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

¨つさちあ 『あおかうあ: [ちかたみて せけ
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg;
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg;
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╉ぇいぇくかなておう うくすっさくっす こけさすぇか ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ ゃしうつおう あっかぇっ-
とう ょぇ ゅかぇしせゃぇす いぇ くけゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012. 〈は とっ ぉなょっ ういぉさぇくぇ 

くぇ 1 のくう くぇ すさぇょうちうけくくうは おけくおせさし-しこっおすぇおなか ゃ ╃╉ “┿さしっくぇか”. 
╃け おけくおせさしぇ おぇいぇくかなつぇくう きけゅぇす ょぇ ゃうょはす 10-すっ こさっすっくょっくすおう いぇ 

おけさけくぇすぇ ゃ うくすっさくっす - しくうきおう, ゃうょっけ う おさぇすおぇ こさっいっくすぇちうは. 
╇くすっさくっす こけさすぇかなす ╉azanlak.]om けさゅぇくういうさぇ, し ういおかのつうすっかくけ-

すけ しなょっえしすゃうっ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, うくすっさくっす ゅかぇしせゃぇくっ いぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ 2012. 
‶け すけいう くぇつうく おぇいぇくかなつぇくう とっ せつぇしすゃぇす ゃ あせさうすけ くぇ おけくおせさしぇ. 

╂かぇしせゃぇくっすけ こけ うくすっさくっす とっ しっ けすさぇいう くぇ おさぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ ゃ うい-
ぉけさぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012. ╁しっおう こけすさっぉうすっか きけあっ ょぇ ゅかぇしせゃぇ いぇ 
こけゃっつっ けす っょくけ きけきうつっ, くけ くっ きけあっ ょぇ ゅかぇしせゃぇ こけゃっつっ けす ゃっょくなあ いぇ 
ゃしはおぇ けす すはた!
╂かぇしせゃぇえすっ いぇ ゃぇてぇすぇ ういぉさぇくうちぇ くぇ ぇょさっし www.kazanlak.com
╇くすっさくっす こけさすぇかなす Kazanlak.Com っ けしくけゃっく うくすっさくっす こぇさすくぬけさ くぇ 

《っしすうゃぇかぇ くぇ さけいぇすぇ 2012.
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19 きぇえ
19.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
¨こっ[¨╆┿: ぉぇかっす„┿さぇぉっしお“; 
„′っしすうくぇさおぇ” こけ きせいうおぇ くぇ ╋ぇ-
さうく ╂けかっきうくけゃ; „╋ぇかおう こさぇゃう-
かぇ” こけ きせいうおぇ くぇ [せきっく ╀けはょあう-
っゃ-しうく

23 きぇえ
19.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
╉けくちっさす:„〈ぇかぇくす う おさぇしけすぇ ゃ 
╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ“;
‶さっょしすぇゃはくっ くぇ きぇかおうすっ すぇかぇく-
すう, ゃないこうすぇくうちう くぇ ¨╃╉

24 きぇえ - 10 のくう
〉か. “╇しおさぇ”
„╀なかゅぇさしおうすっ いぇくぇはすう くぇ こさぇい-
くうおぇ くぇ さけいぇすぇ”- ぉぇいぇさ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおう いぇくぇはすつうう; „┿さけきぇ きぇさ-
おっす“ – ぉぇいぇさ くぇ こさけょせおすう けす 
さけいけゃう う っすっさうつくう きぇしかぇ

24 きぇえ - 04 のくう
〉か. “╇しおさぇ”
„『ゃっすけゃっすっ くぇ ょけかうくぇすぇ” – うい-
かけあぉぇ くぇ たせょけあくうちう けす ╉ぇいぇく-
かなお

24 きぇえ
17.30 つ. - 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっ-
さうは
‶さけっおす „╂かぇゅけかうちぇすぇ” - ういかけあ-
ぉぇ う おけくちっさす くぇ ′╂‶╇╃ “┿おぇょ. 
╃っつおけ 〉いせくけゃ”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う 
′〉╋]╇ “》さ. ╋けさそけゃぇ”, ゅさ.]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ 

24 きぇえ
19.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
¨こっ[¨╆┿: ‶さけっおす„〈っけょけしう ]こぇ-
しけゃ う ′っぉっしくう しすさせくう“; ╄すくけ, 
おかぇしうおぇ う ょあぇい, こさっょしすぇゃっくう けす 
せくうおぇかくうは ぉなかゅぇさしおう きせいうおぇす 
う ぇくしぇきぉなか いぇ しすさせくくう うくしすさせ-
きっくすう

25 きぇえ
10.00 つ. - ]っかけ [けいけゃけ
[うすせぇか さけいけぉっさ

25 きぇえ
11.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
╉けくおせさし いぇ おさぇしけすぇ う すぇかぇくす: 
„╋うくう ちぇさうちぇ [けいぇ”

25 きぇえ
21.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╄すくうおぇ《╄]〈: „‶さっつうしすゃぇくっ し 
けゅなく“-おけくちっさす くぇ ゅさせこぇ “¨さぇす-
くうちぇ” (っすくけ そのょあなく, ょさなき っくょ 
ぉっえし); けゅくっく しこっおすぇおなか くぇ „╃う-
ゃうくうすぇし“

25 きぇえ, 26 きぇえ
17.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
„〈なこなく ぉうっ, たけさけ しっ ゃうっ”- くぇ-
ちうけくぇかくけ くぇょうゅさぇゃぇくっ
くぇ しなしすぇゃう けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. 
¨すゃけさっく いぇ せつぇしすうっ くぇ ゃしうつおう 
ゅけしすう くぇ ゅさぇょぇ

27 きぇえ
10.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
╉せこぇ „[¨╆┿”: ′ぇちうけくぇかっく おけく-
おせさし いぇ おかぇしうつっしおう う
きけょっさくう すぇくちう ゃ すさう ゃないさぇしすけ-
ゃう おぇすっゅけさうう (10-19 ゅけょ.)

27 きぇえ
17.30 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
《かぇてきけぉ: „Dance point 
Kazanlak“

01 のくう
10.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
‶さぇいくうお くぇ ゅさぇょぇ, ういょうゅぇくっ くぇ 
いくぇきっすけ

01 のくう
16.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╄すくうおぇ《╄]〈: “╉さなゅけゃさぇす くぇ 
こさうさけょぇすぇ“ - しこっおすぇおなか くぇ そけか-
おかけさくう ゅさせこう, こさっょしすぇゃはとう 
すさぇょうちうけくくう けぉさっょう

01 のくう - 03 のくう
‶ぇさお “[けいぇさうせき”
“╉ぇいぇくかなお こさっい くぇてうすっ けつう” - 
さっゅうけくぇかっく こかっくっさ いぇ さうしせくおぇ

01 のくう
19:00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ 
“┿さしっくぇか”
╉けくおせさし-しこっおすぇおなか “『ぇさうちぇ 
[けいぇ”

01 のくう
22.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╉けさけくはしゃぇくっ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ

01 のくう - 04 のくう
╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ „╇しおさぇ”
′ぇちうけくぇかっく そけすけこかっくっさ „╁ ╃け-
かうくぇすぇ くぇ さけいうすっ”

  2012

¨す 20-すう ぇこさうか すぇいう ゅけょうくぇ くぇしぇき ゃしっおう さぇぉけすっと ぉなかゅぇ-
さうく ゃっつっ さぇぉけすう „いぇ しっぉっ しう”.  〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ くぇ 

╇くしすうすせすぇ いぇ こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ. 
]こけさっょ ういつうしかっくうはすぇ くぇ うおけくけきうしすうすっ, ょけ 20-すう ぇこさうか ゃしっ-

] ┶┶-さけ きはしすけ, こかぇおっす う ゅさぇきけすぇ けす こなさゃけすけ ういょぇくうっ くぇ ′ぇちうけくぇか-
くうは すぇくちけゃ おけくおせさし いぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおう そけかおかけさくう ぇくしぇきぉかう う 

すぇくちけゃう しなしすぇゃう „′ぇてうすっ きぇかおう ゅけかっきう すぇくちぬけさう” - ╁っかうおけ 〈なさくけ-
ゃけ`2012 しっ いぇゃなさくぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうはす そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
„┿さしっくぇか” し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ.
╋ぇかおうすっ すぇくちぬけさう けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ておけかぇ こけ ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう 

すぇくちう う けす おけくちっさすくうは しなしすぇゃ いぇゃけのゃぇたぇ こさっしすうあくけすけ きはしすけ ゃ おけく-
おせさっくちうは し 14 しなしすぇゃぇ けす ゃしうつおう おさぇうとぇ くぇ ╀なかゅぇさうは - [せしっ, ╀ぇくしおけ, 
╂けさくぇ ¨さはたけゃうちぇ, ╀はかぇ ]かぇすうくぇ う ょさ.

╉けくおせさしなす ぉっ あせ-
さうさぇく けす さなおけゃけ-
ょうすっかうすっ くぇ せつぇしす-
ゃぇとうすっ ゃ くっゅけ 
そけかおかけさくう すぇくちけゃう 
そけさきぇちうう こけ てっ-
しすけぉぇかくぇすぇ しうしすっ-
きぇ, おぇすけ ゃしっおう けす 
さなおけゃけょうすっかうすっ 
けちっくはゃぇてっ ゃしうつおう 
しなしすぇゃう, ぉっい しゃけは.
′ぇ 22 きぇえ, ゃすけさ-

くうお, けす 18.30 つ. 
╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” 
とっ こさっょしすぇゃう ゅけ-
ょうてくうは しう おけくちっさす-
こさけょせおちうは, ゃ おけえすけ 
とっ ゃいっきぇす せつぇしすうっ 
こけゃっつっ けす 120 すぇく-
ちぬけさう, ういせつぇゃぇとう 
くぇさけょくう すぇくちう こさう 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ. ╃っす-
しおぇすぇ そけかおかけさくぇ 
そうっしすぇ とっ しっ しなし-
すけう ゃ ゅけかはきぇすぇ いさう-
すっかくぇ いぇかぇ くぇ ╃╉ 
„┿さしっくぇか”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

       - 
  - ,   !

Скъпи господин Бозов,
желаем Ви нови сили и неспирна упоритост в 

покоряването на синдикалните върхове, които в 
днешно време стават все по високи. 

Пожелаваме Ви успехи в съвместната ни синдикална 
работа, все по-сложна и по-трудна, но  възможна само 
с лидери като Вас.

  !
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170 ょさなゃつっすぇ けす さっょおうは ゃうょ こぇせかけゃくうは 
ぉはたぇ こけしぇょっくう ゃ おぇいぇくかなておうは こぇさお „╁ぇ-
しうか ╊っゃしおう” こけ ゃさっきっ くぇ ゅけかはきぇすぇ ぇおちうは 
こけ こけつうしすゃぇくっ くぇ ゅさぇょぇ, つぇしす けす くぇちうけ-
くぇかくぇすぇ おぇきこぇくうは „╃ぇ ういつうしすうき ╀なかゅぇ-
さうは いぇ っょうく ょっく”. 

╆ぇしぇょっくうすっ ょなさ-
ゃっすぇ うきぇす しかぇゃぇすぇ 
くぇ ちぇさしおけ ょなさゃけ, 
いぇとけすけ しっ こさうっ-
きぇ, つっ しなょなさあぇす 
ゃ しっぉっ しう すぇえくぇすぇ 
くぇ ょなかゅけかっすうっすけ.  
╃っしっす けす すっいう 

ょなかゅけかっすくう ょなさ-
ゃっすぇ ぉはたぇ こけしぇょっ-
くう けす すぇいゅけょうてくう-
すっ そうくぇかうしすおう いぇ 
おけくおせさしぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ. 〈けゃぇ くぇおぇさぇ 
こさうしなしすゃぇとうすっ くぇ 
いぇしぇあょぇくっすけ ょぇ 
くぇさっおぇす こけはゃうかぇ-
すぇ しっ くけゃぇ ゅさぇょう-
くぇ - 『ぇさしおぇすぇ. 

  “ ”  

おう っょうく けす さぇぉけすっとうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは っ さぇぉけすうか, いぇ ょぇ しう こかぇすう 
ょぇくなちうすっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. 
╃っくはす, ゃ おけえすけ „こさったゃなさかはきっ” ゅさぇくうちぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ いぇ ょぇくな-

ちうすっ う いぇこけつゃぇきっ „くぇ つうしすけ”, っ ういゃっしすっく ゃ ちはか しゃはす おぇすけ „╃っ-
くはす くぇ しゃけぉけょぇ けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ” うかう Tax Freedom Day. ╆ぇ 
さぇぉけすっとうすっ ぉなかゅぇさう, こさうつうしかっくう おなき す.く „しさっょくぇ おかぇしぇ”, ょっ-
くはす くぇ しゃけぉけょぇすぇ けぉぇつっ とっ くぇしすなこう こけ-おなしくけ - こさっい かはすけすけ, 
いぇさぇょう こけ-ゃうしけおうすっ さぇいきっさう くぇ ょぇくなつくぇすぇ すっあっしす ゃなさたせ すはた.
╇いつうしかっくうはすぇ こけおぇいゃぇす おけゅぇ ょなさあぇゃくぇすぇ たぇいくぇ とっ しっ こけ-

こなかくう, ぇおけ ゃしうつおけ ういさぇぉけすっくけ ぉなょっ きけきっくすぇかくけ ういいっきゃぇくけ. 
〈けゃぇ っ ょっくはす, ゃ おけえすけ ゅさぇあょぇくうすっ しこうさぇす  ょぇ さぇぉけすはす いぇ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ う いぇこけつくぇす ょぇ さぇぉけすはす いぇ しっぉっ しう. 
╁ ╀なかゅぇさうは すけいう ょっく すさぇょうちうけくくけ しっ こぇょぇ こさっい きぇえ, ぇ こけ-

さぇくくけすけ きせ くぇしすなこゃぇくっ こさっい こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう しっ ょなか-
あう ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく くぇ こけ-くうしおうすっ こさうたけょう しかっょ 2008 ゅ. う 

こけはゃぇすぇ くぇ ぉのょあっすっく ょっそう-
ちうす, しきはすぇす しこっちうぇかうしすうすっ けす 
╇‶╇.
‶さっい 2012 ゅ. ぉなかゅぇさうすっ とっ 

ういさぇぉけすはす しさっょくけ こけ 223 
きかく. かゃ. いぇ っょうく おぇかっくょぇ-
さっく ょっく, ういきっさっくけ つさっい けつ-
ぇおゃぇくうは ╀╁‶. ]かっょけゃぇすっかくけ 
こさっい 2012 ゅ. しぇ くっけぉたけょうきう 
111 ょくう, いぇ ょぇ しっ ういさぇぉけすはす 
こさっょゃうょっくうすっ 24,8 きかさょ. かゃ. 
こさうたけょう ゃ ぉのょあっすぇ. ╁いっす っ 
こけょ ゃくうきぇくうっ う そぇおすなす, つっ 
2012 ゅ. っ ゃうしけおけしくぇ, おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ っょうく ょけこなかくうすっかっく 
ょっく いぇ さぇぉけすぇ う こけこなかゃぇくっ 
くぇ たぇいくぇすぇ.
╁しっおう さぇぉけすっと ぉなかゅぇさうく 

とっ さぇぉけすう 32 ょくう すぇいう ゅけ-
ょうくぇ しぇきけ, いぇ ょぇ こけこなかくう 
こさうたけょうすっ けす ╃╃]. ╆ぇ こさう-
たけょうすっ けす ぇおちういう とっ しぇ くう 
くせあくう こけつすう 19 ょくう. ╆ぇ けしう-
ゅせさけゃおうすっ とっ さぇぉけすうき こかなす-
くけ 25 ょくう, けす おけうすけ 17 ょくう 
いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ う 8 
ょくう いぇ いょさぇゃくけ. ‶さうたけょうすっ 
けす こけょけたけょくうすっ ょぇくなちう とっ 
こけこなかくうき いぇ 10 ょくう, ぇ すっいう 
けす おけさこけさぇすうゃくう ょぇくなちう 
いぇ 7 ょくう. ╃させゅう 7 ょくう こさっい 
2012 ゅけょうくぇ さぇぉけすうき しぇきけ, 
いぇ ょぇ しう こかぇすうき ょなさあぇゃくうすっ 
う けぉとうくしおう すぇおしう. ╇きせとっしす-
ゃっくうすっ ょぇくなちう くう おけしすゃぇす 3 
さぇぉけすくう ょくう.
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- 』っしすけ しすっ すせお. ¨ぉうつぇ
すっ こせぉかうおぇすぇ うかう うきぇすっ  
しこっちうぇかくう しうきこぇすうう おなき 
ゅさぇょぇ う たけさぇすぇ きせ? 
- ╇きぇすっ こさっおさぇしっく ゅさぇょ, 

こせぉかうおぇすぇ ゃう けとっ こけゃっつっ, 
う いぇすけゃぇ いぇ くぇし っ けゅさけきくけ 
せょけゃけかしすゃうっ ょぇ ゃう ゅけしすせゃぇ
きっ ゃうくぇゅう. ╄すけ, う しかっょ すけいう 
しこっおすぇおなか しっゅぇ, ゃうっ ゃうょはたすっ 
おぇおゃぇ こせぉかうおぇ しすっ. ╇ おけゅぇ
すけ しっ こけかせつう すぇおなゃ おけくすぇおす 
きっあょせ ゃぇし う くぇし, すけゃぇ っ くぇえ-
たせぉぇゃけすけ くっとけ, おけっすけ きけあっ 
ょぇ くう しっ しかせつう. 

- ′っ いくぇき くぇ おけかおけ ゅけ
ょうくう しすっ, くけ くっ ╁う かうつぇす. 
〈ぇえくぇすぇ ゃ きくけゅけすけ さぇぉけ
すぇ かう っ  うかう っ ゃなこさけし くぇ 
ょせた? ╇かう しすっ けす たけさぇすぇ し 
っくっさゅうは いぇ ょゃぇきぇ こけくっ? 
[けょっくぇ しすっ ゃしっ こぇお くぇ  
ゅさぇくうちぇすぇ きっあょせ ょゃぇ いけ
ょうぇおぇかくう いくぇおぇ. 
- 】ってっ ょぇ っ たせぉけゃけ ょぇ 

うきぇき きぇかおけ う けす [うぉぇすぇ, くけ, 
おぇおすけ おぇいゃぇてっ きけはす しなこさせゅ, 
„すう しう つうしす ¨ゃっく”. ′け, すぇおぇ 
っ. ╁うくぇゅう すさなゅゃぇき し ゅかぇゃぇすぇ 
くぇこさっょ, ょけさう う ょぇ しう は さぇい
ぉうは. ′け すけゃぇ っ こけかけあっくうっ
すけ... ╆ぇ ゅけょうくうすっ う しかっょうすっ 
うき - くっ いくぇき. ┿い きうしかは, つっ 
さぇぉけすぇすぇ くぇえ-ょけぉさっ きっ おさっ
こう ゃ くぇえ-すっあおうすっ きけきっくすう, 
おけうすけ しなき うきぇかぇ. ′はおぇお しう, 
すは きっ ういゃぇあょぇ けす ゃしうつおけ: けす 
ょっこさっしうはすぇ, けす けすつぇはくうっすけ, 
けす ゃしうつおけ. ]かせつうたぇ きう しっ 
くぇうしすうくぇ すっあおう きうゅけゃっ, くけ, 
]かぇゃぇ ╀けゅせ, つっ っ さぇぉけすぇすぇ. 

- 〈けゃぇ かう っ すぇえくぇすぇ っょくぇ 
あっくぇ ょなかゅけ ゃさっきっ ょぇ けし
すぇくっ ゃはさくぇ くぇ しっぉっ しう うかう 
くっいぇゃうしうきけ けす しうかぇすぇ くぇ 
ょせたぇ, ゃうくぇゅう うきぇきっ くせあ
ょぇ う けす つけゃっお, くぇ おけゅけすけ 
ょぇ さぇいつうすぇきっ?  
- ╉ぇおすけ しっ おぇいゃぇ ゃ っょくけ 

ょさせゅけ くぇてっ こさっょしすぇゃかっくうっ, 
くうっ しっ さぇあょぇきっ, あうゃっっき う 
せきうさぇきっ, いぇ ょぇ こけつせゃしすゃぇ
きっ けくけゃぇ つせゃしすゃけ, かのぉけゃすぇ, 

いぇさぇょう おけっすけ しう いぇしかせあぇゃぇ 
ょぇ しっ さけょうて. ╇, ぇおけ くっ しきっ 
ゅけ ういこうすぇかう, いぇとけ しきっ しっ 
さけょうかう. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ っ うい
おかのつうすっかくけ ゃぇあくけ ょぇ うきぇて  
う けぉうつ けおけかけ しっぉっ しう, おけはすけ 
きけあっ ょぇ くっ っ しぇきけ けす かのぉう
きうは つけゃっお. ╃ぇ うきぇて けぉうつ けす 
ょっちぇすぇ しう, けす ぉかういおうすっ しう, けす 
こさうはすっかうすっ しう.  〈けゃぇ っ ゃしなと
くけしす こけかけあうすっかくぇすぇ っくっさ
ゅうは, おけはすけ っ たせぉぇゃけ ょぇ くう いぇ
けぉうおぇかは. ′ぇこけしかっょなお ゃうくぇゅう 
しっ しすさっきは ょぇ しなき いぇけぉうおけかっ
くぇ けす たけさぇ, おけうすけ ういかなつゃぇす 
こけかけあうすっかくぇ っくっさゅうは. 

- ¨すおさうゃぇすっ かう ゅう? 
- ╃ぇ, けすおさうゃぇき ゅう. ¨すおさう

ゃぇき ゅう, ゃなこさっおう すさせょくけすけ 
っあっょくっゃうっ う すっあおうは あうゃけす, 
おけえすけ くぇこけしかっょなお くうっ, ぉなか
ゅぇさうすっ, あうゃっっき, くけ すけゃぇ っ 
こけかけあっくっすけ. 〈さはぉゃぇ くはおぇお 
しう おぇすけ つっ かう し こけゃっつっ せし
きうゃおぇ う し こけ-けすゃけさっくう しなさちぇ 
ょぇ ゅけ こけしさっとぇきっ う こけ-かっおけ 
とっ こさっあうゃっっき すさせょくけしすうすっ, 
こさっょこけかぇゅぇき.

 ╁うっ しすっ っょくぇ けす くぇえ-しきっ
かうすっ ぇおすさうしう ゃ ╀なかゅぇさうは, 
おけはすけ こなさゃぇ  しっ こさっしすさぇ
てう う ういかっいっ くぇ しゃけぉけょくうは 
こぇいぇさ,  しないょぇゃぇえおう つぇしす
くぇ すさせこぇ, こけしかっ すっぇすなさ し 
╁ぇてっすけ うきっ „╇しおさう う しっ
いけくう”. ╉ぇお けちっかはゃぇ すけいう 
すっぇすなさ - しぇきけ し きくけゅけ すさせょ 
う かのぉけゃ かう しすぇゃぇす くっとぇすぇ 
うかう っ くせあくけ う けとっ くっとけ ? 
- ╃ぇ, う し きくけゅけ すさせょ, う し 

きくけゅけ かのぉけゃ, う し きくけゅけ こけょ
おさっこぇ う きなあおけ さぇきけ けす ゃしうつ
おうすっ きう おけかっゅう, おけうすけ こさっい 
すっいう ゅけょうくう しぇ ぉうかう ょけ きっく. 

- ]なぉさぇかう しすっ ゃなゃ ゃぇてう
すっ „╇しおさう う しっいけくう” くぇおせこ 
しっおししうきゃけかうすっ くぇ ぉなか
ゅぇさしおうは すっぇすなさ けす けくっいう 
さけきぇくすうつくう ゅけょうくう... ╉ぇお 
しすぇゃぇ すけゃぇ? 
- ┿い きうしかは, つっ うしすうくしおうすっ, 

ゅけかっきうすっ こさけそっしうけくぇかう

しすう ゃうくぇゅう とっ うきぇす さぇぉけすぇ. 
′はきぇ ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ すっいう, 
おけうすけ しぇきけ しっ すのたおぇす, つっ っ 
きくけゅけ すっあおけ こけかけあっくうっすけ ゃ 
おせかすせさぇすぇ う しう しっょはす ゃ おなとう 
う くっ こさぇゃはす くうとけ. ┿ すっいう, 
おけうすけ くぇうしすうくぇ さぇぉけすはす, きう
しかは, つっ しっ つせゃしすゃぇす ょけぉさっ. 

- ╁うっ, いぇっょくけ し ╋ぇさゅぇさう
すぇ 》さぇくけゃぇ, ういこはたすっ っょくぇ 
っきぉかっきぇすうつくぇ う こさっあう
ゃはくぇ けす ゃしはおぇ ゃすけさぇ あっくぇ 
こっしっく „╊のぉけゃ さぇいょゃけっ
くぇ”. ]すぇくぇ てかぇゅっさ こっしっく

すぇ. ‶さっあうゃはゃぇかう かう しすっ 
╁うっ しぇきぇすぇ こけょけぉくけ こさっ
ょぇすっかしすゃけ? 
- ┿い きくけゅけ しっ さぇょゃぇき - こなさ

ゃけ, つっ すぇいう こっしっく しすぇくぇ けし
くけゃぇ くぇ っょくけ ょなかゅけ う きくけゅけ 
おさぇしうゃけ きけっ こさうはすっかしすゃけ し 
╋ぇさゅう 》さぇくけゃぇ, ぇ しっゅぇ すぇいう 
こっしっく っ ょぇかぇ いぇゅかぇゃうっ う くぇ 
くぇてうは おけくちっさす. ] すけいう おけく

ちっさす こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう 
ぉはたきっ こけおぇくっくう ゃなゃ ゃぇてうは 
ゅさぇょ...

- ...╇ ╁う ゅかっょぇたきっ... 
しゃさっくう こけょ  つぇょなさうすっ, ゃな
こさっおう こさけかうゃくうは ょなあょ, ゃ 
こさけょなかあっくうっ くぇ こけゃっつっ 
けす つぇし...
- ╃ぇ, すさはぉゃぇ ょぇ ╁う おぇあぇ, 

つっ ぉはたきっ きくけゅけ すさけゅくぇすう. 
╆ぇとけすけ すぇおなゃ しうかっく ょなあょ 
しっ ういかは..., ぇ たけさぇすぇ けしすぇくぇ
たぇ こけょ ょなあょぇ う くう しかせてぇたぇ. 
╄すけ, いぇすけゃぇ おぇいゃぇき おけかおけ っ 

こさっおさぇしくぇ こせぉかうおぇすぇ ゃう. 
╉けかおけ っ いぇさっょっくぇ し ょせた, し 
っきけちうう. ╆ぇとけすけ ゃ こけしかっょ
くうすっ ゅけょうくう ゃ けぉとう かうくうう 
ょせたなす くう ういつっいゃぇ う すけゃぇ っ 
きくけゅけ しすさぇてくけ. 

- 〈け, すけゃぇ きぇえ っ くっとけ
すけ, おけっすけ くう こさっつせこう おぇすけ 
たけさぇ う おぇすけ くぇさけょ?

- ╃ぇ, ょぇ... ┿ おけかおけすけ ょけ 
すけゃぇ - ょぇかう ぇい しなき うきぇかぇ 
すぇおけゃぇ こさっあうゃはゃぇくっ いぇ さぇい
ょゃけっくぇ かのぉけゃ, すけ すぇいう こっしっく 
っ ういしすさぇょぇくぇ けす おけきこけいうすけ
さぇ, すけえ っ う ぇゃすけさ くぇ すっおしすぇ 
- ‶かぇきっく ╂っけさゅうっゃ, おけえすけ すけ
ゅぇゃぇ, おけゅぇすけ くう は こさっょかけあう,  
おぇいぇ: „]きはすぇき, つっ すう しう くぇえ-
ょけぉさぇすぇ こっゃうちぇ しさっょ ぇおすさう
しうすっ, ぇ ╋ぇさゅう っ くぇえ-ょけぉさぇ
すぇ ぇおすさうしぇ しさっょ こっゃうちうすっ.”  
╋くけゅけ しっ しきはたきっ すけゅぇゃぇ し 
╋ぇさゅう くぇ すけゃぇ けこさっょっかっくうっ,  
くけ こっしっくすぇ くう ょけくっしっ きくけゅけ, 
きくけゅけ とぇしすかうゃう きうゅけゃっ, くっ 
しぇきけ ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
„╆かぇすくうは ¨さそっえ”. ╃けくっしっ くう 
きうゅけゃっ くぇ うしすうくしおう, しなゃしっき 
しなさょっつくう こさうはすっかしすゃぇ う つせゃ
しすゃぇ. 〈ぇいう こっしっく しっ こさうっきぇ 
くぇゃしはおなょっ きくけゅけ ょけぉさっ, きくけ
ゅけ は けぉうつぇす たけさぇすぇ...

- ... いぇとけすけ っ うしすうくしおぇ...
- ... う くうっ しう は けぉうつぇきっ 

きくけゅけ...

- ╇いょぇえすっ くう すぇえくぇすぇ しう: 
おぇお っょくぇ あっくぇ  きけあっ ょぇ 
せしこっっ ょぇ しなたさぇくう きけきう
つっすけ ゃ しっぉっ しう こさっい ちはかけ
すけ すけゃぇ ゃさっきっ, ゃなこさっおう 
こさっゃさぇすくけしすうすっ くぇ あうゃけ
すぇ, ゃなこさっおう こさっあうゃはくけ
すけ? 
- ╁うくぇゅう しなき きうしかうかぇ, つっ 

ぉなかゅぇさしおぇすぇ あっくぇ っ し すけか
おけゃぇ きくけゅけ ょうくう こけょ っょくぇ 
きうてくうちぇ. ╁しなとくけしす, すぇいう 
おさうゃけさぇいぉさぇくぇ っきぇくちうこぇちうは 
くう ょけゃなさてう ゃ すけいう しきうしなか. 
′け, くっいぇゃうしうきけ けす ょうくうすっ, 
きうしかは, つっ ゃしはおぇ あっくぇ すさはぉ
ゃぇ ょぇ くぇきうさぇ きぇかおけ ゃさっきっ いぇ 
しっぉっ しう. ╆ぇ こしうたけそういうおぇすぇ 
しう. ╃ぇ けすょっかは きぇかおけ ゃさっきっ, 
いぇとけすけ すけゃぇ ゃ おさぇえくぇ しきっす
おぇ しぇ きぇかおうすっ きうゅけゃっ, おけうすけ 
きけゅぇす きくけゅけ ょなかゅけ ゃさっきっ ょぇ 
くう おさっこはす. 
                                            

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ くぇ けゅかっょぇかぇすけ: 
〈は っ くっゃさけはすくけ かなつっいっさくぇ あっくぇ. ╆ぇさっあょぇ. ¨す こさなゃ こけゅかっょ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう しなたさぇくっくうは こさうきぇきかうゃ きけきうつっておう ぉかはしなお くぇ しうくぬけすけ ゃ けつうすっ え, ぇ いぇさぇょう 

くっしかういぇとぇすぇ せしきうゃおぇ けす かうちっすけ え, いぇさぇょう すけこかうは え ゅかぇし う けぉとけすけ せしっとぇくっ いぇ こけいうすうゃういなき, おけっすけ しすさせう けす くっは. 
′ぇさうつぇす は ぉなかゅぇさしおぇすぇ ╋っさうか ]すさうえこ. ¨こさっょっかっくうっ, おけっすけ え こさうかはゅぇ う おけっすけ すは しぇきぇすぇ こさういくぇゃぇ, きくけゅけ は さぇょゃぇ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ ゃっかうおぇすぇ ]すさうえこ っ 

くっうく おせきうさ う かのぉうきぇ ぇおすさうしぇ, ぇ う いぇとけすけ しっ ゃないたうとぇゃぇ けす  くっは おぇすけ つけゃっお う こさけそっしうけくぇかうしす. 
‶け-しすぇさうすっ え こけつうすぇすっかう は くぇさうつぇす „こっさかぇすぇ くぇ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ”, きぇおぇさ すは しぇきぇすぇ くうおけゅぇ ょぇ くっ っ うゅさぇかぇ すぇき. ¨しすぇくぇかぇ っ ょなかゅう ゅけょうくう ゃはさくぇ くぇ 

╋かぇょっあおうは すっぇすなさ, けすおなょっすけ しう すさなゅゃぇ こさっょう こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう. ]なし しなかいう. ╇... し こけきけとすぇ くぇ っょうく きなあ. 
[けょっくぇすぇ ゃ ]けそうは くぇ ゅさぇくうちぇすぇ くぇ [うぉぇすぇ う ╁けょけかっは ╇しぇ, おぇおすけ は  くぇさうつぇす こさうはすっかう う おけかっゅう, こさぇゃう すっぇすさぇかくうは しう こさけとなこせかくうお くぇ 19 ゅけょうくう. ╇ 

けとっ すけゅぇゃぇ ういゅさはゃぇ いゃっいょぇすぇ え - ゃ きっゅぇこさけょせおちうはすぇ „¨ちっけかぇ”, こさう すけゃぇ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ しなし しさなぉしおぇすぇ いゃっいょぇ  ╂けえおけ ╋うすうつ.  【ぇくしなす っ こけゃっつっ けす ゅけかはき 
う こけさぇょう すけゃぇ, つっ すは う こけおけえくぇ
すぇ ‶っこぇ ′うおけかけゃぇ しぇ っょうくしすゃっくう
すっ ぉなかゅぇさおう ゃ いゃっいょくうは しなしすぇゃ くぇ 
こさけょせおちうはすぇ - ゃなゃ そうかきぇ せつぇしす
ゃぇす くぇえ-ういゃっしすくうすっ いぇ くっゅけ ゃさっきっ 
ぇおすぬけさう くぇ ╂っさきぇくうは, 〉くゅぇさうは, 
[せきなくうは. 
╁ すっぇすさぇかくぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは ょゃぇ 

こなすう こぇょぇ ゃ けさおっしすさうくぇすぇ, つせこう 
う こさってかっく. ]かせつゃぇかけ え しっ う ょぇ 
いぇぉさぇゃう さっこかうおう くぇ しちっくぇすぇ. ′け 
くぇえ- すっあおけすけ こさっょしすぇゃかっくうっ うゅ
さぇっ ょっく しかっょ しきなさすすぇ くぇ きぇえおぇ しう 
- っきぉかっきぇすうつくけすけ いぇ くっは „╉ぇそっ し 
ぇゃすけゅさぇそ” う ゅけ こけしゃっとぇゃぇ くぇ こけ
おけえくぇすぇ しう  きぇえおぇ. ╀っい こせぉかうおぇすぇ 
ょぇ さぇいぉっさっ くうとけ. ′ぇ そうくぇかぇ おけ
かっゅぇ-ぇおすぬけさ ういょぇゃぇ すなあくぇすぇ ゃっしす.  
‶なさゃぇすぇ しう かのぉけゃ こさっあうゃはゃぇ ゃ 

ゅうきくぇいうはすぇ, くけ けすおさけゃっくけ しこけ
ょっかは, つっ ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ しさっとぇ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ, しかっょ っょうく ぉさぇお 
う こけしかっょゃぇか さぇいゃけょ, ゃ かうちっすけ くぇ 
„ってぇ しう ゃ あうゃけすぇ”, おぇおすけ おぇいゃぇ 
すは いぇ こけおけえくうは ゃっつっ ╉うさうか ]すぇ
くせかけゃ. ‶けゃけょなす いぇ しさっとぇすぇ うき しぇ 
ょゃっ さけおかう くぇ させしっくしおぇすぇ „┿さょぇ”, 
おけえすけ くっこけいくぇすうはす ╉うさうか しかっょ
ゃぇかけ ょぇ え いぇくっしっ. 〈ぇおぇ いぇこけつゃぇ. 
‶けしかっ ╉うさうか しっ けおぇいゃぇ つけゃっおなす, 

おけえすけ え ょぇゃぇ う うょっうすっ, う こけょおさっこぇすぇ 
しう いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ くっえくうは すっぇすなさ 
”╇しおさう う しっいけくう” う ゃっかうおけかっこくうすっ, 
こさっゃなさくぇかう しっ ゃっつっ ゃ すさぇょうちうは おけ
かっょくう おけくちっさすう  ゃ いぇかぇ 1 くぇ ′╃╉ – 
„╉けかっょくう いゃっいょう” し せつぇしすうっすけ くぇ うい
ゃっしすくう こけこ ういこなかくうすっかう う ぇおすぬけさう. 
╃くっし, 15 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, ╇しおさぇ 

[ぇょっゃぇ し ゅけさょけしす さぇいおぇいゃぇ いぇ おけかっ
ゅうすっ しう う いぇ こさっょしすけはとうすっ ょゃぇ ゅけかっ
きう のぉうかっは - くぇ すっぇすなさぇ う くぇ おけくちっさ
すうすっ. ╆ぇさぇょう くっせきけさくぇすぇ しう さぇぉけすぇ 
っ くけしうすっかおぇ くぇ くぇゅさぇょぇ けす こさっいう
ょっくすぇ ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ.
′っ しっ しすさぇたせゃぇ けす ゅけょうくうすっ う けつぇお

ゃぇ し さぇょけしす ゃしっおう しゃけえ さけあょっく ょっく. 
‶さうっかぇ っ そうかけしけそしおう そぇおすぇ, つっ 
ゃさっきっすけ くっきうくせっきけ すっつっ う  „つけゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ こさっゅかなすくっ すけいう たぇこ”. ╁ぇ
あくけ っ ょぇ うきぇきっ ょせた, すなえ おぇすけ すけえ くう 
おさっこう, しこけょっかは ぇおすさうしぇすぇ, いぇ おけはすけ 
くぇえ-しすさぇてっく とっ っ ょっくはす, ゃ  おけえすけ 
とっ しこさっ ょぇ さぇぉけすう. 
‶っさそっおすくうは しう ゃなくてっく ゃうょ けぉはし

くはゃぇ し ぉぇとうくうは しう ゅっく, こけいうすうゃくけすけ 
きうしかっくっ う 40-きうくせすくぇすぇ ぇっさけぉうおぇ 
すさう こなすう しっょきうつくけ. ¨すおさけゃっくけ  こさう
いくぇゃぇ, つっ くっ せきっっ ょぇ こぇいう ょうっすう, 
くうすけ うきぇ ゃけかは いぇ すけゃぇ. 
]せっすくぇ っ. ╃けすけかおけゃぇ, ょけおけかおけすけ 

くけしう „しぇきけ すけゃぇ, おけっすけ え けすうゃぇ” 
う こけかいゃぇ しこっちうぇかっく おさっき けす ╁うっ
くぇ, „ぉっい たうきうは ゃ くっゅけ”. ′ぇ こさうつっ
しおぇ たけょう しぇきけ „おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ 
う うきぇ しちっくうつくぇ ういはゃぇ, ぇ かはすけすけ 
くっ しっ さぇいょっかは し ぉっいぉさけえくうすっ しう 
てぇこおう”.  ╉けいきっすうおなす っ ゃっょくなあ 
きっしっつくけ, ぇ くぇえ-せょけぉくけ しっ つせゃ
しすゃぇ し おけしぇ, こさうぉさぇくぇ くぇ けこぇて
おぇ.
′ぇ くっえくうすっ ゅけょうくう こけゃっつっすけ 

あっくう ゃっつっ しぇ とぇしすかうゃう ぉぇぉう, ぇ 
すは きっつすぇっ ょぇ ういうゅさぇっ ╋ぇさゅぇさっす 
〈ぇつなさ くぇ しちっくぇすぇ. ╇かなつゃぇ ょけし
すけかっこうっ う かなつっいぇさうっ, ゅかっょぇ すっ 
おぇすけ きけきうつっ う あっくぇ, いくぇっとぇ ちっ
くぇすぇ しう. ′っ おさうっ う さっちっこすぇすぇ いぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ - きくけゅけすけ さぇぉけすぇ.
]さっとぇきっ は ゃ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ 

しこっおすぇおなかぇ, し おけえすけ ゅけしすせゃぇ ゃ 
ゅさぇょぇ くう, くぇ しちっくぇすぇ くぇ ╃╉ „┿さ
しっくぇか” – „╊せょ しなき こけ すっぉっ”. ‶ぇさ
すくうさぇす え ぇおすぬけさうすっ ╂っけさゅう ╉ぇょせ
さうく, ‶かぇきっく ]うさぇおけゃ う ╋うかっくぇ 
┿すぇくぇしけゃぇ. 
¨す さなおけこかはしおぇくうはすぇ う ちゃっすはすぇ 

くぇ しちっくぇすぇ かうつう, つっ すせお は けぉうつぇす 
う ╉ぇいぇくかなお っ っょくぇ けす かのぉうきうすっ 
え しちっくうつくう しこうさおう. ¨すすぇき う いぇ
こけつゃぇきっ. 

〈っ ょゃっすっ きう しすぇくぇたぇ ぉっいせき-
くけ しうきこぇすうつくう けす こさなゃ  こけ-

ゅかっょ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ う ょゃっすっ 
しぇ さけょっくう くぇ „ぉっかっあうすう” ょぇすう 
- っょくぇすぇ ゃ ょっくは くぇ ]ゃっすうすっ ぉさぇ-
すは ╉うさうか う ╋っすけょうえ, ぇ ょさせゅぇすぇ 
っ ゃ ぉせおゃぇかくうは しきうしなか ょっすっ くぇ 
ょっきけおさぇちうはすぇ - くぇ 10-すう くけっき-
ゃさう, ぇ う いぇとけすけ くっ こさうっきぇす ぇぉう-
すせさうっくすしおうは しう ぉぇか おぇすけ „くぇえ-
ゃぇあくけすけ くっとけ くぇ しゃっすぇ しっゅぇ”. 
╇きぇす ょぇかっつ こけ-ゅけかっきう こかぇくけゃっ 

う きっつすう, いぇ ょぇ しっ けゅさぇくうつぇゃぇす ゃ 
さけおかは うかう つうそす けぉせゃおう, おけうすけ 
ょぇ けしきうしかはす きぇえしおうすっ うき ょくう.  
╆ぇっょくけ し きぇえおうすっ しう しぇ くっゃっ-

さけはすくけ つぇさけゃくけ ょぇきしおけ おぇさっ, 
おけっすけ こさうかうつぇ こけゃっつっ くぇ ょゃっ 
おぇおう し きぇかおうすっ しう しっしすさう, けす-
おけかおけすけ くぇ ょゃっ とぇしすかうゃう ぇさ-
しっくぇかおう し すったくうすっ こけさぇしくぇかう 

ゃっつっ きけきうつっすぇ. ╆ぇ おけうすけ ぉぇかなす 
う しすぇさすなす くぇ しなとうくしおうは あうゃけす 
ぉせおゃぇかくけ つせおぇす くぇ ゃさぇすぇすぇ うき. 
‶け こさけしすぇすぇ こさうつうくぇ, つっ う ゃ 
ょゃっすっ しっきっえしすゃぇ - [ぇたきぇくかうっゃう 
う ╉うさけゃう, 23-すう う 24-すう きぇえ とっ 
しぇ ゃなかくせゃぇとうすっ ゅけかっきう ょくう. ′ぇ 
ぉぇかぇ くぇ きけきうつっすぇすぇ うき - ╃ぇはくぇ 
う ╇ゃっす. 
╇ いぇ ょゃっすっ けぉとぇすぇ くう しさっとぇ っ 

こなさゃぇ う いぇ すはた しぇきうすっ. ╃け 
すけいう きけきっくす すっ くっ しっ こけいくぇ-
ゃぇたぇ. ′っいぇゃうしうきけ けす そぇおすぇ, 
つっ きぇえおうすっ くぇ ╃ぇはくぇ う ╇ゃっす 
しぇ こけつすう おけかっあおう - ╄おぇすっ-
さうくぇ [ぇたきぇくかうっゃぇ さぇぉけすう 
おぇすけ しっおさっすぇさ-しつっすけゃけょう-
すっか ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっ-
くぇか” う ゃ けしすぇくぇかけすけ ゃさっきっ  
っ つぇしす けす „こさっょしすぇゃうすっかくぇ-
すぇ  さけすぇ” くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
しすけか, おけはすけ けすしさぇきゃぇ そうさ-
きぇすぇ こけ ゃさっきっ くぇ ゃうしけつぇえ-
てう ゃういうすう う ╁╇‶-こけしっすう-
すっかう, ぇ ╃けぉさうくおぇ ╉うさけゃぇ っ 
けこっさぇすうゃっく しつっすけゃけょうすっか ゃ 
ちっくすさぇかくけすけ しつっすけゃけょしすゃけ 
くぇ „┿さしっくぇか”. 

╆ぇ いっかっくけけおぇすぇ ╃ぇはくぇ う 
しゃっすかけけおぇすぇ ╇ゃっす, けぉぇ-

つっ, しさっとぇすぇ っ こなさゃぇ. ╁な-
こさっおう すけゃぇ しう ょけこぇょぇす けす 
こさなゃ こけゅかっょ: くっ しぇきけ いぇさぇ-
ょう けぉとうすっ すっきう う ゃなかくっくうは 
こさっょう ぉぇかぇ う きぇすせさうすっ, くけ 
う いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ う ょゃっすっ 
けぉうつぇす そけすけゅさぇそうはすぇ. ‶さう-
いくぇゃぇす, つっ ゃ しゃけぉけょくけすけ しう 
ゃさっきっ けぉうつぇす ょぇ しくうきぇす. 
′っとけ こけゃっつっ: ╃ぇはくぇ ょけさう 
っ せぉっょっくぇ, つっ う くっえくうすっ 
しう しくうきおう しぇ しう しすさせゃぇかう ゃ 
けすきうくぇかうは くぇしおけさけ せつうかう-
とっく そけすけおけくおせさし う いぇすけゃぇ 
くっ おさうっ きっつすぇすぇ しう - おぇすけ 
こけょぇさなお いぇ ぉぇかぇ ょぇ こけかせ-
つう… たせぉぇゃ そけすけぇこぇさぇす. ╆ぇ 
╇ゃっす そけすけゅさぇそうはすぇ っ つぇしす 
けす ういぉさぇくぇすぇ ぉなょっとぇ こさけ-
そっしうは - ゃないこうすぇくうつおぇすぇ 
くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ こかぇしすうつくう ういおせしすゃぇ う 
ょういぇえく うきぇ こかぇくけゃっ う ぇき-
ぉうちうう すけゃぇ かはすけ ょぇ こけおけさう 
うかう ′けゃ ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさ-
しうすっす, うかう 》せょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは. ╇いぉさぇ-
かぇ しう っ すっあおう しこっちうぇかくけ-
しすう - ゅさぇそうつっく ょういぇえく う 
ゃういせぇかくう おけきせくうおぇちうう.
╆ぇ ╃ぇはくぇ - くぇしすけはと おぇょなさ 

くぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうき-
くぇいうは  こけ かっおぇ こさけきうてかっ-

くけしす う すせさういなき, こなお ぉなょっ-
とぇすぇ ょっしすうくぇちうは けす っしっくすぇ 
くぇえ-ゃっさけはすくけ っ ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ - すぇき ょっゃけえおぇすぇ 
うきぇ こかぇくけゃっ ょぇ せつう そうくぇく-
しう. ╇いぉうさぇ こさけそっしうはすぇ こけ-
おさぇえ きぇえおぇ しう, ぇ う いぇとけすけ 
しきはすぇ ,つっ すけゃぇ くぇ っすぇこぇ っ 
くっとけすけ, おけっすけ は ういさぇいはゃぇ  
ゃ  ゅけかはきぇ  しすっこっく. ╇ おけっすけ 

え たぇさっしゃぇ.

╆ぇ ょゃっすっ しっきっえしすゃぇ, ╉うさけ-
ゃう う [ぇたきぇくかうっゃう, すっいう 

ょくう しぇ くぇすけゃぇさっくう. ′っ しぇきけ 

いぇさぇょう こさうゅけすけゃかっくうはすぇ いぇ 
ぉぇかぇ う っきけちううすっ こけおさぇえ きぇ-
すせさうすっ, すなえ おぇすけ う ╇ゃっす, う 
╃ぇはくぇ とっ しっ はゃはゃぇす くぇ っょくぇ う 
しなとぇ ょぇすぇ くぇ きぇすせさぇ - う ょゃっ-
すっ こけ ゅっけゅさぇそうは, ぇ う いぇとけ-
すけ つぇおぇす きくけゅけ ゅけしすう. ‶さぇお-
すうつくぇすぇ う さぇぉけすっとぇ „くぇ ょゃぇ 
しすぇくぇ” ╉ぇすは [ぇたきぇくかうっゃぇ くっ 
おさうっ, つっ けぉうつぇ ょぇ ょけきぇおうく-
しすゃぇ. ‶さけしすけさくうはす ょけき う ゅけ-
かっきうはす ょゃけさ え ょぇゃぇす てぇくし ょぇ 
しなぉっさっ ゅけしすうすっ しう せ ょけきぇ. ╇い-
ぉさぇた すけいう ゃぇさうぇくす, いぇとけすけ くっ 
くう っ こけ しうかうすっ さっしすけさぇくすなす, 
きくけゅけ たけさぇ しなぉうさぇき, くぇ ょゃぇ 
こなすう, ょけゃっさはゃぇ ╉ぇすは う せすけつ-
くはゃぇ, つっ すぇおぇ きけあっ う きくけゅけ 
くっとぇ ょぇ しう こさうゅけすゃう しぇきぇ. 
„┿ おぇすけ うきぇ う こけきけとくうちう, 
くっとぇすぇ しすぇゃぇす しなゃしっき.”, しこけ-
ょっかは ╉ぇすは いぇ ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす 
ゃおなとう. ╃ぇはくぇ っ っょうくしすゃっくけすけ 
ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ う いぇ すはた 
ぉぇかなす くぇ とっさおぇすぇ っ しなぉうすうっ 
けす ゅけかはき きぇとぇぉ. ╁っつっ ょけさう 
しう っ ういきうしかうかぇ う きっくのすけ いぇ 
ゅけしすうすっ: こうかっておう させかぇょうくう, 
しおぇさぇ, こなさあっくう おぇさすけそう, しぇ-
かぇすう くはおけかおけ ゃうょぇ, しかぇょおう, 
かのぉうきぇすぇ ぉぇおかぇゃぇ, „おけはすけ 
ぉぇぉぇ こさうゅけすゃは”, すけつっくぇ ぉぇ-
くうちぇ う けとっ おせこ ゃおせしけすうう いぇ 
こさうはすっかう う ぉかういおう.   
╂けとぇゃおぇすぇ う ぉぇかくうすっ ぇす-

さうぉせすう くぇ ╃ぇはくぇ しすさせゃぇす 
くぇ しっきっえしすゃけすけ けおけかけ 1500 
かっゃぇ. ‶さう すけゃぇ, し こけきけと けす 
さけょうすっかうすっ. ′っ しきっ さぇいすけ-

つうすっかしすゃぇかう きくけゅけ, こさういくぇゃぇ 
╄おぇすっさうくぇ, „くっ しぇきけ いぇとけすけ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇこけつゃぇ こけしかっ, 
くけ う いぇとけすけ しぇきぇすぇ ╃ぇはくぇ っ 
しおさけきくけ きけきうつっ う くっ っ けぉうつぇ 
ういたゃなさかはくうはすぇ. ┿ぉうすせさうっくす-
おぇすぇ くはきぇ ょぇ うきぇ ゃすけさぇ ゃっ-
つっさ. ]なせつっくうちうすっ え ういぉうさぇす 
っおしおせさいうは ょけ 〈せさちうは, くけ しすさけ-
ゅぇすぇ ╉ぇすは さってぇゃぇ, つっ ぉっい せつう-
すっか くっ きけあっ. ╇ ╃ぇはくぇ けしすぇゃぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╃っゃけえおぇすぇ, けぉぇつっ, 
ういけぉとけ くっ あぇかう いぇ すけゃぇ, いぇ-
とけすけ しつうすぇ, つっ う すせお きけあっ ょぇ 
ういおぇさぇ しすさぇたけすくけ.  
23-すう きぇえ とっ っ ゃぇあっく う くぇすけ-

ゃぇさっく ょっく, せぉっょっくう しぇ きぇえおぇ 
う ょなとっさは [ぇたきぇくかうっゃう. ‶さっ-
ょう けぉっょ ╃ぇはくぇ っ くぇ きぇすせさぇ こけ 
ゅっけゅさぇそうは, くぇ おけはすけ さぇいつうすぇ 
きくけゅけ. ╆ぇとけすけ けちっくおぇすぇ けす 
すぇいう きぇすせさぇ とっ え しかせあう おぇすけ 
ゃたけょくけ くうゃけ いぇ せくうゃっさしうすっ-
すぇ ゃ 〈なさくけゃけ. ]かっょ けぉっょ っ くぇ 
こさうつっしおぇ こさう おけぇそぬけさ, おけはすけ 
ゃっつっ っ ういきうしかっくぇ, しかっょゃぇ ゅけ-
かはきぇすぇ ゃっつっさ - ぉぇかなす. ╆ぇ くっゅけ 
╃ぇはくぇ ゃっつっ うきぇ こさっおさぇしくぇ 
かうかぇゃぇ さけおかは けす ╉ぇくぇょぇ. ╇ 
くっゃっさけはすくう ぇおちっくすう おなき くっは 
- つぇくすぇ う けぉせゃおう. ╇ おぇゃぇかっさ 
- ‶っすなさ. ] おけえすけ いぇっょくけ とっ 
こさっきうくぇす こさっい おぇいぇくかなておけすけ 
]すなさゅぇかけ. 
′ぇゃさっきっすけ ぉはた っょくぇ けす きぇか-

おけすけ けすうてかう くぇ ぉぇか し こぇく-
すぇかけく, ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇいぇょ 
きぇえおぇすぇ くぇ ╃ぇはくぇ - ╄おぇすっさう-
くぇ. 〈は しぇきぇすぇ けすうてかぇ くぇ ぉぇか 
し おぇゃぇかっさ, ゃなこさっおう ょっそうちう-
すぇ う すけゅぇゃぇ くぇ きけきつっすぇ ゃ 》せ-
きぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ. 

しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”, おけはすけ 
╄おぇすっさうくぇ いぇゃなさてうかぇ. 』っさっく 
こぇくすぇかけく う っかっおすさうおけゃけ しぇおけ 
し ゅけかっきう こけょこかなくおう くぇ さぇきっ-
くっすっ, おぇおゃぇすけ ぉうかぇ きけょぇすぇ  ゃ 
おさぇは くぇ 80-すっ, けそけさきうかう ぉかは-
しなおぇ くぇ ╉ぇすは. ]すさぇてくぇ さぇぉけすぇ 
ぉはたきっ, し うさけくうは う くけしすぇかゅうは 
しう しこけきくは すは. 
]っゅぇ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ 

うしおぇ けす くけゃうは あうゃけす くぇ ょなとっ-
さは しう ╃ぇはくぇ, っ ょぇ っ とぇしすかうゃぇ. 
╇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ ょけぉさっ くぇ-
こさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ̈ しすぇくぇかけすけ 
っ いょさぇゃっ う ょぇ しう ょけぉなさ つけゃっお, 
こさういくぇゃぇ おぇしうっさ-しつっすけゃけょう-
すっかおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ゅけかはき 
しうくょうおぇす. ╇ おぇくう こさうはすっかう う 
ぉかういおう ょぇ しこけょっかはす さぇょけしすすぇ 
え - くぇ 23-すう  きぇえ けおけかけ さっし-
すけさぇくす „╉ぇいぇくかなお” - ょぇ ゃうょはす 

こけさぇしくぇかぇすぇ え ょなとっさは ╃ぇはくぇ 
[ぇたきぇくかうっゃぇ, つうはすけ きっつすぇ っ, 
けしゃっく こさけそっしうは, ょぇ うきぇ たせ-
ぉぇゃぇ おなとぇ し ゅけかはき ょゃけさ… う 
ょっちぇ. 

╆ぇ しなとけすけ きっつすぇっ う くはおぇお 
しょなさあぇくぇすぇ ╇ゃっす くぇ そけくぇ 

くぇ ゃっつくけ せしきうたくぇすぇすぇ しう きぇえ-
おぇ ╃けぉさうくおぇ. ╆ぇ ╇ゃっす ぉぇかなす っ 
こさけしすけ っょくぇ こけ-しこっちうぇかくぇ ゃっ-
つっさ, ゃ おけはすけ とっ けぉかっつっ しうくは-
すぇ しう さけおかは けす 《さぇくちうは う とっ 
ぉなょっ しなとけ し ‶っすなさ - すぇおぇ しっ 
おぇいゃぇ う くっえくうはす しなせつっくうお う 
おぇゃぇかっさ いぇ ぉぇかぇ. 
╇ゃっす ういぉうさぇ ]けそうは いぇ しゃけっ-

すけ  ぉなょっとっ - いぇさぇょう ゃないきけあ-
くけしすすぇ すぇき ょぇ せつう かのぉうきうすっ 
しこっちうぇかくけしすう う いぇさぇょう  すけゃぇ, 
つっ いぇっょくけ し ぉさぇす しう - しすせょっくす 
ゃ 4-すう おせさし ゃ ╀せさゅぇし こけ おけき-
このすなさくう すったくけかけゅうう, とっ きけ-
ゅぇす っょうく ょっく しきっかけ ょぇ こけっきぇす 
しっきっえくうは ぉういくっし し ょういぇえく う 
さっおかぇきくう きぇすっさうぇかう. 
╃けすけゅぇゃぇ ╇ゃっす いくぇっ, つっ は つぇ-

おぇす ょけしすぇ すさせょ う さぇぉけすぇ… う 
かのぉうきうすっ しくうきおう, いぇ おけうすけ 
くぇこけしかっょなお え けしすぇゃぇ こけ-きぇか-
おけ ゃさっきっ. ′ぇかぇゅぇ しっ しっさうけいくぇ 
こけょゅけすけゃおぇ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ-
くっすけ. ╋ぇおぇさ ょぇ っ けす とぇしすかうゃ-
おうすっ, くぇ おけうすけ けちっくおうすっ けす 
きぇすせさぇすぇ くはきぇ ょぇ しぇ くせあくう 
う  さってぇゃぇとう いぇ こさうっきぇくっすけ え 
ゃなゃ ╁〉╆, ╇ゃっす  いくぇっ,つっ くうとけ 
ょけぉさけ くっ しすぇゃぇ ぉっい せしうかうっ. 
》せぉぇゃう しぇ きう ょっちぇすぇ, すさせょけ-

かのぉうゃう, くっ  おさうっ ゅけさょけしすすぇ しう 
いぇ すはた しつっすけゃけょうすっかおぇすぇ ╃け-
ぉさうくおぇ ╉うさけゃぇ, いぇ おけはすけ きぇえ 
きっしっち すぇいう ゅけょうくぇ っ ょゃけっく 

こさぇいくうお - しぇきけ こさっょう ぉさけっくう 
ょくう, くぇ 11-すう きぇえ, おなょさけおけ-
しぇすぇ ╇ゃっす くぇゃなさてう 19 ゅけょう-
くう. ]かっょ ぉさけっくう ょくう - くぇ 24-
すう, ╇ゃっす っ ぇぉうすせさうっくすおぇ. ╆ぇ 
こさぇいくうおぇ, おけえすけ っ し ちっくぇすぇ くぇ 
„こけつすう きぇかおぇ しおさけきくぇ しゃぇす-
ぉぇ”, おぇおすけ おぇいゃぇ ╃けぉさうくおぇ, 
しっ しすはゅぇす けす ょなかゅけ ゃさっきっ. ]っ-
きっえしすゃけ ╉うさけゃう くはきぇ ょぇ こけ-
しさっとぇす ゅけしすう せ ょけきぇ, いぇとけすけ 
あうゃっはす ゃ きぇかなお ぇこぇさすぇきっくす. 
‶けおぇくうかう しぇ ゅけしすうすっ しう くぇ 
さっしすけさぇくす, けすょっかくけ ╃けぉさうくおぇ 
しすはゅぇ こけつっさこおぇ う いぇ おけかっあおう-
すっ しう, おけうすけ し さぇょけしす とっ しこけ-
ょっかはす おさぇしうゃけすけ う ゃなかくせゃぇとけ 
しなぉうすうっ ゃ ょけきぇ え. 

Даяна Рахманлиева

Ивет Кирова

Екатерина Рахманлиева с дъщеря си

Добринка Кирова с дъщеря си
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╋うくうしすなさなす くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ ╋うさけしかぇゃ ′ぇえ
ょっくけゃ けすおさう けぉくけゃっくぇすぇ う さっきけくすうさぇくぇ しなし しけぉしすゃっくう 

しさっょしすゃぇ しゅさぇょぇ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ ゅけさしおけ しすけこぇくしすゃけ ゃ ╉ぇいぇく
かなお. ╁かけあっくうすっ しさっょしすゃぇ ゃ さっきけくすぇ しぇ いぇ ぉかういけ 100 たうかはょう 
かっゃぇ, ぇ ゃしうつおう おぇさすうくう こけ しすっくうすっ しぇ ょっかけ くぇ おぇいぇくかなておう 
ぇゃすけさう. 
[っきけくすくうすっ ょっえくけしすう しなとけ しぇ ういゃなさてゃぇくう けす おぇいぇくかなておう 

そうさきう. ╉ぇすけ ょぇさ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ ゅけさしおけ 
しすけこぇくしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお いっきっょっかしおうはす きうくうしすなさ ょぇさう つうしすけ 
くけゃ ぇゃすけきけぉうか „》けゃなさ”, こさけういゃっょっく  ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ ゃ ╊け
ゃっつ.
¨ぉくけゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ かっしくうつっえしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こけ

しすさけっくぇ こさっい 1949 ゅけょうくぇ, ぇ ゅけさしおけすけ ょっかけ ゃ さぇえけくぇ っ しなし 
107-ゅけょうてくぇ うしすけさうは.

‶け はこけくしおう けぉさぇいっち, ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ ゅけ-

ょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお, 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっ-
けこぇいゃぇくっすけ ゃなゃっあょぇ こさけうい-
ゃけょしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇしすうおぇ こけ 
いぇゃけょうすっ, ゃおかのつうすっかくけ う  ゃ 
„┿さしっくぇか”. ╃ゃっ ゅけょうくう こけ-
さっょ,  ゃしはおぇ こけつうゃおぇ - しせすさうく 
う しかっょ けぉはょ, ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす さぇぉけすくぇすぇ しきはくぇ, ゃしうつ-
おけ あうゃけ けしすぇゃは きぇてうくうすっ う 
ぉのさぇすぇ う こさぇゃう せこさぇあくっくうは 
いぇ かうつくけすけ しう いょさぇゃっ. 〈ぇおぇ, 
しかっょ ょっかっくっすけ くぇ そういおせかすせさ-
くぇすぇ けさゅぇくういぇすけさしおぇ さぇぉけすぇ 
けす しこけさすぇ, ‶っすおけゃ けす 1974-すぇ 
いぇこけつゃぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ うい-
ちはかけ し すせさういなきぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
おけっすけ ゅけ けすゃっあょぇ ゃ くぇつぇかけ-
すけ くぇ 90-すっ おぇすけ しっおさっすぇさ ゃ 
ゅさぇょしおけすけ ょさせあっしすゃけ „¨さかけ-
ゃけ ゅくっいょけ”.
‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, こけょ さな-

おけゃけょしすゃけすけ くぇ ╉さなしすぬけ ‶っ-
すおけゃ ぇさしっくぇかちう せしこはゃぇす ょぇ 
こけおけさはす うしすうくしおう ゃなさたけゃっ 
ゃ すせさういきぇ - う ゃ ぉせおゃぇかくうは, 
う  ゃ こさっくけしくうは しきうしなか. ╀け-
ゅぇすぇ ょっえくけしす しっ さぇいゅさなとぇ 
しさっょ すせさうしすうすっ-ぇさしっくぇかちう けす 
しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ ょけ くぇつぇかけ-
すけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう 
ゃっお, しこけきくは しう ょくっし ‶っすおけゃ. 
┿かこうえしおう おかせぉけゃっ, ぇおすうゃくけ 
しすさけうすっかしすゃけ くぇ ぉぇかおぇくしおう 
たうあう いぇ おさぇすおけすさぇっく けすょうた 
いぇ ゃしっおう いぇゃけょ, おけかけこけたけょう, 
ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ いぇ すせさうしすう-
つっしおう こっしくう しぇ ゃ しこけきっくうすっ 
くぇ たうかはょうすっ けさなあっえくうちう, 
ょっしっすおう こなすう おさなしすけしゃぇかう 
こけ こかぇくうくしおうすっ こなすっおう し さぇ-
くうちう くぇ ゅなさぉぇ, はたくぇかう ゃっかけ-
しうこっょ うかう いぇぉうかう „おけすおうすっ” 

こけ しおぇかうしすうすっ ゃなさたけゃっ くぇ 
╀なかゅぇさうは う しゃっすぇ. ‶け ゃさっ-
きっすけ, おけゅぇすけ すせさうしすうつっしおぇすぇ 
ょっえくけしす ゃ „┿さしっくぇか” っ ゃ さな-
ちっすっ くぇ ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ, ょっえ-
くけしすすぇ っ こけ-さぇいくけけぉさぇいくぇ う 
ゃしっけぉたゃぇすくぇ, ょけさう けす すぇいう くぇ 
ゅさぇょしおけすけ ょさせあっしすゃけ. ¨ぉはし-

くっくうっすけ くぇ ╉さなしすぬけ: ”╇きぇてっ 
しさっょしすゃぇ, いぇとけすけ ょなさあぇゃぇすぇ 
けすこせしおぇてっ いぇ ゃしっおう さぇぉけすくうお 
う しかせあうすっか しせきぇ いぇ すせさういなき”. 
′け うしすうくぇすぇ っ, つっ けさゅぇくういぇ-
すけさしおうすっ きせ おぇつっしすゃぇ, たなしなす 
う せきっくうっすけ ょぇ こさうけぉとぇゃぇ しぇ 
ぉうかう くっ こけ-きぇかおけ ゃぇあくう, いぇ 
ょぇ しっ しかせつゃぇす くっとぇすぇ. 〈ぇおぇ 

ゃ すせさうしすうつっしおぇすぇ うしすけさうは 
くぇ „┿さしっくぇか” けしすぇゃぇす くっくぇょ-
きうくぇすう ういおぇつゃぇくっすけ くぇ ゃさなた 
╄かぉさせし, 』っておうすっ 〈ぇすさう, きかぇ-
ょっあおうはす けぉきっく くぇ おけきしけきけか-
ちう きっあょせ 』っさおぇしう う „┿さしっ-
くぇか” ゃ ╀なかゅぇさうは う 〉おさぇえくぇ, 
けす おけっすけ しっ さぇあょぇ ゃすけさけすけ こけ-

おけさはゃぇくっ くぇ ╄かぉさせし, ょっしっすおう 
おゃぇかうそうおぇちうけくくう こけたけょう いぇ 
けぉせつっくうっ くぇ おぇょさう, しすけすうちう 
っおしおせさいうけくくう かっすせゃぇくうは くぇ 
ぇさしっくぇかちう こけ さけょくうすっ こかぇ-
くうくう, おけゅぇすけ けさなあっえくうちう ゃ 
こけ 8 しきっくう ゅけょうてくけ けぉうおぇ-
かはす こってぇ ぉぇかおぇくうすっ. ‶けくっあっ 
おぇさすうすっ いぇ こけつうゃおぇ こけ きくけ-

ゅけすけ ぉぇいう くぇ „┿さしっくぇか” ゃしっ 
くっ ょけしすうゅぇす いぇ たうかはょうすっ さぇ-
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう, しっ さっ-
ぇかういうさぇ うょっはすぇ いぇ こぇかぇすおけ-
ゃう こけつうゃおう. ‶さっょこさうはすうっすけ 
おせこせゃぇ しけぉしすゃっくう こぇかぇすおう - 
いぇ しこぇくっ, こかのし っょくぇ けぉけさせょ-
ゃぇくぇ おぇすけ おせたくは. ‶ぇかぇすおうすっ 
しっ さぇいょぇゃぇす くぇ ぇさしっくぇかちう う 
すぇおぇ たけさぇすぇ こけつうゃぇす こけ おなき-
こうくゅうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは - けす きけ-
さっすけ ょけ こかぇくうくうすっ. ╇きっくぇすぇ 
ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ すせさうし-
すうつっしおぇすぇ ょっえくけしす くぇ „┿さ-
しっくぇか” - ╉けしすぇょうく ]すぇさつっゃ, 
‶っすなさ ]すぇくっゃ, ╇ゃぇく 』ぇおけゃ, 
╇ゃぇく 〈ぇくつっゃ, ぇおすうゃくうすっ すせ-
さうしすう - ╇ゃぇく 〈ぇくつっゃ, ╉なくつけ 
╋うくおけゃ, ╇かうは ╋ぇくょぇょあうっゃ, 
‶っすなさ ]すけはくけゃ けす ╆ぇゃけょ 1, 
]ぇてけ ╉けしっゃ, ┿くゅっか ╃うきう-
すさけゃ, 》さうしすけ ╉ぇさぇゅはせさけゃ, しぇ 
しぇきけ きぇかおぇ つぇしす けす けくっいう, 
おけうすけ ぉかうおぇす ゃ しこけきっくうすっ. 
╆ぇとけすけ すせさういきなす こけ けくけゃぇ 
ゃさっきっ くぇうしすうくぇ しすぇゃぇ きぇしけゃ 
いぇ ぇさしっくぇかちう. ┿ ぉぇいぇすぇ っ ぉけ-
ゅぇすぇ - うきぇす しけぉしすゃっくう たうあう, 
しけぉしすゃっく すせさうしすうつっしおう うく-
ゃっくすぇさ - けす さぇくうちうすっ ょけ 
こぇかぇすおうすっ, けすょっかっく しおかぇょ, 
っおうこうさけゃおぇ.

‶け すけゃぇ ゃさっきっ
しっ しすさけはす きくけゅけ たうあう

『っかすぇ っ ゃしっおう いぇゃけょ ょぇ うきぇ 
しけぉしすゃっくぇ ぉぇいぇ. ¨すゃぇさは ゃさぇ-
すう すさうっすぇあくぇすぇ たうあぇ くぇ ゃさなた 
„〈さうゅかぇゃ” - たうあぇ „[ぇゃくぇ”, 
しこけきくは しう ょくっし ╉さなしすぬけ ‶っ-
すおけゃ, ょっえしすゃぇ ちはかぇ きさっあぇ けす 
たうあう, おなょっすけ しっ けすぉうゃぇす いぇ 
こけつうゃおぇ う こさっしこうゃぇくっ きくけ-
ゅけぉさけえくうすっ すせさうしすう こけ すさぇ-
しっすけ - ╉さなしすっち - ]っかちう - „‶け-

╉ぇお しっ ういつうしかはゃぇ „ょぇすぇすぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ けす こさぇゃうすっか
しすゃけすけ”?
╋っすけょけかけゅうはすぇ いぇ こさっしきはすぇくっすけ くぇ すぇいう しうきゃけかうつくぇ ょぇすぇ っ 

しさぇゃくうすっかくけ こさけしすぇ - しさぇゃくはゃぇす しっ おけくしけかうょうさぇくうすっ こさうたけ
ょう, (ぉっい こけきけとうすっ) ゃ ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす し ╀╁‶ くぇ しすさぇくぇすぇ. 
╆ぇ ちっかすぇ しっ ういこけかいゃぇす しぇきけ けそうちうぇかくう ょぇくくう うかう こさけゅくけいう 
くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ. ╁いうきぇす しっ こさうたけょうすっ, ぇ くっ さぇいたけょうすっ, すなえ 
おぇすけ うきっくくけ すっ こけおぇいゃぇす おぇおゃけ しっ ういいっきゃぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ う 
ぉういくっしぇ こさっい すっおせとぇすぇ ゅけょうくぇすぇ. ‶けきけとうすっ くっ しっ ゃおかのつゃぇす, 
すなえ おぇすけ すっ くっ うょゃぇす ょうさっおすくけ けす ょあけぉけゃっすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
ょぇくなおけこかぇすちう - けしくけゃくけ すけゃぇ しぇ っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ.

╉ぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ すけゃぇ いぇ ぉなかゅぇさうくぇ?
′けさきぇかくけ, ゃしうつおけ こさっょしすぇゃっくけ すせお しぇ しさっょくう しすけえくけしすう, 

おけうすけ くけしはす きぇかおけ うくそけさきぇちうは いぇ ゃしっおう けすょっかっく つけゃっお. ╃ぇ
くなつくぇすぇ すっあっしす ゃ ╀なかゅぇさうは っ さぇいかうつくぇ いぇ けすょっかくうすっ たけさぇ, 
おぇすけ けしくけゃくけすけ ぉさっきっ こぇょぇ ゃなさたせ さぇきっくっすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ぉなかゅぇさう, おけうすけ ういさはょくけ こかぇとぇす しゃけうすっ ょぇくなちう - すっ こかぇとぇす 
こけょけたけょくう ょぇくなちう, ゃくぇしはす けしうゅせさけゃおう う こけすさっぉはゃぇす こけゃっつっ, 
すけっしす こなかくはす たぇいくぇすぇ し ╃╃] う ぇおちういう. ╆ぇ すっいう ぉなかゅぇさう, おけう
すけ さぇぉけすはす う きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けこさっょっかっくう おぇすけ „しさっょくぇ おかぇ
しぇ”, ょっくはす くぇ しゃけぉけょぇ けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ きけあっ ょぇ ょけえょっ ょけさう 
こさっい かはすけすけ. ̈ す ょさせゅぇ しすさぇくぇ, いぇ ぉなかゅぇさうすっ, おけうすけ くっ さぇぉけすはす 
うかう こさけしすけ さぇぉけすはす „くぇ しうゃけ”, ょっくはす くぇ しゃけぉけょぇ けす こさぇゃうすっか
しすゃけすけ うょゃぇ きくけゅけ こけ-さぇくけ.

〈┿ こけ うくそけさきぇちうは くぇ ╀〈┿

を╅『』[╅ ╈『╅╉¨〉╅
[っょおうすっ ょなさゃっすぇ しぇ ょぇさ くぇ ╉ぇいぇくかなお けす „╁ぇえし ‶さけそうか”, ぇ 

10  けす すはた - けす おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ „╇くょせしすさうぇか こかぇくすし” - 
かぇぉけさぇすけさうは いぇ うくゃうすさけ さぇしすっくうは.
╁ いぇしぇあょぇくっすけ くぇ 『ぇさしおぇすぇ ゅけさぇ せつぇしすゃぇたぇ こさっょしっょぇすっ

かはす くぇ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ „╁ぇえし ‶さけそうか” - ╁ぇかっくすうく 
╋うかすっくけゃ, う ╃っしうしかぇゃぇ ]すけはくけゃぇ - けすゅけゃぇさはとぇ いぇ きぇさおっすうく
ゅぇ くぇ „╇くょせしすさうぇか こかぇくすし”, おけはすけ こさっい 2001 ゅけょうくぇ しすぇくぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
╉ぇすけ あっしす おなき ╄ゃさけこっえしおぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ こさうっきしすゃっくけしす きっあ

ょせ こけおけかっくうはすぇ, 『ぇさうちぇ [けいぇ`2001 こけょぇさう しうきゃけかうつくけ こけ 
っょくぇ こぇせかけゃくうは くぇ ょっしっすすっ すぇいゅけょうてくう おぇくょうょぇす-ちぇさうちう.
╆ぇ ちぇさしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ とっ しっ ゅさうあぇす けぉとうくしおう しかせあうすっかう う 

せつっくうちう けす ̈ 〉 „′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ”. ‶さう ょけぉさう ゅさうあう う けぉうか
くけ こけかうゃぇくっ, ょけ っしっくすぇ さぇしすっくうはすぇ とっ しぇ ゃうしけおう すさう きっすさぇ 
う とっ くう さぇょゃぇす し けぉうかっく ちゃはす. 
‶ぇせかけゃくうはすぇ っ くぇえ-ぉなさいけ さぇしすはとけすけ ょなさゃけ くぇ こかぇくっすぇすぇ. 

╉さなしすっくけ っ くぇ させしおぇすぇ こさうくちっしぇ ┿くくぇ ‶ぇゃかけゃくぇ, おけはすけ しすぇ
くぇかぇ たけかぇくょしおぇ おさぇかうちぇ. 〉くうおぇかくけすけ っ, つっ ょけさう う けすしっつっくぇ, 
こぇせかけゃくうはすぇ しっ しぇきけゃないしすぇくけゃはゃぇ.  

〈┿ 

‶け 4 しうゅくぇかぇ ょけ [ぇえけく
くぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ ゃ ╉ぇ

いぇくかなお, こけ おけうすけ くぇしすけはとうはす 
おきっす くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは
くけゃぇ っ しっいうさぇかぇ いぇ くぇさせてっ
くうは くぇ いぇおけくぇ, くぇこさぇゃっくう 
けす こさっょうてくうは おきっす, ゃ ょゃぇ けす 
しかせつぇうすっ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ っ 
けすおぇいぇかぇ ょぇ けぉさぇいせゃぇ ょけしな
ょっぉくう こさけういゃけょしすゃぇ う こさっこう
しおうすっ しぇ ういこさぇすっくう ゃ ぇさたうゃ, 
っょくけ - いぇ さぇいゅかっあょぇくっ ょけ こけ-
ゃうしてっしすけはと けさゅぇく - ¨おさなあ
くぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ, ぇ っょうく けす 
くっえくうすっ しうゅくぇかう っ しすうゅくぇか ょけ 
┿こっかぇすうゃくぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ. ¨すすぇき しなとけ しぇ こさっ
おさぇすうかう こさっこうしおぇすぇ.
╉ぇいせしうすっ, こけ おけうすけ ]すけはくけ

ゃぇ しうゅくぇかういうさぇ ‶さけおせさぇすせ
さぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, しぇ しゃなさいぇ
くう し ういたぇさつゃぇくっすけ くぇ こけつすう 
ゃしうつおうすっ こぇさう - 2 きかく. かっゃぇ 
けす こさっょうてくうは おきっす くぇ けぉとう

くぇすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, こけかせ
つっくう けす しょっかおぇすぇ し そうさきぇすぇ 
いぇ そけすけゃけかすぇうちう - „╀う ]う ┿え”. 
]こけさっょ さってっくうっすけ くぇ ¨ぉ

とうくしおうは しなゃっす けす こさっょうてくうは 
きぇくょぇす, こぇさうすっ けす すぇいう しょっか
おぇ しかっょゃぇてっ ょぇ しっ さぇいたけょゃぇす 
しかっょ すはたくけ さってっくうっ. ╃ぇきは
くけゃ こさっい けおすけきゃさう きっしっち っ 
さぇいこかぇすうか ういぉうさぇすっかくけ つぇしす 
けす いぇょなかあっくうはすぇ くぇ けぉとうくぇ
すぇ, たけくけさぇさう う ょさせゅう しすぇさう 
こかぇとぇくうは, くぇ しすけえくけしす 2 きかく. 
かっゃぇ. ¨しすぇすなおなす こけ しきっすおぇすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ けす すぇいう しせきぇ っ 
っょゃぇ 241 たうか. かっゃぇ. [‶ っ こさっ
こさぇすうかぇ こさっこうしおぇすぇ ょけ ¨お
さなあくぇ こさけおせさぇすせさぇ, けすおなょっ
すけ こさけおせさけさ ‶っすなさ ╁ぇしうかっゃ 
っ せしすぇくけゃうか, つっ „ぉっいしこけさくけ 
うきぇ ういゃっしすくう くぇさせてっくうは けす 
しすさぇくぇ くぇ おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇ
きはくけゃ, くぇかうちっ っ う こさっゃうてぇ
ゃぇくっ くぇ ゃかぇしすすぇ, くけ かうこしゃぇす 
ょぇくくう いぇ ういゃなさてっくけ こさっしすな
こかっくうっ う くはきぇ けとっすはゃぇくっ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ] すっいう きけすうゃう 
‶っすなさ ╁ぇしうかっゃ けす ¨‶ - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ っ けすおぇいぇか ょぇ けぉさぇいせゃぇ 
ょけしなょっぉくけ こさけういゃけょしすゃけ いぇ 
ういたぇさつっくうすっ 2 きかく. かっゃぇ けす 
]すっそぇく ╃ぇきぇはくけゃ. ′ぇ しゃけえ 
さっょ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお しっゅぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ っ けぉあぇかゃぇ
かぇ すけゃぇ しすぇくけゃうとっ くぇ ¨‶ ょけ 
┿こっかぇすうゃくぇ こさけおせさぇすせさぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ.
′ぇ しゃけえ さっょ ┿こっかぇすうゃくうはす 

こさけおせさけさ ′うおけかぇえ ╀けあうかけゃ 
しなとけ けしすぇゃは あぇかぉぇすぇ くぇ おきっ
すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっい けしくけゃぇ

くうっ, ゃなこさっおう つっ こさうっきぇ そぇ
おすぇ, つっ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす こさったけょくうは きぇくょぇす くっ しっ っ 
しなけぉさぇいうか し ゃけかはすぇ くぇ おけかっお
すうゃくうは けさゅぇく, くけ しなとけ すぇおぇ 
こさうっきぇ う すっいぇすぇ, つっ くはきぇ うき
けすくぇ けぉかぇゅぇ いぇ おきっすぇ, くはきぇ う 
ょっはくうっ, おけっすけ ょぇ くぇさせてぇゃぇ 
けぉとっしすゃっくうは うくすっさっし. ‶けさぇ
ょう おけっすけ しなとけ こさっおさぇすはゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ こけ こさっこうしおぇ
すぇ. ╀けあうかけゃ しつうすぇ, つっ すっいう 
ょっえしすゃうは くぇ ╃ぇきはくけゃ っ しかっょ
ゃぇかけ ょぇ しっ ぇすぇおせゃぇす こさっょ ¨ぉ
かぇしすくぇ せこさぇゃぇ う ┿ょきうくうしすさぇ
すうゃくうは しなょ. 
‶さっい かはすけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ

ょうくぇ そうさきぇすぇ „╀う ]う ┿え” こけ
かせつう くぇょ 1200 ょっおぇさぇ けぉとうく
しおう いっきう ゃ さぇえけくぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う いぇ すはた しかっょゃぇてっ 
ょぇ しっ こかぇすはす 2 きかく. 250 たうか. 
かっゃぇ. ] さってっくうっ くぇ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす すっいう こぇさう すさはぉゃぇ

てっ ょぇ しっ たぇさつぇす けす くけゃうは おきっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ さってっくうは いぇ 
おぇおゃけ けす おけかっおすうゃくうは けさゅぇく.
‶け ょさせゅう ょゃぇ おぇいせしぇ, こけ おけう

すけ [‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ っ しぇきけしっ
いうさぇかぇ くぇ ぉぇいぇ こせぉかうおぇちうう ゃ 
さっゅうけくぇかくぇすぇ う きっしすくぇ こさっしぇ, 
[‶ ゃ ゅさぇょぇ しなとけ くぇ こさぇおすうおぇ 
けくっゃうくはゃぇ ぉうゃてうは おきっす. 〈けゃぇ 
しぇ きぇすっさうぇかうすっ いぇ しおぇくょぇか
くうは ょけゅけゃけさ いぇ ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ 
たさぇくう ゃ ょっすしおうすっ う しけちうぇかくう 
いぇゃっょっくうは くぇ けぉとうくぇすぇ, こけ
ょこうしぇく こさっょう 2 ゅけょうくう, う いぇ 
こぇさうすっ, こけたぇさつっくう いぇ しこけさす
くうすっ ょっえくけしすう. 
‶け すっいう ょゃぇ しうゅくぇかぇ ‶さけおせ

さぇすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさうっ
きぇ, つっ くはきぇ かうつくう けぉかぇゅう, くっ 
しぇ さぇいたけょゃぇくう つせあょう こぇさう, 
おぇおすけ う つっ かうこしゃぇ せきうしなか 
いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ くっういゅけょくう 
しょっかおう. 〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ しっ 
しゃぇかは おぇおゃけすけ う ょぇ っ すなさしっくっ 
くぇ けすゅけゃけさくけしす けす しすさぇくぇ くぇ 
かうちぇすぇ, ぇ こさはおけ ぇくゅぇあうさぇく 
う いぇ すっいう しかせつぇう しぇ ぉうゃてぇ
すぇ いぇき. おきっすうちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ぃかうはくぇ ‶ぇかぇいけゃぇ う っおしこっさ
すなす こけ ゃなこさけしうすっ くぇ しこけさすぇ 
┿くゅっか [ぇょっゃしおう. 
╇ ゃ すっいう ょゃぇ しかせつぇは [‶ けす

おぇいゃぇ ょぇ けぉさぇいせゃぇ ょけしなょっぉくけ 
こさけういゃけょしすゃけ う こさぇとぇ ょっかぇすぇ 
ゃ ぇさたうゃ.
』っすゃなさすうはす おぇいせし, しゃなさいぇく し 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけ おけえすけ ゃ 
こけしかっょくうすっ きっしっちう っ さぇぉけすう
かぇ [‶-╉ぇいぇくかなお, っ ういこさぇすっく ゃ 
¨おさなあくぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ. 
〈けえ しなとけ っ こけ しうゅくぇか くぇ おきっ

すぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う おぇしぇっ 
そうくぇくしけゃうは けょうす くぇ けぉとう
くぇすぇ いぇ こっさうけょぇ 2009-2010 
ゅけょうくぇ. [ぇえけくくぇすぇ こさけおせさぇ
すせさぇ, ゃ かうちっすけ くぇ こさけおせさけさ 
╉さなしすうく ╉ぇちぇさけゃ, っ おけくしすぇすう
さぇかぇ ゃ しすぇくけゃうとっすけ しう ゃしうつ
おう くぇさせてっくうは, ゃういうさぇくう ゃなゃ 
そうくぇくしけゃうは けょうす, すゃなさょう, つっ 
ょけこせしくぇすうすっ くぇさせてっくうは しぇ 
しっ けすさぇいうかう くぇ っそっおすうゃくけすけ 
さぇいたけょゃぇくっ くぇ こせぉかうつくうすっ 
しさっょしすゃぇ う けすおぇいゃぇ ょぇ けぉさぇいせ
ゃぇ ょけしなょっぉくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
すなえ おぇすけ くはきぇ ょぇくくう いぇ こさっ
しすなこかっくうっ.
┿い しこうさぇき ょけすせお, おぇすっゅけさうつくぇ 

ぉっ くぇ こさっしおけくそっさっくちうは おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
¨つっゃうょくけ くっ きけあっき ょぇ すなさしうき 
しこさぇゃっょかうゃけしす, くけ きけあっき ょぇ 
しっ せつうき けす ゅさっておうすっ, いぇはゃう すは 
こさっょ あせさくぇかうしすう. ]こさぇゃっょかう
ゃけしす くはきぇ. ┿い きくけゅけ ゃはさゃぇき, 
つっ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ きけは っおうこ 
とっ しっ ゅかっょぇ こけょ かせこぇ, いぇすけゃぇ 
きけはすぇ さけかは っ ょぇ しっ ょゃうあうき こけ 
いぇおけくぇ, ょぇ くっ けとっすうき けぉとうくぇ
すぇ, ょけこなかくう すは. 
]すけはくけゃぇ しなけぉとう, つっ ゃなこさっ

おう せしうかうはすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは ょぇ さぇいこかぇとぇ 
しすぇさう いぇょなかあっくうは う ょぇ しすけこは
ゃぇ けぉとうは さぇいきっさ くぇ いぇょなかあっ
くうはすぇ こけ しすぇさう こかぇとぇくうは くぇ 
けぉとうくぇすぇ, おけうすけ しぇ ゃ さぇいきっさ 
くぇ くぇょ 6 きかく. かっゃぇ, う しかっょ 6 
きっしっつくけすけ え せこさぇゃかっくうっ, すけいう 
さぇいきっさ っ ゃしっ すぇおぇ ゅけかはき う くっ 
こぇょぇ こけょ 6 きかく かっゃぇ. ‶けこぇょ
くぇたきっ ゃ っそっおすぇ くぇ „しくっあくぇすぇ 
すけこおぇ”, こさうすっしくうすっかくけすけ っ, つっ 
いぇおなしくはゃぇきっ し こかぇとぇくうはすぇ う 
こけ くけゃうすっ ょけゅけゃけさう, おぇいぇ すは.
′ぇょ 100 たうかはょう かっゃぇ きっしっつ

くけ しっ ういこかぇとぇす けす ぉのょあっすぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ しすぇさう 
ょけゅけゃけさう けす こさっょうてくう ゅけょう
くう, ゃ す. つ. う けす 2008 ゅけょうくぇ, 
ぇ こけしすなこかっくうはすぇ けす きっしすくうすっ 
ょぇくなちう しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 60 たうか. 
かっゃぇ きっしっつくけ う すけ ゃ こっさうけょう
すっ くぇ ぇおすうゃくけ こかぇとぇくっ. ‶け
こぇょぇきっ ゃ おぇこぇくぇ くぇ しくっあくぇすぇ 
すけこおぇ, かぇおけくうつくぇ っ ]すけはくけゃぇ. 
╁なこさっおう しっさうけいくうすっ そうくぇく

しけゃう いぇすさせょくっくうは, おけうすけ うきぇす 
ょぇ こさっけょけかはゃぇす おきっすぇ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお う っおうこぇ きせ, こけ ょせきうすっ 
くぇ ]すけはくけゃぇ, ゃ きけきっくすぇ こさけ
ゅさぇきぇすぇ いぇ こさけょぇあぉう ゃなさゃう 
ょけぉさっ, くはきぇ けこぇしくけしす ょぇ しこさぇす 
こかぇとぇくうはすぇ くぇ しかせあうすっかうすっ ゃ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ. ╉さういぇ うきぇ, 
くけ こけ-ゃぇあくけ っ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ 
くっ せしっとぇす すぇいう おさういぇ, ょけこなか
くう おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉ぇすけ こさうすっしくうすっかくけ ]すけ

はくけゃぇ けこさっょっかう けゅさけきくけすけ 
いぇょなかあっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお おなき ¨ぉかぇしすくぇ ょうさっお
ちうは くぇ こけかうちうはすぇ, おけっすけ っ けす 
2007-きぇ ゅけょうくぇ う っ ゃ さぇいきっさ 
くぇ 1,2 きかく. かっゃぇ. ╃け きけきっくすぇ 
くうすけ かっゃ くっ っ こかぇすっくけ いぇ すけゃぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇくぇ はしくけ, 

つっ そうくぇくしけゃうはす けすうょす くぇ ¨ぉ
とうくぇすぇ いぇ 2011 ゅけょうくぇ っ いぇ
ゃっさっく  けす ]きっすくぇすぇ こかぇすぇ し さっ
いっさゃう, すなえ おぇすけ しぇ せしすぇくけゃっくう 
“けすおかけくっくうは ゃ ぉのょあっすぇ う くっ 
しぇ こさっょけすゃさぇすっくう こさけこせしおう う 
ゅさっておう”. 〈けいう そぇおす こさっゃさなとぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇぉかの
ょぇゃぇくぇ けぉとうくぇ こさっい すぇいう ゅけ
ょうくぇ う とっ え ぉなょっ くぇこさぇゃっく 
そうくぇくしけゃ けょうす けす ]きっすくぇすぇ 
こぇかぇすぇ けとっ くぇ 9-きっしっつうっすけ. 
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, けくっ

ゃうくはゃぇとうすっ  こさけおせさけさしおう 
しすぇくけゃうとぇ  いぇしすうゅぇす ぉうゃてうは 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇ
きはくけゃ ゃ ょっくは, ゃ おけえすけ こさぇいくせ
ゃぇ  しゃけはすぇ 74-すぇ ゅけょうてくうくぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ くぇ 
5-すけ きはしすけ こけ ぉさけえ あう

すっかう. ‶け こけしかっょくう ょぇくくう くぇ
しっかっくうっすけ ゃ けぉかぇしすすぇ っ 331 
135 ょせてう. ‶さっょう くぇし こけ くぇ
しっかっくうっ しぇ けぉかぇしすうすっ ]けそうは, 
‶かけゃょうゃ, ╁ぇさくぇ う ╀せさゅぇし. 
╅っくうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ こけゃっつっ 

けす しうかくうは こけか - 51,2% しさっとせ 48,8% うかう くぇ 1 000 きなあっ しぇ 
こぇょぇす 1 048 あっくう. ¨ぉかぇしすくうはす ゅさぇょ っ てっしすう こけ ぉさけえ くぇ くぇ
しっかっくうっ しさっょ ゅさぇょけゃっすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╁ くっゅけ あうゃっはす 137 416 
ょせてう. ╉ぇいぇくかなお っ ゃすけさうはす こけ ゅけかっきうくぇ ゅさぇょ ゃ けぉかぇしすすぇ し 46 
990 あうすっかう. ] くぇしっかっくうっ くぇょ 10 たうかはょう ょせてう おなき 31 ょっおっき
ゃさう 2011 ゅ. しぇ 』うさこぇく (15 395) う [ぇょくっゃけ (12 731).
‶さっい 2011 ゅ. こさけょなかあぇゃぇ ょぇ くぇきぇかはゃぇ ぉさけはす くぇ しおかのつっくう

すっ ぉさぇおけゃっ ゃ けぉかぇしすすぇ. [っゅうしすさうさぇくうすっ のさうょうつっしおう ぉさぇおけゃっ 
しぇ 828 う しぇ しなし 148 こけ-きぇかおけ けす こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ. ╀さけはす 
くぇ さぇいゃけょうすっ っ 575 う っ し 27 こけ-きぇかなお けす すけいう こさっい 2010 ゅ.

 けすこぇょなちう ぉはたぇ しなぉさぇくう ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 12 きぇえ 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ „╃ぇ ういつうしすうき ╀なかゅぇさうは いぇ っょうく ょっく“. ╁ おぇきこぇ
くうはすぇ しっ ゃおかのつうたぇ こけゃっつっ けす 6 000 あうすっかう くぇ けぉとうくぇすぇ う 
せつっくうちうすっ けす 15 せつうかうとぇ う けす ¨╃╉ „]ゃ. ╇ゃ. [うかしおう“.

〈┿
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“╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ” たそおさちかたけにあ なけせあせつそうそ まいけしかみ, かおけせ そて おそあこかせけてか う てと-
ちけくすあ [ちひつてへそ 》かてさそう おひしえけ えそおけせけ か ねあつて そて あちつかせあしつさあてあ てとちけつてけねかつさあ つしあうあ

╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ. ╆ぇ おぇいぇくかなつぇくう, けしけぉっ-
くけ いぇ ぇさしっくぇかちう う くぇえ-ゃっつっ - いぇ いぇこぇかっくう-
すっ すせさうしすう, すけゃぇ うきっ ゅけゃけさう しぇきけ こけ しっぉっ 
しう. ╃くっし - くけしうすっか くぇ 2 きっょぇかぇ „┿かっおけ”, 
ょっかっゅぇす くぇ おけくゅさっしうすっ くぇ ╀〈], うくしすさせおすけさ 
こけ すせさういなき, こかぇくうくしおう ゃけょぇつ, しっおさっすぇさ くぇ 
〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ” 
- ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ くぇ 12 きぇえ つっしすゃぇ しゃけはすぇ 
110-すぇ ゅけょうてくうくぇ, ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ いぇこけつ-
ゃぇ ゃしうつおけ おぇすけ きくけゅけ ょさせゅう おぇいぇくかなつぇくう 
- ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けてなか こなさゃけ おぇすけ くぇしすさけえ-
つうお ゃ ╆ぇゃけょ 2, しかっょ っょくぇ ゅけょうくぇ ╉さなしすぬけ 
‶っすおけゃ すさなゅゃぇ いぇ ]けそうは ょぇ せつう „╊っつっぉくぇ 
そういおせかすせさぇ”. ╁さなとぇ しっ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ 
おぇすけ きっすけょうしす こけ ╊《╉  こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇ-
すけ, しなゅかぇしくけ ╋うくうしすっさしおけ こけしすぇくけゃかっくうっ, 
ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ う けしけぉっくけ ゃ „┿さしっくぇか”, 
しっ さぇいゅさなとぇ てうさけおぇ ょっえくけしす こけ けこぇいゃぇくっ 
いょさぇゃっすけ くぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう しなし 
しさっょしすゃぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇし-
すうおぇ. ‶けしかっ ういちはかけ こけっきぇ すせさうしすうつっしおぇすぇ 
ょっえくけしす ゃなゃ そうさきぇすぇ.

ゅかっょ” - „]すけかっすけゃ” - ぅしっくけゃけ 
- 〈なあぇ. ‶け すけいう きぇさてさせす しっ 
こさぇゃはす っおしおせさいうけくくう かっすせゃぇ-
くうは こけ おけきしけきけかしおうは けぉきっく し 
おさぇえくぇ  すけつおぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
ぉぇいぇ くぇ 』っさくけ きけさっ. ‶っすおけゃ 
しう しこけきくは う いくぇきっくうすうすっ おけ-
かけこけたけょう. ′ぇ ゃっかけおけかっかぇ ょけ 
こさうさけょくうすっ そっくけきっくう くぇ [け-
ょけこうすっ. ′ぇ ゃっかけおけかっかぇ - ょけ 
[せきなくうは... ′ぇ ゃっかけおけかっかぇ 
– ょけ 〉くゅぇさうは... ちっかすぇ っ こけ-
ぉさぇすうきっくうはす し ╉ぇいぇくかなお ゅさぇょ 
′ぇょおぇくうょあぇ. ┿さしっくぇかしおう おけ-
かけすせさうしすう こさっきうくぇゃぇす こなすは 
けす ╉ぇいぇくかなお ょけ ′ぇょおぇくうょあぇ, 
いぇ ょぇ こけしすぇゃはす ちゃっすは ゃ いくぇお 
くぇ こけつうす おなき いぇゅうくぇかうすっ ぉなか-
ゅぇさう ゃ ¨すっつっしすゃっくぇすぇ ゃけえくぇ 
くぇ そさけくすぇ おさぇえ せくゅぇさしおうは 
ゅさぇょ. ╁ ょくってくけ ゃさっきっ すけゃぇ 
いゃせつう おぇすけ そぇくすぇしすうおぇ, くけ っ 
そぇおす. ]さっょ いぇこぇかっくうすっ おけ-
かけすせさしすう っ う ょけさう しっゅぇてくうはす 
いぇきっしすくうお ょうさっおすけさ 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, おぇさぇか ゃっかけしうこっょぇ 
けす ╉ぇいぇくかなお ょけ [せきなくうは.

′ぇせつっくけすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
‶っすおけゃ こさっくぇしは

ゃ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ” 

¨すかうつくうはす けさゅぇくういぇすけさ, 
ゃっょさうはす う ょうくぇきうつっく ╉さなし-
すぬけ ‶っすおけゃ ゃくっょさはゃぇ きぇくうっさぇ 
しう くぇ さぇぉけすぇ う ゃ ゅさぇょしおけすけ 
すせさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さ-
かけゃけ ゅくっいょけ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, おな-
ょっすけ うょゃぇ こさっい 1993-すぇ ゅけょう-
くぇ, すぇ けしすぇゃぇ う ょけ ょくっし. ‶さっい 
すけゃぇ ゃさっきっ ょさせあっしすゃけすけ せし-
こはゃぇ ょぇ せさっょう しけぉしすゃっくけしすすぇ 
ゃなさたせ たうあうすっ くぇ ╀せいかせょあぇ, 
ょぇ ゅう こけょょなさあぇ う さっきけくすうさぇ. 
′ぇえ-くけゃうはす さっきけくす ぉっ けそう-
ちうぇかくけ けすおさうす いぇ こさぇいくうおぇ 
- 110-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ ょさせ-
あっしすゃけすけ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ”, くぇ 
こけかはくぇすぇ こけょ ゃさなた ╀せいかせょあぇ, 
きうくぇかぇすぇ くっょっかは, 13 きぇえ. 
╉さなしすぬけ いぇゃぇさゃぇ ょさせあっしすゃけ-
すけ ゃ こけつすう しなしうこぇくけ しなしすけは-
くうっ - おぇょさうすっ しぇ さぇいこうかっくう, 
くはきぇ ょけおせきっくすう いぇ しけぉしすゃっ-
くけしす くぇ しゅさぇょぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う くぇ たうあうすっ ゃ ╀ぇかおぇくぇ. ‶なさ-
ゃうすっ ゅけょうくう しぇ すさせょくう, たうあう-
すっ しっ こけょょなさあぇす し けしおなょくう 
しさっょしすゃぇ, うょゃぇとう ういちはかけ けす 
しぇきけういょさなあおぇすぇ. ′け! - おぇおすけ 
おぇいゃぇ ‶っすおけゃ, し っおうこ, しなぉさぇく 
けす うしすうくしおう さぇょっすっかう くぇ すせ-
さういきぇ, くっとぇすぇ しっ こけかせつぇゃぇす. 
¨しけぉっくけ, おけゅぇすけ ゃ けしくけゃぇすぇ 
しぇ こさけそっしうけくぇかういきなす, かのぉけ-
ゃすぇ おなき ょっかけすけ, ゅさうあぇすぇ いぇ 
こさうさけょぇすぇ う たけさぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Кр. Петков и новият председател на ТД “Орлово 
гнездо” Ж. Желев откриват модернизирана част 
от хижа “Бузлуджа”
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

]すさっかっち-ういこうすぇ-
すっか くぇ ぇさすうかっさうえ-
しおう しうしすっきう – とけ っ 
すけ? ]なし しうゅせさくけしす 
きぇかおけ たけさぇ いくぇはす. 
]ぇきけ うきっすけ くぇ すぇいう 
こさけそっしうは, けぉぇつっ, 
っ ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ 
さぇいぉっさって, つっ しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ くっとけ うし-
すうくしおう しっさうけいくけ. 
╇ けすゅけゃけさくけ. ╇ くっ 
っ いぇ ゃしっおう. 〈けつくけ 
すぇおなゃ – ぇぉしけかのすくけ 
けすゅけゃけさっく おなき すけゃぇ, 
おけっすけ っあっょくっゃくけ 
こさぇゃう, う ういこけゃはょ-
ゃぇと こさうくちうこぇ, つっ: 
”〈ぇいう さぇぉけすぇ くっ っ 
いぇ ゃしっおう”, っ う くぇえ-
ょなかゅけゅけょうてくうはす ぇさ-
しっくぇかしおう きぇえしすけさ ゃ 
すぇいう さぇぉけすぇ – [ぇつ-
おけ [ぇつっゃ けす ╆ぇゃけょ 
0/168 – 2, きぇおぇさ う 

[ぇつおけ [ぇつっゃ おぇすけ きぇかなお くぇ
うしすうくぇ うきぇか ゃかっつっくうっ おなき 
こさけそっしうはすぇ くぇ ゃけっくくうすっ, 
おぇおすけ きけあっ ょぇ しっ こさっょこけかぇ
ゅぇ, くけ かっしくけ しっ けすおぇいぇか けす 
すけゃぇ. ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
う いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ こさう おぇく
ょうょぇすしすゃぇくっすけ ゃなゃ ╁けっくくけ
すけ せつうかうとっ きせ けすおさうかう きぇ
かなお いょさぇゃけしかけゃっく こさけぉかっき. 
┿ きけあっ ぉう – う いぇとけすけ, おぇすけ 
しすさっかっち-ういこうすぇすっか, けしすぇくぇか 
ちはか あうゃけす ぉかういおけ ょけ さぇぉけ
すぇすぇ くぇ ゃけっくくうすっ. 』っ う けとっ 
こけ-ぉかういおけ. ╆ぇとけすけ, おけえすけ 
さぇぉけすう すけゃぇ, ぇ すっいう たけさぇ くっ 
しぇ きくけゅけ う ゃ „┿さしっくぇか”, いくぇっ: 
”〈せお ゃしっおう ょっく っ ゃけえくぇ”. 〈けゃぇ 
[ぇつおけ しう ゅけ うきぇ おぇすけ „っょくけ 
くぇ せき”, くけ さうしおなす ゃ さぇぉけすぇすぇ 
くっ きせ こさっつう. ╉ぇいゃぇ, つっ さうし
おなす っ くっとけ くけさきぇかくけ, くけ おけ
ゅぇすけ さぇぉけすうて すけゃぇ, すさはぉゃぇ ょぇ 
いぇぉさぇゃうて いぇ くっゅけ.

╁しっおう しすさぇた っ ゃさっょっく
いぇ しすさっかっちぇ-ういこうすぇすっか

〈けゃぇ こけおぇいぇかぇ 30-ゅけょうて
くぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ [ぇつおけ [ぇ
つっゃ, っょうく けす ょっしっすうくぇすぇ しっゅぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”, おけうすけ ういこうすゃぇす 
ぉけっこさうこぇしうすっ いぇ ぇさすうかっさうえ
しおうすっ せしすぇくけゃおう, おけうすけ たけ
さぇすぇ くぇさうつぇす こさけしすけ ”けさな
ょうは”. ╁ いゃっくけすけ くぇ [ぇつおけ, 
おなょっすけ すけえ っ くぇえ-けこうすくうはす, 
しぇ 8 ょせてう し くぇつぇかくうおぇ. ╇い
こうすゃぇす ぉけっこさうこぇしう いぇ 23-きき 
けさなょうは, ゅぇせぉうちう, [‶╂, ]‶╂, 
さなつくう ゅさぇくぇすう, こけちっゃくう ゅさぇ
くぇすけきっすう, こさけょせおちうはすぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ いぇゃけょう 2, 3 う 
4. ‶けかうゅけくなす, おなょっすけ しっ さぇ
ぉけすう しぇきけ くぇ けすおさうすけ, っ きっあ
ょせ しっかぇすぇ ╃せくぇゃちう う 【っえ
くけゃけ. ╁ っあっょくっゃくぇすぇ さぇぉけすぇ 
くぇ すっさっくぇ くはきぇ いうきぇ, くはきぇ 
しくはゅ, くはきぇ ゃうっかうちぇ, くはきぇ 
しすせょ う あぇさおけ しかなくちっ – さぇ
ぉけすう しっ ゃしっおう ょっく, おぇおゃうすけ 
う ょぇ しぇ きっすっけさけかけゅうつくうすっ 
せしかけゃうは. ‶けくはおけゅぇ っ きくけゅけ 
すさせょくけ, いぇとけすけ こさっい いうきぇ
すぇ きくけゅけすけ ょさったう こさっつぇす くぇ 
すけつくけしすすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ, おけっすけ 
きけあっ う ょぇ っ そぇすぇかくけ ゃ っょうく 
きけきっくす - こさう ゃうっかうちう しっ くっ
ょけゃうあょぇ, こさう ょなあょ - ょさせゅう 
はょけゃっ... ¨ぉぇつっ, [ぇつおけ くっ しっ 

こかぇてう. ╃けさう くぇゃさっきっすけ こさう 
ういこうすぇくうは しっ けすちっこゃぇか さぇえけく 
けす こけかっすけ くぇけおけかけ, くけ ょくっし 
ゃっつっ すぇいう けこぇしくぇ こさぇおすうおぇ っ 
うしすけさうは. ╇しすけさうは けしすぇゃぇす う 
きくけゅけすけ あっかぇっとう ょぇ ゃなさてぇす 
すぇいう さぇぉけすぇ. ′っ しぇきけ, つっ いぇ
こかぇとぇくっすけ くっ っ おけえ いくぇっ おけか
おけ ゃうしけおけ, ぇ う いぇさぇょう ゃくうきぇ
くうっすけ う すけつくけしすすぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
おけっすけ ゃしっ こけ-きぇかおけ しっ けすょぇゃぇ 
くぇ きかぇょうすっ, いぇとけすけ かっしくけ 
ゅせぉはす すなさこっくうっ. „]すぇさうすっ おせ
つっすぇ” ゃ いぇくぇはすぇ, けぉぇつっ, っょうく 
こけ っょうく しぇ ゃっつっ ゃ こっくしうは, ぇ 
きかぇょうすっ うしおぇす こけゃっつっ こぇさう, 
かぇおけくうつくけ けぉはしくはゃぇ こぇいぇさぇ 
くぇ すさせょぇ ゃ すけいう しこっちうそうつっく 
しっおすけさ くぇえ-ょけぉさうはす ぇさしっ
くぇかしおう しすさっかっち-ういこうすぇすっか 
くぇ ぉけっこさうこぇしう. ╁ すぇいう さぇ
ぉけすぇ きくけゅけ ゃぇあくけ っ - おけゅぇすけ 
くっ しう しすぇぉうかっく 
こしうたうつっしおう, ょぇ 
くっ こさうぉかうあぇゃぇて 
ういこうすぇすっかくうすっ 
しうしすっきう, けぉはしくは
ゃぇ [ぇつおけ. 』ぇしす けす 
さうすなきぇ くぇ ょっくは 
っ っあっょくっゃくぇすぇ 
こさけゃっさおぇ くぇ しなし
すけはくうっすけ くぇ さぇ
ぉけすくうおぇ, おけっすけ しっ 
しかっょう けす くぇつぇか
くうおぇ う さなおけゃけょう
すっかは ′っょおけ ╂うつっゃ, 
おけえすけ けさゅぇくういぇさぇ 
さぇぉけすぇすぇ, しなとけ - 
う けす かっおぇさ. ╁しっおう 
ょっく, とけき しっ こさう
ぉっさって けす さぇぉけすぇ, 
おぇいゃぇて: ”╀かぇゅけ
ょぇさは”, けぉはしくはゃぇ 
けとっ さうしおけゃっすっ 
[ぇつおけゃ, おけえすけ っ 
ういこうすぇか けこぇしくけ
しすうすっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
かうつくけ. ′ぇえ-すっあおぇすぇ きせ かうつくぇ 
いぇゅせぉぇ しう けしすぇゃぇ いぇゅせぉぇすぇ くぇ 
おけかっゅぇすぇ - こさうはすっか. ‶さう うく
ちうょっくす こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ こけかうゅけくぇ こさっょう ょゃっ ゅけょう
くう, くぇ 4-すう きぇえ, [ぇつおけ ゅせぉう 
くぇえ-ょけぉさうは しう こさうはすっか, ょさせ
ゅぇさ  けとっ けす ょっすしすゃけすけ... ′っ 
きけあっ う くっ うしおぇ ょぇ いぇぉさぇゃう 
すけゃぇ. ] おけかっゅうすっ う すぇいう ゅけょう
くぇ しう こさぇゃうかう おせさぉぇく くぇ すけは 
ょっく - ょっくはす, ゃ おけえすけ [ぇつおけ しっ 

っ いぇさっおなか くうおけゅぇ こけゃっつっ ょぇ 
くっ さぇぉけすう - ゃ こぇきっす くぇ こさう
はすっかは しう. [なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” こけょこけきぇゅぇ しかっょ
ゃぇくっすけ くぇ ょなとっさはすぇ くぇ いぇゅう
くぇかうは, けぉはしくはゃぇ きう けとっ [ぇつ
おけ. ╀っい すぇいう こけきけと きけきうつっすけ 
っょゃぇ かう とはかけ ょぇ いぇゃなさてう 
ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ こけ 
„╄おけかけゅうは” ゃ ╀せさゅぇし, くぇせつぇ
ゃぇき けとっ けす しこけょっかっくけすけ. 

╇いこうすぇすっかうすっ しすさっかはす
いぇょ せおさうすうは

[ぇつおけ [ぇつっゃ, おけえすけ うきぇ こけ 
すはかけすけ しう ょっしっすおう しかっょう けす 
くぇさぇくはゃぇくうは こけ ゃさっきっ くぇ 
さぇぉけすぇ, けぉはしくはゃぇ, つっ ゃなこさっ
おう すけゃぇ, しすさっかっちなす すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ こけしすけはくくけ くぇとさっお. 
〈けえ っ くっとけ おぇすけ けぉせつうすっか 
くぇ きかぇょうすっ, こさっょぇゃぇ ょなかゅけ

ゅけょうてくうは しう けこうす. ╆ぇとけすけ: 
”¨こうすなす っ くぇえ-ゃぇあくけすけ ゃ すぇは 
さぇぉけすぇ”. ╇ けとっ: しすぇぉうかくけしす
すぇ くぇ くっさゃくぇすぇ しうしすっきぇ. ╃ぇ 
うきぇて こさっおぇかっくけ しぇきけつせゃしす
ゃうっ, つっ いくぇって ゃしうつおけ, っ っょ
くぇおゃけ ゃさっょくけ, おけかおけすけ う ょぇ 
しっ こさうすっしくはゃぇて ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
っ くぇせつうか けこうすくうはす ういこうすぇ
すっか, おけえすけ つうしすけしなさょっつくけ 
ゃっつっ きっつすぇっ いぇ こっくしうは, おけはすけ 
つぇおぇ ょけ くはおけかおけ きっしっちぇ. [ぇ

ぉけすぇすぇ くぇ おぇすっゅけさうは っ っょくぇ 
けす こさうつうくうすっ, いぇょなさあぇかう すせお 
さぇぉけすくうおぇ すけかおけゃぇ ゃさっきっ. 
′はおけゅぇ  すさせょなす すせお ぉうか こなさゃぇ 
おぇすっゅけさうは, くけ う すぇは こさうゃうかっ
ゅうは っ けすくっすぇ くぇ さうしおせゃぇとう
すっ あうゃけすぇ しう ゃしっおう ょっく こさう 
ぇさすうかっさうえしおうすっ ういこうすぇくうは. 
]っゅぇ たけさぇすぇ くぇ こけかうゅけくぇ さぇ
ぉけすはす くぇ ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは. 
′ぇえ-ゃぇあくけすけ, けぉぇつっ, っ, う 
[ぇつおけ [ぇつっゃ ゅけ こさういくぇゃぇ:

„¨ぉうつぇき しう こさけそっしうはすぇ!”

╉ぇすけ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう, う 
すけえ ういこけゃはょゃぇ きぇおしうきぇすぇ, 
つっ: ”╉ぇきなおなす しう すっあう くぇ きはし
すけすけ”. ′っ さぇいぉうさぇ いぇとけ くはおけう 
たけさぇ こけしすけはくくけ しっ きっしすはす けす 
さぇぉけすぇ くぇ さぇぉけすぇ. ]こけさっょ 
くっゅけ, すけゃぇ ゅう こさぇゃう きなさ
いっかうゃう う こさっつう くぇ せしなゃなさ
てっくしすゃぇくっすけ くぇ おけえすけ う ょぇ 
っ いぇくぇはす. ╃ぇ くっ ゅけゃけさうき, つっ 
ういくぇつぇかくけ つっしすぇすぇ しきはくぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ [ぇつおけ  きせ いゃせつう 
くっしっさうけいくけ. ┿ すけえ っ しっさうけいっく 
きなあ. ′っゅけ し すけゃぇ ゅけ いくぇはす う 
くぇつぇかくうちうすっ, う けす さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇすけゃぇ, 
おけゅぇすけ うきぇ くっとけ しこってくけ, くっ 
しっ おけかっぉぇはす ょぇ きせ いゃなくはす こけ 
ゃしはおけ ゃさっきっ. ]こけさっょ [ぇつ
おけ, ぇおけ しう ゃなさてうて さぇぉけすぇすぇ 
おぇおすけ すさはぉゃぇ, すけゃぇ くはきぇ おぇお 
ょぇ くっ しっ ゃうょう けす くぇつぇかくうちう
すっ. 〈けえ ゃはさゃぇ, つっ せゃぇあっくうっすけ 
くぇ さなおけゃけょうすっかは しっ こっつっかう 
し すさせょ う こけしすうあっくうは ゃ こさけ
そっしうはすぇ. ‶けくっ こさう くっゅけ っ 
すぇおぇ. ╂けかっきう こさういくぇくうは う 
くぇゅさぇょう, けぉぇつっ, いぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう, [ぇつおけ くっ うしおぇ. ╆ぇ „┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ” くっ きせ っ う きうくぇかけ 
こさっい せきぇ... ‶け-ゃぇあくけすけ っ おぇお 
しっ しさぇぉけすゃぇ おけかっおすうゃなす. ╆ぇ
とけすけ: ”┿おけ くっとけ ゃ おけかっおすうゃぇ 
くっ っ くぇさっょ, しすぇゃぇす ゅさっておう, ぇ 
けす すぇき - う うくちうょっくすう...”. ╆ぇ
すけゃぇ ゃ すけゃぇ いゃっくけ しう ょなさあぇす 
くぇ おけかっおすうゃぇ う しっ けこうすゃぇす 
ょぇ こさうせつぇす う こけ-きかぇょうすっ くぇ 

すけゃぇ. „′っ しっ しなぉうさぇきっ しかっょ 
さぇぉけすぇ おぇおすけ っょくけ ゃさっきっ, くけ 
おぇすけ しう こけすさはぉゃぇきっ, しっ すなさ
しうき”, おぇいゃぇ [ぇつおけ, おぇすけ くっ 
こさけこせしおぇ ょぇ けすぉっかっあう, つっ う 
すぇいう ゅけょうくぇ っ うきぇかけ ぉぇくおっすう.
[ぇつおけ [ぇつっゃ - くぇえ-けこうすくうはす 

しすさっかっち-ういこうすぇすっか くぇ こけかう
ゅけくぇ おさぇえ 【っえくけゃけ, うきぇ しぇきけ 
9 ういしすさっかぇ ゃ おぇいぇさきぇすぇ... 〈ぇき 
ぉうか さぇょうしす, くっとけ おぇすけ „ゃさない
おぇさつっ”, ういぉはゅぇかけ けす さうしおぇ. ╁ 

あうゃけすぇ, けぉぇつっ, さうしおなす ゅけ くぇ
きっさうか う くっ ゅけ こせしおぇ う ょけしっゅぇ. 
╋ぇおぇさ う いぇきっくうか きっつすぇすぇ いぇ 
╁けくくけすけ せつうかうとっ しなし ]‶〈〉 
こけ きぇてうくけしすさけっくっ う ゃっつっさっく 
すったくうおせき, [ぇつおけ [ぇつっゃ  ゃっつっ 
っ くぇすさせこぇか たうかはょう ういしすさっかう 
ゃ あうゃけすぇ しう. 〈っあおう ういしすさっかう, 
ぇさすうかっさうえしおう. ′ぇゃさっきっすけ ゃ 
くぇえ-しうかくうすっ しう ゅけょうくう, こさっい 
80-すっ くぇ 20-う ゃっお, くぇ こけかうゅけ
くぇ こさぇゃっかう こけ 465 ういしすさっかぇ 
ゅけょうてくけ. ]っゅぇ しぇ ょゃぇ こなすう 
こけ-きぇかおけ, くけ う すけゃぇ っ きくけゅけ. 
′ぇゃさっきっすけ すせお さぇぉけすっかう ょけさう 
あっくう. ¨ぉとけ 42 ょせてう - かぇぉけ
さぇくすう う ういこうすぇすっかう うきぇかけ 
こさっょう 30 ゅけょうくう くぇ すぇいう ぇさ
しっくぇかしおぇ こかけとぇょおぇ, おなょっすけ 
しっ いぇきっさゃぇす こけおぇいぇすっかうすっ いぇ 
しおけさけしす くぇ ういしすさっかぇ, くぇかは
ゅぇくっすけ, すっゅかけすけ くぇ ぉぇさせすくう
すっ いぇさはょう... ′ぇゃさっきっすけ ょぇあっ 
ういこうすぇすっかうすっ たけょっかう  くぇ こけ
かうゅけくうすっ ゃ ╆きっえけゃけ う ┿くっゃけ, 
しっゅぇ ゃっつっ くっ たけょはす. ′け いぇすけゃぇ 
こなお すせお うき うょゃぇす „くぇ おさぇおぇ” 
ゃしはおぇおゃう ゃっかうつうは. ╇いこうすぇすっ
かうすっ こけいくぇゃぇす かうつくけ う ╀けゅ
ょぇく ╉けかっゃ, う ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ, 
う こっさそっおすくうは たうきうお ┿すぇくぇし 
╉けえつっゃ, う ]すぇくうか ]すぇくうかけゃ, 
う 》さうしすけ ]すさっておけゃ, う ╁かぇょけ 
]すけっゃ, う ╁かぇょけ 』せつせきうてっゃ, 
う ╂っけさゅう ╃けぉさっゃ... ¨しゃっく 
ゅけかっきうすっ くぇつぇかくうちう けす きっ
くうょあなさしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ, 
おけうすけ くぇゅかっあょぇす さぇぉけすぇすぇ 
すせお, くぇ きはしすけ うょゃぇす う きくけゅけ 
ょっかっゅぇちうう. [ぇつおけ っ しゃうおくぇか 
ょぇ こけしさっとぇ つせあょうすっ ょっかぇ
ゅぇちうう う けす すけゃぇ „くっ きせ きうゅぇ 
う けおけすけ”, いぇとけすけ こさっょ  ょっかっ
ゅぇちううすっ ういこうすぇすっかうすっ こさぇゃはす 
ょっきけくしすさぇちうう つっしすけ. ┿ う すけつ
くけ すけえ っ つけゃっおなす, おけえすけ, けし
ゃっく さなおけゃけょうすっかは, くぇえ-きくけ
ゅけ けぉはしくはゃぇ いぇ おぇおゃけ うきっくくけ 
うょっ さっつ こさう ういこうすぇくうはすぇ...
¨す あうすっえしおうすっ ういこうすぇくうは 

[ぇつおけ しなとけ くっ しっ けこかぇおゃぇ. 
╁っつっ っ けすゅかっょぇか ゅけかっきう しうく 
う ょなとっさは. ]うくなす – ]すけはく, いぇ
ゃなさてうか ]こけさすくけすけ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, くけ いぇさぇょう おけくすせいうは 
しっ けすおぇいゃぇ けす こさけそっしうけくぇかくぇ 
おぇさうっさぇ. 】っさおぇすぇ, いぇゃなさてう
かぇ „]けちうぇかくう ょっえくけしすう”, しっゅぇ 
せつう いぇ きっょうちうくしおぇ しっしすさぇ. 
′うおけえ けす すはた くっ っ こけっか おなき 
„┿さしっくぇか”. ╁ けさなあっえくうちぇ
すぇ, けぉぇつっ, さぇぉけすっかぇ くはおけゅぇ 
う しなこさせゅぇすぇ きせ – ゃ ╆ぇゃけょ 3. 
‶けさっょくけすけ ういこうすぇくうっ くぇ [ぇつ
おけ っ くっえくけすけ いょさぇゃっ, いぇとけ
すけ, いぇさぇょう こさけぉかっきう し おさぇ
おぇすぇ, しっゅぇ くっ きけあっ ょぇ たけょう, 
すぇ すけえ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ こけきぇゅぇ 
う ゃおなとう. ╆ぇすけゃぇ こけ-きぇかおけ 
ゃさっきっ きせ けしすぇゃぇ いぇ かのぉう
きうすっ いぇくうきぇくうは, けす おけうすけ, 
けぉぇつっ, くっ こさけこせしおぇ ゃっつっさ 
ょぇ こさっゅかっょぇ ゃ うくすっさくっす いぇ
ょなかあうすっかくけ させしおうすっ しぇえすけゃぇ 
いぇ けさなあうは. ]かっょう くぇえ-くけゃけ
すけ ゃ こさけそっしうはすぇ, けこさっしくはゃぇ 
いくぇくうはすぇ しう, つっさこう うくそけさ
きぇちうは... ╆ぇとけすけ すけゃぇ っ つぇしす 
けす けぉうつすぇ おなき こさけそっしうはすぇ, ぇ 
いぇ [ぇつおけ [ぇつっゃ, ょけぇえっくなす くぇ 
しすさっかっち-ういこうすぇすっかうすっ くぇ ぇさ
すうかっさうえしおう ぉけっこさうこぇしう: ”╆ぇ 
すぇいう さぇぉけすぇ しっ うしおぇ ょぇ すう うょっ 
けすゃなすさっ う ょぇ うきぇて あっかぇくうっ 
ょぇ は ゃなさてうて. ╄ょくぇ さぇぉけすぇ くっ 
は かう ゃなさてうて し あっかぇくうっ, くっ 
しすぇゃぇ...”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

すけえ ょぇ おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう こさけしすけ: ぇい しなき っょうく けぉうおくけゃっく さぇぉけすくうお. ╉ぇいゃぇ ゅけ, 
けぉぇつっ, こさっい かっおぇ せしきうゃおぇ, いぇとけすけ しぇき しう いくぇっ, つっ くっ っ すぇおぇ. ╁ あうゃけすぇ きせ おぇすけ 
しすさっかっち-ういこうすぇすっか うきぇ しすけすうちう しかせつおう いぇ さぇいおぇいゃぇくっ. ′け くっ ゃしうつおう しこけょっかは, 
ゃしっ こぇお - さぇぉけすう ゃ けさなあっっく いぇゃけょ...

′ぇ 22 きぇえ - うょくうは ゃすけさ-
くうお けす 12 けす つぇしぇ くぇ 

けぉはょ, ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ しゃっす-
かうは こさぇいくうお - ╃っくはす くぇ しかぇ-
ゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす う ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ こさけしゃっすぇ う おせかすせさぇ, 
そうさきっくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
„╀せさぇすうくけ” おなき „┿さしっくぇか” 
┿╃ けすゃぇさは ゃさぇすう いぇ さけょうすっかう 
う ゅけしすう. ╋ぇかおうすっ こぇかぇゃくうちう 
しぇ こけょゅけすゃうかう こさけかっすっく おけく-
ちっさす こけょ くぇょしかけゃ „]かなくつっゃう 
ょっちぇ - こさけかっすくう ちゃっすは”.  ╃っ-
ちぇすぇ とっ いぇさぇょゃぇす こさうしなしすゃぇ-
とうすっ し ゃっしっかう ょっすしおう こっしくう, 
すぇくちう う しすうたけゃっ, とっ こけおぇあぇす 
おけかおけ きくけゅけ くけゃう くっとぇ しぇ 
くぇせつうかう こさっい ういすっおかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ, おぇお せきっはす ょぇ こっはす, ょぇ 
すぇくちせゃぇす う ょぇ しっ いぇぉぇゃかはゃはす. 
】っ しっ こさっょしすぇゃはす ゅさせこぇすぇ いぇ 
しこけさすくう すぇくちう おなき ょっすしおぇ-
すぇ ゅさぇょうくぇ し さなおけゃけょうすっかう 
′うおけかぇえ 〈っくっゃ う ┿くすけくうは 
╉ぇはさけゃぇ けす おかせぉ いぇ しこけさす-
くう すぇくちう „╉うぇさぇ” う ょっちぇすぇ, 
ういせつぇゃぇとう ぇくゅかうえしおう っいうお し 
こさっこけょぇゃぇすっか ╄かうちぇ ╀けくっゃぇ 
』ぇゃょぇさけゃぇ.
„]なし しゃけうすっ ゅさっえくぇかう せし-

きうゃおう う くっこけょこさぇゃっくけしす 

╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 

こさっょけしすぇゃは ゃないきけあくけしす くぇ 
しゃけうすっ くぇえ-ょけぉさう さぇぉけすくう-
ちう う しかせあうすっかう ょぇ こけかいゃぇす 
ぉっいこかぇすくぇ 6-ょくっゃくぇ こけつうゃ-
おぇ くぇ しすぇくちうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
ゃ ′っしっぉなさ. 
╀っいこかぇすくけすけ きけさっ いぇ ぇさしっ-

くぇかちう いぇこけつくぇ けす 10-すう きぇえ. 
‶け いぇゃけょう ゃっつっ しぇ ういゅけすゃっ-
くう ゅさぇそうちう  いぇ こけつうゃぇとうすっ 
う すったくうすっ しっきっえしすゃぇ. ]せぉ-
しうょうさぇくぇすぇ こけつうゃおぇ けす さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ っ 6 
ょくう う 6 くけとせゃおう. ‶さう ういゅけす-
ゃはくっ くぇ ゅさぇそうちうすっ しっ ゃいっ-
きぇ こさっょゃうょ う そぇおすなす ょぇかう ゃ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう さぇぉけすっ-
とうすっ しぇ しっ こけかいゃぇかう けす すぇいう 
けそっさすぇ うかう くっ. ╃け しさっょぇすぇ ]かっょ おぇすけ ‶なさゃうはす きっあょせそうさきっく すせさくうさ こけ そせすぉけか こさう-

おかのつう, しなぉうさぇえおう きくけゅけ っきけちうう けす ょゃぇすぇ こけかのしぇ, しなし 
しなとうは こかぇき こさけょなかあぇゃぇす こさっい きぇえ ゃなすさってくけいぇゃけょしおうすっ 
すせさくうさう こけ そせすぉけか, ゃけかっえぉけか う くぇさけょくぇ すけこおぇ. ]さっとうすっ こけ 
くぇさけょくぇ すけこおぇ う ゃけかっえぉけか ゃっつっ こさうおのつうたぇ こさう しかっょくうすっ 
さっいせかすぇすう: 

‶けぉっょうすっかう ゃなゃ ゃけかっえぉけかぇ しぇ:

I-ゃけ きはしすけ -  ╆ぇゃけょ 0
II-さけ きはしすけ - ╆ぇゃけょ 1

‶けぉっょうすっかう ゃ くぇさけょくぇすぇ すけこおぇ:

I-ゃけ きはしすけ - ╆ぇゃ.1, 250 ちった
II-さけ きはしすけ -  ╆ぇゃ.1, 240 ちった

¨す くぇつぇかけすけ くぇ きぇえ しすぇさすうさぇ ゃなすさってくけいぇゃけょしおうはす すせさ-
くうさ こけ そせすぉけか. ╃け きけきっくすぇ さっいせかすぇすうすっ けす ういうゅさぇくうすっ 

しさっとう しぇ: 

╇いうゅさぇくう しさっとう

ǬȈȚȈ                            ǹȘȍȡȈ                       ǸȍȏțȓȚȈȚ

02.05             ╆ぇゃけょ 1 (250 ちった) - ╆ぇゃけょ 5            3:0
03.05   ╆ぇゃけょ 09 (500) – ╆ぇゃけょ 5 (430)          1:2
04.05   ╆ぇゃけょ 6 – ╆ぇゃけょ 0 (182)           11:0
07.05          ╆ぇゃけょ 1 (290) – ╆ぇゃけょ 2            5:0
08.05    ╆ぇゃけょ 1 (240) – ╆ぇゃけょ                        2:3

09.05   ╆ぇゃけょ 09 (500) – ╆ぇゃけょ 1 (290) 1:3
10.05   ╆ぇゃけょ 1 (250 ちった) – ╆ぇゃけょ 0 (182) 7:0
11.05   ╆ぇゃけょ 5 (430) -  ╆ぇゃけょ 2            1:1
14.05   ╆ぇゃけょ 6 – ╆ぇゃけょ 1 (240)            1:0
15.05   ╆ぇゃけょ 1 (290) – ╆ぇゃけょ 5 (430)            0:3

‶さっょしすけはとう しさっとう 

16.05   ╆ぇゃけょ 5 – ╆ぇゃけょ 0 (182)            
17.05   ╆ぇゃけょ 09 (500) – ╆ぇゃけょ 2 
18.05   ╆ぇゃけょ 6 - ╆ぇゃけょ 1 (250 ちった) 
21.05   ╆ぇゃけい 1(240) - ╆ぇゃけょ 0 (182) 
22.05   ╆ぇゃけょ  5 – ╆ぇゃけょ 6 
23.05   ╆ぇゃけょ 1 (250 ちった) – ╆ぇゃけょ 1 (240) 
28.05             ‶けかせそうくぇか 
29.05   《うくぇか 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

┿い うきぇき くっゃっさけはすくう しこけきっくう けす きけは ぉぇか, ぉってっ くぇ 23-すう きぇえ ゃ さっしすけさぇくす „╁っさっは“ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃさなとぇ  ゃなけょせてっゃっくけ かっくすぇすぇ くぇいぇょ  いぇゃなさてうかぇすぇ ╇おけくけきうつっ-
しおうは すったくうおせき, しっゅぇ 〈なさゅけゃしおぇ ゅうきくぇいうは, ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╃けぉさうくおぇ ╉うさけゃぇ. ╀はた し つっさゃっくぇ さけおかは けす あけさあっす ょけ おけかっくっすっ う こさうつっしおぇ けす さけかおう, しぇきけ  きけきうつっておう 
おせさし, くけ しう ういおぇさぇたきっ しすさぇたけすくけ. ╉ぇゃぇかっさう くっ しぇ くう かうこしゃぇかう いぇさぇょう すけゅぇゃぇてくうすっ てっそしすゃぇ - くうっ うきぇたきっ てっそしすゃけ しなし ]すさけうすっかくうは すったくうおせき, ゃっしっかぉぇすぇ ぉってっ 
こなかくぇ. ′ぇ しせすさうくすぇ  ょけさう けすうょけたきっ くぇ きぇくうそっしすぇちうは いぇ 24-すう きぇえ, くぇかう ぉってっ いぇょなかあうすっかくけ - すぇおぇ, おぇおすけ しう ぉはたきっ し ぉぇかくうすっ さけおかう, しかういぇえおう けす ┿はいきけすけ. ╇きぇき 
くっゃっさけはすくう しこけきっくう う こさうはすっかしすゃぇ, けしすぇくぇかう けす せつっくうつっしおうすっ きう ゅけょうくう. ╇ しっゅぇ ゅう こけょょなさあぇきっ う きくけゅけ ゅう ちっくは, ょっちぇすぇ きう しなとけ こけいくぇゃぇす きけうすっ しなせつっくうつおう, 
こさなしくぇすう うい ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, しこけょっかは ╃けぉさうくおぇ. ╇ くっ おさうっ, つっ ぉう うしおぇかぇ う ょなとっさは え ょぇ うきぇ すぇおうゃぇ けちっかっかう う こさけゃっさっくう ゃなゃ ゃさっきっすけ  せつっくうつっしおう こさうはすっかしすゃぇ. 
╇ ょなとっさはすぇ  くぇ ╃けぉさうくおぇ - ╇ゃっす, しなとけ おぇすけ ╃ぇはくぇ, くはきぇ ょぇ こなすせゃぇ くぇ っおしおせさいうは ういゃなく しすさぇくぇすぇ. ╀うかう さぇいょっかっくう ゃ おかぇしぇ こけ すっきぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ, おぇすけ ぉせっく すゃけさ-

つっしおう ょせた, し こさうはすっかう ういぉうさぇ, ゃきっしすけ ゃすけさぇ ゃっつっさ くぇ ぉぇかぇ, さけお-おけくちっさす ゃ うくすっさっしくぇ きっしすくけしす ゃ しすさぇくぇすぇ. ╇ きっつすぇ, おけはすけ くっ ょなさあう ょぇ しぉなょくっ ゃっょくぇゅぇ, くけ きくけゅけ 
ぉう うしおぇかぇ ょぇ けしなとっしすゃう - っおしおせさいうは ょけ ‶ぇさうあ. ╉ぇすけ こけょぇさなお いぇ ぉぇかぇ. 
〈けゃぇ, こけしかっょくけすけ, ╃けぉさうくおぇ けしすぇゃは ぉっい おけきっくすぇさ. ╉けっすけ とっ さっつっ, つっ しなし しうゅせさくけしす とっ こけかけあう せしうかうは ょぇ ゅけ しぉなょくっ. ╆ぇとけすけ くはきぇ くうとけ こけ-ゃぇあくけ けす きっつすうすっ くぇ 

ょっちぇすぇ くう. ¨とっ こけゃっつっ, ぇおけ しぇ こさっょ しすぇさすぇ くぇ ゅけかっきうは しう あうゃけす. 
╅うゃけす, おけえすけ う ╄おぇすっさうくぇ [ぇたきぇくかうっゃぇ, う ╃けぉさうくおぇ ╉うさけゃぇ けつぇおゃぇす し ゅけかはきけ ゃなかくっくうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...╅ちつかせあしつさあ すあすけせあ えそちおそつて

くぇ のくう きけさっすけ っ ぉっいこかぇすくけ いぇ ぇさしっくぇかちう, ぇ ゃしっおう つかっく くぇ しっきっえしすゃけすけ いぇこかぇとぇ こけ 22 かっゃぇ 
くぇ ょっく. ╁ ちっくぇすぇ ゃかういぇす すさう たさぇくっくうは, すうこ „てゃっょしおぇ きぇしぇ” う しこぇくっ. 〉しかけゃうはすぇ ゃ たけすっかぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” しぇ おぇすっゅけさうは 3 いゃっいょう. 
╃っちぇすぇ ょけ 2 ゅけょうくう かっすせゃぇす ぉっいこかぇすくけ, ぇ いぇ ょっちぇ けす 2 ょけ 12 ゅけょうくう しっ いぇこかぇとぇす こけ 11 

かっゃぇ くぇ ょっく. 
]かっょ 15-すう のくう ょけ おさぇは くぇ ぇゃゅせしす ちっくうすっ う いぇ ぇさしっくぇかちう しすぇゃぇす こけ 22 かっゃぇ くぇ ょっく, し すさう 

たさぇくっくうは う くけとせゃおぇ. ‶さっい しっこすっきゃさう くぇえ-ゃっさけはすくけ けすくけゃけ とっ うきぇ けそっさすう いぇ ぉっいこかぇすくけ 
きけさっ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ.  
╉ぇこぇちうすっすなす くぇ っょくぇ きけさしおぇ しきはくぇ くぇ しすぇくちうはすぇ ゃ ′っしっぉなさ っ 240 ょせてう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ょっちぇすぇ とっ いぇさぇいはす ゃしうつおう 
ゅけしすう う とっ ゅう ういこなかくはす し 
こさけかっすくけ くぇしすさけっくうっ う ゃなか-
くっくうっ けす くぇしすなこゃぇとうは ぉかぇ-
ゅけしかけゃっく ょっく くぇ いくぇくうっすけ う 
ぉなかゅぇさしおうは ょせた!”, けぉっとぇゃぇ 
こさっょこさぇいくうつくけ ょうさっおすけさなす 
]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ.
╃っすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ っ しないょぇ-

ょっくぇ こさっい 1933 ゅけょうくぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ いぇ ょっちぇ くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ. ╁ くぇつぇかけすけ そせくお-
ちうけくうさぇ おぇすけ こぇかぇすおけゃ かぇ-
ゅっさ. ‶け-おなしくけ っ こけしすさけっくぇ 
しこっちうぇかくぇ しゅさぇょぇ - しすぇは し 
おぇきうくぇ う くぇゃっし.
‶なさゃぇすぇ せつうすっかおぇ っ ╋ぇさうは 

‶うさぬけゃぇ, しかっょ くっは しぇ くぇいくぇ-
つっくう ]ゃっすかぇ ¨さぇつっゃぇ う ╁っ-
くっちうは ‶けこけゃぇ.
╃け おさぇは くぇ 1950 ゅ. ゅさぇょう-

くぇすぇ さぇぉけすう し っょくぇ ゅさせこぇ, くけ 
ぉさけはす くぇ ょっちぇすぇ しっ せゃっかうつぇ-
ゃぇ ぉなさいけ う こさっい 1953 ゃっつっ 
そせくおちうけくうさぇす 4 ゅさせこう. ¨す 1 
きぇさす 1954 ゅ. ょっすしおけすけ いぇゃっ-
ょっくうっ こさっきうくぇゃぇ おなき さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ ¨すょっか „‶さけしゃっ-
すぇ” おなき ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
くけ ぇさしっくぇかちう こさけょなかあぇゃぇす 

ょぇ こけかぇゅぇす すけこかう ゅさうあう いぇ 
ょっちぇすぇ くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう.
¨す 1996 ゅ. ╃っすしおぇ ゅさぇょう-

くぇ „╀せさぇすうくけ” っ ゃおかのつっくぇ 
ゃ きっあょせくぇさけょくぇすぇ こさけゅさぇ-
きぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ ょっちぇ 
„]すなこおぇ こけ しすなこおぇ”, おけはすけ っ 
つぇしす けす ょっえくけしすすぇ くぇ 『っくすな-
さぇ „¨すゃけさっくけ けぉさぇいけゃぇくうっ”. 
╇ ょくっし ╃╂ ”╀せさぇすうくけ” けしすぇゃぇ 
っょうくしすゃっくけすけ ょっすしおけ いぇゃっ-
ょっくうっ, そせくおちうけくうさぇとけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ こさけういゃけょ-
しすゃっくけ こさっょこさうはすうっ - そうさきぇ 
„┿さしっくぇか ┿╃”, おけはすけ こさけはゃは-
ゃぇ ういおかのつうすっかくけ さぇいぉうさぇくっ 
う しなこさうつぇしすくけしす おなき ゃしうつおう 
けすこさぇゃっくう きけかぉう いぇ しなょっえ-
しすゃうっ. 
╁ きけきっくすぇ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ 

そせくおちうけくうさぇす 4 ゅさせこう, おけう-
すけ くけしはす うきっくぇすぇ くぇ こさうは-
すっかうすっ くぇ ╀せさぇすうくけ - „┿さすっ-
きけく”, „┿さかっおうく”, „╋ぇかゃうくぇ” 
う „╊うしぇ ┿かうしぇ”. ╃け 1990 ゅけ-
ょうくぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くけしう 
うきっすけ „┿ゃさけさぇ”, こさっい 1991 っ 
こさっうきっくせゃぇくぇ くぇ 『╃╂ „╀せ-
さぇすうくけ”.

〈┿
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

]すさっかっち-ういこうすぇ-
すっか くぇ ぇさすうかっさうえ-
しおう しうしすっきう – とけ っ 
すけ? ]なし しうゅせさくけしす 
きぇかおけ たけさぇ いくぇはす. 
]ぇきけ うきっすけ くぇ すぇいう 
こさけそっしうは, けぉぇつっ, 
っ ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ 
さぇいぉっさって, つっ しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ くっとけ うし-
すうくしおう しっさうけいくけ. 
╇ けすゅけゃけさくけ. ╇ くっ 
っ いぇ ゃしっおう. 〈けつくけ 
すぇおなゃ – ぇぉしけかのすくけ 
けすゅけゃけさっく おなき すけゃぇ, 
おけっすけ っあっょくっゃくけ 
こさぇゃう, う ういこけゃはょ-
ゃぇと こさうくちうこぇ, つっ: 
”〈ぇいう さぇぉけすぇ くっ っ 
いぇ ゃしっおう”, っ う くぇえ-
ょなかゅけゅけょうてくうはす ぇさ-
しっくぇかしおう きぇえしすけさ ゃ 
すぇいう さぇぉけすぇ – [ぇつ-
おけ [ぇつっゃ けす ╆ぇゃけょ 
0/168 – 2, きぇおぇさ う 

[ぇつおけ [ぇつっゃ おぇすけ きぇかなお くぇ-
うしすうくぇ うきぇか ゃかっつっくうっ おなき 
こさけそっしうはすぇ くぇ ゃけっくくうすっ, 
おぇおすけ きけあっ ょぇ しっ こさっょこけかぇ-
ゅぇ, くけ かっしくけ しっ けすおぇいぇか けす 
すけゃぇ. ′っ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
う いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ こさう おぇく-
ょうょぇすしすゃぇくっすけ ゃなゃ ╁けっくくけ-
すけ せつうかうとっ きせ けすおさうかう きぇ-
かなお いょさぇゃけしかけゃっく こさけぉかっき. 
┿ きけあっ ぉう – う いぇとけすけ, おぇすけ 
しすさっかっち-ういこうすぇすっか, けしすぇくぇか 
ちはか あうゃけす ぉかういおけ ょけ さぇぉけ-
すぇすぇ くぇ ゃけっくくうすっ. 』っ う けとっ 
こけ-ぉかういおけ. ╆ぇとけすけ, おけえすけ 
さぇぉけすう すけゃぇ, ぇ すっいう たけさぇ くっ 
しぇ きくけゅけ う ゃ „┿さしっくぇか”, いくぇっ: 
”〈せお ゃしっおう ょっく っ ゃけえくぇ”. 〈けゃぇ 
[ぇつおけ しう ゅけ うきぇ おぇすけ „っょくけ 
くぇ せき”, くけ さうしおなす ゃ さぇぉけすぇすぇ 
くっ きせ こさっつう. ╉ぇいゃぇ, つっ さうし-
おなす っ くっとけ くけさきぇかくけ, くけ おけ-
ゅぇすけ さぇぉけすうて すけゃぇ, すさはぉゃぇ ょぇ 
いぇぉさぇゃうて いぇ くっゅけ.

╁しっおう しすさぇた っ ゃさっょっく
いぇ しすさっかっちぇ-ういこうすぇすっか

〈けゃぇ こけおぇいぇかぇ 30-ゅけょうて-
くぇすぇ こさぇおすうおぇ くぇ [ぇつおけ [ぇ-
つっゃ, っょうく けす ょっしっすうくぇすぇ しっゅぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”, おけうすけ ういこうすゃぇす 
ぉけっこさうこぇしうすっ いぇ ぇさすうかっさうえ-
しおうすっ せしすぇくけゃおう, おけうすけ たけ-
さぇすぇ くぇさうつぇす こさけしすけ ”けさな-
ょうは”. ╁ いゃっくけすけ くぇ [ぇつおけ, 
おなょっすけ すけえ っ くぇえ-けこうすくうはす, 
しぇ 8 ょせてう し くぇつぇかくうおぇ. ╇い-
こうすゃぇす ぉけっこさうこぇしう いぇ 23-きき 
けさなょうは, ゅぇせぉうちう, [‶╂, ]‶╂, 
さなつくう ゅさぇくぇすう, こけちっゃくう ゅさぇ-
くぇすけきっすう, こさけょせおちうはすぇ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ いぇゃけょう 2, 3 う 
4. ‶けかうゅけくなす, おなょっすけ しっ さぇ-
ぉけすう しぇきけ くぇ けすおさうすけ, っ きっあ-
ょせ しっかぇすぇ ╃せくぇゃちう う 【っえ-
くけゃけ. ╁ っあっょくっゃくぇすぇ さぇぉけすぇ 
くぇ すっさっくぇ くはきぇ いうきぇ, くはきぇ 
しくはゅ, くはきぇ ゃうっかうちぇ, くはきぇ 
しすせょ う あぇさおけ しかなくちっ – さぇ-
ぉけすう しっ ゃしっおう ょっく, おぇおゃうすけ 
う ょぇ しぇ きっすっけさけかけゅうつくうすっ 
せしかけゃうは. ‶けくはおけゅぇ っ きくけゅけ 
すさせょくけ, いぇとけすけ こさっい いうきぇ-
すぇ きくけゅけすけ ょさったう こさっつぇす くぇ 
すけつくけしすすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ, おけっすけ 
きけあっ う ょぇ っ そぇすぇかくけ ゃ っょうく 
きけきっくす - こさう ゃうっかうちう しっ くっ-
ょけゃうあょぇ, こさう ょなあょ - ょさせゅう 
はょけゃっ... ¨ぉぇつっ, [ぇつおけ くっ しっ 

こかぇてう. ╃けさう くぇゃさっきっすけ こさう 
ういこうすぇくうは しっ けすちっこゃぇか さぇえけく 
けす こけかっすけ くぇけおけかけ, くけ ょくっし 
ゃっつっ すぇいう けこぇしくぇ こさぇおすうおぇ っ 
うしすけさうは. ╇しすけさうは けしすぇゃぇす う 
きくけゅけすけ あっかぇっとう ょぇ ゃなさてぇす 
すぇいう さぇぉけすぇ. ′っ しぇきけ, つっ いぇ-
こかぇとぇくっすけ くっ っ おけえ いくぇっ おけか-
おけ ゃうしけおけ, ぇ う いぇさぇょう ゃくうきぇ-
くうっすけ う すけつくけしすすぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
おけっすけ ゃしっ こけ-きぇかおけ しっ けすょぇゃぇ 
くぇ きかぇょうすっ, いぇとけすけ かっしくけ 
ゅせぉはす すなさこっくうっ. „]すぇさうすっ おせ-
つっすぇ” ゃ いぇくぇはすぇ, けぉぇつっ, っょうく 
こけ っょうく しぇ ゃっつっ ゃ こっくしうは, ぇ 
きかぇょうすっ うしおぇす こけゃっつっ こぇさう, 
かぇおけくうつくけ けぉはしくはゃぇ こぇいぇさぇ 
くぇ すさせょぇ ゃ すけいう しこっちうそうつっく 
しっおすけさ くぇえ-ょけぉさうはす ぇさしっ-
くぇかしおう しすさっかっち-ういこうすぇすっか 
くぇ ぉけっこさうこぇしう. ╁ すぇいう さぇ-
ぉけすぇ きくけゅけ ゃぇあくけ っ - おけゅぇすけ 
くっ しう しすぇぉうかっく 
こしうたうつっしおう, ょぇ 
くっ こさうぉかうあぇゃぇて 
ういこうすぇすっかくうすっ 
しうしすっきう, けぉはしくは-
ゃぇ [ぇつおけ. 』ぇしす けす 
さうすなきぇ くぇ ょっくは 
っ っあっょくっゃくぇすぇ 
こさけゃっさおぇ くぇ しなし-
すけはくうっすけ くぇ さぇ-
ぉけすくうおぇ, おけっすけ しっ 
しかっょう けす くぇつぇか-
くうおぇ う さなおけゃけょう-
すっかは ′っょおけ ╂うつっゃ, 
おけえすけ けさゅぇくういぇさぇ 
さぇぉけすぇすぇ, しなとけ - 
う けす かっおぇさ. ╁しっおう 
ょっく, とけき しっ こさう-
ぉっさって けす さぇぉけすぇ, 
おぇいゃぇて: ”╀かぇゅけ-
ょぇさは”, けぉはしくはゃぇ 
けとっ さうしおけゃっすっ 
[ぇつおけゃ, おけえすけ っ 
ういこうすぇか けこぇしくけ-
しすうすっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
かうつくけ. ′ぇえ-すっあおぇすぇ きせ かうつくぇ 
いぇゅせぉぇ しう けしすぇゃぇ いぇゅせぉぇすぇ くぇ 
おけかっゅぇすぇ - こさうはすっか. ‶さう うく-
ちうょっくす こけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ こけかうゅけくぇ こさっょう ょゃっ ゅけょう-
くう, くぇ 4-すう きぇえ, [ぇつおけ ゅせぉう 
くぇえ-ょけぉさうは しう こさうはすっか, ょさせ-
ゅぇさ  けとっ けす ょっすしすゃけすけ... ′っ 
きけあっ う くっ うしおぇ ょぇ いぇぉさぇゃう 
すけゃぇ. ] おけかっゅうすっ う すぇいう ゅけょう-
くぇ しう こさぇゃうかう おせさぉぇく くぇ すけは 
ょっく - ょっくはす, ゃ おけえすけ [ぇつおけ しっ 

っ いぇさっおなか くうおけゅぇ こけゃっつっ ょぇ 
くっ さぇぉけすう - ゃ こぇきっす くぇ こさう-
はすっかは しう. [なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” こけょこけきぇゅぇ しかっょ-
ゃぇくっすけ くぇ ょなとっさはすぇ くぇ いぇゅう-
くぇかうは, けぉはしくはゃぇ きう けとっ [ぇつ-
おけ. ╀っい すぇいう こけきけと きけきうつっすけ 
っょゃぇ かう とはかけ ょぇ いぇゃなさてう 
ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ こけ 
„╄おけかけゅうは” ゃ ╀せさゅぇし, くぇせつぇ-
ゃぇき けとっ けす しこけょっかっくけすけ. 

╇いこうすぇすっかうすっ しすさっかはす
いぇょ せおさうすうは

[ぇつおけ [ぇつっゃ, おけえすけ うきぇ こけ 
すはかけすけ しう ょっしっすおう しかっょう けす 
くぇさぇくはゃぇくうは こけ ゃさっきっ くぇ 
さぇぉけすぇ, けぉはしくはゃぇ, つっ ゃなこさっ-
おう すけゃぇ, しすさっかっちなす すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ こけしすけはくくけ くぇとさっお. 
〈けえ っ くっとけ おぇすけ けぉせつうすっか 
くぇ きかぇょうすっ, こさっょぇゃぇ ょなかゅけ-

ゅけょうてくうは しう けこうす. ╆ぇとけすけ: 
”¨こうすなす っ くぇえ-ゃぇあくけすけ ゃ すぇは 
さぇぉけすぇ”. ╇ けとっ: しすぇぉうかくけしす-
すぇ くぇ くっさゃくぇすぇ しうしすっきぇ. ╃ぇ 
うきぇて こさっおぇかっくけ しぇきけつせゃしす-
ゃうっ, つっ いくぇって ゃしうつおけ, っ っょ-
くぇおゃけ ゃさっょくけ, おけかおけすけ う ょぇ 
しっ こさうすっしくはゃぇて ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
っ くぇせつうか けこうすくうはす ういこうすぇ-
すっか, おけえすけ つうしすけしなさょっつくけ 
ゃっつっ きっつすぇっ いぇ こっくしうは, おけはすけ 
つぇおぇ ょけ くはおけかおけ きっしっちぇ. [ぇ-

ぉけすぇすぇ くぇ おぇすっゅけさうは っ っょくぇ 
けす こさうつうくうすっ, いぇょなさあぇかう すせお 
さぇぉけすくうおぇ すけかおけゃぇ ゃさっきっ. 
′はおけゅぇ  すさせょなす すせお ぉうか こなさゃぇ 
おぇすっゅけさうは, くけ う すぇは こさうゃうかっ-
ゅうは っ けすくっすぇ くぇ さうしおせゃぇとう-
すっ あうゃけすぇ しう ゃしっおう ょっく こさう 
ぇさすうかっさうえしおうすっ ういこうすぇくうは. 
]っゅぇ たけさぇすぇ くぇ こけかうゅけくぇ さぇ-
ぉけすはす くぇ ゃすけさぇ おぇすっゅけさうは. 
′ぇえ-ゃぇあくけすけ, けぉぇつっ, っ, う 
[ぇつおけ [ぇつっゃ ゅけ こさういくぇゃぇ:

„¨ぉうつぇき しう こさけそっしうはすぇ!”

╉ぇすけ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう, う 
すけえ ういこけゃはょゃぇ きぇおしうきぇすぇ, 
つっ: ”╉ぇきなおなす しう すっあう くぇ きはし-
すけすけ”. ′っ さぇいぉうさぇ いぇとけ くはおけう 
たけさぇ こけしすけはくくけ しっ きっしすはす けす 
さぇぉけすぇ くぇ さぇぉけすぇ. ]こけさっょ 
くっゅけ, すけゃぇ ゅう こさぇゃう きなさ-
いっかうゃう う こさっつう くぇ せしなゃなさ-
てっくしすゃぇくっすけ くぇ おけえすけ う ょぇ 
っ いぇくぇはす. ╃ぇ くっ ゅけゃけさうき, つっ 
ういくぇつぇかくけ つっしすぇすぇ しきはくぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ [ぇつおけ  きせ いゃせつう 
くっしっさうけいくけ. ┿ すけえ っ しっさうけいっく 
きなあ. ′っゅけ し すけゃぇ ゅけ いくぇはす う 
くぇつぇかくうちうすっ, う けす さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇすけゃぇ, 
おけゅぇすけ うきぇ くっとけ しこってくけ, くっ 
しっ おけかっぉぇはす ょぇ きせ いゃなくはす こけ 
ゃしはおけ ゃさっきっ. ]こけさっょ [ぇつ-
おけ, ぇおけ しう ゃなさてうて さぇぉけすぇすぇ 
おぇおすけ すさはぉゃぇ, すけゃぇ くはきぇ おぇお 
ょぇ くっ しっ ゃうょう けす くぇつぇかくうちう-
すっ. 〈けえ ゃはさゃぇ, つっ せゃぇあっくうっすけ 
くぇ さなおけゃけょうすっかは しっ こっつっかう 
し すさせょ う こけしすうあっくうは ゃ こさけ-
そっしうはすぇ. ‶けくっ こさう くっゅけ っ 
すぇおぇ. ╂けかっきう こさういくぇくうは う 
くぇゅさぇょう, けぉぇつっ, いぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう, [ぇつおけ くっ うしおぇ. ╆ぇ „┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ” くっ きせ っ う きうくぇかけ 
こさっい せきぇ... ‶け-ゃぇあくけすけ っ おぇお 
しっ しさぇぉけすゃぇ おけかっおすうゃなす. ╆ぇ-
とけすけ: ”┿おけ くっとけ ゃ おけかっおすうゃぇ 
くっ っ くぇさっょ, しすぇゃぇす ゅさっておう, ぇ 
けす すぇき - う うくちうょっくすう...”. ╆ぇ-
すけゃぇ ゃ すけゃぇ いゃっくけ しう ょなさあぇす 
くぇ おけかっおすうゃぇ う しっ けこうすゃぇす 
ょぇ こさうせつぇす う こけ-きかぇょうすっ くぇ 

すけゃぇ. „′っ しっ しなぉうさぇきっ しかっょ 
さぇぉけすぇ おぇおすけ っょくけ ゃさっきっ, くけ 
おぇすけ しう こけすさはぉゃぇきっ, しっ すなさ-
しうき”, おぇいゃぇ [ぇつおけ, おぇすけ くっ 
こさけこせしおぇ ょぇ けすぉっかっあう, つっ う 
すぇいう ゅけょうくぇ っ うきぇかけ ぉぇくおっすう.
[ぇつおけ [ぇつっゃ - くぇえ-けこうすくうはす 

しすさっかっち-ういこうすぇすっか くぇ こけかう-
ゅけくぇ おさぇえ 【っえくけゃけ, うきぇ しぇきけ 
9 ういしすさっかぇ ゃ おぇいぇさきぇすぇ... 〈ぇき 
ぉうか さぇょうしす, くっとけ おぇすけ „ゃさない-
おぇさつっ”, ういぉはゅぇかけ けす さうしおぇ. ╁ 

あうゃけすぇ, けぉぇつっ, さうしおなす ゅけ くぇ-
きっさうか う くっ ゅけ こせしおぇ う ょけしっゅぇ. 
╋ぇおぇさ う いぇきっくうか きっつすぇすぇ いぇ 
╁けくくけすけ せつうかうとっ しなし ]‶〈〉 
こけ きぇてうくけしすさけっくっ う ゃっつっさっく 
すったくうおせき, [ぇつおけ [ぇつっゃ  ゃっつっ 
っ くぇすさせこぇか たうかはょう ういしすさっかう 
ゃ あうゃけすぇ しう. 〈っあおう ういしすさっかう, 
ぇさすうかっさうえしおう. ′ぇゃさっきっすけ ゃ 
くぇえ-しうかくうすっ しう ゅけょうくう, こさっい 
80-すっ くぇ 20-う ゃっお, くぇ こけかうゅけ-
くぇ こさぇゃっかう こけ 465 ういしすさっかぇ 
ゅけょうてくけ. ]っゅぇ しぇ ょゃぇ こなすう 
こけ-きぇかおけ, くけ う すけゃぇ っ きくけゅけ. 
′ぇゃさっきっすけ すせお さぇぉけすっかう ょけさう 
あっくう. ¨ぉとけ 42 ょせてう - かぇぉけ-
さぇくすう う ういこうすぇすっかう うきぇかけ 
こさっょう 30 ゅけょうくう くぇ すぇいう ぇさ-
しっくぇかしおぇ こかけとぇょおぇ, おなょっすけ 
しっ いぇきっさゃぇす こけおぇいぇすっかうすっ いぇ 
しおけさけしす くぇ ういしすさっかぇ, くぇかは-
ゅぇくっすけ, すっゅかけすけ くぇ ぉぇさせすくう-
すっ いぇさはょう... ′ぇゃさっきっすけ ょぇあっ 
ういこうすぇすっかうすっ たけょっかう  くぇ こけ-
かうゅけくうすっ ゃ ╆きっえけゃけ う ┿くっゃけ, 
しっゅぇ ゃっつっ くっ たけょはす. ′け いぇすけゃぇ 
こなお すせお うき うょゃぇす „くぇ おさぇおぇ” 
ゃしはおぇおゃう ゃっかうつうは. ╇いこうすぇすっ-
かうすっ こけいくぇゃぇす かうつくけ う ╀けゅ-
ょぇく ╉けかっゃ, う ╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ, 
う こっさそっおすくうは たうきうお ┿すぇくぇし 
╉けえつっゃ, う ]すぇくうか ]すぇくうかけゃ, 
う 》さうしすけ ]すさっておけゃ, う ╁かぇょけ 
]すけっゃ, う ╁かぇょけ 』せつせきうてっゃ, 
う ╂っけさゅう ╃けぉさっゃ... ¨しゃっく 
ゅけかっきうすっ くぇつぇかくうちう けす きっ-
くうょあなさしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ, 
おけうすけ くぇゅかっあょぇす さぇぉけすぇすぇ 
すせお, くぇ きはしすけ うょゃぇす う きくけゅけ 
ょっかっゅぇちうう. [ぇつおけ っ しゃうおくぇか 
ょぇ こけしさっとぇ つせあょうすっ ょっかぇ-
ゅぇちうう う けす すけゃぇ „くっ きせ きうゅぇ 
う けおけすけ”, いぇとけすけ こさっょ  ょっかっ-
ゅぇちううすっ ういこうすぇすっかうすっ こさぇゃはす 
ょっきけくしすさぇちうう つっしすけ. ┿ う すけつ-
くけ すけえ っ つけゃっおなす, おけえすけ, けし-
ゃっく さなおけゃけょうすっかは, くぇえ-きくけ-
ゅけ けぉはしくはゃぇ いぇ おぇおゃけ うきっくくけ 
うょっ さっつ こさう ういこうすぇくうはすぇ...
¨す あうすっえしおうすっ ういこうすぇくうは 

[ぇつおけ しなとけ くっ しっ けこかぇおゃぇ. 
╁っつっ っ けすゅかっょぇか ゅけかっきう しうく 
う ょなとっさは. ]うくなす – ]すけはく, いぇ-
ゃなさてうか ]こけさすくけすけ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, くけ いぇさぇょう おけくすせいうは 
しっ けすおぇいゃぇ けす こさけそっしうけくぇかくぇ 
おぇさうっさぇ. 】っさおぇすぇ, いぇゃなさてう-
かぇ „]けちうぇかくう ょっえくけしすう”, しっゅぇ 
せつう いぇ きっょうちうくしおぇ しっしすさぇ. 
′うおけえ けす すはた くっ っ こけっか おなき 
„┿さしっくぇか”. ╁ けさなあっえくうちぇ-
すぇ, けぉぇつっ, さぇぉけすっかぇ くはおけゅぇ 
う しなこさせゅぇすぇ きせ – ゃ ╆ぇゃけょ 3. 
‶けさっょくけすけ ういこうすぇくうっ くぇ [ぇつ-
おけ っ くっえくけすけ いょさぇゃっ, いぇとけ-
すけ, いぇさぇょう こさけぉかっきう し おさぇ-
おぇすぇ, しっゅぇ くっ きけあっ ょぇ たけょう, 
すぇ すけえ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ こけきぇゅぇ 
う ゃおなとう. ╆ぇすけゃぇ こけ-きぇかおけ 
ゃさっきっ きせ けしすぇゃぇ いぇ かのぉう-
きうすっ いぇくうきぇくうは, けす おけうすけ, 
けぉぇつっ, くっ こさけこせしおぇ ゃっつっさ 
ょぇ こさっゅかっょぇ ゃ うくすっさくっす いぇ-
ょなかあうすっかくけ させしおうすっ しぇえすけゃぇ 
いぇ けさなあうは. ]かっょう くぇえ-くけゃけ-
すけ ゃ こさけそっしうはすぇ, けこさっしくはゃぇ 
いくぇくうはすぇ しう, つっさこう うくそけさ-
きぇちうは... ╆ぇとけすけ すけゃぇ っ つぇしす 
けす けぉうつすぇ おなき こさけそっしうはすぇ, ぇ 
いぇ [ぇつおけ [ぇつっゃ, ょけぇえっくなす くぇ 
しすさっかっち-ういこうすぇすっかうすっ くぇ ぇさ-
すうかっさうえしおう ぉけっこさうこぇしう: ”╆ぇ 
すぇいう さぇぉけすぇ しっ うしおぇ ょぇ すう うょっ 
けすゃなすさっ う ょぇ うきぇて あっかぇくうっ 
ょぇ は ゃなさてうて. ╄ょくぇ さぇぉけすぇ くっ 
は かう ゃなさてうて し あっかぇくうっ, くっ 
しすぇゃぇ...”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

すけえ ょぇ おぇいゃぇ いぇ しっぉっ しう こさけしすけ: ぇい しなき っょうく けぉうおくけゃっく さぇぉけすくうお. ╉ぇいゃぇ ゅけ, 
けぉぇつっ, こさっい かっおぇ せしきうゃおぇ, いぇとけすけ しぇき しう いくぇっ, つっ くっ っ すぇおぇ. ╁ あうゃけすぇ きせ おぇすけ 
しすさっかっち-ういこうすぇすっか うきぇ しすけすうちう しかせつおう いぇ さぇいおぇいゃぇくっ. ′け くっ ゃしうつおう しこけょっかは, 
ゃしっ こぇお - さぇぉけすう ゃ けさなあっっく いぇゃけょ...

′ぇ 22 きぇえ - うょくうは ゃすけさ
くうお けす 12 けす つぇしぇ くぇ 

けぉはょ, ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ しゃっす
かうは こさぇいくうお - ╃っくはす くぇ しかぇ
ゃはくしおぇすぇ こうしきっくけしす う ぉなか
ゅぇさしおぇすぇ こさけしゃっすぇ う おせかすせさぇ, 
そうさきっくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ 
„╀せさぇすうくけ” おなき „┿さしっくぇか” 
┿╃ けすゃぇさは ゃさぇすう いぇ さけょうすっかう 
う ゅけしすう. ╋ぇかおうすっ こぇかぇゃくうちう 
しぇ こけょゅけすゃうかう こさけかっすっく おけく
ちっさす こけょ くぇょしかけゃ „]かなくつっゃう 
ょっちぇ - こさけかっすくう ちゃっすは”.  ╃っ
ちぇすぇ とっ いぇさぇょゃぇす こさうしなしすゃぇ
とうすっ し ゃっしっかう ょっすしおう こっしくう, 
すぇくちう う しすうたけゃっ, とっ こけおぇあぇす 
おけかおけ きくけゅけ くけゃう くっとぇ しぇ 
くぇせつうかう こさっい ういすっおかぇすぇ ゅけ
ょうくぇ, おぇお せきっはす ょぇ こっはす, ょぇ 
すぇくちせゃぇす う ょぇ しっ いぇぉぇゃかはゃはす. 
】っ しっ こさっょしすぇゃはす ゅさせこぇすぇ いぇ 
しこけさすくう すぇくちう おなき ょっすしおぇ
すぇ ゅさぇょうくぇ し さなおけゃけょうすっかう 
′うおけかぇえ 〈っくっゃ う ┿くすけくうは 
╉ぇはさけゃぇ けす おかせぉ いぇ しこけさす
くう すぇくちう „╉うぇさぇ” う ょっちぇすぇ, 
ういせつぇゃぇとう ぇくゅかうえしおう っいうお し 
こさっこけょぇゃぇすっか ╄かうちぇ ╀けくっゃぇ 
』ぇゃょぇさけゃぇ.
„]なし しゃけうすっ ゅさっえくぇかう せし

きうゃおう う くっこけょこさぇゃっくけしす 

╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” 

こさっょけしすぇゃは ゃないきけあくけしす くぇ 
しゃけうすっ くぇえ-ょけぉさう さぇぉけすくう
ちう う しかせあうすっかう ょぇ こけかいゃぇす 
ぉっいこかぇすくぇ 6-ょくっゃくぇ こけつうゃ
おぇ くぇ しすぇくちうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
ゃ ′っしっぉなさ. 
╀っいこかぇすくけすけ きけさっ いぇ ぇさしっ

くぇかちう いぇこけつくぇ けす 10-すう きぇえ. 
‶け いぇゃけょう ゃっつっ しぇ ういゅけすゃっ
くう ゅさぇそうちう  いぇ こけつうゃぇとうすっ 
う すったくうすっ しっきっえしすゃぇ. ]せぉ
しうょうさぇくぇすぇ こけつうゃおぇ けす さな
おけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ っ 6 
ょくう う 6 くけとせゃおう. ‶さう ういゅけす
ゃはくっ くぇ ゅさぇそうちうすっ しっ ゃいっ
きぇ こさっょゃうょ う そぇおすなす ょぇかう ゃ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう さぇぉけすっ
とうすっ しぇ しっ こけかいゃぇかう けす すぇいう 
けそっさすぇ うかう くっ. ╃け しさっょぇすぇ ]かっょ おぇすけ ‶なさゃうはす きっあょせそうさきっく すせさくうさ こけ そせすぉけか こさう

おかのつう, しなぉうさぇえおう きくけゅけ っきけちうう けす ょゃぇすぇ こけかのしぇ, しなし 
しなとうは こかぇき こさけょなかあぇゃぇす こさっい きぇえ ゃなすさってくけいぇゃけょしおうすっ 
すせさくうさう こけ そせすぉけか, ゃけかっえぉけか う くぇさけょくぇ すけこおぇ. ]さっとうすっ こけ 
くぇさけょくぇ すけこおぇ う ゃけかっえぉけか ゃっつっ こさうおのつうたぇ こさう しかっょくうすっ 
さっいせかすぇすう: 

‶けぉっょうすっかう ゃなゃ ゃけかっえぉけかぇ しぇ:

I-ゃけ きはしすけ -  ╆ぇゃけょ 0
II-さけ きはしすけ - ╆ぇゃけょ 1

‶けぉっょうすっかう ゃ くぇさけょくぇすぇ すけこおぇ:

I-ゃけ きはしすけ - ╆ぇゃ.1, 250 ちった
II-さけ きはしすけ -  ╆ぇゃ.1, 240 ちった

¨す くぇつぇかけすけ くぇ きぇえ しすぇさすうさぇ ゃなすさってくけいぇゃけょしおうはす すせさ
くうさ こけ そせすぉけか. ╃け きけきっくすぇ さっいせかすぇすうすっ けす ういうゅさぇくうすっ 

しさっとう しぇ: 

╇いうゅさぇくう しさっとう

ǬȈȚȈ                            ǹȘȍȡȈ                       ǸȍȏțȓȚȈȚ

02.05             ╆ぇゃけょ 1 (250 ちった) - ╆ぇゃけょ 5            3:0
03.05   ╆ぇゃけょ 09 (500) – ╆ぇゃけょ 5 (430)          1:2
04.05   ╆ぇゃけょ 6 – ╆ぇゃけょ 0 (182)           11:0
07.05          ╆ぇゃけょ 1 (290) – ╆ぇゃけょ 2            5:0
08.05    ╆ぇゃけょ 1 (240) – ╆ぇゃけょ                        2:3

09.05   ╆ぇゃけょ 09 (500) – ╆ぇゃけょ 1 (290) 1:3
10.05   ╆ぇゃけょ 1 (250 ちった) – ╆ぇゃけょ 0 (182) 7:0
11.05   ╆ぇゃけょ 5 (430) -  ╆ぇゃけょ 2            1:1
14.05   ╆ぇゃけょ 6 – ╆ぇゃけょ 1 (240)            1:0
15.05   ╆ぇゃけょ 1 (290) – ╆ぇゃけょ 5 (430)            0:3

‶さっょしすけはとう しさっとう 

16.05   ╆ぇゃけょ 5 – ╆ぇゃけょ 0 (182)            
17.05   ╆ぇゃけょ 09 (500) – ╆ぇゃけょ 2 
18.05   ╆ぇゃけょ 6 - ╆ぇゃけょ 1 (250 ちった) 
21.05   ╆ぇゃけい 1(240) - ╆ぇゃけょ 0 (182) 
22.05   ╆ぇゃけょ  5 – ╆ぇゃけょ 6 
23.05   ╆ぇゃけょ 1 (250 ちった) – ╆ぇゃけょ 1 (240) 
28.05             ‶けかせそうくぇか 
29.05   《うくぇか 

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく

Рачко Стрелецът в работна обстановка

┿い うきぇき くっゃっさけはすくう しこけきっくう けす きけは ぉぇか, ぉってっ くぇ 23-すう きぇえ ゃ さっしすけさぇくす „╁っさっは“ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゃさなとぇ  ゃなけょせてっゃっくけ かっくすぇすぇ くぇいぇょ  いぇゃなさてうかぇすぇ ╇おけくけきうつっ
しおうは すったくうおせき, しっゅぇ 〈なさゅけゃしおぇ ゅうきくぇいうは, ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╃けぉさうくおぇ ╉うさけゃぇ. ╀はた し つっさゃっくぇ さけおかは けす あけさあっす ょけ おけかっくっすっ う こさうつっしおぇ けす さけかおう, しぇきけ  きけきうつっておう 
おせさし, くけ しう ういおぇさぇたきっ しすさぇたけすくけ. ╉ぇゃぇかっさう くっ しぇ くう かうこしゃぇかう いぇさぇょう すけゅぇゃぇてくうすっ てっそしすゃぇ - くうっ うきぇたきっ てっそしすゃけ しなし ]すさけうすっかくうは すったくうおせき, ゃっしっかぉぇすぇ ぉってっ 
こなかくぇ. ′ぇ しせすさうくすぇ  ょけさう けすうょけたきっ くぇ きぇくうそっしすぇちうは いぇ 24-すう きぇえ, くぇかう ぉってっ いぇょなかあうすっかくけ - すぇおぇ, おぇおすけ しう ぉはたきっ し ぉぇかくうすっ さけおかう, しかういぇえおう けす ┿はいきけすけ. ╇きぇき 
くっゃっさけはすくう しこけきっくう う こさうはすっかしすゃぇ, けしすぇくぇかう けす せつっくうつっしおうすっ きう ゅけょうくう. ╇ しっゅぇ ゅう こけょょなさあぇきっ う きくけゅけ ゅう ちっくは, ょっちぇすぇ きう しなとけ こけいくぇゃぇす きけうすっ しなせつっくうつおう, 
こさなしくぇすう うい ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, しこけょっかは ╃けぉさうくおぇ. ╇ くっ おさうっ, つっ ぉう うしおぇかぇ う ょなとっさは え ょぇ うきぇ すぇおうゃぇ けちっかっかう う こさけゃっさっくう ゃなゃ ゃさっきっすけ  せつっくうつっしおう こさうはすっかしすゃぇ. 
╇ ょなとっさはすぇ  くぇ ╃けぉさうくおぇ - ╇ゃっす, しなとけ おぇすけ ╃ぇはくぇ, くはきぇ ょぇ こなすせゃぇ くぇ っおしおせさいうは ういゃなく しすさぇくぇすぇ. ╀うかう さぇいょっかっくう ゃ おかぇしぇ こけ すっきぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ, おぇすけ ぉせっく すゃけさ

つっしおう ょせた, し こさうはすっかう ういぉうさぇ, ゃきっしすけ ゃすけさぇ ゃっつっさ くぇ ぉぇかぇ, さけお-おけくちっさす ゃ うくすっさっしくぇ きっしすくけしす ゃ しすさぇくぇすぇ. ╇ きっつすぇ, おけはすけ くっ ょなさあう ょぇ しぉなょくっ ゃっょくぇゅぇ, くけ きくけゅけ 
ぉう うしおぇかぇ ょぇ けしなとっしすゃう - っおしおせさいうは ょけ ‶ぇさうあ. ╉ぇすけ こけょぇさなお いぇ ぉぇかぇ. 
〈けゃぇ, こけしかっょくけすけ, ╃けぉさうくおぇ けしすぇゃは ぉっい おけきっくすぇさ. ╉けっすけ とっ さっつっ, つっ しなし しうゅせさくけしす とっ こけかけあう せしうかうは ょぇ ゅけ しぉなょくっ. ╆ぇとけすけ くはきぇ くうとけ こけ-ゃぇあくけ けす きっつすうすっ くぇ 

ょっちぇすぇ くう. ¨とっ こけゃっつっ, ぇおけ しぇ こさっょ しすぇさすぇ くぇ ゅけかっきうは しう あうゃけす. 
╅うゃけす, おけえすけ う ╄おぇすっさうくぇ [ぇたきぇくかうっゃぇ, う ╃けぉさうくおぇ ╉うさけゃぇ けつぇおゃぇす し ゅけかはきけ ゃなかくっくうっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...╅ちつかせあしつさあ すあすけせあ えそちおそつて

くぇ のくう きけさっすけ っ ぉっいこかぇすくけ いぇ ぇさしっくぇかちう, ぇ ゃしっおう つかっく くぇ しっきっえしすゃけすけ いぇこかぇとぇ こけ 22 かっゃぇ 
くぇ ょっく. ╁ ちっくぇすぇ ゃかういぇす すさう たさぇくっくうは, すうこ „てゃっょしおぇ きぇしぇ” う しこぇくっ. 〉しかけゃうはすぇ ゃ たけすっかぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” しぇ おぇすっゅけさうは 3 いゃっいょう. 
╃っちぇすぇ ょけ 2 ゅけょうくう かっすせゃぇす ぉっいこかぇすくけ, ぇ いぇ ょっちぇ けす 2 ょけ 12 ゅけょうくう しっ いぇこかぇとぇす こけ 11 

かっゃぇ くぇ ょっく. 
]かっょ 15-すう のくう ょけ おさぇは くぇ ぇゃゅせしす ちっくうすっ う いぇ ぇさしっくぇかちう しすぇゃぇす こけ 22 かっゃぇ くぇ ょっく, し すさう 

たさぇくっくうは う くけとせゃおぇ. ‶さっい しっこすっきゃさう くぇえ-ゃっさけはすくけ けすくけゃけ とっ うきぇ けそっさすう いぇ ぉっいこかぇすくけ 
きけさっ いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ.  
╉ぇこぇちうすっすなす くぇ っょくぇ きけさしおぇ しきはくぇ くぇ しすぇくちうはすぇ ゃ ′っしっぉなさ っ 240 ょせてう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ょっちぇすぇ とっ いぇさぇいはす ゃしうつおう 
ゅけしすう う とっ ゅう ういこなかくはす し 
こさけかっすくけ くぇしすさけっくうっ う ゃなか
くっくうっ けす くぇしすなこゃぇとうは ぉかぇ
ゅけしかけゃっく ょっく くぇ いくぇくうっすけ う 
ぉなかゅぇさしおうは ょせた!”, けぉっとぇゃぇ 
こさっょこさぇいくうつくけ ょうさっおすけさなす 
]すっそおぇ ╂ぇくつっゃぇ.
╃っすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ っ しないょぇ

ょっくぇ こさっい 1933 ゅけょうくぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ いぇ ょっちぇ くぇ さぇぉけす
くうちうすっ. ╁ くぇつぇかけすけ そせくお
ちうけくうさぇ おぇすけ こぇかぇすおけゃ かぇ
ゅっさ. ‶け-おなしくけ っ こけしすさけっくぇ 
しこっちうぇかくぇ しゅさぇょぇ - しすぇは し 
おぇきうくぇ う くぇゃっし.
‶なさゃぇすぇ せつうすっかおぇ っ ╋ぇさうは 

‶うさぬけゃぇ, しかっょ くっは しぇ くぇいくぇ
つっくう ]ゃっすかぇ ¨さぇつっゃぇ う ╁っ
くっちうは ‶けこけゃぇ.
╃け おさぇは くぇ 1950 ゅ. ゅさぇょう

くぇすぇ さぇぉけすう し っょくぇ ゅさせこぇ, くけ 
ぉさけはす くぇ ょっちぇすぇ しっ せゃっかうつぇ
ゃぇ ぉなさいけ う こさっい 1953 ゃっつっ 
そせくおちうけくうさぇす 4 ゅさせこう. ¨す 1 
きぇさす 1954 ゅ. ょっすしおけすけ いぇゃっ
ょっくうっ こさっきうくぇゃぇ おなき さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ ¨すょっか „‶さけしゃっ
すぇ” おなき ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
くけ ぇさしっくぇかちう こさけょなかあぇゃぇす 

ょぇ こけかぇゅぇす すけこかう ゅさうあう いぇ 
ょっちぇすぇ くぇ しゃけうすっ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう.
¨す 1996 ゅ. ╃っすしおぇ ゅさぇょう

くぇ „╀せさぇすうくけ” っ ゃおかのつっくぇ 
ゃ きっあょせくぇさけょくぇすぇ こさけゅさぇ
きぇ いぇ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ ょっちぇ 
„]すなこおぇ こけ しすなこおぇ”, おけはすけ っ 
つぇしす けす ょっえくけしすすぇ くぇ 『っくすな
さぇ „¨すゃけさっくけ けぉさぇいけゃぇくうっ”. 
╇ ょくっし ╃╂ ”╀せさぇすうくけ” けしすぇゃぇ 
っょうくしすゃっくけすけ ょっすしおけ いぇゃっ
ょっくうっ, そせくおちうけくうさぇとけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ こさけういゃけょ
しすゃっくけ こさっょこさうはすうっ - そうさきぇ 
„┿さしっくぇか ┿╃”, おけはすけ こさけはゃは
ゃぇ ういおかのつうすっかくけ さぇいぉうさぇくっ 
う しなこさうつぇしすくけしす おなき ゃしうつおう 
けすこさぇゃっくう きけかぉう いぇ しなょっえ
しすゃうっ. 
╁ きけきっくすぇ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ 

そせくおちうけくうさぇす 4 ゅさせこう, おけう
すけ くけしはす うきっくぇすぇ くぇ こさうは
すっかうすっ くぇ ╀せさぇすうくけ - „┿さすっ
きけく”, „┿さかっおうく”, „╋ぇかゃうくぇ” 
う „╊うしぇ ┿かうしぇ”. ╃け 1990 ゅけ
ょうくぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くけしう 
うきっすけ „┿ゃさけさぇ”, こさっい 1991 っ 
こさっうきっくせゃぇくぇ くぇ 『╃╂ „╀せ
さぇすうくけ”.

〈┿
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╋うくうしすなさなす くぇ いっきっょっかうっすけ う たさぇくうすっ ╋うさけしかぇゃ ′ぇえ-
ょっくけゃ けすおさう けぉくけゃっくぇすぇ う さっきけくすうさぇくぇ しなし しけぉしすゃっくう 

しさっょしすゃぇ しゅさぇょぇ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ ゅけさしおけ しすけこぇくしすゃけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ╁かけあっくうすっ しさっょしすゃぇ ゃ さっきけくすぇ しぇ いぇ ぉかういけ 100 たうかはょう 
かっゃぇ, ぇ ゃしうつおう おぇさすうくう こけ しすっくうすっ しぇ ょっかけ くぇ おぇいぇくかなておう 
ぇゃすけさう. 
[っきけくすくうすっ ょっえくけしすう しなとけ しぇ ういゃなさてゃぇくう けす おぇいぇくかなておう 

そうさきう. ╉ぇすけ ょぇさ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ ゅけさしおけ 
しすけこぇくしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお いっきっょっかしおうはす きうくうしすなさ ょぇさう つうしすけ 
くけゃ ぇゃすけきけぉうか „》けゃなさ”, こさけういゃっょっく  ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ ゃ ╊け-
ゃっつ.
¨ぉくけゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ かっしくうつっえしすゃけすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こけ-

しすさけっくぇ こさっい 1949 ゅけょうくぇ, ぇ ゅけさしおけすけ ょっかけ ゃ さぇえけくぇ っ しなし 
107-ゅけょうてくぇ うしすけさうは.

‶け はこけくしおう けぉさぇいっち, ゃ 
しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ ゅけ

ょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっつっ ゃっお, 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっ
けこぇいゃぇくっすけ ゃなゃっあょぇ こさけうい
ゃけょしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇしすうおぇ こけ 
いぇゃけょうすっ, ゃおかのつうすっかくけ う  ゃ 
„┿さしっくぇか”. ╃ゃっ ゅけょうくう こけ
さっょ,  ゃしはおぇ こけつうゃおぇ - しせすさうく 
う しかっょ けぉはょ, ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす さぇぉけすくぇすぇ しきはくぇ, ゃしうつ
おけ あうゃけ けしすぇゃは きぇてうくうすっ う 
ぉのさぇすぇ う こさぇゃう せこさぇあくっくうは 
いぇ かうつくけすけ しう いょさぇゃっ. 〈ぇおぇ, 
しかっょ ょっかっくっすけ くぇ そういおせかすせさ
くぇすぇ けさゅぇくういぇすけさしおぇ さぇぉけすぇ 
けす しこけさすぇ, ‶っすおけゃ けす 1974-すぇ 
いぇこけつゃぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ うい
ちはかけ し すせさういなきぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
おけっすけ ゅけ けすゃっあょぇ ゃ くぇつぇかけ
すけ くぇ 90-すっ おぇすけ しっおさっすぇさ ゃ 
ゅさぇょしおけすけ ょさせあっしすゃけ „¨さかけ
ゃけ ゅくっいょけ”.
‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, こけょ さな

おけゃけょしすゃけすけ くぇ ╉さなしすぬけ ‶っ
すおけゃ ぇさしっくぇかちう せしこはゃぇす ょぇ 
こけおけさはす うしすうくしおう ゃなさたけゃっ 
ゃ すせさういきぇ - う ゃ ぉせおゃぇかくうは, 
う  ゃ こさっくけしくうは しきうしなか. ╀け
ゅぇすぇ ょっえくけしす しっ さぇいゅさなとぇ 
しさっょ すせさうしすうすっ-ぇさしっくぇかちう けす 
しさっょぇすぇ くぇ 70-すっ ょけ くぇつぇかけ
すけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう 
ゃっお, しこけきくは しう ょくっし ‶っすおけゃ. 
┿かこうえしおう おかせぉけゃっ, ぇおすうゃくけ 
しすさけうすっかしすゃけ くぇ ぉぇかおぇくしおう 
たうあう いぇ おさぇすおけすさぇっく けすょうた 
いぇ ゃしっおう いぇゃけょ, おけかけこけたけょう, 
ゃけおぇかくぇ ゅさせこぇ いぇ すせさうしすう
つっしおう こっしくう しぇ ゃ しこけきっくうすっ 
くぇ たうかはょうすっ けさなあっえくうちう, 
ょっしっすおう こなすう おさなしすけしゃぇかう 
こけ こかぇくうくしおうすっ こなすっおう し さぇ
くうちう くぇ ゅなさぉぇ, はたくぇかう ゃっかけ
しうこっょ うかう いぇぉうかう „おけすおうすっ” 

こけ しおぇかうしすうすっ ゃなさたけゃっ くぇ 
╀なかゅぇさうは う しゃっすぇ. ‶け ゃさっ
きっすけ, おけゅぇすけ すせさうしすうつっしおぇすぇ 
ょっえくけしす ゃ „┿さしっくぇか” っ ゃ さな
ちっすっ くぇ ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ, ょっえ
くけしすすぇ っ こけ-さぇいくけけぉさぇいくぇ う 
ゃしっけぉたゃぇすくぇ, ょけさう けす すぇいう くぇ 
ゅさぇょしおけすけ ょさせあっしすゃけ. ¨ぉはし

くっくうっすけ くぇ ╉さなしすぬけ: ”╇きぇてっ 
しさっょしすゃぇ, いぇとけすけ ょなさあぇゃぇすぇ 
けすこせしおぇてっ いぇ ゃしっおう さぇぉけすくうお 
う しかせあうすっか しせきぇ いぇ すせさういなき”. 
′け うしすうくぇすぇ っ, つっ けさゅぇくういぇ
すけさしおうすっ きせ おぇつっしすゃぇ, たなしなす 
う せきっくうっすけ ょぇ こさうけぉとぇゃぇ しぇ 
ぉうかう くっ こけ-きぇかおけ ゃぇあくう, いぇ 
ょぇ しっ しかせつゃぇす くっとぇすぇ. 〈ぇおぇ 

ゃ すせさうしすうつっしおぇすぇ うしすけさうは 
くぇ „┿さしっくぇか” けしすぇゃぇす くっくぇょ
きうくぇすう ういおぇつゃぇくっすけ くぇ ゃさなた 
╄かぉさせし, 』っておうすっ 〈ぇすさう, きかぇ
ょっあおうはす けぉきっく くぇ おけきしけきけか
ちう きっあょせ 』っさおぇしう う „┿さしっ
くぇか” ゃ ╀なかゅぇさうは う 〉おさぇえくぇ, 
けす おけっすけ しっ さぇあょぇ ゃすけさけすけ こけ

おけさはゃぇくっ くぇ ╄かぉさせし, ょっしっすおう 
おゃぇかうそうおぇちうけくくう こけたけょう いぇ 
けぉせつっくうっ くぇ おぇょさう, しすけすうちう 
っおしおせさいうけくくう かっすせゃぇくうは くぇ 
ぇさしっくぇかちう こけ さけょくうすっ こかぇ
くうくう, おけゅぇすけ けさなあっえくうちう ゃ 
こけ 8 しきっくう ゅけょうてくけ けぉうおぇ
かはす こってぇ ぉぇかおぇくうすっ. ‶けくっあっ 
おぇさすうすっ いぇ こけつうゃおぇ こけ きくけ

ゅけすけ ぉぇいう くぇ „┿さしっくぇか” ゃしっ 
くっ ょけしすうゅぇす いぇ たうかはょうすっ さぇ
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう, しっ さっ
ぇかういうさぇ うょっはすぇ いぇ こぇかぇすおけ
ゃう こけつうゃおう. ‶さっょこさうはすうっすけ 
おせこせゃぇ しけぉしすゃっくう こぇかぇすおう - 
いぇ しこぇくっ, こかのし っょくぇ けぉけさせょ
ゃぇくぇ おぇすけ おせたくは. ‶ぇかぇすおうすっ 
しっ さぇいょぇゃぇす くぇ ぇさしっくぇかちう う 
すぇおぇ たけさぇすぇ こけつうゃぇす こけ おなき
こうくゅうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは - けす きけ
さっすけ ょけ こかぇくうくうすっ. ╇きっくぇすぇ 
ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ すせさうし
すうつっしおぇすぇ ょっえくけしす くぇ „┿さ
しっくぇか” - ╉けしすぇょうく ]すぇさつっゃ, 
‶っすなさ ]すぇくっゃ, ╇ゃぇく 』ぇおけゃ, 
╇ゃぇく 〈ぇくつっゃ, ぇおすうゃくうすっ すせ
さうしすう - ╇ゃぇく 〈ぇくつっゃ, ╉なくつけ 
╋うくおけゃ, ╇かうは ╋ぇくょぇょあうっゃ, 
‶っすなさ ]すけはくけゃ けす ╆ぇゃけょ 1, 
]ぇてけ ╉けしっゃ, ┿くゅっか ╃うきう
すさけゃ, 》さうしすけ ╉ぇさぇゅはせさけゃ, しぇ 
しぇきけ きぇかおぇ つぇしす けす けくっいう, 
おけうすけ ぉかうおぇす ゃ しこけきっくうすっ. 
╆ぇとけすけ すせさういきなす こけ けくけゃぇ 
ゃさっきっ くぇうしすうくぇ しすぇゃぇ きぇしけゃ 
いぇ ぇさしっくぇかちう. ┿ ぉぇいぇすぇ っ ぉけ
ゅぇすぇ - うきぇす しけぉしすゃっくう たうあう, 
しけぉしすゃっく すせさうしすうつっしおう うく
ゃっくすぇさ - けす さぇくうちうすっ ょけ 
こぇかぇすおうすっ, けすょっかっく しおかぇょ, 
っおうこうさけゃおぇ.

‶け すけゃぇ ゃさっきっ
しっ しすさけはす きくけゅけ たうあう

『っかすぇ っ ゃしっおう いぇゃけょ ょぇ うきぇ 
しけぉしすゃっくぇ ぉぇいぇ. ¨すゃぇさは ゃさぇ
すう すさうっすぇあくぇすぇ たうあぇ くぇ ゃさなた 
„〈さうゅかぇゃ” - たうあぇ „[ぇゃくぇ”, 
しこけきくは しう ょくっし ╉さなしすぬけ ‶っ
すおけゃ, ょっえしすゃぇ ちはかぇ きさっあぇ けす 
たうあう, おなょっすけ しっ けすぉうゃぇす いぇ 
こけつうゃおぇ う こさっしこうゃぇくっ きくけ
ゅけぉさけえくうすっ すせさうしすう こけ すさぇ
しっすけ - ╉さなしすっち - ]っかちう - „‶け

╉ぇお しっ ういつうしかはゃぇ „ょぇすぇすぇ くぇ しゃけぉけょぇすぇ けす こさぇゃうすっか-
しすゃけすけ”?
╋っすけょけかけゅうはすぇ いぇ こさっしきはすぇくっすけ くぇ すぇいう しうきゃけかうつくぇ ょぇすぇ っ 

しさぇゃくうすっかくけ こさけしすぇ - しさぇゃくはゃぇす しっ おけくしけかうょうさぇくうすっ こさうたけ-
ょう, (ぉっい こけきけとうすっ) ゃ ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす し ╀╁‶ くぇ しすさぇくぇすぇ. 
╆ぇ ちっかすぇ しっ ういこけかいゃぇす しぇきけ けそうちうぇかくう ょぇくくう うかう こさけゅくけいう 
くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ. ╁いうきぇす しっ こさうたけょうすっ, ぇ くっ さぇいたけょうすっ, すなえ 
おぇすけ うきっくくけ すっ こけおぇいゃぇす おぇおゃけ しっ ういいっきゃぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ う 
ぉういくっしぇ こさっい すっおせとぇすぇ ゅけょうくぇすぇ. ‶けきけとうすっ くっ しっ ゃおかのつゃぇす, 
すなえ おぇすけ すっ くっ うょゃぇす ょうさっおすくけ けす ょあけぉけゃっすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 
ょぇくなおけこかぇすちう - けしくけゃくけ すけゃぇ しぇ っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ.

╉ぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ すけゃぇ いぇ ぉなかゅぇさうくぇ?
′けさきぇかくけ, ゃしうつおけ こさっょしすぇゃっくけ すせお しぇ しさっょくう しすけえくけしすう, 

おけうすけ くけしはす きぇかおけ うくそけさきぇちうは いぇ ゃしっおう けすょっかっく つけゃっお. ╃ぇ-
くなつくぇすぇ すっあっしす ゃ ╀なかゅぇさうは っ さぇいかうつくぇ いぇ けすょっかくうすっ たけさぇ, 
おぇすけ けしくけゃくけすけ ぉさっきっ こぇょぇ ゃなさたせ さぇきっくっすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ 
ぉなかゅぇさう, おけうすけ ういさはょくけ こかぇとぇす しゃけうすっ ょぇくなちう - すっ こかぇとぇす 
こけょけたけょくう ょぇくなちう, ゃくぇしはす けしうゅせさけゃおう う こけすさっぉはゃぇす こけゃっつっ, 
すけっしす こなかくはす たぇいくぇすぇ し ╃╃] う ぇおちういう. ╆ぇ すっいう ぉなかゅぇさう, おけう-
すけ さぇぉけすはす う きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす けこさっょっかっくう おぇすけ „しさっょくぇ おかぇ-
しぇ”, ょっくはす くぇ しゃけぉけょぇ けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ きけあっ ょぇ ょけえょっ ょけさう 
こさっい かはすけすけ. ̈ す ょさせゅぇ しすさぇくぇ, いぇ ぉなかゅぇさうすっ, おけうすけ くっ さぇぉけすはす 
うかう こさけしすけ さぇぉけすはす „くぇ しうゃけ”, ょっくはす くぇ しゃけぉけょぇ けす こさぇゃうすっか-
しすゃけすけ うょゃぇ きくけゅけ こけ-さぇくけ.

〈┿ こけ うくそけさきぇちうは くぇ ╀〈┿

を╅『』[╅ ╈『╅╉¨〉╅...
[っょおうすっ ょなさゃっすぇ しぇ ょぇさ くぇ ╉ぇいぇくかなお けす „╁ぇえし ‶さけそうか”, ぇ 

10  けす すはた - けす おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ „╇くょせしすさうぇか こかぇくすし” - 
かぇぉけさぇすけさうは いぇ うくゃうすさけ さぇしすっくうは.
╁ いぇしぇあょぇくっすけ くぇ 『ぇさしおぇすぇ ゅけさぇ せつぇしすゃぇたぇ こさっょしっょぇすっ-

かはす くぇ ╀けさょぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ くぇ „╁ぇえし ‶さけそうか” - ╁ぇかっくすうく 
╋うかすっくけゃ, う ╃っしうしかぇゃぇ ]すけはくけゃぇ - けすゅけゃぇさはとぇ いぇ きぇさおっすうく-
ゅぇ くぇ „╇くょせしすさうぇか こかぇくすし”, おけはすけ こさっい 2001 ゅけょうくぇ しすぇくぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
╉ぇすけ あっしす おなき ╄ゃさけこっえしおぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ こさうっきしすゃっくけしす きっあ-

ょせ こけおけかっくうはすぇ, 『ぇさうちぇ [けいぇ`2001 こけょぇさう しうきゃけかうつくけ こけ 
っょくぇ こぇせかけゃくうは くぇ ょっしっすすっ すぇいゅけょうてくう おぇくょうょぇす-ちぇさうちう.
╆ぇ ちぇさしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ とっ しっ ゅさうあぇす けぉとうくしおう しかせあうすっかう う 

せつっくうちう けす ̈ 〉 „′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ”. ‶さう ょけぉさう ゅさうあう う けぉうか-
くけ こけかうゃぇくっ, ょけ っしっくすぇ さぇしすっくうはすぇ とっ しぇ ゃうしけおう すさう きっすさぇ 
う とっ くう さぇょゃぇす し けぉうかっく ちゃはす. 
‶ぇせかけゃくうはすぇ っ くぇえ-ぉなさいけ さぇしすはとけすけ ょなさゃけ くぇ こかぇくっすぇすぇ. 

╉さなしすっくけ っ くぇ させしおぇすぇ こさうくちっしぇ ┿くくぇ ‶ぇゃかけゃくぇ, おけはすけ しすぇ-
くぇかぇ たけかぇくょしおぇ おさぇかうちぇ. 〉くうおぇかくけすけ っ, つっ ょけさう う けすしっつっくぇ, 
こぇせかけゃくうはすぇ しっ しぇきけゃないしすぇくけゃはゃぇ.  

〈┿ 

‶け 4 しうゅくぇかぇ ょけ [ぇえけく-
くぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお, こけ おけうすけ くぇしすけはとうはす 
おきっす くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけは-
くけゃぇ っ しっいうさぇかぇ いぇ くぇさせてっ-
くうは くぇ いぇおけくぇ, くぇこさぇゃっくう 
けす こさっょうてくうは おきっす, ゃ ょゃぇ けす 
しかせつぇうすっ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ っ 
けすおぇいぇかぇ ょぇ けぉさぇいせゃぇ ょけしな-
ょっぉくう こさけういゃけょしすゃぇ う こさっこう-
しおうすっ しぇ ういこさぇすっくう ゃ ぇさたうゃ, 
っょくけ - いぇ さぇいゅかっあょぇくっ ょけ こけ-
ゃうしてっしすけはと けさゅぇく - ¨おさなあ-
くぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ, ぇ っょうく けす 
くっえくうすっ しうゅくぇかう っ しすうゅくぇか ょけ 
┿こっかぇすうゃくぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ. ¨すすぇき しなとけ しぇ こさっ-
おさぇすうかう こさっこうしおぇすぇ.
╉ぇいせしうすっ, こけ おけうすけ ]すけはくけ-

ゃぇ しうゅくぇかういうさぇ ‶さけおせさぇすせ-
さぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, しぇ しゃなさいぇ-
くう し ういたぇさつゃぇくっすけ くぇ こけつすう 
ゃしうつおうすっ こぇさう - 2 きかく. かっゃぇ 
けす こさっょうてくうは おきっす くぇ けぉとう-

くぇすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, こけかせ-
つっくう けす しょっかおぇすぇ し そうさきぇすぇ 
いぇ そけすけゃけかすぇうちう - „╀う ]う ┿え”. 
]こけさっょ さってっくうっすけ くぇ ¨ぉ-

とうくしおうは しなゃっす けす こさっょうてくうは 
きぇくょぇす, こぇさうすっ けす すぇいう しょっか-
おぇ しかっょゃぇてっ ょぇ しっ さぇいたけょゃぇす 
しかっょ すはたくけ さってっくうっ. ╃ぇきは-
くけゃ こさっい けおすけきゃさう きっしっち っ 
さぇいこかぇすうか ういぉうさぇすっかくけ つぇしす 
けす いぇょなかあっくうはすぇ くぇ けぉとうくぇ-
すぇ, たけくけさぇさう う ょさせゅう しすぇさう 
こかぇとぇくうは, くぇ しすけえくけしす 2 きかく. 
かっゃぇ. ¨しすぇすなおなす こけ しきっすおぇすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ けす すぇいう しせきぇ っ 
っょゃぇ 241 たうか. かっゃぇ. [‶ っ こさっ-
こさぇすうかぇ こさっこうしおぇすぇ ょけ ¨お-
さなあくぇ こさけおせさぇすせさぇ, けすおなょっ-
すけ こさけおせさけさ ‶っすなさ ╁ぇしうかっゃ 
っ せしすぇくけゃうか, つっ „ぉっいしこけさくけ 
うきぇ ういゃっしすくう くぇさせてっくうは けす 
しすさぇくぇ くぇ おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ, くぇかうちっ っ う こさっゃうてぇ-
ゃぇくっ くぇ ゃかぇしすすぇ, くけ かうこしゃぇす 
ょぇくくう いぇ ういゃなさてっくけ こさっしすな-
こかっくうっ う くはきぇ けとっすはゃぇくっ 
くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ] すっいう きけすうゃう 
‶っすなさ ╁ぇしうかっゃ けす ¨‶ - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ っ けすおぇいぇか ょぇ けぉさぇいせゃぇ 
ょけしなょっぉくけ こさけういゃけょしすゃけ いぇ 
ういたぇさつっくうすっ 2 きかく. かっゃぇ けす 
]すっそぇく ╃ぇきぇはくけゃ. ′ぇ しゃけえ 
さっょ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお しっゅぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ っ けぉあぇかゃぇ-
かぇ すけゃぇ しすぇくけゃうとっ くぇ ¨‶ ょけ 
┿こっかぇすうゃくぇ こさけおせさぇすせさぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ.
′ぇ しゃけえ さっょ ┿こっかぇすうゃくうはす 

こさけおせさけさ ′うおけかぇえ ╀けあうかけゃ 
しなとけ けしすぇゃは あぇかぉぇすぇ くぇ おきっ-
すぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉっい けしくけゃぇ-

くうっ, ゃなこさっおう つっ こさうっきぇ そぇ-
おすぇ, つっ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす こさったけょくうは きぇくょぇす くっ しっ っ 
しなけぉさぇいうか し ゃけかはすぇ くぇ おけかっお-
すうゃくうは けさゅぇく, くけ しなとけ すぇおぇ 
こさうっきぇ う すっいぇすぇ, つっ くはきぇ うき-
けすくぇ けぉかぇゅぇ いぇ おきっすぇ, くはきぇ う 
ょっはくうっ, おけっすけ ょぇ くぇさせてぇゃぇ 
けぉとっしすゃっくうは うくすっさっし. ‶けさぇ-
ょう おけっすけ しなとけ こさっおさぇすはゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ こけ こさっこうしおぇ-
すぇ. ╀けあうかけゃ しつうすぇ, つっ すっいう 
ょっえしすゃうは くぇ ╃ぇきはくけゃ っ しかっょ-
ゃぇかけ ょぇ しっ ぇすぇおせゃぇす こさっょ ¨ぉ-
かぇしすくぇ せこさぇゃぇ う ┿ょきうくうしすさぇ-
すうゃくうは しなょ. 
‶さっい かはすけすけ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ-

ょうくぇ そうさきぇすぇ „╀う ]う ┿え” こけ-
かせつう くぇょ 1200 ょっおぇさぇ けぉとうく-
しおう いっきう ゃ さぇえけくぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う いぇ すはた しかっょゃぇてっ 
ょぇ しっ こかぇすはす 2 きかく. 250 たうか. 
かっゃぇ. ] さってっくうっ くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす すっいう こぇさう すさはぉゃぇ-

てっ ょぇ しっ たぇさつぇす けす くけゃうは おきっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ さってっくうは いぇ 
おぇおゃけ けす おけかっおすうゃくうは けさゅぇく.
‶け ょさせゅう ょゃぇ おぇいせしぇ, こけ おけう-

すけ [‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ っ しぇきけしっ-
いうさぇかぇ くぇ ぉぇいぇ こせぉかうおぇちうう ゃ 
さっゅうけくぇかくぇすぇ う きっしすくぇ こさっしぇ, 
[‶ ゃ ゅさぇょぇ しなとけ くぇ こさぇおすうおぇ 
けくっゃうくはゃぇ ぉうゃてうは おきっす. 〈けゃぇ 
しぇ きぇすっさうぇかうすっ いぇ しおぇくょぇか-
くうは ょけゅけゃけさ いぇ ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ 
たさぇくう ゃ ょっすしおうすっ う しけちうぇかくう 
いぇゃっょっくうは くぇ けぉとうくぇすぇ, こけ-
ょこうしぇく こさっょう 2 ゅけょうくう, う いぇ 
こぇさうすっ, こけたぇさつっくう いぇ しこけさす-
くうすっ ょっえくけしすう. 
‶け すっいう ょゃぇ しうゅくぇかぇ ‶さけおせ-

さぇすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさうっ-
きぇ, つっ くはきぇ かうつくう けぉかぇゅう, くっ 
しぇ さぇいたけょゃぇくう つせあょう こぇさう, 
おぇおすけ う つっ かうこしゃぇ せきうしなか 
いぇ しおかのつゃぇくっ くぇ くっういゅけょくう 
しょっかおう. 〈ぇおぇ くぇ こさぇおすうおぇ しっ 
しゃぇかは おぇおゃけすけ う ょぇ っ すなさしっくっ 
くぇ けすゅけゃけさくけしす けす しすさぇくぇ くぇ 
かうちぇすぇ, ぇ こさはおけ ぇくゅぇあうさぇく 
う いぇ すっいう しかせつぇう しぇ ぉうゃてぇ-
すぇ いぇき. おきっすうちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ぃかうはくぇ ‶ぇかぇいけゃぇ う っおしこっさ-
すなす こけ ゃなこさけしうすっ くぇ しこけさすぇ 
┿くゅっか [ぇょっゃしおう. 
╇ ゃ すっいう ょゃぇ しかせつぇは [‶ けす-

おぇいゃぇ ょぇ けぉさぇいせゃぇ ょけしなょっぉくけ 
こさけういゃけょしすゃけ う こさぇとぇ ょっかぇすぇ 
ゃ ぇさたうゃ.
』っすゃなさすうはす おぇいせし, しゃなさいぇく し 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こけ おけえすけ ゃ 
こけしかっょくうすっ きっしっちう っ さぇぉけすう-
かぇ [‶-╉ぇいぇくかなお, っ ういこさぇすっく ゃ 
¨おさなあくぇすぇ こさけおせさぇすせさぇ. 
〈けえ しなとけ っ こけ しうゅくぇか くぇ おきっ-

すぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う おぇしぇっ 
そうくぇくしけゃうは けょうす くぇ けぉとう-
くぇすぇ いぇ こっさうけょぇ 2009-2010 
ゅけょうくぇ. [ぇえけくくぇすぇ こさけおせさぇ-
すせさぇ, ゃ かうちっすけ くぇ こさけおせさけさ 
╉さなしすうく ╉ぇちぇさけゃ, っ おけくしすぇすう-
さぇかぇ ゃ しすぇくけゃうとっすけ しう ゃしうつ-
おう くぇさせてっくうは, ゃういうさぇくう ゃなゃ 
そうくぇくしけゃうは けょうす, すゃなさょう, つっ 
ょけこせしくぇすうすっ くぇさせてっくうは しぇ 
しっ けすさぇいうかう くぇ っそっおすうゃくけすけ 
さぇいたけょゃぇくっ くぇ こせぉかうつくうすっ 
しさっょしすゃぇ う けすおぇいゃぇ ょぇ けぉさぇいせ-
ゃぇ ょけしなょっぉくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
すなえ おぇすけ くはきぇ ょぇくくう いぇ こさっ-
しすなこかっくうっ.
┿い しこうさぇき ょけすせお, おぇすっゅけさうつくぇ 

ぉっ くぇ こさっしおけくそっさっくちうは おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
¨つっゃうょくけ くっ きけあっき ょぇ すなさしうき 
しこさぇゃっょかうゃけしす, くけ きけあっき ょぇ 
しっ せつうき けす ゅさっておうすっ, いぇはゃう すは 
こさっょ あせさくぇかうしすう. ]こさぇゃっょかう-
ゃけしす くはきぇ. ┿い きくけゅけ ゃはさゃぇき, 
つっ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ きけは っおうこ 
とっ しっ ゅかっょぇ こけょ かせこぇ, いぇすけゃぇ 
きけはすぇ さけかは っ ょぇ しっ ょゃうあうき こけ 
いぇおけくぇ, ょぇ くっ けとっすうき けぉとうくぇ-
すぇ, ょけこなかくう すは. 
]すけはくけゃぇ しなけぉとう, つっ ゃなこさっ-

おう せしうかうはすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは ょぇ さぇいこかぇとぇ 
しすぇさう いぇょなかあっくうは う ょぇ しすけこは-
ゃぇ けぉとうは さぇいきっさ くぇ いぇょなかあっ-
くうはすぇ こけ しすぇさう こかぇとぇくうは くぇ 
けぉとうくぇすぇ, おけうすけ しぇ ゃ さぇいきっさ 
くぇ くぇょ 6 きかく. かっゃぇ, う しかっょ 6 
きっしっつくけすけ え せこさぇゃかっくうっ, すけいう 
さぇいきっさ っ ゃしっ すぇおぇ ゅけかはき う くっ 
こぇょぇ こけょ 6 きかく かっゃぇ. ‶けこぇょ-
くぇたきっ ゃ っそっおすぇ くぇ „しくっあくぇすぇ 
すけこおぇ”, こさうすっしくうすっかくけすけ っ, つっ 
いぇおなしくはゃぇきっ し こかぇとぇくうはすぇ う 
こけ くけゃうすっ ょけゅけゃけさう, おぇいぇ すは.
′ぇょ 100 たうかはょう かっゃぇ きっしっつ-

くけ しっ ういこかぇとぇす けす ぉのょあっすぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ しすぇさう 
ょけゅけゃけさう けす こさっょうてくう ゅけょう-
くう, ゃ す. つ. う けす 2008 ゅけょうくぇ, 
ぇ こけしすなこかっくうはすぇ けす きっしすくうすっ 
ょぇくなちう しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 60 たうか. 
かっゃぇ きっしっつくけ う すけ ゃ こっさうけょう-
すっ くぇ ぇおすうゃくけ こかぇとぇくっ. ‶け-
こぇょぇきっ ゃ おぇこぇくぇ くぇ しくっあくぇすぇ 
すけこおぇ, かぇおけくうつくぇ っ ]すけはくけゃぇ. 
╁なこさっおう しっさうけいくうすっ そうくぇく-

しけゃう いぇすさせょくっくうは, おけうすけ うきぇす 
ょぇ こさっけょけかはゃぇす おきっすぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお う っおうこぇ きせ, こけ ょせきうすっ 
くぇ ]すけはくけゃぇ, ゃ きけきっくすぇ こさけ-
ゅさぇきぇすぇ いぇ こさけょぇあぉう ゃなさゃう 
ょけぉさっ, くはきぇ けこぇしくけしす ょぇ しこさぇす 
こかぇとぇくうはすぇ くぇ しかせあうすっかうすっ ゃ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ. ╉さういぇ うきぇ, 
くけ こけ-ゃぇあくけ っ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ 
くっ せしっとぇす すぇいう おさういぇ, ょけこなか-
くう おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉ぇすけ こさうすっしくうすっかくけ ]すけ-

はくけゃぇ けこさっょっかう けゅさけきくけすけ 
いぇょなかあっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお おなき ¨ぉかぇしすくぇ ょうさっお-
ちうは くぇ こけかうちうはすぇ, おけっすけ っ けす 
2007-きぇ ゅけょうくぇ う っ ゃ さぇいきっさ 
くぇ 1,2 きかく. かっゃぇ. ╃け きけきっくすぇ 
くうすけ かっゃ くっ っ こかぇすっくけ いぇ すけゃぇ.
╋っあょせゃさっきっくくけ しすぇくぇ はしくけ, 

つっ そうくぇくしけゃうはす けすうょす くぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ いぇ 2011 ゅけょうくぇ っ いぇ-
ゃっさっく  けす ]きっすくぇすぇ こかぇすぇ し さっ-
いっさゃう, すなえ おぇすけ しぇ せしすぇくけゃっくう 
“けすおかけくっくうは ゃ ぉのょあっすぇ う くっ 
しぇ こさっょけすゃさぇすっくう こさけこせしおう う 
ゅさっておう”. 〈けいう そぇおす こさっゃさなとぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇぉかの-
ょぇゃぇくぇ けぉとうくぇ こさっい すぇいう ゅけ-
ょうくぇ う とっ え ぉなょっ くぇこさぇゃっく 
そうくぇくしけゃ けょうす けす ]きっすくぇすぇ 
こぇかぇすぇ けとっ くぇ 9-きっしっつうっすけ. 
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ, けくっ-

ゃうくはゃぇとうすっ  こさけおせさけさしおう 
しすぇくけゃうとぇ  いぇしすうゅぇす ぉうゃてうは 
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ ゃ ょっくは, ゃ おけえすけ こさぇいくせ-
ゃぇ  しゃけはすぇ 74-すぇ ゅけょうてくうくぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ っ くぇ 
5-すけ きはしすけ こけ ぉさけえ あう-

すっかう. ‶け こけしかっょくう ょぇくくう くぇ-
しっかっくうっすけ ゃ けぉかぇしすすぇ っ 331 
135 ょせてう. ‶さっょう くぇし こけ くぇ-
しっかっくうっ しぇ けぉかぇしすうすっ ]けそうは, 
‶かけゃょうゃ, ╁ぇさくぇ う ╀せさゅぇし. 
╅っくうすっ ゃ けぉかぇしすすぇ しぇ こけゃっつっ 

けす しうかくうは こけか - 51,2% しさっとせ 48,8% うかう くぇ 1 000 きなあっ しぇ 
こぇょぇす 1 048 あっくう. ¨ぉかぇしすくうはす ゅさぇょ っ てっしすう こけ ぉさけえ くぇ くぇ-
しっかっくうっ しさっょ ゅさぇょけゃっすっ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╁ くっゅけ あうゃっはす 137 416 
ょせてう. ╉ぇいぇくかなお っ ゃすけさうはす こけ ゅけかっきうくぇ ゅさぇょ ゃ けぉかぇしすすぇ し 46 
990 あうすっかう. ] くぇしっかっくうっ くぇょ 10 たうかはょう ょせてう おなき 31 ょっおっき-
ゃさう 2011 ゅ. しぇ 』うさこぇく (15 395) う [ぇょくっゃけ (12 731).
‶さっい 2011 ゅ. こさけょなかあぇゃぇ ょぇ くぇきぇかはゃぇ ぉさけはす くぇ しおかのつっくう-

すっ ぉさぇおけゃっ ゃ けぉかぇしすすぇ. [っゅうしすさうさぇくうすっ のさうょうつっしおう ぉさぇおけゃっ 
しぇ 828 う しぇ しなし 148 こけ-きぇかおけ けす こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ. ╀さけはす 
くぇ さぇいゃけょうすっ っ 575 う っ し 27 こけ-きぇかなお けす すけいう こさっい 2010 ゅ.

537 けすこぇょなちう ぉはたぇ しなぉさぇくう ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 12 きぇえ 
ゃ おぇきこぇくうはすぇ „╃ぇ ういつうしすうき ╀なかゅぇさうは いぇ っょうく ょっく“. ╁ おぇきこぇ-
くうはすぇ しっ ゃおかのつうたぇ こけゃっつっ けす 6 000 あうすっかう くぇ けぉとうくぇすぇ う 
せつっくうちうすっ けす 15 せつうかうとぇ う けす ¨╃╉ „]ゃ. ╇ゃ. [うかしおう“.

〈┿
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╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ. ╆ぇ おぇいぇくかなつぇくう, けしけぉっ
くけ いぇ ぇさしっくぇかちう う くぇえ-ゃっつっ - いぇ いぇこぇかっくう
すっ すせさうしすう, すけゃぇ うきっ ゅけゃけさう しぇきけ こけ しっぉっ 
しう. ╃くっし - くけしうすっか くぇ 2 きっょぇかぇ „┿かっおけ”, 
ょっかっゅぇす くぇ おけくゅさっしうすっ くぇ ╀〈], うくしすさせおすけさ 
こけ すせさういなき, こかぇくうくしおう ゃけょぇつ, しっおさっすぇさ くぇ 
〈せさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ” 
- ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ くぇ 12 きぇえ つっしすゃぇ しゃけはすぇ 
110-すぇ ゅけょうてくうくぇ, ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ いぇこけつ
ゃぇ ゃしうつおけ おぇすけ きくけゅけ ょさせゅう おぇいぇくかなつぇくう 
- ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けてなか こなさゃけ おぇすけ くぇしすさけえ
つうお ゃ ╆ぇゃけょ 2, しかっょ っょくぇ ゅけょうくぇ ╉さなしすぬけ 
‶っすおけゃ すさなゅゃぇ いぇ ]けそうは ょぇ せつう „╊っつっぉくぇ 
そういおせかすせさぇ”. ╁さなとぇ しっ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ 
おぇすけ きっすけょうしす こけ ╊《╉  こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇ
すけ, しなゅかぇしくけ ╋うくうしすっさしおけ こけしすぇくけゃかっくうっ, 
ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ う けしけぉっくけ ゃ „┿さしっくぇか”, 
しっ さぇいゅさなとぇ てうさけおぇ ょっえくけしす こけ けこぇいゃぇくっ 
いょさぇゃっすけ くぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう しなし 
しさっょしすゃぇすぇ くぇ こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇし
すうおぇ. ‶けしかっ ういちはかけ こけっきぇ すせさうしすうつっしおぇすぇ 
ょっえくけしす ゃなゃ そうさきぇすぇ.

ゅかっょ” - „]すけかっすけゃ” - ぅしっくけゃけ 
- 〈なあぇ. ‶け すけいう きぇさてさせす しっ 
こさぇゃはす っおしおせさいうけくくう かっすせゃぇ
くうは こけ おけきしけきけかしおうは けぉきっく し 
おさぇえくぇ  すけつおぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
ぉぇいぇ くぇ 』っさくけ きけさっ. ‶っすおけゃ 
しう しこけきくは う いくぇきっくうすうすっ おけ
かけこけたけょう. ′ぇ ゃっかけおけかっかぇ ょけ 
こさうさけょくうすっ そっくけきっくう くぇ [け
ょけこうすっ. ′ぇ ゃっかけおけかっかぇ - ょけ 
[せきなくうは... ′ぇ ゃっかけおけかっかぇ 
– ょけ 〉くゅぇさうは... ちっかすぇ っ こけ
ぉさぇすうきっくうはす し ╉ぇいぇくかなお ゅさぇょ 
′ぇょおぇくうょあぇ. ┿さしっくぇかしおう おけ
かけすせさうしすう こさっきうくぇゃぇす こなすは 
けす ╉ぇいぇくかなお ょけ ′ぇょおぇくうょあぇ, 
いぇ ょぇ こけしすぇゃはす ちゃっすは ゃ いくぇお 
くぇ こけつうす おなき いぇゅうくぇかうすっ ぉなか
ゅぇさう ゃ ¨すっつっしすゃっくぇすぇ ゃけえくぇ 
くぇ そさけくすぇ おさぇえ せくゅぇさしおうは 
ゅさぇょ. ╁ ょくってくけ ゃさっきっ すけゃぇ 
いゃせつう おぇすけ そぇくすぇしすうおぇ, くけ っ 
そぇおす. ]さっょ いぇこぇかっくうすっ おけ
かけすせさしすう っ う ょけさう しっゅぇてくうはす 
いぇきっしすくうお ょうさっおすけさ 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, おぇさぇか ゃっかけしうこっょぇ 
けす ╉ぇいぇくかなお ょけ [せきなくうは.

′ぇせつっくけすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
‶っすおけゃ こさっくぇしは

ゃ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ” 

¨すかうつくうはす けさゅぇくういぇすけさ, 
ゃっょさうはす う ょうくぇきうつっく ╉さなし
すぬけ ‶っすおけゃ ゃくっょさはゃぇ きぇくうっさぇ 
しう くぇ さぇぉけすぇ う ゃ ゅさぇょしおけすけ 
すせさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さ
かけゃけ ゅくっいょけ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, おな
ょっすけ うょゃぇ こさっい 1993-すぇ ゅけょう
くぇ, すぇ けしすぇゃぇ う ょけ ょくっし. ‶さっい 
すけゃぇ ゃさっきっ ょさせあっしすゃけすけ せし
こはゃぇ ょぇ せさっょう しけぉしすゃっくけしすすぇ 
ゃなさたせ たうあうすっ くぇ ╀せいかせょあぇ, 
ょぇ ゅう こけょょなさあぇ う さっきけくすうさぇ. 
′ぇえ-くけゃうはす さっきけくす ぉっ けそう
ちうぇかくけ けすおさうす いぇ こさぇいくうおぇ 
- 110-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ ょさせ
あっしすゃけすけ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ”, くぇ 
こけかはくぇすぇ こけょ ゃさなた ╀せいかせょあぇ, 
きうくぇかぇすぇ くっょっかは, 13 きぇえ. 
╉さなしすぬけ いぇゃぇさゃぇ ょさせあっしすゃけ
すけ ゃ こけつすう しなしうこぇくけ しなしすけは
くうっ - おぇょさうすっ しぇ さぇいこうかっくう, 
くはきぇ ょけおせきっくすう いぇ しけぉしすゃっ
くけしす くぇ しゅさぇょぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
う くぇ たうあうすっ ゃ ╀ぇかおぇくぇ. ‶なさ
ゃうすっ ゅけょうくう しぇ すさせょくう, たうあう
すっ しっ こけょょなさあぇす し けしおなょくう 
しさっょしすゃぇ, うょゃぇとう ういちはかけ けす 
しぇきけういょさなあおぇすぇ. ′け! - おぇおすけ 
おぇいゃぇ ‶っすおけゃ, し っおうこ, しなぉさぇく 
けす うしすうくしおう さぇょっすっかう くぇ すせ
さういきぇ, くっとぇすぇ しっ こけかせつぇゃぇす. 
¨しけぉっくけ, おけゅぇすけ ゃ けしくけゃぇすぇ 
しぇ こさけそっしうけくぇかういきなす, かのぉけ
ゃすぇ おなき ょっかけすけ, ゅさうあぇすぇ いぇ 
こさうさけょぇすぇ う たけさぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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- 』っしすけ しすっ すせお. ¨ぉうつぇ-
すっ こせぉかうおぇすぇ うかう うきぇすっ  
しこっちうぇかくう しうきこぇすうう おなき 
ゅさぇょぇ う たけさぇすぇ きせ? 
- ╇きぇすっ こさっおさぇしっく ゅさぇょ, 

こせぉかうおぇすぇ ゃう けとっ こけゃっつっ, 
う いぇすけゃぇ いぇ くぇし っ けゅさけきくけ 
せょけゃけかしすゃうっ ょぇ ゃう ゅけしすせゃぇ-
きっ ゃうくぇゅう. ╄すけ, う しかっょ すけいう 
しこっおすぇおなか しっゅぇ, ゃうっ ゃうょはたすっ 
おぇおゃぇ こせぉかうおぇ しすっ. ╇ おけゅぇ-
すけ しっ こけかせつう すぇおなゃ おけくすぇおす 
きっあょせ ゃぇし う くぇし, すけゃぇ っ くぇえ-
たせぉぇゃけすけ くっとけ, おけっすけ きけあっ 
ょぇ くう しっ しかせつう. 

- ′っ いくぇき くぇ おけかおけ ゅけ-
ょうくう しすっ, くけ くっ ╁う かうつぇす. 
〈ぇえくぇすぇ ゃ きくけゅけすけ さぇぉけ-
すぇ かう っ  うかう っ ゃなこさけし くぇ 
ょせた? ╇かう しすっ けす たけさぇすぇ し 
っくっさゅうは いぇ ょゃぇきぇ こけくっ? 
[けょっくぇ しすっ ゃしっ こぇお くぇ  
ゅさぇくうちぇすぇ きっあょせ ょゃぇ いけ-
ょうぇおぇかくう いくぇおぇ. 
- 】ってっ ょぇ っ たせぉけゃけ ょぇ 

うきぇき きぇかおけ う けす [うぉぇすぇ, くけ, 
おぇおすけ おぇいゃぇてっ きけはす しなこさせゅ, 
„すう しう つうしす ¨ゃっく”. ′け, すぇおぇ 
っ. ╁うくぇゅう すさなゅゃぇき し ゅかぇゃぇすぇ 
くぇこさっょ, ょけさう う ょぇ しう は さぇい-
ぉうは. ′け すけゃぇ っ こけかけあっくうっ-
すけ... ╆ぇ ゅけょうくうすっ う しかっょうすっ 
うき - くっ いくぇき. ┿い きうしかは, つっ 
さぇぉけすぇすぇ くぇえ-ょけぉさっ きっ おさっ-
こう ゃ くぇえ-すっあおうすっ きけきっくすう, 
おけうすけ しなき うきぇかぇ. ′はおぇお しう, 
すは きっ ういゃぇあょぇ けす ゃしうつおけ: けす 
ょっこさっしうはすぇ, けす けすつぇはくうっすけ, 
けす ゃしうつおけ. ]かせつうたぇ きう しっ 
くぇうしすうくぇ すっあおう きうゅけゃっ, くけ, 
]かぇゃぇ ╀けゅせ, つっ っ さぇぉけすぇすぇ. 

- 〈けゃぇ かう っ すぇえくぇすぇ っょくぇ 
あっくぇ ょなかゅけ ゃさっきっ ょぇ けし-
すぇくっ ゃはさくぇ くぇ しっぉっ しう うかう 
くっいぇゃうしうきけ けす しうかぇすぇ くぇ 
ょせたぇ, ゃうくぇゅう うきぇきっ くせあ-
ょぇ う けす つけゃっお, くぇ おけゅけすけ 
ょぇ さぇいつうすぇきっ?  
- ╉ぇおすけ しっ おぇいゃぇ ゃ っょくけ 

ょさせゅけ くぇてっ こさっょしすぇゃかっくうっ, 
くうっ しっ さぇあょぇきっ, あうゃっっき う 
せきうさぇきっ, いぇ ょぇ こけつせゃしすゃぇ-
きっ けくけゃぇ つせゃしすゃけ, かのぉけゃすぇ, 

いぇさぇょう おけっすけ しう いぇしかせあぇゃぇ 
ょぇ しっ さけょうて. ╇, ぇおけ くっ しきっ 
ゅけ ういこうすぇかう, いぇとけ しきっ しっ 
さけょうかう. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ っ うい-
おかのつうすっかくけ ゃぇあくけ ょぇ うきぇて  
う けぉうつ けおけかけ しっぉっ しう, おけはすけ 
きけあっ ょぇ くっ っ しぇきけ けす かのぉう-
きうは つけゃっお. ╃ぇ うきぇて けぉうつ けす 
ょっちぇすぇ しう, けす ぉかういおうすっ しう, けす 
こさうはすっかうすっ しう.  〈けゃぇ っ ゃしなと-
くけしす こけかけあうすっかくぇすぇ っくっさ-
ゅうは, おけはすけ っ たせぉぇゃけ ょぇ くう いぇ-
けぉうおぇかは. ′ぇこけしかっょなお ゃうくぇゅう 
しっ しすさっきは ょぇ しなき いぇけぉうおけかっ-
くぇ けす たけさぇ, おけうすけ ういかなつゃぇす 
こけかけあうすっかくぇ っくっさゅうは. 

- ¨すおさうゃぇすっ かう ゅう? 
- ╃ぇ, けすおさうゃぇき ゅう. ¨すおさう-

ゃぇき ゅう, ゃなこさっおう すさせょくけすけ 
っあっょくっゃうっ う すっあおうは あうゃけす, 
おけえすけ くぇこけしかっょなお くうっ, ぉなか-
ゅぇさうすっ, あうゃっっき, くけ すけゃぇ っ 
こけかけあっくっすけ. 〈さはぉゃぇ くはおぇお 
しう おぇすけ つっ かう し こけゃっつっ せし-
きうゃおぇ う し こけ-けすゃけさっくう しなさちぇ 
ょぇ ゅけ こけしさっとぇきっ う こけ-かっおけ 
とっ こさっあうゃっっき すさせょくけしすうすっ, 
こさっょこけかぇゅぇき.

- ╁うっ しすっ っょくぇ けす くぇえ-しきっ-
かうすっ ぇおすさうしう ゃ ╀なかゅぇさうは, 
おけはすけ こなさゃぇ  しっ こさっしすさぇ-
てう う ういかっいっ くぇ しゃけぉけょくうは 
こぇいぇさ,  しないょぇゃぇえおう つぇしす-
くぇ すさせこぇ, こけしかっ すっぇすなさ し 
╁ぇてっすけ うきっ „╇しおさう う しっ-
いけくう”. ╉ぇお けちっかはゃぇ すけいう 
すっぇすなさ - しぇきけ し きくけゅけ すさせょ 
う かのぉけゃ かう しすぇゃぇす くっとぇすぇ 
うかう っ くせあくけ う けとっ くっとけ ? 
- ╃ぇ, う し きくけゅけ すさせょ, う し 

きくけゅけ かのぉけゃ, う し きくけゅけ こけょ-
おさっこぇ う きなあおけ さぇきけ けす ゃしうつ-
おうすっ きう おけかっゅう, おけうすけ こさっい 
すっいう ゅけょうくう しぇ ぉうかう ょけ きっく. 

- ]なぉさぇかう しすっ ゃなゃ ゃぇてう-
すっ „╇しおさう う しっいけくう” くぇおせこ 
しっおししうきゃけかうすっ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおうは すっぇすなさ けす けくっいう 
さけきぇくすうつくう ゅけょうくう... ╉ぇお 
しすぇゃぇ すけゃぇ? 
- ┿い きうしかは, つっ うしすうくしおうすっ, 

ゅけかっきうすっ こさけそっしうけくぇかう-

しすう ゃうくぇゅう とっ うきぇす さぇぉけすぇ. 
′はきぇ ょぇ うきぇす さぇぉけすぇ すっいう, 
おけうすけ しぇきけ しっ すのたおぇす, つっ っ 
きくけゅけ すっあおけ こけかけあっくうっすけ ゃ 
おせかすせさぇすぇ う しう しっょはす ゃ おなとう 
う くっ こさぇゃはす くうとけ. ┿ すっいう, 
おけうすけ くぇうしすうくぇ さぇぉけすはす, きう-
しかは, つっ しっ つせゃしすゃぇす ょけぉさっ. 

- ╁うっ, いぇっょくけ し ╋ぇさゅぇさう-
すぇ 》さぇくけゃぇ, ういこはたすっ っょくぇ 
っきぉかっきぇすうつくぇ う こさっあう-
ゃはくぇ けす ゃしはおぇ ゃすけさぇ あっくぇ 
こっしっく „╊のぉけゃ さぇいょゃけっ-
くぇ”. ]すぇくぇ てかぇゅっさ こっしっく-

すぇ. ‶さっあうゃはゃぇかう かう しすっ 
╁うっ しぇきぇすぇ こけょけぉくけ こさっ-
ょぇすっかしすゃけ? 
- ┿い きくけゅけ しっ さぇょゃぇき - こなさ-

ゃけ, つっ すぇいう こっしっく しすぇくぇ けし-
くけゃぇ くぇ っょくけ ょなかゅけ う きくけゅけ 
おさぇしうゃけ きけっ こさうはすっかしすゃけ し 
╋ぇさゅう 》さぇくけゃぇ, ぇ しっゅぇ すぇいう 
こっしっく っ ょぇかぇ いぇゅかぇゃうっ う くぇ 
くぇてうは おけくちっさす. ] すけいう おけく-

ちっさす こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう 
ぉはたきっ こけおぇくっくう ゃなゃ ゃぇてうは 
ゅさぇょ...

- ...╇ ╁う ゅかっょぇたきっ... 
しゃさっくう こけょ  つぇょなさうすっ, ゃな-
こさっおう こさけかうゃくうは ょなあょ, ゃ 
こさけょなかあっくうっ くぇ こけゃっつっ 
けす つぇし...
- ╃ぇ, すさはぉゃぇ ょぇ ╁う おぇあぇ, 

つっ ぉはたきっ きくけゅけ すさけゅくぇすう. 
╆ぇとけすけ すぇおなゃ しうかっく ょなあょ 
しっ ういかは..., ぇ たけさぇすぇ けしすぇくぇ-
たぇ こけょ ょなあょぇ う くう しかせてぇたぇ. 
╄すけ, いぇすけゃぇ おぇいゃぇき おけかおけ っ 

こさっおさぇしくぇ こせぉかうおぇすぇ ゃう. 
╉けかおけ っ いぇさっょっくぇ し ょせた, し 
っきけちうう. ╆ぇとけすけ ゃ こけしかっょ-
くうすっ ゅけょうくう ゃ けぉとう かうくうう 
ょせたなす くう ういつっいゃぇ う すけゃぇ っ 
きくけゅけ しすさぇてくけ. 

- 〈け, すけゃぇ きぇえ っ くっとけ-
すけ, おけっすけ くう こさっつせこう おぇすけ 
たけさぇ う おぇすけ くぇさけょ?

- ╃ぇ, ょぇ... ┿ おけかおけすけ ょけ 
すけゃぇ - ょぇかう ぇい しなき うきぇかぇ 
すぇおけゃぇ こさっあうゃはゃぇくっ いぇ さぇい-
ょゃけっくぇ かのぉけゃ, すけ すぇいう こっしっく 
っ ういしすさぇょぇくぇ けす おけきこけいうすけ-
さぇ, すけえ っ う ぇゃすけさ くぇ すっおしすぇ 
- ‶かぇきっく ╂っけさゅうっゃ, おけえすけ すけ-
ゅぇゃぇ, おけゅぇすけ くう は こさっょかけあう,  
おぇいぇ: „]きはすぇき, つっ すう しう くぇえ-
ょけぉさぇすぇ こっゃうちぇ しさっょ ぇおすさう-
しうすっ, ぇ ╋ぇさゅう っ くぇえ-ょけぉさぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ しさっょ こっゃうちうすっ.”  
╋くけゅけ しっ しきはたきっ すけゅぇゃぇ し 
╋ぇさゅう くぇ すけゃぇ けこさっょっかっくうっ,  
くけ こっしっくすぇ くう ょけくっしっ きくけゅけ, 
きくけゅけ とぇしすかうゃう きうゅけゃっ, くっ 
しぇきけ ╂けかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ 
„╆かぇすくうは ¨さそっえ”. ╃けくっしっ くう 
きうゅけゃっ くぇ うしすうくしおう, しなゃしっき 
しなさょっつくう こさうはすっかしすゃぇ う つせゃ-
しすゃぇ. 〈ぇいう こっしっく しっ こさうっきぇ 
くぇゃしはおなょっ きくけゅけ ょけぉさっ, きくけ-
ゅけ は けぉうつぇす たけさぇすぇ...

- ... いぇとけすけ っ うしすうくしおぇ...
- ... う くうっ しう は けぉうつぇきっ 

きくけゅけ...

- ╇いょぇえすっ くう すぇえくぇすぇ しう: 
おぇお っょくぇ あっくぇ  きけあっ ょぇ 
せしこっっ ょぇ しなたさぇくう きけきう-
つっすけ ゃ しっぉっ しう こさっい ちはかけ-
すけ すけゃぇ ゃさっきっ, ゃなこさっおう 
こさっゃさぇすくけしすうすっ くぇ あうゃけ-
すぇ, ゃなこさっおう こさっあうゃはくけ-
すけ? 
- ╁うくぇゅう しなき きうしかうかぇ, つっ 

ぉなかゅぇさしおぇすぇ あっくぇ っ し すけか-
おけゃぇ きくけゅけ ょうくう こけょ っょくぇ 
きうてくうちぇ. ╁しなとくけしす, すぇいう 
おさうゃけさぇいぉさぇくぇ っきぇくちうこぇちうは 
くう ょけゃなさてう ゃ すけいう しきうしなか. 
′け, くっいぇゃうしうきけ けす ょうくうすっ, 
きうしかは, つっ ゃしはおぇ あっくぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ くぇきうさぇ きぇかおけ ゃさっきっ いぇ 
しっぉっ しう. ╆ぇ こしうたけそういうおぇすぇ 
しう. ╃ぇ けすょっかは きぇかおけ ゃさっきっ, 
いぇとけすけ すけゃぇ ゃ おさぇえくぇ しきっす-
おぇ しぇ きぇかおうすっ きうゅけゃっ, おけうすけ 
きけゅぇす きくけゅけ ょなかゅけ ゃさっきっ ょぇ 
くう おさっこはす. 
                                            

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ くぇ けゅかっょぇかぇすけ: 
〈は っ くっゃさけはすくけ かなつっいっさくぇ あっくぇ. ╆ぇさっあょぇ. ¨す こさなゃ こけゅかっょ. ′っ しぇきけ いぇさぇょう しなたさぇくっくうは こさうきぇきかうゃ きけきうつっておう ぉかはしなお くぇ しうくぬけすけ ゃ けつうすっ え, ぇ いぇさぇょう 

くっしかういぇとぇすぇ せしきうゃおぇ けす かうちっすけ え, いぇさぇょう すけこかうは え ゅかぇし う けぉとけすけ せしっとぇくっ いぇ こけいうすうゃういなき, おけっすけ しすさせう けす くっは. 
′ぇさうつぇす は ぉなかゅぇさしおぇすぇ ╋っさうか ]すさうえこ. ¨こさっょっかっくうっ, おけっすけ え こさうかはゅぇ う おけっすけ すは しぇきぇすぇ こさういくぇゃぇ, きくけゅけ は さぇょゃぇ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ ゃっかうおぇすぇ ]すさうえこ っ 

くっうく おせきうさ う かのぉうきぇ ぇおすさうしぇ, ぇ う いぇとけすけ しっ ゃないたうとぇゃぇ けす  くっは おぇすけ つけゃっお う こさけそっしうけくぇかうしす. 
‶け-しすぇさうすっ え こけつうすぇすっかう は くぇさうつぇす „こっさかぇすぇ くぇ ′ぇさけょくうは すっぇすなさ”, きぇおぇさ すは しぇきぇすぇ くうおけゅぇ ょぇ くっ っ うゅさぇかぇ すぇき. ¨しすぇくぇかぇ っ ょなかゅう ゅけょうくう ゃはさくぇ くぇ 

╋かぇょっあおうは すっぇすなさ, けすおなょっすけ しう すさなゅゃぇ こさっょう こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう. ]なし しなかいう. ╇... し こけきけとすぇ くぇ っょうく きなあ. 
[けょっくぇすぇ ゃ ]けそうは くぇ ゅさぇくうちぇすぇ くぇ [うぉぇすぇ う ╁けょけかっは ╇しぇ, おぇおすけ は  くぇさうつぇす こさうはすっかう う おけかっゅう, こさぇゃう すっぇすさぇかくうは しう こさけとなこせかくうお くぇ 19 ゅけょうくう. ╇ 

けとっ すけゅぇゃぇ ういゅさはゃぇ いゃっいょぇすぇ え - ゃ きっゅぇこさけょせおちうはすぇ „¨ちっけかぇ”, こさう すけゃぇ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ しなし しさなぉしおぇすぇ いゃっいょぇ  ╂けえおけ ╋うすうつ.  【ぇくしなす っ こけゃっつっ けす ゅけかはき 
う こけさぇょう すけゃぇ, つっ すは う こけおけえくぇ-
すぇ ‶っこぇ ′うおけかけゃぇ しぇ っょうくしすゃっくう-
すっ ぉなかゅぇさおう ゃ いゃっいょくうは しなしすぇゃ くぇ 
こさけょせおちうはすぇ - ゃなゃ そうかきぇ せつぇしす-
ゃぇす くぇえ-ういゃっしすくうすっ いぇ くっゅけ ゃさっきっ 
ぇおすぬけさう くぇ ╂っさきぇくうは, 〉くゅぇさうは, 
[せきなくうは. 
╁ すっぇすさぇかくぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは ょゃぇ 

こなすう こぇょぇ ゃ けさおっしすさうくぇすぇ, つせこう 
う こさってかっく. ]かせつゃぇかけ え しっ う ょぇ 
いぇぉさぇゃう さっこかうおう くぇ しちっくぇすぇ. ′け 
くぇえ- すっあおけすけ こさっょしすぇゃかっくうっ うゅ-
さぇっ ょっく しかっょ しきなさすすぇ くぇ きぇえおぇ しう 
- っきぉかっきぇすうつくけすけ いぇ くっは „╉ぇそっ し 
ぇゃすけゅさぇそ” う ゅけ こけしゃっとぇゃぇ くぇ こけ-
おけえくぇすぇ しう  きぇえおぇ. ╀っい こせぉかうおぇすぇ 
ょぇ さぇいぉっさっ くうとけ. ′ぇ そうくぇかぇ おけ-
かっゅぇ-ぇおすぬけさ ういょぇゃぇ すなあくぇすぇ ゃっしす.  
‶なさゃぇすぇ しう かのぉけゃ こさっあうゃはゃぇ ゃ 

ゅうきくぇいうはすぇ, くけ けすおさけゃっくけ しこけ-
ょっかは, つっ ゅけかはきぇすぇ かのぉけゃ しさっとぇ 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ, しかっょ っょうく ぉさぇお 
う こけしかっょゃぇか さぇいゃけょ, ゃ かうちっすけ くぇ 
„ってぇ しう ゃ あうゃけすぇ”, おぇおすけ おぇいゃぇ 
すは いぇ こけおけえくうは ゃっつっ ╉うさうか ]すぇ-
くせかけゃ. ‶けゃけょなす いぇ しさっとぇすぇ うき しぇ 
ょゃっ さけおかう くぇ させしっくしおぇすぇ „┿さょぇ”, 
おけえすけ くっこけいくぇすうはす ╉うさうか しかっょ-
ゃぇかけ ょぇ え いぇくっしっ. 〈ぇおぇ いぇこけつゃぇ. 
‶けしかっ ╉うさうか しっ けおぇいゃぇ つけゃっおなす, 

おけえすけ え ょぇゃぇ う うょっうすっ, う こけょおさっこぇすぇ 
しう いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ くっえくうは すっぇすなさ 
”╇しおさう う しっいけくう” う ゃっかうおけかっこくうすっ, 
こさっゃなさくぇかう しっ ゃっつっ ゃ すさぇょうちうは おけ-
かっょくう おけくちっさすう  ゃ いぇかぇ 1 くぇ ′╃╉ – 
„╉けかっょくう いゃっいょう” し せつぇしすうっすけ くぇ うい-
ゃっしすくう こけこ ういこなかくうすっかう う ぇおすぬけさう. 
╃くっし, 15 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, ╇しおさぇ 

[ぇょっゃぇ し ゅけさょけしす さぇいおぇいゃぇ いぇ おけかっ-
ゅうすっ しう う いぇ こさっょしすけはとうすっ ょゃぇ ゅけかっ-
きう のぉうかっは - くぇ すっぇすなさぇ う くぇ おけくちっさ-
すうすっ. ╆ぇさぇょう くっせきけさくぇすぇ しう さぇぉけすぇ 
っ くけしうすっかおぇ くぇ くぇゅさぇょぇ けす こさっいう-
ょっくすぇ ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ.
′っ しっ しすさぇたせゃぇ けす ゅけょうくうすっ う けつぇお-

ゃぇ し さぇょけしす ゃしっおう しゃけえ さけあょっく ょっく. 
‶さうっかぇ っ そうかけしけそしおう そぇおすぇ, つっ 
ゃさっきっすけ くっきうくせっきけ すっつっ う  „つけゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ こさっゅかなすくっ すけいう たぇこ”. ╁ぇ-
あくけ っ ょぇ うきぇきっ ょせた, すなえ おぇすけ すけえ くう 
おさっこう, しこけょっかは ぇおすさうしぇすぇ, いぇ おけはすけ 
くぇえ-しすさぇてっく とっ っ ょっくはす, ゃ  おけえすけ 
とっ しこさっ ょぇ さぇぉけすう. 
‶っさそっおすくうは しう ゃなくてっく ゃうょ けぉはし-

くはゃぇ し ぉぇとうくうは しう ゅっく, こけいうすうゃくけすけ 
きうしかっくっ う 40-きうくせすくぇすぇ ぇっさけぉうおぇ 
すさう こなすう しっょきうつくけ. ¨すおさけゃっくけ  こさう-
いくぇゃぇ, つっ くっ せきっっ ょぇ こぇいう ょうっすう, 
くうすけ うきぇ ゃけかは いぇ すけゃぇ. 
]せっすくぇ っ. ╃けすけかおけゃぇ, ょけおけかおけすけ 

くけしう „しぇきけ すけゃぇ, おけっすけ え けすうゃぇ” 
う こけかいゃぇ しこっちうぇかっく おさっき けす ╁うっ-
くぇ, „ぉっい たうきうは ゃ くっゅけ”. ′ぇ こさうつっ-
しおぇ たけょう しぇきけ „おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ 
う うきぇ しちっくうつくぇ ういはゃぇ, ぇ かはすけすけ 
くっ しっ さぇいょっかは し ぉっいぉさけえくうすっ しう 
てぇこおう”.  ╉けいきっすうおなす っ ゃっょくなあ 
きっしっつくけ, ぇ くぇえ-せょけぉくけ しっ つせゃ-
しすゃぇ し おけしぇ, こさうぉさぇくぇ くぇ けこぇて-
おぇ.
′ぇ くっえくうすっ ゅけょうくう こけゃっつっすけ 

あっくう ゃっつっ しぇ とぇしすかうゃう ぉぇぉう, ぇ 
すは きっつすぇっ ょぇ ういうゅさぇっ ╋ぇさゅぇさっす 
〈ぇつなさ くぇ しちっくぇすぇ. ╇かなつゃぇ ょけし-
すけかっこうっ う かなつっいぇさうっ, ゅかっょぇ すっ 
おぇすけ きけきうつっ う あっくぇ, いくぇっとぇ ちっ-
くぇすぇ しう. ′っ おさうっ う さっちっこすぇすぇ いぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ - きくけゅけすけ さぇぉけすぇ.
]さっとぇきっ は ゃ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ 

しこっおすぇおなかぇ, し おけえすけ ゅけしすせゃぇ ゃ 
ゅさぇょぇ くう, くぇ しちっくぇすぇ くぇ ╃╉ „┿さ-
しっくぇか” – „╊せょ しなき こけ すっぉっ”. ‶ぇさ-
すくうさぇす え ぇおすぬけさうすっ ╂っけさゅう ╉ぇょせ-
さうく, ‶かぇきっく ]うさぇおけゃ う ╋うかっくぇ 
┿すぇくぇしけゃぇ. 
¨す さなおけこかはしおぇくうはすぇ う ちゃっすはすぇ 

くぇ しちっくぇすぇ かうつう, つっ すせお は けぉうつぇす 
う ╉ぇいぇくかなお っ っょくぇ けす かのぉうきうすっ 
え しちっくうつくう しこうさおう. ¨すすぇき う いぇ-
こけつゃぇきっ. 

〈っ ょゃっすっ きう しすぇくぇたぇ ぉっいせき
くけ しうきこぇすうつくう けす こさなゃ  こけ

ゅかっょ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ う ょゃっすっ 
しぇ さけょっくう くぇ „ぉっかっあうすう” ょぇすう 
- っょくぇすぇ ゃ ょっくは くぇ ]ゃっすうすっ ぉさぇ
すは ╉うさうか う ╋っすけょうえ, ぇ ょさせゅぇすぇ 
っ ゃ ぉせおゃぇかくうは しきうしなか ょっすっ くぇ 
ょっきけおさぇちうはすぇ - くぇ 10-すう くけっき
ゃさう, ぇ う いぇとけすけ くっ こさうっきぇす ぇぉう
すせさうっくすしおうは しう ぉぇか おぇすけ „くぇえ-
ゃぇあくけすけ くっとけ くぇ しゃっすぇ しっゅぇ”. 
╇きぇす ょぇかっつ こけ-ゅけかっきう こかぇくけゃっ 

う きっつすう, いぇ ょぇ しっ けゅさぇくうつぇゃぇす ゃ 
さけおかは うかう つうそす けぉせゃおう, おけうすけ 
ょぇ けしきうしかはす きぇえしおうすっ うき ょくう.  
╆ぇっょくけ し きぇえおうすっ しう しぇ くっゃっ

さけはすくけ つぇさけゃくけ ょぇきしおけ おぇさっ, 
おけっすけ こさうかうつぇ こけゃっつっ くぇ ょゃっ 
おぇおう し きぇかおうすっ しう しっしすさう, けす
おけかおけすけ くぇ ょゃっ とぇしすかうゃう ぇさ
しっくぇかおう し すったくうすっ こけさぇしくぇかう 

ゃっつっ きけきうつっすぇ. ╆ぇ おけうすけ ぉぇかなす 
う しすぇさすなす くぇ しなとうくしおうは あうゃけす 
ぉせおゃぇかくけ つせおぇす くぇ ゃさぇすぇすぇ うき. 
‶け こさけしすぇすぇ こさうつうくぇ, つっ う ゃ 
ょゃっすっ しっきっえしすゃぇ - [ぇたきぇくかうっゃう 
う ╉うさけゃう, 23-すう う 24-すう きぇえ とっ 
しぇ ゃなかくせゃぇとうすっ ゅけかっきう ょくう. ′ぇ 
ぉぇかぇ くぇ きけきうつっすぇすぇ うき - ╃ぇはくぇ 
う ╇ゃっす. 
╇ いぇ ょゃっすっ けぉとぇすぇ くう しさっとぇ っ 

こなさゃぇ う いぇ すはた しぇきうすっ. ╃け 
すけいう きけきっくす すっ くっ しっ こけいくぇ
ゃぇたぇ. ′っいぇゃうしうきけ けす そぇおすぇ, 
つっ きぇえおうすっ くぇ ╃ぇはくぇ う ╇ゃっす 
しぇ こけつすう おけかっあおう - ╄おぇすっ
さうくぇ [ぇたきぇくかうっゃぇ さぇぉけすう 
おぇすけ しっおさっすぇさ-しつっすけゃけょう
すっか ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっ
くぇか” う ゃ けしすぇくぇかけすけ ゃさっきっ  
っ つぇしす けす „こさっょしすぇゃうすっかくぇ
すぇ  さけすぇ” くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
しすけか, おけはすけ けすしさぇきゃぇ そうさ
きぇすぇ こけ ゃさっきっ くぇ ゃうしけつぇえ
てう ゃういうすう う ╁╇‶-こけしっすう
すっかう, ぇ ╃けぉさうくおぇ ╉うさけゃぇ っ 
けこっさぇすうゃっく しつっすけゃけょうすっか ゃ 
ちっくすさぇかくけすけ しつっすけゃけょしすゃけ 
くぇ „┿さしっくぇか”. 

╆ぇ いっかっくけけおぇすぇ ╃ぇはくぇ う 
しゃっすかけけおぇすぇ ╇ゃっす, けぉぇ

つっ, しさっとぇすぇ っ こなさゃぇ. ╁な
こさっおう すけゃぇ しう ょけこぇょぇす けす 
こさなゃ こけゅかっょ: くっ しぇきけ いぇさぇ
ょう けぉとうすっ すっきう う ゃなかくっくうは 
こさっょう ぉぇかぇ う きぇすせさうすっ, くけ 
う いぇさぇょう そぇおすぇ, つっ う ょゃっすっ 
けぉうつぇす そけすけゅさぇそうはすぇ. ‶さう
いくぇゃぇす, つっ ゃ しゃけぉけょくけすけ しう 
ゃさっきっ けぉうつぇす ょぇ しくうきぇす. 
′っとけ こけゃっつっ: ╃ぇはくぇ ょけさう 
っ せぉっょっくぇ, つっ う くっえくうすっ 
しう しくうきおう しぇ しう しすさせゃぇかう ゃ 
けすきうくぇかうは くぇしおけさけ せつうかう
とっく そけすけおけくおせさし う いぇすけゃぇ 
くっ おさうっ きっつすぇすぇ しう - おぇすけ 
こけょぇさなお いぇ ぉぇかぇ ょぇ こけかせ
つう… たせぉぇゃ そけすけぇこぇさぇす. ╆ぇ 
╇ゃっす そけすけゅさぇそうはすぇ っ つぇしす 
けす ういぉさぇくぇすぇ ぉなょっとぇ こさけ
そっしうは - ゃないこうすぇくうつおぇすぇ 
くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ こかぇしすうつくう ういおせしすゃぇ う 
ょういぇえく うきぇ こかぇくけゃっ う ぇき
ぉうちうう すけゃぇ かはすけ ょぇ こけおけさう 
うかう ′けゃ ぉなかゅぇさしおう せくうゃっさ
しうすっす, うかう 》せょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは. ╇いぉさぇ
かぇ しう っ すっあおう しこっちうぇかくけ
しすう - ゅさぇそうつっく ょういぇえく う 
ゃういせぇかくう おけきせくうおぇちうう.
╆ぇ ╃ぇはくぇ - くぇしすけはと おぇょなさ 

くぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうき
くぇいうは  こけ かっおぇ こさけきうてかっ

くけしす う すせさういなき, こなお ぉなょっ
とぇすぇ ょっしすうくぇちうは けす っしっくすぇ 
くぇえ-ゃっさけはすくけ っ ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ - すぇき ょっゃけえおぇすぇ 
うきぇ こかぇくけゃっ ょぇ せつう そうくぇく
しう. ╇いぉうさぇ こさけそっしうはすぇ こけ
おさぇえ きぇえおぇ しう, ぇ う いぇとけすけ 
しきはすぇ ,つっ すけゃぇ くぇ っすぇこぇ っ 
くっとけすけ, おけっすけ は ういさぇいはゃぇ  
ゃ  ゅけかはきぇ  しすっこっく. ╇ おけっすけ 

え たぇさっしゃぇ.

╆ぇ ょゃっすっ しっきっえしすゃぇ, ╉うさけ
ゃう う [ぇたきぇくかうっゃう, すっいう 

ょくう しぇ くぇすけゃぇさっくう. ′っ しぇきけ 

いぇさぇょう こさうゅけすけゃかっくうはすぇ いぇ 
ぉぇかぇ う っきけちううすっ こけおさぇえ きぇ
すせさうすっ, すなえ おぇすけ う ╇ゃっす, う 
╃ぇはくぇ とっ しっ はゃはゃぇす くぇ っょくぇ う 
しなとぇ ょぇすぇ くぇ きぇすせさぇ - う ょゃっ
すっ こけ ゅっけゅさぇそうは, ぇ う いぇとけ
すけ つぇおぇす きくけゅけ ゅけしすう. ‶さぇお
すうつくぇすぇ う さぇぉけすっとぇ „くぇ ょゃぇ 
しすぇくぇ” ╉ぇすは [ぇたきぇくかうっゃぇ くっ 
おさうっ, つっ けぉうつぇ ょぇ ょけきぇおうく
しすゃぇ. ‶さけしすけさくうはす ょけき う ゅけ
かっきうはす ょゃけさ え ょぇゃぇす てぇくし ょぇ 
しなぉっさっ ゅけしすうすっ しう せ ょけきぇ. ╇い
ぉさぇた すけいう ゃぇさうぇくす, いぇとけすけ くっ 
くう っ こけ しうかうすっ さっしすけさぇくすなす, 
きくけゅけ たけさぇ しなぉうさぇき, くぇ ょゃぇ 
こなすう, ょけゃっさはゃぇ ╉ぇすは う せすけつ
くはゃぇ, つっ すぇおぇ きけあっ う きくけゅけ 
くっとぇ ょぇ しう こさうゅけすゃう しぇきぇ. 
„┿ おぇすけ うきぇ う こけきけとくうちう, 
くっとぇすぇ しすぇゃぇす しなゃしっき.”, しこけ
ょっかは ╉ぇすは いぇ ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす 
ゃおなとう. ╃ぇはくぇ っ っょうくしすゃっくけすけ 
ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ う いぇ すはた 
ぉぇかなす くぇ とっさおぇすぇ っ しなぉうすうっ 
けす ゅけかはき きぇとぇぉ. ╁っつっ ょけさう 
しう っ ういきうしかうかぇ う きっくのすけ いぇ 
ゅけしすうすっ: こうかっておう させかぇょうくう, 
しおぇさぇ, こなさあっくう おぇさすけそう, しぇ
かぇすう くはおけかおけ ゃうょぇ, しかぇょおう, 
かのぉうきぇすぇ ぉぇおかぇゃぇ, „おけはすけ 
ぉぇぉぇ こさうゅけすゃは”, すけつっくぇ ぉぇ
くうちぇ う けとっ おせこ ゃおせしけすうう いぇ 
こさうはすっかう う ぉかういおう.   
╂けとぇゃおぇすぇ う ぉぇかくうすっ ぇす

さうぉせすう くぇ ╃ぇはくぇ しすさせゃぇす 
くぇ しっきっえしすゃけすけ けおけかけ 1500 
かっゃぇ. ‶さう すけゃぇ, し こけきけと けす 
さけょうすっかうすっ. ′っ しきっ さぇいすけ

つうすっかしすゃぇかう きくけゅけ, こさういくぇゃぇ 
╄おぇすっさうくぇ, „くっ しぇきけ いぇとけすけ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇこけつゃぇ こけしかっ, 
くけ う いぇとけすけ しぇきぇすぇ ╃ぇはくぇ っ 
しおさけきくけ きけきうつっ う くっ っ けぉうつぇ 
ういたゃなさかはくうはすぇ. ┿ぉうすせさうっくす
おぇすぇ くはきぇ ょぇ うきぇ ゃすけさぇ ゃっ
つっさ. ]なせつっくうちうすっ え ういぉうさぇす 
っおしおせさいうは ょけ 〈せさちうは, くけ しすさけ
ゅぇすぇ ╉ぇすは さってぇゃぇ, つっ ぉっい せつう
すっか くっ きけあっ. ╇ ╃ぇはくぇ けしすぇゃぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╃っゃけえおぇすぇ, けぉぇつっ, 
ういけぉとけ くっ あぇかう いぇ すけゃぇ, いぇ
とけすけ しつうすぇ, つっ う すせお きけあっ ょぇ 
ういおぇさぇ しすさぇたけすくけ.  
23-すう きぇえ とっ っ ゃぇあっく う くぇすけ

ゃぇさっく ょっく, せぉっょっくう しぇ きぇえおぇ 
う ょなとっさは [ぇたきぇくかうっゃう. ‶さっ
ょう けぉっょ ╃ぇはくぇ っ くぇ きぇすせさぇ こけ 
ゅっけゅさぇそうは, くぇ おけはすけ さぇいつうすぇ 
きくけゅけ. ╆ぇとけすけ けちっくおぇすぇ けす 
すぇいう きぇすせさぇ とっ え しかせあう おぇすけ 
ゃたけょくけ くうゃけ いぇ せくうゃっさしうすっ
すぇ ゃ 〈なさくけゃけ. ]かっょ けぉっょ っ くぇ 
こさうつっしおぇ こさう おけぇそぬけさ, おけはすけ 
ゃっつっ っ ういきうしかっくぇ, しかっょゃぇ ゅけ
かはきぇすぇ ゃっつっさ - ぉぇかなす. ╆ぇ くっゅけ 
╃ぇはくぇ ゃっつっ うきぇ こさっおさぇしくぇ 
かうかぇゃぇ さけおかは けす ╉ぇくぇょぇ. ╇ 
くっゃっさけはすくう ぇおちっくすう おなき くっは 
- つぇくすぇ う けぉせゃおう. ╇ おぇゃぇかっさ 
- ‶っすなさ. ] おけえすけ いぇっょくけ とっ 
こさっきうくぇす こさっい おぇいぇくかなておけすけ 
]すなさゅぇかけ. 
′ぇゃさっきっすけ ぉはた っょくぇ けす きぇか

おけすけ けすうてかう くぇ ぉぇか し こぇく
すぇかけく, ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇいぇょ 
きぇえおぇすぇ くぇ ╃ぇはくぇ - ╄おぇすっさう
くぇ. 〈は しぇきぇすぇ けすうてかぇ くぇ ぉぇか 
し おぇゃぇかっさ, ゃなこさっおう ょっそうちう
すぇ う すけゅぇゃぇ くぇ きけきつっすぇ ゃ 》せ
きぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ. 

しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”, おけはすけ 
╄おぇすっさうくぇ いぇゃなさてうかぇ. 』っさっく 
こぇくすぇかけく う っかっおすさうおけゃけ しぇおけ 
し ゅけかっきう こけょこかなくおう くぇ さぇきっ
くっすっ, おぇおゃぇすけ ぉうかぇ きけょぇすぇ  ゃ 
おさぇは くぇ 80-すっ, けそけさきうかう ぉかは
しなおぇ くぇ ╉ぇすは. ]すさぇてくぇ さぇぉけすぇ 
ぉはたきっ, し うさけくうは う くけしすぇかゅうは 
しう しこけきくは すは. 
]っゅぇ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ 

うしおぇ けす くけゃうは あうゃけす くぇ ょなとっ
さは しう ╃ぇはくぇ, っ ょぇ っ とぇしすかうゃぇ. 
╇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ ょけぉさっ くぇ
こさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. ̈ しすぇくぇかけすけ 
っ いょさぇゃっ う ょぇ しう ょけぉなさ つけゃっお, 
こさういくぇゃぇ おぇしうっさ-しつっすけゃけょう
すっかおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ゅけかはき 
しうくょうおぇす. ╇ おぇくう こさうはすっかう う 
ぉかういおう ょぇ しこけょっかはす さぇょけしすすぇ 
え - くぇ 23-すう  きぇえ けおけかけ さっし
すけさぇくす „╉ぇいぇくかなお” - ょぇ ゃうょはす 

こけさぇしくぇかぇすぇ え ょなとっさは ╃ぇはくぇ 
[ぇたきぇくかうっゃぇ, つうはすけ きっつすぇ っ, 
けしゃっく こさけそっしうは, ょぇ うきぇ たせ
ぉぇゃぇ おなとぇ し ゅけかはき ょゃけさ… う 
ょっちぇ. 

╆ぇ しなとけすけ きっつすぇっ う くはおぇお 
しょなさあぇくぇすぇ ╇ゃっす くぇ そけくぇ 

くぇ ゃっつくけ せしきうたくぇすぇすぇ しう きぇえ
おぇ ╃けぉさうくおぇ. ╆ぇ ╇ゃっす ぉぇかなす っ 
こさけしすけ っょくぇ こけ-しこっちうぇかくぇ ゃっ
つっさ, ゃ おけはすけ とっ けぉかっつっ しうくは
すぇ しう さけおかは けす 《さぇくちうは う とっ 
ぉなょっ しなとけ し ‶っすなさ - すぇおぇ しっ 
おぇいゃぇ う くっえくうはす しなせつっくうお う 
おぇゃぇかっさ いぇ ぉぇかぇ. 
╇ゃっす ういぉうさぇ ]けそうは いぇ しゃけっ

すけ  ぉなょっとっ - いぇさぇょう ゃないきけあ
くけしすすぇ すぇき ょぇ せつう かのぉうきうすっ 
しこっちうぇかくけしすう う いぇさぇょう  すけゃぇ, 
つっ いぇっょくけ し ぉさぇす しう - しすせょっくす 
ゃ 4-すう おせさし ゃ ╀せさゅぇし こけ おけき
このすなさくう すったくけかけゅうう, とっ きけ
ゅぇす っょうく ょっく しきっかけ ょぇ こけっきぇす 
しっきっえくうは ぉういくっし し ょういぇえく う 
さっおかぇきくう きぇすっさうぇかう. 
╃けすけゅぇゃぇ ╇ゃっす いくぇっ, つっ は つぇ

おぇす ょけしすぇ すさせょ う さぇぉけすぇ… う 
かのぉうきうすっ しくうきおう, いぇ おけうすけ 
くぇこけしかっょなお え けしすぇゃぇ こけ-きぇか
おけ ゃさっきっ. ′ぇかぇゅぇ しっ しっさうけいくぇ 
こけょゅけすけゃおぇ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ
くっすけ. ╋ぇおぇさ ょぇ っ けす とぇしすかうゃ
おうすっ, くぇ おけうすけ けちっくおうすっ けす 
きぇすせさぇすぇ くはきぇ ょぇ しぇ くせあくう 
う  さってぇゃぇとう いぇ こさうっきぇくっすけ え 
ゃなゃ ╁〉╆, ╇ゃっす  いくぇっ,つっ くうとけ 
ょけぉさけ くっ しすぇゃぇ ぉっい せしうかうっ. 
》せぉぇゃう しぇ きう ょっちぇすぇ, すさせょけ

かのぉうゃう, くっ  おさうっ ゅけさょけしすすぇ しう 
いぇ すはた しつっすけゃけょうすっかおぇすぇ ╃け
ぉさうくおぇ ╉うさけゃぇ, いぇ おけはすけ きぇえ 
きっしっち すぇいう ゅけょうくぇ っ ょゃけっく 

こさぇいくうお - しぇきけ こさっょう ぉさけっくう 
ょくう, くぇ 11-すう きぇえ, おなょさけおけ
しぇすぇ ╇ゃっす くぇゃなさてう 19 ゅけょう
くう. ]かっょ ぉさけっくう ょくう - くぇ 24-
すう, ╇ゃっす っ ぇぉうすせさうっくすおぇ. ╆ぇ 
こさぇいくうおぇ, おけえすけ っ し ちっくぇすぇ くぇ 
„こけつすう きぇかおぇ しおさけきくぇ しゃぇす
ぉぇ”, おぇおすけ おぇいゃぇ ╃けぉさうくおぇ, 
しっ しすはゅぇす けす ょなかゅけ ゃさっきっ. ]っ
きっえしすゃけ ╉うさけゃう くはきぇ ょぇ こけ
しさっとぇす ゅけしすう せ ょけきぇ, いぇとけすけ 
あうゃっはす ゃ きぇかなお ぇこぇさすぇきっくす. 
‶けおぇくうかう しぇ ゅけしすうすっ しう くぇ 
さっしすけさぇくす, けすょっかくけ ╃けぉさうくおぇ 
しすはゅぇ こけつっさこおぇ う いぇ おけかっあおう
すっ しう, おけうすけ し さぇょけしす とっ しこけ
ょっかはす おさぇしうゃけすけ う ゃなかくせゃぇとけ 
しなぉうすうっ ゃ ょけきぇ え. 

С колегата Георги Кадурин
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg;
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg;
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╉ぇいぇくかなておう うくすっさくっす こけさすぇか ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ ゃしうつおう あっかぇっ-
とう ょぇ ゅかぇしせゃぇす いぇ くけゃぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012. 〈は とっ ぉなょっ ういぉさぇくぇ 

くぇ 1 のくう くぇ すさぇょうちうけくくうは おけくおせさし-しこっおすぇおなか ゃ ╃╉ “┿さしっくぇか”. 
╃け おけくおせさしぇ おぇいぇくかなつぇくう きけゅぇす ょぇ ゃうょはす 10-すっ こさっすっくょっくすおう いぇ 

おけさけくぇすぇ ゃ うくすっさくっす - しくうきおう, ゃうょっけ う おさぇすおぇ こさっいっくすぇちうは. 
╇くすっさくっす こけさすぇかなす ╉azanlak.]om けさゅぇくういうさぇ, し ういおかのつうすっかくけ-

すけ しなょっえしすゃうっ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, うくすっさくっす ゅかぇしせゃぇくっ いぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ 2012. 
‶け すけいう くぇつうく おぇいぇくかなつぇくう とっ せつぇしすゃぇす ゃ あせさうすけ くぇ おけくおせさしぇ. 

╂かぇしせゃぇくっすけ こけ うくすっさくっす とっ しっ けすさぇいう くぇ おさぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ ゃ うい-
ぉけさぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012. ╁しっおう こけすさっぉうすっか きけあっ ょぇ ゅかぇしせゃぇ いぇ 
こけゃっつっ けす っょくけ きけきうつっ, くけ くっ きけあっ ょぇ ゅかぇしせゃぇ こけゃっつっ けす ゃっょくなあ いぇ 
ゃしはおぇ けす すはた!
╂かぇしせゃぇえすっ いぇ ゃぇてぇすぇ ういぉさぇくうちぇ くぇ ぇょさっし www.kazanlak.com
╇くすっさくっす こけさすぇかなす Kazanlak.Com っ けしくけゃっく うくすっさくっす こぇさすくぬけさ くぇ 

《っしすうゃぇかぇ くぇ さけいぇすぇ 2012.

╆ぇ╉╊ぅ╅【╅ を╅『¨を╅ 『《′╅ ぅ╊ 
』╊ ¨′╆¨『╅ ¨ 》《 ¨〉【╊『〉╊【

19 きぇえ
19.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
¨こっ[¨╆┿: ぉぇかっす„┿さぇぉっしお“; 
„′っしすうくぇさおぇ” こけ きせいうおぇ くぇ ╋ぇ-
さうく ╂けかっきうくけゃ; „╋ぇかおう こさぇゃう-
かぇ” こけ きせいうおぇ くぇ [せきっく ╀けはょあう-
っゃ-しうく

23 きぇえ
19.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
╉けくちっさす:„〈ぇかぇくす う おさぇしけすぇ ゃ 
╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ“;
‶さっょしすぇゃはくっ くぇ きぇかおうすっ すぇかぇく-
すう, ゃないこうすぇくうちう くぇ ¨╃╉

24 きぇえ - 10 のくう
〉か. “╇しおさぇ”
„╀なかゅぇさしおうすっ いぇくぇはすう くぇ こさぇい-
くうおぇ くぇ さけいぇすぇ”- ぉぇいぇさ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおう いぇくぇはすつうう; „┿さけきぇ きぇさ-
おっす“ – ぉぇいぇさ くぇ こさけょせおすう けす 
さけいけゃう う っすっさうつくう きぇしかぇ

24 きぇえ - 04 のくう
〉か. “╇しおさぇ”
„『ゃっすけゃっすっ くぇ ょけかうくぇすぇ” – うい-
かけあぉぇ くぇ たせょけあくうちう けす ╉ぇいぇく-
かなお

24 きぇえ
17.30 つ. - 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっ-
さうは
‶さけっおす „╂かぇゅけかうちぇすぇ” - ういかけあ-
ぉぇ う おけくちっさす くぇ ′╂‶╇╃ “┿おぇょ. 
╃っつおけ 〉いせくけゃ”, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う 
′〉╋]╇ “》さ. ╋けさそけゃぇ”, ゅさ.]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ 

24 きぇえ
19.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
¨こっ[¨╆┿: ‶さけっおす„〈っけょけしう ]こぇ-
しけゃ う ′っぉっしくう しすさせくう“; ╄すくけ, 
おかぇしうおぇ う ょあぇい, こさっょしすぇゃっくう けす 
せくうおぇかくうは ぉなかゅぇさしおう きせいうおぇす 
う ぇくしぇきぉなか いぇ しすさせくくう うくしすさせ-
きっくすう

25 きぇえ
10.00 つ. - ]っかけ [けいけゃけ
[うすせぇか さけいけぉっさ

25 きぇえ
11.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
╉けくおせさし いぇ おさぇしけすぇ う すぇかぇくす: 
„╋うくう ちぇさうちぇ [けいぇ”

25 きぇえ
21.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╄すくうおぇ《╄]〈: „‶さっつうしすゃぇくっ し 
けゅなく“-おけくちっさす くぇ ゅさせこぇ “¨さぇす-
くうちぇ” (っすくけ そのょあなく, ょさなき っくょ 
ぉっえし); けゅくっく しこっおすぇおなか くぇ „╃う-
ゃうくうすぇし“

25 きぇえ, 26 きぇえ
17.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
„〈なこなく ぉうっ, たけさけ しっ ゃうっ”- くぇ-
ちうけくぇかくけ くぇょうゅさぇゃぇくっ
くぇ しなしすぇゃう けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. 
¨すゃけさっく いぇ せつぇしすうっ くぇ ゃしうつおう 
ゅけしすう くぇ ゅさぇょぇ

27 きぇえ
10.00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ “┿さ-
しっくぇか”
╉せこぇ „[¨╆┿”: ′ぇちうけくぇかっく おけく-
おせさし いぇ おかぇしうつっしおう う
きけょっさくう すぇくちう ゃ すさう ゃないさぇしすけ-
ゃう おぇすっゅけさうう (10-19 ゅけょ.)

27 きぇえ
17.30 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
《かぇてきけぉ: „Dance point 
Kazanlak“

01 のくう
10.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
‶さぇいくうお くぇ ゅさぇょぇ, ういょうゅぇくっ くぇ 
いくぇきっすけ

01 のくう
16.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╄すくうおぇ《╄]〈: “╉さなゅけゃさぇす くぇ 
こさうさけょぇすぇ“ - しこっおすぇおなか くぇ そけか-
おかけさくう ゅさせこう, こさっょしすぇゃはとう 
すさぇょうちうけくくう けぉさっょう

01 のくう - 03 のくう
‶ぇさお “[けいぇさうせき”
“╉ぇいぇくかなお こさっい くぇてうすっ けつう” - 
さっゅうけくぇかっく こかっくっさ いぇ さうしせくおぇ

01 のくう
19:00 つ. - ╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ 
“┿さしっくぇか”
╉けくおせさし-しこっおすぇおなか “『ぇさうちぇ 
[けいぇ”

01 のくう
22.00 つ. - ‶か. “]っゃすけこけかうし”
╉けさけくはしゃぇくっ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ

01 のくう - 04 のくう
╇くそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ „╇しおさぇ”
′ぇちうけくぇかっく そけすけこかっくっさ „╁ ╃け-
かうくぇすぇ くぇ さけいうすっ”

ПРАЗНИК НА РОЗАТА 

2012

ПРОГРАМА

  2012

¨す 20-すう ぇこさうか すぇいう ゅけょうくぇ くぇしぇき ゃしっおう さぇぉけすっと ぉなかゅぇ-
さうく ゃっつっ さぇぉけすう „いぇ しっぉっ しう”.  〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ くぇ 

╇くしすうすせすぇ いぇ こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ. 
]こけさっょ ういつうしかっくうはすぇ くぇ うおけくけきうしすうすっ, ょけ 20-すう ぇこさうか ゃしっ-

] ┶┶-さけ きはしすけ, こかぇおっす う ゅさぇきけすぇ けす こなさゃけすけ ういょぇくうっ くぇ ′ぇちうけくぇか-
くうは すぇくちけゃ おけくおせさし いぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおう そけかおかけさくう ぇくしぇきぉかう う 

すぇくちけゃう しなしすぇゃう „′ぇてうすっ きぇかおう ゅけかっきう すぇくちぬけさう” - ╁っかうおけ 〈なさくけ-
ゃけ`2012 しっ いぇゃなさくぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうはす そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
„┿さしっくぇか” し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ.
╋ぇかおうすっ すぇくちぬけさう けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ておけかぇ こけ ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう 

すぇくちう う けす おけくちっさすくうは しなしすぇゃ いぇゃけのゃぇたぇ こさっしすうあくけすけ きはしすけ ゃ おけく-
おせさっくちうは し 14 しなしすぇゃぇ けす ゃしうつおう おさぇうとぇ くぇ ╀なかゅぇさうは - [せしっ, ╀ぇくしおけ, 
╂けさくぇ ¨さはたけゃうちぇ, ╀はかぇ ]かぇすうくぇ う ょさ.

╉けくおせさしなす ぉっ あせ-
さうさぇく けす さなおけゃけ-
ょうすっかうすっ くぇ せつぇしす-
ゃぇとうすっ ゃ くっゅけ 
そけかおかけさくう すぇくちけゃう 
そけさきぇちうう こけ てっ-
しすけぉぇかくぇすぇ しうしすっ-
きぇ, おぇすけ ゃしっおう けす 
さなおけゃけょうすっかうすっ 
けちっくはゃぇてっ ゃしうつおう 
しなしすぇゃう, ぉっい しゃけは.
′ぇ 22 きぇえ, ゃすけさ-

くうお, けす 18.30 つ. 
╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” 
とっ こさっょしすぇゃう ゅけ-
ょうてくうは しう おけくちっさす-
こさけょせおちうは, ゃ おけえすけ 
とっ ゃいっきぇす せつぇしすうっ 
こけゃっつっ けす 120 すぇく-
ちぬけさう, ういせつぇゃぇとう 
くぇさけょくう すぇくちう こさう 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ. ╃っす-
しおぇすぇ そけかおかけさくぇ 
そうっしすぇ とっ しっ しなし-
すけう ゃ ゅけかはきぇすぇ いさう-
すっかくぇ いぇかぇ くぇ ╃╉ 
„┿さしっくぇか”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

       - 
  - ,   !

  !

170 ょさなゃつっすぇ けす さっょおうは ゃうょ こぇせかけゃくうは 
ぉはたぇ こけしぇょっくう ゃ おぇいぇくかなておうは こぇさお „╁ぇ-
しうか ╊っゃしおう” こけ ゃさっきっ くぇ ゅけかはきぇすぇ ぇおちうは 
こけ こけつうしすゃぇくっ くぇ ゅさぇょぇ, つぇしす けす くぇちうけ-
くぇかくぇすぇ おぇきこぇくうは „╃ぇ ういつうしすうき ╀なかゅぇ-
さうは いぇ っょうく ょっく”. 

╆ぇしぇょっくうすっ ょなさ-
ゃっすぇ うきぇす しかぇゃぇすぇ 
くぇ ちぇさしおけ ょなさゃけ, 
いぇとけすけ しっ こさうっ-
きぇ, つっ しなょなさあぇす 
ゃ しっぉっ しう すぇえくぇすぇ 
くぇ ょなかゅけかっすうっすけ.  
╃っしっす けす すっいう 

ょなかゅけかっすくう ょなさ-
ゃっすぇ ぉはたぇ こけしぇょっ-
くう けす すぇいゅけょうてくう-
すっ そうくぇかうしすおう いぇ 
おけくおせさしぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ. 〈けゃぇ くぇおぇさぇ 
こさうしなしすゃぇとうすっ くぇ 
いぇしぇあょぇくっすけ ょぇ 
くぇさっおぇす こけはゃうかぇ-
すぇ しっ くけゃぇ ゅさぇょう-
くぇ - 『ぇさしおぇすぇ. 

  “ ”  

おう っょうく けす さぇぉけすっとうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは っ さぇぉけすうか, いぇ ょぇ しう こかぇすう 
ょぇくなちうすっ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. 
╃っくはす, ゃ おけえすけ „こさったゃなさかはきっ” ゅさぇくうちぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ いぇ ょぇくな-

ちうすっ う いぇこけつゃぇきっ „くぇ つうしすけ”, っ ういゃっしすっく ゃ ちはか しゃはす おぇすけ „╃っ-
くはす くぇ しゃけぉけょぇ けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ” うかう Tax Freedom Day. ╆ぇ 
さぇぉけすっとうすっ ぉなかゅぇさう, こさうつうしかっくう おなき す.く „しさっょくぇ おかぇしぇ”, ょっ-
くはす くぇ しゃけぉけょぇすぇ けぉぇつっ とっ くぇしすなこう こけ-おなしくけ - こさっい かはすけすけ, 
いぇさぇょう こけ-ゃうしけおうすっ さぇいきっさう くぇ ょぇくなつくぇすぇ すっあっしす ゃなさたせ すはた.
╇いつうしかっくうはすぇ こけおぇいゃぇす おけゅぇ ょなさあぇゃくぇすぇ たぇいくぇ とっ しっ こけ-

こなかくう, ぇおけ ゃしうつおけ ういさぇぉけすっくけ ぉなょっ きけきっくすぇかくけ ういいっきゃぇくけ. 
〈けゃぇ っ ょっくはす, ゃ おけえすけ ゅさぇあょぇくうすっ しこうさぇす  ょぇ さぇぉけすはす いぇ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ う いぇこけつくぇす ょぇ さぇぉけすはす いぇ しっぉっ しう. 
╁ ╀なかゅぇさうは すけいう ょっく すさぇょうちうけくくけ しっ こぇょぇ こさっい きぇえ, ぇ こけ-

さぇくくけすけ きせ くぇしすなこゃぇくっ こさっい こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう しっ ょなか-
あう ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく くぇ こけ-くうしおうすっ こさうたけょう しかっょ 2008 ゅ. う 

こけはゃぇすぇ くぇ ぉのょあっすっく ょっそう-
ちうす, しきはすぇす しこっちうぇかうしすうすっ けす 
╇‶╇.
‶さっい 2012 ゅ. ぉなかゅぇさうすっ とっ 

ういさぇぉけすはす しさっょくけ こけ 223 
きかく. かゃ. いぇ っょうく おぇかっくょぇ-
さっく ょっく, ういきっさっくけ つさっい けつ-
ぇおゃぇくうは ╀╁‶. ]かっょけゃぇすっかくけ 
こさっい 2012 ゅ. しぇ くっけぉたけょうきう 
111 ょくう, いぇ ょぇ しっ ういさぇぉけすはす 
こさっょゃうょっくうすっ 24,8 きかさょ. かゃ. 
こさうたけょう ゃ ぉのょあっすぇ. ╁いっす っ 
こけょ ゃくうきぇくうっ う そぇおすなす, つっ 
2012 ゅ. っ ゃうしけおけしくぇ, おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ っょうく ょけこなかくうすっかっく 
ょっく いぇ さぇぉけすぇ う こけこなかゃぇくっ 
くぇ たぇいくぇすぇ.
╁しっおう さぇぉけすっと ぉなかゅぇさうく 

とっ さぇぉけすう 32 ょくう すぇいう ゅけ-
ょうくぇ しぇきけ, いぇ ょぇ こけこなかくう 
こさうたけょうすっ けす ╃╃]. ╆ぇ こさう-
たけょうすっ けす ぇおちういう とっ しぇ くう 
くせあくう こけつすう 19 ょくう. ╆ぇ けしう-
ゅせさけゃおうすっ とっ さぇぉけすうき こかなす-
くけ 25 ょくう, けす おけうすけ 17 ょくう 
いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ う 8 
ょくう いぇ いょさぇゃくけ. ‶さうたけょうすっ 
けす こけょけたけょくうすっ ょぇくなちう とっ 
こけこなかくうき いぇ 10 ょくう, ぇ すっいう 
けす おけさこけさぇすうゃくう ょぇくなちう 
いぇ 7 ょくう. ╃させゅう 7 ょくう こさっい 
2012 ゅけょうくぇ さぇぉけすうき しぇきけ, 
いぇ ょぇ しう こかぇすうき ょなさあぇゃくうすっ 
う けぉとうくしおう すぇおしう. ╇きせとっしす-
ゃっくうすっ ょぇくなちう くう おけしすゃぇす 3 
さぇぉけすくう ょくう.


