇ ょくってくぇすぇ っこけたぇ, 
こさっい おけはすけ „こさけそしなのいうすっ しすぇ
くぇたぇ しうくょうおぇすう”. 〈けえ こさっあうゃは
ゃぇ すぇいう すさぇくしそけさきぇちうは けすぉかう
いけ. ╇ ょさぇきぇすうつくけ. 

〈けつくけ う ゃ こけょさけぉくけしすう こけきくう  

ぉかけおうさぇくっすけ くぇ あこ-かうくうはすぇ 
こさっい 90-すっ, ゃ おけっすけ さぇぉけすくうちう 
けす „┿さしっくぇか” せつぇしすゃぇす, こさけゃけ
おうさぇくう けす ╉〈 „‶けょおさっこぇ”. ‶っしっゃ 
おぇすっゅけさうつくけ くっ けょけぉさはゃぇ すけゃぇ. 
╊うつくけ しなし いぇき. きうくうしすなさぇ くぇ 
╋╁[ すけゅぇゃぇ う ┿すぇくぇし ╀けいけゃ けすう
ゃぇす くぇ きはしすけ ょぇ ゅう せぉっあょぇゃぇ ょぇ 
しっ けすおぇあぇす, いぇ ょぇ しっ こさっょけすゃさぇすう 
うくちうょっくす う いぇ ょぇ しっ こせしくっ こさっい 
╉ぇいぇくかなお ょゃうあっくうっすけ くぇ ゃかぇおけ
ゃっすっ, けすおかけくっくう  こさっい ‶かけゃょうゃ. 
] ういくっくぇょぇ いぇゃぇさゃぇす „ぉぇさっすう” ょぇ 
さぇいすせさゃぇす しなし しうかぇ さぇぉけすくうちうすっ 
けす かうくうはすぇ. ‶け くぇさっあょぇくっ „けす 
ゅけさっ”, いぇ おけっすけ くっ いくぇっ ょけさう いぇき. 
きうくうしすなさなす...    

‶け-おなしくけ, ゃ しこけさ いぇ こさうくちう
こうすっ しう, ╀けくつけ ‶っしっゃ ゃかういぇ ゃ けし
すさう こさけすうゃけさっつうは し すけゅぇゃぇてくうは 
しう さなおけゃけょうすっか, かうょっさ くぇ ╉′]╀ 
おぇすけ  くぇしかっょくうお くぇ ‶さけそしなのいう
すっ – こさけそ. ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ. ̈ すけ
てっくうはすぇ うき こさっきうくぇゃぇす こさっい 
こせぉかうつくう しこけさけゃっ こけ ゃさっきっ くぇ 
しうくょうおぇかくう そけさせきう, ゃっつっさは こけ 
かうつくぇ こけおぇくぇ けす こさけそっしけさぇ ゃ 
ょせた  „ういゅかぇあょぇくっ くぇ くっょけさぇいせ
きっくうはすぇ”, けこうすう けす 『っくすさぇかぇすぇ 
いぇ こけかうすうつっしおう いぇうゅさぇゃおう くぇ 
しうくょうおぇすうすっ, くぇ おけっすけ ‶っしっゃ 
けしすさけ しっ „けこなゃぇ”. ╇ おけっすけ っょゃぇ 
くっ ゅけ ういたゃなさかは けす こけしすぇ. ‶さけそ
しなのいくぇすぇ う しうくょうおぇかくぇ ょっえくけしす 
けぉぇつっ ゅけ しさっとぇす し ょけしすけえくう 
たけさぇ けす ょゃっすっ しすさぇくう くぇ こけかうすう
つっしおうすっ こさうしすさぇしすうは. ╀けくつけ ‶っ
しっゃ しう しこけきくは し うしおさっくけ せゃぇあっ
くうっ いぇ ‶っすなさ ╃のかゅっさけゃ, しすけはか 
くぇつっかけ くぇ こさけそしなのいうすっ こさっょう 
1989-すぇ, くけ う いぇ ╇ゃぇく ′っえおけゃ, 
しうくょうおぇかうしす, きうくうしすなさ ゃ こさぇゃう
すっかしすゃけすけ くぇ ╉けしすけゃ. ] かうつくぇすぇ 
いぇおさうかぇ くぇ ′っえおけゃ う ゅけかはきぇすぇ 
こけょおさっこぇ くぇ こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ 
こさけそおけきうすっすう, ╀けくつけ ‶っしっゃ ゃしっ 
こぇお ょけつぇおぇか こっくしうけくうさぇくっ ゃ 
しうくょうおぇすうすっ こさっい 1996-すぇ. 

╇きぇ う すぇおなゃ しかせつぇえ - しかせつぇえ

くけ くぇ すさけすけぇさぇ ょけ たぇかうすっ ゃ ]け
そうは ‶っしっゃ ゃうょはか こさっょ しっぉっ しう  
′っえおけゃ ょぇ しこうさぇ きうくうしすっさ
しおうは きっさちっょっし. ╇  ゃっょくぇゅぇ 
こけおぇくうか  ╀けくつけ ゃ きうくうしすっさ
しすゃけすけ ょぇ しっ ゃうょはす くぇ おぇそっ. 

‶けょけぉくう しかせつおう しっ けぉはしくは
ゃぇす っょうくしすゃっくけ し たぇさぇおすっさぇ くぇ 
‶っしっゃ,  こさうくちうこっく う こけつすっく つけ
ゃっお, さぇいしなあょぇゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ 
ゅけ こけいくぇゃぇす けすぉかういけ. [ぇぉけすうか 
ぇおすうゃくけ う し せぉっあょっくうっ, つっ とっ っ 
ょけぉさっ いぇ ゃしうつおう, すけえ しっ ゃおかのつ
ゃぇ ぇおすうゃくけ ゃ おぇきこぇくうはすぇ こけ 
きぇしけゃぇすぇ こさうゃぇすういぇちうは, こけいくぇ
ゃぇえおう ゃしはおけ こさっょこさうはすうっ ゃ ╉ぇ
いぇくかなておけ おぇすけ こっすすっ しう こさなしすぇ,  
こけおさぇえ こさけそしなのいくぇすぇ さぇぉけすぇ. 
¨す おけっすけ くっ っ しこっつっかうか くうとけ.   

‶っつぇかぉうすっ ゃ あうゃけすぇ しう ╀けくつけ 
‶っしっゃ, おけえすけ しぇきけ しかっょ ょくう いぇ
おさなゅかは のぉうかっえくうすっ  75 ゅけょうくう, 
きっさう こけ ょさせゅ くぇつうく: しさっとぇすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” しなし しなこさせゅぇすぇ ′っ
ょはかおぇ, しっきっえしすゃけすけ, ょなとっさはすぇ 
– こけいくぇすぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお きせいう
おぇかくぇ こっょぇゅけあおぇ ╋ぇさうぇくぇ ╋なゅ
っゃぇ. ╁ „しきっすおぇすぇ” っ くぇこさぇゃっくけすけ 
こけ „しすなかぉぇすぇ くぇ きけは あうゃけす” -  ゃ 
さぇぉけすぇすぇ う けぉとっしすゃっくうすっ ょっかぇ, 
おぇおすけ う しゃうょっすっかしすゃぇすぇ くぇ ゃさっ
きっすけ: きけあっ ぉう しすけすうちう そぇおすう, 
しくうきおう, しこけきっくう けす かうつくう しさっ
とう う せつぇしすうっ ゃ うしすけさうつっしおう きけ
きっくすう, こさけきっくうかう あうゃけすぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお こさっい こけしかっょくうは こけゃっつっ 
けす こけかけゃうく ゃっお. ‶っしっゃ こぇいう さっゃ
くうゃけ ぇさたうゃぇ くぇ うくすっさっしくうは しう 
あうゃけす しなし しないくぇくうっすけ, つっ ゃ くっゅけ 
っ しこさはかぇ つぇしす けす くけゃぇすぇ くう うし
すけさうは. ╃ゃっ こさうかっあくけ ういこうしぇくう 
すっすさぇょおう, つぇおぇす しゃけっすけ こせぉかうおせ
ゃぇくっ: ”]すさせゃぇ こぇさう.” 〈はたくけすけ うい
ょぇくうっ おぇすけ つっ かう っ っょうくしすゃっくけすけ 
くぇつうくぇくうっ, おけっすけ ╀けくつけ ‶っしっゃ 
けとっ くっ っ ょけおぇさぇか ょけ おさぇえ. ]ゃなさ
てっくけすけ いぇょ ゅなさぉぇ きせ こけょしおぇいゃぇ, 
つっ すけゃぇ っょゃぇ かう とっ っ いぇょなかゅけ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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‶けょ こけくはすうっすけ „ゅさぇきけすっく” すさぇ
ょうちうけくくけ しっ さぇいぉうさぇ つけゃっお, おけえ
すけ せきっっ ょぇ つっすっ う ょぇ こうてっ.  ╋ぇか
ちうくぇ しぇ ぉなかゅぇさうすっ, おけうすけ, こけくっ 
そけさきぇかくけ,  くっ こさうすっあぇゃぇす すっいう 
ょゃっ せきっくうは. 
╁ きけょっさくうすっ ゃさっきっくぇ, けぉぇつっ, 

ゅさぇきけすくけしすすぇ っ こけ-しかけあくけ こけくは
すうっ. ╇きぇ きっょうえくぇ, きせかすうきっょうえ
くぇ, こけかうすうつっしおぇ う ょさせゅう ゃうょけゃっ 
„こさけそうかうさぇくぇ” ゅさぇきけすくけしす.  ╁な
こさっおう すけゃぇ っいうおけゃぇすぇ ゅさぇきけすくけしす 
こさっょけこさっょっかは ゃしうつおう けしすぇくぇかう.  
┿  くぇえ-くっけぉたけょうきぇ おぇすけ こさぇおすう
つっしおけ せきっくうっ しっ けおぇいゃぇ おけきこの
すなさくぇすぇ ゅさぇきけすくけしす.  ‶け ょぇくくう くぇ 
╄ゃさけしすぇす  70% けす きなあっすっ う 69% 
けす あっくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ ぉっい おけき
このすなさくぇ ゅさぇきけすくけしす. ╁ ちっかうは ╄ゃ
さけこっえしおう しなのい ぉっい おけきこのすなさくう 
せきっくうは  しぇ 44% けす きなあっすっ う 38% 
けす あっくうすっ. ╀なかゅぇさうは しっ おかぇしうさぇ 
くぇ こけしかっょくけ きはしすけ ゃ ╄].
]こけさっょ  ょけおかぇょ くぇ ¨¨′ いぇ さぇい

ゃうすうっ くぇ つけゃっつっしすゃけすけ けす 2008 
ゅ. ╀なかゅぇさうは っ くぇ 50-すけ きはしすけ こけ 
ゅさぇきけすくけしす ゃ しゃっすぇ し くうゃけ くぇ 
ゅさぇきけすくけしす 98.2% けす くぇしっかっくう
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Tは っ っょうく けす くぇえ-きかぇょうすっ う 
しおけさけてくう くぇつぇかくうちう くぇ しきっくう 
ゃ „┿さしっくぇか”┿╃. 〈なおきけ くぇゃなさ-
てうかぇ ゅけょうくぇ ゃ くけゃぇすぇ しう さけかは.  
′っ けぉうつぇ  ょぇ は くぇさうつぇす „くぇつぇか-
くうお”.  ‶さっょこけつうすぇ ょぇ っ [っくぇ, 
[ぇえくぇ うかう こさけしすけ [っくう.  ′っ けす 
こさっゃいっきおう, ぇ いぇとけすけ っ つうしす, 
けすおさけゃっく う しなさょっつっく つけゃっお. ¨す 
けくっいう, ょっすけ しぇ くぇ ういつっいゃぇくっ. 

[ぇえくぇ ]すっそぇくけゃぇ 〈けすっゃぇ っ 
すうこうつっく ぇさしっくぇかっち.

 ¨す けくっいう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ  
くぇ おけうすけ そうさきぇすぇ っ けちっかはかぇ 
ゃ すさせょくうすっ しう ゅけょうくう. ¨くっ-
いう, おけうすけ けぉうつぇす さぇぉけすぇ しう う 
こさうこけいくぇゃぇす ちったぇ おぇすけ しゃけえ 
ょけき, ぇ おけかっゅうすっ おぇすけ  くぇえ-
ぉかういおう たけさぇ. 

30 けす 48-すっ しう ゅけょうくう あうゃけす 
[ぇえくぇ 〈けすっゃぇ っ こさっおぇさぇかぇ  ゃ 
ちった 130 くぇ  ╆ぇゃけょ 2.  ‶けしすなこゃぇ 
すぇき ゃ おさぇは くぇ けおすけきゃさう, ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう , きっしっち 
こさっょう ょぇ くぇゃなさてう こなかくけかっすうっ. 
╇ ょけ ょくっし っ ゃしっ すぇき. ]きっくは しぇきけ 
こけいうちううすっ う きっしすぇすぇ. ‶なさゃうすっ 
え 5 ゅけょうくう しぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ ╆ぇゃけょ 2- おぇすけ しけさすうさけ-
ゃぇつ くぇ こぇすさけくう. ¨とっ すけゅぇゃぇ 
くぇせつぇゃぇ,つっ ゃ おけかっおすうゃぇ くはきぇ 
きかぇょう う しすぇさう,  くうすけ くけゃう う 
ょなかゅけゅけょうてくう さぇぉけすくうちう - うきぇ 
かう くけさきぇ, おけかっおすうゃ, ゃしうつおう しぇ 
さぇゃくう う しぇ っょくけ. ′ぇ すけゃぇ しぇ は 

くぇせつうかう くっえくうすっ しすぇさう おけかっあ-
おう, くぇ  すけゃぇ しっゅぇ [ぇえくぇ 〈けすっゃぇ 
しっ けこうすゃぇ ょぇ くぇせつう う しなゃしっき 
きかぇょうすっ しう おけかっゅう - きけきつっ-
すぇ くぇ こけ 20-22 ゅけょうくう, おけうすけ 
こなさゃけくぇつぇかくけ しっ しすさはしおぇす けす 
さぇぉけすぇすぇ. 

‶さう くぇし くっ っ かっしくけ, さぇぉけすうき 
し こぇすさけくう う けこぇしくう きぇてうくう, 
おぇいゃぇ くぇつぇかくうお-しきはくぇすぇ,  さうしお 
ゃうくぇゅう うきぇ, ぇおけ くっ ゃくうきぇゃぇて, 
くっ ょけゅかっょぇて. ╇ こさういくぇゃぇ, つっ  ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ  しぇ おなしきっすかうう, 
ぇゃぇさうう しぇ しすぇゃぇかう, くけ ぉっい しっ-
さうけいくう こけしかっょしすゃうは  いぇ さぇぉけ-
すっとうすっ. 

╁ すぇおうゃぇ きけきっくすう  
たけさぇすぇ すう ぉはゅぇす くぇゃなく, ぇ 
すう - くぇつぇかくうおなす, すうつぇて 

くぇゃなすさっ,  

さぇいおさうゃぇ つぇしす けす „こさけそっしうけ-
くぇかくぇすぇ おせたくは” [ぇえくぇ 〈けすっゃぇ. 

]かっょ こなさゃうすっ  こっす ゅけょうくう ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ は  こけゃうてうかう 
ゃ おけくすさけかぇ こけ おぇつっしすゃけすけ. ╂け-
ょうくう こけしかっ ぉうかぇ う  きぇゅぇいうくっさ 
くぇ ちったぇ. ╄ょゃぇ けす きうくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ っ こけっかぇ  けさゅぇくういぇちうは-
すぇ くぇ さぇぉけすぇ う けすゅけゃけさくけしす-
すぇ いぇ っょくぇ けす しきっくうすっ ゃ ちった 
130 くぇ ╆ぇゃけょ 2. ¨すゅけゃぇさは いぇ 
28 ょせてう, おぇすけ ぉけかてうくしすゃけすけ 
しぇ あっくう. ¨しゃっく すけゃぇ, [ぇえくぇ 
っ う しうくょうおぇかっく こさっょしっょぇすっか.  
¨とっ けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ぉうかぇ 

おけきしけきけかしおう しっおさっすぇさ, え けし-
すぇくぇかう しけちうぇかくけすけ つせゃしすゃけ う 
っきけちうはすぇ こけ たけさぇすぇ. ╇ しっゅぇ 
きう っ きなつくけ いぇ ゃしうつおう すはた, 
しこけょっかはす し きっく う ょけぉさけ, う 
かけてけ,  こさうはすっかう しきっ, しすぇさぇは 
しっ ゃしっおう ょぇ さぇいぉっさぇ, くぇ ゃしっ-
おう ょぇ こけきけゅくぇ, おぇいゃぇ すは. ‶さう-
いくぇゃぇ, つっ おけゅぇすけ っ はょけしぇくぇ , 
くっ こっしすう すけゃぇ くぇ おけかっおすうゃぇ 
う ゃうくぇゅう ゅけ おぇいゃぇ, とけき しすぇ-
ゃぇ ょせきぇ いぇ さぇぉけすぇ, くけ くっ しう 
ゅけ ういおぇさゃぇ ゃなさたせ おけかっおすうゃぇ.  
′っ けぉうつぇ うくすさうゅうすっ う くっ ゅう 
こけいゃけかはゃぇ ゃ くっえくぇすぇ しきはくぇ. 
]すぇさぇっ しっ ゃしっおう ょぇ しう ゅかっ-
ょぇ さぇぉけすぇすぇ う ょぇ っ ょけゃけかっく. 
„╉けゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ さぇぉけすくうお 
ょぇ しきっくは きぇてうくうすっ う けこっさぇ-
ちううすっ, くぇ おけうすけ っ こけ くはおけかおけ 
こなすう くぇ ょっく, ゃうくぇゅう ゅけゃけさは し  
くっゅけ, ょけさう しっ きけかは, おぇいゃぇき: 
„┿おけ けぉうつぇて, たぇえょっ.”, こさう-
いくぇゃぇ くぇつぇかくうつおぇすぇ. 

 ╃けぉさけすけ けすくけてっくうっ おなき 
たけさぇすぇ  ゃないこうすぇかぇ ゃ しっぉっ しう 
けとっ けす ょっすっ. ¨すすぇき っ う かのぉけ-
ゃすぇ  う けすゅけゃけさくけしすすぇ おなき さぇ-
ぉけすぇすぇ. 

]ぇきぇすぇ [ぇえくぇ っ 
ぇさしっくぇかしおけ つっょけ - 
けす けくっいう, くぇ おけうすけ 

ちっかうすっ そぇきうかうう しぇ ぉうかう 
つぇしす けす うしすけさうはすぇ くぇ 

けさなあっえくうちぇすぇ. 

[けょけき っ けす 〈なあぇ,  ゃ すぇきけてくうは 
いぇゃけょ さけょうすっかうすっ え こさっおぇさぇかう  
ちっかうは しう すさせょけゃ しすぇあ.  ╀ぇとぇ え 
]すっそぇく 』っさくっゃ,  ゃっつっ こけおけえ-
くうお, っ っょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ  くぇ 
いぇゃけょぇ ゃ 〈なあぇ.  [ぇえくぇ けとっ こけき-
くう しかせつおぇすぇ けす ょっすしすゃけすけ しう, 
おけゅぇすけ すったっく しなしっょ こけしすさぇょぇか 
すっあおけ こさう さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”.  
╉ぇすけ ゃしはおけ ょっすっ しっ こさうすっしくうかぇ 
すけゃぇ ょぇ くっ しかせつう う くぇ くっえくうすっ 
さけょうすっかう. „╃けさう ゅう きけかうた ょぇ 
くっ たけょはす こけゃっつっ くぇ さぇぉけすぇ すぇき, 
ぉっい ょぇ いくぇき, つっ しかっょ ゅけょうくう 
„┿さしっくぇか” とっ けしきうしかう あうゃけすぇ 
きう”,  ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇいぇょ [ぇえ-
くぇ 〈けすっゃぇ. ╇ こさういくぇゃぇ, つっ ぉう 
うしおぇかぇ すせお ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ. 
]かっょ ょゃっ ゅけょうくう くぇ こさぇおすうおぇ 
とっ うきぇ すぇいう ゃないきけあくけしす, いぇとけ-
すけ  さぇぉけすう くぇ  こなさゃぇ おぇすっゅけさうは. 
′け くっ きけゅぇ ょぇ しう こさっょしすぇゃは 
ょっくは う あうゃけすぇ しう ぉっい おけかっゅう-
すっ,  すっ しぇ こけかけゃうくぇすぇ きう ょけき う, 
ぇおけ くっ しなき し すはた, とっ けしうさけすっは,  

こさういくぇゃぇ [ぇえくぇ. ╁ „┿さしっくぇか” 
っ う くぇえ-ょけぉさぇすぇ え こさうはすっかおぇ 
]すけはくおぇ ┿くゅっかけゃぇ. 

〈っいう ょくう  くぇつぇかくうお-しきは-
くぇすぇ くぇ ちった 130 ゃ ╆ぇゃけょ  2 っ 
ゃ けすこせしお.  ‶けゃけょなす っ こけゃっつっ 
けす たせぉぇゃ: 

[ぇえくぇ うきぇ 
ぇぉうすせさうっくすおぇ. 
╄ょうくしすゃっくぇすぇ 
え ょなとっさは –

18 ゅけょうてくぇすぇ ]けくは とっ ょっそう-
かうさぇ くぇ 24-すう きぇえ. ]っきっえ-
しすゃけすけ ゃっつっ っ こけつすう ゅけすけゃけ いぇ 
ぉぇかぇ くぇ  ょなとっさはすぇ, おけはすけ っ 

ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ 》せきぇくうすぇさ-
くぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]な-
ぉうすうっすけ  しっ つぇおぇ し うくすっさっし う 
かのぉけこうすしすゃけ けす ぉかういおう う こさう-
はすっかう. ╆ぇ くっゅけ [ぇえくぇ けとっ くはきぇ 
すけぇかっす, くけ „ ゅけ きうしかは う とっ しっ 
ょけおぇさぇき ゃ くけゃうつおけ”, おぇいゃぇ すは, 
おぇすけ くっ おさうっ, つっ こけおさぇえ ょなとっ-
さはすぇ う ぉぇかぇ けすうゃぇ しっゅぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす ゃさっきっすけ え. ]けくは しう っ 
おせこうかぇ  ゃっつっ さけおかはすぇ ,ぉうあせ-
すぇすぇ, けしすぇゃぇ しぇきけ つぇくすぇすぇ. ╇ 
せしこってくけすけ こけかぇゅぇくっ くぇ きぇすせ-
さうすっ. ┿ こけしかっ う おぇくょうょぇす-しすせ-
ょっくすしおうすっ ういこうすう. ╋っつすぇすぇ くぇ 
ょっゃけえおぇすぇ っ ょぇ せつう ゃなゃ ゃけっくくけ 
せつうかうとっ, くけ ちうゃうかくぇ しこっちう-
ぇかくけしす. 】っ おぇくょうょぇすしすゃぇ ゃなゃ 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ う ゃ ‶かけゃょうゃ. 
╂けかはきぇすぇ ]けそうは は こかぇてう. 

╋くけゅけ とっ きう かうこしゃぇ, 
いぇとけすけ すは っ くぇえ-ょけぉさぇすぇ 

きう  こさうはすっかおぇ, 
こさういくぇゃぇ [ぇえくぇ, ぇ ]けくは ょけ-

こなかゃぇ, つっ ゃしはおけ きけきうつっ ぉう 
きっつすぇかけ ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ きぇえおぇ 
おぇすけ くっえくぇすぇ. 

′っ  こさぇゃは ょぇかっつくう こかぇくけゃっ 
いぇ くっは, うしおぇき しぇきけ ょぇ っ あうゃぇ 
う いょさぇゃぇ う ょけゃけかくぇ けす しっぉっ しう, 
しこけょっかは こかぇくけゃっすっ いぇ ょなとっさは 
しう  [ぇえくぇ 〈けすっゃぇ - くぇつぇかくうお-
しきはくぇ くぇ ちった 130 ゃ ╆ぇゃけょ 2. 

╇ けぉっとぇゃぇ こけつっさこおぇ けす しなさ-
ちっ いぇ ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす ゃ おなとう. 
] くぇょっあょぇすぇ すけゃぇ かはすけ ょぇ うきぇ 
こけゃけょ こぇお ょぇ は こけゃすけさう. ╆ぇ しすせ-
ょっくすおぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ   
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っすけ. ╁ しなとうは ょけおかぇょ っ けぉはしくっ
くけ, つっ きくけゅけ さぇいゃうすう ょなさあぇゃう 
しぇ ょけしすうゅくぇかう ゃうしけおう くうゃぇ くぇ 
ゅさぇきけすくけしす う すっ ゃっつっ くっ しなぉうさぇす  
うくそけさきぇちうは いぇ ゅさぇきけすくけしすすぇ くぇ 
くぇしっかっくうっすけ しう, いぇすけゃぇ すぇおうゃぇ 
ょぇくくう くっ しぇ ゃおかのつっくう ゃ ょぇくくう
すっ くぇ ]すぇすうしすうつっしおうは うくしすうすせす 
おなき ぃ′╄]╉¨ – けさゅぇくういぇちうはすぇ, 
けこさっょっかうかぇ 8 しっこすっきゃさう いぇ きっあ
ょせくぇさけょっく ょっく くぇ ゅさぇきけすくけしすすぇ, 
おけえすけ けそうちうぇかくけ しっ けすぉっかはいゃぇ 
けす 1965 ゅ. くぇしぇき.
╀なかゅぇさうは っ こけつすう ゃ ょなくけすけ 

くぇ おかぇしぇちうはすぇ こけ つっすうゃくぇ 
ゅさぇきけすくけしす. 
‶さっい 2006 ゅ. けす 57 ょなさあぇゃう 

すは っ くぇ くっこさっしすうあくけすけ 43-すけ 
きはしすけ, ゃ っょくぇ ゅさせこぇ こけ くうゃけ くぇ 
けぉさぇいけゃぇすっかくうすっ しすぇくょぇさすう しなし 
]なさぉうは, 〉させゅゃぇえ, ╋っおしうおけ, [せ
きなくうは, 〈ぇえかぇくょ.
〈さっゃけあくぇ すっくょっくちうは っ, つっ くっ

ゅさぇきけすくけしすすぇ しさっょ きかぇょうすっ ぉなか
ゅぇさう しっ さぇいさぇしすゃぇ う いぇょなかぉけつぇゃぇ. 
‶さっい 2006 ゅ. ょっかなす くぇ せつっくう

ちうすっ こけょ おさうすうつくけすけ くうゃけ くぇ 
ゅさぇきけすくけしす  っ ぉうか  くぇょ 50 くぇ 

しすけ, ぇ 41 こさけちっくすぇ しぇ こけょ おさう
すうつくうは こさぇゅ いぇ つっすうゃくう せきっくうは. 
‶け つっすうゃくう せきっくうは きけきうつっすぇすぇ 
つせゃしすゃうすっかくけ ういこさっゃぇさゃぇす きけき
つっすぇすぇ. ]こけさっょ きっあょせくぇさけょくけ 
ういしかっょゃぇくっ くぇ PISA  けす 2009 ゅ. 
ぉなかゅぇさしおうすっ せつっくうちう きけゅぇす ょぇ 
つっすぇす /けしくけゃくけ しこうしぇくうは/ う こう
てぇす, くけ くっ けしきうしかはす う ぇくぇかう
いうさぇす こさけつっすっくけすけ.  ╆ぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす すはた つっすっくっすけ っ いぇゅせぉぇ くぇ 
ゃさっきっ. ′ぇこさぇゃっくうすっ ういゃけょう しぇ, 
つっ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ っ 
こさっょうきくけ すっけさっすうつくけ, つっ せつっぉ
くうすっ こかぇくけゃっ  しぇ けしすぇさっかう う しぇ 
ょぇかっつ けす うょっはすぇ ょぇ しっ こさっこけょぇ
ゃぇす  せきっくうは いぇ しこさぇゃはくっ ゃ あうゃけ
すぇ う いぇ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきう.  
╀なかゅぇさうは こけこぇょぇ う ゃ ゅさせこぇすぇ 

しすさぇくう, ゃ おけうすけ しけちうぇかくけ-うおけ
くけきうつっしおうすっ そぇおすけさう けおぇいゃぇす 
ゅけかはきけ ゃかうはくうっ ゃなさたせ くうゃけすけ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくけしす. ╇いきっあょせ すっいう 
そぇおすけさう けす ゅけかはきけ いくぇつっくうっ しぇ 
さけょうすっかうすっ う けしけぉっくけ  きぇえおぇすぇ. 
〉 くぇし すけゃぇ っ こけ-しうかくけ ういさぇいっ
くけ, けすおけかおけすけ ゃ ょさせゅう しすさぇくう. 
¨す いくぇつっくうっ っ う ぉさけはす おくうゅう 

ゃ ょけきぇ. ‶けつすう っょくぇ つっすゃなさす けす 
せつぇしすゃぇかうすっ ゃ ゅけさっせこけきっくぇすけすけ 
ういしかっょゃぇくっ きかぇょっあう しこけょっかはす, 
つっ せ すはた うきぇ きっあょせ 26 う 100 おくう
ゅう, ぇ しっきっえしすゃぇすぇ くぇ ぉかういけ 30 
こさけちっくすぇ こさうすっあぇゃぇす こけ-きぇかおけ 
けす 25 おくうゅう. 
‶さうぉかうあぇゃぇとうはす ぉっいしこけさっく 

くぇて 24 きぇえ っ こけょたけょはと こけゃけょ 
ょぇ しっ こけょしっすうき う いぇ くっとけ ょさせゅけ - 
いぇ うしすけさうつっしおう ぇさゅせきっくすうさぇくうは 
ういゃけょ, つっ こうしきっくけすけ しかけゃけ っ ゃ 
ちっくすなさぇ くぇ つけゃっておけすけ いくぇくうっ. ╇ 

いぇ こけかっいくけしすすぇ くぇ っかっきっくすぇさくう
すっ ゅさぇきぇすうつくう こさぇゃうかぇ, おけうすけ しっ 
せしゃけはゃぇす くっ しぇきけ し せつっくっ, ぇ う し 
つっすっくっ / ゃ きぇゅぇいうくぇ, ぇ くっ ゃ きぇゅぇ
いうくなす; きぇすっさうぇか, ぇ くっ きぇすっさはか; 
ういすけお, ぇ くっ うしすけお; しゃぇすぉぇ, ぇ くっ 
しゃぇすぉぇ; せつせょゃぇき, ぇ くっ せつせょゃぇき; 
しぉけゅけき, ぇ くっ いぉけゅけき; ゃさぇぉつっ, ぇ くっ 
ゃさぇこつっ; きぇゅうう, ぇ くっ きぇゅうえ; うく
あっくっさ, ぇ くっ うくあっくっさ う す.く./.  
╆ぇとけすけ, おぇいゃぇす, くっ っ かけてけ つけ

ゃっお ょぇ っ ゅさぇきけすっく う ょぇあっ っ かっおけ 
ゅさけいくけ, ぇおけ くっ っ.

とんげんぞずぺと ゐぎぷぎ ぢづぺゑ
》ひちうけみて う ╆ひしえあちけみ たあすかてせけさ せあ 』うかてけてか いちあてみ 
[けちけし け 〈かてそおけこ う おうそちあ せあ ｠とすあせけてあちせあてあ 
えけすせあくけみ う [あくあせしひさ, そてさちけて せあ 24 すあこ 1933 え.
′っゅけゃ ぇゃすけさ っ しおせかこすけさなす ╇ゃぇく 〈けこぇかけゃ, さけょっく ゃ し. 〈なさくう-
つぇくっ. ‶ぇきっすくうおなす っ けすかはす  ゃ すったくうつっしおけすけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお けす しこっちうぇかうしすう けす きっしすくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ. ╂けょうくぇ 
こさっょう けすおさうゃぇくっすけ きせ くぇ しなとけすけ きはしすけ っ ぉうか こけしすぇゃっく ゅうこ-
しけゃ こなさゃけけぉさぇい, こけしかせあうか いぇ くぇつぇかけ くぇ ょぇさうすっかしおぇ おぇきこぇ-
くうは いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ けさうゅうくぇかぇ.

こぇきっすくうおなす くぇ ╉うさうか う ╋っすけょうえ ゃ ょゃけさぇ くぇ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは

╇いゃっしすくけ っ, つっ  ゃ „┿さしっくぇか” うきぇ 
すさぇょうちうう ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ しこけさすぇ. 
‶さっょう ゅけょうくう そうさきぇすぇ こけょょなさ-
あぇてっ くはおけかおけ ゃうょぇ しこけさす, ゃ す.つ. 
う そせすぉけか. ]かっょ おぇすけ そせすぉけかくうはす 
けすぉけさ ぉっ こさっょぇょっく くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, しこけさすくう きっさけこさうはすうは 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ 
けす くはおけかおけ ゅけょうくう しっ けさゅぇくういうさぇす 
こさっうきせとっしすゃっくけ ゃ くぇゃっつっさうっすけ 
くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお ゃしはおぇ っしっく.

╄ょくぇ しきっかぇ う ぉかぇゅけさけょくぇ うょっは, 
けすょぇゃくぇ いぇきうしかっくぇ, ゃっつっ っ くぇ こなす 
ょぇ しっ けしなとっしすゃう - ょけ おさぇは くぇ き. 
きぇえ す.ゅ. ゃ „┿さしっくぇか” とっ ぉなょっ ゃない-
しすぇくけゃっく ょっすしおうはす そせすぉけか. ]ゃなさ-
てっくぇ っ ちはかぇすぇ こけょゅけすゃうすっかくぇ 
さぇぉけすぇ こけ さっゅうしすさぇちうはすぇ くぇ 《╉ 
“┿さしっくぇか”. ‶さうっす っ せしすぇゃ くぇ おかせ-
ぉぇ, ういゅさぇょっく っ せこさぇゃうすっかっく しなゃっす, 
くぇぉっかはいぇくう しぇ こぇさぇきっすさうすっ くぇ さっ-
きけくすくうすっ ょっえくけしすう くぇ ぉぇいぇすぇ.

‶さっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ そせす-
ぉけかくうは おかせぉ っ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ 
– いぇき.-ょうさっおすけさ こけ そうくぇくしう う 
うおけくけきうおぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, いぇ-
きっしすくうお-こさっょしっょぇすっか っ 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ – ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
くぇ „┿さしっくぇか-2000” ┿╃.  ╁ しなしすぇゃぇ 

„んづでぎぞんず” ゑぺげづんぐがん がぎどでとごé ぱばどゐだず

くぇ 〉] ゃかういぇす けとっ: ╂っけさゅう ╉けかぇさけゃ, 
]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, ╂っくけ ‶っすさけゃ, 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ, ‶っくおけ ╋ぇくっゃ.

『っかすぇ くぇ ゃないけぉくけゃはゃぇくっすけ くぇ 
ょっすしおけ-のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ こけ そせす-
ぉけか っ  けす っょくぇ しすさぇくぇ - つぇしす けす しゃけ-
ぉけょくけすけ ゃさっきっ くぇ こけょさぇしすゃぇとうすっ 
ょぇ ぉなょっ ぇくゅぇあうさぇくけ しなし しこけさす, 
おけえすけ, ぉっい しなきくっくうっ, ゃないこうすぇゃぇ う 
こさぇゃう ょっちぇすぇ くう こけ-いょさぇゃう, ぇ けす 
ょさせゅぇ – しなとっしすゃせゃぇとぇすぇ しこけさすくぇ 
ぉぇいぇ くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ ょぇ しっ ういこけかいゃぇ 
きぇおしうきぇかくけ こけかっいくけ.

《うくぇくしうさぇくっすけ くぇ ょっすしおうは そせす-

ぉけか とっ しっ けしなとっしすゃはゃぇ こけ くは-
おけかおけ くぇつうくぇ: つさっい きうくうきぇか-
くう ゃくけしおう けす さけょうすっかうすっ くぇ 
うゅさぇっとうすっ ょっちぇ; いぇこかぇとぇくっすけ 
くぇ すさっくぬけさうすっ しっ こけっきぇ けす ╉′]╀ 
ゃ „┿さしっくぇか”, ぇ しすけこぇくしおけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ しっ ぇくゅぇあうさぇ し さっきけくすぇ う 
こけょょなさあぇくっすけ くぇ ぉぇいぇすぇ.

′ぇぉうさぇくっすけ くぇ ょっちぇ, くっ しぇきけ くぇ 
さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか”, ぇ う けす ちっかうは 
さっゅうけく, とっ いぇこけつくっ ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
けそうちうぇかくぇすぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ おかせぉぇ. 
〈けゅぇゃぇ とっ ぉなょぇす けぉはゃっくう  うきっくぇ-
すぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ すさっくぬけさう う とっ ぉなょぇす 
しそけさきうさぇくう ゃないさぇしすけゃうすっ ゅさせこう.

′ぇ ╂けかぇくしおうすっ 
ゃないゃうてっくうは, おなょっすけ 
《. ╃うきうすさけゃ こさっい 
1991 ゅ. こさっょ 
ぇきっさうおぇくちう 
けぉはゃはゃぇ ぉかういおうは 
おさぇえ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは ╁‶╉

╃うさっおすけさなす くぇ ╀′〈 ╇ゃぇく ]かぇゃおけゃ こけかせつぇゃぇ 
こけいょさぇゃかっくうは けす ╀. ‶っしっゃ いぇ “‶ぇくけさぇきぇ”, 
さっぇかういうさぇくぇ ゃ ┿さしっくぇか

[ぇえくぇ 〈けすっゃぇ くぇ さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ

[ぇえくぇ し ょなとっさは しう ]けくは - ぇぉうすせさうっくすおぇ 
けす 》╂ “]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”

おけ
かぇ

 2
 ゅ

さな
ぉ



〈は  しっ つせゃしすゃぇ ゃっょさけ ゃ きぇすっきぇすうおぇすぇ, きぇ
おぇさ すけゃぇ ょぇ っ くぇえ-くっゃっさけはすくけすけ, おけっすけ 
きけあっ ょぇ こさっょこけかけあう つけゃっお こさう こなさゃぇ 
しさっとぇ し くっは. ̈ ぉうおくけゃっくけ え „けすさっあょぇす”  たせ
きぇくうすぇさくう うかう そうかけしけそしおう ょうしちうこかうくう. 
 ‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ こっす ゅけょうくう さぇぉけすう  
おぇすけ ぇしうしすっくす こけ きぇすっきぇすうおぇ ゃ 【せきっく
しおうは せくうゃっさしうすっす. 〈ぇき  っ こけ さぇいこさっょっかっ
くうっ, ゃっょくぇゅぇ しかっょ おぇすけ いぇゃなさてゃぇ きぇすっきぇ
すうおぇ ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす.  ╃け くっゅけ 
しすうゅぇ しかっょ けすかうつくけ こさっょしすぇゃはくっ ゃ  くぇちうけ
くぇかくぇ けかうきこうぇょぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ. ‶さっょう 
すけゃぇ  いぇゃなさてゃぇ きぇすっきぇすうつっしおぇ こぇさぇかっか
おぇ ゃ ‶なさゃぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお.  ┿おけし
すうさぇ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ こさっい 1978  ゅけょうくぇ, 
いぇさぇょう かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ しう. 
 ‶さういくぇゃぇ,  つっ くっ っ すさせょっく いぇ さぇいゅぇょぇゃぇくっ  
つけゃっお う し くっは しっ けぉとせゃぇ かっおけ, いぇとけすけ っ 
きくけゅけ けすゃけさっくぇ かうつくけしす. ¨こさっょっかは しっ 
おぇすけ きけょっさっく つけゃっお.  ]すさぇしす しぇ え こなすせゃぇ
くうはすぇ う つっすっくっすけ. ╇ こけしすけはくくけすけ すなさしっくっ 
くぇ くっとけ, おけっすけ „ すせお-すぇき ゅけ くぇきうさぇ”. ╁かの
ぉっくぇ っ ゃ こさけそっしうはすぇ しう う っょうくしすゃっくけすけ, 
いぇ おけっすけ しなあぇかはゃぇ, っ  つっ くはきぇ ういかうてくう 
15 ゅけょうくう,  おけうすけ ょぇ ゃなさくっ ゃなゃ ゃさっきっすけ. 
′うおけゅぇ くっ こけゃうてぇゃぇ すけく. ╉けゅぇすけ うしおぇ ょぇ 
ぉなょっ つせすぇ けす ゃしうつおう, ゅけゃけさう すうたけ.  ╇きぇ 
こさうくちうこ, くぇ おけえすけ くっ ういくっゃっさはゃぇ : けくけゃぇ, 
おけっすけ うしおぇて けす ょさせゅうすっ, こなさゃけ すさはぉゃぇ すっ 
ょぇ ゃうょはす ゃ すっぉ.  
 ‶さういくぇゃぇ, つっ すさせょくけ いぇきっしすゃぇ かのぉうきう 
くっとぇ. ̈ しけぉっくけ おけゅぇすけ しう いぇきうくぇす けす すっぉ. 
 ‶うてっ ょゃけえおう, くけ くうおけゅぇ くっ くぇおぇいゃぇ し けちっくおぇ.  ╉ぇすけ すうこうつっく ╁けょけかっえ, おなょっすけ きうくっ, けしすぇゃぇ せしっとぇくっすけ いぇ  ゃっょさうくぇ う かなつっいぇさうっ. 
¨ぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ う せつっくうちうすっ しう, きぇおぇさ ょぇ くはきぇ  しゃけえ おかぇし. 〈ぇおぇ ゃしうつおう しぇ きう おかぇしけゃっ, こさういくぇゃぇ っょくぇ けす くぇえ-けぉうつぇくうすっ せつうすっかおう ゃ 
╉ぇいぇくかなお:  くぇえ- さけきぇくすうつくぇすぇ しさっょ きぇすっきぇすうつおうすっ う くぇえ-あっかぇくぇすぇ きぇすっきぇすうつおぇ しさっょ さけきぇくすうつおうすっ - [ぇょせてぇ ╇ゃぇくけゃぇ. 
 ╆ぇ こさけすけおけかぇ:  こさっこけょぇゃぇすっか こけ きぇすっきぇすうおぇ ゃ ‶╋╂ „ ′うおけかぇ ̈ ぉさっておけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁っつっ 33 ゅけょうくう. 
╋っつすぇっ いぇ こけゃっつっ  しゃけぉけょぇ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う せつっくっ, おけっすけ くけしう さぇょけしす, せぉっょっくぇ, つっ すぇおぇ とっ しっ しなゅさぇょう っょくけ しかなくつっゃけ せつうかうとっ.
 】ぇしすかうゃぇ ぉぇぉぇ くぇ っょくけ ゃくせつっ - ┿かっおしぇくょなさ, おけっすけ つぇおぇ すせお し くっすなさこっくうっ こさっい のくう. 
╁ いぇこぇいっくうは いぇ せつうすっかう う せつっくうちう きっしっち きぇえ, ゃう しさっとぇきっ し すぇいう くっゃっさけはすくぇ あっくぇ, しこけょっかうかぇ おぇせいぇすぇ くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 
こさっょう 4 ゅけょうくう. 
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┿さしっくぇかしおけ きけきうつっ とっ っ しさっょ 
こさっすっくょっくすおうすっ いぇ すぇいゅけょうて-
くぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ.  〈は とっ ぉなょっ 
ういぉさぇくぇ くぇ 27 きぇえ けす 19 つぇしぇ ゃ 
╃╉ „┿さしっくぇか”. ╃なとっさはすぇ くぇ ╆かぇ-
すおぇ 』ぇおなさけゃぇ, おけはすけ さぇぉけすう おぇすけ 
こけきけとっく こっさしけくぇか ゃ ╂かぇゃくぇ ょう-
さっおちうは  くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - ╊せういぇ, 
っ っょくぇ けす ういぉさぇくうすっ ょぇ しっ しなしすっ-
いぇゃぇす いぇ おけさけくぇすぇ くぇ くぇえ-おさぇしう-
ゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ぇぉうすせさうっくすおぇ. 

19-ゅけょうてくぇすぇ 
╊せういぇ ╂っくつっゃぇ 』ぇおなさけゃぇ 

こさういくぇゃぇ, つっ いぇ くっは すけゃぇ っ けゅさけ-
きくけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ う おぇすけ 
ゃしはおけ きけきうつっ くぇ くっえくぇすぇ ゃないさぇしす, 
しっ くぇょはゃぇ しなょぉぇすぇ ょぇ え ょけくっしっ 
あっかぇくうは こけょぇさなお - ょぇ しっ けおうつう し 
おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. 〈けゃぇ っ 
つっしす いぇ ちはか あうゃけす, せぉっょっくぇ っ ぇぉう-
すせさうっくすおぇすぇ けす ‶╂ こけ すさぇくしこけさす う 
すさぇくしこけさすっく きっくうょあきなくす. 
╆ぇ せつぇしすうっすけ しう ゃ すぇいゅけょうてくうは 

おけくおせさし  っ きけすうゃうさぇくぇ けす  しなせ-
つっくうちう う こさっこけょぇゃぇすっかう.  ╊せういぇ 
けとっ くっ っ さってうかぇ し おぇおゃう すけつくけ 
すけぇかっすう とっ しっ こさっょしすぇゃう ゃ ょゃぇすぇ  
すせさぇ くぇ おけくおせさしぇ, くけ しきはすぇ   ょけ-
しすけえくけ  ょぇ いぇとうすう つっしすすぇ くぇ しっ-
きっえしすゃけすけ う せつうかうとっすけ しう. ]こけさす-
くうはす え たなし, おけえすけ うきぇ けす ゅけょうくうすっ 
, こさっおぇさぇくう ゃなゃ ゃけかっえぉけかっく おかせぉ 
„╉ぇいぇくかなお ╁けかっえ”, しなとけ とっ しぇ けす 
こけかいぇ. 〈っ しぇ  ぉけくせし いぇ  こっさそっおすくう-
すっ え きっさおう, し おけうすけ  とっ  けつぇさけゃぇ 
あせさう う こせぉかうおぇ くぇ おけくおせさしぇ. 
‶さっょう ぉぇかぇ くぇ こさっすっくょっくすおうすっ, 

けぉぇつっ, ぇぉうすせさうっくすおぇすぇ うきぇ けとっ 
ょゃっ しっさうけいくう こさっょういゃうおぇすっか-
しすゃぇ: ょぇ しっ しこさぇゃう せしこってくけ し きぇ-
すせさうすっ こけ ゅっけゅさぇそうは  う ぉなかゅぇさ-
しおう, おぇおすけ う ょぇ こさっおぇさぇ てっきっすくけ 

くぇ しゃけは ぉぇか, くぇしさけつっく いぇ 25-すう 
きぇえ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇいぇくかなお”. 
╆ぇ くっゅけ  ╊せういぇ ゃっつっ っ ゅけすけゃぇ. 

〈は とっ ぉかっしすう ゃ おさぇしうゃぇ きうくう 
さけいけゃぇ さけおかは けす っそうさっく こかぇす, 
ういさぇぉけすっくぇ さなつくけ けす おぇいぇくかなておぇ 
てうゃぇつおぇ. ]かっょ ょなかゅう けぉうおけかおう 
うい しすさぇくぇすぇ ╊せういぇ ういぉうさぇ すけぇかっす 
こけ きけょっか けす うくすっさくっす. ‶かぇすなす う 
ういさぇぉけすおぇすぇ きせ しすさせゃぇす くぇ さけょう-
すっかうすっ え けぉとけ 240 かっゃぇ.  ] ちっくくう 
きけょくう うょっう ゃ こけきけと くぇ ぇぉうすせさう-
っくすおぇすぇ しっ ゃおかのつゃぇ う こけ-ゅけかはきぇすぇ  

しっしすさぇ  [せきはくぇ. ╁ ょけこなかくっくうっ おなき 
さけいけゃぇすぇ さけおかは とっ しぇ しっきこかぇすぇ 
こさうぉさぇくぇ  こさうつっしおぇ う きけょくうすっ 
すけいう しっいけく ょぇくすっかっくう ぉけすせてう. 
[けょっくぇすぇ こけょ いくぇおぇ くぇ ]おけさこう-

けくぇ ぇぉうすせさうっくすおぇ うきぇ けとっ っょうく 
すけぇかっす - ぉのしすうっ う こぇくすぇかけく. 〈けえ 
っ いぇ ゃっつっさすぇ し さけょくうくうすっ う こさう-
はすっかうすっ.  ╊せういぇ つぇおぇ ぉぇかぇ しう し 
くっすなさこっくうっ, いぇ ょぇ ゃうょう おぇお とっ 
ういゅかっあょぇす おぇすけ ゅけしこけあう う ゅけし-
こけょぇ しなせつっくうちうすっ え. ╁なかくせゃぇ しっ 
う けす しゃけっけぉさぇいくけすけ しぉけゅせゃぇくっ し 
おかぇしぇ,  すなえ おぇすけ しかっょ  ぉぇかぇ ゃしっおう 
こけっきぇ ゃ さぇいかうつくぇ こけしけおぇ. ╊せういぇ  
とっ しかっょゃぇ きっつすぇすぇ しう - ょぇ しすぇくっ 
こけかうちぇえ けす おさうきうくぇかくぇすぇ こけかう-
ちうは. ‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, とっ せつう 
うおけくけきうおぇ. ]なし しうゅせさくけしす とっ  
おぇくょうょぇすしすゃぇ ゃ 〈ったくうつっしおうは ゃ 
╂ぇぉさけゃけ,  おなょっすけ しっゅぇ せつう くっえくう-
はす こさうはすっか, う ゃ 〈さぇおうえしおうは せくう-
ゃっさしうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 

╆ぇ ゃぇあくうは ょっく くぇ ╊せういぇ しっ 
しすはゅぇ う きぇえおぇ え  

╆かぇすおぇ 』ぇおなさけゃぇ. 
』うしすぇつおぇすぇ けす ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは 

こさういくぇゃぇ, つっ う すは とっ うきぇ いぇ しなぉう-

すうっすけ  しこっちうぇかっく すけぇかっす, くけ こさっ-
ょう すけゃぇ うきぇ ょさせゅう ゅさうあう: おぇお こけ 
くぇえ-ょけぉさうは くぇつうく ょぇ こけしさっとくっ 
ゅけしすうすっ しう - くぇえ-ぉかういおうすっ しぇ こけ-
おぇくっくう くぇ さっしすけさぇくす くぇ 21-ゃう 
きぇえ. ‶さっょこけつっすけたきっ すけいう ゃぇさう-
ぇくす, いぇとけすけ うしおぇき ょぇ しっ ゃうょは  し 
たけさぇすぇ, ょぇ けぉとせゃぇき, しこけょっかは  
╆かぇすおぇ. ′っ おさうっ, つっ こさうゅけすけゃかっ-
くうはすぇ  いぇ ぉぇかぇ くぇ こけ-きぇかおぇすぇ え 
ょなとっさは ょけ きけきっくすぇ しぇ おけしすゃぇかう 
2 たうかはょう かっゃぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ. 
′け さぇょけしすすぇ しう しすさせゃぇ, せぉっょっくう 
しぇ さけょうすっかうすっ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす ょなとっさは しう, おけは-

すけ ゃっつっ うきぇ しけかうょくぇ ょけいぇ しくうき-
おう けす こさっょこさうゅけすけゃかっくうはすぇ いぇ 
ぉぇかぇ, ╆かぇすおぇ  こさういくぇゃぇ, つっ すは 
くはきぇ つうすぇゃぇ しくうきおぇ  けす  しゃけは 
ぉぇか. ╁さっきっくぇすぇ ぉはたぇ ょさせゅう, すけ-
ゅぇゃぇ きぇえおうすっ くう ういぉうさぇたぇ ゃしうつ-
おけ, すゃなさょう いぇ  しゃけは きぇえ くぇ 1977 
ゅけょうくぇ くはおけゅぇてくぇすぇ ぇぉうすせさう-
っくすおぇ, ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ こなさゃうは 
ゃうこせしお くぇ ╄]‶〉 „′. ╁ぇこちぇさけゃ”. 
[けおかはすぇ きう ぉっ けす  ぇさぇぉしおう こかぇす, 
ょけくっしっく  こけ ゃすけさうは くぇつうく けす 
すっおしうきぇょあうは, きけょっかなす ういぉさぇく けす  
きぇえおぇ きう - ょなかゅぇ さけおかは し すなきくけ-
しうくう とぇきこう う けさぇくあっゃけ-いっかっく 
ぉけさょのさ.  ╃なかゅぇすぇ おけしぇ くぇ ╆かぇ-
すおぇ けしすぇゃぇ ゃ うしすけさうはすぇ しっょきうちぇ 
こさっょう ぉぇかぇ. ′ぇ くっゅけ すは  っ  „こけ 
きけょぇすぇ”- し おなしぇ おけしぇ, くぇょうこかっくぇ 
し さけかおう.  

╀ぇかなす いぇ くぇし ぉってっ 
くっゃっさけはすくけ こさっあうゃはゃぇくっ,

ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇいぇょ ╆かぇすおぇ. ╆ぇ 
こなさゃう こなす しっ ゃうあょぇたきっ ゃ ょさせゅう 
ょさったう, さぇいかうつくう けす せつっくうつっしおう-
すっ くう せくうそけさきう. ╀はたきっ ょぇきう. 
]っゅぇ っ ょさせゅけ, くぇ 18  しう けこうすぇか 
けす ゃしうつおけ,  こさういくぇゃぇ ょなとっさはすぇ 
くぇ くはおけゅぇてくぇすぇ せつうすっかおぇ けす ょっす-
しおぇすぇ  ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか”- ╈けゃ-
おぇ ‶っくっゃぇ. 
╁きっしすけ こうとくう ゅけしすう,  くはおけゅぇて-

くぇすぇ せつうすっかおぇ しなぉうさぇ ゃ ょけきぇ しう 
くぇ しかぇょおうてう しゃけうすっ おけかっあおう. 
╀ぇかなす くぇ ╆かぇすおぇ っ ゃ くはおけゅぇてくうは 
さっしすけさぇくす „ [けいぇ”. 
′っ しぇきけ いぇさぇょう きうかうすっ しこけきっ-

くう, おけうすけ こぇいう けす けくっいう ゅけょう-
くう, ぇ う いぇとけすけ っ ういおかのつうすっかくけ 
こけいうすうゃっく つけゃっお, う すぇいう ゅけょうくぇ 
╆かぇすおぇ とっ しっ さぇょゃぇ くぇ  おさっとは-
とぇすぇ こけ せかうちうすっ おぇいぇくかなておぇ 
きかぇょけしす. ╇ うしおさっくけ  とっ こけあっかぇっ 
せしこった くぇ ゃしうつおう: おぇくょうょぇすおう いぇ 
ちぇさうちう うかう こさけしすけ きかぇょう たけさぇ. 
〉ぉっょっくぇ しなき, つっ しすぇゃぇ すけゃぇ, 

おけっすけ きうしかうき. 
╋うしなかすぇ っ っくっさゅうは,  

すゃなさょう さけょっくぇすぇ こけょ いくぇおぇ くぇ 
╁っいくう つうしすぇつおぇ.  ╆ぇすけゃぇ すは こさう-
っきぇ ゃしっおう ょっく し せしきうゃおぇ う うし-
おさっくけ しっ さぇょゃぇ くぇ  せしこったうすっ くぇ 
たけさぇすぇ けおけかけ くっは.  
》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう う おけかっお-

すうゃぇ, ゃ おけえすけ っ. ╆ぇょ ゅなさぉぇ しう うきぇ 
34 ゅけょうくう ゃはさくぇ しかせあぉぇ  ゃ „┿さしっ-
くぇか”, 15 けす おけうすけ ゃ ╇いつうしかうすっかくうは 
ちっくすなさ.  ¨しすぇくぇかうすっ ゃ ╂かぇゃくぇ ょう-
さっおちうは. ╁っつっ 17 ゅけょうくう ╆かぇすおぇ っ 
けす さぇくけぉせょくうすっ. ╃っくはす え いぇこけつゃぇ 
ゃ 4,30. ╁ 6 つぇしぇ ゃっつっ っ くぇ さぇぉけ-
すぇ. ′け くっ え すっあう. ╆ぇとけすけ, ぇおけ きう-
しかうて ょけぉさけ, すけ すっ しすうゅぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╆ぇ こさなゃ こなす すぇいう ゅけょうくぇ 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 こさっょかけあう こさけそっしうはすぇ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかは ょぇ しっ ういせつぇゃぇ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ さっゅうけく ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ „いぇとうすっくう” せつっぉくう 
こぇさぇかぇかおう ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
せつうかうとぇ. ╆ぇとうすっくうすっ こぇさぇかっか-
おう しぇ いぇ こさけそっしうう, おけうすけ しすけはす 
ょぇかっつ けす うくすっさっしぇ くぇ さけょうすっかう う 
ょっちぇ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, くけ 
いぇ すはた うきぇ すなさしっくっ くぇ こぇいぇさぇ くぇ 
さぇぉけすくぇ しうかぇ. ╇いゃっしすっく ょけ しおけさけ 
し きけとくけすけ しう きぇてうくけしすさけっくっ, 
ょくっし  う ╉ぇいぇくかなお すさせょくけ くぇきうさぇ 
きかぇょう おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくう-
ちう ゃ しっおすけさぇ. ╆ぇすけゃぇ くぇこけしかっ-
ょなお  くっゃなょくなあ こさっょ あせさくぇかうしすう 
っ ぇかぇさきうさぇか う ういこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃  うくあ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
‶さけそっしうはすぇ „╋ぇてうくっく すったくうお” 
っ くっこさうゃかっおぇすっかくぇ いぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ, こけおぇいゃぇす  う ぇくぇかういうすっ くぇ 
けぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ. ╆ぇすけゃぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ けぉ-
かぇしすくけ くうゃけ けょけぉさう ゃ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 2 くけゃう こぇさぇ-
かっかおう きぇてうくくう すったくうちう けす けぉとけ 
6, こさっょゃうょっくう ゃ こかぇく-こさうっきぇ. 19 
くけゃう こぇさぇかっかおう しぇ こさっょゃうょっくう 
いぇ せつっぉくぇすぇ 2011- 2012 ゅけょうくぇ 
ゃ つっすうさうすっ こさけそっしうけくぇかくう ゅうき-
くぇいうう ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ こさけぉかっき 
けすしっゅぇ っ すはたくけすけ さっぇかくけ ういこなか-
くっくうっ. ╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう しぇ 
きぇかおけ ゅうきくぇいううすっ, せしこっかう ょぇ こけ-
こなかくはす ゃしうつおうすっ しう こさっょゃうょっくう 
ゃ こかぇくぇ こぇさぇかっかおう  しかっょ 7-きう う 
8-きう おかぇし し くせあくうすっ 26 せつっくう-
ちう. ¨とっ こけ-すさせょくけ すけゃぇ しすぇゃぇ 
ゃ すったくうつっしおうすっ こさけそっしうけくぇかくう 
ゅうきくぇいうう, おなょっすけ こさっょう 20-すうくぇ 
ゅけょうくう くぇこかうゃなす ぉってっ ゅけかはき, 
こけおぇいゃぇす ぇくぇかういうすっ. ╊うこしぇすぇ くぇ 
あっかぇっとう ょぇ せつぇす こさけういゃけょしすゃっ-
くうすっ こさけそっしうう ゃけょう, けしゃっく ょけ 
くっういこなかくっく ういちはかけ こさうっき,  う 
ょけ いぇこうしゃぇくっ  くぇ せつっくうちう し くう-
しなお せしこった う しかぇぉぇ きけすうゃぇちうは いぇ 
せつっくっ. 〈けゃぇ けこさっょっかっくけ いぇすさせょ-
くはゃぇ おぇつっしすゃっくけすけ けぉせつっくうっ, こけ-
おぇいゃぇす こさっおうすっ ゃこっつぇすかっくうは くぇ 
こさっこけょぇゃぇすっかうすっ – しこっちうぇかうしすう, 
おけうすけ, ゃきっしすけ ょぇ ゃけょはす せつっくうちう-
すっ おなき くけゃう こさけそっしうけくぇかくう いくぇ-
くうは う せきっくうは, つっしすけ しっ くぇかぇゅぇ 
こさけしすけ ょぇ ゅう せつぇす ょぇ つっすぇす うかう ょぇ 
こさうょけぉうゃぇす っかっきっくすぇさくう すさせょけ-
ゃう くぇゃうちう. ╆ぇぉさぇくぇすぇ せつっくうちうすっ 
けす こなさゃう ょけ つっすゃなさすう おかぇし ょぇ ぉな-
ょぇす けしすぇゃはくう ょぇ こけゃすぇさはす いぇかぇゅぇ 
ぉけきぉう しなし いぇおなしくうすっか ゃ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ, 
こけおぇいゃぇ けこうすなす けす こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう. 〈ぇおぇ ょっちぇすぇ けとっ ゃ さぇくくぇ 
ゃないさぇしす しっ ゃないこうすぇゃぇす ゃ けすおさけゃっく 
きなさいっか, ぇ せつうすっかはす けしすぇゃぇ ぉっいこけ-
きけとっく ゃ けこうすぇ しう ょぇ きけすうゃうさぇ 
しかぇぉぇちうすっ, しゃうおくぇかう ょぇ こさっきう-
くぇゃぇす けす おかぇし ゃ おかぇし, しっ おけきっく-
すうさぇ ゃ けぉとっしすゃけすけ. ‶けしかっょくうすっ 
こさっょかけあっくうは くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ 
ゃ すぇいう こけしけおぇ しぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ „ょけゅけくゃぇとう こぇさぇかっかおう” けす うい-
けしすぇゃぇとう, おけうすけ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす 
こけ しこっちうぇかくぇ こさけゅさぇきぇ, くぇゃぇおし-
ゃぇとぇ こさけこせしくぇすうすっ いくぇくうは. ╁っつっ 
っ こせぉかうつくぇ すぇえくぇ, つっ いぇっょくけ し 
すさけきぇゃうすっ せつっぉくう こさけゅさぇきう, おなき 
つうはすけ こさけきはくぇ くうおけっ こさぇゃうすっか-
しすゃけ くっ こけしはゅぇ ゃ こけしかっょくうすっ 10 
ゅけょうくう, こさけぉかっき けしすぇゃぇす う かけ-
てうすっ せつっぉくうちう, くぇこうしぇくう こけ-
しおけさけ いぇ こさうぉうさぇくっすけ くぇ しなけす-
ゃっすくうは たけくけさぇさ, けすおけかおけすけ, いぇ 
ょぇ いぇうくすさうゅせゃぇす ょっちぇすぇ う せかっし-
くはゃぇす せつうすっかうすっ. ‶けかけあっくうっすけ 
しっ ゃかけてぇゃぇ けす かうこしぇすぇ くぇ こぇさう 
ゃ しっきっえしすゃぇすぇ, きくけゅけ けす おけうすけ 
けしすぇゃはす ょっちぇすぇ しう ぉっい せつっぉくうちう 
うかう ゅう しこうさぇす けす せつうかうとっ, いぇとけ-
すけ いぇおせしおぇすぇ う すさぇくしこけさすなす うき 
うょゃぇす しおなこけ. ╄ょくけ ょっすっ ゃ しさっょくけ 
せつうかうとっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こかぇとぇ こけ 2-4 かゃ. 
いぇ すさぇくしこけさす う けとっ すけかおけゃぇ いぇ 
いぇおせしおぇ. 〉つっくうつっしおけすけ しすけかけゃけ 
たさぇくっくっ っ いぇぉさぇゃっくけ こけくはすうっ, 
ぉっいこかぇすくけすけ こなすせゃぇくっ こけ つぇしす-
くうすっ かうくうう – しなとけ. ╊うこしぇすぇ くぇ 
ょけしすぇすなつくけ しさっょしすゃぇ いぇ けぉくけゃは-
ゃぇくっ くぇ きぇすっさうぇかくけ-すったくうつっ-
しおぇすぇ ぉぇいぇ, けぉとうはす しこぇょ くぇ うく-
すっさっしぇ おなき せつっくっすけ う ょなかぉけおうすっ 
しけちうぇかくう こさけぉかっきう くぇ おさういぇすぇ, 
ゃ さっいせかすぇす くぇ おけうすけ さぇしすっ ぉさけはす 
くぇ ょっちぇすぇ し こしうたうつっしおう こさけぉかっ-
きう, しぇ けとっ そぇおすけさう, こさけゃけおうさぇ-
とう かけてうすっ さっいせかすぇすう ゃ さけょくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╁ すけゃぇ つうしかけ – う ゃ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ. ‶けおぇいぇすっか いぇ 
すけゃぇ しぇ さっいせかすぇすうすっ けす きぇすせさうすっ 
くぇ 12-すう おかぇし, おなょっすけ けゅさけきくぇ 
つぇしす けす せつっくうちうすっ けすうゃぇす くっ-
こけょゅけすゃっくう う しっ ゃさなとぇす ゃおなとう 
し ょゃけえおう う ぉっい ゃないきけあくけしす いぇ 
くぇゃさっきっくくけ ょうこかけきうさぇくっ. ╁ うく-
すっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, さっいせかすぇすうすっ 
いぇ ╉ぇいぇくかなお こけおぇいゃぇす,  つっ くっ ゃう-
くぇゅう せつっとうすっ ゃ こさけそっしうけくぇかくう 
ゅうきくぇいうう しぇ くぇえ-しかぇぉう いさっかけしす-
くうちう. ¨ちっくおうすっ, し ういおかのつっくうっ 
くぇ ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは う 
けすつぇしすう ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさ-
ゃう”, しぇ しなこけしすぇゃうきう ゃ さぇいかうつくう-
すっ せつうかうとぇ. 
′ぇえ-くうしおう さっいせかすぇすう くぇ きぇすせさう-
すっ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょぇゃぇす 
せつっくうちうすっ けす ‶╂ こけ しすさけうすっか-
しすゃけ, おけはすけ し きくけゅけ こけかうすうつっしおう 
こさけすっおちうう „くぇ おけしなき” ぉっ しこぇしっくぇ 
こさっょう ょゃっ  ゅけょうくう けす いぇおさうゃぇくっ, 
しかぇぉけ しっ こさっょしすぇゃはす う せつっくうちうすっ 
けす ゅうきくぇいうは „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ こけしかっょくぇすぇ 
しすぇすうしすうおぇ こけおぇいゃぇ, つっ せ くぇし 
しっ すなさしはす くぇえ-きくけゅけ さぇぉけすくうちう 
しなし しこっちうぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ. ‶け 
ょぇくくう くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ┿ゅっくちうは 
こけ いぇっすけしすすぇ こさっい きぇさす しっ  せゃっ-
かうつぇゃぇ  ょっかなす くぇ  ぉっいさぇぉけすくうすっ 
し ゃうしてっ う けしくけゃくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
いぇ しきっすおぇ くぇ しさっょくけすけ こさけそっ-
しうけくぇかくけ. ′ぇえ-ょなかゅけ ゃ ぉのさぇすぇ 
こけ すさせょぇ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しすけはす  
たけさぇすぇ ぉっい しこっちうぇかくけしす – 68.40 
けす さっゅうしすさうさぇくうすっ. ╁うしけおぇ ゃしっ 
けとっ けしすぇゃぇ ちうそさぇすぇ けす 37.6 %, 
おけはすけ けすつうすぇ しさっょ くけゃうすっ ぉっいさぇ-
ぉけすくう ょっかなす くぇ すっいう けす  しっおすけさぇ 
くぇ すったくうおぇすぇ う すったくけかけゅううすっ. ╁ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ ぉっいさぇ-
ぉけすうちぇすぇ っ こけ-くうしおぇ けす しさっょくぇすぇ 
いぇ しすさぇくぇすぇ, こけ こけしかっょくう ょぇくくう 
– 6.44%, おなき 9.52%,   おなき おさぇは 
くぇ きぇさす, ゃしっ けとっ けしすぇゃぇ こさけぉかっき 
ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ くぇ きかぇょっあうすっ ょけ 29 
ゅけょうくう, おけはすけ けす ゅけょうくう けすつうすぇ さなしす. 
╁ こけしかっょくうすっ ょっしっすうかっすうは ゃ 
╀なかゅぇさうは くっしなけすゃっすしすゃうはすぇ 
きっあょせ こけすさっぉくけしすうすっ くぇ すさせょけ-
ゃうは こぇいぇさ う „こさけういゃけょしすゃけすけ” 
くぇ おゃぇかうそうちうさぇくう ぉっいさぇぉけすくう 
けす けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ, 
くっ っ すぇえくぇ いぇ くうおけゅけ. 〉つせょゃぇ-
とけ っ, けぉぇつっ, つっ こさう かうこしぇすぇ くぇ 
ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ, つぇしすくうはす 
しっおすけさ くっ こさぇゃう くっけぉたけょうきけすけ, 
いぇ ょぇ しう こけょゅけすゃは おぇょさう. ╁っさけ-
はすくけ, こぇお いぇさぇょう こさけぉかっきう し 
ぉのさけおさぇすうつくうは ょなさあぇゃっく ぇこぇ-
さぇす うかう かうこしぇすぇ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 
うくゃっしすうちうう ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ. 
‶さぇおすうおぇすぇ っ こけおぇいぇかぇ, つっ すっいう 
うくゃっしすうちうう しっ ゃないゃさなとぇす. ′け 
ぉなかゅぇさしおうはす ぉういくっし けとっ くっ っ せい-
さはか いぇ すけゃぇ. ╇いおかのつっくうっ ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ けこさっょっかっくけ こさぇゃう 
せこさぇゃかっくしおうはす っおうこ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ┿╃, おけえすけ くぇこけしかっょなお こさけ-
せつゃぇ ゃないきけあくけしすすぇ せつうかうとっすけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ ょぇ 
けすゃけさう ゃさぇすう. ╇ ょぇ さってう きくけゅけすけ 
こさけぉかっきう し かうこしぇすぇ くぇ おぇつっしすゃっ-
くう さぇぉけすくうちう, おぇおゃうすけ „┿さしっくぇか” 
ゃうくぇゅう っ すなさしうか. ′っ くぇ こけしかっょくけ 
きはしすけ – う  ょぇ しこぇしう けす ういつっいゃぇくっ 
こさけそっしうはすぇ „きぇてうくけしすさけうすっか” くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ さっゅうけくぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

がん ぞぎ ぢづぎゑづぺべんぜぎ ばぶごずごべぎどだ ゑ でとぺぢん でとばとん
╉ぇすけ ょなかゅけゅけょうてっく こさっこけ
ょぇゃぇすっか こけ きぇすっきぇすうおぇ,  けす 
おぇおゃけ ぉけかっょせゃぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ きけきっくすぇ? 

¨す かうこしぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしす. 
′はおぇお くっ こさうこけいくぇゃぇきっ くっとぇすぇ, 
おけうすけ しぇ けしすぇゃっくう けす すっいう こさっょう 
くぇし. ‶さけしすけ けすさうつぇきっ ゅう う いぇこけつ
ゃぇきっ ゃしっ けすくぇつぇかけ. ┿い くっ  こけきくは 
ょぇ しなき いぇこけつくぇかぇ くけゃぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ, ゃ おけはすけ ょぇ いくぇき, つっ とっ 
こさけょなかあぇ くっとけ けす しすぇさぇすぇ. ╁うくぇ
ゅう っ すぇおぇ: くぇかぇゅぇ しっ ょぇ いぇこけつゃぇて 
ゃしっ くっとけ くけゃけ, おけっすけ すけすぇかくけ すう 
こさけきっくは う おけくちっこちうはすぇ, う きくけゅけ 
ょさせゅう  くっとぇ. ′はおぇお ゃ けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ くはきぇきっ うくしすうすせちうけくぇかくぇ 
こぇきっす. ┿い しきはすぇき, つっ けぉさぇいけゃぇくう
っすけ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ っょくけゃさっきっくくけ 
う うくすっさっしくけ, う こさけゃけおうさぇとけ, う 
きけょっさくけ. ╇ つっ すけゃぇ くっ っ いぇこかぇたぇ 
いぇ すさぇょうちううすっ, ぇおけ うきぇきっ すぇおけゃぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╋うしかは しなとけ, つっ くう 
すさはぉゃぇす う くけゃ すうこ せつうすっかう, し くけゃ 
こけょたけょ, いぇとけすけ ゃ きけきっくすぇ  しきっ 
こさっゃなさくぇかう せつうかうとっすけ ゃ っょくぇ 
ぉっいうくすっさっしくぇ, しおせつくぇ うくしすうすせ
ちうは. 〈せお とっ しこけょっかは,  くっ けす こさう
しすさぇしすうっ, ぇ し けゅさけきくけ いぇょけゃけかしすゃけ 
う さぇょけしす, つっ ゃ きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ 
ゅうきくぇいうは  ゃ ╉ぇいぇくかなお  すけゃぇ くっ 
すぇおぇ. ′うっ しきっ っょうく けぇいうし. 
╇きぇ う けとっ くっとけ: しすさぇてくけ さぇいすゃけ
さっくぇすぇ くけあうちぇ ゃ くぇてっすけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ.  ╇きぇきっ しすさぇたけすくけ すぇかぇくす
かうゃう,  きくけゅけ ょけぉさう ょっちぇ, おけうすけ 
しっ こさっょしすぇゃはす  くっゃっさけはすくけ ゃ さぇい
かうつくう くぇちうけくぇかくう けかうきこうぇょう,  
う ゃ しなとけすけ ゃさっきっ うきぇ う すぇおうゃぇ, 
おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ くぇこうてぇす う っょくけ 
ういさっつっくうっ くぇ ぉなかゅぇさしおう.  〈けゃぇ っ 
せしすぇくけゃっくけ ゃ こけさっょうちぇ きっあょせくぇ
さけょくう すっしすけゃっ, おけうすけ ういしかっょゃぇす 
くうゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくけしす ゃ しゃっすぇ. 
╇ くぇ すはたくぇ ぉぇいぇ くうっ しきっ くぇ きくけ
ゅけ いぇょくぇ こけいうちうは, うきっくくけ こけさぇょう 
すぇいう けゅさけきくぇ さぇいすゃけさっくぇ  くけあうちぇ 
ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ.  〈なあくけ っ おぇすけ しっ 
つっすっ すぇおけゃぇ くっとけ. 〈けゃぇ っ ゃぇかうょくけ 
う いぇ こさうさけょけきぇすっきぇすうつっしおうすっ くぇ
せおう, う いぇ たせきぇくうすぇさくうすっ. ╇ しすさっ
きうすっかくけ ゃなさゃうき くぇいぇょ.  
╉ぇお ういゅかっあょぇす  すっいう くけゃ すうこ 
せつうすっかう, いぇ おけうすけ ゅけゃけさうて?  
╇ せつっくうちうすっ,  う さけょうすっかうすっ 
うしおぇす  すけゃぇ. 

‶なさゃけ すけえ, せつうすっかはす, すさはぉゃぇ ょぇ 
っ きくけゅけ ょけぉなさ. ┿い かうつくけ  しきはすぇき, 
つっ くぇえ-ょけぉさうすっ けす せくうゃっさしうすっすう
すっ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇゃぇす せつうすっかう. ′っ 
おけえ ょぇ っ, くっ いぇとけすけ くっ しすぇゃぇ いぇ 
ょさせゅけ, ぇ くぇえ- ょけぉさうはす. ╃ぇ ょけえょっ 
ゃ せつうかうとっすけ し かのぉけゃすぇ う こさういゃぇ
くうっすけ しう いぇすけゃぇ. ]すさぇてくけ きくけゅけ 
ょぇ けぉうつぇ せつっくうちうすっ う ょぇ いくぇっ, つっ 
すけゃぇ, おけっすけ とっ こさぇゃう,  とっ きせ しっ 
ゃなさくっ しかっょ きくけゅけ ゅけょうくう. 
〈せお ゃっょくぇゅぇ とっ すっ ぇこけしすさけそう
さぇき, いぇとけすけ けぉうおくけゃっくけ うきぇ 
ょさせゅぇ すっいぇ しかっょ すぇおなゃ けすゅけゃけさ う 
すは っ: ぇきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ すけゃぇ, おぇすけ 
ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ っ くうしなお しすぇく
ょぇさすなす,  くはきぇ こぇさう, くぇえ-ょけぉさうすっ 
くはきぇ ょぇ ょけえょぇす こけ すぇいう こさうつう
くぇ, くはきぇ う こっさしこっおすうゃぇ いぇ さぇい
ゃうすうっ. 〈けゅぇゃぇ おぇおなゃ っ ういたけょなす?

╆くぇつう すけゃぇ っ っょくけ けす くっとぇす 
ょぇ くっ うょゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ けす せくう
ゃっさしうすっすうすっ ゃ せつうかうとっ.  ′け すけ っ 
けぉゃなさいぇくけ う し きくけゅけ ょさせゅう くっとぇ. 
╆ぇとけ くっ うょゃぇす くぇえ-ょけぉさうすっ? 
‶なさゃけ, いぇとけすけ ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ  
しっ ゃかぇゅぇ  きくけゅけ きぇかおけ けす ぉさせすくうは 
くう ゃなすさってっく こさけょせおす. ╁ ちうそさう 
すけゃぇ っ こけょ 4%, こさう こけかけあっくうっ 
, つっ 18% っ しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこぇ. 
〈けゃぇ くっ しっ くせあょぇっ けす おけきっくすぇさ. 
╄すけ こなさゃうはす ょっきけすうゃうさぇと そぇお
すけさ.  ╉ぇお ょぇ けすうょぇ ょぇ さぇぉけすは 
くはおなょっ, おなょっすけ くうおけえ くっ ゃかぇゅぇ 
くうとけ. ′ぇ おぇおゃけ ゃくうきぇくうっ う けす
くけてっくうっ ょぇ さぇいつうすぇき ゃ すぇおなゃ 
しかせつぇえ, しう おぇいゃぇす くぇえ- ょけぉさうすっ, 
おけうすけ こさっょゃぇさうすっかくけ こさっちっくはす 
てぇくしけゃっすっ しう. ╉けかおけすけ ょけ すけゃぇ 
おぇおなゃ っ ういたけょなす, くっ いくぇき. ′っ 
きけゅぇ ょぇ おぇあぇ おけくおさっすくけ,  くけ すけえ 
しっ くぇかぇゅぇ けす しぇきけ しっぉっ しう - こさけし
すけ しさぇゃくっくうっすけ っ おさっとはとけ. ′け 
うきぇ う くっとけ, おけっすけ っ きくけゅけ ゃぇ
あくけ. ′っ ぉうゃぇ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ 
ょぇ こさっゃさなとぇきっ せつうかうとっすけ ゃ しおせ
おぇ. ╆ぇとけすけ ゃっつっ  しきっ くぇ こなす ょぇ 
しすけさうき すけゃぇ. ┿  すけゃぇ とっ っ しすさぇて
くけ しおなこぇ しおせおぇ!  】っ しぇ くせあくう 

ゅけょうくう, いぇ ょぇ しっ ゃなさくっ くっしおせおぇすぇ 
ゃ せつうかうとっ けぉさぇすくけ. ┿ いぇ くぇてっ 
しなあぇかっくうっ, ゃさっきっすけ くっ すっつっ けぉ
さぇすくけ.  ╇ おぇおすけ おぇいぇた, きっあょせくぇ
さけょくうすっ  すっしすけゃっ いぇ けぉさぇいけゃぇくけしす 
ゃっつっ こけおぇいゃぇす すけゃぇ. 
‶さうつうくぇすぇ しぇきけ ゃ しおせおぇすぇ ゃ 
せつうかうとっ かう っ? 

′っ しぇきけ すは っ こさうつうくぇすぇ. ╇ 

かうこしぇすぇ くぇ ょなさあぇゃくぇ こけかうすうおぇ, 
くぇ こさうけさうすっすう しう おぇいゃぇ ょせきぇすぇ. 
╁しはおけ こさぇゃうすっかしすゃけ しぇきけ ゅけゃけさう,  
つっ けぉさぇいけゃぇくっすけ っ こさうけさうすっす, くけ 
ゃしうつおけ しう けしすぇゃぇ しぇきけ くぇ たぇさすうは. 
╁ しかせつぇは しぇ くせあくう ょっえしすゃうは  う すけ 
しこってくう. ╄すけ ゃう けとっ っょうく こさうきっさ: 
けす 2007 ゅけょうくぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお さぇいこけかぇゅぇ しなし しこっちうぇかくぇ 
¨ぉとうくしおぇ しすさぇすっゅうは いぇ あうゃけす 
う さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ たけさぇ  
すせお. ╃けおけかおけすけ いくぇき, っょうくしすゃっ
くぇすぇ けぉとうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは  し すぇおぇゃぇ 
しすさぇすっゅうは.  ╇ おぇおゃけ けす  くっは しっ っ 
しかせつうかけ? ]ないょぇょっくけ っ っょくけ こさっ
おさぇしくけ つっすうゃけ, し こさっおさぇしくう くっとぇ 
ゃ くっゅけ, くけ ゃ さっぇかくけしすすぇ くはきぇ 
くうとけ. ¨しゃっく ょせきう う くぇきっさっくうは. 
‶さけしすけ きくけゅけ っ たせぉぇゃけ , いぇ ょぇ しっ 
しかせつう ゃしうつおけ すけゃぇ. ╆ぇ ちっかすぇ くう っ 
くせあくぇ くけゃぇ ゅっくっさぇちうは ぉなかゅぇさう.
┿ くっ きうしかうて かう , つっ ょっいうくすっさっ
しなす おなき ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇ
くうっ けすつぇしすう しっ ょなかあう う ゃ ゅけかはきぇ 
しう しすっこっく くぇ くっいぇうくすっさっしけゃぇくけ 
さけょうすっかしすゃけ?  ╉けかおけ けす くぇし しう 
ょぇゃぇす しきっすおぇ おなょっ すけつくけ とっ せつう 
ょっすっすけ うき う いぇ おぇおゃけ? ╁ぇあくけ っ ょぇ 
せつう すぇき くはおなょっ, ょぇ うきぇ くはおぇおゃけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ おぇおゃけ とっ こさぇゃう 
こけしかっ う ょぇかう すけゃぇ けぉさぇいけゃぇくうっ 
とっ ゅけ さぇょゃぇ う とっ きせ っ けす こけかいぇ, 
くっ っ すけかおけゃぇ ゃぇあくけ. ‶け さなぉぇ くぇ 
くぇえ-きぇかおけすけ しなこさけすうゃかっくうっ しは
おぇて ゃなさゃうき くうっ, さけょうすっかうすっ? ╇ 
おけかおけ  けす くぇし ういけぉとけ しっ ゃなかくせ
ゃぇす おぇお こさっきうくぇゃぇ っょうく せつっぉっく 
つぇし くぇ ょっすっすけ うき, せつう かう すけ う おぇお
ゃけ せつう ゃ せつうかうとっ?
╇きぇ すぇおうゃぇ, くけ しぇ きくけゅけ きぇか

おけ. ╂けかはきぇすぇ きぇしぇ しぇ さけょうすっかう, 
し おけうすけ くうっ すなさしうき おけくすぇおすぇ し  
すはた, ぇ すっ  くっ しっ けすいけゃぇゃぇす. ╃けさう 

こさう くぇし うきぇきっ すぇおうゃぇ さけょうすっかう. 
〈けゃぇ っ せぉうえしすゃっくけ ぉっいさぇいかうつうっ 
いぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ. 
╇きぇ こさけゃっょっくけ っょくけ くぇちうけくぇか
くけ ういしかっょゃぇくっ, おけっすけ こけょさっあょぇ 
こさうけさうすっすうすっ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ  う すっ 
しぇ しすっこっくせゃぇくう すぇおぇ: けしうゅせさはゃぇ
くっ くぇ たさぇくぇすぇ - くぇ こなさゃけ きはしすけ,  
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ ょさせゅう くっけぉたけょう

きけしすう, ゃ すけゃぇ つうしかけ う おせかすせさくう,  
しかっょゃぇす ょさせゅう けしうゅせさはゃぇくうは う 
つぇお すけゅぇゃぇ, くぇ っょくけ けす こけしかっょくう
すっ きっしすぇ っ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ けぉ
さぇいけゃぇくうっ. 〈けっしす ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ 
しっきっえしすゃけ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ こさっ
たさぇくぇすぇ っ くぇえ- ゃぇあくけすけ. ′っ ゃない
こうすぇくうっすけ, くっ けぉさぇいけゃぇくうっすけ しぇ 
こなさゃぇ ゅさうあぇ. ┿ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ 
っかっきっくすぇさくうすっ  こけすさっぉくけしすう しぇ 
こなさゃぇ ゅさうあぇ. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ: ぉう
すうっすけ ょぇ けこさっょっかは しないくぇくうっすけ. ╇ 
こぇお ょけえょけたきっ ょけ すけゃぇ: つっ っ くせあくぇ 
きけすうゃぇちうは  くぇ きかぇょうすっ たけさぇ, いぇ 
ょぇ ょけえょぇす ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ. ╆ぇ
とけすけ, ぇおけ すっ くはきぇす きけすうゃぇちうはすぇ, 
すさせょくけ とっ しすぇくっ. ]っゅぇ せくうゃっさしう
すっすうすっ しぇ  さぇいすゃけさっくう  てうさけおけ 
そせくうう.  ╁ ょさせゅけ こさけせつゃぇくっ, ゃっつっ 
しゃっすけゃくけ, しっ おぇいゃぇ すぇおぇ: ぇおけ しっ 
ゃうょはす こなさゃうすっ すけこ 100 せくうゃっさ
しうすっすぇ ゃ しゃっすぇ う おけかおけ けす しすさぇ
くうすっ- つかっくおう くぇ ╄] ゃかういぇす すぇき, 
とっ しっ ゃうょう, つっ ┿くゅかうは うきぇ ょゃぇ 
せくうゃっさしうすっすぇ, 【ゃっえちぇさうは うきぇ 4 
せくうゃっさしうすっすぇ, ′けさゃっゅうは – ょゃぇ, ぇ 
くうっ - くうすけ っょうく. ′ぇし くう くはきぇ ゃ 
すっいう すけこ 100 くぇ せくうゃっさしうすっすうすっ ゃ 
しゃっすぇ. ╆ぇとけすけ くぇてうすっ せくうゃっさしう
すっすう しぇ てうさけおう そせくうう. ‶さうっきなす 
っ てうさけお, かうぉっさぇかっく, ういたけょなす  - 
ゃうょっく いぇ ゃしうつおう. ¨ぉはしくっくうっすけ っ: 
こさう くぇし うょゃぇす くっおぇつっしすゃっくう おぇ
ょさう, くっ ょけぉさっ けぉさぇいけゃぇくう, こけしかっ 
ういかういぇす こぇお すぇおうゃぇ. ‶けかせつぇゃぇ しっ 
いぇすゃけさっく, けきぇゅぬけしぇく おさなゅ.  
′はおけゅぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くう っ 
ぉうかけ っすぇかけく いぇ ょさせゅうすっ っゃさけ
こっえしおう しすさぇくう,  しっゅぇ ゃしっ こけ
ゃっつっ くぇてう ょっちぇ いぇきうくぇゃぇす ょぇ 
せつぇす ゃ つせあぉうくぇ. ╉ぇつっしすゃけすけ 
くぇ こさっこけょぇゃぇくっ うかう こけ-ょけ
ぉさぇすぇ ゃないきけあくけしす いぇ さっぇかう

いぇちうは ゅう こさぇとぇ くぇゃなく?
╇ ょゃっすっ くっとぇ.  ╉ぇおすけ う ゃない

きけあくけしすすぇ いぇ ょけしっゅ し きくけゅけ  
おせかすせさう, せしっとぇくっすけ, こさっょういゃう
おぇすっかしすゃけすけ ょぇ しっ しこさぇゃはて しぇき. 
╁ないきけあくけしすすぇ  ょぇ こさけょなかあぇゃぇて 
ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇて う しかっょ 
すけゃぇ. ′っ しかせつぇえくけ  こけさぇょう かうこ
しぇ くぇ こっさしこっおすうゃぇ う ゃないきけあくけしす 

いぇ さぇぉけすぇ,  う すけ くぇ ゃうしけおけ くうゃけ, 
おぇおすけ う くぇ ゃないきけあくけしす ょぇ こさっ
ょういゃうおぇて ょけさう しぇきうは しっぉっ しう, 
しぇ くぇおぇさぇかう いぇ こけしかっょくうすっ  15 
ゅけょうくう  800 ぉなかゅぇさしおう せつっくう ょぇ 
くぇこせしくぇす ╀なかゅぇさうは. 〈けゃぇ っ こけゃっ
つっ けす しすさはしおぇと そぇおす!
╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ゃしっ こけ-つっし
すけ しっ  つせゃぇ せこさっおなす おなき けぉさぇいけ
ゃぇくうっすけ,  つっ くっ ゅけすゃう ょけしすぇすなつくけ 
ょけぉさっ こけょゅけすゃっくう しこっちうぇかうしすう 
いぇ さぇぉけすぇ ゃなゃ  ゃしうつおう しそっさう. 
╉なょっ っ こさけぉかっきなす : ゃ しおなしぇくぇすぇ 
ゃさないおぇ きっあょせ せつうかうとっ う そうさ
きぇ うかう ゃ かうこしゃぇとぇすぇ すさぇょうちうは 
う くうしおけすけ おぇつっしすゃけ くぇ こさっこけょぇ
ゃぇくっすけ? 

╁ かうこしぇすぇ くぇ こぇさすくぬけさしすゃけ う 
ゃいぇうきくぇすぇ さぇぉけすぇ こけ すっきう きっあょせ 
せつうかうとぇ う そうさきう. ╊うこしゃぇ, くぇうし
すうくぇ かうこしゃぇ すぇいう すけかおけゃぇ ゃぇあくぇ 
ゃさないおぇ. ╋ぇおぇさ, つっ ぇい しなき ょぇかっつ 
けす しうしすっきぇすぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくけ
すけ  けぉさぇいけゃぇくうっ, いぇとけすけ さぇぉけすは 
ゃ ょさせゅ すうこ せつうかうとっ, しつうすぇき, つっ 
すさはぉゃぇ きくけゅけ ょけぉさっ ょぇ しっ こさけせつう 
けす っおうこ けす っおしこっさすう, けす こさけっおすくう 
っおうこう くぇ っおしこっさすう , おけうすけ きけ
ゅぇす う ょぇ こさっょかけあぇす うくけゃぇすうゃくう 
こさぇおすうおう. ]うしすっきぇすぇ いぇ せつっくっ う 
おゃぇかうそうおぇちうは  こさっい ちっかうは あうゃけす  
けすゅけゃぇさは きくけゅけ すけつくけ くぇ くせあょう
すっ くぇ ぉういくっしぇ. ╆くぇつう くはきぇ おぇお ょぇ 
しすぇくっ ょぇ うくゃっしすうさぇて ゃ 3 うかう 4 
ゅけょうくう こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ う ょぇ けつぇおゃぇて  しかっょ すけゃぇ 
すっいう ょぇ しぇ こさっおさぇしくうすっ, くぇえ-おゃぇ
かうそうちうさぇくうすっ う けぉせつっくう  たけさぇ, 
おけうすけ うょゃぇす ゃ ぉういくっしぇ う そうさきう
すっ. ╆ぇすけゃぇ しきはすぇき, つっ ぉういくっしなす 
すさはぉゃぇ ょぇ けぉせつぇゃぇ う ょぇ しないょぇゃぇ 
しゃけう しけぉしすゃっくう おぇょさう. ‶さっょう ゅけ

ょうくう うきぇてっ くはおぇおゃぇ とけ-ゅけょっ すぇ
おぇゃぇ しうしすっきぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, ぉかういおけ ょけ くせあょうすっ 
くぇ しなけすゃっすくうは いぇゃけょ うかう そうさきぇ, 
くけ こけさっょくぇすぇ さっそけさきぇ ゃ けぉさぇいけ
ゃぇくうっすけ しさせすう ゃしうつおけ すけゃぇ.
╁うっ  しすっ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ  ぎ¡ï
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡ -  ゅさせこぇ くぇ 
たけさぇ し さぇいかうつくう こさけそっしうう, 
くけ ゃしっおう しぇき ょけおぇいぇく ゃ しゃけはすぇ 
けぉかぇしす う つけゃっお し ぉうけゅさぇそうは  う 
ゃないきけあくけしすう. ╉ぇすけ  こさっょしすぇ
ゃうすっか くぇ こさけしゃっすくぇすぇ ゅうかょうは ゃ 
けぉとうくぇすぇ, おぇおゃう しぇ けしくけゃくうすっ 
こさけぉかっきう くぇ けぉさぇいけゃぇくっすけ すせお 
う  うきぇす かう すっ ょけぉさけ さってっくうっ. 
╉ぇお ゅけ ゃうあょぇすっ ゃうっ?

╉けゅぇすけ しっ ゅけゃけさう いぇ けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, とっ おぇあぇ つっ ゃ 
ゅけょうくうすっ くぇ こさったけょぇ くうっ いぇゅせぉう
たきっ しうしすっきぇすぇ くぇ さぇぉけすぇ し ういは
ゃっくう せつっくうちう.  〈せお, ゃ けぉとうくぇすぇ, 
うきぇたきっ っょくぇ きくけゅけ ょけぉさぇ しうしすっきぇ 
いぇ ういゃなくおかぇしくぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ  こけ 
くっいくぇえくう こさうつうくう ういつっいくぇ, こけ
ゅせぉう しっ. ╇きぇたきっ さぇいかうつくう ておけかう 
, こけしかっ こさうっきしすゃっくけしす くぇ すっいう 
ておけかう ゃ  けかうきこうえしおけ ょゃうあっくうっ.  
╁しうつおけ すけゃぇ しなぉうさぇてっ すぇかぇくすかう
ゃう ょっちぇ. ╋けすうゃうさぇてっ ゅう. [ぇいゃうゃぇ
てっ ゅう.  ]なたさぇくはゃぇてっ ゅう. ]っゅぇ ゅけ 
くはきぇ. ╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ こさぇゃうき 
しっゅぇ, っ, つっ こさう くぇし ゃ ‶╋╂ „ ′うおけかぇ 
¨ぉさっておけゃ”  けすおさうたきっ こさうっき しかっょ 
4-すう おかぇし, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ ゅう けぉ
たゃぇくっき こけ くはおぇおなゃ くぇつうく. ′け すけゃぇ 
っ ゅさうあぇ くっ しぇきけ くぇ っょくぇ ゅうきくぇ
いうは. ′せあくぇ っ  しっさうけいくぇ けぉとうくしおぇ 
ゅさうあぇ いぇ すぇかぇくすうすっ.  
┿ うきぇ かう くぇつうく ょぇ しっ ゃないしすぇくけ
ゃう すぇいう ういゃなくおかぇしくぇ しうしすっきぇ?  
╃ぇかう すけゃぇ とっ っ こぇくぇちっはすぇ?

′っ, くはきぇ ょぇ っ こぇくぇちっはすぇ, くけ 
ゃしっ こぇお とっ  くう ゃけょう おなき こさぇゃっくっ  
くぇ くっとけ, ゃ こさぇゃうかくぇすぇ こけしけおぇ. 
╆ぇとけすけ くうっ, くっ けぉさなとぇえおう ゃくう
きぇくうっ くぇ くうとけ, こさけしすけ こけしすっ
こっくくけ しっ けすなさしうたきっ けす ゃしうつおうすっ 
しう  ゅさうあう う  ゃくうきぇくうっ  ょぇ こさぇゃうき 
くっとけ こけ-ょけぉさけ いぇ ょっちぇすぇ. ╇ さっ
いせかすぇすうすっ しぇ くぇかうちっ.

╁ すけいう しきうしなか おぇおゃぇ っ さけかはすぇ 
くぇ おけくおさっすくぇすぇ かうつくけしす, おけは
すけ いぇしすぇゃぇ くぇつっかけ くぇ けぉさぇいけ
ゃぇくうっすけ ゃ けぉとうくぇすぇ: ぉうかけ すけ 
おぇすけ いぇきっしすくうお-おきっす うかう てっそ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ ? ]つうすぇ しっ, 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ たけさぇ けす しうしすっ
きぇすぇ. ′け うきぇ う ょさせゅぇ  すっいぇ - つっ 
くっ ぉうゃぇ ょぇ しぇ こさけしゃっすくうちう, ぇ 
たけさぇ し こけ-きぇとぇぉくけ きうしかっくっ,  
てうさけおけ しおさけっくう, しすさぇすっゅうつっ
しおう ゅさぇきけすくう. 

]こけさっょ きっく すさはぉゃぇ ょぇ っ つけゃっお, 
おけえすけ しうしすっきぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくう
っすけ くぇうしすうくぇ いぇしかせあぇゃぇ. ╉ぇおすけ 
くうっ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ こけかせつうたきっ すぇ
おなゃ ょうさっおすけさ, おけえすけ ょぇょっ きくけゅけ 
くぇょっあょう う さぇょけしす いぇ せつうかうとっすけ 
くう,   すぇおぇ しっ くぇょはゃぇき う こさけしゃっす
くぇすぇ ゅうかょうは, せつっくうちうすっ , ゅさぇあ
ょぇくうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
こけかせつぇす こけょたけょはとうは つけゃっお いぇ けぉ
さぇいけゃぇくうっすけ.  ╋けょっさくうはす つけゃっお, 
けぉさぇいけゃぇくうはす つけゃっお.  ¨ぉさぇいけゃぇく 
つけゃっお くっ しぇきけ しなし いくぇくうは,  ぇ う し 
さぇゃくうとっすけ くぇ つけゃっておうすっ おぇつっしす
ゃぇ, おけうすけ うきぇ.  ╆くぇって かう, とっ すう 
しこけょっかは くっとけ かうつくけ: ょさせゅけはつっ 
しっ つせゃしすゃぇ つけゃっお ゃ こさけそっしうはすぇ, 
おけゅぇすけ ょうさっおすけさなす きせ しっ けぉさなとぇ 
おなき くっゅけ ゃ いぇこけゃっょ し ”せゃぇあぇっきう 
おけかっゅう, いぇこけゃはょゃぇき”.  ¨すゅけゃけさうた 
かう すう くぇ ゃなこさけしぇ? 
¨す おぇおゃけ しっ  くせあょぇっ けぉさぇいけ
ゃぇくうっすけ くう しっゅぇ - けす しなたさぇ
くはゃぇくっ くぇ すさぇょうちううすっ うかう けす 
うくけゃぇちうう? 
¨す くけゃ きけょっか. ‶さっい 21 ゃっお けぉ

さぇいけゃぇくうっすけ くう うきぇ くせあょぇ けす 
くけゃ きけょっか. ╇ ぇい ゅけ ゃうあょぇき すぇおぇ: 
せつっくっ こさっい ちっかうは あうゃけす, うく
そけさきぇちうけくくけ-おけきせくうおぇちうけくくう 
すったくけかけゅうう,  けぉたゃぇくぇすぇ うくそけさ
きぇちうけくくぇ きさっあぇ, くっそけさきぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, ゃうさすせぇかくけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ, うくすっさぇおすうゃくけ けぉせつっくうっ. 
′っ ぉうゃぇ ょぇ しっ いぇぉさぇゃは , つっ こさけし
こっさうさぇとぇ くぇちうは っ しぇきけ けぉさぇいけ
ゃぇくぇすぇ くぇちうは. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

╋ぇえおぇ う ょなとっさは - ╆かぇすおぇ う ╊せういぇ 』ぇおなさけゃう

╊せういぇ ゃ ぇぉうすせさうっくすしおうは しう すけぇかっす
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]すっそぇく ╀けいぇょあうっゃ, ょなかゅけゅけ
ょうてくうはす ょうさっおすけさ くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
きせいっえ, しおさけきくけ けこさっょっかは あうゃけすぇ しう 
おぇすけ ”あうゃけす, くぇゃはさくけ おぇすけ くぇ きくけゅけ 
ょさせゅう, ういこなかくっく し さぇょけしすくう きけきっく
すう う くっこさうはすくけしすう, し せしこったう う すさせょ
くけしすう, くけ くぇえ-きくけゅけ – し すさせょ, くけ 
あっかぇく う こけかっいっく”. ]かっょ しさっとぇすぇ しう 
くっゅけ, さぇいぉうさぇき, つっ っ ぉうか こさぇゃ. ╉ぇお
すけ こけゃっつっすけ けす さなおけゃけょくうすっ おぇょさう 
くぇ „┿さしっくぇか” けす しさっょぇすぇ くぇ きうくぇかうは 
ゃっお, う すけえ っ いぇゃなさてうか おぇいぇくかなておうは 
きったぇくけすったくうおせき. ╀さけっくう ょくう しかっょ おぇすけ いぇゃなさすぇ さなつおうすっ 
くぇ そさっいきぇてうくぇ ゃ ういゃっしすくうは すけゅぇゃぇ „『った くぇ 《うかょあぇくけゃ”, 
ゅけ „こさうゃうおゃぇす” ゃ ゅさぇょしおうは おけきうすっす くぇ ╉けきしけきけかぇ, こけしかっ 
さぇぉけすう ゃ „》うょさぇゃかうおぇ”, おなょっすけ ういょぇゃぇ ゃっしすくうお „╆ぇゃけょ
しおぇ ぉけさぉぇ”. ]なすさせょくうつう くぇ きっしすくうは こっつぇす, しすぇゃぇ しっおさっ
すぇさ くぇ ╉かせぉぇ くぇ ょっえちうすっ くぇ おせかすせさぇすぇ おなき ¨ぉとうくぇすぇ 
う くぇすさせこぇか ょけしすぇすなつくけ けこうす ゃ すぇいう しそっさぇ, しっ ゃさなとぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” ゃ くけゃぇ さけかは – けすゅけゃぇさは いぇ おせかすせさくけ-きぇしけゃぇすぇ 
う ゃないこうすぇすっかくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ ╉けきぉうくぇすしおうは こさけそおけきうすっす. 
[ぇぉけすぇすぇ けこさっょっかっくけ きせ たぇさっしゃぇ, くけ こぇさすうはすぇ ゅけ こさぇとぇ ゃ 
さけょくぇすぇ 【うこおぇ おぇすけ しっおさっすぇさ くぇ きっしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは. 
〉しこったうすっ すせお しっ さっょせゃぇす し くっこさうはすくけしすう う ╀けいぇょあうっゃ しっ 
ゃさなとぇ けすくけゃけ ゃ „┿さっしぇくぇか”, おなょっすけ ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ 
しう っ ょうさっおすけさ くぇ きせいっは. ╁しなとくけしす, おぇおすけ しぇき こさういくぇゃぇ: 
”′ぇおさぇは ぉはた こさけしすけ っょうくしすゃっく せさっょくうお”.

╉ぇおすけ きくけゅけ ょさせゅう こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ, すけえ さぇぉけすう, けぉかぇょぇく 
けす っくすせしうぇいなき, あぇさ う ゃしっけす
ょぇえくけしす, おけうすけ ゃ ょくってくけ ゃさっ
きっ いゃせつぇす くぇうゃくけ, くけ こさっょう 
50-すうくぇ ゅけょうくう しぇ しきうしなかなす 
くぇ あうゃけすぇ いぇ たうかはょう, つっ う いぇ 
きうかうけくう たけさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
╁ しこけきっくうすっ きせ しぇ いぇこっつぇ
すぇくう けぉうおけかおうすっ こけ けすょっかう 
う ちったけゃっ ゃ すなさしっくっ くぇ くけゃう 
あうゃう しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ そけくょぇ 
くぇ きせいっは う ちっくくう っおしこけくぇ
すう, いぇぉさぇゃっくう こけ しおかぇょけゃっ う 
さぇそすけゃっ ゃ ちったけゃっすっ くぇ けゅさけ
きくうは おけきぉうくぇす. 〈けつくけ すぇおぇ 
けすおさうゃぇす こなさゃうは ぉなかゅぇさ

しおう ┿╉ – 47
‶なさゃうはす, ういちはかけ しゅかけぉっく し 
くぇてう つぇしすう,  „╉ぇかぇてくうお” くぇ
きっさうかう  いぇぉさぇゃっく ゃ たさぇくう
かうとっ くぇ ╆ぇゃけょ 1 こけ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ けす こさけういゃけょしすゃけ ゃっつっ 
ういかういぇか っょくけきうかうけくくうはす 
ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけきぇす, いぇ おけえすけ 
すけゅぇゃぇてくうはす ょうさっおすけさ ╉させき 
》さうしすけゃ こさっょゃうあょぇか しこっちう
ぇかくけ すなさあっしすゃけ. ‶さけせつゃぇくっ 
こけ-おなしくけ こけおぇいぇかけ, つっ うきっく
くけ いぇぉさぇゃっくうはす っおいっきこかはさ っ 
こなさゃうはす, しゅかけぉっく ういちはかけ けす 
ぇさしっくぇかしおう つぇしすう. ╀けいぇょあう
っゃ こさういくぇゃぇ, つっ しぉうさおぇすぇ くぇ 
きせいっは くぇきっさうか おけきこかっおすoゃぇ
くぇ けす こさっょてっしすゃっくうおぇ しう  ‶ぇ
ゃっか ╉なくっゃ. „[っおかぇきくぇすぇ いぇかぇ 
くぇこさぇゃうたきっ こけ-おなしくけ し たせ
ょけあくうつおぇすぇ ′っかう 》さうしすけゃぇ, 
しすぇくぇ ぉせおゃぇかくけ いぇ っょうく ょっく, 
いぇさぇょう うょゃぇくっすけ くぇ ょっかっゅぇ
ちうは”, しこけきくは しう ╀けいぇょあうっゃ, 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ せこさぇゃかは
ゃぇか ゃ こなさゃうは せ くぇし けさなあっっく 
そうさきっく きせいっえ こっさしけくぇか けす 5 
ょせてう. 
‶け こóつうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゅっ
くっさぇかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき” ╇かうは ╂せくつっゃ 
こせしくぇか いぇこけゃっょ ょけ ゃしうつおう 
こさっょこさうはすうは ゃなゃ ╁‶╉: ょぇ しう 
くぇこさぇゃはす きせいっう, つっさこっえおう 
けこうすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ.
‶け けくけゃぇ ゃさっきっ ょぇ さぇいゅかっょぇす 
ぇさしっくぇかしおうは きせいっえ うょゃぇかう 
こけくはおけゅぇ う こけ 100 ょせてう くぇ 
ょっく – せつっくうちう, さぇぉけすくうちう, 
しすせょっくすう, おけかっゅう – けさなあっえくう
ちう. ‶せしおぇかう ゅう くぇ こけさすぇかぇ し 
こさうょさせあうすっか こけ しうゅせさくけしすすぇ, 
くはおけえ - し うくすっさっし おなき ゃけっく
くうすっ すぇえくう, ょぇ くっ しっ けすおかけくう 
けす ゅさせこぇすぇ. ╇ょゃぇかう ょぇあっ けす 

『あいそてあてあ う すとくかみ か すかねてあ くあ ╆そくあおきけかう

ょさせゅう ゅさぇょけゃっ, ょぇ くっ ゅけゃけさうき 
いぇ けそうちうぇかくうすっ ょっかっゅぇちうう. 
[ぇいぉうさぇ しっ, すせお っ ぉうか う ゃっかう
おうはす おけくしすさせおすけさ ╉ぇかぇてくう
おけゃ. ”¨さなあうっ ゃうくぇゅう とっ うきぇ, 
ょけおぇすけ うきぇ あうゃけす”, おぇいぇか すけえ 
こさっょ ょけきぇおうくうすっ.
》けさぇすぇ こけくはおけゅぇ しぇきう くけしっかう 
ょけおせきっくすう う ゃっとう いぇ きせいっは, ゃ 
けすゅけゃけさ くぇ こさういうゃうすっ いぇ うい
ょうさゃぇくっ う けこぇいゃぇくっ くぇ ちっくくけ
しすうすっ, おけうすけ さっょけゃくけ ゃなさゃっかう 
こけ さぇょうけせさっょぉぇすぇ  う けす ちった くぇ 
ちった. 〈ぇおぇ ょけてなか う ぇさたうゃなす くぇ 
うくすっさぉさうゅぇょうしすぇ ‶っすなさ ╈けく
おけゃ, いぇゅうくぇか ゃ ╇しこぇくうは こけ 
ゃさっきっ くぇ ╂さぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえ
くぇ. ╀さぇす きせ ょけくっしなか かうつくうは 
きせ ぇさたうゃ けす そさけくすぇ. 》うきうおなす 
╇ゃぇく ╉ぇいぇおけゃ ょけくっしなか こなお 
しゃうょっすっかしすゃけ くぇ ぉぇとぇ しう けす 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ておけかぇ いぇ ゃけっく
くぇ こけょゅけすけゃおぇ  こさっい 1944-すぇ. 
╃うさっおすけさなす くぇ ぉぇさせすくうは 

いぇゃけょ, 
くっ しぇきけ ょけくっしなか ゃいさうゃけけこぇ
しっく こさぇた いぇ きせいっは, くけ う ょぇか 
うくしすさせおちうう おぇお ょぇ しっ っおしこけ
くうさぇ ぉっいけこぇしくけ. ¨す ゃしはおけ うい
ょっかうっ きせいっはす うきぇ っおしこけくぇす, 
うきぇ ょぇくくう う いぇ ういしかっょけゃぇすっか
しおぇすぇ ょっえくけしす – おぇすけ うしすけさうは
すぇ くぇ „╃うしっこすうか”, ぉなかゅぇさしおうはす 
あっかぇすうく – ょうくぇきうす, かぇおけゃぇすぇ 
くうすさけちっかせかけいぇ.           
‶けくはおけゅぇ, さけゃっえおう ぇさたうゃうすっ 
けす ]けそうは, こさっい ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
]けこけす う  〈なさくけゃけ, ょうさっおすけさなす 
くぇ きせいっは すなさしっえおう っょくけ, こけ
こぇょぇか くぇ しなゃしっき ょさせゅけ. ]ぉうさ
おぇすぇ さぇしすっ. 
╁ さぇぉけすぇすぇ しう すせお, おぇおすけ くぇ
ゃしはおなょっ, ╀けいぇょあうっゃ しかっょゃぇ 
くっ こさけしすけ こさうくちうこぇ, ぇ ょなか
ぉけおけすけ しう せぉっあょっくうっ,  くぇせ

つっくけ けす ぉぇとぇ きせ: ”〉ゃぇあぇゃぇえ 
つけゃっおぇ, ゃはさゃぇえ う こけきぇゅぇえ, 
おけかおけすけ きけあって くぇ たけさぇすぇ”. 
╁ ょくってくけすけ ゃさっきっ くぇ うくょう
ゃうょせぇかうしすう ╀けいぇょあうっゃ くっ 
しなあぇかはゃぇ いぇ すけゃぇ しう ゃっさせの, 
すけつくけ けぉさぇすくけすけ – せぉっょっく っ, 
つっ あうゃけすなす し たうかはょくうは おけ
かっおすうゃ くぇ „┿さしっくぇか” きせ っ 
こけおぇいぇか ょけぉさけすけ ゃ しうかぇすぇ くぇ 
おけかっおすうゃくうは あうゃけす. [ぇぉけ
すっえおう おぇすけ こさっょしっょぇすっか くぇ 
おけきうしうは ゃ こさけそおけきうすっすぇ,  し 
ょっしっすおうすっ しぇきけょっえちう けす おけ
かっおすうゃうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, 
╀けいぇょあうっゃ ういこなかゃぇ あうゃけすぇ 
しう し こさっあうゃはゃぇくうは, いぇ  おけう
すけ ょくっし とぇしすかうゃけ しう しこけきくは. 
¨さょっくうすっ „╉うさうか う ╋っすけょうえ” 
- こなさゃぇ しすっこっく いぇ しきっしっくうは 
おけきぉうくぇすしおう たけさけゃ しなしすぇゃ 
う すさっすぇ しすっこっく いぇ すぇくちけゃうは 
おけかっおすうゃ う すっぇすさぇかくぇすぇ すさせ
こぇ, ╀けいぇょあうっゃ こさうっきぇ う おぇすけ 
しゃけう. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ おけきうしうは
すぇ ゃ こさけそおけきうすっすぇ, おけはすけ すけえ 
さなおけゃけょう, けすゅけゃぇさは, けしゃっく いぇ 
いぇゃけょしおけすけ さぇょうけ, う いぇ 
ちはかぇ ょせいうくぇ  たせょけあくうちう 

くぇ とぇす 
ゃ おけきぉうくぇすぇ, う いぇ たせょけあっしす
ゃっくぇすぇ しぇきけょっえくけしす, おけはすけ 
うきぇ 15 しなしすぇゃぇ: たけさ, ょせたけゃ 
けさおっしすなさ う すっぇすさぇかっく しなしすぇゃ, 
しないょぇょっくう けとっ こけ ちぇさしおけ 
ゃさっきっ, くぇさけょっく けさおっしすなさ, 
たけさ う すぇくちけゃ おけかっおすうゃ けす 
そけかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか, ょっす
しおう ぇおけさょっけくっく けさおっしすなさ... 
╋っょぇかうすっ う けすかうつうはすぇ けす 
さっこせぉかうおぇくしおうすっ そっしすうゃぇ
かう さぇょゃぇす ちっかうは おけきぉうくぇす, ぇ 
╀けいぇょあうっゃ しう しこけきくは し おぇおゃぇ 
きなおぇ

ういゃっあょぇす こなさゃぇすぇ ゅさせこぇ 
しぇきけょっえちう くぇ ╆ぇこぇょ, 

おけゅぇすけ ゃういうすぇすぇ くぇ すぇくちけゃうは 
しなしすぇゃ こさっい 1972-さぇ ゃ ╇しこぇ
くうは, きうくぇゃぇ こさっい „うゅかっくうすっ„ 
せてう くぇ しかせあぉうすっ こけ しうゅせさ
くけしす. ╇いはゃうすっ せ くぇし, くぇゅさぇょう
すっ う おけくちっさすうすっ ゃ しすさぇくうすっ けす 
]╇╁ しぇ くっとけ, おけっすけ こさけしすけ っ 
ゃ さっょぇ くぇ くっとぇすぇ, こけ ゃさっきっ
すけ, おけゅぇすけ ぇさしっくぇかしおうすっ しぇ
きけょっえちう しぇ ゃしっ しさっょ こなさゃうすっ 
けす さぇぉけすっとうすっ ゃ きぇてうくけしすさけ
っくっすけ, ぇ おけきぉうくぇすしおうはす こさけ
そこさっょしっょぇすっか っ ゃ 『╉ くぇ こさけそ
しなのいうすっ, しこけきくは しう し ゅけさょけしす 
╀けいぇょあうっゃ. 〈けえ くっ おさうっ さぇ
ょけしすすぇ  けす しなこさうつぇしすうっすけ しう  
おなき せしこったうすっ くぇ ょゃうあっくうっすけ 
„′ぇしすぇゃくうちう”, ゃ おけっすけ けこうすくう 
きぇえしすけさう, しすぇさぇすっかくけ ういょう
さっくう けす こさけそおけきうすっすぇ, こさっ
ょぇゃぇす けこうすぇ しう くぇ きかぇょうすっ; 
けす こけいくぇくしすゃけすけ しう しなし いぇしかせ
あうかうは きぇてうくけしすさけうすっか ┿くゅっか 
┿すぇくぇしけゃ, こなさゃけおかぇしっく てかぇえ
そうしす; けす くぇせつっくけすけ ゃ しさっとうすっ 
し こさけそしなのいくうすっ かうょっさう ╃っ
くぬけ ╃うきうすさけゃ, 〈けょけさ ╇ゃぇくけゃ 
う ‶っくつけ ╀せっゃ; けす こさうくけしぇ しう 
おなき けすおさうゃぇくっすけ くぇ こなさゃうは 
╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ; けす しこけさす
くうすっ せしこったう ゃ „╆ょさぇゃう, しうか
くう, さぇぉけすけしこけしけぉくう”, おけっすけ 
ぇさしっくぇかちう こっつっかはす すさう こなすう 
こけしかっょけゃぇすっかくけ う いぇすけゃぇ いくぇ
きっすけ くぇ ょゃうあっくうっすけ けしすぇゃぇ 
こさう すはた.
╋うかう しこけきっくう ╀けいぇょあうっゃ 
こぇいう う けす さぇょけしすうすっ くぇ きかぇょう
すっ しっきっえしすゃぇ, いぇ つうえすけ こなさゃう 
おかのつ  けす しけぉしすゃっく ょけき  こさけそ
おけきうすっすなす こさぇゃう  しこっちうぇかっく 

こさぇいくうお. 
‶けかけゃうく ╉ぇいぇくかなお っ こけ

しすさけっく けす „┿さしっくぇか”, 
おぇすっゅけさうつくう しぇ ちうそさうすっ, 
こさうこけきくっくう けす ]すっそぇく ╀けいぇ
ょあうっゃ. 41 あうかうとくう ぉかけおぇ し 1 
554 ぇこぇさすぇきっくすぇ しぇ こけしすさけっ
くう う こさっょぇょっくう いぇ こけかいゃぇくっ 
けす こさっょこさうはすうっすけ ょけ 1989 ゅけ
ょうくぇ; 3 きかぇょっあおう けぉとっあうすうは 
し 425 かっゅかぇ しぇ くぇ さぇいこけかけあっ
くうっ くぇ くぇつうくぇっとうすっ さぇぉけすくう
ちう う しこっちうぇかうしすう, ょけてかう ょぇ 
さぇぉけすはす ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ょぇかっつ
くう ゅさぇょけゃっ う しっかぇ. „┿さしっくぇか” 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ さぇいこけかぇゅぇ し 
かっつっぉくうちぇ しなし しっょっき おぇぉうくっ
すぇ, しすぇちうけくぇさ う こさけそうかぇおすけ
さうせき しなし 115 かっゅかぇ, こけつうゃくう 
ぉぇいう くぇ きけさっ う こかぇくうくぇ, しなし 
17 しすけかけゃú し 6 800 きっしすぇ. ]なし 
しさっょしすゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” しぇ こけ
しすさけっくう 6 ょっすしおう ゅさぇょうくう ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ¨ゅさけきくぇすぇ しけちう
ぇかくぇ ょっえくけしす っ ゃ さなちっすっ くぇ 
こさけそおけきうすっすぇ. 〈けえ けぉゅさうあゃぇ 
ょけさう しこけさすっく おかせぉ „〈けさこっ
ょけ”, つうえすけ けさゅぇくういぇすけさ ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ こさっい 1978 ゅ. こけかせつぇゃぇ 
„¨さょっく くぇ すさせょぇ” – いかぇすっく.    
„′ぇこせしくぇた  „┿さしっくぇか” こさう こっく
しうけくうさぇくっすけ しう こさっい 1998-きぇ 
ぉっい あっかぇくうっ, くけ しなさちっすけ きう 
けしすぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇとけすけ 
いぇ „┿さしっくぇか” しう きうしかは しぇきけ 
し かのぉけゃ う こさういくぇすっかくけしす”, っ 
くぇこうしぇか くぇ  しこっちうぇかっく かうしす, 
おけえすけ くっこさっきっくくけ ょなさあう ょぇ 
きう ょぇょっ くぇ すさなゅゃぇくっ, ぇさしっ
くぇかっちなす し 30-ゅけょうてっく しすぇあ, 
]すっそぇく ╀けいぇょあうっゃ.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

¨くうかつてせけみて にとおそきせけさ 〉けさそしあ ′あちそう つてあせあ せあ 80 えそおけせけ

„╋けはす あうゃけす っ きくけゅけ うくすっさっしっく 
う いぇすけゃぇ ぇい しぇきうはす しう いぇゃうあ-
ょぇき いぇ くっゅけ” – いぇはゃはゃぇ ′うおけ-
かぇ ╆ぇさけゃ. ╁けかくうすっ ゅけょうくう  ゃ 
こかぇくうくぇすぇ, さぇぉけすぇすぇ けおけかけ けゃ-
ちっすっ, ぉうすなす くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ, 
くけきぇょしおうはす  うき あうゃけす う ゃしうつおけ 
かうつくけ こさっあうゃはくけ - すけゃぇ しぇ けし-
くけゃくう すっきう ゃ くっゅけゃうすっ おぇさすう-
くう, ゃ おけうすけ いっかっくけすけ, しうくぬけすけ 
う ぉはかけすけ うょゃぇす  くぇこさぇゃけ けす 
こさうさけょぇすぇ. „╆ぇ きっく さうしせゃぇくっすけ 
っ くぇつうく ょぇ せゃっおけゃっつぇ ゃ こかぇす-
くぇすぇ しう すけいう あうゃけす”, しこけょっかは 
╆ぇさけゃ, こなさゃうはす たせょけあくうお しさっょ 
おぇさぇおぇつぇくうすっ. ┿ ういおせしすゃけゃっょなす 
]すっそぇく 〈っくっゃ おぇいゃぇ: „′うおけかぇ 
╆ぇさけゃ こさっょかぇゅぇ はさおけ あうゃけこうし-
くけ おけしきけこけかうすくけ ゃうあょぇくっ いぇ 
ぉぇかおぇくしおうは ぉうす. ‶けょけぉくけ くぇ 
【ぇゅぇか すけえ こさっしないょぇゃぇ しゃけっすけ 
ょっすしすゃけ う しゃけは あうゃけす こけ っょうく 
きくけゅけ, きくけゅけ っおしこかけいうゃっく う 
っきけちうけくぇかっく くぇつうく.〈けえ せしっとぇ 
こかぇくうくぇすぇ. 〈けゃぇ いぇ つせあょっくっち っ 
くっこけしすうあうきけ”. 
╋っつすぇすぇ きせ. ′ぇえ-しなおさけゃっ-
くぇすぇ きせ きっつすぇ – ょぇ ういこなか-
くう ょなかゅぇ しう おなき しゃけは っすくけし, 
ょぇ くぇさうしせゃぇ ういおかのつうすっかくけ 
おさぇしうゃうは う くっこけゃすけさうき あう-
ゃけす くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ.
╄ょくぇ けしなとっしすゃっくぇ きっつすぇ.                                                                                     
╃っすしすゃけすけ. [けょっく っ くぇ 22 
きぇえ 1931 ゅ. ゃ ╀ぇかおぇくぇ くぇょ 
╉ぇさかけゃけ. ╀うか っ ょゃっゅけょう-
てっく, おけゅぇすけ こぇょぇ けす おけく ゃ 
30-きっすさけゃぇ こさけこぇしす – おけくはす 
いぇゅうゃぇ, くけ ぉなょっとうはす たせょけあ-
くうお けちっかはゃぇ. ╁ あうゃけこうしくぇすぇ 
こかぇくうくぇ きうくぇゃぇす こなさゃうすっ 
ゅけょうくう けす ょっすしすゃけすけ きせ.                                                                                                                            
╁ 【うこおぇ. [けょうすっかうすっ きせ しう 
おせこせゃぇす おなとぇ う しっ いぇしっかゃぇす  
ゃ し. 【うこおぇ. ′うおけかぇ いぇゃなさて-
ゃぇ こさけゅうきくぇいうは, おぇすけ しなとっ-
ゃさっきっくくけ こぇしっ けゃちっすっ くぇ 
ぉぇとぇ しう う くっこさっおなしくぇすけ さう-
しせゃぇ. ′ぇしかっょうか っ きせいうおぇか-
くうは すぇかぇくす う ゅかぇしぇ くぇ ぉぇとぇ 
しう. ]ゃうさう  くぇ おぇゃぇか.                                                                                                      
]なょぉけゃくぇすぇ しさっとぇ. ╂けかっ-
きうはす きせ こなす おなき ういおせしすゃけすけ 
すさなゅゃぇ けす っょくぇ しさっとぇ こさっい 
1949 ゅ. くぇ ゃさなた 【うこおぇ, おなょっ-
すけ きぇかおうはす たせょけあくうお ういかぇゅぇ 
くはおけかおけ しゃけう おぇさすうくう. ╃ぇさ-
ぉぇすぇ きせ けすおさうゃぇ  こさぇすっくうおなす 
くぇ ゃ. „‶さぇゃょぇ”,  させしおうはす あせさ-
くぇかうしす ╃ぇゃうょ ╆ぇしかぇゃしおう. 〈ぇいう 
しさっとぇ こさっょけこさっょっかは すゃけさつっ-
しおうは きせ こなす.                                                                                         
¨ぉさぇいけゃぇくうっすけ. ‶さっい 1951 
ゅ. ′うおけかぇ ╆ぇさけゃ いぇゃなさてゃぇ 
こなさゃうは ゃうこせしお くぇ  ]けそうえ-
しおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇ-
いうは, ぇ しかっょ すけゃぇ う ┿おぇょっきう-
はすぇ こさう こさけそ. ╇かうは ‶っすさけゃ, 
しこっちうぇかくけしす „あうゃけこうし”. ╀うか 
けすかうつっく しすせょっくす, くっ ょけこせし-
おぇか くぇ くうおけゅけ ょぇ ゅけ ういこさっ-

ゃぇさう こけ せしこった. ‶さっい 1974 ゅ. 
こけ さってっくうっ くぇ ╉けきうすっすぇ いぇ 
おせかすせさぇ っ ういこさぇすっく くぇ っょくけ-
ゅけょうてくぇ しこっちうぇかういぇちうは  ゃ 
╊っくうくゅさぇょ う ゃ ]せさうおけゃしおうは 
うくしすうすせす ゃ ╋けしおゃぇ.                                                                                                    
[ぇぉけすぇすぇ. ¨す 1963 ゅ. うい-
ゃっしすくけ ゃさっきっ っ せつうすっか ゃ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ.  ‶さっい しかっょゃぇとうすっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう っ たせょけあくうお  
くぇ しゃけぉけょくぇ こさぇおすうおぇ, しかっょ 
おけっすけ っ こなさゃうはす せつうすっか こけ 
あうゃけこうし, おけきこけいうちうは う さう-
しせゃぇくっ ゃ しないょぇょっくぇすぇ こさっい 
1968 ゅ. 》せょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇ-
いうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. 20 ゅけょうくう けす 
あうゃけすぇ きせ とっ こさっきうくぇす しさっょ 
せつっくうちうすっ きせ, し すはた っ ぉうか くっ 
しぇきけ こさっい ょっくは, くけ う ゃっつっさ-
すぇ, こけつすう こさっい ちはかけすけ ょっ-
くけくけとうっ. „╀はた うき せつうすっか う 
ゃないこうすぇすっか, すっ ぉはたぇ おぇすけ きけう 
ょっちぇ”, しこけきくは しう ょくっし ╆ぇさけゃ 
う ょけこなかゃぇ, つっ くっ しぇきけ こさっ-
こけょぇゃぇすっかしおぇすぇ さぇぉけすぇ っ けす 
いくぇつっくうっ. ]こけさっょ くっゅけ ”おさぇ-
しけすぇすぇ くぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ 
ゃないこうすぇゃぇ っしすっすうつっしおう ゃおせし 
う さっぇかうしすうつくけ きうしかっくっ”.                                                                                 
‶けしかっょけゃぇすっかうすっ. ′っゅけ-
ゃう ゃないこうすぇくうちう しぇ きくけゅけ けす 
ういはゃっくうすっ しなゃさっきっくくう たせ-
ょけあくうちう:  こさけそ. ╁うたさけくう 
‶けこくっょっかつっゃ, ういおせしすゃけゃっ-
ょおぇすぇ ]ゃっすかぇ ╋けしおけゃぇ, ぉうゃ-
てうはす いぇき.-きうくうしすなさ くぇ おせか-
すせさぇすぇ ╂ぇくつけ ╉ぇさぇぉぇょあぇおけゃ,  
ょけち. ╀うしっさ ╃ぇきはくけゃ, 〈けょけさ 
〈っさいうっゃ, ┿かぉっくぇ ╋うたぇえかけ-
ゃぇ, ]くっあぇくぇ ]かぇゃけゃぇ,  ‶っすおけ 
╋けしおけゃ う ょさ. ‶けつすう ゃしうつおう 
しすぇさけいぇゅけさしおう たせょけあくうちう しぇ 
せつうかう こさう くっゅけ, しさっょ すはた しぇ 
╀けすぬけ ╀けすっゃ, ]かぇゃう 〈っくっゃ, 
╁ぇかぬけ ╃けくつっゃしおう.                                                                                
╉ぇつっしすゃぇすぇ, おけうすけ ゅけ ゃない-
たうとぇゃぇす – けこすうきういきなす, すさせ-
ょけかのぉうっすけ, こけしすけはくしすゃけすけ, 
くっこさうきうさうきけしすすぇ – せ しっぉっ しう 
う ゃ ょさせゅうすっ. 
╉ぇおゃけ っ すせぉういなき? 〈けゃぇ 
っ せくうおぇかっく きっすけょ ゃ ういおせ-
しすゃけすけ, しないょぇょっく けす ′うおけかぇ 
╆ぇさけゃ. 〈けえ っ こなさゃうはす たせ-
ょけあくうお ゃ ╀なかゅぇさうは, おけえすけ 
いぇこけつゃぇ ょぇ さうしせゃぇ くぇこさぇゃけ し 
すせぉうすっ ゃなさたせ こかぇすくけすけ. 〈けゃぇ 
けすおさうすうっ しすぇゃぇ しなゃしっき しかせ-
つぇえくけ. ╉けゅぇすけ ぉうか くぇ こさぇお-
すうおぇ ゃ ╋っかくうお し せつっくうちう けす 
おぇいぇくかなておぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ 
ゅうきくぇいうは う ういかっいかう くぇ  こかっ-
くっさくけ さうしせゃぇくっ おさぇえ ゅさぇょぇ, 
╆ぇさけゃ けすゃけさうか おせすうはすぇ う ゃう-
ょはか, つっ つっすおうすっ きせ ゅう くはきぇ 
- しかっょ おぇすけ ゅう ういきうか ゃっつっさ-
すぇ, いぇぉさぇゃうか ょぇ ゅう ゃいっきっ. ╇ 
いぇこけつくぇか ょぇ さうしせゃぇ くぇこさぇゃけ 
けす すせぉうすっ ... ╆ぇ こけかけゃうく つぇし 
くぇさうしせゃぇか こなさゃうは しう こっえ-
いぇあ, ぇ ょっちぇすぇ いぇこけつくぇかう ょぇ 

しおぇつぇす う ょぇ ゃうおぇす „╄ゃさうおぇ! 
╄ゃさうおぇ!”.  ╃くっし すけいう しすうか しっ 
くぇさうつぇ すせぉういなき - さうしせゃぇくっ 
し すけつおう うかう し すせぉぇすぇ し ぉけは. 
』さっい くっゅけ しっ こけしすうゅぇす こかなす-
くけしす う さっかっそくけしす くぇ すゃけさぉぇ-
すぇ, ういおかのつうすっかくぇ つうしすけすぇ くぇ 
すけくけゃっすっ. 〈せぉういきなす こさうょぇゃぇ 
しうかくぇ ょうくぇきうつくけしす くぇ おぇさすう-
くぇすぇ, いぇとけすけ ちゃっすけゃっすっ くっ しっ 
しきっしゃぇす, ぇ いぇこぇいゃぇす はさおけすけ しう 
ゃいぇうきけょっえしすゃうっ.  ] すぇいう すった-
くうおぇ ′うおけかぇ ╆ぇさけゃ こさけきっくは 
くっ しぇきけ しゃけはすぇ あうゃけこうし, ょさせ-
ゅう たせょけあくうちう しなとけ ゃないこさう-
っきぇす きっすけょぇ う ょくっし すけえ うきぇ 
きくけゅけ こけしかっょけゃぇすっかう.                                                                                                
╇いかけあぉうすっ. ╉さぇしうゃう おぇさぇ-
おぇつぇくしおう くっゃっしすう, けゃつぇさう, 
ょっちぇ; ちはかぇ しっさうは けす しゃぇす-
ぉう; こけさすさっすう, おけきこけいうちうう, 
ぇおゃぇさっかう, くぇすのさきけさすう, ぉう-
すけゃう う こっえいぇあくう こかぇすくぇ... 
′うおけかぇ ╆ぇさけゃ うきぇ ういおかのつの-
つうすっかくけ たぇさぇおすっさっく こけつっさお 
ゃ あうゃけこうしすぇ - ういゃっしすっく っ し 
ゅけかはきけそけさきぇすくうすっ しう  おぇさ-
すうくう. ‶なさゃぇすぇ きせ ういかけあぉぇ 
っ こさっい 1971 ゅ. ゃ ]ぇかけくぇ くぇ 
ういおせしすゃぇすぇ ゃ ′╃╉. ]かっょゃぇす 
くぇょ 20 しぇきけしすけはすっかくう うい-
かけあぉう う きくけゅけ せつぇしすうは ゃ うい-
かけあぉう: ゃ 【うこおぇ, ╉ぇいぇくかなお, 
]かうゃっく, ]けそうは, ┿すうくぇ, ╋けし-
おゃぇ, ゃ ┿ゃしすさうは, ╋ぇおっょけくうは, 
【ゃっえちぇさうは. ‶さっい 2000 ゅ. ゃ 
╃╉ „┿さしっくぇか” ぉはたぇ こけょさっょっ-
くう 30 せくうおぇかくう こかぇすくぇ くぇ 
たせょけあくうおぇ, けすさぇいはゃぇとう こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう けす くけきぇょ-
しおうは あうゃけす くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けゅぇゃぇ ]ゃっすかぇ 
╋けしおゃぇ – ういおせしすゃけゃっょ, ゃない-
こうすぇくうつおぇ くぇ ′うおけかぇ╆ぇさけゃ, 
ゃないおかうおくぇ: „〈ぇおぇゃぇ ういかけあぉぇ 
くはきぇ くうおなょっ ゃ しゃっすぇ!”                                                                                                                              
╋けうすっ きっょぇかう しぇ きけうすっ 
せつっくうちう, おぇいゃぇ ゅけかっきう-
はす たせょけあくうお ′. ╆ぇさけゃ. ¨とっ 
おぇすけ しすせょっくす, くぇ V┶┶ ]ゃっすけ-
ゃっく そっしすうゃぇか くぇ きかぇょっあすぇ 
う しすせょっくすうすっ ゃなゃ ╁うっくぇ,  
こけかせつぇゃぇ いかぇすっく きっょぇか いぇ 
おぇさすうくぇすぇ しう „╉ぇゃぇかょあうは”. 
‶さっい ゅけょうくうすっ っ こけかせつぇゃぇか 
きくけゅけ ょうこかけきう, ゅさぇきけすう う 
ょさせゅう けすかうつうは. ‶さっい 1976 ゅ.  
いぇ しゃけはすぇ こさっこけょぇゃぇすっかしおぇ 
ょっえくけしす っ くぇゅさぇょっく し けさょっく 
„╉かうきっくす ¨たさうょしおう”.                                                                                                                      
╃ぇ ょぇさうて ういおせしすゃけ. ╋くけゅけ 
けす おぇさすうくうすっ しう たせょけあくうおなす 
っ こけょぇさうか くぇ ゅさ.【うこおぇ. ╉ぇさ-
すうくうすっ, くぇさうしせゃぇくう こけ ゃさっきっ 
くぇ しこっちうぇかういぇちうはすぇ しう ゃ ╋けし-
おゃぇ, ╆ぇさけゃ こけおぇいゃぇ くぇ ういかけあ-
ぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う こけょぇさはゃぇ くぇ 
せつうかうとぇ, おかせぉけゃっ う けぉとっしす-
ゃっくう けさゅぇくういぇちうう. ‶けょぇさっくう 
けす くっゅけ おぇさすうくう ょくっし しぇ こさう-
すっあぇくうっ くぇ ‶さっいうょっくすしすゃけすけ 

う ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせ-
さぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, くぇ ゅさなちおけすけ 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ おせかすせさぇすぇ, 
くぇ ╉けくしせかしすゃけすけ ゃ ‶かけゃょうゃ. 
‶け ゃさっきっ くぇ こけしっとっくうっすけ しう 
ゃ ╀なかゅぇさうは くぇ 3 きぇさす 2008 ゅ. 
╁かぇょうきうさ ‶せすうく こけかせつう おぇすけ 
こけょぇさなお おぇさすうくぇすぇ „╀さぇす-
しすゃけ” – うょっはすぇ, おけきこけいうちうはすぇ 
う ちゃっすけゃけすけ さってっくうっ しぇ くぇ 
′うおけかけゃ ╆ぇさけゃ, ぇ ういこなかくっくう-
っすけ くぇ しうくぇ きせ ┿こけしすけか.                                                                                                
]っきっえしすゃけすけ. ′っういきっくくぇ 
しこなすくうちぇ ゃ あうゃけすぇ う ゃ ういおせ-
しすゃけすけ くぇ ゅけかっきうは たせょけあくうお 
っ しなこさせゅぇすぇ きせ ╇かうくぇ ╆ぇさけ-
ゃぇ, いぇゃっあょぇとぇ ぉうぉかうけすっおぇ-
すぇ いぇ たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇ-
すせさぇ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃. ╃っちぇすぇ 
きせ しぇ くぇしかっょうかう すぇかぇくすぇ くぇ 
ぉぇとぇ しう – ╋うかっくぇ っ ゃっつっ せす-
ゃなさょっく たせょけあくうお ゃ ╂なさちうは, 
ぇ ┿こけしすけか っ しさっょ ういはゃっくうすっ 
きかぇょう たせょけあくうちう くぇ ╉ぇいぇく-
かなお – しぇきけ こさっょう ょくう すけえ 
こさっょういゃうおぇ うくすっさっしぇ くぇ ちっ-
くうすっかうすっ くぇ ういおせしすゃけすけ しなし 
しゃけは  しぇきけしすけはすっかくぇ ういかけあ-
ぉぇ ゃ ╊けくょけく. „〈っ ういさぇしくぇ-
たぇ ゃ すゃけさつっしおぇ ぇすきけしそっさぇ, 
しさっょ さぇきおう, こかぇすくぇ, ぉけう う 
きうさうし くぇ すっさこっくすうく” – すぇおぇ 
╆ぇさけゃ けぉはしくはゃぇ すゃけさつっしおうは 
ゅっく, こさっょぇょっく くぇ しうくぇ う ょな-
とっさはすぇ きせ. ┿, おぇおすけ ういゅかっあ-
ょぇ, ゃくせちうすっ きせ ╉さうしすうくぇ う 
′うおけかぇ, せつぇしすゃぇかう ゃっつっ ゃなゃ 
そぇきうかくぇ ういかけあぉぇ, しなとけ とっ 
こさけょなかあぇす こなすは くぇ ょはょけ しう.                                                                 
]っくすっくちううすっ くぇ ′うおけかぇ 
╆ぇさけゃ. 〈けえ くっ ゅう ういきうしかは 
こさっょくぇきっさっくけ う ちっかっくぇしけ-
つっくけ. 〈けえ こさけしすけ すぇおぇ ゅけゃけ-
さう, し そさぇいう う し すゃけさつっしおう 
う あうすっえしおう こさぇゃうかぇ, おけうすけ 
ぉうたぇ きけゅかう ょぇ しなしすぇゃはす くぇ-

さなつくうお こけ あうゃけす う ういおせしすゃけ:                     
- ┿おけ くっ しう つっしすっく ゃ ういおせしすゃけ-
すけ, かなあって こなさゃけ しっぉっ しう.                                                     
- ╃せきぇすぇ „すゃけさっち” ゃぇあう いぇ 
ゃしうつおう こさけそっしうう.
- 〈けゃぇ, おけっすけ おぇさぇ つけゃっお ょぇ 
すゃけさう, っ ゃなすさっ ゃ くっゅけ.
- 〈ぇかぇくすなす – すけゃぇ っ ょぇ しないょぇ-
ょって くっとけ しぇきけ  すゃけっ, ぇ くっ ょぇ 
こけゃすぇさはて ょさせゅうすっ.
- ┿おけ けすおさぇょくって う こさうっきって 
こけいょさぇゃかっくうは いぇ せしこったうすっ しう, 
こけょかけしすすぇ すう しすぇゃぇ こけ-ゅけかはきぇ.
- ╉ぇすけ っ こさっょけこさっょっかっく ょぇ 
こさぇゃう くっとけ, つけゃっお ゅけ こさぇゃう, 
ぉっい ょぇ ゅけ おぇさぇ くはおけえ.
- ╉けかおけすけ こけゃっつっ かのぉけゃ ょぇゃぇて 
くぇ ういおせしすゃけすけ, すけかおけゃぇ こけゃっつっ 
すけ すう しっ けすぉかぇゅけょぇさはゃぇ.
- ╁ すけいう しゃはす ゃしうつおけ っ しないょぇ-
ょっくけ けす こけいうすうゃくけ きうしかっとう-
すっ たけさぇ.
╀なかゅぇさうは, ]すぇさぇ こかぇくうくぇ う 
【うこつっくしおうは ぉぇかおぇく くっ ぉう しきっ-
くうか いぇ くうおけは ょさせゅぇ しすさぇくぇ.╆ぇさけゃ 
しつうすぇ, つっ しゃけはすぇ しかぇゃぇ ╉ぇいぇくかなお 
ょなかあう う くぇ しゃけうすっ たせょけあくうちう.                                                                                                                           
]ぇきうはす すけえ  しっ しきはすぇ いぇ せしこはか たせ-
ょけあくうお. ╉ぇすっゅけさうつくけ すぇおぇ しきは-
すぇす う しこっちうぇかうしすうすっ.  ̈ す きけきつっ, 
ういさぇしくぇかけ ゃ ╀ぇかおぇくぇ, けす くうとけ-
すけ, おぇおすけ おぇいゃぇ すけえ,  っ くぇこさぇゃうか 
くっとけ. „]っゅぇ さぇいぉうさぇき, つっ おけゅぇ-
すけ しなき ぉうか くぇえ-ぉっょっく, ゃしなとくけしす 
しなき ぉうか くぇえ-ぉけゅぇすうはす. ╁しうつおけ, 
おけっすけ しなき こさっあうゃはか う いぇこっつぇ-
すぇか ゃ こぇきっすすぇ しう, しなき こさっくっ-
しなか ゃなさたせ こかぇすくぇすぇ しう. ╆ぇすけゃぇ 
しぇき いぇゃうあょぇき くぇ あうゃけすぇ しう”.                                                                                                                            
〈けいう あうゃけす くっ しっ こけぉうさぇ ゃ っょうく 
さぇいおぇい うかう しこけきっく. 〈けいう 80-ゅけ-
ょうてっく あうゃけす つぇおぇ しゃけは そうかき 
うかう しゃけはすぇ おくうゅぇ...

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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がだでどだざぞだ ぢづぎがでどんゑéぞぎ ぞん „んづでぎぞんず“ 
ぞん ごげずだぐぎぞごぎどだ IDEF 2011
‶さうおかのつう こけさっょくけすけ きっあょせくぇさけょ
くけ ういかけあっくうっ, ゃ おけっすけ “┿さしっくぇか” 
┿╃ こさっょしすぇゃう しゃけは こさけょせおちうは.
¨す 10 ょけ 13 きぇえ ╇しすぇくぉせか ょけきぇおうく
しすゃぇ っょくけ けす くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃ
くう ういかけあっくうは くぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ 
う すったくけかけゅうう IDEF (International 
Defence Industry Fair). 〈けゃぇ ういかけ
あっくうっ しっ こさけゃっあょぇ こさっい ゅけょうくぇ, 
いぇ 10-すう こなす ゃ 〈せさちうは, けす おけうすけ こけ
しかっょくうすっ ょゃっ ゃ ╇しすぇくぉせか.
╇しすぇくぉせかしおうはす ういかけあぉっく ちっくすなさ 
しなぉさぇ けぉとけ 539 そうさきう けす 44 ょなさ
あぇゃう,  きっあょせ おけうすけ: Finmeccanica 
- ╇すぇかうは, FN Herstal - ╀っかゅうは, Glock 
- ┿ゃしすさうは, ┿〈╉ - ]┿】, Beretta - 
╇すぇかうは う ょさ.
¨しゃっく けす „┿さしっくぇか” ┿╃, ぉなかゅぇさしおぇ
すぇ ゃけっくくぇ こさけきうてかっくけしす ぉっ こさっょ
しすぇゃっくぇ けす: ╁╋╆ - ]けこけす, „╃せくぇさうす“ 
┿╃ - [せしっ, ╇くしすうすせす こけ きっすぇかけいくぇ
くうっ - ╀┿′, „]ぇきっか 90“ ┿╃ - ]ぇきけ
おけゃ, „』っさくけ きけさっ“ ┿╃ - ╁ぇさくぇ.
╁なこさっおう つっ ぉっ さぇいこけかけあっく くぇ くぇえ-
ゅけかはきぇ こかけと けす ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう 
こさっょこさうはすうは, とぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ 
すさせょくけ こけぉさぇ くぇょ 70-すっ ういかけあぉっくう 
っょうくうちう けす かっおけ しすさっかおけゃけ けさなあうっ 
(こうしすけかっす „┿さしっくぇか - ╉けきこぇおす“, すさう 

きけょうそうおぇちうう ぇゃすけきぇすう, こったけすくぇ 
おぇさすっつくうちぇ くぇ すさうくけゅぇ), くはおけかおけ 
すうこぇ ゅさぇくぇすけきっすう, さぇいかうつくう ゃう
ょけゃっ ぉけっこさうこぇしう う ょさ. 〈けいう そぇおす 
っ くぇこなかくけ けぉはしくうき, おぇすけ しっ うきぇ 
こさっょゃうょ ぉけゅぇすぇすぇ う さぇいくけけぉさぇいくぇ 
こさけょせおすけゃぇ かうしすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. 
》うすなす ういきっあょせ ういかけあっくうすっ っおしこけ
くぇすう ぉってっ こけおぇいぇくうはす いぇ こなさゃう こなす 
40た46 mm しぇきけしすけはすっかっく ゅさぇくぇすけ
きっす. ¨しすぇくぇかぇすぇ つぇしす けす ゃくせてうすっか
くうは ぇしけさすうきっくす けす ういょっかうは ぉってっ 
こけおぇいぇく つさっい さっおかぇきくう こけしすっさう う 
おけきこかっおす ぉさけてせさう.
┿さしっくぇかしおうはす こぇゃうかうけく ぉってっ 
こけしっすっく けす きくけゅけ つせあょっしすさぇくくう 
ょっかっゅぇちうう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きう
くうしすっさしすゃぇ くぇ けすぉさぇくぇすぇ う ぇおさっ
ょうすうさぇくう すなさゅけゃしおう ょさせあっしすゃぇ, けす 
おけくおせさっくすくう そうさきう う うくょうゃうょせぇか
くう こけしっすうすっかう. ╇いおかのつうすっかくけ ぉっ 
けすくけてっくうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっ
かっゅぇちうは けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けす
ぉさぇくぇすぇ, ゃけょっくぇ けす きうくうしすなさ ┿くの 
┿くゅっかけゃ.
]なし しこっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ おなき ゃしっ
おう, こさけはゃうか うくすっさっし おなき ぇさしっ
くぇかしおうすっ っおしこけくぇすう, しっ けすくっしけたぇ 
くぇてうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ういかけあっ

くうっすけ: ‶っすぬけ ┿しっくけゃ う ╇ゃぇ ╇ゃぇ
くけゃぇ けす けすょっか ╀ういくっし さぇいゃうすうっ 
くぇ „┿さしっくぇか 2000“, ]うきけ 『けくおけゃ 
- ょうさっおすけさ くぇ ╀ぇいぇ いぇ さぇいゃうすうっ う 
ゃくっょさはゃぇくっ ぉけっこさうこぇしう, 〈うたけきうさ 
┿ゃさぇきけゃ - いぇき. ょうさっおすけさ こけ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ いぇゃけょ 1 う ╊のぉけきうさ 
╆ょさぇゃつっゃ - おけくしすさせおすけさ ゃ いぇゃけょ 1.
‶け こけゃけょ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ „┿さ
しっくぇか” ゃ IDEF 2011 ‶っすぬけ ┿しっくけゃ 
しこけょっかう, つっ  おぇすけ ゃしはおけ きっあょせくぇ
さけょくけ ういかけあっくうっ,  う IDEF 2011 っ 
こけしすぇゃうかけ くぇ ういこうすぇくうっ かうょっさ
しおうすっ, けさゅぇくういぇちうけくくうすっ う おけきせ
くうおぇすうゃくうすっ せきっくうは くぇ しこっちうぇかう
しすうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 〈けえ しつうすぇ, つっ 
ゅさせこぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ っ こさけはゃうかぇ  
くっけぉたけょうきうは すなさゅけゃしおう こさけそっ
しうけくぇかういなき う ょけぉさぇ っおうこくぇ さぇ
ぉけすぇ, くけ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ しきはすぇ, つっ 
ゃうくぇゅう きけあっ こけゃっつっ う うきっくくけ すけゃぇ 
きけすうゃうさぇ ゃしうつおう.
╊のぉけきうさ ╆ょさぇゃつっゃ いぇ こなさゃう こなす 
っ ぉうか くぇ すぇおけゃぇ ういかけあっくうっ う っ 
きくけゅけ ゃこっつぇすかっく. „〈させょくけ きう っ ょぇ 
ゅけ けぉはしくは, おぇいゃぇ すけえ. ╇きぇてっ せくう
おぇかくう とぇくょけゃっ う ゃうょはた しすさぇたけすっく 
くぇこさっょなお ゃ けさなあっえくぇすぇ こさけきうて
かっくけしす, くけ „┿さしっくぇか“ こけ くうとけ くっ 

けすしすなこゃぇてっ くぇ „おかぇしうちうすっ“ ゃなゃ ゃけ
っくくぇすぇ うくょせしすさうは. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ 
いぇ すけゃぇ ぉってっ くっしすうたゃぇとうはす うくすっさっし 
おなき くぇし. ╆ぇ きっく くぇえ-うくすっさっしくう ぉはたぇ 
くけゃうすっ おけくしすさせおすけさしおう さってっくうは, 
おけうすけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ぉぇいぇ いぇ せしな
ゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ くぇてうすっ ういょっかうは”.
┿ しこけさっょ 〈うたけきうさ ┿ゃさぇきけゃ こさっょ
しすぇゃっくうすっ ういょっかうは けす „┿さしっくぇか“ 
くぇ ういかけあっくうっすけ ゃ ╇しすぇくぉせか くっ しぇ 
けすしすなこゃぇかう くぇ くうすけ っょくぇ けす おけく
おせさっくすくうすっ そうさきう ゃ ぉさぇくてぇ しなし 
しすさっかおけゃけ けさなあうっ う ぉけっこさうこぇしう.   
„¨ゅさけきっく うくすっさっし こさっょういゃうおぇ くぇ
てうはす 40た46 mm しぇきけしすけはすっかっく 
ゅさぇくぇすけきっす しなし しゃけはすぇ ゃういうは う 
おけくしすさせおちうは, こけ-ょけぉさぇ けす すぇいう くぇ 
そうさきぇ おぇすけ FN Herstal – ╀っかゅうは.”, 
いぇはゃう ┿ゃさぇきけゃ う ょけこなかくう: „[ぇょゃぇ 

きっ すけゃぇ, つっ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ こけょ
ょなさあぇきっ ょけしすぇすなつくけ ゃうしけおけ くうゃけ う 
しきっ そうさきぇ, し おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しな
けぉさぇいはゃぇす おけくおせさっくすう う すなさゅけゃちう”.
╁しはおけ ういかけあっくうっ っ ょっきけくしすさぇ
ちうは くぇ くけゃう こけしすうあっくうは, くぇ くけゃう 
すったくうおう う すったくけかけゅうう, くけ いぇっょくけ 
し すけゃぇ う ゃないきけあくけしす ょぇ しっ つっさ
こう けこうす, ょぇ しっ こさぇゃはす しなこけしすぇゃおう 
し ょさせゅう そうさきう,  ょぇ しっ けしなとっしすゃう 
こさけょせおすけゃけ こさけせつゃぇくっ,  ょぇ しっ そうお
しうさぇす こさうけさうすっすうすっ くぇ こぇいぇさぇ う ょぇ 
しっ こさけゃけおうさぇ うくすっさっしなす くぇ こけすっく
ちうぇかくうすっ おかうっくすう.
‶さっょしすけはす ぇくぇかういう, ょうしおせしうう, くけゃう 
こさっょかけあっくうは.
╇ くけゃう くぇょっあょう.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

】ぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃

╁さなつゃぇくっ くぇ こけいさぇゃうすっかっく ぇょさっし くぇ のぉうかはさぇ ゅっく. 
こさけそ. ╂. ╉さなしすうくけゃ - 1985 ゅ.

]すっそぇく 
╀けいぇょあうっゃ

′うおけかぇ ╆ぇさけゃ くぇ けすおさうゃぇくっ くぇ くっゅけゃぇ ういかけあぉぇ 
ゃ ]ぇかけくぇ くぇ ういおせしすゃぇすぇ ゃ ′╃╉ - ]けそうは

】うあきあかすけ  あちつかせあしぬけ, 
つうすぇすっかう くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”!
〈けいう ゃっしすくうお っ ゃぇて,  しないょぇょっく けす ゃぇし, すなえ おぇすけ けすさぇいはゃぇ 
ゃぇてうは ょっかくうお う こさぇいくうお. 
╄すけ いぇとけ さっょおけかっゅうはすぇ くぇ ょさぇゅけ しなさちっ とっ ぇこかけょうさぇ 
ゃしはおぇ ゃぇてぇ うくうちうぇすうゃぇ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ うかう こけきけと, 
うょっう う こさっこけさなおう, おけうすけ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ くぇこさぇゃはす ゃっしす-
くうおぇ くう うくすっさっしっく, つっすっく  う こさっょこけつうすぇく こさっょ ゃしうつおう 
けしすぇくぇかう. 
】っ ょぇょっき こけかっ いぇ ういはゃぇ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さ-
しっくぇか ” う くぇ ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう /う くっ しぇきけ/ すぇかぇくすう くぇ 
こっさけすけ, たせきけさぇ う おぇさうおぇすせさぇすぇ. 
〈なさしっすっ くう いぇ ょけぉさけ う かけてけ, いぇ こけきけと うかう ぉかぇゅけょぇさくけしす 
おなき くはおけゅけ , けすいけゃぇか しっ ゃ すさせょっく  いぇ ゃぇし きけきっくす. 
╆ぇ ゃさないおぇ し くぇし こけかいゃぇえすっ しかっょくうすっ すっかっそけくう: 
0882 987 012, 0882 987 013, 0882 987 014 うかう 
0431/6 32 83
】っ くう けすおさうっすっ う くぇ ゃすけさうは っすぇあ, しすぇは 2 ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ „┿さしっくぇか” /』っさゃっくうは しぇかけく/.
¨つぇおゃぇきっ ゃう!  

 » ╇かてかちあせけ: ╇かつかしけせあ ╉かちうけのかうあ-  くあ うかつてせけさあ 
せあ あちつかせあしぬけ: たちかおけ け つかえあ

 » ╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: ¨うあせ ╅うちあすそう そて くあうそお 2
 » 》かうかぬひて ╇かつかしけせ 〈あちけせそう: ¨くたみに „[そえあてそ いみに 

そうねあちねか” せあ 6,  つ さひつけ たあせてあしそせけ け てけちあせてけ
 » 【あこせそ そちひきけか: ╉ひちくそつて け さちあつそてあ つ 》しあすかせあ 

╆そせかうあ 
 » 』あすそ くあ きかせけ: [あさ おあ たそくせあかてか さちひのさあねひて   

う さひはけ 
 » 【かくけ そはか すせそえそ けせてかちかつせけ つてあてけけ けせてかちうま-

てあ, ねかてかてか う いちそこ 4 せあ 【ちけいとせあ ╅ちつかせあし,   
10-てけ ませけ 

ゑ ï¿ñÑçíàó　ö ßëÜú ôñöñöñ:
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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, ╃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, ╇ゃぇく ╆ょさぇゃおけゃ, ╋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 しうくょうおぇす ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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んづでぎぞんずでとん ぢづだがばとぴごé 
ぞん でゑぎどだゑぎぞ ぱだづばぜ

¨す 10 ょけ 13 きぇえ „┿さしっくぇか” 
┿╃  しっ こさっょしすぇゃは ゃ っょくけ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃくう うい-
かけあっくうは くぇ ゃけっくくぇすぇ こさけ-
きうてかっくけしす - IDEF 2011 /
International Defence Industry 
Fair/ . 《けさせきなす しっ こさけゃっあょぇ 
ゃ ╇いかけあぉっくうは ちっくすなさ くぇ ╇し-
すぇくぉせか, 〈せさちうは.  

‶さけょせおちうはすぇ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ っ ういかけあっくぇ  ゃ ぉなか-
ゅぇさしおうは こぇゃうかうけく くぇ こかけと 
けす 15 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ, しな-
けぉとう ╋ぇさうくぇ ╈けさょぇくけゃぇ, 
さなおけゃけょうすっか けすょっか ╋ぇさおっ-
すうくゅ くぇ „┿さしっくぇか 2000”. 

′ぇ いぇこぇいっくぇすぇ すっさうすけさうは 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ きけゅぇす ょぇ 
しっ ゃうょはす ういょっかうは けす けしくけゃ-
くぇすぇ こさけょせおちうは くぇ そうさきぇ-
すぇ: さぇいかうつくう きけょうそうおぇちうう 
ぇゃすけきぇすう, 9た19 きき こうしすけ-
かっす Compact, おぇさすっつくうちぇ 
し すさうくけゅぇ, こさけすうゃけすぇくおけゃ 
ゅさぇくぇすけきっす, こけょちっゃくう う さっ-
ゃけかゃっさくう ゅさぇくぇすけきっすう, うい-
しすさっかう いぇ こさけすうゃけすぇくおけゃう 
ゅさぇくぇすけきっすう, ういしすさっかう いぇ 

ん¡îñÖöó

きうくけたゃなさゅぇつおう, きぇかけおぇかう-
ぉさっくう ぉけっこさうこぇしう.  

╁ ういかけあっくうっすけ せつぇしすゃぇす 
そうさきう けす ゃけっくくけ-こさけきうてかっ-
くぇすぇ うくょせしすさうは けす ちはか しゃはす. 

╇しすぇくぉせかしおけすけ ういかけあっくうっ 
- IDEF  っ いぇ  しせたけこなすくう, きけさ-
しおう, ゃないょせてくう う おけしきうつっしおう 
すさぇくしこけさすくう う かけゅうしすうつくう 
ょっえくけしすう, こけょょさなあおぇ, けぉけ-

させょゃぇくっ う しさっょしすゃぇ いぇ ょけし-
すぇゃおぇ.

 ]かっょゃぇとけすけ ゅけかはきけ うい-
かけあっくうっ DSEi 2011, ゃ おけっすけ 
とっ しっ こさっょしすぇゃは ぇさしっくぇかしおぇ  

ぞんが 100 どんぞぴぽだづご ゑ ゎだがごぷぞごé 
とだぞぴぎづど ぞん がùぱどで „んづでぎぞんず”
〉あ 19 すあこ, ねかてうひちてひさ, そて 18.30 ね. う ╉[ „╅ちつかせあし” くあたそうみおあこてか 
せあ えそおけのかせ さそせぬかちて-たちそおとさぬけみ せあ ╉ょ‒【』 „╅ちつかせあし”

′ぇょ 100 きぇかおう すぇくちぬけさう 
とっ ゃいっきぇす せつぇしすうっ ゃ すさぇ-
ょうちうけくくうは ゅけょうてっく おけく-
ちっさす くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは 
そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
„┿さしっくぇか” し たせょけあっしすゃっく 
さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっ-
ゃぇ う おけさっこっすうすけさ [せしう ┿く-
ょさけかけゃ.

]ゃけはすぇ こさけょせおちうは すっ とっ 
こさっょしすぇゃはす こさっょ ゅけしすう う 
ゅさぇあょぇくう, こさっょ さけょうすっかうすっ 
う こさうはすっかうすっ しう.

‶せぉかうおぇすぇ とっ ゃうょう ういこなか-
くっくうは くぇ おけくちっさすくうは すぇくちけゃ 
しなしすぇゃ, くぇ こけょゅけすゃうすっかくうは 
おけくちっさすっく しなしすぇゃ う くぇ すぇく-
ちけゃうすっ ておけかう. ′ぇ ょっちぇすぇ, 
けぉせつぇゃぇかう しっ ゃ ておけかうすっ いぇ 
こなさゃぇ ゅけょうくぇ, とっ ぉなょぇす ゃさな-
つっくう しゃうょっすっかしすゃぇ.

╃っすしおうはす すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
„┿さしっくぇか” っ しないょぇょっく こさっい 
1984 ゅ. ╁ くっゅけ こけ ぉなかゅぇさしおう 
くぇさけょくう すぇくちう しっ けぉせつぇゃぇす 
ょっちぇ けす 5 ょけ 15-ゅけょうてくぇ 

ゃないさぇしす. ¨しゃっく けぉせつっくうっすけ 
う おけくちっさすくぇすぇ ょっえくけしす, いぇ-
ょぇつぇすぇ きせ っ ょぇ こけょゅけすゃは すぇく-
ちぬけさう いぇ こさっょしすぇゃうすっかくうは 
《〈┿ „┿さしっくぇか”.

╃っすしおうすっ すぇくちけゃう そけさきぇ-
ちうう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ うきぇす 
ぉけゅぇす さっこっさすけぇさ, ゃおかのつ-
ゃぇと すぇくちう けす さぇいかうつくう っす-
くけゅさぇそしおう けぉかぇしすう くぇ ╀なか-
ゅぇさうは. 

╁ うしすけさうはすぇ きせ しぇ いぇこうしぇ-
くう きくけゅけ せしこってくう すせさくっすぇ う 
けすかうつうは けす おけくおせさしう う そっし-
すうゃぇかう せ くぇし う ゃ つせあぉうくぇ 
– ╂なさちうは, [せきなくうは, ╋ぇおっょけ-
くうは, ╇すぇかうは.

‶けしかっょくうすっ きせ くぇゅさぇょう しぇ 
けす 2011 ゅ. – ょっちぇすぇ いぇゃけのゃぇ-
たぇ こなさゃうすっ きっしすぇ くぇ くぇちうけ-
くぇかくうすっ ょっすしおう そけかおかけさくう 
おけくおせさしう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 
╉けすっか. 

′ぇ 14 きぇえ うき こさっょしすけう 
けとっ っょくけ せつぇしすうっ – ゃ ′ぇ-
ちうけくぇかくうは そけかおかけさっく すぇく-
ちけゃ おけくおせさし ゃ ゅさ. ╂なかなぉけゃけ. 
]かっょ ゅけょうてくうは おけくちっさす-
こさけょせおちうは ゃないこうすぇくうちうすっ 
くぇ ╁. ╋うくつっゃぇ とっ しっ こけょゅけす-
ゃはす いぇ せつぇしすうっ ゃ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ.

╋ぇかおうすっ すぇくちぬけさう うきぇす 
しゃけえ ょっゃうい  - „′っおぇ ういゃけさなす 
ょぇ くっ こさっしなたゃぇ!”

“╅ちつかせあし” たあくけ さあくあせしひのさあ ぬあちけぬあ

〉あねあしせけさ 【そてかうあ: [そえあてそ にそちあてあ てけ 
いみえあて せあうひせ, てけ てけねあの せあうひてちか

╅ちつかせあしつさそ おかうそこねか つちかお 
たちかてかせおかせてさけてか くあ をあちけぬあ 『そくあ

╇かてかちあせけ: 
╆そせねそ 》かつかう - 』けせおけさあしけつてひて

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

¨おけ け うけき...
╆ぇ こけさっょっく こなす すぇいう 
しなぉけすぇ- 14-すう きぇえ ╉ぇ-
いぇくかなお とっ ぉなょっ ょけきぇおうく 
くぇ ╃なさあぇゃくけすけ こなさゃっく-
しすゃけ こけ しこけさすくう すぇくちう. 
╆ぇ おせこぇ „╀なかゅぇさうは”. 
′ぇちうけくぇかくうはす すせさくうさ ゃ 
╉ぇいぇくかなお しっ こさけゃっあょぇ 
こけょ こぇすさけくぇあぇ くぇ おきっ-
すぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ う しっ けさゅぇくういうさぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ  そっょっさぇちうは こけ 
しこけさすくう すぇくちう う きっしすくうは おかせぉ こけ しこけさすくう すぇくちう „[けいぇ”, 
し さなおけゃけょうすっかう ╁ぇくは う ‶っすなさ [ぇょっゃう.
╆ぇ せつぇしすうっ ゃ すせさくうさぇ しっ けつぇおゃぇす こけゃっつっ けす 60 ょゃけえおう 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 
′ぇつぇかけすけ くぇ くぇょこさっゃぇさぇすぇ いぇこけつゃぇ ゃ 10 つぇしぇ , ぇ ゃすけさぇ-
すぇ つぇしす – いぇ  おせこぇ „╀なかゅぇさうは” っ けす 17,00 つぇしぇ. 
 ‶さけはゃぇすぇ っ ゃ しこけさすくぇ いぇかぇ „┿さしっくぇか”. 

*******

′ぇ 14-すう きぇえ おぇいぇくかなておけすけ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ-1860” 
っ ょけきぇおうく くぇ 』っすゃなさすうは けぉとうくしおう こさっゅかっょ くぇ つうすぇかうと-
くけすけ う かのぉうすっかしおけ たせょけあっしすゃっくけ すゃけさつっしすゃけ. ╁ くっゅけ 
せつぇしすゃぇす おけかっおすうゃう う うくょうゃうょせぇかくう ういこなかくうすっかう  くぇ 
かのぉうすっかしおけすけ たせょけあっしすゃっくけ すゃけさつっしすゃけ おなき つうすぇかうとぇ-
すぇ ゃ けぉとうくぇすぇ. ╁たけょなす いぇ こさけはゃぇすぇ っ しゃけぉけょっく, ぇ くぇつぇ-
かけすけ っ けす 11 つぇしぇ.

*******

′ぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか けす 
37-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ ╂っけさゅう ╆ぇ-
たぇさうっゃ  とっ こさっょしすぇゃう   くぇ 20-すう きぇえ 
しゃけはすぇ おくうゅぇ „[ぇいかけきくけ ゃさっきっ”. 
 ‶さっきうっさぇすぇ え っ けす 17,30 つぇしぇ ゃ ╉ぇ-
きっさくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃╉ „ ┿さしっくぇか”.
 ╁ おくうゅぇすぇ ょっこせすぇすなす  う ょなかゅけ-
ゅけょうてっく こさっょしっょぇすっか くぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ 
╉ぇいぇくかなお っ しなぉさぇか しゃけう ういおぇい-
ゃぇくうは, こうすぇくうは けす すさうぉせくぇすぇ くぇ 
‶ぇさかぇきっくすぇ, しすぇすうう ゃ きっしすくうは う 
くぇちうけくぇかっく こっつぇす, かうつくう すっいう, 
おぇおすけ う  ういおぇいゃぇくうは う うくすっさゃのすぇ,  しすぇすうう くぇ ぉうゃてうはす 
こさっきうっさ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ こっさうけょぇ 1994-1997- ╅ぇく ╁うょっ-
くけゃ, くぇ うょっけかけゅなす くぇ „ ¨すおさうす そけさせき” ╉さぇしうきうさ ‶さっ-
きはくけゃ, くぇ  しゃけう おけかっゅう けす こぇさかぇきっくすぇさくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ  
╉けぇかうちうは いぇ ╀なかゅぇさうは ゃ けくいう こっさうけょ. 

がだぜぺど ぞん とばずどばづんどん がだぜんとごぞでどゑん 
ùゐごずぎé ぞん ぞんがé どだぞぶぎゑん
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ぃぉうかっえくうはす おけくちっさす, し おけえすけ 
きせいうおぇかくうはす こっょぇゅけゅ ′ぇょは 〈けくつっ-
ゃぇ こけしさっとくぇ 50-すぇ しう ゅけょうてくうくぇ 
しさっょ しゃけう こけつうすぇすっかう う こさうはすっかう,  
こさっこなかくう いぇかぇすぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせか-
すせさぇすぇ „┿さしっくぇか” ゃっつっさすぇ くぇ 28 
ぇこさうか. ‶けいくぇすぇ くぇこけしかっょなお こけゃっつっ 
おぇすけ さなおけゃけょうすっか くぇ ょっすしおう ゃけおぇか-
くう きせいうおぇかくう ておけかう, ぉっい ょけしすぇ-
すなつくけ かうつくう こっゃつっしおう ういはゃう, ′ぇょは 
けこさっょっかっくけ  ういくっくぇょぇ こせぉかうおぇすぇ 
しなし しすうかっく おけくちっさす う けさうゅうくぇかくう 
うょっう. ╉けくちっさすぇ ′ぇょは けすおさう し ょあぇい-
ういこなかくっくうっ ゃ ょせけ し おぇいぇくかなておうは 
きぇっしすさけ ]すぇくつけ ╃ぇきはくけゃ. ]すさぇしすすぇ 
くぇ ′ぇょは おなき ょあぇいぇ っ けとっ けす ゃさっきっ-
すけ くぇ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 
20-う ゃっお, おけゅぇすけ すは っ つぇしす けす しすぇ-
さけいぇゅけさしおぇすぇ ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ „〈さぇ-
はくぇ”, ゃこっつぇすかうかぇ ょけさう ょあぇいきっくぇ 
╋うかつけ ╊うゃうっゃ, し おけゅけすけ こさぇゃはす しぇ-
きけしすけはすっかっく おけくちっさす. ′ぇょは こけおぇいぇ 
くぇ こせぉかうおぇすぇ う そうかき いぇ ゅさせこぇすぇ, 
くぇこさぇゃっく こさっょう  25 ゅけょうくう けす ╀′〈. 
╋けとくう けゃぇちうう けゅかぇしはたぇ いぇかぇすぇ 
こさう ゃしはおぇ こけはゃぇ くぇ ′ぇょは ゃ おぇょなさ 
けす かっくすぇすぇ, ゅけかはきぇ つぇしす けす おけはすけ – 
しくうきぇくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

]のさこさうい けす せしきうゃおう いぇ ゅけしすうすっ 
ゃ ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” ぉっ 
う ゃうょっけすけ けす せつぇしすうっすけ くぇ ′ぇょは ゃ 
„》うす きうくせし っょくけ” こさっょう 20 ゅけょうくう, 
おなょっすけ すは うきうすうさぇ し うさけくうは くぇえ-

ういゃっしすくうすっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ さけょくう 
っしすさぇょくう いゃっいょう. 

╇しすうくしおうはす ゃいさうゃ ゃ いぇかぇすぇ ょけえょっ 
しかっょ せくうおぇかくけすけ   ういこなかくっくうっ くぇ 
こっゃうちぇすぇ し  たけさぇ こさう ′』 „╇しおさぇ”, 
ゃ おけっすけ こせぉかうおぇすぇ つせ しこうさうつせなか う 
ゅかぇしけゃけ ういこなかくっくうっ くぇ しうきそけくうつ-
くぇすぇ しのうすぇ くぇ ぇおぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ 
„〈さぇおうえしおう すぇくちう” ゃ けさうゅうくぇかっく 
ぇさぇくあうきっくす. ‶け うょっは くぇ ′ぇょは, 
いぇたゃなさかうか いぇ しかせつぇは しすさけゅうすっ おけく-
ちっさすくう おけしすのきう, たけさ „‶っすおけ ]すぇえ-
くけゃ” けこさっょっかっくけ こけおぇいぇ くけゃけ かうちっ 
– しなゃさっきっくくけ いゃせつっくっ う しきっかけ ぇお-
すぬけさしおけ こさうしなしすゃうっ.

‶け こけゃけょ のぉうかっは しう ′ぇょは 〈けく-
つっゃぇ こは しなし しなこさせゅぇ しう ╃うきうすなさ 
╁ぇおぇさっかけゃ, しぉなょくぇか きっつすぇすぇ え ょぇ 

しっ けきなあう いぇ おうすぇさうしす, う こけしさっとくぇ 
いぇ けぉとう ういこなかくっくうは くぇ しちっくぇすぇ 
ゃしうつおうすっ しう ょっしっすおう ゃないこうすぇくうちう 
けす ゃけおぇかくぇすぇ ておけかぇ おなき ╃っすしおう 
おけきこかっおし „]ゃ. ╇ゃぇく [うかしおう” ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ‶っょぇゅけあおぇすぇ こさっょしすぇゃう くぇ 
きっしすくぇすぇ こせぉかうおぇ しゃけうすっ せつっくうちう 
けす ╋せいうおぇかくけすけ せつうかうとっ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, くけしうすっかう くぇ くぇちうけくぇかくう 
ういこなかくうすっかしおう くぇゅさぇょう. 

]こっちうぇかくう こけいょさぇゃかっくうは ′ぇょは 
〈けくつっゃぇ こけかせつう かうつくけ けす いぇき. けぉ-
かぇしすくうは せこさぇゃうすっか ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ う けす ょっしっすおうすっ しう こさうはすっかう う そっ-
くけゃっ, おけうすけ は けすさせこぇたぇ し こさぇいくうつくう 
ぉせおっすう う しなさょっつくう こさっゅさなょおう, こさけ-
ょなかあうかう ょなかゅけ しかっょ おけくちっさすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ      

21 ぜんざ - でゑぎどご づんゑぞだんぢだでどだずご 
とだぞでどんぞどごぞ ご ぎずぎぞん

『ぇさせゃぇくっすけ くぇ ╉けくしすぇくすうく 
/272 – 337/ っ っょくけ けす くぇえ-ゃぇ-
あくうすっ ゃ うしすけさうはすぇ, すなえ おぇすけ 
すけゅぇゃぇ たさうしすうはくしおぇすぇ ゃはさぇ しすぇ-
くぇかぇ ゅけしこけょしすゃぇとぇ ゃ けぉてうさくぇすぇ 
きせ うきこっさうは.  ╉けくしすぇくすうく  しすぇくぇか 
うきこっさぇすけさ くぇ 34 ゅけょうくう う ちぇさせ-
ゃぇか 31 ゅけょうくう. ╀うか おさぇしうゃ, たさぇ-
ぉなさ う ょけぉさけょっすっかっく せこさぇゃくうお, 
こけおさけゃうすっか くぇ たさうしすうはくうすっ. 
¨しくけゃぇか しすけかうちぇすぇ しう ╉けくしすぇく-
すうくけこけか う ういょうゅくぇか ゃ くっは きくけゅけ-
ぉさけえくう  ゃっかうおけかっこくう たさぇきけゃっ. 

╉けくしすぇくすうく おけこくっっか ょぇ くぇきっ-
さう おさなしすぇ, くぇ おけえすけ ぉうか さぇいこくぇす 
》さうしすけし. ╆ぇすけゃぇ ういこさぇすうか  きぇえおぇ 
しう ちぇさうちぇ ╄かっくぇ – せきくぇ う おさぇ-
しうゃぇ たさうしすうはくおぇ,  ゃ ╈っさせしぇかうき, 
おなょっすけ  いぇこけつくぇかう さぇいおけこおう う 
あうゃけすゃけさくうはす ╉さなしす ╂けしこけょっく ぉうか けすおさうす. ╉けくしすぇくすうく いぇこけゃはょぇか 
くぇ すけゃぇ きはしすけ ょぇ しっ ういょうゅくっ たさぇき “╂さけぉ ╂けしこけょっく”, くぇさうつぇく ょくっし けす 
ゃしうつおう こけおかけくくうちう ╀けあう ゅさけぉ. 

『ぇさうちぇ ╄かっくぇ こけしすさけうかぇ けとっ くはおけかおけ たさぇきぇ. ]かっょ しきなさすすぇ え うき-
こっさぇすけさ ╉けくしすぇくすうく ちぇさせゃぇか けとっ ょっしっす ゅけょうくう. 

╆ぇさぇょう すけゃぇ, つっ し ぇこけしすけかしおぇ さっゃくけしす さぇいこさけしすさぇくはゃぇかう たさうしすう-
はくしおぇすぇ ゃはさぇ, ╉けくしすぇくすうく う きぇえおぇ きせ ╄かっくぇ いぇしかせあうかう いゃぇくうっすけ 
さぇゃくけぇこけしすけかう.

╁ ぉなかゅぇさしおぇすぇ すさぇょうちうは すけゃぇ っ ょっくはす くぇ うゅさうすっ こけ けゅなく. ̈ おけかけ 
あうゃうすっ ゃなゅかっくう しっ ういゃうゃぇす たけさぇ, ぇ くぇつっかけ しっ くけしはす うおけくうすっ くぇ ]ゃ. 
╉けくしすぇくすうく う ]ゃ. ╄かっくぇ. ╁ あぇさぇゃぇす ゃかういぇす ぉけしう くっしすうくぇさうすっ - こけ-
しさっょくうちう きっあょせ くっぉっすけ う いっきはすぇ, おけうすけ ういさうつぇす こさけさけつっしおう ょせきう 
う ゅぇょぇはす ぉなょっとっすけ.

]かっょ くっしすうくぇさしおうすっ うゅさう ゃしうつおう しっ しなぉうさぇす くぇ けぉとぇすぇ すさぇこっいぇ し 
こさうゅけすゃっくうは おせさぉぇく.  

╁はさゃぇ しっ, つっ きなあっすっ, おけうすけ しう たぇさっしぇす ぉせかおぇ くぇ 21 きぇえ, しぇ おなし-
きっすかうう – しなこさせゅうすっ うき とっ ぉなょぇす ょけぉさう ょけきぇおうくう う とっ うき さけょはす 
きくけゅけ きけきつっすぇ.

╇きっくくうちう しぇ: ╉けくしすぇくすうく, ╄かっくぇ, ╄かおぇ, ╊っくぇ, ╊っくおけ, ╉けしすぇょうく, 
╉けしすぇょうくおぇ, ╉せくぇ, ╉けしすぇ, ╉けえつけ, ╃うくおけ, ╃っくうちぇ,〈さぇはくぇ う ょさ.

╁ つっしす くぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ けす こさっ-
きっしすゃぇくっすけ くぇ ╁けっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, くぇ 18 けおすけきゃさう 1974 
ゅ. けすゃぇさは ゃさぇすう きせいっはす くぇ „┿さしっ-
くぇか“. ╁ くっゅけ つさっい ょけおせきっくすぇかっく, 
しくうきおけゃ う ゃっとっしすゃっく きぇすっさうぇか 
しっ けすさぇいはゃぇ ぉけゅぇすけすけ きうくぇかけ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ. ]なぉうさぇすっかしおぇすぇ 
さぇぉけすぇ っ ょっかけ くぇ ょうさっおすけさぇ きせ 
‶ぇゃっか ╉なくっゃ, しなすさせょくうおぇ きせ ╇ゃぇく 
【せきくけゃ う きくけゅけ ょさせゅう っくすせしうぇし-
すう. ╁ない けしくけゃぇ くぇ ゃしうつおけ しなぉう-
さぇくけ, ぇくぇかういうさぇくけ う こけょさっょっくけ, 
っおうこ けす ╁けっくくけ-うしすけさうつっしおうは きせ-
いっえ ゃなゃ ╁ぇさくぇ しないょぇゃぇ すっきぇすうつくけ-
っおしこけいうちうけくっく こかぇく, ぇ たせょけあっしす-
ゃっくうは こさけっおす しっ けしなとっしすゃはゃぇ けす 
]すけはく ′うおけかけゃ う ╊っけくうょ ╋うちっゃ.
‶さっい 1994 ゅ. っょくぇ けす いぇかうすっ っ 
こさっせしすさけっくぇ う ゃ くっは しっ っおしこけくう-
さぇす つぇしす けす ういょっかうはすぇ, こさけういゃっあ-
ょぇくう しっ ゃ „┿さしっくぇか“. 〈ぇおぇ すけえ しっ 
こさっゃさなとぇ くっ しぇきけ ゃ うしすけさうつっしおう, 
くけ う ゃ さっおかぇきっく ちっくすなさ くぇ ょさせ-
あっしすゃけすけ.
¨す おさぇは くぇ 1996 ゅ. ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 
1998 ゅ . しっ ういゃなさてゃぇ すっきぇすうつくけ-
たせょけあっしすゃっくけ ぇおすせぇかういうさぇくっ う 
さっおけくしすさせおちうは くぇ うしすけさうつっしおぇ-
すぇ いぇかぇ こけ こさけっおす う ういこなかくっくうっ 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ ]すっそぇく 
╀けいぇょあうっゃ う たせょけあくうつおぇすぇ ′っかぇ 
》さうしすけゃぇ. 〈ぇいう いぇかぇ けぉたゃぇとぇ 
ちっかうは こっさうけょ けす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ こさっょこさうはすうっすけ ょけ 130-すぇ きせ 
ゅけょうてくうくぇ. ╇しすけさうつっしおけすけ さぇい-
ゃうすうっ っ さぇいょっかっくけ すっきぇすうつくけ くぇ 
くはおけかおけ っすぇこぇ. ‶なさゃうはす けぉたゃぇとぇ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすうかくうちぇすぇ ゃ 

╆ぇ こさなゃ こなす ╋っあょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ きせいっうすっ しっ つっしすゃぇ くぇ 
18 きぇえ 1978 ゅ.  [ってっくうっすけ いぇ すけゃぇ っ ゃいっすけ ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ 
ゃ ╋けしおゃぇ くぇ 》┶-すぇ ゅっくっさぇかくぇ おけくそっさっくちうは くぇ ╋っあょせくぇ-
さけょくうは しなゃっす くぇ きせいっうすっ /╇╉¨╋/. ¨す 2003 ゅ. ╇╉¨╋ けぉはゃう 
18 きぇえ う いぇ ╃っく くぇ こさうはすっかうすっ くぇ きせいっうすっ.
╃せきぇすぇ „きせいっえ” うきぇ ゅさなちおう こさけういたけょ う けいくぇつぇゃぇ „たさぇき くぇ 
きせいうすっ”.
╁ きけょっさくぇすぇ しう そけさきぇ きせいっはす ゃないくうおゃぇ おぇすけ うくょうゃうょせぇか-
くぇ おけかっおちうは けす おせさうけいくう こさっょきっすう くぇ ぇさうしすけおさぇすう こさっい 
[っくっしぇくしぇ. ‶け-おなしくけ ょなさあぇゃぇすぇ こさっゃさなとぇ きせいっうすっ ゃ こぇ-
いうすっか くぇ しゃけはすぇ おせかすせさくぇ うょっくすうつくけしす, ぇ ょくっし – ゃ きはしすけ いぇ 
こさうゃかうつぇくっ くぇ すせさうしすう. ╁ きせいっは しっ しなぉうさぇす, こぇいはす う ういかぇ-
ゅぇす こさっょきっすう, けぉさぇいう う すっおしすけゃっ, しゃなさいぇくう し けこさっょっかっくぇ 
っこけたぇ うかう しそっさぇ.
]こけさっょ 〉しすぇゃぇ くぇ ╇╉¨╋ きせいっはす っ うくしすうすせちうは  ゃ しかせあぉぇ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ う くっゅけゃけすけ さぇいゃうすうっ, けすゃけさっくぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ う 
いぇくうきぇゃぇとぇ しっ し ういしかっょゃぇくうは, おけうすけ しっ けすくぇしはす ょけ きぇすっさう-
ぇかくうすっ しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ つけゃっおぇ う けおけかくぇすぇ しさっょぇ.

ぜばげぎざ „んづでぎぞんず” ぞん 37 ゎだがごぞご

[せしっ こさっい 1878 ゅ. う こさっきっしすゃぇくっすけ 
え ゃ ]けそうは こさっい 1891 ゅ. おぇすけ [せ-
しっくしおう う ]けそうえしおう ぇさすうかっさうえしおう 
ぇさしっくぇか. ╁すけさうはす っすぇこ いぇこけつゃぇ けす 
1924 ゅ., おけゅぇすけ ゃけっくくぇすぇ そぇぉさう-
おぇ っ こさっきっしすっくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょけ 
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おさぇは くぇ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ, ぇ すさっすうはす – けすすけゅぇゃぇ ょけ くぇてう 
ょくう. ╃けおせきっくすうすっ, っおしこけくぇすうすっ 
う そけすけゅさぇそしおうすっ おけこうは しかっょゃぇす 
たさけくけかけゅうはすぇ くぇ しなぉうすうはすぇ, おけ-
ゅぇすけ こさっょこさうはすうっすけ こさっきうくぇゃぇ けす 
っょくけ ゃっょけきしすゃけ おなき ょさせゅけ, しきっくは 
くぇうきっくけゃぇくうはすぇ う さなおけゃけょうすっかう-
すっ しう, くけ ゃうくぇゅう けしすぇゃぇ しすけあっさ くぇ 

さけょくけすけ きぇてうくけしすさけっくっ う けすぉさぇ-
くうすっかくぇすぇ くう うくょせしすさうは.
[っおかぇきくぇすぇ いぇかぇ こさっょしすぇゃは ゃない-
きけあくけしすうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ ょくっし し 
こけおぇいぇくうすっ けさなあっえくう しうしすっきう, 
ぉけっこさうこぇしう, ぉぇさせすう, そけすけしう くぇ 
さぇいかうつくう ゃうょけゃっ そさっいけゃう きぇ-
てうくう う ょさ. 』っしすうすっ こけこなかくっくうは 
う しきっくう し くけゃう ういょっかうは つっさすぇはす 
くっこさっおなしくぇすけすけ すなさしっくっ う こさっ-
けさうっくすうさぇくっ くぇ そうさきぇすぇ おなき くけ-
ゃうすっ こぇいぇさくう すなさしっくうは う こさうゃおせし 
おなき きけょっさくうすっ すったくけかけゅうう ゃ しな-
ゃさっきっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ.
‶けさぇょう しこっちうぇかくうは さっあうき くぇ 
さぇぉけすぇ う こさけこせしおぇすっかくぇすぇ しうし-
すっきぇ, きせいっはす ょなかゅう ゅけょうくう っ くっ-
ょけしすなこっく いぇ たけさぇ ぉっい こさけこせしおう いぇ 
„┿さしっくぇか“. 〈けいう しすぇすせす っ くぇさせてっく 
こさっい 2008 ゅ., おけゅぇすけ こけ しかせつぇえ 
130-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっ-
すけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ, こけ うくうちうぇ-
すうゃぇ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, いぇ こなさゃう こなす ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” っ けぉはゃっく 

╃っく くぇ けすゃけさっくうすっ ゃさぇすう. 〈けゅぇゃぇ 
しっ けすゃぇさはす う ゃさぇすうすっ くぇ きせいっは う 
ゃしっおう, おけえすけ あっかぇっ, ぉう きけゅなか ょぇ 
しっ ょけおけしくっ ょけ きうくぇかけすけ う くぇしすけは-
とっすけ くぇ そうさきぇすぇ.
╋せいっえ „┿さしっくぇか“ ょなかあう ぉかぇゅけ-
ょぇさくけしす くぇ ゃしうつおう, おけうすけ ゃ きうくぇ-
かけすけ う ょくっし うきぇす けすくけてっくうっ おなき 
ょっえくけしすすぇ きせ.
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こさけょせおちうは,  っ こさっい しっこすっき-
ゃさう  ゃ ╊けくょけく. 

╇くそけさきぇちうは いぇ こさっょしすぇゃは-
くっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ しゃっすけゃ-
くけすけ ういかけあっくうっ ゃ ╇しすぇくぉせか 
けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ 
くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』ぇしす けす きせいっえくぇすぇ 
っおしこけいうちうは

′ぇょは 〈けくつっゃぇ
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