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╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ

′あ せあおかきおあ け おそいちそ

》あすかて:
》けつてそしかてひて „ぃけたさあ“

[あしかせおあち つ ╉かてつさあてあ なとていそしせあ 
のさそしあ „╅ちつかせあし“

на стр.3

на стр.7

на стр.8

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ
》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

2012 か  たそ-てちとおせあ, せそ はか つか つたちあうけす. ╇みちうあす う にそちあてあ つけ. 

》そつてひたしかせけみてあ そて ╉《《 つあ  56 すけしけそせあ しかうあ,  
そて くおちあうせけ うせそつさけ - いしけくそ 28 すけしけそせあ しかうあ
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- ╉ぇおゃぇ ゅけょうくぇ ういこさぇとぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, ゅけしこけょうく 
╇ぉせてっゃ? 

¨す きけは ゅかっょくぇ すけつおぇ 2011-
すぇ ゅけょうくぇ っ しなとけ すぇおぇ ょけ-
ぉさぇ, おぇおすけ う こさっょてっしすゃぇ-
とうすっ 5-6 ゅけょうくう. [ぇいぉうさぇ 
しっ, し きくけゅけ すさせょ けす しすさぇくぇ 
くぇ ちっかうは おけかっおすうゃ - くぇ きっ-
くうょあなさしおうは っおうこ, くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ う しこっちうぇかうしすうすっ, くぇ 
けさゅぇくういぇすけさうすっ, せしこはたきっ ょぇ 
こけしすうゅくっき ょけぉさう こけおぇいぇすっ-
かう. „┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ ぉなょっ ゃけょっとけ こさっょこさう-
はすうっ ゃ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うく-
ょせしすさうは. ′ぇてっすけ うきっ こさけ-

ょなかあぇゃぇ ょぇ そうゅせさうさぇ ゃ 
しゃっすけゃくうすっ さぇくゅかうしすう くぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ こさけういゃけょうすっかう 
ゃなゃ ゃけっくくうは ぉさぇくて. ‶さけ-
ょなかあぇゃぇきっ ょぇ せつぇしすゃぇきっ う 
すぇいう ゅけょうくぇ せつぇしすゃぇたきっ ゃなゃ 
ゃしうつおう くぇえ-ゅけかっきう しゃっすけゃくう 
ういかけあっくうは くぇ けすぉさぇくうすっかくぇ 
すったくうおぇ, おなょっすけ, しさぇゃくはゃぇえ-
おう, しっ ゃうょはたきっ, つっ しきっ, ぇおけ 
くっ くぇょ, すけ  こけくっ くぇ しゃっすけゃ-
くけ くうゃけ: う おぇすけ おぇつっしすゃけ, う 
おぇすけ くけきっくおかぇすせさぇ, う おぇすけ 
おけくしすさせおすうゃくう こぇさぇきっすさう 
くぇ くぇてうすっ ういょっかうは. ╁しうつ-
おけ すけゃぇ っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
せきぇ, くぇ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ くぇ-
てうすっ うくあっくっさくけ-すったくうつっ-

しおう う こさけういゃけょしすゃっくう おぇ-
ょさう. 〈ぇおぇ つっ - ういこさぇとぇきっ 
ゅけょうくぇすぇ し ゅけさょけ ゃょうゅくぇすぇ 
ゅかぇゃぇ. ╇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
こさけょなかあう くぇてぇすぇ すさぇょうちうは 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ  くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ う しかせあうすっかうすっ くう ゃ 
しけちうぇかくぇすぇ しそっさぇ: たうかはょう 
ぇさしっくぇかちう うきぇたぇ ゃないきけあ-
くけしす ょぇ こけつうゃぇす くぇ きけさっ ゃ 
′っしっぉなさ, ゃないしすぇくけゃうたきっ う 
こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ ゃぇせつっさう けす 
さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” う ゃ 
„┿さしっくぇか 2000”, おぇすけ ょけこなか-
くうすっかっく ぉけくせし おなき すさせょけゃう-
すっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは. ╃ぇゃぇきっ 
すっいう ゃぇせつっさう ゃ さぇきおうすっ くぇ 
そうくぇくしけゃうすっ ゃないきけあくけしすう 
くぇ そうさきぇすぇ. ╆ぇしっゅぇ うきぇきっ 
ゃないきけあくけしす う とっ こさけょなかあうき 
ょぇ ゅう さぇいょぇゃぇきっ う いぇくぇこさっょ. 
╁ないしすぇくけゃうたきっ こさっい 2011 
ゅけょうくぇ っおうこうさけゃおぇすぇ う こけょ-
ょさなあおぇすぇ くぇ きかぇょっあおうは くう 
そせすぉけかっく けすぉけさ, おぇおすけ う さっ-
ょうちぇ ょさせゅう しけちうぇかくけ-ぉうすけゃう 
こさうょけぉうゃおう. ]さっょ すはた くはきぇ 
おぇお ょぇ くっ けすぉっかっあぇ こけょけぉさは-
ゃぇくっすけ くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ 
う ぉっいけこぇしくけしすすぇ くぇ すさせょぇ くぇ 
けこさっょっかっくう きっしすぇ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ, けすおさうたきっ くけゃう ちったけゃっ, 
っょうく けす すはた くぇ すっさうすけさうは-
すぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ. ] 
くけゃうすっ ちったけゃっ しっ くぇょはゃぇきっ 
こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ょぇ  
さぇいてうさうき こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ 
しう ゅぇきぇ いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ  こけ-
ょけぉさう さっいせかすぇすう. ┿おけ すさはぉゃぇ 
ょぇ けぉけぉとうき, けすうゃぇとぇすぇ しう 
2011 ゅけょうくぇ っ こけいうすうゃくぇ う 
ょけぉさぇ いぇ おけかっおすうゃぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”. 

¨そうしなす くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぇゅっくちうは こけ こさうたけょうすっ /′┿‶/ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっういこなかくう ゅけょうてくうは こかぇく いぇ こさうたけょうすっ 

けす ょぇくなちう し 42%, しけつぇす ちうそさうすっ ゃ おさぇは くぇ きっしっち くけっきゃさう. 
‶けしすなこかっくうはすぇ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす ゃ 

ちっくすさぇかくうは ぉのょあっす けす ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう しぇ 194.9 きうかう-
けくぇ かっゃぇ- し 32 きうかうけくぇ かっゃぇ こけゃっつっ しさぇゃくっくう し 2010 ゅ. う しぇ 
くぇょ しさっょくうすっ いぇ こっさうけょぇ. 『うそさうすっ しぇ いぇ ょっしっすすっ きっしっちぇ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ う くっ ゃおかのつゃぇす こかぇすっくうすっ ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう けす 216 
そうさきう けす さっゅうけくぇ, おけうすけ しぇ ゅけかっきう う しさっょくう ょぇくなおけこかぇすちう う 
けしうゅせさうすっかう.
¨すつうすぇ しっ う せゃっかうつっくうっ う くぇ こけしすなこかっくうはすぇ けす ょぇくなおぇ ゃなさたせ 

ょけぉぇゃっくぇすぇ しすけえくけしす, ゃないかういぇとう くぇ くぇょ 42 きうかうけくぇ かっゃぇ.
‶かぇすっくうすっ おけさこけさぇすうゃくう ょぇくなちう しぇ 16.4 きうかうけくぇ かゃ., くけ ゃしっ 

けとっ うきぇ そうさきう, おけうすけ ょなかあぇす しせきう おなき ぉのょあっすぇ. ╉なき すはた しぇ 
こさっょこさうっすう う くぇかけあっくう いぇおけくけゃうすっ けぉっいこっつうすっかくう きっさおう いぇ 
しなぉうさぇくっ くぇ いぇょなかあっくうはすぇ.
╁ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ けす ょぇくなおぇ ゃなさたせ ょけたけょうすっ くぇ そういうつっしおうすっ 

かうちぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ ゃ 『っくすさぇかくうは ぉのょあっす しぇ こけしすなこうかう 39 
きうかうけくぇ かゃ., し 3 きうかうけくぇ かっゃぇ こけゃっつっ けす こかぇすっくけすけ こさっい 2010 ゅ. 
¨す けしうゅせさうすっかくうすっ そけくょけゃっ ゃ たぇいくぇすぇ しぇ ゃかっいかう 93.4 きうかう-

けくぇ かっゃぇ - し 6 きうかうけくぇ こけゃっつっ けす こさうたけょうすっ いぇ 2010ゅ. 
‶けしすなこかっくうはすぇ けす ╃なさあぇゃくけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさはゃぇくっ しぇ 55.6 

きうかうけくぇ かっゃぇ, ぇ こかぇすっくうすっ いょさぇゃくう ゃくけしおう いぇ こっさうけょぇ しぇ くぇょ 
27.4 きうかうけくぇ かゃ. ‶け しきっすおぇすぇ くぇ そけくょぇ いぇ ╃けこなかくうすっかくけ いぇょなか-
あうすっかくけ こっくしうけくくけ けしうゅせさはゃぇくっ しぇ こけしすなこうかう 10.4 きうかうけくぇ かゃ.

〈┿

╃ゃけえくけ  しっ せゃっかうつぇゃぇ  すぇおしぇ „]きっす” いぇ おぇいぇくかなつぇくう けす 
くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈さう こなすう こけゃっつっ しすぇゃぇ すは いぇ くぇしっかっくうすっ 

きっしすぇ けす けぉとうくぇすぇ. 
] さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお けす 14-すう ょっおっき-

ゃさう ぉはたぇ こさうっすう くけゃうすっ こさけきうかう. ╃けしっゅぇ いぇ ゅさぇょぇ こさけきうかなす 
いぇ すぇおしぇ „]きっす” ぉっ 1, ぇ いぇ しっかぇすぇ - 2.  〈っ しっ ういつうしかはゃぇす くぇ 
ぉぇいぇ ょぇくなつくぇすぇ けちっくおぇ  くぇ  くっょゃうあうきうは うきけす. 
╉ぇすけ きけすうゃ いぇ うしおぇくけすけ せゃっかうつっくうっ くぇ すぇおしぇすぇ いぇ ぉうすけゃう 

けすこぇょなちう, おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけしけつう: 
かうこしぇすぇ くぇ こさったけょくう けしすぇすなちう けす くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ, せゃっ-
かうつっくうすっ ゃくけしおう くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ょっこけすけ いぇ 

ょっこけくうさぇくっ くぇ すゃなさょう ぉうすけ-
ゃう けすこぇょなちう おさぇえ [ぇおうすくうちぇ, 
おぇおすけ う  せゃっかうつっくうすっ さぇいたけょう 
いぇ しきっすけういゃけいゃぇくっ う くせあょぇすぇ 
けす いぇおせこせゃぇくっ くぇ くけゃう しなょけゃっ 
う ぇゃすけきけぉうかう いぇ しきっす. ╃させゅ 
ょけゃけょ, ういすなおくぇす ゃ たけょぇ くぇ ょっ-
ぉぇすうすっ けす おきっすぇ ]すけはくけゃぇ, ぉっ 
そぇおすなす, つっ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  
っ けぉとうくぇすぇ し くぇえ-くうしおぇ すぇおしぇ 
„]きっす”  ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ.   
¨す ょぇくくうすっ, ういくっしっくう けす 

おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ,  しすぇ-
くぇ はしくけ, つっ  けぉとうくう し ゅけかっきう-
くぇ  おけかおけすけ ╉ぇいぇくかなお - おぇすけ 
╂ぇぉさけゃけ, ╂けさくぇ ¨さはたけゃうちぇ, 
]ゃうとけゃ う さっょうちぇ ょさせゅう, けす-
ょぇゃくぇ しぇ ゃなゃっかう すぇおしぇ いぇ ぉう-
すけゃう けすこぇょなちう いぇ あうかうとくう 
うきけすう くぇ そういうつっしおう かうちぇ けす 
2.8 こさけきうかぇ くぇゅけさっ. ╆ぇ くっあう-
かうとくうすっ うきけすう すぇおしうすっ しぇ けす 
こけさはょなおぇ くぇ くぇょ 2.9, ょけしすう-
ゅぇとう ょけ 6.2 5 こさけきうかぇ, ぇ いぇ 
のさうょうつっしおう かうちぇ – さぇいきっさなす 
っ けとっ こけ-ゃうしけお .

╃ゃぇ こなすう こけゃっつっ とっ こかぇとぇきっ いぇ こけょけぉくけ せしうかうっ 
こさっい 2012

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“ 
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》ひちうそてそ けくたけてあせけか せあ さあちてかねかせ たけつてそしかて „ぃけたさあ” つてあせあしそ う さひつせあ おそいあ たそ [そしかおあ たちかく 1994-てあ 

《いちかおせそつててあ  け いしあえそたそきかしあせけみてあ せあ いひしえあちけてか つあ かおせけ そて せあこ-いそえあてけてか う つうかてあ

╁ うしすけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ „┿さしっくぇか” うきぇ しすけすうちう おけくしすさせおすうゃくう う 
くぇせつくう さぇいさぇぉけすおう, くけ っょくぇ けす くぇえ-こけこせかはさくうすっ けす すはた っ うきっくくけ ╉ぇさすっつっく こうしすけかっす 

„【うこおぇ”, おぇかうぉなさ 9 こけ 18 /╋ぇおぇさけゃしおう こぇすさけく/. [ぇいさぇぉけすっく けす おけくしすさせおすせさぇ, くぇせつっく 
しなすさせょくうお ゃすけさぇ しすっこっく うくあ. ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ, ゃ しなゃきっしすくぇ さぇぉけすぇ し おけくしすさせおすけさぇ ‶っすなさ 
╃っおけゃ, こうしすけかっすなす しっ こさけういゃっあょぇ けす しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ ゅけょうくう ょけ 2000-すぇ ゅけょうくぇ, くけ ゃ 
しなさちぇすぇ くぇ ゃしうつおう, おけうすけ しぇ しっ ょけおけしゃぇかう ょけ すけいう こさけちっし, すけえ しう けしすぇゃぇ くっ しぇきけ しぇくすう-
きっくす, くけ う おぇつっしすゃっくけ, すけつくけ う っゃすうくけ いぇ こさけういゃけょしすゃけ けさなあうっ, し おけっすけ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ うきぇ こさぇゃけ ょぇ しっ ゅけさょっっ, きぇおぇさ つっ おなき ょくってくぇ ょぇすぇ ゃっつっ, こけ ょせきうすっ くぇ ぇゃ-
すけさぇ きせ, すけ うきぇ くせあょぇ けす きけょっさくういぇちうは, ぇおけ すさはぉゃぇ けすくけゃけ ょぇ しっ こせしおぇ くぇ こぇいぇさぇ.

╉けくしすさせおすうゃくぇすぇ さぇいぉさぇ-
ぉけすおぇ くぇ „【うこおぇ” いぇこけつゃぇ 

ゃ ′╇〈╇ – ╉ぇいぇくかなお けす うくあ. ╂っ-
けさゅう ╂っゃゅぇかけゃ こけ こけさなつおぇ くぇ 
ょなさあぇゃくけすけ けぉっょうくっくうっ ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき”, かうつくけ くぇ くっゅけ-
ゃうは ゅっくっさぇかっく おけくしすさせおすけさ, 
ゅっくっさぇか ╂っけさゅう ぅきぇおけゃ, うきっ, 
しぇきó こけ しっぉっ しう – いくぇおけゃけ いぇ 
けさなあっえくうちうすっ. ╇ ょくっし, ゃしっおう 
こけいくぇゃぇか ゅっく. ぅきぇおけゃ, しう ゅけ 
しこけきくは おぇすけ っさせょうさぇく つけゃっお, 
つっすはと う けぉさぇいけゃぇと しっ ゃ こさけ-
そっしうはすぇ う ゃなゃ ゃしはおぇおゃう ょさせゅう 
けぉかぇしすう. ] くっゅけゃうは っくすせしうぇいなき 
う こさけそっしうけくぇかういなき っ いぇさぇいっく 
う うくあ. ╂っゃゅぇかけゃ, おけえすけ すけゅぇゃぇ 
っ さなおけゃけょうすっか くぇ くぇこさぇゃかっくうっ 
„]すさっかおけゃけ けさなあうっ” ゃ ′╇〈╇. 
]かっょ いぇおさうゃぇくっすけ くぇ ╃]¨-すけ, 
ょけおせきっくすぇちうはすぇ くぇ おぇさすっつくうは 
こうしすけかっす „【うこおぇ” しすぇゃぇ しけぉ-
しすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, こけ 
かうくうは くぇ さぇいきはくぇすぇ くぇ うくすっ-
かっおすせぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす しさっとせ 
ょなかゅけゃっ. 〈ぇおぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
こけかせつぇゃぇ こさぇゃけすけ ょぇ せしゃけう 
こさけういゃけょしすゃけすけ う ょぇ しすぇさすう-
さぇ かうくうはすぇ いぇ くけゃけすけ けさなあうっ, 
しさぇゃくうきけ おぇすけ おかぇし し うすぇかうぇく-
しおぇすぇ „╀っさっすぇ” う つったけしかけゃぇて-
おうは „]おけさこうけく”.

〉しゃけはゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ いぇこけつゃぇ ゃ ╆ぇゃけょ 6

〈さなゅゃぇ しっ „くぇ ゅけかぇ こけかはくぇ”, ゃ 
しすぇさう たぇかっすぇ, おけうすけ しっ けぉくけ-
ゃはゃぇす う こさっけぉけさせょゃぇす ういちはかけ, 
さぇいおぇいゃぇ ょくっし うくあ. ′うおけかぇえ 
』せぉさうおけゃ, こさはお せつぇしすくうお ゃ 

ょっかけすけ, しすぇさすうさぇかけ こさっい 
1994-すぇ ゅけょうくぇ. ‶なさゃう くぇ-
つぇかくうお くぇ ちったぇ くぇ „【うこおぇ” 
– すぇ  っ ╃うきうすなさ 』けぉぇくけゃ, 
しこけきくは しう うくあ. 』せぉさうおけゃ, 
しっゅぇ くぇつぇかくうお くぇ ╆ぇゃけょ 1, 
ちった 170. ′けゃぇすぇ こかけとぇょおぇ 
しっ こさぇゃう けす ]すさけうすっかくう 
ゃけえしおう. ╆ぇ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ おぇさすっつくうは こうしすけかっす 
しっ ういゅさぇあょぇす ╋ったぇくうつっく う 
╋けくすぇあっく せつぇしすなお ゃ くけゃうは 
ちった, こさうゃかっつっくう くぇ さぇぉけすぇ 
しぇ しぇきけ きかぇょう たけさぇ – 150 
ょせてう, けおけかけ 30-ゅけょうてくう. 
╁ さぇぉけすぇすぇ ちぇさう けゅさけきくけ 
あっかぇくうっ いぇ ょっえくけしす う たなし, 
しこけきくは しう 』せぉさうおけゃ. ‶なさ-
ゃうはす ぉさけえ くぇ くけゃけすけ ういょっ-
かうっ, ぉっい ょぇ しっ ぉさけはす すさうすっ 
ぉさけえおう – こさけすけすうこう, さなつ-
くぇ ういさぇぉけすおぇ, こけ しこけきっくう-
すっ くぇ うくあ. 』せぉさうおけゃ, おけえ-
すけ さぇぉけすう ゃ すはしくぇ ゃさないおぇ 
し ぇゃすけさぇ – おけくしすさせおすけさ 
╂っゃゅぇかけゃ, っ おなき おさぇは くぇ 
1994-すぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しすぇ-
ゃぇ しぇきけ けしっき-ょっゃっす  きっしっ-
ちぇ しかっょ しすぇさすぇ くぇ せしゃけは-
ゃぇくっすけ こさっい きぇさす しなとぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ‶さっい 1996-すぇ しっ 
こさぇゃう う こなさゃうはす くぇすけゃ-
しおう けぉさぇいっち くぇ けさなあうっすけ, 
おけっすけ 』せぉさうおけゃ しさぇゃくはゃぇ 
し ういさぇっかしおけすけ „〉いう”, いぇとけ-
すけ っ ゅけょくけ いぇ くせあょうすっ くぇ 
こけかうちうはすぇ う けたさぇくぇすぇ.
‶け せしゃけはゃぇくっすけ しぇ さぇぉけ-

すうかう けとっ ╊のぉけきうさ ┿かっお-
しぇくょさけゃ, おぇすけ くぇつぇかくうお 
ちった, ぇ ょけ いぇおさうゃぇくっすけ くぇ 

ちったぇ すけえ っ さなおけゃけょっく けす 
うくあ. 』せぉさうおけゃ, ゃ くぇつぇかけすけ 
いぇきっしすくうお くぇ 』けぉぇくけゃ.  ╉ぇお-
すけ つっしすけ しすぇゃぇ こさう こせしおぇくっ-
すけ くぇ くけゃけ こさけういゃけょしすゃけ,

[ぇぉけすう しっ こけくはおけゅぇ ょけ 
しさっょくけと

╇くあっくっさ ′うおけかぇえ 』せぉ-
さうおけゃ ょけさう しう しこけきくは, つっ 
こなさゃうすっ ういこうすぇくうは, こけ うょっは 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか”, うくあ. ╉させき 》さう-
しすけゃ, しすぇくぇかう こけ ╉けかっょぇ 
こさっい くけとすぇ くぇ こけかうゅけくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”ゃ おさぇは くぇ 1994-すぇ 
...
‶け きくっくうっ くぇ けくっいう, おけう-

すけ しぇ せつぇしすゃぇかう ゃ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ, ういょっかうっすけ っ しこさは-
くけ, いぇとけすけ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ 
すさせょくけ しっ くぇきうさぇかう こぇいぇさう 
いぇ さけょくけすけ けさなあっえくけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ.
╉けっすけ しなゃしっき くっ けぉっいちっくは-

ゃぇ こけしすうゅくぇすけすけ. 
┿ゃすけさ くぇ きくけゅけ さぇいさぇぉけす-

おう こさっょう おぇさすっつくうは こうしすけ-
かっす „【うこおぇ” – „╀なかゅぇさしおけすけ 
》うかすう”, こけょちっゃくうはす ゅさぇくぇすけ-
きっす ╉ぇかうぉなさ 23, すうこ „┿さょぇ”, 
しすけこ – こぇすさけくうすっ, おぇさぇぉう-
くぇすぇ „╋ぇいぇかぇす”, せつぇしすゃぇか ゃ 
ゅけかっきうは おけかっおすうゃ こけ ╀╋‶ 
– 23 /╀けえくぇ きぇてうくぇ くぇ こっ-
たけすぇすぇ/ うくあ. ╂っけさゅう ╂っゃゅぇ-
かけゃ, おけえすけ う ょけしっゅぇ さぇぉけすう 
いぇ „┿さしっくぇか”, しう しこけきくは, つっ 
すさせょなす くぇょ すけゃぇ ういょっかうっ 
こさっょう くはおけかおけ ょっしっすうかっすうは 

っ ぉうか きけすうゃうさぇく くっ すけかおけゃぇ 
けす こぇさうつくう しすうきせかう, おけかおけすけ 
けす あっかぇくうっ ょぇ しっ ょけおぇあっ ゃ 
こさけそっしうはすぇ う けす っくすせしうぇいきぇ, 
たぇさぇおすっさっく いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. 
╆ぇ ぇゃすけさしおぇすぇ さぇいぉさぇぉけすおぇ 
すけえ くっ っ こけかせつうか しこっちうぇかくけ  
いぇこかぇとぇくっ - くぇゃさっきっすけ こけ-
かせつぇゃぇかう こさっきうぇかくう, ぇおけ しっ 
しこさぇゃはす ゃ しさけおけゃっすっ う, ぇおけ 
うきぇ しさっょしすゃぇ いぇ こさっさぇいこさっ-
ょっかっくうっ. ╆ぇとけすけ, おけくしすさせお-
すせさなす うくあ. ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ 
っ おぇすっゅけさうつっく, つっ さぇぉけすぇすぇ 
いぇゃうしう けす つけゃっおぇ, けす くっゅけ-
ゃぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ, けす あっかぇくう-
っすけ いぇ さぇいゃうすうっ, おけっすけ すけえ, 
きぇおぇさ う けすしおけさけ こっくしうけくっさ, 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃかぇゅぇ ゃ くけゃう, 
つうしすけ ぉなかゅぇさしおう さぇいさぇぉけす-
おう くぇ „┿さしっくぇか”, おぇすけ さっ-
ゃけかゃっさくうは こけかせぇゃすけきぇすうつっく 
ゅさぇくぇすけきっす おぇかうぉなさ 40 こけ 46 
きき. ]なょぉぇすぇ くぇ けさなあっえくうすっ 
ういょっかうは こけくはおけゅぇ っ くっゃっ-
ょけきぇ, さぇいぉさぇか おけくしすさせおすけ-
さなす けす ょなかゅぇすぇ しう こさぇおすうおぇ. 

′ぇゃさっきっすけ, くぇこさうきっさ, こけ 
くぇさっあょぇくっ けす  ]]][, ぉうか 
しこさはく こけょちっゃくうはす ゅさぇくぇすけ-
きっす „┿さょぇ”, くけ ょっしっすおう ゅけょう-
くう こけ-おなしくけ –  ょくっし ゃけょっとう 
しゃっすけゃくう そうさきう こさぇゃはす さぇい-
さぇぉけすおう  おぇかうぉなさ 20-25 きき, 
ぉかういおう うきっくくけ ょけ ╉ぇかうぉなさ 
23 きき くぇ けしすぇゃっくぇすぇ ゃ いぇぉ-
ゃっくうっ  „┿さょぇ”, おけえすけ ょぇゃぇ 
こけ-すけつくぇ しすさっかぉぇ...
┿おけ ういけぉとけ くはおけゅぇ しっ くぇ-

かけあう こせしおぇくっすけ くぇ おぇさすっつ-
くうは „【うこおぇ”, すけ すけえ うきぇ 
くせあょぇ けす きけょっさくういぇちうは, おぇ-
すっゅけさうつっく っ くっゅけゃうはす ぇゃすけさ, 
くけ ゃ おぇすぇかけゅぇ くっ しぇきけ くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ けさなあっえくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, すけゃぇ ぇさしっくぇかしおけ 
うょっかうっ しう けしすぇゃぇ し くっけしこけ-
さうきうすっ こさっょうきしすゃぇ くぇ しさぇゃ-
くうすっかくけ こさけしすけ おけくしすさせお-
すけさしおけ ういこなかくっくうっ, こさう 
すけゃぇ - っゃすうくけ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

 ╆ょさぇゃっえすっ ゅけしこけあけ ‶っすおけゃぇ,

] ゅけかはきけ いぇおなしくっくうっ こけかせつうたきっ ぉさけは くぇ ゃ-お „┿さ-
しっくぇか” /ぉっか.さっょ. ぉさ. 6 けす 8 のかう 2011 ゅ. くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”/, ゃ おけえすけ ぉってっ こけきっしすっくぇ ╁ぇてぇすぇ しすぇすうは 
こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ きけは しなこさせゅ け.い. こけか-
おけゃくうお ′うおけかぇえ ╀けはくけゃ 』けきぇおけゃ, ゃっつっ こけおけえくうお.
┿い う ょなとっさうすっ きう ぉはたきっ こさうはすくけ ういくっくぇょぇくう けす 

すぇおぇ ょけぉさっ くぇこうしぇくうは きぇすっさうぇか. ╋くけゅけ すけつくけ っ けこ-
うしぇく しなこさせゅなす きう – すけかおけゃぇ すぇかぇくすかうゃ, くけ ぉっいおさぇえ-
くけ しおさけきっく つけゃっお.
╀かぇゅけょぇさうき ╁う しなさょっつくけ.
╅っかぇっき ╁う いょさぇゃっ う きくけゅけ すゃけさつっしおう せしこったう.

[.S.
¨す しすぇすうはすぇ ╁う さぇいぉうさぇきっ, つっ しすっ „こうてっとぇ けす 

ょせてぇ”.

¨す うきっすけ くぇ すさうすっ くう
╉さなしすうくぇ, ]すっそおぇ う ╋ぇさゅぇさうすぇ 』けきぇおけゃう

Ɉɬɡɜɭɤ

〈っいう くはおけかおけ さっょぇ, おぇおすけ う けとっ っょくけ こうしきけ, しなこさけ-
ゃけあょぇとけ すけゃぇ, こけかせつうた くはおけかおけ ょくう こさっょう けすこっつぇす-

ゃぇくっすけ くぇ こけしかっょくうは ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. 
╉ぇすけ /こさっょ/おけかっょっく こけょぇさなお…
‶うしきけすけ っ ょうおすせゃぇくけ けす 91-ゅけょうてくぇすぇ しなこさせゅぇ くぇ け.い. ′. 

』けきぇおけゃ, つうはすけ 100-ゅけょうてくうくぇ けす さけあょっくうっすけ けすぉっかはい-
ぇたきっ けとっ ゃ ぉさ. 6 くぇ ゃっしすくうおぇ. ╇ くっ しぇきけ すけゃぇ – ╉さなしすうくぇ 
』けきぇおけゃぇ, きぇおぇさ う ゃっつっ こけつすう くっいさはとぇ, っ ゅけすけゃぇ ょぇ さぇい-
おぇいゃぇ けとっ う けとっ いぇ しなこさせゅぇ しう,  いぇ しなぉうすうは けす あうゃけすぇ うき.  
‶うてぇす, つっ こうしきけすけ うき っ „いぇおなしくはかけ”. 
′っ, くっ っ いぇおなしくはかけ. ╄ょくけ こさういくぇくうっ くうおけゅぇ くっ きけあっ ょぇ 

ぉなょっ いぇおなしくはかけ. 
‶さういくぇくうっ いぇ きっく, おぇすけ ぇゃすけさ くぇ うしすけさうつっしおうすっ きぇすっ-

さうぇかう, こさういくぇくうっ う いぇ ゃしうつおう きけう おけかっゅう けす „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

21 ょっおっきゃさう -  - ╆ぇゃなさてっくけ っ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ こけょ-
ぉぇかおぇくしおぇすぇ かうくうは ]けそうは-╉ぇさかけゃけ し くぇえ-ょなかゅうは あこ-すせくっか ゃ 
╀なかゅぇさうは - ╉けいくうちぇ 5812 き.;  - しないょぇょっくけ さぇょうけ „╁うし 
ゃうすぇかうし“.
22 ょっおっきゃさう - ╃っく くぇ ゅさぇくうつくうすっ ゃけえしおう - くぇ 22. 12. 

1887 ゅ. っ けぉくぇさけょゃぇく こなさゃうはす ╆ぇおけく いぇ こけゅさぇくうつくぇすぇ しすさぇあぇ; 
1960 - ¨すおさうす っ ╄くうくしおうはす ぇこけしすけか - しすぇさけぉなかゅぇさしおう こうしきっく 
こぇきっすくうお けす 11 ゃっお.
23 ょっおっきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ‶さっこけょけぉくう ′ぇせき ¨たさうょ

しおう, っょうく けす こっすうきぇすぇ せつっくうちう くぇ ]ゃ. ╉うさうか う ]ゃ. ╋っすけょうえ 
- ╉かうきっくす, ╂けさぇいょ, ]ぇゃぇ う ┿くゅっかぇさうえ, おけうすけ いぇっょくけ し ょゃぇきぇすぇ 
ぉさぇすは しぇ ういゃっしすくう おぇすけ ]ゃっすうすっ しっょきけつうしかっくうちう. ′ぇせき - けす 
っゃさっえしおう „せすったぇ”.
26 ょっおっきゃさう - 1967 - 〉きうさぇ 』せょけきうさ.
27 ょっおっきゃさう - 1860 - ‶けしすぇゃはす しっ けしくけゃうすっ くぇ くぇさけょくけ 

ぉなかゅぇさしおけ つうすぇかうとっ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお - ょくってくけすけ ′』 „╇しおさぇ”.
28 ょっおっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おうくけすけ.
29 ょっおっきゃさう -  - ‶けゃしっきっしすくぇ しすぇつおぇ こけ ちはかぇすぇ あっ-

かっいけこなすくぇ, すっかっゅさぇそけこけとっくしおぇ う すっかっそけくくぇ きさっあぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは; 1900 - ‶けしすぇゃは しっ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ “]うさけきぇた-
おうくは” - おけきこけいうすけさ ╄きぇくせうか ╋ぇくけかけゃ.
30 ょっおっきゃさう - 1967 - ╁ ╀なかゅぇさうは しっ ゃなゃっあょぇ こっすょくっゃくぇ 

さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ.
31 ょっおっきゃさう - 1997 - ]かっょ くぇくっしっく こけぉけえ う こさっしすけえ ゃ 

ぉけかくうちぇすぇ こけつうくぇ くぇえ-しすぇさうはす おなき きけきっくすぇ おぇいぇくかなつぇくうく, 
っょうくしすゃっくうはす せつぇしすくうお ゃ ]っこすっきゃさうえしおけすけ ゃなしすぇくうっ けす 1923 
ゅ. - ]すっそぇく ╀ないうさゅはくけゃ.
02 はくせぇさう - 90 ゅ. けす さけあょっくうっすけ /1922/ くぇ ╀かぇゅぇ ╃うきう-

すさけゃぇ - こけっすっしぇ, こうしぇすっかおぇ, けぉとっしすゃっくうつおぇ; 1863 - ╁ ]ゃう-
とけゃ っ さけょっく ┿かっおけ ╉けくしすぇくすうくけゃ; 1878 - ╁ 』うさこぇく っ さけょっく 
こけっすなす ‶っえけ ぅゃけさけゃ; 1905 - ╁ ‶ぇゃっか ╀ぇくは っ さけょっく けこっさくうはす 
こっゃっち 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ.
03 はくせぇさう - 1990 - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ せつさっょっくけ ╃させあっしすゃけ “╁け-

っくくけうくゃぇかうょ”.
04 はくせぇさう - 1971 - ]すぇさすうさぇ こさけゅさぇきぇ “》けさういけくす” くぇ ╀′[; 

1990 - ]ないょぇゃぇ しっ ╃ゃうあっくうっすけ いぇ こさぇゃぇ う しゃけぉけょう /╃‶]/, 
くぇつっかけ いぇしすぇゃぇ ┿たきっょ ╃けゅぇく;  - ╁かういぇ ゃ せこけすさっぉぇ くけゃぇすぇ 
こぇさうつくぇ っょうくうちぇ くぇ しすさぇくうすっ けす ╄ゃさけこっえしおうは しなのい - っゃさけすけ.
05 はくせぇさう - ′ぇつぇかけ くぇ ╇ゃぇくけゃょっくしおうすっ こさぇいくうちう; 1949 - ╁ 

╋けしおゃぇ っ せつさっょっく ]なゃっすなす いぇ うおけくけきうつっしおぇ ゃいぇうきけこけきけと /]╇╁/.
06 はくせぇさう - 1848 - [けょっく っ 》さうしすけ ╀けすっゃ; 600 ゅ. けす さけあょっ-

くうっすけ /1412/ くぇ ╅ぇくぇ ょ,┿さお - くぇちうけくぇかくぇ ゅっさけうくは くぇ 《さぇくちうは.
07 はくせぇさう - 1904 – ゃなゃっょっく っ しうゅくぇかなす SOS;  - ′けさ-

ゃっあっちなす ╄さかうくゅ ╉うゅ っ こなさゃうはす つけゃっお ゃ しゃっすぇ, しすうゅくぇか しぇき ょけ 
ぃあくうは こけかのし.
08 はくせぇさう - 1878  -  ╉ぇいぇくかなお っ けしゃけぉけょっく けす すせさしおけ さけぉしすゃけ.
09 はくせぇさう - 1900 - ¨しくけゃぇく っ ╀╆′]; 1878 -  ╀けっゃっすっ こさう 

【うこおぇ-【っえくけゃけ.
10 はくせぇさう - 1954 - ╉さぇえ たうあぇ “┿かっおけ” くぇ ╁うすけてぇ っ けすおさうす 

こなさゃうはす しおう-かうそす ゃ ╀なかゅぇさうは; 1997 - ╃っきけくしすさぇくすう, こさういけ-
ゃぇくう けす ¨╃], くぇたかせゃぇす ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす; 1875 - [け-
ょっく っ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, けしくけゃぇすっか くぇ ╃╁《 ゃ ╉ぇいぇくかなお /ょく. 
“┿さしっくぇか”/.
11 はくせぇさう - 2008 - ′ぇ 88-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす こけつうくぇ ╄ょきなくょ  

》うかぇさう, こさなゃ こけおけさうか ゃさなた ╄ゃっさっしす.                                  
12 はくせぇさう - ]ゃ. きなつっくうちぇ 〈ぇすはくぇ; 1834 - ╁ し. ′けゃぇ きぇ-

たぇかぇ /ょくっし おゃぇさすぇか くぇ ╂ぇぉさけゃけ/ っ さけょっく こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう 
きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか 〈けょけさ ╀せさきóゃ;  - ‶さけゃっょっくう しぇ 
こなさゃうすっ こさっいうょっくすしおう ういぉけさう ゃ ╀なかゅぇさうは.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╇ いぇ つっさくう, う いぇ ぉっかう ょくう ぉなかゅぇさうくなす っ ういこけかいゃぇか しかけ-
ゃけすけ こけあっかぇすっかくけ, こさうょぇゃぇえおう きせ くっゃっさけはすくけ ぉけゅぇ-

すぇ けぉさぇいくけしす. ′ぇてうはす っきけちうけくぇかっく くぇさけょ っ ゃはさゃぇか, つっ けし-
ゃっく きぇゅうつっしおぇ, しかけゃけすけ うきぇ う きぇすっさうぇかくぇ しうかぇ, つっ ょせきぇすぇ 
う ょっえしすゃうっすけ しぇ こさはおけ しゃなさいぇくう う, ぇおけ こけあっかぇって くっとけ う ゅけ 
こさけういくっしって, すけ とっ しっ しぉなょくっ. ╁はさゃぇかけ しっ っ, つっ ぉかぇゅけしかけゃなす, 
ょけぉさけすけ こけあっかぇくうっ う ょけぉさぇすぇ ょせきぇ くぇうしすうくぇ くけしはす ょけぉさけ.                                                                                                                     
╃けおぇいぇく そぇおす っ, つっ くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, しきっ しなこさうつぇしすくう ゃ さぇょけしす-
すぇ う こけ-つっしすけ けす ょさせゅうすっ くぇさけょう けすこさぇゃはきっ くぇえ-うしおさっくう こけあっ-
かぇくうは – くっ しぇきけ こけ ゃさっきっ くぇ こさぇいくうちう, ぇ う ゃなゃ ゃしっおうょくっゃうっすけ. 
╁ っいうおぇ しう うきぇきっ 883 ぉかぇゅけこけあっかぇくうは. 〈っ しぇ けしきうしかはかう ぉうすぇ 
くぇ たけさぇすぇ う しぇ けゅかっょぇかけ くぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ しぇ しないょぇょっくう. ‶け-
あっかぇすっかくぇすぇ しかけゃっしくけしす う けぉさっょくけしすすぇ こさっい いうきくうすっ こさぇいくうちう 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ しぇ ういさぇい くぇ くっゅけゃぇすぇ ょせたけゃくぇ こけすさっぉくけしす う けすおけ-
かってくぇ ゃはさぇ ゃ ょけぉさけすけ. ╆ぇゃかぇょはく けす うしおさっくけ つせゃしすゃけ, くぇ ゃしうつおう 
こさぇいくうちう けす ′うおせかょっく ょけ ╀ぇぉうくょっく くぇてうはす くぇさけょ  ういゃなさてゃぇ 
さうすせぇかう う けぉさっょう, ういさうつぇ ぉかぇゅけこけあっかぇくうは う ぉかぇゅけしかけゃうう し 
くぇょっあょぇ いぇ いょさぇゃっ う しっきっえくけ とぇしすうっ, いぇ つっしすうす あうゃけす, 
せしこった う ょけぉさせゃぇくっ, いぇ ぉけゅぇすしすゃけ う úきぇくっ う いぇ ゃしはおぇおゃう 
ょさせゅう あぇょせゃぇくう きぇすっさうぇかくう う くさぇゃしすゃっくう ぉかぇゅぇ.            
′ぇ ╇ゅくぇあょっく /20-すう ょっおっきゃさう/,
しすけこぇくうくなす しっ くぇょはゃぇ ゃ ょけきぇ きせ ょぇ ゃかっいっ ょけぉなさ こけかぇいくうお – いぇ 

いょさぇゃっ, こかけょけさけょうっ う うきぇくっ こさっい ゅけょうくぇすぇ. ′ぇ こけかぇいくうおぇ ょぇ-
ゃぇす しうすけ し こてっくうちぇ う し くっゅけ すけえ こけさなしゃぇ うい おなとぇすぇ, おぇすけ ぉかぇ-
ゅけしかぇゃは: “╃ぇ しっ さけょう ょっすけ さぇかけ たけょう; ょっすけ たけょう う くっ たけょう!” ╆ぇ 
ぉかぇゅけしかけゃうはすぇ しう すけえ っ けぉしうこぇく し こてっくうちぇ う しせてっくう こかけょけゃっ 
- いぇ こかけょけさけょうっ. ╅っくう, おけうすけ くっ しぇ さけょうかう, ゃはさゃぇす う しっ くぇょは-
ゃぇす, つっ ぇおけ ゃ すけいう ょっく くっ さぇぉけすはす, さぇあょぇくっすけ うき とっ ぉなょっ かっおけ.   
′ぇ 24 ょっおっきゃさう, ╀なょくう ゃっつっさ,
くぇょっあょぇすぇ いぇ ぉかぇゅけこけかせつうっ こさっい ゅけょうくぇすぇ っ ういさぇいっくぇ ゃ こけょ-

さっあょぇくっすけ くぇ こさぇいくうつくぇすぇ すさぇこっいぇ – くぇ くっは すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ けす 
ゃしうつおけ. ┿, いぇ ょぇ しっ こさけゅけくはす いかうすっ しうかう, ゃっつっさはすぇ いぇこけつゃぇ し 

こさっおぇょはゃぇくっ くぇ ちはかぇすぇ おなとぇ. 
╃っえしすゃうっすけ うきぇ けつうしすうすっかっく 
う こさっょこぇいゃぇと たぇさぇおすっさ. ¨ぉう-
つぇはす こけゃっかはゃぇ しかっょ はょっくっすけ 
ゃしうつおう ょぇ しすぇくぇす いぇっょくけ, いぇ 
ょぇ っ こかけょけゃうすけ あうすけすけ. 〈さぇ-
こっいぇすぇ くっ しっ こさうぉうさぇ, いぇ ょぇ 
きけゅぇす こけおけえくうちうすっ ょぇ ょけえょぇす 
ょぇ ゃっつっさはす う ょぇ しっ こけゅさうあぇす 
いぇ ぉかぇゅけこけかせつうっすけ くぇ あうゃうすっ. 
『はかぇすぇ ╀なょくう ゃっつっさ っ しゃなさいぇ-
くぇ し さぇいかうつくう こさっょしおぇいぇくうは 
いぇ ぉなょっとぇ あっくうすぉぇ, いぇ いょさぇ-
ゃっ, おなしきっす う ぉかぇゅけこけかせつうっ.   
╉けかっょぇ, [けあょっしすゃけ 》さう

しすけゃけ /25 ょっおっきゃさう/
っ くぇえ-ぉけゅぇすうはす ゃ こけあっかぇすっか-

くけ-けぉさっょくけ けすくけてっくうっ いうきっく 
こさぇいくうお.  〈けえ ういけぉうかしすゃぇ し 
ぉかぇゅけしかけゃうう う こさっょしおぇいぇくうは 
いぇ ぉなょっとっすけ, し ょっえしすゃうは いぇ 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ しすけこぇくしおけ-
すけ う しっきっえくけ ぉかぇゅけこけかせつうっ. 
¨ぉうおぇかはえおう こけ ょけきけゃっすっ, 
おけかっょぇさうすっ こっはす しこっちうぇか-
くう けぉさっょくう こっしくう – こけあっかぇ-
くうっ いぇ とぇしすうっ ゃ しっきっえしすゃけすけ 
う こさうょけぉうゃ ゃ しすけこぇくしすゃけすけ. 
╁けょぇつなす くぇ ゅさせこぇすぇ ういさうつぇ う 
おけかっょぇさしおぇすぇ ぉかぇゅけしかけゃうは: 
„¨す ╀けゅぇ すう きくけゅけ いょさぇゃっ, けす 
くぇし きぇかおけ ゃっしっかぉうちぇ!’’  ╉け-
かっょせゃぇくっすけ いぇゃなさてゃぇ し けぉとけ 
せゅけとっくうっ. ¨しすぇくぇかうすっ しかっょ 
くっゅけ こさけょせおすう しっ こさけょぇゃぇす, 
ぇ こぇさうすっ しっ ょぇゃぇす くぇ ぉっょくうすっ 

うかう くぇ ちなさおゃぇすぇ, せつうかうとっすけ, 
つうすぇかうとっすけ. ‶さうゃくっしっくうはす ゃ 
こけ-おなしくう ゃさっきっくぇ しうきゃけか – 
せおさぇしっくけすけ おけかっょくけ ょなさゃけ, 
くぇこけきくは いぇ 》さうしすけゃぇすぇ しなと-
くけしす – しゃっすかうくぇすぇ, いくぇくうっすけ, 
つうしすけすぇすぇ, うしすうくぇすぇ う くぇょっあ-
ょぇすぇ くぇ たけさぇすぇ, しゃなさいぇくぇ し すはた.                                                                                                                                             
‶さぇゃはす しっ さぇいかうつくう こさっょ-
しおぇいぇくうは う ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
ょっくは, ゃ おけえすけ しっ こぇょぇ ╉けかっょぇ. 
‶さっい 2011 ゅ. ╉けかっょぇ っ ゃ くっょっ-
かは, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ しかっょくけすけ: 
„╆うきぇすぇ とっ っ きっおぇ, かはすけすけ — 
しせたけ, ぇ っしっくすぇ — ゃっすさけゃうすぇ. 
╁けえくうちうすっ とっ しっ さぇょゃぇす, せこ-
さぇゃくうちうすっ とっ ぉなょぇす さぇいゃっく-
つぇくう. ‶かけょけゃっ, きっょ う ょけぉうすなお 
とっ うきぇ ゃ ういけぉうかうっ. ╃ぇ しっ こぇ-
いはす きかぇょうすっ.”                                                                                             
′ぇ 26 ょっおっきゃさう っ ╃っくはす 

くぇ ]ゃ. ╈けしうそ, けぉはゃっく いぇ 
╃っく くぇ ぉぇとぇすぇ,
こけしゃっすっく くぇ さけょうすっかしおうすっ 

ゅさうあう くぇ きなあっすっ. ╁ くっゅけ っ いぇ-
かけあっくぇ くぇょっあょぇすぇ いぇ うしすうく-
しおけ う  けすゅけゃけさくけ ぉぇとうくしすゃけ 
すぇおぇ, おぇおすけ しっ こさぇいくせゃぇ きぇえ-
つうくしすゃけすけ.   
]すっそぇくけゃょっく /27 ょっおっき

ゃさう/
っ こさぇいくうおなす ゃ つっしす くぇ しないょぇ-

すっかは くぇ こなさゃぇすぇ たさうしすうはくしおぇ 
けぉとくけしす ]ゃ. こなさゃけきなつっくうお う 
ぇさたうょはおけく ]すっそぇく. ╃っくはす しっ 
しゃなさいゃぇ し くぇょっあょぇすぇ いぇ すなさ-

あっしすゃけすけ くぇ たさうしすうはくしおぇすぇ 
ゃはさぇ. ] すけいう ょっく っ しゃなさいぇく う 
けぉうつぇはす かぇょせゃぇくっ – きけきうすっ 
すけこはす おうすおう, ゃなさいぇくう いぇ こさなし-
すっく, う いぇっょくけ ゅぇょぇはす いぇ あっくうす-
ぉぇ. ╉うすおうすっ しっ ゃぇょはす けす きっくつっ-
すぇすぇ し くぇさうつぇくうは いぇ とぇしすかうゃ 
しっきっっく あうゃけす.   
01 はくせぇさう - ]せさゃぇ, ╁ぇしう

かぬけゃょっく.
╃っくはす っ けすさっょっく くぇ ]ゃ. ╁ぇ-

しうかうえ ╁っかうおう, くけ ゃしうつおう ゅけ 
こさぇいくせゃぇきっ ゃ つっしす くぇ くぇしすなこ-
ゃぇとぇすぇ ′けゃぇ ゅけょうくぇ. ′ぇえ-ゅけ-
かはきぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ 
いぇ とぇしすかうゃぇ う ょけぉさぇ ゅけょうくぇ っ 
ゃかけあっくぇ ゃ こけゅけゃけさおぇすぇ „′けゃぇ 
ゅけょうくぇ – くけゃ おなしきっす”. ′ぇえ-
ぇすさぇおすうゃくうはす さうすせぇか っ ]せさ-
ゃぇおぇくっすけ. ╉ぇすけ きうくう きけょっか 
くぇ しゃっすけゃくけすけ ょなさゃけ, しせさゃぇ-
つおぇすぇ うきぇ きぇゅうつっしおぇ しうかぇ いぇ 
こさっけょけかはゃぇくっ くぇ さぇいかうつくう 
こさっこはすしすゃうは う すさせょくけしすう. ╁ 
せょさはくっすけ し あうかぇゃぇすぇ ょさはくけゃぇ 
こさなつおぇ っ しおさうすぇ くぇょっあょぇすぇ, 
つっ すけゃぇ とっ くぇこさぇゃう つけゃっおぇ  
あうかぇゃ う いょさぇゃ.    
6 はくせぇさう – ╀けゅけはゃかっくうっ, 

╈けさょぇくけゃょっく.
‶さぇいくうおなす っ くぇさっつっく すぇおぇ, 

いぇとけすけ くぇ すけいう ょっく ゃしっおう, 
おけえすけ うしおぇ ょぇ っ いょさぇゃ こさっい 
ゅけょうくぇすぇ, しっ けおなこゃぇ うかう 
こけくっ しっ ういきうゃぇ くぇ さっおぇすぇ.                                                                                                                             
╁けょけしゃっすなす くぇ さっおぇすぇ, ぇ こけ-
しかっ たゃなさかはくっすけ くぇ おさなしすぇ ゃなゃ 
ゃけょぇすぇ う たゃぇとぇくっすけ きせ しなとけ 
しぇ しゃなさいぇくう し くぇょっあょぇすぇ う 
けつぇおゃぇくっすけ いぇ いょさぇゃっ. ╁しうつおう 
けぉさっょくうすっ ょっえしすゃうは くぇ ╈けさ-
ょぇくけゃょっく うきぇす たぇさぇおすっさ くぇ 
さうすせぇかくけ けつうしすゃぇくっ けす ょっえしす-
ゃうっすけ くぇ いかうすっ しうかう こけ ゃさっきっ 
くぇ こさったけょぇ けす しすぇさぇすぇ おなき くけ-
ゃぇすぇ ゅけょうくぇ. 
7 はくせぇさう - ]ゃ. ╈けぇく ╉さな

しすうすっか, ╇ゃぇくけゃょっく.
′ぇ すけいう ょっく こさぇいくせゃぇす ゃしうつ-

おう, おぇすけ おなこぇくうはすぇ こさけょなかあぇ-
ゃぇす. ╇ゃぇくけゃょっく っ う こさぇいくうお くぇ 
おせきしすゃけすけ, おさなしすくうつっしすゃけすけ う 
こけぉさぇすうきしすゃけすけ. ‶けさぇょう すけゃぇ 
すけえ っ けこさっょっかっく いぇ さうすせぇかくけ 
おなこぇくっ くぇ きかぇょけあっくちうすっ-っょ-
くけゅけょうてくうちう, おけっすけ うきぇ くっ 
しぇきけ けつうしすうすっかっく たぇさぇおすっさ, ぇ 
っ しゃなさいぇく う し こさうけぉとぇゃぇくっすけ 
くぇ きかぇょうすっ しっきっえしすゃぇ おなき しけ-
ちうせきぇ. 
′ぇ 8 はくせぇさう っ ╀ぇぉうくょっく.  
‶さぇいくうおなす っ ゃ つっしす くぇ ぉぇ-

ぉぇすぇ-ぇおせてっさおぇ, おけはすけ こけきぇゅぇ 
„くっあうゃけすけ ょぇ しすぇくっ う あうゃけ う 
ょぇ こさっきうくっ ゃ しゃっすぇ くぇ たけさぇ-
すぇ”..
′っ しぇきけ くぇ こさぇいくうちう, ぇ こけ 

さぇいくう こけゃけょう ぉなかゅぇさうくなす うい-
おぇいゃぇ しゃけっすけ こけあっかぇくうっ くぇ 
しさっとくぇすうは, くぇ こけしっすっくうは, 
くぇ ょけてかうは こさう くっゅけ. ╇ つっしすけ 
こなすう, いぇ ょぇ こさうょぇょっ こけ-ゅけかは-
きぇ すっあっしす くぇ ょせきうすっ しう, すけえ 
ゅう こけしすぇゃは こけょ いぇおさうかぇすぇ くぇ 
╀けゅぇ: ╃けぉさう しっすくうくう ょぇ たぇ-
さうあっ ゅけしこけょ! ╆ぇ きくけゅけ ゅけょうくう 
ょぇ こさっいうきっって, ょぇ こさっかっすっって! 
╆かけ ょぇ すっ くっ ゃうょう,  ぇ ょけぉさけ ょぇ 
くっ いぇきうくっ! ╂けしこけょ いょさぇゃっ ょぇ 
すう ょぇゃぇ! ╀けゅ ょぇ すう こけきぇゅぇ!  ╇ 
ょけ ょくっし くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, ゃはさ-
ゃぇきっ, つっ ょせきぇすぇ うきぇ すっあっしす, 
つっ しかけゃけすけ うきぇ しうかぇ う ゃない-
ょっえしすゃうっ, う つっ, おけゅぇすけ ゅけ こさけ-
ういくっしって, すけ こさけしすけ しっ しかせつゃぇ. 
╁はさゃぇきっ, つっ おぇすけ こけあっかぇっき 
くぇ くはおけゅけ くっとけ たせぉぇゃけ, すけ とっ  
しすぇくっ - ゃしなとくけしす すけゃぇ っ ういはゃぇ 
くぇ くぇてぇすぇ くぇょっあょぇ う こさっょ-
しすぇゃぇ いぇ ょけぉさけすけ
¨す せゃぇあっくうっ おなき すさぇょうちうは-

すぇ, こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ こけょょなさ-
あぇきっ けくっいう しかけゃっしくう そけさきう, 
おけうすけ しぇ こけ しなとっしすゃけ おさぇすおう 
ぉかぇゅけしかけゃうう, くぇこさうきっさ: ╃ぇ 
しすっ いょさぇゃう う ょなかゅけゃっつくう おぇすけ 
ょなぉぇ! ╃ぇ ょぇょっ ╂けしこけょ う こけょ 

こさぇゅ, う くぇょ こさぇゅ, う こけょ こなす, 
う くぇょ こなす! ┿ こさう くぇいょさぇゃうちう 
う ょくっし こさけういくぇしはきっ: ╉けかおけ-
すけ おぇこおう けしすぇくぇたぇ ゃ つぇてぇすぇ, 
すけかおけゃぇ ょせてきぇくう ょぇ けしすぇくぇす! 
╉ぇおすけ くっ きけあっ すうは おぇこおう う 

すけゃぇ こさけしけ ょぇ しっ しなぉっさぇす う 
こさっぉさけはす, すぇおぇ う ゃぇき くうおけえ ょぇ 
くっ きけあっ いかけ ょぇ ゃう しすけさう!
╇ すなえ おぇすけ くっ きけあっき ょぇ 

ういゃなさてうき ゃしうつおう けぉさっょくう 
ょっえしすゃうは, おぇおすけ う ょぇ ういさっつっき 

ゃしうつおう ぉかぇゅけこけあっかぇくうは, いぇ 
╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ きけあっき 
ょぇ こけょゅけすゃうき う こけ-くっしすぇく-
ょぇさすくう こけょぇさなちう  いぇ  ぉかうい-
おうすっ しう: しゃうすなお し くぇさうつぇくうは, 
こさぇいくうつくけ せおさぇしっく こかうお うかう 

おさぇしうゃぇ おせすうは けす ょなさゃけ し ぉかぇ-
ゅけしかけゃうう うかう ょぇ ょぇょっき くけゃ 
あうゃけす くぇ  こけいぇぉさぇゃっくぇすぇ くけ-
ゃけゅけょうてくぇ おぇさすうつおぇ し かうつくう 
こけあっかぇくうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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』さひたけ あちつかせあしぬけ,
とうあきあかすけ つひえちあきおあせけ!
 

╇ せあうかねかちけかてそ せあ  さそしかおせそ-せそうそえそおけのせけてか たちあくせけぬけ, たひしせけ つ てそたしけせあ, とまて け せあおかきおあ, そてたちあうみすか さひす うあつ 
せあのあてあ けつさちかせあ いしあえそおあちせそつて くあ そさあくあせそてそ たちかく えそおけせあてあ おそうかちけか, おあしそ みつせそ そてちあきかせけか うひちにと ちかくとしてあてけてか 
そて たそつしかおせけてか すかつてせけ けくいそちけ - けくちあく せあ そいはあてあ せけ うそしみ おあ きけうかかす う かおせあ たそ-とちかおかせあ, えあちあせてけちあはあ つたそさそこ-
つてうけか け ちあくうけてけか, そいはけせあ.

】うかちみうあすか うけ, ねか せけか, さあてそ えちあきおあせけ, つひたちけねあつてせけ せあ さあとくあてあ, せあちかねかせあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ, はか たちそおひしきけす おあ 
ちあいそてけす つひつ つひはそてそ たそつてそみせつてうそ, つひつ つひはけてか えちけきけ け たちそなかつけそせあしせそ  そてせそのかせけか くあ ちあくうけてけかてそ せあ せあのけみ えちあお け せあ そい-
はけせあてあ - う けすかてそ せあ うつかさけ そて うあつ.

〉けか つすか えあちあせてけてか てそうあ おあ つか つしとねけ,  てひこ さあてそ つすか おひしいそさそ といかおかせけ, ねか かおけせつてうかせそ つ いかくたちけつてちあつてかせ, さそすたかてかせてかせ け てそねかせ たそえしかお さひす  
そいはけてか せけ たちそいしかすけ すそえあて おあ つか せあすかちみて せあこ-たそしかくせけてか け  うそおかはけ おそ たちそつたかちけてかて ちかのかせけみ.

〉あおみうあすか つか おあ つたそおかしけてか せあのあてあ うみちあ, ねか 2012 えそおけせあ  はか  いひおか たひちうあてあ そて たそちかおけぬあてあ おそいちけ け えちあおけうせけ えそおけせけ, さそけてそ はか つひたちかきけうかかす 
くあかおせそ.

╋かしあかす うけ くおちあうか, うおひにせそうかせけか け しけねせけ とつたかにけ, ちあおそつて け てそたしけせあ う つかすかこつてうあてあ うけ, さひつすかて う せあねけせあせけみてあ うけ け すせそえそ おそいちけせけ, さそけてそ おあ 
けくたひしうあて おせけてか うけ!

                                                        

╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ

╃ぇくくうすっ くぇ ょうさっおちうは 
„╋っしすくう ょぇくなちう う すぇおしう” ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ おぇすっゅけ
さうつくう:  ょけ 31 けおすけきゃさう 2011 
ゅ. けす すぇおしぇ „╀うすけゃう けすこぇょな
ちう” しぇ しなぉさぇくう けぉとけ 1 138 
906 かゃ., けす おけうすけ 580 たうか. 
かゃ. けす そういうつっしおう かうちぇ う 558 
たうか. けす のさうょうつっしおう かうちぇ, ぇ 
さぇいたけょうすっ しぇ 1 882 454 かゃ. 
¨ぉとうはす けぉっき くぇ さぇいたけょうすっ 
こけ しきっすけしなぉうさぇくっ, しきっすけうい
ゃけいゃぇくっ う ょっこけくうさぇくっ くぇ ぉう
すけゃうすっ けすこぇょなちう ょけ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ とっ ょけしすうゅくっ 2 168 
454 かゃ.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ さぇいつっすうすっ 

くぇ ¨ぉとうくぇすぇ こけおぇいゃぇす, つっ 
いぇ 2012 ゅ. しぇ くっけぉたけょうきう 2 
541 809 かゃ., いぇ ょぇ きけあっ ょぇ 
しっ けぉっいこっつう  せしかせゅぇすぇ ゃ けぉ
とうくぇすぇ. 
 ‶さっい 2012 ゅけょうくぇ ¨ぉとう

くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ すさはぉぇゃぇ ょぇ  
ゃくぇしは ょけこなかくうすっかくけ 700 000 
かゃ. いぇょなかあうすっかくぇ ゃくけしおぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ  いぇ さっおせかすうゃぇちうは 
くぇ ょっこけすけ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお う  
いぇ さっゅうけくぇかくけすけ ょっこけ ゃ し. 
[ぇおうすくうちぇ. 
╁しうつおけ すけゃぇ くぇかぇゅぇ ゃょうゅぇ

くっすけ くぇ さぇいきっさぇ くぇ すぇおしぇすぇ 
いぇ  ぉうすけゃう けすこぇょなちう.  

】╇╊]¨ぁ¨｠╅ 【╅[』╅ 』〈╊【 ╇ 《╆ぅ¨〉╅【╅

〉《╇╅ ¨′]《╋╆╅ ╇ ｠】╉《╋╊』【╇╊〉╅【╅ ╈╅]╊『¨っ

‶け-ゃうしけおぇすぇ しすけえくけしす くぇ 
こさけきうかぇ いぇ すぇおしぇ „]きっす” ゃ 
しっかぇすぇ けす けぉとうくぇすぇ っ くぇかけ
あうすっかっく, すなえ おぇすけ さぇいたけょうすっ 
いぇ しきっすけしなぉうさぇくっすけ, しきっすけ
ういゃけいゃぇくっすけ う すさっすうさぇくっすけ 
くぇ すゃなさょうすっ ぉうすけゃう けすこぇょな
ちう くぇょゃうてぇゃぇす きくけゅけおさぇす
くけ けぉかけゅぇ, おけえすけ しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ しっ しなぉっさっ けす すはた, ぉっ ょさせゅ 
きけすうゃ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ
はくけゃぇ, ういすなおくぇす ゃ たけょぇ くぇ 
ょっぉぇすうすっ. ╉ぇすけ „くぇえ-そさぇこう
さぇとう”,  すは こけしけつう しかせつぇうすっ 
ゃ 』っさゅぇくけゃけ う [けいけゃけ, おけうすけ 
しっ けぉしかせあゃぇす し 4-おせぉうおけゃう 
おけくすっえくっさう, さぇいたけょうすっ いぇ 
おけうすけ しぇ くぇえ-ゅけかっきう. 〈ぇき 
ょうしぉぇかぇくしなす くぇ しなぉさぇくけ う 
こけたぇさつっくけ っ ゃ こなすう - ゃ こけかいぇ 
くぇ さぇいたけょうすっ.
]かっょ ゅかぇしせゃぇくっすけ くぇ きくけ

いうくしすゃけすけ けす けぉとうくしおうすっ しな
ゃっすくうちう けす 2012 ゅけょうくぇ いぇ 
くっあうかうとくうすっ うきけすう くぇ のさう
ょうつっしおうすっ かうちぇ しっ ゃなゃっあょぇす 
ょゃぇ, いぇおけくけゃけ さっゅかぇきっくすう
さぇくう, ゃぇさうぇくすぇ いぇ こかぇとぇくっ 
くぇ すぇおしぇ „]きっす”. ╄ょうくうはす っ 
くぇ おけかうつっしすゃけ ゅっくっさうさぇく  
けすこぇょなお つさっい ょっおかぇさうさぇくっ 
くぇ ぉさけえ しなょけゃっ いぇ しなぉうさぇ
くっ くぇ けすこぇょなちうすっ. ‶さう すけいう 

ゃぇさうぇくす そうさきうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ こけょぇょぇす ょっおかぇさぇちうは ょけ 
30 はくせぇさう 2012 ゅ. ╃させゅうはす 
くぇつうく いぇ こかぇとぇくっ くぇ すぇお
しぇ ”]きっす” けす そうさきうすっ っ 2 
こさけきうかぇ ゃなさたせ こけ-ゃうしけおぇすぇ 
けす ょゃっすっ けちっくおう – けすつっすくぇ
すぇ しすけえくけしす うかう ょぇくなつくぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ うきけすぇ. 〈けいう くぇつうく 
くぇ けすつうすぇくっ くぇ こさぇおすうおぇ とっ 
いぇゃうしう けす しせきうすっ, こかぇとぇくう 
けす ゅけかっきうすっ そうさきう ゃ さぇえけくぇ 
いぇ すぇおしぇ „]きっす”.
╁ たけょぇ くぇ ょっぉぇすうすっ こさっょ

しすぇゃうすっかうすっ くぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお”, ゃ かうちっすけ くぇ 
さなおけゃけょうすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, こけうしおぇ
たぇ けすかぇゅぇくっ くぇ  さってっくうっすけ  
こけ ゃなこさけしぇ し ちっか すなさしっくっ 
くぇ こけ-さぇいせきくう, しこさぇゃっょ
かうゃう う ょけしすぇすなつくけ っそっお
すうゃくう くぇつうくう いぇ しなぉうさぇくっ 
くぇ すぇおしぇ „]きっす”. ╇ぉせてっゃ 
ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ „しきっすすぇ 
しっ こさけういゃっあょぇ けしくけゃくけ けす 
ゅさぇあょぇくうすっ, しさっょくけ こけ 800 
ゅさ. くぇ ょっく, う  っ さっょくけ ょぇ しっ 
いぇこかぇとぇ くぇ ぉぇいぇ くぇ つかっくけ
ゃっすっ ゃ ょぇょっくけ ょけきぇおうくしすゃけ, 
ぇ くっ くぇ ぉぇいぇ ょぇくなつくぇ けちっくおぇ 
くぇ うきけすぇ. ]こけさっょ くっゅけ, ぇおけ 
すぇおしぇ „]きっす” しっ ういつうしかはゃぇ  
くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ, すけ  
しさっょくけゅけょうてくうはす くぇかけゅ いぇ 
すけゃぇ くぇ つけゃっお とっ っ  けおけかけ 
12-13 かっゃぇ. 
′はきぇ すぇおぇゃぇ いぇおけくけゃぇ さっゅ

かぇきっくすぇちうは, けすしっつっ くぇ しゃけえ 
さっょ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ
ゃぇ. ╁なこさっおう すけゃぇ こさっょかけ
あっくうっすけ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” いぇ けすかぇゅぇくっ ゃいっ
きぇくっすけ くぇ さってっくうっ こけ ゃな
こさけしぇ う すなさしっくっ くぇ さぇいせきっく 
ゃぇさうぇくす しかっょ いぇょなかぉけつっくう 
う こさけそっしうけくぇかくう ょっぉぇすう くっ 
しなぉさぇ くせあくうは ぉさけえ ゅかぇしけゃっ 
う ぉっ こさうっすけ こさっょかけあっくうっすけ 
いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ こさけきう
かうすっ, ょっこけいうさぇくけ けす おきっすぇ 
]すけはくけゃぇ. 
′ぇ  しゃけえ さっょ すは  しっ ぇくゅぇ

あうさぇ しなし しすさけゅ おけくすさけか くぇ 
そうくぇくしけゃうすっ しさっょしすゃぇ ゃ 
いゃっくけすけ  いぇ しきっすけしなぉうさぇくっ, 
しきっすけういゃけいゃぇくっ う すさっすうさぇくっ 
くぇ すゃなさょう ぉうすけゃう けすこぇょな
ちう /]]〈〈╀¨/, こさけゃっあょぇくっ 
くぇ けぉとっしすゃっくう こけさなつおう う 
しすさうおすくけ しかっょっくっ くぇ さぇいたけ
ょうすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

‶けゃっつっ けす 20 000 かっゃぇ, 1 000 っゃさけ う 20 ょけかぇさぇ ゃかういぇす ゃ 
くけゃうは そけくょ いぇ こけょおさっこぇ くぇ きかぇょうすっ おぇいぇくかなておう すぇかぇく

すう. 《けくょなす ぉっ けしくけゃぇく くぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ  ゃっつっさ くぇ [けすぇさう 
╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお う ╇くくぇさ 〉うえか ╉かせぉ – ╉ぇいぇくかなお. 
]かっょ うしすうくしおぇ おぇしおぇょぇ けす くぇょょぇゃぇくうは ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくうは 

すなさゅ けす ゃしうつおう しすさぇくう くぇ いぇかぇすぇ ゃ たけすっか „╉ぇいぇくかなお” きうくぇ
かうは こっすなお おくうあおぇ けす くけゃけういょぇょっくぇすぇ しすうたけしぉうさおぇ くぇ ╂っさ
ゅぇくぇ ]せかっゃぇ, しこけくしけさうさぇくぇ けす ]すけはく ╅っかっゃ, ぉっ おせこっくぇ けす 
]すっそぇく ]すぇくっゃ いぇ 2011 かっゃぇ. ]すぇくっゃ けすくっしっ せ ょけきぇ しう う こな
いっか, こけょさっょっく けす しっきっえしすゃけすけ くぇ ‶っすは う ╃うきうすなさ ╋うくつっゃう: 
”‶なさゃぇすぇ ちっかせゃおぇ”,  いぇ おけえすけ しかっょ ょなかゅけ くぇょょぇゃぇくっ ちっくぇすぇ 
しすうゅくぇ 1 000 かっゃぇ.
╀ういくっしきっくうすっ くぇょょぇゃぇたぇ けとっ いぇ たせょけあっしすゃっくう そけすけゅさぇ

そうう くぇ ういゃっしすくうすっ おぇいぇくかなておう ぇゃすけさう ╀っょさけし ┿いうくはく う 
╅っかうはく ′うおけかけゃ, つかっくけゃっ くぇ [けすぇさう, ぇかぉせき くぇ 〈っくぬけ ‶うく
ょぇさっゃ – „╋けはす 』せょけきうさ”, のぉうかっえくけ ゃうくけ けす 10-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ [けすぇさう – ╉ぇいぇくかなお, てぇこおぇ くぇ ╋ぇえおなか ╃あけさょぇく, せくうおぇかくぇ 
すけさすぇ „╇ゃっす” し ゃういうは くぇ ょぇきしおぇ ゃけぇかっすおぇ, すぇ ょけさう う いぇ ぉせ
すうかおぇ ょうくっくぇ さぇおうは, おけはすけ しすうゅくぇ 410 かっゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ すなさゅぇ いぇかぇすぇ しすぇくぇ くぇ おさぇおぇ こさっょ こけっすっしぇ

すぇ ╂っさゅぇくぇ ]せかっゃぇ, つううすけ しすうたけゃっ こさっょ こせぉかうおぇすぇ つっすっ ╋ぇは 
]すけはくけゃぇ.
]かっょ おさぇは くぇ くぇょょぇゃぇくっすけ う ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ すけきぉけ

かぇ, けす おけはすけ くぇえ-ゅけかはき おなしきっす ういゃぇょう おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
– ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, しかっょゃぇくぇ けす ょっこせすぇすぇ ╄きうか ╉ぇさぇくうおけ
かけゃ, ぉういくっしきっくうすっ し てうさけおう しなさちぇ こさけょなかあうたぇ ょぇ けぉはゃはゃぇす 
くけゃう ょぇさっくうは: こけ 5 000 かっゃぇ ょぇさうたぇ ╂ぇくつけ ╂ぇくっゃ う 〈ぇくつけ 
╋うたぇえかけゃ, おけえすけ せつぇしすゃぇ ぇおすうゃくけ う ゃ すなさゅぇ, ╇ゃぇく ╂ぇくつっゃ 
けぉはゃう ょぇさっくうっ いぇ そけくょぇ けす 1 000 っゃさけ, 1000 かっゃぇ ゃくっしっ, 
しかっょ おぇすけ ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇ ゃ すなさゅぇ, う しっきっえしすゃけすけ くぇ ┿かっお
しぇくょなさ ╋うくつっゃ. ′ぇえ-ぇおすうゃくぇすぇ ょぇきぇ ゃ しこけきけとっしすゃけゃぇすっかし
すゃけすけ しすぇくぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ.       
╁っつっさすぇ ぉっ けすおさうすぇ けす こさっいうょっくすぇ くぇ [けすぇさう – ┿かっおしぇくょなさ 

╋うくつっゃ う くぇ ょぇきしおうは おかせぉ – 〈っけょけさぇ ┿すぇくぇしけゃぇ, しかっょ おけっ
すけ すさうけ „〈っくけさうすっ” ゃいさうゃう いぇかぇすぇ し きけとくう ういこなかくっくうは くぇ 
おかぇしうつっしおう ぇさうう けす けこっさう, させしおう さけきぇくしう, しすさぇしすくう すぇくゅぇ う 
さけお-こぇさつっすぇ, おけうすけ けすゃけさうたぇ しなさちぇすぇ くぇ ゅけしすうすっ くぇ ぉかぇすけゅ
ゃけさうすっかくぇすぇ ゃっつっさ いぇ とっょさうすっ ょぇさっくうは.
„╀かぇゅけょぇさは ゃう けす うきっすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ こけょおさっ

こぇすぇ おなき くぇてうすっ ょっちぇ, いぇ おけうすけ さぇいょぇゃぇすっ しなさちぇすぇ しう! ′うっ 
うきぇきっ くぇうしすうくぇ きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ, おけうすけ うきぇす くせあょぇ 
けす こけょおさっこぇ, うきぇす くせあょぇ けす ゃぇし. ╃けぉさけすけ, おけっすけ ょぇゃぇすっ, しなし 
しうゅせさくけしす とっ ゃう しっ ゃなさくっ!”, こけあっかぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
くぇ ょぇさうすっかうすっ ゃ しゃけはすぇ こなさゃぇ しゃっすしおぇ ういはゃぇ おぇすけ ゅさぇょけくぇ
つぇかくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. ]こけきけとっしすゃけゃぇすっかうすっ こけいょさぇゃう う ょっ
こせすぇすなす ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ.     

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

[╅′╅〉]ぇぃ[¨っ【 ╆¨′〉╊』 』 
‒《〉╉ ′╅ 〈]╅╉¨ 【╅]╅〉【¨

] ういかけあぉぇ „′ぇ ょぇさうすっかうすっ – し こけおかけく!” こさうおかの
つう 110-すぇすぇ ゅけょうくぇ けす けしくけゃぇくっすけ くぇ おぇいぇく

かなておぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは くぇ 15-すう ょっおっきさう. 
╇いかけあぉぇすぇ こけおぇいゃぇ あうゃけこうし, ゅさぇそうおぇ, しおせかこすせさぇ 
う たせょけあっしすゃっくぇ そけすけゅさぇそうは – さぇぉけすう, ょぇさっくう くぇ 
ゅぇかっさうはすぇ こさっい こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう, おぇおすけ けす ぇゃ
すけさうすっ, すぇおぇ う けす ょさせゅう しこけきけとっしすゃけゃぇすっかう.
╁なかくせゃぇとう しこけきっくう いぇ  ゃさっきっすけ けすこさっょう ゃっお, おけ

ゅぇすけ けしくけゃぇすっかはす ╇ゃぇく ╄くつっゃ – ╁うょぬけ くぇぉうさぇ こなさ
ゃうすっ すゃけさぉう, しかけあうかう くぇつぇかけすけ くぇ くぇょ 4-たうかはょくうは 

ょくっし そけくょ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇ 
ゅぇかっさうは – ╉ぇいぇくかなお, こさけつっ
すっ こさう けすおさうゃぇくっすけ  ‶っくぬけ 
〈っさいうっゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╊うすっ
さぇすせさくけ-たせょけあっしすゃっく きせいっえ 
„』せょけきうさ”. 〈っさいうっゃ さぇぉけすう けす 
ゅけょうくう こけ ょくっゃくうおぇ くぇ ╁うょぬけ 
う っ くっゅけゃ くぇえ-ょけぉなさ こけいくぇゃぇつ. 
╀っいおさぇえくう けこうすう いぇ おけくすぇおすう 
し おぇいぇくかなておう う ょさせゅう ゅけかっきう 
ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうちう, おけう
すけ こけ きけかぉぇ くぇ ╁うょぬけ ょぇさはゃぇす 
しゃけう すゃけさぉう, くっぉうゃぇか っくすせしうぇ
いなき う ょなかぉけおぇ ゃはさぇ  ゃ しきうしなかぇ 
くぇ ゃなさてっくけすけ ぉっかっあぇす こなさゃうすっ 
ゅけょうくう くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ゅぇかっ
さうは, けすくぇつぇかけ – つぇしす, いぇっょくけ し 
╇╋ „╇しおさぇ”, けす ╋せいっは いぇ しすぇさう
くう う ういおせしすゃぇ, さけょっく こけ うょっは 
くぇ ‶っすなさ 〈けこせいけゃ う ╁うょぬけ. „╁ 
ょくってくけすけ ゃさっきっ くぇ おさういぇ, おけ
ゅぇすけ つせゃぇきっ しぇきけ, つっ かうこしゃぇす 
こぇさう, こぇさう, こぇさう, こけ きけっきせ 
– かうこしゃぇす ╊はしすけゃうちう..., こぇさぇ
そさぇいうさぇ ╁うょぬけ ゃ いぇおかのつっくうっ 
〈っさいうっゃ こさっょ せすうたくぇかぇすぇ  こせぉ
かうおぇ ゃ ゅぇかっさうはすぇ. 
”╉ぇすけ おぇいぇくかなつぇくうく, ぉうた しすけ

さうかぇ こけおかけく こさっょ しないょぇすっかうすっ う 
ょぇさうすっかうすっ ゃ 110-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ ╂ぇかっさうはすぇ. ╉ぇおゃけ くう けしすぇ
ゃぇ?...  –  ょぇ しっ くぇせつうき くぇ ょぇさう
すっかしすゃけ, ょぇ しっ くぇせつうき くぇ ょけぉさけ, 
ょぇ ゅけ こさぇゃうき くっ こけさぇょう こけゃけょう, 
ぇ おけゅぇすけ しなさちぇすぇ くう しぇ こなかくう”, 
おぇいぇ こさう けすおさうゃぇくっすけ おきっすなす ╂ぇ
かうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╉ぇすけ おきっす くぇ ╉ぇ
いぇくかなお, すは しなけぉとう, つっ しっ しかぇゅぇ 
くぇつぇかけすけ くぇ ╃ぇさうすっかしおう そけくょ けす 
けすおせこおう こさう ゃしはおぇ ういかけあぉぇ くぇ おぇ
いぇくかなておう ぇゃすけさう, おけうすけ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお とっ ょぇさう くぇ 》せょけあっしす
ゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは. ╉ぇすけ おぇいぇくかなつぇ
くう しきっ いぇおなしくはかう, くけ きけあっき こけくっ 
ょぇ ょけゅけくうき ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけはすけ 
ゃっつっ うきぇ ぉっいちっくくけすけ しう ういょぇくうっ 
„]すぇさけいぇゅけさしおうすっ たせょけあくうちう”, 
しこけょっかう ]すけはくけゃぇ. 〈は こさういけゃぇ 
いぇ こけょおさっこぇ ゃなゃ そうくぇくしうさぇくっ
すけ くぇ ういょぇくうっすけ  „╉ぇいぇくかなておう
すっ たせょけあくうちう”, ゃっつっ しなしすぇゃっくけ 
う さっょぇおすうさぇくけ おぇすけ ょぇさうすっかしおう 
ぇおす けす くぇてうは しなゅさぇあょぇくうく, ういおせ
しすゃけゃっょなす  ╋ぇさうく ╃けぉさっゃ, ょうさっお
すけさ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.

╁ おさぇは くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ つぇしす 
]すけはくけゃぇ ゃさなつう こけょゅけすゃっくう けす 
╂ぇかっさうはすぇ ょぇさうすっかしおう しゃうょっ
すっかしすゃぇ いぇ しこけきけとっしすゃけゃぇすっ
かうすっ けす こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう, 
こさうょさせあっくう し ょうしお – ういけぉさぇあっ
くうは けす こけしすけはくくぇすぇ っおしこけいうちうは 
くぇ 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは -  ╉ぇ
いぇくかなお う ょくってくぇすぇ ういかけあぉぇ.
┿ゃすけさうすっ, ゃ こけ-ゅけかはきぇすぇ しう 

つぇしす う ょぇさうすっかう - ╂っさゅぇくぇ 』ぇ
せてぇくしおぇ, ╊うおぇ ぅくおけ, 〈っけょけさ 
《なさすせくすけゃ, ╁っしぇ ╁なかけゃぇ, ╊うかう 
‶っすさけゃぇ, 〈っけょけさけ ╉せすせくぬけ, ╃ぇ
さうくぇ う ┿くょさっえ ぅくっゃう, ╂っけさゅう 
╃うくっゃ, 》さうしすけ ]すっそぇくけゃ, [ぇえ
くぇ 〈さうくゅけゃぇ, ╄かっくぇ ╉ぇぉかっておけ
ゃぇ, ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇくけゃ, 『ゃっすぇく 
』っすなておう, ′ぇすぇかうは ┿くゅっかけゃぇ, 
‶さけょぇく ‶さけょぇくけゃ, ╋うかっく ╋う
かぇょうくけゃ, ╊のょきうかぇ ╃ぇきはくけゃぇ, 
╆ぇきそうか ╈けくつっゃ, ╃ぇくぇうか ┿ゃさぇ
きけゃ, ぅてぇさ ╂のくって う ╋うすおけ ぅく
おけゃ, こさうしなしすゃぇす し さぇぉけすう ゃ 
のぉうかっえくぇすぇ っおしこけいうちうは, とっょさけ 
こけょくっしっくぇ こさっょう ╉けかっょぇ くぇ おぇ
いぇくかなつぇくう う すったくうすっ ゅけしすう. 

〈┿

〈ぇいう ぇきぉうちうは しう こけしすぇゃう-
たぇ おぇすけ ちっか ゃ くぇゃっつっさうっすけ 
くぇ くけゃぇすぇ 2012 ゅけょうくぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかうすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” - ゅさせこぇすぇ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかうしすうすっ ゃ ぉういくっしぇ 
う ゃしうつおう けしすぇくぇかう しそっさう くぇ 
けぉとっしすゃっくけ-うおけくけきうつっしおうは 
あうゃけす, くぇ たけさぇすぇ し ゅさぇあょぇく-
しおけ しないくぇくうっ う しうかぇ いぇ しきっかう 
さってっくうは.
′ぇ しすうかっく, おぇすけ こさうしなしすゃうっ, 

くぇこうすおう う はしすうは おけかっょっく おけお-
すっえか, つかっくけゃっすっ くぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお” くぇこさぇゃうたぇ ぇくぇ-
かうい くぇ ういきうくぇかぇすぇ おぇきこぇくうは 
いぇ きっしすくう ういぉけさう う けこさっょっかう-
たぇ ちっかうすっ しう いぇ さぇぉけすぇ ゃ しかっょ-

ゃぇとうは こっさうけょ. 
〈っ こけかはたぇ せょゃけっくうは しう せしこった, 

くぇ ぉぇいぇ こさっょたけょくうは きぇくょぇす くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす う しう けぉっとぇ-
たぇ すぇおぇ ょぇ さぇぉけすはす いぇ たけさぇすぇ 
う こさけしこっさうすっすぇ くぇ さぇえけくぇ, いぇ 
ょぇ きけあっ くぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけ-
さう ょぇ せょゃけはす こさうしなしすゃうっすけ しう 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
[なおけゃけょうすっかはす くぇ ゅさせこぇすぇ 

„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ ぉかぇゅけょぇさう くぇ 
ゃしうつおう いぇ せしなさょくぇすぇ さぇぉけすぇ し 
せぉっあょっくうっすけ, つっ „すけゃぇ っ こさぇ-
ゃうかくうはす こなす” う こけあっかぇ くぇ しな-
さぇすくうちう う おけかっゅう いょさぇゃっ - いぇ 
すはた う しっきっえしすゃぇすぇ うき, う せしこっ-
たう ゃ ぉういくっしぇ うき. 〈けえ くっ しおさう 

いぇょけゃけかしすゃけすけ しう, つっ ゃ たけょぇ 
くぇ おぇきこぇくうはすぇ う けぉとぇすぇ さぇ-
ぉけすぇ いぇ ちっかうすっ くぇ ╄おしこっさすうすっ 
う こさけしこっさうすっすぇ くぇ ゅさぇょぇ う けぉ-
とうくぇすぇ しぇ しないょぇょっくう う ちっくくう 
こさうはすっかしすゃぇ いぇ こけきけと, けしゃっく 
ゃ さぇぉけすぇすぇ, う ゃ あうゃけすぇ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ しなし いぇょけ-

ゃけかしすゃけすけ いぇはゃう, つっ けすおさうすぇすぇ 
こさっょう すさう ゅけょうくう, うきっくくけ けす 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” そけさ-
きせかぇ いぇ ゅさぇあょぇくしおけ う こさけそっ-
しうけくぇかくけ っおしこっさすくけ せつぇしすうっ ゃ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, っ ょぇかぇ すかぇしな-
おぇ くぇ いぇさぇあょぇくっすけ くぇ こさっいう-
ょっくすしおぇすぇ そけさきぇちうは ┿╀╁ う っ 
ぉうかぇ „せしこってくけ ういおけこうさぇくぇ” 
おぇすけ きけょっか ゃ くっ きぇかおけ ぉなか-
ゅぇさしおう けぉとうくう. 
]すうかくけ う しうかくけ さぇきけ くぇ おけ-

かっょくうは ぉぇか くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” „せょぇさうたぇ” う つかっくけ-
ゃっすっ くぇ PR っおうこぇ くぇ ぇゅっくちうは-
すぇ, さぇぉけすうかぇ いぇっょくけ し ╄おしこっさ-
すうすっ いぇ きっしすくうすっ ういぉけさう こさっい 
2008 う すぇいう ゅけょうくぇ – ╉¨〈┿-
97. ′っえくうはす せこさぇゃうすっか - っょくけ 
けす しゃっすうかぇすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
あせさくぇかうしすうおぇ う PR ╃うきうすなさ 
′ぇえょっくけゃ - ╃あうきう, ぉかぇゅけょぇさう 
いぇ ゃないきけあくけしすすぇ, ょぇょっくぇ うき 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ょぇ 
せつぇしすゃぇす ゃ すぇおぇゃぇ こっつっかうゃてぇ 
おぇきこぇくうは. 
„¨ぉっとぇたきっ しう しうかくぇ う うい-

おかのつうすっかくけ せしこってくぇ おぇきこぇ-
くうは, ぇおけ し くうとけ くっ しっ きっしうき. 
╄おしこっさすうすっ いくぇはす しぇきう!”, いぇは-
ゃう ゃ しゃけは けつぇさけゃぇすっかっく しすうか 
う すけく ╃あうきう ′ぇえょっくけゃ. ╇ ぉっい 
ゅさぇき しなきくっくうっ いぇはゃう, つっ くぇ 
しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう しなしすぇゃなす 
くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお” とっ っ し ょゃせちうそさっくけ 
つうしかけ, すなえ おぇすけ „おけぇかうちうはすぇ 

′. ╇ぉせてっゃ こさうゃっすしすゃぇ ╄おしこっさすうすっ
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ しゃけっ-
すけ こさけそっしうけくぇかくけ きくけゅけけ-
ぉさぇいうっ っ きくけゅけ ゅけかはき いぇかけゅ いぇ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ しうかっく さぇぉけすっく 
っおうこ”. 
┿おけ けぉとっしすゃけすけ くう きけあっ ょぇ 

ういおけこうさぇ すけいう しすうか くぇ ╄おし-
こっさすうすっ – ╄ょうくしすゃけ, ¨ぉとくけしす 
う ╄おうこくけしす, すけ くう つぇおぇす ょけ-
ぉさう ゃさっきっくぇ, おぇすっゅけさうつっく ぉっ 
こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ ╉¨〈┿-97 
╀っかはいぇく う ょけきうくうさぇく けす 

きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”, おけかっょくう-
はす おけおすっえか くぇ ╄おしこっさすうすっ くっ 

きうくぇ う ぉっい ょさせゅぇすぇ ゃういうすおぇ 
くぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さっ-
ゅうけくぇ - ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, 
おけえすけ こけいょさぇゃう ゅけしすうすっ くぇ 
こさけはゃぇすぇ. 
╉けかっょくうはす ぉぇか くぇ つかっくけゃっ-

すっ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” ぉっ けぉうかくけ こけかはす し 
すぇくちう, させしおう こっしくう う おかぇしくぇ 
きせいうおぇ. 
]さっょ くぇえ-っくすせしうぇいうさぇくうすっ 

う くっけすさぇいうきう くぇ ょぇくしうくゅぇ しっ 
けすかうつうたぇ し っおしこっさすくう しすなこ-
おう う きくけゅけ しすうか かうょっさうすっ くぇ 
ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
う つかっくけゃっ くぇ ╄おしこっさすうすっ – 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ /╉′]╀/ う ╊のぉけ-
きうさ ╊ぇかっゃ - /╉〈 „‶けょおさっこぇ”/, 
╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ょうさっおすけさなす くぇ 

╆ぇゃけょ 5 うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ, 
ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ う いぇぉっかっ-
あうすっかくうすっ しなこさせゅう くぇ つぇしす けす 
╄おしこっさすうすっ, けしくけゃくけ – こさっょ-
しすぇゃうすっかおうすっ くぇ させしおぇすぇ かう-
くうは ゃ ゅさせこぇすぇ.
                                                    〈┿ 

╊うょっさなす くぇ ╉′]╀ ┿す. ╀けいけゃ ゃなゃ ゃうたなさぇ くぇ すぇくちぇ
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220  ぉなかゅぇさしおう おくうゅう, ょぇさ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, こなすせゃぇす ゃっつっ いぇ ぇきっさうおぇくしおうは ゅさぇょ ╀けしすなく, おぇすけ つぇしす 
けす  うくうちうぇすうゃぇすぇ „╃ぇ しなたさぇくうき ぉなかゅぇさしおけすけ”.
『っかすぇ すぇいう ゅけょうくぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ ぉっ こけょぇさはゃぇくっ くぇ おくうゅう 

くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ  おせかすせさくう ちっくすさけゃっ う  ちなさおゃう ゃ ┿きっさうおぇ う 
╉ぇくぇょぇ, おぇすけ うょっはすぇ っ すっいう おくうゅう ょぇ しすうゅくぇす ょけ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ょうぇしこけさぇ すぇき. 
╃ぇさっくうすっ おくうゅう けす „┿さしっくぇか”- けしくけゃくけ おかぇしうおぇ う ょっすしおぇ 

かうすっさぇすせさぇ, とっ しすうゅくぇす  ょけ ╀けしすなくしおうは おせかすせさっく ちっくすなさ し 
こけきけとすぇ う こけしさっょくうつっしすゃけすけ くぇ ╄かっくぇ ╇ぉせてっゃぇ - ょなとっさは 
くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
 ╁けかはすぇ くぇ ょぇさうすっかは っ おくうゅうすっ, いぇおせこっくう けす けさなあっえくうちぇ-

すぇ, ょぇ けすうょぇす こさう ゃすけさぇすぇ こけ ゅけかっきうくぇ ぉなかゅぇさしおぇ おけかけくうは 
ゃ ┿きっさうおぇ, おぇおゃぇすけ っ すぇいう ゃ ╀けしすなく. 〈ぇき, こけ こけしかっょくぇ うく-
そけさきぇちうは, あうゃっはす くぇょ 7 たうかはょう ぉなかゅぇさう. ‶さっょう しっょきうちぇ, 
ゃっつっ けおけきこかっおすけゃぇくう, おくうゅうすっ  けすこなすせゃぇたぇ いぇ ]┿】, おなょっすけ 
しっ けつぇおゃぇ ょぇ こさうしすうゅくぇす くぇゃさなた  ′けゃぇ ゅけょうくぇ.
╃ぇさっくうっすけ ぉっ くぇこさぇゃっくけ 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 う し こけょおさっこぇすぇ くぇ ぉうぉかうけ-
すっおぇさおぇすぇ ╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ う ╉′]╀. ¨ぉさぇぉけすおぇすぇ, けこうしゃぇくっすけ 
う ういこさぇとぇくっすけ くぇ こけかせつっくぇすぇ おぇすけ ょぇさっくうっ かうすっさぇすせさぇ しっ 
ういゃなさてう けす しこっちうぇかうしすう けす ′ぇさけょくけ つうすぇかうとっ „╁ないさけょっくぇ 
╇しおさぇ-2000”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う ╇くすっかっおすせぇかっく ちっくすなさ „〈さぇ-
おかうくお”, ゅさ. ‶かけゃょうゃ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ ょぇさう おくうゅう けす ぉなかゅぇさしおう 

ぇゃすけさう う くぇ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ”. ╉くうゅうすっ しぇ くぇ 
ういょぇすっかしすゃけ „╆ぇたぇさう ]すけはくけゃ” う しぇ くぇ しすけえくけしす 500 かゃ. ╃ぇ-
さっくうっすけ ぉっ こさうっすけ し ゅけかはきぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす けす ょうさっおすけさぇ くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ ┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ.

〈┿

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ おけかっょくうすっ う くけゃけゅけょうてくう こさぇいくうちう たせ-
ょけあっしすゃっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか” こけこなかくう そけくょぇ 

しう し 25 くけゃう おくうゅう けす ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけさう くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╆. 
]すけはくけゃ” – いぇぉっかっあうすっかくう しなし しゃけっすけ けそけさきかっくうっ う こさっ-
ちういくけ こけょぉさぇくう いぇゅかぇゃうは. 『っくうすっかうすっ くぇ くぇてぇすぇ おかぇしうおぇ う 
くぇ しなゃさっきっくくうすっ ぇゃすけさう けすくけゃけ とっ しっ ょけおけしくぇす ょけ くっこけゃ-
すけさうきうすっ すゃけさぉう くぇ 》さ. ╀けすっゃ, ╇ゃ. ╁ぇいけゃ, ╊. ╉ぇさぇゃっかけゃ, ┿か. 
╉けくしすぇくすうくけゃ, ‶っくつけ ]かぇゃっえおけゃ, ╄かうく ‶っかうく, ╈. ╈けゃおけゃ, ╃. 
╃うきけゃ, ╃. 〈ぇかっゃ, ╄き. ]すぇくっゃ う 》さ. 《けすっゃ す.く. ] ゅけかはきけ せょけ-
ゃかっすゃけさっくうっ すさはぉゃぇ ょぇ けすぉっかっあうき そぇおすぇ, つっ こけょっすけすけ ゃ こけ-
しかっょくうすっ きっしっちう ょゃうあっくうっ いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
ぉうぉかうけすっおう くぇきっさう しゃけっすけ けすさぇあっくうっ う ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ こけ-
すゃなさあょっくうっ くぇ すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ ょけぉぇゃうき, つっ そけくょなす くぇ たせょけ-
あっしすゃっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ とっ しっ けぉけゅぇすう し 12-すけきくぇすぇ „╂けかは-
きぇ っくちうおかけこっょうは ╀なかゅぇさうは”. ╊せおしけいくうすっ ういょぇくうは しなょなさあぇす 
くぇょ 12 500 しすぇすうう, たうかはょう うかのしすさぇちうう, おぇさすう, ょうぇゅさぇきう, 
くぇょ 4 800 しすさぇくうちう しこさぇゃけつくぇ うくそけさきぇちうは いぇ ゃしうつおう けぉかぇ-
しすう くぇ いくぇくうっすけ, いぇ ゃしうつおう いくぇつうきう しなぉうすうは う かうつくけしすう. ╆ぇ-
おせこせゃぇくっすけ くぇ すぇいう せくうおぇかくぇ っくちうおかけこっょうは しっ けしなとっしすゃはゃぇ 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ しなょっえしすゃうっすけ う うしおさっくぇすぇ しなこさうつぇしすくけしす 
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.

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ
╀うぉかうけすっおぇさ

〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか” こけかせつう くぇえ-ゅけ-
かはきけすけ ょぇさっくうっ けす 295 すけきぇ すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ. 

╃ぇさっくうっすけ ぉってっ くぇこさぇゃっくけ けす ゅ-く ╆ょさぇゃおけ ╃さっくつっゃ, おなき 
おけゅけすけ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う かうつくけ ういこなかくうすっかくう-
はす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ けすこさぇゃうたぇ うしおさっくうすっ しう ぉかぇ-
ゅけょぇさくけしすう. ‶け しなょなさあぇくうっ おくうゅうすっ けぉたゃぇとぇす さぇいかうつくう 
しそっさう けす けぉかぇしすすぇ くぇ すったくうおぇすぇ. ] すはた とっ ぉなょぇす ょけこなかくっくう 
しなけすゃっすくうすっ さぇいょっかう けす そけくょぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ いぇ すったくうつっ-
しおぇ かうすっさぇすせさぇ, おぇすけ たうょさぇゃかうおぇ う こくっゃきぇすうおぇ, きぇてうくくう 

っかっきっくすう う きったぇくういきう, っかっおすさけすったくうおぇ う っかっおすさけこさけゃけょ, 
ぇゃすけきぇすういぇちうは う ぇゃすけきぇすうつくけ さっゅせかうさぇくっ う せこさぇゃかっくうっ, 
ゅぇかゃぇくけすったくうおぇ, こかぇしすきぇしう, きったぇくうおぇ, きぇすっきぇすうおぇ う ょさ.  
╀うぉかうけすっおぇすぇ とっ こさっょけしすぇゃう くぇ しゃけうすっ つうすぇすっかう いぇ こけかいゃぇ-
くっ すけゃぇ くぇうしすうくぇ ちっくくけ う くっけぉたけょうきけ いぇ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
くぇ しこっちうぇかうしすうすっ, いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ くけゃうすっ おぇょさう う こさけうい-
ゃけょしすゃっくうすっ ょっえくけしすう くぇ そうさきぇすぇ ょぇさっくうっ. 
]ゃっすかぇくぇ ╉ぇょうっゃぇ – ょなかゅけゅけょうてっく ぉうぉかうけすっおぇさ ゃ 〈ったくう-

つっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, しなとけ ういおぇいゃぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ゅ-く 
╆ょさぇゃおけ ╃さっくつっゃ いぇ くぇこさぇゃっくけすけ ょぇさっくうっ, おけっすけ せゃっかうつぇゃぇ 
う ょけこなかゃぇ ぉうぉかうけすっつくうは そけくょ.

〈┿

] こうとくぇ  しゃっすっとぇ せおさぇしぇ こけしさっとぇ おけかっょくけ –くけゃけゅけょうて-
くうすっ こさぇいくうちう おけかっおすうゃなす くぇ „┿さしっくぇか”. ]すけすうちう きっ-

すさう しゃっすっとう ゅうさかはくょう う そうゅせさう ゅさっえくぇたぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
こさぇいくうちうすっ くぇ ちっくすさぇかくうは  ゃたけょ くぇ そうさきぇすぇ, おぇおすけ う ゃ さぇ-
えけくぇ くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. ╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ぉっ せおさぇしっくけ う 

おけかっょくけ ょなさゃけ ゃ こぇさおぇ こさっょ 
そうさきっくうは きせいっえ. ]ゃっすっとぇすぇ 
せおさぇしぇ しないょぇゃぇ こさぇいくうつくけ 
くぇしすさけっくうっ いぇ さぇぉけすくうちうすっ 
う しかせあうすっかうすっ, さぇょゃぇ う ゅけし-
すうすっ くぇ そうさきぇすぇ.  
╆ぇ こなさゃう こなす けす ゅけょうくう くぇ-

しぇき ゃ しゃっすかうくう ゅさっえくぇ う さぇ-
えけくなす けす ちっくすさぇかくうは こけさすぇか 
ょけ くぇょかっいぇ いぇ „┿さしっくぇか”.  
]ゃっすっとう おけかっょくう そうゅせさう しぇ 
こけしすぇゃっくう くぇ 20 すっかぇ. 〉おさぇ-
しぇすぇ っ いぇおせこっくぇ けす そうさきぇすぇ 
しこっちうぇかくけ, おぇすけ しなこさうつぇしす-
くけしす おなき けぉはゃっくぇすぇ けす おきっすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ うくうちうぇすうゃぇ „╉けかっょぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお”. 
„┿さしっくぇか” しすぇくぇ っょくぇ けす 

こなさゃうすっ そうさきう, けすおかうおくぇかう 
くぇ おきっすしおうは こさういうゃ. ╄そっおす-
くけすけ けしゃっすかっくうっ, しないょぇゃぇとけ 
すけこかけ せしっとぇくっ いぇ うょゃぇとうすっ 
こさぇいくうちう,  ぉっ こけしすぇゃっくけ し 
こけきけとすぇ くぇ さぇぉけすっとう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. 
                                                〈┿

] ╉けかっょくぇ さぇぉけすうかくうちぇ きぇかつせゅぇくうすっ けす ╃╂ “╀せさぇすうくけ” こさう “┿さしっくぇか” こけおぇくうたぇ ╃はょけ 
╉けかっょぇ くぇ こけしっとっくうっ こさう すはた すぇいう しっょきうちぇ. ╃っちぇすぇ ういさぇぉけすゃぇたぇ たぇさすうっくう おけかっょくう 
しせゃっくうさう し けぉさぇいぇ くぇ ぉっかけぉさぇょうは しすぇさっち. ╁ せしなさょうっすけ っくすせしうぇいうさぇくけ しっ ゃおかのつうたぇ う 
さけょうすっかうすっ, おけうすけ うきぇたぇ ゃぇあくぇすぇ う けすゅけゃけさくぇ さけかは こけ ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ おけかっょくうすっ しせさ-
ゃぇつおう. ╉さぇえくうはす さっいせかすぇす けす おけかっおすうゃくけすけ しすぇさぇくうっ ぉっ こけゃっつっ けす こさっおさぇしっく. ╄きけちうう, 
せしきうゃおう, こっしくう う しすうたつっすぇ ょけこなかゃぇたぇ こさっょおけかっょくけすけ くぇしすさけっくうっ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇ-
ゃぇつくうちぇ.

〈┿

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく
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- ┿ せしこはたすっ かう こさっい すぇいう 

ゅけょうくぇ ょぇ いぇゃけのゃぇすっ 
くけゃう こぇいぇさう, くけゃう くうてう, 
おなょっすけ ょけ しっゅぇ „┿さしっくぇか” 
くっ っ しすなこゃぇか?
╃ぇ, うきぇきっ う くけゃう こぇいぇさう 

こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, きぇおぇさ いぇ
しっゅぇ ょぇ くっ しぇ おけえ いくぇっ おけかおけ 
ゅけかっきう, くけ すぇおぇ うかう うくぇつっ - 
し くぇょっあょう いぇ さぇいゃうすうっ こさっい 
しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう. ‶け けす
くけてっくうっ くぇ すなさゅけゃしおぇすぇ くう 
こけかうすうおぇ しきっ けこすうきうしすう いぇ 
2012 ゅけょうくぇ. 

- ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ╁う うく
ゃっしすうちうは - くけゃうはす ちった ゃ 
╆ぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか” かう 
ぉっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ? 
 ′っ しぇきけ. 〈けゃぇ くぇうしすうくぇ ぉっ 

きくけゅけ ゅけかはきぇ うくゃっしすうちうは. 
′け うきぇ う ょさせゅぇ, しなとけ きくけゅけ 
ゅけかはきぇ うくゃっしすうちうは, ゃ けぉけ
させょゃぇくっ, おけっすけ いぇおせこうたきっ 
こさっい きっしっち くけっきゃさう すぇいう 
ゅけょうくぇ – ゅけかはきけ おけかうつっ
しすゃけ ゃうしけおけこさけういゃけょうすっかくけ 
けぉけさせょゃぇくっ, しうしすっきう いぇ せこ
さぇゃかっくうっ, さぇいかうつくう ゃうょけゃっ 
きぇてうくう, ぉけさゃっさゅっさう, けぉさぇ
ぉけすゃぇとう ちっくすさう , ゅけかはきけ ゅぇ
ぉぇさうすくけ けぉけさせょゃぇくっ. ╇ょっはすぇ 
っ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう  ょけ ゅけかは
きぇ しすっこっく う ょぇ しっ こけょけぉさう 
さぇぉけすぇすぇ ゃ きぇてうくけしすさけうすっか
くうは くう いぇゃけょ, ゃ うくしすさせきっく
すぇかくうは いぇゃけょ, ゃ けさなあっえくうは 
いぇゃけょ う  くぇ ょさせゅう ゃないかけゃう 
きっしすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╀うた おぇ
いぇか, つっ すけゃぇ しなとけ っ っょくぇ 
きくけゅけ ゅけかはきぇ うくゃっしすうちうは, 
おぇすけ こぇさぇきっすさう ょけさう きくけゅけ 
こけ-ゅけかはき けす ゃかけあっくけすけ いぇ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ きけょっさくうは 
ちった ゃ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ. 
‶さっい ゅけょうくぇすぇ ゃかけあうたきっ う 
ょけしすぇ うくゃっしすうちうう いぇ こけょけ
ぉさはゃぇくっ  くぇ っおけかけゅうはすぇ ゃ 
さぇえけくぇ くぇ そうさきぇすぇ, おぇすけ 
いぇおさうたきっ しすぇさけすけ しきっすうとっ 
う ういこなかくうたきっ ういうしおゃぇくうはすぇ 
くぇ ╋¨]╁ いぇ さっおせかすうゃうさぇくっ 
くぇ しきっすうとっすけ, おけっすけ ぉっ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈っいう うくゃっしすうちうう 
くうおぇお くっ しぇ きぇかおう. ]すぇゃぇ 
ゃなこさけし いぇ きくけゅけ きうかうけくう. 

- 〈ぇいう ゅけょうくぇ ぉっ う ゅけょう
くぇ, ゃぇあくぇ いぇ „┿さしっくぇか” 
こけ けすくけてっくうっ くぇ こさけきは
くぇすぇ くぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ. 
╉ぇお すぇいう こさけきはくぇ とっ しっ 
けすさぇいう くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
そうさきぇすぇ う くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ くっは こさっい くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ, 
ぇ う いぇ ゃ ぉなょっとっ? 

╃ぇ,  ゃ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
ぉっ かうおゃうょうさぇくぇ っょくぇ うおけくけ
きうつっしおぇ ょうしたぇさきけくうは, っょうく 
こさけういゃけょしすゃっく う うおけくけきう
つっしおう ぇくぇたさけくういなき こけ けす
くけてっくうっ くぇ きうくけさうすぇさくけすけ 
せつぇしすうっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ ゃ „┿さ
しっくぇか”.  ╉ぇおすけ っ ういゃっしすくけ, 

すは くっ くう こけきぇゅぇ ゃ くうおぇおなゃ 
しかせつぇえ, くけ しかぇゃぇ ぉけゅせ, くっ くう 
う こさうつってっ. ′け しぇきうはす そぇおす, 
つっ くぇかうつうっすけ くぇ ょなさあぇゃくう 
ぇおちうう ゃ こさっょこさうはすうっすけ くっ 
くう こけいゃけかはゃぇてっ ょぇ せつぇしす
ゃぇきっ ゃ くうおぇおゃう こさけっおすう う 
こさけゅさぇきう, そうくぇくしうさぇくう こけ 
かうくうは くぇ ╄], くう こけしすぇゃはてっ 
ゃ すゃなさょっ くっさぇゃくけしすけえくけ こけ
かけあっくうっ しこさはきけ ょさせゅう そうさ
きう, おけうすけ しぇ 100% つぇしすくう. ╁  
しなとうは きけきっくす ゃしうつおう こさぇゃう
すっかしすゃぇ ぇゅうすうさぇす そうさきっくうすっ 
さなおけゃけょしすゃぇ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ すっいう しさっょ
しすゃぇ けす っゃさけこっえしおうすっ こさけ

ゅさぇきう, くけ くうっ ゃ „┿さしっくぇか”,  
おなょっすけ うきぇたきっ うょっぇかくけ さぇい
さぇぉけすっくう こさけっおすう, し ゃかけあっ
くう しさっょしすゃぇ いぇ すはたくぇすぇ さぇい
さぇぉけすおぇ,  しっ けおぇいゃぇてっ, つっ くっ 
きけあっき ょぇ せつぇしすゃぇきっ いぇ すっいう  
っゃさけこっえしおう こぇさう, いぇとけすけ 
うきぇ おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう 
しなし しぇきぇすぇ ょなさあぇゃぇ, いぇさぇ
ょう くぇかうつうっすけ くぇ きうくけさうすぇ
さっく ょはか ゃ しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ. ]かぇゃぇ ぉけゅせ, すけいう 
ぇくぇたさけくういなき ゃっつっ っ こさっけ
ょけかはく し こさうゃぇすういぇちうはすぇ くぇ 
ょなさあぇゃくうは ょはか  ゃ „┿さしっくぇか” 
う ゃ きけきっくすぇ ゃっつっ „┿さしっくぇか” 
っ 100%  つぇしすくけ こさっょこさうは
すうっ. ′ぇょはゃぇきっ しっ, つっ すけいう 
そぇおす とっ ょぇょっ  しゃけっすけ さっぇかくけ 
う こけいうすうゃくけ けすさぇあっくうっ こさっい 
しかっょゃぇとうすっ 1-2 ゅけょうくう う くぇ
すぇすなお. 

- ╁  すけいう しきうしなか おぇおゃけ 
ょぇ けつぇおゃぇす さぇぉけすっとうすっ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ,  ゃ ゅさぇょぇ う 
さぇえけくぇ けす „┿さしっくぇか”? ╁しっ 
こぇお,  すけゃぇ っ くぇえ-ゅけかはきけ
すけ こさっょこさうはすうっ ゃ さぇえけくぇ. 
╉ぇおゃぇ とっ ぉなょっ しかっょゃぇとぇ
すぇ ゅけょうくぇ いぇ  けさなあっえくう

ちぇすぇ こさっい ╁ぇてうすっ けつう? 
┿い しなき ぉうか ゃうくぇゅう けこすう

きうしす. ]かっょゃぇとぇすぇ 2012 
ゅけょうくぇ しっ けつっさすぇゃぇ  おぇすけ 
こけ-すさせょくぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し 
2011-すぇ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, くぇ
うしすうくぇ しゃっすけゃくぇすぇ おさういぇ しっ 
けすさぇいはゃぇ しなし しゃけうすっ  くっゅぇすう
ゃう う ゃなさたせ くぇし, きぇおぇさ う し うい
ゃっしすくけ いぇおなしくっくうっ. ╁うくぇゅう  
おさういぇすぇ しっ けすさぇいはゃぇ ゃなさたせ 
けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは し 
くはおぇおゃけ いぇおなしくっくうっ こけさぇょう 
すけゃぇ, つっ おさぇえくうすっ くう おせこせ
ゃぇつう ゃうくぇゅう しぇ ぉのょあっすくう 
けさゅぇくういぇちうう う すっ こかぇくうさぇす 
ぉのょあっすうすっ しう ゃっょくなあ ゃ ゅけ

ょうくぇすぇ. ]かっょ すけゃぇ くっ しっ こさぇ
ゃはす おけさっおちうう. 〈ぇおぇ つっ, おぇすけ 
くぇしすなこう おさういぇ, おぇすぇおかういなき 
うかう くっとけ けす すけいう さけょ, っょゃぇ 
しかっょ ゅけょうくぇ, ゅけょうくぇ う こけかけ
ゃうくぇ  こさう くぇし すけゃぇ しっ けすさぇ
いはゃぇ さっぇかくけ. 
¨つぇおゃぇき 2012 ゅけょうくぇ おぇすけ 

こけ-すさせょくぇ. ′け しなき う けこすう
きうしす, うきぇき ゃはさぇ, つっ とっ せし
こっっき ょぇ しっ しこさぇゃうき – すぇおぇ, 
おぇおすけ しきっ しっ しこさぇゃはかう ゃ 
こさっょうてくう   おさういうしくう こっさう
けょう. 〈けゃぇ とっ っ すぇおぇ, いぇとけ
すけ いぇょ ゅなさぉぇ きう しすけう っょうく 
ょけぉなさ きっくうょあなさしおう おけかっお
すうゃ, いぇょ きっく しぇ こさっおさぇしくう
すっ さぇぉけすくうちう くぇ „┿さしっくぇか”, 
さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ いゃっくぇ. 
[ぇいぉうさぇ しっ, つっ とっ くぇかけあう 
けとっ ゃっょくなあ ょぇ うきぇ しすはゅぇくっ 
くぇ おけかぇくうすっ, しすはゅぇくっ くぇ ょうし
ちうこかうくぇすぇ.  】っ うきぇ きけあっ ぉう 
う くはおぇおゃぇ しかぇぉぇ  けこすうきういぇ
ちうは くぇ しなしすぇゃぇ - ゃっさけはすくけ けす 
ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ こけょけぉさはゃぇ
くっ くぇ こさけういゃけょうすっかくけしすすぇ 
くぇ すさせょぇ こさっょう ゃしうつおけ.  ╇い
ゃっしすっく そぇおす っ, つっ こけゃうてぇゃぇ
くっすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しかっょゃぇ こけゃうてぇ

ゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょうすっかくけし
すすぇ くぇ すさせょぇ, ぇ くっ けぉさぇすくけ. 
╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ くうっ とっ 
こけょたさぇくゃぇきっ しぇきけ うくそかぇちう
はすぇ う  くうとけ こけゃっつっ. 〈ぇおぇ つっ 
くうっ, おぇすけ っょくけ ょうしちうこかうくう
さぇくけ こさっょこさうはすうっ,  おぇおすけ ゃ 
こさけういゃけょしすゃっく,  すぇおぇ う ゃなゃ 
そうくぇくしけゃ, こかぇく とっ しかっょ
ゃぇきっ しゃっすけゃくうすっ  うおけくけ
きうつっしおう こさぇゃうかぇ, おけうすけ しぇ 
くっせきけかうきう  う ょっえしすゃぇす くぇ
ゃしはおなょっ, くっいぇゃうしうきけ けす こけ
かうすうつっしおけすけ せしすさけえしすゃけ くぇ 
ょぇょっくぇ ょなさあぇゃぇ. ╁ すけいう しきう
しなか ぇい けつぇおゃぇき 2012 ゅけょうくぇ 
ょぇ ぉなょっ こけ-すさせょくぇ う すけゃぇ しっ 

ゃうあょぇ けとっ けす しっゅぇ, くけ しっ う 
くぇょはゃぇき, つっ とっ せしこっっき ょぇ 
こさっけょけかっっき う すぇいう すさせょくけしす. 

- ╇ょゃぇとぇすぇ 2012 ゅけょうくぇ 
っ う ゃうしけおけしくぇ, し っょうく ょっく  
こけゃっつっ. ╁ すけいう しきうしなか ゃ 
かうつっく こかぇく ょっくはす ゃ こけゃっ
つっ いぇ おぇおゃけ とっ ゅけ ういこけかい
ゃぇすっ? 
╆ぇ さぇぉけすぇ. ╃っく ゃ こけゃっつっ 

いぇ さぇぉけすぇ. ′はきぇ ょさせゅ てぇくし. 
‶さう くぇし ゃ „┿さしっくぇか” ちはかけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ とっ さぇぉけすう. ╆ぇ 
くぇし くはきぇ ょっく, くはきぇ こけつうゃおぇ: 
とけき すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう, 
ゃしうつおう さぇぉけすはす, くっいぇゃうしう
きけ ょくうすっ こけつうゃくう かう しぇ うかう 
さぇぉけすくう. ╁うしけおけしくぇ うかう くっ
ゃうしけおけしくぇ ゅけょうくぇ, くはきぇ いくぇ
つっくうっ: こさう くぇし さぇぉけすくうはす 
ょっく こさけょなかあぇゃぇ, ょけおぇすけ しっ 
しゃなさてぇす いぇょぇつうすっ. ′はきぇきっ 
かうきうす くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ, ゃ 
しきうしなか さぇぉけすう しっ ょけ 17 つáしぇ 
– しすぇゃぇ ょせきぇ しこっちうぇかくけ いぇ 
きっくうょあなさしおうは おけかっおすうゃ, いぇ 
さぇぉけすっとうすっ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっお
ちうは, ゃ ょうさっおちううすっ こけ いぇゃけ
ょう, いぇ ょうさっおすけさうすっ う ょさせ
ゅうすっ けすゅけゃけさくう おぇょさう. ╃けさう 

しっゅぇ, ゃなこさっおう つっ すさぇょうちうけく
くけ けす きくけゅけ ゅけょうくう いぇ しなしすぇ
ゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ けつっさすぇゃぇ 
っょくぇ こけ-ゅけかはきぇ おけかっょくけ-くけ
ゃけゅけょうてくぇ ゃぇおぇくちうは, すっいう 
ょくう しなゅかぇしくけ いぇおけくぇ ゃっつっ 
ゅう けすさぇぉけすゃぇきっ ゃ しなぉけすう
すっ, いぇ ょぇ しっ こけかせつう こけおさぇえ 
╉けかっょぇ っょくぇ こけ-しっさうけいくぇ 
こけつうゃおぇ, ゃおかのつうすっかくけ ょけ 
8-きう はくせぇさう. ′け すけゃぇ くっ けい
くぇつぇゃぇ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ, つっ 
きっくうょあなさしおうはす っおうこ くはきぇ 
ょぇ さぇぉけすう, くうとけ つっ う しっゅぇ 
さぇぉけすうき ゃ しなぉけすうすっ. 〈けゃぇ っ 
すぇおぇ, いぇとけすけ おかうっくすうすっ くう 
けす つせあぉうくぇ くっ こさういくぇゃぇす くぇ
てうすっ こさぇいくうちう, ぇ  う くっきぇか
おぇ つぇしす けす すはた しぇ ょなさあぇゃう 
し ょさせゅぇ さっかうゅうは, おなょっすけ くっ 
ゅう ゃなかくせゃぇす たさうしすうはくしおうすっ 
こさぇいくうちう. ╁ しなとうは きけきっくす 
くぇし くう ゃなかくせゃぇす こさけういゃけょ
しすゃぇすぇ, こさけょぇあぉうすっ.  ╁ すけいう 
しきうしなか くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ うきぇ 
う つぇしす けす さぇぉけすくうつっしおうは おけ
かっおすうゃ, おけえすけ  うきぇ ょぇ ういこなか
くはゃぇ  いぇょぇつう, ょぇ こさけょなかあう 
ょぇ さぇぉけすう  う ゃ すっいう ょくう. 〈ぇおぇ 
っ ゃ „┿さしっくぇか”- すせお しっ さぇぉけすう, 
いぇ ょぇ しっ ういこなかくはす いぇょぇつうすっ ゃ 
しさけお. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ  くう
おけえ くっ くう こさけとぇゃぇ いぇおなしくっ
くうはすぇ. ╆ぇおなしくっくうはすぇ しすさせゃぇす 
こぇさう, おけうすけ くうっ こかぇとぇきっ. ╁ 
くぇてうは ぉさぇくて けそうちうぇかくぇすぇ 
ゃっさうゅぇ っ きくけゅけ しっさうけいくぇ う 
ぉぇかぇくしうさぇくぇ う ゃしはおけ  いぇおなし
くっくうっ っ こぇゅせぉくけ. 〈ぇおぇ つっ, とっ 
さぇぉけすうき.

- ╋くけゅけ „さぇぉけすぇ” うきぇてっ 
ゃ すけゃぇ うくすっさゃの ゅ-く ╇ぉせ
てっゃ. ‶けあっかぇえすっ しう  くっとけ  
ゃ かうつっく こかぇく. ╉ぇおゃぇ けつ
ぇおゃぇすっ  ょぇ っ ゃぇてぇすぇ かうつ
くぇ 2012 ゅけょうくぇ? ╇かう こけくっ 
おぇおゃぇ うしおぇすっ ょぇ ぉなょっ?

2012  ゅけょうくぇ うしおぇき ょぇ ぉなょっ 
せしこってくぇ いぇ „┿さしっくぇか”. 〉し
こってくぇ かう っ いぇ „┿さしっくぇか”, すけ 
すは っ せしこってくぇ う いぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ.  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
しっ っ „けあっくうか” いぇ „┿さしっくぇか” 
. ╁ こけょけぉくぇ しうすせぇちうは くっ しなき 
しぇきけ ぇい, ぇ う きけうすっ おけかっゅう. 
╆ぇすけゃぇ きうしかは, つっ せしこったなす 
くぇ „┿さしっくぇか” っ う くぇて かうつっく 
せしこった, くぇ こなさゃけ きはしすけ.  [ぇい
ぉうさぇ しっ, つっ すけいう せしこった きけあっ 
ょぇ ぉなょっ しなこさけゃけょっく しぇきけ う 
っょうくしすゃっくけ こさう くぇかうつうっ くぇ 
ょけぉさけ いょさぇゃっ. 】け しっ けすくぇしは 
ょけ さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ 
おけかっおすうゃぇ, おけえすけ さなおけゃけょは, 
すけ くっ しっ しなきくはゃぇき ゃ くっゅけ. ╆ぇ
すけゃぇ しう こけあっかぇゃぇき たけさぇすぇ ょぇ 
しぇ いょさぇゃう, しっきっえしすゃぇすぇ うき 
ょぇ しぇ いょさぇゃう, ょぇ くはきぇす ょさせゅう 
ょっさすけゃっ. ′っおぇ ょっさすけゃっすっ くぇ 
„┿さしっくぇか” ょぇ すっあぇす しぇきけ くぇ 
くぇてうすっ さぇきっくっ.   ′ぇ しっぉっ しう 
こけあっかぇゃぇき こさっい しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” ょぇ っ っょうく
しすゃっくぇすぇ きう ゅさうあぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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‶けしかっょくけすけ いぇ ゅけょう-
くぇすぇ ういかけあっくうっ,  くぇ 
おけっすけ こさっょしすぇゃう しゃけは 
こさけょせおちうは „┿さしっくぇか”, 
ぉってっ ゃ ╉せゃっえす けす 12 
ょけ 14 ょっおっきゃさう.
╀はたぇ こさっょしすぇゃっくう 

ぉかういけ 70 ういかけあぉっ-
くう っょうくうちう: 9た19きき  
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, 
さなつくぇ う こったけすくぇ おぇさ-
すっつくうちう, ゅさぇくぇすけきっすう 
- こけょちっゃくう, しぇきけしすけ-
はすっかっく, きくけゅけいぇさはょっく 
う さなつっく こさけすうゃけすぇく-
おけゃ ゅさぇくぇすけきっす; さなつ-
くう ゅさぇくぇすう – いゃせおけ-
ゃけ-しゃっすかうくくう, ょうきくう, 
すっさきけぉぇさうつくぇ, けすぉさぇ-
くうすっかくう, くぇこぇょぇすっか-
くう, こさぇおすうつっしおう; 

30きき, 40きき う 40た46きき  ゅさぇ
くぇすけきっすくう ういしすさっかう – さぇいかうつくう 
こけ ゃうょ う こさっょくぇいくぇつっくうっ; うい
しすさっかう いぇ さなつっく こさけすうゃけすぇくおけゃ 
ゅさぇくぇすけきっす, きぇかけおぇかうぉさっくう 
う ぇさすうかっさうえしおう ぉけっこさうこぇしう, 
ゃいさうゃぇすっかう.
′ぇてう こさっょしすぇゃうすっかう ゃ ╉せゃっえす 

ぉはたぇ 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 2000” 》さうしすけ ╇ぉせ
てっゃ う ╇ゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす ¨すょっか 
„╀ういくっし さぇいゃうすうっ“.
╇いかけあっくうっすけ っ こさけゃっょっくけ こけょ 

こぇすさけくぇあぇ くぇ 【っえた ╃あぇぉっさ ┿か 
╋せぉぇさぇお ┿か-》ぇきぇょ ┿か-]ぇぉぇた - 
ぉうゃて きうくうしすなさ くぇ けすぉさぇくぇすぇ 

う くぇしすけはと きうくうしすなさ こさっょしっょぇ
すっか くぇ ╉せゃっえす, けさゅぇくういうさぇくけ 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 う 
ぇきっさうおぇくしおぇすぇ そうさきぇ TNT. 〈けゃぇ 
っ こなさゃけ ういかけあっくうっ くぇ けすぉさぇくう
すっかくぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう ゃ 
╉せゃっえす. ╁ くっゅけ ぉはたぇ こさっょしすぇゃっ
くう てうさけおけけぉたゃぇすくう すったくけかけゅうう 
けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは くぇ 
105 そうさきう けす 20 ょなさあぇゃう おぇすけ 
╉ぇくぇょぇ, 《さぇくちうは, ╂っさきぇくうは, 
╇すぇかうは, ╁っかうおけぉさうすぇくうは, ]┿】 
う ょさ.
]こけさっょ けさゅぇくういぇすけさうすっ, うい

かけあっくうっすけ っ こけおさうかけ すったくうすっ 

けつぇおゃぇくうは う こかぇくうさぇす すけ ょぇ しっ 
さぇいさぇしくっ う ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ. ]ゃけう
すっ くぇきっさっくうは けさゅぇくういぇすけさうすっ 
しぇ いぇはゃうかう くぇ しこっちうぇかくけ こけょ
ゅけすゃっくぇ おけくそっさっくちうは こけ ゃさっきっ 
くぇ ういかけあっくうっすけ.
‶なさゃうはす けすいうゃ いぇ こさっょしすぇゃは

くっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ GDA 2011 
ゃ ╉せゃっえす っ けとっ くぇ 15 ょっおっき
ゃさう ゃ ぇゃすけさうすっすくうは ぇさぇぉしおう 
っあっょくっゃくうお Al WATAN DAILY, 
こせぉかうおせゃぇか うくすっさゃの し 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ う けこさっょっかうか そうさきぇすぇ 
おぇすけ „そうさきぇ し すさぇょうちうう, すったくけ
かけゅうつくう ゃないきけあくけしすう う ゃうしけおけ

おぇつっしすゃっくぇ こさけょせおちうは, しっさすう
そうちうさぇくぇ けす ′┿〈  ̈ う こけいくぇすぇ 
くぇ しゃっすけゃくうは こぇいぇさ”.
╉なき とぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか” っ 

うきぇかけ ういおかのつうすっかくけ ゅけかはき 
うくすっさっし けす きくけゅけ ょなさあぇゃう, 
こさっょゃぇさうすっかくけ こけおぇくっくう ょぇ 
さぇいゅかっょぇす くぇてぇすぇ こさけょせおちうは, 
けす かうちっくいうさぇくう すなさゅけゃちう くぇ 
しすけおう しなし しこっちうぇかくけ こさっょくぇい
くぇつっくうっ, こけすっくちうぇかくう おかうっく
すう, きっょうう. 
╁ すけゃぇ ういかけあっくうっ いぇ こなさゃう 

こなす ぉってっ こさうかけあっく くけゃ きぇさ
おっすうくゅけゃ きっすけょ, おけえすけ, しこけさっょ 

くぇてうすっ こさっょしすぇゃうすっかう, っ ぉうか 
せしこってっく う しっ くぇょはゃぇす ょぇ ょぇょっ 
けつぇおゃぇくう さっいせかすぇすう. ╆ぇ „┿さしっ
くぇか” ういかけあっくうっすけ ゃ ╀かういおうは 
ういすけお っ けす けしけぉっくけ ゅけかはきけ いくぇ
つっくうっ, いぇとけすけ ゃ すけいう さぇえけく ゃしっ 
けとっ うきぇ くっいぇっすう こぇいぇさくう くうてう, 
ぇ ちっかすぇ くぇ ゃしはおぇ ぇゃすけさうすっすくぇ 
そうさきぇ, おぇおゃぇすけ っ „┿さしっくぇか”, 
っ しすなこぇくっすけ くぇ くけゃう こぇいぇさう う 
さぇいてうさはゃぇくっ くぇ すなさゅけゃしおぇすぇ 
ょっえくけしす. 
┿くぇかういうすっ, さぇゃくけしきっすおうすっ う 

こかぇくけゃっすっ こさっょしすけはす.
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

  ぉなかゅぇさしおう おくうゅう, ょぇさ けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ
くぇか”, こなすせゃぇす ゃっつっ いぇ ぇきっさうおぇくしおうは ゅさぇょ ╀けしすなく, おぇすけ つぇしす 
けす  うくうちうぇすうゃぇすぇ „╃ぇ しなたさぇくうき ぉなかゅぇさしおけすけ”.
『っかすぇ すぇいう ゅけょうくぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ ぉっ こけょぇさはゃぇくっ くぇ おくうゅう 

くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ  おせかすせさくう ちっくすさけゃっ う  ちなさおゃう ゃ ┿きっさうおぇ う 
╉ぇくぇょぇ, おぇすけ うょっはすぇ っ すっいう おくうゅう ょぇ しすうゅくぇす ょけ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ょうぇしこけさぇ すぇき. 
╃ぇさっくうすっ おくうゅう けす „┿さしっくぇか”- けしくけゃくけ おかぇしうおぇ う ょっすしおぇ 

かうすっさぇすせさぇ, とっ しすうゅくぇす  ょけ ╀けしすなくしおうは おせかすせさっく ちっくすなさ し 
こけきけとすぇ う こけしさっょくうつっしすゃけすけ くぇ ╄かっくぇ ╇ぉせてっゃぇ - ょなとっさは 
くぇ ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
 ╁けかはすぇ くぇ ょぇさうすっかは っ おくうゅうすっ, いぇおせこっくう けす けさなあっえくうちぇ

すぇ, ょぇ けすうょぇす こさう ゃすけさぇすぇ こけ ゅけかっきうくぇ ぉなかゅぇさしおぇ おけかけくうは 
ゃ ┿きっさうおぇ, おぇおゃぇすけ っ すぇいう ゃ ╀けしすなく. 〈ぇき, こけ こけしかっょくぇ うく
そけさきぇちうは, あうゃっはす くぇょ 7 たうかはょう ぉなかゅぇさう. ‶さっょう しっょきうちぇ, 
ゃっつっ けおけきこかっおすけゃぇくう, おくうゅうすっ  けすこなすせゃぇたぇ いぇ ]┿】, おなょっすけ 
しっ けつぇおゃぇ ょぇ こさうしすうゅくぇす くぇゃさなた  ′けゃぇ ゅけょうくぇ.
╃ぇさっくうっすけ ぉっ くぇこさぇゃっくけ 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 う し こけょおさっこぇすぇ くぇ ぉうぉかうけ
すっおぇさおぇすぇ ╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ う ╉′]╀. ¨ぉさぇぉけすおぇすぇ, けこうしゃぇくっすけ 
う ういこさぇとぇくっすけ くぇ こけかせつっくぇすぇ おぇすけ ょぇさっくうっ かうすっさぇすせさぇ しっ 
ういゃなさてう けす しこっちうぇかうしすう けす ′ぇさけょくけ つうすぇかうとっ „╁ないさけょっくぇ 
╇しおさぇ-2000”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う ╇くすっかっおすせぇかっく ちっくすなさ „〈さぇ
おかうくお”, ゅさ. ‶かけゃょうゃ. 
[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ ょぇさう おくうゅう けす ぉなかゅぇさしおう 

ぇゃすけさう う くぇ ¨ぉとうくしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ”. ╉くうゅうすっ しぇ くぇ 
ういょぇすっかしすゃけ „╆ぇたぇさう ]すけはくけゃ” う しぇ くぇ しすけえくけしす 500 かゃ. ╃ぇ
さっくうっすけ ぉっ こさうっすけ し ゅけかはきぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす けす ょうさっおすけさぇ くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇすぇ ┿くくぇ ╉けあせたぇさけゃぇ.

〈┿

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ おけかっょくうすっ う くけゃけゅけょうてくう こさぇいくうちう たせ
ょけあっしすゃっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか” こけこなかくう そけくょぇ 

しう し 25 くけゃう おくうゅう けす ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけさう くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╆. 
]すけはくけゃ” – いぇぉっかっあうすっかくう しなし しゃけっすけ けそけさきかっくうっ う こさっ
ちういくけ こけょぉさぇくう いぇゅかぇゃうは. 『っくうすっかうすっ くぇ くぇてぇすぇ おかぇしうおぇ う 
くぇ しなゃさっきっくくうすっ ぇゃすけさう けすくけゃけ とっ しっ ょけおけしくぇす ょけ くっこけゃ
すけさうきうすっ すゃけさぉう くぇ 》さ. ╀けすっゃ, ╇ゃ. ╁ぇいけゃ, ╊. ╉ぇさぇゃっかけゃ, ┿か. 
╉けくしすぇくすうくけゃ, ‶っくつけ ]かぇゃっえおけゃ, ╄かうく ‶っかうく, ╈. ╈けゃおけゃ, ╃. 
╃うきけゃ, ╃. 〈ぇかっゃ, ╄き. ]すぇくっゃ う 》さ. 《けすっゃ す.く. ] ゅけかはきけ せょけ
ゃかっすゃけさっくうっ すさはぉゃぇ ょぇ けすぉっかっあうき そぇおすぇ, つっ こけょっすけすけ ゃ こけ
しかっょくうすっ きっしっちう ょゃうあっくうっ いぇ ゃないさぇあょぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
ぉうぉかうけすっおう くぇきっさう しゃけっすけ けすさぇあっくうっ う ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ こけ
すゃなさあょっくうっ くぇ すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ ょけぉぇゃうき, つっ そけくょなす くぇ たせょけ
あっしすゃっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ とっ しっ けぉけゅぇすう し 12-すけきくぇすぇ „╂けかは
きぇ っくちうおかけこっょうは ╀なかゅぇさうは”. ╊せおしけいくうすっ ういょぇくうは しなょなさあぇす 
くぇょ 12 500 しすぇすうう, たうかはょう うかのしすさぇちうう, おぇさすう, ょうぇゅさぇきう, 
くぇょ 4 800 しすさぇくうちう しこさぇゃけつくぇ うくそけさきぇちうは いぇ ゃしうつおう けぉかぇ
しすう くぇ いくぇくうっすけ, いぇ ゃしうつおう いくぇつうきう しなぉうすうは う かうつくけしすう. ╆ぇ
おせこせゃぇくっすけ くぇ すぇいう せくうおぇかくぇ っくちうおかけこっょうは しっ けしなとっしすゃはゃぇ 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ しなょっえしすゃうっすけ う うしおさっくぇすぇ しなこさうつぇしすくけしす 
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.

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ
╀うぉかうけすっおぇさ

〈ったくうつっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ くぇ „┿さしっくぇか” こけかせつう くぇえ-ゅけ
かはきけすけ ょぇさっくうっ けす 295 すけきぇ すったくうつっしおぇ かうすっさぇすせさぇ. 

╃ぇさっくうっすけ ぉってっ くぇこさぇゃっくけ けす ゅ-く ╆ょさぇゃおけ ╃さっくつっゃ, おなき 
おけゅけすけ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う かうつくけ ういこなかくうすっかくう
はす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ けすこさぇゃうたぇ うしおさっくうすっ しう ぉかぇ
ゅけょぇさくけしすう. ‶け しなょなさあぇくうっ おくうゅうすっ けぉたゃぇとぇす さぇいかうつくう 
しそっさう けす けぉかぇしすすぇ くぇ すったくうおぇすぇ. ] すはた とっ ぉなょぇす ょけこなかくっくう 
しなけすゃっすくうすっ さぇいょっかう けす そけくょぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ いぇ すったくうつっ
しおぇ かうすっさぇすせさぇ, おぇすけ たうょさぇゃかうおぇ う こくっゃきぇすうおぇ, きぇてうくくう 

っかっきっくすう う きったぇくういきう, っかっおすさけすったくうおぇ う っかっおすさけこさけゃけょ, 
ぇゃすけきぇすういぇちうは う ぇゃすけきぇすうつくけ さっゅせかうさぇくっ う せこさぇゃかっくうっ, 
ゅぇかゃぇくけすったくうおぇ, こかぇしすきぇしう, きったぇくうおぇ, きぇすっきぇすうおぇ う ょさ.  
╀うぉかうけすっおぇすぇ とっ こさっょけしすぇゃう くぇ しゃけうすっ つうすぇすっかう いぇ こけかいゃぇ
くっ すけゃぇ くぇうしすうくぇ ちっくくけ う くっけぉたけょうきけ いぇ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
くぇ しこっちうぇかうしすうすっ, いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ くけゃうすっ おぇょさう う こさけうい
ゃけょしすゃっくうすっ ょっえくけしすう くぇ そうさきぇすぇ ょぇさっくうっ. 
]ゃっすかぇくぇ ╉ぇょうっゃぇ – ょなかゅけゅけょうてっく ぉうぉかうけすっおぇさ ゃ 〈ったくう

つっしおぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ, しなとけ ういおぇいゃぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ゅ-く 
╆ょさぇゃおけ ╃さっくつっゃ いぇ くぇこさぇゃっくけすけ ょぇさっくうっ, おけっすけ せゃっかうつぇゃぇ 
う ょけこなかゃぇ ぉうぉかうけすっつくうは そけくょ.

〈┿

] こうとくぇ  しゃっすっとぇ せおさぇしぇ こけしさっとぇ おけかっょくけ –くけゃけゅけょうて
くうすっ こさぇいくうちう おけかっおすうゃなす くぇ „┿さしっくぇか”. ]すけすうちう きっ

すさう しゃっすっとう ゅうさかはくょう う そうゅせさう ゅさっえくぇたぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
こさぇいくうちうすっ くぇ ちっくすさぇかくうは  ゃたけょ くぇ そうさきぇすぇ, おぇおすけ う ゃ さぇ
えけくぇ くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. ╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ぉっ せおさぇしっくけ う 

おけかっょくけ ょなさゃけ ゃ こぇさおぇ こさっょ 
そうさきっくうは きせいっえ. ]ゃっすっとぇすぇ 
せおさぇしぇ しないょぇゃぇ こさぇいくうつくけ 
くぇしすさけっくうっ いぇ さぇぉけすくうちうすっ 
う しかせあうすっかうすっ, さぇょゃぇ う ゅけし
すうすっ くぇ そうさきぇすぇ.  
╆ぇ こなさゃう こなす けす ゅけょうくう くぇ

しぇき ゃ しゃっすかうくう ゅさっえくぇ う さぇ
えけくなす けす ちっくすさぇかくうは こけさすぇか 
ょけ くぇょかっいぇ いぇ „┿さしっくぇか”.  
]ゃっすっとう おけかっょくう そうゅせさう しぇ 
こけしすぇゃっくう くぇ 20 すっかぇ. 〉おさぇ
しぇすぇ っ いぇおせこっくぇ けす そうさきぇすぇ 
しこっちうぇかくけ, おぇすけ しなこさうつぇしす
くけしす おなき けぉはゃっくぇすぇ けす おきっすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけは
くけゃぇ うくうちうぇすうゃぇ „╉けかっょぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお”. 
„┿さしっくぇか” しすぇくぇ っょくぇ けす 

こなさゃうすっ そうさきう, けすおかうおくぇかう 
くぇ おきっすしおうは こさういうゃ. ╄そっおす
くけすけ けしゃっすかっくうっ, しないょぇゃぇとけ 
すけこかけ せしっとぇくっ いぇ うょゃぇとうすっ 
こさぇいくうちう,  ぉっ こけしすぇゃっくけ し 
こけきけとすぇ くぇ さぇぉけすっとう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. 
                                                〈┿

] ╉けかっょくぇ さぇぉけすうかくうちぇ きぇかつせゅぇくうすっ けす ╃╂ “╀せさぇすうくけ” こさう “┿さしっくぇか” こけおぇくうたぇ ╃はょけ 
╉けかっょぇ くぇ こけしっとっくうっ こさう すはた すぇいう しっょきうちぇ. ╃っちぇすぇ ういさぇぉけすゃぇたぇ たぇさすうっくう おけかっょくう 
しせゃっくうさう し けぉさぇいぇ くぇ ぉっかけぉさぇょうは しすぇさっち. ╁ せしなさょうっすけ っくすせしうぇいうさぇくけ しっ ゃおかのつうたぇ う 
さけょうすっかうすっ, おけうすけ うきぇたぇ ゃぇあくぇすぇ う けすゅけゃけさくぇ さけかは こけ ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ おけかっょくうすっ しせさ
ゃぇつおう. ╉さぇえくうはす さっいせかすぇす けす おけかっおすうゃくけすけ しすぇさぇくうっ ぉっ こけゃっつっ けす こさっおさぇしっく. ╄きけちうう, 
せしきうゃおう, こっしくう う しすうたつっすぇ ょけこなかゃぇたぇ こさっょおけかっょくけすけ くぇしすさけっくうっ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇ
ゃぇつくうちぇ.

〈┿

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく
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- ┿ せしこはたすっ かう こさっい すぇいう 

ゅけょうくぇ ょぇ いぇゃけのゃぇすっ 
くけゃう こぇいぇさう, くけゃう くうてう, 
おなょっすけ ょけ しっゅぇ „┿さしっくぇか” 
くっ っ しすなこゃぇか?
╃ぇ, うきぇきっ う くけゃう こぇいぇさう 

こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, きぇおぇさ いぇ-
しっゅぇ ょぇ くっ しぇ おけえ いくぇっ おけかおけ 
ゅけかっきう, くけ すぇおぇ うかう うくぇつっ - 
し くぇょっあょう いぇ さぇいゃうすうっ こさっい 
しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう. ‶け けす-
くけてっくうっ くぇ すなさゅけゃしおぇすぇ くう 
こけかうすうおぇ しきっ けこすうきうしすう いぇ 
2012 ゅけょうくぇ. 

- ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ╁う うく-
ゃっしすうちうは - くけゃうはす ちった ゃ 
╆ぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか” かう 
ぉっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ? 
 ′っ しぇきけ. 〈けゃぇ くぇうしすうくぇ ぉっ 

きくけゅけ ゅけかはきぇ うくゃっしすうちうは. 
′け うきぇ う ょさせゅぇ, しなとけ きくけゅけ 
ゅけかはきぇ うくゃっしすうちうは, ゃ けぉけ-
させょゃぇくっ, おけっすけ いぇおせこうたきっ 
こさっい きっしっち くけっきゃさう すぇいう 
ゅけょうくぇ – ゅけかはきけ おけかうつっ-
しすゃけ ゃうしけおけこさけういゃけょうすっかくけ 
けぉけさせょゃぇくっ, しうしすっきう いぇ せこ-
さぇゃかっくうっ, さぇいかうつくう ゃうょけゃっ 
きぇてうくう, ぉけさゃっさゅっさう, けぉさぇ-
ぉけすゃぇとう ちっくすさう , ゅけかはきけ ゅぇ-
ぉぇさうすくけ けぉけさせょゃぇくっ. ╇ょっはすぇ 
っ ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう  ょけ ゅけかは-
きぇ しすっこっく う ょぇ しっ こけょけぉさう 
さぇぉけすぇすぇ ゃ きぇてうくけしすさけうすっか-
くうは くう いぇゃけょ, ゃ うくしすさせきっく-
すぇかくうは いぇゃけょ, ゃ けさなあっえくうは 
いぇゃけょ う  くぇ ょさせゅう ゃないかけゃう 
きっしすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╀うた おぇ-
いぇか, つっ すけゃぇ しなとけ っ っょくぇ 
きくけゅけ ゅけかはきぇ うくゃっしすうちうは, 
おぇすけ こぇさぇきっすさう ょけさう きくけゅけ 
こけ-ゅけかはき けす ゃかけあっくけすけ いぇ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ きけょっさくうは 
ちった ゃ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ. 
‶さっい ゅけょうくぇすぇ ゃかけあうたきっ う 
ょけしすぇ うくゃっしすうちうう いぇ こけょけ-
ぉさはゃぇくっ  くぇ っおけかけゅうはすぇ ゃ 
さぇえけくぇ くぇ そうさきぇすぇ, おぇすけ 
いぇおさうたきっ しすぇさけすけ しきっすうとっ 
う ういこなかくうたきっ ういうしおゃぇくうはすぇ 
くぇ ╋¨]╁ いぇ さっおせかすうゃうさぇくっ 
くぇ しきっすうとっすけ, おけっすけ ぉっ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈っいう うくゃっしすうちうう 
くうおぇお くっ しぇ きぇかおう. ]すぇゃぇ 
ゃなこさけし いぇ きくけゅけ きうかうけくう. 

- 〈ぇいう ゅけょうくぇ ぉっ う ゅけょう-
くぇ, ゃぇあくぇ いぇ „┿さしっくぇか” 
こけ けすくけてっくうっ くぇ こさけきは-
くぇすぇ くぇ しけぉしすゃっくけしすすぇ. 
╉ぇお すぇいう こさけきはくぇ とっ しっ 
けすさぇいう くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
そうさきぇすぇ う くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ くっは こさっい くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ, 
ぇ う いぇ ゃ ぉなょっとっ? 

╃ぇ,  ゃ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
ぉっ かうおゃうょうさぇくぇ っょくぇ うおけくけ-
きうつっしおぇ ょうしたぇさきけくうは, っょうく 
こさけういゃけょしすゃっく う うおけくけきう-
つっしおう ぇくぇたさけくういなき こけ けす-
くけてっくうっ くぇ きうくけさうすぇさくけすけ 
せつぇしすうっ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”.  ╉ぇおすけ っ ういゃっしすくけ, 

すは くっ くう こけきぇゅぇ ゃ くうおぇおなゃ 
しかせつぇえ, くけ しかぇゃぇ ぉけゅせ, くっ くう 
う こさうつってっ. ′け しぇきうはす そぇおす, 
つっ くぇかうつうっすけ くぇ ょなさあぇゃくう 
ぇおちうう ゃ こさっょこさうはすうっすけ くっ 
くう こけいゃけかはゃぇてっ ょぇ せつぇしす-
ゃぇきっ ゃ くうおぇおゃう こさけっおすう う 
こさけゅさぇきう, そうくぇくしうさぇくう こけ 
かうくうは くぇ ╄], くう こけしすぇゃはてっ 
ゃ すゃなさょっ くっさぇゃくけしすけえくけ こけ-
かけあっくうっ しこさはきけ ょさせゅう そうさ-
きう, おけうすけ しぇ 100% つぇしすくう. ╁  
しなとうは きけきっくす ゃしうつおう こさぇゃう-
すっかしすゃぇ ぇゅうすうさぇす そうさきっくうすっ 
さなおけゃけょしすゃぇ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
せしゃけはゃぇくっすけ くぇ すっいう しさっょ-
しすゃぇ けす っゃさけこっえしおうすっ こさけ-

ゅさぇきう, くけ くうっ ゃ „┿さしっくぇか”,  
おなょっすけ うきぇたきっ うょっぇかくけ さぇい-
さぇぉけすっくう こさけっおすう, し ゃかけあっ-
くう しさっょしすゃぇ いぇ すはたくぇすぇ さぇい-
さぇぉけすおぇ,  しっ けおぇいゃぇてっ, つっ くっ 
きけあっき ょぇ せつぇしすゃぇきっ いぇ すっいう  
っゃさけこっえしおう こぇさう, いぇとけすけ 
うきぇ おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう 
しなし しぇきぇすぇ ょなさあぇゃぇ, いぇさぇ-
ょう くぇかうつうっすけ くぇ きうくけさうすぇ-
さっく ょはか ゃ しけぉしすゃっくけしすすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ. ]かぇゃぇ ぉけゅせ, すけいう 
ぇくぇたさけくういなき ゃっつっ っ こさっけ-
ょけかはく し こさうゃぇすういぇちうはすぇ くぇ 
ょなさあぇゃくうは ょはか  ゃ „┿さしっくぇか” 
う ゃ きけきっくすぇ ゃっつっ „┿さしっくぇか” 
っ 100%  つぇしすくけ こさっょこさうは-
すうっ. ′ぇょはゃぇきっ しっ, つっ すけいう 
そぇおす とっ ょぇょっ  しゃけっすけ さっぇかくけ 
う こけいうすうゃくけ けすさぇあっくうっ こさっい 
しかっょゃぇとうすっ 1-2 ゅけょうくう う くぇ-
すぇすなお. 

- ╁  すけいう しきうしなか おぇおゃけ 
ょぇ けつぇおゃぇす さぇぉけすっとうすっ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ,  ゃ ゅさぇょぇ う 
さぇえけくぇ けす „┿さしっくぇか”? ╁しっ 
こぇお,  すけゃぇ っ くぇえ-ゅけかはきけ-
すけ こさっょこさうはすうっ ゃ さぇえけくぇ. 
╉ぇおゃぇ とっ ぉなょっ しかっょゃぇとぇ-
すぇ ゅけょうくぇ いぇ  けさなあっえくう-

ちぇすぇ こさっい ╁ぇてうすっ けつう? 
┿い しなき ぉうか ゃうくぇゅう けこすう-

きうしす. ]かっょゃぇとぇすぇ 2012 
ゅけょうくぇ しっ けつっさすぇゃぇ  おぇすけ 
こけ-すさせょくぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し 
2011-すぇ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, くぇ-
うしすうくぇ しゃっすけゃくぇすぇ おさういぇ しっ 
けすさぇいはゃぇ しなし しゃけうすっ  くっゅぇすう-
ゃう う ゃなさたせ くぇし, きぇおぇさ う し うい-
ゃっしすくけ いぇおなしくっくうっ. ╁うくぇゅう  
おさういぇすぇ しっ けすさぇいはゃぇ ゃなさたせ 
けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは し 
くはおぇおゃけ いぇおなしくっくうっ こけさぇょう 
すけゃぇ, つっ おさぇえくうすっ くう おせこせ-
ゃぇつう ゃうくぇゅう しぇ ぉのょあっすくう 
けさゅぇくういぇちうう う すっ こかぇくうさぇす 
ぉのょあっすうすっ しう ゃっょくなあ ゃ ゅけ-

ょうくぇすぇ. ]かっょ すけゃぇ くっ しっ こさぇ-
ゃはす おけさっおちうう. 〈ぇおぇ つっ, おぇすけ 
くぇしすなこう おさういぇ, おぇすぇおかういなき 
うかう くっとけ けす すけいう さけょ, っょゃぇ 
しかっょ ゅけょうくぇ, ゅけょうくぇ う こけかけ-
ゃうくぇ  こさう くぇし すけゃぇ しっ けすさぇ-
いはゃぇ さっぇかくけ. 
¨つぇおゃぇき 2012 ゅけょうくぇ おぇすけ 

こけ-すさせょくぇ. ′け しなき う けこすう-
きうしす, うきぇき ゃはさぇ, つっ とっ せし-
こっっき ょぇ しっ しこさぇゃうき – すぇおぇ, 
おぇおすけ しきっ しっ しこさぇゃはかう ゃ 
こさっょうてくう   おさういうしくう こっさう-
けょう. 〈けゃぇ とっ っ すぇおぇ, いぇとけ-
すけ いぇょ ゅなさぉぇ きう しすけう っょうく 
ょけぉなさ きっくうょあなさしおう おけかっお-
すうゃ, いぇょ きっく しぇ こさっおさぇしくう-
すっ さぇぉけすくうちう くぇ „┿さしっくぇか”, 
さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ いゃっくぇ. 
[ぇいぉうさぇ しっ, つっ とっ くぇかけあう 
けとっ ゃっょくなあ ょぇ うきぇ しすはゅぇくっ 
くぇ おけかぇくうすっ, しすはゅぇくっ くぇ ょうし-
ちうこかうくぇすぇ.  】っ うきぇ きけあっ ぉう 
う くはおぇおゃぇ しかぇぉぇ  けこすうきういぇ-
ちうは くぇ しなしすぇゃぇ - ゃっさけはすくけ けす 
ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ こけょけぉさはゃぇ-
くっ くぇ こさけういゃけょうすっかくけしすすぇ 
くぇ すさせょぇ こさっょう ゃしうつおけ.  ╇い-
ゃっしすっく そぇおす っ, つっ こけゃうてぇゃぇ-
くっすけ くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しかっょゃぇ こけゃうてぇ-

ゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょうすっかくけし-
すすぇ くぇ すさせょぇ, ぇ くっ けぉさぇすくけ. 
╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ くうっ とっ 
こけょたさぇくゃぇきっ しぇきけ うくそかぇちう-
はすぇ う  くうとけ こけゃっつっ. 〈ぇおぇ つっ 
くうっ, おぇすけ っょくけ ょうしちうこかうくう-
さぇくけ こさっょこさうはすうっ,  おぇおすけ ゃ 
こさけういゃけょしすゃっく,  すぇおぇ う ゃなゃ 
そうくぇくしけゃ, こかぇく とっ しかっょ-
ゃぇきっ しゃっすけゃくうすっ  うおけくけ-
きうつっしおう こさぇゃうかぇ, おけうすけ しぇ 
くっせきけかうきう  う ょっえしすゃぇす くぇ-
ゃしはおなょっ, くっいぇゃうしうきけ けす こけ-
かうすうつっしおけすけ せしすさけえしすゃけ くぇ 
ょぇょっくぇ ょなさあぇゃぇ. ╁ すけいう しきう-
しなか ぇい けつぇおゃぇき 2012 ゅけょうくぇ 
ょぇ ぉなょっ こけ-すさせょくぇ う すけゃぇ しっ 

ゃうあょぇ けとっ けす しっゅぇ, くけ しっ う 
くぇょはゃぇき, つっ とっ せしこっっき ょぇ 
こさっけょけかっっき う すぇいう すさせょくけしす. 

- ╇ょゃぇとぇすぇ 2012 ゅけょうくぇ 
っ う ゃうしけおけしくぇ, し っょうく ょっく  
こけゃっつっ. ╁ すけいう しきうしなか ゃ 
かうつっく こかぇく ょっくはす ゃ こけゃっ-
つっ いぇ おぇおゃけ とっ ゅけ ういこけかい-
ゃぇすっ? 
╆ぇ さぇぉけすぇ. ╃っく ゃ こけゃっつっ 

いぇ さぇぉけすぇ. ′はきぇ ょさせゅ てぇくし. 
‶さう くぇし ゃ „┿さしっくぇか” ちはかけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ とっ さぇぉけすう. ╆ぇ 
くぇし くはきぇ ょっく, くはきぇ こけつうゃおぇ: 
とけき すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう, 
ゃしうつおう さぇぉけすはす, くっいぇゃうしう-
きけ ょくうすっ こけつうゃくう かう しぇ うかう 
さぇぉけすくう. ╁うしけおけしくぇ うかう くっ-
ゃうしけおけしくぇ ゅけょうくぇ, くはきぇ いくぇ-
つっくうっ: こさう くぇし さぇぉけすくうはす 
ょっく こさけょなかあぇゃぇ, ょけおぇすけ しっ 
しゃなさてぇす いぇょぇつうすっ. ′はきぇきっ 
かうきうす くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ, ゃ 
しきうしなか さぇぉけすう しっ ょけ 17 つáしぇ 
– しすぇゃぇ ょせきぇ しこっちうぇかくけ いぇ 
きっくうょあなさしおうは おけかっおすうゃ, いぇ 
さぇぉけすっとうすっ ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっお-
ちうは, ゃ ょうさっおちううすっ こけ いぇゃけ-
ょう, いぇ ょうさっおすけさうすっ う ょさせ-
ゅうすっ けすゅけゃけさくう おぇょさう. ╃けさう 

しっゅぇ, ゃなこさっおう つっ すさぇょうちうけく-
くけ けす きくけゅけ ゅけょうくう いぇ しなしすぇ-
ゃぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ けつっさすぇゃぇ 
っょくぇ こけ-ゅけかはきぇ おけかっょくけ-くけ-
ゃけゅけょうてくぇ ゃぇおぇくちうは, すっいう 
ょくう しなゅかぇしくけ いぇおけくぇ ゃっつっ 
ゅう けすさぇぉけすゃぇきっ ゃ しなぉけすう-
すっ, いぇ ょぇ しっ こけかせつう こけおさぇえ 
╉けかっょぇ っょくぇ こけ-しっさうけいくぇ 
こけつうゃおぇ, ゃおかのつうすっかくけ ょけ 
8-きう はくせぇさう. ′け すけゃぇ くっ けい-
くぇつぇゃぇ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ, つっ 
きっくうょあなさしおうはす っおうこ くはきぇ 
ょぇ さぇぉけすう, くうとけ つっ う しっゅぇ 
さぇぉけすうき ゃ しなぉけすうすっ. 〈けゃぇ っ 
すぇおぇ, いぇとけすけ おかうっくすうすっ くう 
けす つせあぉうくぇ くっ こさういくぇゃぇす くぇ-
てうすっ こさぇいくうちう, ぇ  う くっきぇか-
おぇ つぇしす けす すはた しぇ ょなさあぇゃう 
し ょさせゅぇ さっかうゅうは, おなょっすけ くっ 
ゅう ゃなかくせゃぇす たさうしすうはくしおうすっ 
こさぇいくうちう. ╁ しなとうは きけきっくす 
くぇし くう ゃなかくせゃぇす こさけういゃけょ-
しすゃぇすぇ, こさけょぇあぉうすっ.  ╁ すけいう 
しきうしなか くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ うきぇ 
う つぇしす けす さぇぉけすくうつっしおうは おけ-
かっおすうゃ, おけえすけ  うきぇ ょぇ ういこなか-
くはゃぇ  いぇょぇつう, ょぇ こさけょなかあう 
ょぇ さぇぉけすう  う ゃ すっいう ょくう. 〈ぇおぇ 
っ ゃ „┿さしっくぇか”- すせお しっ さぇぉけすう, 
いぇ ょぇ しっ ういこなかくはす いぇょぇつうすっ ゃ 
しさけお. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ  くう-
おけえ くっ くう こさけとぇゃぇ いぇおなしくっ-
くうはすぇ. ╆ぇおなしくっくうはすぇ しすさせゃぇす 
こぇさう, おけうすけ くうっ こかぇとぇきっ. ╁ 
くぇてうは ぉさぇくて けそうちうぇかくぇすぇ 
ゃっさうゅぇ っ きくけゅけ しっさうけいくぇ う 
ぉぇかぇくしうさぇくぇ う ゃしはおけ  いぇおなし-
くっくうっ っ こぇゅせぉくけ. 〈ぇおぇ つっ, とっ 
さぇぉけすうき.

- ╋くけゅけ „さぇぉけすぇ” うきぇてっ 
ゃ すけゃぇ うくすっさゃの ゅ-く ╇ぉせ-
てっゃ. ‶けあっかぇえすっ しう  くっとけ  
ゃ かうつっく こかぇく. ╉ぇおゃぇ けつ-
ぇおゃぇすっ  ょぇ っ ゃぇてぇすぇ かうつ-
くぇ 2012 ゅけょうくぇ? ╇かう こけくっ 
おぇおゃぇ うしおぇすっ ょぇ ぉなょっ?

2012  ゅけょうくぇ うしおぇき ょぇ ぉなょっ 
せしこってくぇ いぇ „┿さしっくぇか”. 〉し-
こってくぇ かう っ いぇ „┿さしっくぇか”, すけ 
すは っ せしこってくぇ う いぇ ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ.  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
しっ っ „けあっくうか” いぇ „┿さしっくぇか” 
. ╁ こけょけぉくぇ しうすせぇちうは くっ しなき 
しぇきけ ぇい, ぇ う きけうすっ おけかっゅう. 
╆ぇすけゃぇ きうしかは, つっ せしこったなす 
くぇ „┿さしっくぇか” っ う くぇて かうつっく 
せしこった, くぇ こなさゃけ きはしすけ.  [ぇい-
ぉうさぇ しっ, つっ すけいう せしこった きけあっ 
ょぇ ぉなょっ しなこさけゃけょっく しぇきけ う 
っょうくしすゃっくけ こさう くぇかうつうっ くぇ 
ょけぉさけ いょさぇゃっ. 】け しっ けすくぇしは 
ょけ さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ 
おけかっおすうゃぇ, おけえすけ さなおけゃけょは, 
すけ くっ しっ しなきくはゃぇき ゃ くっゅけ. ╆ぇ-
すけゃぇ しう こけあっかぇゃぇき たけさぇすぇ ょぇ 
しぇ いょさぇゃう, しっきっえしすゃぇすぇ うき 
ょぇ しぇ いょさぇゃう, ょぇ くはきぇす ょさせゅう 
ょっさすけゃっ. ′っおぇ ょっさすけゃっすっ くぇ 
„┿さしっくぇか” ょぇ すっあぇす しぇきけ くぇ 
くぇてうすっ さぇきっくっ.   ′ぇ しっぉっ しう 
こけあっかぇゃぇき こさっい しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” ょぇ っ っょうく-
しすゃっくぇすぇ きう ゅさうあぇ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》《』]╊╉〉《 ′╅ ╈《╉¨〉╅【╅ ¨′]《╋╊〉¨╊

》《』]╊╉〉《 ′╅ ╈《╉¨〉╅【╅ ¨′]《╋╊〉¨╊

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

‶けしかっょくけすけ いぇ ゅけょう
くぇすぇ ういかけあっくうっ,  くぇ 
おけっすけ こさっょしすぇゃう しゃけは 
こさけょせおちうは „┿さしっくぇか”, 
ぉってっ ゃ ╉せゃっえす けす 12 
ょけ 14 ょっおっきゃさう.
╀はたぇ こさっょしすぇゃっくう 

ぉかういけ 70 ういかけあぉっ
くう っょうくうちう: 9た19きき  
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, 
さなつくぇ う こったけすくぇ おぇさ
すっつくうちう, ゅさぇくぇすけきっすう 
- こけょちっゃくう, しぇきけしすけ
はすっかっく, きくけゅけいぇさはょっく 
う さなつっく こさけすうゃけすぇく
おけゃ ゅさぇくぇすけきっす; さなつ
くう ゅさぇくぇすう – いゃせおけ
ゃけ-しゃっすかうくくう, ょうきくう, 
すっさきけぉぇさうつくぇ, けすぉさぇ
くうすっかくう, くぇこぇょぇすっか
くう, こさぇおすうつっしおう; 

30きき, 40きき う 40た46きき  ゅさぇ-
くぇすけきっすくう ういしすさっかう – さぇいかうつくう 
こけ ゃうょ う こさっょくぇいくぇつっくうっ; うい-
しすさっかう いぇ さなつっく こさけすうゃけすぇくおけゃ 
ゅさぇくぇすけきっす, きぇかけおぇかうぉさっくう 
う ぇさすうかっさうえしおう ぉけっこさうこぇしう, 
ゃいさうゃぇすっかう.
′ぇてう こさっょしすぇゃうすっかう ゃ ╉せゃっえす 

ぉはたぇ 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 2000” 》さうしすけ ╇ぉせ-
てっゃ う ╇ゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす ¨すょっか 
„╀ういくっし さぇいゃうすうっ“.
╇いかけあっくうっすけ っ こさけゃっょっくけ こけょ 

こぇすさけくぇあぇ くぇ 【っえた ╃あぇぉっさ ┿か 
╋せぉぇさぇお ┿か-》ぇきぇょ ┿か-]ぇぉぇた - 
ぉうゃて きうくうしすなさ くぇ けすぉさぇくぇすぇ 

う くぇしすけはと きうくうしすなさ こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ╉せゃっえす, けさゅぇくういうさぇくけ 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 う 
ぇきっさうおぇくしおぇすぇ そうさきぇ TNT. 〈けゃぇ 
っ こなさゃけ ういかけあっくうっ くぇ けすぉさぇくう-
すっかくぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう ゃ 
╉せゃっえす. ╁ くっゅけ ぉはたぇ こさっょしすぇゃっ-
くう てうさけおけけぉたゃぇすくう すったくけかけゅうう 
けす けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは くぇ 
105 そうさきう けす 20 ょなさあぇゃう おぇすけ 
╉ぇくぇょぇ, 《さぇくちうは, ╂っさきぇくうは, 
╇すぇかうは, ╁っかうおけぉさうすぇくうは, ]┿】 
う ょさ.
]こけさっょ けさゅぇくういぇすけさうすっ, うい-

かけあっくうっすけ っ こけおさうかけ すったくうすっ 

けつぇおゃぇくうは う こかぇくうさぇす すけ ょぇ しっ 
さぇいさぇしくっ う ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ. ]ゃけう-
すっ くぇきっさっくうは けさゅぇくういぇすけさうすっ 
しぇ いぇはゃうかう くぇ しこっちうぇかくけ こけょ-
ゅけすゃっくぇ おけくそっさっくちうは こけ ゃさっきっ 
くぇ ういかけあっくうっすけ.
‶なさゃうはす けすいうゃ いぇ こさっょしすぇゃは-

くっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ GDA 2011 
ゃ ╉せゃっえす っ けとっ くぇ 15 ょっおっき-
ゃさう ゃ ぇゃすけさうすっすくうは ぇさぇぉしおう 
っあっょくっゃくうお Al WATAN DAILY, 
こせぉかうおせゃぇか うくすっさゃの し 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ う けこさっょっかうか そうさきぇすぇ 
おぇすけ „そうさきぇ し すさぇょうちうう, すったくけ-
かけゅうつくう ゃないきけあくけしすう う ゃうしけおけ-

おぇつっしすゃっくぇ こさけょせおちうは, しっさすう-
そうちうさぇくぇ けす ′┿〈  ̈ う こけいくぇすぇ 
くぇ しゃっすけゃくうは こぇいぇさ”.
╉なき とぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか” っ 

うきぇかけ ういおかのつうすっかくけ ゅけかはき 
うくすっさっし けす きくけゅけ ょなさあぇゃう, 
こさっょゃぇさうすっかくけ こけおぇくっくう ょぇ 
さぇいゅかっょぇす くぇてぇすぇ こさけょせおちうは, 
けす かうちっくいうさぇくう すなさゅけゃちう くぇ 
しすけおう しなし しこっちうぇかくけ こさっょくぇい-
くぇつっくうっ, こけすっくちうぇかくう おかうっく-
すう, きっょうう. 
╁ すけゃぇ ういかけあっくうっ いぇ こなさゃう 

こなす ぉってっ こさうかけあっく くけゃ きぇさ-
おっすうくゅけゃ きっすけょ, おけえすけ, しこけさっょ 

くぇてうすっ こさっょしすぇゃうすっかう, っ ぉうか 
せしこってっく う しっ くぇょはゃぇす ょぇ ょぇょっ 
けつぇおゃぇくう さっいせかすぇすう. ╆ぇ „┿さしっ-
くぇか” ういかけあっくうっすけ ゃ ╀かういおうは 
ういすけお っ けす けしけぉっくけ ゅけかはきけ いくぇ-
つっくうっ, いぇとけすけ ゃ すけいう さぇえけく ゃしっ 
けとっ うきぇ くっいぇっすう こぇいぇさくう くうてう, 
ぇ ちっかすぇ くぇ ゃしはおぇ ぇゃすけさうすっすくぇ 
そうさきぇ, おぇおゃぇすけ っ „┿さしっくぇか”, 
っ しすなこぇくっすけ くぇ くけゃう こぇいぇさう う 
さぇいてうさはゃぇくっ くぇ すなさゅけゃしおぇすぇ 
ょっえくけしす. 
┿くぇかういうすっ, さぇゃくけしきっすおうすっ う 

こかぇくけゃっすっ こさっょしすけはす.
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
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』さひたけ あちつかせあしぬけ,
とうあきあかすけ つひえちあきおあせけ!

╇ せあうかねかちけかてそ せあ  さそしかおせそ-せそうそえそおけのせけてか たちあくせけぬけ, たひしせけ つ てそたしけせあ, とまて け せあおかきおあ, そてたちあうみすか さひす うあつ 
せあのあてあ けつさちかせあ いしあえそおあちせそつて くあ そさあくあせそてそ たちかく えそおけせあてあ おそうかちけか, おあしそ みつせそ そてちあきかせけか うひちにと ちかくとしてあてけてか 
そて たそつしかおせけてか すかつてせけ けくいそちけ - けくちあく せあ そいはあてあ せけ うそしみ おあ きけうかかす う かおせあ たそ-とちかおかせあ, えあちあせてけちあはあ つたそさそこ-
つてうけか け ちあくうけてけか, そいはけせあ.

】うかちみうあすか うけ, ねか せけか, さあてそ えちあきおあせけ, つひたちけねあつてせけ せあ さあとくあてあ, せあちかねかせあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ, はか たちそおひしきけす おあ 
ちあいそてけす つひつ つひはそてそ たそつてそみせつてうそ, つひつ つひはけてか えちけきけ け たちそなかつけそせあしせそ  そてせそのかせけか くあ ちあくうけてけかてそ せあ せあのけみ えちあお け せあ そい-
はけせあてあ - う けすかてそ せあ うつかさけ そて うあつ.

〉けか つすか えあちあせてけてか てそうあ おあ つか つしとねけ,  てひこ さあてそ つすか おひしいそさそ といかおかせけ, ねか かおけせつてうかせそ つ いかくたちけつてちあつてかせ, さそすたかてかせてかせ け てそねかせ たそえしかお さひす  
そいはけてか せけ たちそいしかすけ すそえあて おあ つか せあすかちみて せあこ-たそしかくせけてか け  うそおかはけ おそ たちそつたかちけてかて ちかのかせけみ.

〉あおみうあすか つか おあ つたそおかしけてか せあのあてあ うみちあ, ねか 2012 えそおけせあ  はか  いひおか たひちうあてあ そて たそちかおけぬあてあ おそいちけ け えちあおけうせけ えそおけせけ, さそけてそ はか つひたちかきけうかかす 
くあかおせそ.

╋かしあかす うけ くおちあうか, うおひにせそうかせけか け しけねせけ とつたかにけ, ちあおそつて け てそたしけせあ う つかすかこつてうあてあ うけ, さひつすかて う せあねけせあせけみてあ うけ け すせそえそ おそいちけせけ, さそけてそ おあ 
けくたひしうあて おせけてか うけ!

╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ

╃ぇくくうすっ くぇ ょうさっおちうは 
„╋っしすくう ょぇくなちう う すぇおしう” ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ おぇすっゅけ-
さうつくう:  ょけ 31 けおすけきゃさう 2011 
ゅ. けす すぇおしぇ „╀うすけゃう けすこぇょな-
ちう” しぇ しなぉさぇくう けぉとけ 1 138 
906 かゃ., けす おけうすけ 580 たうか. 
かゃ. けす そういうつっしおう かうちぇ う 558 
たうか. けす のさうょうつっしおう かうちぇ, ぇ 
さぇいたけょうすっ しぇ 1 882 454 かゃ. 
¨ぉとうはす けぉっき くぇ さぇいたけょうすっ 
こけ しきっすけしなぉうさぇくっ, しきっすけうい-
ゃけいゃぇくっ う ょっこけくうさぇくっ くぇ ぉう-
すけゃうすっ けすこぇょなちう ょけ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ とっ ょけしすうゅくっ 2 168 
454 かゃ.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ さぇいつっすうすっ 

くぇ ¨ぉとうくぇすぇ こけおぇいゃぇす, つっ 
いぇ 2012 ゅ. しぇ くっけぉたけょうきう 2 
541 809 かゃ., いぇ ょぇ きけあっ ょぇ 
しっ けぉっいこっつう  せしかせゅぇすぇ ゃ けぉ-
とうくぇすぇ. 
 ‶さっい 2012 ゅけょうくぇ ¨ぉとう-

くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ すさはぉぇゃぇ ょぇ  
ゃくぇしは ょけこなかくうすっかくけ 700 000 
かゃ. いぇょなかあうすっかくぇ ゃくけしおぇ くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ  いぇ さっおせかすうゃぇちうは 
くぇ ょっこけすけ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお う  
いぇ さっゅうけくぇかくけすけ ょっこけ ゃ し. 
[ぇおうすくうちぇ. 
╁しうつおけ すけゃぇ くぇかぇゅぇ ゃょうゅぇ-

くっすけ くぇ さぇいきっさぇ くぇ すぇおしぇすぇ 
いぇ  ぉうすけゃう けすこぇょなちう.  

】╇╊]¨ぁ¨｠╅ 【╅[』╅ 』〈╊【 ╇ 《╆ぅ¨〉╅【╅

〉《╇╅ ¨′]《╋╆╅ ╇ ｠】╉《╋╊』【╇╊〉╅【╅ ╈╅]╊『¨っ

‶け-ゃうしけおぇすぇ しすけえくけしす くぇ 
こさけきうかぇ いぇ すぇおしぇ „]きっす” ゃ 
しっかぇすぇ けす けぉとうくぇすぇ っ くぇかけ-
あうすっかっく, すなえ おぇすけ さぇいたけょうすっ 
いぇ しきっすけしなぉうさぇくっすけ, しきっすけ-
ういゃけいゃぇくっすけ う すさっすうさぇくっすけ 
くぇ すゃなさょうすっ ぉうすけゃう けすこぇょな-
ちう くぇょゃうてぇゃぇす きくけゅけおさぇす-
くけ けぉかけゅぇ, おけえすけ しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ しっ しなぉっさっ けす すはた, ぉっ ょさせゅ 
きけすうゃ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ, ういすなおくぇす ゃ たけょぇ くぇ 
ょっぉぇすうすっ. ╉ぇすけ „くぇえ-そさぇこう-
さぇとう”,  すは こけしけつう しかせつぇうすっ 
ゃ 』っさゅぇくけゃけ う [けいけゃけ, おけうすけ 
しっ けぉしかせあゃぇす し 4-おせぉうおけゃう 
おけくすっえくっさう, さぇいたけょうすっ いぇ 
おけうすけ しぇ くぇえ-ゅけかっきう. 〈ぇき 
ょうしぉぇかぇくしなす くぇ しなぉさぇくけ う 
こけたぇさつっくけ っ ゃ こなすう - ゃ こけかいぇ 
くぇ さぇいたけょうすっ.
]かっょ ゅかぇしせゃぇくっすけ くぇ きくけ-

いうくしすゃけすけ けす けぉとうくしおうすっ しな-
ゃっすくうちう けす 2012 ゅけょうくぇ いぇ 
くっあうかうとくうすっ うきけすう くぇ のさう-
ょうつっしおうすっ かうちぇ しっ ゃなゃっあょぇす 
ょゃぇ, いぇおけくけゃけ さっゅかぇきっくすう-
さぇくう, ゃぇさうぇくすぇ いぇ こかぇとぇくっ 
くぇ すぇおしぇ „]きっす”. ╄ょうくうはす っ 
くぇ おけかうつっしすゃけ ゅっくっさうさぇく  
けすこぇょなお つさっい ょっおかぇさうさぇくっ 
くぇ ぉさけえ しなょけゃっ いぇ しなぉうさぇ-
くっ くぇ けすこぇょなちうすっ. ‶さう すけいう 

ゃぇさうぇくす そうさきうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ こけょぇょぇす ょっおかぇさぇちうは ょけ 
30 はくせぇさう 2012 ゅ. ╃させゅうはす 
くぇつうく いぇ こかぇとぇくっ くぇ すぇお-
しぇ ”]きっす” けす そうさきうすっ っ 2 
こさけきうかぇ ゃなさたせ こけ-ゃうしけおぇすぇ 
けす ょゃっすっ けちっくおう – けすつっすくぇ-
すぇ しすけえくけしす うかう ょぇくなつくぇすぇ 
けちっくおぇ くぇ うきけすぇ. 〈けいう くぇつうく 
くぇ けすつうすぇくっ くぇ こさぇおすうおぇ とっ 
いぇゃうしう けす しせきうすっ, こかぇとぇくう 
けす ゅけかっきうすっ そうさきう ゃ さぇえけくぇ 
いぇ すぇおしぇ „]きっす”.
╁ たけょぇ くぇ ょっぉぇすうすっ こさっょ-

しすぇゃうすっかうすっ くぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお”, ゃ かうちっすけ くぇ 
さなおけゃけょうすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, こけうしおぇ-
たぇ けすかぇゅぇくっ くぇ  さってっくうっすけ  
こけ ゃなこさけしぇ し ちっか すなさしっくっ 
くぇ こけ-さぇいせきくう, しこさぇゃっょ-
かうゃう う ょけしすぇすなつくけ っそっお-
すうゃくう くぇつうくう いぇ しなぉうさぇくっ 
くぇ すぇおしぇ „]きっす”. ╇ぉせてっゃ 
ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ „しきっすすぇ 
しっ こさけういゃっあょぇ けしくけゃくけ けす 
ゅさぇあょぇくうすっ, しさっょくけ こけ 800 
ゅさ. くぇ ょっく, う  っ さっょくけ ょぇ しっ 
いぇこかぇとぇ くぇ ぉぇいぇ くぇ つかっくけ-
ゃっすっ ゃ ょぇょっくけ ょけきぇおうくしすゃけ, 
ぇ くっ くぇ ぉぇいぇ ょぇくなつくぇ けちっくおぇ 
くぇ うきけすぇ. ]こけさっょ くっゅけ, ぇおけ 
すぇおしぇ „]きっす” しっ ういつうしかはゃぇ  
くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ, すけ  
しさっょくけゅけょうてくうはす くぇかけゅ いぇ 
すけゃぇ くぇ つけゃっお とっ っ  けおけかけ 
12-13 かっゃぇ. 
′はきぇ すぇおぇゃぇ いぇおけくけゃぇ さっゅ-

かぇきっくすぇちうは, けすしっつっ くぇ しゃけえ 
さっょ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ. ╁なこさっおう すけゃぇ こさっょかけ-
あっくうっすけ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” いぇ けすかぇゅぇくっ ゃいっ-
きぇくっすけ くぇ さってっくうっ こけ ゃな-
こさけしぇ う すなさしっくっ くぇ さぇいせきっく 
ゃぇさうぇくす しかっょ いぇょなかぉけつっくう 
う こさけそっしうけくぇかくう ょっぉぇすう くっ 
しなぉさぇ くせあくうは ぉさけえ ゅかぇしけゃっ 
う ぉっ こさうっすけ こさっょかけあっくうっすけ 
いぇ せゃっかうつっくうっ くぇ こさけきう-
かうすっ, ょっこけいうさぇくけ けす おきっすぇ 
]すけはくけゃぇ. 
′ぇ  しゃけえ さっょ すは  しっ ぇくゅぇ-

あうさぇ しなし しすさけゅ おけくすさけか くぇ 
そうくぇくしけゃうすっ しさっょしすゃぇ ゃ 
いゃっくけすけ  いぇ しきっすけしなぉうさぇくっ, 
しきっすけういゃけいゃぇくっ う すさっすうさぇくっ 
くぇ すゃなさょう ぉうすけゃう けすこぇょな-
ちう /]]〈〈╀¨/, こさけゃっあょぇくっ 
くぇ けぉとっしすゃっくう こけさなつおう う 
しすさうおすくけ しかっょっくっ くぇ さぇいたけ-
ょうすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

‶けゃっつっ けす 20 000 かっゃぇ, 1 000 っゃさけ う 20 ょけかぇさぇ ゃかういぇす ゃ 
くけゃうは そけくょ いぇ こけょおさっこぇ くぇ きかぇょうすっ おぇいぇくかなておう すぇかぇく-

すう. 《けくょなす ぉっ けしくけゃぇく くぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ  ゃっつっさ くぇ [けすぇさう 
╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお う ╇くくぇさ 〉うえか ╉かせぉ – ╉ぇいぇくかなお. 
]かっょ うしすうくしおぇ おぇしおぇょぇ けす くぇょょぇゃぇくうは ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくうは 

すなさゅ けす ゃしうつおう しすさぇくう くぇ いぇかぇすぇ ゃ たけすっか „╉ぇいぇくかなお” きうくぇ-
かうは こっすなお おくうあおぇ けす くけゃけういょぇょっくぇすぇ しすうたけしぉうさおぇ くぇ ╂っさ-
ゅぇくぇ ]せかっゃぇ, しこけくしけさうさぇくぇ けす ]すけはく ╅っかっゃ, ぉっ おせこっくぇ けす 
]すっそぇく ]すぇくっゃ いぇ 2011 かっゃぇ. ]すぇくっゃ けすくっしっ せ ょけきぇ しう う こな-
いっか, こけょさっょっく けす しっきっえしすゃけすけ くぇ ‶っすは う ╃うきうすなさ ╋うくつっゃう: 
”‶なさゃぇすぇ ちっかせゃおぇ”,  いぇ おけえすけ しかっょ ょなかゅけ くぇょょぇゃぇくっ ちっくぇすぇ 
しすうゅくぇ 1 000 かっゃぇ.
╀ういくっしきっくうすっ くぇょょぇゃぇたぇ けとっ いぇ たせょけあっしすゃっくう そけすけゅさぇ-

そうう くぇ ういゃっしすくうすっ おぇいぇくかなておう ぇゃすけさう ╀っょさけし ┿いうくはく う 
╅っかうはく ′うおけかけゃ, つかっくけゃっ くぇ [けすぇさう, ぇかぉせき くぇ 〈っくぬけ ‶うく-
ょぇさっゃ – „╋けはす 』せょけきうさ”, のぉうかっえくけ ゃうくけ けす 10-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ [けすぇさう – ╉ぇいぇくかなお, てぇこおぇ くぇ ╋ぇえおなか ╃あけさょぇく, せくうおぇかくぇ 
すけさすぇ „╇ゃっす” し ゃういうは くぇ ょぇきしおぇ ゃけぇかっすおぇ, すぇ ょけさう う いぇ ぉせ-
すうかおぇ ょうくっくぇ さぇおうは, おけはすけ しすうゅくぇ 410 かっゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ すなさゅぇ いぇかぇすぇ しすぇくぇ くぇ おさぇおぇ こさっょ こけっすっしぇ-

すぇ ╂っさゅぇくぇ ]せかっゃぇ, つううすけ しすうたけゃっ こさっょ こせぉかうおぇすぇ つっすっ ╋ぇは 
]すけはくけゃぇ.
]かっょ おさぇは くぇ くぇょょぇゃぇくっすけ う ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ すけきぉけ-

かぇ, けす おけはすけ くぇえ-ゅけかはき おなしきっす ういゃぇょう おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
– ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, しかっょゃぇくぇ けす ょっこせすぇすぇ ╄きうか ╉ぇさぇくうおけ-
かけゃ, ぉういくっしきっくうすっ し てうさけおう しなさちぇ こさけょなかあうたぇ ょぇ けぉはゃはゃぇす 
くけゃう ょぇさっくうは: こけ 5 000 かっゃぇ ょぇさうたぇ ╂ぇくつけ ╂ぇくっゃ う 〈ぇくつけ 
╋うたぇえかけゃ, おけえすけ せつぇしすゃぇ ぇおすうゃくけ う ゃ すなさゅぇ, ╇ゃぇく ╂ぇくつっゃ 
けぉはゃう ょぇさっくうっ いぇ そけくょぇ けす 1 000 っゃさけ, 1000 かっゃぇ ゃくっしっ, 
しかっょ おぇすけ ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇ ゃ すなさゅぇ, う しっきっえしすゃけすけ くぇ ┿かっお-
しぇくょなさ ╋うくつっゃ. ′ぇえ-ぇおすうゃくぇすぇ ょぇきぇ ゃ しこけきけとっしすゃけゃぇすっかし-
すゃけすけ しすぇくぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ.       
╁っつっさすぇ ぉっ けすおさうすぇ けす こさっいうょっくすぇ くぇ [けすぇさう – ┿かっおしぇくょなさ 

╋うくつっゃ う くぇ ょぇきしおうは おかせぉ – 〈っけょけさぇ ┿すぇくぇしけゃぇ, しかっょ おけっ-
すけ すさうけ „〈っくけさうすっ” ゃいさうゃう いぇかぇすぇ し きけとくう ういこなかくっくうは くぇ 
おかぇしうつっしおう ぇさうう けす けこっさう, させしおう さけきぇくしう, しすさぇしすくう すぇくゅぇ う 
さけお-こぇさつっすぇ, おけうすけ けすゃけさうたぇ しなさちぇすぇ くぇ ゅけしすうすっ くぇ ぉかぇすけゅ-
ゃけさうすっかくぇすぇ ゃっつっさ いぇ とっょさうすっ ょぇさっくうは.
„╀かぇゅけょぇさは ゃう けす うきっすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ こけょおさっ-

こぇすぇ おなき くぇてうすっ ょっちぇ, いぇ おけうすけ さぇいょぇゃぇすっ しなさちぇすぇ しう! ′うっ 
うきぇきっ くぇうしすうくぇ きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ, おけうすけ うきぇす くせあょぇ 
けす こけょおさっこぇ, うきぇす くせあょぇ けす ゃぇし. ╃けぉさけすけ, おけっすけ ょぇゃぇすっ, しなし 
しうゅせさくけしす とっ ゃう しっ ゃなさくっ!”, こけあっかぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
くぇ ょぇさうすっかうすっ ゃ しゃけはすぇ こなさゃぇ しゃっすしおぇ ういはゃぇ おぇすけ ゅさぇょけくぇ-
つぇかくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. ]こけきけとっしすゃけゃぇすっかうすっ こけいょさぇゃう う ょっ-
こせすぇすなす ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ.     

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

[╅′╅〉]ぇぃ[¨っ【 ╆¨′〉╊』 』 
‒《〉╉ ′╅ 〈]╅╉¨ 【╅]╅〉【¨

] ういかけあぉぇ „′ぇ ょぇさうすっかうすっ – し こけおかけく!” こさうおかの-
つう 110-すぇすぇ ゅけょうくぇ けす けしくけゃぇくっすけ くぇ おぇいぇく-

かなておぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは くぇ 15-すう ょっおっきさう. 
╇いかけあぉぇすぇ こけおぇいゃぇ あうゃけこうし, ゅさぇそうおぇ, しおせかこすせさぇ 
う たせょけあっしすゃっくぇ そけすけゅさぇそうは – さぇぉけすう, ょぇさっくう くぇ 
ゅぇかっさうはすぇ こさっい こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう, おぇおすけ けす ぇゃ-
すけさうすっ, すぇおぇ う けす ょさせゅう しこけきけとっしすゃけゃぇすっかう.
╁なかくせゃぇとう しこけきっくう いぇ  ゃさっきっすけ けすこさっょう ゃっお, おけ-

ゅぇすけ けしくけゃぇすっかはす ╇ゃぇく ╄くつっゃ – ╁うょぬけ くぇぉうさぇ こなさ-
ゃうすっ すゃけさぉう, しかけあうかう くぇつぇかけすけ くぇ くぇょ 4-たうかはょくうは 

ょくっし そけくょ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇ 
ゅぇかっさうは – ╉ぇいぇくかなお, こさけつっ-
すっ こさう けすおさうゃぇくっすけ  ‶っくぬけ 
〈っさいうっゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╊うすっ-
さぇすせさくけ-たせょけあっしすゃっく きせいっえ 
„』せょけきうさ”. 〈っさいうっゃ さぇぉけすう けす 
ゅけょうくう こけ ょくっゃくうおぇ くぇ ╁うょぬけ 
う っ くっゅけゃ くぇえ-ょけぉなさ こけいくぇゃぇつ. 
╀っいおさぇえくう けこうすう いぇ おけくすぇおすう 
し おぇいぇくかなておう う ょさせゅう ゅけかっきう 
ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうちう, おけう-
すけ こけ きけかぉぇ くぇ ╁うょぬけ ょぇさはゃぇす 
しゃけう すゃけさぉう, くっぉうゃぇか っくすせしうぇ-
いなき う ょなかぉけおぇ ゃはさぇ  ゃ しきうしなかぇ 
くぇ ゃなさてっくけすけ ぉっかっあぇす こなさゃうすっ 
ゅけょうくう くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ゅぇかっ-
さうは, けすくぇつぇかけ – つぇしす, いぇっょくけ し 
╇╋ „╇しおさぇ”, けす ╋せいっは いぇ しすぇさう-
くう う ういおせしすゃぇ, さけょっく こけ うょっは 
くぇ ‶っすなさ 〈けこせいけゃ う ╁うょぬけ. „╁ 
ょくってくけすけ ゃさっきっ くぇ おさういぇ, おけ-
ゅぇすけ つせゃぇきっ しぇきけ, つっ かうこしゃぇす 
こぇさう, こぇさう, こぇさう, こけ きけっきせ 
– かうこしゃぇす ╊はしすけゃうちう..., こぇさぇ-
そさぇいうさぇ ╁うょぬけ ゃ いぇおかのつっくうっ 
〈っさいうっゃ こさっょ せすうたくぇかぇすぇ  こせぉ-
かうおぇ ゃ ゅぇかっさうはすぇ. 
”╉ぇすけ おぇいぇくかなつぇくうく, ぉうた しすけ-

さうかぇ こけおかけく こさっょ しないょぇすっかうすっ う 
ょぇさうすっかうすっ ゃ 110-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ ╂ぇかっさうはすぇ. ╉ぇおゃけ くう けしすぇ-
ゃぇ?...  –  ょぇ しっ くぇせつうき くぇ ょぇさう-
すっかしすゃけ, ょぇ しっ くぇせつうき くぇ ょけぉさけ, 
ょぇ ゅけ こさぇゃうき くっ こけさぇょう こけゃけょう, 
ぇ おけゅぇすけ しなさちぇすぇ くう しぇ こなかくう”, 
おぇいぇ こさう けすおさうゃぇくっすけ おきっすなす ╂ぇ-
かうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╉ぇすけ おきっす くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, すは しなけぉとう, つっ しっ しかぇゅぇ 
くぇつぇかけすけ くぇ ╃ぇさうすっかしおう そけくょ けす 
けすおせこおう こさう ゃしはおぇ ういかけあぉぇ くぇ おぇ-
いぇくかなておう ぇゃすけさう, おけうすけ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお とっ ょぇさう くぇ 》せょけあっしす-
ゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは. ╉ぇすけ おぇいぇくかなつぇ-
くう しきっ いぇおなしくはかう, くけ きけあっき こけくっ 
ょぇ ょけゅけくうき ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけはすけ 
ゃっつっ うきぇ ぉっいちっくくけすけ しう ういょぇくうっ 
„]すぇさけいぇゅけさしおうすっ たせょけあくうちう”, 
しこけょっかう ]すけはくけゃぇ. 〈は こさういけゃぇ 
いぇ こけょおさっこぇ ゃなゃ そうくぇくしうさぇくっ-
すけ くぇ ういょぇくうっすけ  „╉ぇいぇくかなておう-
すっ たせょけあくうちう”, ゃっつっ しなしすぇゃっくけ 
う さっょぇおすうさぇくけ おぇすけ ょぇさうすっかしおう 
ぇおす けす くぇてうは しなゅさぇあょぇくうく, ういおせ-
しすゃけゃっょなす  ╋ぇさうく ╃けぉさっゃ, ょうさっお-
すけさ くぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.

╁ おさぇは くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ つぇしす 
]すけはくけゃぇ ゃさなつう こけょゅけすゃっくう けす 
╂ぇかっさうはすぇ ょぇさうすっかしおう しゃうょっ-
すっかしすゃぇ いぇ しこけきけとっしすゃけゃぇすっ-
かうすっ けす こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう, 
こさうょさせあっくう し ょうしお – ういけぉさぇあっ-
くうは けす こけしすけはくくぇすぇ っおしこけいうちうは 
くぇ 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは -  ╉ぇ-
いぇくかなお う ょくってくぇすぇ ういかけあぉぇ.
┿ゃすけさうすっ, ゃ こけ-ゅけかはきぇすぇ しう 

つぇしす う ょぇさうすっかう - ╂っさゅぇくぇ 』ぇ-
せてぇくしおぇ, ╊うおぇ ぅくおけ, 〈っけょけさ 
《なさすせくすけゃ, ╁っしぇ ╁なかけゃぇ, ╊うかう 
‶っすさけゃぇ, 〈っけょけさけ ╉せすせくぬけ, ╃ぇ-
さうくぇ う ┿くょさっえ ぅくっゃう, ╂っけさゅう 
╃うくっゃ, 》さうしすけ ]すっそぇくけゃ, [ぇえ-
くぇ 〈さうくゅけゃぇ, ╄かっくぇ ╉ぇぉかっておけ-
ゃぇ, ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇくけゃ, 『ゃっすぇく 
』っすなておう, ′ぇすぇかうは ┿くゅっかけゃぇ, 
‶さけょぇく ‶さけょぇくけゃ, ╋うかっく ╋う-
かぇょうくけゃ, ╊のょきうかぇ ╃ぇきはくけゃぇ, 
╆ぇきそうか ╈けくつっゃ, ╃ぇくぇうか ┿ゃさぇ-
きけゃ, ぅてぇさ ╂のくって う ╋うすおけ ぅく-
おけゃ, こさうしなしすゃぇす し さぇぉけすう ゃ 
のぉうかっえくぇすぇ っおしこけいうちうは, とっょさけ 
こけょくっしっくぇ こさっょう ╉けかっょぇ くぇ おぇ-
いぇくかなつぇくう う すったくうすっ ゅけしすう. 

〈┿

〈ぇいう ぇきぉうちうは しう こけしすぇゃう
たぇ おぇすけ ちっか ゃ くぇゃっつっさうっすけ 
くぇ くけゃぇすぇ 2012 ゅけょうくぇ こさっょ
しすぇゃうすっかうすっ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” - ゅさせこぇすぇ くぇ こさけ
そっしうけくぇかうしすうすっ ゃ ぉういくっしぇ 
う ゃしうつおう けしすぇくぇかう しそっさう くぇ 
けぉとっしすゃっくけ-うおけくけきうつっしおうは 
あうゃけす, くぇ たけさぇすぇ し ゅさぇあょぇく
しおけ しないくぇくうっ う しうかぇ いぇ しきっかう 
さってっくうは.
′ぇ しすうかっく, おぇすけ こさうしなしすゃうっ, 

くぇこうすおう う はしすうは おけかっょっく おけお
すっえか, つかっくけゃっすっ くぇ „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお” くぇこさぇゃうたぇ ぇくぇ
かうい くぇ ういきうくぇかぇすぇ おぇきこぇくうは 
いぇ きっしすくう ういぉけさう う けこさっょっかう
たぇ ちっかうすっ しう いぇ さぇぉけすぇ ゃ しかっょ

ゃぇとうは こっさうけょ. 
〈っ こけかはたぇ せょゃけっくうは しう せしこった, 

くぇ ぉぇいぇ こさっょたけょくうは きぇくょぇす くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす う しう けぉっとぇ
たぇ すぇおぇ ょぇ さぇぉけすはす いぇ たけさぇすぇ 
う こさけしこっさうすっすぇ くぇ さぇえけくぇ, いぇ 
ょぇ きけあっ くぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけ
さう ょぇ せょゃけはす こさうしなしすゃうっすけ しう 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
[なおけゃけょうすっかはす くぇ ゅさせこぇすぇ 

„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ′う
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ ぉかぇゅけょぇさう くぇ 
ゃしうつおう いぇ せしなさょくぇすぇ さぇぉけすぇ し 
せぉっあょっくうっすけ, つっ „すけゃぇ っ こさぇ
ゃうかくうはす こなす” う こけあっかぇ くぇ しな
さぇすくうちう う おけかっゅう いょさぇゃっ - いぇ 
すはた う しっきっえしすゃぇすぇ うき, う せしこっ
たう ゃ ぉういくっしぇ うき. 〈けえ くっ しおさう 

いぇょけゃけかしすゃけすけ しう, つっ ゃ たけょぇ 
くぇ おぇきこぇくうはすぇ う けぉとぇすぇ さぇ
ぉけすぇ いぇ ちっかうすっ くぇ ╄おしこっさすうすっ 
う こさけしこっさうすっすぇ くぇ ゅさぇょぇ う けぉ
とうくぇすぇ しぇ しないょぇょっくう う ちっくくう 
こさうはすっかしすゃぇ いぇ こけきけと, けしゃっく 
ゃ さぇぉけすぇすぇ, う ゃ あうゃけすぇ. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ しなし いぇょけ

ゃけかしすゃけすけ いぇはゃう, つっ けすおさうすぇすぇ 
こさっょう すさう ゅけょうくう, うきっくくけ けす 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” そけさ
きせかぇ いぇ ゅさぇあょぇくしおけ う こさけそっ
しうけくぇかくけ っおしこっさすくけ せつぇしすうっ ゃ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, っ ょぇかぇ すかぇしな
おぇ くぇ いぇさぇあょぇくっすけ くぇ こさっいう
ょっくすしおぇすぇ そけさきぇちうは ┿╀╁ う っ 
ぉうかぇ „せしこってくけ ういおけこうさぇくぇ” 
おぇすけ きけょっか ゃ くっ きぇかおけ ぉなか
ゅぇさしおう けぉとうくう. 
]すうかくけ う しうかくけ さぇきけ くぇ おけ

かっょくうは ぉぇか くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” „せょぇさうたぇ” う つかっくけ
ゃっすっ くぇ PR っおうこぇ くぇ ぇゅっくちうは
すぇ, さぇぉけすうかぇ いぇっょくけ し ╄おしこっさ
すうすっ いぇ きっしすくうすっ ういぉけさう こさっい 
2008 う すぇいう ゅけょうくぇ – ╉¨〈┿-
97. ′っえくうはす せこさぇゃうすっか - っょくけ 
けす しゃっすうかぇすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
あせさくぇかうしすうおぇ う PR ╃うきうすなさ 
′ぇえょっくけゃ - ╃あうきう, ぉかぇゅけょぇさう 
いぇ ゃないきけあくけしすすぇ, ょぇょっくぇ うき 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” ょぇ 
せつぇしすゃぇす ゃ すぇおぇゃぇ こっつっかうゃてぇ 
おぇきこぇくうは. 
„¨ぉっとぇたきっ しう しうかくぇ う うい

おかのつうすっかくけ せしこってくぇ おぇきこぇ
くうは, ぇおけ し くうとけ くっ しっ きっしうき. 
╄おしこっさすうすっ いくぇはす しぇきう!”, いぇは
ゃう ゃ しゃけは けつぇさけゃぇすっかっく しすうか 
う すけく ╃あうきう ′ぇえょっくけゃ. ╇ ぉっい 
ゅさぇき しなきくっくうっ いぇはゃう, つっ くぇ 
しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう しなしすぇゃなす 
くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお” とっ っ し ょゃせちうそさっくけ 
つうしかけ, すなえ おぇすけ „おけぇかうちうはすぇ 

′. ╇ぉせてっゃ こさうゃっすしすゃぇ ╄おしこっさすうすっ
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ しゃけっ
すけ こさけそっしうけくぇかくけ きくけゅけけ
ぉさぇいうっ っ きくけゅけ ゅけかはき いぇかけゅ いぇ 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ しうかっく さぇぉけすっく 
っおうこ”. 
┿おけ けぉとっしすゃけすけ くう きけあっ ょぇ 

ういおけこうさぇ すけいう しすうか くぇ ╄おし
こっさすうすっ – ╄ょうくしすゃけ, ¨ぉとくけしす 
う ╄おうこくけしす, すけ くう つぇおぇす ょけ
ぉさう ゃさっきっくぇ, おぇすっゅけさうつっく ぉっ 
こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ ╉¨〈┿-97 
╀っかはいぇく う ょけきうくうさぇく けす 

きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”, おけかっょくう
はす おけおすっえか くぇ ╄おしこっさすうすっ くっ 

きうくぇ う ぉっい ょさせゅぇすぇ ゃういうすおぇ 
くぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さっ
ゅうけくぇ - ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, 
おけえすけ こけいょさぇゃう ゅけしすうすっ くぇ 
こさけはゃぇすぇ. 
╉けかっょくうはす ぉぇか くぇ つかっくけゃっ

すっ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお” ぉっ けぉうかくけ こけかはす し 
すぇくちう, させしおう こっしくう う おかぇしくぇ 
きせいうおぇ. 
]さっょ くぇえ-っくすせしうぇいうさぇくうすっ 

う くっけすさぇいうきう くぇ ょぇくしうくゅぇ しっ 
けすかうつうたぇ し っおしこっさすくう しすなこ
おう う きくけゅけ しすうか かうょっさうすっ くぇ 
ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
う つかっくけゃっ くぇ ╄おしこっさすうすっ – 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ /╉′]╀/ う ╊のぉけ
きうさ ╊ぇかっゃ - /╉〈 „‶けょおさっこぇ”/, 
╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ょうさっおすけさなす くぇ 

╆ぇゃけょ 5 うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ, 
ょ-さ ╁ぇくは 》さうしすけゃぇ う いぇぉっかっ
あうすっかくうすっ しなこさせゅう くぇ つぇしす けす 
╄おしこっさすうすっ, けしくけゃくけ – こさっょ
しすぇゃうすっかおうすっ くぇ させしおぇすぇ かう
くうは ゃ ゅさせこぇすぇ.
                                                    〈┿ 

╊うょっさなす くぇ ╉′]╀ ┿す. ╀けいけゃ ゃなゃ ゃうたなさぇ くぇ すぇくちぇ
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》ひちうそてそ けくたけてあせけか せあ さあちてかねかせ たけつてそしかて „ぃけたさあ” つてあせあしそ う さひつせあ おそいあ たそ [そしかおあ たちかく 1994-てあ 

《いちかおせそつててあ  け いしあえそたそきかしあせけみてあ せあ いひしえあちけてか つあ かおせけ そて せあこ-いそえあてけてか う つうかてあ

╁ うしすけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ „┿さしっくぇか” うきぇ しすけすうちう おけくしすさせおすうゃくう う 
くぇせつくう さぇいさぇぉけすおう, くけ っょくぇ けす くぇえ-こけこせかはさくうすっ けす すはた っ うきっくくけ ╉ぇさすっつっく こうしすけかっす 

„【うこおぇ”, おぇかうぉなさ 9 こけ 18 /╋ぇおぇさけゃしおう こぇすさけく/. [ぇいさぇぉけすっく けす おけくしすさせおすせさぇ, くぇせつっく 
しなすさせょくうお ゃすけさぇ しすっこっく うくあ. ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ, ゃ しなゃきっしすくぇ さぇぉけすぇ し おけくしすさせおすけさぇ ‶っすなさ 
╃っおけゃ, こうしすけかっすなす しっ こさけういゃっあょぇ けす しさっょぇすぇ くぇ 90-すっ ゅけょうくう ょけ 2000-すぇ ゅけょうくぇ, くけ ゃ 
しなさちぇすぇ くぇ ゃしうつおう, おけうすけ しぇ しっ ょけおけしゃぇかう ょけ すけいう こさけちっし, すけえ しう けしすぇゃぇ くっ しぇきけ しぇくすう-
きっくす, くけ う おぇつっしすゃっくけ, すけつくけ う っゃすうくけ いぇ こさけういゃけょしすゃけ けさなあうっ, し おけっすけ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ うきぇ こさぇゃけ ょぇ しっ ゅけさょっっ, きぇおぇさ つっ おなき ょくってくぇ ょぇすぇ ゃっつっ, こけ ょせきうすっ くぇ ぇゃ-
すけさぇ きせ, すけ うきぇ くせあょぇ けす きけょっさくういぇちうは, ぇおけ すさはぉゃぇ けすくけゃけ ょぇ しっ こせしおぇ くぇ こぇいぇさぇ.

╉けくしすさせおすうゃくぇすぇ さぇいぉさぇ-
ぉけすおぇ くぇ „【うこおぇ” いぇこけつゃぇ 

ゃ ′╇〈╇ – ╉ぇいぇくかなお けす うくあ. ╂っ-
けさゅう ╂っゃゅぇかけゃ こけ こけさなつおぇ くぇ 
ょなさあぇゃくけすけ けぉっょうくっくうっ ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき”, かうつくけ くぇ くっゅけ-
ゃうは ゅっくっさぇかっく おけくしすさせおすけさ, 
ゅっくっさぇか ╂っけさゅう ぅきぇおけゃ, うきっ, 
しぇきó こけ しっぉっ しう – いくぇおけゃけ いぇ 
けさなあっえくうちうすっ. ╇ ょくっし, ゃしっおう 
こけいくぇゃぇか ゅっく. ぅきぇおけゃ, しう ゅけ 
しこけきくは おぇすけ っさせょうさぇく つけゃっお, 
つっすはと う けぉさぇいけゃぇと しっ ゃ こさけ-
そっしうはすぇ う ゃなゃ ゃしはおぇおゃう ょさせゅう 
けぉかぇしすう. ] くっゅけゃうは っくすせしうぇいなき 
う こさけそっしうけくぇかういなき っ いぇさぇいっく 
う うくあ. ╂っゃゅぇかけゃ, おけえすけ すけゅぇゃぇ 
っ さなおけゃけょうすっか くぇ くぇこさぇゃかっくうっ 
„]すさっかおけゃけ けさなあうっ” ゃ ′╇〈╇. 
]かっょ いぇおさうゃぇくっすけ くぇ ╃]¨-すけ, 
ょけおせきっくすぇちうはすぇ くぇ おぇさすっつくうは 
こうしすけかっす „【うこおぇ” しすぇゃぇ しけぉ-
しすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, こけ 
かうくうは くぇ さぇいきはくぇすぇ くぇ うくすっ-
かっおすせぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす しさっとせ 
ょなかゅけゃっ. 〈ぇおぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
こけかせつぇゃぇ こさぇゃけすけ ょぇ せしゃけう 
こさけういゃけょしすゃけすけ う ょぇ しすぇさすう-
さぇ かうくうはすぇ いぇ くけゃけすけ けさなあうっ, 
しさぇゃくうきけ おぇすけ おかぇし し うすぇかうぇく-
しおぇすぇ „╀っさっすぇ” う つったけしかけゃぇて-
おうは „]おけさこうけく”.

〉しゃけはゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょ
しすゃけすけ いぇこけつゃぇ ゃ ╆ぇゃけょ 6

〈さなゅゃぇ しっ „くぇ ゅけかぇ こけかはくぇ”, ゃ 
しすぇさう たぇかっすぇ, おけうすけ しっ けぉくけ-
ゃはゃぇす う こさっけぉけさせょゃぇす ういちはかけ, 
さぇいおぇいゃぇ ょくっし うくあ. ′うおけかぇえ 
』せぉさうおけゃ, こさはお せつぇしすくうお ゃ 

ょっかけすけ, しすぇさすうさぇかけ こさっい 
1994-すぇ ゅけょうくぇ. ‶なさゃう くぇ-
つぇかくうお くぇ ちったぇ くぇ „【うこおぇ” 
– すぇ  っ ╃うきうすなさ 』けぉぇくけゃ, 
しこけきくは しう うくあ. 』せぉさうおけゃ, 
しっゅぇ くぇつぇかくうお くぇ ╆ぇゃけょ 1, 
ちった 170. ′けゃぇすぇ こかけとぇょおぇ 
しっ こさぇゃう けす ]すさけうすっかくう 
ゃけえしおう. ╆ぇ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ くぇ おぇさすっつくうは こうしすけかっす 
しっ ういゅさぇあょぇす ╋ったぇくうつっく う 
╋けくすぇあっく せつぇしすなお ゃ くけゃうは 
ちった, こさうゃかっつっくう くぇ さぇぉけすぇ 
しぇ しぇきけ きかぇょう たけさぇ – 150 
ょせてう, けおけかけ 30-ゅけょうてくう. 
╁ さぇぉけすぇすぇ ちぇさう けゅさけきくけ 
あっかぇくうっ いぇ ょっえくけしす う たなし, 
しこけきくは しう 』せぉさうおけゃ. ‶なさ-
ゃうはす ぉさけえ くぇ くけゃけすけ ういょっ-
かうっ, ぉっい ょぇ しっ ぉさけはす すさうすっ 
ぉさけえおう – こさけすけすうこう, さなつ-
くぇ ういさぇぉけすおぇ, こけ しこけきっくう-
すっ くぇ うくあ. 』せぉさうおけゃ, おけえ-
すけ さぇぉけすう ゃ すはしくぇ ゃさないおぇ 
し ぇゃすけさぇ – おけくしすさせおすけさ 
╂っゃゅぇかけゃ, っ おなき おさぇは くぇ 
1994-すぇ ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しすぇ-
ゃぇ しぇきけ けしっき-ょっゃっす  きっしっ-
ちぇ しかっょ しすぇさすぇ くぇ せしゃけは-
ゃぇくっすけ こさっい きぇさす しなとぇすぇ 
ゅけょうくぇ. ‶さっい 1996-すぇ しっ 
こさぇゃう う こなさゃうはす くぇすけゃ-
しおう けぉさぇいっち くぇ けさなあうっすけ, 
おけっすけ 』せぉさうおけゃ しさぇゃくはゃぇ 
し ういさぇっかしおけすけ „〉いう”, いぇとけ-
すけ っ ゅけょくけ いぇ くせあょうすっ くぇ 
こけかうちうはすぇ う けたさぇくぇすぇ.
‶け せしゃけはゃぇくっすけ しぇ さぇぉけ-

すうかう けとっ ╊のぉけきうさ ┿かっお-
しぇくょさけゃ, おぇすけ くぇつぇかくうお 
ちった, ぇ ょけ いぇおさうゃぇくっすけ くぇ 

ちったぇ すけえ っ さなおけゃけょっく けす 
うくあ. 』せぉさうおけゃ, ゃ くぇつぇかけすけ 
いぇきっしすくうお くぇ 』けぉぇくけゃ.  ╉ぇお-
すけ つっしすけ しすぇゃぇ こさう こせしおぇくっ-
すけ くぇ くけゃけ こさけういゃけょしすゃけ,

[ぇぉけすう しっ こけくはおけゅぇ ょけ 
しさっょくけと

╇くあっくっさ ′うおけかぇえ 』せぉ-
さうおけゃ ょけさう しう しこけきくは, つっ 
こなさゃうすっ ういこうすぇくうは, こけ うょっは 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか”, うくあ. ╉させき 》さう-
しすけゃ, しすぇくぇかう こけ ╉けかっょぇ 
こさっい くけとすぇ くぇ こけかうゅけくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”ゃ おさぇは くぇ 1994-すぇ 
...
‶け きくっくうっ くぇ けくっいう, おけう-

すけ しぇ せつぇしすゃぇかう ゃ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ, ういょっかうっすけ っ しこさは-
くけ, いぇとけすけ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ 
すさせょくけ しっ くぇきうさぇかう こぇいぇさう 
いぇ さけょくけすけ けさなあっえくけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ.
╉けっすけ しなゃしっき くっ けぉっいちっくは-

ゃぇ こけしすうゅくぇすけすけ. 
┿ゃすけさ くぇ きくけゅけ さぇいさぇぉけす-

おう こさっょう おぇさすっつくうは こうしすけ-
かっす „【うこおぇ” – „╀なかゅぇさしおけすけ 
》うかすう”, こけょちっゃくうはす ゅさぇくぇすけ-
きっす ╉ぇかうぉなさ 23, すうこ „┿さょぇ”, 
しすけこ – こぇすさけくうすっ, おぇさぇぉう-
くぇすぇ „╋ぇいぇかぇす”, せつぇしすゃぇか ゃ 
ゅけかっきうは おけかっおすうゃ こけ ╀╋‶ 
– 23 /╀けえくぇ きぇてうくぇ くぇ こっ-
たけすぇすぇ/ うくあ. ╂っけさゅう ╂っゃゅぇ-
かけゃ, おけえすけ う ょけしっゅぇ さぇぉけすう 
いぇ „┿さしっくぇか”, しう しこけきくは, つっ 
すさせょなす くぇょ すけゃぇ ういょっかうっ 
こさっょう くはおけかおけ ょっしっすうかっすうは 

っ ぉうか きけすうゃうさぇく くっ すけかおけゃぇ 
けす こぇさうつくう しすうきせかう, おけかおけすけ 
けす あっかぇくうっ ょぇ しっ ょけおぇあっ ゃ 
こさけそっしうはすぇ う けす っくすせしうぇいきぇ, 
たぇさぇおすっさっく いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. 
╆ぇ ぇゃすけさしおぇすぇ さぇいぉさぇぉけすおぇ 
すけえ くっ っ こけかせつうか しこっちうぇかくけ  
いぇこかぇとぇくっ - くぇゃさっきっすけ こけ-
かせつぇゃぇかう こさっきうぇかくう, ぇおけ しっ 
しこさぇゃはす ゃ しさけおけゃっすっ う, ぇおけ 
うきぇ しさっょしすゃぇ いぇ こさっさぇいこさっ-
ょっかっくうっ. ╆ぇとけすけ, おけくしすさせお-
すせさなす うくあ. ╂っけさゅう ╂っゃゅぇかけゃ 
っ おぇすっゅけさうつっく, つっ さぇぉけすぇすぇ 
いぇゃうしう けす つけゃっおぇ, けす くっゅけ-
ゃぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ, けす あっかぇくう-
っすけ いぇ さぇいゃうすうっ, おけっすけ すけえ, 
きぇおぇさ う けすしおけさけ こっくしうけくっさ, 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃかぇゅぇ ゃ くけゃう, 
つうしすけ ぉなかゅぇさしおう さぇいさぇぉけす-
おう くぇ „┿さしっくぇか”, おぇすけ さっ-
ゃけかゃっさくうは こけかせぇゃすけきぇすうつっく 
ゅさぇくぇすけきっす おぇかうぉなさ 40 こけ 46 
きき. ]なょぉぇすぇ くぇ けさなあっえくうすっ 
ういょっかうは こけくはおけゅぇ っ くっゃっ-
ょけきぇ, さぇいぉさぇか おけくしすさせおすけ-
さなす けす ょなかゅぇすぇ しう こさぇおすうおぇ. 

′ぇゃさっきっすけ, くぇこさうきっさ, こけ 
くぇさっあょぇくっ けす  ]]][, ぉうか 
しこさはく こけょちっゃくうはす ゅさぇくぇすけ-
きっす „┿さょぇ”, くけ ょっしっすおう ゅけょう-
くう こけ-おなしくけ –  ょくっし ゃけょっとう 
しゃっすけゃくう そうさきう こさぇゃはす さぇい-
さぇぉけすおう  おぇかうぉなさ 20-25 きき, 
ぉかういおう うきっくくけ ょけ ╉ぇかうぉなさ 
23 きき くぇ けしすぇゃっくぇすぇ ゃ いぇぉ-
ゃっくうっ  „┿さょぇ”, おけえすけ ょぇゃぇ 
こけ-すけつくぇ しすさっかぉぇ...
┿おけ ういけぉとけ くはおけゅぇ しっ くぇ-

かけあう こせしおぇくっすけ くぇ おぇさすっつ-
くうは „【うこおぇ”, すけ すけえ うきぇ 
くせあょぇ けす きけょっさくういぇちうは, おぇ-
すっゅけさうつっく っ くっゅけゃうはす ぇゃすけさ, 
くけ ゃ おぇすぇかけゅぇ くっ しぇきけ くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ けさなあっえくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, すけゃぇ ぇさしっくぇかしおけ 
うょっかうっ しう けしすぇゃぇ し くっけしこけ-
さうきうすっ こさっょうきしすゃぇ くぇ しさぇゃ-
くうすっかくけ こさけしすけ おけくしすさせお-
すけさしおけ ういこなかくっくうっ, こさう 
すけゃぇ - っゃすうくけ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

 ╆ょさぇゃっえすっ ゅけしこけあけ ‶っすおけゃぇ,

] ゅけかはきけ いぇおなしくっくうっ こけかせつうたきっ ぉさけは くぇ ゃ-お „┿さ-
しっくぇか” /ぉっか.さっょ. ぉさ. 6 けす 8 のかう 2011 ゅ. くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”/, ゃ おけえすけ ぉってっ こけきっしすっくぇ ╁ぇてぇすぇ しすぇすうは 
こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ きけは しなこさせゅ け.い. こけか-
おけゃくうお ′うおけかぇえ ╀けはくけゃ 』けきぇおけゃ, ゃっつっ こけおけえくうお.
┿い う ょなとっさうすっ きう ぉはたきっ こさうはすくけ ういくっくぇょぇくう けす 

すぇおぇ ょけぉさっ くぇこうしぇくうは きぇすっさうぇか. ╋くけゅけ すけつくけ っ けこ-
うしぇく しなこさせゅなす きう – すけかおけゃぇ すぇかぇくすかうゃ, くけ ぉっいおさぇえ-
くけ しおさけきっく つけゃっお.
╀かぇゅけょぇさうき ╁う しなさょっつくけ.
╅っかぇっき ╁う いょさぇゃっ う きくけゅけ すゃけさつっしおう せしこったう.

[.S.
¨す しすぇすうはすぇ ╁う さぇいぉうさぇきっ, つっ しすっ „こうてっとぇ けす 

ょせてぇ”.

¨す うきっすけ くぇ すさうすっ くう
╉さなしすうくぇ, ]すっそおぇ う ╋ぇさゅぇさうすぇ 』けきぇおけゃう

Ɉɬɡɜɭɤ

〈っいう くはおけかおけ さっょぇ, おぇおすけ う けとっ っょくけ こうしきけ, しなこさけ-
ゃけあょぇとけ すけゃぇ, こけかせつうた くはおけかおけ ょくう こさっょう けすこっつぇす-

ゃぇくっすけ くぇ こけしかっょくうは ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. 
╉ぇすけ /こさっょ/おけかっょっく こけょぇさなお…
‶うしきけすけ っ ょうおすせゃぇくけ けす 91-ゅけょうてくぇすぇ しなこさせゅぇ くぇ け.い. ′. 

』けきぇおけゃ, つうはすけ 100-ゅけょうてくうくぇ けす さけあょっくうっすけ けすぉっかはい-
ぇたきっ けとっ ゃ ぉさ. 6 くぇ ゃっしすくうおぇ. ╇ くっ しぇきけ すけゃぇ – ╉さなしすうくぇ 
』けきぇおけゃぇ, きぇおぇさ う ゃっつっ こけつすう くっいさはとぇ, っ ゅけすけゃぇ ょぇ さぇい-
おぇいゃぇ けとっ う けとっ いぇ しなこさせゅぇ しう,  いぇ しなぉうすうは けす あうゃけすぇ うき.  
‶うてぇす, つっ こうしきけすけ うき っ „いぇおなしくはかけ”. 
′っ, くっ っ いぇおなしくはかけ. ╄ょくけ こさういくぇくうっ くうおけゅぇ くっ きけあっ ょぇ 

ぉなょっ いぇおなしくはかけ. 
‶さういくぇくうっ いぇ きっく, おぇすけ ぇゃすけさ くぇ うしすけさうつっしおうすっ きぇすっ-

さうぇかう, こさういくぇくうっ う いぇ ゃしうつおう きけう おけかっゅう けす „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

ǲǨǳǭǵǬǨǸ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

21 ょっおっきゃさう - 1952 - ╆ぇゃなさてっくけ っ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ こけょ-
ぉぇかおぇくしおぇすぇ かうくうは ]けそうは-╉ぇさかけゃけ し くぇえ-ょなかゅうは あこ-すせくっか ゃ 
╀なかゅぇさうは - ╉けいくうちぇ 5812 き.; 1992 - しないょぇょっくけ さぇょうけ „╁うし 
ゃうすぇかうし“.
22 ょっおっきゃさう - ╃っく くぇ ゅさぇくうつくうすっ ゃけえしおう - くぇ 22. 12. 

1887 ゅ. っ けぉくぇさけょゃぇく こなさゃうはす ╆ぇおけく いぇ こけゅさぇくうつくぇすぇ しすさぇあぇ; 
1960 - ¨すおさうす っ ╄くうくしおうはす ぇこけしすけか - しすぇさけぉなかゅぇさしおう こうしきっく 
こぇきっすくうお けす 11 ゃっお.
23 ょっおっきゃさう - ‶けつうすぇ しっ ‶さっこけょけぉくう ′ぇせき ¨たさうょ-

しおう, っょうく けす こっすうきぇすぇ せつっくうちう くぇ ]ゃ. ╉うさうか う ]ゃ. ╋っすけょうえ 
- ╉かうきっくす, ╂けさぇいょ, ]ぇゃぇ う ┿くゅっかぇさうえ, おけうすけ いぇっょくけ し ょゃぇきぇすぇ 
ぉさぇすは しぇ ういゃっしすくう おぇすけ ]ゃっすうすっ しっょきけつうしかっくうちう. ′ぇせき - けす 
っゃさっえしおう „せすったぇ”.
26 ょっおっきゃさう - 1967 - 〉きうさぇ 』せょけきうさ.
27 ょっおっきゃさう - 1860 - ‶けしすぇゃはす しっ けしくけゃうすっ くぇ くぇさけょくけ 

ぉなかゅぇさしおけ つうすぇかうとっ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお - ょくってくけすけ ′』 „╇しおさぇ”.
28 ょっおっきゃさう - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おうくけすけ.
29 ょっおっきゃさう - 1919 - ‶けゃしっきっしすくぇ しすぇつおぇ こけ ちはかぇすぇ あっ-

かっいけこなすくぇ, すっかっゅさぇそけこけとっくしおぇ う すっかっそけくくぇ きさっあぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは; 1900 - ‶けしすぇゃは しっ こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ “]うさけきぇた-
おうくは” - おけきこけいうすけさ ╄きぇくせうか ╋ぇくけかけゃ.
30 ょっおっきゃさう - 1967 - ╁ ╀なかゅぇさうは しっ ゃなゃっあょぇ こっすょくっゃくぇ 

さぇぉけすくぇ しっょきうちぇ.
31 ょっおっきゃさう - 1997 - ]かっょ くぇくっしっく こけぉけえ う こさっしすけえ ゃ 

ぉけかくうちぇすぇ こけつうくぇ くぇえ-しすぇさうはす おなき きけきっくすぇ おぇいぇくかなつぇくうく, 
っょうくしすゃっくうはす せつぇしすくうお ゃ ]っこすっきゃさうえしおけすけ ゃなしすぇくうっ けす 1923 
ゅ. - ]すっそぇく ╀ないうさゅはくけゃ.
02 はくせぇさう - 90 ゅ. けす さけあょっくうっすけ /1922/ くぇ ╀かぇゅぇ ╃うきう-

すさけゃぇ - こけっすっしぇ, こうしぇすっかおぇ, けぉとっしすゃっくうつおぇ; 1863 - ╁ ]ゃう-
とけゃ っ さけょっく ┿かっおけ ╉けくしすぇくすうくけゃ; 1878 - ╁ 』うさこぇく っ さけょっく 
こけっすなす ‶っえけ ぅゃけさけゃ; 1905 - ╁ ‶ぇゃっか ╀ぇくは っ さけょっく けこっさくうはす 
こっゃっち 〈けょけさ ╋ぇいぇさけゃ.
03 はくせぇさう - 1990 - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ せつさっょっくけ ╃させあっしすゃけ “╁け-

っくくけうくゃぇかうょ”.
04 はくせぇさう - 1971 - ]すぇさすうさぇ こさけゅさぇきぇ “》けさういけくす” くぇ ╀′[; 

1990 - ]ないょぇゃぇ しっ ╃ゃうあっくうっすけ いぇ こさぇゃぇ う しゃけぉけょう /╃‶]/, 
くぇつっかけ いぇしすぇゃぇ ┿たきっょ ╃けゅぇく; 1999 - ╁かういぇ ゃ せこけすさっぉぇ くけゃぇすぇ 
こぇさうつくぇ っょうくうちぇ くぇ しすさぇくうすっ けす ╄ゃさけこっえしおうは しなのい - っゃさけすけ.
05 はくせぇさう - ′ぇつぇかけ くぇ ╇ゃぇくけゃょっくしおうすっ こさぇいくうちう; 1949 - ╁ 

╋けしおゃぇ っ せつさっょっく ]なゃっすなす いぇ うおけくけきうつっしおぇ ゃいぇうきけこけきけと /]╇╁/.
06 はくせぇさう - 1848 - [けょっく っ 》さうしすけ ╀けすっゃ; 600 ゅ. けす さけあょっ-

くうっすけ /1412/ くぇ ╅ぇくぇ ょ,┿さお - くぇちうけくぇかくぇ ゅっさけうくは くぇ 《さぇくちうは.
07 はくせぇさう - 1904 – ゃなゃっょっく っ しうゅくぇかなす SOS; 1993 - ′けさ-

ゃっあっちなす ╄さかうくゅ ╉うゅ っ こなさゃうはす つけゃっお ゃ しゃっすぇ, しすうゅくぇか しぇき ょけ 
ぃあくうは こけかのし.
08 はくせぇさう - 1878  -  ╉ぇいぇくかなお っ けしゃけぉけょっく けす すせさしおけ さけぉしすゃけ.
09 はくせぇさう - 1900 - ¨しくけゃぇく っ ╀╆′]; 1878 -  ╀けっゃっすっ こさう 

【うこおぇ-【っえくけゃけ.
10 はくせぇさう - 1954 - ╉さぇえ たうあぇ “┿かっおけ” くぇ ╁うすけてぇ っ けすおさうす 

こなさゃうはす しおう-かうそす ゃ ╀なかゅぇさうは; 1997 - ╃っきけくしすさぇくすう, こさういけ-
ゃぇくう けす ¨╃], くぇたかせゃぇす ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす; 1875 - [け-
ょっく っ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, けしくけゃぇすっか くぇ ╃╁《 ゃ ╉ぇいぇくかなお /ょく. 
“┿さしっくぇか”/.
11 はくせぇさう - 2008 - ′ぇ 88-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす こけつうくぇ ╄ょきなくょ  

》うかぇさう, こさなゃ こけおけさうか ゃさなた ╄ゃっさっしす.                                  
12 はくせぇさう - ]ゃ. きなつっくうちぇ 〈ぇすはくぇ; 1834 - ╁ し. ′けゃぇ きぇ-

たぇかぇ /ょくっし おゃぇさすぇか くぇ ╂ぇぉさけゃけ/ っ さけょっく こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう 
きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっか 〈けょけさ ╀せさきóゃ; 1992 - ‶さけゃっょっくう しぇ 
こなさゃうすっ こさっいうょっくすしおう ういぉけさう ゃ ╀なかゅぇさうは.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╇ いぇ つっさくう, う いぇ ぉっかう ょくう ぉなかゅぇさうくなす っ ういこけかいゃぇか しかけ-
ゃけすけ こけあっかぇすっかくけ, こさうょぇゃぇえおう きせ くっゃっさけはすくけ ぉけゅぇ-

すぇ けぉさぇいくけしす. ′ぇてうはす っきけちうけくぇかっく くぇさけょ っ ゃはさゃぇか, つっ けし-
ゃっく きぇゅうつっしおぇ, しかけゃけすけ うきぇ う きぇすっさうぇかくぇ しうかぇ, つっ ょせきぇすぇ 
う ょっえしすゃうっすけ しぇ こさはおけ しゃなさいぇくう う, ぇおけ こけあっかぇって くっとけ う ゅけ 
こさけういくっしって, すけ とっ しっ しぉなょくっ. ╁はさゃぇかけ しっ っ, つっ ぉかぇゅけしかけゃなす, 
ょけぉさけすけ こけあっかぇくうっ う ょけぉさぇすぇ ょせきぇ くぇうしすうくぇ くけしはす ょけぉさけ.                                                                                                                     
╃けおぇいぇく そぇおす っ, つっ くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, しきっ しなこさうつぇしすくう ゃ さぇょけしす-
すぇ う こけ-つっしすけ けす ょさせゅうすっ くぇさけょう けすこさぇゃはきっ くぇえ-うしおさっくう こけあっ-
かぇくうは – くっ しぇきけ こけ ゃさっきっ くぇ こさぇいくうちう, ぇ う ゃなゃ ゃしっおうょくっゃうっすけ. 
╁ っいうおぇ しう うきぇきっ 883 ぉかぇゅけこけあっかぇくうは. 〈っ しぇ けしきうしかはかう ぉうすぇ 
くぇ たけさぇすぇ う しぇ けゅかっょぇかけ くぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ しぇ しないょぇょっくう. ‶け-
あっかぇすっかくぇすぇ しかけゃっしくけしす う けぉさっょくけしすすぇ こさっい いうきくうすっ こさぇいくうちう 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ しぇ ういさぇい くぇ くっゅけゃぇすぇ ょせたけゃくぇ こけすさっぉくけしす う けすおけ-
かってくぇ ゃはさぇ ゃ ょけぉさけすけ. ╆ぇゃかぇょはく けす うしおさっくけ つせゃしすゃけ, くぇ ゃしうつおう 
こさぇいくうちう けす ′うおせかょっく ょけ ╀ぇぉうくょっく くぇてうはす くぇさけょ  ういゃなさてゃぇ 
さうすせぇかう う けぉさっょう, ういさうつぇ ぉかぇゅけこけあっかぇくうは う ぉかぇゅけしかけゃうう し 
くぇょっあょぇ いぇ いょさぇゃっ う しっきっえくけ とぇしすうっ, いぇ つっしすうす あうゃけす, 
せしこった う ょけぉさせゃぇくっ, いぇ ぉけゅぇすしすゃけ う úきぇくっ う いぇ ゃしはおぇおゃう 
ょさせゅう あぇょせゃぇくう きぇすっさうぇかくう う くさぇゃしすゃっくう ぉかぇゅぇ.            
′ぇ ╇ゅくぇあょっく /20-すう ょっおっきゃさう/,
しすけこぇくうくなす しっ くぇょはゃぇ ゃ ょけきぇ きせ ょぇ ゃかっいっ ょけぉなさ こけかぇいくうお – いぇ 

いょさぇゃっ, こかけょけさけょうっ う うきぇくっ こさっい ゅけょうくぇすぇ. ′ぇ こけかぇいくうおぇ ょぇ-
ゃぇす しうすけ し こてっくうちぇ う し くっゅけ すけえ こけさなしゃぇ うい おなとぇすぇ, おぇすけ ぉかぇ-
ゅけしかぇゃは: “╃ぇ しっ さけょう ょっすけ さぇかけ たけょう; ょっすけ たけょう う くっ たけょう!” ╆ぇ 
ぉかぇゅけしかけゃうはすぇ しう すけえ っ けぉしうこぇく し こてっくうちぇ う しせてっくう こかけょけゃっ 
- いぇ こかけょけさけょうっ. ╅っくう, おけうすけ くっ しぇ さけょうかう, ゃはさゃぇす う しっ くぇょは-
ゃぇす, つっ ぇおけ ゃ すけいう ょっく くっ さぇぉけすはす, さぇあょぇくっすけ うき とっ ぉなょっ かっおけ.   
′ぇ 24 ょっおっきゃさう, ╀なょくう ゃっつっさ,
くぇょっあょぇすぇ いぇ ぉかぇゅけこけかせつうっ こさっい ゅけょうくぇすぇ っ ういさぇいっくぇ ゃ こけょ-

さっあょぇくっすけ くぇ こさぇいくうつくぇすぇ すさぇこっいぇ – くぇ くっは すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ けす 
ゃしうつおけ. ┿, いぇ ょぇ しっ こさけゅけくはす いかうすっ しうかう, ゃっつっさはすぇ いぇこけつゃぇ し 

こさっおぇょはゃぇくっ くぇ ちはかぇすぇ おなとぇ. 
╃っえしすゃうっすけ うきぇ けつうしすうすっかっく 
う こさっょこぇいゃぇと たぇさぇおすっさ. ¨ぉう-
つぇはす こけゃっかはゃぇ しかっょ はょっくっすけ 
ゃしうつおう ょぇ しすぇくぇす いぇっょくけ, いぇ 
ょぇ っ こかけょけゃうすけ あうすけすけ. 〈さぇ-
こっいぇすぇ くっ しっ こさうぉうさぇ, いぇ ょぇ 
きけゅぇす こけおけえくうちうすっ ょぇ ょけえょぇす 
ょぇ ゃっつっさはす う ょぇ しっ こけゅさうあぇす 
いぇ ぉかぇゅけこけかせつうっすけ くぇ あうゃうすっ. 
『はかぇすぇ ╀なょくう ゃっつっさ っ しゃなさいぇ-
くぇ し さぇいかうつくう こさっょしおぇいぇくうは 
いぇ ぉなょっとぇ あっくうすぉぇ, いぇ いょさぇ-
ゃっ, おなしきっす う ぉかぇゅけこけかせつうっ.   
╉けかっょぇ, [けあょっしすゃけ 》さう-

しすけゃけ /25 ょっおっきゃさう/
っ くぇえ-ぉけゅぇすうはす ゃ こけあっかぇすっか-

くけ-けぉさっょくけ けすくけてっくうっ いうきっく 
こさぇいくうお.  〈けえ ういけぉうかしすゃぇ し 
ぉかぇゅけしかけゃうう う こさっょしおぇいぇくうは 
いぇ ぉなょっとっすけ, し ょっえしすゃうは いぇ 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ しすけこぇくしおけ-
すけ う しっきっえくけ ぉかぇゅけこけかせつうっ. 
¨ぉうおぇかはえおう こけ ょけきけゃっすっ, 
おけかっょぇさうすっ こっはす しこっちうぇか-
くう けぉさっょくう こっしくう – こけあっかぇ-
くうっ いぇ とぇしすうっ ゃ しっきっえしすゃけすけ 
う こさうょけぉうゃ ゃ しすけこぇくしすゃけすけ. 
╁けょぇつなす くぇ ゅさせこぇすぇ ういさうつぇ う 
おけかっょぇさしおぇすぇ ぉかぇゅけしかけゃうは: 
„¨す ╀けゅぇ すう きくけゅけ いょさぇゃっ, けす 
くぇし きぇかおけ ゃっしっかぉうちぇ!’’  ╉け-
かっょせゃぇくっすけ いぇゃなさてゃぇ し けぉとけ 
せゅけとっくうっ. ¨しすぇくぇかうすっ しかっょ 
くっゅけ こさけょせおすう しっ こさけょぇゃぇす, 
ぇ こぇさうすっ しっ ょぇゃぇす くぇ ぉっょくうすっ 

うかう くぇ ちなさおゃぇすぇ, せつうかうとっすけ, 
つうすぇかうとっすけ. ‶さうゃくっしっくうはす ゃ 
こけ-おなしくう ゃさっきっくぇ しうきゃけか – 
せおさぇしっくけすけ おけかっょくけ ょなさゃけ, 
くぇこけきくは いぇ 》さうしすけゃぇすぇ しなと-
くけしす – しゃっすかうくぇすぇ, いくぇくうっすけ, 
つうしすけすぇすぇ, うしすうくぇすぇ う くぇょっあ-
ょぇすぇ くぇ たけさぇすぇ, しゃなさいぇくぇ し すはた.                                                                                                                                             
‶さぇゃはす しっ さぇいかうつくう こさっょ-
しおぇいぇくうは う ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
ょっくは, ゃ おけえすけ しっ こぇょぇ ╉けかっょぇ. 
‶さっい 2011 ゅ. ╉けかっょぇ っ ゃ くっょっ-
かは, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ しかっょくけすけ: 
„╆うきぇすぇ とっ っ きっおぇ, かはすけすけ — 
しせたけ, ぇ っしっくすぇ — ゃっすさけゃうすぇ. 
╁けえくうちうすっ とっ しっ さぇょゃぇす, せこ-
さぇゃくうちうすっ とっ ぉなょぇす さぇいゃっく-
つぇくう. ‶かけょけゃっ, きっょ う ょけぉうすなお 
とっ うきぇ ゃ ういけぉうかうっ. ╃ぇ しっ こぇ-
いはす きかぇょうすっ.”                                                                                             
′ぇ 26 ょっおっきゃさう っ ╃っくはす 

くぇ ]ゃ. ╈けしうそ, けぉはゃっく いぇ 
╃っく くぇ ぉぇとぇすぇ,
こけしゃっすっく くぇ さけょうすっかしおうすっ 

ゅさうあう くぇ きなあっすっ. ╁ くっゅけ っ いぇ-
かけあっくぇ くぇょっあょぇすぇ いぇ うしすうく-
しおけ う  けすゅけゃけさくけ ぉぇとうくしすゃけ 
すぇおぇ, おぇおすけ しっ こさぇいくせゃぇ きぇえ-
つうくしすゃけすけ.   
]すっそぇくけゃょっく /27 ょっおっき-

ゃさう/
っ こさぇいくうおなす ゃ つっしす くぇ しないょぇ-

すっかは くぇ こなさゃぇすぇ たさうしすうはくしおぇ 
けぉとくけしす ]ゃ. こなさゃけきなつっくうお う 
ぇさたうょはおけく ]すっそぇく. ╃っくはす しっ 
しゃなさいゃぇ し くぇょっあょぇすぇ いぇ すなさ-

あっしすゃけすけ くぇ たさうしすうはくしおぇすぇ 
ゃはさぇ. ] すけいう ょっく っ しゃなさいぇく う 
けぉうつぇはす かぇょせゃぇくっ – きけきうすっ 
すけこはす おうすおう, ゃなさいぇくう いぇ こさなし-
すっく, う いぇっょくけ ゅぇょぇはす いぇ あっくうす-
ぉぇ. ╉うすおうすっ しっ ゃぇょはす けす きっくつっ-
すぇすぇ し くぇさうつぇくうは いぇ とぇしすかうゃ 
しっきっっく あうゃけす.   
01 はくせぇさう - ]せさゃぇ, ╁ぇしう-

かぬけゃょっく.
╃っくはす っ けすさっょっく くぇ ]ゃ. ╁ぇ-

しうかうえ ╁っかうおう, くけ ゃしうつおう ゅけ 
こさぇいくせゃぇきっ ゃ つっしす くぇ くぇしすなこ-
ゃぇとぇすぇ ′けゃぇ ゅけょうくぇ. ′ぇえ-ゅけ-
かはきぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ 
いぇ とぇしすかうゃぇ う ょけぉさぇ ゅけょうくぇ っ 
ゃかけあっくぇ ゃ こけゅけゃけさおぇすぇ „′けゃぇ 
ゅけょうくぇ – くけゃ おなしきっす”. ′ぇえ-
ぇすさぇおすうゃくうはす さうすせぇか っ ]せさ-
ゃぇおぇくっすけ. ╉ぇすけ きうくう きけょっか 
くぇ しゃっすけゃくけすけ ょなさゃけ, しせさゃぇ-
つおぇすぇ うきぇ きぇゅうつっしおぇ しうかぇ いぇ 
こさっけょけかはゃぇくっ くぇ さぇいかうつくう 
こさっこはすしすゃうは う すさせょくけしすう. ╁ 
せょさはくっすけ し あうかぇゃぇすぇ ょさはくけゃぇ 
こさなつおぇ っ しおさうすぇ くぇょっあょぇすぇ, 
つっ すけゃぇ とっ くぇこさぇゃう つけゃっおぇ  
あうかぇゃ う いょさぇゃ.    
6 はくせぇさう – ╀けゅけはゃかっくうっ, 

╈けさょぇくけゃょっく.
‶さぇいくうおなす っ くぇさっつっく すぇおぇ, 

いぇとけすけ くぇ すけいう ょっく ゃしっおう, 
おけえすけ うしおぇ ょぇ っ いょさぇゃ こさっい 
ゅけょうくぇすぇ, しっ けおなこゃぇ うかう 
こけくっ しっ ういきうゃぇ くぇ さっおぇすぇ.                                                                                                                             
╁けょけしゃっすなす くぇ さっおぇすぇ, ぇ こけ-
しかっ たゃなさかはくっすけ くぇ おさなしすぇ ゃなゃ 
ゃけょぇすぇ う たゃぇとぇくっすけ きせ しなとけ 
しぇ しゃなさいぇくう し くぇょっあょぇすぇ う 
けつぇおゃぇくっすけ いぇ いょさぇゃっ. ╁しうつおう 
けぉさっょくうすっ ょっえしすゃうは くぇ ╈けさ-
ょぇくけゃょっく うきぇす たぇさぇおすっさ くぇ 
さうすせぇかくけ けつうしすゃぇくっ けす ょっえしす-
ゃうっすけ くぇ いかうすっ しうかう こけ ゃさっきっ 
くぇ こさったけょぇ けす しすぇさぇすぇ おなき くけ-
ゃぇすぇ ゅけょうくぇ. 
7 はくせぇさう - ]ゃ. ╈けぇく ╉さな-

しすうすっか, ╇ゃぇくけゃょっく.
′ぇ すけいう ょっく こさぇいくせゃぇす ゃしうつ-

おう, おぇすけ おなこぇくうはすぇ こさけょなかあぇ-
ゃぇす. ╇ゃぇくけゃょっく っ う こさぇいくうお くぇ 
おせきしすゃけすけ, おさなしすくうつっしすゃけすけ う 
こけぉさぇすうきしすゃけすけ. ‶けさぇょう すけゃぇ 
すけえ っ けこさっょっかっく いぇ さうすせぇかくけ 
おなこぇくっ くぇ きかぇょけあっくちうすっ-っょ-
くけゅけょうてくうちう, おけっすけ うきぇ くっ 
しぇきけ けつうしすうすっかっく たぇさぇおすっさ, ぇ 
っ しゃなさいぇく う し こさうけぉとぇゃぇくっすけ 
くぇ きかぇょうすっ しっきっえしすゃぇ おなき しけ-
ちうせきぇ. 
′ぇ 8 はくせぇさう っ ╀ぇぉうくょっく.  
‶さぇいくうおなす っ ゃ つっしす くぇ ぉぇ-

ぉぇすぇ-ぇおせてっさおぇ, おけはすけ こけきぇゅぇ 
„くっあうゃけすけ ょぇ しすぇくっ う あうゃけ う 
ょぇ こさっきうくっ ゃ しゃっすぇ くぇ たけさぇ-
すぇ”..
′っ しぇきけ くぇ こさぇいくうちう, ぇ こけ 

さぇいくう こけゃけょう ぉなかゅぇさうくなす うい-
おぇいゃぇ しゃけっすけ こけあっかぇくうっ くぇ 
しさっとくぇすうは, くぇ こけしっすっくうは, 
くぇ ょけてかうは こさう くっゅけ. ╇ つっしすけ 
こなすう, いぇ ょぇ こさうょぇょっ こけ-ゅけかは-
きぇ すっあっしす くぇ ょせきうすっ しう, すけえ 
ゅう こけしすぇゃは こけょ いぇおさうかぇすぇ くぇ 
╀けゅぇ: ╃けぉさう しっすくうくう ょぇ たぇ-
さうあっ ゅけしこけょ! ╆ぇ きくけゅけ ゅけょうくう 
ょぇ こさっいうきっって, ょぇ こさっかっすっって! 
╆かけ ょぇ すっ くっ ゃうょう,  ぇ ょけぉさけ ょぇ 
くっ いぇきうくっ! ╂けしこけょ いょさぇゃっ ょぇ 
すう ょぇゃぇ! ╀けゅ ょぇ すう こけきぇゅぇ!  ╇ 
ょけ ょくっし くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, ゃはさ-
ゃぇきっ, つっ ょせきぇすぇ うきぇ すっあっしす, 
つっ しかけゃけすけ うきぇ しうかぇ う ゃない-
ょっえしすゃうっ, う つっ, おけゅぇすけ ゅけ こさけ-
ういくっしって, すけ こさけしすけ しっ しかせつゃぇ. 
╁はさゃぇきっ, つっ おぇすけ こけあっかぇっき 
くぇ くはおけゅけ くっとけ たせぉぇゃけ, すけ とっ  
しすぇくっ - ゃしなとくけしす すけゃぇ っ ういはゃぇ 
くぇ くぇてぇすぇ くぇょっあょぇ う こさっょ-
しすぇゃぇ いぇ ょけぉさけすけ
¨す せゃぇあっくうっ おなき すさぇょうちうは-

すぇ, こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ こけょょなさ-
あぇきっ けくっいう しかけゃっしくう そけさきう, 
おけうすけ しぇ こけ しなとっしすゃけ おさぇすおう 
ぉかぇゅけしかけゃうう, くぇこさうきっさ: ╃ぇ 
しすっ いょさぇゃう う ょなかゅけゃっつくう おぇすけ 
ょなぉぇ! ╃ぇ ょぇょっ ╂けしこけょ う こけょ 

こさぇゅ, う くぇょ こさぇゅ, う こけょ こなす, 
う くぇょ こなす! ┿ こさう くぇいょさぇゃうちう 
う ょくっし こさけういくぇしはきっ: ╉けかおけ-
すけ おぇこおう けしすぇくぇたぇ ゃ つぇてぇすぇ, 
すけかおけゃぇ ょせてきぇくう ょぇ けしすぇくぇす! 
╉ぇおすけ くっ きけあっ すうは おぇこおう う 

すけゃぇ こさけしけ ょぇ しっ しなぉっさぇす う 
こさっぉさけはす, すぇおぇ う ゃぇき くうおけえ ょぇ 
くっ きけあっ いかけ ょぇ ゃう しすけさう!
╇ すなえ おぇすけ くっ きけあっき ょぇ 

ういゃなさてうき ゃしうつおう けぉさっょくう 
ょっえしすゃうは, おぇおすけ う ょぇ ういさっつっき 

ゃしうつおう ぉかぇゅけこけあっかぇくうは, いぇ 
╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ きけあっき 
ょぇ こけょゅけすゃうき う こけ-くっしすぇく-
ょぇさすくう こけょぇさなちう  いぇ  ぉかうい-
おうすっ しう: しゃうすなお し くぇさうつぇくうは, 
こさぇいくうつくけ せおさぇしっく こかうお うかう 

おさぇしうゃぇ おせすうは けす ょなさゃけ し ぉかぇ-
ゅけしかけゃうう うかう ょぇ ょぇょっき くけゃ 
あうゃけす くぇ  こけいぇぉさぇゃっくぇすぇ くけ-
ゃけゅけょうてくぇ おぇさすうつおぇ し かうつくう 
こけあっかぇくうは.

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

╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ

′あ せあおかきおあ け おそいちそ

》あすかて:
》けつてそしかてひて „ぃけたさあ“

[あしかせおあち つ ╉かてつさあてあ なとていそしせあ 
のさそしあ „╅ちつかせあし“

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

2012 か  たそ-てちとおせあ, せそ はか つか つたちあうけす. ╇みちうあす う にそちあてあ つけ. 

》そつてひたしかせけみてあ そて ╉《《 つあ  56 すけしけそせあ しかうあ,  
そて くおちあうせけ うせそつさけ - いしけくそ 28 すけしけそせあ しかうあ

〉. ¨╆】ぃ╊╇: 2011 ╆╊ 》《′¨【¨╇〉╅ 
¨ ╉《╆『╅ ╈《╉¨〉╅ ′╅ „╅『』╊〉╅]”

】╇╊]¨ぁ¨｠╅ 【╅[』╅ 』〈╊【 ╇ 《╆ぅ¨〉╅【╅

39 〈¨]¨《〉╅ ]╊╇╅ 
╉╅〉ぇを¨ - 』╅〈《 
′╅ 10 〈╊』╊を╅

- ╉ぇおゃぇ ゅけょうくぇ ういこさぇとぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, ゅけしこけょうく 
╇ぉせてっゃ?

¨す きけは ゅかっょくぇ すけつおぇ 2011-
すぇ ゅけょうくぇ っ しなとけ すぇおぇ ょけ-
ぉさぇ, おぇおすけ う こさっょてっしすゃぇ-
とうすっ 5-6 ゅけょうくう. [ぇいぉうさぇ 
しっ, し きくけゅけ すさせょ けす しすさぇくぇ 
くぇ ちっかうは おけかっおすうゃ - くぇ きっ-
くうょあなさしおうは っおうこ, くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ う しこっちうぇかうしすうすっ, くぇ 
けさゅぇくういぇすけさうすっ, せしこはたきっ ょぇ 
こけしすうゅくっき ょけぉさう こけおぇいぇすっ-
かう. „┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ ぉなょっ ゃけょっとけ こさっょこさう-
はすうっ ゃ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うく-
ょせしすさうは. ′ぇてっすけ うきっ こさけ-

ょなかあぇゃぇ ょぇ そうゅせさうさぇ ゃ 
しゃっすけゃくうすっ さぇくゅかうしすう くぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ こさけういゃけょうすっかう 
ゃなゃ ゃけっくくうは ぉさぇくて. ‶さけ-
ょなかあぇゃぇきっ ょぇ せつぇしすゃぇきっ う 
すぇいう ゅけょうくぇ せつぇしすゃぇたきっ ゃなゃ 
ゃしうつおう くぇえ-ゅけかっきう しゃっすけゃくう 
ういかけあっくうは くぇ けすぉさぇくうすっかくぇ 
すったくうおぇ, おなょっすけ, しさぇゃくはゃぇえ-
おう, しっ ゃうょはたきっ, つっ しきっ, ぇおけ 
くっ くぇょ, すけ  こけくっ くぇ しゃっすけゃ-
くけ くうゃけ: う おぇすけ おぇつっしすゃけ, う 
おぇすけ くけきっくおかぇすせさぇ, う おぇすけ 
おけくしすさせおすうゃくう こぇさぇきっすさう 
くぇ くぇてうすっ ういょっかうは. ╁しうつ-
おけ すけゃぇ っ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
せきぇ, くぇ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ くぇ-
てうすっ うくあっくっさくけ-すったくうつっ-

しおう う こさけういゃけょしすゃっくう おぇ-
ょさう. 〈ぇおぇ つっ - ういこさぇとぇきっ 
ゅけょうくぇすぇ し ゅけさょけ ゃょうゅくぇすぇ 
ゅかぇゃぇ. ╇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
こさけょなかあう くぇてぇすぇ すさぇょうちうは 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ  くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ う しかせあうすっかうすっ くう ゃ 
しけちうぇかくぇすぇ しそっさぇ: たうかはょう 
ぇさしっくぇかちう うきぇたぇ ゃないきけあ-
くけしす ょぇ こけつうゃぇす くぇ きけさっ ゃ 
′っしっぉなさ, ゃないしすぇくけゃうたきっ う 
こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ ゃぇせつっさう けす 
さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” う ゃ 
„┿さしっくぇか 2000”, おぇすけ ょけこなか-
くうすっかっく ぉけくせし おなき すさせょけゃう-
すっ ゃないくぇゅさぇあょっくうは. ╃ぇゃぇきっ 
すっいう ゃぇせつっさう ゃ さぇきおうすっ くぇ 
そうくぇくしけゃうすっ ゃないきけあくけしすう 
くぇ そうさきぇすぇ. ╆ぇしっゅぇ うきぇきっ 
ゃないきけあくけしす う とっ こさけょなかあうき 
ょぇ ゅう さぇいょぇゃぇきっ う いぇくぇこさっょ. 
╁ないしすぇくけゃうたきっ こさっい 2011 
ゅけょうくぇ っおうこうさけゃおぇすぇ う こけょ-
ょさなあおぇすぇ くぇ きかぇょっあおうは くう 
そせすぉけかっく けすぉけさ, おぇおすけ う さっ-
ょうちぇ ょさせゅう しけちうぇかくけ-ぉうすけゃう 
こさうょけぉうゃおう. ]さっょ すはた くはきぇ 
おぇお ょぇ くっ けすぉっかっあぇ こけょけぉさは-
ゃぇくっすけ くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ 
う ぉっいけこぇしくけしすすぇ くぇ すさせょぇ くぇ 
けこさっょっかっくう きっしすぇ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ, けすおさうたきっ くけゃう ちったけゃっ, 
っょうく けす すはた くぇ すっさうすけさうは-
すぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅかうあ. ] 
くけゃうすっ ちったけゃっ しっ くぇょはゃぇきっ 
こさっい しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ ょぇ  
さぇいてうさうき こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ 
しう ゅぇきぇ いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ  こけ-
ょけぉさう さっいせかすぇすう. ┿おけ すさはぉゃぇ 
ょぇ けぉけぉとうき, けすうゃぇとぇすぇ しう 
2011 ゅけょうくぇ っ こけいうすうゃくぇ う 
ょけぉさぇ いぇ おけかっおすうゃぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”. 

¨そうしなす くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぇゅっくちうは こけ こさうたけょうすっ /′┿‶/ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっういこなかくう ゅけょうてくうは こかぇく いぇ こさうたけょうすっ 

けす ょぇくなちう し 42%, しけつぇす ちうそさうすっ ゃ おさぇは くぇ きっしっち くけっきゃさう. 
‶けしすなこかっくうはすぇ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす ゃ 

ちっくすさぇかくうは ぉのょあっす けす ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう しぇ 194.9 きうかう-
けくぇ かっゃぇ- し 32 きうかうけくぇ かっゃぇ こけゃっつっ しさぇゃくっくう し 2010 ゅ. う しぇ 
くぇょ しさっょくうすっ いぇ こっさうけょぇ. 『うそさうすっ しぇ いぇ ょっしっすすっ きっしっちぇ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ う くっ ゃおかのつゃぇす こかぇすっくうすっ ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう けす 216 
そうさきう けす さっゅうけくぇ, おけうすけ しぇ ゅけかっきう う しさっょくう ょぇくなおけこかぇすちう う 
けしうゅせさうすっかう.
¨すつうすぇ しっ う せゃっかうつっくうっ う くぇ こけしすなこかっくうはすぇ けす ょぇくなおぇ ゃなさたせ 

ょけぉぇゃっくぇすぇ しすけえくけしす, ゃないかういぇとう くぇ くぇょ 42 きうかうけくぇ かっゃぇ.
‶かぇすっくうすっ おけさこけさぇすうゃくう ょぇくなちう しぇ 16.4 きうかうけくぇ かゃ., くけ ゃしっ 

けとっ うきぇ そうさきう, おけうすけ ょなかあぇす しせきう おなき ぉのょあっすぇ. ╉なき すはた しぇ 
こさっょこさうっすう う くぇかけあっくう いぇおけくけゃうすっ けぉっいこっつうすっかくう きっさおう いぇ 
しなぉうさぇくっ くぇ いぇょなかあっくうはすぇ.
╁ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ けす ょぇくなおぇ ゃなさたせ ょけたけょうすっ くぇ そういうつっしおうすっ 

かうちぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ ゃ 『っくすさぇかくうは ぉのょあっす しぇ こけしすなこうかう 39 
きうかうけくぇ かゃ., し 3 きうかうけくぇ かっゃぇ こけゃっつっ けす こかぇすっくけすけ こさっい 2010 ゅ. 
¨す けしうゅせさうすっかくうすっ そけくょけゃっ ゃ たぇいくぇすぇ しぇ ゃかっいかう 93.4 きうかう-

けくぇ かっゃぇ - し 6 きうかうけくぇ こけゃっつっ けす こさうたけょうすっ いぇ 2010ゅ. 
‶けしすなこかっくうはすぇ けす ╃なさあぇゃくけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさはゃぇくっ しぇ 55.6 

きうかうけくぇ かっゃぇ, ぇ こかぇすっくうすっ いょさぇゃくう ゃくけしおう いぇ こっさうけょぇ しぇ くぇょ 
27.4 きうかうけくぇ かゃ. ‶け しきっすおぇすぇ くぇ そけくょぇ いぇ ╃けこなかくうすっかくけ いぇょなか-
あうすっかくけ こっくしうけくくけ けしうゅせさはゃぇくっ しぇ こけしすなこうかう 10.4 きうかうけくぇ かゃ.

〈┿

╃ゃけえくけ  しっ せゃっかうつぇゃぇ  すぇおしぇ „]きっす” いぇ おぇいぇくかなつぇくう けす 
くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈さう こなすう こけゃっつっ しすぇゃぇ すは いぇ くぇしっかっくうすっ 

きっしすぇ けす けぉとうくぇすぇ. 
] さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお けす 14-すう ょっおっき-

ゃさう ぉはたぇ こさうっすう くけゃうすっ こさけきうかう. ╃けしっゅぇ いぇ ゅさぇょぇ こさけきうかなす 
いぇ すぇおしぇ „]きっす” ぉっ 1, ぇ いぇ しっかぇすぇ - 2.  〈っ しっ ういつうしかはゃぇす くぇ 
ぉぇいぇ ょぇくなつくぇすぇ けちっくおぇ  くぇ  くっょゃうあうきうは うきけす. 
╉ぇすけ きけすうゃ いぇ うしおぇくけすけ せゃっかうつっくうっ くぇ すぇおしぇすぇ いぇ ぉうすけゃう 

けすこぇょなちう, おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけしけつう: 
かうこしぇすぇ くぇ こさったけょくう けしすぇすなちう けす くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ, せゃっ-
かうつっくうすっ ゃくけしおう くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ょっこけすけ いぇ 

ょっこけくうさぇくっ くぇ すゃなさょう ぉうすけ-
ゃう けすこぇょなちう おさぇえ [ぇおうすくうちぇ, 
おぇおすけ う  せゃっかうつっくうすっ さぇいたけょう 
いぇ しきっすけういゃけいゃぇくっ う くせあょぇすぇ 
けす いぇおせこせゃぇくっ くぇ くけゃう しなょけゃっ 
う ぇゃすけきけぉうかう いぇ しきっす. ╃させゅ 
ょけゃけょ, ういすなおくぇす ゃ たけょぇ くぇ ょっ-
ぉぇすうすっ けす おきっすぇ ]すけはくけゃぇ, ぉっ 
そぇおすなす, つっ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお  
っ けぉとうくぇすぇ し くぇえ-くうしおぇ すぇおしぇ 
„]きっす”  ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ.   
¨す ょぇくくうすっ, ういくっしっくう けす 

おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ,  しすぇ-
くぇ はしくけ, つっ  けぉとうくう し ゅけかっきう-
くぇ  おけかおけすけ ╉ぇいぇくかなお - おぇすけ 
╂ぇぉさけゃけ, ╂けさくぇ ¨さはたけゃうちぇ, 
]ゃうとけゃ う さっょうちぇ ょさせゅう, けす-
ょぇゃくぇ しぇ ゃなゃっかう すぇおしぇ いぇ ぉう-
すけゃう けすこぇょなちう いぇ あうかうとくう 
うきけすう くぇ そういうつっしおう かうちぇ けす 
2.8 こさけきうかぇ くぇゅけさっ. ╆ぇ くっあう-
かうとくうすっ うきけすう すぇおしうすっ しぇ けす 
こけさはょなおぇ くぇ くぇょ 2.9, ょけしすう-
ゅぇとう ょけ 6.2 5 こさけきうかぇ, ぇ いぇ 
のさうょうつっしおう かうちぇ – さぇいきっさなす 
っ けとっ こけ-ゃうしけお .

╃ゃぇ こなすう こけゃっつっ とっ こかぇとぇきっ いぇ こけょけぉくけ せしうかうっ 
こさっい 2012

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


