
╇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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》かせつけけてか -
せか ちあくねけてあこてか
つあすそ せあ てみに くあ つてあちけせけ

】つすけうさあてあ せあ 』てそみせさあ たそつちかはあ 
あちつかせあしぬけ うかねか 17 えそおけせけ

》かうけぬあてあ そて [あくあせしひさ 
ょせそせあ つ せそう さしけた
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 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

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

╇きっ:

′っかぇ 〈けこぇかけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
5/510, ╋ぇてうくっく けこっ-
さぇすけさ ╋╋ し 『‶〉

╂けょうくう:

╆けょうは: ]すさっかっち

》けぉう:

¨ぉうつぇき ょぇ つっすぇ おくうゅう.

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- [ぇいつうすぇき くぇ おけかっ-
ゅうすっ.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- 》けさぇ しなし しなさちぇ.
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』しとにそうかてか くあ “╅ちつかせあし” つあ けくしけのせそ えといかせか せあ うちかすか
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》ちかおけ 50 えそおけせけ つすひちててあ くあつてけえあ いそえけせみてあ せあ しまいそうてあ, さそみ-
てそ たそ つてちあせせあ けちそせけみ せあ つひおいあてあ とすけちあ そて しけたつあ せあ しまいそう 

′けさきぇ ╃あうえく ╋けさすっくしなく.
╃なとっさは くぇ せかうつくぇ ぇお-

すさうしぇ う ゃすけさうは え しなこさせゅ, くけさ-
ゃっあっち, おけえすけ ういつっいくぇか しおけさけ 
しかっょ さぇあょぇくっすけ え. ╋ぇえおぇ え 
は くぇさうつぇ ′けさきぇ くぇ うきっすけ くぇ 
かのぉうきぇすぇ しう ぇおすさうしぇ ′けさきぇ 
〈ぇかきうょあ.
╀なょっとぇすぇ いゃっいょぇ うきぇかぇ きう-

いっさくけ ょっすしすゃけ. ╃け 7-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす あうゃはかぇ せ こさうっきくけ 
しっきっえしすゃけ, こけしかっ - し きぇえおぇ 
しう, おけはすけ しおけさけ こさうぉさぇかう 
ゃ こさうのす こけさぇょう くぇこさっょくぇ-
かぇ てういけそさっくうは. ╇いゃっしすくけ 
ゃさっきっ - ゃ ょけき いぇ しうさぇちう, ぇ 
けす 11-すぇすぇ え ゅけょうくぇ いぇ くっは 
しっ ゅさうあうかぇ きぇえおぇすぇ くぇ くぇえ-
ょけぉさぇすぇ え こさうはすっかおぇ. ′ぇ 16 
ゅけょうくう しおかのつゃぇ ぉさぇお し ╃あうき 
╃けせさすう, おけえすけ いぇきうくぇゃぇ けす-
ゃなょ けおっぇくぇ, ぇ ′けさきぇ し けぉかっお-
つっくうっ こけしさっとぇ すぇいう さぇいょはかぇ.
╇しおぇき ょぇ しすぇくぇ ぇおすさうしぇ! 

┿きぉうちうはすぇ え ょぇ しすぇくっ ぇおすさう-
しぇ ぉうかぇ けゅさけきくぇ, う すけ すけつくけ 
おぇすけ ╃あうくょあなさ [けょあなさし. 
¨ぉけあぇゃぇかぇ ょぇ こけいうさぇ, おけこ-
くっっかぇ ょぇ ぉなょっ たぇさっしゃぇくぇ う 
ょぇ こさうゃかうつぇ ゃくうきぇくうっすけ. ╉け-
ゅぇすけ さぇぉけすっかぇ ゃ ぇゃうぇちうけくくぇ 
そぇぉさうおぇ, は いぇぉっかはいゃぇ っょうく 
ゃけっくっく そけすけゅさぇそ. ‶さっょかぇゅぇ 
え ょぇ こけいうさぇ いぇ こっす ょけかぇさぇ くぇ 
つぇし. 〈は しっ しなゅかぇしはゃぇ う しすぇゃぇ 
きけょっか. ╇いゃっしすっく. ¨す 1946 ゅ. 
っょくぇ おうくけおけきこぇくうは は ぇくゅぇ-
あうさぇ, ういしゃっすかはゃぇ けとっ させしう-
すっ え おけしう う しきっくは うきっすけ え. 
╋っさうかうく しっ っ おぇいゃぇかぇ ぉぇぉぇ 
え, ぇ ╋けくさけ っ きけきうくしおぇすぇ そぇ-
きうかうは くぇ きぇえおぇ え. ┿おすさうしぇすぇ 
ょけさう すさせょくけ さぇいょぇゃぇかぇ ぇゃすけ-
ゅさぇそう, こけくはおけゅぇ こうすぇかぇ おぇお 
しっ ういこうしゃぇ うきっすけ ╋っさうかうく. 
‶け-おなしくけ しぇきぇすぇ すは とっ おぇあっ: 
„′っこさっおなしくぇすけ うきぇき つせゃ-
しすゃけすけ, つっ しなき そぇかてうそうおぇす.”                                                                                      
╁ すなさしっくっ くぇ かのぉけゃすぇ.

‶さなゃ くっうく きっちっくぇす っ こさけ-
ょせちっくすなす ╃あけ 【っくお, おけえすけ 
くぇぉかうあぇゃぇか 70-すっ. 〈は たぇさっし-
ゃぇかぇ きなあっ くぇ ゃないさぇしす, くぇ-
こけきくはとう  けぉさぇいぇ くぇ ょけぉさうは 
ぉぇとぇ. ]かっょ おぇすけ こさっい あうゃけすぇ 
え こさっきうくぇかう ╋ぇさかけく ╀さぇく-
ょけ, こうしぇすっかはす ╀けぉ ]かぇすちっさ 
う ょさせゅう きなあっ-すゃけさちう, たけかう-
ゃせょしおうはす ぇゅっくす ╃あけくう 》ぇえょ 
え けしうゅせさはゃぇ こなさゃうすっ ゅけかっきう 

さけかう - ゃなゃ そうかきうすっ „╉けゅぇすけ 
ゅさぇょなす しこう” う „╄ゃぇ”. ‶さうはすっか-
おぇ くぇ ╋っさうかうく すゃなさょう, つっ すは 
うきぇかぇ しこうしなお くぇ きなあっすっ, し 
おけうすけ うしおぇかぇ ょぇ ぉなょっ ぉかういおぇ. 
╋っあょせ すはた ぉうか う ┿えくとぇえく.                                                                                                                 
‶なさゃぇすぇ うしすうくしおぇ ゅけかはきぇ 
かのぉけゃ くぇ ╋っさうかうく っ いゃっい-
ょぇすぇ くぇ ぇきっさうおぇくしおうは ぉっえい-
ぉけか ╃あけ ょう ╋ぇょあけ. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ すは しっ しくうきぇ ゃなゃ そう-
かきうすっ „╋なあっすっ こさっょこけつう-
すぇす させしう” う „╉ぇお ょぇ しっ けきな-
あうて いぇ きうかうけくっさ”. ╀さぇおなす 
うき すさぇっ しぇきけ 9 きっしっちぇ.                                                                                                          
]かっょ ょゃっ ゅけょうくう ╋けくさけ しっ 

けきなあゃぇ いぇ こうしぇすっかは ┿さすなさ 
╋うかなさ. 〈は ゃいっきぇかぇ けゅさけきくう 
ょけいう せしこけおけうすっかくう う こけゅかな-
とぇかぇ くぇさおけすうちう. ╋うかなさ は 
しこぇしはゃぇか くぇ ょゃぇ こなすう. 
╋っさうかうく こさうぉかうあぇゃぇかぇ 

しゃけうすっ 35. ╀うかぇ けすつぇはくぇ けす 
きうしなかすぇ, つっ けしすぇさはゃぇ. 》ゃなさ-
かは しっ ゃ てせきくぇ ぇゃぇくすのさぇ し ╇ゃ 
╋けくすぇく, しかっょ すけゃぇ しっ ゃない-
こけかいゃぇ けす こけおさけゃうすっかしすゃけすけ 
くぇ 《さぇくお ]うくぇすさぇ, おけえすけ は 
こさっょしすぇゃは くぇ ╉っくっょう.                                                        
╉ぇさうっさぇすぇ っ たせぉぇゃけ 

くっとけ, くけ くっ きけあっ ょぇ すっ 
しすけこかう ゃ しすせょっくうすっ くけとう, 
おぇいゃぇかぇ ╋っさうかうく う こさけょなか-
あぇゃぇかぇ せしこってくけ ょぇ しっ しくうきぇ 
ゃ „′はきぇ こけ-ょけぉなさ ぉういくっし けす 
てけせぉういくっしぇ”, “┿しそぇかすけゃぇすぇ 
ょあせくゅかぇ”, „′はおけう ゅけ こさっょ-
こけつうすぇす ゅけさっとけ”. ‶けかせつぇゃぇ 
くぇゅさぇょぇすぇ いぇ “′ぇえ-こけこせかはさ-
くぇ ぇおすさうしぇ” う „╆かぇすっく ゅかけ-
ぉせし”. ‶さっい 1955-すぇ っ けぉはゃっくぇ 
いぇ しっおし しうきゃけか くぇ ゅけょうくぇすぇ 
ゃ ]┿】. ¨しくけゃぇゃぇ しけぉしすゃっくぇ 
おけきこぇくうは - “╋っさうかうく ╋けくさけ 
こさけょなおてなく”.                                                                                                                                    

‶ぇゅせぉくぇすぇ かのぉけゃ し ╃あけく 
╉っくっょう. ′っゅけゃうすっ いぇおなし-
くっくうは う こさけょなかあうすっかくうすっ 
きせ すっかっそけくくう さぇいゅけゃけさう は 
せきけさはゃぇかう. ╇ ゃなこさっおう すけゃぇ 
けす 1954 ょけ 1960 ゅ. すっ ぉうかう 

ゃ ぉかういおう うくすうきくう けすくけてっ-
くうは. ╋っさうかうく いぇこうしゃぇかぇ つぇしす 
けす さぇいゅけゃけさうすっ しう し くっゅけ ゃ 
ょくっゃくうおぇ しう. ] こさうはすっかう ╉っ-
くっょう けぉしなあょぇか こけかうすうつっしおう 
こさけぉかっきう, おけうすけ くっ ぉうかう いぇ 
てうさけおぇすぇ こせぉかうおぇ. ╃くっゃ-
くうおなす きけあっ ぉう っ しなょなさあぇか 
おけきこさけきっすうさぇとぇ うくそけさきぇ-
ちうは いぇ こさっいうょっくすぇ う いぇすけゃぇ 
きうしすっさうけいくけ ういつっいゃぇ ゃっょくぇ-
ゅぇ しかっょ しきなさすすぇ くぇ ╋っさうかうく.                                                                                                                      
‶け こけゃけょ 45-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
くぇ ╉っくっょう すは きせ ういこはゃぇ „』っし-
すうす さけあょっく ょっく”, し おけっすけ こさっ-
ょういゃうおゃぇ しおぇくょぇか. ╁ あっかぇくう-
っすけ しう ょぇ せしこけおけう ぉせさはすぇ けす 
くっょけゃけかしすゃけ, こさっいうょっくすなす は 
こけゃっさはゃぇ くぇ しゃけは ぉさぇす [けぉなさす. 
╀けぉう しっ ゃかのぉゃぇ ゃ ういおせしうすっか-
くぇすぇ ぉかけくょうくおぇ う え いぇはゃはゃぇ, 
つっ とっ くぇこせしくっ あっくぇ しう いぇさぇょう 
くっは. ]かっょ すけゃぇ ゃくっいぇこくけ こさっ-
おなしゃぇ ゃさないおぇすぇ しう し ╋っさうかうく. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ いゃっいょぇすぇ ゃっつっ 
うきぇ こさけぉかっきう し ぇかおけたけかぇ う 
くぇさおけすうちうすっ. ╉けゅぇすけ ぇすぇおうすっ 
え しすぇゃぇす けこぇしくけ くぇしすけえつうゃう, 
すけえ しきっくは くけきっさぇ くぇ すっかっ-
そけくぇ しう. ╋けくさけ しっ いぇおぇくゃぇ 
ょぇ しゃうおぇ こさっしおけくそっさっくちうは. 
¨すつぇはくぇ, すは ゃけょう ぉっいさっょっく 
あうゃけす, いぇおなしくはゃぇ いぇ しくうきおう, 
いぇさぇょう おけっすけ っ けすしすさぇくっくぇ けす 
そうかきけゃぇすぇ しすせょうは.
]ぇきけせぉうえしすゃけ うかう せぉうえ-

しすゃけ? ╊はすけすけ くぇ 1962-さぇ っ 
こけしかっょくけすけ いぇ 36-ゅけょうてくぇすぇ 
╋っさうかうく ╋けくさけ. ′ぇ 5 ぇゃゅせしす 
すは っ くぇきっさっくぇ きなさすゃぇ ゃ ょけきぇ 
しう. ╁っさしううすっ いぇ しきなさすすぇ え 
しぇ くはおけかおけ. ]こけさっょ けそうちう-
ぇかくうすっ いぇおかのつっくうは しきなさすすぇ 

╉さぇしうゃぇ, させしぇ, しすけこさけ
ちっくすけゃぇ ぇきっさうおぇくおぇ. 
╉さったおぇ う こさけきっくかうゃぇ. 
〈は すなさしっかぇ しうゅせさくけしす 
ゃ かのぉけゃすぇ う しすうゅくぇかぇ 
ょけすぇき, つっ ういけしすぇゃうかぇ 
たけかうゃせょしおうすっ さっあうしぬけ
さう いぇ っょうく, ぉっかはいぇく けす 
しなょぉぇすぇ, ぇきっさうおぇくしおう 
こさっいうょっくす. ╅うゃけすなす くぇ 
ゃなさたけゃくうは, くっこけきさなお
くぇか う くっくぇょきうくぇす ょけ 
ょくっし, ゃなこさっおう かっゅうけくう
すっ けす こけょさぇあぇすっかおう, 
しっおしせぇかっく しうきゃけか くぇ 
こかぇくっすぇすぇ - ╋っさうかうく 
╋けくさけ, っ しなこさけゃけょっく けす 
けゅかせてうすっかくう さっおかぇきう, 
うょけかけこけおかけくくうつっしすゃけ 
う ゃないすけさゅ. ╇ けす きくけゅけ 
ういきうしかうちう… 

╉ぇすけ いぇ ゃしはおぇ いゃっいょぇ

けす くっえくぇすぇ おかぇしぇ.

っ くぇしすなこうかぇ ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
しゃさなたょけいぇ くぇさおけすうちう. ╊っおぇ-
さはす, おけくしすぇすうさぇか しきなさすすぇ え, 
ょっおかぇさうさぇ, つっ すは しぇきぇ っ うい-
ぉさぇかぇ しゃけは おさぇえ. 49 ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ すけゃぇ とっ こけすゃなさょう う 
こさけおせさけさなす, さぇいしかっょゃぇか いぇ-
こうしうすっ くぇ こしうたけぇくぇかうすうおぇ くぇ 
ぇおすさうしぇすぇ - [ぇかそ ╂さうえくしなく, 
けす こけしかっょくうすっ ょくう くぇ あうゃけすぇ 
え. ╁ すはた くはきぇかけ う くぇきっお, つっ 
とっ しかけあう おさぇえ くぇ あうゃけすぇ しう. 
╋けくさけ ょけさう おぇいゃぇかぇ: “′ぇえ-
しっすくっ こけしすうゅくぇた おけくすさけか くぇょ 
しっぉっ しう う くぇょ あうゃけすぇ しう.” 
╆ぇこうしうすっ こけおぇいゃぇかう けとっ, つっ 
╋っさうかうく っ ぉうかぇ こけゅなかくぇすぇ けす 
あぇあょぇすぇ いぇ “¨しおぇさ”, きっつすぇかぇ 
っ いぇ いぇおさうかぇすぇ くぇ ╉かぇさお ╂っえ-
ぉなか, しなくせゃぇかぇ っ しっぉっ しう おぇすけ 
ういこなかくうすっかおぇ くぇ 【っおしこうさけゃう 
さけかう う しっ っ ういきなつゃぇかぇ けす そぇ-
おすぇ, つっ ぉさぇおけゃっすっ え いぇゃなさて-
ゃぇす し さぇいゃけょう. 
╉けえ っ くっえくうはす せぉうっち? ]かっょ 

50 ゅけょうくう けすゅけゃけさぇ しっ けこうすゃぇ 
ょぇ ょぇょっ ゃ おくうゅぇすぇ しう さぇいしかっょ-
ゃぇとうはす ぇゃすけさ ╃ぇさゃうく ‶けさ-
すなさ. 〈けえ すゃなさょう, つっ きぇそうはすぇ 
っ かぇくしうさぇかぇ ╃あうえく ゃ 》けかう-
ゃせょ. ╁ いぇきはくぇ すは すさはぉゃぇかけ ょぇ 
こさっかなしすはゃぇ ゅけかっきう こけかうすうちう, 
きっあょせ おけうすけ ′うおうすぇ 》させてつけゃ 
う 《うょっか ╉ぇしすさけ, いぇ ょぇ ぉなょぇす 
ういくせょゃぇくう. ]こけさっょ くっゅけ しきなさ-
すすぇ え っ こけょゅけすゃっくぇ けす きぇそう-
けすぇ ]ぇき ╃あぇくおぇくぇ, こけきぇゅぇか 
くぇ ╉っくっょう ゃ おせこせゃぇくっすけ くぇ 
ゅかぇしけゃっ. ‶けさすなさ っ しおかけくっく ょぇ 
ゃはさゃぇ, つっ ╀けぉう ╉っくっょう っ さっ-
てうか ょぇ かうおゃうょうさぇ ╋っさうかうく, 
くぇっきぇえおう きぇそうはすぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

25.08 - 10,30 つ. - Tさぇおうえしおぇ きけゅうかぇ ¨しすさせてぇ - けそうちうぇか-
くけ けすおさうゃぇくっ くぇ いぇとうすくぇすぇ こけしすさけえおぇ.

‶さぇいくうちう くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ
う すさぇおうえしおけすけ くぇしかっょしすゃけ

24.08 - 18,00 つ. おゃ. “╉せかぇすぇ” - こぇくぇうさ くぇ すさぇおうえしおうすっ いぇくぇはすう
20,00 つ.  こか. “]っゃすけこけかうし”- しこっおすぇおなか “′けゃうすっ すさぇおう”
25.08 – 20,00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - ]すさうえす こぇさぇょ, ょうしおけ-
すっおぇ こけょ いゃっいょうすっ 
26.08 - 20.00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - さっゃの くぇ すさぇおうえしおう 
けぉかっおかぇ, すぇくちう, さうすせぇかう, おけくちっさす くぇ ╃っしう ╃けぉさっゃぇ 
28.08 - 20.00 つ. こぇさお [けいぇさうせき - けすおさうすぇ しちっくぇ いぇ きかぇ-
ょっあおう さけお う こけこ ゅさせこう
29. 08 - 20.00 つ. おゃ. “╇いすけお”  - ╃っく くぇ さけきしおぇすぇ おせかすせさぇ 
30.08 - 19.00 つ. こぇさお [けいぇさうせき - おけくちっさす くぇ つうすぇかうとくう しなしすぇゃう

- ╂けしこけょうく ╇ぉせてっゃ, ゃ こけしかっょくうすっ くはおけかおけ しっょきうちう ゃ 
“┿さしっくぇか” う ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇす さぇいかうつくう 
しかせたけゃっ う ゃっさしうう いぇ ぉなょっとっすけ くぇ そうさきぇすぇ, おけはすけ けす 
きうくぇかぇすぇ っしっく くぇ こさぇおすうおぇ っ 100% つぇしすくぇ しけぉしすゃっ-
くけしす, しかっょ おぇすけ ぉっ ういおせこっくぇ う 35%-すぇ ょなさあぇゃくぇ しけぉ-
しすゃっくけしす ゃ くっは.  』っさすぇはす しっ さぇいかうつくう しちっくぇさうう, おけえ けす 
おけえ こけ-いかけゃっと. ╉ぇおゃぇ っ うしすうくぇすぇ? 】っ しっ こさけょぇゃぇ かう 
そうさきぇすぇ, とっ しっ いぇすゃぇさは かう?
- 》けさぇすぇ しう ゅけゃけさはす う きっ さぇいしきうゃぇす. ╇ ゃしうつおけ - ょけすぇき. ╉ぇすけ 

ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ, とっ おぇあぇ しぇきけ, つっ くはきぇ 
くうおぇおゃう, ぇきぇ くうおぇおゃう こさけきっくう ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ う しすぇすせすぇ 
くぇ そうさきぇすぇ, くうすけ ゃ きけうすっ くぇきっさっくうは うかう こかぇくけゃっ. ′はきぇ ょぇ 
こさけょぇゃぇき, くうすけ こなお うきぇき くぇきっさっくうっ ょぇ こさぇゃは おぇおゃうすけ う 
ょぇ ぉうかけ こさけきっくう ゃ  しすぇすせすぇ うかう ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ. ╇, つっしすくけ 
おぇいぇくけ, くっょけせきはゃぇき... くっ, すけゃぇ っ しかぇぉぇ ょせきぇ, おけえ, し おぇおゃぇ 
ちっか さぇいこさけしすさぇくはゃぇ ゃしうつおけ すけゃぇ う いぇとけ しっ ゃかぇゅぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ, ょけさう けぉとっしすゃっくぇ, っくっさゅうは ゃ さけぉせゃぇくっすけ くぇ しかせたけゃっ. 
′っ しきっ しこさっかう ょぇ さぇぉけすうき, ぇい う っおうこなす きう. “┿さしっくぇか” っ ′ぇちうけくぇかくけ ういしかっょゃぇくっ 

くぇ “╋ぇさおっす かうくおし” きう-
くぇかぇすぇ しっょきうちぇ せしすぇくけゃう, 
つっ  40% けす ぉなかゅぇさうすっ こさっい 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ こぇいぇ-
させゃぇかう こけくっ ゃっょくなあ ょさったう 
ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ. 
]けちうけかけゅうつっしおけすけ こさけせつ-

ゃぇくっ しけつう けとっ, つっ きぇゅぇいう-
くうすっ いぇ ょさったう ゃすけさぇ さなおぇ しぇ 
こけ-こけしっとぇゃぇくう けす きけかけゃっすっ 
う きぇさおけゃうすっ きぇゅぇいうくう. 
‶さうつうくぇすぇ いぇ すぇいう こけしっとぇ-

っきけしす っ ゃなゃ  ゃしっ こけ-ゅけかっきうは 
ぉさけえ ぉなかゅぇさう, おけうすけ くっ きけ-
ゅぇす ょぇ しう こけいゃけかはす こぇさう いぇ 
くけゃう ょさったう こけさぇょう くうしおうすっ 
ょけたけょう. 
╃させゅぇすぇ こさうつうくぇ いぇ うく-

すっさっしぇ おなき ょさったうすっ ゃすけさぇ 
せこけすさっぉぇ っ そぇおすなす, つっ きぇ-
おぇさ う くけしっくう, すっ しぇ し ゃうしけおけ 
おぇつっしすゃけ, くぇ こけゃっつっ けす こさう-
っきかうゃう ちっくう しぇ う うきぇす こけくっ 
けとっ っょうく あうゃけす. 
╉ぇいぇくかなお けすょぇゃくぇ しう っ いぇ-

こぇいうか きはしすけ くぇ しすけかうちぇ くぇ 
ょさったうすっ ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ こけ-
さぇょう そぇおすぇ, つっ こなさゃうすっ う 
くぇえ-ゅけかっきう きぇゅぇいうくう けす すぇ-

きぇさおぇ し うきっ, し ぇゃすけさうすっす ゃ 
しゃっすぇ う ゃしはおぇおゃう いかけせこけすさっ-
ぉう うかう しかせたけゃっ きけゅぇす しぇきけ 
ょぇ え くぇゃさっょはす. ╉けゅぇすけ うきぇ 
くっとけ, おけっすけ っ ゃぇあくけ う おぇしぇっ 
たけさぇすぇ, おけうすけ さぇぉけすはす ゃなゃ 
そうさきぇすぇ, とっ ぉなょっ けこけゃっしすっ-
くけ. ′うとけ くっ しっ っ こさけきっくう-
かけ, さぇぉけすうき いょさぇゃけ こけ くけゃう 
ょけゅけゃけさう. ╉ぇおすけ おぇいゃぇ っょくぇ 
しすぇさぇ こさうおぇいおぇ: “╉せつっすぇすぇ 
しう かぇはす, おっさゃぇくなす しう ゃなさゃう”. 

- ╂けゃけさう しっ せこけさうすけ, つっ 
“┿さしっくぇか” とっ うきぇ くけゃ 
ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
ゃ かうちっすけ くぇ ‶っすなさ ╋ぇく-
ょあせおけゃ. ╉ぇお ょぇ さぇいつうすぇ-
きっ すけゃぇ?
- ┿ぉしせさょっく しかせた う くうとけ こけ-

ゃっつっ. ‶けさっょっく しかせた けす ゅさぇ-
そぇすぇ “ゅさぇょしおう そけかおかけさ”, ぉっい 
おけえすけ くっ きけあっき. 〉つせょゃぇとけ 
っ, つっ たけさぇすぇ けすょっかはす しすさぇて-
くけ きくけゅけ ゃさっきっ, っくっさゅうは う 
ゃくうきぇくうっ くぇ しかせたけゃっ, ゃきっし-
すけ ょぇ しっ おけくちっくすさうさぇす ゃなさ-
たせ こさっおうすっ しう いぇょぇつう う ょぇ しっ 
けこうすぇす ょぇ しぇ し くっとけ こけかっいくう 
- ぉうかけ すけ くぇ しゃけは あうゃけす うかう 
くぇ そうさきぇすぇ, いぇ おけはすけ さぇぉけ-
すはす. ‶さっこけさなつゃぇき くぇ ゃしうつおう 
ょぇ くっ しっ いぇくうきぇゃぇす しなし しかせ-
たけゃっ いぇ “┿さしっくぇか” うかう こけ 
きけえ ぇょさっし. 〈けゃぇ くっ ゃけょう ょけ 
こけかいう いぇ くうおけゅけ う っ ういかうて-
くけ ゅせぉっくっ くぇ ゃさっきっ. 
 

おなゃ すうこ しっ こけはゃうたぇ ゃ ゅさぇょぇ 
けとっ こさっょう 21 ゅけょうくう う こけ-
しすっこっくくけ いぇゃけのゃぇたぇ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ╇ ょけ ょくっし, けぉぇつっ, 
ゅさぇょなす しう けしすぇゃぇ こさうすっゅぇすっ-
かっく ちっくすなさ う ぉぇいぇ いぇ しくぇぉ-
ょはゃぇくっ いぇ きくけゅけ すなさゅけゃちう, 
おけうすけ うょゃぇす, ういおせこせゃぇえおう 
しすけすうちう おうかけゅさぇきう ょさったう う  
こさっこさけょぇゃぇえおう ゅう くぇ しゃけえ 
さっょ くぇ ちっくう くぇ ょさっぉくけ. ╁な-
こさっおう くぇょちっくおぇすぇ, ょぇ おせこせ-
ゃぇて ょけさう こけ すけいう くぇつうく ょさっ-
たう ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ, しう けしすぇゃぇ 
ょけぉさぇ うくゃっしすうちうは. 
╀けゅぇす っ ちっくけゃうはす ういぉけさ いぇ 

おぇいぇくかなつぇくう くぇ こけょけぉくう 
ょさったう. ′ぇえ-っゃすうくうすっ しっ こさけ-
ょぇゃぇす くぇ ちっくぇ けす 3 かっゃぇ いぇ 
おうかけゅさぇき, ぇ くぇえ-しおなこうすっ こけ 
40 かっゃぇ いぇ おうかけゅさぇき - すけゃぇ  
しぇ ょさったう かせおし おぇつっしすゃけ, おけう-
すけ ゃ きぇゅぇいうくうすっ くぇ ╆ぇこぇょ しぇ 
くぇ ちっくう けす 60 っゃさけ くぇゅけさっ. 
╉ぇいぇくかなつぇくおう し こけゃっつっ おなし-
きっす きけゅぇす ょぇ しう おせこはす きぇさおけ-
ゃう しすけおう けす おかぇし かせおし くぇ ちっくう 
けす 4 かっゃぇ ょけ けおけかけ 10-すうくぇ.╁っつっ きっしっち さぇぉけすう しけちうぇかくうはす しこってっく すっかっそけく 112. 

╇ょっはすぇ いぇ くっゅけ っ くぇ ╋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 う っ そうくぇくしうさぇく し っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ. 
′ぇ ぉっいこかぇすっく すっかっそけくっく くけきっさ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 0800 88 

001 ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす ぉなさいぇ う ういつっさこぇすっかくぇ 
うくそけさきぇちうは こけ ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ ょけ ょっえくけしすうすっ う こけ-
かうすうおうすっ くぇ ╋〈]‶ う しなけすゃっすくうすっ きせ ぇゅっくちうう.  
『っかすぇ くぇ しけちうぇかくうは 112 っ こけ-ょけぉさぇ おけきせくうおぇちうは う おけ-

けさょうくぇちうは きっあょせ ╋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, ぇゅっくちううすっ, おけうすけ こけょこけきぇゅぇす くっゅけゃぇすぇ さぇぉけすぇ 

う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
‶さう くせあょぇ う おけゅぇすけ こけしすぇ-

ゃはくうすっ ゃなこさけしう しぇ けす けしけ-
ぉっくぇ いくぇつうきけしす, けす しこって-
くうは 112 しぇ ゃ しなしすけはくうっ ょぇ 
けしうゅせさはす くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
う おけくそっさっくすくぇ ゃさないおぇ し 
っおしこっさすう こけ しなけすゃっすくぇすぇ 
すっきぇ. ╃け きけきっくすぇ  くぇえ-つっし-
すけ いぇょぇゃぇくうすっ ゃなこさけしう う 
すっきう くぇ すっかっそけく 112 しぇ いぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, けしくけゃくけ - 
きかぇょっあおぇすぇ, こさけゅさぇきうすっ う 
こさけっおすうすっ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ 
いぇっすけしすすぇ, ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ おゃぇかうそうおぇちうは う こさっお-
ゃぇかうそうおぇちうは う せしかけゃうはすぇ 
いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ. 
25 しぇ さぇぉけすっとうすっ くぇ 

しこってくうは しけちうぇかっく すっかっ-
そけく. 〈っ しぇ くぇ さぇいこけかけあっ-
くうっ ゃしっおう ょっく けす しっょきう-
ちぇすぇ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う こさっい 
こけつうゃくうすっ ょくう けす 08,00 ょけ 
20,00 つぇしぇ. 

〈┿

》けかうゃせょしおぇすぇ かっゅっくょぇ せきうさぇ ゃ すぇいう ぉはかぇ たぇしうっくょぇ, 
しすさけっくぇ こさっい 1929 ゅ. し こかけと けす 242 おゃ き, ゃおかのつゃぇとう 3 
しこぇかくう /っょくぇすぇ けす すはた ぉうかぇ けこさっょっかっくぇ いぇ „すっかっそけく
くぇ しすぇは”/, 2 ぉぇくう う けすょっかくぇ おなとぇ いぇ ゅけしすう. ┿おすさうしぇすぇ は 
おせこうかぇ いぇ 90 000 ょけかぇさぇ 6 きっしっちぇ こさっょう そぇすぇかくうは しう 
おさぇえ う こかぇとぇかぇ ゃくけしおう けす 320 ょけかぇさぇ きっしっつくけ. ]ぇきけ 
ょっく しかっょ しきなさすすぇ え しっ こけはゃうかう くぇょ こけかけゃうく ょせいうくぇ おせ
こせゃぇつう, ぇ こさっい 2010 ゅ. ちっくぇすぇ え ゃっつっ ぉうかぇ 3,5 きうかうけくぇ. 
〈は うしおぇかぇ ょぇ こさっゃなさくっ おなとぇすぇ ゃ せのすっく ょけき. ‶なすせゃぇ
かぇ ょけ ╋っおしうおけ, いぇ ょぇ しう おせこう ぇゃすっくすうつくぇ きっぉっかうさけゃ
おぇ う こさけういゃっょっくうは くぇ ういおせしすゃけすけ, きくけゅけ けす おけうすけ しかっょ 
しきなさすすぇ え ぉうかう けすおさうすう ゃしっ けとっ くっさぇいけこぇおけゃぇくう. ‶け
しかっょくうはす つっお, くぇこうしぇく けす くっは, ぉうか いぇ ぉはか しおさうく し つっお
きっょあっすぇ. ]こけさっょ くはおけう ういすけつくうちう, ╋っさうかうく くうおけゅぇ くっ 
っ ういこけかいゃぇかぇ ぉなぉさっおけゃうょくうは ぉぇしっえく ゃ いぇょくうは ょゃけさ. 
′け けぉうつぇかぇ ぉうかおけゃぇすぇ しう ゅさぇょうくぇ ゃ おさぇは くぇ うきけすぇ. 
]さっょ くぇえ-けぉしなあょぇくうすっ っかっきっくすう くぇ おなとぇすぇ っ すぇぉっか
おぇすぇ, こけしすぇゃっくぇ けす ╋っさうかうく, ゅさぇゃうさぇくぇ し かぇすうくしおぇすぇ 
そさぇいぇ „Cursum Pericio”, けいくぇつぇゃぇとぇ „╋けっすけ こなすせゃぇくっ 
しゃなさてゃぇ すせお”.



たけさぇすぇ けおけかけ くぇし, さっぇゅうさぇえおう 
ぉせさくけ くぇ さぇいかうつくう くっとぇ. 〈け
ゅぇゃぇ いぇ おぇおゃけ っ ゃしうつおけ すけゃぇ? 
‶さけしすけ くぇしかぇあょぇゃぇえすっ しっ くぇ 
あうゃけすぇ. 〈けゃぇ っ ╋っすぇすぇえくぇすぇ. 
- ]すうゅくぇたきっ ょけ てけこしおぇすぇ 

そうかけしけそうは: けすう ょぇ しっ おけしうき, 
おぇすけ つっ きう きうくっ. 〈ぇおぇ かう? 
- ╃ぇ, ょけさう ょぇ きうくぇす ゅけょうくう 

うかう しぇきけ しっょきうちう, ゃうっ くはきぇ 
ょぇ しっ しっすうすっ っょうく ょっく いぇとけ 
すけつくけ ゃ すけいう きけきっくす しすっ ぉうかぇ 
くっさゃくぇ, くぇかう? 』うしすけ こしうたけかけ
ゅうつっしおう ゃうっ とっ しすっ ゃ しなしすけは
くうっ ょぇ しう しこけきくうすっ ゅくっゃぇ, くけ 
くはきぇ ょぇ しう しこけきくうすっ こさうつう
くぇすぇ - おぇすけ っきけちうは, おけはすけ ゅけ 
っ こけさうょうかぇ. ′うすけ こなお とっ きけ
あっすっ う ょぇ は ゃないこさけういゃっょっすっ - 
しなとぇすぇ すぇいう っきけちうは. 〈ぇおぇ つっ 
- くぇしかぇあょぇゃぇえすっ しっ くぇ ゃしっおう 
っょうく きけきっくす けす ゃぇてうは あうゃけす.  
- ╉けは きけかうすゃぇ っ こけ-しうかくぇ: 

ょぇ せきっって ょぇ ぉかぇゅけょぇさうて 
うかう ょぇ せきっって ょぇ うしおぇて, いぇ 

ょぇ しう とぇしすかうゃ う ょぇ あうゃっ
って ゃ たぇさきけくうは し ╁しっかっくぇ
すぇ? ╃ぇ うきぇて ゃしうつおけ, おけっすけ 
うしおぇて… 
- ╁ ╀うぉかうはすぇ 》さうしすけし おぇい

ゃぇ: ‶けうしおぇえ う とっ すう しっ ょぇょっ.  
┿おけ ゃ あうゃけすぇ ゃう うきぇ しうすせぇ
ちうう, ゃ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ うしおぇ

けゅかっょぇかけ, ゃ おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
けゅかっょぇすっ, ょぇ くぇきっさうすっ う しない
くぇっすっ しっぉっ しう. 
- ╋っすぇすぇえくぇすぇ. ╆ぇ おぇおなゃ 

っくっさゅうっく すうこ たけさぇ っ すぇいう 
おくうゅぇ, すけゃぇ いくぇくうっ? 
- ¨こうすぇた しっ ょぇ くぇこうてぇ ╋っ

すぇすぇえくぇすぇ きくけゅけ こさけしすけ. ╁いった  
きくけゅけ おけくおさっすくう うょっう う しっ 
けこうすぇた ょぇ ゅう こさっしないょぇき きくけゅけ 
こさけしすけ, いぇ ょぇ ぉなょぇす さぇいぉさぇくう 
けす ゃしうつおう. ′け うきぇ ゅさせこぇ たけさぇ, 
いぇ おけうすけ こさけしすけ ╋っすぇすぇえくぇすぇ 
くっ っ いぇ すはた. 〈けゃぇ しぇ たけさぇ, おけう

すけ くっ きけゅぇす ょぇ つっすぇす. ′っ ゃうあ
ょぇす. ╋っすぇすぇえくぇすぇ っ いぇ ゃしうつおう 
いぇおけくう いぇ こさうゃかうつぇくっすけ ゃなゃ 
╁しっかっくぇすぇ. 〈ぇえくぇすぇ っ ゃ こさけし
すうすっ いぇおけくう くぇ ‶さうゃかうつぇくっすけ. 
╆ぇおけくなす いぇ こさうゃかうつぇくっすけ っ 
ういゅさぇょっく けす 7 ょけこなかくうすっかくう 
ょさっゃくう いぇおけくぇ  う くぇ こさぇおすう
おぇ „╋っすぇすぇえくぇすぇ“ っ いぇ すっいう 7 
ょさっゃくう いぇおけくぇ. 〈けゃぇ しぇ きっ
すぇいぇおけくう. ╆ぇおけくう けす すぇえくうすっ 
けぉとっしすゃぇ, けす けぉとっしすゃぇすぇ くぇ 
たっさきっすうちうすっ. ¨しくけゃぇすぇ くぇ 
すっいう たっさきっすうちう ぇい きうしかは, つっ 
っ すさぇおうえしおぇ. ╇ きうしかは, つっ ╋っ
すぇすぇえくぇすぇ っ ぉうかぇ つぇしす けす すぇいう 
ぉなかゅぇさしおぇ うょっくすうつくけしす ゃ けし
くけゃぇすぇ しう, おぇすけ きなょさけしす. ╆ぇすけ
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【み け くあてそうあ か てそしさそうあ たそたとしみちせあ てとさ, くあはそてそ つひいときおあ えかせかてけねせけ つたそすかせけ - てそうあ てうひちおけ 
あうてそちひて せあ せま かこおき なけしそつそなけみてあ う つうかてあ 〈かし ╈けし - つひくおあてかし せあ なけしすあ “〈かてあてあこせあてあ”

„╅『』╊〉╅]” ╉╅╇╅ 】』》╊ぃ╊〉 
』【╅『【 ¨ 〉╅ ╆╅〉[╊『╅ 〈╅〉ぁ《『《╇

╆¨╇ぃ ╅『』╊〉╅]╊を 』【╅〉╅ 〉╅ ╇╊[

╁さぇすうすっ おなき ゅさぇょぇ
きせ けすゃぇさは こなさゃけ
„╀ぇかおぇくすせさうしす”. 

╉けかおけすけ ょけ つかっくしすゃけすけ しう 
ゃ けぉとっしすっくうすっ けさゅぇくういぇちうう, 
ぉぇくおっさなす ゅかっょぇ くぇ すけゃぇ くっ すけか-
おけゃぇ おぇすけ くぇ ゃないきけあくけしす いぇ うい-
さぇしすゃぇくっ う すさせこぇくっ くぇ こせぉかう-
つっく うきうょあ, ぇ すけつくけ けぉさぇすくけすけ 
- つかっくしすゃけすけ ゃ けぉとっしすゃっくうすっ 
けさゅぇくういぇちうう しこけさっょ くっゅけ うょゃぇ 
すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ ゃっつっ しう くぇこさぇ-
ゃうか きくけゅけ おぇすけ こさっそっしうけくぇ-
かうしす いぇ ょけぉさけすけ しう うきっ.
‶けおぇくうすっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ こけかいぇ 

くぇ けぉとっしすゃけすけ うょゃぇす すけゅぇゃぇ, 

おけゅぇすけ ゃっつっ しう ょけぉさっ こけいくぇす う 
いぇすけゃぇ うきっくくけ - ょけぉさっ ょけてなか 
ゃ こさっしすうあくうすっ けさゅぇくういぇちうう. 
„[けすぇさう う ]なのいなす くぇ かけゃちうすっ 
う さうぉけかけゃちうすっ くっ しぇ しすさせおすせ-
さう, つさっい おけうすけ きけあっ ょぇ しっ うい-

ぜñ¿ ゎó¿:
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╄ょうく けす くぇえ-せしこってくうすっ こさけそっしうけくぇかくう きけすうゃぇすけさう う ぇゃすけさう くぇ くの っえょあ 
そうかけしけそうはすぇ ゃ しゃっすぇ - ╋っか ╂うか, とっ こうてっ おくうゅぇ いぇ すさぇおうすっ しかっょ けぉうおけかおぇ-

すぇ しう こけ しゃっすうすっ きっしすぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ╃けかうくぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ. 〈けゃぇ すけえ 
しなけぉとう こけ ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶けゃけょ いぇ こけしっとっくうっすけ きせ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは っ うきっくくけ くぇきっさっくうっすけ きせ ょぇ くぇこうてっ おくうゅぇ いぇ すさぇおうすっ - くぇさけょ, ゃょなたくけゃうか 
╋っか ╂うか しなし しゃけうすっ いくぇくうは いぇ ╁しっかっくぇすぇ. 〉ぉっょっく っ, つっ すさぇおうすっ しぇ ょぇかう けしくけゃぇすぇ 
くぇ せつっくうっすけ くぇ たっさきっすういきぇ, くぇ おけっすけ こなお しすなこゃぇす 7-すっ ╁しっかっくしおう いぇおけくぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ さぇえけくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╋っか ╂うか, いぇっょくけ しなし しゃけは こけ-

ゅけかはき しうく ╊せ  う くっゅけゃうすっ こさうはすっかう けす ╀なかゅぇさうは, しさっょ おけうすけ こしうたけかけゅなす ╄かっくおけ 
┿くゅっかけゃ, こけしっすうたぇ つぇしす けす ゅさけぉくうちうすっ くぇ すさぇおうすっ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお, きっしすくうは きせ-
いっえ, けすょぇょけたぇ う こけつうす おなき こぇきっすすぇ くぇ こけつうくぇかうは こさっい きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ しないょぇ-
すっか くぇ しせゅっしすけかけゅうはすぇ こさけそっしけさ ╂っけさゅう ╊けいぇくけゃ. 
╋っか ╂うか っ ういゃっしすっく ゃ ╀なかゅぇさうは し ょゃっすっ しう こさっゃっょっくう おくうゅう, こさっゃなさくぇかう しっ ゃ 

ぉっしすしっかなさう - „╋っすぇすぇえくぇすぇ“ う „′っいょさぇゃうはす さぇいせき“, おぇおすけ う し そうかきぇ, くぇこさぇゃっく 
こけ おくうゅぇすぇ „ ╋っすぇすぇえくぇすぇ“ うかう „╋っすぇしうおさっす“.
╁ ╉ぇいぇくかなお くぇ „いかぇすくうは ゅかぇし くぇ こかぇくっすぇすぇ“, おぇおすけ ゃ ┿きっさうおぇ くぇさうつぇす ╋っか ╂うか 

いぇさぇょう ゃかうはくうっすけ くぇ くっゅけゃうすっ しすぇすうう う かっおちうう, きせ こさけゃなさゃはゃぇ. ]なょぉぇすぇ さってう 
しかせつぇえくけ ょぇ ゅけ しさっとくっ し ぇゃすけさぇ くぇ おけこうっすけ くぇ ゅかぇゃぇすぇ くぇ ]っゃす - しおせかこすけさなす 
╃けおけ ╃けおけゃ. 
╁さないおぇすぇ くぇ すさぇおうすっ し ╁しっかっくぇすぇ っ けぉとぇすぇ うき すっきぇ, おけはすけ ょゃぇきぇすぇ しう けぉっとぇたぇ 

ょぇ こさけょなかあぇす こさう ゃういうすぇすぇ くぇ ╋っか ╂うか ゃ しすさぇくぇすぇ くう ょけゅけょうくぇ. 
]ゃっすけゃくぇすぇ しかぇゃぇ うょゃぇ いぇ ╋っか ╂うか し おくうぇすぇ きせ, こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ ぉっしすしっかなさ 

- „╋っすぇすぇえくぇすぇ“. ¨すゃなょ すけゃぇ, すけえ っ う しちっくぇさうしす, さっあうしぬけさ う こさけょせちっくす くぇ こけ-
こせかはさくうは そうかき しなし しなとけすけ いぇゅかぇゃうっ. 〈けえ っ こしうたけぇくぇかうすうお, けぉせつうか ゅけかはき ぉさけえ 
こせぉかうつくう かうつくけしすう, ゅけゃけさうすっかう, うきうょあきっえおなさう う ぉういくっしきっくう けす ちはか しゃはす, ぉうい-
くっし おけくしせかすぇくす, しこっちうぇかうしす こけ おけさこけさぇすうゃくう しすさぇすっゅうう う しなゃっすくうお くぇ ゃうしてう 
しかせあうすっかう けす 500-すっ おけきこぇくうう, ゃおかのつっくう ゃ しこうしなおぇ くぇ しこうしぇくうっ „《けさつなく”.
╂うか ぉっ いぇ ゃすけさう こなす ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ こけさっょくうすっ しう しっきうくぇさう いぇ こけいうすうゃくぇ こしう-

╆ぇ ╋っか ╂うか 
54-ゅけょうてっく. [けょっく ゃ 

]うくゅぇこせさ, あうゃっっ ゃ 』うおぇ-
ゅけ, こなさゃけ こけおけかっくうっ くぇ-
すせさぇかういうさぇく ぇきっさうおぇくっち. 
‶しうたけすっさぇこっゃす, しちっくぇさうしす 
う さっあうしぬけさ.
′ぇ 19 ゅけょうくう こさう うくちう-

ょっくす ゃ こっとっさぇ ゅせぉう っょくぇ-
すぇ しう さなおぇ. ]かっょ おけきぇすぇ 
あうゃけすなす きせ しっ けぉさなとぇ. ¨す 
17-ゅけょうてっく っ いぇこかっくっく けす 
すさせょけゃっすっ こけ しせゅっしすけかけゅうは 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは こさけそっしけさ, 
こけつうくぇか こさっい きぇえ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ, ╂っけさゅう ╊けいぇくけゃ. ‶けし-
ゃっとぇゃぇ あうゃけすぇ しう くぇ こけいう-
すうゃくけすけ きうしかっくっ う こけきけとすぇ 
くぇ たけさぇ, うきぇとう くせあょぇ けす 
すけゃぇ. ╀ぇとぇ くぇ ょゃぇきぇ しうくぇ. 
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ 
ゅさぇあょぇくうく くぇ しゃっすぇ.

╆ぇ „╋っすぇすぇえくぇすぇ“ 
„╋っすぇすぇえくぇすぇ” っ おくうゅぇ いぇ 

すぇえくぇ, おけはすけ くう ゃけょう けす-
ゃなょ ゃしうつおう すぇえくう. 〈は くぇ-
ゃかういぇ ょなかぉけおけ ゃ っしすっしすゃけ-
すけ くぇ ╁しっかっくぇすぇ う つけゃっおぇ 
う さぇいゅかっあょぇ ゃっつくうは ╆ぇおけく 
くぇ こさうゃかうつぇくっすけ. ╁ くっは しぇ 
けこうしぇくう しすなこおぇ こけ しすなこ-
おぇ くぇつうくうすっ う すったくうおうすっ, 
し こけきけとすぇ くぇ おけうすけ とっ 
ょけぉうっすっ ょせたけゃくけ う きぇすっ-
さうぇかくけ ぉけゅぇすしすゃけ, とっ くぇ-
きっさうすっ かのぉけゃすぇ う きっつすぇ-
くけすけ とぇしすうっ. ╁ けしくけゃぇすぇ え 
かっあぇす しなぉうすうは けす さっぇかくうは 
あうゃけす う せさけちうすっ, くぇせつっくう 
けす ぇゃすけさぇ こさう けぉとせゃぇくっすけ 
きせ し 〉つうすっかう う ╋なょさっちう けす 
ちはか しゃはす.

- ╆ぇとけ さってうたすっ ょぇ こうてっ
すっ おくうゅぇ すけつくけ いぇ すさぇおうすっ?
- ╁うくぇゅう しなき しっ うくすっさっしせ

ゃぇか けす ょさっゃくぇすぇ おせかすせさぇ う 
うしすけさうは う ゃはさゃぇき, つっ うしすけさう
つっしおうすっ おくうゅう くっ くう おぇいゃぇす 
うしすうくぇすぇ. [ぇいおぇいゃぇす くう ょっ
すぇえかう, おけうすけ くっ ゃうくぇゅう けすゅけ
ゃぇさはす くぇ ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ. 
╁しなとくけしす, ゃしうつおう しきっ ょっちぇ くぇ 
いっきはすぇ. ′うっ しこけょっかはきっ っょくけ 
しなとっしすゃせゃぇくっ. ′っ ゃはさゃぇき ゃ 
くっとけ おぇすけ おうすぇえしおぇ さぇしぇ, きぇ
かけぇいうえしおぇ さぇしぇ う す. く. ‶さけし
すけ うきぇ つけゃっておぇ さぇしぇ. ‶さっょう 
すさう ゅけょうくう けすおさうた, おけゅぇすけ 
ょけえょけた ょぇ さぇぉけすは し ╂っけさゅう 
╊けいぇくけゃ, つっ すさぇおうすっ しっ けこうす
ゃぇす ょぇ けぉはしくはす おけかおけ しすぇさう 
しぇ ゃしなとくけしす すっいう さぇしう. ╃けさう 
けぉはしくはゃぇす すけゃぇ し けさうゅうくぇかくぇ
すぇ うき しなとくけしす. ╇きぇ 300 ょせきう 
ゃ すさぇおうえしおうは っいうお, おけうすけ しぇ 
けすおさうすう ゃ しぇくしおさうすしおう. 〈さぇ
おうすっ うきぇす しこっちうそうつくう おせか
すせさくう けぉさっょう, おけうすけ しぇ きくけゅけ 
こけょけぉくう くぇ っゅうこっすしおうすっ. ╂なさ
ちうすっ しぇ ゃいっかう ょけしすぇ くっとぇ けす 
すさぇおうすっ ゃ しないょぇゃぇくっすけ くぇ すった
くうすっ ぉけゅけゃっ. 〈さぇおうすっ しぇ ゃ けし
くけゃぇすぇ くぇ きくけゅけ くっとぇ. ╃けさう 
ぉなかゅぇさうすっ くっ いくぇはす ょっすぇえかくけ 
きくけゅけ くっとぇ いぇ すはた. ╁しなとくけしす, 
うきぇ きくけゅけ, きくけゅけ ょぇ しっ ういせつぇ
ゃぇ すぇいう きぇすっさうは.
- ╉くうゅぇすぇ とっ けすょっかう かう 

ゃくうきぇくうっ くぇ あさっつっしおうすっ 
こさぇおすうおう くぇ すさぇおうすっ, おけう
すけ しぇ ぉうかう しゃけっけぉさぇいくけ こけ
いくぇくうっ いぇ きっすぇすぇえくぇすぇ くぇ 
すさぇおうすっ? 〈っ しぇ うきぇかう けしけ
ぉっくぇ ゃさないおぇ し ╁しっかっくぇすぇ. 
- ╃ぇ, とっ ういせつぇゃぇき すぇいう きぇ

すっさうは. ╁ きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ 
こけょさっょは ちはかぇすぇ おぇさすうくぇ, とっ 
ゅけ くぇこさぇゃは こけょ そけさきぇすぇ くぇ 
さけきぇく. ′っ こさけしすけ こけさっょくぇすぇ 
うしすけさうつっしおぇ おくうゅぇ, ょけしぇょくぇ う 
しおせつくぇ いぇ つうすぇすっかうすっ. 
- ╉ぇおゃけ けすおさう ╋っか ╂うか ゃ 

すさぇおうえしおうすっ きけゅうかう けおけかけ 
╉ぇいぇくかなお?
-  ]うくなす きう  ╊せ, おけえすけ っ し 

きっく, っ  きくけゅけ つせゃしすゃうすっかっく 
おなき っくっさゅうは. ╁いったきっ こさなしす 
けす けおけかけ ゅさけぉくうちうすっ, くぇ おけう
すけ ぉはたきっ. ┿ ぇい しぇきうはす, ょけおぇすけ 
ぉはた すぇき, つうしすけ しせゅっしすうゃくけ しっ 
つせゃしすゃぇた ゃ っょうく きけきっくす しは
おぇて うきぇた ゅかぇぉけゃけかうっ, いぇきぇはた 
しっ, うきぇ きくけゅけ っくっさゅうは ゃ すっいう 
きっしすぇ, けこさっょっかっくけ. ╇  すは っ 
すけかおけゃぇ さぇいくけしすさぇくくぇ, つっ くぇ 
きけきっくすう しっ つせゃしすゃぇて けぉなさ
おぇく. ╁しっ けとっ すなさしは すぇえくぇ
すぇ くぇ すさぇおうすっ. ╋けあっ ぉう しかっょ 
っょくぇ ゅけょうくぇ すなさしっくっ とっ きけゅぇ 
ょぇ ょぇき くはおぇおなゃ こけ-おけくおさっすっく 
けすゅけゃけさ. ╇ すけゅぇゃぇ きう いぇょぇえすっ 
けすくけゃけ すけいう ゃなこさけし. ╆ぇ こなさゃう 
こなす ゃうあょぇき すっいう すさぇおうえしおう 
ゅさけぉくうちう, けつぇさけゃぇく しなき, ゃこっ
つぇすかっく しなき, きぇおぇさ つっ しなき つっか 
きくけゅけ いぇ すはた.
- ]こけさっょ ╁ぇし, いぇとけ っょうく 

くぇさけょ, おけえすけ あうゃっっ くぇ 
すけかおけゃぇ くぇしうすっくぇ し さぇい
かうつくう ょせたけゃくう っくっさゅうう  
いっきは, きけあっ ょぇ っ ゃ すぇおなゃ 
ゅけかはき ょせたけゃっく ょっそうちうす ゃ 
きけきっくすぇ? 
-  ╄すけ いぇとけ しなき すせお. 〈けゃぇ 

ゃしなとくけしす っ くぇえ-うくすっさっしくけすけ 
いぇ きっく. ‶さけしすけ うきぇすっ くせあょぇ 
こけくはおけゅぇ けす けゅさけきくけすけ う すけか
おけゃぇ うくすっさっしくけ きはしすけ, けす おけっ
すけ うょゃぇすっ. ╋けっすけ うきっ ゃしなと
くけしす くっ っ ╋っか /しきっっ しっ/, ぇ っ 

ゃぇ っ う すけかおけゃぇ こけこせかはさくぇ すせお 
- いぇとけすけ しなぉせあょぇ ゅっくっすうつくう 
しこけきっくう. 
- ╉けう しぇ すっいう 7 ょさっゃくう いぇ

おけくぇ, ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ╋っすぇ
すぇえくぇすぇ - ╆ぇおけくなす いぇ こさう
ゃかうつぇくっすけ? 
- ╂けゃけさうた しう し ┿くょさっえ, きけき

つっすけ し きっく, う すけえ きっ こうすぇ いぇとけ 
しなき すけかおけゃぇ しこけおけっく. ╉ぇおゃぇ 
っ すぇえくぇすぇ きう? ┿い きせ おぇいぇた: 
ぇい しこは. ′ぇしかぇあょぇゃぇえ しっ くぇ 
ゃしうつおうすっ しう 5 しっすうゃぇ, おけゅぇすけ 
こさぇゃうて くっとけ. ‶けゃっつっすけ たけさぇ, 
おぇすけ こさぇゃはす くっとけ, ょけさう くっ 
ゃかぇゅぇす くうとけ. ╄すけ, ぇおけ こうっき 
しけお, こけゃっつっすけ たけさぇ くっ ゅけ こけ
きうさうしゃぇす ょけさう. ′っ しっ ゃなかくせ
ゃぇす けす ゃおせしぇ きせ. ╁ぇあくけすけ いぇ 
すはた っ ょぇ せすけかはす あぇあょぇすぇ しう, 
くうとけ こけゃっつっ. ┿ ぇい ゃう おぇいゃぇき: 
くぇぉかのょぇゃぇえ, しかせてぇえ, ょっすっ 
こかぇつっ ゃ なゅなかぇ, あっくうすっ ゃ きけ
きっくすぇ けすしさっとぇ ゅけゃけさはす くっとけ 
しう, ょっすっすけ ゃ きけきっくすぇ おけきっく
すうさぇ くっとけ しう, きけあっ ぉう つせゃぇ
すっ こすうつおうすっ, ゃはすなさぇ. ′うっ しきっ 
すけかおけゃぇ そけおせしうさぇくう ゃ くっとけ 
う ょけさう くはきぇきっ こさっょしすぇゃぇ いぇ 
ゃしうつおけ けおけかけ くぇし. ╇ くっ くぇ
ぉかのょぇゃぇきっ, くっ しっ くぇしかぇあょぇ
ゃぇきっ. ′っ つせゃぇきっ, くっ ゃうあょぇきっ, 
くっ せしっとぇきっ, ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす 
くっ あうゃっっき. 
- ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ けぉけぉとうすっ 

╋っすぇすぇえくぇすぇ ゃ っょくけ ういさっ
つっくうっ, おぇお ういゅかっあょぇ すは?
- ‶なすせゃぇくっすけ. ¨す すせお ょけ 

しきなさすすぇ, すけゃぇ っ けしくけゃくけすけ 
くっとけ. ′っ っ ゃ こけしすうゅくぇすうすっ せし
こったう, くっ っ ゃ すけゃぇ ょぇ こけかせつうて 
くっとけ. ╆ぇとけすけ, ょけさう ょぇ くぇ
きっさうすっ くっとけ ゅけかはきけ, ゃうっ ゃしっ 
とっ せきさっすっ っょうく ょっく. ┿おけ しすっ 
きくけゅけ ぉけゅぇすぇ, ゃうっ とっ せきさっすっ 
っょうく ょっく. ╃けさう ょぇ しすっ ういおかの
つうすっかくけ こけこせかはさくぇ,  ゃうっ こぇお 
とっ せきさっすっ っょうく ょっく. ╃けさう ょぇ 
しすっ ゃっかうおぇ けしけぉぇ, しなとけ とっ 
せきさっすっ. ╄すけ, けすうょけたきっ ょけ きはし
すけすけ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, くけ 
すっ しなとけ しぇ きなさすゃう. ╇ いぇとけすけ 
いくぇっき, つっ ゃしうつおう っょうく ょっく とっ 
せきさっき, いぇとけ すけゅぇゃぇ こさっおぇさゃぇ
きっ ゃさっきっすけ しう, おぇさぇえおう しっ し 

すっ, こさけしすけ こけうしおぇえすっ. ┿おけ 
うきぇ しうすせぇちうう, ゃ おけうすけ ゃうっ 
しすっ  ょけぉさっ う こけかけあっくうっすけ ゃう 
たぇさっしゃぇ, こさけしすけ けしすぇくっすっ しう 
すぇき. ′っ うしおぇえすっ こけゃっつっ. ╆ぇ
とけすけ こけくはおけゅぇ, おけゅぇすけ  こけうし
おぇすっ けこさっょっかっくう くっとぇ, くはきぇ 
ょぇ ゅう こけかせつうすっ. ╇ すけゃぇ くっ っ 
しかせつぇえくけ. 〈けゃぇ くっ いくぇつう, つっ  
ゃしうつおけ, おけっすけ こけうしおぇすっ, とっ 
ゃう ぉなょっ ょぇょっくけ. ‶けくはおけゅぇ くっ 
ゃう しっ ょぇゃぇ くっとけ, いぇとけすけ くっ 
っ ょけぉさっ いぇ ゃぇし. ╃ぇ こさっょこけかけ
あうき, つっ ゃうっ しっょうすっ しっゅぇ すせおぇ 
う こけうしおぇすっ ょぇ ゃうょうすっ ╀さぇょ 
‶うす. ╁しなとくけしす, こけゃはさゃぇえすっ 
きう, すけえ しないょぇゃぇ きくけゅけ こさけ
ぉかっきう, くっ しなき しうゅせさっく ょぇかう っ 
ょけぉさっ いぇ ゃぇし ょぇ ゃうょうすっ ╀さぇょ 
‶うす. ╋けあっすっ ょぇ しう こけうしおぇすっ 
くはおけえ こけ-しっきこなか きなあ, おけえ
すけ とっ ゃう くぇこさぇゃう ょぇかっつ こけ-
とぇしすかうゃぇ. 
- ╁はさゃぇ かう ぇゃすけさなす くぇ  

╋っすぇすぇえくぇすぇ ゃ しなょぉぇすぇ?
- ′ぇえ-いぇぉぇゃくけすけ くっとけ くぇ 

しなょぉぇすぇ っ, つっ くっ さぇいこけいくぇ
ゃぇて う くっ けしないくぇゃぇて すけゃぇ, 
おけっすけ っ こさっょ すっぉ. ‶さけしすけ 
けしないくぇゃぇて  くっとぇすぇ, おけゅぇすけ 
ゅかっょぇて くぇいぇょ, ぇ くっ おけゅぇすけ 
ゅかっょぇて くぇこさっょ. ′っ っ かう すけゃぇ 
くっとけ ぇぉしせさょくけ? ╇いゅかっあょぇ, 
つっ おけゅぇすけ しっ ゃさなとぇて くぇいぇょ, 
ゃしうつおけ っ ういゅかっあょぇかけ おぇすけ 
しなょぉぇ. ╇ ぉっい いくぇつっくうっ おぇおゃけ 
しすっ こさぇゃうかう, すけ とっ しっ しかせ
つう, こさう ゃしうつおう こけかけあっくうは. 
′っ っ ゃぇあくけ おぇおゃけ しっ  しかせつ
ゃぇ ゃしなとくけしす, ぇ こけ-ゃぇあくけすけ 
っ おぇお ゃうっ さっぇゅうさぇすっ ゃ しうすせ
ぇちうはすぇ, おけゅぇすけ すけゃぇ くっとけ しっ 
しかせつゃぇ う おぇお ゃうっ けすゅけゃぇさぇすっ 
し ょっえしすゃうはすぇ しう, おぇお ゃうっ しっ 
ぇょぇこすうさぇすっ ゃ すぇいう しうすせぇちうは. 
╇ おぇお ゃうっ っきけちうけくぇかくけ  さっぇ
ゅうさぇすっ くぇ しかせつうかけすけ しっ. 
- ╇いかういぇ, つっ あうゃけすなす っ 

くぇえ-ゅけかはきけすけ こさうおかのつっ
くうっ? 
╅うゃけすなす っ けゅさけきくけ こさうおかの

つっくうっ う こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. 
╁うっ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ いぇぉぇ
ゃかはゃぇすっ きくけゅけ ゃ あうゃけすぇ  しう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

たけかけゅうは, ゃ おけうすけ きけすうゃうさぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ くぇしかぇあょぇゃぇす くぇ あうゃけすぇ ゃなゃ ゃしっおう っょうく きけきっくす う ょぇ ゃかぇょっはす ╋っすぇすぇえくぇすぇ - ちっくくけ いくぇ-
くうっ, おけっすけ くう こさぇゃう とぇしすかうゃう. ′ぇきうさぇ しすさぇくぇすぇ くう いぇ おさぇしうゃぇ けすおなき こさうさけょぇ う し きくけゅけ けぉさっきっくっくう たけさぇ. ]つうすぇ, つっ う すせお くう 
いぇしすうゅぇす こさけぉかっきうすっ くぇ ぇきっさうおぇくちうすっ - さぇいゃけょう, さぇいぉうすう しっきっえしすゃぇ, ういくっゃっさう, しすさっし, ゃなさすっかっあおぇ, ゃ おけはすけ ょせてぇすぇ くう いぇゅうゃぇ.

さぇしすくっ. ╇ くぇ ょゃっすっ きっしすぇ 
しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ さぇぉけすぇ う 
すけ - けぉとっしすゃっくぇ, ゃ おけはすけ 
しぇきけ ょぇゃぇて, いぇ ょぇ こけかせつうて 
ゃなすさってくけ せょけゃかっすゃけさっ-
くうっ.”, けこさけゃっさゅぇゃぇ ╋ぇくつけ-
さけゃ こけこせかはさくぇすぇ くぇゅかぇしぇ 
くぇ けぉとっしすゃけすけ おなき こけょけぉ-
くう くぇつうくぇくうは. ╁ けぉとっしすゃっ-
くうすっ しう ういはゃう すけえ, けぉぇつっ, 
けぉさぇすくけ くぇ こさけそっしうけくぇか-
くぇすぇ しそっさぇ, っ すゃなさょけ こけ-
しすけはくっく: 16 ゅけょうくう っ こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ]ょさせあっくうっすけ 
くぇ かけゃちうすっ う さうぉけかけゃちうすっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ くぇちうけくぇか-
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ′╊[] 

- ]╊╀[ っ けす 12 ゅけょうくう. 》う-
かはょう かけゃちう けす ちはかぇ ╀なか-
ゅぇさうは こけきくはす きぇとぇぉくうすっ 
しなぉけさう, けさゅぇくういうさぇくう けす 
╋ぇくつけさけゃ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお - 
′ぇちうけくぇかくうはす しなぉけさ こさっい 

1998-きぇ くぇ ╉さなくしおけすけ たぇく-
つっ, ぇ ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ う ]な-
ぉけさなす いぇ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ おぇいぇくかなておけすけ ょさせあっしすゃけ, 
おけっすけ しっゅぇ しすはゅぇ こさぇいくうおぇ いぇ 
115-ゅけょてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇ-
くっすけ しう.

╋ぇくつけさけゃ けとっ
こけきくう こなさゃうは しう かけゃ

くぇ ‶ぇくうつっさっゃけ.

〈けゅぇゃぇ けすおさうか, つっ くうおけゅぇ くっ 
しっ っ つせゃしすゃぇか すけかおけゃぇ ょけぉさっ, 
おけかおけすけ こけ ゃさっきっ くぇ かけゃぇ, 
しかっょゃぇえおう ょうさうすっ くぇ ょうゃっつぇ 
ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ ょさせゅぇさうすっ 
けす かけゃくぇすぇ ょさせあうくおぇ - くぇ 
ゃないょせた, ゃ おけくちっくすさぇちうはすぇ くぇ 
しなゃしっき ょぇかっつくう けす しつっすけゃけょ-
しすゃけすけ う ぉぇくおうすっ いぇくうきぇくうは. 
╇ しっゅぇ しっ つせゃしすゃぇ けすかうつくけ ゃ 
ょさせあうくおぇすぇ くぇ ╂けかはきけ ╃さは-
くけゃけ, し おけはすけ う せすさっ, こさう けす-
おさうゃぇくっすけ くぇ かけゃぇ くぇ 11-すう 
ぇゃゅせしす, とっ こけしさっとぇす いぇっょくけ 
こさぇいくうおぇ, おぇおすけ きせ こさうかは-
ゅぇ - くぇ こけょぉさぇくう きっいっすぇ う 
こうすうっすぇ, ゃ こけょけぉぇゃぇとぇすぇ 
ゃっしっかぉぇ くぇ しこっちうぇかくけ こけ-
おぇくっく けさおっしすなさ. ]さっょ ょさせ-
ゅぇさうすっ けす かけゃくぇすぇ ょさせあうくおぇ 
╋ぇくつけさけゃ くっ っ てっそなす けす くぇ-
ちうけくぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, ぇ 
っょうく けす ゃしうつおう. ′うとけ, つっ ゅけ 
いくぇはす くぇゃしはおなょっ せ くぇし. ╇ くっ 
くぇ こけしかっょくけ きはしすけ - いぇさぇょう 
ぇゃぇくゅぇさょくうすっ きせ うょっう, おぇすけ 
すぇいう いぇ けさゅぇくういうさぇくっすけ くぇ 
こなさゃうは すせさくうさ こけ しうしすっきぇすぇ 
”]ゃっすう 》せぉっさす” こさっい 2003 ゅ., 
おけゅぇすけ っ こさっょしっょぇすっか くぇ くぇ-
ちうけくぇかくぇすぇ おけきうしうは こけ かけゃ-
くぇ おうくけかけゅうは. [ぇいぉうさぇ しっ, 
さっゅかぇきっくすなす くぇ すせさくうさぇ っ 
“こけぉなかゅぇさっく”, おぇすけ しぇ いぇくう-
あっくう つぇしす けす ういうしおゃぇくうはすぇ, 
いぇ ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ 
こけ-ゅけかはきぇ つぇしす けす ぉなかゅぇさ-
しおうすっ かけゃちう ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
くっゅけ. ╇くぇつっ おぇいぇくけ, すけゃぇ っ 
ういかけあぉぇ - ょっきけくしすさぇちうは くぇ 
かけゃょあうえしおうすっ う „しゃっすしおうすっ” 
せきっくうは くぇ つっすうさうおさぇおうすっ う 
すったくうすっ しけぉしすゃっくうちう. 〉きっ-
くうは, けちっくっくう けす しすけえおぇすぇ 
こさう けすおさうゃぇくっすけ くぇ ょうゃっつぇ, 

ぇこけさすうさぇくっすけ くぇ けすしすさっかは-
くうは ょうゃっつ - ょけ しすうかぇ くぇ おけし-
すのきぇ くぇ きぇえしすけさぇ-しすさっかっち. 
〈ぇおけゃぇ しなしすっいぇくうっ ╋ぇくつけさけゃ 
とっ けさゅぇくういうさぇ いぇ こさなゃ こなす う 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい っしっくすぇ, おぇすけ 
いくぇお いぇ 115-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
くぇ かけゃくけすけ ょさせあっしすゃけ. 〈けいう 
しっいけく ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ おぇいぇく-
かなておけすけ ょさせあっしすゃけ とっ ぉなょっ 
けすぉっかはいぇくぇ くっ し ぉせさくう ゃっしっか-
ぉう くぇ きぇしう, ぇ し こけかっいくう ょっえ-
くけしすう, おぇすけ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
いぇしかけくう, たさぇくうかおう, つぇおぇかぇ, 
さぇいしっかゃぇくっすけ くぇ はさっぉうちう, 
そぇいぇくう, こぇすうちう, いぇさっあょぇくっ-
すけ くぇ たさぇくうかおうすっ いぇ ょうゃっつ し 
ちぇさっゃうちぇ う あうすけ, けぉはしくはゃぇ 
てっそなす くぇ こけゃっつっ けす たうかはょぇ-
すぇ かけゃちう, おけうすけ おさなしすけしゃぇす 
いっきかうとぇすぇ けす ╉ぇかけそっさしおけすけ 
¨しっすっくけゃけ ょけ ぃかうっゃけ おさぇえ 
╋なゅかうあ. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす きくけゅけ 
うきっくうすう きなあっ:
    

╋ぇくつけさけゃ くっ っ
ういおせてっく けす こけかうすうおぇすぇ. 

╆ぇしっゅぇ.

‶さういくぇゃぇ, つっ こけかうすうおぇすぇ せ 
くぇし しっ っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ しないょぇ-
ゃぇくっ くぇ ╉かせぉけゃっ こけ うくすっさっ-
しう, くぇぉうさぇくっ くぇ せょけぉくう たけさぇ, 
おけうすけ こさけおぇさゃぇす せょけぉくう こけ-
かうすうおう. ╆ぇすけゃぇ すけえ っ しうゅせ-
さっく, つっ ゃ ╀なかゅぇさうは うしすうくしおぇ 
こけかうすうおぇ くっ しっ こさぇゃう う ょけさう 
しっ こうすぇ: ”╇きぇかけ かう っ こけかうすう-
おぇ くはおけゅぇ せ くぇし ういけぉとけ こさっい 
こけしかっょくうすっ 60 ゅけょうくう...?” ╇ 
っ しうゅせさっく, つっ ょくっし: „′けさきぇか-
くうはす つけゃっお すさせょくけ すさなゅゃぇ ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇ し くっとけ すけかおけゃぇ 
おけきこさけきっすうさぇくけ.” ′け ょなこなか-
ゃぇ: „╃させゅ っ ゃなこさけしなす, つっ ゃしっ 
くはおけえ すさはぉゃぇ ょぇ こけつくっ けすくぇ-
つぇかけ, ょぇ ゃなさくっ せぉっあょっくうっ-
すけ, つっ こけかうすうおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさぇゃう, いぇ ょぇ っ こけかっいくぇ いぇ 
たけさぇすぇ”. ╋ぇくつけさけゃ おぇいゃぇ すけゃぇ 
けす こけいうちうはすぇ くぇ つけゃっお, おけえすけ 
しう っ こけいゃけかはゃぇか ょぇ けすおかけくは-
ゃぇ しっさうけいくう こさっょかけあっくうは いぇ 
こけかうすうつっしおう ういはゃう. ╆ぇ くっゅけ っ 
ぇぉしせさょくけ, おぇおすけ しっ しかせつゃぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは, つけゃっお ょぇ けすうゃぇ ゃ 
こけかうすうおぇすぇ ぉっい くうおぇおゃけ うきっ. 

╋ぇくつけさけゃ しう うきぇ うきっ. ╇ ぉっい 
ょぇ しう ゅけ ょぇゃぇ いぇ こけかうすうおぇ-
すぇ, すけえ くぇきうさぇ いぇ しきうしかっくけ 
ょぇ しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ ょさせゅう 
くっとぇ. ╇いおせてっくうはすぇ きせ しぇ 
しなゃしっき つけゃっておう う うき しっ けすょぇ-
ゃぇ し せょけゃけかしすゃうっ: おけしう ゅさぇ-
ょうくぇすぇ くぇ おなとぇすぇ ゃ ╂けかはきけ 
╃さはくけゃけ, こけょさっあょぇ ょゃけさぇ, 
ういかういぇ くぇ かけゃ, ぇ ゃ こけしかっょ-
くうすっ 10 きっしっちぇ しなし ]くっあぇ しっ 
さぇょゃぇす くぇ こなさゃぇすぇ ゃくせつおぇ, 
おけはすけ ゅかっょぇす し さぇょけしす, おけゅぇ-
すけ くぇきうさぇす ゃさっきっ. ╆ぇとけすけ: 
”╅ぇかおけ, つっ ゃさっきっすけ ゃしっ くっ 
ょけしすうゅぇ”. ]っきっえしすゃけすけ うきぇ 
う けとっ っょくけ ういおせてっくうっ: ょぇ-
かっつくうすっ っおいけすうつくう ょっしすうくぇ-
ちうう. 〈ぇおぇ ょゃぇきぇすぇ しなし ]くっあぇ 
すさせこぇす しこけきっくう けす ╉ぇさうぉうすっ, 
╉ぇくぇさうすっ, ╉うすぇえ, けす ]さっょう-
いっきくけきけさしおうすっ かぇえくっさう, けす 
╋ぇかょうゃうすっ... ╇いぉうさぇす ゅう くぇ-
さけつくけ, いぇとけすけ けしすぇくぇかうすっ 
きっしすぇ, おなょっすけ こなすせゃぇす, つっしすけ 
しぇ しゃなさいぇくう し ぇくゅぇあうきっくすう, 
ぇ こけつうゃおぇすぇ っ ょさせゅけ くっとけ. 
╉ぇおすけ う しさっとうすっ し こさうはすっかう. 
╋くけゅけ けす すはた くっ きうくぇゃぇす ぉっい 
ぉせさくう すぇくちう う こっしくう. ╆ぇとけ-
すけ, おけえすけ こけいくぇゃぇ ]すっそぇく 
╋ぇくつけさけゃ, いくぇっ, つっ すけえ っ しう-
かっく う ゃ おせこけくうすっ し こさうはすっかう, 
おなょっすけ つっしすけ う こっっ... ]うゅせさくけ 
う しっゅぇ ょけしすぇ ぇさしっくぇかちう しう ゅけ 
しこけきくはす うきっくくけ けす ゅさせこぇすぇ いぇ 
こけかうすうつっしおう こっしくう くぇ ╆ぇゃけょ 
8, おなょっすけ くぇゃさっきっすけ ]すっそぇく 
╋ぇくつけさけゃ こはか こけおさぇえ うくうちう-
ぇすうゃぇすぇ くぇ ょけぉさっ こけいくぇすうは 
すけゅぇゃぇ „┿かっく きぇお” いぇっょくけ し 
くっゅけゃうは こさうはすっか, おけかっゅぇ う 
ょけぉなさ おうすぇさうしす ╃うきうすなさ ╋う-
さけくけゃ...
„╉けかおけ きくけゅけ くっとぇ うきぇき 

こさっい あうゃけすぇ しう う おぇお うきっくくけ 
„〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” きう くぇきっ-
さう しかせつぇえ ょぇ しっ ゃなさくぇ おなき 
すはた?!”, とぇしすかうゃけ しっ せょうゃかはゃぇ 
]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ..., たゃなさ-
かはえおう こさっい せしきうゃおぇ ゃさっきっすけ 
くぇいぇょ こさっい ゅけょうくうすっ, おけうすけ 
しなし しうゅせさくけしす いくぇっ, つっ くうおぇお 
くっ っ こさけこせしくぇか...

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╀うゃてうはす さぇぉけすくうお けす いぇゃけょ 
10 - てうこおぇかうはすぇ ╂せくぬけ ╉ぇ-

くぇいうさっゃ, しすぇくぇ くぇ ゃっお. [けあょっ-
くうは しう ょっく ょはょけ ╂せくぬけ けすぉっかはいぇ 

ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ けゅさけきくぇ-
すぇ しう さけょぇ - こけ くっゅけゃぇ う こけ 

あっくしおぇ かうくうは, くぇぉさけはゃぇ-
とぇ くぇょ 60 ょせてう. ]さっょ すはた 

ぉはたぇ ょゃっ けす すさうすっ きせ けしすぇ-
くぇかう あうゃう ょっちぇ, 6-きぇすぇ きせ 
ゃくせちう う 7 こさぇゃくせちう. 
╂けょうくう くぇさっょ きぇえしすけさなす-

けぉせとぇさ さぇぉけすうか ゃ ぉうゃてうは 
╆ぇゃけょ 10 う おぇすけ けぉせとぇさ, う 
おぇすけ きけくすぬけさ. ′っいぇゃうしうきけ, 
つっ くうおけゅぇ くっ っ せつうか すったくう-
つぇさしすゃけ, きけくすぬけさかなおなす きせ 
しっ けすょぇゃぇか, こけくっあっ うきぇか 
しさなつくう さなちっ. ╁ くはおけゅぇてくうすっ 
¨ぉっょうくっくう いぇゃけょう すけえ こけかせ-
つうか う こっくしうはすぇ しう, ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ 70-すっ ゅけょうくう, おぇすけ 
しっ こっくしうけくうさぇか くぇ おぇすっゅけ-
さうは. ′っ ぉうかぇ きぇかおぇ すけゅぇゃぇ 
こっくしうはすぇ きせ, しすうゅぇかぇ いぇ あう-
ゃけす, ぇ しっゅぇ - しかっょ こけゃっつっ けす 
40 ゅけょうくう - っょゃぇき ょけすうおゃぇ 
ょけ 200 かっゃぇ, おぇいゃぇ ょなとっさは-
すぇ くぇ しすけかっすくうおぇ けす 【うこおぇ - 
70-ゅけょうてくぇすぇ  ╋ぇさうは, おけはすけ 
しっ ゅさうあう いぇ  しすぇさっちぇ.  
╆ぇ ゃさっきっすけ ゃ ╆ぇゃけょ 10  しすけ-

かっすくうおなす おぇいゃぇ: „╋くけゅけ しっ 
さぇぉけすってっ ゃ けくうは ゅけょうくう”.

╀うゃてうはす ぇさしっくぇかっち っ 
さぇぉけすかうゃ つけゃっお.
[ぇぉけすうか っ ちっかう...

79 ゅけょうくう!  

╉ぇすけ こけつくぇか くぇ 14 ゅけょうくう 
おぇすけ つうさぇお-けぉせとぇさ う しこさはか 
っょゃぇ くぇ 93 ゅけょうくう う すけ こけ 
こさうくせょぇ: こぇょくぇか ゃ しすぇは-
すぇ, しつせこうか かけてけ ょはしくぇすぇ しう 
さなおぇ う ょけすぇき. ¨すすけゅぇゃぇ っ くぇ 
かっゅかけ う しすぇゃぇ し こけきけとすぇ くぇ 
ょなとっさはすぇ うかう ょさせゅう ぉかういおう, 
おけうすけ ゅけ くぇゃっしすはゃぇす. ╆ぇさぇょう 
しつせこっくぇすぇ ょはしくぇ さなおぇ, くぇ 93 
ゅけょうくう, しっ くぇせつうか ょぇ しっ たさぇ-
くう... し かはゃぇすぇ. 
╆ぇ さけょっくうは くぇ 7-きう ぇゃゅせしす 

1912 ゅけょうくぇ ゃ 【うこおぇ ╂せくぬけ 
╉ぇくぇいうさっゃ „╂けょうくうすっ さってぇ-
ゃぇす しなょぉぇすぇ くぇ あうゃうは つけ-
ゃっお, ょけさう う くぇ あうゃけすくうすっ. 
╃ぇょっくけ かう すう っ すっゅかうかけ, くっ 
きけあって ういぉはゅぇ けす くっゅけ.” ╇ いぇ-
とけすけ っ けこすうきうしす こけ こさうさけょぇ, 
ょけぉぇゃは: „╅うゃけすなす っ こさうおかの-
つっくうっ.”, きぇおぇさ つっ ゃっつっ きせ 

うょゃぇ きぇかおけ ゃ こけゃっつっ. 

╃なかゅけかっすうっすけ しう
しすけかっすくうおなす けすょぇゃぇ くぇ 

こけしかけゃうつくけすけ しう
つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う

さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ しう. 

╇ ょけ ょくっし つっすっ ぉっい けつうかぇ, 
ぇ すっかっゃういうは くぇこけしかっょなお ゅかっ-
ょぇ さはょおけ, いぇとけすけ きくけゅけ ゅけ 
„はょけしゃぇす くけゃうくうすっ” う ゃしうつ-
おう „しぇきけ そうかけしけそしすゃぇす, ぇ 
いぇ つけゃっおぇ くうとけ”. ╃はょけ ╂せ-
くぬけ  けすょぇかっつ ゃうあょぇ おけえ ゃかう-
いぇ ゃ ょゃけさぇ う おけえ きうくぇゃぇ こけ 
せかうちぇすぇ, いくぇっ うしすけさうはすぇ くぇ 
こけつすう ゃしっおう てうこおぇかうは. ′っ 
しぇ さっょおう う きけきっくすうすっ, おけゅぇ-
すけ こうすぇ いぇ しゃけう ゃさなしすくうちう けす 
きかぇょっあおうすっ しう ゅけょうくう. ╋う-
しかう しう, つっ ゃしうつおう おぇすけ くっゅけ 
しぇ とぇしすかうゃちう - ょぇ ょけあうゃっはす 
100 ゅけょうくう, おぇいゃぇ ょなとっさはすぇ. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

¨′『╅╇〉っ╇╅〉╊ 〉╅ ╇ぇ′『╅』【【╅ ′╅ 》╊〉』¨《〉¨『╅〉╊ 〉╅ 
╆ぇ]╈╅『¨【╊ - ╅｠¨]╊』《╇╅ 》╊【╅ 〉╅ ╇』╊[¨ [╅╆¨〉╊【
【ちみいうあ おあ つか うおけえあ そはか せか つあすそ うひくちあつててあ, あ け つてあきひて くあ たかせつけみ くあ きかせけてか

57-ゅけょうてっく, っおしこっさす こけ しけちうぇかくうすっ ゃなこさけしう う こけ ゃな-
こさけしうすっ くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ. ╀うゃて きうくうしすなさ 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 ゃ ょゃっ こさぇゃうすっかしすゃぇ - くぇ 
]すっそぇく ]けそうはくしおう う くぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ.
╁ きけきっくすぇ っ さなおけゃけょうすっか くぇ ╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす こけ 

すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ.
╊のぉうきぇ すっきぇ: こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは

¨す こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ 
くはきぇ ょぇ うきぇ っそっおす, ぇおけ 

くはきぇ せしかけゃうは ゃないさぇしすくうすっ 
さぇぉけすくうちう ょぇ けしすぇさはゃぇす ゃ 
ょけぉさけ いょさぇゃっ, いぇ おけっすけ せ くぇし 
くうとけ くっ っ くぇこさぇゃっくけ, しきは-
すぇ しけちうぇかくうはす っおしこっさす ╇ゃぇく 
′っえおけゃ. 
]こけさっょ くっゅけ, こさっょう ょぇ しっ 

ゅけゃけさう いぇ ういさぇゃくはゃぇくっ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ  
いぇ きなあっすっ う あっくうすっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ゃいっきぇす こさっょゃうょ くはおけか-
おけ ゃぇあくう そぇおすけさぇ.
′ぇ こなさゃけ きはしすけ ぉなかゅぇさしおう-

すっ こさっょこさうはすうは, うおけくけきう-
おぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ しかっょゃぇ ょぇ 
しっ ぇょぇこすうさぇ おなき っょうく ぉっい-
しこけさっく そぇおす - つっ ゃ しかっょゃぇ-
とうすっ こけくっ 30 ゅけょうくう とっ え 
しっ くぇかけあう ょぇ さぇぉけすう こさっょう 
ゃしうつおけ う けしくけゃくけ し ゃないさぇしす-
くう さぇぉけすくうちう. ‶さうつうくうすっ 
いぇ すけゃぇ しぇ きくけゅけ, けしくけゃくけ 
ょっきけゅさぇそしおう. ╋うゅさぇちうはすぇ 
ゃ つせあぉうくぇ くぇ ゃうしけおけ おゃぇ-
かうそうちうさぇくう ぉなかゅぇさう ゃ さぇ-
ぉけすけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす しなとけ 
ょけこなかくうすっかくけ せすっあくはゃぇ しう-
すせぇちうはすぇ.  
]こけさっょ ′っえおけゃ, こさっょゃうょ 

くぇ すけゃぇ 

ょなさあぇゃぇすぇ う そうさきうすっ 
しこってくけ すさはぉゃぇ ょぇ

こさっょこさうっきぇす きっさおう いぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは う

こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ 
ゃないさぇしすくうすっ さぇぉけすくうちう, 
おけうすけ とっ しぇ ゅさなぉくぇおなす 

くぇ うおけくけきうおぇすぇ くう. 

¨ぉせつっくうっ こさっい ちっかうは あう-
ゃけす, くけゃぇ こけかうすうおぇ くぇ さぇぉけす-
くけすけ きはしすけ いぇ しなゃきっしすはゃぇくっ 
くぇ かうつくうは う こさけそっしうけくぇか-
くうは あうゃけす し けゅかっょ くぇ おけく-
おさっすくうすっ ちっかっゃう ゅさせこう - しぇ 
ょさせゅう きっさおう, こさっょう ょぇ しっ 
こさうしすなこう おなき ういさぇゃくはゃぇ-
くっ くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす, 
しこけさっょ っおしこっさすぇ. 
′っえおけゃ すゃなさょう しなとけ, つっ うい-

おかのつうすっかくけ ゃくうきぇくうっ ょなさ-
あぇゃぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ けすょっかう う くぇ 

いぇょなかあうすっかくけすけ
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ てうさけおけ 

ょけしすなこくう きっさおう, おけうすけ ょぇ 
ゅぇさぇくすうさぇす けしすぇさはゃぇくっ ゃ 

ょけぉさけ いょさぇゃっ. 

〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ てうさけお う かっ-
しっく ょけしすなこ ょけ ゃうしけおけおゃぇかう-
そうちうさぇくぇ いょさぇゃくぇ せしかせゅぇ, 
こさけそうかぇおすうおぇ, おけはすけ くっ ょぇ 
かっおせゃぇ くっかっつうきぇ ぉけかっしす, ぇ 
ょぇ こさっょけすゃさぇすう こさけそっしうけ-
くぇかくけ いぇぉけかはゃぇくっ. ]けちうぇか-
くうはす っおしこっさす っ くぇ きくっくうっ, 
つっ いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ くぇょ 
65-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, ゃきっしすけ 
ゃ ゅっさけくすけかけゅうは, しかっょゃぇ ょぇ しっ 
ゃおぇさぇ おぇすけ きっさおう ゃ いょさぇゃっ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ. 
]こけさっょ っおしこっさすぇ こけ すさせょけ-

ゃけ こさぇゃけ う こっくしうけくくぇ しうしすっ-
きぇ, こけゃっつっ けす くぇかけあうすっかくけ っ  
ういさぇゃくはゃぇくっすけ くぇ けしうゅせさう-
すっかくうは しすぇあ う こさうかぇゅぇくっすけ 
くぇ っょうく う しなと きったぇくういなき いぇ 
ういかういぇくっ ゃ こっくしうは いぇ きなあっ-
すっ う いぇ あっくうすっ. [ぇいかうつくう-
すっ せしかけゃうは, おけうすけ ゃけょはす ょけ 
さぇいかうつっく けしうゅせさうすっかっく こさう-
くけし, けいくぇつぇゃぇす う こけ-くうしおう 
こっくしうう, いぇすけゃぇ しっ しきはすぇす いぇ 
ょうしおさうきうくぇちうは, しつうすぇ ′っえ-
おけゃ. ]なつっすぇくけ し こけ-こさけょなか-
あうすっかくうは あうゃけす くぇ あっくうすっ 
う そっきうくういうさぇくっすけ くぇ くうしおけ-
こかぇすっくうすっ こさけそっしうう, すけゃぇ っ 
こけつすう しうゅせさっく こぇしこけさす おなき 
ぉっょくけしすすぇ, っ すっいぇすぇ くぇ っおし-
こっさすなす. 

╁ きけきっくすぇ うきぇきっ おけくおさっすっく きったぇくういなき, こけ おけえすけ しっ せゃっかうつぇゃぇ ゃないさぇしすすぇ し こけ 4 
きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう しなき しなゅかぇしっく し くっゅけ うかう くっ. ′ぇえ-かけてけすけ っ 

けすくけゃけ, こさっょう ょぇ しきっ ゅけ さっぇかういうさぇかう, こさっょう ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ おさぇは, こぇお ょぇ いぇこけつくっき ょぇ 
こさぇゃうき こさけきっくう. [っいおうすっ ょゃうあっくうは こさう けしうゅせさうすっかくうすっ きけょっかう しぇ くぇえ-くっあっかぇくぇすぇ 
しうすせぇちうは. 〈ぇおぇ つっ こけ-ょけぉさっ しっゅぇ, ぉっい ょぇ けすしすなこゃぇきっ けす きっさおうすっ, おけうすけ しきっ こさっょこさうっ-
かう, ょぇ ゅう こさけょなかあぇゃぇきっ こさっょう ゃしうつおけ ゃ こけしけおぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さぇくくけすけ こっくしうけくうさぇくっ 
う けしうゅせさはゃぇくっ いょさぇゃっすけ くぇ ゃないさぇしすくうすっ さぇぉけすくうちう. ′け おぇすっゅけさうつくけ くはきぇ ょぇ しこさっき くぇ 
すぇいう ゃないさぇしす, おけはすけ ゃ きけきっくすぇ っ こけしけつっくぇ. 】っ ょけえょっ きけきっくす, こさう おけえすけ とっ ゅけゃけさうき いぇ 
こけ-ゃうしけおぇ ゃないさぇしす, ぇ こなさゃぇすぇ しすなこおぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう, っ ういさぇゃくはゃぇくっ. ╇ 
おけかおけすけ こけ-さぇくけ は くぇこさぇゃうき, すけかおけゃぇ こけ-ょけぉさっ う いぇ たけさぇすぇ.

┿おけ こけゅかっょくっき ょくってくぇすぇ さっぇかくけしす, とっ ゃうょうき っょくけ きくけゅけ しうきこすけきぇすうつくけ こさっけさうっく-
すうさぇくっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ. ╁ きけきっくすぇ ゃないさぇしすくうすっ さぇぉけすくうちう くぇょ 50 ゅ. しぇ きくけゅけ 

こけ-ゅけかはき ょはか, けすおけかおけすけ さぇぉけすっとうすっ ょけ 30 ゅ., ぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ っ くぇえ-ゃうしけおぇ こさう きかぇ-
ょうすっ さぇぉけすくうちう. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ, つっ さぇぉけすけょぇすっかうすっ しぇ けぉなさくぇかう っょくぇ すっくょっくちうは, おけはすけ 
しなとっしすゃせゃぇてっ きくけゅけ ゅけょうくう - つっ きかぇょうはす さぇぉけすくうお っ いぇ こさっょこけつうすぇくっ. 
[ぇぉけすけょぇすっかうすっ しぇ いぇこけつくぇかう ょぇ さぇいぉうさぇす, つっ ゃないさぇしすくうすっ さぇぉけすくうちう しぇ ょけぉさう さぇ-

ぉけすくうちう. ╇ けす すぇいう ゅかっょくぇ すけつおぇ ょゃっすっ くぇえ-いぇしすさぇてっくう ゅさせこう くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ ゃ 
しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう くっ しぇ ゃないさぇしすくうすっ, ぇ きかぇょうすっ さぇぉけすくうちう, おけうすけ しっゅぇ くぇゃかういぇす, う 
くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ. 

╄おしこさっすくう こさけゅくけいう: 

1. ╃くってくうすっ 30-ゅけょうてくう 
とっ しっ こっくしうけくうさぇす くぇ 70 ゅけ-
ょうくう.
┿おけ しすっ けす 20 ょけ 30-ゅけょうて-

くう, とっ しっ ういこさぇゃうすっ こさっょ 
くけゃけ ゅけかはきけ こさっょういゃうおぇ-
すっかしすゃけ けおけかけ 2050 ゅ. 〈けゅぇ-
ゃぇ けおけかけ 400 たうか. ぉなかゅぇさう, 
おけうすけ ょくっし しぇ きっあょせ 20 う 
25, とっ ういかういぇす けす すさせょけしこけ-
しけぉくぇ ゃないさぇしす. 〈っ とっ ぉなょぇす 
いぇきっくっくう けす っょゃぇ 300 たうかは-
ょう, おけうすけ ょくっし しぇ きっあょせ 10 
う 15-ゅけょうてくう.
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぇおけ しすっ 

きっあょせ 20 う 30-ゅけょうてくう, とっ 
しっ こっくしうけくうさぇすっ くぇえ-さぇくけ 
くぇ 72. ╆ぇとけすけ きぇかけぉさけえくけすけ 
こけおけかっくうっ けす ゅけかっきうは ょっきけ-
ゅさぇそしおう しさうゃ こさっい 90-すっ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃう たさぇくう.

2.  30-40-ゅけょうてくうすっ ゃくぇ-
しはす くぇえ-ゅけかはきぇ つぇしす けす こぇ-
さうすっ, し おけうすけ しっ ういこかぇとぇす 
こっくしううすっ くぇ しっゅぇてくうすっ ゃない-
さぇしすくう たけさぇ.
╀なかゅぇさうすっ きっあょせ 30 う 40 

しぇ くぇょ 1 きうかうけく. ╉けゅぇすけ 
すっいう くぇょ きうかうけく ぉなかゅぇさう 
しすぇくぇす ょけしすぇすなつくけ ゃないさぇしす-
くう, いぇ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇす, 
すったくうすっ こっくしうう すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす こかぇとぇくう けす ょくってくう-
すっ すうえくっえょあなさう. 〈けゃぇ とっ しっ 
しかせつう けおけかけ 2035 ゅ.

3. 〈うえくっえょあなさうすっ しぇ ょゃぇ 
こなすう こけ-きぇかおけ けす 30-40-ゅけ-
ょうてくうすっ. ╇ ぇおけ ょくっし, こさう 
しさぇゃくうすっかくけ ゅけかはき ぉさけえ 
すさせょけしこけしけぉくう, こっくしうけくくぇ-
すぇ しうしすっきぇ ういくっきけゅゃぇ, けし-
すぇゃぇ ゃなこさけしなす - おぇお かう とっ 
さぇぉけすう しうしすっきぇすぇ, おけゅぇすけ 

たけさぇすぇ ゃ ぇおすうゃくぇ ゃないさぇしす 
しすぇくぇす ょゃぇ こなすう こけ-きぇかおけ けす 
こっくしうけくっさうすっ.

4. „╃ゃうあうき しっ おなき ゃないさぇしす 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ 68 う 70 ゅけ-
ょうくう. ╋けあっ ぉう しかっょ 20 うかう 
しかっょ 30 ゅけょうくう, くけ すけゃぇ っ 
こっさしこっおすうゃぇすぇ.”, おぇいぇ けとっ 
╇ゃぇく ′っえおけゃ.

あくう, おぇしぇっとう ゃしうつおう くう ゃな-
こさけしう, けしゃっく てうさけおけ ょけこうす-
ゃぇくっ ょけ つかっくしおぇすぇ きぇしぇ  こけ 
しうくょうおぇすう, しつうすぇき つっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさけゃっょっ う くぇちうけくぇかくけ 
ょけこうすゃぇくっ, ょぇ しっ さぇいはしくう くぇ 
たけさぇすぇ いぇ おぇおゃけ しすぇゃぇ ょせきぇ, 
こけしかっ すっ ょぇ うきぇす ゃないきけあくけしす 
ょぇ おぇあぇす きくっくうっすけ しう.

〉╅ 〈《『╊ 》『╊′ 』╊》【╊〈╇『¨
』うそいそおせけ  つてあけ け  うひくすそきせそつてけ くあ たそねけうさあ 

せあ いあくあてあ せあ “╅ちつかせあし” う えち. 〉かつかいひち

    ]きっくう
1 - 7 しっこすっきゃさう – 6 くけとせゃおう 
]ゃけぉけょくう しすぇう:
╃ゃけえおう - 2 ぉさ.
〈さけえおう - 6 ぉさ.
』っすゃけさおう - 11 ぉさ.

7 - 13 しっこすっきゃさう - 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 10 ぉさ.
〈さけえおう - 10 ぉさ.
』っすゃけさおう -16 ぉさ.

13 - 19 しっこすっきゃさう - 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 33 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1 ぉさ.
┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

19 - 25 しっこすっきゃさう – 6 くけとせゃおう 
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 34 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ.
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1 ぉさ.
┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

25 しっこすっきゃさう – 1 けおすけきゃさう 
– 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 34 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ.
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1ぉさ.
 ┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

′ぇしすぇくはゃぇくっ - しかっょ 14 つぇしぇ ゃ 
こなさゃうは ょっく 
′ぇこせしおぇくっ - ょけ 10 つぇしぇ ゃ こけ-
しかっょくうは ょっく
]かっょ 10 つぇしぇ くぇ ゃしっおう こさけ-

しさけつっく こけかけゃうく つぇし とっ しっ 
ゃいっきぇ くっせしすけえおぇ こけ 5 かっゃぇ 
くぇ かっゅかけ, くっいぇゃうしうきけ ぇさしっ-
くぇかちう かう しぇ うかう くっ くぇしすぇくっ-
くうすっ こけつうゃぇとう.

    『っくう いぇ こっさうけょぇ
『っくう いぇ さぇぉけすっとう ゃ “┿さしっ-
くぇか” - くぇ ょっく

24 かっゃぇ /くけとせゃおぇ, いぇおせしおぇ, 
けぉはょ う ゃっつっさは/ - くぇ きっくの
╃っちぇ ょけ 2 ゅけょうくう – ぉっいこかぇす
くけ, ぉっい こさぇゃけ くぇ かっゅかけ う たさぇ
くぇ
╃っちぇ けす 2 ょけ 15 ゅけょうくう - くけ
とせゃおぇ, いぇおせしおぇ, けぉはょ う ゃっつっ
さは - くぇ きっくの - 15 かっゃぇ くぇ ょっく

『っくう いぇ ゃなくてくう こけつうゃぇとう, 
くっさぇぉけすっとう ゃ “┿さしっくぇか” - くぇ 
ょっく 
20 かっゃぇ - くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
- きっくの
22 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
- ぉかけお きぇしぇ 
30 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
+ けぉはょ + ゃっつっさは - きっくの 
35 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
+ けぉはょ + ゃっつっさは - ぉかけお きぇしぇ

 ╃っちぇ ょけ 2 ゅけょうくう - ぉっいこかぇす
くけ /ぉっい かっゅかけ う たさぇくぇ/ 
 ╃っちぇ ょけ 12 ゅけょうくう - こけかいゃぇす 
20% くぇきぇかっくうっ こさう たさぇくっくっ 
くぇ ぉかけお きぇしぇ 
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは, 
しこさぇゃおう う いぇこうしゃぇくうは - ]うく
ょうおぇかっく おけきうすっす くぇ ╉′]╀ 
“┿さしっくぇか” ┿╃ う こけ いぇゃけょう. 
 すっか: 0431 622 07 
 GSM: 0888 58 26 73
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 - ]こさはゅぇす うきっすけ ╁う う 
きぇさおぇすぇ “┿さしっくぇか” う 
おぇすけ こけすっくちうぇかっく おせ-
こせゃぇつ うかう こけくっ こさっ-
すっくょっくす いぇ おせこせゃぇつ う 
くぇ „╁╋╆“ - ]けこけす. ′っとけ 
こけゃっつっ, しぇきけ こさっょう 
ょくう ぉっ けこけゃっしすっくけ, つっ 
しさけおなす いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ 
けそっさすう いぇ おぇくょうょぇす-おせ-
こせゃぇつうすっ しっ せょなかあぇゃぇ し 
ょゃっ しっょきうちう. ╇きぇすっ かう 
こけょけぉくう うくすっさっしう? 
- ‶け すけいう ゃなこさけし ぇい しなき 

おぇいぇか きけっすけ きくっくうっ こさっょう 
ゃさっきっ. ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ けぉけぉ
とは, けさなあっえくぇすぇ うくょせしすさうは 
っ しこっちうそうつくぇ うくょせしすさうは. 
╆ぇ くっは しぇ くせあくう きくけゅけ 
ょさせゅう おぇつっしすゃぇ, けしゃっく おぇ
つっしすゃぇすぇ くぇ ょけぉさうは きっくう
ょあなさ. „╁╋╆” - ]けこけす っ ぉうか 
う っ くぇて ょけぉなさ こぇさすくぬけさ, 
くぇょはゃぇき しっ すぇおなゃ ょぇ けし
すぇくっ う ゃ ぉなょっとっ. ╇しおさっくけ 
あっかぇは すけいう おけきこかっおし ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ, いぇとけすけ こさうすっあぇ
ゃぇ せくうおぇかくう しこっちうぇかうしすう. 

- ╁ くぇつぇかけすけ くぇ そっゃ-
させぇさう, しかっょ しさっとぇ 
きっあょせ ╁ぇし, けぉかぇしすくうは 
せこさぇゃうすっか う おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, こけさけょっくぇ けす 
そっゃさせぇさしおうすっ けすこせしおう 
くぇ ぇさしっくぇかちう, ╁うっ いぇ-
はゃうたすっ, つっ ょけぉさう くけゃう-
くう いぇ “┿さしっくぇか” きけゅぇす 
ょぇ しっ けつぇおゃぇす しかっょ きぇえ. 
╋ぇえ きうくぇ. ╃けおなょっ しすうゅ-
くぇ さぇぉけすぇすぇ こけ ょけぉさうすっ 
くけゃうくう?
- ╉ぇいゃぇか しなき ゅけ う こぇお とっ 

ゅけ おぇあぇ, し さうしお こけゃすけさっ
くうっすけ ょぇ しすぇくっ ょけしぇょくけ, 
くけ すぇおぇゃぇ っ しうすせぇちうはすぇ. 
]ゃっすけゃくぇすぇ おさういぇ こさう 
くぇし こさうしすうゅくぇ こけ-ぉぇゃ
くけ. ¨すさぇいはゃぇ しっ ゅけょうくぇ-
ょゃっ こけ-おなしくけ う おさういぇすぇ っ 
こけくっ ょゃっ ゅけょうくう, いぇさぇょう 
しこっちうそうおぇすぇ う ちうおかうすっ 
くぇ ょけゅけゃぇさはくっ, くぇ しぇきけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, しさけおけゃっすっ 
いぇ ゃけっくくうすっ ぉのょあっすう くぇ 
ょなさあぇゃうすっ. ╇ ょけおぇすけ くは
おけう こさけういゃけょしすゃぇ, しそっさう 
くぇ うくょせしすさうはすぇ ゃっつっ こけ
っきぇす ゅかなすおぇ ゃないょせた, こさう 

くぇし しうすせぇちうはすぇ ゃしっ けとっ っ 
すさせょくぇ. ╁けっくくうすっ ぉのょあっすう 
くぇ ょなさあぇゃうすっ しぇ こけ-しゃう
すう けす こさっょうてくう ゅけょうくう, 
しなけすゃっすくけ う こけさなつおうすっ しぇ 
こけ-きぇかおけ う こけ-きぇかおう. ╉けく
おせさっくちうはすぇ ゃ ぉさぇくてぇ っ 
あっしすけおぇ. ╁なこさっおう すけゃぇ くうっ 
しう けしすぇゃぇきっ こさっょこけつうすぇくぇ 
きぇさおぇ, うきぇきっ くぇてうすっ こぇ
いぇさう う こけいうちうう, ぇい かうつくけ 
さぇいつうすぇき くぇ ょけぉさうは さぇいゃけえ 
ゃ さっいせかすぇす くぇ こけさっょうちぇすぇ 
しさっとう, さぇいゅけゃけさう う すなさ
ゅけゃっ. ‶けゃっつっ けす せしこってくけ 
ぉっ う こさっょしすぇゃはくっすけ くう くぇ 
しゃっすけゃくうすっ ういかけあっくうは う 
こぇくぇうさう いぇ そうさきうすっ けす けす
ぉさぇくうすっかくぇすぇ こさけきうてかっ
くけしす, うきぇ うくすっさっし おなき くぇし, 
さぇぉけすうき こけ おけくおさっすくうすっ 
くぇきっさっくうは う こけさなつおう. ╁ 
ぉういくっしぇ こさぇいくけ こさけしすさぇく
しすゃけ くはきぇ. ╇きぇ う しっさうけいくう 
うくょうおぇちうう いぇ うくすっさっし おなき 
くぇし. ╆ぇ しなあぇかぇくうっ, かっすくう
すっ すさせょくけしすう こさけょなかあぇゃぇす. 
¨こすうきうしす しなき, つっ とっ しっ 
しこさぇゃうき, ょけさう ぇおけ すさはぉゃぇ 
う し こけゃっつっ うかう こけ-きぇかおけ 
くっこけこせかはさくう ょっえしすゃうは.

- ╁ぇあっく ゃなこさけし, おなき 
ょくってくぇ ょぇすぇ, いぇ さぇぉけ-
すっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ っ 
ょぇかう しっ けつぇおゃぇ くけゃぇ けこ-
すうきういぇちうは くぇ こっさしけくぇ-
かぇ?
- ╉なき ょくってくぇ ょぇすぇ すけいう 

ゃなこさけし くっ っ ぇおすせぇかっく. ╁ 
きけきっくすぇ けおけかけ 30% けす 
こっさしけくぇかぇ くぇ “┿さしっくぇか”, 
おけえすけ くっ っ くぇすけゃぇさっく し 
おけくおさっすくぇ こけさなつおぇ う くぇ 
こさぇおすうおぇ くはきぇ さぇぉけすぇ, っ ゃ 
けすこせしお - こかぇすっく うかう くっこかぇ
すっく - いぇ すぇいう つぇしす けす たけさぇ
すぇ, おけうすけ ゃっつっ しぇ こけかいゃぇかう 
こかぇすっくうは しう けすこせしお. ╁ ちう
そさけゃけ ういさぇあっくうっ くっとぇすぇ し 
けすこせしおうすっ ういゅかっあょぇす すぇおぇ: 
ょけ しさっょぇすぇ くぇ しっこすっきゃさう 
けおけかけ 11% けす ぇさしっくぇかちう 
しぇ ゃ くっこかぇすっく けすこせしお, 20% 
こけかいゃぇす しゃけは こかぇすっく けす
こせしお, けしすぇくぇかうすっ 69% けす 
しなしすぇゃぇ くぇ そうさきぇすぇ しぇ くぇ 
さぇぉけすぇ.

- ′ぇ そうくぇかぇ, ぇおけ さぇい-
さってうすっ, う かうつっく ゃな-
こさけし: おぇお しすっ しなし いょさぇ-
ゃっすけ, ゃないしすぇくけゃはゃぇすっ 
かう しっ ゃっつっ? ╉けゅぇ ょぇ ╁う 
けつぇおゃぇきっ けすくけゃけ こけしすけ-
はくくけ ゃなゃ そうさきぇすぇ? 
- ]かぇゃぇ ╀けゅせ う ぉかぇゅけょぇ

さっくうっ くぇ かっおぇさうすっ こさけそ. 
╂っくつけ ′ぇつっゃ う ょ-さ ╀けえつけ 
╀けえつっゃ, ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ 
きう しかっょ すっあおぇすぇ けこっさぇちうは 
ゃなさゃう ょけぉさっ. 〈けゃぇ, つっ くっ 
こさうしなしすゃぇき っあっょくっゃくけ ゃ 
おぇぉうくっすぇ しう, くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ しなき ゃしすさぇくう けす “┿さしっ
くぇか”. ] さぇょけしす う いぇょけゃけか
しすゃけ とっ おぇあぇ, つっ きけあっ 
ょぇ きう しっ いぇゃうあょぇ: いぇさぇょう 
しすさぇたけすくうは っおうこ けす きっ
くうょあなさう う おけかっゅう, おけうすけ 
うきぇき おさぇえ しっぉっ しう う ぉかぇゅけ
ょぇさっくうっ くぇ おけうすけ しっ しこさぇ
ゃはきっ, けしけぉっくけ ゃ すさせょくう きけ
きっくすう おぇすけ すけいう. ぅこけくちうすっ 
しつうすぇす, つっ おけゅぇすけ さぇぉけすぇすぇ 
ゃなさゃう こさう けすしなしすゃうっすけ くぇ 
ゅけかっきうは てっそ, すけゃぇ けいくぇつぇ
ゃぇ, つっ っ しないょぇか しすさぇたけすっく 
っおうこ, おけえすけ ょゃうあう くっとぇすぇ 
ょけさう ゃ くっゅけゃけ けすしなしすゃうっ. 
╂けさょっは しっ し たけさぇすぇ けす きっ
くうょあなさしおうは っおうこ くぇ “┿さ
しっくぇか” う “┿さしっくぇか 2000”. 
╃けゃっさうっすけ きっあょせ くぇし っ 
けくけゃぇ, おけっすけ きっ おぇさぇ ょぇ 
しなき しこけおけっく いぇ ぉなょっとっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ. ╉けかおけすけ ょけ 
こなかくけすけ きう ゃないしすぇくけゃはゃぇ
くっ, くぇょはゃぇき しっ ょけ 6 うかう 
ょけ 9 きっしっちぇ, すぇおぇ っ しこけさっょ 
かっおぇさうすっ, くっとぇすぇ ゃっつっ ょぇ 
しぇ しう くぇ きはしすけすけ う ょぇ こけっ
きぇ けすくけゃけ くぇ こなかくう けぉけさけ
すう ぇさしっくぇかしおけすけ っあっょくっ
ゃうっ, おけっすけ, せゃっさはゃぇき ゃう, 
くうおぇお くっ っ かっおけ. ′はきぇ ょぇ 
おさうは, かうこしゃぇ きう ょうくぇきう
おぇすぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, せしっとぇくっ
すけ, つっ しないょぇゃぇて さぇぉけすぇ いぇ 
すけかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ, おけっすけ 
っ おけかおけすけ けすゅけゃけさくけ, すけか
おけゃぇ う こさうはすくけ せしっとぇくっ. 
┿い しなき けこすうきうしす こけ こさう
さけょぇ う あうゃっは し くぇょっあょぇ, 
つっ くぇえ-たせぉぇゃけすけ すっこなさゃぇ 
こさっょしすけう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

] こけしかっょくうすっ こさけきけちうう, おけうすけ ゃなさゃはす ゃ きけきっく
すぇ, きぇさおけゃぇ おけこさうくっくぇ さういぇ ういかういぇ けおけかけ 4,50 
かっゃぇ. ]すうかくう さけおかう けす ゃうしけお おかぇし しっ こさけょぇゃぇす こけ 
6-7 かっゃぇ, ぇ さういうすっ しすうゅぇす ょけ 5 かっゃぇ. ╆ぇ きぇしけゃうすっ 
おかうっくすう ょけぉなさ ういぉけさ しぇ う きぇゅぇいうくうすっ けす しさっょっく 
おかぇし しすけおぇ, おなょっすけ ちっくうすっ くぇ おうかけゅさぇき しぇ 8, 16 う 
20 かっゃぇ. 
¨す くはおけかおけ きっしっちぇ ゃ ゅさぇょぇ  たうす っ ょさせゅぇ ゃっさうゅぇ 

いぇ ょさったう  ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ - しけぉしすゃっくけしす くぇ しうさうえ
しおう ゅさぇあょぇくうく. ╁ すはた すなさゅけゃしおうはす すさうお, し おけえすけ 
こさうゃかうつぇす おかうっくすう,  っ っあっょくっゃくけすけ こけっゃすうくはゃぇ
くっ くぇ しすけおうすっ. ′ぇえ-しおなこけ っ ゃ こけくっょっかくうお, ぇ くぇえ-
っゃすうくけ ゃ しなぉけすぇ, おけゅぇすけ こさっょしすけう くけゃけ いぇさっあょぇ
くっ. 〈けゅぇゃぇ ょさったうすっ けす 11 かっゃぇ しすうゅぇす ょけ 3 かっゃぇ 
いぇ おうかけ. ╁なこさっおう すけゃぇ, ょけさう ゃ こけしかっょくうは ょっく ゃ 
すっいう きぇゅぇいうくう きけゅぇす ょぇ しっ おせこはす ういゅけょくけ おぇおすけ 
ょさったう, すぇおぇ う こっさょっすぇ, こけしすっかなつっく うくゃっくすぇさ, おけ
かぇくう, つけさぇこう, つぇくすう, ょさせゅう ょあせくょあせさうえおう. ╆ぇ 
きなあっすっ こけょけぉっく さけょ きぇゅぇいうくう しなとけ こさっょかぇゅぇす 
ういおせてっくうは. ′ぇ ょゃっ きっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ こさっょかぇ
ゅぇす う ょさせゅう いぇこぇょくう しすけおう - けしくけゃくけ っかっおすさけくうおぇ, 
ぉうすけゃう せさっょう, っかっおすさうつっしおう, おぇおすけ う しゅかけぉはっきう 
きっぉっかう くぇ ういゅけょくう ちっくう. ‶さっい かはすけすけ すけいう すうこ 
しすけおう しっ こさっょかぇゅぇす し 25% けすしすなこおぇ. 〈ぇおぇ っょくけ 
ょけぉさけ さぇょうけ, し ょけしすぇすなつくけ ゃないきけあくけしすう, くっきしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ, ういかういぇ けおけかけ 10 かっゃぇ. 〈ぇぉせさっすおう 
う しゅかけぉはきう おせたくっしおう きっぉっかう しぇ けす 15 ょけ 70 かっゃぇ. 

ん¡îñÖöó

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╁ きけきっくすぇ ょけさう きけゅぇす ょぇ しっ おせこはす けとっ こけ-ういゅけょくけ 
いぇさぇょう こさっょかぇゅぇくけすけ くぇきぇかっくうっ けす 25% ゃ ちっくぇすぇ. 
╆ぇさぇょう ぉけゅぇすうは ういぉけさ くぇ しすけおう ゃ すっいう きぇゅぇいう

くう, おぇおすけ う いぇさぇょう ゃしっ こけ-けすなくはゃぇとうは ょあけぉ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ, さっょけゃくうすっ きぇゅぇいうくう こけつすう しぇ ぉっい 
おかうっくすう. ╋ぇしけゃけ こけ すなさゅけゃしおぇすぇ せかうちぇ ゃ ╉ぇいぇく

かなお こさけょぇゃつうすっ けす きぇゅぇいうくうすっ し くっすなさこっくうっ つぇ
おぇす くはおけえ ょぇ ゃかっいっ ゃ きぇゅぇいうくぇ うき う しっ さぇょゃぇす くぇ 
ゃしっおう おかうっくす, ょけおぇすけ ゃ きぇゅぇいうくうすっ “しっおなく たっくょ” 
しすなかこけすゃけさっくうっすけ っ っあっょくっゃくけ. ¨ぉっょくぇすぇ こけつうゃ
おぇ う おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく しぇ ゃさっきっすけ し くぇえ-きくけゅけ 

こけしっすうすっかう.  
╉かうっくすうすっ くぇ すっいう きぇゅぇいうくう しぇ くぇ さぇいかうつくう 

ゃないさぇしすう, し さぇいかうつくう ょけたけょう. ╁ きぇゅぇいうくうすっ つっし
すけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ゃうょっくう っょくう けす くぇえ-いぇきけあくうすっ 
おぇいぇくかなつぇくう, おぇおすけ う こっくしうけくっさう, つううすけ こっくしうう 
くっ くぇょたゃなさかはす 160-180 かっゃぇ. 〈うえくっえょあなさうすっ しぇ 
しさっょ さっょけゃくうすっ こけしっすうすっかう くぇ すっいう きぇゅぇいうくう, 
おけうすけ こさぇゃはす う っょくう けす くぇえ-ゅけかっきうすっ こけおせこおう. ╁ 
こけしかっょくうすっ くはおけかおけ きっしっちぇ たうす ゃ きぇゅぇいうくうすっ ゃすけ
さぇ せこけすさっぉぇ しぇ う こさっょかぇゅぇくうすっ う くっせこけすさっぉはゃぇ
くう, つうしすけ くけゃう おけきこかっおすう いぇ きけすけちうおかっすう - はおっすぇ, 
ゅぇとっさういけくう けす すっかっておぇ おけあぇ. ╁ さっょけゃくうすっ きぇゅぇ
いうくう くぇ ╆ぇこぇょ こけょけぉくう ぇさすうおせかう しっ こさけょぇゃぇす くぇ 
ちっくう けす 350 っゃさけ くぇゅけさっ, ょけおぇすけ ゃ しっおなく たっくょ きぇ
ゅぇいうくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ちっくうすっ うき しぇ きっあょせ 280-300 
かっゃぇ. ╃させゅぇ すなさしっくぇ しすけおぇ しぇ しおうすっ う しおうけさしおうすっ 
けぉせゃおう, おぇおすけ う きぇさおけゃうすっ しこけさすくう けぉせゃおう. 
╆ぇさぇょう いぇぉさぇくう ゃ くぇちうけくぇかっく きぇとぇぉ ゃ こけしかっょくう

すっ すさう しっょきうちう けす きぇゅぇいうくうすっ ゃすけさぇ さなおぇ ういつっいくぇ
たぇ ょゃっ すなさしっくう けす おぇいぇくかなつうくう しすけおう - しぇすっくっくけすけ 
ぉっかぬけ う けぉせゃおうすっ. 
′ぇこさぇゃっくぇ ぇくおっすぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ くぇえ-ぇおすうゃくうすっ 

こけすさっぉうすっかう くぇ すっいう  きぇゅぇいうくう しぇ あっくう きっあょせ 30 う 
60 ゅけょうくう. 〈ったくうすっ ょけたけょう しぇ こけょ 480 かゃ. くぇ つかっく 
けす しっきっえしすゃけすけ. ╃けしすぇ おかうっくすう しぇ う しなし しさっょくけゃう
しけおう いぇ しすさぇくぇすぇ いぇこかぇすう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╇いゃけょ: 
╄ょうくしすゃっくうはす くぇつうく いぇ きかぇょうすっ ょくっし ょぇ けしうゅせさはす しすぇさう-

くうすっ しう っ ょぇ くっ さぇいつうすぇす くぇ こっくしうはすぇ. ╇かう こけくっ くっ しぇきけ くぇ 
こっくしうは. ╆ぇとけすけ けすおぇいなす くぇ ょくってくけすけ くぇえ-ぇおすうゃくけ こけおけかっ-
くうっ ょぇ しないょぇゃぇ こけゃっつっ けす 1 うかう 2 ょっちぇ ぉっいしこけさくけ とっ ぉなょっ 
こかぇすっく し おなしくけ こっくしうけくうさぇくっ.

╋くっくうは こけ すっきぇすぇ: 

╄おしこっさすくけ, こけ ぇさしっくぇかしおう:  

]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ - うくあっくっさ-たうきうお, こさっょしっょぇすっか くぇ しうくょう-
おぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀, ╆ぇゃけょ 3, “┿さしっくぇか”:
  

〉ときせそ か のけちそさそ おそたけてうあせか,
あ くあはそ せか け ちかなかちかせおとす たそ うひたちそつあ 

╋けっすけ きくっくうっ っ, つっ くっ 
っ さっょくけ ょぇ しっ せっょくぇお-

ゃはゃぇ う ういさぇゃくはゃぇ ゃないさぇし-
すすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ くぇ 
きなあっすっ う あっくうすっ. ┿い かうつ-
くけ くっ しつうすぇき, つっ っ くせあくけ う 
せゃっかうつっくうっ くぇ ゃないさぇしすすぇ 
おぇすけ ちはかけ いぇ こっくしうけくうさぇ-
くっ, いぇとけすけ っ くっこさぇゃうかくけ 
さぇいかうつっく すさせょ ょぇ しっ すさっ-
すうさぇ こけ っょくぇおなゃ くぇつうく. 
′っ きけあっ ょぇ しっ しさぇゃくはゃぇ 
すさせょなす くぇ っょうく しすさせゅぇさ くぇ 
せくうゃっさしぇかっく しすさせゅ し すさせょぇ 
くぇ っょうく つうくけゃくうお, こさう-
きっさくけ. ]こけさっょ きっく, こけ-
しこさぇゃっょかうゃけ っ ょぇ しっ いぇ-

こぇいう しっゅぇてくぇすぇ ゃないさぇしす いぇ こっくしうけくうさぇくっ う しかっょ すけゃぇ, ぇおけ 
しぇきうはす つけゃっお うきぇ しうかう う あっかぇくうっ, ゃないきけあくけしすう, ょぇ きけあっ 
ょぇ けしすぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう. ′っ ゃしっおう ぉなさいぇ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, くけ 
うきぇ たけさぇ, いぇ  おけうすけ っ くっこけしうかくけ ょぇ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ たけょはす 
くぇ さぇぉけすぇ しかっょ けこさっょっかぇくぇ ゃないさぇしす, くぇこさうきっさ. ┿おけ しっ こけょ-
たけあょぇ おなき くはおぇおゃけ ういさぇゃくはゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ う せっょくぇおゃは-
ゃぇくっ くぇ おさうすっさううすっ いぇ きなあっすっ う あっくうすっ, すけ こけ-さっょくけ っ すけゃぇ 
ょぇ しすぇゃぇ くっ こけ こけか, ぇ こけ こさけそっしうう, こけ っょうく こけ-くけさきぇかっく う 
とぇょはと たけさぇすぇ くぇつうく. ╆ぇ きっく かうつくけ っ ょうしおさうきうくぇちうは きな-
あっすっ う あっくうすっ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇす くぇ っょくぇ う しなとぇ ゃないさぇしす, 

ょうしおさうきうくぇすうゃくけ っ こけ けすくけてっくうっ くぇ あっくうすっ, いぇとけすけ, けし-
ゃっく くぇ さぇぉけすぇ, あっくぇすぇ うきぇ おせこ ぇくゅぇあうきっくすう ゃおなとう. ′っえ-
くうはす さぇぉけすっく ょっく くっ こさうおかのつゃぇ ゃ 16,40 つぇしぇ, こさうきっさくけ, ぇ 
ゃ 20 - 22 つぇしぇ.  ╃ぇ しっ ゅけゃけさう, つっ すぇおぇ っ ゃ しすさぇくうすっ けす ╄] う 
さぇいくう ょさせゅう すぇおうゃぇ くっとぇ, っ くぇえ-きぇかおけすけ くっせょぇつくけ, いぇとけ-
すけ しつうすぇき, つっ う ゃ ╄] あっくうすっ, けしゃっく くぇ さぇぉけすぇ, さぇぉけすはす う ゃ 
おなとう, きぇおぇさ しうすせぇちうはすぇ し っゃさけこっえおうすっ う ぉなかゅぇさおうすっ, おぇすけ 
ょけきぇおうくう,  ゃ きくけゅけ けすくけてっくうは ょぇ っ くっしさぇゃくうきぇ. ╋ったぇくうつ-
くけすけ こさうゃくぇしはくっ くぇ けこうす けすゃなく くっ っ くぇえ-ょけぉさけすけ いぇ くぇし. 
╆ぇすけゃぇ, しこけさっょ きっく, っ こけゃっつっ けす くぇかけあうすっかくけ こけ すぇおうゃぇ ゃぇ-
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3

[あさうそ たそ-にといあうそ そて てそうあ - つとてちけせ せみさそこ おあ てか たそつちかはせか つ とつすけうさあ たちかおけ ちあいそてあ? ╅ うかねかち おあ てか けくたちあてけ – たあさ つ とつすけうさあ? 』てそみせ-
さあ 【そたそちさそうあ たちあうけ てそねせそ てそうあ – そて 17 えそおけせけ たそつちかはあ け けくたちあはあ にけしみおけてか あちつかせあしぬけ たちかく つかうかちせけみ うひてちかのかせ たそちてあし せあ うにそおあ せあ ′あ-
うそお 5. 》そえしかきおあ せか くそちさそ けくたけてあてかしせそ, さあさてそ つか そねあさうあ そて せあいしまおあてかしかせ そにちあせけてかし, あ つ そえひせねか う そねけてか – さあてそ たちけ にといあうあ つちかはあ. [そか-
てそ せか くせあねけ, ねか たちそたとつさあ せあちとのけてかしけてか たちかく いあちけかちあてあ. 》ちそつてそ – うかねか けすあ そたけてせそてそ そさそ せあ おひしえそえそおけのかせ ちあいそてせけさ, さそこてそ うおけえあ 
け つうあしみ ちひねさあてあ くあ そてうあちみせかてそ せあ すかてあしせあてあ たそちてあ, つみさあの てあさあ, すかきおと おちとえそてそ, せそ う つひはそてそ うちかすか そてしけねせそ つけ うひちのけ け ちあいそてあてあ.

╉ぇすけ こけゃっつっすけ けすはゃかっくう 
ぇさしっくぇかちう, う ]すけはく

おぇ ういちはかけ しゃなさいゃぇ あうゃけすぇ 
しう し けさなあっえくうちぇすぇ. ╇ょゃぇ 
すせお こさっい 1974-すぇ, さぇぉけすう ゃ 
しけさすうさけゃおぇすぇ くぇ 110-すう ちった 
ゃ ╆ぇゃけょ 4, こけしかっ こけっきぇ ゃぇ
たすぇすぇ くぇ こけさすぇかぇ おぇすけ つぇしす 
けす いゃっくけすけ くぇ こけょつうくっくうっ 
くぇ ╂ぇくつけ ]すけえつっゃ けす ╆ぇゃけょ 

0 - 592. [ぇぉけすぇすぇ っ すぇおぇゃぇ, 
つっ ゃっょくなあ いぇしすなこうか くぇ ょっ
あせさしすゃけ, くはきぇて ょけさう きうくせす
おぇ ょぇ きさなょくって けす おぇぉうくぇすぇ 
し さなつおぇすぇ. ′はきぇ う おぇお ょぇ しっ 
こけおさうって うかう ょぇ おかうくつうて, 
いぇとけすけ きさなょくって かう - ゃっょくぇ
ゅぇ しっ さぇいぉうさぇ. ′はおけえ すさはぉゃぇ 
ょぇ すっ いぇきっしすう, きくけゅけ つっしすけ 
- しぇきうはす くぇつぇかくうお. 〈せお しう 
たぇこゃぇて いぇ けぉはょ, すせお - ゃしうつ
おけ... 〈けゃぇ けぉぇつっ くっ こさっつう 
くぇ ]すけはくおぇ, いぇとけすけ せきっっ ょぇ 

こさっゃさなとぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ せょけ
ゃけかしすゃうっ. ╉けっすけ っ しなとうくしおけ 
とぇしすうっ ゃ あうゃけすぇ. „╃ぇ さぇ
ぉけすうて けくけゃぇ, おけっすけ くっ けぉう
つぇて, っ ゅけかはきぇ きなおぇ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ しう たぇさっしゃぇて さぇぉけすぇすぇ, 
ょぇ すっ ゃかっつっ.”, いくぇっ しかっょ ゅけ
ょうくう けこうす けたさぇくうすっかおぇすぇ ゃ 
せくうそけさきぇ, おけはすけ うしすうくしおう え 
けすうゃぇ. ╇ ]すけはくおぇ しう は たぇさっし

ゃぇ - さぇぉけすぇすぇ. ]せすさうく こなさ
ゃうすっ ぇさしっくぇかちう うょゃぇす けおけかけ 
4.15 つぇしぇ, ゃ 4.30 ゃっつっ ゃしうつ
おう しぇ くぇ かうくうは. ]すけはくおぇ っ くぇ 
ぉぇさうっさぇすぇ けとっ こさっょう すはた, くけ 
くうすけ さぇくくけすけ しすぇゃぇくっ, くうすけ 
おなしくけすけ こさうぉうさぇくっ けす ゃすけさぇ 
しきはくぇ しかっょ 21.00 つぇしぇ は こかぇ
てう. ′っ しっ こかぇてう う けす すなき
くけすけ, おけゅぇすけ しぇきぇ しう しすけう くぇ 
こけしすぇ, いぇとけすけ: ”╁ „┿さしっくぇか” 
しすさぇてくけ くはきぇ, すせお っ しうゅせさくけ, 
くっ しぇ しっ しかせつゃぇかう くっこさうはす

くう うくちうょっくすう”. ┿おけ ゃしっ こぇお 
くっとけ しっ しかせつう, ゃっょくぇゅぇ しっ 
いゃなくう くぇ くけとくうは ょっあせさっく 
ょぇ こけっきっ しかせつぇは. ′ぇえ-つっしすけ 
くけとっき しっ こけきぇゅぇ くぇ くはおけえ 
くぇさぇくうか しっ こさう さぇぉけすぇ うかう 
ぇおけ くはおけきせ こさうかけてっっ.
╃けおぇすけ しう ゅけゃけさうき しなし ]すけ

はくおぇ くぇ こけさすぇかぇ, すは くっ しこう
さぇ ょぇ さぇぉけすう: しせすさうく, こさう 

うょゃぇくっすけ くぇ こけゃっつっすけ ぇさ
しっくぇかちう くぇ さぇぉけすぇ, こけ いぇ
ゃけょしおうすっ ぇかっう ょゃうあっくうっすけ 
っ おぇすけ こけ ゅさぇょしおうすっ せかうちう. 
]ぇきけ ょっすけ くはきぇ いぇょさなしすゃぇ
くうは. ‶さっい こけさすぇかぇ っ さぇいさっ
てっくけ ょぇ ゃかういぇす しぇきけ たけさぇ 
しなし しこっちうぇかくう こさけこせしおう う 
しすさけゅうはす さっあうき ゃぇあう ょけさう 
いぇ さっこけさすっさうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”, くうとけ, つっ こけゃっつっ
すけ ぇさしっくぇかちう ゅう こけいくぇゃぇす. 
¨ぉぇつっ さっこけさすっさうすっ くぇ ゃっしす

くうおぇ しぇ ょぇかっつ くっ すけかおけゃぇ 
こけこせかはさくう, おけかおけすけ あっくぇすぇ, 
おけはすけ ちはか あうゃけす すう けすゃぇさは 
ゃさぇすうすっ こさう うょゃぇくっ う こさう
ぉうさぇくっ けす さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ 
きくけゅけ さぇぉけすくうちう しっ しこうさぇす 
いぇ こけいょさぇゃ こさう ]すけはくおぇ. ‶け
ょぇさなちう けぉぇつっ すは  くっ こさうっきぇ, 
いぇとけすけ くっ っ こさうっすけ いぇ くっえ
くぇすぇ さぇぉけすぇ - っょうく ゃうょ おけ
させこちうは っ ゃないきけあくぇ... ¨す こけ
ょけぉくう „こけょおせこう” くぇ こけさすぇかぇ 
くはきぇ う くせあょぇ. ′ぇゃさっきっすけ 
こけゃっつっ さぇぉけすくうちう しう こけい
ゃけかはゃぇかう けすゃさっきっ くぇゃさっきっ 
ょぇ しう ういくっしぇす けす ちったぇ: おけえ 
くはおけは つぇしす, おけえ - うくしすさせ
きっくす..., ょぇ しう ゃくっしぇす ぇかおけ
たけか いぇ こけつっさこおぇ. ╃くっし けぉぇつっ 
すぇいう こさぇおすうおぇ っ こけつすう こさっ
おさぇすっくぇ, こなお う こさけこせしおなす くぇ 
ちっくすさぇかくうは ゃたけょ うきぇ ゅさうあぇ
すぇ いぇ けしくけゃくうすっ こさけゃっさおう, 
けぉはしくはゃぇ ]すけはくおぇ, ょけおぇすけ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃょうゅぇ う しゃぇ
かは さなつおぇすぇ こさっょ ょっしっすおうすっ 
ぇゃすけきけぉうかう, おけうすけ きうくぇゃぇす 
こけさすぇかぇ. 〈せお しっ こさけこせしおぇ 
しぇきけ ぇさしっくぇかしおうは すさぇくし
こけさす, ょぇあっ けぉとうくしおうすっ おけかう 
いぇ こさうぉうさぇくっ くぇ しきっすすぇ こな
すせゃぇす こけ ぇさしっくぇかしおうすっ ぇかっう 
しなし しこっちうぇかっく いぇゃけょしおう 
こさうょさせあうすっか. 〈さぇおすけさつっすぇ 
けす いゃっくけすけ こけ けいっかっくはゃぇくっ, 
すっあおう おぇきうけくう し こさけょせおちうは 
う きぇすっさうぇかう, おけくすっえくっさう 
くぇ 』うしすけすぇすぇ, かっおう おけかう..., 
ゃょうゅぇす てせき こけ おさなしすけゃうとっすけ 
いぇょ こけさすぇかぇ, おぇすけ つっ しぇ  くぇ 
ゅさぇょしおうは しゃっすけそぇさ くぇ こかけ
とぇょ „]っゃすけこけかうし”. 

]すけはくおぇ うしおぇ けす あうゃけすぇ 
しぇきけ いょさぇゃっ   

╋けあっ ぉう, いぇとけすけ くぇぉなさいけ っ 
いぇゅせぉうかぇ しなこさせゅぇ しう - しなとけ 
ぇさしっくぇかっち. ]なし しきうさっくうっすけ 
くぇ けぉうおくけゃっくうは つけゃっお, こぇ
いうすっかおぇすぇ くぇ しっゃっさくうは ゃな
すさってっく こけさすぇか くっ けつぇおゃぇ けす 
あうゃけすぇ つせょっしぇ - しすうゅぇ え ょぇ しう 
つっすっ おくうゅうすっ こさっい しゃけぉけょくけすけ 

ゃさっきっ, ょぇ しっ さぇいたけあょぇ し こさう
はすっかおう, くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
- ょぇ つっすっ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”, 
おけえすけ けぉぇつっ くっ しっ くぇきうさぇ ゃ 
ぉせょおぇすぇ し さなつおぇすぇ, とけすけ すせお 
ゃさっきっ いぇ つっすっくっ くはきぇ. ′ぇえ-
すっあおけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ いぇ ]すけはく
おぇ っ すぇいゅけょうてくぇすぇ かはすくぇ あっゅぇ, 
おけゅぇすけ けす くぇこっつっくぇすぇ かぇきぇさう
くぇ くぇ おかっすおぇすぇ, ゃ おけはすけ さぇぉけ
すう, しすぇゃぇ くっすなさこうきけ ょせてくけ. 
╆ぇすけゃぇ しう っ こさうゅけすゃうかぇ ょけし
すぇすなつくけ ゃけょぇ. ╆うきぇすぇ ぉうかけ 
こけ-かっおけ: ”¨ぉかっつって しっ こけゃっつっ 
う すけゃぇ っ.” ¨しゃっく ぉせすうかおぇすぇ し 
きうくっさぇかくぇ ゃけょぇ, けぉぇつっ, くぇ 
さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ ]すけはくおぇ 
おなすぇ う ょさせゅう くっとぇ - つうしすけ こけ 
あっくしおう. 〈せお けゅかっょぇかちっ, すぇき 
くはおけは ょあせくょあせさうえおぇ... ╊うつう 
え ゅさうあぇすぇ ょぇ ういゅかっあょぇ ょけ
ぉさっ - ちゃっすっく かぇお くぇ くけおすうすっ 
こさけてぇさゃぇ こさう ょゃうあっくうっすけ くぇ 
さなつおぇすぇ くぇ てぇかすっさぇ, くぇ てうは
すぇ うゅさぇっ くっあくぇ ゃっさうあおぇ... ╇ 
すぇおぇ すさはぉゃぇ - おけゅぇすけ くはおけえ, 
いぇさっょっく し こけかけあうすっかくけしす, 
つけゃっお すっ こけしさっとぇ いぇ さぇぉけすぇ, 
っ ょさせゅけ くっとけ. ¨とっ こけゃっつっ - 
おけゅぇすけ しっ せしきうたゃぇ う ういゅかっあょぇ 
ょけぉさっ: ょっくはす すさなゅゃぇ こけ-せし
きうたくぇすけ. ┿ せしきうゃおぇすぇ ょくっし 
っ くせあくぇ くぇ たけさぇすぇ  こけゃっつっ 
けす ゃしうつおけ - こけいくぇゃぇえおう ぇさ
しっくぇかちう けす ゅけょうくう, ]すけはくおぇ 
ゃうあょぇ ゃしっおう ょっく ゃしっ こけゃっつっ 
せゅさうあっくう たけさぇ...
╆ぇすけゃぇ すは しっ さぇょゃぇ, つっ ょっちぇ

すぇ さぇぉけすはす - っょうくうはす -  こぇお ゃ 
„┿さしっくぇか”, ょさせゅうはす - おなき ¨ぉ
とうくぇすぇ. ╇きぇ う ゃくせちう...
╉けかおけすけ ょけ ぇさしっくぇかちう, ]すけ

はくおぇ しう いくぇっ - こけゃっつっすけ は 
こけいょさぇゃはゃぇす, くけ くはおけう しっ う 
しなさょはす, くけ: ”′うっ こさけしすけ しう 
ゃなさてうき しう さぇぉけすぇすぇ”, いぇ
おかのつぇゃぇ けすくけゃけ ゃ せしきうゃおぇ 
〈けこけさおけゃぇ う くぇ こさけとぇゃぇくっ 
しこけくすぇくくけ ゃぇょう けす つぇくすぇすぇ 
しう しけぉしすゃっくけさなつくけ こさうゅけすゃっく 
おっえお. „╃ぇかう こなお くっ ぉはた え おぇ
いぇかぇ, つっ とっ うょゃぇき?” - きう きう
くぇゃぇ くぇぉなさいけ こさっい きうしかうすっ...

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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╃け ょっく-ょくってっく しすけかっすくう-

おなす くっ いくぇっ おぇおゃけ っ ぇしこうさうく, 
くっ せこけすさっぉはゃぇ たぇこつっすぇ, ぇ 
いょさぇゃっすけ しう けぉはしくはゃぇ し そぇ-
おすぇ, つっ „ょはょけ ぇょあうは くっ っ きぇ-
ぇくぇょあうは”. ╂せくぬけ ╉ぇくぇいうさっゃ  
ゃ かのぉうきう しう てっゅけゃうす しすうか 
こさういくぇゃぇ, つっ  

かのぉうきけすけ きせ はょっくっ っ 
„こけしすっく ぉけぉ し こぇしすなさきぇ”. 

╃はょけ ╂せくぬけ くっ っ こけつうすぇすっか 
くぇ ゃっゅっすぇさうぇくしすゃけすけ, ぇ くぇ 
きぇしぇ さはょおけ しはょぇ ぉっい ぉうさぇ, 
ゃうくけ うかう ょけきぇてくけ こさうゅけすゃっ-
くぇ きっくすぇ. [っちっこすぇすぇ いぇ すけゃぇ 
ょなとっさはすぇ ╋ぇさうは こぇいう けとっ けす 
こけおけえくぇすぇ しう けすこさっょう 15 ゅけ-
ょうくう きぇえおぇ. 
╆ぇ さけあょっくうは ょっく くぇ のぉう-

かはさは しこっちうぇかくぇすぇ ういくっくぇょぇ 
くぇ ぉかういおうすっ きせ ぉうかぇ う ゅけし-
すせゃぇくっすけ くぇ くっゅけゃぇすぇ こけつ-
すう くぇぉけさおぇ - こけ-ゅけかはきぇすぇ し 
11 きっしっちぇ ╋ぇさうは 』けきぇおけゃぇ, 
おけはすけ ゃっつっ ゃなさすう しゃけうすっ 102 
ゅけょうくう. 
¨しゃっく ゅけしすせゃぇくっすけ くぇ さけ-

ょぇすぇ う ょぇさけゃっすっ, こけょぇさなお いぇ 
さけあょっくうは ょっく くぇ ╂せくぬけ ╉ぇ-
くぇいうさっゃ ぉうかけ う こけしっとっくうっ-
すけ しなし しうくぇ ょけ きぇくぇしすうさぇ ゃ 
【うこおぇ. ╉きっすなす くぇ 【うこおぇ, 
すさっすう きぇくょぇす, しなとけ ぉうゃて ぇさ-
しっくぇかっち - ]すけはく ╇ゃぇくけゃ, こなお 
しっ けすつっか し ゅけかはきぇ すけさすぇ う 

しこっちうぇかくけ ぇおぇこっかくけ ういこなか-
くっくうっ くぇ „╋くけゅぇは かっすぇ“. 

]すけかっすくうおなす けす 【うこおぇ 
くはきぇ くっしぉなょくぇすう きっつすう. 

╁うょはか っ きくけゅけ けす あうゃけすぇ, 
しすうゅくぇか „つぇお ょけ けしすさけゃ 〈ぇ-
しけし”. 〉つぇしすゃぇか ゃなゃ ╁すけさぇ-
すぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, おさけうか う 
てうか けぉせゃおう くぇ ゃっすっさぇくう けす 
¨おすけきゃさうえしおぇすぇ さっゃけかのちうは, 
けしすぇくぇかう ぉっい たけょうかぇ う かっおせ-
ゃぇとう すさぇゃきう ゃ くはおけゅぇてくうは 
しぇくぇすけさうせき ゃ 【うこおぇ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす こけゃっつっすけ 

たけさぇ, おけうすけ あぇかはす いぇ  ういきう-
くぇかうすっ ゅけょうくう, ╂せくぬけ ╉ぇくぇ-
いうさっゃ くっ しなあぇかはゃぇ いぇ くうとけ. 
] ういおかのつっくうっ くぇ すけゃぇ, つっ 
„ゃっつっ くっ ゅけ ょなさあぇす おさぇおぇすぇ 
う くっ きけあっ ょぇ たけょう ゃ ゅけさぇすぇ, 
おなょっすけ かのぉうきけすけ きせ いぇくうきぇ-
くうっ ぉうかけ ょぇ こさうしぇあょぇ ょなさ-
ゃっすぇ”. 
╇ こぇお ょぇ しすぇくぇ くぇ 30, こぇお 

とっ こさぇゃは しなとうすっ ゅかせこけしすう, 
いぇとけすけ きかぇょけしすすぇ くっ っ きなょ-
さぇ, さぇいしなあょぇゃぇ そうかけしけそしおう 
ょはょけすけ. 
╉けえすけ し ゅなょっかうつおぇとうは しう 

たせきけさ きっ おぇくう くぇ しかっょゃぇとうは 
しう さけあょっく ょっく - おけゅぇすけ とっ 
„はょっき う こうっき いょさぇゃぇすぇ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぃくけくぇ っ ぇさすうしすうつくけすけ うきっ くぇ こっゃうちぇすぇ ′っかう ╁かぇ
ょっゃぇ - けす ゅけょうくう こけこせかはさくけ かうちっ くぇ きせいうおぇかくぇすぇ 

おけきこぇくうは ‶ぇえくっさ. 
ぃくけくぇ っ ゃうしてぇ さうきしおぇ ぉけゅうくは くぇ ぉさぇおぇ, ょぇさはゃぇかぇ 

ょなあょ, こかけょけさけょうっ, せしこったう う こけぉっょう. ′ぇ くっは っ くぇさっつっく 
きっしっち のくう.
′ぇしおけさけ そけかおこっゃうちぇすぇ, けさゅぇくうつくけ しなつっすぇかぇ ゃ っょくけ 

おさぇしけすぇ う すぇかぇくす, いぇこうしぇ こけさっょくうは しう ゃうょっけおかうこ おなき 
くぇえ-くけゃぇすぇ しう こっしっく „′けゃけ 20”. ╇ょっはすぇ くぇ おかうこぇ っ いぇ くっ

ゃないきけあくぇすぇ かのぉけゃ きっあょせ おさぇ
しうゃぇ ちうゅぇくおぇ う きかぇょ しゃっとっくうお, 
しかせつゃぇとぇ しっ ゃ ちうゅぇくしおう すぇぉけさ. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ おかうこぇ いぇょさなあ
おうすっ う すぇぉせすぇすぇ こぇょぇす う ょゃぇきぇ
すぇ きけゅぇす ょぇ しっ けすょぇょぇす っょうく くぇ 
ょさせゅ. 
╆ぇ ゃうょっけすけ ぃくけくぇ こさっょこけつっすっ 

おさぇしうゃぇすぇ 20-ゅけょうてくぇ ょなとっさは 
くぇ さぇぉけすっとぇすぇ けす 27 ゅけょうくう  
おぇすけ ¨〈╉ ゃ ちった 600 くぇ ╆ぇゃけょ 
5 ╂ぇかうくぇ ╋うくつっゃぇ - ╇ゃっかうくぇ 
╃っつっゃぇ, いぇ おけはすけ せつぇしすうっすけ え 
ゃ すけいう おかうこ っ こなさゃぇすぇ え すっかっ
ゃういうけくくぇ こさけはゃぇ. ‶さっょう すけゃぇ, 
くぇゃさなた 3-すう きぇさす, ╇ゃっかうくぇ 
╃っつっゃぇ ゅさぇぉくぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ 
すうすかぇ ゃ おけくおせさしぇ „╋うし ╀なかゅぇさ
おぇ”. ╉さぇしぇゃうちぇすぇ っ いぇゃなさてうかぇ 
しすけこぇくしおう きっくうょあきなくす ゃ くぇえ-
ゅけかはきけすけ せつうかうとっ ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお - ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき 
‶なさゃう”, ぇ ゃ きけきっくすぇ っ しすせょっくす
おぇ こけ さっゅうけくぇかくぇ うおけくけきうおぇ ゃ 
〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╁ おかうこぇ くぇ ぃくけくぇ ╇ゃっかうくぇ っ 

ゃけょっとぇ すぇくちぬけさおぇ ゃ すぇぉけさぇ う 
たけさっけゅさぇそ くぇ すぇくちぇ. ‶ぇさすくぬけさ 
くぇ こっゃうちぇすぇ けす ╉ぇいぇくかなお, ういう
ゅさぇか さけかはすぇ くぇ しゃっとっくうおぇ, っ 
ういゃっしすくうはす しけそうえしおう ょうょあっえ 
′っょ. ╁ おかうこぇ しぇ しっ しくうきぇかう けとっ 
ぉさぇすなす くぇ こっゃうちぇすぇ – ╈けさょぇく う 
すったくう こさうはすっかう けす ╉ぇいぇくかなお.
′っかう ╁かぇょっゃぇ - ぃくけくぇ っ いぇ

ゃなさてうかぇ きせいうおぇかくぇ こぇさぇかっかおぇ 
ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう” ゃ 
╉ぇいぇくかなお, しこっちうぇかくけしす „′ぇさけょ
くけ こっっくっ”. 〈は っ ょなとっさは くぇ こさっ
こけょぇゃぇすっかおぇすぇ こけ きせいうおぇ ]けくは 
╁かぇょっゃぇ, ょけこさっょう くはおけかおけ ゅけ
ょうくう  ょうさうゅっくす くぇ くぇさけょくうは 
たけさ おなき ┿′‶〈 „╇しおさぇ”. ╀ぇとぇ 
くぇ すぇかぇくすかうゃぇすぇ こっゃうちぇ っ こけ
おけえくうはす ╂っけさゅう ╁かぇょっゃ, おけえすけ 
さぇぉけすってっ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇ
すぇ „┿さしっくぇか”  おぇすけ うくしすさせきっく
すぇかうしす ゃ くぇさけょくうは けさっおしすなさ, 
けしなとっしすゃはゃぇか しなこさけゃけょぇ くぇ  
すぇくちけゃうすっ そけさきぇちうう う くぇさけょ
くうすっ たけさけゃっ くぇ „┿さしっくぇか”. ‶さっ
おさぇしっく きせいうおぇくす, ゃなゃ そうさきっくう 
おけくちっさすう すけえ きくけゅけおさぇすくけ っ 

¨′『╅╇〉っ╇╅〉╊ 〉╅ ╇ぇ′『╅』【【╅ ′╅ 》╊〉』¨《〉¨『╅〉╊...

╁ぇしうか ╇ゃぇくつっゃ - ゃっさっく しかせあうすっか けす 35 ゅけょうくう くぇ “┿さしっくぇか”, しなゃしっき くぇしおけさけ うゅさぇ くぇ すっあ-
おぇすぇ しゃぇすぉぇ くぇ  しゃけは しうく - きせいうおぇくすなす ╃うきうすなさ ╇ゃぇくつっゃ. ′っとけ こけゃっつっ: さぇぉけすっとうはす  ゃ  

こさけういゃけょしすゃっくうは けすょっか くぇ いぇゃけょ 3, ちった 130, けさゅぇくういぇすけさ こけ ゃなくてくけ う ゃなすさってくけ おけけこっさうさぇ-
くっ,  いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇすぇ しう ╁っかうつおぇ ╇ゃぇくつっゃぇ - しなとけ ゃうょっく おぇょなさ くぇ いぇゃけょ 3, うきぇす いかぇすくぇ 
しくぇたぇ - ╉さうしすうくぇ. 
╉さぇしぇゃうちぇすぇ くけしう ょゃけっく おなしきっす, こさう すけゃぇ きせいうおぇくすしおう, ゃなゃ そぇきうかうはすぇ ╇ゃぇくつっゃう, いぇとけすけ 

っ とっさおぇ くぇ っょくぇ けす くぇえ-しっおしぇこうかくうすっ う おさぇしうゃう ぉなかゅぇさしおう ゃけおぇかうしすおう こさっい 80-すっ う 90-すっ 
ゅけょうくう – しうくっけおぇすぇ ╃あうくぇ けす ゅさせこぇすぇ “〈さぇきゃぇえ わ 5”. 
╇きっくくけ し くっは しすぇくぇたぇ しゃぇすけゃっ しっきっえしすゃけ ╇ゃぇくつっゃう-しすぇさてう けす ╉ぇいぇくかなお. 
]ゃぇすぉぇすぇ くぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ ╇ゃぇくつっゃう ぉっ ゃ おさぇは くぇ のかう ゃ ]けそうは う しなぉさぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 

こっゃつっしおうは っかうす くぇ ╀なかゅぇさうは. ′ぇょ 100 ょせてう ぉはたぇ こけおぇくっくう くぇ こさぇいくっくしすゃけすけ, おぇすけ しくうきおうすっ 
こけ ゃさっきっ くぇ しなぉうすうっすけ こさぇゃう おぇいぇくかなておうはす そけすけゅさぇそ ╈けくおけ [せしっゃ, おけえすけ っ こさうはすっか くぇ きかぇ-
ょけあっくっちぇ. 
╆ぇ ょぇ しっ けすつっすっ こけ ぇさしっくぇかしおう, しゃっおなさなす ╁ぇしうか しこさっすくぇか ゃっょさぇ ういくっくぇょぇ くぇ きかぇょけあっくちうすっ - 

いぇこうし くぇ “╀ぇさぇぉぇくくうは きぇさて” し ぇさしっくぇかしおぇ すったくけかけゅうは, こぇいっくぇ ゃ ょなかぉけおぇ すぇえくぇ. ╋せいうおぇかくうはす 
ぇさきぇゅぇく こけさけょうか ぉせさくう ぇこかけょうしきっくすう う ょけさう いぇしっくつうか つぇしす けす ういこなかくっくうはすぇ くぇ こっゃちうすっ. 
¨しゃっく すけゃぇ, とぇしすかうゃうはす  しゃっおなさ う しなこさせゅぇすぇ きせ し さぇょけしす ょぇさうかう きかぇょけあっくちうすっ し こぇさう う 

そけえっさゃっさおう. 
╉ぇおすけ しっ おぇいゃぇ - „すぇい ゅけょうくぇ ぉせかおぇ, しおけさけ かのかおぇ”. ╇きぇえおう こさっょゃうょ, つっ う ょゃぇきぇすぇ きかぇょけ-

あっくちう しぇ し きせいうおぇかっく すぇかぇくす - ╃うきうすなさ ╇ゃぇくつっゃ っ きせいうおぇくす, ぇ ぉせかおぇすぇ ╉さうしすうくぇ - こっゃうちぇ, っ 
こけゃっつっ けす はしくけ, つっ う ぉなょっとうはす うき くぇしかっょくうお /ょぇえ, ╀けあっ/ とっ っ しさっょ ゅかぇしけゃうすうすっ.  ‶さうつうくぇ いぇ 
とぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ すけいう のかう ゃ ょけきぇ くぇ ╁ぇしうか ╇ゃぇくつっゃ しすぇくぇ せかけゃっく きうくぇかうは のかう あぇさすうっさ 
けす くっゅけゃうは しうく くぇ しゃぇすぉぇすぇ くぇ とっさおぇすぇ ╃っくうちぇ. ╆ぇ うきぇ -くはきぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ  ぉせかつうくうはす あぇさ-
すうっさ っ ょぇか こさっおさぇしっく さっいせかすぇす. ╃ぇえ, ╀けあっ, ゃしっおうきせ!

〈┿
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さぇょゃぇか ぇさしっくぇかちう  う しなし しけかけ
ゃうすっ しう ういこなかくっくうは くぇ ゅぇえょぇ. 
′ぇ きせいうおぇかくぇすぇ きせ ょぇさぉぇ, くぇ
しかっょっくぇ けす ょっちぇすぇ きせ, こけ ゃさっきっ 
くぇ おけくちっさすう いぇっょくけ し ぇくしぇきぉな
かぇ, しぇ しっ ゃないたうとぇゃぇかう こけつうすぇ
すっかう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇさけょくぇ 
きせいうおぇ くぇ きくけゅけ きっしすぇ ゃ しすさぇ
くぇすぇ う こけ しゃっすぇ.
╀さぇすなす くぇ ぃくけくぇ - ╈けさょぇく, 

しなとけ っ きせいうおぇくす, しゃうさう くぇ おぇ
ゃぇか けす 6-ゅけょうてっく. 〈けえ しなとけ っ 
いぇゃなさてうか きせいうおぇかくぇ こぇさぇかっか
おぇ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, 
しこっちうぇかくけしす „╉ぇゃぇか”. ′っゅけゃ 
こさっこけょぇゃぇすっか っ くはおけゅぇてくうはす 
さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
くぇさけょっく けさおっしすなさ ╉けかぬけ ]すぇえ
くけゃ. ╃くっし ╈けさょぇく ╁かぇょっゃ しゃうさう 
ゃ けさおっしすなさ „╉ぇかけそっさ”.
′けゃうはす おかうこ くぇ ぃくけくぇ しなぉさぇ 

ゃ っょくけ あういくっさぇょけしすくけ ゃうょっけ 
こけさぇしくぇかうすっ ゃっつっ ょっちぇ くぇ ぉう
ゃてう う くぇしすけはとう ぇさしっくぇかちう - いぇ 
せょけゃけかしすゃうっ う さぇょけしす くぇ きくけゅけ
ぉさけえくぇすぇ こせぉかうおぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

┿ しっゅぇ すぇおぇ, おぇおすけ しっ こさぇゃう, うきぇ う ょさせゅ かけて っそっおす: くうとけ 
くっ いぇゃうしう けす たけさぇすぇ, くうおけえ くっ ゅう  こうすぇ, こさけしすけ くはおけえ ぇょきう-
くうしすさぇすうゃくけ くっとけ さってぇゃぇ う すけ ゃぇあう いぇ ゃしうつおう, くぇかぇゅぇ しっ, 
こさけきっくはす しっ こかぇくけゃっ, あうゃけすう くぇ おせこ たけさぇ. 〈ぇおぇ さぇぉけすっとうすっ 
しっ ょっきけすうゃうさぇす  ょぇ こかぇとぇす ゃくけしおう, けいかけぉはゃぇす しっ. ′っ くぇ こけ-
しかっょくけ きはしすけ, こさっょう ょぇ しっ こさうょこさうっきっ すぇおなゃ さぇょうおぇかっく たけょ 
- いぇ せっょくぇおゃはゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ, っ くせあくぇ 
さぇょうおぇかくぇ こさけきはくぇ ゃ こけかうすうおぇすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ: こけ けすくけてっ-
くうっ う くぇ いょさぇゃっけこけいゃぇくっすけ, こさけそうかうおすうおぇすぇ, こけ けすくけてっくうっ 
くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ. ┿ しっゅぇ おぇおゃけ っ - こさけぉかっきう おけかおけすけ 
しう うしおぇて, つっしすけ くっけしうゅせさっくう くせあくうすっ せしかけゃうは くぇ すさせょ う 
くぇおさぇは しっ たぇぉうて - う そういうつっしおう, う こしうたうつっしおう. ╇ おぇお すけゅぇゃぇ 
ょぇ しう ゅけょっく いぇ さぇぉけすぇ ょけ 65 ゅけょうくう, こさうきっさくけ? ′はきぇ ぇさしっ-
くぇかっち, おけえすけ ょぇ けょけぉさはゃぇ すけゃぇ くぇきっさっくうっ くぇ おぇぉうくっすぇ う くぇ 
しけちうぇかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ. ╋うしかは, つっ くはきぇ う こっくしうけくうさぇくう 
さぇぉけすっとう ゃ “┿さしっくぇか”, おけうすけ ょぇ ゅけ けょけぉさはゃぇす.  ╋くけゅけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ きうしかう, こさっょう ょぇ しっ こさうょこさうっきっ すけゃぇ. 

╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ - かうょっさ くぇ ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”:

¨くちあうせみうあせか せあ うひくちあつててあ くあ たかせつけみ –
おあ, せそ たちかおけ てそうあ か せときせあ

つたかぬけあしせあ おひちきあうせあ たそしけてけさあ
╁しっ けとっ ╉〈 “‶けょおさっこぇ”  

くっ しっ っ ぇくゅぇあうさぇかぇ し  
けそうちうぇかくけ しすぇくけゃうとっ こけ 
すけいう ゃなこさけし. 〈けゃぇ, おけっすけ 
うしおぇ けす くぇし ╄], っ ょぇかっつ ゃ 
ぉなょっとっすけ. ]こけさっょ きっく, ょぇ 
しっ こさぇゃはす けす しっゅぇ すけかおけ-
ゃぇ きさぇつくう こさけゅくけいう う ょぇ 
しっ くぇしすさけえゃぇす たけさぇすぇ  っ 
くぇえ-きぇかおけすけ くっせきっしすくけ. 
╉けかおけすけ ょけ くっけぉたけょう-
きけしすすぇ けす ういさぇゃくはゃぇくっ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇ-
くっ いぇ きなあっすっ う あっくうすっ, 
とっ おぇあぇ しぇきけ ,つっ すけゃぇ っ 
っょうく こさけぉかっき, こさうゃくっ-
しっく けす ょさせゅうすっ しすさぇくう. ′け 
すせお っ ゃぇあくけ ょぇ せすけつくうき, 
つっ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ しすさぇくう し 
っょうく きくけゅけ こけ-さぇいかうつっく 
けす ぉなかゅぇさしおうは くぇつうく くぇ 

あうゃけす, くぇ さぇぉけすぇ ,くぇ いょさぇゃくぇ こさけそうかぇおすうおぇ. ╁ すけいう しきうしなか 
きったぇくうつくけすけ こさうゃくぇしはくっ くぇ つせあょ けこうす せ くぇし っ くっ っ くぇえ-ょけ-
ぉさけすけ, いぇとけすけ ぉなかゅぇさしおうはす さぇぉけすくうお, ぉなかゅぇさしおうはす こさっょこっく-
しうけくっさ うきぇ しゃけう しこっちうそうおう. ╃ぇ, ゃはさくけ っ, つっ あうゃけすなす しっ 

こけょけぉさはゃぇ, せょなかあぇゃぇ しっ こさけょなかあうすっかくけしすすぇ きせ. ′け こさっょう ょぇ しっ ゅけゃけさう いぇ きったぇくうつくけ 
せょなかあぇゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは う くっえくけすけ ういさぇゃくはゃぇくっ いぇ きなあっすっ う あっくうすっ, しかっょゃぇ 
ょぇ しっ こさっょこさうっきぇす けす ょなさあぇゃぇすぇ う そうさきうすっ う きくけゅけ ょさせゅう きっさおう, おぇしぇっとう いょさぇゃっすけ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ, こさけそうかぇおすうおぇすぇ, せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ.  

╁ ╆ぇこぇょくぇ ╄ゃさけこぇ しぇ 
こさぇゃっくう さぇいかうつくう ぇく-
おっすう しさっょ こっくしうけくう-
さぇくう ゃっつっ さぇぉけすくうちう 
う すっいう ぇくおっすう くっょゃせ-
しきうしかっくけ こけおぇいゃぇす, つっ 
こけゃっつっすけ けす すはた ぉうたぇ 
しっ ゃなさくぇかう くぇ さぇぉけすぇ, 
ぇおけ しっ こけょけぉさはす せしかけ-
ゃうはすぇ くぇ すさせょ. ╉けっすけ 
ゃしなとくけしす ゃっつっ いくぇつう 
きくけゅけ. 
  ′っ っ すぇえくぇ う ょさせ-

ゅけ: こさう くぇし こけゃっつっすけ 
こっくしうけくっさう うしおぇす ょぇ 
さぇぉけすはす しかっょ こっくしうは 
う すけ けしくけゃくけ いぇさぇょう 
ょけこなかくうすっかくうすっ こぇさう, 

こさっょゃうょ くうしおうすっ ょけたけょう う こっくしうう. 
 ‶っくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ せ くぇし いぇこけつくぇ こさっい 1997 ゅけょうくぇ う ゃしっ けとっ くっ っ こさうおかのつうかぇ. 

╆ぇすけゃぇ しう きうしかは, つっ ょけおぇすけ しっ しすうゅくっ ょけ しなとうくしおけすけ ういさぇゃくはゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしう-
けくうさぇくっ, とっ うきぇ けとっ おせこ さぇいかうつくう すなかおせゃぇくうは. ╃ぇ しっ おけきっくすうさぇす しっゅぇ くっさっぇかくう う くっおぇ-
すっゅけさうつくう くっとぇ っ くぇえ-きぇかおけすけ くっしっさうけいくけ. ′っとぇすぇ しぇ くっせしすぇくけゃっくう, くけ こぇお とっ ゃう おぇあぇ: 
しこけさっょ きっく くっ っ こさぇゃうかくけ ょぇ しっ こさうかぇゅぇ くぇ しかはこけ  つせあょ けこうす, ぉっい ょぇ しっ けすつうすぇす きっしすくうすっ う 
おけくおさっすくうすっ いぇ ゃしはおけ こさけういゃけょしすゃけ しこっちうそうおう. ′はきぇ ょぇ しっ さぇいきうくっき う ぉっい けぉせつっくうっ こさっい 
ちっかうは あうゃけす, ぇおけ うしおぇきっ ょぇ さぇぉけすうき ょけ こけ-おなしくぇ ゃないさぇしす. 
¨とっ こけゃっつっ, つっ せしうかっくけ う すゃなさょけ ゃなさゃうき おなき ゃしっ こけ-せすっあくはゃぇとけすけ ょけ こけつすう ういさぇゃくはゃぇ-

とけ しなけすくけてっくうっ くぇ さぇぉけすっとう う くっさぇぉけすっとう. ╉けっすけ とっ さっつっ, つっ さぇぉけすっとうすっ ゃしっ こけゃっつっ う 
こけ-ょなかゅけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす, いぇ ょぇ こさけょなかあう ょなさあぇゃぇすぇ ょぇ うきぇ う しけちうぇかくう そせくおちうう. 
                                       

╋ぇすっさうぇかぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3

[あさうそ たそ-にといあうそ そて てそうあ - つとてちけせ せみさそこ おあ てか たそつちかはせか つ とつすけうさあ たちかおけ ちあいそてあ? ╅ うかねかち おあ てか けくたちあてけ – たあさ つ とつすけうさあ? 』てそみせ-
さあ 【そたそちさそうあ たちあうけ てそねせそ てそうあ – そて 17 えそおけせけ たそつちかはあ け けくたちあはあ にけしみおけてか あちつかせあしぬけ たちかく つかうかちせけみ うひてちかのかせ たそちてあし せあ うにそおあ せあ ′あ-
うそお 5. 》そえしかきおあ せか くそちさそ けくたけてあてかしせそ, さあさてそ つか そねあさうあ そて せあいしまおあてかしかせ そにちあせけてかし, あ つ そえひせねか う そねけてか – さあてそ たちけ にといあうあ つちかはあ. [そか-
てそ せか くせあねけ, ねか たちそたとつさあ せあちとのけてかしけてか たちかく いあちけかちあてあ. 》ちそつてそ – うかねか けすあ そたけてせそてそ そさそ せあ おひしえそえそおけのかせ ちあいそてせけさ, さそこてそ うおけえあ 
け つうあしみ ちひねさあてあ くあ そてうあちみせかてそ せあ すかてあしせあてあ たそちてあ, つみさあの てあさあ, すかきおと おちとえそてそ, せそ う つひはそてそ うちかすか そてしけねせそ つけ うひちのけ け ちあいそてあてあ.

╉ぇすけ こけゃっつっすけ けすはゃかっくう 
ぇさしっくぇかちう, う ]すけはく-

おぇ ういちはかけ しゃなさいゃぇ あうゃけすぇ 
しう し けさなあっえくうちぇすぇ. ╇ょゃぇ 
すせお こさっい 1974-すぇ, さぇぉけすう ゃ 
しけさすうさけゃおぇすぇ くぇ 110-すう ちった 
ゃ ╆ぇゃけょ 4, こけしかっ こけっきぇ ゃぇ-
たすぇすぇ くぇ こけさすぇかぇ おぇすけ つぇしす 
けす いゃっくけすけ くぇ こけょつうくっくうっ 
くぇ ╂ぇくつけ ]すけえつっゃ けす ╆ぇゃけょ 

0 - 592. [ぇぉけすぇすぇ っ すぇおぇゃぇ, 
つっ ゃっょくなあ いぇしすなこうか くぇ ょっ-
あせさしすゃけ, くはきぇて ょけさう きうくせす-
おぇ ょぇ きさなょくって けす おぇぉうくぇすぇ 
し さなつおぇすぇ. ′はきぇ う おぇお ょぇ しっ 
こけおさうって うかう ょぇ おかうくつうて, 
いぇとけすけ きさなょくって かう - ゃっょくぇ-
ゅぇ しっ さぇいぉうさぇ. ′はおけえ すさはぉゃぇ 
ょぇ すっ いぇきっしすう, きくけゅけ つっしすけ 
- しぇきうはす くぇつぇかくうお. 〈せお しう 
たぇこゃぇて いぇ けぉはょ, すせお - ゃしうつ-
おけ... 〈けゃぇ けぉぇつっ くっ こさっつう 
くぇ ]すけはくおぇ, いぇとけすけ せきっっ ょぇ 

こさっゃさなとぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ せょけ-
ゃけかしすゃうっ. ╉けっすけ っ しなとうくしおけ 
とぇしすうっ ゃ あうゃけすぇ. „╃ぇ さぇ-
ぉけすうて けくけゃぇ, おけっすけ くっ けぉう-
つぇて, っ ゅけかはきぇ きなおぇ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ しう たぇさっしゃぇて さぇぉけすぇすぇ, 
ょぇ すっ ゃかっつっ.”, いくぇっ しかっょ ゅけ-
ょうくう けこうす けたさぇくうすっかおぇすぇ ゃ 
せくうそけさきぇ, おけはすけ うしすうくしおう え 
けすうゃぇ. ╇ ]すけはくおぇ しう は たぇさっし-

ゃぇ - さぇぉけすぇすぇ. ]せすさうく こなさ-
ゃうすっ ぇさしっくぇかちう うょゃぇす けおけかけ 
4.15 つぇしぇ, ゃ 4.30 ゃっつっ ゃしうつ-
おう しぇ くぇ かうくうは. ]すけはくおぇ っ くぇ 
ぉぇさうっさぇすぇ けとっ こさっょう すはた, くけ 
くうすけ さぇくくけすけ しすぇゃぇくっ, くうすけ 
おなしくけすけ こさうぉうさぇくっ けす ゃすけさぇ 
しきはくぇ しかっょ 21.00 つぇしぇ は こかぇ-
てう. ′っ しっ こかぇてう う けす すなき-
くけすけ, おけゅぇすけ しぇきぇ しう しすけう くぇ 
こけしすぇ, いぇとけすけ: ”╁ „┿さしっくぇか” 
しすさぇてくけ くはきぇ, すせお っ しうゅせさくけ, 
くっ しぇ しっ しかせつゃぇかう くっこさうはす-

くう うくちうょっくすう”. ┿おけ ゃしっ こぇお 
くっとけ しっ しかせつう, ゃっょくぇゅぇ しっ 
いゃなくう くぇ くけとくうは ょっあせさっく 
ょぇ こけっきっ しかせつぇは. ′ぇえ-つっしすけ 
くけとっき しっ こけきぇゅぇ くぇ くはおけえ 
くぇさぇくうか しっ こさう さぇぉけすぇ うかう 
ぇおけ くはおけきせ こさうかけてっっ.
╃けおぇすけ しう ゅけゃけさうき しなし ]すけ-

はくおぇ くぇ こけさすぇかぇ, すは くっ しこう-
さぇ ょぇ さぇぉけすう: しせすさうく, こさう 

うょゃぇくっすけ くぇ こけゃっつっすけ ぇさ-
しっくぇかちう くぇ さぇぉけすぇ, こけ いぇ-
ゃけょしおうすっ ぇかっう ょゃうあっくうっすけ 
っ おぇすけ こけ ゅさぇょしおうすっ せかうちう. 
]ぇきけ ょっすけ くはきぇ いぇょさなしすゃぇ-
くうは. ‶さっい こけさすぇかぇ っ さぇいさっ-
てっくけ ょぇ ゃかういぇす しぇきけ たけさぇ 
しなし しこっちうぇかくう こさけこせしおう う 
しすさけゅうはす さっあうき ゃぇあう ょけさう 
いぇ さっこけさすっさうすっ くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”, くうとけ, つっ こけゃっつっ-
すけ ぇさしっくぇかちう ゅう こけいくぇゃぇす. 
¨ぉぇつっ さっこけさすっさうすっ くぇ ゃっしす-

くうおぇ しぇ ょぇかっつ くっ すけかおけゃぇ 
こけこせかはさくう, おけかおけすけ あっくぇすぇ, 
おけはすけ ちはか あうゃけす すう けすゃぇさは 
ゃさぇすうすっ こさう うょゃぇくっ う こさう-
ぉうさぇくっ けす さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ 
きくけゅけ さぇぉけすくうちう しっ しこうさぇす 
いぇ こけいょさぇゃ こさう ]すけはくおぇ. ‶け-
ょぇさなちう けぉぇつっ すは  くっ こさうっきぇ, 
いぇとけすけ くっ っ こさうっすけ いぇ くっえ-
くぇすぇ さぇぉけすぇ - っょうく ゃうょ おけ-
させこちうは っ ゃないきけあくぇ... ¨す こけ-
ょけぉくう „こけょおせこう” くぇ こけさすぇかぇ 
くはきぇ う くせあょぇ. ′ぇゃさっきっすけ 
こけゃっつっ さぇぉけすくうちう しう こけい-
ゃけかはゃぇかう けすゃさっきっ くぇゃさっきっ 
ょぇ しう ういくっしぇす けす ちったぇ: おけえ 
くはおけは つぇしす, おけえ - うくしすさせ-
きっくす..., ょぇ しう ゃくっしぇす ぇかおけ-
たけか いぇ こけつっさこおぇ. ╃くっし けぉぇつっ 
すぇいう こさぇおすうおぇ っ こけつすう こさっ-
おさぇすっくぇ, こなお う こさけこせしおなす くぇ 
ちっくすさぇかくうは ゃたけょ うきぇ ゅさうあぇ-
すぇ いぇ けしくけゃくうすっ こさけゃっさおう, 
けぉはしくはゃぇ ]すけはくおぇ, ょけおぇすけ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゃょうゅぇ う しゃぇ-
かは さなつおぇすぇ こさっょ ょっしっすおうすっ 
ぇゃすけきけぉうかう, おけうすけ きうくぇゃぇす 
こけさすぇかぇ. 〈せお しっ こさけこせしおぇ 
しぇきけ ぇさしっくぇかしおうは すさぇくし-
こけさす, ょぇあっ けぉとうくしおうすっ おけかう 
いぇ こさうぉうさぇくっ くぇ しきっすすぇ こな-
すせゃぇす こけ ぇさしっくぇかしおうすっ ぇかっう 
しなし しこっちうぇかっく いぇゃけょしおう 
こさうょさせあうすっか. 〈さぇおすけさつっすぇ 
けす いゃっくけすけ こけ けいっかっくはゃぇくっ, 
すっあおう おぇきうけくう し こさけょせおちうは 
う きぇすっさうぇかう, おけくすっえくっさう 
くぇ 』うしすけすぇすぇ, かっおう おけかう..., 
ゃょうゅぇす てせき こけ おさなしすけゃうとっすけ 
いぇょ こけさすぇかぇ, おぇすけ つっ しぇ  くぇ 
ゅさぇょしおうは しゃっすけそぇさ くぇ こかけ-
とぇょ „]っゃすけこけかうし”. 

]すけはくおぇ うしおぇ けす あうゃけすぇ 
しぇきけ いょさぇゃっ   

╋けあっ ぉう, いぇとけすけ くぇぉなさいけ っ 
いぇゅせぉうかぇ しなこさせゅぇ しう - しなとけ 
ぇさしっくぇかっち. ]なし しきうさっくうっすけ 
くぇ けぉうおくけゃっくうは つけゃっお, こぇ-
いうすっかおぇすぇ くぇ しっゃっさくうは ゃな-
すさってっく こけさすぇか くっ けつぇおゃぇ けす 
あうゃけすぇ つせょっしぇ - しすうゅぇ え ょぇ しう 
つっすっ おくうゅうすっ こさっい しゃけぉけょくけすけ 

ゃさっきっ, ょぇ しっ さぇいたけあょぇ し こさう-
はすっかおう, くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ 
- ょぇ つっすっ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”, 
おけえすけ けぉぇつっ くっ しっ くぇきうさぇ ゃ 
ぉせょおぇすぇ し さなつおぇすぇ, とけすけ すせお 
ゃさっきっ いぇ つっすっくっ くはきぇ. ′ぇえ-
すっあおけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ いぇ ]すけはく-
おぇ っ すぇいゅけょうてくぇすぇ かはすくぇ あっゅぇ, 
おけゅぇすけ けす くぇこっつっくぇすぇ かぇきぇさう-
くぇ くぇ おかっすおぇすぇ, ゃ おけはすけ さぇぉけ-
すう, しすぇゃぇ くっすなさこうきけ ょせてくけ. 
╆ぇすけゃぇ しう っ こさうゅけすゃうかぇ ょけし-
すぇすなつくけ ゃけょぇ. ╆うきぇすぇ ぉうかけ 
こけ-かっおけ: ”¨ぉかっつって しっ こけゃっつっ 
う すけゃぇ っ.” ¨しゃっく ぉせすうかおぇすぇ し 
きうくっさぇかくぇ ゃけょぇ, けぉぇつっ, くぇ 
さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ ]すけはくおぇ 
おなすぇ う ょさせゅう くっとぇ - つうしすけ こけ 
あっくしおう. 〈せお けゅかっょぇかちっ, すぇき 
くはおけは ょあせくょあせさうえおぇ... ╊うつう 
え ゅさうあぇすぇ ょぇ ういゅかっあょぇ ょけ-
ぉさっ - ちゃっすっく かぇお くぇ くけおすうすっ 
こさけてぇさゃぇ こさう ょゃうあっくうっすけ くぇ 
さなつおぇすぇ くぇ てぇかすっさぇ, くぇ てうは-
すぇ うゅさぇっ くっあくぇ ゃっさうあおぇ... ╇ 
すぇおぇ すさはぉゃぇ - おけゅぇすけ くはおけえ, 
いぇさっょっく し こけかけあうすっかくけしす, 
つけゃっお すっ こけしさっとぇ いぇ さぇぉけすぇ, 
っ ょさせゅけ くっとけ. ¨とっ こけゃっつっ - 
おけゅぇすけ しっ せしきうたゃぇ う ういゅかっあょぇ 
ょけぉさっ: ょっくはす すさなゅゃぇ こけ-せし-
きうたくぇすけ. ┿ せしきうゃおぇすぇ ょくっし 
っ くせあくぇ くぇ たけさぇすぇ  こけゃっつっ 
けす ゃしうつおけ - こけいくぇゃぇえおう ぇさ-
しっくぇかちう けす ゅけょうくう, ]すけはくおぇ 
ゃうあょぇ ゃしっおう ょっく ゃしっ こけゃっつっ 
せゅさうあっくう たけさぇ...
╆ぇすけゃぇ すは しっ さぇょゃぇ, つっ ょっちぇ-

すぇ さぇぉけすはす - っょうくうはす -  こぇお ゃ 
„┿さしっくぇか”, ょさせゅうはす - おなき ¨ぉ-
とうくぇすぇ. ╇きぇ う ゃくせちう...
╉けかおけすけ ょけ ぇさしっくぇかちう, ]すけ-

はくおぇ しう いくぇっ - こけゃっつっすけ は 
こけいょさぇゃはゃぇす, くけ くはおけう しっ う 
しなさょはす, くけ: ”′うっ こさけしすけ しう 
ゃなさてうき しう さぇぉけすぇすぇ”, いぇ-
おかのつぇゃぇ けすくけゃけ ゃ せしきうゃおぇ 
〈けこけさおけゃぇ う くぇ こさけとぇゃぇくっ 
しこけくすぇくくけ ゃぇょう けす つぇくすぇすぇ 
しう しけぉしすゃっくけさなつくけ こさうゅけすゃっく 
おっえお. „╃ぇかう こなお くっ ぉはた え おぇ-
いぇかぇ, つっ とっ うょゃぇき?” - きう きう-
くぇゃぇ くぇぉなさいけ こさっい きうしかうすっ...

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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╃け ょっく-ょくってっく しすけかっすくう

おなす くっ いくぇっ おぇおゃけ っ ぇしこうさうく, 
くっ せこけすさっぉはゃぇ たぇこつっすぇ, ぇ 
いょさぇゃっすけ しう けぉはしくはゃぇ し そぇ
おすぇ, つっ „ょはょけ ぇょあうは くっ っ きぇ
ぇくぇょあうは”. ╂せくぬけ ╉ぇくぇいうさっゃ  
ゃ かのぉうきう しう てっゅけゃうす しすうか 
こさういくぇゃぇ, つっ  

かのぉうきけすけ きせ はょっくっ っ 
„こけしすっく ぉけぉ し こぇしすなさきぇ”. 

╃はょけ ╂せくぬけ くっ っ こけつうすぇすっか 
くぇ ゃっゅっすぇさうぇくしすゃけすけ, ぇ くぇ 
きぇしぇ さはょおけ しはょぇ ぉっい ぉうさぇ, 
ゃうくけ うかう ょけきぇてくけ こさうゅけすゃっ
くぇ きっくすぇ. [っちっこすぇすぇ いぇ すけゃぇ 
ょなとっさはすぇ ╋ぇさうは こぇいう けとっ けす 
こけおけえくぇすぇ しう けすこさっょう 15 ゅけ
ょうくう きぇえおぇ. 
╆ぇ さけあょっくうは ょっく くぇ のぉう

かはさは しこっちうぇかくぇすぇ ういくっくぇょぇ 
くぇ ぉかういおうすっ きせ ぉうかぇ う ゅけし
すせゃぇくっすけ くぇ くっゅけゃぇすぇ こけつ
すう くぇぉけさおぇ - こけ-ゅけかはきぇすぇ し 
11 きっしっちぇ ╋ぇさうは 』けきぇおけゃぇ, 
おけはすけ ゃっつっ ゃなさすう しゃけうすっ 102 
ゅけょうくう. 
¨しゃっく ゅけしすせゃぇくっすけ くぇ さけ

ょぇすぇ う ょぇさけゃっすっ, こけょぇさなお いぇ 
さけあょっくうは ょっく くぇ ╂せくぬけ ╉ぇ
くぇいうさっゃ ぉうかけ う こけしっとっくうっ
すけ しなし しうくぇ ょけ きぇくぇしすうさぇ ゃ 
【うこおぇ. ╉きっすなす くぇ 【うこおぇ, 
すさっすう きぇくょぇす, しなとけ ぉうゃて ぇさ
しっくぇかっち - ]すけはく ╇ゃぇくけゃ, こなお 
しっ けすつっか し ゅけかはきぇ すけさすぇ う 

しこっちうぇかくけ ぇおぇこっかくけ ういこなか
くっくうっ くぇ „╋くけゅぇは かっすぇ“. 

]すけかっすくうおなす けす 【うこおぇ 
くはきぇ くっしぉなょくぇすう きっつすう. 

╁うょはか っ きくけゅけ けす あうゃけすぇ, 
しすうゅくぇか „つぇお ょけ けしすさけゃ 〈ぇ
しけし”. 〉つぇしすゃぇか ゃなゃ ╁すけさぇ
すぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ, おさけうか う 
てうか けぉせゃおう くぇ ゃっすっさぇくう けす 
¨おすけきゃさうえしおぇすぇ さっゃけかのちうは, 
けしすぇくぇかう ぉっい たけょうかぇ う かっおせ
ゃぇとう すさぇゃきう ゃ くはおけゅぇてくうは 
しぇくぇすけさうせき ゃ 【うこおぇ. 
╆ぇ さぇいかうおぇ けす こけゃっつっすけ 

たけさぇ, おけうすけ あぇかはす いぇ  ういきう
くぇかうすっ ゅけょうくう, ╂せくぬけ ╉ぇくぇ
いうさっゃ くっ しなあぇかはゃぇ いぇ くうとけ. 
] ういおかのつっくうっ くぇ すけゃぇ, つっ 
„ゃっつっ くっ ゅけ ょなさあぇす おさぇおぇすぇ 
う くっ きけあっ ょぇ たけょう ゃ ゅけさぇすぇ, 
おなょっすけ かのぉうきけすけ きせ いぇくうきぇ
くうっ ぉうかけ ょぇ こさうしぇあょぇ ょなさ
ゃっすぇ”. 
╇ こぇお ょぇ しすぇくぇ くぇ 30, こぇお 

とっ こさぇゃは しなとうすっ ゅかせこけしすう, 
いぇとけすけ きかぇょけしすすぇ くっ っ きなょ
さぇ, さぇいしなあょぇゃぇ そうかけしけそしおう 
ょはょけすけ. 
╉けえすけ し ゅなょっかうつおぇとうは しう 

たせきけさ きっ おぇくう くぇ しかっょゃぇとうは 
しう さけあょっく ょっく - おけゅぇすけ とっ 
„はょっき う こうっき いょさぇゃぇすぇ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぃくけくぇ っ ぇさすうしすうつくけすけ うきっ くぇ こっゃうちぇすぇ ′っかう ╁かぇ-
ょっゃぇ - けす ゅけょうくう こけこせかはさくけ かうちっ くぇ きせいうおぇかくぇすぇ 

おけきこぇくうは ‶ぇえくっさ. 
ぃくけくぇ っ ゃうしてぇ さうきしおぇ ぉけゅうくは くぇ ぉさぇおぇ, ょぇさはゃぇかぇ 

ょなあょ, こかけょけさけょうっ, せしこったう う こけぉっょう. ′ぇ くっは っ くぇさっつっく 
きっしっち のくう.
′ぇしおけさけ そけかおこっゃうちぇすぇ, けさゅぇくうつくけ しなつっすぇかぇ ゃ っょくけ 

おさぇしけすぇ う すぇかぇくす, いぇこうしぇ こけさっょくうは しう ゃうょっけおかうこ おなき 
くぇえ-くけゃぇすぇ しう こっしっく „′けゃけ 20”. ╇ょっはすぇ くぇ おかうこぇ っ いぇ くっ-

ゃないきけあくぇすぇ かのぉけゃ きっあょせ おさぇ-
しうゃぇ ちうゅぇくおぇ う きかぇょ しゃっとっくうお, 
しかせつゃぇとぇ しっ ゃ ちうゅぇくしおう すぇぉけさ. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ おかうこぇ いぇょさなあ-
おうすっ う すぇぉせすぇすぇ こぇょぇす う ょゃぇきぇ-
すぇ きけゅぇす ょぇ しっ けすょぇょぇす っょうく くぇ 
ょさせゅ. 
╆ぇ ゃうょっけすけ ぃくけくぇ こさっょこけつっすっ 

おさぇしうゃぇすぇ 20-ゅけょうてくぇ ょなとっさは 
くぇ さぇぉけすっとぇすぇ けす 27 ゅけょうくう  
おぇすけ ¨〈╉ ゃ ちった 600 くぇ ╆ぇゃけょ 
5 ╂ぇかうくぇ ╋うくつっゃぇ - ╇ゃっかうくぇ 
╃っつっゃぇ, いぇ おけはすけ せつぇしすうっすけ え 
ゃ すけいう おかうこ っ こなさゃぇすぇ え すっかっ-
ゃういうけくくぇ こさけはゃぇ. ‶さっょう すけゃぇ, 
くぇゃさなた 3-すう きぇさす, ╇ゃっかうくぇ 
╃っつっゃぇ ゅさぇぉくぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ 
すうすかぇ ゃ おけくおせさしぇ „╋うし ╀なかゅぇさ-
おぇ”. ╉さぇしぇゃうちぇすぇ っ いぇゃなさてうかぇ 
しすけこぇくしおう きっくうょあきなくす ゃ くぇえ-
ゅけかはきけすけ せつうかうとっ ゃ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお - ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき 
‶なさゃう”, ぇ ゃ きけきっくすぇ っ しすせょっくす-
おぇ こけ さっゅうけくぇかくぇ うおけくけきうおぇ ゃ 
〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╁ おかうこぇ くぇ ぃくけくぇ ╇ゃっかうくぇ っ 

ゃけょっとぇ すぇくちぬけさおぇ ゃ すぇぉけさぇ う 
たけさっけゅさぇそ くぇ すぇくちぇ. ‶ぇさすくぬけさ 
くぇ こっゃうちぇすぇ けす ╉ぇいぇくかなお, ういう-
ゅさぇか さけかはすぇ くぇ しゃっとっくうおぇ, っ 
ういゃっしすくうはす しけそうえしおう ょうょあっえ 
′っょ. ╁ おかうこぇ しぇ しっ しくうきぇかう けとっ 
ぉさぇすなす くぇ こっゃうちぇすぇ – ╈けさょぇく う 
すったくう こさうはすっかう けす ╉ぇいぇくかなお.
′っかう ╁かぇょっゃぇ - ぃくけくぇ っ いぇ-

ゃなさてうかぇ きせいうおぇかくぇ こぇさぇかっかおぇ 
ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう” ゃ 
╉ぇいぇくかなお, しこっちうぇかくけしす „′ぇさけょ-
くけ こっっくっ”. 〈は っ ょなとっさは くぇ こさっ-
こけょぇゃぇすっかおぇすぇ こけ きせいうおぇ ]けくは 
╁かぇょっゃぇ, ょけこさっょう くはおけかおけ ゅけ-
ょうくう  ょうさうゅっくす くぇ くぇさけょくうは 
たけさ おなき ┿′‶〈 „╇しおさぇ”. ╀ぇとぇ 
くぇ すぇかぇくすかうゃぇすぇ こっゃうちぇ っ こけ-
おけえくうはす ╂っけさゅう ╁かぇょっゃ, おけえすけ 
さぇぉけすってっ ゃ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇ-
すぇ „┿さしっくぇか”  おぇすけ うくしすさせきっく-
すぇかうしす ゃ くぇさけょくうは けさっおしすなさ, 
けしなとっしすゃはゃぇか しなこさけゃけょぇ くぇ  
すぇくちけゃうすっ そけさきぇちうう う くぇさけょ-
くうすっ たけさけゃっ くぇ „┿さしっくぇか”. ‶さっ-
おさぇしっく きせいうおぇくす, ゃなゃ そうさきっくう 
おけくちっさすう すけえ きくけゅけおさぇすくけ っ 

¨′『╅╇〉っ╇╅〉╊ 〉╅ ╇ぇ′『╅』【【╅ ′╅ 》╊〉』¨《〉¨『╅〉╊...

╁ぇしうか ╇ゃぇくつっゃ - ゃっさっく しかせあうすっか けす 35 ゅけょうくう くぇ “┿さしっくぇか”, しなゃしっき くぇしおけさけ うゅさぇ くぇ すっあ
おぇすぇ しゃぇすぉぇ くぇ  しゃけは しうく - きせいうおぇくすなす ╃うきうすなさ ╇ゃぇくつっゃ. ′っとけ こけゃっつっ: さぇぉけすっとうはす  ゃ  

こさけういゃけょしすゃっくうは けすょっか くぇ いぇゃけょ 3, ちった 130, けさゅぇくういぇすけさ こけ ゃなくてくけ う ゃなすさってくけ おけけこっさうさぇ
くっ,  いぇっょくけ しなし しなこさせゅぇすぇ しう ╁っかうつおぇ ╇ゃぇくつっゃぇ - しなとけ ゃうょっく おぇょなさ くぇ いぇゃけょ 3, うきぇす いかぇすくぇ 
しくぇたぇ - ╉さうしすうくぇ. 
╉さぇしぇゃうちぇすぇ くけしう ょゃけっく おなしきっす, こさう すけゃぇ きせいうおぇくすしおう, ゃなゃ そぇきうかうはすぇ ╇ゃぇくつっゃう, いぇとけすけ 

っ とっさおぇ くぇ っょくぇ けす くぇえ-しっおしぇこうかくうすっ う おさぇしうゃう ぉなかゅぇさしおう ゃけおぇかうしすおう こさっい 80-すっ う 90-すっ 
ゅけょうくう – しうくっけおぇすぇ ╃あうくぇ けす ゅさせこぇすぇ “〈さぇきゃぇえ わ 5”. 
╇きっくくけ し くっは しすぇくぇたぇ しゃぇすけゃっ しっきっえしすゃけ ╇ゃぇくつっゃう-しすぇさてう けす ╉ぇいぇくかなお. 
]ゃぇすぉぇすぇ くぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ ╇ゃぇくつっゃう ぉっ ゃ おさぇは くぇ のかう ゃ ]けそうは う しなぉさぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 

こっゃつっしおうは っかうす くぇ ╀なかゅぇさうは. ′ぇょ 100 ょせてう ぉはたぇ こけおぇくっくう くぇ こさぇいくっくしすゃけすけ, おぇすけ しくうきおうすっ 
こけ ゃさっきっ くぇ しなぉうすうっすけ こさぇゃう おぇいぇくかなておうはす そけすけゅさぇそ ╈けくおけ [せしっゃ, おけえすけ っ こさうはすっか くぇ きかぇ
ょけあっくっちぇ. 
╆ぇ ょぇ しっ けすつっすっ こけ ぇさしっくぇかしおう, しゃっおなさなす ╁ぇしうか しこさっすくぇか ゃっょさぇ ういくっくぇょぇ くぇ きかぇょけあっくちうすっ - 

いぇこうし くぇ “╀ぇさぇぉぇくくうは きぇさて” し ぇさしっくぇかしおぇ すったくけかけゅうは, こぇいっくぇ ゃ ょなかぉけおぇ すぇえくぇ. ╋せいうおぇかくうはす 
ぇさきぇゅぇく こけさけょうか ぉせさくう ぇこかけょうしきっくすう う ょけさう いぇしっくつうか つぇしす けす ういこなかくっくうはすぇ くぇ こっゃちうすっ. 
¨しゃっく すけゃぇ, とぇしすかうゃうはす  しゃっおなさ う しなこさせゅぇすぇ きせ し さぇょけしす ょぇさうかう きかぇょけあっくちうすっ し こぇさう う 

そけえっさゃっさおう. 
╉ぇおすけ しっ おぇいゃぇ - „すぇい ゅけょうくぇ ぉせかおぇ, しおけさけ かのかおぇ”. ╇きぇえおう こさっょゃうょ, つっ う ょゃぇきぇすぇ きかぇょけ

あっくちう しぇ し きせいうおぇかっく すぇかぇくす - ╃うきうすなさ ╇ゃぇくつっゃ っ きせいうおぇくす, ぇ ぉせかおぇすぇ ╉さうしすうくぇ - こっゃうちぇ, っ 
こけゃっつっ けす はしくけ, つっ う ぉなょっとうはす うき くぇしかっょくうお /ょぇえ, ╀けあっ/ とっ っ しさっょ ゅかぇしけゃうすうすっ.  ‶さうつうくぇ いぇ 
とぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ すけいう のかう ゃ ょけきぇ くぇ ╁ぇしうか ╇ゃぇくつっゃ しすぇくぇ せかけゃっく きうくぇかうは のかう あぇさすうっさ 
けす くっゅけゃうは しうく くぇ しゃぇすぉぇすぇ くぇ とっさおぇすぇ ╃っくうちぇ. ╆ぇ うきぇ -くはきぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ  ぉせかつうくうはす あぇさ
すうっさ っ ょぇか こさっおさぇしっく さっいせかすぇす. ╃ぇえ, ╀けあっ, ゃしっおうきせ!

〈┿
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さぇょゃぇか ぇさしっくぇかちう  う しなし しけかけ-
ゃうすっ しう ういこなかくっくうは くぇ ゅぇえょぇ. 
′ぇ きせいうおぇかくぇすぇ きせ ょぇさぉぇ, くぇ-
しかっょっくぇ けす ょっちぇすぇ きせ, こけ ゃさっきっ 
くぇ おけくちっさすう いぇっょくけ し ぇくしぇきぉな-
かぇ, しぇ しっ ゃないたうとぇゃぇかう こけつうすぇ-
すっかう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇさけょくぇ 
きせいうおぇ くぇ きくけゅけ きっしすぇ ゃ しすさぇ-
くぇすぇ う こけ しゃっすぇ.
╀さぇすなす くぇ ぃくけくぇ - ╈けさょぇく, 

しなとけ っ きせいうおぇくす, しゃうさう くぇ おぇ-
ゃぇか けす 6-ゅけょうてっく. 〈けえ しなとけ っ 
いぇゃなさてうか きせいうおぇかくぇ こぇさぇかっか-
おぇ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, 
しこっちうぇかくけしす „╉ぇゃぇか”. ′っゅけゃ 
こさっこけょぇゃぇすっか っ くはおけゅぇてくうはす 
さなおけゃけょうすっか くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
くぇさけょっく けさおっしすなさ ╉けかぬけ ]すぇえ-
くけゃ. ╃くっし ╈けさょぇく ╁かぇょっゃ しゃうさう 
ゃ けさおっしすなさ „╉ぇかけそっさ”.
′けゃうはす おかうこ くぇ ぃくけくぇ しなぉさぇ 

ゃ っょくけ あういくっさぇょけしすくけ ゃうょっけ 
こけさぇしくぇかうすっ ゃっつっ ょっちぇ くぇ ぉう-
ゃてう う くぇしすけはとう ぇさしっくぇかちう - いぇ 
せょけゃけかしすゃうっ う さぇょけしす くぇ きくけゅけ-
ぉさけえくぇすぇ こせぉかうおぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

┿ しっゅぇ すぇおぇ, おぇおすけ しっ こさぇゃう, うきぇ う ょさせゅ かけて っそっおす: くうとけ 
くっ いぇゃうしう けす たけさぇすぇ, くうおけえ くっ ゅう  こうすぇ, こさけしすけ くはおけえ ぇょきう
くうしすさぇすうゃくけ くっとけ さってぇゃぇ う すけ ゃぇあう いぇ ゃしうつおう, くぇかぇゅぇ しっ, 
こさけきっくはす しっ こかぇくけゃっ, あうゃけすう くぇ おせこ たけさぇ. 〈ぇおぇ さぇぉけすっとうすっ 
しっ ょっきけすうゃうさぇす  ょぇ こかぇとぇす ゃくけしおう, けいかけぉはゃぇす しっ. ′っ くぇ こけ
しかっょくけ きはしすけ, こさっょう ょぇ しっ こさうょこさうっきっ すぇおなゃ さぇょうおぇかっく たけょ 
- いぇ せっょくぇおゃはゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ, っ くせあくぇ 
さぇょうおぇかくぇ こさけきはくぇ ゃ こけかうすうおぇすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ: こけ けすくけてっ
くうっ う くぇ いょさぇゃっけこけいゃぇくっすけ, こさけそうかうおすうおぇすぇ, こけ けすくけてっくうっ 
くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ. ┿ しっゅぇ おぇおゃけ っ - こさけぉかっきう おけかおけすけ 
しう うしおぇて, つっしすけ くっけしうゅせさっくう くせあくうすっ せしかけゃうは くぇ すさせょ う 
くぇおさぇは しっ たぇぉうて - う そういうつっしおう, う こしうたうつっしおう. ╇ おぇお すけゅぇゃぇ 
ょぇ しう ゅけょっく いぇ さぇぉけすぇ ょけ 65 ゅけょうくう, こさうきっさくけ? ′はきぇ ぇさしっ
くぇかっち, おけえすけ ょぇ けょけぉさはゃぇ すけゃぇ くぇきっさっくうっ くぇ おぇぉうくっすぇ う くぇ 
しけちうぇかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ. ╋うしかは, つっ くはきぇ う こっくしうけくうさぇくう 
さぇぉけすっとう ゃ “┿さしっくぇか”, おけうすけ ょぇ ゅけ けょけぉさはゃぇす.  ╋くけゅけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ きうしかう, こさっょう ょぇ しっ こさうょこさうっきっ すけゃぇ. 

╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ - かうょっさ くぇ ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”:

¨くちあうせみうあせか せあ うひくちあつててあ くあ たかせつけみ –
おあ, せそ たちかおけ てそうあ か せときせあ

つたかぬけあしせあ おひちきあうせあ たそしけてけさあ
╁しっ けとっ ╉〈 “‶けょおさっこぇ”  

くっ しっ っ ぇくゅぇあうさぇかぇ し  
けそうちうぇかくけ しすぇくけゃうとっ こけ 
すけいう ゃなこさけし. 〈けゃぇ, おけっすけ 
うしおぇ けす くぇし ╄], っ ょぇかっつ ゃ 
ぉなょっとっすけ. ]こけさっょ きっく, ょぇ 
しっ こさぇゃはす けす しっゅぇ すけかおけ
ゃぇ きさぇつくう こさけゅくけいう う ょぇ 
しっ くぇしすさけえゃぇす たけさぇすぇ  っ 
くぇえ-きぇかおけすけ くっせきっしすくけ. 
╉けかおけすけ ょけ くっけぉたけょう
きけしすすぇ けす ういさぇゃくはゃぇくっ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇ
くっ いぇ きなあっすっ う あっくうすっ, 
とっ おぇあぇ しぇきけ ,つっ すけゃぇ っ 
っょうく こさけぉかっき, こさうゃくっ
しっく けす ょさせゅうすっ しすさぇくう. ′け 
すせお っ ゃぇあくけ ょぇ せすけつくうき, 
つっ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ しすさぇくう し 
っょうく きくけゅけ こけ-さぇいかうつっく 
けす ぉなかゅぇさしおうは くぇつうく くぇ 

あうゃけす, くぇ さぇぉけすぇ ,くぇ いょさぇゃくぇ こさけそうかぇおすうおぇ. ╁ すけいう しきうしなか 
きったぇくうつくけすけ こさうゃくぇしはくっ くぇ つせあょ けこうす せ くぇし っ くっ っ くぇえ-ょけ
ぉさけすけ, いぇとけすけ ぉなかゅぇさしおうはす さぇぉけすくうお, ぉなかゅぇさしおうはす こさっょこっく
しうけくっさ うきぇ しゃけう しこっちうそうおう. ╃ぇ, ゃはさくけ っ, つっ あうゃけすなす しっ 

こけょけぉさはゃぇ, せょなかあぇゃぇ しっ こさけょなかあうすっかくけしすすぇ きせ. ′け こさっょう ょぇ しっ ゅけゃけさう いぇ きったぇくうつくけ 
せょなかあぇゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうは う くっえくけすけ ういさぇゃくはゃぇくっ いぇ きなあっすっ う あっくうすっ, しかっょゃぇ 
ょぇ しっ こさっょこさうっきぇす けす ょなさあぇゃぇすぇ う そうさきうすっ う きくけゅけ ょさせゅう きっさおう, おぇしぇっとう いょさぇゃっすけ くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ, こさけそうかぇおすうおぇすぇ, せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ.  

╁ ╆ぇこぇょくぇ ╄ゃさけこぇ しぇ 
こさぇゃっくう さぇいかうつくう ぇく
おっすう しさっょ こっくしうけくう
さぇくう ゃっつっ さぇぉけすくうちう 
う すっいう ぇくおっすう くっょゃせ
しきうしかっくけ こけおぇいゃぇす, つっ 
こけゃっつっすけ けす すはた ぉうたぇ 
しっ ゃなさくぇかう くぇ さぇぉけすぇ, 
ぇおけ しっ こけょけぉさはす せしかけ
ゃうはすぇ くぇ すさせょ. ╉けっすけ 
ゃしなとくけしす ゃっつっ いくぇつう 
きくけゅけ. 
  ′っ っ すぇえくぇ う ょさせ

ゅけ: こさう くぇし こけゃっつっすけ 
こっくしうけくっさう うしおぇす ょぇ 
さぇぉけすはす しかっょ こっくしうは 
う すけ けしくけゃくけ いぇさぇょう 
ょけこなかくうすっかくうすっ こぇさう, 

こさっょゃうょ くうしおうすっ ょけたけょう う こっくしうう. 
 ‶っくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ せ くぇし いぇこけつくぇ こさっい 1997 ゅけょうくぇ う ゃしっ けとっ くっ っ こさうおかのつうかぇ. 

╆ぇすけゃぇ しう きうしかは, つっ ょけおぇすけ しっ しすうゅくっ ょけ しなとうくしおけすけ ういさぇゃくはゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしう
けくうさぇくっ, とっ うきぇ けとっ おせこ さぇいかうつくう すなかおせゃぇくうは. ╃ぇ しっ おけきっくすうさぇす しっゅぇ くっさっぇかくう う くっおぇ
すっゅけさうつくう くっとぇ っ くぇえ-きぇかおけすけ くっしっさうけいくけ. ′っとぇすぇ しぇ くっせしすぇくけゃっくう, くけ こぇお とっ ゃう おぇあぇ: 
しこけさっょ きっく くっ っ こさぇゃうかくけ ょぇ しっ こさうかぇゅぇ くぇ しかはこけ  つせあょ けこうす, ぉっい ょぇ しっ けすつうすぇす きっしすくうすっ う 
おけくおさっすくうすっ いぇ ゃしはおけ こさけういゃけょしすゃけ しこっちうそうおう. ′はきぇ ょぇ しっ さぇいきうくっき う ぉっい けぉせつっくうっ こさっい 
ちっかうは あうゃけす, ぇおけ うしおぇきっ ょぇ さぇぉけすうき ょけ こけ-おなしくぇ ゃないさぇしす. 
¨とっ こけゃっつっ, つっ せしうかっくけ う すゃなさょけ ゃなさゃうき おなき ゃしっ こけ-せすっあくはゃぇとけすけ ょけ こけつすう ういさぇゃくはゃぇ

とけ しなけすくけてっくうっ くぇ さぇぉけすっとう う くっさぇぉけすっとう. ╉けっすけ とっ さっつっ, つっ さぇぉけすっとうすっ ゃしっ こけゃっつっ う 
こけ-ょなかゅけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす, いぇ ょぇ こさけょなかあう ょなさあぇゃぇすぇ ょぇ うきぇ う しけちうぇかくう そせくおちうう. 
                                       

╋ぇすっさうぇかぇ こけょゅけすゃう: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

Галина с талантливата си 

дъщеря Ивелина
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

¨′『╅╇〉っ╇╅〉╊ 〉╅ ╇ぇ′『╅』【【╅ ′╅ 》╊〉』¨《〉¨『╅〉╊ 〉╅ 
╆ぇ]╈╅『¨【╊ - ╅｠¨]╊』《╇╅ 》╊【╅ 〉╅ ╇』╊[¨ [╅╆¨〉╊【
【ちみいうあ おあ つか うおけえあ そはか せか つあすそ うひくちあつててあ, あ け つてあきひて くあ たかせつけみ くあ きかせけてか

57-ゅけょうてっく, っおしこっさす こけ しけちうぇかくうすっ ゃなこさけしう う こけ ゃな
こさけしうすっ くぇ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ. ╀うゃて きうくうしすなさ 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 ゃ ょゃっ こさぇゃうすっかしすゃぇ - くぇ 
]すっそぇく ]けそうはくしおう う くぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ.
╁ きけきっくすぇ っ さなおけゃけょうすっか くぇ ╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす こけ 

すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ.
╊のぉうきぇ すっきぇ: こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ ゃ ╀なかゅぇさうは

¨す こっくしうけくくぇすぇ さっそけさきぇ 
くはきぇ ょぇ うきぇ っそっおす, ぇおけ 

くはきぇ せしかけゃうは ゃないさぇしすくうすっ 
さぇぉけすくうちう ょぇ けしすぇさはゃぇす ゃ 
ょけぉさけ いょさぇゃっ, いぇ おけっすけ せ くぇし 
くうとけ くっ っ くぇこさぇゃっくけ, しきは
すぇ しけちうぇかくうはす っおしこっさす ╇ゃぇく 
′っえおけゃ. 
]こけさっょ くっゅけ, こさっょう ょぇ しっ 

ゅけゃけさう いぇ ういさぇゃくはゃぇくっ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ  
いぇ きなあっすっ う あっくうすっ, すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ ゃいっきぇす こさっょゃうょ くはおけか
おけ ゃぇあくう そぇおすけさぇ.
′ぇ こなさゃけ きはしすけ ぉなかゅぇさしおう

すっ こさっょこさうはすうは, うおけくけきう
おぇすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ しかっょゃぇ ょぇ 
しっ ぇょぇこすうさぇ おなき っょうく ぉっい
しこけさっく そぇおす - つっ ゃ しかっょゃぇ
とうすっ こけくっ 30 ゅけょうくう とっ え 
しっ くぇかけあう ょぇ さぇぉけすう こさっょう 
ゃしうつおけ う けしくけゃくけ し ゃないさぇしす
くう さぇぉけすくうちう. ‶さうつうくうすっ 
いぇ すけゃぇ しぇ きくけゅけ, けしくけゃくけ 
ょっきけゅさぇそしおう. ╋うゅさぇちうはすぇ 
ゃ つせあぉうくぇ くぇ ゃうしけおけ おゃぇ
かうそうちうさぇくう ぉなかゅぇさう ゃ さぇ
ぉけすけしこけしけぉくぇ ゃないさぇしす しなとけ 
ょけこなかくうすっかくけ せすっあくはゃぇ しう
すせぇちうはすぇ.  
]こけさっょ ′っえおけゃ, こさっょゃうょ 

くぇ すけゃぇ 

ょなさあぇゃぇすぇ う そうさきうすっ 
しこってくけ すさはぉゃぇ ょぇ

こさっょこさうっきぇす きっさおう いぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは う

こさっおゃぇかうそうおぇちうは くぇ 
ゃないさぇしすくうすっ さぇぉけすくうちう, 
おけうすけ とっ しぇ ゅさなぉくぇおなす 

くぇ うおけくけきうおぇすぇ くう. 

¨ぉせつっくうっ こさっい ちっかうは あう
ゃけす, くけゃぇ こけかうすうおぇ くぇ さぇぉけす
くけすけ きはしすけ いぇ しなゃきっしすはゃぇくっ 
くぇ かうつくうは う こさけそっしうけくぇか
くうは あうゃけす し けゅかっょ くぇ おけく
おさっすくうすっ ちっかっゃう ゅさせこう - しぇ 
ょさせゅう きっさおう, こさっょう ょぇ しっ 
こさうしすなこう おなき ういさぇゃくはゃぇ
くっ くぇ こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす, 
しこけさっょ っおしこっさすぇ. 
′っえおけゃ すゃなさょう しなとけ, つっ うい

おかのつうすっかくけ ゃくうきぇくうっ ょなさ
あぇゃぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ けすょっかう う くぇ 

いぇょなかあうすっかくけすけ
けしうゅせさはゃぇくっ くぇ てうさけおけ 

ょけしすなこくう きっさおう, おけうすけ ょぇ 
ゅぇさぇくすうさぇす けしすぇさはゃぇくっ ゃ 

ょけぉさけ いょさぇゃっ. 

〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ てうさけお う かっ
しっく ょけしすなこ ょけ ゃうしけおけおゃぇかう
そうちうさぇくぇ いょさぇゃくぇ せしかせゅぇ, 
こさけそうかぇおすうおぇ, おけはすけ くっ ょぇ 
かっおせゃぇ くっかっつうきぇ ぉけかっしす, ぇ 
ょぇ こさっょけすゃさぇすう こさけそっしうけ
くぇかくけ いぇぉけかはゃぇくっ. ]けちうぇか
くうはす っおしこっさす っ くぇ きくっくうっ, 
つっ いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ くぇょ 
65-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, ゃきっしすけ 
ゃ ゅっさけくすけかけゅうは, しかっょゃぇ ょぇ しっ 
ゃおぇさぇ おぇすけ きっさおう ゃ いょさぇゃっ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ. 
]こけさっょ っおしこっさすぇ こけ すさせょけ

ゃけ こさぇゃけ う こっくしうけくくぇ しうしすっ
きぇ, こけゃっつっ けす くぇかけあうすっかくけ っ  
ういさぇゃくはゃぇくっすけ くぇ けしうゅせさう
すっかくうは しすぇあ う こさうかぇゅぇくっすけ 
くぇ っょうく う しなと きったぇくういなき いぇ 
ういかういぇくっ ゃ こっくしうは いぇ きなあっ
すっ う いぇ あっくうすっ. [ぇいかうつくう
すっ せしかけゃうは, おけうすけ ゃけょはす ょけ 
さぇいかうつっく けしうゅせさうすっかっく こさう
くけし, けいくぇつぇゃぇす う こけ-くうしおう 
こっくしうう, いぇすけゃぇ しっ しきはすぇす いぇ 
ょうしおさうきうくぇちうは, しつうすぇ ′っえ
おけゃ. ]なつっすぇくけ し こけ-こさけょなか
あうすっかくうは あうゃけす くぇ あっくうすっ 
う そっきうくういうさぇくっすけ くぇ くうしおけ
こかぇすっくうすっ こさけそっしうう, すけゃぇ っ 
こけつすう しうゅせさっく こぇしこけさす おなき 
ぉっょくけしすすぇ, っ すっいぇすぇ くぇ っおし
こっさすなす. 

╁ きけきっくすぇ うきぇきっ おけくおさっすっく きったぇくういなき, こけ おけえすけ しっ せゃっかうつぇゃぇ ゃないさぇしすすぇ し こけ 4 
きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇ, くっいぇゃうしうきけ ょぇかう しなき しなゅかぇしっく し くっゅけ うかう くっ. ′ぇえ-かけてけすけ っ 

けすくけゃけ, こさっょう ょぇ しきっ ゅけ さっぇかういうさぇかう, こさっょう ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ おさぇは, こぇお ょぇ いぇこけつくっき ょぇ 
こさぇゃうき こさけきっくう. [っいおうすっ ょゃうあっくうは こさう けしうゅせさうすっかくうすっ きけょっかう しぇ くぇえ-くっあっかぇくぇすぇ 
しうすせぇちうは. 〈ぇおぇ つっ こけ-ょけぉさっ しっゅぇ, ぉっい ょぇ けすしすなこゃぇきっ けす きっさおうすっ, おけうすけ しきっ こさっょこさうっ-
かう, ょぇ ゅう こさけょなかあぇゃぇきっ こさっょう ゃしうつおけ ゃ こけしけおぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さぇくくけすけ こっくしうけくうさぇくっ 
う けしうゅせさはゃぇくっ いょさぇゃっすけ くぇ ゃないさぇしすくうすっ さぇぉけすくうちう. ′け おぇすっゅけさうつくけ くはきぇ ょぇ しこさっき くぇ 
すぇいう ゃないさぇしす, おけはすけ ゃ きけきっくすぇ っ こけしけつっくぇ. 】っ ょけえょっ きけきっくす, こさう おけえすけ とっ ゅけゃけさうき いぇ 
こけ-ゃうしけおぇ ゃないさぇしす, ぇ こなさゃぇすぇ しすなこおぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう, っ ういさぇゃくはゃぇくっ. ╇ 
おけかおけすけ こけ-さぇくけ は くぇこさぇゃうき, すけかおけゃぇ こけ-ょけぉさっ う いぇ たけさぇすぇ.

┿おけ こけゅかっょくっき ょくってくぇすぇ さっぇかくけしす, とっ ゃうょうき っょくけ きくけゅけ しうきこすけきぇすうつくけ こさっけさうっく-
すうさぇくっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ. ╁ きけきっくすぇ ゃないさぇしすくうすっ さぇぉけすくうちう くぇょ 50 ゅ. しぇ きくけゅけ 

こけ-ゅけかはき ょはか, けすおけかおけすけ さぇぉけすっとうすっ ょけ 30 ゅ., ぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ っ くぇえ-ゃうしけおぇ こさう きかぇ-
ょうすっ さぇぉけすくうちう. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ, つっ さぇぉけすけょぇすっかうすっ しぇ けぉなさくぇかう っょくぇ すっくょっくちうは, おけはすけ 
しなとっしすゃせゃぇてっ きくけゅけ ゅけょうくう - つっ きかぇょうはす さぇぉけすくうお っ いぇ こさっょこけつうすぇくっ. 
[ぇぉけすけょぇすっかうすっ しぇ いぇこけつくぇかう ょぇ さぇいぉうさぇす, つっ ゃないさぇしすくうすっ さぇぉけすくうちう しぇ ょけぉさう さぇ-

ぉけすくうちう. ╇ けす すぇいう ゅかっょくぇ すけつおぇ ょゃっすっ くぇえ-いぇしすさぇてっくう ゅさせこう くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ ゃ 
しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう くっ しぇ ゃないさぇしすくうすっ, ぇ きかぇょうすっ さぇぉけすくうちう, おけうすけ しっゅぇ くぇゃかういぇす, う 
くうしおけおゃぇかうそうちうさぇくうすっ. 

╄おしこさっすくう こさけゅくけいう: 

1. ╃くってくうすっ 30-ゅけょうてくう 
とっ しっ こっくしうけくうさぇす くぇ 70 ゅけ
ょうくう.
┿おけ しすっ けす 20 ょけ 30-ゅけょうて

くう, とっ しっ ういこさぇゃうすっ こさっょ 
くけゃけ ゅけかはきけ こさっょういゃうおぇ
すっかしすゃけ けおけかけ 2050 ゅ. 〈けゅぇ
ゃぇ けおけかけ 400 たうか. ぉなかゅぇさう, 
おけうすけ ょくっし しぇ きっあょせ 20 う 
25, とっ ういかういぇす けす すさせょけしこけ
しけぉくぇ ゃないさぇしす. 〈っ とっ ぉなょぇす 
いぇきっくっくう けす っょゃぇ 300 たうかは
ょう, おけうすけ ょくっし しぇ きっあょせ 10 
う 15-ゅけょうてくう.
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ ぇおけ しすっ 

きっあょせ 20 う 30-ゅけょうてくう, とっ 
しっ こっくしうけくうさぇすっ くぇえ-さぇくけ 
くぇ 72. ╆ぇとけすけ きぇかけぉさけえくけすけ 
こけおけかっくうっ けす ゅけかっきうは ょっきけ
ゅさぇそしおう しさうゃ こさっい 90-すっ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃう たさぇくう.

2.  30-40-ゅけょうてくうすっ ゃくぇ
しはす くぇえ-ゅけかはきぇ つぇしす けす こぇ
さうすっ, し おけうすけ しっ ういこかぇとぇす 
こっくしううすっ くぇ しっゅぇてくうすっ ゃない
さぇしすくう たけさぇ.
╀なかゅぇさうすっ きっあょせ 30 う 40 

しぇ くぇょ 1 きうかうけく. ╉けゅぇすけ 
すっいう くぇょ きうかうけく ぉなかゅぇさう 
しすぇくぇす ょけしすぇすなつくけ ゃないさぇしす
くう, いぇ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇす, 
すったくうすっ こっくしうう すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす こかぇとぇくう けす ょくってくう
すっ すうえくっえょあなさう. 〈けゃぇ とっ しっ 
しかせつう けおけかけ 2035 ゅ.

3. 〈うえくっえょあなさうすっ しぇ ょゃぇ 
こなすう こけ-きぇかおけ けす 30-40-ゅけ
ょうてくうすっ. ╇ ぇおけ ょくっし, こさう 
しさぇゃくうすっかくけ ゅけかはき ぉさけえ 
すさせょけしこけしけぉくう, こっくしうけくくぇ
すぇ しうしすっきぇ ういくっきけゅゃぇ, けし
すぇゃぇ ゃなこさけしなす - おぇお かう とっ 
さぇぉけすう しうしすっきぇすぇ, おけゅぇすけ 

たけさぇすぇ ゃ ぇおすうゃくぇ ゃないさぇしす 
しすぇくぇす ょゃぇ こなすう こけ-きぇかおけ けす 
こっくしうけくっさうすっ.

4. „╃ゃうあうき しっ おなき ゃないさぇしす 
いぇ こっくしうけくうさぇくっ 68 う 70 ゅけ
ょうくう. ╋けあっ ぉう しかっょ 20 うかう 
しかっょ 30 ゅけょうくう, くけ すけゃぇ っ 
こっさしこっおすうゃぇすぇ.”, おぇいぇ けとっ 
╇ゃぇく ′っえおけゃ.

あくう, おぇしぇっとう ゃしうつおう くう ゃな
こさけしう, けしゃっく てうさけおけ ょけこうす
ゃぇくっ ょけ つかっくしおぇすぇ きぇしぇ  こけ 
しうくょうおぇすう, しつうすぇき つっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさけゃっょっ う くぇちうけくぇかくけ 
ょけこうすゃぇくっ, ょぇ しっ さぇいはしくう くぇ 
たけさぇすぇ いぇ おぇおゃけ しすぇゃぇ ょせきぇ, 
こけしかっ すっ ょぇ うきぇす ゃないきけあくけしす 
ょぇ おぇあぇす きくっくうっすけ しう.

〉╅ 〈《『╊ 》『╊′ 』╊》【╊〈╇『¨
』うそいそおせけ  つてあけ け  うひくすそきせそつてけ くあ たそねけうさあ 

せあ いあくあてあ せあ “╅ちつかせあし” う えち. 〉かつかいひち

    ]きっくう
1 - 7 しっこすっきゃさう – 6 くけとせゃおう 
]ゃけぉけょくう しすぇう:
╃ゃけえおう - 2 ぉさ.
〈さけえおう - 6 ぉさ.
』っすゃけさおう - 11 ぉさ.

7 - 13 しっこすっきゃさう - 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 10 ぉさ.
〈さけえおう - 10 ぉさ.
』っすゃけさおう -16 ぉさ.

13 - 19 しっこすっきゃさう - 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 33 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1 ぉさ.
┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

19 - 25 しっこすっきゃさう – 6 くけとせゃおう 
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 34 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ.
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1 ぉさ.
┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

25 しっこすっきゃさう – 1 けおすけきゃさう 
– 6 くけとせゃおう
]ゃけぉけょくう しすぇう: 
╃ゃけえおう - 34 ぉさ.
〈さけえおう - 24 ぉさ.
』っすゃけさおう - 22 ぉさ.
《ぇきうかくぇ - 1ぉさ.
 ┿こぇさすぇきっくす - 4 ぉさ.

′ぇしすぇくはゃぇくっ - しかっょ 14 つぇしぇ ゃ 
こなさゃうは ょっく 
′ぇこせしおぇくっ - ょけ 10 つぇしぇ ゃ こけ-
しかっょくうは ょっく
]かっょ 10 つぇしぇ くぇ ゃしっおう こさけ-

しさけつっく こけかけゃうく つぇし とっ しっ 
ゃいっきぇ くっせしすけえおぇ こけ 5 かっゃぇ 
くぇ かっゅかけ, くっいぇゃうしうきけ ぇさしっ-
くぇかちう かう しぇ うかう くっ くぇしすぇくっ-
くうすっ こけつうゃぇとう.

    『っくう いぇ こっさうけょぇ
『っくう いぇ さぇぉけすっとう ゃ “┿さしっ-
くぇか” - くぇ ょっく

24 かっゃぇ /くけとせゃおぇ, いぇおせしおぇ, 
けぉはょ う ゃっつっさは/ - くぇ きっくの
╃っちぇ ょけ 2 ゅけょうくう – ぉっいこかぇす-
くけ, ぉっい こさぇゃけ くぇ かっゅかけ う たさぇ-
くぇ
╃っちぇ けす 2 ょけ 15 ゅけょうくう - くけ-
とせゃおぇ, いぇおせしおぇ, けぉはょ う ゃっつっ-
さは - くぇ きっくの - 15 かっゃぇ くぇ ょっく

『っくう いぇ ゃなくてくう こけつうゃぇとう, 
くっさぇぉけすっとう ゃ “┿さしっくぇか” - くぇ 
ょっく 
20 かっゃぇ - くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
- きっくの
22 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
- ぉかけお きぇしぇ 
30 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
+ けぉはょ + ゃっつっさは - きっくの 
35 かっゃぇ – くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ 
+ けぉはょ + ゃっつっさは - ぉかけお きぇしぇ

 ╃っちぇ ょけ 2 ゅけょうくう - ぉっいこかぇす-
くけ /ぉっい かっゅかけ う たさぇくぇ/ 
 ╃っちぇ ょけ 12 ゅけょうくう - こけかいゃぇす 
20% くぇきぇかっくうっ こさう たさぇくっくっ 
くぇ ぉかけお きぇしぇ 
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは, 
しこさぇゃおう う いぇこうしゃぇくうは - ]うく-
ょうおぇかっく おけきうすっす くぇ ╉′]╀ 
“┿さしっくぇか” ┿╃ う こけ いぇゃけょう. 
 すっか: 0431 622 07 
 GSM: 0888 58 26 73
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 - ]こさはゅぇす うきっすけ ╁う う 
きぇさおぇすぇ “┿さしっくぇか” う 
おぇすけ こけすっくちうぇかっく おせ-
こせゃぇつ うかう こけくっ こさっ-
すっくょっくす いぇ おせこせゃぇつ う 
くぇ „╁╋╆“ - ]けこけす. ′っとけ 
こけゃっつっ, しぇきけ こさっょう 
ょくう ぉっ けこけゃっしすっくけ, つっ 
しさけおなす いぇ こけょぇゃぇくっ くぇ 
けそっさすう いぇ おぇくょうょぇす-おせ-
こせゃぇつうすっ しっ せょなかあぇゃぇ し 
ょゃっ しっょきうちう. ╇きぇすっ かう 
こけょけぉくう うくすっさっしう? 
- ‶け すけいう ゃなこさけし ぇい しなき 

おぇいぇか きけっすけ きくっくうっ こさっょう 
ゃさっきっ. ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ けぉけぉ-
とは, けさなあっえくぇすぇ うくょせしすさうは 
っ しこっちうそうつくぇ うくょせしすさうは. 
╆ぇ くっは しぇ くせあくう きくけゅけ 
ょさせゅう おぇつっしすゃぇ, けしゃっく おぇ-
つっしすゃぇすぇ くぇ ょけぉさうは きっくう-
ょあなさ. „╁╋╆” - ]けこけす っ ぉうか 
う っ くぇて ょけぉなさ こぇさすくぬけさ, 
くぇょはゃぇき しっ すぇおなゃ ょぇ けし-
すぇくっ う ゃ ぉなょっとっ. ╇しおさっくけ 
あっかぇは すけいう おけきこかっおし ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ, いぇとけすけ こさうすっあぇ-
ゃぇ せくうおぇかくう しこっちうぇかうしすう. 

- ╁ くぇつぇかけすけ くぇ そっゃ-
させぇさう, しかっょ しさっとぇ 
きっあょせ ╁ぇし, けぉかぇしすくうは 
せこさぇゃうすっか う おきっすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, こけさけょっくぇ けす 
そっゃさせぇさしおうすっ けすこせしおう 
くぇ ぇさしっくぇかちう, ╁うっ いぇ-
はゃうたすっ, つっ ょけぉさう くけゃう-
くう いぇ “┿さしっくぇか” きけゅぇす 
ょぇ しっ けつぇおゃぇす しかっょ きぇえ. 
╋ぇえ きうくぇ. ╃けおなょっ しすうゅ-
くぇ さぇぉけすぇすぇ こけ ょけぉさうすっ 
くけゃうくう?
- ╉ぇいゃぇか しなき ゅけ う こぇお とっ 

ゅけ おぇあぇ, し さうしお こけゃすけさっ-
くうっすけ ょぇ しすぇくっ ょけしぇょくけ, 
くけ すぇおぇゃぇ っ しうすせぇちうはすぇ. 
]ゃっすけゃくぇすぇ おさういぇ こさう 
くぇし こさうしすうゅくぇ こけ-ぉぇゃ-
くけ. ¨すさぇいはゃぇ しっ ゅけょうくぇ-
ょゃっ こけ-おなしくけ う おさういぇすぇ っ 
こけくっ ょゃっ ゅけょうくう, いぇさぇょう 
しこっちうそうおぇすぇ う ちうおかうすっ 
くぇ ょけゅけゃぇさはくっ, くぇ しぇきけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, しさけおけゃっすっ 
いぇ ゃけっくくうすっ ぉのょあっすう くぇ 
ょなさあぇゃうすっ. ╇ ょけおぇすけ くは-
おけう こさけういゃけょしすゃぇ, しそっさう 
くぇ うくょせしすさうはすぇ ゃっつっ こけ-
っきぇす ゅかなすおぇ ゃないょせた, こさう 

くぇし しうすせぇちうはすぇ ゃしっ けとっ っ 
すさせょくぇ. ╁けっくくうすっ ぉのょあっすう 
くぇ ょなさあぇゃうすっ しぇ こけ-しゃう-
すう けす こさっょうてくう ゅけょうくう, 
しなけすゃっすくけ う こけさなつおうすっ しぇ 
こけ-きぇかおけ う こけ-きぇかおう. ╉けく-
おせさっくちうはすぇ ゃ ぉさぇくてぇ っ 
あっしすけおぇ. ╁なこさっおう すけゃぇ くうっ 
しう けしすぇゃぇきっ こさっょこけつうすぇくぇ 
きぇさおぇ, うきぇきっ くぇてうすっ こぇ-
いぇさう う こけいうちうう, ぇい かうつくけ 
さぇいつうすぇき くぇ ょけぉさうは さぇいゃけえ 
ゃ さっいせかすぇす くぇ こけさっょうちぇすぇ 
しさっとう, さぇいゅけゃけさう う すなさ-
ゅけゃっ. ‶けゃっつっ けす せしこってくけ 
ぉっ う こさっょしすぇゃはくっすけ くう くぇ 
しゃっすけゃくうすっ ういかけあっくうは う 
こぇくぇうさう いぇ そうさきうすっ けす けす-
ぉさぇくうすっかくぇすぇ こさけきうてかっ-
くけしす, うきぇ うくすっさっし おなき くぇし, 
さぇぉけすうき こけ おけくおさっすくうすっ 
くぇきっさっくうは う こけさなつおう. ╁ 
ぉういくっしぇ こさぇいくけ こさけしすさぇく-
しすゃけ くはきぇ. ╇きぇ う しっさうけいくう 
うくょうおぇちうう いぇ うくすっさっし おなき 
くぇし. ╆ぇ しなあぇかぇくうっ, かっすくう-
すっ すさせょくけしすう こさけょなかあぇゃぇす. 
¨こすうきうしす しなき, つっ とっ しっ 
しこさぇゃうき, ょけさう ぇおけ すさはぉゃぇ 
う し こけゃっつっ うかう こけ-きぇかおけ 
くっこけこせかはさくう ょっえしすゃうは.

- ╁ぇあっく ゃなこさけし, おなき 
ょくってくぇ ょぇすぇ, いぇ さぇぉけ-
すっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ っ 
ょぇかう しっ けつぇおゃぇ くけゃぇ けこ-
すうきういぇちうは くぇ こっさしけくぇ-
かぇ?
- ╉なき ょくってくぇ ょぇすぇ すけいう 

ゃなこさけし くっ っ ぇおすせぇかっく. ╁ 
きけきっくすぇ けおけかけ 30% けす 
こっさしけくぇかぇ くぇ “┿さしっくぇか”, 
おけえすけ くっ っ くぇすけゃぇさっく し 
おけくおさっすくぇ こけさなつおぇ う くぇ 
こさぇおすうおぇ くはきぇ さぇぉけすぇ, っ ゃ 
けすこせしお - こかぇすっく うかう くっこかぇ-
すっく - いぇ すぇいう つぇしす けす たけさぇ-
すぇ, おけうすけ ゃっつっ しぇ こけかいゃぇかう 
こかぇすっくうは しう けすこせしお. ╁ ちう-
そさけゃけ ういさぇあっくうっ くっとぇすぇ し 
けすこせしおうすっ ういゅかっあょぇす すぇおぇ: 
ょけ しさっょぇすぇ くぇ しっこすっきゃさう 
けおけかけ 11% けす ぇさしっくぇかちう 
しぇ ゃ くっこかぇすっく けすこせしお, 20% 
こけかいゃぇす しゃけは こかぇすっく けす-
こせしお, けしすぇくぇかうすっ 69% けす 
しなしすぇゃぇ くぇ そうさきぇすぇ しぇ くぇ 
さぇぉけすぇ.

- ′ぇ そうくぇかぇ, ぇおけ さぇい-
さってうすっ, う かうつっく ゃな-
こさけし: おぇお しすっ しなし いょさぇ-
ゃっすけ, ゃないしすぇくけゃはゃぇすっ 
かう しっ ゃっつっ? ╉けゅぇ ょぇ ╁う 
けつぇおゃぇきっ けすくけゃけ こけしすけ-
はくくけ ゃなゃ そうさきぇすぇ? 
- ]かぇゃぇ ╀けゅせ う ぉかぇゅけょぇ-

さっくうっ くぇ かっおぇさうすっ こさけそ. 
╂っくつけ ′ぇつっゃ う ょ-さ ╀けえつけ 
╀けえつっゃ, ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ 
きう しかっょ すっあおぇすぇ けこっさぇちうは 
ゃなさゃう ょけぉさっ. 〈けゃぇ, つっ くっ 
こさうしなしすゃぇき っあっょくっゃくけ ゃ 
おぇぉうくっすぇ しう, くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ しなき ゃしすさぇくう けす “┿さしっ-
くぇか”. ] さぇょけしす う いぇょけゃけか-
しすゃけ とっ おぇあぇ, つっ きけあっ 
ょぇ きう しっ いぇゃうあょぇ: いぇさぇょう 
しすさぇたけすくうは っおうこ けす きっ-
くうょあなさう う おけかっゅう, おけうすけ 
うきぇき おさぇえ しっぉっ しう う ぉかぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ おけうすけ しっ しこさぇ-
ゃはきっ, けしけぉっくけ ゃ すさせょくう きけ-
きっくすう おぇすけ すけいう. ぅこけくちうすっ 
しつうすぇす, つっ おけゅぇすけ さぇぉけすぇすぇ 
ゃなさゃう こさう けすしなしすゃうっすけ くぇ 
ゅけかっきうは てっそ, すけゃぇ けいくぇつぇ-
ゃぇ, つっ っ しないょぇか しすさぇたけすっく 
っおうこ, おけえすけ ょゃうあう くっとぇすぇ 
ょけさう ゃ くっゅけゃけ けすしなしすゃうっ. 
╂けさょっは しっ し たけさぇすぇ けす きっ-
くうょあなさしおうは っおうこ くぇ “┿さ-
しっくぇか” う “┿さしっくぇか 2000”. 
╃けゃっさうっすけ きっあょせ くぇし っ 
けくけゃぇ, おけっすけ きっ おぇさぇ ょぇ 
しなき しこけおけっく いぇ ぉなょっとっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ. ╉けかおけすけ ょけ 
こなかくけすけ きう ゃないしすぇくけゃはゃぇ-
くっ, くぇょはゃぇき しっ ょけ 6 うかう 
ょけ 9 きっしっちぇ, すぇおぇ っ しこけさっょ 
かっおぇさうすっ, くっとぇすぇ ゃっつっ ょぇ 
しぇ しう くぇ きはしすけすけ う ょぇ こけっ-
きぇ けすくけゃけ くぇ こなかくう けぉけさけ-
すう ぇさしっくぇかしおけすけ っあっょくっ-
ゃうっ, おけっすけ, せゃっさはゃぇき ゃう, 
くうおぇお くっ っ かっおけ. ′はきぇ ょぇ 
おさうは, かうこしゃぇ きう ょうくぇきう-
おぇすぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, せしっとぇくっ-
すけ, つっ しないょぇゃぇて さぇぉけすぇ いぇ 
すけかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ, おけっすけ 
っ おけかおけすけ けすゅけゃけさくけ, すけか-
おけゃぇ う こさうはすくけ せしっとぇくっ. 
┿い しなき けこすうきうしす こけ こさう-
さけょぇ う あうゃっは し くぇょっあょぇ, 
つっ くぇえ-たせぉぇゃけすけ すっこなさゃぇ 
こさっょしすけう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

] こけしかっょくうすっ こさけきけちうう, おけうすけ ゃなさゃはす ゃ きけきっく-
すぇ, きぇさおけゃぇ おけこさうくっくぇ さういぇ ういかういぇ けおけかけ 4,50 
かっゃぇ. ]すうかくう さけおかう けす ゃうしけお おかぇし しっ こさけょぇゃぇす こけ 
6-7 かっゃぇ, ぇ さういうすっ しすうゅぇす ょけ 5 かっゃぇ. ╆ぇ きぇしけゃうすっ 
おかうっくすう ょけぉなさ ういぉけさ しぇ う きぇゅぇいうくうすっ けす しさっょっく 
おかぇし しすけおぇ, おなょっすけ ちっくうすっ くぇ おうかけゅさぇき しぇ 8, 16 う 
20 かっゃぇ. 
¨す くはおけかおけ きっしっちぇ ゃ ゅさぇょぇ  たうす っ ょさせゅぇ ゃっさうゅぇ 

いぇ ょさったう  ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ - しけぉしすゃっくけしす くぇ しうさうえ-
しおう ゅさぇあょぇくうく. ╁ すはた すなさゅけゃしおうはす すさうお, し おけえすけ 
こさうゃかうつぇす おかうっくすう,  っ っあっょくっゃくけすけ こけっゃすうくはゃぇ-
くっ くぇ しすけおうすっ. ′ぇえ-しおなこけ っ ゃ こけくっょっかくうお, ぇ くぇえ-
っゃすうくけ ゃ しなぉけすぇ, おけゅぇすけ こさっょしすけう くけゃけ いぇさっあょぇ-
くっ. 〈けゅぇゃぇ ょさったうすっ けす 11 かっゃぇ しすうゅぇす ょけ 3 かっゃぇ 
いぇ おうかけ. ╁なこさっおう すけゃぇ, ょけさう ゃ こけしかっょくうは ょっく ゃ 
すっいう きぇゅぇいうくう きけゅぇす ょぇ しっ おせこはす ういゅけょくけ おぇおすけ 
ょさったう, すぇおぇ う こっさょっすぇ, こけしすっかなつっく うくゃっくすぇさ, おけ-
かぇくう, つけさぇこう, つぇくすう, ょさせゅう ょあせくょあせさうえおう. ╆ぇ 
きなあっすっ こけょけぉっく さけょ きぇゅぇいうくう しなとけ こさっょかぇゅぇす 
ういおせてっくうは. ′ぇ ょゃっ きっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ こさっょかぇ-
ゅぇす う ょさせゅう いぇこぇょくう しすけおう - けしくけゃくけ っかっおすさけくうおぇ, 
ぉうすけゃう せさっょう, っかっおすさうつっしおう, おぇおすけ う しゅかけぉはっきう 
きっぉっかう くぇ ういゅけょくう ちっくう. ‶さっい かはすけすけ すけいう すうこ 
しすけおう しっ こさっょかぇゅぇす し 25% けすしすなこおぇ. 〈ぇおぇ っょくけ 
ょけぉさけ さぇょうけ, し ょけしすぇすなつくけ ゃないきけあくけしすう, くっきしおけ 
こさけういゃけょしすゃけ, ういかういぇ けおけかけ 10 かっゃぇ. 〈ぇぉせさっすおう 
う しゅかけぉはきう おせたくっしおう きっぉっかう しぇ けす 15 ょけ 70 かっゃぇ. 
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╁ きけきっくすぇ ょけさう きけゅぇす ょぇ しっ おせこはす けとっ こけ-ういゅけょくけ 
いぇさぇょう こさっょかぇゅぇくけすけ くぇきぇかっくうっ けす 25% ゃ ちっくぇすぇ. 
╆ぇさぇょう ぉけゅぇすうは ういぉけさ くぇ しすけおう ゃ すっいう きぇゅぇいう-

くう, おぇおすけ う いぇさぇょう ゃしっ こけ-けすなくはゃぇとうは ょあけぉ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ, さっょけゃくうすっ きぇゅぇいうくう こけつすう しぇ ぉっい 
おかうっくすう. ╋ぇしけゃけ こけ すなさゅけゃしおぇすぇ せかうちぇ ゃ ╉ぇいぇく-

かなお こさけょぇゃつうすっ けす きぇゅぇいうくうすっ し くっすなさこっくうっ つぇ-
おぇす くはおけえ ょぇ ゃかっいっ ゃ きぇゅぇいうくぇ うき う しっ さぇょゃぇす くぇ 
ゃしっおう おかうっくす, ょけおぇすけ ゃ きぇゅぇいうくうすっ “しっおなく たっくょ” 
しすなかこけすゃけさっくうっすけ っ っあっょくっゃくけ. ¨ぉっょくぇすぇ こけつうゃ-
おぇ う おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく しぇ ゃさっきっすけ し くぇえ-きくけゅけ 

こけしっすうすっかう.  
╉かうっくすうすっ くぇ すっいう きぇゅぇいうくう しぇ くぇ さぇいかうつくう 

ゃないさぇしすう, し さぇいかうつくう ょけたけょう. ╁ きぇゅぇいうくうすっ つっし-
すけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす ゃうょっくう っょくう けす くぇえ-いぇきけあくうすっ 
おぇいぇくかなつぇくう, おぇおすけ う こっくしうけくっさう, つううすけ こっくしうう 
くっ くぇょたゃなさかはす 160-180 かっゃぇ. 〈うえくっえょあなさうすっ しぇ 
しさっょ さっょけゃくうすっ こけしっすうすっかう くぇ すっいう きぇゅぇいうくう, 
おけうすけ こさぇゃはす う っょくう けす くぇえ-ゅけかっきうすっ こけおせこおう. ╁ 
こけしかっょくうすっ くはおけかおけ きっしっちぇ たうす ゃ きぇゅぇいうくうすっ ゃすけ-
さぇ せこけすさっぉぇ しぇ う こさっょかぇゅぇくうすっ う くっせこけすさっぉはゃぇ-
くう, つうしすけ くけゃう おけきこかっおすう いぇ きけすけちうおかっすう - はおっすぇ, 
ゅぇとっさういけくう けす すっかっておぇ おけあぇ. ╁ さっょけゃくうすっ きぇゅぇ-
いうくう くぇ ╆ぇこぇょ こけょけぉくう ぇさすうおせかう しっ こさけょぇゃぇす くぇ 
ちっくう けす 350 っゃさけ くぇゅけさっ, ょけおぇすけ ゃ しっおなく たっくょ きぇ-
ゅぇいうくうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ちっくうすっ うき しぇ きっあょせ 280-300 
かっゃぇ. ╃させゅぇ すなさしっくぇ しすけおぇ しぇ しおうすっ う しおうけさしおうすっ 
けぉせゃおう, おぇおすけ う きぇさおけゃうすっ しこけさすくう けぉせゃおう. 
╆ぇさぇょう いぇぉさぇくう ゃ くぇちうけくぇかっく きぇとぇぉ ゃ こけしかっょくう-

すっ すさう しっょきうちう けす きぇゅぇいうくうすっ ゃすけさぇ さなおぇ ういつっいくぇ-
たぇ ょゃっ すなさしっくう けす おぇいぇくかなつうくう しすけおう - しぇすっくっくけすけ 
ぉっかぬけ う けぉせゃおうすっ. 
′ぇこさぇゃっくぇ ぇくおっすぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ くぇえ-ぇおすうゃくうすっ 

こけすさっぉうすっかう くぇ すっいう  きぇゅぇいうくう しぇ あっくう きっあょせ 30 う 
60 ゅけょうくう. 〈ったくうすっ ょけたけょう しぇ こけょ 480 かゃ. くぇ つかっく 
けす しっきっえしすゃけすけ. ╃けしすぇ おかうっくすう しぇ う しなし しさっょくけゃう-
しけおう いぇ しすさぇくぇすぇ いぇこかぇすう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╇いゃけょ: 
╄ょうくしすゃっくうはす くぇつうく いぇ きかぇょうすっ ょくっし ょぇ けしうゅせさはす しすぇさう

くうすっ しう っ ょぇ くっ さぇいつうすぇす くぇ こっくしうはすぇ. ╇かう こけくっ くっ しぇきけ くぇ 
こっくしうは. ╆ぇとけすけ けすおぇいなす くぇ ょくってくけすけ くぇえ-ぇおすうゃくけ こけおけかっ
くうっ ょぇ しないょぇゃぇ こけゃっつっ けす 1 うかう 2 ょっちぇ ぉっいしこけさくけ とっ ぉなょっ 
こかぇすっく し おなしくけ こっくしうけくうさぇくっ.

╋くっくうは こけ すっきぇすぇ: 

╄おしこっさすくけ, こけ ぇさしっくぇかしおう:  

]すぇくおぇ ╉けしすけゃぇ - うくあっくっさ-たうきうお, こさっょしっょぇすっか くぇ しうくょう-
おぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀, ╆ぇゃけょ 3, “┿さしっくぇか”:
  

〉ときせそ か のけちそさそ おそたけてうあせか,
あ くあはそ せか け ちかなかちかせおとす たそ うひたちそつあ 

╋けっすけ きくっくうっ っ, つっ くっ 
っ さっょくけ ょぇ しっ せっょくぇお

ゃはゃぇ う ういさぇゃくはゃぇ ゃないさぇし
すすぇ いぇ こっくしうけくうさぇくっ くぇ 
きなあっすっ う あっくうすっ. ┿い かうつ
くけ くっ しつうすぇき, つっ っ くせあくけ う 
せゃっかうつっくうっ くぇ ゃないさぇしすすぇ 
おぇすけ ちはかけ いぇ こっくしうけくうさぇ
くっ, いぇとけすけ っ くっこさぇゃうかくけ 
さぇいかうつっく すさせょ ょぇ しっ すさっ
すうさぇ こけ っょくぇおなゃ くぇつうく. 
′っ きけあっ ょぇ しっ しさぇゃくはゃぇ 
すさせょなす くぇ っょうく しすさせゅぇさ くぇ 
せくうゃっさしぇかっく しすさせゅ し すさせょぇ 
くぇ っょうく つうくけゃくうお, こさう
きっさくけ. ]こけさっょ きっく, こけ-
しこさぇゃっょかうゃけ っ ょぇ しっ いぇ

こぇいう しっゅぇてくぇすぇ ゃないさぇしす いぇ こっくしうけくうさぇくっ う しかっょ すけゃぇ, ぇおけ 
しぇきうはす つけゃっお うきぇ しうかう う あっかぇくうっ, ゃないきけあくけしすう, ょぇ きけあっ 
ょぇ けしすぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう. ′っ ゃしっおう ぉなさいぇ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇ, くけ 
うきぇ たけさぇ, いぇ  おけうすけ っ くっこけしうかくけ ょぇ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ たけょはす 
くぇ さぇぉけすぇ しかっょ けこさっょっかぇくぇ ゃないさぇしす, くぇこさうきっさ. ┿おけ しっ こけょ
たけあょぇ おなき くはおぇおゃけ ういさぇゃくはゃぇくっ くぇ ゃないさぇしすすぇ う せっょくぇおゃは
ゃぇくっ くぇ おさうすっさううすっ いぇ きなあっすっ う あっくうすっ, すけ こけ-さっょくけ っ すけゃぇ 
ょぇ しすぇゃぇ くっ こけ こけか, ぇ こけ こさけそっしうう, こけ っょうく こけ-くけさきぇかっく う 
とぇょはと たけさぇすぇ くぇつうく. ╆ぇ きっく かうつくけ っ ょうしおさうきうくぇちうは きな
あっすっ う あっくうすっ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇす くぇ っょくぇ う しなとぇ ゃないさぇしす, 

ょうしおさうきうくぇすうゃくけ っ こけ けすくけてっくうっ くぇ あっくうすっ, いぇとけすけ, けし
ゃっく くぇ さぇぉけすぇ, あっくぇすぇ うきぇ おせこ ぇくゅぇあうきっくすう ゃおなとう. ′っえ
くうはす さぇぉけすっく ょっく くっ こさうおかのつゃぇ ゃ 16,40 つぇしぇ, こさうきっさくけ, ぇ 
ゃ 20 - 22 つぇしぇ.  ╃ぇ しっ ゅけゃけさう, つっ すぇおぇ っ ゃ しすさぇくうすっ けす ╄] う 
さぇいくう ょさせゅう すぇおうゃぇ くっとぇ, っ くぇえ-きぇかおけすけ くっせょぇつくけ, いぇとけ
すけ しつうすぇき, つっ う ゃ ╄] あっくうすっ, けしゃっく くぇ さぇぉけすぇ, さぇぉけすはす う ゃ 
おなとう, きぇおぇさ しうすせぇちうはすぇ し っゃさけこっえおうすっ う ぉなかゅぇさおうすっ, おぇすけ 
ょけきぇおうくう,  ゃ きくけゅけ けすくけてっくうは ょぇ っ くっしさぇゃくうきぇ. ╋ったぇくうつ
くけすけ こさうゃくぇしはくっ くぇ けこうす けすゃなく くっ っ くぇえ-ょけぉさけすけ いぇ くぇし. 
╆ぇすけゃぇ, しこけさっょ きっく, っ こけゃっつっ けす くぇかけあうすっかくけ こけ すぇおうゃぇ ゃぇ
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たけさぇすぇ けおけかけ くぇし, さっぇゅうさぇえおう 
ぉせさくけ くぇ さぇいかうつくう くっとぇ. 〈け-
ゅぇゃぇ いぇ おぇおゃけ っ ゃしうつおけ すけゃぇ? 
‶さけしすけ くぇしかぇあょぇゃぇえすっ しっ くぇ 
あうゃけすぇ. 〈けゃぇ っ ╋っすぇすぇえくぇすぇ. 
- ]すうゅくぇたきっ ょけ てけこしおぇすぇ 

そうかけしけそうは: けすう ょぇ しっ おけしうき, 
おぇすけ つっ きう きうくっ. 〈ぇおぇ かう? 
- ╃ぇ, ょけさう ょぇ きうくぇす ゅけょうくう 

うかう しぇきけ しっょきうちう, ゃうっ くはきぇ 
ょぇ しっ しっすうすっ っょうく ょっく いぇとけ 
すけつくけ ゃ すけいう きけきっくす しすっ ぉうかぇ 
くっさゃくぇ, くぇかう? 』うしすけ こしうたけかけ-
ゅうつっしおう ゃうっ とっ しすっ ゃ しなしすけは-
くうっ ょぇ しう しこけきくうすっ ゅくっゃぇ, くけ 
くはきぇ ょぇ しう しこけきくうすっ こさうつう-
くぇすぇ - おぇすけ っきけちうは, おけはすけ ゅけ 
っ こけさうょうかぇ. ′うすけ こなお とっ きけ-
あっすっ う ょぇ は ゃないこさけういゃっょっすっ - 
しなとぇすぇ すぇいう っきけちうは. 〈ぇおぇ つっ 
- くぇしかぇあょぇゃぇえすっ しっ くぇ ゃしっおう 
っょうく きけきっくす けす ゃぇてうは あうゃけす.  
- ╉けは きけかうすゃぇ っ こけ-しうかくぇ: 

ょぇ せきっって ょぇ ぉかぇゅけょぇさうて 
うかう ょぇ せきっって ょぇ うしおぇて, いぇ 

ょぇ しう とぇしすかうゃ う ょぇ あうゃっ-

って ゃ たぇさきけくうは し ╁しっかっくぇ-

すぇ? ╃ぇ うきぇて ゃしうつおけ, おけっすけ 
うしおぇて… 
- ╁ ╀うぉかうはすぇ 》さうしすけし おぇい-

ゃぇ: ‶けうしおぇえ う とっ すう しっ ょぇょっ.  
┿おけ ゃ あうゃけすぇ ゃう うきぇ しうすせぇ-
ちうう, ゃ おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ うしおぇ-

けゅかっょぇかけ, ゃ おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
けゅかっょぇすっ, ょぇ くぇきっさうすっ う しない-
くぇっすっ しっぉっ しう. 
- ╋っすぇすぇえくぇすぇ. ╆ぇ おぇおなゃ 

っくっさゅうっく すうこ たけさぇ っ すぇいう 
おくうゅぇ, すけゃぇ いくぇくうっ? 
- ¨こうすぇた しっ ょぇ くぇこうてぇ ╋っ-

すぇすぇえくぇすぇ きくけゅけ こさけしすけ. ╁いった  
きくけゅけ おけくおさっすくう うょっう う しっ 
けこうすぇた ょぇ ゅう こさっしないょぇき きくけゅけ 
こさけしすけ, いぇ ょぇ ぉなょぇす さぇいぉさぇくう 
けす ゃしうつおう. ′け うきぇ ゅさせこぇ たけさぇ, 
いぇ おけうすけ こさけしすけ ╋っすぇすぇえくぇすぇ 
くっ っ いぇ すはた. 〈けゃぇ しぇ たけさぇ, おけう-

すけ くっ きけゅぇす ょぇ つっすぇす. ′っ ゃうあ-
ょぇす. ╋っすぇすぇえくぇすぇ っ いぇ ゃしうつおう 
いぇおけくう いぇ こさうゃかうつぇくっすけ ゃなゃ 
╁しっかっくぇすぇ. 〈ぇえくぇすぇ っ ゃ こさけし-
すうすっ いぇおけくう くぇ ‶さうゃかうつぇくっすけ. 
╆ぇおけくなす いぇ こさうゃかうつぇくっすけ っ 
ういゅさぇょっく けす 7 ょけこなかくうすっかくう 
ょさっゃくう いぇおけくぇ  う くぇ こさぇおすう-
おぇ „╋っすぇすぇえくぇすぇ“ っ いぇ すっいう 7 
ょさっゃくう いぇおけくぇ. 〈けゃぇ しぇ きっ-
すぇいぇおけくう. ╆ぇおけくう けす すぇえくうすっ 
けぉとっしすゃぇ, けす けぉとっしすゃぇすぇ くぇ 
たっさきっすうちうすっ. ¨しくけゃぇすぇ くぇ 
すっいう たっさきっすうちう ぇい きうしかは, つっ 
っ すさぇおうえしおぇ. ╇ きうしかは, つっ ╋っ-
すぇすぇえくぇすぇ っ ぉうかぇ つぇしす けす すぇいう 
ぉなかゅぇさしおぇ うょっくすうつくけしす ゃ けし-
くけゃぇすぇ しう, おぇすけ きなょさけしす. ╆ぇすけ-
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【み け くあてそうあ か てそしさそうあ たそたとしみちせあ てとさ, くあはそてそ つひいときおあ えかせかてけねせけ つたそすかせけ - てそうあ てうひちおけ 
あうてそちひて せあ せま かこおき なけしそつそなけみてあ う つうかてあ 〈かし ╈けし - つひくおあてかし せあ なけしすあ “〈かてあてあこせあてあ”
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╁さぇすうすっ おなき ゅさぇょぇ
きせ けすゃぇさは こなさゃけ
„╀ぇかおぇくすせさうしす”.

╉けかおけすけ ょけ つかっくしすゃけすけ しう 
ゃ けぉとっしすっくうすっ けさゅぇくういぇちうう, 
ぉぇくおっさなす ゅかっょぇ くぇ すけゃぇ くっ すけか
おけゃぇ おぇすけ くぇ ゃないきけあくけしす いぇ うい
さぇしすゃぇくっ う すさせこぇくっ くぇ こせぉかう
つっく うきうょあ, ぇ すけつくけ けぉさぇすくけすけ 
- つかっくしすゃけすけ ゃ けぉとっしすゃっくうすっ 
けさゅぇくういぇちうう しこけさっょ くっゅけ うょゃぇ 
すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ ゃっつっ しう くぇこさぇ
ゃうか きくけゅけ おぇすけ こさっそっしうけくぇ
かうしす いぇ ょけぉさけすけ しう うきっ.
‶けおぇくうすっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ こけかいぇ 

くぇ けぉとっしすゃけすけ うょゃぇす すけゅぇゃぇ, 

おけゅぇすけ ゃっつっ しう ょけぉさっ こけいくぇす う 
いぇすけゃぇ うきっくくけ - ょけぉさっ ょけてなか 
ゃ こさっしすうあくうすっ けさゅぇくういぇちうう. 
„[けすぇさう う ]なのいなす くぇ かけゃちうすっ 
う さうぉけかけゃちうすっ くっ しぇ しすさせおすせ
さう, つさっい おけうすけ きけあっ ょぇ しっ うい
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╄ょうく けす くぇえ-せしこってくうすっ こさけそっしうけくぇかくう きけすうゃぇすけさう う ぇゃすけさう くぇ くの っえょあ 
そうかけしけそうはすぇ ゃ しゃっすぇ - ╋っか ╂うか, とっ こうてっ おくうゅぇ いぇ すさぇおうすっ しかっょ けぉうおけかおぇ-

すぇ しう こけ しゃっすうすっ きっしすぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ╃けかうくぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ. 〈けゃぇ すけえ 
しなけぉとう こけ ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶けゃけょ いぇ こけしっとっくうっすけ きせ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは っ うきっくくけ くぇきっさっくうっすけ きせ ょぇ くぇこうてっ おくうゅぇ いぇ すさぇおうすっ - くぇさけょ, ゃょなたくけゃうか 
╋っか ╂うか しなし しゃけうすっ いくぇくうは いぇ ╁しっかっくぇすぇ. 〉ぉっょっく っ, つっ すさぇおうすっ しぇ ょぇかう けしくけゃぇすぇ 
くぇ せつっくうっすけ くぇ たっさきっすういきぇ, くぇ おけっすけ こなお しすなこゃぇす 7-すっ ╁しっかっくしおう いぇおけくぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ さぇえけくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╋っか ╂うか, いぇっょくけ しなし しゃけは こけ-

ゅけかはき しうく ╊せ  う くっゅけゃうすっ こさうはすっかう けす ╀なかゅぇさうは, しさっょ おけうすけ こしうたけかけゅなす ╄かっくおけ 
┿くゅっかけゃ, こけしっすうたぇ つぇしす けす ゅさけぉくうちうすっ くぇ すさぇおうすっ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお, きっしすくうは きせ-
いっえ, けすょぇょけたぇ う こけつうす おなき こぇきっすすぇ くぇ こけつうくぇかうは こさっい きぇえ すぇいう ゅけょうくぇ しないょぇ-
すっか くぇ しせゅっしすけかけゅうはすぇ こさけそっしけさ ╂っけさゅう ╊けいぇくけゃ. 
╋っか ╂うか っ ういゃっしすっく ゃ ╀なかゅぇさうは し ょゃっすっ しう こさっゃっょっくう おくうゅう, こさっゃなさくぇかう しっ ゃ 

ぉっしすしっかなさう - „╋っすぇすぇえくぇすぇ“ う „′っいょさぇゃうはす さぇいせき“, おぇおすけ う し そうかきぇ, くぇこさぇゃっく 
こけ おくうゅぇすぇ „ ╋っすぇすぇえくぇすぇ“ うかう „╋っすぇしうおさっす“.
╁ ╉ぇいぇくかなお くぇ „いかぇすくうは ゅかぇし くぇ こかぇくっすぇすぇ“, おぇおすけ ゃ ┿きっさうおぇ くぇさうつぇす ╋っか ╂うか 

いぇさぇょう ゃかうはくうっすけ くぇ くっゅけゃうすっ しすぇすうう う かっおちうう, きせ こさけゃなさゃはゃぇ. ]なょぉぇすぇ さってう 
しかせつぇえくけ ょぇ ゅけ しさっとくっ し ぇゃすけさぇ くぇ おけこうっすけ くぇ ゅかぇゃぇすぇ くぇ ]っゃす - しおせかこすけさなす 
╃けおけ ╃けおけゃ. 
╁さないおぇすぇ くぇ すさぇおうすっ し ╁しっかっくぇすぇ っ けぉとぇすぇ うき すっきぇ, おけはすけ ょゃぇきぇすぇ しう けぉっとぇたぇ 

ょぇ こさけょなかあぇす こさう ゃういうすぇすぇ くぇ ╋っか ╂うか ゃ しすさぇくぇすぇ くう ょけゅけょうくぇ. 
]ゃっすけゃくぇすぇ しかぇゃぇ うょゃぇ いぇ ╋っか ╂うか し おくうぇすぇ きせ, こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ ぉっしすしっかなさ 

- „╋っすぇすぇえくぇすぇ“. ¨すゃなょ すけゃぇ, すけえ っ う しちっくぇさうしす, さっあうしぬけさ う こさけょせちっくす くぇ こけ-
こせかはさくうは そうかき しなし しなとけすけ いぇゅかぇゃうっ. 〈けえ っ こしうたけぇくぇかうすうお, けぉせつうか ゅけかはき ぉさけえ 
こせぉかうつくう かうつくけしすう, ゅけゃけさうすっかう, うきうょあきっえおなさう う ぉういくっしきっくう けす ちはか しゃはす, ぉうい-
くっし おけくしせかすぇくす, しこっちうぇかうしす こけ おけさこけさぇすうゃくう しすさぇすっゅうう う しなゃっすくうお くぇ ゃうしてう 
しかせあうすっかう けす 500-すっ おけきこぇくうう, ゃおかのつっくう ゃ しこうしなおぇ くぇ しこうしぇくうっ „《けさつなく”.
╂うか ぉっ いぇ ゃすけさう こなす ゃ ╀なかゅぇさうは いぇ こけさっょくうすっ しう しっきうくぇさう いぇ こけいうすうゃくぇ こしう-

╆ぇ ╋っか ╂うか 
54-ゅけょうてっく. [けょっく ゃ 

]うくゅぇこせさ, あうゃっっ ゃ 』うおぇ-
ゅけ, こなさゃけ こけおけかっくうっ くぇ-
すせさぇかういうさぇく ぇきっさうおぇくっち. 
‶しうたけすっさぇこっゃす, しちっくぇさうしす 
う さっあうしぬけさ.
′ぇ 19 ゅけょうくう こさう うくちう-

ょっくす ゃ こっとっさぇ ゅせぉう っょくぇ-
すぇ しう さなおぇ. ]かっょ おけきぇすぇ 
あうゃけすなす きせ しっ けぉさなとぇ. ¨す 
17-ゅけょうてっく っ いぇこかっくっく けす 
すさせょけゃっすっ こけ しせゅっしすけかけゅうは 
くぇ ぉなかゅぇさしおうは こさけそっしけさ, 
こけつうくぇか こさっい きぇえ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ, ╂っけさゅう ╊けいぇくけゃ. ‶けし-
ゃっとぇゃぇ あうゃけすぇ しう くぇ こけいう-
すうゃくけすけ きうしかっくっ う こけきけとすぇ 
くぇ たけさぇ, うきぇとう くせあょぇ けす 
すけゃぇ. ╀ぇとぇ くぇ ょゃぇきぇ しうくぇ. 
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ 
ゅさぇあょぇくうく くぇ しゃっすぇ.

╆ぇ „╋っすぇすぇえくぇすぇ“ 
„╋っすぇすぇえくぇすぇ” っ おくうゅぇ いぇ 

すぇえくぇ, おけはすけ くう ゃけょう けす-
ゃなょ ゃしうつおう すぇえくう. 〈は くぇ-
ゃかういぇ ょなかぉけおけ ゃ っしすっしすゃけ-
すけ くぇ ╁しっかっくぇすぇ う つけゃっおぇ 
う さぇいゅかっあょぇ ゃっつくうは ╆ぇおけく 
くぇ こさうゃかうつぇくっすけ. ╁ くっは しぇ 
けこうしぇくう しすなこおぇ こけ しすなこ-
おぇ くぇつうくうすっ う すったくうおうすっ, 
し こけきけとすぇ くぇ おけうすけ とっ 
ょけぉうっすっ ょせたけゃくけ う きぇすっ-
さうぇかくけ ぉけゅぇすしすゃけ, とっ くぇ-
きっさうすっ かのぉけゃすぇ う きっつすぇ-
くけすけ とぇしすうっ. ╁ けしくけゃぇすぇ え 
かっあぇす しなぉうすうは けす さっぇかくうは 
あうゃけす う せさけちうすっ, くぇせつっくう 
けす ぇゃすけさぇ こさう けぉとせゃぇくっすけ 
きせ し 〉つうすっかう う ╋なょさっちう けす 
ちはか しゃはす.

- ╆ぇとけ さってうたすっ ょぇ こうてっ-

すっ おくうゅぇ すけつくけ いぇ すさぇおうすっ?
- ╁うくぇゅう しなき しっ うくすっさっしせ-

ゃぇか けす ょさっゃくぇすぇ おせかすせさぇ う 
うしすけさうは う ゃはさゃぇき, つっ うしすけさう-
つっしおうすっ おくうゅう くっ くう おぇいゃぇす 
うしすうくぇすぇ. [ぇいおぇいゃぇす くう ょっ-
すぇえかう, おけうすけ くっ ゃうくぇゅう けすゅけ-
ゃぇさはす くぇ ょっえしすゃうすっかくけしすすぇ. 
╁しなとくけしす, ゃしうつおう しきっ ょっちぇ くぇ 
いっきはすぇ. ′うっ しこけょっかはきっ っょくけ 
しなとっしすゃせゃぇくっ. ′っ ゃはさゃぇき ゃ 
くっとけ おぇすけ おうすぇえしおぇ さぇしぇ, きぇ-
かけぇいうえしおぇ さぇしぇ う す. く. ‶さけし-
すけ うきぇ つけゃっておぇ さぇしぇ. ‶さっょう 
すさう ゅけょうくう けすおさうた, おけゅぇすけ 
ょけえょけた ょぇ さぇぉけすは し ╂っけさゅう 
╊けいぇくけゃ, つっ すさぇおうすっ しっ けこうす-
ゃぇす ょぇ けぉはしくはす おけかおけ しすぇさう 
しぇ ゃしなとくけしす すっいう さぇしう. ╃けさう 
けぉはしくはゃぇす すけゃぇ し けさうゅうくぇかくぇ-
すぇ うき しなとくけしす. ╇きぇ 300 ょせきう 
ゃ すさぇおうえしおうは っいうお, おけうすけ しぇ 
けすおさうすう ゃ しぇくしおさうすしおう. 〈さぇ-
おうすっ うきぇす しこっちうそうつくう おせか-
すせさくう けぉさっょう, おけうすけ しぇ きくけゅけ 
こけょけぉくう くぇ っゅうこっすしおうすっ. ╂なさ-
ちうすっ しぇ ゃいっかう ょけしすぇ くっとぇ けす 
すさぇおうすっ ゃ しないょぇゃぇくっすけ くぇ すった-
くうすっ ぉけゅけゃっ. 〈さぇおうすっ しぇ ゃ けし-
くけゃぇすぇ くぇ きくけゅけ くっとぇ. ╃けさう 
ぉなかゅぇさうすっ くっ いくぇはす ょっすぇえかくけ 
きくけゅけ くっとぇ いぇ すはた. ╁しなとくけしす, 
うきぇ きくけゅけ, きくけゅけ ょぇ しっ ういせつぇ-
ゃぇ すぇいう きぇすっさうは.
- ╉くうゅぇすぇ とっ けすょっかう かう 

ゃくうきぇくうっ くぇ あさっつっしおうすっ 
こさぇおすうおう くぇ すさぇおうすっ, おけう-

すけ しぇ ぉうかう しゃけっけぉさぇいくけ こけ-

いくぇくうっ いぇ きっすぇすぇえくぇすぇ くぇ 
すさぇおうすっ? 〈っ しぇ うきぇかう けしけ-

ぉっくぇ ゃさないおぇ し ╁しっかっくぇすぇ. 
- ╃ぇ, とっ ういせつぇゃぇき すぇいう きぇ-

すっさうは. ╁ きけきっくすぇ, ゃ おけえすけ 
こけょさっょは ちはかぇすぇ おぇさすうくぇ, とっ 
ゅけ くぇこさぇゃは こけょ そけさきぇすぇ くぇ 
さけきぇく. ′っ こさけしすけ こけさっょくぇすぇ 
うしすけさうつっしおぇ おくうゅぇ, ょけしぇょくぇ う 
しおせつくぇ いぇ つうすぇすっかうすっ. 
- ╉ぇおゃけ けすおさう ╋っか ╂うか ゃ 

すさぇおうえしおうすっ きけゅうかう けおけかけ 
╉ぇいぇくかなお?
-  ]うくなす きう  ╊せ, おけえすけ っ し 

きっく, っ  きくけゅけ つせゃしすゃうすっかっく 
おなき っくっさゅうは. ╁いったきっ こさなしす 
けす けおけかけ ゅさけぉくうちうすっ, くぇ おけう-
すけ ぉはたきっ. ┿ ぇい しぇきうはす, ょけおぇすけ 
ぉはた すぇき, つうしすけ しせゅっしすうゃくけ しっ 
つせゃしすゃぇた ゃ っょうく きけきっくす しは-
おぇて うきぇた ゅかぇぉけゃけかうっ, いぇきぇはた 
しっ, うきぇ きくけゅけ っくっさゅうは ゃ すっいう 
きっしすぇ, けこさっょっかっくけ. ╇  すは っ 
すけかおけゃぇ さぇいくけしすさぇくくぇ, つっ くぇ 
きけきっくすう しっ つせゃしすゃぇて けぉなさ-
おぇく. ╁しっ けとっ すなさしは すぇえくぇ-
すぇ くぇ すさぇおうすっ. ╋けあっ ぉう しかっょ 
っょくぇ ゅけょうくぇ すなさしっくっ とっ きけゅぇ 
ょぇ ょぇき くはおぇおなゃ こけ-おけくおさっすっく 
けすゅけゃけさ. ╇ すけゅぇゃぇ きう いぇょぇえすっ 
けすくけゃけ すけいう ゃなこさけし. ╆ぇ こなさゃう 
こなす ゃうあょぇき すっいう すさぇおうえしおう 
ゅさけぉくうちう, けつぇさけゃぇく しなき, ゃこっ-
つぇすかっく しなき, きぇおぇさ つっ しなき つっか 
きくけゅけ いぇ すはた.
- ]こけさっょ ╁ぇし, いぇとけ っょうく 

くぇさけょ, おけえすけ あうゃっっ くぇ 
すけかおけゃぇ くぇしうすっくぇ し さぇい-

かうつくう ょせたけゃくう っくっさゅうう  
いっきは, きけあっ ょぇ っ ゃ すぇおなゃ 
ゅけかはき ょせたけゃっく ょっそうちうす ゃ 
きけきっくすぇ? 
-  ╄すけ いぇとけ しなき すせお. 〈けゃぇ 

ゃしなとくけしす っ くぇえ-うくすっさっしくけすけ 
いぇ きっく. ‶さけしすけ うきぇすっ くせあょぇ 
こけくはおけゅぇ けす けゅさけきくけすけ う すけか-
おけゃぇ うくすっさっしくけ きはしすけ, けす おけっ-
すけ うょゃぇすっ. ╋けっすけ うきっ ゃしなと-
くけしす くっ っ ╋っか /しきっっ しっ/, ぇ っ 

ゃぇ っ う すけかおけゃぇ こけこせかはさくぇ すせお 
- いぇとけすけ しなぉせあょぇ ゅっくっすうつくう 
しこけきっくう. 
- ╉けう しぇ すっいう 7 ょさっゃくう いぇ-

おけくぇ, ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ ╋っすぇ-

すぇえくぇすぇ - ╆ぇおけくなす いぇ こさう-

ゃかうつぇくっすけ? 
- ╂けゃけさうた しう し ┿くょさっえ, きけき-

つっすけ し きっく, う すけえ きっ こうすぇ いぇとけ 
しなき すけかおけゃぇ しこけおけっく. ╉ぇおゃぇ 
っ すぇえくぇすぇ きう? ┿い きせ おぇいぇた: 
ぇい しこは. ′ぇしかぇあょぇゃぇえ しっ くぇ 
ゃしうつおうすっ しう 5 しっすうゃぇ, おけゅぇすけ 
こさぇゃうて くっとけ. ‶けゃっつっすけ たけさぇ, 
おぇすけ こさぇゃはす くっとけ, ょけさう くっ 
ゃかぇゅぇす くうとけ. ╄すけ, ぇおけ こうっき 
しけお, こけゃっつっすけ たけさぇ くっ ゅけ こけ-
きうさうしゃぇす ょけさう. ′っ しっ ゃなかくせ-
ゃぇす けす ゃおせしぇ きせ. ╁ぇあくけすけ いぇ 
すはた っ ょぇ せすけかはす あぇあょぇすぇ しう, 
くうとけ こけゃっつっ. ┿ ぇい ゃう おぇいゃぇき: 
くぇぉかのょぇゃぇえ, しかせてぇえ, ょっすっ 
こかぇつっ ゃ なゅなかぇ, あっくうすっ ゃ きけ-
きっくすぇ けすしさっとぇ ゅけゃけさはす くっとけ 
しう, ょっすっすけ ゃ きけきっくすぇ おけきっく-
すうさぇ くっとけ しう, きけあっ ぉう つせゃぇ-
すっ こすうつおうすっ, ゃはすなさぇ. ′うっ しきっ 
すけかおけゃぇ そけおせしうさぇくう ゃ くっとけ 
う ょけさう くはきぇきっ こさっょしすぇゃぇ いぇ 
ゃしうつおけ けおけかけ くぇし. ╇ くっ くぇ-
ぉかのょぇゃぇきっ, くっ しっ くぇしかぇあょぇ-
ゃぇきっ. ′っ つせゃぇきっ, くっ ゃうあょぇきっ, 
くっ せしっとぇきっ, ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす 
くっ あうゃっっき. 
- ┿おけ すさはぉゃぇ ょぇ けぉけぉとうすっ 

╋っすぇすぇえくぇすぇ ゃ っょくけ ういさっ-

つっくうっ, おぇお ういゅかっあょぇ すは?
- ‶なすせゃぇくっすけ. ¨す すせお ょけ 

しきなさすすぇ, すけゃぇ っ けしくけゃくけすけ 
くっとけ. ′っ っ ゃ こけしすうゅくぇすうすっ せし-
こったう, くっ っ ゃ すけゃぇ ょぇ こけかせつうて 
くっとけ. ╆ぇとけすけ, ょけさう ょぇ くぇ-
きっさうすっ くっとけ ゅけかはきけ, ゃうっ ゃしっ 
とっ せきさっすっ っょうく ょっく. ┿おけ しすっ 
きくけゅけ ぉけゅぇすぇ, ゃうっ とっ せきさっすっ 
っょうく ょっく. ╃けさう ょぇ しすっ ういおかの-
つうすっかくけ こけこせかはさくぇ,  ゃうっ こぇお 
とっ せきさっすっ っょうく ょっく. ╃けさう ょぇ 
しすっ ゃっかうおぇ けしけぉぇ, しなとけ とっ 
せきさっすっ. ╄すけ, けすうょけたきっ ょけ きはし-
すけすけ くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, くけ 
すっ しなとけ しぇ きなさすゃう. ╇ いぇとけすけ 
いくぇっき, つっ ゃしうつおう っょうく ょっく とっ 
せきさっき, いぇとけ すけゅぇゃぇ こさっおぇさゃぇ-
きっ ゃさっきっすけ しう, おぇさぇえおう しっ し 

すっ, こさけしすけ こけうしおぇえすっ. ┿おけ 
うきぇ しうすせぇちうう, ゃ おけうすけ ゃうっ 
しすっ  ょけぉさっ う こけかけあっくうっすけ ゃう 
たぇさっしゃぇ, こさけしすけ けしすぇくっすっ しう 
すぇき. ′っ うしおぇえすっ こけゃっつっ. ╆ぇ-
とけすけ こけくはおけゅぇ, おけゅぇすけ  こけうし-
おぇすっ けこさっょっかっくう くっとぇ, くはきぇ 
ょぇ ゅう こけかせつうすっ. ╇ すけゃぇ くっ っ 
しかせつぇえくけ. 〈けゃぇ くっ いくぇつう, つっ  
ゃしうつおけ, おけっすけ こけうしおぇすっ, とっ 
ゃう ぉなょっ ょぇょっくけ. ‶けくはおけゅぇ くっ 
ゃう しっ ょぇゃぇ くっとけ, いぇとけすけ くっ 
っ ょけぉさっ いぇ ゃぇし. ╃ぇ こさっょこけかけ-
あうき, つっ ゃうっ しっょうすっ しっゅぇ すせおぇ 
う こけうしおぇすっ ょぇ ゃうょうすっ ╀さぇょ 
‶うす. ╁しなとくけしす, こけゃはさゃぇえすっ 
きう, すけえ しないょぇゃぇ きくけゅけ こさけ-
ぉかっきう, くっ しなき しうゅせさっく ょぇかう っ 
ょけぉさっ いぇ ゃぇし ょぇ ゃうょうすっ ╀さぇょ 
‶うす. ╋けあっすっ ょぇ しう こけうしおぇすっ 
くはおけえ こけ-しっきこなか きなあ, おけえ-
すけ とっ ゃう くぇこさぇゃう ょぇかっつ こけ-
とぇしすかうゃぇ. 
- ╁はさゃぇ かう ぇゃすけさなす くぇ  

╋っすぇすぇえくぇすぇ ゃ しなょぉぇすぇ?
- ′ぇえ-いぇぉぇゃくけすけ くっとけ くぇ 

しなょぉぇすぇ っ, つっ くっ さぇいこけいくぇ-
ゃぇて う くっ けしないくぇゃぇて すけゃぇ, 
おけっすけ っ こさっょ すっぉ. ‶さけしすけ 
けしないくぇゃぇて  くっとぇすぇ, おけゅぇすけ 
ゅかっょぇて くぇいぇょ, ぇ くっ おけゅぇすけ 
ゅかっょぇて くぇこさっょ. ′っ っ かう すけゃぇ 
くっとけ ぇぉしせさょくけ? ╇いゅかっあょぇ, 
つっ おけゅぇすけ しっ ゃさなとぇて くぇいぇょ, 
ゃしうつおけ っ ういゅかっあょぇかけ おぇすけ 
しなょぉぇ. ╇ ぉっい いくぇつっくうっ おぇおゃけ 
しすっ こさぇゃうかう, すけ とっ しっ しかせ-
つう, こさう ゃしうつおう こけかけあっくうは. 
′っ っ ゃぇあくけ おぇおゃけ しっ  しかせつ-
ゃぇ ゃしなとくけしす, ぇ こけ-ゃぇあくけすけ 
っ おぇお ゃうっ さっぇゅうさぇすっ ゃ しうすせ-
ぇちうはすぇ, おけゅぇすけ すけゃぇ くっとけ しっ 
しかせつゃぇ う おぇお ゃうっ けすゅけゃぇさぇすっ 
し ょっえしすゃうはすぇ しう, おぇお ゃうっ しっ 
ぇょぇこすうさぇすっ ゃ すぇいう しうすせぇちうは. 
╇ おぇお ゃうっ っきけちうけくぇかくけ  さっぇ-
ゅうさぇすっ くぇ しかせつうかけすけ しっ. 
- ╇いかういぇ, つっ あうゃけすなす っ 

くぇえ-ゅけかはきけすけ こさうおかのつっ-

くうっ? 
╅うゃけすなす っ けゅさけきくけ こさうおかの-

つっくうっ う こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. 
╁うっ ぉう すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ いぇぉぇ-
ゃかはゃぇすっ きくけゅけ ゃ あうゃけすぇ  しう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

たけかけゅうは, ゃ おけうすけ きけすうゃうさぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ くぇしかぇあょぇゃぇす くぇ あうゃけすぇ ゃなゃ ゃしっおう っょうく きけきっくす う ょぇ ゃかぇょっはす ╋っすぇすぇえくぇすぇ - ちっくくけ いくぇ-
くうっ, おけっすけ くう こさぇゃう とぇしすかうゃう. ′ぇきうさぇ しすさぇくぇすぇ くう いぇ おさぇしうゃぇ けすおなき こさうさけょぇ う し きくけゅけ けぉさっきっくっくう たけさぇ. ]つうすぇ, つっ う すせお くう 
いぇしすうゅぇす こさけぉかっきうすっ くぇ ぇきっさうおぇくちうすっ - さぇいゃけょう, さぇいぉうすう しっきっえしすゃぇ, ういくっゃっさう, しすさっし, ゃなさすっかっあおぇ, ゃ おけはすけ ょせてぇすぇ くう いぇゅうゃぇ.

さぇしすくっ. ╇ くぇ ょゃっすっ きっしすぇ 
しすぇゃぇ ゃなこさけし いぇ さぇぉけすぇ う 
すけ - けぉとっしすゃっくぇ, ゃ おけはすけ 
しぇきけ ょぇゃぇて, いぇ ょぇ こけかせつうて 
ゃなすさってくけ せょけゃかっすゃけさっ
くうっ.”, けこさけゃっさゅぇゃぇ ╋ぇくつけ
さけゃ こけこせかはさくぇすぇ くぇゅかぇしぇ 
くぇ けぉとっしすゃけすけ おなき こけょけぉ
くう くぇつうくぇくうは. ╁ けぉとっしすゃっ
くうすっ しう ういはゃう すけえ, けぉぇつっ, 
けぉさぇすくけ くぇ こさけそっしうけくぇか
くぇすぇ しそっさぇ, っ すゃなさょけ こけ
しすけはくっく: 16 ゅけょうくう っ こさっょ
しっょぇすっか くぇ ]ょさせあっくうっすけ 
くぇ かけゃちうすっ う さうぉけかけゃちうすっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ くぇちうけくぇか
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ′╊[] 

- ]╊╀[ っ けす 12 ゅけょうくう. 》う
かはょう かけゃちう けす ちはかぇ ╀なか
ゅぇさうは こけきくはす きぇとぇぉくうすっ 
しなぉけさう, けさゅぇくういうさぇくう けす 
╋ぇくつけさけゃ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお - 
′ぇちうけくぇかくうはす しなぉけさ こさっい 

1998-きぇ くぇ ╉さなくしおけすけ たぇく
つっ, ぇ ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ う ]な
ぉけさなす いぇ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ おぇいぇくかなておけすけ ょさせあっしすゃけ, 
おけっすけ しっゅぇ しすはゅぇ こさぇいくうおぇ いぇ 
115-ゅけょてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇ
くっすけ しう.

╋ぇくつけさけゃ けとっ
こけきくう こなさゃうは しう かけゃ

くぇ ‶ぇくうつっさっゃけ.

〈けゅぇゃぇ けすおさうか, つっ くうおけゅぇ くっ 
しっ っ つせゃしすゃぇか すけかおけゃぇ ょけぉさっ, 
おけかおけすけ こけ ゃさっきっ くぇ かけゃぇ, 
しかっょゃぇえおう ょうさうすっ くぇ ょうゃっつぇ 
ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ ょさせゅぇさうすっ 
けす かけゃくぇすぇ ょさせあうくおぇ - くぇ 
ゃないょせた, ゃ おけくちっくすさぇちうはすぇ くぇ 
しなゃしっき ょぇかっつくう けす しつっすけゃけょ
しすゃけすけ う ぉぇくおうすっ いぇくうきぇくうは. 
╇ しっゅぇ しっ つせゃしすゃぇ けすかうつくけ ゃ 
ょさせあうくおぇすぇ くぇ ╂けかはきけ ╃さは
くけゃけ, し おけはすけ う せすさっ, こさう けす
おさうゃぇくっすけ くぇ かけゃぇ くぇ 11-すう 
ぇゃゅせしす, とっ こけしさっとぇす いぇっょくけ 
こさぇいくうおぇ, おぇおすけ きせ こさうかは
ゅぇ - くぇ こけょぉさぇくう きっいっすぇ う 
こうすうっすぇ, ゃ こけょけぉぇゃぇとぇすぇ 
ゃっしっかぉぇ くぇ しこっちうぇかくけ こけ
おぇくっく けさおっしすなさ. ]さっょ ょさせ
ゅぇさうすっ けす かけゃくぇすぇ ょさせあうくおぇ 
╋ぇくつけさけゃ くっ っ てっそなす けす くぇ
ちうけくぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, ぇ 
っょうく けす ゃしうつおう. ′うとけ, つっ ゅけ 
いくぇはす くぇゃしはおなょっ せ くぇし. ╇ くっ 
くぇ こけしかっょくけ きはしすけ - いぇさぇょう 
ぇゃぇくゅぇさょくうすっ きせ うょっう, おぇすけ 
すぇいう いぇ けさゅぇくういうさぇくっすけ くぇ 
こなさゃうは すせさくうさ こけ しうしすっきぇすぇ 
”]ゃっすう 》せぉっさす” こさっい 2003 ゅ., 
おけゅぇすけ っ こさっょしっょぇすっか くぇ くぇ
ちうけくぇかくぇすぇ おけきうしうは こけ かけゃ
くぇ おうくけかけゅうは. [ぇいぉうさぇ しっ, 
さっゅかぇきっくすなす くぇ すせさくうさぇ っ 
“こけぉなかゅぇさっく”, おぇすけ しぇ いぇくう
あっくう つぇしす けす ういうしおゃぇくうはすぇ, 
いぇ ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ 
こけ-ゅけかはきぇ つぇしす けす ぉなかゅぇさ
しおうすっ かけゃちう ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ 
くっゅけ. ╇くぇつっ おぇいぇくけ, すけゃぇ っ 
ういかけあぉぇ - ょっきけくしすさぇちうは くぇ 
かけゃょあうえしおうすっ う „しゃっすしおうすっ” 
せきっくうは くぇ つっすうさうおさぇおうすっ う 
すったくうすっ しけぉしすゃっくうちう. 〉きっ
くうは, けちっくっくう けす しすけえおぇすぇ 
こさう けすおさうゃぇくっすけ くぇ ょうゃっつぇ, 

ぇこけさすうさぇくっすけ くぇ けすしすさっかは
くうは ょうゃっつ - ょけ しすうかぇ くぇ おけし
すのきぇ くぇ きぇえしすけさぇ-しすさっかっち. 
〈ぇおけゃぇ しなしすっいぇくうっ ╋ぇくつけさけゃ 
とっ けさゅぇくういうさぇ いぇ こさなゃ こなす う 
ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい っしっくすぇ, おぇすけ 
いくぇお いぇ 115-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
くぇ かけゃくけすけ ょさせあっしすゃけ. 〈けいう 
しっいけく ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ おぇいぇく
かなておけすけ ょさせあっしすゃけ とっ ぉなょっ 
けすぉっかはいぇくぇ くっ し ぉせさくう ゃっしっか
ぉう くぇ きぇしう, ぇ し こけかっいくう ょっえ
くけしすう, おぇすけ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
いぇしかけくう, たさぇくうかおう, つぇおぇかぇ, 
さぇいしっかゃぇくっすけ くぇ はさっぉうちう, 
そぇいぇくう, こぇすうちう, いぇさっあょぇくっ
すけ くぇ たさぇくうかおうすっ いぇ ょうゃっつ し 
ちぇさっゃうちぇ う あうすけ, けぉはしくはゃぇ 
てっそなす くぇ こけゃっつっ けす たうかはょぇ
すぇ かけゃちう, おけうすけ おさなしすけしゃぇす 
いっきかうとぇすぇ けす ╉ぇかけそっさしおけすけ 
¨しっすっくけゃけ ょけ ぃかうっゃけ おさぇえ 
╋なゅかうあ. ╆ぇ さぇいかうおぇ けす きくけゅけ 
うきっくうすう きなあっ:
    

╋ぇくつけさけゃ くっ っ
ういおせてっく けす こけかうすうおぇすぇ. 

╆ぇしっゅぇ.

‶さういくぇゃぇ, つっ こけかうすうおぇすぇ せ 
くぇし しっ っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ しないょぇ
ゃぇくっ くぇ ╉かせぉけゃっ こけ うくすっさっ
しう, くぇぉうさぇくっ くぇ せょけぉくう たけさぇ, 
おけうすけ こさけおぇさゃぇす せょけぉくう こけ
かうすうおう. ╆ぇすけゃぇ すけえ っ しうゅせ
さっく, つっ ゃ ╀なかゅぇさうは うしすうくしおぇ 
こけかうすうおぇ くっ しっ こさぇゃう う ょけさう 
しっ こうすぇ: ”╇きぇかけ かう っ こけかうすう
おぇ くはおけゅぇ せ くぇし ういけぉとけ こさっい 
こけしかっょくうすっ 60 ゅけょうくう...?” ╇ 
っ しうゅせさっく, つっ ょくっし: „′けさきぇか
くうはす つけゃっお すさせょくけ すさなゅゃぇ ょぇ 
しっ いぇくうきぇゃぇ し くっとけ すけかおけゃぇ 
おけきこさけきっすうさぇくけ.” ′け ょなこなか
ゃぇ: „╃させゅ っ ゃなこさけしなす, つっ ゃしっ 
くはおけえ すさはぉゃぇ ょぇ こけつくっ けすくぇ
つぇかけ, ょぇ ゃなさくっ せぉっあょっくうっ
すけ, つっ こけかうすうおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こさぇゃう, いぇ ょぇ っ こけかっいくぇ いぇ 
たけさぇすぇ”. ╋ぇくつけさけゃ おぇいゃぇ すけゃぇ 
けす こけいうちうはすぇ くぇ つけゃっお, おけえすけ 
しう っ こけいゃけかはゃぇか ょぇ けすおかけくは
ゃぇ しっさうけいくう こさっょかけあっくうは いぇ 
こけかうすうつっしおう ういはゃう. ╆ぇ くっゅけ っ 
ぇぉしせさょくけ, おぇおすけ しっ しかせつゃぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは, つけゃっお ょぇ けすうゃぇ ゃ 
こけかうすうおぇすぇ ぉっい くうおぇおゃけ うきっ. 

╋ぇくつけさけゃ しう うきぇ うきっ. ╇ ぉっい 
ょぇ しう ゅけ ょぇゃぇ いぇ こけかうすうおぇ
すぇ, すけえ くぇきうさぇ いぇ しきうしかっくけ 
ょぇ しっ こけしゃっとぇゃぇ くぇ ょさせゅう 
くっとぇ. ╇いおせてっくうはすぇ きせ しぇ 
しなゃしっき つけゃっておう う うき しっ けすょぇ
ゃぇ し せょけゃけかしすゃうっ: おけしう ゅさぇ
ょうくぇすぇ くぇ おなとぇすぇ ゃ ╂けかはきけ 
╃さはくけゃけ, こけょさっあょぇ ょゃけさぇ, 
ういかういぇ くぇ かけゃ, ぇ ゃ こけしかっょ
くうすっ 10 きっしっちぇ しなし ]くっあぇ しっ 
さぇょゃぇす くぇ こなさゃぇすぇ ゃくせつおぇ, 
おけはすけ ゅかっょぇす し さぇょけしす, おけゅぇ
すけ くぇきうさぇす ゃさっきっ. ╆ぇとけすけ: 
”╅ぇかおけ, つっ ゃさっきっすけ ゃしっ くっ 
ょけしすうゅぇ”. ]っきっえしすゃけすけ うきぇ 
う けとっ っょくけ ういおせてっくうっ: ょぇ
かっつくうすっ っおいけすうつくう ょっしすうくぇ
ちうう. 〈ぇおぇ ょゃぇきぇすぇ しなし ]くっあぇ 
すさせこぇす しこけきっくう けす ╉ぇさうぉうすっ, 
╉ぇくぇさうすっ, ╉うすぇえ, けす ]さっょう
いっきくけきけさしおうすっ かぇえくっさう, けす 
╋ぇかょうゃうすっ... ╇いぉうさぇす ゅう くぇ
さけつくけ, いぇとけすけ けしすぇくぇかうすっ 
きっしすぇ, おなょっすけ こなすせゃぇす, つっしすけ 
しぇ しゃなさいぇくう し ぇくゅぇあうきっくすう, 
ぇ こけつうゃおぇすぇ っ ょさせゅけ くっとけ. 
╉ぇおすけ う しさっとうすっ し こさうはすっかう. 
╋くけゅけ けす すはた くっ きうくぇゃぇす ぉっい 
ぉせさくう すぇくちう う こっしくう. ╆ぇとけ
すけ, おけえすけ こけいくぇゃぇ ]すっそぇく 
╋ぇくつけさけゃ, いくぇっ, つっ すけえ っ しう
かっく う ゃ おせこけくうすっ し こさうはすっかう, 
おなょっすけ つっしすけ う こっっ... ]うゅせさくけ 
う しっゅぇ ょけしすぇ ぇさしっくぇかちう しう ゅけ 
しこけきくはす うきっくくけ けす ゅさせこぇすぇ いぇ 
こけかうすうつっしおう こっしくう くぇ ╆ぇゃけょ 
8, おなょっすけ くぇゃさっきっすけ ]すっそぇく 
╋ぇくつけさけゃ こはか こけおさぇえ うくうちう
ぇすうゃぇすぇ くぇ ょけぉさっ こけいくぇすうは 
すけゅぇゃぇ „┿かっく きぇお” いぇっょくけ し 
くっゅけゃうは こさうはすっか, おけかっゅぇ う 
ょけぉなさ おうすぇさうしす ╃うきうすなさ ╋う
さけくけゃ...
„╉けかおけ きくけゅけ くっとぇ うきぇき 

こさっい あうゃけすぇ しう う おぇお うきっくくけ 
„〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” きう くぇきっ
さう しかせつぇえ ょぇ しっ ゃなさくぇ おなき 
すはた?!”, とぇしすかうゃけ しっ せょうゃかはゃぇ 
]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ..., たゃなさ
かはえおう こさっい せしきうゃおぇ ゃさっきっすけ 
くぇいぇょ こさっい ゅけょうくうすっ, おけうすけ 
しなし しうゅせさくけしす いくぇっ, つっ くうおぇお 
くっ っ こさけこせしくぇか...

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╀うゃてうはす さぇぉけすくうお けす いぇゃけょ 
10 - てうこおぇかうはすぇ ╂せくぬけ ╉ぇ

くぇいうさっゃ, しすぇくぇ くぇ ゃっお. [けあょっ
くうは しう ょっく ょはょけ ╂せくぬけ けすぉっかはいぇ 

ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ けゅさけきくぇ
すぇ しう さけょぇ - こけ くっゅけゃぇ う こけ 

あっくしおぇ かうくうは, くぇぉさけはゃぇ
とぇ くぇょ 60 ょせてう. ]さっょ すはた 

ぉはたぇ ょゃっ けす すさうすっ きせ けしすぇ
くぇかう あうゃう ょっちぇ, 6-きぇすぇ きせ 
ゃくせちう う 7 こさぇゃくせちう. 
╂けょうくう くぇさっょ きぇえしすけさなす-

けぉせとぇさ さぇぉけすうか ゃ ぉうゃてうは 
╆ぇゃけょ 10 う おぇすけ けぉせとぇさ, う 
おぇすけ きけくすぬけさ. ′っいぇゃうしうきけ, 
つっ くうおけゅぇ くっ っ せつうか すったくう
つぇさしすゃけ, きけくすぬけさかなおなす きせ 
しっ けすょぇゃぇか, こけくっあっ うきぇか 
しさなつくう さなちっ. ╁ くはおけゅぇてくうすっ 
¨ぉっょうくっくう いぇゃけょう すけえ こけかせ
つうか う こっくしうはすぇ しう, ゃ くぇつぇ
かけすけ くぇ 70-すっ ゅけょうくう, おぇすけ 
しっ こっくしうけくうさぇか くぇ おぇすっゅけ
さうは. ′っ ぉうかぇ きぇかおぇ すけゅぇゃぇ 
こっくしうはすぇ きせ, しすうゅぇかぇ いぇ あう
ゃけす, ぇ しっゅぇ - しかっょ こけゃっつっ けす 
40 ゅけょうくう - っょゃぇき ょけすうおゃぇ 
ょけ 200 かっゃぇ, おぇいゃぇ ょなとっさは
すぇ くぇ しすけかっすくうおぇ けす 【うこおぇ - 
70-ゅけょうてくぇすぇ  ╋ぇさうは, おけはすけ 
しっ ゅさうあう いぇ  しすぇさっちぇ.  
╆ぇ ゃさっきっすけ ゃ ╆ぇゃけょ 10  しすけ

かっすくうおなす おぇいゃぇ: „╋くけゅけ しっ 
さぇぉけすってっ ゃ けくうは ゅけょうくう”.

╀うゃてうはす ぇさしっくぇかっち っ 
さぇぉけすかうゃ つけゃっお.
[ぇぉけすうか っ ちっかう...

79 ゅけょうくう!  

╉ぇすけ こけつくぇか くぇ 14 ゅけょうくう 
おぇすけ つうさぇお-けぉせとぇさ う しこさはか 
っょゃぇ くぇ 93 ゅけょうくう う すけ こけ 
こさうくせょぇ: こぇょくぇか ゃ しすぇは
すぇ, しつせこうか かけてけ ょはしくぇすぇ しう 
さなおぇ う ょけすぇき. ¨すすけゅぇゃぇ っ くぇ 
かっゅかけ う しすぇゃぇ し こけきけとすぇ くぇ 
ょなとっさはすぇ うかう ょさせゅう ぉかういおう, 
おけうすけ ゅけ くぇゃっしすはゃぇす. ╆ぇさぇょう 
しつせこっくぇすぇ ょはしくぇ さなおぇ, くぇ 93 
ゅけょうくう, しっ くぇせつうか ょぇ しっ たさぇ
くう... し かはゃぇすぇ. 
╆ぇ さけょっくうは くぇ 7-きう ぇゃゅせしす 

1912 ゅけょうくぇ ゃ 【うこおぇ ╂せくぬけ 
╉ぇくぇいうさっゃ „╂けょうくうすっ さってぇ
ゃぇす しなょぉぇすぇ くぇ あうゃうは つけ
ゃっお, ょけさう う くぇ あうゃけすくうすっ. 
╃ぇょっくけ かう すう っ すっゅかうかけ, くっ 
きけあって ういぉはゅぇ けす くっゅけ.” ╇ いぇ
とけすけ っ けこすうきうしす こけ こさうさけょぇ, 
ょけぉぇゃは: „╅うゃけすなす っ こさうおかの
つっくうっ.”, きぇおぇさ つっ ゃっつっ きせ 

うょゃぇ きぇかおけ ゃ こけゃっつっ. 

╃なかゅけかっすうっすけ しう
しすけかっすくうおなす けすょぇゃぇ くぇ 

こけしかけゃうつくけすけ しう
つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ う

さぇぉけすけしこけしけぉくけしすすぇ しう. 

╇ ょけ ょくっし つっすっ ぉっい けつうかぇ, 
ぇ すっかっゃういうは くぇこけしかっょなお ゅかっ
ょぇ さはょおけ, いぇとけすけ きくけゅけ ゅけ 
„はょけしゃぇす くけゃうくうすっ” う ゃしうつ
おう „しぇきけ そうかけしけそしすゃぇす, ぇ 
いぇ つけゃっおぇ くうとけ”. ╃はょけ ╂せ
くぬけ  けすょぇかっつ ゃうあょぇ おけえ ゃかう
いぇ ゃ ょゃけさぇ う おけえ きうくぇゃぇ こけ 
せかうちぇすぇ, いくぇっ うしすけさうはすぇ くぇ 
こけつすう ゃしっおう てうこおぇかうは. ′っ 
しぇ さっょおう う きけきっくすうすっ, おけゅぇ
すけ こうすぇ いぇ しゃけう ゃさなしすくうちう けす 
きかぇょっあおうすっ しう ゅけょうくう. ╋う
しかう しう, つっ ゃしうつおう おぇすけ くっゅけ 
しぇ とぇしすかうゃちう - ょぇ ょけあうゃっはす 
100 ゅけょうくう, おぇいゃぇ ょなとっさはすぇ. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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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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′けさきぇ ╃あうえく ╋けさすっくしなく. 
╃なとっさは くぇ せかうつくぇ ぇお-

すさうしぇ う ゃすけさうは え しなこさせゅ, くけさ-
ゃっあっち, おけえすけ ういつっいくぇか しおけさけ 
しかっょ さぇあょぇくっすけ え. ╋ぇえおぇ え 
は くぇさうつぇ ′けさきぇ くぇ うきっすけ くぇ 
かのぉうきぇすぇ しう ぇおすさうしぇ ′けさきぇ 
〈ぇかきうょあ.
╀なょっとぇすぇ いゃっいょぇ うきぇかぇ きう-

いっさくけ ょっすしすゃけ. ╃け 7-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす あうゃはかぇ せ こさうっきくけ 
しっきっえしすゃけ, こけしかっ - し きぇえおぇ 
しう, おけはすけ しおけさけ こさうぉさぇかう 
ゃ こさうのす こけさぇょう くぇこさっょくぇ-
かぇ てういけそさっくうは. ╇いゃっしすくけ 
ゃさっきっ - ゃ ょけき いぇ しうさぇちう, ぇ 
けす 11-すぇすぇ え ゅけょうくぇ いぇ くっは 
しっ ゅさうあうかぇ きぇえおぇすぇ くぇ くぇえ-
ょけぉさぇすぇ え こさうはすっかおぇ. ′ぇ 16 
ゅけょうくう しおかのつゃぇ ぉさぇお し ╃あうき 
╃けせさすう, おけえすけ いぇきうくぇゃぇ けす-
ゃなょ けおっぇくぇ, ぇ ′けさきぇ し けぉかっお-
つっくうっ こけしさっとぇ すぇいう さぇいょはかぇ.
╇しおぇき ょぇ しすぇくぇ ぇおすさうしぇ! 

┿きぉうちうはすぇ え ょぇ しすぇくっ ぇおすさう-
しぇ ぉうかぇ けゅさけきくぇ, う すけ すけつくけ 
おぇすけ ╃あうくょあなさ [けょあなさし. 
¨ぉけあぇゃぇかぇ ょぇ こけいうさぇ, おけこ-
くっっかぇ ょぇ ぉなょっ たぇさっしゃぇくぇ う 
ょぇ こさうゃかうつぇ ゃくうきぇくうっすけ. ╉け-
ゅぇすけ さぇぉけすっかぇ ゃ ぇゃうぇちうけくくぇ 
そぇぉさうおぇ, は いぇぉっかはいゃぇ っょうく 
ゃけっくっく そけすけゅさぇそ. ‶さっょかぇゅぇ 
え ょぇ こけいうさぇ いぇ こっす ょけかぇさぇ くぇ 
つぇし. 〈は しっ しなゅかぇしはゃぇ う しすぇゃぇ 
きけょっか. ╇いゃっしすっく. ¨す 1946 ゅ. 
っょくぇ おうくけおけきこぇくうは は ぇくゅぇ-
あうさぇ, ういしゃっすかはゃぇ けとっ させしう-
すっ え おけしう う しきっくは うきっすけ え. 
╋っさうかうく しっ っ おぇいゃぇかぇ ぉぇぉぇ 
え, ぇ ╋けくさけ っ きけきうくしおぇすぇ そぇ-
きうかうは くぇ きぇえおぇ え. ┿おすさうしぇすぇ 
ょけさう すさせょくけ さぇいょぇゃぇかぇ ぇゃすけ-
ゅさぇそう, こけくはおけゅぇ こうすぇかぇ おぇお 
しっ ういこうしゃぇ うきっすけ ╋っさうかうく. 
‶け-おなしくけ しぇきぇすぇ すは とっ おぇあっ: 
„′っこさっおなしくぇすけ うきぇき つせゃ-
しすゃけすけ, つっ しなき そぇかてうそうおぇす.”                                                                                      
╁ すなさしっくっ くぇ かのぉけゃすぇ. 

‶さなゃ くっうく きっちっくぇす っ こさけ-
ょせちっくすなす ╃あけ 【っくお, おけえすけ 
くぇぉかうあぇゃぇか 70-すっ. 〈は たぇさっし-
ゃぇかぇ きなあっ くぇ ゃないさぇしす, くぇ-
こけきくはとう  けぉさぇいぇ くぇ ょけぉさうは 
ぉぇとぇ. ]かっょ おぇすけ こさっい あうゃけすぇ 
え こさっきうくぇかう ╋ぇさかけく ╀さぇく-
ょけ, こうしぇすっかはす ╀けぉ ]かぇすちっさ 
う ょさせゅう きなあっ-すゃけさちう, たけかう-
ゃせょしおうはす ぇゅっくす ╃あけくう 》ぇえょ 
え けしうゅせさはゃぇ こなさゃうすっ ゅけかっきう 

さけかう - ゃなゃ そうかきうすっ „╉けゅぇすけ 
ゅさぇょなす しこう” う „╄ゃぇ”. ‶さうはすっか-
おぇ くぇ ╋っさうかうく すゃなさょう, つっ すは 
うきぇかぇ しこうしなお くぇ きなあっすっ, し 
おけうすけ うしおぇかぇ ょぇ ぉなょっ ぉかういおぇ. 
╋っあょせ すはた ぉうか う ┿えくとぇえく.                                                                                                                 
‶なさゃぇすぇ うしすうくしおぇ ゅけかはきぇ 
かのぉけゃ くぇ ╋っさうかうく っ いゃっい-
ょぇすぇ くぇ ぇきっさうおぇくしおうは ぉっえい-
ぉけか ╃あけ ょう ╋ぇょあけ. ‶け すけゃぇ 
ゃさっきっ すは しっ しくうきぇ ゃなゃ そう-
かきうすっ „╋なあっすっ こさっょこけつう-
すぇす させしう” う „╉ぇお ょぇ しっ けきな-
あうて いぇ きうかうけくっさ”. ╀さぇおなす 
うき すさぇっ しぇきけ 9 きっしっちぇ.                                                                                                          
]かっょ ょゃっ ゅけょうくう ╋けくさけ しっ 

けきなあゃぇ いぇ こうしぇすっかは ┿さすなさ 
╋うかなさ. 〈は ゃいっきぇかぇ けゅさけきくう 
ょけいう せしこけおけうすっかくう う こけゅかな-
とぇかぇ くぇさおけすうちう. ╋うかなさ は 
しこぇしはゃぇか くぇ ょゃぇ こなすう. 
╋っさうかうく こさうぉかうあぇゃぇかぇ 

しゃけうすっ 35. ╀うかぇ けすつぇはくぇ けす 
きうしなかすぇ, つっ けしすぇさはゃぇ. 》ゃなさ-
かは しっ ゃ てせきくぇ ぇゃぇくすのさぇ し ╇ゃ 
╋けくすぇく, しかっょ すけゃぇ しっ ゃない-
こけかいゃぇ けす こけおさけゃうすっかしすゃけすけ 
くぇ 《さぇくお ]うくぇすさぇ, おけえすけ は 
こさっょしすぇゃは くぇ ╉っくっょう.                                                        
╉ぇさうっさぇすぇ っ たせぉぇゃけ 

くっとけ, くけ くっ きけあっ ょぇ すっ 
しすけこかう ゃ しすせょっくうすっ くけとう, 
おぇいゃぇかぇ ╋っさうかうく う こさけょなか-
あぇゃぇかぇ せしこってくけ ょぇ しっ しくうきぇ 
ゃ „′はきぇ こけ-ょけぉなさ ぉういくっし けす 
てけせぉういくっしぇ”, “┿しそぇかすけゃぇすぇ 
ょあせくゅかぇ”, „′はおけう ゅけ こさっょ-
こけつうすぇす ゅけさっとけ”. ‶けかせつぇゃぇ 
くぇゅさぇょぇすぇ いぇ “′ぇえ-こけこせかはさ-
くぇ ぇおすさうしぇ” う „╆かぇすっく ゅかけ-
ぉせし”. ‶さっい 1955-すぇ っ けぉはゃっくぇ 
いぇ しっおし しうきゃけか くぇ ゅけょうくぇすぇ 
ゃ ]┿】. ¨しくけゃぇゃぇ しけぉしすゃっくぇ 
おけきこぇくうは - “╋っさうかうく ╋けくさけ 
こさけょなおてなく”.                                                                                                                                    

‶ぇゅせぉくぇすぇ かのぉけゃ し ╃あけく 
╉っくっょう. ′っゅけゃうすっ いぇおなし-
くっくうは う こさけょなかあうすっかくうすっ 
きせ すっかっそけくくう さぇいゅけゃけさう は 
せきけさはゃぇかう. ╇ ゃなこさっおう すけゃぇ 
けす 1954 ょけ 1960 ゅ. すっ ぉうかう 

ゃ ぉかういおう うくすうきくう けすくけてっ-
くうは. ╋っさうかうく いぇこうしゃぇかぇ つぇしす 
けす さぇいゅけゃけさうすっ しう し くっゅけ ゃ 
ょくっゃくうおぇ しう. ] こさうはすっかう ╉っ-
くっょう けぉしなあょぇか こけかうすうつっしおう 
こさけぉかっきう, おけうすけ くっ ぉうかう いぇ 
てうさけおぇすぇ こせぉかうおぇ. ╃くっゃ-
くうおなす きけあっ ぉう っ しなょなさあぇか 
おけきこさけきっすうさぇとぇ うくそけさきぇ-
ちうは いぇ こさっいうょっくすぇ う いぇすけゃぇ 
きうしすっさうけいくけ ういつっいゃぇ ゃっょくぇ-
ゅぇ しかっょ しきなさすすぇ くぇ ╋っさうかうく.                                                                                                                      
‶け こけゃけょ 45-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
くぇ ╉っくっょう すは きせ ういこはゃぇ „』っし-
すうす さけあょっく ょっく”, し おけっすけ こさっ-
ょういゃうおゃぇ しおぇくょぇか. ╁ あっかぇくう-
っすけ しう ょぇ せしこけおけう ぉせさはすぇ けす 
くっょけゃけかしすゃけ, こさっいうょっくすなす は 
こけゃっさはゃぇ くぇ しゃけは ぉさぇす [けぉなさす. 
╀けぉう しっ ゃかのぉゃぇ ゃ ういおせしうすっか-
くぇすぇ ぉかけくょうくおぇ う え いぇはゃはゃぇ, 
つっ とっ くぇこせしくっ あっくぇ しう いぇさぇょう 
くっは. ]かっょ すけゃぇ ゃくっいぇこくけ こさっ-
おなしゃぇ ゃさないおぇすぇ しう し ╋っさうかうく. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ いゃっいょぇすぇ ゃっつっ 
うきぇ こさけぉかっきう し ぇかおけたけかぇ う 
くぇさおけすうちうすっ. ╉けゅぇすけ ぇすぇおうすっ 
え しすぇゃぇす けこぇしくけ くぇしすけえつうゃう, 
すけえ しきっくは くけきっさぇ くぇ すっかっ-
そけくぇ しう. ╋けくさけ しっ いぇおぇくゃぇ 
ょぇ しゃうおぇ こさっしおけくそっさっくちうは. 
¨すつぇはくぇ, すは ゃけょう ぉっいさっょっく 
あうゃけす, いぇおなしくはゃぇ いぇ しくうきおう, 
いぇさぇょう おけっすけ っ けすしすさぇくっくぇ けす 
そうかきけゃぇすぇ しすせょうは.
]ぇきけせぉうえしすゃけ うかう せぉうえ-

しすゃけ? ╊はすけすけ くぇ 1962-さぇ っ 
こけしかっょくけすけ いぇ 36-ゅけょうてくぇすぇ 
╋っさうかうく ╋けくさけ. ′ぇ 5 ぇゃゅせしす 
すは っ くぇきっさっくぇ きなさすゃぇ ゃ ょけきぇ 
しう. ╁っさしううすっ いぇ しきなさすすぇ え 
しぇ くはおけかおけ. ]こけさっょ けそうちう-
ぇかくうすっ いぇおかのつっくうは しきなさすすぇ 

╉さぇしうゃぇ, させしぇ, しすけこさけ-
ちっくすけゃぇ ぇきっさうおぇくおぇ. 
╉さったおぇ う こさけきっくかうゃぇ. 
〈は すなさしっかぇ しうゅせさくけしす 
ゃ かのぉけゃすぇ う しすうゅくぇかぇ 
ょけすぇき, つっ ういけしすぇゃうかぇ 
たけかうゃせょしおうすっ さっあうしぬけ-
さう いぇ っょうく, ぉっかはいぇく けす 
しなょぉぇすぇ, ぇきっさうおぇくしおう 
こさっいうょっくす. ╅うゃけすなす くぇ 
ゃなさたけゃくうは, くっこけきさなお-
くぇか う くっくぇょきうくぇす ょけ 
ょくっし, ゃなこさっおう かっゅうけくう-
すっ けす こけょさぇあぇすっかおう, 
しっおしせぇかっく しうきゃけか くぇ 
こかぇくっすぇすぇ - ╋っさうかうく 
╋けくさけ, っ しなこさけゃけょっく けす 
けゅかせてうすっかくう さっおかぇきう, 
うょけかけこけおかけくくうつっしすゃけ 
う ゃないすけさゅ. ╇ けす きくけゅけ 
ういきうしかうちう… 

╉ぇすけ いぇ ゃしはおぇ いゃっいょぇ

けす くっえくぇすぇ おかぇしぇ.

っ くぇしすなこうかぇ ゃしかっょしすゃうっ くぇ 
しゃさなたょけいぇ くぇさおけすうちう. ╊っおぇ-
さはす, おけくしすぇすうさぇか しきなさすすぇ え, 
ょっおかぇさうさぇ, つっ すは しぇきぇ っ うい-
ぉさぇかぇ しゃけは おさぇえ. 49 ゅけょうくう 
こけ-おなしくけ すけゃぇ とっ こけすゃなさょう う 
こさけおせさけさなす, さぇいしかっょゃぇか いぇ-
こうしうすっ くぇ こしうたけぇくぇかうすうおぇ くぇ 
ぇおすさうしぇすぇ - [ぇかそ ╂さうえくしなく, 
けす こけしかっょくうすっ ょくう くぇ あうゃけすぇ 
え. ╁ すはた くはきぇかけ う くぇきっお, つっ 
とっ しかけあう おさぇえ くぇ あうゃけすぇ しう. 
╋けくさけ ょけさう おぇいゃぇかぇ: “′ぇえ-
しっすくっ こけしすうゅくぇた おけくすさけか くぇょ 
しっぉっ しう う くぇょ あうゃけすぇ しう.” 
╆ぇこうしうすっ こけおぇいゃぇかう けとっ, つっ 
╋っさうかうく っ ぉうかぇ こけゅなかくぇすぇ けす 
あぇあょぇすぇ いぇ “¨しおぇさ”, きっつすぇかぇ 
っ いぇ いぇおさうかぇすぇ くぇ ╉かぇさお ╂っえ-
ぉなか, しなくせゃぇかぇ っ しっぉっ しう おぇすけ 
ういこなかくうすっかおぇ くぇ 【っおしこうさけゃう 
さけかう う しっ っ ういきなつゃぇかぇ けす そぇ-
おすぇ, つっ ぉさぇおけゃっすっ え いぇゃなさて-
ゃぇす し さぇいゃけょう. 
╉けえ っ くっえくうはす せぉうっち? ]かっょ 

50 ゅけょうくう けすゅけゃけさぇ しっ けこうすゃぇ 
ょぇ ょぇょっ ゃ おくうゅぇすぇ しう さぇいしかっょ-
ゃぇとうはす ぇゃすけさ ╃ぇさゃうく ‶けさ-
すなさ. 〈けえ すゃなさょう, つっ きぇそうはすぇ 
っ かぇくしうさぇかぇ ╃あうえく ゃ 》けかう-
ゃせょ. ╁ いぇきはくぇ すは すさはぉゃぇかけ ょぇ 
こさっかなしすはゃぇ ゅけかっきう こけかうすうちう, 
きっあょせ おけうすけ ′うおうすぇ 》させてつけゃ 
う 《うょっか ╉ぇしすさけ, いぇ ょぇ ぉなょぇす 
ういくせょゃぇくう. ]こけさっょ くっゅけ しきなさ-
すすぇ え っ こけょゅけすゃっくぇ けす きぇそう-
けすぇ ]ぇき ╃あぇくおぇくぇ, こけきぇゅぇか 
くぇ ╉っくっょう ゃ おせこせゃぇくっすけ くぇ 
ゅかぇしけゃっ. ‶けさすなさ っ しおかけくっく ょぇ 
ゃはさゃぇ, つっ ╀けぉう ╉っくっょう っ さっ-
てうか ょぇ かうおゃうょうさぇ ╋っさうかうく, 
くぇっきぇえおう きぇそうはすぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

25.08 - 10,30 つ. - Tさぇおうえしおぇ きけゅうかぇ ¨しすさせてぇ - けそうちうぇか-
くけ けすおさうゃぇくっ くぇ いぇとうすくぇすぇ こけしすさけえおぇ.

‶さぇいくうちう くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ
う すさぇおうえしおけすけ くぇしかっょしすゃけ 

24.08 - 18,00 つ. おゃ. “╉せかぇすぇ” - こぇくぇうさ くぇ すさぇおうえしおうすっ いぇくぇはすう
20,00 つ.  こか. “]っゃすけこけかうし”- しこっおすぇおなか “′けゃうすっ すさぇおう”
25.08 – 20,00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - ]すさうえす こぇさぇょ, ょうしおけ-
すっおぇ こけょ いゃっいょうすっ 
26.08 - 20.00 つ. こか. “]っゃすけこけかうし” - さっゃの くぇ すさぇおうえしおう 
けぉかっおかぇ, すぇくちう, さうすせぇかう, おけくちっさす くぇ ╃っしう ╃けぉさっゃぇ 
28.08 - 20.00 つ. こぇさお [けいぇさうせき - けすおさうすぇ しちっくぇ いぇ きかぇ-
ょっあおう さけお う こけこ ゅさせこう
29. 08 - 20.00 つ. おゃ. “╇いすけお”  - ╃っく くぇ さけきしおぇすぇ おせかすせさぇ 
30.08 - 19.00 つ. こぇさお [けいぇさうせき - おけくちっさす くぇ つうすぇかうとくう しなしすぇゃう

- ╂けしこけょうく ╇ぉせてっゃ, ゃ こけしかっょくうすっ くはおけかおけ しっょきうちう ゃ 
“┿さしっくぇか” う ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ さぇいこさけしすさぇくはゃぇす さぇいかうつくう 
しかせたけゃっ う ゃっさしうう いぇ ぉなょっとっすけ くぇ そうさきぇすぇ, おけはすけ けす 
きうくぇかぇすぇ っしっく くぇ こさぇおすうおぇ っ 100% つぇしすくぇ しけぉしすゃっ-
くけしす, しかっょ おぇすけ ぉっ ういおせこっくぇ う 35%-すぇ ょなさあぇゃくぇ しけぉ-
しすゃっくけしす ゃ くっは.  』っさすぇはす しっ さぇいかうつくう しちっくぇさうう, おけえ けす 
おけえ こけ-いかけゃっと. ╉ぇおゃぇ っ うしすうくぇすぇ? 】っ しっ こさけょぇゃぇ かう 
そうさきぇすぇ, とっ しっ いぇすゃぇさは かう?
- 》けさぇすぇ しう ゅけゃけさはす う きっ さぇいしきうゃぇす. ╇ ゃしうつおけ - ょけすぇき. ╉ぇすけ 

ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ, とっ おぇあぇ しぇきけ, つっ くはきぇ 
くうおぇおゃう, ぇきぇ くうおぇおゃう こさけきっくう ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ う しすぇすせすぇ 
くぇ そうさきぇすぇ, くうすけ ゃ きけうすっ くぇきっさっくうは うかう こかぇくけゃっ. ′はきぇ ょぇ 
こさけょぇゃぇき, くうすけ こなお うきぇき くぇきっさっくうっ ょぇ こさぇゃは おぇおゃうすけ う 
ょぇ ぉうかけ こさけきっくう ゃ  しすぇすせすぇ うかう ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ. ╇, つっしすくけ 
おぇいぇくけ, くっょけせきはゃぇき... くっ, すけゃぇ っ しかぇぉぇ ょせきぇ, おけえ, し おぇおゃぇ 
ちっか さぇいこさけしすさぇくはゃぇ ゃしうつおけ すけゃぇ う いぇとけ しっ ゃかぇゅぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ, ょけさう けぉとっしすゃっくぇ, っくっさゅうは ゃ さけぉせゃぇくっすけ くぇ しかせたけゃっ. 
′っ しきっ しこさっかう ょぇ さぇぉけすうき, ぇい う っおうこなす きう. “┿さしっくぇか” っ ′ぇちうけくぇかくけ ういしかっょゃぇくっ 

くぇ “╋ぇさおっす かうくおし” きう-
くぇかぇすぇ しっょきうちぇ せしすぇくけゃう, 
つっ  40% けす ぉなかゅぇさうすっ こさっい 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ こぇいぇ-
させゃぇかう こけくっ ゃっょくなあ ょさったう 
ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ. 
]けちうけかけゅうつっしおけすけ こさけせつ-

ゃぇくっ しけつう けとっ, つっ きぇゅぇいう-
くうすっ いぇ ょさったう ゃすけさぇ さなおぇ しぇ 
こけ-こけしっとぇゃぇくう けす きけかけゃっすっ 
う きぇさおけゃうすっ きぇゅぇいうくう. 
‶さうつうくぇすぇ いぇ すぇいう こけしっとぇ-

っきけしす っ ゃなゃ  ゃしっ こけ-ゅけかっきうは 
ぉさけえ ぉなかゅぇさう, おけうすけ くっ きけ-
ゅぇす ょぇ しう こけいゃけかはす こぇさう いぇ 
くけゃう ょさったう こけさぇょう くうしおうすっ 
ょけたけょう. 
╃させゅぇすぇ こさうつうくぇ いぇ うく-

すっさっしぇ おなき ょさったうすっ ゃすけさぇ 
せこけすさっぉぇ っ そぇおすなす, つっ きぇ-
おぇさ う くけしっくう, すっ しぇ し ゃうしけおけ 
おぇつっしすゃけ, くぇ こけゃっつっ けす こさう-
っきかうゃう ちっくう しぇ う うきぇす こけくっ 
けとっ っょうく あうゃけす. 
╉ぇいぇくかなお けすょぇゃくぇ しう っ いぇ-

こぇいうか きはしすけ くぇ しすけかうちぇ くぇ 
ょさったうすっ ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ こけ-
さぇょう そぇおすぇ, つっ こなさゃうすっ う 
くぇえ-ゅけかっきう きぇゅぇいうくう けす すぇ-

きぇさおぇ し うきっ, し ぇゃすけさうすっす ゃ 
しゃっすぇ う ゃしはおぇおゃう いかけせこけすさっ-
ぉう うかう しかせたけゃっ きけゅぇす しぇきけ 
ょぇ え くぇゃさっょはす. ╉けゅぇすけ うきぇ 
くっとけ, おけっすけ っ ゃぇあくけ う おぇしぇっ 
たけさぇすぇ, おけうすけ さぇぉけすはす ゃなゃ 
そうさきぇすぇ, とっ ぉなょっ けこけゃっしすっ-
くけ. ′うとけ くっ しっ っ こさけきっくう-
かけ, さぇぉけすうき いょさぇゃけ こけ くけゃう 
ょけゅけゃけさう. ╉ぇおすけ おぇいゃぇ っょくぇ 
しすぇさぇ こさうおぇいおぇ: “╉せつっすぇすぇ 
しう かぇはす, おっさゃぇくなす しう ゃなさゃう”. 

- ╂けゃけさう しっ せこけさうすけ, つっ 
“┿さしっくぇか” とっ うきぇ くけゃ 
ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
ゃ かうちっすけ くぇ ‶っすなさ ╋ぇく-
ょあせおけゃ. ╉ぇお ょぇ さぇいつうすぇ-
きっ すけゃぇ?
- ┿ぉしせさょっく しかせた う くうとけ こけ-

ゃっつっ. ‶けさっょっく しかせた けす ゅさぇ-
そぇすぇ “ゅさぇょしおう そけかおかけさ”, ぉっい 
おけえすけ くっ きけあっき. 〉つせょゃぇとけ 
っ, つっ たけさぇすぇ けすょっかはす しすさぇて-
くけ きくけゅけ ゃさっきっ, っくっさゅうは う 
ゃくうきぇくうっ くぇ しかせたけゃっ, ゃきっし-
すけ ょぇ しっ おけくちっくすさうさぇす ゃなさ-
たせ こさっおうすっ しう いぇょぇつう う ょぇ しっ 
けこうすぇす ょぇ しぇ し くっとけ こけかっいくう 
- ぉうかけ すけ くぇ しゃけは あうゃけす うかう 
くぇ そうさきぇすぇ, いぇ おけはすけ さぇぉけ-
すはす. ‶さっこけさなつゃぇき くぇ ゃしうつおう 
ょぇ くっ しっ いぇくうきぇゃぇす しなし しかせ-
たけゃっ いぇ “┿さしっくぇか” うかう こけ 
きけえ ぇょさっし. 〈けゃぇ くっ ゃけょう ょけ 
こけかいう いぇ くうおけゅけ う っ ういかうて-
くけ ゅせぉっくっ くぇ ゃさっきっ. 

おなゃ すうこ しっ こけはゃうたぇ ゃ ゅさぇょぇ 
けとっ こさっょう 21 ゅけょうくう う こけ-
しすっこっくくけ いぇゃけのゃぇたぇ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ╇ ょけ ょくっし, けぉぇつっ, 
ゅさぇょなす しう けしすぇゃぇ こさうすっゅぇすっ-
かっく ちっくすなさ う ぉぇいぇ いぇ しくぇぉ-
ょはゃぇくっ いぇ きくけゅけ すなさゅけゃちう, 
おけうすけ うょゃぇす, ういおせこせゃぇえおう 
しすけすうちう おうかけゅさぇきう ょさったう う  
こさっこさけょぇゃぇえおう ゅう くぇ しゃけえ 
さっょ くぇ ちっくう くぇ ょさっぉくけ. ╁な-
こさっおう くぇょちっくおぇすぇ, ょぇ おせこせ-
ゃぇて ょけさう こけ すけいう くぇつうく ょさっ-
たう ゃすけさぇ せこけすさっぉぇ, しう けしすぇゃぇ 
ょけぉさぇ うくゃっしすうちうは. 
╀けゅぇす っ ちっくけゃうはす ういぉけさ いぇ 

おぇいぇくかなつぇくう くぇ こけょけぉくう 
ょさったう. ′ぇえ-っゃすうくうすっ しっ こさけ-
ょぇゃぇす くぇ ちっくぇ けす 3 かっゃぇ いぇ 
おうかけゅさぇき, ぇ くぇえ-しおなこうすっ こけ 
40 かっゃぇ いぇ おうかけゅさぇき - すけゃぇ  
しぇ ょさったう かせおし おぇつっしすゃけ, おけう-
すけ ゃ きぇゅぇいうくうすっ くぇ ╆ぇこぇょ しぇ 
くぇ ちっくう けす 60 っゃさけ くぇゅけさっ. 
╉ぇいぇくかなつぇくおう し こけゃっつっ おなし-
きっす きけゅぇす ょぇ しう おせこはす きぇさおけ-
ゃう しすけおう けす おかぇし かせおし くぇ ちっくう 
けす 4 かっゃぇ ょけ けおけかけ 10-すうくぇ.╁っつっ きっしっち さぇぉけすう しけちうぇかくうはす しこってっく すっかっそけく 112. 

╇ょっはすぇ いぇ くっゅけ っ くぇ ╋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 う っ そうくぇくしうさぇく し っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ. 
′ぇ ぉっいこかぇすっく すっかっそけくっく くけきっさ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 0800 88 

001 ゅさぇあょぇくうすっ きけゅぇす ょぇ こけかせつぇゃぇす ぉなさいぇ う ういつっさこぇすっかくぇ 
うくそけさきぇちうは こけ ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ ょけ ょっえくけしすうすっ う こけ-
かうすうおうすっ くぇ ╋〈]‶ う しなけすゃっすくうすっ きせ ぇゅっくちうう.  
『っかすぇ くぇ しけちうぇかくうは 112 っ こけ-ょけぉさぇ おけきせくうおぇちうは う おけ-

けさょうくぇちうは きっあょせ ╋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, ぇゅっくちううすっ, おけうすけ こけょこけきぇゅぇす くっゅけゃぇすぇ さぇぉけすぇ 

う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは. 
‶さう くせあょぇ う おけゅぇすけ こけしすぇ-

ゃはくうすっ ゃなこさけしう しぇ けす けしけ-
ぉっくぇ いくぇつうきけしす, けす しこって-
くうは 112 しぇ ゃ しなしすけはくうっ ょぇ 
けしうゅせさはす くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
う おけくそっさっくすくぇ ゃさないおぇ し 
っおしこっさすう こけ しなけすゃっすくぇすぇ 
すっきぇ. ╃け きけきっくすぇ  くぇえ-つっし-
すけ いぇょぇゃぇくうすっ ゃなこさけしう う 
すっきう くぇ すっかっそけく 112 しぇ いぇ 
ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, けしくけゃくけ - 
きかぇょっあおぇすぇ, こさけゅさぇきうすっ う 
こさけっおすうすっ くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ 
いぇっすけしすすぇ, ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ おゃぇかうそうおぇちうは う こさっお-
ゃぇかうそうおぇちうは う せしかけゃうはすぇ 
いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ. 
25 しぇ さぇぉけすっとうすっ くぇ 

しこってくうは しけちうぇかっく すっかっ-
そけく. 〈っ しぇ くぇ さぇいこけかけあっ-
くうっ ゃしっおう ょっく けす しっょきう-
ちぇすぇ, ゃ すけゃぇ つうしかけ う こさっい 
こけつうゃくうすっ ょくう けす 08,00 ょけ 
20,00 つぇしぇ. 

〈┿

》けかうゃせょしおぇすぇ かっゅっくょぇ せきうさぇ ゃ すぇいう ぉはかぇ たぇしうっくょぇ, 
しすさけっくぇ こさっい 1929 ゅ. し こかけと けす 242 おゃ き, ゃおかのつゃぇとう 3 
しこぇかくう /っょくぇすぇ けす すはた ぉうかぇ けこさっょっかっくぇ いぇ „すっかっそけく-
くぇ しすぇは”/, 2 ぉぇくう う けすょっかくぇ おなとぇ いぇ ゅけしすう. ┿おすさうしぇすぇ は 
おせこうかぇ いぇ 90 000 ょけかぇさぇ 6 きっしっちぇ こさっょう そぇすぇかくうは しう 
おさぇえ う こかぇとぇかぇ ゃくけしおう けす 320 ょけかぇさぇ きっしっつくけ. ]ぇきけ 
ょっく しかっょ しきなさすすぇ え しっ こけはゃうかう くぇょ こけかけゃうく ょせいうくぇ おせ-
こせゃぇつう, ぇ こさっい 2010 ゅ. ちっくぇすぇ え ゃっつっ ぉうかぇ 3,5 きうかうけくぇ. 
〈は うしおぇかぇ ょぇ こさっゃなさくっ おなとぇすぇ ゃ せのすっく ょけき. ‶なすせゃぇ-
かぇ ょけ ╋っおしうおけ, いぇ ょぇ しう おせこう ぇゃすっくすうつくぇ きっぉっかうさけゃ-
おぇ う こさけういゃっょっくうは くぇ ういおせしすゃけすけ, きくけゅけ けす おけうすけ しかっょ 
しきなさすすぇ え ぉうかう けすおさうすう ゃしっ けとっ くっさぇいけこぇおけゃぇくう. ‶け-
しかっょくうはす つっお, くぇこうしぇく けす くっは, ぉうか いぇ ぉはか しおさうく し つっお-
きっょあっすぇ. ]こけさっょ くはおけう ういすけつくうちう, ╋っさうかうく くうおけゅぇ くっ 
っ ういこけかいゃぇかぇ ぉなぉさっおけゃうょくうは ぉぇしっえく ゃ いぇょくうは ょゃけさ. 
′け けぉうつぇかぇ ぉうかおけゃぇすぇ しう ゅさぇょうくぇ ゃ おさぇは くぇ うきけすぇ. 
]さっょ くぇえ-けぉしなあょぇくうすっ っかっきっくすう くぇ おなとぇすぇ っ すぇぉっか-
おぇすぇ, こけしすぇゃっくぇ けす ╋っさうかうく, ゅさぇゃうさぇくぇ し かぇすうくしおぇすぇ 
そさぇいぇ „Cursum Pericio”, けいくぇつぇゃぇとぇ „╋けっすけ こなすせゃぇくっ 
しゃなさてゃぇ すせお”.


