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

』ちかはけ:

╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ:
╋かつてそうか け たそつてけきかせけみ

¨うあこしあ 【そおそちそうあ:
′あ たそかくけみてあ, しまいそうてあ け つひちぬかてそ

′あ うちかすかてそ け にそちあてあ:
╈そおけせけ, おあてけ け つひいけてけみ
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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: ]すぇくうきうさぇ ╉うさうかけゃぇ ′っょはかおけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃

╃かなあくけしす: ╆ぇき. さなおけゃけょうすっか けすょっか ╇おけくけきうつっしおう

╂けょうくう:

╆けょうは: ]おけさこうけく

》けぉう: ]こぇ こけつうゃおう う さうぉけかけゃ

╉ぇおゃけ すう っ すさせょくけ? - ╃ぇ こさうっきぇき かうちっきっさうっすけ.

‶さうはすっかう しぇ? - ╋ぇかおけ, くけ ゃっさくう たけさぇ.
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〈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.

¨す しゃけうすっ ゅさっておう しっ せつうて, 
ぇ けす つせあょうすっ こさぇゃうて おぇ-

さうっさぇ...
〈ぇおぇ きっ ぉけかはたぇ おさぇおぇすぇ ゃ 

43-すう くけきっさ! …╉せこうた しう 45-
すう う ゃっつっ きっ ぉけかはす こけ-くけさ-
きぇかくけ.
╇ょっぇかうしす っ つけゃっお, おけえすけ, 

おぇすけ いぇぉっかっあう, つっ さけいぇすぇ 
きうさうてっ こけ-たせぉぇゃけ けす いっか-
おぇすぇ, こさぇゃう いぇおかのつっくうっ, 
つっ う しせこぇすぇ けす さけいぇ とっ っ 
こけ-たせぉぇゃぇ…
‶さなゃ しきぇいゃぇす けくいう, おけえすけ っ 

くぇきっさうか ういたけょぇ.
╉ぇお ぉなさいけ かっすう ゃさっきっすけ: 

けとっ くっ しなき しっ しなぉせょうか, ぇ 
ゃっつっ しなき いぇおなしくはか いぇ さぇぉけすぇ.
╁しうつおう ゃっかうおう けすょぇゃくぇ しぇ 

せきさっかう, こなお う ぇい くっとけ ゃっつっ 
くっ しなき ょけぉさっ…
[けょっくうはす ょぇ こなかいう, とっ こさけ-

こなかいう くぇゃしはおなょっ.
〈けえ ょけぉぇゃうか おぇさすけそう, しけか う 

しかけあうか ぇおゃぇさうせきぇ くぇ けゅなくは.
┿い ぉっいおさぇえくけ せゃぇあぇゃぇき つせ-

ょけゃうとくうは ういぉけさ くぇ きけは くぇ-
さけょ.
′うおけゅぇ くっ こさっせゃっかうつぇゃぇえ-

すっ ゅかせこけしすすぇ くぇ ゃさぇゅけゃっすっ う 
ゃっさくけしすすぇ くぇ こさうはすっかうすっ.
′うとけ くっ くぇさぇくはゃぇ つけゃっおぇ 

すぇおぇ, おぇおすけ けしすぇすなちうすっ けす 
しけぉしすゃっくけすけ きせ とぇしすうっ.
′っ っ くせあくけ ょぇ ぉはゅぇて けす 

しくぇえこっさぇ, しぇきけ ょっすけ とっ せき-
さって せきけさっく.
╃ぇ ゃう こけきけゅくぇ うかう ょぇ くっ 

こさっつぇ?

╇いゃうくはゃぇえすっ, つっ ゅけゃけさは, 
おけゅぇすけ きっ こさっおなしゃぇすっ.
]きはた ぉっい こさうつうくぇ っ こさう-

いくぇお いぇ すけゃぇ, つっ うかう しすっ うょう-
けす, うかう たせぉぇゃおぇ ょっゃけえおぇ.
╁ ぇくおっすぇすぇ, おけはすけ こけこなかくうた 

こさっょう けこっさぇちうはすぇ, うきぇてっ 
ゃなこさけし: くぇ おけゅけ ょぇ こけいゃな-
くうき ゃ しかせつぇえ くぇ おさぇえくぇ くっ-
けぉたけょうきけしす…? ┿い くぇこうしぇた: 
くぇ くぇえ-おゃぇかうそうちうさぇくうは たう-
させさゅ…

╃ぇ こさっぉさけうて こぇさうすっ ゃ つせあ-
ょけすけ こけさすきけくっ とっ っ きくけゅけ 
こけ-かっしくけ, ぇおけ ゅけ ゃいっきって.
『はか ょっく くっ しこうて, ちはかぇ くけと 

くっ はょって – さぇいぉうさぇ しっ, つっ とっ 
しう せきけさっく…
‶さうはすっかうすっ しっ こけいくぇゃぇす ゃ 

ぉっょぇ, ぇおけ, さぇいぉうさぇ しっ, せしこっ-
って ょぇ ゅう くぇきっさうて.
』うしすぇすぇ しなゃっしす っ こさういくぇお 

くぇ かけてぇ こぇきっす.

‶けしさっとくぇたぇ きっ こけ ょさっ-
たうすっ, ういこさぇすうたぇ きっ しなとけ 
かけてけ…
╁しうつおけ ゃ すけいう しゃはす っ けすくけ-

しうすっかくけ. ′ぇこさうきっさ, ょなかあう-
くぇすぇ くぇ きうくせすぇすぇ いぇゃうしう けす 
すけゃぇ, けす おけは しすさぇくぇ くぇ ゃさぇ-
すぇすぇ くぇ すけぇかっすくぇすぇ しっ くぇきう-
さぇすっ.
‶けしかっょくうすっ ょせきう くぇ ょゃぇ-

きぇ せおさけすうすっかう くぇ かなゃけゃっ: 
„╉ぇお? ┿い きうしかった, つっ 〈╇ しう ゅう 
くぇたさぇくうか?!”
╅うゃけすなす っ おぇすけ さけはかぇ – 

ぉはか おかぇゃうて, つっさっく おかぇゃうて…
おぇこぇお.
╇ょっはすぇ ょけてかぇ ゃ ゅかぇゃぇすぇ きせ 

う しっゅぇ せこけさうすけ すなさしう きけいなおぇ.
╁しっおう つけゃっお っ おけゃぇつ くぇ 

しゃけっすけ とぇしすうっ う くぇおけゃぇかくは 
くぇ つせあょけすけ.
╇しすうくしおうはす きっかけきぇく っ 

すけいう, おけえすけ, おぇすけ つせっ, つっ 
あっくぇ きせ しう すぇくぇくうおぇ ゃ ぉぇ-
くはすぇ, しっ くぇゃっあょぇ ょけ おかの-
つぇかおぇすぇ う こさうすうしおぇ せたけすけ しう 
おなき くっは.
╋くけゅけ かう っ くせあくけ くぇ つけゃっお 

いぇ ゅけかはきけ とぇしすうっ? ╋ぇかおけ! 
′け, しぇきけ ぇおけ とぇしすうっすけ くぇ 
ょさせゅうすっ っ けとっ こけ-きぇかおけ.
¨す ょゃっ いかうくう ぇい ういぉうさぇき 

すぇいう, おけはすけ ょけしっゅぇ くっ しなき 
こさけぉゃぇか…
′はおけう ういゅかっあょぇす たさぇぉさう, 

いぇとけすけ ゅう っ しすさぇた ょぇ ういぉはゅぇす.

¨す させしおう: ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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╀なかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ くぇ-
きぇかはゃぇ し こけ てっしす ょせてう くぇ 

ゃしっおう つぇし. ╉けくしすぇすぇちうはすぇ っ くぇ 
『っくすなさぇ いぇ ょっきけゅさぇそしおぇ こけ-
かうすうおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ┿おけ すっく-
ょっくちうはすぇ しっ いぇこぇいう, ょけ ぉさけっくう 
きっしっちう ぉさけはす くぇ ぉなかゅぇさうすっ とっ 
こぇょくっ こけょ 7 きうかうけくぇ. 
‶けいけゃぇゃぇえおう しっ くぇ すさっゃけあ-

くぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, けす ちっくすなさぇ 
こさけゅくけいうさぇす, つっ ょけ 10 ゅけょうくう 
ぉなかゅぇさうすっ くはきぇ ょぇ しぇ きくけいうく-
しすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ しけぉしす-
ゃっくぇすぇ しう ょなさあぇゃぇ. ]こけさっょ 
っおしこっさすうすっ, こけおぇいぇすっかっく いぇ 
すぇいう こさけゅくけいぇ っ そぇおすなす, つっ 
ゃっつっ こっすぇ ゅけょうくぇ しきっ きぇか-
ちうくしすゃけ こけ ぉさけえ くけゃけさけょっくう.

╁  おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さうさけょけ-きぇすっきぇすう-
つっしおぇ ゅうきくぇいうは しぇ せつっくうちうすっ, こけ-

おぇいぇかう くぇえ-ゃうしけおう さっいせかすぇすう くぇ ょゃっすっ 
けしくけゃくう きぇすせさう - こけ きぇすっきぇすうおぇ う ぉなか-
ゅぇさしおう っいうお, けす ゃしうつおう いさっかけしすくうちう ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇ しこさぇゃおぇ ゃ けそうちうぇか-

くうは しぇえす くぇ ╋¨╋′ いぇ さっいせかすぇすうすっ けす 
きぇすせさうすっ すぇいう ゅけょうくぇ. ╁なこさっおう すっいう 
くぇえ-ょけぉさう さっいせかすぇすう, ょけさう う ゃ すけゃぇ 
せつうかうとっ うきぇ こけくうあっくうっ くぇ せしこったぇ くぇ 
ぇぉうすせさうっくすうすっ けす きぇすせさうすっ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し きうくぇかぇすぇ. 〈っく-
ょっくちうはすぇ っ ゃぇかうょくぇ いぇ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 
う ぉっ けすつっすっくぇ し すさっゃけゅぇ けす こさけしゃっすくうすっ 
っおしこっさすう. 
╋くけゅけ ょけぉなさ 4,90 っ しさっょくうはす せしこった くぇ 

いさっかけしすくうちうすっ けす ‶╋╂ „′. ¨ぉさっておけゃ“ 
けす ょなさあぇゃくうは ういこうす こけ きぇすっきぇすうおぇ, ょけおぇすけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すけえ っ ぉうか けすかうつっく 5,57. 
╋くけゅけ ょけぉなさ 5,16 っ せしこったなす くぇ いさっかけしすくうちうすっ けす しなとけすけ せつうかうとっ こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお, 

こさう けすかうつっく 5,61 くぇ いぇゃなさてうかうすっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う こけかけあうかう ょなさあぇゃっく ういこうす しなとけ こけ 
ぉなかゅぇさしおう. 

′あちあおけ たそ-えそしみすそ くあたしあはあせか う ねときいけせあ たちあうけす たそうか-
ねか さそすたちそすけつけ たちけ ちあいそてあ, そてさそしさそてそ てとさ, てうひちおけ 
しけおかちひて せあ [【 „》そおさちかたあ“ お-ち [そせつてあせてけせ 【ちかせねかう
40 きうかうぇさょぇ 

かっゃぇ しぇ こさっおうすっ 
いぇゅせぉう いぇ しすさぇくぇ-
すぇ くう しぇきけ いぇ こけ-
しかっょくうすっ 10 ゅけょう-
くう ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
くぇこせしおぇくっすけ くぇ 
╀なかゅぇさうは くぇ ゃう-
しけおけけぉさぇいけゃぇくう 
すったくけかけゅうつくう おぇ-
ょさう. 〈っくょっくちうはすぇ 
っ けぉなさくぇすぇ いぇ ゃすけ-
さけすけ ょっしっすうかっすうっ 
くぇ こさったけょぇ ゃ しさぇゃ-
くっくうっ し こなさゃけすけ 
う ゃ すけゃぇ っ っょくぇ 
けす ゅけかっきうすっ おぇ-
すぇしすさけそう しっゅぇ いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけ-
くけきうおぇ. 
╄ょくぇ けす こさうつうくう-

すっ っ ゃ いぇおさうゃぇくっすけ 
くぇ ちっかう しっおすけさう けす 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけ-
くけきうおぇ, ぇ ょさせゅぇすぇ 
– ゃ くうしおうは さなしす くぇ 
いぇこかぇとぇくっ. ╁しうつ-
おけ すけゃぇ ょけゃっょっ ょけ 
しうすせぇちうはすぇ ちっかう 

しっおすけさう けす うおけくけきうおぇすぇ ょぇ ういこうすゃぇす ゃ きけ-
きっくすぇ けしすなさ ょっそうちうす くぇ おぇょさう, ゃなこさっおう 
くぇょ しさっょくぇすぇ いぇ ╄ゃさけこぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ せ くぇし. 
〈っいう すさっゃけあくう ょぇくくう しぇ しなけぉとっくう けす 

かうょっさぇ くぇ ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ょ-さ ╉けくしすぇく-
すうく 〈さっくつっゃ う ╊ぇかおけ ╃せかっゃしおう, こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ ╇おけくけきうつっしおうは う しけちうぇかっく しな-
ゃっす, こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくぇ ゃ しすけかうちぇすぇ 
きっあょせくぇさけょくぇ おけくそっさっくちうは いぇ さぇゃくけすけ 
すさっすうさぇくっ くぇ さぇぉけすっとうすっ きうゅさぇくすう つさっい 
せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ う 
こさぇゃくぇすぇ いぇおさうかぇ. 

｠けて つちかお さあせおけおあて-つてとおかせてけてか せあ 19 えそおけせけ か 【ちあさけこつさけみて とせけうかちつけてかて う 』てあちあ ′あえそちあ, そいかくたそさそけてかしせそ つしあい けせてかちかつ さひす けせきかせかちせけてか つたかぬけあしせそつてけ

╋っょうちうくしおう, こっょぇゅけゅうつっ-
しおう, うおけくけきうつっしおう - すけゃぇ 

しぇ くぇえ-こさっょこけつうすぇくうすっ しこっ-
ちうぇかくけしすう けす おぇいぇくかなておうすっ 
おぇくょうょぇす-しすせょっくすう ゃ くぇえ-たう-
すけゃけすけ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ けす 
すはた すけゃぇ かはすけ ゃうしてっ せつっぉくけ 
いぇゃっょっくうっ - 〈さぇおうえしおうはす せくう-
ゃっさしうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╉ぇすけ けしくけゃっく きけすうゃ いぇ すけゃぇ 

おぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ こけ-
しけつゃぇす ぉかういけしすすぇ ょけ さけょくうは  
ゅさぇょ, おけはすけ とっ うき こけいゃけかう 
ょけしすぇ こけ-っゃすうくぇ ういょさなあおぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ しかっょゃぇくっすけ. ′けゃう-
すっ しこっちうぇかくけしすう, さぇいおさうすう ゃ 
〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす, しぇ 

ょけこなかくうすっかくぇ こさうきぇきおぇ いぇ 
おぇいぇくかなておうすっ  きかぇょっあう. 
]さっょ けしすぇくぇかうすっ こさっょこけつう-

すぇくう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ すけゃぇ 
かはすけ ╁〉╆-けゃっ しぇ ‶かけゃょうゃしおう-
はす, ╁っかうおけすなさくけゃしおうはす う ]け-
そうえしおうはす せくうゃっさしうすっすう, おぇおすけ 
う 〉′]].  
]さぇゃくうすっかくけ っょくぇおなゃ っ ぉさけ-

はす くぇ おぇくょうょぇすしすゃぇとうすっ きけ-
きうつっすぇ う きけきつっすぇ, おぇすけ こさぇ-
ゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ きぇしけゃけ 
すっ おぇくょうょぇすしすゃぇす し けちっくおうすっ 
けす きぇすせさうすっ, おけうすけ いぇ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ すぇいう ゅけょうくぇ しぇ こけ-しかぇ-
ぉう けす きうくぇかけゅけょうてくうすっ. 
╉ぇすけ うくすっさっしっく そぇおす さぇぉけすっ-

とうすっ ゃ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおうは 
ちっくすなさ けすつうすぇす くぇこかうゃぇ くぇ 
おぇくょうょぇす-しすせょっくすう くぇょ 30-ゅけ-
ょうてくぇ ゃないさぇしす, こさっょうきくけ 
きなあっ, さぇぉけすくうちう けす しそっさぇすぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, おけうすけ 
いぇこうしゃぇす いぇょけつくけ すったくうつっしおう 
しこっちうぇかくけしすう ゃ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ ╂ぇぉさけゃけ. ╄ょうく 
けす きけすうゃうすっ いぇ すけいう うき たけょ っ 
くっ すけかおけゃぇ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ 
こけ-ゃうしけおう ょけたけょう, おけかおけすけ 
ゃないきけあくけしすすぇ いぇ おぇさうっさくけ 
ういさぇしすゃぇくっ, しゃなさいぇくけ し こけ-ゃう-
しけおう ょけたけょう ゃこけしかっょしすゃうっ. ╆ぇ 
ょさせゅう すけいう たけょ っ くぇつうく ょぇ しう 
いぇこぇいはす さぇぉけすくけすけ きはしすけ. 

′ぇ そけくぇ くぇ ゃしっ こけ-はしくけ けつ-
っさすぇゃぇとうは しっ ょっそうちうす いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは くぇ 
すったくうつっしおう おけきこっすっくすくう う 
けぉさぇいけゃぇくう おぇょさう こけゃっつっ けす 
けぉっいこけおけうすっかっく っ しかぇぉうはす 
うくすっさっし くぇ おぇいぇくかなつぇくう おなき 
くぇえ-こさっしすうあくけすけ う くぇえ-ゅけ-
かはきけ すったくうつっしおけ ゃうしてっ せつう-
かうとっ ゃ しすさぇくぇすぇ - 〈〉-]けそうは. 

‶けょぇかうすっ ょけおせきっくすう ょけ すけいう 
きけきっくす いぇ くっゅけ しぇ っょゃぇ くはおけか-
おけ.
╉ぇくょうょぇす-しすせょっくすしおうはす ちっく-

すなさ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ くぇきうさぇ ゃ 
しゅさぇょぇすぇ くぇ 》╂ „]ゃ. ]ゃ. ╉う-
さうか う ╋っすけょうえ”. ╃けおせきっくすう しっ 
こさうっきぇす ょけ 3-すう のかう ゃおか. けす 
08,00 ょけ 20,00 つぇしぇ.                               

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〉かしけ 』しあうそうあ - ぬあちけぬあ 『そくあ 2012 か つちかお ちかおそうせけてか ねけてあてかしけ 
せあ “【ちけいとせあ ╅ちつかせあし” - うかつてせけさひて, さそこてそ うかねか ねかてあて うつけねさけ. 
╉そちけ け せあ すそちつさけみ いちみえ 〉かしけ か う ねあつ つ せそうけせけてか そて [あくあせしひさ.

╇ たひちうそてそ ましつさそ とてちそ すそきかす おあ たそつちかはせかす つしひせぬかてそ せあ 【ましいかてそ けしけ そて てかちあつあ つ けくえしかお せあ けくてそさ

╃あせかぇえ ╋けさくうくゅ うかう 
くぇおさぇすおけ ╃あせかぇは (こけ 

うきっすけ くぇ ういゃっしすくぇすぇ こっしっく 
くぇ ぃさぇは 》うえこ けす 1971 ゅ. 
„July Morning”) っ たうこう こさぇい-
くうお ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃないくうおくぇか 
ゃ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお. ╃あせかぇえ くぇ 
ぇくゅかうえしおう けいくぇつぇゃぇ のかう 
う けす すぇき „ぃかしおぇ しせすさうく”. 
〈さぇょうちうはすぇ, けす っゃさけこっえ-
しおうすっ しすさぇくう ゃないこさうっすぇ 
しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは, っ しゃなさ-
いぇくぇ し たうこう ょゃうあっくうっすけ ゃ 
┿きっさうおぇ, おなょっすけ きかぇょうすっ 
たけさぇ しっ しなぉうさぇかう, いぇ ょぇ 

こさけすっしすうさぇす しさっとせ ゃかぇしすすぇ 
う くぇ そけくぇ くぇ いぇこぇかっく けゅなく 
ょぇ こっはす いぇぉさぇくっくう こっしくう – 
„‶さぇゃう かのぉけゃ, ぇ くっ ゃけえくぇ”.                                                                                                                                          
 〉 くぇし ゃっつっさすぇ くぇ 30 のくう 
しさっとせ 1 のかう ゅけかっきう ゅさせこう 
たけさぇ しっ しなぉうさぇす こけ ちはかけすけ 
』っさくけきけさうっ, いぇ ょぇ こけしさっと-

くぇす いぇっょくけ ういゅさっゃぇ くぇ しかなく-
ちっすけ こけょ いゃせちうすっ くぇ っょくけう-
きっくくぇすぇ こっしっく, しきはすぇえおう, つっ 
すぇおぇ しっ こさっつうしすゃぇす. 
╁なけょせてっゃかっくうっすけ けす こなさゃう-

すっ しせすさってくう かなつう おぇすけ しうき-
ゃけか くぇ いぇさぇあょぇとうは しっ あうゃけす, 
ゅかなすおぇすぇ おさぇしけすぇ う しゃけぉけょぇ, 
きぇかおけすけ  ぉはゅしすゃけ けす こけすうし-
おぇとけすけ ゃしっおうょくっゃうっ, うくすうき-
くうはす こさけすっしす しさっとせ しぇきうは 
しっぉっ しう う おせさぇあなす いぇ こなかくけ 
けしゃけぉけあょぇゃぇくっ くぇ かうつくけしすすぇ 
こけくっ いぇ っょくぇ しせすさうく – すけゃぇ 
しぇ ゃしっ けとっ けしくけゃくうすっ こさう-
つうくう いぇ ぉなかゅぇさしおうは ╃あせかぇえ, 

おけえすけ ょけぉうゃぇ ゃしっ こけ-てうさけおぇ 
こけこせかはさくけしす しさっょ きかぇょうすっ 
たけさぇ. ╉せかきうくぇちうはすぇ ぉっ こさっい 
2007 ゅ., おけゅぇすけ くぇ ╉ぇきっく ぉさはゅ, 
おなょっすけ しかなくちっすけ しっ ゃうあょぇ 
くぇえ-さぇくけ, ぉうゃてうはす ゃけおぇかうしす 
くぇ ぃさぇは – ╃あけく ╊けせすなく, うい-
こなかくう July morning こけ ゃさっきっ 

くぇ ういゅさっゃぇ. ╇ すぇいう ゅけょうくぇ 
╉ぇゃぇさくぇ こけょゅけすゃは そっしすう-
ゃぇかぇ “╃あせかぇえ きけさくうくゅ”, し 
せつぇしすうっすけ くぇ さけおゅさせこう う 
きくけゅけ つせあょっしすさぇくくう すせさうし-
すう. „]すぇさうすっ たうこぇさう”, こけさぇ-
ょう こさっおぇかっくけすけ こけしっとっくうっ 
くぇ たけさぇ, おけうすけ しぇ ょぇかっつ 
けす たうこぇさしおぇすぇ うょっは, ゃっつっ 
つっしすゃぇす う うゃくうくゅぇ (ゃっつっさすぇ 
- July Evening) – くぇ 30 のくう 
ゃ し. ╁ぇさゃぇさぇ.                                                                                    
╋っしすぇすぇ, くぇ おけうすけ しっ つっしす-

ゃぇ, ゃっつっ くっ しぇ しぇきけ こけ つっさ-
くけきけさしおけすけ おさぇえぉさっあうっ, 
ぇ う ゃ こけゃっつっすけ ゅけかっきう くぇ-
しっかっくう きっしすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. 
¨しけぉっくけ こけこせかはさくう しぇ ぉさっ-
ゅけゃっすっ くぇ さっおうすっ う ゃけょくうすっ 
ぉぇしっえくう, たなかきうしすうすっ きっしす-
くけしすう し こぇくけさぇきくう ゅかっょおう, 
おぇおすけ う ゃしはおけ ゃないゃうてっくうっ 
けおけかけ ゅさぇょけゃっすっ, おぇおゃけすけ いぇ 
╉ぇいぇくかなお っ 〈のかぉっすけ. ╇いゅさっ-
ゃなす きけあっ ょぇ ぉなょっ こけしさっと-
くぇす う くぇ ゃしはおぇ すっさぇしぇ くぇ 
あうかうとっすけ, しすうゅぇ すは ょぇ っ し 
ういゅかっょ くぇ ういすけお. ╆ぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ くはきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ 
こさっおぇさぇす くけとすぇ くぇ けすおさう-
すけ, すけゃぇ っ ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇす しなこさうつぇしすくう.                                                                        
╉ぇおなゃすけ う こさうゃおせし ょぇ くけしはす 
さぇいかうつくうすっ うょっう う しうきゃけかう, 
ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ  ╃あせかぇえ – 
すけゃぇ っ こさぇいくうお くぇ あうゃけすぇ. 
′ぇ さぇょけしすすぇ, つっ しう あうゃ う 
きけあって ょぇ こけしさっとくって うい-
ゅさっゃぇ くぇ しかなくちっすけ! 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ
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╉ぇいぇくかなお う きせいうおぇかくうはす しゃはす くぇ ╀なかゅぇさうは しっ 
こさけとぇゃぇす し ゅけかっきうは おけきこけいすけさ くぇ 25 のくう 

1977 ゅ. 〈けえ けしすぇゃは しかっょ しっぉっ しう ゃくせてうすっかくけ しうき
そけくうつくけ う すっけさっすうつくけ すゃけさつっしすゃけ, けゅさけきっく ぉさけえ 
たけさけゃう こっしくう う ぉぇかぇょう, し おけっすけ しすぇゃぇ けしくけゃけこけ
かけあくうお くぇ くけゃ ょはか ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ きせいうおぇ.
╁ ういゃっしすくうは ゃ ちはかぇすぇ ‶けょぉぇかおぇくしおぇ ょけかうくぇ 

さけょ ]すぇえくけゃう くはきぇかけ ういはゃっくう きせいうおぇくすう, くけ 
きぇえおぇすぇ くぇ おけきこけいうすけさぇ うきぇかぇ たせぉぇゃ ゅかぇし う こっ
っかぇ くぇゃしはおなょっ. ╁ ょはょけゃうは つうそかうお ゃ し. ¨ゃけと
くうお, おなょっすけ こさっおぇさぇか ゅけかはきぇ つぇしす けす ょっすしすゃけすけ 
しう, ぉなょっとうはす おけきこけいうすけさ しかせてぇか たせぉぇゃうすっ くぇ
さけょくう こっしくう, こさっゃなさくぇかう しっ こけ-おなしくけ ゃ くっゅけゃけ 
ゃょなたくけゃっくうっ. ╀ぇとぇ きせ, ╂させの, くぇ きかぇょうくう – つう
さぇお-ゅぇえすぇくょあうは, ぇ こけ-おなしくけ – しなこさうすっあぇすっか くぇ 
そぇぉさうおぇ いぇ こさっあょう, うきぇか てうさけおう おせかすせさくう うく
すっさっしう, くけ おぇすけ つけゃっお ぉうか いぇすゃけさっく. ╁ すけゃぇ けす
くけてっくうっ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, くぇえ-ゅけかっきうはす けす 4-すっ 
ょっちぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ, くっ こさうかうつぇか くぇ くっゅけ. ¨し
ゃっく, つっ ぉうか しくぇあっく, し さぇゃくぇ う ぉけょさぇ こけたけょおぇ, 

すけえ うきぇか こさうゃっすかうゃけ かうちっ, ぉうか 
うくすっさっしっく しなぉっしっょくうお う きくけゅけ 
けぉとうすっかっく.
‶っすおけ ╂させっゃ ]すぇえくけゃ っ さけょっく 

くぇ 01.12.1896 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ 
6-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす くぇさぇくはゃぇ し 
くけあつっ ょはしくけすけ しう けおけ. ‶け-おなし
くけ いぇぉけかはゃぇ う ょさせゅけすけ きせ けおけ う 
くぇ 11-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす くぇこなかくけ 
ういゅせぉゃぇ いさっくうっすけ しう. ‶けしすなこゃぇ 
ゃ ╇くしすうすせすぇ いぇ しかっこう ゃ ]けそうは, 
おなょっすけ いぇこけつゃぇす う こなさゃうすっ きせ 
いぇくうきぇくうは こけ きせいうおぇ – そかっえすぇ, 
ちうゅせかおぇ, こうぇくけ. ┿くょさっえ ]すけ
はくけゃ くぇしけつゃぇ ゃくうきぇくうっすけ きせ 
おなき すゃけさつっしすゃけすけ くぇ いぇこぇょくうすっ 
おかぇしうちう う さけきぇくすうちう. ¨しけぉっくけ 
きくけゅけ ゅけ せゃかうつぇ きせいうおぇすぇ くぇ 
╋けちぇさす. ╁ ╇くしすうすせすぇ いぇ しかっこう 
]すぇえくけゃ けすかうつくけ せしゃけはゃぇ こさう
かけあくうすっ ょうしちうこかうくう おけてくうつぇさ
しすゃけ う つっすおぇさしすゃけ, こっっ ゃ せつっ
くうつっしおう たけさ, しゃうさう ゃ けさおっしすなさ, 
くぇせつぇゃぇえおう ちっかうは さっこっさすけぇさ 
くぇういせしす. ╇きぇか きくけゅけ しうかくぇ きせ
いうおぇかくぇ こぇきっす, けとっ けす きぇかなお  けす 
っょくけ-ょゃっ こさけしかせてゃぇくうは いぇこけき
くはか すさせょくう きせいうおぇかくう すゃけさぉう. 
]うかくけ ゃかっつっくうっ うきぇか う おなき たせ
ょけあっしすゃっくぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. ′っゅけ
ゃう かのぉうきう こけっすう う こうしぇすっかう しぇ 
╉ぇさぇゃっかけゃ, ╁ぇいけゃ, ╁かぇえおけゃ, ぅゃけ
さけゃ, ]かぇゃっえおけゃ, 〈さぇはくけゃ, ╃っぉっ
かはくけゃ, 〈けかしすけえ う ╃けしすけっゃしおう.
╆ぇゃさなとぇえおう しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

こさっい 1915 ゅ., ‶っすおけ ]すぇえくけゃ 
いぇしすぇゃぇ くぇつっかけ くぇ きせいうおぇかくぇ
すぇ しぇきけょっえくけしす. 〈けえ っ ょうさうゅっくす 
くぇ しきっしっくうは たけさ, こっっ ゃ ちなさおゃぇ, 
おけくちっさすうさぇ おぇすけ こうぇくうしす. ′ぇ 
18-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす  ゃっつっ うきぇ 
しけぉしすゃっくけ こうぇくけ う せしうかっくけ しっ 
いぇくうきぇゃぇ し たぇさきけくうは. 24-ゅけ
ょうてっく, いぇきうくぇゃぇ いぇ ╂っさきぇくうは 
– せつう ゃ  つぇしすっく きせいうおぇかっく かう
ちっえ ゃ ╀さぇせくてゃぇえゅ う いぇゃなさてゃぇ 
╃さっいょっくしおぇすぇ おけくしっさゃぇすけさうは し 
ょゃっ しこっちうぇかくけしすう: おけきこけいうちうは 
う こうぇくけ. 
‶さっい 1922 ゅ. ゃなゃ ╁うっくぇ しっ あっくう 

いぇ しなゅさぇあょぇくおぇすぇ しう ]すっそぇくおぇ 
╋ぇくょぇょあうっゃぇ, くっゅけゃぇ こけいくぇすぇ 

けす ょっすうくしすゃけ. ╇きぇす ょゃぇきぇ しうくぇ – 
╂さうゅけさ う ]すっそぇく. ]うかくぇ かのぉけゃ 
う くぇえ-しゃっすかう つせゃしすゃぇ くぇ こさう
いくぇすっかくけしす ういこうすゃぇか おけきこけいう
すけさなす おなき しなこさせゅぇすぇ しう. ╆ぇさぇょう 
くっゅけ すは しっ くぇせつうかぇ ょぇ しゃうさう くぇ 
こうぇくけ, いぇさぇょう くっゅけ せつうかぇ っょくぇ 
ゅけょうくぇ ゃ ╃さっいょっく ゃ おけくしっさゃぇ
すけさうはすぇ. 』さっい くっえくうすっ こさっょぇくう 
けつう すけえ ゃうあょぇか しゃっすぇ う つっすはか 
きくけゅけ...
]っきっえしすゃけすけ あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

ょけ 1927 ゅ. 〈せお ‶っすおけ ]すぇえくけゃ 
しないょぇゃぇ こっゃつっしおけ ょさせあっしすゃけ う 
ょけさぇいゃうゃぇ けさおっしすなさぇ. ‶さっい しな
とぇすぇ ゅけょうくぇ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ]け
そうは. ]すぇゃぇ かっおすけさ ゃ ╇くしすうすせすぇ 
いぇ しかっこう せつっくうちう, こけょ くっゅけゃけ 
さなおけゃけょしすゃけ ういさぇしすゃぇす きくけあっ
しすゃけ すぇかぇくすかうゃう きせいうおぇくすう.   
╅ぇくさけゃっすっ, ゃ おけうすけ こさっょうきくけ 

すゃけさう おけきこけいうすけさなす, しぇ しうきそけ
くうつくうはす う たけさけゃうはす. 〈けえ しない

ょぇゃぇ いくぇきっくうすうすっ しのうすう „〈さぇ
おうえしおう すぇくちう” う „‶さうおぇいおぇ”, 
しうきそけくうつくうすっ こけっきう „╊っゅっくょぇ” 
う 〈さぇおうは” う ょさ. ′っゅけゃうすっ “〈ぇえ
くぇすぇ くぇ ]すさせきぇ”, “〉さゃうつ”, “╉け
くくうちう”, “]すけ う ょゃぇょっしっす ょせてう”, 

“╋けきうくぇ あぇかぉぇ” – しぇ しさっょ おかぇ
しうつっしおうすっ たけさけゃう すゃけさぉう せ くぇし. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ しないょぇゃぇ しけぉしす
ゃっく しすうか - ゃ くぇさけょくけしすっく ょせた. 
‶さっおさぇしくうすっ きせ こっしくう “╄かぇ しっ 
ゃうっ, こさっゃうゃぇ”, “╇いゅさっはかけ はしくけ 
しかなくちっ”, “╀さっ, ╇ゃぇくっ”, “╃っ ぉさっ, 
╃うきけ” しぇ くっういきっくくぇ つぇしす けす さっ
こっさすけぇさぇ くぇ ゃしっおう ぉなかゅぇさしおう 
たけさ.
╆ぇ けゅさけきくぇすぇ しう おけきこけいうすけさしおぇ 

ょっえくけしす ‶っすおけ ]すぇえくけゃ っ ういぉさぇく 
こさっい 1941 ゅ. いぇ さっょけゃっく つかっく くぇ 
╀┿′. ‶さっょしっょぇすっか っ くぇ ]なのいぇ くぇ 
くぇさけょくうすっ たけさけゃっ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
くぇ しすけかうつくうは たけさ “[けょくぇ こっしっく” 
う くぇ ╃させあっしすゃけすけ くぇ ぉなかゅぇさ
しおうすっ おけきこけいうすけさう. ‶け-おなしくけ っ 
ょうさっおすけさ くぇ ′ぇさけょくぇすぇ けこっさぇ, 
しなゃっすくうお ゃ ╉けきうすっすぇ いぇ おせかすせさぇ 
う ういおせしすゃけ, ぇおぇょっきうお う くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか, くっういきっくっく つかっく 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ]なのいぇ くぇ 

ぉなかゅぇさしおうすっ おけきこけいうすけさう, しない
ょぇすっか う さなおけゃけょうすっか くぇ ╇くしすう
すせすぇ こけ きせいうおけいくぇくうっ こさう ╀┿′. 
′けしうすっか っ くぇ きくけあっしすゃけ いゃぇくうは, 
けすかうつうは う ょなさあぇゃくう くぇゅさぇょう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

- ╂-く ╋うくつっゃ, こさう ╁ぇし, おぇお-
すけ こさう きくけゅけ せしこっかう おぇいぇく-
かなつぇくう, くぇつぇかけすけ しっ けおぇいゃぇ 
さぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉けえ 
╁う くぇしけつう いぇ さぇぉけすぇ すぇき, 
いぇとけ ういぉさぇたすっ „┿さしっくぇか”?
- ╁ „┿さしっくぇか” くっ こけこぇょくぇた 

ちっかっくぇしけつっくけ. ╁ ゅけょうくうすっ, おけ-
ゅぇすけ しかっょゃぇたきっ, しっ こさぇゃってっ 
ちっくすさぇかくけ さぇいこさっょっかっくうっ いぇ 
しすさぇくぇすぇ, しこけさっょ しこっちうぇかくけしす-
すぇ くぇ いぇゃなさてゃぇとうすっ うくあっくっ-
さう. 〈け くっ ぉってっ ぇぉしけかのすくけ いぇ-
ょなかあうすっかくけ, ぇ しっ こさぇゃってっ う 
いぇ ょぇ くう しっ こさっょかけあう ゃっょくぇゅぇ 
さぇぉけすぇ, う いぇ ょぇ しっ けしうゅせさはす くっ-
けぉたけょうきうすっ おぇょさう ゃ けすょっかくう-
すっ さぇえけくう. [ぇいこさっょっかうたぇ きっ ゃ 
„╄かっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ” - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, すなえ おぇすけ しこっちうぇかくけしすすぇ 
きう けす 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ]けそうは ぉってっ „╄かっおすさうつっしおう 
きさっあう う ちっくすさぇかう”. ┿い, けぉぇつっ 
- おぇすけ おけさっくはお おぇいぇくかなつぇくうく, 
うしおぇた ょぇ しっ ゃなさくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]なとけすけ きう ぉってっ こけさなつぇくけ けす 
すけゅぇゃぇてくうは こなさゃう しっおさっすぇさ 
くぇ ╂╉ くぇ ╀╉‶ ‶っすおけ ╁かぇっゃ こさう 
せすゃなさあょぇゃぇくっすけ きう いぇ つかっく くぇ 
╀╉‶ ゃっょくぇゅぇ しかっょ ゅうきくぇいうはすぇ. 
¨とっ し けすうゃぇくっすけ きう ゃ ╂さぇょしおうは 
おけきうすっす 》さうしすけ ╉けこつっゃ, すけゅぇ-
ゃぇ しっおさっすぇさ こけ こさけきうてかっくけし-
すすぇ, ゃょうゅくぇ すっかっそけくぇ, ゅけゃけさう し 
ゅかぇゃくうは ょうさっおすけさ ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ う くぇ しかっょゃぇとうは ょっく いぇ-
こけつくぇた ゃ „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ しすぇくぇ 
くぇ 15 –すう ぇゃゅせしす 1973 ゅ. ]かっょ 
ょゃっ ゅけょうくう, こさっい おけうすけ ぉはた くぇ 
とぇすくぇ おけきしけきけかしおぇ さぇぉけすぇ ゃ 
〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは う ╆ぇゃけょ 
2, ぉってっ いぇゃなさてっく しすさけっあなす  くぇ 
くけゃぇすぇ ゃうしけおけゃけかすけゃぇ こけょしすぇく-
ちうは, くぇ おけはすけ きっ くぇいくぇつうたぇ 
おぇすけ くぇつぇかくうお. ]かっょ すさう ゅけょう-
くう しっ こっくしうけくうさぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, 
ゅっさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ う ういおかのつうすっかっく つけゃっお, 
ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 8, ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ おけえすけ ぉってっ こけょしすぇくちうはすぇ. 
╋はしすけすけ きせ ぉってっ いぇっすけ けす うくあ. 
╇ゃぇく ]すけっゃ, ぇ きっく くぇいくぇつうたぇ 
いぇ いぇきっしすくうお ょうさっおすけさ. ‶ぇお 
しかっょ すさう ゅけょうくう きう ゃないかけあうたぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 10 /いぇ-
ゃけょぇ いぇ こさせあうくう/, ぇ しかっょ けとっ 3 
– くぇ ╆ぇゃけょ 14 ゃ 【っえくけゃけ. ]かっょ 
こさっしすさせおすせさうさぇくっすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ゃ おさぇは くぇ 1989 ゅ., おけゅぇすけ 
ぉはたぇ しないょぇょっくう 4 おけきこかっおしぇ, 
いぇ こけ-きぇかおけ けす 2 ゅけょうくう ぉはた いぇ-
きっしすくうお ょうさっおすけさ くぇ けさなあっえ-
くうは おけきこかっおし. 〈けゅぇゃぇ くぇこせしくぇた 
そうさきぇすぇ. ]かっょ いぇゃさなとぇくっすけ くぇ 
╉させき 》さうしすけゃ おぇすけ ╇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” 
こさっい 1993 ゅ., きっ こけおぇくうたぇ う しっ 

ゃなさくぇた けすくけゃけ ゃ ╆ぇゃけょぇ いぇ 
こさせあうくう ゃ ╉さなく, おなょっすけ 
しなき う ょけ ょくっし. ′っいぇゃうしうきけ 
けす すけゃぇ, つっ しかっょ こさうゃぇすう-
いぇちうはすぇ こさっい 1999 ゅ. しきっ 
しぇきけしすけはすっかくけ ょさせあっしすゃけ, 
„┿さしっくぇか” しう けしすぇゃぇ っょうく 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ くう う くぇえ-

ゃぇあくう おかうっくすう う しきっ っあっ-
ょくっゃくけ しゃなさいぇくう し くっゅけ. 

- ╉ぇおゃけ くぇせつうたすっ ゃ 
„┿さしっくぇか”?
- ╁ さっいせかすぇす くぇ すけゃぇ, つっ 

さぇぉけすうた ゃ くはおけかおけ こさけうい-
ゃけょしすゃっくう くぇこさぇゃかっくうは, 
うきぇた ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
けこけいくぇは きくけゅけ すったくうおぇ う 
すったくけかけゅうう, くはおけかおけ さぇい-
かうつくう すうこぇ くぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, こけかせ-
つうた くっけぉたけょうきうすっ うおけくけ-
きうつっしおう いくぇくうは, けしないくぇた 
くっけぉたけょうきけしすすぇ う ゃぇあ-
くけしすすぇ くぇ きくけゅけすけ けすょっかう 
う ょさせゅう けさゅぇくう ゃ すけいう けゅ-
さけきっく こさけきうてかっく おけくゅかけ-
きっさぇす. ╇いはしくうた しう こしうたけ-
かけゅうはすぇ う きけすうゃぇちうはすぇ いぇ 
すさせょ くぇ さぇいかうつくうすっ おぇすっ-
ゅけさうう こっさしけくぇか, そけさきうさぇた 
しう しこけかせつかうゃ しすっさっけすうこ くぇ 
こけゃっょっくうっ. ╁  ╆ぇゃけょ 8, けし-
ゃっく  つっ けこけいくぇた こけつすう うい-
ちはかけ っくっさゅっすうおぇすぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか”, うきぇた ゃないきけあくけしす 
ょぇ せつぇしすゃぇき くっこけしさっょ-
しすゃっくけ ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ けしくけゃくうは さっきけくす くぇ 

ゃしっゃないきけあくう ゃうょけゃっ きっすぇ-
かけけぉさぇぉけすゃぇとう う きっすぇかけさっ-
あっとう きぇてうくう う っくっさゅっすうつくけ 
けぉけさせょゃぇくっ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
いぇこけつくぇ せょぇさくぇすぇ さぇぉけすぇ いぇ 
けぉけさせょゃぇくっ し くっしすぇくょぇさすくう 
しなけさなあっくうは くぇ ょけしすぇゃっくうすっ 
けす ]]][ ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさ-
くう かうくうう いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
こぇすさけくう. 〈っ しなとけ ぉはたぇ くぇ-
こさぇゃっくう ゃ いぇゃけょ 8. ╃っえくけしす 
くぇ いぇゃけょぇ ぉはたぇ う しすさけうすっか-
くうすっ さっきけくすう ゃ  „┿さしっくぇか”, 
おぇおすけ う ういゅさぇあょぇくっすけ  くぇ 
ちはかぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ.
╁ いぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ 

╉さなく, けしゃっく きくけあっしすゃけすけ 
しこっちうそうつくう すったくけかけゅうう いぇ 
こさぇゃっくっ くぇ しすせょっくけ う ゅけさっ-
とけ くぇゃうすう こさせあうくう う けぉけ-
させょゃぇくっすけ いぇ すはた, こけかせつうた 
けしくけゃくうすっ しう こけいくぇくうは いぇ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ とぇくちけゃう 
うくしすさせきっくすう. 〈けゅぇゃぇ いぇ-
ゃけょなす, けしゃっく けしくけゃくうすっ しう 
そせくおちうう, うきぇてっ いぇょぇつぇすぇ 
ょぇ こさけういゃっあょぇ ゃしはおぇおゃう うい-
ょっかうは いぇ てうさけおぇ せこけすさっぉぇ. 
╁なゃっょけたきっ くけゃぇ すったくけかけゅうは 
いぇ ゅけさっとけ くぇゃうすう こさせあうくう 
う しなゃしっき きけょっさくぇ いぇ ゅけかっきう 
しっさうう しかけあくう とぇくちけゃう ょっ-
すぇえかう. 〈せお けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ う うおけくけきう-
おぇすぇ きせ ぉはたぇ しなゃしっき さぇいかうつ-
くう けす こさぇおすうおうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 8.                                                                                                                    

╁ 【っえくけゃけ けすくけゃけ すさはぉゃぇ-
てっ ょぇ ういせつぇゃぇき う ょぇ こさう-
かぇゅぇき ょさせゅぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, おけっすけ 
ぉってっ しさっょくけしっさうえくけ, し すさう 
ょけ つっすうさう けしくけゃくう ういょっかうは, 
くけ おけきこかっおすけゃぇくう し きくけあっ-
しすゃけ しかけあくう ょっすぇえかう. 〈ぇき 
さぇいぉさぇた くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
ゃけょっくっすけ くぇ っあっょくっゃくう ゅさぇ-
そうちう いぇ ゃしっおう ょっすぇえか う ういょっ-
かうっ, おけうすけ くう ょぇゃぇたぇ うくそけさ-
きぇちうは くっ しぇきけ おぇお っ きうくぇか 
ょっくはす くぇ 1600-すっ さぇぉけすっとう 
ゃ いぇゃけょぇ, ぇ う おなょっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ ゃいっきぇす しこってくう きっさおう いぇ 
くぇゃぇおしゃぇくっ くぇ ういけしすぇゃぇくっ-
すけ. ╁ すけいう いぇゃけょ うきぇてっ くぇょ 
1000 きっすぇかけさっあっとう きぇてう-
くう, くぇさっょっくう ゃ すったくけかけゅうつ-
くう かうくうう う こけいくぇゃぇくっすけ くぇ 
ゃしはおぇ けす すはた, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
くぇ けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっくすさう, 
しう っ くっいぇきっくうきぇ ておけかぇ.  

- ] おぇおゃけ けこうすなす けす „┿さ-
しっくぇか” ╁う こけきぇゅぇ ゃ しっ-
ゅぇてくぇすぇ ╁う きっくうょあなさしおぇ 
ょっえくけしす?
- ┿おけ きけあっき ょぇ けおぇつっしすゃうき 

しっゅぇてくぇすぇ きう ょっえくけしす おぇすけ 

せしこってくぇ, すけゃぇ しっ ょなかあう うい-
おかのつうすっかくけ くぇ けこうすぇ, おけえ-
すけ しなき こけかせつうか ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶なさゃけ, すぇき さぇぉけすったぇ, ぇ う しっゅぇ 
くはおけう こさけょなかあぇゃぇす, きくけゅけ 
しこけしけぉくう う ょけしすけえくう たけさぇ, 
つうっすけ しないくぇくうっ ょぇかっつ ういこさっ-
ゃぇさゃぇてっ かうつくけすけ うき ぉうすうっ う 
くっ あぇかったぇ しうかう う ゃさっきっ いぇ 
ういこなかくっくうっ くぇ くぇぉっかはいぇくうすっ 
ちっかう う しう こけしすぇゃはたぇ くっこさっ-
おなしくぇすけ くけゃう いぇ こさけしこっさうすっすぇ 
くぇ けぉとっしすゃけすけ. ╇いおかのつうすっか-
くけ ゃうしけおけ ちっくは こさうきっさぇ うき 
う しっ しすぇさぇは ょぇ しなき おぇすけ すはた. 
╁すけさけ, いぇさぇょう きぇとぇぉくけしすすぇ 
くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ しっ こさぇゃってっ, 
くっ きけあって ょぇ くっ しっ くぇせつうて 
ょぇ こさっすっゅかはて くっけぉたけょうきけ かう 
っ すけゃぇ, おけっすけ しう くぇきうしかうか, 
おぇおゃぇ こけかいぇ とっ ょけくっしっ, うきぇて 
かう さっしせさしう ょぇ ゅけ けしなとっしす-
ゃうて, おけゅぇ きけあっ ょぇ しすぇくっ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ. 〈さっすけ, っょゃぇ かう くは-
おなょっ ょさせゅぇょっ うきぇ しさぇゃくうすっか-
くけ おけくちっくすさうさぇくぇ すけかおけゃぇ 
さぇいくけけぉさぇいくぇ すったくうおぇ う ゃしは-
おぇおゃう すったくけかけゅうう, おぇおすけ ゃ 
„┿さしっくぇか”. ╆ぇ ょぇ さなおけゃけょうて  
せしこってくけ, すさはぉゃぇ ょぇ こけいくぇ-
ゃぇて けしくけゃくうすっ ゃないきけあくけしすう 
くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ う っすぇこうすっ くぇ 
すったくけかけゅうはすぇ. 』っすゃなさすけ, ょぇ 
こさっちっくはゃぇて しけぉしすゃっくうすっ う くぇ 
っおうこぇ すう ゃないきけあくけしすう う, ぇおけ 
こさっちっくうて, つっ ゅう うきぇすっ, ょぇ くっ 

しっ こかぇてうて けす くっこけしうかくう くぇ 
こさなゃ こけゅかっょ  こさけっおすう. ‶っすけ, 
ょぇ しっ さぇぉけすう しぇきけ おぇつっしすゃっくけ.                                                                       

- ╉ぇおなゃ っ くぇえ-ちっくくうはす 
けこうす, おけえすけ しすっ こさうょけぉうか 
すぇき?
- ′ぇえ-ゃぇあくけすけ, おなょっすけ う ょぇ 

しう, っ ょぇ こけしすうゅくって っょうくけきう-
しかうっ し きぇおしうきせきぇ けす たけさぇすぇ 
けおけかけ すっぉ う くぇえ-ゃっつっ し っおう-
こぇ しう いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ ちっかう-
すっ, おけうすけ しすっ しう くぇぉっかはいぇかう. 
╃ぇ うき ょっかっゅうさぇて ょけしすぇすなつくけ 
こさぇゃぇ う けすゅけゃけさくけしすう, すぇおぇ 
つっ ゃ しすぇくょぇさすくうすっ しうすせぇちうう 
ょぇ くっ しう うき くっけぉたけょうき. ╃ぇ 
せゃぇあぇゃぇて すさせょぇ うき う ょぇ ゅう 
きけすうゃうさぇて しなし しすうきせかう, くけ う 
ょぇ くっ こさけとぇゃぇて  かっしくけ ゅさって-
おうすっ, けしけぉっくけ ぇおけ しっ こけゃすぇ-
さはす. ╊うつくけ すう ょぇ きうしかうて くぇえ-
ゃっつっ いぇ せすさっ.

- ╇きぇすっ かう くはおぇおなゃ くっいぇ-
ぉさぇゃうき しこけきっく けす さぇぉけすぇ-
すぇ しう ゃ „┿さしっくぇか”, おぇおゃぇ 
ぉってっ ぇすきけしそっさぇすぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇ う おぇおゃう せこさぇゃかっくしおう 
こさぇおすうおう しっ こけかいゃぇたぇ こけ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ しすっ さぇぉけ-

すうかう すぇき?     
- ′っおぇ くっ しっ しこうさぇき くぇ せこさぇ-

ゃかっくしおう こさぇおすうおう. ′け ゃ さなおけ-
ゃけょしすゃぇすぇ う くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっお-
ちうは, う くぇ いぇゃけょうすっ, うきぇてっ 
さぇいぉうさぇくっ おぇおゃけ ょけゃっさうっ しぇ 
くう ゅかぇしせゃぇかう, うきぇてっ ょうし-
ちうこかうくぇ う おけかっゅうぇかくけしす. ╇ 
しっ ゃなさてってっ きくけゅけ さぇぉけすぇ.                                                                                                                                   
]こけきっくう っしすっしすゃっくけ うきぇき – 
う たせぉぇゃう, う かけてう. ′け うきぇき 
ょゃぇ しこけきっくぇ, おけうすけ う しっゅぇ きう 
ょけしすぇゃはす さぇょけしす う せょけゃかっす-
ゃけさっくうっ. ╋けあっ ょぇ こさけいゃせつう 
くっしおさけきくけ, つっ ゅう しこけょっかはき, 
くけ いぇ きっく すっ しぇ くぇえ-ゃぇあくぇすぇ 
けちっくおぇ. ‶なさゃうはす っ しゃなさいぇく 
し こさっきっしすゃぇくっすけ きう けす ╉さなく 
ゃ 【っえくけゃけ. 〈けゃぇ しすぇくぇ こさっい 
かはすけすけ くぇ 1985 ゅ. ╆ぇ きぇくう-
そっしすぇちうはすぇ くぇ 7-きう  くけっきゃさう 
てっえくけゃちう ぉはたきっ けしゃけぉけょっくう, 
いぇとけすけ たけさぇすぇ しっ ういゃけいゃぇたぇ 
っあっょくっゃくけ し 28 ぇゃすけぉせしぇ けす 
ゃしっゃないきけあくう くぇしっかっくう きっしすぇ 
う くはきぇてっ おぇお ょぇ ゅう しなぉっさっき う 
くぇ こさぇいくうつっく ょっく. ¨すうょけた くぇ 
きぇくうそっしすぇちうはすぇ おぇすけ くっぇくゅぇ-
あうさぇく ゅさぇあょぇくうく, くけ こけいくぇす 
けす ╋╁[ きっ こけおぇくう けすしすさぇくう 
ょけ すさうぉせくぇすぇ. ╆ぇこけつくぇ ょっ-
そうかうさぇくっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう. 
╉けゅぇすけ しっ こけはゃう ぉかけおなす くぇ 
╆ぇゃけょぇ いぇ  こさせあうくう, くはおけえ けす 
こなさゃぇすぇ さっょうちぇ きっ いぇぉっかはいぇ, 
おぇいぇ くぇ ょさせゅうすっ う ゃしうつおう けす 
ぉかけおぇ – くぇょ 500 ょせてう - いぇ-
こけつくぇたぇ ゃないすけさあっくけ ょぇ きっ 
ぇこかけょうさぇす, さぇょけしすくう う ょけ-
ぉさけあっかぇすっかくう. ╃させゅうはす きう 
しこけきっく っ こけょけぉっく – おけゅぇすけ 
しう いぇきうくぇゃぇた けす 【っえくけゃしおうは 
いぇゃけょ, けぉうおけかうた う しう ゃいった 
ょけゃうあょぇくっ し ゃしっおう っょうく さぇ-
ぉけすくうお う しかせあうすっか. ‶けしかっ きう 
おぇいゃぇたぇ くはおけかおけ こなすう おけきっく-
すぇさうすっ, つっ し すぇいう しう こけしすなこ-
おぇ しなき こけおぇいぇか おけかおけ けぉうつぇき 
いぇゃけょぇ う せゃぇあっくうっすけ しう おなき 
さぇぉけすっとうすっ ゃ くっゅけ.            

- ̈ つっゃうょくけ, こけきぇゅぇかう しすっ 
くぇ たけさぇすぇ, ぇ くぇ ╁ぇし おけえ ╁う 
っ こけきぇゅぇか, おけゅけ しすっ いぇこけき-
くうかう おぇすけ こさうきっさ いぇ こけょ-
さぇあぇくうっ う しこさぇゃはくっ し さぇ-
ぉけすぇすぇ?
- ]こうしなおなす っ ょなかなゅ, いぇとけすけ 

くぇうしすうくぇ うきぇてっ きくけゅけ ょけ-
しすけえくう たけさぇ, いぇしかせあぇゃぇとう 
こけょさぇあぇくうっ. ╁しっ こぇお, うし-
すうくしおう しなき しっ ゃないたうとぇゃぇか 
けす おぇつっしすゃぇすぇ, さぇぉけすけしこけ-
しけぉくけしすすぇ う しぇきけょうしちうこかう-
くうさぇくけしすすぇ くぇ ╉させき 》さうしすけゃ 
う おぇすけ いぇき. ゅかぇゃっく ょうさっおすけさ 
こけ こさけういゃけょしすゃけすけ, う こけしかっ 
おぇすけ ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ, 
くぇ ╇かうは ╂せくつっゃ – ゅっくっさぇかっく 
ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”, 
おけえすけ くぇこさぇゃう くっゃっさけはすくけ 
きくけゅけ くっ しぇきけ いぇ „┿さしっくぇか”, 
くけ う いぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ ╀けゅ-
ょぇく ╉けかっゃ – いぇき. ゅかぇゃっく ょう-
さっおすけさ こけ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
╃っくぬけ ┿いきぇくけゃ, すなさゅけゃしおう 
ょうさっおすけさ, ]すっそぇく ╋うすっゃ – 
うおけくけきうつっしおう ょうさっおすけさ. ′っ 
きけゅぇ ょぇ くっ しこけきっくぇ たけさぇすぇ, し 
おけうすけ さぇぉけすうた くっこけしさっょしすゃっ-
くけ  -  ]すっそぇく ‶うくすっゃ ゃ ╉さなく, 
]すぇくうきうさ ╁なさぉぇくけゃ, 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, ′っえおけ ╋うたぇかっゃ う 
‶っくつけ ]すっそぇくけゃ ゃ 【っえくけ-
ゃけ. ] けゅさけきくけ せゃぇあっくうっ しう 
しこけきくはき すさうきぇ くっいぇきっくうきう 
くぇつぇかくうお ちったけゃっ – ]すぇくつけ 
╂っけさゅうっゃ ゃ いぇゃけょ 8, ‶っすおけ 
╇ゃぇくけゃ う ]すっそぇく ]すっそぇくけゃ ゃ 
【っえくけゃけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ゃっくうすっ こさけあっおすけさう - おぇすけ  こさっいうょっくす くぇ [けすぇさう ╉かせぉ 
- ╉ぇいぇくかなお, けぉとうくしおう しなゃっすくうお,  ぇ けす ょゃぇ きっしっちぇ - う 
こさっょしっょぇすっか くぇ けぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお.

╇くあ. ┿かっおしぇく-
ょなさ ╋うくつっゃ っ うい-
こなかくうすっかっく ょう-
さっおすけさ う けしくけゃっく 
ぇおちうけくっさ ゃ ╆ぇ-
ゃけょ いぇ こさせあうくう - 
╉さなく, こさっょう こさう-
ゃぇすういぇちうはすぇ - つぇしす 
けす „┿さしっくぇか” ┿╃. 
╋うくつっゃ いぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ うきっくくけ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ, 
おなょっすけ こさっきうくぇゃぇ 
こさっい ゃないかけゃう せこ-
さぇゃかっくしおう きっしすぇ う 
すさせこぇ ゅけかはき こさけ-
ういゃけょしすゃっく う きっ-
くうょあなさしおう けこうす.
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ 

ゅけょうくぇ すけえ けすくけゃけ 
くぇゃかっいっ う ゃ しゃっす-
かうくぇすぇ くぇ けぉとっしす-
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- ╂-く ╃ぇくつっゃ, し おぇおゃう さっいせか
すぇすう ╆ぇしすさぇたけゃぇすっかくけ ょさせ
あっしすゃけ “╁うおすけさうは” こけしさっとぇ 
しゃけはすぇ 10-すぇ ゅけょうてくうくぇ? 

- [っいせかすぇすうすっ いぇ くぇし  しぇ こけ
ゃっつっ けす けぉくぇょっあょゃぇとう. ′け 

くぇえ-ゃっつっ しなき ゅけさょ し くっゃっさけ
はすくうは っおうこ くぇ おけきこぇくうはすぇ, ゃ 
おけえすけ くぇょ 80% けす こっさしけくぇかぇ 
さぇぉけすう ゃ くっは ゃっつっ くぇょ 5 ゅけ
ょうくう. 〈けゃぇ しぇきó こけ しっぉっ しう 
ゅけゃけさう きくけゅけ う こさっょう ゃしうつおけ 

っ ゅぇさぇくちうは いぇ こさけそっしうけくぇ
かういきぇ, し おけえすけ けぉしかせあゃぇきっ 
おかうっくすうすっ しう. ╆ぇ ゃさっきっ けす 
ょっしっす ゅけょうくう くうっ しきっ 9-すぇすぇ 
おけきこぇくうは ゃ いぇしすさぇたけゃぇすっか
くうは ぉういくっし ゃ しすさぇくぇすぇ, うきぇ
きっ けそうしう ゃ 75 ゅけかっきう ゅさぇょぇ 
う しきっ っょくぇ けす ょゃっすっ おけきこぇ
くうう ゃ すけいう しっおすけさ, こけしすうゅくぇ
かう さなしす けす くぇょ 20% くぇ こさっ
きうえくうは こさうたけょ いぇ こなさゃうすっ 
すさう きっしっちぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ. 
‶さうたけょなす くう けす いぇしすさぇたけゃ
おう いぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ 60 きかく. 
かっゃぇ, くうっ しぇきうすっ しきっ いぇょっ
かうかう 70 きかく. かっゃぇ いぇ いぇしすさぇ
たけゃぇすっかくう けぉっいとっすっくうは. 
╁しうつおけ すけゃぇ っ ょけしすぇすなつくぇ 
ゅぇさぇくちうは, つっ そうさきうすっ う おかう
っくすうすっ, おけうすけ くう しっ ょけゃっさは
ゃぇす, きけゅぇす ょぇ しぇ しこけおけえくう 
いぇ しゃけは ぉういくっし, いぇとけすけ すけえ 
とっ っ ゅぇさぇくすうさぇく くぇ 100% う 
けぉっいこっつっく けすおなき ゃしうつおう さう
しおけゃっ. ¨しゃっく すけゃぇ, ゅけさょ しなき  
う し そぇおすぇ, つっ いぇしすさぇたけゃぇすっか
くぇすぇ おけきこぇくうは, おけはすけ さなおけ
ゃけょは ゃっつっ すさっすぇ ゅけょうくぇ, っ くぇ 

こなさゃけ きはしすけ しさっょ そうさきうすっ 
けす いぇしすさぇたけゃぇすっかくうは ぉさぇくて 
こけ いぇしすさぇたけゃおぇ “╆かけこけかせおぇ” 
う くぇ っょくけ けす こなさゃうすっ きっしすぇ 
こけ いぇしすさぇたけゃおう “╇きせとっしすゃけ” 
う すさぇくしこけさすくけ いぇしすさぇたけゃぇ
くっ. 〈けゃぇ しっ ょなかあう くぇ そぇ
おすぇ, つっ こさう くぇし しっ こけおさうゃぇ 
し ゃしうつおう さうしおけゃっ こなかくうはす 
さぇいきっさ くぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくけ
すけ うきせとっしすゃけ. ′ぇ ょっしっすぇすぇ 
くう ゅけょうくぇ し ゅけさょけしす けすつう
すぇきっ, つっ くぇ くぇし しっ ょけゃっさうたぇ 
くぇょ 150 たうかはょう おかうっくすう ゃ 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ]なゃしっき くぇし
おけさけ ╆┿╃ “╁うおすけさうは” しこっつっ
かう う すうすかぇすぇ “╊のぉうきぇ きぇさ
おぇ” くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ぉさぇくてぇ 
いぇしすさぇたけゃぇくっ.

- ╇きぇ かう すぇえくぇ, おけはすけ しすけう 
いぇょ ゃしうつおう すっいう せしこったう?
- ╇きぇ う すは しっ くぇさうつぇ こさけ

そっしうけくぇかっく っおうこ, きけすうゃう
さぇくう たけさぇ, くぇょゅさぇあょぇくっ. 
[っいせかすぇすなす: こさう くぇし さぇぉけすはす  
っょくう けす くぇえ-ょけぉさうすっ いぇしすさぇ
たけゃぇすっかう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 

- ┿ おけえ っ くぇえ-くけゃうはす ゃう 
いぇしすさぇたけゃぇすっかっく こさけょせおす, 
こせしくぇす くぇ こぇいぇさぇ? 
- ′けゃぇ いぇしすさぇたけゃおぇ, くぇさう

つぇ しっ “‶けきけと こさう こなすせゃぇくっ 
し けしうゅせさっく ぇしうしすっくす”. 〈けゃぇ 
くぇ こさぇおすうおぇ っ いぇしすさぇたけゃおぇ 
“╆かけこけかせおぇ” こかのし けしうゅせさっくぇ 
おけきこぇくうは, おけはすけ しっ ゅさうあう 
いぇ ゃしうつおう さうしおけゃっ こけ ゃさっ
きっ くぇ こなすせゃぇくっすけ う かうつっく 
ぇしうしすっくす, おけえすけ けすゅけゃぇさは いぇ 
すけゃぇ う けおぇいゃぇ かけゅうしすうつくぇ う 
ゃしはおぇおぇゃぇ ょさせゅぇ こけきけと いぇ 
こっさうけょぇ くぇ こなすせゃぇくっすけ.  

- ╋っつすぇすぇ くぇ おけきこぇくうはすぇ 
いぇ しかっょゃぇとうすっ 10 ゅけょうくう? 
- ′はきぇき しせこっさ きっつすう. ╇し

おぇき たけさぇすぇ, し おけうすけ さぇぉけ
すは, ょぇ しぇ あうゃう う いょさぇゃう, ょぇ 
さぇぉけすはす ゃしっけすょぇえくけ う しなし 
しなとうは こさけそっしうけくぇかういなき. 
╃ぇ しきっ しすぇぉうかくぇ おけきこぇくうは 
し きくけゅけ う ょけゃけかくう おかうっくすう. 
〈けゃぇ っ ょけしすぇすなつくけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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„╃ゃぇ おせそぇさぇ しこけきっくう“ ょけくっ
しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけっすなす し おうすぇ
さぇ, しすぇさ こさうはすっか くぇ おぇいぇくかな
つぇくう, ぉぇさょなす ]かぇゃう ╂っけさゅうっゃ. 
¨すょぇゃくぇ くっういょぇゃぇか しゃけっ こけっ
すうつくけ すゃけさつっしすゃけ, ]かぇゃう, ぉかう
いなお こさうはすっか し かのぉうきうは ‶かぇ
きっく ]すぇゃさっゃ, おけえすけ しう けすうょっ 
くぇしおけさけ, こさっょしすぇゃう くけゃぇすぇ 
しう しすうたけしぉうさおぇ うきっくくけ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こさっ
きうっさぇ くぇ ぇかぉせきぇ しなし しすうたけゃっ 
う ちゃっすくう うかのしすさぇちうう しっ しなし
すけは ゃ ╊》╋ „』せょけきうさ“ ゃ こさう
しなしすゃうっすけ くぇ きくけゅけ こさうはすっかう.                 
„‶さっょしすぇゃはき おくうゅぇすぇ しう こなさゃけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇとけすけ すけいう ゅさぇょ 
ゃうくぇゅう きっ っ さっしこっおすうさぇか し ょせ
たけゃくけしすすぇ しう. ┿おけ すさなゅくっ けすすせお 
すけきつっすけ, とっ きせ ゃなさゃう ょけぉさっ...“, 
こけてっゅせゃぇ しっ すゃけさっちなす し こうしぇか
おぇ う おうすぇさぇ. ]かぇゃう こさういくぇ, つっ 
ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ, けしゃっく きくけゅけ 
こさうはすっかう, うきぇ けしけぉっくぇ ょせたけゃ
くぇ ぇすきけしそっさぇ. ╉ぇいぇくかなお っ ょぇか 
くぇ しゃっすぇ くぇえ-ょけぉさうすっ たせょけあ
くうちう, 』せょけきうさ, しなゃさっきっくくう 
こけっすう う こうしぇすっかう おぇすけ ╅っくは 
╃うきけゃぇ, [せきっく ╃っくっゃ, ╁っしっ

かうく ]すけはくけゃ. „┿おけ くはおけえ 
しう きうしかう, つっ すせお っ ょなか
ぉけおぇ こさけゃうくちうは, しうかくけ 
しっ かなあっ. 〈せお っ しゃけっけぉ
さぇいっく ちっくすなさ くぇ おせかすせさぇ 
う ょせた.“, しこけょっかう ]ゃっすけ
しかぇゃ ╂っけさゅうっゃ. [っょぇおすけさ 
くぇ すけきつっすけ しなし しすうたけゃっ 
っ ╃うきうすなさ ╂ぇつっゃ - かっおぇさ 
う こけっす けす ‶かけゃょうゃ, しなとけ 
ょけぉさっ ょけてなか ゅけしす くぇ ゅさぇ
ょぇ くう, くけしうすっか くぇ くぇゅさぇょう 
けす ′ぇちうけくぇかくうは おけくおせさし 
くぇ ゃっしすくうお „╇しおさぇ” – „╋ぇ
ゅうはすぇ ╊のぉけゃ”. „]こけきっくうすっ 
しぇ うかのしすさぇちうは くぇ こぇきっす
すぇ, いぇすけゃぇ くぇさっおけた しすうたけ
しぉうさおぇすぇ しう „╃ゃぇ おせそぇさぇ 
しこけきっくう“, さぇいおさう ]かぇゃう 
こさっょ こせぉかうおぇすぇ けす こさう
はすっかう う こけつうすぇすっかう くぇ 
こけっいうはすぇ, しさっょ おけうすけ – 
こけっすっしぇすぇ ╅っくは ╃うきけゃぇ, 
こうしぇすっかはす ╁っしっかうく ]すけは
くけゃ, こけっすなす [せきっく ╃っくっゃ, 
っおうこなす くぇ „5 きうくせすう”, しっ
きっえしすゃけすけ くぇ ぉういくっしきっ
くぇ ‶っすなさ ‶けこけゃ, しっきっえ
しすゃけすけ くぇ ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ.                             

╇いくっくぇょぇ いぇ ういおせ
てっくうすっ けす こけっすう
つっしおけすけ すゃけさつっしす
ゃけ ぉっ こさうしなしすゃうっすけ 
くぇ うかのしすさぇすけさぇ くぇ 
おくうゅぇすぇ - ╁かぇょうきうさ 
‶っくっゃ. ]ゃけう おぇさすう
くう いぇ たせょけあっしすゃっ
くけすけ けそけさきかっくうっ くぇ 
おくうあおぇすぇ たせょけあくう
おなす っ こさっょけしすぇゃうか 
くぇ ]かぇゃう しこっちうぇかくけ 
いぇ くけゃけすけ ういょぇくうっ. 
╃ゃぇきぇすぇ しぇ しすぇさう 
こさうはすっかう, ぇ けす ょさせ
あっしおけすけ うき けぉとせゃぇ
くっ しっ さぇあょぇ うょっはすぇ 
ゃ ぉなょっとっ ょぇ しないょぇ
ょぇす 33 ぉさけは くぇ ぉうぉ
かうけゅさぇそしおけ ういょぇ
くうっ くぇ „╃ゃぇ おせそぇさぇ 
しなし しこけきっくう“, ゃしはおけ 
し こけ っょくぇ くぇさけつくぇ 
さうしせくおぇ けす ‶っくっゃ.                                                                                  
╇いはとくうおなす っ しうく くぇ 
こけっすぇ ‶っくぬけ ‶っくっゃ, 
いぇ こなさゃう こなす ゅけしすせ
ゃぇ ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいう
すっ. ┿さうしすけおさぇすうつくけ 
しょなさあぇく, し ょなかぉけ
おけきうしかっくう う おさぇすおう 
そさぇいう, きぇえしすけさなす 
くぇ つっすおぇすぇ ういこけゃはょぇ 
ゃないたうとっくうっすけ しう けす 
╉ぇいぇくかなお こさっょ くぇて 
つけゃっお. 〈けえ っ つかっく くぇ 
]╀》 けすこさっょう 30 ゅけ
ょうくう. ′っゅけゃう おぇさすう
くう しぇ こさうすっあぇくうっ くぇ 
こけつすう ゃしうつおう くぇてう 
ゅぇかっさうう. ‶け-こけこせ
かはさっく っ し すゃけさつっしす
ゃけすけ しう ゃ つせあぉうくぇ. 
′ぇしかっょくうおなす くぇ くぇ
さけつっくうは いぇ „こけっす し 
ゃぇすっくおぇすぇ“ おぇいゃぇ, つっ 
„たせょけあくうおなす くっ っ つけ
ゃっお, おけえすけ きけあっ ょぇ 
さうしせゃぇ, ぇ おけえすけ くっ 
きけあっ ょぇ くっ さうしせゃぇ“.
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

За още  много свежи и пълни с младежки ентусиазъм и чар години,

за  още по-големи бъдещи успехи на тенис кортовете в страната и чужбина! 

  Небе от здраве и  море и щастие!f

╁すけさう こけ こけおぇいぇくう ょけぉさう さっ
いせかすぇすう くぇ ういこうすうすっ こさっい きぇえ しぇ 
いぇゃなさてゃぇとうすっ すぇいう ゅけょうくぇ ]¨〉 
„╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“. 〈ぇき ぇぉう
すせさうっくすうすっ しぇ ょっきけくしすさうさぇかう 
しさっょっく せしこった こけ きぇすっきぇすうおぇ – 
3,95 こさう 4,68 きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う 
4,61 こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお こさう 4,83 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
╄すけ う こけおぇいぇくうはす しさっょっく せしこった 

くぇ いさっかけしすくうちうすっ ゃ けしすぇくぇかうすっ 
せつうかうとぇ こけ しなとうすっ こさっょきっすう: 
╋ぇすっきぇすうおぇ: 
‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせ

さういなき - 3,56 こさっい すぇいう ゅけょうくぇ こさう 
3,45 いぇ 2011 ゅけょうくぇ.
‶╂ こけ すさぇくしこけさす う すさぇくしこけさすっく 

きっくうょあきなくす - 3,43 いぇ す.ゅ. こさう 
3,57 いぇ きうくぇかぇすぇ.
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ - 3,39 す.ゅ. 

こさう 3,32 - き.ゅ.
‶╂ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ“ - 3,19 

す.ゅ. こさう 4,05 - き.ゅ.
╂うきくぇいうは „┿おぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ“ 

- 2,77  いぇ す.ゅ. こさう 2,78 - いぇ き. ゅ.
] くぇえ-くうしおう さっいせかすぇすう こけ きぇ

すっきぇすうおぇ しぇ いさっかけしすくうちうすっ けす 》╂ 
„]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“ - 2,76 
いぇ す. ゅ. こさう 3,72 いぇ き. ゅ.
 ╀なかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ: 
]かっょ こなさゃっくしすゃけすけ, おけっすけ う すせお 

こけ しさっょっく せしこった ょなさあぇす せつっくうちう
すっ けす ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ, しかっょ すはた 
ゃっょくぇゅぇ しっ くぇさっあょぇす ぇぉうすせさうっく
すうすっ けす くぇえ-ゅけかはきはすけ けぉとうくしおけ 
せつうかうとっ - ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき 
‶なさゃう“ - きくけゅけ ょけぉなさ 4,61 いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ こさう 4,83 いぇ きうくぇかぇすぇ.
‶けくうあっくう しぇ さっいせかすぇすう う ゃ 》╂ 

„]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“ こけ けす
くけてっくうっ くぇ しさっょくうは さっいせかすぇす けす 
きぇすせさぇすぇ こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ, ゃ しさぇゃくっくうっ し こさっ
ょたけょくぇすぇ - 4,42 いぇ すぇいう ゅけょうくぇ, 
こさう きくけゅけ ょけぉなさ 4,88 いぇ きうくぇかぇ
すぇ ゅけょうくぇ.
] こけょけぉくぇ すっくょっくちうは おなき こけ-

かけて さっいせかすぇす くぇ きぇすせさうすっ こけ 
ぉなかゅぇさしおう う かうすっさぇすせさぇ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ, ゃ しさぇゃくっくうっ し こさっょうてくぇ
すぇ, しぇ せつっくうちうすっ う けす ╂うきくぇいうはすぇ 
こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせさういなき, 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは, ╂うき
くぇいうはすぇ こけ すさぇくしこけさす, ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ“, ╂うきくぇいうは „┿おぇょ. ‶っ
すおけ ]すぇえくけゃ“ う ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ 

ゅうきくぇいうは こけ しすさけうすっかしすゃけ.
╃けぉなさ 3.96 っ しさっょくうはす せしこった ゃ 

けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ けす こさけゃっょっ
くうすっ ょなさあぇゃくう いさっかけしすくう ういこうすう. 
¨すかうつくうすっ けちっくおう しぇ 750, ぇ ょゃけえ
おうすっ くぇこけかけゃうくぇ こけ-きぇかおけ - 372. 
‶さっけぉかぇょぇゃぇとぇすぇ けちっくおぇ くぇ きぇ
すせさうすっ っ ょけぉなさ 4.
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ せしこったなす っ ぉうか 

4,30. ¨すかうつくうすっ ぉっかっあおう しぇ ぉうかう 
こけゃっつっ - 1190, ぇ しかぇぉうすっ -387.
]こさぇゃおぇすぇ いぇ けぉかぇしすすぇ けす [っゅう

けくぇかくうは うくしこっおすけさぇす こけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっすけ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しけつう, つっ 
くぇえ-ょけぉなさ っ さっいせかすぇすなす けす きぇすせ
さぇすぇ こけ させしおう っいうお - 5.26. ┿ くぇえ-
くうしなお, すけいう こけ ゅっけゅさぇそうは う うおけ
くけきうおぇ - 3.67. ′ぇ そけくぇ くぇ すっいう 
さっいせかすぇすう しかっょゃぇす こけせおうすっ いぇ 
ょうさっおすけさう くぇ せつうかうとぇ, こさっこけょぇ
ゃぇすっかう, っおしこっさすう こけ しなけすゃっすくうすっ 
こさっょきっすう. ‶けせおう う ういゃけょう, おけうすけ 
けすょぇゃくぇ, こさう すけゃぇ う くぇゅけすけゃけ, しけ
ちうけかけいう う ういしかっょけゃぇすっかう くぇ こさけ
ちっしうすっ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇ
くうっ そけさきせかうさぇたぇ: せつっくうちうすっ くう 
しぇ かけてけ けぉさぇいけゃぇくう, せつっぉくうちうすっ 
- すさけきぇゃう, せつっぉくうはす こさけちっし - おかう
てうさぇく う けすおぇいゃぇと せつっくうちうすっ けす 
しぇきけしすけはすっかくけ きうしかっくっ, せつっぉくうすっ 
つぇしけゃっ - しおせつくう, こさっこけょぇゃぇすっかう
すっ くう - し こけ-かけてぇ こさけそっしうけくぇか
くぇ おゃぇかうそうおぇちうは う つっしすけ ゃ こかっく 
くぇ させすうくぇすぇ, おけっすけ こなお いぇすゃぇさは 
けきぇゅぬけしぇくうは おさなゅ. ╁ ょけぉぇゃおぇ くぇ 
しかけあくうすっ こさけちっしう ゃ けぉとっしすゃけすけ, 
さぇいこぇょぇとけすけ しっ しっきっえしすゃけ う ょっ
すさけくうさぇくっすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
おぇすけ ちっくくけしす, ゃしうつおけ しう うょゃぇ くぇ 
きはしすけすけ う こけおぇいぇくうすっ さっいせかすぇすう 
しぇ かけゅうつくう. ¨すすせお しぇ う かけゅうつくう 
しかっょゃぇとうすっ こさけちっしう - くぇ すさせょけ
ゃうは こぇいぇさ う こさけぉかっきうすっ し こさけそっ
しうけくぇかくぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ きかぇ
ょうすっ たけさぇ.  
′ぇ そうくぇかぇ くぇ すぇいう せつっぉくぇ ゅけょう

くぇ う こさっょ こさぇゅぇ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ, 
し こけさっょくうは けこうす いぇ こさうかぇゅぇくっ くぇ 
くけゃ ╆ぇおけく いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, さっ
いせかすぇすうすっ けす すぇいゅけょうてくうすっ ょなさ
あぇゃくう いさっかけしすくう ういこうすう しぇ すゃなさ
ょっ おさぇしくけさっつっゃう いぇ くけゃう しきっかう 
けこうすう う っおしこっさうきっくすう ゃ しそっさぇ
すぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くぇ きかぇょうすっ 
ぉなかゅぇさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′『╊]《』【〉¨を¨【╊ 2012...

5 139 ょせてう しぇ こけつう
くぇかう ゃ けぉかぇしすすぇ こさっい うい
きうくぇかぇすぇ 2011 ゅけょうくぇ, 
けぉけぉとぇゃぇす けす 〈っさうすけさうぇか
くけすけ しすぇすうしすうつっしおけ ぉのさけ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶け-ゃうしけおぇ っ 
しきなさすくけしすすぇ こさう きなあっすっ  - 
2 659, しこさはきけ 2 480 こけつう
くぇかう あっくう.
¨しくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ 

しきなさすすぇ しぇ いょさぇゃけしかけゃくう 
こさけぉかっきう, けす おけうすけ ゃ けぉ
かぇしすすぇ しぇ こけつうくぇかう 4 959 
ょせてう - 2 516 きなあっ う 2 443 
あっくう. ¨しすぇくぇかうすっ 180 しぇ 
こけつうくぇかう けす すさぇゃきう う けす
さぇゃはくうは, おぇすけ ぉさけはす くぇ 

きなあっすっ っ こけつすう 4 こなすう こけ-ゅけかはき けす すけいう くぇ あっくうすっ. ′ぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ 
いぇぉけかはゃぇくうは, おぇおすけ こさう きなあっすっ, すぇおぇ う こさう あっくうすっ, しぇ しなさょっつくけ-しなょけゃうすっ 
ぉけかっしすう. ‶さう 72,5% けす ゃしうつおう こけつうくぇかう けす いぇぉけかはゃぇくうは, おぇすけ こさうつうくぇ しっ 
こけしけつゃぇす  ぉけかっしすう くぇ けさゅぇくうすっ くぇ おさなゃけけぉさぇとっくうっすけ.
]なさょっつくけ-しなょけゃうすっ こさけぉかっきう しぇ ぉうかう そぇすぇかくう いぇ こけゃっつっ あっくう ゃ さっゅうけくぇ. 

¨す すっいう ぉけかっしすう しぇ こけつうくぇかう 1 769 きなあっ う 1 862 あっくう こさっい 2011 ゅけょうくぇ. 
]さっょ きなあっすっ 1,1% しぇ くぇ ゃないさぇしす ょけ 39 ゅけょうくう, 12% しぇ けす 40 ょけ 59 ゅけょうくう, 
18,9% けす 60 ょけ 69 ゅけょうくう う 68% しぇ くぇ くぇょ 70-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ‶さう あっくうすっ 
さはいおけ しっ せゃっかうつぇゃぇ ぉさけはす くぇ こけつうくぇかうすっ けす 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 
しかっょ 75-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす /79 % けす こけつうくぇかうすっ こけ すぇいう こさうつうくぇ しぇ あっくう/.
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ おぇすけ こさうつうくぇ いぇ しきなさす けす いぇぉけかはゃぇくうは しさっょ くぇしっかっくうっすけ しぇ 

くけゃけけぉさぇいせゃぇくうはすぇ. ′ぇ すはた しっ ょなかあぇす 15% けす ゃしうつおう かっすぇかくう しかせつぇう ゃ けぉ
かぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ しぇ こけつうくぇかう 746 ょせてう - 420 きなあっ う 326 
あっくう. ╆ぇぉっかはいゃぇ しっ こけくうあぇゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすけゃぇすぇ ゅさぇくうちぇ けす 40 ゅけょうくう こさっい 
2010 ゅ., くぇ 35 ゅけょうくう しぇ つっしすう しかせつぇう くぇ すっいう いぇぉけかはゃぇくうは.
╀けかっしすうすっ くぇ ょうたぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ しぇ こさうつうくぇ いぇ しきなさすすぇ くぇ 4% けす いぇぉけかは

かけすけ くぇしっかっくうっ ゃ けぉかぇしすすぇ. ¨す けぉとけ 204 ょせてう こけつうくぇかう けす すけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ 
- 129 しぇ きなあっ う 75 しぇ あっくう.

‶さけっおす くぇ しすけえくけしす 126 たうかはょう ょけ
かぇさぇ しこっつっかう そけくょぇちうは „]うえょなさ” 

いぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さけっおすなす っ くぇ  ┿きっさうおぇく
しおけすけ こけしけかしすゃけ ゃ ╀なかゅぇさうは う とっ けしう
ゅせさう くぇ こさぇおすうおぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╃くっ
ゃっく ちっくすなさ いぇ きかぇょっあう し せゃさっあょぇくうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╁ くけゃうは ちっくすなさ 15 きかぇょっあう 
くぇょ 18-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす とっ きけゅぇす ょぇ 
せしゃけはゃぇす さぇいかうつくう ぉうすけゃう せきっくうは いぇ  
しぇきけしすけはすっかくけ しこさぇゃはくっ し あうゃけすぇ おぇすけ 
ゅけすゃっくっ, ゅかぇょっくっ う ょさせゅう. ‶なさゃうすっ „おけ
かっあぇくう” ゃ くっゅけ とっ しぇ 4-きぇ きかぇょっあう, ょけしっゅぇ けぉせつぇゃぇくう ゃ ╃くっゃくうは ちっく
すなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは, おけうすけ くぇゃなさてゃぇす こなかくけかっすうっ.
]なし しさっょしすゃぇすぇ, けしうゅせさっくう けす ┿きっさうおぇくしおけすけ こけしけかしすゃけ, とっ しっ  ういゃなさ

てう ちはかけしすっく さっきけくす くぇ こさういっきくうは っすぇあ くぇ しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっゅぇ しっ こけ
きっとぇゃぇ ╃くっゃくうはす ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは, おなょっすけ ょぇ しっ くぇしすぇくはす 
きかぇょっあうすっ. 】っ ぉなょぇす いぇおせこっくう すっさぇこっゃすうつくう せさっょう う とっ ぉなょっ さっきけく
すうさぇく こけおさうゃなす. 

′ぇょ こけかけゃうく きうかうけく かっゃぇ けすこせし
くぇ けす ぉのょあっすぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ 

いぇ  ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ゃけえくうておう こぇ
きっすくうちう こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
╀ぇかおぇくしおうすっ ゃけえくう. ╆ぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ しせきぇすぇ っ 34 585 かっゃぇ. ] すっいう 
こぇさう ゃ けぉかぇしすすぇ とっ しっ さっきけくすうさぇす: 
こぇきっすくうお  ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こぇきっすくうちう
すっ くぇ いぇゅうくぇかうすっ いぇ さけょうくぇすぇ ゃ しっかぇ
すぇ 》さうしすうはくけゃけ, 》さうとっくう, ╉けこさうくおぇ, 
¨ゃけとくうお, ╄かたけゃけ, 〈せかけゃけ う ゃ ゅさぇょけ
ゃっすっ [ぇょくっゃけ う ╋なゅかうあ, う とっ ぉなょっ 
こさっきっしすっく こぇきっすくうおなす-つってきぇ くぇ いぇゅう
くぇかうすっ ゃなゃ ゃけえくうすっ 1912-1913 ゅ. ゃ し. 
╃けかくけ ]ぇたさぇくっ, けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは. 

]ゃっすけゃくけ ういゃっしすくうはす おう-
すぇさうしす う おけきこけいうすけさ 

╈けたぇくっし ╋ぬけかっさ しう ういぉさぇ いぇ 
しゃけうすっ おけくちっさすう ぇおせしすうつ-
くぇ きぇしうゃくぇ おうすぇさぇ SOLEA, 
こさけういゃっょっくぇ ゃなゃ そぇぉさうおぇ 
“╉さっきけくぇ – ╀なかゅぇさうは “ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, つうえすけ ういこなかくう-
すっかっく ょうさっおすけさ ╄かっくぇ ╂ぇ-
きけゃぇ っ つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
【ゃっょしおぇすぇ いゃっいょぇ ゅけしすせ-

ゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ こけおぇくぇ 
くぇ  おぇいぇくかなておぇすぇ おうすぇさくぇ 
ておけかぇ くぇ ]すっそぇく 》さうしすけゃ 
しなゃきっしすくけ し こさっょこさうはすうっすけ, 
さなおけゃけょっくけ けす ╄かっくぇ ╂ぇきけ-
ゃぇ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ 

ゅさぇょぇ, ╈けたぇくっし ╋ぬけかっさ こけ-
しっすう おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ しすさせくくう 
う とさぇえたけゃう うくしすさせきっくすう う 
かうつくけ しう たぇさっしぇ おうすぇさぇすぇ 
SOLEA. 
╆ぇ くぇし ぉっ ゅけかはきぇ ういくっくぇ-

ょぇ, つっ すけえ ういこなかくう ゃしうつおう 
こうっしう けす しゃけは おけくちっさす し 
くぇてぇすぇ おうすぇさぇ, しこけょっかう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╄かっくぇ 
╂ぇきけゃぇ, けつぇさけゃぇくぇ けす あっしすぇ 
くぇ てゃっょしおうは ゃうさすせけい.  
‶け ゃさっきっ くぇ おけくちっさすぇ きせ ゃ 

いぇかぇすぇ くぇ きせいっえ-ゅぇかっさうはすぇ 
ういこなかくっくうはすぇ きせ しなぉさぇたぇ 
くぇょ 200 こけつうすぇすっかう くぇ おう-
すぇさくけすけ ういおせしすゃけ.  
╇いぉけさなす くぇ てゃっょしおうは おう-

すぇさうしす う おけきこけいうすけさ っ しぇきけ 
こけさっょくけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ おぇいぇく-
かなておうすっ そうさきう っ ゃうしけおけ 
ちっくっくけ ゃ しゃっすぇ, つっ っ おけくおせ-

さっくすくけしこけしけぉくけ う きけあっ ょぇ 
くけしう しかぇゃぇ う こぇさう, おぇおすけ いぇ 
こさけういゃけょうすっかうすっ, すぇおぇ う いぇ 
すったくうすっ おかうっくすう. 
]ぇきけ こさっょう こけ-きぇかおけ けす 

ょゃぇ きっしっちぇ ょさせゅ ょぇさうすっか-
しおう あっしす くぇ ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ 
しなとけ ょけぉう しゃっすけゃくぇ しかぇゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ すぇいゅけょうてくう-
すっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう し 
ちうゅせかおぇ けす “╉さっきけくぇ-╀なかゅぇ-
さうは” しう すさなゅくぇ しゃっすけゃくけ うい-
ゃっしすくぇすぇ ちうゅせかぇさおぇ [ぇかうちぇ 
』せおけゃぇ. 
‶せぉかうつくけすけ こさういくぇくうっ う 

しゃっすけゃくぇすぇ かっゅうすうきぇちうは 
くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ “╉さっきけ-
くぇ – ╀なかゅぇさうは” ゃ かうちっすけ くぇ 
╈けたぇくっし ╋ぬけかっさ うょゃぇ しぇきけ  
ぉさけっくう ょくう こさっょう こけさっょくうは 
せしこった いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ そぇ-
ぉさうおぇ, さなおけゃけょっくぇ けす ╄かっくぇ 
╂ぇきけゃぇ: そうさきぇすぇ っ っょくけ けす 
ょゃっすっ こさっょこさうはすうは ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, しこっつっかうかう っゃさけこっえしおう 
こさけっおす いぇ ぉっいけこぇしくう せしかけ-
ゃうは くぇ すさせょ. ]すけえくけしすすぇ くぇ 
こさけっおすぇ っ 190 たうかはょう かっゃぇ, 
おけうすけ とっ しっ ういこけかいゃぇす いぇ 
しないょぇゃぇくっ くぇ ぉっいけこぇしくう せし-
かけゃうは くぇ さぇぉけすぇ いぇ こっさしけくぇ-
かぇ くぇ “╉さっきけくぇ- ╀なかゅぇさうは”, 
おぇおすけ う いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 
しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうすっ.  
‶け ゃさっきっ くぇ おさぇすおうは しう 

こさっしすけえ ゃ ╉ぇいぇくかなお てゃっょ-
しおうはす ゃうさせすけい ういぉさぇ ょぇ けす-
しっょくっ ゃ たけすっか “[けいぇ”, つうえすけ  
しすけこぇくうく っ しなとけ つかっく くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお  - ‶っすなさ ╁っおけゃ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃, ゃ かうちっすけ くぇ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ - ょう-
さっおすけさ こけ うおけくけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ - ゅかぇゃっく しつっすけ-
ゃけょうすっか, う ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
ぉはたぇ しさっょ こけつっすくうすっ ゅけしすう くぇ すなさあっしすゃけすけ, こけしゃっすっくけ くぇ 10-すぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ くぇ ╆┿╃ “╁うおすけさうは” う くっゅけゃうは おかけく ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╊うつくけ さなおけゃけょうすっかはす くぇ おぇいぇくかなておうは そさけくす けそうし ‶ぇゃかうくぇ ╃っかつっ-

ゃぇ, ゃ ういおかのつうすっかくけ しすうかっく すけぇかっす, こけしさっとぇてっ う こさうゃっすしすゃぇ ゅけしすうすっ 
- こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ そうさきうすっ-こぇさすくぬけさう う おかうっくすう くぇ おけきこぇくうはすぇ, 
せゃぇあうかう のぉうかっは. 
╉さぇしうゃぇ う しすうかくぇ すけさすぇ, こけょぇさなちう いぇ こさうしなしすゃぇとうすっ う おけおすっえか し 

くぇしすさけっくうっ ぉっかはいぇたぇ こさぇいくうおぇ くぇ きっしすくうは けそうし. ¨しゃっく “┿さしっくぇか” 
┿╃, おけえすけ っ っょうく けす ゅけかっきうすっ おかうっくすう う こぇさすくぬけさう くぇ おけきこぇくうはすぇ, 
くっえくう こぇさすくぬけさう しぇ え 〈╄『-2, 〈╄『 “╋ぇさうちぇ ╇いすけお”, “′ぇそすっおし ‶っすさけか”, 
“╂ぇぉさけゃくうちぇ” ┿╃, ╉けさこけさぇすうゃくぇ ぉぇくおぇ, “《ぇえっさ ╇くあっくっさうくゅ” う ょさせ-
ゅう. 〈なさあっしすゃけすけ せゃぇあう う おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
¨とっ いぇ こさぇいくっくしすゃけすけ う うくすっさゃの し ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ 

おけきこぇくうはすぇ う こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ ╆┿╃ “╁うおすけさうは” ╃ぇくつけ ╃ぇくつっゃ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

] さってぇゃぇとぇすぇ こけきけと う こけょおさっこぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ ゃないきけあくけ う しっ  さっ-

ぇかういうさぇ こけさっょくけすけ こけぉっょくけ ぉはゅぇくっ くぇ おぇいぇくかなておうは 
せかすさぇきぇさぇすけくっち [ぇょう ╋うかっゃ. 
〈け しっ しなしすけは ゃ くぇつぇかけすけ くぇ のくう ゃなゃ 《さぇくちうは. ╁ 

72-つぇしけゃけすけ ぉはゅぇくっ ╋うかっゃ しすぇくぇ こけぉっょうすっか し こけしすう-
あっくうっ: 350 おうかけきっすさぇ, こさけぉはゅぇくけ いぇ 3 ょっくけくけとうは 
こさう ういおかのつうすっかくけ ゅけさっとけ ゃさっきっ う すさぇしっ  けす 70% おぇ-

きなくう う こさぇた. 
〉かすさぇきぇさぇすけくなす しっ こさけゃっあょぇ いぇ 7-きう 

こなす ゃなゃ 《さぇくちうは, ぇ [ぇょう ╋うかっゃ っ こなさ-
ゃうはす う っょうくしすゃっく ぉなかゅぇさうく, せつぇしすゃぇと 
ゃ くっゅけ. 
] こけさっょくけすけ しう ぉはゅぇくっ  すけえ こけしすぇゃう 

う ょさせゅ さっおけさょ - いぇ くぇえ-ゃないさぇしすっく こけ-
ぉっょうすっか いぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ ゃ せかすさぇきぇ-
さぇすけくぇ. ′ぇょたゃなさかうかうはす 60-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす おぇいぇくかなておう ぉっゅぇつ  し こけしすうあっ-
くうっすけ う せつぇしすうはすぇ しう さっぇかくけ きけあっ ょぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ  いぇ ╉くうゅぇすぇ くぇ さっおけさょう-
すっ ╂うくっし.  
‶けしすうあっくうっすけ くぇ ╋うかっゃ っ ぇこかけょう-

さぇくけ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ くぇょこさっゃぇさぇすぇ, 
おけうすけ うしおさっくけ しぇ  こさうゃっすしすゃぇかう こけ-
しすうあっくうっすけ, しすうかぇ う かっおけすぇすぇ きせ くぇ 
ぉはゅぇくっ. 
╆ぇ せつぇしすうっすけ ゃなゃ 《さぇくちうは う そうくぇく-

しけゃけすけ きせ けしうゅせさはゃぇくっ [ぇょう ╋うかっゃ くぇ-
こうしぇ こうしきけ ょけ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけょおさっこぇすぇ けす 1000 
かっゃぇ う ゃくっしっくけすけ こさっょかけあっくうっ ゃ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす いぇ けとっ すけかおけゃぇ, ╋うかっゃ 
けしなとっしすゃう せつぇしすうっすけ しう ゃ せかすさぇきぇさぇ-
すけくぇ. 
〈けゃぇ っ こけさっょくうはす ょぇさうすっかしおう あっしす 

くぇ ╄おしこっさすうすっ いぇ [ぇょう ╋うかっゃ, おけえすけ う 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけかせつう しさっょしすゃぇ けす 
すはた いぇ せつぇしすうは ゃ さぇいかうつくう しなしすっいぇくうは. 
]かっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう けす 《さぇくちうは  

[ぇょう ╋うかっゃ ゃなさくぇ あっしすぇ くぇ ╄おしこっさすう-
すっ しなし  しうきこぇすうつくう こけょぇさなちう:  ゃしっおう 
けす ゅさせこぇすぇ こけかせつう きぇかおう きっかくうつおう し 
すぇぉっかおぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお - ゃ 
いくぇお くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ ょけゃっさうっすけ う 
こけょおさっこぇすぇ う こけゃっつっ けす こけかいけすゃけさくけ-
すけ しなすさせょくうつっしすゃけ. 

                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

сн. М. Маденджиян

Експертната мелничка - дар от Ради Милев
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]っょっきくぇょっしっすゅけょうてくぇ
すぇ ╇ゃぇえかぇ 〈けょけさけゃぇ けす 

╉ぇいぇくかなお ういょぇょっ こなさゃぇすぇ しう 
しすうたけしぉうさおぇ. ╉ぇおすけ しぇきぇ こさう
いくぇゃぇ: ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ ぉっい
さっいっさゃくぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ っょうく 
つけゃっお, おけえすけ え ょぇゃぇ くぇょっあ
ょう う ゃはさぇ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇは
ゃう しっぉっ しう, しきっかけ ょぇ ういゃぇょう 
こさっょ ょさせゅうすっ かうつくうは しう しゃはす, 
けぉかっつっく ゃ こけょさっょっくう ょせきう. 
╆ぇとけすけ こうしぇくっすけ くぇ しすうたけゃっ, 
けしゃっく ゃしうつおけ ょさせゅけ, っ う すけゃぇ – 
つせゃしすゃっくうはす すぇくち くぇ おさったおぇすぇ 
ょせてぇ くぇ こけっすぇ, おけはすけ こさけいうさぇ 
ういおせてぇゃぇとけ ういこけょ くぇさっょっくう
すっ けす きうしなかすぇ ょせきう. ╉ぇおすけ おぇい
ゃぇ ゃ こさっょゅけゃけさぇ おなき おくうゅぇすぇ 
くぇ ╇ゃぇえかぇ „┿い しなき かのぉけゃすぇ” 
╅っくは ╃うきけゃぇ, さっょぇおすけさ くぇ 
おくうゅぇすぇ: ”╋なょさけしすすぇ とっ ょけえ
ょっ しなし しかっょゃぇとうすっ おくうゅう. 〈せお 
っ しすうたうはすぇ くぇ こなさゃうすっ つせゃ
しすゃぇ, すなさしっくっすけ う けこうこゃぇくっすけ 
くぇ ょせきうすっ う すはたくぇすぇ しこけしけぉ
くけしす ょぇ くぇいけゃぇす せしっとぇくっすけ, 
ょぇ ゅけ ういゃぇょはす くぇ ぉはか しゃはす, ょぇ 
ゅけ けぉはゃはす いぇ ゃぇあくけ う いくぇつう
きけ – おぇおすけ っ ゃぇあっく う いくぇつうき 
ゃしっおう っょうく つけゃっお.” ╆ぇ おけっすけ 
しっ うしおぇ しきっかけしす. ╆ぇ ゃょなたゃぇ
くっすけ くぇ すぇいう しきっかけしす うきっくくけ 
っ „ゃうくけゃくぇ” っょくぇ  きぇえおぇ. ╇ 
くうおぇお くっ っ つせょくけ, つっ すは うきぇ 
ぇさしっくぇかしおけ しなさちっ – ]すけはくおぇ 
┿ょぇきけゃぇ けす ¨すょっか „‶さけょぇあ
ぉう”. „┿い しなき かのぉけゃすぇ” うょゃぇ くぇ 
ぉはか しゃはす う いぇさぇょう けとっ っょくぇ 
あっくぇ – こさっこけょぇゃぇすっかおぇすぇ こけ 
ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ 
くぇ ╇ゃぇえかぇ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿く
すうき ‶なさゃう” – ╋ぇさうは ╋うくつっゃぇ. 
„╂けしこけあぇ ╋うくつっゃぇ きう ゃょなたくぇ 
おせさぇあ いぇ すぇいう しすなこおぇ – ゃしうつおけ 
けしすぇくぇかけ っ し こけきけとすぇ くぇ きぇえ
おぇ きう.”, こさういくぇゃぇ ╇ゃぇえかぇ.

╇ゃぇえかぇ けぉうつぇ ぉっかうは
かうしす けす きぇかおぇ

¨す ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ ょっしっ
すけおかぇしくうつおぇすぇ こうてっ こけ-しっさう
けいくけ. ]こけさっょ くっは: ”‶け-いさはかけ.” 
‶うてっ ゃっつっさ, ぇ しせすさうく こさっ
こさけつうすぇ, „いぇ ょぇ せしっすう ょさせゅけ 
くぇしすさけっくうっ”, ょぇ けぉかっつっ ゃ きなょ
さけしすすぇ くぇ せすさけすけ っきけちううすっ くぇ 

ゃっつっさすぇ. ╁しなとくけしす, ╇ゃぇえかぇ 
っょゃぇ かう いくぇっ, つっ すぇおぇ こさぇゃはす 
きくけゅけ こけっすう… ‶さけしすけ - うくすせう
すうゃくけ っ くぇこうこぇかぇ こなすっつおぇ おなき 
ゃっさくうは こなす. ‶なすっつおぇすぇ おなき ゃっ
さくうは こなす こさけおぇさゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
しう おぇすけ さっょぇおすけさ くぇ „┿い しなき 
かのぉけゃすぇ” う ╅っくは ╃うきけゃぇ. ‶け
いくぇすぇ ゃっつっ けすかうつくけ ゃ こけっすうつ
くうすっ しさっょう せ くぇし, ╅っくは くっ しっ 
こさうすっしくはゃぇ ょぇ けすょっかう ゃさっきっ 
いぇ ╇ゃぇえかぇ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ - 
おけゅぇすけ っ こけすなさしっくぇ けす ょぇきうすっ 
くぇ ╇くくなさ 〉うえか ╉かせぉ - ╉ぇいぇく
かなお, おなき おけうすけ けとっ ゃ くぇつぇかけ
すけ ╇ゃぇえかぇ しっ けぉさなとぇ いぇ こけょ
おさっこぇ, ╅っくは しっ けすいけゃぇゃぇ くぇ 
うょっはすぇ いぇ さっょぇおすけさしすゃけ くぇ „┿い 
しなき かのぉけゃすぇ” ゃっょくぇゅぇ. 〈ぇおぇ, し 
くっえくぇ こけきけと, くぇこうしぇくけすけ けす 
17-ゅけょうてくけすけ きけきうつっ こけしすっ
こっくくけ しすぇゃぇ きぇかおぇ こなさゃぇ うし
すうくしおぇ おくうあおぇ - ゅさぇこぇゃうくおうすっ 

ゃ ょせきうすっ しっ ういゅかぇあょぇす, くはおけう 
けす さぇぉけすうすっ けすこぇょぇす, こけょさっあ
ょぇ しっ かけゅうつくけ ちはかけすけ ういょぇくうっ 
けす 47 しすうたけすゃけさっくうは… ”╅っくは 
せしこは ょぇ いぇこぇいう あうゃけすぇ くぇ しすう
たけすゃけさっくうはすぇ, おけえすけ しなき ょぇかぇ, 
くけ う ょぇ ゅう ょけせおさぇしう.”, おぇいゃぇ 
╇ゃぇえかぇ, おけはすけ っ とぇしすかうゃぇ, 
つっ し さっょぇおすけさぇ くぇ こなさゃぇすぇ しう 
おくうゅぇ っ さぇぉけすうかぇ しなゃしっき こさう
はすっかしおう う しゃけぉけょくけ. 

‶さっきうっさぇすぇ くぇ
„┿い しなき かのぉけゃすぇ”
っ うしすうくしおう つぇおぇくけ

けす ╇ゃぇえかぇ こさっあうゃはゃぇくっ

╁ いぇかぇすぇ くぇ ╊うすっさぇすせさくけ-
たせょけあっしすゃっくうは きせいっえ „』せょけ
きうさ” くぇ 8-きう のくう ゃっつっさすぇ しっ 
しなぉうさぇす こさうはすっかう, さけょくうくう, 
しなせつっくうちう, こけっすう けす ╉ぇいぇく
かなお /ぇ おぇいぇくかなておうすっ こけっすう しぇ 
っょくう けす くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ ╀なかゅぇ
さうは ょくっし…/, おけかっゅう くぇ きぇきぇ 
けす „┿さしっくぇか”, おけうすけ しなとけ けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ しぇ こさうしなさちっ ゃ 
うょっはすぇ おくうゅぇすぇ ょぇ しっ しかせつう. 
¨す しぇきけすけ くぇつぇかけ さっょぇおすけさ
しおうはす っおうこ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか” しなとけ こけょおさっこは ぉなょっとぇ
すぇ おくうゅぇ う こけきぇゅぇ くぇ ╇ゃぇえかぇ 
いぇ すけつくうすっ おけくすぇおすう し さっょぇお
すけさ う ょぇさうすっかう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ おけうすけ „┿い しなき かのぉけゃすぇ” うい
ゃなさゃはゃぇ こなすは けす きかぇょっあおぇすぇ 
きっつすぇ ょけ うしすうくしおけすけ しなぉうすうっ 
ゃ あうゃけすぇ くぇ っょくけ 17-ゅけょうてくけ 
きけきうつっ. ′ぇこうしぇくけすけ っ こさけ
ゃけおうさぇくけ けす かうつくうすっ こさっあう
ゃはゃぇくうは, くけ う けす こけこうすけすけ けす 
こさっあうゃはゃぇくうはすぇ くぇ ょさせゅうすっ: 
”‶けこうゃぇき う こさっすゃけさはゃぇき ゃ 
しすうたけゃっ”, けぉはしくはゃぇ ╇ゃぇえかぇ. 
╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” こけきぇゅぇ いぇ 
ういょぇくうっすけ, こけきぇゅぇ せつうかうとくけ
すけ くぇしすけはすっかしすゃけ くぇ ]¨〉 „╄お
いぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
ょぇきしおうはす ╇くくなさ 〉うえか ╉かせぉ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. „╁しうつおう いぇっょくけ こけ
ゃはさゃぇたぇ ゃ きっく う しっ さぇょゃぇき, つっ 
けこさぇゃょぇた ょけゃっさうっすけ”, とぇしすかう
ゃぇ っ ぇゃすけさおぇすぇ. ‶さけすうゃくけ くぇ 
けつぇおゃぇくうはすぇ おなき きかぇょ ぇゃすけさ 
くぇ しすうたけゃっ し ういょぇょっくぇ こなさゃぇ 
おくうゅぇ, ╇ゃぇえかぇ くっ きっつすぇっ ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ し 
かうすっさぇすせさぇ う こうしぇくっ. 〈は ゅかっ
ょぇ くぇ こうしぇくっすけ おぇすけ くぇ しゃけえ 
けすょっかっく うくすうきっく しゃはす, おけえすけ 
うしおぇ ょぇ いぇこぇいう くっいぇゃうしうき けす 
ょうくぇきうおぇすぇ う いぇょなかあうすっか
くけしすすぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
ぇくゅぇあうきっくすう. ”╇しおぇき こけっいうは
すぇ ょぇ けしすぇくっ くっこさうおけしくけゃっくうは 
きう しゃはす, ぉっい ょぇ ゅけ しきっしゃぇき し 
っあっょくっゃくうすっ ょっかぇ, しすさぇたせゃぇき 
しっ っあっょくっゃくけすけ ょぇ くっ こさけゅけ
くう ゃょなたくけゃっくうっすけ”, けぉはしくはゃぇ 
╇ゃぇえかぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ っ ょぇかっつ 
けす しすさぇしすうすっ くぇ ゃさなしすくうちう
すっ しう. ╉ぇすけ しなとうくしおう あっくしおう 
╁けょけかっえ, ╇ゃぇえかぇ しないくぇゃぇ, つっ 

っ くぇょさぇしくぇかぇ ゃないさぇしすすぇ しう - 
とぇしすかうゃぇ っ, つっ っ せしこはかぇ „ょぇ 
いぇけぉうおけかう ゅさってくうすっ こなすうとぇ” 
- „╋うしかは こけ-しっさうけいくけ う しっ いぇ
ょなかぉけつぇゃぇき ゃ こかぇくけゃっ いぇ ぉな
ょっとっすけ う さっぇかういぇちうはすぇ しう.”. 
┿ こかぇくけゃっすっ しぇ: しすせょっくすおぇ 

こけ きっあょせくぇさけょくう うおけくけきう
つっしおう けすくけてっくうは ゃ 〉′]], ゃ 
おさぇっく しかせつぇえ - きぇさおっすうくゅ うかう 
きっょうう う さっおかぇきぇ. ] きっょううすっ 
ゃっつっ は しゃなさいゃぇす こせぉかうおぇちうう
すっ くぇ しすうたけすゃけさっくうは  ゃ きっしす
くぇすぇ こさっしぇ. ╁ きっょううすっ ╇ゃぇえかぇ 
ょけえょっ う し くけゃうくぇすぇ いぇ こなさゃぇすぇ 

しう おくうゅぇ, おけはすけ いぇさぇょゃぇ きくけゅけ 
おぇいぇくかなつぇくう. ╆ぇ ょっしっすけおかぇし
くうつおぇすぇ すけゃぇ っ ゃぇあくけ. ╆ぇとけ
すけ:

╇ゃぇえかぇ けぉうつぇ ╉ぇいぇくかなお

„′っ きう っ ぉっいさぇいかうつくけ おぇおゃけ 
しっ しかせつゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]かっ
ょは ゃしうつおけ, おけっすけ しすぇゃぇ すせお う 
きうしかは, つっ きかぇょうすっ たけさぇ うきぇ 
おぇおゃけ ょぇ ょぇょぇす う おぇおゃけ ょぇ 

ゃいっきぇす けす しゃけは ゅさぇょ, ぉっい すけか
おけゃぇ くぇぉなさいけ ょぇ ゅけ ういさはいゃぇす 
けす こさうけさうすっすうすっ しう”, おぇすっゅけ
さうつくぇ っ ょっしっすけおかぇしくうつおぇすぇ し 
こなさゃぇ おくうゅぇ ゃ さなおぇ. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ ╇ゃぇえかぇ こさけすはゅぇ ょかぇく 
いぇ こさうはすっかしすゃぇ う ゃ てうさけおう
すっ こさけしすさぇくしすゃぇ くぇ こけっすうつ
くうは あうゃけす ゃ しすさぇくぇすぇ こさっい 
ゃないきけあくけしすうすっ くぇ うくすっさくっす. 
‶なさゃうすっ つうすぇすっかう くぇ くっえくうすっ 
しすうたけすゃけさっくうは, けしゃっく きぇえおぇ 
え, しぇ かのぉうすっかうすっ くぇ こけっいうはすぇ 
ゃ しけちうぇかくぇすぇ きさっあぇ, せしすぇくけ
ゃうかう すさぇえくけ しゃけう すっさうすけさうう 
ゃ さぇいかうつくう ゅさせこう う しぇえすけゃっ. 
╋はしすけすけ, おなょっすけ くぇえ-つっしすけ 
こせぉかうおせゃぇ, っ かうすっさぇすせさくけすけ 
うくすっさくっす-こさけしすさぇくしすゃけ „¨す

おさけゃっくうは”. ╇きっくくけ すぇき ╇ゃぇえ
かぇ しこけょっかは, くぇきうさぇ こなさゃうすっ 
けすいうゃう いぇ くぇこうしぇくけすけ, つっすっ 
しすうたけゃっすっ くぇ ょさせゅう, くぇきうさぇ 
しなきうてかっくうちう う しさけょくう ょせてう. 
¨すいうゃうすっ さはょおけ しぇ おさうすうつくう, 
くけ いぇ ╇ゃぇえかぇ すけゃぇ くっ っ くぇえ-
しなとっしすゃっくけすけ. 〈は ちっくう しきっ
かけしすすぇ くぇ こさうはすっかうすっ けす きさっ
あぇすぇ ょぇ ういおぇいゃぇす こけいうちうはすぇ 
しう, すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ っ - しぇきぇ 
こけ しっぉっ しう. ╇ゃぇえかぇ ちっくう う うく
すうきくけしすすぇ くぇ しなこさっあうゃはくけすけ 
し ょさせゅう – しなかいうすっ ゃ けつうすっ くぇ 
こけゃっつっ けす 50 ょせてう ゃ いぇかぇすぇ 

くぇ きせいっえ „』せょけきうさ” こけ ゃさっ
きっ くぇ こさっきうっさぇすぇ くぇ „┿い しなき 
かのぉけゃすぇ” っ くぇえ-しうかくけすけ せしっ
とぇくっ ゃ くっえくうは あうゃけす ょけ しっゅぇ. 
]なかいうすっ くぇ こせぉかうおぇすぇ うょゃぇす 
しこけょぇゃっくけ くっせょなさあうきけ しかっょ 
こさけつうすぇ くぇ かのぉうきけすけ くっえくけ 
しすうたけすゃけさっくうっ, おけっすけ ぇゃすけさ
おぇすぇ っ ういゃぇょうかぇ くぇ ゅなさぉぇ くぇ 
おけさうちぇすぇ - „]ぇきけ ぇい いぇぉさぇゃうた”. 
]すうたけすゃけさっくうっすけ っ こけしゃっすっくけ 
くぇ ぉぇとぇ え. „′うおけっ ょさせゅけ くっ っ 

ょけしすけえくけ ょぇ いぇ
しすぇくっ ょけ くっゅけ”, 
おぇいゃぇ ╇ゃぇえかぇ. 
]すうたけすゃけさっくう
っすけ っ こうしぇくけ 
すぇいう いうきぇ, おぇお
すけ う きくけゅけ ょさせ
ゅう - ゃしっ こけゃっつっ 
う こけゃっつっ くけゃう 
こけっすうつくう けこうすう, 
いぇ くはおけう けす おけう
すけ ╇ゃぇえかぇ すなあう, 
つっ しぇ けしすぇくぇかう 
ういゃなく こけょぉけさぇ 
いぇ こなさゃぇすぇ おくう
ゅぇ. ¨ぉぇつっ ╇ゃぇえ
かぇ くっ しなあぇかはゃぇ 
いぇ すけゃぇ, いぇとけすけ 
ゃ あうゃけすぇ ゃしうつおけ 
すっこなさゃぇ こさっょ
しすけう. ╇きぇ ょけし
すぇすなつくけ ゃさっ
きっ いぇ ゃしうつおけ. 
╋ぇおぇさ, つっ けとっ 
しっゅぇ ょっしっすけお
かぇしくうつおぇすぇ うきぇ 

しぇきけ いぇ ゅけょうくぇ ょゃっ くぇゅさぇょう けす 
こけっすうつくう おけくおせさしう - すさっすぇ けす 
„╁ないおさっしっくうっ” - ╃けぉさうつ 2012 
う ゃすけさぇ けす „╊のぉけゃすぇ ゃ くぇし” - 
╁ぇさくぇ 2011. 

╇ゃぇえかぇ ょけおけしゃぇ ゃっつくぇすぇ 
〈っきぇ いぇ かのぉけゃすぇ

╆ぇゅかぇゃうっすけ くぇ こなさゃぇすぇ 
しう しすうたけしぉうさおぇ すは くぇきうさぇ 
しこけくすぇくくけ, くけ くっ ゃっょくぇゅぇ. 
╆ぇゅかぇゃうっすけ „┿い しなき かのぉけゃすぇ” 
うょゃぇ しかっょ きくけゅけ こさけきっくう う 
ょなかゅけ すなさしっくう ゃぇさうぇくすう. ′け 
っ すけつくけすけ いぇゅかぇゃうっ いぇ すっいう 
47 しすうたけすゃけさっくうは. ╆ぇとけすけ 
ゃ すはた, おぇおすけ おぇいゃぇ う さっょぇお
すけさなす ╅っくは ╃うきけゃぇ, おけはすけ 
けこさっょっかは ”┿い しなき かのぉけゃすぇ” 
おぇすけ „′けゃぇ こさうおぇいおぇ いぇ しゃっ
すぇ, さぇいおぇいぇくぇ こさっい しっすうゃぇ, 
すけおせ-とけ こさけゅかっあょぇとう”, くぇ
つっゃぇとけすけ ゃ こけっいうはすぇ きけきう
つっ すなさしう う うしおぇ „けす かのぉけゃ 
うゅかうつおう”, うしおぇ ういすさなこゃぇくっ 
けす ょけぉさけすぇ う しこけょっかっくけしす, 
うしおぇ おさぇしけすぇ. ╇ おぇおすけ しぇきぇすぇ 
╇ゃぇえかぇ ょけこなかゃぇ, いぇ くっは こなさ
ゃぇすぇ え おくうゅぇ っ しけぉしすゃっくぇすぇ え 
ょせてぇ. ╆ぇすけゃぇ え っ すさせょくけ ょぇ 
しう こけきうしかう, つっ „┿い しなき かの
ぉけゃすぇ” きけあっ ょぇ しっ こさけょぇゃぇ 
しさっとせ こぇさう, つっ きけあっ ょぇ うきぇ 
ちっくぇ おぇすけ ゃしはおぇ ょさせゅぇ しすけおぇ. 
╆ぇすけゃぇ ╇ゃぇえかぇ くっ こさけょぇゃぇ, ぇ 
こけょぇさはゃぇ おくうゅぇすぇ しう くぇ こさう
はすっかう う ういおせてっくう けす おさぇしけ
すぇすぇ くぇ しかけゃけすけ つうすぇすっかう. 
╇ゃぇえかぇ - っょくけ ぉなさいけ こけさぇ

しくぇかけ きけきうつっ, おけっすけ けとっ くぇ 
17 ゅけょうくう いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ 
う うきぇ しきっかけしすすぇ ょぇ ゅけ いぇはゃう 
こさっょ しゃっすぇ. ╃ぇかう つうしすけ うく
すせうすうゃくけ うかう ゃっつっ けしないくぇ
すけ,  けとっ し  こなさゃぇすぇ しう おくうゅぇ 
╇ゃぇえかぇ 〈けょけさけゃぇ っ くぇいけゃぇ
かぇ さぇいおけゃくうつっすけ くぇ とぇしすかう
ゃけすけ くう こさっきうくぇゃぇくっ こさっい 
あうゃけすぇ - いくぇくうっすけ: ”┿い しなき 
かのぉけゃすぇ”… 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

] ぉうかっす いぇ せつぇしすうっ ゃ 12-すっ 
こけさっょ ╃くう くぇ ╀なかゅぇさうは 

ゃ ぅこけくうは ょぇさう “┿さしっくぇか” ┿╃ 
すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
2012 ′っかう ]かぇゃけゃぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すけゃぇ 

おさぇしうゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ 
とっ うきぇ つっしすすぇ ょぇ こさっょしすぇ-
ゃう しすさぇくぇすぇ う [けいけゃぇすぇ ょけ-
かうくぇ う ょぇ ゃいっきっ せつぇしすうっ ゃ 
こさっゃなさくぇかうすっ しっ ゃ こけゃっつっ 
けす ょけぉさぇ すさぇょうちうは ╃くう くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけくうは, おけうすけ 
しっ こさけゃっあょぇす ゃ ゅさぇょ 《せおせ-
けおぇ. ′ぇつぇかけすけ くぇ すっいう ょくう 
っ こけしすぇゃっくけ こさっい 2000 ゅけ-
ょうくぇ, おけゅぇすけ いぇ こなさゃう こなす ゃ 
すはた せつぇしすゃぇ う ぇくしぇきぉなか “┿さ-
しっくぇか”- いぇこぇいっくぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
きぇさおぇ ゃ ぅこけくうは. ¨さゅぇくういぇ-
すけさう くぇ すっいう ょくう しぇ はこけく-
しおぇすぇ しすさぇくぇ う “┿さしっくぇか”.  
〈ぇいゅけょうてくうすっ ぉなかゅぇさしおう 

ょくう ゃなゃ 《せおせけおぇ とっ しっ こさけ-
ゃっょぇす けす 11-すう ょけ 30-すう しっこ-
すっきゃさう. ╁ すはた, けしゃっく おぇいぇく-
かなておぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, けす 12 
ゅけょうくう せつぇしすゃぇ う ぇくしぇきぉなか 
“┿さしっくぇか”.
] ゃなかくせゃぇとうは しう こけょぇさなお 

けす “┿さしっくぇか” ′っかう ]かぇゃけゃぇ 
とっ っ つっすゃなさすぇすぇ おぇいぇくかなて-
おぇ ちぇさうちぇ, おけはすけ うきぇ つっしすすぇ 
ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ すっいう ぉなかゅぇさしおう 
ょくう. ‶さっい 2005-すぇ ゅけょうくぇ いぇ 
こなさゃう こなす いぇっょくけ し ぇくしぇき-
ぉなかぇ くぇ “┿さしっくぇか” ゃ ╃くうすっ 
くぇ ╀なかゅぇさうは せつぇしすゃぇ ╋うし 

╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ .
╃くうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけくうは しっ けさゅぇくういうさぇす けす ┿しけちうぇちう-

はすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ “╉ぇいぇくかなお-ぅこけくうは”, つうえすけ こさっょしっょぇすっか 
っ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 『っかすぇ っ けこけいくぇゃぇくっ くぇ ょゃぇすぇ くぇさけょぇ う 
すはたくけすけ しぉかうあぇゃぇくっ つさっい きせいうおぇ, すぇくちう う すさぇょうちうう.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

“┿さしっくぇか” ┿╃ っ っょくぇ けす ょゃっすっ おぇいぇくかなておう そうさきう, いぇ-
っょくけ し “╀なかゅぇさしおぇ ╉さっきけくぇ”, おけうすけ しこっつっかうたぇ っゃさけこっえ-
しおう しさっょしすゃぇ いぇ ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ う こけょけぉさは-
ゃぇくっ くぇ しっゅぇ しなとっしすせゃぇとうすっ. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ すぇいう ちっか, 
おけうすけ とっ こけかせつう そうさきぇすぇ, しぇ ぉかういけ 200 たうかはょう かっゃぇ. 
《うさきっくうすっ しっさすうそうおぇすう いぇ こさけっおすぇ とっ ぉなょぇす ゃさなつっくう 
かうつくけ けす こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ. ╉ぇお とっ しっ けこけかいけす-
ゃけさはす こぇさうすっ う こけょさけぉくけしすう いぇ こさけっおすぇ, つっすっすっ ゃ しかっょ-
ゃぇとうは ぉさけえ くぇ “〈┿”.

》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

...《』【ぇ『 ╉╊‒¨を¨【 〉╅ [╅╉『¨ 
]こけさっょ かうょっさぇ くぇ “‶けょおさっこぇ”, ゃ つせあぉうくぇ うきうゅさぇくすうすっ けす 

╀なかゅぇさうは きぇしけゃけ くっ こけいくぇゃぇす しゃけうすっ こさぇゃぇ う しぇ ゅけすけゃう くぇ 
きくけゅけ こけ-かけてう すさせょけゃう けすくけてっくうは, いぇ ょぇ こけしすうゅくぇす こけ-ゃうしけお 
あういくっく しすぇくょぇさす ゃ しさぇゃくっくうっ し おけきこさけきうしうすっ, おけうすけ こさぇゃはす 
せ くぇし. ]なゃっすなす くぇ しうくょうおぇかうしすぇ おなき ぉなかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう 
ゃ つせあぉうくぇ っ ょぇ すなさしはす しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう こけ きっしすぇ, 
おけうすけ ょぇ いぇとうすはす こさぇゃぇすぇ うき.
╉ぇすけ あっしすけお こさうきっさ いぇ ういすうつぇくっすけ くぇ きかぇょう きけいなちう けす ╀なか-

ゅぇさうは いぇ つせあぉうくぇ こけ ゃさっきっ くぇ そけさせきぇ ょ-さ 〈さっくつっゃ っ ょぇか おぇすけ 
こさうきっさ ]けそうえしおぇすぇ くっきしおぇ ゅうきくぇいうは, ゃ おけはすけ 90 くぇ しすけ けす いぇ-

【《》¨〈 』╊ 》《 6 〉╅ ぁ╅』
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ゃなさてゃぇとうすっ すなさしはす ゃないきけあくけしす いぇ さっぇかういぇちうは ういゃなく しすさぇくぇすぇ. 
‶けょけぉくぇ すっくょっくちうは “いぇしっつっ” すぇいう こさけかっす う しけちうけかゅうつっしおぇ ぇゅっくちうは, こさぇゃうかぇ しゃけうすっ しけくょぇあう 

ゃ くはおけかおけ こさっしすうあくう せつうかうとぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶け ょぇくくう けす ぇくおっすくうすっ おぇさすう ぉかういけ 80% 
けす ぇぉうすせさうっくすうすっ けす すっいう せつうかうとぇ はしくけ ょっおかぇさうさぇす くぇきっさっくうっ ょぇ せつぇす う さぇぉけすはす ゃ つせあぉうくぇ 
ゃきっしすけ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╃させゅ けぉっいこけおけうすっかっく こさうきっさ っ う しうすせぇちうはすぇ し ちっかう きっょうちうくしおう ょうしちうこかうくう ゃなゃ そぇおせかすっすうすっ, 

おけうすけ ういこうすゃぇす つせゃしすゃうすっかっく くっょけしすうゅ くぇ おぇょさう. ]こっちうぇかういぇくすうすっ こけ こっょうぇすさうは, くぇこさうきっさ, 
こさっい 2011 ゅけょうくぇ しぇ ぉうかう しぇきけ ょっゃっす, ぇ ぇくっしすっいうけかけいう ういちはかけ かうこしゃぇす. ┿おけ すっくょっくちうはすぇ しっ 
いぇこぇいう, いぇ こけ-きぇかおけ けす ょっしっす ゅけょうくう ゃ しすさぇくぇすぇ くう くぇ こさぇおすうおぇ とっ ういつっいくぇす きっょうちうくしおう しこっ-
ちうぇかうしすう いぇ ちっかう くぇこさぇゃかっくうは う くぇ こさぇおすうおぇ かっつっくうっすけ くぇ  くはおけう ぉけかっしすう とっ しすぇくっ すさせょくけ, ぇ 
いぇ きくけゅけ きぇくうこせかぇちうう こさけしすけ くはきぇ ょぇ うきぇ けぉせつっくう おぇょさう. 

〈┿

╁ おかぇしぇちうは くぇ 『[〉, こさっょけしすぇゃっくぇ けす ちっくすなさぇ, しすさぇくぇすぇ くう っ くぇ-
さっょっくぇ こけ さぇあょぇっきけしす くぇ 204-すけ きはしすけ けす 230 ょなさあぇゃう ゃ しゃっすぇ. ‶け 
しきなさすくけしす けぉぇつっ しきっ くぇ 10-すけ きはしすけ.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ けす 『っくすなさぇ いぇ ょっきけゅさぇそしおぇ こけかうすうおぇ すゃなさょはす, つっ 

いぇ こけしかっょくうすっ 130 ゅけょうくう ゅさなちおけすけ う しさなぉしおけすけ くぇしっかっくうっ しぇ くぇ-
さぇしくぇかう ょゃけえくけ, ぇ ぇかぉぇくちうすっ しぇ しっ せゃっかうつう すさう こなすう, ゃ しさぇゃくっくうっ 
し すけゃぇ ぉなかゅぇさうすっ しきっ しっ せゃっかうつうかう し 38 000, おけっすけ こさぇゃう っょゃぇ こけ-
かけゃうく こさけちっくす.
′ぇ そけくぇ くぇ こさけょなかあぇゃぇとうは ゃっつっ すさっすけ ょっしっすうかっすうっ けすさうちぇすっかっく 

こさうさぇしす こさう ぉなかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ あっくうすっ けす さけきしおう こさけういたけょ, 
おけうすけ しぇ さけょうかう こけゃっつっ けす ょゃっ ょっちぇ, しぇ けおけかけ 90 くぇ しすけ. 〉つっくうすっ 
けす 『っくすなさぇ こけ ょっきけゅさぇそしおぇ こけかうすうおぇ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ さけきしおけすけ 
くぇしっかっくうっ ょぇかっつ くっ しっ しなしすけう けす 380 000 ょせてう, おけかおけすけ こけおぇいゃぇ 
こけしかっょくけすけ こさっぉさけはゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ しすさぇくぇすぇ けす 2011 ゅけょうくぇ. 
]こけさっょ ょぇくくう けす こさっぉさけはゃぇくっすけ, たけさぇすぇ, おけうすけ くっ しぇ しっ けこさっょっかうかう 
おぇおゃう しぇ, しぇ きぇかおけ くぇょ 800 000. 
‶け ょぇくくう くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, けす けおけかけ 30 きかさょ. かっゃぇ けす 

ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす 10% けすうゃぇす いぇ ういたさぇくゃぇくっすけ くぇ さけきうすっ. ]なとっ-
ゃさっきっくくけ こっくしうけくっさうすっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ おけくしせきうさぇす けす しなとうは ぉのょあっす 
けす こけさはょなおぇ くぇ 7,5 きかさょ. かっゃぇ. 
„╃なさあぇゃぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ういぉっさっ: うかう ょぇ たさぇくう こっくしうけくっさうすっ, うかう ょぇ 

たさぇくう ちうゅぇくうすっ”, すぇおぇ おけきっくすうさぇ ょぇくくうすっ こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ くぇちうけ-
くぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╁╋[¨ ╉けしすぇょうく ╉けしすぇょうくけゃ. ]ぇきけ こさっょう 
ぉさけっくう きっしっちう すけえ くぇこさぇゃう しこっちうぇかっく そうかき いぇ ょっきけゅさぇそしおけすけ しぇ-
きけせぉうえしすゃけ くぇ くぇちうはすぇ くう.
]こけさっょ っおしこっさすうすっ けす 『╃‶, いぇさぇあょぇとうはす しっ こさけぉかっき くはきぇ おぇお ょぇ 

しっ さってう, ょけおぇすけ ょなさあぇゃぇすぇ くっ ゅけ こさういくぇっ. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ くぇ-
こさっあっくうっすけ きっあょせ ぉなかゅぇさう う ちうゅぇくう ゃしっ こけゃっつっ とっ っしおぇかうさぇ う くっ っ 
ょぇかっつ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ とっ こさうょけぉうっ きぇとぇぉう くぇ ゅさぇあょぇくしおぇ ゃけえくぇ.

                                              〈┿
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]っょっきくぇょっしっすゅけょうてくぇ-
すぇ ╇ゃぇえかぇ 〈けょけさけゃぇ けす 

╉ぇいぇくかなお ういょぇょっ こなさゃぇすぇ しう 
しすうたけしぉうさおぇ. ╉ぇおすけ しぇきぇ こさう-
いくぇゃぇ: ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ ぉっい-
さっいっさゃくぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ っょうく 
つけゃっお, おけえすけ え ょぇゃぇ くぇょっあ-
ょう う ゃはさぇ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇは-
ゃう しっぉっ しう, しきっかけ ょぇ ういゃぇょう 
こさっょ ょさせゅうすっ かうつくうは しう しゃはす, 
けぉかっつっく ゃ こけょさっょっくう ょせきう. 
╆ぇとけすけ こうしぇくっすけ くぇ しすうたけゃっ, 
けしゃっく ゃしうつおけ ょさせゅけ, っ う すけゃぇ – 
つせゃしすゃっくうはす すぇくち くぇ おさったおぇすぇ 
ょせてぇ くぇ こけっすぇ, おけはすけ こさけいうさぇ 
ういおせてぇゃぇとけ ういこけょ くぇさっょっくう-
すっ けす きうしなかすぇ ょせきう. ╉ぇおすけ おぇい-
ゃぇ ゃ こさっょゅけゃけさぇ おなき おくうゅぇすぇ 
くぇ ╇ゃぇえかぇ „┿い しなき かのぉけゃすぇ” 
╅っくは ╃うきけゃぇ, さっょぇおすけさ くぇ 
おくうゅぇすぇ: ”╋なょさけしすすぇ とっ ょけえ-
ょっ しなし しかっょゃぇとうすっ おくうゅう. 〈せお 
っ しすうたうはすぇ くぇ こなさゃうすっ つせゃ-
しすゃぇ, すなさしっくっすけ う けこうこゃぇくっすけ 
くぇ ょせきうすっ う すはたくぇすぇ しこけしけぉ-
くけしす ょぇ くぇいけゃぇす せしっとぇくっすけ, 
ょぇ ゅけ ういゃぇょはす くぇ ぉはか しゃはす, ょぇ 
ゅけ けぉはゃはす いぇ ゃぇあくけ う いくぇつう-
きけ – おぇおすけ っ ゃぇあっく う いくぇつうき 
ゃしっおう っょうく つけゃっお.” ╆ぇ おけっすけ 
しっ うしおぇ しきっかけしす. ╆ぇ ゃょなたゃぇ-
くっすけ くぇ すぇいう しきっかけしす うきっくくけ 
っ „ゃうくけゃくぇ” っょくぇ  きぇえおぇ. ╇ 
くうおぇお くっ っ つせょくけ, つっ すは うきぇ 
ぇさしっくぇかしおけ しなさちっ – ]すけはくおぇ 
┿ょぇきけゃぇ けす ¨すょっか „‶さけょぇあ-
ぉう”. „┿い しなき かのぉけゃすぇ” うょゃぇ くぇ 
ぉはか しゃはす う いぇさぇょう けとっ っょくぇ 
あっくぇ – こさっこけょぇゃぇすっかおぇすぇ こけ 
ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ 
くぇ ╇ゃぇえかぇ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿く-
すうき ‶なさゃう” – ╋ぇさうは ╋うくつっゃぇ. 
„╂けしこけあぇ ╋うくつっゃぇ きう ゃょなたくぇ 
おせさぇあ いぇ すぇいう しすなこおぇ – ゃしうつおけ 
けしすぇくぇかけ っ し こけきけとすぇ くぇ きぇえ-
おぇ きう.”, こさういくぇゃぇ ╇ゃぇえかぇ.

╇ゃぇえかぇ けぉうつぇ ぉっかうは
かうしす けす きぇかおぇ

¨す ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ ょっしっ-
すけおかぇしくうつおぇすぇ こうてっ こけ-しっさう-
けいくけ. ]こけさっょ くっは: ”‶け-いさはかけ.” 
‶うてっ ゃっつっさ, ぇ しせすさうく こさっ-
こさけつうすぇ, „いぇ ょぇ せしっすう ょさせゅけ 
くぇしすさけっくうっ”, ょぇ けぉかっつっ ゃ きなょ-
さけしすすぇ くぇ せすさけすけ っきけちううすっ くぇ 

ゃっつっさすぇ. ╁しなとくけしす, ╇ゃぇえかぇ 
っょゃぇ かう いくぇっ, つっ すぇおぇ こさぇゃはす 
きくけゅけ こけっすう… ‶さけしすけ - うくすせう-
すうゃくけ っ くぇこうこぇかぇ こなすっつおぇ おなき 
ゃっさくうは こなす. ‶なすっつおぇすぇ おなき ゃっ-
さくうは こなす こさけおぇさゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ 
しう おぇすけ さっょぇおすけさ くぇ „┿い しなき 
かのぉけゃすぇ” う ╅っくは ╃うきけゃぇ. ‶け-
いくぇすぇ ゃっつっ けすかうつくけ ゃ こけっすうつ-
くうすっ しさっょう せ くぇし, ╅っくは くっ しっ 
こさうすっしくはゃぇ ょぇ けすょっかう ゃさっきっ 
いぇ ╇ゃぇえかぇ. 〈けつくけ けぉさぇすくけすけ - 
おけゅぇすけ っ こけすなさしっくぇ けす ょぇきうすっ 
くぇ ╇くくなさ 〉うえか ╉かせぉ - ╉ぇいぇく-
かなお, おなき おけうすけ けとっ ゃ くぇつぇかけ-
すけ ╇ゃぇえかぇ しっ けぉさなとぇ いぇ こけょ-
おさっこぇ, ╅っくは しっ けすいけゃぇゃぇ くぇ 
うょっはすぇ いぇ さっょぇおすけさしすゃけ くぇ „┿い 
しなき かのぉけゃすぇ” ゃっょくぇゅぇ. 〈ぇおぇ, し 
くっえくぇ こけきけと, くぇこうしぇくけすけ けす 
17-ゅけょうてくけすけ きけきうつっ こけしすっ-
こっくくけ しすぇゃぇ きぇかおぇ こなさゃぇ うし-
すうくしおぇ おくうあおぇ - ゅさぇこぇゃうくおうすっ 

ゃ ょせきうすっ しっ ういゅかぇあょぇす, くはおけう 
けす さぇぉけすうすっ けすこぇょぇす, こけょさっあ-
ょぇ しっ かけゅうつくけ ちはかけすけ ういょぇくうっ 
けす 47 しすうたけすゃけさっくうは… ”╅っくは 
せしこは ょぇ いぇこぇいう あうゃけすぇ くぇ しすう-
たけすゃけさっくうはすぇ, おけえすけ しなき ょぇかぇ, 
くけ う ょぇ ゅう ょけせおさぇしう.”, おぇいゃぇ 
╇ゃぇえかぇ, おけはすけ っ とぇしすかうゃぇ, 
つっ し さっょぇおすけさぇ くぇ こなさゃぇすぇ しう 
おくうゅぇ っ さぇぉけすうかぇ しなゃしっき こさう-
はすっかしおう う しゃけぉけょくけ. 

‶さっきうっさぇすぇ くぇ
„┿い しなき かのぉけゃすぇ”
っ うしすうくしおう つぇおぇくけ

けす ╇ゃぇえかぇ こさっあうゃはゃぇくっ

╁ いぇかぇすぇ くぇ ╊うすっさぇすせさくけ-
たせょけあっしすゃっくうは きせいっえ „』せょけ-
きうさ” くぇ 8-きう のくう ゃっつっさすぇ しっ 
しなぉうさぇす こさうはすっかう, さけょくうくう, 
しなせつっくうちう, こけっすう けす ╉ぇいぇく-
かなお /ぇ おぇいぇくかなておうすっ こけっすう しぇ 
っょくう けす くぇえ-ょけぉさうすっ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは ょくっし…/, おけかっゅう くぇ きぇきぇ 
けす „┿さしっくぇか”, おけうすけ しなとけ けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ しぇ こさうしなさちっ ゃ 
うょっはすぇ おくうゅぇすぇ ょぇ しっ しかせつう. 
¨す しぇきけすけ くぇつぇかけ さっょぇおすけさ-
しおうはす っおうこ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか” しなとけ こけょおさっこは ぉなょっとぇ-
すぇ おくうゅぇ う こけきぇゅぇ くぇ ╇ゃぇえかぇ 
いぇ すけつくうすっ おけくすぇおすう し さっょぇお-
すけさ う ょぇさうすっかう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ おけうすけ „┿い しなき かのぉけゃすぇ” うい-
ゃなさゃはゃぇ こなすは けす きかぇょっあおぇすぇ 
きっつすぇ ょけ うしすうくしおけすけ しなぉうすうっ 
ゃ あうゃけすぇ くぇ っょくけ 17-ゅけょうてくけ 
きけきうつっ. ′ぇこうしぇくけすけ っ こさけ-
ゃけおうさぇくけ けす かうつくうすっ こさっあう-
ゃはゃぇくうは, くけ う けす こけこうすけすけ けす 
こさっあうゃはゃぇくうはすぇ くぇ ょさせゅうすっ: 
”‶けこうゃぇき う こさっすゃけさはゃぇき ゃ 
しすうたけゃっ”, けぉはしくはゃぇ ╇ゃぇえかぇ. 
╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” こけきぇゅぇ いぇ 
ういょぇくうっすけ, こけきぇゅぇ せつうかうとくけ-
すけ くぇしすけはすっかしすゃけ くぇ ]¨〉 „╄お-
いぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
ょぇきしおうはす ╇くくなさ 〉うえか ╉かせぉ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. „╁しうつおう いぇっょくけ こけ-
ゃはさゃぇたぇ ゃ きっく う しっ さぇょゃぇき, つっ 
けこさぇゃょぇた ょけゃっさうっすけ”, とぇしすかう-
ゃぇ っ ぇゃすけさおぇすぇ. ‶さけすうゃくけ くぇ 
けつぇおゃぇくうはすぇ おなき きかぇょ ぇゃすけさ 
くぇ しすうたけゃっ し ういょぇょっくぇ こなさゃぇ 
おくうゅぇ, ╇ゃぇえかぇ くっ きっつすぇっ ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくけ し 
かうすっさぇすせさぇ う こうしぇくっ. 〈は ゅかっ-
ょぇ くぇ こうしぇくっすけ おぇすけ くぇ しゃけえ 
けすょっかっく うくすうきっく しゃはす, おけえすけ 
うしおぇ ょぇ いぇこぇいう くっいぇゃうしうき けす 
ょうくぇきうおぇすぇ う いぇょなかあうすっか-
くけしすすぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
ぇくゅぇあうきっくすう. ”╇しおぇき こけっいうは-
すぇ ょぇ けしすぇくっ くっこさうおけしくけゃっくうは 
きう しゃはす, ぉっい ょぇ ゅけ しきっしゃぇき し 
っあっょくっゃくうすっ ょっかぇ, しすさぇたせゃぇき 
しっ っあっょくっゃくけすけ ょぇ くっ こさけゅけ-
くう ゃょなたくけゃっくうっすけ”, けぉはしくはゃぇ 
╇ゃぇえかぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ っ ょぇかっつ 
けす しすさぇしすうすっ くぇ ゃさなしすくうちう-
すっ しう. ╉ぇすけ しなとうくしおう あっくしおう 
╁けょけかっえ, ╇ゃぇえかぇ しないくぇゃぇ, つっ 

っ くぇょさぇしくぇかぇ ゃないさぇしすすぇ しう - 
とぇしすかうゃぇ っ, つっ っ せしこはかぇ „ょぇ 
いぇけぉうおけかう ゅさってくうすっ こなすうとぇ” 
- „╋うしかは こけ-しっさうけいくけ う しっ いぇ-
ょなかぉけつぇゃぇき ゃ こかぇくけゃっ いぇ ぉな-
ょっとっすけ う さっぇかういぇちうはすぇ しう.”. 
┿ こかぇくけゃっすっ しぇ: しすせょっくすおぇ 

こけ きっあょせくぇさけょくう うおけくけきう-
つっしおう けすくけてっくうは ゃ 〉′]], ゃ 
おさぇっく しかせつぇえ - きぇさおっすうくゅ うかう 
きっょうう う さっおかぇきぇ. ] きっょううすっ 
ゃっつっ は しゃなさいゃぇす こせぉかうおぇちうう-
すっ くぇ しすうたけすゃけさっくうは  ゃ きっしす-
くぇすぇ こさっしぇ. ╁ きっょううすっ ╇ゃぇえかぇ 
ょけえょっ う し くけゃうくぇすぇ いぇ こなさゃぇすぇ 

しう おくうゅぇ, おけはすけ いぇさぇょゃぇ きくけゅけ 
おぇいぇくかなつぇくう. ╆ぇ ょっしっすけおかぇし-
くうつおぇすぇ すけゃぇ っ ゃぇあくけ. ╆ぇとけ-
すけ:

╇ゃぇえかぇ けぉうつぇ ╉ぇいぇくかなお

„′っ きう っ ぉっいさぇいかうつくけ おぇおゃけ 
しっ しかせつゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]かっ-
ょは ゃしうつおけ, おけっすけ しすぇゃぇ すせお う 
きうしかは, つっ きかぇょうすっ たけさぇ うきぇ 
おぇおゃけ ょぇ ょぇょぇす う おぇおゃけ ょぇ 

ゃいっきぇす けす しゃけは ゅさぇょ, ぉっい すけか-
おけゃぇ くぇぉなさいけ ょぇ ゅけ ういさはいゃぇす 
けす こさうけさうすっすうすっ しう”, おぇすっゅけ-
さうつくぇ っ ょっしっすけおかぇしくうつおぇすぇ し 
こなさゃぇ おくうゅぇ ゃ さなおぇ. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ ╇ゃぇえかぇ こさけすはゅぇ ょかぇく 
いぇ こさうはすっかしすゃぇ う ゃ てうさけおう-
すっ こさけしすさぇくしすゃぇ くぇ こけっすうつ-
くうは あうゃけす ゃ しすさぇくぇすぇ こさっい 
ゃないきけあくけしすうすっ くぇ うくすっさくっす. 
‶なさゃうすっ つうすぇすっかう くぇ くっえくうすっ 
しすうたけすゃけさっくうは, けしゃっく きぇえおぇ 
え, しぇ かのぉうすっかうすっ くぇ こけっいうはすぇ 
ゃ しけちうぇかくぇすぇ きさっあぇ, せしすぇくけ-
ゃうかう すさぇえくけ しゃけう すっさうすけさうう 
ゃ さぇいかうつくう ゅさせこう う しぇえすけゃっ. 
╋はしすけすけ, おなょっすけ くぇえ-つっしすけ 
こせぉかうおせゃぇ, っ かうすっさぇすせさくけすけ 
うくすっさくっす-こさけしすさぇくしすゃけ „¨す-

おさけゃっくうは”. ╇きっくくけ すぇき ╇ゃぇえ-
かぇ しこけょっかは, くぇきうさぇ こなさゃうすっ 
けすいうゃう いぇ くぇこうしぇくけすけ, つっすっ 
しすうたけゃっすっ くぇ ょさせゅう, くぇきうさぇ 
しなきうてかっくうちう う しさけょくう ょせてう. 
¨すいうゃうすっ さはょおけ しぇ おさうすうつくう, 
くけ いぇ ╇ゃぇえかぇ すけゃぇ くっ っ くぇえ-
しなとっしすゃっくけすけ. 〈は ちっくう しきっ-
かけしすすぇ くぇ こさうはすっかうすっ けす きさっ-
あぇすぇ ょぇ ういおぇいゃぇす こけいうちうはすぇ 
しう, すぇおぇゃぇ, おぇおゃぇすけ っ - しぇきぇ 
こけ しっぉっ しう. ╇ゃぇえかぇ ちっくう う うく-
すうきくけしすすぇ くぇ しなこさっあうゃはくけすけ 
し ょさせゅう – しなかいうすっ ゃ けつうすっ くぇ 
こけゃっつっ けす 50 ょせてう ゃ いぇかぇすぇ 

くぇ きせいっえ „』せょけきうさ” こけ ゃさっ-
きっ くぇ こさっきうっさぇすぇ くぇ „┿い しなき 
かのぉけゃすぇ” っ くぇえ-しうかくけすけ せしっ-
とぇくっ ゃ くっえくうは あうゃけす ょけ しっゅぇ. 
]なかいうすっ くぇ こせぉかうおぇすぇ うょゃぇす 
しこけょぇゃっくけ くっせょなさあうきけ しかっょ 
こさけつうすぇ くぇ かのぉうきけすけ くっえくけ 
しすうたけすゃけさっくうっ, おけっすけ ぇゃすけさ-
おぇすぇ っ ういゃぇょうかぇ くぇ ゅなさぉぇ くぇ 
おけさうちぇすぇ - „]ぇきけ ぇい いぇぉさぇゃうた”. 
]すうたけすゃけさっくうっすけ っ こけしゃっすっくけ 
くぇ ぉぇとぇ え. „′うおけっ ょさせゅけ くっ っ 

ょけしすけえくけ ょぇ いぇ-
しすぇくっ ょけ くっゅけ”, 
おぇいゃぇ ╇ゃぇえかぇ. 
]すうたけすゃけさっくう-
っすけ っ こうしぇくけ 
すぇいう いうきぇ, おぇお-
すけ う きくけゅけ ょさせ-
ゅう - ゃしっ こけゃっつっ 
う こけゃっつっ くけゃう 
こけっすうつくう けこうすう, 
いぇ くはおけう けす おけう-
すけ ╇ゃぇえかぇ すなあう, 
つっ しぇ けしすぇくぇかう 
ういゃなく こけょぉけさぇ 
いぇ こなさゃぇすぇ おくう-
ゅぇ. ¨ぉぇつっ ╇ゃぇえ-
かぇ くっ しなあぇかはゃぇ 
いぇ すけゃぇ, いぇとけすけ 
ゃ あうゃけすぇ ゃしうつおけ 
すっこなさゃぇ こさっょ-
しすけう. ╇きぇ ょけし-
すぇすなつくけ ゃさっ-
きっ いぇ ゃしうつおけ. 
╋ぇおぇさ, つっ けとっ 
しっゅぇ ょっしっすけお-
かぇしくうつおぇすぇ うきぇ 

しぇきけ いぇ ゅけょうくぇ ょゃっ くぇゅさぇょう けす 
こけっすうつくう おけくおせさしう - すさっすぇ けす 
„╁ないおさっしっくうっ” - ╃けぉさうつ 2012 
う ゃすけさぇ けす „╊のぉけゃすぇ ゃ くぇし” - 
╁ぇさくぇ 2011. 

╇ゃぇえかぇ ょけおけしゃぇ ゃっつくぇすぇ 
〈っきぇ いぇ かのぉけゃすぇ

╆ぇゅかぇゃうっすけ くぇ こなさゃぇすぇ 
しう しすうたけしぉうさおぇ すは くぇきうさぇ 
しこけくすぇくくけ, くけ くっ ゃっょくぇゅぇ. 
╆ぇゅかぇゃうっすけ „┿い しなき かのぉけゃすぇ” 
うょゃぇ しかっょ きくけゅけ こさけきっくう う 
ょなかゅけ すなさしっくう ゃぇさうぇくすう. ′け 
っ すけつくけすけ いぇゅかぇゃうっ いぇ すっいう 
47 しすうたけすゃけさっくうは. ╆ぇとけすけ 
ゃ すはた, おぇおすけ おぇいゃぇ う さっょぇお-
すけさなす ╅っくは ╃うきけゃぇ, おけはすけ 
けこさっょっかは ”┿い しなき かのぉけゃすぇ” 
おぇすけ „′けゃぇ こさうおぇいおぇ いぇ しゃっ-
すぇ, さぇいおぇいぇくぇ こさっい しっすうゃぇ, 
すけおせ-とけ こさけゅかっあょぇとう”, くぇ-
つっゃぇとけすけ ゃ こけっいうはすぇ きけきう-
つっ すなさしう う うしおぇ „けす かのぉけゃ 
うゅかうつおう”, うしおぇ ういすさなこゃぇくっ 
けす ょけぉさけすぇ う しこけょっかっくけしす, 
うしおぇ おさぇしけすぇ. ╇ おぇおすけ しぇきぇすぇ 
╇ゃぇえかぇ ょけこなかゃぇ, いぇ くっは こなさ-
ゃぇすぇ え おくうゅぇ っ しけぉしすゃっくぇすぇ え 
ょせてぇ. ╆ぇすけゃぇ え っ すさせょくけ ょぇ 
しう こけきうしかう, つっ „┿い しなき かの-
ぉけゃすぇ” きけあっ ょぇ しっ こさけょぇゃぇ 
しさっとせ こぇさう, つっ きけあっ ょぇ うきぇ 
ちっくぇ おぇすけ ゃしはおぇ ょさせゅぇ しすけおぇ. 
╆ぇすけゃぇ ╇ゃぇえかぇ くっ こさけょぇゃぇ, ぇ 
こけょぇさはゃぇ おくうゅぇすぇ しう くぇ こさう-
はすっかう う ういおせてっくう けす おさぇしけ-
すぇすぇ くぇ しかけゃけすけ つうすぇすっかう. 
╇ゃぇえかぇ - っょくけ ぉなさいけ こけさぇ-

しくぇかけ きけきうつっ, おけっすけ けとっ くぇ 
17 ゅけょうくう いくぇっ おぇおゃけ うしおぇ 
う うきぇ しきっかけしすすぇ ょぇ ゅけ いぇはゃう 
こさっょ しゃっすぇ. ╃ぇかう つうしすけ うく-
すせうすうゃくけ うかう ゃっつっ けしないくぇ-
すけ,  けとっ し  こなさゃぇすぇ しう おくうゅぇ 
╇ゃぇえかぇ 〈けょけさけゃぇ っ くぇいけゃぇ-
かぇ さぇいおけゃくうつっすけ くぇ とぇしすかう-
ゃけすけ くう こさっきうくぇゃぇくっ こさっい 
あうゃけすぇ - いくぇくうっすけ: ”┿い しなき 
かのぉけゃすぇ”… 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

] ぉうかっす いぇ せつぇしすうっ ゃ 12-すっ 
こけさっょ ╃くう くぇ ╀なかゅぇさうは 

ゃ ぅこけくうは ょぇさう “┿さしっくぇか” ┿╃ 
すぇいゅけょうてくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 
2012 ′っかう ]かぇゃけゃぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ すけゃぇ 

おさぇしうゃぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ 
とっ うきぇ つっしすすぇ ょぇ こさっょしすぇ
ゃう しすさぇくぇすぇ う [けいけゃぇすぇ ょけ
かうくぇ う ょぇ ゃいっきっ せつぇしすうっ ゃ 
こさっゃなさくぇかうすっ しっ ゃ こけゃっつっ 
けす ょけぉさぇ すさぇょうちうは ╃くう くぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけくうは, おけうすけ 
しっ こさけゃっあょぇす ゃ ゅさぇょ 《せおせ
けおぇ. ′ぇつぇかけすけ くぇ すっいう ょくう 
っ こけしすぇゃっくけ こさっい 2000 ゅけ
ょうくぇ, おけゅぇすけ いぇ こなさゃう こなす ゃ 
すはた せつぇしすゃぇ う ぇくしぇきぉなか “┿さ
しっくぇか”- いぇこぇいっくぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
きぇさおぇ ゃ ぅこけくうは. ¨さゅぇくういぇ
すけさう くぇ すっいう ょくう しぇ はこけく
しおぇすぇ しすさぇくぇ う “┿さしっくぇか”.  
〈ぇいゅけょうてくうすっ ぉなかゅぇさしおう 

ょくう ゃなゃ 《せおせけおぇ とっ しっ こさけ
ゃっょぇす けす 11-すう ょけ 30-すう しっこ
すっきゃさう. ╁ すはた, けしゃっく おぇいぇく
かなておぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ, けす 12 
ゅけょうくう せつぇしすゃぇ う ぇくしぇきぉなか 
“┿さしっくぇか”.
] ゃなかくせゃぇとうは しう こけょぇさなお 

けす “┿さしっくぇか” ′っかう ]かぇゃけゃぇ 
とっ っ つっすゃなさすぇすぇ おぇいぇくかなて
おぇ ちぇさうちぇ, おけはすけ うきぇ つっしすすぇ 
ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ すっいう ぉなかゅぇさしおう 
ょくう. ‶さっい 2005-すぇ ゅけょうくぇ いぇ 
こなさゃう こなす いぇっょくけ し ぇくしぇき
ぉなかぇ くぇ “┿さしっくぇか” ゃ ╃くうすっ 
くぇ ╀なかゅぇさうは せつぇしすゃぇ ╋うし 

╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ .
╃くうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけくうは しっ けさゅぇくういうさぇす けす ┿しけちうぇちう

はすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ “╉ぇいぇくかなお-ぅこけくうは”, つうえすけ こさっょしっょぇすっか 
っ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ. 『っかすぇ っ けこけいくぇゃぇくっ くぇ ょゃぇすぇ くぇさけょぇ う 
すはたくけすけ しぉかうあぇゃぇくっ つさっい きせいうおぇ, すぇくちう う すさぇょうちうう.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

“┿さしっくぇか” ┿╃ っ っょくぇ けす ょゃっすっ おぇいぇくかなておう そうさきう, いぇ
っょくけ し “╀なかゅぇさしおぇ ╉さっきけくぇ”, おけうすけ しこっつっかうたぇ っゃさけこっえ
しおう しさっょしすゃぇ いぇ ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ う こけょけぉさは
ゃぇくっ くぇ しっゅぇ しなとっしすせゃぇとうすっ. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ すぇいう ちっか, 
おけうすけ とっ こけかせつう そうさきぇすぇ, しぇ ぉかういけ 200 たうかはょう かっゃぇ. 
《うさきっくうすっ しっさすうそうおぇすう いぇ こさけっおすぇ とっ ぉなょぇす ゃさなつっくう 
かうつくけ けす こさっきうっさぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ. ╉ぇお とっ しっ けこけかいけす
ゃけさはす こぇさうすっ う こけょさけぉくけしすう いぇ こさけっおすぇ, つっすっすっ ゃ しかっょ
ゃぇとうは ぉさけえ くぇ “〈┿”.

Само аз забравих

Аз виждах как Господ се смали,

Дяволът се скри във малка дупка,

Как слънцето успя да завали

И небето стана на черупка…

Аз виждах как реките се сушат,

Дърветата оставаха без шума

И бързаха със тебе да заспят,

Чувайки последната ти дума…

Аз виждах как животът се руши,

Виждах как и нищо не направих,

Пред тебе, ТАТКО, всичко се смали

За сбогом… само аз забравих…》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

《』【ぇ『 ╉╊‒¨を¨【 〉╅ [╅╉『¨ 
]こけさっょ かうょっさぇ くぇ “‶けょおさっこぇ”, ゃ つせあぉうくぇ うきうゅさぇくすうすっ けす 

╀なかゅぇさうは きぇしけゃけ くっ こけいくぇゃぇす しゃけうすっ こさぇゃぇ う しぇ ゅけすけゃう くぇ 
きくけゅけ こけ-かけてう すさせょけゃう けすくけてっくうは, いぇ ょぇ こけしすうゅくぇす こけ-ゃうしけお 
あういくっく しすぇくょぇさす ゃ しさぇゃくっくうっ し おけきこさけきうしうすっ, おけうすけ こさぇゃはす 
せ くぇし. ]なゃっすなす くぇ しうくょうおぇかうしすぇ おなき ぉなかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう 
ゃ つせあぉうくぇ っ ょぇ すなさしはす しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう こけ きっしすぇ, 
おけうすけ ょぇ いぇとうすはす こさぇゃぇすぇ うき.
╉ぇすけ あっしすけお こさうきっさ いぇ ういすうつぇくっすけ くぇ きかぇょう きけいなちう けす ╀なか

ゅぇさうは いぇ つせあぉうくぇ こけ ゃさっきっ くぇ そけさせきぇ ょ-さ 〈さっくつっゃ っ ょぇか おぇすけ 
こさうきっさ ]けそうえしおぇすぇ くっきしおぇ ゅうきくぇいうは, ゃ おけはすけ 90 くぇ しすけ けす いぇ
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ゃなさてゃぇとうすっ すなさしはす ゃないきけあくけしす いぇ さっぇかういぇちうは ういゃなく しすさぇくぇすぇ. 
‶けょけぉくぇ すっくょっくちうは “いぇしっつっ” すぇいう こさけかっす う しけちうけかゅうつっしおぇ ぇゅっくちうは, こさぇゃうかぇ しゃけうすっ しけくょぇあう 

ゃ くはおけかおけ こさっしすうあくう せつうかうとぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶け ょぇくくう けす ぇくおっすくうすっ おぇさすう ぉかういけ 80% 
けす ぇぉうすせさうっくすうすっ けす すっいう せつうかうとぇ はしくけ ょっおかぇさうさぇす くぇきっさっくうっ ょぇ せつぇす う さぇぉけすはす ゃ つせあぉうくぇ 
ゃきっしすけ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╃させゅ けぉっいこけおけうすっかっく こさうきっさ っ う しうすせぇちうはすぇ し ちっかう きっょうちうくしおう ょうしちうこかうくう ゃなゃ そぇおせかすっすうすっ, 

おけうすけ ういこうすゃぇす つせゃしすゃうすっかっく くっょけしすうゅ くぇ おぇょさう. ]こっちうぇかういぇくすうすっ こけ こっょうぇすさうは, くぇこさうきっさ, 
こさっい 2011 ゅけょうくぇ しぇ ぉうかう しぇきけ ょっゃっす, ぇ ぇくっしすっいうけかけいう ういちはかけ かうこしゃぇす. ┿おけ すっくょっくちうはすぇ しっ 
いぇこぇいう, いぇ こけ-きぇかおけ けす ょっしっす ゅけょうくう ゃ しすさぇくぇすぇ くう くぇ こさぇおすうおぇ とっ ういつっいくぇす きっょうちうくしおう しこっ
ちうぇかうしすう いぇ ちっかう くぇこさぇゃかっくうは う くぇ こさぇおすうおぇ かっつっくうっすけ くぇ  くはおけう ぉけかっしすう とっ しすぇくっ すさせょくけ, ぇ 
いぇ きくけゅけ きぇくうこせかぇちうう こさけしすけ くはきぇ ょぇ うきぇ けぉせつっくう おぇょさう. 

〈┿

╁ おかぇしぇちうは くぇ 『[〉, こさっょけしすぇゃっくぇ けす ちっくすなさぇ, しすさぇくぇすぇ くう っ くぇ
さっょっくぇ こけ さぇあょぇっきけしす くぇ 204-すけ きはしすけ けす 230 ょなさあぇゃう ゃ しゃっすぇ. ‶け 
しきなさすくけしす けぉぇつっ しきっ くぇ 10-すけ きはしすけ.
╁ しなとけすけ ゃさっきっ けす 『っくすなさぇ いぇ ょっきけゅさぇそしおぇ こけかうすうおぇ すゃなさょはす, つっ 

いぇ こけしかっょくうすっ 130 ゅけょうくう ゅさなちおけすけ う しさなぉしおけすけ くぇしっかっくうっ しぇ くぇ
さぇしくぇかう ょゃけえくけ, ぇ ぇかぉぇくちうすっ しぇ しっ せゃっかうつう すさう こなすう, ゃ しさぇゃくっくうっ 
し すけゃぇ ぉなかゅぇさうすっ しきっ しっ せゃっかうつうかう し 38 000, おけっすけ こさぇゃう っょゃぇ こけ
かけゃうく こさけちっくす.
′ぇ そけくぇ くぇ こさけょなかあぇゃぇとうは ゃっつっ すさっすけ ょっしっすうかっすうっ けすさうちぇすっかっく 

こさうさぇしす こさう ぉなかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ あっくうすっ けす さけきしおう こさけういたけょ, 
おけうすけ しぇ さけょうかう こけゃっつっ けす ょゃっ ょっちぇ, しぇ けおけかけ 90 くぇ しすけ. 〉つっくうすっ 
けす 『っくすなさぇ こけ ょっきけゅさぇそしおぇ こけかうすうおぇ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ さけきしおけすけ 
くぇしっかっくうっ ょぇかっつ くっ しっ しなしすけう けす 380 000 ょせてう, おけかおけすけ こけおぇいゃぇ 
こけしかっょくけすけ こさっぉさけはゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ ゃ しすさぇくぇすぇ けす 2011 ゅけょうくぇ. 
]こけさっょ ょぇくくう けす こさっぉさけはゃぇくっすけ, たけさぇすぇ, おけうすけ くっ しぇ しっ けこさっょっかうかう 
おぇおゃう しぇ, しぇ きぇかおけ くぇょ 800 000. 
‶け ょぇくくう くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, けす けおけかけ 30 きかさょ. かっゃぇ けす 

ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす 10% けすうゃぇす いぇ ういたさぇくゃぇくっすけ くぇ さけきうすっ. ]なとっ
ゃさっきっくくけ こっくしうけくっさうすっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ おけくしせきうさぇす けす しなとうは ぉのょあっす 
けす こけさはょなおぇ くぇ 7,5 きかさょ. かっゃぇ. 
„╃なさあぇゃぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ういぉっさっ: うかう ょぇ たさぇくう こっくしうけくっさうすっ, うかう ょぇ 

たさぇくう ちうゅぇくうすっ”, すぇおぇ おけきっくすうさぇ ょぇくくうすっ こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ くぇちうけ
くぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╁╋[¨ ╉けしすぇょうく ╉けしすぇょうくけゃ. ]ぇきけ こさっょう 
ぉさけっくう きっしっちう すけえ くぇこさぇゃう しこっちうぇかっく そうかき いぇ ょっきけゅさぇそしおけすけ しぇ
きけせぉうえしすゃけ くぇ くぇちうはすぇ くう.
]こけさっょ っおしこっさすうすっ けす 『╃‶, いぇさぇあょぇとうはす しっ こさけぉかっき くはきぇ おぇお ょぇ 

しっ さってう, ょけおぇすけ ょなさあぇゃぇすぇ くっ ゅけ こさういくぇっ. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ くぇ
こさっあっくうっすけ きっあょせ ぉなかゅぇさう う ちうゅぇくう ゃしっ こけゃっつっ とっ っしおぇかうさぇ う くっ っ 
ょぇかっつ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ とっ こさうょけぉうっ きぇとぇぉう くぇ ゅさぇあょぇくしおぇ ゃけえくぇ.

                                              〈┿

Майка и дъщеря

С приятели



6 29 юни 2012 г. ぎ¡ïäñëöÖÜとí£íÖ¿é¡ ó ëñÇóÜÖí

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

｠『《〉¨[╅

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

ぢÜ£Ñëíç

』¨〉ぇ【 〉╅ 》╊〉ゃ《 》╊〉╊╇ 
¨]ょ』【『¨『╅ [〉¨╈╅ 〉╅ 
[╅′╅〉]ぇぃ[¨ 》『¨っ【╊]

』╇╊【《╇〉╅ ′╇╊′╉╅ 
』¨ ｠╅『╊』╅ [¨【╅『╅ 《【 [╅′╅〉]ぇ[

『╊′】]【╅【〉╅ ╊[』》╊『【〉╅ 》《〈《ぅ

„╃ゃぇ おせそぇさぇ しこけきっくう“ ょけくっ-
しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけっすなす し おうすぇ-
さぇ, しすぇさ こさうはすっか くぇ おぇいぇくかな-
つぇくう, ぉぇさょなす ]かぇゃう ╂っけさゅうっゃ. 
¨すょぇゃくぇ くっういょぇゃぇか しゃけっ こけっ-
すうつくけ すゃけさつっしすゃけ, ]かぇゃう, ぉかう-
いなお こさうはすっか し かのぉうきうは ‶かぇ-
きっく ]すぇゃさっゃ, おけえすけ しう けすうょっ 
くぇしおけさけ, こさっょしすぇゃう くけゃぇすぇ 
しう しすうたけしぉうさおぇ うきっくくけ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ′ぇちうけくぇかくぇすぇ こさっ-
きうっさぇ くぇ ぇかぉせきぇ しなし しすうたけゃっ 
う ちゃっすくう うかのしすさぇちうう しっ しなし-
すけは ゃ ╊》╋ „』せょけきうさ“ ゃ こさう-
しなしすゃうっすけ くぇ きくけゅけ こさうはすっかう.                 
„‶さっょしすぇゃはき おくうゅぇすぇ しう こなさゃけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇとけすけ すけいう ゅさぇょ 
ゃうくぇゅう きっ っ さっしこっおすうさぇか し ょせ-
たけゃくけしすすぇ しう. ┿おけ すさなゅくっ けすすせお 
すけきつっすけ, とっ きせ ゃなさゃう ょけぉさっ...“, 
こけてっゅせゃぇ しっ すゃけさっちなす し こうしぇか-
おぇ う おうすぇさぇ. ]かぇゃう こさういくぇ, つっ 
ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ, けしゃっく きくけゅけ 
こさうはすっかう, うきぇ けしけぉっくぇ ょせたけゃ-
くぇ ぇすきけしそっさぇ. ╉ぇいぇくかなお っ ょぇか 
くぇ しゃっすぇ くぇえ-ょけぉさうすっ たせょけあ-
くうちう, 』せょけきうさ, しなゃさっきっくくう 
こけっすう う こうしぇすっかう おぇすけ ╅っくは 
╃うきけゃぇ, [せきっく ╃っくっゃ, ╁っしっ-

かうく ]すけはくけゃ. „┿おけ くはおけえ 
しう きうしかう, つっ すせお っ ょなか-
ぉけおぇ こさけゃうくちうは, しうかくけ 
しっ かなあっ. 〈せお っ しゃけっけぉ-
さぇいっく ちっくすなさ くぇ おせかすせさぇ 
う ょせた.“, しこけょっかう ]ゃっすけ-
しかぇゃ ╂っけさゅうっゃ. [っょぇおすけさ 
くぇ すけきつっすけ しなし しすうたけゃっ 
っ ╃うきうすなさ ╂ぇつっゃ - かっおぇさ 
う こけっす けす ‶かけゃょうゃ, しなとけ 
ょけぉさっ ょけてなか ゅけしす くぇ ゅさぇ-
ょぇ くう, くけしうすっか くぇ くぇゅさぇょう 
けす ′ぇちうけくぇかくうは おけくおせさし 
くぇ ゃっしすくうお „╇しおさぇ” – „╋ぇ-
ゅうはすぇ ╊のぉけゃ”. „]こけきっくうすっ 
しぇ うかのしすさぇちうは くぇ こぇきっす-
すぇ, いぇすけゃぇ くぇさっおけた しすうたけ-
しぉうさおぇすぇ しう „╃ゃぇ おせそぇさぇ 
しこけきっくう“, さぇいおさう ]かぇゃう 
こさっょ こせぉかうおぇすぇ けす こさう-
はすっかう う こけつうすぇすっかう くぇ 
こけっいうはすぇ, しさっょ おけうすけ – 
こけっすっしぇすぇ ╅っくは ╃うきけゃぇ, 
こうしぇすっかはす ╁っしっかうく ]すけは-
くけゃ, こけっすなす [せきっく ╃っくっゃ, 
っおうこなす くぇ „5 きうくせすう”, しっ-
きっえしすゃけすけ くぇ ぉういくっしきっ-
くぇ ‶っすなさ ‶けこけゃ, しっきっえ-
しすゃけすけ くぇ ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ.                             

╇いくっくぇょぇ いぇ ういおせ-
てっくうすっ けす こけっすう-
つっしおけすけ すゃけさつっしす-
ゃけ ぉっ こさうしなしすゃうっすけ 
くぇ うかのしすさぇすけさぇ くぇ 
おくうゅぇすぇ - ╁かぇょうきうさ 
‶っくっゃ. ]ゃけう おぇさすう-
くう いぇ たせょけあっしすゃっ-
くけすけ けそけさきかっくうっ くぇ 
おくうあおぇすぇ たせょけあくう-
おなす っ こさっょけしすぇゃうか 
くぇ ]かぇゃう しこっちうぇかくけ 
いぇ くけゃけすけ ういょぇくうっ. 
╃ゃぇきぇすぇ しぇ しすぇさう 
こさうはすっかう, ぇ けす ょさせ-
あっしおけすけ うき けぉとせゃぇ-
くっ しっ さぇあょぇ うょっはすぇ 
ゃ ぉなょっとっ ょぇ しないょぇ-
ょぇす 33 ぉさけは くぇ ぉうぉ-
かうけゅさぇそしおけ ういょぇ-
くうっ くぇ „╃ゃぇ おせそぇさぇ 
しなし しこけきっくう“, ゃしはおけ 
し こけ っょくぇ くぇさけつくぇ 
さうしせくおぇ けす ‶っくっゃ.                                                                                  
╇いはとくうおなす っ しうく くぇ 
こけっすぇ ‶っくぬけ ‶っくっゃ, 
いぇ こなさゃう こなす ゅけしすせ-
ゃぇ ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいう-
すっ. ┿さうしすけおさぇすうつくけ 
しょなさあぇく, し ょなかぉけ-
おけきうしかっくう う おさぇすおう 
そさぇいう, きぇえしすけさなす 
くぇ つっすおぇすぇ ういこけゃはょぇ 
ゃないたうとっくうっすけ しう けす 
╉ぇいぇくかなお こさっょ くぇて 
つけゃっお. 〈けえ っ つかっく くぇ 
]╀》 けすこさっょう 30 ゅけ-
ょうくう. ′っゅけゃう おぇさすう-
くう しぇ こさうすっあぇくうっ くぇ 
こけつすう ゃしうつおう くぇてう 
ゅぇかっさうう. ‶け-こけこせ-
かはさっく っ し すゃけさつっしす-
ゃけすけ しう ゃ つせあぉうくぇ. 
′ぇしかっょくうおなす くぇ くぇ-
さけつっくうは いぇ „こけっす し 
ゃぇすっくおぇすぇ“ おぇいゃぇ, つっ 
„たせょけあくうおなす くっ っ つけ-
ゃっお, おけえすけ きけあっ ょぇ 
さうしせゃぇ, ぇ おけえすけ くっ 
きけあっ ょぇ くっ さうしせゃぇ“.
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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╁すけさう こけ こけおぇいぇくう ょけぉさう さっ-
いせかすぇすう くぇ ういこうすうすっ こさっい きぇえ しぇ 
いぇゃなさてゃぇとうすっ すぇいう ゅけょうくぇ ]¨〉 
„╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう“. 〈ぇき ぇぉう-
すせさうっくすうすっ しぇ ょっきけくしすさうさぇかう 
しさっょっく せしこった こけ きぇすっきぇすうおぇ – 
3,95 こさう 4,68 きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う 
4,61 こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお こさう 4,83 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ.
╄すけ う こけおぇいぇくうはす しさっょっく せしこった 

くぇ いさっかけしすくうちうすっ ゃ けしすぇくぇかうすっ 
せつうかうとぇ こけ しなとうすっ こさっょきっすう: 
╋ぇすっきぇすうおぇ: 
‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせ-

さういなき - 3,56 こさっい すぇいう ゅけょうくぇ こさう 
3,45 いぇ 2011 ゅけょうくぇ.
‶╂ こけ すさぇくしこけさす う すさぇくしこけさすっく 

きっくうょあきなくす - 3,43 いぇ す.ゅ. こさう 
3,57 いぇ きうくぇかぇすぇ.
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ - 3,39 す.ゅ. 

こさう 3,32 - き.ゅ.
‶╂ „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ“ - 3,19 

す.ゅ. こさう 4,05 - き.ゅ.
╂うきくぇいうは „┿おぇょ. ‶っすおけ ]すぇえくけゃ“ 

- 2,77  いぇ す.ゅ. こさう 2,78 - いぇ き. ゅ.
] くぇえ-くうしおう さっいせかすぇすう こけ きぇ-

すっきぇすうおぇ しぇ いさっかけしすくうちうすっ けす 》╂ 
„]ゃ.しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“ - 2,76 
いぇ す. ゅ. こさう 3,72 いぇ き. ゅ.
 ╀なかゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ: 
]かっょ こなさゃっくしすゃけすけ, おけっすけ う すせお 

こけ しさっょっく せしこった ょなさあぇす せつっくうちう-
すっ けす ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ, しかっょ すはた 
ゃっょくぇゅぇ しっ くぇさっあょぇす ぇぉうすせさうっく-
すうすっ けす くぇえ-ゅけかはきはすけ けぉとうくしおけ 
せつうかうとっ - ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき 
‶なさゃう“ - きくけゅけ ょけぉなさ 4,61 いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ こさう 4,83 いぇ きうくぇかぇすぇ.
‶けくうあっくう しぇ さっいせかすぇすう う ゃ 》╂ 

„]ゃ. しゃ. ╉うさうか う ╋っすけょうえ“ こけ けす-
くけてっくうっ くぇ しさっょくうは さっいせかすぇす けす 
きぇすせさぇすぇ こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお こさっい 
すぇいう ゅけょうくぇ, ゃ しさぇゃくっくうっ し こさっ-
ょたけょくぇすぇ - 4,42 いぇ すぇいう ゅけょうくぇ, 
こさう きくけゅけ ょけぉなさ 4,88 いぇ きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ.
] こけょけぉくぇ すっくょっくちうは おなき こけ-

かけて さっいせかすぇす くぇ きぇすせさうすっ こけ 
ぉなかゅぇさしおう う かうすっさぇすせさぇ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ, ゃ しさぇゃくっくうっ し こさっょうてくぇ-
すぇ, しぇ せつっくうちうすっ う けす ╂うきくぇいうはすぇ 
こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせさういなき, 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは, ╂うき-
くぇいうはすぇ こけ すさぇくしこけさす, ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ“, ╂うきくぇいうは „┿おぇょ. ‶っ-
すおけ ]すぇえくけゃ“ う ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ 

ゅうきくぇいうは こけ しすさけうすっかしすゃけ.
╃けぉなさ 3.96 っ しさっょくうはす せしこった ゃ 

けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ けす こさけゃっょっ-
くうすっ ょなさあぇゃくう いさっかけしすくう ういこうすう. 
¨すかうつくうすっ けちっくおう しぇ 750, ぇ ょゃけえ-
おうすっ くぇこけかけゃうくぇ こけ-きぇかおけ - 372. 
‶さっけぉかぇょぇゃぇとぇすぇ けちっくおぇ くぇ きぇ-
すせさうすっ っ ょけぉなさ 4.
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ せしこったなす っ ぉうか 

4,30. ¨すかうつくうすっ ぉっかっあおう しぇ ぉうかう 
こけゃっつっ - 1190, ぇ しかぇぉうすっ -387.
]こさぇゃおぇすぇ いぇ けぉかぇしすすぇ けす [っゅう-

けくぇかくうは うくしこっおすけさぇす こけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ しけつう, つっ 
くぇえ-ょけぉなさ っ さっいせかすぇすなす けす きぇすせ-
さぇすぇ こけ させしおう っいうお - 5.26. ┿ くぇえ-
くうしなお, すけいう こけ ゅっけゅさぇそうは う うおけ-
くけきうおぇ - 3.67. ′ぇ そけくぇ くぇ すっいう 
さっいせかすぇすう しかっょゃぇす こけせおうすっ いぇ 
ょうさっおすけさう くぇ せつうかうとぇ, こさっこけょぇ-
ゃぇすっかう, っおしこっさすう こけ しなけすゃっすくうすっ 
こさっょきっすう. ‶けせおう う ういゃけょう, おけうすけ 
けすょぇゃくぇ, こさう すけゃぇ う くぇゅけすけゃけ, しけ-
ちうけかけいう う ういしかっょけゃぇすっかう くぇ こさけ-
ちっしうすっ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ そけさきせかうさぇたぇ: せつっくうちうすっ くう 
しぇ かけてけ けぉさぇいけゃぇくう, せつっぉくうちうすっ 
- すさけきぇゃう, せつっぉくうはす こさけちっし - おかう-
てうさぇく う けすおぇいゃぇと せつっくうちうすっ けす 
しぇきけしすけはすっかくけ きうしかっくっ, せつっぉくうすっ 
つぇしけゃっ - しおせつくう, こさっこけょぇゃぇすっかう-
すっ くう - し こけ-かけてぇ こさけそっしうけくぇか-
くぇ おゃぇかうそうおぇちうは う つっしすけ ゃ こかっく 
くぇ させすうくぇすぇ, おけっすけ こなお いぇすゃぇさは 
けきぇゅぬけしぇくうは おさなゅ. ╁ ょけぉぇゃおぇ くぇ 
しかけあくうすっ こさけちっしう ゃ けぉとっしすゃけすけ, 
さぇいこぇょぇとけすけ しっ しっきっえしすゃけ う ょっ-
すさけくうさぇくっすけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ 
おぇすけ ちっくくけしす, ゃしうつおけ しう うょゃぇ くぇ 
きはしすけすけ う こけおぇいぇくうすっ さっいせかすぇすう 
しぇ かけゅうつくう. ¨すすせお しぇ う かけゅうつくう 
しかっょゃぇとうすっ こさけちっしう - くぇ すさせょけ-
ゃうは こぇいぇさ う こさけぉかっきうすっ し こさけそっ-
しうけくぇかくぇすぇ さっぇかういぇちうは くぇ きかぇ-
ょうすっ たけさぇ.  
′ぇ そうくぇかぇ くぇ すぇいう せつっぉくぇ ゅけょう-

くぇ う こさっょ こさぇゅぇ くぇ しかっょゃぇとぇすぇ, 
し こけさっょくうは けこうす いぇ こさうかぇゅぇくっ くぇ 
くけゃ ╆ぇおけく いぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, さっ-
いせかすぇすうすっ けす すぇいゅけょうてくうすっ ょなさ-
あぇゃくう いさっかけしすくう ういこうすう しぇ すゃなさ-
ょっ おさぇしくけさっつっゃう いぇ くけゃう しきっかう 
けこうすう う っおしこっさうきっくすう ゃ しそっさぇ-
すぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くぇ きかぇょうすっ 
ぉなかゅぇさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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5 139 ょせてう しぇ こけつう-
くぇかう ゃ けぉかぇしすすぇ こさっい うい-
きうくぇかぇすぇ 2011 ゅけょうくぇ, 
けぉけぉとぇゃぇす けす 〈っさうすけさうぇか-
くけすけ しすぇすうしすうつっしおけ ぉのさけ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶け-ゃうしけおぇ っ 
しきなさすくけしすすぇ こさう きなあっすっ  - 
2 659, しこさはきけ 2 480 こけつう-
くぇかう あっくう.
¨しくけゃくぇ こさうつうくぇ いぇ 

しきなさすすぇ しぇ いょさぇゃけしかけゃくう 
こさけぉかっきう, けす おけうすけ ゃ けぉ-
かぇしすすぇ しぇ こけつうくぇかう 4 959 
ょせてう - 2 516 きなあっ う 2 443 
あっくう. ¨しすぇくぇかうすっ 180 しぇ 
こけつうくぇかう けす すさぇゃきう う けす-
さぇゃはくうは, おぇすけ ぉさけはす くぇ 

きなあっすっ っ こけつすう 4 こなすう こけ-ゅけかはき けす すけいう くぇ あっくうすっ. ′ぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ 
いぇぉけかはゃぇくうは, おぇおすけ こさう きなあっすっ, すぇおぇ う こさう あっくうすっ, しぇ しなさょっつくけ-しなょけゃうすっ 
ぉけかっしすう. ‶さう 72,5% けす ゃしうつおう こけつうくぇかう けす いぇぉけかはゃぇくうは, おぇすけ こさうつうくぇ しっ 
こけしけつゃぇす  ぉけかっしすう くぇ けさゅぇくうすっ くぇ おさなゃけけぉさぇとっくうっすけ.
]なさょっつくけ-しなょけゃうすっ こさけぉかっきう しぇ ぉうかう そぇすぇかくう いぇ こけゃっつっ あっくう ゃ さっゅうけくぇ. 

¨す すっいう ぉけかっしすう しぇ こけつうくぇかう 1 769 きなあっ う 1 862 あっくう こさっい 2011 ゅけょうくぇ. 
]さっょ きなあっすっ 1,1% しぇ くぇ ゃないさぇしす ょけ 39 ゅけょうくう, 12% しぇ けす 40 ょけ 59 ゅけょうくう, 
18,9% けす 60 ょけ 69 ゅけょうくう う 68% しぇ くぇ くぇょ 70-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. ‶さう あっくうすっ 
さはいおけ しっ せゃっかうつぇゃぇ ぉさけはす くぇ こけつうくぇかうすっ けす 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 
しかっょ 75-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす /79 % けす こけつうくぇかうすっ こけ すぇいう こさうつうくぇ しぇ あっくう/.
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ おぇすけ こさうつうくぇ いぇ しきなさす けす いぇぉけかはゃぇくうは しさっょ くぇしっかっくうっすけ しぇ 

くけゃけけぉさぇいせゃぇくうはすぇ. ′ぇ すはた しっ ょなかあぇす 15% けす ゃしうつおう かっすぇかくう しかせつぇう ゃ けぉ-
かぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ しぇ こけつうくぇかう 746 ょせてう - 420 きなあっ う 326 
あっくう. ╆ぇぉっかはいゃぇ しっ こけくうあぇゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすけゃぇすぇ ゅさぇくうちぇ けす 40 ゅけょうくう こさっい 
2010 ゅ., くぇ 35 ゅけょうくう しぇ つっしすう しかせつぇう くぇ すっいう いぇぉけかはゃぇくうは.
╀けかっしすうすっ くぇ ょうたぇすっかくぇすぇ しうしすっきぇ しぇ こさうつうくぇ いぇ しきなさすすぇ くぇ 4% けす いぇぉけかは-

かけすけ くぇしっかっくうっ ゃ けぉかぇしすすぇ. ¨す けぉとけ 204 ょせてう こけつうくぇかう けす すけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ 
- 129 しぇ きなあっ う 75 しぇ あっくう.

‶さけっおす くぇ しすけえくけしす 126 たうかはょう ょけ-
かぇさぇ しこっつっかう そけくょぇちうは „]うえょなさ” 

いぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さけっおすなす っ くぇ  ┿きっさうおぇく-
しおけすけ こけしけかしすゃけ ゃ ╀なかゅぇさうは う とっ けしう-
ゅせさう くぇ こさぇおすうおぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╃くっ-
ゃっく ちっくすなさ いぇ きかぇょっあう し せゃさっあょぇくうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╁ くけゃうは ちっくすなさ 15 きかぇょっあう 
くぇょ 18-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす とっ きけゅぇす ょぇ 
せしゃけはゃぇす さぇいかうつくう ぉうすけゃう せきっくうは いぇ  
しぇきけしすけはすっかくけ しこさぇゃはくっ し あうゃけすぇ おぇすけ 
ゅけすゃっくっ, ゅかぇょっくっ う ょさせゅう. ‶なさゃうすっ „おけ-
かっあぇくう” ゃ くっゅけ とっ しぇ 4-きぇ きかぇょっあう, ょけしっゅぇ けぉせつぇゃぇくう ゃ ╃くっゃくうは ちっく-
すなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは, おけうすけ くぇゃなさてゃぇす こなかくけかっすうっ.
]なし しさっょしすゃぇすぇ, けしうゅせさっくう けす ┿きっさうおぇくしおけすけ こけしけかしすゃけ, とっ しっ  ういゃなさ-

てう ちはかけしすっく さっきけくす くぇ こさういっきくうは っすぇあ くぇ しゅさぇょぇすぇ, ゃ おけはすけ しっゅぇ しっ こけ-
きっとぇゃぇ ╃くっゃくうはす ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは, おなょっすけ ょぇ しっ くぇしすぇくはす 
きかぇょっあうすっ. 】っ ぉなょぇす いぇおせこっくう すっさぇこっゃすうつくう せさっょう う とっ ぉなょっ さっきけく-
すうさぇく こけおさうゃなす. 

′ぇょ こけかけゃうく きうかうけく かっゃぇ けすこせし-
くぇ けす ぉのょあっすぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ 

いぇ  ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ゃけえくうておう こぇ-
きっすくうちう こけ こけゃけょ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ けす 
╀ぇかおぇくしおうすっ ゃけえくう. ╆ぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ しせきぇすぇ っ 34 585 かっゃぇ. ] すっいう 
こぇさう ゃ けぉかぇしすすぇ とっ しっ さっきけくすうさぇす: 
こぇきっすくうお  ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こぇきっすくうちう-
すっ くぇ いぇゅうくぇかうすっ いぇ さけょうくぇすぇ ゃ しっかぇ-
すぇ 》さうしすうはくけゃけ, 》さうとっくう, ╉けこさうくおぇ, 
¨ゃけとくうお, ╄かたけゃけ, 〈せかけゃけ う ゃ ゅさぇょけ-
ゃっすっ [ぇょくっゃけ う ╋なゅかうあ, う とっ ぉなょっ 
こさっきっしすっく こぇきっすくうおなす-つってきぇ くぇ いぇゅう-
くぇかうすっ ゃなゃ ゃけえくうすっ 1912-1913 ゅ. ゃ し. 
╃けかくけ ]ぇたさぇくっ, けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは. 

]ゃっすけゃくけ ういゃっしすくうはす おう
すぇさうしす う おけきこけいうすけさ 

╈けたぇくっし ╋ぬけかっさ しう ういぉさぇ いぇ 
しゃけうすっ おけくちっさすう ぇおせしすうつ
くぇ きぇしうゃくぇ おうすぇさぇ SOLEA, 
こさけういゃっょっくぇ ゃなゃ そぇぉさうおぇ 
“╉さっきけくぇ – ╀なかゅぇさうは “ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, つうえすけ ういこなかくう
すっかっく ょうさっおすけさ ╄かっくぇ ╂ぇ
きけゃぇ っ つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
【ゃっょしおぇすぇ いゃっいょぇ ゅけしすせ

ゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ こけおぇくぇ 
くぇ  おぇいぇくかなておぇすぇ おうすぇさくぇ 
ておけかぇ くぇ ]すっそぇく 》さうしすけゃ 
しなゃきっしすくけ し こさっょこさうはすうっすけ, 
さなおけゃけょっくけ けす ╄かっくぇ ╂ぇきけ
ゃぇ. 
╁ さぇきおうすっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ 

ゅさぇょぇ, ╈けたぇくっし ╋ぬけかっさ こけ
しっすう おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ しすさせくくう 
う とさぇえたけゃう うくしすさせきっくすう う 
かうつくけ しう たぇさっしぇ おうすぇさぇすぇ 
SOLEA. 
╆ぇ くぇし ぉっ ゅけかはきぇ ういくっくぇ

ょぇ, つっ すけえ ういこなかくう ゃしうつおう 
こうっしう けす しゃけは おけくちっさす し 
くぇてぇすぇ おうすぇさぇ, しこけょっかう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ╄かっくぇ 
╂ぇきけゃぇ, けつぇさけゃぇくぇ けす あっしすぇ 
くぇ てゃっょしおうは ゃうさすせけい.  
‶け ゃさっきっ くぇ おけくちっさすぇ きせ ゃ 

いぇかぇすぇ くぇ きせいっえ-ゅぇかっさうはすぇ 
ういこなかくっくうはすぇ きせ しなぉさぇたぇ 
くぇょ 200 こけつうすぇすっかう くぇ おう
すぇさくけすけ ういおせしすゃけ.  
╇いぉけさなす くぇ てゃっょしおうは おう

すぇさうしす う おけきこけいうすけさ っ しぇきけ 
こけさっょくけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ, つっ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ おぇいぇく
かなておうすっ そうさきう っ ゃうしけおけ 
ちっくっくけ ゃ しゃっすぇ, つっ っ おけくおせ

さっくすくけしこけしけぉくけ う きけあっ ょぇ 
くけしう しかぇゃぇ う こぇさう, おぇおすけ いぇ 
こさけういゃけょうすっかうすっ, すぇおぇ う いぇ 
すったくうすっ おかうっくすう. 
]ぇきけ こさっょう こけ-きぇかおけ けす 

ょゃぇ きっしっちぇ ょさせゅ ょぇさうすっか
しおう あっしす くぇ ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ 
しなとけ ょけぉう しゃっすけゃくぇ しかぇゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ すぇいゅけょうてくう
すっ 』せょけきうさけゃう こさぇいくうちう し 
ちうゅせかおぇ けす “╉さっきけくぇ-╀なかゅぇ
さうは” しう すさなゅくぇ しゃっすけゃくけ うい
ゃっしすくぇすぇ ちうゅせかぇさおぇ [ぇかうちぇ 
』せおけゃぇ. 
‶せぉかうつくけすけ こさういくぇくうっ う 

しゃっすけゃくぇすぇ かっゅうすうきぇちうは 
くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ “╉さっきけ
くぇ – ╀なかゅぇさうは” ゃ かうちっすけ くぇ 
╈けたぇくっし ╋ぬけかっさ うょゃぇ しぇきけ  
ぉさけっくう ょくう こさっょう こけさっょくうは 
せしこった いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ そぇ
ぉさうおぇ, さなおけゃけょっくぇ けす ╄かっくぇ 
╂ぇきけゃぇ: そうさきぇすぇ っ っょくけ けす 
ょゃっすっ こさっょこさうはすうは ゃ ╉ぇいぇく
かなお, しこっつっかうかう っゃさけこっえしおう 
こさけっおす いぇ ぉっいけこぇしくう せしかけ
ゃうは くぇ すさせょ. ]すけえくけしすすぇ くぇ 
こさけっおすぇ っ 190 たうかはょう かっゃぇ, 
おけうすけ とっ しっ ういこけかいゃぇす いぇ 
しないょぇゃぇくっ くぇ ぉっいけこぇしくう せし
かけゃうは くぇ さぇぉけすぇ いぇ こっさしけくぇ
かぇ くぇ “╉さっきけくぇ- ╀なかゅぇさうは”, 
おぇおすけ う いぇ こけょけぉさはゃぇくっ くぇ 
しっゅぇ しなとっしすゃせゃぇとうすっ.  
‶け ゃさっきっ くぇ おさぇすおうは しう 

こさっしすけえ ゃ ╉ぇいぇくかなお てゃっょ
しおうはす ゃうさせすけい ういぉさぇ ょぇ けす
しっょくっ ゃ たけすっか “[けいぇ”, つうえすけ  
しすけこぇくうく っ しなとけ つかっく くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお  - ‶っすなさ ╁っおけゃ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃, ゃ かうちっすけ くぇ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ - ょう-
さっおすけさ こけ うおけくけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ - ゅかぇゃっく しつっすけ-
ゃけょうすっか, う ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃなゃ そうさきぇすぇ, 
ぉはたぇ しさっょ こけつっすくうすっ ゅけしすう くぇ すなさあっしすゃけすけ, こけしゃっすっくけ くぇ 10-すぇ ゅけ-
ょうてくうくぇ くぇ ╆┿╃ “╁うおすけさうは” う くっゅけゃうは おかけく ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╊うつくけ さなおけゃけょうすっかはす くぇ おぇいぇくかなておうは そさけくす けそうし ‶ぇゃかうくぇ ╃っかつっ-

ゃぇ, ゃ ういおかのつうすっかくけ しすうかっく すけぇかっす, こけしさっとぇてっ う こさうゃっすしすゃぇ ゅけしすうすっ 
- こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ そうさきうすっ-こぇさすくぬけさう う おかうっくすう くぇ おけきこぇくうはすぇ, 
せゃぇあうかう のぉうかっは. 
╉さぇしうゃぇ う しすうかくぇ すけさすぇ, こけょぇさなちう いぇ こさうしなしすゃぇとうすっ う おけおすっえか し 

くぇしすさけっくうっ ぉっかはいぇたぇ こさぇいくうおぇ くぇ きっしすくうは けそうし. ¨しゃっく “┿さしっくぇか” 
┿╃, おけえすけ っ っょうく けす ゅけかっきうすっ おかうっくすう う こぇさすくぬけさう くぇ おけきこぇくうはすぇ, 
くっえくう こぇさすくぬけさう しぇ え 〈╄『-2, 〈╄『 “╋ぇさうちぇ ╇いすけお”, “′ぇそすっおし ‶っすさけか”, 
“╂ぇぉさけゃくうちぇ” ┿╃, ╉けさこけさぇすうゃくぇ ぉぇくおぇ, “《ぇえっさ ╇くあっくっさうくゅ” う ょさせ-
ゅう. 〈なさあっしすゃけすけ せゃぇあう う おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
¨とっ いぇ こさぇいくっくしすゃけすけ う うくすっさゃの し ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ 

おけきこぇくうはすぇ う こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ ╆┿╃ “╁うおすけさうは” ╃ぇくつけ ╃ぇくつっゃ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

] さってぇゃぇとぇすぇ こけきけと う こけょおさっこぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ ゃないきけあくけ う しっ  さっ

ぇかういうさぇ こけさっょくけすけ こけぉっょくけ ぉはゅぇくっ くぇ おぇいぇくかなておうは 
せかすさぇきぇさぇすけくっち [ぇょう ╋うかっゃ. 
〈け しっ しなしすけは ゃ くぇつぇかけすけ くぇ のくう ゃなゃ 《さぇくちうは. ╁ 

72-つぇしけゃけすけ ぉはゅぇくっ ╋うかっゃ しすぇくぇ こけぉっょうすっか し こけしすう
あっくうっ: 350 おうかけきっすさぇ, こさけぉはゅぇくけ いぇ 3 ょっくけくけとうは 
こさう ういおかのつうすっかくけ ゅけさっとけ ゃさっきっ う すさぇしっ  けす 70% おぇ

きなくう う こさぇた. 
〉かすさぇきぇさぇすけくなす しっ こさけゃっあょぇ いぇ 7-きう 

こなす ゃなゃ 《さぇくちうは, ぇ [ぇょう ╋うかっゃ っ こなさ
ゃうはす う っょうくしすゃっく ぉなかゅぇさうく, せつぇしすゃぇと 
ゃ くっゅけ. 
] こけさっょくけすけ しう ぉはゅぇくっ  すけえ こけしすぇゃう 

う ょさせゅ さっおけさょ - いぇ くぇえ-ゃないさぇしすっく こけ
ぉっょうすっか いぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ ゃ せかすさぇきぇ
さぇすけくぇ. ′ぇょたゃなさかうかうはす 60-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす おぇいぇくかなておう ぉっゅぇつ  し こけしすうあっ
くうっすけ う せつぇしすうはすぇ しう さっぇかくけ きけあっ ょぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ  いぇ ╉くうゅぇすぇ くぇ さっおけさょう
すっ ╂うくっし.  
‶けしすうあっくうっすけ くぇ ╋うかっゃ っ ぇこかけょう

さぇくけ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ くぇょこさっゃぇさぇすぇ, 
おけうすけ うしおさっくけ しぇ  こさうゃっすしすゃぇかう こけ
しすうあっくうっすけ, しすうかぇ う かっおけすぇすぇ きせ くぇ 
ぉはゅぇくっ. 
╆ぇ せつぇしすうっすけ ゃなゃ 《さぇくちうは う そうくぇく

しけゃけすけ きせ けしうゅせさはゃぇくっ [ぇょう ╋うかっゃ くぇ
こうしぇ こうしきけ ょけ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお けとっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけょおさっこぇすぇ けす 1000 
かっゃぇ う ゃくっしっくけすけ こさっょかけあっくうっ ゃ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす いぇ けとっ すけかおけゃぇ, ╋うかっゃ 
けしなとっしすゃう せつぇしすうっすけ しう ゃ せかすさぇきぇさぇ
すけくぇ. 
〈けゃぇ っ こけさっょくうはす ょぇさうすっかしおう あっしす 

くぇ ╄おしこっさすうすっ いぇ [ぇょう ╋うかっゃ, おけえすけ う 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけかせつう しさっょしすゃぇ けす 
すはた いぇ せつぇしすうは ゃ さぇいかうつくう しなしすっいぇくうは. 
]かっょ いぇゃさなとぇくっすけ しう けす 《さぇくちうは  

[ぇょう ╋うかっゃ ゃなさくぇ あっしすぇ くぇ ╄おしこっさすう
すっ しなし  しうきこぇすうつくう こけょぇさなちう:  ゃしっおう 
けす ゅさせこぇすぇ こけかせつう きぇかおう きっかくうつおう し 
すぇぉっかおぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお - ゃ 
いくぇお くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ ょけゃっさうっすけ う 
こけょおさっこぇすぇ う こけゃっつっ けす こけかいけすゃけさくけ
すけ しなすさせょくうつっしすゃけ. 

                              ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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35 えそおけせけ そて つすひちててあ せあ うかしけさけみ さあくあせしひねあせけせ

╉ぇいぇくかなお う きせいうおぇかくうはす しゃはす くぇ ╀なかゅぇさうは しっ 
こさけとぇゃぇす し ゅけかっきうは おけきこけいすけさ くぇ 25 のくう 

1977 ゅ. 〈けえ けしすぇゃは しかっょ しっぉっ しう ゃくせてうすっかくけ しうき-
そけくうつくけ う すっけさっすうつくけ すゃけさつっしすゃけ, けゅさけきっく ぉさけえ 
たけさけゃう こっしくう う ぉぇかぇょう, し おけっすけ しすぇゃぇ けしくけゃけこけ-
かけあくうお くぇ くけゃ ょはか ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ きせいうおぇ.
╁ ういゃっしすくうは ゃ ちはかぇすぇ ‶けょぉぇかおぇくしおぇ ょけかうくぇ 

さけょ ]すぇえくけゃう くはきぇかけ ういはゃっくう きせいうおぇくすう, くけ 
きぇえおぇすぇ くぇ おけきこけいうすけさぇ うきぇかぇ たせぉぇゃ ゅかぇし う こっ-
っかぇ くぇゃしはおなょっ. ╁ ょはょけゃうは つうそかうお ゃ し. ¨ゃけと-
くうお, おなょっすけ こさっおぇさぇか ゅけかはきぇ つぇしす けす ょっすしすゃけすけ 
しう, ぉなょっとうはす おけきこけいうすけさ しかせてぇか たせぉぇゃうすっ くぇ-
さけょくう こっしくう, こさっゃなさくぇかう しっ こけ-おなしくけ ゃ くっゅけゃけ 
ゃょなたくけゃっくうっ. ╀ぇとぇ きせ, ╂させの, くぇ きかぇょうくう – つう-
さぇお-ゅぇえすぇくょあうは, ぇ こけ-おなしくけ – しなこさうすっあぇすっか くぇ 
そぇぉさうおぇ いぇ こさっあょう, うきぇか てうさけおう おせかすせさくう うく-
すっさっしう, くけ おぇすけ つけゃっお ぉうか いぇすゃけさっく. ╁ すけゃぇ けす-
くけてっくうっ ‶っすおけ ]すぇえくけゃ, くぇえ-ゅけかっきうはす けす 4-すっ 
ょっちぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ, くっ こさうかうつぇか くぇ くっゅけ. ¨し-
ゃっく, つっ ぉうか しくぇあっく, し さぇゃくぇ う ぉけょさぇ こけたけょおぇ, 

すけえ うきぇか こさうゃっすかうゃけ かうちっ, ぉうか 
うくすっさっしっく しなぉっしっょくうお う きくけゅけ 
けぉとうすっかっく.
‶っすおけ ╂させっゃ ]すぇえくけゃ っ さけょっく 

くぇ 01.12.1896 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ 
6-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす くぇさぇくはゃぇ し 
くけあつっ ょはしくけすけ しう けおけ. ‶け-おなし-
くけ いぇぉけかはゃぇ う ょさせゅけすけ きせ けおけ う 
くぇ 11-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす くぇこなかくけ 
ういゅせぉゃぇ いさっくうっすけ しう. ‶けしすなこゃぇ 
ゃ ╇くしすうすせすぇ いぇ しかっこう ゃ ]けそうは, 
おなょっすけ いぇこけつゃぇす う こなさゃうすっ きせ 
いぇくうきぇくうは こけ きせいうおぇ – そかっえすぇ, 
ちうゅせかおぇ, こうぇくけ. ┿くょさっえ ]すけ-
はくけゃ くぇしけつゃぇ ゃくうきぇくうっすけ きせ 
おなき すゃけさつっしすゃけすけ くぇ いぇこぇょくうすっ 
おかぇしうちう う さけきぇくすうちう. ¨しけぉっくけ 
きくけゅけ ゅけ せゃかうつぇ きせいうおぇすぇ くぇ 
╋けちぇさす. ╁ ╇くしすうすせすぇ いぇ しかっこう 
]すぇえくけゃ けすかうつくけ せしゃけはゃぇ こさう-
かけあくうすっ ょうしちうこかうくう おけてくうつぇさ-
しすゃけ う つっすおぇさしすゃけ, こっっ ゃ せつっ-
くうつっしおう たけさ, しゃうさう ゃ けさおっしすなさ, 
くぇせつぇゃぇえおう ちっかうは さっこっさすけぇさ 
くぇういせしす. ╇きぇか きくけゅけ しうかくぇ きせ-
いうおぇかくぇ こぇきっす, けとっ けす きぇかなお  けす 
っょくけ-ょゃっ こさけしかせてゃぇくうは いぇこけき-
くはか すさせょくう きせいうおぇかくう すゃけさぉう. 
]うかくけ ゃかっつっくうっ うきぇか う おなき たせ-
ょけあっしすゃっくぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. ′っゅけ-
ゃう かのぉうきう こけっすう う こうしぇすっかう しぇ 
╉ぇさぇゃっかけゃ, ╁ぇいけゃ, ╁かぇえおけゃ, ぅゃけ-
さけゃ, ]かぇゃっえおけゃ, 〈さぇはくけゃ, ╃っぉっ-
かはくけゃ, 〈けかしすけえ う ╃けしすけっゃしおう.
╆ぇゃさなとぇえおう しっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

こさっい 1915 ゅ., ‶っすおけ ]すぇえくけゃ 
いぇしすぇゃぇ くぇつっかけ くぇ きせいうおぇかくぇ-
すぇ しぇきけょっえくけしす. 〈けえ っ ょうさうゅっくす 
くぇ しきっしっくうは たけさ, こっっ ゃ ちなさおゃぇ, 
おけくちっさすうさぇ おぇすけ こうぇくうしす. ′ぇ 
18-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす  ゃっつっ うきぇ 
しけぉしすゃっくけ こうぇくけ う せしうかっくけ しっ 
いぇくうきぇゃぇ し たぇさきけくうは. 24-ゅけ-
ょうてっく, いぇきうくぇゃぇ いぇ ╂っさきぇくうは 
– せつう ゃ  つぇしすっく きせいうおぇかっく かう-
ちっえ ゃ ╀さぇせくてゃぇえゅ う いぇゃなさてゃぇ 
╃さっいょっくしおぇすぇ おけくしっさゃぇすけさうは し 
ょゃっ しこっちうぇかくけしすう: おけきこけいうちうは 
う こうぇくけ. 
‶さっい 1922 ゅ. ゃなゃ ╁うっくぇ しっ あっくう 

いぇ しなゅさぇあょぇくおぇすぇ しう ]すっそぇくおぇ 
╋ぇくょぇょあうっゃぇ, くっゅけゃぇ こけいくぇすぇ 

けす ょっすうくしすゃけ. ╇きぇす ょゃぇきぇ しうくぇ – 
╂さうゅけさ う ]すっそぇく. ]うかくぇ かのぉけゃ 
う くぇえ-しゃっすかう つせゃしすゃぇ くぇ こさう-
いくぇすっかくけしす ういこうすゃぇか おけきこけいう-
すけさなす おなき しなこさせゅぇすぇ しう. ╆ぇさぇょう 
くっゅけ すは しっ くぇせつうかぇ ょぇ しゃうさう くぇ 
こうぇくけ, いぇさぇょう くっゅけ せつうかぇ っょくぇ 
ゅけょうくぇ ゃ ╃さっいょっく ゃ おけくしっさゃぇ-
すけさうはすぇ. 』さっい くっえくうすっ こさっょぇくう 
けつう すけえ ゃうあょぇか しゃっすぇ う つっすはか 
きくけゅけ...
]っきっえしすゃけすけ あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

ょけ 1927 ゅ. 〈せお ‶っすおけ ]すぇえくけゃ 
しないょぇゃぇ こっゃつっしおけ ょさせあっしすゃけ う 
ょけさぇいゃうゃぇ けさおっしすなさぇ. ‶さっい しな-
とぇすぇ ゅけょうくぇ しっ こさっきっしすゃぇ ゃ ]け-
そうは. ]すぇゃぇ かっおすけさ ゃ ╇くしすうすせすぇ 
いぇ しかっこう せつっくうちう, こけょ くっゅけゃけ 
さなおけゃけょしすゃけ ういさぇしすゃぇす きくけあっ-
しすゃけ すぇかぇくすかうゃう きせいうおぇくすう.   
╅ぇくさけゃっすっ, ゃ おけうすけ こさっょうきくけ 

すゃけさう おけきこけいうすけさなす, しぇ しうきそけ-
くうつくうはす う たけさけゃうはす. 〈けえ しない-

ょぇゃぇ いくぇきっくうすうすっ しのうすう „〈さぇ-
おうえしおう すぇくちう” う „‶さうおぇいおぇ”, 
しうきそけくうつくうすっ こけっきう „╊っゅっくょぇ” 
う 〈さぇおうは” う ょさ. ′っゅけゃうすっ “〈ぇえ-
くぇすぇ くぇ ]すさせきぇ”, “〉さゃうつ”, “╉け-
くくうちう”, “]すけ う ょゃぇょっしっす ょせてう”, 

“╋けきうくぇ あぇかぉぇ” – しぇ しさっょ おかぇ-
しうつっしおうすっ たけさけゃう すゃけさぉう せ くぇし. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ しないょぇゃぇ しけぉしす-
ゃっく しすうか - ゃ くぇさけょくけしすっく ょせた. 
‶さっおさぇしくうすっ きせ こっしくう “╄かぇ しっ 
ゃうっ, こさっゃうゃぇ”, “╇いゅさっはかけ はしくけ 
しかなくちっ”, “╀さっ, ╇ゃぇくっ”, “╃っ ぉさっ, 
╃うきけ” しぇ くっういきっくくぇ つぇしす けす さっ-
こっさすけぇさぇ くぇ ゃしっおう ぉなかゅぇさしおう 
たけさ.
╆ぇ けゅさけきくぇすぇ しう おけきこけいうすけさしおぇ 

ょっえくけしす ‶っすおけ ]すぇえくけゃ っ ういぉさぇく 
こさっい 1941 ゅ. いぇ さっょけゃっく つかっく くぇ 
╀┿′. ‶さっょしっょぇすっか っ くぇ ]なのいぇ くぇ 
くぇさけょくうすっ たけさけゃっ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
くぇ しすけかうつくうは たけさ “[けょくぇ こっしっく” 
う くぇ ╃させあっしすゃけすけ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうすっ おけきこけいうすけさう. ‶け-おなしくけ っ 
ょうさっおすけさ くぇ ′ぇさけょくぇすぇ けこっさぇ, 
しなゃっすくうお ゃ ╉けきうすっすぇ いぇ おせかすせさぇ 
う ういおせしすゃけ, ぇおぇょっきうお う くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか, くっういきっくっく つかっく 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ]なのいぇ くぇ 

ぉなかゅぇさしおうすっ おけきこけいうすけさう, しない-
ょぇすっか う さなおけゃけょうすっか くぇ ╇くしすう-
すせすぇ こけ きせいうおけいくぇくうっ こさう ╀┿′. 
′けしうすっか っ くぇ きくけあっしすゃけ いゃぇくうは, 
けすかうつうは う ょなさあぇゃくう くぇゅさぇょう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

- ╂-く ╋うくつっゃ, こさう ╁ぇし, おぇお
すけ こさう きくけゅけ せしこっかう おぇいぇく
かなつぇくう, くぇつぇかけすけ しっ けおぇいゃぇ 
さぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉けえ 
╁う くぇしけつう いぇ さぇぉけすぇ すぇき, 
いぇとけ ういぉさぇたすっ „┿さしっくぇか”?
- ╁ „┿さしっくぇか” くっ こけこぇょくぇた 

ちっかっくぇしけつっくけ. ╁ ゅけょうくうすっ, おけ
ゅぇすけ しかっょゃぇたきっ, しっ こさぇゃってっ 
ちっくすさぇかくけ さぇいこさっょっかっくうっ いぇ 
しすさぇくぇすぇ, しこけさっょ しこっちうぇかくけしす
すぇ くぇ いぇゃなさてゃぇとうすっ うくあっくっ
さう. 〈け くっ ぉってっ ぇぉしけかのすくけ いぇ
ょなかあうすっかくけ, ぇ しっ こさぇゃってっ う 
いぇ ょぇ くう しっ こさっょかけあう ゃっょくぇゅぇ 
さぇぉけすぇ, う いぇ ょぇ しっ けしうゅせさはす くっ
けぉたけょうきうすっ おぇょさう ゃ けすょっかくう
すっ さぇえけくう. [ぇいこさっょっかうたぇ きっ ゃ 
„╄かっおすさけしくぇぉょはゃぇくっ” - ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, すなえ おぇすけ しこっちうぇかくけしすすぇ 
きう けす 〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ]けそうは ぉってっ „╄かっおすさうつっしおう 
きさっあう う ちっくすさぇかう”. ┿い, けぉぇつっ 
- おぇすけ おけさっくはお おぇいぇくかなつぇくうく, 
うしおぇた ょぇ しっ ゃなさくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]なとけすけ きう ぉってっ こけさなつぇくけ けす 
すけゅぇゃぇてくうは こなさゃう しっおさっすぇさ 
くぇ ╂╉ くぇ ╀╉‶ ‶っすおけ ╁かぇっゃ こさう 
せすゃなさあょぇゃぇくっすけ きう いぇ つかっく くぇ 
╀╉‶ ゃっょくぇゅぇ しかっょ ゅうきくぇいうはすぇ. 
¨とっ し けすうゃぇくっすけ きう ゃ ╂さぇょしおうは 
おけきうすっす 》さうしすけ ╉けこつっゃ, すけゅぇ
ゃぇ しっおさっすぇさ こけ こさけきうてかっくけし
すすぇ, ゃょうゅくぇ すっかっそけくぇ, ゅけゃけさう し 
ゅかぇゃくうは ょうさっおすけさ ]すっそぇく ╃ぇ
きはくけゃ う くぇ しかっょゃぇとうは ょっく いぇ
こけつくぇた ゃ „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ しすぇくぇ 
くぇ 15 –すう ぇゃゅせしす 1973 ゅ. ]かっょ 
ょゃっ ゅけょうくう, こさっい おけうすけ ぉはた くぇ 
とぇすくぇ おけきしけきけかしおぇ さぇぉけすぇ ゃ 
〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは う ╆ぇゃけょ 
2, ぉってっ いぇゃなさてっく しすさけっあなす  くぇ 
くけゃぇすぇ ゃうしけおけゃけかすけゃぇ こけょしすぇく
ちうは, くぇ おけはすけ きっ くぇいくぇつうたぇ 
おぇすけ くぇつぇかくうお. ]かっょ すさう ゅけょう
くう しっ こっくしうけくうさぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, 
ゅっさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ う ういおかのつうすっかっく つけゃっお, 
ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 8, ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ おけえすけ ぉってっ こけょしすぇくちうはすぇ. 
╋はしすけすけ きせ ぉってっ いぇっすけ けす うくあ. 
╇ゃぇく ]すけっゃ, ぇ きっく くぇいくぇつうたぇ 
いぇ いぇきっしすくうお ょうさっおすけさ. ‶ぇお 
しかっょ すさう ゅけょうくう きう ゃないかけあうたぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 10 /いぇ
ゃけょぇ いぇ こさせあうくう/, ぇ しかっょ けとっ 3 
– くぇ ╆ぇゃけょ 14 ゃ 【っえくけゃけ. ]かっょ 
こさっしすさせおすせさうさぇくっすけ くぇ „┿さしっ
くぇか” ゃ おさぇは くぇ 1989 ゅ., おけゅぇすけ 
ぉはたぇ しないょぇょっくう 4 おけきこかっおしぇ, 
いぇ こけ-きぇかおけ けす 2 ゅけょうくう ぉはた いぇ
きっしすくうお ょうさっおすけさ くぇ けさなあっえ
くうは おけきこかっおし. 〈けゅぇゃぇ くぇこせしくぇた 
そうさきぇすぇ. ]かっょ いぇゃさなとぇくっすけ くぇ 
╉させき 》さうしすけゃ おぇすけ ╇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” 
こさっい 1993 ゅ., きっ こけおぇくうたぇ う しっ 

ゃなさくぇた けすくけゃけ ゃ ╆ぇゃけょぇ いぇ 
こさせあうくう ゃ ╉さなく, おなょっすけ 
しなき う ょけ ょくっし. ′っいぇゃうしうきけ 
けす すけゃぇ, つっ しかっょ こさうゃぇすう
いぇちうはすぇ こさっい 1999 ゅ. しきっ 
しぇきけしすけはすっかくけ ょさせあっしすゃけ, 
„┿さしっくぇか” しう けしすぇゃぇ っょうく 
けす くぇえ-ゅけかっきうすっ くう う くぇえ-

ゃぇあくう おかうっくすう う しきっ っあっ
ょくっゃくけ しゃなさいぇくう し くっゅけ. 

- ╉ぇおゃけ くぇせつうたすっ ゃ 
„┿さしっくぇか”?
- ╁ さっいせかすぇす くぇ すけゃぇ, つっ 

さぇぉけすうた ゃ くはおけかおけ こさけうい
ゃけょしすゃっくう くぇこさぇゃかっくうは, 
うきぇた ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ 
けこけいくぇは きくけゅけ すったくうおぇ う 
すったくけかけゅうう, くはおけかおけ さぇい
かうつくう すうこぇ くぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, こけかせ
つうた くっけぉたけょうきうすっ うおけくけ
きうつっしおう いくぇくうは, けしないくぇた 
くっけぉたけょうきけしすすぇ う ゃぇあ
くけしすすぇ くぇ きくけゅけすけ けすょっかう 
う ょさせゅう けさゅぇくう ゃ すけいう けゅ
さけきっく こさけきうてかっく おけくゅかけ
きっさぇす. ╇いはしくうた しう こしうたけ
かけゅうはすぇ う きけすうゃぇちうはすぇ いぇ 
すさせょ くぇ さぇいかうつくうすっ おぇすっ
ゅけさうう こっさしけくぇか, そけさきうさぇた 
しう しこけかせつかうゃ しすっさっけすうこ くぇ 
こけゃっょっくうっ. ╁  ╆ぇゃけょ 8, けし
ゃっく  つっ けこけいくぇた こけつすう うい
ちはかけ っくっさゅっすうおぇすぇ くぇ „┿さ
しっくぇか”, うきぇた ゃないきけあくけしす 
ょぇ せつぇしすゃぇき くっこけしさっょ
しすゃっくけ ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ けしくけゃくうは さっきけくす くぇ 

ゃしっゃないきけあくう ゃうょけゃっ きっすぇ
かけけぉさぇぉけすゃぇとう う きっすぇかけさっ
あっとう きぇてうくう う っくっさゅっすうつくけ 
けぉけさせょゃぇくっ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
いぇこけつくぇ せょぇさくぇすぇ さぇぉけすぇ いぇ 
けぉけさせょゃぇくっ し くっしすぇくょぇさすくう 
しなけさなあっくうは くぇ ょけしすぇゃっくうすっ 
けす ]]][ ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさ
くう かうくうう いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
こぇすさけくう. 〈っ しなとけ ぉはたぇ くぇ
こさぇゃっくう ゃ いぇゃけょ 8. ╃っえくけしす 
くぇ いぇゃけょぇ ぉはたぇ う しすさけうすっか
くうすっ さっきけくすう ゃ  „┿さしっくぇか”, 
おぇおすけ う ういゅさぇあょぇくっすけ  くぇ 
ちはかぇすぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ.
╁ いぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ 

╉さなく, けしゃっく きくけあっしすゃけすけ 
しこっちうそうつくう すったくけかけゅうう いぇ 
こさぇゃっくっ くぇ しすせょっくけ う ゅけさっ
とけ くぇゃうすう こさせあうくう う けぉけ
させょゃぇくっすけ いぇ すはた, こけかせつうた 
けしくけゃくうすっ しう こけいくぇくうは いぇ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ とぇくちけゃう 
うくしすさせきっくすう. 〈けゅぇゃぇ いぇ
ゃけょなす, けしゃっく けしくけゃくうすっ しう 
そせくおちうう, うきぇてっ いぇょぇつぇすぇ 
ょぇ こさけういゃっあょぇ ゃしはおぇおゃう うい
ょっかうは いぇ てうさけおぇ せこけすさっぉぇ. 
╁なゃっょけたきっ くけゃぇ すったくけかけゅうは 
いぇ ゅけさっとけ くぇゃうすう こさせあうくう 
う しなゃしっき きけょっさくぇ いぇ ゅけかっきう 
しっさうう しかけあくう とぇくちけゃう ょっ
すぇえかう. 〈せお けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ う うおけくけきう
おぇすぇ きせ ぉはたぇ しなゃしっき さぇいかうつ
くう けす こさぇおすうおうすっ ゃ ╆ぇゃけょ 8.                                                                                                                    

╁ 【っえくけゃけ けすくけゃけ すさはぉゃぇ
てっ ょぇ ういせつぇゃぇき う ょぇ こさう
かぇゅぇき ょさせゅぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, おけっすけ 
ぉってっ しさっょくけしっさうえくけ, し すさう 
ょけ つっすうさう けしくけゃくう ういょっかうは, 
くけ おけきこかっおすけゃぇくう し きくけあっ
しすゃけ しかけあくう ょっすぇえかう. 〈ぇき 
さぇいぉさぇた くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
ゃけょっくっすけ くぇ っあっょくっゃくう ゅさぇ
そうちう いぇ ゃしっおう ょっすぇえか う ういょっ
かうっ, おけうすけ くう ょぇゃぇたぇ うくそけさ
きぇちうは くっ しぇきけ おぇお っ きうくぇか 
ょっくはす くぇ 1600-すっ さぇぉけすっとう 
ゃ いぇゃけょぇ, ぇ う おなょっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ ゃいっきぇす しこってくう きっさおう いぇ 
くぇゃぇおしゃぇくっ くぇ ういけしすぇゃぇくっ
すけ. ╁ すけいう いぇゃけょ うきぇてっ くぇょ 
1000 きっすぇかけさっあっとう きぇてう
くう, くぇさっょっくう ゃ すったくけかけゅうつ
くう かうくうう う こけいくぇゃぇくっすけ くぇ 
ゃしはおぇ けす すはた, ゃ すけゃぇ つうしかけ う 
くぇ けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっくすさう, 
しう っ くっいぇきっくうきぇ ておけかぇ.  

- ] おぇおゃけ けこうすなす けす „┿さ
しっくぇか” ╁う こけきぇゅぇ ゃ しっ
ゅぇてくぇすぇ ╁う きっくうょあなさしおぇ 
ょっえくけしす?
- ┿おけ きけあっき ょぇ けおぇつっしすゃうき 

しっゅぇてくぇすぇ きう ょっえくけしす おぇすけ 

せしこってくぇ, すけゃぇ しっ ょなかあう うい
おかのつうすっかくけ くぇ けこうすぇ, おけえ
すけ しなき こけかせつうか ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶なさゃけ, すぇき さぇぉけすったぇ, ぇ う しっゅぇ 
くはおけう こさけょなかあぇゃぇす, きくけゅけ 
しこけしけぉくう う ょけしすけえくう たけさぇ, 
つうっすけ しないくぇくうっ ょぇかっつ ういこさっ
ゃぇさゃぇてっ かうつくけすけ うき ぉうすうっ う 
くっ あぇかったぇ しうかう う ゃさっきっ いぇ 
ういこなかくっくうっ くぇ くぇぉっかはいぇくうすっ 
ちっかう う しう こけしすぇゃはたぇ くっこさっ
おなしくぇすけ くけゃう いぇ こさけしこっさうすっすぇ 
くぇ けぉとっしすゃけすけ. ╇いおかのつうすっか
くけ ゃうしけおけ ちっくは こさうきっさぇ うき 
う しっ しすぇさぇは ょぇ しなき おぇすけ すはた. 
╁すけさけ, いぇさぇょう きぇとぇぉくけしすすぇ 
くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ しっ こさぇゃってっ, 
くっ きけあって ょぇ くっ しっ くぇせつうて 
ょぇ こさっすっゅかはて くっけぉたけょうきけ かう 
っ すけゃぇ, おけっすけ しう くぇきうしかうか, 
おぇおゃぇ こけかいぇ とっ ょけくっしっ, うきぇて 
かう さっしせさしう ょぇ ゅけ けしなとっしす
ゃうて, おけゅぇ きけあっ ょぇ しすぇくっ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ. 〈さっすけ, っょゃぇ かう くは
おなょっ ょさせゅぇょっ うきぇ しさぇゃくうすっか
くけ おけくちっくすさうさぇくぇ すけかおけゃぇ 
さぇいくけけぉさぇいくぇ すったくうおぇ う ゃしは
おぇおゃう すったくけかけゅうう, おぇおすけ ゃ 
„┿さしっくぇか”. ╆ぇ ょぇ さなおけゃけょうて  
せしこってくけ, すさはぉゃぇ ょぇ こけいくぇ
ゃぇて けしくけゃくうすっ ゃないきけあくけしすう 
くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ う っすぇこうすっ くぇ 
すったくけかけゅうはすぇ. 』っすゃなさすけ, ょぇ 
こさっちっくはゃぇて しけぉしすゃっくうすっ う くぇ 
っおうこぇ すう ゃないきけあくけしすう う, ぇおけ 
こさっちっくうて, つっ ゅう うきぇすっ, ょぇ くっ 

しっ こかぇてうて けす くっこけしうかくう くぇ 
こさなゃ こけゅかっょ  こさけっおすう. ‶っすけ, 
ょぇ しっ さぇぉけすう しぇきけ おぇつっしすゃっくけ.                                                                       

- ╉ぇおなゃ っ くぇえ-ちっくくうはす 
けこうす, おけえすけ しすっ こさうょけぉうか 
すぇき?
- ′ぇえ-ゃぇあくけすけ, おなょっすけ う ょぇ 

しう, っ ょぇ こけしすうゅくって っょうくけきう
しかうっ し きぇおしうきせきぇ けす たけさぇすぇ 
けおけかけ すっぉ う くぇえ-ゃっつっ し っおう
こぇ しう いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ ちっかう
すっ, おけうすけ しすっ しう くぇぉっかはいぇかう. 
╃ぇ うき ょっかっゅうさぇて ょけしすぇすなつくけ 
こさぇゃぇ う けすゅけゃけさくけしすう, すぇおぇ 
つっ ゃ しすぇくょぇさすくうすっ しうすせぇちうう 
ょぇ くっ しう うき くっけぉたけょうき. ╃ぇ 
せゃぇあぇゃぇて すさせょぇ うき う ょぇ ゅう 
きけすうゃうさぇて しなし しすうきせかう, くけ う 
ょぇ くっ こさけとぇゃぇて  かっしくけ ゅさって
おうすっ, けしけぉっくけ ぇおけ しっ こけゃすぇ
さはす. ╊うつくけ すう ょぇ きうしかうて くぇえ-
ゃっつっ いぇ せすさっ.

- ╇きぇすっ かう くはおぇおなゃ くっいぇ
ぉさぇゃうき しこけきっく けす さぇぉけすぇ
すぇ しう ゃ „┿さしっくぇか”, おぇおゃぇ 
ぉってっ ぇすきけしそっさぇすぇ くぇ さぇ
ぉけすぇ う おぇおゃう せこさぇゃかっくしおう 
こさぇおすうおう しっ こけかいゃぇたぇ こけ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ しすっ さぇぉけ

すうかう すぇき?     
- ′っおぇ くっ しっ しこうさぇき くぇ せこさぇ

ゃかっくしおう こさぇおすうおう. ′け ゃ さなおけ
ゃけょしすゃぇすぇ う くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっお
ちうは, う くぇ いぇゃけょうすっ, うきぇてっ 
さぇいぉうさぇくっ おぇおゃけ ょけゃっさうっ しぇ 
くう ゅかぇしせゃぇかう, うきぇてっ ょうし
ちうこかうくぇ う おけかっゅうぇかくけしす. ╇ 
しっ ゃなさてってっ きくけゅけ さぇぉけすぇ.                                                                                                                                   
]こけきっくう っしすっしすゃっくけ うきぇき – 
う たせぉぇゃう, う かけてう. ′け うきぇき 
ょゃぇ しこけきっくぇ, おけうすけ う しっゅぇ きう 
ょけしすぇゃはす さぇょけしす う せょけゃかっす
ゃけさっくうっ. ╋けあっ ょぇ こさけいゃせつう 
くっしおさけきくけ, つっ ゅう しこけょっかはき, 
くけ いぇ きっく すっ しぇ くぇえ-ゃぇあくぇすぇ 
けちっくおぇ. ‶なさゃうはす っ しゃなさいぇく 
し こさっきっしすゃぇくっすけ きう けす ╉さなく 
ゃ 【っえくけゃけ. 〈けゃぇ しすぇくぇ こさっい 
かはすけすけ くぇ 1985 ゅ. ╆ぇ きぇくう
そっしすぇちうはすぇ くぇ 7-きう  くけっきゃさう 
てっえくけゃちう ぉはたきっ けしゃけぉけょっくう, 
いぇとけすけ たけさぇすぇ しっ ういゃけいゃぇたぇ 
っあっょくっゃくけ し 28 ぇゃすけぉせしぇ けす 
ゃしっゃないきけあくう くぇしっかっくう きっしすぇ 
う くはきぇてっ おぇお ょぇ ゅう しなぉっさっき う 
くぇ こさぇいくうつっく ょっく. ¨すうょけた くぇ 
きぇくうそっしすぇちうはすぇ おぇすけ くっぇくゅぇ
あうさぇく ゅさぇあょぇくうく, くけ こけいくぇす 
けす ╋╁[ きっ こけおぇくう けすしすさぇくう 
ょけ すさうぉせくぇすぇ. ╆ぇこけつくぇ ょっ
そうかうさぇくっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう. 
╉けゅぇすけ しっ こけはゃう ぉかけおなす くぇ 
╆ぇゃけょぇ いぇ  こさせあうくう, くはおけえ けす 
こなさゃぇすぇ さっょうちぇ きっ いぇぉっかはいぇ, 
おぇいぇ くぇ ょさせゅうすっ う ゃしうつおう けす 
ぉかけおぇ – くぇょ 500 ょせてう - いぇ
こけつくぇたぇ ゃないすけさあっくけ ょぇ きっ 
ぇこかけょうさぇす, さぇょけしすくう う ょけ
ぉさけあっかぇすっかくう. ╃させゅうはす きう 
しこけきっく っ こけょけぉっく – おけゅぇすけ 
しう いぇきうくぇゃぇた けす 【っえくけゃしおうは 
いぇゃけょ, けぉうおけかうた う しう ゃいった 
ょけゃうあょぇくっ し ゃしっおう っょうく さぇ
ぉけすくうお う しかせあうすっか. ‶けしかっ きう 
おぇいゃぇたぇ くはおけかおけ こなすう おけきっく
すぇさうすっ, つっ し すぇいう しう こけしすなこ
おぇ しなき こけおぇいぇか おけかおけ けぉうつぇき 
いぇゃけょぇ う せゃぇあっくうっすけ しう おなき 
さぇぉけすっとうすっ ゃ くっゅけ.            

- ̈ つっゃうょくけ, こけきぇゅぇかう しすっ 
くぇ たけさぇすぇ, ぇ くぇ ╁ぇし おけえ ╁う 
っ こけきぇゅぇか, おけゅけ しすっ いぇこけき
くうかう おぇすけ こさうきっさ いぇ こけょ
さぇあぇくうっ う しこさぇゃはくっ し さぇ
ぉけすぇすぇ?
- ]こうしなおなす っ ょなかなゅ, いぇとけすけ 

くぇうしすうくぇ うきぇてっ きくけゅけ ょけ
しすけえくう たけさぇ, いぇしかせあぇゃぇとう 
こけょさぇあぇくうっ. ╁しっ こぇお, うし
すうくしおう しなき しっ ゃないたうとぇゃぇか 
けす おぇつっしすゃぇすぇ, さぇぉけすけしこけ
しけぉくけしすすぇ う しぇきけょうしちうこかう
くうさぇくけしすすぇ くぇ ╉させき 》さうしすけゃ 
う おぇすけ いぇき. ゅかぇゃっく ょうさっおすけさ 
こけ こさけういゃけょしすゃけすけ, う こけしかっ 
おぇすけ ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ, 
くぇ ╇かうは ╂せくつっゃ – ゅっくっさぇかっく 
ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”, 
おけえすけ くぇこさぇゃう くっゃっさけはすくけ 
きくけゅけ くっ しぇきけ いぇ „┿さしっくぇか”, 
くけ う いぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇ ╀けゅ
ょぇく ╉けかっゃ – いぇき. ゅかぇゃっく ょう
さっおすけさ こけ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
╃っくぬけ ┿いきぇくけゃ, すなさゅけゃしおう 
ょうさっおすけさ, ]すっそぇく ╋うすっゃ – 
うおけくけきうつっしおう ょうさっおすけさ. ′っ 
きけゅぇ ょぇ くっ しこけきっくぇ たけさぇすぇ, し 
おけうすけ さぇぉけすうた くっこけしさっょしすゃっ
くけ  -  ]すっそぇく ‶うくすっゃ ゃ ╉さなく, 
]すぇくうきうさ ╁なさぉぇくけゃ, 》さうしすけ 
]すさっておけゃ, ′っえおけ ╋うたぇかっゃ う 
‶っくつけ ]すっそぇくけゃ ゃ 【っえくけ
ゃけ. ] けゅさけきくけ せゃぇあっくうっ しう 
しこけきくはき すさうきぇ くっいぇきっくうきう 
くぇつぇかくうお ちったけゃっ – ]すぇくつけ 
╂っけさゅうっゃ ゃ いぇゃけょ 8, ‶っすおけ 
╇ゃぇくけゃ う ]すっそぇく ]すっそぇくけゃ ゃ 
【っえくけゃけ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ゃっくうすっ こさけあっおすけさう - おぇすけ  こさっいうょっくす くぇ [けすぇさう ╉かせぉ 
- ╉ぇいぇくかなお, けぉとうくしおう しなゃっすくうお,  ぇ けす ょゃぇ きっしっちぇ - う 
こさっょしっょぇすっか くぇ けぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお.

╇くあ. ┿かっおしぇく-
ょなさ ╋うくつっゃ っ うい-
こなかくうすっかっく ょう-
さっおすけさ う けしくけゃっく 
ぇおちうけくっさ ゃ ╆ぇ-
ゃけょ いぇ こさせあうくう - 
╉さなく, こさっょう こさう-
ゃぇすういぇちうはすぇ - つぇしす 
けす „┿さしっくぇか” ┿╃. 
╋うくつっゃ いぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ うきっくくけ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ, 
おなょっすけ こさっきうくぇゃぇ 
こさっい ゃないかけゃう せこ-
さぇゃかっくしおう きっしすぇ う 
すさせこぇ ゅけかはき こさけ-
ういゃけょしすゃっく う きっ-
くうょあなさしおう けこうす.
‶さっい ういきうくぇかぇすぇ 

ゅけょうくぇ すけえ けすくけゃけ 
くぇゃかっいっ う ゃ しゃっす-
かうくぇすぇ くぇ けぉとっしす-
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- ╂-く ╃ぇくつっゃ, し おぇおゃう さっいせか-
すぇすう ╆ぇしすさぇたけゃぇすっかくけ ょさせ-
あっしすゃけ “╁うおすけさうは” こけしさっとぇ 
しゃけはすぇ 10-すぇ ゅけょうてくうくぇ? 

- [っいせかすぇすうすっ いぇ くぇし  しぇ こけ-
ゃっつっ けす けぉくぇょっあょゃぇとう. ′け 

くぇえ-ゃっつっ しなき ゅけさょ し くっゃっさけ-
はすくうは っおうこ くぇ おけきこぇくうはすぇ, ゃ 
おけえすけ くぇょ 80% けす こっさしけくぇかぇ 
さぇぉけすう ゃ くっは ゃっつっ くぇょ 5 ゅけ-
ょうくう. 〈けゃぇ しぇきó こけ しっぉっ しう 
ゅけゃけさう きくけゅけ う こさっょう ゃしうつおけ 

っ ゅぇさぇくちうは いぇ こさけそっしうけくぇ-
かういきぇ, し おけえすけ けぉしかせあゃぇきっ 
おかうっくすうすっ しう. ╆ぇ ゃさっきっ けす 
ょっしっす ゅけょうくう くうっ しきっ 9-すぇすぇ 
おけきこぇくうは ゃ いぇしすさぇたけゃぇすっか-
くうは ぉういくっし ゃ しすさぇくぇすぇ, うきぇ-
きっ けそうしう ゃ 75 ゅけかっきう ゅさぇょぇ 
う しきっ っょくぇ けす ょゃっすっ おけきこぇ-
くうう ゃ すけいう しっおすけさ, こけしすうゅくぇ-
かう さなしす けす くぇょ 20% くぇ こさっ-
きうえくうは こさうたけょ いぇ こなさゃうすっ 
すさう きっしっちぇ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ. 
‶さうたけょなす くう けす いぇしすさぇたけゃ-
おう いぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ 60 きかく. 
かっゃぇ, くうっ しぇきうすっ しきっ いぇょっ-
かうかう 70 きかく. かっゃぇ いぇ いぇしすさぇ-
たけゃぇすっかくう けぉっいとっすっくうは. 
╁しうつおけ すけゃぇ っ ょけしすぇすなつくぇ 
ゅぇさぇくちうは, つっ そうさきうすっ う おかう-
っくすうすっ, おけうすけ くう しっ ょけゃっさは-
ゃぇす, きけゅぇす ょぇ しぇ しこけおけえくう 
いぇ しゃけは ぉういくっし, いぇとけすけ すけえ 
とっ っ ゅぇさぇくすうさぇく くぇ 100% う 
けぉっいこっつっく けすおなき ゃしうつおう さう-
しおけゃっ. ¨しゃっく すけゃぇ, ゅけさょ しなき  
う し そぇおすぇ, つっ いぇしすさぇたけゃぇすっか-
くぇすぇ おけきこぇくうは, おけはすけ さなおけ-
ゃけょは ゃっつっ すさっすぇ ゅけょうくぇ, っ くぇ 

こなさゃけ きはしすけ しさっょ そうさきうすっ 
けす いぇしすさぇたけゃぇすっかくうは ぉさぇくて 
こけ いぇしすさぇたけゃおぇ “╆かけこけかせおぇ” 
う くぇ っょくけ けす こなさゃうすっ きっしすぇ 
こけ いぇしすさぇたけゃおう “╇きせとっしすゃけ” 
う すさぇくしこけさすくけ いぇしすさぇたけゃぇ-
くっ. 〈けゃぇ しっ ょなかあう くぇ そぇ-
おすぇ, つっ こさう くぇし しっ こけおさうゃぇ 
し ゃしうつおう さうしおけゃっ こなかくうはす 
さぇいきっさ くぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくけ-
すけ うきせとっしすゃけ. ′ぇ ょっしっすぇすぇ 
くう ゅけょうくぇ し ゅけさょけしす けすつう-
すぇきっ, つっ くぇ くぇし しっ ょけゃっさうたぇ 
くぇょ 150 たうかはょう おかうっくすう ゃ 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ]なゃしっき くぇし-
おけさけ ╆┿╃ “╁うおすけさうは” しこっつっ-
かう う すうすかぇすぇ “╊のぉうきぇ きぇさ-
おぇ” くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ぉさぇくてぇ 
いぇしすさぇたけゃぇくっ.

- ╇きぇ かう すぇえくぇ, おけはすけ しすけう 
いぇょ ゃしうつおう すっいう せしこったう?
- ╇きぇ う すは しっ くぇさうつぇ こさけ-

そっしうけくぇかっく っおうこ, きけすうゃう-
さぇくう たけさぇ, くぇょゅさぇあょぇくっ. 
[っいせかすぇすなす: こさう くぇし さぇぉけすはす  
っょくう けす くぇえ-ょけぉさうすっ いぇしすさぇ-
たけゃぇすっかう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 

- ┿ おけえ っ くぇえ-くけゃうはす ゃう 
いぇしすさぇたけゃぇすっかっく こさけょせおす, 
こせしくぇす くぇ こぇいぇさぇ? 
- ′けゃぇ いぇしすさぇたけゃおぇ, くぇさう-

つぇ しっ “‶けきけと こさう こなすせゃぇくっ 
し けしうゅせさっく ぇしうしすっくす”. 〈けゃぇ 
くぇ こさぇおすうおぇ っ いぇしすさぇたけゃおぇ 
“╆かけこけかせおぇ” こかのし けしうゅせさっくぇ 
おけきこぇくうは, おけはすけ しっ ゅさうあう 
いぇ ゃしうつおう さうしおけゃっ こけ ゃさっ-
きっ くぇ こなすせゃぇくっすけ う かうつっく 
ぇしうしすっくす, おけえすけ けすゅけゃぇさは いぇ 
すけゃぇ う けおぇいゃぇ かけゅうしすうつくぇ う 
ゃしはおぇおぇゃぇ ょさせゅぇ こけきけと いぇ 
こっさうけょぇ くぇ こなすせゃぇくっすけ.  

- ╋っつすぇすぇ くぇ おけきこぇくうはすぇ 
いぇ しかっょゃぇとうすっ 10 ゅけょうくう? 
- ′はきぇき しせこっさ きっつすう. ╇し-

おぇき たけさぇすぇ, し おけうすけ さぇぉけ-
すは, ょぇ しぇ あうゃう う いょさぇゃう, ょぇ 
さぇぉけすはす ゃしっけすょぇえくけ う しなし 
しなとうは こさけそっしうけくぇかういなき. 
╃ぇ しきっ しすぇぉうかくぇ おけきこぇくうは 
し きくけゅけ う ょけゃけかくう おかうっくすう. 
〈けゃぇ っ ょけしすぇすなつくけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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Данчо Данчев (с черното сако) - председател на 
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╈そおけせけ, おあてけ け つひいけてけみ
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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: ]すぇくうきうさぇ ╉うさうかけゃぇ ′っょはかおけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃

╃かなあくけしす: ╆ぇき. さなおけゃけょうすっか けすょっか ╇おけくけきうつっしおう

╂けょうくう: 29

╆けょうは: ]おけさこうけく

》けぉう: ]こぇ こけつうゃおう う さうぉけかけゃ

╉ぇおゃけ すう っ すさせょくけ? - ╃ぇ こさうっきぇき かうちっきっさうっすけ.

‶さうはすっかう しぇ? - ╋ぇかおけ, くけ ゃっさくう たけさぇ.

【《》¨〈 』╊ 』 》《 
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〈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.

¨す しゃけうすっ ゅさっておう しっ せつうて, 
ぇ けす つせあょうすっ こさぇゃうて おぇ-

さうっさぇ...
〈ぇおぇ きっ ぉけかはたぇ おさぇおぇすぇ ゃ 

43-すう くけきっさ! …╉せこうた しう 45-
すう う ゃっつっ きっ ぉけかはす こけ-くけさ-
きぇかくけ.
╇ょっぇかうしす っ つけゃっお, おけえすけ, 

おぇすけ いぇぉっかっあう, つっ さけいぇすぇ 
きうさうてっ こけ-たせぉぇゃけ けす いっか-
おぇすぇ, こさぇゃう いぇおかのつっくうっ, 
つっ う しせこぇすぇ けす さけいぇ とっ っ 
こけ-たせぉぇゃぇ…
‶さなゃ しきぇいゃぇす けくいう, おけえすけ っ 

くぇきっさうか ういたけょぇ.
╉ぇお ぉなさいけ かっすう ゃさっきっすけ: 

けとっ くっ しなき しっ しなぉせょうか, ぇ 
ゃっつっ しなき いぇおなしくはか いぇ さぇぉけすぇ.
╁しうつおう ゃっかうおう けすょぇゃくぇ しぇ 

せきさっかう, こなお う ぇい くっとけ ゃっつっ 
くっ しなき ょけぉさっ…
[けょっくうはす ょぇ こなかいう, とっ こさけ-

こなかいう くぇゃしはおなょっ.
〈けえ ょけぉぇゃうか おぇさすけそう, しけか う 

しかけあうか ぇおゃぇさうせきぇ くぇ けゅなくは.
┿い ぉっいおさぇえくけ せゃぇあぇゃぇき つせ-

ょけゃうとくうは ういぉけさ くぇ きけは くぇ-
さけょ.
′うおけゅぇ くっ こさっせゃっかうつぇゃぇえ-

すっ ゅかせこけしすすぇ くぇ ゃさぇゅけゃっすっ う 
ゃっさくけしすすぇ くぇ こさうはすっかうすっ.
′うとけ くっ くぇさぇくはゃぇ つけゃっおぇ 

すぇおぇ, おぇおすけ けしすぇすなちうすっ けす 
しけぉしすゃっくけすけ きせ とぇしすうっ.
′っ っ くせあくけ ょぇ ぉはゅぇて けす 

しくぇえこっさぇ, しぇきけ ょっすけ とっ せき-
さって せきけさっく.
╃ぇ ゃう こけきけゅくぇ うかう ょぇ くっ 

こさっつぇ?

╇いゃうくはゃぇえすっ, つっ ゅけゃけさは, 
おけゅぇすけ きっ こさっおなしゃぇすっ.
]きはた ぉっい こさうつうくぇ っ こさう-

いくぇお いぇ すけゃぇ, つっ うかう しすっ うょう-
けす, うかう たせぉぇゃおぇ ょっゃけえおぇ.
╁ ぇくおっすぇすぇ, おけはすけ こけこなかくうた 

こさっょう けこっさぇちうはすぇ, うきぇてっ 
ゃなこさけし: くぇ おけゅけ ょぇ こけいゃな-
くうき ゃ しかせつぇえ くぇ おさぇえくぇ くっ-
けぉたけょうきけしす…? ┿い くぇこうしぇた: 
くぇ くぇえ-おゃぇかうそうちうさぇくうは たう-
させさゅ…

╃ぇ こさっぉさけうて こぇさうすっ ゃ つせあ-
ょけすけ こけさすきけくっ とっ っ きくけゅけ 
こけ-かっしくけ, ぇおけ ゅけ ゃいっきって.
『はか ょっく くっ しこうて, ちはかぇ くけと 

くっ はょって – さぇいぉうさぇ しっ, つっ とっ 
しう せきけさっく…
‶さうはすっかうすっ しっ こけいくぇゃぇす ゃ 

ぉっょぇ, ぇおけ, さぇいぉうさぇ しっ, せしこっ-
って ょぇ ゅう くぇきっさうて.
』うしすぇすぇ しなゃっしす っ こさういくぇお 

くぇ かけてぇ こぇきっす.

‶けしさっとくぇたぇ きっ こけ ょさっ-
たうすっ, ういこさぇすうたぇ きっ しなとけ 
かけてけ…
╁しうつおけ ゃ すけいう しゃはす っ けすくけ-

しうすっかくけ. ′ぇこさうきっさ, ょなかあう-
くぇすぇ くぇ きうくせすぇすぇ いぇゃうしう けす 
すけゃぇ, けす おけは しすさぇくぇ くぇ ゃさぇ-
すぇすぇ くぇ すけぇかっすくぇすぇ しっ くぇきう-
さぇすっ.
‶けしかっょくうすっ ょせきう くぇ ょゃぇ-

きぇ せおさけすうすっかう くぇ かなゃけゃっ: 
„╉ぇお? ┿い きうしかった, つっ 〈╇ しう ゅう 
くぇたさぇくうか?!”
╅うゃけすなす っ おぇすけ さけはかぇ – 

ぉはか おかぇゃうて, つっさっく おかぇゃうて…
おぇこぇお.
╇ょっはすぇ ょけてかぇ ゃ ゅかぇゃぇすぇ きせ 

う しっゅぇ せこけさうすけ すなさしう きけいなおぇ.
╁しっおう つけゃっお っ おけゃぇつ くぇ 

しゃけっすけ とぇしすうっ う くぇおけゃぇかくは 
くぇ つせあょけすけ.
╇しすうくしおうはす きっかけきぇく っ 

すけいう, おけえすけ, おぇすけ つせっ, つっ 
あっくぇ きせ しう すぇくぇくうおぇ ゃ ぉぇ-
くはすぇ, しっ くぇゃっあょぇ ょけ おかの-
つぇかおぇすぇ う こさうすうしおぇ せたけすけ しう 
おなき くっは.
╋くけゅけ かう っ くせあくけ くぇ つけゃっお 

いぇ ゅけかはきけ とぇしすうっ? ╋ぇかおけ! 
′け, しぇきけ ぇおけ とぇしすうっすけ くぇ 
ょさせゅうすっ っ けとっ こけ-きぇかおけ.
¨す ょゃっ いかうくう ぇい ういぉうさぇき 

すぇいう, おけはすけ ょけしっゅぇ くっ しなき 
こさけぉゃぇか…
′はおけう ういゅかっあょぇす たさぇぉさう, 

いぇとけすけ ゅう っ しすさぇた ょぇ ういぉはゅぇす.

¨す させしおう: ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

で Öí½óÇíÖñ :) ぢëÜÑé¿¢ñÖóñ...
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╀なかゅぇさしおけすけ くぇしっかっくうっ くぇ-
きぇかはゃぇ し こけ てっしす ょせてう くぇ 

ゃしっおう つぇし. ╉けくしすぇすぇちうはすぇ っ くぇ 
『っくすなさぇ いぇ ょっきけゅさぇそしおぇ こけ-
かうすうおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ┿おけ すっく-
ょっくちうはすぇ しっ いぇこぇいう, ょけ ぉさけっくう 
きっしっちう ぉさけはす くぇ ぉなかゅぇさうすっ とっ 
こぇょくっ こけょ 7 きうかうけくぇ. 
‶けいけゃぇゃぇえおう しっ くぇ すさっゃけあ-

くぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, けす ちっくすなさぇ 
こさけゅくけいうさぇす, つっ ょけ 10 ゅけょうくう 
ぉなかゅぇさうすっ くはきぇ ょぇ しぇ きくけいうく-
しすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ しけぉしす-
ゃっくぇすぇ しう ょなさあぇゃぇ. ]こけさっょ 
っおしこっさすうすっ, こけおぇいぇすっかっく いぇ 
すぇいう こさけゅくけいぇ っ そぇおすなす, つっ 
ゃっつっ こっすぇ ゅけょうくぇ しきっ きぇか-
ちうくしすゃけ こけ ぉさけえ くけゃけさけょっくう.

╁  おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さうさけょけ-きぇすっきぇすう-
つっしおぇ ゅうきくぇいうは しぇ せつっくうちうすっ, こけ-

おぇいぇかう くぇえ-ゃうしけおう さっいせかすぇすう くぇ ょゃっすっ 
けしくけゃくう きぇすせさう - こけ きぇすっきぇすうおぇ う ぉなか-
ゅぇさしおう っいうお, けす ゃしうつおう いさっかけしすくうちう ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇ しこさぇゃおぇ ゃ けそうちうぇか-

くうは しぇえす くぇ ╋¨╋′ いぇ さっいせかすぇすうすっ けす 
きぇすせさうすっ すぇいう ゅけょうくぇ. ╁なこさっおう すっいう 
くぇえ-ょけぉさう さっいせかすぇすう, ょけさう う ゃ すけゃぇ 
せつうかうとっ うきぇ こけくうあっくうっ くぇ せしこったぇ くぇ 
ぇぉうすせさうっくすうすっ けす きぇすせさうすっ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し きうくぇかぇすぇ. 〈っく-
ょっくちうはすぇ っ ゃぇかうょくぇ いぇ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 
う ぉっ けすつっすっくぇ し すさっゃけゅぇ けす こさけしゃっすくうすっ 
っおしこっさすう. 
╋くけゅけ ょけぉなさ 4,90 っ しさっょくうはす せしこった くぇ 

いさっかけしすくうちうすっ けす ‶╋╂ „′. ¨ぉさっておけゃ“ 
けす ょなさあぇゃくうは ういこうす こけ きぇすっきぇすうおぇ, ょけおぇすけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ すけえ っ ぉうか けすかうつっく 5,57. 
╋くけゅけ ょけぉなさ 5,16 っ せしこったなす くぇ いさっかけしすくうちうすっ けす しなとけすけ せつうかうとっ こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお, 

こさう けすかうつっく 5,61 くぇ いぇゃなさてうかうすっ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ う こけかけあうかう ょなさあぇゃっく ういこうす しなとけ こけ 
ぉなかゅぇさしおう. 

′あちあおけ たそ-えそしみすそ くあたしあはあせか う ねときいけせあ たちあうけす たそうか-
ねか さそすたちそすけつけ たちけ ちあいそてあ, そてさそしさそてそ てとさ, てうひちおけ 
しけおかちひて せあ [【 „》そおさちかたあ“ お-ち [そせつてあせてけせ 【ちかせねかう
40 きうかうぇさょぇ 

かっゃぇ しぇ こさっおうすっ 
いぇゅせぉう いぇ しすさぇくぇ-
すぇ くう しぇきけ いぇ こけ-
しかっょくうすっ 10 ゅけょう-
くう ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
くぇこせしおぇくっすけ くぇ 
╀なかゅぇさうは くぇ ゃう-
しけおけけぉさぇいけゃぇくう 
すったくけかけゅうつくう おぇ-
ょさう. 〈っくょっくちうはすぇ 
っ けぉなさくぇすぇ いぇ ゃすけ-
さけすけ ょっしっすうかっすうっ 
くぇ こさったけょぇ ゃ しさぇゃ-
くっくうっ し こなさゃけすけ 
う ゃ すけゃぇ っ っょくぇ 
けす ゅけかっきうすっ おぇ-
すぇしすさけそう しっゅぇ いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけ-
くけきうおぇ. 
╄ょくぇ けす こさうつうくう-

すっ っ ゃ いぇおさうゃぇくっすけ 
くぇ ちっかう しっおすけさう けす 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけ-
くけきうおぇ, ぇ ょさせゅぇすぇ 
– ゃ くうしおうは さなしす くぇ 
いぇこかぇとぇくっ. ╁しうつ-
おけ すけゃぇ ょけゃっょっ ょけ 
しうすせぇちうはすぇ ちっかう 

しっおすけさう けす うおけくけきうおぇすぇ ょぇ ういこうすゃぇす ゃ きけ-
きっくすぇ けしすなさ ょっそうちうす くぇ おぇょさう, ゃなこさっおう 
くぇょ しさっょくぇすぇ いぇ ╄ゃさけこぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ せ くぇし. 
〈っいう すさっゃけあくう ょぇくくう しぇ しなけぉとっくう けす 

かうょっさぇ くぇ ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ょ-さ ╉けくしすぇく-
すうく 〈さっくつっゃ う ╊ぇかおけ ╃せかっゃしおう, こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ ╇おけくけきうつっしおうは う しけちうぇかっく しな-
ゃっす, こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっょっくぇ ゃ しすけかうちぇすぇ 
きっあょせくぇさけょくぇ おけくそっさっくちうは いぇ さぇゃくけすけ 
すさっすうさぇくっ くぇ さぇぉけすっとうすっ きうゅさぇくすう つさっい 
せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ う 
こさぇゃくぇすぇ いぇおさうかぇ. 

｠けて つちかお さあせおけおあて-つてとおかせてけてか せあ 19 えそおけせけ か 【ちあさけこつさけみて とせけうかちつけてかて う 』てあちあ ′あえそちあ, そいかくたそさそけてかしせそ つしあい けせてかちかつ さひす けせきかせかちせけてか つたかぬけあしせそつてけ

╋っょうちうくしおう, こっょぇゅけゅうつっ-
しおう, うおけくけきうつっしおう - すけゃぇ 

しぇ くぇえ-こさっょこけつうすぇくうすっ しこっ-
ちうぇかくけしすう けす おぇいぇくかなておうすっ 
おぇくょうょぇす-しすせょっくすう ゃ くぇえ-たう-
すけゃけすけ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ けす 
すはた すけゃぇ かはすけ ゃうしてっ せつっぉくけ 
いぇゃっょっくうっ - 〈さぇおうえしおうはす せくう-
ゃっさしうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╉ぇすけ けしくけゃっく きけすうゃ いぇ すけゃぇ 

おぇくょうょぇす-しすせょっくすうすっ こけ-
しけつゃぇす ぉかういけしすすぇ ょけ さけょくうは  
ゅさぇょ, おけはすけ とっ うき こけいゃけかう 
ょけしすぇ こけ-っゃすうくぇ ういょさなあおぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ しかっょゃぇくっすけ. ′けゃう-
すっ しこっちうぇかくけしすう, さぇいおさうすう ゃ 
〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす, しぇ 

ょけこなかくうすっかくぇ こさうきぇきおぇ いぇ 
おぇいぇくかなておうすっ  きかぇょっあう. 
]さっょ けしすぇくぇかうすっ こさっょこけつう-

すぇくう いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ すけゃぇ 
かはすけ ╁〉╆-けゃっ しぇ ‶かけゃょうゃしおう-
はす, ╁っかうおけすなさくけゃしおうはす う ]け-
そうえしおうはす せくうゃっさしうすっすう, おぇおすけ 
う 〉′]].  
]さぇゃくうすっかくけ っょくぇおなゃ っ ぉさけ-

はす くぇ おぇくょうょぇすしすゃぇとうすっ きけ-
きうつっすぇ う きけきつっすぇ, おぇすけ こさぇ-
ゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ きぇしけゃけ 
すっ おぇくょうょぇすしすゃぇす し けちっくおうすっ 
けす きぇすせさうすっ, おけうすけ いぇ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ すぇいう ゅけょうくぇ しぇ こけ-しかぇ-
ぉう けす きうくぇかけゅけょうてくうすっ. 
╉ぇすけ うくすっさっしっく そぇおす さぇぉけすっ-

とうすっ ゃ おぇくょうょぇすしすせょっくすしおうは 
ちっくすなさ けすつうすぇす くぇこかうゃぇ くぇ 
おぇくょうょぇす-しすせょっくすう くぇょ 30-ゅけ-
ょうてくぇ ゃないさぇしす, こさっょうきくけ 
きなあっ, さぇぉけすくうちう けす しそっさぇすぇ 
くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, おけうすけ 
いぇこうしゃぇす いぇょけつくけ すったくうつっしおう 
しこっちうぇかくけしすう ゃ 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ ╂ぇぉさけゃけ. ╄ょうく 
けす きけすうゃうすっ いぇ すけいう うき たけょ っ 
くっ すけかおけゃぇ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ 
こけ-ゃうしけおう ょけたけょう, おけかおけすけ 
ゃないきけあくけしすすぇ いぇ おぇさうっさくけ 
ういさぇしすゃぇくっ, しゃなさいぇくけ し こけ-ゃう-
しけおう ょけたけょう ゃこけしかっょしすゃうっ. ╆ぇ 
ょさせゅう すけいう たけょ っ くぇつうく ょぇ しう 
いぇこぇいはす さぇぉけすくけすけ きはしすけ. 

′ぇ そけくぇ くぇ ゃしっ こけ-はしくけ けつ-
っさすぇゃぇとうは しっ ょっそうちうす いぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは くぇ 
すったくうつっしおう おけきこっすっくすくう う 
けぉさぇいけゃぇくう おぇょさう こけゃっつっ けす 
けぉっいこけおけうすっかっく っ しかぇぉうはす 
うくすっさっし くぇ おぇいぇくかなつぇくう おなき 
くぇえ-こさっしすうあくけすけ う くぇえ-ゅけ-
かはきけ すったくうつっしおけ ゃうしてっ せつう-
かうとっ ゃ しすさぇくぇすぇ - 〈〉-]けそうは. 

‶けょぇかうすっ ょけおせきっくすう ょけ すけいう 
きけきっくす いぇ くっゅけ しぇ っょゃぇ くはおけか-
おけ.
╉ぇくょうょぇす-しすせょっくすしおうはす ちっく-

すなさ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ くぇきうさぇ ゃ 
しゅさぇょぇすぇ くぇ 》╂ „]ゃ. ]ゃ. ╉う-
さうか う ╋っすけょうえ”. ╃けおせきっくすう しっ 
こさうっきぇす ょけ 3-すう のかう ゃおか. けす 
08,00 ょけ 20,00 つぇしぇ.                               

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〉かしけ 』しあうそうあ - ぬあちけぬあ 『そくあ 2012 か つちかお ちかおそうせけてか ねけてあてかしけ 
せあ “【ちけいとせあ ╅ちつかせあし” - うかつてせけさひて, さそこてそ うかねか ねかてあて うつけねさけ. 
╉そちけ け せあ すそちつさけみ いちみえ 〉かしけ か う ねあつ つ せそうけせけてか そて [あくあせしひさ.

╇ たひちうそてそ ましつさそ とてちそ すそきかす おあ たそつちかはせかす つしひせぬかてそ せあ 【ましいかてそ けしけ そて てかちあつあ つ けくえしかお せあ けくてそさ

╃あせかぇえ ╋けさくうくゅ うかう 
くぇおさぇすおけ ╃あせかぇは (こけ 

うきっすけ くぇ ういゃっしすくぇすぇ こっしっく 
くぇ ぃさぇは 》うえこ けす 1971 ゅ. 
„July Morning”) っ たうこう こさぇい-
くうお ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃないくうおくぇか 
ゃ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお. ╃あせかぇえ くぇ 
ぇくゅかうえしおう けいくぇつぇゃぇ のかう 
う けす すぇき „ぃかしおぇ しせすさうく”. 
〈さぇょうちうはすぇ, けす っゃさけこっえ-
しおうすっ しすさぇくう ゃないこさうっすぇ 
しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは, っ しゃなさ-
いぇくぇ し たうこう ょゃうあっくうっすけ ゃ 
┿きっさうおぇ, おなょっすけ きかぇょうすっ 
たけさぇ しっ しなぉうさぇかう, いぇ ょぇ 

こさけすっしすうさぇす しさっとせ ゃかぇしすすぇ 
う くぇ そけくぇ くぇ いぇこぇかっく けゅなく 
ょぇ こっはす いぇぉさぇくっくう こっしくう – 
„‶さぇゃう かのぉけゃ, ぇ くっ ゃけえくぇ”.                                                                                                                                          
 〉 くぇし ゃっつっさすぇ くぇ 30 のくう 
しさっとせ 1 のかう ゅけかっきう ゅさせこう 
たけさぇ しっ しなぉうさぇす こけ ちはかけすけ 
』っさくけきけさうっ, いぇ ょぇ こけしさっと-

くぇす いぇっょくけ ういゅさっゃぇ くぇ しかなく-
ちっすけ こけょ いゃせちうすっ くぇ っょくけう-
きっくくぇすぇ こっしっく, しきはすぇえおう, つっ 
すぇおぇ しっ こさっつうしすゃぇす. 
╁なけょせてっゃかっくうっすけ けす こなさゃう-

すっ しせすさってくう かなつう おぇすけ しうき-
ゃけか くぇ いぇさぇあょぇとうは しっ あうゃけす, 
ゅかなすおぇすぇ おさぇしけすぇ う しゃけぉけょぇ, 
きぇかおけすけ  ぉはゅしすゃけ けす こけすうし-
おぇとけすけ ゃしっおうょくっゃうっ, うくすうき-
くうはす こさけすっしす しさっとせ しぇきうは 
しっぉっ しう う おせさぇあなす いぇ こなかくけ 
けしゃけぉけあょぇゃぇくっ くぇ かうつくけしすすぇ 
こけくっ いぇ っょくぇ しせすさうく – すけゃぇ 
しぇ ゃしっ けとっ けしくけゃくうすっ こさう-
つうくう いぇ ぉなかゅぇさしおうは ╃あせかぇえ, 

おけえすけ ょけぉうゃぇ ゃしっ こけ-てうさけおぇ 
こけこせかはさくけしす しさっょ きかぇょうすっ 
たけさぇ. ╉せかきうくぇちうはすぇ ぉっ こさっい 
2007 ゅ., おけゅぇすけ くぇ ╉ぇきっく ぉさはゅ, 
おなょっすけ しかなくちっすけ しっ ゃうあょぇ 
くぇえ-さぇくけ, ぉうゃてうはす ゃけおぇかうしす 
くぇ ぃさぇは – ╃あけく ╊けせすなく, うい-
こなかくう July morning こけ ゃさっきっ 

くぇ ういゅさっゃぇ. ╇ すぇいう ゅけょうくぇ 
╉ぇゃぇさくぇ こけょゅけすゃは そっしすう-
ゃぇかぇ “╃あせかぇえ きけさくうくゅ”, し 
せつぇしすうっすけ くぇ さけおゅさせこう う 
きくけゅけ つせあょっしすさぇくくう すせさうし-
すう. „]すぇさうすっ たうこぇさう”, こけさぇ-
ょう こさっおぇかっくけすけ こけしっとっくうっ 
くぇ たけさぇ, おけうすけ しぇ ょぇかっつ 
けす たうこぇさしおぇすぇ うょっは, ゃっつっ 
つっしすゃぇす う うゃくうくゅぇ (ゃっつっさすぇ 
- July Evening) – くぇ 30 のくう 
ゃ し. ╁ぇさゃぇさぇ.                                                                                    
╋っしすぇすぇ, くぇ おけうすけ しっ つっしす-

ゃぇ, ゃっつっ くっ しぇ しぇきけ こけ つっさ-
くけきけさしおけすけ おさぇえぉさっあうっ, 
ぇ う ゃ こけゃっつっすけ ゅけかっきう くぇ-
しっかっくう きっしすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ. 
¨しけぉっくけ こけこせかはさくう しぇ ぉさっ-
ゅけゃっすっ くぇ さっおうすっ う ゃけょくうすっ 
ぉぇしっえくう, たなかきうしすうすっ きっしす-
くけしすう し こぇくけさぇきくう ゅかっょおう, 
おぇおすけ う ゃしはおけ ゃないゃうてっくうっ 
けおけかけ ゅさぇょけゃっすっ, おぇおゃけすけ いぇ 
╉ぇいぇくかなお っ 〈のかぉっすけ. ╇いゅさっ-
ゃなす きけあっ ょぇ ぉなょっ こけしさっと-
くぇす う くぇ ゃしはおぇ すっさぇしぇ くぇ 
あうかうとっすけ, しすうゅぇ すは ょぇ っ し 
ういゅかっょ くぇ ういすけお. ╆ぇ たけさぇすぇ, 
おけうすけ くはきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ 
こさっおぇさぇす くけとすぇ くぇ けすおさう-
すけ, すけゃぇ っ ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇす しなこさうつぇしすくう.                                                                        
╉ぇおなゃすけ う こさうゃおせし ょぇ くけしはす 
さぇいかうつくうすっ うょっう う しうきゃけかう, 
ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ  ╃あせかぇえ – 
すけゃぇ っ こさぇいくうお くぇ あうゃけすぇ. 
′ぇ さぇょけしすすぇ, つっ しう あうゃ う 
きけあって ょぇ こけしさっとくって うい-
ゅさっゃぇ くぇ しかなくちっすけ! 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ


