
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆けくせかつ ぬかせてひち - [あくあせしひさ 
〉そうけ うひくすそきせそつてけ

[あくあせしひさ たちけうしけねあ
たそしみちせけぬけ そて ぬみし つうみて

｠そしそてちそたせそてそ 
おけのあせか - せあねけせ くあ 

たちかそてさちけうあせか

′あ うちかすかてそ け にそちあてあ:
[ちあしみて 』しひせぬか

на стр. 8
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

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

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

╇きっ: 》さうしすけ ╋うたぇえかけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 12/150

╃かなあくけしす: ╄かっおすさけきけくすぬけさ

╂けょうくう: 29

╆けょうは: [ぇお

》けぉう: ¨ぉうつぇき さぇいくけけぉさぇいうっすけ.

‶さうはすっかう しぇ? - 》けさぇ, くぇ おけうすけ きけゅぇ ょぇ さぇいつうすぇき.

„╅『』╊〉╅]“ 』》╊ぁ╊]¨
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』 たそしそうけせ たちそぬかせて おあ つか とうかしけねけ そて つしかおうあはあ-
てあ えそおけせあ うせそつさあてあ うひう なそせお „╆かくちあいそてけぬあ”

╉とすけてか つあ せあ なちかせつさけみ さちあし ]とけ ｠┼V, けくうかつてかせ そはか さあてそ [ちあしみ 』しひせぬか - くあちあおけ たけはせそつててあ け 
うかしけねけかてそ せあ せかえそうそてそ ぬあちとうあせか. 

〉あ ]とけ ｠┼V たちけせあおしかきあて け つかせてかせぬけけてか: [そえあてそ おあす せみさそすと にといあうあ おしひきせそつて, あく つひくおあうあす 99 
せかおそうそしせけ け かおけせ せかいしあえそおあちせけさ; 》そ-しかつせそ すけ か おあ たそすけちみ ぬみしあ ╊うちそたあ, そてさそしさそてそ せみさそけ きかせけ; 

〉けすあ ╆そえ か くあいちあうけし くあ うつけねさそ, さそかてそ つひす せあたちあうけし くあ せかえそ?!

. . 

╅ちつかせあしぬけ たそしとねあうあて せそうけ たちかおたあくせけ つちかおつてうあ つ たあちけ そて ╊』
╀かういけ 9 000 ぉさけは こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ いぇ さぇ-

ぉけすくうちうすっ ゃ けこぇしくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ とっ ぉなょぇす けしうゅせさっくう ょけ ′けゃぇ ゅけょうくぇ 
こけ かうくうは くぇ しこっつっかっくうは けす おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ こさけっおす こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃう-
すうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう”, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ょうさっおすけさ „《うくぇくしう 
う うおけくけきうおぇ” ゃ ょさせあっしすゃけすけ. ‶さけっおすなす っ いぇ うく-
ゃっしすうちうう ゃ いょさぇゃけしかけゃくう う ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ 
すさせょ し こけょおさっこぇ けす ╄ゃさけこっえしおうは しけちうぇかっく そけくょ 
こけ したっきぇ BG 051PO001 – 2.3. - 01 くぇ ¨‶ „[ぇいゃう-
すうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう” し せこさぇゃかはゃぇと けさゅぇく 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ. 
‶さけっおすなす っ しさっょ 20-すっ くぇえ-ょけぉさっ さぇいさぇぉけすっくう, 
しなけぉとう こさう ゃさなつゃぇくっすけ くぇ こけょこうしぇくうすっ ょけゅけゃけ-
さう きうくうしすなさ 〈けすぬけ ╋かぇょっくけゃ.

〈けゃぇ こさっょかけあっくうっ っ くぇ-
こさぇゃうか かうょっさなす くぇ ╉′]╀  

‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ こけ ゃさっきっ くぇ 
さぇぉけすくぇ しさっとぇ くぇ しうくょうおぇ-
すぇ, こさけゃっょっくぇ ゃ ゅさなちおうは ゅさぇょ 
╉ぇゃぇかぇ. ]こけさっょ かうょっさぇ くぇ 
しうくょうおぇすぇ, すけゃぇ とっ ょぇょっ ゃない-
きけあくけしす いぇ ゃょうゅぇくっ くぇ きうくう-
きぇかくけすけ ょくっゃくけ けぉっいとっすっくうっ 
いぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ けす 7,20 かっゃぇ 
くぇ 9 かっゃぇ. 
¨す ╉′]╀ こさっょかぇゅぇす う こさけきは-

くぇ ゃ こっさうけょぇ いぇ ういつうしかはゃぇくっ 
くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ いぇ ぉっいさぇぉけ-
すうちぇ こさう しっいけくくうすっ さぇぉけすくう-
ちう. ╃ゃぇすぇ ゃぇさうぇくすぇ しぇ 6 きっ-
しっちぇ しっいけくくぇ さぇぉけすぇ ょぇ くけしはす 
こさぇゃけ くぇ 4 きっしっちぇ こさぇゃけ くぇ 
けぉっいとっすっくうっ うかう, ぇおけ つけゃっお っ 
さぇぉけすうか 12 きっしっちぇ けす こけしかっょ-
くうすっ 36 きっしっちぇ, ょぇ うきぇ こさぇゃけ 
くぇ すぇおけゃぇ けぉっいとっすっくうっ.
‶け ゃさっきっ くぇ そけさせきぇ しうくょう-

おぇかうしすうすっ けすくけゃけ こさうこけきくうたぇ 
うしおぇくっすけ しう おなき おぇぉうくっすぇ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ う くっうい-
こなかくっくけ ょけしっゅぇ - いぇ せゃっかうつっ-
くうっ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ くぇ 330 かっゃぇ う 10% 

せゃっかうつっくうっ くぇ 
ぉのょあっすくうすっ 
いぇこかぇすう う こっく-
しうう. 
¨す しうくょうおぇ-

すぇ くぇしすけはゃぇす う 
こさっい しかっょゃぇ-
とぇすぇ ゅけょうくぇ 
さぇぉけすけょぇすっかう-
すっ ょぇ こけっきぇす 
こなさゃうすっ すさう 
ょくう けす ぉけかくうつ-
くうすっ.
‶け ゃさっきっ 

くぇ そけさせきぇ っ 
くぇこさぇゃっくけ う 

こさっょかけあっくうっ ょけ こさぇゃうすっか-
しすゃけすけ いぇ っょくけおさぇすくけ うい-
こかぇとぇくっ くぇ おけきこっくしぇちうう くぇ 
こっくしうけくっさうすっ いぇさぇょう せゃっかう-
つっくぇすぇ  し 13% くぇ ちっくぇ くぇ すけおぇ 
けす 1-ゃう のかう. ¨す ╉′]╀ くぇしすけ-
はゃぇす ょなさあぇゃぇすぇ っょくけおさぇすくけ 
こさっい けおすけきゃさう ょぇ こかぇすう けす 30 
ょけ 50 かっゃぇ くぇ ゃしうつおう こっくしうけ-
くっさう, つうえすけ こっくしうう しぇ ょけ 400 
かっゃぇ きっしっつくけ.  
╇いつうしかっくうはすぇ くぇ しうくょうおぇかう-

しすうすっ こけおぇいゃぇす, つっ いぇ すぇいう ちっか 
ょなさあぇゃくぇすぇ たぇいくぇ とっ すさはぉゃぇ 
ょぇ けすょっかう けおけかけ 60 きかく. かっゃぇ. 
¨す ╉′]╀ くぇしすけはゃぇす しなとけ いぇ 

せゃっかうつっくうっ くぇ こっくしううすっ し 
10% けす しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ, 
おぇすけ ぉせそっさ しさっとせ けつぇおゃぇくけすけ 
くけゃけ くぇさぇしすゃぇくっ くぇ ちっくうすっ. 
‶ぇさうすっ いぇ すけゃぇ せゃっかうつっくうっ 
きけあっかけ ょぇ しっ ゃいっきぇす けす 750-すっ 
きうかうけくぇ かっゃぇ, おけうすけ ょなさあぇ-
ゃぇすぇ こかぇとぇ いぇ ゃょけゃうておう ょけ-
ぉぇゃおう. ¨す しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
すっいう しせきう とっ しっ こかぇとぇす けす 
┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょ-
こけきぇゅぇくっ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

』たかのせそ つか せときおあかす そて さあすたあせけみ:
╉あ すあちさけちあすか たかのかにそおせけてか  たひてかさけ,  おあ つたあつけす にそちあてあ

╁っつっ ぉかういけ ゅけょうくぇ っ ういすさうすぇ う くっ-
こけょくけゃっくぇ っょくぇ けす くぇえ-ゃぇあくうすっ 

こってったけょくう こなすっおう ゃ ╉ぇいぇくかなお - すぇいう 
くぇ せかうちぇ „【うこつっくしおぇ っこけこっは”, ゃ くっ-
こけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” う くけゃけしすさけはと しっ 
たけすっか くぇ なゅなかぇ. 
]すぇさぇくうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ しかせあう-

すっかう けす しなけすゃっすくけすけ いゃっくけ っ いぇゃうょくけ, 
いぇとけすけ くぇゃさなた ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇ-
すぇ ういけゅさぇそうしぇたぇ ょゃっ くけゃう う こさっしくう 
こってったけょくう こなすっおう くぇ けすしさっとくぇすぇ 
しすさぇくぇ, こけ おけうすけ ぉっいこさっこはすしすゃっくけ 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ こさっきうくぇす くぇ しさっとせ-
こけかけあくうは すさけすけぇさ, ょけ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
けぉとうくしおぇ ぉぇくおぇ, うかう けす なゅなかぇ くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
しゅさぇょぇすぇ くぇ きせいっえ-ゅぇかっさうはすぇ.

‶さっょう ょゃぇえしっすうくぇ ょくう せつうすっか-うしすけさうお けす ╉ぇいぇくかなお しう 
くぇこさぇゃう っかっゅぇくすくぇ いぇおぇつおぇ し きっしすくぇすぇ けぉとっしすゃっくけしす, 

こせしおぇえおう くぇ しすさぇくうちぇすぇ しう ゃなゃ 《っえしぉせお こさっょういゃうおぇすっかくぇ  う 
こさっょういゃうおゃぇとぇ さぇいきうしなか しくうきおぇ くぇ 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, くけ し かなゃけゃっ し っいうちう. 
′っ っょうく う ょゃぇきぇ すけゅぇゃぇ しっ いぇさけゃうたぇ ゃ ぇさたうゃうすっ, いぇ ょぇ さぇい-

ぉっさぇす ょけおけかおけ うしすけさうつっしおぇすぇ いぇおぇつおぇ けすゅけゃぇさは くぇ うしすけさうつっ-
しおぇすぇ うしすうくぇ うかう こさけしすけ ゃさっきっすけ っ こさうすなこうかけ しっすうゃぇすぇ くう いぇ 
くっとぇ, おけうすけ しぇ ぉうかう けおけかけ くぇし, くけ くっ しきっ いぇぉっかはいぇかう おけゅぇ 
しぇ ういつっいくぇかう. 
╉ぇすけ, くぇこさうきっさ, っいうちうすっ くぇ かなゃけゃっすっ けす 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお. ¨おぇいぇ しっ, つっ うしすけさうおなす ╇ゃぇく 〈うてっゃ くぇうしすうくぇ   っ 
こさけゃけおうさぇか しっすうゃぇすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう う きっしすくうすっ てけゃうくうしすう, 
こせぉかうおせゃぇえおう しくうきおぇ くぇ ょけしせと っょくぇおゃぇすぇ 『ぇさしおぇ つってきぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお し くぇこさぇゃっくぇ こけょけぉくぇ けす しなとうは しおせかこすけさ-うすぇかうぇ-
くっち, くけ ゃ ]けそうは, ぉかういけ ょけ ┿きっさうおぇくしおけすけ こけしけかしすゃけ. ¨おぇいゃぇ 
しっ, つっ すぇき うきぇ しなとぇすぇ つってきぇ, くけ くぇ くっは かなゃけゃっすっ しぇ し っいうちう. 

╊せう - ょぇょっく けす ╀けゅぇ. [ぇあょぇくっすけ きせ おぇすけ こけ-
すけきなお くぇ くはおけかおけ ゃうょくう っゃさけこっえしおう ょうくぇし-

すうう こさっい 1638 ゅ. ゃ ]っく ╅っさきっく うょゃぇ しかっょ 23 ゅけょう-
くう ぉっいょっすうっ くぇ けすつせあょっくうすっ っょうく けす ょさせゅ ╊せう XIII 
う ┿くぇ ┿ゃしすさうえしおぇ う っ こさうっすけ けす しなゃさっきっくくうちうすっ 
おぇすけ ぉけあう ょぇさ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ すけえ っ くぇさっつっく 
╊せう ╃うえけょけくっ - „╊せう, ょぇょっく けす ╀けゅぇ“. 

′ぇえ-ょなかゅけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ っゃさけこっえしおう 
ゃかぇょっすっか っ すけゃぇ くぇ ╊せう 》┶V. 〈けえ せこさぇゃかはゃぇ 
《さぇくちうは けす 4-ゅけょうてっく - けぉとけ 72 ゅけょうくう, おぇすけ 54 

ゅけょうくう せこさぇゃかはゃぇ ょなさあぇゃぇすぇ かうつくけ - ょけ しきなさすすぇ 
しう こさっい 1715 ゅ., きぇかおけ こさっょう 77-は しう さけあょっく ょっく. 
╊せう 》┶V っ こさうゃなさあっくうお くぇ すっけさうはすぇ, しこけさっょ おけはすけ 
おさぇかしおぇすぇ ゃかぇしす うきぇ ぉけあっしすゃっく こさけういたけょ. ╃けさう 
おけゅぇすけ そさっくしおぇすぇ たぇいくぇ っ こけつすう こさぇいくぇ, ╊せう たぇさ-
つう けゅさけきくう しせきう いぇ ぉかはしなおぇ くぇ おさぇかしおうは しう ょゃけさ.   

╉ぇお っ せこさぇゃかはゃぇか ╊せう 》┶V? ╁ くぇつぇかけすけ くぇ 80-
すっ ゅけょうくう くぇ 17 ゃっお ╊せう う 《さぇくちうは しっ こさっゃさなとぇす 
ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しうかぇ ゃ ╄ゃさけこぇ. 《さっくしおうすっ おけかけ-
くうう しっ さぇいてうさはゃぇす. ╊せう XIV けゅさぇくうつぇゃぇ ゃかぇしすすぇ 
くぇ こぇこぇすぇ ゃなゃ 《さぇくちうは う しっ しょけぉうゃぇ し ょっおかぇさぇ-
ちうは, しこけさっょ おけはすけ ゃかぇしすすぇ くぇ おさぇかは っ こけ-ゅけかはきぇ 
けす すぇいう くぇ こぇこぇすぇ. ¨しゃっく すけゃぇ, すけえ こさけょなかあぇゃぇ 
こけかうすうおぇすぇ くぇ けすしかぇぉゃぇくっ くぇ ゃかうはくうっすけ くぇ ぉかぇ-
ゅけさけょくうちうすっ う ょせたけゃっくしすゃけすけ. ‶けしすうゅぇ こなかっく 
おけくすさけか くぇょ ぇさうしすけおさぇちうはすぇ, おけはすけ あうゃっっ ゃ おさぇか-
しおぇすぇ さっいうょっくちうは ゃなゃ ╁っさしぇえ, おなょっすけ せきっかけ ぉうゃぇ 
おけくすさけかうさぇくぇ けす おさぇかは. 〈けえ ゃはさゃぇ, つっ しうかぇすぇ きせ 
とっ っ ょけしすぇすなつくけ ゅけかはきぇ, ぇおけ いぇゃうしう けす こけきけと-
くうちう, おけうすけ すけえ ゃなゃ ゃしっおう っょうく きけきっくす きけあっ ょぇ 
しきっくは う せくうあぇゃぇ. ‶け すけいう くぇつうく おさぇかはす こさうくせあ-
ょぇゃぇ ぇさうしすけおさぇすうすっ ょぇ きせ しかせあぇす おぇすけ こさうょゃけさ-
くう, ょけおぇすけ すけえ くぇいくぇつぇゃぇ ぉせさあけぇ いぇ きうくうしすさう う 
ゅせぉっさくぇすけさう.

╅っくうすっ ゃ あうゃけすぇ くぇ ╉さぇかは ]かなくちっ. ‶なさゃぇすぇ 
う くぇえ-ゃぇあくぇ あっくぇ ゃ あうゃけすぇ くぇ ╊せう 》┶V っ くっゅけ-
ゃぇすぇ きぇえおぇ ┿くぇ ┿ゃしすさうえしおぇ, おけはすけ さぇあょぇ しうくぇ しう 
くぇ 37 ゅけょうくう - ゃないさぇしす, くぇ おけはすけ おさぇかしおうすっ けしけ-
ぉう けぉうおくけゃっくけ しっ しょけぉうゃぇかう し ゃくせちう. ╇きぇか ょゃぇ 

ぉさぇおぇ. ]なゅかぇしくけ ‶うさっくっえしおうは ょけゅけ-
ゃけさ けす 1659 ゅ., おけえすけ しかぇゅぇ おさぇえ くぇ 
ゃけえくぇすぇ きっあょせ 《さぇくちうは う ╇しこぇくうは, 
╊せう しっ あっくう いぇ うしこぇくしおぇすぇ うくそぇくすぇ 
╋ぇさうは-〈っさっいぇ, くっゅけゃぇ ぉさぇすけゃつっょおぇ, 
おけはすけ せきうさぇ こさっい 1683 ゅ. ‶け ゃさっきっ くぇ 
しなこさせあっしすゃけすけ しう ╊せう うきぇ くはおけかおけ 
きっすさっしう. ╀さけはす くぇ ょさっぉくうすっ そかうさすけ-
ゃっ くぇ おさぇかは くっ きけあっ ょぇ しっ ういつうしかう 
し すけつくけしす, けしけぉっくけ ゃ こっさうけょぇ, おけゅぇすけ 
ゅさってくうおなす しっ いぇぉぇゃかはゃぇか し すぇおぇ くぇさっ-
つっくうすっ ゃ くぇてう ょくう っょくけょくっゃくう ゃさない-
おう (ゃ くっゅけゃうは しかせつぇえ ぉうかう ゃさないおう いぇ 
っょうく しかっょけぉっょ)... ‶さっい 1685 ゅ. おさぇかはす 
う きぇさおういぇ ょぬけ ╋っくすくけく, ゃくせつおぇ くぇ ゃっ-
さくうは きせ こさうはすっか ┿くさう ┶V, しおかのつゃぇす 
すぇっく ぉさぇお. ╀さけはす くぇ ょっちぇすぇ きせ しなとけ 
っ しこけさっく: ぉうかう しぇ くぇえ-きぇかおけ けしっき-
くぇえしっす. ‶けつすう ゃしうつおう ょっちぇ くぇ ╊せう けす 
ぉさぇおぇ きせ し ╋ぇさうは 〈っさっいぇ せきうさぇす おぇすけ 
きぇかおう. ╄ょうくしすゃっくけ ゅけかっきうはす きせ しうく, 
ょけそうくなす ╊せう, ういゃっしすっく おぇすけ „ゃっかう-
おうは ょけそうく“, せきうさぇ こさっい 1711 ゅ., けし-
すぇゃはえおう すさうきぇ しうくぇ, ゃすけさうはす けす おけうすけ 
くぇしかっょはゃぇ そさっくしおうは すさけく こけょ うきっすけ 
╊せう XV.

╁っさしぇえ - ちっくすなさなす くぇ ゃしっかっくぇすぇ.
╋かぇょうはす ╊せう こさっゃさなとぇ くはおけゅぇてくぇすぇ 
かけゃくぇ たうあぇ くぇ ぉぇとぇ しう ゃ くぇえ-ゃぇあくけ-
すけ きはしすけ ゃ しゃっすぇ - くぇ 6 きぇえ 1682 ゅ. 
すけえ けそうちうぇかくけ こさっきっしすゃぇ けす ‶ぇさうあ 
ゃなゃ ╁っさしぇえ /きっしすくけしす, ゅさぇくうつっとぇ し 
ゅなしすう ゅけさう う ぉけゅぇすぇ くぇ さぇいかうつくう ゃう-
ょけゃっ ょうゃっつ/ ちっかうは おさぇかしおう ょゃけさ, こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ う ゃけっくくけすけ おけきぇくょゃぇくっ. 
╃ゃけさちけゃうはす あうゃけす しっ しなしさっょけすけつぇゃぇ 
ゃなさたせ ゃっかうおけかっこうっすけ くぇ おさぇかしおけすけ 
しっきっえしすゃけ う こさうょゃけさくうすっ う すったくうは 
しゃっすしおう あうゃけす.╊せう うきぇ くはおけかおけ こさう-
つうくう いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ╁っさしぇえしおうは 
おけきこかっおし. ‶なさゃぇすぇ っ, つっ すけえ くっくぇゃうあ-
ょぇ ‶ぇさうあ. ]こけきっくうすっ けす ょっすしすゃけすけ きせ 
いぇ 《さけくょぇすぇ, おけゅぇすけ ぉせくすけゃくうちうすっ いぇ-
ょなさあぇす くっゅけ う しっきっえしすゃけすけ きせ, くっ ゅけ 
くぇこせしおぇす くうおけゅぇ. ╆ぇすけゃぇ すけえ さってぇゃぇ 
ょぇ こけしすさけう しゃけは さっいうょっくちうは ういゃなく 
‶ぇさうあ, けすおなょっすけ ょぇ きけあっ ょぇ くぇぉかの-
ょぇゃぇ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ╁っさしぇえ しなとけ 
すぇおぇ しかせあう, いぇ ょぇ こけおぇいゃぇ ゃっかうおけかっ-
こうっすけ くぇ おさぇかしおうは ょゃけさ, ょぇ けぉしかせあゃぇ 
しかぇゃぇすぇ くぇ ゃかぇょっすっかは, おぇおすけ う いぇ しこけ-
おけえくう こさっゅけゃけさう し つせあょう こさぇすっくうちう. 
╉さぇかしおうはす ょゃけさ くぇ ╊せう 》┶V しっ しきはすぇ 
いぇ くぇえ-ゅぇかぇくすくうは ゃ うしすけさうはすぇ. ╁ さぇい-
ちゃっすぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ╊せう XIV ゃ 
こうとくうは ょゃけさちけゃ おけきこかっおし ╁っさしぇえ 
うきぇかけ 220 ぇこぇさすぇきっくすぇ う 450 しすぇう, ゃ 
おけうすけ きけあっかう ょぇ しっ くぇしすぇくはす くっ こけゃっ-
つっ けす 3000 ょせてう. ¨しすぇくぇかうすっ くはおけかおけ 
たうかはょう けぉうすぇすっかう すさはぉゃぇかけ ょぇ すなさしはす 
こけょしかけく ゃ けおけかくうすっ しっかうとぇ ゃおかのつう-
すっかくけ う ゃ ぉかういおけすけ しっかけ ╁っさしぇえ. 〈ぇおぇ 
ょゃけさちけゃうはす おけきこかっおし しっ こさっゃなさくぇか ゃ 
っょうく ゅさぇきぇょっく きったぇくういなき, ゃ さぇきおう-
すっ くぇ おけえすけ しっ たぇさつっかう 6 けす ゃしっおう 10 
そさぇくおぇ, しなぉさぇくう けす ょぇくなちう.

╉さぇかしおうはす ょゃけさ う ちっさっきけくうぇかなす.
╊せう XIV しっ ゃないこさうっきぇ おぇすけ けしくけゃっく 
しうきゃけか ゃ ╄ゃさけこぇ くぇ うょっはすぇ いぇ ぇぉしけ-
かのすくぇすぇ ゃかぇしす, つうはすけ ょっきけくしすさぇちうは 
しぇ おさぇかしおうはす ょゃけさ う ちっさっきけくうぇかなす.                                                                                                                

‶け ゃさっきっすけ くぇ ╊せう XIV ゃっつっ 
ぉうかぇ こけいくぇすぇ ちっさっきけくうは-
すぇ “lit de justice”, おけはすけ しっ 
こさぇゃっかぇ さはょおけ. ′っえくぇすぇ 
ちっか ぉうかぇ ょぇ こさっょしすぇゃう おさぇ-
かは くぇ ‶ぇさうあおうは こぇさかぇきっくす, 
いぇ ょぇ きけあっ すけえ ょぇ こさうしすなこう 
おなき ういょぇゃぇくっすけ くぇ いぇおけくう. 
‶けしかっょくうすっ ょゃっ ちっさっきけくうう 
うきぇかう いぇ ちっか ょぇ けゅさぇくうつぇす 
ゃかぇしすすぇ くぇ ‶ぇさうあおうは こぇさ-
かぇきっくす こけ けすくけてっくうっ くぇ いぇ-
おけくけょぇすっかくうすっ こさけちっょせさう. 
╃させゅぇ ちっさっきけくうは, ういこけかい-
ゃぇくぇ けす ╊せう XIV, ぉうかぇ おけさけ-
くぇちうはすぇ. ╆ぇさぇょう しかけあくぇすぇ 
きっあょせくぇさけょくぇ けぉしすぇくけゃおぇ 
╊せう XIV ぉうか おけさけくけゃぇく こさっい 
1654 ゅ. - っょうくぇょっしっす ゅけょうくう 
しかっょ くぇつぇかけすけ くぇ せこさぇゃかっ-
くうっすけ きせ. 

╃ゃけさなす うきぇか しすさけゅぇ しすさせお-
すせさぇ う ういこなかくはゃぇか すさう ゃぇあくう 
そせくおちうう: ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
おさぇかしおけすけ ょけきぇおうくしすゃけ, ゃ 
おけっすけ あうゃっっ しぇきけすけ おさぇか-
しおけ しっきっえしすゃけ; ょぇ ういこなかくはゃぇ 
さけかはすぇ くぇ しけちうぇかっく ちっくすなさ, 
ゃ おけえすけ ゃうしけおけこけしすぇゃっくう-
すっ ぉかぇゅけさけょくうちう せつぇしすゃぇす ゃ 
っあっょくっゃくうすっ さうすせぇかう けおけ-
かけ おさぇかしおぇすぇ けしけぉぇ; すさっすぇ-
すぇ きせ そせくおちうは っ おぇすけ しっょぇ-
かうとっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ. 
〈ぇおa ょゃけさなす っ きはしすけすけ, おなき 
おけっすけ しぇ けぉなさくぇすう けつうすっ くぇ 
ちはかぇすぇ ょなさあぇゃぇ. 』かっくけゃっすっ 
くぇ おさぇかしおけすけ ょけきぇおうくしすゃけ 
くっ しかせあっかう こけしすけはくくけ, ぇ しっ 
ゃなさすっかう くぇ しきっくう けす こけ すさう 
きっしっちぇ. 〈ぇいう しうしすっきぇ, けす 
っょくぇ しすさぇくぇ さぇいてうさはゃぇかぇ 
ょけしすなこぇ くぇ ぉかぇゅけさけょくうちう-

すっ ょけ けしけぉぇすぇ くぇ ゃかぇょっすっかは, 
ぇ けす ょさせゅぇ きせ ょぇゃぇかぇ ゃない-
きけあくけしす ょぇ おけくすさけかうさぇ こけ-
ゃっつっ たけさぇ. ╀かぇゅけさけょくうちうすっ 
こけ ゃさっきっすけ くぇ ╊せう XIV ぉうかう 
けおけかけ 200 000 ょせてう (1 % けす 
くぇしっかっくうっすけ), ぇ けす すはた けおけかけ 
4000-5000 ぉうかう こけしすけはくくけ 
こさう ょゃけさぇ (10 000 こさう しうし-
すっきぇすぇ くぇ さけすぇちうは). ′ぇ っょくけ 
こけ-ぉうすけゃけ くうゃけ えっさぇさたうつくう-
すっ ょゃけさちけゃう こさっさっおぇくうは しっ 
ういさぇいはゃぇかう ゃ す.くぇさ. “ぉうすおぇ 
きっあょせ すさうすっ しすけかぇ” - そけすぬけえ-
かぇ, しすけかぇ う すぇぉせさっすおぇすぇ. ′ぇ 
ゃしはおぇ おぇすっゅけさうは けす えっさぇさたう-
はすぇ しなけすゃっすしすゃぇかけ こさぇゃけすけ くぇ 
ういこけかいゃぇくっ くぇ っょうく けす すさう-
すっ しすけかぇ. ¨しゃっく すけゃぇ, ぉうかけ 
せすけつくっくけ おけえ, ゃ こさうしなしすゃう-
っすけ くぇ おけゅけ, くぇ おぇおなゃ しすけか 
うきぇか こさぇゃけ ょぇ しっょう う おけえ くっ; 
こさっょ おけゅけ しかっょゃぇかけ ょぇ しっ けす-
ゃぇさはす ょゃっすっ おさうかぇ くぇ ゃさぇすぇ-
すぇ う こさっょ おけゅけ - しぇきけ っょくけすけ.                                                                                                                                   
╀っい しなきくっくうっ せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ ╊せう XIV しっ はゃはゃぇ いかぇすくけ-
すけ ゃさっきっ いぇ おさぇかしおうは ょゃけさ. 
╃ゃけさなす くはきぇか うくしすうすせちうけくぇ-
かういうさぇくぇ ゃかぇしす, くけ おぇすけ けぉ-
おさなあっくうっ くぇ おさぇかは う くっゅけ-
ゃうすっ きうくうしすさう, しっ こさっゃさなとぇ 
ゃなゃ ゃぇあっく けさゅぇく, ゃ うくしすさせ-
きっくす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, し おけはすけ 
╊せう 》┶V しっ けすなあょっしすゃはゃぇか.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

¨つぇおゃぇえすっ こさけょなかあっ
くうっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ - 
いぇ おさぇかしおうすっ さうすせぇかう こさう 
しなぉせあょぇくっすけ う けぉかうつぇくっ
すけ くぇ ╊せう 》┶V, いぇ おさぇかしおう
すっ けぉはょ う ゃっつっさは う いぇ おさぇは 
くぇ ょっくは くぇ ╉さぇかは ]かなくちっ.

?
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- ╉ぇお しすぇくぇ すぇおぇ, つっ こけったすっ 
しけぉしすゃっくけしすすぇ う せこさぇゃかっ-
くうっすけ くぇ ╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう 
- ╉さなく う おぇお しっ しこさぇゃは さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ いぇゃけょぇ し こさっ-
ょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ おさういぇ-
すぇ ょくっし?      
- ╉けゅぇすけ こさっい 1997 ゅ. しかっょ きぇ-

しけゃぇすぇ こさうゃぇすういぇちうは いぇこけつくぇ 
おぇしけゃぇすぇ う こけょゅけすゃおぇすぇ くぇ こさぇ-
ゃっく ぇくぇかうい くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあう-
くう, しすぇくぇ はしくけ, つっ こさっょしすけう こさけ-
ょぇあぉぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ. ‶うすぇた 
しっ - おけえ とっ こさけはゃう うくすっさっし う 
とっ ゅけ おせこう. 〈けゅぇゃぇ ういおかのつゃぇた 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ ゅけ おせこうき くうっ, 
さなおけゃけょしすゃけすけ う さぇぉけすっとうすっ ゃ 
くっゅけ, いぇとけすけ くはきぇたきっ くうおぇおゃう 
しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ. ]かっょ ょけしすぇ 
けぉうおけかおう くぇ いぇきけあくう ぉういくっしきっ-
くう けす たけすっかうっさしおうは う こっすさけかくうは 
ぉさぇくて, おけうすけ おぇすけ ゃうょったぇ あっ-
かっいぇ, しさけおぇ くぇ けぉさなとぇっきけしす くぇ 
こぇさうすっ, さぇいきっさぇ くぇ こっつぇかぉぇすぇ 
う さうしおけゃっすっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
しっ けすおぇいゃぇたぇ, さぇいぉさぇた, つっ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ くぇこさぇゃうき くっゃないきけあくけすけ, 
くけ ょぇ いぇこぇいうき すけゃぇ, おけっすけ ぉは-
たきっ ういゅさぇょうかう こさっい ゅけょうくうすっ し 
きくけゅけ すさせょ. ]なゅかぇしくけ いぇおけくぇ いぇ 
ょゃぇ ょくう しないょぇょけたきっ ぇおちうけくっさ-
くけ ょさせあっしすゃけ けす 183-きぇ ょせてう, 
さぇぉけすっとう ゃ いぇゃけょぇ, おぇくょうょぇす-
しすゃぇたきっ いぇ こけおせこおぇすぇ, せさっょう-
たきっ おさっょうす いぇ こなさゃぇすぇ ゃくけしおぇ, 
しかっょ おぇすけ ぉはたきっ けょけぉさっくう けす 
┿ゅっくちうはすぇ いぇ こさうゃぇすういぇちうは う 
こけかせつうたきっ しけぉしすゃっくけしすすぇ. ]かっょ 
すけゃぇ, すさせょくけ - かっしくけ, しう こけおさう-
たきっ ゃしうつおう いぇょなかあっくうは こけ ょけ-
ゅけゃけさぇ う こさっい 2007 ゅ. しすぇくぇたきっ 
ぇぉしけかのすくけ しぇきけしすけはすっかくう. ]な-
ゃっすなす くぇ ょうさっおすけさうすっ, けす しぇきけすけ 
くぇつぇかけ ぉっい こさけきっくう, せこさぇゃかはゃぇ 
ょさせあっしすゃけすけ ゃ こなかっく おけくしっく-
しせし. ¨ぉとう しぇ さぇいぉうさぇくうはすぇ くう 
いぇ さぇいゃうすうっ う しけちうぇかくけしす. 《ぇ-
ぉさうおぇすぇ /すぇおぇ は くぇさうつぇき ぇい, けす 
„Sping Factory”, ぇくゅかけっいうつくけすけ 
くぇ そぇぉさうおぇ いぇ こさせあうくう/ しはおぇて 
っ こけとぇょっくぇ けす おさういぇすぇ こさっい 
こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. 〈けゃぇ っ 
すぇおぇ, いぇとけすけ ょけおぇいぇたきっ, つっ しっ 
しこさぇゃはきっ おけさっおすくけ し こけっすうすっ 
ぇくゅぇあうきっくすう おなき ゃしうつおう おかうっく-
すう う くぇ くぇし きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ. 
¨すくけゃけ „┿さしっくぇか” し っょくぇ ゅけかはきぇ 
う ょなかゅけしさけつくぇ こけさなつおぇ けぉっい-
こっつう くぇすけゃぇさっくけしすすぇ くぇ くぇえ-
っそっおすうゃくけすけ くう けぉけさせょゃぇくっ. 
〉ゃっかうつうたきっ こっさしけくぇかぇ し けおけ-
かけ 30 ょせてう, こさっょしすけう くう くけゃけ 
くぇいくぇつっくうっ けす しなとうは こけさはょなお. 
╇くゃっしすうさぇきっ, しすさけうき う たぇさつうき 
せきっさっくけ.

- ‶けしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ ╁うっ 
しすっ 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, けすおけゅぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇすっ し すぇいう けぉとっしす-
ゃっくぇ ょっえくけしす?
- ╁ [けすぇさう きっ こけおぇくう ]すっそぇく 

╋ぇくつけさけゃ, し おけゅけすけ しきっ ぉういくっし-
こぇさすくぬけさう, ぇ う うしすうくしおう こさう-
はすっかう, こさっい 2001 ゅ. ╁ こなさゃうすっ 
ゅけょうくう くぇ つかっくしすゃけすけ しっ けし-
かせてゃぇた, ういせつぇゃぇた こけさはょおうすっ ゃ 
おかせぉぇ, けしくけゃけこけかぇゅぇとうすっ こさうく-
ちうこう う しなとくけしすすぇ くぇ さけすぇさう-
ぇくしすゃけすけ, たぇさぇおすっさうすっ くぇ つかっ-
くけゃっすっ きせ. ╀なさいけ けしないくぇた, つっ 
いぇ ょぇ しかせあうて くぇ ぉかぇゅけさけょくうすっ 
うょっう くぇ [けすぇさう ゃ こけかいぇ くぇ けぉ-
とっしすゃけすけ, すさはぉゃぇ ょぇ けぉとせゃぇて 
し けしすぇくぇかうすっ う ょぇ くっ しっ しおなこうて 
ょぇ こけょこけきぇゅぇて こけかっいくうすっ うくう-
ちうぇすうゃう. [けすぇさう しないょぇゃぇ っょくけ 
ゃなすさってくけ せょけゃかっすゃけさっくうっ, 
つっ しう こけかっいっく う しなこさうつぇしすっく 
おなき しすさっきっあぇ ょぇ こさぇゃうて ゃう-
くぇゅう ょけぉさけ. ╆ぇ すけゃぇ ょけこさうくっ-
しけたぇ くはおけかおけ いくぇつうきう うくうちう-
ぇすうゃう, けしなとっしすゃっくう けす おかせぉぇ.                                           

》ちそおひしきかせけか そて すけせあしけみ いちそこ

╀っいしこけさくけ し くぇえ-ゅけかはきぇ 
しすけえくけしす っ しなゃきっしすくぇすぇ 
うくうちうぇすうゃぇ し ╇くくぇさ 〉うえか 
おかせぉ ╉ぇいぇくかなお いぇ けすおさうゃぇ-
くっ くぇ くぇぉうさぇすっかくぇ しきっすおぇ 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ きっあょせくぇ-
さけょくう ういはゃう くぇ ょぇさけゃうすう 
ょっちぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ すさぇょうちうけくくうは ぉかぇゅけす-
ゃけさうすっかっく ぉぇか ゃ おさぇは くぇ 
くけっきゃさう ゃ くっは しなぉさぇたきっ 
ぉかういけ 22 000 かゃ. ╀なょっとっすけ 
くぇ [けすぇさう おかせぉ - ╉ぇいぇくかなお 
っ けこすうきうしすうつくけ, ゃ しかっょゃぇ-
とうすっ きぇくょぇすう すけえ とっ ぉなょっ 
せこさぇゃかはゃぇく けす ょけおぇいぇかう しっ 
かうつくけしすう, こさうっかう ぉっいさっ-
いっさゃくけ こさうくちうこうすっ う ちっかう-
すっ くぇ さけすぇさうぇくしすゃけすけ.

- ‶けくっあっ しすぇくぇ ょせきぇ いぇ 
ちっくくけしすう う きけさぇか, ゃなゃ 
╁ぇてう うくすっさゃのすぇ こけ さぇい-
かうつくう こけゃけょう しすっ しこけきっ-
くぇゃぇかう, つっ ょくっし しぇ けしけ-
ぉっくけ ゃぇあくう つっしすくけしすすぇ, 
こさうくちうこうすっ, しっきっえくうすっ 
すさぇょうちうう, きけさぇかなす ういけぉ-
とけ. ╆ぇとけ きうしかうすっ すぇおぇ?                               
- ╆ぇ ょぇ しっ ゃなさくぇす ゃ つけ-

ゃっておけすけ しないくぇくうっ おぇすけ 

ょなかぉけおけ けしないくぇすう けしくけゃけ-
こけかぇゅぇとう さぇいぉうさぇくうは いぇ 
けぉとせゃぇくっ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 
ゃ ょくってくけ ゃさっきっ すっ しっ しさっ-
とぇす さはょおけ. ┿おけ くっ ゅう こさう-
かぇゅぇて, ゃうくぇゅう こけしはゅぇて くぇ 
くっとけ つせあょけ. ′っ しう ういこなか-
くはゃぇて けぉっとぇくうはすぇ, くっ こけ-
っきぇて けすゅけゃけさくけしす, こけしすけ-
はくくけ さぇいきうくぇゃぇて ょせきうすっ 
し ょっかぇすぇ しう. ]すぇゃぇて  つけゃっお 
ぉっい ょけしすけえくしすゃけ う さけぉせゃぇて 
しぇきけ くぇ きぇすっさうぇかくけすけ. ′っ 
せおけさはゃぇき たけさぇすぇ, おけうすけ くっ 
しぇ せしこっかう. ′けさきぇかくけ っ こさう 
すはた ぉうすうっすけ ょぇ けこさっょっかは 
しないくぇくうっすけ. ′っょけうきなおなす 
ゅう こさうくせあょぇゃぇ ょぇ すなさしはす う 
こさうっきぇす ゃしうつおけ, おけっすけ うき 
くけしう こさうたけょう ゃ きけきっくすぇ, 
ぉっい ょぇ しっ いぇきうしかはす いぇとけ くっ 
しぇ せしこっかう, いぇとけ しぇ ゃ すぇおけ-
ゃぇ いぇゃうしうきけ う くっしうゅせさくけ 
こけかけあっくうっ う おぇおゃけ きけあっ 
ょぇ ゅけ こさけきっくう. ╉けえ けぉぇつっ 
たぇさっしゃぇ たけさぇ, おけうすけ かなあぇす 
こぇさすくぬけさうすっ しう, くっ こかぇとぇす 
いぇこかぇすう, せおさうゃぇす ょぇくなちう, 
ょぇゃぇす いぇ しけぉしすゃっくう しおなこう 
せょけゃけかしすゃうは, ぉっい ういけぉとけ 
ょぇ ゅう っ ゅさうあぇ  おぇお あうゃっはす 
けしすぇくぇかうすっ. 〉こさっおゃぇき けくっ-
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- 》けかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ 
すさぇょうちうけくくぇ  こしうたけかけゅうは 
かう っ, すさぇょうちうけくっく きっすけょ 
いぇ かっつっくうっ うかう くっとけ ょさせ
ゅけ? ╉ぇおゃけ ょぇゃぇ すけいう くけゃ 
こさけつうす くぇ つけゃっおぇ う くっゅけ
ゃぇすぇ こしうたうおぇ?
╋╂: 》けかけすさけこくけすけ ょうてぇ

くっ しこぇょぇ おなき っょくう きっすけょう, 
おけうすけ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ ゃしっ 
こけゃっつっ くぇぉうさぇす こけこせかはさくけしす 
ゃ こしうたけすっさぇこうはすぇ, くぇさっつっくう 
きっすけょう くぇ こさっあうゃはゃぇくっすけ. 
〈けゃぇ しぇ くっゃっさぉぇかくう きっすけょう, 
おけうすけ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
くぇぉうさぇす しおけさけしす. [ぇいぉうさぇ しっ, 
つっ うきぇ う きけきっくす くぇ さぇいゅけゃけさ, 
くぇ けぉはしくっくうは, くぇ しこけょっかはくっ, 
くけ しっ ぇおちっくすうさぇ ゃなさたせ かうつ
くけすけ こさっあうゃはゃぇくっ くぇ つけゃっ
おぇ, おけえすけ っ ょけてなか. ‶さっきう
くぇゃぇえおう こさっい かうつっく こさけちっし 
くぇ っきけちうけくぇかくう せしっとぇくうは う 
こさっあうゃはゃぇくうは, こさっきうくぇゃぇくっ 
ゃ かうつっく おぇすぇさいうし, おけえすけ けす 
しゃけは しすさぇくぇ ゃけょう ょけ かうつくけ 
こさけいさっくうっ う けすすぇき ょけ かうつくぇ 
すさぇくしそけさきぇちうは, ょけ こさけきはくぇ. 
╃け けしないくぇゃぇくっ くぇ しすさぇたけゃっ, 
くぇ ゅさっておう, くぇ いぇょさなあおう. 
〈けゃぇ, おけっすけ しっ くぇぉかのょぇゃぇ 
こさう すけいう ゃうょ すっさぇこうは っ, つっ 
うきぇ きくけゅけ こけ-ぉなさい っそっおす けす 
ゃっさぉぇかくぇすぇ, こけ-ぉなさいう しぇ さっ
いせかすぇすうすっ.
╄╄: ╃けおぇすけ っょくぇ ゃっさぉぇかくぇ 

すっさぇこうは きけあっ ょぇ こさけょなかあう 
し ゅけょうくう, すけ すせお, こさう たけかけす
さけこくけすけ ょうてぇくっ, しさけおなす しっ 
しなおさぇとぇゃぇ くぇこけかけゃうくぇ. 
╋╂: ] すぇいう すっさぇこうは きけゅぇす 

ょぇ しっ さってぇす こさけぉかっきう - おぇすけ 
ょっこさっしうは, こぇくうつっしおう ぇすぇ
おう,  くっゃさけすうつくう しなしすけはくうっ 
う すぇおうゃぇ, しゃなさいぇくう し ぉっいこけ
おけえしすゃけ, ぉっいしなくうっ, ゅかぇゃけぉけ
かうっ う かっおせゃぇ くぇえ-せしこってくけ 
くぇ 100% っょくけ しなしすけはくうっ, 
おけっすけ しっ くぇさうつぇ たけきけくっさ
ゃけすうおせし くけさきぇかうし. ╉ぇいぇくけ 
うくぇつっ - しなゃさっきっくくうはす  たけきけ
しぇこうっく くっ しなとっしすゃせゃぇ ゃっつっ, 
しっゅぇ うきぇ くけさきぇかくけ くっゃさけすう
つっく つけゃっお. ′っゃさけすうつくけしすすぇ ゃ 
たけさぇすぇ しっ っ こさっゃなさくぇかぇ  ょけ 
すぇおぇゃぇ しすっこっく ゃ くけさきぇ, つっ 
ゃっつっ っ しすさぇくくけ, ぇおけ つけゃっお  
くっ っ くっゃさけすうつっく. 〈ぇ ゃ すけいう 
しきうしなか たけかけすさけこくけすけ ょうてぇ
くっ ょっえしすゃぇ こさっおさぇしくけ, すけ っ 
っょくけ しすなこぇかけ くぇいぇょ, せしこはゃぇ 
ょぇ ゃなさくっ  くっゃさけすうつくうは つけゃっお 
ゃ くっゅけゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ たけ
きけしぇこうっくし, す.っ. くぇ さぇいせきっく う 
しこけおけっく つけゃっお.  

- ╁しなとくけしす すけゃぇ ょけおけか
おけ っ くけゃ すけいう きっすけょ うかう っ 
くっとけ, おけっすけ しっ ぉぇいうさぇ くぇ 
しすぇさう こさうえけきう - おぇすけ くぇ
こさうきっさ ょさっゃくうすっ かっつうすっ
かう, てぇきぇくう, おけうすけ しなとけ 
ういこけかいゃぇす ょうてぇくっ? 
╋╂: ′ぇ すぇいう けしくけゃぇ っ こけ

しすさけっくけ う たけかけすさけこくけすけ ょう
てぇくっ, すっいう かっつうすっかう し きせ
いうおぇ う ょうてぇくっ しぇ こけしすぇゃはかう 
たけさぇすぇ ゃ ういきっくっくけ しなしすけはくうっ 
くぇ しないくぇくうっすけ. ╇ くぇ ぉぇいぇ くぇ 
すけゃぇ しなしすけはくうっ しっ こけしすうゅぇ う 
すっさぇこっゃすうつくうはす っそっおす. ‶け
ょけぉくけ くっとけ っ う えけゅぇすぇ. ╇ こさう 
えけゅうすっ, う こさう うくょうぇくちうすっ, 
おぇおすけ う こさう ょさっゃくうすっ うくょうえ
しおう せつっくうは しっ けおぇいゃぇ, つっ ゃ 
けしくけゃぇすぇ っ ょうてぇくっすけ. ¨くけゃぇ 
ょうてぇくっ, おけっすけ ょけゃっあょぇ ょけ 
ちはかけしすくけしす. 》けさけしす - けいくぇ

つぇゃぇ ちはかけしすくけしす, ぇ すさけこけしす 
- ょけゃっあょぇと. ¨しくけゃくぇすぇ うょっは 
っ, つっ くうっ ゃしかっょしすゃうっ くぇ しすさっし 
しきっ さぇいおなしぇくう, ぇ こけ こさうく
ちうこ つけゃっおなす っ ょけぉさっ, たぇさ
きけくうつっく っ, おけゅぇすけ っ ちはかけし
すっく, しなぉさぇく.  〈けゅぇゃぇ つけゃっお 
っ う とぇしすかうゃ. ╁ すさせょくうは しう 
あうゃけす しきっ さぇいおなしぇくう きっあょせ 
さぇいかうつくう くっとぇ: しすさっし, さぇぉけ
すぇ, しすさぇたけゃっ, せゅさういっくうは, いぇ
ょさなあおう. ]すぇゃぇえおう ちはかけしすくう, 
くうっ しすぇゃぇきっ こなかくけちっくくう いぇ 
あうゃけすぇ, きけあっき ょぇ ういこうすぇきっ 
ゃしはおぇ さぇょけしす, ょぇ こけょけぉさうき 
あうゃけすぇ しう, ょぇ ゃいっきっき こさぇ
ゃうかくうすっ さってっくうは いぇ ゃぇあくうすっ 
ゃなこさけしう. ╆ぇとけすけ きくけゅけ つっしすけ 
せあ ゃしうつおけ くう っ くぇさっょ, くけ くは
おぇお くっ しきっ とぇしすかうゃう, くぇかう? 
〈けゃぇ っ うきっくくけ こけさぇょう くぇてぇ
すぇ かうこしぇ くぇ ちはかけしすくけしす. ╇きぇ 
っくっさゅうえくう けゅくうとぇ, おけうすけ くう 

ぉかけおうさぇす. ╋くけゅけすけ こぇさつっすぇ, 
くぇ おけうすけ しきっ しっ さぇいこうかっかう. 
] たけかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ すけゃぇ 
しっ さぇいさっあょぇ, しなぉうさぇきっ しっ, 
つせゃしすゃぇきっ しっ あうゃう, けぉくけゃっ
くう, ゅけすけゃう いぇ さってっくうは.  

- ╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ  
しぇきうはす こさけちっし くぇ たけかけす
さけこくぇすぇ すっさぇこうは? 
╄╄: ╁なさゃう きせいうおぇ し けこさっょっ

かっくぇ つっしすけすぇ う さうすなき. 》けさぇすぇ 
ょうてぇす. ╁しかっょしすゃうっ くぇ ょうてぇ
くっすけ, こさけちっし, おけえすけ こさけょなか
あぇゃぇ つぇし う こけかけゃうくぇ - ょゃぇ, 
しすぇゃぇ こさっくぇしうとぇくっ くぇ けさ
ゅぇくういきぇ し おうしかけさけょ, おぇすけ ょけ 
けこさっょっかっくぇ ゅさぇくうちぇ しっ しゃうお
ゃぇ し すけいう おうしかけさけょ, ぇ しかっょ 
すけゃぇ しっ こけゃうてぇゃぇ ゃなゅかっさけょ
くうはす ょゃせけおうし ゃ おさなゃすぇ. 〈けっしす, 
おさなゃすぇ しすぇゃぇ ぇかおぇかくぇ. 〈ぇいう 
ぇかおぇかくぇ しさっょぇ, おけはすけ しっ しない
ょぇゃぇ ゃ くぇてうは けさゅぇくういなき, っ 
きくけゅけ かっおけゃうすぇ.  ╊っおせゃぇ さぇい
かうつくう しなしすけはくうは.  ¨すおかのつゃぇ
くっすけ くぇ こさっあうゃはゃぇくうはすぇ しすぇ
ゃぇ ゃしかっょしすゃうっ くぇ ぉかけおうさぇくっ 
くぇ おけさぇすぇ くぇ ゅかぇゃくうは きけいなお 
おぇすけ さっいせかすぇす けす すけゃぇ ょうてぇ

くっ. ╉ぇおすけ っ こさう たうこくけいぇすぇ, 
たうこくけすういぇすけさなす ぉかけおうさぇ おけ
さぇすぇ くぇ ゅかぇゃくうは きけいなお う うい
おぇさゃぇ けす こけょしないくぇくうっすけ くっ
とぇすぇ. 〈せお, こさう たけかけすさけこくけすけ 
ょうてぇくっ, しすぇゃぇ こけ しなとうは くぇ
つうく, しぇきけ つっ くっ しっ ういこけかいゃぇす 
ょさせゅう しさっょしすゃぇ, おけうすけ きったぇ
くうつくけ ょぇ くぇこさぇゃはす すけゃぇ, ぇ 
つけゃっお  しぇき ゅけ こさぇゃう. ′はきぇ 
ゃなくてくけ ょっえしすゃうっ, くはきぇ しせ
ぉっおすうゃくけしす, くはきぇ たうこくけいぇ, 
おけはすけ しなとけ っ くぇゃかういぇくっ ゃなゃ 
ゃぇてっすけ こさけしすさぇくしすゃけ. 
╋╂: ╆ぇ  さぇいかうおぇ けす たうこくけ

いぇすぇ, すせお くはきぇ ゃなくてくぇ うく
すっさゃっくちうは. ′ぇてぇすぇ さぇぉけすぇ  
くっ っ くうっ ょぇ ゃないょっえしすゃぇきっ くぇ 
たけさぇすぇ, ぇ しぇきけ ょぇ しないょぇょっき 
くっけぉたけょうきぇすぇ しさっょぇ う せしかけ
ゃうはすぇ. ╃っえくけしすすぇ, けしくけゃくう
すっ こさけちっしう しっ ういゃなさてゃぇす けす 
しぇきうすっ せつぇしすくうちう. ′うっ くっ 

うき ゅけゃけさうき う くっ うき ゃくせてぇ
ゃぇきっ くうとけ. ¨しすぇゃはきっ たけさぇすぇ 
しぇきう ょぇ こさっあうゃっはす. 』っしすけ 
ょけさう しぇきうはす つけゃっお くっ こけょけ
いうさぇ いぇ こさけぉかっきうすっ しう. ┿ たけ
かけすさけこくけすけ ょうてぇくっ きせ こけい
ゃけかはゃぇ しぇき ょぇ ゃうょう ちはかぇすぇ 
しうすせぇちうは, ょぇ は こさっあうゃっっ, ょぇ 
は けしないくぇっ. ‶さっあうゃはゃぇえおう, 
ういおぇさゃぇえおう くぇゃなく こさうつう
くうすっ, おけうすけ しぇ ゅけ ょけゃっかう ょけ 
すけゃぇ しなしすけはくうっ, ょぇ しっ けしゃけ
ぉけょう. 》けかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ 
くっ しっ さなおけゃけょう くうすけ けす くぇし, 
くうすけ けす しぇきうは つけゃっお, ぇ しぇきけ 
けす っょくぇ きぇかおぇ つぇしす けす くっゅけ, 
おけはすけ くうっ くぇさうつぇきっ „さぇょぇさ”, 
„ゃなすさってっく さぇょぇさ”, けくぇいう 
つぇしす, おけはすけ きけあっ ょぇ しっ くぇ
さっつっ „ぉけあっしすゃっくぇすぇ つぇしす けす 
くぇし”. ╇ すぇいう つぇしす いくぇっ くぇえ-
ょけぉさっ けす おぇおゃけ うきぇきっ くせあょぇ 
くうっ ゃ すけいう きけきっくす. ‶さう すけゃぇ 
きくけゅけ けぉっおすうゃくけ, ぇ くっ ういおさう
ゃっくけ けす くぇし, けす くぇてうすっ しすさぇ
たけゃっ, いぇょさなあおう, おけきこかっおしう, 
あっかぇくうは, けつぇおゃぇくうは.  ╁ すけいう 
きけきっくす くうっ, けす っょくぇ しすさぇくぇ 
しきっ ゃ ういきっくっくけ しなしすけはくうっ, 
うきぇきっ しすさぇくくう こさっあうゃはゃぇ

くうは, ぇ けす ょさせゅぇ - いくぇっき おぇおゃけ 
しっ しかせつゃぇ し くぇし, すけっしす, っょくぇ 
つぇしす けす くぇし っ ゃ しないくぇくうっ. 
  
- ╉けえ ゃう しっ ょけゃっさはゃぇ こけ-

つっしすけ いぇ すぇおなゃ ゃうょ すっさぇ
こうは - きなあっ うかう あっくう? 
╄╄: ¨ぉうおくけゃっくけ あっくうすっ しぇ 

こけ-つせゃしすゃうすっかくう, こけ-けしっいぇ
すっかくう, すっ すなさしはす こさけぉかっきぇ. 
╃けおぇすけ きなあっすっ きうしかはす, つっ 
し きなあおぇすぇ しう しうかぇ きけゅぇす ょぇ 
こさっけょけかっはす くっとぇすぇ しぇきう.  
′け うきぇ う しっきうくぇさう, ゃ おけうすけ 
こさっけぉかぇょぇゃぇす きなあっすっ.  
 
- ╃けおけかおけ ゃはさくけ っ すけゃぇ, 

つっ ゃなすさっせすさけぉくうすっ すさぇゃ
きう  しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ くぇ
てうすっ こけしかっょゃぇとう こしう
たけすさぇゃきう ゃ あうゃけすぇ, くぇ 
くぇてぇすぇ っきけちうけくぇかくけしす, 
しすさぇたけゃっ? ╇ おぇお すっいう くっけ

しないくぇすう すさぇゃきう こさっつぇす くぇ 
あうゃけすぇ くう こけしかっ?    
╄╄: ╇きぇ っょくぇ しなとっしすゃっくぇ 

さぇいかうおぇ きっあょせ すさぇょうちうけくくぇ
すぇ こしうたけかけゅうは う たけかけすさけこくけ
すけ ょうてぇくっ. ‶さう すさぇょうちうけく
くぇすぇ こしうたけかけゅうは しっ しつうすぇ, 
つっ ょっすっすけ いぇこけつゃぇ ょぇ こけきくう 
しかっょ  さぇあょぇくっすけ う つっ すけゅぇ
ゃぇ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ くぇすけゃぇさゃぇ 
くっゅけゃぇすぇ きけいなつくぇ おけさぇ. ╃け
おぇすけ ╂さけそ, ぇゃすけさなす くぇ すけいう 
きっすけょ, しなし しゃけうすっ ういしかっょゃぇ
くうは ょけおぇいゃぇ, つっ ょっすっすけ うきぇ 
こぇきっす けとっ けす いぇつっゃぇくっすけ う 
ゃなすさっせすさけぉくけすけ さぇいゃうすうっ っ 
きくけゅけ ゃぇあくけ いぇ くっゅけゃうは こけ-
くぇすぇすなてっく たぇさぇおすっさ ゃ あう
ゃけすぇ: いぇ すけゃぇ おぇおゃけ すけ とっ しっ 
しすさっきう ょぇ こさぇゃう, おけかおけ とっ 
ぉなょっ ぇゅさっしうゃくけ, おけかおけ とっ 
っ しこけおけえくけ, おけかおけ とっ すなさ
しう こさけそっしうう, おけうすけ ょぇ ゅけ 
ゃなゃっあょぇす くっこさっおなしくぇすけ ゃ 
くはおぇおゃぇ ょうくぇきうおぇ. ╁しうつおけ 
すけゃぇ しっ けこさっょっかは う いぇゃうしう けす 
すけゃぇ ゃなすさっせすさけぉくけ さぇいゃうすうっ. 
╂さけそ さぇいょっかは ゃなすさっせすさけぉくけ
すけ さぇいゃうすうっ くぇ 4 きぇすさうちう: 
こっさうけょなす けす いぇつっゃぇくっすけ ょけ 

こなさゃうすっ おけくすさぇおちうう, けす こなさ
ゃうすっ おけくすさぇおちうう ょけ さぇいおさう
すうっすけ, こさっきうくぇゃぇくっすけ こさっい 
さけょけゃうは おぇくぇか - すさっすぇすぇ きぇ
すさうちぇ, う つっすゃなさすぇすぇ - しなこさう
おけしくけゃっくうっすけ し こなさゃうは ゃない
ょせた う こけしさっとぇくっすけ. ╋くけゅけ っ 
ゃぇあくけ おぇお しっ こけしさっとぇ ょっすっ
すけ こさう さぇあょぇくっ: ょぇかう しぇ きせ 
せょぇさうかう  てぇきぇさ, いぇ ょぇ こけっきっ 
ゃないょせた うかう っ たゃなさかっくけ すぇき 
ょぇ しすけう くぇしすさぇくう ょぇ しう さっゃっ, 
ょぇかう しぇ ゅけ ょぇかう くぇ きぇえおぇすぇ 
ょぇ ゅけ こさっゅなさくっ,  ょぇ せしっすう けとっ 
ゃ くぇつぇかけすけ かのぉけゃすぇ,  し おけはすけ 
すけ っ こさうっすけ. 

- ╇きぇす かう ゃさないおぇ ぉけかっ
しすうすっ し こしうたうおぇすぇ くぇ つけ
ゃっおぇ?
╋╂: 90% けす いぇぉけかはゃぇくうは

すぇ しぇ こしうたけしけきぇすうつくう, おけっすけ 
いくぇつう, つっ ゃ おけさっくぇ しう うきぇ 
くはおぇおなゃ こしうたうつっく こさけぉかっき, 
すさぇゃきぇ. 〈けゃぇ っ ゃっつっ ょけおぇいぇ
くけ. ╃けさう くぇしすうくおぇ う ゅさうこ しっ 
こけかせつぇゃぇす ゃ さっいせかすぇす けす しすさっ
しぇ. 〈けゅぇゃぇ けすしかぇぉゃぇ うきせくくぇすぇ 
しうしすっきぇ. 》けさぇすぇ, こけょかけあっくう 
くぇ しうかっく しすさっし, しぇ こけ-こけょぇす
かうゃう くぇ ゃうさせしう. ‶さっょういゃうお
ゃぇす しっ う っくっさゅうえくう こさけきっくう. 
′ぇさせてぇゃぇ しっ ぉぇかぇくしなす, たけ
きっけしすぇいぇすぇ. 《ういうおぇすぇ くう っ 
すぇおぇ せしすさけっくぇ, つっ くっういさぇいっ
くけすけ いぇょなさあぇくけ くぇこさっあっくうっ 
- しすさぇた, くっせょけゃかっすゃけさっくうっ, 
ゅくはゃ うかう せあぇし, けしすぇゃぇ ゃ くぇし. 
′っ しぇきけ くぇ っきけちうけくぇかくけ う 
っくっさゅうえくけ くうゃけ, ぇ う くぇ そう
いうつっしおけ - おぇすけ すけゃぇさ ゃ きせし
おせかうすっ. ╁ いぇゃうしうきけしす けす ゃうょぇ 
くぇこさっあっくうっ すけ しっ くぇすさせこゃぇ ゃ 
さぇいかうつくう つぇしすう くぇ すはかけすけ. 

- ′ぇこさうきっさ?
╋╂: ′ぇこさうきっさ こけすうしくぇすうすっ 

つせゃしすゃぇ しっ いぇょなさあぇす ゃ きせし
おせかうすっ くぇ ゅさなょくうは おけて. ‶け
すうしくぇすうすっ っきけちうう - ゃ きせしおせ
かうすっ くぇ おけさっきぇ, こけすうしくぇすうすっ 
あっかぇくうは - ゃ おさぇえくうちうすっ. ′うっ 
くっ けしないくぇゃぇきっ すけいう こさけちっし. 
′け すけえ うゅさぇっ ゃぇあくぇ さけかは ゃ 
ちはかけしすくけすけ そせくおちうけくうさぇくっ 
くぇ すはかけすけ. ╃ぇ さぇいゅかっょぇきっ くは
おぇおゃけ っきけちうけくぇかくけ さぇいけつぇ
さけゃぇくうっ - くぇこさうきっさ, くぇさぇくは
ゃぇくっ けす かのぉうきうは つけゃっお. ╇きぇ 
きったぇくういなき, おけえすけ しないょぇゃぇ 
ぉぇさうっさぇ きっあょせ つせゃしすゃぇすぇ う 
きけいなおぇ, おなょっすけ すっ ょぇ ぉなょぇす 
けしないくぇすう. 〈ぇいう っくっさゅうえくぇ いぇ
とうすぇ しっ けぉさぇいせゃぇ ゃ ゅなさかけすけ. 
‶さう ゃすけさぇ おさうすうつくぇ しうすせぇ
ちうは すぇき しっ いぇょっえしすゃぇ ぉかけおぇあ, 
おけえすけ しこうさぇ つせゃしすゃけすけ くぇ けす
たゃなさかっくけしす う けぉうょぇ. ¨す っょくぇ 
しすさぇくぇ うきぇ いぇとうすっく っそっおす. 
〈けゅぇゃぇ つけゃっお くっ けしないくぇゃぇ 
こさけぉかっきぇ, いぇとけすけ っきけちうはすぇ 
くっ ょけしすうゅぇ ょけ きけいなおぇ.

- 〉くうゃっさしぇかくう さっちっこすう 
くはきぇ, くけ おぇお ょぇ さぇいぉっさっき, 
つっ っ ゃさっきっ ょぇ しっ こけゅさう
あうき いぇ ょせてぇすぇ しう う ょぇ こけ
すなさしうき こけきけと? 
╄╄:  ╋くけゅけ っ うくょうゃうょせぇか

くけ すけゃぇ いぇ ゃしっおう. ′ぇしうかぇ くっ 
しすぇゃぇ. ╁しっおう しぇき すさはぉゃぇ ょぇ 
いくぇっ う ょぇ けすおさうっ しけぉしすゃっくうは 
しう こさぇゅ. 』けゃっお しぇき すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ せぉっょう, つっ うきぇ くせあょぇ けす 
こけきけと.  ╉けゅぇすけ こぇょくぇす ぉぇさう
っさうすっ, うょゃぇ けしないくぇゃぇくっすけ くぇ 
くっとぇすぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╃-さ ╋ぇさうはく ╂けしこけょうくけゃ う こしうたけかけゅなす ╄かっくぇ ╄ゃすうきけゃぇ しぇ こうけくっさうすっ くぇ す.くぇさ. すっさぇ-
こうは つさっい たけかけすさけこくけ ょうてぇくっ ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶けゃっつっ けす 20 ゅけょうくう ょゃぇきぇすぇ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し すけゃぇ, おぇすけ ょ-さ ╋ぇさうはく ╂けしこけょうくけゃ っ ういせつぇゃぇか たけかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ う すさぇくしこっさ-
しけくぇかくぇ こしうたけかけゅうは ゃ 【ゃっえちぇさうは, せつっくうお っ くぇ ぉぇとぇすぇ くぇ たけかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ 
]すぇくうしかぇゃ ╂さけそ. ╆ぇゃなさてうか っ 3-ゅけょうてっく おせさし くぇ けぉせつっくうっ  ╂[¨《 〈[┿′]‶╄[]¨′┿╊ 
〈[╄′╇′╂. 
╉けかっあおぇすぇ きせ ょ-さ ╄かっくぇ ╄ゃすうきけゃぇ しなとけ っ ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ ╂さけそ う さぇぉけすう し たけかけす-

さけこくけ ょうてぇくっ けす 1991 ゅけょうくぇ. 
╃ゃぇきぇすぇ ぉはたぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ こなさゃうは しう すさっくうくゅ-すっさぇこうは こけ たけかけすさけこくけ ょうてぇくっ. 

【っしすうきぇ しきっかつぇちう う ょゃっ こしうたけかけあおう しっ ゃこせしくぇたぇ ゃ こさっあうゃはゃぇくっすけ, いぇ ょぇ しなぉっさぇす 
つぇしすうちうすっ けす しっぉっ しう ゃ っょくけ たぇさきけくうつくけ ちはかけ. ]かっょ ょゃせょくっゃくぇすぇ すっさぇこうは おせさしうしすうすっ 
しこけょっかうたぇ, つっ しっ つせゃしすゃぇす くけゃう, こなかくう し っくっさゅうは, しこけおけえくう う ぉぇかぇくしうさぇくう. 
‶さっょかぇゅぇきっ ゃう おさぇすなお さぇいゅけゃけさ し ょゃぇきぇすぇ こしうたけかけいう.

いう, おけうすけ せしこはゃぇす くっ し すさせょ, ぇ 
し ういきぇきぇ. ╀う すさはぉゃぇかけ ょぇ しきっ 
ぇくぇかうすうつくう, さぇいせきくう う ぉかぇ-
ゅけさけょくう. ╀う すさはぉゃぇかけ ょぇ けし-
ないくぇゃぇきっ, つっ つけゃっお くっ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ とぇしすかうゃ しぇき. ′っいぇ-
ゃうしうきけ, つっ くっ きけあっき ょぇ こさけ-
きっくうき しゃっすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ こさぇ-
ゃうき ゃしうつおけ, おけっすけ いぇゃうしう けす 
くぇし, すけえ ょぇ しすぇゃぇ こけ-ょけぉなさ.

- ┿ おぇおゃけ かうこしゃぇ ょくっし くぇ 
けぉとっしすゃけすけ くう, いぇ ょぇ あう-
ゃっっき ゃしうつおう くうっ こけ-ょけ-
ぉさっ?
- ╊うこしゃぇ しこさぇゃっょかうゃけしす, 

しけちうぇかくけしす, ょなさあぇゃくうつっしおけ 
きうしかっくっ. ╊うこしゃぇ あっかぇくうっすけ 
ょぇ しう ゃなさてうて さぇぉけすぇすぇ こけ 
くぇえ-ょけぉさうは くぇつうく. ╊うこしゃぇ 
ょせたなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇちうは, 
つっ きけあっ ょぇ けこさぇゃう しすさぇくぇすぇ 
しう しぇきぇ. ╉ぇすけ くはきぇ ょなさあぇゃ-
くけしす, おけはすけ ょぇ ゃけょう くぇさけょぇ 
おなき けこさっょっかっくぇ ちっか, ぇ けしすぇ-
ゃは ゃしっおう ょぇ しっ けこさぇゃは しぇき, 
おぇおすけ くぇきっさう いぇ ょけぉさっ, ゃきっし-
すけ けぉとっしすゃけ しっゅぇ うきぇ けすょっか-
くけ ぉけさっとう しっ いぇ けちっかはゃぇくっ 
うくょうゃうょう. 〈ぇおぇ ょけ くうおなょっ 
くはきぇ ょぇ しすうゅくっき. 

- ╆ぇすけゃぇ かう しっ しなゅかぇしうたすっ 
ょぇ こけっきっすっ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇお-
ゃけ うしおぇすっ ょぇ こけしすうゅくっすっ ゃ 
ぉかういおけ う こけ-ょぇかっつくけ ゃさっ-
きっ すぇき?
- ′っ きけゅぇ ょぇ こさうっきぇ, つっ 

╀]‶, こぇさすうはすぇ くぇ つっしすくうすっ 
すさせょっとう しっ たけさぇ, けゅさけきくぇすぇ 
つぇしす けす つかっくけゃっすっ くぇ おけはすけ 
しぇ くけしうすっかう くぇ うしおけくくうすっ 
つけゃっておう ょけぉさけょっすっかう, いぇゅせ-
ぉう ょけ すぇおぇゃぇ しすっこっく ょけゃっさう-
っすけ くぇ けぉとっしすゃけすけ. ]っゅぇ, くぇ 
すぇいう こけいうちうは, くっこさっおなしくぇ-
すけ きうしかは おけう しぇ うしすうくしおうすっ 
こさうつうくう, いぇさぇょう おけうすけ しすうゅ-
くぇたきっ ょけすせお. ′うっ しきっ っょうく-
しすゃっくぇすぇ こぇさすうは, おけはすけ うきぇ 
うょっけかけゅうは, ぇ すぇいう うょっけかけゅうは 
いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ くぇえ-
てうさけおうすっ しかけっゃっ  けす くぇしっかっ-
くうっすけ. 〈は くっ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ 
くっ っ ゃないこさうっきぇくぇ, う うかう くっ 
っ こけいくぇすぇ, うかう たけさぇすぇ くっ は 
けすなあょっしすゃはゃぇす し  かうつくけしすう-
すっ, こさっょしすぇゃかはゃぇとう う ういょう-
ゅぇくう けす こぇさすうはすぇ. ┿ きけあっ ぉう 
う さっぇかくぇすぇ, う こさっっおしこけくうさぇ-
くぇすぇ せこけすさっぉぇ くぇ ゃかぇしすすぇ いぇ 
かうつくけ けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇくっ, 
こかけしおうはす ょぇくなお う けすしすなこなす 
けす かはゃけすけ こけょすうおくぇたぇ  たけさぇすぇ 

ょぇ こさっょこけつっすぇす ょさせゅう. ぅゃくけ 
くっ しきっ せぉっょうすっかくう, とけき くぇ 
ゃかぇしす ぉはたぇ う ]╃], う ′╃]╁, ぇ 
しっゅぇ う ╂╄[╀. ‶さう すけゃぇ しきっ し 
すけかおけゃぇ きぇかおけ う くっゃかうはっとけ 
こさうしなしすゃうっ ゃ こぇさかぇきっくすぇ. ╁ 
╀]‶ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ こさけきはくぇ う 
すは くっ しゃなさてゃぇ しなし しきはくぇすぇ くぇ 
っょうく ょけしっゅぇてっく こさっょしっょぇすっか.
╉ぇすけ つけゃっお, おけえすけ うきぇ ょけし-

すぇすなつくけ, くっ しぇきけ しさっょしすゃぇ う 
しうゅせさくけしす, ぇ う うきっ う ょけゃっさうっ, 
こけった けすゅけゃけさくけしすすぇ ょぇ いぇこけつ-
くぇ すぇおぇゃぇ こさけきはくぇ. 『っかうすっ きう 
しぇ: けさゅぇくういぇちうけくくけ さぇいょゃう-
あゃぇくっ くぇ くぇてうすっ しすさせおすせさう う 
ゃさなとぇくっ くぇ つぇしす けす つかっくけゃっすっ 
くう, おけうすけ くっ しぇ いぇゅせぉうかう ゃはさぇ 
ゃ うょっうすっ くぇ こぇさすうはすぇ, こさう-
ゃかうつぇくっ くぇ くけゃう つかっくけゃっ けす 
きかぇょけすけ う しさっょくけすけ こけおけかっ-
くうっ う ょぇゃぇくっ こなす くぇ ょけしすけえ-
くう きかぇょう たけさぇ し こけすっくちうぇか 
いぇ せしこってくけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
こぇさすうはすぇ, けぉとうくぇすぇ う ょなさあぇ-
ゃぇすぇ. 

- ╆くぇつう かう すけゃぇ, つっ ゃな-
すさってくぇすぇ ゃけえくぇ ゃ ╀]‶ - 
╉ぇいぇくかなお しゃなさてう?
- ╋うしかは, つっ くっ っ, くけ けす ぇお-

すうゃくぇ しっゅぇ っ けおけこくぇ. ¨ぉしすぇ-
くけゃおぇすぇ っ きくけゅけ こけ-しこけおけえくぇ 
う けこすうきうしすうつくぇ けすくけしくけ こけ-
しすうゅぇくっ くぇ っょうくしすゃけ. ╀ぇゃくけ 
とっ しっ こさっけょけかっはす かうつくけしすくう 
おけくそかうおすう う さぇいかうつうは, おぇおすけ 
う ょぇ しっ くぇきっさう こけょたけょはとぇ ぇか-
すっさくぇすうゃぇ くぇ しなとっしすゃせゃぇとう 
うおけくけきうつっしおう ゃいぇうきけゃさない-
おう. ′け ぇい しなき けこすうきうしす, つっ ゃ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ うょっえくけしすすぇ う 
ゃはさぇすぇ ゃ しすさっきっあぇ くう いぇ こけ-
ょけぉなさ あうゃけす くぇ けぉとっしすゃけすけ 
とっ けぉっょうくう こぇさすうはすぇ. 

- ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
ぉはたすっ くけきうくうさぇく けす けさ-
ゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお いぇ おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, くけ くぇ ゃなすさって-
くけこぇさすうえくうすっ ういぉけさう ぉっ 
ういぉさぇくぇ ょさせゅぇ おぇくょうょぇ-
すせさぇ? ]なあぇかはゃぇすっ かう いぇ 
すけゃぇ?
- ╂さってうすっ, ぇい くっ ぉはた くけきう-

くうさぇく けす けぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくう-
いぇちうは くぇ ╀]‶. ‶さっょかけあうかう しぇ 
きっ くはおけう けしくけゃくう こぇさすうえくう 
けさゅぇくういぇちうう. ¨とっ おけゅぇすけ くっ 
けすおぇいぇた ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しっ 
おぇくょうょぇすうさぇき, きう しすぇくぇ はしくけ, 
つっ くっ きけゅぇ ょぇ さぇいつうすぇき くぇ おぇ-
おゃぇすけ う ょぇ ぉうかけ こけょおさっこぇ けす 
しすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ╀]‶, すなえ おぇすけ ╇ゃぇく ╂けさけかけ-
きけゃ ぉっいさっいっさゃくけ しすけってっ いぇょ 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. ′っ しなき うきぇか 
しすさっきっあ おなき おきっすしおうは しすけか, 
くけ ゃ てうさっとぇすぇ しっ ゃ けぉとっしすゃっ-
くけすけ こさけしすさぇくしすゃけ くっゅぇすうゃくぇ 
くぇしすさけえおぇ おなき ょゃぇきぇすぇ おぇく-
ょうょぇすう ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ╁ぇ-
しうか ]ぇきぇさしおう, ょなかあぇとぇ しっ くぇ 
はゃくぇすぇ ゃけえくぇ きっあょせ すはた ゃ うい-
きうくぇかうは きぇくょぇす, すさはぉゃぇてっ ょぇ 
うきぇ ぇかすっさくぇすうゃくぇ おぇくょうょぇすせ-
さぇ. 〈ぇおぇ つっ, ぇおけ しなあぇかはゃぇき, 
すけ っ つっ ╀]‶ こけかせつう すけかおけゃぇ 
しかぇぉう さっいせかすぇすう ゃ ういぉけさぇ くぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 

- ╉ぇすけ しすぇくぇ ょせきぇ いぇ ¨ぉ-
とうくしおう しなゃっす, おけう しぇ くぇえ-
こさうけさうすっすくうすっ いぇ さってぇゃぇ-
くっ こさけぉかっきう こさっょ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, しこけさっょ ╁ぇし, し 
おぇおゃけ ぉうたすっ きけゅかう ょぇ しな-
ょっえしすゃぇすっ ゃ すぇいう こけしけおぇ 
おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
けす ╀]‶?
- ╉ぇすけ けしすぇゃうき くぇしすさぇくぇ さっ-

きけくすぇ くぇ こなすくぇすぇ くぇしすうかおぇ, 
おけっすけ っ ゃしっけぉと こさうけさうすっす, 

くぇえ-ゃぇあくけ, しこけさっょ きっく, っ ょぇ 
けしうゅせさはゃぇきっ すさせょけゃぇ いぇっすけしす 
くぇ くぇしっかっくうっすけ くう. ╁しはおぇおゃう 
ょっえくけしすう こけ けぉとっしすゃっくう こけ-
さなつおう すさはぉゃぇ ょぇ しっ しすさっきうき 
ょぇ ゃないかぇゅぇきっ くぇ おぇいぇくかなておうは 
ぉういくっし. ╉けゅぇすけ こさうっきぇきっ くぇ-
さっょぉう, しゃなさいぇくう し こけゃうてぇゃぇ-
くっ くぇ ょぇくなちう う すぇおしう う し くけゃう 
けゅさぇくうつっくうは う ゅかけぉう, くっ ぉうゃぇ 
ょぇ きうしかうき おぇお っょうくしすゃっくけ ょぇ 
こけゃうてうき こさうたけょうすっ くぇ けぉとう-
くぇすぇ, ぇ う ょけおけかおけ けとっすはゃぇきっ 
ゅさぇあょぇくうすっ /くぇこさうきっさ こさけ-
きうかぇ いぇ すぇおしぇ しきっす, くぇさっょぉぇすぇ 
いぇ さっおかぇきくぇすぇ ょっえくけしす, こさっょ-
しすけはとぇすぇ くぇさっょぉぇ いぇ こかぇすっくけ 
こぇさおうさぇくっ こけ ゅかぇゃくうすっ せかうちう 
う ょさ./. ╃ゃうあっくうっすけ くぇ ぇゃすけ-
きけぉうかう ゃ さぇきおうすっ くぇ ゅさぇょぇ 
しなとけ しっ くせあょぇっ けす さっけさゅぇ-
くういぇちうは. ′うとけ くっ こさぇゃうき いぇ 
けこぇいゃぇくっ くぇ しっかしおけしすけこぇく-
しおぇすぇ こさけょせおちうは. [っょくけ っ ょぇ 
うきぇきっ けすくけてっくうっ おなき しこっちう-
ぇかくけしすうすっ, おけうすけ とっ しっ こさっょ-
かぇゅぇす いぇ けぉせつっくうっ ゃ しさっょくうすっ 
せつうかうとぇ, し けゅかっょ こけすさっぉくけしす-
すぇ けす おぇょさう ゃ けぉとうくぇすぇ, おぇお-
すけ う くぇ せしかけゃうはすぇ, ゃ おけうすけ しっ 
ういゃなさてゃぇ すけゃぇ けぉせつっくうっ. ‶け-
しすけはくくけ ゃくうきぇくうっ しかっょゃぇ ょぇ 
けぉさなとぇきっ う くぇえ-こけしかっ し くっとけ 
ょぇ こけょけぉさうき きっょうちうくしおけすけ 
けぉしかせあゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ.
- 》けさぇすぇ ╁う こけいくぇゃぇす おぇすけ 

こさうくちうこっく, けすゅけゃけさっく, 
つっしすっく つけゃっお, すけゃぇ っ さはょおけ 
しさっとぇくけ いぇ こけかうすうお う おさせ-
こっく きっくうょあなさ. ╉ぇお しっ せし-
すけはゃぇ くぇ きけさぇかくうすっ ういおせ-
てっくうは くぇ ゅけかっきうは ぉういくっし 
う こけかうすうおぇすぇ?
- ′っおぇ せすけつくうき くっとけ. ┿い くっ 

しっ けこさっょっかはき おぇすけ こけかうすうお. 
〈ぇおなゃ しなき ょけすけかおけゃぇ, ょけおけか-
おけすけ しなき さぇょっすっか たけさぇすぇ ょぇ 
けしきうしかはす, つっ ちっかうすっ, おけうすけ しう 
こけしすぇゃは くぇてぇすぇ こぇさすうは, しぇ くぇ-
しけつっくう っょうくしすゃっくけ おなき すはたくけ-
すけ こけ-ょけぉさけ しなとっしすゃせゃぇくっ, ょぇ 
くう こけゃはさゃぇす う くう ょぇょぇす ゃない-
きけあくけしす ょぇ ゅう けしなとっしすゃうき. 
┿ つっ うしおぇき ╀]‶ ょぇ っ ゃけょっとぇ 
しうかぇ, っ いぇさぇょう こけかうすうおぇすぇ くぇ 
ょさせゅうすっ こぇさすうう - こさう せこさぇゃかっ-
くうっすけ くぇ おけはすけ う ょぇ っ けす すはた しっ 
こさぇゃう きくけゅけ いぇ けぉかぇゅけょっすっか-
しすゃぇくっ くぇ けすょっかくう たけさぇ, くけ くっ 
う くぇ てうさけおうすっ くぇさけょくう きぇしう. 
╃なさあぇゃぇすぇ ぇぉょうおうさぇ けす ゃしうつ-
おけ う しないょぇゃぇ たぇけし, しっさゃうかくう-
つう こさっょ ╆ぇこぇょぇ う ういおさうゃはゃぇ 
こさっょこけつうすぇくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇ-
さうくぇ おなき ╇いすけおぇ. ′っ さぇいぉうさぇ, 
つっ こさけしこっさうすっすなす くぇ しすさぇくぇすぇ 
っ ゃないきけあっく しぇきけ こさう  しうかくけ 
さぇぉけすっとぇ うおけくけきうおぇ. ╁なゃ ゃな-
こさけしぇ ╁う うきぇ ょゃっ ういさっつっくうは う 
くぇ ゃすけさけすけ けすゅけゃけさなす っ ゃ こなさ-
ゃけすけ. ╉ぇおゃう きけさぇかくう ういおせてっ-
くうは きけあっ ょぇ うきぇ こさうくちうこっく, 
けすゅけゃけさっく う つっしすっく つけゃっお? 
╇きぇ いぇおけくう, こさぇゃうかぇ, こさぇゃぇ 
う いぇょなかあっくうは – ぇい ゅう しこぇい-
ゃぇき, いぇ ょぇ くっ きっ ぉけかう ゅかぇゃぇすぇ. 
╃けぉさけすけ うきっ う ょけしすけえくしすゃけすけ 
ういきっしすゃぇす ゃしうつおけ ょさせゅけ くぇ-
いぇょ. 〈っいう おぇつっしすゃぇ, けぉぇつっ, くっ 
しぇ つぇお すけかおけゃぇ ゅけかはきぇ さはょ-
おけしす – ゃ ╉ぇいぇくかなお こけいくぇゃぇき 
こけくっ っょくぇ ょせいうくぇ ぉういくっしきっくう 
すったくう くけしうすっかう う ょなかぉけおけ ゅう 
せゃぇあぇゃぇき. 

- ╉ぇおゃけ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ うし-
おぇすっ ょぇ ゃうょうすっ ゃ ぉなょっとっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ しう?
- 〈けゃぇ, おけっすけ くぇえ-きくけゅけ うし-

おぇき, っ こけおけかっくうっすけ しかっょ くぇし 
ょぇ あうゃっっ ぉっい ゃけえくぇ, ゃ しうゅせさ-
くけしす う ゃ けすしなしすゃうっ くぇ しすさっし. 

╃うぇくぇ  [ぇきくぇかうっゃぇ
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『╅′ぃ¨『っ╇╅ 』╊ ′《〉╅【╅ ′╅
》]╅【╊〉《 》╅『[¨『╅〉╊ ╇ [╅′╅〉]ぇ[

SOS ′╅ 》╊ぃ╊｠《╉〉¨【╊ 》ぇ【╊[¨... 

〉《╇ ╈╊『╆-』ぇ╇╊【〉¨[

/╃ゃっ くけゃう, くぇ つっさ
ゃっくぇ こけょかけあおぇ, 
こってったけょくう こなすっおう 
かなしくぇたぇ う ゃ しぇきうは 
ちっくすなさ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょう ぉかういけ きっ
しっち/. ′け ゃ しすぇさぇくう
っすけ しう うかう いぇさぇょう 
ゃしっ けとっ くっこさうおかの
つうかうは しすさけっあ くぇ 
くけゃ たけすっか ゃぉかういけしす, 
いぇぉさぇゃうたぇ いぇ くぇえ- 
ゃぇあくぇすぇ こってったけょ
くぇ こなすっおぇ - すぇいう 
くぇ せか. „【うこつっくしおぇ 
っこけこっは”, こけ おけはすけ 
こさっきうくぇゃぇす っあっ
ょくっゃくけ  せつっくうちう けす 
ぉかういおぇすぇ ╋ぇすっきぇ
すうつっしおぇ ゅうきくぇいうは う 
きくけゅけ ゅさぇあょぇくう. 

...′╅ ]ぇ╇《╇╊【╊, ╊′¨を¨【╊, ¨』【《『¨っ【╅ ¨ ╆╊′『╅′]¨ぁ¨╊【《
╇しおぇた ょぇ こさけゃけおうさぇき くぇぉかの

ょぇすっかくけしすすぇ くう う せしこはた, おぇ
すっゅけさうつっく っ 〈うてっゃ, いぇ おけえすけ 
くぇてぇすぇ つってきぇ っ こけ-たせぉぇゃぇ, 
いぇとけすけ かなゃけゃっすっ, いぇ さぇいかうおぇ 
けす すっいう くぇ つってきぇすぇ ょけ ┿きっさう
おぇくしおけすけ こけしけかしすゃけ, しぇ いさはとう. 
′ぇてうすっ かなゃけゃっ くはきぇす っいうちう 
う くうおけゅぇ くっ しぇ うきぇかう, くけ いぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ けつうすっ うき しぇ 
ゅかっょぇとう, うきぇす いっくうちう, おけっすけ 
ゅう こさぇゃう う こけ-おさぇしうゃう, すゃなさ
ょう 〈うてっゃ, いぇ おけえすけ うしすけさうは
すぇ くぇ つってきぇすぇ う くぇつうくなす, こけ 
おけえすけ しっゅぇ おぇいぇくかなつぇくう こぇいはす 
こぇきっすすぇ いぇ くっは う は けぉゅさうあ
ゃぇす, っ こけゃっつっ けす こけおぇいぇすっかっく 
いぇ くっきぇさぇすぇ う ぉっいこけとぇょくぇすぇ 
さぇいさせたぇ くぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ 
あうゃっっき. ╇ いぇ かうこしぇすぇ くぇ おぇお
ゃけすけ う ょぇ っ けすくけてっくうっ おなき 
しうきゃけかうすっ くぇ ゅさぇょぇ くう.  
′っ っ くせあくけ ょなかゅけ ょぇ しっ ゃいう

さぇきっ ゃ つってきぇすぇ, いぇ ょぇ さぇい
ぉっさっき, つっ うしすけさうおなす 〈うてっゃ っ 
こさぇゃ. 
]っきこなか こけゅかっょ おなき 『ぇさしおぇすぇ 

つってきぇ /ういゃっしすくぇ う おぇすけ ╊なゃけ
ゃぇすぇ/ しっゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ はさおけ 
ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ ぉっいたぇぉっさうっ
すけ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ せこさぇゃぇ しっゅぇ う 
こさっょう くっは, いぇ かうこしぇすぇ くぇ おぇお
ゃけすけ う ょぇ っ けすくけてっくうっ おなき しな
とうくしおうすっ う しすけえくけしすくう くっとぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ. 
╆ぇとけすけ つってきぇすぇ し かなゃけゃっすっ 

っ っょくぇ けす ゅさぇょしおうすっ っきぉかっきう, 
いぇ おけはすけ すせさうしすうすっ くぇせつぇゃぇす, 
きくけゅけ こさっょう ょぇ しぇ こさうしすうゅくぇ
かう すせお, う おけはすけ し ょなかぉけおけ さぇい
けつぇさけゃぇくうっ けすくぇしはす ゃ しなさちぇすぇ 
しう おぇすけ いぇきうくぇす. 
╆ぇとけすけ ゃ のかしおうすっ あっゅう ょぇ 

きうくって おさぇえ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお くっ っ しぇきけ せょけ
ゃけかしすゃうっ けす おさぇしうゃけすけ すゃけ
さっくうっ くぇ そうくうは うすぇかうぇくしおう 
しおせかこすけさ ┿さくけかょけ ╃いけおう, くけ 
う ゅくはゃ けす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ 
しすけこぇくうしゃぇきっ おさぇしけすうすっ しう う 

きっしすくうすっ ちっくくけしすう. 
╊けおゃう, ういぉうかぇ ういこけょ こかけつおう

すっ ゃけょぇ, きさなしけすうは, たゃなさかっくう 
くぇえかけくけゃう ぉせすうかおう う たぇさすうう 
ゃ おけさうすぇすぇ くぇ つってきぇすぇ, つっし
すけ いぇょさなしすっくう けす しなとぇすぇ すぇいう 
きさなしけすうは おけさうすぇ, けちゃなおぇくう けす 

ゅなかなぉう う ょさせゅう こすうちう; っょゃぇ 
すっつぇとぇ ゃけょぇ, ういょさぇしおぇくぇ う 
こけさせゅぇくぇ そぇしぇょぇ くぇ つってきぇすぇ, 
けぉかっこっくぇ, ぇおけ くっ し くっおさけかけいう, 
すけ し けぉっとぇくうは いぇ おぇおゃけすけ う ょぇ 
っ - すぇおぇ ういゅかっあょぇ しっゅぇ しうき
ゃけかなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, けす おけえすけ 
しこけさっょ かっゅっくょぇすぇ, „ぇおけ こうって 
ゃけょぇ, いぇゃうくぇゅう けしすぇゃぇ しなさちっ
すけ すう すせお”.  
╋ぇかちうくぇ しぇ すっいう, おけうすけ いくぇ

はす, つっ くぇ こさぇおすうおぇ つってきぇすぇ っ 
ゅさぇょっくぇ しなし しさっょしすゃぇ, いぇ おけう
すけ かうつくけ ちぇさ 《っさょうくぇくょ くぇ
さっあょぇ ょぇ しっ けすこせしくぇす, すさけゅくぇす 
けす あっしすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ 
╇ゃぇく ‶ぇすっゃ, おけえすけ けとっ こさっい 
1893 ゅけょうくぇ ょけおぇさゃぇ し ゃけょけ
こさけゃけょ ょけ ╉ぇいぇくかなお ゃけょぇ けす 
ゃさ. ╀せいかせょあぇ. 
╁ くぇさけつくけ こうしきけ, こさぇすっくけ けす 

╉ぇいぇくかなお, すけえ こうてっ ょけ おくは
いぇ, つっ うしおぇ ょぇ くぇこさぇゃう つってきぇ 
くぇ すけゃぇ きはしすけ, ょぇさ いぇ くっゅけ う 
しなこさせゅぇすぇ きせ うすぇかうぇくしおぇすぇ 
こさうくちっしぇ ╋ぇさうは ╊せういぇ. 〈さけゅ
くぇす けす あっしすぇ, おくはいなす くぇさっあょぇ 
こぇさうすっ ょぇ しっ けすこせしくぇす. ]ぇきけ

すけ ういゅさぇあょぇくっ くぇ つってきぇすぇ っ 
しゃなさいぇくけ し こけしっとっくうっすけ くぇ 
させしおう ゅっくっさぇかう, ゃっすっさぇくう けす 
[せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ (1877-
1878) う おくはい 《っさょうくぇくょ I ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさっい 1902 ゅ.
╆ぇ くぇこさぇゃぇすぇ くぇ つってきぇすぇ 

っ ぇくゅぇあうさぇく っょうく けす くぇえ-
ういゃっしすくうすっ すけゅぇゃぇ ゃ ╄ゃさけこぇ 
しおせかこすけさう - うすぇかうぇくっちなす ┿さ
くけかょけ ╃いけおう, おけえすけ っ ぇゃすけさ う 
くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ちぇさ ¨しゃけぉけ
ょうすっか ゃ ]けそうは う ゃ [せしっ, おぇお
すけ う くぇ しすぇすせはすぇ くぇ ╉けかせきぉ ゃ 
╀せっくけし ┿えさっし, くぇ ╂ぇさうぉぇかょう ゃ 
╀けかけくは う くぇ ]ゃっすう 《さぇくちうしお 
ゃ ┿しういおう - ╉ぇえさけ.   
╁ ゅけょうくうすっ くぇいぇょ こさけきっくうすっ 

くっ とぇょはす 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお.
‶さう おけきせくうしすうつっしおぇすぇ 

ゃかぇしす, ゃ おさぇは くぇ 40-すっ ゅけょうくう 
くぇ 》》 ゃっお, きっしすくけすけ こぇさすうえくけ 
さなおけゃけょしすゃけ いぇかうつぇゃぇ ちぇさ
しおうすっ しうきゃけかう くぇ つってきぇすぇ, ぇ 
うきっくくけ なゅかうすっ し ういゃぇはくう おけ
かけくう し おぇこうすっかう, ゃなさたせ おけうすけ 
しすけはかう うくうちうぇかうすっ くぇ おくはいぇ 
“《 I“ う ちぇさしおぇすぇ こかけつぇ し くぇょ
こうし, しゃうょっすっかしすゃぇと いぇ ょぇさっ
くうっすけ くぇ おくはいぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ 
っ いぇきっくっくけ し くぇょこうしう „¨《”, 
ぇ こかけつぇすぇ し ちぇさしおうは くぇょこうし 
っ しきっくっくぇ し ょさせゅぇ, こけしゃっすっくぇ 
くぇ ]すっそぇく ¨さっておけゃ う 》さうし
すけ ‶ぇすさっゃ (つっすくうちう くぇ 》ぇょあう 
╃うきうすなさ, けぉっしっくう けす すせさしおう
すっ ゃかぇしすう くぇ すけゃぇ きはしすけ こさっい 
1868 ゅ.). 
〈ぇおぇ つってきぇすぇ こさっあうゃはゃぇ こっ

さうけょぇ くぇ しけちぇ, おぇすけ っょくぇ けす 
こなさゃうすっ いぇょぇつう くぇ せこさぇゃぇすぇ 
しかっょ 1989 ゅけょうくぇ っ ょぇ  ゃないしすぇ
くけゃう つってきぇすぇ ゃ こなさゃけくぇつぇか
くうは え ゃうょ.
〈ぇおぇ ょけ しすぇさすぇ くぇ こけさっょくうは 

きぇとぇぉっく ゅさぇょしおう さっきけくす, おけ
ゅぇすけ ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっすけ くぇ 
つってきぇすぇ っ こさっきっしすっくけ けす  ゃけ
ょけこさけゃけょぇ けす ╀せいかせょあぇ, ゅさぇ
ょっく けす ╇ゃぇく ‶っすっゃ, しすぇさうはす 
おぇこすぇあ っ いぇすゃけさっく, ぇ つってきぇすぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し ょさせゅ ゃけょけういすけ
つくうお. 
[っいせかすぇすなす: ゃけょぇすぇ しすぇゃぇ し 

こけ-しかぇぉぇ しすさせは, くっ っ すけかおけゃぇ 
しすせょっくぇ, ぇ つってきぇすぇ いぇこけつゃぇ 
ょぇ すなくっ ゃ かけおゃう かっすっ う ゃ かっょ 
いうきっ, いぇさぇょう くっおぇつっしすゃっくぇ  
ゃさないおぇ.  
¨す しうきゃけか う しぉけさくけ きはしすけ くぇ 

くはおけゅぇてくうすっ そっくけゃっ くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ょくっし 『ぇさしおぇ
すぇ つってきぇ っ つっしすけ しぉけさうとっ くぇ 
さけきう-かうたゃぇさう, くぇ こさぇゃっとう しう 
そぇし-こぇせいぇ さけきう けす きっしすくぇすぇ 
„』うしすけすぇ”, くぇ けすおさけゃっくう ぉっい
ょっかくうちう うかう くぇ きっしすくう ぇおう
ゃうしすう, ぉさぇくっとう さぇいくけけぉさぇいくう 
おぇせいう こけょ そけさきぇすぇ くぇ こけょこう
しおう. 

¨すょぇゃくぇ つってきぇすぇ, しすさけっくぇ ゃ 
つっしす くぇ おくはい 《っさょうくぇくょ, っ う 
ぉっいこかぇすっく ゅさぇょしおう ぇそうて, きはし
すけ いぇ くぇさぇくっくう つせゃしすゃぇ う こさけ
つうっ ゅさぇょしおう ういこなかくっくうは くぇ 
すぇかぇくすう しなし しこさっえ, ょぇかっつ けす 
しなとうくしおぇすぇ ゅさうあぇ う けすくけてっ
くうっ おなき きっしすくうすっ しゃっすうくう. ╇ 
しすさぇくくけ, くうおけえ くっ いぇぉっかはいゃぇ 
すけゃぇ. ╇かう こけくっ くっ しっ ょさぇいくう. 
╆ぇ こさっあぇょくっかうすっ おぇいぇくかなつぇ

くう すけゃぇ けつっゃうょくけ くっ っ すけかおけゃぇ 
ゃぇあくけ. ′け いぇ すせさうしすうすっ すけゃぇ 
ゅさぇょしおけ ぉっいたぇぉっさうっ っ くっこけ
くはすくけ. 〈っ くっかけゃおけ しっ けいなさすぇす し 
くぇきっさっくうっすけ ょぇ くぇきっさはす しせたけ 
きはしすけ, いぇ ょぇ こうはす ゃけょぇ, ぉっい くは
おけは きせさゅぇゃっかぇ ょぇ うき ういきなおくっ 
こぇさうすっ けす ょあけぉぇ う くっ さぇいぉう
さぇす…  とけ いぇ くぇさけょ っ すけいう, おけえ
すけ すぇおぇ しすけこぇくうしゃぇ おさぇしけすうすっ 
しう. ╇ いぇ ょぇ さぇいおぇあぇす くぇゃなく 
いぇ すけゃぇ - とさぇおぇす かう, とさぇおぇす し 
そけすけぇこぇさぇすうすっ しう. 
╇きぇきっ うょっは しなし しけそうえしおぇ 

そうさきぇ ょぇ けしゃっすうき ょっおけさぇすうゃ
くけ 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ,  おぇおすけ う 
けとっ くはおけかおけ っきぉかっきぇすうつくう 
しゅさぇょう ゃ ╉ぇいぇくかなお, せゃっさう こさっ
ょう ょくう 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. ′け くっ おぇいぇ 
おけゅぇ 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ とっ ゅさっえ
くっ ゃ しゃけは ぉかはしなお,  おけゅぇ とっ しっ 
こけつうしすはす ゅさけいくうすっ ゅさぇそうすう, 
くうすけ おけゅぇ とっ こさっしなたくっ すっつなす 
けおけかけ くっは.
╃けすけゅぇゃぇ きけあっき しぇきけ ょぇ しきっ 

とぇしすかうゃう, つっ おぇいぇくかなておうすっ 
すさう かなゃぇ けす 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ 
くはきぇす っいうちう, おぇすけ しけそうえしおう
すっ, し おけうすけ ょぇ くう さぇいくぇしはす  いぇ 
ぉっいたぇぉっさうっすけ くう こけ しゃっすぇ. 
╇ ょぇ しっ くぇょはゃぇきっ, つっ いっくうちう

すっ くぇ けつうすっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ 
ちぇさしおう かなゃけゃっ くっ しぇ くうとけ こけ
ゃっつっ けす ぇゃすけさけゃけ ゃなけぉさぇあっくうっ 
う すゃけさつっしおけ しなゃなさてっくしすゃけ, ゃ 
おけっすけ ょぇ こけすなゃぇす きっしすくうはす くう 
くうたうかういなき う ょさっきうゅさぇょしすゃけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╇ すなえ おぇすけ ╉ぇいぇくかなお っ ゅさぇょ, おなょっすけ くぇ つけゃっお しさっょくけ しっ こぇょぇす こけ 1,8 ぇゃすけ
きけぉうかぇ, ぇ あっゅうすっ ういゃぇょうたぇ くぇゃなく う おけかう, おけうすけ し ゅけょうくう くっ しぇ くぇこせしおぇかう 
ゅぇさぇあうすっ しう, こけかけあっくうっすけ し ぇゃすけきけぉうかうすっ う こさっしうつぇくっすけ しすぇくぇ ょさぇきぇすうつくけ. 
′っいぇゃうしうきけ けす さっしこっおすうさぇとうすっ ゅかけぉう いぇ くっしこぇいゃぇくっ くぇ こさっょうきしすゃけ くぇ こってっ

たけょくぇ こなすっおぇ う こけしすぇゃっくうは いくぇお „╁くうきぇくうっ こってったけょちう!”, すけつくけ くぇ すけゃぇ きはしすけ 
くぇ こってったけょちうすっ しっ くぇかぇゅぇ ゃしっ ょぇ こさうすうつゃぇす いぇさぇょう いぇぉなさいぇくう ぇゃすけきけぉうかう, 
おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しこさぇす うかう こけさぇょう かうこしぇ くぇ ゃうょうきけしす いぇさぇょう しこさっかう くぇこさぇゃけ 
くぇ せかうちぇすぇ こさっゃけいくう しさっょしすゃぇ, おけうすけ けこぇしくけ う しうゅせさくけ くぇきぇかはゃぇす ゃうょうきけしすすぇ 
う いぇ てけそぬけさう, う いぇ こってったけょちう.   
¨す ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ しすけはとうすっ くぇ こさけぉかっきくけすけ きはしすけ こけかうちっえしおう こぇすさせかう くっ 

しぇ さってっくうっ くぇ こさけぉかっきぇ. 
╇ ょけおぇすけ くっ っ しすぇくぇかけ おなしくけ, きけあっ ぉう っ ゃさっきっ ょぇ けさゅぇくういうさぇきっ こけさっょくぇすぇ 

けぉとうくしおぇ おぇきこぇくうは. 〈けいう こなす - ゃ うきっすけ くぇ あうゃけすぇ. ╉けかおけすけ う ぉぇくぇかくけ ょぇ 
いゃせつう. ╉ぇきこぇくうは SOS いぇ ゃしうつおう かうこしゃぇとう う くっけぉたけょうきう こってったけょくう こなすっおう ゃ 
ゅさぇょぇ, ゃおかのつうすっかくけ う いぇ すぇいう, こさっょう ょぇ っ しすぇくぇかけ くっけぉさぇすうきけ おなしくけ. 
╇ ぇおけ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ すけつくけ いぇ すけゃぇ しさっょしすゃぇ くっ ょけしすうゅぇす, すけ しなし しうゅせさくけしす とっ 

うきぇ ょっしっすおう あっかぇっとう ょぇ しっ けすいけゃぇす くぇ こさういうゃ けす さけょぇ くぇ:
„╃ぇ きぇさおうさぇきっ こってったけょくぇすぇ こなすっおぇ, ょぇ しこぇしうき あうゃけす!”. 
]なし しうゅせさくけしす う ゃぇさ, う きっさぇおかうう とっ しっ くぇきっさはす. ╁なこさっおう あっゅうすっ.  

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

びëÜÖó¡í

《けすけゃけかすぇうつっく こぇさお し きけとくけしす けす 1,7 ╋W 
ぉっ けすおさうす ゃ さぇえけくぇ くぇ いっきかうとっすけ くぇ ‶ぇゃっか 

ぉぇくは. 〈っさっくなす, くぇ おけえすけ しぇ ういゅさぇょっくう そけすけゃけか
すぇうちうすっ, っ けす 25 ょっおぇさぇ, ゃなさたせ すはた しぇ ういゅさぇょっくう 
605 こぇくっかぇ.
]さけおなす, いぇ おけえすけ っ ゅぇさぇくすうさぇくけ ういおせこせゃぇくっ

すけ くぇ こさけういゃっょっくぇすぇ けす そけすけゃけかすぇうつくうは こぇさお 
っくっさゅうは, っ 20 ゅけょうくう. [ぇいきっさなす くぇ くぇこさぇゃっくぇすぇ 
うくゃっしすうちうは っ 5 きかく. っゃさけ.

‶け さぇいこけさっあょぇくっ くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇ
ゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ′っょはかおけ ′っ

ょはかおけゃ ぉってっ いぇゃぇさっくぇ きっすぇかくぇすぇ ゃさぇすぇ 
おなき こぇきっすくうおぇ くぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ. ‶けさぇょう 
しなとっしすゃせゃぇとぇ くっこけしさっょしすゃっくぇ いぇこかぇたぇ 
いぇ あうゃけすぇ う いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ, ╋っあょせ
ゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは いぇ ゃないしすぇくけゃは
ゃぇくっ う こけょこけきぇゅぇくっ おなき ╋うくうしすっさしおうは 
しなゃっす けすこせしくぇ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ
ょうくぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと ゃ 
さぇいきっさ くぇ 36 442 かゃ. いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
けぉっいけこぇしうすっかくう しなけさなあっくうは ゃ さぇえけくぇ 
けおけかけ しゅさぇょぇすぇ くぇ ╃けきぇ-こぇきっすくうお „╀せい
かせょあぇ”.

′ぇょ 1000 ょせてう けす ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす しぇ こけかせつうかう こっさしけくぇかっく うょっく
すうそうおぇちうけくっく おけょ けす ′┿‶. ‶けかけゃうくぇすぇ けす すはた しぇ けす ╉ぇいぇくかなお. ╉けょなす いぇ 

ょけしすなこ こけいゃけかはゃぇ くぇ おかうっくすうすっ ょぇ くぇこさぇゃはす しこさぇゃおぇ ゃ つっすうさう ぇおすうゃくう せしかせ
ゅう: しこさぇゃおぇ いぇ すさせょけゃうは ょけゅけゃけさ, けぉはゃっく けす さぇぉけすけょぇすっかは; しこさぇゃおぇ いぇ けしうゅせ
さうすっかくうは ょけたけょ, ゃなさたせ おけえすけ しっ ゃくぇしはす いぇょなかあうすっかくうすっ けしうゅせさけゃおう; しこさぇゃおぇ 
いぇ ゃくけしおうすっ いぇ ょけこなかくうすっかくけ いぇょなかあうすっかくけ こっくしうけくくけ けしうゅせさはゃぇくっ.

╇いかけあぉぇ くぇ はこけくしおう ゅさぇゃのさう けす 17-19 ゃっお  ぉっ けすおさうすぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは. ╄おしこけいうちうはすぇ っ せくうおぇかくぇ う ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす 

くぇ こけしっすうすっかうすっ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し はこけくしおけすけ ういおせしすゃけ 〉╉╇¨ ╄, おぇおすけ しぇ
きうすっ はこけくちう くぇさうつぇす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ゅさぇゃのさうすっ, ゃ おけっすけ ゃかぇゅぇす こけゃっつっ けす 
そうかけしけそしおう しきうしなか.

‶け-ゅけかはきぇ しすぇゃぇ いけくぇすぇ いぇ こかぇすっくけ こぇさおうさぇくっ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお いぇ ゃしうつおう ぇゃすけきけぉう-
かう. 〈けゃぇ さってうたぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす きっしすくうは こぇさかぇきっくす, こさうっきぇえおう こさけきっくう 

ゃ ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ ょゃうあっくうっすけ こけ こなすうとぇすぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ こさぇお-
すうおぇ ちっかうはす てうさけお ちっくすなさ ゃっつっ とっ っ し すぇかけくう. ┿ゃすけきけぉうかうすっ くぇ しかせあうすっかうすっ くぇ そうさきう ゃ 
ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす とっ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ しなし しすうおっさう いぇ こかぇすっく こぇさおうくゅ, ぇおけ くっ うしおぇす ょぇ 
けすくっしぇす ゅかけぉう いぇ くっこさぇゃうかくけ こぇさおうさぇくっ. 
‶かぇすっくう しすぇゃぇす ゃなすさってくう せかうちう, おぇすけ せか. “╇ゃぇく ╁ぇいけゃ”, せか. “‶っすおけ ]すぇえくけゃ”, おぇおすけ う 

けすしっつおう けす せか. “》さうしすけ ╀けすっゃ” う こさけょなかあっくうっすけ くぇ ぉせか. “23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお” 
しかっょ しゃっすけそぇさうすっ ょけ こけとぇすぇ. ‶かぇすっくけ とっ っ こぇさおうさぇくっすけ くぇ ぇゃすけきけぉうかう こけ せかうちぇ “‶っえけ 
ぅゃけさけゃ”, おなょっすけ きぇしけゃけ しこうさぇす しかせあうすっかう くぇ [‶〉-╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う こけ せかうちうすっ “』せょけきうさ” 
う “]かぇゃはくしおぇ”. ′ぇ すぇおしうきっすさけゃうすっ ぇゃすけきけぉうかう しっ いぇぉさぇくはゃぇ しこうさぇくっすけ こけ ぇゃすけぉせしくう しこうさ-
おう う ういつぇおゃぇくっすけ くぇ おかうっくすう くぇ こぇさおうくゅうすっ いぇ こかぇすっくけ こぇさおうさぇくっ, けしゃっく ゃ しかせつぇうすっ くぇ 
こかぇすっくぇ すぇおしぇ う しゃぇかっく くぇょこうし “〈ぇおしう”. 
] くけゃうすっ こさけきっくう しっ さっゅかぇきっくすうさぇす きうくうきぇかくう う きぇおしうきぇかくう ちっくう くぇ おうかけきっすなさ いぇ すぇお-

しうきっすさけゃう せしかせゅう, すっ しなけすゃっすくけ しすぇゃぇす 0,75 かゃ. う 0.85 かゃ. ╃け 10-すう のかう ゃ おぇくちっかぇさうはすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす う こさう けきぉせょしきぇくぇ とっ しっ こさうっきぇす こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ ′ぇさっょぉぇすぇ, 
おけはすけ こさっい のかう とっ しっ ゅかっょぇ くぇ ゃすけさけ つっすっくっ. 
′ぇ こなさゃけ つっすっくっ しすぇさっえてうくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうったぇ う くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ ゃ 

けぉとうくしおう あうかうとぇ. 〈は ょぇゃぇ こさぇゃけ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ くぇ しっきっえしすゃぇ, おけうすけ あうゃっはす くぇ しゃけ-
ぉけょっく くぇっき, くけ くっ ゃ うきけすう くぇ ぉかういおう さけょくうくう, こけゃっつっ けす 6 きっしっちぇ. 

                                                          ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] こけさっょっく くけゃ けぉとうくしおう しなゃっすくうお っ ゅさせ-
こぇすぇ くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ ゃ ¨ぉとうくしおうは しな-

ゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ しっ おぇいゃぇ ╇ゃけ ╊けいぇくけゃ 
う ゃかういぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ, 
おけえすけ しすぇくぇ いぇき.-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╋かぇょうはす けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
こけっきぇ せつぇしすうっ う ゃ しなけすゃっすくうすっ おけきうしうう, ゃ 
おけうすけ つかっくせゃぇてっ くぇしすけはとうはす いぇき.-けぉかぇしすっく 
せこさぇゃうすっか.

╆ぇしっょぇくうっすけ くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす ゃ つっすゃなさすなお 

ぉっ こけしかっょくうはす ょっかけゃう ぇく-
ゅぇあうきっくす くぇ ょなかゅけゅけょうて-
くうは くぇつぇかくうお くぇ しっおすけさ 
“¨さゅぇくういぇちうけくくけ けぉしかせあ-
ゃぇくっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす” 
》さうしすうくぇ ╉せちぇさけゃぇ. ¨す 8 
ゅけょうくう すは っ くぇつぇかくうお くぇ 
しっおすけさぇ, ぇ ゃ いゃっくけすけ さぇぉけ-
すう けす 24 ゅけょうくう. ╁ っきけちうけ-
くぇかくけ しかけゃけ ╉せちぇさけゃぇ しっ 
しぉけゅせゃぇ し けぉとうくしおうすっ しな-
ゃっすくうちう, おぇすけ うき こけあっかぇ 
ょぇ けしすぇくぇす ゃっさくう くぇ しっぉっ 
しう う くぇ こさうくちうこうすっ しう. 
                                                        

〈┿

╆¨′〉╊』 を╊〉【ぇ『 - [╅′╅〉]ぇ[ 』 〉《╇¨ ╇ぇ′〈《╋〉《』【¨ ′╅ 】〈╊〉¨っ
]かっょ ぉかういけ ょゃっゅけょうてくけ いぇ-

すうてうっ ゃないしすぇくけゃっくうはす う 
いぇこけつくぇか くぇ こさぇおすうおぇ けすくけゃけ 
ょぇ そせくおちうけくうさぇ けす ぇこさうか きっ-
しっち すぇいう ゅけょうくぇ ╀ういくっし ちっくすなさ 
–╉ぇいぇくかなお ょぇゃぇ ゃないきけあくけしすう 
いぇ せしゃけはゃぇくっ くぇ くけゃう せきっくうは う 
いくぇくうは いぇ ゃしうつおう あっかぇっとう ゅさぇあ-
ょぇくう ゃ すさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす. 
╄おうこなす くぇ 『っくすなさぇ けさゅぇくういうさぇ けぉせ-

つっくうっ こけ したっきぇ BG051╆╃001-2.1.14 
”┿╆ ╋¨╂┿ ‶¨╁╄』╄”.

¨ぉせつっくうっすけ っ ゃ きけょせかうすっ : 
¨ぉとせゃぇくっ くぇ つせあょ っいうお, 
╃うゅうすぇかくぇ おけきこっすっくすくけしす, 
〈っおしすけけぉさぇぉけすおぇ. 

╉けえ きけあっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
こけ こさけゅさぇきぇすぇ

• ╆ぇっすう かうちぇ くぇ すさせょけゃ ょけゅけ-
ゃけさ うかう しぇきけくぇっすう かうちぇ.
• ′っ きけゅぇす ょぇ せつぇしすゃぇす ょなさ-

あぇゃくう しかせあうすっかう けす きっしすくぇすぇ 
うかう ょなさあぇゃくぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
けす きうくうしすっさしすゃぇすぇ.

¨ぉせつっくうはすぇ しっ ういゃなさてゃぇす ゃ 
ょくっゃくぇ, ゃっつっさくぇ, ょうしすぇくちうけく-
くぇ う うくょうゃうょせぇかくぇ そけさきう くぇ 
けぉせつっくうっ. 

‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ おせさ-
しけゃっすっ しっ けこさっょっかは しなゃきっしすくけ 
しなし いぇはゃうすっかは, おぇすけ しっ けすつうすぇす 

くっゅけゃうすっ くせあょう う こさう しこぇいゃぇくっ さぇいこけ-
さっょぉうすっ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う けぉせつっくうっ う ‶さぇゃうかくうおぇ 
いぇ こさうかぇゅぇくっすけ きせ. 
╉せさしけゃっすっ いぇ 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 いぇゃなさてゃぇす し こけかぇゅぇくっ くぇ ょなさ-
あぇゃくう ういこうすう こけ すっけさうは う こさぇおすうおぇ. 
‶さう こけかけあっく せしこってくけ ういこうす おせさ-

しうしすなす こけかせつぇゃぇ  しこっちうぇかっく しっさすうそう-
おぇす -  ITcard.

╆ぇ うくそけさきぇちうは う いぇこうしゃぇくっ: 

╀ういくっし ちっくすなさ - ╉ぇいぇくかなお ]′『
ぉせか. ”┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ12
すっか.: 0431/ 6 37 93
GSM: 0878402442; 0896711959

ぞÜçó çé£½Ü¢ÖÜïöó

╇.”¨』[『╅” ╆╊′ ¨〈《【¨?
╁なこさけしなす し こさっょけしすぇゃは-

くっすけ いぇ こけかいゃぇくっ くぇ すさう 
けぉとうくしおう うきけすぇ ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ すなさゅけゃしおけ-
すけ ょさせあっしすゃけ, ういょぇゃぇとけ 
けぉとうくしおうは ゃっしすくうお “╇し-
おさぇ”, くっ しなぉさぇ くせあくうは ぉさけえ 
ゅかぇしけゃっ いぇ おゃぇかうそうちうさぇくけ 
きくけいうくしすゃけ けす 2/3 うかう 25 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 
╀っい くせあくぇすぇ こけょおさっこぇ 

けしすぇくぇ う ゃなこさけしなす いぇ こさっ-
ょけしすはゃぇくっすけ くぇ うきけすうすっ いぇ 
こっさうけょ くっ けす 10, ぇ けす 5 ゅけ-
ょうくう, おけかおけすけ っ ょけゅけゃけさなす 
いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ ゅかぇゃくうは 
さっょぇおすけさ くぇ ゃっしすくうおぇ. ╂ぇ-

かうく ╂っけさゅうっゃ - けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ′╃]╁, ゃないさぇいう, つっ し こさっ-
ょけしすぇゃはくっすけ くぇ うきけすう いぇ こけかいゃぇくっ う しなぉうさぇくっ くぇ くぇっきう けす すはた, くぇ 
こさぇおすうおぇ けぉとうくしおうはす ゃっしすくうお しすぇゃぇ くっさぇゃくけこけしすぇゃっく し けしすぇくぇかうすっ 
ういょぇくうは う こけこうすぇ おぇおゃぇ すけつくけ ぉういくっしおけくちっこちうは ゃ すぇいう こけしけおぇ っ 
さぇいゃうか くぇしすけはとうはす ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ ういょぇくうっすけ ╉さうしすぇかうくぇ ╁なか-
つっゃぇ, つっ しっゅぇ え しっ こさっょけしすぇゃはす いぇ せこさぇゃかっくうっ すさう うきけすぇ. 
╁ たけょぇ くぇ さったぇゃうすっ ょっぉぇすう こけ ゃなこさけしぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ いぇ きうくぇかぇすぇ 

ゅけょうくぇ ょさせあっしすゃけすけ, ういょぇゃぇとけ けぉとうくしおうは ゃっしすくうお “╇しおさぇ”, うきぇ こっ-
つぇかぉぇ けす 1000 かっゃぇ う っ くぇきぇかうかけ いぇゅせぉぇすぇ しう けす 3 くぇ 2 たうかはょう かっゃぇ. 
╁なこさっおう けこうすうすっ ょぇ しっ ょけしすうゅくっ くせあくぇすぇ こけょおさっこぇ, う ゃ ょゃっすっ ゅかぇ-
しせゃぇくうは ぉさけはす くぇ しなゃっすくうちうすっ, こけょおさっこうかう こさっょかけあっくうはすぇ くぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, けしすぇくぇたぇ こけょ 25. 〈ぇおぇ ゃなこさけしなす いぇ こさっ-
ょけしすぇゃはくっすけ くぇ うきけすう くぇ ゃっしすくうおぇ けしすぇゃぇ いぇ しかっょゃぇとけ いぇしっょぇくうっ.

╃っかはくぇ  ╁ぇしうかっゃぇ
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すぇょうくけゃ. 〈けえ こけょつっさすぇ, つっ し 
ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけっおすぇ しっ 
ちっかう くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さうしおぇ 
こさう さぇぉけすぇ - けこぇしくけしすうすっ けす 
ゃないょっえしすゃうっすけ くぇ たうきうつくう-
すっ ゃっとっしすゃぇ. ′ぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
ょっえしすゃうっすけ くぇ さぇいかうつくうすっ 
ぇゅっくすう - ゅぇいけゃっ, こぇさう, こさぇた, 
ぇっさけいけかう, ゃうぉさぇちうう, ゃさっょ-
くう いぇ けさゅぇくういきぇ, っ けしくけゃくぇ 
ちっか くぇ こさけっおすぇ. ╁ すけゃぇ つうし-
かけ ゃかういぇ う こけょけぉさはゃぇくっすけ 
くぇ せしかけゃうはすぇ こさう たうきうつくうすっ 
う ゃいさうゃけけこぇしくうすっ こさけういゃけょ-
しすゃぇ, ゃおかのつうすっかくけ くぇ こかけ-

とぇょおぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅ-
かうあ. ‶さけっおすなす っ さぇいさぇぉけすっく 
けす ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかう-
しすう. ]かせあぉぇすぇ こけ すさせょけゃぇ 
きっょうちうくぇ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃, 
╆ゃっくけすけ こけ ぉっいけこぇしくう う いょさぇ-
ゃけしかけゃくう せしかけゃうは くぇ すさせょ, 
しこっちうぇかうしすうすっ こけ そういうつっしおう 
う たうきうつっしおう いぇきっさゃぇくうは くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ, おぇおすけ う そう-
くぇくしけゃうすっ しこっちうぇかうしすう, しぇ ゃ 
けしくけゃぇすぇ くぇ さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ こさけっおすぇ, しこっつっかっく いぇ そう-
くぇくしうさぇくっ こさっょ ╄]. ╁うょなす う 
さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ くけゃうすっ 
こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う さぇ-
ぉけすくけ けぉかっおかけ しぇ こけょぉさぇくう 
しかっょ こけょさけぉくう いぇきっさゃぇくうは, 
ょけおぇいゃぇとう くせあょぇすぇ けす こけょけ-
ぉさはゃぇくっ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しさっょぇ 
う くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さうしおぇ ゃ けこ-
さっょっかっくう せつぇしすなちう くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ けゅさけきくぇすぇ 

すっさうすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”.
„╇いきっさゃぇくうはすぇ くぇ くぇてう-

すっ しかせあぉう しぇ ういおかのつうすっかくけ 
すけつくう. ]かせあぉぇすぇ いぇ すさせょけ-
ゃぇ きっょうちうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
っ かうちっくいうさぇくぇ う さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ ういこなか-
くはゃぇ すけつくけ くっえくうすっ こさっょ-
こうしぇくうは. ]かせあぉぇすぇ こけきけゅくぇ 
ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ いぇ さぇい-
さぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ, きぇ-
おぇさ ょぇ うきぇたきっ きくけゅけ けそっさすう 
けす ゃなくてくう おけくしせかすぇくすう, くぇ 
おけうすけ けすおぇいぇたきっ.”, おけきっく-
すうさぇ けとっ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さ-

しっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, 
ょうさっおすけさ „《うくぇくしう う うおけ-
くけきうおぇ”, おけえすけ こけかせつう けす 
きうくうしすなさ ╋かぇょっくけゃ せょけし-
すけゃっさっくうっすけ いぇ さぇぉけすぇ こけ 
こさけっおすぇ. „╋くけゅけ うしおぇきっ う 
いぇくぇこさっょ ょぇ こっつっかうき こさけっお-
すう こさっょ ╄]. ╇きぇきっ おぇこぇちう-
ちっす いぇ すけゃぇ, くけ ょけしっゅぇてくうすっ 
くう こさけっおすう ぉはたぇ けすたゃなさかはくう 
こけさぇょう そぇおすぇ, つっ くぇかうつうっ-
すけ くぇ 30% しけぉしすゃっくけしす くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ しっ すなかおせゃぇ けす ╄] 
おぇすけ おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう 
こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっ. ]っゅぇ, 
しかっょ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ ちはかぇ-
すぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか” 
おぇすけ つぇしすくぇ, すけゃぇ けゅさぇくうつっ-
くうっ けすこぇょぇ う しっ くぇょはゃぇきっ 
ょぇ こけかせつぇゃぇきっ けすくけゃけ こけょ-
おさっこぇすぇ くぇ ╄]”, けぉはしくう けとっ 
╉けしすぇょうくけゃ. ╇きっくくけ くぇかう-
つうっすけ くぇ ょなさあぇゃっく ょはか ゃ 

さなつおう. ‶さっょしすけう けぉはゃはゃぇくっ 
くぇ すなさゅけゃっ いぇ ょけしすぇゃおぇ. ╃け-
おせきっくすうすっ しっ こけょゅけすゃはす いぇ 
きくけゅけ おさぇすおけ ゃさっきっ, いぇとけすけ 
ちっかすぇ っ くけゃうすっ こさっょこぇいくう 
しさっょしすゃぇ ょぇ ぉなょぇす ゃ „┿さしっ-
くぇか” ゃきっしすけ いぇ 8 きっしっちぇ, いぇ 
こけかけゃうく ゅけょうくぇ. ‶さけっおすなす 
くはきぇてっ ょぇ ぉなょっ ゃないきけあっく, 
ぇおけ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-
くうちぇ くっ ぉっ ういこなかくうかぇ っょくけ 
けす けしくけゃくうすっ ういうしおゃぇくうは 
– かうこしぇ くぇ ょぇくなつくう う けしう-
ゅせさうすっかくう いぇょなかあっくうは おなき 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╂けょうてくけ „┿さ-
しっくぇか” ゃくぇしは くぇ ょなさあぇゃぇ-
すぇ きっあょせ 15 う 18 きかく. かゃ. 
ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう. „¨す 
1999-すぇ ゅけょうくぇ くぇしぇき „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ っ ぇぉしけかのすくけ うい-
さはょっく. ]かっょ こさうゃぇすういぇちうは-
すぇ くっ しきっ うきぇかう ういうしおせっきう 
ょぇくなつくう いぇょなかあっくうは, おけっすけ 
っ っょくけ けす せしかけゃうはすぇ ょぇ ぉな-
ょっき おかぇしうさぇくう こけ すぇいう こさけ-
ゅさぇきぇ. 〈は っ けすゃけさっくぇ う いぇ-
くぇこさっょ とっ こさけょなかあうき ょぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇきっ こけ くっは, いぇ 
ょぇ くぇきぇかはゃぇきっ ゃさっょくけしすうすっ 
う こけょけぉさはゃぇきっ せしかけゃうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ くぇ たけさぇすぇ, おけっすけ ちっかう 
けこぇいゃぇくっ くぇ すはたくけすけ いょさぇゃっ 
- くぇえ-ゃぇあくぇすぇ う けしくけゃくぇ ちっか 
くぇ こさけゅさぇきぇすぇ”, ゃ いぇおかの-
つっくうっ けぉはしくう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. 
〈けえ こさうゃっすしすゃぇ くぇかうつうっすけ 
うきっくくけ くぇ すぇおうゃぇ こさけゅさぇきう 
くぇ ╄], いぇとけすけ いぇおせこせゃぇくっすけ 
くぇ こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ しすぇ-
ゃぇ こけしすけはくくけ, ぇ こけゃっつっすけ けす 
すはた しぇ ういおかのつうすっかくけ しおなこう. 
╄ょうくしすゃっくけ おさぇすおうすっ しさけ-
おけゃっ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ 
こさけっおすぇ しぇ しこさっかう くぇ すけいう 
っすぇこ ゃおかのつゃぇくっすけ ゃ さぇいさぇ-
ぉけすおうすっ くぇ ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ ょけしすぇゃおぇ う くぇ ういおかのつう-
すっかくけ しこっちうぇかういうさぇくう おけし-
すのきう いぇ さぇぉけすぇ いぇ けこさっょっかっ-
くう こさけそっしうう. 〈っいう おけしすのきう 
しすさせゃぇす こけ 5-6 たうかはょう っゃさけ 
っょうくうはす. ‶け ゃなこさけしぇ, けぉぇ-
つっ, しっ さぇぉけすう う ゃっさけはすくけ いぇ 
ょけしすぇゃおぇ くぇ すぇおうゃぇ おけしすのきう 
とっ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ くけゃ 
こさけっおす.
╄あっゅけょくけ „┿さしっくぇか” ┿╃ 

こかぇとぇ こけ 700-800 たうかはょう 
かっゃぇ いぇ しこっちうぇかくけ さぇぉけすくけ 
けぉかっおかけ う かうつくう こさっょこぇいくう 
しさっょしすゃぇ う すけゃぇ しっ こさぇゃう, 
ゃなこさっおう おさういぇすぇ, しなけぉとう 
けとっ そうくぇくしけゃうはす ょうさっおすけさ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ.   

 ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╊っはさう, すけこうかつうちう, そけさきけゃ-
つうちう, すっさきうしすう, ぉけはょあうう, 
ょなさゃけょっかちう, ぇさゅけくつうちう, けお-
しうあっくうしすう, おけゃぇつう, ゅぇかゃぇくけ-
すったくうちう, かぇおうさけゃぇつう, てかけ-
しっさう こけ いぇゃぇさおう, きぇてうくくう 
けこっさぇすけさう ゃなゃ ゃいさうゃけけこぇし-
くうすっ こさけういゃけょしすゃぇ う きけく-
すぇあくうちう, さぇぉけすっとう こけ こけょ-
ょさなあおぇすぇ くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ, 
っかっおすさけきけくすぬけさう う きぇてうくくう 
きけくすぬけさう, ぉかういけ 500 さぇぉけ-
すっとう ゃ いぇゃけょうすっ 1, 2, 3 う 4 
とっ うきぇす こけ-ょけぉさう せしかけゃうは いぇ 
さぇぉけすぇ しかっょ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ 
こさけっおすぇ.
177 たうか. 216 かゃ. ぉっいゃない-

きっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと 
けしうゅせさはゃぇ ╄ゃさけこっえしおうはす しけ-
ちうぇかっく そけくょ. 《うくぇくしけゃけすけ 
しなせつぇしすうっ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ っ 
24.84% けす けぉとぇすぇ しすけえくけしす 
くぇ こさけっおすぇ, こさう ういうしおせっきう 
けす ‶さけゅさぇきぇすぇ いぇょなかあうすっかくう 
20% しなそうくぇくしうさぇくっ. „┿さしっ-
くぇか” ┿╃ こかぇとぇ いぇ さっぇかういぇちう-
はすぇ くぇ こさけっおすぇ 41 597 かゃ.
╃けおせきっくすうすっ いぇ さっぇかういぇちう-

はすぇ くぇ こさけっおすぇ しっ こけょゅけすゃはす 
ぉなさいけ う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” うきぇ いぇ ちっか 8-すっ 
きっしっちぇ しさけお いぇ ういこなかくっくうっ-
すけ ょぇ しっ しなおさぇすはす くぇ 6, うく-
そけさきうさぇ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. 
¨そっさすう いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ こさっょ-
こぇいくうすっ しさっょしすゃぇ しぇ こけょぇかう 
ゃけょっとう ぉなかゅぇさしおう う ょさせゅう 
っゃさけこっえしおう そうさきう, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ ゅぇさぇくすうさぇす おぇつっしす-
ゃけすけ くぇ たうかはょうすっ ぇくすうゃうぉさぇ-
ちうけくくう う すけこかけういけかぇちうけく-
くう  さなおぇゃうちう, こけかせきぇしおう う 
そうかすさう いぇ すはた, かっはさしおう ぉけすう, 
くけゃう さぇぉけすくう おけしすのきう いぇ 
ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう いぇゃぇさつう-
ちう, ょうっかっおさうつっしおう さなおぇゃう-
ちう, くっゅけさうきう こけかせてせぉう う ちは-
かぇすぇ こなかくぇ くけゃぇ ぉっいけこぇしくぇ 
っおうこうさけゃおぇ いぇ こけあぇさくうおぇさう-
すっ. ]なし しさっょしすゃぇ こけ こさけっおすぇ 
おなき ¨こっさっすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ 
„』けゃっておう さっしせさしう” とっ ぉなょぇす 
おせこっくう 12 くけゃう ういちはかけ くっゅけ-
さうゃくう おけしすのきぇ いぇ けゅくっぉけさ-
ちうすっ くぇ „┿さしっくぇか”.
 

『っかすぇ くぇ こさけっおすぇ っ
くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さうしおぇ いぇ 
いょさぇゃっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう   

〉ょけぉしすゃけすけ くぇ くけしっくっ くぇ 
こさっょこぇいくうすっ しさっょしすゃぇ こさう 
さぇぉけすぇ っ ゃぇあくけ いぇ けこぇいゃぇくっ 
いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ う いぇ こけ-
ょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけゃうはすぇ うき 
くぇ すさせょ, けぉはしくう ぅくおけ ╉けし-

しけぉしすゃっくけしすすぇ ょけこさっょう くは-
おけかおけ きっしっちぇ っ こさうつうくぇ いぇ 
けすこぇょぇくっ くぇ „┿さしっくぇか” けす 
おかぇしうさぇくっすけ こさっょう ょゃっ ゅけょう-
くう こけ ‶さけゅさぇきぇ „╉けくおせさっくす-
くけしこけしけぉくけしす” いぇ こさけっおすう 
くぇ しすけえくけしす ょけ 4 きかく. っゃさけ, 
こけはしくう けとっ そうくぇくしけゃうはす ょう-
さっおすけさ くぇ ょさせあっしすゃけすけ けゅさぇ-
くうつっくうはすぇ くぇ っゃさけこっえしおうは 
[っゅかぇきっくす 1605. ╆ぇ しなあぇかっ-
くうっ, いぇ すけいう こさけゅさぇきっく こっ-
さうけょ くぇ ╄] ょけ 2013 ゅけょうくぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ ゃっつっ しぇ うい-
つっさこぇくう う とっ しっ さぇぉけすう いぇ 

しかっょゃぇとうは, おけきっくすうさぇ けとっ 
╉けしすぇょうくけゃ, おけえすけ こけょつっさすぇ, 
つっ „┿さしっくぇか” ゃっつっ  しっ ょゃうあう  
ういこさっゃぇさゃぇとけ ゃ さっぇかういぇちう-
はすぇ くぇ こさけっおすぇ. ]さけおけゃっすっ しっ 
しこぇいゃぇす, ょけさう しっ こさっょゃうあょぇ 
こさっょしさけつくけ ういこなかくっくうっ.

‶さっょしすけはす こさけちっょせさう
こけ こせしおぇくっ くぇ

けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう

╃けゅけゃけさなす しすぇさすうさぇ しかっょ 
こさっょしすぇゃはくっ けす しすさぇくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” くぇ 20% ぇゃぇくし こけ 
こかぇとぇくうはすぇ, おけっすけ ゃっつっ っ 
そぇおす. 』ぇおぇ しっ こせしおぇくっすけ くぇ 
しこっちうぇかくぇすぇ しきっすおぇ, こけ おけは-
すけ とっ ゃなさゃう さぇいこかぇとぇくっすけ 
こけ こさけっおすぇ. ′ぇきうさぇくっすけ くぇ 
そうさきう-ょけしすぇゃつうちう とっ しすぇ-
ゃぇ しこけさっょ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ 
╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけ-
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]うくょうおぇすうすっ う さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃ 

こさっこけょこうしぇたぇ いぇ けとっ っょくぇ 
ゅけょうくぇ おけかっおすうゃくうは すさせょけゃ 
ょけゅけゃけさ, けす 27.07.2011 ゅけ-
ょうくぇ. 
‶さっこけょこうしゃぇくっすけ っ そぇおす けす 

6-すう のかう すぇいう ゅけょうくぇ. ╃け-
こなかくっくうはすぇ おなき ╉〈╃ しぇ けし-
くけゃくけ ゃ つぇしすすぇ いぇ ゃなすさってくけ-
しきっくくうすっ こけつうゃおう う すはたくけすけ 
さっゅかぇきっくうすぇさくっ, しなけぉとう いぇ 
〈┿ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ. 
¨す しなとぇすぇ ょぇすぇ こけょ わ13 

╉〈╃ くぇ “┿さしっくぇか” っ さっゅうし-
すさうさぇく う ゃ ╇くしこっおちうはすぇ こけ 
すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╉け-
かっおすうゃくうはす すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
ゃぇあう ょけ のかう しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ. 

〈┿ 

] ゅけかはきぇ くけゃうくぇ こけしさっとぇ あぇさおうすっ ょくう くぇ 
のかう ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ - ゃうょっく つかっく う 

しこうしゃぇつ くぇ こけゃっつっ けす ょけぉさう しすぇすうう いぇ 〈┿. 
‶けおさぇえ すっぇすさぇかくうすっ っきけちうう ╃うぇくぇ しっ しょけ-

ぉう う し けとっ っょくぇ - ょぇかっつ こけ-こけいうすうゃくぇ う こさっ-
おさぇしくぇ: けす くはおけかおけ ょくう すは う しなこさせゅなす え ┿くすけく 
[ぇきくぇかうっゃ ゃっつっ しぇ とぇしすかうゃう ょはょけ う ぉぇぉぇ くぇ 
いかぇすっく つうさこぇくしおう いっす, こさう すけゃぇ けす しけえ, し うきっ 
╁うおすけさ. [ぇょけしすすぇ ゃ しっきっえしすゃけ [ぇきくぇかうっゃう しっ 
ょなかあう くぇ っょうくしすゃっくぇすぇ うき とっさおぇ - 『ゃっすっかうくぇ, 
おけはすけ せしこってくけ しっ ょうこかけきうさぇ ゃ 〉′]] う けとっ こけ-
せしこってくけ こかっくう ╁うおすけさ. ╋かぇょっあなす ょぇさう 『ゃっすぇ 
し ゅけょっあっく こさなしすっく けす ぉはかけ いかぇすけ し すさう ょうぇきぇく-
すぇ. ¨こけいくぇゃぇすっかくぇすぇ ゅけとぇゃおぇ し っかっきっくすう くぇ 
ゅけょはゃおぇ しっ しなしすけは ゃ “]すぇさぇすぇ おなとぇ” ゃ ╄くうくぇ, ぇ 
しぇきけすけ しゃぇすぉっくけ すなさあっしすゃけ きかぇょうすっ しすはゅぇす つぇお 
いぇ のくう ょけゅけょうくぇ. ╃けすけゅぇゃぇ とっ すなさしはす おなしきっす う 
とぇしすうっ ゃ ‶かけゃょうゃ, ぇ ぉぇぉぇ う ょはょけ [ぇきくぇかうっゃう 
- とっ しおなすゃぇす こぇさうちう いぇ ゅけしすう, ゃくせちう う けとっ おせこ 
とぇしすかうゃう こけゃけょう. 

ぞだゑごぞん

〉あのか すそすけねか そて かさつたかおけぬけみてあ せあ 》けすたけちかう おそうかおか みたそせつさけ たそしみちせけさ う [あくあせしひさ

[うかしおうはす きぇくぇしすうさ う ╁っかう-
おけ 〈なさくけゃけ. 〈ぇおぇ うょゃぇ う ょ-さ 
《せくぇおう, くけ ぉっい ういけぉとけ ょぇ 
いくぇっ いぇ すっしくうすっ ゃさないおう くぇ 
╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ し 《せおせはきぇ, 
《せおけけおぇ, 》うさけてうきぇ う ¨しぇ-
おぇ. 〈せお はこけくしおうはす ういしかっょけ-
ゃぇすっか し こさうはすくぇ ういくっょぇ けす-
おさう, うきっくくけ つさっい さっこけさすっさぇ 
くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”, つっ 
しなとっしすゃせゃぇ こけぉさぇすうきはゃぇくっ 
きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う ぅこけくうは, 
つっ すさう ゅけょうくう すせお さぇぉけすう いぇ 
さけょくうは すせさういなき ぅこけくしおぇすぇ 
ょなさあぇゃくぇ ぇゅっくちうは ╃╅┿╈╉┿, 
つっ すせお ょけさう ょっえしすゃぇ ┿しけちう-
ぇちうは いぇ こさうはすっかしすゃけ し ぅこけ-
くうは, つっ うきっくくけ – „┿さしっくぇか” 
┿╃ っ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すっいう すっし-
くう こさうはすっかしおう ゃさないおう. 

╁うょっかうくぇ ′ぇつっゃぇ, っょうくしすゃっくぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ, せつぇしすくうつおぇ ゃ っおし
こっょうちううすっ くぇ ょけぇえっくぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかはさくうちう, こさけそ. 》さうしすけ 

‶うきこうさっゃ けす ╀┿′, ょけゃっょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しゃけえ おけかっゅぇ – ういしかっょけゃぇすっか くぇ 
かっょっくうすっ すっさうすけさうう こけおさぇえ ぃあくうは こけかのし, はこけくしおうはす ゅっけそういうお ょけおすけさ 
╋うくけさせ 《せくぇおう けす ′ぇちうけくぇかくうは うくしすうすせす こけ こけかはさくう ういしかっょゃぇくうは くぇ 
]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ. ╃けおすけさ 《せくぇおう っ っょうく けす ぇゃすけさうすっ くぇ 
きうくうぉっいこうかけすくうは しぇきけかっす, おけえすけ くぇこさぇゃう こなさゃうは こけかっす くぇょ くっょけしすなこ
くう かっょっくう すっさうすけさうう くぇょ ぃあくうは おけくすうくっす ┿くすぇさおすうょぇ. ‶けかっすなす, おけえすけ 
こさけょなかあう 5 つぇしぇ 28 きうくせすう う 26 しっおせくょう, „けぉたけょう” 500 おき, ゃおかのつうすっか
くけ くっょけしすなこくうすっ いぇ つけゃっておうは おさぇお くぇょ 300 おき, おけうすけ こさう くぇえ-ょけぉさう せし
かけゃうは し けゅさけきっく さうしお いぇ あうゃけすぇ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ ぉなょぇす きうくぇすう こっておけき いぇ 
2 きっしっちぇ. 〉くうおぇかくう ょぇくくう いぇ ゅっけそういうおぇすぇ しなぉうさぇ すったくうおぇすぇ くぇ こなさゃうは 
ぉっいこうかけすっく しぇきけかっす, おけえすけ かっすは くぇょ ┿くすぇさおすうょぇ しかっょ しすぇさす けす ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ ぉぇいぇ くぇ ぃあくうは おけくすうすっくす, こけ こけおぇくぇ くぇ こさけそ. ‶うきこうさっゃ.
]ぇきけ 10 かうすさぇ ぉっくいうく しぇ ぉうかう くせあくう いぇ ぉっいこうかけすくうは しぇきけかっす, せこさぇ

ゃかはゃぇく けす いっきはすぇ, おけえすけ くけしう くぇ ぉけさょぇ しう さぇょぇさくぇ しうしすっきぇ, きぇゅくうすけ
きっさ, おけきこのすなさ, ぉぇさけきっすなさ, ゃうょっけおぇきっさぇ, いぇしくっかぇ くっょけしすなこくうすっ いぇ つけ
ゃっおぇ すっさうすけさうう, GPS. ╆ぇっょくけ し ぇこぇさぇすせさぇすぇ しぇきけかっすなす すっあう  28 おゅ, こさう 
ょなかあうくぇ けす 1.6 きっすさぇ, かっすう こさう しこけおけっく ゃはすなさ こさう きうくせし 15 ゅさぇょせしぇ こけ 
『っかいうえ, しなし しおけさけしす 100 - 120 おき いぇ つぇし. [ぇえけくなす くぇ こけかっすぇ っ ゃ けおけかくけ
しすうすっ くぇ ╉うくゅ ╃あけさょあ, ╊うゃうくゅしすなく, ぉぇいうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは, [せしうは, ╉けさっは, 
』うかう, ╇しこぇくうは.
╇ょっはすぇ いぇ ういしかっょゃぇくうは し すったくうおぇ くぇ ぉっいきけすけさっく しぇきけかっす うょゃぇ くぇ はこけく

しおうすっ こけかはさくうちう こさう すったくう けこうすう いぇ ういしかっょゃぇくうは こっておけき, おけうすけ こさっい 
2001 ゅけょうくぇ けしすぇゃぇす くぇこさぇいくう. 10 ゅけょうくう こけ-おなしくけ はこけくしおうはす ういしかっょけゃぇすっかしおう っおうこ くぇ ょ-さ 《せくぇおう せしこはゃぇ ょぇ しなぉっさっ ょぇくくう いぇ ┿くすぇさ
おすうょぇ, くっょけしすなこくう いぇ しっゅぇ. ╁うょっかうくぇ ′ぇつっゃぇ っ ょなとっさは くぇ ╃っかはく ′ぇつっゃ - ょうさっおすけさ くぇ ′╇〈╇ う ぉうゃて おぇょなさ くぇ „┿さしっくぇか“.

╆ぇこぇかっくぇ こけ ゅっけゅさぇそうはすぇ 
けす せつうすっかおぇすぇ しう ゃ „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは” ╃ぇくうっかぇ ╀ぇておっ-
たぇえけゃぇ, ╁うょっかうくぇ いぇゃなさて-
ゃぇ ╂っけゅさぇそしおうは そぇおせかすっす 
くぇ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょ-
しおう”, いぇ おけっすけ くうおけゅぇ くっ っ 
しなあぇかはゃぇかぇ, いぇとけすけ うきっくくけ 
すぇき しさっとぇ しかっょ おぇくょうょぇす-
しすゃぇくっ いぇ しすぇあ しゃっすうかけすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ う しゃっすけゃくぇ 
こけかはさくぇ くぇせおぇ, こさけそっしけさ 
‶うきこうさっゃ, おけえすけ は ゃいうきぇ ゃ 
ゅさせこぇすぇ いぇ ┿くすぇさおすうょぇ こさっ-
ょう くはおけかおけ ゅけょうくう. ╁うょっかう-
くぇ けこうすゃぇ ゃしうつおう ういこうすぇくうは 
くぇ こけかはさくうちうすっ - ぉせさくけすけ 
きけさっ う かのておぇとうは しっ 4 ょくう 
おけさぇぉ おなき ┿くすぇさおすうょぇ, かっ-
ょっくうは ゃはすなさ, おけえすけ すっ しな-

ぉぇさは ぉっいせしかけゃくけ くぇ いっきはすぇ, 
すけこかうくぇすぇ くぇ かっょっくうすっ おな-
とうつおう, しおさうかう すっ けす ぉせさはすぇ, 
ぉけかっしすうすっ, いぇゅせぉゃぇくっすけ しさっょ 
かっょけゃっすっ... ╉ぇいぇくかなておけすけ 
きけきうつっ, つぇしす けす しゃっすけゃくけすけ 
こけかはさくけ しっきっえしすゃけ, ぉう けすう-
てかぇ こぇお くぇ ┿すぇさおすうょぇ, しきは-
すぇ, つっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけかっいくぇ 
いぇ くぇせおぇすぇ. ╉ぇおすけ っ こけかっいくぇ 
う いぇ さけょくうは しう ゅさぇょ – ╉ぇいぇく-
かなお, しなとけ きくけゅけ けぉうつぇく けす 
しぇきうは こさけそっしけさ ‶うきこうさっゃ. 
╉ぇいぇくかなお, かのぉうきうはす いぇ こけ-
かはさくうちうすっ けす ちはか しゃはす ╂さぇょ 
くぇ さけいうすっ. 

 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ぅこけくしおうはす こけかはさくうお
しっ こなさあう ゃ かはすくぇすぇ
あっゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお

し せょけゃけかしすゃうっ

╃けおすけさ 《せくぇおう ういぉさぇか ょぇ 
ょけえょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお けとっ こさっ-
ょう ょぇ ういかっすう けす ]すさぇくぇすぇ くぇ 
ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ, さぇい-
おぇいゃぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
くっゅけゃぇすぇ ょけきぇおうくは ╁うょっ-
かうくぇ. ╁っつっ こけかはさくうお し けす-
かうつくう おけくすぇおすう こけ しゃっすぇ, すは 
いぇぉっかはいぇかぇ, つっ ゃしうつおう „あう-
すっかう” くぇ ┿くすぇさおすうょぇ, ういしかっ-
ょけゃぇすっかう けす ょっしっすおう しすさぇ-
くう, あうゃっかう くぇ ぉぇいうすっ おさぇえ 
ぃあくうは こけかのし, けとっ とけき 
しすなこはす ゃ ╀なかゅぇさうは, うしおぇす ょぇ 
ょけえょぇす うきっくくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

] 8 かっゃぇ こけ-ゃうしけおう とっ しぇ 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ こけきけ-

とうすっ, おけうすけ とっ ういこかぇとぇす ょう-
さっおちううすっ こけ しけちうぇかくけ こけょこけ-
きぇゅぇくっ いぇ けすけこかっくうっ くぇ けくっいう 
ゅさぇあょぇくう, おけうすけ こけこぇょぇす ゃ 
おぇすっゅけさううすっ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ.
╋けかぉうすっ う ょけおせきっくすうすっ いぇ 

けすこせしおぇくっ くぇ ちっかっゃぇすぇ こけ-
きけと いぇ けすけこかっくうっ こさっい くぇ-
しすけはとうは っしっくくけ-いうきっく しっいけく 
しっ こさうっきぇす けす くぇつぇかけすけ くぇ 
のかう ゃ ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ 
こけょこけきぇゅぇくっ” ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 
ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ4 - 
すさっすう っすぇあ, こさうっきくぇ - しすぇは 
16, う ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ けぉとうくぇ 

‶ぇゃっか ぉぇくは - けそうし くぇ ょけきぇて-
くうは しけちうぇかっく こぇすさけくぇあ. 
╆ぇ あうすっかうすっ けす しっかぇすぇ くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇこさぇゃっく 
ゅさぇそうお くぇ こけしっとっくうはすぇ くぇ 
しけちうぇかくうすっ さぇぉけすくうちう /ゃあ. 
こけ-ょけかせ/, おぇすけ くせあくうすっ ょけおせ-
きっくすう とっ しっ こさうっきぇす くぇ きはし-
すけ, ゃ おきっすしすゃぇすぇ, しなけぉとう いぇ 
〈┿  ぅくうすぇ ‶さぇくゅけゃぇ, ょうさっおすけさ 
╃うさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけ-
きぇゅぇくっ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╋けかぉうすっ しっ こさうっきぇす けす くぇつぇ-

かけすけ くぇ のかう う とっ きけゅぇす ょぇ しっ 
こけょぇゃぇす ょけ おさぇは くぇ けおすけきゃさう, ぇ 
しさっょしすゃぇすぇ とっ しっ ういこかぇとぇす こけ 
ぉぇくおけゃ こなす いぇ こっさうけょぇ けす 1 くけ-
っきゃさう 2012 ゅ. ょけ 31 きぇさす 2013 ゅ. 
]さっょしすゃぇすぇ ゃ ぉのょあっすぇ しぇ 

さぇいつっすっくう いぇ けおけかけ 300 たう-
かはょう かうちぇ う しっきっえしすゃぇ けす 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, おぇすけ しせきぇすぇ 
くぇ こけきけとすぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ 
しなけぉさぇいっくぇ し くけゃぇすぇ ちっくぇ くぇ 
すけおぇ けす 1 のかう う とっ ぉなょっ 66 
かっゃぇ くぇ きっしっち. ‶けかぇゅぇとぇすぇ 
しっ しせきぇ いぇ ちっかうは けすけこかうすっかっく 
しっいけく とっ ぉなょっ 328 かっゃぇ う 60 
しすけすうくおう.
╆ぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお すぇいう 

ゅけょうくぇ しっ けつぇおゃぇ ぉさけはす くぇ 
こけょぇかうすっ ょけおせきっくすう いぇ こけ-
きけとう いぇ けすけこかっくうっ う うきぇとう 
こさぇゃけ くぇ すはた ょぇ っ こけ-ゃうしけお けす 
すけいう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ けす すぇいう ちっかっゃぇ こけきけと 
しっ ゃないこけかいゃぇたぇ ぉかういけ 1300 
ょけきぇおうくしすゃぇ. ]さっょくけ きっあょせ 
1200 う 1300 しぇ しっきっえしすゃぇすぇ  
けす さぇえけくぇ, おけうすけ っあっゅけょくけ 
こけこぇょぇす ゃ したっきうすっ いぇ すぇおなゃ 
ゃうょ こけょこけきぇゅぇくっ. 
╊うちぇすぇ う しっきっえしすゃぇすぇ こけ-

ょぇゃぇす きけかぉぇ-ょっおかぇさぇちうは こけ 
けぉさぇいっち ゃ ょうさっおちううすっ „]け-
ちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ” こけ こけ-
しすけはくっく ぇょさっし, ゃ おけうすけ いぇ-
ょなかあうすっかくけ いぇはゃはゃぇす ゃうょぇ くぇ 
こけかいゃぇくけすけ けすけこかっくうっ - すけこ-
かけっくっさゅうは, っかっおすさけっくっさゅうは, 
すゃなさょけ ゅけさうゃけ うかう こさうさけょっく 
ゅぇい, おぇすけ こさう けすけこかっくうっ し 
っかっおすさけっくっさゅうは う すけこかけっくっさ-
ゅうは しっ こさうかぇゅぇ う こけしかっょくぇすぇ 
こかぇすっくぇ そぇおすせさぇ.
╆ぇ けすけこかはゃぇとうすっ しっ し っか. 

っくっさゅうは しさっょしすゃぇすぇ けす ちっかっ-
ゃぇすぇ こけきけと  ょうさっおすくけ しっ こさっ-
ゃっあょぇす こけ しきっすおうすっ くぇ っかっお-
すさけこさっくけしくけすけ ょせさあっしすゃけ,  ぇ 

くっ しっ ういこかぇとぇ くぇ かうちっすけ.  ┿おけ 
さぇいきっさなす くぇ おけくしせきうさぇくぇすぇ 
っか. っくっさゅうは いぇ こっさうけょぇ っ こけ-
ゅけかはきぇ けす しせきぇすぇ くぇ こけきけとすぇ, 
かうちっすけ ょけこかぇとぇ さぇいかうおぇすぇ; 
ぇおけ っ こけ-きぇかぇお,  しっ こさっゃっあょぇ 
しぇきけ しせきぇすぇ いぇ おけくしせきぇちうはすぇ 
う けしすぇすなおなす くっ しっ ういこかぇとぇ くぇ 
かうちっすけ. ¨しゃっく  さぇいきっさぇ くぇ 
ょけたけょうすっ, ゃぇあくけ せしかけゃうっ いぇ 
けすこせしおぇくっすけ くぇ ちっかっゃぇ こけ-
きけと いぇ けすけこかっくうっ   っ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇとうすっ いぇ くっは ょぇ くっ しぇ 
こさうょけぉうゃぇかう うかう こさけょぇゃぇかう 
うきけすう ゃ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう. 
╆ぇ たけさぇすぇ し 〈╄╊╉ しっ こさうかぇゅぇ 
う しなけすゃっすくうはす  ょけおせきっくす. 
╃け おさぇは くぇ しっこすっきゃさう ゃ ょう-

さっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇ-
ゅぇくっ” - ╉ぇいぇくかなお しっ こさうっきぇす 
きけかぉう いぇ けすこせしおぇくっ くぇ っょくけ-
おさぇすくぇ こけきけと いぇ こなさゃけおかぇし-
くうちう. ‶けきけとすぇ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 
150 かっゃぇ う しっ ういこかぇとぇ ゃ  きっ-
しっちぇ, こけしかっょゃぇと こけょぇゃぇくっすけ 
くぇ ょけおせきっくすうすっ. ‶さぇゃけ くぇ 
すぇおぇゃぇ こけきけと うきぇす さけょうすっかう 
くぇ ぉなょっとうすっ こなさゃけおかぇしくう-
ちう, つうえすけ ょけたけょう くぇ つかっく けす 
しっきっえしすゃけすけ っ こけょ 350 かっゃぇ. 

╉なき きけかぉぇすぇ しっ こさうかぇゅぇす う 
ぉっかっあおう けす かうつくうは かっおぇさ 
いぇ くぇこさぇゃっくう さっょけゃくう うきせ-
くういぇちうう う こさけそうかぇおすうつくう 
こさっゅかっょう くぇ ぉなょっとうは こなさ-
ゃけおかぇしくうお, おぇおすけ う ぉっかっあおぇ 
けす せつうかうとっすけ, つっ ょっすっすけ っ いぇ-
こうしぇくけ いぇ こなさゃう こなす ゃ こなさゃう 
おかぇし. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╂さぇそうお くぇ こけしっとっくうはすぇ くぇ 
しけちうぇかくう さぇぉけすくうちう こけ しっかぇ-
すぇ こさっい きっしっち のかう, いぇ こさうっき 
くぇ きけかぉう いぇ けすけこかっくうっ う こけ-
きけとう いぇ こなさゃけおかぇしくうちう, おぇお-
すけ う いぇ ょさせゅう しけちうぇかくう おけく-
しせかすぇちうう: 
 
17.07 -  し. ╄くうくぇ, し. ╃せくぇゃちう,
18.07 - し. 』っさゅぇくけゃけ
19.07 - し. [なあっくぇ, ゅさ. ╉さなく
20.07.- し. ╀せいけゃゅさぇょ,
            し. ぅしっくけゃけ,
            し. ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ
23.07-  し. [けいけゃけ
24.07-  し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ
25.07-  し. 》ぇょあうょうきうすさけゃけ
27.07-  ゅさ. 【うこおぇ

′ぇ たぇうさ ょぇ うき っ! 

╄ょうくしすゃっくけすけ しなあぇかっくうっ 
くぇ ぇゃすけさぇ くぇ こなさゃうは ぉっいこう-
かけすっく しぇきけかっす, けぉかっすはか ┿く-
すぇさおすうょぇ, っ, つっ うょゃぇ ゃ ╂さぇょぇ 
くぇ さけいうすっ ぉさけっくう ょくう しかっょ 
おさぇは くぇ さけいけぉっさぇ, くけ ゃ たけすっ-
かぇ けとっ せたぇっ くぇ さけいけゃ ちゃはす...
╋ぇおぇさ う こけかはさくうお, ょ-さ 《せ-
くぇおう くっ しっ ゃこっつぇすかう けす さけょ-
くぇすぇ かはすくぇ あっゅぇ. ╆かぇすくうはす 
ゃっくっち う いかぇすくぇすぇ きぇしおぇ くぇ 
〈っさっし くぇえ-しうかくけ ゃこっつぇすかう-
たぇ ょ-さ 《せくぇおう, さぇいおぇいゃぇ ╁う-
ょっかうくぇ, ゃ つうえすけ ょけき ゅけしすなす 
けこうすゃぇ おぇおゃけ いくぇつう こさぇいくうお 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇ すさぇこっいぇ. 

′ぇてっすけ きけきうつっ
╁うょっかうくぇ っ うしすうくしおう 

こけかはさくうお
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すぇょうくけゃ. 〈けえ こけょつっさすぇ, つっ し 
ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけっおすぇ しっ 
ちっかう くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さうしおぇ 
こさう さぇぉけすぇ - けこぇしくけしすうすっ けす 
ゃないょっえしすゃうっすけ くぇ たうきうつくう-
すっ ゃっとっしすゃぇ. ′ぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
ょっえしすゃうっすけ くぇ さぇいかうつくうすっ 
ぇゅっくすう - ゅぇいけゃっ, こぇさう, こさぇた, 
ぇっさけいけかう, ゃうぉさぇちうう, ゃさっょ-
くう いぇ けさゅぇくういきぇ, っ けしくけゃくぇ 
ちっか くぇ こさけっおすぇ. ╁ すけゃぇ つうし-
かけ ゃかういぇ う こけょけぉさはゃぇくっすけ 
くぇ せしかけゃうはすぇ こさう たうきうつくうすっ 
う ゃいさうゃけけこぇしくうすっ こさけういゃけょ-
しすゃぇ, ゃおかのつうすっかくけ くぇ こかけ-

とぇょおぇすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 ゃ ╋なゅ-
かうあ. ‶さけっおすなす っ さぇいさぇぉけすっく 
けす ぇさしっくぇかしおうすっ しこっちうぇかう-
しすう. ]かせあぉぇすぇ こけ すさせょけゃぇ 
きっょうちうくぇ おなき „┿さしっくぇか” ┿╃, 
╆ゃっくけすけ こけ ぉっいけこぇしくう う いょさぇ-
ゃけしかけゃくう せしかけゃうは くぇ すさせょ, 
しこっちうぇかうしすうすっ こけ そういうつっしおう 
う たうきうつっしおう いぇきっさゃぇくうは くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ, おぇおすけ う そう-
くぇくしけゃうすっ しこっちうぇかうしすう, しぇ ゃ 
けしくけゃぇすぇ くぇ さぇいさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ こさけっおすぇ, しこっつっかっく いぇ そう-
くぇくしうさぇくっ こさっょ ╄]. ╁うょなす う 
さぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ くけゃうすっ 
こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う さぇ-
ぉけすくけ けぉかっおかけ しぇ こけょぉさぇくう 
しかっょ こけょさけぉくう いぇきっさゃぇくうは, 
ょけおぇいゃぇとう くせあょぇすぇ けす こけょけ-
ぉさはゃぇくっ くぇ さぇぉけすくぇすぇ しさっょぇ 
う くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さうしおぇ ゃ けこ-
さっょっかっくう せつぇしすなちう くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ くぇ けゅさけきくぇすぇ 

すっさうすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”.
„╇いきっさゃぇくうはすぇ くぇ くぇてう-

すっ しかせあぉう しぇ ういおかのつうすっかくけ 
すけつくう. ]かせあぉぇすぇ いぇ すさせょけ-
ゃぇ きっょうちうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
っ かうちっくいうさぇくぇ う さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ ういこなか-
くはゃぇ すけつくけ くっえくうすっ こさっょ-
こうしぇくうは. ]かせあぉぇすぇ こけきけゅくぇ 
ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ いぇ さぇい-
さぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ, きぇ-
おぇさ ょぇ うきぇたきっ きくけゅけ けそっさすう 
けす ゃなくてくう おけくしせかすぇくすう, くぇ 
おけうすけ けすおぇいぇたきっ.”, おけきっく-
すうさぇ けとっ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さ-

しっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, 
ょうさっおすけさ „《うくぇくしう う うおけ-
くけきうおぇ”, おけえすけ こけかせつう けす 
きうくうしすなさ ╋かぇょっくけゃ せょけし-
すけゃっさっくうっすけ いぇ さぇぉけすぇ こけ 
こさけっおすぇ. „╋くけゅけ うしおぇきっ う 
いぇくぇこさっょ ょぇ こっつっかうき こさけっお-
すう こさっょ ╄]. ╇きぇきっ おぇこぇちう-
ちっす いぇ すけゃぇ, くけ ょけしっゅぇてくうすっ 
くう こさけっおすう ぉはたぇ けすたゃなさかはくう 
こけさぇょう そぇおすぇ, つっ くぇかうつうっ-
すけ くぇ 30% しけぉしすゃっくけしす くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ しっ すなかおせゃぇ けす ╄] 
おぇすけ おけくそかうおす くぇ うくすっさっしう 
こさう おぇくょうょぇすしすゃぇくっ. ]っゅぇ, 
しかっょ こさうょけぉうゃぇくっ くぇ ちはかぇ-
すぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ „┿さしっくぇか” 
おぇすけ つぇしすくぇ, すけゃぇ けゅさぇくうつっ-
くうっ けすこぇょぇ う しっ くぇょはゃぇきっ 
ょぇ こけかせつぇゃぇきっ けすくけゃけ こけょ-
おさっこぇすぇ くぇ ╄]”, けぉはしくう けとっ 
╉けしすぇょうくけゃ. ╇きっくくけ くぇかう-
つうっすけ くぇ ょなさあぇゃっく ょはか ゃ 

さなつおう. ‶さっょしすけう けぉはゃはゃぇくっ 
くぇ すなさゅけゃっ いぇ ょけしすぇゃおぇ. ╃け-
おせきっくすうすっ しっ こけょゅけすゃはす いぇ 
きくけゅけ おさぇすおけ ゃさっきっ, いぇとけすけ 
ちっかすぇ っ くけゃうすっ こさっょこぇいくう 
しさっょしすゃぇ ょぇ ぉなょぇす ゃ „┿さしっ-
くぇか” ゃきっしすけ いぇ 8 きっしっちぇ, いぇ 
こけかけゃうく ゅけょうくぇ. ‶さけっおすなす 
くはきぇてっ ょぇ ぉなょっ ゃないきけあっく, 
ぇおけ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-
くうちぇ くっ ぉっ ういこなかくうかぇ っょくけ 
けす けしくけゃくうすっ ういうしおゃぇくうは 
– かうこしぇ くぇ ょぇくなつくう う けしう-
ゅせさうすっかくう いぇょなかあっくうは おなき 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╂けょうてくけ „┿さ-
しっくぇか” ゃくぇしは くぇ ょなさあぇゃぇ-
すぇ きっあょせ 15 う 18 きかく. かゃ. 
ょぇくなちう う けしうゅせさけゃおう. „¨す 
1999-すぇ ゅけょうくぇ くぇしぇき „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ っ ぇぉしけかのすくけ うい-
さはょっく. ]かっょ こさうゃぇすういぇちうは-
すぇ くっ しきっ うきぇかう ういうしおせっきう 
ょぇくなつくう いぇょなかあっくうは, おけっすけ 
っ っょくけ けす せしかけゃうはすぇ ょぇ ぉな-
ょっき おかぇしうさぇくう こけ すぇいう こさけ-
ゅさぇきぇ. 〈は っ けすゃけさっくぇ う いぇ-
くぇこさっょ とっ こさけょなかあうき ょぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇきっ こけ くっは, いぇ 
ょぇ くぇきぇかはゃぇきっ ゃさっょくけしすうすっ 
う こけょけぉさはゃぇきっ せしかけゃうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ くぇ たけさぇすぇ, おけっすけ ちっかう 
けこぇいゃぇくっ くぇ すはたくけすけ いょさぇゃっ 
- くぇえ-ゃぇあくぇすぇ う けしくけゃくぇ ちっか 
くぇ こさけゅさぇきぇすぇ”, ゃ いぇおかの-
つっくうっ けぉはしくう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. 
〈けえ こさうゃっすしすゃぇ くぇかうつうっすけ 
うきっくくけ くぇ すぇおうゃぇ こさけゅさぇきう 
くぇ ╄], いぇとけすけ いぇおせこせゃぇくっすけ 
くぇ こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ しすぇ-
ゃぇ こけしすけはくくけ, ぇ こけゃっつっすけ けす 
すはた しぇ ういおかのつうすっかくけ しおなこう. 
╄ょうくしすゃっくけ おさぇすおうすっ しさけ-
おけゃっ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こけ 
こさけっおすぇ しぇ しこさっかう くぇ すけいう 
っすぇこ ゃおかのつゃぇくっすけ ゃ さぇいさぇ-
ぉけすおうすっ くぇ ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ ょけしすぇゃおぇ う くぇ ういおかのつう-
すっかくけ しこっちうぇかういうさぇくう おけし-
すのきう いぇ さぇぉけすぇ いぇ けこさっょっかっ-
くう こさけそっしうう. 〈っいう おけしすのきう 
しすさせゃぇす こけ 5-6 たうかはょう っゃさけ 
っょうくうはす. ‶け ゃなこさけしぇ, けぉぇ-
つっ, しっ さぇぉけすう う ゃっさけはすくけ いぇ 
ょけしすぇゃおぇ くぇ すぇおうゃぇ おけしすのきう 
とっ しっ おぇくょうょぇすしすゃぇ こけ くけゃ 
こさけっおす.
╄あっゅけょくけ „┿さしっくぇか” ┿╃ 

こかぇとぇ こけ 700-800 たうかはょう 
かっゃぇ いぇ しこっちうぇかくけ さぇぉけすくけ 
けぉかっおかけ う かうつくう こさっょこぇいくう 
しさっょしすゃぇ う すけゃぇ しっ こさぇゃう, 
ゃなこさっおう おさういぇすぇ, しなけぉとう 
けとっ そうくぇくしけゃうはす ょうさっおすけさ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ.   

 ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╊っはさう, すけこうかつうちう, そけさきけゃ-
つうちう, すっさきうしすう, ぉけはょあうう, 
ょなさゃけょっかちう, ぇさゅけくつうちう, けお-
しうあっくうしすう, おけゃぇつう, ゅぇかゃぇくけ-
すったくうちう, かぇおうさけゃぇつう, てかけ-
しっさう こけ いぇゃぇさおう, きぇてうくくう 
けこっさぇすけさう ゃなゃ ゃいさうゃけけこぇし-
くうすっ こさけういゃけょしすゃぇ う きけく-
すぇあくうちう, さぇぉけすっとう こけ こけょ-
ょさなあおぇすぇ くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ, 
っかっおすさけきけくすぬけさう う きぇてうくくう 
きけくすぬけさう, ぉかういけ 500 さぇぉけ-
すっとう ゃ いぇゃけょうすっ 1, 2, 3 う 4 
とっ うきぇす こけ-ょけぉさう せしかけゃうは いぇ 
さぇぉけすぇ しかっょ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ 
こさけっおすぇ.
177 たうか. 216 かゃ. ぉっいゃない-

きっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと 
けしうゅせさはゃぇ ╄ゃさけこっえしおうはす しけ-
ちうぇかっく そけくょ. 《うくぇくしけゃけすけ 
しなせつぇしすうっ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ っ 
24.84% けす けぉとぇすぇ しすけえくけしす 
くぇ こさけっおすぇ, こさう ういうしおせっきう 
けす ‶さけゅさぇきぇすぇ いぇょなかあうすっかくう 
20% しなそうくぇくしうさぇくっ. „┿さしっ-
くぇか” ┿╃ こかぇとぇ いぇ さっぇかういぇちう-
はすぇ くぇ こさけっおすぇ 41 597 かゃ.
╃けおせきっくすうすっ いぇ さっぇかういぇちう-

はすぇ くぇ こさけっおすぇ しっ こけょゅけすゃはす 
ぉなさいけ う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
„┿さしっくぇか” うきぇ いぇ ちっか 8-すっ 
きっしっちぇ しさけお いぇ ういこなかくっくうっ-
すけ ょぇ しっ しなおさぇすはす くぇ 6, うく-
そけさきうさぇ ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ. 
¨そっさすう いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ こさっょ-
こぇいくうすっ しさっょしすゃぇ しぇ こけょぇかう 
ゃけょっとう ぉなかゅぇさしおう う ょさせゅう 
っゃさけこっえしおう そうさきう, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ ゅぇさぇくすうさぇす おぇつっしす-
ゃけすけ くぇ たうかはょうすっ ぇくすうゃうぉさぇ-
ちうけくくう う すけこかけういけかぇちうけく-
くう  さなおぇゃうちう, こけかせきぇしおう う 
そうかすさう いぇ すはた, かっはさしおう ぉけすう, 
くけゃう さぇぉけすくう おけしすのきう いぇ 
ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう いぇゃぇさつう-
ちう, ょうっかっおさうつっしおう さなおぇゃう-
ちう, くっゅけさうきう こけかせてせぉう う ちは-
かぇすぇ こなかくぇ くけゃぇ ぉっいけこぇしくぇ 
っおうこうさけゃおぇ いぇ こけあぇさくうおぇさう-
すっ. ]なし しさっょしすゃぇ こけ こさけっおすぇ 
おなき ¨こっさっすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ 
„』けゃっておう さっしせさしう” とっ ぉなょぇす 
おせこっくう 12 くけゃう ういちはかけ くっゅけ-
さうゃくう おけしすのきぇ いぇ けゅくっぉけさ-
ちうすっ くぇ „┿さしっくぇか”.
 

『っかすぇ くぇ こさけっおすぇ っ
くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さうしおぇ いぇ 
いょさぇゃっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう   

〉ょけぉしすゃけすけ くぇ くけしっくっ くぇ 
こさっょこぇいくうすっ しさっょしすゃぇ こさう 
さぇぉけすぇ っ ゃぇあくけ いぇ けこぇいゃぇくっ 
いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ う いぇ こけ-
ょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけゃうはすぇ うき 
くぇ すさせょ, けぉはしくう ぅくおけ ╉けし-

しけぉしすゃっくけしすすぇ ょけこさっょう くは-
おけかおけ きっしっちぇ っ こさうつうくぇ いぇ 
けすこぇょぇくっ くぇ „┿さしっくぇか” けす 
おかぇしうさぇくっすけ こさっょう ょゃっ ゅけょう-
くう こけ ‶さけゅさぇきぇ „╉けくおせさっくす-
くけしこけしけぉくけしす” いぇ こさけっおすう 
くぇ しすけえくけしす ょけ 4 きかく. っゃさけ, 
こけはしくう けとっ そうくぇくしけゃうはす ょう-
さっおすけさ くぇ ょさせあっしすゃけすけ けゅさぇ-
くうつっくうはすぇ くぇ っゃさけこっえしおうは 
[っゅかぇきっくす 1605. ╆ぇ しなあぇかっ-
くうっ, いぇ すけいう こさけゅさぇきっく こっ-
さうけょ くぇ ╄] ょけ 2013 ゅけょうくぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ ゃっつっ しぇ うい-
つっさこぇくう う とっ しっ さぇぉけすう いぇ 

しかっょゃぇとうは, おけきっくすうさぇ けとっ 
╉けしすぇょうくけゃ, おけえすけ こけょつっさすぇ, 
つっ „┿さしっくぇか” ゃっつっ  しっ ょゃうあう  
ういこさっゃぇさゃぇとけ ゃ さっぇかういぇちう-
はすぇ くぇ こさけっおすぇ. ]さけおけゃっすっ しっ 
しこぇいゃぇす, ょけさう しっ こさっょゃうあょぇ 
こさっょしさけつくけ ういこなかくっくうっ.

‶さっょしすけはす こさけちっょせさう
こけ こせしおぇくっ くぇ

けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう

╃けゅけゃけさなす しすぇさすうさぇ しかっょ 
こさっょしすぇゃはくっ けす しすさぇくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” くぇ 20% ぇゃぇくし こけ 
こかぇとぇくうはすぇ, おけっすけ ゃっつっ っ 
そぇおす. 』ぇおぇ しっ こせしおぇくっすけ くぇ 
しこっちうぇかくぇすぇ しきっすおぇ, こけ おけは-
すけ とっ ゃなさゃう さぇいこかぇとぇくっすけ 
こけ こさけっおすぇ. ′ぇきうさぇくっすけ くぇ 
そうさきう-ょけしすぇゃつうちう とっ しすぇ-
ゃぇ しこけさっょ ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ 
╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけ-

]うくょうおぇすうすっ う さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃ 

こさっこけょこうしぇたぇ いぇ けとっ っょくぇ 
ゅけょうくぇ おけかっおすうゃくうは すさせょけゃ 
ょけゅけゃけさ, けす 27.07.2011 ゅけ-
ょうくぇ. 
‶さっこけょこうしゃぇくっすけ っ そぇおす けす 

6-すう のかう すぇいう ゅけょうくぇ. ╃け-
こなかくっくうはすぇ おなき ╉〈╃ しぇ けし-
くけゃくけ ゃ つぇしすすぇ いぇ ゃなすさってくけ-
しきっくくうすっ こけつうゃおう う すはたくけすけ 
さっゅかぇきっくうすぇさくっ, しなけぉとう いぇ 
〈┿ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ 
けさなあっえくうちぇすぇ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ. 
¨す しなとぇすぇ ょぇすぇ こけょ わ13 

╉〈╃ くぇ “┿さしっくぇか” っ さっゅうし-
すさうさぇく う ゃ ╇くしこっおちうはすぇ こけ 
すさせょぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╉け-
かっおすうゃくうはす すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
ゃぇあう ょけ のかう しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ. 

〈┿ 

] ゅけかはきぇ くけゃうくぇ こけしさっとぇ あぇさおうすっ ょくう くぇ 
のかう ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ - ゃうょっく つかっく う 

しこうしゃぇつ くぇ こけゃっつっ けす ょけぉさう しすぇすうう いぇ 〈┿. 
‶けおさぇえ すっぇすさぇかくうすっ っきけちうう ╃うぇくぇ しっ しょけ-

ぉう う し けとっ っょくぇ - ょぇかっつ こけ-こけいうすうゃくぇ う こさっ-
おさぇしくぇ: けす くはおけかおけ ょくう すは う しなこさせゅなす え ┿くすけく 
[ぇきくぇかうっゃ ゃっつっ しぇ とぇしすかうゃう ょはょけ う ぉぇぉぇ くぇ 
いかぇすっく つうさこぇくしおう いっす, こさう すけゃぇ けす しけえ, し うきっ 
╁うおすけさ. [ぇょけしすすぇ ゃ しっきっえしすゃけ [ぇきくぇかうっゃう しっ 
ょなかあう くぇ っょうくしすゃっくぇすぇ うき とっさおぇ - 『ゃっすっかうくぇ, 
おけはすけ せしこってくけ しっ ょうこかけきうさぇ ゃ 〉′]] う けとっ こけ-
せしこってくけ こかっくう ╁うおすけさ. ╋かぇょっあなす ょぇさう 『ゃっすぇ 
し ゅけょっあっく こさなしすっく けす ぉはかけ いかぇすけ し すさう ょうぇきぇく-
すぇ. ¨こけいくぇゃぇすっかくぇすぇ ゅけとぇゃおぇ し っかっきっくすう くぇ 
ゅけょはゃおぇ しっ しなしすけは ゃ “]すぇさぇすぇ おなとぇ” ゃ ╄くうくぇ, ぇ 
しぇきけすけ しゃぇすぉっくけ すなさあっしすゃけ きかぇょうすっ しすはゅぇす つぇお 
いぇ のくう ょけゅけょうくぇ. ╃けすけゅぇゃぇ とっ すなさしはす おなしきっす う 
とぇしすうっ ゃ ‶かけゃょうゃ, ぇ ぉぇぉぇ う ょはょけ [ぇきくぇかうっゃう 
- とっ しおなすゃぇす こぇさうちう いぇ ゅけしすう, ゃくせちう う けとっ おせこ 
とぇしすかうゃう こけゃけょう. 

ぞだゑごぞん

〉あのか すそすけねか そて かさつたかおけぬけみてあ せあ 》けすたけちかう おそうかおか みたそせつさけ たそしみちせけさ う [あくあせしひさ

[うかしおうはす きぇくぇしすうさ う ╁っかう-
おけ 〈なさくけゃけ. 〈ぇおぇ うょゃぇ う ょ-さ 
《せくぇおう, くけ ぉっい ういけぉとけ ょぇ 
いくぇっ いぇ すっしくうすっ ゃさないおう くぇ 
╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ し 《せおせはきぇ, 
《せおけけおぇ, 》うさけてうきぇ う ¨しぇ-
おぇ. 〈せお はこけくしおうはす ういしかっょけ-
ゃぇすっか し こさうはすくぇ ういくっょぇ けす-
おさう, うきっくくけ つさっい さっこけさすっさぇ 
くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”, つっ 
しなとっしすゃせゃぇ こけぉさぇすうきはゃぇくっ 
きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う ぅこけくうは, 
つっ すさう ゅけょうくう すせお さぇぉけすう いぇ 
さけょくうは すせさういなき ぅこけくしおぇすぇ 
ょなさあぇゃくぇ ぇゅっくちうは ╃╅┿╈╉┿, 
つっ すせお ょけさう ょっえしすゃぇ ┿しけちう-
ぇちうは いぇ こさうはすっかしすゃけ し ぅこけ-
くうは, つっ うきっくくけ – „┿さしっくぇか” 
┿╃ っ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すっいう すっし-
くう こさうはすっかしおう ゃさないおう. 

╁うょっかうくぇ ′ぇつっゃぇ, っょうくしすゃっくぇすぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ, せつぇしすくうつおぇ ゃ っおし-
こっょうちううすっ くぇ ょけぇえっくぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかはさくうちう, こさけそ. 》さうしすけ 

‶うきこうさっゃ けす ╀┿′, ょけゃっょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお しゃけえ おけかっゅぇ – ういしかっょけゃぇすっか くぇ 
かっょっくうすっ すっさうすけさうう こけおさぇえ ぃあくうは こけかのし, はこけくしおうはす ゅっけそういうお ょけおすけさ 
╋うくけさせ 《せくぇおう けす ′ぇちうけくぇかくうは うくしすうすせす こけ こけかはさくう ういしかっょゃぇくうは くぇ 
]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ. ╃けおすけさ 《せくぇおう っ っょうく けす ぇゃすけさうすっ くぇ 
きうくうぉっいこうかけすくうは しぇきけかっす, おけえすけ くぇこさぇゃう こなさゃうは こけかっす くぇょ くっょけしすなこ-
くう かっょっくう すっさうすけさうう くぇょ ぃあくうは おけくすうくっす ┿くすぇさおすうょぇ. ‶けかっすなす, おけえすけ 
こさけょなかあう 5 つぇしぇ 28 きうくせすう う 26 しっおせくょう, „けぉたけょう” 500 おき, ゃおかのつうすっか-
くけ くっょけしすなこくうすっ いぇ つけゃっておうは おさぇお くぇょ 300 おき, おけうすけ こさう くぇえ-ょけぉさう せし-
かけゃうは し けゅさけきっく さうしお いぇ あうゃけすぇ ぉうたぇ きけゅかう ょぇ ぉなょぇす きうくぇすう こっておけき いぇ 
2 きっしっちぇ. 〉くうおぇかくう ょぇくくう いぇ ゅっけそういうおぇすぇ しなぉうさぇ すったくうおぇすぇ くぇ こなさゃうは 
ぉっいこうかけすっく しぇきけかっす, おけえすけ かっすは くぇょ ┿くすぇさおすうょぇ しかっょ しすぇさす けす ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ ぉぇいぇ くぇ ぃあくうは おけくすうすっくす, こけ こけおぇくぇ くぇ こさけそ. ‶うきこうさっゃ.
]ぇきけ 10 かうすさぇ ぉっくいうく しぇ ぉうかう くせあくう いぇ ぉっいこうかけすくうは しぇきけかっす, せこさぇ-

ゃかはゃぇく けす いっきはすぇ, おけえすけ くけしう くぇ ぉけさょぇ しう さぇょぇさくぇ しうしすっきぇ, きぇゅくうすけ-
きっさ, おけきこのすなさ, ぉぇさけきっすなさ, ゃうょっけおぇきっさぇ, いぇしくっかぇ くっょけしすなこくうすっ いぇ つけ-
ゃっおぇ すっさうすけさうう, GPS. ╆ぇっょくけ し ぇこぇさぇすせさぇすぇ しぇきけかっすなす すっあう  28 おゅ, こさう 
ょなかあうくぇ けす 1.6 きっすさぇ, かっすう こさう しこけおけっく ゃはすなさ こさう きうくせし 15 ゅさぇょせしぇ こけ 
『っかいうえ, しなし しおけさけしす 100 - 120 おき いぇ つぇし. [ぇえけくなす くぇ こけかっすぇ っ ゃ けおけかくけ-
しすうすっ くぇ ╉うくゅ ╃あけさょあ, ╊うゃうくゅしすなく, ぉぇいうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは, [せしうは, ╉けさっは, 
』うかう, ╇しこぇくうは.
╇ょっはすぇ いぇ ういしかっょゃぇくうは し すったくうおぇ くぇ ぉっいきけすけさっく しぇきけかっす うょゃぇ くぇ はこけく-

しおうすっ こけかはさくうちう こさう すったくう けこうすう いぇ ういしかっょゃぇくうは こっておけき, おけうすけ こさっい 
2001 ゅけょうくぇ けしすぇゃぇす くぇこさぇいくう. 10 ゅけょうくう こけ-おなしくけ はこけくしおうはす ういしかっょけゃぇすっかしおう っおうこ くぇ ょ-さ 《せくぇおう せしこはゃぇ ょぇ しなぉっさっ ょぇくくう いぇ ┿くすぇさ-
おすうょぇ, くっょけしすなこくう いぇ しっゅぇ. ╁うょっかうくぇ ′ぇつっゃぇ っ ょなとっさは くぇ ╃っかはく ′ぇつっゃ - ょうさっおすけさ くぇ ′╇〈╇ う ぉうゃて おぇょなさ くぇ „┿さしっくぇか“.

╆ぇこぇかっくぇ こけ ゅっけゅさぇそうはすぇ 
けす せつうすっかおぇすぇ しう ゃ „╋ぇすう 
╀けかゅぇさうは” ╃ぇくうっかぇ ╀ぇておっ-
たぇえけゃぇ, ╁うょっかうくぇ いぇゃなさて-
ゃぇ ╂っけゅさぇそしおうは そぇおせかすっす 
くぇ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ¨たさうょ-
しおう”, いぇ おけっすけ くうおけゅぇ くっ っ 
しなあぇかはゃぇかぇ, いぇとけすけ うきっくくけ 
すぇき しさっとぇ しかっょ おぇくょうょぇす-
しすゃぇくっ いぇ しすぇあ しゃっすうかけすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ う しゃっすけゃくぇ 
こけかはさくぇ くぇせおぇ, こさけそっしけさ 
‶うきこうさっゃ, おけえすけ は ゃいうきぇ ゃ 
ゅさせこぇすぇ いぇ ┿くすぇさおすうょぇ こさっ-
ょう くはおけかおけ ゅけょうくう. ╁うょっかう-
くぇ けこうすゃぇ ゃしうつおう ういこうすぇくうは 
くぇ こけかはさくうちうすっ - ぉせさくけすけ 
きけさっ う かのておぇとうは しっ 4 ょくう 
おけさぇぉ おなき ┿くすぇさおすうょぇ, かっ-
ょっくうは ゃはすなさ, おけえすけ すっ しな-

ぉぇさは ぉっいせしかけゃくけ くぇ いっきはすぇ, 
すけこかうくぇすぇ くぇ かっょっくうすっ おな-
とうつおう, しおさうかう すっ けす ぉせさはすぇ, 
ぉけかっしすうすっ, いぇゅせぉゃぇくっすけ しさっょ 
かっょけゃっすっ... ╉ぇいぇくかなておけすけ 
きけきうつっ, つぇしす けす しゃっすけゃくけすけ 
こけかはさくけ しっきっえしすゃけ, ぉう けすう-
てかぇ こぇお くぇ ┿すぇさおすうょぇ, しきは-
すぇ, つっ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけかっいくぇ 
いぇ くぇせおぇすぇ. ╉ぇおすけ っ こけかっいくぇ 
う いぇ さけょくうは しう ゅさぇょ – ╉ぇいぇく-
かなお, しなとけ きくけゅけ けぉうつぇく けす 
しぇきうは こさけそっしけさ ‶うきこうさっゃ. 
╉ぇいぇくかなお, かのぉうきうはす いぇ こけ-
かはさくうちうすっ けす ちはか しゃはす ╂さぇょ 
くぇ さけいうすっ. 

 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ぅこけくしおうはす こけかはさくうお
しっ こなさあう ゃ かはすくぇすぇ
あっゅぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお

し せょけゃけかしすゃうっ

╃けおすけさ 《せくぇおう ういぉさぇか ょぇ 
ょけえょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお けとっ こさっ-
ょう ょぇ ういかっすう けす ]すさぇくぇすぇ くぇ 
ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ, さぇい-
おぇいゃぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
くっゅけゃぇすぇ ょけきぇおうくは ╁うょっ-
かうくぇ. ╁っつっ こけかはさくうお し けす-
かうつくう おけくすぇおすう こけ しゃっすぇ, すは 
いぇぉっかはいぇかぇ, つっ ゃしうつおう „あう-
すっかう” くぇ ┿くすぇさおすうょぇ, ういしかっ-
ょけゃぇすっかう けす ょっしっすおう しすさぇ-
くう, あうゃっかう くぇ ぉぇいうすっ おさぇえ 
ぃあくうは こけかのし, けとっ とけき 
しすなこはす ゃ ╀なかゅぇさうは, うしおぇす ょぇ 
ょけえょぇす うきっくくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 

] 8 かっゃぇ こけ-ゃうしけおう とっ しぇ 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ こけきけ-

とうすっ, おけうすけ とっ ういこかぇとぇす ょう-
さっおちううすっ こけ しけちうぇかくけ こけょこけ-
きぇゅぇくっ いぇ けすけこかっくうっ くぇ けくっいう 
ゅさぇあょぇくう, おけうすけ こけこぇょぇす ゃ 
おぇすっゅけさううすっ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ.
╋けかぉうすっ う ょけおせきっくすうすっ いぇ 

けすこせしおぇくっ くぇ ちっかっゃぇすぇ こけ-
きけと いぇ けすけこかっくうっ こさっい くぇ-
しすけはとうは っしっくくけ-いうきっく しっいけく 
しっ こさうっきぇす けす くぇつぇかけすけ くぇ 
のかう ゃ ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ 
こけょこけきぇゅぇくっ” ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 
ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ4 - 
すさっすう っすぇあ, こさうっきくぇ - しすぇは 
16, う ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ けぉとうくぇ 

‶ぇゃっか ぉぇくは - けそうし くぇ ょけきぇて-
くうは しけちうぇかっく こぇすさけくぇあ. 
╆ぇ あうすっかうすっ けす しっかぇすぇ くぇ 

けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇこさぇゃっく 
ゅさぇそうお くぇ こけしっとっくうはすぇ くぇ 
しけちうぇかくうすっ さぇぉけすくうちう /ゃあ. 
こけ-ょけかせ/, おぇすけ くせあくうすっ ょけおせ-
きっくすう とっ しっ こさうっきぇす くぇ きはし-
すけ, ゃ おきっすしすゃぇすぇ, しなけぉとう いぇ 
〈┿  ぅくうすぇ ‶さぇくゅけゃぇ, ょうさっおすけさ 
╃うさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけ-
きぇゅぇくっ” ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
╋けかぉうすっ しっ こさうっきぇす けす くぇつぇ-

かけすけ くぇ のかう う とっ きけゅぇす ょぇ しっ 
こけょぇゃぇす ょけ おさぇは くぇ けおすけきゃさう, ぇ 
しさっょしすゃぇすぇ とっ しっ ういこかぇとぇす こけ 
ぉぇくおけゃ こなす いぇ こっさうけょぇ けす 1 くけ-
っきゃさう 2012 ゅ. ょけ 31 きぇさす 2013 ゅ. 
]さっょしすゃぇすぇ ゃ ぉのょあっすぇ しぇ 

さぇいつっすっくう いぇ けおけかけ 300 たう-
かはょう かうちぇ う しっきっえしすゃぇ けす 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, おぇすけ しせきぇすぇ 
くぇ こけきけとすぇ いぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ 
しなけぉさぇいっくぇ し くけゃぇすぇ ちっくぇ くぇ 
すけおぇ けす 1 のかう う とっ ぉなょっ 66 
かっゃぇ くぇ きっしっち. ‶けかぇゅぇとぇすぇ 
しっ しせきぇ いぇ ちっかうは けすけこかうすっかっく 
しっいけく とっ ぉなょっ 328 かっゃぇ う 60 
しすけすうくおう.
╆ぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお すぇいう 

ゅけょうくぇ しっ けつぇおゃぇ ぉさけはす くぇ 
こけょぇかうすっ ょけおせきっくすう いぇ こけ-
きけとう いぇ けすけこかっくうっ う うきぇとう 
こさぇゃけ くぇ すはた ょぇ っ こけ-ゃうしけお けす 
すけいう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ けす すぇいう ちっかっゃぇ こけきけと 
しっ ゃないこけかいゃぇたぇ ぉかういけ 1300 
ょけきぇおうくしすゃぇ. ]さっょくけ きっあょせ 
1200 う 1300 しぇ しっきっえしすゃぇすぇ  
けす さぇえけくぇ, おけうすけ っあっゅけょくけ 
こけこぇょぇす ゃ したっきうすっ いぇ すぇおなゃ 
ゃうょ こけょこけきぇゅぇくっ. 
╊うちぇすぇ う しっきっえしすゃぇすぇ こけ-

ょぇゃぇす きけかぉぇ-ょっおかぇさぇちうは こけ 
けぉさぇいっち ゃ ょうさっおちううすっ „]け-
ちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ” こけ こけ-
しすけはくっく ぇょさっし, ゃ おけうすけ いぇ-
ょなかあうすっかくけ いぇはゃはゃぇす ゃうょぇ くぇ 
こけかいゃぇくけすけ けすけこかっくうっ - すけこ-
かけっくっさゅうは, っかっおすさけっくっさゅうは, 
すゃなさょけ ゅけさうゃけ うかう こさうさけょっく 
ゅぇい, おぇすけ こさう けすけこかっくうっ し 
っかっおすさけっくっさゅうは う すけこかけっくっさ-
ゅうは しっ こさうかぇゅぇ う こけしかっょくぇすぇ 
こかぇすっくぇ そぇおすせさぇ.
╆ぇ けすけこかはゃぇとうすっ しっ し っか. 

っくっさゅうは しさっょしすゃぇすぇ けす ちっかっ-
ゃぇすぇ こけきけと  ょうさっおすくけ しっ こさっ-
ゃっあょぇす こけ しきっすおうすっ くぇ っかっお-
すさけこさっくけしくけすけ ょせさあっしすゃけ,  ぇ 

くっ しっ ういこかぇとぇ くぇ かうちっすけ.  ┿おけ 
さぇいきっさなす くぇ おけくしせきうさぇくぇすぇ 
っか. っくっさゅうは いぇ こっさうけょぇ っ こけ-
ゅけかはきぇ けす しせきぇすぇ くぇ こけきけとすぇ, 
かうちっすけ ょけこかぇとぇ さぇいかうおぇすぇ; 
ぇおけ っ こけ-きぇかぇお,  しっ こさっゃっあょぇ 
しぇきけ しせきぇすぇ いぇ おけくしせきぇちうはすぇ 
う けしすぇすなおなす くっ しっ ういこかぇとぇ くぇ 
かうちっすけ. ¨しゃっく  さぇいきっさぇ くぇ 
ょけたけょうすっ, ゃぇあくけ せしかけゃうっ いぇ 
けすこせしおぇくっすけ くぇ ちっかっゃぇ こけ-
きけと いぇ けすけこかっくうっ   っ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇとうすっ いぇ くっは ょぇ くっ しぇ 
こさうょけぉうゃぇかう うかう こさけょぇゃぇかう 
うきけすう ゃ こけしかっょくうすっ 5 ゅけょうくう. 
╆ぇ たけさぇすぇ し 〈╄╊╉ しっ こさうかぇゅぇ 
う しなけすゃっすくうはす  ょけおせきっくす. 
╃け おさぇは くぇ しっこすっきゃさう ゃ ょう-

さっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけきぇ-
ゅぇくっ” - ╉ぇいぇくかなお しっ こさうっきぇす 
きけかぉう いぇ けすこせしおぇくっ くぇ っょくけ-
おさぇすくぇ こけきけと いぇ こなさゃけおかぇし-
くうちう. ‶けきけとすぇ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 
150 かっゃぇ う しっ ういこかぇとぇ ゃ  きっ-
しっちぇ, こけしかっょゃぇと こけょぇゃぇくっすけ 
くぇ ょけおせきっくすうすっ. ‶さぇゃけ くぇ 
すぇおぇゃぇ こけきけと うきぇす さけょうすっかう 
くぇ ぉなょっとうすっ こなさゃけおかぇしくう-
ちう, つうえすけ ょけたけょう くぇ つかっく けす 
しっきっえしすゃけすけ っ こけょ 350 かっゃぇ. 

╉なき きけかぉぇすぇ しっ こさうかぇゅぇす う 
ぉっかっあおう けす かうつくうは かっおぇさ 
いぇ くぇこさぇゃっくう さっょけゃくう うきせ-
くういぇちうう う こさけそうかぇおすうつくう 
こさっゅかっょう くぇ ぉなょっとうは こなさ-
ゃけおかぇしくうお, おぇおすけ う ぉっかっあおぇ 
けす せつうかうとっすけ, つっ ょっすっすけ っ いぇ-
こうしぇくけ いぇ こなさゃう こなす ゃ こなさゃう 
おかぇし. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╂さぇそうお くぇ こけしっとっくうはすぇ くぇ 
しけちうぇかくう さぇぉけすくうちう こけ しっかぇ-
すぇ こさっい きっしっち のかう, いぇ こさうっき 
くぇ きけかぉう いぇ けすけこかっくうっ う こけ-
きけとう いぇ こなさゃけおかぇしくうちう, おぇお-
すけ う いぇ ょさせゅう しけちうぇかくう おけく-
しせかすぇちうう: 
 
17.07 -  し. ╄くうくぇ, し. ╃せくぇゃちう,
18.07 - し. 』っさゅぇくけゃけ
19.07 - し. [なあっくぇ, ゅさ. ╉さなく
20.07.- し. ╀せいけゃゅさぇょ,
            し. ぅしっくけゃけ,
            し. ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ
23.07-  し. [けいけゃけ
24.07-  し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ
25.07-  し. 》ぇょあうょうきうすさけゃけ
27.07-  ゅさ. 【うこおぇ

′ぇ たぇうさ ょぇ うき っ! 

╄ょうくしすゃっくけすけ しなあぇかっくうっ 
くぇ ぇゃすけさぇ くぇ こなさゃうは ぉっいこう-
かけすっく しぇきけかっす, けぉかっすはか ┿く-
すぇさおすうょぇ, っ, つっ うょゃぇ ゃ ╂さぇょぇ 
くぇ さけいうすっ ぉさけっくう ょくう しかっょ 
おさぇは くぇ さけいけぉっさぇ, くけ ゃ たけすっ-
かぇ けとっ せたぇっ くぇ さけいけゃ ちゃはす...
╋ぇおぇさ う こけかはさくうお, ょ-さ 《せ-
くぇおう くっ しっ ゃこっつぇすかう けす さけょ-
くぇすぇ かはすくぇ あっゅぇ. ╆かぇすくうはす 
ゃっくっち う いかぇすくぇすぇ きぇしおぇ くぇ 
〈っさっし くぇえ-しうかくけ ゃこっつぇすかう-
たぇ ょ-さ 《せくぇおう, さぇいおぇいゃぇ ╁う-
ょっかうくぇ, ゃ つうえすけ ょけき ゅけしすなす 
けこうすゃぇ おぇおゃけ いくぇつう こさぇいくうお 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇ すさぇこっいぇ. 

′ぇてっすけ きけきうつっ
╁うょっかうくぇ っ うしすうくしおう 

こけかはさくうお
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

『╅′ぃ¨『っ╇╅ 』╊ ′《〉╅【╅ ′╅
》]╅【╊〉《 》╅『[¨『╅〉╊ ╇ [╅′╅〉]ぇ[

SOS ′╅ 》╊ぃ╊｠《╉〉¨【╊ 》ぇ【╊[¨... 

〉《╇ ╈╊『╆-』ぇ╇╊【〉¨[

/╃ゃっ くけゃう, くぇ つっさ-
ゃっくぇ こけょかけあおぇ, 
こってったけょくう こなすっおう 
かなしくぇたぇ う ゃ しぇきうは 
ちっくすなさ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょう ぉかういけ きっ-
しっち/. ′け ゃ しすぇさぇくう-
っすけ しう うかう いぇさぇょう 
ゃしっ けとっ くっこさうおかの-
つうかうは しすさけっあ くぇ 
くけゃ たけすっか ゃぉかういけしす, 
いぇぉさぇゃうたぇ いぇ くぇえ- 
ゃぇあくぇすぇ こってったけょ-
くぇ こなすっおぇ - すぇいう 
くぇ せか. „【うこつっくしおぇ 
っこけこっは”, こけ おけはすけ 
こさっきうくぇゃぇす っあっ-
ょくっゃくけ  せつっくうちう けす 
ぉかういおぇすぇ ╋ぇすっきぇ-
すうつっしおぇ ゅうきくぇいうは う 
きくけゅけ ゅさぇあょぇくう. 

...′╅ ]ぇ╇《╇╊【╊, ╊′¨を¨【╊, ¨』【《『¨っ【╅ ¨ ╆╊′『╅′]¨ぁ¨╊【《
╇しおぇた ょぇ こさけゃけおうさぇき くぇぉかの-

ょぇすっかくけしすすぇ くう う せしこはた, おぇ-
すっゅけさうつっく っ 〈うてっゃ, いぇ おけえすけ 
くぇてぇすぇ つってきぇ っ こけ-たせぉぇゃぇ, 
いぇとけすけ かなゃけゃっすっ, いぇ さぇいかうおぇ 
けす すっいう くぇ つってきぇすぇ ょけ ┿きっさう-
おぇくしおけすけ こけしけかしすゃけ, しぇ いさはとう. 
′ぇてうすっ かなゃけゃっ くはきぇす っいうちう 
う くうおけゅぇ くっ しぇ うきぇかう, くけ いぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ けつうすっ うき しぇ 
ゅかっょぇとう, うきぇす いっくうちう, おけっすけ 
ゅう こさぇゃう う こけ-おさぇしうゃう, すゃなさ-
ょう 〈うてっゃ, いぇ おけえすけ うしすけさうは-
すぇ くぇ つってきぇすぇ う くぇつうくなす, こけ 
おけえすけ しっゅぇ おぇいぇくかなつぇくう こぇいはす 
こぇきっすすぇ いぇ くっは う は けぉゅさうあ-
ゃぇす, っ こけゃっつっ けす こけおぇいぇすっかっく 
いぇ くっきぇさぇすぇ う ぉっいこけとぇょくぇすぇ 
さぇいさせたぇ くぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ 
あうゃっっき. ╇ いぇ かうこしぇすぇ くぇ おぇお-
ゃけすけ う ょぇ っ けすくけてっくうっ おなき 
しうきゃけかうすっ くぇ ゅさぇょぇ くう.  
′っ っ くせあくけ ょなかゅけ ょぇ しっ ゃいう-

さぇきっ ゃ つってきぇすぇ, いぇ ょぇ さぇい-
ぉっさっき, つっ うしすけさうおなす 〈うてっゃ っ 
こさぇゃ. 
]っきこなか こけゅかっょ おなき 『ぇさしおぇすぇ 

つってきぇ /ういゃっしすくぇ う おぇすけ ╊なゃけ-
ゃぇすぇ/ しっゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ はさおけ 
ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ ぉっいたぇぉっさうっ-
すけ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ せこさぇゃぇ しっゅぇ う 
こさっょう くっは, いぇ かうこしぇすぇ くぇ おぇお-
ゃけすけ う ょぇ っ けすくけてっくうっ おなき しな-
とうくしおうすっ う しすけえくけしすくう くっとぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ. 
╆ぇとけすけ つってきぇすぇ し かなゃけゃっすっ 

っ っょくぇ けす ゅさぇょしおうすっ っきぉかっきう, 
いぇ おけはすけ すせさうしすうすっ くぇせつぇゃぇす, 
きくけゅけ こさっょう ょぇ しぇ こさうしすうゅくぇ-
かう すせお, う おけはすけ し ょなかぉけおけ さぇい-
けつぇさけゃぇくうっ けすくぇしはす ゃ しなさちぇすぇ 
しう おぇすけ いぇきうくぇす. 
╆ぇとけすけ ゃ のかしおうすっ あっゅう ょぇ 

きうくって おさぇえ ╊なゃけゃぇすぇ つってきぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお くっ っ しぇきけ せょけ-
ゃけかしすゃうっ けす おさぇしうゃけすけ すゃけ-
さっくうっ くぇ そうくうは うすぇかうぇくしおう 
しおせかこすけさ ┿さくけかょけ ╃いけおう, くけ 
う ゅくはゃ けす くぇつうくぇ, こけ おけえすけ 
しすけこぇくうしゃぇきっ おさぇしけすうすっ しう う 

きっしすくうすっ ちっくくけしすう. 
╊けおゃう, ういぉうかぇ ういこけょ こかけつおう-

すっ ゃけょぇ, きさなしけすうは, たゃなさかっくう 
くぇえかけくけゃう ぉせすうかおう う たぇさすうう 
ゃ おけさうすぇすぇ くぇ つってきぇすぇ, つっし-
すけ いぇょさなしすっくう けす しなとぇすぇ すぇいう 
きさなしけすうは おけさうすぇ, けちゃなおぇくう けす 

ゅなかなぉう う ょさせゅう こすうちう; っょゃぇ 
すっつぇとぇ ゃけょぇ, ういょさぇしおぇくぇ う 
こけさせゅぇくぇ そぇしぇょぇ くぇ つってきぇすぇ, 
けぉかっこっくぇ, ぇおけ くっ し くっおさけかけいう, 
すけ し けぉっとぇくうは いぇ おぇおゃけすけ う ょぇ 
っ - すぇおぇ ういゅかっあょぇ しっゅぇ しうき-
ゃけかなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, けす おけえすけ 
しこけさっょ かっゅっくょぇすぇ, „ぇおけ こうって 
ゃけょぇ, いぇゃうくぇゅう けしすぇゃぇ しなさちっ-
すけ すう すせお”.  
╋ぇかちうくぇ しぇ すっいう, おけうすけ いくぇ-

はす, つっ くぇ こさぇおすうおぇ つってきぇすぇ っ 
ゅさぇょっくぇ しなし しさっょしすゃぇ, いぇ おけう-
すけ かうつくけ ちぇさ 《っさょうくぇくょ くぇ-
さっあょぇ ょぇ しっ けすこせしくぇす, すさけゅくぇす 
けす あっしすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ 
╇ゃぇく ‶ぇすっゃ, おけえすけ けとっ こさっい 
1893 ゅけょうくぇ ょけおぇさゃぇ し ゃけょけ-
こさけゃけょ ょけ ╉ぇいぇくかなお ゃけょぇ けす 
ゃさ. ╀せいかせょあぇ. 
╁ くぇさけつくけ こうしきけ, こさぇすっくけ けす 

╉ぇいぇくかなお, すけえ こうてっ ょけ おくは-
いぇ, つっ うしおぇ ょぇ くぇこさぇゃう つってきぇ 
くぇ すけゃぇ きはしすけ, ょぇさ いぇ くっゅけ う 
しなこさせゅぇすぇ きせ うすぇかうぇくしおぇすぇ 
こさうくちっしぇ ╋ぇさうは ╊せういぇ. 〈さけゅ-
くぇす けす あっしすぇ, おくはいなす くぇさっあょぇ 
こぇさうすっ ょぇ しっ けすこせしくぇす. ]ぇきけ-

すけ ういゅさぇあょぇくっ くぇ つってきぇすぇ っ 
しゃなさいぇくけ し こけしっとっくうっすけ くぇ 
させしおう ゅっくっさぇかう, ゃっすっさぇくう けす 
[せしおけ-すせさしおぇすぇ ゃけえくぇ (1877-
1878) う おくはい 《っさょうくぇくょ I ゃ 
╉ぇいぇくかなお こさっい 1902 ゅ.
╆ぇ くぇこさぇゃぇすぇ くぇ つってきぇすぇ 

っ ぇくゅぇあうさぇく っょうく けす くぇえ-
ういゃっしすくうすっ すけゅぇゃぇ ゃ ╄ゃさけこぇ 
しおせかこすけさう - うすぇかうぇくっちなす ┿さ-
くけかょけ ╃いけおう, おけえすけ っ ぇゃすけさ う 
くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ちぇさ ¨しゃけぉけ-
ょうすっか ゃ ]けそうは う ゃ [せしっ, おぇお-
すけ う くぇ しすぇすせはすぇ くぇ ╉けかせきぉ ゃ 
╀せっくけし ┿えさっし, くぇ ╂ぇさうぉぇかょう ゃ 
╀けかけくは う くぇ ]ゃっすう 《さぇくちうしお 
ゃ ┿しういおう - ╉ぇえさけ.   
╁ ゅけょうくうすっ くぇいぇょ こさけきっくうすっ 

くっ とぇょはす 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお.
‶さう おけきせくうしすうつっしおぇすぇ 

ゃかぇしす, ゃ おさぇは くぇ 40-すっ ゅけょうくう 
くぇ 》》 ゃっお, きっしすくけすけ こぇさすうえくけ 
さなおけゃけょしすゃけ いぇかうつぇゃぇ ちぇさ-
しおうすっ しうきゃけかう くぇ つってきぇすぇ, ぇ 
うきっくくけ なゅかうすっ し ういゃぇはくう おけ-
かけくう し おぇこうすっかう, ゃなさたせ おけうすけ 
しすけはかう うくうちうぇかうすっ くぇ おくはいぇ 
“《 I“ う ちぇさしおぇすぇ こかけつぇ し くぇょ-
こうし, しゃうょっすっかしすゃぇと いぇ ょぇさっ-
くうっすけ くぇ おくはいぇ. ╁しうつおけ すけゃぇ 
っ いぇきっくっくけ し くぇょこうしう „¨《”, 
ぇ こかけつぇすぇ し ちぇさしおうは くぇょこうし 
っ しきっくっくぇ し ょさせゅぇ, こけしゃっすっくぇ 
くぇ ]すっそぇく ¨さっておけゃ う 》さうし-
すけ ‶ぇすさっゃ (つっすくうちう くぇ 》ぇょあう 
╃うきうすなさ, けぉっしっくう けす すせさしおう-
すっ ゃかぇしすう くぇ すけゃぇ きはしすけ こさっい 
1868 ゅ.). 
〈ぇおぇ つってきぇすぇ こさっあうゃはゃぇ こっ-

さうけょぇ くぇ しけちぇ, おぇすけ っょくぇ けす 
こなさゃうすっ いぇょぇつう くぇ せこさぇゃぇすぇ 
しかっょ 1989 ゅけょうくぇ っ ょぇ  ゃないしすぇ-
くけゃう つってきぇすぇ ゃ こなさゃけくぇつぇか-
くうは え ゃうょ.
〈ぇおぇ ょけ しすぇさすぇ くぇ こけさっょくうは 

きぇとぇぉっく ゅさぇょしおう さっきけくす, おけ-
ゅぇすけ ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっすけ くぇ 
つってきぇすぇ っ こさっきっしすっくけ けす  ゃけ-
ょけこさけゃけょぇ けす ╀せいかせょあぇ, ゅさぇ-
ょっく けす ╇ゃぇく ‶っすっゃ, しすぇさうはす 
おぇこすぇあ っ いぇすゃけさっく, ぇ つってきぇすぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し ょさせゅ ゃけょけういすけ-
つくうお. 
[っいせかすぇすなす: ゃけょぇすぇ しすぇゃぇ し 

こけ-しかぇぉぇ しすさせは, くっ っ すけかおけゃぇ 
しすせょっくぇ, ぇ つってきぇすぇ いぇこけつゃぇ 
ょぇ すなくっ ゃ かけおゃう かっすっ う ゃ かっょ 
いうきっ, いぇさぇょう くっおぇつっしすゃっくぇ  
ゃさないおぇ.  
¨す しうきゃけか う しぉけさくけ きはしすけ くぇ 

くはおけゅぇてくうすっ そっくけゃっ くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ょくっし 『ぇさしおぇ-
すぇ つってきぇ っ つっしすけ しぉけさうとっ くぇ 
さけきう-かうたゃぇさう, くぇ こさぇゃっとう しう 
そぇし-こぇせいぇ さけきう けす きっしすくぇすぇ 
„』うしすけすぇ”, くぇ けすおさけゃっくう ぉっい-
ょっかくうちう うかう くぇ きっしすくう ぇおう-
ゃうしすう, ぉさぇくっとう さぇいくけけぉさぇいくう 
おぇせいう こけょ そけさきぇすぇ くぇ こけょこう-
しおう. 

¨すょぇゃくぇ つってきぇすぇ, しすさけっくぇ ゃ 
つっしす くぇ おくはい 《っさょうくぇくょ, っ う 
ぉっいこかぇすっく ゅさぇょしおう ぇそうて, きはし-
すけ いぇ くぇさぇくっくう つせゃしすゃぇ う こさけ-
つうっ ゅさぇょしおう ういこなかくっくうは くぇ 
すぇかぇくすう しなし しこさっえ, ょぇかっつ けす 
しなとうくしおぇすぇ ゅさうあぇ う けすくけてっ-
くうっ おなき きっしすくうすっ しゃっすうくう. ╇ 
しすさぇくくけ, くうおけえ くっ いぇぉっかはいゃぇ 
すけゃぇ. ╇かう こけくっ くっ しっ ょさぇいくう. 
╆ぇ こさっあぇょくっかうすっ おぇいぇくかなつぇ-

くう すけゃぇ けつっゃうょくけ くっ っ すけかおけゃぇ 
ゃぇあくけ. ′け いぇ すせさうしすうすっ すけゃぇ 
ゅさぇょしおけ ぉっいたぇぉっさうっ っ くっこけ-
くはすくけ. 〈っ くっかけゃおけ しっ けいなさすぇす し 
くぇきっさっくうっすけ ょぇ くぇきっさはす しせたけ 
きはしすけ, いぇ ょぇ こうはす ゃけょぇ, ぉっい くは-
おけは きせさゅぇゃっかぇ ょぇ うき ういきなおくっ 
こぇさうすっ けす ょあけぉぇ う くっ さぇいぉう-
さぇす…  とけ いぇ くぇさけょ っ すけいう, おけえ-
すけ すぇおぇ しすけこぇくうしゃぇ おさぇしけすうすっ 
しう. ╇ いぇ ょぇ さぇいおぇあぇす くぇゃなく 
いぇ すけゃぇ - とさぇおぇす かう, とさぇおぇす し 
そけすけぇこぇさぇすうすっ しう. 
╇きぇきっ うょっは しなし しけそうえしおぇ 

そうさきぇ ょぇ けしゃっすうき ょっおけさぇすうゃ-
くけ 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ,  おぇおすけ う 
けとっ くはおけかおけ っきぉかっきぇすうつくう 
しゅさぇょう ゃ ╉ぇいぇくかなお, せゃっさう こさっ-
ょう ょくう 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. ′け くっ おぇいぇ 
おけゅぇ 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ とっ ゅさっえ-
くっ ゃ しゃけは ぉかはしなお,  おけゅぇ とっ しっ 
こけつうしすはす ゅさけいくうすっ ゅさぇそうすう, 
くうすけ おけゅぇ とっ こさっしなたくっ すっつなす 
けおけかけ くっは.
╃けすけゅぇゃぇ きけあっき しぇきけ ょぇ しきっ 

とぇしすかうゃう, つっ おぇいぇくかなておうすっ 
すさう かなゃぇ けす 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ 
くはきぇす っいうちう, おぇすけ しけそうえしおう-
すっ, し おけうすけ ょぇ くう さぇいくぇしはす  いぇ 
ぉっいたぇぉっさうっすけ くう こけ しゃっすぇ. 
╇ ょぇ しっ くぇょはゃぇきっ, つっ いっくうちう-

すっ くぇ けつうすっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ 
ちぇさしおう かなゃけゃっ くっ しぇ くうとけ こけ-
ゃっつっ けす ぇゃすけさけゃけ ゃなけぉさぇあっくうっ 
う すゃけさつっしおけ しなゃなさてっくしすゃけ, ゃ 
おけっすけ ょぇ こけすなゃぇす きっしすくうはす くう 
くうたうかういなき う ょさっきうゅさぇょしすゃけ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╇ すなえ おぇすけ ╉ぇいぇくかなお っ ゅさぇょ, おなょっすけ くぇ つけゃっお しさっょくけ しっ こぇょぇす こけ 1,8 ぇゃすけ-
きけぉうかぇ, ぇ あっゅうすっ ういゃぇょうたぇ くぇゃなく う おけかう, おけうすけ し ゅけょうくう くっ しぇ くぇこせしおぇかう 
ゅぇさぇあうすっ しう, こけかけあっくうっすけ し ぇゃすけきけぉうかうすっ う こさっしうつぇくっすけ しすぇくぇ ょさぇきぇすうつくけ. 
′っいぇゃうしうきけ けす さっしこっおすうさぇとうすっ ゅかけぉう いぇ くっしこぇいゃぇくっ くぇ こさっょうきしすゃけ くぇ こってっ-

たけょくぇ こなすっおぇ う こけしすぇゃっくうは いくぇお „╁くうきぇくうっ こってったけょちう!”, すけつくけ くぇ すけゃぇ きはしすけ 
くぇ こってったけょちうすっ しっ くぇかぇゅぇ ゃしっ ょぇ こさうすうつゃぇす いぇさぇょう いぇぉなさいぇくう ぇゃすけきけぉうかう, 
おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しこさぇす うかう こけさぇょう かうこしぇ くぇ ゃうょうきけしす いぇさぇょう しこさっかう くぇこさぇゃけ 
くぇ せかうちぇすぇ こさっゃけいくう しさっょしすゃぇ, おけうすけ けこぇしくけ う しうゅせさくけ くぇきぇかはゃぇす ゃうょうきけしすすぇ 
う いぇ てけそぬけさう, う いぇ こってったけょちう.   
¨す ゃさっきっ くぇ ゃさっきっ しすけはとうすっ くぇ こさけぉかっきくけすけ きはしすけ こけかうちっえしおう こぇすさせかう くっ 

しぇ さってっくうっ くぇ こさけぉかっきぇ. 
╇ ょけおぇすけ くっ っ しすぇくぇかけ おなしくけ, きけあっ ぉう っ ゃさっきっ ょぇ けさゅぇくういうさぇきっ こけさっょくぇすぇ 

けぉとうくしおぇ おぇきこぇくうは. 〈けいう こなす - ゃ うきっすけ くぇ あうゃけすぇ. ╉けかおけすけ う ぉぇくぇかくけ ょぇ 
いゃせつう. ╉ぇきこぇくうは SOS いぇ ゃしうつおう かうこしゃぇとう う くっけぉたけょうきう こってったけょくう こなすっおう ゃ 
ゅさぇょぇ, ゃおかのつうすっかくけ う いぇ すぇいう, こさっょう ょぇ っ しすぇくぇかけ くっけぉさぇすうきけ おなしくけ. 
╇ ぇおけ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ すけつくけ いぇ すけゃぇ しさっょしすゃぇ くっ ょけしすうゅぇす, すけ しなし しうゅせさくけしす とっ 

うきぇ ょっしっすおう あっかぇっとう ょぇ しっ けすいけゃぇす くぇ こさういうゃ けす さけょぇ くぇ:
„╃ぇ きぇさおうさぇきっ こってったけょくぇすぇ こなすっおぇ, ょぇ しこぇしうき あうゃけす!”. 
]なし しうゅせさくけしす う ゃぇさ, う きっさぇおかうう とっ しっ くぇきっさはす. ╁なこさっおう あっゅうすっ.  

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

びëÜÖó¡í

《けすけゃけかすぇうつっく こぇさお し きけとくけしす けす 1,7 ╋W 
ぉっ けすおさうす ゃ さぇえけくぇ くぇ いっきかうとっすけ くぇ ‶ぇゃっか 

ぉぇくは. 〈っさっくなす, くぇ おけえすけ しぇ ういゅさぇょっくう そけすけゃけか-
すぇうちうすっ, っ けす 25 ょっおぇさぇ, ゃなさたせ すはた しぇ ういゅさぇょっくう 
605 こぇくっかぇ.
]さけおなす, いぇ おけえすけ っ ゅぇさぇくすうさぇくけ ういおせこせゃぇくっ-

すけ くぇ こさけういゃっょっくぇすぇ けす そけすけゃけかすぇうつくうは こぇさお 
っくっさゅうは, っ 20 ゅけょうくう. [ぇいきっさなす くぇ くぇこさぇゃっくぇすぇ 
うくゃっしすうちうは っ 5 きかく. っゃさけ.

‶け さぇいこけさっあょぇくっ くぇ けぉかぇしすくうは せこさぇ-
ゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ′っょはかおけ ′っ-

ょはかおけゃ ぉってっ いぇゃぇさっくぇ きっすぇかくぇすぇ ゃさぇすぇ 
おなき こぇきっすくうおぇ くぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ. ‶けさぇょう 
しなとっしすゃせゃぇとぇ くっこけしさっょしすゃっくぇ いぇこかぇたぇ 
いぇ あうゃけすぇ う いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ, ╋っあょせ-
ゃっょけきしすゃっくぇすぇ おけきうしうは いぇ ゃないしすぇくけゃは-
ゃぇくっ う こけょこけきぇゅぇくっ おなき ╋うくうしすっさしおうは 
しなゃっす けすこせしくぇ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと ゃ 
さぇいきっさ くぇ 36 442 かゃ. いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
けぉっいけこぇしうすっかくう しなけさなあっくうは ゃ さぇえけくぇ 
けおけかけ しゅさぇょぇすぇ くぇ ╃けきぇ-こぇきっすくうお „╀せい-
かせょあぇ”.

′ぇょ 1000 ょせてう けす ]すぇさけいぇゅけさしおぇ けぉかぇしす しぇ こけかせつうかう こっさしけくぇかっく うょっく-
すうそうおぇちうけくっく おけょ けす ′┿‶. ‶けかけゃうくぇすぇ けす すはた しぇ けす ╉ぇいぇくかなお. ╉けょなす いぇ 

ょけしすなこ こけいゃけかはゃぇ くぇ おかうっくすうすっ ょぇ くぇこさぇゃはす しこさぇゃおぇ ゃ つっすうさう ぇおすうゃくう せしかせ-
ゅう: しこさぇゃおぇ いぇ すさせょけゃうは ょけゅけゃけさ, けぉはゃっく けす さぇぉけすけょぇすっかは; しこさぇゃおぇ いぇ けしうゅせ-
さうすっかくうは ょけたけょ, ゃなさたせ おけえすけ しっ ゃくぇしはす いぇょなかあうすっかくうすっ けしうゅせさけゃおう; しこさぇゃおぇ 
いぇ ゃくけしおうすっ いぇ ょけこなかくうすっかくけ いぇょなかあうすっかくけ こっくしうけくくけ けしうゅせさはゃぇくっ.

╇いかけあぉぇ くぇ はこけくしおう ゅさぇゃのさう けす 17-19 ゃっお  ぉっ けすおさうすぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ 
》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは. ╄おしこけいうちうはすぇ っ せくうおぇかくぇ う ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす 

くぇ こけしっすうすっかうすっ ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し はこけくしおけすけ ういおせしすゃけ 〉╉╇¨ ╄, おぇおすけ しぇ-
きうすっ はこけくちう くぇさうつぇす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ゅさぇゃのさうすっ, ゃ おけっすけ ゃかぇゅぇす こけゃっつっ けす 
そうかけしけそしおう しきうしなか.

‶け-ゅけかはきぇ しすぇゃぇ いけくぇすぇ いぇ こかぇすっくけ こぇさおうさぇくっ ゃ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお いぇ ゃしうつおう ぇゃすけきけぉう
かう. 〈けゃぇ さってうたぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう けす きっしすくうは こぇさかぇきっくす, こさうっきぇえおう こさけきっくう 

ゃ ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ ょゃうあっくうっすけ こけ こなすうとぇすぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ こさぇお
すうおぇ ちっかうはす てうさけお ちっくすなさ ゃっつっ とっ っ し すぇかけくう. ┿ゃすけきけぉうかうすっ くぇ しかせあうすっかうすっ くぇ そうさきう ゃ 
ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす とっ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ しなし しすうおっさう いぇ こかぇすっく こぇさおうくゅ, ぇおけ くっ うしおぇす ょぇ 
けすくっしぇす ゅかけぉう いぇ くっこさぇゃうかくけ こぇさおうさぇくっ. 
‶かぇすっくう しすぇゃぇす ゃなすさってくう せかうちう, おぇすけ せか. “╇ゃぇく ╁ぇいけゃ”, せか. “‶っすおけ ]すぇえくけゃ”, おぇおすけ う 

けすしっつおう けす せか. “》さうしすけ ╀けすっゃ” う こさけょなかあっくうっすけ くぇ ぉせか. “23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお” 
しかっょ しゃっすけそぇさうすっ ょけ こけとぇすぇ. ‶かぇすっくけ とっ っ こぇさおうさぇくっすけ くぇ ぇゃすけきけぉうかう こけ せかうちぇ “‶っえけ 
ぅゃけさけゃ”, おなょっすけ きぇしけゃけ しこうさぇす しかせあうすっかう くぇ [‶〉-╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う こけ せかうちうすっ “』せょけきうさ” 
う “]かぇゃはくしおぇ”. ′ぇ すぇおしうきっすさけゃうすっ ぇゃすけきけぉうかう しっ いぇぉさぇくはゃぇ しこうさぇくっすけ こけ ぇゃすけぉせしくう しこうさ
おう う ういつぇおゃぇくっすけ くぇ おかうっくすう くぇ こぇさおうくゅうすっ いぇ こかぇすっくけ こぇさおうさぇくっ, けしゃっく ゃ しかせつぇうすっ くぇ 
こかぇすっくぇ すぇおしぇ う しゃぇかっく くぇょこうし “〈ぇおしう”. 
] くけゃうすっ こさけきっくう しっ さっゅかぇきっくすうさぇす きうくうきぇかくう う きぇおしうきぇかくう ちっくう くぇ おうかけきっすなさ いぇ すぇお

しうきっすさけゃう せしかせゅう, すっ しなけすゃっすくけ しすぇゃぇす 0,75 かゃ. う 0.85 かゃ. ╃け 10-すう のかう ゃ おぇくちっかぇさうはすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす う こさう けきぉせょしきぇくぇ とっ しっ こさうっきぇす こさっょかけあっくうは いぇ こさけきっくう ゃ ′ぇさっょぉぇすぇ, 
おけはすけ こさっい のかう とっ しっ ゅかっょぇ くぇ ゃすけさけ つっすっくっ. 
′ぇ こなさゃけ つっすっくっ しすぇさっえてうくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうったぇ う くけゃぇ ′ぇさっょぉぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ ゃ 

けぉとうくしおう あうかうとぇ. 〈は ょぇゃぇ こさぇゃけ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ くぇ しっきっえしすゃぇ, おけうすけ あうゃっはす くぇ しゃけ
ぉけょっく くぇっき, くけ くっ ゃ うきけすう くぇ ぉかういおう さけょくうくう, こけゃっつっ けす 6 きっしっちぇ. 

                                                          ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

] こけさっょっく くけゃ けぉとうくしおう しなゃっすくうお っ ゅさせ
こぇすぇ くぇ こぇさすうは ╂╄[╀ ゃ ¨ぉとうくしおうは しな

ゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈けえ しっ おぇいゃぇ ╇ゃけ ╊けいぇくけゃ 
う ゃかういぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ, 
おけえすけ しすぇくぇ いぇき.-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╋かぇょうはす けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
こけっきぇ せつぇしすうっ う ゃ しなけすゃっすくうすっ おけきうしうう, ゃ 
おけうすけ つかっくせゃぇてっ くぇしすけはとうはす いぇき.-けぉかぇしすっく 
せこさぇゃうすっか.

╆ぇしっょぇくうっすけ くぇ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす ゃ つっすゃなさすなお 

ぉっ こけしかっょくうはす ょっかけゃう ぇく
ゅぇあうきっくす くぇ ょなかゅけゅけょうて
くうは くぇつぇかくうお くぇ しっおすけさ 
“¨さゅぇくういぇちうけくくけ けぉしかせあ
ゃぇくっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす” 
》さうしすうくぇ ╉せちぇさけゃぇ. ¨す 8 
ゅけょうくう すは っ くぇつぇかくうお くぇ 
しっおすけさぇ, ぇ ゃ いゃっくけすけ さぇぉけ
すう けす 24 ゅけょうくう. ╁ っきけちうけ
くぇかくけ しかけゃけ ╉せちぇさけゃぇ しっ 
しぉけゅせゃぇ し けぉとうくしおうすっ しな
ゃっすくうちう, おぇすけ うき こけあっかぇ 
ょぇ けしすぇくぇす ゃっさくう くぇ しっぉっ 
しう う くぇ こさうくちうこうすっ しう. 
                                                        

〈┿

╆¨′〉╊』 を╊〉【ぇ『 - [╅′╅〉]ぇ[ 』 〉《╇¨ ╇ぇ′〈《╋〉《』【¨ ′╅ 】〈╊〉¨っ
]かっょ ぉかういけ ょゃっゅけょうてくけ いぇ

すうてうっ ゃないしすぇくけゃっくうはす う 
いぇこけつくぇか くぇ こさぇおすうおぇ けすくけゃけ 
ょぇ そせくおちうけくうさぇ けす ぇこさうか きっ
しっち すぇいう ゅけょうくぇ ╀ういくっし ちっくすなさ 
–╉ぇいぇくかなお ょぇゃぇ ゃないきけあくけしすう 
いぇ せしゃけはゃぇくっ くぇ くけゃう せきっくうは う 
いくぇくうは いぇ ゃしうつおう あっかぇっとう ゅさぇあ
ょぇくう ゃ すさせょけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす. 
╄おうこなす くぇ 『っくすなさぇ けさゅぇくういうさぇ けぉせ

つっくうっ こけ したっきぇ BG051╆╃001-2.1.14 
”┿╆ ╋¨╂┿ ‶¨╁╄』╄”.

¨ぉせつっくうっすけ っ ゃ きけょせかうすっ : 
¨ぉとせゃぇくっ くぇ つせあょ っいうお, 
╃うゅうすぇかくぇ おけきこっすっくすくけしす, 
〈っおしすけけぉさぇぉけすおぇ. 

╉けえ きけあっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
こけ こさけゅさぇきぇすぇ

• ╆ぇっすう かうちぇ くぇ すさせょけゃ ょけゅけ
ゃけさ うかう しぇきけくぇっすう かうちぇ.
• ′っ きけゅぇす ょぇ せつぇしすゃぇす ょなさ

あぇゃくう しかせあうすっかう けす きっしすくぇすぇ 
うかう ょなさあぇゃくぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
けす きうくうしすっさしすゃぇすぇ.

¨ぉせつっくうはすぇ しっ ういゃなさてゃぇす ゃ 
ょくっゃくぇ, ゃっつっさくぇ, ょうしすぇくちうけく
くぇ う うくょうゃうょせぇかくぇ そけさきう くぇ 
けぉせつっくうっ. 

‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ おせさ
しけゃっすっ しっ けこさっょっかは しなゃきっしすくけ 
しなし いぇはゃうすっかは, おぇすけ しっ けすつうすぇす 

くっゅけゃうすっ くせあょう う こさう しこぇいゃぇくっ さぇいこけ
さっょぉうすっ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ こさけそっしうけくぇかくけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ う けぉせつっくうっ う ‶さぇゃうかくうおぇ 
いぇ こさうかぇゅぇくっすけ きせ. 
╉せさしけゃっすっ いぇ 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 いぇゃなさてゃぇす し こけかぇゅぇくっ くぇ ょなさ
あぇゃくう ういこうすう こけ すっけさうは う こさぇおすうおぇ. 
‶さう こけかけあっく せしこってくけ ういこうす おせさ

しうしすなす こけかせつぇゃぇ  しこっちうぇかっく しっさすうそう
おぇす -  ITcard.

╆ぇ うくそけさきぇちうは う いぇこうしゃぇくっ: 

╀ういくっし ちっくすなさ - ╉ぇいぇくかなお ]′『
ぉせか. ”┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ12
すっか.: 0431/ 6 37 93
GSM: 0878402442; 0896711959
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╁なこさけしなす し こさっょけしすぇゃは

くっすけ いぇ こけかいゃぇくっ くぇ すさう 
けぉとうくしおう うきけすぇ ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ すなさゅけゃしおけ
すけ ょさせあっしすゃけ, ういょぇゃぇとけ 
けぉとうくしおうは ゃっしすくうお “╇し
おさぇ”, くっ しなぉさぇ くせあくうは ぉさけえ 
ゅかぇしけゃっ いぇ おゃぇかうそうちうさぇくけ 
きくけいうくしすゃけ けす 2/3 うかう 25 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 
╀っい くせあくぇすぇ こけょおさっこぇ 

けしすぇくぇ う ゃなこさけしなす いぇ こさっ
ょけしすはゃぇくっすけ くぇ うきけすうすっ いぇ 
こっさうけょ くっ けす 10, ぇ けす 5 ゅけ
ょうくう, おけかおけすけ っ ょけゅけゃけさなす 
いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ ゅかぇゃくうは 
さっょぇおすけさ くぇ ゃっしすくうおぇ. ╂ぇ

かうく ╂っけさゅうっゃ - けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ′╃]╁, ゃないさぇいう, つっ し こさっ
ょけしすぇゃはくっすけ くぇ うきけすう いぇ こけかいゃぇくっ う しなぉうさぇくっ くぇ くぇっきう けす すはた, くぇ 
こさぇおすうおぇ けぉとうくしおうはす ゃっしすくうお しすぇゃぇ くっさぇゃくけこけしすぇゃっく し けしすぇくぇかうすっ 
ういょぇくうは う こけこうすぇ おぇおゃぇ すけつくけ ぉういくっしおけくちっこちうは ゃ すぇいう こけしけおぇ っ 
さぇいゃうか くぇしすけはとうはす ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ ういょぇくうっすけ ╉さうしすぇかうくぇ ╁なか
つっゃぇ, つっ しっゅぇ え しっ こさっょけしすぇゃはす いぇ せこさぇゃかっくうっ すさう うきけすぇ. 
╁ たけょぇ くぇ さったぇゃうすっ ょっぉぇすう こけ ゃなこさけしぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ いぇ きうくぇかぇすぇ 

ゅけょうくぇ ょさせあっしすゃけすけ, ういょぇゃぇとけ けぉとうくしおうは ゃっしすくうお “╇しおさぇ”, うきぇ こっ
つぇかぉぇ けす 1000 かっゃぇ う っ くぇきぇかうかけ いぇゅせぉぇすぇ しう けす 3 くぇ 2 たうかはょう かっゃぇ. 
╁なこさっおう けこうすうすっ ょぇ しっ ょけしすうゅくっ くせあくぇすぇ こけょおさっこぇ, う ゃ ょゃっすっ ゅかぇ
しせゃぇくうは ぉさけはす くぇ しなゃっすくうちうすっ, こけょおさっこうかう こさっょかけあっくうはすぇ くぇ けぉ
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, けしすぇくぇたぇ こけょ 25. 〈ぇおぇ ゃなこさけしなす いぇ こさっ
ょけしすぇゃはくっすけ くぇ うきけすう くぇ ゃっしすくうおぇ けしすぇゃぇ いぇ しかっょゃぇとけ いぇしっょぇくうっ.

╃っかはくぇ  ╁ぇしうかっゃぇ
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- ╉ぇお しすぇくぇ すぇおぇ, つっ こけったすっ 
しけぉしすゃっくけしすすぇ う せこさぇゃかっ
くうっすけ くぇ ╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう 
- ╉さなく う おぇお しっ しこさぇゃは さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ いぇゃけょぇ し こさっ
ょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ おさういぇ
すぇ ょくっし?      
- ╉けゅぇすけ こさっい 1997 ゅ. しかっょ きぇ

しけゃぇすぇ こさうゃぇすういぇちうは いぇこけつくぇ 
おぇしけゃぇすぇ う こけょゅけすゃおぇすぇ くぇ こさぇ
ゃっく ぇくぇかうい くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあう
くう, しすぇくぇ はしくけ, つっ こさっょしすけう こさけ
ょぇあぉぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ. ‶うすぇた 
しっ - おけえ とっ こさけはゃう うくすっさっし う 
とっ ゅけ おせこう. 〈けゅぇゃぇ ういおかのつゃぇた 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ ゅけ おせこうき くうっ, 
さなおけゃけょしすゃけすけ う さぇぉけすっとうすっ ゃ 
くっゅけ, いぇとけすけ くはきぇたきっ くうおぇおゃう 
しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ. ]かっょ ょけしすぇ 
けぉうおけかおう くぇ いぇきけあくう ぉういくっしきっ
くう けす たけすっかうっさしおうは う こっすさけかくうは 
ぉさぇくて, おけうすけ おぇすけ ゃうょったぇ あっ
かっいぇ, しさけおぇ くぇ けぉさなとぇっきけしす くぇ 
こぇさうすっ, さぇいきっさぇ くぇ こっつぇかぉぇすぇ 
う さうしおけゃっすっ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
しっ けすおぇいゃぇたぇ, さぇいぉさぇた, つっ すさはぉ
ゃぇ ょぇ くぇこさぇゃうき くっゃないきけあくけすけ, 
くけ ょぇ いぇこぇいうき すけゃぇ, おけっすけ ぉは
たきっ ういゅさぇょうかう こさっい ゅけょうくうすっ し 
きくけゅけ すさせょ. ]なゅかぇしくけ いぇおけくぇ いぇ 
ょゃぇ ょくう しないょぇょけたきっ ぇおちうけくっさ
くけ ょさせあっしすゃけ けす 183-きぇ ょせてう, 
さぇぉけすっとう ゃ いぇゃけょぇ, おぇくょうょぇす
しすゃぇたきっ いぇ こけおせこおぇすぇ, せさっょう
たきっ おさっょうす いぇ こなさゃぇすぇ ゃくけしおぇ, 
しかっょ おぇすけ ぉはたきっ けょけぉさっくう けす 
┿ゅっくちうはすぇ いぇ こさうゃぇすういぇちうは う 
こけかせつうたきっ しけぉしすゃっくけしすすぇ. ]かっょ 
すけゃぇ, すさせょくけ - かっしくけ, しう こけおさう
たきっ ゃしうつおう いぇょなかあっくうは こけ ょけ
ゅけゃけさぇ う こさっい 2007 ゅ. しすぇくぇたきっ 
ぇぉしけかのすくけ しぇきけしすけはすっかくう. ]な
ゃっすなす くぇ ょうさっおすけさうすっ, けす しぇきけすけ 
くぇつぇかけ ぉっい こさけきっくう, せこさぇゃかはゃぇ 
ょさせあっしすゃけすけ ゃ こなかっく おけくしっく
しせし. ¨ぉとう しぇ さぇいぉうさぇくうはすぇ くう 
いぇ さぇいゃうすうっ う しけちうぇかくけしす. 《ぇ
ぉさうおぇすぇ /すぇおぇ は くぇさうつぇき ぇい, けす 
„Sping Factory”, ぇくゅかけっいうつくけすけ 
くぇ そぇぉさうおぇ いぇ こさせあうくう/ しはおぇて 
っ こけとぇょっくぇ けす おさういぇすぇ こさっい 
こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. 〈けゃぇ っ 
すぇおぇ, いぇとけすけ ょけおぇいぇたきっ, つっ しっ 
しこさぇゃはきっ おけさっおすくけ し こけっすうすっ 
ぇくゅぇあうきっくすう おなき ゃしうつおう おかうっく
すう う くぇ くぇし きけあっ ょぇ しっ さぇいつうすぇ. 
¨すくけゃけ „┿さしっくぇか” し っょくぇ ゅけかはきぇ 
う ょなかゅけしさけつくぇ こけさなつおぇ けぉっい
こっつう くぇすけゃぇさっくけしすすぇ くぇ くぇえ-
っそっおすうゃくけすけ くう けぉけさせょゃぇくっ. 
〉ゃっかうつうたきっ こっさしけくぇかぇ し けおけ
かけ 30 ょせてう, こさっょしすけう くう くけゃけ 
くぇいくぇつっくうっ けす しなとうは こけさはょなお. 
╇くゃっしすうさぇきっ, しすさけうき う たぇさつうき 
せきっさっくけ.

- ‶けしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ ╁うっ 
しすっ 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, けすおけゅぇ しっ 
いぇくうきぇゃぇすっ し すぇいう けぉとっしす
ゃっくぇ ょっえくけしす?
- ╁ [けすぇさう きっ こけおぇくう ]すっそぇく 

╋ぇくつけさけゃ, し おけゅけすけ しきっ ぉういくっし-
こぇさすくぬけさう, ぇ う うしすうくしおう こさう
はすっかう, こさっい 2001 ゅ. ╁ こなさゃうすっ 
ゅけょうくう くぇ つかっくしすゃけすけ しっ けし
かせてゃぇた, ういせつぇゃぇた こけさはょおうすっ ゃ 
おかせぉぇ, けしくけゃけこけかぇゅぇとうすっ こさうく
ちうこう う しなとくけしすすぇ くぇ さけすぇさう
ぇくしすゃけすけ, たぇさぇおすっさうすっ くぇ つかっ
くけゃっすっ きせ. ╀なさいけ けしないくぇた, つっ 
いぇ ょぇ しかせあうて くぇ ぉかぇゅけさけょくうすっ 
うょっう くぇ [けすぇさう ゃ こけかいぇ くぇ けぉ
とっしすゃけすけ, すさはぉゃぇ ょぇ けぉとせゃぇて 
し けしすぇくぇかうすっ う ょぇ くっ しっ しおなこうて 
ょぇ こけょこけきぇゅぇて こけかっいくうすっ うくう
ちうぇすうゃう. [けすぇさう しないょぇゃぇ っょくけ 
ゃなすさってくけ せょけゃかっすゃけさっくうっ, 
つっ しう こけかっいっく う しなこさうつぇしすっく 
おなき しすさっきっあぇ ょぇ こさぇゃうて ゃう
くぇゅう ょけぉさけ. ╆ぇ すけゃぇ ょけこさうくっ
しけたぇ くはおけかおけ いくぇつうきう うくうちう
ぇすうゃう, けしなとっしすゃっくう けす おかせぉぇ.                                           

》ちそおひしきかせけか そて すけせあしけみ いちそこ

╀っいしこけさくけ し くぇえ-ゅけかはきぇ 
しすけえくけしす っ しなゃきっしすくぇすぇ 
うくうちうぇすうゃぇ し ╇くくぇさ 〉うえか 
おかせぉ ╉ぇいぇくかなお いぇ けすおさうゃぇ
くっ くぇ くぇぉうさぇすっかくぇ しきっすおぇ 
いぇ こけょこけきぇゅぇくっ きっあょせくぇ
さけょくう ういはゃう くぇ ょぇさけゃうすう 
ょっちぇ けす けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ すさぇょうちうけくくうは ぉかぇゅけす
ゃけさうすっかっく ぉぇか ゃ おさぇは くぇ 
くけっきゃさう ゃ くっは しなぉさぇたきっ 
ぉかういけ 22 000 かゃ. ╀なょっとっすけ 
くぇ [けすぇさう おかせぉ - ╉ぇいぇくかなお 
っ けこすうきうしすうつくけ, ゃ しかっょゃぇ
とうすっ きぇくょぇすう すけえ とっ ぉなょっ 
せこさぇゃかはゃぇく けす ょけおぇいぇかう しっ 
かうつくけしすう, こさうっかう ぉっいさっ
いっさゃくけ こさうくちうこうすっ う ちっかう
すっ くぇ さけすぇさうぇくしすゃけすけ.

- ‶けくっあっ しすぇくぇ ょせきぇ いぇ 
ちっくくけしすう う きけさぇか, ゃなゃ 
╁ぇてう うくすっさゃのすぇ こけ さぇい
かうつくう こけゃけょう しすっ しこけきっ
くぇゃぇかう, つっ ょくっし しぇ けしけ
ぉっくけ ゃぇあくう つっしすくけしすすぇ, 
こさうくちうこうすっ, しっきっえくうすっ 
すさぇょうちうう, きけさぇかなす ういけぉ
とけ. ╆ぇとけ きうしかうすっ すぇおぇ?                               
- ╆ぇ ょぇ しっ ゃなさくぇす ゃ つけ

ゃっておけすけ しないくぇくうっ おぇすけ 

ょなかぉけおけ けしないくぇすう けしくけゃけ
こけかぇゅぇとう さぇいぉうさぇくうは いぇ 
けぉとせゃぇくっ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, 
ゃ ょくってくけ ゃさっきっ すっ しっ しさっ
とぇす さはょおけ. ┿おけ くっ ゅう こさう
かぇゅぇて, ゃうくぇゅう こけしはゅぇて くぇ 
くっとけ つせあょけ. ′っ しう ういこなか
くはゃぇて けぉっとぇくうはすぇ, くっ こけ
っきぇて けすゅけゃけさくけしす, こけしすけ
はくくけ さぇいきうくぇゃぇて ょせきうすっ 
し ょっかぇすぇ しう. ]すぇゃぇて  つけゃっお 
ぉっい ょけしすけえくしすゃけ う さけぉせゃぇて 
しぇきけ くぇ きぇすっさうぇかくけすけ. ′っ 
せおけさはゃぇき たけさぇすぇ, おけうすけ くっ 
しぇ せしこっかう. ′けさきぇかくけ っ こさう 
すはた ぉうすうっすけ ょぇ けこさっょっかは 
しないくぇくうっすけ. ′っょけうきなおなす 
ゅう こさうくせあょぇゃぇ ょぇ すなさしはす う 
こさうっきぇす ゃしうつおけ, おけっすけ うき 
くけしう こさうたけょう ゃ きけきっくすぇ, 
ぉっい ょぇ しっ いぇきうしかはす いぇとけ くっ 
しぇ せしこっかう, いぇとけ しぇ ゃ すぇおけ
ゃぇ いぇゃうしうきけ う くっしうゅせさくけ 
こけかけあっくうっ う おぇおゃけ きけあっ 
ょぇ ゅけ こさけきっくう. ╉けえ けぉぇつっ 
たぇさっしゃぇ たけさぇ, おけうすけ かなあぇす 
こぇさすくぬけさうすっ しう, くっ こかぇとぇす 
いぇこかぇすう, せおさうゃぇす ょぇくなちう, 
ょぇゃぇす いぇ しけぉしすゃっくう しおなこう 
せょけゃけかしすゃうは, ぉっい ういけぉとけ 
ょぇ ゅう っ ゅさうあぇ  おぇお あうゃっはす 
けしすぇくぇかうすっ. 〉こさっおゃぇき けくっ
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- 》けかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ 
すさぇょうちうけくくぇ  こしうたけかけゅうは 
かう っ, すさぇょうちうけくっく きっすけょ 
いぇ かっつっくうっ うかう くっとけ ょさせ-
ゅけ? ╉ぇおゃけ ょぇゃぇ すけいう くけゃ 
こさけつうす くぇ つけゃっおぇ う くっゅけ-
ゃぇすぇ こしうたうおぇ?
╋╂: 》けかけすさけこくけすけ ょうてぇ-

くっ しこぇょぇ おなき っょくう きっすけょう, 
おけうすけ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ ゃしっ 
こけゃっつっ くぇぉうさぇす こけこせかはさくけしす 
ゃ こしうたけすっさぇこうはすぇ, くぇさっつっくう 
きっすけょう くぇ こさっあうゃはゃぇくっすけ. 
〈けゃぇ しぇ くっゃっさぉぇかくう きっすけょう, 
おけうすけ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
くぇぉうさぇす しおけさけしす. [ぇいぉうさぇ しっ, 
つっ うきぇ う きけきっくす くぇ さぇいゅけゃけさ, 
くぇ けぉはしくっくうは, くぇ しこけょっかはくっ, 
くけ しっ ぇおちっくすうさぇ ゃなさたせ かうつ-
くけすけ こさっあうゃはゃぇくっ くぇ つけゃっ-
おぇ, おけえすけ っ ょけてなか. ‶さっきう-
くぇゃぇえおう こさっい かうつっく こさけちっし 
くぇ っきけちうけくぇかくう せしっとぇくうは う 
こさっあうゃはゃぇくうは, こさっきうくぇゃぇくっ 
ゃ かうつっく おぇすぇさいうし, おけえすけ けす 
しゃけは しすさぇくぇ ゃけょう ょけ かうつくけ 
こさけいさっくうっ う けすすぇき ょけ かうつくぇ 
すさぇくしそけさきぇちうは, ょけ こさけきはくぇ. 
╃け けしないくぇゃぇくっ くぇ しすさぇたけゃっ, 
くぇ ゅさっておう, くぇ いぇょさなあおう. 
〈けゃぇ, おけっすけ しっ くぇぉかのょぇゃぇ 
こさう すけいう ゃうょ すっさぇこうは っ, つっ 
うきぇ きくけゅけ こけ-ぉなさい っそっおす けす 
ゃっさぉぇかくぇすぇ, こけ-ぉなさいう しぇ さっ-
いせかすぇすうすっ.
╄╄: ╃けおぇすけ っょくぇ ゃっさぉぇかくぇ 

すっさぇこうは きけあっ ょぇ こさけょなかあう 
し ゅけょうくう, すけ すせお, こさう たけかけす-
さけこくけすけ ょうてぇくっ, しさけおなす しっ 
しなおさぇとぇゃぇ くぇこけかけゃうくぇ. 
╋╂: ] すぇいう すっさぇこうは きけゅぇす 

ょぇ しっ さってぇす こさけぉかっきう - おぇすけ 
ょっこさっしうは, こぇくうつっしおう ぇすぇ-
おう,  くっゃさけすうつくう しなしすけはくうっ 
う すぇおうゃぇ, しゃなさいぇくう し ぉっいこけ-
おけえしすゃけ, ぉっいしなくうっ, ゅかぇゃけぉけ-
かうっ う かっおせゃぇ くぇえ-せしこってくけ 
くぇ 100% っょくけ しなしすけはくうっ, 
おけっすけ しっ くぇさうつぇ たけきけくっさ-
ゃけすうおせし くけさきぇかうし. ╉ぇいぇくけ 
うくぇつっ - しなゃさっきっくくうはす  たけきけ-
しぇこうっく くっ しなとっしすゃせゃぇ ゃっつっ, 
しっゅぇ うきぇ くけさきぇかくけ くっゃさけすう-
つっく つけゃっお. ′っゃさけすうつくけしすすぇ ゃ 
たけさぇすぇ しっ っ こさっゃなさくぇかぇ  ょけ 
すぇおぇゃぇ しすっこっく ゃ くけさきぇ, つっ 
ゃっつっ っ しすさぇくくけ, ぇおけ つけゃっお  
くっ っ くっゃさけすうつっく. 〈ぇ ゃ すけいう 
しきうしなか たけかけすさけこくけすけ ょうてぇ-
くっ ょっえしすゃぇ こさっおさぇしくけ, すけ っ 
っょくけ しすなこぇかけ くぇいぇょ, せしこはゃぇ 
ょぇ ゃなさくっ  くっゃさけすうつくうは つけゃっお 
ゃ くっゅけゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ たけ-
きけしぇこうっくし, す.っ. くぇ さぇいせきっく う 
しこけおけっく つけゃっお.  

- ╁しなとくけしす すけゃぇ ょけおけか-
おけ っ くけゃ すけいう きっすけょ うかう っ 
くっとけ, おけっすけ しっ ぉぇいうさぇ くぇ 
しすぇさう こさうえけきう - おぇすけ くぇ-
こさうきっさ ょさっゃくうすっ かっつうすっ-
かう, てぇきぇくう, おけうすけ しなとけ 
ういこけかいゃぇす ょうてぇくっ? 
╋╂: ′ぇ すぇいう けしくけゃぇ っ こけ-

しすさけっくけ う たけかけすさけこくけすけ ょう-
てぇくっ, すっいう かっつうすっかう し きせ-
いうおぇ う ょうてぇくっ しぇ こけしすぇゃはかう 
たけさぇすぇ ゃ ういきっくっくけ しなしすけはくうっ 
くぇ しないくぇくうっすけ. ╇ くぇ ぉぇいぇ くぇ 
すけゃぇ しなしすけはくうっ しっ こけしすうゅぇ う 
すっさぇこっゃすうつくうはす っそっおす. ‶け-
ょけぉくけ くっとけ っ う えけゅぇすぇ. ╇ こさう 
えけゅうすっ, う こさう うくょうぇくちうすっ, 
おぇおすけ う こさう ょさっゃくうすっ うくょうえ-
しおう せつっくうは しっ けおぇいゃぇ, つっ ゃ 
けしくけゃぇすぇ っ ょうてぇくっすけ. ¨くけゃぇ 
ょうてぇくっ, おけっすけ ょけゃっあょぇ ょけ 
ちはかけしすくけしす. 》けさけしす - けいくぇ-

つぇゃぇ ちはかけしすくけしす, ぇ すさけこけしす 
- ょけゃっあょぇと. ¨しくけゃくぇすぇ うょっは 
っ, つっ くうっ ゃしかっょしすゃうっ くぇ しすさっし 
しきっ さぇいおなしぇくう, ぇ こけ こさうく-
ちうこ つけゃっおなす っ ょけぉさっ, たぇさ-
きけくうつっく っ, おけゅぇすけ っ ちはかけし-
すっく, しなぉさぇく.  〈けゅぇゃぇ つけゃっお 
っ う とぇしすかうゃ. ╁ すさせょくうは しう 
あうゃけす しきっ さぇいおなしぇくう きっあょせ 
さぇいかうつくう くっとぇ: しすさっし, さぇぉけ-
すぇ, しすさぇたけゃっ, せゅさういっくうは, いぇ-
ょさなあおう. ]すぇゃぇえおう ちはかけしすくう, 
くうっ しすぇゃぇきっ こなかくけちっくくう いぇ 
あうゃけすぇ, きけあっき ょぇ ういこうすぇきっ 
ゃしはおぇ さぇょけしす, ょぇ こけょけぉさうき 
あうゃけすぇ しう, ょぇ ゃいっきっき こさぇ-
ゃうかくうすっ さってっくうは いぇ ゃぇあくうすっ 
ゃなこさけしう. ╆ぇとけすけ きくけゅけ つっしすけ 
せあ ゃしうつおけ くう っ くぇさっょ, くけ くは-
おぇお くっ しきっ とぇしすかうゃう, くぇかう? 
〈けゃぇ っ うきっくくけ こけさぇょう くぇてぇ-
すぇ かうこしぇ くぇ ちはかけしすくけしす. ╇きぇ 
っくっさゅうえくう けゅくうとぇ, おけうすけ くう 

ぉかけおうさぇす. ╋くけゅけすけ こぇさつっすぇ, 
くぇ おけうすけ しきっ しっ さぇいこうかっかう. 
] たけかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ すけゃぇ 
しっ さぇいさっあょぇ, しなぉうさぇきっ しっ, 
つせゃしすゃぇきっ しっ あうゃう, けぉくけゃっ-
くう, ゅけすけゃう いぇ さってっくうは.  

- ╉ぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ  
しぇきうはす こさけちっし くぇ たけかけす-
さけこくぇすぇ すっさぇこうは? 
╄╄: ╁なさゃう きせいうおぇ し けこさっょっ-

かっくぇ つっしすけすぇ う さうすなき. 》けさぇすぇ 
ょうてぇす. ╁しかっょしすゃうっ くぇ ょうてぇ-
くっすけ, こさけちっし, おけえすけ こさけょなか-
あぇゃぇ つぇし う こけかけゃうくぇ - ょゃぇ, 
しすぇゃぇ こさっくぇしうとぇくっ くぇ けさ-
ゅぇくういきぇ し おうしかけさけょ, おぇすけ ょけ 
けこさっょっかっくぇ ゅさぇくうちぇ しっ しゃうお-
ゃぇ し すけいう おうしかけさけょ, ぇ しかっょ 
すけゃぇ しっ こけゃうてぇゃぇ ゃなゅかっさけょ-
くうはす ょゃせけおうし ゃ おさなゃすぇ. 〈けっしす, 
おさなゃすぇ しすぇゃぇ ぇかおぇかくぇ. 〈ぇいう 
ぇかおぇかくぇ しさっょぇ, おけはすけ しっ しない-
ょぇゃぇ ゃ くぇてうは けさゅぇくういなき, っ 
きくけゅけ かっおけゃうすぇ.  ╊っおせゃぇ さぇい-
かうつくう しなしすけはくうは.  ¨すおかのつゃぇ-
くっすけ くぇ こさっあうゃはゃぇくうはすぇ しすぇ-
ゃぇ ゃしかっょしすゃうっ くぇ ぉかけおうさぇくっ 
くぇ おけさぇすぇ くぇ ゅかぇゃくうは きけいなお 
おぇすけ さっいせかすぇす けす すけゃぇ ょうてぇ-

くっ. ╉ぇおすけ っ こさう たうこくけいぇすぇ, 
たうこくけすういぇすけさなす ぉかけおうさぇ おけ-
さぇすぇ くぇ ゅかぇゃくうは きけいなお う うい-
おぇさゃぇ けす こけょしないくぇくうっすけ くっ-
とぇすぇ. 〈せお, こさう たけかけすさけこくけすけ 
ょうてぇくっ, しすぇゃぇ こけ しなとうは くぇ-
つうく, しぇきけ つっ くっ しっ ういこけかいゃぇす 
ょさせゅう しさっょしすゃぇ, おけうすけ きったぇ-
くうつくけ ょぇ くぇこさぇゃはす すけゃぇ, ぇ 
つけゃっお  しぇき ゅけ こさぇゃう. ′はきぇ 
ゃなくてくけ ょっえしすゃうっ, くはきぇ しせ-
ぉっおすうゃくけしす, くはきぇ たうこくけいぇ, 
おけはすけ しなとけ っ くぇゃかういぇくっ ゃなゃ 
ゃぇてっすけ こさけしすさぇくしすゃけ. 
╋╂: ╆ぇ  さぇいかうおぇ けす たうこくけ-

いぇすぇ, すせお くはきぇ ゃなくてくぇ うく-
すっさゃっくちうは. ′ぇてぇすぇ さぇぉけすぇ  
くっ っ くうっ ょぇ ゃないょっえしすゃぇきっ くぇ 
たけさぇすぇ, ぇ しぇきけ ょぇ しないょぇょっき 
くっけぉたけょうきぇすぇ しさっょぇ う せしかけ-
ゃうはすぇ. ╃っえくけしすすぇ, けしくけゃくう-
すっ こさけちっしう しっ ういゃなさてゃぇす けす 
しぇきうすっ せつぇしすくうちう. ′うっ くっ 

うき ゅけゃけさうき う くっ うき ゃくせてぇ-
ゃぇきっ くうとけ. ¨しすぇゃはきっ たけさぇすぇ 
しぇきう ょぇ こさっあうゃっはす. 』っしすけ 
ょけさう しぇきうはす つけゃっお くっ こけょけ-
いうさぇ いぇ こさけぉかっきうすっ しう. ┿ たけ-
かけすさけこくけすけ ょうてぇくっ きせ こけい-
ゃけかはゃぇ しぇき ょぇ ゃうょう ちはかぇすぇ 
しうすせぇちうは, ょぇ は こさっあうゃっっ, ょぇ 
は けしないくぇっ. ‶さっあうゃはゃぇえおう, 
ういおぇさゃぇえおう くぇゃなく こさうつう-
くうすっ, おけうすけ しぇ ゅけ ょけゃっかう ょけ 
すけゃぇ しなしすけはくうっ, ょぇ しっ けしゃけ-
ぉけょう. 》けかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ 
くっ しっ さなおけゃけょう くうすけ けす くぇし, 
くうすけ けす しぇきうは つけゃっお, ぇ しぇきけ 
けす っょくぇ きぇかおぇ つぇしす けす くっゅけ, 
おけはすけ くうっ くぇさうつぇきっ „さぇょぇさ”, 
„ゃなすさってっく さぇょぇさ”, けくぇいう 
つぇしす, おけはすけ きけあっ ょぇ しっ くぇ-
さっつっ „ぉけあっしすゃっくぇすぇ つぇしす けす 
くぇし”. ╇ すぇいう つぇしす いくぇっ くぇえ-
ょけぉさっ けす おぇおゃけ うきぇきっ くせあょぇ 
くうっ ゃ すけいう きけきっくす. ‶さう すけゃぇ 
きくけゅけ けぉっおすうゃくけ, ぇ くっ ういおさう-
ゃっくけ けす くぇし, けす くぇてうすっ しすさぇ-
たけゃっ, いぇょさなあおう, おけきこかっおしう, 
あっかぇくうは, けつぇおゃぇくうは.  ╁ すけいう 
きけきっくす くうっ, けす っょくぇ しすさぇくぇ 
しきっ ゃ ういきっくっくけ しなしすけはくうっ, 
うきぇきっ しすさぇくくう こさっあうゃはゃぇ-

くうは, ぇ けす ょさせゅぇ - いくぇっき おぇおゃけ 
しっ しかせつゃぇ し くぇし, すけっしす, っょくぇ 
つぇしす けす くぇし っ ゃ しないくぇくうっ. 
  
- ╉けえ ゃう しっ ょけゃっさはゃぇ こけ-

つっしすけ いぇ すぇおなゃ ゃうょ すっさぇ-
こうは - きなあっ うかう あっくう? 
╄╄: ¨ぉうおくけゃっくけ あっくうすっ しぇ 

こけ-つせゃしすゃうすっかくう, こけ-けしっいぇ-
すっかくう, すっ すなさしはす こさけぉかっきぇ. 
╃けおぇすけ きなあっすっ きうしかはす, つっ 
し きなあおぇすぇ しう しうかぇ きけゅぇす ょぇ 
こさっけょけかっはす くっとぇすぇ しぇきう.  
′け うきぇ う しっきうくぇさう, ゃ おけうすけ 
こさっけぉかぇょぇゃぇす きなあっすっ.  
 
- ╃けおけかおけ ゃはさくけ っ すけゃぇ, 

つっ ゃなすさっせすさけぉくうすっ すさぇゃ-
きう  しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ くぇ-
てうすっ こけしかっょゃぇとう こしう-
たけすさぇゃきう ゃ あうゃけすぇ, くぇ 
くぇてぇすぇ っきけちうけくぇかくけしす, 
しすさぇたけゃっ? ╇ おぇお すっいう くっけ-

しないくぇすう すさぇゃきう こさっつぇす くぇ 
あうゃけすぇ くう こけしかっ?    
╄╄: ╇きぇ っょくぇ しなとっしすゃっくぇ 

さぇいかうおぇ きっあょせ すさぇょうちうけくくぇ-
すぇ こしうたけかけゅうは う たけかけすさけこくけ-
すけ ょうてぇくっ. ‶さう すさぇょうちうけく-
くぇすぇ こしうたけかけゅうは しっ しつうすぇ, 
つっ ょっすっすけ いぇこけつゃぇ ょぇ こけきくう 
しかっょ  さぇあょぇくっすけ う つっ すけゅぇ-
ゃぇ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ くぇすけゃぇさゃぇ 
くっゅけゃぇすぇ きけいなつくぇ おけさぇ. ╃け-
おぇすけ ╂さけそ, ぇゃすけさなす くぇ すけいう 
きっすけょ, しなし しゃけうすっ ういしかっょゃぇ-
くうは ょけおぇいゃぇ, つっ ょっすっすけ うきぇ 
こぇきっす けとっ けす いぇつっゃぇくっすけ う 
ゃなすさっせすさけぉくけすけ さぇいゃうすうっ っ 
きくけゅけ ゃぇあくけ いぇ くっゅけゃうは こけ-
くぇすぇすなてっく たぇさぇおすっさ ゃ あう-
ゃけすぇ: いぇ すけゃぇ おぇおゃけ すけ とっ しっ 
しすさっきう ょぇ こさぇゃう, おけかおけ とっ 
ぉなょっ ぇゅさっしうゃくけ, おけかおけ とっ 
っ しこけおけえくけ, おけかおけ とっ すなさ-
しう こさけそっしうう, おけうすけ ょぇ ゅけ 
ゃなゃっあょぇす くっこさっおなしくぇすけ ゃ 
くはおぇおゃぇ ょうくぇきうおぇ. ╁しうつおけ 
すけゃぇ しっ けこさっょっかは う いぇゃうしう けす 
すけゃぇ ゃなすさっせすさけぉくけ さぇいゃうすうっ. 
╂さけそ さぇいょっかは ゃなすさっせすさけぉくけ-
すけ さぇいゃうすうっ くぇ 4 きぇすさうちう: 
こっさうけょなす けす いぇつっゃぇくっすけ ょけ 

こなさゃうすっ おけくすさぇおちうう, けす こなさ-
ゃうすっ おけくすさぇおちうう ょけ さぇいおさう-
すうっすけ, こさっきうくぇゃぇくっすけ こさっい 
さけょけゃうは おぇくぇか - すさっすぇすぇ きぇ-
すさうちぇ, う つっすゃなさすぇすぇ - しなこさう-
おけしくけゃっくうっすけ し こなさゃうは ゃない-
ょせた う こけしさっとぇくっすけ. ╋くけゅけ っ 
ゃぇあくけ おぇお しっ こけしさっとぇ ょっすっ-
すけ こさう さぇあょぇくっ: ょぇかう しぇ きせ 
せょぇさうかう  てぇきぇさ, いぇ ょぇ こけっきっ 
ゃないょせた うかう っ たゃなさかっくけ すぇき 
ょぇ しすけう くぇしすさぇくう ょぇ しう さっゃっ, 
ょぇかう しぇ ゅけ ょぇかう くぇ きぇえおぇすぇ 
ょぇ ゅけ こさっゅなさくっ,  ょぇ せしっすう けとっ 
ゃ くぇつぇかけすけ かのぉけゃすぇ,  し おけはすけ 
すけ っ こさうっすけ. 

- ╇きぇす かう ゃさないおぇ ぉけかっ-
しすうすっ し こしうたうおぇすぇ くぇ つけ-
ゃっおぇ?
╋╂: 90% けす いぇぉけかはゃぇくうは-

すぇ しぇ こしうたけしけきぇすうつくう, おけっすけ 
いくぇつう, つっ ゃ おけさっくぇ しう うきぇ 
くはおぇおなゃ こしうたうつっく こさけぉかっき, 
すさぇゃきぇ. 〈けゃぇ っ ゃっつっ ょけおぇいぇ-
くけ. ╃けさう くぇしすうくおぇ う ゅさうこ しっ 
こけかせつぇゃぇす ゃ さっいせかすぇす けす しすさっ-
しぇ. 〈けゅぇゃぇ けすしかぇぉゃぇ うきせくくぇすぇ 
しうしすっきぇ. 》けさぇすぇ, こけょかけあっくう 
くぇ しうかっく しすさっし, しぇ こけ-こけょぇす-
かうゃう くぇ ゃうさせしう. ‶さっょういゃうお-
ゃぇす しっ う っくっさゅうえくう こさけきっくう. 
′ぇさせてぇゃぇ しっ ぉぇかぇくしなす, たけ-
きっけしすぇいぇすぇ. 《ういうおぇすぇ くう っ 
すぇおぇ せしすさけっくぇ, つっ くっういさぇいっ-
くけすけ いぇょなさあぇくけ くぇこさっあっくうっ 
- しすさぇた, くっせょけゃかっすゃけさっくうっ, 
ゅくはゃ うかう せあぇし, けしすぇゃぇ ゃ くぇし. 
′っ しぇきけ くぇ っきけちうけくぇかくけ う 
っくっさゅうえくけ くうゃけ, ぇ う くぇ そう-
いうつっしおけ - おぇすけ すけゃぇさ ゃ きせし-
おせかうすっ. ╁ いぇゃうしうきけしす けす ゃうょぇ 
くぇこさっあっくうっ すけ しっ くぇすさせこゃぇ ゃ 
さぇいかうつくう つぇしすう くぇ すはかけすけ. 

- ′ぇこさうきっさ?
╋╂: ′ぇこさうきっさ こけすうしくぇすうすっ 

つせゃしすゃぇ しっ いぇょなさあぇす ゃ きせし-
おせかうすっ くぇ ゅさなょくうは おけて. ‶け-
すうしくぇすうすっ っきけちうう - ゃ きせしおせ-
かうすっ くぇ おけさっきぇ, こけすうしくぇすうすっ 
あっかぇくうは - ゃ おさぇえくうちうすっ. ′うっ 
くっ けしないくぇゃぇきっ すけいう こさけちっし. 
′け すけえ うゅさぇっ ゃぇあくぇ さけかは ゃ 
ちはかけしすくけすけ そせくおちうけくうさぇくっ 
くぇ すはかけすけ. ╃ぇ さぇいゅかっょぇきっ くは-
おぇおゃけ っきけちうけくぇかくけ さぇいけつぇ-
さけゃぇくうっ - くぇこさうきっさ, くぇさぇくは-
ゃぇくっ けす かのぉうきうは つけゃっお. ╇きぇ 
きったぇくういなき, おけえすけ しないょぇゃぇ 
ぉぇさうっさぇ きっあょせ つせゃしすゃぇすぇ う 
きけいなおぇ, おなょっすけ すっ ょぇ ぉなょぇす 
けしないくぇすう. 〈ぇいう っくっさゅうえくぇ いぇ-
とうすぇ しっ けぉさぇいせゃぇ ゃ ゅなさかけすけ. 
‶さう ゃすけさぇ おさうすうつくぇ しうすせぇ-
ちうは すぇき しっ いぇょっえしすゃぇ ぉかけおぇあ, 
おけえすけ しこうさぇ つせゃしすゃけすけ くぇ けす-
たゃなさかっくけしす う けぉうょぇ. ¨す っょくぇ 
しすさぇくぇ うきぇ いぇとうすっく っそっおす. 
〈けゅぇゃぇ つけゃっお くっ けしないくぇゃぇ 
こさけぉかっきぇ, いぇとけすけ っきけちうはすぇ 
くっ ょけしすうゅぇ ょけ きけいなおぇ.

- 〉くうゃっさしぇかくう さっちっこすう 
くはきぇ, くけ おぇお ょぇ さぇいぉっさっき, 
つっ っ ゃさっきっ ょぇ しっ こけゅさう-
あうき いぇ ょせてぇすぇ しう う ょぇ こけ-
すなさしうき こけきけと? 
╄╄:  ╋くけゅけ っ うくょうゃうょせぇか-

くけ すけゃぇ いぇ ゃしっおう. ′ぇしうかぇ くっ 
しすぇゃぇ. ╁しっおう しぇき すさはぉゃぇ ょぇ 
いくぇっ う ょぇ けすおさうっ しけぉしすゃっくうは 
しう こさぇゅ. 』けゃっお しぇき すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ せぉっょう, つっ うきぇ くせあょぇ けす 
こけきけと.  ╉けゅぇすけ こぇょくぇす ぉぇさう-
っさうすっ, うょゃぇ けしないくぇゃぇくっすけ くぇ 
くっとぇすぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╃-さ ╋ぇさうはく ╂けしこけょうくけゃ う こしうたけかけゅなす ╄かっくぇ ╄ゃすうきけゃぇ しぇ こうけくっさうすっ くぇ す.くぇさ. すっさぇ-
こうは つさっい たけかけすさけこくけ ょうてぇくっ ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶けゃっつっ けす 20 ゅけょうくう ょゃぇきぇすぇ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し すけゃぇ, おぇすけ ょ-さ ╋ぇさうはく ╂けしこけょうくけゃ っ ういせつぇゃぇか たけかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ う すさぇくしこっさ-
しけくぇかくぇ こしうたけかけゅうは ゃ 【ゃっえちぇさうは, せつっくうお っ くぇ ぉぇとぇすぇ くぇ たけかけすさけこくけすけ ょうてぇくっ 
]すぇくうしかぇゃ ╂さけそ. ╆ぇゃなさてうか っ 3-ゅけょうてっく おせさし くぇ けぉせつっくうっ  ╂[¨《 〈[┿′]‶╄[]¨′┿╊ 
〈[╄′╇′╂. 
╉けかっあおぇすぇ きせ ょ-さ ╄かっくぇ ╄ゃすうきけゃぇ しなとけ っ ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ ╂さけそ う さぇぉけすう し たけかけす-

さけこくけ ょうてぇくっ けす 1991 ゅけょうくぇ. 
╃ゃぇきぇすぇ ぉはたぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ こなさゃうは しう すさっくうくゅ-すっさぇこうは こけ たけかけすさけこくけ ょうてぇくっ. 

【っしすうきぇ しきっかつぇちう う ょゃっ こしうたけかけあおう しっ ゃこせしくぇたぇ ゃ こさっあうゃはゃぇくっすけ, いぇ ょぇ しなぉっさぇす 
つぇしすうちうすっ けす しっぉっ しう ゃ っょくけ たぇさきけくうつくけ ちはかけ. ]かっょ ょゃせょくっゃくぇすぇ すっさぇこうは おせさしうしすうすっ 
しこけょっかうたぇ, つっ しっ つせゃしすゃぇす くけゃう, こなかくう し っくっさゅうは, しこけおけえくう う ぉぇかぇくしうさぇくう. 
‶さっょかぇゅぇきっ ゃう おさぇすなお さぇいゅけゃけさ し ょゃぇきぇすぇ こしうたけかけいう.

いう, おけうすけ せしこはゃぇす くっ し すさせょ, ぇ 
し ういきぇきぇ. ╀う すさはぉゃぇかけ ょぇ しきっ 
ぇくぇかうすうつくう, さぇいせきくう う ぉかぇ
ゅけさけょくう. ╀う すさはぉゃぇかけ ょぇ けし
ないくぇゃぇきっ, つっ つけゃっお くっ きけあっ 
ょぇ ぉなょっ とぇしすかうゃ しぇき. ′っいぇ
ゃうしうきけ, つっ くっ きけあっき ょぇ こさけ
きっくうき しゃっすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ こさぇ
ゃうき ゃしうつおけ, おけっすけ いぇゃうしう けす 
くぇし, すけえ ょぇ しすぇゃぇ こけ-ょけぉなさ.

- ┿ おぇおゃけ かうこしゃぇ ょくっし くぇ 
けぉとっしすゃけすけ くう, いぇ ょぇ あう
ゃっっき ゃしうつおう くうっ こけ-ょけ
ぉさっ?
- ╊うこしゃぇ しこさぇゃっょかうゃけしす, 

しけちうぇかくけしす, ょなさあぇゃくうつっしおけ 
きうしかっくっ. ╊うこしゃぇ あっかぇくうっすけ 
ょぇ しう ゃなさてうて さぇぉけすぇすぇ こけ 
くぇえ-ょけぉさうは くぇつうく. ╊うこしゃぇ 
ょせたなす くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇちうは, 
つっ きけあっ ょぇ けこさぇゃう しすさぇくぇすぇ 
しう しぇきぇ. ╉ぇすけ くはきぇ ょなさあぇゃ-
くけしす, おけはすけ ょぇ ゃけょう くぇさけょぇ 
おなき けこさっょっかっくぇ ちっか, ぇ けしすぇ-
ゃは ゃしっおう ょぇ しっ けこさぇゃは しぇき, 
おぇおすけ くぇきっさう いぇ ょけぉさっ, ゃきっし-
すけ けぉとっしすゃけ しっゅぇ うきぇ けすょっか-
くけ ぉけさっとう しっ いぇ けちっかはゃぇくっ 
うくょうゃうょう. 〈ぇおぇ ょけ くうおなょっ 
くはきぇ ょぇ しすうゅくっき. 

- ╆ぇすけゃぇ かう しっ しなゅかぇしうたすっ 
ょぇ こけっきっすっ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇお
ゃけ うしおぇすっ ょぇ こけしすうゅくっすっ ゃ 
ぉかういおけ う こけ-ょぇかっつくけ ゃさっ
きっ すぇき?
- ′っ きけゅぇ ょぇ こさうっきぇ, つっ 

╀]‶, こぇさすうはすぇ くぇ つっしすくうすっ 
すさせょっとう しっ たけさぇ, けゅさけきくぇすぇ 
つぇしす けす つかっくけゃっすっ くぇ おけはすけ 
しぇ くけしうすっかう くぇ うしおけくくうすっ 
つけゃっておう ょけぉさけょっすっかう, いぇゅせ
ぉう ょけ すぇおぇゃぇ しすっこっく ょけゃっさう
っすけ くぇ けぉとっしすゃけすけ. ]っゅぇ, くぇ 
すぇいう こけいうちうは, くっこさっおなしくぇ
すけ きうしかは おけう しぇ うしすうくしおうすっ 
こさうつうくう, いぇさぇょう おけうすけ しすうゅ
くぇたきっ ょけすせお. ′うっ しきっ っょうく
しすゃっくぇすぇ こぇさすうは, おけはすけ うきぇ 
うょっけかけゅうは, ぇ すぇいう うょっけかけゅうは 
いぇとうすぇゃぇ うくすっさっしうすっ くぇ くぇえ-
てうさけおうすっ しかけっゃっ  けす くぇしっかっ
くうっすけ. 〈は くっ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ 
くっ っ ゃないこさうっきぇくぇ, う うかう くっ 
っ こけいくぇすぇ, うかう たけさぇすぇ くっ は 
けすなあょっしすゃはゃぇす し  かうつくけしすう
すっ, こさっょしすぇゃかはゃぇとう う ういょう
ゅぇくう けす こぇさすうはすぇ. ┿ きけあっ ぉう 
う さっぇかくぇすぇ, う こさっっおしこけくうさぇ
くぇすぇ せこけすさっぉぇ くぇ ゃかぇしすすぇ いぇ 
かうつくけ けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇくっ, 
こかけしおうはす ょぇくなお う けすしすなこなす 
けす かはゃけすけ こけょすうおくぇたぇ  たけさぇすぇ 

ょぇ こさっょこけつっすぇす ょさせゅう. ぅゃくけ 
くっ しきっ せぉっょうすっかくう, とけき くぇ 
ゃかぇしす ぉはたぇ う ]╃], う ′╃]╁, ぇ 
しっゅぇ う ╂╄[╀. ‶さう すけゃぇ しきっ し 
すけかおけゃぇ きぇかおけ う くっゃかうはっとけ 
こさうしなしすゃうっ ゃ こぇさかぇきっくすぇ. ╁ 
╀]‶ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ こさけきはくぇ う 
すは くっ しゃなさてゃぇ しなし しきはくぇすぇ くぇ 
っょうく ょけしっゅぇてっく こさっょしっょぇすっか.
╉ぇすけ つけゃっお, おけえすけ うきぇ ょけし

すぇすなつくけ, くっ しぇきけ しさっょしすゃぇ う 
しうゅせさくけしす, ぇ う うきっ う ょけゃっさうっ, 
こけった けすゅけゃけさくけしすすぇ ょぇ いぇこけつ
くぇ すぇおぇゃぇ こさけきはくぇ. 『っかうすっ きう 
しぇ: けさゅぇくういぇちうけくくけ さぇいょゃう
あゃぇくっ くぇ くぇてうすっ しすさせおすせさう う 
ゃさなとぇくっ くぇ つぇしす けす つかっくけゃっすっ 
くう, おけうすけ くっ しぇ いぇゅせぉうかう ゃはさぇ 
ゃ うょっうすっ くぇ こぇさすうはすぇ, こさう
ゃかうつぇくっ くぇ くけゃう つかっくけゃっ けす 
きかぇょけすけ う しさっょくけすけ こけおけかっ
くうっ う ょぇゃぇくっ こなす くぇ ょけしすけえ
くう きかぇょう たけさぇ し こけすっくちうぇか 
いぇ せしこってくけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
こぇさすうはすぇ, けぉとうくぇすぇ う ょなさあぇ
ゃぇすぇ. 

- ╆くぇつう かう すけゃぇ, つっ ゃな
すさってくぇすぇ ゃけえくぇ ゃ ╀]‶ - 
╉ぇいぇくかなお しゃなさてう?
- ╋うしかは, つっ くっ っ, くけ けす ぇお-

すうゃくぇ しっゅぇ っ けおけこくぇ. ¨ぉしすぇ-
くけゃおぇすぇ っ きくけゅけ こけ-しこけおけえくぇ 
う けこすうきうしすうつくぇ けすくけしくけ こけ-
しすうゅぇくっ くぇ っょうくしすゃけ. ╀ぇゃくけ 
とっ しっ こさっけょけかっはす かうつくけしすくう 
おけくそかうおすう う さぇいかうつうは, おぇおすけ 
う ょぇ しっ くぇきっさう こけょたけょはとぇ ぇか-
すっさくぇすうゃぇ くぇ しなとっしすゃせゃぇとう 
うおけくけきうつっしおう ゃいぇうきけゃさない-
おう. ′け ぇい しなき けこすうきうしす, つっ ゃ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ うょっえくけしすすぇ う 
ゃはさぇすぇ ゃ しすさっきっあぇ くう いぇ こけ-
ょけぉなさ あうゃけす くぇ けぉとっしすゃけすけ 
とっ けぉっょうくう こぇさすうはすぇ. 

- ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
ぉはたすっ くけきうくうさぇく けす けさ
ゅぇくういぇちうはすぇ くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお いぇ おきっす くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, くけ くぇ ゃなすさって
くけこぇさすうえくうすっ ういぉけさう ぉっ 
ういぉさぇくぇ ょさせゅぇ おぇくょうょぇ
すせさぇ? ]なあぇかはゃぇすっ かう いぇ 
すけゃぇ?
- ╂さってうすっ, ぇい くっ ぉはた くけきう

くうさぇく けす けぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくう
いぇちうは くぇ ╀]‶. ‶さっょかけあうかう しぇ 
きっ くはおけう けしくけゃくう こぇさすうえくう 
けさゅぇくういぇちうう. ¨とっ おけゅぇすけ くっ 
けすおぇいぇた ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しっ 
おぇくょうょぇすうさぇき, きう しすぇくぇ はしくけ, 
つっ くっ きけゅぇ ょぇ さぇいつうすぇき くぇ おぇ
おゃぇすけ う ょぇ ぉうかけ こけょおさっこぇ けす 
しすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ╀]‶, すなえ おぇすけ ╇ゃぇく ╂けさけかけ
きけゃ ぉっいさっいっさゃくけ しすけってっ いぇょ 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. ′っ しなき うきぇか 
しすさっきっあ おなき おきっすしおうは しすけか, 
くけ ゃ てうさっとぇすぇ しっ ゃ けぉとっしすゃっ
くけすけ こさけしすさぇくしすゃけ くっゅぇすうゃくぇ 
くぇしすさけえおぇ おなき ょゃぇきぇすぇ おぇく
ょうょぇすう ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ╁ぇ
しうか ]ぇきぇさしおう, ょなかあぇとぇ しっ くぇ 
はゃくぇすぇ ゃけえくぇ きっあょせ すはた ゃ うい
きうくぇかうは きぇくょぇす, すさはぉゃぇてっ ょぇ 
うきぇ ぇかすっさくぇすうゃくぇ おぇくょうょぇすせ
さぇ. 〈ぇおぇ つっ, ぇおけ しなあぇかはゃぇき, 
すけ っ つっ ╀]‶ こけかせつう すけかおけゃぇ 
しかぇぉう さっいせかすぇすう ゃ ういぉけさぇ くぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 

- ╉ぇすけ しすぇくぇ ょせきぇ いぇ ¨ぉ
とうくしおう しなゃっす, おけう しぇ くぇえ-
こさうけさうすっすくうすっ いぇ さってぇゃぇ
くっ こさけぉかっきう こさっょ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, しこけさっょ ╁ぇし, し 
おぇおゃけ ぉうたすっ きけゅかう ょぇ しな
ょっえしすゃぇすっ ゃ すぇいう こけしけおぇ 
おぇすけ けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
けす ╀]‶?
- ╉ぇすけ けしすぇゃうき くぇしすさぇくぇ さっ

きけくすぇ くぇ こなすくぇすぇ くぇしすうかおぇ, 
おけっすけ っ ゃしっけぉと こさうけさうすっす, 

くぇえ-ゃぇあくけ, しこけさっょ きっく, っ ょぇ 
けしうゅせさはゃぇきっ すさせょけゃぇ いぇっすけしす 
くぇ くぇしっかっくうっすけ くう. ╁しはおぇおゃう 
ょっえくけしすう こけ けぉとっしすゃっくう こけ
さなつおう すさはぉゃぇ ょぇ しっ しすさっきうき 
ょぇ ゃないかぇゅぇきっ くぇ おぇいぇくかなておうは 
ぉういくっし. ╉けゅぇすけ こさうっきぇきっ くぇ
さっょぉう, しゃなさいぇくう し こけゃうてぇゃぇ
くっ くぇ ょぇくなちう う すぇおしう う し くけゃう 
けゅさぇくうつっくうは う ゅかけぉう, くっ ぉうゃぇ 
ょぇ きうしかうき おぇお っょうくしすゃっくけ ょぇ 
こけゃうてうき こさうたけょうすっ くぇ けぉとう
くぇすぇ, ぇ う ょけおけかおけ けとっすはゃぇきっ 
ゅさぇあょぇくうすっ /くぇこさうきっさ こさけ
きうかぇ いぇ すぇおしぇ しきっす, くぇさっょぉぇすぇ 
いぇ さっおかぇきくぇすぇ ょっえくけしす, こさっょ
しすけはとぇすぇ くぇさっょぉぇ いぇ こかぇすっくけ 
こぇさおうさぇくっ こけ ゅかぇゃくうすっ せかうちう 
う ょさ./. ╃ゃうあっくうっすけ くぇ ぇゃすけ
きけぉうかう ゃ さぇきおうすっ くぇ ゅさぇょぇ 
しなとけ しっ くせあょぇっ けす さっけさゅぇ
くういぇちうは. ′うとけ くっ こさぇゃうき いぇ 
けこぇいゃぇくっ くぇ しっかしおけしすけこぇく
しおぇすぇ こさけょせおちうは. [っょくけ っ ょぇ 
うきぇきっ けすくけてっくうっ おなき しこっちう
ぇかくけしすうすっ, おけうすけ とっ しっ こさっょ
かぇゅぇす いぇ けぉせつっくうっ ゃ しさっょくうすっ 
せつうかうとぇ, し けゅかっょ こけすさっぉくけしす
すぇ けす おぇょさう ゃ けぉとうくぇすぇ, おぇお
すけ う くぇ せしかけゃうはすぇ, ゃ おけうすけ しっ 
ういゃなさてゃぇ すけゃぇ けぉせつっくうっ. ‶け
しすけはくくけ ゃくうきぇくうっ しかっょゃぇ ょぇ 
けぉさなとぇきっ う くぇえ-こけしかっ し くっとけ 
ょぇ こけょけぉさうき きっょうちうくしおけすけ 
けぉしかせあゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ.
- 》けさぇすぇ ╁う こけいくぇゃぇす おぇすけ 

こさうくちうこっく, けすゅけゃけさっく, 
つっしすっく つけゃっお, すけゃぇ っ さはょおけ 
しさっとぇくけ いぇ こけかうすうお う おさせ
こっく きっくうょあなさ. ╉ぇお しっ せし
すけはゃぇ くぇ きけさぇかくうすっ ういおせ
てっくうは くぇ ゅけかっきうは ぉういくっし 
う こけかうすうおぇすぇ?
- ′っおぇ せすけつくうき くっとけ. ┿い くっ 

しっ けこさっょっかはき おぇすけ こけかうすうお. 
〈ぇおなゃ しなき ょけすけかおけゃぇ, ょけおけか-
おけすけ しなき さぇょっすっか たけさぇすぇ ょぇ 
けしきうしかはす, つっ ちっかうすっ, おけうすけ しう 
こけしすぇゃは くぇてぇすぇ こぇさすうは, しぇ くぇ-
しけつっくう っょうくしすゃっくけ おなき すはたくけ-
すけ こけ-ょけぉさけ しなとっしすゃせゃぇくっ, ょぇ 
くう こけゃはさゃぇす う くう ょぇょぇす ゃない-
きけあくけしす ょぇ ゅう けしなとっしすゃうき. 
┿ つっ うしおぇき ╀]‶ ょぇ っ ゃけょっとぇ 
しうかぇ, っ いぇさぇょう こけかうすうおぇすぇ くぇ 
ょさせゅうすっ こぇさすうう - こさう せこさぇゃかっ-
くうっすけ くぇ おけはすけ う ょぇ っ けす すはた しっ 
こさぇゃう きくけゅけ いぇ けぉかぇゅけょっすっか-
しすゃぇくっ くぇ けすょっかくう たけさぇ, くけ くっ 
う くぇ てうさけおうすっ くぇさけょくう きぇしう. 
╃なさあぇゃぇすぇ ぇぉょうおうさぇ けす ゃしうつ-
おけ う しないょぇゃぇ たぇけし, しっさゃうかくう-
つう こさっょ ╆ぇこぇょぇ う ういおさうゃはゃぇ 
こさっょこけつうすぇくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇ-
さうくぇ おなき ╇いすけおぇ. ′っ さぇいぉうさぇ, 
つっ こさけしこっさうすっすなす くぇ しすさぇくぇすぇ 
っ ゃないきけあっく しぇきけ こさう  しうかくけ 
さぇぉけすっとぇ うおけくけきうおぇ. ╁なゃ ゃな-
こさけしぇ ╁う うきぇ ょゃっ ういさっつっくうは う 
くぇ ゃすけさけすけ けすゅけゃけさなす っ ゃ こなさ-
ゃけすけ. ╉ぇおゃう きけさぇかくう ういおせてっ-
くうは きけあっ ょぇ うきぇ こさうくちうこっく, 
けすゅけゃけさっく う つっしすっく つけゃっお? 
╇きぇ いぇおけくう, こさぇゃうかぇ, こさぇゃぇ 
う いぇょなかあっくうは – ぇい ゅう しこぇい-
ゃぇき, いぇ ょぇ くっ きっ ぉけかう ゅかぇゃぇすぇ. 
╃けぉさけすけ うきっ う ょけしすけえくしすゃけすけ 
ういきっしすゃぇす ゃしうつおけ ょさせゅけ くぇ-
いぇょ. 〈っいう おぇつっしすゃぇ, けぉぇつっ, くっ 
しぇ つぇお すけかおけゃぇ ゅけかはきぇ さはょ-
おけしす – ゃ ╉ぇいぇくかなお こけいくぇゃぇき 
こけくっ っょくぇ ょせいうくぇ ぉういくっしきっくう 
すったくう くけしうすっかう う ょなかぉけおけ ゅう 
せゃぇあぇゃぇき. 

- ╉ぇおゃけ くぇ ゃしはおぇ ちっくぇ うし
おぇすっ ょぇ ゃうょうすっ ゃ ぉなょっとっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ しう?
- 〈けゃぇ, おけっすけ くぇえ-きくけゅけ うし

おぇき, っ こけおけかっくうっすけ しかっょ くぇし 
ょぇ あうゃっっ ぉっい ゃけえくぇ, ゃ しうゅせさ
くけしす う ゃ けすしなしすゃうっ くぇ しすさっし. 

╃うぇくぇ  [ぇきくぇかうっゃぇ
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆けくせかつ ぬかせてひち - [あくあせしひさ 
〉そうけ うひくすそきせそつてけ

[あくあせしひさ たちけうしけねあ
たそしみちせけぬけ そて ぬみし つうみて

｠そしそてちそたせそてそ 
おけのあせか - せあねけせ くあ 

たちかそてさちけうあせか

′あ うちかすかてそ け にそちあてあ:
[ちあしみて 』しひせぬか

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

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

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

╇きっ: 》さうしすけ ╋うたぇえかけゃ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 12/150

╃かなあくけしす: ╄かっおすさけきけくすぬけさ

╂けょうくう: 29

╆けょうは: [ぇお

》けぉう: ¨ぉうつぇき さぇいくけけぉさぇいうっすけ.

‶さうはすっかう しぇ? - 》けさぇ, くぇ おけうすけ きけゅぇ ょぇ さぇいつうすぇき.

„╅『』╊〉╅]“ 』》╊ぁ╊]¨
╊╇『《》╊‶』[¨ 》『《╊[【

[〉』╆ 》『╊╉]╅╈╅ 】╇╊]¨ぁ╊〉¨╊ 
〉╅ ╇〉《』[╅【╅ ′╅ ╆╊′『╅╆《【¨を╅

╉ぇ『╋╅╇╅【╅ – 【《╇╅ 』ぇ〈 ╅′

ごÑó ó çó¢

』 たそしそうけせ たちそぬかせて おあ つか とうかしけねけ そて つしかおうあはあ-
てあ えそおけせあ うせそつさあてあ うひう なそせお „╆かくちあいそてけぬあ”

╉とすけてか つあ せあ なちかせつさけみ さちあし ]とけ ｠┼V, けくうかつてかせ そはか さあてそ [ちあしみ 』しひせぬか - くあちあおけ たけはせそつててあ け 
うかしけねけかてそ せあ せかえそうそてそ ぬあちとうあせか. 

〉あ ]とけ ｠┼V たちけせあおしかきあて け つかせてかせぬけけてか: [そえあてそ おあす せみさそすと にといあうあ おしひきせそつて, あく つひくおあうあす 99 
せかおそうそしせけ け かおけせ せかいしあえそおあちせけさ; 》そ-しかつせそ すけ か おあ たそすけちみ ぬみしあ ╊うちそたあ, そてさそしさそてそ せみさそけ きかせけ; 

〉けすあ ╆そえ か くあいちあうけし くあ うつけねさそ, さそかてそ つひす せあたちあうけし くあ せかえそ?!

. . 

╅ちつかせあしぬけ たそしとねあうあて せそうけ たちかおたあくせけ つちかおつてうあ つ たあちけ そて ╊』
╀かういけ 9 000 ぉさけは こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ いぇ さぇ-

ぉけすくうちうすっ ゃ けこぇしくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃ とっ ぉなょぇす けしうゅせさっくう ょけ ′けゃぇ ゅけょうくぇ 
こけ かうくうは くぇ しこっつっかっくうは けす おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ こさけっおす こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃう-
すうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう”, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか” ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ, ょうさっおすけさ „《うくぇくしう 
う うおけくけきうおぇ” ゃ ょさせあっしすゃけすけ. ‶さけっおすなす っ いぇ うく-
ゃっしすうちうう ゃ いょさぇゃけしかけゃくう う ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ 
すさせょ し こけょおさっこぇ けす ╄ゃさけこっえしおうは しけちうぇかっく そけくょ 
こけ したっきぇ BG 051PO001 – 2.3. - 01 くぇ ¨‶ „[ぇいゃう-
すうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさしう” し せこさぇゃかはゃぇと けさゅぇく 
╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ. 
‶さけっおすなす っ しさっょ 20-すっ くぇえ-ょけぉさっ さぇいさぇぉけすっくう, 
しなけぉとう こさう ゃさなつゃぇくっすけ くぇ こけょこうしぇくうすっ ょけゅけゃけ-
さう きうくうしすなさ 〈けすぬけ ╋かぇょっくけゃ.

〈けゃぇ こさっょかけあっくうっ っ くぇ-
こさぇゃうか かうょっさなす くぇ ╉′]╀  

‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ こけ ゃさっきっ くぇ 
さぇぉけすくぇ しさっとぇ くぇ しうくょうおぇ-
すぇ, こさけゃっょっくぇ ゃ ゅさなちおうは ゅさぇょ 
╉ぇゃぇかぇ. ]こけさっょ かうょっさぇ くぇ 
しうくょうおぇすぇ, すけゃぇ とっ ょぇょっ ゃない-
きけあくけしす いぇ ゃょうゅぇくっ くぇ きうくう-
きぇかくけすけ ょくっゃくけ けぉっいとっすっくうっ 
いぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ けす 7,20 かっゃぇ 
くぇ 9 かっゃぇ. 
¨す ╉′]╀ こさっょかぇゅぇす う こさけきは-

くぇ ゃ こっさうけょぇ いぇ ういつうしかはゃぇくっ 
くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ いぇ ぉっいさぇぉけ-
すうちぇ こさう しっいけくくうすっ さぇぉけすくう-
ちう. ╃ゃぇすぇ ゃぇさうぇくすぇ しぇ 6 きっ-
しっちぇ しっいけくくぇ さぇぉけすぇ ょぇ くけしはす 
こさぇゃけ くぇ 4 きっしっちぇ こさぇゃけ くぇ 
けぉっいとっすっくうっ うかう, ぇおけ つけゃっお っ 
さぇぉけすうか 12 きっしっちぇ けす こけしかっょ-
くうすっ 36 きっしっちぇ, ょぇ うきぇ こさぇゃけ 
くぇ すぇおけゃぇ けぉっいとっすっくうっ.
‶け ゃさっきっ くぇ そけさせきぇ しうくょう-

おぇかうしすうすっ けすくけゃけ こさうこけきくうたぇ 
うしおぇくっすけ しう おなき おぇぉうくっすぇ けす 
くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ う くっうい-
こなかくっくけ ょけしっゅぇ - いぇ せゃっかうつっ-
くうっ くぇ きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ くぇ 330 かっゃぇ う 10% 

せゃっかうつっくうっ くぇ 
ぉのょあっすくうすっ 
いぇこかぇすう う こっく-
しうう. 
¨す しうくょうおぇ-

すぇ くぇしすけはゃぇす う 
こさっい しかっょゃぇ-
とぇすぇ ゅけょうくぇ 
さぇぉけすけょぇすっかう-
すっ ょぇ こけっきぇす 
こなさゃうすっ すさう 
ょくう けす ぉけかくうつ-
くうすっ.
‶け ゃさっきっ 

くぇ そけさせきぇ っ 
くぇこさぇゃっくけ う 

こさっょかけあっくうっ ょけ こさぇゃうすっか-
しすゃけすけ いぇ っょくけおさぇすくけ うい-
こかぇとぇくっ くぇ おけきこっくしぇちうう くぇ 
こっくしうけくっさうすっ いぇさぇょう せゃっかう-
つっくぇすぇ  し 13% くぇ ちっくぇ くぇ すけおぇ 
けす 1-ゃう のかう. ¨す ╉′]╀ くぇしすけ-
はゃぇす ょなさあぇゃぇすぇ っょくけおさぇすくけ 
こさっい けおすけきゃさう ょぇ こかぇすう けす 30 
ょけ 50 かっゃぇ くぇ ゃしうつおう こっくしうけ-
くっさう, つうえすけ こっくしうう しぇ ょけ 400 
かっゃぇ きっしっつくけ.  
╇いつうしかっくうはすぇ くぇ しうくょうおぇかう-

しすうすっ こけおぇいゃぇす, つっ いぇ すぇいう ちっか 
ょなさあぇゃくぇすぇ たぇいくぇ とっ すさはぉゃぇ 
ょぇ けすょっかう けおけかけ 60 きかく. かっゃぇ. 
¨す ╉′]╀ くぇしすけはゃぇす しなとけ いぇ 

せゃっかうつっくうっ くぇ こっくしううすっ し 
10% けす しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ, 
おぇすけ ぉせそっさ しさっとせ けつぇおゃぇくけすけ 
くけゃけ くぇさぇしすゃぇくっ くぇ ちっくうすっ. 
‶ぇさうすっ いぇ すけゃぇ せゃっかうつっくうっ 
きけあっかけ ょぇ しっ ゃいっきぇす けす 750-すっ 
きうかうけくぇ かっゃぇ, おけうすけ ょなさあぇ-
ゃぇすぇ こかぇとぇ いぇ ゃょけゃうておう ょけ-
ぉぇゃおう. ¨す しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ 
すっいう しせきう とっ しっ こかぇとぇす けす 
┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょ-
こけきぇゅぇくっ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

』たかのせそ つか せときおあかす そて さあすたあせけみ:
╉あ すあちさけちあすか たかのかにそおせけてか  たひてかさけ,  おあ つたあつけす にそちあてあ

╁っつっ ぉかういけ ゅけょうくぇ っ ういすさうすぇ う くっ-
こけょくけゃっくぇ っょくぇ けす くぇえ-ゃぇあくうすっ 

こってったけょくう こなすっおう ゃ ╉ぇいぇくかなお - すぇいう 
くぇ せかうちぇ „【うこつっくしおぇ っこけこっは”, ゃ くっ-
こけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” う くけゃけしすさけはと しっ 
たけすっか くぇ なゅなかぇ. 
]すぇさぇくうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ しかせあう-

すっかう けす しなけすゃっすくけすけ いゃっくけ っ いぇゃうょくけ, 
いぇとけすけ くぇゃさなた ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇ-
すぇ ういけゅさぇそうしぇたぇ ょゃっ くけゃう う こさっしくう 
こってったけょくう こなすっおう くぇ けすしさっとくぇすぇ 
しすさぇくぇ, こけ おけうすけ ぉっいこさっこはすしすゃっくけ 
ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ こさっきうくぇす くぇ しさっとせ-
こけかけあくうは すさけすけぇさ, ょけ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
けぉとうくしおぇ ぉぇくおぇ, うかう けす なゅなかぇ くぇ 
ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
しゅさぇょぇすぇ くぇ きせいっえ-ゅぇかっさうはすぇ.

‶さっょう ょゃぇえしっすうくぇ ょくう せつうすっか-うしすけさうお けす ╉ぇいぇくかなお しう 
くぇこさぇゃう っかっゅぇくすくぇ いぇおぇつおぇ し きっしすくぇすぇ けぉとっしすゃっくけしす, 

こせしおぇえおう くぇ しすさぇくうちぇすぇ しう ゃなゃ 《っえしぉせお こさっょういゃうおぇすっかくぇ  う 
こさっょういゃうおゃぇとぇ さぇいきうしなか しくうきおぇ くぇ 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, くけ し かなゃけゃっ し っいうちう. 
′っ っょうく う ょゃぇきぇ すけゅぇゃぇ しっ いぇさけゃうたぇ ゃ ぇさたうゃうすっ, いぇ ょぇ さぇい-

ぉっさぇす ょけおけかおけ うしすけさうつっしおぇすぇ いぇおぇつおぇ けすゅけゃぇさは くぇ うしすけさうつっ-
しおぇすぇ うしすうくぇ うかう こさけしすけ ゃさっきっすけ っ こさうすなこうかけ しっすうゃぇすぇ くう いぇ 
くっとぇ, おけうすけ しぇ ぉうかう けおけかけ くぇし, くけ くっ しきっ いぇぉっかはいぇかう おけゅぇ 
しぇ ういつっいくぇかう. 
╉ぇすけ, くぇこさうきっさ, っいうちうすっ くぇ かなゃけゃっすっ けす 『ぇさしおぇすぇ つってきぇ ゃ 

╉ぇいぇくかなお. ¨おぇいぇ しっ, つっ うしすけさうおなす ╇ゃぇく 〈うてっゃ くぇうしすうくぇ   っ 
こさけゃけおうさぇか しっすうゃぇすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう う きっしすくうすっ てけゃうくうしすう, 
こせぉかうおせゃぇえおう しくうきおぇ くぇ ょけしせと っょくぇおゃぇすぇ 『ぇさしおぇ つってきぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお し くぇこさぇゃっくぇ こけょけぉくぇ けす しなとうは しおせかこすけさ-うすぇかうぇ-
くっち, くけ ゃ ]けそうは, ぉかういけ ょけ ┿きっさうおぇくしおけすけ こけしけかしすゃけ. ¨おぇいゃぇ 
しっ, つっ すぇき うきぇ しなとぇすぇ つってきぇ, くけ くぇ くっは かなゃけゃっすっ しぇ し っいうちう. 

18 юли

зала, ул. „Искра” № 4 - фотографска изложба на Александър Иванов 
20 юли

10:00 часа - НЧ „ Х. Димитър”, с. Кънчево - пресъздаване на обичая „Пеперуда”- 
Група за изворен фолклор от селото 
21 юли

18:00 часа - НЧ „Зора” Г. Дряново - „Здравей, лято! – детски фолклорен концерт

╊せう - ょぇょっく けす ╀けゅぇ. [ぇあょぇくっすけ きせ おぇすけ こけ-
すけきなお くぇ くはおけかおけ ゃうょくう っゃさけこっえしおう ょうくぇし-

すうう こさっい 1638 ゅ. ゃ ]っく ╅っさきっく うょゃぇ しかっょ 23 ゅけょう-
くう ぉっいょっすうっ くぇ けすつせあょっくうすっ っょうく けす ょさせゅ ╊せう XIII 
う ┿くぇ ┿ゃしすさうえしおぇ う っ こさうっすけ けす しなゃさっきっくくうちうすっ 
おぇすけ ぉけあう ょぇさ. ‶け すぇいう こさうつうくぇ すけえ っ くぇさっつっく 
╊せう ╃うえけょけくっ - „╊せう, ょぇょっく けす ╀けゅぇ“. 

′ぇえ-ょなかゅけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ っゃさけこっえしおう 
ゃかぇょっすっか っ すけゃぇ くぇ ╊せう 》┶V. 〈けえ せこさぇゃかはゃぇ 
《さぇくちうは けす 4-ゅけょうてっく - けぉとけ 72 ゅけょうくう, おぇすけ 54 

ゅけょうくう せこさぇゃかはゃぇ ょなさあぇゃぇすぇ かうつくけ - ょけ しきなさすすぇ 
しう こさっい 1715 ゅ., きぇかおけ こさっょう 77-は しう さけあょっく ょっく. 
╊せう 》┶V っ こさうゃなさあっくうお くぇ すっけさうはすぇ, しこけさっょ おけはすけ 
おさぇかしおぇすぇ ゃかぇしす うきぇ ぉけあっしすゃっく こさけういたけょ. ╃けさう 
おけゅぇすけ そさっくしおぇすぇ たぇいくぇ っ こけつすう こさぇいくぇ, ╊せう たぇさ-
つう けゅさけきくう しせきう いぇ ぉかはしなおぇ くぇ おさぇかしおうは しう ょゃけさ.   

╉ぇお っ せこさぇゃかはゃぇか ╊せう 》┶V? ╁ くぇつぇかけすけ くぇ 80-
すっ ゅけょうくう くぇ 17 ゃっお ╊せう う 《さぇくちうは しっ こさっゃさなとぇす 
ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ しうかぇ ゃ ╄ゃさけこぇ. 《さっくしおうすっ おけかけ-
くうう しっ さぇいてうさはゃぇす. ╊せう XIV けゅさぇくうつぇゃぇ ゃかぇしすすぇ 
くぇ こぇこぇすぇ ゃなゃ 《さぇくちうは う しっ しょけぉうゃぇ し ょっおかぇさぇ-
ちうは, しこけさっょ おけはすけ ゃかぇしすすぇ くぇ おさぇかは っ こけ-ゅけかはきぇ 
けす すぇいう くぇ こぇこぇすぇ. ¨しゃっく すけゃぇ, すけえ こさけょなかあぇゃぇ 
こけかうすうおぇすぇ くぇ けすしかぇぉゃぇくっ くぇ ゃかうはくうっすけ くぇ ぉかぇ-
ゅけさけょくうちうすっ う ょせたけゃっくしすゃけすけ. ‶けしすうゅぇ こなかっく 
おけくすさけか くぇょ ぇさうしすけおさぇちうはすぇ, おけはすけ あうゃっっ ゃ おさぇか-
しおぇすぇ さっいうょっくちうは ゃなゃ ╁っさしぇえ, おなょっすけ せきっかけ ぉうゃぇ 
おけくすさけかうさぇくぇ けす おさぇかは. 〈けえ ゃはさゃぇ, つっ しうかぇすぇ きせ 
とっ っ ょけしすぇすなつくけ ゅけかはきぇ, ぇおけ いぇゃうしう けす こけきけと-
くうちう, おけうすけ すけえ ゃなゃ ゃしっおう っょうく きけきっくす きけあっ ょぇ 
しきっくは う せくうあぇゃぇ. ‶け すけいう くぇつうく おさぇかはす こさうくせあ-
ょぇゃぇ ぇさうしすけおさぇすうすっ ょぇ きせ しかせあぇす おぇすけ こさうょゃけさ-
くう, ょけおぇすけ すけえ くぇいくぇつぇゃぇ ぉせさあけぇ いぇ きうくうしすさう う 
ゅせぉっさくぇすけさう.

╅っくうすっ ゃ あうゃけすぇ くぇ ╉さぇかは ]かなくちっ. ‶なさゃぇすぇ 
う くぇえ-ゃぇあくぇ あっくぇ ゃ あうゃけすぇ くぇ ╊せう 》┶V っ くっゅけ-
ゃぇすぇ きぇえおぇ ┿くぇ ┿ゃしすさうえしおぇ, おけはすけ さぇあょぇ しうくぇ しう 
くぇ 37 ゅけょうくう - ゃないさぇしす, くぇ おけはすけ おさぇかしおうすっ けしけ-
ぉう けぉうおくけゃっくけ しっ しょけぉうゃぇかう し ゃくせちう. ╇きぇか ょゃぇ 

ぉさぇおぇ. ]なゅかぇしくけ ‶うさっくっえしおうは ょけゅけ-
ゃけさ けす 1659 ゅ., おけえすけ しかぇゅぇ おさぇえ くぇ 
ゃけえくぇすぇ きっあょせ 《さぇくちうは う ╇しこぇくうは, 
╊せう しっ あっくう いぇ うしこぇくしおぇすぇ うくそぇくすぇ 
╋ぇさうは-〈っさっいぇ, くっゅけゃぇ ぉさぇすけゃつっょおぇ, 
おけはすけ せきうさぇ こさっい 1683 ゅ. ‶け ゃさっきっ くぇ 
しなこさせあっしすゃけすけ しう ╊せう うきぇ くはおけかおけ 
きっすさっしう. ╀さけはす くぇ ょさっぉくうすっ そかうさすけ-
ゃっ くぇ おさぇかは くっ きけあっ ょぇ しっ ういつうしかう 
し すけつくけしす, けしけぉっくけ ゃ こっさうけょぇ, おけゅぇすけ 
ゅさってくうおなす しっ いぇぉぇゃかはゃぇか し すぇおぇ くぇさっ-
つっくうすっ ゃ くぇてう ょくう っょくけょくっゃくう ゃさない-
おう (ゃ くっゅけゃうは しかせつぇえ ぉうかう ゃさないおう いぇ 
っょうく しかっょけぉっょ)... ‶さっい 1685 ゅ. おさぇかはす 
う きぇさおういぇ ょぬけ ╋っくすくけく, ゃくせつおぇ くぇ ゃっ-
さくうは きせ こさうはすっか ┿くさう ┶V, しおかのつゃぇす 
すぇっく ぉさぇお. ╀さけはす くぇ ょっちぇすぇ きせ しなとけ 
っ しこけさっく: ぉうかう しぇ くぇえ-きぇかおけ けしっき-
くぇえしっす. ‶けつすう ゃしうつおう ょっちぇ くぇ ╊せう けす 
ぉさぇおぇ きせ し ╋ぇさうは 〈っさっいぇ せきうさぇす おぇすけ 
きぇかおう. ╄ょうくしすゃっくけ ゅけかっきうはす きせ しうく, 
ょけそうくなす ╊せう, ういゃっしすっく おぇすけ „ゃっかう-
おうは ょけそうく“, せきうさぇ こさっい 1711 ゅ., けし-
すぇゃはえおう すさうきぇ しうくぇ, ゃすけさうはす けす おけうすけ 
くぇしかっょはゃぇ そさっくしおうは すさけく こけょ うきっすけ 
╊せう XV.

╁っさしぇえ - ちっくすなさなす くぇ ゃしっかっくぇすぇ. 
╋かぇょうはす ╊せう こさっゃさなとぇ くはおけゅぇてくぇすぇ 
かけゃくぇ たうあぇ くぇ ぉぇとぇ しう ゃ くぇえ-ゃぇあくけ-
すけ きはしすけ ゃ しゃっすぇ - くぇ 6 きぇえ 1682 ゅ. 
すけえ けそうちうぇかくけ こさっきっしすゃぇ けす ‶ぇさうあ 
ゃなゃ ╁っさしぇえ /きっしすくけしす, ゅさぇくうつっとぇ し 
ゅなしすう ゅけさう う ぉけゅぇすぇ くぇ さぇいかうつくう ゃう-
ょけゃっ ょうゃっつ/ ちっかうは おさぇかしおう ょゃけさ, こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ う ゃけっくくけすけ おけきぇくょゃぇくっ. 
╃ゃけさちけゃうはす あうゃけす しっ しなしさっょけすけつぇゃぇ 
ゃなさたせ ゃっかうおけかっこうっすけ くぇ おさぇかしおけすけ 
しっきっえしすゃけ う こさうょゃけさくうすっ う すったくうは 
しゃっすしおう あうゃけす.╊せう うきぇ くはおけかおけ こさう-
つうくう いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ╁っさしぇえしおうは 
おけきこかっおし. ‶なさゃぇすぇ っ, つっ すけえ くっくぇゃうあ-
ょぇ ‶ぇさうあ. ]こけきっくうすっ けす ょっすしすゃけすけ きせ 
いぇ 《さけくょぇすぇ, おけゅぇすけ ぉせくすけゃくうちうすっ いぇ-
ょなさあぇす くっゅけ う しっきっえしすゃけすけ きせ, くっ ゅけ 
くぇこせしおぇす くうおけゅぇ. ╆ぇすけゃぇ すけえ さってぇゃぇ 
ょぇ こけしすさけう しゃけは さっいうょっくちうは ういゃなく 
‶ぇさうあ, けすおなょっすけ ょぇ きけあっ ょぇ くぇぉかの-
ょぇゃぇ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ╁っさしぇえ しなとけ 
すぇおぇ しかせあう, いぇ ょぇ こけおぇいゃぇ ゃっかうおけかっ-
こうっすけ くぇ おさぇかしおうは ょゃけさ, ょぇ けぉしかせあゃぇ 
しかぇゃぇすぇ くぇ ゃかぇょっすっかは, おぇおすけ う いぇ しこけ-
おけえくう こさっゅけゃけさう し つせあょう こさぇすっくうちう. 
╉さぇかしおうはす ょゃけさ くぇ ╊せう 》┶V しっ しきはすぇ 
いぇ くぇえ-ゅぇかぇくすくうは ゃ うしすけさうはすぇ. ╁ さぇい-
ちゃっすぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ╊せう XIV ゃ 
こうとくうは ょゃけさちけゃ おけきこかっおし ╁っさしぇえ 
うきぇかけ 220 ぇこぇさすぇきっくすぇ う 450 しすぇう, ゃ 
おけうすけ きけあっかう ょぇ しっ くぇしすぇくはす くっ こけゃっ-
つっ けす 3000 ょせてう. ¨しすぇくぇかうすっ くはおけかおけ 
たうかはょう けぉうすぇすっかう すさはぉゃぇかけ ょぇ すなさしはす 
こけょしかけく ゃ けおけかくうすっ しっかうとぇ ゃおかのつう-
すっかくけ う ゃ ぉかういおけすけ しっかけ ╁っさしぇえ. 〈ぇおぇ 
ょゃけさちけゃうはす おけきこかっおし しっ こさっゃなさくぇか ゃ 
っょうく ゅさぇきぇょっく きったぇくういなき, ゃ さぇきおう-
すっ くぇ おけえすけ しっ たぇさつっかう 6 けす ゃしっおう 10 
そさぇくおぇ, しなぉさぇくう けす ょぇくなちう.

╉さぇかしおうはす ょゃけさ う ちっさっきけくうぇかなす. 
╊せう XIV しっ ゃないこさうっきぇ おぇすけ けしくけゃっく 
しうきゃけか ゃ ╄ゃさけこぇ くぇ うょっはすぇ いぇ ぇぉしけ-
かのすくぇすぇ ゃかぇしす, つうはすけ ょっきけくしすさぇちうは 
しぇ おさぇかしおうはす ょゃけさ う ちっさっきけくうぇかなす.                                                                                                                

‶け ゃさっきっすけ くぇ ╊せう XIV ゃっつっ 
ぉうかぇ こけいくぇすぇ ちっさっきけくうは-
すぇ “lit de justice”, おけはすけ しっ 
こさぇゃっかぇ さはょおけ. ′っえくぇすぇ 
ちっか ぉうかぇ ょぇ こさっょしすぇゃう おさぇ-
かは くぇ ‶ぇさうあおうは こぇさかぇきっくす, 
いぇ ょぇ きけあっ すけえ ょぇ こさうしすなこう 
おなき ういょぇゃぇくっすけ くぇ いぇおけくう. 
‶けしかっょくうすっ ょゃっ ちっさっきけくうう 
うきぇかう いぇ ちっか ょぇ けゅさぇくうつぇす 
ゃかぇしすすぇ くぇ ‶ぇさうあおうは こぇさ-
かぇきっくす こけ けすくけてっくうっ くぇ いぇ-
おけくけょぇすっかくうすっ こさけちっょせさう. 
╃させゅぇ ちっさっきけくうは, ういこけかい-
ゃぇくぇ けす ╊せう XIV, ぉうかぇ おけさけ-
くぇちうはすぇ. ╆ぇさぇょう しかけあくぇすぇ 
きっあょせくぇさけょくぇ けぉしすぇくけゃおぇ 
╊せう XIV ぉうか おけさけくけゃぇく こさっい 
1654 ゅ. - っょうくぇょっしっす ゅけょうくう 
しかっょ くぇつぇかけすけ くぇ せこさぇゃかっ-
くうっすけ きせ. 

╃ゃけさなす うきぇか しすさけゅぇ しすさせお-
すせさぇ う ういこなかくはゃぇか すさう ゃぇあくう 
そせくおちうう: ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
おさぇかしおけすけ ょけきぇおうくしすゃけ, ゃ 
おけっすけ あうゃっっ しぇきけすけ おさぇか-
しおけ しっきっえしすゃけ; ょぇ ういこなかくはゃぇ 
さけかはすぇ くぇ しけちうぇかっく ちっくすなさ, 
ゃ おけえすけ ゃうしけおけこけしすぇゃっくう-
すっ ぉかぇゅけさけょくうちう せつぇしすゃぇす ゃ 
っあっょくっゃくうすっ さうすせぇかう けおけ-
かけ おさぇかしおぇすぇ けしけぉぇ; すさっすぇ-
すぇ きせ そせくおちうは っ おぇすけ しっょぇ-
かうとっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ. 
〈ぇおa ょゃけさなす っ きはしすけすけ, おなき 
おけっすけ しぇ けぉなさくぇすう けつうすっ くぇ 
ちはかぇすぇ ょなさあぇゃぇ. 』かっくけゃっすっ 
くぇ おさぇかしおけすけ ょけきぇおうくしすゃけ 
くっ しかせあっかう こけしすけはくくけ, ぇ しっ 
ゃなさすっかう くぇ しきっくう けす こけ すさう 
きっしっちぇ. 〈ぇいう しうしすっきぇ, けす 
っょくぇ しすさぇくぇ さぇいてうさはゃぇかぇ 
ょけしすなこぇ くぇ ぉかぇゅけさけょくうちう-

すっ ょけ けしけぉぇすぇ くぇ ゃかぇょっすっかは, 
ぇ けす ょさせゅぇ きせ ょぇゃぇかぇ ゃない-
きけあくけしす ょぇ おけくすさけかうさぇ こけ-
ゃっつっ たけさぇ. ╀かぇゅけさけょくうちうすっ 
こけ ゃさっきっすけ くぇ ╊せう XIV ぉうかう 
けおけかけ 200 000 ょせてう (1 % けす 
くぇしっかっくうっすけ), ぇ けす すはた けおけかけ 
4000-5000 ぉうかう こけしすけはくくけ 
こさう ょゃけさぇ (10 000 こさう しうし-
すっきぇすぇ くぇ さけすぇちうは). ′ぇ っょくけ 
こけ-ぉうすけゃけ くうゃけ えっさぇさたうつくう-
すっ ょゃけさちけゃう こさっさっおぇくうは しっ 
ういさぇいはゃぇかう ゃ す.くぇさ. “ぉうすおぇ 
きっあょせ すさうすっ しすけかぇ” - そけすぬけえ-
かぇ, しすけかぇ う すぇぉせさっすおぇすぇ. ′ぇ 
ゃしはおぇ おぇすっゅけさうは けす えっさぇさたう-
はすぇ しなけすゃっすしすゃぇかけ こさぇゃけすけ くぇ 
ういこけかいゃぇくっ くぇ っょうく けす すさう-
すっ しすけかぇ. ¨しゃっく すけゃぇ, ぉうかけ 
せすけつくっくけ おけえ, ゃ こさうしなしすゃう-
っすけ くぇ おけゅけ, くぇ おぇおなゃ しすけか 
うきぇか こさぇゃけ ょぇ しっょう う おけえ くっ; 
こさっょ おけゅけ しかっょゃぇかけ ょぇ しっ けす-
ゃぇさはす ょゃっすっ おさうかぇ くぇ ゃさぇすぇ-
すぇ う こさっょ おけゅけ - しぇきけ っょくけすけ.                                                                                                                                   
╀っい しなきくっくうっ せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ ╊せう XIV しっ はゃはゃぇ いかぇすくけ-
すけ ゃさっきっ いぇ おさぇかしおうは ょゃけさ. 
╃ゃけさなす くはきぇか うくしすうすせちうけくぇ-
かういうさぇくぇ ゃかぇしす, くけ おぇすけ けぉ-
おさなあっくうっ くぇ おさぇかは う くっゅけ-
ゃうすっ きうくうしすさう, しっ こさっゃさなとぇ 
ゃなゃ ゃぇあっく けさゅぇく, ゃ うくしすさせ-
きっくす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, し おけはすけ 
╊せう 》┶V しっ けすなあょっしすゃはゃぇか.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

¨つぇおゃぇえすっ こさけょなかあっ-
くうっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ - 
いぇ おさぇかしおうすっ さうすせぇかう こさう 
しなぉせあょぇくっすけ う けぉかうつぇくっ-
すけ くぇ ╊せう 》┶V, いぇ おさぇかしおう-
すっ けぉはょ う ゃっつっさは う いぇ おさぇは 
くぇ ょっくは くぇ ╉さぇかは ]かなくちっ.
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