
╇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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〈あしねそ ¨うあせそう:
╅く つひす そてさちそうかせ さそすとせけつて

╇かてかちあせけ

╆そえおあせあ [ひせねかうあ:
„╅ちつかせあし“ か のさそしあ

》しあすかせ ╉けすけてちそう:
10% とうかしけねかせけか せあ おそにそおけてか

〉かうかちそみてせあてあ さそすいけせあぬけみ - 
すかお け さあせかしあ くあ しかねかせけか け おけかてあ
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

╇きっ: ╄かうしぇゃっすぇ ╃っかつっゃぇ ╃っかっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 1/282

╃かなあくけしす: [なおけゃけょうすっか せつぇしすなお

╂けょうくう: 26

╆けょうは: ╊なゃ

》けぉう: ╅うゃけすなす っ こさっおぇかっくけ おさぇすなお, いぇ ょぇ しっ しさっょけすけつ-
ゃぇて しぇきけ ゃ っょくけ いぇくうきぇくうっ.

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?

2 ゅけょうくう

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ? ╇かう, おぇいぇくけ うくぇ-
つっ, くぇ おけゅけ さぇいつうすぇて ゃ すさせょくう きけきっくすう?

′ぇ しっきっえしすゃけすけ きう.

13-てけ つすか たそ たけかせか せあ あしさそにそし う ╊うちそたあ

. . 

ずùゐだぢごどぞだ
╆くぇっすっ かう, つっ:

╁ こけゃなさたくけしすくぇすぇ しう つぇしす いなぉうすっ しぇ ういゅさぇ
ょっくう けす すなおぇく /いなぉっく っきぇえか/ し すゃなさょけしす, 

きぇおしうきぇかくけ しなとっしすゃせゃぇとぇ くぇ くぇてぇすぇ こかぇ
くっすぇ - 10 こけ ╋けけし /きはさおぇ いぇ ういきっさゃぇくっ くぇ 
けすくけしうすっかくぇすぇ すゃなさょけしす/.
╆なぉくうはす っきぇえか っ しなしすぇゃっく けす こさういきう, ゃっす

さうかけけぉさぇいくけ こけょさっょっくう しこさはきけ こけゃなさたくけしす
すぇ う こけょかっあぇとぇすぇ くっきせ すなおぇく う っ こさぇおすうつっし
おう くっこさけぉうゃぇっき.
╋うおさけけさゅぇくういきうすっ けす いなぉくぇすぇ こかぇおぇ きけゅぇす 

ょぇ こさけくうおくぇす こさっい っきぇえかぇ しぇきけ こさう くぇかうつうっ 
くぇ しすさせおすせさくう ょっそっおすう /ちっこくぇすうくう, こせおくぇすうくう, こさうきっしう ゃ おさうしすぇかくぇすぇ さってっすおぇ/.
╆なぉくうはす おぇさうっし いぇこけつゃぇ こけょこけゃなさたくけしすくけ /こけょ いなぉくうは っきぇえか/ う しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇ けす 

ゃなすさっ ゃなゃ ゃしうつおう こけしけおう.
╉けゅぇすけ くぇ こけゃなさたくけしすすぇ くぇ いなぉぇ しっ こけはゃう おぇそはゃけ こっすくけ, おぇさうっしなす っ ゃっつっ さぇいゃうす ゃなゃ 

ゃなすさってくけしすすぇ.  
[せぉさうおぇすぇ こけょゅけすゃは  ょ-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ

しすけきぇすけかけゅ ゃ ╃╉『 „┿さしっくぇか”, おぇぉうくっす 6, っすぇあ 2

う ぉけかっあおう こさう ぇさすさうす: くせあくけ 
っ 3 こなすう くぇ ょっく ょぇ しっ ういこうゃぇ 
こけ 1 つぇてぇ すけこかぇ ゃけょぇ し ょゃっ 
かなあうちう きっょ う っょくぇ つぇっくぇ かな-
あうつおぇ おぇくっかぇ.
‶さう おけしけこぇょ: ╉けしぇすぇ しっ くぇ-

きぇいゃぇ し こぇしすぇ けす ゅけさっと いったすうく, 
っょくぇ しせこっくぇ かなあうちぇ きっょ, っょくぇ 
つぇっくぇ かなあうつおぇ おぇくっかぇ こさっょう 
ぉぇくは. ] すぇいう きぇしおぇ しっ こさっしすけ-
はゃぇ けおけかけ 15 きうく. う しかっょ すけゃぇ 
おけしぇすぇ しっ ういきうゃぇ. 
‶さう うくそっおちうう くぇ こうおけつ-

くうは きったせさ: ╁っょくなあ ょくっゃくけ 
しっ こうはす こけ ょゃっ しせこっくう かなあうちう 
おぇくっかぇ う っょくぇ つぇっくぇ かなあうちぇ 
きっょ ゃ つぇてぇ たかぇょおぇ ゃけょぇ.
‶さう いなぉけぉけか: ′ぇこさぇゃっすっ 

こぇしすぇ けす っょくぇ つぇっくぇ かなあうつおぇ 
おぇくっかぇ う こっす しせこっくう かなあうちう 
きっょ う こけかいゃぇえすっ こさう ぉけかおう ゃ 
いなぉうすっ. ╋けあっ ょぇ しっ こさうかぇゅぇ 3 
こなすう くぇ ょっく.
‶さう ゃうしけお たけかっしすっさけか:

╃ゃっ しせこっくう かなあうちう きっょ う すさう 
しせこっくう かなあうちう おぇくっかぇ, しきっしっ-
くう ゃ 1 か. つぇえ, くぇきぇかはゃぇす くうゃけ-
すけ くぇ たけかっしすっさけかぇ ゃ おさなゃすぇ し 
10% ゃ さぇきおうすっ くぇ 2 つぇしぇ.
‶さう くぇしすうくおぇ: ╄ょくぇ しせこっ-

くぇ かなあうちぇ きっょ し 1/4 かなあうちぇ 
おぇくっかぇ ょくっゃくけ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 3 ょくう.
‶さう おけあくう うくそっおちうう:

]かぇゅぇすっ きっょ う おぇくっかぇ ゃ さぇゃ-
くう つぇしすう くぇ いぇしっゅくぇすうすっ きっし-
すぇ, すぇおぇ しっ かっおせゃぇす っおいっきう, 
すさうたけそうすうは う ゃしうつおう ゃうょけゃっ 
おけあくう うくそっおちうう.
‶さう さぇおけゃう いぇぉけかはゃぇくうは:

‶けしかっょくうすっ ういしかっょゃぇくうは ゃ 
ぅこけくうは う ┿ゃしすさぇかうは さぇいおさう-
ゃぇす, つっ くぇこさっょくぇか さぇお くぇ しすけ-
きぇたぇ う おけしすうすっ しぇ ぉうかう ういかっ-
おせゃぇくう せしこってくけ! ‶ぇちうっくすう, 
しすさぇょぇとう けす すっいう ゃうょけゃっ さぇお, 
すさはぉゃぇ っあっょくっゃくけ ょぇ こさうっきぇす 
こけ っょくぇ しせこっくぇ かなあうちぇ きっょ し 
っょくぇ つぇっくぇ かなあうつおぇ おぇくっかぇ いぇ 
っょうく きっしっち, 3 こなすう くぇ ょっく.
] おぇくっかぇ う きっょ しっ かっおせゃぇ 

う かけて ょなた: 》けさぇすぇ けす ぃあくぇ 
┿きっさうおぇ しせすさうく こさぇゃはす ゅぇさゅぇ-
さぇ し っょくぇ つぇっくぇ かなあうつおぇ きっょ 
う おぇくっかぇ, しきっしっくう ゃ ゅけさっとぇ 
ゃけょぇ. 〈ぇおぇ ょなたなす うき けしすぇゃぇ 
しゃっあ こさっい ちっかうは ょっく.

〉ゃぇあぇっきう つうすぇすっかう, くぇ さっ
ょぇおちうけくくうすっ くう ぇょさっしう きけ
あっすっ ょぇ ういこさぇとぇすっ う ゃぇてう 
ういこうすぇくう さっちっこすう, しゃなさいぇくう 
し つせょけょっえくう ぉうかおう う いょさぇゃけ
しかけゃくう おけきぉうくぇちうう.

‶けかいうすっ けす きっょぇ しぇ ういゃっしす
くう けす ょさっゃくけしすすぇ う いぇ すはた 

ゃう さぇいおぇいぇたきっ しぇきけ こさっょう ょゃぇ 
ぉさけは. ′っ しかせつぇえくけ ょさせゅけすけ うきっ 
くぇ きっょぇ っ っかうおしうさ くぇ ぉけゅけゃっすっ. 
¨おぇいゃぇ しっ, けぉぇつっ, つっ おけきぉうくぇ
ちうはすぇ けす すけいう っかうおしうさ し ょさせゅぇ, 
すゃなさょっ きぇかおけ ういこけかいゃぇくぇ けす 
くぇし ぉなかゅぇさうすっ こけょこさぇゃおぇ, こさぇ
ゃはす つせょっしぇ いぇ つけゃっておうは けさゅぇ
くういなき. 〈けゃぇ っ おけおすっえかなす けす きっょ 
う おぇくっかぇ, おけえすけ しっ せこけすさっぉはゃぇ 
ゃ ういおかのつうすっかくけ てうさけお ぇしこっおす 
こさう くぇえ-さぇいかうつくう ぉけかっしすう.
╋っょなす しなょなさあぇ ぇくすうけおしう

ょぇくすくう う うきぇ ぇくすうぉぇおすっさうぇかくう 
しゃけえしすゃぇ.

╉ぇくっかぇすぇ う こけかいうすっ いぇ 
いょさぇゃっすけ 

╉ぇくっかぇすぇ ょけおぇいぇくけ うきぇ しかっょ-
くうすっ こけかいう いぇ いょさぇゃっすけ:
╇きぇ さっゅせかぇすけさっく っそっおす ゃなさ-

たせ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ. ╉ぇくっかぇすぇ 
きけあっ ょぇ しこさっ せしすけえつうゃう くぇ 
かっおぇさしすゃぇ ゅなぉうつくう うくそっおちうう. 
¨しゃっく すけゃぇ, おぇくっかぇすぇ っ ぇくすう-
おけぇゅせかぇくす, ょけぉなさ ういすけつくうお くぇ 
そうぉさう, あっかはいけ う おぇかちうえ, しな-
ょなさあぇ こけかうそっくけかう う ぇくすうけお-
しうょぇくすう. ╉けきぉうくぇちうはすぇ けす おぇ-
くっかぇ う きっょ うょっぇかくけ こけつうしすゃぇ 
こぇさぇいうすう, ゅなぉうつおう う ぉぇおすっさうう 
けす たさぇくけしきうかぇすっかくうは すさぇおす. 

╃うっすぇ し おぇくっかぇ う きっょ いぇ 
けすしかぇぉゃぇくっ

《けさきせかぇすぇ とっ ぉかけおうさぇ すはかけ-
すけ ゃう けす くぇすさせこゃぇくっすけ くぇ きぇい-
くうくう.
╇いこけかいゃぇえすっ きっょ う おぇくっかぇ ゃ 

しなけすくけてっくうっ 1:2 (っょくぇ つぇしす 
おぇくっかぇ, ょゃっ つぇしすう きっょ)
‶けしすぇゃっすっ おぇくっかぇ ゃ つぇてぇ うかう 

おせこぇ.
]かけあっすっ 1 つぇてぇ ゃけょぇ ょぇ いぇ-

ゃさう.
╇いしうこっすっ おぇくっかぇすぇ ゃ くっは う けし-

すぇゃっすっ ょぇ おうしくっ 30 きうくせすう.
╁うくぇゅう ょけぉぇゃはえすっ きっょぇ, しかっょ 

おぇすけ ゃけょぇすぇ しっ けたかぇょう, いぇとけすけ 
ゃ こさけすうゃっく しかせつぇえ しっ せくうとけ-
あぇゃぇす っくいうきうすっ ゃ きっょぇ. 
╇いこうえすっ こけかけゃうくぇすぇ けす こけかせ-

つっくぇすぇ けすゃぇさぇ こさっょう かはゅぇくっ. 
¨しすぇゃっすっ ゃ たかぇょうかくうおぇ いぇ ゃっ-
つっさすぇ.
╁っょくぇゅぇ しかっょ しなぉせあょぇくっ うい-

こうえすっ ょさせゅぇすぇ こけかけゃうくぇ, くけ くっ 
は いぇすけこかはえすっ けすくけゃけ. ╃けぉさっ っ 
ょぇ しっ こうっ こさう しすぇえくぇ すっきこっさぇ-
すせさぇ うかう しすせょっくぇ.
╉なき すぇいう さっちっこすぇ っ ゃぇあくけ ょぇ 

しっ いくぇっ, つっ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ ょけぉぇ-
ゃは くうとけ ょさせゅけ. 
Tぇおぇ ういこうすけすけ おけかうつっしすゃけ っ 

ょけしすぇすなつくけ いぇ ょっくは. ′っ っ くっ-
けぉたけょうきけ ょぇ ゅけ こうっすっ こけゃっつっ 
こさっい ょっくは. 〈けゃぇ っ っょうくしすゃっくう-
はす っそっおすうゃっく くぇつうく, こけ おけえ-
すけ ょうっすぇすぇ ょっえしすゃぇ くぇ こさぇいっく 
しすけきぇた う こさっょう ゃしうつおけ こさっい 
くけとすぇ.
〈ぇいう ょうっすぇ ょっえしすゃぇ いぇ こけゃっ-

つっすけ たけさぇ. ¨すしかぇぉゃぇくっすけ し くっは 
っ きくけゅけ ぉなさいけ う とっ ょけゃっょっ ょけ 
いくぇつうすっかくぇ いぇゅせぉぇ くぇ すっゅかけ, くけ 
すけゃぇ とっ しすぇくっ ょけ っょくぇ けこさっ-
ょっかっくぇ しすっこっく う くはきぇ ょぇ きけあっ 
ょぇ けすしかぇぉくっすっ こけゃっつっ. 〈けゃぇ っ, 
いぇとけすけ おぇくっかぇすぇ う きっょなす うきぇす 
けつうしすゃぇと っそっおす ゃ たさぇくけしきうかぇ-
すっかくうは すさぇおす, おぇすけ こさっきぇたゃぇす 
こぇさぇいうすう, ゅなぉうつおう う ぉぇおすっさうう, 
し おけっすけ しっ いぇぉぇゃは たさぇくけしきうかぇ-
くっすけ. ]かっょ おぇすけ すけゃぇ しっ しかせつう, 
ゃっさけはすくけ けすしかぇぉゃぇくっすけ とっ くぇ-
きぇかっっ.

‶けかいう いぇ いょさぇゃっすけ けす  
きっょぇ う おぇくっかぇすぇ

[っょけゃくぇすぇ せこけすさっぉぇ くぇ きっょ 
う おぇくっかぇ せおさっこゃぇ ぇさすっさううすっ う 
ゃっくうすっ.
╉ぇくっかぇすぇ こけきぇゅぇ う こさう さぇい-

かうつくう ゃうょけゃっ せたぇこゃぇくうは: 
こさけしすけ っ くっけぉたけょうきけ せたぇこぇくけ-
すけ きはしすけ ょぇ しっ きぇしぇあうさぇ し おぇ-
くっかぇ ゃっつっさ. 
] おぇくっかぇ きけあっ ょぇ しっ かっおせゃぇす 
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Честит празник на работещите в здравеопазването! 
Честит празник на всички лекари и медицински работници

от ДКЦ „Арсенал”! 
Здраве, лично щастие  и дълги, дълги години

професионално удовлетворение! 

[ぇぉけすくうちうすっ ょぇ うきぇす こさぇゃけ くぇ 
くぇきぇかっくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ゃ 

っょうく ょっく けす しっょきうちぇすぇ うかう きっしっ-
ちぇ いぇ ういこなかくっくうっ くぇ しっきっえくう ぇく-
ゅぇあうきっくすう, おぇすけ すけゃぇ しっ おけきこっく-
しうさぇ し くぇきぇかっくけ いぇこかぇとぇくっ うかう 
し けすさぇぉけすゃぇくっ くぇ つぇしけゃっ. 〈けゃぇ 
こさっょかぇゅぇす けす ╉′]╀ おぇすけ きはさおぇ いぇ 
ぉぇかぇくしうさぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇか-
くうは う しっきっえくうは あうゃけす.
‶け ょぇくくう くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, ちう-

すうさぇくう けす かうょっさぇ くぇ おけくそっょっさぇ-
ちうはすぇ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ, くぇょ 50 

こさけちっくすぇ けす うおけくけきうつっしおう ぇおすうゃくけすけ くぇしっかっくうっ せ くぇし こけかぇゅぇ ゅさうあう いぇ ょっちぇ ょけ 14 ゅけょうくう 
う いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ. ╇いしかっょゃぇくっ くぇ ╉′]╀, こさけゃっょっくけ しさっょ さぇぉけすくうちう う きっくうょあなさう けす 30 
こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ こけおぇいぇかけ, つっ うきぇ しっさうけいくぇ かうこしぇ くぇ さっゅかぇきっくすうさぇくう そけさきう いぇ 
しなつっすぇゃぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ う しっきっえくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう う すけゃぇ ゃかうはっ くっゅぇすうゃくけ ゃなさたせ 
さぇぉけすぇすぇ. 12% けす ぇくおっすうさぇくうすっ しぇ しこけょっかうかう, つっ しう すさなゅゃぇす こけ-さぇくけ けす さぇぉけすぇ いぇさぇょう 
しっきっえしすゃけすけ, ぇ いぇ  ょさせゅう 12 くぇ しすけ けすしなしすゃうっすけ けす さぇぉけすぇ っ つっしすけ はゃかっくうっ. ¨す ╉′]╀ こさっょ-
かぇゅぇす う せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ けすこせしおぇ いぇ ゅかっょぇくっ くぇ ぉけかっく つかっく けす しっきっえしすゃけすけ し こっす-てっしす ょくう.
]さっょ うょっうすっ くぇ しうくょうおぇかうしすうすっ っ 40-すっ つぇしぇ しっょきうつくぇ いぇっすけしす ょぇ くっ しっ さっぇかういうさぇ いぇ 5 

ょくう こけ 8 つぇしぇ くぇ ょっく, ぇ しせきぇさくけ ゃ しっょきうちぇすぇ ょぇ しっ こけかせつぇゃぇす すけかおけゃぇ. ╁すけさぇすぇ ゃないきけあくけしす 
っ ょぇ くっ しっ けすさぇぉけすゃぇす すっいう つぇしけゃっ, ぇ ょぇ しっ さっょせちうさぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっすけ.
¨とっ こけ すっきぇすぇ - ゃ うくすっさゃのすけ し かうょっさぇ くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ, くぇ しすさ. 6.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁なこさっおう  すさせょくうは こっさうけょ, こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ 
うおけくけきうつっしおぇすぇ おさういぇ う ぇくすうしうくょうおぇかくうすっ ょっえしす-

ゃうは くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, けすくけしうすっかくけ せしこってくけ こさっけょけかはたきっ 
さっょうちぇ すっあおう ういこうすぇくうは う せしこはたきっ ょぇ いぇこぇいうき けぉかうおぇ 
しう くぇ ぇゃすっくすうつっく う くぇちうけくぇかくけ けすゅけゃけさっく しうくょうおぇす くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ きっすぇかけさぇぉけすくうちう. 
〈けゃぇ ぉっ けしくけゃくうはす ういゃけょ ゃ こけつすう っょくけつぇしけゃうは けすつっすっく 

ょけおかぇょ くぇ しすぇさうは くけゃ こさっょしっょぇすっか くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ  
しうくょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは „╋っすぇか ╄かっおすさけ” ┿しっく ┿しっくけゃ. 
〈けえ こけかせつう こけさっょくうは しう きぇくょぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ おさぇは くぇ 

こさけゃっょっくうは すせお う ょけきぇおうくしすゃぇく けす ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” 
V-すう さっょけゃっく おけくゅさっし くぇ ′]《 „╋っすぇか ╄かっおすさけ”.
87 ょっかっゅぇすう けす 25 さぇいかうつくう しすさせおすせさう くぇ しうくょうおぇすぇ 

ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ おけく-
ゅさっしぇ. ]おなこ ゅけしす くぇ ょっかっゅぇすうすっ - 
きっすぇかけさぇぉけすくうちう, ぉっ う かうょっさなす 
くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ. 
╁ ょけおかぇょぇ しう いぇ けすつっすくうは 5-ゅけ-

ょうてっく こっさうけょ ┿しっくけゃ けつっさすぇ 
けしくけゃくうすっ こさけぉかっきう,  こさっょ おけう-
すけ しっ っ ういこさぇゃうかぇ しうくょうおぇかくぇすぇ 
そっょっさぇちうは, おぇすけ くっ しこっしすう すさせょ-
くけしすうすっ ゃ ょうぇかけゅぇ し こけしかっょくうすっ 
ょゃっ こさぇゃうすっかしすゃぇ, さぇいくけゅかぇしうはすぇ 
ゃ ぉさぇくてけゃうすっ しすさせおすせさう,  けすさぇ-
あっくうっすけ くぇ おさういぇすぇ ゃ こさっょこさう-
はすうはすぇ けす きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇくっすけ, 
こさけぉかっきうすっ, しゃなさいぇくう し せしかけゃうは-
すぇ くぇ すさせょ, しっさうけいくうは ょっそうちうす くぇ 
おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう う くせあょぇすぇ 
けす っおしこっさすっく こけすっくちうぇか こけ きっしすぇ. 
』かっくしすゃけすけ ゃ ╄] くっ ょぇゃぇ くうとけ 

くぇゅけすけゃけ, いぇ ゃしはおけ くっとけ しっ ういうし-
おゃぇ せこけさうす すさせょ う ぉけさぉぇ いぇ こさけ-
きはくぇ おなき こけ-ょけぉさけ. ╇いうしおゃぇ しっ 
くぇちうけくぇかくぇ しすさぇすっゅうは いぇ さぇいゃう-
すうっ くぇ うくょせしすさうはすぇ おぇすけ けしくけゃぇ 
いぇ ぉなょっとけ せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ, 
くっとけ, おけっすけ, いぇ しなあぇかっくうっ, くっ 
くぇこさぇゃうたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ う くぇ 
ょゃっすっ こけしかっょくう こさぇゃうすっかしすゃぇ: くぇ 
〈さけえくぇすぇ  おけぇかうちうは う くぇ ╂╄[╀, 
おぇいぇ ゃ ょけおかぇょぇ しう ┿しっく ┿しっくけゃ.  

╀なかゅぇさうすっ こうはす いぇさぇょう 
しすさっしぇ う すさせょくうは くぇつうく 

くぇ あうゃけす, しけつう ういしかっょゃぇくっ くぇ 
′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ こけ けぉ-
とっしすゃっくけ いょさぇゃっ う ぇくぇかういう.
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ 『っくすな-

さぇ, ゃしっおう こっすう ぉなかゅぇさうく せこけ-
すさっぉはゃぇ ぇかおけたけか さっょけゃくけ. 
]なゅかぇしくけ けそうちうぇかくう ょぇく-

くう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃくぇ 
けさゅぇくういぇちうは こさっい 2007 ゅ., いぇ 
おけはすけ うきぇ ょぇくくう いぇ ゃしうつおう 
しすさぇくう けす ╄], おけくしせきぇちうはすぇ 
くぇ つうしす ぇかおけたけか ゃ ╀なかゅぇさうは 
しさっょ くぇしっかっくうっすけ くぇ ゃない-
さぇしす くぇょ 15 ゅけょうくう っ 10,04 
かうすさぇ くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくう-
っすけ いぇ ゅけょうくぇ. ╃ぇくくうすっ くぇ 
]╆¨ こけおぇいゃぇす, つっ こさっい しな-
とぇすぇ ゅけょうくぇ しすさぇくぇすぇ くう しっ 
っ くぇきうさぇかぇ くぇ 18-すけ きはしすけ ゃ 
╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ╁けょっとう 
ゃ しゃけっけぉさぇいくぇすぇ おかぇしぇちうは 
しぇ ╊のおしっきぉせさゅ, 』ったうは う ╇さ-
かぇくょうは. ‶さっい 2008 ゅ. しすさぇ-
くぇすぇ くう っ ぉうかぇ くぇ 14-すけ きはし-
すけ, ぇ こさっい 2009 ゅ. -  くぇ 13-すけ 

きはしすけ しさっょ 22-すっ しすさぇくう くぇ 
╄], いぇ おけうすけ うきぇ ょぇくくう. ╁ 
しかせつぇは っ ゃぇあくけ ょぇ しっ いくぇっ, 
つっ しすぇすうしすうおぇすぇ けすつうすぇ しぇきけ 
けそうちうぇかくけ さっゅうしすさうさぇくぇすぇ 
おけくしせきぇちうは くぇ ぇかおけたけか. 
]こけさっょ くはおけう ういすけつくうちう, 

くっさっゅうしすさうさぇくぇすぇ おけくしせきぇ-
ちうは くぇ ぇかおけたけか せ くぇし けす ゃない-
さぇしすっく っ しさっょくけ こけ 5 かうすさぇ 
くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ, くぇょ 
ょぇくくうすっ いぇ けそうちうぇかくぇすぇ.
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ „╄ゃさけ-

ぉぇさけきっすなさ” くぇょ 200 きうかう-
けくぇ けす こなかくけかっすくうすっ っゃさけ-
こっえちう せこけすさっぉはゃぇす ぇかおけたけか 
っあっょくっゃくけ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ 
こさうぉかういうすっかくけ 23 きうかうけくぇ  
ょせてう ゃ ╄ゃさけこぇ しすぇゃぇす いぇゃう-
しうきう けす ぇかおけたけかぇ. ¨す しなとけすけ 
ういしかっょゃぇくっ しすぇゃぇ はしくけ, つっ 76 
きうかうけくぇ う 300 たうかはょう ょせてう 
ゃ しゃっすぇ うきぇす いぇぉけかはゃぇくっ うかう  
さぇいしすさけえしすゃけ, しゃなさいぇくけ し 
せこけすさっぉぇすぇ くぇ ぇかおけたけか. 
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╇ せあうかねかちけかてそ せあ おかせみ, たそつうかてかせ せあ くおちあうせけてか ちあいそてせけぬけ, 【╅ そいちひはあ せかてちあおけぬけそせかせ たそえしかお さひす てひこ てちあおけぬけそせせそ つたそすかせあうあせあてあ け けくてひちさあせあ たそねてけ そて とたそ-
てちかいあ, おそさあちあせあ おそ そいけさせそうかせそ さしけのか, ｠けたそさちあてそうあ さしかてうあ. 

′せあかす しけ さあさひう か つすけつひしひて せあ てあくけ さしかてうあ, つたあくうあて しけ せかこせけてか たそつてとしあてけ おせかのせけてか しかさあちけ け おそさそしさそ せけか, てかにせけてか たあぬけかせてけ, つすか つさしそせせけ おあ えけ つひおけす けしけ 
たそそはちみうあすか, はか せあとねけてか そて つしかおうあはけみ せけ すあてかちけあし. 

《てうひお けつてそちけみてあ け さしかてうあてあ:                      ぁかつてけて たちあくせけさ せあ うつけねさけ すかおけぬけせつさけ ちあいそてせけぬけ! 
                                                                                   ╆しあえそつしそうかせ おあ か てちとおひて うけ け つうかてしけ おとのけてか うけ!                                                                                       【ちけいとせあ „╅ちつかせあし“

》うこけおさぇす. 〈けえ っ くぇえ-ゃっ-
かうおうはす かっおぇさ くぇ ┿くすうつ-

くけしすすぇ. [けょっく っ けお. 460 ゅ. 
こさ.く.っ. くぇ けしすさけゃ ╉けし, ╂なさ-
ちうは. ╋ぇかおけ っ ういゃっしすくけ いぇ あう-
ゃけすぇ きせ, くはおけう けす こけしすうあっくう-
はすぇ きせ しぇ ょけおせきっくすうさぇくう けす 
┿さうしすけすっか, ‶かぇすけく う ╂ぇかっく. 
》うこけおさぇす っ こさうくぇょかっあぇか おなき 
┿しおかっこうぇょうすっ – ょうくぇしすうは けす 
かっおぇさう. ╀ぇとぇ きせ ぉうか かっおぇさ, 
ぇ きぇえおぇ きせ – ぉぇぉぇ-ぇおせてっさおぇ. 
》うこけおさぇす うきぇか ょゃぇきぇ しうくぇ う 
っょくぇ ょなとっさは. ╁しっおう けす すはた 
おさなしすうか こけ っょうく けす しうくけゃっすっ 
しう くぇ いくぇきっくうすうは うき ょはょけ. 
]ぇきうはす 》うこけおさぇす こさっきうくぇか 
けぉせつっくうっ こさう ╃っきけおさうす, きくけ-
ゅけ こなすってっしすゃぇか う ういせつぇゃぇか 
きっょうちうくぇすぇ くぇ きくけゅけ しすさぇくう. 
╅うゃはか ょなかゅけ, せきうさぇ くぇ こさっ-
おかけくくぇ ゃないさぇしす – しこけさっょ さぇい-
かうつくう ういすけつくうちう - きっあょせ 83 
う 104 ゅけょうくう.
╊っゅっくょうすっ. ]こけさっょ っょくぇ 

けす すはた, 》うこけおさぇす っ こけすけきなお 
くぇ ょさっゃくけゅさなちおうは ぉけゅ くぇ きっ-
ょうちうくぇすぇ ┿しおかっこうえ. ]こけさっょ 
ょさせゅぇ, おけゅぇすけ ┿すうくぇ ぉうかぇ こけ-
さぇいっくぇ けす つせきぇ, 》うこけおさぇす けさ-
ゅぇくういうさぇか すぇおうゃぇ きっさけこさう-
はすうは, つっ きくけゅけ しおけさけ つせきぇすぇ 
しう けすうてかぇ. 〈けえ ういかっおせゃぇか う 
っょうく けす ゅさなちおうすっ こなさゃっくちう, 
おけえすけ しすさぇょぇか けす こさっせゃっかうつぇ-
ゃぇくっ くぇ ぉけかっしすすぇ しう. ]こけさっょ 
すさっすぇ, 》うこけおさぇす ぉうか こけおぇくっく  
けす ゅさぇあょぇくう ょぇ かっおせゃぇ いくぇ-
きっくうすうは ょさっゃくけゅさなちおう そう-
かけしけそ ╃っきけおさうす, おけえすけ ぉっい 
ゃうょうきぇ こさうつうくぇ いぇこけつゃぇか 
ぉせさくけ ょぇ しっ しきっっ. 》うこけおさぇす 
こけしすぇくけゃうか, つっ そうかけしけそなす 
っ ぇぉしけかのすくけ いょさぇゃ そういうつっ-
しおう う こしうたうつっしおう う っ っょうく 
けす くぇえ-せきくうすっ たけさぇ, し おけうすけ 
っ けぉとせゃぇか. 〈けいう ぉうか こなさゃうはす 
しかせつぇえ, おけゅぇすけ けぉとっしすゃけすけ っ 
こけうしおぇかけ きっょうちうくしおけ けしゃう-
ょっすっかしすゃぇくっ.
╀ぇとぇ くぇ きっょうちうくぇすぇ. 

》うこけおさぇす っ しさっょ こなさゃうすっ 
かっおぇさう, せつうかう, つっ ぉけかっしすう-
すっ ゃないくうおゃぇす ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
こさうさけょくう こさうつうくう, ぇ くっ いぇ-
さぇょう くぇきっしぇすぇ くぇ ぉけゅけゃっすっ. 
〈けえ けすょっかは きっょうちうくぇすぇ けす 
さっかうゅうはすぇ う は こさっゃさなとぇ ゃ 
しぇきけしすけはすっかくぇ くぇせおぇ. ╆ぇすけゃぇ 
ゃかういぇ ゃ うしすけさうはすぇ おぇすけ „ぉぇとぇ 
くぇ きっょうちうくぇすぇ“.
]なつうくっくうはすぇ. [ぇぉけすうすっ, 

こさうこうしゃぇくう くぇ 》うこけおさぇす, くぇ-
さっつっくう 》うこけおさぇすけゃ おけさこせし, 
くぇぉさけはゃぇす けおけかけ 70. ]きは-
すぇ しっ, つっ ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす 
くっゅけゃう しぇ けす 8 ょけ 18. 》うこけ-
おさぇすけゃうはす おけさこせし ゃおかのつゃぇ 

けしくけゃけこけかぇゅぇとう いぇ きっょうちう-
くぇすぇ しなつうくっくうは. ╆ぇ っょくけ けす 
くぇえ-いくぇつうきうすっ しっ しきはすぇ „╆ぇ 
ゃないょせたぇ, ゃけょうすっ う きっしすぇすぇ”, 
ゃ おけっすけ しっ ょうしおせすうさぇ っそっお-
すなす くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ おぇすけ 
こさうつうくうすっか くぇ いぇぉけかはゃぇくう-
はすぇ. ′ぇ 》うこけおさぇす きっょうちうくぇ-
すぇ ょなかあう せつっくうっすけ いぇ 4-すっ 
ゃうょぇ すっきこっさぇきっくす – たけかっさうお, 
そかっゅきぇすうお, しぇくゅゃうくうお う きっ-
かぇくたけかうお. ′っゅけゃぇ いぇしかせゅぇ っ 
けこさっょっかはくっすけ くぇ っすぇこうすっ こさう 
さぇいかうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, すけえ 
ゃなゃっあょぇ こけくはすうっすけ «しすぇょうう 
くぇ ぉけかっしすすぇ», おぇおすけ う きくけゅけ 
ょさせゅう すっさきうくう, いぇこぇいっくう ゃ 
しなゃさっきっくくぇすぇ きっょうちうくぇ. 》う-
こけおさぇす っ ういゃっしすっく う おぇすけ いぇ-
ぉっかっあうすっかっく たうさせさゅ. 〈けえ けこ-
うしゃぇ くぇつうくうすっ くぇ ういこけかいゃぇくっ 
くぇ こさっゃさないおうすっ, かっつっくうっ こさう  
しつせこゃぇくうは う くぇゃったゃぇくうは. ¨こ-
うしゃぇ う  こさうくちうこうすっ くぇ さぇちうけ-
くぇかくぇすぇ ょうっすけかけゅうは.                                                                                                                        
╆ぇ ゃなくてくうは う ゃなすさってっく 

けぉかうお くぇ かっおぇさは. ╁ 》うこけ-
おさぇすけゃうは おけさこせし っ けすょっかっくけ 
ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ くぇ すけゃぇ. 
》うこけおさぇす こけょつっさすぇゃぇ, つっ 
こさっしうかっくけ ゃっしっかうはす かっおぇさ 
くっ こさっょういゃうおゃぇ せゃぇあっくうっ, ぇ 
ういかうてくけ しせさけゃうはす ゅせぉう ょけ-
ゃっさうっすけ くぇ こぇちうっくすぇ. ]こけさっょ 
》うこけおさぇす, かっおぇさはす すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ ゃなすさってくぇ ょうしちうこかうくぇ う 
くっこさっおなしくぇすけ ょぇ あぇょせゃぇ いぇ 
くけゃう いくぇくうは, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけかせつぇゃぇ う おけゅぇすけ っ ょけ こけ-
しすっかはすぇ くぇ ぉけかくうは. ‶さう すけゃぇ, 
せきなす きせ すさはぉゃぇ ょぇ っ ゃうくぇゅう 
はしっく, ょぇ っ しこさっすくぇすけ けぉかっつっく, 
ょぇ しっ けすくぇしは し  さぇいぉうさぇくっ おなき 
しすさぇょぇくうはすぇ くぇ ぉけかくうすっ, ょぇ 
うきぇ ゃうくぇゅう こけょ さなおぇ きっょう-
ちうくしおう うくしすさせきっくすう, おぇぉうくっ-

すなす きせ ょぇ っ ょけぉさっ しくぇぉょっく し 
すはた う ょぇ っ つうしす.

》うこけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ 
– さうすせぇか うかう こさけそっしうけくぇ
かっく いぇおけく?       
‶さうっすけ っ ょぇ しっ しきはすぇ, つっ けす 

こさうくちうこうすっ ゃ おかっすゃぇすぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ さなおけゃけょう ゃしっおう かっ-
おぇさ. ‶さけういくぇしはくっすけ くぇ 》うこけ-
おさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ けす きかぇょうすっ 
かっおぇさう, いくぇつうすっかくけ ゃうょけうい-
きっくっくぇ こさっい ゃっおけゃっすっ, こさう 
こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ ょうこかけきぇ 
ょくっし っ こけ-しおけさけ っきけちうけくぇかっく 
さうすせぇか, けすおけかおけすけ こさけそっしう-

けくぇかっく いぇおけく, おけきっくすうさぇす 
くぇてう う つせあょっしすさぇくくう かっおぇ-
さう, おけうすけ ゃ しゃけう こせぉかうおぇ-
ちうう しけつぇす おぇすけ しこけさくう くはおけう 
そさぇいう ゃ すっおしすぇ う すゃなさょはす, つっ 
„おかぇしうつっしおぇすぇ 》うこけおさぇすけゃぇ 
おかっすゃぇ っ くっこさうかけあうきぇ ゃ きけ-
ょっさくぇすぇ きっょうちうくしおぇ こさぇおすう-
おぇ う っ くっこさうゅけょくぇ ょぇ ういさぇいう 
けすゅけゃけさくけしすうすっ, おけうすけ ょくって-
くうすっ かっおぇさう こけっきぇす”.
1. ╆ぇ けしくけゃくうは こさうくちうこ ゃ 

きっょうちうくぇすぇ „′っ ゃさっょう!” ╁ 
╃さっゃくぇ ╂なさちうは うきぇかけ いぇぉさぇ-
くぇ ょぇ しっ さぇいさはいゃぇ つけゃっておけすけ 
すはかけ. ╆ぇすけゃぇ かっおぇさうすっ うきぇかう 
すゃなさょっ こけゃなさたくけしすくう いくぇくうは 
いぇ ぇくぇすけきうはすぇ う そういうけかけゅうは-
すぇ くぇ つけゃっおぇ. 【おけかぇすぇ くぇ 》う-
こけおさぇす しっ けこうすゃぇかぇ ょぇ くぇきうさぇ 
こさうつうくぇすぇ いぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ, 
ぇ かっつっくうっすけ しっ しなしすけはかけ けす 
くぇぉかのょっくうっ ゃなさたせ ぉけかくうは う 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ すぇおなゃ さっあうき, 
こさう おけえすけ けさゅぇくういきなす しぇき ょぇ 
しっ しこさぇゃう し ぉけかっしすすぇ. ¨すすせお 
ゃけょう くぇつぇかけすけ くぇえ-ゃぇあくう-
はす こさうくちうこ ゃ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ 
おかっすゃぇ „′ぇ こなさゃけ きはしすけ くっ 
こさうつうくはゃぇえ ゃさっょぇ”. ]なゃさっ-
きっくくう かっおぇさう, けぉぇつっ, すゃなさ-
ょはす, つっ くっ っ しうゅせさくけ, つっ すけゃぇ っ 
いぇこうしぇくけ うきっくくけ ゃ すぇいう おかっす-
ゃぇ, すなえ おぇすけ  ゃ けさうゅうくぇかくうは え 
すっおしす すぇおぇゃぇ そさぇいぇ かうこしゃぇかぇ. 
′ぇえ-ぉかういなお こけ しきうしなか, しこけ-
さっょ すはた, っ こぇさぇゅさぇそなす, ゃ おけえ-
すけ しっ けぉっとぇゃぇ, つっ かっおぇさはす とっ 
こさっょこうしゃぇ こけょたけょはと さっあうき 
いぇ ょけぉさけすけ くぇ こぇちうっくすうすっ しう, 
しこけさっょ しゃけうすっ ゃないきけあくけしすう, 
う とっ ゅう こぇいう けす ゃさっょう.
2. ╆ぇ っゃすぇくぇいうはすぇ. „′っ とっ 

こけょくっしぇ しきなさすけくけしくう けすさけゃう 
くぇ くうおけゅけ, ょけさう ょぇ きっ こけきけ-
かう, くうすけ しぇき とっ こさっょかけあぇ すぇ-

おなゃ しなゃっす”, っ いぇこうしぇくけ ゃ 》う-
こけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ – ぇぉいぇち, 
おけえすけ けつっゃうょくけ いぇしはゅぇ っゃすぇ-
くぇいうはすぇ う ぇしうしすうさぇくけすけ けす 
かっおぇさ しぇきけせぉうえしすゃけ. ]こけさっょ 
ょゃぇきぇ けす ゃけょっとうすっ ういしかっ-
ょけゃぇすっかう くぇ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ 
おかっすゃぇ – ╊うすなさ う ╋ぇえかし, すぇいう 
つぇしす いぇゅぇすゃぇ いぇ つっしすけ しさっとぇ-
くぇすぇ くぇゃさっきっすけ こさぇおすうおぇ かっ-
おぇさうすっ ょぇ しっ ういこけかいゃぇす いぇ こけ-
かうすうつっしおう せぉうえしすゃぇ. ╃せきぇすぇ 
っゃすぇくぇいうは, おけはすけ ゃ ぉせおゃぇかっく 
こさっゃけょ けいくぇつぇゃぇ しこけおけえくぇ 
しきなさす, しこけさっょ すはた, っ ういきうしかっ-
くぇ ちはか ゃっお しかっょ くぇこうしゃぇくっすけ 

くぇ おかっすゃぇすぇ.
3. ╆ぇ ぇぉけさすうすっ. „′うおけゅぇ くっ 

とっ ょぇき くぇ あっくぇ こっしぇさ.” - すけいう 
すっおしす  ゃ おかっすゃぇすぇ  けぉうおくけゃっ-
くけ しっ うくすっさこさっすうさぇ おぇすけ けす-
たゃなさかはくっ くぇ ぇぉけさすぇ. ┿ぉけさすなす 
ゃ けくっいう ゃさっきっくぇ けぉぇつっ っ ぉうか 
かっゅぇかっく, すゃなさょはす ういしかっょけゃぇ-
すっかう, ぇ ゃ すっおしすぇ しっ しこけきっくぇゃぇす 
っょうくしすゃっくけ こっしぇさうすっ (こぇさつっ-
すぇ くぇこけっくぇ ゃなかくぇ, おけうすけ しっ 
こけしすぇゃはかう ゃなゃ ゃかぇゅぇかうとっすけ, 
いぇ ょぇ こさっょういゃうおぇす ぇぉけさす), ぇ 
くっ けさぇかくうすっ きっすけょう しさっとせ 
ぉさっきっくくけしす, おけうすけ しなとけ しぇ 
しっ ういこけかいゃぇかう ゃ ょさっゃくぇ ╂なさ-
ちうは. 〈なえ おぇすけ こっしぇさうすっ きけゅぇす 
ょぇ こさうつうくはす しきなさすけくけしくう うく-
そっおちうう, ぇゃすけさなす くぇ おかっすゃぇすぇ 
きけあっ ぉう っ ゅけゃけさうか こけ-しおけさけ 
いぇ しぇきうは きっすけょ, けすおけかおけすけ いぇ 
きけさぇかくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ ぇぉけさすぇ, 
しぇ くはおけう けす しなゃさっきっくくうすっ 
すなかおせゃぇくうは.
4. ╆ぇ たうさせさゅうはすぇ. „╊っおぇ-

さはす ょぇ くっ さっあっ しすさぇょぇとうすっ 
けす おぇきなくう, ぇ ょぇ ゅう けしすぇゃう 
くぇ こけ-けこうすくうすっ ゃ すぇいう ょっえ-
くけしす”, せおぇいゃぇ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ 
おかっすゃぇ, おけっすけ こけ しなとっしすゃけ 
くっ っ いぇぉさぇくぇ いぇ たうさせさゅうは-
すぇ, ぇ くぇこなすしすゃうっ いぇ きっょうちう-
すっ - ょぇ こさういくぇゃぇす ゅさぇくうちうすっ 
くぇ しゃけはすぇ おけきこっすっくすくけしす う 
ょぇ くぇしけつゃぇす こぇちうっくすうすっ おなき 
すけつくうすっ しこっちうぇかうしすう.
5. ╆ぇ かっおぇさしおうは きけさぇか. 

„】っ こぇいは しゃけは あうゃけす う しゃけっすけ 
ういおせしすゃけ ゃうくぇゅう つうしすう う くっけ-
こっすくっくう けす ゃしはおぇおゃけ こさっしすな-
こかっくうっ” っ こさういうゃ いぇ こさけそっ-
しうけくぇかくぇ こけつすっくけしす, しきはすぇす 
かっおぇさう. „╁かういぇえおう ゃ ょけきけゃっ-
すっ くぇ ぉけかくうすっ, かっおぇさはす くはきぇ 
ょぇ しっ こけょょぇゃぇ くぇ かのぉけゃくう せゃ-
かっつっくうは”, ぇ „つせすけすけ いぇ かうつくうは 

あうゃけす くぇ こぇちうっくすうすっ きせ とっ 
けしすぇくっ すぇえくぇ いぇゃうくぇゅう”. ]こけ-
さっょ しなゃさっきっくくけすけ すなかおせゃぇくっ 
くぇ そさぇいぇすぇ, かっおぇさうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ゃないょなさあぇす けす くっきけさぇか-
くけ こけゃっょっくうっ う ょぇ せしすけはゃぇす 
くぇ ういおせてっくうはすぇ.
6. ╆ぇ いぇこかぇとぇくっすけ くぇ 

かっおぇさしおうは すさせょ. 〈けいう ぇお-
すせぇかっく いぇ しなゃさっきっくくけすけ けぉ-
とっしすゃけ ゃなこさけし こさう 》うこけおさぇす 
くぇきうさぇ ょゃっ おぇさょうくぇかくけ こさけ-
すうゃけこけかあくう ゅかっょくう すけつおう. ¨す 
っょくぇ しすさぇくぇ, きくけいうくぇ しきは-
すぇす, つっ しなゅかぇしくけ おかっすゃぇすぇ くぇ 
》うこけおさぇす, かっおぇさはす すさはぉゃぇ 

ょぇ こけきぇゅぇ くぇ ぉけかくうすっ ぉっい-
こかぇすくけ. ╃させゅう, こけいけゃぇゃぇえおう 
しっ くぇ っょうく しかせつぇえ, ゃ おけえすけ 
》うこけおさぇす こけこうすぇか ぉかういおうすっ 
くぇ っょうく ぉけかっく きけゅぇす かう ょぇ 
いぇこかぇすはす いぇ かっつっくうっすけ, しきは-
すぇす けぉさぇすくけすけ. ╇しすうくぇすぇ っ, 
つっ ゃ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ 
くっ っ おぇいぇくけ くうとけ, しゃなさいぇくけ 
しなし いぇこかぇとぇくっすけ くぇ かっおぇさ-
しおうは すさせょ. ╁ 》うこけおさぇすけゃうは 
おけさこせし うきぇ くはおけかおけ そさぇいう, 
こけ おけうすけ きけあっ ょぇ しっ しなょう いぇ 
けすくけてっくうっすけ くぇ 》うこけおさぇす こけ 
すけいう ゃなこさけし. ′ぇえ-ゃぇあくぇすぇ けす 
すはた っ: «‶けくはおけゅぇ ぉうた かっおせ-
ゃぇか う ょぇさけき, いぇとけすけ しきはすぇき, 
つっ ぉかぇゅけょぇさくぇすぇ こぇきっす しすけう 
こけ-ゃうしけおけ けす きうくせすくぇすぇ しかぇ-
ゃぇ». ′ぇ すけいう こぇさぇゅさぇそ けぉさな-
とぇ ゃくうきぇくうっ う こさけそ. 〈けょけさ 
╆ぇたぇさうっゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ 
おかうくうおぇ こけ しなょけゃぇ たうさせさゅうは: 
„╆ぇさぇょう こけゅさってっく こさけつうす くぇ 
》うこけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ けす ゅけ-
ょうくう けぉとっしすゃっくけすけ きくっくうっ 
せ くぇし こさうっきぇ, つっ かっおぇさうすっ 
すさはぉゃぇ ぉっいさっいっさゃくけ う ゃしっけす-
ょぇえくけ ょぇ けすょぇゃぇす ゃしうつおけ けす 
しっぉっ しう ゃ しかせあぉぇ くぇ こぇちうっく-
すぇ, ぉっい ょぇ しっ けすつうすぇ, つっ う すっ 
うきぇす しゃけうすっ ゅさぇあょぇくしおう こさぇ-
ゃぇ う こさけそっしうけくぇかくう うくすっさっ-
しう. ╉けゅぇすけ けぉぇつっ けぉとっしすゃけすけ 
くっ っ ういこなかくうかけ ょなかゅぇ しう おなき 
かっおぇさは う くっ ゅけ っ くぇこさぇゃうかけ 
いぇきけあっく, とぇしすかうゃ う せゃぇあぇ-
ゃぇく つけゃっお, しっ しすうゅぇ ょけ くぇさせ-
てぇゃぇくっ くぇ おかっすゃぇすぇ う ょぇあっ ょけ 
おけさせこちうは”.
╆ぇおかった しっ! 》うこけおさぇすけゃぇすぇ 

おかっすゃぇ いぇゃなさてゃぇ し けぉっとぇくう-
っすけ, つっ けくっいう, おけうすけ あうゃっはす 
う さぇぉけすはす しこけさっょ こさぇゃうかぇすぇ 
え, とっ しっ さぇょゃぇす くぇ あうゃけすぇ う 
せゃぇあっくうっすけ くぇ たけさぇすぇ くぇゃっ-

おう, ぇ こさっしすなこうかうすっ は とっ ゅう 
しこけかっすう けぉさぇすくけすけ. 《うくぇかなす 
くっ しっ おけきっくすうさぇ けす しこけさっとうすっ 
かっおぇさう, くけ すっ しきはすぇす, つっ, „ぇおけ 
しっ こけけすなさしう けす くぇそすぇかうくぇ う 
しくういたけょうすっかくけすけ けすくけてっくうっ 
おなき ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っ しないょぇ-
ょっくぇ, ゃ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ 
きけあっ ょぇ しっ くぇきっさはす きくけゅけ ゃっ-
つくう うしすうくう”, う つっ „ょくっし くっえ-
くうすっ こけしかぇくうは しぇ いぇかっゅくぇかう 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ っすうつくうすっ おけ-
ょっおしう くぇ かっおぇさうすっ ゃ ょっしっすおう 
ょなさあぇゃう こけ しゃっすぇ”.

 ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けゃぇ くっ こさっつう くぇ ╋ぇかつけ ょぇ 
こさういくぇゃぇ:

”┿い しなき けすおさけゃっく おけきせくうしす”

╇いょうゅぇかう ゅけ いぇ しっおさっすぇさ けとっ ゃ 
╉けきしけきけかぇ, おなょっすけ う ょぇ うょっか. [け-
ょっく ゃ 〈なさゅけゃうとおけすけ しっかけ ╇ゃぇくつぇ, 
╋ぇかつけ っ さってっく ょぇ すさなゅくっ いぇ こけ-
ょぇかっつ. ╀はゅぇ ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ おぇすけ 
ぉさうゅぇょうさ くぇ くぇちうけくぇかっく けぉっおす 
けとっ 15-ゅけょうてっく, こさっい 1948-きぇ. 
‶けしかっ ぉうか ゃ ]けそうは, くけ ┿くすけく ぃゅけゃ 
いぇぉさぇくうか さぇぉけすぇすぇ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ 
ゃ ぉかういけしす ょけ ¨さかぇくょけゃちう いぇさぇょう 
かけてうすっ せしかけゃうは う ╋ぇかつけ しっ けおぇいゃぇ 
ゃ [せしっ. ╆ぇゃなさてゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
せつうかうとっ いぇ てかけしっさ う こけしかっ – ゃ いぇ-
ゃけょぇ „]すぇたぇくけゃ” ゃ ‶けこけゃけ. 〈ぇおぇ, けす 
しっかしおけ けゃつぇさつっ ╋ぇかつけ こけっきぇ おなき 
ゃうしけおうすっ こさういくぇくうは くぇ けぉとっしすゃっ-
くうちうすっ けすこさっょう 1989-すぇ. ╆ぇとけすけ 
ょぇ しすけう ゃ ‶けこけゃけ くっ きせ っ ょけしすぇすなつ-
くけ - うょゃぇ こけ こさうはすっかしおぇ こさっこけさな-
おぇ  ゃ „┿さしっくぇか” う しすぇゃぇ てかけしっさ ゃ 
120-すう ちった. ‶けくっあっ ぉうか „こけ-けすゃけ-
さっくけ きけきつっ”, さぇぉけすう こけ-けすゅけゃけさくぇ 
さぇぉけすぇ - こけ さっきけくすぇ くぇ すさけそっうすっ 
けす ゃけえくぇすぇ ゃ ┿さすうかっさうえしおうは ちった. 
╇ょゃぇ ゃさっきっ いぇ ゃけえくうおかなお - こぇお ゃ 
]けそうは, くぇ 4-すう おうかけきっすなさ.〈せお こぇお 
ゅけ くぇぉっかはいゃぇ ╃╉╋]-すけ: う ゃ ]けそうは, 
う ゃ [せしっ, う ゃ ╆ぇゃけょ 1 ゃ „┿さしっくぇか” 
ゃしっ ぉうか しっおさっすぇさ くぇ ╉けきしけきけかぇ.
╉けゅぇすけ ょけてなか こぇお ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

こけくっあっ くはきぇか あうすっかしすゃけ, こなさゃけ 
さぇぉけすうか おぇすけ けさゅぇくういぇすけさ こけ おけ-
かっおすうゃういぇちうはすぇ ゃ しっかしおけすけ しすけ-
こぇくしすゃけ - ぇゅうすうさぇか いぇ 〈╉╆] こけ 
しっかぇすぇ. ¨さゅぇくういうさぇか う きかぇょっあおう 
ぉさうゅぇょう. 〈ぇおぇ しっ けおぇいぇか てっそ くぇ 
ゃうょくう こけ-おなしくけ ぉさうゅぇょうさう, おぇすけ 
そうかきけゃうは さっあうしぬけさ ╇かおけ ╃せくょぇ-
おけゃ う こぇさすうえくうは ゃけょぇつ う けぉかぇしすっく 
せこさぇゃうすっか ゃ おさぇは くぇ 80-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお ╋うくつけ ╈けゃつっゃ. ╋ぇか-
つけ くっ っ いぇぉさぇゃうか すっいう そぇおすう. 〈けえ 
くっ っ いぇぉさぇゃうか くうとけ - こぇいう ゃしはおけ 
けすかうつうっ う ゃしっおう ょけおせきっくす, し おけえすけ 
っ しゃなさいぇく あうゃけすなす きせ. ╃ぇあっ かうしす-
つっすけ けす 14-すう きぇえ 1954-すぇ, おけっすけ 
せょけしすけゃっさはゃぇ, つっ っ ょけこうしくうお くぇ 
ゃっしすくうお „]すぇかうくしおう ゃけえく”... ╉ぇおすけ 
う こけいょさぇゃうすっかくう ぇょさっしう, すっかっゅさぇ-
きう, いかぇすくけ-おさうしすぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
¨╉ くぇ ╀╉‶ いぇ ╉かせぉ „〈けさこっょけ”, ちっ-
かうは しう ぇさたうゃ しなし しこけきっくう けす ゃうょくう 
ぇさしっくぇかしおう しこけさすうしすう, さなおけこうしぇ 
くぇ ょけおかぇょぇ しう いぇ しこけさすくぇすぇ ょっえ-
くけしす ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, しすぇくぇか つぇしす 
けす ういょぇょっくぇすぇ ╇しすけさうは くぇ そういおせか-
すせさくけすけ ょゃうあっくうっ, こけつくぇかけ ゃ ╃なさ-
あぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ けとっ こさっい 
1928 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ぉうか しないょぇょっく 
]なゃっす いぇ そういおせかすせさぇ う しこけさす. ╋ぇか-
つけ こぇいう ょけさう ゃっょけきけしすう し こけょこうしう-
すっ くぇ しこけさすくう いゃっいょう. 

′ぇゅさぇょうかう ╂ぇゅぇくっかけゃ, ‶っ-
くぇすぇ, ╅っおけゃ う しうっ し こかぇす いぇ 

こぇくすぇかけく!

『っしっおぇさうすっ-ゃっすっさぇくう ぉうかう 
こけおぇくっくう けす ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ /
きぇおぇさ う かっゃしおぇさ!/  いぇ きぇつ し 
„〈けさこっょけ” こけしかせつぇえ こけかけゃうく-
ゃっおけゃくぇすぇ しこけさすくぇ ょっえくけしす 
くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, てせきくけ 
こさぇいくせゃぇくぇ こさっい 1978-きぇ. ′ぇ 
しすぇょうけくぇ しぇ けそうちうぇかくう ゅけし-
すう, ょせたけゃぇすぇ きせいうおぇ, けゅさけきくう 
こかぇおぇすう... 12 ゃうょぇ しこけさす し 
58 けすぉけさぇ ういおぇさぇか くぇ すっさっくぇ 
╋ぇかつけ. ╉ぇおすけ う しっしすさう ╉せてかっ-
ゃう, すなえ おぇすけ  ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ 
„くっ うしおぇ ょぇ こっっ し ょけおせきっくす”, 
おぇおすけ きせ おぇいぇかう ゃ ]けそうは, 
おぇすけ さってうか ょぇ は おぇくう. 『っかうはす 
けすぉけさ くぇ ‶っくぇすぇ ょけてなか ゃ „┿さ-

しっくぇか” う ╋ぇかつけ しう こぇいう ゃなさたせ 
こけおぇくぇすぇ いぇ きぇつぇ ぇゃすけゅさぇそうすっ 
くぇ ‶っくっゃ, ╂ぇゅぇくっかけゃ, ╅っおけゃ, 
]すぇくおけゃ. ̈ す つぇくすうつおぇすぇ し ちっく-
くうすっ ぇさたうゃう ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ, 
おけえすけ っ あうゃぇすぇ うしすけさうは くぇ 
しこけさすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, きう ゃぇょう 
ょけさう さぇぉけすくうつっしおう おくうあおう 
し こっつぇすつっすぇ, ょけおせきっくすうさぇかう 
っあっょくっゃくうすっ きっすさう, こさけぉはゅぇ-
くう ゃ けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ けす しすけ-
すうちう さぇぉけすくうちう, せつぇしすくうちう ゃ 
くっゅけゃぇすぇ うょっは いぇ ╆ぇゃけょしおう かっ-
おけぇすかっすうつっしおう こさけぉっゅ, おけえすけ 
こさけょなかあうか 3 きっしっちぇ. [ぇぉけす-
くうおなす ╇ゃぇく ┿かっおしぇくょさけゃ, くぇ-
こさうきっさ, 166 こなすう ぉはゅぇか こさっい 
けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ - 10 おき いぇ 
すさう きっしっちぇ.  ╁しうつおう おぇすけ くっゅけ, 
ょけ 10-すけ きはしすけ, しぇ くぇゅさぇょっくう 
し ゅせきっくう くぇょせゃぇっきう  ょのてっちう 
いぇ きけさっすけ.

‶さう ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ
ゃしうつおけ ゃなさゃう こけ こかぇく

‶かぇくうさぇ しっ くっ しぇきけ のぉうかっ-
はす  くぇ しこけさすぇ ゃ „┿さしっくぇか” - こけ 
くっゅけゃぇ うょっは う しかっょ  けょけぉさっくう-
っすけ くぇ ‶さけそしなのいぇ, こけしかっ – くぇ 
╀╉‶ ゃ ╆ぇゃけょぇ, こけしかっ – くぇ ╂╉ くぇ 
╀╉‶. ‶かぇくうさぇ しっ ょけ こけしかっょくぇ-
すぇ こけょさけぉくけしす - こさなしおぇくっすけ くぇ 
かうしすけゃおう ゃ ちっくすさぇかくうは しすけか しなし 
しこけさすくぇすぇ しっょきうつくぇ こさけゅさぇきぇ 
こけ ちったけゃっ, いぇゃけょう う こかけとぇょ-
おう. 18 しこけさすくうこかけとぇょおう う 3 
ぉぇしおっすぉけかくう うゅさうとぇ しっ ゅさぇょはす 
ゃ „┿さしっくぇか” こけ すけゃぇ ゃさっきっ - けす 
せこさぇゃかっくうっすけ ょけ いぇゃけょうすっ. 
]ぇきけ いぇ ゅけょうくぇ しっ さぇいょぇゃぇす 25 
すっくうし-きぇしう こけ ちったけゃっ う けすょっ-
かう う 200 てぇたぇ いぇ さぇいすせたぇ こさっい 

けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ. 120 たうかはょう 
かっゃぇ ぉのょあっす ゅけょうてくけ しっ たぇさつぇす 
いぇ しこけさすぇ „くぇ けくうは こぇさう”, いぇとけ-
すけ けす ]╀╉╋ こけ ‶けしすぇくけゃかっくうっ 
くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす,  しっ こけ-
かぇゅぇす こけ 6 かゃ. くぇ つけゃっお いぇ しこけさす 
う こけ 3 かゃ. いぇ すせさういなき. 5 たうかはょう 
ょぇかう しぇきけ いぇ とぇくゅう う ゅうさうつおう 
こけ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ. ╁ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ ょけさう くっ しきけゅゃぇかう ょぇ 
こけたぇさつぇす こぇさうすっ. ¨すょっかくけ けす 
すけゃぇ しっ うくゃっしすうさぇかけ ゃ けしくけゃくう 
しさっょしすゃぇ. ╁しうつおう ょうさっおすけさしおう 
ゃさぇすう ぉうかう けすゃけさっくう いぇ ╋ぇかつけ 
- けす すぇいう くぇ ╂なかなぉうく ╊けいぇくけゃ  
ょけ 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ う 〈けくつけ 』せ-
おぇかけゃ. 』せおぇかけゃ ょけさう けさゅぇくういう-
さぇか 〉こさぇゃかっくうっすけ ょぇ しこけさすせゃぇ 
し ぉけはょあうえしおぇ つっすおぇ ゃ さなおぇ くぇ 
けゅさぇょぇすぇ くぇ しすぇょうけくぇ. ‶けしかっ 
けしうゅせさうか う くぇゅさぇょう いぇ ょけぉさうすっ 
しこけさすうしすう. ‶け こかぇく ゃ „┿さしっくぇか” 
ょっえしすゃぇ う しすさけえくぇ けさゅぇくういぇちうは 
けす ╉けきぉうくぇすしおう そういおせかすせさっく 

しなゃっす くぇ ょけぉさけゃけかっく こさうくちうこ けす 
15 ょせてう. ╁しっおう いぇゃけょ うきぇ けとっ 
こけ 7 ょせてう っくすせしうぇしすう-けさゅぇくういぇ-
すけさう. 〈ぇおぇ しっ こさぇゃはす しなしすっいぇくうは 
こけ いぇゃけょう ゃ さぇいかうつくう しこけさすけゃっ, 
うゅさぇっ しっ きぇしけゃけ ゃ けぉっょくぇすぇ こけ-
つうゃおぇ くぇさけょくぇ すけこおぇ う ぉぇしおっす-
ぉけか, こさっい いうきぇすぇ しっ こさぇゃう ╆うきっく 
こさぇいくうお くぇ しすぇょうけくぇ - ういこうしゃぇ 
しっ ]こけさすっく おぇかっくょぇさ けす しなぉうすうは 
こけ きっしすぇ. ”]うしすっきぇすぇ ょっえしすゃぇ けす-
ょけかせ ょけ ゅけさっ!”. ╇ょっはすぇ ぉうかぇ: ”╃ぇ 
いぇこぇかうき たけさぇすぇ, ょぇ ゅう こさうゃかっ-
つっき くぇ こかけとぇょおうすっ!”. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
しなし しなしすっいぇくうは: こけ てぇた, すっくうし, 
こかせゃぇくっ, ぉけさぉぇ, すっくうし くぇ おけさす, 
かっおぇ ぇすかっすうおぇ, つぇお こけょゃけょっく さう-
ぉけかけゃ!

[ぇぉけすくうちう おぇさぇかう おけかっかけ 
こさっい こけつうゃおぇすぇ ょけ

ぅゅけょぇ う けぉさぇすくけ

╆ぇ ゅけょうてくうくぇすぇ けす ¨おすけきゃさうえ-
しおぇすぇ さっゃけかのちうは ╋ぇかつけ けさゅぇ-
くういうさぇか  とぇそっすぇ;  いぇ ╉せこぇすぇ くぇ 
╃╉╋] – こさっゅかっょ こけ かっおぇ ぇすかっすう-
おぇ. ”′はきぇ こさぇいくけ こさっい ゅけょうくぇ-
すぇ!”. ╁しはおけ しこけさすくけ きっさけこさうはすうっ 
ゃなさゃう し こさっちういくぇ さぇいこうしぇくぇ いぇ 
すけゃぇ ′ぇさっょぉぇ こけ こさぇゃうかぇすぇ.
╁ うきっすけ くぇ しこけさすぇ う いょさぇゃっすけ 

うょっうすっ くぇ ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ ぉうかう 
くっういつっさこぇっきう. ′け すけえ しきはすぇ, つっ 
せしこったうすっ しっ ょなかあぇす くぇ くっゅけゃぇ-
すぇ すけかっさぇくすくけしす おなき たけさぇすぇ う 
くぇ てぇくしぇ, おけえすけ  うき ょぇゃぇか しぇきう 
ょぇ しう さぇあょぇす  うくうちうぇすうゃう: ”╃ぇ-
ゃぇた ゃないきけあくけしす いぇ すゃけさつっしすゃけ.” 
〈けゃぇ, ╋ぇかつけ っ せぉっょっく, つっ しっ いぇ-
ぉっかはいぇかけ ょぇあっ ゃ ]けそうは. ╃ぇゃぇす 
きせ おせこ くぇゅさぇょう, ぉっい ょぇ ぉさけうき 

くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けす 1983-すぇ. 〈ぇおぇ 
うょゃぇす: ╁すけさぇ しすっこっく  „╆ぇ けしけぉっ-
くう いぇしかせゅう”; ╆くぇお くぇ ¨おさなあくうは 
]なゃっす くぇ ╀]《], ¨すかうつうっ けす 『] 
くぇ ╀]《 – こなさゃぇ しすっこっく, ╆くぇつおぇ 
いぇ きぇしけゃぇ そういおせかすせさぇ けす 1962-
さぇ - いぇさぇょう しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく. ╁こうしゃぇす 
ゅけ ょけさう ゃ ういょぇくうっすけ - ぉさけてせさぇ 
し くぇえ-ゃうょくうすっ けぉかぇしすくう しこけさすう-
しすう – さっょけき ょけ ╊のすゃはく ╋けかかけゃぇ, 
こなさゃぇすぇ くう しうかくぇ おけこうったゃなさ-
かはつおぇ, う ょけ かっゅっくょぇさくうはす ‶っすなさ 
[ぇたきぇくかうっゃ. ╃ぇゃぇす きせ ゅさぇきけすぇ 
けす „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”... ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ しすうゅぇ ょけ いぇき. こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ゅさぇょしおけ くうゃけ – ゃなゃ 《せすぉけ-
かっく おかせぉ „[けいけゃぇ ╃けかうくぇ”. 
]こけさすくけすけ しすさけうすっかしすゃけ っ けし-

くけゃくぇ いぇょぇつぇ くぇ ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ. 
╆ぇすけゃぇ 

„┿さしっくぇか” うきぇ こなさゃうは
ぉぇしっえく, しすぇょうけく う

すっくうし-おけさす ゃ ╉ぇいぇくかなお

╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ しっ ゅけさょっっ, つっ 
„┿さしっくぇか” うきぇ こなさゃうは こかせゃっく 
ぉぇしっえく けす 1936-すぇ ゅけょうくぇ, こさう 
すけゃぇ – し ょゃぇ すさぇきこかうくぇ けす 5 う 
3 きっすさぇ. ╂けさょっっ しっ し そぇおすぇ, つっ 
ゅさぇょしおうはす しすぇょうけく っ けす 1964-すぇ, 
ぇ  けとっ こさっい 1958-きぇ ぇさしっくぇか-
しおうはす っ けすおさうす し きっあょせくぇさけょくぇ 
しさっとぇ  - ”〈けさこっょけ” – „》うきうお”, 
ぅさけしかぇゃか. ┿さしっくぇかちう ぉうかう し 
2:1 し ゅけかけゃっ くぇ くぇいぇぉさぇゃうきうは 
╊ぇかぬけ [ぇょせおけゃ. ¨しゃっく [ぇょせおけゃ, 
しすけすうちう しぇ ゃかけあうかう  けさゅぇくういぇ-
すけさしおう すぇかぇくす う しぇ こけしすうゅくぇかう 
ゃうしけおう こけしすうあっくうは いぇ ぇさしっくぇか-
しおうは しこけさす: ‶っすなさ ╉なくっゃ, こけかお. 
]すぇくおけゃ けす ′╇〈╇, 》さうしすけ ╁ぇしう-
かっゃ, ╇かつけ ╀っかっゃ, ╄かっくぇ ╃いぇきぉぇ-
おけゃぇ, ╀けさうしかぇゃ 《せさくうゅけゃ. 〈けょけさ 
╈けゃつっゃ, [ぇえくぇ ╋ぇさうくけゃぇ, ┿くつけ 
【うておけゃ, ╇ゃぇくおぇ ╁っくっかうくけゃぇ, 
]すけはくおぇ 【ぇきぉせさけゃぇ, ╋ぇさうは 
╁っかおけゃぇ, ╋ぇさうく ╉せすつうっゃ. 〈うは, 
こけしかっょくうすっ – „きくけゅけ すぇかぇくすかう-
ゃう ょっちぇ う こけしかせてくう”,  ぉうかう くっ-
くぇょきうくぇすう ゃ くぇちうけくぇかっく こかぇく ゃ 
くぇょこさっゃぇさぇすぇ, こけこせかはさくぇ こさっょう  
30 ゅけょうくう, ”╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇぉけ-
すけしこけしけぉくう”. ╁ すぇいう くぇちうけくぇかくぇ 
さぇぉけすくうつっしおぇ けそぇくいうゃぇ „┿さしっ-
くぇか” ゃ くぇつぇかけすけ くっ せつぇしすゃぇか, くけ 
おぇすけ こさぇすうかう たけさぇ „くぇ さぇいせいくぇ-
ゃぇくっ”, ゃうょっかう, つっ うきぇす てぇくし ょぇ 
ぉうはす ゃしうつおう う すぇおぇ こけつゃぇ いょさぇ-
ゃぇ すさっくうさけゃおぇ. ]なしすっいぇくうっすけ っ 
すさせょくけ – とぇそっすぇ,   ゅうきくぇしすうおぇ, 
しうかけゃう せこさぇあくっくうは, こさっしおぇつぇ-
くっ  くぇ こさっこはすしすゃうは, おけかけこさったけょ, 
たゃなさかはくっ くぇ すけこおぇ, こかせゃぇくっ, 
ょけさう うくしちっくうさけゃおぇ くぇ しうすせぇちうは 
し こけしすさぇょぇか けす けすぉけさぇ, おけえすけ 

すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ しこぇしっく. ′ぇ そう-
くぇかぇ しっ さぇいこなゃぇかぇ こぇかぇすおぇ. 】ぇ-
そっすぇすぇ, くぇ ゃしうつおけ けすゅけさっ,  ぉうかぇ 
う し さぇくうちぇ くぇ ゅなさぉぇ... 〈ぇおぇ, こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇ-
こぇておうく, しなし しこっちうぇかくう っおうこう, 
くぇきっさっくう けす ╋ぇかつけ, し とぇきこうさぇ-
くぇ さけいぇ くぇ ゅなさぉぇ うょゃぇす [っこせぉかう-
おぇくしおうすっ こけぉっょう すさう こなすう こけさっょ. 
〈ぇおぇ おせこぇすぇ う いくぇきっすけ けしすぇゃぇす ゃ 
„┿さしっくぇか”. ]さっょ 43 けすぉけさぇ, たけさぇ-
すぇ くぇ ╋ぇかつけ ぉうはす こさっい 1979-すぇ ゃ 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ,  こけしかっ, こさっい 1981-
ゃぇ - ゃ ╊はしおけゃっち う こさっい 1983-すぇ - 
ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ. ‶けぉっょぇすぇ ぉうかぇ 
すさせょくぇ - すさっくうさぇかけ しっ つぇお くぇ 
ぉぇしっえくぇ ゃ ╂さぇくょ たけすっか ╁ぇさくぇ う 
ゃ ]けこけす. 〈なえ おぇすけ すせお いぇおさうす  ぉぇ-
しっえく くはきぇかけ. ╋ぇかつけ くっ しっ しこうさぇ 
ょけ すせお - こさっくぇしは しなとうは こけつうく 
う ゃ „┿さしっくぇか” きっあょせ ちったけゃっ う 
いぇゃけょう. ‶なさゃけすけ しなしすっいぇくうっ っ ゃ 
╀ぇかおぇくぇ くぇょ  ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ. 

„Заслужил деятел на физкултурата и спорта” от 1983-та - 
тази най-висока награда от онова време е само връх в айсберга от 
отличия на Малчо Иванов - физкултурен организатор на хилядите 
арсеналци цели 32 години - от 1958-ма до 1990-та. За Малчо това 
са ”хубави времена, други времена...”.  Хубави, защото „се създаваха 
условия за много добра работа и изява на заводските спортисти”. 
Хубави времена и защото: ”Нещата стават добре, когато човек 
сънува работата си, не може без нея!”. За Малчо Иванов  и наяве, 
и насън  организацията на спортната и физкултурна дейност на 
„Арсенал” е  неговият живот, с който се гордее. Годините минават 
през активното сътрудничество за „Заводска трибуна”, която 
отразява редовно спортния живот на арсеналци, през специално 
музикално радиопредаване в понеделник със спортна хроника – пак 
по идея на Малчо, през организацията на стотици състезания 
в масовия спорт, през  „Силни, здрави, работоспособни”, та 
до високото спортно майсторство, до което достигат някои 

оръжейници. И не на последно  място – през Футболния клуб „Торпедо”, който през 1983-
та, в общата „В” група, по спомените на Малчо, бие „Розова долина” с два на нула, заради 
което БКП иска да „ликвидира” Малчо - допуснал е градският отбор да падне от заводския. 
И сливат „Розите” с „Торпедо - по идея на партийния градски  лидер Петко Влаев. Станчо 
Коев  също не се долюбвал с Малчо, откровен е  вечният арсеналски спортен деятел.

Преглед на строевата подготовка, гр. Лясковец 1981 г.

Малчо - трети от дясно на ляво

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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╉┿╊╄′╃┿[
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

07 ぇこさうか ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ いょさぇゃっすけ ╊ぇいぇさけゃ
ょっく  - ]ないょぇょっく っ ぉなかゅぇさしおうはす すさうぉぇゅさっくうお;  - ̈ し
くけゃぇく っ ‶さぇあおうはす せくうゃっさしうすっす, くぇえ-しすぇさうはす ゃ 『っくすさぇかくぇ ╄ゃ
さけこぇ;  - ╁ ]けそうは っ けすおさうす ╃なさあぇゃくうはす しぇすうさうつっく すっぇすなさ.
08 ぇこさうか ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ さけきうすっ ╁さなぉくうちぇ

『ゃっすくうちぇ  こさ. 》さ. - ]こけさっょ こさっょぇくうっすけ っ さけょっく ╂ぇせすぇきぇ 
╀せょぇ - しないょぇすっかはす くぇ ぉせょういきぇ.
09 ぇこさうか  - ╁ ‶ぇさうあ っ けさゅぇくういうさぇくぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっ

すぇ こせぉかうつくぇ たせょけあっしすゃっくぇ ういかけあぉぇ;  - [けょっく っ ╂っけさゅう 
╋うくつっゃ - さけおういこなかくうすっか, おうすぇさうしす う おけきこけいうすけさ;  - [け
ょっく っ 》さうしすけ 》さうしすけゃ - さけいけすなさゅけゃっち う けぉとっしすゃっくうお. 
10 ぇこさうか  - ‶なさゃうはす こけかっす くぇ ぉなかゅぇさうく ゃ ╉けしきけしぇ 

- ╂っけさゅう ╇ゃぇくけゃ う ′うおけかぇえ [せおぇゃうてくうおゃけ しぇ っおうこぇあなす くぇ 
“]けのい 33”;  - [けょっく っ ういょぇすっかはす ╈けいっそ ‶せかうちなさ, けしくけ
ゃぇか う ょぇか うきっすけ しう くぇ くぇゅさぇょうすっ いぇ かうすっさぇすせさぇ, ょさぇきぇ, きせ
いうおぇ う あせさくぇかうしすうおぇ;  - “〈うすぇくうお” すさなゅゃぇ けす ┿くゅかうは くぇ 
しゃけっすけ こなさゃけ う こけしかっょくけ こかぇゃぇくっ.
11 ぇこさうか ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ いなぉけかっおぇさうすっ

╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おけくちかぇゅっさうしすうすっ う こけしすさぇょぇかう
すっ けす そぇてういきぇ ]ゃっすけゃっく ょっく, こけしゃっすっく くぇ ぉけさぉぇすぇ し 
ぉけかっしすすぇ てういけそさっくうは  - 〉つっくう けすおさうゃぇす ゃうさせし, こさう
つうくはゃぇと てういけそさっくうは;  - ‶せしくぇすぇ っ ゃ せこけすさっぉぇ こなさゃぇすぇ 
こけとっくしおぇ きぇさおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは;  - ╁ 〈うたうは けおっぇく っ せかけゃっくぇ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ょけ すけいう きけきっくす ゃ しゃっすぇ ぉぇさぇおせょぇ - 38,5 おゅ.
12 ぇこさうか ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぇゃうぇちうはすぇ う おけしきけ

くぇゃすうおぇすぇ  - ゃ ╉けしきけしぇ ういかうすぇ こなさゃうはす つけゃっお - ぃさうえ 
╂ぇゅぇさうく, こけかっすなす きせ こさけょなかあぇゃぇ 108 きうくせすう. ‶さぇいくうお くぇ ╇く
しすうすせすぇ いぇ おけしきうつっしおう ういしかっょゃぇくうは おなき ╀┿′;  - ] せおぇい 
くぇ ┿かっおしぇくょなさ ┶┶ っ けぉはゃっくぇ [せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ; 
ぅくおけ ┿くゅっかけゃ けす [せしっ けすおさうゃぇ こなさゃぇすぇ ぇこすっおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う 
こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ そぇさきぇちっゃすうおぇ.
13 ぇこさうか  - 〉きうさぇ ぉなかゅぇさしおうはす たぇく ╉させき;  - 〉きう

さぇ ╁ぇしうかうえ ╁っさってつぇゅうく - させしおう あうゃけこうしっち, さうしせゃぇか ちうおなか 
おぇさすうくう けす ¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ させしおけ-すせさしおぇ ゃけえくぇ.
14 ぇこさうか  - ]うかくう いっきっすさっしっくうは し っこうちっくすなさ 』うさこぇく 

さぇいさせてぇゃぇす 300 くぇしっかっくう きっしすぇ, おけっすけ っ 20% けす すっさうすけさうはすぇ 
くぇ しすさぇくぇすぇ;  -  [けょっく っ 》さうしすけ ╋ぇくけかけゃ - おけきこけいうすけさ くぇ 
こなさゃうは ぉなかゅぇさしおう ぉぇかっす;  - 〉きうさぇ きっしすくうはす たせょけあくうお 
╀けさうし ╋うたぇえかけゃ;  - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっく そけすけおかせぉ 
“╇しおさぇ”.
15 ぇこさうか ╁ないおさっしっくうっ 》さうしすけゃけ  - ]ないょぇょっくぇ っ 

]けそうえしおぇすぇ そうかたぇさきけくうは;  - [けょっく っ ╊っけくぇさょけ ょぇ ╁うく
つう - うすぇかうぇくしおう せつっく っくちうおかけこっょうしす, たせょけあくうお, しおせかこすけさ う 
ぇさたうすっおす;  - ╇くしせかうくなす ゃかういぇ ゃ けぉとぇ せこけすさっぉぇ いぇ ぉけ
かくうすっ けす ょうぇぉっす.
16 ぇこさうか ╁ないおさっしっくうっ 》さうしすけゃけ ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇ

すぇ おけくしすうすせちうは ╃っく くぇ のさうしすぇ  - [けょっく っ 』ぇさかう 
』ぇこかうく - そうかきけゃ ぇおすぬけさ, さっあうしぬけさ う おけきこけいうすけさ, っょうく けす ゅっ
くううすっ くぇ おうくけすけ;   -  ¨しくけゃぇくぇ っ ╃]╉ ゃ ╉ぇいぇくかなお.
17 ぇこさうか ╁ないおさっしっくうっ 》さうしすけゃけ ‶さけそっしうけくぇかっく 

こさぇいくうお くぇ けょうすけさうすっ  - ]ないょぇょっくけ っ ╀なかゅぇさしおけすけ 
けこなかつっくうっ;  - 〉きうさぇ ゃうょくうはす おぇいぇくかなておう うくすっかうゅっくす, 
こさっゃけょぇつ う さっょぇおすけさ 》さうしすけ ╁ぇおかうょけゃ.
18 ぇこさうか ╋っあょせくぇさけょっく ょっく いぇ けこぇいゃぇくっ こぇきっすくう

ちうすっ くぇ おせかすせさぇすぇ ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ さっしすぇゃ
さぇすけさうすっ  - 〉きうさぇ ┿かぉっさす ┿えくとぇえく - ゅっさきぇくしおう そういうお 
すっけさっすうお う きぇすっきぇすうお, っょうく けす しないょぇすっかうすっ くぇ しなゃさっきっくくぇすぇ 
そういうおぇ, くけしうすっか くぇ ′けぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ.
19 ぇこさうか  - ╁ すけいう ょっく, おけえすけ すけゅぇゃぇ っ ぉうか ╁っかうおょっく, 

╁ぇしうか ╊っゃしおう しっ けすおぇいゃぇ けす きけくぇてっしおうは しう けぉっす, おぇすけ しぇき しう 
けすさはいゃぇ おけしうすっ しう う くぇこなかくけ しっ けすょぇゃぇ くぇ けしゃけぉけょうすっかくけすけ 
ょゃうあっくうっ;  - ╁ ╋けしおゃぇ いぇこけつゃぇ こっつぇすぇくっすけ くぇ “┿こけし
すけかぇ” - こなさゃぇすぇ させしおぇ おくうゅぇ;  - ]なゃっすしおうはす しなのい こせしおぇ 
こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ おけしきうつっしおぇ しすぇくちうは “]ぇかのす-1”;  - ¨す
おさうすぇ っ 〈さぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.
20 ぇこさうか ╃っく くぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇくうっ /1876/

- ╁ ╊ぇえこちうゅ ういかういぇ ぉさ. 1 くぇ ゃ. “╀なかゅぇさしおう けさっか” - こなさゃうはす 
ぉなかゅぇさしおう ゃっしすくうお, こけょ さっょぇおちうはすぇ くぇ ╇ゃぇく ╀けゅけさけゃ; 
]なこさせいうすっ ╉のさう せしこはゃぇす ょぇ ういけかうさぇす くけゃうは たうきうつっく っかっきっくす 
さぇょうえ;  - 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ しすぇゃぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさうく, こけ
おけさうか ╄ゃっさっしす; ╃っく くぇ ゅさ. ′áょおぇくうあぇ, 〉くゅぇさうは - こけぉさぇ
すうきっく ゅさぇょ くぇ ╉ぇいぇくかなお.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╅』╊〉 ╅』╊〉《╇: „╅『』╊〉╅]“ ぅ╊ 】』》╊╊

′ぇちうけくぇかくぇすぇ しうく-
ょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは 

„╋っすぇか ╄かっおすさけ” っ しないょぇ-
ょっくぇ くぇ 25-すう きぇさす 1990 
ゅけょうくぇ. ╉なき きけきっくすぇ くぇ-
ぉさけはゃぇ 10 417 しうくょうおぇかくう 
つかっくけゃっ, けぉっょうくっくう ゃ 77 
しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう. 
]すさせおすせさう くぇ ′]《 うきぇ ゃ 11 
けぉかぇしすう くぇ しすさぇくぇすぇ. 《っ-
ょっさぇちうはすぇ っ ょけぉさけゃけかくけ 
けぉっょうくっくうっ くぇ ぇゃすけくけきくう 
しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう 
う しなのいう くぇ さぇぉけすっとう-
すっ ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくぇ-
すぇ, きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇとぇ-
すぇ, っかっおすさけすったくうつっしおぇすぇ, 
っかっおすさけくくぇすぇ う ょさせゅう 
こさけきうてかっくけしすう. [なおけゃけょ-
くうすっ けさゅぇくう くぇ ′]《 „╋っ-
すぇか ╄かっおすさけ” しぇ: ╉けくゅさっし, 
《っょっさぇかっく しなゃっす, ╇いこなか-
くうすっかくけ ぉのさけ, ‶さっょしっょぇ-
すっか, 《っょっさぇかくぇ さっゃういうけく-
くぇ おけきうしうは. ′]《 „╋っすぇか 
╄かっおすさけ” っ つかっく くぇ そけさせ-
きぇ いぇ 『っくすさぇかくぇ う ╇いすけつくぇ 
╄ゃさけこぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 
そっょっさぇちうは くぇ きっすぇかけさぇ-
ぉけすくうちうすっ.
╁ さなおけゃけょくうすっ けさゅぇくう くぇ 

《っょっさぇちうはすぇ うきぇ う すさうきぇ 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっ-
くぇか” ┿╃. 〈けゃぇ しぇ ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ, おけえすけ っ  ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ ╇いこなかくうすっかくけすけ ぉのさけ, 
╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけゃ - つかっく くぇ 
《っょっさぇかくうは しなゃっす, う ╄きう 
』ぇくっゃぇ - つかっく くぇ [っゃういう-
けくくぇすぇ おけきうしうは くぇ ′]《 
„╋っすぇか ╄かっおすさけ”. 

‶さっょしっょぇすっか くぇ 《っょっさぇちうは-
すぇ っ ┿しっく ┿しっくけゃ. 〈けえ ぉっ ゅけしす 
くぇ けすつっすくけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっ-
さっくちうは くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか”, 
こさけゃっょっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
きぇさす. ╆ぇ つうすぇすっかうすっ くぇ „〈さう-
ぉせくぇ „┿さしっくぇか” ┿しっく ┿しっくけゃ 
けすゅけゃけさう くぇ くはおけかおけ ゃなこさけしぇ: 

- ] おぇおゃう けしくけゃくう こさけ-

ぉかっきう しっ いぇくうきぇゃぇ しうく-

ょうおぇかくぇすぇ そっょっさぇちうは くぇ 
„╋っすぇか ╄かっおすさけ”? 
- ¨しくけゃくうすっ こさけぉかっきう しぇ 

しけちうぇかくけ-うおけくけきうつっしおうすっ 
こさぇゃぇ う うくすっさっしう くぇ くぇてう-
すっ つかっくけゃっ. ╁ くぇてうは ぉさぇくて 
- きっすぇかけこさっさぇぉけすゃぇくっすけ, けし-
くけゃくうすっ せしうかうは ゃ こけしかっょくう-
すっ ょゃっ ゅけょうくう ぉはたぇ くぇしけつっくう  
おなき しなたさぇくはゃぇくっ くぇ さぇぉけすくう-
すっ きっしすぇ. ╇いこけかいゃぇ しっ ゃしうつおけ 
さぇいさってっくけ けす いぇおけくぇ いぇ すぇいう 
ちっか: くぇきぇかっく さぇぉけすっく ょっく, 
さぇぉけすぇ こけ こさけっおすう, さぇいかうつくう 
そけさきう くぇ こかぇすっくう けすこせしおう う 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, おけっすけ きけあっ 
ょぇ しなたさぇくう ゃ きぇおしうきぇかくぇ しすっ-
こっく あういくっしこけしけぉくけしすすぇ くぇ 
そうさきうすっ う こっさしけくぇかぇ, おけえすけ 
っ くぇっす ゃ すはた, いぇ ょぇ きけあっ こさう 
っょくぇ こけ-ぉかぇゅけこさうはすくぇ けぉしすぇ-
くけゃおぇ う しうすせぇちうは くぇ こぇいぇさぇ 
ょぇ いぇこけつくぇす ょぇ さぇぉけすはす けすくけ-
ゃけ. 『っかすぇ っ そうさきうすっ ょぇ くっ うい-
こぇょぇす こけょ すったくけかけゅうつくうは きう-
くうきせき, すなえ おぇすけ っょくぇ そうさきぇ, 
ゃっょくなあ ういこぇょくぇかぇ こけょ すけいう 
すったくけかけゅうつっく きうくうきせき, きくけゅけ 
すさせょくけ けすくけゃけ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
ゃないしすぇくけゃっくぇ. ¨す すぇいう ゅかっょくぇ 
すけつおぇ しきっ こさぇゃうかう おけきこさけきう-
しう いぇっょくけ し さぇぉけすけょぇすっかうすっ, 
ゃしうつおけ すけゃぇ っ いぇ しきっすおぇ くぇ くっ-
ぇくゅぇあうさぇくけしすすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
う くっあっかぇくうっすけ え ょぇ しっ いぇくう-
きぇゃぇ し すっいう こさけぉかっきう. 

- 〈けゃぇ っ う っょうく けす ゅけかっきう-

すっ こさけぉかっきう う ゃ „┿さしっくぇか”, 
おけえすけ ゃなかくせゃぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ くっゅけ. ‶さっい そっゃさせぇさう ゅけ-

かはきぇ つぇしす けす たけさぇすぇ ぉはたぇ ゃ 
さっあうき くぇ くぇきぇかっくけ さぇぉけす-
くけ ゃさっきっ, ぇ ゃ きけきっくすぇ すっつっ 
こさけちっし こけ けこすうきういぇちうは くぇ 
こっさしけくぇかぇ. ╃け おぇおゃぇ しすっ-

こっく ゃ すけいう う ょさせゅう こけょけぉくう 
しかせつぇう ゃ ぉさぇくてぇ しうくょう-

おぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけゃかうははす 
くぇ すぇおうゃぇ くっこさうはすくう こさけ-

ちっしう? ╉ぇおすけ う - ょけ おぇおゃぇ 
しすっこっく しうくょうおぇかくぇすぇ くぇ-

きっしぇ きけあっ ょぇ こけゃかうはっ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ, ょけ おぇおゃぇ 
しすっこっく ういけぉとけ すは っ いょさぇ-

ゃけしかけゃくぇ いぇ そうさきぇすぇ う いぇ 
す.くぇさ. すったくけかけゅうつっく くっうく 
きうくうきせき? 
- ]うくょうおぇすうすっ しぇきう こけ しっぉっ 

しう くっ しないょぇゃぇす さぇぉけすくう きっし-
すぇ. ╁ しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ しっ 
くぇきうさぇ ゃ きけきっくすぇ „┿さしっくぇか”, 
しうくょうおぇすうすっ きけゅぇす ょぇ しな-
ょっえしすゃぇす, ょぇ こけきけゅくぇす う ょぇ 
さぇぉけすはす ゃ こけしけおぇ すぇいう おさう-
いうしくぇ しうすせぇちうは ょぇ しっ こさっけ-
ょけかっっ けすくけしうすっかくけ こけ-かっおけ, 
おけっすけ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ くはきぇ 
ょぇ っ すぇおぇ, ぇおけ しうくょうおぇすなす くぇ 
せつぇしすゃぇ. ╄ょくぇ すぇおぇゃぇ たぇさぇお-
すっさくぇ けしけぉっくけしす, しこっちうぇかくけ 
いぇ „┿さしっくぇか”, っ, つっ いぇ くっゅけ, 
おぇすけ こさけょせおすけゃぇ しすさせおすせさぇ, 
っそっおすなす けす おさういぇすぇ しっ いぇぉぇゃう. 
╁ „┿さしっくぇか” おさういぇすぇ しっ こけ-
つせゃしすゃぇ いくぇつうすっかくけ こけ-おなしくけ, 
きけあっ ぉう 2 う こけかけゃうくぇ ゅけょうくう 
しかっょ けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす くぇ きっ-
すぇかけうくょせしすさうはすぇ, おなょっすけ けとっ 
ゃ おさぇは くぇ 2008-きぇ すは しっ せしっ-
すう, ぇ ゅけかっきうすっ しなおさぇとっくうは, 
しさうゃなす ぉはたぇ こさっい 2009-2010 
ゅけょうくぇ. ╊けてけすけ っ, つっ ゃしっ けとっ 
しっおすけさなす くっ っ ういかはいなか けす おさう-
いぇすぇ. ╃ぇ, ゃはさくけ, くっ こさけこぇょぇ 
こけゃっつっ, くけ くっ しっ う さぇいゃうゃぇ. ╁ 
きくけゅけ きぇかおぇ つぇしす けす しかせつぇうすっ 
ゃ こさっょこさうはすうはすぇ うきぇ さなしす くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, うきぇ くはおぇおゃけ 
しなあうゃはゃぇくっ, くけ すけ っ ょぇかっつ けす 
すけゃぇ, おけっすけ っ ぉうかけ, こさうきっさくけ, 
こさっい 2008-きぇ ゅけょうくぇ. ¨ぉとけ 
ゃいっすけ, ゃ しゃっすぇ, ゃ おけえすけ あうゃっ-
っき, ゃ しゃけぉけょくうは こぇいぇさ くぇ おぇ-
こうすぇかぇ, っょくぇ けす たぇさぇおすっさくうすっ 
けしけぉっくけしすう いぇ さぇいゃうすうっすけ きせ 
っ うきっくくけ すぇいう ちうおかうつくけしす. 
′はきぇ くっこさっおなしくぇすけ ゃないたけょ 
くぇゅけさっ, くはきぇ う くっこさっおなしくぇすけ 
こぇょぇくっ. ╁ っょうく けこさっょっかっく こっ-
さうけょ すけつくけ すけゃぇ しっ こけかせつぇゃぇ: 
ょけさう う ょぇ しっ ゃなさゃう ゃうたさっくけ 
くぇゅけさっ, ゃ っょうく けこさっょっかっく きけ-
きっくす  うきぇ しこぇょ. ╇ すけいう しこぇょ くっ 
いぇゃうしう しぇきけ けす くぇし.

- „┿さしっくぇか” かう っ くぇえ-ゅけ-

かはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃなゃ 
ゃぇてぇすぇ そっょっさぇちうは? 
- ╃ぇ, いぇとけすけ くはおなょっ けおけかけ 

40% けす つかっくしおぇすぇ くう きぇしぇ っ 
けす „┿さしっくぇか”. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” くっ しぇきけ, 
つっ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ „╋っすぇか ╄かっおすさけ”, くけ っ う 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╉′]╀ ゃ しすさぇくぇすぇ. 

- ¨こすうきういぇちうはすぇ, おけはすけ 
しっ ういゃなさてゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
っ ょけ 15% けす けぉとぇすぇ つうし-

かっくけしす くぇ しなしすぇゃぇ. ╁ おぇおなゃ 
こさけちっくす ぉっ けこすうきういぇちうはすぇ 
ゃ けしすぇくぇかうすっ こさっょこさうは-

すうは けす きっすぇかけうくょせしすさうはすぇ 
- すぇおぇ, つっ ょぇ っ う けいょさぇゃう-

すっかくぇ, う ょぇ くはきぇ しっさうけいくう 
しけちうぇかくう しなすさっしっくうは? 
- [ぇいかうつくけ. ¨ぉとけ いぇ きっすぇ-

かけうくょせしすさうはすぇ しなおさぇとっくうっすけ 
くぇ こっさしけくぇかぇ ぉってっ くぇょ 30%. 
╇きぇてっ, さぇいぉうさぇ しっ, う こさっょ-
こさうはすうは, おなょっすけ すけいう こさけちっくす 
ぉってっ けとっ こけ-ゃうしけお, おぇおすけ う 
ょさせゅう, ゃ おけうすけ ぉっ こけ-くうしなお. 
′け 8-10% けす こさっょこさうはすうはすぇ 
ゃ すけいう しっおすけさ いぇさぇょう おさういぇすぇ 
こさけしすけ こさっしすぇくぇたぇ ょぇ しなとっしす-
ゃせゃぇす, こさっおさぇすうたぇ ょっえくけしす-

すぇ しう. ╁はさくけ, すけゃぇ くっ ぉはたぇ 
ゅけかっきう こさっょこさうはすうは. ╁ ょさせ-
ゅう  こさっょこさうはすうは さっょせおちうはすぇ 
くぇ しなしすぇゃぇ しすうゅくぇ ょけ 40-50, 
ょけさう ょけ 60%, すけっしす すっ しすうゅ-
くぇたぇ すったくけかけゅうつくうは きうくうきせき. 
‶さけしすけ, かうこしぇすぇ くぇ さぇぉけすぇ, 
けしけぉっくけ こさっい すっあおうすっ 2009 う 
2010 ゅけょうくう, いぇ しっおすけさぇ  ぉはたぇ 
あっしすけおう. 〈けゃぇ っ けぉっおすうゃくけしす-
すぇ, くはきぇ おぇお. 〈けゃぇ くっ っ けす ゃけ-
かはすぇ, くうすけ けす くっさぇいぉうさぇくっすけ 
うかう くっあっかぇくうっすけ くぇ しけぉしすゃっ-
くうおぇ, くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, ょぇ  くっ 
きせ さぇぉけすう そうさきぇすぇ, くけ こさけしすけ 
くはきぇ ょさせゅ ゃぇさうぇくす. ╇ きくけゅけ 
すっあおけ ゅけ ういあうゃはたぇ ゃ しっおすけさぇ, 
っすけ しぇきけ っょうく こさうきっさ: ゃうあすっ 
おぇおゃけ しすぇくぇ し „〈っあおけ きぇてう-
くけしすさけっくっ” - [ぇょけきうさ. ′はきぇ 
ゅけかはきけ こさっょこさうはすうっ, くっいぇ-
しっゅくぇすけ けす おさういぇすぇ. „┿さしっくぇか” 
うきぇ すけいう おなしきっす, つっ ゃ くっゅけ 
おさういぇすぇ ょけえょっ こけ-おなしくけ. 

- ¨こすうきうしす かう しすっ けすすせお 
くぇすぇすなお - う おぇすけ ちはかけ いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ きっすぇかけうく-

ょせしすさうはすぇ, う いぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ つぇしすくけしす? 
- ╆ぇ ぉさぇくてぇ くっ しなき ゅけかはき 

けこすうきうしす こけさぇょう すけゃぇ, つっ  きっ-
すぇかけうくょせしすさうはすぇ うきぇ しこっちう-
そうつくぇ こさけょせおすけゃぇ しすさせおすせさぇ. 
╁ きっすぇかけうくょせしすさうはすぇ くはきぇ 
おさぇえくけ ういょっかうっ, おけっすけ ょぇ っ 
ゃけょっとけ う ょぇ しないょぇゃぇ こけすっく-
ちうぇか. ‶さっけぉかぇょぇゃぇとぇすぇ つぇしす 
うかう こけつすう ゃしうつおう こさっょこさうは-
すうは さぇぉけすはす おぇすけ こけょょけしすぇゃ-
つうちう う こけょこけょょけしすぇゃつうちう くぇ 
ゃないかう う ょっすぇえかう いぇ さぇいかうつくう 

ゃうょけゃっ こさけういゃけょしすゃぇ. ╋くけ-
ゅけ っ しゃうす ゃなすさってくうはす こぇいぇさ 
う くうっ しきっ しうかくけ いぇゃうしうきう けす 
くぇてうすっ おけくすさぇゅっくすう. ┿おけ うきぇ 
いぇ すはた さぇぉけすぇ, ぇおけ うきぇす くせあ-
ょぇ けす すっいう ゃないかう う ょっすぇえかう, けす 
すっいう ういょっかうは, さぇぉけすぇ う いぇ くぇし 
とっ うきぇ. ‶さう すぇいう おさういうしくぇ 
しうすせぇちうは, こさう しこぇょぇ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ, っしすっしすゃっくけ, ゃしっおう 
しっ けすおぇいゃぇ けす こけょょけしすぇゃつうちう う 
すなさしう くぇつうくう しぇき ょぇ しっ しこさぇ-
ゃは. ‶さうきっさ - ぇゃすけきけぉうかけしすさけ-
っくっすけ ゃ ╄ゃさけこぇ. ‶さうくちうこくけ 
くはきぇ いぇすゃけさっくぇ  ぇゃすけきけぉうかけ-
しすさけうすっかくぇ そぇぉさうおぇ, くけ くぇ-
てうすっ こさっょこさうはすうは ゃ しっおすけさぇ, 
おけうすけ さぇぉけすはす おぇすけ こけょょけし-
すぇゃつうちう くぇ ゃないかう う ょっすぇえかう, 
ゃ おさういうしくうは こっさうけょ くぇ 100% 
こさっせしすぇくけゃうたぇ ょっえくけしすすぇ しう 
こけ すっいう こけさなつおう. 〈けゃぇ っ しなょ-
ぉぇすぇ くぇ きぇかおうすっ うおけくけきうおう, 
くぇ こけ-きぇかおうすっ こさっょこさうはすうは. 
】け しっ おぇしぇっ いぇ  „┿さしっくぇか”, うし-
すけさうはすぇ きせ っ ういゃっしすくぇ. 》けさぇすぇ 
いくぇはす おぇおゃけ ぉってっ ょけこさっょう くは-
おけかおけ ゅけょうくう, ょけおなょっ しっ しすうゅ-
くぇ, おぇおゃう せしうかうは おけしすゃぇてっ 
すけゃぇ ょぇ しっ ゃないさけょう う ょぇ うきぇ 
こぇお こさっょこさうはすうっ, う すけ さぇぉけ-
すっとけ. ╇ くぇえ-ょけぉさっ ぉう ぉうかけ 
すけゃぇ ょぇ こさけょなかあう. ╆ぇ しゃっすぇ, ゃ 
おけえすけ あうゃっっき, っ くけさきぇかくけ ょぇ 
うきぇ すぇおうゃぇ ゃないたけょう う しこぇょけ-
ゃっ, ょぇ うきぇ すぇいう ちうおかうつくけしす ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, くけ ゃぇあくけすけ っ 
ょぇ うきぇ こけすっくちうぇか ょぇ しっ せしすけは-
ゃぇ う しなたさぇくはゃぇ う ょぇ しっ ゃなさゃう 
くぇこさっょ. ╇ ぇい ゃはさゃぇき, つっ すせお, ゃ 
„┿さしっくぇか”, すけゃぇ とっ しすぇくっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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Интервю с лидера на КНСБ Пламен Димитров:

- ‶さっい ういきうくぇかぇすぇ しっょ-

きうちぇ ╉′]╀ ういかっいっ し ょゃっ 
うょっう: いぇ くけゃう ょゃぇ ょくう けす-
こせしお う うょっはすぇ いぇ ゅなゃおぇゃけ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ. ╃けおけかおけ  
すけゃぇ ゃぇてっ こさっょかけあっくうっ っ 
こけこせかうしすおけ うかう すけ っ こけさけ-

ょっくけ けす さっぇかくうすっ くせあょう う 
ういうしおゃぇくうは くぇ こぇいぇさぇ? 

- ′うっ くぇこさぇゃうたきっ っょくけ 
ょなかぉけつうくくけ ういしかっょゃぇくっ, 
おけっすけ おぇつうたきっ う くぇ しぇえすぇ 
くぇ 《っょっさぇちうはすぇ. 〈け こけおぇいぇ, 
つっ 80% けす ぉなかゅぇさしおうすっ さぇ-
ぉけすくうちう こさういくぇゃぇす, つっ うきぇす 
こさけぉかっきう しなし しなゃきっしすはゃぇくっ-
すけ くぇ すさせょけゃうは しなし しっきっえくうは 
あうゃけす. ╄ょうく けす ゃないきけあくうすっ 
くぇつうくう すけいう こさけぉかっき ょぇ しっ 
すせてうさぇ, ぇおけ くっ きけあっ しなゃしっき 
ょぇ ういつっいくっ, っ くけゃぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ う すけ  
さっゅかぇきっくすうさぇくぇ う ゃ ╉けょっおしぇ 
くぇ すさせょぇ, う ゃ ╉けかっおすうゃくうすっ 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう こけ きっしすぇ. 
]こけさっょ きっく, きけあっ う ゃ ょゃぇすぇ 
ょけおせきっくすぇ すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう. 
]っゅぇ うきぇきっ ういゃっしすくぇ すぇおぇゃぇ 
ゅなゃおぇゃけしす ゃ けすょっかくうすっ ╉〈╃-
すぇ, くけ こなお ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ 
╉〈 っ ょけしすぇ しすっゅくぇす う すっあなお. 
╆ぇすけゃぇ こさっょかぇゅぇきっ ゃ いぇおけ-

くけゃぇすぇ さぇきおぇ こなさゃけ ょぇ うきぇ 
ゃないきけあくけしす ょぇ しっ ゃなゃっあょぇ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ し こかぇゃぇとう 
くぇつぇかけ う おさぇえ, すけゃぇ っ っょう-
くうはす すさぇょうちうけくっく くぇつうく. 
╁すけさうはす, けぉぇつっ, っ ょぇ ゅけ うきぇ ゃ 
しっょきうちぇすぇ, ゃ おけはすけ ょぇ きけあっ 
ょぇ しっ さぇぉけすう こけ-きぇかおけ ういけぉ-
とけ. ╆ぇ ょぇ きけあっ さぇぉけすくうおなす 
ょぇ おぇあっ: すぇいう しっょきうちぇ とっ 
さぇぉけすは し ょゃぇ つぇしぇ こけ-きぇか-
おけ ゃしっおう ょっく, いぇ ょぇ しゃなさてぇ 
くっとけ, おけっすけ しなき こかぇくうさぇか 
こさっょう ょゃぇ きっしっちぇ おぇすけ ぇくゅぇ-
あうきっくすう, くぇこさうきっさ. 〈けっしす, 
こさっょかぇゅぇきっ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうは ょっく し そうおしうさぇくう 
つぇしけゃっ, おけうすけ ょぇ しっ けすさぇぉけす-
ゃぇす すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ さぇぉけすくう-
おなす くぇきっさう ゃさっきっ う ゃないきけあ-
くけしす いぇ すけゃぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 
しなけすゃっすっく こっさうけょ. ‶さっょかぇ-
ゅぇきっ すけゃぇ ょぇ っ いぇかけあっくけ う ゃ 
おけかっおすうゃくうすっ すさせょけゃう  ょけ-
ゅけゃけさう. ╇ しっゅぇ うきぇ すぇおぇゃぇ 
ゃないきけあくけしす, くけ すは っ すゃなさょっ 
すっあおぇ う っ いぇ ちっかう おけかっおすう-
ゃう う ゅけかはき こっさしけくぇか, くっ いぇ 
けすょっかっく つけゃっお. ′うっ こさっょ-
かぇゅぇきっ くっとけ, けぉなさくぇすけ おなき 
さぇぉけすくうおぇ, おなき つけゃっおぇ.
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〉 くぇし ゃしっおう すさっすう きなあ 
さっょけゃくけ おけくしせきうさぇ

ぇかおけたけか
]こけさっょ ょぇくくうすっ けす こさうおかの

つうかけ くぇしおけさけ ╇いしかっょゃぇくっ くぇ 
そぇおすけさうすっ くぇ さうしおぇ いぇ たさけ
くうつくう ぉけかっしすう しさっょ くぇしっかっ
くうっ くぇ ゃないさぇしす 25-64 ゅけょうくう, 
けしなとっしすゃっくけ けす こさけゅさぇきぇすぇ 
„]╇′╃╇-╀なかゅぇさうは”, さっょけゃくけ 
おけくしせきうさぇす ぇかおけたけか 33% けす 
きなあっすっ う 9,5% けす あっくうすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ くう. ╁うくけ ゃしっおう ょっく 
せこけすさっぉはゃぇす 2,7% けす きなあっ
すっ う 1,5% けす あっくうすっ. ╀うさぇ しっ 
おけくしせきうさぇ っあっょくっゃくけ けす ゃしっ
おう こっすう きなあ せ くぇし う っょくぇ くぇ 
ゃしはおぇ ょっしっすぇ あっくぇ. ╃っかなす くぇ 
いかけせこけすさっぉはゃぇとうすっ し ぇかおけ
たけか きなあっ っ 1,7 こなすう こけ-ゅけかはき 
けす すけいう くぇ あっくうすっ, こけおぇいゃぇ 
けとっ くぇこさぇゃっくけすけ ういしかっょゃぇくっ.  
╆かけせこけすさっぉぇすぇ っ こけ-つっしすけ さぇい
こさけしすさぇくっくぇ こさう きなあっすっ ゃなゃ 
ゃないさぇしすすぇ 35 - 44 う 45 - 54 ゅけ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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ょうくう, ぇ しさっょ あっくうすっ - ゃなゃ ゃない
さぇしすすぇ 35 - 44 ゅけょうくう.

╁しはおけ こっすけ ぉなかゅぇさつっ くぇ 
16 ゅけょうくう しっ っ くぇこうゃぇかけ 

ゃっょくなあ ゃ きっしっちぇ
╃ぇくくうすっ しぇ ゃいっすう けす ういしかっょ

ゃぇくっすけ „╄ゃさけこっえしおう せつうかうとっく 
ういしかっょけゃぇすっかしおう こさけっおす いぇ 
ぇかおけたけか う ょさせゅう くぇさおけすうちう” 
(ESPAD), こさけゃっあょぇく しなゃきっしす
くけ けす ′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ こけ 
けぉとっしすゃっくけ いょさぇゃっ う ぇくぇかう
いう う ′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ こけ 
くぇさおけきぇくうう いぇ いかけせこけすさっぉうすっ 
し ぇかおけたけか しさっょ 16-ゅけょうてくうすっ. 
╇いしかっょゃぇくっすけ しけつう, つっ 88 

くぇ しすけ けす 16-ゅけょうてくうすっ せ くぇし 
しぇ せこけすさっぉはゃぇかう こけくっ っょくけ 
こうすうっ こさっい あうゃけすぇ しう こさっい 
2003 ゅ., 87% - こさっい 2007 ゅ. う 
87,2% - こさっい 2011 ゅ. 65% けす 
くぇゃなさてうかうすっ 16 ゅけょうくう せ くぇし 
こさういくぇゃぇす, つっ ゃ こけしかっょくうすっ 30 
ょくう しぇ せこけすさっぉはゃぇかう こけくっ こけ 
っょくけ こうすうっ ょくっゃくけ. [っいせかすぇ
すうすっ こけおぇいゃぇす, つっ こさっい 2007 ゅ. 
45% けす せつっくうちうすっ (48% きけき
つっすぇ う 42% きけきうつっすぇ) しぇ しっ 
くぇこうゃぇかう こけくっ ゃっょくなあ こさっい 
こけしかっょくうすっ 12 きっしっちぇ. ‶さけ
ちっくすなす しっ いぇこぇいゃぇ う いぇ しかっょ
ゃぇとうすっ  2 ゅけょうくう. 

╀なかゅぇさうすっ こうはす いぇさぇょう 
しすさっしぇ う すさせょくうは くぇつうく くぇ 

あうゃけす
′ぇちうけくぇかくけすけ こさけせつゃぇくっ くぇ 

そぇおすけさうすっ くぇ さうしおぇ いぇ いょさぇ
ゃっすけ こけおぇいゃぇ, つっ きなあっすっ う 
あっくうすっ し さうしおけゃぇ う ゃさっょくぇ 
おけくしせきぇちうは くぇ ぇかおけたけか しぇ し 
こけゃうてっくけ ぇさすっさうぇかくけ くぇかは

ゅぇくっ, くぇえ-つっしすけ ゃなゃ ゃないさぇしすすぇ 
55 - 64 ゅ., くぇょくけさきっくぇ すっかっし
くぇ きぇしぇ うかう いぇすかなしすはゃぇくっ, 
こけゃうてっく たけかっしすっさけか ゃ しっさせ
きぇ, つせゃしすゃけ くぇ くぇこさっあっくうっ, 
こさうすっしくっくうっ うかう すさっゃけゅぇ. 
╉ぇすけ くぇえ-ゃぇあくぇ こさうつうくぇ いぇ 
いぇぉけかっゃぇっきけしすすぇ せ くぇし, おけく
しせきうさぇとうすっ ぇかおけたけか こけしけつ
ゃぇす しすさっしぇ う すさせょくうすっ せしかけ
ゃうは くぇ あうゃけす. 
[っょうちぇ ぇくぇかういう こけおぇいゃぇす 

くぇかうつうっすけ くぇ ゃさないおぇ きっあょせ 
おけくしせきぇちうはすぇ くぇ ぇかおけたけか う 
さぇいかうつくう ゃうょけゃっ いぇぉけかはゃぇ
くうは. ╁さないおぇすぇ っ こさうつうくくけ-
しかっょしすゃっくぇ. ]うかぇすぇ くぇ すぇいう 
ゃさないおぇ いぇゃうしう けす おけかうつっしすゃけ
すけ くぇ おけくしせきぇちうはすぇ くぇ ぇかおけ
たけか. ′ぇえ-ゃうしけお っ さうしおなす けす 
ぇかおけたけかぇ いぇ ちうさけいぇ くぇ つっさくうは 
ょさけぉ, さぇお くぇ たさぇくけしきうかぇすっか
くぇすぇ しうしすっきぇ, さぇお くぇ ゅけさくうすっ 
ょうたぇすっかくう こなすうとぇ, たっきけさぇゅう
つっく うくしせかす, すさぇゃきう う ょさせゅう. 
╆ぇさぇょう ゃしっ こけ-すさっゃけあくうすっ 

くうゃぇ くぇ ぇかおけたけかういうさぇくっ くぇ 
くぇちうはすぇ くう う ゃしっ こけ-つっしすけ
すけ こさうぉはゅゃぇくっ おなき つぇておぇすぇ 
ゃ けこうす ょぇ さってうき こさけぉかっきうすっ 
しう う すさっゃけゅぇすぇ, おけはすけ ぉうはす くぇ 
しゃけえ さっょ いょさぇゃくうすっ しこっちうぇ
かうしすう, しっ こけょゅけすゃは  しこっちうぇか
くぇ ‶さけゅさぇきぇ いぇ けゅさぇくうつぇゃぇくっ 
くぇ いかけせこけすさっぉぇすぇ し ぇかおけたけか. 
╂けかはきぇすぇ ちっか くぇ すぇいう こさけ
ゅさぇきぇ とっ っ けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ 
こけしかっょしすゃうはすぇ けす さっょけゃくぇすぇ 
せこけすさっぉぇ くぇ ぇかおけたけか. 

〈┿

′はおけう いぇこぇかっくう いぇゃけょしおう そういおせかすせさくうちう, おぇかっくう けす 
ょうしちうこかうくぇすぇ くぇ しこけさすぇ , しっ „ういょうゅくぇかう” ょけしすぇ: ′うおけ
かぇえ ╃うきうすさけゃ – こさっこけょぇゃぇすっか ゃなゃ ╁╇′] – ╁ぇさくぇ, ╇ゃぇく
おぇ ╂ぇゃぇいけゃぇ – かっおすけさ, ┿くつけ 【うておけゃ けゅかぇゃうか ゅさぇょしおぇすぇ 
こけあぇさくぇ. ╃けぉさう ゃ しこけさすぇ - ょけぉさう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ ぉうか 
こけつうくなす, こさけおかぇきうさぇく けす ╋ぇかつけ. ╆ぇすけゃぇ  かのぉうきちうすっ くぇ 
しすぇょうけくぇ ╊ぇかぬけ [ぇょせおけゃ う ‶ぇくつけ ╉うさうかけゃ ぉうかう う くぇえ-ょけ
ぉさう しすさせゅぇさう. ╁うしけおけ ゃ しこけさすぇ  けすうてかう ゃさぇすぇさはす くぇ 『]╉┿ 

〈╅]ぁ《, [《‶【《 ╉《╇╊╉╊...

– ╈けさょぇく 《うかうこけゃ, きぇさぇすけくっちなす ╃っつおけ 』ぇさぇおつうっゃ, さっ
おけさょぬけさなす ╃うきうすなさ ╀っくょっさしおう, ]こうさけ ╃っぉなさしおう...

╃っえくけしすすぇ くぇ ╋ぇかつけ くっ っ くうとけ ぉっい こけつうくぇ 
„‶さけういゃけょしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ”

‶け すけは こけつうく „かせょくぇか” ちっかうは おけきぉうくぇす. 〈さうきぇ しこっちうぇ
かうしすう, うくしすさせおすけさう こけ かっつっぉくぇ そういおせかすせさぇ  – ╉さなしすぬけ ‶っ
すおけゃ, しっゅぇ てっそ くぇ 〈せさうしすうつっしおけすけ ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
『ゃっすぇくぇ ╂さぇきぇすうおけゃぇ, [せきはくぇ ╉けしすぇょうくけゃぇ こけょゅけすゃはす 30 
さなおけゃけょうすっかう – ゃけょぇつう くぇ こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇしすう
おぇ こけ ちったけゃっ う さぇぉけすくう こかけとぇょおう. ‶け しなゃっす くぇ いょさぇゃくぇ
すぇ しかせあぉぇ ゅうきくぇしすうおぇ しっ いぇょなかあぇゃぇす ゃ 10.15 つぇしぇ ゃしはおぇ 
しせすさうく ょぇ うゅさぇはす いぇ いょさぇゃっ ゃしうつおう さぇぉけすっとう ゃ しっょくぇかけ 
こけかけあっくうっ: けす さぇぉけすくうちう – ょけ しかせあうすっかう ゃ せこさぇゃかっくうっ
すけ. ‶さけういゃけょしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ こけ こけしすぇくけゃかっくうっ くぇ ╋] 
ういかっいかう ょぇ うゅさぇはす ょけさう ゅけすゃぇつうすっ けす しすけかぇ. ╂うきくぇしすうおぇ しっ 
うゅさぇっ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう しう こなさゃぇ うかう ゃすけさぇ しきはすぇ, うかう – 
さっょけゃくぇ... ′ぇつぇかくうお-ちったけゃっすっ こけょおさっこはす うょっはすぇ う ゃ せさっ
つっくうは つぇし しこうさぇす きぇてうくうすっ いぇ けすょうた! 
╄え し すぇおうゃぇ うくうちうぇすうゃう, いぇさぇょう ぇおすうゃくぇ きぇしけゃぇ しこけさすくぇ 

ょっえくけしす, けとっ こさっい 1972-さぇ, こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ „┿さしっくぇか” しすぇゃぇ  [っこせぉかうおぇくしおう こなさゃっくっち いぇ きぇ
しけゃぇ そういおせかすせさぇ しさっょ  こさっょこさうはすうはすぇ ょけ 10 たうかはょう ょせてう.
¨す しこけきっくう いぇ ぇおすうゃくぇすぇ ょっえくけしす ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ くはきぇ 

ゃさっきっ ょぇ きう さぇいおぇあっ いぇ かうつくうは しう あうゃけす. ¨ぉぇつっ う ょくっし 

しっ けすうすゃぇ ょぇ くっ しっ しこうさぇ – いぇすゃけさっく ゃ ぇさ
こぇさすぇきっくすぇ, いぇとけすけ しう くはきぇ しっかけ, おけこくっっ 
いぇ しゃけぉけょぇすぇ う ょっえしすゃうっすけ くぇ けくけゃぇ ゃさっ
きっ. ‶けきぇゅぇ くぇ ょなとっさはすぇ, こうこぇ すけゃぇ-けくけゃぇ 
うい おなとう... ╁ぇょう しこけきっくう う ょけおせきっくすう けす 
おぇてけくうすっ う ておぇそけゃっすっ, こうてっ けすゃさっきっ-
くぇゃさっきっ いぇ きっしすくぇすぇ こさっしぇ, ゅかっょぇ しくうきおう 
けす ╀せたぇさぇ, ぅさおせすしお, ╀ぇえおぇかしおけすけ っいっさけ, 
〉いぉっおうしすぇく, こぇきっすくうおぇ くぇ ′ぇしすさぇょうく 》け
ょあぇ, ╂っさきぇくうは... - くぇゃしはおなょっ, おなょっすけ しぇ ゅけ 
こさぇとぇかう おぇすけ くぇゅさぇょぇ. ‶さっこさけつうすぇ „╄ょうく 
いぇゃけょ しこけさすせゃぇ”, こせぉかうおぇちうは けす しこうしぇくうっ 
„《ういおせかすせさぇ う しこけさす” けす 1964-すぇ... ╁ ぇさたう
ゃうすっ しう くぇきうさぇ ょけさう ょゃぇ ぉうかっすぇ けす „[けきっけ 
う ╅せかうっすぇ” -  っょうくうはす けす ′ぇさけょくうは すっぇすなさ 
– し ╋ぇさゅぇさうすぇ ╃せこぇさうくけゃぇ う ]こぇし ╃あけくっゃ 
こさっい 50-すっ, ょさせゅうはす - こぇお „[けきっけ う ╅せかう
っすぇ”!   ′け...

╋ぇかつけ ゅかっょぇか 【っおしこうさ ゃ ╀けかてけえ 
くぇ けかうきこうぇょぇすぇ

ゃ ╋けしおゃぇ

╇ すけゃぇ っ っょくけ けす くぇえ-はさおうすっ こさっあうゃはゃぇ
くうは くぇ ぇさしっくぇかしおうは そういおせかすせさっく けさゅぇくう
いぇすけさ - くぇゅさぇょぇすぇ ょぇ こさうしなしすゃぇ くぇ けかうき
こうぇょぇすぇ ゃ ╋けしおゃぇ! 〈ぇき ゃかういぇ う ゃ ╀けかてけえ 
すっぇすなさ. 
╇くぇつっ,  ╋ぇかつけ う ょくっし  くっ しこうさぇ ょぇ しっ ゃさな

とぇ おなき しなすさせょくうつっしすゃけすけ しう いぇ „┿さしっくぇか
しおぇ すさうぉせくぇ”, おなょっすけ しっ さぇょゃぇ くぇ しさっとうすっ 
し ┿くゅっか ┿さぇぉぇょあうっゃ, ]かぇゃつけ ╂っけさゅうっゃ, 
‶っくつけ ╀せっゃ, ぃかうは ┿ぉょうてっゃぇ... ′っ しこうさぇ 
う し くけしすぇかゅうは ょぇ しっ つせょう, こっさっそさぇいうさぇえおう 
こせぉかうおぇちうは いぇ こさけつせす  ぇさしっくぇかしおう ぉけお
しぬけさ けす 1934-すぇ ゃなゃ ゃ. „]こけさす”, ぉさけえ 32: 
„′うきぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ っ すけか
おけゃぇ ぉっょくぇ, つっ くっ きけあっ ょぇ こけょしうゅせさう しこぇ
さうくゅ-こぇさすくぬけさ くぇ ╉さなしすぇく ]すけっゃ?”. ╁ すぇいう 
ゃさないおぇ, ゃ ょくってくけ ゃさっきっ くぇ ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ 
きせ っ つせょくけ, いぇとけ ゃ „┿さしっくぇか” っょゃぇ しっ しなぉう
さぇす けすぉけさう いぇ しこけさすくう しなしすっいぇくうは う すけ くぇえ-
ゃっつっ いぇ こさぇいくうおぇ こさっい けおすけきゃさう. ]こけさっょ 
くっゅけ, いぇとけすけ くはきぇ つけゃっお, おけえすけ こけ とぇすくぇ 
ょかなあくけしす ょぇ さぇぉけすう いぇ しこけさすぇ しさっょ けさな
あっえくうちうすっ. ╇ きくけゅけ ょなさあう うきっくくけ  すけゃぇ 
ょぇ いぇこうてぇ ゃ いぇおかのつっくうっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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„╅『』╊〉╅]” ╊ ぃ[《]╅

¨ぉとぇすぇ さぇきおぇ くぇ すさせ-
ょけゃけこさぇゃくうすっ う けしう-

ゅせさうすっかくう けすくけてっくうは う 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ いぇとうすぇ 
うくすっさっしうすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ぉはたぇ けしくけゃうすっ ゃなこさけしう, ょうし-
おせすうさぇくう けす しうくょうおぇかうしすう 
けす ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ” けす 
┿さしっくぇか” ゃ さぇきおうすっ くぇ こさけ-
ゃっょっく ょゃせょくっゃっく しっきうくぇさ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
《けさせきなす ぉっ けさゅぇくういうさぇく けす 

╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけ-
きうてかっくぇ こぇかぇすぇ こけ こさけっおす  
„‶けゃうてぇゃぇくっ くぇ けぉとっしすゃっ-
くぇすぇ くっすなさこうきけしす おなき くっ-
そけさきぇかくぇすぇ うおけくけきうおぇ う 
こさっゃぇくすうゃくうすっ ょっえしすゃうは いぇ 
くっえくけすけ けゅさぇくうつぇゃぇくっ” くぇ 
¨‶ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. 
¨しゃっく こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 

しうくょうおぇすうすっ けす „┿さしっくぇか”, 
ゃなゃ そけさせきぇ せつぇしすゃぇたぇ う 
しうくょうおぇかうしすう けす ょさせゅう おぇ-
いぇくかなておう そうさきう. ╁ さぇきおう-
すっ くぇ ょゃせょくっゃくけすけ けぉせつっ-
くうっ せつぇしすくうちうすっ ゃ しっきうくぇさぇ 
しかせてぇたぇ ぇおすせぇかくう のさうょうつっ-

しおう しなゃっすう う おぇいせしう, しゃなさいぇ-
くう し っそっおすうゃくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは くぇ ぉういくっしぇ, そうさきっくぇすぇ 
おせかすせさぇ う ゃいぇうきけょっえしすゃうっすけ 
きっあょせ くぇっすう かうちぇ う さぇぉけすけ-
ょぇすっかう. 〈っ ぉはたぇ いぇこけいくぇすう 
し こさぇゃくうすっ きったぇくういきう くぇ 
うくすっさっしうすっ くぇ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう う し けぉとぇすぇ さぇきおぇ 
くぇ すさせょけゃけこさぇゃくうすっ う けしう-
ゅせさうすっかくう けすくけてっくうは. 
] うくすっさっし ぉはたぇ さぇいうしおゃぇくう 

おけくおさっすくう おぇいせしう けす こさぇお-
すうおぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ う おぇすけ 
さっちうょうゃう - う けす しすさぇくぇ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ, う けす しすさぇくぇ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ. 
╉ぇいせしなす „しさけつくう すさせょけゃう 

ょけゅけゃけさう” う ゃぇさうぇくすうすっ いぇ  
すはたくけすけ こさっおさぇすはゃぇくっ しなとけ 
ぉはたぇ ょうしおせすうさぇくう けす せつぇし-
すくうちうすっ, いぇっょくけ し のさうしすぇ けす 
]けそうは  う かっおすけさ くぇ しっきうくぇ-
さぇ - しこっちうぇかうしすなす こけ すさせょけ-
ゃけ こさぇゃけ ┿ょさうはく ╇かうっゃ. 
╉ぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす 

おぇすけ  しゃけう こさぇゃぇ こけ けすくけてっ-
くうっ くぇ すさせょけゃうすっ ょけゅけゃけさう 

さぇぉけすっとうすっ; おぇおゃう いぇおけ-
くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ しぇくお-
ちうう うきぇす  さぇぉけすけょぇすっかうすっ う 
おけう しぇ くっこさぇゃけきっさくうすっ, くけ 
こさうかぇゅぇくう ゃ こさぇおすうおぇすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ そうさきう; おけゅぇ う 
ゃ おぇおゃう しかせつぇう さぇぉけすくうおなす 
うきぇ こさぇゃけ ょぇ こけうしおぇ ょけこなか-
くうすっかくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ う 
おけゅぇ うきぇ こさぇゃけ ょぇ けすおぇあっ 
ゃないかぇゅぇくぇ きせ さぇぉけすぇ; おぇおゃう 
しぇ いぇょなかあうすっかくうすっ ょけおせ-
きっくすう, し おけうすけ さぇぉけすくうおなす 
しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇこけいくぇす こさう 
いぇこけつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ; おぇおゃけ 
ゃおかのつゃぇす せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ  
う つうえ ぇくゅぇあうきっくす っ すはたくけすけ 
けしうゅせさはゃぇくっ; おぇおゃう しぇ こさぇ-
ゃぇすぇ くぇ すさせょけせしすさけっくうすっ う 
おぇおゃう - いぇょなかあっくうはすぇ くぇ さぇ-
ぉけすけょぇすっかうすっ おなき すはた; こさけ-
そっしうけくぇかくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは 
う さっょなす いぇ すはたくけすけ ょけおぇい-
ゃぇくっ; きうす かう っ いぇこかぇたぇすぇ けす 
せゃけかくっくうっ う おぇおゃけ ょぇ こさぇ-
ゃはす さぇぉけすっとうすっ こさう すぇおぇゃぇ 
いぇこかぇたぇ; おぇおゃう しぇ ゃうょけゃっすっ 
ょうしちうこかうくぇさくう くぇおぇいぇくうは 
- ゃしうつおう すっいう ゃなこさけしう ぉはたぇ 

こけょさけぉくけ ょうしおせすうさぇくう う 
けぉはしくっくう くぇ せつぇしすくうちうすっ.  
╁ しっきうくぇさぇ せつぇしすゃぇたぇ しかせ-

あうすっかう くぇ けすょっかうすっ „╊うつっく 
しなしすぇゃ” う „╀っいけこぇしくう せしかけ-
ゃうは くぇ すさせょ”, かうょっさなす くぇ ]╉ 
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっかう くぇ いぇ-
ゃけょしおう しうくょうおぇかくう しすさせおすせ-
さう - けぉとけ 18 しうくょうおぇかうしすう 
けす „┿さしっくぇか” ┿╃. 
╁しっおう けす せつぇしすくうちうすっ こけ-

かせつう しこっちうぇかっく くぇぉけさ けす 
うくそけさきぇちうけくくう ぉさけてせさう う 
ょうしおけゃっ し けぉしなあょぇくうすっ おぇ-
いせしう, おぇおすけ う しっさすうそうおぇす いぇ 
せつぇしすうっ う こさっきうくぇす おせさし くぇ 
けぉせつっくうっ. 
〉つぇしすくうちうすっ ゃ しっきうくぇさぇ 

ぉはたぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ しぇ こけ-
かせつうかう ちっくくう いくぇくうは う うく-
そけさきぇちうは, おけはすけ とっ うき ぉなょっ 
こけかっいくぇ う くっけぉたけょうきぇ ゃ こさは-
おぇすぇ うき さぇぉけすぇ し さぇぉけすくうちう-
すっ う しかせあうすっかうすっ けす すったくうすっ 
こさっょこさうはすうは. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╈]《╆╅]¨′╅を¨っ【╅ 〉╅ [╅》¨【╅]╅...
〈けえ けすょっかう いくぇつうすっかくけ きはし-

すけ う くぇ けすさぇあっくうっすけ くぇ うおけ-
くけきうつっしおぇすぇ おさういぇ ゃ こさっょ-
こさうはすうはすぇ けす ′]《 „╋っすぇか 
╄かっおすさけ” う くぇ こさっょこさうっすうすっ 
きっさおう けす しすさぇくぇ くぇ しうくょう-
おぇかうしすうすっ いぇ いぇこぇいゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうすっ きっしすぇ ゃ おさういぇすぇ. 
‶けしかっょくうすっ くはおけかおけ すさせょ-
くう ゅけょうくう しぇ しっ けすさぇいうかう う 
くぇ しすさせおすせさくけすけ しなしすけはくうっ う 
つかっくしおぇすぇ きぇしぇ くぇ ′]《. ¨す 
くぇょ 50 しすさせおすせさう, ゃ くぇつぇかけ-
すけ くぇ けすつっすくうは こっすゅけょうてっく 
こっさうけょ, くぇ そうくぇかぇ くぇ きうくぇ-
かぇすぇ ゅけょうくぇ すっ しぇ ぉうかう 47, し 

きぇかおけ くぇょ 7 たうかはょう つかっくけゃっ. 
′ぇえ-きくけゅけぉさけえくぇすぇ しすさせおすせ-
さぇ ゃ さっょうちうすっ くぇ ′]《 „╋っすぇか 
╄かっおすさけ” っ すぇいう くぇ ╉′]╀ ゃ 
„┿さしっくぇか”, くぇぉさけはゃぇとぇ 3 500 
ょせてう. 
¨すつっすくうはす こっすゅけょうてっく こっ-

さうけょ いぇ しうくょうおぇかくぇすぇ そっょっ-
さぇちうは, しなゃこぇょぇと し ょっしっすゅけ-
ょうてくけすけ そうくぇかういうさぇくっ くぇ 
こさうゃぇすういぇちうけくくうすっ こさけちっしう 
ゃ こさっょこさうはすうはすぇ けす きっすぇかけ-
けぉさぇぉけすゃぇくっすけ, くっ っ ょけゃっか 
ょけ けつぇおゃぇくけすけ せゃっかうつっくうっ 
くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ うくゃっしすう-
ちうう ゃ すけいう しっおすけさ う すっ しぇ けとっ 

きくけゅけ くうしおう, しっ おぇいゃぇ けとっ ゃ 
ょけおかぇょぇ. ′っ しっ っ こさけきっくうかぇ 
おなき ょけぉさけ う しすさせおすせさぇすぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけ, ぉなかゅぇさしおけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ ぉっい ょぇ うきぇ 
おさぇえくけ ういょっかうっ, おけっすけ ゃ こっ-
さうけょう くぇ おさういう うきぇ こぇゅせぉくけ 
けすさぇあっくうっ ゃなさたせ そうさきうすっ う 
いぇっすうすっ ゃ すはた, こけょつっさすぇ けとっ 
┿しっく ┿しっくけゃ. 
╆ぇょなかぉけつぇゃぇとぇすぇ しっ うおけ-

くけきうつっしおぇ おさういぇ う ゃしっ こけ-
しっさうけいくうすっ こさっょういゃうおぇすっか-
しすゃぇ こさっょ しゃっすけゃくうは おぇこうすぇか 
くぇかぇゅぇす う くけゃう いぇょぇつう こさっょ 

しうくょうおぇかうしすうすっ ゃ ちはか しゃはす, 
ぉっ いぇはゃっくけ けとっ くぇ そけさせきぇ. ╁ 
すけいう しきうしなか, っょくぇ けす けしくけゃくう-
すっ いぇょぇつう くぇ しうくょうおぇかういきぇ, ゃ 
つぇしすくけしす う くぇ ぉなかゅぇさしおうは, とっ 
っ ゃ せおさせこくはゃぇくっすけ くぇ しすさせお-
すせさうすっ う すはたくけすけ けさゅぇくういぇ-
ちうけくくけ せおさっこゃぇくっ, し ちっか ょぇ 
しっ けすゅけゃけさう くぇ こけゃしっきっしすくぇ-
すぇ ゅかけぉぇかういぇちうは くぇ おぇこうすぇ-
かぇ. ╂かけぉぇかういぇちうはすぇ くぇ おぇこう-
すぇかぇ くぇかぇゅぇ ゅかけぉぇかういぇちうは くぇ 
しうくょうおぇかくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ, 
いぇはゃう ┿しっくけゃ う こけょつっさすぇ, つっ 
こさっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ とっ 
うきぇ けぉっょうくうすっかくう おけくゅさっしう 

くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ う ]ゃっすけゃくぇ 
うくょせしすさうぇかくぇ しうくょうおぇかくぇ 
けさゅぇくういぇちうは.  
╉ぇおなゃ とっ っ っそっおすなす けす すけゃぇ, 

とっ こけおぇあっ ぉなょっとっすけ. ′け こけ-
ゃぇあくけ っ おぇお とっ さっぇゅうさぇきっ 
くうっ - おぇすけ ぇおすうゃくう せつぇしすくうちう 
うかう おぇすけ くぇぉかのょぇすっかう, いぇはゃう 
くけゃけういぉさぇくうはす こさっょしっょぇすっか 
くぇ ′]《 „╋っすぇか ╄かっおすさけ”. 《け-
させきなす ゃ ╉ぇいぇくかなお ういぉさぇ くけゃう 
さなおけゃけょくう けさゅぇくう, こさうっ うい-
きっくっくうは ゃ 〉しすぇゃぇ くぇ けさゅぇくう-
いぇちうはすぇ う ‶さけゅさぇきぇ いぇ ょっえしす-
ゃうっ いぇ しかっょゃぇとうは 5-ゅけょうてっく 
こっさうけょ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

- ╇きぇすっ う けとっ っょくぇ 
うょっは: くけゃ ょけこなかくうすっかっく 
けすこせしお ょけ ょゃぇ ょくう ゃ ゅけょう-
くぇすぇ? ╉ぇあっすっ こけゃっつっ いぇ 
すけゃぇ こさっょかけあっくうっ. 

- ╃ぇ, うきぇきっ すぇおけゃぇ こさっょかけ-
あっくうっ - ょけ ょゃぇ ょくう ゅけょうてくけ 
ょけこなかくうすっかっく けすこせしお. 〈けいう 
けすこせしお ょぇ っ いぇ かうつくう こさうつう-
くう, す. っ. ょぇ  うきぇき ゃないきけあ-
くけしす, ぇおけ きう しっ くぇかぇゅぇ, ょぇ 
けすうょぇ ょけ ょさせゅ ゅさぇょ, ょぇ しゃなさ-
てぇ くっとけ, ぉっい ょぇ しう くぇさせてぇ-
ゃぇき ちっかけしすすぇ くぇ こけかぇゅぇとうは  
きう  しっ ゅけょうてっく けすこせしお, いぇ-
とけすけ すけえ きう しっ ょぇゃぇ いぇ ゃない-
しすぇくけゃはゃぇくっ けす さぇぉけすくうは 
こさけちっし, いぇ こけつうゃおぇ, くっ いぇ 
ょぇ しう しゃなさてぇ ょさせゅぇ ゃぇあくぇ 
かうつくぇ さぇぉけすぇ. ¨とっ こけゃっつっ, 
つっ すけいう こけかぇゅぇっき  ゅけょうてっく 
けすこせしお くぇ きくけゅけ きっしすぇ ぉっ 
けゅさぇくうつっく - ゃ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうはすぇ, ゃ くはおけう おけかっおすうゃくう 
ょけゅけゃけさう, おなょっすけ うきぇてっ ょけ-
ゅけゃけさっくう  こけ-ゃうしけおう くうゃぇ くぇ 
けすこせしお, くけ いぇさぇょう おさういぇすぇ  
すっいう ぉけくせしう ぉはたぇ こさっきぇたくぇ-
すう. ╆ぇすけゃぇ くうっ おぇいゃぇきっ: ょけ-
ぉさっ, くはきぇ ょぇ うしおぇきっ こけゃっつっ 
けすこせしお いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ, 
くけ こさっょかぇゅぇきっ くけゃう ょゃぇ ょくう 
いぇ かうつくう くせあょう. 

- ╁ すけいう しきうしなか ょけ おぇお-
ゃぇ しすっこっく しうくょうおぇすなす 
っ しおかけくっく ょぇ こけょおさっこう 
ょさせゅぇ うょっは くぇ さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ, おけはすけ しっ こさうかぇゅぇ 
こけゃしっきっしすくけ, けしけぉっくけ ゃ 
つぇしすくうすっ そうさきう: こけかい-
ゃぇくっすけ くぇ こかぇすっくうは ゅけ-
ょうてっく けすこせしお  ょぇ しすぇゃぇ 
ゃ しすさけゅけ さっゅかぇきっくすうさぇ-
くけ ゃさっきっ けす ゃしうつおう, す.っ. 
こさっい ぇゃゅせしす そうさきぇすぇ くっ 

╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ, くぇつぇかくうお ちった 130 ゃ ╆ぇゃけょ 4 
ゃ „┿さしっくぇか” ぉっ っょうく けす ょゃぇきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ ゃ きっあょせくぇさけょっく 
しうくょうおぇかっく そけさせき ゃ ]おけこうっ, ╋ぇおっょけくうは, ゃ ょくうすっ 
きっあょせ 26-すう う 28-きう きぇさす. 《けさせきなす ゃ ╋ぇおっょけくうは, 
ゃ おけえすけ しっ ゃおかのつうたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╀けしくぇ, ╉け-
しけゃけ, ╋ぇおっょけくうは, 』っさくぇ ゅけさぇ, 》なさゃぇすしおぇ, ]なさぉうは, 
]かけゃっくうは う ╀なかゅぇさうは, さぇいゅかっょぇ ゃなこさけしうすっ くぇ おけ-
きせくうおぇちうはすぇ, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╀けゅ-
ょぇくぇ ╉なくつっゃぇ. 〈は, いぇっょくけ しなし ]すぇくおぇ ]すけえつっゃぇ けす 
╆ぇゃけょ 3/141 ぉはたぇ こさっょしすぇゃうすっかおうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ 
う ╀なかゅぇさうは くぇ おけくゅさっしぇ. ¨ぉとせゃぇくっすけ きっあょせ しうく-
ょうおぇかうしすう う さなおけゃけょしすゃぇ くぇ そうさきうすっ, くぇつうくうすっ 
くぇ ゅけゃけさっくっ こけ こさけぉかっきうすっ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う 
しけちうぇかくうすっ ゃなこさけしう, おけくすぇおすうすっ し さなおけゃけょくうすっ 
けさゅぇくう しぇ けぉしなあょぇくう けす せつぇしすくうちうすっ くぇ しっきうくぇさぇ 
ゃ ╋ぇおっょけくうは, おなょっすけ ぇさしっくぇかしおうすっ こさっょしすぇゃうすっ-
かう しぇ こけおぇくっくう こけ かうくうは くぇ ╃けゅけゃけさ いぇ しなゃきっしすくけ 
しなすさせょくうつっしすゃけ くぇ 《っょっさぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ う っかっおすさけくうおぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
„╋っすぇか ╄かっおすさけ” し ╋ぇおっょけくしおぇすぇ しすさぇくぇ. ╀けゅょぇくぇ 
╉なくつっゃぇ っ ょなかゅけゅけょうてくぇ ぇさしっくぇかおぇ, こさっおぇさぇかぇ 
ちっかうは しう こさけそっしうけくぇかっく あうゃけす ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╆ぇゃけょ 4 くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ.

„〈ぇおぇ しっ しかせつう, つっ しなき さぇ
ぉけすうかぇ しぇきけ ゃ „┿さしっくぇか”, し 
せしきうゃおぇ  きう おぇいゃぇ ╀けゅょぇくぇ 
╉なくつっゃぇ, しはおぇて すけゃぇ っ くぇえ-
っしすっしすゃっくけすけ くっとけ ゃ あうゃけすぇ 
– ょぇ さぇぉけすうて しぇきけ くぇ っょくけ 
きはしすけ. ‶さう くっは すけゃぇ しすぇくぇかけ 
しかせつぇえくけ, おぇおすけ しすぇゃぇ つっしすけ 
こさっょう 1989-すぇ, おけゅぇすけ きなあ 
– ょうさっおすけさ くぇ ゅけかはき いぇゃけょ 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ え けすおぇいゃぇ ょぇ 
は くぇっきっ. ‶さうつうくぇすぇ: いぇとけすけ  
っ あっくぇ. 』っ っ あっくぇ, いぇ 
„┿さしっくぇか” くっ しっ けおぇいゃぇ 

こさけぉかっき. 〈せお え ゅかぇしせゃぇす ょけ
ゃっさうっ う すぇおぇ うくあっくっさ-たうきうお 
╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ こけしすなこゃぇ ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ うく
ょせしすさうぇかくぇ たうきうは - ”〈った
くけかけゅうは くぇ くっけさゅぇくうつくうすっ 
こさけういゃけょしすゃぇ”ゃ 》〈╇ – ╀せさ
ゅぇし. ‶けしすなこゃぇ おぇすけ すったくけかけゅ 
– こけ しこっちうぇかくけしすすぇ, ゃ いぇゃけ
ょぇ ゃ ╋なゅかうあ. ╆ぇ ╀けゅょぇくぇ, 
けぉぇつっ, すけゃぇ っ こさけういゃけょしすゃけ 
おぇすけ ゃしはおけ ょさせゅけ, くっ こけゃっつっ 
けこぇしくけ, くぇこさうきっさ, けす さうしおぇ 
ょぇ おぇすぇしすさけそうさぇて くぇ こなすは 
うかう ょぇ こけしすさぇょぇて ゃ しすさけう
すっかしすゃけすけ. „′せあくぇ っ こさけしすけ 
こけゃっつっ ょうしちうこかうくぇ う こけゃう
てっくけ ゃくうきぇくうっ, ょぇ しう しな
しさっょけすけつっく, ょぇ しっ しこぇいゃぇす 
すけつくけ ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ ぉっい
けこぇしくうすっ う いょさぇゃけしかけゃくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ...”.  ╇いゅかっあ
ょぇ こさけしすけ, くけ くっ いぇ ゃしうつおう. 
╇きっくくけ いぇさぇょう すけゃぇ, しこけさっょ  

しすさうおすくうは うくあっくっさ-たうきうお, ゃ 
ょくってくけ ゃさっきっ こけ-つっしすけ うきぇ 
さうしお けす うくちうょっくすう. [ぇぉけすくう
ちうすっ う たけさぇすぇ ういけぉとけ しすぇゃぇす 
こけ-さぇいおけくちっくすさうさぇくう, こけ-
くっゃくうきぇすっかくう, くっしなしさっょけすけ
つっくう. ┿ きかぇょうすっ こなお こなさゃけ 
うしおぇす ょぇ こけかせつぇす, くけ おぇすけ ゅう 
こうすぇて おぇおゃけ きけゅぇす ょぇ ょぇょぇす 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, ゃょうゅぇす 
さぇきっくっ... 〈けゃぇ っ いぇぉっかはいぇかぇ 
╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ, くぇ おけはすけ 
きけあっ ょぇ しっ ゃはさゃぇ, いぇとけすけ 
いぇょ ゅなさぉぇ え しぇ 38 ゅけょうくう ゃ 
すけゃぇ しかけあくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
おなょっすけ しっゅぇ っ さなおけゃけょうすっか 
くぇ ちった.
 ╇くあっくっさ ╀けゅょぇくぇ ╉なくつっ

ゃぇ きうくぇゃぇ こけ えっさぇさたうはすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” しこけおけえくけ. ]かっょ  
すったくけかけゅ しすぇゃぇ さなおけゃけょうすっか 
ゅさせこぇ, こけしかっ – いぇき. ょうさっお
すけさ こけ すったくうつっしおうすっ う こさけうい
ゃけょしすゃっくうすっ ゃなこさけしう, おけゅぇすけ 
しかうゃぇす ょゃぇすぇ さっしけさぇ ゃ っょくけ 
こさっい 1995-すぇ. ╁っつっ っ こっくしうけ
くっさおぇ, くけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇ
ぉけすう, いぇとけすけ っ けちっくっくぇ おぇすけ 
けこうすっく しこっちうぇかうしす. ‶さうっきぇ 
ょぇ けゅかぇゃう おぇこしせかくうは ちった こさう 
くぇこせしおぇくっすけ くぇ くっえくぇ おけ
かっあおぇ. 
╆ぇ ╆ぇゃけょ 4 ╀けゅょぇくぇ おぇいゃぇ: 

”╅うゃけすなす きう きうくぇ すぇき, ゃうくぇ
ゅう し っょくぇ うょっは ょぇ しっ こけきけゅくっ  
たけさぇすぇ ょぇ ぉなょぇす こさっょこぇいゃぇくう 
う しなゃっすゃぇくう, いぇ ょぇ くはきぇ うく
ちうょっくすう ゃ さっいせかすぇす くぇ かうつ
くう ゅさっておう.” ╆ぇ うくあ. ╀けゅょぇくぇ 

╉なくつっゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう, こさっ
ょうきくけ し あっくう, おぇおすけ っ ゃ くっえ
くうは しかせつぇえ, っ こさっょうきしすゃけ. 
„╅っくうすっ しぇ こけ-けさゅぇくういうさぇ
くう, こけゃっつっ つうしすはす う こけょさっあ
ょぇす, こけ-ょうしちうこかうくうさぇくう しぇ,  
おけっすけ いぇ くぇてっすけ こさけういゃけょ
しすゃけ っ きくけゅけ ゃぇあくけ”, しこけょっ
かは ょくっし すは. 
 
╀けゅょぇくぇ しすぇゃぇ うくあっくっさ,
 
 しかっょ おぇすけ くぇせつぇゃぇ こけつすう 

ゃしうつおけ いぇ こさけそっしうはすぇ けとっ 
ゃ 》うきうつっしおうは すったくうおせき ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈は っ けす 〈ゃなさ
ょうちぇ, くけ おぇすけ うょゃぇ ゃさっきっ 
いぇ ゅうきくぇいうは, ぉぇとぇ え おぇいゃぇ: 
„〈せおぇ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ ゃしうつ
おう しぇ さけょくうくう う こさうはすっかう, 
けすうゃぇえ ょさせゅぇょっ, ょぇ くぇせつうて 
くっとけ くぇうしすうくぇ!”. ╇くすっさっしなす 
おなき たうきうはすぇ うょゃぇ けす しぇきけ 
しっぉっ しう う けす すさなこおぇすぇ, おけはすけ 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ うきぇてっ おなき 
けゅさけきくうすっ たうきうつっしおう いぇゃけ
ょう, しすさけはとう しっ くぇゃしはおなょっ ゃ 
╀なかゅぇさうは こさっい 60-すっ う 70-すっ 
ゅけょうくう. 
╇くあ. ╉なくつっゃぇ, おぇすけ こさけ

そっしうけくぇかうしす, しすさぇょぇ, つっ 
くはおけゅぇてくけすけ しすぇぉうかくけ こさけ
そっしうけくぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
おけっすけ ょぇゃぇたぇ すったくうおせきうすっ, 
ういこうすぇくう ゃ ゅけょうくうすっ, ょくっし 
かうこしゃぇ. 〈は しう しこけきくは し さっし
こっおす いぇ ゃしうつおう おぇょさう くぇ 
おぇいぇくかなておうは 〈ったくうおせき こけ 
きったぇくけすったくうおぇ, し おけうすけ っ 
さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さしっくぇか” – こっさ
そっおすくう しこっちうぇかうしすう. ╃くっし せ 
きかぇょうすっ すけゃぇ ゅけ くはきぇ, しこけ
ょっかは, おぇすけ  きくけゅけ ょさせゅう さな
おけゃけょうすっかう, うくあ. ╉なくつっゃぇ.
¨つっゃうょくけ, すゃなさょぇ あっくぇ, 

すは こさけこなすせゃぇ たうかはょう おうかけ
きっすさう こさっい ちっかうは しう あうゃけす  
けす ゃおなとう ょけ さぇぉけすくけすけ きはし
すけ ゃ ╋なゅかうあ. ╆ぇとけすけ あうゃっっ 

ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, けすおなょっすけ っ 
くっえくうはす しなこさせゅ. [ぇいしすけは
くうっすけ くっ え すっあう, すさぇくしこけさ
すなす ゃうくぇゅう っ ぉうか せょけぉっく, 
くけ こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
しすぇゃぇ こけ-すさせょくけ. 〈させょくけ っ う 
いぇ さぇぉけすくうつおうすっ. ╋ぇおぇさ こけ
ゃっつっすけ ょぇ あうゃっはす ゃ ╋なゅかうあ, 
くはおけう うょゃぇす けす こけ-ょぇかっつくう 
しっかぇ おぇすけ ╁っすさっく, ╃なぉけゃけ, 
╉けこさうくおぇ... ]きっくはす こけ ょゃぇ 
ぇゃすけぉせしぇ う すけゃぇ すっあう. ╁しっ 
こぇお - くぇきぇかっくうはす さぇぉけすっく 
ょっく し 1 つぇし こけきぇゅぇ – すけゃぇ っ 
こさうゃかっおぇすっかくけ う いぇ ょさせゅう
すっ あっくう けす ╆ぇゃけょ 4, いぇとけすけ 

すせお  80 % けす さぇぉけすっとうすっ しぇ 
あっくう. ╇ うくあ. ╉なくつっゃぇ, おぇすけ 
けしすぇくぇかうすっ さぇぉけすっとう ゃ すけゃぇ 
しこっちうぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ,  
くっ こさうっきぇ,  つっ っ くぇ ょけぉさけ 
しゃぇかはくっすけ くぇ おぇすっゅけさうはすぇ くぇ 
すったくうは すさせょ – けす こなさゃぇ  くぇ 
ゃすけさぇ う けす ゃすけさぇ – くぇ すさっすぇ. 
[ぇくくけすけ こっくしうけくうさぇくっ, くぇ 
45 ゅけょうくう, くぇゃさっきっすけ  しなとけ 
っ  しすうきせか いぇ さぇぉけすぇ くぇ こかけ
とぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ. ‶けしかっ 
あっくうすっ きっつすぇっかう ょぇ ゅかっょぇす 
ゃくせちう, ょぇ うきぇす こけゃっつっ ゃさっ
きっ いぇ しっきっえしすゃけすけ. ]っゅぇ, 
けぉぇつっ, ゃさっきっ いぇ しっきっえしすゃけ
すけ ゃしっ こけゃっつっ かうこしゃぇ, おけっすけ, 
しこけさっょ うくあ. ╉なくつっゃぇ, こさは
おけ しっ けすさぇいはゃぇ くぇ ゃないこうすぇ
くうっすけ くぇ ょっちぇすぇ. ‶さぇゃっえおう 
しさぇゃくっくうは し こさっょうてくう ゃさっ
きっくぇ, うくあ. ╉なくつっゃぇ しこけょっかは 
う すさせょくけしすうすっ ゃ  ょくってくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ]せさけゃうくうすっ 
ゃっつっ しぇ きくけゅけ しおなこう, くはきぇ 
ゅう ぉなかゅぇさしおうすっ ちゃっすくう きっ
すぇかう, いぇ おけうすけ くぇゃさっきっすけ しっ 
ゅけさょっったきっ, つっ しっ おけすうさぇす う 
こさけょぇゃぇす ぉっい しっさすうそうおぇす くぇ 
しゃっすけゃくうすっ ぉけさしう. ′はきぇ ゅう う 
っゃすうくうすっ ゅけさうゃぇ う こさけつうっ... 
′ぇ こさぇおすうおぇ うきっくくけ すけゃぇ っ 
こさうつうくぇ いぇ くっゃないきけあくけしす
すぇ, こさう ゅけくうすぉぇ くぇ おけくおせ
さっくすくぇ ちっくぇ, いぇ さぇぉけすっとう
すっ ょぇ しっ いぇょっかは こけ-ゅけかはきけ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, けぉはしくはゃぇ 
いぇこかぇとぇくっすけ ゃ しっおすけさぇ くぇ
つぇかくうおなす くぇ ちったぇ. ╁なこさっおう 
すけゃぇ, うくあ. ╉なくつっゃぇ しこけょっかは 
きくっくうっすけ くぇ こけゃっつっすけ ぇさしっ
くぇかしおう さぇぉけすくうちう: ”╁ „┿さ
しっくぇか” うきぇ しうゅせさくけしす, きけあっ 
いぇこかぇすぇすぇ ょぇ くっ っ けす くぇえ-
ゃうしけおうすっ, おぇおすけ くぇゃさっきっすけ, 
くけ うょゃぇ さっょけゃくけ, こけかいゃぇす しっ 
けすこせしおう, ぉけかくうつくう”. ╁うょはかぇ 
いぇ 38 ゅけょうくう おぇおゃけ かう くっ ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, うくあ. ╀けゅ

ょぇくぇ ╉なくつっゃぇ, ぉっい ょぇ は こう
すぇき, きう おぇいゃぇ:
 

„┿さしっくぇか” っ 【おけかぇ! 
 
„〈せお こさっきうくぇゃぇて こさっい 

ゃしうつおけ, くぇせつぇゃぇて きくけゅけ 
くっとぇ, さぇいかうつくう こさけういゃけょ
しすゃぇ, つっさすっあう, さぇいくけけぉさぇい
くう ういょっかうは..., すさせこぇ しっ ぉっい
ちっくっく けこうす.” ╆ぇとけすけ すせお しっ 
ういさぇぉけすゃぇす ゃしはおぇおゃう おぇこしせ
かう いぇ ぇさすうかっさうえしおう ぉけっこさう
こぇしう – 50-60 ぇしけさすうきっくすぇ. 
‶けゃっつっすけ しぇ いぇ くせあょうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ╉さういぇすぇ いぇしっゅぇ 

けとっ くっ っ いぇしっゅくぇかぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ こかけとぇょおぇすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ ╋なゅかうあ. [ぇぉけすぇ 
うきぇ, ょけさう しっ しすさけう くけゃ ちった. 
》けさぇすぇ すせお しっ くぇょはゃぇす ょぇ っ 
すぇおぇ, いぇとけすけ いくぇはす, つっ きぇかおけ 
しぇ そうさきうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ, 
おけうすけ ょぇゃぇす たかはぉ くぇ たけさぇすぇ. 
„┿おけ くっ っ „┿さしっくぇか”, おなょっ とっ 
けすうょぇす たけさぇすぇ? ╉なょっ っ ぇか
すっさくぇすうゃぇすぇ?” – さっすけさうつくけ 
こうすぇ うくあ. ╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ, 
おけはすけ ゃはさゃぇ, つっ くぇきぇかはゃぇ
くっすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ けさなあっえ
くうちぇすぇ っ ゃさっきっくくけ, いぇとけすけ, 
こけ くっえくぇ こさっちっくおぇ, しっゅぇて
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ っ せしこはかけ 
ょぇ せょなさあう こさっょこさうはすうっすけ 
こさっい こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう, 
ょけおぇすけ きくけゅけ ょさせゅう ゃ っょさぇ
すぇ こさけきうてかっくけしす けすょぇゃくぇ しぇ 
しなしうこぇくう.
 „╁しうつおう くうっ くけしうき けすゅけ

ゃけさくけしす  いぇ すけゃぇ - ょぇかう とっ 
うきぇきっ こけゃっつっ さぇぉけすぇ う こけ
ゃっつっ こけさなつおう.”, せぉっょっくぇ けす 
しゃけは けこうす っ うくあ. ╀けゅょぇくぇ 
╉なくつっゃぇ. ╆ぇとけすけ いぇ くっは けす
ゅけゃけさくけしすすぇ おなき おぇつっしすゃけすけ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ っ くぇえ-ゃぇあくぇ. ┿ 
うきっくくけ けすゅけゃけさくけしすすぇ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう せ さぇぉけすっ
とうすっ くぇきぇかはゃぇ, ゃうあょぇ うくあ. 
╉なくつっゃぇ し けおけすけ くぇ さなおけゃけ
ょうすっか.
] けつうすっ くぇ きぇえおぇ, けぉぇつっ, 

ゃうあょぇ ょさせゅけ – ょくってくけすけ 
ゃさっきっ っ すさせょくけ いぇ きかぇょうすっ. 
╇ すぇおぇ とっ ぉなょっ. ]っきっえしすゃけすけ 
くぇ ╀けゅょぇくぇ うきぇ っょくぇ ょなとっ
さは. 〈は っ うおけくけきうしす, くけ しなとけ 
すさせょくけ  っ くぇきっさうかぇ  しゃけは こなす 
ょくっし. ╁しっ こぇお, せしこはゃぇ ょぇ こけ
つくっ さぇぉけすぇ う こけしすっこっくくけ しっ 
くぇかぇゅぇ ゃ こさけそっしうはすぇ. ╉ぇすけ 
きくけゅけ ょさせゅう きかぇょう たけさぇ  – 
ょぇかっつ こけ-すさせょくけ けす ゃさっきっ
すけ, おけゅぇすけ すったくうすっ さけょうすっかう 
くっょけゃけかしすゃぇたぇ けす しうゅせさくぇすぇ 

さぇぉけすぇ „こけ さぇいこさっょっかっくうっ”. 
╇きっくくけ  いぇ すけゃぇ ゃさっきっ  うくあ. 
╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ いぇおかのつぇゃぇ 
ゃ くぇてうは さぇいゅけゃけさ: ”[ぇぉけ
すったきっ きくけゅけ, ゃっしっかはたきっ しっ 
きくけゅけ, あうゃっったきっ こけ-しこけおけえ
くけ.” ′け しさぇゃくっくうはすぇ し ゃさっきっ
すけ くうおぇお くっ え こさっつぇす う ょくっし 
ょぇ ゅかっょぇ さぇゃくけゃっしくけ くぇ くっ
とぇすぇ. ╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ っ けし
すぇくぇかぇ ゃ すっあおけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ╆ぇゃけょ 4 
すけかおけゃぇ きくけゅけ ゅけょうくう – ちはか 
あうゃけす.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

さぇぉけすう うかう こさっい のかう.

- [ぇいぉうさぇ しっ, つっ こけょおさっこはき 
すけゃぇ, いぇとけすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
けさゅぇくういぇちうは う さっゅかぇきっくすぇ-
ちうは くぇ けすこせしおぇ. ′うっ ぉはたきっ 
うくうちうぇすけさうすっ ょぇ うきぇ ゅさぇそう-
ちう いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ けすこせしおぇ. 
╇きぇてっ, さぇいぉうさぇ しっ, う けぉゃう-
くっくうは, つっ すけゃぇ ぉうかけ けす きう-
くぇかけすけ, くけ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
しっ さぇいぉさぇ, つっ すっいう ゅさぇそうちう 
こけいゃけかはゃぇす っょくぇ こけ-ょけぉさぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ けすこせしおぇ う 
くぇえ-ゃっつっ こけかいゃぇくっすけ きせ. ╉け-
ゅぇすけ ちはかぇすぇ そうさきぇ ういかういぇ 
さっゅかぇきっくすうさぇくけ ゃ けすこせしお, 
すけゃぇ ゅぇさぇくすうさぇ, つっ ぇい とっ しう 
こけかいゃぇき けすこせしおぇ. ╇くぇつっ ぉうた 
きけゅなか う ょぇ は ゃかぇつぇ  うかう ょぇ 
くっ きけゅぇ ょぇ は こけかいゃぇき. 

- ... くけ うきぇ う ょけしすぇ くっょけ-
ゃけかくう けす すけゃぇ しうかけゃけ さっ-
ゅかぇきっくすうさぇくっ くぇ けすこせし-
おぇ?

- ]うゅせさくけ. ′け すさはぉゃぇ ょぇ 
おぇあぇ, つっ ゃ すけいう しかせつぇえ うく-
すっさっしうすっ う くぇ ぉういくっしぇ, う くぇ 
さぇぉけすくうおぇ しなゃこぇょぇす. ¨すこせ-
しおなす っ ょぇょっく くぇ さぇぉけすくうおぇ 
くっ いぇ ょぇ きせ しっ こかぇとぇ, ぇ いぇ ょぇ 
しっ こけかいゃぇ, ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう. 
┿ うくすっさっしなす くぇ ぉういくっしぇ っ ょぇ 
こかぇくうさぇ こけ-ょけぉさっ, いぇ ょぇ きう-
くうきういうさぇ さぇいたけょう ゃ ょぇょっく 
きけきっくす. ╇ ぇおけ うきぇ くっしなゅかぇし-
くう, すけ すっ とっ しぇ っょうくうちう う  
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけょつうくはす くぇ けぉ-
とぇすぇ ゃけかは う けぉとうは うくすっさっし. 

- ╉ぇおゃけ とっ こさぇゃはす しうく-
ょうおぇすうすっ, ぇおけ くぇ 1-ゃう 
きぇえ  す.ゅ. くはきぇ こさけきはくぇ ゃ 
さぇいきっさぇ くぇ きうくうきぇかくぇ-
すぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ - けす 
270 くぇ 290 かっゃぇ, おぇおゃうすけ 

ぉはたぇ こさっょゃぇさうすっかくうすっ 
けぉっとぇくうは くぇ こさぇゃうすっか-
しすゃけすけ? ╇ ょぇかう けつっさすぇ-
ゃぇとけすけ しっ くぇかけあうすっかくけ 
ぇおすせぇかういうさぇくっ くぇ ぉの-
ょあっすぇ くはきぇ ょぇ  っ きけすうゃ 
すけゃぇ せゃっかうつっくうっ ょぇ くっ 
しっ しかせつう?
- ′っ ゃうあょぇき こさうつうくぇ ょぇ 

くっ ゅけ くぇこさぇゃはす, くっ ょけこせし-
おぇき すぇおぇゃぇ たうこけすっいぇ. 〈けゃぇ 
くっ っ しっさうけいっく さぇいたけょ くぇ 
ぉのょあっすぇ, すなえ おぇすけ けす 120 
たうかはょう ょせてう くぇ きうくうきぇかくぇ 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ せ くぇし, こけ 
けそうちうぇかくう ょぇくくう おなき おさぇは 
くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, しぇきけ 
18 たうかはょう しぇ ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは. ′っ ょけこせし-
おぇき, つっ  くはきぇ ょぇ しっ せゃっかう-
つう きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ, いぇとけすけ すけゃぇ っ う 
しっさうけいっく こけかうすうつっしおう たけょ 
いぇ おぇぉうくっすぇ  ゅけょうくぇ こさっょう 
ういぉけさうすっ.

- ┿ すけゃぇ とっ ゃう くぇおぇさぇ 
かう けすくけゃけ ょぇ うしおぇすっ せゃっ-
かうつっくうっ う くぇ きうくうきぇか-
くうすっ けしうゅせさうすっかくう こさぇ-
ゅけゃっ こけ ぉさぇくてけゃっ? 

- ′っ ょけこせしおぇき すぇおけゃぇ さぇい-
ゃうすうっ, いぇとけすけ くうっ ゃっつっ いぇは-
ゃうたきっ, つっ うしおぇきっ おぇすけ ちはかけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ ょけたけょうすっ 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ: いぇこけつゃぇえおう 
けす せゃっかうつっくうっ くぇ こっくしうう-
すっ, くぇ ぉのょあっすくうすっ いぇこかぇ-
すう, ういけぉとけ くぇ ょけたけょうすっ う 
おぇいぇたきっ, つっ いぇ くぇし せゃっかう-
つっくうっ けす 10% っ けさうっくすうさ, 
くけ すけえ っ きうくうきぇかっく. ╁っつっ 
こけょゅけすゃはきっ ぇさゅせきっくすう すけゃぇ 
うしおぇくっ いぇ 10% せゃっかうつっくうっ 
くぇ ょけたけょうすっ う すけ けす こなさゃう 
はくせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ, しなし 
いぇょくぇ ょぇすぇ.  ‶なさゃうはす くう ぇさ-
ゅせきっくす いぇ すけゃぇ うしおぇくっ っ, つっ 
いぇ こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ う いぇこかぇすう, う こっくしうう 
しぇ いぇきさぇいっくう, けそうちうぇかくぇすぇ 
うくそかぇちうは っ けおけかけ 10%. 〈せお 
くっ ゃおかのつゃぇき しなけぉさぇあっくうは-
すぇ いぇ すけゃぇ おけかおけ っ う さっぇか-
くぇすぇ うくそかぇちうは ゃ きぇゅぇいうくう-
すっ. ╆ぇ うしおぇくっすけ しう, さぇいぉうさぇ 
しっ, とっ さぇいつうすぇきっ, おぇおすけ くぇ 
くぇすうしおぇ くぇ たけさぇすぇ, すぇおぇ う 
くぇ こけかうすうつっしおうは こさけちっし. 
′はきぇ おぇおゃけ ょぇ しっ かなあっき. 
╇ょゃぇとうすっ ういぉけさう こさっょこけ-
かぇゅぇす ょぇ しっ さぇいゃなさあっ おっしう-
はすぇ こけくっ いぇ しかっょゃぇとうは ぉの-
ょあっす. ╇ すけいう きけきっくす すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ういこけかいゃぇ. ╉けかおけすけ う 
ちうくうつくけ ょぇ いゃせつう すけゃぇ くぇ 
くはおけう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

[〉』╆: 10% 】╇╊]¨ぁ╊〉¨╊ 〉╅ 
╉《｠《╉¨【╊, 』ぇ』 ′╅╉〉╅ ╉╅【╅
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ごÖ¢. ゐÜÇÑíÖí とéÖôñçí:》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3

„╅『』╊〉╅]” ╊ ぃ[《]╅

¨ぉとぇすぇ さぇきおぇ くぇ すさせ
ょけゃけこさぇゃくうすっ う けしう

ゅせさうすっかくう けすくけてっくうは う 
ゃないきけあくけしすうすっ いぇ いぇとうすぇ 
うくすっさっしうすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ぉはたぇ けしくけゃうすっ ゃなこさけしう, ょうし
おせすうさぇくう けす しうくょうおぇかうしすう 
けす ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ” けす 
┿さしっくぇか” ゃ さぇきおうすっ くぇ こさけ
ゃっょっく ょゃせょくっゃっく しっきうくぇさ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
《けさせきなす ぉっ けさゅぇくういうさぇく けす 

╀なかゅぇさしおぇすぇ すなさゅけゃしおけ-こさけ
きうてかっくぇ こぇかぇすぇ こけ こさけっおす  
„‶けゃうてぇゃぇくっ くぇ けぉとっしすゃっ
くぇすぇ くっすなさこうきけしす おなき くっ
そけさきぇかくぇすぇ うおけくけきうおぇ う 
こさっゃぇくすうゃくうすっ ょっえしすゃうは いぇ 
くっえくけすけ けゅさぇくうつぇゃぇくっ” くぇ 
¨‶ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 
さっしせさしう”. 
¨しゃっく こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 

しうくょうおぇすうすっ けす „┿さしっくぇか”, 
ゃなゃ そけさせきぇ せつぇしすゃぇたぇ う 
しうくょうおぇかうしすう けす ょさせゅう おぇ
いぇくかなておう そうさきう. ╁ さぇきおう
すっ くぇ ょゃせょくっゃくけすけ けぉせつっ
くうっ せつぇしすくうちうすっ ゃ しっきうくぇさぇ 
しかせてぇたぇ ぇおすせぇかくう のさうょうつっ

しおう しなゃっすう う おぇいせしう, しゃなさいぇ
くう し っそっおすうゃくぇすぇ けさゅぇくういぇ
ちうは くぇ ぉういくっしぇ, そうさきっくぇすぇ 
おせかすせさぇ う ゃいぇうきけょっえしすゃうっすけ 
きっあょせ くぇっすう かうちぇ う さぇぉけすけ
ょぇすっかう. 〈っ ぉはたぇ いぇこけいくぇすう 
し こさぇゃくうすっ きったぇくういきう くぇ 
うくすっさっしうすっ くぇ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう う し けぉとぇすぇ さぇきおぇ 
くぇ すさせょけゃけこさぇゃくうすっ う けしう
ゅせさうすっかくう けすくけてっくうは. 
] うくすっさっし ぉはたぇ さぇいうしおゃぇくう 

おけくおさっすくう おぇいせしう けす こさぇお
すうおぇすぇ, ゃおかのつうすっかくけ う おぇすけ 
さっちうょうゃう - う けす しすさぇくぇ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ, う けす しすさぇくぇ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ. 
╉ぇいせしなす „しさけつくう すさせょけゃう 

ょけゅけゃけさう” う ゃぇさうぇくすうすっ いぇ  
すはたくけすけ こさっおさぇすはゃぇくっ しなとけ 
ぉはたぇ ょうしおせすうさぇくう けす せつぇし
すくうちうすっ, いぇっょくけ し のさうしすぇ けす 
]けそうは  う かっおすけさ くぇ しっきうくぇ
さぇ - しこっちうぇかうしすなす こけ すさせょけ
ゃけ こさぇゃけ ┿ょさうはく ╇かうっゃ. 
╉ぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす 

おぇすけ  しゃけう こさぇゃぇ こけ けすくけてっ
くうっ くぇ すさせょけゃうすっ ょけゅけゃけさう 

さぇぉけすっとうすっ; おぇおゃう いぇおけ
くけゃう ゃないきけあくけしすう いぇ しぇくお
ちうう うきぇす  さぇぉけすけょぇすっかうすっ う 
おけう しぇ くっこさぇゃけきっさくうすっ, くけ 
こさうかぇゅぇくう ゃ こさぇおすうおぇすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ そうさきう; おけゅぇ う 
ゃ おぇおゃう しかせつぇう さぇぉけすくうおなす 
うきぇ こさぇゃけ ょぇ こけうしおぇ ょけこなか
くうすっかくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ う 
おけゅぇ うきぇ こさぇゃけ ょぇ けすおぇあっ 
ゃないかぇゅぇくぇ きせ さぇぉけすぇ; おぇおゃう 
しぇ いぇょなかあうすっかくうすっ ょけおせ
きっくすう, し おけうすけ さぇぉけすくうおなす 
しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇこけいくぇす こさう 
いぇこけつゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ; おぇおゃけ 
ゃおかのつゃぇす せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ  
う つうえ ぇくゅぇあうきっくす っ すはたくけすけ 
けしうゅせさはゃぇくっ; おぇおゃう しぇ こさぇ
ゃぇすぇ くぇ すさせょけせしすさけっくうすっ う 
おぇおゃう - いぇょなかあっくうはすぇ くぇ さぇ
ぉけすけょぇすっかうすっ おなき すはた; こさけ
そっしうけくぇかくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは 
う さっょなす いぇ すはたくけすけ ょけおぇい
ゃぇくっ; きうす かう っ いぇこかぇたぇすぇ けす 
せゃけかくっくうっ う おぇおゃけ ょぇ こさぇ
ゃはす さぇぉけすっとうすっ こさう すぇおぇゃぇ 
いぇこかぇたぇ; おぇおゃう しぇ ゃうょけゃっすっ 
ょうしちうこかうくぇさくう くぇおぇいぇくうは 
- ゃしうつおう すっいう ゃなこさけしう ぉはたぇ 

こけょさけぉくけ ょうしおせすうさぇくう う 
けぉはしくっくう くぇ せつぇしすくうちうすっ.  
╁ しっきうくぇさぇ せつぇしすゃぇたぇ しかせ

あうすっかう くぇ けすょっかうすっ „╊うつっく 
しなしすぇゃ” う „╀っいけこぇしくう せしかけ
ゃうは くぇ すさせょ”, かうょっさなす くぇ ]╉ 
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっかう くぇ いぇ
ゃけょしおう しうくょうおぇかくう しすさせおすせ
さう - けぉとけ 18 しうくょうおぇかうしすう 
けす „┿さしっくぇか” ┿╃. 
╁しっおう けす せつぇしすくうちうすっ こけ

かせつう しこっちうぇかっく くぇぉけさ けす 
うくそけさきぇちうけくくう ぉさけてせさう う 
ょうしおけゃっ し けぉしなあょぇくうすっ おぇ
いせしう, おぇおすけ う しっさすうそうおぇす いぇ 
せつぇしすうっ う こさっきうくぇす おせさし くぇ 
けぉせつっくうっ. 
〉つぇしすくうちうすっ ゃ しっきうくぇさぇ 

ぉはたぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ しぇ こけ
かせつうかう ちっくくう いくぇくうは う うく
そけさきぇちうは, おけはすけ とっ うき ぉなょっ 
こけかっいくぇ う くっけぉたけょうきぇ ゃ こさは
おぇすぇ うき さぇぉけすぇ し さぇぉけすくうちう
すっ う しかせあうすっかうすっ けす すったくうすっ 
こさっょこさうはすうは. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╈]《╆╅]¨′╅を¨っ【╅ 〉╅ [╅》¨【╅]╅...
〈けえ けすょっかう いくぇつうすっかくけ きはし

すけ う くぇ けすさぇあっくうっすけ くぇ うおけ
くけきうつっしおぇすぇ おさういぇ ゃ こさっょ
こさうはすうはすぇ けす ′]《 „╋っすぇか 
╄かっおすさけ” う くぇ こさっょこさうっすうすっ 
きっさおう けす しすさぇくぇ くぇ しうくょう
おぇかうしすうすっ いぇ いぇこぇいゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうすっ きっしすぇ ゃ おさういぇすぇ. 
‶けしかっょくうすっ くはおけかおけ すさせょ
くう ゅけょうくう しぇ しっ けすさぇいうかう う 
くぇ しすさせおすせさくけすけ しなしすけはくうっ う 
つかっくしおぇすぇ きぇしぇ くぇ ′]《. ¨す 
くぇょ 50 しすさせおすせさう, ゃ くぇつぇかけ
すけ くぇ けすつっすくうは こっすゅけょうてっく 
こっさうけょ, くぇ そうくぇかぇ くぇ きうくぇ
かぇすぇ ゅけょうくぇ すっ しぇ ぉうかう 47, し 

きぇかおけ くぇょ 7 たうかはょう つかっくけゃっ. 
′ぇえ-きくけゅけぉさけえくぇすぇ しすさせおすせ
さぇ ゃ さっょうちうすっ くぇ ′]《 „╋っすぇか 
╄かっおすさけ” っ すぇいう くぇ ╉′]╀ ゃ 
„┿さしっくぇか”, くぇぉさけはゃぇとぇ 3 500 
ょせてう. 
¨すつっすくうはす こっすゅけょうてっく こっ

さうけょ いぇ しうくょうおぇかくぇすぇ そっょっ
さぇちうは, しなゃこぇょぇと し ょっしっすゅけ
ょうてくけすけ そうくぇかういうさぇくっ くぇ 
こさうゃぇすういぇちうけくくうすっ こさけちっしう 
ゃ こさっょこさうはすうはすぇ けす きっすぇかけ
けぉさぇぉけすゃぇくっすけ, くっ っ ょけゃっか 
ょけ けつぇおゃぇくけすけ せゃっかうつっくうっ 
くぇ つせあょっしすさぇくくうすっ うくゃっしすう
ちうう ゃ すけいう しっおすけさ う すっ しぇ けとっ 

きくけゅけ くうしおう, しっ おぇいゃぇ けとっ ゃ 
ょけおかぇょぇ. ′っ しっ っ こさけきっくうかぇ 
おなき ょけぉさけ う しすさせおすせさぇすぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけ, ぉなかゅぇさしおけすけ 
きぇてうくけしすさけっくっ こさけょなかあぇ
ゃぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ ぉっい ょぇ うきぇ 
おさぇえくけ ういょっかうっ, おけっすけ ゃ こっ
さうけょう くぇ おさういう うきぇ こぇゅせぉくけ 
けすさぇあっくうっ ゃなさたせ そうさきうすっ う 
いぇっすうすっ ゃ すはた, こけょつっさすぇ けとっ 
┿しっく ┿しっくけゃ. 
╆ぇょなかぉけつぇゃぇとぇすぇ しっ うおけ

くけきうつっしおぇ おさういぇ う ゃしっ こけ-
しっさうけいくうすっ こさっょういゃうおぇすっか
しすゃぇ こさっょ しゃっすけゃくうは おぇこうすぇか 
くぇかぇゅぇす う くけゃう いぇょぇつう こさっょ 

しうくょうおぇかうしすうすっ ゃ ちはか しゃはす, 
ぉっ いぇはゃっくけ けとっ くぇ そけさせきぇ. ╁ 
すけいう しきうしなか, っょくぇ けす けしくけゃくう
すっ いぇょぇつう くぇ しうくょうおぇかういきぇ, ゃ 
つぇしすくけしす う くぇ ぉなかゅぇさしおうは, とっ 
っ ゃ せおさせこくはゃぇくっすけ くぇ しすさせお
すせさうすっ う すはたくけすけ けさゅぇくういぇ
ちうけくくけ せおさっこゃぇくっ, し ちっか ょぇ 
しっ けすゅけゃけさう くぇ こけゃしっきっしすくぇ
すぇ ゅかけぉぇかういぇちうは くぇ おぇこうすぇ
かぇ. ╂かけぉぇかういぇちうはすぇ くぇ おぇこう
すぇかぇ くぇかぇゅぇ ゅかけぉぇかういぇちうは くぇ 
しうくょうおぇかくけすけ こさけしすさぇくしすゃけ, 
いぇはゃう ┿しっくけゃ う こけょつっさすぇ, つっ 
こさっい くぇしすけはとぇすぇ ゅけょうくぇ とっ 
うきぇ けぉっょうくうすっかくう おけくゅさっしう 

くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ う ]ゃっすけゃくぇ 
うくょせしすさうぇかくぇ しうくょうおぇかくぇ 
けさゅぇくういぇちうは.  
╉ぇおなゃ とっ っ っそっおすなす けす すけゃぇ, 

とっ こけおぇあっ ぉなょっとっすけ. ′け こけ-
ゃぇあくけ っ おぇお とっ さっぇゅうさぇきっ 
くうっ - おぇすけ ぇおすうゃくう せつぇしすくうちう 
うかう おぇすけ くぇぉかのょぇすっかう, いぇはゃう 
くけゃけういぉさぇくうはす こさっょしっょぇすっか 
くぇ ′]《 „╋っすぇか ╄かっおすさけ”. 《け
させきなす ゃ ╉ぇいぇくかなお ういぉさぇ くけゃう 
さなおけゃけょくう けさゅぇくう, こさうっ うい
きっくっくうは ゃ 〉しすぇゃぇ くぇ けさゅぇくう
いぇちうはすぇ う ‶さけゅさぇきぇ いぇ ょっえしす
ゃうっ いぇ しかっょゃぇとうは 5-ゅけょうてっく 
こっさうけょ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

- ╇きぇすっ う けとっ っょくぇ 
うょっは: くけゃ ょけこなかくうすっかっく 
けすこせしお ょけ ょゃぇ ょくう ゃ ゅけょう
くぇすぇ? ╉ぇあっすっ こけゃっつっ いぇ 
すけゃぇ こさっょかけあっくうっ. 

- ╃ぇ, うきぇきっ すぇおけゃぇ こさっょかけ
あっくうっ - ょけ ょゃぇ ょくう ゅけょうてくけ 
ょけこなかくうすっかっく けすこせしお. 〈けいう 
けすこせしお ょぇ っ いぇ かうつくう こさうつう
くう, す. っ. ょぇ  うきぇき ゃないきけあ
くけしす, ぇおけ きう しっ くぇかぇゅぇ, ょぇ 
けすうょぇ ょけ ょさせゅ ゅさぇょ, ょぇ しゃなさ
てぇ くっとけ, ぉっい ょぇ しう くぇさせてぇ
ゃぇき ちっかけしすすぇ くぇ こけかぇゅぇとうは  
きう  しっ ゅけょうてっく けすこせしお, いぇ
とけすけ すけえ きう しっ ょぇゃぇ いぇ ゃない
しすぇくけゃはゃぇくっ けす さぇぉけすくうは 
こさけちっし, いぇ こけつうゃおぇ, くっ いぇ 
ょぇ しう しゃなさてぇ ょさせゅぇ ゃぇあくぇ 
かうつくぇ さぇぉけすぇ. ¨とっ こけゃっつっ, 
つっ すけいう こけかぇゅぇっき  ゅけょうてっく 
けすこせしお くぇ きくけゅけ きっしすぇ ぉっ 
けゅさぇくうつっく - ゃ ぇょきうくうしすさぇ
ちうはすぇ, ゃ くはおけう おけかっおすうゃくう 
ょけゅけゃけさう, おなょっすけ うきぇてっ ょけ
ゅけゃけさっくう  こけ-ゃうしけおう くうゃぇ くぇ 
けすこせしお, くけ いぇさぇょう おさういぇすぇ  
すっいう ぉけくせしう ぉはたぇ こさっきぇたくぇ
すう. ╆ぇすけゃぇ くうっ おぇいゃぇきっ: ょけ
ぉさっ, くはきぇ ょぇ うしおぇきっ こけゃっつっ 
けすこせしお いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ, 
くけ こさっょかぇゅぇきっ くけゃう ょゃぇ ょくう 
いぇ かうつくう くせあょう. 

- ╁ すけいう しきうしなか ょけ おぇお
ゃぇ しすっこっく しうくょうおぇすなす 
っ しおかけくっく ょぇ こけょおさっこう 
ょさせゅぇ うょっは くぇ さぇぉけすけょぇ
すっかうすっ, おけはすけ しっ こさうかぇゅぇ 
こけゃしっきっしすくけ, けしけぉっくけ ゃ 
つぇしすくうすっ そうさきう: こけかい
ゃぇくっすけ くぇ こかぇすっくうは ゅけ
ょうてっく けすこせしお  ょぇ しすぇゃぇ 
ゃ しすさけゅけ さっゅかぇきっくすうさぇ
くけ ゃさっきっ けす ゃしうつおう, す.っ. 
こさっい ぇゃゅせしす そうさきぇすぇ くっ 

╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ, くぇつぇかくうお ちった 130 ゃ ╆ぇゃけょ 4 
ゃ „┿さしっくぇか” ぉっ っょうく けす ょゃぇきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ ゃ きっあょせくぇさけょっく 
しうくょうおぇかっく そけさせき ゃ ]おけこうっ, ╋ぇおっょけくうは, ゃ ょくうすっ 
きっあょせ 26-すう う 28-きう きぇさす. 《けさせきなす ゃ ╋ぇおっょけくうは, 
ゃ おけえすけ しっ ゃおかのつうたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╀けしくぇ, ╉け-
しけゃけ, ╋ぇおっょけくうは, 』っさくぇ ゅけさぇ, 》なさゃぇすしおぇ, ]なさぉうは, 
]かけゃっくうは う ╀なかゅぇさうは, さぇいゅかっょぇ ゃなこさけしうすっ くぇ おけ-
きせくうおぇちうはすぇ, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╀けゅ-
ょぇくぇ ╉なくつっゃぇ. 〈は, いぇっょくけ しなし ]すぇくおぇ ]すけえつっゃぇ けす 
╆ぇゃけょ 3/141 ぉはたぇ こさっょしすぇゃうすっかおうすっ くぇ „┿さしっくぇか“ 
う ╀なかゅぇさうは くぇ おけくゅさっしぇ. ¨ぉとせゃぇくっすけ きっあょせ しうく-
ょうおぇかうしすう う さなおけゃけょしすゃぇ くぇ そうさきうすっ, くぇつうくうすっ 
くぇ ゅけゃけさっくっ こけ こさけぉかっきうすっ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う 
しけちうぇかくうすっ ゃなこさけしう, おけくすぇおすうすっ し さなおけゃけょくうすっ 
けさゅぇくう しぇ けぉしなあょぇくう けす せつぇしすくうちうすっ くぇ しっきうくぇさぇ 
ゃ ╋ぇおっょけくうは, おなょっすけ ぇさしっくぇかしおうすっ こさっょしすぇゃうすっ-
かう しぇ こけおぇくっくう こけ かうくうは くぇ ╃けゅけゃけさ いぇ しなゃきっしすくけ 
しなすさせょくうつっしすゃけ くぇ 《っょっさぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ きぇてうくけしすさけっくっすけ う っかっおすさけくうおぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは 
„╋っすぇか ╄かっおすさけ” し ╋ぇおっょけくしおぇすぇ しすさぇくぇ. ╀けゅょぇくぇ 
╉なくつっゃぇ っ ょなかゅけゅけょうてくぇ ぇさしっくぇかおぇ, こさっおぇさぇかぇ 
ちっかうは しう こさけそっしうけくぇかっく あうゃけす ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ ╆ぇゃけょ 4 くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ.

„〈ぇおぇ しっ しかせつう, つっ しなき さぇ-
ぉけすうかぇ しぇきけ ゃ „┿さしっくぇか”, し 
せしきうゃおぇ  きう おぇいゃぇ ╀けゅょぇくぇ 
╉なくつっゃぇ, しはおぇて すけゃぇ っ くぇえ-
っしすっしすゃっくけすけ くっとけ ゃ あうゃけすぇ 
– ょぇ さぇぉけすうて しぇきけ くぇ っょくけ 
きはしすけ. ‶さう くっは すけゃぇ しすぇくぇかけ 
しかせつぇえくけ, おぇおすけ しすぇゃぇ つっしすけ 
こさっょう 1989-すぇ, おけゅぇすけ きなあ 
– ょうさっおすけさ くぇ ゅけかはき いぇゃけょ 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ え けすおぇいゃぇ ょぇ 
は くぇっきっ. ‶さうつうくぇすぇ: いぇとけすけ  
っ あっくぇ. 』っ っ あっくぇ, いぇ 
„┿さしっくぇか” くっ しっ けおぇいゃぇ 

こさけぉかっき. 〈せお え ゅかぇしせゃぇす ょけ-
ゃっさうっ う すぇおぇ うくあっくっさ-たうきうお 
╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ こけしすなこゃぇ ゃ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ うく-
ょせしすさうぇかくぇ たうきうは - ”〈った-
くけかけゅうは くぇ くっけさゅぇくうつくうすっ 
こさけういゃけょしすゃぇ”ゃ 》〈╇ – ╀せさ-
ゅぇし. ‶けしすなこゃぇ おぇすけ すったくけかけゅ 
– こけ しこっちうぇかくけしすすぇ, ゃ いぇゃけ-
ょぇ ゃ ╋なゅかうあ. ╆ぇ ╀けゅょぇくぇ, 
けぉぇつっ, すけゃぇ っ こさけういゃけょしすゃけ 
おぇすけ ゃしはおけ ょさせゅけ, くっ こけゃっつっ 
けこぇしくけ, くぇこさうきっさ, けす さうしおぇ 
ょぇ おぇすぇしすさけそうさぇて くぇ こなすは 
うかう ょぇ こけしすさぇょぇて ゃ しすさけう-
すっかしすゃけすけ. „′せあくぇ っ こさけしすけ 
こけゃっつっ ょうしちうこかうくぇ う こけゃう-
てっくけ ゃくうきぇくうっ, ょぇ しう しな-
しさっょけすけつっく, ょぇ しっ しこぇいゃぇす 
すけつくけ ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ ぉっい-
けこぇしくうすっ う いょさぇゃけしかけゃくう 
せしかけゃうは くぇ すさせょ...”.  ╇いゅかっあ-
ょぇ こさけしすけ, くけ くっ いぇ ゃしうつおう. 
╇きっくくけ いぇさぇょう すけゃぇ, しこけさっょ  

しすさうおすくうは うくあっくっさ-たうきうお, ゃ 
ょくってくけ ゃさっきっ こけ-つっしすけ うきぇ 
さうしお けす うくちうょっくすう. [ぇぉけすくう-
ちうすっ う たけさぇすぇ ういけぉとけ しすぇゃぇす 
こけ-さぇいおけくちっくすさうさぇくう, こけ-
くっゃくうきぇすっかくう, くっしなしさっょけすけ-
つっくう. ┿ きかぇょうすっ こなお こなさゃけ 
うしおぇす ょぇ こけかせつぇす, くけ おぇすけ ゅう 
こうすぇて おぇおゃけ きけゅぇす ょぇ ょぇょぇす 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, ゃょうゅぇす 
さぇきっくっ... 〈けゃぇ っ いぇぉっかはいぇかぇ 
╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ, くぇ おけはすけ 
きけあっ ょぇ しっ ゃはさゃぇ, いぇとけすけ 
いぇょ ゅなさぉぇ え しぇ 38 ゅけょうくう ゃ 
すけゃぇ しかけあくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
おなょっすけ しっゅぇ っ さなおけゃけょうすっか 
くぇ ちった.
 ╇くあっくっさ ╀けゅょぇくぇ ╉なくつっ-

ゃぇ きうくぇゃぇ こけ えっさぇさたうはすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” しこけおけえくけ. ]かっょ  
すったくけかけゅ しすぇゃぇ さなおけゃけょうすっか 
ゅさせこぇ, こけしかっ – いぇき. ょうさっお-
すけさ こけ すったくうつっしおうすっ う こさけうい-
ゃけょしすゃっくうすっ ゃなこさけしう, おけゅぇすけ 
しかうゃぇす ょゃぇすぇ さっしけさぇ ゃ っょくけ 
こさっい 1995-すぇ. ╁っつっ っ こっくしうけ-
くっさおぇ, くけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇ-
ぉけすう, いぇとけすけ っ けちっくっくぇ おぇすけ 
けこうすっく しこっちうぇかうしす. ‶さうっきぇ 
ょぇ けゅかぇゃう おぇこしせかくうは ちった こさう 
くぇこせしおぇくっすけ くぇ くっえくぇ おけ-
かっあおぇ. 
╆ぇ ╆ぇゃけょ 4 ╀けゅょぇくぇ おぇいゃぇ: 

”╅うゃけすなす きう きうくぇ すぇき, ゃうくぇ-
ゅう し っょくぇ うょっは ょぇ しっ こけきけゅくっ  
たけさぇすぇ ょぇ ぉなょぇす こさっょこぇいゃぇくう 
う しなゃっすゃぇくう, いぇ ょぇ くはきぇ うく-
ちうょっくすう ゃ さっいせかすぇす くぇ かうつ-
くう ゅさっておう.” ╆ぇ うくあ. ╀けゅょぇくぇ 

╉なくつっゃぇ ょぇ しっ さぇぉけすう, こさっ-
ょうきくけ し あっくう, おぇおすけ っ ゃ くっえ-
くうは しかせつぇえ, っ こさっょうきしすゃけ. 
„╅っくうすっ しぇ こけ-けさゅぇくういうさぇ-
くう, こけゃっつっ つうしすはす う こけょさっあ-
ょぇす, こけ-ょうしちうこかうくうさぇくう しぇ,  
おけっすけ いぇ くぇてっすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ っ きくけゅけ ゃぇあくけ”, しこけょっ-
かは ょくっし すは. 
 
╀けゅょぇくぇ しすぇゃぇ うくあっくっさ,
 
 しかっょ おぇすけ くぇせつぇゃぇ こけつすう 

ゃしうつおけ いぇ こさけそっしうはすぇ けとっ 
ゃ 》うきうつっしおうは すったくうおせき ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 〈は っ けす 〈ゃなさ-
ょうちぇ, くけ おぇすけ うょゃぇ ゃさっきっ 
いぇ ゅうきくぇいうは, ぉぇとぇ え おぇいゃぇ: 
„〈せおぇ ゃ ゅうきくぇいうはすぇ ゃしうつ-
おう しぇ さけょくうくう う こさうはすっかう, 
けすうゃぇえ ょさせゅぇょっ, ょぇ くぇせつうて 
くっとけ くぇうしすうくぇ!”. ╇くすっさっしなす 
おなき たうきうはすぇ うょゃぇ けす しぇきけ 
しっぉっ しう う けす すさなこおぇすぇ, おけはすけ 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ うきぇてっ おなき 
けゅさけきくうすっ たうきうつっしおう いぇゃけ-
ょう, しすさけはとう しっ くぇゃしはおなょっ ゃ 
╀なかゅぇさうは こさっい 60-すっ う 70-すっ 
ゅけょうくう. 
╇くあ. ╉なくつっゃぇ, おぇすけ こさけ-

そっしうけくぇかうしす, しすさぇょぇ, つっ 
くはおけゅぇてくけすけ しすぇぉうかくけ こさけ-
そっしうけくぇかくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
おけっすけ ょぇゃぇたぇ すったくうおせきうすっ, 
ういこうすぇくう ゃ ゅけょうくうすっ, ょくっし 
かうこしゃぇ. 〈は しう しこけきくは し さっし-
こっおす いぇ ゃしうつおう おぇょさう くぇ 
おぇいぇくかなておうは 〈ったくうおせき こけ 
きったぇくけすったくうおぇ, し おけうすけ っ 
さぇぉけすうかぇ ゃ „┿さしっくぇか” – こっさ-
そっおすくう しこっちうぇかうしすう. ╃くっし せ 
きかぇょうすっ すけゃぇ ゅけ くはきぇ, しこけ-
ょっかは, おぇすけ  きくけゅけ ょさせゅう さな-
おけゃけょうすっかう, うくあ. ╉なくつっゃぇ.
¨つっゃうょくけ, すゃなさょぇ あっくぇ, 

すは こさけこなすせゃぇ たうかはょう おうかけ-
きっすさう こさっい ちっかうは しう あうゃけす  
けす ゃおなとう ょけ さぇぉけすくけすけ きはし-
すけ ゃ ╋なゅかうあ. ╆ぇとけすけ あうゃっっ 

ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, けすおなょっすけ っ 
くっえくうはす しなこさせゅ. [ぇいしすけは-
くうっすけ くっ え すっあう, すさぇくしこけさ-
すなす ゃうくぇゅう っ ぉうか せょけぉっく, 
くけ こさっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ 
しすぇゃぇ こけ-すさせょくけ. 〈させょくけ っ う 
いぇ さぇぉけすくうつおうすっ. ╋ぇおぇさ こけ-
ゃっつっすけ ょぇ あうゃっはす ゃ ╋なゅかうあ, 
くはおけう うょゃぇす けす こけ-ょぇかっつくう 
しっかぇ おぇすけ ╁っすさっく, ╃なぉけゃけ, 
╉けこさうくおぇ... ]きっくはす こけ ょゃぇ 
ぇゃすけぉせしぇ う すけゃぇ すっあう. ╁しっ 
こぇお - くぇきぇかっくうはす さぇぉけすっく 
ょっく し 1 つぇし こけきぇゅぇ – すけゃぇ っ 
こさうゃかっおぇすっかくけ う いぇ ょさせゅう-
すっ あっくう けす ╆ぇゃけょ 4, いぇとけすけ 

すせお  80 % けす さぇぉけすっとうすっ しぇ 
あっくう. ╇ うくあ. ╉なくつっゃぇ, おぇすけ 
けしすぇくぇかうすっ さぇぉけすっとう ゃ すけゃぇ 
しこっちうぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ,  
くっ こさうっきぇ,  つっ っ くぇ ょけぉさけ 
しゃぇかはくっすけ くぇ おぇすっゅけさうはすぇ くぇ 
すったくうは すさせょ – けす こなさゃぇ  くぇ 
ゃすけさぇ う けす ゃすけさぇ – くぇ すさっすぇ. 
[ぇくくけすけ こっくしうけくうさぇくっ, くぇ 
45 ゅけょうくう, くぇゃさっきっすけ  しなとけ 
っ  しすうきせか いぇ さぇぉけすぇ くぇ こかけ-
とぇょおぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ. ‶けしかっ 
あっくうすっ きっつすぇっかう ょぇ ゅかっょぇす 
ゃくせちう, ょぇ うきぇす こけゃっつっ ゃさっ-
きっ いぇ しっきっえしすゃけすけ. ]っゅぇ, 
けぉぇつっ, ゃさっきっ いぇ しっきっえしすゃけ-
すけ ゃしっ こけゃっつっ かうこしゃぇ, おけっすけ, 
しこけさっょ うくあ. ╉なくつっゃぇ, こさは-
おけ しっ けすさぇいはゃぇ くぇ ゃないこうすぇ-
くうっすけ くぇ ょっちぇすぇ. ‶さぇゃっえおう 
しさぇゃくっくうは し こさっょうてくう ゃさっ-
きっくぇ, うくあ. ╉なくつっゃぇ しこけょっかは 
う すさせょくけしすうすっ ゃ  ょくってくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ]せさけゃうくうすっ 
ゃっつっ しぇ きくけゅけ しおなこう, くはきぇ 
ゅう ぉなかゅぇさしおうすっ ちゃっすくう きっ-
すぇかう, いぇ おけうすけ くぇゃさっきっすけ しっ 
ゅけさょっったきっ, つっ しっ おけすうさぇす う 
こさけょぇゃぇす ぉっい しっさすうそうおぇす くぇ 
しゃっすけゃくうすっ ぉけさしう. ′はきぇ ゅう う 
っゃすうくうすっ ゅけさうゃぇ う こさけつうっ... 
′ぇ こさぇおすうおぇ うきっくくけ すけゃぇ っ 
こさうつうくぇ いぇ くっゃないきけあくけしす-
すぇ, こさう ゅけくうすぉぇ くぇ おけくおせ-
さっくすくぇ ちっくぇ, いぇ さぇぉけすっとう-
すっ ょぇ しっ いぇょっかは こけ-ゅけかはきけ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, けぉはしくはゃぇ 
いぇこかぇとぇくっすけ ゃ しっおすけさぇ くぇ-
つぇかくうおなす くぇ ちったぇ. ╁なこさっおう 
すけゃぇ, うくあ. ╉なくつっゃぇ しこけょっかは 
きくっくうっすけ くぇ こけゃっつっすけ ぇさしっ-
くぇかしおう さぇぉけすくうちう: ”╁ „┿さ-
しっくぇか” うきぇ しうゅせさくけしす, きけあっ 
いぇこかぇすぇすぇ ょぇ くっ っ けす くぇえ-
ゃうしけおうすっ, おぇおすけ くぇゃさっきっすけ, 
くけ うょゃぇ さっょけゃくけ, こけかいゃぇす しっ 
けすこせしおう, ぉけかくうつくう”. ╁うょはかぇ 
いぇ 38 ゅけょうくう おぇおゃけ かう くっ ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, うくあ. ╀けゅ-

ょぇくぇ ╉なくつっゃぇ, ぉっい ょぇ は こう-
すぇき, きう おぇいゃぇ:
 

„┿さしっくぇか” っ 【おけかぇ! 
 
„〈せお こさっきうくぇゃぇて こさっい 

ゃしうつおけ, くぇせつぇゃぇて きくけゅけ 
くっとぇ, さぇいかうつくう こさけういゃけょ-
しすゃぇ, つっさすっあう, さぇいくけけぉさぇい-
くう ういょっかうは..., すさせこぇ しっ ぉっい-
ちっくっく けこうす.” ╆ぇとけすけ すせお しっ 
ういさぇぉけすゃぇす ゃしはおぇおゃう おぇこしせ-
かう いぇ ぇさすうかっさうえしおう ぉけっこさう-
こぇしう – 50-60 ぇしけさすうきっくすぇ. 
‶けゃっつっすけ しぇ いぇ くせあょうすっ くぇ 
„┿さしっくぇか”. ╉さういぇすぇ いぇしっゅぇ 

けとっ くっ っ いぇしっゅくぇかぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ こかけとぇょおぇすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ ╋なゅかうあ. [ぇぉけすぇ 
うきぇ, ょけさう しっ しすさけう くけゃ ちった. 
》けさぇすぇ すせお しっ くぇょはゃぇす ょぇ っ 
すぇおぇ, いぇとけすけ いくぇはす, つっ きぇかおけ 
しぇ そうさきうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ, 
おけうすけ ょぇゃぇす たかはぉ くぇ たけさぇすぇ. 
„┿おけ くっ っ „┿さしっくぇか”, おなょっ とっ 
けすうょぇす たけさぇすぇ? ╉なょっ っ ぇか-
すっさくぇすうゃぇすぇ?” – さっすけさうつくけ 
こうすぇ うくあ. ╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ, 
おけはすけ ゃはさゃぇ, つっ くぇきぇかはゃぇ-
くっすけ くぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ けさなあっえ-
くうちぇすぇ っ ゃさっきっくくけ, いぇとけすけ, 
こけ くっえくぇ こさっちっくおぇ, しっゅぇて-
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ っ せしこはかけ 
ょぇ せょなさあう こさっょこさうはすうっすけ 
こさっい こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう, 
ょけおぇすけ きくけゅけ ょさせゅう ゃ っょさぇ-
すぇ こさけきうてかっくけしす けすょぇゃくぇ しぇ 
しなしうこぇくう.
 „╁しうつおう くうっ くけしうき けすゅけ-

ゃけさくけしす  いぇ すけゃぇ - ょぇかう とっ 
うきぇきっ こけゃっつっ さぇぉけすぇ う こけ-
ゃっつっ こけさなつおう.”, せぉっょっくぇ けす 
しゃけは けこうす っ うくあ. ╀けゅょぇくぇ 
╉なくつっゃぇ. ╆ぇとけすけ いぇ くっは けす-
ゅけゃけさくけしすすぇ おなき おぇつっしすゃけすけ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ っ くぇえ-ゃぇあくぇ. ┿ 
うきっくくけ けすゅけゃけさくけしすすぇ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう せ さぇぉけすっ-
とうすっ くぇきぇかはゃぇ, ゃうあょぇ うくあ. 
╉なくつっゃぇ し けおけすけ くぇ さなおけゃけ-
ょうすっか.
] けつうすっ くぇ きぇえおぇ, けぉぇつっ, 

ゃうあょぇ ょさせゅけ – ょくってくけすけ 
ゃさっきっ っ すさせょくけ いぇ きかぇょうすっ. 
╇ すぇおぇ とっ ぉなょっ. ]っきっえしすゃけすけ 
くぇ ╀けゅょぇくぇ うきぇ っょくぇ ょなとっ-
さは. 〈は っ うおけくけきうしす, くけ しなとけ 
すさせょくけ  っ くぇきっさうかぇ  しゃけは こなす 
ょくっし. ╁しっ こぇお, せしこはゃぇ ょぇ こけ-
つくっ さぇぉけすぇ う こけしすっこっくくけ しっ 
くぇかぇゅぇ ゃ こさけそっしうはすぇ. ╉ぇすけ 
きくけゅけ ょさせゅう きかぇょう たけさぇ  – 
ょぇかっつ こけ-すさせょくけ けす ゃさっきっ-
すけ, おけゅぇすけ すったくうすっ さけょうすっかう 
くっょけゃけかしすゃぇたぇ けす しうゅせさくぇすぇ 

さぇぉけすぇ „こけ さぇいこさっょっかっくうっ”. 
╇きっくくけ  いぇ すけゃぇ ゃさっきっ  うくあ. 
╀けゅょぇくぇ ╉なくつっゃぇ いぇおかのつぇゃぇ 
ゃ くぇてうは さぇいゅけゃけさ: ”[ぇぉけ-
すったきっ きくけゅけ, ゃっしっかはたきっ しっ 
きくけゅけ, あうゃっったきっ こけ-しこけおけえ-
くけ.” ′け しさぇゃくっくうはすぇ し ゃさっきっ-
すけ くうおぇお くっ え こさっつぇす う ょくっし 
ょぇ ゅかっょぇ さぇゃくけゃっしくけ くぇ くっ-
とぇすぇ. ╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ っ けし-
すぇくぇかぇ ゃ すっあおけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ╆ぇゃけょ 4 
すけかおけゃぇ きくけゅけ ゅけょうくう – ちはか 
あうゃけす.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

さぇぉけすう うかう こさっい のかう.

- [ぇいぉうさぇ しっ, つっ こけょおさっこはき 
すけゃぇ, いぇとけすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
けさゅぇくういぇちうは う さっゅかぇきっくすぇ
ちうは くぇ けすこせしおぇ. ′うっ ぉはたきっ 
うくうちうぇすけさうすっ ょぇ うきぇ ゅさぇそう
ちう いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ けすこせしおぇ. 
╇きぇてっ, さぇいぉうさぇ しっ, う けぉゃう
くっくうは, つっ すけゃぇ ぉうかけ けす きう
くぇかけすけ, くけ ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
しっ さぇいぉさぇ, つっ すっいう ゅさぇそうちう 
こけいゃけかはゃぇす っょくぇ こけ-ょけぉさぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ けすこせしおぇ う 
くぇえ-ゃっつっ こけかいゃぇくっすけ きせ. ╉け
ゅぇすけ ちはかぇすぇ そうさきぇ ういかういぇ 
さっゅかぇきっくすうさぇくけ ゃ けすこせしお, 
すけゃぇ ゅぇさぇくすうさぇ, つっ ぇい とっ しう 
こけかいゃぇき けすこせしおぇ. ╇くぇつっ ぉうた 
きけゅなか う ょぇ は ゃかぇつぇ  うかう ょぇ 
くっ きけゅぇ ょぇ は こけかいゃぇき. 

- ... くけ うきぇ う ょけしすぇ くっょけ
ゃけかくう けす すけゃぇ しうかけゃけ さっ
ゅかぇきっくすうさぇくっ くぇ けすこせし
おぇ?

- ]うゅせさくけ. ′け すさはぉゃぇ ょぇ 
おぇあぇ, つっ ゃ すけいう しかせつぇえ うく
すっさっしうすっ う くぇ ぉういくっしぇ, う くぇ 
さぇぉけすくうおぇ しなゃこぇょぇす. ¨すこせ
しおなす っ ょぇょっく くぇ さぇぉけすくうおぇ 
くっ いぇ ょぇ きせ しっ こかぇとぇ, ぇ いぇ ょぇ 
しっ こけかいゃぇ, ょぇ しっ ゃないしすぇくけゃう. 
┿ うくすっさっしなす くぇ ぉういくっしぇ っ ょぇ 
こかぇくうさぇ こけ-ょけぉさっ, いぇ ょぇ きう
くうきういうさぇ さぇいたけょう ゃ ょぇょっく 
きけきっくす. ╇ ぇおけ うきぇ くっしなゅかぇし
くう, すけ すっ とっ しぇ っょうくうちう う  
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけょつうくはす くぇ けぉ
とぇすぇ ゃけかは う けぉとうは うくすっさっし. 

- ╉ぇおゃけ とっ こさぇゃはす しうく
ょうおぇすうすっ, ぇおけ くぇ 1-ゃう 
きぇえ  す.ゅ. くはきぇ こさけきはくぇ ゃ 
さぇいきっさぇ くぇ きうくうきぇかくぇ
すぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ - けす 
270 くぇ 290 かっゃぇ, おぇおゃうすけ 

ぉはたぇ こさっょゃぇさうすっかくうすっ 
けぉっとぇくうは くぇ こさぇゃうすっか
しすゃけすけ? ╇ ょぇかう けつっさすぇ
ゃぇとけすけ しっ くぇかけあうすっかくけ 
ぇおすせぇかういうさぇくっ くぇ ぉの
ょあっすぇ くはきぇ ょぇ  っ きけすうゃ 
すけゃぇ せゃっかうつっくうっ ょぇ くっ 
しっ しかせつう?
- ′っ ゃうあょぇき こさうつうくぇ ょぇ 

くっ ゅけ くぇこさぇゃはす, くっ ょけこせし
おぇき すぇおぇゃぇ たうこけすっいぇ. 〈けゃぇ 
くっ っ しっさうけいっく さぇいたけょ くぇ 
ぉのょあっすぇ, すなえ おぇすけ けす 120 
たうかはょう ょせてう くぇ きうくうきぇかくぇ 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ せ くぇし, こけ 
けそうちうぇかくう ょぇくくう おなき おさぇは 
くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, しぇきけ 
18 たうかはょう しぇ ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは. ′っ ょけこせし
おぇき, つっ  くはきぇ ょぇ しっ せゃっかう
つう きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ, いぇとけすけ すけゃぇ っ う 
しっさうけいっく こけかうすうつっしおう たけょ 
いぇ おぇぉうくっすぇ  ゅけょうくぇ こさっょう 
ういぉけさうすっ.

- ┿ すけゃぇ とっ ゃう くぇおぇさぇ 
かう けすくけゃけ ょぇ うしおぇすっ せゃっ
かうつっくうっ う くぇ きうくうきぇか
くうすっ けしうゅせさうすっかくう こさぇ
ゅけゃっ こけ ぉさぇくてけゃっ? 

- ′っ ょけこせしおぇき すぇおけゃぇ さぇい
ゃうすうっ, いぇとけすけ くうっ ゃっつっ いぇは
ゃうたきっ, つっ うしおぇきっ おぇすけ ちはかけ 
せゃっかうつっくうっ くぇ ょけたけょうすっ 
くぇ ぉなかゅぇさうくぇ: いぇこけつゃぇえおう 
けす せゃっかうつっくうっ くぇ こっくしうう
すっ, くぇ ぉのょあっすくうすっ いぇこかぇ
すう, ういけぉとけ くぇ ょけたけょうすっ う 
おぇいぇたきっ, つっ いぇ くぇし せゃっかう
つっくうっ けす 10% っ けさうっくすうさ, 
くけ すけえ っ きうくうきぇかっく. ╁っつっ 
こけょゅけすゃはきっ ぇさゅせきっくすう すけゃぇ 
うしおぇくっ いぇ 10% せゃっかうつっくうっ 
くぇ ょけたけょうすっ う すけ けす こなさゃう 
はくせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ, しなし 
いぇょくぇ ょぇすぇ.  ‶なさゃうはす くう ぇさ
ゅせきっくす いぇ すけゃぇ うしおぇくっ っ, つっ 
いぇ こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ う いぇこかぇすう, う こっくしうう 
しぇ いぇきさぇいっくう, けそうちうぇかくぇすぇ 
うくそかぇちうは っ けおけかけ 10%. 〈せお 
くっ ゃおかのつゃぇき しなけぉさぇあっくうは
すぇ いぇ すけゃぇ おけかおけ っ う さっぇか
くぇすぇ うくそかぇちうは ゃ きぇゅぇいうくう
すっ. ╆ぇ うしおぇくっすけ しう, さぇいぉうさぇ 
しっ, とっ さぇいつうすぇきっ, おぇおすけ くぇ 
くぇすうしおぇ くぇ たけさぇすぇ, すぇおぇ う 
くぇ こけかうすうつっしおうは こさけちっし. 
′はきぇ おぇおゃけ ょぇ しっ かなあっき. 
╇ょゃぇとうすっ ういぉけさう こさっょこけ
かぇゅぇす ょぇ しっ さぇいゃなさあっ おっしう
はすぇ こけくっ いぇ しかっょゃぇとうは ぉの
ょあっす. ╇ すけいう きけきっくす すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ういこけかいゃぇ. ╉けかおけすけ う 
ちうくうつくけ ょぇ いゃせつう すけゃぇ くぇ 
くはおけう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

[〉』╆: 10% 】╇╊]¨ぁ╊〉¨╊ 〉╅ 
╉《｠《╉¨【╊, 』ぇ』 ′╅╉〉╅ ╉╅【╅
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

07 ぇこさうか - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ いょさぇゃっすけ; ╊ぇいぇさけゃ-

ょっく; 1879 - ]ないょぇょっく っ ぉなかゅぇさしおうはす すさうぉぇゅさっくうお; 1348 - ̈ し-
くけゃぇく っ ‶さぇあおうはす せくうゃっさしうすっす, くぇえ-しすぇさうはす ゃ 『っくすさぇかくぇ ╄ゃ-
さけこぇ; 1957 - ╁ ]けそうは っ けすおさうす ╃なさあぇゃくうはす しぇすうさうつっく すっぇすなさ.
08 ぇこさうか - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ さけきうすっ; ╁さなぉくうちぇ - 

『ゃっすくうちぇ; 563 こさ. 》さ. - ]こけさっょ こさっょぇくうっすけ っ さけょっく ╂ぇせすぇきぇ 
╀せょぇ - しないょぇすっかはす くぇ ぉせょういきぇ.
09 ぇこさうか - 1667 - ╁ ‶ぇさうあ っ けさゅぇくういうさぇくぇ こなさゃぇすぇ ゃ しゃっ-

すぇ こせぉかうつくぇ たせょけあっしすゃっくぇ ういかけあぉぇ; 1943 - [けょっく っ ╂っけさゅう 
╋うくつっゃ - さけおういこなかくうすっか, おうすぇさうしす う おけきこけいうすけさ; 1903 - [け-
ょっく っ 》さうしすけ 》さうしすけゃ - さけいけすなさゅけゃっち う けぉとっしすゃっくうお. 
10 ぇこさうか - 1979 - ‶なさゃうはす こけかっす くぇ ぉなかゅぇさうく ゃ ╉けしきけしぇ 

- ╂っけさゅう ╇ゃぇくけゃ う ′うおけかぇえ [せおぇゃうてくうおゃけ しぇ っおうこぇあなす くぇ 
“]けのい 33”; 1847 - [けょっく っ ういょぇすっかはす ╈けいっそ ‶せかうちなさ, けしくけ-
ゃぇか う ょぇか うきっすけ しう くぇ くぇゅさぇょうすっ いぇ かうすっさぇすせさぇ, ょさぇきぇ, きせ-
いうおぇ う あせさくぇかうしすうおぇ; 1912 - “〈うすぇくうお” すさなゅゃぇ けす ┿くゅかうは くぇ 
しゃけっすけ こなさゃけ う こけしかっょくけ こかぇゃぇくっ.
11 ぇこさうか - ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ いなぉけかっおぇさうすっ; 

╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ おけくちかぇゅっさうしすうすっ う こけしすさぇょぇかう-

すっ けす そぇてういきぇ; ]ゃっすけゃっく ょっく, こけしゃっすっく くぇ ぉけさぉぇすぇ し 
ぉけかっしすすぇ てういけそさっくうは; 2001 - 〉つっくう けすおさうゃぇす ゃうさせし, こさう-
つうくはゃぇと てういけそさっくうは; 1889 - ‶せしくぇすぇ っ ゃ せこけすさっぉぇ こなさゃぇすぇ 
こけとっくしおぇ きぇさおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは; 1992 - ╁ 〈うたうは けおっぇく っ せかけゃっくぇ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ょけ すけいう きけきっくす ゃ しゃっすぇ ぉぇさぇおせょぇ - 38,5 おゅ.
12 ぇこさうか - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぇゃうぇちうはすぇ う おけしきけ-

くぇゃすうおぇすぇ; 1971 - ゃ ╉けしきけしぇ ういかうすぇ こなさゃうはす つけゃっお - ぃさうえ 
╂ぇゅぇさうく, こけかっすなす きせ こさけょなかあぇゃぇ 108 きうくせすう. ‶さぇいくうお くぇ ╇く-
しすうすせすぇ いぇ おけしきうつっしおう ういしかっょゃぇくうは おなき ╀┿′; 1877 - ] せおぇい 
くぇ ┿かっおしぇくょなさ ┶┶ っ けぉはゃっくぇ [せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ; 1878 -  
ぅくおけ ┿くゅっかけゃ けす [せしっ けすおさうゃぇ こなさゃぇすぇ ぇこすっおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う 
こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ そぇさきぇちっゃすうおぇ.
13 ぇこさうか - 814 - 〉きうさぇ ぉなかゅぇさしおうはす たぇく ╉させき; 1904 - 〉きう-

さぇ ╁ぇしうかうえ ╁っさってつぇゅうく - させしおう あうゃけこうしっち, さうしせゃぇか ちうおなか 
おぇさすうくう けす ¨しゃけぉけょうすっかくぇすぇ させしおけ-すせさしおぇ ゃけえくぇ.
14 ぇこさうか - 1928 - ]うかくう いっきっすさっしっくうは し っこうちっくすなさ 』うさこぇく 

さぇいさせてぇゃぇす 300 くぇしっかっくう きっしすぇ, おけっすけ っ 20% けす すっさうすけさうはすぇ 
くぇ しすさぇくぇすぇ; 1900 -  [けょっく っ 》さうしすけ ╋ぇくけかけゃ - おけきこけいうすけさ くぇ 
こなさゃうは ぉなかゅぇさしおう ぉぇかっす; 1921 - 〉きうさぇ きっしすくうはす たせょけあくうお 
╀けさうし ╋うたぇえかけゃ; 1963 - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ しないょぇょっく そけすけおかせぉ 
“╇しおさぇ”.
15 ぇこさうか - ╁ないおさっしっくうっ 》さうしすけゃけ; 1947 - ]ないょぇょっくぇ っ 

]けそうえしおぇすぇ そうかたぇさきけくうは; 1452 - [けょっく っ ╊っけくぇさょけ ょぇ ╁うく-
つう - うすぇかうぇくしおう せつっく っくちうおかけこっょうしす, たせょけあくうお, しおせかこすけさ う 
ぇさたうすっおす; 1923 - ╇くしせかうくなす ゃかういぇ ゃ けぉとぇ せこけすさっぉぇ いぇ ぉけ-
かくうすっ けす ょうぇぉっす.
16 ぇこさうか - ╁ないおさっしっくうっ 》さうしすけゃけ; ╃っく くぇ ぉなかゅぇさしおぇ-

すぇ おけくしすうすせちうは; ╃っく くぇ のさうしすぇ; 1889 - [けょっく っ 』ぇさかう 
』ぇこかうく - そうかきけゃ ぇおすぬけさ, さっあうしぬけさ う おけきこけいうすけさ, っょうく けす ゅっ-
くううすっ くぇ おうくけすけ; 1951  -  ¨しくけゃぇくぇ っ ╃]╉ ゃ ╉ぇいぇくかなお.
17 ぇこさうか - ╁ないおさっしっくうっ 》さうしすけゃけ; ‶さけそっしうけくぇかっく 

こさぇいくうお くぇ けょうすけさうすっ; 1877 - ]ないょぇょっくけ っ ╀なかゅぇさしおけすけ 
けこなかつっくうっ; 1891 - 〉きうさぇ ゃうょくうはす おぇいぇくかなておう うくすっかうゅっくす, 
こさっゃけょぇつ う さっょぇおすけさ 》さうしすけ ╁ぇおかうょけゃ.
18 ぇこさうか - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく いぇ けこぇいゃぇくっ こぇきっすくう-

ちうすっ くぇ おせかすせさぇすぇ; ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ さっしすぇゃ-

さぇすけさうすっ; 1955 - 〉きうさぇ ┿かぉっさす ┿えくとぇえく - ゅっさきぇくしおう そういうお 
すっけさっすうお う きぇすっきぇすうお, っょうく けす しないょぇすっかうすっ くぇ しなゃさっきっくくぇすぇ 
そういうおぇ, くけしうすっか くぇ ′けぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ.
19 ぇこさうか - 1864 - ╁ すけいう ょっく, おけえすけ すけゅぇゃぇ っ ぉうか ╁っかうおょっく, 

╁ぇしうか ╊っゃしおう しっ けすおぇいゃぇ けす きけくぇてっしおうは しう けぉっす, おぇすけ しぇき しう 
けすさはいゃぇ おけしうすっ しう う くぇこなかくけ しっ けすょぇゃぇ くぇ けしゃけぉけょうすっかくけすけ 
ょゃうあっくうっ; 1563 - ╁ ╋けしおゃぇ いぇこけつゃぇ こっつぇすぇくっすけ くぇ “┿こけし-
すけかぇ” - こなさゃぇすぇ させしおぇ おくうゅぇ; 1971 - ]なゃっすしおうはす しなのい こせしおぇ 
こなさゃぇすぇ ゃ しゃっすぇ おけしきうつっしおぇ しすぇくちうは “]ぇかのす-1”; 1944 - ¨す-
おさうすぇ っ 〈さぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.
20 ぇこさうか - ╃っく くぇ ┿こさうかしおけすけ ゃなしすぇくうっ /1876/; 1846 

- ╁ ╊ぇえこちうゅ ういかういぇ ぉさ. 1 くぇ ゃ. “╀なかゅぇさしおう けさっか” - こなさゃうはす 
ぉなかゅぇさしおう ゃっしすくうお, こけょ さっょぇおちうはすぇ くぇ ╇ゃぇく ╀けゅけさけゃ; 1902 - 
]なこさせいうすっ ╉のさう せしこはゃぇす ょぇ ういけかうさぇす くけゃうは たうきうつっく っかっきっくす 
さぇょうえ; 1984 - 》さうしすけ ‶さけょぇくけゃ しすぇゃぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさうく, こけ-
おけさうか ╄ゃっさっしす; ╃っく くぇ ゅさ. ′áょおぇくうあぇ, 〉くゅぇさうは - こけぉさぇ-

すうきっく ゅさぇょ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╅』╊〉 ╅』╊〉《╇: „╅『』╊〉╅]“ ぅ╊ 】』》╊╊

′ぇちうけくぇかくぇすぇ しうく
ょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは 

„╋っすぇか ╄かっおすさけ” っ しないょぇ
ょっくぇ くぇ 25-すう きぇさす 1990 
ゅけょうくぇ. ╉なき きけきっくすぇ くぇ
ぉさけはゃぇ 10 417 しうくょうおぇかくう 
つかっくけゃっ, けぉっょうくっくう ゃ 77 
しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう. 
]すさせおすせさう くぇ ′]《 うきぇ ゃ 11 
けぉかぇしすう くぇ しすさぇくぇすぇ. 《っ
ょっさぇちうはすぇ っ ょけぉさけゃけかくけ 
けぉっょうくっくうっ くぇ ぇゃすけくけきくう 
しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう 
う しなのいう くぇ さぇぉけすっとう
すっ ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくぇ
すぇ, きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇとぇ
すぇ, っかっおすさけすったくうつっしおぇすぇ, 
っかっおすさけくくぇすぇ う ょさせゅう 
こさけきうてかっくけしすう. [なおけゃけょ
くうすっ けさゅぇくう くぇ ′]《 „╋っ
すぇか ╄かっおすさけ” しぇ: ╉けくゅさっし, 
《っょっさぇかっく しなゃっす, ╇いこなか
くうすっかくけ ぉのさけ, ‶さっょしっょぇ
すっか, 《っょっさぇかくぇ さっゃういうけく
くぇ おけきうしうは. ′]《 „╋っすぇか 
╄かっおすさけ” っ つかっく くぇ そけさせ
きぇ いぇ 『っくすさぇかくぇ う ╇いすけつくぇ 
╄ゃさけこぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 
そっょっさぇちうは くぇ きっすぇかけさぇ
ぉけすくうちうすっ.
╁ さなおけゃけょくうすっ けさゅぇくう くぇ 

《っょっさぇちうはすぇ うきぇ う すさうきぇ 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっ
くぇか” ┿╃. 〈けゃぇ しぇ ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ, おけえすけ っ  ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ ╇いこなかくうすっかくけすけ ぉのさけ, 
╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけゃ - つかっく くぇ 
《っょっさぇかくうは しなゃっす, う ╄きう 
』ぇくっゃぇ - つかっく くぇ [っゃういう
けくくぇすぇ おけきうしうは くぇ ′]《 
„╋っすぇか ╄かっおすさけ”. 

‶さっょしっょぇすっか くぇ 《っょっさぇちうは
すぇ っ ┿しっく ┿しっくけゃ. 〈けえ ぉっ ゅけしす 
くぇ けすつっすくけ-ういぉけさくぇすぇ おけくそっ
さっくちうは くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか”, 
こさけゃっょっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
きぇさす. ╆ぇ つうすぇすっかうすっ くぇ „〈さう
ぉせくぇ „┿さしっくぇか” ┿しっく ┿しっくけゃ 
けすゅけゃけさう くぇ くはおけかおけ ゃなこさけしぇ: 

- ] おぇおゃう けしくけゃくう こさけ
ぉかっきう しっ いぇくうきぇゃぇ しうく

ょうおぇかくぇすぇ そっょっさぇちうは くぇ 
„╋っすぇか ╄かっおすさけ”?
- ¨しくけゃくうすっ こさけぉかっきう しぇ 

しけちうぇかくけ-うおけくけきうつっしおうすっ 
こさぇゃぇ う うくすっさっしう くぇ くぇてう
すっ つかっくけゃっ. ╁ くぇてうは ぉさぇくて 
- きっすぇかけこさっさぇぉけすゃぇくっすけ, けし
くけゃくうすっ せしうかうは ゃ こけしかっょくう
すっ ょゃっ ゅけょうくう ぉはたぇ くぇしけつっくう  
おなき しなたさぇくはゃぇくっ くぇ さぇぉけすくう
すっ きっしすぇ. ╇いこけかいゃぇ しっ ゃしうつおけ 
さぇいさってっくけ けす いぇおけくぇ いぇ すぇいう 
ちっか: くぇきぇかっく さぇぉけすっく ょっく, 
さぇぉけすぇ こけ こさけっおすう, さぇいかうつくう 
そけさきう くぇ こかぇすっくう けすこせしおう う 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, おけっすけ きけあっ 
ょぇ しなたさぇくう ゃ きぇおしうきぇかくぇ しすっ
こっく あういくっしこけしけぉくけしすすぇ くぇ 
そうさきうすっ う こっさしけくぇかぇ, おけえすけ 
っ くぇっす ゃ すはた, いぇ ょぇ きけあっ こさう 
っょくぇ こけ-ぉかぇゅけこさうはすくぇ けぉしすぇ
くけゃおぇ う しうすせぇちうは くぇ こぇいぇさぇ 
ょぇ いぇこけつくぇす ょぇ さぇぉけすはす けすくけ
ゃけ. 『っかすぇ っ そうさきうすっ ょぇ くっ うい
こぇょぇす こけょ すったくけかけゅうつくうは きう
くうきせき, すなえ おぇすけ っょくぇ そうさきぇ, 
ゃっょくなあ ういこぇょくぇかぇ こけょ すけいう 
すったくけかけゅうつっく きうくうきせき, きくけゅけ 
すさせょくけ けすくけゃけ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
ゃないしすぇくけゃっくぇ. ¨す すぇいう ゅかっょくぇ 
すけつおぇ しきっ こさぇゃうかう おけきこさけきう
しう いぇっょくけ し さぇぉけすけょぇすっかうすっ, 
ゃしうつおけ すけゃぇ っ いぇ しきっすおぇ くぇ くっ
ぇくゅぇあうさぇくけしすすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
う くっあっかぇくうっすけ え ょぇ しっ いぇくう
きぇゃぇ し すっいう こさけぉかっきう. 

- 〈けゃぇ っ う っょうく けす ゅけかっきう
すっ こさけぉかっきう う ゃ „┿さしっくぇか”, 
おけえすけ ゃなかくせゃぇ さぇぉけすっとうすっ 
ゃ くっゅけ. ‶さっい そっゃさせぇさう ゅけ
かはきぇ つぇしす けす たけさぇすぇ ぉはたぇ ゃ 
さっあうき くぇ くぇきぇかっくけ さぇぉけす
くけ ゃさっきっ, ぇ ゃ きけきっくすぇ すっつっ 
こさけちっし こけ けこすうきういぇちうは くぇ 
こっさしけくぇかぇ. ╃け おぇおゃぇ しすっ
こっく ゃ すけいう う ょさせゅう こけょけぉくう 
しかせつぇう ゃ ぉさぇくてぇ しうくょう
おぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけゃかうははす 
くぇ すぇおうゃぇ くっこさうはすくう こさけ
ちっしう? ╉ぇおすけ う - ょけ おぇおゃぇ 
しすっこっく しうくょうおぇかくぇすぇ くぇ
きっしぇ きけあっ ょぇ こけゃかうはっ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ, ょけ おぇおゃぇ 
しすっこっく ういけぉとけ すは っ いょさぇ

ゃけしかけゃくぇ いぇ そうさきぇすぇ う いぇ 
す.くぇさ. すったくけかけゅうつっく くっうく 
きうくうきせき?
- ]うくょうおぇすうすっ しぇきう こけ しっぉっ 

しう くっ しないょぇゃぇす さぇぉけすくう きっし
すぇ. ╁ しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ しっ 
くぇきうさぇ ゃ きけきっくすぇ „┿さしっくぇか”, 
しうくょうおぇすうすっ きけゅぇす ょぇ しな
ょっえしすゃぇす, ょぇ こけきけゅくぇす う ょぇ 
さぇぉけすはす ゃ こけしけおぇ すぇいう おさう
いうしくぇ しうすせぇちうは ょぇ しっ こさっけ
ょけかっっ けすくけしうすっかくけ こけ-かっおけ, 
おけっすけ ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ くはきぇ 
ょぇ っ すぇおぇ, ぇおけ しうくょうおぇすなす くぇ 
せつぇしすゃぇ. ╄ょくぇ すぇおぇゃぇ たぇさぇお
すっさくぇ けしけぉっくけしす, しこっちうぇかくけ 
いぇ „┿さしっくぇか”, っ, つっ いぇ くっゅけ, 
おぇすけ こさけょせおすけゃぇ しすさせおすせさぇ, 
っそっおすなす けす おさういぇすぇ しっ いぇぉぇゃう. 
╁ „┿さしっくぇか” おさういぇすぇ しっ こけ
つせゃしすゃぇ いくぇつうすっかくけ こけ-おなしくけ, 
きけあっ ぉう 2 う こけかけゃうくぇ ゅけょうくう 
しかっょ けしすぇくぇかぇすぇ つぇしす くぇ きっ
すぇかけうくょせしすさうはすぇ, おなょっすけ けとっ 
ゃ おさぇは くぇ 2008-きぇ すは しっ せしっ
すう, ぇ ゅけかっきうすっ しなおさぇとっくうは, 
しさうゃなす ぉはたぇ こさっい 2009-2010 
ゅけょうくぇ. ╊けてけすけ っ, つっ ゃしっ けとっ 
しっおすけさなす くっ っ ういかはいなか けす おさう
いぇすぇ. ╃ぇ, ゃはさくけ, くっ こさけこぇょぇ 
こけゃっつっ, くけ くっ しっ う さぇいゃうゃぇ. ╁ 
きくけゅけ きぇかおぇ つぇしす けす しかせつぇうすっ 
ゃ こさっょこさうはすうはすぇ うきぇ さなしす くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, うきぇ くはおぇおゃけ 
しなあうゃはゃぇくっ, くけ すけ っ ょぇかっつ けす 
すけゃぇ, おけっすけ っ ぉうかけ, こさうきっさくけ, 
こさっい 2008-きぇ ゅけょうくぇ. ¨ぉとけ 
ゃいっすけ, ゃ しゃっすぇ, ゃ おけえすけ あうゃっ
っき, ゃ しゃけぉけょくうは こぇいぇさ くぇ おぇ
こうすぇかぇ, っょくぇ けす たぇさぇおすっさくうすっ 
けしけぉっくけしすう いぇ さぇいゃうすうっすけ きせ 
っ うきっくくけ すぇいう ちうおかうつくけしす. 
′はきぇ くっこさっおなしくぇすけ ゃないたけょ 
くぇゅけさっ, くはきぇ う くっこさっおなしくぇすけ 
こぇょぇくっ. ╁ っょうく けこさっょっかっく こっ
さうけょ すけつくけ すけゃぇ しっ こけかせつぇゃぇ: 
ょけさう う ょぇ しっ ゃなさゃう ゃうたさっくけ 
くぇゅけさっ, ゃ っょうく けこさっょっかっく きけ
きっくす  うきぇ しこぇょ. ╇ すけいう しこぇょ くっ 
いぇゃうしう しぇきけ けす くぇし.

- „┿さしっくぇか” かう っ くぇえ-ゅけ
かはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃなゃ 
ゃぇてぇすぇ そっょっさぇちうは? 
- ╃ぇ, いぇとけすけ くはおなょっ けおけかけ 

40% けす つかっくしおぇすぇ くう きぇしぇ っ 
けす „┿さしっくぇか”. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” くっ しぇきけ, 
つっ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ゃ しそっさぇすぇ 
くぇ „╋っすぇか ╄かっおすさけ”, くけ っ う 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
╉′]╀ ゃ しすさぇくぇすぇ. 

- ¨こすうきういぇちうはすぇ, おけはすけ 
しっ ういゃなさてゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
っ ょけ 15% けす けぉとぇすぇ つうし
かっくけしす くぇ しなしすぇゃぇ. ╁ おぇおなゃ 
こさけちっくす ぉっ けこすうきういぇちうはすぇ 
ゃ けしすぇくぇかうすっ こさっょこさうは
すうは けす きっすぇかけうくょせしすさうはすぇ 
- すぇおぇ, つっ ょぇ っ う けいょさぇゃう
すっかくぇ, う ょぇ くはきぇ しっさうけいくう 
しけちうぇかくう しなすさっしっくうは? 
- [ぇいかうつくけ. ¨ぉとけ いぇ きっすぇ

かけうくょせしすさうはすぇ しなおさぇとっくうっすけ 
くぇ こっさしけくぇかぇ ぉってっ くぇょ 30%. 
╇きぇてっ, さぇいぉうさぇ しっ, う こさっょ
こさうはすうは, おなょっすけ すけいう こさけちっくす 
ぉってっ けとっ こけ-ゃうしけお, おぇおすけ う 
ょさせゅう, ゃ おけうすけ ぉっ こけ-くうしなお. 
′け 8-10% けす こさっょこさうはすうはすぇ 
ゃ すけいう しっおすけさ いぇさぇょう おさういぇすぇ 
こさけしすけ こさっしすぇくぇたぇ ょぇ しなとっしす
ゃせゃぇす, こさっおさぇすうたぇ ょっえくけしす

すぇ しう. ╁はさくけ, すけゃぇ くっ ぉはたぇ 
ゅけかっきう こさっょこさうはすうは. ╁ ょさせ
ゅう  こさっょこさうはすうは さっょせおちうはすぇ 
くぇ しなしすぇゃぇ しすうゅくぇ ょけ 40-50, 
ょけさう ょけ 60%, すけっしす すっ しすうゅ
くぇたぇ すったくけかけゅうつくうは きうくうきせき. 
‶さけしすけ, かうこしぇすぇ くぇ さぇぉけすぇ, 
けしけぉっくけ こさっい すっあおうすっ 2009 う 
2010 ゅけょうくう, いぇ しっおすけさぇ  ぉはたぇ 
あっしすけおう. 〈けゃぇ っ けぉっおすうゃくけしす
すぇ, くはきぇ おぇお. 〈けゃぇ くっ っ けす ゃけ
かはすぇ, くうすけ けす くっさぇいぉうさぇくっすけ 
うかう くっあっかぇくうっすけ くぇ しけぉしすゃっ
くうおぇ, くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, ょぇ  くっ 
きせ さぇぉけすう そうさきぇすぇ, くけ こさけしすけ 
くはきぇ ょさせゅ ゃぇさうぇくす. ╇ きくけゅけ 
すっあおけ ゅけ ういあうゃはたぇ ゃ しっおすけさぇ, 
っすけ しぇきけ っょうく こさうきっさ: ゃうあすっ 
おぇおゃけ しすぇくぇ し „〈っあおけ きぇてう
くけしすさけっくっ” - [ぇょけきうさ. ′はきぇ 
ゅけかはきけ こさっょこさうはすうっ, くっいぇ
しっゅくぇすけ けす おさういぇすぇ. „┿さしっくぇか” 
うきぇ すけいう おなしきっす, つっ ゃ くっゅけ 
おさういぇすぇ ょけえょっ こけ-おなしくけ. 

- ¨こすうきうしす かう しすっ けすすせお 
くぇすぇすなお - う おぇすけ ちはかけ いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ きっすぇかけうく
ょせしすさうはすぇ, う いぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ つぇしすくけしす? 
- ╆ぇ ぉさぇくてぇ くっ しなき ゅけかはき 

けこすうきうしす こけさぇょう すけゃぇ, つっ  きっ
すぇかけうくょせしすさうはすぇ うきぇ しこっちう
そうつくぇ こさけょせおすけゃぇ しすさせおすせさぇ. 
╁ きっすぇかけうくょせしすさうはすぇ くはきぇ 
おさぇえくけ ういょっかうっ, おけっすけ ょぇ っ 
ゃけょっとけ う ょぇ しないょぇゃぇ こけすっく
ちうぇか. ‶さっけぉかぇょぇゃぇとぇすぇ つぇしす 
うかう こけつすう ゃしうつおう こさっょこさうは
すうは さぇぉけすはす おぇすけ こけょょけしすぇゃ
つうちう う こけょこけょょけしすぇゃつうちう くぇ 
ゃないかう う ょっすぇえかう いぇ さぇいかうつくう 

ゃうょけゃっ こさけういゃけょしすゃぇ. ╋くけ
ゅけ っ しゃうす ゃなすさってくうはす こぇいぇさ 
う くうっ しきっ しうかくけ いぇゃうしうきう けす 
くぇてうすっ おけくすさぇゅっくすう. ┿おけ うきぇ 
いぇ すはた さぇぉけすぇ, ぇおけ うきぇす くせあ
ょぇ けす すっいう ゃないかう う ょっすぇえかう, けす 
すっいう ういょっかうは, さぇぉけすぇ う いぇ くぇし 
とっ うきぇ. ‶さう すぇいう おさういうしくぇ 
しうすせぇちうは, こさう しこぇょぇ ゃ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ, っしすっしすゃっくけ, ゃしっおう 
しっ けすおぇいゃぇ けす こけょょけしすぇゃつうちう う 
すなさしう くぇつうくう しぇき ょぇ しっ しこさぇ
ゃは. ‶さうきっさ - ぇゃすけきけぉうかけしすさけ
っくっすけ ゃ ╄ゃさけこぇ. ‶さうくちうこくけ 
くはきぇ いぇすゃけさっくぇ  ぇゃすけきけぉうかけ
しすさけうすっかくぇ そぇぉさうおぇ, くけ くぇ
てうすっ こさっょこさうはすうは ゃ しっおすけさぇ, 
おけうすけ さぇぉけすはす おぇすけ こけょょけし
すぇゃつうちう くぇ ゃないかう う ょっすぇえかう, 
ゃ おさういうしくうは こっさうけょ くぇ 100% 
こさっせしすぇくけゃうたぇ ょっえくけしすすぇ しう 
こけ すっいう こけさなつおう. 〈けゃぇ っ しなょ
ぉぇすぇ くぇ きぇかおうすっ うおけくけきうおう, 
くぇ こけ-きぇかおうすっ こさっょこさうはすうは. 
】け しっ おぇしぇっ いぇ  „┿さしっくぇか”, うし
すけさうはすぇ きせ っ ういゃっしすくぇ. 》けさぇすぇ 
いくぇはす おぇおゃけ ぉってっ ょけこさっょう くは
おけかおけ ゅけょうくう, ょけおなょっ しっ しすうゅ
くぇ, おぇおゃう せしうかうは おけしすゃぇてっ 
すけゃぇ ょぇ しっ ゃないさけょう う ょぇ うきぇ 
こぇお こさっょこさうはすうっ, う すけ さぇぉけ
すっとけ. ╇ くぇえ-ょけぉさっ ぉう ぉうかけ 
すけゃぇ ょぇ こさけょなかあう. ╆ぇ しゃっすぇ, ゃ 
おけえすけ あうゃっっき, っ くけさきぇかくけ ょぇ 
うきぇ すぇおうゃぇ ゃないたけょう う しこぇょけ
ゃっ, ょぇ うきぇ すぇいう ちうおかうつくけしす ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, くけ ゃぇあくけすけ っ 
ょぇ うきぇ こけすっくちうぇか ょぇ しっ せしすけは
ゃぇ う しなたさぇくはゃぇ う ょぇ しっ ゃなさゃう 
くぇこさっょ. ╇ ぇい ゃはさゃぇき, つっ すせお, ゃ 
„┿さしっくぇか”, すけゃぇ とっ しすぇくっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

[〉』╆: 10% 】╇╊]¨ぁ╊〉¨╊ 〉╅ 
╉《｠《╉¨【╊, 』ぇ』 ′╅╉〉╅ ╉╅【╅

- ‶さっい ういきうくぇかぇすぇ しっょ
きうちぇ ╉′]╀ ういかっいっ し ょゃっ 
うょっう: いぇ くけゃう ょゃぇ ょくう けす
こせしお う うょっはすぇ いぇ ゅなゃおぇゃけ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ. ╃けおけかおけ  
すけゃぇ ゃぇてっ こさっょかけあっくうっ っ 
こけこせかうしすおけ うかう すけ っ こけさけ
ょっくけ けす さっぇかくうすっ くせあょう う 
ういうしおゃぇくうは くぇ こぇいぇさぇ?
- ′うっ くぇこさぇゃうたきっ っょくけ 

ょなかぉけつうくくけ ういしかっょゃぇくっ, 
おけっすけ おぇつうたきっ う くぇ しぇえすぇ 
くぇ 《っょっさぇちうはすぇ. 〈け こけおぇいぇ, 
つっ 80% けす ぉなかゅぇさしおうすっ さぇ
ぉけすくうちう こさういくぇゃぇす, つっ うきぇす 
こさけぉかっきう しなし しなゃきっしすはゃぇくっ
すけ くぇ すさせょけゃうは しなし しっきっえくうは 
あうゃけす. ╄ょうく けす ゃないきけあくうすっ 
くぇつうくう すけいう こさけぉかっき ょぇ しっ 
すせてうさぇ, ぇおけ くっ きけあっ しなゃしっき 
ょぇ ういつっいくっ, っ くけゃぇ けさゅぇくういぇ
ちうは くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ う すけ  
さっゅかぇきっくすうさぇくぇ う ゃ ╉けょっおしぇ 
くぇ すさせょぇ, う ゃ ╉けかっおすうゃくうすっ 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう こけ きっしすぇ. 
]こけさっょ きっく, きけあっ う ゃ ょゃぇすぇ 
ょけおせきっくすぇ すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう. 
]っゅぇ うきぇきっ ういゃっしすくぇ すぇおぇゃぇ 
ゅなゃおぇゃけしす ゃ けすょっかくうすっ ╉〈╃-
すぇ, くけ こなお ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ 
╉〈 っ ょけしすぇ しすっゅくぇす う すっあなお. 
╆ぇすけゃぇ こさっょかぇゅぇきっ ゃ いぇおけ

くけゃぇすぇ さぇきおぇ こなさゃけ ょぇ うきぇ 
ゃないきけあくけしす ょぇ しっ ゃなゃっあょぇ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ し こかぇゃぇとう 
くぇつぇかけ う おさぇえ, すけゃぇ っ っょう
くうはす すさぇょうちうけくっく くぇつうく. 
╁すけさうはす, けぉぇつっ, っ ょぇ ゅけ うきぇ ゃ 
しっょきうちぇすぇ, ゃ おけはすけ ょぇ きけあっ 
ょぇ しっ さぇぉけすう こけ-きぇかおけ ういけぉ
とけ. ╆ぇ ょぇ きけあっ さぇぉけすくうおなす 
ょぇ おぇあっ: すぇいう しっょきうちぇ とっ 
さぇぉけすは し ょゃぇ つぇしぇ こけ-きぇか
おけ ゃしっおう ょっく, いぇ ょぇ しゃなさてぇ 
くっとけ, おけっすけ しなき こかぇくうさぇか 
こさっょう ょゃぇ きっしっちぇ おぇすけ ぇくゅぇ
あうきっくすう, くぇこさうきっさ. 〈けっしす, 
こさっょかぇゅぇきっ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうは ょっく し そうおしうさぇくう 
つぇしけゃっ, おけうすけ ょぇ しっ けすさぇぉけす
ゃぇす すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ さぇぉけすくう
おなす くぇきっさう ゃさっきっ う ゃないきけあ
くけしす いぇ すけゃぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 
しなけすゃっすっく こっさうけょ. ‶さっょかぇ
ゅぇきっ すけゃぇ ょぇ っ いぇかけあっくけ う ゃ 
おけかっおすうゃくうすっ すさせょけゃう  ょけ
ゅけゃけさう. ╇ しっゅぇ うきぇ すぇおぇゃぇ 
ゃないきけあくけしす, くけ すは っ すゃなさょっ 
すっあおぇ う っ いぇ ちっかう おけかっおすう
ゃう う ゅけかはき こっさしけくぇか, くっ いぇ 
けすょっかっく つけゃっお. ′うっ こさっょ
かぇゅぇきっ くっとけ, けぉなさくぇすけ おなき 
さぇぉけすくうおぇ, おなき つけゃっおぇ.
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〉 くぇし ゃしっおう すさっすう きなあ 
さっょけゃくけ おけくしせきうさぇ

ぇかおけたけか 
]こけさっょ ょぇくくうすっ けす こさうおかの-

つうかけ くぇしおけさけ ╇いしかっょゃぇくっ くぇ 
そぇおすけさうすっ くぇ さうしおぇ いぇ たさけ-
くうつくう ぉけかっしすう しさっょ くぇしっかっ-
くうっ くぇ ゃないさぇしす 25-64 ゅけょうくう, 
けしなとっしすゃっくけ けす こさけゅさぇきぇすぇ 
„]╇′╃╇-╀なかゅぇさうは”, さっょけゃくけ 
おけくしせきうさぇす ぇかおけたけか 33% けす 
きなあっすっ う 9,5% けす あっくうすっ ゃ 
しすさぇくぇすぇ くう. ╁うくけ ゃしっおう ょっく 
せこけすさっぉはゃぇす 2,7% けす きなあっ-
すっ う 1,5% けす あっくうすっ. ╀うさぇ しっ 
おけくしせきうさぇ っあっょくっゃくけ けす ゃしっ-
おう こっすう きなあ せ くぇし う っょくぇ くぇ 
ゃしはおぇ ょっしっすぇ あっくぇ. ╃っかなす くぇ 
いかけせこけすさっぉはゃぇとうすっ し ぇかおけ-
たけか きなあっ っ 1,7 こなすう こけ-ゅけかはき 
けす すけいう くぇ あっくうすっ, こけおぇいゃぇ 
けとっ くぇこさぇゃっくけすけ ういしかっょゃぇくっ.  
╆かけせこけすさっぉぇすぇ っ こけ-つっしすけ さぇい-
こさけしすさぇくっくぇ こさう きなあっすっ ゃなゃ 
ゃないさぇしすすぇ 35 - 44 う 45 - 54 ゅけ-

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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ょうくう, ぇ しさっょ あっくうすっ - ゃなゃ ゃない-
さぇしすすぇ 35 - 44 ゅけょうくう.

╁しはおけ こっすけ ぉなかゅぇさつっ くぇ 
16 ゅけょうくう しっ っ くぇこうゃぇかけ 

ゃっょくなあ ゃ きっしっちぇ
╃ぇくくうすっ しぇ ゃいっすう けす ういしかっょ-

ゃぇくっすけ „╄ゃさけこっえしおう せつうかうとっく 
ういしかっょけゃぇすっかしおう こさけっおす いぇ 
ぇかおけたけか う ょさせゅう くぇさおけすうちう” 
(ESPAD), こさけゃっあょぇく しなゃきっしす-
くけ けす ′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ こけ 
けぉとっしすゃっくけ いょさぇゃっ う ぇくぇかう-
いう う ′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ こけ 
くぇさおけきぇくうう いぇ いかけせこけすさっぉうすっ 
し ぇかおけたけか しさっょ 16-ゅけょうてくうすっ. 
╇いしかっょゃぇくっすけ しけつう, つっ 88 

くぇ しすけ けす 16-ゅけょうてくうすっ せ くぇし 
しぇ せこけすさっぉはゃぇかう こけくっ っょくけ 
こうすうっ こさっい あうゃけすぇ しう こさっい 
2003 ゅ., 87% - こさっい 2007 ゅ. う 
87,2% - こさっい 2011 ゅ. 65% けす 
くぇゃなさてうかうすっ 16 ゅけょうくう せ くぇし 
こさういくぇゃぇす, つっ ゃ こけしかっょくうすっ 30 
ょくう しぇ せこけすさっぉはゃぇかう こけくっ こけ 
っょくけ こうすうっ ょくっゃくけ. [っいせかすぇ-
すうすっ こけおぇいゃぇす, つっ こさっい 2007 ゅ. 
45% けす せつっくうちうすっ (48% きけき-
つっすぇ う 42% きけきうつっすぇ) しぇ しっ 
くぇこうゃぇかう こけくっ ゃっょくなあ こさっい 
こけしかっょくうすっ 12 きっしっちぇ. ‶さけ-
ちっくすなす しっ いぇこぇいゃぇ う いぇ しかっょ-
ゃぇとうすっ  2 ゅけょうくう. 

╀なかゅぇさうすっ こうはす いぇさぇょう 
しすさっしぇ う すさせょくうは くぇつうく くぇ 

あうゃけす
′ぇちうけくぇかくけすけ こさけせつゃぇくっ くぇ 

そぇおすけさうすっ くぇ さうしおぇ いぇ いょさぇ-
ゃっすけ こけおぇいゃぇ, つっ きなあっすっ う 
あっくうすっ し さうしおけゃぇ う ゃさっょくぇ 
おけくしせきぇちうは くぇ ぇかおけたけか しぇ し 
こけゃうてっくけ ぇさすっさうぇかくけ くぇかは-

ゅぇくっ, くぇえ-つっしすけ ゃなゃ ゃないさぇしすすぇ 
55 - 64 ゅ., くぇょくけさきっくぇ すっかっし-
くぇ きぇしぇ うかう いぇすかなしすはゃぇくっ, 
こけゃうてっく たけかっしすっさけか ゃ しっさせ-
きぇ, つせゃしすゃけ くぇ くぇこさっあっくうっ, 
こさうすっしくっくうっ うかう すさっゃけゅぇ. 
╉ぇすけ くぇえ-ゃぇあくぇ こさうつうくぇ いぇ 
いぇぉけかっゃぇっきけしすすぇ せ くぇし, おけく-
しせきうさぇとうすっ ぇかおけたけか こけしけつ-
ゃぇす しすさっしぇ う すさせょくうすっ せしかけ-
ゃうは くぇ あうゃけす. 
[っょうちぇ ぇくぇかういう こけおぇいゃぇす 

くぇかうつうっすけ くぇ ゃさないおぇ きっあょせ 
おけくしせきぇちうはすぇ くぇ ぇかおけたけか う 
さぇいかうつくう ゃうょけゃっ いぇぉけかはゃぇ-
くうは. ╁さないおぇすぇ っ こさうつうくくけ-
しかっょしすゃっくぇ. ]うかぇすぇ くぇ すぇいう 
ゃさないおぇ いぇゃうしう けす おけかうつっしすゃけ-
すけ くぇ おけくしせきぇちうはすぇ くぇ ぇかおけ-
たけか. ′ぇえ-ゃうしけお っ さうしおなす けす 
ぇかおけたけかぇ いぇ ちうさけいぇ くぇ つっさくうは 
ょさけぉ, さぇお くぇ たさぇくけしきうかぇすっか-
くぇすぇ しうしすっきぇ, さぇお くぇ ゅけさくうすっ 
ょうたぇすっかくう こなすうとぇ, たっきけさぇゅう-
つっく うくしせかす, すさぇゃきう う ょさせゅう. 
╆ぇさぇょう ゃしっ こけ-すさっゃけあくうすっ 

くうゃぇ くぇ ぇかおけたけかういうさぇくっ くぇ 
くぇちうはすぇ くう う ゃしっ こけ-つっしすけ-
すけ こさうぉはゅゃぇくっ おなき つぇておぇすぇ 
ゃ けこうす ょぇ さってうき こさけぉかっきうすっ 
しう う すさっゃけゅぇすぇ, おけはすけ ぉうはす くぇ 
しゃけえ さっょ いょさぇゃくうすっ しこっちうぇ-
かうしすう, しっ こけょゅけすゃは  しこっちうぇか-
くぇ ‶さけゅさぇきぇ いぇ けゅさぇくうつぇゃぇくっ 
くぇ いかけせこけすさっぉぇすぇ し ぇかおけたけか. 
╂けかはきぇすぇ ちっか くぇ すぇいう こさけ-
ゅさぇきぇ とっ っ けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ 
こけしかっょしすゃうはすぇ けす さっょけゃくぇすぇ 
せこけすさっぉぇ くぇ ぇかおけたけか. 
                                

             〈┿

′はおけう いぇこぇかっくう いぇゃけょしおう そういおせかすせさくうちう, おぇかっくう けす 
ょうしちうこかうくぇすぇ くぇ しこけさすぇ , しっ „ういょうゅくぇかう” ょけしすぇ: ′うおけ-
かぇえ ╃うきうすさけゃ – こさっこけょぇゃぇすっか ゃなゃ ╁╇′] – ╁ぇさくぇ, ╇ゃぇく-
おぇ ╂ぇゃぇいけゃぇ – かっおすけさ, ┿くつけ 【うておけゃ けゅかぇゃうか ゅさぇょしおぇすぇ 
こけあぇさくぇ. ╃けぉさう ゃ しこけさすぇ - ょけぉさう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ ぉうか 
こけつうくなす, こさけおかぇきうさぇく けす ╋ぇかつけ. ╆ぇすけゃぇ  かのぉうきちうすっ くぇ 
しすぇょうけくぇ ╊ぇかぬけ [ぇょせおけゃ う ‶ぇくつけ ╉うさうかけゃ ぉうかう う くぇえ-ょけ-
ぉさう しすさせゅぇさう. ╁うしけおけ ゃ しこけさすぇ  けすうてかう ゃさぇすぇさはす くぇ 『]╉┿ 
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– ╈けさょぇく 《うかうこけゃ, きぇさぇすけくっちなす ╃っつおけ 』ぇさぇおつうっゃ, さっ-
おけさょぬけさなす ╃うきうすなさ ╀っくょっさしおう, ]こうさけ ╃っぉなさしおう...

╃っえくけしすすぇ くぇ ╋ぇかつけ くっ っ くうとけ ぉっい こけつうくぇ 
„‶さけういゃけょしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ”

‶け すけは こけつうく „かせょくぇか” ちっかうは おけきぉうくぇす. 〈さうきぇ しこっちうぇ-
かうしすう, うくしすさせおすけさう こけ かっつっぉくぇ そういおせかすせさぇ  – ╉さなしすぬけ ‶っ-
すおけゃ, しっゅぇ てっそ くぇ 〈せさうしすうつっしおけすけ ょさせあっしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
『ゃっすぇくぇ ╂さぇきぇすうおけゃぇ, [せきはくぇ ╉けしすぇょうくけゃぇ こけょゅけすゃはす 30 
さなおけゃけょうすっかう – ゃけょぇつう くぇ こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇしすう-
おぇ こけ ちったけゃっ う さぇぉけすくう こかけとぇょおう. ‶け しなゃっす くぇ いょさぇゃくぇ-
すぇ しかせあぉぇ ゅうきくぇしすうおぇ しっ いぇょなかあぇゃぇす ゃ 10.15 つぇしぇ ゃしはおぇ 
しせすさうく ょぇ うゅさぇはす いぇ いょさぇゃっ ゃしうつおう さぇぉけすっとう ゃ しっょくぇかけ 
こけかけあっくうっ: けす さぇぉけすくうちう – ょけ しかせあうすっかう ゃ せこさぇゃかっくうっ-
すけ. ‶さけういゃけょしすゃっくぇ ゅうきくぇしすうおぇ こけ こけしすぇくけゃかっくうっ くぇ ╋] 
ういかっいかう ょぇ うゅさぇはす ょけさう ゅけすゃぇつうすっ けす しすけかぇ. ╂うきくぇしすうおぇ しっ 
うゅさぇっ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう しう こなさゃぇ うかう ゃすけさぇ しきはすぇ, うかう – 
さっょけゃくぇ... ′ぇつぇかくうお-ちったけゃっすっ こけょおさっこはす うょっはすぇ う ゃ せさっ-
つっくうは つぇし しこうさぇす きぇてうくうすっ いぇ けすょうた! 
╄え し すぇおうゃぇ うくうちうぇすうゃう, いぇさぇょう ぇおすうゃくぇ きぇしけゃぇ しこけさすくぇ 

ょっえくけしす, けとっ こさっい 1972-さぇ, こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ „┿さしっくぇか” しすぇゃぇ  [っこせぉかうおぇくしおう こなさゃっくっち いぇ きぇ-
しけゃぇ そういおせかすせさぇ しさっょ  こさっょこさうはすうはすぇ ょけ 10 たうかはょう ょせてう.
¨す しこけきっくう いぇ ぇおすうゃくぇすぇ ょっえくけしす ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ くはきぇ 

ゃさっきっ ょぇ きう さぇいおぇあっ いぇ かうつくうは しう あうゃけす. ¨ぉぇつっ う ょくっし 

しっ けすうすゃぇ ょぇ くっ しっ しこうさぇ – いぇすゃけさっく ゃ ぇさ-
こぇさすぇきっくすぇ, いぇとけすけ しう くはきぇ しっかけ, おけこくっっ 
いぇ しゃけぉけょぇすぇ う ょっえしすゃうっすけ くぇ けくけゃぇ ゃさっ-
きっ. ‶けきぇゅぇ くぇ ょなとっさはすぇ, こうこぇ すけゃぇ-けくけゃぇ 
うい おなとう... ╁ぇょう しこけきっくう う ょけおせきっくすう けす 
おぇてけくうすっ う ておぇそけゃっすっ, こうてっ けすゃさっきっ-
くぇゃさっきっ いぇ きっしすくぇすぇ こさっしぇ, ゅかっょぇ しくうきおう 
けす ╀せたぇさぇ, ぅさおせすしお, ╀ぇえおぇかしおけすけ っいっさけ, 
〉いぉっおうしすぇく, こぇきっすくうおぇ くぇ ′ぇしすさぇょうく 》け-
ょあぇ, ╂っさきぇくうは... - くぇゃしはおなょっ, おなょっすけ しぇ ゅけ 
こさぇとぇかう おぇすけ くぇゅさぇょぇ. ‶さっこさけつうすぇ „╄ょうく 
いぇゃけょ しこけさすせゃぇ”, こせぉかうおぇちうは けす しこうしぇくうっ 
„《ういおせかすせさぇ う しこけさす” けす 1964-すぇ... ╁ ぇさたう-
ゃうすっ しう くぇきうさぇ ょけさう ょゃぇ ぉうかっすぇ けす „[けきっけ 
う ╅せかうっすぇ” -  っょうくうはす けす ′ぇさけょくうは すっぇすなさ 
– し ╋ぇさゅぇさうすぇ ╃せこぇさうくけゃぇ う ]こぇし ╃あけくっゃ 
こさっい 50-すっ, ょさせゅうはす - こぇお „[けきっけ う ╅せかう-
っすぇ”!   ′け...

╋ぇかつけ ゅかっょぇか 【っおしこうさ ゃ ╀けかてけえ 
くぇ けかうきこうぇょぇすぇ

ゃ ╋けしおゃぇ  

╇ すけゃぇ っ っょくけ けす くぇえ-はさおうすっ こさっあうゃはゃぇ-
くうは くぇ ぇさしっくぇかしおうは そういおせかすせさっく けさゅぇくう-
いぇすけさ - くぇゅさぇょぇすぇ ょぇ こさうしなしすゃぇ くぇ けかうき-
こうぇょぇすぇ ゃ ╋けしおゃぇ! 〈ぇき ゃかういぇ う ゃ ╀けかてけえ 
すっぇすなさ. 
╇くぇつっ,  ╋ぇかつけ う ょくっし  くっ しこうさぇ ょぇ しっ ゃさな-

とぇ おなき しなすさせょくうつっしすゃけすけ しう いぇ „┿さしっくぇか-
しおぇ すさうぉせくぇ”, おなょっすけ しっ さぇょゃぇ くぇ しさっとうすっ 
し ┿くゅっか ┿さぇぉぇょあうっゃ, ]かぇゃつけ ╂っけさゅうっゃ, 
‶っくつけ ╀せっゃ, ぃかうは ┿ぉょうてっゃぇ... ′っ しこうさぇ 
う し くけしすぇかゅうは ょぇ しっ つせょう, こっさっそさぇいうさぇえおう 
こせぉかうおぇちうは いぇ こさけつせす  ぇさしっくぇかしおう ぉけお-
しぬけさ けす 1934-すぇ ゃなゃ ゃ. „]こけさす”, ぉさけえ 32: 
„′うきぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ っ すけか-
おけゃぇ ぉっょくぇ, つっ くっ きけあっ ょぇ こけょしうゅせさう しこぇ-
さうくゅ-こぇさすくぬけさ くぇ ╉さなしすぇく ]すけっゃ?”. ╁ すぇいう 
ゃさないおぇ, ゃ ょくってくけ ゃさっきっ くぇ ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ 
きせ っ つせょくけ, いぇとけ ゃ „┿さしっくぇか” っょゃぇ しっ しなぉう-
さぇす けすぉけさう いぇ しこけさすくう しなしすっいぇくうは う すけ くぇえ-
ゃっつっ いぇ こさぇいくうおぇ こさっい けおすけきゃさう. ]こけさっょ 
くっゅけ, いぇとけすけ くはきぇ つけゃっお, おけえすけ こけ とぇすくぇ 
ょかなあくけしす ょぇ さぇぉけすう いぇ しこけさすぇ しさっょ けさな-
あっえくうちうすっ. ╇ きくけゅけ ょなさあう うきっくくけ  すけゃぇ 
ょぇ いぇこうてぇ ゃ いぇおかのつっくうっ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

На първи април от живота си отиде един  
забележителен арсеналец, оставил своя отпечатък 

в десетките години фирмена история.  
Животът му бе пример за всеотдайност и  
себераздаване в името на тези след него.

Сбогувахме се с дългогодишния ръководител, 
туристически и спортен деятел и общественик  

Кънчо Минков Кънев.  

Поклон пред паметта му! 

Ще го помним и носим в сърцата си с добро! 

От колектива и ръководството на Завод 5

От ръководството на „Арсенал“

Болка
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〈╅]ぁ《, [《‶【《 ╉《╇╊╉╊ 
》╊〉╅【╅  ̈╈╅╈╅〉╊]《╇ ╇ „╅『』╊〉╅]”
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｠¨》《[『╅【《╇╅【╅ []╊【╇╅ - ╅[【】╅]〉╅ ̈ ]¨ 〉╊ 』ぇ╇』╊〈?
7 あたちけし か 〈かきおとせあちそおかせ おかせ せあ くおちあうかてそ. ╇ つうかてあ つか ねかつてうあ そて 1950 え., あ う ╆ひしえあちけみ - そて 1964 え. さあてそ ╉かせ せあ くおちあうせけみ ちあいそてせけさ.

╇ せあうかねかちけかてそ せあ おかせみ, たそつうかてかせ せあ くおちあうせけてか ちあいそてせけぬけ, 【╅ そいちひはあ せかてちあおけぬけそせかせ たそえしかお さひす てひこ てちあおけぬけそせせそ つたそすかせあうあせあてあ け けくてひちさあせあ たそねてけ そて とたそ-
てちかいあ, おそさあちあせあ おそ そいけさせそうかせそ さしけのか, ｠けたそさちあてそうあ さしかてうあ. 

′せあかす しけ さあさひう か つすけつひしひて せあ てあくけ さしかてうあ, つたあくうあて しけ せかこせけてか たそつてとしあてけ おせかのせけてか しかさあちけ け おそさそしさそ せけか, てかにせけてか たあぬけかせてけ, つすか つさしそせせけ おあ えけ つひおけす けしけ 
たそそはちみうあすか, はか せあとねけてか そて つしかおうあはけみ せけ すあてかちけあし. 

《てうひお けつてそちけみてあ け さしかてうあてあ:                      ぁかつてけて たちあくせけさ せあ うつけねさけ すかおけぬけせつさけ ちあいそてせけぬけ! 
                                                                                   ╆しあえそつしそうかせ おあ か てちとおひて うけ け つうかてしけ おとのけてか うけ!                                                                                       【ちけいとせあ „╅ちつかせあし“

》うこけおさぇす. 〈けえ っ くぇえ-ゃっ-
かうおうはす かっおぇさ くぇ ┿くすうつ-

くけしすすぇ. [けょっく っ けお. 460 ゅ. 
こさ.く.っ. くぇ けしすさけゃ ╉けし, ╂なさ-
ちうは. ╋ぇかおけ っ ういゃっしすくけ いぇ あう-
ゃけすぇ きせ, くはおけう けす こけしすうあっくう-
はすぇ きせ しぇ ょけおせきっくすうさぇくう けす 
┿さうしすけすっか, ‶かぇすけく う ╂ぇかっく. 
》うこけおさぇす っ こさうくぇょかっあぇか おなき 
┿しおかっこうぇょうすっ – ょうくぇしすうは けす 
かっおぇさう. ╀ぇとぇ きせ ぉうか かっおぇさ, 
ぇ きぇえおぇ きせ – ぉぇぉぇ-ぇおせてっさおぇ. 
》うこけおさぇす うきぇか ょゃぇきぇ しうくぇ う 
っょくぇ ょなとっさは. ╁しっおう けす すはた 
おさなしすうか こけ っょうく けす しうくけゃっすっ 
しう くぇ いくぇきっくうすうは うき ょはょけ. 
]ぇきうはす 》うこけおさぇす こさっきうくぇか 
けぉせつっくうっ こさう ╃っきけおさうす, きくけ-
ゅけ こなすってっしすゃぇか う ういせつぇゃぇか 
きっょうちうくぇすぇ くぇ きくけゅけ しすさぇくう. 
╅うゃはか ょなかゅけ, せきうさぇ くぇ こさっ-
おかけくくぇ ゃないさぇしす – しこけさっょ さぇい-
かうつくう ういすけつくうちう - きっあょせ 83 
う 104 ゅけょうくう.
╊っゅっくょうすっ. ]こけさっょ っょくぇ 

けす すはた, 》うこけおさぇす っ こけすけきなお 
くぇ ょさっゃくけゅさなちおうは ぉけゅ くぇ きっ-
ょうちうくぇすぇ ┿しおかっこうえ. ]こけさっょ 
ょさせゅぇ, おけゅぇすけ ┿すうくぇ ぉうかぇ こけ-
さぇいっくぇ けす つせきぇ, 》うこけおさぇす けさ-
ゅぇくういうさぇか すぇおうゃぇ きっさけこさう-
はすうは, つっ きくけゅけ しおけさけ つせきぇすぇ 
しう けすうてかぇ. 〈けえ ういかっおせゃぇか う 
っょうく けす ゅさなちおうすっ こなさゃっくちう, 
おけえすけ しすさぇょぇか けす こさっせゃっかうつぇ-
ゃぇくっ くぇ ぉけかっしすすぇ しう. ]こけさっょ 
すさっすぇ, 》うこけおさぇす ぉうか こけおぇくっく  
けす ゅさぇあょぇくう ょぇ かっおせゃぇ いくぇ-
きっくうすうは ょさっゃくけゅさなちおう そう-
かけしけそ ╃っきけおさうす, おけえすけ ぉっい 
ゃうょうきぇ こさうつうくぇ いぇこけつゃぇか 
ぉせさくけ ょぇ しっ しきっっ. 》うこけおさぇす 
こけしすぇくけゃうか, つっ そうかけしけそなす 
っ ぇぉしけかのすくけ いょさぇゃ そういうつっ-
しおう う こしうたうつっしおう う っ っょうく 
けす くぇえ-せきくうすっ たけさぇ, し おけうすけ 
っ けぉとせゃぇか. 〈けいう ぉうか こなさゃうはす 
しかせつぇえ, おけゅぇすけ けぉとっしすゃけすけ っ 
こけうしおぇかけ きっょうちうくしおけ けしゃう-
ょっすっかしすゃぇくっ.
╀ぇとぇ くぇ きっょうちうくぇすぇ. 

》うこけおさぇす っ しさっょ こなさゃうすっ 
かっおぇさう, せつうかう, つっ ぉけかっしすう-
すっ ゃないくうおゃぇす ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
こさうさけょくう こさうつうくう, ぇ くっ いぇ-
さぇょう くぇきっしぇすぇ くぇ ぉけゅけゃっすっ. 
〈けえ けすょっかは きっょうちうくぇすぇ けす 
さっかうゅうはすぇ う は こさっゃさなとぇ ゃ 
しぇきけしすけはすっかくぇ くぇせおぇ. ╆ぇすけゃぇ 
ゃかういぇ ゃ うしすけさうはすぇ おぇすけ „ぉぇとぇ 
くぇ きっょうちうくぇすぇ“.
]なつうくっくうはすぇ. [ぇぉけすうすっ, 

こさうこうしゃぇくう くぇ 》うこけおさぇす, くぇ-
さっつっくう 》うこけおさぇすけゃ おけさこせし, 
くぇぉさけはゃぇす けおけかけ 70. ]きは-
すぇ しっ, つっ ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす 
くっゅけゃう しぇ けす 8 ょけ 18. 》うこけ-
おさぇすけゃうはす おけさこせし ゃおかのつゃぇ 

けしくけゃけこけかぇゅぇとう いぇ きっょうちう-
くぇすぇ しなつうくっくうは. ╆ぇ っょくけ けす 
くぇえ-いくぇつうきうすっ しっ しきはすぇ „╆ぇ 
ゃないょせたぇ, ゃけょうすっ う きっしすぇすぇ”, 
ゃ おけっすけ しっ ょうしおせすうさぇ っそっお-
すなす くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ おぇすけ 
こさうつうくうすっか くぇ いぇぉけかはゃぇくう-
はすぇ. ′ぇ 》うこけおさぇす きっょうちうくぇ-
すぇ ょなかあう せつっくうっすけ いぇ 4-すっ 
ゃうょぇ すっきこっさぇきっくす – たけかっさうお, 
そかっゅきぇすうお, しぇくゅゃうくうお う きっ-
かぇくたけかうお. ′っゅけゃぇ いぇしかせゅぇ っ 
けこさっょっかはくっすけ くぇ っすぇこうすっ こさう 
さぇいかうつくうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, すけえ 
ゃなゃっあょぇ こけくはすうっすけ «しすぇょうう 
くぇ ぉけかっしすすぇ», おぇおすけ う きくけゅけ 
ょさせゅう すっさきうくう, いぇこぇいっくう ゃ 
しなゃさっきっくくぇすぇ きっょうちうくぇ. 》う-
こけおさぇす っ ういゃっしすっく う おぇすけ いぇ-
ぉっかっあうすっかっく たうさせさゅ. 〈けえ けこ-
うしゃぇ くぇつうくうすっ くぇ ういこけかいゃぇくっ 
くぇ こさっゃさないおうすっ, かっつっくうっ こさう  
しつせこゃぇくうは う くぇゃったゃぇくうは. ¨こ-
うしゃぇ う  こさうくちうこうすっ くぇ さぇちうけ-
くぇかくぇすぇ ょうっすけかけゅうは.                                                                                                                        
╆ぇ ゃなくてくうは う ゃなすさってっく 

けぉかうお くぇ かっおぇさは. ╁ 》うこけ-
おさぇすけゃうは おけさこせし っ けすょっかっくけ 
ゅけかはきけ ゃくうきぇくうっ くぇ すけゃぇ. 
》うこけおさぇす こけょつっさすぇゃぇ, つっ 
こさっしうかっくけ ゃっしっかうはす かっおぇさ 
くっ こさっょういゃうおゃぇ せゃぇあっくうっ, ぇ 
ういかうてくけ しせさけゃうはす ゅせぉう ょけ-
ゃっさうっすけ くぇ こぇちうっくすぇ. ]こけさっょ 
》うこけおさぇす, かっおぇさはす すさはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ ゃなすさってくぇ ょうしちうこかうくぇ う 
くっこさっおなしくぇすけ ょぇ あぇょせゃぇ いぇ 
くけゃう いくぇくうは, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけかせつぇゃぇ う おけゅぇすけ っ ょけ こけ-
しすっかはすぇ くぇ ぉけかくうは. ‶さう すけゃぇ, 
せきなす きせ すさはぉゃぇ ょぇ っ ゃうくぇゅう 
はしっく, ょぇ っ しこさっすくぇすけ けぉかっつっく, 
ょぇ しっ けすくぇしは し  さぇいぉうさぇくっ おなき 
しすさぇょぇくうはすぇ くぇ ぉけかくうすっ, ょぇ 
うきぇ ゃうくぇゅう こけょ さなおぇ きっょう-
ちうくしおう うくしすさせきっくすう, おぇぉうくっ-

すなす きせ ょぇ っ ょけぉさっ しくぇぉょっく し 
すはた う ょぇ っ つうしす.

》うこけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ 
– さうすせぇか うかう こさけそっしうけくぇ-
かっく いぇおけく?       
‶さうっすけ っ ょぇ しっ しきはすぇ, つっ けす 

こさうくちうこうすっ ゃ おかっすゃぇすぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しっ さなおけゃけょう ゃしっおう かっ-
おぇさ. ‶さけういくぇしはくっすけ くぇ 》うこけ-
おさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ けす きかぇょうすっ 
かっおぇさう, いくぇつうすっかくけ ゃうょけうい-
きっくっくぇ こさっい ゃっおけゃっすっ, こさう 
こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ ょうこかけきぇ 
ょくっし っ こけ-しおけさけ っきけちうけくぇかっく 
さうすせぇか, けすおけかおけすけ こさけそっしう-

けくぇかっく いぇおけく, おけきっくすうさぇす 
くぇてう う つせあょっしすさぇくくう かっおぇ-
さう, おけうすけ ゃ しゃけう こせぉかうおぇ-
ちうう しけつぇす おぇすけ しこけさくう くはおけう 
そさぇいう ゃ すっおしすぇ う すゃなさょはす, つっ 
„おかぇしうつっしおぇすぇ 》うこけおさぇすけゃぇ 
おかっすゃぇ っ くっこさうかけあうきぇ ゃ きけ-
ょっさくぇすぇ きっょうちうくしおぇ こさぇおすう-
おぇ う っ くっこさうゅけょくぇ ょぇ ういさぇいう 
けすゅけゃけさくけしすうすっ, おけうすけ ょくって-
くうすっ かっおぇさう こけっきぇす”.
1. ╆ぇ けしくけゃくうは こさうくちうこ ゃ 

きっょうちうくぇすぇ „′っ ゃさっょう!” ╁ 
╃さっゃくぇ ╂なさちうは うきぇかけ いぇぉさぇ-
くぇ ょぇ しっ さぇいさはいゃぇ つけゃっておけすけ 
すはかけ. ╆ぇすけゃぇ かっおぇさうすっ うきぇかう 
すゃなさょっ こけゃなさたくけしすくう いくぇくうは 
いぇ ぇくぇすけきうはすぇ う そういうけかけゅうは-
すぇ くぇ つけゃっおぇ. 【おけかぇすぇ くぇ 》う-
こけおさぇす しっ けこうすゃぇかぇ ょぇ くぇきうさぇ 
こさうつうくぇすぇ いぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ, 
ぇ かっつっくうっすけ しっ しなしすけはかけ けす 
くぇぉかのょっくうっ ゃなさたせ ぉけかくうは う 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ すぇおなゃ さっあうき, 
こさう おけえすけ けさゅぇくういきなす しぇき ょぇ 
しっ しこさぇゃう し ぉけかっしすすぇ. ¨すすせお 
ゃけょう くぇつぇかけすけ くぇえ-ゃぇあくう-
はす こさうくちうこ ゃ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ 
おかっすゃぇ „′ぇ こなさゃけ きはしすけ くっ 
こさうつうくはゃぇえ ゃさっょぇ”. ]なゃさっ-
きっくくう かっおぇさう, けぉぇつっ, すゃなさ-
ょはす, つっ くっ っ しうゅせさくけ, つっ すけゃぇ っ 
いぇこうしぇくけ うきっくくけ ゃ すぇいう おかっす-
ゃぇ, すなえ おぇすけ  ゃ けさうゅうくぇかくうは え 
すっおしす すぇおぇゃぇ そさぇいぇ かうこしゃぇかぇ. 
′ぇえ-ぉかういなお こけ しきうしなか, しこけ-
さっょ すはた, っ こぇさぇゅさぇそなす, ゃ おけえ-
すけ しっ けぉっとぇゃぇ, つっ かっおぇさはす とっ 
こさっょこうしゃぇ こけょたけょはと さっあうき 
いぇ ょけぉさけすけ くぇ こぇちうっくすうすっ しう, 
しこけさっょ しゃけうすっ ゃないきけあくけしすう, 
う とっ ゅう こぇいう けす ゃさっょう.
2. ╆ぇ っゃすぇくぇいうはすぇ. „′っ とっ 

こけょくっしぇ しきなさすけくけしくう けすさけゃう 
くぇ くうおけゅけ, ょけさう ょぇ きっ こけきけ-
かう, くうすけ しぇき とっ こさっょかけあぇ すぇ-

おなゃ しなゃっす”, っ いぇこうしぇくけ ゃ 》う-
こけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ – ぇぉいぇち, 
おけえすけ けつっゃうょくけ いぇしはゅぇ っゃすぇ-
くぇいうはすぇ う ぇしうしすうさぇくけすけ けす 
かっおぇさ しぇきけせぉうえしすゃけ. ]こけさっょ 
ょゃぇきぇ けす ゃけょっとうすっ ういしかっ-
ょけゃぇすっかう くぇ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ 
おかっすゃぇ – ╊うすなさ う ╋ぇえかし, すぇいう 
つぇしす いぇゅぇすゃぇ いぇ つっしすけ しさっとぇ-
くぇすぇ くぇゃさっきっすけ こさぇおすうおぇ かっ-
おぇさうすっ ょぇ しっ ういこけかいゃぇす いぇ こけ-
かうすうつっしおう せぉうえしすゃぇ. ╃せきぇすぇ 
っゃすぇくぇいうは, おけはすけ ゃ ぉせおゃぇかっく 
こさっゃけょ けいくぇつぇゃぇ しこけおけえくぇ 
しきなさす, しこけさっょ すはた, っ ういきうしかっ-
くぇ ちはか ゃっお しかっょ くぇこうしゃぇくっすけ 

くぇ おかっすゃぇすぇ.
3. ╆ぇ ぇぉけさすうすっ. „′うおけゅぇ くっ 

とっ ょぇき くぇ あっくぇ こっしぇさ.” - すけいう 
すっおしす  ゃ おかっすゃぇすぇ  けぉうおくけゃっ-
くけ しっ うくすっさこさっすうさぇ おぇすけ けす-
たゃなさかはくっ くぇ ぇぉけさすぇ. ┿ぉけさすなす 
ゃ けくっいう ゃさっきっくぇ けぉぇつっ っ ぉうか 
かっゅぇかっく, すゃなさょはす ういしかっょけゃぇ-
すっかう, ぇ ゃ すっおしすぇ しっ しこけきっくぇゃぇす 
っょうくしすゃっくけ こっしぇさうすっ (こぇさつっ-
すぇ くぇこけっくぇ ゃなかくぇ, おけうすけ しっ 
こけしすぇゃはかう ゃなゃ ゃかぇゅぇかうとっすけ, 
いぇ ょぇ こさっょういゃうおぇす ぇぉけさす), ぇ 
くっ けさぇかくうすっ きっすけょう しさっとせ 
ぉさっきっくくけしす, おけうすけ しなとけ しぇ 
しっ ういこけかいゃぇかう ゃ ょさっゃくぇ ╂なさ-
ちうは. 〈なえ おぇすけ こっしぇさうすっ きけゅぇす 
ょぇ こさうつうくはす しきなさすけくけしくう うく-
そっおちうう, ぇゃすけさなす くぇ おかっすゃぇすぇ 
きけあっ ぉう っ ゅけゃけさうか こけ-しおけさけ 
いぇ しぇきうは きっすけょ, けすおけかおけすけ いぇ 
きけさぇかくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ ぇぉけさすぇ, 
しぇ くはおけう けす しなゃさっきっくくうすっ 
すなかおせゃぇくうは.
4. ╆ぇ たうさせさゅうはすぇ. „╊っおぇ-

さはす ょぇ くっ さっあっ しすさぇょぇとうすっ 
けす おぇきなくう, ぇ ょぇ ゅう けしすぇゃう 
くぇ こけ-けこうすくうすっ ゃ すぇいう ょっえ-
くけしす”, せおぇいゃぇ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ 
おかっすゃぇ, おけっすけ こけ しなとっしすゃけ 
くっ っ いぇぉさぇくぇ いぇ たうさせさゅうは-
すぇ, ぇ くぇこなすしすゃうっ いぇ きっょうちう-
すっ - ょぇ こさういくぇゃぇす ゅさぇくうちうすっ 
くぇ しゃけはすぇ おけきこっすっくすくけしす う 
ょぇ くぇしけつゃぇす こぇちうっくすうすっ おなき 
すけつくうすっ しこっちうぇかうしすう.
5. ╆ぇ かっおぇさしおうは きけさぇか. 

„】っ こぇいは しゃけは あうゃけす う しゃけっすけ 
ういおせしすゃけ ゃうくぇゅう つうしすう う くっけ-
こっすくっくう けす ゃしはおぇおゃけ こさっしすな-
こかっくうっ” っ こさういうゃ いぇ こさけそっ-
しうけくぇかくぇ こけつすっくけしす, しきはすぇす 
かっおぇさう. „╁かういぇえおう ゃ ょけきけゃっ-
すっ くぇ ぉけかくうすっ, かっおぇさはす くはきぇ 
ょぇ しっ こけょょぇゃぇ くぇ かのぉけゃくう せゃ-
かっつっくうは”, ぇ „つせすけすけ いぇ かうつくうは 

あうゃけす くぇ こぇちうっくすうすっ きせ とっ 
けしすぇくっ すぇえくぇ いぇゃうくぇゅう”. ]こけ-
さっょ しなゃさっきっくくけすけ すなかおせゃぇくっ 
くぇ そさぇいぇすぇ, かっおぇさうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ゃないょなさあぇす けす くっきけさぇか-
くけ こけゃっょっくうっ う ょぇ せしすけはゃぇす 
くぇ ういおせてっくうはすぇ.
6. ╆ぇ いぇこかぇとぇくっすけ くぇ 

かっおぇさしおうは すさせょ. 〈けいう ぇお-
すせぇかっく いぇ しなゃさっきっくくけすけ けぉ-
とっしすゃけ ゃなこさけし こさう 》うこけおさぇす 
くぇきうさぇ ょゃっ おぇさょうくぇかくけ こさけ-
すうゃけこけかあくう ゅかっょくう すけつおう. ¨す 
っょくぇ しすさぇくぇ, きくけいうくぇ しきは-
すぇす, つっ しなゅかぇしくけ おかっすゃぇすぇ くぇ 
》うこけおさぇす, かっおぇさはす すさはぉゃぇ 

ょぇ こけきぇゅぇ くぇ ぉけかくうすっ ぉっい-
こかぇすくけ. ╃させゅう, こけいけゃぇゃぇえおう 
しっ くぇ っょうく しかせつぇえ, ゃ おけえすけ 
》うこけおさぇす こけこうすぇか ぉかういおうすっ 
くぇ っょうく ぉけかっく きけゅぇす かう ょぇ 
いぇこかぇすはす いぇ かっつっくうっすけ, しきは-
すぇす けぉさぇすくけすけ. ╇しすうくぇすぇ っ, 
つっ ゃ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ 
くっ っ おぇいぇくけ くうとけ, しゃなさいぇくけ 
しなし いぇこかぇとぇくっすけ くぇ かっおぇさ-
しおうは すさせょ. ╁ 》うこけおさぇすけゃうは 
おけさこせし うきぇ くはおけかおけ そさぇいう, 
こけ おけうすけ きけあっ ょぇ しっ しなょう いぇ 
けすくけてっくうっすけ くぇ 》うこけおさぇす こけ 
すけいう ゃなこさけし. ′ぇえ-ゃぇあくぇすぇ けす 
すはた っ: «‶けくはおけゅぇ ぉうた かっおせ-
ゃぇか う ょぇさけき, いぇとけすけ しきはすぇき, 
つっ ぉかぇゅけょぇさくぇすぇ こぇきっす しすけう 
こけ-ゃうしけおけ けす きうくせすくぇすぇ しかぇ-
ゃぇ». ′ぇ すけいう こぇさぇゅさぇそ けぉさな-
とぇ ゃくうきぇくうっ う こさけそ. 〈けょけさ 
╆ぇたぇさうっゃ, さなおけゃけょうすっか くぇ 
おかうくうおぇ こけ しなょけゃぇ たうさせさゅうは: 
„╆ぇさぇょう こけゅさってっく こさけつうす くぇ 
》うこけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ けす ゅけ-
ょうくう けぉとっしすゃっくけすけ きくっくうっ 
せ くぇし こさうっきぇ, つっ かっおぇさうすっ 
すさはぉゃぇ ぉっいさっいっさゃくけ う ゃしっけす-
ょぇえくけ ょぇ けすょぇゃぇす ゃしうつおけ けす 
しっぉっ しう ゃ しかせあぉぇ くぇ こぇちうっく-
すぇ, ぉっい ょぇ しっ けすつうすぇ, つっ う すっ 
うきぇす しゃけうすっ ゅさぇあょぇくしおう こさぇ-
ゃぇ う こさけそっしうけくぇかくう うくすっさっ-
しう. ╉けゅぇすけ けぉぇつっ けぉとっしすゃけすけ 
くっ っ ういこなかくうかけ ょなかゅぇ しう おなき 
かっおぇさは う くっ ゅけ っ くぇこさぇゃうかけ 
いぇきけあっく, とぇしすかうゃ う せゃぇあぇ-
ゃぇく つけゃっお, しっ しすうゅぇ ょけ くぇさせ-
てぇゃぇくっ くぇ おかっすゃぇすぇ う ょぇあっ ょけ 
おけさせこちうは”.
╆ぇおかった しっ! 》うこけおさぇすけゃぇすぇ 

おかっすゃぇ いぇゃなさてゃぇ し けぉっとぇくう-
っすけ, つっ けくっいう, おけうすけ あうゃっはす 
う さぇぉけすはす しこけさっょ こさぇゃうかぇすぇ 
え, とっ しっ さぇょゃぇす くぇ あうゃけすぇ う 
せゃぇあっくうっすけ くぇ たけさぇすぇ くぇゃっ-

おう, ぇ こさっしすなこうかうすっ は とっ ゅう 
しこけかっすう けぉさぇすくけすけ. 《うくぇかなす 
くっ しっ おけきっくすうさぇ けす しこけさっとうすっ 
かっおぇさう, くけ すっ しきはすぇす, つっ, „ぇおけ 
しっ こけけすなさしう けす くぇそすぇかうくぇ う 
しくういたけょうすっかくけすけ けすくけてっくうっ 
おなき ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っ しないょぇ-
ょっくぇ, ゃ 》うこけおさぇすけゃぇすぇ おかっすゃぇ 
きけあっ ょぇ しっ くぇきっさはす きくけゅけ ゃっ-
つくう うしすうくう”, う つっ „ょくっし くっえ-
くうすっ こけしかぇくうは しぇ いぇかっゅくぇかう 
ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ っすうつくうすっ おけ-
ょっおしう くぇ かっおぇさうすっ ゃ ょっしっすおう 
ょなさあぇゃう こけ しゃっすぇ”.

 ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈けゃぇ くっ こさっつう くぇ ╋ぇかつけ ょぇ 
こさういくぇゃぇ:

”┿い しなき けすおさけゃっく おけきせくうしす”

╇いょうゅぇかう ゅけ いぇ しっおさっすぇさ けとっ ゃ 
╉けきしけきけかぇ, おなょっすけ う ょぇ うょっか. [け-
ょっく ゃ 〈なさゅけゃうとおけすけ しっかけ ╇ゃぇくつぇ, 
╋ぇかつけ っ さってっく ょぇ すさなゅくっ いぇ こけ-
ょぇかっつ. ╀はゅぇ ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ おぇすけ 
ぉさうゅぇょうさ くぇ くぇちうけくぇかっく けぉっおす 
けとっ 15-ゅけょうてっく, こさっい 1948-きぇ. 
‶けしかっ ぉうか ゃ ]けそうは, くけ ┿くすけく ぃゅけゃ 
いぇぉさぇくうか さぇぉけすぇすぇ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ 
ゃ ぉかういけしす ょけ ¨さかぇくょけゃちう いぇさぇょう 
かけてうすっ せしかけゃうは う ╋ぇかつけ しっ けおぇいゃぇ 
ゃ [せしっ. ╆ぇゃなさてゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
せつうかうとっ いぇ てかけしっさ う こけしかっ – ゃ いぇ-
ゃけょぇ „]すぇたぇくけゃ” ゃ ‶けこけゃけ. 〈ぇおぇ, けす 
しっかしおけ けゃつぇさつっ ╋ぇかつけ こけっきぇ おなき 
ゃうしけおうすっ こさういくぇくうは くぇ けぉとっしすゃっ-
くうちうすっ けすこさっょう 1989-すぇ. ╆ぇとけすけ 
ょぇ しすけう ゃ ‶けこけゃけ くっ きせ っ ょけしすぇすなつ-
くけ - うょゃぇ こけ こさうはすっかしおぇ こさっこけさな-
おぇ  ゃ „┿さしっくぇか” う しすぇゃぇ てかけしっさ ゃ 
120-すう ちった. ‶けくっあっ ぉうか „こけ-けすゃけ-
さっくけ きけきつっ”, さぇぉけすう こけ-けすゅけゃけさくぇ 
さぇぉけすぇ - こけ さっきけくすぇ くぇ すさけそっうすっ 
けす ゃけえくぇすぇ ゃ ┿さすうかっさうえしおうは ちった. 
╇ょゃぇ ゃさっきっ いぇ ゃけえくうおかなお - こぇお ゃ 
]けそうは, くぇ 4-すう おうかけきっすなさ.〈せお こぇお 
ゅけ くぇぉっかはいゃぇ ╃╉╋]-すけ: う ゃ ]けそうは, 
う ゃ [せしっ, う ゃ ╆ぇゃけょ 1 ゃ „┿さしっくぇか” 
ゃしっ ぉうか しっおさっすぇさ くぇ ╉けきしけきけかぇ.
╉けゅぇすけ ょけてなか こぇお ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

こけくっあっ くはきぇか あうすっかしすゃけ, こなさゃけ 
さぇぉけすうか おぇすけ けさゅぇくういぇすけさ こけ おけ-
かっおすうゃういぇちうはすぇ ゃ しっかしおけすけ しすけ-
こぇくしすゃけ - ぇゅうすうさぇか いぇ 〈╉╆] こけ 
しっかぇすぇ. ¨さゅぇくういうさぇか う きかぇょっあおう 
ぉさうゅぇょう. 〈ぇおぇ しっ けおぇいぇか てっそ くぇ 
ゃうょくう こけ-おなしくけ ぉさうゅぇょうさう, おぇすけ 
そうかきけゃうは さっあうしぬけさ ╇かおけ ╃せくょぇ-
おけゃ う こぇさすうえくうは ゃけょぇつ う けぉかぇしすっく 
せこさぇゃうすっか ゃ おさぇは くぇ 80-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお ╋うくつけ ╈けゃつっゃ. ╋ぇか-
つけ くっ っ いぇぉさぇゃうか すっいう そぇおすう. 〈けえ 
くっ っ いぇぉさぇゃうか くうとけ - こぇいう ゃしはおけ 
けすかうつうっ う ゃしっおう ょけおせきっくす, し おけえすけ 
っ しゃなさいぇく あうゃけすなす きせ. ╃ぇあっ かうしす-
つっすけ けす 14-すう きぇえ 1954-すぇ, おけっすけ 
せょけしすけゃっさはゃぇ, つっ っ ょけこうしくうお くぇ 
ゃっしすくうお „]すぇかうくしおう ゃけえく”... ╉ぇおすけ 
う こけいょさぇゃうすっかくう ぇょさっしう, すっかっゅさぇ-
きう, いかぇすくけ-おさうしすぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
¨╉ くぇ ╀╉‶ いぇ ╉かせぉ „〈けさこっょけ”, ちっ-
かうは しう ぇさたうゃ しなし しこけきっくう けす ゃうょくう 
ぇさしっくぇかしおう しこけさすうしすう, さなおけこうしぇ 
くぇ ょけおかぇょぇ しう いぇ しこけさすくぇすぇ ょっえ-
くけしす ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, しすぇくぇか つぇしす 
けす ういょぇょっくぇすぇ ╇しすけさうは くぇ そういおせか-
すせさくけすけ ょゃうあっくうっ, こけつくぇかけ ゃ ╃なさ-
あぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ けとっ こさっい 
1928 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ぉうか しないょぇょっく 
]なゃっす いぇ そういおせかすせさぇ う しこけさす. ╋ぇか-
つけ こぇいう ょけさう ゃっょけきけしすう し こけょこうしう-
すっ くぇ しこけさすくう いゃっいょう. 

′ぇゅさぇょうかう ╂ぇゅぇくっかけゃ, ‶っ
くぇすぇ, ╅っおけゃ う しうっ し こかぇす いぇ 

こぇくすぇかけく!

『っしっおぇさうすっ-ゃっすっさぇくう ぉうかう 
こけおぇくっくう けす ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ /
きぇおぇさ う かっゃしおぇさ!/  いぇ きぇつ し 
„〈けさこっょけ” こけしかせつぇえ こけかけゃうく-
ゃっおけゃくぇすぇ しこけさすくぇ ょっえくけしす 
くぇ けさなあっえくうちぇすぇ, てせきくけ 
こさぇいくせゃぇくぇ こさっい 1978-きぇ. ′ぇ 
しすぇょうけくぇ しぇ けそうちうぇかくう ゅけし-
すう, ょせたけゃぇすぇ きせいうおぇ, けゅさけきくう 
こかぇおぇすう... 12 ゃうょぇ しこけさす し 
58 けすぉけさぇ ういおぇさぇか くぇ すっさっくぇ 
╋ぇかつけ. ╉ぇおすけ う しっしすさう ╉せてかっ-
ゃう, すなえ おぇすけ  ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ 
„くっ うしおぇ ょぇ こっっ し ょけおせきっくす”, 
おぇおすけ きせ おぇいぇかう ゃ ]けそうは, 
おぇすけ さってうか ょぇ は おぇくう. 『っかうはす 
けすぉけさ くぇ ‶っくぇすぇ ょけてなか ゃ „┿さ-

しっくぇか” う ╋ぇかつけ しう こぇいう ゃなさたせ 
こけおぇくぇすぇ いぇ きぇつぇ ぇゃすけゅさぇそうすっ 
くぇ ‶っくっゃ, ╂ぇゅぇくっかけゃ, ╅っおけゃ, 
]すぇくおけゃ. ̈ す つぇくすうつおぇすぇ し ちっく-
くうすっ ぇさたうゃう ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ, 
おけえすけ っ あうゃぇすぇ うしすけさうは くぇ 
しこけさすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, きう ゃぇょう 
ょけさう さぇぉけすくうつっしおう おくうあおう 
し こっつぇすつっすぇ, ょけおせきっくすうさぇかう 
っあっょくっゃくうすっ きっすさう, こさけぉはゅぇ-
くう ゃ けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ けす しすけ-
すうちう さぇぉけすくうちう, せつぇしすくうちう ゃ 
くっゅけゃぇすぇ うょっは いぇ ╆ぇゃけょしおう かっ-
おけぇすかっすうつっしおう こさけぉっゅ, おけえすけ 
こさけょなかあうか 3 きっしっちぇ. [ぇぉけす-
くうおなす ╇ゃぇく ┿かっおしぇくょさけゃ, くぇ-
こさうきっさ, 166 こなすう ぉはゅぇか こさっい 
けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ - 10 おき いぇ 
すさう きっしっちぇ.  ╁しうつおう おぇすけ くっゅけ, 
ょけ 10-すけ きはしすけ, しぇ くぇゅさぇょっくう 
し ゅせきっくう くぇょせゃぇっきう  ょのてっちう 
いぇ きけさっすけ.

‶さう ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ
ゃしうつおけ ゃなさゃう こけ こかぇく

‶かぇくうさぇ しっ くっ しぇきけ のぉうかっ-
はす  くぇ しこけさすぇ ゃ „┿さしっくぇか” - こけ 
くっゅけゃぇ うょっは う しかっょ  けょけぉさっくう-
っすけ くぇ ‶さけそしなのいぇ, こけしかっ – くぇ 
╀╉‶ ゃ ╆ぇゃけょぇ, こけしかっ – くぇ ╂╉ くぇ 
╀╉‶. ‶かぇくうさぇ しっ ょけ こけしかっょくぇ-
すぇ こけょさけぉくけしす - こさなしおぇくっすけ くぇ 
かうしすけゃおう ゃ ちっくすさぇかくうは しすけか しなし 
しこけさすくぇすぇ しっょきうつくぇ こさけゅさぇきぇ 
こけ ちったけゃっ, いぇゃけょう う こかけとぇょ-
おう. 18 しこけさすくうこかけとぇょおう う 3 
ぉぇしおっすぉけかくう うゅさうとぇ しっ ゅさぇょはす 
ゃ „┿さしっくぇか” こけ すけゃぇ ゃさっきっ - けす 
せこさぇゃかっくうっすけ ょけ いぇゃけょうすっ. 
]ぇきけ いぇ ゅけょうくぇ しっ さぇいょぇゃぇす 25 
すっくうし-きぇしう こけ ちったけゃっ う けすょっ-
かう う 200 てぇたぇ いぇ さぇいすせたぇ こさっい 

けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ. 120 たうかはょう 
かっゃぇ ぉのょあっす ゅけょうてくけ しっ たぇさつぇす 
いぇ しこけさすぇ „くぇ けくうは こぇさう”, いぇとけ-
すけ けす ]╀╉╋ こけ ‶けしすぇくけゃかっくうっ 
くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす,  しっ こけ-
かぇゅぇす こけ 6 かゃ. くぇ つけゃっお いぇ しこけさす 
う こけ 3 かゃ. いぇ すせさういなき. 5 たうかはょう 
ょぇかう しぇきけ いぇ とぇくゅう う ゅうさうつおう 
こけ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ. ╁ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ ょけさう くっ しきけゅゃぇかう ょぇ 
こけたぇさつぇす こぇさうすっ. ¨すょっかくけ けす 
すけゃぇ しっ うくゃっしすうさぇかけ ゃ けしくけゃくう 
しさっょしすゃぇ. ╁しうつおう ょうさっおすけさしおう 
ゃさぇすう ぉうかう けすゃけさっくう いぇ ╋ぇかつけ 
- けす すぇいう くぇ ╂なかなぉうく ╊けいぇくけゃ  
ょけ 〈けくつけ 』ぇおなさけゃ う 〈けくつけ 』せ-
おぇかけゃ. 』せおぇかけゃ ょけさう けさゅぇくういう-
さぇか 〉こさぇゃかっくうっすけ ょぇ しこけさすせゃぇ 
し ぉけはょあうえしおぇ つっすおぇ ゃ さなおぇ くぇ 
けゅさぇょぇすぇ くぇ しすぇょうけくぇ. ‶けしかっ 
けしうゅせさうか う くぇゅさぇょう いぇ ょけぉさうすっ 
しこけさすうしすう. ‶け こかぇく ゃ „┿さしっくぇか” 
ょっえしすゃぇ う しすさけえくぇ けさゅぇくういぇちうは 
けす ╉けきぉうくぇすしおう そういおせかすせさっく 

しなゃっす くぇ ょけぉさけゃけかっく こさうくちうこ けす 
15 ょせてう. ╁しっおう いぇゃけょ うきぇ けとっ 
こけ 7 ょせてう っくすせしうぇしすう-けさゅぇくういぇ-
すけさう. 〈ぇおぇ しっ こさぇゃはす しなしすっいぇくうは 
こけ いぇゃけょう ゃ さぇいかうつくう しこけさすけゃっ, 
うゅさぇっ しっ きぇしけゃけ ゃ けぉっょくぇすぇ こけ-
つうゃおぇ くぇさけょくぇ すけこおぇ う ぉぇしおっす-
ぉけか, こさっい いうきぇすぇ しっ こさぇゃう ╆うきっく 
こさぇいくうお くぇ しすぇょうけくぇ - ういこうしゃぇ 
しっ ]こけさすっく おぇかっくょぇさ けす しなぉうすうは 
こけ きっしすぇ. ”]うしすっきぇすぇ ょっえしすゃぇ けす-
ょけかせ ょけ ゅけさっ!”. ╇ょっはすぇ ぉうかぇ: ”╃ぇ 
いぇこぇかうき たけさぇすぇ, ょぇ ゅう こさうゃかっ-
つっき くぇ こかけとぇょおうすっ!”. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 
しなし しなしすっいぇくうは: こけ てぇた, すっくうし, 
こかせゃぇくっ, ぉけさぉぇ, すっくうし くぇ おけさす, 
かっおぇ ぇすかっすうおぇ, つぇお こけょゃけょっく さう-
ぉけかけゃ!

[ぇぉけすくうちう おぇさぇかう おけかっかけ 
こさっい こけつうゃおぇすぇ ょけ

ぅゅけょぇ う けぉさぇすくけ

╆ぇ ゅけょうてくうくぇすぇ けす ¨おすけきゃさうえ-
しおぇすぇ さっゃけかのちうは ╋ぇかつけ けさゅぇ-
くういうさぇか  とぇそっすぇ;  いぇ ╉せこぇすぇ くぇ 
╃╉╋] – こさっゅかっょ こけ かっおぇ ぇすかっすう-
おぇ. ”′はきぇ こさぇいくけ こさっい ゅけょうくぇ-
すぇ!”. ╁しはおけ しこけさすくけ きっさけこさうはすうっ 
ゃなさゃう し こさっちういくぇ さぇいこうしぇくぇ いぇ 
すけゃぇ ′ぇさっょぉぇ こけ こさぇゃうかぇすぇ.
╁ うきっすけ くぇ しこけさすぇ う いょさぇゃっすけ 

うょっうすっ くぇ ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ ぉうかう 
くっういつっさこぇっきう. ′け すけえ しきはすぇ, つっ 
せしこったうすっ しっ ょなかあぇす くぇ くっゅけゃぇ-
すぇ すけかっさぇくすくけしす おなき たけさぇすぇ う 
くぇ てぇくしぇ, おけえすけ  うき ょぇゃぇか しぇきう 
ょぇ しう さぇあょぇす  うくうちうぇすうゃう: ”╃ぇ-
ゃぇた ゃないきけあくけしす いぇ すゃけさつっしすゃけ.” 
〈けゃぇ, ╋ぇかつけ っ せぉっょっく, つっ しっ いぇ-
ぉっかはいぇかけ ょぇあっ ゃ ]けそうは. ╃ぇゃぇす 
きせ おせこ くぇゅさぇょう, ぉっい ょぇ ぉさけうき 

くぇえ-ゅけかはきぇすぇ けす 1983-すぇ. 〈ぇおぇ 
うょゃぇす: ╁すけさぇ しすっこっく  „╆ぇ けしけぉっ-
くう いぇしかせゅう”; ╆くぇお くぇ ¨おさなあくうは 
]なゃっす くぇ ╀]《], ¨すかうつうっ けす 『] 
くぇ ╀]《 – こなさゃぇ しすっこっく, ╆くぇつおぇ 
いぇ きぇしけゃぇ そういおせかすせさぇ けす 1962-
さぇ - いぇさぇょう しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく. ╁こうしゃぇす 
ゅけ ょけさう ゃ ういょぇくうっすけ - ぉさけてせさぇ 
し くぇえ-ゃうょくうすっ けぉかぇしすくう しこけさすう-
しすう – さっょけき ょけ ╊のすゃはく ╋けかかけゃぇ, 
こなさゃぇすぇ くう しうかくぇ おけこうったゃなさ-
かはつおぇ, う ょけ かっゅっくょぇさくうはす ‶っすなさ 
[ぇたきぇくかうっゃ. ╃ぇゃぇす きせ ゅさぇきけすぇ 
けす „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”... ╋ぇかつけ 
╇ゃぇくけゃ しすうゅぇ ょけ いぇき. こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ゅさぇょしおけ くうゃけ – ゃなゃ 《せすぉけ-
かっく おかせぉ „[けいけゃぇ ╃けかうくぇ”. 
]こけさすくけすけ しすさけうすっかしすゃけ っ けし-

くけゃくぇ いぇょぇつぇ くぇ ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ. 
╆ぇすけゃぇ 

„┿さしっくぇか” うきぇ こなさゃうは
ぉぇしっえく, しすぇょうけく う

すっくうし-おけさす ゃ ╉ぇいぇくかなお

╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ しっ ゅけさょっっ, つっ 
„┿さしっくぇか” うきぇ こなさゃうは こかせゃっく 
ぉぇしっえく けす 1936-すぇ ゅけょうくぇ, こさう 
すけゃぇ – し ょゃぇ すさぇきこかうくぇ けす 5 う 
3 きっすさぇ. ╂けさょっっ しっ し そぇおすぇ, つっ 
ゅさぇょしおうはす しすぇょうけく っ けす 1964-すぇ, 
ぇ  けとっ こさっい 1958-きぇ ぇさしっくぇか-
しおうはす っ けすおさうす し きっあょせくぇさけょくぇ 
しさっとぇ  - ”〈けさこっょけ” – „》うきうお”, 
ぅさけしかぇゃか. ┿さしっくぇかちう ぉうかう し 
2:1 し ゅけかけゃっ くぇ くぇいぇぉさぇゃうきうは 
╊ぇかぬけ [ぇょせおけゃ. ¨しゃっく [ぇょせおけゃ, 
しすけすうちう しぇ ゃかけあうかう  けさゅぇくういぇ-
すけさしおう すぇかぇくす う しぇ こけしすうゅくぇかう 
ゃうしけおう こけしすうあっくうは いぇ ぇさしっくぇか-
しおうは しこけさす: ‶っすなさ ╉なくっゃ, こけかお. 
]すぇくおけゃ けす ′╇〈╇, 》さうしすけ ╁ぇしう-
かっゃ, ╇かつけ ╀っかっゃ, ╄かっくぇ ╃いぇきぉぇ-
おけゃぇ, ╀けさうしかぇゃ 《せさくうゅけゃ. 〈けょけさ 
╈けゃつっゃ, [ぇえくぇ ╋ぇさうくけゃぇ, ┿くつけ 
【うておけゃ, ╇ゃぇくおぇ ╁っくっかうくけゃぇ, 
]すけはくおぇ 【ぇきぉせさけゃぇ, ╋ぇさうは 
╁っかおけゃぇ, ╋ぇさうく ╉せすつうっゃ. 〈うは, 
こけしかっょくうすっ – „きくけゅけ すぇかぇくすかう-
ゃう ょっちぇ う こけしかせてくう”,  ぉうかう くっ-
くぇょきうくぇすう ゃ くぇちうけくぇかっく こかぇく ゃ 
くぇょこさっゃぇさぇすぇ, こけこせかはさくぇ こさっょう  
30 ゅけょうくう, ”╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇぉけ-
すけしこけしけぉくう”. ╁ すぇいう くぇちうけくぇかくぇ 
さぇぉけすくうつっしおぇ けそぇくいうゃぇ „┿さしっ-
くぇか” ゃ くぇつぇかけすけ くっ せつぇしすゃぇか, くけ 
おぇすけ こさぇすうかう たけさぇ „くぇ さぇいせいくぇ-
ゃぇくっ”, ゃうょっかう, つっ うきぇす てぇくし ょぇ 
ぉうはす ゃしうつおう う すぇおぇ こけつゃぇ いょさぇ-
ゃぇ すさっくうさけゃおぇ. ]なしすっいぇくうっすけ っ 
すさせょくけ – とぇそっすぇ,   ゅうきくぇしすうおぇ, 
しうかけゃう せこさぇあくっくうは, こさっしおぇつぇ-
くっ  くぇ こさっこはすしすゃうは, おけかけこさったけょ, 
たゃなさかはくっ くぇ すけこおぇ, こかせゃぇくっ, 
ょけさう うくしちっくうさけゃおぇ くぇ しうすせぇちうは 
し こけしすさぇょぇか けす けすぉけさぇ, おけえすけ 

すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ しこぇしっく. ′ぇ そう-
くぇかぇ しっ さぇいこなゃぇかぇ こぇかぇすおぇ. 】ぇ-
そっすぇすぇ, くぇ ゃしうつおけ けすゅけさっ,  ぉうかぇ 
う し さぇくうちぇ くぇ ゅなさぉぇ... 〈ぇおぇ, こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╋うさけしかぇゃ ‶ぇ-
こぇておうく, しなし しこっちうぇかくう っおうこう, 
くぇきっさっくう けす ╋ぇかつけ, し とぇきこうさぇ-
くぇ さけいぇ くぇ ゅなさぉぇ うょゃぇす [っこせぉかう-
おぇくしおうすっ こけぉっょう すさう こなすう こけさっょ. 
〈ぇおぇ おせこぇすぇ う いくぇきっすけ けしすぇゃぇす ゃ 
„┿さしっくぇか”. ]さっょ 43 けすぉけさぇ, たけさぇ-
すぇ くぇ ╋ぇかつけ ぉうはす こさっい 1979-すぇ ゃ 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ,  こけしかっ, こさっい 1981-
ゃぇ - ゃ ╊はしおけゃっち う こさっい 1983-すぇ - 
ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ. ‶けぉっょぇすぇ ぉうかぇ 
すさせょくぇ - すさっくうさぇかけ しっ つぇお くぇ 
ぉぇしっえくぇ ゃ ╂さぇくょ たけすっか ╁ぇさくぇ う 
ゃ ]けこけす. 〈なえ おぇすけ すせお いぇおさうす  ぉぇ-
しっえく くはきぇかけ. ╋ぇかつけ くっ しっ しこうさぇ 
ょけ すせお - こさっくぇしは しなとうは こけつうく 
う ゃ „┿さしっくぇか” きっあょせ ちったけゃっ う 
いぇゃけょう. ‶なさゃけすけ しなしすっいぇくうっ っ ゃ 
╀ぇかおぇくぇ くぇょ  ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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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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╇かてかちあせけ
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 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

╇きっ: ╄かうしぇゃっすぇ ╃っかつっゃぇ ╃っかっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 1/282

╃かなあくけしす: [なおけゃけょうすっか せつぇしすなお

╂けょうくう: 26

╆けょうは: ╊なゃ

》けぉう: ╅うゃけすなす っ こさっおぇかっくけ おさぇすなお, いぇ ょぇ しっ しさっょけすけつ-
ゃぇて しぇきけ ゃ っょくけ いぇくうきぇくうっ.

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?

2 ゅけょうくう

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ? ╇かう, おぇいぇくけ うくぇ-
つっ, くぇ おけゅけ さぇいつうすぇて ゃ すさせょくう きけきっくすう?

′ぇ しっきっえしすゃけすけ きう.

13-てけ つすか たそ たけかせか せあ あしさそにそし う ╊うちそたあ

. . 

ずùゐだぢごどぞだ
╆くぇっすっ かう, つっ:

╁ こけゃなさたくけしすくぇすぇ しう つぇしす いなぉうすっ しぇ ういゅさぇ-
ょっくう けす すなおぇく /いなぉっく っきぇえか/ し すゃなさょけしす, 

きぇおしうきぇかくけ しなとっしすゃせゃぇとぇ くぇ くぇてぇすぇ こかぇ-
くっすぇ - 10 こけ ╋けけし /きはさおぇ いぇ ういきっさゃぇくっ くぇ 
けすくけしうすっかくぇすぇ すゃなさょけしす/.
╆なぉくうはす っきぇえか っ しなしすぇゃっく けす こさういきう, ゃっす-

さうかけけぉさぇいくけ こけょさっょっくう しこさはきけ こけゃなさたくけしす-
すぇ う こけょかっあぇとぇすぇ くっきせ すなおぇく う っ こさぇおすうつっし-
おう くっこさけぉうゃぇっき.
╋うおさけけさゅぇくういきうすっ けす いなぉくぇすぇ こかぇおぇ きけゅぇす 

ょぇ こさけくうおくぇす こさっい っきぇえかぇ しぇきけ こさう くぇかうつうっ 
くぇ しすさせおすせさくう ょっそっおすう /ちっこくぇすうくう, こせおくぇすうくう, こさうきっしう ゃ おさうしすぇかくぇすぇ さってっすおぇ/.
╆なぉくうはす おぇさうっし いぇこけつゃぇ こけょこけゃなさたくけしすくけ /こけょ いなぉくうは っきぇえか/ う しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇ けす 

ゃなすさっ ゃなゃ ゃしうつおう こけしけおう.
╉けゅぇすけ くぇ こけゃなさたくけしすすぇ くぇ いなぉぇ しっ こけはゃう おぇそはゃけ こっすくけ, おぇさうっしなす っ ゃっつっ さぇいゃうす ゃなゃ 

ゃなすさってくけしすすぇ.  
[せぉさうおぇすぇ こけょゅけすゃは  ょ-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ

しすけきぇすけかけゅ ゃ ╃╉『 „┿さしっくぇか”, おぇぉうくっす 6, っすぇあ 2

う ぉけかっあおう こさう ぇさすさうす: くせあくけ 
っ 3 こなすう くぇ ょっく ょぇ しっ ういこうゃぇ 
こけ 1 つぇてぇ すけこかぇ ゃけょぇ し ょゃっ 
かなあうちう きっょ う っょくぇ つぇっくぇ かな-
あうつおぇ おぇくっかぇ.
‶さう おけしけこぇょ: ╉けしぇすぇ しっ くぇ-

きぇいゃぇ し こぇしすぇ けす ゅけさっと いったすうく, 
っょくぇ しせこっくぇ かなあうちぇ きっょ, っょくぇ 
つぇっくぇ かなあうつおぇ おぇくっかぇ こさっょう 
ぉぇくは. ] すぇいう きぇしおぇ しっ こさっしすけ-
はゃぇ けおけかけ 15 きうく. う しかっょ すけゃぇ 
おけしぇすぇ しっ ういきうゃぇ. 
‶さう うくそっおちうう くぇ こうおけつ-

くうは きったせさ: ╁っょくなあ ょくっゃくけ 
しっ こうはす こけ ょゃっ しせこっくう かなあうちう 
おぇくっかぇ う っょくぇ つぇっくぇ かなあうちぇ 
きっょ ゃ つぇてぇ たかぇょおぇ ゃけょぇ.
‶さう いなぉけぉけか: ′ぇこさぇゃっすっ 

こぇしすぇ けす っょくぇ つぇっくぇ かなあうつおぇ 
おぇくっかぇ う こっす しせこっくう かなあうちう 
きっょ う こけかいゃぇえすっ こさう ぉけかおう ゃ 
いなぉうすっ. ╋けあっ ょぇ しっ こさうかぇゅぇ 3 
こなすう くぇ ょっく.
‶さう ゃうしけお たけかっしすっさけか: 

╃ゃっ しせこっくう かなあうちう きっょ う すさう 
しせこっくう かなあうちう おぇくっかぇ, しきっしっ-
くう ゃ 1 か. つぇえ, くぇきぇかはゃぇす くうゃけ-
すけ くぇ たけかっしすっさけかぇ ゃ おさなゃすぇ し 
10% ゃ さぇきおうすっ くぇ 2 つぇしぇ.
‶さう くぇしすうくおぇ: ╄ょくぇ しせこっ-

くぇ かなあうちぇ きっょ し 1/4 かなあうちぇ 
おぇくっかぇ ょくっゃくけ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 3 ょくう.
‶さう おけあくう うくそっおちうう: 

]かぇゅぇすっ きっょ う おぇくっかぇ ゃ さぇゃ-
くう つぇしすう くぇ いぇしっゅくぇすうすっ きっし-
すぇ, すぇおぇ しっ かっおせゃぇす っおいっきう, 
すさうたけそうすうは う ゃしうつおう ゃうょけゃっ 
おけあくう うくそっおちうう.
‶さう さぇおけゃう いぇぉけかはゃぇくうは: 

‶けしかっょくうすっ ういしかっょゃぇくうは ゃ 
ぅこけくうは う ┿ゃしすさぇかうは さぇいおさう-
ゃぇす, つっ くぇこさっょくぇか さぇお くぇ しすけ-
きぇたぇ う おけしすうすっ しぇ ぉうかう ういかっ-
おせゃぇくう せしこってくけ! ‶ぇちうっくすう, 
しすさぇょぇとう けす すっいう ゃうょけゃっ さぇお, 
すさはぉゃぇ っあっょくっゃくけ ょぇ こさうっきぇす 
こけ っょくぇ しせこっくぇ かなあうちぇ きっょ し 
っょくぇ つぇっくぇ かなあうつおぇ おぇくっかぇ いぇ 
っょうく きっしっち, 3 こなすう くぇ ょっく.
] おぇくっかぇ う きっょ しっ かっおせゃぇ 

う かけて ょなた: 》けさぇすぇ けす ぃあくぇ 
┿きっさうおぇ しせすさうく こさぇゃはす ゅぇさゅぇ-
さぇ し っょくぇ つぇっくぇ かなあうつおぇ きっょ 
う おぇくっかぇ, しきっしっくう ゃ ゅけさっとぇ 
ゃけょぇ. 〈ぇおぇ ょなたなす うき けしすぇゃぇ 
しゃっあ こさっい ちっかうは ょっく.

***
〉ゃぇあぇっきう つうすぇすっかう, くぇ さっ-

ょぇおちうけくくうすっ くう ぇょさっしう きけ-
あっすっ ょぇ ういこさぇとぇすっ う ゃぇてう 
ういこうすぇくう さっちっこすう, しゃなさいぇくう 
し つせょけょっえくう ぉうかおう う いょさぇゃけ-
しかけゃくう おけきぉうくぇちうう.
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‶けかいうすっ けす きっょぇ しぇ ういゃっしす-
くう けす ょさっゃくけしすすぇ う いぇ すはた 

ゃう さぇいおぇいぇたきっ しぇきけ こさっょう ょゃぇ 
ぉさけは. ′っ しかせつぇえくけ ょさせゅけすけ うきっ 
くぇ きっょぇ っ っかうおしうさ くぇ ぉけゅけゃっすっ. 
¨おぇいゃぇ しっ, けぉぇつっ, つっ おけきぉうくぇ-
ちうはすぇ けす すけいう っかうおしうさ し ょさせゅぇ, 
すゃなさょっ きぇかおけ ういこけかいゃぇくぇ けす 
くぇし ぉなかゅぇさうすっ こけょこさぇゃおぇ, こさぇ-
ゃはす つせょっしぇ いぇ つけゃっておうは けさゅぇ-
くういなき. 〈けゃぇ っ おけおすっえかなす けす きっょ 
う おぇくっかぇ, おけえすけ しっ せこけすさっぉはゃぇ 
ゃ ういおかのつうすっかくけ てうさけお ぇしこっおす 
こさう くぇえ-さぇいかうつくう ぉけかっしすう.
╋っょなす しなょなさあぇ ぇくすうけおしう-

ょぇくすくう う うきぇ ぇくすうぉぇおすっさうぇかくう 
しゃけえしすゃぇ.

╉ぇくっかぇすぇ う こけかいうすっ いぇ 
いょさぇゃっすけ 

╉ぇくっかぇすぇ ょけおぇいぇくけ うきぇ しかっょ-
くうすっ こけかいう いぇ いょさぇゃっすけ:
╇きぇ さっゅせかぇすけさっく っそっおす ゃなさ-

たせ おさなゃくぇすぇ いぇたぇさ. ╉ぇくっかぇすぇ 
きけあっ ょぇ しこさっ せしすけえつうゃう くぇ 
かっおぇさしすゃぇ ゅなぉうつくう うくそっおちうう. 
¨しゃっく すけゃぇ, おぇくっかぇすぇ っ ぇくすう-
おけぇゅせかぇくす, ょけぉなさ ういすけつくうお くぇ 
そうぉさう, あっかはいけ う おぇかちうえ, しな-
ょなさあぇ こけかうそっくけかう う ぇくすうけお-
しうょぇくすう. ╉けきぉうくぇちうはすぇ けす おぇ-
くっかぇ う きっょ うょっぇかくけ こけつうしすゃぇ 
こぇさぇいうすう, ゅなぉうつおう う ぉぇおすっさうう 
けす たさぇくけしきうかぇすっかくうは すさぇおす. 

╃うっすぇ し おぇくっかぇ う きっょ いぇ 
けすしかぇぉゃぇくっ

《けさきせかぇすぇ とっ ぉかけおうさぇ すはかけ-
すけ ゃう けす くぇすさせこゃぇくっすけ くぇ きぇい-
くうくう.
╇いこけかいゃぇえすっ きっょ う おぇくっかぇ ゃ 

しなけすくけてっくうっ 1:2 (っょくぇ つぇしす 
おぇくっかぇ, ょゃっ つぇしすう きっょ)
‶けしすぇゃっすっ おぇくっかぇ ゃ つぇてぇ うかう 

おせこぇ.
]かけあっすっ 1 つぇてぇ ゃけょぇ ょぇ いぇ-

ゃさう.
╇いしうこっすっ おぇくっかぇすぇ ゃ くっは う けし-

すぇゃっすっ ょぇ おうしくっ 30 きうくせすう.
╁うくぇゅう ょけぉぇゃはえすっ きっょぇ, しかっょ 

おぇすけ ゃけょぇすぇ しっ けたかぇょう, いぇとけすけ 
ゃ こさけすうゃっく しかせつぇえ しっ せくうとけ-
あぇゃぇす っくいうきうすっ ゃ きっょぇ. 
╇いこうえすっ こけかけゃうくぇすぇ けす こけかせ-

つっくぇすぇ けすゃぇさぇ こさっょう かはゅぇくっ. 
¨しすぇゃっすっ ゃ たかぇょうかくうおぇ いぇ ゃっ-
つっさすぇ.
╁っょくぇゅぇ しかっょ しなぉせあょぇくっ うい-

こうえすっ ょさせゅぇすぇ こけかけゃうくぇ, くけ くっ 
は いぇすけこかはえすっ けすくけゃけ. ╃けぉさっ っ 
ょぇ しっ こうっ こさう しすぇえくぇ すっきこっさぇ-
すせさぇ うかう しすせょっくぇ.
╉なき すぇいう さっちっこすぇ っ ゃぇあくけ ょぇ 

しっ いくぇっ, つっ くっ ぉうゃぇ ょぇ しっ ょけぉぇ-
ゃは くうとけ ょさせゅけ. 
Tぇおぇ ういこうすけすけ おけかうつっしすゃけ っ 

ょけしすぇすなつくけ いぇ ょっくは. ′っ っ くっ-
けぉたけょうきけ ょぇ ゅけ こうっすっ こけゃっつっ 
こさっい ょっくは. 〈けゃぇ っ っょうくしすゃっくう-
はす っそっおすうゃっく くぇつうく, こけ おけえ-
すけ ょうっすぇすぇ ょっえしすゃぇ くぇ こさぇいっく 
しすけきぇた う こさっょう ゃしうつおけ こさっい 
くけとすぇ.
〈ぇいう ょうっすぇ ょっえしすゃぇ いぇ こけゃっ-

つっすけ たけさぇ. ¨すしかぇぉゃぇくっすけ し くっは 
っ きくけゅけ ぉなさいけ う とっ ょけゃっょっ ょけ 
いくぇつうすっかくぇ いぇゅせぉぇ くぇ すっゅかけ, くけ 
すけゃぇ とっ しすぇくっ ょけ っょくぇ けこさっ-
ょっかっくぇ しすっこっく う くはきぇ ょぇ きけあっ 
ょぇ けすしかぇぉくっすっ こけゃっつっ. 〈けゃぇ っ, 
いぇとけすけ おぇくっかぇすぇ う きっょなす うきぇす 
けつうしすゃぇと っそっおす ゃ たさぇくけしきうかぇ-
すっかくうは すさぇおす, おぇすけ こさっきぇたゃぇす 
こぇさぇいうすう, ゅなぉうつおう う ぉぇおすっさうう, 
し おけっすけ しっ いぇぉぇゃは たさぇくけしきうかぇ-
くっすけ. ]かっょ おぇすけ すけゃぇ しっ しかせつう, 
ゃっさけはすくけ けすしかぇぉゃぇくっすけ とっ くぇ-
きぇかっっ.

‶けかいう いぇ いょさぇゃっすけ けす  
きっょぇ う おぇくっかぇすぇ

[っょけゃくぇすぇ せこけすさっぉぇ くぇ きっょ 
う おぇくっかぇ せおさっこゃぇ ぇさすっさううすっ う 
ゃっくうすっ.
╉ぇくっかぇすぇ こけきぇゅぇ う こさう さぇい-

かうつくう ゃうょけゃっ せたぇこゃぇくうは: 
こさけしすけ っ くっけぉたけょうきけ せたぇこぇくけ-
すけ きはしすけ ょぇ しっ きぇしぇあうさぇ し おぇ-
くっかぇ ゃっつっさ. 
] おぇくっかぇ きけあっ ょぇ しっ かっおせゃぇす 
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[ぇぉけすくうちうすっ ょぇ うきぇす こさぇゃけ くぇ 
くぇきぇかっくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ゃ 

っょうく ょっく けす しっょきうちぇすぇ うかう きっしっ-
ちぇ いぇ ういこなかくっくうっ くぇ しっきっえくう ぇく-
ゅぇあうきっくすう, おぇすけ すけゃぇ しっ おけきこっく-
しうさぇ し くぇきぇかっくけ いぇこかぇとぇくっ うかう 
し けすさぇぉけすゃぇくっ くぇ つぇしけゃっ. 〈けゃぇ 
こさっょかぇゅぇす けす ╉′]╀ おぇすけ きはさおぇ いぇ 
ぉぇかぇくしうさぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇか-
くうは う しっきっえくうは あうゃけす.
‶け ょぇくくう くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, ちう-

すうさぇくう けす かうょっさぇ くぇ おけくそっょっさぇ-
ちうはすぇ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ, くぇょ 50 

こさけちっくすぇ けす うおけくけきうつっしおう ぇおすうゃくけすけ くぇしっかっくうっ せ くぇし こけかぇゅぇ ゅさうあう いぇ ょっちぇ ょけ 14 ゅけょうくう 
う いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ. ╇いしかっょゃぇくっ くぇ ╉′]╀, こさけゃっょっくけ しさっょ さぇぉけすくうちう う きっくうょあなさう けす 30 
こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ こけおぇいぇかけ, つっ うきぇ しっさうけいくぇ かうこしぇ くぇ さっゅかぇきっくすうさぇくう そけさきう いぇ 
しなつっすぇゃぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ う しっきっえくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう う すけゃぇ ゃかうはっ くっゅぇすうゃくけ ゃなさたせ 
さぇぉけすぇすぇ. 12% けす ぇくおっすうさぇくうすっ しぇ しこけょっかうかう, つっ しう すさなゅゃぇす こけ-さぇくけ けす さぇぉけすぇ いぇさぇょう 
しっきっえしすゃけすけ, ぇ いぇ  ょさせゅう 12 くぇ しすけ けすしなしすゃうっすけ けす さぇぉけすぇ っ つっしすけ はゃかっくうっ. ¨す ╉′]╀ こさっょ-
かぇゅぇす う せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ けすこせしおぇ いぇ ゅかっょぇくっ くぇ ぉけかっく つかっく けす しっきっえしすゃけすけ し こっす-てっしす ょくう.
]さっょ うょっうすっ くぇ しうくょうおぇかうしすうすっ っ 40-すっ つぇしぇ しっょきうつくぇ いぇっすけしす ょぇ くっ しっ さっぇかういうさぇ いぇ 5 

ょくう こけ 8 つぇしぇ くぇ ょっく, ぇ しせきぇさくけ ゃ しっょきうちぇすぇ ょぇ しっ こけかせつぇゃぇす すけかおけゃぇ. ╁すけさぇすぇ ゃないきけあくけしす 
っ ょぇ くっ しっ けすさぇぉけすゃぇす すっいう つぇしけゃっ, ぇ ょぇ しっ さっょせちうさぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっすけ.
¨とっ こけ すっきぇすぇ - ゃ うくすっさゃのすけ し かうょっさぇ くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ, くぇ しすさ. 6.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁なこさっおう  すさせょくうは こっさうけょ, こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ 
うおけくけきうつっしおぇすぇ おさういぇ う ぇくすうしうくょうおぇかくうすっ ょっえしす-

ゃうは くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, けすくけしうすっかくけ せしこってくけ こさっけょけかはたきっ 
さっょうちぇ すっあおう ういこうすぇくうは う せしこはたきっ ょぇ いぇこぇいうき けぉかうおぇ 
しう くぇ ぇゃすっくすうつっく う くぇちうけくぇかくけ けすゅけゃけさっく しうくょうおぇす くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ きっすぇかけさぇぉけすくうちう. 
〈けゃぇ ぉっ けしくけゃくうはす ういゃけょ ゃ こけつすう っょくけつぇしけゃうは けすつっすっく 

ょけおかぇょ くぇ しすぇさうは くけゃ こさっょしっょぇすっか くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ  
しうくょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは „╋っすぇか ╄かっおすさけ” ┿しっく ┿しっくけゃ. 
〈けえ こけかせつう こけさっょくうは しう きぇくょぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ おさぇは くぇ 

こさけゃっょっくうは すせお う ょけきぇおうくしすゃぇく けす ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” 
V-すう さっょけゃっく おけくゅさっし くぇ ′]《 „╋っすぇか ╄かっおすさけ”.
87 ょっかっゅぇすう けす 25 さぇいかうつくう しすさせおすせさう くぇ しうくょうおぇすぇ 

ゃいったぇ せつぇしすうっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ おけく-
ゅさっしぇ. ]おなこ ゅけしす くぇ ょっかっゅぇすうすっ - 
きっすぇかけさぇぉけすくうちう, ぉっ う かうょっさなす 
くぇ ╉′]╀ ‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ. 
╁ ょけおかぇょぇ しう いぇ けすつっすくうは 5-ゅけ-

ょうてっく こっさうけょ ┿しっくけゃ けつっさすぇ 
けしくけゃくうすっ こさけぉかっきう,  こさっょ おけう-
すけ しっ っ ういこさぇゃうかぇ しうくょうおぇかくぇすぇ 
そっょっさぇちうは, おぇすけ くっ しこっしすう すさせょ-
くけしすうすっ ゃ ょうぇかけゅぇ し こけしかっょくうすっ 
ょゃっ こさぇゃうすっかしすゃぇ, さぇいくけゅかぇしうはすぇ 
ゃ ぉさぇくてけゃうすっ しすさせおすせさう,  けすさぇ-
あっくうっすけ くぇ おさういぇすぇ ゃ こさっょこさう-
はすうはすぇ けす きっすぇかけけぉさぇぉけすゃぇくっすけ, 
こさけぉかっきうすっ, しゃなさいぇくう し せしかけゃうは-
すぇ くぇ すさせょ, しっさうけいくうは ょっそうちうす くぇ 
おゃぇかうそうちうさぇくう おぇょさう う くせあょぇすぇ 
けす っおしこっさすっく こけすっくちうぇか こけ きっしすぇ. 
』かっくしすゃけすけ ゃ ╄] くっ ょぇゃぇ くうとけ 

くぇゅけすけゃけ, いぇ ゃしはおけ くっとけ しっ ういうし-
おゃぇ せこけさうす すさせょ う ぉけさぉぇ いぇ こさけ-
きはくぇ おなき こけ-ょけぉさけ. ╇いうしおゃぇ しっ 
くぇちうけくぇかくぇ しすさぇすっゅうは いぇ さぇいゃう-
すうっ くぇ うくょせしすさうはすぇ おぇすけ けしくけゃぇ 
いぇ ぉなょっとけ せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ, 
くっとけ, おけっすけ, いぇ しなあぇかっくうっ, くっ 
くぇこさぇゃうたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ う くぇ 
ょゃっすっ こけしかっょくう こさぇゃうすっかしすゃぇ: くぇ 
〈さけえくぇすぇ  おけぇかうちうは う くぇ ╂╄[╀, 
おぇいぇ ゃ ょけおかぇょぇ しう ┿しっく ┿しっくけゃ.  

╀なかゅぇさうすっ こうはす いぇさぇょう 
しすさっしぇ う すさせょくうは くぇつうく 

くぇ あうゃけす, しけつう ういしかっょゃぇくっ くぇ 
′ぇちうけくぇかくうは ちっくすなさ こけ けぉ-
とっしすゃっくけ いょさぇゃっ う ぇくぇかういう.
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ 『っくすな-

さぇ, ゃしっおう こっすう ぉなかゅぇさうく せこけ-
すさっぉはゃぇ ぇかおけたけか さっょけゃくけ. 
]なゅかぇしくけ けそうちうぇかくう ょぇく-

くう くぇ ]ゃっすけゃくぇすぇ いょさぇゃくぇ 
けさゅぇくういぇちうは こさっい 2007 ゅ., いぇ 
おけはすけ うきぇ ょぇくくう いぇ ゃしうつおう 
しすさぇくう けす ╄], おけくしせきぇちうはすぇ 
くぇ つうしす ぇかおけたけか ゃ ╀なかゅぇさうは 
しさっょ くぇしっかっくうっすけ くぇ ゃない-
さぇしす くぇょ 15 ゅけょうくう っ 10,04 
かうすさぇ くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくう-
っすけ いぇ ゅけょうくぇ. ╃ぇくくうすっ くぇ 
]╆¨ こけおぇいゃぇす, つっ こさっい しな-
とぇすぇ ゅけょうくぇ しすさぇくぇすぇ くう しっ 
っ くぇきうさぇかぇ くぇ 18-すけ きはしすけ ゃ 
╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ╁けょっとう 
ゃ しゃけっけぉさぇいくぇすぇ おかぇしぇちうは 
しぇ ╊のおしっきぉせさゅ, 』ったうは う ╇さ-
かぇくょうは. ‶さっい 2008 ゅ. しすさぇ-
くぇすぇ くう っ ぉうかぇ くぇ 14-すけ きはし-
すけ, ぇ こさっい 2009 ゅ. -  くぇ 13-すけ 

きはしすけ しさっょ 22-すっ しすさぇくう くぇ 
╄], いぇ おけうすけ うきぇ ょぇくくう. ╁ 
しかせつぇは っ ゃぇあくけ ょぇ しっ いくぇっ, 
つっ しすぇすうしすうおぇすぇ けすつうすぇ しぇきけ 
けそうちうぇかくけ さっゅうしすさうさぇくぇすぇ 
おけくしせきぇちうは くぇ ぇかおけたけか. 
]こけさっょ くはおけう ういすけつくうちう, 

くっさっゅうしすさうさぇくぇすぇ おけくしせきぇ-
ちうは くぇ ぇかおけたけか せ くぇし けす ゃない-
さぇしすっく っ しさっょくけ こけ 5 かうすさぇ 
くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ, くぇょ 
ょぇくくうすっ いぇ けそうちうぇかくぇすぇ.
]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ „╄ゃさけ-

ぉぇさけきっすなさ” くぇょ 200 きうかう-
けくぇ けす こなかくけかっすくうすっ っゃさけ-
こっえちう せこけすさっぉはゃぇす ぇかおけたけか 
っあっょくっゃくけ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ 
こさうぉかういうすっかくけ 23 きうかうけくぇ  
ょせてう ゃ ╄ゃさけこぇ しすぇゃぇす いぇゃう-
しうきう けす ぇかおけたけかぇ. ¨す しなとけすけ 
ういしかっょゃぇくっ しすぇゃぇ はしくけ, つっ 76 
きうかうけくぇ う 300 たうかはょう ょせてう 
ゃ しゃっすぇ うきぇす いぇぉけかはゃぇくっ うかう  
さぇいしすさけえしすゃけ, しゃなさいぇくけ し 
せこけすさっぉぇすぇ くぇ ぇかおけたけか. 

  


