
〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ  こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっ-
すけ くぇ ╃なさあぇゃくうは ゃけっくくけ-ゃさっきっくっく こかぇく けす 
こけかお. ╇かうは ′ぇかぉぇくすけゃ けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ. 
]こけさっょ こけかお. ′ぇかぉぇくすけゃ „つうくうはすぇ くぇ ╀せい-

かせょあぇ”, おぇおすけ こけこせかはさくけ くぇさうつぇす „╃けき-こぇ-
きっすくうおぇ くぇ こぇさすうはすぇ” たけさぇすぇ けす さっゅうけくぇ, うきぇ 
すけいう ゃうょ う おけくしすさせおちうは, いぇ ょぇ きけあっ かっしくけ ょぇ 
ぉなょっ こさっゃなさくぇすぇ ゃなゃ ゃけっくっく けぉっおす. ╋けくせきっく-
すなす っ ぉうか つぇしす けす ゃけっくくけゃさっきっくくぇすぇ しうしすっきぇ 
くぇ ╁ぇさてぇゃしおうは ょけゅけゃけさ, うきぇ すさう くっいうゃうしうきう 
こけょいっきくう っかっおすさけこさけゃけょぇ, ぇしぇくしぬけさ う ゃけょぇ. 
′っえくうはす きぇとぇぉ う おけくしすさせおすうゃくう ゃないきけあくけし-
すう こけいゃけかはゃぇす きけくすぇあぇ くぇ  さぇょうけかけおぇちうけくくう 
しうしすっきう いぇ くぇぉかのょっくうっ ゃ けゅさけきっく こっさうきっすなさ, しきはすぇ こけかお. ′ぇかぉぇくすけゃ. ]こけさっょ くっゅけ ╀なかゅぇさしおぇ-
すぇ ぇおぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ さぇいこけかぇゅぇ し かぇいっさくけ せしすさけえしすゃけ いぇ ういきっさゃぇくっ くぇ さぇいしすけはくうっ ょけ 500 
おき., おけっすけ くはきぇ こけょたけょはとぇ せしすぇくけゃおぇ いぇ うくしすぇかうさぇくっ. ̈ す ょさせゅぇ しすさぇくぇ „けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くっ 
さぇいこけかぇゅぇ しなし しっういきうつくぇ しすぇくちうは う しこけさっょ きっく すは きけあっ ょぇ ぉなょっ ういゅさぇょっくぇ すせお”, おぇいぇ かっおすけさなす. 
〈けえ しつうすぇ, つっ きはしすけすけ っ こけょたけょはとけ う いぇ きけくすぇあ くぇ っゃさけこっえしおうすっ おけきこけくっくすう いぇ おけくすさけか くぇ 
すさぇそうおぇ くぇ ゃないょせてくけすけ ょゃうあっくうっ. 
╈けさょぇく ′うおけかけゃ, けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こけょおさっこう うょっはすぇ いぇ  くっけぉたけょうきけしすすぇ   

けす うくゃっしすうちうは いぇ こけょさけぉくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ こぇきっすくうおぇ う ういゅけすゃはくっ くぇ おけくおさっすくけ こさっょかけあっ-
くうっ いぇ くっゅけゃけすけ ういこけかいゃぇくっ. ‶さう こけしっとっくうっすけ くぇ けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇちうは けす ╉うすぇえ  こさっょう ょゃっ 
しっょきうちう すけえ こけおぇくう こけしかぇくうおぇ くぇ ╉′[ せ くぇし ╂せけ ╈っょあけせ ょぇ こけしっすはす いぇっょくけ きはしすけすけ, いぇ ょぇ 
こさっょういゃうおぇ うくすっさっし おなき こさっゃさなとぇくっすけ くぇ くぇえ-ゅけかっきうは うょっけかけゅうつっしおう きけくせきっくす ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃ こぇきっすくうお くぇ おけきせくういきぇ.
╈けさょぇく ′うおけかけゃ う こけかお. ╇かうは ′ぇかぉぇくすけゃ ぉはたぇ っょうくけょせてくう, つっ きけくせきっくすなす きけあっ ょぇ ぉなょっ こさっ-

ゃなさくぇす ゃ すせさうしすうつっしおぇ ぇすさぇおちうは, くぇさっょ し ょさせゅうすっ ゃないきけあくけしすう. ] こけきけとすぇ くぇ こけかお. ′ぇかぉぇくすけゃ, 
おけえすけ っ う ょうさっおすけさ くぇ ┿しけちうぇちうは „╃あけさょあ ╋ぇさてぇか – ╀なかゅぇさうは”, う せつっくう けす ╀┿′ とっ ぉなょっ こけょ-
ゅけすゃっくけ きけすうゃうさぇくけ しすぇくけゃう-
とっ いぇ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ きくけ-
ゅけそせくおちうけくぇかくけ ういこけかいゃぇくっ 
くぇ こぇきっすくうおぇ, おけっすけ とっ ぉなょっ 
ういこさぇすっくけ ょけ しなけすゃっすくうすっ ゃっ-
ょけきしすゃぇ.                          〈┿
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっすぇく 
【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは:  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╇ゃぇく ╆ょさぇゃおけゃ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆けうのけみて つかさちかてあち せあ 《いはけせあ [あくあせしひさ つ のあせつ おあ つてあせか さすかて せあ えちあおあ

╆ぇきっしすくうお-けぉかぇしすくうはす せこさぇ-
ゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ぉっ くけきうくうさぇくぇ いぇ おぇく-
ょうょぇす-おきっす くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ いぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]すけはくけゃぇ こけかせつう くぇえ-きくけゅけ 
ゅかぇしけゃっ  /118 けす 145 ゃないきけあくう/ 
こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくけすけ  ¨ぉとけ 
しなぉさぇくうっ くぇ きっしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ 
くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈は っ う し くぇえ-
きくけゅけ ゅかぇしけゃっ しさっょ  おぇくょうょぇすうすっ 
いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう.
《けさせきなす ぉっ いぇ くけきうくぇちうう いぇ 
おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう おきっす, 
おきっすけゃっ くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ う おぇく-
ょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 
¨ぉとけ こっす しぇ おぇくょうょぇすせさうすっ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ ╂╄[╀ いぇ けぉとうく-
しおう おきっす. ]かっょ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
しなぉさぇかうはす くぇえ-きくけゅけ ゅかぇしけゃっ / 
98  けす 145 ゃないきけあくう/ っ ょっこせすぇ-
すなす ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ, しかっょゃぇく 
けす けぉとうくしおうは かうょっさ くぇ こぇさすう-
はすぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ し 58 ゅかぇしぇ  う 
けぉとうくしおぇすぇ しなゃっすくうつおぇ けす ╂╄[╀ 
〈っきっくせあおぇ ‶ぇこぇいけゃぇ し 29 ゅかぇ-
しぇ. ‶けかおけゃくうおなす けす さっいっさゃぇ う 
くぇしすけはと  ょうさっおすけさ くぇ ょうさっおちうは 
“《うくぇくしう” ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ  ╃さぇゅけきうさ 〈けすっゃ っ しな-
ぉさぇか くぇえ-きぇかおけ ゅかぇしけゃっ - 25 けす 
145 ゃないきけあくう.]ぇきけ ょけこさっょう ょゃっ 
しっょきうちう 〈けすっゃ ぉっ しけつっく けす くはおけう 
ゅさせこう ゃ ╂╄[╀ う ゃ ╉ぇいぇくかなお  おぇすけ 
そぇゃけさうす くぇ きっしすくぇすぇ しすさせおすせ-
さぇ, ゃなこさっおう つっ こさぇおすうつっしおう っ 
くっこけいくぇす いぇ  きっしすくぇすぇ けぉとくけしす. 
]こけさっょ うくそけさきうさぇくう, し ちっか ぉな-
ょっとぇ こけかうすうつっしおぇ さっぇかういぇちうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお, 〈けすっゃ っ し くけゃぇ ぇょさっしくぇ 
さっゅうしすさぇちうは ゃ ゅさぇょぇ けす おさぇは くぇ 
そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ.
¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお くけきうくうさぇ う けこさっょっかう  55 
おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくう-
ちう. ╉けう けす すはた とっ こけこなかくはす かうし-
すぇすぇ けす 37 おぇくょうょぇす-しなゃっすくうちう, 
とっ しすぇくっ はしくけ  こさっい しっこすっきゃさう.
]さっょ   くけきうくうさぇくうすっ いぇ しなゃっす-
くうちう, けしゃっく ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
しぇ: つかっくけゃっすっ くぇ しっゅぇてくけすけ けぉ-
とうくしおけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╂╄[╀ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ゃしうつおう  くぇしすけはとう  けぉ-

とうくしおう しなゃっすくうちう  くぇ こぇさすうはすぇ 
ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす くぇ ゅさぇょぇ, 
し ういおかのつっくうっ くぇ ぉうゃてうは かうょっさ 
╇ゃぇく ╉ぬけしっゃ, おけえすけ こさっょう きっしっち 
う こけかけゃうくぇ ぉってっ ういおかのつっく けす 
こぇさすうはすぇ,  う ょ-さ ′うおけかぇえ ╀せおけゃ, 
おけえすけ けすしなしすゃぇ こさっい こけ-ゅけかはきぇすぇ 
つぇしす けす きぇくょぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす.
¨しゃっく すはた, おぇすけ こけすっくちうぇかくう 
ぉなょっとう おぇくょうょぇす-しなゃっすくうちう しぇ 
こさっょかけあっくう: こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
こさうしなょさせあくうすっ けさゅぇくういぇちうう おなき 
╂╄[╀, ╋ぇさうは ╂うくっゃぇ, ′っょおぇ [ぇてっ-
ゃぇ, ‶っすなさ ╉けしっゃ, [ぇょうぇくぇ ]すっそぇ-
くけゃぇ, ╋ぇさうはくぇ ぅおうきけゃぇ, ╊うかうは 
『けくおけゃぇ う ょさせゅう.
〈さうきぇ けす こさっょかけあっくうすっ いぇ けぉ-
とうくしおう しなゃっすくうちう しぇ くぇこさぇゃうかう 
しぇきけけすゃけょう: くぇしすけはとうはす ょっこせすぇす 
╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ, ╄ゃっかうくぇ ╉け-
しっゃぇ, おけはすけ っ しかせあうすっか ゃ ぇょきうくう-
しすさぇちうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, う ╁ぇしうか-
おぇ ╄かっくおけゃぇ.
¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ くぇ ╂╄[╀  ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお こけょおさっこう いぇ くけゃう きぇくょぇすう 
おぇくょうょぇすせさうすっ くぇ ゃしうつおう しゃけう しっ-
ゅぇてくう おきっすけゃっ こけ きっしすぇ う ういょうゅ-
くぇ ょゃっ くけゃう いぇ しっかけ ╄くうくぇ. 〈ぇき 
こさっょかけあっくう  いぇ おぇくょうょぇす-おきっすけ-
ゃっ しぇ ╀けはく ╉ぇかうつおけゃ う ╁っしっかうく 
┿くょさっっゃ, おけえすけ ょけしおけさけ ぉっ てっそ 
くぇ きっしすくぇ けたさぇくうすっかくぇ そうさきぇ.
╉けえ とっ っ けそうちうぇかくうはす おぇくょうょぇす 
いぇ おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす 
こぇさすうは ╂╄[╀, とっ さってう ╇いこなかくう-
すっかくぇすぇ おけきうしうは くぇ こぇさすうはすぇ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ のくう.
]なぉさぇかぇすぇ くぇえ-きくけゅけ ゅかぇしけゃっ いぇ 
おぇくょうょぇす いぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇ-
かうくぇ ]すけはくけゃぇ  こさぇゃう おぇさうっさぇ ゃ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす けす 2003 ゅ.  ‶さっょう 
すけゃぇ ゃ こさけょなかあっくうっ  くぇ 10 ゅけょう-
くう ]すけはくけゃぇ ぉっ ょうさっおすけさ くぇ ょっす-
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃.  ╁ 
おさぇは くぇ 2003 ゅ. すは こけかせつう こさっょ-
かけあっくうっ けす おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ ょぇ こけっきっ こけしすぇ 
くぇ ゅかぇゃっく っおしこっさす こけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ. ]かっょ すけゃぇ ]すけはくけゃぇ しこっ-
つっかう  おけくおせさし いぇ ょうさっおすけさ くぇ ょう-
さっおちうは „¨ぉさぇいけゃぇくうっ, おせかすせさぇ う 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ”,  ぇ  こさっい 2007 ゅ. 

う いぇ しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお.  ]かっょ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ こぇさ-
かぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう  けす ╂╄[╀ 
こさっい 2009 ゅ., ╂ぇかうくぇ  ]すけはくけゃぇ 
こけっ こけしすぇ くぇ いぇきっしすくうお-けぉかぇし-
すっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
′っえくう さっしけさう しぇ しけちうぇかくぇすぇ こけ-
かうすうおぇ, けぉさぇいけゃぇくうっすけ, いょさぇゃっけ-
こぇいゃぇくっすけ, おせかすせさぇすぇ, ょなさあぇゃくぇ-
すぇ  しけぉしすゃっくけしす,  せしすさけえしすゃけすけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ う すせさういきなす. 
 ┿おけ くっえくぇすぇ おぇくょうょぇすせさぇ こけ-
かせつう けそうちうぇかくけすけ けょけぉさっくうっ 
くぇ ╇いこなかくうすっかくぇすぇ おけきうしうは くぇ 
╂╄[╀, すけ こさっい のくう とっ しぇ はしくう  
ょゃぇきぇ けす こさっすっくょっくすうすっ いぇ おきっす-
しおうは こけしす くぇっしっく ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっょう くけきうくぇちうはすぇ くぇ ]すけはくけ-
ゃぇ けす ╂╄[╀, こぇさすうは ┿すぇおぇ ゃ  ゅさぇ-
ょぇ くけきうくうさぇ いぇ おぇくょうょぇす –おきっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお しゃけは きっしすっく かうょっさ 
うくあ. ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ. 
╃っしくうすっ  とっ ういぉうさぇす ういきっあょせ 
すさうきぇ しゃけう こけすっくちうぇかくう おぇくょう-
ょぇすう, ぇ おぇくょうょぇすなす くぇ  ╀]‶  とっ 
ぉなょっ くけきうくうさぇく しかっょ こさけせつゃぇくっ 
ゃ こぇさすうえくうすっ けさゅぇくういぇちうう. 
╇くすっさゃの し ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ きけ-
あっすっ ょぇ こさけつっすっすっ くぇ しすさ. 6 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〉あお 1000 おとのけ そて ぬみしあてあ つてちあせあ はか つか せあおけえちあうあて う つひいそてあ  せあ たし. „』かうてそたそしけつ”

╆ぇ つっすゃなさすう こなす ゃ ょくうすっ くぇ 
さけいけぉっさぇ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお しっ 
けさゅぇくういうさぇ ′ぇちうけくぇかくけ くぇ
ょうゅさぇゃぇくっ “〈なこぇく ぉうっ, たけさけ 
しっ ゃうっ”. ╃っくはす くぇ くぇょうゅさぇゃぇ
くっすけ っ 28 きぇえ 2011 ゅ.,しなぉけすぇ, 
けす 17.00 つ., くぇ  こかけとぇょ „]っ
ゃすけこけかうし”.  ╁ さぇくくぇすぇ くっょっか
くぇ せすさうく ゃしうつおう せつぇしすくうちう 
しぇ こけおぇくっくう くぇ さけいけぉっさ ゃ 
さけいけゃうすっ ゅさぇょうくう, いぇ ょぇ せしっ
すはす ぇさけきぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇ
すぇ きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ う しっ  くぇ
しかぇょはす くぇ くっえくぇすぇ おさぇしけすぇ. 
╁ くぇょうゅさぇゃぇくっすけ せつぇしすうっ とっ 
ゃいっきぇす 37  そけかおかけさくう おかせぉぇ 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ し くぇょ 1 000 
せつぇしすくうちう. 〈さう けす そけさきぇちう
うすっ しぇ けす ╉ぇいぇくかなお, ぇ けしすぇ
くぇかうすっ しぇ けす ]けそうは, ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ╀せさゅぇし, ‶けきけさうっ, 
╁っかうくゅさぇょ, ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 

‶なさゃけきぇえ, ‶かけゃょうゃ, [ぇいかけゅ, 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ, ╃せこくうちぇ, ╃う
きうすさけゃゅさぇょ, ╄すさけこけかっ, ‶ぇ
しぇさっか, ¨ぉとうくぇ ]すさせきはくう, し. 
【っえくけゃけ う し. ┿くすけく.
′ぇちうけくぇかくけすけ くぇょうゅさぇゃぇくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ こさっゃなさくぇ ゃ 
あっかぇくけ う ういこなかくっくけ し っきけ
ちうう こさっあうゃはゃぇくっ. ╋くけゅけけ
ぉさぇいうっすけ う ぉけゅぇすぇすぇ さうすきう
おぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ くぇさけょくう 
たけさぇ う さなつっくうちう いぇさぇいはゃぇす 
いぇ せつぇしすうっ ゃ くっゅけ ゃしっ こけゃっつっ 
すぇくちぬけさう. ╆ぇ ういきうくぇかうすっ すさう 
ゅけょうくう くぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ  ゅけし
すせゃぇかう くぇょ 3 000 かのぉうすっかう-
すぇくちぬけさう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, 
しさっょ おけうすけ おきっすけゃっ, かっおぇさう, 
せつうすっかう, ぉぇくおっさう, しつっすけゃけ
ょうすっかう, ぇょゃけおぇすう う ょさせゅう -  
たけさぇ し さぇいかうつくう こさけそっしうう, 
くけ けぉっょうくっくう けす さけょくうは すぇく

ちけゃ そけかおかけさ. 
〈さぇょうちうけくくけ けさゅぇくういぇすけさ 
くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ くぇょうゅさぇ
ゃぇくっ っ ′』 “╅ぇさ-2002” ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお し こさっょしっょぇすっか 
╃けさぇ ‶っすおけゃぇ. ╁ けさゅぇくう
いぇちうはすぇ しっ ゃおかのつゃぇす つうすぇ
かうとくうすっ そけさきぇちうう: 〈ぇくちけゃ 
おかせぉ “╅ぇさ”, 《けかおかけさっく ぇく
しぇきぉなか “‶ぇかぇゃくうちう” う 〈ぇく
ちけゃぇ そけさきぇちうは “╊せょう きかぇ
ょう”. 》けさっけゅさぇそう しぇ  ‶っすなさ 
╀っかつっゃ う ╃っぇくぇ ‶っすおけゃぇ. 
‶けょぇさなちうすっ いぇ せつぇしすくうちう
すっ しっ ういさぇぉけすゃぇす けす ╉ぇすは 
╆けゅさぇそけゃぇ , さなおけゃけょうすっか くぇ 
┿すっかうっ “‶なしすさけちゃっす” . 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ おぇくはす ぇさ
しっくぇかちう う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
けぉとうくぇすぇ ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ 
くぇょうゅさぇゃぇくっすけ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╇きっ: ╋ぇさうは ╁ぇしうかっゃぇ ‶うしおけゃぇ
╋っしすけさぇぉけすぇ: [ぇぉけすう ゃ けすょっか  „╋ぇさおっすうくゅ“, „┿さしっくぇか 
2000“ ┿╃
╃かなあくけしす:  ╃ういぇえくっさ
╂けょうくう: 27
╆けょうは: ¨ゃっく
》けぉう: ]こけさす, [うしせゃぇくっ, 〈せさういなき

〉ゃぇあぇっきう くぇてう つうすぇすっかう, ぇさしっくぇかちう!

〈 けゃぇ っ させぉさうおぇ いぇ けつうすっ う しなさちぇすぇ. 
╁しっおう けす ゃぇし きけあっ ょぇ くぇきっさう きはし

すけ ゃ くっは うかう ょぇ しすぇくっ うょっけかけゅ くぇ こけ
さっょくぇすぇ ゃしっくぇさけょくぇ さぇょけしす, おぇすけ くう 
こけしけつう うかう ういこさぇすう しくうきおう くぇ しゃけう 
そぇゃけさうすう,  おけかっゅう, てっそけゃっ う こけいくぇ
すう, さぇぉけすっとう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さ
しっくぇか” うかう うきぇとう しぇくすうきっくす し ぉかういおう 
ょけ „┿さしっくぇか”, おけうすけ けしゃっく し せき, ぉかっし
すはす う し とっょさぇ こさうさけょぇ う さぇょゃぇとぇ けおけ
すけ ゃういうは. 
 〈けゃぇ くっ っ いぇこぇいっくぇ あっくしおぇ すっさうすけ
さうは, いぇとけすけ しゃっすなす くはきぇ おぇお ょぇ しすぇ
くっ こけ-おさぇしうゃ, ぇおけ いぇ くっゅけ くっ さぇぉけすはす 
こけくっ ょゃぇきぇ. 
╀なょっすっ しきっかう う くっ あぇかっすっ かっくすぇ,  こうお
しっかう う こぇきっす, しくうきぇえすっ う こさぇとぇえすっ, 

╁くせつおぇすぇ くぇ こけおけえくうは ゃっつっ 
╉きっす くぇ ]すけかっすうっすけ くぇ ╉ぇ

いぇくかなお ]すぇくつけ ╉けっゃ – 21-ゅけ
ょうてくぇすぇ ]うきけくぇ ╀けさうしかぇゃけゃ 
╉けっゃぇ うきぇ こけさぇいうすっかくぇ こさうかう
おぇ しなし しおぇくょぇかくぇすぇ ╃さぇゅけきう
さぇ ぅくっゃぇ - ぉなかゅぇさしおぇ ぇおすさうしぇ 
う さっあうしぬけさおぇ, ういゃっしすくぇ けとっ 
おぇすけ ╋うてっか ╀けくっゃ.

╇きっすけ くぇ ╋うてっか くぇてせきは こさっょう 
くはおけかおけ しっょきうちう ゃ  ╀なかゅぇさうは し 
こさっきうっさぇすぇ くぇ くっえくぇすぇ かっくすぇ 
„ ]ぉけゅけき, きぇきけ”, ぇゃすけぉうけゅさぇ
そうつっく そうかき いぇ けすくけてっくうはすぇ 
きっあょせ きぇえおぇ う ょなとっさは. 
╇きっすけ くぇ しっおしぇこうかくぇすぇ う ぇすさぇお
すうゃくぇ  ぉなかゅぇさおぇ しすぇくぇ ういゃっしすくけ う 
こけおさぇえ しおぇくょぇかぇ こさっい しっこすっきゃさう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ し こけっすうすっ さぇい
くけしおう くぇ きうくうしすなさぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
╁っあょう [ぇてうょけゃ いぇ せつぇしすうっ  ゃ おう
くけそっしすうゃぇか ゃなゃ ╁っくっちうは, おなょっすけ 
そうかきなす くぇ ╀けくっゃ こけかせつう くぇゅさぇ
ょぇすぇ Action for women くぇ ]なゃっ
すぇ くぇ ╄ゃさけこぇ こけ ゃさっきっ くぇ 67-すけ 
ういぇょくうっ くぇ おうくけそっしすうゃぇかぇ.
‶さうかうおぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ きけ
きうつっ し うすぇかうぇくしおぇすぇ ぇおすさうしぇ っ 
こけさぇいうすっかくぇ, せしすぇくけゃはゃぇ ゃしっおう, 

うきぇか ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しさぇゃくう そけ
すけしう くぇ たせぉぇゃうちうすっ. 
]ぇきぇすぇ ]うきけくぇ くっ おさうっ, つっ っ ういせ
きっくぇ けす こさうかうおぇすぇ, ゃなこさっおう つっ 
ょけしっゅぇ すは くっ っ ぉうかぇ いぇぉっかはいゃぇくぇ. 
〈ゃなさょう ,つっ けぉとけすけ きっあょせ くっは う  
ういゃっしすくぇすぇ え ょゃけえくうつおぇ っ あっかぇ
くうっすけ いぇ しぇきけしすけはすっかくけしす う くっいぇ
ゃうしうきけしす, ゃ すけゃぇ つうしかけ う けす きなあっ,  

ぇきぉうちううすっ う かのぉけゃすぇ おなき あうゃけすぇ.  
]うきけくぇ けすおさうゃぇ けぉとけ う ゃ けすくけてっ
くうはすぇ うき し きぇえおうすっ: し せゅけゃけさおぇすぇ,  
つっ すは しなとけ うきぇ ょけしすぇ  しこけさけゃっ し  
きぇえおぇ しう, くけ ゃ  おさぇえくぇ  しきっすおぇ  
さぇいぉうさぇ  くっえくぇすぇ ゃいうしおぇすっかくけしす う 
しっ しなけぉさぇいはゃぇ し すけゃぇ. 
21-ゅけょうてくけすけ きけきうつっ こさういくぇ
ゃぇ, つっ くっ っ ゅかっょぇかけ けとっ そうか
きぇ くぇ ╋うてっか ╀けくっゃ „]ぉけゅけき, 
きぇきけ”, くけ し けゅさけきくけ かのぉけこうす
しすゃけ  とっ ゅけ  くぇこさぇゃう.  ]なとけ 
おぇすけ ょゃけえくうつおぇすぇ しう, ]うきけ
くぇ うきぇ しすさぇしす おなき おうくけすけ, くけ 
いぇしっゅぇ ぉっい せしこった. ‶けょぇゃぇかぇ っ 
ょけおせきっくすう いぇ せつぇしすうっ ゃ しぇえすけ
ゃっ, くぇぉうさぇとう しすぇすうしすう,  ゃ すけゃぇ 
つうしかけ う いぇ そうかきぇ „〈さけは”. 
╉ぇいぇくかなておぇすぇ ょゃけえくうつおぇ くぇ 
╋うてっか ╀けくっゃ っ いぇゃなさてうかぇ  

おぇいぇくかなておぇすぇ  》せきぇくうすぇさくぇ 
ゅうきくぇいうは,  し こさけそうか うしこぇくしおう 
う ゅっけゅさぇそうは, ぇ ゃ きけきっくすぇ せつう 
いぇょけつくけ ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけゅうは 
ゃ ‶かけゃょうゃしおうは  せくうゃっさしうすっす. 
‶けおさぇえ ういこうすうすっ う かっおちううすっ 
]うきけくぇ すさせこぇ あうすっえしおう けこうす 
う おぇすけ おけぇそぬけさ ゃ  しぇかけくぇ くぇ 
きぇえおぇ しう - 〈っけょけさぇ.
]なとけ おぇすけ ╋うてっか ╀けくっゃ, う ]う
きけくぇ こけょょなさあぇ  そうゅせさぇ しなし 
しこけさす う さぇいたけょおう しさっょ こさうさけょぇ
すぇ: ぉかういけ 7 ゅけょうくう おぇいぇくかなておけ
すけ きけきうつっ っ しさっょ ゃないこうすぇくうつおう
すっ くぇ くぇえ-ぉなさいぇすぇ ぉはかぇ あっくぇ いぇ 
2000 –すぇ ゅけょうくぇ,  かっおけぇすかっすおぇすぇ 
‶っすは ‶っくょぇさっゃぇ. 
╁ しこけさすくぇすぇ しう おぇさうっさぇ うきぇ 4-すけ 
きはしすけ  くぇ 100 きっすさぇ ぉはゅぇくっ こさっい 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおけ
すけ こなさゃっくしすゃけ いぇ しすせょっくすう ゃ ]け
そうは, おぇおすけ う くぇゅさぇょう けす ょっしっすおう 
さっこせぉかうおぇくしおう しなしすっいぇくうは.  
]っおしぇこうかくぇすぇ  おぇいぇくかなつぇくおぇ  
くっ おさうっ, つっ え っ こさうはすくけ しさぇゃ
くっくうっすけ し  おさぇしうゃぇすぇ くう しなくぇ
さけょくうつおぇ,  くけ っ おぇすっゅけさうつくぇ, 
つっ とっ ゅさぇょう  しゃけは しけぉしすゃっく 
こなす  う しすうか ゃ あうゃけすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ    

いぇ ょぇ うきぇ くぇ おぇおゃけ ょぇ しっ さぇょゃぇす けつうすっ 
すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ ょせてうすっ すなゅせゃぇす. 
 ┿ う おぇお ぉってっ: おさぇしけすぇすぇ とっ しこぇしう 
しゃっすぇ! 
 〉ぉっょっくう しきっ, つっ ゃ „┿さしっくぇか”  „しゃっすなす 
っ ゅけかはき う しこぇしっくうっ ょっぉくっ けすゃしはおなょっ”.
 ╁ぇてうすっ  しくうきおう うかう うょっう いぇ  いぇ
しかせあゃぇとう ゃしっくぇさけょくぇすぇ う ゃしっぇさしっ
くぇかしおぇ  さぇょけしす  おさぇしぇゃうちう う たせぉぇゃちう 
きけあっすっ ょぇ ういこさぇとぇすっ くぇ しかっょくうは ぇょ
さっし: didab@abv.bg うかう こなお ょぇ  こけ
さなつゃぇすっ  しこっちうぇかくぇ そけすけしっしうは くぇ  すっ
かっそけく: 0431/ 6 40 94; 0882 98 70 13
┿ くぇて ぇくゅぇあうきっくす っ くうとけ たせぉぇゃけ ょぇ 
くっ こさけこせしくっき!
 PS. ‶ぇさう けす くぇし いぇ さぇょけしすうすっ けつくう 
くっ けつぇおゃぇえすっ, くけ こなお とけ さぇょけしす 
っ ょぇ いくぇって, つっ „ う くうえ しきっ ょぇかう 
くっとけ くぇ しゃっすなす”… 

ぢんぜぎどぞごとぺど ぞん ゐばげずばがぐん – ゑだぎぞぎぞ だゐぎとど?
』ひはかつてうとうあて たそせか てちけ うあちけあせてあ くあ けくたそしくうあせか せあ たあすかてせけさあ せあ うちひに ╆とくしと-
おきあ. ╊おけせ そて てみに か おあ つてあせか うそかせかせ そいかさて.

‶ぇきっすくうおなす くぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ けすゃなすさっ

】っ しすぇくっ かう ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお - はしくけ ゃ おさぇは くぇ けおすけきゃさう

ぁかつてけて ちそきおかせ おかせ, 
つさひたけ えそつたそおけせ ╆そくそう!

Желаем ти от сърце 
здраве и дълголетие!
Уверяваме те за пореден 
път: ти си нашият 
пример за честност, 
принципност, 
трудолюбие и 
всеотдайност.
Бъди все така 
верен на 
идеалите си!
Нека всеки път, 
който избираш, 
води до истински доброто 
и красивото!
Бъди ни жив и здрав!

¨す おけかっゅうすっ - 
]╉ くぇ ╉′]╀ こさう “┿さしっくぇか”┿╃

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

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

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

『あいそてあてあ う すとくかみ か すかねてあ くあ ╆そくあおきけかう

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

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

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

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

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

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

こさぇいくうお. 
‶けかけゃうく ╉ぇいぇくかなお っ こけ-

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

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

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

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

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

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

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

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

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

んëïñÖí¿ï¡ó çñïöó

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

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

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

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

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

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

】ぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃

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

]すっそぇく 
╀けいぇょあうっゃ

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

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

╇かてかちあせけ: ╇かつかしけせあ ╉かちうけのかうあ-  くあ うかつてせけさあ 
せあ あちつかせあしぬけ: たちかおけ け つかえあ
╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: ¨うあせ ╅うちあすそう そて くあうそお 2
》かうかぬひて ╇かつかしけせ 〈あちけせそう: ¨くたみに „[そえあてそ いみに 
そうねあちねか” せあ 6,  つ さひつけ たあせてあしそせけ け てけちあせてけ
【あこせそ そちひきけか: ╉ひちくそつて け さちあつそてあ つ 》しあすかせあ 
╆そせかうあ 
』あすそ くあ きかせけ: [あさ おあ たそくせあかてか さちひのさあねあ   
う さひはけ 
【かくけ け そはか すせそえそ けせてかちかつせけ つてあてけけ け けせ-
てかちうまてあ ねかてかてか う いちそこ 4 せあ 【ちけいとせあ ╅ちつか-
せあし, 10-てけ ませけ 
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ゑ だゐずんでどどん ぞéぜん がづばゎん ぱごづぜん で どんとんゑん でだぴごんずぞん ぢだずごどごとん ゎづばぢんどん ぞん ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ で ぢだづぎがぎぞ 
ゐずんゎだどゑだづごどぎずぎぞ ぐぎでど ゑ づんざだぞん
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‶けさっょっく ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく 
あっしす ゃ さぇえけくぇ くぇこさぇゃうたぇ 
こさっい こけしかっょくぇすぇ しっょきうちぇ  
つかっくけゃっすっ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ぎ¡ï-
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡ おなき ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす . 
‶け こけゃけょ 150-すぇ ゅけょうてくうくぇ 

けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ くぇえ- しすぇ-
さけすけ つうすぇかうとっ ゃ さぇえけくぇ – 
„]ゃっすかうくぇ 1861” ゃ ゅさぇょ 【うこ-
おぇ う しこっちうぇかくけすけ のぉうかっえくけ 
つっしすゃぇくっ , つかっくけゃっすっ くぇ ぎ¡ï-
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡ ょぇさうたぇ 600 
かっゃぇ いぇ こさぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇ-
きぇ.  ] くぇぉさぇくうすっ しさっょしすゃぇ,  
しなとっしすゃっくぇ  つぇしす けす おけうすけ  
っ ょぇさっくうっすけ くぇ ぎ¡ïäñëöóöñ,  
つうすぇかうとくけすけ くぇしすけはすっかしすゃけ 
こけしさっとくぇ  そうくぇくしけゃうすっ  さぇい-
たけょう こけ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
つっしすゃぇくっすけ. 
23-すう きぇえ ぉっ こさぇいくうつっく 

いぇ てうこおぇかうう う ゅけしすうすっ くぇ 
【うこおぇ, くっ しぇきけ いぇさぇょう くっ-
ゃっさけはすくうは おけくちっさす くぇ こっゃっ-

ちぇ ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ,  おけえ-
すけ っ っきけちうけくぇかくけ しゃなさいぇく し 
【うこおぇ, おなょっすけ こさっょう ゅけょうくぇ 
しおかのつう  ちなさおけゃっく ぉさぇお  しなし 
しなこさせゅぇすぇ しう 『ゃっすぇくおぇ, ぇ う いぇ-
さぇょう せしこってくけすけ いぇゃなさてゃぇくっ 
くぇ こなさゃけおかぇしくうちうすっ  けす 【うこ-
おぇ う こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ ぉなょっ-
とうすっ 20 くけゃう せつっくうちう くぇっしっく.
]さっょ とっょさうすっ ょぇさうすっかう くぇ 

てうこつっくしおけすけ つうすぇかうとっ, おけっ-
すけ ゃしっ けとっ つぇおぇ ょけぉさう ゃさっきっ-
くぇ いぇ くけゃぇ しゅさぇょぇ, ぉっ う ぉうゃ-
てうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ╀《] /
╀なかゅぇさしおう そせすぉけかっく しなのい/  
╁ぇかっくすうく ╋うたけゃ. 
╆ぇさぇょう しぇくすうきっくすぇ しう おなき 

【うこおぇ, けすおなょっすけ っ さけょけき 
くっゅけゃうはす こけおけっく ゃっつっ ぉぇとぇ, 
╋うたけゃ ょぇさう 500 かっゃぇ  いぇ つう-
すぇかうとくうは のぉうかっえ. 

╃っかはくぇ  ╁ぇしうかっゃぇ 

ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 
で とだぞとばづで げん どばづごでどごぶぎでとだ ずだゎだ

ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ う ]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う 
さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ゅさぇょぇ けさゅぇくういうさぇす ╋かぇょっあおけ ぇすっかうっ 
– いぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ すせさうしすうつっしおけ かけゅけ う しかけゅぇく くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. 『っかすぇ くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ っ ょぇ こさけゃけおうさぇ きかぇょうすっ 
すゃけさちう ょぇ しないょぇょぇす くけゃ, きけょっさっく しうきゃけか くぇ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ すせさうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇちうは しなし しうかっく こけすっくちうぇか.╃ぇ 
しなつっすぇゃぇ ゃ しっぉっ しう きけょっさくけしす, きくけゅけけぉさぇいうっ う しなとっゃさっ-
きっくくけ すさぇょうちうう.
╁ ┿すっかうっすけ きけゅぇす ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ しなし しゃけえ ぇゃすけさしおう 
こさけっおす っょくけ うかう こけゃっつっ そういうつっしおう かうちぇ, くぇ ゃないさぇしす けす 
18 ょけ 35 ゅけょうくう, ぉっい けゅさぇくうつっくうっ ゃ きっしすけあうすっかしすゃけすけ. 
〈っ きけゅぇす ょぇ ういゅけすゃはす ゅさぇそうつっく いくぇお, さっおかぇきくけ ういさっつっ-
くうっ うかう う ょゃっすっ. ]さけおなす いぇ ういこさぇとぇくっ くぇ こさけっおすうすっ っ 
ょけ 30 のくう.
‶さっょかけあっくうはすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ とっ ぉなょぇす けちっくはゃぇくう けす 
ぇゃすけさうすっすくけ あせさう し こさっょしっょぇすっか ]すっそぇく ╀けあおけゃ, つかっく 
くぇ 〉] くぇ ]╀》 う こさっいうょっくす くぇ ╋っあょせくぇさけょくけ すさうっくぇかっ くぇ 
ゅさぇそうつくうすっ ういおせしすゃぇ, う つかっくけゃっ: ‶っすは  ╋うくっおけゃぇ (ょう-
いぇえくっさ, ょうさっおすけさ くぇ ′╂‶╇╃ „Aおぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ”), ╉け-
かぬけ ╉ぇさぇきそうかけゃ (つかっく くぇ ]╀》, くけしうすっか くぇ ╂さぇく こさう くぇ 
╋っあょせくぇさけょくけ すさうっくぇかっ くぇ ゅさぇそうつくうすっ ういおせしすゃぇ), ょう-
いぇえくっさなす ╁っくおけ ぃくぇおけゃ う いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお ‶っすなさ ╁っおけゃ.
‶けぉっょうすっかはす ゃ ╋かぇょっあおけすけ ぇすっかうっ とっ ぉなょっ けぉはゃっく くぇ 1 
のかう. 〈けえ とっ こけかせつう くぇゅさぇょぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 800 かっゃぇ, ょけ-
おぇすけ いぇ ぇゃすけさぇ くぇ ういぉさぇくけすけ ういさっつっくうっ-しかけゅぇく しぇ こさっょ-
ゃうょっくう 300 かっゃぇ. ┿おけ かけゅけすけ う しかけゅぇくなす しぇ ょっかけ くぇ っょうく 
ぇゃすけさ, すけえ とっ こけかせつう う ょゃっすっ くぇゅさぇょう. 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ こかぇくうさぇす ゃ くぇつぇかけすけ くぇ のかう ょぇ くぇこさぇ-
ゃはす ういかけあぉぇ ゃ ゅさぇょしおぇ しさっょぇ し 20 ういぉさぇくう ういきっあょせ ゃしうつ-
おう すゃけさぉう, つううすけ ぇゃすけさう とっ ぉなょぇす くぇゅさぇょっくう う し ょうこかけ-
きぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ ┿すっかうっすけ.
〉しかけゃうはすぇ くぇ ╋かぇょっあおけ ぇすっかうっ う ゃしうつおう くっけぉたけょうきう ょけ-
おせきっくすう いぇ せつぇしすうっ しぇ ょけしすなこくう くぇ ぇょさっし www.experti-
kazanlak.com, おぇおすけ う ゃなゃ そっえしぉせお しすさぇくうちぇすぇ くぇ ┿すっ-
かうっすけ.

[すかてつさあてあ さあとくあ せか か さあとくあ, そて さそみてそ つか たかねかしみて たそくけてけうけ くあ しけねせそつててあ, 
つねけてあ ╈あしけせあ 』てそみせそうあ - くあす. そいしあつてかせ とたちあうけてかし せあ 』てあちあ ′あえそちあ 〈は うきぇ いぇこぇいっくけ きはしすけ ゃ すぇいう つぇしすうちぇ けす „┿さしっくぇか”, ゃ おけは

すけ しっ けすゅかっあょぇ ぉなょっとっすけ. ╇ くぇょっあょぇすぇ. ′っ しぇきけ いぇとけ
すけ こけしゃっとぇゃぇ くぇ „ ╀せさぇすうくけ” ちっかう ょっしっす ゅけょうくう けす あうゃけすぇ 
しう, ぇ いぇとけすけ いぇっょくけ し っおうこぇ しう すせお けしすぇゃは すさぇえくう しかっょう.  
′っとけ こけゃっつっ: ょけさう うきぇ しきっかけしすすぇ ょぇ こさういくぇっ けすおさけゃっくけ, 
つっ きくけゅけ え かうこしゃぇ しすぇさぇすぇ さぇぉけすぇ う っあっょくっゃくけ せしっとぇ くっ
けぉたけょうきけしすすぇ ょぇ しっ ゃなさくっ こさう ょっちぇすぇ, いぇとけすけ くはきぇ くうとけ 
こけ-ゃぇあくけ けす すけゃぇ ょぇ さぇぉけすうて, いぇ ょぇ こけきぇゅぇて くぇ たけさぇすぇ.    
′っいぇゃうしうきけ, つっ しっゅぇ っ くぇ  ゃなさたぇ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇすぇ  
しすなかぉうちぇ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, すは しう けしすぇゃぇ てけゃうくうしす ゃ 
ょけぉさうは しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ:  ╉ぇいぇくかなお っ おぇせいぇすぇ, いぇさぇょう おけは
すけ  きけあっ ょぇ こさっくっぉさっゅくっ ゃしはおぇ  ょさせゅぇ. 
╁ いぇさっょっくうは し ょせたけゃくぇ おさぇしけすぇ きっしっち きぇえ くはきぇ おぇお ょぇ こさけ
こせしくっき う しさっとぇすぇ し くっは. ¨とっ こけゃっつっ, つっ しけちうぇかくぇすぇ こけかう
すうおぇ う けぉさぇいけゃぇくうっすけ  ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ つぇしす けす っあっょくっゃくうすっ え  
こさけそっしうけくぇかくう  ゅさうあう. 

╂けしこけあけ ]すけはくけゃぇ,  おぇおゃけ 
せしっとぇくっ ゃう けしすぇゃう さぇぉけすぇすぇ 
ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇ
ょうくぇ ? ╊っしくけ かう っ ょぇ しっ さぇ
ぉけすう くぇ すぇおけゃぇ きはしすけ: そうさ
きっくぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, こけょ 
けぉとうくしおけ さなおけゃけょしすゃけ?
〉しっとぇくっすけ  っ きくけゅけ こさうはすくけ. 

〈けゃぇ っ きはしすけすけ,おけっすけ くぇこせし
くぇた し きくけゅけ こさけすうゃけさっつうゃう 
つせゃしすゃぇ  - ょぇかう ょぇ くぇこさぇゃは 
しかっょゃぇとぇすぇ しすなこおぇ. ╆ぇとけ
すけ すぇき くぇうしすうくぇ しっ つせゃしすゃぇた 
きくけゅけ ょけぉさっ けすおなき さぇいぉう
さぇくっ, けすおなき ゃないきけあくけしす ょぇ 
さぇいゅなさくぇ うょっうすっ しう う ょぇ くぇ
こさぇゃは しゃけは っおうこ, し おけえすけ ょぇ 
ゅう けしなとっしすゃは. ¨す っょくぇ しすさぇくぇ 
くっ いぇゃうしった すけかおけゃぇ けす ¨ぉとう
くぇすぇ, いぇとけすけ ゅさぇょうくぇすぇ っ いぇょ 
けゅさぇょぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, ぇ けす 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ こさっい すっいう ょっしっす 
ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか” しっ しきっくう
たぇ ょゃっ さなおけゃけょしすゃぇ. ′け う けす 
ょゃっすっ さなおけゃけょしすゃぇ しさっとぇた 
ぇぉしけかのすくぇ こけょおさっこぇ.  ╉けゅぇ
すけ くはおなょっ けすうゃぇた う おぇいゃぇた, 
つっ っ いぇ ょっちぇすぇ,  けす くっゃない
きけあくけすけ しっ こさぇゃってっ ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ, いぇ ょぇ くう こけきけゅくぇす.  
╋くけゅけ ゃくうきぇくうっ くぇ ゅさぇょう
くぇすぇ けぉなさくぇ ゅけしこけょうく ′うおけ
かぇえ ╇ぉせてっゃ. ′っ おぇいゃぇき すけゃぇ 
けす おせさすけぇいうは, すけえ っ つけゃっおなす, 
おけえすけ ぉなさくぇ しこっちうぇかくけ う こけ
ょけぉぇゃぇとけ ゃくうきぇくうっ くぇ ょっす
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う くぇ ょっちぇすぇ ゃ 
くっは, くぇ しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 

ゃ „┿さしっくぇか”. ┿い こさっあうゃはた ゃ 
„┿さしっくぇか“ っょくぇ けす くぇえ- すさせょ
くうすっ ゅけょうくう – 1995-すぇ. 〈けゅぇ
ゃぇ うきぇてっ おさういぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
きくけゅけ たけさぇ ういかういぇたぇ  くぇゃなく, 
ょっちぇすぇ くぇきぇかはゃぇたぇ. ╇きぇてっ 
うょっは, し おけはすけ しっ こさっぉけさうたきっ,  

ぇ うきっくけ - ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ しぇくぇすけさうせき 
う ょぇ ぉなょっ いぇすゃけさっくぇ.  〈けゃぇ ぉっ 
うょっは くぇ  たけさぇ, おけうすけ うきぇたぇ 
ょさせゅけ ゃうあょぇくっ いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ „┿さしっくぇか”. 』けゃっおなす, おけえすけ 
くぇうしすうくぇ しこぇしう しなとっしすゃせゃぇ
くっすけ くぇ ゅさぇょうくぇすぇ, けちっくはゃぇえ
おう おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ ょさせゅぇすぇ 
いぇすゃけさっくぇ けすしさっとぇ しゅさぇょぇ くぇ 
せつうかうとっすけ, しう ょぇょっ しきっすおぇ 
おぇおゃけ とっ いくぇつう ょぇ ゃかっいって 
こさっい こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
う けす ょゃっすっ すう しすさぇくう ょぇ うきぇ 
きなさすゃう う こさぇいくう しゅさぇょう. 〈けえ 

ぉっ  つけゃっおなす, し おけえすけ くぇこさぇ
ゃうたきっ う のぉうかっえくぇすぇ ういかけあぉぇ 
し ょっちぇすぇ いぇ 70-すぇすぇ ゅけょうてくう
くぇすぇ  くぇ „┿さしっくぇか”.  ] こけきけ
とすぇ くぇ そけすけゅさぇそぇ ┿かっおしぇく
ょなさ ╇ゃぇくけゃ  しっ こけかせつう っょくぇ 
くっゃっさけはすくぇ ういかけあぉぇ, おけはすけ 

ぉっ こけおぇいぇくぇ う ゃ ]けそうは. ╂けし
こけょうく ╇ぉせてっゃ ぉっ つけゃっおなす, 
おけえすけ こけょしおぇいぇ う くぇ けしすぇくぇ
かうすっ しう おけかっゅう おぇおゃけ すさはぉゃぇ 
ょぇ こさぇゃはす – くぇ そうくぇくしけゃうは  
ょうさっおすけさ ゅ-く  ぅくおけ ╉けしすぇょう
くけゃ, くぇ ゅ-く 『ゃっすぇく 【うおけゃ けす 
„╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ”, 
おけうすけ しなとけ うきぇたぇ くっゃっさけはす
くけ けすくけてっくうっ おなき ゅさぇょうくぇすぇ 
う しっ けすいけゃぇゃぇたぇ  いぇ ゃしうつおけ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すはた くぇこさぇ
ゃうたきっ  おぇこうすぇかっく さっきけくす くぇ 
しゅさぇょぇすぇ. 〈けっしす,  „ょゃっすっ てぇこ
おう くぇょ ╀せさぇすうくけ” ゃしなとくけしす 

„]つうすぇき, つっ いぇ ぇさしっくぇかちう っ ゅけかはきけ こさっょうきしすゃけ しな
とっしすゃせゃぇくっすけ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” , いぇ
とけすけ いくぇき おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ っょくぇ きぇえおぇ ょぇ っ くぇ さぇ
ぉけすぇ, ょぇ しう けしすぇゃう ょっすっすけ う ちっかうは ょっく ょぇ きうしかう すけ 
おぇおゃけ こさぇゃう. ╃けおぇすけ ゃ すぇいう ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ こさっい ちっ
かうは ょっく すは うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ ょけえょっ う ょぇ ゅけ ゃうょう. 
╇かう, ぇおけ ょっすっすけ うき くせあょぇ けす くっは, すは ょぇ ぉなょっ こけすなさ
しっくぇ. 〈ぇいう ゃさないおぇ う ぉかういけしす ゅう くはきぇ くうおなょっ ょさせゅぇ
ょっ. ╁ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ  くはきぇ ょさせゅぇ そうさきぇ, おけはすけ 
ょぇ しう こけいゃけかはゃぇ すぇおぇゃぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ. ╇ すけ, 
くっ いぇとけすけ くはおけう そうさきう くはきぇす すぇおぇゃぇ ゃないきけあくけしす, 
ぇ いぇとけすけ くっ けちっくはゃぇす おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ すは おぇすけ こさっ
ょうきしすゃけ いぇ さぇぉけすくうちうすっ“ 

きくけゅけ きう こけきけゅくぇたぇ, くっいぇゃう
しうきけ, つっ うきぇてっ う さぇいかうつくう こけ 
さけょぇ しう こさっつおう ゃ けぉとぇすぇ くう 
さぇぉけすぇ. ′け けつっゃうょくけ ゃいぇうき
くけ しきっ くぇきうさぇかう ょけぉさうは すけく 
こけきっあょせ しう, いぇ ょぇ しっ しなたさぇくう 
すぇいう こさうょけぉうゃおぇ.  
╁っつっ 6 ゅけょうくう くっ しすっ ゃ 

„┿さしっくぇか” う ゃ „╀せさぇすうくけ”. 
╇きぇすっ しなゃしっき ょさせゅけ こけ
こさうとっ くぇ ういはゃう う さぇぉけすぇ. 
╀うたすっ かう しっ ゃなさくぇかう っょうく 
ょっく けすくけゃけ くぇ しすぇさぇすぇ しう 
さぇぉけすぇ - ゃ „╀せさぇすうくけ”?
] ゃしっおう ょっく, おけえすけ  きうくぇゃぇ, 

くっいぇゃうしうきけ ょぇかう ゃ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお うかう しっゅぇ ゃ ¨ぉかぇしすくぇ 
せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, せしっとぇき 
くっけぉたけょうきけしすすぇ ょぇ しっ ゃなさくぇ ゃ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ.  ¨とっ こけゃっ
つっ, つっ すぇおぇ, おぇおすけ ゃなさゃう あう
ゃけすなす きう, おぇすけ うきぇき こさっょゃうょ う 
たけさぇすぇ, し  おけうすけ けぉとせゃぇき,おぇおすけ 
う   こさけぉかっきうすっ, し おけうすけ しっ いぇ
くうきぇゃぇき う おけうすけ しすぇゃぇす こけ-ゅけ
かっきう, ぇ つぇしす けす すはた う くっさぇい
さってうきう, ゃうあょぇき, つっ こけ-ゅけかはき 
しきうしなか けす  すけゃぇ ょぇ しう こけかっいっく 
くぇ おけくおさっすくうすっ たけさぇ, おけうすけ 
うきぇす くせあょぇ けす すっぉ, くはきぇ.  ╅う
ゃけすなす ゃ けぉとっしすゃっくけすけ こさけし
すさぇくしすゃけ ういすけとぇゃぇ う  けゅさぇぉゃぇ. 
┿ ぇい くっ しなき  けす  たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ 
すぇき, いぇ ょぇ こっつっかはす. ╇, ぇおけ くっとけ 
しなき くぇこさぇゃうかぇ し けぉとっしすゃっくうすっ 
しう ういはゃう, すけ っ しぇきけ ょぇ いぇゅせぉは.  
╆ぇゅせぉゃぇかぇ しなき つぇしすうつおぇ こけ 
つぇしすうつおぇ. ′ぇえ-きくけゅけ しなき いぇゅせ
ぉうかぇ けす こさっおなしくぇすぇすぇ ゃさないおぇ し 
すけゃぇ, おけっすけ しなき しないょぇかぇ ゃ „┿さ
しっくぇか”. ╆ぇとけすけ, すゃなさょは, つっ さぇ
ぉけすぇすぇ きう すせお, ゃ ゅさぇょうくぇすぇ, きっ 
ういゅさぇょう ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく う きくけ
ゅけ きう かうこしゃぇ  ょけ ょっく-ょくってっく.  
╃させゅけすけ っ ゃさないおぇすぇ  しなし しっきっえ

しすゃけすけ きう, ぉっいしこけさくけ けくけゃぇ, 
おけっすけ しぇ いぇゅせぉうかう ょなとっさは きう う 
しなこさせゅなす きう. 
]こさはゅぇす ゃう おぇすけ こけすっくちうぇ

かっく しかっょゃぇとうはす おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお .  』せゃしすゃぇすっ かう しっ 
ゅけすけゃぇ いぇ すぇおぇゃぇ おぇせいぇ? 
┿い くうすけ しなき おぇくょうょぇす, くうすけ 

しきはすぇき, つっ  すけゃぇ っ おぇせいぇ, けす 
おけはすけ きけゅぇ ょぇ しこっつっかは こけいう
すうゃう いぇ しっぉっ しう おぇすけ かうつくけしす.  
〈けゃぇ  っ しかっょゃぇとぇ おぇせいぇ, ゃ おけは
すけ くはおけえ しこさはゅぇ きっく う おけはすけ とっ 
けすくっしっ つぇしす けす きっく.  ′け  くっ きけゅぇ 
ょぇ ういかなあぇ, つっ しなき しっ いぇきうしかは
かぇ いぇすけゃぇ, いぇとけすけ くぇ すぇおぇゃぇ 
こけいうちうは ょけしすぇ たけさぇ ゅけゃけさはす し  
きっく う こけ すぇいう すっきぇ. ┿い きうしかは, 
つっ しかっょゃぇとうはす おきっす すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ つけゃっお, おけえすけ きけあっ ょぇ  しない
ょぇょっ っおうこ. ╆ぇとけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお  
かうこしゃぇ ゅかぇしなす くぇ けぉとっしすゃけすけ ゃ 
せこさぇゃかっくうっすけ. ╇, ぇおけ しっ くぇきっ
さう すぇおなゃ つけゃっお, おけえすけ ょぇ けしない
くぇっ, つっ   ゃ っおうこぇ しう きけあっ ょぇ 
ゃおかのつう ゃしうつおう, くぇこうさぇとう けす 
あっかぇくうっ ょぇ くぇこさぇゃはす こけいうすう
ゃっく すけいう ゅさぇょ,  すけえ とっ ぉなょっ こっ
つっかうゃてうはす おぇくょうょぇす.  ′っ しきは
すぇき, つっ くぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう 
とっ しっ ういぉうさぇ しぇきうは おきっす, ぇ とっ 
しっ ういぉうさぇ つけゃっおぇ, おけえすけ きけあっ 
ょぇ けぉっょうくう こけいうすうゃくうすっ たけさぇ 
う たけさぇすぇ し うょっう, たけさぇすぇ,  おけう
すけ うしおぇす ょぇ くぇこさぇゃはす  ょけぉさけ くぇ 
すけいう ゅさぇょ . ╂けかはきぇ っ さぇいかうおぇすぇ  
ゃ すけゃぇ ょぇ うしおぇて ょぇ こさけきっくうて  
くっとけ う ょぇ くぇこさぇゃうて ょけぉさけ くぇ 
くはおけう.  ╆ぇとけすけ ╉ぇいぇくかなお くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさけきっくは. ′うっ ゃしっ  
すけゃぇ しきっ しゃうおくぇかう ょぇ おぇいゃぇきっ: 
ょぇ ゅけ こさけきっくうき,  すぇ ょぇ ゅけ こさけ
きっくうき.  〈さはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
ょけぉさけ いぇ すけいう ゅさぇょ!  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╋っしっち きぇえ っ きっしっちなす, おけえすけ 
っ ぉっかはいぇく し ょゃっ ょぇすう, きくけ
ゅけ ぉかういおう ょけ しなとくけしすすぇ きう: 
11-すう う  24 –すう きぇえ. ╋ぇえ  っ 
くぇえ-おさぇしうゃうはす きっしっち, くっ しぇきけ 
いぇとけすけ っ こさけかっす, ぇ いぇとけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, こさけしゃっすぇすぇ, 
ょせたなす こさぇいくせゃぇす. ‶けいょさぇゃは
ゃぇき  ょっちぇすぇ, せつうすっかうすっ , きけは  
っおうこ けす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”┿╃,  おけうすけ しぇ っょうく 
きくけゅけ たせぉぇゃ っおうこ. 
╃ぇ しぇ いょさぇゃう, せゃっさっくう ゃ しっぉっ 
しう う とぇしすかうゃう. ╃ぇ くっ いぇぉさぇ
ゃはす, つっ うきぇ ゃぇあくう こさけそっしうう, 
しこっちうぇかくう, くけ くぇえ- しゃはすぇすぇ 
こさけそっしうは  っ すぇいう くぇ せつうすっかは. 
】ぇしすかうゃぇ しなき, つっ しなき ういぉさぇ
かぇ こなさゃけ ょぇ ぉなょぇ せつうすっか, ぇ 
しかっょ すけゃぇ ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ”. 
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╋ぇかおけ ういゃっしすくけ っ, つっ 20 きぇえ っ けぉはゃっく いぇ ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうすっ きっすさけかけいう こさっい 2001 ゅ. ╆ぇ ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きっすさけかけゅうはすぇ 20 きぇえ っ 
けこさっょっかっく けとっ こさっい 1875 ゅ., おけゅぇすけ  ゃ ‶ぇさうあ こなかくけきけとくうちうすっ くぇ 17 ょなさあぇゃう 
こけょこうしゃぇす ╉けくゃっくちうはすぇ いぇ きっすなさぇ.  〈ぇおぇ きっすさうつくぇすぇ しうしすっきぇ しすぇゃぇ いぇょなかあう-
すっかくぇ いぇ ちっかうは しゃはす. 〉 くぇし こなさゃうはす ╆ぇおけく くぇ きっさおうすっ う すっゅかうかおうすっ っ こさうっす くぇ 
15 くけっきゃさう 1888 ゅ. う っ こけょこうしぇく けす おくはい 《っさょうくぇくょ. ╁こけしかっょしすゃうっ しっ しないょぇゃぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ すけつくうすっ ういきっさゃぇくうは ゃ しすさぇくぇすぇ う しっ こけしすぇゃはす けしくけゃうすっ くぇ くぇょ-
いけさぇ くぇょ ういきっさゃぇくうはすぇ, す.っ. くぇ いぇおけくけゃぇすぇ きっすさけかけゅうは.

╁しはおぇ ゅけょうくぇ けおけかけ 20 
きぇえ ぇさしっくぇかしおうすっ きっすさけかけ-
いう しおさけきくけ けすぉっかはいゃぇす しゃけは 
こさけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお, くぇ 
おけえすけ しっ しなぉうさぇす う くぇしすけ-
はとう, う ぉうゃてう しこっちうぇかうしすう. 
′ぇつぇかくうお くぇ けすょっか „╋っ-

すさけかけゅうつっく” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
けす 1992 ゅ. っ ‶っこぇ ╁かぇょけゃぇ. 
╆ぇ くっは っ くっゃないきけあくけ, ょけさう 
こけ こけゃけょ こさけそっしうけくぇかくうは 
こさぇいくうお くぇ きっすさけかけいうすっ, ょぇ 
けすかうつう くぇえ-ょけぉさうすっ ういきっあ-
ょせ しゃけうすっ おけかっゅう. ╆ぇとけすけ, 
しこけさっょ くっは, „ゃしうつおう しぇ きくけ-
ゅけ けすゅけゃけさくう, おけきこっすっくすくう う 
せさぇゃくけゃっしっくう う しっ けすくぇしはす 
しっさうけいくけ おなき さぇぉけすぇすぇ しう, 
すなえ おぇすけ いくぇはす けす おぇおゃけ いくぇ-
つっくうっ っ すは いぇ ちはかぇすぇ そうさきぇ”. 
╁しうつおう ゃ けすょっかぇ しぇ くぇはしくけ, 
つっ そうさきぇすぇ けつぇおゃぇ けす すはた ょぇ 
ぉなょぇす こっさそっおちうけくうしすう.
╋っすさけかけゅうつくぇすぇ ょっえくけしす ゃ 

„┿さしっくぇか“ しなとっしすゃせゃぇ けとっ 
けす きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ ゃかう-
いぇす ゃ せこけすさっぉぇ ういきっさゃぇすっか-
くう しさっょしすゃぇ. ¨すくぇつぇかけ しっ 
ういゃなさてゃぇかぇ けす 『╇╊ (『っく-
すさぇかくぇ ういきっさゃぇすっかくぇ かぇぉけ-
さぇすけさうは), こけ-おなしくけ けす ╋っす-
さけかけゅうつくぇすぇ しかせあぉぇ, ぇ しっゅぇ  
¨すょっか „╋っすさけかけゅうつっく” おなき 
′ぇこさぇゃかっくうっ „╉ぇつっしすゃけ“.
╃くっし ゃ けすょっかぇ さぇぉけすはす 

けぉとけ 31 ょせてう, けす おけうすけ てっし-
すうきぇ し ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ  
けしすぇくぇかうすっ しぇ しなし しこっちうぇかくぇ 
すったくうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ - うい-
うしおゃぇくっ, くっけぉたけょうきけ いぇさぇょう 
しこっちうそうおぇすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ いぇょぇつぇ くぇ ぇさ-

しっくぇかしおうすっ きっすさけかけいう っ ょぇ 
けしなとっしすゃはゃぇす こさけしかっょうきけしす 
くぇ ういきっさゃぇくうはすぇ つさっい こけょ-
ょなさあぇくっ ぉぇいぇすぇ けす さぇぉけすくう 
っすぇかけくう ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╃っえ-
くけしすすぇ けぉたゃぇとぇ こさけゃっさおぇすぇ 
くぇ しすぇくょぇさすういうさぇくう う くっし-
すぇくょぇさすういうさぇくう しさっょしすゃぇ いぇ 
ういきっさゃぇくっ.
╇きぇえおう こさっょゃうょ きくけゅけけ-

ぉさぇいうっすけ けす っかっきっくすう, ょっ-
すぇえかう う ゅけすけゃう ういょっかうは, 
おけうすけ „┿さしっくぇか“ こさけういゃっあ-
ょぇ, かけゅうつくけ っ ょぇ しっ しつうすぇ, つっ 
いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ おぇつっしすゃっ-
くぇ こさけょせおちうは しっ ういこけかいゃぇす 
しなとけ う さぇいかうつくう ういきっさゃぇ-
すっかくう しさっょしすゃぇ. ╆ぇすけゃぇ う 
さぇぉけすぇすぇ くぇ けすょっかぇ けぉたゃぇとぇ 
こさけゃっさおぇすぇ くぇ しすぇくょぇさすういう-
さぇくう しさっょしすゃぇ いぇ ういきっさゃぇくっ 
くぇ ゅっけきっすさうつくう ゃっかうつうくう, 
くぇ しうかぇ う すゃなさょけしす, くぇ きぇしぇ, 
くぇ すけこかうくくう, っかっおすさけ  う そう-
いうおけ-たうきうつくう ゃっかうつうくう, くぇ 
くぇかはゅぇくっ, おぇおすけ う くっしすぇく-
ょぇさすういうさぇくう しさっょしすゃぇ いぇ うい-
きっさゃぇくっ.

] ゅけょうくうすっ けぉたゃぇすなす くぇ 
ょっえくけしすすぇ しっ さぇいてうさはゃぇ う し 
くけゃう ゅさせこう しさっょしすゃぇ いぇ うい-
きっさゃぇくっ. ┿おけ ゃ きうくぇかけすけ しっ 
っ くぇかぇゅぇかけ くはおけう けす すっいう 
しさっょしすゃぇ ょぇ しっ こさけゃっさはゃぇす 
ういゃなく さぇきおうすっ くぇ そうさきぇ-
すぇ, すけ しっゅぇ すっいう さぇいたけょう しぇ 
けゅさぇくうつっくう. ′っとけ こけゃっつっ - 
ゃ きけきっくすぇ きっすさけかけゅうつくうはす 
けすょっか くぇ „┿さしっくぇか“ ういゃなさて-
ゃぇ しこっちうぇかういうさぇくう こさけゃっさ-
おう くぇ しさっょしすゃぇ いぇ ういきっさゃぇくっ 
う くぇ ょさせゅう こさっょこさうはすうは ゃ 
さぇえけくぇ. ╁っつっ うきぇ しないょぇょっくけ 
いゃっくけ, おけっすけ ういゃなさてゃぇ う さっ-
きけくすくぇ ょっえくけしす.
╋っすさけかけいうすっ ゃ „┿さしっくぇか“ 

しぇ さぇいょっかっくう こけ ゅさせこう, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす ゃうょぇ くぇ しさっょ-
しすゃぇすぇ, おけうすけ こさけゃっさはゃぇす, う 
くぇ こさぇおすうおぇ しぇ くぇゃしはおなょっ ゃ 
こさっょこさうはすうっすけ. ‶さけゃっさおうすっ, 
おけうすけ ういゃなさてゃぇす, しぇ しなゅかぇし-
くけ せすゃなさょっくう ゃっょけきけしすう う 
ゅさぇそうちう くぇ けこさっょっかっくう きっあ-
ょせこさけゃっさけゃなつくう うくすっさゃぇかう.
╉ぇつっしすゃけすけ くぇ しなゃさっきっくく-

くぇすぇ こさけょせおちうは っ くっきうしかうきぇ 
ぉっい けすゅけゃけさくぇすぇ う ちっかっくぇしけ-
つっくぇ さぇぉけすぇ くぇ きっすさけかけいうすっ. 
╆ぇすけゃぇ う ゃ „┿さしっくぇか“ すっ しぇ 
せゃぇあぇゃぇくう う ゃうしけおけちっくっくう 
しこっちうぇかうしすう.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

ぴがゎ „ゐばづんどごぞだ” – ぢづごとんげとん ゐぎげ とづんざ
98 ょっちぇ くぇ さけょうすっかう – 
ぇさしっくぇかちう う あうゃっっとう ゃ 
ぉかういおうは  おゃぇさすぇか, こけしさっ-
とぇ ゃしっおう ょっく っょうくしすゃっくぇ-
すぇ そうさきっくぇ ちっかけょくっゃくぇすぇ 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすう-
くけ”, さぇいこけかけあっくぇ くぇ すっ-
さうすけさうはすぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきけ-
すけ けさなあっえくけ こさっょこさうはすうっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ¨ちっかはかぇ し 
ゅけかっきうすっ せしうかうは くぇ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけ-
すけ, しっゅぇ, こさう うおけくけきうつっ-
しおぇ おさういぇ う ゃ せしかけゃうはすぇ 
くぇ  いぇょかなあくはかけしす くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, すぇいう  ょっす-
しおぇ ゅさぇょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ こさぇおすうおぇ っ っょうくしすゃっくぇすぇ, おけは-
すけ くっ しっ けこかぇおゃぇ けす こさけぉかっきう. 《けさきせかぇすぇ いぇ せしこってくけすけ 
しなとっしすゃせゃぇくっ っ ゃ せくうおぇかくぇすぇ いぇ けぉとうくぇすぇ おけきぉうくぇちうは 
くぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなき おけはすけ 
しっ ゃけょう せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ, う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ┿╃, しけぉしすゃっくうお  う しすけこぇくうく くぇ しゅさぇょくうは そけくょ. 〈ぇおぇ 
ぉういくっしなす う けぉとうくぇすぇ いぇっょくけ しっ ゅさうあぇす いぇ ぉかういけ しすけすっ 
ょっちぇ ゃ 4-すっ ゅさせこう, ぇ さけょうすっかうすっ くぇうしすうくぇ しぇ しこけおけえくう 
いぇ ょっちぇすぇ しう すせお, おけっすけ うき ょぇゃぇ う ゃないきけあくけしす ょぇ さぇぉけ-
すはす おぇつっしすゃっくけ  ゃ いぇゃけょうすっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, しこけょっかは ょう-
さっおすけさなす くぇ 『╃╂ „╀せさぇすうくけ”  ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. ╂ぇくつっゃぇ っ 
すせお こけ-きぇかおけ けす ゅけょうくぇ, くけ すけゃぇ しっ けおぇいゃぇ ょけしすぇすなつくけ, いぇ 
ょぇ せしっすう, つっ さぇぉけすぇすぇ ゃ すけゃぇ せつっぉくけ ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ っ 
さぇいかうつくぇ けす さぇぉけすぇすぇ ょさせゅぇょっ. „╇いおかのつうすっかくけ しなき ぉかぇ-
ゅけょぇさくぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, つっ  さっぇゅうさぇ 
しゃっすおぇゃうつくけ う ぇょっおゃぇすくけ くぇ ゃしっおう きけえ しうゅくぇか いぇ くせあょぇ 
けす こけょおさっこぇ”, こけょつっさすぇゃぇ ╂ぇくつっゃぇ. ]ぇきけ きっしっちう しかっょ うょ-
ゃぇくっすけ しう すせお すは こけょっきぇ し こけきけとすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” ゅけかはき さっきけくす くぇ おせたくっくしおうは ぉかけお. 
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きぇてうくう, くぇ おけうすけ きかぇょうはす つけゃっお 
きけあっ ょぇ しっ くぇせつう ょぇ さぇぉけすう.  ╁ないくぇ
ゅさぇあょっくうっすけ すせお, しこけさっょ きっく, っ しさっょ 
おけくおせさっくすくうすっ ゃ ゅさぇょぇ, ぇ う ゃ ╀なかゅぇ
さうは.  ╁ こけしかっょくうは ぉさけえ くぇ ぉなかゅぇさ
しおうは 《けさぉし  ぇくぇかういぇすけさうすっ  こさっょゃうあ
ょぇす, つっ うきっくくけ  きぇてうくけしすさけっくっすけ とっ 
っ しさっょ くぇえ-しうかくうすっ ぉさぇくてけゃっ こさっい 
2011 ゅけょうくぇ. 

╉ぇおゃけ ういかういぇ: おさういぇすぇ けすこさっょう 10-
15 ゅけょうくう ゃ  すけいう けすさぇしなか  しきっ は うい
あうゃっかう, くけ ういゃっょくなあ おぇょさうすっ しぇ  くう 
くっこけょゅけすゃっくう, くはきぇ ょけしすぇすなつくけ  ょけ
ぉさう おぇょさう.  ‶けょゅけすゃはきっ すけかおけゃぇ きくけ
ゅけ こさけゅさぇきうしすう, くけ  うきぇ かう すけかおけゃぇ 
そうさきう, おけうすけ ょぇ ゅう くぇっきぇす ゃこけしかっょ
しすゃうっ? ]なとけすけ っ し のさうしすうすっ, し おぇ
ょさうすっ いぇ すせさういきぇ, し うおけくけきうしすうすっ... 
こけゃっつっすけ けす すはた ょけさう くっ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し  すけゃぇ,  おけっすけ しぇ せつうかう. ′け こさっおゃぇ
かうそうおぇちうはすぇ くぇ すっいう おぇょさう ゃ しそっさう 
おぇすけ きぇてうくけしすさけっくっすけ  っ すさせょくぇ. ┿い 
かうつくけ しなき けこすうきうしす いぇ „┿さしっくぇか”, いぇ
とけすけ うきぇ けさゅぇくういうさぇくぇ こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ おぇょさう, けぉせつぇゃぇきっ たけさぇ,  うくすっさっし う 
くぇょっあょぇ うきぇ. 

╉なょっ う おぇお しっ ゃうあょぇすっ しかっょ 10 
ゅけょうくう? 

- ╁ „┿さしっくぇか”, さぇいぉうさぇ しっ. ′ぇょは
ゃぇき しっ ょぇ しなき くぇ すけつくけすけ きはしすけ う 
すぇき ょぇ ゃなさてぇ ょけしすけえくけ  う ょけぉさっ 
さぇぉけすぇすぇ しう, いぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ そうさ
きぇすぇ.  ╆ぇとけすけ „┿さしっくぇか” ゃしなとくけしす 
っ ょゃうゅぇすっかはす くぇ ╉ぇいぇくかなお.  ‶なすせ
ゃぇき きくけゅけ う ゃうあょぇき おぇお いぇきうさぇす 
ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ゅけかっきう ゅさぇ
ょけゃっ, ょけさう けおさなあくう, おけゅぇすけ そぇ

がん,  ぢだずごどごとんどん ぜぎ ごげとばぷんゑん...
びëóïöÜ ごßÜüñç: 

かうさぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ うき そぇぉさうおぇ.  ┿ 
„┿さしっくぇか” ゃしっ こぇお ょぇゃぇ さぇぉけすぇ くぇ 
きくけゅけ たけさぇ けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ  
う すけゃぇ けあうゃはゃぇくっ しっ いぇぉっかはいゃぇ けす 
たけさぇすぇ けす ょさせゅう きっしすぇ. ′ぇしおけさけ すせお 
うょゃぇたぇ きけう こさうはすっかう けす ]けそうは, 
こさっょう すけゃぇ ぉはたぇ けぉうおけかうかう おせこ 
ょさせゅう ゅさぇょけゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ.  ╇ いくぇっ
すっ かう さっぇおちうはすぇ うき すせお: „〉ぇぇぇ! 〈せお 
っ くっゃっさけはすくけ!”. 》ぇさっしぇ うき. 

╁うっ すけおせ-とけ さぇいぉうたすっ すっいぇ
すぇ くぇ きくけゅけ おぇいぇくかなつぇくう, つっ 
すせお しっ あうゃっっ いかっ う くうとけ くっ しっ 
しかせつゃぇ.  

- ′ぇえ-たせぉぇゃけ っ すぇき, おなょっすけ くぇし くう 
くはきぇ, おぇおすけ おぇいゃぇす, くぇかう?  ]こけさっょ 
きっく, すけゃぇ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇ
ゃうき おぇすけ ぇさしっくぇかちう う おぇいぇくかなつぇくう 
,  っ ょぇ こけゅかっょくっき くぇゃなすさっ う ょぇ ゃう
ょうき  たせぉぇゃけすけ ゃ ゅさぇょぇ くう う たせぉぇゃけ
すけ ゃ ”┿さしっくぇか”. ╁ くぇし しぇきうすっ.  ┿ くっ 
ょぇ しけつうき う すなさしうき ゃうくぇゅう  かけてけすけ. 
╆ぇとけすけ かけてけすけ う たせぉぇゃけすけ ゃうくぇゅう 
しぇ しなとっしすゃせゃぇかう う とっ ゅう うきぇ.  ′け, 
ぇおけ ゃうあょぇきっ こけ-つっしすけ たせぉぇゃけすけ, 
とっ ぉなょっき こけ-とぇしすかうゃう. 

╂けしこけょうく ╇ぉせてっゃ, ゃ ちっかうは くう 
さぇいゅけゃけさ ╁うっ くうすけ ゃっょくなあ くっ 
せこけすさっぉうたすっ  ょせきぇすぇ „こけかうすう
おぇ”. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ きくけいうくぇ ╁う  
こさうこうしゃぇす ぉなょっとぇ こけかうすうつっしおぇ 
おぇさうっさぇ, しこさはゅぇす ╁う ゃ さぇいかうつくう 
こけかうすうつっしおう ゃぇさうぇくすう う したっきう.  
′っ ╁う かう ういおせてぇゃぇ こけかうすうおぇすぇ? 

- ╋けゅぇ ょぇ おぇあぇ すぇおぇ: こけかうすう
おぇすぇ きっ ういおせてぇゃぇ. ┿い ゃしなとくけしす 
しなき つぇしす けす こさけゅさぇきぇすぇ くぇ Trium 

Executive MBA  ゃ ╊けくょけく. 〈けゃぇ っ 
っょうく けす くぇえ- こさっしすうあくうすっ ゃ しゃっすぇ  
せくうゃっさしうすっすう, おけうすけ ょぇゃぇす ちっくくう 
こけかうすうおけ –うおけくけきうつっしおう  いくぇくうは. 
╇いおせてぇゃぇ きっ, いぇとけすけ すは っ ゃうょ きっ
くうょあきなくす.  ╆ぇ きっく っょうく こけかうすうお,  
いぇ ょぇ っ ょけぉなさ, すさはぉゃぇ ょぇ っ ょけぉなさ 
きっくうょあなさ こさっょう ゃしうつおけ. ¨す すぇいう 
ゅかっょくぇ すけつおぇ こけかうすうおぇすぇ  くぇうしすう
くぇ きっ ういおせてぇゃぇ. ╆ぇとけすけ すは っ こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃけ. ¨す くっは いぇゃうしはす 
きくけゅけ くっとぇ. ′っ いくぇき ゃ おぇおゃう こさけ
っおちうう きっ しこさはゅぇす. ′け, おなき きけきっく
すぇ くっ しっ ゃうあょぇき ゃ くうおぇおゃう こさけ
っおちうう, いぇとけすけ けす さぇぉけすぇ くはきぇき 
ゃさっきっ  ょぇ  しっ いぇくうきぇゃぇき し こけかうすう
おぇ. ‶けしゃっすうか しなき しっ くぇ „┿さしっくぇか”. 
¨こさっょっかっくけ おきっす くっ うしおぇき ょぇ しすぇ
ゃぇき, くうすけ こなお  しっゅぇ  うきぇき  おぇおゃう
すけ う ょぇ っ こけょけぉくう ぇきぉうちうう. ╇きぇき 
しう ょけしすぇすなつくけ さぇぉけすぇ, しゃなさいぇくぇ 
し „┿さしっくぇか”. ¨こさっょっかっくけ すぇおぇ きう 
っ うくすっさっしくけ. 』っすぇ きくけゅけ, ういおかの
つうすっかくけ きくけゅけ, おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは  う しゃっすぇ.  ′け っょゃぇ かう 
とっ くぇこさぇゃは  さってうすっかくぇすぇ おさぇつおぇ 
う ょぇ いぇゃうは おなき こけかうすうおぇすぇ.  ‶けくっ 
いぇしっゅぇ  くっ しっ ゃうあょぇき. ╄ょくけ けす くっ
とぇすぇ, おけっすけ きっ ゃこっつぇすかう しかっょ いぇ
ゃさなとぇくっすけ きう ゃ ╀なかゅぇさうは こさっょう 
くはおけかおけ ゅけょうくう, ぉっ すけゃぇ,  つっ  すせお 
しっ しないょぇゃぇす きくけゅけ しかせたけゃっ う そぇく
すぇいうう,  ぉっい ょけさう しぇきうはす つけゃっお, 
こっさしけくぇすぇ,  ょぇ  こけょけいうさぇ いぇ すけゃぇ.   

╉ぇお しう こさっょしすぇゃはすっ くけゃうは 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお? 

- ╇しおさっくけ しっ くぇょはゃぇき ょぇ っ ょけぉなさ 

きっくうょあなさ う せこさぇゃくうお, おけえすけ ょぇ せし
こはゃぇ ょぇ っ ょうこかけきぇすうつっく う ょぇ  けぉっ
ょうくう ゃしうつおう こけかうすうつっしおう そさぇおちうう 
ゃ ゅさぇょぇ, ょぇ けぉっょうくう おぇいぇくかなつぇくう.  
╆ぇとけすけ しぇきけ すけゅぇゃぇ きけあっ ょぇ しっ 
さぇぉけすう いぇ ゅさぇょぇ.  ╀うた あっかぇか ょぇ っ 
せくうそうちうさぇとぇ そうゅせさぇ,  ょぇ  っ おきっす, 
おけえすけ しっ ゃうあょぇ. ╃ぇ くっ しっ しさぇきせゃぇ 
ょぇ ういかっいっ こけ せかうちうすっ. ╆ぇすけゃぇ すけえ 
すさはぉゃぇ ょぇ きけあっ ょぇ さぇぉけすう し ゃしうつおう 
いぇっょくけ. ╃ぇ っ しぇきけせゃっさっく  つけゃっお, し 
ゃういうは いぇ ゅさぇょぇ, いぇとけすけ はゃくけ うょゃぇす 
すさせょくう ゃさっきっくぇ う いぇ けぉとうくぇすぇ. 

╁うっ ゅかぇしせゃぇすっ かう くぇ ういぉけさう? 
- ┿おけ しなき ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃうくぇゅう ゅかぇ

しせゃぇき. 
╇ くうおけゅぇ くっ しなあぇかはゃぇすっ いぇ うい

ぉけさぇ しう? 
- ′っ, くっ しなあぇかはゃぇき. ┿い せゃぇあぇゃぇき 

きくけゅけ ょっきけおさぇちうはすぇ. ╃ぇかう っ しこっつっ
かうかぇ きけはすぇ こぇさすうは うかう くっ, ぇい しなき しう 
とぇしすかうゃ.  〈けゃぇ, おけっすけ ょっえしすゃうすっかくけ 
きっ こさうすっしくはゃぇ, っ おせこせゃぇくっすけ くぇ ゅかぇ
しけゃっ. 〈けゃぇ ょさぇいくう. ╆ぇとけすけ ゃ しゃはす,  ゃ 
おけえすけ こさっすっくょうさぇきっ ょぇ しきっ っゃさけこっえ

ちう,  すけゃぇ いぇ きっく っ ぉせおゃぇかくけ こけおゃぇ
さはゃぇくっ くぇ しうしすっきぇすぇ う くぇ  たけさぇすぇ, し 
おけうすけ は こさっょしすぇゃかはゃぇて.  ′はきぇ おぇお ょぇ 
うきぇて こけかうすうつっしおぇ すっあっしす, ぇおけ しう うい
ぉさぇく し おせこっくう ゅかぇしけゃっ. 

╇きぇすっ かう しう ╁ぇて あうすっえしおう 
こさうくちうこ, ゃっさせの, おけっすけ しっ しすさっ
きうすっ ょぇ くっ くぇさせてぇゃぇすっ? 

- ′っ しなき しっ いぇきうしかはか. ]すぇさぇは 
しっ こけしすけはくくけ ょぇ しっ せしなゃなさてっく
しすゃぇき, ょぇ ょけぉぇゃはき くっこさっおなしくぇすけ 
おなき いくぇくうはすぇ しう う ゃないきけあくけしすうすっ 
しう.  ‶けしすけはくくけ ょぇ しっ くぇせつぇゃぇき くぇ 
くけゃう くっとぇ, くっ しぇきけ し つっすっくっ, ぇ う 
し きけあっくっ.    

╇きぇ っょうく ぉぇくぇかっく ゃなこさけし, 
おけえすけ ゃ ╀なかゅぇさうは ういぉはゅゃぇきっ ょぇ 
いぇょぇゃぇきっ: とぇしすかうゃ かう しすっ? 

- ╃ぇ, とぇしすかうゃ しなき. ╂かっょぇき ょぇ  しっ 
そけおせしうさぇき  ゃなさたせ たせぉぇゃうすっ くっとぇ ゃ 
あうゃけすぇ, ぇ くっ ゃなさたせ かけてうすっ. ╂かっょぇき 
くぇこさっょ う し けこすうきういなき.  ╇ すけゃぇ きっ 
こさぇゃう こけ-とぇしすかうゃ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

》さうしすけ ╇ぉせてっゃ 
し こさっょしすぇゃうすっかう 

くぇ つせあょぇ ょっかうゅぇちうは

╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ し せつぇしすくうお ゃ すなさあっしすゃけ くぇ ぉせおゃうすっ



4 27 май 2011 г. んëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïöんëïñÖí¿ï¡ó çñïöó                                           ぞÜÜ êíÜ

6100

がん,  ぢだずごどごとんどん ぜぎ ごげとばぷんゑん, ぞだ でぺぜ でぎ ぢだでゑぎどごず ぞん
„んづでぎぞんず”

びëóïöÜ ごßÜüñç: 
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【そうあ てうひちおけ かおけせ そて せあこ-たかちつたかさてけうせけてか すしあおけ いひしえあちつさけ すかせけおきひちけ, ¨くたひしせけてかしかせ おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし 2000” ╅╉

〈けえ けこさっょっかっくけ っ けす しかなくつっゃうすっ たけさぇ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ しっ っ さけょうか ゃ こなさゃうは  ょっく くぇ かはすけすけ, くうすけ いぇ
さぇょう しうきこぇすうつくけすけ けさぇくあっゃけ, し  おけっすけ きっ こけしさっとぇ. ┿ いぇさぇょう いぇさぇいうすっかくうは しう けこすうきういなき う ゃっょさぇ,  

けすおさうすぇ せしきうゃおぇ. 
¨ぉとせゃぇくっすけ し くっゅけ  すっ  いぇさっあょぇ し くぇょっあょぇ, つっ ゃ ょなさあぇゃぇすぇ くう しぇ けしすぇくぇかう ゃしっ けとっ すぇおうゃぇ  きかぇょう 

たけさぇ. ¨す けくっいう, おけうすけ しぇ しこけしけぉくう ょぇ こさけきっくはす うしすけさうはすぇ, おぇすけ こさっょう すけゃぇ うきぇす おせさぇあぇ う ぇきぉうちうはすぇ 
ょぇ いぇはゃはす しっぉっ しう う こさけきっくはす  かうつくうすっ しう けさぉうすう. ] きくけゅけ すさせょ う いくぇくうは. ] くっこさっしすぇくくけ しぇきけせしなゃなさ
てっくしすゃぇくっ. ╇ くっしすうたゃぇとぇ ぇきぉうちうは う こけさうゃ いぇ あうゃけす. 
〈うこうつくけ いぇ „こけゅさぇくうつくうすっ たけさぇ”, さけょっくう くぇ ゅさぇくうちぇすぇ くぇ ょゃぇ いくぇおぇ,  しゃっすなす きせ っ けすっしくはか. ╆ぇさぇょう 

おけかうつっしすゃけすけ きっつすう, しすさっきっあう う ちっかう. ′っせきけさうき っ ゃ すなさしっくっすけ くぇ くけゃう しゃっすけゃっ. ╋ぇおぇさ  ょぇ  こさういくぇゃぇ,  
つっ こけつすう くっ しかういぇ けす しぇきけかっすうすっ, ゃしっ けとっ  くっ っ ぉうか ゃ ┿ゃしすさぇかうは う ゃ きくけゅけ つぇしすう くぇ ┿そさうおぇ. ╋っつすぇっ ょぇ 
こなすせゃぇ うい 〈ぇえかぇくょ う ╉ぇきぉけょあぇ.  ]すさぇしすすぇ おなき っおいけすうおぇすぇ こさけいうさぇ う ゃ かうつくうすっ きせ しこけさすくう こさうしすさぇしすうは 
- かのぉうきけすけ しせきけ う しぇくすうきっくすぇ おなき „┿さしっくぇか”. ╆ぇさぇょう „┿さしっくぇか” っ ゃ ょなくけすけ くぇ うょっはすぇ いぇ ゃないさぇあょぇくっすけ 
くぇ そせすぉけかっく  おかせぉ しなし しなとけすけ うきっ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ╃けさう ゃっつっ うきぇ う ゅけすけゃ こさけっおす いぇ しこけさすっく っおうこ. 
]かっょ こけ-きぇかおけ けす きっしっち とっ くぇゃなさてう 37 ゅけょうくう, くけ きけきつっすけ ゃ くっゅけ っ けとっ きくけゅけ, きくけゅけ  あうゃけ. ╇いょぇゃぇす 

ゅけ けつうすっ う くっこさうくせょっくけしすすぇ, し おけはすけ けぉとせゃぇ し たけさぇすぇ. ′っこさうくせょっくけしす, おけはすけ おぇさぇ ぉなさいけ ょぇ すう しすぇくっ 
しうきこぇすうつっく. ′ぇ こさなゃ こけゅかっょ っ すさせょくけ ょぇ こさうっきって, つっ くぇ こかっとうすっ くぇ すけいう きかぇょ きなあ かっあう けゅさけきくぇ けすゅけ
ゃけさくけしす. ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ っ くぇ „┿さしっくぇか 2000” ┿╃. ¨すゅけゃぇさは いぇ きぇさおっすうくゅぇ, ゃなくてくうすっ こさけょぇあ
ぉう, しょっかおうすっ し ゃなくてくうは しゃはす, ういかけあっくうはすぇ, さっおかぇきぇすぇ, いぇ ゃしうつおけ, おけっすけ くぇ こさぇおすうおぇ くけしう たかはぉぇ くぇ ぇさ
しっくぇかちう.  ╆ぇゃなさてうか っ ゃ こさっしすうあくうすっ  New York University, HEC Paris, London School of Economics, ゃしうつおう 
つぇしす けす TRIUM  EXECUTIVE MBA, けぉせつっくうっ おけっすけ っ 〈けこ 3 EXECUTIVE MBA こさけゅさぇきぇ ゃ しゃっすぇ. ╁かぇょっっ こっす 
っいうおぇ, ゃかのぉっく っ ゃ すゃけさぉうすっ くぇ ╋ぇかおなかき ╂かぇょせっか う ゃ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ せしゃけはゃぇ くけゃ ゃうょ おかぇゃうぇすせさぇ 
いぇ ぉなさいけこうし.  ╉けしきけこけかうす, し さっしこっおすうさぇとけ ぉけゅぇすぇ けぉとぇ おせかすせさぇ. 』せゃしすゃぇ しっ しこけおけっく う とぇしすかうゃ, おけゅぇすけ 
っ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ う うきぇ しゃけぉけょっく ょっく いぇ こさうはすっかうすっ しう.  ╆ぇ おけかっゅうすっ しう っ おぇこうすぇく くぇ おけさぇぉ, おけえすけ とっ 
しすうゅくっ  きくけゅけ ょぇかっつ.  ╆ぇすけゃぇ きせ う ゃはさゃぇす.  
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ - くはおけゅぇてくうはす ゃないこうすぇくうお くぇ っかうすくうは おかぇし くぇ ‶╋╂ „ ′うおけかぇ ̈ ぉさっておけゃ” けす 1993 ゅけょう

くぇ, しっゅぇ っょうく けす くぇえ-こっさしこっおすうゃくうすっ ぉなかゅぇさしおう きっくうょあなさう. ╆ぇ とぇしすうっ - こけさっょくぇ ぇさしっくぇかしおぇ  さけあぉぇ. 

╁うっ しすっ けす とぇしすかうゃうすっ  
きかぇょう ぉなかゅぇさう, うきぇかう ゃない
きけあくけしす ょぇ こけかせつぇす けぉさぇ
いけゃぇくうっすけ しう  ゃ こさっしすうあ
くう いぇこぇょくう せくうゃっさしうすっすう, 
おけっすけ  けすゃぇさは  てうさけおけ ゃさぇ
すうすっ う おなき さっぇかういぇちうは ゃ 
しゃっすけゃっく きぇとぇぉ. ′っ ╁う かう 
っ すはしくけ ゃ „┿さしっくぇか”?
- ╆ぇ きっく „┿さしっくぇか” っ っょくぇ くっ
ゃっさけはすくぇ ておけかぇ. ╇ いぇ きうゅ くっ 
しなき しなあぇかうか, つっ しなき こさっょ
こけつっか すけゃぇ きはしすけ. ╆ぇぉっかはい
ゃぇき, ゃうあょぇき う つせゃぇき すけゃぇ う 
けす  きくけゅけ きけう おけかっゅう, おけうすけ 
うょゃぇす すせお けす つせあょう そうさきう. 
]ぇきうはす そぇおす, つっ くっとぇすぇ, おけう
すけ しっ こさぇゃはす  ゃ „┿さしっくぇか”, しぇ 
きくけゅけ こけ-おけきこかっおしくう う きくけ
ゅけ こけ-しかけあくう けす すけゃぇ, おけっすけ 
しっ ういうしおゃぇ けす すはた ゃ ょさせゅう
すっ   そうさきう. 】っ ゅけ おぇあぇ うくぇ
つっ: いくぇくうはすぇ, おけうすけ しなぉうさぇて 
う くぇせつぇゃぇて ゃ „┿さしっくぇか”, しぇ 
ょけしすぇすなつくう いぇ ちっかうは しゃはす. ╁ 
しゃっすぇ くはきぇ おぇおゃけ こけゃっつっ ょぇ 
くぇせつうて ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ, 
しこけさっょ きっく „┿さしっくぇか” おけゃっ 
くっゃっさけはすくう おぇょさう 
うきっくくけ いぇさぇょう すぇいう しう しこっちう
そうおぇ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ きくけゅけ たけさぇ 
すせお しきはすぇす, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
くはきぇ きくけゅけ ゃないきけあくけしすう 
いぇ さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ, くぇ きかぇょう しこっちうぇかう
しすう  し ういおかのつうすっかくけ ょけぉさけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ.  』っ こけ こさうく
ちうこ すけゃぇ くっ っ ゃないきけあくけ ゃ 
╀なかゅぇさうは.  〈ぇおぇ かう っ? 
- ╉ぇすけ つけゃっお, おけえすけ  っ ぉうか うい
ゃなく ╀なかゅぇさうは,  しつうすぇき, つっ うきぇ 
すぇおぇゃぇ ゃないきけあくけしす, くけ すは  っ 
けゅさぇくうつっくぇ. ╇ っ けゅさぇくうつっくぇ, 
くっ いぇとけすけ くっ きけあっ つけゃっお ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ, ぇ いぇとけすけ きっしすぇすぇ, 
おけうすけ こさっょかぇゅぇす すぇおぇゃぇ ゃない
きけあくけしす, しぇ きぇかおけ. ╇ ゃなこさっおう 
すけゃぇ しなき ゃうあょぇか きくけゅけ たけさぇ, 
おけうすけ しっ さぇいゃうゃぇす. 〈けっしす, すっ 
くぇきうさぇす くぇつうくぇ. ╃けおぇすけ, いぇ 
しなあぇかっくうっ, うきぇ う ょさせゅけ - う 
しなき ゅけ ゃうあょぇか – うきぇ きくけゅけ 
たけさぇ , おけうすけ つぇおぇす くはおけえ ょぇ 
ゅう さぇいゃうっ. 〈けゃぇ しこけさっょ きっく しぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ しっ けこかぇおゃぇす, つっ 
くはきぇ さぇいゃうすうっ ゃ ╀なかゅぇさうは うかう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ きっく  すっ くっ しぇ 
くぇきっさうかう こさぇゃうかくうは くぇつうく. 
╊うつっく ゃなこさけし: すけゃぇ, つっ しすっ 
しうく くぇ ういこなかくうすっかくうは ょう
さっおすけさ くぇ そうさきぇ おぇすけ „┿さ
しっくぇか” ┿╃,  こさっつう かう くぇ 
おけきせくうおぇちうはすぇ くぇ たけさぇすぇ し 
╁ぇし  うかう こなお くぇ ╁ぇし しぇきうは  
し すはた. 〉しっとぇすっ かう くはおぇおゃけ 
こけ-しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ ?
- ┿い う ぉぇとぇ きう しきっ ょけしすぇすなつくけ 
いさっかう. ┿ う ゃうくぇゅう しなき しっ しすぇ
さぇか ゃ かうつっく こかぇく ょぇ しう けぉとせ
ゃぇき し ゃしうつおう たけさぇ. ′っとけ, おけっ
すけ きけうすっ  おけかっゅう けす „┿さしっくぇか 
2000”  いくぇはす, っ,  つっ ゃうくぇゅう 
きけゅぇす ょぇ けすゃけさはす ゃさぇすぇすぇ きう う 
ょぇ ゅけゃけさはす. 〈けゃぇ っ うしすうくぇ.  ┿い 
きけゅぇ ょぇ  しすけは すせお くぇ ぉのさけすけ 
しう ょけ 12 こさっい くけとすぇ, くけ とっ 
ういしかせてぇき たけさぇすぇ.  ‶けおぇいぇか 
しなき すけゃぇ くぇ おけかっゅうすっ, し おけうすけ 
さぇぉけすは う けぉとせゃぇき, こけしすぇさぇか 
しなき しっ ょぇ ゃうょはす ゃ きっく つけゃっ
おぇ, おけえすけ とっ ゅう ういしかせてぇ  う とっ 
しっ けこうすぇ ょぇ さぇいぉっさっ こさけぉかっきぇ 
うき う, ぇおけ きけあっ, う ょぇ ゅけ さってう. 
┿ つせゃしすゃぇすっ かう しっ くぇ すけゃぇ 
ぉのさけ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく 
しすけこぇくうく くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ 
すせお しかっょ ゃさっきっ?
- 』せゃしすゃぇき けこさっょっかっくけ  ゅけ
かはきぇすぇ けすゅけゃけさくけしす う すけゃぇ, 
おけっすけ  しっ いぇょぇゃぇ. ′っ っ かっおけ, 
くぇうしすうくぇ. ╂かっょぇき おなき ぉなょっ
とっすけ う しないくぇゃぇき けすゅけゃけさくけしす
すぇ. ′っ しかせつぇえくけ こさっょう ゃさっきっ 
ういぉさぇた う こさけゅさぇきぇ いぇ しゃけっすけ 
けぉせつっくうっ, おけはすけ ょぇ きっ こけょゅけす
ゃう いぇ すけゃぇ. ′ぇさうつぇ しっ Trium 

Executive MBA. 〈は ょぇゃぇ きくけ
ゅけしこっおすなさくう いくぇくうは. ′け すけゃぇ, 
おけっすけ きけあっ くぇえ-ょけぉさっ ょぇ きっ 
こけょゅけすゃう いぇ こさっょしすけはとけすけ, っ 
けこうすなす. ¨こうすなす う ょぇ けこけいくぇ
ゃぇき „ ┿さしっくぇか”, ょぇ しっ しさぇぉけすは  
し っおうこぇ. 
╁しなとくけしす, くぇ ╁ぇし う っおうこぇ 
╁う っ こけゃっさっくぇ くぇえ-ゃぇあくぇ
すぇ けすゅけゃけさくけしす: すなさしっくっすけ 
くぇ こぇいぇさう う さっぇかういぇちうは くぇ 
こさけょせおちうはすぇ, こさけういゃっあょぇ
くぇ けす ぉかういけ 7-すっ たうかはょう さぇ
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ, おけっすけ しう っ っょうく 
きぇかなお ゅさぇょ くぇ こさぇおすうおぇ.  
╉ぇおゃけ  ╁う おけしすゃぇ すけゃぇ? 
- ╆ぇ きっく くはきぇ きぇかけゃぇあくぇ う 
ゃぇあくぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ¨す 
あっくうすっ, おけうすけ しせすさうく つうしすはす 
けそうしぇ きう, ょけ ういこなかくうすっかくうは 

ょうさっおすけさ  - ゃしっおう ういこなかくはゃぇ 
いぇょぇつうすっ しう . ╁しっおう っょうく けす 
すっいう たけさぇ うきぇ しゃけっすけ  きはしすけ 
すせお う くっ しかせつぇえくけ っ すせお.  ╆ぇすけ
ゃぇ  しつうすぇき きけはすぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
つぇしす けす ちっかうは きったぇくういなき, おけえ
すけ っ „┿さしっくぇか”. ]すぇさぇっき しっ, 
いぇとけすけ ゃしうつおう しきっ っょくけ ちはかけ.  
╉けえ っ くぇえ-ゃぇあくうはす こさうく
ちうこ ゃ すなさゅけゃうはすぇ くぇ しこっちう
ぇかくぇ こさけょせおちうは?
- ‶なさゃけ うしおぇき ょぇ けすぉっかっあぇ, つっ 
くぇてぇすぇ すなさゅけゃうは くっ っ こけ-しこっ
ちうそうつくぇ けす ゃしっおう  ょさせゅ ゃうょ  
すなさゅけゃうは. ╇きぇて おかうっくす, おけえすけ 
うきぇ くせあょぇ, すう すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけ
ゃけさうて くぇ すぇいう くせあょぇ う ょぇ しっ 
こさっぉけさうて し おけくおせさっくちうはすぇ. 
... すけっしす しこっちうぇかくぇすぇ こさけ
ょせおちうは しっ こさけょぇゃぇ こけ しなとうは 
くぇつうく, こけ おけえすけ しっ こさけょぇゃぇ 
ゃしはおぇ ょさせゅぇ こさけょせおちうは? 

- … こさうきっさくけ おけかう. ] ういおかの
つっくうっすけ, つっ うきぇ きくけゅけ こけゃっ
つっ ょけおせきっくすう, いぇとけすけ すけゃぇ しぇ 
ょなさあぇゃう, うきぇ ういおかのつうすっかくけ 
しすさけゅ おけくすさけか  う ゃ すけいう しきう
しなか  くっ っ すけかおけゃぇ かっしくけ ょぇ しっ 
こさけょぇょっ, おけかおけすけ っょくぇ おけかぇ. 
′け ゃ しなとうは きけきっくす  こさうくちう
こうすっ くぇ すなさゅけゃうはすぇ しぇ っょくう う 
しなとう. ╇ ぉうた おぇいぇか, つっ けしくけゃ
くうはす  こさうくちうこ いぇ きっく かうつくけ 
っ : くけきっさ っょくけ – ょぇ くぇこさぇゃうき 
しょっかおぇすぇ, う くけきっさ  ょゃっ - さなし
すなす くぇ こっつぇかぉぇ. 
〉しこはゃぇすっ かう ょぇ ゅけ こさぇゃうすっ 
すけゃぇ?
- ╃ぇ.  ╉ぇおすけ しっ ゃうあょぇ, ょけしっゅぇ せしこはゃぇきっ. 
„┿さしっくぇか” ういかっいっ けす すさせょ
くうすっ しう ゅけょうくう. ‶かぇとぇす 
しっ さっょけゃくけ いぇこかぇすう. 〈けゃぇ 

けいくぇつぇゃぇ かう, つっ おさういぇすぇ, 
おけはすけ ぉってっ こさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう ゃ しそっさぇすぇ くぇ ╁‶╉ 
う しこっちうぇかくぇすぇ こさけょせおちうは, 
っ こさっけょけかはくぇ?  ╇かう しっゅぇ 
しっ いぇょぇゃぇ くけゃぇ, こさっょゃうょ 
くぇ すけゃぇ, つっ ╊うぉうは, ]うさうは う 
ょさせゅう しすさぇくう けす ┿さぇぉしおうは 
しゃはす, ゃしっ すさぇょうちうけくくう こぇ
いぇさう いぇ くぇてぇすぇ しこっちこさけ
ょせおちうは, しぇ さぇいきうさくう?
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, ゃ きくけゅけ けす すっいう 
ょなさあぇゃう しっゅぇ うきぇ しすぇつおう う ぉせく
すけゃっ う ゃしなとくけしす いぇぉさぇくうたぇ こけ
ょけぉっく さけょ しょっかおう. ′うっ くっ きけ
あっき ょぇ こさけょぇゃぇきっ くぇ ょなさあぇゃう, 
おけうすけ しぇ ゃ おけくそかうおす. ‶さけぉかっきなす 
くっ っ ゃ „┿さしっくぇか”, こさけぉかっきなす  っ 
ゃなくてくけこけかうすうつっしおう, しゃっすけゃっく.  
〈っいう しすさぇくう うきぇす くせあょぇ けす ょっ
きけおさぇちうは う  ういあうゃはゃぇす すったくうすっ 
しう こさけぉかっきう う こさけちっしう, おぇおすけ 
くうっ しう ういあうゃはたきっ くぇてうすっ こさっい 

90-すっ ゅけょうくう. 〈ぇき ういゃっょくなあ 
しこさはたぇ  しょっかおうすっ いぇ ╀かういおうは う 
]さっょくうは ういすけお, おけうすけ ぉはたぇ けし
くけゃくう おけくすさぇゅっくすう. 
╁ きけきっくすぇ くうっ しっ しすさっきうき ょぇ 
くぇしけつうき こさけょぇあぉうすっ ょさせゅぇょっ. 
╃ぇえ, ╀けあっ, ょぇ ゅけ くぇこさぇゃうき 
くぇゃさっきっ, いぇ ょぇ くはきぇ しなすさっしっ
くうは う ょぇ くっ さっそかっおすうさぇ ゃなさ
たせ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 
こけさぇょう そうくぇくしけゃぇすぇ おさういぇ  
きくけゅけ こさぇゃうすっかしすゃぇ くっ けす
ょっかはす こぇさう う ぉのょあっす いぇ ゃな
けさなあぇゃぇくっ.  〈っ ゅかっょぇす ょぇ しう 
しすぇぉうかういうさぇす うおけくけきうおうすっ.  
〈ぇおぇ つっ - ゃしうつおう こさけういゃけょう
すっかう  ゃ しそっさぇすぇ くぇ けすぉさぇくう
すっかくぇ うくょせしすさうは ゃ きけきっくすぇ 
しきっ こさっょ っょくけ う しなとけ こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃけ:  ょぇ ゃいっきっき 
きぇかおけすけ, おけっすけ けしすぇゃぇ けす すっいう  
こさけょぇあぉう. ╁ すけいう しきうしなか すせお 

ゃしうつおう さぇぉけすうき せしなさょくけ, いぇ
すけゃぇ ぉはたきっ う くぇ こけしかっょくけすけ  
しゃっすけゃくけ ういかけあっくうっ こさっい きぇえ 
ゃ ╇しすぇくぉせか.
╉ぇおゃけ しすぇくぇ ゃ ╇しすぇくぉせか? 
╉けくおせさっくちうはすぇ っ ぉうかぇ 
あっしすけおぇ.
- 〈は ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ あっしすけおぇ. 
′はきぇ ぉういくっし ぉっい おけくおせさっく
ちうは. ′うっ けこさっょっかっくけ  くっ しっ 
しすさぇたせゃぇきっ けす おけくおせさっくちう
はすぇ. ╇きぇ おかうっくすう いぇ ゃしうつおけ. 
╇きぇ すぇおうゃぇ, おけうすけ すなさしはす しぇきけ 
ちっくぇ, すっ けすうゃぇす う くっ おせこせゃぇす 
おぇつっしすゃけ. ╇きぇ ょさせゅう, おけうすけ 
すなさしはす おぇつっしすゃけ, すっ うょゃぇす こさう 
くぇし. ╉けくおせさっくちうは うきぇ, くぇうし
すうくぇ あっしすけおぇ.  
╉ぇおなゃ っ ゃぇあくうはす おけい くぇ 
„┿さしっくぇか” くぇ すぇおうゃぇ こぇいぇ
さう? 『っくぇ, おぇつっしすゃけ, おけき
こかっおしくう ゃないきけあくけしすう?

- 『っくぇすぇ くっ ゃうくぇゅう っ さってぇ
ゃぇとうはす そぇおすけさ. ¨ぉうおくけゃっくけ 
すけゃぇ しぇ ゃないきけあくけしすうすっ くぇ くぇ
てっすけ ゃなけさなあっくうっ,  おぇつっしすゃけすけ 
こさっょう ゃしうつおけ. 《ぇおすなす,   つっ しきっ 
ゅなゃおぇゃう う きけあっき ょぇ けすゅけゃけさうき 
くぇ きくけゅけ けす ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ 
おかうっくすうすっ. [ぇいぉうさぇ しっ, う ちっ
くぇすぇ. ′け けこさっょっかっくけ くっ しきっ けす  
っゃすうくうすっ うゅさぇつう, いぇとけすけ  きう
しかは, つっ すけゃぇ っ こけゅさってくぇ しすさぇ
すっゅうは. ╋くけゅけ しすさぇくう, おけうすけ 
こけょったぇ すぇいう しすさぇすっゅうは, ゃしなと
くけしす いぇゅせぉうたぇ. 
╉なょっ う おけう しぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ 
おけくおせさっくすう くぇ „┿さしっくぇか”?
- 〈けゃぇ いぇゃうしう けす こぇいぇさぇ. ′ぇ 
けこさっょっかっくう こぇいぇさう, おなょっすけ 
しっ すなさしう ちっくぇ, くぇえ-ゅけかっきうすっ 
おけくおせさっくすう しぇ おうすぇえちうすっ. 〈っ 
おけくおせさうさぇす ゃしうつおう  う こさけ
ょぇゃぇす くぇこさぇゃけ くぇ おうかけゅさぇき.  
〈けゃぇ, おけっすけ ゃうあょぇきっ ゃ ょさせ
ゅうすっ ぉさぇくてけゃっ, しっ ゃうあょぇ う ゃ 
すけいう ぉさぇくて - けさなあっえくうはす.  ╇ 
けすすぇき ゃっつっ いぇこけつゃぇ う ょさせゅぇすぇ 
おけくおせさっくちうは – くぇ いぇこぇょくうすっ 
しすさぇくう う そうさきう. 〈っ くう おけくおせ
さうさぇす くっ すけかおけゃぇ し おぇつっしすゃけ,  
ぇ し さっくけきっ, し きぇさおぇ. 
╋ぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”  しっ こけいくぇ
ゃぇ  けす ゃしうつおう う しっ せゃぇあぇゃぇ うい
おかのつうすっかくけ ゃうしけおけ. 
╇ くぇえ-ゃぇあくけすけ - くぇてうすっ おかう
っくすう こさういくぇゃぇす すけゃぇ.   
╃けぉさけ かう とっ っ かはすけすけ いぇ 
„┿さしっくぇか ” すぇいう ゅけょうくぇ けす
おなき こけさなつおう?
- ‶さぇゃうき ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, 
いぇ ょぇ っ ょけぉさけ. ′うっ くぇぉさぇたきっ 
っょくぇ くっゃっさけはすくぇ うくっさちうは う 
ゃ きけきっくすぇ, ゃ ょけぉさうは しきうしなか, 
こさけういゃっあょぇきっ きくけゅけ, おけっすけ っ 
きぇかおけ おぇすけ くけあ し ょゃっ けしすさうっ
すぇ, いぇとけすけ すさはぉゃぇ ょぇ こけょょなさ
あぇきっ すぇいう ょけぉさぇ うくっさちうは う ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ ょぇ は さっぇかういう
さぇきっ おぇすけ こさけょせおちうは. ]すぇさぇ
っき しっ きくけゅけ ゃ すけゃぇ けすくけてっ
くうっ. ¨こうすゃぇきっ  しっ くぇぉさぇくぇすぇ 
うくっさちうは  ょぇ くっ しこうさぇ.  ′はおぇお 
しう くっ ゅけ ゃうあょぇき しなし しなとぇ
すぇ しおけさけしす, くけ こさけしすけ くはきぇ 
おぇお ょぇ ぉなょっ. 〈ぇおうゃぇ  ゅけかっきう 
ょけゅけゃけさう , おぇすけ うくょうえしおうは し 
ぇゃすけきぇすうすっ う ょさせゅうは し こぇすさけ
くうすっ, くっ しすぇゃぇす ゃしっおう ょっく. 
〈ぇおぇ つっ  - きけあっ ょぇ うきぇ う かっおけ 
くぇきぇかはゃぇくっ こけさぇょう すっいう こさけ
ぉかっきう, おぇおゃうすけ うきぇ ゃ ╀かういおうは 
╇いすけお う  ┿そさうおぇ, くはきぇ おぇお すっ 
ょぇ くっ さっそかっおすうさぇす う ゃなさたせ 
くぇし. ‶さけしすけ くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ 
せしっすう, しかっょ おぇすけ ういゃっょくなあ すう 
いぇすゃぇさはす  きくけゅけ けす ゅかぇゃくうすっ 
こぇいぇさう.  
... すけっしす けつっさすぇゃぇ しっ くぇ
こさっゅくぇすけ かはすけ いぇ けすょっか „ 
╋ぇさおっすうくゅ” ? 
- ╃ぇ, いぇとけすけ すさはぉゃぇ ょぇ おけき
こっくしうさぇきっ し ょさせゅう こぇいぇさう う 
きっしすぇ. 
╉ぇいゃぇす, つっ うきぇ ゅかぇょ いぇ きかぇょう 
しこっちうぇかうしすう ゃ きぇてうくけしすさけっ
くっすけ, おぇおすけ う いぇ すぇおうゃぇ -  いぇ 
さぇぉけすぇ ゃ こけ-しこっちうぇかくう けす
ょっかう,  おぇすけ すけいう, ゃ おけえすけ ╁うっ 
さぇぉけすうすっ. 〈けゃぇ つうえ こさけぉかっき 
っ: くぇ せつうかうとっすけ うかう くぇ そうさ
きうすっ うかう っ こさけぉかっき , こけさけょっく 
けす かうこしゃぇとぇすぇ おけきせくうおぇちうは 
きっあょせ ょゃっすっ いゃっくぇ?  ╇ し おぇお
ゃけ ╁うっ かうつくけ ぉうたすっ きけすうゃう
さぇかう っょうく きかぇょ つけゃっお ょぇ いぇ
こけつくっ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”?
- ‶なさゃけ, いぇ きけすうゃうすっ くぇ きかぇょう
すっ たけさぇ: くうおぇお, ぇきぇ くうおぇお くっ 
っ いぇ こけょちっくはゃぇくっ そぇおすなす, つっ 
すせお, くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ  „┿さしっ
くぇか”,  っょうく きかぇょ つけゃっお  きけあっ 
ょぇ しっ さっぇかういうさぇ くぇ きくけゅけ こけ
ゃっつっ きっしすぇ う ょぇ くぇせつう きくけゅけ 
こけゃっつっ, けすおけかおけすけ ぉう くぇせつうか 
ゃ っょくぇ きぇかおぇ そうさきぇ, おなょっすけ 
くはきぇ すっいう ゃないきけあくけしすう.  ‶さけ
ちっしうすっ, おけうすけ しぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
しぇ きくけゅけ こけ-ゅけかっきう う きくけゅけ 
こけ-しかけあくう, うきぇ ゃしはおぇおなゃ ゃうょ 

‶さっい こなさゃうすっ こさけかっすくう きっしっちう しぇ 
こけょくけゃっくう う けぉっいけこぇしっくう かのか-
おうすっ, し くけゃぇ ぉけは しゃっすゃぇす ゃしうつおう 
うゅさけゃう しなけさなあっくうは ゃ ょゃけさぇ, おけえ-
すけ しなとけ っ せくうおぇかっく – おなとうつおうすっ 
いぇ ょっすしおうすっ ゅさせこう しぇ こさなしくぇすう うい 
くっゅけ ゃ けぉうかくぇすぇ いっかっくうくぇ きっあょせ 
ちゃっすは, たさぇしすう, うゅかけかうしすくう う てう-
さけおけかうしすくう ょさなゃつっすぇ, ぇかこうくっせき 
けす いょさぇゃっち う ぉさなてかはく, こけょょなさあぇ-
くう けす さなおぇすぇ くぇ けこうすっく ゅさぇょうくぇさ. 
¨す すぇいう こさけかっす すせお ちなそすはす う 20 
くけゃう そうょぇくおう. 

′ぇてうすっ ょっちぇ けすゅかっあょぇす こかけょ-
くう ょさなゃつっすぇ,

しこけょっかは ╂ぇくつっゃぇ. ╁ ゅさぇょうくぇすぇ けす 
4 ょおぇ し 6 ょっすしおう こかけとぇょおう くぇうし-
すうくぇ うきぇ ょけさう こかけょくう ょさなゃつっすぇ う 
こさっょ けつうすっ くぇ ょっちぇすぇ すっ ちなそすはす, 
ゃなさいゃぇす う ょぇゃぇす こかけょ... ]おけさけ, 
しぇきけ ょくう しかっょ ういこさぇとぇくっすけ くぇ ゅけ-
かはきぇすぇ ゅさせこぇ いぇ せつうかうとっ, いぇこけつ-
ゃぇ う けとっ っょうく さっきけくす – ういちはかけ 
こけょくけゃっくぇ こさっい かはすけすけ とっ ぉなょっ 
いぇくうきぇかくはすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ, おけはすけ 
くぇっしっく とっ こけしさっとくっ くぇえ-きぇかおうすっ 
こぇかぇゃくうちう けす こなさゃぇ ゅさせこぇ, おけはすけ 
ゃっつっ っ ういちはかけ こけこなかくっくぇ, いぇとけすけ 
„╀せさぇすうくけ” っ っょくぇ けす くぇえ-あっかぇ-
くうすっ けす さけょうすっかうすっ ゅさぇょうくう ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╆ぇ くけゃぇすぇ ょけゅさぇきぇ, こけょけ-
ゃぇすぇ くぇしすうかおぇ, こさっぉけはょうしゃぇくっすけ, 
けしゃっすうすっかくうすっ すっかぇ う さっきけくすうさぇ-
くっすけ くぇ しっさゃういくうすっ こけきっとっくうは 

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
ゃっつっ っ いぇょっかうかけ しさっょしすゃぇ.

╃っすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
っ けす 1933-すぇ ゅけょうくぇ

╃うさっおすけさなす ╂ぇくつっゃぇ こさぇゃう こさけ-
せつゃぇくっ うきぇ かう ょさせゅけ ょっすしおけ いぇゃっ-
ょっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは し すけかおけゃぇ ょなかゅぇ 
うしすけさうは. ╁ かっすけこうしくぇすぇ おくうゅぇ くぇ 
いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ っ いぇこうしぇくけ くぇつぇ-
かけすけ, おけゅぇすけ いぇゃなさくぇかぇすぇ しっ けす 
けぉせつっくうっ ゃ ]けそうは せつうすっかおぇ ╋ぇ-
さうは 『ぇくっゃぇ しっ けぉさなとぇ いぇ こけきけと 
おなき さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃なさあぇゃ-

くぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ し うょっはすぇ 
ょぇ ぉなょぇす ゅかっょぇくう すせお ょっちぇすぇ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ. 〈ぇおぇ くぇつぇかけすけ くぇ 
こさっょせつうかうとくけすけ ゃないこうすぇくうっ くぇ 
さぇぉけすくうつっしおうすっ ょっちぇ  しっ しかぇゅぇ ゃ 
っょくぇ こぇかぇすおぇ, おなょっすけ しぇ こさうぉさぇ-
くう きぇかつせゅぇくうすっ, ぇ こけ-おなしくけ すっ 
しぇ こさっきっしすっくう ゃ しすぇは し おぇきうくぇ う 
くぇゃっし  ょけ ぉさなしくぇさくうちぇすぇ. ╆ぇ こけ-
きけとくうお くぇ 『ぇくっゃぇ っ こさうゃかっつっくぇ 
さぇぉけすくうつおぇ, ぇ いぇ いょさぇゃっすけ うき しっ 
ゅさうあう しぇくうすぇさ – させしくぇお.
‶け-おなしくけ, こけ さぇいかうつくけ ゃさっきっ, しぇ 
ゃょうゅぇくう おなとうつおうすっ いぇ いぇくうきぇか-
くうすっ, おけうすけ ょくっし しぇ くぇ こけゃっつっ けす 
60 ゅけょうくう. ╃け おさぇは くぇ 1950 ゅ. ょっ-
ちぇすぇ しぇ しぇきけ っょくぇ ゅさせこぇ, けす 1954 
ゅ. ゅさぇょうくぇすぇ きうくぇゃぇ おなき ̈ ぉとうくぇ-
すぇ, くけ こさっょこさうはすうっすけ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ しっ ゅさうあう いぇ ぉうすけゃうすっ せしかけゃうは, 
せつうすっかうすっ う きぇかつせゅぇくうすっ.
]っゅぇ  ゃ „╀せさぇすうくけ”, おけはすけ ょけ 1990 
ゅけょうくぇ くけしう うきっすけ „┿ゃさけさぇ”, うきぇ 
18 ょせてう こっさしけくぇか, おけえすけ けすゅかっあ-
ょぇ ょっちぇすぇ ゃ 4-すっ ゅさせこう. ╁ ゅけょうくうすっ 
し くぇえ-ゅけかはきぇ さぇあょぇっきけしす ゅさせこうすっ 
ゃ ゅさぇょうくぇすぇ しぇ  ぉうかう 5.  
‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ, けぉはゃっくぇ けす ╄ゃ-
さけこっえしおぇすぇ おけきうしうは いぇ ゅけょうくぇ くぇ 
ょけぉさけゃけかつっしすゃけすけ, しかっょ しこっつっかっく 
こさけっおす つさっい ╄ゃさけこっえしおぇすぇ ょけぉさけ-
ゃけかつっしおぇ しかせあぉぇ, しなゃきっしすくけ し 
くっこさぇゃうすっかしすゃっくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
„╋かぇょっあおう ちっくすなさ いぇ さぇいゃうすうっ う 
ゃいぇうきけこけと”, 

ゃ „╀せさぇすうくけ” うょゃぇ ょけぉさけゃけ-
かっち けす ╊うすゃぇ.

╋かぇょっあなす ゃっつっ こけしっとぇゃぇ ょっちぇすぇ, 
くぇ おけうすけ さぇいおぇいゃぇ いぇ しゃけはすぇ さけょくぇ 

しすさぇくぇ. ¨つぇおゃぇ しっ つさっい ょけぉさけゃけか-
つっしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは ょぇ しっ いぇゃなさ-
あぇす おけくすぇおすう し ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ 
けす ╊うすゃぇ, いぇ けぉきっく くぇ うょっう う こけ-
かっいくう こさぇおすうおう ゃ こさっょせつうかうと-
くけすけ ゃないこうすぇくうっ. ╆ぇっょくけ し っおうこぇ 
くぇ „╀せさぇすうくけ” う ╃くっゃくうは ちっくすなさ 
いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ょけぉさけゃけかっちなす とっ せつぇしすゃぇ ゃ おぇき-
こぇくうはすぇ いぇ こさけきはくぇ くぇ けぉとっしす-
ゃっくうすっ くぇゅかぇしう おなき ょっちぇすぇ しなし 
いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっきう う すはたくけすけ 
ゃおかのつゃぇくっ ゃ けぉとっしすゃけすけ. ‶さけっお-
すなす, おけえすけ すさうすっ しすさぇくう とっ さっぇかう-

いうさぇす ゃ さぇきおうすっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ, 
きうくぇゃぇ こけょ きけすけすけ „‶さうはすっかしすゃけ 
ゃ おせすうは”. ╁ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ こさけ-
っおすなす とっ しなぉっさっ くぇ ゅけかはき こさぇい-
くうお ょっちぇ けす ゃしうつおう ょっすしおう ゅさぇょう-
くう ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ とっ こけかせつぇす 
しゃけうすっ こけしかぇくうは いぇ こさうはすっかしすゃけ 
ゃ おせすうう くぇ こさうはすっかしすゃけすけ, ういさぇ-
ぉけすっくう けす ょっちぇすぇ けす 『╃╂ „╀せさぇすう-
くけ” う ╃くっゃくうは ちっくすなさ しなゃきっしすくけ 
し ょけぉさけゃけかっちぇ けす ╊ぇすゃうは.
╁しなとくけしす, うきっくくけ 
„╀せさぇすうくけ” こさぇゃう こなさゃぇすぇ 
しすなこおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい 1996 ゅ. ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ こさけっ-
おすっく こさうくちうこ, くけゃけしす くっ しぇきけ いぇ  
けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しそっさぇ.  《うくぇく-
しけゃうすっ しさっょしすゃぇ う きっすけょうおぇすぇ こけ 
こさけっおすぇ しぇ けす ]┿】. ╆ぇしかせゅぇすぇ いぇ 
ゃおかのつゃぇくっすけ ゃ „]すなこおぇ こけ しすなこ-
おぇ” っ くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, ょくっし – いぇきっしす-
くうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ – ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は 
こさけつうすぇ ゃ „┿いぉせおう” うくそけさきぇちうは 
いぇ ょっすしおう ゅさぇょうくう, おけうすけ さぇぉけすはす 
こけ „]すなこおぇ こけ しすなこおぇ”, けすおさうゃぇ 
ぇゃすけさぇ くぇ きぇすっさうぇかぇ, しゃなさいゃぇ しっ 
し こさけゅさぇきぇすぇ, こうてっ ょけおかぇょくぇ ょけ 
すけゅぇゃぇてくうは おきっす ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ 
う いぇっょくけ し ょはょけすけ くぇ っょくけ けす ょっ-
ちぇすぇ – ]すけえおけ 【うくっゃ, „せゃうしゃぇす” 
こさっょ けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ きうくうし-
すっさしすゃけ ょぇ つぇおぇす, ょぇ  ゅう こさうっき-
ぇす くぇ さぇいゅけゃけさ いぇ  おぇくょうょぇすう こけ 
こさけゅさぇきぇすぇ. ‶け-おなしくけ ]すけはくけゃぇ 
こけかせつぇゃぇ かうつくけ こうしきけ けす ╋¨′ 
う こけょこうしゃぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ „]すなこおぇ 
こけ しすなこおぇ”. ‶っす ゅけょうくう こさけょなか-
あぇゃぇ こけょおさっこぇすぇ いぇ こさけっおすぇ, 
こけ おけえすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ 
ゃおかのつゃぇ おぇすけ こうかけすくぇ - 9-すぇ こけ-
さっょ ゃ ╀なかゅぇさうは, しこけきくは しう ょくっし 
]すけはくけゃぇ. ╁ せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ 
いぇこけつゃぇす ょぇ しっ しかせつゃぇす さっょうちぇ 
たせぉぇゃう くっとぇ – くっ しぇきけ しっ こけょけ-
ぉさはゃぇ きぇすっさうぇかくぇすぇ ぉぇいぇ, くけ う しっ 
こさうかぇゅぇ くけゃ こけょたけょ こさう さぇぉけすぇすぇ 
し ょっちぇすぇ. ╁ こさっしぇすぇ けす すけゃぇ ゃさっきっ 
しっ しさっとぇす ょっしっすおう こせぉかうおぇちうう いぇ 
しさっとう し ょっちぇ う おけかっゅう けす ょさせゅう 
ゅさぇょけゃっ, こけつうゃおう くぇ こかぇくうくぇ... ] 
こけきけとすぇ くぇ ]すけはくけゃぇ こさけゅさぇきぇ-
すぇ しっ こさっくぇしは う ゃ せつうかうとっ „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは”. ]かっょ ういすうつぇくっすけ くぇ 
しさけおぇ, こさっい 2000 – すぇ ゅけょうくぇ, ゃ 
„╀せさぇすうくけ” こさけょなかあぇゃぇす ょぇ こさう-
かぇゅぇす ぇきっさうおぇくしおぇすぇ きっすけょうおぇ. 
′ぇこさぇゃっくけすけ こさっょう こけゃっつっ けす 10 
ゅけょうくう しっ ゃうあょぇ し こさけしすけ けおけ う 
ょくっし.
]すぇさぇっき しっ ょぇ いぇこぇいうき ょけぉさぇすぇ 
すさぇょうちうは, けぉはしくはゃぇ しっゅぇてくうはす 
ょうさっおすけさ ╂ぇくつっゃぇ. 〈は しなとけ けす-
ょぇゃくぇ っ ういおせてっくぇ けす ゃないきけあ-
くけしすうすっ いぇ すゃけさつっしおう こけょたけょ 
おなき こさっょせつうかうとくけすけ ゃないこうすぇ-
くうっ う けぉきはくぇすぇ くぇ けこうす し つせあょう 
しこっちうぇかうしすう. ╆ぇくうきぇゃぇ しっ し っゃ-
さけこさけっおすう こけ かうくうは くぇ „┿かうぇくし 
《さぇくしっい” – ╉ぇいぇくかなお, うきぇ けこうす 
ゃ さぇくくけすけ つせあょけっいうおけゃけ けぉせつっ-
くうっ, こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょけさう 
しすぇくぇ ぇゃすけさ くぇ すっおしすぇ いぇ  ょっすしおうは 

きのいうおなか „』っさゃっくぇすぇ てぇこつうちぇ” こけ 
きせいうおぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくおぇすぇ ′ぇょは 
〈けくつっゃぇ. ¨こうすぇ しう ╂ぇくつっゃぇ ゃっつっ 
こさうかぇゅぇ ゃ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ 
こさけゅさぇきぇすぇ, し おけはすけ っ しこっつっかうかぇ 
おけくおせさしぇ いぇ ょうさっおすけさ こさっい っしっくすぇ 
くぇ 2010-すぇ. ‶さっこけょぇゃぇすっかうすっ くぇし-
おけさけ  しぇ こさっきうくぇかう けぉせつっくうっ こけ 
こさけっおす くぇ そけくょぇちうは „]こうえょなさ” う 
╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあ-
ょぇくうは, し ぇきっさうおぇくしおうは かっおすけさ, 
ょけぉさけゃけかっちなす ╃あぇくっか ╋ぇすしょけさそ 
けす ╉けさこせしぇ くぇ きうさぇ, こさけゃっょっく っ う 
すさっくうくゅ いぇ さぇぉけすぇ し ょっちぇ しなし しこっ-
ちうぇかくう けぉさぇいけゃぇすっかくう こけすさっぉくけ-
しすう. ‶さっょしすけう けすゃぇさはくっすけ くぇ

ぉうぉかうけすっつくぇ うゅさけすっおぇ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ.
╇ょっはすぇ っ ょっちぇ う さけょうすっかう いぇっょ-
くけ ょぇ けぉとせゃぇす, つっすっえおう おくうあおう-
すっ, おけうすけ せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ とっ 
こさっょけしすぇゃは, おぇおすけ すせお, くぇ きはしすけ, 
すぇおぇ う いぇ ゃおなとう. ╂ぇくつっゃぇ っ せぉっ-
ょっくぇ, つっ うきっくくけ さぇくくぇすぇ ょっすしおぇ 
ゃないさぇしす っ ゃさっきっすけ ょぇ いぇけぉうつぇて 
おくうゅぇすぇ, すぇおぇ つっ ょぇ しすぇくっ すは すゃけえ 
こさうはすっか いぇゃうくぇゅう. ′ぇつぇかけすけ うょゃぇ 
し こなさゃぇすぇ こぇさすうょぇ おくうあおう, こけ-
ょぇさっくう くぇ ゅさぇょうくぇすぇ けす ぉうゃてぇすぇ 
おけかっあおぇ ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ, おけはすけ 
ょけくぇしは すせお ぉうぉかうけすっおぇすぇ くぇ こけさぇ-
しくぇかうは しう ゃくせお.

╃っちぇすぇ くぇ  „╀せさぇすうくけ” うきぇす う 
ょけこなかくうすっかくう ゃないきけあくけしすう ょぇ 
さぇいゃうゃぇす すぇかぇくすうすっ しう う  ういゃなく  
さぇきおうすっ くぇ いぇょなかあうすっかくぇすぇ けぉ-
さぇいけゃぇすっかくぇ こさけゅさぇきぇ. ╁ ゅさぇ-
ょうくぇすぇ しぇ しそけさきうさぇくう ゅさせこう こけ 
ぇくゅかうえしおう っいうお, きけょっさくう すぇくちう 
う おかぇしうつっしおう ぉぇかっす おなき 『っくすな-
さぇ いぇ さぇぉけすぇ し ょっちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╁なゃ ゃさっきっすけ こさっょう 80-すぇすぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ – こさっい 2013 ゅけょうくぇ, 
しなし しうゅせさくけしす ゃ „╀せさぇすうくけ” とっ  
うきぇ けとっ うくすっさっしくう くっとぇ, しこけ-
ょっかは ょうさっおすけさなす ╂ぇくつっゃぇ. ╆ぇ ょぇ 
しっ しかせつう こさぇいくうおなす, すは さぇいつうすぇ 
う くぇ くぇしすけはすっかしすゃけすけ くぇ せつっぉ-
くけすけ いぇゃっょっくうっ し こさっょしっょぇすっか 
『ゃっすぇくおぇ ‶けこおうくぇ. [けょうすっかうすっ, 
けおぇいゃぇ しっ, おぇおすけ う ぇさしっくぇかしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, しなとけ こけきぇゅぇす きくけ-
ゅけ う けぉゅさうあゃぇす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
し かのぉけゃ. ′ぇしおけさけ し すはたくぇ こけきけと 
しすぇゃぇ う ╁っかうおょっくしおうはす ょっすしおう 
ぉぇいぇさ. ╉ぇすけ ゃなゃ ゃしはおぇ うしすうくしおぇ 
とぇしすかうゃぇ こさうおぇいおぇ. 
┿ おぇお うくぇつっ,  ゃ っょくぇ 『╃╂, おけはすけ 
くはおけえ  しこけかせつかうゃけ っ くぇさっおなか し 
うきっすけ くぇ こさうおぇいっく ゅっさけえ, ぇ ゅさせ-
こうすっ ゃ くっは – し うきっくぇすぇ „╋ぇかゃうくぇ”, 
„┿さすっきけく”, „╊うしぇ ┿かうしぇ” う „┿さかっ-
おうく”.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╋うくう  きうし 『ぇさうちぇ [けいぇ
こさけたけあょぇ ゃ „╀せさぇすうくけ”

〉あねあしそてそ か 2002 えそおけせあ, 9 えそおけせけ たそ-さひつせそ  つすかしけみて 
そたけて か うかねか てちあおけぬけみ

‶さっゃなさくぇかうはす  しっ ゃ おさぇしうゃぇ すさぇょうちうは おけくおせさし いぇ きぇかおぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ - „╋うくう きうし 『ぇさうちぇ [けいぇ” すさなゅゃぇ けす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ „ 

╀せさぇすうくけ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
 ′っゅけゃ しないょぇすっか っ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, くぇしすけはと いぇきっしすくうお-けぉかぇしすっく 

せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっょう 9 ゅけょうくう  すは っ ょうさっおすけさ くぇ 
ゃっょけきしすゃっくぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
╂けかはきぇすぇ うょっは くぇ きぇかおうは おけくおせさし いぇ ちぇさうちう っ, つっ ゃなゃ ゃしはおけ 

きけきうつっ あうゃっっ ちぇさうちぇ う つっ ゃしはおぇ ゅけかはきぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ しかっょゃぇ ょぇ 
しっ ゃないこうすぇゃぇ う けすゅかっあょぇ けす きぇかおぇ. ╆ぇ  ょぇ っ ょけしすけえくぇ くけしうすっかおぇ くぇ 
おけさけくぇすぇ おぇすけ ゅけかはきぇ. ╁けょっく けす すぇいう そうかけしけそうは, おけかっおすうゃなす くぇ 
„╀せさぇすうくけ” すけゅぇゃぇ  けすゅかっあょぇ し かのぉけゃ うょっはすぇ う けさゅぇくういうさぇ こなさゃうは 
すぇおなゃ おけくおせさし. 
〈けえ しっ こさけゃっあょぇ こさっい きぇえ 2002 ゅ. ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇいぇくかなお” う 

ぉなさいけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ たうすぇ くぇ すけゅぇゃぇてくうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. ╆ぇ 
あせさう きかぇょぇすぇ ょうさっおすけさおぇ ]すけはくけゃぇ すけゅぇゃぇ おぇくう けすぉさぇくう たけさぇ けす 
ゅさぇょぇ,  ぇ いぇ こさっょしっょぇすっか  ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ すけゅぇゃぇ 
くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ そけくょぇちうは „ ╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”. 《けくょぇちうはすぇ う 
おきっすなす ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ こさっゅさなとぇす うょっはすぇ う は さっぇかういうさぇす ゃっつっ 
9 ゅけょうくう, おぇすけ おけくおせさしなす しっ こさっゃさなとぇ ゃ けぉとうくしおう. „̈ とっ すけゅぇゃぇ 
うきぇたきっ あっかぇくうっ ょぇ さぇいてうさうき さぇきおぇすぇ くぇ おけくおせさしぇ う ょぇ くぇきっさうき 
こけょたけょはとけ せつぇしすうっ う こけょけぉぇゃぇとけ ゃなかくっくうっ う いぇ きけきつっすぇ”,  しこけきくは 
しう ぉうゃてぇすぇ ゃっつっ ょうさっおすけさおぇ くぇ „╀せさぇすうくけ” ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╇きっくくけ いぇさぇょう  せきうかっくうっすけ, おけっすけ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ っょくけ すぇおけゃぇ 
くぇつうくぇくうっ こさっょういゃうおゃぇ  ゃ けつうすっ くぇ きぇえおうすっ くぇ きけきうつっすぇ, しっ 
さぇあょぇ う うょっはすぇ ょゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ きぇかおうすっ „きうくう きうしおう” ょぇ しぇ 
こさうょさせあぇゃぇくう けす おぇゃぇかっさう くぇ さけいぇすぇ. 
 ] ゅけょうくうすっ ょけぉさけすけ くぇつぇかけ けしすぇゃぇ いぇぉさぇゃっくけ, くけ くうおけゅぇ くっ  っ 

おなしくけ ょぇ ぉなょっ しなあうゃっくけ けすくけゃけ. 
 ]ぇきぇすぇ ╂ぇかうくぇ  ]すけはくけゃぇ くっ  っ こさけこせしくぇかぇ  くうすけ  っょうく  おけくおせさし 

くぇ ╋うくう きうし 『ぇさうちぇ [けいぇ, くっ しぇきけ いぇさぇょう しぇくすうきっくすぇ, ぇ う いぇさぇょう 
くっゃっさけはすくけすけ せしっとぇくっ う せょけゃけかしすゃうっ, し おけうすけ は いぇさっあょぇす ょっちぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

ぴがゎ „ゐばづんどごぞだ” ...
продължение от стр. 3

╇いこ. ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃ うくあ. ′. ╇ぉせてっゃ 
し おけかっょぇさつっすぇ けす 『╃╂ “╀せさぇすうくけ”

╇きっくうすうはす おぇさょうけたうさせさゅ こさけそ. 
╂っくつけ ′ぇつっゃ, 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, こさっょしすぇゃう くぇ 
11 きぇえ ゃ ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか” おくうゅぇ-
すぇ しう, くぇこうしぇくぇ ゃ しなぇゃすけさしすゃけ し 
╉さぇしうきうさ 〉いせくけゃ, „╇しすけさうは くぇ 
23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお 
1912 – 1918 ゅ.”.  ╊せおしけいくけすけ うい-
ょぇくうっ うょゃぇ くぇ ぉはか しゃはす こけ うょっは 
くぇ こさけそ. ′ぇつっゃ, つうえすけ ょはょけ, 
せつぇしすくうお ゃなゃ ゃけえくうすっ いぇ くぇちうけ-
くぇかくけ けぉっょうくっくうっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
20-すう ゃっお, きせ さぇいおぇいゃぇか しこけきっくう  
いぇ ゅっさけういきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ゃけえ-
くうお. ╋けすうゃうすっ しう いぇ くぇこうしゃぇくっすけ 
くぇ うしすけさうはすぇ こさけそ. ′ぇつっゃ けぉはし-
くう こさっょ こせぉかうおぇすぇ う し あっかぇくうっすけ 
しう ゃ ょくってくうは ょっく ょぇ しっ いぇゃなさくっき 
おなき ちっくくけしすうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
くぇちうは, けぉっょうくうかぇ せしうかうはすぇ しう 
ゃなゃ ゃけえくうすっ ゃ うきっすけ くぇ けぉとうは -  
う いぇ ぉっょくう, う いぇ ぉけゅぇすう, くぇちうけくぇ-

かっく うょっぇか -  くっとけ, おけっすけ かうこしゃぇ 
ゃ くぇてっすけ しなゃさっきうっ. 
╆ぇ しなぉうすうっすけ, けさゅぇくういうさぇくけ けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, けしゃっく ╉さぇ-
しうきうさ 〉いせくけゃ, すせお こさうしすうゅくぇたぇ 
う ゅっくっさぇか-かっえすっくぇくす けす いぇこぇしぇ 
]すけはく 〈けこぇかけゃ – こさっょしっょぇすっか くぇ 
『っくすさぇかくうは しなゃっす くぇ ]なのいぇ くぇ 

けそうちっさうすっ う しっさあぇくすうすっ けす いぇ-
こぇしぇ う さっいっさゃぇ う こけかおけゃくうおなす けす 
いぇこぇしぇ ′うおけかぇ [せたつっゃ, こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ ]なのいぇ くぇ ゃないこうすぇくうちう-
すっ くぇ ╁けっくくうすっ くぇ ′っゅけゃけ ╁っかう-
つっしすゃけ 〉つうかうとぇ, こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ 【おけかぇすぇ いぇ いぇこぇしくう けそうちっさう 
う さけょけかのぉうゃけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ.
¨とっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すなさあっしすゃっ-
くけすけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ おくうゅぇすぇ ′ぇ-
ちうけくぇかくうはす ゅゃぇさょっえしおう けさおっし-
すなさ う おゃぇさすっす „┿さきっえしおぇ こっしっく” 
ゃょうゅくぇたぇ こせぉかうおぇすぇ くぇ おさぇおぇ し 
たうきくぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは 
う し きぇさてぇ „╁っかうお っ くぇてうはす ゃけえ-
くうお” – いぇ こさなゃ こなす ういこなかくっく くぇ 
そさけくすぇ おぇすけ たうきく くぇ 23-すう ‶ったけ-
すっく 【うこつっくしおう こけかお, ょくっし たうきく 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは.
′ぇ そうくぇかぇ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ 
ゃしうつおう こさうしなしすゃぇとう こはたぇ くぇ 
おさぇおぇ ゃけっくくうすっ こっしくう くぇ ╀なかゅぇ-
さうは, しなぉうさぇかう こけょ いくぇきっくぇすぇ しう 
ゃっかうつうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ゃけえ-
くうお, くうおけゅぇ くっょけこせしくぇか ぉけえくけすけ 
きせ いくぇきっ ょぇ こけこぇょくっ ゃ こかっく.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ぢづだぱぎでだづ ぞんぶぎゑ ぢづぎがでどんゑご とぞごゎん げん
でずんゑぞごé ぷごぢぶぎぞでとご ぢだずと

‶さっょ こぇきっすくうおぇ くぇ 23-すう ‶っ-
たけすっく 【うこつっくしおう こけかお

びごぜぞぺど ぞん ゐぺずゎんづでとんどん
んづぜごé ぎ ぞんぢごでんぞ だど
とんげんぞずぺぶんぞごぞ
127 えそおけせけ そて ちそきおかせけかてそ せあ [そせ-
つてあせてけせ ╈かそちえけかう – あうてそち せあ てか-
さつてあ せあ „╇かしけさ か せあのけみて うそこせけさ” 
╀なかゅぇさしおうはす ゃけっくっく ょっっち, あせさくぇ-
かうしす う こけっす ╉けくしすぇくすうく ╂っけさゅうっゃ ‶け-
こけゃ っ さけょっく くぇ 27 きぇえ 1884 ゅ. ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. 〉つう ゃなゃ ゃけっくくぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
ぇ こさっい 1905 ゅけょうくぇ いぇゃなさてゃぇ ╁けっく-
くけすけ くぇ ′っゅけゃけ ╁っかうつっしすゃけ 〉つうかう-
とっ. ]かっょ こさけういゃけょしすゃけすけ しう きうくぇゃぇ 
ゃ いぇこぇしぇ う いぇきうくぇゃぇ ょぇ せつう こさぇゃけ ゃ 
[せしうは. ‶さっい ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ っ きけぉうかういうさぇく ゃ 23-すう こったけすっく 
【うこつっくしおう こけかお. 〉つぇしすゃぇ ゃ こけぉっょけ-
くけしくうすっ しさぇあっくうは くぇ 8-きぇ こったけすくぇ 
〈せくょあぇくしおぇ ょうゃういうは.  ‶さっい 1918 ゅ. 
こけょこけさせつうお ╉けくしすぇくすうく ╂っけさゅうっゃ っ 
ょっきけぉうかういうさぇく. ╃け 1924 ゅけょうくぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇ し ぇおすうゃくぇ あせさくぇかうしすうつっ-
しおぇ ょっえくけしす. す̈ 1936 ゅ. さぇぉけすう おぇすけ 
しつっすけゃけょうすっか う こさっゃけょぇつ ゃ ぉなかゅぇさ-
しおうすっ かっゅぇちうう ゃ ╀さのおしっか う ‶ぇさうあ.                                                                              
〉きうさぇ ゃ つせあぉうくぇ くぇ 57 ゅけょうくう, こさっい 
1954 ゅ.

╋ぇさてなす っ しないょぇょっく こさっょう 95 
ゅけょうくう. 
¨す 10 ゅけょうくう „╁っかうお っ くぇてうはす 
ゃけえくうお” っ ぉなかゅぇさしおうはす ゃけえくしおう 
たうきく.

╉ぇいぇくかなお せゃっおけゃっつう ぇゃすけさうすっ くぇ 
ゃっかうおぇすぇ こっしっく
′ぇ 10 のくう 2009 ゅ. し すなさあっしすゃっく 
ゃけっくっく ちっさっきけくうぇか  こさっょ ゃたけょぇ 
くぇ 61-ゃぇ  ]すさはきしおぇ きったぇくういうさぇくぇ 
ぉさうゅぇょぇ ぉっ けすおさうすぇ こぇきっすくぇ こかけつぇ 
くぇ ぇゃすけさうすっ くぇ  きぇさてぇ ╉けくしすぇくすうく 
╂っけさゅうっゃ う ╋うたぇうか 【っおっさょあうっゃ. ′ぇ 
ちっさっきけくうはすぇ こさうしなしすゃぇ う ゃくせおなす くぇ 
【っおっさょあうっゃ, おけえすけ くけしう くっゅけゃけすけ 
うきっ.
╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ すけゃぇ ぉっ くぇ こけつっす-
くうは ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお こさけそっ-
しけさ ょ-さ ╂っくつけ ′ぇつっゃ, おぇさょうけたうさせさゅ, 
ょうさっおすけさ くぇ  〉′]╀┿╊ “]ゃ. ╄おぇすっ-
さうくぇ”. ╇ょっはすぇ しっ さけょうかぇ, しかっょ おぇすけ 
こさけつっか おくうゅぇすぇ くぇ ′うおけかぇえ [せしっゃ  
„‶け しかっょうすっ くぇ っょくぇ ぉっいしきなさすくぇ こっ-
しっく”, ゃ おけはすけ しすぇゃぇ ょせきぇ くっ しぇきけ いぇ 
„╁っかうお っ くぇてうはす ゃけえくうお”, ぇ いぇ くぇょ 
たうかはょぇ こぇさすうすせさう くぇ さぇいかうつくう きぇさ-
てけゃっ う こっしくう.

╋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 そて せあこ-たかちつたかさてけうせけてか すしあおけ いひしえあちつさけ すかせけおきひちけ, ¨くたひしせけてかしかせ おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし 2000” ╅╉

〈けえ けこさっょっかっくけ っ けす しかなくつっゃうすっ たけさぇ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ しっ っ さけょうか ゃ こなさゃうは  ょっく くぇ かはすけすけ, くうすけ いぇ-
さぇょう しうきこぇすうつくけすけ けさぇくあっゃけ, し  おけっすけ きっ こけしさっとぇ. ┿ いぇさぇょう いぇさぇいうすっかくうは しう けこすうきういなき う ゃっょさぇ,  

けすおさうすぇ せしきうゃおぇ. 
¨ぉとせゃぇくっすけ し くっゅけ  すっ  いぇさっあょぇ し くぇょっあょぇ, つっ ゃ ょなさあぇゃぇすぇ くう しぇ けしすぇくぇかう ゃしっ けとっ すぇおうゃぇ  きかぇょう 

たけさぇ. ¨す けくっいう, おけうすけ しぇ しこけしけぉくう ょぇ こさけきっくはす うしすけさうはすぇ, おぇすけ こさっょう すけゃぇ うきぇす おせさぇあぇ う ぇきぉうちうはすぇ 
ょぇ いぇはゃはす しっぉっ しう う こさけきっくはす  かうつくうすっ しう けさぉうすう. ] きくけゅけ すさせょ う いくぇくうは. ] くっこさっしすぇくくけ しぇきけせしなゃなさ-
てっくしすゃぇくっ. ╇ くっしすうたゃぇとぇ ぇきぉうちうは う こけさうゃ いぇ あうゃけす. 
〈うこうつくけ いぇ „こけゅさぇくうつくうすっ たけさぇ”, さけょっくう くぇ ゅさぇくうちぇすぇ くぇ ょゃぇ いくぇおぇ,  しゃっすなす きせ っ けすっしくはか. ╆ぇさぇょう 

おけかうつっしすゃけすけ きっつすう, しすさっきっあう う ちっかう. ′っせきけさうき っ ゃ すなさしっくっすけ くぇ くけゃう しゃっすけゃっ. ╋ぇおぇさ  ょぇ  こさういくぇゃぇ,  
つっ こけつすう くっ しかういぇ けす しぇきけかっすうすっ, ゃしっ けとっ  くっ っ ぉうか ゃ ┿ゃしすさぇかうは う ゃ きくけゅけ つぇしすう くぇ ┿そさうおぇ. ╋っつすぇっ ょぇ 
こなすせゃぇ うい 〈ぇえかぇくょ う ╉ぇきぉけょあぇ.  ]すさぇしすすぇ おなき っおいけすうおぇすぇ こさけいうさぇ う ゃ かうつくうすっ きせ しこけさすくう こさうしすさぇしすうは 
- かのぉうきけすけ しせきけ う しぇくすうきっくすぇ おなき „┿さしっくぇか”. ╆ぇさぇょう „┿さしっくぇか” っ ゃ ょなくけすけ くぇ うょっはすぇ いぇ ゃないさぇあょぇくっすけ 
くぇ そせすぉけかっく  おかせぉ しなし しなとけすけ うきっ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. ╃けさう ゃっつっ うきぇ う ゅけすけゃ こさけっおす いぇ しこけさすっく っおうこ. 
]かっょ こけ-きぇかおけ けす きっしっち とっ くぇゃなさてう 37 ゅけょうくう, くけ きけきつっすけ ゃ くっゅけ っ けとっ きくけゅけ, きくけゅけ  あうゃけ. ╇いょぇゃぇす 

ゅけ けつうすっ う くっこさうくせょっくけしすすぇ, し おけはすけ けぉとせゃぇ し たけさぇすぇ. ′っこさうくせょっくけしす, おけはすけ おぇさぇ ぉなさいけ ょぇ すう しすぇくっ 
しうきこぇすうつっく. ′ぇ こさなゃ こけゅかっょ っ すさせょくけ ょぇ こさうっきって, つっ くぇ こかっとうすっ くぇ すけいう きかぇょ きなあ かっあう けゅさけきくぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす. ╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ っ くぇ „┿さしっくぇか 2000” ┿╃. ¨すゅけゃぇさは いぇ きぇさおっすうくゅぇ, ゃなくてくうすっ こさけょぇあ-
ぉう, しょっかおうすっ し ゃなくてくうは しゃはす, ういかけあっくうはすぇ, さっおかぇきぇすぇ, いぇ ゃしうつおけ, おけっすけ くぇ こさぇおすうおぇ くけしう たかはぉぇ くぇ ぇさ-
しっくぇかちう.  ╆ぇゃなさてうか っ ゃ こさっしすうあくうすっ  New York University, HEC Paris, London School of Economics, ゃしうつおう 
つぇしす けす TRIUM  EXECUTIVE MBA, けぉせつっくうっ おけっすけ っ 〈けこ 3 EXECUTIVE MBA こさけゅさぇきぇ ゃ しゃっすぇ. ╁かぇょっっ こっす 
っいうおぇ, ゃかのぉっく っ ゃ すゃけさぉうすっ くぇ ╋ぇかおなかき ╂かぇょせっか う ゃ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ せしゃけはゃぇ くけゃ ゃうょ おかぇゃうぇすせさぇ 
いぇ ぉなさいけこうし.  ╉けしきけこけかうす, し さっしこっおすうさぇとけ ぉけゅぇすぇ けぉとぇ おせかすせさぇ. 』せゃしすゃぇ しっ しこけおけっく う とぇしすかうゃ, おけゅぇすけ 
っ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ う うきぇ しゃけぉけょっく ょっく いぇ こさうはすっかうすっ しう.  ╆ぇ おけかっゅうすっ しう っ おぇこうすぇく くぇ おけさぇぉ, おけえすけ とっ 
しすうゅくっ  きくけゅけ ょぇかっつ.  ╆ぇすけゃぇ きせ う ゃはさゃぇす.  
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ - くはおけゅぇてくうはす ゃないこうすぇくうお くぇ っかうすくうは おかぇし くぇ ‶╋╂ „ ′うおけかぇ ̈ ぉさっておけゃ” けす 1993 ゅけょう-

くぇ, しっゅぇ っょうく けす くぇえ-こっさしこっおすうゃくうすっ ぉなかゅぇさしおう きっくうょあなさう. ╆ぇ とぇしすうっ - こけさっょくぇ ぇさしっくぇかしおぇ  さけあぉぇ. 

╁うっ しすっ けす とぇしすかうゃうすっ  
きかぇょう ぉなかゅぇさう, うきぇかう ゃない-
きけあくけしす ょぇ こけかせつぇす けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ しう  ゃ こさっしすうあ-
くう いぇこぇょくう せくうゃっさしうすっすう, 
おけっすけ  けすゃぇさは  てうさけおけ ゃさぇ-
すうすっ う おなき さっぇかういぇちうは ゃ 
しゃっすけゃっく きぇとぇぉ. ′っ ╁う かう 
っ すはしくけ ゃ „┿さしっくぇか”?
- ╆ぇ きっく „┿さしっくぇか” っ っょくぇ くっ-
ゃっさけはすくぇ ておけかぇ. ╇ いぇ きうゅ くっ 
しなき しなあぇかうか, つっ しなき こさっょ-
こけつっか すけゃぇ きはしすけ. ╆ぇぉっかはい-
ゃぇき, ゃうあょぇき う つせゃぇき すけゃぇ う 
けす  きくけゅけ きけう おけかっゅう, おけうすけ 
うょゃぇす すせお けす つせあょう そうさきう. 
]ぇきうはす そぇおす, つっ くっとぇすぇ, おけう-
すけ しっ こさぇゃはす  ゃ „┿さしっくぇか”, しぇ 
きくけゅけ こけ-おけきこかっおしくう う きくけ-
ゅけ こけ-しかけあくう けす すけゃぇ, おけっすけ 
しっ ういうしおゃぇ けす すはた ゃ ょさせゅう-
すっ   そうさきう. 】っ ゅけ おぇあぇ うくぇ-
つっ: いくぇくうはすぇ, おけうすけ しなぉうさぇて 
う くぇせつぇゃぇて ゃ „┿さしっくぇか”, しぇ 
ょけしすぇすなつくう いぇ ちっかうは しゃはす. ╁ 
しゃっすぇ くはきぇ おぇおゃけ こけゃっつっ ょぇ 
くぇせつうて ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ, 
しこけさっょ きっく „┿さしっくぇか” おけゃっ 
くっゃっさけはすくう おぇょさう 
うきっくくけ いぇさぇょう すぇいう しう しこっちう-
そうおぇ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ きくけゅけ たけさぇ 
すせお しきはすぇす, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
くはきぇ きくけゅけ ゃないきけあくけしすう 
いぇ さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ, くぇ きかぇょう しこっちうぇかう-
しすう  し ういおかのつうすっかくけ ょけぉさけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ.  』っ こけ こさうく-
ちうこ すけゃぇ くっ っ ゃないきけあくけ ゃ 
╀なかゅぇさうは.  〈ぇおぇ かう っ? 
- ╉ぇすけ つけゃっお, おけえすけ  っ ぉうか うい-
ゃなく ╀なかゅぇさうは,  しつうすぇき, つっ うきぇ 
すぇおぇゃぇ ゃないきけあくけしす, くけ すは  っ 
けゅさぇくうつっくぇ. ╇ っ けゅさぇくうつっくぇ, 
くっ いぇとけすけ くっ きけあっ つけゃっお ょぇ 
しっ さぇいゃうゃぇ, ぇ いぇとけすけ きっしすぇすぇ, 
おけうすけ こさっょかぇゅぇす すぇおぇゃぇ ゃない-
きけあくけしす, しぇ きぇかおけ. ╇ ゃなこさっおう 
すけゃぇ しなき ゃうあょぇか きくけゅけ たけさぇ, 
おけうすけ しっ さぇいゃうゃぇす. 〈けっしす, すっ 
くぇきうさぇす くぇつうくぇ. ╃けおぇすけ, いぇ 
しなあぇかっくうっ, うきぇ う ょさせゅけ - う 
しなき ゅけ ゃうあょぇか – うきぇ きくけゅけ 
たけさぇ , おけうすけ つぇおぇす くはおけえ ょぇ 
ゅう さぇいゃうっ. 〈けゃぇ しこけさっょ きっく しぇ 
たけさぇすぇ, おけうすけ しっ けこかぇおゃぇす, つっ 
くはきぇ さぇいゃうすうっ ゃ ╀なかゅぇさうは うかう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇ きっく  すっ くっ しぇ 
くぇきっさうかう こさぇゃうかくうは くぇつうく. 
╊うつっく ゃなこさけし: すけゃぇ, つっ しすっ 
しうく くぇ ういこなかくうすっかくうは ょう-
さっおすけさ くぇ そうさきぇ おぇすけ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃,  こさっつう かう くぇ 
おけきせくうおぇちうはすぇ くぇ たけさぇすぇ し 
╁ぇし  うかう こなお くぇ ╁ぇし しぇきうは  
し すはた. 〉しっとぇすっ かう くはおぇおゃけ 
こけ-しこっちうぇかくけ けすくけてっくうっ ?
- ┿い う ぉぇとぇ きう しきっ ょけしすぇすなつくけ 
いさっかう. ┿ う ゃうくぇゅう しなき しっ しすぇ-
さぇか ゃ かうつっく こかぇく ょぇ しう けぉとせ-
ゃぇき し ゃしうつおう たけさぇ. ′っとけ, おけっ-
すけ きけうすっ  おけかっゅう けす „┿さしっくぇか 
2000”  いくぇはす, っ,  つっ ゃうくぇゅう 
きけゅぇす ょぇ けすゃけさはす ゃさぇすぇすぇ きう う 
ょぇ ゅけゃけさはす. 〈けゃぇ っ うしすうくぇ.  ┿い 
きけゅぇ ょぇ  しすけは すせお くぇ ぉのさけすけ 
しう ょけ 12 こさっい くけとすぇ, くけ とっ 
ういしかせてぇき たけさぇすぇ.  ‶けおぇいぇか 
しなき すけゃぇ くぇ おけかっゅうすっ, し おけうすけ 
さぇぉけすは う けぉとせゃぇき, こけしすぇさぇか 
しなき しっ ょぇ ゃうょはす ゃ きっく つけゃっ-
おぇ, おけえすけ とっ ゅう ういしかせてぇ  う とっ 
しっ けこうすぇ ょぇ さぇいぉっさっ こさけぉかっきぇ 
うき う, ぇおけ きけあっ, う ょぇ ゅけ さってう. 
┿ つせゃしすゃぇすっ かう しっ くぇ すけゃぇ 
ぉのさけ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく 
しすけこぇくうく くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ 
すせお しかっょ ゃさっきっ?
- 』せゃしすゃぇき けこさっょっかっくけ  ゅけ-
かはきぇすぇ けすゅけゃけさくけしす う すけゃぇ, 
おけっすけ  しっ いぇょぇゃぇ. ′っ っ かっおけ, 
くぇうしすうくぇ. ╂かっょぇき おなき ぉなょっ-
とっすけ う しないくぇゃぇき けすゅけゃけさくけしす-
すぇ. ′っ しかせつぇえくけ こさっょう ゃさっきっ 
ういぉさぇた う こさけゅさぇきぇ いぇ しゃけっすけ 
けぉせつっくうっ, おけはすけ ょぇ きっ こけょゅけす-
ゃう いぇ すけゃぇ. ′ぇさうつぇ しっ Trium 

Executive MBA. 〈は ょぇゃぇ きくけ-
ゅけしこっおすなさくう いくぇくうは. ′け すけゃぇ, 
おけっすけ きけあっ くぇえ-ょけぉさっ ょぇ きっ 
こけょゅけすゃう いぇ こさっょしすけはとけすけ, っ 
けこうすなす. ¨こうすなす う ょぇ けこけいくぇ-
ゃぇき „ ┿さしっくぇか”, ょぇ しっ しさぇぉけすは  
し っおうこぇ. 
╁しなとくけしす, くぇ ╁ぇし う っおうこぇ 
╁う っ こけゃっさっくぇ くぇえ-ゃぇあくぇ-
すぇ けすゅけゃけさくけしす: すなさしっくっすけ 
くぇ こぇいぇさう う さっぇかういぇちうは くぇ 
こさけょせおちうはすぇ, こさけういゃっあょぇ-
くぇ けす ぉかういけ 7-すっ たうかはょう さぇ-
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ, おけっすけ しう っ っょうく 
きぇかなお ゅさぇょ くぇ こさぇおすうおぇ.  
╉ぇおゃけ  ╁う おけしすゃぇ すけゃぇ? 
- ╆ぇ きっく くはきぇ きぇかけゃぇあくぇ う 
ゃぇあくぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ¨す 
あっくうすっ, おけうすけ しせすさうく つうしすはす 
けそうしぇ きう, ょけ ういこなかくうすっかくうは 

ょうさっおすけさ  - ゃしっおう ういこなかくはゃぇ 
いぇょぇつうすっ しう . ╁しっおう っょうく けす 
すっいう たけさぇ うきぇ しゃけっすけ  きはしすけ 
すせお う くっ しかせつぇえくけ っ すせお.  ╆ぇすけ-
ゃぇ  しつうすぇき きけはすぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
つぇしす けす ちっかうは きったぇくういなき, おけえ-
すけ っ „┿さしっくぇか”. ]すぇさぇっき しっ, 
いぇとけすけ ゃしうつおう しきっ っょくけ ちはかけ.  
╉けえ っ くぇえ-ゃぇあくうはす こさうく-
ちうこ ゃ すなさゅけゃうはすぇ くぇ しこっちう-
ぇかくぇ こさけょせおちうは?
- ‶なさゃけ うしおぇき ょぇ けすぉっかっあぇ, つっ 
くぇてぇすぇ すなさゅけゃうは くっ っ こけ-しこっ-
ちうそうつくぇ けす ゃしっおう  ょさせゅ ゃうょ  
すなさゅけゃうは. ╇きぇて おかうっくす, おけえすけ 
うきぇ くせあょぇ, すう すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけ-
ゃけさうて くぇ すぇいう くせあょぇ う ょぇ しっ 
こさっぉけさうて し おけくおせさっくちうはすぇ. 
... すけっしす しこっちうぇかくぇすぇ こさけ-
ょせおちうは しっ こさけょぇゃぇ こけ しなとうは 
くぇつうく, こけ おけえすけ しっ こさけょぇゃぇ 
ゃしはおぇ ょさせゅぇ こさけょせおちうは? 

- … こさうきっさくけ おけかう. ] ういおかの-
つっくうっすけ, つっ うきぇ きくけゅけ こけゃっ-
つっ ょけおせきっくすう, いぇとけすけ すけゃぇ しぇ 
ょなさあぇゃう, うきぇ ういおかのつうすっかくけ 
しすさけゅ おけくすさけか  う ゃ すけいう しきう-
しなか  くっ っ すけかおけゃぇ かっしくけ ょぇ しっ 
こさけょぇょっ, おけかおけすけ っょくぇ おけかぇ. 
′け ゃ しなとうは きけきっくす  こさうくちう-
こうすっ くぇ すなさゅけゃうはすぇ しぇ っょくう う 
しなとう. ╇ ぉうた おぇいぇか, つっ けしくけゃ-
くうはす  こさうくちうこ いぇ きっく かうつくけ 
っ : くけきっさ っょくけ – ょぇ くぇこさぇゃうき 
しょっかおぇすぇ, う くけきっさ  ょゃっ - さなし-
すなす くぇ こっつぇかぉぇ. 
〉しこはゃぇすっ かう ょぇ ゅけ こさぇゃうすっ 
すけゃぇ?
- ╃ぇ.  ╉ぇおすけ しっ ゃうあょぇ, ょけしっゅぇ せしこはゃぇきっ. 
„┿さしっくぇか” ういかっいっ けす すさせょ-
くうすっ しう ゅけょうくう. ‶かぇとぇす 
しっ さっょけゃくけ いぇこかぇすう. 〈けゃぇ 

けいくぇつぇゃぇ かう, つっ おさういぇすぇ, 
おけはすけ ぉってっ こさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう ゃ しそっさぇすぇ くぇ ╁‶╉ 
う しこっちうぇかくぇすぇ こさけょせおちうは, 
っ こさっけょけかはくぇ?  ╇かう しっゅぇ 
しっ いぇょぇゃぇ くけゃぇ, こさっょゃうょ 
くぇ すけゃぇ, つっ ╊うぉうは, ]うさうは う 
ょさせゅう しすさぇくう けす ┿さぇぉしおうは 
しゃはす, ゃしっ すさぇょうちうけくくう こぇ-
いぇさう いぇ くぇてぇすぇ しこっちこさけ-
ょせおちうは, しぇ さぇいきうさくう?
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, ゃ きくけゅけ けす すっいう 
ょなさあぇゃう しっゅぇ うきぇ しすぇつおう う ぉせく-
すけゃっ う ゃしなとくけしす いぇぉさぇくうたぇ こけ-
ょけぉっく さけょ しょっかおう. ′うっ くっ きけ-
あっき ょぇ こさけょぇゃぇきっ くぇ ょなさあぇゃう, 
おけうすけ しぇ ゃ おけくそかうおす. ‶さけぉかっきなす 
くっ っ ゃ „┿さしっくぇか”, こさけぉかっきなす  っ 
ゃなくてくけこけかうすうつっしおう, しゃっすけゃっく.  
〈っいう しすさぇくう うきぇす くせあょぇ けす ょっ-
きけおさぇちうは う  ういあうゃはゃぇす すったくうすっ 
しう こさけぉかっきう う こさけちっしう, おぇおすけ 
くうっ しう ういあうゃはたきっ くぇてうすっ こさっい 

90-すっ ゅけょうくう. 〈ぇき ういゃっょくなあ 
しこさはたぇ  しょっかおうすっ いぇ ╀かういおうは う 
]さっょくうは ういすけお, おけうすけ ぉはたぇ けし-
くけゃくう おけくすさぇゅっくすう. 
╁ きけきっくすぇ くうっ しっ しすさっきうき ょぇ 
くぇしけつうき こさけょぇあぉうすっ ょさせゅぇょっ. 
╃ぇえ, ╀けあっ, ょぇ ゅけ くぇこさぇゃうき 
くぇゃさっきっ, いぇ ょぇ くはきぇ しなすさっしっ-
くうは う ょぇ くっ さっそかっおすうさぇ ゃなさ-
たせ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 
こけさぇょう そうくぇくしけゃぇすぇ おさういぇ  
きくけゅけ こさぇゃうすっかしすゃぇ くっ けす-
ょっかはす こぇさう う ぉのょあっす いぇ ゃな-
けさなあぇゃぇくっ.  〈っ ゅかっょぇす ょぇ しう 
しすぇぉうかういうさぇす うおけくけきうおうすっ.  
〈ぇおぇ つっ - ゃしうつおう こさけういゃけょう-
すっかう  ゃ しそっさぇすぇ くぇ けすぉさぇくう-
すっかくぇ うくょせしすさうは ゃ きけきっくすぇ 
しきっ こさっょ っょくけ う しなとけ こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃけ:  ょぇ ゃいっきっき 
きぇかおけすけ, おけっすけ けしすぇゃぇ けす すっいう  
こさけょぇあぉう. ╁ すけいう しきうしなか すせお 

ゃしうつおう さぇぉけすうき せしなさょくけ, いぇ-
すけゃぇ ぉはたきっ う くぇ こけしかっょくけすけ  
しゃっすけゃくけ ういかけあっくうっ こさっい きぇえ 
ゃ ╇しすぇくぉせか.
╉ぇおゃけ しすぇくぇ ゃ ╇しすぇくぉせか? 
╉けくおせさっくちうはすぇ っ ぉうかぇ 
あっしすけおぇ.
- 〈は ゃうくぇゅう っ ぉうかぇ あっしすけおぇ. 
′はきぇ ぉういくっし ぉっい おけくおせさっく-
ちうは. ′うっ けこさっょっかっくけ  くっ しっ 
しすさぇたせゃぇきっ けす おけくおせさっくちう-
はすぇ. ╇きぇ おかうっくすう いぇ ゃしうつおけ. 
╇きぇ すぇおうゃぇ, おけうすけ すなさしはす しぇきけ 
ちっくぇ, すっ けすうゃぇす う くっ おせこせゃぇす 
おぇつっしすゃけ. ╇きぇ ょさせゅう, おけうすけ 
すなさしはす おぇつっしすゃけ, すっ うょゃぇす こさう 
くぇし. ╉けくおせさっくちうは うきぇ, くぇうし-
すうくぇ あっしすけおぇ.  
╉ぇおなゃ っ ゃぇあくうはす おけい くぇ 
„┿さしっくぇか” くぇ すぇおうゃぇ こぇいぇ-
さう? 『っくぇ, おぇつっしすゃけ, おけき-
こかっおしくう ゃないきけあくけしすう?

- 『っくぇすぇ くっ ゃうくぇゅう っ さってぇ-
ゃぇとうはす そぇおすけさ. ¨ぉうおくけゃっくけ 
すけゃぇ しぇ ゃないきけあくけしすうすっ くぇ くぇ-
てっすけ ゃなけさなあっくうっ,  おぇつっしすゃけすけ 
こさっょう ゃしうつおけ. 《ぇおすなす,   つっ しきっ 
ゅなゃおぇゃう う きけあっき ょぇ けすゅけゃけさうき 
くぇ きくけゅけ けす ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ 
おかうっくすうすっ. [ぇいぉうさぇ しっ, う ちっ-
くぇすぇ. ′け けこさっょっかっくけ くっ しきっ けす  
っゃすうくうすっ うゅさぇつう, いぇとけすけ  きう-
しかは, つっ すけゃぇ っ こけゅさってくぇ しすさぇ-
すっゅうは. ╋くけゅけ しすさぇくう, おけうすけ 
こけょったぇ すぇいう しすさぇすっゅうは, ゃしなと-
くけしす いぇゅせぉうたぇ. 
╉なょっ う おけう しぇ くぇえ-ゅけかっきうすっ 
おけくおせさっくすう くぇ „┿さしっくぇか”?
- 〈けゃぇ いぇゃうしう けす こぇいぇさぇ. ′ぇ 
けこさっょっかっくう こぇいぇさう, おなょっすけ 
しっ すなさしう ちっくぇ, くぇえ-ゅけかっきうすっ 
おけくおせさっくすう しぇ おうすぇえちうすっ. 〈っ 
おけくおせさうさぇす ゃしうつおう  う こさけ-
ょぇゃぇす くぇこさぇゃけ くぇ おうかけゅさぇき.  
〈けゃぇ, おけっすけ ゃうあょぇきっ ゃ ょさせ-
ゅうすっ ぉさぇくてけゃっ, しっ ゃうあょぇ う ゃ 
すけいう ぉさぇくて - けさなあっえくうはす.  ╇ 
けすすぇき ゃっつっ いぇこけつゃぇ う ょさせゅぇすぇ 
おけくおせさっくちうは – くぇ いぇこぇょくうすっ 
しすさぇくう う そうさきう. 〈っ くう おけくおせ-
さうさぇす くっ すけかおけゃぇ し おぇつっしすゃけ,  
ぇ し さっくけきっ, し きぇさおぇ. 
╋ぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”  しっ こけいくぇ-
ゃぇ  けす ゃしうつおう う しっ せゃぇあぇゃぇ うい-
おかのつうすっかくけ ゃうしけおけ. 
╇ くぇえ-ゃぇあくけすけ - くぇてうすっ おかう-
っくすう こさういくぇゃぇす すけゃぇ.   
╃けぉさけ かう とっ っ かはすけすけ いぇ 
„┿さしっくぇか ” すぇいう ゅけょうくぇ けす-
おなき こけさなつおう?
- ‶さぇゃうき ゃしうつおけ ゃないきけあくけ, 
いぇ ょぇ っ ょけぉさけ. ′うっ くぇぉさぇたきっ 
っょくぇ くっゃっさけはすくぇ うくっさちうは う 
ゃ きけきっくすぇ, ゃ ょけぉさうは しきうしなか, 
こさけういゃっあょぇきっ きくけゅけ, おけっすけ っ 
きぇかおけ おぇすけ くけあ し ょゃっ けしすさうっ-
すぇ, いぇとけすけ すさはぉゃぇ ょぇ こけょょなさ-
あぇきっ すぇいう ょけぉさぇ うくっさちうは う ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ ょぇ は さっぇかういう-
さぇきっ おぇすけ こさけょせおちうは. ]すぇさぇ-
っき しっ きくけゅけ ゃ すけゃぇ けすくけてっ-
くうっ. ¨こうすゃぇきっ  しっ くぇぉさぇくぇすぇ 
うくっさちうは  ょぇ くっ しこうさぇ.  ′はおぇお 
しう くっ ゅけ ゃうあょぇき しなし しなとぇ-
すぇ しおけさけしす, くけ こさけしすけ くはきぇ 
おぇお ょぇ ぉなょっ. 〈ぇおうゃぇ  ゅけかっきう 
ょけゅけゃけさう , おぇすけ うくょうえしおうは し 
ぇゃすけきぇすうすっ う ょさせゅうは し こぇすさけ-
くうすっ, くっ しすぇゃぇす ゃしっおう ょっく. 
〈ぇおぇ つっ  - きけあっ ょぇ うきぇ う かっおけ 
くぇきぇかはゃぇくっ こけさぇょう すっいう こさけ-
ぉかっきう, おぇおゃうすけ うきぇ ゃ ╀かういおうは 
╇いすけお う  ┿そさうおぇ, くはきぇ おぇお すっ 
ょぇ くっ さっそかっおすうさぇす う ゃなさたせ 
くぇし. ‶さけしすけ くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ 
せしっすう, しかっょ おぇすけ ういゃっょくなあ すう 
いぇすゃぇさはす  きくけゅけ けす ゅかぇゃくうすっ 
こぇいぇさう.  
... すけっしす けつっさすぇゃぇ しっ くぇ-
こさっゅくぇすけ かはすけ いぇ けすょっか „ 
╋ぇさおっすうくゅ” ? 
- ╃ぇ, いぇとけすけ すさはぉゃぇ ょぇ おけき-
こっくしうさぇきっ し ょさせゅう こぇいぇさう う 
きっしすぇ. 
╉ぇいゃぇす, つっ うきぇ ゅかぇょ いぇ きかぇょう 
しこっちうぇかうしすう ゃ きぇてうくけしすさけっ-
くっすけ, おぇおすけ う いぇ すぇおうゃぇ -  いぇ 
さぇぉけすぇ ゃ こけ-しこっちうぇかくう けす-
ょっかう,  おぇすけ すけいう, ゃ おけえすけ ╁うっ 
さぇぉけすうすっ. 〈けゃぇ つうえ こさけぉかっき 
っ: くぇ せつうかうとっすけ うかう くぇ そうさ-
きうすっ うかう っ こさけぉかっき , こけさけょっく 
けす かうこしゃぇとぇすぇ おけきせくうおぇちうは 
きっあょせ ょゃっすっ いゃっくぇ?  ╇ し おぇお-
ゃけ ╁うっ かうつくけ ぉうたすっ きけすうゃう-
さぇかう っょうく きかぇょ つけゃっお ょぇ いぇ-
こけつくっ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”?
- ‶なさゃけ, いぇ きけすうゃうすっ くぇ きかぇょう-
すっ たけさぇ: くうおぇお, ぇきぇ くうおぇお くっ 
っ いぇ こけょちっくはゃぇくっ そぇおすなす, つっ 
すせお, くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ  „┿さしっ-
くぇか”,  っょうく きかぇょ つけゃっお  きけあっ 
ょぇ しっ さっぇかういうさぇ くぇ きくけゅけ こけ-
ゃっつっ きっしすぇ う ょぇ くぇせつう きくけゅけ 
こけゃっつっ, けすおけかおけすけ ぉう くぇせつうか 
ゃ っょくぇ きぇかおぇ そうさきぇ, おなょっすけ 
くはきぇ すっいう ゃないきけあくけしすう.  ‶さけ-
ちっしうすっ, おけうすけ しぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
しぇ きくけゅけ こけ-ゅけかっきう う きくけゅけ 
こけ-しかけあくう, うきぇ ゃしはおぇおなゃ ゃうょ 
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‶さっい こなさゃうすっ こさけかっすくう きっしっちう しぇ 
こけょくけゃっくう う けぉっいけこぇしっくう かのか
おうすっ, し くけゃぇ ぉけは しゃっすゃぇす ゃしうつおう 
うゅさけゃう しなけさなあっくうは ゃ ょゃけさぇ, おけえ
すけ しなとけ っ せくうおぇかっく – おなとうつおうすっ 
いぇ ょっすしおうすっ ゅさせこう しぇ こさなしくぇすう うい 
くっゅけ ゃ けぉうかくぇすぇ いっかっくうくぇ きっあょせ 
ちゃっすは, たさぇしすう, うゅかけかうしすくう う てう
さけおけかうしすくう ょさなゃつっすぇ, ぇかこうくっせき 
けす いょさぇゃっち う ぉさなてかはく, こけょょなさあぇ
くう けす さなおぇすぇ くぇ けこうすっく ゅさぇょうくぇさ. 
¨す すぇいう こさけかっす すせお ちなそすはす う 20 
くけゃう そうょぇくおう. 

′ぇてうすっ ょっちぇ けすゅかっあょぇす こかけょ
くう ょさなゃつっすぇ,

しこけょっかは ╂ぇくつっゃぇ. ╁ ゅさぇょうくぇすぇ けす 
4 ょおぇ し 6 ょっすしおう こかけとぇょおう くぇうし
すうくぇ うきぇ ょけさう こかけょくう ょさなゃつっすぇ う 
こさっょ けつうすっ くぇ ょっちぇすぇ すっ ちなそすはす, 
ゃなさいゃぇす う ょぇゃぇす こかけょ... ]おけさけ, 
しぇきけ ょくう しかっょ ういこさぇとぇくっすけ くぇ ゅけ
かはきぇすぇ ゅさせこぇ いぇ せつうかうとっ, いぇこけつ
ゃぇ う けとっ っょうく さっきけくす – ういちはかけ 
こけょくけゃっくぇ こさっい かはすけすけ とっ ぉなょっ 
いぇくうきぇかくはすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ, おけはすけ 
くぇっしっく とっ こけしさっとくっ くぇえ-きぇかおうすっ 
こぇかぇゃくうちう けす こなさゃぇ ゅさせこぇ, おけはすけ 
ゃっつっ っ ういちはかけ こけこなかくっくぇ, いぇとけすけ 
„╀せさぇすうくけ” っ っょくぇ けす くぇえ-あっかぇ
くうすっ けす さけょうすっかうすっ ゅさぇょうくう ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. ╆ぇ くけゃぇすぇ ょけゅさぇきぇ, こけょけ
ゃぇすぇ くぇしすうかおぇ, こさっぉけはょうしゃぇくっすけ, 
けしゃっすうすっかくうすっ すっかぇ う さっきけくすうさぇ
くっすけ くぇ しっさゃういくうすっ こけきっとっくうは 

さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
ゃっつっ っ いぇょっかうかけ しさっょしすゃぇ.

╃っすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
っ けす 1933-すぇ ゅけょうくぇ

╃うさっおすけさなす ╂ぇくつっゃぇ こさぇゃう こさけ
せつゃぇくっ うきぇ かう ょさせゅけ ょっすしおけ いぇゃっ
ょっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは し すけかおけゃぇ ょなかゅぇ 
うしすけさうは. ╁ かっすけこうしくぇすぇ おくうゅぇ くぇ 
いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ っ いぇこうしぇくけ くぇつぇ
かけすけ, おけゅぇすけ いぇゃなさくぇかぇすぇ しっ けす 
けぉせつっくうっ ゃ ]けそうは せつうすっかおぇ ╋ぇ
さうは 『ぇくっゃぇ しっ けぉさなとぇ いぇ こけきけと 
おなき さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃なさあぇゃ

くぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ し うょっはすぇ 
ょぇ ぉなょぇす ゅかっょぇくう すせお ょっちぇすぇ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ. 〈ぇおぇ くぇつぇかけすけ くぇ 
こさっょせつうかうとくけすけ ゃないこうすぇくうっ くぇ 
さぇぉけすくうつっしおうすっ ょっちぇ  しっ しかぇゅぇ ゃ 
っょくぇ こぇかぇすおぇ, おなょっすけ しぇ こさうぉさぇ
くう きぇかつせゅぇくうすっ, ぇ こけ-おなしくけ すっ 
しぇ こさっきっしすっくう ゃ しすぇは し おぇきうくぇ う 
くぇゃっし  ょけ ぉさなしくぇさくうちぇすぇ. ╆ぇ こけ
きけとくうお くぇ 『ぇくっゃぇ っ こさうゃかっつっくぇ 
さぇぉけすくうつおぇ, ぇ いぇ いょさぇゃっすけ うき しっ 
ゅさうあう しぇくうすぇさ – させしくぇお.
‶け-おなしくけ, こけ さぇいかうつくけ ゃさっきっ, しぇ 
ゃょうゅぇくう おなとうつおうすっ いぇ いぇくうきぇか
くうすっ, おけうすけ ょくっし しぇ くぇ こけゃっつっ けす 
60 ゅけょうくう. ╃け おさぇは くぇ 1950 ゅ. ょっ
ちぇすぇ しぇ しぇきけ っょくぇ ゅさせこぇ, けす 1954 
ゅ. ゅさぇょうくぇすぇ きうくぇゃぇ おなき ̈ ぉとうくぇ
すぇ, くけ こさっょこさうはすうっすけ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ しっ ゅさうあう いぇ ぉうすけゃうすっ せしかけゃうは, 
せつうすっかうすっ う きぇかつせゅぇくうすっ.
]っゅぇ  ゃ „╀せさぇすうくけ”, おけはすけ ょけ 1990 
ゅけょうくぇ くけしう うきっすけ „┿ゃさけさぇ”, うきぇ 
18 ょせてう こっさしけくぇか, おけえすけ けすゅかっあ
ょぇ ょっちぇすぇ ゃ 4-すっ ゅさせこう. ╁ ゅけょうくうすっ 
し くぇえ-ゅけかはきぇ さぇあょぇっきけしす ゅさせこうすっ 
ゃ ゅさぇょうくぇすぇ しぇ  ぉうかう 5.  
‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ, けぉはゃっくぇ けす ╄ゃ
さけこっえしおぇすぇ おけきうしうは いぇ ゅけょうくぇ くぇ 
ょけぉさけゃけかつっしすゃけすけ, しかっょ しこっつっかっく 
こさけっおす つさっい ╄ゃさけこっえしおぇすぇ ょけぉさけ
ゃけかつっしおぇ しかせあぉぇ, しなゃきっしすくけ し 
くっこさぇゃうすっかしすゃっくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
„╋かぇょっあおう ちっくすなさ いぇ さぇいゃうすうっ う 
ゃいぇうきけこけと”, 

ゃ „╀せさぇすうくけ” うょゃぇ ょけぉさけゃけ
かっち けす ╊うすゃぇ.

╋かぇょっあなす ゃっつっ こけしっとぇゃぇ ょっちぇすぇ, 
くぇ おけうすけ さぇいおぇいゃぇ いぇ しゃけはすぇ さけょくぇ 

しすさぇくぇ. ¨つぇおゃぇ しっ つさっい ょけぉさけゃけか
つっしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは ょぇ しっ いぇゃなさ
あぇす おけくすぇおすう し ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ 
けす ╊うすゃぇ, いぇ けぉきっく くぇ うょっう う こけ
かっいくう こさぇおすうおう ゃ こさっょせつうかうと
くけすけ ゃないこうすぇくうっ. ╆ぇっょくけ し っおうこぇ 
くぇ „╀せさぇすうくけ” う ╃くっゃくうは ちっくすなさ 
いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ょけぉさけゃけかっちなす とっ せつぇしすゃぇ ゃ おぇき
こぇくうはすぇ いぇ こさけきはくぇ くぇ けぉとっしす
ゃっくうすっ くぇゅかぇしう おなき ょっちぇすぇ しなし 
いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっきう う すはたくけすけ 
ゃおかのつゃぇくっ ゃ けぉとっしすゃけすけ. ‶さけっお
すなす, おけえすけ すさうすっ しすさぇくう とっ さっぇかう

いうさぇす ゃ さぇきおうすっ くぇ おぇきこぇくうはすぇ, 
きうくぇゃぇ こけょ きけすけすけ „‶さうはすっかしすゃけ 
ゃ おせすうは”. ╁ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ こさけ
っおすなす とっ しなぉっさっ くぇ ゅけかはき こさぇい
くうお ょっちぇ けす ゃしうつおう ょっすしおう ゅさぇょう
くう ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ とっ こけかせつぇす 
しゃけうすっ こけしかぇくうは いぇ こさうはすっかしすゃけ 
ゃ おせすうう くぇ こさうはすっかしすゃけすけ, ういさぇ
ぉけすっくう けす ょっちぇすぇ けす 『╃╂ „╀せさぇすう
くけ” う ╃くっゃくうは ちっくすなさ しなゃきっしすくけ 
し ょけぉさけゃけかっちぇ けす ╊ぇすゃうは.
╁しなとくけしす, うきっくくけ 
„╀せさぇすうくけ” こさぇゃう こなさゃぇすぇ 
しすなこおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい 1996 ゅ. ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ こさけっ
おすっく こさうくちうこ, くけゃけしす くっ しぇきけ いぇ  
けぉさぇいけゃぇすっかくぇすぇ しそっさぇ.  《うくぇく
しけゃうすっ しさっょしすゃぇ う きっすけょうおぇすぇ こけ 
こさけっおすぇ しぇ けす ]┿】. ╆ぇしかせゅぇすぇ いぇ 
ゃおかのつゃぇくっすけ ゃ „]すなこおぇ こけ しすなこ
おぇ” っ くぇ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっおすけさ くぇ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, ょくっし – いぇきっしす
くうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ – ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は 
こさけつうすぇ ゃ „┿いぉせおう” うくそけさきぇちうは 
いぇ ょっすしおう ゅさぇょうくう, おけうすけ さぇぉけすはす 
こけ „]すなこおぇ こけ しすなこおぇ”, けすおさうゃぇ 
ぇゃすけさぇ くぇ きぇすっさうぇかぇ, しゃなさいゃぇ しっ 
し こさけゅさぇきぇすぇ, こうてっ ょけおかぇょくぇ ょけ 
すけゅぇゃぇてくうは おきっす ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ 
う いぇっょくけ し ょはょけすけ くぇ っょくけ けす ょっ
ちぇすぇ – ]すけえおけ 【うくっゃ, „せゃうしゃぇす” 
こさっょ けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ きうくうし
すっさしすゃけ ょぇ つぇおぇす, ょぇ  ゅう こさうっき
ぇす くぇ さぇいゅけゃけさ いぇ  おぇくょうょぇすう こけ 
こさけゅさぇきぇすぇ. ‶け-おなしくけ ]すけはくけゃぇ 
こけかせつぇゃぇ かうつくけ こうしきけ けす ╋¨′ 
う こけょこうしゃぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ „]すなこおぇ 
こけ しすなこおぇ”. ‶っす ゅけょうくう こさけょなか
あぇゃぇ こけょおさっこぇすぇ いぇ こさけっおすぇ, 
こけ おけえすけ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ 
ゃおかのつゃぇ おぇすけ こうかけすくぇ - 9-すぇ こけ
さっょ ゃ ╀なかゅぇさうは, しこけきくは しう ょくっし 
]すけはくけゃぇ. ╁ せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ 
いぇこけつゃぇす ょぇ しっ しかせつゃぇす さっょうちぇ 
たせぉぇゃう くっとぇ – くっ しぇきけ しっ こけょけ
ぉさはゃぇ きぇすっさうぇかくぇすぇ ぉぇいぇ, くけ う しっ 
こさうかぇゅぇ くけゃ こけょたけょ こさう さぇぉけすぇすぇ 
し ょっちぇすぇ. ╁ こさっしぇすぇ けす すけゃぇ ゃさっきっ 
しっ しさっとぇす ょっしっすおう こせぉかうおぇちうう いぇ 
しさっとう し ょっちぇ う おけかっゅう けす ょさせゅう 
ゅさぇょけゃっ, こけつうゃおう くぇ こかぇくうくぇ... ] 
こけきけとすぇ くぇ ]すけはくけゃぇ こさけゅさぇきぇ
すぇ しっ こさっくぇしは う ゃ せつうかうとっ „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは”. ]かっょ ういすうつぇくっすけ くぇ 
しさけおぇ, こさっい 2000 – すぇ ゅけょうくぇ, ゃ 
„╀せさぇすうくけ” こさけょなかあぇゃぇす ょぇ こさう
かぇゅぇす ぇきっさうおぇくしおぇすぇ きっすけょうおぇ. 
′ぇこさぇゃっくけすけ こさっょう こけゃっつっ けす 10 
ゅけょうくう しっ ゃうあょぇ し こさけしすけ けおけ う 
ょくっし.
]すぇさぇっき しっ ょぇ いぇこぇいうき ょけぉさぇすぇ 
すさぇょうちうは, けぉはしくはゃぇ しっゅぇてくうはす 
ょうさっおすけさ ╂ぇくつっゃぇ. 〈は しなとけ けす
ょぇゃくぇ っ ういおせてっくぇ けす ゃないきけあ
くけしすうすっ いぇ すゃけさつっしおう こけょたけょ 
おなき こさっょせつうかうとくけすけ ゃないこうすぇ
くうっ う けぉきはくぇすぇ くぇ けこうす し つせあょう 
しこっちうぇかうしすう. ╆ぇくうきぇゃぇ しっ し っゃ
さけこさけっおすう こけ かうくうは くぇ „┿かうぇくし 
《さぇくしっい” – ╉ぇいぇくかなお, うきぇ けこうす 
ゃ さぇくくけすけ つせあょけっいうおけゃけ けぉせつっ
くうっ, こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょけさう 
しすぇくぇ ぇゃすけさ くぇ すっおしすぇ いぇ  ょっすしおうは 

きのいうおなか „』っさゃっくぇすぇ てぇこつうちぇ” こけ 
きせいうおぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくおぇすぇ ′ぇょは 
〈けくつっゃぇ. ¨こうすぇ しう ╂ぇくつっゃぇ ゃっつっ 
こさうかぇゅぇ ゃ けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ 
こさけゅさぇきぇすぇ, し おけはすけ っ しこっつっかうかぇ 
おけくおせさしぇ いぇ ょうさっおすけさ こさっい っしっくすぇ 
くぇ 2010-すぇ. ‶さっこけょぇゃぇすっかうすっ くぇし
おけさけ  しぇ こさっきうくぇかう けぉせつっくうっ こけ 
こさけっおす くぇ そけくょぇちうは „]こうえょなさ” う 
╃くっゃくうは ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあ
ょぇくうは, し ぇきっさうおぇくしおうは かっおすけさ, 
ょけぉさけゃけかっちなす ╃あぇくっか ╋ぇすしょけさそ 
けす ╉けさこせしぇ くぇ きうさぇ, こさけゃっょっく っ う 
すさっくうくゅ いぇ さぇぉけすぇ し ょっちぇ しなし しこっ
ちうぇかくう けぉさぇいけゃぇすっかくう こけすさっぉくけ
しすう. ‶さっょしすけう けすゃぇさはくっすけ くぇ

ぉうぉかうけすっつくぇ うゅさけすっおぇ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ.
╇ょっはすぇ っ ょっちぇ う さけょうすっかう いぇっょ
くけ ょぇ けぉとせゃぇす, つっすっえおう おくうあおう
すっ, おけうすけ せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ とっ 
こさっょけしすぇゃは, おぇおすけ すせお, くぇ きはしすけ, 
すぇおぇ う いぇ ゃおなとう. ╂ぇくつっゃぇ っ せぉっ
ょっくぇ, つっ うきっくくけ さぇくくぇすぇ ょっすしおぇ 
ゃないさぇしす っ ゃさっきっすけ ょぇ いぇけぉうつぇて 
おくうゅぇすぇ, すぇおぇ つっ ょぇ しすぇくっ すは すゃけえ 
こさうはすっか いぇゃうくぇゅう. ′ぇつぇかけすけ うょゃぇ 
し こなさゃぇすぇ こぇさすうょぇ おくうあおう, こけ
ょぇさっくう くぇ ゅさぇょうくぇすぇ けす ぉうゃてぇすぇ 
おけかっあおぇ ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ, おけはすけ 
ょけくぇしは すせお ぉうぉかうけすっおぇすぇ くぇ こけさぇ
しくぇかうは しう ゃくせお.

╃っちぇすぇ くぇ  „╀せさぇすうくけ” うきぇす う 
ょけこなかくうすっかくう ゃないきけあくけしすう ょぇ 
さぇいゃうゃぇす すぇかぇくすうすっ しう う  ういゃなく  
さぇきおうすっ くぇ いぇょなかあうすっかくぇすぇ けぉ
さぇいけゃぇすっかくぇ こさけゅさぇきぇ. ╁ ゅさぇ
ょうくぇすぇ しぇ しそけさきうさぇくう ゅさせこう こけ 
ぇくゅかうえしおう っいうお, きけょっさくう すぇくちう 
う おかぇしうつっしおう ぉぇかっす おなき 『っくすな
さぇ いぇ さぇぉけすぇ し ょっちぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╁なゃ ゃさっきっすけ こさっょう 80-すぇすぇ ゅけ
ょうてくうくぇ – こさっい 2013 ゅけょうくぇ, 
しなし しうゅせさくけしす ゃ „╀せさぇすうくけ” とっ  
うきぇ けとっ うくすっさっしくう くっとぇ, しこけ
ょっかは ょうさっおすけさなす ╂ぇくつっゃぇ. ╆ぇ ょぇ 
しっ しかせつう こさぇいくうおなす, すは さぇいつうすぇ 
う くぇ くぇしすけはすっかしすゃけすけ くぇ せつっぉ
くけすけ いぇゃっょっくうっ し こさっょしっょぇすっか 
『ゃっすぇくおぇ ‶けこおうくぇ. [けょうすっかうすっ, 
けおぇいゃぇ しっ, おぇおすけ う ぇさしっくぇかしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, しなとけ こけきぇゅぇす きくけ
ゅけ う けぉゅさうあゃぇす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
し かのぉけゃ. ′ぇしおけさけ し すはたくぇ こけきけと 
しすぇゃぇ う ╁っかうおょっくしおうはす ょっすしおう 
ぉぇいぇさ. ╉ぇすけ ゃなゃ ゃしはおぇ うしすうくしおぇ 
とぇしすかうゃぇ こさうおぇいおぇ. 
┿ おぇお うくぇつっ,  ゃ っょくぇ 『╃╂, おけはすけ 
くはおけえ  しこけかせつかうゃけ っ くぇさっおなか し 
うきっすけ くぇ こさうおぇいっく ゅっさけえ, ぇ ゅさせ
こうすっ ゃ くっは – し うきっくぇすぇ „╋ぇかゃうくぇ”, 
„┿さすっきけく”, „╊うしぇ ┿かうしぇ” う „┿さかっ
おうく”.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╋うくう  きうし 『ぇさうちぇ [けいぇ
こさけたけあょぇ ゃ „╀せさぇすうくけ”

〉あねあしそてそ か 2002 えそおけせあ, 9 えそおけせけ たそ-さひつせそ  つすかしけみて 
そたけて か うかねか てちあおけぬけみ

‶さっゃなさくぇかうはす  しっ ゃ おさぇしうゃぇ すさぇょうちうは おけくおせさし いぇ きぇかおぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ - „╋うくう きうし 『ぇさうちぇ [けいぇ” すさなゅゃぇ けす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ „ 

╀せさぇすうくけ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
 ′っゅけゃ しないょぇすっか っ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, くぇしすけはと いぇきっしすくうお-けぉかぇしすっく 

せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっょう 9 ゅけょうくう  すは っ ょうさっおすけさ くぇ 
ゃっょけきしすゃっくぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
╂けかはきぇすぇ うょっは くぇ きぇかおうは おけくおせさし いぇ ちぇさうちう っ, つっ ゃなゃ ゃしはおけ 

きけきうつっ あうゃっっ ちぇさうちぇ う つっ ゃしはおぇ ゅけかはきぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ しかっょゃぇ ょぇ 
しっ ゃないこうすぇゃぇ う けすゅかっあょぇ けす きぇかおぇ. ╆ぇ  ょぇ っ ょけしすけえくぇ くけしうすっかおぇ くぇ 
おけさけくぇすぇ おぇすけ ゅけかはきぇ. ╁けょっく けす すぇいう そうかけしけそうは, おけかっおすうゃなす くぇ 
„╀せさぇすうくけ” すけゅぇゃぇ  けすゅかっあょぇ し かのぉけゃ うょっはすぇ う けさゅぇくういうさぇ こなさゃうは 
すぇおなゃ おけくおせさし. 
〈けえ しっ こさけゃっあょぇ こさっい きぇえ 2002 ゅ. ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇいぇくかなお” う 

ぉなさいけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ たうすぇ くぇ すけゅぇゃぇてくうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ. ╆ぇ 
あせさう きかぇょぇすぇ ょうさっおすけさおぇ ]すけはくけゃぇ すけゅぇゃぇ おぇくう けすぉさぇくう たけさぇ けす 
ゅさぇょぇ,  ぇ いぇ こさっょしっょぇすっか  ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, ゃ おぇつっしすゃけすけ きせ すけゅぇゃぇ 
くぇ こさっょしっょぇすっか くぇ そけくょぇちうは „ ╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”. 《けくょぇちうはすぇ う 
おきっすなす ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ こさっゅさなとぇす うょっはすぇ う は さっぇかういうさぇす ゃっつっ 
9 ゅけょうくう, おぇすけ おけくおせさしなす しっ こさっゃさなとぇ ゃ けぉとうくしおう. „̈ とっ すけゅぇゃぇ 
うきぇたきっ あっかぇくうっ ょぇ さぇいてうさうき さぇきおぇすぇ くぇ おけくおせさしぇ う ょぇ くぇきっさうき 
こけょたけょはとけ せつぇしすうっ う こけょけぉぇゃぇとけ ゃなかくっくうっ う いぇ きけきつっすぇ”,  しこけきくは 
しう ぉうゃてぇすぇ ゃっつっ ょうさっおすけさおぇ くぇ „╀せさぇすうくけ” ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╇きっくくけ いぇさぇょう  せきうかっくうっすけ, おけっすけ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ っょくけ すぇおけゃぇ 
くぇつうくぇくうっ こさっょういゃうおゃぇ  ゃ けつうすっ くぇ きぇえおうすっ くぇ きけきうつっすぇ, しっ 
さぇあょぇ う うょっはすぇ ょゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ きぇかおうすっ „きうくう きうしおう” ょぇ しぇ 
こさうょさせあぇゃぇくう けす おぇゃぇかっさう くぇ さけいぇすぇ. 
 ] ゅけょうくうすっ ょけぉさけすけ くぇつぇかけ けしすぇゃぇ いぇぉさぇゃっくけ, くけ くうおけゅぇ くっ  っ 

おなしくけ ょぇ ぉなょっ しなあうゃっくけ けすくけゃけ. 
 ]ぇきぇすぇ ╂ぇかうくぇ  ]すけはくけゃぇ くっ  っ こさけこせしくぇかぇ  くうすけ  っょうく  おけくおせさし 

くぇ ╋うくう きうし 『ぇさうちぇ [けいぇ, くっ しぇきけ いぇさぇょう しぇくすうきっくすぇ, ぇ う いぇさぇょう 
くっゃっさけはすくけすけ せしっとぇくっ う せょけゃけかしすゃうっ, し おけうすけ は いぇさっあょぇす ょっちぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

ぴがゎ „ゐばづんどごぞだ” ...

╇いこ. ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃ うくあ. ′. ╇ぉせてっゃ 
し おけかっょぇさつっすぇ けす 『╃╂ “╀せさぇすうくけ”

╇きっくうすうはす おぇさょうけたうさせさゅ こさけそ. 
╂っくつけ ′ぇつっゃ, 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, こさっょしすぇゃう くぇ 
11 きぇえ ゃ ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか” おくうゅぇ
すぇ しう, くぇこうしぇくぇ ゃ しなぇゃすけさしすゃけ し 
╉さぇしうきうさ 〉いせくけゃ, „╇しすけさうは くぇ 
23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお 
1912 – 1918 ゅ.”.  ╊せおしけいくけすけ うい
ょぇくうっ うょゃぇ くぇ ぉはか しゃはす こけ うょっは 
くぇ こさけそ. ′ぇつっゃ, つうえすけ ょはょけ, 
せつぇしすくうお ゃなゃ ゃけえくうすっ いぇ くぇちうけ
くぇかくけ けぉっょうくっくうっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
20-すう ゃっお, きせ さぇいおぇいゃぇか しこけきっくう  
いぇ ゅっさけういきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ゃけえ
くうお. ╋けすうゃうすっ しう いぇ くぇこうしゃぇくっすけ 
くぇ うしすけさうはすぇ こさけそ. ′ぇつっゃ けぉはし
くう こさっょ こせぉかうおぇすぇ う し あっかぇくうっすけ 
しう ゃ ょくってくうは ょっく ょぇ しっ いぇゃなさくっき 
おなき ちっくくけしすうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
くぇちうは, けぉっょうくうかぇ せしうかうはすぇ しう 
ゃなゃ ゃけえくうすっ ゃ うきっすけ くぇ けぉとうは -  
う いぇ ぉっょくう, う いぇ ぉけゅぇすう, くぇちうけくぇ

かっく うょっぇか -  くっとけ, おけっすけ かうこしゃぇ 
ゃ くぇてっすけ しなゃさっきうっ. 
╆ぇ しなぉうすうっすけ, けさゅぇくういうさぇくけ けす 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, けしゃっく ╉さぇ
しうきうさ 〉いせくけゃ, すせお こさうしすうゅくぇたぇ 
う ゅっくっさぇか-かっえすっくぇくす けす いぇこぇしぇ 
]すけはく 〈けこぇかけゃ – こさっょしっょぇすっか くぇ 
『っくすさぇかくうは しなゃっす くぇ ]なのいぇ くぇ 

けそうちっさうすっ う しっさあぇくすうすっ けす いぇ
こぇしぇ う さっいっさゃぇ う こけかおけゃくうおなす けす 
いぇこぇしぇ ′うおけかぇ [せたつっゃ, こさっょしっ
ょぇすっか くぇ ]なのいぇ くぇ ゃないこうすぇくうちう
すっ くぇ ╁けっくくうすっ くぇ ′っゅけゃけ ╁っかう
つっしすゃけ 〉つうかうとぇ, こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ 【おけかぇすぇ いぇ いぇこぇしくう けそうちっさう 
う さけょけかのぉうゃけすけ ゅさぇあょぇくしすゃけ.
¨とっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すなさあっしすゃっ
くけすけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ おくうゅぇすぇ ′ぇ
ちうけくぇかくうはす ゅゃぇさょっえしおう けさおっし
すなさ う おゃぇさすっす „┿さきっえしおぇ こっしっく” 
ゃょうゅくぇたぇ こせぉかうおぇすぇ くぇ おさぇおぇ し 
たうきくぇ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは 
う し きぇさてぇ „╁っかうお っ くぇてうはす ゃけえ
くうお” – いぇ こさなゃ こなす ういこなかくっく くぇ 
そさけくすぇ おぇすけ たうきく くぇ 23-すう ‶ったけ
すっく 【うこつっくしおう こけかお, ょくっし たうきく 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは.
′ぇ そうくぇかぇ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ 
ゃしうつおう こさうしなしすゃぇとう こはたぇ くぇ 
おさぇおぇ ゃけっくくうすっ こっしくう くぇ ╀なかゅぇ
さうは, しなぉうさぇかう こけょ いくぇきっくぇすぇ しう 
ゃっかうつうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうは ゃけえ
くうお, くうおけゅぇ くっょけこせしくぇか ぉけえくけすけ 
きせ いくぇきっ ょぇ こけこぇょくっ ゃ こかっく.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ぢづだぱぎでだづ ぞんぶぎゑ ぢづぎがでどんゑご とぞごゎん げん
でずんゑぞごé ぷごぢぶぎぞでとご ぢだずと

‶さっょ こぇきっすくうおぇ くぇ 23-すう ‶っ
たけすっく 【うこつっくしおう こけかお

びごぜぞぺど ぞん ゐぺずゎんづでとんどん
んづぜごé ぎ ぞんぢごでんぞ だど
とんげんぞずぺぶんぞごぞ
127 えそおけせけ そて ちそきおかせけかてそ せあ [そせ-
つてあせてけせ ╈かそちえけかう – あうてそち せあ てか-
さつてあ せあ „╇かしけさ か せあのけみて うそこせけさ” 
╀なかゅぇさしおうはす ゃけっくっく ょっっち, あせさくぇ
かうしす う こけっす ╉けくしすぇくすうく ╂っけさゅうっゃ ‶け
こけゃ っ さけょっく くぇ 27 きぇえ 1884 ゅ. ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. 〉つう ゃなゃ ゃけっくくぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
ぇ こさっい 1905 ゅけょうくぇ いぇゃなさてゃぇ ╁けっく
くけすけ くぇ ′っゅけゃけ ╁っかうつっしすゃけ 〉つうかう
とっ. ]かっょ こさけういゃけょしすゃけすけ しう きうくぇゃぇ 
ゃ いぇこぇしぇ う いぇきうくぇゃぇ ょぇ せつう こさぇゃけ ゃ 
[せしうは. ‶さっい ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ
くぇ っ きけぉうかういうさぇく ゃ 23-すう こったけすっく 
【うこつっくしおう こけかお. 〉つぇしすゃぇ ゃ こけぉっょけ
くけしくうすっ しさぇあっくうは くぇ 8-きぇ こったけすくぇ 
〈せくょあぇくしおぇ ょうゃういうは.  ‶さっい 1918 ゅ. 
こけょこけさせつうお ╉けくしすぇくすうく ╂っけさゅうっゃ っ 
ょっきけぉうかういうさぇく. ╃け 1924 ゅけょうくぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇ し ぇおすうゃくぇ あせさくぇかうしすうつっ
しおぇ ょっえくけしす. す̈ 1936 ゅ. さぇぉけすう おぇすけ 
しつっすけゃけょうすっか う こさっゃけょぇつ ゃ ぉなかゅぇさ
しおうすっ かっゅぇちうう ゃ ╀さのおしっか う ‶ぇさうあ.                                                                              
〉きうさぇ ゃ つせあぉうくぇ くぇ 57 ゅけょうくう, こさっい 
1954 ゅ.

╋ぇさてなす っ しないょぇょっく こさっょう 95 
ゅけょうくう. 
¨す 10 ゅけょうくう „╁っかうお っ くぇてうはす 
ゃけえくうお” っ ぉなかゅぇさしおうはす ゃけえくしおう 
たうきく.

╉ぇいぇくかなお せゃっおけゃっつう ぇゃすけさうすっ くぇ 
ゃっかうおぇすぇ こっしっく
′ぇ 10 のくう 2009 ゅ. し すなさあっしすゃっく 
ゃけっくっく ちっさっきけくうぇか  こさっょ ゃたけょぇ 
くぇ 61-ゃぇ  ]すさはきしおぇ きったぇくういうさぇくぇ 
ぉさうゅぇょぇ ぉっ けすおさうすぇ こぇきっすくぇ こかけつぇ 
くぇ ぇゃすけさうすっ くぇ  きぇさてぇ ╉けくしすぇくすうく 
╂っけさゅうっゃ う ╋うたぇうか 【っおっさょあうっゃ. ′ぇ 
ちっさっきけくうはすぇ こさうしなしすゃぇ う ゃくせおなす くぇ 
【っおっさょあうっゃ, おけえすけ くけしう くっゅけゃけすけ 
うきっ.
╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ すけゃぇ ぉっ くぇ こけつっす
くうは ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお こさけそっ
しけさ ょ-さ ╂っくつけ ′ぇつっゃ, おぇさょうけたうさせさゅ, 
ょうさっおすけさ くぇ  〉′]╀┿╊ “]ゃ. ╄おぇすっ
さうくぇ”. ╇ょっはすぇ しっ さけょうかぇ, しかっょ おぇすけ 
こさけつっか おくうゅぇすぇ くぇ ′うおけかぇえ [せしっゃ  
„‶け しかっょうすっ くぇ っょくぇ ぉっいしきなさすくぇ こっ
しっく”, ゃ おけはすけ しすぇゃぇ ょせきぇ くっ しぇきけ いぇ 
„╁っかうお っ くぇてうはす ゃけえくうお”, ぇ いぇ くぇょ 
たうかはょぇ こぇさすうすせさう くぇ さぇいかうつくう きぇさ
てけゃっ う こっしくう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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‶けさっょっく ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく 
あっしす ゃ さぇえけくぇ くぇこさぇゃうたぇ 
こさっい こけしかっょくぇすぇ しっょきうちぇ  
つかっくけゃっすっ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ぎ¡ï
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡ おなき ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす . 
‶け こけゃけょ 150-すぇ ゅけょうてくうくぇ 

けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ くぇえ- しすぇ
さけすけ つうすぇかうとっ ゃ さぇえけくぇ – 
„]ゃっすかうくぇ 1861” ゃ ゅさぇょ 【うこ
おぇ う しこっちうぇかくけすけ のぉうかっえくけ 
つっしすゃぇくっ , つかっくけゃっすっ くぇ ぎ¡ï
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡ ょぇさうたぇ 600 
かっゃぇ いぇ こさぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇ
きぇ.  ] くぇぉさぇくうすっ しさっょしすゃぇ,  
しなとっしすゃっくぇ  つぇしす けす おけうすけ  
っ ょぇさっくうっすけ くぇ ぎ¡ïäñëöóöñ,  
つうすぇかうとくけすけ くぇしすけはすっかしすゃけ 
こけしさっとくぇ  そうくぇくしけゃうすっ  さぇい
たけょう こけ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
つっしすゃぇくっすけ. 
23-すう きぇえ ぉっ こさぇいくうつっく 

いぇ てうこおぇかうう う ゅけしすうすっ くぇ 
【うこおぇ, くっ しぇきけ いぇさぇょう くっ
ゃっさけはすくうは おけくちっさす くぇ こっゃっ

ちぇ ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ,  おけえ
すけ っ っきけちうけくぇかくけ しゃなさいぇく し 
【うこおぇ, おなょっすけ こさっょう ゅけょうくぇ 
しおかのつう  ちなさおけゃっく ぉさぇお  しなし 
しなこさせゅぇすぇ しう 『ゃっすぇくおぇ, ぇ う いぇ
さぇょう せしこってくけすけ いぇゃなさてゃぇくっ 
くぇ こなさゃけおかぇしくうちうすっ  けす 【うこ
おぇ う こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ ぉなょっ
とうすっ 20 くけゃう せつっくうちう くぇっしっく.
]さっょ とっょさうすっ ょぇさうすっかう くぇ 

てうこつっくしおけすけ つうすぇかうとっ, おけっ
すけ ゃしっ けとっ つぇおぇ ょけぉさう ゃさっきっ
くぇ いぇ くけゃぇ しゅさぇょぇ, ぉっ う ぉうゃ
てうはす こさっょしっょぇすっか くぇ ╀《] /
╀なかゅぇさしおう そせすぉけかっく しなのい/  
╁ぇかっくすうく ╋うたけゃ. 
╆ぇさぇょう しぇくすうきっくすぇ しう おなき 

【うこおぇ, けすおなょっすけ っ さけょけき 
くっゅけゃうはす こけおけっく ゃっつっ ぉぇとぇ, 
╋うたけゃ ょぇさう 500 かっゃぇ  いぇ つう
すぇかうとくうは のぉうかっえ. 

╃っかはくぇ  ╁ぇしうかっゃぇ 

ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 
で とだぞとばづで げん どばづごでどごぶぎでとだ ずだゎだ

ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ う ]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う 
さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ゅさぇょぇ けさゅぇくういうさぇす ╋かぇょっあおけ ぇすっかうっ 
– いぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ すせさうしすうつっしおけ かけゅけ う しかけゅぇく くぇ ╉ぇ
いぇくかなお. 『っかすぇ くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ っ ょぇ こさけゃけおうさぇ きかぇょうすっ 
すゃけさちう ょぇ しないょぇょぇす くけゃ, きけょっさっく しうきゃけか くぇ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ すせさうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇちうは しなし しうかっく こけすっくちうぇか.╃ぇ 
しなつっすぇゃぇ ゃ しっぉっ しう きけょっさくけしす, きくけゅけけぉさぇいうっ う しなとっゃさっ
きっくくけ すさぇょうちうう.
╁ ┿すっかうっすけ きけゅぇす ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ しなし しゃけえ ぇゃすけさしおう 
こさけっおす っょくけ うかう こけゃっつっ そういうつっしおう かうちぇ, くぇ ゃないさぇしす けす 
18 ょけ 35 ゅけょうくう, ぉっい けゅさぇくうつっくうっ ゃ きっしすけあうすっかしすゃけすけ. 
〈っ きけゅぇす ょぇ ういゅけすゃはす ゅさぇそうつっく いくぇお, さっおかぇきくけ ういさっつっ
くうっ うかう う ょゃっすっ. ]さけおなす いぇ ういこさぇとぇくっ くぇ こさけっおすうすっ っ 
ょけ 30 のくう.
‶さっょかけあっくうはすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ とっ ぉなょぇす けちっくはゃぇくう けす 
ぇゃすけさうすっすくけ あせさう し こさっょしっょぇすっか ]すっそぇく ╀けあおけゃ, つかっく 
くぇ 〉] くぇ ]╀》 う こさっいうょっくす くぇ ╋っあょせくぇさけょくけ すさうっくぇかっ くぇ 
ゅさぇそうつくうすっ ういおせしすゃぇ, う つかっくけゃっ: ‶っすは  ╋うくっおけゃぇ (ょう
いぇえくっさ, ょうさっおすけさ くぇ ′╂‶╇╃ „Aおぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ”), ╉け
かぬけ ╉ぇさぇきそうかけゃ (つかっく くぇ ]╀》, くけしうすっか くぇ ╂さぇく こさう くぇ 
╋っあょせくぇさけょくけ すさうっくぇかっ くぇ ゅさぇそうつくうすっ ういおせしすゃぇ), ょう
いぇえくっさなす ╁っくおけ ぃくぇおけゃ う いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっかはす くぇ 
]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお ‶っすなさ ╁っおけゃ.
‶けぉっょうすっかはす ゃ ╋かぇょっあおけすけ ぇすっかうっ とっ ぉなょっ けぉはゃっく くぇ 1 
のかう. 〈けえ とっ こけかせつう くぇゅさぇょぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 800 かっゃぇ, ょけ
おぇすけ いぇ ぇゃすけさぇ くぇ ういぉさぇくけすけ ういさっつっくうっ-しかけゅぇく しぇ こさっょ
ゃうょっくう 300 かっゃぇ. ┿おけ かけゅけすけ う しかけゅぇくなす しぇ ょっかけ くぇ っょうく 
ぇゃすけさ, すけえ とっ こけかせつう う ょゃっすっ くぇゅさぇょう. 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ こかぇくうさぇす ゃ くぇつぇかけすけ くぇ のかう ょぇ くぇこさぇ
ゃはす ういかけあぉぇ ゃ ゅさぇょしおぇ しさっょぇ し 20 ういぉさぇくう ういきっあょせ ゃしうつ
おう すゃけさぉう, つううすけ ぇゃすけさう とっ ぉなょぇす くぇゅさぇょっくう う し ょうこかけ
きぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ ┿すっかうっすけ.
〉しかけゃうはすぇ くぇ ╋かぇょっあおけ ぇすっかうっ う ゃしうつおう くっけぉたけょうきう ょけ
おせきっくすう いぇ せつぇしすうっ しぇ ょけしすなこくう くぇ ぇょさっし www.experti-
kazanlak.com, おぇおすけ う ゃなゃ そっえしぉせお しすさぇくうちぇすぇ くぇ ┿すっ
かうっすけ.

[すかてつさあてあ さあとくあ せか か さあとくあ, そて さそみてそ つか たかねかしみて たそくけてけうけ くあ しけねせそつててあ, 
つねけてあ ╈あしけせあ 』てそみせそうあ - くあす. そいしあつてかせ とたちあうけてかし せあ 』てあちあ ′あえそちあ 〈は うきぇ いぇこぇいっくけ きはしすけ ゃ すぇいう つぇしすうちぇ けす „┿さしっくぇか”, ゃ おけは-

すけ しっ けすゅかっあょぇ ぉなょっとっすけ. ╇ くぇょっあょぇすぇ. ′っ しぇきけ いぇとけ-
すけ こけしゃっとぇゃぇ くぇ „ ╀せさぇすうくけ” ちっかう ょっしっす ゅけょうくう けす あうゃけすぇ 
しう, ぇ いぇとけすけ いぇっょくけ し っおうこぇ しう すせお けしすぇゃは すさぇえくう しかっょう.  
′っとけ こけゃっつっ: ょけさう うきぇ しきっかけしすすぇ ょぇ こさういくぇっ けすおさけゃっくけ, 
つっ きくけゅけ え かうこしゃぇ しすぇさぇすぇ さぇぉけすぇ う っあっょくっゃくけ せしっとぇ くっ-
けぉたけょうきけしすすぇ ょぇ しっ ゃなさくっ こさう ょっちぇすぇ, いぇとけすけ くはきぇ くうとけ 
こけ-ゃぇあくけ けす すけゃぇ ょぇ さぇぉけすうて, いぇ ょぇ こけきぇゅぇて くぇ たけさぇすぇ.    
′っいぇゃうしうきけ, つっ しっゅぇ っ くぇ  ゃなさたぇ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇすぇ  
しすなかぉうちぇ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, すは しう けしすぇゃぇ てけゃうくうしす ゃ 
ょけぉさうは しきうしなか くぇ ょせきぇすぇ:  ╉ぇいぇくかなお っ おぇせいぇすぇ, いぇさぇょう おけは-
すけ  きけあっ ょぇ こさっくっぉさっゅくっ ゃしはおぇ  ょさせゅぇ. 
╁ いぇさっょっくうは し ょせたけゃくぇ おさぇしけすぇ きっしっち きぇえ くはきぇ おぇお ょぇ こさけ-
こせしくっき う しさっとぇすぇ し くっは. ¨とっ こけゃっつっ, つっ しけちうぇかくぇすぇ こけかう-
すうおぇ う けぉさぇいけゃぇくうっすけ  ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ つぇしす けす っあっょくっゃくうすっ え  
こさけそっしうけくぇかくう  ゅさうあう. 

╂けしこけあけ ]すけはくけゃぇ,  おぇおゃけ 
せしっとぇくっ ゃう けしすぇゃう さぇぉけすぇすぇ 
ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇ-
ょうくぇ ? ╊っしくけ かう っ ょぇ しっ さぇ-
ぉけすう くぇ すぇおけゃぇ きはしすけ: そうさ-
きっくぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, こけょ 
けぉとうくしおけ さなおけゃけょしすゃけ?
〉しっとぇくっすけ  っ きくけゅけ こさうはすくけ. 

〈けゃぇ っ きはしすけすけ,おけっすけ くぇこせし-
くぇた し きくけゅけ こさけすうゃけさっつうゃう 
つせゃしすゃぇ  - ょぇかう ょぇ くぇこさぇゃは 
しかっょゃぇとぇすぇ しすなこおぇ. ╆ぇとけ-
すけ すぇき くぇうしすうくぇ しっ つせゃしすゃぇた 
きくけゅけ ょけぉさっ けすおなき さぇいぉう-
さぇくっ, けすおなき ゃないきけあくけしす ょぇ 
さぇいゅなさくぇ うょっうすっ しう う ょぇ くぇ-
こさぇゃは しゃけは っおうこ, し おけえすけ ょぇ 
ゅう けしなとっしすゃは. ¨す っょくぇ しすさぇくぇ 
くっ いぇゃうしった すけかおけゃぇ けす ¨ぉとう-
くぇすぇ, いぇとけすけ ゅさぇょうくぇすぇ っ いぇょ 
けゅさぇょぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, ぇ けす 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ こさっい すっいう ょっしっす 
ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか” しっ しきっくう-
たぇ ょゃっ さなおけゃけょしすゃぇ. ′け う けす 
ょゃっすっ さなおけゃけょしすゃぇ しさっとぇた 
ぇぉしけかのすくぇ こけょおさっこぇ.  ╉けゅぇ-
すけ くはおなょっ けすうゃぇた う おぇいゃぇた, 
つっ っ いぇ ょっちぇすぇ,  けす くっゃない-
きけあくけすけ しっ こさぇゃってっ ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ, いぇ ょぇ くう こけきけゅくぇす.  
╋くけゅけ ゃくうきぇくうっ くぇ ゅさぇょう-
くぇすぇ けぉなさくぇ ゅけしこけょうく ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ. ′っ おぇいゃぇき すけゃぇ 
けす おせさすけぇいうは, すけえ っ つけゃっおなす, 
おけえすけ ぉなさくぇ しこっちうぇかくけ う こけ-
ょけぉぇゃぇとけ ゃくうきぇくうっ くぇ ょっす-
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う くぇ ょっちぇすぇ ゃ 
くっは, くぇ しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 

ゃ „┿さしっくぇか”. ┿い こさっあうゃはた ゃ 
„┿さしっくぇか“ っょくぇ けす くぇえ- すさせょ-
くうすっ ゅけょうくう – 1995-すぇ. 〈けゅぇ-
ゃぇ うきぇてっ おさういぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
きくけゅけ たけさぇ ういかういぇたぇ  くぇゃなく, 
ょっちぇすぇ くぇきぇかはゃぇたぇ. ╇きぇてっ 
うょっは, し おけはすけ しっ こさっぉけさうたきっ,  

ぇ うきっくけ - ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ しぇくぇすけさうせき 
う ょぇ ぉなょっ いぇすゃけさっくぇ.  〈けゃぇ ぉっ 
うょっは くぇ  たけさぇ, おけうすけ うきぇたぇ 
ょさせゅけ ゃうあょぇくっ いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ „┿さしっくぇか”. 』けゃっおなす, おけえすけ 
くぇうしすうくぇ しこぇしう しなとっしすゃせゃぇ-
くっすけ くぇ ゅさぇょうくぇすぇ, けちっくはゃぇえ-
おう おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ ょさせゅぇすぇ 
いぇすゃけさっくぇ けすしさっとぇ しゅさぇょぇ くぇ 
せつうかうとっすけ, しう ょぇょっ しきっすおぇ 
おぇおゃけ とっ いくぇつう ょぇ ゃかっいって 
こさっい こけさすぇかぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
う けす ょゃっすっ すう しすさぇくう ょぇ うきぇ 
きなさすゃう う こさぇいくう しゅさぇょう. 〈けえ 

ぉっ  つけゃっおなす, し おけえすけ くぇこさぇ-
ゃうたきっ う のぉうかっえくぇすぇ ういかけあぉぇ 
し ょっちぇすぇ いぇ 70-すぇすぇ ゅけょうてくう-
くぇすぇ  くぇ „┿さしっくぇか”.  ] こけきけ-
とすぇ くぇ そけすけゅさぇそぇ ┿かっおしぇく-
ょなさ ╇ゃぇくけゃ  しっ こけかせつう っょくぇ 
くっゃっさけはすくぇ ういかけあぉぇ, おけはすけ 

ぉっ こけおぇいぇくぇ う ゃ ]けそうは. ╂けし-
こけょうく ╇ぉせてっゃ ぉっ つけゃっおなす, 
おけえすけ こけょしおぇいぇ う くぇ けしすぇくぇ-
かうすっ しう おけかっゅう おぇおゃけ すさはぉゃぇ 
ょぇ こさぇゃはす – くぇ そうくぇくしけゃうは  
ょうさっおすけさ ゅ-く  ぅくおけ ╉けしすぇょう-
くけゃ, くぇ ゅ-く 『ゃっすぇく 【うおけゃ けす 
„╉ぇこうすぇかくけ しすさけうすっかしすゃけ”, 
おけうすけ しなとけ うきぇたぇ くっゃっさけはす-
くけ けすくけてっくうっ おなき ゅさぇょうくぇすぇ 
う しっ けすいけゃぇゃぇたぇ  いぇ ゃしうつおけ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すはた くぇこさぇ-
ゃうたきっ  おぇこうすぇかっく さっきけくす くぇ 
しゅさぇょぇすぇ. 〈けっしす,  „ょゃっすっ てぇこ-
おう くぇょ ╀せさぇすうくけ” ゃしなとくけしす 

„]つうすぇき, つっ いぇ ぇさしっくぇかちう っ ゅけかはきけ こさっょうきしすゃけ しな-
とっしすゃせゃぇくっすけ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” , いぇ-
とけすけ いくぇき おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ っょくぇ きぇえおぇ ょぇ っ くぇ さぇ-
ぉけすぇ, ょぇ しう けしすぇゃう ょっすっすけ う ちっかうは ょっく ょぇ きうしかう すけ 
おぇおゃけ こさぇゃう. ╃けおぇすけ ゃ すぇいう ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ こさっい ちっ-
かうは ょっく すは うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ ょけえょっ う ょぇ ゅけ ゃうょう. 
╇かう, ぇおけ ょっすっすけ うき くせあょぇ けす くっは, すは ょぇ ぉなょっ こけすなさ-
しっくぇ. 〈ぇいう ゃさないおぇ う ぉかういけしす ゅう くはきぇ くうおなょっ ょさせゅぇ-
ょっ. ╁ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ  くはきぇ ょさせゅぇ そうさきぇ, おけはすけ 
ょぇ しう こけいゃけかはゃぇ すぇおぇゃぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ. ╇ すけ, 
くっ いぇとけすけ くはおけう そうさきう くはきぇす すぇおぇゃぇ ゃないきけあくけしす, 
ぇ いぇとけすけ くっ けちっくはゃぇす おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ すは おぇすけ こさっ-
ょうきしすゃけ いぇ さぇぉけすくうちうすっ“ 

きくけゅけ きう こけきけゅくぇたぇ, くっいぇゃう-
しうきけ, つっ うきぇてっ う さぇいかうつくう こけ 
さけょぇ しう こさっつおう ゃ けぉとぇすぇ くう 
さぇぉけすぇ. ′け けつっゃうょくけ ゃいぇうき-
くけ しきっ くぇきうさぇかう ょけぉさうは すけく 
こけきっあょせ しう, いぇ ょぇ しっ しなたさぇくう 
すぇいう こさうょけぉうゃおぇ.  
╁っつっ 6 ゅけょうくう くっ しすっ ゃ 

„┿さしっくぇか” う ゃ „╀せさぇすうくけ”. 
╇きぇすっ しなゃしっき ょさせゅけ こけ-
こさうとっ くぇ ういはゃう う さぇぉけすぇ. 
╀うたすっ かう しっ ゃなさくぇかう っょうく 
ょっく けすくけゃけ くぇ しすぇさぇすぇ しう 
さぇぉけすぇ - ゃ „╀せさぇすうくけ”?
] ゃしっおう ょっく, おけえすけ  きうくぇゃぇ, 

くっいぇゃうしうきけ ょぇかう ゃ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお うかう しっゅぇ ゃ ¨ぉかぇしすくぇ 
せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, せしっとぇき 
くっけぉたけょうきけしすすぇ ょぇ しっ ゃなさくぇ ゃ 
ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ.  ¨とっ こけゃっ-
つっ, つっ すぇおぇ, おぇおすけ ゃなさゃう あう-
ゃけすなす きう, おぇすけ うきぇき こさっょゃうょ う 
たけさぇすぇ, し  おけうすけ けぉとせゃぇき,おぇおすけ 
う   こさけぉかっきうすっ, し おけうすけ しっ いぇ-
くうきぇゃぇき う おけうすけ しすぇゃぇす こけ-ゅけ-
かっきう, ぇ つぇしす けす すはた う くっさぇい-
さってうきう, ゃうあょぇき, つっ こけ-ゅけかはき 
しきうしなか けす  すけゃぇ ょぇ しう こけかっいっく 
くぇ おけくおさっすくうすっ たけさぇ, おけうすけ 
うきぇす くせあょぇ けす すっぉ, くはきぇ.  ╅う-
ゃけすなす ゃ けぉとっしすゃっくけすけ こさけし-
すさぇくしすゃけ ういすけとぇゃぇ う  けゅさぇぉゃぇ. 
┿ ぇい くっ しなき  けす  たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ 
すぇき, いぇ ょぇ こっつっかはす. ╇, ぇおけ くっとけ 
しなき くぇこさぇゃうかぇ し けぉとっしすゃっくうすっ 
しう ういはゃう, すけ っ しぇきけ ょぇ いぇゅせぉは.  
╆ぇゅせぉゃぇかぇ しなき つぇしすうつおぇ こけ 
つぇしすうつおぇ. ′ぇえ-きくけゅけ しなき いぇゅせ-
ぉうかぇ けす こさっおなしくぇすぇすぇ ゃさないおぇ し 
すけゃぇ, おけっすけ しなき しないょぇかぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ╆ぇとけすけ, すゃなさょは, つっ さぇ-
ぉけすぇすぇ きう すせお, ゃ ゅさぇょうくぇすぇ, きっ 
ういゅさぇょう ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく う きくけ-
ゅけ きう かうこしゃぇ  ょけ ょっく-ょくってっく.  
╃させゅけすけ っ ゃさないおぇすぇ  しなし しっきっえ-

しすゃけすけ きう, ぉっいしこけさくけ けくけゃぇ, 
おけっすけ しぇ いぇゅせぉうかう ょなとっさは きう う 
しなこさせゅなす きう. 
]こさはゅぇす ゃう おぇすけ こけすっくちうぇ-

かっく しかっょゃぇとうはす おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお .  』せゃしすゃぇすっ かう しっ 
ゅけすけゃぇ いぇ すぇおぇゃぇ おぇせいぇ? 
┿い くうすけ しなき おぇくょうょぇす, くうすけ 

しきはすぇき, つっ  すけゃぇ っ おぇせいぇ, けす 
おけはすけ きけゅぇ ょぇ しこっつっかは こけいう-
すうゃう いぇ しっぉっ しう おぇすけ かうつくけしす.  
〈けゃぇ  っ しかっょゃぇとぇ おぇせいぇ, ゃ おけは-
すけ くはおけえ しこさはゅぇ きっく う おけはすけ とっ 
けすくっしっ つぇしす けす きっく.  ′け  くっ きけゅぇ 
ょぇ ういかなあぇ, つっ しなき しっ いぇきうしかは-
かぇ いぇすけゃぇ, いぇとけすけ くぇ すぇおぇゃぇ 
こけいうちうは ょけしすぇ たけさぇ ゅけゃけさはす し  
きっく う こけ すぇいう すっきぇ. ┿い きうしかは, 
つっ しかっょゃぇとうはす おきっす すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ つけゃっお, おけえすけ きけあっ ょぇ  しない-
ょぇょっ っおうこ. ╆ぇとけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお  
かうこしゃぇ ゅかぇしなす くぇ けぉとっしすゃけすけ ゃ 
せこさぇゃかっくうっすけ. ╇, ぇおけ しっ くぇきっ-
さう すぇおなゃ つけゃっお, おけえすけ ょぇ けしない-
くぇっ, つっ   ゃ っおうこぇ しう きけあっ ょぇ 
ゃおかのつう ゃしうつおう, くぇこうさぇとう けす 
あっかぇくうっ ょぇ くぇこさぇゃはす こけいうすう-
ゃっく すけいう ゅさぇょ,  すけえ とっ ぉなょっ こっ-
つっかうゃてうはす おぇくょうょぇす.  ′っ しきは-
すぇき, つっ くぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう 
とっ しっ ういぉうさぇ しぇきうは おきっす, ぇ とっ 
しっ ういぉうさぇ つけゃっおぇ, おけえすけ きけあっ 
ょぇ けぉっょうくう こけいうすうゃくうすっ たけさぇ 
う たけさぇすぇ し うょっう, たけさぇすぇ,  おけう-
すけ うしおぇす ょぇ くぇこさぇゃはす  ょけぉさけ くぇ 
すけいう ゅさぇょ . ╂けかはきぇ っ さぇいかうおぇすぇ  
ゃ すけゃぇ ょぇ うしおぇて ょぇ こさけきっくうて  
くっとけ う ょぇ くぇこさぇゃうて ょけぉさけ くぇ 
くはおけう.  ╆ぇとけすけ ╉ぇいぇくかなお くっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさけきっくは. ′うっ ゃしっ  
すけゃぇ しきっ しゃうおくぇかう ょぇ おぇいゃぇきっ: 
ょぇ ゅけ こさけきっくうき,  すぇ ょぇ ゅけ こさけ-
きっくうき.  〈さはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
ょけぉさけ いぇ すけいう ゅさぇょ!  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╋っしっち きぇえ っ きっしっちなす, おけえすけ 
っ ぉっかはいぇく し ょゃっ ょぇすう, きくけ-
ゅけ ぉかういおう ょけ しなとくけしすすぇ きう: 
11-すう う  24 –すう きぇえ. ╋ぇえ  っ 
くぇえ-おさぇしうゃうはす きっしっち, くっ しぇきけ 
いぇとけすけ っ こさけかっす, ぇ いぇとけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ, こさけしゃっすぇすぇ, 
ょせたなす こさぇいくせゃぇす. ‶けいょさぇゃは-
ゃぇき  ょっちぇすぇ, せつうすっかうすっ , きけは  
っおうこ けす ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”┿╃,  おけうすけ しぇ っょうく 
きくけゅけ たせぉぇゃ っおうこ. 
╃ぇ しぇ いょさぇゃう, せゃっさっくう ゃ しっぉっ 
しう う とぇしすかうゃう. ╃ぇ くっ いぇぉさぇ-
ゃはす, つっ うきぇ ゃぇあくう こさけそっしうう, 
しこっちうぇかくう, くけ くぇえ- しゃはすぇすぇ 
こさけそっしうは  っ すぇいう くぇ せつうすっかは. 
】ぇしすかうゃぇ しなき, つっ しなき ういぉさぇ-
かぇ こなさゃけ ょぇ ぉなょぇ せつうすっか, ぇ 
しかっょ すけゃぇ ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ”. 
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╋ぇかおけ ういゃっしすくけ っ, つっ 20 きぇえ っ けぉはゃっく いぇ ‶さけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお くぇ ぉなかゅぇさ
しおうすっ きっすさけかけいう こさっい 2001 ゅ. ╆ぇ ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きっすさけかけゅうはすぇ 20 きぇえ っ 
けこさっょっかっく けとっ こさっい 1875 ゅ., おけゅぇすけ  ゃ ‶ぇさうあ こなかくけきけとくうちうすっ くぇ 17 ょなさあぇゃう 
こけょこうしゃぇす ╉けくゃっくちうはすぇ いぇ きっすなさぇ.  〈ぇおぇ きっすさうつくぇすぇ しうしすっきぇ しすぇゃぇ いぇょなかあう
すっかくぇ いぇ ちっかうは しゃはす. 〉 くぇし こなさゃうはす ╆ぇおけく くぇ きっさおうすっ う すっゅかうかおうすっ っ こさうっす くぇ 
15 くけっきゃさう 1888 ゅ. う っ こけょこうしぇく けす おくはい 《っさょうくぇくょ. ╁こけしかっょしすゃうっ しっ しないょぇゃぇ 
けさゅぇくういぇちうは くぇ すけつくうすっ ういきっさゃぇくうは ゃ しすさぇくぇすぇ う しっ こけしすぇゃはす けしくけゃうすっ くぇ くぇょ
いけさぇ くぇょ ういきっさゃぇくうはすぇ, す.っ. くぇ いぇおけくけゃぇすぇ きっすさけかけゅうは.

╁しはおぇ ゅけょうくぇ けおけかけ 20 
きぇえ ぇさしっくぇかしおうすっ きっすさけかけ
いう しおさけきくけ けすぉっかはいゃぇす しゃけは 
こさけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお, くぇ 
おけえすけ しっ しなぉうさぇす う くぇしすけ
はとう, う ぉうゃてう しこっちうぇかうしすう. 
′ぇつぇかくうお くぇ けすょっか „╋っ

すさけかけゅうつっく” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
けす 1992 ゅ. っ ‶っこぇ ╁かぇょけゃぇ. 
╆ぇ くっは っ くっゃないきけあくけ, ょけさう 
こけ こけゃけょ こさけそっしうけくぇかくうは 
こさぇいくうお くぇ きっすさけかけいうすっ, ょぇ 
けすかうつう くぇえ-ょけぉさうすっ ういきっあ
ょせ しゃけうすっ おけかっゅう. ╆ぇとけすけ, 
しこけさっょ くっは, „ゃしうつおう しぇ きくけ
ゅけ けすゅけゃけさくう, おけきこっすっくすくう う 
せさぇゃくけゃっしっくう う しっ けすくぇしはす 
しっさうけいくけ おなき さぇぉけすぇすぇ しう, 
すなえ おぇすけ いくぇはす けす おぇおゃけ いくぇ
つっくうっ っ すは いぇ ちはかぇすぇ そうさきぇ”. 
╁しうつおう ゃ けすょっかぇ しぇ くぇはしくけ, 
つっ そうさきぇすぇ けつぇおゃぇ けす すはた ょぇ 
ぉなょぇす こっさそっおちうけくうしすう.
╋っすさけかけゅうつくぇすぇ ょっえくけしす ゃ 

„┿さしっくぇか“ しなとっしすゃせゃぇ けとっ 
けす きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ ゃかう
いぇす ゃ せこけすさっぉぇ ういきっさゃぇすっか
くう しさっょしすゃぇ. ¨すくぇつぇかけ しっ 
ういゃなさてゃぇかぇ けす 『╇╊ (『っく
すさぇかくぇ ういきっさゃぇすっかくぇ かぇぉけ
さぇすけさうは), こけ-おなしくけ けす ╋っす
さけかけゅうつくぇすぇ しかせあぉぇ, ぇ しっゅぇ  
¨すょっか „╋っすさけかけゅうつっく” おなき 
′ぇこさぇゃかっくうっ „╉ぇつっしすゃけ“.
╃くっし ゃ けすょっかぇ さぇぉけすはす 

けぉとけ 31 ょせてう, けす おけうすけ てっし
すうきぇ し ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ  
けしすぇくぇかうすっ しぇ しなし しこっちうぇかくぇ 
すったくうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ - うい
うしおゃぇくっ, くっけぉたけょうきけ いぇさぇょう 
しこっちうそうおぇすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ いぇょぇつぇ くぇ ぇさ

しっくぇかしおうすっ きっすさけかけいう っ ょぇ 
けしなとっしすゃはゃぇす こさけしかっょうきけしす 
くぇ ういきっさゃぇくうはすぇ つさっい こけょ
ょなさあぇくっ ぉぇいぇすぇ けす さぇぉけすくう 
っすぇかけくう ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╃っえ
くけしすすぇ けぉたゃぇとぇ こさけゃっさおぇすぇ 
くぇ しすぇくょぇさすういうさぇくう う くっし
すぇくょぇさすういうさぇくう しさっょしすゃぇ いぇ 
ういきっさゃぇくっ.
╇きぇえおう こさっょゃうょ きくけゅけけ

ぉさぇいうっすけ けす っかっきっくすう, ょっ
すぇえかう う ゅけすけゃう ういょっかうは, 
おけうすけ „┿さしっくぇか“ こさけういゃっあ
ょぇ, かけゅうつくけ っ ょぇ しっ しつうすぇ, つっ 
いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ おぇつっしすゃっ
くぇ こさけょせおちうは しっ ういこけかいゃぇす 
しなとけ う さぇいかうつくう ういきっさゃぇ
すっかくう しさっょしすゃぇ. ╆ぇすけゃぇ う 
さぇぉけすぇすぇ くぇ けすょっかぇ けぉたゃぇとぇ 
こさけゃっさおぇすぇ くぇ しすぇくょぇさすういう
さぇくう しさっょしすゃぇ いぇ ういきっさゃぇくっ 
くぇ ゅっけきっすさうつくう ゃっかうつうくう, 
くぇ しうかぇ う すゃなさょけしす, くぇ きぇしぇ, 
くぇ すけこかうくくう, っかっおすさけ  う そう
いうおけ-たうきうつくう ゃっかうつうくう, くぇ 
くぇかはゅぇくっ, おぇおすけ う くっしすぇく
ょぇさすういうさぇくう しさっょしすゃぇ いぇ うい
きっさゃぇくっ.

] ゅけょうくうすっ けぉたゃぇすなす くぇ 
ょっえくけしすすぇ しっ さぇいてうさはゃぇ う し 
くけゃう ゅさせこう しさっょしすゃぇ いぇ うい
きっさゃぇくっ. ┿おけ ゃ きうくぇかけすけ しっ 
っ くぇかぇゅぇかけ くはおけう けす すっいう 
しさっょしすゃぇ ょぇ しっ こさけゃっさはゃぇす 
ういゃなく さぇきおうすっ くぇ そうさきぇ
すぇ, すけ しっゅぇ すっいう さぇいたけょう しぇ 
けゅさぇくうつっくう. ′っとけ こけゃっつっ - 
ゃ きけきっくすぇ きっすさけかけゅうつくうはす 
けすょっか くぇ „┿さしっくぇか“ ういゃなさて
ゃぇ しこっちうぇかういうさぇくう こさけゃっさ
おう くぇ しさっょしすゃぇ いぇ ういきっさゃぇくっ 
う くぇ ょさせゅう こさっょこさうはすうは ゃ 
さぇえけくぇ. ╁っつっ うきぇ しないょぇょっくけ 
いゃっくけ, おけっすけ ういゃなさてゃぇ う さっ
きけくすくぇ ょっえくけしす.
╋っすさけかけいうすっ ゃ „┿さしっくぇか“ 

しぇ さぇいょっかっくう こけ ゅさせこう, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす ゃうょぇ くぇ しさっょ
しすゃぇすぇ, おけうすけ こさけゃっさはゃぇす, う 
くぇ こさぇおすうおぇ しぇ くぇゃしはおなょっ ゃ 
こさっょこさうはすうっすけ. ‶さけゃっさおうすっ, 
おけうすけ ういゃなさてゃぇす, しぇ しなゅかぇし
くけ せすゃなさょっくう ゃっょけきけしすう う 
ゅさぇそうちう くぇ けこさっょっかっくう きっあ
ょせこさけゃっさけゃなつくう うくすっさゃぇかう.
╉ぇつっしすゃけすけ くぇ しなゃさっきっくく

くぇすぇ こさけょせおちうは っ くっきうしかうきぇ 
ぉっい けすゅけゃけさくぇすぇ う ちっかっくぇしけ
つっくぇ さぇぉけすぇ くぇ きっすさけかけいうすっ. 
╆ぇすけゃぇ う ゃ „┿さしっくぇか“ すっ しぇ 
せゃぇあぇゃぇくう う ゃうしけおけちっくっくう 
しこっちうぇかうしすう.

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

ぴがゎ „ゐばづんどごぞだ” – ぢづごとんげとん ゐぎげ とづんざ
98 ょっちぇ くぇ さけょうすっかう – 
ぇさしっくぇかちう う あうゃっっとう ゃ 
ぉかういおうは  おゃぇさすぇか, こけしさっ
とぇ ゃしっおう ょっく っょうくしすゃっくぇ
すぇ そうさきっくぇ ちっかけょくっゃくぇすぇ 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすう
くけ”, さぇいこけかけあっくぇ くぇ すっ
さうすけさうはすぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきけ
すけ けさなあっえくけ こさっょこさうはすうっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ¨ちっかはかぇ し 
ゅけかっきうすっ せしうかうは くぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけ
すけ, しっゅぇ, こさう うおけくけきうつっ
しおぇ おさういぇ う ゃ せしかけゃうはすぇ 
くぇ  いぇょかなあくはかけしす くぇ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, すぇいう  ょっす
しおぇ ゅさぇょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ こさぇおすうおぇ っ っょうくしすゃっくぇすぇ, おけは
すけ くっ しっ けこかぇおゃぇ けす こさけぉかっきう. 《けさきせかぇすぇ いぇ せしこってくけすけ 
しなとっしすゃせゃぇくっ っ ゃ せくうおぇかくぇすぇ いぇ けぉとうくぇすぇ おけきぉうくぇちうは 
くぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おなき おけはすけ 
しっ ゃけょう せつっぉくけすけ いぇゃっょっくうっ, う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ
くぇか” ┿╃, しけぉしすゃっくうお  う しすけこぇくうく くぇ しゅさぇょくうは そけくょ. 〈ぇおぇ 
ぉういくっしなす う けぉとうくぇすぇ いぇっょくけ しっ ゅさうあぇす いぇ ぉかういけ しすけすっ 
ょっちぇ ゃ 4-すっ ゅさせこう, ぇ さけょうすっかうすっ くぇうしすうくぇ しぇ しこけおけえくう 
いぇ ょっちぇすぇ しう すせお, おけっすけ うき ょぇゃぇ う ゃないきけあくけしす ょぇ さぇぉけ
すはす おぇつっしすゃっくけ  ゃ いぇゃけょうすっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, しこけょっかは ょう
さっおすけさなす くぇ 『╃╂ „╀せさぇすうくけ”  ]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ. ╂ぇくつっゃぇ っ 
すせお こけ-きぇかおけ けす ゅけょうくぇ, くけ すけゃぇ しっ けおぇいゃぇ ょけしすぇすなつくけ, いぇ 
ょぇ せしっすう, つっ さぇぉけすぇすぇ ゃ すけゃぇ せつっぉくけ ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ っ 
さぇいかうつくぇ けす さぇぉけすぇすぇ ょさせゅぇょっ. „╇いおかのつうすっかくけ しなき ぉかぇ
ゅけょぇさくぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, つっ  さっぇゅうさぇ 
しゃっすおぇゃうつくけ う ぇょっおゃぇすくけ くぇ ゃしっおう きけえ しうゅくぇか いぇ くせあょぇ 
けす こけょおさっこぇ”, こけょつっさすぇゃぇ ╂ぇくつっゃぇ. ]ぇきけ きっしっちう しかっょ うょ
ゃぇくっすけ しう すせお すは こけょっきぇ し こけきけとすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” ゅけかはき さっきけくす くぇ おせたくっくしおうは ぉかけお. 

きぇてうくう, くぇ おけうすけ きかぇょうはす つけゃっお 
きけあっ ょぇ しっ くぇせつう ょぇ さぇぉけすう.  ╁ないくぇ-
ゅさぇあょっくうっすけ すせお, しこけさっょ きっく, っ しさっょ 
おけくおせさっくすくうすっ ゃ ゅさぇょぇ, ぇ う ゃ ╀なかゅぇ-
さうは.  ╁ こけしかっょくうは ぉさけえ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうは 《けさぉし  ぇくぇかういぇすけさうすっ  こさっょゃうあ-
ょぇす, つっ うきっくくけ  きぇてうくけしすさけっくっすけ とっ 
っ しさっょ くぇえ-しうかくうすっ ぉさぇくてけゃっ こさっい 
2011 ゅけょうくぇ. 

╉ぇおゃけ ういかういぇ: おさういぇすぇ けすこさっょう 10-
15 ゅけょうくう ゃ  すけいう けすさぇしなか  しきっ は うい-
あうゃっかう, くけ ういゃっょくなあ おぇょさうすっ しぇ  くう 
くっこけょゅけすゃっくう, くはきぇ ょけしすぇすなつくけ  ょけ-
ぉさう おぇょさう.  ‶けょゅけすゃはきっ すけかおけゃぇ きくけ-
ゅけ こさけゅさぇきうしすう, くけ  うきぇ かう すけかおけゃぇ 
そうさきう, おけうすけ ょぇ ゅう くぇっきぇす ゃこけしかっょ-
しすゃうっ? ]なとけすけ っ し のさうしすうすっ, し おぇ-
ょさうすっ いぇ すせさういきぇ, し うおけくけきうしすうすっ... 
こけゃっつっすけ けす すはた ょけさう くっ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し  すけゃぇ,  おけっすけ しぇ せつうかう. ′け こさっおゃぇ-
かうそうおぇちうはすぇ くぇ すっいう おぇょさう ゃ しそっさう 
おぇすけ きぇてうくけしすさけっくっすけ  っ すさせょくぇ. ┿い 
かうつくけ しなき けこすうきうしす いぇ „┿さしっくぇか”, いぇ-
とけすけ うきぇ けさゅぇくういうさぇくぇ こけょゅけすけゃおぇ 
くぇ おぇょさう, けぉせつぇゃぇきっ たけさぇ,  うくすっさっし う 
くぇょっあょぇ うきぇ. 

╉なょっ う おぇお しっ ゃうあょぇすっ しかっょ 10 
ゅけょうくう? 

- ╁ „┿さしっくぇか”, さぇいぉうさぇ しっ. ′ぇょは-
ゃぇき しっ ょぇ しなき くぇ すけつくけすけ きはしすけ う 
すぇき ょぇ ゃなさてぇ ょけしすけえくけ  う ょけぉさっ 
さぇぉけすぇすぇ しう, いぇ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ そうさ-
きぇすぇ.  ╆ぇとけすけ „┿さしっくぇか” ゃしなとくけしす 
っ ょゃうゅぇすっかはす くぇ ╉ぇいぇくかなお.  ‶なすせ-
ゃぇき きくけゅけ う ゃうあょぇき おぇお いぇきうさぇす 
ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ゅけかっきう ゅさぇ-
ょけゃっ, ょけさう けおさなあくう, おけゅぇすけ そぇ-

がん,  ぢだずごどごとんどん ぜぎ ごげとばぷんゑん...
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かうさぇ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ うき そぇぉさうおぇ.  ┿ 
„┿さしっくぇか” ゃしっ こぇお ょぇゃぇ さぇぉけすぇ くぇ 
きくけゅけ たけさぇ けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ  
う すけゃぇ けあうゃはゃぇくっ しっ いぇぉっかはいゃぇ けす 
たけさぇすぇ けす ょさせゅう きっしすぇ. ′ぇしおけさけ すせお 
うょゃぇたぇ きけう こさうはすっかう けす ]けそうは, 
こさっょう すけゃぇ ぉはたぇ けぉうおけかうかう おせこ 
ょさせゅう ゅさぇょけゃっ ゃ しすさぇくぇすぇ.  ╇ いくぇっ-
すっ かう さっぇおちうはすぇ うき すせお: „〉ぇぇぇ! 〈せお 
っ くっゃっさけはすくけ!”. 》ぇさっしぇ うき. 

╁うっ すけおせ-とけ さぇいぉうたすっ すっいぇ-
すぇ くぇ きくけゅけ おぇいぇくかなつぇくう, つっ 
すせお しっ あうゃっっ いかっ う くうとけ くっ しっ 
しかせつゃぇ.  

- ′ぇえ-たせぉぇゃけ っ すぇき, おなょっすけ くぇし くう 
くはきぇ, おぇおすけ おぇいゃぇす, くぇかう?  ]こけさっょ 
きっく, すけゃぇ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ くぇこさぇ-
ゃうき おぇすけ ぇさしっくぇかちう う おぇいぇくかなつぇくう 
,  っ ょぇ こけゅかっょくっき くぇゃなすさっ う ょぇ ゃう-
ょうき  たせぉぇゃけすけ ゃ ゅさぇょぇ くう う たせぉぇゃけ-
すけ ゃ ”┿さしっくぇか”. ╁ くぇし しぇきうすっ.  ┿ くっ 
ょぇ しけつうき う すなさしうき ゃうくぇゅう  かけてけすけ. 
╆ぇとけすけ かけてけすけ う たせぉぇゃけすけ ゃうくぇゅう 
しぇ しなとっしすゃせゃぇかう う とっ ゅう うきぇ.  ′け, 
ぇおけ ゃうあょぇきっ こけ-つっしすけ たせぉぇゃけすけ, 
とっ ぉなょっき こけ-とぇしすかうゃう. 

╂けしこけょうく ╇ぉせてっゃ, ゃ ちっかうは くう 
さぇいゅけゃけさ ╁うっ くうすけ ゃっょくなあ くっ 
せこけすさっぉうたすっ  ょせきぇすぇ „こけかうすう-
おぇ”. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ きくけいうくぇ ╁う  
こさうこうしゃぇす ぉなょっとぇ こけかうすうつっしおぇ 
おぇさうっさぇ, しこさはゅぇす ╁う ゃ さぇいかうつくう 
こけかうすうつっしおう ゃぇさうぇくすう う したっきう.  
′っ ╁う かう ういおせてぇゃぇ こけかうすうおぇすぇ? 

- ╋けゅぇ ょぇ おぇあぇ すぇおぇ: こけかうすう-
おぇすぇ きっ ういおせてぇゃぇ. ┿い ゃしなとくけしす 
しなき つぇしす けす こさけゅさぇきぇすぇ くぇ Trium 

Executive MBA  ゃ ╊けくょけく. 〈けゃぇ っ 
っょうく けす くぇえ- こさっしすうあくうすっ ゃ しゃっすぇ  
せくうゃっさしうすっすう, おけうすけ ょぇゃぇす ちっくくう 
こけかうすうおけ –うおけくけきうつっしおう  いくぇくうは. 
╇いおせてぇゃぇ きっ, いぇとけすけ すは っ ゃうょ きっ-
くうょあきなくす.  ╆ぇ きっく っょうく こけかうすうお,  
いぇ ょぇ っ ょけぉなさ, すさはぉゃぇ ょぇ っ ょけぉなさ 
きっくうょあなさ こさっょう ゃしうつおけ. ¨す すぇいう 
ゅかっょくぇ すけつおぇ こけかうすうおぇすぇ  くぇうしすう-
くぇ きっ ういおせてぇゃぇ. ╆ぇとけすけ すは っ こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃけ. ¨す くっは いぇゃうしはす 
きくけゅけ くっとぇ. ′っ いくぇき ゃ おぇおゃう こさけ-
っおちうう きっ しこさはゅぇす. ′け, おなき きけきっく-
すぇ くっ しっ ゃうあょぇき ゃ くうおぇおゃう こさけ-
っおちうう, いぇとけすけ けす さぇぉけすぇ くはきぇき 
ゃさっきっ  ょぇ  しっ いぇくうきぇゃぇき し こけかうすう-
おぇ. ‶けしゃっすうか しなき しっ くぇ „┿さしっくぇか”. 
¨こさっょっかっくけ おきっす くっ うしおぇき ょぇ しすぇ-
ゃぇき, くうすけ こなお  しっゅぇ  うきぇき  おぇおゃう-
すけ う ょぇ っ こけょけぉくう ぇきぉうちうう. ╇きぇき 
しう ょけしすぇすなつくけ さぇぉけすぇ, しゃなさいぇくぇ 
し „┿さしっくぇか”. ¨こさっょっかっくけ すぇおぇ きう 
っ うくすっさっしくけ. 』っすぇ きくけゅけ, ういおかの-
つうすっかくけ きくけゅけ, おぇおゃけ しっ しかせつゃぇ 
ゃ ╀なかゅぇさうは  う しゃっすぇ.  ′け っょゃぇ かう 
とっ くぇこさぇゃは  さってうすっかくぇすぇ おさぇつおぇ 
う ょぇ いぇゃうは おなき こけかうすうおぇすぇ.  ‶けくっ 
いぇしっゅぇ  くっ しっ ゃうあょぇき. ╄ょくけ けす くっ-
とぇすぇ, おけっすけ きっ ゃこっつぇすかう しかっょ いぇ-
ゃさなとぇくっすけ きう ゃ ╀なかゅぇさうは こさっょう 
くはおけかおけ ゅけょうくう, ぉっ すけゃぇ,  つっ  すせお 
しっ しないょぇゃぇす きくけゅけ しかせたけゃっ う そぇく-
すぇいうう,  ぉっい ょけさう しぇきうはす つけゃっお, 
こっさしけくぇすぇ,  ょぇ  こけょけいうさぇ いぇ すけゃぇ.   

╉ぇお しう こさっょしすぇゃはすっ くけゃうは 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお? 

- ╇しおさっくけ しっ くぇょはゃぇき ょぇ っ ょけぉなさ 

きっくうょあなさ う せこさぇゃくうお, おけえすけ ょぇ せし-
こはゃぇ ょぇ っ ょうこかけきぇすうつっく う ょぇ  けぉっ-
ょうくう ゃしうつおう こけかうすうつっしおう そさぇおちうう 
ゃ ゅさぇょぇ, ょぇ けぉっょうくう おぇいぇくかなつぇくう.  
╆ぇとけすけ しぇきけ すけゅぇゃぇ きけあっ ょぇ しっ 
さぇぉけすう いぇ ゅさぇょぇ.  ╀うた あっかぇか ょぇ っ 
せくうそうちうさぇとぇ そうゅせさぇ,  ょぇ  っ おきっす, 
おけえすけ しっ ゃうあょぇ. ╃ぇ くっ しっ しさぇきせゃぇ 
ょぇ ういかっいっ こけ せかうちうすっ. ╆ぇすけゃぇ すけえ 
すさはぉゃぇ ょぇ きけあっ ょぇ さぇぉけすう し ゃしうつおう 
いぇっょくけ. ╃ぇ っ しぇきけせゃっさっく  つけゃっお, し 
ゃういうは いぇ ゅさぇょぇ, いぇとけすけ はゃくけ うょゃぇす 
すさせょくう ゃさっきっくぇ う いぇ けぉとうくぇすぇ. 

╁うっ ゅかぇしせゃぇすっ かう くぇ ういぉけさう? 
- ┿おけ しなき ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃうくぇゅう ゅかぇ-

しせゃぇき. 
╇ くうおけゅぇ くっ しなあぇかはゃぇすっ いぇ うい-

ぉけさぇ しう? 
- ′っ, くっ しなあぇかはゃぇき. ┿い せゃぇあぇゃぇき 

きくけゅけ ょっきけおさぇちうはすぇ. ╃ぇかう っ しこっつっ-
かうかぇ きけはすぇ こぇさすうは うかう くっ, ぇい しなき しう 
とぇしすかうゃ.  〈けゃぇ, おけっすけ ょっえしすゃうすっかくけ 
きっ こさうすっしくはゃぇ, っ おせこせゃぇくっすけ くぇ ゅかぇ-
しけゃっ. 〈けゃぇ ょさぇいくう. ╆ぇとけすけ ゃ しゃはす,  ゃ 
おけえすけ こさっすっくょうさぇきっ ょぇ しきっ っゃさけこっえ-

ちう,  すけゃぇ いぇ きっく っ ぉせおゃぇかくけ こけおゃぇ-
さはゃぇくっ くぇ しうしすっきぇすぇ う くぇ  たけさぇすぇ, し 
おけうすけ は こさっょしすぇゃかはゃぇて.  ′はきぇ おぇお ょぇ 
うきぇて こけかうすうつっしおぇ すっあっしす, ぇおけ しう うい-
ぉさぇく し おせこっくう ゅかぇしけゃっ. 

╇きぇすっ かう しう ╁ぇて あうすっえしおう 
こさうくちうこ, ゃっさせの, おけっすけ しっ しすさっ-
きうすっ ょぇ くっ くぇさせてぇゃぇすっ? 

- ′っ しなき しっ いぇきうしかはか. ]すぇさぇは 
しっ こけしすけはくくけ ょぇ しっ せしなゃなさてっく-
しすゃぇき, ょぇ ょけぉぇゃはき くっこさっおなしくぇすけ 
おなき いくぇくうはすぇ しう う ゃないきけあくけしすうすっ 
しう.  ‶けしすけはくくけ ょぇ しっ くぇせつぇゃぇき くぇ 
くけゃう くっとぇ, くっ しぇきけ し つっすっくっ, ぇ う 
し きけあっくっ.    

╇きぇ っょうく ぉぇくぇかっく ゃなこさけし, 
おけえすけ ゃ ╀なかゅぇさうは ういぉはゅゃぇきっ ょぇ 
いぇょぇゃぇきっ: とぇしすかうゃ かう しすっ? 

- ╃ぇ, とぇしすかうゃ しなき. ╂かっょぇき ょぇ  しっ 
そけおせしうさぇき  ゃなさたせ たせぉぇゃうすっ くっとぇ ゃ 
あうゃけすぇ, ぇ くっ ゃなさたせ かけてうすっ. ╂かっょぇき 
くぇこさっょ う し けこすうきういなき.  ╇ すけゃぇ きっ 
こさぇゃう こけ-とぇしすかうゃ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

》さうしすけ ╇ぉせてっゃ 
し こさっょしすぇゃうすっかう 

くぇ つせあょぇ ょっかうゅぇちうは

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

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

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

『あいそてあてあ う すとくかみ か すかねてあ くあ ╆そくあおきけかう

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

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

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

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

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

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

こさぇいくうお. 
‶けかけゃうく ╉ぇいぇくかなお っ こけ

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

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ

】ぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃

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

]すっそぇく 
╀けいぇょあうっゃ

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

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

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

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

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

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

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

てかちうまてあ ねかてかてか う いちそこ 4 せあ 【ちけいとせあ ╅ちつか-
せあし, 10-てけ ませけ 
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〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ  こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっ
すけ くぇ ╃なさあぇゃくうは ゃけっくくけ-ゃさっきっくっく こかぇく けす 
こけかお. ╇かうは ′ぇかぉぇくすけゃ けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ. 
]こけさっょ こけかお. ′ぇかぉぇくすけゃ „つうくうはすぇ くぇ ╀せい

かせょあぇ”, おぇおすけ こけこせかはさくけ くぇさうつぇす „╃けき-こぇ
きっすくうおぇ くぇ こぇさすうはすぇ” たけさぇすぇ けす さっゅうけくぇ, うきぇ 
すけいう ゃうょ う おけくしすさせおちうは, いぇ ょぇ きけあっ かっしくけ ょぇ 
ぉなょっ こさっゃなさくぇすぇ ゃなゃ ゃけっくっく けぉっおす. ╋けくせきっく
すなす っ ぉうか つぇしす けす ゃけっくくけゃさっきっくくぇすぇ しうしすっきぇ 
くぇ ╁ぇさてぇゃしおうは ょけゅけゃけさ, うきぇ すさう くっいうゃうしうきう 
こけょいっきくう っかっおすさけこさけゃけょぇ, ぇしぇくしぬけさ う ゃけょぇ. 
′っえくうはす きぇとぇぉ う おけくしすさせおすうゃくう ゃないきけあくけし
すう こけいゃけかはゃぇす きけくすぇあぇ くぇ  さぇょうけかけおぇちうけくくう 
しうしすっきう いぇ くぇぉかのょっくうっ ゃ けゅさけきっく こっさうきっすなさ, しきはすぇ こけかお. ′ぇかぉぇくすけゃ. ]こけさっょ くっゅけ ╀なかゅぇさしおぇ
すぇ ぇおぇょっきうは くぇ くぇせおうすっ さぇいこけかぇゅぇ し かぇいっさくけ せしすさけえしすゃけ いぇ ういきっさゃぇくっ くぇ さぇいしすけはくうっ ょけ 500 
おき., おけっすけ くはきぇ こけょたけょはとぇ せしすぇくけゃおぇ いぇ うくしすぇかうさぇくっ. ̈ す ょさせゅぇ しすさぇくぇ „けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ くっ 
さぇいこけかぇゅぇ しなし しっういきうつくぇ しすぇくちうは う しこけさっょ きっく すは きけあっ ょぇ ぉなょっ ういゅさぇょっくぇ すせお”, おぇいぇ かっおすけさなす. 
〈けえ しつうすぇ, つっ きはしすけすけ っ こけょたけょはとけ う いぇ きけくすぇあ くぇ っゃさけこっえしおうすっ おけきこけくっくすう いぇ おけくすさけか くぇ 
すさぇそうおぇ くぇ ゃないょせてくけすけ ょゃうあっくうっ. 
╈けさょぇく ′うおけかけゃ, けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こけょおさっこう うょっはすぇ いぇ  くっけぉたけょうきけしすすぇ   

けす うくゃっしすうちうは いぇ こけょさけぉくけ ういしかっょゃぇくっ くぇ こぇきっすくうおぇ う ういゅけすゃはくっ くぇ おけくおさっすくけ こさっょかけあっ
くうっ いぇ くっゅけゃけすけ ういこけかいゃぇくっ. ‶さう こけしっとっくうっすけ くぇ けそうちうぇかくぇ ょっかっゅぇちうは けす ╉うすぇえ  こさっょう ょゃっ 
しっょきうちう すけえ こけおぇくう こけしかぇくうおぇ くぇ ╉′[ せ くぇし ╂せけ ╈っょあけせ ょぇ こけしっすはす いぇっょくけ きはしすけすけ, いぇ ょぇ 
こさっょういゃうおぇ うくすっさっし おなき こさっゃさなとぇくっすけ くぇ くぇえ-ゅけかっきうは うょっけかけゅうつっしおう きけくせきっくす ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃ こぇきっすくうお くぇ おけきせくういきぇ.
╈けさょぇく ′うおけかけゃ う こけかお. ╇かうは ′ぇかぉぇくすけゃ ぉはたぇ っょうくけょせてくう, つっ きけくせきっくすなす きけあっ ょぇ ぉなょっ こさっ

ゃなさくぇす ゃ すせさうしすうつっしおぇ ぇすさぇおちうは, くぇさっょ し ょさせゅうすっ ゃないきけあくけしすう. ] こけきけとすぇ くぇ こけかお. ′ぇかぉぇくすけゃ, 
おけえすけ っ う ょうさっおすけさ くぇ ┿しけちうぇちうは „╃あけさょあ ╋ぇさてぇか – ╀なかゅぇさうは”, う せつっくう けす ╀┿′ とっ ぉなょっ こけょ
ゅけすゃっくけ きけすうゃうさぇくけ しすぇくけゃう
とっ いぇ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ きくけ
ゅけそせくおちうけくぇかくけ ういこけかいゃぇくっ 
くぇ こぇきっすくうおぇ, おけっすけ とっ ぉなょっ 
ういこさぇすっくけ ょけ しなけすゃっすくうすっ ゃっ
ょけきしすゃぇ.                          〈┿
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっすぇく 
【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは:  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╇ゃぇく ╆ょさぇゃおけゃ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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げんぜ. だゐずんでどぎぞ ばぢづんゑごどぎず 
だど ゎぎづゐ - とんぞがごがんど げん とぜぎど 
ぞん とんげんぞずぺと

ん¡îñÖöó

╇せとねさあてあ せあ 』てあせねそ [そかう  おうそこせけねさあ 
せあ 〈けのかし ╆そせかう

 ｠ちけつてそ ¨いとのかう:  
》そしけてけさあてあ すか 

けくさとのあうあ

╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ つ さそせさとちつ くあ しそえそ 

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

 „【あこせそ そちひきけか” 

とんげんぞずぺぷとだ ぜだぜごぶぎ – がゑだざぞごぶとん 
ぞん  でとんぞがんずぞんどん ぜごぷぎず ゐだぞぎゑ

ぞんぴごだぞんずぞだ ぞんがごゎづんゑんぞぎ ゑ  とんげんぞずぺと

おけ
かぇ

 1
 か

うち
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╆けうのけみて つかさちかてあち せあ 《いはけせあ [あくあせしひさ つ のあせつ おあ つてあせか さすかて せあ えちあおあ

╆ぇきっしすくうお-けぉかぇしすくうはす せこさぇ
ゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ぉっ くけきうくうさぇくぇ いぇ おぇく
ょうょぇす-おきっす くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ いぇ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]すけはくけゃぇ こけかせつう くぇえ-きくけゅけ 
ゅかぇしけゃっ  /118 けす 145 ゃないきけあくう/ 
こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくけすけ  ¨ぉとけ 
しなぉさぇくうっ くぇ きっしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ 
くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈は っ う し くぇえ-
きくけゅけ ゅかぇしけゃっ しさっょ  おぇくょうょぇすうすっ 
いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう.
《けさせきなす ぉっ いぇ くけきうくぇちうう いぇ 
おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう おきっす, 
おきっすけゃっ くぇ くぇしっかっくう きっしすぇ う おぇく
ょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 
¨ぉとけ こっす しぇ おぇくょうょぇすせさうすっ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ ╂╄[╀ いぇ けぉとうく
しおう おきっす. ]かっょ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ 
しなぉさぇかうはす くぇえ-きくけゅけ ゅかぇしけゃっ / 
98  けす 145 ゃないきけあくう/ っ ょっこせすぇ
すなす ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ, しかっょゃぇく 
けす けぉとうくしおうは かうょっさ くぇ こぇさすう
はすぇ ]すけえけ ╇ゃぇくけゃ し 58 ゅかぇしぇ  う 
けぉとうくしおぇすぇ しなゃっすくうつおぇ けす ╂╄[╀ 
〈っきっくせあおぇ ‶ぇこぇいけゃぇ し 29 ゅかぇ
しぇ. ‶けかおけゃくうおなす けす さっいっさゃぇ う 
くぇしすけはと  ょうさっおすけさ くぇ ょうさっおちうは 
“《うくぇくしう” ゃ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ  ╃さぇゅけきうさ 〈けすっゃ っ しな
ぉさぇか くぇえ-きぇかおけ ゅかぇしけゃっ - 25 けす 
145 ゃないきけあくう.]ぇきけ ょけこさっょう ょゃっ 
しっょきうちう 〈けすっゃ ぉっ しけつっく けす くはおけう 
ゅさせこう ゃ ╂╄[╀ う ゃ ╉ぇいぇくかなお  おぇすけ 
そぇゃけさうす くぇ きっしすくぇすぇ しすさせおすせ
さぇ, ゃなこさっおう つっ こさぇおすうつっしおう っ 
くっこけいくぇす いぇ  きっしすくぇすぇ けぉとくけしす. 
]こけさっょ うくそけさきうさぇくう, し ちっか ぉな
ょっとぇ こけかうすうつっしおぇ さっぇかういぇちうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお, 〈けすっゃ っ し くけゃぇ ぇょさっしくぇ 
さっゅうしすさぇちうは ゃ ゅさぇょぇ けす おさぇは くぇ 
そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ.
¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお くけきうくうさぇ う けこさっょっかう  55 
おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくう
ちう. ╉けう けす すはた とっ こけこなかくはす かうし
すぇすぇ けす 37 おぇくょうょぇす-しなゃっすくうちう, 
とっ しすぇくっ はしくけ  こさっい しっこすっきゃさう.
]さっょ   くけきうくうさぇくうすっ いぇ しなゃっす
くうちう, けしゃっく ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
しぇ: つかっくけゃっすっ くぇ しっゅぇてくけすけ けぉ
とうくしおけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╂╄[╀ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ゃしうつおう  くぇしすけはとう  けぉ

とうくしおう しなゃっすくうちう  くぇ こぇさすうはすぇ 
ゃ きっしすくうは こぇさかぇきっくす くぇ ゅさぇょぇ, 
し ういおかのつっくうっ くぇ ぉうゃてうは かうょっさ 
╇ゃぇく ╉ぬけしっゃ, おけえすけ こさっょう きっしっち 
う こけかけゃうくぇ ぉってっ ういおかのつっく けす 
こぇさすうはすぇ,  う ょ-さ ′うおけかぇえ ╀せおけゃ, 
おけえすけ けすしなしすゃぇ こさっい こけ-ゅけかはきぇすぇ 
つぇしす けす きぇくょぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす.
¨しゃっく すはた, おぇすけ こけすっくちうぇかくう 
ぉなょっとう おぇくょうょぇす-しなゃっすくうちう しぇ 
こさっょかけあっくう: こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
こさうしなょさせあくうすっ けさゅぇくういぇちうう おなき 
╂╄[╀, ╋ぇさうは ╂うくっゃぇ, ′っょおぇ [ぇてっ
ゃぇ, ‶っすなさ ╉けしっゃ, [ぇょうぇくぇ ]すっそぇ
くけゃぇ, ╋ぇさうはくぇ ぅおうきけゃぇ, ╊うかうは 
『けくおけゃぇ う ょさせゅう.
〈さうきぇ けす こさっょかけあっくうすっ いぇ けぉ
とうくしおう しなゃっすくうちう しぇ くぇこさぇゃうかう 
しぇきけけすゃけょう: くぇしすけはとうはす ょっこせすぇす 
╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ, ╄ゃっかうくぇ ╉け
しっゃぇ, おけはすけ っ しかせあうすっか ゃ ぇょきうくう
しすさぇちうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, う ╁ぇしうか
おぇ ╄かっくおけゃぇ.
¨ぉとけすけ しなぉさぇくうっ くぇ ╂╄[╀  ゃ ╉ぇ
いぇくかなお こけょおさっこう いぇ くけゃう きぇくょぇすう 
おぇくょうょぇすせさうすっ くぇ ゃしうつおう しゃけう しっ
ゅぇてくう おきっすけゃっ こけ きっしすぇ う ういょうゅ
くぇ ょゃっ くけゃう いぇ しっかけ ╄くうくぇ. 〈ぇき 
こさっょかけあっくう  いぇ おぇくょうょぇす-おきっすけ
ゃっ しぇ ╀けはく ╉ぇかうつおけゃ う ╁っしっかうく 
┿くょさっっゃ, おけえすけ ょけしおけさけ ぉっ てっそ 
くぇ きっしすくぇ けたさぇくうすっかくぇ そうさきぇ.
╉けえ とっ っ けそうちうぇかくうはす おぇくょうょぇす 
いぇ おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす 
こぇさすうは ╂╄[╀, とっ さってう ╇いこなかくう
すっかくぇすぇ おけきうしうは くぇ こぇさすうはすぇ ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ のくう.
]なぉさぇかぇすぇ くぇえ-きくけゅけ ゅかぇしけゃっ いぇ 
おぇくょうょぇす いぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇ
かうくぇ ]すけはくけゃぇ  こさぇゃう おぇさうっさぇ ゃ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす けす 2003 ゅ.  ‶さっょう 
すけゃぇ ゃ こさけょなかあっくうっ  くぇ 10 ゅけょう
くう ]すけはくけゃぇ ぉっ ょうさっおすけさ くぇ ょっす
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃.  ╁ 
おさぇは くぇ 2003 ゅ. すは こけかせつう こさっょ
かけあっくうっ けす おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ ょぇ こけっきっ こけしすぇ 
くぇ ゅかぇゃっく っおしこっさす こけ けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ. ]かっょ すけゃぇ ]すけはくけゃぇ しこっ
つっかう  おけくおせさし いぇ ょうさっおすけさ くぇ ょう
さっおちうは „¨ぉさぇいけゃぇくうっ, おせかすせさぇ う 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ”,  ぇ  こさっい 2007 ゅ. 

う いぇ しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお.  ]かっょ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ こぇさ
かぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう  けす ╂╄[╀ 
こさっい 2009 ゅ., ╂ぇかうくぇ  ]すけはくけゃぇ 
こけっ こけしすぇ くぇ いぇきっしすくうお-けぉかぇし
すっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
′っえくう さっしけさう しぇ しけちうぇかくぇすぇ こけ
かうすうおぇ, けぉさぇいけゃぇくうっすけ, いょさぇゃっけ
こぇいゃぇくっすけ, おせかすせさぇすぇ, ょなさあぇゃくぇ
すぇ  しけぉしすゃっくけしす,  せしすさけえしすゃけすけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ う すせさういきなす. 
 ┿おけ くっえくぇすぇ おぇくょうょぇすせさぇ こけ
かせつう けそうちうぇかくけすけ けょけぉさっくうっ 
くぇ ╇いこなかくうすっかくぇすぇ おけきうしうは くぇ 
╂╄[╀, すけ こさっい のくう とっ しぇ はしくう  
ょゃぇきぇ けす こさっすっくょっくすうすっ いぇ おきっす
しおうは こけしす くぇっしっく ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっょう くけきうくぇちうはすぇ くぇ ]すけはくけ
ゃぇ けす ╂╄[╀, こぇさすうは ┿すぇおぇ ゃ  ゅさぇ
ょぇ くけきうくうさぇ いぇ おぇくょうょぇす –おきっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお しゃけは きっしすっく かうょっさ 
うくあ. ╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ. 
╃っしくうすっ  とっ ういぉうさぇす ういきっあょせ 
すさうきぇ しゃけう こけすっくちうぇかくう おぇくょう
ょぇすう, ぇ おぇくょうょぇすなす くぇ  ╀]‶  とっ 
ぉなょっ くけきうくうさぇく しかっょ こさけせつゃぇくっ 
ゃ こぇさすうえくうすっ けさゅぇくういぇちうう. 
╇くすっさゃの し ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ きけ
あっすっ ょぇ こさけつっすっすっ くぇ しすさ. 6 
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〉あお 1000 おとのけ そて ぬみしあてあ つてちあせあ はか つか せあおけえちあうあて う つひいそてあ  せあ たし. „』かうてそたそしけつ”

╆ぇ つっすゃなさすう こなす ゃ ょくうすっ くぇ 
さけいけぉっさぇ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお しっ 
けさゅぇくういうさぇ ′ぇちうけくぇかくけ くぇ-
ょうゅさぇゃぇくっ “〈なこぇく ぉうっ, たけさけ 
しっ ゃうっ”. ╃っくはす くぇ くぇょうゅさぇゃぇ-
くっすけ っ 28 きぇえ 2011 ゅ.,しなぉけすぇ, 
けす 17.00 つ., くぇ  こかけとぇょ „]っ-
ゃすけこけかうし”.  ╁ さぇくくぇすぇ くっょっか-
くぇ せすさうく ゃしうつおう せつぇしすくうちう 
しぇ こけおぇくっくう くぇ さけいけぉっさ ゃ 
さけいけゃうすっ ゅさぇょうくう, いぇ ょぇ せしっ-
すはす ぇさけきぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇ-
すぇ きぇしかけょぇえくぇ さけいぇ う しっ  くぇ-
しかぇょはす くぇ くっえくぇすぇ おさぇしけすぇ. 
╁ くぇょうゅさぇゃぇくっすけ せつぇしすうっ とっ 
ゃいっきぇす 37  そけかおかけさくう おかせぉぇ 
けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ し くぇょ 1 000 
せつぇしすくうちう. 〈さう けす そけさきぇちう-
うすっ しぇ けす ╉ぇいぇくかなお, ぇ けしすぇ-
くぇかうすっ しぇ けす ]けそうは, ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ╀せさゅぇし, ‶けきけさうっ, 
╁っかうくゅさぇょ, ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 

‶なさゃけきぇえ, ‶かけゃょうゃ, [ぇいかけゅ, 
╀かぇゅけっゃゅさぇょ, ╃せこくうちぇ, ╃う-
きうすさけゃゅさぇょ, ╄すさけこけかっ, ‶ぇ-
しぇさっか, ¨ぉとうくぇ ]すさせきはくう, し. 
【っえくけゃけ う し. ┿くすけく.
′ぇちうけくぇかくけすけ くぇょうゅさぇゃぇくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ こさっゃなさくぇ ゃ 
あっかぇくけ う ういこなかくっくけ し っきけ-
ちうう こさっあうゃはゃぇくっ. ╋くけゅけけ-
ぉさぇいうっすけ う ぉけゅぇすぇすぇ さうすきう-
おぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ くぇさけょくう 
たけさぇ う さなつっくうちう いぇさぇいはゃぇす 
いぇ せつぇしすうっ ゃ くっゅけ ゃしっ こけゃっつっ 
すぇくちぬけさう. ╆ぇ ういきうくぇかうすっ すさう 
ゅけょうくう くぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ  ゅけし-
すせゃぇかう くぇょ 3 000 かのぉうすっかう-
すぇくちぬけさう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, 
しさっょ おけうすけ おきっすけゃっ, かっおぇさう, 
せつうすっかう, ぉぇくおっさう, しつっすけゃけ-
ょうすっかう, ぇょゃけおぇすう う ょさせゅう -  
たけさぇ し さぇいかうつくう こさけそっしうう, 
くけ けぉっょうくっくう けす さけょくうは すぇく-

ちけゃ そけかおかけさ. 
〈さぇょうちうけくくけ けさゅぇくういぇすけさ 
くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ くぇょうゅさぇ-
ゃぇくっ っ ′』 “╅ぇさ-2002” ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお し こさっょしっょぇすっか 
╃けさぇ ‶っすおけゃぇ. ╁ けさゅぇくう-
いぇちうはすぇ しっ ゃおかのつゃぇす つうすぇ-
かうとくうすっ そけさきぇちうう: 〈ぇくちけゃ 
おかせぉ “╅ぇさ”, 《けかおかけさっく ぇく-
しぇきぉなか “‶ぇかぇゃくうちう” う 〈ぇく-
ちけゃぇ そけさきぇちうは “╊せょう きかぇ-
ょう”. 》けさっけゅさぇそう しぇ  ‶っすなさ 
╀っかつっゃ う ╃っぇくぇ ‶っすおけゃぇ. 
‶けょぇさなちうすっ いぇ せつぇしすくうちう-
すっ しっ ういさぇぉけすゃぇす けす ╉ぇすは 
╆けゅさぇそけゃぇ , さなおけゃけょうすっか くぇ 
┿すっかうっ “‶なしすさけちゃっす” . 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ おぇくはす ぇさ-
しっくぇかちう う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
けぉとうくぇすぇ ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ 
くぇょうゅさぇゃぇくっすけ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╇きっ: ╋ぇさうは ╁ぇしうかっゃぇ ‶うしおけゃぇ
╋っしすけさぇぉけすぇ: [ぇぉけすう ゃ けすょっか  „╋ぇさおっすうくゅ“, „┿さしっくぇか 
2000“ ┿╃
╃かなあくけしす:  ╃ういぇえくっさ
╂けょうくう: 27
╆けょうは: ¨ゃっく
》けぉう: ]こけさす, [うしせゃぇくっ, 〈せさういなき

〉ゃぇあぇっきう くぇてう つうすぇすっかう, ぇさしっくぇかちう!

〈 けゃぇ っ させぉさうおぇ いぇ けつうすっ う しなさちぇすぇ. 
╁しっおう けす ゃぇし きけあっ ょぇ くぇきっさう きはし-

すけ ゃ くっは うかう ょぇ しすぇくっ うょっけかけゅ くぇ こけ-
さっょくぇすぇ ゃしっくぇさけょくぇ さぇょけしす, おぇすけ くう 
こけしけつう うかう ういこさぇすう しくうきおう くぇ しゃけう 
そぇゃけさうすう,  おけかっゅう, てっそけゃっ う こけいくぇ-
すう, さぇぉけすっとう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか” うかう うきぇとう しぇくすうきっくす し ぉかういおう 
ょけ „┿さしっくぇか”, おけうすけ けしゃっく し せき, ぉかっし-
すはす う し とっょさぇ こさうさけょぇ う さぇょゃぇとぇ けおけ-
すけ ゃういうは. 
 〈けゃぇ くっ っ いぇこぇいっくぇ あっくしおぇ すっさうすけ-
さうは, いぇとけすけ しゃっすなす くはきぇ おぇお ょぇ しすぇ-
くっ こけ-おさぇしうゃ, ぇおけ いぇ くっゅけ くっ さぇぉけすはす 
こけくっ ょゃぇきぇ. 
╀なょっすっ しきっかう う くっ あぇかっすっ かっくすぇ,  こうお-
しっかう う こぇきっす, しくうきぇえすっ う こさぇとぇえすっ, 

╁くせつおぇすぇ くぇ こけおけえくうは ゃっつっ 
╉きっす くぇ ]すけかっすうっすけ くぇ ╉ぇ-

いぇくかなお ]すぇくつけ ╉けっゃ – 21-ゅけ-
ょうてくぇすぇ ]うきけくぇ ╀けさうしかぇゃけゃ 
╉けっゃぇ うきぇ こけさぇいうすっかくぇ こさうかう-
おぇ しなし しおぇくょぇかくぇすぇ ╃さぇゅけきう-
さぇ ぅくっゃぇ - ぉなかゅぇさしおぇ ぇおすさうしぇ 
う さっあうしぬけさおぇ, ういゃっしすくぇ けとっ 
おぇすけ ╋うてっか ╀けくっゃ.

╇きっすけ くぇ ╋うてっか くぇてせきは こさっょう 
くはおけかおけ しっょきうちう ゃ  ╀なかゅぇさうは し 
こさっきうっさぇすぇ くぇ くっえくぇすぇ かっくすぇ 
„ ]ぉけゅけき, きぇきけ”, ぇゃすけぉうけゅさぇ-
そうつっく そうかき いぇ けすくけてっくうはすぇ 
きっあょせ きぇえおぇ う ょなとっさは. 
╇きっすけ くぇ しっおしぇこうかくぇすぇ う ぇすさぇお-
すうゃくぇ  ぉなかゅぇさおぇ しすぇくぇ ういゃっしすくけ う 
こけおさぇえ しおぇくょぇかぇ こさっい しっこすっきゃさう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ し こけっすうすっ さぇい-
くけしおう くぇ きうくうしすなさぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
╁っあょう [ぇてうょけゃ いぇ せつぇしすうっ  ゃ おう-
くけそっしすうゃぇか ゃなゃ ╁っくっちうは, おなょっすけ 
そうかきなす くぇ ╀けくっゃ こけかせつう くぇゅさぇ-
ょぇすぇ Action for women くぇ ]なゃっ-
すぇ くぇ ╄ゃさけこぇ こけ ゃさっきっ くぇ 67-すけ 
ういぇょくうっ くぇ おうくけそっしすうゃぇかぇ.
‶さうかうおぇすぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ きけ-
きうつっ し うすぇかうぇくしおぇすぇ ぇおすさうしぇ っ 
こけさぇいうすっかくぇ, せしすぇくけゃはゃぇ ゃしっおう, 

うきぇか ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しさぇゃくう そけ-
すけしう くぇ たせぉぇゃうちうすっ. 
]ぇきぇすぇ ]うきけくぇ くっ おさうっ, つっ っ ういせ-
きっくぇ けす こさうかうおぇすぇ, ゃなこさっおう つっ 
ょけしっゅぇ すは くっ っ ぉうかぇ いぇぉっかはいゃぇくぇ. 
〈ゃなさょう ,つっ けぉとけすけ きっあょせ くっは う  
ういゃっしすくぇすぇ え ょゃけえくうつおぇ っ あっかぇ-
くうっすけ いぇ しぇきけしすけはすっかくけしす う くっいぇ-
ゃうしうきけしす, ゃ すけゃぇ つうしかけ う けす きなあっ,  

ぇきぉうちううすっ う かのぉけゃすぇ おなき あうゃけすぇ.  
]うきけくぇ けすおさうゃぇ けぉとけ う ゃ けすくけてっ-
くうはすぇ うき し きぇえおうすっ: し せゅけゃけさおぇすぇ,  
つっ すは しなとけ うきぇ ょけしすぇ  しこけさけゃっ し  
きぇえおぇ しう, くけ ゃ  おさぇえくぇ  しきっすおぇ  
さぇいぉうさぇ  くっえくぇすぇ ゃいうしおぇすっかくけしす う 
しっ しなけぉさぇいはゃぇ し すけゃぇ. 
21-ゅけょうてくけすけ きけきうつっ こさういくぇ-
ゃぇ, つっ くっ っ ゅかっょぇかけ けとっ そうか-
きぇ くぇ ╋うてっか ╀けくっゃ „]ぉけゅけき, 
きぇきけ”, くけ し けゅさけきくけ かのぉけこうす-
しすゃけ  とっ ゅけ  くぇこさぇゃう.  ]なとけ 
おぇすけ ょゃけえくうつおぇすぇ しう, ]うきけ-
くぇ うきぇ しすさぇしす おなき おうくけすけ, くけ 
いぇしっゅぇ ぉっい せしこった. ‶けょぇゃぇかぇ っ 
ょけおせきっくすう いぇ せつぇしすうっ ゃ しぇえすけ-
ゃっ, くぇぉうさぇとう しすぇすうしすう,  ゃ すけゃぇ 
つうしかけ う いぇ そうかきぇ „〈さけは”. 
╉ぇいぇくかなておぇすぇ ょゃけえくうつおぇ くぇ 
╋うてっか ╀けくっゃ っ いぇゃなさてうかぇ  

おぇいぇくかなておぇすぇ  》せきぇくうすぇさくぇ 
ゅうきくぇいうは,  し こさけそうか うしこぇくしおう 
う ゅっけゅさぇそうは, ぇ ゃ きけきっくすぇ せつう 
いぇょけつくけ ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけゅうは 
ゃ ‶かけゃょうゃしおうは  せくうゃっさしうすっす. 
‶けおさぇえ ういこうすうすっ う かっおちううすっ 
]うきけくぇ すさせこぇ あうすっえしおう けこうす 
う おぇすけ おけぇそぬけさ ゃ  しぇかけくぇ くぇ 
きぇえおぇ しう - 〈っけょけさぇ.
]なとけ おぇすけ ╋うてっか ╀けくっゃ, う ]う-
きけくぇ こけょょなさあぇ  そうゅせさぇ しなし 
しこけさす う さぇいたけょおう しさっょ こさうさけょぇ-
すぇ: ぉかういけ 7 ゅけょうくう おぇいぇくかなておけ-
すけ きけきうつっ っ しさっょ ゃないこうすぇくうつおう-
すっ くぇ くぇえ-ぉなさいぇすぇ ぉはかぇ あっくぇ いぇ 
2000 –すぇ ゅけょうくぇ,  かっおけぇすかっすおぇすぇ 
‶っすは ‶っくょぇさっゃぇ. 
╁ しこけさすくぇすぇ しう おぇさうっさぇ うきぇ 4-すけ 
きはしすけ  くぇ 100 きっすさぇ ぉはゅぇくっ こさっい 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおけ-
すけ こなさゃっくしすゃけ いぇ しすせょっくすう ゃ ]け-
そうは, おぇおすけ う くぇゅさぇょう けす ょっしっすおう 
さっこせぉかうおぇくしおう しなしすっいぇくうは.  
]っおしぇこうかくぇすぇ  おぇいぇくかなつぇくおぇ  
くっ おさうっ, つっ え っ こさうはすくけ しさぇゃ-
くっくうっすけ し  おさぇしうゃぇすぇ くう しなくぇ-
さけょくうつおぇ,  くけ っ おぇすっゅけさうつくぇ, 
つっ とっ ゅさぇょう  しゃけは しけぉしすゃっく 
こなす  う しすうか ゃ あうゃけすぇ. 
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いぇ ょぇ うきぇ くぇ おぇおゃけ ょぇ しっ さぇょゃぇす けつうすっ 
すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ ょせてうすっ すなゅせゃぇす. 
 ┿ う おぇお ぉってっ: おさぇしけすぇすぇ とっ しこぇしう 
しゃっすぇ! 
 〉ぉっょっくう しきっ, つっ ゃ „┿さしっくぇか”  „しゃっすなす 
っ ゅけかはき う しこぇしっくうっ ょっぉくっ けすゃしはおなょっ”.
 ╁ぇてうすっ  しくうきおう うかう うょっう いぇ  いぇ-
しかせあゃぇとう ゃしっくぇさけょくぇすぇ う ゃしっぇさしっ-
くぇかしおぇ  さぇょけしす  おさぇしぇゃうちう う たせぉぇゃちう 
きけあっすっ ょぇ ういこさぇとぇすっ くぇ しかっょくうは ぇょ-
さっし: didab@abv.bg うかう こなお ょぇ  こけ-
さなつゃぇすっ  しこっちうぇかくぇ そけすけしっしうは くぇ  すっ-
かっそけく: 0431/ 6 40 94; 0882 98 70 13
┿ くぇて ぇくゅぇあうきっくす っ くうとけ たせぉぇゃけ ょぇ 
くっ こさけこせしくっき!
 PS. ‶ぇさう けす くぇし いぇ さぇょけしすうすっ けつくう 
くっ けつぇおゃぇえすっ, くけ こなお とけ さぇょけしす 
っ ょぇ いくぇって, つっ „ う くうえ しきっ ょぇかう 
くっとけ くぇ しゃっすなす”… 

Симона Коева

Мишел Бонев

ぢんぜぎどぞごとぺど ぞん ゐばげずばがぐん – ゑだぎぞぎぞ だゐぎとど?
』ひはかつてうとうあて たそせか てちけ うあちけあせてあ くあ けくたそしくうあせか せあ たあすかてせけさあ せあ うちひに ╆とくしと
おきあ. ╊おけせ そて てみに か おあ つてあせか うそかせかせ そいかさて.

‶ぇきっすくうおなす くぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ けすゃなすさっ

】っ しすぇくっ かう ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお - はしくけ ゃ おさぇは くぇ けおすけきゃさう

ぁかつてけて ちそきおかせ おかせ, 
つさひたけ えそつたそおけせ ╆そくそう!

¨す おけかっゅうすっ - 
]╉ くぇ ╉′]╀ こさう “┿さしっくぇか”┿╃

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく


