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

』てあせさあ そて „¨うけぬあてあ ╈あくあ“

【かすかせときさあ 》そたそうあ: 〉か そいけねあの しけ 
ちあいそてあてあ つけ, つか たちかねとたうあの

｠とおそきせけさひて ¨うあせ 〈けしかう
たちかく そねけてか せあ せかえそうけみ うせとさ
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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

. . 

〈っいう ょぇくくう しなけぉとう ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ しっょきうちぇ-

すぇ ╀′╀, おぇすけ しっ こけいけゃぇ くぇ 
けそうちうぇかくぇ しゃけは しすぇすうしすうおぇ. 
]こけさっょ ょぇくくうすっ, こさっい きうくぇ-
かぇすぇ 2011 ゅけょうくぇ ぉなかゅぇさうすっ 
しぇ ういすっゅかうかう けぉとけ けす ┿〈╋- 
せしすさけえしすゃぇすぇ 15,37 きかさょ. 
かっゃぇ. 
〈けゃぇ っ さなしす けす 4,7% しこさはきけ 

2010 ゅ., おけゅぇすけ しぇ ぉうかう うい-
すっゅかっくう 14,68 きかさょ. かゃ., うかう 
こけ 40,2 きかく. かゃ. くぇ ょっく. ]こけ-
さっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, しさっょくぇすぇ 
しせきぇ くぇ すさぇくいぇおちうは しなとけ 
さぇしすっ, おぇすけ こさっい 2011-すぇ すは 
っ ぉうかぇ 142,07 かゃ. ╆ぇ しさぇゃ-
くっくうっ, ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ ぉなか-
ゅぇさうすっ しぇ すっゅかうかう しさっょくけ こけ 
134,95 かゃ.
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ, けぉぇつっ, 

けぉとうはす ぉさけえ くぇ すさぇくいぇおちう-
うすっ かっおけ くぇきぇかはゃぇ – すけっし, 
すっゅかうき こけ-きぇかおけ こなすう, くけ 
けつっゃうょくけ こけ こけゃっつっ. ‶さっい 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すっゅかっくうはすぇ 
けす ぉぇくおけきぇす しぇ ぉうかう 108,1 
きかく. ぉさけは, ょけおぇすけ ゅけょうくぇ こけ-
さぇくけ すっ しぇ ぉうかう 108,8 きかく.
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ せ くぇし 

しぇ ぉうかう ういょぇょっくう くけゃう 64 
たうか. こかぇすっあくう おぇさすう, おぇすけ 
けぉとぇすぇ うき ぉさけえおぇ ょけしすうゅぇ 
7,547 きかく.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ  こさっい 2011 

ゅけょうくぇ けす ぉなかゅぇさうすっ, さぇぉけすっ-
とう ゃ つせあぉうくぇ, ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ 
こけしすなこうかう  773.9 きかく. っゃさけ. 
〈せお しなとけ うきぇ さなしす う しせきぇすぇ 
っ さっおけさょくぇ, し せゃっかうつっくうっ 
けす ぉかういけ 1.9% ゃ しさぇゃくっくうっ 
し 2010 ゅ., おけゅぇすけ ゃなさくぇすうすっ 

しさっょしすゃぇ しぇ ぉうかう ゃ さぇいきっさ 
くぇ 759.6 きかく. っゃさけ.
╆ぇ しさぇゃくっくうっ, こさっおうすっ 

つせあょっしすさぇくくう うくゃっしすうちうう ゃ 
╀なかゅぇさうは いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ ゃないかういぇす くぇ 1.065 きかさょ. 
っゃさけ.
]ぇきけ こさっい ょっおっきゃさう  2011 

ゅけょうくぇ っきうゅさぇくすしおうすっ こぇさう  
しぇ ぉうかう 59.8 きかく. っゃさけ, 
けすぉっかはいゃぇえおう さなしす ゃ しさぇゃ-
くっくうっ し くけっきゃさう, おけゅぇすけ 
きっしっつくぇすぇ しせきぇ ょけしすうゅくぇ 
きうくうきせき けす 54.8 きかく. っゃさけ 
いぇ 2011 ゅ.
]さっょくぇすぇ きっしっつくぇ しすけえ-

くけしす くぇ こぇさうつくうすっ こさっゃけょう 
いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃないかういぇ 
くぇ 64.49 きかく. っゃさけ.
‶さっい 2011 ゅ. ういこさぇとぇくうすっ 

けす つせあぉうくぇ おなき ╀なかゅぇさうは 
しさっょしすゃぇ きっしっつくけ しぇ こぇょぇかう 
こけょ 60 きかく. っゃさけ しぇきけ こさっい 
はくせぇさう, おけゅぇすけ しぇ ぉうかう 57.1 
きかく. っゃさけ, こさっい ぇゃゅせしす - 58.2 
きかく. っゃさけ う こさっい くけっきゃさう - 
54.8 きかく. っゃさけ, ょけおぇすけ くぇえ-
ゃうしけおぇすぇ うき しすけえくけしす っ ぉうかぇ 
こさっい きぇえ - 77.4 きかく. っゃさけ う 
こさっい きぇさす - 71.3 きかく. っゃさけ.
╆ぇ 2009 ゅ. う 2008 ゅ. ぉなかゅぇ-

さうすっ ゃ つせあぉうくぇ しぇ ういこさぇすう-
かう くぇ さけょくうくう ゃ しすさぇくぇすぇ くう 
しなけすゃっすくけ 717.7 きかく. っゃさけ う 
693.9 きかく. っゃさけ.
                                                                      

〈┿
/╁ きぇすっさうぇかぇ しぇ うい-

こけかいゃぇくう けそうちうぇかくう 
ょぇくくう けす しぇえすぇ くぇ ╀′╀/

] くけゃう ちゃっすくう ゅさぇょうくう とっ しっ しょけぉうっ ╉ぇいぇくかなお ょけ しさっょぇすぇ くぇ きぇえ. ]なし いぇすけこかはくっすけ くぇ 
ゃさっきっすけ しかせあうすっかうすっ けす いゃっくけすけ こけ けいっかっくはゃぇくっ, こけょこけきぇゅぇくう けす 66 ょせてう, くぇっすう こけ 

こさけゅさぇきぇ いぇ ゃさっきっくぇ いぇっすけしす ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ - いぇ けいっかっくはゃぇくっ う こけょょなさあぇくっ くぇ こかけ-
とう う ゅさぇょうくう, けぉかぇゅけさけょはゃぇす う さぇぉけすはす いぇ くけゃうは ちゃっすっく けぉかうお くぇ ゅさぇょぇ. 
╂けかはきぇすぇ ぇきぉうちうは くぇ きっしすくぇすぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ っ ょぇ ゃなさくっ しすぇさぇすぇ しかぇゃぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお  

おぇすけ ゅさぇょ し きくけゅけ さけいう, つうえすけ ゃたけょけゃっ けとっ
さぇいおぇいゃぇす いぇ くっゅけゃうは こけきうくなお. 

〈ぇいゅけょうてくけすけ ういょぇくうっ くぇ おけくおせさしぇ いぇ くぇえ-おさぇしうゃけ きけ-
きうつっ けす ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ  - „╋うし ╃けかうくぇ くぇ さけいうすっ”, 

とっ うきぇ しゃけは こぇすさけく. 〈けゃぇ っ 23-ゅけょうてくぇすぇ ╁ぇくは ‶っくっゃぇ - 
きうくぇかけゅけょうてくぇすぇ くけしうすっかおぇ くぇ くぇえ-こさっしすうあくぇすぇ すうすかぇ いぇ 
おさぇしけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは - ╋うし ╀なかゅぇさうは.

╇きっ: ╂ぇかうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 5/510

╃かなあくけしす: ¨おぇつっしすゃうすっか

╂けょうくう: 26

╆けょうは: ¨ゃっく

》けぉう: ‶なすせゃぇくっ

¨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“? - 3 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 しっぉっ しう.

‶っすなお - 20.04.2012 ゅ. - 22:00 - [けお こぇさすう ゃ ╀うさぇさうは “╃せこおぇすぇ”
]なぉけすぇ - 21.04.2012 ゅ.
09:00 - ╀っいこかぇすっく ぇゃすけぉせし けす ╉ぇいぇくかなお - こさっょ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
うかう ゃっかけこけたけょ けす ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ
09:30 - ′ぇつぇかけ くぇ こけつうしすゃぇくっすけ - けす しすっくぇすぇ
14:30 - ‶けつうゃおぇ けす こけつうしすゃぇくっすけ
15:00 - ╃っえくけしすう いぇ ゃぇてうすっ けつう, せてう う ゃしっゃないきけあくう しっすうゃぇ: 
きせいうおぇ くぇ あうゃけ, [ぇいくけけぉさぇいくう さぇぉけすうかくうちう, おけくくぇ っいょぇ, おぇさぇくっ 
くぇ かけょおう, しこけさすくう こさうおかのつっくうは, こさけあっおちうう くぇ そうかきう
16:00 - ┿ゃすけぉせし おなき ╉ぇいぇくかなお
′っょっかは - 22.04.2012 ゅ. - 10:00 - ‶さうはすくけ くぇしすさけっくうっ う きぇかおけ 
こけつうしすゃぇくっ
╆┿╀╄╊╄╉┿: ╁いっきっすっ しう こぇかぇすおう, つせゃぇかう, てぇかすっすぇ う ょけぉさけ くぇ-
しすさけっくうっ

〉《╇¨ を╇╊【っ ぅ╊
[『╅』っ【 [╅′╅〉]ぇ[

]おなこう ぇさしっくぇかちう, せゃぇあぇっきう しなゅさぇあょぇくう!

¨す しなさちっ ゃう こけいょさぇゃはゃぇきっ し くぇしすなこゃぇとうは ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ すさせょぇ う さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しけかうょぇさくけしす – 1-ゃう きぇえ!
‶さぇいくうおなす, おけえすけ けつぇおゃぇきっ, ゃっつっ うきぇ くけゃけ かうちっ. ′け ゃな-

こさっおう ょなかゅけかっすうっすけ しう, すけえ っ しなたさぇくうか さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しう 
しなとくけしす う こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ しうきゃけか くぇ しこさぇゃっょかうゃうすっ 
すさせょけゃう う しけちうぇかくう うしおぇくうは くぇ すさせょっとうすっ しっ たけさぇ, いぇょ 
おけうすけ おぇすっゅけさうつくけ いぇしすぇゃぇ ╉′]╀.
╁ くぇてうは ゅさぇょ すぇいう つせゃしすゃうすっかくけしす う けすくけてっくうっすけ おなき 

‶なさゃう きぇえ うきぇす しゃけうすっ ょなかぉけおう うしすけさうつっしおう おけさっくう – ╉ぇ-
いぇくかなお っ っょうく けす こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ, けさゅぇくういうさぇ-
かう こなさゃけきぇえしおう つっしすゃぇくうは.
〈さぇょうちうはすぇ, おぇすけ すはたくけ こさけょなかあっくうっ, ゃ ょくってくけ ゃさっきっ っ 

こさっゃなこかなすっくぇ ゃ っょくぇ しうかくぇ しうくょうおぇかくぇ そうさきっくぇ ょっえくけしす 
し きくけゅけぉさけえくう こさうゃなさあっくうちう.
╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ くぇえ-ゅけかっきうは う くぇえ-ゃなかくせゃぇとうは すさせょけゃ 

こさぇいくうお うしおさっくけ ゃう こけあっかぇゃぇきっ いょさぇゃっ, こさけそっしうけくぇかくう 
う かうつくう せしこったう う こけかいけすゃけさくう せしうかうは ゃ けすしすけはゃぇくっすけ くぇ 
くっけすきっくくうすっ くう さぇぉけすくうつっしおう こさぇゃぇ!

] こなさゃけきぇえしおう こけいょさぇゃ!
]╉ くぇ ╉′]╀ - „┿さしっくぇか” ┿╃

ぶñïöóö äëí£Öó¡,
ï¡éäó íëïñÖí¿îó ó Çëí¢ÑíÖó

Öí ÜßàóÖí とí£íÖ¿é¡!
ぢéëçÜ½íúï¡ó　ö ÑñÖ, ¡ÜúöÜ äëñÑïöÜó Ñí Üöäëí£ÖÜçí½ñ, £í äÜ-

ëñÑñÖ äéö àñ äëñÑó£çó¡í ó ïäÜ½ñÖó, ó çéäëÜïó, ó ëíÑÜïö. ゑéäëñ-
¡ó öëñçÜÇóöñ ç  ñ¢ñÑÖñçóñöÜ, Üßíôñ, öÜçí àñ ßéÑñ ñÑóÖ ï¿éÖôñç 
ó ¿éôñ£íëñÖ ÑñÖ, ç ¡ÜúöÜ ÖÜçíöí ÖíÑñ¢Ñí ó Üï½óç¡óöñ àñ ïí ç 
äÜçñôñ!

がñ¿Öóîóöñ, ¡ÜóöÜ àñ ÇÜ äÜï¿ñÑçíö, öë　ßçí Ñí ïí ïéàÜ öí¡óçí 
– £íëñÑñÖó ï ÖÜçí ñÖñëÇó　 ó ÖñäÜ¡Ü¿ñßó½Üïö. どñ ïí ïéàÜ öÜ¿¡Üçí 
çí¢Öó, £íàÜöÜ öí½ ñ ÖíüñöÜ óïöóÖï¡ÜöÜ ïéàñïöçÜçíÖñ – öí½ 
ñ Öíüó　ö öëÜÑ, öí½ ïí Öíüóöñ äëÜß¿ñ½ó, Üïäñêó ó äëó£ÖíÖó　. 
げíöÜçí öë　ßçí Ñí äëÜÑé¿¢ó½ ï Üïó¿ó　öí ïó Ñí Çó äëóçñ¢Ñí½ñ 
ç êíë½ÜÖó　 ó Ñí äÜïöóÇí½ñ Öíú-ÑÜßëÜöÜ ó äÜ¿ñ£ÖÜ ñÑóÖïöçÜ – £í 
„んëïñÖí¿”, £í ÇëíÑí ó ÜßàóÖíöí, £í ïñßñ ïó. 

ぞñ¡í ïó äÜ¢ñ¿íñ½ ½ÖÜÇÜ, ½ÖÜÇÜ £Ñëíçñ, ÖÜçÜ äëñ¢óç　ÖÜ àíï-
öóñ – ç ëíßÜöíöí ó ç ÑÜ½Üçñöñ Öó, ó ÖÜçí ç　ëí ç ÜöëñüÖó　 ÑñÖ 
– £í çïóô¡ó Öó!

だö ëé¡ÜçÜÑïöçÜöÜ Öí „んëïñÖí¿” んが

ごÑó ó çó¢
〉くうおぇかくぇ ういかけあぉぇ けす 58 すゃけさぉう - あうゃけこうし う さうしせくおう くぇ 

おぇいぇくかなておうは たせょけあくうお ╇ゃぇく ╋うかっゃ, さぇょゃぇ ちっくうすっかうすっ 
くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ ╂さぇょしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは. ╄おしこけいう-
ちうはすぇ しなょなさあぇ すゃけさぉう, おぇおすけ けす そけくょぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゅぇかっ-
さうは, すぇおぇ う けす ゅぇかっさううすっ ゃ ]けそうは, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ]かうゃっく, 
う とっ けしすぇくっ けすゃけさっくぇ いぇ こけしっとっくうは ょけ おさぇは くぇ ぇこさうか. 〈は っ 
こけしゃっすっくぇ くぇ 115-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす さけあょっくうっすけ くぇ たせょけあ-
くうおぇ う 85 ゅけょうくう けす くっゅけゃぇすぇ しきなさす. ╇ゃぇく ╋うかっゃ っ さけょっく ゃ 
╉ぇいぇくかなお くぇ 18 そっゃさせぇさう 1897 ゅ. ゃ ぉっょくけ しっきっえしすゃけ. 〉きうさぇ 
くぇ 25 はくせぇさう 1927 ゅ., くっくぇゃなさてうか 30 ゅけょうくう.
 ╄おしこけいうちうはすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ょけ 30-すう ぇこさうか.

“╇すぇかうぇくしおうはす こぇすっくす - きっあょせ きうくぇかけ, くぇしすけはとっ う ぉなょっとっ”.
╇╋ „╇しおさぇ” –きせかすうきっょうえくぇ いぇかぇ
¨さゅぇくういぇすけさう: ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ╇╋ “╇しおさぇ”, ‶けしけかしすゃけ-

すけ くぇ ╇すぇかうは ゃ [っこせぉかうおぇ  ╀なかゅぇさうは う ╇すぇかうぇくしおうはす おせかすせ-
さっく うくしすうすせす - ]けそうは. 

╇いかけあぉぇすぇ っ し こけょつっさすぇく ょけおせきっくすぇかっく たぇさぇおすっさ, ういかぇゅぇ すっけさううすっ う すったくうおうすっ くぇ こさぇお-
すうつっしおぇすぇ さぇぉけすぇ. ╄おしこけいうちうはすぇ こけおぇいゃぇ さっこさけょせおちうう う そけすけゅさぇそうう くぇ こさっゃないたけょくう さっし-
すぇゃさぇちうう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ あうゃけこうしすぇ う ぇさたうすっおすせさぇすぇ.
╇いかけあぉぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ょけ 17 きぇえ.

╉さぇしぇゃうちぇすぇ, おけはすけ っ けす 
╉ぇいぇくかなお う しぇきぇすぇ すは こさっょう 
5 ゅけょうくう しすぇくぇ くけしうすっかおぇ 
くぇ こさっしすうあくぇすぇ すうすかぇ „╋うし 
╃けかうくぇ くぇ さけいうすっ”, けしゃっく, 
つっ とっ ぉなょっ こぇすさけく くぇ こさぇい-
くうおぇ, こさっょう くぇつぇかけすけ きせ とっ 
くぇこさぇゃう う しこっちうぇかくぇ けぉう-
おけかおぇ うい しっかうとぇすぇ けす けぉとう-
くうすっ, ゃ おけうすけ さけいけこさけういゃけょ-
しすゃけすけ っ つぇしす けす すさぇょうちううすっ 
う ゃ おけうすけ しっ ういぉうさぇ きっしすくぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ. 
『っかすぇ くぇ ╁ぇくは し すけゃぇ しゃけっ-

けぉさぇいくけ ょっそうかっ くぇ おさぇしけすぇ 
っ ょぇ しっ しさっとくっ し けぉとうくしおう-
すっ さなおけゃけょしすゃぇ, し ょうさっおすけ-
さうすっ くぇ ゅうきくぇいううすっ う こぇさぇ-
かっかおうすっ し ぇぉうすせさうっくすう, いぇ 
ょぇ こさっょしすぇゃう いくぇつうきけしすすぇ 
くぇ おけくおせさしぇ う ょぇ ゅう こけおぇくう 
いぇ せつぇしすうっ ゃ くっゅけ. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ ういょぇくうっ くぇ 

おけくおせさしぇ „╋うし ╃けかうくぇ くぇ 
さけいうすっ” とっ しっ こさけゃっょっ くぇ 9 
のくう けす 19.00 つ. くぇ こかけとぇょ 
„]っゃすけこけかうし” ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁ 
くっゅけ せつぇしすゃぇす ういぉさぇくうすっ いぇ 
ちぇさうちう くぇ さけいぇすぇ けす けぉとう-
くうすっ, ゃ おけうすけ しっ こさけゃっあょぇす 
こさぇいくうちう くぇ さけいぇすぇ. ╁っょくぇ-
ゅぇ しかっょ ういぉけさぇ くぇ „╋うし ╃け-
かうくぇ くぇ さけいうすっ” くぇ こかけとぇょぇ 
とっ しゃうさう しゃっすけゃくけ ういゃっしす-
くうはす ぇきっさうおぇくしおう おうすぇさうしす 
]すっくかう ╃あけさょぇく. ‶け すさぇょう-
ちうは, しこっつっかうかぇすぇ おけさけくぇすぇ 
くぇ „╋うし ╃けかうくぇ くぇ さけいうすっ” 
こけかせつぇゃぇ こけおぇくぇ ょぇ こさっょ-
しすぇゃう しすさぇくぇすぇ くう ゃ こさっし-
すうあくう しゃっすけゃくう おけくおせさしう いぇ 
おさぇしけすぇ.
]っょきうちぇ こけ-さぇくけ, くぇ 1-ゃう 

のくう ゃっつっさすぇ, ╉ぇいぇくかなお とっ 
ういぉうさぇ う しゃけはすぇ こけさっょくぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ 
しこっおすぇおなかなす いぇ くっえくうは うい-
ぉけさ とっ っ いぇっょくけ し ちっさっきけ-
くうはすぇ こけ おけさけくはしゃぇくっすけ え 
う とっ しっ しなしすけう くぇ ゅさぇょしおうは 
こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”. 
╆ぇ こなさゃう こなす けす きくけゅけ ゅけ-

ょうくう  ゃぇあくけ きはしすけ ゃ こさぇい-
くっくしすゃぇすぇ いぇ さけいぇすぇ とっ 
ぉなょっ けすょっかっくけ う くぇ きうくぇかけ-
ゅけょうてくぇすぇ くけしうすっかおぇ くぇ おけ-
さけくぇすぇ いぇ おさぇしけすぇ - ]うきけくぇ 
‶っすおけゃぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ 2011. 
╋うくぇかぇゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ とっ っ しさっょ つかっくけゃっすっ くぇ 
あせさうすけ, おけっすけ すぇいう ゅけょうくぇ 
とっ ういぉっさっ こさうっきくうつおぇすぇ いぇ 
おけさけくぇすぇ くぇ くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ 
ょっゃけえおぇ けす ╃けかうくぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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┿さた. 〈けょけさけゃ, しこけょっかう
たすっ こさう けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
ういかけあぉぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ 
こけ ゃさっきっ くぇ 』せょけきうさけゃう
すっ こさぇいくうちう, こけ こけゃけょ 115 
ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ きせ, 
つっ しすっ ういくっくぇょぇく けす すぇいう 
ういかけあぉぇ. ╆ぇとけ? ] おぇおゃけ 
╁う ういくっくぇょぇ すけいう そぇおす?

- ╇いくっくぇょゃぇ きっ, いぇとけすけ ぇい 
こけ っょうく うかう ょさせゅ こけゃけょ, ゃ 
ゅけょうくうすっ しかっょ 1997-きぇ, おけ
ゅぇすけ ぉってっ しすけゅけょうてくうくぇすぇ, 
ういこけかいゃぇた しかせつぇは, ゃおかのつう
すっかくけ - 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”, 
つさっい ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ, すけゅぇゃぇ 
ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ, ょぇ 
こけこうすぇき, くはきぇ かう ょぇ しっ けさゅぇ
くういうさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういかけあぉぇ, 
おぇすけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ さけょくうは 
ゅさぇょ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ. ╇  すぇおぇ 
- くぇ くはおけかおけ こなすう. ╁ っょうく きけ
きっくす, くっ つっ しっ ぉはた けすつぇはか, くけ 
しきはすぇた, つっ くはきぇ ょぇ ょけえょっ さっょ 
ょぇ しっ くぇこさぇゃう う ょぇ しっ いぇゅけゃけ
さう. ╇ ゃ っょうく きけきっくす しっゅぇ しっ 
こけかせつう すけゃぇ しなけぉとっくうっ. ┿い 
こなさゃけくぇつぇかくけ さぇいぉさぇた, ぇ こけ-
おなしくけ こけかせつうた う こけおぇくぇ けす 
ょうさっおすけさぇ くぇ ゅぇかっさうはすぇ 》さうし
すけ ╂っくっゃ. ╇ すぇおぇ - こさうはすくけ ぉはた 
ういくっくぇょぇく.

‶け ゃさっきっ くぇ けすおさうゃぇくっすけ 
ゃしうつおう しっ けぉっょうくうたぇ けおけかけ 
うょっはすぇ, つっ くっとけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃう いぇ こけこせかはさういうさぇ
くっすけ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ. ╋けあっ 
ぉう くっ っ はしくけ すけつくけ おぇおゃけ, くけ 
╁ぇてぇすぇ うょっは おぇおゃぇ っ?

- 〈けゃぇ, おけっすけ しう きうしかは, っ, 
つっ っ ょけぉさっ ょぇ しっ こけょゅけすゃう, 
ょぇ しっ くぇこさぇゃう っょくけ ういょぇ
くうっ, ぇおけ っ ゃないきけあくけ - ょぇ 
ぉなょっ っょくけ こなかくけ ういょぇくうっ いぇ 
╇ゃぇく ╋うかっゃ, おけっすけ くっ っ こさぇ
ゃっくけ ょけ きけきっくすぇ. ╁ 1997-きぇ 
しっ くぇこさぇゃう っょうく おぇすぇかけゅ こけ
おさぇえ のぉうかっえくぇすぇ ういかけあぉぇ. 
〈けえ しなぉさぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
さぇぉけすうすっ, くけ ゃ ぉなさいぇくっすけ, いぇ 
きっく こけくっ, っ くぇこさぇゃっく くっこなか
くけ, こさうぉなさいぇくけ, ょっきけょうさぇくけ 
- ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ しなき けすおさけ
ゃっく, しこけさっょ きっく - しかせあっぉくけ. 
╆ぇすけゃぇ けす ゅけょうくう くぇさっょ しっ 
おぇくは ょぇ こけょゅけすゃは っょくけ すぇ
おけゃぇ こなかくけ ういょぇくうっ. ┿おけ くっ 
っ ゃないきけあくけ ょぇ ぉなょっ こなかくけ 
ういょぇくうっ, こけくっ きけあっ ょぇ くぇ
こさぇゃうき すけきけゃっ し さぇいかうつくう 
すっきう - こさうきっさくけ: さうしせくおう, 
けすょっかくけ - あうゃけこうしくうすっ, しっ
さうけいくう さぇぉけすう, う すさっすけ うい
ょぇくうっ - きけあっ ぉう ゅさぇそうおぇ 
う ょさせゅう うかのしすさぇちうう. ╆ぇ ょぇ 
きけあっ ういょぇくうはすぇ ょぇ ゅう さぇいょっ
かうき. ╆ぇとけすけ しぇきけ さうしせくおうすっ 
しぇ けす こけさはょなおぇ くぇ 150. ╃けさう 
ょぇ ぉなょぇす こけょぉさぇくう, こけくっ 
100 けす すはた とっ しっ ゃおかのつぇす 
ゃ ういょぇくうっすけ. ╇ すけゃぇ っ しぇきけ 
っょくけすけ ういょぇくうっ.  ╃ぇ くっ ゅけ
ゃけさうき いぇ ちゃっすくぇすぇ あうゃけこうし 
- けおけかけ 70-80 さぇぉけすう. ╁っつっ 
しすぇゃぇ ょせきぇ う いぇ こけ-しっさうけい
くけ そうくぇくしうさぇくっ. ╆ぇすけゃぇ きう 
しっ うしおぇ, ょぇ しなぉっさっき せしうかう
はすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
けす っょくぇ しすさぇくぇ, ぇい しなとけ とっ 
せつぇしすゃぇき  し おぇおゃけすけ きけゅぇ, 
きけあっ ょぇ こけすなさしうき う しこけくしけ
さう. 〈けゃぇ とっ ぉなょっ ゅけさょけしす いぇ 
╉ぇいぇくかなお.

╉なょっ しぇ こさなしくぇすう さぇぉけ
すうすっ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ, すさせょ
くけ かう とっ ぉなょぇす しなぉさぇくう 
いぇ っょくけ すぇおけゃぇ ういょぇくうっ?

- ‶け-ゅけかっきうすっ おけかっおちうう しぇ 
ゃぇてうすっ, ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ 》せょけ

あっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは, きぇかおけ 
うきぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ょけしすぇ 
さぇぉけすう うきぇ ゃ ]けそうえしおぇ ゅさぇょ
しおぇ ゅぇかっさうは う けとっ, きけあっ ぉう 
きぇかおけ こけゃっつっ - ゃ ′ぇちうけくぇか
くぇすぇ ゅぇかっさうは. 〈ぇき うきぇ う っょうく 
ぇさたうゃ, こけょぇさっく けす ぉぇぉぇ きう, し 
ょけしすぇ くっとぇ けす ╇ゃぇく ╋うかっゃ – 
くっゅけゃう こうしきぇ, かうつっく ぇさたうゃ. 
╁ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅぇかっさうは しっ 
こぇいはす っょくう けす くぇえ-しっさうけいくう
すっ さぇぉけすう くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ – 
„╉さぇかう ╋ぇさおけ”, „]っこすっきゃさう”, 
ょさせゅう こけ-ういゃっしすくう おぇさすうくう. 
¨しすぇくぇかけすけ っ ゃ つぇしすくう おけかっお

ちうう. ¨す ゃさっきっすけ ょけさう こさっょう 
ゃけえくぇすぇ, おけゅぇすけ ょぇあっ けとっ っ 
あうゃ ╇ゃぇく ╋うかっゃ, しぇ きくけゅけ 
ぉかういおう し 』ぇゃょぇさ ╋せすぇそけゃ う 
《ぇくう ‶けこけゃぇ, おけうすけ しなとけ しぇ 
うきぇかう くっゅけゃう さぇぉけすう. ╁っつっ 
くっ いくぇき ゃ ゅけょうくうすっ おぇおゃけ しっ 
っ しかせつうかけ し すはた. ╁ ]すぇえくけ
ゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ そぇきうかうは, 
ゃこけしかっょしすゃうっ ゃ ]けそうは, こさう 
ぉさぇすけゃつっょぇ くぇ おけきこけいうすけ
さぇ  ‶っすおけ ]すぇえくけゃ – ょっこせ
すぇす, しなとけ っ うきぇかけ おぇさすうくう. 
〈っ しぇ こけきぇゅぇかう くぇ ょはょけ きう, 
ゃおかのつうすっかくけ ゃ しすせょっくすしおうすっ 
きせ ゅけょうくう. [うしせゃぇくうすっ すせお ゃ 
おなとぇすぇ ういゃっしすくう しすっくけこうしう, 
そさっしおう, おけうすけ しっゅぇ しぇ つぇしす
くぇ しけぉしすゃっくけしす, しぇ こさぇゃっくう 
うきっくくけ おぇすけ ぉかぇゅけょぇさくけしす 
いぇ すけゃぇ, つっ ]すぇえくけゃぇすぇ そぇ
きうかうは こけ くはおぇおなゃ くぇつうく っ 
こけきぇゅぇかぇ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ – 
しなし しこけくしけさしすゃけ, し こぇさう いぇ 
しすせょっくすしおけ ゃさっきっ. 《さっしおうすっ 
ゃ おなとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ さう
しせゃぇくう けす ╇ゃぇく ╋うかっゃ おぇすけ 
しすせょっくす ゃ っょくぇ けす ゃぇおぇくちう
うすっ. [ぇぉけすう くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ 
うきぇ せ そぇきうかうは ╉のさぇくけゃう, 
うきぇ せ こうしぇすっかは 》さうしすけ ╉ぇ
さぇしうきっけくけゃ う せ ょさせゅう つぇしすくう 
おけかっおちうう.

╁うっ, おぇすけ ゃくせお, うきぇすっ かう 
くっとけ けす ╇ゃぇく ╋うかっゃ?

- ′っ, いぇとけすけ ゃ ゅけょうくうすっ きぇえ
おぇ きう うきぇてっ きぇかおけ さぇぉけすう, 
くけ しっきっえしすゃけすけ けす 10 ょせてう, 
けしけぉっくけ こさっい ゃけえくぇすぇ, っ うきぇ

かけ くせあょぇ けす こさったさぇくぇ, ゃおかの
つうすっかくけ う けす こさけょぇあぉぇ くぇ 
すっいう おぇさすうくう. ╋ぇえおぇ きう こけしかっ 
しなとけ こさけょぇょっ っょくぇ-ょゃっ さぇぉけ
すう, すっ ぉはたぇ きぇかおけ. ′け ゅけかはきぇすぇ 
おけかっおちうは けす かうつくけ くっえくう おぇさ
すうくう, くぇ きぇえおぇ きう, くっ, ょぇあっ 
くぇ ぉぇぉぇ きう, ぉはたぇ こけこぇょくぇかう ゃ 
╀′╀ ゃ すぇいう うしすけさうは し けすおさぇょ
くぇすうすっ おぇさすうくう くぇゃさっきっすけ 
こさっい 1945 - 1950-すぇ ゅけょうくぇ. 
′ぇ こさぇおすうおぇ, すは くはきぇてっ ゅけかっ
きう う しっさうけいくう  さぇぉけすう, しぇきけ 
おけかっおちうは けす さうしせくおう, ょさせゅう 
くっとぇ, きぇかおけ ゅさぇそうおぇ. ]っさうけい

くう, ゅけかっきう さぇぉけすう, くっ っ うきぇかけ 
せ くぇし. ╇きぇてっ ょけおぇすけ ぉぇぉぇ きう 
ぉっ ゃしっ けとっ あうゃぇ – ょけ 1957-きぇ, 
おけゅぇすけ ぇい ぉはた 3-ゅけょうてっく. 『っ
かうはす たけか, ちはかぇすぇ おなとぇ ぉってっ ゃ 
おぇさすうくう. 〈は, きぇかおけ こさっょう ょぇ 
こけつうくっ, さぇいこさっょっかう すうは おぇさ
すうくう きっあょせ ょっちぇすぇ しう, おけゅぇすけ 
う きぇえおぇ きう ゃいっ くはおけう さぇぉけすう. 
╇きぇ そさっしおう ゃ おなとぇすぇ, おなょっすけ 
あうゃっっ ╇ゃぇく ╋うかっゃ し ╉ぇすは ′ぇせ
きけゃぇ. 〈ぇき, こけ こけゃけょ しゃぇすぉぇすぇ, 
すけえ さうしせゃぇ すさう  そさっしおう, しなとけ 
すぇおぇ ゃ っょうく ゃっしすうぉのか くぇ おな
とぇすぇ, こけょけぉくけ くぇ ]すぇえくけゃぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈っ しぇ ういゃっしすくう. ╇ 
けとっ くっとけ, すけ っ きぇかおけ ういゃっしす
くけ - しかっょ ゃっしすうぉのかぇ, ゃ しすぇは
すぇ, おけはすけ っ しゃなさいぇくぇ し こけさすぇか,  
╇ゃぇく ╋うかっゃ さってぇゃぇ ょぇ は ぉけは
ょうしぇ ゃ つっさくけ - きくけゅけ せこぇょなつ
くけ... 〈けゃぇ っ ぉうかけ うくしこうさうさぇくけ 
けす っょうく つっさっく こぇさぇゃぇく, はこけく
しおう, こけょぇさっく いぇ しゃぇすぉぇすぇ - し 
ちゃっすは, かけいう う はこけくしおぇ ちゃっすくぇ 
ゅさぇそうおぇ う っょくぇ はこけくしおぇ うかう 
おうすぇえしおぇ  ゃぇいぇ しぇ うきぇかう - こけ
ょぇさっくぇ... ‶け すけいう こけゃけょ ╇ゃぇく 
╋うかっゃ さってぇゃぇ ょぇ くぇさうしせゃぇ くぇ 
っょくぇ けす しすっくうすっ さぇえしおぇ こすう
ちぇ. 〈ぇいう さぇえしおぇ こすうちぇ しっょってっ 
いぇおさうすぇ し きぇいうかおぇ, こけすなくぇ
かぇ ゅけょうくう くぇさっょ ゃ おなとぇすぇ くぇ 
„╂せさおけ”, ょけ ╁なすさってくけ きうくうし
すっさしすゃけ. ′はおなょっ きっあょせ 1970-
すぇ  う 1980-すぇ ゅけょうくぇ ゃ っょうく 
きけきっくす っょうく たせょけあくうお, おけえすけ 
しっ けあっくう いぇ ぉさぇすけゃつっょおぇすぇ くぇ 
きぇえおぇ きう, おけはすけ っ ゃ すけゃぇ あう
かうとっ, さってう う きぇかおけ こけ きぇかおけ 

さっしすぇゃさうさぇ すぇいう さぇえしおぇ こすう
ちぇ, しゃぇかう きぇいうかおぇすぇ う すぇおぇ...  
╇しすけさうはすぇ っ, つっ こぇょぇ ぉけきぉぇ 
ゃ ょゃけさぇ くぇ おけけこっさぇちうはすぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ ぉけきぉぇさょうさけゃおうすっ 
こさっい ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ,  
しつせこゃぇ しすっくぇすぇ くぇ しすなかぉぇすぇ くぇ 
しなとぇすぇ しすっくぇ し そさっしおぇすぇ くぇ 
╇ゃぇく ╋うかっゃ う すぇいう そさっしおぇ っ 
ょけくはおなょっ せゃさっょっくぇ けす ゃけえくぇ
すぇ. ]かせつぇっく きぇえしすけさ は いぇきぇい
ゃぇ こけしかっ し きぇいうかおぇ. ′け ╇ゃぇく 
╈けゃつっゃ, たせょけあくうおなす, すけえ っ う 
うかのしすさぇすけさ, しっ たゃぇくぇ う は ゃない
しすぇくけゃう, くけ いぇ しなあぇかっくうっ, すは 

っ くっこけおぇいゃぇくぇ こけ ういょぇくうは う 
おぇすぇかけいう, ょけおけかおけすけ しう しこけき
くはき, ょけさう ぇい しぇきうはす くっ きけゅぇ 
ょぇ は こけおぇあぇ. ‶さっい 1957-きぇ 
うきぇ おぇすぇかけゅ, こさっい 1967-きぇ しっ 
こけはゃはゃぇ っょくぇ きぇかおぇ ぉさけてせさぇ, 
こさっい 1987-きぇ う きけくけゅさぇそうはすぇ.

╃ぇ しっ ゃなさくっき おなき ゃさない
おぇすぇ ╁う し ╉ぇいぇくかなお - おぇお
ゃけ ╁う けしすぇゃぇ すせお?

- ‶けしかっょくうすっ 15 ゅけょうくう うょ
ゃぇた いぇさぇょう くはおけかおけ くっとぇ. ┿い 
しなき しゃなさいぇく しなし しっきっえしすゃけすけ 
くぇ 〈っくの ‶うくょぇさっゃ, たせょけあくう
おなす, こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╇ょゃぇたきっ こさっい かは
すけすけ ゃ あうかうとっすけ くぇ 〈っくの う 
╃けくおぇ ‶うくょぇさっゃう. ¨す ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ, こけいくぇくしすゃけすけ う ぉかうい
おけ こさうはすっかしすゃけ う せつぇしすうっすけ 
きう ゃ ぇさたっけかけゅうつっしおぇすぇ っおしこっ
ょうちうは くぇ ╂っけさゅう ╉うすけゃ 〈╄╋‶. 
╂けょうくう くぇさっょ けぉうおぇかはたきっ こけ 
すさぇおうえしおうすっ きっしすぇ う きけゅう
かうすっ. ′け ╉ぇいぇくかなお いぇ きっく っ 
う っょうく しぇくすうきっくす - ゃさなとぇくっ 
おなき おけさっくうすっ, おなき たけさぇ, おけう
すけ しぇ ぉうかう ぉかういおう くぇ くぇてうは 
さけょ, くぇ くぇてぇすぇ そぇきうかうは. 
╋くけゅけ くっとぇ いぇ さけょぇ さぇいぉさぇた 
すせお, ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, ゃ きせいっは 
- けす ょうさっおすけさぇ ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ. 
╋くけゅけ くっとぇ こさけつっすけた. ╋くけゅけ 
くっとぇ ういせつうた けす くっゃっさけはすくうすっ 
しぉけさくうちう „╉ぇいぇくかなお ゃ きうくぇ
かけすけ う ょくっし”, けしけぉっくけ すっいう, 
こさっょう 9-すう しっこすっきゃさう う くぇえ-
ゃっつっ ゃ こなさゃうは けす 1904 - 1910-
すぇ. 〈ぇき うきぇ きくけゅけ くっとぇ - しこけ

きっくう いぇ ぉけっゃっすっ くぇ 【うこおぇ, くぇ 
させしおう けそうちっさう, こけあぇさなす くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ... 〈ぇき くぇきっさうた 
う つぇしす けす おけさっくうすっ しう, こうてっ う 
いぇ くぇてうは さけょ.

╇きぇてっ っょくぇ しすぇさぇ うしすけ
さうは し ╁ぇてっすけ あっかぇくうっ, 
おぇすけ くぇしかっょくうお こけ おさなゃ
くぇ かうくうは くぇ ‶ぇこぇいけゃぇすぇ 
おなとぇ, ょぇ けそけさきうすっ ぇさたう
すっおすせさくけ こさけしすさぇくしすゃけすけ 
おさぇえ くっは..., ゃけょうたすっ しな
ょっぉくう ょっかぇ しなし しっゅぇてくうすっ 
しけぉしすゃっくうちう...?    

- ′っ. ╄ょうくしすゃっくけ しなあぇかは
ゃぇき, つっ くっ ょぇょけたぇ さっいせかすぇす 
きくけゅけすけ さぇいゅけゃけさう, おけうすけ し 
¨ぉとうくぇすぇ ゃ くはおけかおけ きぇく
ょぇすぇ しっ ゃけょうたぇ けとっ けす 90-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお. 
¨とっ けす 1993-すぇ, し おきっすぇ ╂け
さけかけきけゃ う こさけつうっ... ′っ しっ 
こけかせつう けくけゃぇ ゅさぇょけせしすさけえ
しすゃっくけ ういきっくっくうっ, いぇ ょぇ 
きけあっ おなとぇすぇ ょぇ しっ こけょゃっょっ 
ゃ っょくけ しけぉしすゃっくけ こさけしすさぇく
しすゃけ, おなょっすけ ょぇ いぇしすぇくっ こけ  
こけ-ょけぉなさ くぇつうく, ょぇ しっ くぇ
きっさう こけ-ょけぉさけ ゅさぇょけせしすさけえ
しすゃっくけ さってっくうっ くぇ ちはかけすけ 
すけゃぇ おぇさっ. 〈うは せしうかうは くっ ょぇ
ょけたぇ さっいせかすぇす. ╃けおぇさぇたきっ ゅう 
ょけくはおなょっ, ょけえょっ くけゃ おきっす う 
すぇおぇ... ╉けかおけすけ ょけ しけぉしすゃっ
くけしすすぇ - すは こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
しっ ゃかぇつう ゃ ゅけかはきぇ さぇいこさぇ
ゃうは, いぇとけすけ ょっかぇすぇ こさうおかの
つうたぇ, くけ けしすぇくぇたぇ くぇ ╃けくつけ 
‶ぇこぇいけゃ くぇしかっょくうちう ゃなすさっ, 
ゃなくてくう たけさぇ, くぇ おけうすけ うきぇ 
けすしすなこっくう つぇしすう, ょけおけかおけすけ 
いくぇき, くけ くっ しなき いぇこけいくぇす ゃ 
こけょぉけさくけしすう. ┿ う ¨ぉとうくぇすぇ 
くっ きけあぇ ょぇ しっ こさっぉけさう いぇ 
しけぉしすゃっくけしすすぇ. ╇きぇき つせゃ
しすゃけすけ, つっ ゃ っょうく きけきっくす ¨ぉ
とうくぇすぇ うしおぇてっ ょぇ こさうょけぉうっ 
すけいう うきけす, けすさうつぇえおう こさぇゃけ
すけ くぇ くぇしかっょくうちうすっ, くけ すけゃぇ 
こなお ぉってっ こさけしすけ しきってくけ.

┿ ╁ぇてぇすぇ さけょしすゃっくぇ ゃさないおぇ 
し ‶ぇこぇいけゃぇすぇ おなとぇ おぇおゃぇ っ? 

- ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ ゅかっょぇきっ 
おさなゃくぇすぇ さけょしすゃっくぇ かうくうは, 
おなとぇすぇ うょゃぇ くけさきぇかくけ ゃ くぇ
てうは さけょ. ╋けはすぇ さけょぇ うょゃぇ 
こけ かうくうはすぇ くぇ ういゃっしすくうは けぉ
とっしすゃっくうお う さけいけすなさゅけゃっち  
╉けしすぇょうく ╉けえけけかせ - けすすぇき 
うょゃぇ きくけゅけ うくすっさっしくけ さけょけ
しかけゃくけ ょなさゃけ, おけっすけ しなき くぇ
こさぇゃうか - ぉぇぉぇ きう, こさぇぉぇぉぇ 
きう う す.く. 〉しこけさっょくけ ゃなさゃう 
ょさせゅけすけ ょなさゃけ - くぇ ぉさぇすはすぇ 
‶ぇこぇいけゃう - ╃うきうすさけ けす くぇ
てうは さけょ う ╀けすぬけ ‶ぇこぇいけゃ - 
おなょっすけ ゃなさゃう さけょなす くぇ ╃けく
つけ ‶ぇこぇいけゃ, しっゅぇ しけぉしすゃっくうお 
くぇ おなとぇすぇ. ╇ すなえ おぇすけ っ くぇ
こさぇゃっくけ っょくけ けしうくけゃはゃぇくっ, 
せしすぇくけゃっくけ きぇかおけ しかっょ ¨し
ゃけぉけあょっくうっすけ, いぇすけゃぇ ‶ぇこぇ
いけゃぇすぇ おなとぇ けすうゃぇ ゃ つぇしす
すぇ くぇ ╀けすぬけ ‶ぇこぇいけゃ う ょくっし 
- くぇ ╃けくつけ ‶ぇこぇいけゃ. ╇くぇつっ, 
こけ おさなゃくぇ かうくうは, うょゃぇ こさう 
くぇし, ぇ おなとぇすぇ くぇ しぇきうは ╀けすぬけ 
っ ぉうかぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ょくって
くうは 〉くうゃっさきぇゅ. 〈けゃぇ しっ いくぇっ, 
うきぇ は ゃ おぇょぇしすさうすっ. ╉けゅぇすけ 
しっ しすさけう ╂〉╋, しっ しなぉぇさはす くは
おけかおけ おなとう, ゃおかのつうすっかくけ う 
くぇ ╀けすぬけ ‶ぇこぇいけゃ, ぇ くぇてぇすぇ 
っ けすいぇょ. ‶けきくは すっいう おなとう けす 
ゃさっきっすけ こさっょう 1970-すぇ, おけゅぇ
すけ こさっい 1967-きぇ 』せょけきうさ くぇ
こさぇゃう こなさゃうは しうきこけいうせき いぇ 
ょはょけ きう  ╇ゃぇく ╋うかっゃ – こけ こけ
ゃけょ 40 ゅけょうくう けす しきなさすすぇ きせ.    

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇しすうくしおう てぇきこうけく こけ おかぇ-
しうつっしおぇ ぉけさぉぇ ゃしっおう ょっく 

こさっしうつぇ こけさすぇかぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - くぇ こかけとぇょ-
おぇすぇ おさぇえ ╋なゅかうあ. ╇しすうくしおうはす 
てぇきこうけく - けす こかなす う おさなゃ, しっ 
おぇいゃぇ 〈っくぬけ ╂っけさゅうっゃ 〈っくっゃ.   
╄ゃさけこっえしおう てぇきこうけく ゃ くぇえ-

かっおぇすぇ おぇすっゅけさうは くぇ おかぇしうつっ-
しおぇすぇ ぉけさぉぇ - 55 おゅ けす 1989-すぇ 
ゃ ╂っさきぇくうは, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ 
っあっょくっゃくけすけ しう こさうしなしすゃうっ ゃ 
いぇゃけょぇ: „╇しおぇた しかっょ 20 ゅけょうくう 
こさけそっしうけくぇかくう いぇくうきぇくうは しなし 
しこけさす  くぇえ-こけしかっ ょぇ しっ しこさぇ う 
ょぇ しっ せしすぇくけゃは くぇ っょくけ きはしすけ.”  
╇ すけゃぇ きはしすけ っ ╆ぇゃけょ 4 - „┿さ-
しっくぇか”. ‶さうっきぇす 〈っくぬけ 〈っくっゃ 
ょぇ さぇぉけすう すせお, いぇとけすけ いょさぇ-
ゃぇすぇ こしうたうおぇ う ょうしちうこかうくぇすぇ, 
おけはすけ ゃけょう ょけ こけぉっょう くぇ すっこう-
たぇ, こさう けこぇしくけすけ う けすゅけゃけさくけ 
こさけういゃけょしすゃけ おさぇえ ╋なゅかうあ っ 
しなとけ すけかおけゃぇ くせあくぇ, おぇおすけ う 
ゃ しこけさすぇ. ‶なさゃけ うょゃぇ ゃ ╄くっさ-
ゅけ-きったぇくうつくうは けすょっか, こけしかっ 
きせ こさっこけさなつゃぇす おせさしぇ いぇ っかっお-
すさけ- う きけすけ-おぇさう. ╆ぇすけゃぇ, おけ-
ゅぇすけ こうすぇき てぇきこうけくぇ し おぇおゃけ 
せしっとぇくっ ゃけいう ゃしっおう ょっく ゅけすけ-
ゃぇすぇ こさけょせおちうは ょけ しおかぇょぇ, すけえ 
しっ せしきうたゃぇ こさけしすけ う くっ おぇいゃぇ 
くうとけ. ╋けあっ ぉう うきっくくけ すぇおぇ 
こけょたけあょぇ くぇ っょうく うしすうくしおう 
てぇきこうけく - くけしうすっか くぇ くぇえ-ゅけ-
かはきけすけ けすかうつうっ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ぉけさぉぇ - ╆かぇすっく こけはし けす すせさくうさぇ 
„′うおけかぇ ‶っすさけゃ” - くぇ 40-すけ きせ 
ういょぇくうっ.

【ぇきこうけくなす 〈っくぬけ 〈っくっゃ
っ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく

くぇ ╋なゅかうあ

╄ょうくしすゃっくうはす あうゃ こけつっすっく 

ゅさぇあょぇくうく. ¨しゃっく くっゅけ, 
ょけしおけさけ うきぇかけ けとっ っょうく 
こさけそっしけさ, くけ ゃっつっ - こけつう-
くぇか. ╁ ╋なゅかうあ, おぇすけ せつっ-
くうお, ゅけ けすおさうゃぇす しこっちうぇ-
かうしすう こけ ぉけさぉぇすぇ. ╉ぇおすけ 
しすぇゃぇてっ すけゅぇゃぇ - こさう けぉう-
おけかおう こけ せつうかうとぇすぇ. 〈ぇおぇ 
ゅけ ゃいうきぇす ゃ ]こけさすくけすけ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╋けあっ ぉう, 
いぇとけすけ きぇえおぇ きせ しっ いぇくう-
きぇゃぇかぇ しなし しこけさす - くぇゃさっ-
きっすけ すさっくうさぇかぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお しこけさすくぇ ゅうきくぇしすうおぇ, 
しっきっえしすゃけすけ ゅけ こせしおぇ ゃ 
せつうかうとっすけ ゃ けおさなあくうは 
ゅさぇょ. ¨すうゃぇ すぇき, ぉっい くう-
おけゅぇ ょぇ しっ っ いぇくうきぇゃぇか し 
ぉけさぉぇ. ′け こけつゃぇす せしこったう-
すっ. 〉しこったう, きぇさおうさぇくう し 
ょっしっすおう きっょぇかう, いぇ おけうすけ 
しおけさけ 〈っくぬけ 〈っくっゃ ゃおなとう 
とっ しう こさぇゃう う しこっちうぇかっく 
おなす - すけかおけゃぇ しぇ きくけゅけ う 
きっょぇかうすっ, う おせこうすっ, つっ うし-
おぇす しこっちうぇかくけ きはしすけ. ′は-
おけう けす きっょぇかうすっ しう 〈っくぬけ 
こけょぇさはゃぇか. 〈っいう, おけうすけ くっ 
ぉうかう いぇ こなさゃけすけ きはしすけ, くっ 
きせ ぉうかう けしけぉっくけ ちっくくう... 
′け, しこっつっかうか すけかおけゃぇ 
きくけゅけ したゃぇすおう, っゃさけてぇき-
こうけくなす けす ╂っさきぇくうは こさっい 
1989-すぇ う ゃうちっっゃさけこっえしおう 
てぇきこうけく けす 2002-さぇ ゃなゃ 
《うくかぇくょうは, くぇえ-きくけゅけ しう 
ちっくう っょくけ ょさせゅけ - ぉさけく-
いけゃけ けすかうつうっ. ╋っょぇかなす けす 
しなしすっいぇくうっ ゃ ╋けしおゃぇ こさっい 
1993-すぇ いぇ ╉せこぇすぇ „╇ゃぇく 
‶けょょせぉくう”. 〈ぇき しっ はゃはゃぇかう 
ぉけさちう けす ゃしうつおう ぉうゃてう 16 
さっこせぉかうおう う ょさせゅう しすさぇくう 
こけ しゃっすぇ. ]なしすっいぇくうっすけ っ 
しさっょ くぇえ-すっあおうすっ, しこけ-

ょっかは し ゅけさょけしす う 
ょくっし 〈っくぬけ 〈っくっゃ.
╆ぇ たけさぇすぇ, し おけう-

すけ さぇぉけすう, こけゃっつっ-
すけ - あっくう, 〈っくぬけ 
くっ きうしかう, つっ っ けす 
いくぇつっくうっ くっゅけゃぇ-
すぇ ぉけゅぇすぇ しこけさすくぇ 
おぇさうっさぇ. ′っ っ しう-
ゅせさっく ょけさう ょぇかう 
ゃしうつおう いくぇはす いぇ 
くっは, いぇとけすけ くっ 
ょけこせしおぇ, つっ あっ-
くうすっ さぇいぉうさぇす けす 
おかぇしうつっしおぇ ぉけさぉぇ. 
„╋けあっ こけ-しおけさけ 
- けす しゃけぉけょくぇ...”, 
し おさけすおぇ せしきうゃおぇ 
けすぉっかはいゃぇ てぇきこう-
けくなす, ょけおぇすけ さぇい-
ゅさなとぇ こかぇおぇす し 
けすかうつっくうすっ しこけさ-
すうしすう くぇ ╉のしすっく-
ょうか けす 2003-すぇ, 
おけゅぇすけ しすぇゃぇ すぇき 
]こけさすうしす わ1. ╁ 
╉のしすっくょうか, いぇとけ-
すけ おぇさうっさぇすぇ きせ 
こさうおかのつゃぇ すぇき - ゃ 
╉かせぉ „╁ぇしうか ╇かう-
っゃ”. ̈ す さぇぉけすぇすぇ しう 
ゃ すけいう おかせぉ 〈っくぬけ 
うきぇ けすかうつくう しこけ-
きっくう いぇ ょけぉさぇすぇ 
ゅさうあぇ おなき しこけさ-
すうしすうすっ. ╆ぇとけすけ, 
〈っくっゃ っ さぇいぉさぇか, 
つっ ぉけさぉぇすぇ っ ぉっ-
ょっく しこけさす, こぇさう 
くっ くけしう, ぇ くはきぇ 
かう こぇさう いぇ ゅさうあぇ 
おなき しこけさすうしすぇ, くっ 
うょゃぇす う くぇゅさぇょうすっ. 
╁ ╉のしすっくょうか くっ 
ぉうかけ おぇすけ ょさせゅぇ-
ょっ. ╉けかおけすけ ょけ こぇ-
さうすっ, 〈っくぬけ きうしかう, 
つっ いぇ ゃしはおけ くっとけ 
っ すぇおぇ, くっ しぇきけ ゃ 

しこけさすぇ – くせあくう しぇ しさっょしすゃぇ, 
いぇ ょぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ, ょぇ しっ 
こけかせつぇゃぇす うしすうくしおう くっとぇ-
すぇ. 〈ぇおぇ ぉうかけ う ゃ ╂っさきぇくうは, 
おなょっすけ 〈っくっゃ けしすぇゃぇ ょけ 33-
すぇすぇ しう ゅけょうくぇ. ¨すかうつくぇ すせお 
っ ゅさうあぇすぇ けす おかせぉぇ, おけえすけ 
こさうゃかうつぇ しぇきけ てぇきこうけくう 
- ╊のおっくゃぇかょっ, ゃ くっこけしさっょ-
しすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ しすけかうちぇすぇ 
╀っさかうく. 〈ぇき 〈っくぬけ さぇぉけすう 
こさっい 2004 - 2005-すぇ, ゃっつっ 
くぇょ 30-ゅけょうてっく. ╆ぇすけゃぇ 
こさっおなしゃぇ う しっ ゃさなとぇ せ くぇし. 
„′ぇゃさっきっすけ くっ くう こせしおぇたぇ 
ゃ つせあぉうくぇ, ょけおぇすけ しきっ こけ-
きかぇょう, うきぇてっ けゅさぇくうつっくうは”, 
けぉはしくはゃぇ すぇいう つぇしす けす あうゃけ-
すぇ しう 〈っくぬけ 〈っくっゃ. ╅うゃけす くぇ 
ぇおすうゃっく しこけさすうしす, 20 ゅけょうくう 
こさっきうくぇか ゃ したゃぇすおう う ゅけくうす-
ぉぇ くぇ きぇかおうすっ おうかけゅさぇきう くぇ 
おぇすっゅけさうはすぇ. ╆ぇとけすけ くうおぇお 
くっ っ かっしくけ ょぇ しっ こけょょなさあぇ 
そけさきぇすぇ う ょぇ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ 
けすしかぇぉゃぇて くぇぉなさいけ し こけ 10 
おうかけゅさぇきぇ. 〈っくぬけ ゅけ っ こさぇ-
ゃうか. ╇ いぇ すけゃぇ しこけょっかは こぇお 
くぇぉなさいけ う こさっい せしきうゃおぇ.

„┿さしっくぇか” う ぉけさぉぇすぇ
- ゃ っょくけ

〈けゃぇ っ ゃないきけあくけ, しすぇゃぇ 
はしくけ けす しこけょっかっくけすけ ゃ さぇい-
ゅけゃけさぇ くぇぉなさいけ. ]ぇきけ こさっょう 
ょくう かうつくけ おきっすなす くぇ ╋なゅかうあ 
しっ こけうくすっさっしせゃぇか けす 〈っくぬけ う 
ゅけ こけおぇくうか ょぇ ゃないしすぇくけゃはす 
きっしすくうは おかせぉ こけ ぉけさぉぇ: „╆ぇ 
ょぇ うきぇきっ う ょけぉさう くけゃうくう”, 
きけすうゃうさぇか しっ ゅさぇょけくぇつぇか-
くうおなす ╂けしこけょうく ╂けしこけょうくけゃ.                  
╆ぇしっゅぇ ゃしうつおけ っ けとっ くけゃぇ 

うょっは, くけ いぇ 〈っくぬけ いぇくうきぇくう-
っすけ し ょっちぇすぇ  くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ とっ くぇこせしおぇ けさなあっえくう-
ちぇすぇ. ╇しすうくしおう っ せつせょっく けす 
おきっすしおけすけ こさっょかけあっくうっ, くけ 
きうしかう ゃなさたせ くっゅけ. ′っ きせ う 
きうくぇゃぇ こさっい せき ょぇ くぇこせしおぇ 
さけょくうは ╋なゅかうあ - すせお っ しこけ-
おけえくけ, しなこさせゅぇすぇ きせ さぇぉけすう 
- こなさゃけ ゃ きっしすくぇすぇ けぉとうく-
しおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, しっゅぇ - ゃ 
¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
しつっすけゃけょうすっか.

7-ゅけょうてくうはす しうく
しなとけ うきぇ しこけさすくう ょぇくくう

〈っくぬけ っ いぇぉっかはいぇか すけゃぇ, くけ 
けとっ くっ きうしかはす くうとけ おけくおさっす-
くけ いぇ しこけさすくぇ おぇさうっさぇ. ╉ぇすけ 
こさけそっしうけくぇかっく しこけさすうしす, 
ぉぇとぇすぇ いくぇっ, つっ すけゃぇ っ しゃなさ-
いぇくけ し きくけゅけ さうしおけゃっ. 〈っくっゃ 
っ こさっあうゃはか „ういゃぇあょぇくっ” 

くぇ さぇきけすけ, くぇ さなおぇすぇ, けこっ-
さぇちうう... 〈さぇゃきうすっ しぇ つぇしす 
けす こさけそっしうけくぇかくうは しこけさす, 
けぉはしくはゃぇ てぇきこうけくなす, おけえすけ 
ういぉうさぇ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ しかけ-
あう ゃ さっょ あうゃけすぇ しう. ┿ ゃ あう-
ゃけすぇ きせ うきぇ ょけしすぇすなつくけ こさっ-
あうゃはゃぇくうは, いぇ ょぇ うしおぇ きぇかおけ 
しこけおけえしすゃうっ. ╆ぇょ ゅなさぉぇ しう 
くけしうすっかはす くぇ ╆かぇすくうは こけはし 
„′うおけかぇ ‶っすさけゃ” うきぇ しすけすう-
ちう こなすせゃぇくうは けす しなしすっいぇくうは 
こけ しゃっすぇ, せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ 
すさっくうさぇ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ こけおけえくうは ╃うくおけ ‶っすさけゃ 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くぇ ╂っけさゅう 
╋なさおけゃ - ゃ くぇちうけくぇかくうは けす-
ぉけさ, くぇ ]すけえつけ ╇ゃぇくけゃ う ╁ぇ-
かっさう [ぇえつっゃ - ゃ ╉のしすっくょうか... 
╊うつくぇ しくうきおぇ いぇ しこけきっく ゃ 
こさっゅさなょおぇ し ╀けはく [ぇょっゃ っ 
ちっくくけ けすょっかっくぇ ゃ ぇさたうゃうすっ 
くぇ てぇきこうけくぇ, おけえすけ, けしゃっく 
]こけさすうしす わ1 くぇ ╉のしすっくょうか 
けす 2003-すぇ, っ う ]こけさすうしす わ1 

くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ けとっ こさっい 
1989-すぇ. ╁ すっそすっさぇ し かうつくう-
すっ おけくすぇおすう くぇ ぇさしっくぇかっちぇ 
〈っくぬけ 〈っくっゃ しぇ しこけきっくうすっ けす 
しなゃきっしすくうは あうゃけす こけ しこけさす-
くうすっ かぇゅっさう, おなょっすけ ゃしっ 
ぉうかう いぇっょくけ, し っょくぇ ょさせゅぇ 
ぉかはしおぇゃぇ いゃっいょぇ くぇ さけょくぇすぇ 
ぉけさぉぇ - ┿さきっく ′ぇいぇさはく, すさう 
こなすう けかうきこうえしおう てぇきこうけく.
¨ぉとけすけ しこけさすくけ きうくぇかけ しなし 

いゃっいょう けす すぇおぇゃぇ ゃっかうつうくぇ 
くぇ こさなゃ こけゅかっょ っ くっしなゃきっし-
すうきけ し ょくってくけすけ ぉうすうっ くぇ 
さぇぉけすくうお, おけえすけ ゃけいう ゃいさう-
ゃけけこぇしくう ゃっとっしすゃぇ ゃ けさなあっ-
っく いぇゃけょ. ′っ う いぇ 〈っくぬけ 〈っ-
くっゃ - すせお きせ っ: ”′ぇえ-せょけぉくけ 
う くぇえ-ぉかういけ”.  
]こけさすなす けしすぇゃぇ いぇょ ゅなさぉぇ 

きせ - こさっょう 》さうしすけゃうすっ 33. 
]っゅぇ ゃっつっ っ くぇ 40 う きうしかう いぇ 
ぉなょっとっすけ. ┿ すけ しっ けつっさすぇゃぇ 
すせお, ゃ ╋なゅかうあ, ゃ すさうなゅなかくう-

おぇ: しっきっえしすゃけすけ - しこけさすくぇすぇ 
ょっすしおぇ ておけかぇ, おけはすけ こさっょ-
しすけう ょぇ ゃけょう, う - „┿さしっくぇか”, 
╆ぇゃけょ 4. 
╃させゅけ くっ きせ すさはぉゃぇ - さぇゃ-

くけしきっすおぇすぇ きせ う すぇおぇ っ ょけ-
ぉさぇ, こさう すけゃぇ - けとっ くぇ 40 
ゅけょうくう: けす きっつすうすっ くぇ おかぇしぇ 
し 20 ょっちぇ ゃ ]こけさすくけすけ せつう-
かうとっ くぇゃさっきっすけ, しぇきけ ょゃぇきぇ 
しっ けすょぇかう こさけそっしうけくぇかくけ 
くぇ ゃうしけおけすけ しこけさすくけ きぇえ-
しすけさしすゃけ. ′け すけつくけ すぇおぇゃぇ っ 
う しすぇすうしすうおぇすぇ - けす 20 ょせてう 
っょうく-ょゃぇきぇ くぇこさっょ, しっ しつうすぇ 
ゅけかはき せしこった. 
〈っくぬけ 〈っくっゃ っ っょうく けす せし-

こっかうすっ. ╇ きぇおぇさ ょぇ きうしかう, 
つっ おけかっゅうすっ きせ くっ いくぇはす うかう 
くっ けぉさなとぇす くぇ すけゃぇ けしくけゃくけ 
ゃくうきぇくうっ, けさなあっえくうちうすっ けす 
╆ぇゃけょ 4 しう ゅけ ちっくはす う けぉうつぇす 
きくけゅけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Със семейството си
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Теньо Тенев с наставниците си

うきぇ ゃさないおぇ し ╉ぇいぇくかなお. ╉けゅぇすけ さってぇゃぇす ょぇ しっ けあっくはす, さぇいおぇいゃぇ ぇさた. 〈けょけさけゃ, ╇ゃぇく ╋うかっゃ う ╄おぇ
すっさうくぇ ′ぇせきけゃぇ うょゃぇす すせお, ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇすは ゅけ ょけゃっあょぇ ょぇ ゅけ いぇこけいくぇっ し そぇきうかうはすぇ しう – ぉけゅぇすぇすぇ 
そぇきうかうは, ゃ おけはすけ こけこぇょぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ – しうく くぇ せつうすっか, し ょはょけ – けゃつぇさ けす 【うこおぇ... ╋ぇえおぇすぇ くぇ ぇさた. 
〈けょけさけゃ, ╋ぇさうは, しっ さぇあょぇ しっょっき きっしっちぇ こさっょう ゅけかっきうはす ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお ょぇ こけつうくっ こさっい 1927 
ゅけょうくぇ けす ゃすけさぇすぇ ゃなかくぇ くぇ うしこぇくしおうは ゅさうこ – っょゃぇ 30-ゅけょうてっく.
┿さた. 〈けょけさけゃ うきぇ う ょさせゅぇ ゃさないおぇ し ╉ぇいぇくかなお – しなこさせゅぇすぇ きせ ]うかゃうは  っ ょなとっさは くぇ ╃けくおぇ ‶うくょぇ

さっゃぇ, しなこさせゅぇ くぇ 〈っくの ‶うくょぇさっゃ, こけつっすっく  ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういゃっしすっく ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお, 
おけえすけ こけつうくぇ こさっょう ょゃっ ゅけょうくう. 
╇いかけあぉぇすぇ ゃ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ っょくけ けす くぇえ-はさおうすっ しなぉうすうは ゃ こさぇいくうちうすっ. 〈は 

とっ けしすぇくっ ゃ いぇかうすっ くぇ ゅぇかっさうはすぇ ょけ 1-ゃう きぇえ. ╆ぇ くっは う いぇ ぇゃすけさぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ さぇいゅけゃぇさはたきっ し ゃくせおぇ 
きせ ]ぇてけ (]こっちうぇかっく ゅけしす くぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ ういかけあぉぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ 
』せょけきう¬さけゃうすっ こさぇいくうちう ぉっ ゃくせおなす くぇ ゅけかっきうは ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお – ぇさた. ┿かっおしぇくょなさ 〈けょけさけゃ, 
くぇ しくうきおぇすぇ – ゃょはしくけ).

]こっちうぇかっく ゅけしす くぇ けす
おさうゃぇくっすけ くぇ ういかけあ
ぉぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ ゃ 
╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ 
』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう  
ぉっ ゃくせおなす くぇ ゅけかっきうは 
ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお – 
ぇさた. ┿かっおしぇくょなさ 〈けょけ
さけゃ. ┿さたうすっおす 〈けょけさけゃ 
っ しゃなさいぇく し ╉ぇいぇくかなお う 
こけ かうくうは くぇ しなこさせゅぇすぇ 
くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ – ╉ぇすは 
′ぇせきけゃぇ, けす ぉけゅぇす おぇいぇく
かなておう さけょ. ╄おぇすっさうくぇ 
っ いぇゃなさてうかぇ ゃ ╂っさきぇ
くうは, うきぇ ょゃっ ゃうしてう けぉ
さぇいけゃぇくうは – きせいうおぇかくぇ 
こっょぇゅけゅうおぇ ゃ ╋のくたっく,  
せしこけさっょくけ せつう う そうかけ
しけそうは. ╆ぇこけいくぇゃぇ しっ し 
╇ゃぇく ╋うかっゃ しかせつぇえくけ, 
くぇ っょくぇ ういかけあぉぇ, ぉっい ょぇ 
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

21 ぇこさうか ‶さぇいくうお くぇ ゃけっくくけすけ おけくすさぇさぇいせいくぇゃぇくっ
 - [けょっく っ 『ゃっすぇく [ぇょけしかぇゃけゃ - ぇゃすけさ くぇ こっしっくすぇ „╂けさ

ょぇ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ“, こけ-おなしくけ たぇさきけくういうさぇくぇ けす ╃けぉさう 》さう
しすけゃ;  - [けょっくぇ っ 【ぇさかけす ╀さけくすっ - ぇくゅかうえしおぇ こうしぇすっかおぇ 
/“╃あっえく ╄なさ”/;  - 〉きうさぇ ╋ぇさお 〈ゃっく - ぇきっさうおぇくしおう こうしぇ
すっか /“‶さうくちなす う こさけしはおなす”/;  - ‶さうおかのつゃぇ ╁うっすくぇきしおぇすぇ 
ゃけえくぇ, けすくっかぇ あうゃけすぇ くぇ 56 000 ぇきっさうおぇくちう う くぇ 1 きかく. う 300 
たうかはょう  ゃうっすくぇきちう.
22 ぇこさうか 〈けきうくぇ くっょっかは ]ゃっすけゃっく  ょっく くぇ ╆っきはすぇ

‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ っおけかけいうすっ  - [けょっく っ 
[ぇょけえ [ぇかうく - ぇゃすけさ くぇ しぇすうさうつくう しこっおすぇおかう う しちっくぇさうう いぇ 
そうかきう;  - ╁ 》のしすなく っ ういゃなさてっくぇ こなさゃぇすぇ すさぇくしこかぇくすぇ
ちうは くぇ つけゃっておけ けおけ.
23 ぇこさうか ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ おくうゅぇすぇ う ぇゃすけさしおけすけ こさぇ

ゃけ  - [けょっく っ 〉うかはき 【っおしこうさ. 〉きうさぇ ゃ しなとうは ょっく こさっい 
1616 ゅ. くぇ 52 ゅけょうくう;  - 〉きうさぇ ぇゃすけさなす くぇ “╃けく ╉うたけす” 
╋うゅっか ょっ ]っさゃぇくすっし;  - ¨すおさうす っ ╉さぇかしおうはす 【っおしこうさけゃ 
すっぇすなさ;  - ╁ ╊けき っ しないょぇょっくけ こなさゃけすけ ぉなかゅぇさしおけ つうすぇ
かうとっ;  - ╁ ╀なかゅぇさうは っ こさうっす ╆ぇおけく いぇ こさうゃぇすういぇちうはすぇ.
24 ぇこさうか ]ゃっすけゃっく  ょっく くぇ こけぉさぇすうきっくうすっ ゅさぇょけゃっ

╋っあょせくぇさけょっく ょっく ゃ こぇきっす くぇ あっさすゃうすっ くぇ ┿さきっくしおうは 
ゅっくけちうょ /1915 – 1923 ゅ./  - ̈ ぉはゃっくぇ っ [せしおけ-すせさしおぇ
すぇ けしゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ.
25 ぇこさうか  - [けょっく っ ╂うかっかきけ ╋ぇさおけくう - しないょぇすっか 

くぇ さぇょうけすけ;  - ╁ とぇすぇ ′の ╈けさお いぇ こなさゃう こなす ゃ しゃっすぇ しぇ 
ゃなゃっょっくう ぇゃすけきけぉうかくうすっ くけきっさぇ;
26 ぇこさうか ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉ

しすゃっくけしす  ╃っく くぇ すさぇゅっょうはすぇ ゃ 』っさくけぉうか  - 〉きうさぇ 
╃ぇくうっか ╃っそけ - ぇゃすけさ くぇ くぇょ 250 こさけういゃっょっくうは /“[けぉうくいけく 
╉させいけ“/;  - 〉きうさぇ ╃っつおけ 〉いせくけゃ - ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお, 
さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお.
27 ぇこさうか  - ╆ぇ こなさゃう こなす っ こけしはすぇ こてっくうちぇ - ゃ ╉ぇ

くぇょぇ;  - [けょっく っ ‶っくつけ ]かぇゃっえおけゃ - こけっす う こさっゃけょぇつ 
/“[ぇかうちぇ”, “╉なさゃぇゃぇ こっしっく”/.
28 ぇこさうか ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉっいけこぇしくけしす う おせかすせさぇ くぇ 

すさせょぇ  - ╁ ╊けくょけく っ けすおさうす しすぇょうけく “〉っきぉかう” し おぇこぇちう
すっす 100 000 きっしすぇ.
29 ぇこさうか ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ うきせくけかけゅうはすぇ

╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぉぇかっすぇ  - ╃あけせいっそ 〈けきしなく 
けすおさうゃぇ っかっおすさけくぇ;  - 》うすかっさ う ╄ゃぇ ╀さぇせく しっ あっくはす ゃ 
こけょいっきっく ぉせくおっさ, くぇ しかっょゃぇとうは ょっく しっ しぇきけせぉうゃぇす.
30 ぇこさうか  - [けょっく っ ぅさけしかぇゃ 》ぇてっお - つっておう こうしぇすっか, 

しないょぇか けぉさぇいぇ くぇ たさぇぉさうは ゃけえくうお 【ゃっえお;  - ‶けしすさけっく 
っ ╄きこぇえなさ ]すっえす ぉうかょうくゅ - くぇえ-ゅけかはきけすけ いょぇくうっ ゃ しゃっすぇ おなき 
きけきっくすぇ.
01 きぇえ ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ すさせょぇ う さぇぉけすくうつっ

しおぇすぇ しけかうょぇさくけしす ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し ぇしすきぇすぇ
‶さけさけお ╈っさっきうは, ╇さうきうくょっく うかう ╆なきしおう ょっく
- ┿くゅかうは, 【けすかぇくょうは う 〉っかし しっ けぉっょうくはゃぇす ゃ っょくぇ ょなさあぇゃぇ 
こけょ うきっすけ ╁っかうおけぉさうすぇくうは;  - ¨すおさうす っ ′ぇちうけくぇかくう
はす しすぇょうけく “╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ ]けそうは;  - ╇いかういぇ おくうゅぇすぇ 
くぇ ╅っかぬけ ╅っかっゃ “《ぇてういきなす”; - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく 
しおせかこすけさなす ╃けおけ ╃けおけゃ; - [けょっく  っ うくあ. ╉させき 》さうしすけゃ 
– ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” けす 1993 ょけ 1997 ゅ. - 
ゅけょうくぇすぇ, こさっい おけはすけ せきうさぇ.
02 きぇえ  - 〉きうさぇ ぉなかゅぇさしおうはす おくはい ╀けさうし ┶ - ‶けおさなし

すうすっか;  - [けょっく っ こうしぇすっかはす ╃あっさけき ╃あっさけき /“‶さぇいくう 
きうしかう くぇ っょうく こさぇいっく つけゃっお“, „〈さうきぇ ゃ っょくぇ かけょおぇ (ぉっい ょぇ しっ 
ぉさけう おせつっすけ)“;  - ╁ ]すけおたけかき いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ╋っあょせくぇ
さけょくうはす すさうぉせくぇか いぇ ゃけっくくう こさっしすなこかっくうは.
03 きぇえ ╃っく くぇ しゃけぉけょくけすけ しかけゃけ  - [けょっく っ ╇ゃぇく 

┿くょけくけゃ - ぇおすぬけさ /“¨すおかけくっくうっ”, “╇ゃぇく ╉けくょぇさっゃ”/ う さっあう
しぬけさ /“╃せくぇゃ きけしす”, “¨こぇしっく つぇさ”/;  - 〉きうさぇ ╃ぇかうょぇ - 
こっゃうちぇ し さっこっさすけぇさ けす くぇょ 800 こっしくう.
04 きぇえ  - [けょっく っ ╀ぇさすけかけきっけ ╉さうしすけそけさう - うすぇかうぇく

しおう きせいうおぇくす, しつうすぇく いぇ ういけぉさっすぇすっか くぇ こうぇくけすけ;  - ╁なゃ 
《さぇくちうは しっ こけはゃはゃぇ こなさゃうはす しゅなゃぇっき つぇょなさ;  - ]ないょぇ
ょっくぇ っ ╀なかゅぇさしおぇすぇ いっきしおぇ ゃけえしおぇ;  - [けょっく っ ╂っけさゅう 
┿しこぇさせたけゃ-╂せくょう - ぉなかゅぇさしおう そせすぉけかうしす.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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【そうあ てうひちおけ かおけせつてうかせけみて たあてかせてかせ つたかぬけあしけつて う  ちあこそせあ, ちあいそてかは う „╅ちつかせあし”,  けせき. 【かすかせときさあ 》そたそうあ

╁ こぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ, 
おなょっすけ つっしすけ たけょう, くっ え 

いくぇはす きぇかおけすけ うきっ. ╆ぇ ゃしうつ-
おう すぇき すは っ こさけしすけ „┿さしっくぇか”.  
╃けすけかおけゃぇ しっ っ しさぇしくぇかぇ う 
しかはかぇ し きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”, つっ 
こさけしすけ くっ っ くせあくけ ょぇ しっ  けぉはし-
くはゃぇ こけゃっつっ. ‶けはゃう かう しっ すぇき, 
いくぇつう くっとけ ゃぇあくけ ゃ っょくぇ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ そうさきう  けす  ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは う すったくう-
つっしおぇ きうしなか しっ っ しかせつうかけ.  
╆ぇ うくあ. 〈っきっくせあおぇ ‶けこけ-

ゃぇ くはきぇ すぇえくう ゃ すぇいう, うくぇつっ 
すけかおけゃぇ しかけあくけ ういゅかっあょぇ-
とぇ, こけょさっょっくぇ, さっしこっおすうさぇ-
とぇ けすおなき いくぇくうは う すはたくぇすぇ 
しこっちうそうおぇ, こさけそっしうは - くぇ 
こぇすっくすくうは しこっちうぇかうしす. ‶けし-
ゃっとぇゃぇ しっ くぇ すぇいう そうくぇ う 
こさっちういくぇ くぇせおぇ こさっょう こけ-
ゃっつっ けす 30 ゅけょうくう, けとっ おぇすけ 
しすせょっくすおぇ ゃ 〈〉-╂ぇぉさけゃけ.   
‶け-おなしくけ, おけゅぇすけ こけしすなこゃぇ 

くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” おぇすけ 
おけくしすさせおすけさ, う すけ こけ つか. 64,  
くっ っ こさっょこけかぇゅぇかぇ, つっ くぇ 
てっゅぇ すけいう つか. 64 とっ しっ こさっ-
ゃなさくっ ゃ しなょぉぇ う こさけそっしうは いぇ 
ちはか あうゃけす.
‶さっい 80-すっ ゅけょうくう くぇ きう-

くぇかうは ゃっお ょけすけゅぇゃぇてくぇすぇ 
いぇゃっあょぇとぇ しこっちうぇかうしすおぇ 
„[ぇちうけくぇかういぇちうう う ういけぉさっ-
すっくうは” ′っかう ぅくつっゃぇ っ こさっ-
きっしすっくぇ くぇ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇ 
うくあ. 〈っきっくせあおぇ ‶けこけゃぇ - ょぇ 
こけっきっ こけつすう くぇ てっゅぇ すぇいう 
すけかおけゃぇ けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, っ 
くっ しぇきけ ゅけかはきけ こさっょういゃうおぇ-
すっかしすゃけ, くけ う おぇせいぇ ゃ かうつっく 
こかぇく - ょぇ こさけゃっさう しっぉっ しう う 
かのぉけゃすぇ しう おなき こぇすっくすくけすけ 
ょっかけ. ╆ぇ ちっかすぇ いぇゃなさてゃぇ う 
2-ゅけょうてくぇすぇ しこっちうぇかういうさぇ-
くぇ ておけかぇ すけゅぇゃぇ ゃ ]けそうは.  
]っゅぇ, けす さぇいしすけはくうっすけ くぇ 

ゃさっきっすけ, っ ょけゃけかくぇ いぇ すけゃぇ 
しう こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. ╆ぇ-
とけすけ けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ しう, 
つせゃしすゃぇ しっ  けちっくっくぇ う せゃぇ-
あぇゃぇくぇ いぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, 
せしっとぇ ゃいぇうきくけすけ ょけゃっさうっ 
きっあょせ くっは う ぇさしっくぇかしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, くっけちっくうきぇ っ 
けおぇいぇくぇすぇ え こけょおさっこぇ う けす-
いうゃつうゃけしす. ′ぇきうさぇ さぇぉけすぇすぇ  
しう いぇ きくけゅけ けすゅけゃけさくぇ  う うく-
すっさっしくぇ, こさっょういゃうおぇすっかくぇ う 
すゃけさつっしおぇ. ] きうしなか う いぇ  こけ-
おけかっくうはすぇ しかっょ くぇし. ╆ぇとけすけ 
くっ っ かっしくけ くぇ こかっとうすっ すう ょぇ 
すっあう すぇおぇゃぇ けすゅけゃけさくけしす: くぇ 
こさぇおすうおぇ ぉっい さぇぉけすぇすぇ くぇ 
〈っきっくせあおぇ ‶けこけゃぇ けくけゃぇ, 
おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”,  
くはきぇ ょぇ うきぇ すぇいう しゃっすけゃくぇ 
すっあっしす う こさっしすうあ. ╆ぇとけすけ  ゃ 
きぇさおぇすぇ っ ゃしうつおけ, すは こさけょぇ-
ゃぇ, けしけぉっくけ ゃ しゃはす くぇ こぇいぇさ-
くぇ うおけくけきうおぇ う ゅけかはきぇ おけく-
おせさっくちうは, おぇいゃぇ こぇすっくすくぇすぇ 
しこっちうぇかうしすおぇ.   
》ぇさっしゃぇき しう こさけそっしうはすぇ, 

いぇとけすけ ゃしっおう ょっく くぇせつぇゃぇき 
こけ くっとけ くけゃけ. ╆ぇ ょぇ さっ-
ゅうしすさうさぇて っょくけ ういけぉさっすっ-
くうっ うかう こけかっいっく きけょっか, しっ 
ういうしおゃぇ こさっちういくぇ さぇぉけすぇ, 
つっすっくっ, しこさぇゃおう ゃ しゃっすけゃくぇ 
くぇせつくぇ かうすっさぇすせさぇ, ゃ うく-
すっさくっす. ′せあくけ っ ょぇ しう きくけ-
ゅけ おけきこっすっくすっく すったくうつっしおう, 
いぇおけくけゃけ, ょぇ しう くぇはしくけ しなし 
しゃっすけゃくうすっ くけゃけしすう. ′はきぇて 
こさぇゃけ ょぇ こけょゃっょって すけいう, 
おけえすけ っ くぇょ すっぉ, ょかなあっく しう 

ょぇ いくぇって けすゅけゃけさうすっ くぇ ゃな-
こさけしうすっ, おけうすけ すう いぇょぇゃぇ, ょぇ 
しないくぇゃぇて けゅさけきくぇすぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす, おけはすけ くけしうて, しこけ-
ょっかは いぇ さぇぉけすぇすぇ しう 〈っきっ-
くせあおぇ ‶けこけゃぇ. 
╆ぇ くっは „┿さしっくぇか” っ う ぉけかおぇ. 

′っ きけゅぇ ょぇ ゅけ けしすぇゃは, ょぇ いぇ-
さっあぇ ゃしうつおけ うょぇ おぇあぇ „しすうゅぇ 

すけかおけゃぇ, すさなゅゃぇき しう”.  ╆ぇ きっく 
っ ゃぇあくけ さぇぉけすぇすぇ ょぇ ゃなさゃう 
しこけおけえくけ, くっ きけゅぇ  すけおせ-すぇおぇ 
ょぇ きぇたくぇ し さなおぇ う ょぇ しっ けす-
すっゅかは. ‶けかせつっくけすけ ょけゃっさうっ 
いぇょなかあぇゃぇ, おけさっおすくけしすすぇ, 
ょけゃっさうっすけ う けすくけてっくうっすけ 
しなとけ, こさういくぇゃぇ うくあ. ‶けこけ-
ゃぇ. ╉けはすけ ゃっつっ しっ けゅかっあょぇ う 
いぇ くぇしかっょくうお, おけえすけ こさっょう  
すけゃぇ きくけゅけ ょけぉさっ とっ けぉせつう; 
おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃかのぉう 
ゃ さぇぉけすぇ しう う ょぇ は ゃなさてう し 
けすくけてっくうっ う せゃぇあっくうっ. ╆ぇ-
とけすけ くはきぇ くうとけ こけ-ゃぇあくけ 
けす すけゃぇ ょぇ しう たぇさっしゃぇて さぇ-
ぉけすぇ, けとっ こけゃっつっ, おけゅぇすけ すは 
っ ゃうしけおけうくすっかうゅっくすくぇ, ょう-
くぇきうつくぇ, うくすっさっしくぇ. ′っ は 
かう けぉうつぇて, こさっつせこゃぇて, くっ 
しすぇゃぇ, おぇいゃぇ いぇ すぇえくうすっ くぇ 
こさけそっしうはすぇ う ょなかゅけゅけょうて-
くうは こかぇき, おけえすけ ゃかぇゅぇ ゃ くっは, 
〈っきっくせあおぇ ‶けこけゃぇ.  
′ぇきうさぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ こぇすっく-

すっく しこっちうぇかうしす いぇ くっきなあおぇ, 
おぇおすけ ぉなさいぇき ょぇ おかうてうさぇき 
ぇい. ′ぇこさけすうゃ, けぉけさゃぇ きっ すは, 
あっくぇすぇ っ こけ-ういこなかくうすっか-
くぇ, こけ-こさっちういくぇ, こけ-せこけさう-
すぇ. ′はきぇ かっしくけ ょぇ しっ けすおぇ-
あっ けす いぇこけつくぇすけすけ, しこけょっかは 
しこっちうぇかうしすおぇすぇ, いぇ おけはすけ  
こけつすう くはきぇ すぇえくう ゃ くけさきぇ-
すうゃくぇすぇ せさっょぉぇ. ]ぇきぇすぇ すは 
っ おぇすけ たけょっと しこさぇゃけつくうお. 
╁ おぇぉうくっすぇ え, いぇ しきっすおぇ けす 
ょけきぇ え, くはきぇ くうすけ っょくけ ちゃっ-
すっ, くけ こなお っ いぇょさなしすっく けす 
しこっちうぇかくぇ  かうすっさぇすせさぇ, いぇ-

おけくう, けそうちうぇかくうすっ ぉのかっすう-
くう くぇ こぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ 
う くぇ こさぇおすうおぇ っ きぇかおぇ すった-
くうつっしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ. ╋ぇおぇさ 
ょぇ うきぇ こさっおう くぇつぇかくうちう ゃ 
かうちっすけ くぇ ╀けさう ╀けさうしけゃ う 
》さうしすけ ]すさっておけゃ - ょうさっおすけさ 
くぇ 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは, すは 
しぇきぇすぇ しう っ っょくぇ きぇかおぇ ょう-

さっおちうは う くぇつぇかくうお くぇ しっぉっ 
しう. ‶さういくぇゃぇ, つっ こけくはおけゅぇ っ 
すさせょくけ, いぇとけすけ こさけしすけ くはきぇ 
おけゅけ ょぇ こうすぇて... いぇ しなゃっす. 
¨すゃなょ ゃさっきっすけ, こけしゃっすっくけ 

くぇ こぇすっくすう, すなさゅけゃしおう きぇさおう 
う ういけぉさっすっくうは, いぇ 〈っきっくせあ-
おぇ ‶けこけゃぇ くはきぇ くうとけ こけ-
こさっおさぇしくけ けす ょけきぇ う ちゃっすはすぇ. 
╉なとぇすぇ え こさっかうゃぇ けす すはた. ╆ぇ 
くっは すっ しぇ しこっちうそうつくぇ きぇすっ-
さうは, ょさせゅぇ きぇさおぇ, ょさせゅ しゃはす 
- しなし しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ しう こけいゃけかはゃぇ ょぇ 
こけしぇょう ちゃっすっ こさけしすけ っえ-すぇ-
おぇ, おぇすけ ゅけ くぇぉけょっ くはおなょっ ゃ 
くっとけ しう. ╁しうつおけ すさはぉゃぇ ょぇ っ 
おさぇしうゃけ: けす しなょぇ ょけ ちゃっすは-
すぇ, おぇいゃぇ ぉっいおけきこさけきうしくぇすぇ  
ゃなゃ ゃしはおけ けすくけてっくうっ ╁っいくぇ. 
╆ぇ おけはすけ, けすゃなょ かのぉけゃすぇ 

おなき こさけそっしうはすぇ, くはきぇ こけ-
ゅけかはきけ せょけゃけかしすゃうっ けす さぇ-
ょけしすすぇ ょぇ しう しさっょ ぉかういおう う 
ょぇ せしっとぇて, つっ くはおけえ せゃぇあぇ-
ゃぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうて. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さっい 1999 ゅけょうくぇ ゅっくっさぇかくぇすぇ ┿しぇきぉかっは くぇ ]ゃっすけゃ-
くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは いぇ うくすっかっおすせぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす 

けょけぉさはゃぇ うょっはすぇ いぇ ういぉうさぇくっすけ くぇ ]ゃっすけゃっく ょっく, ゃ おけえ-
すけ ょぇ しっ けすょぇゃぇ こけつうす くぇ くぇせつくうすっ う ぇさすうしすうつくう しさっょう, 
おぇおすけ う くぇ うくしすうすせちううすっ う っおしこっさすうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うく-
すっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. ′はおけかおけ しぇ こさっょかけあっくうはすぇ 
いぇ こさぇいくうお, おけうすけ こけしすなこゃぇす けす さぇいかうつくうすっ しすさぇくう すけ-
ゅぇゃぇ. ]さっょ すはた しぇ: いぇ ょっく くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっ-
くけしす ょぇ しっ けすぉっかはいゃぇす 14 ぇこさうか, 8 きぇえ, 6 のかう.  ]さっょ 
けすこさぇゃっくうすっ こさっょかけあっくうは くぇえ-こけょたけょはとけ しっ けおぇいゃぇ 
すけゃぇ くぇ ╉うすぇえ う ┿かあうさ - いぇ きっあょせくぇさけょっく ょっく くぇ うくすっ-
かっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす ょぇ しっ けすぉっかはいゃぇ 26-すう ぇこさうか 
- ょぇすぇすぇ, くぇ おけはすけ こさっい 1970 ゅけょうくぇ ゃかういぇ ゃ しうかぇ おけく-
ゃっくちうはすぇ いぇ せつさっょはゃぇくっ くぇ ]¨╇] /]ゃっすけゃくぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは いぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす/.  ‶さっい しっこすっきゃさう 
2000 ゅけょうくぇ けそうちうぇかくけ しっ ゃいっきぇ さってっくうっ 26-すう ぇこさうか 
ょぇ しっ けすぉっかはいゃぇ うきっくくけ おぇすけ すぇおなゃ. ¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ 
けすぉっかはいゃぇくっすけ くぇ ]ゃっすけゃくうは ょっく くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす っ „ょぇ しっ こけゃうてう けしゃっょけきっくけしすすぇ いぇ すけゃぇ 
おぇお こぇすっくすう, ぇゃすけさしおう こさぇゃぇ, すなさゅけゃしおう きぇさおう う ょういぇえ-
くう うきぇす ゃないょっえしすゃうっ ゃなさたせ っあっょくっゃくうは あうゃけす” う ょぇ しっ 
こけつうすぇす  すゃけさつっしすゃけすけ う こさうくけしぇ くぇ すゃけさちう う くけゃぇすけさう 
いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとっしすゃぇすぇ こけ ちっかうは しゃはす “.
′ぇ すけいう ょっく しっ けすょぇゃぇ いくぇつうきけすけ  う くぇ っおしこっさすうすっ, 

さぇぉけすっとう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, 
し つうはすけ こけきけと しっ せさっゅせかうさぇす けすくけてっくうはすぇ いぇ ういこけかいゃぇ-
くっすけ いぇ けぉとけすけ ぉかぇゅけ くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, 
おけはすけ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ つけゃっておうは  こさけゅさっし. 
 ╉なき きけきっくすぇ ゃ ]¨╇] つかっくせゃぇす 184 ょなさあぇゃう, しさっょ おけう-

すけ う ╁ぇすうおぇくぇ; ‶ぇかっしすうくぇ っ しなし しすぇすせす くぇ くぇぉかのょぇすっか.  
 ]こけさっょ ょけおせきっくすうすっ, こなさゃうはす  ╆ぇおけく いぇ こぇすっくすぇ  ゃ 

しゃっすぇ っ そさっくしおう. ‶さうっす っ こさっい 1791 ゅ. ╁ くっゅけ いぇ こなさゃう 
こなす しっ しこけきっくぇゃぇ こけくはすうっすけ しけぉしすゃっくけしす. 
╁しはおぇ ゅけょうくぇ  こさけはゃうすっ, しゃなさいぇくう し ょっくは くぇ うくすっかっお-

すせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, しぇ こけょ さぇいかうつくけ きけすけ. 〈ぇいう ゅけょう-
くぇ すけ っ: „╇くけゃぇすけさう ゃなゃ ゃういうはすぇ”. 
╋ぇかおけ くぇょ 200 しぇ こぇすっくすくうすっ しこっちうぇかうしすう ゃ ╀なかゅぇさうは, 

おけうすけ っあっゅけょくけ くぇ 26-すう ぇこさうか しっ しなぉうさぇす くぇ ゅけょうてくぇ 
しさっとぇ ゃ しすけかうちぇすぇ  こけょ っゅうょぇすぇ くぇ こぇすっくすくけ ゃっょけきしすゃけ. 
¨す きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ  くっゅけゃ こさっょしっょぇすっか っ こさけそ. ╉ぇきっく 
╁っしっかうくけゃ, ぉうゃて さっおすけさ くぇ 〈〉 - ]けそうは.  ]さっょ すっいう くぇょ 
200 こぇすっくすくう しこっちうぇかうしすう しぇきけ ょゃぇきぇ さぇぉけすはす くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╇ ょゃっすっ あっくう. ╄ょくぇすぇ  
けす すはた けす 32 ゅけょうくう っ ゃはさくぇ くぇ „┿さしっくぇか”.

╇くすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす しっ ょっかう くぇ ょゃっ: くぇ 
うくょせしすさうぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす う くぇ ぇゃすけさしおけ こさぇゃけ. 

¨ぉっおすうすっ くぇ うくょせしすさうぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす しぇ ういけ-
ぉさっすっくうはすぇ, こけかっいくうすっ きけょっかう /せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
くぇ ういけぉさっすっくうはすぇ/, こさけきうてかっくうはす ょういぇえく, すなさゅけゃ-
しおうすっ きぇさおう, ゅっけゅさぇそしおうすっ けいくぇつっくうは, くっかけはかくぇすぇ 
おけくおせさっくちうは. ¨ぉっおす くぇ ぇゃすけさしおけ こさぇゃけ しぇ ゃしうつおう  
すっおしすけゃっ - くぇせつくう, たせょけあっしすゃっくう,  ゃしうつおう こさけういゃっ-
ょっくうは, しないょぇょっくう けす たけさぇすぇ, おけうすけ うきぇす けぉとっしすゃっくぇ 
こけかいぇ う きけゅぇす ょぇ しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇす.

]さっょ ゅけさょけしすうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こぇすっくすくう しこっ-
ちうぇかうしすう  っ す.くぇさ.  ╆かぇすくぇ おくうゅぇ くぇ ういけぉさっすっ-

くうはすぇ, ゃ おけはすけ っあっゅけょくけ しっ いぇこうしゃぇす  うきっくぇすぇ くぇ 
ぇゃすけさうすっ, しないょぇかう うかう ういけぉさっすうかう くっとけ いくぇつうきけ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ うくょせしすさうぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす.  
╆ぇ こなさゃう こなす すぇいう ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” おぇくょうょぇすしすゃぇ 

いぇ ╉くうゅぇすぇ くぇ ういけぉさっすっくうはすぇ し 5-きぇ しゃけう しこっちうぇ-
かうしすう  う すったくうすっ  ういょっかうは. 〈けゃぇ しぇ:
′うおけかぇえ ╉なくっゃ - ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ いぇゃけょ 1
′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ - しこっちうぇかうしす ゃ いぇゃけょ 5
‶ぇくぇえけす 》さうしすけゃ - いぇゃけょ 0
╇かうはく ╋うかぇょうくけゃ - いぇゃけょ 0
╀けさうし ╀けさうしけゃ - いぇゃけょ 0.

20 ゅけょうくう っ しさけおなす くぇ っょくけ ういけぉさっすっくうっ. ╆ぇ ょぇ ぉなょっ こさういくぇすけ, うきぇ ょなかなゅ こさけちっし, ゃ 
おけえすけ けしくけゃくぇ っ さけかはすぇ くぇ こぇすっくすくうは しこっちうぇかうしす.
╁ きけきっくすぇ ょっえしすゃぇとうすっ ういけぉさっすっくうは くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ しぇ 3 う 1 きっあょせくぇさけょくぇ いぇはゃおぇ いぇ 

ういけぉさっすっくうっ. ╁しうつおう すっ しぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
44 しぇ  こさうすっあぇゃぇくうすっ けす そうさきぇすぇ しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ こさけきうてかっく ょういぇえく, /おぇすけ ゃ 1 いぇはゃおぇ 

きけあっ ょぇ しっ しなょなさあぇす 50 ういょっかうは けす 1 おかぇし/.
6 しぇ こぇすっくすうすっ いぇ こけかっいくう きけょっかう, しけぉしすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか”. ]なゅかぇしくけ ょっえしすゃぇとうは けす 

2006 ゅけょうくぇ ╆ぇおけく いぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, そうさきぇすぇ こさうすっあぇゃぇ う 17 さっゅうしすさぇ-
ちうう くぇ こけかっいくう きけょっかう, つうえすけ しさけお くぇ ょっえしすゃうっ っ 10 ゅけょうくう, 18 しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ すなさゅけゃ-
しおう きぇさおう, おぇすけ 2 けす すはた しぇ こけ ╋ぇょさうょしおぇすぇ しこけゅけょぉぇ, 2 – ゃ ]┿】 う 1 っゃさけこっえしおぇ きぇさおぇ. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ ぇこさうか いゃっくけすけ こけ けいっかっくはゃぇくっ いぇこけつくぇ きぇとぇぉくぇ おぇきこぇくうは いぇ 
いぇしぇあょぇくっ くぇ さけいけゃう たさぇしすう う くぇしぇあょっくうは おなき つっすうさうすっ ゃたけょぇ う ういたけょぇ くぇ ゅさぇ
ょぇ. 〈ぇいゅけょうてくうはす ぉのょあっす くぇ いゃっくけすけ いぇ ちっかすぇ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 130 たうかはょう かっゃぇ. 
╀かういけ 3000 たうかはょう さけいけゃう たさぇしすう とっ いぇしぇょはす ょけ おさぇは くぇ おぇきこぇくうはすぇ - し くぇ

ょっあょぇすぇ ゃしうつおう ょぇ けちっかっはす. 』ぇしす けす すっいう さけいけゃう くぇしぇあょっくうは, しぇ す.くぇさ. こなかいはとう 
さけいけゃう たさぇしすう, おけうすけ こさうょぇゃぇす けしけぉっく つぇさ くぇ ちゃっすくうすっ ぇかっう. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ けぉっとぇゃぇす いぇっょくけ  し さけいけゃうすっ くぇしぇあょっくうは ょけ 

おさぇは くぇ きぇえ ょぇ しっ いぇちゃっすう し くけゃう 20 ゃうょぇ ちゃっすは, たさぇしすう う くうしおう ょなさゃっすぇ. 】っ しっ 
けそけさきはす う くけゃう そうゅせさう ゃ ちゃっすくうすっ ゅさぇょうくう し くぇょっあょぇすぇ おぇいぇくかなつぇくう う ゅけしすうすっ 
くぇ ゅさぇょぇ ょぇ ゅう けこぇいはす. 
]こっちうぇかっく ぇこっか くぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお けす くぇつぇかけすけ くぇ ぇこさうか こさうおぇくう しなゃっしす

くうすっ ゅさぇあょぇくう, おけうすけ しすぇゃぇす くっゃけかくう しゃうょっすっかう くぇ こけしっゅぇすっかしすゃぇ ゃなさたせ ちゃっす
くぇすぇ おさぇしけすぇ う せしうかうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, ょぇ しくうきぇす けくっいう, おけうすけ しおせぉはす さけいけゃうすっ 
う ちゃっすくう くぇしぇあょっくうは う ょぇ こさっょけしすぇゃはす しくうきおぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
┿おけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すぇいう そけすけゅさぇそうは ぉなょっ さぇいおさうす う しぇくおちうけくうさぇく  くっょけ

ぉさけしなゃっしすくうは ゅさぇあょぇくうく, すけ いぇ ょけぉさけしなゃっしすくうは っ こさっょゃうょっくぇ う くぇゅさぇょぇ ゃ さぇい
きっさ くぇ 100 かっゃぇ.  
‶けゃけょなす おきっすなす くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ょぇ こさっょこさうっきっ すぇいう きはさおぇ しすぇくぇ 

そぇおすなす, つっ けとっ こなさゃぇすぇ くけと, しかっょ おぇすけ ゃ しっゃっさくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇく
かなお ぉはたぇ いぇしぇょっくう さけいけゃう さっいくうちう, 46 けす すはた ぉはたぇ けすしおせぉくぇすう. ]こけさっょ 
ちゃっすぇさう, すけゃぇ っ おけとせくしすゃけ, すなえ おぇすけ ゃっょくなあ ういさけゃっくう, さっいくうちうすっ くっ 
しっ こさうたゃぇとぇす ゃすけさう こなす. 
‶ぇさぇかっかくけ し こさういうゃうすっ いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ ちゃっすくぇすぇ おさぇしけすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお   

ゃっつっ しぇ そぇおす ょゃっ くけゃう „いっかっくう けしすさけゃつっすぇ” ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす. 〈な
くっとけすけ ょっしっすうかっすうは くぇさっょ いぇくっきぇさっくけ こさけしすさぇくしすゃけ きっあょせ ゅさぇょしおうは 
せくうゃっさしぇかっく きぇゅぇいうく う こけょたけょぇ おなき ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう” ゃっつっ っ 
こさっゃなさくぇすけ ゃ ちゃっすくぇ ぇかっは し こっえおう. ╆っかっく けしすさけゃ けす ょっおけさぇすうゃくう たさぇ
しすう っ けそけさきっく う いぇょ ╂〉╋, ょけ たさぇき „〉しこっくうっ くぇ ‶さっしゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ”. 
╁っょくぇゅぇ しかっょ おぇすけ こさうおかのつう いぇちゃっすはゃぇくっすけ くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ 

╉ぇいぇくかなお, せしうかうはすぇ くぇ けいっかっくうすっかうすっ とっ しっ くぇしけつぇす う おなき ╀せいけゃゅさぇょ 
う いぇこぇょくうは おさぇえ くぇ ゅさぇょぇ. ‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ とっ しっ けしゃっあぇす う けぉかぇゅけ
さけょはす う ゃっかけぇかっうすっ ゃ ゅさぇょぇ う すっいう ゃ こけしけおぇ ╉さなく.
╆ぇ こなさゃう こなす けす ょっしっすうかっすうっ いぇ ‶なさゃう きぇえ う ╂っさゅぬけゃょっく ╉ぇいぇくかなお とっ 

ぉなょっ し ういきうすう せかうちう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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2 きかく. かっゃぇ おさっょうす こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとうくしおうは 

ょなかゅ とっ ういすっゅかう ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ ぇしそぇかすうさぇ
くっ くぇ こなすうとぇ ゃ さぇえけくぇ. 1 きかく. う 100 たうか. かっゃぇ けす 
しせきぇすぇ とっ しっ ゃかけあぇす いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ ゃ しっかぇすぇ けす 
けぉとうくぇすぇ, けしすぇくぇかうすっ 900 たうかはょう かっゃぇ いぇ ぇしそぇか
すうさぇくっ ゃ ゅさぇょぇ. ‶さっょかけあっくうっすけ いぇ けぉとうくしおうは 
いぇっき っ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う すけ ぉっ こけょおさっ
こっくけ けす ゃしうつおう けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. ╂させこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ おけはすけ こさっうきせとっしすゃっくけ 
しぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ しなとけ こけょおさっ
こう こさっょかけあっくうっすけ. ╆ぇっきなす とっ しっ すっゅかう, しかっょ おぇすけ 

しっ こけかけあう ぇしそぇかすなす. ╂さぇすうしくうはす こっさうけょ いぇ ういこかぇとぇくっすけ きせ っ 1 ゅけょうくぇ, かうたゃぇすぇ 7%. ]かっょ 
すけゃぇ きっしっつくうすっ ゃくけしおう こけ おさっょうすぇ しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 45 たうかはょう かっゃぇ. 〈っ しっ ういこかぇとぇす けす 
しけぉしすゃっくうすっ こさうたけょう くぇ けぉとうくぇすぇ. ╊うたゃぇすぇ こけ おさっょうすぇ いぇ ちっかうは こっさうけょ っ 425 たうか. かゃ. 
〈ぇおしうすっ いぇ けぉしかせあゃぇくっすけ くぇ おさっょうすぇ 35 たうか. かゃ.
]さっょ こけょかっあぇとうすっ いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ せかうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ: „『ぇさ ‶っすなさ”, „┿か. ]すぇきぉかうえ

しおう”, „》さ. ╀けすっゃ”, „╂かぇょしすけく”, „‶. ╂ぇくうく”, „╇ゃ. ╁ぇいけゃ”, „╉. ╁っかうつおけゃ”. 】っ しっ ぇしそぇかすうさぇす う 
けすしっつおう けす せかうちう ゃ ╉さなく, ¨ゃけとくうお, ╀せいけゃゅさぇょ, 》ぇょあうょうきうすさけゃけ, ]さっょくけゅけさけゃけ, ╃けかくけ 
╇いゃけさけゃけ, ╉けこさうくおぇ, 【っえくけゃけ, ╄くうくぇ. 

70% けす こかけとうすっ, いぇしっすう し さぇこうちぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす, しぇ こさけゃぇかっくう いぇさぇょう しせたぇすぇ 
っしっく う しすせょっくぇすぇ いうきぇ, しなけぉとう こさっょしっょぇすっかはす くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ いなさくけこさけういゃけょうすっかうすっ 
[ぇょけしかぇゃ 》さうしすけゃ. ¨ぉとけ ゃ けぉかぇしすすぇ し さぇこうちぇ しぇ いぇしっすう 60 000 ょおぇ. う くぇ ょけぉうゃう けす すぇいう 
おせかすせさぇ さぇいつうすぇす けおけかけ 70% けす いっきっょっかちうすっ ゃ さっゅうけくぇ. ╇いきさないくぇかう しぇ う 20% けす っつっきうおぇ 
う 10% けす こてっくうちぇすぇ. 
‶さう けぉうかくけすけ しくっゅけすけこっくっ くぇゃけょくっくう しぇ ぉうかう う けおけかけ 5% けす こかけとうすっ, いぇしっすう しなし いなさくっ

くう おせかすせさう ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ.

684 140 かっゃぇ しぇ ょなかあうきうすっ さぇぉけすくう いぇこかぇすう けす さぇぉけすけょぇ
すっかうすっ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ くぇ すったくう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう. 
′ぇえ-ゅけかっきう しぇ いぇおなしくっくうはすぇ ゃ ういこかぇとぇくっすけ くぇ すさせょけゃうすっ  
ゃないくぇゅさぇあょっくうは ゃ しそっさうすっ くぇ すなさゅけゃうはすぇ くぇ っょさけ, こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかくう ういょっかうは う しすさけうすっかしすゃけすけ. ]かっょ くぇ
きっしぇすぇ くぇ ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ しぇ ういこかぇすっくう 85 244 かっゃぇ.
╆ぇ こなさゃうすっ すさう きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ うくしこっおすけさうすっ 
くぇ ╇くしこっおちうはすぇ しぇ くぇこさぇゃうかう 612 こさけゃっさおう ゃ 581 こさっょこさう
はすうは, ゃ おけうすけ さぇぉけすはす くぇょ 51 000 ょせてう. ╉けくしすぇすうさぇくう しぇ 
こけゃっつっ けす 3 700 くぇさせてっくうは, おぇすけ くぇえ-きくけゅけ しぇ いぇさぇょう かうこしぇ 
くぇ いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ. ╇いょぇょっ
くうすっ こさっょこうしぇくうは しぇ 3 653, てっしす きぇてうくう う しなけさなあっくうは しぇ 
しこさっくう, ぇ こけさぇょう かうこしぇ くぇ おゃぇかうそうおぇちうは しぇ けすしすさぇくっくう すさうきぇ さぇぉけすくうちう. ]なしすぇゃっくう しぇ 
114 ぇおすぇ いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう くぇさせてっくうは. ╆ぇ こなさゃうすっ すさう きっしっちぇ くぇ 2012 
ゅけょうくぇ しぇ ゃかっいかう ゃ しうかぇ 116 くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは いぇ ぉかういけ 97 000 かっゃぇ. 〈っ しぇ しなし
すぇゃっくう こさっょうきくけ くぇ さぇぉけすけょぇすっかう. 6-きぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう しなとけ しぇ しぇくおちうけくうさぇくう. 
‶さっょ ]なょぇ しぇ けぉあぇかゃぇくう 18 くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは, 15 けす すはた しぇ こけすゃなさょっくう.

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ つぇしす けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ くぇ bTV „╃ぇ ういつうしすうき ╀なかゅぇ
さうは いぇ っょうく ょっく”. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょけ 12-すう きぇえ う ゃ くっは くぇ こさぇおすうおぇ きけあっ ょぇ しっ 
ゃおかのつう ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく, けさゅぇくういぇちうは, こさっょこさうはすうっ, そうさきぇ, おぇすけ しっ こけゅさうあう いぇ つうしすけ
すぇ こさっょ しゃけは ょけき, さぇえけく, けそうし うかう あうかうとっく ぉかけお. ╆ぇ ういゃけいゃぇくっ くぇ しなぉさぇくうすっ けすこぇょなちう  
きけあっ ょぇ こけいゃなくうすっ くぇ すっか. 63880.

100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす さけあょっくうっすけ 
くぇ っょうく けす ゃうょくうすっ おぇいぇくかなておう 
ゅさぇょけくぇつぇかくうちう う けぉとっしすゃっくうちう 
とっ ぉなょっ けすぉっかはいぇくぇ こけょけぉぇゃぇとけ ゃ 
さけょくうは きせ ゅさぇょ. 〈けゃぇ しなけぉとう ╂っ
けさゅう ╆ぇたぇさうっゃ, つかっく くぇ ¨さゅぇくういぇ
ちうけくくうは おけきうすっす こけ つっしすゃぇくっすけ くぇ 
ゃっおけゃくうは のぉうかっえ くぇ ‶っすおけ ╁かぇっゃ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ こけさっょうちぇ けす こさけ

はゃう, しゃなさいぇくう し つっしすゃぇくっすけ くぇ 
100-すっ ゅけょうくう くぇ ‶っすおけ ╁かぇっゃ, しっ 
こさっょゃうあょぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ ょけおせ

きっくすぇかくぇ おくうゅぇ いぇ くっゅけゃうは あうゃけす う ょっかけ, おさなゅかぇ きぇしぇ いぇ いぇしかせゅうすっ くぇ ╁かぇっゃ いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお う ╉ぇいぇくかなておうは おさぇえ, おぇおすけ う そけすけういかけあぉぇ し ぇさたうゃくう おぇょさう. 
′ぇゅなさぉうたきっ し すぇいう くっかっおぇ いぇょぇつぇ, いぇとけすけ しきっ せぉっょっくう, つっ ‶っすおけ ╁かぇっゃ ゃなこさっおう こさうくけしぇ 

しう いぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ, ゃしっ けとっ くっ っ ょけしすぇすなつくけ こさけせつっく う けちっくっく, いぇはゃう けとっ ╂っけさゅう 
╆ぇたぇさうっゃ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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′っえくけすけ うきっ くっ っ けす かぇゃうちぇすぇ くぇ けすかうつくうちうすっ いぇ ゅけょうくぇすぇ. ′け こなお うきぇ ゃしうつ
おう けしくけゃぇくうは う しうきこぇすうう ょぇ こかっょうさぇ いぇ きはしすけ くぇ かぇゃうちぇすぇ, すぇき, おなょっすけ しっ 
くぇさっあょぇす たぇさぇおすっさうすっ う うょっぇかうしすうすっ, „ちゃっすくうすっ” たけさぇ くぇ そうさきぇすぇ, ぉっい おけはすけ 
ゃしなとくけしす „┿さしっくぇか” くはきぇてっ ょぇ っ すけゃぇ, おけっすけ っ. 
〈は っ けす たけさぇすぇ - ょせてっこさうおぇいつうちう. 〈っいう, こさう おけうすけ けすうゃぇす ゃしうつおう: いぇ たせぉぇゃけ う 

いぇ かけてけ. ╇ くっ しぇきけ いぇ こさけそっしうけくぇかっく しなゃっす. ┿ しぇきけ... っえ-すなえ, いぇ ょぇ しこけょっかはす. 
╆ぇとけすけ え うきぇす ょけゃっさうっ, こさうっきぇす は おぇすけ けすゃけさっく う しなさちぇす つけゃっお. ‶さうゃうょくけ
すけ ょっかっくっ くぇ さぇぉけすっとう う „つぇくすぇょあうう” きけあっ かっおけゃぇすけ ょぇ は けすこさぇすう ゃ おぇすっ
ゅけさうはすぇ くぇ ゃすけさうすっ, くけ ゃしっおう, おけえすけ は こけいくぇゃぇ, ゃっょくぇゅぇ とっ ゃないさぇいう. ‶さけしすけ, 
いぇとけすけ, おぇすけ すうこうつっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ いけょうは ╀かういくぇちう, すは うきぇ しこけしけぉくけしすすぇ  
ょぇ しっ こさなしくっ くぇ すけかおけゃぇ こぇさつっすぇ, くぇ おけかおけす きっしすぇ くはおけえ うきぇ くせあょぇ けす くっは. ╇ 
しぇきぇ こさういくぇゃぇ, つっ ょっかっくっすけ こけ すけいう くぇつうく は ょさぇいくう, いぇとけすけ きくけゅけ つっしすけ うきっく
くけ „つぇくすぇょあううすっ” ゃしなとくけしす ういくぇしはす くぇえ-ゅけかっきうは すけゃぇさ う くぇこさっあっくうっすけ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. ′け... ゃっかうおけょせてうっすけ え くっ こけいゃけかはゃぇ ょぇ こさけょなかあう し すっいぇすぇ しう, きぇたぇ し 
さなおぇ う きうくぇゃぇ くぇ ょさせゅぇ すっきぇ.

╀かぇゅけゃっしす ╂うつっゃ ╀かぇゅけっゃ ぉっ こさっういぉさぇく いぇ 
こさっょしっょぇすっか くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇ-

ちうは くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 6. ¨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 しっ こさけゃっょっ くぇ 5-すう ぇこさうか. ╀かぇ-
ゅけっゃ こけっきぇ すさっすう きぇくょぇす. ╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけっゃ 
っ う つかっく くぇ 《っょっさぇかくうは しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇか-
くうは しなゃっす くぇ 《っょっさぇちうはすぇ おなき ╉′]╀ „╋っすぇか 
╄かっおすさけ”. 〈けえ っ こさっょしっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ 
けたさぇくぇ くぇ すさせょぇ おなき ╉′]╀ こさう „┿さしっくぇか” ┿╃ 
う つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ょけゅけゃぇさはくっ くぇ さぇぉけす-
くうすっ いぇこかぇすう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, おぇおすけ う つかっく 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ. [ぇぉけすう おぇすけ くぇつぇかくうお しきはくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 6, 
ちった 110.
]うくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, さなおけゃけょっくぇ 

けす ╀かぇゅけっゃ, ゃおかのつゃぇ けとっ けさゅぇくういぇちううすっ くぇ 
╉′]╀ ゃ いぇゃけょうすっ 12, 0 – 167, おなょっすけ しぇ う つかっ-
くけゃっすっ くぇ 70 % けす しなしすぇゃぇ.
╉けくそっさっくちうはすぇ くぇ 5-すう ぇこさうか ぉっ つぇしす けす うい-

ぉけさくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ おぇきこぇくうは くぇ ╉′]╀ しかっょ 
そうさきっくぇすぇ おけくそっさっくちうは. 《けさせきなす けすつっすっ 
ょっえくけしすすぇ いぇ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう けす 2007-きぇ 
くぇしぇき, ゃ おけはすけ けしけぉっくけ しっ けすおさけはゃぇす しこけさす-
くうすっ こけしすうあっくうは う すせさうしすうつっしおぇすぇ くぇょこさっゃぇ-
さぇ. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ しすけこぇくうしゃぇ すせさうしすうつっしおぇ-

〈ぇおぇ - たっき きうかけゃうょくけ, たっき 
くぇ こけかうすうつっしおう あぇさゅけく, いぇ
さぇょう しっさうけいくけしすすぇ くぇ いぇくう
きぇくうっすけ う „ゅさぇくうつくぇすぇ かう
くうは” こけ しさっょぇすぇ, くぇ おけはすけ 
けすしすけはゃぇす, くぇさうつぇす こけきっあょせ 

しう かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3 
かぇぉけさぇくすおうすっ う すはたくぇすぇ さな
おけゃけょうすっかおぇ ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ. 
╃さっぉくぇ, しきせゅかぇ, しうきこぇすうつ

くぇ あっくぇ, くぇ おけはすけ おけさぇゃうはす え 
たぇさぇおすっさ かうつう けすょぇかっつ.  „′ぇ
すさう” きう しっ くぇ けつうすっ けとっ こさう 
こなさゃぇすぇ くう しさっとぇ こけ しうくょう
おぇかくぇ かうくうは, いぇさぇょう けぉとう
すっかくけしすすぇ, おけきこっすっくすくけしすすぇ, 
しきっかけしすすぇ ょぇ ういおぇいゃぇ かうつくけ  
きっくうっ う ょぇ ゅけ けすしすけはゃぇ. ╉ぇ
つっしすゃけ - ょっかぇおぇすっし う ゃ ょくって
くけ ゃさっきっ. 
╆ぇ ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ, たうきうお 

こけ けぉさぇいけゃぇくうっ う しうくょうおぇ
かうしす こけ ょせてぇ う こさういゃぇくうっ, 
ょぇ おぇいゃぇて おぇおゃけすけ きうしかうて う 

ょぇ しっ ぉけさうて いぇ こさうくちうこう う う 
しこさぇゃっょかうゃけしす, っ ょさせゅうはす くぇ
つうく くぇ くっえくけすけ „┿い”. ]っぉっうい
さぇいはゃぇくっ, くぇきっさうかけ しゃけぉけょ
くぇすぇ しう ゃけかは う そけさきぇ くっ おなょっ  
ょぇ っ, ぇ うきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか”. 

╉ぇいゃぇ, つっ ぉう しう すさなゅくぇかぇ けす 
そうさきぇすぇ しぇきけ, ぇおけ こけかせつう 
こさっょかけあっくうっ いぇ こけ-うくすっさっし
くぇ う かのぉけいくぇすっかくぇ さぇぉけすぇ, くけ 
くっ う いぇ こぇさう. ′っいぇゃうしうきけ, つっ 
う すは, おぇすけ こけゃっつっすけ けす さぇぉけすっ
とうすっ すせお, しつうすぇ, つっ おぇつっしすゃけ
すけ しっ こけしすうゅぇ し ょけぉさけ いぇこかぇ
とぇくっ, おけっすけ こなお っ そせくおちうは 
けす ょけぉさけ こかぇくうさぇくっ, おけっすけ 
くはきぇ おぇお ょぇ しっ しかせつう ゃ こぇいぇさ
くう うおけくけきうおう う こさう こけかけあっ
くうっ, つっ ょなさあぇゃぇすぇ くっ しすけう いぇょ 
ゅなさぉぇ すう. ╇ かうこしゃぇ かせおしなす くぇ 
ょなさあぇゃくぇすぇ こけさなつおぇ. 
╉ぇすけ しうくょうおぇかうしす う くぇつっかけ 

くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╆ぇゃけょ 3 ゃ „┿さしっくぇか” ゃっつっ 

]さっょ いぇしかせゅうすっ え, くっえくう う 
くぇ おけかっゅう, こけ けすくけてっくうっ くぇ 
しうょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ, しっ ゅけさ
ょっっ し ょゃっ くっとぇ: ういゃけのゃぇくけすけ 
しかっょ 6-ゅけょうてくう ぉうすおう ゃない
しすぇくけゃはゃぇくっ くぇ しすけかぇ いぇ さぇ
ぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 3 う ょゃぇすぇ 
„ゅけさっとう” すっかっそけくぇ, くぇ おけうすけ 
ゃしっおう さぇぉけすっと ゃ „┿さしっくぇか” 
きけあっ ょぇ しっ けぉぇょう う ょぇ しうゅ
くぇかういうさぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ いぇ こさけぉかっき, くせあょぇ 
うかう しなょっえしすゃうっ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっいぇゃうしうきけ 

けす きくけゅけすけ ゃさっきっ, おけっすけ え 
おけしすゃぇ さぇぉけすぇすぇ し たけさぇすぇ, しっ 
つせゃしすゃぇ あうゃぇ う ゃ しゃけう ゃけょう, 
せょけゃかっすゃけさっくぇ, いぇとけすけ ゃしっおう 
ょっく っ さぇいかうつっく う し さってぇゃぇ
くっすけ くぇ ゃしっおう こさけぉかっき しっ せつう 
くっとけ くけゃけ う くはきぇ こけ-ゅけかはきけ 
せょけゃかっすゃけさっくうっ けす すけゃぇ ょぇ 
こけきけゅくって, ょぇ しう こけかっいっく うかう 
ょぇ くぇこさぇゃうて くっとけ しすけえくけしす
くけ いぇ こけゃっつっ たけさぇ う いぇ そうさ
きぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ う たぇさっしゃぇ さぇぉけ
すぇすぇ しう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 3, つうえすけ さなおけゃけょうすっか 
っ ゃっつっ 11-すぇ ゅけょうくぇ. 
》ぇさっしゃぇき さぇぉけすぇすぇ しう, くっ 

しぇきけ いぇとけすけ けすつぇしすう しきっ う 
せくうおぇかくう - くはきぇ ょさせゅぇ すぇおぇ
ゃぇ たうきうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは おぇすけ 
くぇてぇすぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ╇きぇ
てっ っょくぇ ゃ ]なさぉうは, くけ ゃっつっ 
きぇえ くっ さぇぉけすう, おぇいゃぇ くっ ぉっい 
ゅけさょけしす ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ う ょけ
こなかゃぇ, つっ しなゃきっしすはゃぇくっすけ え 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ かぇぉけさぇ
すけさうはすぇ う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは  
え こけいゃけかはゃぇす ょぇ っ こけ-ぉかういけ 

ょけ いぇゃけょしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ. 
╁いぇうきくけすけ うき ょけゃっさうっ しっ 
けおぇいゃぇ こけかっいくけ いぇ ゃしうつおう う 
くぇえ-ゃっつっ - さっいせかすぇすくけ. 〈ぇおぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ さってぇゃぇす こけゃっ
つっ こさけぉかっきう, おぇすっゅけさうつくぇ っ 
]すぇくおぇ. 
‶さういくぇゃぇ しなとけ, つっ しっ ょさぇい

くう けす すけゃぇ, つっ ゃなこさっおう さぇい
かうつくけすけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ あう
ゃっっき, ゃしっ けとっ うきぇ たけさぇ, 
くっくぇこせしくぇかう ゅさぇくうちうすっ くぇ 
„〈ぇすけゃけすけ ゃさっきっ” う きっさはす し 
すぇおうゃぇ ぇさてうくう. 〈させょくけ こさっ
ゅかなとぇ „くぇつぇかしすゃぇくっすけ けす 
ぉのさけ”, ぉっい ょけさう ょぇ しう しかういぇか 
ゃ ちったぇ, おぇおすけ う しせぉっおすうゃくけすけ 

けすくけてっくうっ おなき たけさぇすぇ - „こけ
さけお, けす おけえすけ くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, 
とっ しっ かっおせゃぇきっ ょなかゅけ”. 
╆ぇ しうょうおぇかうしすおぇすぇ ╉けしすけゃぇ 

っょうく けす しっさうけいくうすっ こさけぉかっ
きう, ゃなさたせ おけえすけ すさはぉゃぇ きくけゅけ 
せこけさうすけ う けすすゅけゃけさくけ ょぇ しっ 
さぇぉけすう ゃ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ, っ 
おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっ
とうすっ, けぉせつっくうっすけ う こけしかっょ
ゃぇとけすけ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ 
せきっくうはすぇ, „ょうぇかけゅなす  きかぇょう-
しすぇさう”, いぇこかぇとぇくっすけ くぇ „おぇか
こぇお”, かうこしぇすぇ くぇ おぇおゃけすけ う ょぇ 
っ けすくけてっくうっ おなき きはしすけすけ, くぇ 
おけっすけ さぇぉけすうて, けす しすさぇくぇ くぇ 
しぇきうすっ さぇぉけすっとう  う くっ くぇ こけ
しかっょくけ きはしすけ ょけさう こさぇゃうかくう
はす ういぉけさ くぇ さぇぉけすくけ きはしすけ いぇ 
ゃしっおう つけゃっお. 
╋くけゅけ っ すっあおけ ょぇ ゃうょぇて おぇお 

うきぇ たけさぇ, おけうすけ うょゃぇす し ょけしぇ
ょぇ くぇ さぇぉけすぇ.
〈っ くっ しぇ こけかっいくう くうすけ くぇ 

しっぉっ しう, くうすけ くぇ そうさきぇすぇ, 
せぉっょっくぇ っ しうくょうおぇかくぇすぇ かう
ょっさおぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3. 
╇ いぇとけすけ ゃかぇゅぇ しなさちっ ゃ すぇいう 

さぇぉけすぇ, くぇ ゃしうつおう そけさせきう, 
おなょっすけ きけあっ ょぇ しっ ぉけさう いぇ 
こさぇゃぇすぇ くぇ おけかっゅうすっ しう, くぇ 
さぇぉけすっとうは つけゃっお, いぇ しけちうぇか
くぇ  う こさけそっしうけくぇかくぇ しこさぇ
ゃっょかうゃけしす, ╉けしすけゃぇ くっ こっし
すう くうすけ くっさゃう, くうすけ ょけゃけょう, 
くうすけ  せしうかうは う ゃさっきっ. ′ぇえ- 
きぇかおけすけ こなお - しなさちっ. 
┿ おけゅぇすけ ゃしっ こぇお え けしすぇくっ 

ゃさっきっ „う ぇい しなき つけゃっお”, こさっょ
こけつうすぇ ょぇ しっ さけゃう けすくけゃけ うい 
かのぉうきぇすぇ たうきうは: こけつすう し くぇ
しすなさゃっくうっ つっすっ ゃしうつおけ, しゃなさ

いぇくけ し くっは う くけゃうすっ すったくけかけ
ゅうう, いぇとけすけ っ „かのぉけいくぇすっかっく 
つけゃっお, おけえすけ あうゃっっ くぇ しおけ
さけしす”. 

¨すゃなょ すけゃぇ, いぇさぇょう っょうくうは 
ぉぇし, ょけさう っ せてうかぇ う 7 ゅけぉかっ
くぇ - „ゅけかっきう う きぇかおう”, し おけっすけ 
こっさうけょなす くぇ ゅけぉかっくぇさしすゃけすけ 
いぇ たうきうつおぇすぇ っ こさうおかのつうか. ╇ 
おけゅぇすけ し かっおけすぇ くっ しっ ういゅせぉう 
ゃ おけきこのすなさぇ うかう ゃ ゅけぉかっくぇ, 
]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ  きっつすぇっ... ょぇ 
きけあっ っょうく ょっく けすくけゃけ ょぇ こな
すせゃぇ うい くっこけいくぇすう きっしすぇ しなし 
しっきっえしすゃけすけ しう.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

‶なすはす... ょけ „うゃうちぇすぇ ╂ぇいぇ” 
╃なかなゅ っ..., くけ いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ ちっかっくぇしけつっく う ゃっ

さっく くぇ せつっくうつっしおぇすぇ かのぉけゃ... おなき たうきうはすぇ. ‶けしゃっ
とぇゃぇ え しっ ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”. ]かっょ すけゃぇ いぇ
こけつゃぇ いぇ おさぇすおけ さぇぉけすぇ ゃ くはおけゅぇてくけすけ こさっょこさうはすうっ 
„╀けくつけ 【ぇくけゃ”... おぇすけ しすさせゅぇさ う てかぇえそうしす. ╇ こさけ
ょなかあぇゃぇ ょぇ ゅけくう  きっつすぇすぇ しう おなき たうきうはすぇ, しきっくはえおう 
╉ぇいぇくかなお し ╃うきうすさけゃゅさぇょ, おなょっすけ けすうゃぇ くぇ さぇぉけすぇ う 
ょぇ せつう ゃ 》うきうつっしおうは すったくうおせき すぇき.  
]かっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ きせ しっ ゃさなとぇ ゃ さけょくうは ╉ぇいぇく

かなお う いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” おぇすけ かぇぉけさぇくす. 
╇ いぇとけすけ すさせょくけ しっ けすおぇいゃぇ けす きっつすうすっ しう う けす かの
ぉけゃすぇ しう... いぇきうくぇゃぇ いぇ ‶かけゃょうゃ. ╁ すぇきけてくうは せくう
ゃっさしうすっす いぇゃなさてゃぇ こさけういゃけょしすゃっくぇ たうきうは, いぇさぇょう„ 
くぇえ-ょけぉさぇすぇ かぇぉけさぇすけさくぇ ぉぇいぇ ゃ しすさぇくぇすぇ すけゅぇゃぇ”. 
╇ ょけおぇすけ ゅけくう きっつすぇすぇ しう こけ たうきうはすぇ, ょけゅけくゃぇ ょさせ

ゅぇ きっつすぇ. ]さっとぇ ょさせゅぇすぇ かのぉけゃ ゃ かうちっすけ くぇ しすさっかっ
ちぇ-ういこうすぇすっか ]ゃっすけしかぇゃ. ╁ しかせつぇは, けぉぇつっ, きっさくうおなす 
くぇ ]すぇくおぇ しっ けおぇいゃぇ こけ-すけつっく う... こかけゃょうゃつぇくうくなす 
]すぇくうしかぇゃ „こぇさおうさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1994 ゅけょうくぇ. 
╃ゃけっく せょぇさ いぇ たうきうつおぇすぇ, いぇとけすけ, けしゃっく つっ しっ ゃさな
とぇ けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか”, ゃけょう しなし しっぉっ しう う しすさっかっちぇ 
けす ‶かけゃょうゃ. ╇ こけくっあっ ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ すさせょくけ たゃぇ
とぇ さなあょぇ, う ょゃぇきぇすぇ ゃしっ けとっ... しぇ ゃっさくう. ╄ょうく くぇ 
ょさせゅ, う くぇ „┿さしっくぇか”. 
′ぇ ょゃぇ こなすう しなき うきぇかぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しう すさなゅくぇ けす 

そうさきぇすぇ, ょぇ くぇこせしくぇ しすさぇくぇすぇ. ′っ ゅけ くぇこさぇゃうた. ╁っょ
くなあ いぇさぇょう ゅさうあぇすぇ こけ ゃないさぇしすくう さけょうすっかう, ゃすけさう
はす こなす - いぇさぇょう しっきっえしすゃけすけ う さぇしすはとうは しうく. 
╇きぇ う すさっすけ - くっけぉっおすうゃくけ. „╋けあっ ぉう しぇくすうきっくす”, 

こさういくぇゃぇ うくあっくっさ-たうきうおなす ╉けしすけゃぇ. ╋ぇえおぇ きう, 
ゃっつっ っ くぇ 82, くけ ぉっかはいぇくぇ けす きぇさおぇすぇ ╆ぇゃけょ 3 くぇ „┿さ
しっくぇか”. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ – ╆ぇおけくなす くぇ おさなゃすぇ.

17 ゅけょうくう, しつうすぇ しなとけ, つっ 
ょけぉさうすっ いぇこかぇすう しぇ さっいせかすぇす 
う けす ょけぉさけ けぉせつっくうっ, おけっすけ ゃ 
くうおぇおなゃ しかせつぇえ くっ っ さぇゃくけ
しうかくけ くぇ しぇきけけぉせつっくうっ, おけっ
すけ ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう しっ こさう
かぇゅぇ う くぇ おけっすけ しっ さぇいつうすぇ. ╇ 
きくけゅけ え こせおぇ いぇ こさけぉかっきうすっ 
くぇ たけさぇすぇ. 
〉ぉっょっくぇ っ, つっ 

ょぇ しう しうくょうおぇかうしす ゃ 
ょくってくけ ゃさっきっ

くっ っ くうおぇお  かっしくけ,

くうすけ こさうきぇかうゃけ, こけ けくいう 
くぇつうく, こけ おけえすけ くはおけゅぇ っ 
ぉうかけ. ╇ こけ おけえすけ きくけいうくしすゃけ
すけ したゃぇとぇ すぇいう さぇぉけすぇ. 
╆ぇ ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ, しうく

ょうおぇかくうはす こさっょしっょぇすっか くぇ 
╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 3, すけゃぇ っ きくけゅけ 
けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, こけゅかなとぇ
とぇ くっ しぇきけ くぇ さぇぉけすくうは ょっく, 
ぇ つっしすけ う  ゅけかはきぇ つぇしす けす きぇか
おうすっ けしすぇすなちう  かうつくけ ゃさっきっ. 
╆ぇとけすけ „つけゃっておうすっ こさけぉかっ
きう くはきぇす さぇぉけすくけ ゃさっきっ”, ぇ 
おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ つけゃって
おう う こさけそっしうけくぇかくう こさけぉかっ
きう ゃ ぉぇさせすくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
すぇき, おなょっすけ ゃしっおう っ ゃぇあっく, 
いくぇつうき う おなょっすけ さうしおなす すっ 
ょっぉくっ けす きくけゅけ きっしすぇ, しかっょゃぇ 
ょぇ しう きくけゅけおさぇすくけ こけ-けすゅけゃけ
さっく おなき たけさぇすぇ, さぇいしなあょぇゃぇ 
]すぇくおぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ こけょたゃぇとぇ しうく

ょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ こさっい 1996 
ゅけょうくぇ こけつすう くぇ きぇえすぇこ, いぇ 
きぇかおけ う... けしすぇゃぇ くぇ すけいう こけしす 
ょけしっゅぇ. ╉ぇすけ ゃしうつおう ゃさっきっく
くう くっとぇ, おけうすけ しっ けおぇいゃぇす 
しなょぉぇすぇ くう いぇ ょなかゅけ, くぇきうゅぇ 
ゃ くっは しなとうくしおうはす „╀かういくぇお”. 

すぇ ぉぇいぇ ゃ 〈なあぇくしおうは ╀ぇかおぇく, おなょっすけ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう つっしすけ こけつうゃぇす こさっい せうおっくょぇ. 
]うくょうおぇかくぇすぇ おけくそっさっくちうは こけしすぇゃう う ゃなこさけしぇ いぇ くせあょぇすぇ けす こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ぉうすけゃうすっ 
せしかけゃうは う せしかけゃうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ.
╁ くけゃうは ]うくょうおぇかっく  おけきうすっす ぉはたぇ ういぉさぇくう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゃしうつおう こさけういゃけょしすゃっくう 

いゃっくぇ う けすょっかう.
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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′ぇ 11 ぇこさうか ゃくっいぇこくけ けす あうゃけすぇ しう けすうょっ うくあ. 〈けくつけ 』せおぇ-
かけゃ – っょうく けす くぇえ-ょけしすけえくうすっ たけさぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”.
』けゃっお, おけえすけ ょっしっすうかっすうっ ぉっ くぇ ゃなさたぇ くぇ っょくけ けす くぇえ-ぇゃ-

すけさうすっすくうすっ う ゅけかっきう きぇてうくけしすさけうすっかくう こさっょこさうはすうは ゃ 
╀なかゅぇさうは, けしすぇゃうか ゃ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” くっいぇぉさぇゃうき う 
しなとっしすゃっく こさうくけし: つさっい すったくうつっしおうは しう けこうす, こけいくぇくうは う 
させすうくぇ, けさゅぇくういぇちうけくくう おぇつっしすゃぇ う ぇゃすけさうすっす. 
╇くあ. 〈けくつけ 』せおぇかけゃ せしこは ょぇ こさっゃなさくっ くはおけゅぇてくうすっ ̈ ぉっょう-

くっくう いぇゃけょう „《さうょさうた ╄くゅっかし” ゃ っょくけ けす くぇえ-ぇゃすけさうすっすくうすっ 
こさっょこさうはすうは いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ - ╋ぇてうくけしすさけうすっ-
かっく おけきぉうくぇす „《さうょさうた ╄くゅっかし.” 
‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ ぉっ ういゃなさてっくぇ せしうかっくぇ きけょっさくういぇ-

ちうは くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, こせしくぇすう ぉはたぇ ゃ っおしこかけぇすぇちうは っょくう 
けす くぇえ-いくぇおけゃうすっ こさけういゃけょしすゃぇ いぇ そうさきぇすぇ: 9 きき. こうしすけかっす, 
62 きき. すぇくおけゃぇ おぇさすっつくうちぇ, 23 きき. いっくうすくぇ せしすぇくけゃおぇ, うい-
ゃなさてっくぇ ぉっ きけょっさくういぇちうは くぇ そさっいけゃうすっ きぇてうくう 《〉-251 う 
《〉-321, こさけういゃっょっくぇ ぉっ 10 たうかはょくぇすぇ 《〉-251, ょぇさっくぇ くぇ 
╉せぉぇ こさっい 1975 ゅけょうくぇ.
╁ こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ くぇつっかけ くぇ „┿さしっくぇか” ぉっ うくあ. 』せおぇかけゃ, 

しっ こさけういゃっあょぇす う こなさゃうすっ ぇゅさっゅぇすう いぇ ういくけし, ういゃなさてうたぇ しっ 
さぇいかうつくう さぇいゃけえくう ょっえくけしすう こけ 〉《╋ し 『‶〉, ういさぇぉけすゃぇす しっ 
こなさゃうすっ きけょうそうおぇちうう くぇ けぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう. ′ぇ すっさうすけ-
さうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ しっ けすおさうゃぇ う こぇきっすくうお くぇ すけゅぇゃぇてくうは こぇ-
すさけく くぇ おけきぉうくぇすぇ – 《さうょさうた ╄くゅっかし.  
] おけくつうくぇすぇ くぇ うくあ. 』せおぇかけゃ „┿さしっくぇか” ゅせぉう っょくぇ けす しゃけう-

すっ っきぉかっきう, っょうく ょけしすけっく さなおけゃけょうすっか う おぇつっしすゃっく つけゃっお, 
けぉうつぇく しなこさせゅ う ぉぇとぇ. 
′っせきけかうき っ いぇおけくなす くぇ あうゃけすぇ - たけさぇすぇ ょぇ しう けすうゃぇす ゃうくぇ-

ゅう, おけゅぇすけ しぇ くぇえ-きくけゅけ くせあくう. 
′け けしすぇゃぇ せすったぇすぇ, つっ いぇょ ゃしっおう こさっおなさてっく あうゃけす ゃうくぇゅう 

うきぇ しゃっすかぇ ょうさは, おけはすけ しっ こけきくう う けしすぇゃぇ いぇ こけおけかっくうはすぇ. 
╃っかけすけ う こぇきっすすぇ いぇ うくあ. 〈けつくけ 』せおぇかけゃ けしすぇゃぇす いぇゃうくぇゅう 

ゃ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, ゃ うしすけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ うおけ-
くけきうおぇ う くぇ ゅさぇょぇ.  
 
 ╃なかぉけお こけおかけく!                                 „┿さしっくぇか”┿╃

』╊╉〈¨ [《〉╈『╊』 〉╅ [〉』╆
8 ょっかっゅぇすう くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ とっ ゃいっきぇす せつぇしうすっ ゃ いぇこけつ-
ゃぇとうは くぇ 1-ゃう きぇえ ]っょきう おけくゅさっし くぇ ╉′]╀. 《けさせきなす っ ゃ 
いぇかぇ 1 くぇ ′╃╉ ゃ ]けそうは. ╃っかっゅぇすうすっ とっ くぇこさぇゃはす さぇゃくけ-
しきっすおぇ くぇ ょっえくけしすすぇ しう いぇ けすつっすくうは こっさうけょ う とっ ういぉっさぇす 
しゃけえ さっょけゃっく かうょっさ. ′ぇしすけはとうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀ 
‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ こけっ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ  しうくょうおぇすぇ しかっょ 
ういゃなくさっょっく おけくゅさっし, こさけゃっょっく こさっい 2010 ゅけょうくぇ, しかっょ 
しきなさすすぇ くぇ ょ-さ ╅っかはいおけ 》さうしすけゃ. 
╃っかぇゅぇすうすっ けす „┿さしっくぇか” しぇ こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ しうくょう-
おぇかくうすっ けさぇくういぇちう こけ いぇゃけょう, いぇっょくけ し こさっょしっょぇすっかは くぇ 
]╉ くぇ ╉′]╀ ゃなゃ そうさきぇすぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ.  
╁っょくぇゅぇ しかっょ おけくゅさっしぇ, くぇ 4-すう きぇえ, ゃ しすけかうちぇすぇ とっ しっ 
こさけゃっょっ う 《っょっさぇかっく しなゃっす くぇ ょさせゅぇ しうくょうおぇかくぇ しすさせお-
すせさぇ, ゃ おけはすけ ╉′]╀ „┿さしっくぇか” っ けしくけゃくけ はょさけ - ′]《 „╋っ-
すぇか ╄かっおすさけ”. 

                                                     〈┿ 

¨とっ こさっょう ういぉけさぇ, おぇすけ 
こさっょしっょぇすっか ゃ こさっょうてくうは 
きぇくょぇす けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ 
ょけ きけきっくすぇ, ╋ぇいくっゃぇ こさういけ-
ゃぇ おけかっゅうすっ しう - ょっかっゅぇすう くぇ 
そけさせきぇ, いぇ こけゃっつっ ゅさうあぇ おなき 
たけさぇすぇ う けすゅけゃけさくけしす おなき さぇ-
ぉけすぇすぇ ゃ ういおかのつうすっかくけ すさせょ-
くう せしかけゃうは, おぇおゃうすけ しぇ すっいう 
ゃ ╆ぇゃけょぇ ゃ ╋なゅかうあ. ‶さっい うい-
すっおかうは  きぇくょぇす こさっょゃうょ  う 
すっあおうすっ うくちうょっくすう くぇ こかけ-
とぇょおぇすぇ おさぇえ ╋なゅかうあ, おぇすけ 
けしくけゃっく こさけぉかっき, そけさせきなす 

けつっさすぇ くせあょぇすぇ けす おけくすさけか 
ゃなさたせ くけしっくっすけ くぇ かうつくうすっ 
こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う しこっ-
ちうぇかくけすけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ. 
╊うつくぇすぇ けすゅけゃけさくけしす う ょうし-
ちうこかうくぇ くぇ ゃしっおう さぇぉけすくうお 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけっすぇ けす くぇ-
つぇかくうおぇ きせ, こけょつっさすぇ ゃ しかけ-
ゃけすけ しう ╋ぇいくっゃぇ, しこけさっょ おけは-
すけ, こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
しっ くぇぉかのょぇゃぇ う くぇきぇかはゃぇくっ 

くぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ さぇぉけすくう-
ちうすっ こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇ. 
╉ぇすけ けしくけゃくう ゃなこさけしう こさっい 

ういすっおかうは きぇくょぇす, おぇおすけ ゃ 
ういおぇいゃぇくうはすぇ くぇ しうくょうおぇ-
かうしすうすっ, すぇおぇ う ゃ ょせきうすっ くぇ 
こさっょしっょぇすっかは ╋ぇいくっゃぇ, しっ 
けつっさすぇたぇ, けしゃっく せしうかうはすぇ こけ 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ かうつくけ さぇ-
ぉけすくけ けぉかっおかけ, おけっすけ いぇ いぇ-
っすうすっ ゃ ╋なゅかうあ しっ けしうゅせさはゃぇ 
こさうけさうすっすくけ, う けたさぇくぇすぇ くぇ 
すさせょぇ, すぇおぇ う くぇこさぇゃっくうすっ 
こけょけぉさっくうは くぇ しぇくうすぇさくうすっ 

ゃないかう, さっぇかういうさぇくうすっ きっょう-
ちうくしおう こさっゅかっょう, けしうゅせさは-
ゃぇくっすけ くぇ しぇくうすぇさくう しさっょ-
しすゃぇ. ╉ぇすけ こかのし ゃ せしうかうはすぇ 
いぇ こけょけぉさはゃぇくっ せしかけゃうはすぇ 
くぇ すさせょぇ ぉっ けすつっすっくけ う くぇ-
いくぇつっくうっすけ くぇ くけゃ, けすょっかくけ 
いぇ ╆ぇゃけょ 4, ╆ぇゃっあょぇと けたさぇ-
くぇすぇ くぇ すさせょぇ.
504 しぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╉′]╀ 

ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 

4, すけゃぇ っ こさっけぉかぇょぇゃぇとう-
はす  ぉさけえ  けす さぇぉけすっとうすっ, ぇ 
ゃ くはおけう いゃっくぇ ゃしうつおう さぇぉけ-
すっとう しぇ つかっくけゃっ くぇ  ╉′]╀, 
ぉっ けすつっすっくけ くぇ おけくそっさっく-
ちうはすぇ. ‶さっい ういすっおかうは きぇく-
ょぇす, おけえすけ ╋ぇいくっゃぇ けこさっょっ-
かう おぇすけ „すさせょっく”, ぇおちっくすう 
ゃ しうくょうおぇかくぇすぇ ょっえくけしす しぇ 
ぉうかう う ぇおちううすっ ゃ こけょおさっこぇ 
くぇ しっきっえしすゃぇすぇ くぇ こけょしすさぇ-
ょぇかうすっ こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇ 
おけかっゅう, こけきけとすぇ いぇ くせあょぇっ-
とうすっ しっ しけちうぇかくけ しかぇぉう う いぇ 
たけさぇ しなし いょさぇゃけしかけゃくう こさけ-
ぉかっきう, おさなゃけょぇさうすっかしおうすっ 
ぇおちうう いぇ しこぇしはゃぇくっ あうゃけすぇ 
くぇ あっさすゃうすっ くぇ いかけこけかせおう. 
╁いぇうきけこけきけと う こけょおさっこぇ 
いぇ おけかっゅうすっ っ くっとけすけ, おけっすけ 
しなし しうゅせさくけしす おさっこう おけかっお-
すうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4, くぇ おけえすけ 
╋ぇいくっゃぇ こけあっかぇ ょぇ けしすぇくっ 
うきっくくけ おけかっおすうゃ. 
╃ぇ しっ さぇぉけすう ょけぉさっ し さなおけ-

ゃけょしすゃけすけ, いぇとけすけ しぇきけ さな-
おけゃけょしすゃけすけ きけあっ ょぇ さってう 
こさけぉかっきうすっ, ういゃっょっくう けす 
しうくょうおぇかうしすうすっ う しなゃきっしす-
くぇすぇ さぇぉけすぇ っ けす こけかいぇ, おぇお-
すけ いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, すぇおぇ 
う いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけ-
ゃうはすぇ くぇ すさせょ う けしうゅせさはゃぇ-
くっすけ くぇ ぉっいけこぇしくぇ さぇぉけすぇ, 
こさういけゃぇ けとっ ╋ぇいくっゃぇ, おけは-
すけ くぇさけつくけ くっ ぉっ くぇこうしぇ-
かぇ  ょけおかぇょ, こさっょこけつうすぇえおう 
おけくそっさっくちうはすぇ ょぇ けすゃけさう 
つけゃっておう さぇいゅけゃけさ こけ くぇぉけ-
かっかうすっ ゃなこさけしう くぇ たけさぇすぇ ゃ 
けさゅぇくういぇちうはすぇ. ╃ぇ しっ きうしかう 
うきっくくけ いぇ ょけぉさけすけ くぇ たけさぇすぇ 
う ょぇ しっ こけきぇゅぇ, いぇ ╋ぇいくっゃぇ 
すけゃぇ っ けしくけゃくぇすぇ きうしうは くぇ 
しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, 
おけはすけ こさっういぉさぇくうはす こさっょ-
しっょぇすっか とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
しかっょゃぇ う ゃ くけゃうは きぇくょぇす.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨すつっすくけ-ういぉけさくぇ おけくそっさっくちうは くぇ 11-すう ぇこさうか こさっういぉさぇ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ いぇ しうくょうおぇ-
かっく こさっょしっょぇすっか くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4. ╋ぇいくっゃぇ こけっきぇ つっすゃなさすう きぇくょぇす. 
〈は さぇぉけすう おぇすけ けすつっすくうお こけ すさせょぇ ゃ ]かせあぉぇ 〈[╆ くぇ ╆ぇゃけょ 4. 
′ぇ しうくょうおぇかくうは  そけさせき  こさうしなしすゃぇ う ょうさっおすけさなす くぇ いぇゃけょぇ – うくあ. ╂っけさゅう ′っくつっゃ. ╂けし-

すう くぇ おけくそっさっくちうはすぇ ぉはたぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” – ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う  かうょっ-
さなす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 6 - ╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけっゃ, つかっく くぇ 《っょっさぇかくうは しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくうは 
しなゃっす くぇ 《っょっさぇちうはすぇ おなき ╉′]╀ „╋っすぇか ╄かっおすさけ”, こさっょしっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ けたさぇくぇ 
くぇ すさせょぇ おなき ╉′]╀ こさう „┿さしっくぇか” ┿╃ う つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ょけゅけゃぇさはくっ くぇ さぇぉけすくうすっ 
いぇこかぇすう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, おぇおすけ う つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ せしかけゃうは くぇ すさせょぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
′ぇ おけくそっさっくちうはすぇ こさうしなしすゃぇ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 5 – 〈けょけさ ╃っさきっくょあうっゃ, 
つかっく くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しすぇつっく おけきうすっす, くぇ 《] くぇ ′] くぇ „╋っすぇか ╄かっおすさけ” う くぇ ╉けきうしうはすぇ 
こけ せしかけゃうは くぇ すさせょぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 

] きうくせすぇ きなかつぇくうっ いぇこけつくぇ 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 けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4 くぇ こかけとぇょ-
おぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ おさぇえ ╋なゅかうあ. ╋なかつぇくうっすけ ぉっ こけつうす 
おなき いぇゅうくぇかうすっ うき すさうきぇ おけかっゅう けす うくちうょっくすう くぇ さぇぉけす-
くけすけ きはしすけ こさっい こっさうけょぇ 2007 – 2012 ゅけょうくぇ. ‶けつうす ぉっ 
けすょぇょっくぇ う おなき こけつうくぇかうは こさっい こっさうけょぇ ょなかゅけゅけょうとっく 
くぇちうけくぇかっく かうょっさ くぇ ╉′]╀ – ょ-さ ╅っかはいおけ 》さうしすけゃ.
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』【╅〉[╅ 《【 „¨╇¨を╅【╅ ╈╅′╅”

′っえくけすけ うきっ くっ っ けす かぇゃうちぇすぇ くぇ けすかうつくうちうすっ いぇ ゅけょうくぇすぇ. ′け こなお うきぇ ゃしうつ-
おう けしくけゃぇくうは う しうきこぇすうう ょぇ こかっょうさぇ いぇ きはしすけ くぇ かぇゃうちぇすぇ, すぇき, おなょっすけ しっ 
くぇさっあょぇす たぇさぇおすっさうすっ う うょっぇかうしすうすっ, „ちゃっすくうすっ” たけさぇ くぇ そうさきぇすぇ, ぉっい おけはすけ 
ゃしなとくけしす „┿さしっくぇか” くはきぇてっ ょぇ っ すけゃぇ, おけっすけ っ. 
〈は っ けす たけさぇすぇ - ょせてっこさうおぇいつうちう. 〈っいう, こさう おけうすけ けすうゃぇす ゃしうつおう: いぇ たせぉぇゃけ う 

いぇ かけてけ. ╇ くっ しぇきけ いぇ こさけそっしうけくぇかっく しなゃっす. ┿ しぇきけ... っえ-すなえ, いぇ ょぇ しこけょっかはす. 
╆ぇとけすけ え うきぇす ょけゃっさうっ, こさうっきぇす は おぇすけ けすゃけさっく う しなさちぇす つけゃっお. ‶さうゃうょくけ-
すけ ょっかっくっ くぇ さぇぉけすっとう う „つぇくすぇょあうう” きけあっ かっおけゃぇすけ ょぇ は けすこさぇすう ゃ おぇすっ-
ゅけさうはすぇ くぇ ゃすけさうすっ, くけ ゃしっおう, おけえすけ は こけいくぇゃぇ, ゃっょくぇゅぇ とっ ゃないさぇいう. ‶さけしすけ, 
いぇとけすけ, おぇすけ すうこうつっく こさっょしすぇゃうすっか くぇ いけょうは ╀かういくぇちう, すは うきぇ しこけしけぉくけしすすぇ  
ょぇ しっ こさなしくっ くぇ すけかおけゃぇ こぇさつっすぇ, くぇ おけかおけす きっしすぇ くはおけえ うきぇ くせあょぇ けす くっは. ╇ 
しぇきぇ こさういくぇゃぇ, つっ ょっかっくっすけ こけ すけいう くぇつうく は ょさぇいくう, いぇとけすけ きくけゅけ つっしすけ うきっく-
くけ „つぇくすぇょあううすっ” ゃしなとくけしす ういくぇしはす くぇえ-ゅけかっきうは すけゃぇさ う くぇこさっあっくうっすけ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ. ′け... ゃっかうおけょせてうっすけ え くっ こけいゃけかはゃぇ ょぇ こさけょなかあう し すっいぇすぇ しう, きぇたぇ し 
さなおぇ う きうくぇゃぇ くぇ ょさせゅぇ すっきぇ.

╀かぇゅけゃっしす ╂うつっゃ ╀かぇゅけっゃ ぉっ こさっういぉさぇく いぇ 
こさっょしっょぇすっか くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇ

ちうは くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 6. ¨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 しっ こさけゃっょっ くぇ 5-すう ぇこさうか. ╀かぇ
ゅけっゃ こけっきぇ すさっすう きぇくょぇす. ╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけっゃ 
っ う つかっく くぇ 《っょっさぇかくうは しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇか
くうは しなゃっす くぇ 《っょっさぇちうはすぇ おなき ╉′]╀ „╋っすぇか 
╄かっおすさけ”. 〈けえ っ こさっょしっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ 
けたさぇくぇ くぇ すさせょぇ おなき ╉′]╀ こさう „┿さしっくぇか” ┿╃ 
う つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ょけゅけゃぇさはくっ くぇ さぇぉけす
くうすっ いぇこかぇすう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, おぇおすけ う つかっく 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ ゃなゃ そうさ
きぇすぇ. [ぇぉけすう おぇすけ くぇつぇかくうお しきはくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 6, 
ちった 110.
]うくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, さなおけゃけょっくぇ 

けす ╀かぇゅけっゃ, ゃおかのつゃぇ けとっ けさゅぇくういぇちううすっ くぇ 
╉′]╀ ゃ いぇゃけょうすっ 12, 0 – 167, おなょっすけ しぇ う つかっ
くけゃっすっ くぇ 70 % けす しなしすぇゃぇ.
╉けくそっさっくちうはすぇ くぇ 5-すう ぇこさうか ぉっ つぇしす けす うい

ぉけさくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ おぇきこぇくうは くぇ ╉′]╀ しかっょ 
そうさきっくぇすぇ おけくそっさっくちうは. 《けさせきなす けすつっすっ 
ょっえくけしすすぇ いぇ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう けす 2007-きぇ 
くぇしぇき, ゃ おけはすけ けしけぉっくけ しっ けすおさけはゃぇす しこけさす
くうすっ こけしすうあっくうは う すせさうしすうつっしおぇすぇ くぇょこさっゃぇ
さぇ. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ しすけこぇくうしゃぇ すせさうしすうつっしおぇ

〈ぇおぇ - たっき きうかけゃうょくけ, たっき 
くぇ こけかうすうつっしおう あぇさゅけく, いぇ-
さぇょう しっさうけいくけしすすぇ くぇ いぇくう-
きぇくうっすけ う „ゅさぇくうつくぇすぇ かう-
くうは” こけ しさっょぇすぇ, くぇ おけはすけ 
けすしすけはゃぇす, くぇさうつぇす こけきっあょせ 

しう かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3 
かぇぉけさぇくすおうすっ う すはたくぇすぇ さな-
おけゃけょうすっかおぇ ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ. 
╃さっぉくぇ, しきせゅかぇ, しうきこぇすうつ-

くぇ あっくぇ, くぇ おけはすけ おけさぇゃうはす え 
たぇさぇおすっさ かうつう けすょぇかっつ.  „′ぇ-
すさう” きう しっ くぇ けつうすっ けとっ こさう 
こなさゃぇすぇ くう しさっとぇ こけ しうくょう-
おぇかくぇ かうくうは, いぇさぇょう けぉとう-
すっかくけしすすぇ, おけきこっすっくすくけしすすぇ, 
しきっかけしすすぇ ょぇ ういおぇいゃぇ かうつくけ  
きっくうっ う ょぇ ゅけ けすしすけはゃぇ. ╉ぇ-
つっしすゃけ - ょっかぇおぇすっし う ゃ ょくって-
くけ ゃさっきっ. 
╆ぇ ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ, たうきうお 

こけ けぉさぇいけゃぇくうっ う しうくょうおぇ-
かうしす こけ ょせてぇ う こさういゃぇくうっ, 
ょぇ おぇいゃぇて おぇおゃけすけ きうしかうて う 

ょぇ しっ ぉけさうて いぇ こさうくちうこう う う 
しこさぇゃっょかうゃけしす, っ ょさせゅうはす くぇ-
つうく くぇ くっえくけすけ „┿い”. ]っぉっうい-
さぇいはゃぇくっ, くぇきっさうかけ しゃけぉけょ-
くぇすぇ しう ゃけかは う そけさきぇ くっ おなょっ  
ょぇ っ, ぇ うきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか”. 

╉ぇいゃぇ, つっ ぉう しう すさなゅくぇかぇ けす 
そうさきぇすぇ しぇきけ, ぇおけ こけかせつう 
こさっょかけあっくうっ いぇ こけ-うくすっさっし-
くぇ う かのぉけいくぇすっかくぇ さぇぉけすぇ, くけ 
くっ う いぇ こぇさう. ′っいぇゃうしうきけ, つっ 
う すは, おぇすけ こけゃっつっすけ けす さぇぉけすっ-
とうすっ すせお, しつうすぇ, つっ おぇつっしすゃけ-
すけ しっ こけしすうゅぇ し ょけぉさけ いぇこかぇ-
とぇくっ, おけっすけ こなお っ そせくおちうは 
けす ょけぉさけ こかぇくうさぇくっ, おけっすけ 
くはきぇ おぇお ょぇ しっ しかせつう ゃ こぇいぇさ-
くう うおけくけきうおう う こさう こけかけあっ-
くうっ, つっ ょなさあぇゃぇすぇ くっ しすけう いぇょ 
ゅなさぉぇ すう. ╇ かうこしゃぇ かせおしなす くぇ 
ょなさあぇゃくぇすぇ こけさなつおぇ. 
╉ぇすけ しうくょうおぇかうしす う くぇつっかけ 

くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╆ぇゃけょ 3 ゃ „┿さしっくぇか” ゃっつっ 

]さっょ いぇしかせゅうすっ え, くっえくう う 
くぇ おけかっゅう, こけ けすくけてっくうっ くぇ 
しうょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ, しっ ゅけさ-
ょっっ し ょゃっ くっとぇ: ういゃけのゃぇくけすけ 
しかっょ 6-ゅけょうてくう ぉうすおう ゃない-
しすぇくけゃはゃぇくっ くぇ しすけかぇ いぇ さぇ-
ぉけすっとうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 3 う ょゃぇすぇ 
„ゅけさっとう” すっかっそけくぇ, くぇ おけうすけ 
ゃしっおう さぇぉけすっと ゃ „┿さしっくぇか” 
きけあっ ょぇ しっ けぉぇょう う ょぇ しうゅ-
くぇかういうさぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ いぇ こさけぉかっき, くせあょぇ 
うかう しなょっえしすゃうっ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっいぇゃうしうきけ 

けす きくけゅけすけ ゃさっきっ, おけっすけ え 
おけしすゃぇ さぇぉけすぇすぇ し たけさぇすぇ, しっ 
つせゃしすゃぇ あうゃぇ う ゃ しゃけう ゃけょう, 
せょけゃかっすゃけさっくぇ, いぇとけすけ ゃしっおう 
ょっく っ さぇいかうつっく う し さってぇゃぇ-
くっすけ くぇ ゃしっおう こさけぉかっき しっ せつう 
くっとけ くけゃけ う くはきぇ こけ-ゅけかはきけ 
せょけゃかっすゃけさっくうっ けす すけゃぇ ょぇ 
こけきけゅくって, ょぇ しう こけかっいっく うかう 
ょぇ くぇこさぇゃうて くっとけ しすけえくけしす-
くけ いぇ こけゃっつっ たけさぇ う いぇ そうさ-
きぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ う たぇさっしゃぇ さぇぉけ-
すぇすぇ しう ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ くぇ 
╆ぇゃけょ 3, つうえすけ さなおけゃけょうすっか 
っ ゃっつっ 11-すぇ ゅけょうくぇ. 
》ぇさっしゃぇき さぇぉけすぇすぇ しう, くっ 

しぇきけ いぇとけすけ けすつぇしすう しきっ う 
せくうおぇかくう - くはきぇ ょさせゅぇ すぇおぇ-
ゃぇ たうきうつくぇ かぇぉけさぇすけさうは おぇすけ 
くぇてぇすぇ ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ╇きぇ-
てっ っょくぇ ゃ ]なさぉうは, くけ ゃっつっ 
きぇえ くっ さぇぉけすう, おぇいゃぇ くっ ぉっい 
ゅけさょけしす ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ う ょけ-
こなかゃぇ, つっ しなゃきっしすはゃぇくっすけ え 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ かぇぉけさぇ-
すけさうはすぇ う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは  
え こけいゃけかはゃぇす ょぇ っ こけ-ぉかういけ 

ょけ いぇゃけょしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ. 
╁いぇうきくけすけ うき ょけゃっさうっ しっ 
けおぇいゃぇ こけかっいくけ いぇ ゃしうつおう う 
くぇえ-ゃっつっ - さっいせかすぇすくけ. 〈ぇおぇ 
きけゅぇす ょぇ しっ さってぇゃぇす こけゃっ-
つっ こさけぉかっきう, おぇすっゅけさうつくぇ っ 
]すぇくおぇ. 
‶さういくぇゃぇ しなとけ, つっ しっ ょさぇい-

くう けす すけゃぇ, つっ ゃなこさっおう さぇい-
かうつくけすけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ あう-
ゃっっき, ゃしっ けとっ うきぇ たけさぇ, 
くっくぇこせしくぇかう ゅさぇくうちうすっ くぇ 
„〈ぇすけゃけすけ ゃさっきっ” う きっさはす し 
すぇおうゃぇ ぇさてうくう. 〈させょくけ こさっ-
ゅかなとぇ „くぇつぇかしすゃぇくっすけ けす 
ぉのさけ”, ぉっい ょけさう ょぇ しう しかういぇか 
ゃ ちったぇ, おぇおすけ う しせぉっおすうゃくけすけ 

けすくけてっくうっ おなき たけさぇすぇ - „こけ-
さけお, けす おけえすけ くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, 
とっ しっ かっおせゃぇきっ ょなかゅけ”. 
╆ぇ しうょうおぇかうしすおぇすぇ ╉けしすけゃぇ 

っょうく けす しっさうけいくうすっ こさけぉかっ-
きう, ゃなさたせ おけえすけ すさはぉゃぇ きくけゅけ 
せこけさうすけ う けすすゅけゃけさくけ ょぇ しっ 
さぇぉけすう ゃ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ, っ 
おゃぇかうそうおぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすっ-
とうすっ, けぉせつっくうっすけ う こけしかっょ-
ゃぇとけすけ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ 
せきっくうはすぇ, „ょうぇかけゅなす  きかぇょう-
しすぇさう”, いぇこかぇとぇくっすけ くぇ „おぇか-
こぇお”, かうこしぇすぇ くぇ おぇおゃけすけ う ょぇ 
っ けすくけてっくうっ おなき きはしすけすけ, くぇ 
おけっすけ さぇぉけすうて, けす しすさぇくぇ くぇ 
しぇきうすっ さぇぉけすっとう  う くっ くぇ こけ-
しかっょくけ きはしすけ ょけさう こさぇゃうかくう-
はす ういぉけさ くぇ さぇぉけすくけ きはしすけ いぇ 
ゃしっおう つけゃっお. 
╋くけゅけ っ すっあおけ ょぇ ゃうょぇて おぇお 

うきぇ たけさぇ, おけうすけ うょゃぇす し ょけしぇ-
ょぇ くぇ さぇぉけすぇ.
〈っ くっ しぇ こけかっいくう くうすけ くぇ 

しっぉっ しう, くうすけ くぇ そうさきぇすぇ, 
せぉっょっくぇ っ しうくょうおぇかくぇすぇ かう-
ょっさおぇ くぇ ╆ぇゃけょ 3. 
╇ いぇとけすけ ゃかぇゅぇ しなさちっ ゃ すぇいう 

さぇぉけすぇ, くぇ ゃしうつおう そけさせきう, 
おなょっすけ きけあっ ょぇ しっ ぉけさう いぇ 
こさぇゃぇすぇ くぇ おけかっゅうすっ しう, くぇ 
さぇぉけすっとうは つけゃっお, いぇ しけちうぇか-
くぇ  う こさけそっしうけくぇかくぇ しこさぇ-
ゃっょかうゃけしす, ╉けしすけゃぇ くっ こっし-
すう くうすけ くっさゃう, くうすけ ょけゃけょう, 
くうすけ  せしうかうは う ゃさっきっ. ′ぇえ- 
きぇかおけすけ こなお - しなさちっ. 
┿ おけゅぇすけ ゃしっ こぇお え けしすぇくっ 

ゃさっきっ „う ぇい しなき つけゃっお”, こさっょ-
こけつうすぇ ょぇ しっ さけゃう けすくけゃけ うい 
かのぉうきぇすぇ たうきうは: こけつすう し くぇ-
しすなさゃっくうっ つっすっ ゃしうつおけ, しゃなさ-

いぇくけ し くっは う くけゃうすっ すったくけかけ-
ゅうう, いぇとけすけ っ „かのぉけいくぇすっかっく 
つけゃっお, おけえすけ あうゃっっ くぇ しおけ-
さけしす”. 

¨すゃなょ すけゃぇ, いぇさぇょう っょうくうは 
ぉぇし, ょけさう っ せてうかぇ う 7 ゅけぉかっ-
くぇ - „ゅけかっきう う きぇかおう”, し おけっすけ 
こっさうけょなす くぇ ゅけぉかっくぇさしすゃけすけ 
いぇ たうきうつおぇすぇ っ こさうおかのつうか. ╇ 
おけゅぇすけ し かっおけすぇ くっ しっ ういゅせぉう 
ゃ おけきこのすなさぇ うかう ゃ ゅけぉかっくぇ, 
]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ  きっつすぇっ... ょぇ 
きけあっ っょうく ょっく けすくけゃけ ょぇ こな-
すせゃぇ うい くっこけいくぇすう きっしすぇ しなし 
しっきっえしすゃけすけ しう.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

‶なすはす... ょけ „うゃうちぇすぇ ╂ぇいぇ” 
╃なかなゅ っ..., くけ いぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ ちっかっくぇしけつっく う ゃっ-

さっく くぇ せつっくうつっしおぇすぇ かのぉけゃ... おなき たうきうはすぇ. ‶けしゃっ-
とぇゃぇ え しっ ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”. ]かっょ すけゃぇ いぇ-
こけつゃぇ いぇ おさぇすおけ さぇぉけすぇ ゃ くはおけゅぇてくけすけ こさっょこさうはすうっ 
„╀けくつけ 【ぇくけゃ”... おぇすけ しすさせゅぇさ う てかぇえそうしす. ╇ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ ゅけくう  きっつすぇすぇ しう おなき たうきうはすぇ, しきっくはえおう 
╉ぇいぇくかなお し ╃うきうすさけゃゅさぇょ, おなょっすけ けすうゃぇ くぇ さぇぉけすぇ う 
ょぇ せつう ゃ 》うきうつっしおうは すったくうおせき すぇき.  
]かっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ きせ しっ ゃさなとぇ ゃ さけょくうは ╉ぇいぇく-

かなお う いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” おぇすけ かぇぉけさぇくす. 
╇ いぇとけすけ すさせょくけ しっ けすおぇいゃぇ けす きっつすうすっ しう う けす かの-
ぉけゃすぇ しう... いぇきうくぇゃぇ いぇ ‶かけゃょうゃ. ╁ すぇきけてくうは せくう-
ゃっさしうすっす いぇゃなさてゃぇ こさけういゃけょしすゃっくぇ たうきうは, いぇさぇょう„ 
くぇえ-ょけぉさぇすぇ かぇぉけさぇすけさくぇ ぉぇいぇ ゃ しすさぇくぇすぇ すけゅぇゃぇ”. 
╇ ょけおぇすけ ゅけくう きっつすぇすぇ しう こけ たうきうはすぇ, ょけゅけくゃぇ ょさせ-

ゅぇ きっつすぇ. ]さっとぇ ょさせゅぇすぇ かのぉけゃ ゃ かうちっすけ くぇ しすさっかっ-
ちぇ-ういこうすぇすっか ]ゃっすけしかぇゃ. ╁ しかせつぇは, けぉぇつっ, きっさくうおなす 
くぇ ]すぇくおぇ しっ けおぇいゃぇ こけ-すけつっく う... こかけゃょうゃつぇくうくなす 
]すぇくうしかぇゃ „こぇさおうさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1994 ゅけょうくぇ. 
╃ゃけっく せょぇさ いぇ たうきうつおぇすぇ, いぇとけすけ, けしゃっく つっ しっ ゃさな-
とぇ けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか”, ゃけょう しなし しっぉっ しう う しすさっかっちぇ 
けす ‶かけゃょうゃ. ╇ こけくっあっ ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ すさせょくけ たゃぇ-
とぇ さなあょぇ, う ょゃぇきぇすぇ ゃしっ けとっ... しぇ ゃっさくう. ╄ょうく くぇ 
ょさせゅ, う くぇ „┿さしっくぇか”. 
′ぇ ょゃぇ こなすう しなき うきぇかぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しう すさなゅくぇ けす 

そうさきぇすぇ, ょぇ くぇこせしくぇ しすさぇくぇすぇ. ′っ ゅけ くぇこさぇゃうた. ╁っょ-
くなあ いぇさぇょう ゅさうあぇすぇ こけ ゃないさぇしすくう さけょうすっかう, ゃすけさう-
はす こなす - いぇさぇょう しっきっえしすゃけすけ う さぇしすはとうは しうく. 
╇きぇ う すさっすけ - くっけぉっおすうゃくけ. „╋けあっ ぉう しぇくすうきっくす”, 

こさういくぇゃぇ うくあっくっさ-たうきうおなす ╉けしすけゃぇ. ╋ぇえおぇ きう, 
ゃっつっ っ くぇ 82, くけ ぉっかはいぇくぇ けす きぇさおぇすぇ ╆ぇゃけょ 3 くぇ „┿さ-
しっくぇか”. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ – ╆ぇおけくなす くぇ おさなゃすぇ.

17 ゅけょうくう, しつうすぇ しなとけ, つっ 
ょけぉさうすっ いぇこかぇすう しぇ さっいせかすぇす 
う けす ょけぉさけ けぉせつっくうっ, おけっすけ ゃ 
くうおぇおなゃ しかせつぇえ くっ っ さぇゃくけ-
しうかくけ くぇ しぇきけけぉせつっくうっ, おけっ-
すけ ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう しっ こさう-
かぇゅぇ う くぇ おけっすけ しっ さぇいつうすぇ. ╇ 
きくけゅけ え こせおぇ いぇ こさけぉかっきうすっ 
くぇ たけさぇすぇ. 
〉ぉっょっくぇ っ, つっ 

ょぇ しう しうくょうおぇかうしす ゃ 
ょくってくけ ゃさっきっ

くっ っ くうおぇお  かっしくけ,

くうすけ こさうきぇかうゃけ, こけ けくいう 
くぇつうく, こけ おけえすけ くはおけゅぇ っ 
ぉうかけ. ╇ こけ おけえすけ きくけいうくしすゃけ-
すけ したゃぇとぇ すぇいう さぇぉけすぇ. 
╆ぇ ]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ, しうく-

ょうおぇかくうはす こさっょしっょぇすっか くぇ 
╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 3, すけゃぇ っ きくけゅけ 
けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, こけゅかなとぇ-
とぇ くっ しぇきけ くぇ さぇぉけすくうは ょっく, 
ぇ つっしすけ う  ゅけかはきぇ つぇしす けす きぇか-
おうすっ けしすぇすなちう  かうつくけ ゃさっきっ. 
╆ぇとけすけ „つけゃっておうすっ こさけぉかっ-
きう くはきぇす さぇぉけすくけ ゃさっきっ”, ぇ 
おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ つけゃって-
おう う こさけそっしうけくぇかくう こさけぉかっ-
きう ゃ ぉぇさせすくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
すぇき, おなょっすけ ゃしっおう っ ゃぇあっく, 
いくぇつうき う おなょっすけ さうしおなす すっ 
ょっぉくっ けす きくけゅけ きっしすぇ, しかっょゃぇ 
ょぇ しう きくけゅけおさぇすくけ こけ-けすゅけゃけ-
さっく おなき たけさぇすぇ, さぇいしなあょぇゃぇ 
]すぇくおぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ こけょたゃぇとぇ しうく-

ょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ こさっい 1996 
ゅけょうくぇ こけつすう くぇ きぇえすぇこ, いぇ 
きぇかおけ う... けしすぇゃぇ くぇ すけいう こけしす 
ょけしっゅぇ. ╉ぇすけ ゃしうつおう ゃさっきっく-
くう くっとぇ, おけうすけ しっ けおぇいゃぇす 
しなょぉぇすぇ くう いぇ ょなかゅけ, くぇきうゅぇ 
ゃ くっは しなとうくしおうはす „╀かういくぇお”. 

Цветната леха пред Химична лаборатория

Станка (с цветята) с колеги

すぇ ぉぇいぇ ゃ 〈なあぇくしおうは ╀ぇかおぇく, おなょっすけ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう つっしすけ こけつうゃぇす こさっい せうおっくょぇ. 
]うくょうおぇかくぇすぇ おけくそっさっくちうは こけしすぇゃう う ゃなこさけしぇ いぇ くせあょぇすぇ けす こけょけぉさはゃぇくっ くぇ ぉうすけゃうすっ 
せしかけゃうは う せしかけゃうはすぇ くぇ さぇぉけすぇ.
╁ くけゃうは ]うくょうおぇかっく  おけきうすっす ぉはたぇ ういぉさぇくう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ゃしうつおう こさけういゃけょしすゃっくう 

いゃっくぇ う けすょっかう.
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ゐÜ¿¡í

′ぇ 11 ぇこさうか ゃくっいぇこくけ けす あうゃけすぇ しう けすうょっ うくあ. 〈けくつけ 』せおぇ
かけゃ – っょうく けす くぇえ-ょけしすけえくうすっ たけさぇ ゃ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”.
』けゃっお, おけえすけ ょっしっすうかっすうっ ぉっ くぇ ゃなさたぇ くぇ っょくけ けす くぇえ-ぇゃ

すけさうすっすくうすっ う ゅけかっきう きぇてうくけしすさけうすっかくう こさっょこさうはすうは ゃ 
╀なかゅぇさうは, けしすぇゃうか ゃ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” くっいぇぉさぇゃうき う 
しなとっしすゃっく こさうくけし: つさっい すったくうつっしおうは しう けこうす, こけいくぇくうは う 
させすうくぇ, けさゅぇくういぇちうけくくう おぇつっしすゃぇ う ぇゃすけさうすっす. 
╇くあ. 〈けくつけ 』せおぇかけゃ せしこは ょぇ こさっゃなさくっ くはおけゅぇてくうすっ ̈ ぉっょう

くっくう いぇゃけょう „《さうょさうた ╄くゅっかし” ゃ っょくけ けす くぇえ-ぇゃすけさうすっすくうすっ 
こさっょこさうはすうは いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ - ╋ぇてうくけしすさけうすっ
かっく おけきぉうくぇす „《さうょさうた ╄くゅっかし.” 
‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ ぉっ ういゃなさてっくぇ せしうかっくぇ きけょっさくういぇ

ちうは くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, こせしくぇすう ぉはたぇ ゃ っおしこかけぇすぇちうは っょくう 
けす くぇえ-いくぇおけゃうすっ こさけういゃけょしすゃぇ いぇ そうさきぇすぇ: 9 きき. こうしすけかっす, 
62 きき. すぇくおけゃぇ おぇさすっつくうちぇ, 23 きき. いっくうすくぇ せしすぇくけゃおぇ, うい
ゃなさてっくぇ ぉっ きけょっさくういぇちうは くぇ そさっいけゃうすっ きぇてうくう 《〉-251 う 
《〉-321, こさけういゃっょっくぇ ぉっ 10 たうかはょくぇすぇ 《〉-251, ょぇさっくぇ くぇ 
╉せぉぇ こさっい 1975 ゅけょうくぇ.
╁ こっさうけょぇ, ゃ おけえすけ くぇつっかけ くぇ „┿さしっくぇか” ぉっ うくあ. 』せおぇかけゃ, 

しっ こさけういゃっあょぇす う こなさゃうすっ ぇゅさっゅぇすう いぇ ういくけし, ういゃなさてうたぇ しっ 
さぇいかうつくう さぇいゃけえくう ょっえくけしすう こけ 〉《╋ し 『‶〉, ういさぇぉけすゃぇす しっ 
こなさゃうすっ きけょうそうおぇちうう くぇ けぉさぇぉけすゃぇとう ちっくすさう. ′ぇ すっさうすけ
さうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ しっ けすおさうゃぇ う こぇきっすくうお くぇ すけゅぇゃぇてくうは こぇ
すさけく くぇ おけきぉうくぇすぇ – 《さうょさうた ╄くゅっかし.  
] おけくつうくぇすぇ くぇ うくあ. 』せおぇかけゃ „┿さしっくぇか” ゅせぉう っょくぇ けす しゃけう

すっ っきぉかっきう, っょうく ょけしすけっく さなおけゃけょうすっか う おぇつっしすゃっく つけゃっお, 
けぉうつぇく しなこさせゅ う ぉぇとぇ. 
′っせきけかうき っ いぇおけくなす くぇ あうゃけすぇ - たけさぇすぇ ょぇ しう けすうゃぇす ゃうくぇ

ゅう, おけゅぇすけ しぇ くぇえ-きくけゅけ くせあくう. 
′け けしすぇゃぇ せすったぇすぇ, つっ いぇょ ゃしっおう こさっおなさてっく あうゃけす ゃうくぇゅう 

うきぇ しゃっすかぇ ょうさは, おけはすけ しっ こけきくう う けしすぇゃぇ いぇ こけおけかっくうはすぇ. 
╃っかけすけ う こぇきっすすぇ いぇ うくあ. 〈けつくけ 』せおぇかけゃ けしすぇゃぇす いぇゃうくぇゅう 

ゃ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, ゃ うしすけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ うおけ
くけきうおぇ う くぇ ゅさぇょぇ.  
 
 ╃なかぉけお こけおかけく!                                 „┿さしっくぇか”┿╃

』╊╉〈¨ [《〉╈『╊』 〉╅ [〉』╆
8 ょっかっゅぇすう くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ とっ ゃいっきぇす せつぇしうすっ ゃ いぇこけつ
ゃぇとうは くぇ 1-ゃう きぇえ ]っょきう おけくゅさっし くぇ ╉′]╀. 《けさせきなす っ ゃ 
いぇかぇ 1 くぇ ′╃╉ ゃ ]けそうは. ╃っかっゅぇすうすっ とっ くぇこさぇゃはす さぇゃくけ
しきっすおぇ くぇ ょっえくけしすすぇ しう いぇ けすつっすくうは こっさうけょ う とっ ういぉっさぇす 
しゃけえ さっょけゃっく かうょっさ. ′ぇしすけはとうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀ 
‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ こけっ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ  しうくょうおぇすぇ しかっょ 
ういゃなくさっょっく おけくゅさっし, こさけゃっょっく こさっい 2010 ゅけょうくぇ, しかっょ 
しきなさすすぇ くぇ ょ-さ ╅っかはいおけ 》さうしすけゃ. 
╃っかぇゅぇすうすっ けす „┿さしっくぇか” しぇ こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ しうくょう
おぇかくうすっ けさぇくういぇちう こけ いぇゃけょう, いぇっょくけ し こさっょしっょぇすっかは くぇ 
]╉ くぇ ╉′]╀ ゃなゃ そうさきぇすぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ.  
╁っょくぇゅぇ しかっょ おけくゅさっしぇ, くぇ 4-すう きぇえ, ゃ しすけかうちぇすぇ とっ しっ 
こさけゃっょっ う 《っょっさぇかっく しなゃっす くぇ ょさせゅぇ しうくょうおぇかくぇ しすさせお
すせさぇ, ゃ おけはすけ ╉′]╀ „┿さしっくぇか” っ けしくけゃくけ はょさけ - ′]《 „╋っ
すぇか ╄かっおすさけ”. 

                                                     〈┿ 

¨とっ こさっょう ういぉけさぇ, おぇすけ 
こさっょしっょぇすっか ゃ こさっょうてくうは 
きぇくょぇす けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ 
ょけ きけきっくすぇ, ╋ぇいくっゃぇ こさういけ
ゃぇ おけかっゅうすっ しう - ょっかっゅぇすう くぇ 
そけさせきぇ, いぇ こけゃっつっ ゅさうあぇ おなき 
たけさぇすぇ う けすゅけゃけさくけしす おなき さぇ
ぉけすぇすぇ ゃ ういおかのつうすっかくけ すさせょ
くう せしかけゃうは, おぇおゃうすけ しぇ すっいう 
ゃ ╆ぇゃけょぇ ゃ ╋なゅかうあ. ‶さっい うい
すっおかうは  きぇくょぇす こさっょゃうょ  う 
すっあおうすっ うくちうょっくすう くぇ こかけ
とぇょおぇすぇ おさぇえ ╋なゅかうあ, おぇすけ 
けしくけゃっく こさけぉかっき, そけさせきなす 

けつっさすぇ くせあょぇすぇ けす おけくすさけか 
ゃなさたせ くけしっくっすけ くぇ かうつくうすっ 
こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う しこっ
ちうぇかくけすけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ. 
╊うつくぇすぇ けすゅけゃけさくけしす う ょうし
ちうこかうくぇ くぇ ゃしっおう さぇぉけすくうお 
くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけっすぇ けす くぇ
つぇかくうおぇ きせ, こけょつっさすぇ ゃ しかけ
ゃけすけ しう ╋ぇいくっゃぇ, しこけさっょ おけは
すけ, こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
しっ くぇぉかのょぇゃぇ う くぇきぇかはゃぇくっ 

くぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ さぇぉけすくう
ちうすっ こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇ. 
╉ぇすけ けしくけゃくう ゃなこさけしう こさっい 

ういすっおかうは きぇくょぇす, おぇおすけ ゃ 
ういおぇいゃぇくうはすぇ くぇ しうくょうおぇ
かうしすうすっ, すぇおぇ う ゃ ょせきうすっ くぇ 
こさっょしっょぇすっかは ╋ぇいくっゃぇ, しっ 
けつっさすぇたぇ, けしゃっく せしうかうはすぇ こけ 
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ かうつくけ さぇ
ぉけすくけ けぉかっおかけ, おけっすけ いぇ いぇ
っすうすっ ゃ ╋なゅかうあ しっ けしうゅせさはゃぇ 
こさうけさうすっすくけ, う けたさぇくぇすぇ くぇ 
すさせょぇ, すぇおぇ う くぇこさぇゃっくうすっ 
こけょけぉさっくうは くぇ しぇくうすぇさくうすっ 

ゃないかう, さっぇかういうさぇくうすっ きっょう
ちうくしおう こさっゅかっょう, けしうゅせさは
ゃぇくっすけ くぇ しぇくうすぇさくう しさっょ
しすゃぇ. ╉ぇすけ こかのし ゃ せしうかうはすぇ 
いぇ こけょけぉさはゃぇくっ せしかけゃうはすぇ 
くぇ すさせょぇ ぉっ けすつっすっくけ う くぇ
いくぇつっくうっすけ くぇ くけゃ, けすょっかくけ 
いぇ ╆ぇゃけょ 4, ╆ぇゃっあょぇと けたさぇ
くぇすぇ くぇ すさせょぇ.
504 しぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╉′]╀ 

ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 

4, すけゃぇ っ こさっけぉかぇょぇゃぇとう
はす  ぉさけえ  けす さぇぉけすっとうすっ, ぇ 
ゃ くはおけう いゃっくぇ ゃしうつおう さぇぉけ
すっとう しぇ つかっくけゃっ くぇ  ╉′]╀, 
ぉっ けすつっすっくけ くぇ おけくそっさっく
ちうはすぇ. ‶さっい ういすっおかうは きぇく
ょぇす, おけえすけ ╋ぇいくっゃぇ けこさっょっ
かう おぇすけ „すさせょっく”, ぇおちっくすう 
ゃ しうくょうおぇかくぇすぇ ょっえくけしす しぇ 
ぉうかう う ぇおちううすっ ゃ こけょおさっこぇ 
くぇ しっきっえしすゃぇすぇ くぇ こけょしすさぇ
ょぇかうすっ こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇ 
おけかっゅう, こけきけとすぇ いぇ くせあょぇっ
とうすっ しっ しけちうぇかくけ しかぇぉう う いぇ 
たけさぇ しなし いょさぇゃけしかけゃくう こさけ
ぉかっきう, おさなゃけょぇさうすっかしおうすっ 
ぇおちうう いぇ しこぇしはゃぇくっ あうゃけすぇ 
くぇ あっさすゃうすっ くぇ いかけこけかせおう. 
╁いぇうきけこけきけと う こけょおさっこぇ 
いぇ おけかっゅうすっ っ くっとけすけ, おけっすけ 
しなし しうゅせさくけしす おさっこう おけかっお
すうゃぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4, くぇ おけえすけ 
╋ぇいくっゃぇ こけあっかぇ ょぇ けしすぇくっ 
うきっくくけ おけかっおすうゃ. 
╃ぇ しっ さぇぉけすう ょけぉさっ し さなおけ

ゃけょしすゃけすけ, いぇとけすけ しぇきけ さな
おけゃけょしすゃけすけ きけあっ ょぇ さってう 
こさけぉかっきうすっ, ういゃっょっくう けす 
しうくょうおぇかうしすうすっ う しなゃきっしす
くぇすぇ さぇぉけすぇ っ けす こけかいぇ, おぇお
すけ いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, すぇおぇ 
う いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけ
ゃうはすぇ くぇ すさせょ う けしうゅせさはゃぇ
くっすけ くぇ ぉっいけこぇしくぇ さぇぉけすぇ, 
こさういけゃぇ けとっ ╋ぇいくっゃぇ, おけは
すけ くぇさけつくけ くっ ぉっ くぇこうしぇ
かぇ  ょけおかぇょ, こさっょこけつうすぇえおう 
おけくそっさっくちうはすぇ ょぇ けすゃけさう 
つけゃっておう さぇいゅけゃけさ こけ くぇぉけ
かっかうすっ ゃなこさけしう くぇ たけさぇすぇ ゃ 
けさゅぇくういぇちうはすぇ. ╃ぇ しっ きうしかう 
うきっくくけ いぇ ょけぉさけすけ くぇ たけさぇすぇ 
う ょぇ しっ こけきぇゅぇ, いぇ ╋ぇいくっゃぇ 
すけゃぇ っ けしくけゃくぇすぇ きうしうは くぇ 
しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, 
おけはすけ こさっういぉさぇくうはす こさっょ
しっょぇすっか とっ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
しかっょゃぇ う ゃ くけゃうは きぇくょぇす.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨すつっすくけ-ういぉけさくぇ おけくそっさっくちうは くぇ 11-すう ぇこさうか こさっういぉさぇ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ いぇ しうくょうおぇ
かっく こさっょしっょぇすっか くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4. ╋ぇいくっゃぇ こけっきぇ つっすゃなさすう きぇくょぇす. 
〈は さぇぉけすう おぇすけ けすつっすくうお こけ すさせょぇ ゃ ]かせあぉぇ 〈[╆ くぇ ╆ぇゃけょ 4. 
′ぇ しうくょうおぇかくうは  そけさせき  こさうしなしすゃぇ う ょうさっおすけさなす くぇ いぇゃけょぇ – うくあ. ╂っけさゅう ′っくつっゃ. ╂けし

すう くぇ おけくそっさっくちうはすぇ ぉはたぇ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” – ┿すぇくぇし ╀けいけゃ う  かうょっ
さなす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 6 - ╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけっゃ, つかっく くぇ 《っょっさぇかくうは しなゃっす くぇ ′ぇちうけくぇかくうは 
しなゃっす くぇ 《っょっさぇちうはすぇ おなき ╉′]╀ „╋っすぇか ╄かっおすさけ”, こさっょしっょぇすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ けたさぇくぇ 
くぇ すさせょぇ おなき ╉′]╀ こさう „┿さしっくぇか” ┿╃ う つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ ょけゅけゃぇさはくっ くぇ さぇぉけすくうすっ 
いぇこかぇすう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, おぇおすけ う つかっく くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ せしかけゃうは くぇ すさせょぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
′ぇ おけくそっさっくちうはすぇ こさうしなしすゃぇ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 5 – 〈けょけさ ╃っさきっくょあうっゃ, 
つかっく くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しすぇつっく おけきうすっす, くぇ 《] くぇ ′] くぇ „╋っすぇか ╄かっおすさけ” う くぇ ╉けきうしうはすぇ 
こけ せしかけゃうは くぇ すさせょぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 

] きうくせすぇ きなかつぇくうっ いぇこけつくぇ 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 けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4 くぇ こかけとぇょ
おぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ おさぇえ ╋なゅかうあ. ╋なかつぇくうっすけ ぉっ こけつうす 
おなき いぇゅうくぇかうすっ うき すさうきぇ おけかっゅう けす うくちうょっくすう くぇ さぇぉけす
くけすけ きはしすけ こさっい こっさうけょぇ 2007 – 2012 ゅけょうくぇ. ‶けつうす ぉっ 
けすょぇょっくぇ う おなき こけつうくぇかうは こさっい こっさうけょぇ ょなかゅけゅけょうとっく 
くぇちうけくぇかっく かうょっさ くぇ ╉′]╀ – ょ-さ ╅っかはいおけ 》さうしすけゃ.
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

21 ぇこさうか - ‶さぇいくうお くぇ ゃけっくくけすけ おけくすさぇさぇいせいくぇゃぇくっ; 
1863 - [けょっく っ 『ゃっすぇく [ぇょけしかぇゃけゃ - ぇゃすけさ くぇ こっしっくすぇ „╂けさ-
ょぇ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ“, こけ-おなしくけ たぇさきけくういうさぇくぇ けす ╃けぉさう 》さう-
しすけゃ; 1816 - [けょっくぇ っ 【ぇさかけす ╀さけくすっ - ぇくゅかうえしおぇ こうしぇすっかおぇ 
/“╃あっえく ╄なさ”/; 1910 - 〉きうさぇ ╋ぇさお 〈ゃっく - ぇきっさうおぇくしおう こうしぇ-
すっか /“‶さうくちなす う こさけしはおなす”/; 1975 - ‶さうおかのつゃぇ ╁うっすくぇきしおぇすぇ 
ゃけえくぇ, けすくっかぇ あうゃけすぇ くぇ 56 000 ぇきっさうおぇくちう う くぇ 1 きかく. う 300 
たうかはょう  ゃうっすくぇきちう.
22 ぇこさうか - 〈けきうくぇ くっょっかは; ]ゃっすけゃっく  ょっく くぇ ╆っきはすぇ; 

‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ っおけかけいうすっ; 1923 - [けょっく っ 
[ぇょけえ [ぇかうく - ぇゃすけさ くぇ しぇすうさうつくう しこっおすぇおかう う しちっくぇさうう いぇ 
そうかきう; 1969 - ╁ 》のしすなく っ ういゃなさてっくぇ こなさゃぇすぇ すさぇくしこかぇくすぇ-
ちうは くぇ つけゃっておけ けおけ.
23 ぇこさうか - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ おくうゅぇすぇ う ぇゃすけさしおけすけ こさぇ-

ゃけ; 1564 - [けょっく っ 〉うかはき 【っおしこうさ. 〉きうさぇ ゃ しなとうは ょっく こさっい 
1616 ゅ. くぇ 52 ゅけょうくう; 1616 - 〉きうさぇ ぇゃすけさなす くぇ “╃けく ╉うたけす” 
╋うゅっか ょっ ]っさゃぇくすっし; 1932 - ¨すおさうす っ ╉さぇかしおうはす 【っおしこうさけゃ 
すっぇすなさ; 1856 - ╁ ╊けき っ しないょぇょっくけ こなさゃけすけ ぉなかゅぇさしおけ つうすぇ-
かうとっ; 1992 - ╁ ╀なかゅぇさうは っ こさうっす ╆ぇおけく いぇ こさうゃぇすういぇちうはすぇ.
24 ぇこさうか - ]ゃっすけゃっく  ょっく くぇ こけぉさぇすうきっくうすっ ゅさぇょけゃっ; 

╋っあょせくぇさけょっく ょっく ゃ こぇきっす くぇ あっさすゃうすっ くぇ ┿さきっくしおうは 
ゅっくけちうょ /1915 – 1923 ゅ./; 1877 - ̈ ぉはゃっくぇ っ [せしおけ-すせさしおぇ-
すぇ けしゃけぉけょうすっかくぇ ゃけえくぇ.
25 ぇこさうか - 1874 - [けょっく っ ╂うかっかきけ ╋ぇさおけくう - しないょぇすっか 

くぇ さぇょうけすけ; 1901 - ╁ とぇすぇ ′の ╈けさお いぇ こなさゃう こなす ゃ しゃっすぇ しぇ 
ゃなゃっょっくう ぇゃすけきけぉうかくうすっ くけきっさぇ;
26 ぇこさうか - ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉ-

しすゃっくけしす; ╃っく くぇ すさぇゅっょうはすぇ ゃ 』っさくけぉうか; 1731 - 〉きうさぇ 
╃ぇくうっか ╃っそけ - ぇゃすけさ くぇ くぇょ 250 こさけういゃっょっくうは /“[けぉうくいけく 
╉させいけ“/; 1986 - 〉きうさぇ ╃っつおけ 〉いせくけゃ - ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお, 
さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお.
27 ぇこさうか - 1644 - ╆ぇ こなさゃう こなす っ こけしはすぇ こてっくうちぇ - ゃ ╉ぇ-

くぇょぇ; 1866 - [けょっく っ ‶っくつけ ]かぇゃっえおけゃ - こけっす う こさっゃけょぇつ 
/“[ぇかうちぇ”, “╉なさゃぇゃぇ こっしっく”/.
28 ぇこさうか - ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉっいけこぇしくけしす う おせかすせさぇ くぇ 

すさせょぇ; 1923 - ╁ ╊けくょけく っ けすおさうす しすぇょうけく “〉っきぉかう” し おぇこぇちう-
すっす 100 000 きっしすぇ.
29 ぇこさうか – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ うきせくけかけゅうはすぇ; 

╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぉぇかっすぇ; 1897 - ╃あけせいっそ 〈けきしなく 
けすおさうゃぇ っかっおすさけくぇ; 1945 - 》うすかっさ う ╄ゃぇ ╀さぇせく しっ あっくはす ゃ 
こけょいっきっく ぉせくおっさ, くぇ しかっょゃぇとうは ょっく しっ しぇきけせぉうゃぇす.
30 ぇこさうか - 1883 - [けょっく っ ぅさけしかぇゃ 》ぇてっお - つっておう こうしぇすっか, 

しないょぇか けぉさぇいぇ くぇ たさぇぉさうは ゃけえくうお 【ゃっえお; 1931 - ‶けしすさけっく 
っ ╄きこぇえなさ ]すっえす ぉうかょうくゅ - くぇえ-ゅけかはきけすけ いょぇくうっ ゃ しゃっすぇ おなき 
きけきっくすぇ.
01 きぇえ - ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ すさせょぇ う さぇぉけすくうつっ-

しおぇすぇ しけかうょぇさくけしす; ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ し ぇしすきぇすぇ; 
‶さけさけお ╈っさっきうは, ╇さうきうくょっく うかう ╆なきしおう ょっく; 1707 
- ┿くゅかうは, 【けすかぇくょうは う 〉っかし しっ けぉっょうくはゃぇす ゃ っょくぇ ょなさあぇゃぇ 
こけょ うきっすけ ╁っかうおけぉさうすぇくうは; 1953 - ¨すおさうす っ ′ぇちうけくぇかくう-
はす しすぇょうけく “╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ ]けそうは; 1982 - ╇いかういぇ おくうゅぇすぇ 
くぇ ╅っかぬけ ╅っかっゃ “《ぇてういきなす”; 1929 - ╁ ╉ぇいぇくかなお っ さけょっく 
しおせかこすけさなす ╃けおけ ╃けおけゃ; 1944 - [けょっく  っ うくあ. ╉させき 》さうしすけゃ 
– ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” けす 1993 ょけ 1997 ゅ. - 
ゅけょうくぇすぇ, こさっい おけはすけ せきうさぇ.
02 きぇえ - 907 - 〉きうさぇ ぉなかゅぇさしおうはす おくはい ╀けさうし ┶ - ‶けおさなし-

すうすっか; 1859 - [けょっく っ こうしぇすっかはす ╃あっさけき ╃あっさけき /“‶さぇいくう 
きうしかう くぇ っょうく こさぇいっく つけゃっお“, „〈さうきぇ ゃ っょくぇ かけょおぇ (ぉっい ょぇ しっ 
ぉさけう おせつっすけ)“; 1967 - ╁ ]すけおたけかき いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ ╋っあょせくぇ-
さけょくうはす すさうぉせくぇか いぇ ゃけっくくう こさっしすなこかっくうは.
03 きぇえ - ╃っく くぇ しゃけぉけょくけすけ しかけゃけ; 1934 - [けょっく っ ╇ゃぇく 

┿くょけくけゃ - ぇおすぬけさ /“¨すおかけくっくうっ”, “╇ゃぇく ╉けくょぇさっゃ”/ う さっあう-
しぬけさ /“╃せくぇゃ きけしす”, “¨こぇしっく つぇさ”/; 1987 - 〉きうさぇ ╃ぇかうょぇ - 
こっゃうちぇ し さっこっさすけぇさ けす くぇょ 800 こっしくう.
04 きぇえ - 1655 - [けょっく っ ╀ぇさすけかけきっけ ╉さうしすけそけさう - うすぇかうぇく-

しおう きせいうおぇくす, しつうすぇく いぇ ういけぉさっすぇすっか くぇ こうぇくけすけ; 1715 - ╁なゃ 
《さぇくちうは しっ こけはゃはゃぇ こなさゃうはす しゅなゃぇっき つぇょなさ; 1878 - ]ないょぇ-
ょっくぇ っ ╀なかゅぇさしおぇすぇ いっきしおぇ ゃけえしおぇ; 1943 - [けょっく っ ╂っけさゅう 
┿しこぇさせたけゃ-╂せくょう - ぉなかゅぇさしおう そせすぉけかうしす.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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【そうあ てうひちおけ かおけせつてうかせけみて たあてかせてかせ つたかぬけあしけつて う  ちあこそせあ, ちあいそてかは う „╅ちつかせあし”,  けせき. 【かすかせときさあ 》そたそうあ

╁ こぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ, 
おなょっすけ つっしすけ たけょう, くっ え 

いくぇはす きぇかおけすけ うきっ. ╆ぇ ゃしうつ
おう すぇき すは っ こさけしすけ „┿さしっくぇか”.  
╃けすけかおけゃぇ しっ っ しさぇしくぇかぇ う 
しかはかぇ し きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”, つっ 
こさけしすけ くっ っ くせあくけ ょぇ しっ  けぉはし
くはゃぇ こけゃっつっ. ‶けはゃう かう しっ すぇき, 
いくぇつう くっとけ ゃぇあくけ ゃ っょくぇ けす 
くぇえ-ゅけかっきうすっ そうさきう  けす  ぉなか
ゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは う すったくう
つっしおぇ きうしなか しっ っ しかせつうかけ.  
╆ぇ うくあ. 〈っきっくせあおぇ ‶けこけ

ゃぇ くはきぇ すぇえくう ゃ すぇいう, うくぇつっ 
すけかおけゃぇ しかけあくけ ういゅかっあょぇ
とぇ, こけょさっょっくぇ, さっしこっおすうさぇ
とぇ けすおなき いくぇくうは う すはたくぇすぇ 
しこっちうそうおぇ, こさけそっしうは - くぇ 
こぇすっくすくうは しこっちうぇかうしす. ‶けし
ゃっとぇゃぇ しっ くぇ すぇいう そうくぇ う 
こさっちういくぇ くぇせおぇ こさっょう こけ
ゃっつっ けす 30 ゅけょうくう, けとっ おぇすけ 
しすせょっくすおぇ ゃ 〈〉-╂ぇぉさけゃけ.   
‶け-おなしくけ, おけゅぇすけ こけしすなこゃぇ 

くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” おぇすけ 
おけくしすさせおすけさ, う すけ こけ つか. 64,  
くっ っ こさっょこけかぇゅぇかぇ, つっ くぇ 
てっゅぇ すけいう つか. 64 とっ しっ こさっ
ゃなさくっ ゃ しなょぉぇ う こさけそっしうは いぇ 
ちはか あうゃけす.
‶さっい 80-すっ ゅけょうくう くぇ きう

くぇかうは ゃっお ょけすけゅぇゃぇてくぇすぇ 
いぇゃっあょぇとぇ しこっちうぇかうしすおぇ 
„[ぇちうけくぇかういぇちうう う ういけぉさっ
すっくうは” ′っかう ぅくつっゃぇ っ こさっ
きっしすっくぇ くぇ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇ 
うくあ. 〈っきっくせあおぇ ‶けこけゃぇ - ょぇ 
こけっきっ こけつすう くぇ てっゅぇ すぇいう 
すけかおけゃぇ けすゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ, っ 
くっ しぇきけ ゅけかはきけ こさっょういゃうおぇ
すっかしすゃけ, くけ う おぇせいぇ ゃ かうつっく 
こかぇく - ょぇ こさけゃっさう しっぉっ しう う 
かのぉけゃすぇ しう おなき こぇすっくすくけすけ 
ょっかけ. ╆ぇ ちっかすぇ いぇゃなさてゃぇ う 
2-ゅけょうてくぇすぇ しこっちうぇかういうさぇ
くぇ ておけかぇ すけゅぇゃぇ ゃ ]けそうは.  
]っゅぇ, けす さぇいしすけはくうっすけ くぇ 

ゃさっきっすけ, っ ょけゃけかくぇ いぇ すけゃぇ 
しう こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. ╆ぇ
とけすけ けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ しう, 
つせゃしすゃぇ しっ  けちっくっくぇ う せゃぇ
あぇゃぇくぇ いぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, 
せしっとぇ ゃいぇうきくけすけ ょけゃっさうっ 
きっあょせ くっは う ぇさしっくぇかしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, くっけちっくうきぇ っ 
けおぇいぇくぇすぇ え こけょおさっこぇ う けす
いうゃつうゃけしす. ′ぇきうさぇ さぇぉけすぇすぇ  
しう いぇ きくけゅけ けすゅけゃけさくぇ  う うく
すっさっしくぇ, こさっょういゃうおぇすっかくぇ う 
すゃけさつっしおぇ. ] きうしなか う いぇ  こけ
おけかっくうはすぇ しかっょ くぇし. ╆ぇとけすけ 
くっ っ かっしくけ くぇ こかっとうすっ すう ょぇ 
すっあう すぇおぇゃぇ けすゅけゃけさくけしす: くぇ 
こさぇおすうおぇ ぉっい さぇぉけすぇすぇ くぇ 
〈っきっくせあおぇ ‶けこけゃぇ けくけゃぇ, 
おけっすけ しっ しかせつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”,  
くはきぇ ょぇ うきぇ すぇいう しゃっすけゃくぇ 
すっあっしす う こさっしすうあ. ╆ぇとけすけ  ゃ 
きぇさおぇすぇ っ ゃしうつおけ, すは こさけょぇ
ゃぇ, けしけぉっくけ ゃ しゃはす くぇ こぇいぇさ
くぇ うおけくけきうおぇ う ゅけかはきぇ おけく
おせさっくちうは, おぇいゃぇ こぇすっくすくぇすぇ 
しこっちうぇかうしすおぇ.   
》ぇさっしゃぇき しう こさけそっしうはすぇ, 

いぇとけすけ ゃしっおう ょっく くぇせつぇゃぇき 
こけ くっとけ くけゃけ. ╆ぇ ょぇ さっ
ゅうしすさうさぇて っょくけ ういけぉさっすっ
くうっ うかう こけかっいっく きけょっか, しっ 
ういうしおゃぇ こさっちういくぇ さぇぉけすぇ, 
つっすっくっ, しこさぇゃおう ゃ しゃっすけゃくぇ 
くぇせつくぇ かうすっさぇすせさぇ, ゃ うく
すっさくっす. ′せあくけ っ ょぇ しう きくけ
ゅけ おけきこっすっくすっく すったくうつっしおう, 
いぇおけくけゃけ, ょぇ しう くぇはしくけ しなし 
しゃっすけゃくうすっ くけゃけしすう. ′はきぇて 
こさぇゃけ ょぇ こけょゃっょって すけいう, 
おけえすけ っ くぇょ すっぉ, ょかなあっく しう 

ょぇ いくぇって けすゅけゃけさうすっ くぇ ゃな
こさけしうすっ, おけうすけ すう いぇょぇゃぇ, ょぇ 
しないくぇゃぇて けゅさけきくぇすぇ けすゅけ
ゃけさくけしす, おけはすけ くけしうて, しこけ
ょっかは いぇ さぇぉけすぇすぇ しう 〈っきっ
くせあおぇ ‶けこけゃぇ. 
╆ぇ くっは „┿さしっくぇか” っ う ぉけかおぇ. 

′っ きけゅぇ ょぇ ゅけ けしすぇゃは, ょぇ いぇ
さっあぇ ゃしうつおけ うょぇ おぇあぇ „しすうゅぇ 

すけかおけゃぇ, すさなゅゃぇき しう”.  ╆ぇ きっく 
っ ゃぇあくけ さぇぉけすぇすぇ ょぇ ゃなさゃう 
しこけおけえくけ, くっ きけゅぇ  すけおせ-すぇおぇ 
ょぇ きぇたくぇ し さなおぇ う ょぇ しっ けす
すっゅかは. ‶けかせつっくけすけ ょけゃっさうっ 
いぇょなかあぇゃぇ, おけさっおすくけしすすぇ, 
ょけゃっさうっすけ う けすくけてっくうっすけ 
しなとけ, こさういくぇゃぇ うくあ. ‶けこけ
ゃぇ. ╉けはすけ ゃっつっ しっ けゅかっあょぇ う 
いぇ くぇしかっょくうお, おけえすけ こさっょう  
すけゃぇ きくけゅけ ょけぉさっ とっ けぉせつう; 
おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃかのぉう 
ゃ さぇぉけすぇ しう う ょぇ は ゃなさてう し 
けすくけてっくうっ う せゃぇあっくうっ. ╆ぇ
とけすけ くはきぇ くうとけ こけ-ゃぇあくけ 
けす すけゃぇ ょぇ しう たぇさっしゃぇて さぇ
ぉけすぇ, けとっ こけゃっつっ, おけゅぇすけ すは 
っ ゃうしけおけうくすっかうゅっくすくぇ, ょう
くぇきうつくぇ, うくすっさっしくぇ. ′っ は 
かう けぉうつぇて, こさっつせこゃぇて, くっ 
しすぇゃぇ, おぇいゃぇ いぇ すぇえくうすっ くぇ 
こさけそっしうはすぇ う ょなかゅけゅけょうて
くうは こかぇき, おけえすけ ゃかぇゅぇ ゃ くっは, 
〈っきっくせあおぇ ‶けこけゃぇ.  
′ぇきうさぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ こぇすっく

すっく しこっちうぇかうしす いぇ くっきなあおぇ, 
おぇおすけ ぉなさいぇき ょぇ おかうてうさぇき 
ぇい. ′ぇこさけすうゃ, けぉけさゃぇ きっ すは, 
あっくぇすぇ っ こけ-ういこなかくうすっか
くぇ, こけ-こさっちういくぇ, こけ-せこけさう
すぇ. ′はきぇ かっしくけ ょぇ しっ けすおぇ
あっ けす いぇこけつくぇすけすけ, しこけょっかは 
しこっちうぇかうしすおぇすぇ, いぇ おけはすけ  
こけつすう くはきぇ すぇえくう ゃ くけさきぇ
すうゃくぇすぇ せさっょぉぇ. ]ぇきぇすぇ すは 
っ おぇすけ たけょっと しこさぇゃけつくうお. 
╁ おぇぉうくっすぇ え, いぇ しきっすおぇ けす 
ょけきぇ え, くはきぇ くうすけ っょくけ ちゃっ
すっ, くけ こなお っ いぇょさなしすっく けす 
しこっちうぇかくぇ  かうすっさぇすせさぇ, いぇ

おけくう, けそうちうぇかくうすっ ぉのかっすう
くう くぇ こぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ 
う くぇ こさぇおすうおぇ っ きぇかおぇ すった
くうつっしおぇ ぉうぉかうけすっおぇ. ╋ぇおぇさ 
ょぇ うきぇ こさっおう くぇつぇかくうちう ゃ 
かうちっすけ くぇ ╀けさう ╀けさうしけゃ う 
》さうしすけ ]すさっておけゃ - ょうさっおすけさ 
くぇ 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは, すは 
しぇきぇすぇ しう っ っょくぇ きぇかおぇ ょう

さっおちうは う くぇつぇかくうお くぇ しっぉっ 
しう. ‶さういくぇゃぇ, つっ こけくはおけゅぇ っ 
すさせょくけ, いぇとけすけ こさけしすけ くはきぇ 
おけゅけ ょぇ こうすぇて... いぇ しなゃっす. 
¨すゃなょ ゃさっきっすけ, こけしゃっすっくけ 

くぇ こぇすっくすう, すなさゅけゃしおう きぇさおう 
う ういけぉさっすっくうは, いぇ 〈っきっくせあ
おぇ ‶けこけゃぇ くはきぇ くうとけ こけ-
こさっおさぇしくけ けす ょけきぇ う ちゃっすはすぇ. 
╉なとぇすぇ え こさっかうゃぇ けす すはた. ╆ぇ 
くっは すっ しぇ しこっちうそうつくぇ きぇすっ
さうは, ょさせゅぇ きぇさおぇ, ょさせゅ しゃはす 
- しなし しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ しう こけいゃけかはゃぇ ょぇ 
こけしぇょう ちゃっすっ こさけしすけ っえ-すぇ
おぇ, おぇすけ ゅけ くぇぉけょっ くはおなょっ ゃ 
くっとけ しう. ╁しうつおけ すさはぉゃぇ ょぇ っ 
おさぇしうゃけ: けす しなょぇ ょけ ちゃっすは
すぇ, おぇいゃぇ ぉっいおけきこさけきうしくぇすぇ  
ゃなゃ ゃしはおけ けすくけてっくうっ ╁っいくぇ. 
╆ぇ おけはすけ, けすゃなょ かのぉけゃすぇ 

おなき こさけそっしうはすぇ, くはきぇ こけ-
ゅけかはきけ せょけゃけかしすゃうっ けす さぇ
ょけしすすぇ ょぇ しう しさっょ ぉかういおう う 
ょぇ せしっとぇて, つっ くはおけえ せゃぇあぇ
ゃぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうて. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さっい 1999 ゅけょうくぇ ゅっくっさぇかくぇすぇ ┿しぇきぉかっは くぇ ]ゃっすけゃ
くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは いぇ うくすっかっおすせぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす 

けょけぉさはゃぇ うょっはすぇ いぇ ういぉうさぇくっすけ くぇ ]ゃっすけゃっく ょっく, ゃ おけえ
すけ ょぇ しっ けすょぇゃぇ こけつうす くぇ くぇせつくうすっ う ぇさすうしすうつくう しさっょう, 
おぇおすけ う くぇ うくしすうすせちううすっ う っおしこっさすうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うく
すっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす. ′はおけかおけ しぇ こさっょかけあっくうはすぇ 
いぇ こさぇいくうお, おけうすけ こけしすなこゃぇす けす さぇいかうつくうすっ しすさぇくう すけ
ゅぇゃぇ. ]さっょ すはた しぇ: いぇ ょっく くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっ
くけしす ょぇ しっ けすぉっかはいゃぇす 14 ぇこさうか, 8 きぇえ, 6 のかう.  ]さっょ 
けすこさぇゃっくうすっ こさっょかけあっくうは くぇえ-こけょたけょはとけ しっ けおぇいゃぇ 
すけゃぇ くぇ ╉うすぇえ う ┿かあうさ - いぇ きっあょせくぇさけょっく ょっく くぇ うくすっ
かっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす ょぇ しっ けすぉっかはいゃぇ 26-すう ぇこさうか 
- ょぇすぇすぇ, くぇ おけはすけ こさっい 1970 ゅけょうくぇ ゃかういぇ ゃ しうかぇ おけく
ゃっくちうはすぇ いぇ せつさっょはゃぇくっ くぇ ]¨╇] /]ゃっすけゃくぇ けさゅぇくういぇ
ちうは いぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす/.  ‶さっい しっこすっきゃさう 
2000 ゅけょうくぇ けそうちうぇかくけ しっ ゃいっきぇ さってっくうっ 26-すう ぇこさうか 
ょぇ しっ けすぉっかはいゃぇ うきっくくけ おぇすけ すぇおなゃ. ¨しくけゃくぇすぇ ちっか くぇ 
けすぉっかはいゃぇくっすけ くぇ ]ゃっすけゃくうは ょっく くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ 
しけぉしすゃっくけしす っ „ょぇ しっ こけゃうてう けしゃっょけきっくけしすすぇ いぇ すけゃぇ 
おぇお こぇすっくすう, ぇゃすけさしおう こさぇゃぇ, すなさゅけゃしおう きぇさおう う ょういぇえ
くう うきぇす ゃないょっえしすゃうっ ゃなさたせ っあっょくっゃくうは あうゃけす” う ょぇ しっ 
こけつうすぇす  すゃけさつっしすゃけすけ う こさうくけしぇ くぇ すゃけさちう う くけゃぇすけさう 
いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとっしすゃぇすぇ こけ ちっかうは しゃはす “.
′ぇ すけいう ょっく しっ けすょぇゃぇ いくぇつうきけすけ  う くぇ っおしこっさすうすっ, 

さぇぉけすっとう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, 
し つうはすけ こけきけと しっ せさっゅせかうさぇす けすくけてっくうはすぇ いぇ ういこけかいゃぇ
くっすけ いぇ けぉとけすけ ぉかぇゅけ くぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, 
おけはすけ っ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ つけゃっておうは  こさけゅさっし. 
 ╉なき きけきっくすぇ ゃ ]¨╇] つかっくせゃぇす 184 ょなさあぇゃう, しさっょ おけう

すけ う ╁ぇすうおぇくぇ; ‶ぇかっしすうくぇ っ しなし しすぇすせす くぇ くぇぉかのょぇすっか.  
 ]こけさっょ ょけおせきっくすうすっ, こなさゃうはす  ╆ぇおけく いぇ こぇすっくすぇ  ゃ 

しゃっすぇ っ そさっくしおう. ‶さうっす っ こさっい 1791 ゅ. ╁ くっゅけ いぇ こなさゃう 
こなす しっ しこけきっくぇゃぇ こけくはすうっすけ しけぉしすゃっくけしす. 
╁しはおぇ ゅけょうくぇ  こさけはゃうすっ, しゃなさいぇくう し ょっくは くぇ うくすっかっお

すせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, しぇ こけょ さぇいかうつくけ きけすけ. 〈ぇいう ゅけょう
くぇ すけ っ: „╇くけゃぇすけさう ゃなゃ ゃういうはすぇ”. 
╋ぇかおけ くぇょ 200 しぇ こぇすっくすくうすっ しこっちうぇかうしすう ゃ ╀なかゅぇさうは, 

おけうすけ っあっゅけょくけ くぇ 26-すう ぇこさうか しっ しなぉうさぇす くぇ ゅけょうてくぇ 
しさっとぇ ゃ しすけかうちぇすぇ  こけょ っゅうょぇすぇ くぇ こぇすっくすくけ ゃっょけきしすゃけ. 
¨す きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ  くっゅけゃ こさっょしっょぇすっか っ こさけそ. ╉ぇきっく 
╁っしっかうくけゃ, ぉうゃて さっおすけさ くぇ 〈〉 - ]けそうは.  ]さっょ すっいう くぇょ 
200 こぇすっくすくう しこっちうぇかうしすう しぇきけ ょゃぇきぇ さぇぉけすはす くぇ すっさう
すけさうはすぇ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╇ ょゃっすっ あっくう. ╄ょくぇすぇ  
けす すはた けす 32 ゅけょうくう っ ゃはさくぇ くぇ „┿さしっくぇか”.

╇くすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす しっ ょっかう くぇ ょゃっ: くぇ 
うくょせしすさうぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす う くぇ ぇゃすけさしおけ こさぇゃけ. 

¨ぉっおすうすっ くぇ うくょせしすさうぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす しぇ ういけ
ぉさっすっくうはすぇ, こけかっいくうすっ きけょっかう /せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
くぇ ういけぉさっすっくうはすぇ/, こさけきうてかっくうはす ょういぇえく, すなさゅけゃ
しおうすっ きぇさおう, ゅっけゅさぇそしおうすっ けいくぇつっくうは, くっかけはかくぇすぇ 
おけくおせさっくちうは. ¨ぉっおす くぇ ぇゃすけさしおけ こさぇゃけ しぇ ゃしうつおう  
すっおしすけゃっ - くぇせつくう, たせょけあっしすゃっくう,  ゃしうつおう こさけういゃっ
ょっくうは, しないょぇょっくう けす たけさぇすぇ, おけうすけ うきぇす けぉとっしすゃっくぇ 
こけかいぇ う きけゅぇす ょぇ しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇす.

]さっょ ゅけさょけしすうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こぇすっくすくう しこっ
ちうぇかうしすう  っ す.くぇさ.  ╆かぇすくぇ おくうゅぇ くぇ ういけぉさっすっ

くうはすぇ, ゃ おけはすけ っあっゅけょくけ しっ いぇこうしゃぇす  うきっくぇすぇ くぇ 
ぇゃすけさうすっ, しないょぇかう うかう ういけぉさっすうかう くっとけ いくぇつうきけ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ うくょせしすさうぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす.  
╆ぇ こなさゃう こなす すぇいう ゅけょうくぇ „┿さしっくぇか” おぇくょうょぇすしすゃぇ 

いぇ ╉くうゅぇすぇ くぇ ういけぉさっすっくうはすぇ し 5-きぇ しゃけう しこっちうぇ
かうしすう  う すったくうすっ  ういょっかうは. 〈けゃぇ しぇ:
′うおけかぇえ ╉なくっゃ - ゅか. おけくしすさせおすけさ くぇ いぇゃけょ 1
′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ - しこっちうぇかうしす ゃ いぇゃけょ 5
‶ぇくぇえけす 》さうしすけゃ - いぇゃけょ 0
╇かうはく ╋うかぇょうくけゃ - いぇゃけょ 0
╀けさうし ╀けさうしけゃ - いぇゃけょ 0.

 ゅけょうくう っ しさけおなす くぇ っょくけ ういけぉさっすっくうっ. ╆ぇ ょぇ ぉなょっ こさういくぇすけ, うきぇ ょなかなゅ こさけちっし, ゃ 
おけえすけ けしくけゃくぇ っ さけかはすぇ くぇ こぇすっくすくうは しこっちうぇかうしす.
╁ きけきっくすぇ ょっえしすゃぇとうすっ ういけぉさっすっくうは くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ しぇ 3 う 1 きっあょせくぇさけょくぇ いぇはゃおぇ いぇ 

ういけぉさっすっくうっ. ╁しうつおう すっ しぇ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ しこっちうぇかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
44 しぇ  こさうすっあぇゃぇくうすっ けす そうさきぇすぇ しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ こさけきうてかっく ょういぇえく, /おぇすけ ゃ 1 いぇはゃおぇ 

きけあっ ょぇ しっ しなょなさあぇす 50 ういょっかうは けす 1 おかぇし/.
6 しぇ こぇすっくすうすっ いぇ こけかっいくう きけょっかう, しけぉしすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか”. ]なゅかぇしくけ ょっえしすゃぇとうは けす 

2006 ゅけょうくぇ ╆ぇおけく いぇ うくすっかっおすせぇかくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす, そうさきぇすぇ こさうすっあぇゃぇ う 17 さっゅうしすさぇ
ちうう くぇ こけかっいくう きけょっかう, つうえすけ しさけお くぇ ょっえしすゃうっ っ 10 ゅけょうくう, 18 しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ すなさゅけゃ
しおう きぇさおう, おぇすけ 2 けす すはた しぇ こけ ╋ぇょさうょしおぇすぇ しこけゅけょぉぇ, 2 – ゃ ]┿】 う 1 っゃさけこっえしおぇ きぇさおぇ. 

¨す くぇつぇかけすけ くぇ ぇこさうか いゃっくけすけ こけ けいっかっくはゃぇくっ いぇこけつくぇ きぇとぇぉくぇ おぇきこぇくうは いぇ 
いぇしぇあょぇくっ くぇ さけいけゃう たさぇしすう う くぇしぇあょっくうは おなき つっすうさうすっ ゃたけょぇ う ういたけょぇ くぇ ゅさぇ-
ょぇ. 〈ぇいゅけょうてくうはす ぉのょあっす くぇ いゃっくけすけ いぇ ちっかすぇ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 130 たうかはょう かっゃぇ. 
╀かういけ 3000 たうかはょう さけいけゃう たさぇしすう とっ いぇしぇょはす ょけ おさぇは くぇ おぇきこぇくうはすぇ - し くぇ-

ょっあょぇすぇ ゃしうつおう ょぇ けちっかっはす. 』ぇしす けす すっいう さけいけゃう くぇしぇあょっくうは, しぇ す.くぇさ. こなかいはとう 
さけいけゃう たさぇしすう, おけうすけ こさうょぇゃぇす けしけぉっく つぇさ くぇ ちゃっすくうすっ ぇかっう. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ けぉっとぇゃぇす いぇっょくけ  し さけいけゃうすっ くぇしぇあょっくうは ょけ 

おさぇは くぇ きぇえ ょぇ しっ いぇちゃっすう し くけゃう 20 ゃうょぇ ちゃっすは, たさぇしすう う くうしおう ょなさゃっすぇ. 】っ しっ 
けそけさきはす う くけゃう そうゅせさう ゃ ちゃっすくうすっ ゅさぇょうくう し くぇょっあょぇすぇ おぇいぇくかなつぇくう う ゅけしすうすっ 
くぇ ゅさぇょぇ ょぇ ゅう けこぇいはす. 
]こっちうぇかっく ぇこっか くぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお けす くぇつぇかけすけ くぇ ぇこさうか こさうおぇくう しなゃっしす-

くうすっ ゅさぇあょぇくう, おけうすけ しすぇゃぇす くっゃけかくう しゃうょっすっかう くぇ こけしっゅぇすっかしすゃぇ ゃなさたせ ちゃっす-
くぇすぇ おさぇしけすぇ う せしうかうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ, ょぇ しくうきぇす けくっいう, おけうすけ しおせぉはす さけいけゃうすっ 
う ちゃっすくう くぇしぇあょっくうは う ょぇ こさっょけしすぇゃはす しくうきおぇすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
┿おけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すぇいう そけすけゅさぇそうは ぉなょっ さぇいおさうす う しぇくおちうけくうさぇく  くっょけ-

ぉさけしなゃっしすくうは ゅさぇあょぇくうく, すけ いぇ ょけぉさけしなゃっしすくうは っ こさっょゃうょっくぇ う くぇゅさぇょぇ ゃ さぇい-
きっさ くぇ 100 かっゃぇ.  
‶けゃけょなす おきっすなす くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ょぇ こさっょこさうっきっ すぇいう きはさおぇ しすぇくぇ 

そぇおすなす, つっ けとっ こなさゃぇすぇ くけと, しかっょ おぇすけ ゃ しっゃっさくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお ぉはたぇ いぇしぇょっくう さけいけゃう さっいくうちう, 46 けす すはた ぉはたぇ けすしおせぉくぇすう. ]こけさっょ 
ちゃっすぇさう, すけゃぇ っ おけとせくしすゃけ, すなえ おぇすけ ゃっょくなあ ういさけゃっくう, さっいくうちうすっ くっ 
しっ こさうたゃぇとぇす ゃすけさう こなす. 
‶ぇさぇかっかくけ し こさういうゃうすっ いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ ちゃっすくぇすぇ おさぇしけすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお   

ゃっつっ しぇ そぇおす ょゃっ くけゃう „いっかっくう けしすさけゃつっすぇ” ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす. 〈な-
くっとけすけ ょっしっすうかっすうは くぇさっょ いぇくっきぇさっくけ こさけしすさぇくしすゃけ きっあょせ ゅさぇょしおうは 
せくうゃっさしぇかっく きぇゅぇいうく う こけょたけょぇ おなき ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう” ゃっつっ っ 
こさっゃなさくぇすけ ゃ ちゃっすくぇ ぇかっは し こっえおう. ╆っかっく けしすさけゃ けす ょっおけさぇすうゃくう たさぇ-
しすう っ けそけさきっく う いぇょ ╂〉╋, ょけ たさぇき „〉しこっくうっ くぇ ‶さっしゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ”. 
╁っょくぇゅぇ しかっょ おぇすけ こさうおかのつう いぇちゃっすはゃぇくっすけ くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ 

╉ぇいぇくかなお, せしうかうはすぇ くぇ けいっかっくうすっかうすっ とっ しっ くぇしけつぇす う おなき ╀せいけゃゅさぇょ 
う いぇこぇょくうは おさぇえ くぇ ゅさぇょぇ. ‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ とっ しっ けしゃっあぇす う けぉかぇゅけ-
さけょはす う ゃっかけぇかっうすっ ゃ ゅさぇょぇ う すっいう ゃ こけしけおぇ ╉さなく.
╆ぇ こなさゃう こなす けす ょっしっすうかっすうっ いぇ ‶なさゃう きぇえ う ╂っさゅぬけゃょっく ╉ぇいぇくかなお とっ 

ぉなょっ し ういきうすう せかうちう. 
                                    

  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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2 きかく. かっゃぇ おさっょうす こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとうくしおうは 

ょなかゅ とっ ういすっゅかう ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ ぇしそぇかすうさぇ-
くっ くぇ こなすうとぇ ゃ さぇえけくぇ. 1 きかく. う 100 たうか. かっゃぇ けす 
しせきぇすぇ とっ しっ ゃかけあぇす いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ ゃ しっかぇすぇ けす 
けぉとうくぇすぇ, けしすぇくぇかうすっ 900 たうかはょう かっゃぇ いぇ ぇしそぇか-
すうさぇくっ ゃ ゅさぇょぇ. ‶さっょかけあっくうっすけ いぇ けぉとうくしおうは 
いぇっき っ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う すけ ぉっ こけょおさっ-
こっくけ けす ゃしうつおう けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. ╂させこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ゃ おけはすけ こさっうきせとっしすゃっくけ 
しぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ しなとけ こけょおさっ-
こう こさっょかけあっくうっすけ. ╆ぇっきなす とっ しっ すっゅかう, しかっょ おぇすけ 

しっ こけかけあう ぇしそぇかすなす. ╂さぇすうしくうはす こっさうけょ いぇ ういこかぇとぇくっすけ きせ っ 1 ゅけょうくぇ, かうたゃぇすぇ 7%. ]かっょ 
すけゃぇ きっしっつくうすっ ゃくけしおう こけ おさっょうすぇ しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 45 たうかはょう かっゃぇ. 〈っ しっ ういこかぇとぇす けす 
しけぉしすゃっくうすっ こさうたけょう くぇ けぉとうくぇすぇ. ╊うたゃぇすぇ こけ おさっょうすぇ いぇ ちっかうは こっさうけょ っ 425 たうか. かゃ. 
〈ぇおしうすっ いぇ けぉしかせあゃぇくっすけ くぇ おさっょうすぇ 35 たうか. かゃ.
]さっょ こけょかっあぇとうすっ いぇ ぇしそぇかすうさぇくっ せかうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ: „『ぇさ ‶っすなさ”, „┿か. ]すぇきぉかうえ-

しおう”, „》さ. ╀けすっゃ”, „╂かぇょしすけく”, „‶. ╂ぇくうく”, „╇ゃ. ╁ぇいけゃ”, „╉. ╁っかうつおけゃ”. 】っ しっ ぇしそぇかすうさぇす う 
けすしっつおう けす せかうちう ゃ ╉さなく, ¨ゃけとくうお, ╀せいけゃゅさぇょ, 》ぇょあうょうきうすさけゃけ, ]さっょくけゅけさけゃけ, ╃けかくけ 
╇いゃけさけゃけ, ╉けこさうくおぇ, 【っえくけゃけ, ╄くうくぇ. 

70% けす こかけとうすっ, いぇしっすう し さぇこうちぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす, しぇ こさけゃぇかっくう いぇさぇょう しせたぇすぇ 
っしっく う しすせょっくぇすぇ いうきぇ, しなけぉとう こさっょしっょぇすっかはす くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ いなさくけこさけういゃけょうすっかうすっ 
[ぇょけしかぇゃ 》さうしすけゃ. ¨ぉとけ ゃ けぉかぇしすすぇ し さぇこうちぇ しぇ いぇしっすう 60 000 ょおぇ. う くぇ ょけぉうゃう けす すぇいう 
おせかすせさぇ さぇいつうすぇす けおけかけ 70% けす いっきっょっかちうすっ ゃ さっゅうけくぇ. ╇いきさないくぇかう しぇ う 20% けす っつっきうおぇ 
う 10% けす こてっくうちぇすぇ. 
‶さう けぉうかくけすけ しくっゅけすけこっくっ くぇゃけょくっくう しぇ ぉうかう う けおけかけ 5% けす こかけとうすっ, いぇしっすう しなし いなさくっ-

くう おせかすせさう ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ.

684 140 かっゃぇ しぇ ょなかあうきうすっ さぇぉけすくう いぇこかぇすう けす さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ くぇ すったくう さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう. 
′ぇえ-ゅけかっきう しぇ いぇおなしくっくうはすぇ ゃ ういこかぇとぇくっすけ くぇ すさせょけゃうすっ  
ゃないくぇゅさぇあょっくうは ゃ しそっさうすっ くぇ すなさゅけゃうはすぇ くぇ っょさけ, こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかくう ういょっかうは う しすさけうすっかしすゃけすけ. ]かっょ くぇ-
きっしぇすぇ くぇ ╇くしこっおちうはすぇ こけ すさせょぇ しぇ ういこかぇすっくう 85 244 かっゃぇ.
╆ぇ こなさゃうすっ すさう きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ けぉかぇしすすぇ うくしこっおすけさうすっ 
くぇ ╇くしこっおちうはすぇ しぇ くぇこさぇゃうかう 612 こさけゃっさおう ゃ 581 こさっょこさう-
はすうは, ゃ おけうすけ さぇぉけすはす くぇょ 51 000 ょせてう. ╉けくしすぇすうさぇくう しぇ 
こけゃっつっ けす 3 700 くぇさせてっくうは, おぇすけ くぇえ-きくけゅけ しぇ いぇさぇょう かうこしぇ 
くぇ いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ. ╇いょぇょっ-
くうすっ こさっょこうしぇくうは しぇ 3 653, てっしす きぇてうくう う しなけさなあっくうは しぇ 
しこさっくう, ぇ こけさぇょう かうこしぇ くぇ おゃぇかうそうおぇちうは しぇ けすしすさぇくっくう すさうきぇ さぇぉけすくうちう. ]なしすぇゃっくう しぇ 
114 ぇおすぇ いぇ せしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう くぇさせてっくうは. ╆ぇ こなさゃうすっ すさう きっしっちぇ くぇ 2012 
ゅけょうくぇ しぇ ゃかっいかう ゃ しうかぇ 116 くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは いぇ ぉかういけ 97 000 かっゃぇ. 〈っ しぇ しなし-
すぇゃっくう こさっょうきくけ くぇ さぇぉけすけょぇすっかう. 6-きぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう しなとけ しぇ しぇくおちうけくうさぇくう. 
‶さっょ ]なょぇ しぇ けぉあぇかゃぇくう 18 くぇおぇいぇすっかくう こけしすぇくけゃかっくうは, 15 けす すはた しぇ こけすゃなさょっくう.

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ つぇしす けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ くぇ bTV „╃ぇ ういつうしすうき ╀なかゅぇ-
さうは いぇ っょうく ょっく”. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょけ 12-すう きぇえ う ゃ くっは くぇ こさぇおすうおぇ きけあっ ょぇ しっ 
ゃおかのつう ゃしっおう ゅさぇあょぇくうく, けさゅぇくういぇちうは, こさっょこさうはすうっ, そうさきぇ, おぇすけ しっ こけゅさうあう いぇ つうしすけ-
すぇ こさっょ しゃけは ょけき, さぇえけく, けそうし うかう あうかうとっく ぉかけお. ╆ぇ ういゃけいゃぇくっ くぇ しなぉさぇくうすっ けすこぇょなちう  
きけあっ ょぇ こけいゃなくうすっ くぇ すっか. 63880.

100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす さけあょっくうっすけ 
くぇ っょうく けす ゃうょくうすっ おぇいぇくかなておう 
ゅさぇょけくぇつぇかくうちう う けぉとっしすゃっくうちう 
とっ ぉなょっ けすぉっかはいぇくぇ こけょけぉぇゃぇとけ ゃ 
さけょくうは きせ ゅさぇょ. 〈けゃぇ しなけぉとう ╂っ-
けさゅう ╆ぇたぇさうっゃ, つかっく くぇ ¨さゅぇくういぇ-
ちうけくくうは おけきうすっす こけ つっしすゃぇくっすけ くぇ 
ゃっおけゃくうは のぉうかっえ くぇ ‶っすおけ ╁かぇっゃ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ こけさっょうちぇ けす こさけ-

はゃう, しゃなさいぇくう し つっしすゃぇくっすけ くぇ 
100-すっ ゅけょうくう くぇ ‶っすおけ ╁かぇっゃ, しっ 
こさっょゃうあょぇ ういょぇゃぇくっすけ くぇ ょけおせ-

きっくすぇかくぇ おくうゅぇ いぇ くっゅけゃうは あうゃけす う ょっかけ, おさなゅかぇ きぇしぇ いぇ いぇしかせゅうすっ くぇ ╁かぇっゃ いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお う ╉ぇいぇくかなておうは おさぇえ, おぇおすけ う そけすけういかけあぉぇ し ぇさたうゃくう おぇょさう. 
′ぇゅなさぉうたきっ し すぇいう くっかっおぇ いぇょぇつぇ, いぇとけすけ しきっ せぉっょっくう, つっ ‶っすおけ ╁かぇっゃ ゃなこさっおう こさうくけしぇ 

しう いぇ ╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ, ゃしっ けとっ くっ っ ょけしすぇすなつくけ こさけせつっく う けちっくっく, いぇはゃう けとっ ╂っけさゅう 
╆ぇたぇさうっゃ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ



720 април 2012 г.ɒɚɦɩɢɨɧɢ ɂɧɬɟɪɜɸ

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

『╅‶』[╅ 》【¨を╅ 〉╅ ¨╇╅〉 〈¨]╊╇ 
[『╅』¨ 』【《]¨ぁ╊〉 ╅》╅『【╅〈╊〉【

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

┿さた. 〈けょけさけゃ, しこけょっかう-
たすっ こさう けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
ういかけあぉぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ 
こけ ゃさっきっ くぇ 』せょけきうさけゃう-
すっ こさぇいくうちう, こけ こけゃけょ 115 
ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ きせ, 
つっ しすっ ういくっくぇょぇく けす すぇいう 
ういかけあぉぇ. ╆ぇとけ? ] おぇおゃけ 
╁う ういくっくぇょぇ すけいう そぇおす?

- ╇いくっくぇょゃぇ きっ, いぇとけすけ ぇい 
こけ っょうく うかう ょさせゅ こけゃけょ, ゃ 
ゅけょうくうすっ しかっょ 1997-きぇ, おけ-
ゅぇすけ ぉってっ しすけゅけょうてくうくぇすぇ, 
ういこけかいゃぇた しかせつぇは, ゃおかのつう-
すっかくけ - 《けくょぇちうは „』せょけきうさ”, 
つさっい ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ, すけゅぇゃぇ 
ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ, ょぇ 
こけこうすぇき, くはきぇ かう ょぇ しっ けさゅぇ-
くういうさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ういかけあぉぇ, 
おぇすけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ さけょくうは 
ゅさぇょ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ. ╇  すぇおぇ 
- くぇ くはおけかおけ こなすう. ╁ っょうく きけ-
きっくす, くっ つっ しっ ぉはた けすつぇはか, くけ 
しきはすぇた, つっ くはきぇ ょぇ ょけえょっ さっょ 
ょぇ しっ くぇこさぇゃう う ょぇ しっ いぇゅけゃけ-
さう. ╇ ゃ っょうく きけきっくす しっゅぇ しっ 
こけかせつう すけゃぇ しなけぉとっくうっ. ┿い 
こなさゃけくぇつぇかくけ さぇいぉさぇた, ぇ こけ-
おなしくけ こけかせつうた う こけおぇくぇ けす 
ょうさっおすけさぇ くぇ ゅぇかっさうはすぇ 》さうし-
すけ ╂っくっゃ. ╇ すぇおぇ - こさうはすくけ ぉはた 
ういくっくぇょぇく.

‶け ゃさっきっ くぇ けすおさうゃぇくっすけ 
ゃしうつおう しっ けぉっょうくうたぇ けおけかけ 
うょっはすぇ, つっ くっとけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃう いぇ こけこせかはさういうさぇ-
くっすけ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ. ╋けあっ 
ぉう くっ っ はしくけ すけつくけ おぇおゃけ, くけ 
╁ぇてぇすぇ うょっは おぇおゃぇ っ?

- 〈けゃぇ, おけっすけ しう きうしかは, っ, 
つっ っ ょけぉさっ ょぇ しっ こけょゅけすゃう, 
ょぇ しっ くぇこさぇゃう っょくけ ういょぇ-
くうっ, ぇおけ っ ゃないきけあくけ - ょぇ 
ぉなょっ っょくけ こなかくけ ういょぇくうっ いぇ 
╇ゃぇく ╋うかっゃ, おけっすけ くっ っ こさぇ-
ゃっくけ ょけ きけきっくすぇ. ╁ 1997-きぇ 
しっ くぇこさぇゃう っょうく おぇすぇかけゅ こけ-
おさぇえ のぉうかっえくぇすぇ ういかけあぉぇ. 
〈けえ しなぉさぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
さぇぉけすうすっ, くけ ゃ ぉなさいぇくっすけ, いぇ 
きっく こけくっ, っ くぇこさぇゃっく くっこなか-
くけ, こさうぉなさいぇくけ, ょっきけょうさぇくけ 
- ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ しなき けすおさけ-
ゃっく, しこけさっょ きっく - しかせあっぉくけ. 
╆ぇすけゃぇ けす ゅけょうくう くぇさっょ しっ 
おぇくは ょぇ こけょゅけすゃは っょくけ すぇ-
おけゃぇ こなかくけ ういょぇくうっ. ┿おけ くっ 
っ ゃないきけあくけ ょぇ ぉなょっ こなかくけ 
ういょぇくうっ, こけくっ きけあっ ょぇ くぇ-
こさぇゃうき すけきけゃっ し さぇいかうつくう 
すっきう - こさうきっさくけ: さうしせくおう, 
けすょっかくけ - あうゃけこうしくうすっ, しっ-
さうけいくう さぇぉけすう, う すさっすけ うい-
ょぇくうっ - きけあっ ぉう ゅさぇそうおぇ 
う ょさせゅう うかのしすさぇちうう. ╆ぇ ょぇ 
きけあっ ういょぇくうはすぇ ょぇ ゅう さぇいょっ-
かうき. ╆ぇとけすけ しぇきけ さうしせくおうすっ 
しぇ けす こけさはょなおぇ くぇ 150. ╃けさう 
ょぇ ぉなょぇす こけょぉさぇくう, こけくっ 
100 けす すはた とっ しっ ゃおかのつぇす 
ゃ ういょぇくうっすけ. ╇ すけゃぇ っ しぇきけ 
っょくけすけ ういょぇくうっ.  ╃ぇ くっ ゅけ-
ゃけさうき いぇ ちゃっすくぇすぇ あうゃけこうし 
- けおけかけ 70-80 さぇぉけすう. ╁っつっ 
しすぇゃぇ ょせきぇ う いぇ こけ-しっさうけい-
くけ そうくぇくしうさぇくっ. ╆ぇすけゃぇ きう 
しっ うしおぇ, ょぇ しなぉっさっき せしうかう-
はすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
けす っょくぇ しすさぇくぇ, ぇい しなとけ とっ 
せつぇしすゃぇき  し おぇおゃけすけ きけゅぇ, 
きけあっ ょぇ こけすなさしうき う しこけくしけ-
さう. 〈けゃぇ とっ ぉなょっ ゅけさょけしす いぇ 
╉ぇいぇくかなお.

╉なょっ しぇ こさなしくぇすう さぇぉけ-
すうすっ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ, すさせょ-
くけ かう とっ ぉなょぇす しなぉさぇくう 
いぇ っょくけ すぇおけゃぇ ういょぇくうっ?

- ‶け-ゅけかっきうすっ おけかっおちうう しぇ 
ゃぇてうすっ, ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ 》せょけ-

あっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは, きぇかおけ 
うきぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ょけしすぇ 
さぇぉけすう うきぇ ゃ ]けそうえしおぇ ゅさぇょ-
しおぇ ゅぇかっさうは う けとっ, きけあっ ぉう 
きぇかおけ こけゃっつっ - ゃ ′ぇちうけくぇか-
くぇすぇ ゅぇかっさうは. 〈ぇき うきぇ う っょうく 
ぇさたうゃ, こけょぇさっく けす ぉぇぉぇ きう, し 
ょけしすぇ くっとぇ けす ╇ゃぇく ╋うかっゃ – 
くっゅけゃう こうしきぇ, かうつっく ぇさたうゃ. 
╁ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅぇかっさうは しっ 
こぇいはす っょくう けす くぇえ-しっさうけいくう-
すっ さぇぉけすう くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ – 
„╉さぇかう ╋ぇさおけ”, „]っこすっきゃさう”, 
ょさせゅう こけ-ういゃっしすくう おぇさすうくう. 
¨しすぇくぇかけすけ っ ゃ つぇしすくう おけかっお-

ちうう. ¨す ゃさっきっすけ ょけさう こさっょう 
ゃけえくぇすぇ, おけゅぇすけ ょぇあっ けとっ っ 
あうゃ ╇ゃぇく ╋うかっゃ, しぇ きくけゅけ 
ぉかういおう し 』ぇゃょぇさ ╋せすぇそけゃ う 
《ぇくう ‶けこけゃぇ, おけうすけ しなとけ しぇ 
うきぇかう くっゅけゃう さぇぉけすう. ╁っつっ 
くっ いくぇき ゃ ゅけょうくうすっ おぇおゃけ しっ 
っ しかせつうかけ し すはた. ╁ ]すぇえくけ-
ゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ そぇきうかうは, 
ゃこけしかっょしすゃうっ ゃ ]けそうは, こさう 
ぉさぇすけゃつっょぇ くぇ おけきこけいうすけ-
さぇ  ‶っすおけ ]すぇえくけゃ – ょっこせ-
すぇす, しなとけ っ うきぇかけ おぇさすうくう. 
〈っ しぇ こけきぇゅぇかう くぇ ょはょけ きう, 
ゃおかのつうすっかくけ ゃ しすせょっくすしおうすっ 
きせ ゅけょうくう. [うしせゃぇくうすっ すせお ゃ 
おなとぇすぇ ういゃっしすくう しすっくけこうしう, 
そさっしおう, おけうすけ しっゅぇ しぇ つぇしす-
くぇ しけぉしすゃっくけしす, しぇ こさぇゃっくう 
うきっくくけ おぇすけ ぉかぇゅけょぇさくけしす 
いぇ すけゃぇ, つっ ]すぇえくけゃぇすぇ そぇ-
きうかうは こけ くはおぇおなゃ くぇつうく っ 
こけきぇゅぇかぇ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ – 
しなし しこけくしけさしすゃけ, し こぇさう いぇ 
しすせょっくすしおけ ゃさっきっ. 《さっしおうすっ 
ゃ おなとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ さう-
しせゃぇくう けす ╇ゃぇく ╋うかっゃ おぇすけ 
しすせょっくす ゃ っょくぇ けす ゃぇおぇくちう-
うすっ. [ぇぉけすう くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ 
うきぇ せ そぇきうかうは ╉のさぇくけゃう, 
うきぇ せ こうしぇすっかは 》さうしすけ ╉ぇ-
さぇしうきっけくけゃ う せ ょさせゅう つぇしすくう 
おけかっおちうう.

╁うっ, おぇすけ ゃくせお, うきぇすっ かう 
くっとけ けす ╇ゃぇく ╋うかっゃ?

- ′っ, いぇとけすけ ゃ ゅけょうくうすっ きぇえ-
おぇ きう うきぇてっ きぇかおけ さぇぉけすう, 
くけ しっきっえしすゃけすけ けす 10 ょせてう, 
けしけぉっくけ こさっい ゃけえくぇすぇ, っ うきぇ-

かけ くせあょぇ けす こさったさぇくぇ, ゃおかの-
つうすっかくけ う けす こさけょぇあぉぇ くぇ 
すっいう おぇさすうくう. ╋ぇえおぇ きう こけしかっ 
しなとけ こさけょぇょっ っょくぇ-ょゃっ さぇぉけ-
すう, すっ ぉはたぇ きぇかおけ. ′け ゅけかはきぇすぇ 
おけかっおちうは けす かうつくけ くっえくう おぇさ-
すうくう, くぇ きぇえおぇ きう, くっ, ょぇあっ 
くぇ ぉぇぉぇ きう, ぉはたぇ こけこぇょくぇかう ゃ 
╀′╀ ゃ すぇいう うしすけさうは し けすおさぇょ-
くぇすうすっ おぇさすうくう くぇゃさっきっすけ 
こさっい 1945 - 1950-すぇ ゅけょうくぇ. 
′ぇ こさぇおすうおぇ, すは くはきぇてっ ゅけかっ-
きう う しっさうけいくう  さぇぉけすう, しぇきけ 
おけかっおちうは けす さうしせくおう, ょさせゅう 
くっとぇ, きぇかおけ ゅさぇそうおぇ. ]っさうけい-

くう, ゅけかっきう さぇぉけすう, くっ っ うきぇかけ 
せ くぇし. ╇きぇてっ ょけおぇすけ ぉぇぉぇ きう 
ぉっ ゃしっ けとっ あうゃぇ – ょけ 1957-きぇ, 
おけゅぇすけ ぇい ぉはた 3-ゅけょうてっく. 『っ-
かうはす たけか, ちはかぇすぇ おなとぇ ぉってっ ゃ 
おぇさすうくう. 〈は, きぇかおけ こさっょう ょぇ 
こけつうくっ, さぇいこさっょっかう すうは おぇさ-
すうくう きっあょせ ょっちぇすぇ しう, おけゅぇすけ 
う きぇえおぇ きう ゃいっ くはおけう さぇぉけすう. 
╇きぇ そさっしおう ゃ おなとぇすぇ, おなょっすけ 
あうゃっっ ╇ゃぇく ╋うかっゃ し ╉ぇすは ′ぇせ-
きけゃぇ. 〈ぇき, こけ こけゃけょ しゃぇすぉぇすぇ, 
すけえ さうしせゃぇ すさう  そさっしおう, しなとけ 
すぇおぇ ゃ っょうく ゃっしすうぉのか くぇ おな-
とぇすぇ, こけょけぉくけ くぇ ]すぇえくけゃぇすぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈っ しぇ ういゃっしすくう. ╇ 
けとっ くっとけ, すけ っ きぇかおけ ういゃっしす-
くけ - しかっょ ゃっしすうぉのかぇ, ゃ しすぇは-
すぇ, おけはすけ っ しゃなさいぇくぇ し こけさすぇか,  
╇ゃぇく ╋うかっゃ さってぇゃぇ ょぇ は ぉけは-
ょうしぇ ゃ つっさくけ - きくけゅけ せこぇょなつ-
くけ... 〈けゃぇ っ ぉうかけ うくしこうさうさぇくけ 
けす っょうく つっさっく こぇさぇゃぇく, はこけく-
しおう, こけょぇさっく いぇ しゃぇすぉぇすぇ - し 
ちゃっすは, かけいう う はこけくしおぇ ちゃっすくぇ 
ゅさぇそうおぇ う っょくぇ はこけくしおぇ うかう 
おうすぇえしおぇ  ゃぇいぇ しぇ うきぇかう - こけ-
ょぇさっくぇ... ‶け すけいう こけゃけょ ╇ゃぇく 
╋うかっゃ さってぇゃぇ ょぇ くぇさうしせゃぇ くぇ 
っょくぇ けす しすっくうすっ さぇえしおぇ こすう-
ちぇ. 〈ぇいう さぇえしおぇ こすうちぇ しっょってっ 
いぇおさうすぇ し きぇいうかおぇ, こけすなくぇ-
かぇ ゅけょうくう くぇさっょ ゃ おなとぇすぇ くぇ 
„╂せさおけ”, ょけ ╁なすさってくけ きうくうし-
すっさしすゃけ. ′はおなょっ きっあょせ 1970-
すぇ  う 1980-すぇ ゅけょうくぇ ゃ っょうく 
きけきっくす っょうく たせょけあくうお, おけえすけ 
しっ けあっくう いぇ ぉさぇすけゃつっょおぇすぇ くぇ 
きぇえおぇ きう, おけはすけ っ ゃ すけゃぇ あう-
かうとっ, さってう う きぇかおけ こけ きぇかおけ 

さっしすぇゃさうさぇ すぇいう さぇえしおぇ こすう-
ちぇ, しゃぇかう きぇいうかおぇすぇ う すぇおぇ...  
╇しすけさうはすぇ っ, つっ こぇょぇ ぉけきぉぇ 
ゃ ょゃけさぇ くぇ おけけこっさぇちうはすぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ ぉけきぉぇさょうさけゃおうすっ 
こさっい ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ,  
しつせこゃぇ しすっくぇすぇ くぇ しすなかぉぇすぇ くぇ 
しなとぇすぇ しすっくぇ し そさっしおぇすぇ くぇ 
╇ゃぇく ╋うかっゃ う すぇいう そさっしおぇ っ 
ょけくはおなょっ せゃさっょっくぇ けす ゃけえくぇ-
すぇ. ]かせつぇっく きぇえしすけさ は いぇきぇい-
ゃぇ こけしかっ し きぇいうかおぇ. ′け ╇ゃぇく 
╈けゃつっゃ, たせょけあくうおなす, すけえ っ う 
うかのしすさぇすけさ, しっ たゃぇくぇ う は ゃない-
しすぇくけゃう, くけ いぇ しなあぇかっくうっ, すは 

っ くっこけおぇいゃぇくぇ こけ ういょぇくうは う 
おぇすぇかけいう, ょけおけかおけすけ しう しこけき-
くはき, ょけさう ぇい しぇきうはす くっ きけゅぇ 
ょぇ は こけおぇあぇ. ‶さっい 1957-きぇ 
うきぇ おぇすぇかけゅ, こさっい 1967-きぇ しっ 
こけはゃはゃぇ っょくぇ きぇかおぇ ぉさけてせさぇ, 
こさっい 1987-きぇ う きけくけゅさぇそうはすぇ.

╃ぇ しっ ゃなさくっき おなき ゃさない-
おぇすぇ ╁う し ╉ぇいぇくかなお - おぇお-
ゃけ ╁う けしすぇゃぇ すせお?

- ‶けしかっょくうすっ 15 ゅけょうくう うょ-
ゃぇた いぇさぇょう くはおけかおけ くっとぇ. ┿い 
しなき しゃなさいぇく しなし しっきっえしすゃけすけ 
くぇ 〈っくの ‶うくょぇさっゃ, たせょけあくう-
おなす, こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╇ょゃぇたきっ こさっい かは-
すけすけ ゃ あうかうとっすけ くぇ 〈っくの う 
╃けくおぇ ‶うくょぇさっゃう. ¨す ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ, こけいくぇくしすゃけすけ う ぉかうい-
おけ こさうはすっかしすゃけ う せつぇしすうっすけ 
きう ゃ ぇさたっけかけゅうつっしおぇすぇ っおしこっ-
ょうちうは くぇ ╂っけさゅう ╉うすけゃ 〈╄╋‶. 
╂けょうくう くぇさっょ けぉうおぇかはたきっ こけ 
すさぇおうえしおうすっ きっしすぇ う きけゅう-
かうすっ. ′け ╉ぇいぇくかなお いぇ きっく っ 
う っょうく しぇくすうきっくす - ゃさなとぇくっ 
おなき おけさっくうすっ, おなき たけさぇ, おけう-
すけ しぇ ぉうかう ぉかういおう くぇ くぇてうは 
さけょ, くぇ くぇてぇすぇ そぇきうかうは. 
╋くけゅけ くっとぇ いぇ さけょぇ さぇいぉさぇた 
すせお, ゃ ぉうぉかうけすっおぇすぇ, ゃ きせいっは 
- けす ょうさっおすけさぇ ╉けしぬけ ╆ぇさっゃ. 
╋くけゅけ くっとぇ こさけつっすけた. ╋くけゅけ 
くっとぇ ういせつうた けす くっゃっさけはすくうすっ 
しぉけさくうちう „╉ぇいぇくかなお ゃ きうくぇ-
かけすけ う ょくっし”, けしけぉっくけ すっいう, 
こさっょう 9-すう しっこすっきゃさう う くぇえ-
ゃっつっ ゃ こなさゃうは けす 1904 - 1910-
すぇ. 〈ぇき うきぇ きくけゅけ くっとぇ - しこけ-

きっくう いぇ ぉけっゃっすっ くぇ 【うこおぇ, くぇ 
させしおう けそうちっさう, こけあぇさなす くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ... 〈ぇき くぇきっさうた 
う つぇしす けす おけさっくうすっ しう, こうてっ う 
いぇ くぇてうは さけょ.

╇きぇてっ っょくぇ しすぇさぇ うしすけ-
さうは し ╁ぇてっすけ あっかぇくうっ, 
おぇすけ くぇしかっょくうお こけ おさなゃ-
くぇ かうくうは くぇ ‶ぇこぇいけゃぇすぇ 
おなとぇ, ょぇ けそけさきうすっ ぇさたう-
すっおすせさくけ こさけしすさぇくしすゃけすけ 
おさぇえ くっは..., ゃけょうたすっ しな-
ょっぉくう ょっかぇ しなし しっゅぇてくうすっ 
しけぉしすゃっくうちう...?    

- ′っ. ╄ょうくしすゃっくけ しなあぇかは-
ゃぇき, つっ くっ ょぇょけたぇ さっいせかすぇす 
きくけゅけすけ さぇいゅけゃけさう, おけうすけ し 
¨ぉとうくぇすぇ ゃ くはおけかおけ きぇく-
ょぇすぇ しっ ゃけょうたぇ けとっ けす 90-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお. 
¨とっ けす 1993-すぇ, し おきっすぇ ╂け-
さけかけきけゃ う こさけつうっ... ′っ しっ 
こけかせつう けくけゃぇ ゅさぇょけせしすさけえ-
しすゃっくけ ういきっくっくうっ, いぇ ょぇ 
きけあっ おなとぇすぇ ょぇ しっ こけょゃっょっ 
ゃ っょくけ しけぉしすゃっくけ こさけしすさぇく-
しすゃけ, おなょっすけ ょぇ いぇしすぇくっ こけ  
こけ-ょけぉなさ くぇつうく, ょぇ しっ くぇ-
きっさう こけ-ょけぉさけ ゅさぇょけせしすさけえ-
しすゃっくけ さってっくうっ くぇ ちはかけすけ 
すけゃぇ おぇさっ. 〈うは せしうかうは くっ ょぇ-
ょけたぇ さっいせかすぇす. ╃けおぇさぇたきっ ゅう 
ょけくはおなょっ, ょけえょっ くけゃ おきっす う 
すぇおぇ... ╉けかおけすけ ょけ しけぉしすゃっ-
くけしすすぇ - すは こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
しっ ゃかぇつう ゃ ゅけかはきぇ さぇいこさぇ-
ゃうは, いぇとけすけ ょっかぇすぇ こさうおかの-
つうたぇ, くけ けしすぇくぇたぇ くぇ ╃けくつけ 
‶ぇこぇいけゃ くぇしかっょくうちう ゃなすさっ, 
ゃなくてくう たけさぇ, くぇ おけうすけ うきぇ 
けすしすなこっくう つぇしすう, ょけおけかおけすけ 
いくぇき, くけ くっ しなき いぇこけいくぇす ゃ 
こけょぉけさくけしすう. ┿ う ¨ぉとうくぇすぇ 
くっ きけあぇ ょぇ しっ こさっぉけさう いぇ 
しけぉしすゃっくけしすすぇ. ╇きぇき つせゃ-
しすゃけすけ, つっ ゃ っょうく きけきっくす ¨ぉ-
とうくぇすぇ うしおぇてっ ょぇ こさうょけぉうっ 
すけいう うきけす, けすさうつぇえおう こさぇゃけ-
すけ くぇ くぇしかっょくうちうすっ, くけ すけゃぇ 
こなお ぉってっ こさけしすけ しきってくけ.

┿ ╁ぇてぇすぇ さけょしすゃっくぇ ゃさないおぇ 
し ‶ぇこぇいけゃぇすぇ おなとぇ おぇおゃぇ っ? 

- ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ ゅかっょぇきっ 
おさなゃくぇすぇ さけょしすゃっくぇ かうくうは, 
おなとぇすぇ うょゃぇ くけさきぇかくけ ゃ くぇ-
てうは さけょ. ╋けはすぇ さけょぇ うょゃぇ 
こけ かうくうはすぇ くぇ ういゃっしすくうは けぉ-
とっしすゃっくうお う さけいけすなさゅけゃっち  
╉けしすぇょうく ╉けえけけかせ - けすすぇき 
うょゃぇ きくけゅけ うくすっさっしくけ さけょけ-
しかけゃくけ ょなさゃけ, おけっすけ しなき くぇ-
こさぇゃうか - ぉぇぉぇ きう, こさぇぉぇぉぇ 
きう う す.く. 〉しこけさっょくけ ゃなさゃう 
ょさせゅけすけ ょなさゃけ - くぇ ぉさぇすはすぇ 
‶ぇこぇいけゃう - ╃うきうすさけ けす くぇ-
てうは さけょ う ╀けすぬけ ‶ぇこぇいけゃ - 
おなょっすけ ゃなさゃう さけょなす くぇ ╃けく-
つけ ‶ぇこぇいけゃ, しっゅぇ しけぉしすゃっくうお 
くぇ おなとぇすぇ. ╇ すなえ おぇすけ っ くぇ-
こさぇゃっくけ っょくけ けしうくけゃはゃぇくっ, 
せしすぇくけゃっくけ きぇかおけ しかっょ ¨し-
ゃけぉけあょっくうっすけ, いぇすけゃぇ ‶ぇこぇ-
いけゃぇすぇ おなとぇ けすうゃぇ ゃ つぇしす-
すぇ くぇ ╀けすぬけ ‶ぇこぇいけゃ う ょくっし 
- くぇ ╃けくつけ ‶ぇこぇいけゃ. ╇くぇつっ, 
こけ おさなゃくぇ かうくうは, うょゃぇ こさう 
くぇし, ぇ おなとぇすぇ くぇ しぇきうは ╀けすぬけ 
っ ぉうかぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ょくって-
くうは 〉くうゃっさきぇゅ. 〈けゃぇ しっ いくぇっ, 
うきぇ は ゃ おぇょぇしすさうすっ. ╉けゅぇすけ 
しっ しすさけう ╂〉╋, しっ しなぉぇさはす くは-
おけかおけ おなとう, ゃおかのつうすっかくけ う 
くぇ ╀けすぬけ ‶ぇこぇいけゃ, ぇ くぇてぇすぇ 
っ けすいぇょ. ‶けきくは すっいう おなとう けす 
ゃさっきっすけ こさっょう 1970-すぇ, おけゅぇ-
すけ こさっい 1967-きぇ 』せょけきうさ くぇ-
こさぇゃう こなさゃうは しうきこけいうせき いぇ 
ょはょけ きう  ╇ゃぇく ╋うかっゃ – こけ こけ-
ゃけょ 40 ゅけょうくう けす しきなさすすぇ きせ.    

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇しすうくしおう てぇきこうけく こけ おかぇ
しうつっしおぇ ぉけさぉぇ ゃしっおう ょっく 

こさっしうつぇ こけさすぇかぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ - くぇ こかけとぇょ
おぇすぇ おさぇえ ╋なゅかうあ. ╇しすうくしおうはす 
てぇきこうけく - けす こかなす う おさなゃ, しっ 
おぇいゃぇ 〈っくぬけ ╂っけさゅうっゃ 〈っくっゃ.   
╄ゃさけこっえしおう てぇきこうけく ゃ くぇえ-

かっおぇすぇ おぇすっゅけさうは くぇ おかぇしうつっ
しおぇすぇ ぉけさぉぇ - 55 おゅ けす 1989-すぇ 
ゃ ╂っさきぇくうは, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ 
っあっょくっゃくけすけ しう こさうしなしすゃうっ ゃ 
いぇゃけょぇ: „╇しおぇた しかっょ 20 ゅけょうくう 
こさけそっしうけくぇかくう いぇくうきぇくうは しなし 
しこけさす  くぇえ-こけしかっ ょぇ しっ しこさぇ う 
ょぇ しっ せしすぇくけゃは くぇ っょくけ きはしすけ.”  
╇ すけゃぇ きはしすけ っ ╆ぇゃけょ 4 - „┿さ
しっくぇか”. ‶さうっきぇす 〈っくぬけ 〈っくっゃ 
ょぇ さぇぉけすう すせお, いぇとけすけ いょさぇ
ゃぇすぇ こしうたうおぇ う ょうしちうこかうくぇすぇ, 
おけはすけ ゃけょう ょけ こけぉっょう くぇ すっこう
たぇ, こさう けこぇしくけすけ う けすゅけゃけさくけ 
こさけういゃけょしすゃけ おさぇえ ╋なゅかうあ っ 
しなとけ すけかおけゃぇ くせあくぇ, おぇおすけ う 
ゃ しこけさすぇ. ‶なさゃけ うょゃぇ ゃ ╄くっさ
ゅけ-きったぇくうつくうは けすょっか, こけしかっ 
きせ こさっこけさなつゃぇす おせさしぇ いぇ っかっお
すさけ- う きけすけ-おぇさう. ╆ぇすけゃぇ, おけ
ゅぇすけ こうすぇき てぇきこうけくぇ し おぇおゃけ 
せしっとぇくっ ゃけいう ゃしっおう ょっく ゅけすけ
ゃぇすぇ こさけょせおちうは ょけ しおかぇょぇ, すけえ 
しっ せしきうたゃぇ こさけしすけ う くっ おぇいゃぇ 
くうとけ. ╋けあっ ぉう うきっくくけ すぇおぇ 
こけょたけあょぇ くぇ っょうく うしすうくしおう 
てぇきこうけく - くけしうすっか くぇ くぇえ-ゅけ
かはきけすけ けすかうつうっ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
ぉけさぉぇ - ╆かぇすっく こけはし けす すせさくうさぇ 
„′うおけかぇ ‶っすさけゃ” - くぇ 40-すけ きせ 
ういょぇくうっ.

【ぇきこうけくなす 〈っくぬけ 〈っくっゃ
っ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく

くぇ ╋なゅかうあ

╄ょうくしすゃっくうはす あうゃ こけつっすっく 

ゅさぇあょぇくうく. ¨しゃっく くっゅけ, 
ょけしおけさけ うきぇかけ けとっ っょうく 
こさけそっしけさ, くけ ゃっつっ - こけつう
くぇか. ╁ ╋なゅかうあ, おぇすけ せつっ
くうお, ゅけ けすおさうゃぇす しこっちうぇ
かうしすう こけ ぉけさぉぇすぇ. ╉ぇおすけ 
しすぇゃぇてっ すけゅぇゃぇ - こさう けぉう
おけかおう こけ せつうかうとぇすぇ. 〈ぇおぇ 
ゅけ ゃいうきぇす ゃ ]こけさすくけすけ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╋けあっ ぉう, 
いぇとけすけ きぇえおぇ きせ しっ いぇくう
きぇゃぇかぇ しなし しこけさす - くぇゃさっ
きっすけ すさっくうさぇかぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお しこけさすくぇ ゅうきくぇしすうおぇ, 
しっきっえしすゃけすけ ゅけ こせしおぇ ゃ 
せつうかうとっすけ ゃ けおさなあくうは 
ゅさぇょ. ¨すうゃぇ すぇき, ぉっい くう
おけゅぇ ょぇ しっ っ いぇくうきぇゃぇか し 
ぉけさぉぇ. ′け こけつゃぇす せしこったう
すっ. 〉しこったう, きぇさおうさぇくう し 
ょっしっすおう きっょぇかう, いぇ おけうすけ 
しおけさけ 〈っくぬけ 〈っくっゃ ゃおなとう 
とっ しう こさぇゃう う しこっちうぇかっく 
おなす - すけかおけゃぇ しぇ きくけゅけ う 
きっょぇかうすっ, う おせこうすっ, つっ うし
おぇす しこっちうぇかくけ きはしすけ. ′は
おけう けす きっょぇかうすっ しう 〈っくぬけ 
こけょぇさはゃぇか. 〈っいう, おけうすけ くっ 
ぉうかう いぇ こなさゃけすけ きはしすけ, くっ 
きせ ぉうかう けしけぉっくけ ちっくくう... 
′け, しこっつっかうか すけかおけゃぇ 
きくけゅけ したゃぇすおう, っゃさけてぇき
こうけくなす けす ╂っさきぇくうは こさっい 
1989-すぇ う ゃうちっっゃさけこっえしおう 
てぇきこうけく けす 2002-さぇ ゃなゃ 
《うくかぇくょうは, くぇえ-きくけゅけ しう 
ちっくう っょくけ ょさせゅけ - ぉさけく
いけゃけ けすかうつうっ. ╋っょぇかなす けす 
しなしすっいぇくうっ ゃ ╋けしおゃぇ こさっい 
1993-すぇ いぇ ╉せこぇすぇ „╇ゃぇく 
‶けょょせぉくう”. 〈ぇき しっ はゃはゃぇかう 
ぉけさちう けす ゃしうつおう ぉうゃてう 16 
さっこせぉかうおう う ょさせゅう しすさぇくう 
こけ しゃっすぇ. ]なしすっいぇくうっすけ っ 
しさっょ くぇえ-すっあおうすっ, しこけ

ょっかは し ゅけさょけしす う 
ょくっし 〈っくぬけ 〈っくっゃ.
╆ぇ たけさぇすぇ, し おけう

すけ さぇぉけすう, こけゃっつっ
すけ - あっくう, 〈っくぬけ 
くっ きうしかう, つっ っ けす 
いくぇつっくうっ くっゅけゃぇ
すぇ ぉけゅぇすぇ しこけさすくぇ 
おぇさうっさぇ. ′っ っ しう
ゅせさっく ょけさう ょぇかう 
ゃしうつおう いくぇはす いぇ 
くっは, いぇとけすけ くっ 
ょけこせしおぇ, つっ あっ
くうすっ さぇいぉうさぇす けす 
おかぇしうつっしおぇ ぉけさぉぇ. 
„╋けあっ こけ-しおけさけ 
- けす しゃけぉけょくぇ...”, 
し おさけすおぇ せしきうゃおぇ 
けすぉっかはいゃぇ てぇきこう
けくなす, ょけおぇすけ さぇい
ゅさなとぇ こかぇおぇす し 
けすかうつっくうすっ しこけさ
すうしすう くぇ ╉のしすっく
ょうか けす 2003-すぇ, 
おけゅぇすけ しすぇゃぇ すぇき 
]こけさすうしす わ1. ╁ 
╉のしすっくょうか, いぇとけ
すけ おぇさうっさぇすぇ きせ 
こさうおかのつゃぇ すぇき - ゃ 
╉かせぉ „╁ぇしうか ╇かう
っゃ”. ̈ す さぇぉけすぇすぇ しう 
ゃ すけいう おかせぉ 〈っくぬけ 
うきぇ けすかうつくう しこけ
きっくう いぇ ょけぉさぇすぇ 
ゅさうあぇ おなき しこけさ
すうしすうすっ. ╆ぇとけすけ, 
〈っくっゃ っ さぇいぉさぇか, 
つっ ぉけさぉぇすぇ っ ぉっ
ょっく しこけさす, こぇさう 
くっ くけしう, ぇ くはきぇ 
かう こぇさう いぇ ゅさうあぇ 
おなき しこけさすうしすぇ, くっ 
うょゃぇす う くぇゅさぇょうすっ. 
╁ ╉のしすっくょうか くっ 
ぉうかけ おぇすけ ょさせゅぇ
ょっ. ╉けかおけすけ ょけ こぇ
さうすっ, 〈っくぬけ きうしかう, 
つっ いぇ ゃしはおけ くっとけ 
っ すぇおぇ, くっ しぇきけ ゃ 

しこけさすぇ – くせあくう しぇ しさっょしすゃぇ, 
いぇ ょぇ しっ ゃなさゃう くぇこさっょ, ょぇ しっ 
こけかせつぇゃぇす うしすうくしおう くっとぇ
すぇ. 〈ぇおぇ ぉうかけ う ゃ ╂っさきぇくうは, 
おなょっすけ 〈っくっゃ けしすぇゃぇ ょけ 33-
すぇすぇ しう ゅけょうくぇ. ¨すかうつくぇ すせお 
っ ゅさうあぇすぇ けす おかせぉぇ, おけえすけ 
こさうゃかうつぇ しぇきけ てぇきこうけくう 
- ╊のおっくゃぇかょっ, ゃ くっこけしさっょ
しすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ しすけかうちぇすぇ 
╀っさかうく. 〈ぇき 〈っくぬけ さぇぉけすう 
こさっい 2004 - 2005-すぇ, ゃっつっ 
くぇょ 30-ゅけょうてっく. ╆ぇすけゃぇ 
こさっおなしゃぇ う しっ ゃさなとぇ せ くぇし. 
„′ぇゃさっきっすけ くっ くう こせしおぇたぇ 
ゃ つせあぉうくぇ, ょけおぇすけ しきっ こけ-
きかぇょう, うきぇてっ けゅさぇくうつっくうは”, 
けぉはしくはゃぇ すぇいう つぇしす けす あうゃけ
すぇ しう 〈っくぬけ 〈っくっゃ. ╅うゃけす くぇ 
ぇおすうゃっく しこけさすうしす, 20 ゅけょうくう 
こさっきうくぇか ゃ したゃぇすおう う ゅけくうす
ぉぇ くぇ きぇかおうすっ おうかけゅさぇきう くぇ 
おぇすっゅけさうはすぇ. ╆ぇとけすけ くうおぇお 
くっ っ かっしくけ ょぇ しっ こけょょなさあぇ 
そけさきぇすぇ う ょぇ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ 
けすしかぇぉゃぇて くぇぉなさいけ し こけ 10 
おうかけゅさぇきぇ. 〈っくぬけ ゅけ っ こさぇ
ゃうか. ╇ いぇ すけゃぇ しこけょっかは こぇお 
くぇぉなさいけ う こさっい せしきうゃおぇ.

„┿さしっくぇか” う ぉけさぉぇすぇ
- ゃ っょくけ

〈けゃぇ っ ゃないきけあくけ, しすぇゃぇ 
はしくけ けす しこけょっかっくけすけ ゃ さぇい
ゅけゃけさぇ くぇぉなさいけ. ]ぇきけ こさっょう 
ょくう かうつくけ おきっすなす くぇ ╋なゅかうあ 
しっ こけうくすっさっしせゃぇか けす 〈っくぬけ う 
ゅけ こけおぇくうか ょぇ ゃないしすぇくけゃはす 
きっしすくうは おかせぉ こけ ぉけさぉぇ: „╆ぇ 
ょぇ うきぇきっ う ょけぉさう くけゃうくう”, 
きけすうゃうさぇか しっ ゅさぇょけくぇつぇか
くうおなす ╂けしこけょうく ╂けしこけょうくけゃ.                  
╆ぇしっゅぇ ゃしうつおけ っ けとっ くけゃぇ 

うょっは, くけ いぇ 〈っくぬけ いぇくうきぇくう
っすけ し ょっちぇすぇ  くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ とっ くぇこせしおぇ けさなあっえくう
ちぇすぇ. ╇しすうくしおう っ せつせょっく けす 
おきっすしおけすけ こさっょかけあっくうっ, くけ 
きうしかう ゃなさたせ くっゅけ. ′っ きせ う 
きうくぇゃぇ こさっい せき ょぇ くぇこせしおぇ 
さけょくうは ╋なゅかうあ - すせお っ しこけ
おけえくけ, しなこさせゅぇすぇ きせ さぇぉけすう 
- こなさゃけ ゃ きっしすくぇすぇ けぉとうく
しおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, しっゅぇ - ゃ 
¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
しつっすけゃけょうすっか.

7-ゅけょうてくうはす しうく
しなとけ うきぇ しこけさすくう ょぇくくう

〈っくぬけ っ いぇぉっかはいぇか すけゃぇ, くけ 
けとっ くっ きうしかはす くうとけ おけくおさっす
くけ いぇ しこけさすくぇ おぇさうっさぇ. ╉ぇすけ 
こさけそっしうけくぇかっく しこけさすうしす, 
ぉぇとぇすぇ いくぇっ, つっ すけゃぇ っ しゃなさ
いぇくけ し きくけゅけ さうしおけゃっ. 〈っくっゃ 
っ こさっあうゃはか „ういゃぇあょぇくっ” 

くぇ さぇきけすけ, くぇ さなおぇすぇ, けこっ
さぇちうう... 〈さぇゃきうすっ しぇ つぇしす 
けす こさけそっしうけくぇかくうは しこけさす, 
けぉはしくはゃぇ てぇきこうけくなす, おけえすけ 
ういぉうさぇ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ しかけ
あう ゃ さっょ あうゃけすぇ しう. ┿ ゃ あう
ゃけすぇ きせ うきぇ ょけしすぇすなつくけ こさっ
あうゃはゃぇくうは, いぇ ょぇ うしおぇ きぇかおけ 
しこけおけえしすゃうっ. ╆ぇょ ゅなさぉぇ しう 
くけしうすっかはす くぇ ╆かぇすくうは こけはし 
„′うおけかぇ ‶っすさけゃ” うきぇ しすけすう
ちう こなすせゃぇくうは けす しなしすっいぇくうは 
こけ しゃっすぇ, せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ 
すさっくうさぇ こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ こけおけえくうは ╃うくおけ ‶っすさけゃ 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, くぇ ╂っけさゅう 
╋なさおけゃ - ゃ くぇちうけくぇかくうは けす
ぉけさ, くぇ ]すけえつけ ╇ゃぇくけゃ う ╁ぇ
かっさう [ぇえつっゃ - ゃ ╉のしすっくょうか... 
╊うつくぇ しくうきおぇ いぇ しこけきっく ゃ 
こさっゅさなょおぇ し ╀けはく [ぇょっゃ っ 
ちっくくけ けすょっかっくぇ ゃ ぇさたうゃうすっ 
くぇ てぇきこうけくぇ, おけえすけ, けしゃっく 
]こけさすうしす わ1 くぇ ╉のしすっくょうか 
けす 2003-すぇ, っ う ]こけさすうしす わ1 

くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ けとっ こさっい 
1989-すぇ. ╁ すっそすっさぇ し かうつくう
すっ おけくすぇおすう くぇ ぇさしっくぇかっちぇ 
〈っくぬけ 〈っくっゃ しぇ しこけきっくうすっ けす 
しなゃきっしすくうは あうゃけす こけ しこけさす
くうすっ かぇゅっさう, おなょっすけ ゃしっ 
ぉうかう いぇっょくけ, し っょくぇ ょさせゅぇ 
ぉかはしおぇゃぇ いゃっいょぇ くぇ さけょくぇすぇ 
ぉけさぉぇ - ┿さきっく ′ぇいぇさはく, すさう 
こなすう けかうきこうえしおう てぇきこうけく.
¨ぉとけすけ しこけさすくけ きうくぇかけ しなし 

いゃっいょう けす すぇおぇゃぇ ゃっかうつうくぇ 
くぇ こさなゃ こけゅかっょ っ くっしなゃきっし
すうきけ し ょくってくけすけ ぉうすうっ くぇ 
さぇぉけすくうお, おけえすけ ゃけいう ゃいさう
ゃけけこぇしくう ゃっとっしすゃぇ ゃ けさなあっ
っく いぇゃけょ. ′っ う いぇ 〈っくぬけ 〈っ
くっゃ - すせお きせ っ: ”′ぇえ-せょけぉくけ 
う くぇえ-ぉかういけ”.  
]こけさすなす けしすぇゃぇ いぇょ ゅなさぉぇ 

きせ - こさっょう 》さうしすけゃうすっ 33. 
]っゅぇ ゃっつっ っ くぇ 40 う きうしかう いぇ 
ぉなょっとっすけ. ┿ すけ しっ けつっさすぇゃぇ 
すせお, ゃ ╋なゅかうあ, ゃ すさうなゅなかくう

おぇ: しっきっえしすゃけすけ - しこけさすくぇすぇ 
ょっすしおぇ ておけかぇ, おけはすけ こさっょ
しすけう ょぇ ゃけょう, う - „┿さしっくぇか”, 
╆ぇゃけょ 4. 
╃させゅけ くっ きせ すさはぉゃぇ - さぇゃ

くけしきっすおぇすぇ きせ う すぇおぇ っ ょけ
ぉさぇ, こさう すけゃぇ - けとっ くぇ 40 
ゅけょうくう: けす きっつすうすっ くぇ おかぇしぇ 
し 20 ょっちぇ ゃ ]こけさすくけすけ せつう
かうとっ くぇゃさっきっすけ, しぇきけ ょゃぇきぇ 
しっ けすょぇかう こさけそっしうけくぇかくけ 
くぇ ゃうしけおけすけ しこけさすくけ きぇえ
しすけさしすゃけ. ′け すけつくけ すぇおぇゃぇ っ 
う しすぇすうしすうおぇすぇ - けす 20 ょせてう 
っょうく-ょゃぇきぇ くぇこさっょ, しっ しつうすぇ 
ゅけかはき せしこった. 
〈っくぬけ 〈っくっゃ っ っょうく けす せし

こっかうすっ. ╇ きぇおぇさ ょぇ きうしかう, 
つっ おけかっゅうすっ きせ くっ いくぇはす うかう 
くっ けぉさなとぇす くぇ すけゃぇ けしくけゃくけ 
ゃくうきぇくうっ, けさなあっえくうちうすっ けす 
╆ぇゃけょ 4 しう ゅけ ちっくはす う けぉうつぇす 
きくけゅけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

うきぇ ゃさないおぇ し ╉ぇいぇくかなお. ╉けゅぇすけ さってぇゃぇす ょぇ しっ けあっくはす, さぇいおぇいゃぇ ぇさた. 〈けょけさけゃ, ╇ゃぇく ╋うかっゃ う ╄おぇ-
すっさうくぇ ′ぇせきけゃぇ うょゃぇす すせお, ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇすは ゅけ ょけゃっあょぇ ょぇ ゅけ いぇこけいくぇっ し そぇきうかうはすぇ しう – ぉけゅぇすぇすぇ 
そぇきうかうは, ゃ おけはすけ こけこぇょぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ – しうく くぇ せつうすっか, し ょはょけ – けゃつぇさ けす 【うこおぇ... ╋ぇえおぇすぇ くぇ ぇさた. 
〈けょけさけゃ, ╋ぇさうは, しっ さぇあょぇ しっょっき きっしっちぇ こさっょう ゅけかっきうはす ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお ょぇ こけつうくっ こさっい 1927 
ゅけょうくぇ けす ゃすけさぇすぇ ゃなかくぇ くぇ うしこぇくしおうは ゅさうこ – っょゃぇ 30-ゅけょうてっく.
┿さた. 〈けょけさけゃ うきぇ う ょさせゅぇ ゃさないおぇ し ╉ぇいぇくかなお – しなこさせゅぇすぇ きせ ]うかゃうは  っ ょなとっさは くぇ ╃けくおぇ ‶うくょぇ-

さっゃぇ, しなこさせゅぇ くぇ 〈っくの ‶うくょぇさっゃ, こけつっすっく  ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういゃっしすっく ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお, 
おけえすけ こけつうくぇ こさっょう ょゃっ ゅけょうくう. 
╇いかけあぉぇすぇ ゃ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ っょくけ けす くぇえ-はさおうすっ しなぉうすうは ゃ こさぇいくうちうすっ. 〈は 

とっ けしすぇくっ ゃ いぇかうすっ くぇ ゅぇかっさうはすぇ ょけ 1-ゃう きぇえ. ╆ぇ くっは う いぇ ぇゃすけさぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ さぇいゅけゃぇさはたきっ し ゃくせおぇ 
きせ ]ぇてけ (]こっちうぇかっく ゅけしす くぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ ういかけあぉぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ 
』せょけきう¬さけゃうすっ こさぇいくうちう ぉっ ゃくせおなす くぇ ゅけかっきうは ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお – ぇさた. ┿かっおしぇくょなさ 〈けょけさけゃ, 
くぇ しくうきおぇすぇ – ゃょはしくけ).

]こっちうぇかっく ゅけしす くぇ けす-
おさうゃぇくっすけ くぇ ういかけあ-
ぉぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ ゃ 
╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ 
』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう  
ぉっ ゃくせおなす くぇ ゅけかっきうは 
ぉなかゅぇさしおう たせょけあくうお – 
ぇさた. ┿かっおしぇくょなさ 〈けょけ-
さけゃ. ┿さたうすっおす 〈けょけさけゃ 
っ しゃなさいぇく し ╉ぇいぇくかなお う 
こけ かうくうは くぇ しなこさせゅぇすぇ 
くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ – ╉ぇすは 
′ぇせきけゃぇ, けす ぉけゅぇす おぇいぇく-
かなておう さけょ. ╄おぇすっさうくぇ 
っ いぇゃなさてうかぇ ゃ ╂っさきぇ-
くうは, うきぇ ょゃっ ゃうしてう けぉ-
さぇいけゃぇくうは – きせいうおぇかくぇ 
こっょぇゅけゅうおぇ ゃ ╋のくたっく,  
せしこけさっょくけ せつう う そうかけ-
しけそうは. ╆ぇこけいくぇゃぇ しっ し 
╇ゃぇく ╋うかっゃ しかせつぇえくけ, 
くぇ っょくぇ ういかけあぉぇ, ぉっい ょぇ 
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆そちかぬひて 【かせへそ 【かせかう
ぃあすたけそせけ:

』てあせさあ そて „¨うけぬあてあ ╈あくあ“

【かすかせときさあ 》そたそうあ: 〉か そいけねあの しけ 
ちあいそてあてあ つけ, つか たちかねとたうあの

｠とおそきせけさひて ¨うあせ 〈けしかう
たちかく そねけてか せあ せかえそうけみ うせとさ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

42 〈]〉. ]╊╇╅ 〉╅ ╉╊〉
【╊╈]¨〈 《【 ╆╅〉[《〈╅【¨

ぁ╊』【¨【 》ぇ『╇¨ 〈╅‶!

〈¨』 ╆ぇ]╈╅『¨っ 2012 
》╅【『《〉 〉╅ [《〉[】『』 ′╅ ｠】╆╅╇¨を¨ 《【 ╉《]¨〉╅【╅
[《〉[】『』¨

ぷíëñÖÜ

 【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

. . 

〈っいう ょぇくくう しなけぉとう ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ しっょきうちぇ-

すぇ ╀′╀, おぇすけ しっ こけいけゃぇ くぇ 
けそうちうぇかくぇ しゃけは しすぇすうしすうおぇ. 
]こけさっょ ょぇくくうすっ, こさっい きうくぇ-
かぇすぇ 2011 ゅけょうくぇ ぉなかゅぇさうすっ 
しぇ ういすっゅかうかう けぉとけ けす ┿〈╋- 
せしすさけえしすゃぇすぇ 15,37 きかさょ. 
かっゃぇ. 
〈けゃぇ っ さなしす けす 4,7% しこさはきけ 

2010 ゅ., おけゅぇすけ しぇ ぉうかう うい-
すっゅかっくう 14,68 きかさょ. かゃ., うかう 
こけ 40,2 きかく. かゃ. くぇ ょっく. ]こけ-
さっょ しすぇすうしすうおぇすぇ, しさっょくぇすぇ 
しせきぇ くぇ すさぇくいぇおちうは しなとけ 
さぇしすっ, おぇすけ こさっい 2011-すぇ すは 
っ ぉうかぇ 142,07 かゃ. ╆ぇ しさぇゃ-
くっくうっ, ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ ぉなか-
ゅぇさうすっ しぇ すっゅかうかう しさっょくけ こけ 
134,95 かゃ.
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ, けぉぇつっ, 

けぉとうはす ぉさけえ くぇ すさぇくいぇおちう-
うすっ かっおけ くぇきぇかはゃぇ – すけっし, 
すっゅかうき こけ-きぇかおけ こなすう, くけ 
けつっゃうょくけ こけ こけゃっつっ. ‶さっい 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すっゅかっくうはすぇ 
けす ぉぇくおけきぇす しぇ ぉうかう 108,1 
きかく. ぉさけは, ょけおぇすけ ゅけょうくぇ こけ-
さぇくけ すっ しぇ ぉうかう 108,8 きかく.
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ せ くぇし 

しぇ ぉうかう ういょぇょっくう くけゃう 64 
たうか. こかぇすっあくう おぇさすう, おぇすけ 
けぉとぇすぇ うき ぉさけえおぇ ょけしすうゅぇ 
7,547 きかく.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ  こさっい 2011 

ゅけょうくぇ けす ぉなかゅぇさうすっ, さぇぉけすっ-
とう ゃ つせあぉうくぇ, ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ 
こけしすなこうかう  773.9 きかく. っゃさけ. 
〈せお しなとけ うきぇ さなしす う しせきぇすぇ 
っ さっおけさょくぇ, し せゃっかうつっくうっ 
けす ぉかういけ 1.9% ゃ しさぇゃくっくうっ 
し 2010 ゅ., おけゅぇすけ ゃなさくぇすうすっ 

しさっょしすゃぇ しぇ ぉうかう ゃ さぇいきっさ 
くぇ 759.6 きかく. っゃさけ.
╆ぇ しさぇゃくっくうっ, こさっおうすっ 

つせあょっしすさぇくくう うくゃっしすうちうう ゃ 
╀なかゅぇさうは いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ ゃないかういぇす くぇ 1.065 きかさょ. 
っゃさけ.
]ぇきけ こさっい ょっおっきゃさう  2011 

ゅけょうくぇ っきうゅさぇくすしおうすっ こぇさう  
しぇ ぉうかう 59.8 きかく. っゃさけ, 
けすぉっかはいゃぇえおう さなしす ゃ しさぇゃ-
くっくうっ し くけっきゃさう, おけゅぇすけ 
きっしっつくぇすぇ しせきぇ ょけしすうゅくぇ 
きうくうきせき けす 54.8 きかく. っゃさけ 
いぇ 2011 ゅ.
]さっょくぇすぇ きっしっつくぇ しすけえ-

くけしす くぇ こぇさうつくうすっ こさっゃけょう 
いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃないかういぇ 
くぇ 64.49 きかく. っゃさけ.
‶さっい 2011 ゅ. ういこさぇとぇくうすっ 

けす つせあぉうくぇ おなき ╀なかゅぇさうは 
しさっょしすゃぇ きっしっつくけ しぇ こぇょぇかう 
こけょ 60 きかく. っゃさけ しぇきけ こさっい 
はくせぇさう, おけゅぇすけ しぇ ぉうかう 57.1 
きかく. っゃさけ, こさっい ぇゃゅせしす - 58.2 
きかく. っゃさけ う こさっい くけっきゃさう - 
54.8 きかく. っゃさけ, ょけおぇすけ くぇえ-
ゃうしけおぇすぇ うき しすけえくけしす っ ぉうかぇ 
こさっい きぇえ - 77.4 きかく. っゃさけ う 
こさっい きぇさす - 71.3 きかく. っゃさけ.
╆ぇ 2009 ゅ. う 2008 ゅ. ぉなかゅぇ-

さうすっ ゃ つせあぉうくぇ しぇ ういこさぇすう-
かう くぇ さけょくうくう ゃ しすさぇくぇすぇ くう 
しなけすゃっすくけ 717.7 きかく. っゃさけ う 
693.9 きかく. っゃさけ.

〈┿
/╁ きぇすっさうぇかぇ しぇ うい-

こけかいゃぇくう けそうちうぇかくう 
ょぇくくう けす しぇえすぇ くぇ ╀′╀/

] くけゃう ちゃっすくう ゅさぇょうくう とっ しっ しょけぉうっ ╉ぇいぇくかなお ょけ しさっょぇすぇ くぇ きぇえ. ]なし いぇすけこかはくっすけ くぇ 
ゃさっきっすけ しかせあうすっかうすっ けす いゃっくけすけ こけ けいっかっくはゃぇくっ, こけょこけきぇゅぇくう けす 66 ょせてう, くぇっすう こけ 

こさけゅさぇきぇ いぇ ゃさっきっくぇ いぇっすけしす ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ - いぇ けいっかっくはゃぇくっ う こけょょなさあぇくっ くぇ こかけ-
とう う ゅさぇょうくう, けぉかぇゅけさけょはゃぇす う さぇぉけすはす いぇ くけゃうは ちゃっすっく けぉかうお くぇ ゅさぇょぇ. 
╂けかはきぇすぇ ぇきぉうちうは くぇ きっしすくぇすぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ っ ょぇ ゃなさくっ しすぇさぇすぇ しかぇゃぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお  

おぇすけ ゅさぇょ し きくけゅけ さけいう, つうえすけ ゃたけょけゃっ けとっ
さぇいおぇいゃぇす いぇ くっゅけゃうは こけきうくなお. 

〈ぇいゅけょうてくけすけ ういょぇくうっ くぇ おけくおせさしぇ いぇ くぇえ-おさぇしうゃけ きけ-
きうつっ けす ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ  - „╋うし ╃けかうくぇ くぇ さけいうすっ”, 

とっ うきぇ しゃけは こぇすさけく. 〈けゃぇ っ 23-ゅけょうてくぇすぇ ╁ぇくは ‶っくっゃぇ - 
きうくぇかけゅけょうてくぇすぇ くけしうすっかおぇ くぇ くぇえ-こさっしすうあくぇすぇ すうすかぇ いぇ 
おさぇしけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは - ╋うし ╀なかゅぇさうは.

╇きっ: ╂ぇかうくぇ ╇ゃぇくけゃぇ ╇ゃぇくけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 5/510

╃かなあくけしす: ¨おぇつっしすゃうすっか

╂けょうくう: 26

╆けょうは: ¨ゃっく

》けぉう: ‶なすせゃぇくっ

¨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“? - 3 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 しっぉっ しう.

WWW.YDCMA.ORG

‶っすなお - 20.04.2012 ゅ. - 22:00 - [けお こぇさすう ゃ ╀うさぇさうは “╃せこおぇすぇ”
]なぉけすぇ - 21.04.2012 ゅ.
09:00 - ╀っいこかぇすっく ぇゃすけぉせし けす ╉ぇいぇくかなお - こさっょ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
うかう ゃっかけこけたけょ けす ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ
09:30 - ′ぇつぇかけ くぇ こけつうしすゃぇくっすけ - けす しすっくぇすぇ
14:30 - ‶けつうゃおぇ けす こけつうしすゃぇくっすけ
15:00 - ╃っえくけしすう いぇ ゃぇてうすっ けつう, せてう う ゃしっゃないきけあくう しっすうゃぇ: 
きせいうおぇ くぇ あうゃけ, [ぇいくけけぉさぇいくう さぇぉけすうかくうちう, おけくくぇ っいょぇ, おぇさぇくっ 
くぇ かけょおう, しこけさすくう こさうおかのつっくうは, こさけあっおちうう くぇ そうかきう
16:00 - ┿ゃすけぉせし おなき ╉ぇいぇくかなお
′っょっかは - 22.04.2012 ゅ. - 10:00 - ‶さうはすくけ くぇしすさけっくうっ う きぇかおけ 
こけつうしすゃぇくっ
╆┿╀╄╊╄╉┿: ╁いっきっすっ しう こぇかぇすおう, つせゃぇかう, てぇかすっすぇ う ょけぉさけ くぇ-
しすさけっくうっ

〉《╇¨ を╇╊【っ ぅ╊
[『╅』っ【 [╅′╅〉]ぇ[

]おなこう ぇさしっくぇかちう, せゃぇあぇっきう しなゅさぇあょぇくう!

¨す しなさちっ ゃう こけいょさぇゃはゃぇきっ し くぇしすなこゃぇとうは ╋っあょせくぇさけょっく 
ょっく くぇ すさせょぇ う さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しけかうょぇさくけしす – 1-ゃう きぇえ!
‶さぇいくうおなす, おけえすけ けつぇおゃぇきっ, ゃっつっ うきぇ くけゃけ かうちっ. ′け ゃな-

こさっおう ょなかゅけかっすうっすけ しう, すけえ っ しなたさぇくうか さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しう 
しなとくけしす う こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ しうきゃけか くぇ しこさぇゃっょかうゃうすっ 
すさせょけゃう う しけちうぇかくう うしおぇくうは くぇ すさせょっとうすっ しっ たけさぇ, いぇょ 
おけうすけ おぇすっゅけさうつくけ いぇしすぇゃぇ ╉′]╀.
╁ くぇてうは ゅさぇょ すぇいう つせゃしすゃうすっかくけしす う けすくけてっくうっすけ おなき 

‶なさゃう きぇえ うきぇす しゃけうすっ ょなかぉけおう うしすけさうつっしおう おけさっくう – ╉ぇ-
いぇくかなお っ っょうく けす こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ, けさゅぇくういうさぇ-
かう こなさゃけきぇえしおう つっしすゃぇくうは.
〈さぇょうちうはすぇ, おぇすけ すはたくけ こさけょなかあっくうっ, ゃ ょくってくけ ゃさっきっ っ 

こさっゃなこかなすっくぇ ゃ っょくぇ しうかくぇ しうくょうおぇかくぇ そうさきっくぇ ょっえくけしす 
し きくけゅけぉさけえくう こさうゃなさあっくうちう.
╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ くぇえ-ゅけかっきうは う くぇえ-ゃなかくせゃぇとうは すさせょけゃ 

こさぇいくうお うしおさっくけ ゃう こけあっかぇゃぇきっ いょさぇゃっ, こさけそっしうけくぇかくう 
う かうつくう せしこったう う こけかいけすゃけさくう せしうかうは ゃ けすしすけはゃぇくっすけ くぇ 
くっけすきっくくうすっ くう さぇぉけすくうつっしおう こさぇゃぇ!

] こなさゃけきぇえしおう こけいょさぇゃ!
]╉ くぇ ╉′]╀ - „┿さしっくぇか” ┿╃

ぶñïöóö äëí£Öó¡,
ï¡éäó íëïñÖí¿îó ó Çëí¢ÑíÖó

Öí ÜßàóÖí とí£íÖ¿é¡!
ぢéëçÜ½íúï¡ó　ö ÑñÖ, ¡ÜúöÜ äëñÑïöÜó Ñí Üöäëí£ÖÜçí½ñ, £í äÜ

ëñÑñÖ äéö àñ äëñÑó£çó¡í ó ïäÜ½ñÖó, ó çéäëÜïó, ó ëíÑÜïö. ゑéäëñ
¡ó öëñçÜÇóöñ ç  ñ¢ñÑÖñçóñöÜ, Üßíôñ, öÜçí àñ ßéÑñ ñÑóÖ ï¿éÖôñç 
ó ¿éôñ£íëñÖ ÑñÖ, ç ¡ÜúöÜ ÖÜçíöí ÖíÑñ¢Ñí ó Üï½óç¡óöñ àñ ïí ç 
äÜçñôñ!

がñ¿Öóîóöñ, ¡ÜóöÜ àñ ÇÜ äÜï¿ñÑçíö, öë　ßçí Ñí ïí ïéàÜ öí¡óçí 
– £íëñÑñÖó ï ÖÜçí ñÖñëÇó　 ó ÖñäÜ¡Ü¿ñßó½Üïö. どñ ïí ïéàÜ öÜ¿¡Üçí 
çí¢Öó, £íàÜöÜ öí½ ñ ÖíüñöÜ óïöóÖï¡ÜöÜ ïéàñïöçÜçíÖñ – öí½ 
ñ Öíüó　ö öëÜÑ, öí½ ïí Öíüóöñ äëÜß¿ñ½ó, Üïäñêó ó äëó£ÖíÖó　. 
げíöÜçí öë　ßçí Ñí äëÜÑé¿¢ó½ ï Üïó¿ó　öí ïó Ñí Çó äëóçñ¢Ñí½ñ 
ç êíë½ÜÖó　 ó Ñí äÜïöóÇí½ñ Öíú-ÑÜßëÜöÜ ó äÜ¿ñ£ÖÜ ñÑóÖïöçÜ – £í 
„んëïñÖí¿”, £í ÇëíÑí ó ÜßàóÖíöí, £í ïñßñ ïó. 

ぞñ¡í ïó äÜ¢ñ¿íñ½ ½ÖÜÇÜ, ½ÖÜÇÜ £Ñëíçñ, ÖÜçÜ äëñ¢óç　ÖÜ àíï
öóñ – ç ëíßÜöíöí ó ç ÑÜ½Üçñöñ Öó, ó ÖÜçí ç　ëí ç ÜöëñüÖó　 ÑñÖ 
– £í çïóô¡ó Öó!

だö ëé¡ÜçÜÑïöçÜöÜ Öí „んëïñÖí¿” んが

ごÑó ó çó¢
〉くうおぇかくぇ ういかけあぉぇ けす 58 すゃけさぉう - あうゃけこうし う さうしせくおう くぇ 

おぇいぇくかなておうは たせょけあくうお ╇ゃぇく ╋うかっゃ, さぇょゃぇ ちっくうすっかうすっ 
くぇ ういおせしすゃけすけ ゃ ╂さぇょしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは. ╄おしこけいう-
ちうはすぇ しなょなさあぇ すゃけさぉう, おぇおすけ けす そけくょぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゅぇかっ-
さうは, すぇおぇ う けす ゅぇかっさううすっ ゃ ]けそうは, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ]かうゃっく, 
う とっ けしすぇくっ けすゃけさっくぇ いぇ こけしっとっくうは ょけ おさぇは くぇ ぇこさうか. 〈は っ 
こけしゃっすっくぇ くぇ 115-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす さけあょっくうっすけ くぇ たせょけあ-
くうおぇ う 85 ゅけょうくう けす くっゅけゃぇすぇ しきなさす. ╇ゃぇく ╋うかっゃ っ さけょっく ゃ 
╉ぇいぇくかなお くぇ 18 そっゃさせぇさう 1897 ゅ. ゃ ぉっょくけ しっきっえしすゃけ. 〉きうさぇ 
くぇ 25 はくせぇさう 1927 ゅ., くっくぇゃなさてうか 30 ゅけょうくう.
 ╄おしこけいうちうはすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ょけ 30-すう ぇこさうか.

“╇すぇかうぇくしおうはす こぇすっくす - きっあょせ きうくぇかけ, くぇしすけはとっ う ぉなょっとっ”.
╇╋ „╇しおさぇ” –きせかすうきっょうえくぇ いぇかぇ
¨さゅぇくういぇすけさう: ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ╇╋ “╇しおさぇ”, ‶けしけかしすゃけ-

すけ くぇ ╇すぇかうは ゃ [っこせぉかうおぇ  ╀なかゅぇさうは う ╇すぇかうぇくしおうはす おせかすせ-
さっく うくしすうすせす - ]けそうは. 

╇いかけあぉぇすぇ っ し こけょつっさすぇく ょけおせきっくすぇかっく たぇさぇおすっさ, ういかぇゅぇ すっけさううすっ う すったくうおうすっ くぇ こさぇお-
すうつっしおぇすぇ さぇぉけすぇ. ╄おしこけいうちうはすぇ こけおぇいゃぇ さっこさけょせおちうう う そけすけゅさぇそうう くぇ こさっゃないたけょくう さっし-
すぇゃさぇちうう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ あうゃけこうしすぇ う ぇさたうすっおすせさぇすぇ.
╇いかけあぉぇすぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ょけ 17 きぇえ.

╉さぇしぇゃうちぇすぇ, おけはすけ っ けす 
╉ぇいぇくかなお う しぇきぇすぇ すは こさっょう 
5 ゅけょうくう しすぇくぇ くけしうすっかおぇ 
くぇ こさっしすうあくぇすぇ すうすかぇ „╋うし 
╃けかうくぇ くぇ さけいうすっ”, けしゃっく, 
つっ とっ ぉなょっ こぇすさけく くぇ こさぇい-
くうおぇ, こさっょう くぇつぇかけすけ きせ とっ 
くぇこさぇゃう う しこっちうぇかくぇ けぉう-
おけかおぇ うい しっかうとぇすぇ けす けぉとう-
くうすっ, ゃ おけうすけ さけいけこさけういゃけょ-
しすゃけすけ っ つぇしす けす すさぇょうちううすっ 
う ゃ おけうすけ しっ ういぉうさぇ きっしすくぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ. 
『っかすぇ くぇ ╁ぇくは し すけゃぇ しゃけっ-

けぉさぇいくけ ょっそうかっ くぇ おさぇしけすぇ 
っ ょぇ しっ しさっとくっ し けぉとうくしおう-
すっ さなおけゃけょしすゃぇ, し ょうさっおすけ-
さうすっ くぇ ゅうきくぇいううすっ う こぇさぇ-
かっかおうすっ し ぇぉうすせさうっくすう, いぇ 
ょぇ こさっょしすぇゃう いくぇつうきけしすすぇ 
くぇ おけくおせさしぇ う ょぇ ゅう こけおぇくう 
いぇ せつぇしすうっ ゃ くっゅけ. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ ういょぇくうっ くぇ 

おけくおせさしぇ „╋うし ╃けかうくぇ くぇ 
さけいうすっ” とっ しっ こさけゃっょっ くぇ 9 
のくう けす 19.00 つ. くぇ こかけとぇょ 
„]っゃすけこけかうし” ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁ 
くっゅけ せつぇしすゃぇす ういぉさぇくうすっ いぇ 
ちぇさうちう くぇ さけいぇすぇ けす けぉとう-
くうすっ, ゃ おけうすけ しっ こさけゃっあょぇす 
こさぇいくうちう くぇ さけいぇすぇ. ╁っょくぇ-
ゅぇ しかっょ ういぉけさぇ くぇ „╋うし ╃け-
かうくぇ くぇ さけいうすっ” くぇ こかけとぇょぇ 
とっ しゃうさう しゃっすけゃくけ ういゃっしす-
くうはす ぇきっさうおぇくしおう おうすぇさうしす 
]すっくかう ╃あけさょぇく. ‶け すさぇょう-
ちうは, しこっつっかうかぇすぇ おけさけくぇすぇ 
くぇ „╋うし ╃けかうくぇ くぇ さけいうすっ” 
こけかせつぇゃぇ こけおぇくぇ ょぇ こさっょ-
しすぇゃう しすさぇくぇすぇ くう ゃ こさっし-
すうあくう しゃっすけゃくう おけくおせさしう いぇ 
おさぇしけすぇ.
]っょきうちぇ こけ-さぇくけ, くぇ 1-ゃう 

のくう ゃっつっさすぇ, ╉ぇいぇくかなお とっ 
ういぉうさぇ う しゃけはすぇ こけさっょくぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ 
しこっおすぇおなかなす いぇ くっえくうは うい-
ぉけさ とっ っ いぇっょくけ し ちっさっきけ-
くうはすぇ こけ おけさけくはしゃぇくっすけ え 
う とっ しっ しなしすけう くぇ ゅさぇょしおうは 
こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし”. 
╆ぇ こなさゃう こなす けす きくけゅけ ゅけ-

ょうくう  ゃぇあくけ きはしすけ ゃ こさぇい-
くっくしすゃぇすぇ いぇ さけいぇすぇ とっ 
ぉなょっ けすょっかっくけ う くぇ きうくぇかけ-
ゅけょうてくぇすぇ くけしうすっかおぇ くぇ おけ-
さけくぇすぇ いぇ おさぇしけすぇ - ]うきけくぇ 
‶っすおけゃぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ 2011. 
╋うくぇかぇゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ とっ っ しさっょ つかっくけゃっすっ くぇ 
あせさうすけ, おけっすけ すぇいう ゅけょうくぇ 
とっ ういぉっさっ こさうっきくうつおぇすぇ いぇ 
おけさけくぇすぇ くぇ くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ 
ょっゃけえおぇ けす ╃けかうくぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

   


