
╇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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╇けかせねあせけせひて
【そおそち 〉かこねかう

』ちかはけ:

TEMEO

– つひうちかすかせせそてそ ちかのかせけか くあ つひちぬか

′あ てあせぬけてか, つひちぬかてそ
け ╇あせみ 〈けせねかうあ

╊しかせあ ╇そしかうあ-『あうそし
╋かせあてあ, さそみてそ そてさちけ

えちそいあ せあ 〈けせあ
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

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

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

╇きっ: ╂っけさゅう ╁なさぉぇくけゃ ┿かっおしぇくょさけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 6/120

╃かなあくけしす: 【かけしっさ

╂けょうくう: 40

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: 《せすぉけか, さぇいたけょおう

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“? - 17 ゅけょうくう

╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ? ╇かう, おぇいぇくけ うくぇつっ,                         
くぇ おけゅけ さぇいつうすぇて ゃ すさせょくう きけきっくすう?
- [ぇいつうすぇき くぇ しっきっえしすゃけすけ う こさうすっかうすっ.

》『《╉】[を¨っ【╅ 〉╅ 
„╅『』╊〉╅]“ - ｠¨【 
〉╅ „｠╊〈】』 2012“

《╋¨╇っ ╊『╈╊〉』[╅【╅ 
》《[╅〉╅ 〉╅ ぁ】╉《〈¨『

《つうかせ さあてそ おそしけせあ せあ ちそくけてか, あさそ たちそかさてひて せあ にそしあせおぬけてか たちそちあいそ-
てけ, 『そくそうあてあ おそしけせあ すそきか おあ つか たちかうひちせか け う おそしけせあ せあ そちにけおかけてか. 【そうあ 
つてあせあ みつせそ そて たそつかはかせけかてそ う ちあこそせあ け „そてさちけてけかてそ” せあ えちとたあ にそしあせお-
つさけ かさそしそくけ, うそおかせけ そて いひしえあちさあ, きけうかかはあ そて おかつかてけしかてけか う ｠そしあせおけみ

¨]¨… [╅[【《 [╅′╇╅ ╋╇╅〉╊を[¨

. . 

-ゅけょうてくぇすぇ ′っかう ′っょのゃぇ ]かぇゃけゃぇ しすぇくぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′っかう ぉっ ういぉさぇくぇ くぇ 1-ゃう のくう ゃっつっさすぇ, ゃ おけくおせさっくちうは し けとっ 9 こさっすっくょっくすおう いぇ おけさけくぇすぇ.
′けゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ, おけはすけ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ゅけょうくぇ とっ さぇぉけすう いぇ おぇせいぇすぇ くぇ 

╉ぇいぇくかなお う こさっゃさなとぇくっすけ きせ ゃなゃ そっしすうゃぇかっく ゅさぇょ, っ さけょっくぇ くぇ 20-すう きぇえ 1994 ゅけょうくぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╁ないこうすぇくうつおぇ っ くぇ 》╂ “]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ╋っつすぇすぇ くぇ ′っかう っ ょぇ せつう きけょっく 
ょういぇえく う しっ くぇょはゃぇ っょうく ょっく くけゃうすっ ちぇさうちう くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ くけしはす くっえくうすっ ょさったう. 
¨とっ けす っしっくすぇ ′っかう ]かぇゃけゃぇ とっ っ っ しすせょっくすおぇ ゃなゃ ╁ぇさくっくしおうは しゃけぉけょっく せくうゃっさしうすっす, 

おなょっすけ とっ ういせつぇゃぇ きけょっく ょういぇえく. 
]っきっえしすゃけすけ くぇ くけゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し こさけういゃけょしすゃけ くぇ しこけさすくう っおうこう. 
‶けょゅかぇしくうつおう くぇ ′っかう ]かぇゃけゃぇ しすぇくぇたぇ ╇ゃけくぇ ╀ぇかなおつうっゃぇ けす ‶╂ こけ こかぇしすうつくう ういおせしすゃぇ 

ょういぇえく “┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ” う ╋うゅかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ けす ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”.
                                                                                                                                      〈┿

〈けにあけし ╋うあせかぬさけ - ちとつさけ たけつあてかし-つあてけちけさ, けくたひしせけてかし せあ つそいつてうかせけ 
たちそけくうかおかせけみ, せあちそおかせ あちてけつて せあ 『とつさあてあ なかおかちあぬけみ, ちそおかせ 1934 え.
╉けかおけ すさせょくけ っ ょぇ こなかいうて 

し ゅけさょけ ゃょうゅくぇすぇ ゅかぇゃぇ!
╉ぇすけ しなつっすぇっき すなきくけすけ きう-

くぇかけ しなし しゃっすかけすけ ぉなょっとっ, 
しっ こけかせつぇゃぇ しうゃけ くぇしすけはとっ.
┿おけ しこけさうて し うょうけす, ゃっさけ-

はすくけ う すけえ こさぇゃう しなとけすけ.
╃けおぇすけ きっさうて しっょっき こなすう, 

ょさせゅうすっ ゃっつっ とっ しぇ けすさはいぇかう.
╉けかおけすけ こけゃっつっ ゅかっょぇき ゃ 

けゅかっょぇかけすけ, すけかおけゃぇ こけゃっつっ 
ゃはさゃぇき くぇ ╃ぇさゃうく.
╆ぇ ょぇ しこぇしうて こけすなゃぇ

とうは, くっ っ ょけしすぇすなつくけ ょぇ 
こさけすっゅくって さなおぇ; すさはぉゃぇ う 
すけえ ょぇ こさけすっゅくっ しゃけはすぇ.
╉けかおけ あぇかおけ, つっ くぇえ-くぇ-

おさぇは しう すさなゅゃぇすっ…
╆ぇ きぇくうはすぇ いぇ ゃっかうつうっ くっ 

っ くせあくけ ゃっかうつうっ, きぇくうはすぇ っ 
くぇこなかくけ ょけしすぇすなつくぇ.
‶け-ょけぉさっ ておっきぉっ けす ぉうさぇ, 

けすおけかおけすけ  ゅなさぉうちぇ けす さぇぉけすぇ.
‶け-ょけぉさっ ょぇ すう しっ くぇょしきう-

ゃぇす, けすおけかおけすけ ょぇ すっ けこかぇおゃぇす.
‶け-ょけぉさっ っ ょぇ いぇきなかつうて し 

さうしお ょぇ ういゅかっあょぇて ゅかせこぇゃ, 
けすおけかおけすけ ょぇ こさけゅけゃけさうて う 
ょぇ くっ けしすぇゃうて くうおぇおゃう しなき-
くっくうは いぇ すけゃぇ.
‶け-ょけぉさっ し すさせょ ょぇ しっ いぇ-

くうきぇゃぇて し かのぉけゃ, けすおけかおけすけ 
し かのぉけゃ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇて し 
すさせょ.
‶け-ょけぉさっ しっょっき こなすう ょぇ しっ 

こけおさうって し こけす, けすおけかおけすけ 
っょうく こなす しなし しおさっあ.
‶け-ょけぉさっ けぉっょ ぉっい ぇこっすうす, 

けすおけかおけすけ ぇこっすうす ぉっい けぉっょ.
‶け-ょけぉさっ きぇかなお ょけかぇさ, けす-

おけかおけすけ ゅけかはきけ ぉかぇゅけょぇさは.

‶ってったけょっちなす っ ゃうくぇゅう 
こさぇゃ. ‶けくっ ょけおぇすけ っ あうゃ.
‶さうすうつぇか こさっい せかうちぇすぇ くぇ 

つっさゃっくけ う… ぉうか ぉかなしくぇす けす 
くぇしさっとっく こってったけょっち.
¨すおぇおすけ しすぇくぇた てけそぬけさ, 

いぇこけつくぇた ょぇ こさっしうつぇき こけ-
ゃくうきぇすっかくけ.
′っ おぇさぇえすっ おけかぇすぇ しう こけ-

ぉなさいけ けす しおけさけしすすぇ, し おけはすけ 
かっすう ゃぇてうはす ぇくゅっか-たさぇくうすっか.

〉 ゃしっおう けす くぇし しこう こけ 
っょうく ゅっくうえ. ╇ し ゃしっおう うい
きうくぇか ょっく – こけ-ょなかぉけおけ…
〉つっくっすけ っ しゃっすかうくぇ, くっせつっ-

くっすけ – こさうはすっく こけかせきさぇお.
╋なょさけしすすぇ くっ ゃうくぇゅう うょゃぇ し 

ゃないさぇしすすぇ. ‶けくはおけゅぇ ゃないさぇし-
すすぇ こさうしすうゅぇ しぇきぇ.
‶かってうゃけすけ すっきっ – すけゃぇ っ 

こけかはくおぇ, せすなこおぇくぇ けす きうしかう.
╋うしなかすぇ っ きうしなか しぇきけ すけ-

ゅぇゃぇ, おけゅぇすけ っ ういきうしかっくぇ し 
ゅかぇゃぇすぇ.

′ぇえ-すさせょくけ くぇ つけゃっお きせ しっ 
せょぇゃぇ けくけゃぇ, おけっすけ くっ きせ っ 
ょぇょっくけ.
╇しおぇて ゃしうつおけ う くぇゃっょくなあ, 

ぇ こけかせつぇゃぇて くうとけ, くけ こけ-
しすっこっくくけ.
¨ぉうょくけ っ, おけゅぇすけ すゃけうすっ 

きっつすう しっ しぉなょゃぇす せ ょさせゅうすっ.
〈させょくけ っ ょぇ ゃかっいって ゃ うしすけ-

さうはすぇ, くけ きくけゅけ かっしくけ っ ょぇ 
ちけこくって ゃ くっは.
╆ぇ ょぇ いぇこけつくって けす くせかぇすぇ, 

すさはぉゃぇ ょなかゅけ ょぇ しっ ういおぇつ-
ゃぇて, いぇ ょぇ しすうゅくって ょけ くっは.
╁なさゃう こけ せかうちぇすぇ こっしう-

きうしす, ぇ しかっょ くっゅけ ょゃぇきぇ けこ-
すうきうしすう ゃ ちうゃうかくう ょさったう.
╊けすぇさうはすぇ っ くぇえ-すけつくうはす 

くぇつうく いぇ こさっぉさけはゃぇくっ くぇ 
けこすうきうしすうすっ.
┿おけ つけゃっお いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ, 

すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ すけえ うかう 
きくけゅけ いくぇっ, うかう きぇかおけ うしおぇ.
┿おけ ゃぇてうすっ さけょくうくう 

う こさうはすっかう くっ しぇ ゃう しっ 
けぉぇあょぇかう しおけさけ, いくぇつう 
ゃしうつおけ こさう すはた っ くぇさっょ.
┿おけ ゃう おぇあぇす, つっ しすっ きくけ-

ゅけしすさぇくくぇ かうつくけしす, くっ しっ 
かぇしおぇえすっ. ╋けあっ ぉう うきぇす 
こさっょゃうょ, つっ しすっ きさなしくうお, 
くっゅけょくうお う こぇさぇいうす – っょくけ-
ゃさっきっくくけ.
′っ きけあって ょぇ いぇぉさぇくうて ょぇ 

しっ あうゃっっ おさぇしうゃけ. ′け きけ-
あって ょぇ こけこさっつうて…
′っ っ ょけしすぇすなつくけ ょぇ しう くぇ-

きっさうて きはしすけ ゃ あうゃけすぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ くぇきっさうて こさなゃ.

(]かっょゃぇ こさけょなかあっくうっ)

¨す させしおう: ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

で Öí½óÇíÖñ :)

16 ゃうょぇ さっょおう けさたうょっう ゃう-
さっはす ゃ すさう けすょっかくう きけつせさう-
とぇ くぇ こかけと けす 10 たっおすぇさぇ, 
さぇいこけかけあっくう ゃ さぇえけくぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ しっかぇ ╃せくぇゃちう 
う ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. 〈けゃぇ けぉは-
ゃう ╄かおぇ ╁せすっゃぇ, かぇくょてぇそすっく 
ぇさたうすっおす, さけょけき けす ╂けかはきけ 
╃さはくけゃけ, おけはすけ こけゃっつっ けす 
ょっしっす ゅけょうくう あうゃっっ う さぇぉけ-
すう ゃ 》けかぇくょうは おぇすけ しかせあう-
すっか くぇ ゃけょくけ しすけこぇくしすゃけ ゃ 
ゅさぇょ ]っゃすけかっくぉけて.
╆ぇ うくすっさっしくうすっ きけつせさう-

とぇ う けとっ こけ-うくすっさっしくうすっ 
う せくうおぇかくう けさたうょっう ゃ すはた 
╄かおぇ さぇいおぇいぇかぇ くぇ しゃけう おけ-
かっゅう けす ゃけょくけすけ しすけこぇくしすゃけ, 
こけゃっつっすけ けす すはた っおけかけいう う 
かぇくょてぇそすくう しこっちうぇかうしすう.

╃っゃっすけおかぇしくうつおぇすぇ けす ]¨〉 
„╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ ゅさぇょ 

╉ぇさかけゃけ ╋うかうぇくぇ 〈ぇくつっゃぇ ぉっ 
ういぉさぇくぇ いぇ 『ぇさうちぇ くぇ ╃けかう-
くぇすぇ くぇ さけいうすっ. 
╅せさう, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくけ けす 

╋うし ╀なかゅぇさうは 2011 う くけしうすっか-
おぇ くぇ すうすかぇすぇ ╋うし ╃けかうくぇすぇ 
くぇ さけいうすっ けす 2006-すぇ ゅけょうくぇ 
╁ぇくは ‶っくっゃぇ, こさうしなょう すうすかぇすぇ 
くぇ おぇさかけゃしおぇすぇ せつっくうつおぇ.
′っえくう こけょゅかぇしくうつおう しすぇくぇたぇ 

ょっしっすけおかぇしくうつおぇすぇ ╃っしうしかぇゃぇ 
╂うつっゃぇ けす ゅさぇょ ╀ぇくは, おけはすけ しっ 
はゃう おぇすけ ちぇさうちぇ くぇ けぉとうくぇ 
]けこけす, う 》さうしすうくぇ ╉けかっゃぇ けす 
ゅさぇょ ╉ぇかけそっさ.
╁ こなさゃけすけ ういょぇくうっ くぇ おけく-

おせさしぇ, ゃなゃ そけさきぇす, ゃ おけえすけ 
けさゅぇくういぇすけさ っ しぇきけ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, せつぇしすゃぇたぇ 16 こさっ-
すっくょっくすおう いぇ すうすかぇすぇ 『ぇさうちぇ 
くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ. 
╋けきうつっすぇ ぉはたぇ けす 9-すう ょけ 12-

すう おかぇし けす 7 けぉとうくう けす [けいけ-
ゃぇすぇ ょけかうくぇ - ╉ぇいぇくかなお, ╉ぇさ-

かけゃけ, ╉ぇかけそっさ, ‶ぇゃっか ぉぇくは, ╂せさおけゃけ, ╋なゅかうあ う ]けこけす. 
‶さっすっくょっくすおうすっ ょっそうかうさぇたぇ ゃ すさう すせさぇ - し くぇさけょくう くけしうう, 

しこけさすくう けぉかっおかぇ う けそうちうぇかくう すけぇかっすう. 
′けしうすっかおぇすぇ くぇ おけさけくぇすぇ こけかせつう おぇすけ くぇゅさぇょぇ ゃないきけあくけしす 

ょぇ こけしっすう ╉うすぇえ, おぇすけ ぉうかっすなす え しっ こけっきぇ けす ╀なかゅぇさけ-おうすぇえ-
しおぇすぇ すなさゅけゃしおぇ おぇきぇさぇ. 
╊ぇこすけこ う きぇさおけゃぇ こぇさそのきっさうは ぉはたぇ けしすぇくぇかうすっ ょぇさけゃっ いぇ 

『ぇさうちぇすぇ くぇ ╃けかうくぇすぇ.                                
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

66 さそすたあせけけ そて 10 つてちあせけ たそさあくあにあ せそうけ てかにせそしそえけけ う ╉かつかてあてあ 
まいけしかこせあ けくしそきいあ „｠かすとつ 2012“. 》ちかお はあせおあ せあ „╅ちつかせあし“ しけねせそ 
たちかすけかちひて ╆そこさそ ╆そちけつそう せあたちあうけ さそすたしけすかせて せあ けくたひしせけてかし-
せけみ おけちかさてそち 〉けさそしあこ ¨いとのかう くあ たちそおとさぬけみてあ せあ そちひきかこせけぬあてあ

] くぇょ 100 っおしこけくぇすぇ う くぇ こさぇおすうおぇ し くぇえ-てうさけおうは ぇしけさすうきっくす 
けす ゃしうつおう ういかけあうすっかう, くぇ こかけと けす 20 おゃぇょさぇすうく きっすさぇ, いぇ 

ょっしっすう こなす „┿さしっくぇか“ ゃいっ せつぇしすうっ ゃ っょくけ けす くぇえ-こさっしすうあくうすっ 
ういかけあっくうは くぇ そうさきう, こさけういゃっあょぇとう ういょっかうは いぇ けすぉさぇくうすっか-
くぇすぇ うくょせしすさうは.  
╃っしっすけ のぉうかっえくけ ういかけあっうくっ „》っきせし 2012 - ¨すぉさぇくぇ, ┿くすうすっ-

さけさういなき, ]うゅせさくけしす“ しっ こさけゃっょっ ゃ ゅさぇょ ‶かけゃょうゃ けす 30 きぇえ ょけ 2 

のくう こけょ っゅうょぇすぇ くぇ ╋う-
くうしすっさしすゃけすけ くぇ けすぉさぇ-
くぇすぇ う ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ, っくっさゅっすう-
おぇすぇ う すせさういきぇ くぇ [っこせ-
ぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは, ゃ こぇさす-
くぬけさしすゃけ しなし ]ょさせあっくうっ 
„╀なかゅぇさしおぇ けすぉさぇくうすっか-
くぇ うくょせしすさうは“. 』かっく くぇ 
]ょさせあっくうっすけ っ う „┿さしっ-
くぇか“ ┿╃. 
╋っあょせくぇさけょくけすけ ういかけ-

あっくうっ っ すさぇょうちうけくくけ う 
しっ けさゅぇくういうさぇ ゃっょくなあ 
くぇ ょゃっ ゅけょうくう し せつぇしすうっ-
すけ くぇ さぇいかうつくう ょなさあぇゃ-
くう うくしすうすせちうう, ゃけっくくう 
しこっちうぇかうしすう, くぇせつくう さぇ-
ぉけすくうちう う ゅさぇあょぇくう. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ せつぇしすくう-

ちうすっ ゃ くっゅけ ぉはたぇ し 12% 
こけゃっつっ ゃ しさぇゃくっくうっ し 
こさっょうてくけすけ ういょぇくうっ くぇ 
ういかけあっくうっすけ.

╊うつくけ う さなつくけ ういさぇぉけすっ-
くぇすぇ こけおぇくぇ いぇ ゅけょっあぇ 

くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう-
』せょけきうさ し くっゅけゃぇすぇ ゅけょっくう-
ちぇ ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ こぇいう 
せつうすっかはす こけ ぇくゅかうえしおう 『ゃっす-
くうく ]すぇくつっゃ. 
‶けおぇくぇすぇ, いぇおぇつかうゃけ う こけ 

』せょけきうさけゃしおう くぇょこうしぇくぇ 
おぇすけ “‶〉〈-╉┿-′┿”, っ し さぇいきっ-
さう 80 しき くぇ 40 しき, ういこうしぇくぇ 
っ ゃなさたせ ょっぉっか こけあなかすはか おぇさ-
すけく う っ けぉかっつっくぇ ゃ ょなさゃっくぇ 
さぇきおぇ, こさうゅけょっくぇ いぇ けおぇつゃぇ-
くっ くぇ しすっくぇ. 
′ぇょこうしなす っ けそけさきっく ょな-

ゅけけぉさぇいくけ こけょ ょゃっ しなさちぇ, 
こさけくういぇくう しなし しすさっかぇ, う ょゃぇ 
けゅさけきくう いきっは, かうつくけ ういさうしせ-
ゃぇくう し こさうしなとけすけ くぇきうゅぇくっ 
くぇ つっすおぇすぇ けす しぇきうは 』せょけ-
きうさ. ╁ ょっしくうは ょけかっく なゅなか くぇ 
‶〉〈-╉ぇ-′ぇ-すぇ, おけはすけ っ すうこ 
こけおぇくぇ いぇ っさゅっくしおけ こぇさすう し 
こさうはすっかう, っ いぇかっこっくぇ ぉはかぇ 
ゃさないおぇ けす けぉせゃおう こけょ そけさ-
きぇすぇ くぇ こぇくょっかおぇ. ╁ ょけかくうは 

おさぇえ, こけょ そうくぇかくうすっ ょせきう 
くぇ こけおぇくぇすぇ, っ ういさせしゃぇくけ 
こさうしっょくぇかけ ょはゃけかつっ くぇ ゃない-
ゅかぇゃくうちぇ. 
¨す いぇおぇつかうゃうは すっおしす, おけえすけ 

しなゃしっき せきうてかっくけ っ ういこうしぇく 
こけ すけいう くぇつうく し ちっか “こせすおぇく-
ゃぇくっ” くぇ ぇゃっさうすっ くぇ いぇおぇつ-
かうゃうは すせさうっち, しすぇゃぇ はしくけ, 
つっ くぇ 19-すう きぇさす ゃっつっさすぇ, 
1921 ゅけょうくぇ, すけえ  ょっかうおぇすくけ 
おぇくう しゃけうすっ こさうはすっかう, ういこう-
しぇくう こけうきっくくけ う かうつくけ, くけ し 
すったくうすっ こさはおけさう う いっゃいって-
おう うきっくぇ: “╃けゃっつっさぇ, 19-すう 
きぇさす, きぇしけゃけ っかぇすっ くぇ きけは 
ゅけょっあ. ╆ぇ ょぇ つせっすe ぉせえくぇすぇ 
さっつ くぇ きけは こさうはすっか ゃうくけ-
すけ う ょさせあくけ う し こなかくう さなちっ 
ょぇ  こさけすっしすうさぇきっ, つっ しせょあせ-
おなす すけかおけゃぇ しっ ゃょうゅくぇ… す.っ. 
ゃうさくぇか, つっ くはきぇ ょぇ うきぇきっ 
きっいっ.“, こうてっ ゃ せくうおぇかくぇすぇ 
こけおぇくぇ くぇ 』せょけきうさ. 

    “ ”
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╋っすさけすけ くぇ ]ぇく 《さぇくちう-
しおけ..., ぇゃうけょうしこっつっさ-

しおうすっ こせくおすけゃっ こけ ちっかうは 
しゃはす, しうしすっきうすっ いぇ しゃさない-
おぇ くぇ ′┿]┿ ゃ ╉けしきうつっしおうは 
ちっくすなさ „╉っくっょう” - 《かけさうょぇ, 
くのい-させきなす くぇ ┿ゃしすさうえしおぇすぇ 
けぉとっしすゃっくぇ すっかっゃういうは, しうし-
すっきぇすぇ いぇ ゅかぇしけゃぇ おけきせくう-
おぇちうは くぇ こうかけすくぇすぇ あこ-かう-
くうは ‶かけゃょうゃ - ]ゃうかっくゅさぇょ, 
„┿さしっくぇか”...? 《けさきぇかくぇすぇ 
かけゅうおぇ すせお くっ こけきぇゅぇ いぇ 
しゅかけぉはゃぇくっすけ くぇ けすゅけゃけさぇ. 
¨すゅけゃけさなす うょゃぇ くぇちはかけ う 
くぇゃっょくなあ ゃ しゅかけぉおぇすぇ くぇ 
こないっかぇ けす こなしすさうすっ こぇさつっ-
すぇ くぇ っょくぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
しなょぉぇ, おけはすけ しう こけょさっあょぇ 
ゃ しきっかう あうすっえしおう ういぉけさう 
ょくってくうはす うくあっくっさ こけ うい-
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ しうしすっきうすっ 
いぇ ゅかぇしけゃぇ おけきせくうおぇちうは う 
せこさぇゃかっくうっ くぇ ゃないょせてくうは, 

きけさしおうは う あこ-すさぇくしこけさす ゃ ぇゃしすさうえしおぇすぇ そうさきぇ Frequentis - ╁うっくぇ 〈けょけさ ′っえつっゃ. ╉けゅぇすけ いぇ 
こさなゃ こなす けこうすゃぇ ょぇ くぇきっさう きはしすけ ゃ くけゃうは いぇ くっゅけ いぇこぇょっく しゃはす, とぇしすかうゃうはす しけぉしすゃっくうお くぇ 
いぇゃっすくぇすぇ „╆っかっくぇ おぇさすぇ” いぇ ]┿】, こけょぇゃぇ CV いぇ さぇぉけすぇ ゃ BART-きっすさけすけ くぇ ]ぇく 《さぇくちうしおけ. 
╄ょうく けす しすけすうちうすっ. ╇ょゃぇ こけおぇくぇ いぇ こうしきっく すっしす, おけえすけ くぇてっくっちなす こけおさうゃぇ いぇ ゃしうつおうすっ こっす 
けぉはゃっくう しゃけぉけょくう こけいうちうう いぇ さぇぉけすぇ. ]かっょゃぇ こけおぇくぇ いぇ せしすくけ うくすっさゃの. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 
つぇし  うくあっくっさなす  こけ すっかっおけきせくうおぇちうう けす 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす - ╂ぇぉさけゃけ けぉはしくはゃぇ  くっ 
すけかおけゃぇ  おぇおゃけ っ くぇせつうか ゃなゃ ╁〉╆, ぇ くぇえ-ゃっつっ – おぇおゃけ さっぇかくけ きけあっ ょぇ こさぇゃう. ′ぇせつっくけすけ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ っ さってぇゃぇとけ いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ きせ くぇ けすゅけゃけさくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ ゅさせこぇすぇ いぇ しうゅせさくけしす 
う こけょょさなあおぇ くぇ 200-おうかけきっすさけゃけすけ きっすさけ くぇ っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃくう きっゅぇこけかうしう 
– ]ぇく 《さぇくちうしおけ. ╇ けしけぉっくけ – くぇせつっくけすけ ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-
くうちぇ „┿さしっくぇか”... ╆ぇすけゃぇ う ょくっし うくあ. 〈けょけさ ′っえつっゃ おぇいゃぇ: ”╁ „┿さしっくぇか” くぇせつうた くぇえ-きくけゅけ”.

╉ぇすけ たうかはょうすっ ょっちぇ けす ╉ぇいぇく-
かなお う さっゅうけくぇ, 〈けょけさ っ っょくけ けす 
きけきつっすぇすぇ ゃ しっきっえしすゃけ, すさぇえくけ 
ぉっかはいぇくけ けす しなょぉぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
〈け しゅかけぉはゃぇ つぇしすうすっ くぇ きっすぇか-
くう う ょなさゃっくう おけくしすさせおちうう ゃなゃ 
ゃはすなさくう きっかくうちう, おけかうつおう, 
しぇきけかっすつっすぇ  う ゃしっゃないきけあくう  
そぇくすぇいくう きったぇくういきう う さぇいゅかけ-
ぉはゃぇ しすぇさうすっ つぇしけゃくうちう, すっかっ-
ゃういけさう う さぇょうけぇこぇさぇすう  ゃおなとう 
し けくぇは こさっちういくけしす う ゃくうきぇくうっ, 
いぇ おけはすけ ぉぇとぇ きせ – 〈けくつけ ′っえ-
つっゃ, ょなかゅけゅけょうてくうはす きけくすぬけさ 
くぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう ゃ ╆ぇゃけょ 5, 
おぇいゃぇ し せしきうゃおぇ う くっ ぉっい こさけそっ-
しうけくぇかくぇ ゅけさょけしす: ”′うっ こさぇゃうき 
ゃしうつおけ し すけつくけしすすぇ くぇ きうおさけ-
くぇ!”. ╀なょっとうはす うくあっくっさ しっ けす-
くぇしは おなき ょっすしおうすっ しう いぇくうきぇくうは 
し けくぇは しっさうけいくけしす, し おけはすけ ぉぇぉぇ 
きせ – ╃けくおぇ ′っえつっゃぇ, ゃっつくぇすぇ 
せょぇさくうつおぇ-しすぇたぇくけゃおぇ う くぇえ-
ょけぉさぇ ゃ こさけそっしうはすぇ  けす おぇこしせか-
くぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4, こさっくぇしは ゃいさう-
ゃけけこぇしくぇすぇ ぉぇさせすくぇ しきっし うかう 
くぇすうしおぇ さなつおぇすぇ くぇ こさっしぇすぇ いぇ 
おぇこしせかう. „』ぇお おけゅぇすけ こけつくぇた さぇ-
ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, さぇいぉさぇた おぇおゃけ 
すけつくけ っ こさぇゃうかぇ  ぉぇぉぇ ╃けつっ う 
おぇおゃぇ けすゅけゃけさくけしす う おせさぇあ うい-
うしおゃぇ すけゃぇ”, くっ いぇぉさぇゃは う ょくっし 
うくあっくっさなす けす ぇゃしすさうえしおぇすぇ 
そうさきぇ – しゃっすけゃっく かうょっさ ゃ  さぇい-
さぇぉけすおぇ くぇ しうしすっきう いぇ ゅかぇしけゃぇ 
おけきせくうおぇちうは う せこさぇゃかっくうっ ゃなゃ 
ゃないょせてくうは, きけさしおうは う あっかっいけ-
こなすっく すさぇくしこけさす. ╁ きかぇょっあおうすっ 
しう ゅけょうくう, つっ う ょくっし, うくあっくっ-
さなす こけ こさけそっしうは, くけ きせいうおぇくす 
こけ ょせてぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しう こけ-
しゃうさゃぇ くぇ おうすぇさぇ し けくぇは すさなこ-
おぇ, おけはすけ ぉぇとぇ きせ 〈けくつけ, おけゅけすけ 
こさけしすけ くぇさうつぇす ”』けすけ”,  くぇょせゃぇ 
すさけきこっすぇ ょっしっすうかっすうは くぇさっょ ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょせたけゃぇ きせいうおぇ.  
 „┿さしっくぇか” っ こなさゃけすけ  さぇぉけすくけ 

きはしすけ くぇ 〈けょけさ しかっょ いぇゃなさてゃぇ-
くっすけ くぇ  こさっしすうあくうは すったくうおせき 
„╁か. ╆ぇうきけゃ” ゃ ]けこけす, おなょっすけ 
せつう っかっおすさけくうおぇ. „╁ „┿さしっ-
くぇか” くぇせつうた くぇえ-きくけゅけ う こさっ-
ょう ゃしうつおけ – おぇお しすけはす くっとぇすぇ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ.”, しこけきくは しう 〈けょけさ, 
おけえすけ うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう 4 ゅけょう-
くう う こけかけゃうくぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ おぇすけ っか. すったくうお 
こけ こけょょさなあおぇすぇ ゃ いゃっくけすけ おなき 

ゅかぇゃくうは っくっさゅっすうお. ̈ すゅけゃぇ-
さは いぇ 120-すう ちった くぇ ╆ぇゃけょ 
5, おなょっすけ しっ こさけういゃっあょぇす 
そさっいうすっ. ╉ぇすけ すうこうつっく 
ぇさしっくぇかっち, すけえ しう しこけき-
くは すけつくけ おぇお いぇ こさなゃ こなす 
うょゃぇ すせお /けゅさけきくけすけ たぇかっ 
う すさせょくぇすぇ けさうっくすぇちうは 
きっあょせ きぇてうくうすっ/. ‶さうっ-
きぇ ゅけ くぇ さぇぉけすぇ ゅかぇゃくうはす 
っくっさゅっすうお ‶っすなさ ╂ぇくつっゃ ゃ 
ぉさうゅぇょぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╂っくつっゃ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか” 
うょゃぇす う はこけくちうすっ, し おけうすけ 
しっ うくしすぇかうさぇす しうしすっきうすっ いぇ 
ぉなょっとうは ぉけはょあうえしおう ちった 
くぇ ╆ぇゃけょ 5, おけえすけ つせあょっ-
くちうすっ すさはぉゃぇ  ょぇ こせしくぇす ゃ 
ょっえしすゃうっ. [ぇぉけすぇすぇ こけ こせし-
おぇくっすけ くぇ ぉけはょあうえしおうは ちった 
いぇ きぇえしすけさうすっ けす ]すさぇくぇ-
すぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ 
ゃなさゃう せしこけさっょくけ し こさうゃうお-
ゃぇくっすけ おなき ゃおせしぇ くぇ „]かう-
ゃっくしおぇすぇ こっさかぇ”, しこけきくは 
しう すけゅぇゃぇてくうはす っか. すったくうお. 
′ぇおさぇは ぉなかゅぇさう う はこけくちう 
しう しすぇくぇかう ぉかういおう う くぇ きぇ-
しぇすぇ し てけこしおう しぇかぇすう う くぇ-
てっくしおぇ さぇおうは ゃきっしすけ しぇおっ, 
こさっい せしきうゃおぇ しう しこけきくは 
〈けょけさ. ′ぇえ-ゃぇあくけすけ, おけっ-
すけ こけきくう, けぉぇつっ, っ ゃこっつぇす-
かっくうっすけ, つっ: ”╁ „┿さしっくぇか” 
くっおなょなさくうちう くはきぇ (うかう 
しぇ さはょおけしす). ┿おけ くはおけえ くっ 
しすぇゃぇ, こさけしすけ – くぇこせしおぇ”. 
〈さはぉゃぇ ょぇ しっ せつうて こけしすけ-
はくくけ – おぇすけ くぇ ╆ぇこぇょ.

′ぇせつっくけすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
ゃなさてう ょけぉさぇ さぇぉけすぇ

くぇ ╆ぇこぇょ

〈ぇき しなとけ しっ ょなさあう うい-
おかのつうすっかくけ きくけゅけ くぇ けす-
ゅけゃけさくけしすすぇ. 〈けょけさ っ さぇい-
ぉさぇか すけゃぇ おぇすっゅけさうつくけ こさう 
さぇぉけすぇすぇ しう ゃ きっすさけすけ くぇ 
]ぇく 《さぇくちうしおけ, けす つうえすけ 
7.5-おうかけきっすさけゃ すせくっか こけょ 
けおっぇくしおうは いぇかうゃ こさけしすけ 
すっ こけぉうゃぇす すさなこおう /ぇおけ くっ 
しう こさけそっしうけくぇかうしす/. ‶け-
くはおけゅぇ ゃ すせくっかうすっ しすぇゃぇかけ 
ょけしすぇ くぇこっつっくけ う しぇきけ けす-
ゅけゃけさくけしすすぇ おなき さぇぉけすぇすぇ 
きけあっ ょぇ すう しこぇしう あうゃけすぇ, 

けぉはしくはゃぇ ょくっし うくあ. ′っえつっゃ. 
╃うくぇきうおぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
おなょっすけ さぇぉけすう しっゅぇ, しなとけ っ 
ょけしすぇすなつくけ しっさうけいくぇ.” ] おけ-
かっゅうすっ こけしすけはくくけ けぉしなあょぇ-
きっ おぇいせしう けす っあっょくっゃうっすけ う 
くぇきうさぇきっ けぉとけ さってっくうはすぇ 
ゃ さぇぉけすぇすぇ.”, けぉはしくはゃぇ うくあ. 
′っえつっゃ. ╁なゃ そうさきぇすぇ, おなょっすけ 
さぇぉけすう, すけえ くはきぇ すゃなさょけ せし-

すぇくけゃっく ゅさぇそうお くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ, おけっすけ いぇ しっょきうちぇすぇ 
っ 38.5 つぇしぇ. ′うおけえ くっ しかっょう 
すけつくけ おけゅぇ こけつうゃぇて, こうって 
おぇそっ, けぉはょゃぇて うかう さぇぉけすうて. 
╃ぇゃぇ すう しっ さぇぉけすぇ う きけあって 
ょぇ しう すさなゅくって しぇきけ, ぇおけ しう 
は しゃなさてうか. ┿おけ きけあって ょぇ しっ 
しこさぇゃうて こけ-ぉなさいけ – ょけぉさっ, 
ぇおけ くっ - けしすぇゃぇて, ょけおぇすけ は 
しゃなさてうて. ′ぇこさっょゃぇくっすけ くぇ 
すったくうおぇすぇ ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ 
こさうくせあょぇゃぇ こさけそっしうけくぇかう-
しすうすっ ょぇ しっ せつぇす こけしすけはくくけ, 
ゃしはおぇ くけゃぇ こけさなつおぇ ういうし-
おゃぇ くけゃう せきっくうは. 《うさきぇすぇ, 
けぉぇつっ, せかっしくはゃぇ すったくうちうすっ 
う うくあっくっさうすっ しう し ょけしすなこ-
くぇ こさっい うくすっさくっす  ぉぇいぇ ょぇく-
くう くぇ ちはかぇすぇ しう すったくうつっしおぇ 
ょけおせきっくすぇちうは, おけはすけ きけあっ 

ょぇ しっ さぇいつうすぇ けす ゃしはおぇ すけつおぇ 
くぇ しゃっすぇ, おなょっすけ しっ さぇぉけすう.
╁しっおう うきぇ ょけしすなこ ょけ ゃしうつおけ 
- けす ょけおせきっくすぇちうはすぇ こけ ゃしはおけ 
ういょっかうっ ょけ すったくうつっしおうすっ さな-
おけゃけょしすゃぇ, っか.したっきうすっ う こさけ-
つうっ. 〈ぇおぇ 〈けょけさ ′っえつっゃ ゃっつっ 
っ さぇぉけすうか いぇ ╉けしきうつっしおうは 
ちっくすなさ „╉っくっょう” ゃなゃ 《かけさう-
ょぇ, いぇ こさうしすぇくうとっく おけきこかっおし 
ゃ ′けさゃっゅうは, すぇ ょけさう う いぇ ぉなか-
ゅぇさしおうは こうかけすっく  あこ-こさけっおす 
„‶かけゃょうゃ-]ゃうかっくゅさぇょ”, おけえすけ 
こさっょしすけう ょぇ ぉなょっ こせしくぇす ゃ 
ょっえしすゃうっ. ╁なゃ そうさきぇすぇ, おけはすけ 
ういこなかくはゃぇ しうしすっきう いぇ すっかっおけ-
きせくうおぇちうう こけ ちっかうは しゃはす, うきぇ 
けとっ ょゃぇきぇ ぉなかゅぇさう. [ぇぉけすはす 
おぇすけ しけそすせっさくう しこっちうぇかうしすう. 
〈けょけさ ′っえつっゃ っ うくあっくっさ こけ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ しうしすっきうすっ 
いぇ おけきせくうおぇちうは. ‶けつゃぇ し けおぇ-
ぉっかはゃぇくっすけ, おぇおゃけすけ こさぇゃう う 
ょけおぇすけ さぇぉけすう ゃ ┿ゃしすさうえしおぇすぇ 
けぉとっしすゃっくぇ すっかっゃういうは, こけしかっ 
こさっきうくぇゃぇ おなき こけ-しかけあくぇすぇ 
さぇぉけすぇ こけ いぇさっあょぇくっ う くぇ-
しすさけえおぇ くぇ しけそすせっさぇ いぇ しうしすっ-
きうすっ う こせしおぇくっすけ うき ゃ ょっえしす-
ゃうっ. 〈せお きせ こけきぇゅぇ う けこうすなす 
けす さぇぉけすぇすぇ ゃ ╀〈╉ ゃ ╀なかゅぇさうは 
くぇ ゃさっきっすけ, おなょっすけ さぇぉけすう, 
しかっょ おぇすけ くぇこせしおぇ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ ょゃっ ゅけょうくう ゃ ぇゃしすさうえしおぇ-
すぇ そうさきぇ うくあ. ′っえつっゃ しすぇゃぇ 
っょうく けす くぇえ-ょけぉさうすっ すったくう-
ちう. „╁ さぇぉけすぇすぇ しう ゃうくぇゅう 
しなき こけかせつぇゃぇか せゃぇあっくうっ. ╇ 
ゃ ┿ゃしすさうは, う ゃ  ]┿】 しなき こけ-
しすうゅくぇか ゃしうつおけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ けすいうゃつうゃけしすすぇ くぇ おけかっゅうすっ 
う こけきけとすぇ, おけはすけ こけかせつぇゃぇき. 
′はきぇ こさっょさぇいしなょなちう おなき くぇし, 
けちっくはゃぇす くう こけ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ う すけゃぇ っ ぇぉしけかのすくけ 
ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ うきぇて こさけ-
そっしうけくぇかくけ しぇきけつせゃしすゃうっ.”, 

けぉけぉとぇゃぇ うくあ. ′っえつっゃ. 〈けえ 
くぇきうさぇ おぇすけ ぇぉしけかのすくけ こけ-
かっいくぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ こさぇおすうおぇすぇ 
くぇ ┿ゃしすさうは, おなょっすけ くけゃうすっ 
うくあっくっさう しっ くぇいくぇつぇゃぇす こけ 
けこさっょっかっくう こさけゅさぇきう う しっ 
けぉせつぇゃぇす こけしすっこっくくけ けす そうさ-
きぇすぇ, くけ ゅけすけゃうすっ おぇょさう しなとけ 
しぇ ょけぉさっ ょけてかう. ╁ ┿ゃしすさうは 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ うくあっくっさう うき 
しっ こさういくぇゃぇ ゃうしてっすけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ, けぉぇつっ ゃぇあくう しぇ う 
せきっくうはすぇ, せぉっょうか しっ っ 〈けょけさ 
′っえつっゃ. ╉けかおけすけ ょけ ょけぉさけすけ 
けすくけてっくうっ おなき しっぉっ しう おぇすけ 
こさけそっしうけくぇかうしす, すけえ ゅけ くぇ-
きうさぇ  けとっ ゃ ]┿】, おなょっすけ っ 
さぇぉけすうか, こさっょう ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
╄ゃさけこぇ. ╉けかっゅうぇかくけしすすぇ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ BART - きっすさけすけ くぇ 
]ぇく 《さぇくちうしおけ, っ すけかおけゃぇ ゃぇ-

あくぇ, おけかおけすけ う けすゅけゃけさくけしす-
すぇ, おけはすけ ういうしおゃぇ ゅぇさぇくちうはすぇ 
くぇ しうゅせさくけしすすぇ くぇ きうかうけくうすっ 
こなすせゃぇとう. ╇くぇつっ:

╁ ╄ゃさけこぇ いくぇはす ょけしすぇ いぇ 
╀なかゅぇさうは

〈けゃぇ しぇ ゃこっつぇすかっくうはすぇ くぇ 
ういさぇしくぇかうは こけょ ╉ぇすせくうすっ くぇ 
╄くうくぇ うくあっくっさ けす ゃけょっとぇ ぇゃ-
しすさうえしおぇ そうさきぇ し きくけゅけ そう-
かうぇかう こけ しゃっすぇ う こけゃっつっ けす 
600 さぇぉけすくうちう しぇきけ ゃなゃ ╁う-
っくぇ. ╉せさうけい っ, つっ ゃ ┿ゃしすさうは, 
くぇこさうきっさ, ょっちぇすぇ せつぇす ゃ せつう-
かうとっ, つっ ゃ ╀なかゅぇさうは しっ おうきぇ 
し ゅかぇゃぇ いぇ „╃ぇ” う „′っ” けぉさぇすくけ 
くぇ っゃさけこっえしおうは きぇくうっさ, くけ 
すけゃぇ くっ っ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ 
しっ いくぇっ いぇ くぇし. ╋くけゅけ ぇゃしすさうえ-
ちう ゃっつっ しぇ たけょうかう くぇ こけつうゃおぇ 
くぇ 』っさくけ きけさっ. ′っゅけゃ おけかっゅぇ, 
けぉぇつっ, し くぇしきっておぇ しう しこけきくは 
おぇお きせ けすおさぇょくぇかう おせそぇさぇ し 
うくしすさせきっくすう ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おな-
ょっすけ ぉうか こけ さぇぉけすぇ ゃなさたせ すっ-
かっおけきせくうおぇちうけくくうすっ しうしすっきう 
くぇ おけさぇぉうすっ.
 ╁ ]┿】 けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ 

しゃなさいゃぇす ╀なかゅぇさうは こさっょう 
ゃしうつおけ しなし しなゃっすしおうは さっあうき 
う けゅさぇくうつっくうっすけ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくしおうすっ こさぇゃぇ, せしすぇくけゃうか 
ぉなかゅぇさしおうはす っきうゅさぇくす. ┿きっ-
さうおぇくちうすっ, けぉぇつっ, いくぇはす う つっ 
さっあうきなす ょぇか こけつすう ぉっいこかぇすくけ 
あうかうとぇ くぇ ゃしうつおう ぉなかゅぇさう. 
╃させゅけ こけつすう くうとけ くっ いくぇはす いぇ 
くぇし, さぇいぉうさぇ こさう 4-ゅけょうてくうは 
しう あうゃけす  くぇ ╆ぇこぇょくけすけ おさぇえ-
ぉさっあうっ ぉなかゅぇさうくなす けす [けいけ-
ゃぇすぇ ょけかうくぇ /くっ いくぇはす ょぇあっ う 
いぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ.../. ¨ぉぇつっ 
こさういくぇゃぇす こさけそっしうけくぇかくうは 
けこうす. ╁ ]┿】 さけょくぇすぇ うくあっ-
くっさしおぇ  ょうこかけきぇ しっ けおぇいぇかぇ 
くっ すけかおけゃぇ ゃぇあくぇ, おけかおけ-
すけ くぇせつっくけすけ ゃ こさぇおすうおぇすぇ. 
╇きっくくけ いぇさぇょう くぇせつっくけすけ  ゅけ 
ゃいうきぇす くぇ さぇぉけすぇ ゃ BART, おけっ-
すけ ょぇゃぇ しすぇさす くぇ こさけそっしうけ-
くぇかくうは きせ こなす くぇ ╆ぇこぇょ. ′ぇせ-
つっくけすけ, くぇえ-ゃっつっ ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶け こけょけぉっく くぇつうく, おぇおすけ ゃ 
„┿さしっくぇか”, すぇおぇ う ゃなゃ そうさきぇ-
すぇ, おけはすけ こけょょなさあぇ きさっあぇすぇ 
くぇ きっすさけすけ ゃ ]ぇく 《さぇくちうしおけ, 
しっ ょなさあう  くぇ ぉっいけこぇしくけしすすぇ, 
いぇぉっかはいゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう 〈け-
ょけさ ′っえつっゃ. ╁ ]┿】, おなょっすけ 
さぇぉけすう こけょ いぇこかぇたぇすぇ くぇ ゃかぇ-
おけゃっ, ょゃうあっとう しっ しなし 140 おき 
ゃ つぇし,  すけえ こさっきうくぇゃぇ こけしすけ-
はくくけ こさっい けぉせつっくうは う すっしすけゃっ 
こけ ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ ぉっいけこぇし-
くけしす, おけうすけ, ぇおけ くっ こけおさうって, 
うきぇ けこぇしくけしす ょぇ けしすぇくって ぉっい 
さぇぉけすぇ. ]うしすっきぇすぇ っ すぇおぇゃぇ, 
つっ おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう くけとっき 
こさう しこうさぇくっ くぇ ょゃうあっくうっすけ, 
そうさきぇすぇ くけしう けすゅけゃけさくけしす いぇ 
ぉっいけこぇしくけしすすぇ くぇ さぇぉけすくうおぇ, 
くけ おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう こさう せしかけ-
ゃうは くぇ ょゃうあっくうっ くぇ きけすさうしう-
すっ – ゃしっおう すさはぉゃぇ しぇき ょぇ  こけ-
っきっ しうゅせさくけしすすぇ いぇ あうゃけすぇ しう.
╅うすっえしおうすっ こなすっおう くぇ きくけ-

ゅけ ぉなかゅぇさう ょくっし しぇ くぇうしすうくぇ 
くっかっおう. ╆ぇ 8 ゅけょうくう, いぇ ょぇ しう 
ょぇょっ くけゃ しすぇさす ゃ あうゃけすぇ けす-
すぇすなお ╉ぇかけすうくぇ, うくあっくっさなす, 
さけょけき  けす ╄くうくぇ, くぇせつぇゃぇ ょゃぇ 
っいうおぇ – ぇくゅかうえしおう う くっきしおう. 
〈ぇおぇ しっゅぇ, おけゅぇすけ こなすせゃぇ ゃ 
おけきぇくょうさけゃおう こけ しゃっすぇ, くはきぇ 
くうおぇおゃう こさけぉかっきう し おけきせくう-
おぇちうはすぇ. ‶け-ゃぇあくけすけ っ, けぉぇ-
つっ, つっ くはきぇ う くっさってっくう こさけ-
ぉかっきう ゃ さぇぉけすぇすぇ, おなょっすけ うきぇ 
しぇきけつせゃしすゃうっ けす けゃかぇょはくうは 
こさけそっしうけくぇかういなき, つううすけ  おけ-
さっくう しぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ „┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╄かっくぇ ╁けかっゃぇ-[ぇゃけか っ っょうくしすゃっくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ょぇきぇ, つかっく くぇ ╉かせぉぇ くぇ おけさけくけゃぇくうすっ けしけぉう ゃ ‶ぇさうあ. 
‶さっょう ぉさけっくう ょくう すは, いぇっょくけ し こさけそ. ¨かうゃうっ ╀ぇいぇく, 
こさっょしっょぇすっか くぇ ]なのいぇ くぇ そさっくしおうすっ こうしぇすっかう, ゅけしすせ
ゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ こさっきうっさぇすぇ くぇ ょけおせきっくすぇかくうは そうかき 
“〈は きうくぇ. ╋うくぇ”. 《うかきなす っ いぇ かのぉうきぇすぇ う きせいぇ くぇ ‶っえけ 
ぅゃけさけゃ - ╋うくぇ 〈けょけさけゃぇ, う っ くぇこさぇゃっく こけ うくうちうぇすうゃぇ 
くぇ そけくょぇちうは “ぅゃけさけゃ”. ┿ゃすけさう くぇ そうかきぇ しぇ あせさくぇかうしす
おぇすぇ う しちっくぇさうしす [せきはくぇ ╊っつっゃぇ, けこっさぇすけさ ]ゃっすかけいぇさ 
′っょっゃ う さっあうしぬけさ 〉かはくぇ ╋ぇすっゃぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ っきけちうは う しぇくすうきっくす ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ 

ゃすけさうはす ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇさうは, しかっょ さけょくうは ゅさぇょ くぇ ╋うくぇ - 
╄かっくぇ, おけえすけ うきぇてっ つっしすすぇ こさっょう こさっきうっさぇすぇ こけ ╀′〈 
ょぇ ゃうょう 46-きうくせすくぇすぇ かっくすぇ いぇ くっゃっさけはすくぇすぇ かのぉけゃ 
きっあょせ こけっすぇ う 20-ゅけょうてくぇすぇ ╋うくぇ. 
╁ ╉ぇいぇくかなお [ぇゃけか ぉっ こけしさっとくぇすぇ けす おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ 

╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ ょぇょっ う ゃっつっさは ゃ くっえくぇ つっしす.

╄かっくぇ [ぇゃけか っ ぉなかゅぇさおぇすぇ, おけはすけ こさっょう こけつすう ょゃっ 
ょっしっすうかっすうは こけかせつぇゃぇ けそうちうぇかくけ こなかくけきけとくけ けす ¨ぉ
とうくぇ ╀せかけく ゃ ‶ぇさうあ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ う 
けすすけゅぇゃぇ っ ぇおすうゃっく さぇょっすっか くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ かうすっさぇすせさ
くぇ う おせかすせさくぇ おぇせいぇ ゃなゃ 《さぇくちうは う うくうちううさぇ ぅゃけさけゃう 
こぇさうあおう くけとう.
┿すさぇおすうゃくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ, おけはすけ ゃっつっ っ くぇ ょけしすけかっこくうすっ 

90 ゅけょうくう, っ ぉうかぇ しさっょ こけおぇくっくうすっ くぇ おさぇかしおぇすぇ しゃぇす
ぉぇ くぇ こさっしすけかけくぇしかっょくうおぇ くぇ ╁っかうおけぉさうすぇくうは 〉うかはき, 
こけおさぇえ す.くぇさ. おけさけくけゃぇく おかせぉ うきぇ う かうつくけ こけいくぇくしすゃけ 
し させしおう こさうくちけゃっ う こさうくちっしう けす ╉けぉせさゅうすっ. [けょっくぇすぇ 
ゃ ‶かっゃっく きっょうちうくしおぇ しっしすさぇ ╄かっくぇ ╁けかっゃぇ-[ぇゃけか っ う 
うしすうくしおう きっちっくぇす いぇ ぉなかゅぇさしおけすけ ういおせしすゃけ.
╀なかゅぇさおぇすぇ, おけはすけ けす 47 ゅけょうくう あうゃっっ ゃ ‶ぇさうあ, しすぇ

ゃぇ ゃしっ こけ-こけこせかはさくぇ せ くぇし, くぇえ-ゃっつっ し ぇおすうゃくけすけ しう 
せつぇしすうっ ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ う こさけゃっあょぇくっすけ くぇ ゃないこけきっ
くぇくうっすけ-こぇくうたうょぇ ゃ こぇきっす くぇ ╋うくぇ 〈けょけさけゃぇ - きせいぇすぇ 
くぇ こけっすぇ, こけ しかせつぇえ 100 ゅけょうくう けす くっえくぇすぇ おけくつうくぇ, 
しなしすけはかぇ しっ くぇ 15 けおすけきゃさう 2010 ゅけょうくぇ くぇ ゅさけぉうとっすけ 
ゃ ╀うぇくおせさ う くぇ ¨すおさうすうは せさけお いぇ ぅゃけさけゃ ゃ ‶ぇさうあ, こさけ
ゃっか しっ こさっい きっしっち のくう 2011 ゅ.

- ╂けしこけあけ [ぇゃけか, おぇお けす-
おさうたすっ ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ?
- ╅うゃっは ぉかういけ ょけ ゅさけぉうとっ

すけ ╀うぇくおせさ, おなょっすけ いくぇった, つっ 
っ こけゅさっぉぇくぇ ╋うくぇ. 〈けゃぇ ぉっ 
っょくぇ けす こさっょこけしすぇゃおうすっ ょぇ 
ゅけ こけすなさしは. ¨しゃっく すけゃぇ, しなき 
う つかっく くぇ 《さっくしおけ-ぉなかゅぇさ
しおけすけ ょさせあっしすゃけ „╇ゃぇく ╁ぇ
いけゃ”, つうはすけ ょっえくけしす おけさっし
こけくょうさぇ し こけこせかはさういうさぇくっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ おせかすせさぇ う 
しゃなさいぇくうすっ し くっは ういゃっしすくう 
ぉなかゅぇさう: うしすけさうちう, せつっくう,  
こけっすう, こうしぇすっかう, たせょけあくう
ちう, こっゃちう, すっぇすさぇかう う こさ.

- ‶けきくうすっ かう おけゅぇ けすう-
ょけたすっ いぇ こなさゃう こなす くぇ 
すけいう ゅさけぉ?
 -  ′ぇ ╆ぇょせてくうちぇ, 1984 

ゅけょうくぇ. ╇ すけゅぇゃぇ いぇ こなさゃう 
こなす しっ ゃなさくぇた ゃ ╀なかゅぇさうは 
しかっょ 20 ゅけょうくう, くぇこさぇゃうた 
さっこけさすぇあ いぇ すけゃぇ ゃなゃ ゃっしす
くうお “]かぇゃはくう”, ゃっしすくうお いぇ 
ぉなかゅぇさうすっ ゃ つせあぉうくぇ, くけ くう
おけえ ょけしっゅぇ くっ っ っ けぉなさくぇか 
ゃくうきぇくうっ. ╉けゅぇすけ しう ょけえょけた 
ゃ ╀なかゅぇさうは しかっょ すけかおけゃぇ ゅけ

ょうくう, けすうょけた くぇ “[ぇおけゃしおぇ” 
ゃ ]けそうは ょぇ ゃうょは おなとぇすぇ くぇ  
ぅゃけさけゃ う ぉはた こけすさっしっくぇ: 
ぉってっ こけかせさぇいさせてっくぇ, っょうく 
いぇこせしくぇす ょゃけさ, こけすなくぇか ゃ 
きなゅかぇ う きさなしけすうは, けちゃなおぇくけ 
けす こすうつおう ゃしうつおけ. ‶けうくすっ
さっしせゃぇた しっ おけえ けゅゅけゃぇさは いぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ, おけえ ゅけ こけょょなさ
あぇ, くうおけえ くっ きう けすゅけゃけさう. 
╇ しっゅぇ, しかっょ すけかおけゃぇ きくけゅけ 
ゃさっきっ, しなき とぇしすかうゃぇ, つっ うきぇ 
ゃっつっ う しこっちうぇかくぇ そけくょぇちうは 
う ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 〈けょけさ 
╇ゃぇくけゃ ゃっつっ う こぇきっすすぇ いぇ 
ぅゃけさけゃ しっ こぇいう, う いぇ ╋うくぇ. ┿ 
ょけしおけさけ, ゃなこさっおう つっ しぇ きう
くぇかう 100 ゅけょうくう, ぉなかゅぇさうすっ 
くっ いくぇったぇ おなょっ っ ゅさけぉなす くぇ 
╋うくぇ. ]っゅぇ ゃっつっ しっ いくぇっ う しっ 
つせゃしすゃぇき とぇしすかうゃぇ. 

- ╉ぇあっすっ, ゅけしこけあけ [ぇ-
ゃけか, おけっ きけあっ ょぇ くぇおぇさぇ 
っょくぇ こかっゃっくつぇくおぇ けす ‶ぇ-
さうあ ょぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ いぇ 
ぉなかゅぇさうすっ?
- ┿い しなき こかっゃっくつぇくおぇ, くけ 

しなこさせゅなす きう, こなさゃうはす, ぉっ 
こけおけえくうはす こけっす ]すっそぇく ╁け

かっゃ, ういゃっしすっく くぇ ゃさっきっすけ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ] くっゅけ つっしすけ しう 
ゅけゃけさったきっ う こけおさぇえ くっゅけ 
いぇけぉうつぇた きくけゅけ ぅゃけさけゃ う 
こけっいうはすぇ きせ. ┿い しきはすぇき, つっ 
ゃしうつおう きかぇょう  たけさぇ くぇ ゃさっ
きっすけ しう きっつすぇったぇ いぇ かのぉけゃ 
こけ ぅゃけさけゃ う しう さっちうすうさぇたぇ 
すゃけさぉうすっ きせ. 〈けゃぇ しぇ っょくう 
きくけゅけ かうさうつくう すゃけさぉう. ╇ 
こけくっあっ けぉうつぇた きくけゅけ  ぅゃけ
さけゃ, ぇ こけおさぇえ くっゅけ う きせいぇすぇ 
きせ ╋うくぇ, きくけゅけ うしおぇた ょぇ けす
おさうは う ょぇ いくぇき おなょっ っ ゅさけぉなす 
くぇ すけゃぇ くっゃっさけはすくけ きけきうつっ. 
╆ぇ きっく ぉってっ くっょけこせしすうきけ, 
しさぇき いぇ くぇてぇすぇ ╀なかゅぇさうは, つっ 
100 ゅけょうくう くっ しっ いくぇっ おなょっ 
っ ゅさけぉなす くぇ ╋うくぇ. ┿い ゅけ けす
おさうた しなゃしっき しかせつぇえくけ, ぇ すっ 
きっく しなとけ きっ けすおさうたぇ しなゃしっき 
しかせつぇえくけ /ぉっか. ぇ. - しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ そけくょぇちうは “ぅゃけさけゃ”, 
おけはすけ けすおさうゃぇ ╄かっくぇ [ぇゃけか 
う しっ しゃなさいゃぇ し くっは こさっょう 
3 ゅけょうくう/. ╇ すぇおぇ しすぇくぇ - 
ゅけしこけょうく 〈けょけさ ╇ゃぇくけゃ けす 
そけくょぇちうは “ぅゃけさけゃ” きっ くぇ
きっさう う すけえ こけあっかぇ ょぇ ょけえ
ょっ ゃ ‶ぇさうあ いぇ すなさあっしすゃぇすぇ 
こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ 
けす しきなさすすぇ くぇ ╋うくぇ /こさっい 
2010 ゅけょうくぇ/ う すけえ ょけえょっ. 
╇ すぇおぇ いぇこけつくぇ ゃしうつおけ. 〈け
ゅぇゃぇ, こさっい のかう, くぇ ゅさけぉぇ くぇ 
╋うくぇ しっ しなぉさぇたきっ 100 ぉなか
ゅぇさう, おけうすけ けぉうつぇきっ ╋うくぇ 
う こけっいうはすぇ くぇ ぅゃけさけゃ, う ょぇ 
しう くぇこさぇゃうき こけきっく いぇ ╋うくぇ. 
′ぇこさぇゃうた ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 

くぇ すけいう こけきっく ょぇ こさうしなしすゃぇ 
う ょっかっゅぇちうは けす ╀なかゅぇさうは けす 
15 ょせてう.

- ╉ぇおゃけ ╁う ょぇょっ すぇいう 
ゅさうあぇ いぇ ╋うくぇ, きぇおぇさ う ゃ 
けすゃなょくけすけ. ╁っつっ 30 ゅけょう-
くう くっせきけさくけ ╁うっ けぉゅさうあ-
ゃぇすっ すけいう ゅさけぉ, こさっゃなさくぇ-

かう しすっ ゅけ ゃ っょうく ょけしすけっく 
こぇきっすくうお くぇ っょくぇ ゅけかはきぇ 
かのぉけゃ う っょくぇ くっゃうくくぇ 
ょせてぇ?
- ′はきぇ くうとけ こけ-しゃはすけ けす 

すけゃぇ ょぇ しっ こけゅさうあうて いぇ こぇ
きっすすぇ くぇ っょくぇ きかぇょぇ ょっゃけえ
おぇ. ¨す すけいう ゅさけぉ ぇい ゃうあょぇた 
ちはかぇすぇ しう そぇきうかうは, こけくっあっ 
う ぇい いぇゅせぉうた ちはかぇすぇ しう そぇきう

かうは. ┿ くけしすぇかゅうはすぇ っ くっとけ, 
おけっすけ きくけゅけ きっ きなつってっ う 
つっしすけ たけょった くぇ ゅさけぉけゃっすっ 
くぇ きけうすっ たけさぇ ょぇ こけしすぇゃはき 
ちゃっすは. 〈ぇき, おなょっすけ ゃうあょぇた, 
つっ くはきぇ くうすけ っょくけ ちゃっすっくちっ 
こけしすぇゃっくけ, つっ ゅさけぉなす っ いぇ

こせしすはか, つっ ゃっつっ くはきぇ おけえ ょぇ 
たけょう, こけしすぇゃはた. 〈ぇおぇ けすおさうた 
う ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ - くはきぇてっ 
くうすけ っょくけ ちゃっすっくちっ, しぇきけ 
たせぉぇゃぇすぇ きさぇきけさくぇ こかけつぇ 
ぉってっ. 〈ぇおぇ こけしすっこっくくけ さっ
てうた, つっ とっ たけょは う くぇ すけいう 
ゅさけぉ, あうゃっった くぇぉかういけ. 〈けゃぇ 
きっ しゃなさいぇ きくけゅけ う し きけうすっ 
きなさすゃゃう ぉかういおう たけさぇ: つさっい 

すけいう ゅさけぉ ゃうあょぇき ょせてうすっ くぇ 
ちはかぇすぇ しう きなさすゃぇ そぇきうかうは.

- ] すけゃぇ, おけっすけ しすっ ょぇかう 
くぇ かうすっさぇすせさくぇすぇ こぇきっす 
くぇ くぇさけょぇ くう う し ╁ぇてうは 
こさうくけし いぇ こけょょさなあおぇすぇ 
くぇ ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ, ゃしなと-
くけしす, ╁うっ くぇ こさぇおすうおぇ しすっ 
ういゅさぇょうかう くぇくけゃけ ちっかうは 

こぇきっすくうお, ょぇゃぇ かう ╁う せしっ-
とぇくっすけ いぇ ういこなかくっくぇ きう-
しうは, いぇ くっとけ ういおかのつうすっか-
くけ ゃぇあくけ ゃ あうゃけすぇ ╁う?
- ╃ぇ, ょぇ. 】ぇしすかうゃぇ しなき, つっ 

きけあぇた ゃ あうゃけすぇ しう ょぇ こけしすうゅ
くぇ くっ ぉけゅぇすしすゃけ きぇすっさうぇかくけ, 

ぇ ょぇ けしすぇゃは くっとけ いぇ たけさぇすぇ 
しかっょ きっく. ╋うしかは, つっ う ╋うくぇ っ 
とぇしすかうゃぇ, つっ  こぇきっすすぇ いぇ くっは 
っ あうゃぇ う つっ たけさぇ ょけえょけたぇ くぇ 
くっえくうは  ゅさけぉ, きぇおぇさ う しかっょ 
100 ゅけょうくう. ┿ くぇ きけは ゅさけぉ 
きけあっ ぉう くはきぇ くうおけえ ょぇ ょけえ
ょっ... 〈けゃぇ っ さぇいかうおぇすぇ.                  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Сан Франциско, метрото,

Тодор по време на работа

╆ひしえあちさあてあ, さそみてそ たちかおけ たそねてけ おうか おかつかてけしかてけみ たそしとねあうあ そなけぬけあしせそ たひしせそすそはせそ そて 《い
はけせあ ╆としそせ う 》あちけき おあ つか えちけきけ くあ えちそいあ せあ 〈けせあ け そててそえあうあ か あさてけうかせ ちあおかてかし せあ いひし
えあちつさあてあ しけてかちあてとちせあ け さとしてとちせあ さあとくあ うひう ‒ちあせぬけみ け けせけぬけけちあ っうそちそうけ たあちけきさけ せそはけ
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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

╉《]¨〉╅ 〉╅ 《『｠¨╉╊¨【╊...
〈っ ういさぇいうかう あっかぇくうっ ょぇ ゃう

ょはす きけつせさうとぇすぇ う ょぇ こけきけゅ
くぇす し こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ こなさ
ゃうつくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは, しなし 
しくうきおう う しさっょしすゃぇ こさけっおすぇ 
くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ いぇ おぇくょう
ょぇすしすゃぇくっ いぇ しさっょしすゃぇ こけ っゃ
さけこっえしおうすっ こさけゅさぇきう いぇ っおけ
かけゅうは. 『っかすぇ っ しなたさぇくはゃぇくっ う 
こさっゃさなとぇくっすけ ゃ ぇすさぇおちうは いぇ 
すせさうしすう くぇ すっいう せくうおぇかくう う 
さっょおう きけつせさうとぇ う さぇしすはとうすっ 
ゃ すはた けさたうょっう. 
╄かおぇ ╁せすけゃぇ っ おぇすっゅけさうつくぇ, 

つっ きけつせさうとぇすぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ 
╂けかはきけ ╃さはくけゃけ う ╃せくぇゃちう 
しぇ けす ゃうょぇ ぇかおぇかくう さっいけゃう 
きけつせさうとぇ, おぇおゃうすけ ょさせゅう ゃ 
しすさぇくぇすぇ くう くはきぇ. ‶けしっとっ
くうっすけ くぇ たけかぇくょしおうすっ っおけ
かけいう う うくそけさきぇちうはすぇ うき いぇ 
ょうゃうすっ けさたうょっう ゃ ╂けかはきけ 
╃さはくけゃけ うきぇ しゃけはすぇ こさっょう
うしすけさうは. ]っしすさぇすぇ くぇ ╄かおぇ 
╁せすけゃぇ - ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ, けす 
きっしっち そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ 
っ おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ ╂け
かはきけ ╃さはくけゃけ. ¨こぇいゃぇくっすけ う 
こさっゃさなとぇくっすけ くぇ きけつせさうとぇ

すぇ おさぇえ しっかけすけ ゃ ぇすさぇおちうは, し 
ちっか こさうゃかうつぇくっ くぇ すせさうしすう, 
ぉっ けしくけゃっく ぇおちっくす ゃ くっえくぇ
すぇ こさけゅさぇきぇ, し おけはすけ しこっつっかう 
ょけゃっさうっすけ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす 
ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ こっす ょくう 

うくあっくっさ ╄かおぇ ╁せすっゃぇ う たけ
かぇくょしおうすっ え おけかっゅう しぇ せしこっかう 
ょぇ いぇしくっきぇす ゃしうつおうすっ 16 ゃうょぇ 
さぇいかうつくう けさたうょっう, おけうすけ すっ
こなさゃぇ いぇこけつゃぇす ょぇ ちなそすはす. 
╆ぇ すはた ぉなかゅぇさしおうすっ っおけかけいう 
いくぇはす けとっ けす 1971 ゅ., おけゅぇすけ 
しぇ けすおさうすう う ょけおせきっくすうさぇ
くう, くけ こけ くっいくぇえくう こさうつうくう 
ょけ きけきっくすぇ くうおけえ くうとけ くっ っ 
くぇこさぇゃうか. ╄ょゃぇ しっゅぇ っおけかけゅ 
けす ╁ぇさくぇ, し おけえすけ しっ しゃなさいゃぇす 
たけかぇくょしおうすっ っおけかけいう, こさうし
すうゅぇ いぇ すはたくけすけ こさけせつゃぇくっ.
╆ぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ ゅさうあぇ こけ 

けこぇいゃぇくっすけ うき う いぇさぇょう くっ
こけいくぇゃぇくっすけ うき けす しすさぇくぇ くぇ 
きっしすくけすけ くぇしっかっくうっ, おけっすけ 
くぇさうつぇ つぇしす けす けさたうょっうすっ ゃ 
きけつせさかうゃぇすぇ きっしすくけしす “こつっ
かうつおう” う ぉっさっ ぉせおっすつっすぇ いぇ 
ゃぇいう, ゅけかはきぇ つぇしす けす しなとっしす

ゃせゃぇとうすっ こさっょう 40 ゅけょうくう 
きけつせさうとぇ し けさたうょっう しぇ さぇい
させてっくう う ういつっいくぇかう. ‶さうつう
くぇすぇ っ ゃ つけゃっておぇすぇ ょっえくけしす 
う くっぉさっあくけしす. ╁ きけきっくすぇ ゃ 
ょっゃしすゃっく ゃうょ しぇ っょゃぇ 3 けす 
きけつせさうとぇすぇ し けさたうょっう. 
╇ょっはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす ゃ 

╉ぇいぇくかなお, おけはすけ ょっおかぇさうさぇ 
こなかくぇ こけょおさっこぇ くぇ たけかぇくょ
しおぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ いぇ こなさゃうつ
くぇ こけきけと こけ けこぇいゃぇくっすけ くぇ 
きけつせさうとぇすぇ し さっょおう けさたう
ょっう, っ ょけ すはた ょぇ ぉなょぇす ういゅさぇ
ょっくう っおけこなすっおう う しこっちうぇかくう 
きけしすつっすぇ, こけ おけうすけ すせさうしすう う 
かのぉけこうすくう ゅさぇあょぇくう ょぇ きけ
ゅぇす ょぇ しすうゅぇす, いぇ ょぇ ゅう さぇい
ゅかっあょぇす.
〈けゃぇ, おけっすけ うきぇきっ しなゃしっき 

くぇぉかういけ, っ せくうおぇかくけ, おぇいぇ 
ぇさたうすっおす ╄かおぇ ╁せすっゃぇ. ‶け 
ょせきうすっ え, ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ 
きくけゅけ ぇかおぇかくう きけつせさうとぇ, くけ 
さっいけゃけ きけつせさうとっ うきぇ しぇきけ ゃ 
さぇえけくぇ くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. 
《ぇおすなす くう いぇょなかあぇゃぇ けとっ 
こけゃっつっ, いぇはゃう すは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...》《[╅〉╅ 〉╅ ぁ】╉《〈¨『
]さっょ ぇょさっしぇすうすっ くぇ “こせすおぇ

くぇすぇ” しぇ ′けくぇ ]こさうくちけゃおけゃぇ 
〈うくおすせさけゃぇ, ぉぇさけく 〈ぇくちぬけさ
しおう そけく ╃うゅう えけお, ╊っょぇ ╋うくぇ 
そけく ╋けくゅけかうせき, /いぇょ おけはすけ しっ 

おさうっ うきっすけ くぇ ╋うくおぇ ]すけえ
くけゃぇ, しなこさせゅぇすぇ くぇ っょうくうは けす 
ぉさぇすはすぇ そぇぉさうおぇくすう ]すぇえくけゃう 
- ╋ぇくぬけ, けしくけゃぇかう すっおしすうかくぇ
すぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う ぉさぇす 
くぇ ぉぇとぇすぇ くぇ おけきこけいうすけさぇ 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ/. ]さっょ “こせすおぇ
くっくうすっ” けす 』せょけきうさ くぇ ゅけょはゃ
おぇすぇ きせ しぇ う ╋うし [ぇえくたけか そけく 
』ぇさょぇて, おけくすっしぇ ╂ぇくぇ 】さぇしう 
こさぇしう ╋ぇたかっくしおぇ, ╃けくおぇ そけく 
╃なかゅけおさぇおけゃぇ, ゅさぇそ ╊っきけ
そぇく すぇきぉせさぇ 〈ぇきぉせさけゃ, ╂っくつけ 
ょっか ╀けかす ╀ぇかおぇくしおう う ょさせゅう, 
けぉとけ 17 ょせてう. 
¨す こけおぇくっくうすっ くぇ こなさゃけ 

きはしすけ ゃ しこうしなおぇ っ ぉぇぉぇすぇ くぇ 
せつうすっかは こけ ぇくゅかうえしおう 『ゃっす
くうく ]すぇくつっゃ - ′けくぇ ]こさうく
ちけゃおけゃぇ 〈うくおすせさけゃぇ /し うしすうく
しおけ うきっ ′けくおぇ ]すぇくつっゃぇ/. 〈は 
っ ぉうかぇ こなさゃぇすぇ ぇこすっおぇさおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, いぇゃなさてうかぇ しこっちう
ぇかくけ せつうかうとっ. ′けくおぇ ]すぇくつっ
ゃぇ っ さけょけき けす ╉ぇさかけゃしおけ, くけ 
ゃなゃ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っ つぇしす 
けす こさうはすっかしおうは おさなゅ くぇ 』せょけ
きうさ う こなさゃぇ しさっょ こけおぇくっくうすっ 
くぇ ゅけょはゃおぇすぇ きせ, ゃっつっ っ ぉうかぇ 
しなこさせゅぇ くぇ ╄きぇくせうか ]すぇくつっゃ 
- ょはょけすけ くぇ 『ゃっすくうく ]すぇくつっゃ, 
おけえすけ こぇいう しっゅぇ ちっくくぇすぇ さっ
かうおゃぇ. 
╄きぇくせうか ]すぇくつっゃ っ ぉうか っょうく 

けす ゅけかっきうすっ こさうはすっかう くぇ 』せ
ょけきうさ, ういゃっしすっく すなさゅけゃっち くぇ 
こぇさそのきう, つうえすけ ょのおはく しっ っ 
くぇきうさぇか ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇく
かなお, くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ しっゅぇ っ 
っょくけうきっくくうはす たけすっか. ╄きぇくせうか 
]すぇくつっゃ っ う しさっょ こなさゃうすっ ぇお
すぬけさう ゃ すっぇすさぇかくぇすぇ すさせこぇ くぇ 
おぇいぇくかなておけすけ つうすぇかうとっ. 〈けえ 
う 』せょけきうさ しぇ しさっょ こさうはすっかう
すっ くぇ ぉけゅぇすうすっ さけいけすなさゅけゃしおう 
そぇきうかうう こけ けくけゃぇ ゃさっきっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお - ¨さけいけゃう う 【うこおけ

ゃう. ╄きぇくせうか ]すぇくつっゃ せきうさぇ 
こさっい 1949 ゅけょうくぇ. 
¨す いぇこぇいっくぇすぇ けす せつうすっかは 

『ゃっすくうく ]すぇくつっゃ “こせすおぇくぇ” 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ くぇつぇかけすけ くぇ 

ゅけょはゃおぇすぇ っ “すけつくけ ぉっい おさぇえ”, 
ぇ おさぇはす - „すけつくけ ぉっい くぇつぇかけ”. 
╁しっおう けす こけおぇくっくうすっ っ こけきけ
かっく ょぇ けしすぇゃう かうつくうは しう こけょ
こうし しさっとせ うきっすけ くぇ “こせすおぇくぇ
すぇ”, おぇすけ しゃうょっすっかしすゃけ, つっ っ 
せゃっょけきっく う とっ こさうしなしすゃぇ.  
〉くうおぇかくぇすぇ う ぉっい ぇくぇかけゅ こけ

おぇくぇ いぇ 』せょけきうさけゃうは ゅけょっあ 
しすぇゃぇ こさうすっあぇくうっ くぇ せつうすっ
かは ]すぇくつっゃ  しかっょ しきなさすすぇ くぇ 
くっゅけゃぇすぇ ぉぇぉぇ ′けくぇ ]すぇくつっゃぇ. 
╋ぇかおけ こさっょう ょぇ しっ しこけきうくっ, 
すは こさぇゃう ょぇさっくうっ くぇ すさうきぇ
すぇ しう ゃくせちう, おぇすけ いぇ 『ゃっすくうく, 
おけえすけ くけしう こけかけゃうくぇすぇ けす 
くっえくけすけ うきっ, すなえ おぇすけ  っ おさなし
すっく くぇ ょゃっすっ しう ぉぇぉう - 『ゃっすぇ 
う ′けくぇ, けしすぇゃぇ うきっくくけ すぇいう 
けさうゅうくぇかくぇ  こけおぇくぇ う しっきっえ
くぇ さっかうおゃぇ, すなえ おぇすけ すけえ ぉうか 
くぇえ-ぇさすうしすうつくうはす ゃくせお けす そぇ
きうかうはすぇ. ╀ぇぉぇ ′けくぇ ]すぇくつっゃぇ 
せきうさぇ くぇ 1-ゃう くけっきゃさう 1970 
ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇ ゃくせおなす 『ゃっす
くうく っ  ゃけえくうお.  
¨すすけゅぇゃぇ ょけ しっゅぇ 『ゃっすくうく 

こぇいう しおなこぇすぇ さっかうおゃぇ. ╆ぇ 
こなさゃう こなす すけえ は こけおぇいぇ こさっ
ょう ょくう, ゃ こなさゃぇすぇ ういかけあぉぇ くぇ 
さっかうおゃう けす [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, 
けさゅぇくういうさぇくぇ けす せつっくうちう けす 
》╂ “]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”. 
‶さういくぇゃぇ, つっ うくすっさっしなす おなき 
さっかうおゃぇすぇ っ けゅさけきっく, うきぇか 
う こさっょかけあっくうは ょぇ は ょぇょっ くぇ 
すなさゅ うかう ょぇ ぉなょっ けすおせこっくぇ けす 
ょせいうくぇ きせいっう. 
╆ぇ きっく すけいう しこけきっく けす ぉぇぉぇ 

くはきぇ ちっくぇ, おぇすっゅけさうつっく っ 
せつうすっかはす ]すぇくつっゃ, おけえすけ すっいう 
ょくう しっ さぇょゃぇ くぇ ゅさっえくぇかうすっ 
かうちぇ くぇ しゃけうすっ せつうくうちう こさう 
こなさゃうは うき ょけしっゅ し さけきぇくすう
おぇすぇ う くさぇゃうすっ くぇ っょくけ ょさせゅけ 
ゃさっきっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉ぇいぇくかなお う [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ とっ こさっょしすぇゃはす ╀なかゅぇさうは ゃ 
っょくけ けす くぇえ-こけこせかはさくうすっ しゃっすけゃくう ういかけあっくうっ ╄おしこけ 

2013, おけっすけ とっ しっ こさけゃっょっ けす おさぇは くぇ ぇこさうか ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ きぇえ 2013 ゅけょうくぇ ゃ ¨しぇおぇ, ぅこけくうは. 〈ぇいう こけおぇくぇ けぉとうく
しおぇすぇ ゃかぇしす ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こけかせつうかぇ しなゃしっき ういくっくぇょゃぇとけ けす 
ょっかっゅぇちうは けす ¨しぇおぇ, ょけてかぇ ゃ ゅさぇょぇ こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ けしくけゃくけ し すぇいう ちっか.
] ょさせゅぇ こけおぇくぇ, ょけてかぇ けす ょっかっゅぇちうは けす ]ぇせょうすしおぇ ┿さぇぉうは, 

╉ぇいぇくかなお っ こけおぇくっく ょぇ せつぇしすゃぇ ゃなゃ 《っしすうゃぇかぇ くぇ ちゃっすはすぇ ゃ 
ゅさぇょ 〈ぇうそ こさっい っしっくすぇ.

]すぇさけいぇゅけさしおうはす ぇょきうくうしすさぇすうゃっく しなょ けすたゃなさかう おぇすけ くっけしくけゃぇすっかくぇ  あぇかぉぇすぇ くぇ ′ぇ
さけょくけ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ 1860”  こさけすうゃ さってっくうっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ おけきうしうは いぇ さぇいこさっ

ょっかっくうっ くぇ ょなさあぇゃくぇすぇ しせぉしうょうは いぇ 2012 ゅ. いぇ つうすぇかうとぇすぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.

[っおけさょくぇ ういおせこくぇ ちっくぇ しすうゅくぇ さけいけゃうはす ちゃはす すぇいう ゅけょうくぇ 
- ょけ 2,70 かっゃぇ いぇ おうかけゅさぇき. ╋くけゅけすけ ょなあょけゃっ, こぇょくぇ

かう こけ ゃさっきっ くぇ さけいけぉっさぇ, ゃょうゅくぇたぇ いくぇつうすっかくけ さぇくょっきぇくぇ 
う こさけういゃけょうすっかうすっ けつぇおゃぇす ょけぉうゃうすっ すぇいう ゅけょうくぇ けす さけいけゃ 
ちゃはす う さけいけゃけ きぇしかけ ょぇ しぇ し 30% こけ-ゃうしけおう けす きうくぇかけゅけ
ょうてくうすっ. [けいけすなさゅけゃちうすっ しっ くaょはゃぇす う くぇ こけ-ゃうしけおう ちっくう 
くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ, おけうすけ ょぇ くぇたゃなさかはす くうゃぇ けす 4500 っゃさけ 
いぇ おうかけゅさぇき. 

1267 さうしせくおう ういこさぇすうたぇ ょっちぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ ゃ  ┶V-は 
′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし いぇ ょっすしおぇ さうしせくおぇ “╃っすしすゃけ きけっ, さっ
ぇかくけ う ゃなかてっぉくけ. ]すけこ くぇ ゃけえくぇすぇ こけ こなすうとぇすぇ”.
40 くぇゅさぇょう さぇいょぇょけたぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ おけくおせさしぇ, おぇすけ 

くぇえ- ょけぉさうすっ たせょけあくうちう しう すさなゅくぇたぇ けす ╉ぇいぇくかなお し ゃっかけ
しうこっょう, さぇくうちう, せっぉ おぇきっさう MP4, さぇくうちう, おけくしすさせおすけさう, 
すっくうしおう う ゅさぇきけすう. 

‶っしっく いぇ こさうはすっかしすゃけすけ くぇ はこけくしおう ういこは ぇくしぇきぉなか 
„┿さしっくぇか” くぇ ′. こさ. ゅ-く ╋ぇおけすけ ╇すけ, こけしかぇくうお くぇ 

ぅこけくうは. ╁うしけおうはす ゅけしす う くっゅけゃぇすぇ ょっかっゅぇちうは けす ]すさぇ
くぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ ょなかゅけ ぇこかけょうさぇたぇ くぇ 
おさぇおぇ すぇくちぬけさうすっ-こっゃちう くぇ おけくちっさすぇ, こけょぇさっく うき けす 
おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╉けくちっさすくうはす あっしす ぉっ こけ こけゃけょ 
けすおさうゃぇくっすけ ゃ ょくうすっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ うい
かけあぉぇすぇ “〈けたけおせ - し くぇょっあょぇ おなき せすさってくうは ょっく”.

Честит рожден ден на  един от казанлъшките Експерти!

Честит празник на директора на ПМГ „Никола Обрешков” 

Красимир Дамянов

 с пожелание да запази вдъхновението, с което се отдава на работа си, и невероятните си човешки и професионални качества.

 Здраве,  щастие,  любов! ТА 

Експерти за Казанлък

げÑëíçñ

]うゅせさくけしすすぇ う すけつくけしすすぇ くぇ ょぇくくうすっ, おぇおすけ う 24-つぇしけゃけ-
すけ うき こさっょぇゃぇくっ おなき ちっくすなさぇ, しっ けしうゅせさはゃぇす けす うくあっくっさう 
う こさけゅさぇきうしすう くぇ „Security Solutions Institute” - ゃけょっとぇ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ うくけゃぇちうけくくうすっ すったくけかけゅうう おけきこぇくうは, こさうすっ-
あぇゃぇとぇ っゃさけこっえしおう う しゃっすけゃくう しっさすうそうおぇすう いぇ おぇつっしすゃけ. 
‶けしすぇゃはくっすけ くぇ せしすさけえしすゃけすけ しっ ういゃなさてゃぇ けす しこっちうぇかう-

しすう ゃ ちっくすなさぇ くぇ 〈╄╋╄¨ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ こさけしかっょはゃぇくっすけ う さぇいつうすぇくっすけ くぇ こぇちうっくすしおうすっ ょぇくくう 
しっ ゅさうあぇす しこっちうぇかういうさぇく きっょうちうくしおう こっさしけくぇか う かっおぇさう 
けす ╇くすっくいうゃくけ ╉ぇさょうけかけゅうつくけ けすょっかっくうっ くぇ ╋╀┿╊ „╃さ. 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”.
『っくすなさなす さぇぉけすう し おぇさょうけかけいう けす しすさぇくぇすぇ う くはおけう けす けぉ-

とけこさぇおすうおせゃぇとうすっ かっおぇさう ゃ ゅさぇょぇ, おけうすけ くぇしけつゃぇす こさけ-
ぉかっきくう こぇちうっくすう, くけ あっかぇっとうすっ ょぇ しっ ういしかっょゃぇす きけゅぇす ょぇ 
しっ はゃはす ゃ 〈╄╋╄¨ ちっくすなさぇ う しぇきけしすけはすっかくけ, ぉっい くぇこさぇゃかっ-
くうっ, し ちっか こさけしかっょはゃぇくっ う ょうぇゅくけしすうつくけ せすけつくはゃぇくっ くぇ 
しなさょっつくぇすぇ ぇさうすきうは. 

╉ぇお ょぇ しっ しゃなさあっすっ し くぇし?

‶ぇちうっくすうすっ, あっかぇっとう ょぇ こけかせつぇす こけゃっつっ うくそけさきぇ-
ちうは けすくけしくけ しうしすっきぇすぇ, きけゅぇす ょぇ しっ しゃなさあぇす し っおう-

こぇ くぇ 〈╄╋╄¨ ゃしっおう ょっく けす 07:30 ょけ 19:30 つぇしぇ くぇ すっか. 
0431/62261 うかう ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ ぇょさっし:
╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, っす. 3, しすぇは 303, ぇ しなとけ すぇおぇ 

ょぇ くう こけしっすはす ゃ うくすっさくっす くぇ www.temeo.org. 

╋ぇすっさうぇかなす っ こけょゅけすゃっく けす ょ-さ ╀. ╀けえつっゃ, おぇさょうけかけゅ

′けゃ ちっくすなさ いぇ ょうぇゅくけしすうおぇ う くぇぉかの-
ょっくうっ くぇ しなさょっつくけ-しなょけゃう いぇぉけかは-

ゃぇくうは けすゃけさう ゃさぇすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 『っくすな-
さなす  さぇいこけかぇゅぇ し っょうくしすゃっくぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ 
しうしすっきぇ いぇ すっかっきっすさうつくけ くぇぉかのょっくうっ 
くぇ こぇちうっくすう し おぇさょうけかけゅうつくう こさけぉかっ-
きう – 〈╄╋╄¨. ]うしすっきぇすぇ っ さぇいさぇぉけすっくぇ けす 
„Security Solutions Institute” う ╇くすっくいうゃ-
くけ ╉ぇさょうけかけゅうつくけ けすょっかっくうっ くぇ ╋╀┿╊ 
„╃さ. 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう” – ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, 
つううすけ くぇつぇかくうお ょ-さ ╀けえつけ ╀けえつっゃ っ う さな-
おけゃけょうすっか くぇ ちっくすなさぇ. 

╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 〈╄╋╄¨?

〈╄╋╄¨ っ っかっおすさけくくけ せしすさけえしすゃけ, おけっ-
すけ しっ こけしすぇゃは くぇ ゅなさょうすっ くぇ こぇちうっくすぇ 

こけしさっょしすゃけき おけかぇく し ょぇすつうちう. ╃ぇすつうちうすっ 
さっゅうしすさうさぇす こせかしぇ う おさなゃくけすけ くぇかはゅぇくっ 
くぇ こぇちうっくすぇ くっこさっおなしくぇすけ, ぇ せしすさけえしすゃけ-
すけ ういこさぇとぇ ういきっさっくうすっ こけおぇいぇすっかう くぇ 
きっょうちうくしおうは ちっくすなさ 〈╄╋╄¨, おなょっすけ すっ 
しっ しかっょはす けす しこっちうぇかういうさぇくけ きっょうちうく-
しおけ かうちっ. ′ぇ ゃしっおう 5 きうくせすう せしすさけえしすゃけ-

すけ ゅっくっさうさぇ う 10-しっおせくょくぇ おぇさょうけゅさぇきぇ, 
おけはすけ しなとけ しっ ういこさぇとぇ ゃ ちっくすなさぇ いぇ くぇ-
ぉかのょっくうっ. 
¨しゃっく しすぇくょぇさすくけすけ しかっょっくっ くぇ こけおぇいぇ-

すっかうすっ, 〈╄╋╄¨ けしうゅせさはゃぇ う ゃないきけあくけしす 
いぇ „しこってくけ” ういこさぇとぇくっ くぇ こけ-ょなかなゅ けす-
さはいなお けす おぇさょうけゅさぇきぇすぇ, ゃ しかせつぇうすっ おけゅぇ-
すけ こぇちうっくすなす くっ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ う あっかぇっ 

ょぇ ぉなょっ けぉなさくぇすけ しこっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ くぇ 
しなしすけはくうっすけ きせ. ‶さっちっくはゃぇえおう しうすせぇちうはすぇ, 
ょっあせさくうはす ゃ ちっくすなさぇ しこっちうぇかうしす こさっょこさうっ-
きぇ くせあくうすっ ょっえしすゃうは – しゃなさいゃぇ しっ し こぇちうっく-
すぇ, おけくしせかすうさぇ しっ し ょさせゅう しこっちうぇかうしすう うかう 
しっ けぉぇあょぇ ゃ ちっくすなさ いぇ しこってくぇ きっょうちうくしおぇ 
こけきけと. 
‶っさうけょなす, いぇ おけえすけ こぇちうっくすなす くけしう せしすさけえ-

しすゃけすけ, いぇゃうしう けす ちっかすぇ くぇ こけしすぇゃはくっすけ きせ う 
しこっちうそうおぇすぇ くぇ けこかぇおゃぇくうはすぇ う ゃぇさうさぇ けす 3 
ょけ くぇょ 10 ょくう .

╆ぇ おけゅけ っ こさっょくぇいくぇつっくぇ しうしすっきぇすぇ?

〈╄╋╄¨ っ こさっょくぇいくぇつっくぇ, おぇおすけ いぇ たけさぇ 
し けこかぇおゃぇくうは, おけうすけ ゃしっ けとっ くはきぇす こけ-

しすぇゃっくぇ ょうぇゅくけいぇ, すぇおぇ う いぇ いぇ こぇちうっくすう し 
ゃっつっ こけしすぇゃっくぇ ょうぇゅくけいぇ (いぇ こさけしかっょはゃぇくっ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ う っそっおすぇ けす 
かっつっくうっすけ). ¨ぉっおす くぇ ういしかっょゃぇくっ きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす う ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう, おけうすけ しすさぇょぇす けす 
っこういけょう くぇ しなさちっぉうっくっ, いぇぉぇゃぇく さうすなき, さぇい-
かうつくう ぇさうすきうう.
《ぇおすなす, つっ こぇちうっくすなす くけしう せしすさけえしすゃけすけ 

しなし しっぉっ しう くぇ-
ゃしはおなょっ う こけ ゃしは-
おけ ゃさっきっ, こさぇゃう 
しうしすっきぇすぇ けしけぉっ-
くけ こけょたけょはとぇ いぇ 
しかせつぇうすっ, おけゅぇすけ 
しうきこすけきうすっ しっ 
こけはゃはゃぇす くっけつぇお-
ゃぇくけ, ゃ くっけこさっ-
ょっかっくぇ つぇしす けす 
ょっくけくけとうっすけ うかう 
ゃ しうすせぇちうう, すさせょ-
くう いぇ さっゅうしすさぇ-
ちうは ゃ かっおぇさしおう 
おぇぉうくっす. 〈╄╋╄¨ 
っ こけょたけょはとぇ う いぇ 
しこけさすうしすう, こぇちう-
っくすう しかっょ たけしこう-
すぇかういぇちうは, たけさぇ, 
あうゃっっとう こけょ こけ-
しすけはくっく しすさっし う 
すぇおうゃぇ, おけうすけ あっ-
かぇはす ょぇ こさけしかっ-
ょはす こさけそうかぇお-
すうつくけ しなさょっつくぇすぇ 
しう ょっえくけしす. 
╋ぇかおうすっ さぇいきっ-

さう くぇ せしすさけえしすゃけ-
すけ う しこっちうぇかくぇすぇ 
ゃゅさぇょっくぇ しうしすっ-

きぇ いぇ いぇとうすぇ こさぇゃはす 〈╄╋╄¨ こさうかけあうきぇ いぇ 
ゃしうつおう ゃないさぇしすう, ょけさう いぇ ょっちぇ. 

╉けえ けぉしかせあゃぇ 〈╄╋╄¨?

╄おうこなす, けぉしかせあゃぇと しうしすっきぇすぇ 〈╄╋╄¨, しっ 
しなしすけう けす ゃうしけおけしこっちうぇかういうさぇくう しこっ-

ちうぇかうしすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ しなゃさっきっくくうすっ すった-
くけかけゅうう う きっょうちうくぇすぇ. 

ぢÜ£Ñëíç



4 15 юни 2012 г. んëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïöんëïñÖí¿ï¡ó çñïöó

おけ
か
ぇ 

2
 ゅ

さ
な
ぉ

140 ╉╊を╅ ̈ ′】ぁ╅╇╅【 〉╅『《╉〉¨ 【╅〉を¨
』ぇ』 』ぇ『を╊【《 〉╅ ╇╅〉っ 〈¨〉ぁ╊╇╅

╅『』╊〉╅]』[╅ ╉ぇぅ╊『っ 』 》ぇ『╇╅ 』【¨｠《』╆¨『[╅;IUVLV TRJHIQ HIQ! ′ぇょ 320 さぇぉけすくう-
ちう う しかせあうすっかう 

くぇ „┿さしっくぇか” こけつうゃぇ-
たぇ くぇこなかくけ ぉっいこかぇす-
くけ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ きっしっち くぇ ぉぇいぇすぇ ゃ 
たけすっか „┿さしっくぇか” ゃ ′っ-
しっぉなさ. 』かっくけゃっすっ くぇ 
すったくうすっ しっきっえしすゃぇ しっ 
こけかいゃぇたぇ し けぉかっおつっく 
ちっくけゃう こぇおっす.  
╀っいこかぇすくぇすぇ こけ-

つうゃおぇ っ つぇしす けす しけ-
ちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ, おけはすけ ゃっつっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう しっ うい-
こなかくはゃぇ ぉっいせこさっつくけ. 
]さっょ とぇしすかうゃちうすっ 

ょぇ こけつうゃぇす う すけいう こなす 
くぇ さぇいくけしおう くぇ そうさ-
きぇすぇ ぉはたぇ くぇえ-ょけぉさう-
すっ さぇぉけすくうちう う しかせ-
あうすっかう, けこさっょっかっくう 
けす いぇゃけょしおうすっ  さなおけ-
ゃけょしすゃぇ. 
]さっょくけ こけ 132 かっゃぇ 

っ しせぉしうょうはすぇ いぇ ゃしっおう 
こけつうゃぇと ぇさしっくぇかっち, 
けしうゅせさっくぇ けす そうさきぇすぇ. 

〈┿

“┿い しなき かのぉけゃすぇ” - すぇおぇ しっ 
くぇさうつぇ ょっぉのすくぇすぇ しすうたけしぉうさおぇ 
くぇ 17-ゅけょうてくぇすぇ ╇ゃぇえかぇ 〈け-
ょけさけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ ぉっ 
こさっょしすぇゃっくぇ こさっょう しっょきうちぇ. 
╇ゃぇえかぇ, いぇ つうえすけ こけっすうつっく 

すぇかぇくす こさっょう ゅけょうくぇ 〈┿ こうしぇ, 
っ ょなとっさは くぇ ]すけはくおぇ ┿ょぇきけゃぇ, 
おけはすけ さぇぉけすう ゃ “┿さしっくぇか”. 
]ぇきけ くぇ 17 ゅけょうくう, ╇ゃぇえかぇ 

ゃっつっ うきぇ ょけしすぇすなつくけ こけっすうつくう 
すゃけさぉう, おけうすけ ょぇ こけぉっさっ ゃ しすう-
たけしぉうさおぇ. ‶さっきうっさぇすぇ え せゃぇ-
あうたぇ くっえくう こさうはすっかう, しなせつっ-
くうちう, かのぉうすっかう くぇ こけっすうつくけすけ 
しかけゃけ う くぇ こけっいうはすぇ くぇ ╇ゃぇえかぇ. 
╆ぇ おけさうちぇ くぇ しすうたけしぉうさおぇすぇ しう 
せつっくうつおぇすぇ っ ういぉさぇかぇ そけすけし 
くぇ ういゃっしすくうは ぉなかゅぇさしおう きけょっか 
╋ぇゅう ╅っかはいおけゃぇ.
╋かぇょぇすぇ こけっすっしぇ せしこは ょぇ こさけ-

しなかいう こさうしなしすゃぇとうすっ くぇ こさっ-
きうっさぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ え し くっえくうは 
こけっすうつっく さっちうすぇか う し かうつくうすっ 
けぉさなとっくうは おなき ゃしっおう. ╁ おさぇは 
くぇ こけっすうつくうは こさぇいくうお こさう-

╁ぇくは ╋うくつっゃぇ しっ たゃぇとぇ 
こさけそっしうけくぇかくけ

くぇ たけさけすけ いぇ こさなゃ こなす
ゃ „┿さしっくぇか”

‶さっょう ょぇ ょけえょっ しかっょ ╋ぇすっ
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは くぇ さぇ
ぉけすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, おなょっすけ 
さぇぉけすう ゃ ╄かっおすさけくくけ-ういつうし
かうすっかくうは ちっくすなさ, ╁ぇくは くっ しっ 
いぇくうきぇゃぇ しっさうけいくけ し ぉなかゅぇさ
しおう そけかおかけさ. ╁ ┿さしっくぇかしおうは 
すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか, けぉぇつっ, 
すは けすおさうゃぇ しゃけっすけ うしすうくしおけ 
こけこさうとっ う すぇおぇ しかっょ 25 ゅけ
ょうくう – こなさゃけ ゃ ぇくしぇきぉなかぇ, 

ぇ こけしかっ - う おぇすけ たせょけあっしす
ゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ ょっちぇすぇ, 
ょくっし ╁ぇくは てっゅけゃうすけ ゅけゃけさう 
いぇ しっぉっ しう おぇすけ いぇ: ”╇くあっくっさ 
こけ けぉさぇいけゃぇくうっ - そけかおかけさうしす 
こけ こさういゃぇくうっ”. ╁ぇくは ╋うくつっ
ゃぇ いぇゃなさてゃぇ うくあっくっさしすゃけ 
ゃ ╂ぇぉさけゃけ う ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
【おけかぇ いぇ たせょけあっしすゃっくう さな
おけゃけょうすっかう くぇ しぇきけょっえくう 
すぇくちけゃう おけかっおすうゃう ゃ ‶かけゃ
ょうゃ こさっい 1988-きぇ. [なおけゃけょう
すっか くぇ ょっすしおうは すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
っ けす 1989-すぇ, 5 ゅけょうくう しかっょ 
しないょぇゃぇくっすけ きせ. ‶さっい すっいう 23 
ゅけょうくう ╁ぇくは さぇぉけすう し うょっ
はすぇ, おぇおゃぇすけ うきぇ けとっ こさう 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ しなしすぇゃぇ - ょぇ 
こけょゅけすゃは ょっちぇ くぇ ゃうしけおけ こさけ
そっしうけくぇかくけ くうゃけ いぇ ゅけかっ
きうは ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか”. 
╇ すけゃぇ しっ しかせつゃぇ. ]うゅせさくけ 
しぇ くぇょ 1000 ょっちぇすぇ, ょけてかう 
いぇ こさなゃ こなす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
すぇくちけゃぇ しちっくぇ, うきっくくけ ゃ しなし
すぇゃぇ くぇ ╁ぇくは. ╃っちぇすぇ うょゃぇす 
しゃけぉけょくけ, ぉっい けゅさぇくうつっくうはすぇ 
くぇ おけくおせさしぇ - し けゅさけきくけ あっ
かぇくうっ, けぉうつ おなき くぇさけょくうすっ 
すぇくちう う きっつすう いぇ ういはゃう くぇ 
しちっくぇすぇ. ╆ぇ きくけゅけ けす すはた すけゃぇ 
しすぇゃぇ さっぇかくけしす. ╉けえすけ くっ せし
こはゃぇ ょぇ せょなさあう くぇ きくけゅけすけ 
さっこっすうちうう うかう ゅせぉう うくすっさっし, 
けすこぇょぇ. ╆ぇ ╁ぇくは おぇすけ さなおけゃけ
ょうすっか っ きくけゅけ ゃぇあくけ くぇ ゃしはおけ 
ょっすっ ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ, きぇおぇさ けくっ
いう, おけうすけ うきぇす すぇかぇくす ょぇ くぇ
こさっょゃぇす ぉなさいけ, ぇ ょさせゅうすっ, ょぇ 
ょけゅけくゃぇす し けゅさけきくけ あっかぇくうっ 
う すさせょ. ╆ぇ ╁ぇくは っ ゃぇあくけ くっ 

しぇきけ こけしすうゅぇくっすけ くぇ きぇえしすけさ
しおけすけ すぇくちけゃけ  ういこなかくっくうっ, ぇ 
しなとけ う ゃないこうすぇくうっすけ ゃ けぉうつ 
おなき さけょくうは そけかおかけさ, いぇ おけえ
すけ すは こけしすけはくくけ けすおさうゃぇ, つっ 
ょっえしすゃうすっかくけ っ くっういつっさこぇっきけ 
ぉけゅぇす. ╆ぇ ╁ぇくは さぇょけしすすぇ  けす 
さぇぉけすぇすぇ しっ せきくけあぇゃぇ きくけゅけ
おさぇすくけ けす さぇょけしすすぇ, おけはすけ ょっ
ちぇすぇ ょぇゃぇす くぇ おけくちっさすうすっ しう 
いぇ さけょうすっかう, ぉぇぉう, ょはょけゃちう, 
さけょくうくう う こさうはすっかう. ╆ぇすけ
ゃぇ すは こけょゅけすゃは おけくちっさすうすっ くぇ 
ょっちぇすぇ おぇすけ うしすうくしおう こさぇい
くうちう. ╇しすうくしおう こさぇいくうお ぉっ う 
ゅけょうてくうはす おけくちっさす くぇ しなしすぇゃぇ 

くぇ こさっい きぇえ す.ゅ. ¨しけぉっくぇ さぇ
ょけしす くぇしすぇゃぇ う いぇさぇょう すけゃぇ, つっ 
ょっちぇすぇ けす ╃ぃ《〈] うゅさぇはす くぇ 
しちっくぇすぇ いぇっょくけ し ゅけかっきうは ぇく
しぇきぉなか - くぇ ゃないさぇしすくうすっ, さな
おけゃけょっく けす たけさっけゅさぇそぇ 》さうし
すけ ]すけはくけゃ. ╇きっくくけ すけえ は おぇくう 
くぇゃさっきっすけ ょぇ こけっきっ ょっちぇすぇ, 
おけうすけ ょくっし すぇくちせゃぇす ゃ 4 ゃない
さぇしすけゃう ゅさせこう. 7-8 – ゅけょうてくう
すっ こけつゃぇす ゃ こなさゃう おかぇし, こけしかっ 
こさっきうくぇゃぇす ゃ ゅけかはきぇすぇ ておけかぇ. 
╋ぇかおうはす おけくちっさすっく しなしすぇゃ いぇ 
10-12-ゅけょうてくうすっ う ゅけかっきうは, 
おなょっすけ うゅさぇはす きっあょせ 12 う 
15-ゅけょうてくう せつっくうちう. ╂けかはきぇ 
つぇしす けす ょっちぇすぇ しぇ ぇさしっくぇかしおう 
– こけ しうかぇすぇ くぇ すさぇょうちうはすぇ, 
こけゃっつっすけ しぇ きけきうつっすぇ, くけ うきぇ 
う きくけゅけ きけきつっすぇ. ╁っつっ うょゃぇす 
う ょっちぇ くぇ ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう. 
〈ぇおぇ しっ しないょぇゃぇ うしすうくしおぇ こさう
っきしすゃっくけしす, おけはすけ こけょょなさあぇ 
ゃさないおぇすぇ し さけょくうは そけかおかけさ う 
ゅぇさぇくすうさぇ けすかうつくう すぇくちぬけさう 
いぇ ゅけかっきうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, けぉはしくはゃぇ 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ.

╃っちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ 
せつぇす ょぇ すぇくちせゃぇす ぉっいこかぇすくけ

╃けきなす くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっ
くぇか” っ こさっょけしすぇゃうか ゃしうつおう 
せしかけゃうは いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ ょっ
ちぇすぇ, おけうすけ うょゃぇす ょゃぇ こなすう, ぇ 
ゅけかっきうすっ – う すさう こなすう しっょきうつ
くけ ゃ いぇかぇすぇ, しこっちうぇかくけ けぉけ
させょゃぇくぇ いぇ さっこっすうちうう. „╃け
しっゅぇ せょなさあぇきっ くぇ おさういうすっ”, 
おぇいゃぇ ╁ぇくは. 〈は くっこさっおなしくぇすけ 
こけしすぇゃは くけゃう う くけゃう すぇくちう, 
くっ しぇきけ いぇさぇょう おさぇしけすぇすぇ う 

さぇいくけけぉさぇいうっすけ, くけ う  いぇとけすけ 
っ せぉっょっくぇ, つっ ょっちぇすぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ くぇせつぇゃぇす, つっ ゃ けすょっかくう
すっ っすくけゅさぇそしおう けぉかぇしすう くぇ 
╀なかゅぇさうは しっ うゅさぇはす さぇいかうつ
くう たけさぇ. [ぇいかうつくう たけさぇ うきぇ 
ょけさう ゃ しなしっょくう しっかぇ, けすしすけは
とう っょくけ けす ょさせゅけ くぇ くっ こけゃっ
つっ けす 7-8 おき, し せょうゃかっくうっ っ 
けすおさうかぇ さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ 
╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか”. ╇ょっうすっ いぇ 
くけゃうすっ すぇくちう, おけうすけ すは こけしすぇ
ゃは くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ さぇいかうつくうすっ 
たけさぇ, え うょゃぇす くぇゃしはおなょっ. ╁しっ 
くけゃう う くけゃう. ╁ぇくは しこけょっかっは, 
つっ しかせてぇ こさっょうきくけ くぇさけょくぇ 
きせいうおぇ こけ ゃしうつおう っそうさくう 
おぇくぇかう う つせゃぇえおう きせいうおぇすぇ, 
ゃっょくぇゅぇ しう は こさっょしすぇゃは おぇすけ 
すぇくち. ╇ょっうすっ しぇ すけかおけゃぇ きくけ
ゅけ, つっ ぇおけ くっ ゅう いぇこうてっ ゃっょ
くぇゅぇ, くっ きけあっ こけしかっ ょぇ ゅう 
せかけゃう. ╆ぇこうしゃぇ ゅう, くけ ゃ たけょぇ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ すぇくちうすっ しっ こさけ
きっくはす すゃけさつっしおう こさう おけくすぇ
おすぇ し ょっちぇすぇ. ╆ぇとけすけ こさけちっ
しなす くぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ っょくけ 
ういこなかくっくうっ いぇ こさっょ こせぉかうおぇ
すぇ, くぇうしすうくぇ っ ょなかなゅ. ╇しおぇ しっ 
ゃさっきっ う きくけゅけ さぇぉけすぇ, きぇおぇさ 
ょっちぇすぇ ょぇ あっかぇはす ゃしうつおけ ょぇ 
しすぇゃぇ ぉなさいけ. 〈ぇおぇ すぇくちうすっ 
せつぇす ょっちぇすぇ, つっ いぇ こけしすうゅぇくっ
すけ くぇ くっとけ ょけぉさけ ゃ あうゃけすぇ, 
すさはぉゃぇす こけしすけはくしすゃけ, せしうかうは 
う すさせょ... 
╁ きけきっくすぇ しなしすぇゃなす こけょ

ょなさあぇ さっこっさすけぇさ けす 18 すぇく
ちぇ. ‶っょぇゅけゅなす こさっちっくはゃぇ うく
ょうゃうょせぇかくうすっ ゃないきけあくけしすう 
くぇ ゃしはおけ ょっすっ う ゅけ くぇしけつゃぇ 
ゃ すぇくちぇ, すぇき, おなょっすけ きけあっ 
くぇえ-ょけぉさっ ょぇ しっ しこさぇゃう. ′ぇ 

きぇかおうすっ うき たぇさっしゃぇ ゃしうつおけ, 
うしおぇす ょぇ くぇせつぇゃぇす, くけ けす しっ
ゅぇてくうは さっこっさすけぇさ かのぉうきけすけ 
うき ういこなかくっくうっ っ „‶うさうくしおう 
すぇくち” こけ こっしくう けす きぇおっょけく
しおうは そけかおかけさ, おけうすけ ゃしうつおう 
うしおぇす ょぇ すぇくちせゃぇす. ╁ぇくは ゃう

くぇゅう ゃ こけょぉけさぇ くぇ さっこっさすけ
ぇさぇ こさけおぇさゃぇ くっこさっきっくくけ こぇ
すさうけすうつくうは きけきっくす, いぇとけすけ っ 
せぉっょっくぇ, つっ, けしゃっく すぇくちけゃぇ 
おせかすせさぇ, ょっちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゃないこうすぇゃぇす う ゃ ょせたぇ くぇ ぉなか
ゅぇさとうくぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ すは ういぉう
さぇ こっしくう, おけうすけ ゃないたゃぇかはゃぇす 
╀なかゅぇさうは – いぇとけすけ: ”′ぇてう
すっ すぇくちう しぇ せくうおぇかくう, くはきぇ 
ょさせゅぇ すけかおけゃぇ きぇかおぇ しすさぇくぇ 
し すけかおけゃぇ くっけぉはすっく  そけかお
かけさ う っょゃぇ かう しすうゅぇ ちはか っょうく 
あうゃけす, いぇ ょぇ ぉなょっ すけえ けこけい
くぇす ょけおさぇえ. ┿ すけゃぇ っ けゅさけきくけ 
くぇちうけくぇかくけ ぉけゅぇすしすゃけ!”. ╉ぇすけ 
たけさっけゅさぇそ, こっょぇゅけゅ う たせょけ
あっしすゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ 140-
すっ ょっちぇ けす ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか”, 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
くっとぇすぇ けす くぇつぇかけ ょけ おさぇえ: 
”╋うしかは いぇ ゃしうつおけ...”.

╋ぇかおうすっ ぇさしっくぇかしおう
すぇくちぬけさう せつぇしすゃぇす
ゃ きくけゅけ おけくおせさしう

‶けしすけはくくけ ゅう おぇくはす, くぇ きくけ
ゅけ きっしすぇ すっ こっつっかはす くぇゅさぇょう. 
╉けくおせさしうすっ ゃ ╉けすっか, ╂なかなぉけ
ゃけ, „¨さそっっゃけ ういゃけさつっ” ゃ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ, ‶さうきけさしおけ ゃっつっ くっ 
きうくぇゃぇす ぉっい すはたくけ せつぇしすうっ. 
′けゃうはす くぇちうけくぇかっく そっしすうゃぇか 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ こさっょう 
きっしっち ょけくっしっ ゃすけさけすけ きはし
すけ いぇ ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか”, こさう 
ういおかのつうすっかくけ ゃうしけおけすけ くうゃけ 
くぇ せつぇしすうっ くぇ 14 おけかっおすうゃぇ 
けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, さぇょゃぇ しっ 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ. 〈は こさういくぇゃぇ, 
つっ ゃしっおう たせょけあっしすゃっく さなおけ
ゃけょうすっか うきぇ しゃけえ こけょたけょ おなき 
さぇぉけすぇすぇ し ょっちぇすぇ, くけ いぇ しっぉっ 
しう, ╁ぇくは ゃっつっ いくぇっ, つっ おかの
つなす おなき くっえくうすっ こけしすうあっくうは 
っ けこうすなす おぇすけ すぇくちぬけさおぇ ゃ ぇく
しぇきぉなか „┿さしっくぇか”, けすおなょっすけ 
いぇこけつゃぇ ゃしうつおけ. ] ぇくしぇきぉな
かぇ ╁ぇくは うきぇ しすけすうちう せつぇしすうは 
こけ くぇてう う つせあょう しちっくう う しっ 
しすさっきう ょぇ こけょゅけすゃは ょっちぇすぇ, 
いぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ うきぇす しなとうすっ 
せしこったう. „┿い しなき しう ぇさしっくぇか
おぇ”, おぇいゃぇ いぇ し せしきうゃおぇ ╁ぇくは 
╋うくつっゃぇ. ′ぇ ゃしっおう 4-5 ゅけょう
くう すは こけょゅけすゃは こけ っょうく いさはか 
ゃっつっ ゃ すぇくちうすっ ゃうこせしお, おけえ
すけ っしすっしすゃっくけ しっ ゃかうゃぇ ゃ ゅぇ
かっきうは ぇさしっくぇかしおう ぇくしぇきぉなか, 
こけいくぇす  せ くぇし う こけ しゃっすぇ う けしけ
ぉっくけ けぉうつぇく ゃ ぅこけくうは, おなょっ
すけ ゅけしすせゃぇ ゃしはおぇ っしっく こけゃっつっ 

けす 10 ゅけょうくう. ¨とっ こけゃっつっ, つっ 
うきぇ ょっちぇ, おけうすけ けとっ ゃ きぇか
おうすっ しなしすぇゃう ぉなさいけ こけつゃぇす 
ょぇ すぇくちせゃぇす おぇすけ ゃないさぇしすくう 
– こさけしすけ しぇ すぇかぇくすかうゃう... ′け 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しっ しすさっきはす 
おなき しなゃなさてっくしすゃけすけ, いぇとけすけ 

けす ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ いくぇはす, つっ ゃ 
ういおせしすゃけすけ こなかくけ しなゃなさてっく
しすゃけ くはきぇ, うきぇ しぇきけ しすさっきっあ, 
けこうすう すけ ょぇ ぉなょっ こけしすうゅくぇすけ 
う ゃ すけゃぇ っ くっゅけゃぇすぇ うしすうく
しおぇ しうかぇ う ゃないょっえしすゃうっ. ╁ぇくは 
╋うくつっゃぇ ゅけくう すけゃぇ しなゃなさ
てっくしすゃけ し せしきうゃおぇ う てうさけおけ 
しなさちっ. ╇ しっ さぇょゃぇ, つっ ゃしっ こけ
ゃっつっ ぉなかゅぇさう しっ ゃさなとぇす おなき 
くぇさけょくうすっ すぇくちう.

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう
ゃ ╀なかゅぇさうは ょぇ しっ うゅさぇはす
くぇさけょくう たけさぇ っ きけょくけ

╉ぇすけ つけゃっお, おけえすけ しっ いぇくう
きぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ し すけゃぇ, 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
しっ さぇょゃぇ. ╁ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ うきぇ 
しすけすうちう ゅさせこう, おけうすけ しなぉうさぇす 
ゃないさぇしすくうすっ くぇ たけさけすけ しかっょ 
ぉっいせきくうは しすさっし くぇ さぇぉけすくけ
すけ きはしすけ う ゃおなとう. ╆くぇお いぇ 
ゃないさぇあょぇくっすけ くぇ けぉうつすぇ おなき 
ぉなかゅぇさしおけすけ たけさけ っ う ′ぇちうけ
くぇかくけすけ くぇょうゅさぇゃぇくっ „〈なこぇく 
ぉうっ – たけさけ しっ ゃうっ”, おけっすけ しっ 
けさゅぇくういうさぇ こさっい きぇえ う ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. ╁ぇくは しなとけ せつぇしすゃぇ ゃ 
くっゅけ しなし しゃけはすぇ ゅさせこぇ し うきっ
すけ „〈っきっくせゅぇ”. 〈ぇおぇ しっ おぇい
ゃぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, おなょっすけ 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ しなとけ しっ いぇくう
きぇゃぇ し ょっちぇ, くけ おなき すぇくちうすっ 
しこけくすぇくくけ しっ こさうしなっょうくうかう 
う せつうすっかおうすっ, う さけょうすっかうすっ. 
〈ぇいう しっょきうちぇ ょけさう „〈っきっくせ
ゅぇ” とっ ゃかっいっ う ゃ くぇちうけくぇかっく 
っそうさ ゃ しこっちうぇかういうさぇくけすけ すゃ-
こさっょぇゃぇくっ いぇ くぇょうゅさぇゃぇくっ くぇ 
かのぉうすっかしおう ゅさせこう けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ  „′ぇょうゅさぇえ きっ!”. ╆ぇ 
╁ぇくは くっ っ ゃぇあくけ しこっつっかゃぇくっ
すけ くぇ くぇょうゅさぇゃぇくっすけ, ぇ しぇきぇすぇ 
さぇょけしす けす うゅさぇすぇ, けす ぉなかゅぇさ
しおうは そけかおかけさ.  ] さぇょけしすすぇ けす 
そけかおかけさぇ すは しっ いぇくうきぇゃぇ う ゃ 
しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ, おけゅぇすけ 
ぉさけょうさぇ ぉなかゅぇさしおう てっゃうちう. 
╆くぇっ きくけゅけ いぇ すはた, いぇ こさぇぉなか
ゅぇさしおうすっ しうきゃけかう, ゃゅさぇょっくう ゃ 
おさぇしうゃうすっ ちゃっすくう ぉけょけゃっ, いぇ 
さぇいかうつくうすっ すさぇょうちうう こけ きっし
すぇ せ くぇし. ╃ぇあっ しぇきぇ しう ういぉさけ
ょうさぇかぇ ちはかぇ くぇさけょくぇ くけしうは... 
╄え すぇおぇ – せつう しっ こけ しこっちうぇか
くぇ おくうゅぇ... [ぇいくけけぉさぇいうっすけ 
こさう てっゃうちうすっ っ すけかおけゃぇ ゅけ
かはきけ, おけかおけすけ ゅけかはきけ っ う さぇい
くけけぉさぇいうっすけ こさう くぇさけょくうすっ 
たけさぇ. ╉けかおけすけ ゅけかはきぇ っ けぉうつ
すぇ くぇ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ おなき ぉなか

ゅぇさしおけすけ. ╉けはすけ すは こさっょぇゃぇ 
ゃっつっ ぉかういけ 25 ゅけょうくう くぇ たう
かはょう ょっちぇ, こけこうかう さぇょけしすすぇ 
くぇ  ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく すぇくち 
う とっょさけ ょぇさはゃぇとう は くぇ しちっ
くぇすぇ くぇ しゃけはすぇ こせぉかうおぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╁ ょくうすっ くぇ こさぇいくうちう, おぇおすけ ゃ こけしかっょくうは きっしっち, おけゅぇすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
せたぇっ くぇ さけいう う こさうしすうゅぇす ゅけしすう けす ちはか しゃはす, いぇ ょぇ せしっすはす おさぇしけすぇすぇ くぇ 

[けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, ょぇ ゃうょはす すけつくけ ぉなかゅぇさしおけすけ, しすぇさけょぇゃくうは ょせた う すさぇょう
ちうはすぇ, うきっくくけ さけょくうはす そけかおかけさ っ けくけゃぇ けゅなくつっ, おけっすけ こけょこぇかゃぇ さぇょけしす
すぇ くぇ きぇかけ う ゅけかはきけ, おけっすけ ういさうゅゃぇ ゃ くっせょなさあうきう こけさうゃう う くぇょっあょう, 
おけっすけ こさけこなあょぇ きなおぇすぇ, おぇおゃぇすけ すけかおけゃぇ きくけゅけ うきぇ せ くぇし くぇこけしかっょなお. 
〈ぇいう くっせょなさあうきぇ さぇょけしす, おけはすけ しぇきけ ぉなかゅぇさしおうすっ さうすきう こけさぇあょぇす ゃ しなさ
ちぇすぇ くう, ゃっょくぇゅぇ とけき つせっき う ゃうょうき こなしすさけすぇすぇ くぇ いゃせちうすっ う すぇくちうすっ こけ 
すぇおすけゃっすっ しっょっき けしきう, けぉかっつっくう ゃ てっゃうちうすっ くぇ くぇさけょくうすっ くけしうう, うきぇ 
しゃけうすっ おけさっくう ょなかぉけおけ ゃなゃ ゃさっきっすけ う しゃけうすっ くぇょっあょう ゃ ぉなょっとっすけ, けす 

¨ぉとけ 66 おけきこぇくうう けす 10 
しすさぇくう こけおぇいぇたぇ くけゃう すったくけ-
かけゅうう う ういょっかうは. 
】ぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ 

こさぇおすうおぇ ぉっ し くぇえ-てうさけお 
ぇしけさすうきっくす, ょっきけくしすさうさぇと 
くぇょ 100 っおしこけくぇすぇ. 〉つぇしすうっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ ゃ ういかけあっくうっすけ ぉっ 
けさゅぇくういうさぇくけ う こさけゃっょっくけ けす 
しこっちうぇかうしすう くぇ けすょっか „╋ぇさおっ-
すうくゅ”, 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは う 
そうさきっくうは きせいっえ.
′ぇ とぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ぉはたぇ 

こけおぇいぇくう ゃしうつおう さぇいくけゃうょくけ-
しすう きぇかけおぇかうぉさっくう ぉけっこさうこぇ-

しう, こさけういゃっあょぇくう ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃:
- おぇかうぉなさ 7,62x39 mm, 

7,62x54 mm う 9た18 mm 
([せしおう おぇかうぉさう);
- 5,56た45 mm, 7,62た51 mm う 

9た19 mm (NATO おぇかうぉさう);
- 23た152 mm ういしすさっかう いぇ いっ-

くうすくぇ せしすぇくけゃおぇ ╆〉-2-23;
- 23た115 mm ういしすさっかう いぇ 

ぇゃうぇちうけくくう けさなょうは ╂【-23 う 
┿╋-23;
- 30た165 mm ういしすさっかう いぇ 

けさなょうは 2┿38, 2┿42 う 2┿72;
- 30た165 mm ういしすさっかう いぇ ぇゃう-

ぇちうけくくう けさなょうは すうこ ╂【-30.

‶けおぇいぇくう ぉはたぇ しなとけ 60 mm, 
81 mm, 82 mm う 120 mm ぉけえ-
くう う こさぇおすうつっしおう きうくけたゃなさ-
ゅぇつくう ういしすさっかう, きっあょせ おけうすけ 
う っょくぇ けす きけょっさくうすっ さぇいさぇ-
ぉけすおう ゃ けぉかぇしすぇ くぇ ぉけっこさうこぇ-
しうすっ - 60 mm すっさきけぉぇさうつくぇ 
きうくぇ.
¨しくけゃくけ きはしすけ ゃ っおしこけいうちう-

はすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ いぇっきぇたぇ 40 
mm けしおけかけつくう う こさけすうゃけすぇく-
おけゃう ういしすさっかう おなき そぇきうかうはすぇ 

さなつくう こさけすうゃけすぇくおけゃう ゅさぇくぇ-
すけきっすう ATGL-L, きっあょせ おけうすけ 
けすくけゃけ っょくぇ けす きけょっさくうすっ 
くけゃう さぇいさぇぉけすおう - 40/106 
mm ういしすさっか RTB-7A し すっさきけ-
ぉぇさうつくぇ ゅさぇくぇすぇ.
╂けかはき うくすっさっし こさっょういゃうおぇ 

う ういおかのつうすっかくけ ぉけゅぇすぇすぇ くけ-
きっくおかぇすせさぇ けす 40た46 mm うい-
しすさっかう, こさけういゃっあょぇくう ゃ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃:
- し けしおけかけつくぇ ゅさぇくぇすぇ;
- し こけょしおぇつぇとぇ けしおけかけつくぇ 

ゅさぇくぇすぇ;
- し おせきせかぇすうゃくけ けしおけかけつくぇ 

ゅさぇくぇすぇ; 
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- しなし いゃせおけゃけ-しゃっすかうくくぇ 

ゅさぇくぇすぇ;
- し こさけすうゃけょうゃっさしうけくくぇ 

ゅさぇくぇすぇ;
- し すっさきけぉぇさうつくぇ ゅさぇくぇすぇ 

(けすくけゃけ っょくぇ けす きけょっさくうすっ 
くけゃう さぇいさぇぉけすおう);
- しなし しうゅくぇかくう ゅさぇくぇすう (し 

ぉはかぇ, つっさゃっくぇ, いっかっくぇ う あなか-
すぇ いゃっいょう);
- し こぇさぇてせすうさぇとう しうゅくぇか-

くう ゅさぇくぇすう - つっすうさう ちゃはすぇ 
(し ぉはか, つっさゃっく, いっかっく う あなかす 
けゅなく);
- し ょうきくぇ ゅさぇくぇすぇ;
- し こさぇおすうつっしおぇ う こさぇおすうつっ-

しおぇ-きぇさおうさぇとぇ ゅさぇくぇすぇ.
′っ こけ-きぇかおけ ぉけゅぇすぇ ぉってっ 

う くけきっくおかぇすせさぇすぇ くぇ さなつくう-
すっ ゅさぇくぇすう, こさけういゃっあょぇくう ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃: けすぉさぇくうすっかくう, 
くぇしすなこぇすっかくう, ょうきくう (しっょっき 
ちゃはすぇ), こさぇおすうつっしおう う けすくけ-
ゃけ きけょっさくa くけゃa さぇいさぇぉけすおa 
– すっさきけぉぇさうつくぇ さなつくぇ ゅさぇ-
くぇすぇ.
]さっょ くぇえ-ぇすさぇおすうゃくうすっ うい-

ょっかうは ぉはたぇ くけゃうすっ さぇいさぇぉけす-
おう こけ くぇすけゃしおう しすぇくょぇさすう くぇ 
9た19 mm こうしすけかっす „┿さしっくぇか 
╉けきこぇおす”; 40た46 mm てっしす-
いぇさはょっく さっゃけかゃっさっく ゅさぇくぇ-
すけきっす ┿さしっくぇか MSGL; 40た46 
mm  こけょちっゃっく ゅさぇくぇすけきっす 
┿さしっくぇか UBGL-M8; 40た46 
mm  しぇきけしすけはすっかっく ゅさぇくぇ-
すけきっす ┿さしっくぇか UGGL-╋1; 
てうさけおぇ ゅぇきぇ ぇゃすけきぇすう ┿さしっ-
くぇか AR おぇかうぉなさ 5,56た45 mm 
し ういこけかいゃぇくっ くぇ さぇいかうつくう 
ゃうょけゃっ けこすうつっしおう こさうちっかう 
- ょくっゃくう, くけとくう, おけかうきぇすけさ-
くう – かぇいっさくう ちっかっせおぇいぇすっかう 
う すぇおすうつっしおう こさけあっおすけさう; 
おぇさすっつくうちぇ 7,62た51 mm ┿さ-
しっくぇか MG-1╋.
〈ぇいゅけょうてくけすけ のぉうかっえくけ 

ういかけあっくうっ くぇ しこっちこさけょせお-
ちうは ぉっ けすおさうすけ けす きうくうしすなさ-
こさっょしっょぇすっかは ╀けえおけ ╀けさう-
しけゃ, おけえすけ こけしっすう とぇくょけゃっすっ 
くぇ さけょくうすっ こさけういゃけょうすっかう. 
‶さっきうっさなす し うくすっさっし さぇい-
ゅかっょぇ とぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか“ う 
かうつくけ ういおぇいぇ おけきこかうきっくすう 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ そうさ-
きぇすぇ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょう-
さっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ‶け-
おなしくけ とぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ 
ぉっ こけしっすっく う けす きうくうしすなさぇ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ ゅっく. ┿くぬけ ┿くゅっかけゃ 
う けす いぇき.-きうくうしすなさぇ ╁ぇかっく-

すうく [ぇょっゃ. 
′ぇ けすおさうゃぇくっすけ こさうしなしすゃぇ 

う 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ういこなかくう-
すっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 
2000“, おぇおすけ う こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ けすょっか „╋ぇさおっすうくゅ“ う 〈った-
くうつっしおぇ ょうさっおちうは くぇ „┿さしっ-
くぇか“.
╁けっくくうはす きうくうしすなさ くぇ ┿いなさ-

ぉぇえょあぇく ゅっくっさぇか-こけかおけゃくうお 
]ぇそぇさ ┿ぉうっゃ さぇいゅかっょぇ とぇく-
ょけゃっすっ くぇ ういはゃっくう ぉなかゅぇさ-
しおう そうさきう, おぇすけ くぇえ-ゅけかはき 
うくすっさっし う ゃさっきっ けすょっかう くぇ 
こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“, 
いぇこけつゃぇえおう し せすけつくっくうっすけ, 
つっ っ こさっょゃぇさうすっかくけ いぇこけいくぇす 
し きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか” う くはおけう 

けす ういょっかうはすぇ, おけうすけ しっ こさけうい-
ゃっあょぇす ゃなゃ そうさきぇすぇ.
〈ぇいゅけょうてくけすけ ╃っしっすけ のぉう-

かっえくけ ういかけあっくうっ „》っきせし 
2012“ ぉっ こけしっすっくけ けす 24 ゅけし-
すせゃぇとう ょっかっゅぇちうう けす ょさせゅう 
しすさぇくう, おけうすけ しっ いぇこけいくぇたぇ し 
こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 
╇くすっさっし おなき こさけょせおちうはすぇ  

くぇ „┿さしっくぇか“ こさけはゃうたぇ, おぇお-
すけ さけょくう こぇさすくぬけさう - こさけうい-
ゃけょうすっかう う すなさゅけゃしおう そうさきう, 
すぇおぇ う そうさきう けす ]なさぉうは, ‶けか-

てぇ, ┿ゃしすさうは, ╂っさきぇくうは, ╊のお-
しっきぉせさゅ, 〉おさぇえくぇ, ╂させいうは, 
╄ゅうこっす, ┿かあうさ, ╁うっすくぇき, ]┿】 
う ょさ.
】ぇくょなす くぇ そうさきぇすぇ  ぉっ こけ-

しっすっく う けす きくけゅけ けそうちっさう う 
しっさあぇくすう けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ, ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう, 
ゃけっくくうすっ せつうかうとぇ; こさっょしすぇ-
ゃうすっかう くぇ しこっちうぇかういうさぇくう 
ういょぇくうは; ゅさぇあょぇくう.
‶け ゃさっきっ くぇ ういかけあっくうっすけ 

”┿さしっくぇか” ┿╃,  しなゃきっしすくけ し 
こっす ぉなかゅぇさしおう いぇゃけょぇ,  ょっ-
きけくしすさうさぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ う 
ぉけっこさうこぇしう くぇ 『っくすさぇかくうは 
ぇさすうかっさうえしおう こけかうゅけく “╆きっ-

っゃけ”, おなょっすけ ゃ さぇきおうすっ くぇ 
ういかけあっくうっすけ しっ こさけゃっょけたぇ 
ょっきけくしすさぇすうゃくう しすさっかぉう. ╁ 
こけしかっょくうはす ょっく くぇ ╃っしっすけ-
すけ のぉうかっえくけ ういょぇくうっ ゃしうつおう 
せつぇしすくうちう こけかせつうたぇ しこっちうぇか-
くう ゅさぇきけすう けす ╋っあょせくぇさけょ-
くうは こぇくぇうさ - ‶かけゃょうゃ う こかぇ-
おっすう けす 《けくょぇちうは „》っきせし ‘95“.

╋ぇすっさうぇかなす っ こけょゅけすゃっく 
けす 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは 

くぇ  «┿さしっくぇか» ┿╃
う けすょっか «╋ぇさおっすうくゅ»

しなしすゃぇとうすっ しう すさなゅくぇたぇ う し ょぇさ けす ╇ゃぇえかぇ - こなさゃぇすぇ え おくうゅぇ. 
‶けゃっつっ いぇ すぇかぇくすかうゃけすけ ぇさしっくぇかしおけ きけきうつっ とっ くぇせつうすっ ゃ しかっょゃぇとうは 

ぉさけえ くぇ 〈┿. 
〈┿

Куп шестици нареди в личната си година 
един невероятен човек от БЗР „Арсенал“- 

инспектор Милко Кабаджов.

На сакралната дата 06.06. 2012 година 
колегата Кабаджов отпразнува своите 60 години.

Важното събитие бе отбелязано с 
подобаваща почерпка и поредица от 

забележителни поздрави и наричания.

Основното: да е все така отзивчив и упорит 
в работата и все така лъчезарен като човек 

и невероятен като колега.

Бъди ни жив и здрав и да доживееш още 
толкова, без да са ти скучни!

Искрено и с много сърце:

Колегите от отдел

„Безопасност и здраве при работа“

„Арсенал“ АД

Военният министър на Азърбайджан 

генерал Сафар Абиев с интерес 

разгледа щанда на “Арсенал”

Представителите на “Арсенал” おけうすけ うきぇきっ すけかおけゃぇ きくけゅけ くせあょぇ ょくっし. ′ぇょっあょうすっ くう, おぇおすけ ゃうくぇゅう っ ぉうかけ, しぇ ゃ ょせてうすっ くぇ ょっ
ちぇすぇ くう, けとっ こけゃっつっ - ゃ けくっいう けす すはた, おけうすけ けす きぇかおう あうゃっはす し ぉけゅぇすしすゃけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ おせか
すせさくけ くぇしかっょしすゃけ. ╊のぉけゃすぇ おなき くっゅけ, けぉぇつっ くっ しっ しかせつゃぇ すけおせ-すぇおぇ, ぇ ゃうくぇゅう っ こけょおかぇあょぇくぇ 
けす くはおけえ, おけえすけ うきぇ いぇ しゃけえ あうすっえしおう しきうしなか しなたさぇくっくうっすけ くぇ すさぇょうちうはすぇ. ] かのぉけゃ. ╇ くうおぇお 
くっ っ しかせつぇえくけ, つっ けすおさうゃぇき すぇいう かのぉけゃ うきっくくけ せ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ - たせょけあっしすゃっくうはす さなおけゃけょうすっか 
くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしすおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ╄ょくぇ せしきうたくぇすぇ ょぇきぇ, おけはすけ 
くけしう しかなくちっすけ ゃ おけしうすっ う けつうすっ しう う おけはすけ とっょさけ ゅけ さぇいょぇゃぇ くぇ ゃしうつおう けくっいう 140 ょっちぇ, し おけうすけ 
ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ すぇくちせてぇす いぇっょくけ ゃ さうすなきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たけさぇ. ] かのぉけゃ.
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╅『』╊〉╅]』[╅ ╉ぇぅ╊『っ 』 》ぇ『╇╅ 』【¨｠《』╆¨『[╅;IUVLV TRJHIQ HIQ! ′ぇょ 320 さぇぉけすくう
ちう う しかせあうすっかう 

くぇ „┿さしっくぇか” こけつうゃぇ
たぇ くぇこなかくけ ぉっいこかぇす
くけ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ きっしっち くぇ ぉぇいぇすぇ ゃ 
たけすっか „┿さしっくぇか” ゃ ′っ
しっぉなさ. 』かっくけゃっすっ くぇ 
すったくうすっ しっきっえしすゃぇ しっ 
こけかいゃぇたぇ し けぉかっおつっく 
ちっくけゃう こぇおっす.  
╀っいこかぇすくぇすぇ こけ

つうゃおぇ っ つぇしす けす しけ
ちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ, おけはすけ ゃっつっ 
くはおけかおけ ゅけょうくう しっ うい
こなかくはゃぇ ぉっいせこさっつくけ. 
]さっょ とぇしすかうゃちうすっ 

ょぇ こけつうゃぇす う すけいう こなす 
くぇ さぇいくけしおう くぇ そうさ
きぇすぇ ぉはたぇ くぇえ-ょけぉさう
すっ さぇぉけすくうちう う しかせ
あうすっかう, けこさっょっかっくう 
けす いぇゃけょしおうすっ  さなおけ
ゃけょしすゃぇ. 
]さっょくけ こけ 132 かっゃぇ 

っ しせぉしうょうはすぇ いぇ ゃしっおう 
こけつうゃぇと ぇさしっくぇかっち, 
けしうゅせさっくぇ けす そうさきぇすぇ. 

〈┿

“┿い しなき かのぉけゃすぇ” - すぇおぇ しっ 
くぇさうつぇ ょっぉのすくぇすぇ しすうたけしぉうさおぇ 
くぇ 17-ゅけょうてくぇすぇ ╇ゃぇえかぇ 〈け
ょけさけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ ぉっ 
こさっょしすぇゃっくぇ こさっょう しっょきうちぇ. 
╇ゃぇえかぇ, いぇ つうえすけ こけっすうつっく 

すぇかぇくす こさっょう ゅけょうくぇ 〈┿ こうしぇ, 
っ ょなとっさは くぇ ]すけはくおぇ ┿ょぇきけゃぇ, 
おけはすけ さぇぉけすう ゃ “┿さしっくぇか”. 
]ぇきけ くぇ 17 ゅけょうくう, ╇ゃぇえかぇ 

ゃっつっ うきぇ ょけしすぇすなつくけ こけっすうつくう 
すゃけさぉう, おけうすけ ょぇ こけぉっさっ ゃ しすう
たけしぉうさおぇ. ‶さっきうっさぇすぇ え せゃぇ
あうたぇ くっえくう こさうはすっかう, しなせつっ
くうちう, かのぉうすっかう くぇ こけっすうつくけすけ 
しかけゃけ う くぇ こけっいうはすぇ くぇ ╇ゃぇえかぇ. 
╆ぇ おけさうちぇ くぇ しすうたけしぉうさおぇすぇ しう 
せつっくうつおぇすぇ っ ういぉさぇかぇ そけすけし 
くぇ ういゃっしすくうは ぉなかゅぇさしおう きけょっか 
╋ぇゅう ╅っかはいおけゃぇ.
╋かぇょぇすぇ こけっすっしぇ せしこは ょぇ こさけ

しなかいう こさうしなしすゃぇとうすっ くぇ こさっ
きうっさぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ え し くっえくうは 
こけっすうつっく さっちうすぇか う し かうつくうすっ 
けぉさなとっくうは おなき ゃしっおう. ╁ おさぇは 
くぇ こけっすうつくうは こさぇいくうお こさう

╁ぇくは ╋うくつっゃぇ しっ たゃぇとぇ 
こさけそっしうけくぇかくけ

くぇ たけさけすけ いぇ こさなゃ こなす
ゃ „┿さしっくぇか”

‶さっょう ょぇ ょけえょっ しかっょ ╋ぇすっ-
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは くぇ さぇ-
ぉけすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, おなょっすけ 
さぇぉけすう ゃ ╄かっおすさけくくけ-ういつうし-
かうすっかくうは ちっくすなさ, ╁ぇくは くっ しっ 
いぇくうきぇゃぇ しっさうけいくけ し ぉなかゅぇさ-
しおう そけかおかけさ. ╁ ┿さしっくぇかしおうは 
すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか, けぉぇつっ, 
すは けすおさうゃぇ しゃけっすけ うしすうくしおけ 
こけこさうとっ う すぇおぇ しかっょ 25 ゅけ-
ょうくう – こなさゃけ ゃ ぇくしぇきぉなかぇ, 

ぇ こけしかっ - う おぇすけ たせょけあっしす-
ゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ ょっちぇすぇ, 
ょくっし ╁ぇくは てっゅけゃうすけ ゅけゃけさう 
いぇ しっぉっ しう おぇすけ いぇ: ”╇くあっくっさ 
こけ けぉさぇいけゃぇくうっ - そけかおかけさうしす 
こけ こさういゃぇくうっ”. ╁ぇくは ╋うくつっ-
ゃぇ いぇゃなさてゃぇ うくあっくっさしすゃけ 
ゃ ╂ぇぉさけゃけ う ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
【おけかぇ いぇ たせょけあっしすゃっくう さな-
おけゃけょうすっかう くぇ しぇきけょっえくう 
すぇくちけゃう おけかっおすうゃう ゃ ‶かけゃ-
ょうゃ こさっい 1988-きぇ. [なおけゃけょう-
すっか くぇ ょっすしおうは すぇくちけゃ しなしすぇゃ 
っ けす 1989-すぇ, 5 ゅけょうくう しかっょ 
しないょぇゃぇくっすけ きせ. ‶さっい すっいう 23 
ゅけょうくう ╁ぇくは さぇぉけすう し うょっ-
はすぇ, おぇおゃぇすけ うきぇ けとっ こさう 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ しなしすぇゃぇ - ょぇ 
こけょゅけすゃは ょっちぇ くぇ ゃうしけおけ こさけ-
そっしうけくぇかくけ くうゃけ いぇ ゅけかっ-
きうは ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか”. 
╇ すけゃぇ しっ しかせつゃぇ. ]うゅせさくけ 
しぇ くぇょ 1000 ょっちぇすぇ, ょけてかう 
いぇ こさなゃ こなす くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
すぇくちけゃぇ しちっくぇ, うきっくくけ ゃ しなし-
すぇゃぇ くぇ ╁ぇくは. ╃っちぇすぇ うょゃぇす 
しゃけぉけょくけ, ぉっい けゅさぇくうつっくうはすぇ 
くぇ おけくおせさしぇ - し けゅさけきくけ あっ-
かぇくうっ, けぉうつ おなき くぇさけょくうすっ 
すぇくちう う きっつすう いぇ ういはゃう くぇ 
しちっくぇすぇ. ╆ぇ きくけゅけ けす すはた すけゃぇ 
しすぇゃぇ さっぇかくけしす. ╉けえすけ くっ せし-
こはゃぇ ょぇ せょなさあう くぇ きくけゅけすけ 
さっこっすうちうう うかう ゅせぉう うくすっさっし, 
けすこぇょぇ. ╆ぇ ╁ぇくは おぇすけ さなおけゃけ-
ょうすっか っ きくけゅけ ゃぇあくけ くぇ ゃしはおけ 
ょっすっ ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ, きぇおぇさ けくっ-
いう, おけうすけ うきぇす すぇかぇくす ょぇ くぇ-
こさっょゃぇす ぉなさいけ, ぇ ょさせゅうすっ, ょぇ 
ょけゅけくゃぇす し けゅさけきくけ あっかぇくうっ 
う すさせょ. ╆ぇ ╁ぇくは っ ゃぇあくけ くっ 

しぇきけ こけしすうゅぇくっすけ くぇ きぇえしすけさ-
しおけすけ すぇくちけゃけ  ういこなかくっくうっ, ぇ 
しなとけ う ゃないこうすぇくうっすけ ゃ けぉうつ 
おなき さけょくうは そけかおかけさ, いぇ おけえ-
すけ すは こけしすけはくくけ けすおさうゃぇ, つっ 
ょっえしすゃうすっかくけ っ くっういつっさこぇっきけ 
ぉけゅぇす. ╆ぇ ╁ぇくは さぇょけしすすぇ  けす 
さぇぉけすぇすぇ しっ せきくけあぇゃぇ きくけゅけ-
おさぇすくけ けす さぇょけしすすぇ, おけはすけ ょっ-
ちぇすぇ ょぇゃぇす くぇ おけくちっさすうすっ しう 
いぇ さけょうすっかう, ぉぇぉう, ょはょけゃちう, 
さけょくうくう う こさうはすっかう. ╆ぇすけ-
ゃぇ すは こけょゅけすゃは おけくちっさすうすっ くぇ 
ょっちぇすぇ おぇすけ うしすうくしおう こさぇい-
くうちう. ╇しすうくしおう こさぇいくうお ぉっ う 
ゅけょうてくうはす おけくちっさす くぇ しなしすぇゃぇ 

くぇ こさっい きぇえ す.ゅ. ¨しけぉっくぇ さぇ-
ょけしす くぇしすぇゃぇ う いぇさぇょう すけゃぇ, つっ 
ょっちぇすぇ けす ╃ぃ《〈] うゅさぇはす くぇ 
しちっくぇすぇ いぇっょくけ し ゅけかっきうは ぇく-
しぇきぉなか - くぇ ゃないさぇしすくうすっ, さな-
おけゃけょっく けす たけさっけゅさぇそぇ 》さうし-
すけ ]すけはくけゃ. ╇きっくくけ すけえ は おぇくう 
くぇゃさっきっすけ ょぇ こけっきっ ょっちぇすぇ, 
おけうすけ ょくっし すぇくちせゃぇす ゃ 4 ゃない-
さぇしすけゃう ゅさせこう. 7-8 – ゅけょうてくう-
すっ こけつゃぇす ゃ こなさゃう おかぇし, こけしかっ 
こさっきうくぇゃぇす ゃ ゅけかはきぇすぇ ておけかぇ. 
╋ぇかおうはす おけくちっさすっく しなしすぇゃ いぇ 
10-12-ゅけょうてくうすっ う ゅけかっきうは, 
おなょっすけ うゅさぇはす きっあょせ 12 う 
15-ゅけょうてくう せつっくうちう. ╂けかはきぇ 
つぇしす けす ょっちぇすぇ しぇ ぇさしっくぇかしおう 
– こけ しうかぇすぇ くぇ すさぇょうちうはすぇ, 
こけゃっつっすけ しぇ きけきうつっすぇ, くけ うきぇ 
う きくけゅけ きけきつっすぇ. ╁っつっ うょゃぇす 
う ょっちぇ くぇ ぉうゃてう ゃないこうすぇくうちう. 
〈ぇおぇ しっ しないょぇゃぇ うしすうくしおぇ こさう-
っきしすゃっくけしす, おけはすけ こけょょなさあぇ 
ゃさないおぇすぇ し さけょくうは そけかおかけさ う 
ゅぇさぇくすうさぇ けすかうつくう すぇくちぬけさう 
いぇ ゅけかっきうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ 
ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”, けぉはしくはゃぇ 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ.

╃っちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ 
せつぇす ょぇ すぇくちせゃぇす ぉっいこかぇすくけ

╃けきなす くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっ-
くぇか” っ こさっょけしすぇゃうか ゃしうつおう 
せしかけゃうは いぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ ょっ-
ちぇすぇ, おけうすけ うょゃぇす ょゃぇ こなすう, ぇ 
ゅけかっきうすっ – う すさう こなすう しっょきうつ-
くけ ゃ いぇかぇすぇ, しこっちうぇかくけ けぉけ-
させょゃぇくぇ いぇ さっこっすうちうう. „╃け-
しっゅぇ せょなさあぇきっ くぇ おさういうすっ”, 
おぇいゃぇ ╁ぇくは. 〈は くっこさっおなしくぇすけ 
こけしすぇゃは くけゃう う くけゃう すぇくちう, 
くっ しぇきけ いぇさぇょう おさぇしけすぇすぇ う 

さぇいくけけぉさぇいうっすけ, くけ う  いぇとけすけ 
っ せぉっょっくぇ, つっ ょっちぇすぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ くぇせつぇゃぇす, つっ ゃ けすょっかくう-
すっ っすくけゅさぇそしおう けぉかぇしすう くぇ 
╀なかゅぇさうは しっ うゅさぇはす さぇいかうつ-
くう たけさぇ. [ぇいかうつくう たけさぇ うきぇ 
ょけさう ゃ しなしっょくう しっかぇ, けすしすけは-
とう っょくけ けす ょさせゅけ くぇ くっ こけゃっ-
つっ けす 7-8 おき, し せょうゃかっくうっ っ 
けすおさうかぇ さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ 
╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか”. ╇ょっうすっ いぇ 
くけゃうすっ すぇくちう, おけうすけ すは こけしすぇ-
ゃは くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ さぇいかうつくうすっ 
たけさぇ, え うょゃぇす くぇゃしはおなょっ. ╁しっ 
くけゃう う くけゃう. ╁ぇくは しこけょっかっは, 
つっ しかせてぇ こさっょうきくけ くぇさけょくぇ 
きせいうおぇ こけ ゃしうつおう っそうさくう 
おぇくぇかう う つせゃぇえおう きせいうおぇすぇ, 
ゃっょくぇゅぇ しう は こさっょしすぇゃは おぇすけ 
すぇくち. ╇ょっうすっ しぇ すけかおけゃぇ きくけ-
ゅけ, つっ ぇおけ くっ ゅう いぇこうてっ ゃっょ-
くぇゅぇ, くっ きけあっ こけしかっ ょぇ ゅう 
せかけゃう. ╆ぇこうしゃぇ ゅう, くけ ゃ たけょぇ 
くぇ さぇぉけすぇすぇ すぇくちうすっ しっ こさけ-
きっくはす すゃけさつっしおう こさう おけくすぇ-
おすぇ し ょっちぇすぇ. ╆ぇとけすけ こさけちっ-
しなす くぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ っょくけ 
ういこなかくっくうっ いぇ こさっょ こせぉかうおぇ-
すぇ, くぇうしすうくぇ っ ょなかなゅ. ╇しおぇ しっ 
ゃさっきっ う きくけゅけ さぇぉけすぇ, きぇおぇさ 
ょっちぇすぇ ょぇ あっかぇはす ゃしうつおけ ょぇ 
しすぇゃぇ ぉなさいけ. 〈ぇおぇ すぇくちうすっ 
せつぇす ょっちぇすぇ, つっ いぇ こけしすうゅぇくっ-
すけ くぇ くっとけ ょけぉさけ ゃ あうゃけすぇ, 
すさはぉゃぇす こけしすけはくしすゃけ, せしうかうは 
う すさせょ... 
╁ きけきっくすぇ しなしすぇゃなす こけょ-

ょなさあぇ さっこっさすけぇさ けす 18 すぇく-
ちぇ. ‶っょぇゅけゅなす こさっちっくはゃぇ うく-
ょうゃうょせぇかくうすっ ゃないきけあくけしすう 
くぇ ゃしはおけ ょっすっ う ゅけ くぇしけつゃぇ 
ゃ すぇくちぇ, すぇき, おなょっすけ きけあっ 
くぇえ-ょけぉさっ ょぇ しっ しこさぇゃう. ′ぇ 

きぇかおうすっ うき たぇさっしゃぇ ゃしうつおけ, 
うしおぇす ょぇ くぇせつぇゃぇす, くけ けす しっ-
ゅぇてくうは さっこっさすけぇさ かのぉうきけすけ 
うき ういこなかくっくうっ っ „‶うさうくしおう 
すぇくち” こけ こっしくう けす きぇおっょけく-
しおうは そけかおかけさ, おけうすけ ゃしうつおう 
うしおぇす ょぇ すぇくちせゃぇす. ╁ぇくは ゃう-

くぇゅう ゃ こけょぉけさぇ くぇ さっこっさすけ-
ぇさぇ こさけおぇさゃぇ くっこさっきっくくけ こぇ-
すさうけすうつくうは きけきっくす, いぇとけすけ っ 
せぉっょっくぇ, つっ, けしゃっく すぇくちけゃぇ 
おせかすせさぇ, ょっちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ゃないこうすぇゃぇす う ゃ ょせたぇ くぇ ぉなか-
ゅぇさとうくぇすぇ. ╆ぇすけゃぇ すは ういぉう-
さぇ こっしくう, おけうすけ ゃないたゃぇかはゃぇす 
╀なかゅぇさうは – いぇとけすけ: ”′ぇてう-
すっ すぇくちう しぇ せくうおぇかくう, くはきぇ 
ょさせゅぇ すけかおけゃぇ きぇかおぇ しすさぇくぇ 
し すけかおけゃぇ くっけぉはすっく  そけかお-
かけさ う っょゃぇ かう しすうゅぇ ちはか っょうく 
あうゃけす, いぇ ょぇ ぉなょっ すけえ けこけい-
くぇす ょけおさぇえ. ┿ すけゃぇ っ けゅさけきくけ 
くぇちうけくぇかくけ ぉけゅぇすしすゃけ!”. ╉ぇすけ 
たけさっけゅさぇそ, こっょぇゅけゅ う たせょけ-
あっしすゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ 140-
すっ ょっちぇ けす ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか”, 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し 
くっとぇすぇ けす くぇつぇかけ ょけ おさぇえ: 
”╋うしかは いぇ ゃしうつおけ...”.

╋ぇかおうすっ ぇさしっくぇかしおう
すぇくちぬけさう せつぇしすゃぇす
ゃ きくけゅけ おけくおせさしう

‶けしすけはくくけ ゅう おぇくはす, くぇ きくけ-
ゅけ きっしすぇ すっ こっつっかはす くぇゅさぇょう. 
╉けくおせさしうすっ ゃ ╉けすっか, ╂なかなぉけ-
ゃけ, „¨さそっっゃけ ういゃけさつっ” ゃ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ, ‶さうきけさしおけ ゃっつっ くっ 
きうくぇゃぇす ぉっい すはたくけ せつぇしすうっ. 
′けゃうはす くぇちうけくぇかっく そっしすうゃぇか 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ こさっょう 
きっしっち ょけくっしっ ゃすけさけすけ きはし-
すけ いぇ ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか”, こさう 
ういおかのつうすっかくけ ゃうしけおけすけ くうゃけ 
くぇ せつぇしすうっ くぇ 14 おけかっおすうゃぇ 
けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは, さぇょゃぇ しっ 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ. 〈は こさういくぇゃぇ, 
つっ ゃしっおう たせょけあっしすゃっく さなおけ-
ゃけょうすっか うきぇ しゃけえ こけょたけょ おなき 
さぇぉけすぇすぇ し ょっちぇすぇ, くけ いぇ しっぉっ 
しう, ╁ぇくは ゃっつっ いくぇっ, つっ おかの-
つなす おなき くっえくうすっ こけしすうあっくうは 
っ けこうすなす おぇすけ すぇくちぬけさおぇ ゃ ぇく-
しぇきぉなか „┿さしっくぇか”, けすおなょっすけ 
いぇこけつゃぇ ゃしうつおけ. ] ぇくしぇきぉな-
かぇ ╁ぇくは うきぇ しすけすうちう せつぇしすうは 
こけ くぇてう う つせあょう しちっくう う しっ 
しすさっきう ょぇ こけょゅけすゃは ょっちぇすぇ, 
いぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ うきぇす しなとうすっ 
せしこったう. „┿い しなき しう ぇさしっくぇか-
おぇ”, おぇいゃぇ いぇ し せしきうゃおぇ ╁ぇくは 
╋うくつっゃぇ. ′ぇ ゃしっおう 4-5 ゅけょう-
くう すは こけょゅけすゃは こけ っょうく いさはか 
ゃっつっ ゃ すぇくちうすっ ゃうこせしお, おけえ-
すけ っしすっしすゃっくけ しっ ゃかうゃぇ ゃ ゅぇ-
かっきうは ぇさしっくぇかしおう ぇくしぇきぉなか, 
こけいくぇす  せ くぇし う こけ しゃっすぇ う けしけ-
ぉっくけ けぉうつぇく ゃ ぅこけくうは, おなょっ-
すけ ゅけしすせゃぇ ゃしはおぇ っしっく こけゃっつっ 

けす 10 ゅけょうくう. ¨とっ こけゃっつっ, つっ 
うきぇ ょっちぇ, おけうすけ けとっ ゃ きぇか-
おうすっ しなしすぇゃう ぉなさいけ こけつゃぇす 
ょぇ すぇくちせゃぇす おぇすけ ゃないさぇしすくう 
– こさけしすけ しぇ すぇかぇくすかうゃう... ′け 
こさけょなかあぇゃぇす ょぇ しっ しすさっきはす 
おなき しなゃなさてっくしすゃけすけ, いぇとけすけ 

けす ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ いくぇはす, つっ ゃ 
ういおせしすゃけすけ こなかくけ しなゃなさてっく-
しすゃけ くはきぇ, うきぇ しぇきけ しすさっきっあ, 
けこうすう すけ ょぇ ぉなょっ こけしすうゅくぇすけ 
う ゃ すけゃぇ っ くっゅけゃぇすぇ うしすうく-
しおぇ しうかぇ う ゃないょっえしすゃうっ. ╁ぇくは 
╋うくつっゃぇ ゅけくう すけゃぇ しなゃなさ-
てっくしすゃけ し せしきうゃおぇ う てうさけおけ 
しなさちっ. ╇ しっ さぇょゃぇ, つっ ゃしっ こけ-
ゃっつっ ぉなかゅぇさう しっ ゃさなとぇす おなき 
くぇさけょくうすっ すぇくちう.

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう
ゃ ╀なかゅぇさうは ょぇ しっ うゅさぇはす
くぇさけょくう たけさぇ っ きけょくけ

╉ぇすけ つけゃっお, おけえすけ しっ いぇくう-
きぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ し すけゃぇ, 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
しっ さぇょゃぇ. ╁ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ うきぇ 
しすけすうちう ゅさせこう, おけうすけ しなぉうさぇす 
ゃないさぇしすくうすっ くぇ たけさけすけ しかっょ 
ぉっいせきくうは しすさっし くぇ さぇぉけすくけ-
すけ きはしすけ う ゃおなとう. ╆くぇお いぇ 
ゃないさぇあょぇくっすけ くぇ けぉうつすぇ おなき 
ぉなかゅぇさしおけすけ たけさけ っ う ′ぇちうけ-
くぇかくけすけ くぇょうゅさぇゃぇくっ „〈なこぇく 
ぉうっ – たけさけ しっ ゃうっ”, おけっすけ しっ 
けさゅぇくういうさぇ こさっい きぇえ う ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╁ぇくは しなとけ せつぇしすゃぇ ゃ 
くっゅけ しなし しゃけはすぇ ゅさせこぇ し うきっ-
すけ „〈っきっくせゅぇ”. 〈ぇおぇ しっ おぇい-
ゃぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, おなょっすけ 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ しなとけ しっ いぇくう-
きぇゃぇ し ょっちぇ, くけ おなき すぇくちうすっ 
しこけくすぇくくけ しっ こさうしなっょうくうかう 
う せつうすっかおうすっ, う さけょうすっかうすっ. 
〈ぇいう しっょきうちぇ ょけさう „〈っきっくせ-
ゅぇ” とっ ゃかっいっ う ゃ くぇちうけくぇかっく 
っそうさ ゃ しこっちうぇかういうさぇくけすけ すゃ-
こさっょぇゃぇくっ いぇ くぇょうゅさぇゃぇくっ くぇ 
かのぉうすっかしおう ゅさせこう けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ  „′ぇょうゅさぇえ きっ!”. ╆ぇ 
╁ぇくは くっ っ ゃぇあくけ しこっつっかゃぇくっ-
すけ くぇ くぇょうゅさぇゃぇくっすけ, ぇ しぇきぇすぇ 
さぇょけしす けす うゅさぇすぇ, けす ぉなかゅぇさ-
しおうは そけかおかけさ.  ] さぇょけしすすぇ けす 
そけかおかけさぇ すは しっ いぇくうきぇゃぇ う ゃ 
しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっきっ, おけゅぇすけ 
ぉさけょうさぇ ぉなかゅぇさしおう てっゃうちう. 
╆くぇっ きくけゅけ いぇ すはた, いぇ こさぇぉなか-
ゅぇさしおうすっ しうきゃけかう, ゃゅさぇょっくう ゃ 
おさぇしうゃうすっ ちゃっすくう ぉけょけゃっ, いぇ 
さぇいかうつくうすっ すさぇょうちうう こけ きっし-
すぇ せ くぇし. ╃ぇあっ しぇきぇ しう ういぉさけ-
ょうさぇかぇ ちはかぇ くぇさけょくぇ くけしうは... 
╄え すぇおぇ – せつう しっ こけ しこっちうぇか-
くぇ おくうゅぇ... [ぇいくけけぉさぇいうっすけ 
こさう てっゃうちうすっ っ すけかおけゃぇ ゅけ-
かはきけ, おけかおけすけ ゅけかはきけ っ う さぇい-
くけけぉさぇいうっすけ こさう くぇさけょくうすっ 
たけさぇ. ╉けかおけすけ ゅけかはきぇ っ けぉうつ-
すぇ くぇ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ おなき ぉなか-

ゅぇさしおけすけ. ╉けはすけ すは こさっょぇゃぇ 
ゃっつっ ぉかういけ 25 ゅけょうくう くぇ たう-
かはょう ょっちぇ, こけこうかう さぇょけしすすぇ 
くぇ  ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく すぇくち 
う とっょさけ ょぇさはゃぇとう は くぇ しちっ-
くぇすぇ くぇ しゃけはすぇ こせぉかうおぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╁ ょくうすっ くぇ こさぇいくうちう, おぇおすけ ゃ こけしかっょくうは きっしっち, おけゅぇすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
せたぇっ くぇ さけいう う こさうしすうゅぇす ゅけしすう けす ちはか しゃはす, いぇ ょぇ せしっすはす おさぇしけすぇすぇ くぇ 

[けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, ょぇ ゃうょはす すけつくけ ぉなかゅぇさしおけすけ, しすぇさけょぇゃくうは ょせた う すさぇょう-
ちうはすぇ, うきっくくけ さけょくうはす そけかおかけさ っ けくけゃぇ けゅなくつっ, おけっすけ こけょこぇかゃぇ さぇょけしす-
すぇ くぇ きぇかけ う ゅけかはきけ, おけっすけ ういさうゅゃぇ ゃ くっせょなさあうきう こけさうゃう う くぇょっあょう, 
おけっすけ こさけこなあょぇ きなおぇすぇ, おぇおゃぇすけ すけかおけゃぇ きくけゅけ うきぇ せ くぇし くぇこけしかっょなお. 
〈ぇいう くっせょなさあうきぇ さぇょけしす, おけはすけ しぇきけ ぉなかゅぇさしおうすっ さうすきう こけさぇあょぇす ゃ しなさ-
ちぇすぇ くう, ゃっょくぇゅぇ とけき つせっき う ゃうょうき こなしすさけすぇすぇ くぇ いゃせちうすっ う すぇくちうすっ こけ 
すぇおすけゃっすっ しっょっき けしきう, けぉかっつっくう ゃ てっゃうちうすっ くぇ くぇさけょくうすっ くけしうう, うきぇ 
しゃけうすっ おけさっくう ょなかぉけおけ ゃなゃ ゃさっきっすけ う しゃけうすっ くぇょっあょう ゃ ぉなょっとっすけ, けす 

¨ぉとけ 66 おけきこぇくうう けす 10 
しすさぇくう こけおぇいぇたぇ くけゃう すったくけ
かけゅうう う ういょっかうは. 
】ぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ くぇ 

こさぇおすうおぇ ぉっ し くぇえ-てうさけお 
ぇしけさすうきっくす, ょっきけくしすさうさぇと 
くぇょ 100 っおしこけくぇすぇ. 〉つぇしすうっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ ゃ ういかけあっくうっすけ ぉっ 
けさゅぇくういうさぇくけ う こさけゃっょっくけ けす 
しこっちうぇかうしすう くぇ けすょっか „╋ぇさおっ
すうくゅ”, 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは う 
そうさきっくうは きせいっえ.
′ぇ とぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ぉはたぇ 

こけおぇいぇくう ゃしうつおう さぇいくけゃうょくけ
しすう きぇかけおぇかうぉさっくう ぉけっこさうこぇ

しう, こさけういゃっあょぇくう ゃ „┿さしっくぇか” 
┿╃:
- おぇかうぉなさ 7,62x39 mm, 

7,62x54 mm う 9た18 mm 
([せしおう おぇかうぉさう);
- 5,56た45 mm, 7,62た51 mm う 

9た19 mm (NATO おぇかうぉさう);
- 23た152 mm ういしすさっかう いぇ いっ

くうすくぇ せしすぇくけゃおぇ ╆〉-2-23;
- 23た115 mm ういしすさっかう いぇ 

ぇゃうぇちうけくくう けさなょうは ╂【-23 う 
┿╋-23;
- 30た165 mm ういしすさっかう いぇ 

けさなょうは 2┿38, 2┿42 う 2┿72;
- 30た165 mm ういしすさっかう いぇ ぇゃう

ぇちうけくくう けさなょうは すうこ ╂【-30.

‶けおぇいぇくう ぉはたぇ しなとけ 60 mm, 
81 mm, 82 mm う 120 mm ぉけえ
くう う こさぇおすうつっしおう きうくけたゃなさ
ゅぇつくう ういしすさっかう, きっあょせ おけうすけ 
う っょくぇ けす きけょっさくうすっ さぇいさぇ
ぉけすおう ゃ けぉかぇしすぇ くぇ ぉけっこさうこぇ
しうすっ - 60 mm すっさきけぉぇさうつくぇ 
きうくぇ.
¨しくけゃくけ きはしすけ ゃ っおしこけいうちう

はすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ いぇっきぇたぇ 40 
mm けしおけかけつくう う こさけすうゃけすぇく
おけゃう ういしすさっかう おなき そぇきうかうはすぇ 

さなつくう こさけすうゃけすぇくおけゃう ゅさぇくぇ
すけきっすう ATGL-L, きっあょせ おけうすけ 
けすくけゃけ っょくぇ けす きけょっさくうすっ 
くけゃう さぇいさぇぉけすおう - 40/106 
mm ういしすさっか RTB-7A し すっさきけ
ぉぇさうつくぇ ゅさぇくぇすぇ.
╂けかはき うくすっさっし こさっょういゃうおぇ 

う ういおかのつうすっかくけ ぉけゅぇすぇすぇ くけ
きっくおかぇすせさぇ けす 40た46 mm うい
しすさっかう, こさけういゃっあょぇくう ゃ „┿さ
しっくぇか” ┿╃:
- し けしおけかけつくぇ ゅさぇくぇすぇ;
- し こけょしおぇつぇとぇ けしおけかけつくぇ 

ゅさぇくぇすぇ;
- し おせきせかぇすうゃくけ けしおけかけつくぇ 

ゅさぇくぇすぇ; 
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- しなし いゃせおけゃけ-しゃっすかうくくぇ 

ゅさぇくぇすぇ;
- し こさけすうゃけょうゃっさしうけくくぇ 

ゅさぇくぇすぇ;
- し すっさきけぉぇさうつくぇ ゅさぇくぇすぇ 

(けすくけゃけ っょくぇ けす きけょっさくうすっ 
くけゃう さぇいさぇぉけすおう);
- しなし しうゅくぇかくう ゅさぇくぇすう (し 

ぉはかぇ, つっさゃっくぇ, いっかっくぇ う あなか
すぇ いゃっいょう);
- し こぇさぇてせすうさぇとう しうゅくぇか

くう ゅさぇくぇすう - つっすうさう ちゃはすぇ 
(し ぉはか, つっさゃっく, いっかっく う あなかす 
けゅなく);
- し ょうきくぇ ゅさぇくぇすぇ;
- し こさぇおすうつっしおぇ う こさぇおすうつっ

しおぇ-きぇさおうさぇとぇ ゅさぇくぇすぇ.
′っ こけ-きぇかおけ ぉけゅぇすぇ ぉってっ 

う くけきっくおかぇすせさぇすぇ くぇ さなつくう
すっ ゅさぇくぇすう, こさけういゃっあょぇくう ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃: けすぉさぇくうすっかくう, 
くぇしすなこぇすっかくう, ょうきくう (しっょっき 
ちゃはすぇ), こさぇおすうつっしおう う けすくけ
ゃけ きけょっさくa くけゃa さぇいさぇぉけすおa 
– すっさきけぉぇさうつくぇ さなつくぇ ゅさぇ
くぇすぇ.
]さっょ くぇえ-ぇすさぇおすうゃくうすっ うい

ょっかうは ぉはたぇ くけゃうすっ さぇいさぇぉけす
おう こけ くぇすけゃしおう しすぇくょぇさすう くぇ 
9た19 mm こうしすけかっす „┿さしっくぇか 
╉けきこぇおす”; 40た46 mm てっしす
いぇさはょっく さっゃけかゃっさっく ゅさぇくぇ
すけきっす ┿さしっくぇか MSGL; 40た46 
mm  こけょちっゃっく ゅさぇくぇすけきっす 
┿さしっくぇか UBGL-M8; 40た46 
mm  しぇきけしすけはすっかっく ゅさぇくぇ
すけきっす ┿さしっくぇか UGGL-╋1; 
てうさけおぇ ゅぇきぇ ぇゃすけきぇすう ┿さしっ
くぇか AR おぇかうぉなさ 5,56た45 mm 
し ういこけかいゃぇくっ くぇ さぇいかうつくう 
ゃうょけゃっ けこすうつっしおう こさうちっかう 
- ょくっゃくう, くけとくう, おけかうきぇすけさ
くう – かぇいっさくう ちっかっせおぇいぇすっかう 
う すぇおすうつっしおう こさけあっおすけさう; 
おぇさすっつくうちぇ 7,62た51 mm ┿さ
しっくぇか MG-1╋.
〈ぇいゅけょうてくけすけ のぉうかっえくけ 

ういかけあっくうっ くぇ しこっちこさけょせお
ちうは ぉっ けすおさうすけ けす きうくうしすなさ-
こさっょしっょぇすっかは ╀けえおけ ╀けさう
しけゃ, おけえすけ こけしっすう とぇくょけゃっすっ 
くぇ さけょくうすっ こさけういゃけょうすっかう. 
‶さっきうっさなす し うくすっさっし さぇい
ゅかっょぇ とぇくょぇ くぇ „┿さしっくぇか“ う 
かうつくけ ういおぇいぇ おけきこかうきっくすう 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ そうさ
きぇすぇ くぇ ういこなかくうすっかくうは ょう
さっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ‶け-
おなしくけ とぇくょなす くぇ „┿さしっくぇか“ 
ぉっ こけしっすっく う けす きうくうしすなさぇ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ ゅっく. ┿くぬけ ┿くゅっかけゃ 
う けす いぇき.-きうくうしすなさぇ ╁ぇかっく

すうく [ぇょっゃ. 
′ぇ けすおさうゃぇくっすけ こさうしなしすゃぇ 

う 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ, ういこなかくう
すっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか 
2000“, おぇおすけ う こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ けすょっか „╋ぇさおっすうくゅ“ う 〈った
くうつっしおぇ ょうさっおちうは くぇ „┿さしっ
くぇか“.
╁けっくくうはす きうくうしすなさ くぇ ┿いなさ

ぉぇえょあぇく ゅっくっさぇか-こけかおけゃくうお 
]ぇそぇさ ┿ぉうっゃ さぇいゅかっょぇ とぇく
ょけゃっすっ くぇ ういはゃっくう ぉなかゅぇさ
しおう そうさきう, おぇすけ くぇえ-ゅけかはき 
うくすっさっし う ゃさっきっ けすょっかう くぇ 
こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“, 
いぇこけつゃぇえおう し せすけつくっくうっすけ, 
つっ っ こさっょゃぇさうすっかくけ いぇこけいくぇす 
し きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか” う くはおけう 

けす ういょっかうはすぇ, おけうすけ しっ こさけうい
ゃっあょぇす ゃなゃ そうさきぇすぇ.
〈ぇいゅけょうてくけすけ ╃っしっすけ のぉう

かっえくけ ういかけあっくうっ „》っきせし 
2012“ ぉっ こけしっすっくけ けす 24 ゅけし
すせゃぇとう ょっかっゅぇちうう けす ょさせゅう 
しすさぇくう, おけうすけ しっ いぇこけいくぇたぇ し 
こさけょせおちうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“. 
╇くすっさっし おなき こさけょせおちうはすぇ  

くぇ „┿さしっくぇか“ こさけはゃうたぇ, おぇお
すけ さけょくう こぇさすくぬけさう - こさけうい
ゃけょうすっかう う すなさゅけゃしおう そうさきう, 
すぇおぇ う そうさきう けす ]なさぉうは, ‶けか

てぇ, ┿ゃしすさうは, ╂っさきぇくうは, ╊のお
しっきぉせさゅ, 〉おさぇえくぇ, ╂させいうは, 
╄ゅうこっす, ┿かあうさ, ╁うっすくぇき, ]┿】 
う ょさ.
】ぇくょなす くぇ そうさきぇすぇ  ぉっ こけ

しっすっく う けす きくけゅけ けそうちっさう う 
しっさあぇくすう けす ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ, ╋うくうしすっさしすゃけ
すけ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう, 
ゃけっくくうすっ せつうかうとぇ; こさっょしすぇ
ゃうすっかう くぇ しこっちうぇかういうさぇくう 
ういょぇくうは; ゅさぇあょぇくう.
‶け ゃさっきっ くぇ ういかけあっくうっすけ 

”┿さしっくぇか” ┿╃,  しなゃきっしすくけ し 
こっす ぉなかゅぇさしおう いぇゃけょぇ,  ょっ
きけくしすさうさぇ ゃけっくくぇ すったくうおぇ う 
ぉけっこさうこぇしう くぇ 『っくすさぇかくうは 
ぇさすうかっさうえしおう こけかうゅけく “╆きっ

っゃけ”, おなょっすけ ゃ さぇきおうすっ くぇ 
ういかけあっくうっすけ しっ こさけゃっょけたぇ 
ょっきけくしすさぇすうゃくう しすさっかぉう. ╁ 
こけしかっょくうはす ょっく くぇ ╃っしっすけ
すけ のぉうかっえくけ ういょぇくうっ ゃしうつおう 
せつぇしすくうちう こけかせつうたぇ しこっちうぇか
くう ゅさぇきけすう けす ╋っあょせくぇさけょ
くうは こぇくぇうさ - ‶かけゃょうゃ う こかぇ
おっすう けす 《けくょぇちうは „》っきせし ‘95“.

╋ぇすっさうぇかなす っ こけょゅけすゃっく 
けす 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは 

くぇ  «┿さしっくぇか» ┿╃
う けすょっか «╋ぇさおっすうくゅ»

しなしすゃぇとうすっ しう すさなゅくぇたぇ う し ょぇさ けす ╇ゃぇえかぇ - こなさゃぇすぇ え おくうゅぇ. 
‶けゃっつっ いぇ すぇかぇくすかうゃけすけ ぇさしっくぇかしおけ きけきうつっ とっ くぇせつうすっ ゃ しかっょゃぇとうは 

ぉさけえ くぇ 〈┿. 
〈┿

Детският състав на Ансамбъл “Арсенал”

おけうすけ うきぇきっ すけかおけゃぇ きくけゅけ くせあょぇ ょくっし. ′ぇょっあょうすっ くう, おぇおすけ ゃうくぇゅう っ ぉうかけ, しぇ ゃ ょせてうすっ くぇ ょっ-
ちぇすぇ くう, けとっ こけゃっつっ - ゃ けくっいう けす すはた, おけうすけ けす きぇかおう あうゃっはす し ぉけゅぇすしすゃけすけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ おせか-
すせさくけ くぇしかっょしすゃけ. ╊のぉけゃすぇ おなき くっゅけ, けぉぇつっ くっ しっ しかせつゃぇ すけおせ-すぇおぇ, ぇ ゃうくぇゅう っ こけょおかぇあょぇくぇ 
けす くはおけえ, おけえすけ うきぇ いぇ しゃけえ あうすっえしおう しきうしなか しなたさぇくっくうっすけ くぇ すさぇょうちうはすぇ. ] かのぉけゃ. ╇ くうおぇお 
くっ っ しかせつぇえくけ, つっ けすおさうゃぇき すぇいう かのぉけゃ うきっくくけ せ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ - たせょけあっしすゃっくうはす さなおけゃけょうすっか 
くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしすおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ╄ょくぇ せしきうたくぇすぇ ょぇきぇ, おけはすけ 
くけしう しかなくちっすけ ゃ おけしうすっ う けつうすっ しう う おけはすけ とっょさけ ゅけ さぇいょぇゃぇ くぇ ゃしうつおう けくっいう 140 ょっちぇ, し おけうすけ 
ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ すぇくちせてぇす いぇっょくけ ゃ さうすなきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たけさぇ. ] かのぉけゃ.
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╉《]¨〉╅ 〉╅ 《『｠¨╉╊¨【╊...
〈っ ういさぇいうかう あっかぇくうっ ょぇ ゃう-

ょはす きけつせさうとぇすぇ う ょぇ こけきけゅ-
くぇす し こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ こなさ-
ゃうつくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは, しなし 
しくうきおう う しさっょしすゃぇ こさけっおすぇ 
くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ いぇ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇくっ いぇ しさっょしすゃぇ こけ っゃ-
さけこっえしおうすっ こさけゅさぇきう いぇ っおけ-
かけゅうは. 『っかすぇ っ しなたさぇくはゃぇくっ う 
こさっゃさなとぇくっすけ ゃ ぇすさぇおちうは いぇ 
すせさうしすう くぇ すっいう せくうおぇかくう う 
さっょおう きけつせさうとぇ う さぇしすはとうすっ 
ゃ すはた けさたうょっう. 
╄かおぇ ╁せすけゃぇ っ おぇすっゅけさうつくぇ, 

つっ きけつせさうとぇすぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ 
╂けかはきけ ╃さはくけゃけ う ╃せくぇゃちう 
しぇ けす ゃうょぇ ぇかおぇかくう さっいけゃう 
きけつせさうとぇ, おぇおゃうすけ ょさせゅう ゃ 
しすさぇくぇすぇ くう くはきぇ. ‶けしっとっ-
くうっすけ くぇ たけかぇくょしおうすっ っおけ-
かけいう う うくそけさきぇちうはすぇ うき いぇ 
ょうゃうすっ けさたうょっう ゃ ╂けかはきけ 
╃さはくけゃけ うきぇ しゃけはすぇ こさっょう-
うしすけさうは. ]っしすさぇすぇ くぇ ╄かおぇ 
╁せすけゃぇ - ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ, けす 
きっしっち そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ 
っ おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ ╂け-
かはきけ ╃さはくけゃけ. ¨こぇいゃぇくっすけ う 
こさっゃさなとぇくっすけ くぇ きけつせさうとぇ-

すぇ おさぇえ しっかけすけ ゃ ぇすさぇおちうは, し 
ちっか こさうゃかうつぇくっ くぇ すせさうしすう, 
ぉっ けしくけゃっく ぇおちっくす ゃ くっえくぇ-
すぇ こさけゅさぇきぇ, し おけはすけ しこっつっかう 
ょけゃっさうっすけ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす 
ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ こっす ょくう 

うくあっくっさ ╄かおぇ ╁せすっゃぇ う たけ-
かぇくょしおうすっ え おけかっゅう しぇ せしこっかう 
ょぇ いぇしくっきぇす ゃしうつおうすっ 16 ゃうょぇ 
さぇいかうつくう けさたうょっう, おけうすけ すっ-
こなさゃぇ いぇこけつゃぇす ょぇ ちなそすはす. 
╆ぇ すはた ぉなかゅぇさしおうすっ っおけかけいう 
いくぇはす けとっ けす 1971 ゅ., おけゅぇすけ 
しぇ けすおさうすう う ょけおせきっくすうさぇ-
くう, くけ こけ くっいくぇえくう こさうつうくう 
ょけ きけきっくすぇ くうおけえ くうとけ くっ っ 
くぇこさぇゃうか. ╄ょゃぇ しっゅぇ っおけかけゅ 
けす ╁ぇさくぇ, し おけえすけ しっ しゃなさいゃぇす 
たけかぇくょしおうすっ っおけかけいう, こさうし-
すうゅぇ いぇ すはたくけすけ こさけせつゃぇくっ.
╆ぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ ゅさうあぇ こけ 

けこぇいゃぇくっすけ うき う いぇさぇょう くっ-
こけいくぇゃぇくっすけ うき けす しすさぇくぇ くぇ 
きっしすくけすけ くぇしっかっくうっ, おけっすけ 
くぇさうつぇ つぇしす けす けさたうょっうすっ ゃ 
きけつせさかうゃぇすぇ きっしすくけしす “こつっ-
かうつおう” う ぉっさっ ぉせおっすつっすぇ いぇ 
ゃぇいう, ゅけかはきぇ つぇしす けす しなとっしす-

ゃせゃぇとうすっ こさっょう 40 ゅけょうくう 
きけつせさうとぇ し けさたうょっう しぇ さぇい-
させてっくう う ういつっいくぇかう. ‶さうつう-
くぇすぇ っ ゃ つけゃっておぇすぇ ょっえくけしす 
う くっぉさっあくけしす. ╁ きけきっくすぇ ゃ 
ょっゃしすゃっく ゃうょ しぇ っょゃぇ 3 けす 
きけつせさうとぇすぇ し けさたうょっう. 
╇ょっはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす ゃ 

╉ぇいぇくかなお, おけはすけ ょっおかぇさうさぇ 
こなかくぇ こけょおさっこぇ くぇ たけかぇくょ-
しおぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ いぇ こなさゃうつ-
くぇ こけきけと こけ けこぇいゃぇくっすけ くぇ 
きけつせさうとぇすぇ し さっょおう けさたう-
ょっう, っ ょけ すはた ょぇ ぉなょぇす ういゅさぇ-
ょっくう っおけこなすっおう う しこっちうぇかくう 
きけしすつっすぇ, こけ おけうすけ すせさうしすう う 
かのぉけこうすくう ゅさぇあょぇくう ょぇ きけ-
ゅぇす ょぇ しすうゅぇす, いぇ ょぇ ゅう さぇい-
ゅかっあょぇす.
〈けゃぇ, おけっすけ うきぇきっ しなゃしっき 

くぇぉかういけ, っ せくうおぇかくけ, おぇいぇ 
ぇさたうすっおす ╄かおぇ ╁せすっゃぇ. ‶け 
ょせきうすっ え, ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ 
きくけゅけ ぇかおぇかくう きけつせさうとぇ, くけ 
さっいけゃけ きけつせさうとっ うきぇ しぇきけ ゃ 
さぇえけくぇ くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. 
《ぇおすなす くう いぇょなかあぇゃぇ けとっ 
こけゃっつっ, いぇはゃう すは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...》《[╅〉╅ 〉╅ ぁ】╉《〈¨『
]さっょ ぇょさっしぇすうすっ くぇ “こせすおぇ-

くぇすぇ” しぇ ′けくぇ ]こさうくちけゃおけゃぇ 
〈うくおすせさけゃぇ, ぉぇさけく 〈ぇくちぬけさ-
しおう そけく ╃うゅう えけお, ╊っょぇ ╋うくぇ 
そけく ╋けくゅけかうせき, /いぇょ おけはすけ しっ 

おさうっ うきっすけ くぇ ╋うくおぇ ]すけえ-
くけゃぇ, しなこさせゅぇすぇ くぇ っょうくうは けす 
ぉさぇすはすぇ そぇぉさうおぇくすう ]すぇえくけゃう 
- ╋ぇくぬけ, けしくけゃぇかう すっおしすうかくぇ-
すぇ そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う ぉさぇす 
くぇ ぉぇとぇすぇ くぇ おけきこけいうすけさぇ 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ/. ]さっょ “こせすおぇ-
くっくうすっ” けす 』せょけきうさ くぇ ゅけょはゃ-
おぇすぇ きせ しぇ う ╋うし [ぇえくたけか そけく 
』ぇさょぇて, おけくすっしぇ ╂ぇくぇ 】さぇしう 
こさぇしう ╋ぇたかっくしおぇ, ╃けくおぇ そけく 
╃なかゅけおさぇおけゃぇ, ゅさぇそ ╊っきけ-
そぇく すぇきぉせさぇ 〈ぇきぉせさけゃ, ╂っくつけ 
ょっか ╀けかす ╀ぇかおぇくしおう う ょさせゅう, 
けぉとけ 17 ょせてう. 
¨す こけおぇくっくうすっ くぇ こなさゃけ 

きはしすけ ゃ しこうしなおぇ っ ぉぇぉぇすぇ くぇ 
せつうすっかは こけ ぇくゅかうえしおう 『ゃっす-
くうく ]すぇくつっゃ - ′けくぇ ]こさうく-
ちけゃおけゃぇ 〈うくおすせさけゃぇ /し うしすうく-
しおけ うきっ ′けくおぇ ]すぇくつっゃぇ/. 〈は 
っ ぉうかぇ こなさゃぇすぇ ぇこすっおぇさおぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, いぇゃなさてうかぇ しこっちう-
ぇかくけ せつうかうとっ. ′けくおぇ ]すぇくつっ-
ゃぇ っ さけょけき けす ╉ぇさかけゃしおけ, くけ 
ゃなゃ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っ つぇしす 
けす こさうはすっかしおうは おさなゅ くぇ 』せょけ-
きうさ う こなさゃぇ しさっょ こけおぇくっくうすっ 
くぇ ゅけょはゃおぇすぇ きせ, ゃっつっ っ ぉうかぇ 
しなこさせゅぇ くぇ ╄きぇくせうか ]すぇくつっゃ 
- ょはょけすけ くぇ 『ゃっすくうく ]すぇくつっゃ, 
おけえすけ こぇいう しっゅぇ ちっくくぇすぇ さっ-
かうおゃぇ. 
╄きぇくせうか ]すぇくつっゃ っ ぉうか っょうく 

けす ゅけかっきうすっ こさうはすっかう くぇ 』せ-
ょけきうさ, ういゃっしすっく すなさゅけゃっち くぇ 
こぇさそのきう, つうえすけ ょのおはく しっ っ 
くぇきうさぇか ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, くぇ きはしすけすけ, おなょっすけ しっゅぇ っ 
っょくけうきっくくうはす たけすっか. ╄きぇくせうか 
]すぇくつっゃ っ う しさっょ こなさゃうすっ ぇお-
すぬけさう ゃ すっぇすさぇかくぇすぇ すさせこぇ くぇ 
おぇいぇくかなておけすけ つうすぇかうとっ. 〈けえ 
う 』せょけきうさ しぇ しさっょ こさうはすっかう-
すっ くぇ ぉけゅぇすうすっ さけいけすなさゅけゃしおう 
そぇきうかうう こけ けくけゃぇ ゃさっきっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお - ¨さけいけゃう う 【うこおけ-

ゃう. ╄きぇくせうか ]すぇくつっゃ せきうさぇ 
こさっい 1949 ゅけょうくぇ. 
¨す いぇこぇいっくぇすぇ けす せつうすっかは 

『ゃっすくうく ]すぇくつっゃ “こせすおぇくぇ” 
しすぇゃぇ はしくけ, つっ くぇつぇかけすけ くぇ 

ゅけょはゃおぇすぇ っ “すけつくけ ぉっい おさぇえ”, 
ぇ おさぇはす - „すけつくけ ぉっい くぇつぇかけ”. 
╁しっおう けす こけおぇくっくうすっ っ こけきけ-
かっく ょぇ けしすぇゃう かうつくうは しう こけょ-
こうし しさっとせ うきっすけ くぇ “こせすおぇくぇ-
すぇ”, おぇすけ しゃうょっすっかしすゃけ, つっ っ 
せゃっょけきっく う とっ こさうしなしすゃぇ.  
〉くうおぇかくぇすぇ う ぉっい ぇくぇかけゅ こけ-

おぇくぇ いぇ 』せょけきうさけゃうは ゅけょっあ 
しすぇゃぇ こさうすっあぇくうっ くぇ せつうすっ-
かは ]すぇくつっゃ  しかっょ しきなさすすぇ くぇ 
くっゅけゃぇすぇ ぉぇぉぇ ′けくぇ ]すぇくつっゃぇ. 
╋ぇかおけ こさっょう ょぇ しっ しこけきうくっ, 
すは こさぇゃう ょぇさっくうっ くぇ すさうきぇ-
すぇ しう ゃくせちう, おぇすけ いぇ 『ゃっすくうく, 
おけえすけ くけしう こけかけゃうくぇすぇ けす 
くっえくけすけ うきっ, すなえ おぇすけ  っ おさなし-
すっく くぇ ょゃっすっ しう ぉぇぉう - 『ゃっすぇ 
う ′けくぇ, けしすぇゃぇ うきっくくけ すぇいう 
けさうゅうくぇかくぇ  こけおぇくぇ う しっきっえ-
くぇ さっかうおゃぇ, すなえ おぇすけ すけえ ぉうか 
くぇえ-ぇさすうしすうつくうはす ゃくせお けす そぇ-
きうかうはすぇ. ╀ぇぉぇ ′けくぇ ]すぇくつっゃぇ 
せきうさぇ くぇ 1-ゃう くけっきゃさう 1970 
ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇ ゃくせおなす 『ゃっす-
くうく っ  ゃけえくうお.  
¨すすけゅぇゃぇ ょけ しっゅぇ 『ゃっすくうく 

こぇいう しおなこぇすぇ さっかうおゃぇ. ╆ぇ 
こなさゃう こなす すけえ は こけおぇいぇ こさっ-
ょう ょくう, ゃ こなさゃぇすぇ ういかけあぉぇ くぇ 
さっかうおゃう けす [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ, 
けさゅぇくういうさぇくぇ けす せつっくうちう けす 
》╂ “]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”. 
‶さういくぇゃぇ, つっ うくすっさっしなす おなき 
さっかうおゃぇすぇ っ けゅさけきっく, うきぇか 
う こさっょかけあっくうは ょぇ は ょぇょっ くぇ 
すなさゅ うかう ょぇ ぉなょっ けすおせこっくぇ けす 
ょせいうくぇ きせいっう. 
╆ぇ きっく すけいう しこけきっく けす ぉぇぉぇ 

くはきぇ ちっくぇ, おぇすっゅけさうつっく っ 
せつうすっかはす ]すぇくつっゃ, おけえすけ すっいう 
ょくう しっ さぇょゃぇ くぇ ゅさっえくぇかうすっ 
かうちぇ くぇ しゃけうすっ せつうくうちう こさう 
こなさゃうは うき ょけしっゅ し さけきぇくすう-
おぇすぇ う くさぇゃうすっ くぇ っょくけ ょさせゅけ 
ゃさっきっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Крайно класиране футбол

I-во място зав.1(250 цех)

II-място зав.5 (430 цех)

III-място зав.6

Женски футбол 

I-място зав.1

II-място зав.5

Отборът победител

╉ぇいぇくかなお う [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ とっ こさっょしすぇゃはす ╀なかゅぇさうは ゃ 
っょくけ けす くぇえ-こけこせかはさくうすっ しゃっすけゃくう ういかけあっくうっ ╄おしこけ 

2013, おけっすけ とっ しっ こさけゃっょっ けす おさぇは くぇ ぇこさうか ょけ くぇつぇかけすけ 
くぇ きぇえ 2013 ゅけょうくぇ ゃ ¨しぇおぇ, ぅこけくうは. 〈ぇいう こけおぇくぇ けぉとうく-
しおぇすぇ ゃかぇしす ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こけかせつうかぇ しなゃしっき ういくっくぇょゃぇとけ けす 
ょっかっゅぇちうは けす ¨しぇおぇ, ょけてかぇ ゃ ゅさぇょぇ こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ けしくけゃくけ し すぇいう ちっか.
] ょさせゅぇ こけおぇくぇ, ょけてかぇ けす ょっかっゅぇちうは けす ]ぇせょうすしおぇ ┿さぇぉうは, 

╉ぇいぇくかなお っ こけおぇくっく ょぇ せつぇしすゃぇ ゃなゃ 《っしすうゃぇかぇ くぇ ちゃっすはすぇ ゃ 
ゅさぇょ 〈ぇうそ こさっい っしっくすぇ.

]すぇさけいぇゅけさしおうはす ぇょきうくうしすさぇすうゃっく しなょ けすたゃなさかう おぇすけ くっけしくけゃぇすっかくぇ  あぇかぉぇすぇ くぇ ′ぇ-
さけょくけ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ 1860”  こさけすうゃ さってっくうっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ おけきうしうは いぇ さぇいこさっ-

ょっかっくうっ くぇ ょなさあぇゃくぇすぇ しせぉしうょうは いぇ 2012 ゅ. いぇ つうすぇかうとぇすぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.

[っおけさょくぇ ういおせこくぇ ちっくぇ しすうゅくぇ さけいけゃうはす ちゃはす すぇいう ゅけょうくぇ 
- ょけ 2,70 かっゃぇ いぇ おうかけゅさぇき. ╋くけゅけすけ ょなあょけゃっ, こぇょくぇ-

かう こけ ゃさっきっ くぇ さけいけぉっさぇ, ゃょうゅくぇたぇ いくぇつうすっかくけ さぇくょっきぇくぇ 
う こさけういゃけょうすっかうすっ けつぇおゃぇす ょけぉうゃうすっ すぇいう ゅけょうくぇ けす さけいけゃ 
ちゃはす う さけいけゃけ きぇしかけ ょぇ しぇ し 30% こけ-ゃうしけおう けす きうくぇかけゅけ-
ょうてくうすっ. [けいけすなさゅけゃちうすっ しっ くaょはゃぇす う くぇ こけ-ゃうしけおう ちっくう 
くぇ さけいけゃけすけ きぇしかけ, おけうすけ ょぇ くぇたゃなさかはす くうゃぇ けす 4500 っゃさけ 
いぇ おうかけゅさぇき. 

1267 さうしせくおう ういこさぇすうたぇ ょっちぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ ゃ  ┶V-は 
′ぇちうけくぇかっく おけくおせさし いぇ ょっすしおぇ さうしせくおぇ “╃っすしすゃけ きけっ, さっ-
ぇかくけ う ゃなかてっぉくけ. ]すけこ くぇ ゃけえくぇすぇ こけ こなすうとぇすぇ”.
40 くぇゅさぇょう さぇいょぇょけたぇ けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ おけくおせさしぇ, おぇすけ 

くぇえ- ょけぉさうすっ たせょけあくうちう しう すさなゅくぇたぇ けす ╉ぇいぇくかなお し ゃっかけ-
しうこっょう, さぇくうちう, せっぉ おぇきっさう MP4, さぇくうちう, おけくしすさせおすけさう, 
すっくうしおう う ゅさぇきけすう. 

‶っしっく いぇ こさうはすっかしすゃけすけ くぇ はこけくしおう ういこは ぇくしぇきぉなか 
„┿さしっくぇか” くぇ ′. こさ. ゅ-く ╋ぇおけすけ ╇すけ, こけしかぇくうお くぇ 

ぅこけくうは. ╁うしけおうはす ゅけしす う くっゅけゃぇすぇ ょっかっゅぇちうは けす ]すさぇ-
くぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ ょなかゅけ ぇこかけょうさぇたぇ くぇ 
おさぇおぇ すぇくちぬけさうすっ-こっゃちう くぇ おけくちっさすぇ, こけょぇさっく うき けす 
おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╉けくちっさすくうはす あっしす ぉっ こけ こけゃけょ 
けすおさうゃぇくっすけ ゃ ょくうすっ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ うい-
かけあぉぇすぇ “〈けたけおせ - し くぇょっあょぇ おなき せすさってくうは ょっく”.

げÑëíçñ

]うゅせさくけしすすぇ う すけつくけしすすぇ くぇ ょぇくくうすっ, おぇおすけ う 24-つぇしけゃけ
すけ うき こさっょぇゃぇくっ おなき ちっくすなさぇ, しっ けしうゅせさはゃぇす けす うくあっくっさう 
う こさけゅさぇきうしすう くぇ „Security Solutions Institute” - ゃけょっとぇ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ うくけゃぇちうけくくうすっ すったくけかけゅうう おけきこぇくうは, こさうすっ
あぇゃぇとぇ っゃさけこっえしおう う しゃっすけゃくう しっさすうそうおぇすう いぇ おぇつっしすゃけ. 
‶けしすぇゃはくっすけ くぇ せしすさけえしすゃけすけ しっ ういゃなさてゃぇ けす しこっちうぇかう

しすう ゃ ちっくすなさぇ くぇ 〈╄╋╄¨ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ こさけしかっょはゃぇくっすけ う さぇいつうすぇくっすけ くぇ こぇちうっくすしおうすっ ょぇくくう 
しっ ゅさうあぇす しこっちうぇかういうさぇく きっょうちうくしおう こっさしけくぇか う かっおぇさう 
けす ╇くすっくいうゃくけ ╉ぇさょうけかけゅうつくけ けすょっかっくうっ くぇ ╋╀┿╊ „╃さ. 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”.
『っくすなさなす さぇぉけすう し おぇさょうけかけいう けす しすさぇくぇすぇ う くはおけう けす けぉ

とけこさぇおすうおせゃぇとうすっ かっおぇさう ゃ ゅさぇょぇ, おけうすけ くぇしけつゃぇす こさけ
ぉかっきくう こぇちうっくすう, くけ あっかぇっとうすっ ょぇ しっ ういしかっょゃぇす きけゅぇす ょぇ 
しっ はゃはす ゃ 〈╄╋╄¨ ちっくすなさぇ う しぇきけしすけはすっかくけ, ぉっい くぇこさぇゃかっ
くうっ, し ちっか こさけしかっょはゃぇくっ う ょうぇゅくけしすうつくけ せすけつくはゃぇくっ くぇ 
しなさょっつくぇすぇ ぇさうすきうは. 

╉ぇお ょぇ しっ しゃなさあっすっ し くぇし?

‶ぇちうっくすうすっ, あっかぇっとう ょぇ こけかせつぇす こけゃっつっ うくそけさきぇ
ちうは けすくけしくけ しうしすっきぇすぇ, きけゅぇす ょぇ しっ しゃなさあぇす し っおう

こぇ くぇ 〈╄╋╄¨ ゃしっおう ょっく けす 07:30 ょけ 19:30 つぇしぇ くぇ すっか. 
0431/62261 うかう ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ ぇょさっし:
╃けき くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, っす. 3, しすぇは 303, ぇ しなとけ すぇおぇ 

ょぇ くう こけしっすはす ゃ うくすっさくっす くぇ www.temeo.org. 

╋ぇすっさうぇかなす っ こけょゅけすゃっく けす ょ-さ ╀. ╀けえつっゃ, おぇさょうけかけゅ

′けゃ ちっくすなさ いぇ ょうぇゅくけしすうおぇ う くぇぉかの
ょっくうっ くぇ しなさょっつくけ-しなょけゃう いぇぉけかは

ゃぇくうは けすゃけさう ゃさぇすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 『っくすな
さなす  さぇいこけかぇゅぇ し っょうくしすゃっくぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ 
しうしすっきぇ いぇ すっかっきっすさうつくけ くぇぉかのょっくうっ 
くぇ こぇちうっくすう し おぇさょうけかけゅうつくう こさけぉかっ
きう – 〈╄╋╄¨. ]うしすっきぇすぇ っ さぇいさぇぉけすっくぇ けす 
„Security Solutions Institute” う ╇くすっくいうゃ
くけ ╉ぇさょうけかけゅうつくけ けすょっかっくうっ くぇ ╋╀┿╊ 
„╃さ. 》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう” – ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, 
つううすけ くぇつぇかくうお ょ-さ ╀けえつけ ╀けえつっゃ っ う さな
おけゃけょうすっか くぇ ちっくすなさぇ. 

╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ 〈╄╋╄¨?

〈╄╋╄¨ っ っかっおすさけくくけ せしすさけえしすゃけ, おけっ
すけ しっ こけしすぇゃは くぇ ゅなさょうすっ くぇ こぇちうっくすぇ 

こけしさっょしすゃけき おけかぇく し ょぇすつうちう. ╃ぇすつうちうすっ 
さっゅうしすさうさぇす こせかしぇ う おさなゃくけすけ くぇかはゅぇくっ 
くぇ こぇちうっくすぇ くっこさっおなしくぇすけ, ぇ せしすさけえしすゃけ
すけ ういこさぇとぇ ういきっさっくうすっ こけおぇいぇすっかう くぇ 
きっょうちうくしおうは ちっくすなさ 〈╄╋╄¨, おなょっすけ すっ 
しっ しかっょはす けす しこっちうぇかういうさぇくけ きっょうちうく
しおけ かうちっ. ′ぇ ゃしっおう 5 きうくせすう せしすさけえしすゃけ

すけ ゅっくっさうさぇ う 10-しっおせくょくぇ おぇさょうけゅさぇきぇ, 
おけはすけ しなとけ しっ ういこさぇとぇ ゃ ちっくすなさぇ いぇ くぇ
ぉかのょっくうっ. 
¨しゃっく しすぇくょぇさすくけすけ しかっょっくっ くぇ こけおぇいぇ

すっかうすっ, 〈╄╋╄¨ けしうゅせさはゃぇ う ゃないきけあくけしす 
いぇ „しこってくけ” ういこさぇとぇくっ くぇ こけ-ょなかなゅ けす
さはいなお けす おぇさょうけゅさぇきぇすぇ, ゃ しかせつぇうすっ おけゅぇ
すけ こぇちうっくすなす くっ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ う あっかぇっ 

ょぇ ぉなょっ けぉなさくぇすけ しこっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ くぇ 
しなしすけはくうっすけ きせ. ‶さっちっくはゃぇえおう しうすせぇちうはすぇ, 
ょっあせさくうはす ゃ ちっくすなさぇ しこっちうぇかうしす こさっょこさうっ
きぇ くせあくうすっ ょっえしすゃうは – しゃなさいゃぇ しっ し こぇちうっく
すぇ, おけくしせかすうさぇ しっ し ょさせゅう しこっちうぇかうしすう うかう 
しっ けぉぇあょぇ ゃ ちっくすなさ いぇ しこってくぇ きっょうちうくしおぇ 
こけきけと. 
‶っさうけょなす, いぇ おけえすけ こぇちうっくすなす くけしう せしすさけえ

しすゃけすけ, いぇゃうしう けす ちっかすぇ くぇ こけしすぇゃはくっすけ きせ う 
しこっちうそうおぇすぇ くぇ けこかぇおゃぇくうはすぇ う ゃぇさうさぇ けす 3 
ょけ くぇょ 10 ょくう .

╆ぇ おけゅけ っ こさっょくぇいくぇつっくぇ しうしすっきぇすぇ?

〈╄╋╄¨ っ こさっょくぇいくぇつっくぇ, おぇおすけ いぇ たけさぇ 
し けこかぇおゃぇくうは, おけうすけ ゃしっ けとっ くはきぇす こけ

しすぇゃっくぇ ょうぇゅくけいぇ, すぇおぇ う いぇ いぇ こぇちうっくすう し 
ゃっつっ こけしすぇゃっくぇ ょうぇゅくけいぇ (いぇ こさけしかっょはゃぇくっ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ いぇぉけかはゃぇくっすけ う っそっおすぇ けす 
かっつっくうっすけ). ¨ぉっおす くぇ ういしかっょゃぇくっ きけゅぇす ょぇ 
ぉなょぇす う ゃしうつおう ゅさぇあょぇくう, おけうすけ しすさぇょぇす けす 
っこういけょう くぇ しなさちっぉうっくっ, いぇぉぇゃぇく さうすなき, さぇい
かうつくう ぇさうすきうう.
《ぇおすなす, つっ こぇちうっくすなす くけしう せしすさけえしすゃけすけ 

しなし しっぉっ しう くぇ
ゃしはおなょっ う こけ ゃしは
おけ ゃさっきっ, こさぇゃう 
しうしすっきぇすぇ けしけぉっ
くけ こけょたけょはとぇ いぇ 
しかせつぇうすっ, おけゅぇすけ 
しうきこすけきうすっ しっ 
こけはゃはゃぇす くっけつぇお
ゃぇくけ, ゃ くっけこさっ
ょっかっくぇ つぇしす けす 
ょっくけくけとうっすけ うかう 
ゃ しうすせぇちうう, すさせょ
くう いぇ さっゅうしすさぇ
ちうは ゃ かっおぇさしおう 
おぇぉうくっす. 〈╄╋╄¨ 
っ こけょたけょはとぇ う いぇ 
しこけさすうしすう, こぇちう
っくすう しかっょ たけしこう
すぇかういぇちうは, たけさぇ, 
あうゃっっとう こけょ こけ
しすけはくっく しすさっし う 
すぇおうゃぇ, おけうすけ あっ
かぇはす ょぇ こさけしかっ
ょはす こさけそうかぇお
すうつくけ しなさょっつくぇすぇ 
しう ょっえくけしす. 
╋ぇかおうすっ さぇいきっ

さう くぇ せしすさけえしすゃけ
すけ う しこっちうぇかくぇすぇ 
ゃゅさぇょっくぇ しうしすっ

きぇ いぇ いぇとうすぇ こさぇゃはす 〈╄╋╄¨ こさうかけあうきぇ いぇ 
ゃしうつおう ゃないさぇしすう, ょけさう いぇ ょっちぇ. 

╉けえ けぉしかせあゃぇ 〈╄╋╄¨?

╄おうこなす, けぉしかせあゃぇと しうしすっきぇすぇ 〈╄╋╄¨, しっ 
しなしすけう けす ゃうしけおけしこっちうぇかういうさぇくう しこっ

ちうぇかうしすう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ しなゃさっきっくくうすっ すった
くけかけゅうう う きっょうちうくぇすぇ. 

ぢÜ£Ñëíç
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╋っすさけすけ くぇ ]ぇく 《さぇくちう
しおけ..., ぇゃうけょうしこっつっさ

しおうすっ こせくおすけゃっ こけ ちっかうは 
しゃはす, しうしすっきうすっ いぇ しゃさない
おぇ くぇ ′┿]┿ ゃ ╉けしきうつっしおうは 
ちっくすなさ „╉っくっょう” - 《かけさうょぇ, 
くのい-させきなす くぇ ┿ゃしすさうえしおぇすぇ 
けぉとっしすゃっくぇ すっかっゃういうは, しうし
すっきぇすぇ いぇ ゅかぇしけゃぇ おけきせくう
おぇちうは くぇ こうかけすくぇすぇ あこ-かう
くうは ‶かけゃょうゃ - ]ゃうかっくゅさぇょ, 
„┿さしっくぇか”...? 《けさきぇかくぇすぇ 
かけゅうおぇ すせお くっ こけきぇゅぇ いぇ 
しゅかけぉはゃぇくっすけ くぇ けすゅけゃけさぇ. 
¨すゅけゃけさなす うょゃぇ くぇちはかけ う 
くぇゃっょくなあ ゃ しゅかけぉおぇすぇ くぇ 
こないっかぇ けす こなしすさうすっ こぇさつっ
すぇ くぇ っょくぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
しなょぉぇ, おけはすけ しう こけょさっあょぇ 
ゃ しきっかう あうすっえしおう ういぉけさう 
ょくってくうはす うくあっくっさ こけ うい
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ しうしすっきうすっ 
いぇ ゅかぇしけゃぇ おけきせくうおぇちうは う 
せこさぇゃかっくうっ くぇ ゃないょせてくうは, 

きけさしおうは う あこ-すさぇくしこけさす ゃ ぇゃしすさうえしおぇすぇ そうさきぇ Frequentis - ╁うっくぇ 〈けょけさ ′っえつっゃ. ╉けゅぇすけ いぇ 
こさなゃ こなす けこうすゃぇ ょぇ くぇきっさう きはしすけ ゃ くけゃうは いぇ くっゅけ いぇこぇょっく しゃはす, とぇしすかうゃうはす しけぉしすゃっくうお くぇ 
いぇゃっすくぇすぇ „╆っかっくぇ おぇさすぇ” いぇ ]┿】, こけょぇゃぇ CV いぇ さぇぉけすぇ ゃ BART-きっすさけすけ くぇ ]ぇく 《さぇくちうしおけ. 
╄ょうく けす しすけすうちうすっ. ╇ょゃぇ こけおぇくぇ いぇ こうしきっく すっしす, おけえすけ くぇてっくっちなす こけおさうゃぇ いぇ ゃしうつおうすっ こっす 
けぉはゃっくう しゃけぉけょくう こけいうちうう いぇ さぇぉけすぇ. ]かっょゃぇ こけおぇくぇ いぇ せしすくけ うくすっさゃの. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 
つぇし  うくあっくっさなす  こけ すっかっおけきせくうおぇちうう けす 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす - ╂ぇぉさけゃけ けぉはしくはゃぇ  くっ 
すけかおけゃぇ  おぇおゃけ っ くぇせつうか ゃなゃ ╁〉╆, ぇ くぇえ-ゃっつっ – おぇおゃけ さっぇかくけ きけあっ ょぇ こさぇゃう. ′ぇせつっくけすけ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ っ さってぇゃぇとけ いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ きせ くぇ けすゅけゃけさくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ ゅさせこぇすぇ いぇ しうゅせさくけしす 
う こけょょさなあおぇ くぇ 200-おうかけきっすさけゃけすけ きっすさけ くぇ っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ しゃっすけゃくう きっゅぇこけかうしう 
– ]ぇく 《さぇくちうしおけ. ╇ けしけぉっくけ – くぇせつっくけすけ ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ
くうちぇ „┿さしっくぇか”... ╆ぇすけゃぇ う ょくっし うくあ. 〈けょけさ ′っえつっゃ おぇいゃぇ: ”╁ „┿さしっくぇか” くぇせつうた くぇえ-きくけゅけ”.

╉ぇすけ たうかはょうすっ ょっちぇ けす ╉ぇいぇく
かなお う さっゅうけくぇ, 〈けょけさ っ っょくけ けす 
きけきつっすぇすぇ ゃ しっきっえしすゃけ, すさぇえくけ 
ぉっかはいぇくけ けす しなょぉぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
〈け しゅかけぉはゃぇ つぇしすうすっ くぇ きっすぇか
くう う ょなさゃっくう おけくしすさせおちうう ゃなゃ 
ゃはすなさくう きっかくうちう, おけかうつおう, 
しぇきけかっすつっすぇ  う ゃしっゃないきけあくう  
そぇくすぇいくう きったぇくういきう う さぇいゅかけ
ぉはゃぇ しすぇさうすっ つぇしけゃくうちう, すっかっ
ゃういけさう う さぇょうけぇこぇさぇすう  ゃおなとう 
し けくぇは こさっちういくけしす う ゃくうきぇくうっ, 
いぇ おけはすけ ぉぇとぇ きせ – 〈けくつけ ′っえ
つっゃ, ょなかゅけゅけょうてくうはす きけくすぬけさ 
くぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう ゃ ╆ぇゃけょ 5, 
おぇいゃぇ し せしきうゃおぇ う くっ ぉっい こさけそっ
しうけくぇかくぇ ゅけさょけしす: ”′うっ こさぇゃうき 
ゃしうつおけ し すけつくけしすすぇ くぇ きうおさけ
くぇ!”. ╀なょっとうはす うくあっくっさ しっ けす
くぇしは おなき ょっすしおうすっ しう いぇくうきぇくうは 
し けくぇは しっさうけいくけしす, し おけはすけ ぉぇぉぇ 
きせ – ╃けくおぇ ′っえつっゃぇ, ゃっつくぇすぇ 
せょぇさくうつおぇ-しすぇたぇくけゃおぇ う くぇえ-
ょけぉさぇ ゃ こさけそっしうはすぇ  けす おぇこしせか
くぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4, こさっくぇしは ゃいさう
ゃけけこぇしくぇすぇ ぉぇさせすくぇ しきっし うかう 
くぇすうしおぇ さなつおぇすぇ くぇ こさっしぇすぇ いぇ 
おぇこしせかう. „』ぇお おけゅぇすけ こけつくぇた さぇ
ぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, さぇいぉさぇた おぇおゃけ 
すけつくけ っ こさぇゃうかぇ  ぉぇぉぇ ╃けつっ う 
おぇおゃぇ けすゅけゃけさくけしす う おせさぇあ うい
うしおゃぇ すけゃぇ”, くっ いぇぉさぇゃは う ょくっし 
うくあっくっさなす けす ぇゃしすさうえしおぇすぇ 
そうさきぇ – しゃっすけゃっく かうょっさ ゃ  さぇい
さぇぉけすおぇ くぇ しうしすっきう いぇ ゅかぇしけゃぇ 
おけきせくうおぇちうは う せこさぇゃかっくうっ ゃなゃ 
ゃないょせてくうは, きけさしおうは う あっかっいけ
こなすっく すさぇくしこけさす. ╁ きかぇょっあおうすっ 
しう ゅけょうくう, つっ う ょくっし, うくあっくっ
さなす こけ こさけそっしうは, くけ きせいうおぇくす 
こけ ょせてぇ, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しう こけ
しゃうさゃぇ くぇ おうすぇさぇ し けくぇは すさなこ
おぇ, おけはすけ ぉぇとぇ きせ 〈けくつけ, おけゅけすけ 
こさけしすけ くぇさうつぇす ”』けすけ”,  くぇょせゃぇ 
すさけきこっすぇ ょっしっすうかっすうは くぇさっょ ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょせたけゃぇ きせいうおぇ.  
 „┿さしっくぇか” っ こなさゃけすけ  さぇぉけすくけ 

きはしすけ くぇ 〈けょけさ しかっょ いぇゃなさてゃぇ
くっすけ くぇ  こさっしすうあくうは すったくうおせき 
„╁か. ╆ぇうきけゃ” ゃ ]けこけす, おなょっすけ 
せつう っかっおすさけくうおぇ. „╁ „┿さしっ
くぇか” くぇせつうた くぇえ-きくけゅけ う こさっ
ょう ゃしうつおけ – おぇお しすけはす くっとぇすぇ ゃ 
こさぇおすうおぇすぇ.”, しこけきくは しう 〈けょけさ, 
おけえすけ うきぇ いぇょ ゅなさぉぇ しう 4 ゅけょう
くう う こけかけゃうくぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ おぇすけ っか. すったくうお 
こけ こけょょさなあおぇすぇ ゃ いゃっくけすけ おなき 

ゅかぇゃくうは っくっさゅっすうお. ̈ すゅけゃぇ
さは いぇ 120-すう ちった くぇ ╆ぇゃけょ 
5, おなょっすけ しっ こさけういゃっあょぇす 
そさっいうすっ. ╉ぇすけ すうこうつっく 
ぇさしっくぇかっち, すけえ しう しこけき
くは すけつくけ おぇお いぇ こさなゃ こなす 
うょゃぇ すせお /けゅさけきくけすけ たぇかっ 
う すさせょくぇすぇ けさうっくすぇちうは 
きっあょせ きぇてうくうすっ/. ‶さうっ
きぇ ゅけ くぇ さぇぉけすぇ ゅかぇゃくうはす 
っくっさゅっすうお ‶っすなさ ╂ぇくつっゃ ゃ 
ぉさうゅぇょぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ╂っくつっゃ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ „┿さしっくぇか” 
うょゃぇす う はこけくちうすっ, し おけうすけ 
しっ うくしすぇかうさぇす しうしすっきうすっ いぇ 
ぉなょっとうは ぉけはょあうえしおう ちった 
くぇ ╆ぇゃけょ 5, おけえすけ つせあょっ
くちうすっ すさはぉゃぇ  ょぇ こせしくぇす ゃ 
ょっえしすゃうっ. [ぇぉけすぇすぇ こけ こせし
おぇくっすけ くぇ ぉけはょあうえしおうは ちった 
いぇ きぇえしすけさうすっ けす ]すさぇくぇ
すぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ 
ゃなさゃう せしこけさっょくけ し こさうゃうお
ゃぇくっすけ おなき ゃおせしぇ くぇ „]かう
ゃっくしおぇすぇ こっさかぇ”, しこけきくは 
しう すけゅぇゃぇてくうはす っか. すったくうお. 
′ぇおさぇは ぉなかゅぇさう う はこけくちう 
しう しすぇくぇかう ぉかういおう う くぇ きぇ
しぇすぇ し てけこしおう しぇかぇすう う くぇ
てっくしおぇ さぇおうは ゃきっしすけ しぇおっ, 
こさっい せしきうゃおぇ しう しこけきくは 
〈けょけさ. ′ぇえ-ゃぇあくけすけ, おけっ
すけ こけきくう, けぉぇつっ, っ ゃこっつぇす
かっくうっすけ, つっ: ”╁ „┿さしっくぇか” 
くっおなょなさくうちう くはきぇ (うかう 
しぇ さはょおけしす). ┿おけ くはおけえ くっ 
しすぇゃぇ, こさけしすけ – くぇこせしおぇ”. 
〈さはぉゃぇ ょぇ しっ せつうて こけしすけ
はくくけ – おぇすけ くぇ ╆ぇこぇょ.

′ぇせつっくけすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
ゃなさてう ょけぉさぇ さぇぉけすぇ

くぇ ╆ぇこぇょ

〈ぇき しなとけ しっ ょなさあう うい
おかのつうすっかくけ きくけゅけ くぇ けす
ゅけゃけさくけしすすぇ. 〈けょけさ っ さぇい
ぉさぇか すけゃぇ おぇすっゅけさうつくけ こさう 
さぇぉけすぇすぇ しう ゃ きっすさけすけ くぇ 
]ぇく 《さぇくちうしおけ, けす つうえすけ 
7.5-おうかけきっすさけゃ すせくっか こけょ 
けおっぇくしおうは いぇかうゃ こさけしすけ 
すっ こけぉうゃぇす すさなこおう /ぇおけ くっ 
しう こさけそっしうけくぇかうしす/. ‶け
くはおけゅぇ ゃ すせくっかうすっ しすぇゃぇかけ 
ょけしすぇ くぇこっつっくけ う しぇきけ けす
ゅけゃけさくけしすすぇ おなき さぇぉけすぇすぇ 
きけあっ ょぇ すう しこぇしう あうゃけすぇ, 

けぉはしくはゃぇ ょくっし うくあ. ′っえつっゃ. 
╃うくぇきうおぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
おなょっすけ さぇぉけすう しっゅぇ, しなとけ っ 
ょけしすぇすなつくけ しっさうけいくぇ.” ] おけ
かっゅうすっ こけしすけはくくけ けぉしなあょぇ
きっ おぇいせしう けす っあっょくっゃうっすけ う 
くぇきうさぇきっ けぉとけ さってっくうはすぇ 
ゃ さぇぉけすぇすぇ.”, けぉはしくはゃぇ うくあ. 
′っえつっゃ. ╁なゃ そうさきぇすぇ, おなょっすけ 
さぇぉけすう, すけえ くはきぇ すゃなさょけ せし

すぇくけゃっく ゅさぇそうお くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ, おけっすけ いぇ しっょきうちぇすぇ 
っ 38.5 つぇしぇ. ′うおけえ くっ しかっょう 
すけつくけ おけゅぇ こけつうゃぇて, こうって 
おぇそっ, けぉはょゃぇて うかう さぇぉけすうて. 
╃ぇゃぇ すう しっ さぇぉけすぇ う きけあって 
ょぇ しう すさなゅくって しぇきけ, ぇおけ しう 
は しゃなさてうか. ┿おけ きけあって ょぇ しっ 
しこさぇゃうて こけ-ぉなさいけ – ょけぉさっ, 
ぇおけ くっ - けしすぇゃぇて, ょけおぇすけ は 
しゃなさてうて. ′ぇこさっょゃぇくっすけ くぇ 
すったくうおぇすぇ ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ 
こさうくせあょぇゃぇ こさけそっしうけくぇかう
しすうすっ ょぇ しっ せつぇす こけしすけはくくけ, 
ゃしはおぇ くけゃぇ こけさなつおぇ ういうし
おゃぇ くけゃう せきっくうは. 《うさきぇすぇ, 
けぉぇつっ, せかっしくはゃぇ すったくうちうすっ 
う うくあっくっさうすっ しう し ょけしすなこ
くぇ こさっい うくすっさくっす  ぉぇいぇ ょぇく
くう くぇ ちはかぇすぇ しう すったくうつっしおぇ 
ょけおせきっくすぇちうは, おけはすけ きけあっ 

ょぇ しっ さぇいつうすぇ けす ゃしはおぇ すけつおぇ 
くぇ しゃっすぇ, おなょっすけ しっ さぇぉけすう.
╁しっおう うきぇ ょけしすなこ ょけ ゃしうつおけ 
- けす ょけおせきっくすぇちうはすぇ こけ ゃしはおけ 
ういょっかうっ ょけ すったくうつっしおうすっ さな
おけゃけょしすゃぇ, っか.したっきうすっ う こさけ
つうっ. 〈ぇおぇ 〈けょけさ ′っえつっゃ ゃっつっ 
っ さぇぉけすうか いぇ ╉けしきうつっしおうは 
ちっくすなさ „╉っくっょう” ゃなゃ 《かけさう
ょぇ, いぇ こさうしすぇくうとっく おけきこかっおし 
ゃ ′けさゃっゅうは, すぇ ょけさう う いぇ ぉなか
ゅぇさしおうは こうかけすっく  あこ-こさけっおす 
„‶かけゃょうゃ-]ゃうかっくゅさぇょ”, おけえすけ 
こさっょしすけう ょぇ ぉなょっ こせしくぇす ゃ 
ょっえしすゃうっ. ╁なゃ そうさきぇすぇ, おけはすけ 
ういこなかくはゃぇ しうしすっきう いぇ すっかっおけ
きせくうおぇちうう こけ ちっかうは しゃはす, うきぇ 
けとっ ょゃぇきぇ ぉなかゅぇさう. [ぇぉけすはす 
おぇすけ しけそすせっさくう しこっちうぇかうしすう. 
〈けょけさ ′っえつっゃ っ うくあっくっさ こけ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ しうしすっきうすっ 
いぇ おけきせくうおぇちうは. ‶けつゃぇ し けおぇ
ぉっかはゃぇくっすけ, おぇおゃけすけ こさぇゃう う 
ょけおぇすけ さぇぉけすう ゃ ┿ゃしすさうえしおぇすぇ 
けぉとっしすゃっくぇ すっかっゃういうは, こけしかっ 
こさっきうくぇゃぇ おなき こけ-しかけあくぇすぇ 
さぇぉけすぇ こけ いぇさっあょぇくっ う くぇ
しすさけえおぇ くぇ しけそすせっさぇ いぇ しうしすっ
きうすっ う こせしおぇくっすけ うき ゃ ょっえしす
ゃうっ. 〈せお きせ こけきぇゅぇ う けこうすなす 
けす さぇぉけすぇすぇ ゃ ╀〈╉ ゃ ╀なかゅぇさうは 
くぇ ゃさっきっすけ, おなょっすけ さぇぉけすう, 
しかっょ おぇすけ くぇこせしおぇ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ ょゃっ ゅけょうくう ゃ ぇゃしすさうえしおぇ
すぇ そうさきぇ うくあ. ′っえつっゃ しすぇゃぇ 
っょうく けす くぇえ-ょけぉさうすっ すったくう
ちう. „╁ さぇぉけすぇすぇ しう ゃうくぇゅう 
しなき こけかせつぇゃぇか せゃぇあっくうっ. ╇ 
ゃ ┿ゃしすさうは, う ゃ  ]┿】 しなき こけ
しすうゅくぇか ゃしうつおけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ けすいうゃつうゃけしすすぇ くぇ おけかっゅうすっ 
う こけきけとすぇ, おけはすけ こけかせつぇゃぇき. 
′はきぇ こさっょさぇいしなょなちう おなき くぇし, 
けちっくはゃぇす くう こけ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ う すけゃぇ っ ぇぉしけかのすくけ 
ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ うきぇて こさけ
そっしうけくぇかくけ しぇきけつせゃしすゃうっ.”, 

けぉけぉとぇゃぇ うくあ. ′っえつっゃ. 〈けえ 
くぇきうさぇ おぇすけ ぇぉしけかのすくけ こけ
かっいくぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ こさぇおすうおぇすぇ 
くぇ ┿ゃしすさうは, おなょっすけ くけゃうすっ 
うくあっくっさう しっ くぇいくぇつぇゃぇす こけ 
けこさっょっかっくう こさけゅさぇきう う しっ 
けぉせつぇゃぇす こけしすっこっくくけ けす そうさ
きぇすぇ, くけ ゅけすけゃうすっ おぇょさう しなとけ 
しぇ ょけぉさっ ょけてかう. ╁ ┿ゃしすさうは 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ うくあっくっさう うき 
しっ こさういくぇゃぇ ゃうしてっすけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ, けぉぇつっ ゃぇあくう しぇ う 
せきっくうはすぇ, せぉっょうか しっ っ 〈けょけさ 
′っえつっゃ. ╉けかおけすけ ょけ ょけぉさけすけ 
けすくけてっくうっ おなき しっぉっ しう おぇすけ 
こさけそっしうけくぇかうしす, すけえ ゅけ くぇ
きうさぇ  けとっ ゃ ]┿】, おなょっすけ っ 
さぇぉけすうか, こさっょう ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
╄ゃさけこぇ. ╉けかっゅうぇかくけしすすぇ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ BART - きっすさけすけ くぇ 
]ぇく 《さぇくちうしおけ, っ すけかおけゃぇ ゃぇ

あくぇ, おけかおけすけ う けすゅけゃけさくけしす
すぇ, おけはすけ ういうしおゃぇ ゅぇさぇくちうはすぇ 
くぇ しうゅせさくけしすすぇ くぇ きうかうけくうすっ 
こなすせゃぇとう. ╇くぇつっ:

╁ ╄ゃさけこぇ いくぇはす ょけしすぇ いぇ 
╀なかゅぇさうは

〈けゃぇ しぇ ゃこっつぇすかっくうはすぇ くぇ 
ういさぇしくぇかうは こけょ ╉ぇすせくうすっ くぇ 
╄くうくぇ うくあっくっさ けす ゃけょっとぇ ぇゃ
しすさうえしおぇ そうさきぇ し きくけゅけ そう
かうぇかう こけ しゃっすぇ う こけゃっつっ けす 
600 さぇぉけすくうちう しぇきけ ゃなゃ ╁う
っくぇ. ╉せさうけい っ, つっ ゃ ┿ゃしすさうは, 
くぇこさうきっさ, ょっちぇすぇ せつぇす ゃ せつう
かうとっ, つっ ゃ ╀なかゅぇさうは しっ おうきぇ 
し ゅかぇゃぇ いぇ „╃ぇ” う „′っ” けぉさぇすくけ 
くぇ っゃさけこっえしおうは きぇくうっさ, くけ 
すけゃぇ くっ っ っょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ 
しっ いくぇっ いぇ くぇし. ╋くけゅけ ぇゃしすさうえ
ちう ゃっつっ しぇ たけょうかう くぇ こけつうゃおぇ 
くぇ 』っさくけ きけさっ. ′っゅけゃ おけかっゅぇ, 
けぉぇつっ, し くぇしきっておぇ しう しこけきくは 
おぇお きせ けすおさぇょくぇかう おせそぇさぇ し 
うくしすさせきっくすう ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おな
ょっすけ ぉうか こけ さぇぉけすぇ ゃなさたせ すっ
かっおけきせくうおぇちうけくくうすっ しうしすっきう 
くぇ おけさぇぉうすっ.
 ╁ ]┿】 けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ 

しゃなさいゃぇす ╀なかゅぇさうは こさっょう 
ゃしうつおけ しなし しなゃっすしおうは さっあうき 
う けゅさぇくうつっくうっすけ くぇ ゅさぇあ
ょぇくしおうすっ こさぇゃぇ, せしすぇくけゃうか 
ぉなかゅぇさしおうはす っきうゅさぇくす. ┿きっ
さうおぇくちうすっ, けぉぇつっ, いくぇはす う つっ 
さっあうきなす ょぇか こけつすう ぉっいこかぇすくけ 
あうかうとぇ くぇ ゃしうつおう ぉなかゅぇさう. 
╃させゅけ こけつすう くうとけ くっ いくぇはす いぇ 
くぇし, さぇいぉうさぇ こさう 4-ゅけょうてくうは 
しう あうゃけす  くぇ ╆ぇこぇょくけすけ おさぇえ
ぉさっあうっ ぉなかゅぇさうくなす けす [けいけ
ゃぇすぇ ょけかうくぇ /くっ いくぇはす ょぇあっ う 
いぇ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ.../. ¨ぉぇつっ 
こさういくぇゃぇす こさけそっしうけくぇかくうは 
けこうす. ╁ ]┿】 さけょくぇすぇ うくあっ
くっさしおぇ  ょうこかけきぇ しっ けおぇいぇかぇ 
くっ すけかおけゃぇ ゃぇあくぇ, おけかおけ
すけ くぇせつっくけすけ ゃ こさぇおすうおぇすぇ. 
╇きっくくけ いぇさぇょう くぇせつっくけすけ  ゅけ 
ゃいうきぇす くぇ さぇぉけすぇ ゃ BART, おけっ
すけ ょぇゃぇ しすぇさす くぇ こさけそっしうけ
くぇかくうは きせ こなす くぇ ╆ぇこぇょ. ′ぇせ
つっくけすけ, くぇえ-ゃっつっ ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶け こけょけぉっく くぇつうく, おぇおすけ ゃ 
„┿さしっくぇか”, すぇおぇ う ゃなゃ そうさきぇ
すぇ, おけはすけ こけょょなさあぇ きさっあぇすぇ 
くぇ きっすさけすけ ゃ ]ぇく 《さぇくちうしおけ, 
しっ ょなさあう  くぇ ぉっいけこぇしくけしすすぇ, 
いぇぉっかはいゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう 〈け
ょけさ ′っえつっゃ. ╁ ]┿】, おなょっすけ 
さぇぉけすう こけょ いぇこかぇたぇすぇ くぇ ゃかぇ
おけゃっ, ょゃうあっとう しっ しなし 140 おき 
ゃ つぇし,  すけえ こさっきうくぇゃぇ こけしすけ
はくくけ こさっい けぉせつっくうは う すっしすけゃっ 
こけ ういうしおゃぇくうはすぇ いぇ ぉっいけこぇし
くけしす, おけうすけ, ぇおけ くっ こけおさうって, 
うきぇ けこぇしくけしす ょぇ けしすぇくって ぉっい 
さぇぉけすぇ. ]うしすっきぇすぇ っ すぇおぇゃぇ, 
つっ おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう くけとっき 
こさう しこうさぇくっ くぇ ょゃうあっくうっすけ, 
そうさきぇすぇ くけしう けすゅけゃけさくけしす いぇ 
ぉっいけこぇしくけしすすぇ くぇ さぇぉけすくうおぇ, 
くけ おけゅぇすけ しっ さぇぉけすう こさう せしかけ
ゃうは くぇ ょゃうあっくうっ くぇ きけすさうしう
すっ – ゃしっおう すさはぉゃぇ しぇき ょぇ  こけ
っきっ しうゅせさくけしすすぇ いぇ あうゃけすぇ しう.
╅うすっえしおうすっ こなすっおう くぇ きくけ

ゅけ ぉなかゅぇさう ょくっし しぇ くぇうしすうくぇ 
くっかっおう. ╆ぇ 8 ゅけょうくう, いぇ ょぇ しう 
ょぇょっ くけゃ しすぇさす ゃ あうゃけすぇ けす
すぇすなお ╉ぇかけすうくぇ, うくあっくっさなす, 
さけょけき  けす ╄くうくぇ, くぇせつぇゃぇ ょゃぇ 
っいうおぇ – ぇくゅかうえしおう う くっきしおう. 
〈ぇおぇ しっゅぇ, おけゅぇすけ こなすせゃぇ ゃ 
おけきぇくょうさけゃおう こけ しゃっすぇ, くはきぇ 
くうおぇおゃう こさけぉかっきう し おけきせくう
おぇちうはすぇ. ‶け-ゃぇあくけすけ っ, けぉぇ
つっ, つっ くはきぇ う くっさってっくう こさけ
ぉかっきう ゃ さぇぉけすぇすぇ, おなょっすけ うきぇ 
しぇきけつせゃしすゃうっ けす けゃかぇょはくうは 
こさけそっしうけくぇかういなき, つううすけ  おけ
さっくう しぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ „┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╄かっくぇ ╁けかっゃぇ-[ぇゃけか っ っょうくしすゃっくぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
ょぇきぇ, つかっく くぇ ╉かせぉぇ くぇ おけさけくけゃぇくうすっ けしけぉう ゃ ‶ぇさうあ. 
‶さっょう ぉさけっくう ょくう すは, いぇっょくけ し こさけそ. ¨かうゃうっ ╀ぇいぇく, 
こさっょしっょぇすっか くぇ ]なのいぇ くぇ そさっくしおうすっ こうしぇすっかう, ゅけしすせ-
ゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ こさっきうっさぇすぇ くぇ ょけおせきっくすぇかくうは そうかき 
“〈は きうくぇ. ╋うくぇ”. 《うかきなす っ いぇ かのぉうきぇすぇ う きせいぇ くぇ ‶っえけ 
ぅゃけさけゃ - ╋うくぇ 〈けょけさけゃぇ, う っ くぇこさぇゃっく こけ うくうちうぇすうゃぇ 
くぇ そけくょぇちうは “ぅゃけさけゃ”. ┿ゃすけさう くぇ そうかきぇ しぇ あせさくぇかうしす-
おぇすぇ う しちっくぇさうしす [せきはくぇ ╊っつっゃぇ, けこっさぇすけさ ]ゃっすかけいぇさ 
′っょっゃ う さっあうしぬけさ 〉かはくぇ ╋ぇすっゃぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ っきけちうは う しぇくすうきっくす ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ 

ゃすけさうはす ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇさうは, しかっょ さけょくうは ゅさぇょ くぇ ╋うくぇ - 
╄かっくぇ, おけえすけ うきぇてっ つっしすすぇ こさっょう こさっきうっさぇすぇ こけ ╀′〈 
ょぇ ゃうょう 46-きうくせすくぇすぇ かっくすぇ いぇ くっゃっさけはすくぇすぇ かのぉけゃ 
きっあょせ こけっすぇ う 20-ゅけょうてくぇすぇ ╋うくぇ. 
╁ ╉ぇいぇくかなお [ぇゃけか ぉっ こけしさっとくぇすぇ けす おきっすぇ くぇ ゅさぇょぇ 

╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ ょぇょっ う ゃっつっさは ゃ くっえくぇ つっしす.

╄かっくぇ [ぇゃけか っ ぉなかゅぇさおぇすぇ, おけはすけ こさっょう こけつすう ょゃっ 
ょっしっすうかっすうは こけかせつぇゃぇ けそうちうぇかくけ こなかくけきけとくけ けす ¨ぉ-
とうくぇ ╀せかけく ゃ ‶ぇさうあ ょぇ しっ ゅさうあう いぇ ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ う 
けすすけゅぇゃぇ っ ぇおすうゃっく さぇょっすっか くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ かうすっさぇすせさ-
くぇ う おせかすせさくぇ おぇせいぇ ゃなゃ 《さぇくちうは う うくうちううさぇ ぅゃけさけゃう 
こぇさうあおう くけとう.
┿すさぇおすうゃくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ, おけはすけ ゃっつっ っ くぇ ょけしすけかっこくうすっ 

90 ゅけょうくう, っ ぉうかぇ しさっょ こけおぇくっくうすっ くぇ おさぇかしおぇすぇ しゃぇす-
ぉぇ くぇ こさっしすけかけくぇしかっょくうおぇ くぇ ╁っかうおけぉさうすぇくうは 〉うかはき, 
こけおさぇえ す.くぇさ. おけさけくけゃぇく おかせぉ うきぇ う かうつくけ こけいくぇくしすゃけ 
し させしおう こさうくちけゃっ う こさうくちっしう けす ╉けぉせさゅうすっ. [けょっくぇすぇ 
ゃ ‶かっゃっく きっょうちうくしおぇ しっしすさぇ ╄かっくぇ ╁けかっゃぇ-[ぇゃけか っ う 
うしすうくしおう きっちっくぇす いぇ ぉなかゅぇさしおけすけ ういおせしすゃけ.
╀なかゅぇさおぇすぇ, おけはすけ けす 47 ゅけょうくう あうゃっっ ゃ ‶ぇさうあ, しすぇ-

ゃぇ ゃしっ こけ-こけこせかはさくぇ せ くぇし, くぇえ-ゃっつっ し ぇおすうゃくけすけ しう 
せつぇしすうっ ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ う こさけゃっあょぇくっすけ くぇ ゃないこけきっ-
くぇくうっすけ-こぇくうたうょぇ ゃ こぇきっす くぇ ╋うくぇ 〈けょけさけゃぇ - きせいぇすぇ 
くぇ こけっすぇ, こけ しかせつぇえ 100 ゅけょうくう けす くっえくぇすぇ おけくつうくぇ, 
しなしすけはかぇ しっ くぇ 15 けおすけきゃさう 2010 ゅけょうくぇ くぇ ゅさけぉうとっすけ 
ゃ ╀うぇくおせさ う くぇ ¨すおさうすうは せさけお いぇ ぅゃけさけゃ ゃ ‶ぇさうあ, こさけ-
ゃっか しっ こさっい きっしっち のくう 2011 ゅ.

- ╂けしこけあけ [ぇゃけか, おぇお けす-
おさうたすっ ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ?
- ╅うゃっは ぉかういけ ょけ ゅさけぉうとっ-

すけ ╀うぇくおせさ, おなょっすけ いくぇった, つっ 
っ こけゅさっぉぇくぇ ╋うくぇ. 〈けゃぇ ぉっ 
っょくぇ けす こさっょこけしすぇゃおうすっ ょぇ 
ゅけ こけすなさしは. ¨しゃっく すけゃぇ, しなき 
う つかっく くぇ 《さっくしおけ-ぉなかゅぇさ-
しおけすけ ょさせあっしすゃけ „╇ゃぇく ╁ぇ-
いけゃ”, つうはすけ ょっえくけしす おけさっし-
こけくょうさぇ し こけこせかはさういうさぇくっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ おせかすせさぇ う 
しゃなさいぇくうすっ し くっは ういゃっしすくう 
ぉなかゅぇさう: うしすけさうちう, せつっくう,  
こけっすう, こうしぇすっかう, たせょけあくう-
ちう, こっゃちう, すっぇすさぇかう う こさ.

- ‶けきくうすっ かう おけゅぇ けすう-
ょけたすっ いぇ こなさゃう こなす くぇ 
すけいう ゅさけぉ?
 -  ′ぇ ╆ぇょせてくうちぇ, 1984 

ゅけょうくぇ. ╇ すけゅぇゃぇ いぇ こなさゃう 
こなす しっ ゃなさくぇた ゃ ╀なかゅぇさうは 
しかっょ 20 ゅけょうくう, くぇこさぇゃうた 
さっこけさすぇあ いぇ すけゃぇ ゃなゃ ゃっしす-
くうお “]かぇゃはくう”, ゃっしすくうお いぇ 
ぉなかゅぇさうすっ ゃ つせあぉうくぇ, くけ くう-
おけえ ょけしっゅぇ くっ っ っ けぉなさくぇか 
ゃくうきぇくうっ. ╉けゅぇすけ しう ょけえょけた 
ゃ ╀なかゅぇさうは しかっょ すけかおけゃぇ ゅけ-

ょうくう, けすうょけた くぇ “[ぇおけゃしおぇ” 
ゃ ]けそうは ょぇ ゃうょは おなとぇすぇ くぇ  
ぅゃけさけゃ う ぉはた こけすさっしっくぇ: 
ぉってっ こけかせさぇいさせてっくぇ, っょうく 
いぇこせしくぇす ょゃけさ, こけすなくぇか ゃ 
きなゅかぇ う きさなしけすうは, けちゃなおぇくけ 
けす こすうつおう ゃしうつおけ. ‶けうくすっ-
さっしせゃぇた しっ おけえ けゅゅけゃぇさは いぇ 
ゃしうつおけ すけゃぇ, おけえ ゅけ こけょょなさ-
あぇ, くうおけえ くっ きう けすゅけゃけさう. 
╇ しっゅぇ, しかっょ すけかおけゃぇ きくけゅけ 
ゃさっきっ, しなき とぇしすかうゃぇ, つっ うきぇ 
ゃっつっ う しこっちうぇかくぇ そけくょぇちうは 
う ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 〈けょけさ 
╇ゃぇくけゃ ゃっつっ う こぇきっすすぇ いぇ 
ぅゃけさけゃ しっ こぇいう, う いぇ ╋うくぇ. ┿ 
ょけしおけさけ, ゃなこさっおう つっ しぇ きう-
くぇかう 100 ゅけょうくう, ぉなかゅぇさうすっ 
くっ いくぇったぇ おなょっ っ ゅさけぉなす くぇ 
╋うくぇ. ]っゅぇ ゃっつっ しっ いくぇっ う しっ 
つせゃしすゃぇき とぇしすかうゃぇ. 

- ╉ぇあっすっ, ゅけしこけあけ [ぇ-
ゃけか, おけっ きけあっ ょぇ くぇおぇさぇ 
っょくぇ こかっゃっくつぇくおぇ けす ‶ぇ-
さうあ ょぇ くぇこさぇゃう すけゃぇ いぇ 
ぉなかゅぇさうすっ?
- ┿い しなき こかっゃっくつぇくおぇ, くけ 

しなこさせゅなす きう, こなさゃうはす, ぉっ 
こけおけえくうはす こけっす ]すっそぇく ╁け-

かっゃ, ういゃっしすっく くぇ ゃさっきっすけ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ] くっゅけ つっしすけ しう 
ゅけゃけさったきっ う こけおさぇえ くっゅけ 
いぇけぉうつぇた きくけゅけ ぅゃけさけゃ う 
こけっいうはすぇ きせ. ┿い しきはすぇき, つっ 
ゃしうつおう きかぇょう  たけさぇ くぇ ゃさっ-
きっすけ しう きっつすぇったぇ いぇ かのぉけゃ 
こけ ぅゃけさけゃ う しう さっちうすうさぇたぇ 
すゃけさぉうすっ きせ. 〈けゃぇ しぇ っょくう 
きくけゅけ かうさうつくう すゃけさぉう. ╇ 
こけくっあっ けぉうつぇた きくけゅけ  ぅゃけ-
さけゃ, ぇ こけおさぇえ くっゅけ う きせいぇすぇ 
きせ ╋うくぇ, きくけゅけ うしおぇた ょぇ けす-
おさうは う ょぇ いくぇき おなょっ っ ゅさけぉなす 
くぇ すけゃぇ くっゃっさけはすくけ きけきうつっ. 
╆ぇ きっく ぉってっ くっょけこせしすうきけ, 
しさぇき いぇ くぇてぇすぇ ╀なかゅぇさうは, つっ 
100 ゅけょうくう くっ しっ いくぇっ おなょっ 
っ ゅさけぉなす くぇ ╋うくぇ. ┿い ゅけ けす-
おさうた しなゃしっき しかせつぇえくけ, ぇ すっ 
きっく しなとけ きっ けすおさうたぇ しなゃしっき 
しかせつぇえくけ /ぉっか. ぇ. - しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ そけくょぇちうは “ぅゃけさけゃ”, 
おけはすけ けすおさうゃぇ ╄かっくぇ [ぇゃけか 
う しっ しゃなさいゃぇ し くっは こさっょう 
3 ゅけょうくう/. ╇ すぇおぇ しすぇくぇ - 
ゅけしこけょうく 〈けょけさ ╇ゃぇくけゃ けす 
そけくょぇちうは “ぅゃけさけゃ” きっ くぇ-
きっさう う すけえ こけあっかぇ ょぇ ょけえ-
ょっ ゃ ‶ぇさうあ いぇ すなさあっしすゃぇすぇ 
こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ 
けす しきなさすすぇ くぇ ╋うくぇ /こさっい 
2010 ゅけょうくぇ/ う すけえ ょけえょっ. 
╇ すぇおぇ いぇこけつくぇ ゃしうつおけ. 〈け-
ゅぇゃぇ, こさっい のかう, くぇ ゅさけぉぇ くぇ 
╋うくぇ しっ しなぉさぇたきっ 100 ぉなか-
ゅぇさう, おけうすけ けぉうつぇきっ ╋うくぇ 
う こけっいうはすぇ くぇ ぅゃけさけゃ, う ょぇ 
しう くぇこさぇゃうき こけきっく いぇ ╋うくぇ. 
′ぇこさぇゃうた ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 

くぇ すけいう こけきっく ょぇ こさうしなしすゃぇ 
う ょっかっゅぇちうは けす ╀なかゅぇさうは けす 
15 ょせてう.

- ╉ぇおゃけ ╁う ょぇょっ すぇいう 
ゅさうあぇ いぇ ╋うくぇ, きぇおぇさ う ゃ 
けすゃなょくけすけ. ╁っつっ 30 ゅけょう-
くう くっせきけさくけ ╁うっ けぉゅさうあ-
ゃぇすっ すけいう ゅさけぉ, こさっゃなさくぇ-

かう しすっ ゅけ ゃ っょうく ょけしすけっく 
こぇきっすくうお くぇ っょくぇ ゅけかはきぇ 
かのぉけゃ う っょくぇ くっゃうくくぇ 
ょせてぇ?
- ′はきぇ くうとけ こけ-しゃはすけ けす 

すけゃぇ ょぇ しっ こけゅさうあうて いぇ こぇ-
きっすすぇ くぇ っょくぇ きかぇょぇ ょっゃけえ-
おぇ. ¨す すけいう ゅさけぉ ぇい ゃうあょぇた 
ちはかぇすぇ しう そぇきうかうは, こけくっあっ 
う ぇい いぇゅせぉうた ちはかぇすぇ しう そぇきう-

かうは. ┿ くけしすぇかゅうはすぇ っ くっとけ, 
おけっすけ きくけゅけ きっ きなつってっ う 
つっしすけ たけょった くぇ ゅさけぉけゃっすっ 
くぇ きけうすっ たけさぇ ょぇ こけしすぇゃはき 
ちゃっすは. 〈ぇき, おなょっすけ ゃうあょぇた, 
つっ くはきぇ くうすけ っょくけ ちゃっすっくちっ 
こけしすぇゃっくけ, つっ ゅさけぉなす っ いぇ-

こせしすはか, つっ ゃっつっ くはきぇ おけえ ょぇ 
たけょう, こけしすぇゃはた. 〈ぇおぇ けすおさうた 
う ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ - くはきぇてっ 
くうすけ っょくけ ちゃっすっくちっ, しぇきけ 
たせぉぇゃぇすぇ きさぇきけさくぇ こかけつぇ 
ぉってっ. 〈ぇおぇ こけしすっこっくくけ さっ-
てうた, つっ とっ たけょは う くぇ すけいう 
ゅさけぉ, あうゃっった くぇぉかういけ. 〈けゃぇ 
きっ しゃなさいぇ きくけゅけ う し きけうすっ 
きなさすゃゃう ぉかういおう たけさぇ: つさっい 

すけいう ゅさけぉ ゃうあょぇき ょせてうすっ くぇ 
ちはかぇすぇ しう きなさすゃぇ そぇきうかうは.

- ] すけゃぇ, おけっすけ しすっ ょぇかう 
くぇ かうすっさぇすせさくぇすぇ こぇきっす 
くぇ くぇさけょぇ くう う し ╁ぇてうは 
こさうくけし いぇ こけょょさなあおぇすぇ 
くぇ ゅさけぉぇ くぇ ╋うくぇ, ゃしなと-
くけしす, ╁うっ くぇ こさぇおすうおぇ しすっ 
ういゅさぇょうかう くぇくけゃけ ちっかうは 

こぇきっすくうお, ょぇゃぇ かう ╁う せしっ-
とぇくっすけ いぇ ういこなかくっくぇ きう-
しうは, いぇ くっとけ ういおかのつうすっか-
くけ ゃぇあくけ ゃ あうゃけすぇ ╁う?
- ╃ぇ, ょぇ. 】ぇしすかうゃぇ しなき, つっ 

きけあぇた ゃ あうゃけすぇ しう ょぇ こけしすうゅ-
くぇ くっ ぉけゅぇすしすゃけ きぇすっさうぇかくけ, 

ぇ ょぇ けしすぇゃは くっとけ いぇ たけさぇすぇ 
しかっょ きっく. ╋うしかは, つっ う ╋うくぇ っ 
とぇしすかうゃぇ, つっ  こぇきっすすぇ いぇ くっは 
っ あうゃぇ う つっ たけさぇ ょけえょけたぇ くぇ 
くっえくうは  ゅさけぉ, きぇおぇさ う しかっょ 
100 ゅけょうくう. ┿ くぇ きけは ゅさけぉ 
きけあっ ぉう くはきぇ くうおけえ ょぇ ょけえ-
ょっ... 〈けゃぇ っ さぇいかうおぇすぇ.                  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Екипът на филма за Мина и Яворов

╆ひしえあちさあてあ, さそみてそ たちかおけ たそねてけ おうか おかつかてけしかてけみ たそしとねあうあ そなけぬけあしせそ たひしせそすそはせそ そて 《い-
はけせあ ╆としそせ う 》あちけき おあ つか えちけきけ くあ えちそいあ せあ 〈けせあ け そててそえあうあ か あさてけうかせ ちあおかてかし せあ いひし-
えあちつさあてあ しけてかちあてとちせあ け さとしてとちせあ さあとくあ うひう ‒ちあせぬけみ け けせけぬけけちあ っうそちそうけ たあちけきさけ せそはけ
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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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╇けかせねあせけせひて
【そおそち 〉かこねかう

』ちかはけ:

– つひうちかすかせせそてそ ちかのかせけか くあ つひちぬか

′あ てあせぬけてか, つひちぬかてそ
け ╇あせみ 〈けせねかうあ

╊しかせあ ╇そしかうあ-『あうそし
╋かせあてあ, さそみてそ そてさちけ

えちそいあ せあ 〈けせあ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╉《]¨〉╅ 〉╅ 《『｠¨╉╊¨【╊ 
- 〉《╇╅【╅ 』]╅╇╅ 〉╅ [╅′╅〉]ぇぃ[《?

ぷíëñÖÜ

 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

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

╇きっ: ╂っけさゅう ╁なさぉぇくけゃ ┿かっおしぇくょさけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 6/120

╃かなあくけしす: 【かけしっさ

╂けょうくう: 40

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: 《せすぉけか, さぇいたけょおう

¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“? - 17 ゅけょうくう

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

- [ぇいつうすぇき くぇ しっきっえしすゃけすけ う こさうすっかうすっ.

》『《╉】[を¨っ【╅ 〉╅ 
„╅『』╊〉╅]“ - ｠¨【 
〉╅ „｠╊〈】』 2012“

《╋¨╇っ ╊『╈╊〉』[╅【╅ 
》《[╅〉╅ 〉╅ ぁ】╉《〈¨『

《つうかせ さあてそ おそしけせあ せあ ちそくけてか, あさそ たちそかさてひて せあ にそしあせおぬけてか たちそちあいそ
てけ, 『そくそうあてあ おそしけせあ すそきか おあ つか たちかうひちせか け う おそしけせあ せあ そちにけおかけてか. 【そうあ 
つてあせあ みつせそ そて たそつかはかせけかてそ う ちあこそせあ け „そてさちけてけかてそ” せあ えちとたあ にそしあせお
つさけ かさそしそくけ, うそおかせけ そて いひしえあちさあ, きけうかかはあ そて おかつかてけしかてけか う ｠そしあせおけみ

¨]¨… [╅[【《 [╅′╇╅ ╋╇╅〉╊を[¨

. . 

18-ゅけょうてくぇすぇ ′っかう ′っょのゃぇ ]かぇゃけゃぇ しすぇくぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′っかう ぉっ ういぉさぇくぇ くぇ 1-ゃう のくう ゃっつっさすぇ, ゃ おけくおせさっくちうは し けとっ 9 こさっすっくょっくすおう いぇ おけさけくぇすぇ.
′けゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ, おけはすけ ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ゅけょうくぇ とっ さぇぉけすう いぇ おぇせいぇすぇ くぇ 

╉ぇいぇくかなお う こさっゃさなとぇくっすけ きせ ゃなゃ そっしすうゃぇかっく ゅさぇょ, っ さけょっくぇ くぇ 20-すう きぇえ 1994 ゅけょうくぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╁ないこうすぇくうつおぇ っ くぇ 》╂ “]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ╋っつすぇすぇ くぇ ′っかう っ ょぇ せつう きけょっく 
ょういぇえく う しっ くぇょはゃぇ っょうく ょっく くけゃうすっ ちぇさうちう くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ くけしはす くっえくうすっ ょさったう. 
¨とっ けす っしっくすぇ ′っかう ]かぇゃけゃぇ とっ っ っ しすせょっくすおぇ ゃなゃ ╁ぇさくっくしおうは しゃけぉけょっく せくうゃっさしうすっす, 

おなょっすけ とっ ういせつぇゃぇ きけょっく ょういぇえく. 
]っきっえしすゃけすけ くぇ くけゃぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ちぇさうちぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し こさけういゃけょしすゃけ くぇ しこけさすくう っおうこう. 
‶けょゅかぇしくうつおう くぇ ′っかう ]かぇゃけゃぇ しすぇくぇたぇ ╇ゃけくぇ ╀ぇかなおつうっゃぇ けす ‶╂ こけ こかぇしすうつくう ういおせしすゃぇ 

ょういぇえく “┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ” う ╋うゅかっくぇ ╂っけさゅうっゃぇ けす ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”. 
                                                                                                                                      〈┿

〈けにあけし ╋うあせかぬさけ - ちとつさけ たけつあてかし-つあてけちけさ, けくたひしせけてかし せあ つそいつてうかせけ 
たちそけくうかおかせけみ, せあちそおかせ あちてけつて せあ 『とつさあてあ なかおかちあぬけみ, ちそおかせ 1934 え.
╉けかおけ すさせょくけ っ ょぇ こなかいうて 

し ゅけさょけ ゃょうゅくぇすぇ ゅかぇゃぇ!
╉ぇすけ しなつっすぇっき すなきくけすけ きう-

くぇかけ しなし しゃっすかけすけ ぉなょっとっ, 
しっ こけかせつぇゃぇ しうゃけ くぇしすけはとっ.
┿おけ しこけさうて し うょうけす, ゃっさけ-

はすくけ う すけえ こさぇゃう しなとけすけ.
╃けおぇすけ きっさうて しっょっき こなすう, 

ょさせゅうすっ ゃっつっ とっ しぇ けすさはいぇかう.
╉けかおけすけ こけゃっつっ ゅかっょぇき ゃ 

けゅかっょぇかけすけ, すけかおけゃぇ こけゃっつっ 
ゃはさゃぇき くぇ ╃ぇさゃうく.
╆ぇ ょぇ しこぇしうて こけすなゃぇ-

とうは, くっ っ ょけしすぇすなつくけ ょぇ 
こさけすっゅくって さなおぇ; すさはぉゃぇ う 
すけえ ょぇ こさけすっゅくっ しゃけはすぇ.
╉けかおけ あぇかおけ, つっ くぇえ-くぇ-

おさぇは しう すさなゅゃぇすっ…
╆ぇ きぇくうはすぇ いぇ ゃっかうつうっ くっ 

っ くせあくけ ゃっかうつうっ, きぇくうはすぇ っ 
くぇこなかくけ ょけしすぇすなつくぇ.
‶け-ょけぉさっ ておっきぉっ けす ぉうさぇ, 

けすおけかおけすけ  ゅなさぉうちぇ けす さぇぉけすぇ.
‶け-ょけぉさっ ょぇ すう しっ くぇょしきう-

ゃぇす, けすおけかおけすけ ょぇ すっ けこかぇおゃぇす.
‶け-ょけぉさっ っ ょぇ いぇきなかつうて し 

さうしお ょぇ ういゅかっあょぇて ゅかせこぇゃ, 
けすおけかおけすけ ょぇ こさけゅけゃけさうて う 
ょぇ くっ けしすぇゃうて くうおぇおゃう しなき-
くっくうは いぇ すけゃぇ.
‶け-ょけぉさっ し すさせょ ょぇ しっ いぇ-

くうきぇゃぇて し かのぉけゃ, けすおけかおけすけ 
し かのぉけゃ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇて し 
すさせょ.
‶け-ょけぉさっ しっょっき こなすう ょぇ しっ 

こけおさうって し こけす, けすおけかおけすけ 
っょうく こなす しなし しおさっあ.
‶け-ょけぉさっ けぉっょ ぉっい ぇこっすうす, 

けすおけかおけすけ ぇこっすうす ぉっい けぉっょ.
‶け-ょけぉさっ きぇかなお ょけかぇさ, けす-

おけかおけすけ ゅけかはきけ ぉかぇゅけょぇさは.

‶ってったけょっちなす っ ゃうくぇゅう 
こさぇゃ. ‶けくっ ょけおぇすけ っ あうゃ.
‶さうすうつぇか こさっい せかうちぇすぇ くぇ 

つっさゃっくけ う… ぉうか ぉかなしくぇす けす 
くぇしさっとっく こってったけょっち.
¨すおぇおすけ しすぇくぇた てけそぬけさ, 

いぇこけつくぇた ょぇ こさっしうつぇき こけ-
ゃくうきぇすっかくけ.
′っ おぇさぇえすっ おけかぇすぇ しう こけ-

ぉなさいけ けす しおけさけしすすぇ, し おけはすけ 
かっすう ゃぇてうはす ぇくゅっか-たさぇくうすっか.

〉 ゃしっおう けす くぇし しこう こけ 
っょうく ゅっくうえ. ╇ し ゃしっおう うい-
きうくぇか ょっく – こけ-ょなかぉけおけ…
〉つっくっすけ っ しゃっすかうくぇ, くっせつっ-

くっすけ – こさうはすっく こけかせきさぇお.
╋なょさけしすすぇ くっ ゃうくぇゅう うょゃぇ し 

ゃないさぇしすすぇ. ‶けくはおけゅぇ ゃないさぇし-
すすぇ こさうしすうゅぇ しぇきぇ.
‶かってうゃけすけ すっきっ – すけゃぇ っ 

こけかはくおぇ, せすなこおぇくぇ けす きうしかう.
╋うしなかすぇ っ きうしなか しぇきけ すけ-

ゅぇゃぇ, おけゅぇすけ っ ういきうしかっくぇ し 
ゅかぇゃぇすぇ.

′ぇえ-すさせょくけ くぇ つけゃっお きせ しっ 
せょぇゃぇ けくけゃぇ, おけっすけ くっ きせ っ 
ょぇょっくけ.
╇しおぇて ゃしうつおけ う くぇゃっょくなあ, 

ぇ こけかせつぇゃぇて くうとけ, くけ こけ-
しすっこっくくけ.
¨ぉうょくけ っ, おけゅぇすけ すゃけうすっ 

きっつすう しっ しぉなょゃぇす せ ょさせゅうすっ.
〈させょくけ っ ょぇ ゃかっいって ゃ うしすけ-

さうはすぇ, くけ きくけゅけ かっしくけ っ ょぇ 
ちけこくって ゃ くっは.
╆ぇ ょぇ いぇこけつくって けす くせかぇすぇ, 

すさはぉゃぇ ょなかゅけ ょぇ しっ ういおぇつ-
ゃぇて, いぇ ょぇ しすうゅくって ょけ くっは.
╁なさゃう こけ せかうちぇすぇ こっしう-

きうしす, ぇ しかっょ くっゅけ ょゃぇきぇ けこ-
すうきうしすう ゃ ちうゃうかくう ょさったう.
╊けすぇさうはすぇ っ くぇえ-すけつくうはす 

くぇつうく いぇ こさっぉさけはゃぇくっ くぇ 
けこすうきうしすうすっ.
┿おけ つけゃっお いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ, 

すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ すけえ うかう 
きくけゅけ いくぇっ, うかう きぇかおけ うしおぇ.
┿おけ ゃぇてうすっ さけょくうくう 

う こさうはすっかう くっ しぇ ゃう しっ 
けぉぇあょぇかう しおけさけ, いくぇつう 
ゃしうつおけ こさう すはた っ くぇさっょ.
┿おけ ゃう おぇあぇす, つっ しすっ きくけ-

ゅけしすさぇくくぇ かうつくけしす, くっ しっ 
かぇしおぇえすっ. ╋けあっ ぉう うきぇす 
こさっょゃうょ, つっ しすっ きさなしくうお, 
くっゅけょくうお う こぇさぇいうす – っょくけ-
ゃさっきっくくけ.
′っ きけあって ょぇ いぇぉさぇくうて ょぇ 

しっ あうゃっっ おさぇしうゃけ. ′け きけ-
あって ょぇ こけこさっつうて…
′っ っ ょけしすぇすなつくけ ょぇ しう くぇ-

きっさうて きはしすけ ゃ あうゃけすぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ くぇきっさうて こさなゃ.

(]かっょゃぇ こさけょなかあっくうっ)

¨す させしおう: ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

で Öí½óÇíÖñ :)

16 ゃうょぇ さっょおう けさたうょっう ゃう-
さっはす ゃ すさう けすょっかくう きけつせさう-
とぇ くぇ こかけと けす 10 たっおすぇさぇ, 
さぇいこけかけあっくう ゃ さぇえけくぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ しっかぇ ╃せくぇゃちう 
う ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. 〈けゃぇ けぉは-
ゃう ╄かおぇ ╁せすっゃぇ, かぇくょてぇそすっく 
ぇさたうすっおす, さけょけき けす ╂けかはきけ 
╃さはくけゃけ, おけはすけ こけゃっつっ けす 
ょっしっす ゅけょうくう あうゃっっ う さぇぉけ-
すう ゃ 》けかぇくょうは おぇすけ しかせあう-
すっか くぇ ゃけょくけ しすけこぇくしすゃけ ゃ 
ゅさぇょ ]っゃすけかっくぉけて.
╆ぇ うくすっさっしくうすっ きけつせさう-

とぇ う けとっ こけ-うくすっさっしくうすっ 
う せくうおぇかくう けさたうょっう ゃ すはた 
╄かおぇ さぇいおぇいぇかぇ くぇ しゃけう おけ-
かっゅう けす ゃけょくけすけ しすけこぇくしすゃけ, 
こけゃっつっすけ けす すはた っおけかけいう う 
かぇくょてぇそすくう しこっちうぇかうしすう.

╃っゃっすけおかぇしくうつおぇすぇ けす ]¨〉 
„╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ ゅさぇょ 

╉ぇさかけゃけ ╋うかうぇくぇ 〈ぇくつっゃぇ ぉっ 
ういぉさぇくぇ いぇ 『ぇさうちぇ くぇ ╃けかう-
くぇすぇ くぇ さけいうすっ. 
╅せさう, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくけ けす 

╋うし ╀なかゅぇさうは 2011 う くけしうすっか-
おぇ くぇ すうすかぇすぇ ╋うし ╃けかうくぇすぇ 
くぇ さけいうすっ けす 2006-すぇ ゅけょうくぇ 
╁ぇくは ‶っくっゃぇ, こさうしなょう すうすかぇすぇ 
くぇ おぇさかけゃしおぇすぇ せつっくうつおぇ.
′っえくう こけょゅかぇしくうつおう しすぇくぇたぇ 

ょっしっすけおかぇしくうつおぇすぇ ╃っしうしかぇゃぇ 
╂うつっゃぇ けす ゅさぇょ ╀ぇくは, おけはすけ しっ 
はゃう おぇすけ ちぇさうちぇ くぇ けぉとうくぇ 
]けこけす, う 》さうしすうくぇ ╉けかっゃぇ けす 
ゅさぇょ ╉ぇかけそっさ.
╁ こなさゃけすけ ういょぇくうっ くぇ おけく-

おせさしぇ, ゃなゃ そけさきぇす, ゃ おけえすけ 
けさゅぇくういぇすけさ っ しぇきけ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, せつぇしすゃぇたぇ 16 こさっ-
すっくょっくすおう いぇ すうすかぇすぇ 『ぇさうちぇ 
くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ. 
╋けきうつっすぇ ぉはたぇ けす 9-すう ょけ 12-

すう おかぇし けす 7 けぉとうくう けす [けいけ-
ゃぇすぇ ょけかうくぇ - ╉ぇいぇくかなお, ╉ぇさ-

かけゃけ, ╉ぇかけそっさ, ‶ぇゃっか ぉぇくは, ╂せさおけゃけ, ╋なゅかうあ う ]けこけす. 
‶さっすっくょっくすおうすっ ょっそうかうさぇたぇ ゃ すさう すせさぇ - し くぇさけょくう くけしうう, 

しこけさすくう けぉかっおかぇ う けそうちうぇかくう すけぇかっすう. 
′けしうすっかおぇすぇ くぇ おけさけくぇすぇ こけかせつう おぇすけ くぇゅさぇょぇ ゃないきけあくけしす 

ょぇ こけしっすう ╉うすぇえ, おぇすけ ぉうかっすなす え しっ こけっきぇ けす ╀なかゅぇさけ-おうすぇえ-
しおぇすぇ すなさゅけゃしおぇ おぇきぇさぇ. 
╊ぇこすけこ う きぇさおけゃぇ こぇさそのきっさうは ぉはたぇ けしすぇくぇかうすっ ょぇさけゃっ いぇ 

『ぇさうちぇすぇ くぇ ╃けかうくぇすぇ.                                
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

66 さそすたあせけけ そて 10 つてちあせけ たそさあくあにあ せそうけ てかにせそしそえけけ う ╉かつかてあてあ 
まいけしかこせあ けくしそきいあ „｠かすとつ 2012“. 》ちかお はあせおあ せあ „╅ちつかせあし“ しけねせそ 
たちかすけかちひて ╆そこさそ ╆そちけつそう せあたちあうけ さそすたしけすかせて せあ けくたひしせけてかし-
せけみ おけちかさてそち 〉けさそしあこ ¨いとのかう くあ たちそおとさぬけみてあ せあ そちひきかこせけぬあてあ

] くぇょ 100 っおしこけくぇすぇ う くぇ こさぇおすうおぇ し くぇえ-てうさけおうは ぇしけさすうきっくす 
けす ゃしうつおう ういかけあうすっかう, くぇ こかけと けす 20 おゃぇょさぇすうく きっすさぇ, いぇ 

ょっしっすう こなす „┿さしっくぇか“ ゃいっ せつぇしすうっ ゃ っょくけ けす くぇえ-こさっしすうあくうすっ 
ういかけあっくうは くぇ そうさきう, こさけういゃっあょぇとう ういょっかうは いぇ けすぉさぇくうすっか-
くぇすぇ うくょせしすさうは.  
╃っしっすけ のぉうかっえくけ ういかけあっうくっ „》っきせし 2012 - ¨すぉさぇくぇ, ┿くすうすっ-

さけさういなき, ]うゅせさくけしす“ しっ こさけゃっょっ ゃ ゅさぇょ ‶かけゃょうゃ けす 30 きぇえ ょけ 2 

のくう こけょ っゅうょぇすぇ くぇ ╋う-
くうしすっさしすゃけすけ くぇ けすぉさぇ-
くぇすぇ う ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ 
うおけくけきうおぇすぇ, っくっさゅっすう-
おぇすぇ う すせさういきぇ くぇ [っこせ-
ぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは, ゃ こぇさす-
くぬけさしすゃけ しなし ]ょさせあっくうっ 
„╀なかゅぇさしおぇ けすぉさぇくうすっか-
くぇ うくょせしすさうは“. 』かっく くぇ 
]ょさせあっくうっすけ っ う „┿さしっ-
くぇか“ ┿╃. 
╋っあょせくぇさけょくけすけ ういかけ-

あっくうっ っ すさぇょうちうけくくけ う 
しっ けさゅぇくういうさぇ ゃっょくなあ 
くぇ ょゃっ ゅけょうくう し せつぇしすうっ-
すけ くぇ さぇいかうつくう ょなさあぇゃ-
くう うくしすうすせちうう, ゃけっくくう 
しこっちうぇかうしすう, くぇせつくう さぇ-
ぉけすくうちう う ゅさぇあょぇくう. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ せつぇしすくう-

ちうすっ ゃ くっゅけ ぉはたぇ し 12% 
こけゃっつっ ゃ しさぇゃくっくうっ し 
こさっょうてくけすけ ういょぇくうっ くぇ 
ういかけあっくうっすけ.

╊うつくけ う さなつくけ ういさぇぉけすっ-
くぇすぇ こけおぇくぇ いぇ ゅけょっあぇ 

くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえしおう-
』せょけきうさ し くっゅけゃぇすぇ ゅけょっくう-
ちぇ ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ こぇいう 
せつうすっかはす こけ ぇくゅかうえしおう 『ゃっす-
くうく ]すぇくつっゃ. 
‶けおぇくぇすぇ, いぇおぇつかうゃけ う こけ 

』せょけきうさけゃしおう くぇょこうしぇくぇ 
おぇすけ “‶〉〈-╉┿-′┿”, っ し さぇいきっ-
さう 80 しき くぇ 40 しき, ういこうしぇくぇ 
っ ゃなさたせ ょっぉっか こけあなかすはか おぇさ-
すけく う っ けぉかっつっくぇ ゃ ょなさゃっくぇ 
さぇきおぇ, こさうゅけょっくぇ いぇ けおぇつゃぇ-
くっ くぇ しすっくぇ. 
′ぇょこうしなす っ けそけさきっく ょな-

ゅけけぉさぇいくけ こけょ ょゃっ しなさちぇ, 
こさけくういぇくう しなし しすさっかぇ, う ょゃぇ 
けゅさけきくう いきっは, かうつくけ ういさうしせ-
ゃぇくう し こさうしなとけすけ くぇきうゅぇくっ 
くぇ つっすおぇすぇ けす しぇきうは 』せょけ-
きうさ. ╁ ょっしくうは ょけかっく なゅなか くぇ 
‶〉〈-╉ぇ-′ぇ-すぇ, おけはすけ っ すうこ 
こけおぇくぇ いぇ っさゅっくしおけ こぇさすう し 
こさうはすっかう, っ いぇかっこっくぇ ぉはかぇ 
ゃさないおぇ けす けぉせゃおう こけょ そけさ-
きぇすぇ くぇ こぇくょっかおぇ. ╁ ょけかくうは 

おさぇえ, こけょ そうくぇかくうすっ ょせきう 
くぇ こけおぇくぇすぇ, っ ういさせしゃぇくけ 
こさうしっょくぇかけ ょはゃけかつっ くぇ ゃない-
ゅかぇゃくうちぇ. 
¨す いぇおぇつかうゃうは すっおしす, おけえすけ 

しなゃしっき せきうてかっくけ っ ういこうしぇく 
こけ すけいう くぇつうく し ちっか “こせすおぇく-
ゃぇくっ” くぇ ぇゃっさうすっ くぇ いぇおぇつ-
かうゃうは すせさうっち, しすぇゃぇ はしくけ, 
つっ くぇ 19-すう きぇさす ゃっつっさすぇ, 
1921 ゅけょうくぇ, すけえ  ょっかうおぇすくけ 
おぇくう しゃけうすっ こさうはすっかう, ういこう-
しぇくう こけうきっくくけ う かうつくけ, くけ し 
すったくうすっ こさはおけさう う いっゃいって-
おう うきっくぇ: “╃けゃっつっさぇ, 19-すう 
きぇさす, きぇしけゃけ っかぇすっ くぇ きけは 
ゅけょっあ. ╆ぇ ょぇ つせっすe ぉせえくぇすぇ 
さっつ くぇ きけは こさうはすっか ゃうくけ-
すけ う ょさせあくけ う し こなかくう さなちっ 
ょぇ  こさけすっしすうさぇきっ, つっ しせょあせ-
おなす すけかおけゃぇ しっ ゃょうゅくぇ… す.っ. 
ゃうさくぇか, つっ くはきぇ ょぇ うきぇきっ 
きっいっ.“, こうてっ ゃ せくうおぇかくぇすぇ 
こけおぇくぇ くぇ 』せょけきうさ. 
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