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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, ╃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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╇あしかちけこ [とくすけね: ╈そちおかかす つか,ねか てとさ つか 
たちそけくうかきおあ おそいちそ そちひきけか

¨うあせ ╅うちあすそう:
42 えそおけせけ つ たかつかせてあ せあ つてちとえあ

╇かつかしけせ 〈あちけせそう: ╇ „╅ちつかせあし“ けすあす 
つてそてけぬけ たちけみてかしけ

【かつて くあ きかせけ: [あさ おあ たそくせあかてか
さちひのさあねあ と おそすあ?

на стр.4

на стр.7

на стр.8

на стр.5

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

 „【あこせそ そちひきけか” ゑづぎぜぎ げん ぐぎぞご
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╇きっ:
‶かぇきっくぇ ′っくけゃぇ ╀けくっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: [ぇぉけすう ゃ 
けすょっか  105 - ╇おけくけきうつっ
しおう, „┿さしっくぇか“ ┿╃

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

╂けょうくう:

╆けょうは: ╉けいうさけゅ

》けぉう: ¨ぉうつぇ さぇいたけょおうすっ 
しさっょ こさうさけょぇすぇ う うくすっさっし
くうすっ きっしすぇ うい ╀なかゅぇさうは.

〉ゃぇあぇっきう くぇてう つうすぇすっかう, ぇさしっくぇかちう!

〈 けゃぇ っ させぉさうおぇ いぇ けつうすっ う しなさちぇすぇ. 
╁しっおう けす ゃぇし きけあっ ょぇ くぇきっさう きはし

すけ ゃ くっは うかう ょぇ しすぇくっ うょっけかけゅ くぇ こけ
さっょくぇすぇ ゃしっくぇさけょくぇ さぇょけしす, おぇすけ くう 
こけしけつう うかう ういこさぇすう しくうきおう くぇ しゃけう 
そぇゃけさうすう,  おけかっゅう, てっそけゃっ う こけいくぇ
すう, さぇぉけすっとう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さ
しっくぇか” うかう うきぇとう しぇくすうきっくす し ぉかういおう 
ょけ „┿さしっくぇか”, おけうすけ けしゃっく し せき, ぉかっし
すはす う し とっょさぇ こさうさけょぇ う さぇょゃぇとぇ けおけ
すけ ゃういうは. 
 〈けゃぇ くっ っ いぇこぇいっくぇ あっくしおぇ すっさうすけ
さうは, いぇとけすけ しゃっすなす くはきぇ おぇお ょぇ しすぇ
くっ こけ-おさぇしうゃ, ぇおけ いぇ くっゅけ くっ さぇぉけすはす 
こけくっ ょゃぇきぇ. 
╀なょっすっ しきっかう う くっ あぇかっすっ かっくすぇ,  こうお
しっかう う こぇきっす, しくうきぇえすっ う こさぇとぇえすっ, 
いぇ ょぇ うきぇ くぇ おぇおゃけ ょぇ しっ さぇょゃぇす けつうすっ 

すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ ょせてうすっ すなゅせゃぇす. 
 ┿ う おぇお ぉってっ: おさぇしけすぇすぇ とっ しこぇしう 
しゃっすぇ! 
 〉ぉっょっくう しきっ, つっ ゃ „┿さしっくぇか”  „しゃっすなす 
っ ゅけかはき う しこぇしっくうっ ょっぉくっ けすゃしはおなょっ”.
 ╁ぇてうすっ しくうきおう うかう うょっう いぇ いぇ
しかせあゃぇとう ゃしっくぇさけょくぇすぇ う ゃしっぇさしっ
くぇかしおぇ  さぇょけしす  おさぇしぇゃうちう う たせぉぇゃちう 
きけあっすっ ょぇ ういこさぇとぇすっ くぇ しかっょくうは ぇょ
さっし:  うかう こなお ょぇ  こけ
さなつゃぇすっ  しこっちうぇかくぇ そけすけしっしうは くぇ  すっ
かっそけく: 0431/ 6 40 94; 0882 98 70 13
┿ くぇて ぇくゅぇあうきっくす っ くうとけ たせぉぇゃけ ょぇ 
くっ こさけこせしくっき!

P.S.: ‶ぇさう けす くぇし いぇ さぇょけしすうすっ 
けつくう くっ けつぇおゃぇえすっ, くけ こなお とけ 
さぇょけしす っ ょぇ いくぇって, つっ „う くうえ しきっ 
ょぇかう くっとけ くぇ しゃっすなす”… 

¨くたひしせけてかしせけみて おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし 2000“ ╅╉ 
｠ちけつてそ ¨いとのかう, う さあねかつてうそてそ つけ せあ たちかおつかおあてかし 
せあ ╅つそぬけあぬけみてあ くあ たちけみてかしつてうそ „[あくあせしひさ - ったそ-
せけみ“, たそおあちけ ねかさ くあ かさつさとちくけみ おそ 』てちあせあてあ せあ けく-
えちみうあはそてそ つしひせぬか せあ てあくえそおけのせあてあ をあちけぬあ 『そくあ 
』けすそせあ 》かてさそうあ. 》ひてとうあせかてそ, さそかてそ はか か たちかく 
つかたてかすうちけ, はか いひおか くあかおせそ つ あせつあすいひし „╅ちつかせあし“. 
《つうかせ てあくけ せあえちあおあ, 』けすそせあ たそしとねけ そはか かおせそ たひ-
てとうあせか おそ ったそせけみ, たちかく すあこ おそえそおけせあ. 【そ か そて ╅つそ-
ぬけあぬけみ „‒とさとみすあ - ╆ひしえあちけみ“. 〉あえちあおあてあ うちひねけ 
たそつしあせけさひて せあ ったそせけみ 〉. 》ち. 〈あさそてそ ¨てそ.

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

╃ゃぇきぇ  こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, つかっくけゃっ 

くぇ さなおけゃけょくうは っおうこ, しぇ しさっょ 
くけきうくうさぇくうすっ いぇ おぇくょうょぇす-
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けす けしくけゃ-

くうすっ こぇさすうえくう けさゅぇくういぇちうう 
くぇ ╀]‶ ゃ けぉとうくぇすぇ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇす けぉけぉとっくうすっ 

こさっょかけあっくうは くぇ おぇいぇくかなて-

おうすっ しけちうぇかうしすう, くぇこさぇゃっ-

くう くぇ きっしすくう しなぉさぇくうは,  いぇ 
おぇくょうょぇす-おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう けす かっゃうちぇすぇ. 
╃ゃぇきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 

„┿さしっくぇか”, しこっつっかうかう ょけ-

ゃっさうっすけ くぇ きっしすくうすっ こぇさ-

すうえくう しすさせおすせさう, しぇ うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか 
くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇ-

くっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっか-

しすゃけ” う うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ 
- ょうさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う 
うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”.   
╃ゃぇきぇすぇ くけきうくうさぇくう ゃ きけ-

きっくすぇ しぇ けぉとうくしおう しなゃっすくう-

ちう けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
〈っ しぇ しさっょ けぉとけ 11-すっ くけ-

きうくうさぇくう けす しけちうぇかうしすうすっ 
いぇ おぇくょうょぇす-おきっす くぇ けぉとう-

くぇすぇ. 
‶けすなさしっく いぇ おけきっくすぇさ ゃなゃ 

ゃさないおぇ し くけきうくぇちうはすぇ きせ いぇ 
おぇくょうょぇす-おきっす, うくあ. 『ゃっすぇく  

•	 『あいそてせけねかつさそてそ くおちあうかそたあくうあせか - たちそいしかすけ け 
せあおかきおけ

•	 〈しあおけてか つたかぬけあしけつてけ: けくいそち けしけ しけたつあ せあ 
けくいそち

•	 《てねかて せあ えちとたあてあ そいはけせつさけ つひうかてせけぬけ せあ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡

•	 ╇かてかちあせけ: っせさあ 』たあつそうあ - ╅ちつかせあしつさけ ちあおけそ 
えそおけせけ

•	 【かくけ け そはか すせそえそ けせてかちかつせけ つてあてけけ け けせ-
てかちうまてあ ねかてかてか う いちそこ 5 せあ 【ちけいとせあ ╅ちつか-
せあし, 24-てけ ませけ

ゑ ï¿ñÑçíàó　 ßëÜú ôñöñöñ:

【うおけゃ こけはしくう, つっ  ぉかぇゅけょぇ-

さう いぇ   ゅかぇしせゃぇくけすけ ょけゃっさうっ 
くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╀]‶, くけ くっ 
ぉう こさうっか  こけょけぉくぇ くけきうくぇ-

ちうは, いぇとけすけ  けす 3 ゅけょうくう うきぇ 
ぇくゅぇあうきっくすう  おなき ╂させこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ ぉっ けとっ こけ-
かぇおけくうつっく: „ ¨ちっくはゃぇき  し 
ぉかぇゅけょぇさくけしす こけょけぉくぇ くけきう-

くぇちうは,  くけ きけうすっ こさけそっしうけ-

くぇかくう こかぇくけゃっ しぇ しゃなさいぇくう 
し さぇぉけすぇすぇ きう ゃ „┿さしっくぇか”, 
ぇ けぉとっしすゃっくうすっ きう ぇくゅぇあう-

きっくすう  しぇ し ╂させこぇすぇ くぇ ╄おし-

こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
 ¨しゃっく ょゃぇきぇすぇ ぇさしっくぇか-

ちう,  くけきうくうさぇくう いぇ おぇくょう-

ょぇす-おきっすけゃっ けす  つかっくけゃっすっ 
くぇ ╀]‶ ゃ おぇいぇくかなておけ, しぇ: 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
くぇしすけはとうはす おきっす ]すっそぇく ╃ぇ-

きはくけゃ,  けきぉせょしきぇくなす ╉ぇすは 
╉うかうおつうっゃぇ, かうょっさなす くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう 
╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ, おきっすなす くぇ 
しっかけ 【っえくけゃけ ′うおけかぇえ 〈っさ-

いうっゃ,   ょうさっおすけさなす くぇ いぇゃけょぇ 
いぇ こさせあうくう ゃ しっかけ ╉さなく うくあ. 
┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ, ぉさぇすはすぇ 
╇ゃぇく ╃けつっゃ う ╃けつけ ╃けつっゃ, 
ぉうゃてうはす いぇき. けぉかぇしすっく せこ-

さぇゃうすっか [せきはくぇ ╃させきっゃぇ.  

とだずだぞとん ぞん づぎがんとどだづん:
〉ゃぇあぇっきう ぇさしっくぇかちう, おぇいぇく

かなつぇくう, 
 ╁ すぇいう いぇこぇいっくぇ  ゃっしすくうおぇさ

しおぇ すっさうすけさうは   こぇいうき きはしすけ 
いぇ かうつくうすっ こけいうちうう くぇ ゃしうつ
おう, おけうすけ うきぇす おぇおゃけ ゃぇあくけ 
ょぇ おぇあぇす くぇ  ゃしうつおう くぇし, さけ
ょっくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは, けしすぇくぇかう
すっ ゃ  [けょうくぇすぇ,  さぇぉけすっとうすっ ゃ  
くっは, し くぇょっあょぇすぇ  ょなさあぇゃぇすぇ 
くう う ゅさぇょなす, ゃ おけえすけ あうゃっっき, 
くぇてっすけ しっかけ う けぉとうくぇ ょぇ しっ 
こさっゃなさくぇす  ゃ っょくけ せのすくけ う 
ょけぉさけ いぇ あうゃっっくっ きはしすけ. ╁ 
おなすつっ, ゃ おけっすけ つけゃっお ょぇ うきぇ 
あっかぇくうっ ょぇ こぇいう おけさっくうすっ しう, 
おぇすけ ゅう せおさっこゃぇ う こせしおぇ ゃしっ 
こけ-ょなかぉけおけ. 
¨すおさうゃぇきっ すぇいう くぇてぇ しなゃ

きっしすくぇ させぉさうおぇ, おけはすけ, くぇょは
ゃぇきっ しっ, いぇっょくけ ょぇ しこうしゃぇきっ, 
し っょくけ しすうたけすゃけさっくうっ. ╃っすしおけ.
′け  しぇきけ こさうゃうょくけ ょっすしおけ う 

しぇきけ こさうゃうょくけ - こさけしすけ っょくけ  
しすうたけすゃけさっくうっ くぇ っょくけ きぇかおけ 
ぉなかゅぇさしおけ きけきうつっ - 〈ぇくは. 
╆ぇ とぇしすうっ うかう くっとぇしすうっ, さけ

ょっくけ ょぇかっつ けす ╀なかゅぇさうは, ゃ ′の 
╈けさお, ┿きっさうおぇ. ‶さっょう ょくう, 
くぇゃさなた 24-すう きぇえ,  すけゃぇ しすう
たけすゃけさっくうっ くぇ 11-ゅけょうてくぇすぇ 
〈ぇくは  しすうゅくぇ ょけ きけはすぇ こけとぇ, 
こさっこさぇすっくけ けす こさけそっしけさ ╉さなし
すぬけ ‶っすおけゃ, おぇすけ っかっゅぇくすっく けす
ゅけゃけさ  くぇ おせこ きけう ゃなこさけしう いぇ 
うくすっさゃの, し おけうすけ ゅけ いぇしうこぇた. 
]かっょ そうくぇかくうすっ ょせきう くぇ  

おさぇすおけすけ  しすうたけすゃけさっくうっ くぇ  
きぇかおぇすぇ 〈ぇくは  くはきぇた ょせきう, し 
おけうすけ ょぇ ゃなさくぇ けすゅけゃけさ. 
╆ぇとけすけ しっ けおぇいぇ, つっ すっいう, 

おけうすけ うょゃぇす しかっょ くぇし う おけうすけ 
きうしかうき いぇ きぇかおう,  しぇ こけ-きなょ
さう けす くぇし. ╇ こけ-こさけいけさかうゃう. 
╇ こけ- ぉっいおけきこさけきうしくう. ╇ こけ-
しきっかう.  
╇ はさけしすくけ きけゅぇす ょぇ くう  てぇきぇ

さけしぇす,  ぇおけ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ は 
おぇさぇきっ すぇおぇ. 
 ╇ おけっすけ  っ けとっ こけ-ゃぇあくけ: 

くはきぇ ょぇ くう こさけしすはす, ぇおけ けしすぇ
ゃうき ╃はおけくぇ けとっ ょなかゅけ ょぇ しこう 
ゃ ょせてうすっ くう! 

] せゃぇあっくうっ:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶うしきけ ょけ ╊っゃしおう!

...]こう, ╃はおけくっ! ′っ しっ しなぉせあょぇえ!
¨しすぇくう ゃ くっいくぇえくうは しう ゅさけぉ!
╃けぉさっ しう すう.̈ す すぇき くっ ゃうあょぇて 
...しなょぉぇすぇ くぇ ょけしすけえくうは くう さけょ.
′っ ゃうあょぇて きぇえおうすっ, おけうすけ ょくっし 
くっ さぇあょぇす.
]すぇさうちうすっ おさぇえ おけそうすっ いぇ しきっす.
╀ぇとうすっ し ょあけぉけゃっ こさぇいくう, ゃ 
さなちっすっ し おせそぇさう う いょさぇゃっち いぇ 
おなしきっす.
╃っちぇすぇ くう しぇ ゃっつっ くぇ ういつっいゃぇ
くっ.
]っかぇすぇ きなさすゃう. ‶せしすう ゅさぇょけゃっ.
]すさけうき たけすっかう, こぇさおうくゅう, ゅぇさぇ
あう.
╉さぇえ こさけしはおぇ きうくぇゃぇ ╀っ╄き╁っ.
′ぇ こなすは おなき ╄ゃさけこぇ しっ こさけょぇゃぇす 
ゃ さなちっすっ し おせおかう きぇかおうすっ きけきう.
〈っ ょっすしすゃけすけ しう ゃ しなくうとぇ しな
くせゃぇす, しすぇっくぇ しおさなぉ ゃ けつうすっ うき 
ゅけさう.
...]こう, ╃はおけくっ! ′っ しっ しなぉせあょぇえ!
╃けぉさっ しう すぇき こけょ すぇいう つっさくぇ 
こさなしす.
╆ぇゃうあょぇき すう いぇ すせえ, つっ くっ ょけ
つぇおぇ きっつすうすっ しう, さぇいこなくぇすう くぇ 
おさなしす.

〈ぇくは, 11 ゅけょうくう, せつっくうつおぇ,  
′の ╈けさお, ┿きっさうおぇ 

╉けは けす ういょうゅくぇすうすっ けぉとけ 
11 おぇくょうょぇすせさう いぇ おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ 
けそうちうぇかくぇすぇ おぇくょうょぇすせさぇ 
くぇ ╀]‶, とっ しすぇくっ はしくけ くぇ 
けぉとうくしおぇ おけくそっさっくちうは, くぇ-

しさけつっくぇ いぇ 25-すう のくう.   ╂かぇ-

しせゃぇくっすけ いぇ けそうちうぇかくぇすぇ 
おきっすしおぇ おぇくょうょぇすせさぇ とっ っ 
すぇえくけ, こさう いぇおさうすう いぇ あせさ-

くぇかうしすう ゃさぇすう. 
¨しゃっく 11-すっ こさっょかけあっくうは 

いぇ おぇくょうょぇす-おきっす  けす ╀]‶, 
おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう 
しぇ くけきうくうさぇかう う 48 しゃけう 
しなこぇさすうえちう いぇ おぇくょうょぇ-

すう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 
]さっょ すはた しぇ, おぇおすけ こけいくぇ-

すうすっ うきっくぇ くぇ ょけしっゅぇてくう 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, すぇおぇ 
う くぇ ょっこせすぇすぇ けす 36-すけ ′] 
╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ, くぇ ょなかゅけ-

ゅけょうてくぇすぇ ょうさっおすけさおぇ くぇ 
》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお ぅくおぇ ′ぇえょっくけゃぇ, 
くぇ くぇしすけはとうは いぇき.-おきっす くぇ 
ゅさぇょぇ  ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ. ╆ぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす ╀]‶ 
しぇ こさっょかけあっくう う くけゃう うきっ-

くぇ, けしくけゃくけ くぇ きかぇょう たけさぇ, 
こさっょうきくけ かっおぇさう う うくすっかっお-

すせぇかちう.  
]こけさっょ  こさっょしっょぇすっかは くぇ 

¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ,  ╁‶] くぇ 
╀]‶ くはきぇ ょぇ うきぇ こさぇゃけ ょぇ 
こさけきっくは ゃけすぇ くぇ おぇいぇくかなて-

おうすっ ょっかっゅぇすう けす  25-すう のくう.  
‶け こさっょゃぇさうすっかくぇ うくそけさ-

きぇちうは, ょっかっゅぇすうすっ くぇ そけさせ-

きぇ とっ しぇ ゃ しなとうは しなしすぇゃ けす 
こさっょうてくけすけ いぇしっょぇくうっ, おぇすけ 
けす すはた とっ けすこぇょくぇす しぇきけ こけ-

つうくぇかうすっ う すっいう, おけうすけ しぇ 
くぇこせしくぇかう こぇさすうえくうすっ さっ-

ょうちう.  ]こけさっょ こなさゃけくぇつぇか-

くぇすぇ うくそけさきぇちうは 224  しけ-

ちうぇかうしすう とっ さってぇす おけえ ょぇ 
っ けそうちうぇかくうはす おぇくょうょぇす くぇ 
╀]‶ いぇ おきっす. 
╂けさけかけきけゃ くっ しっ ぇくゅぇあうさぇ 

し こさけゅくけいぇ おけえ けす おぇくょうょぇ-

すうすっ くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 
こけ-こさっょこけつうすぇく いぇ しなこっさ-

くうお けすしすさぇくぇ くぇ しけちうぇかう-

しすうすっ, くけ せすけつくう, つっ ╀]‶ ゃ 
ゅさぇょぇ うきぇ さっしせさし いぇ こけぉっょぇ 
くぇ きっしすくうすっ ういぉけさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁すけさぇ しっょきうちぇ すっつっ すさっしおぇゃぇ さぇぉけすぇ こけ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ くけゃうは こぇさおうくゅ いぇ おけかう くぇ ぇさしっくぇかちう. 〈けえ とっ しっ 
こさけしすうさぇ くぇ 5,5 ょおぇ. こかけと う とっ けしうゅせさはゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ 
こぇさおうさぇくっ くぇ 160 ぇゃすけきけぉうかぇ. ¨す せこさぇゃぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
けぉっとぇゃぇす ょぇ っ ゅけすけゃ ょけ しさっょぇすぇ くぇ のくう.

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

  ╉ぇぉっかっく けこっさぇすけさ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” けぉはゃはゃぇ おけくおせさし いぇ 
くぇえ-うくすっさっしくぇ  う こさけゃけおぇすうゃくぇ  ぇぉうすせさうっくすしおぇ しくうきおぇ. 
 ′ぇえ-ょけぉさうすっ う けさうゅうくぇかくう そけすけしう とっ ぉなょぇす こけょさっょっくう ゃ 
しこっちうぇかくぇ っおしこけいうちうは ゃ ╉かうっくすしおうは ちっくすなさ くぇ ¨こっさぇすけさぇ, 
ぇ こさっょういゃうおぇかぇすぇ くぇえ-きくけゅけ けゃぇちうう そけすけゅさぇそうは とっ こけかせつう 
う ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ  „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” -  こけょぇさなお - かぇこ
すけこ, おけえすけ とっ しなこなすしすゃぇ う さぇょゃぇ ょくうすっ ゃう しかっょ ぉぇかぇ.
 ‶さっあうゃはゃぇえすっ, さぇょゃぇえすっ しっ う しっ しくうきぇえすっ! ╇ くっ いぇぉさぇゃはえすっ  
ょぇ ういこさぇとぇすっ こけしかっ!
 ╁ぇてうすっ うくすっさっしくう う ぉかうおぇとう けす あうゃけす しくうきおう けつぇおゃぇきっ ょけ 
25-すう のくう くぇ ぇょさっし: ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” ¨¨╃, 
ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお”, わ11 うかう くぇ っかっおすさけ
くっく ぇょさっし: vili_bbc@abv.bg; didab@abv.bg 
 [っいせかすぇすうすっ けす おけくおせさしぇ とっ ぉなょぇす けぉはゃっくう くぇ 30-すう のくう.
 ‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ おけくおせさしぇ きけあっ ょぇ こけかせつうすっ う くぇ 
すっかっそけく: 0431  6 21 81 うかう  0892 230 181, おぇおすけ う くぇ しぇえすぇ 
くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” www. bbccable.net
 ¨つぇおゃぇきっ ゃう!

ぃあせつ くあ たかねあしいあ

╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ
こさっょしっょぇすっか くぇ ╀]‶
╉ぇいぇくかなお
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〈         は こさっおぇさゃぇ 20 けす しゃけうすっ 
こけつすう すさう こなすう こけ すけかおけゃぇ 

ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか”. ]っゅぇ ゅう くぇ-
さうつぇ „くぇえ-とぇしすかうゃうす こっさうけょ ゃ 
あうゃけすぇ きう” う すゃなさょけ ゃはさゃぇ, つっ 
けとっ くっ  っ こさうおかのつうか. ′っ しぇきけ いぇ-
とけすけ  „┿さしっくぇか” しっ っ こさっゃなさくぇか ゃ 
いくぇつうすっかくぇ つぇしす けす くっゅけ, ぉっかはいぇか 
ょくうすっ え, かうつくうは え あうゃけす う ゃ けゅさけ-

きくぇ しすっこっく う くっえくけすけ ょせたけゃけ うい-
さぇしすゃぇくっ.  ′ぇこさぇゃうか は   とぇしすかうゃぇ 
あっくぇ. ╉けはすけ こさっい ちはかけすけ ゃさっきっ 
っ うきぇかぇ せしっとぇくっすけ, つっ あうゃっっ 
とぇしすかうゃけ, つっ ゃなさてう くっとけ ゃぇあくけ 
う し きうしうは. 』っ っ ぉうかぇ けぉゅさぇょっくぇ けす 
せきくう たけさぇ う かうつくけしすう, けす おけうすけ っ 
ちはかけ とぇしすうっ ょぇ こけこうゃぇて あうすっえ-
しおう せさけちう. 
╁っしっかうくぇ ╃っさゃうてっゃぇ - あっくぇ-

すぇ, おけはすけ  こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
くはおけゅぇてくぇすぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせ-
くぇ” ゃ こけつすう くっゃっさけはすくぇすぇ ゃっつっ 
1973 ゅけょうくぇ: すけおせ-とけ ういかのこっくぇ 
けす せくうゃっさしうすっすぇ, うきぇ しすさぇくくぇすぇ 
しなょぉぇ ょぇ しこけょっかう  くぇえ-ょけぉさうすっ 
う こさっかけきくう ゅけょうくう くぇ ゃっしすくうおぇ. 
′っとけ こけゃっつっ: くぇ くっは しっ こぇょぇ 
すっあおぇすぇ せつぇしす う ょぇ ゅけ いぇおさうっ. 
‶けっきぇえおう ゃ くっはしくうは こなす くぇ けくっ-

いう しすさぇてくう, さぇいきうさくう う くっこさっょ-
しおぇいせっきう ゅけょうくう, ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
90-すっ, ゃ ぉっいこなすうちぇすぇ. 〈ぇき,  おなょっ-
すけ こけすなくぇたぇ すゃなさょっ おぇつっしすゃっくう う 
し すぇかぇくすう たけさぇ. 
╆ぇこけつゃぇ おぇすけ さっょぇおすけさ ゃなゃ 

ゃっしすくうおぇ, くぇ きはしすけすけ くぇ ぃかうは 
┿ぉょうてっゃぇ, きうくぇゃぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ 
くぇ こけおけえくうは ゃっつっ ┿くゅっか ┿さぇぉぇ-
ょあうっゃ う  しかっょ ょゃぇ っおうこぇ いぇゃなさて-
ゃぇ こなすは しう ゃ „┿さしっくぇか” くぇ 22 きぇさす 
1993 ゅけょうくぇ. 

す̈すけゅぇゃぇ ょけしっゅぇ っ こさっこけょぇゃぇ-
すっか こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっ-
さぇすせさぇ. ]なこさっあうゃはゃぇ  しすけすうちうすっ 

¨しけ  20 えそおけせけ たそ-さひつせそ くあ 20-てか はあつてしけうけ 
えそおけせけ そて きけうそてあ せあ えしあうせあてあ ちかおあさてそちさあ せあ 
う. „′あうそおつさあ てちけいとせあ”

きかぇょけしすう くぇ  しゃけうすっ せつっくうちう. 
]っゅぇ っ とぇしすかうゃぇ ぉぇぉぇ くぇ ゃくせつっ 
う ょゃっ こけさぇしくぇかう う さっぇかういうさぇくう 
ゃっつっ ょっちぇ. 
  』っ しすさぇくうちぇすぇ „┿さしっくぇか” くっ っ 

いぇすゃけさっくぇ ゃ あうゃぇすぇ くぇ こけしかっょ-
くぇすぇ ゅかぇゃくぇ さっょぇおすけさおぇ くぇ ゃ. 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”,  っ はしくけ けす 
けつうすっ え. ╆ぇゅけゃけさう かう しぇ ゃっしすくうおぇ, 

しゃっすゃぇす, ゅけさはす.  ╇   っ しなゃしっき かけ-
ゅうつくけ ょぇ こけょこぇかはす けすくけゃけ こっさけすけ 
え.  ╉けっすけ しなし しうゅせさくけしす うきぇ おぇおゃけ 
けとっ ょぇ くう おぇあっ.
 ╆ぇとけすけ うしすうくしおうすっ こっさぇ くはきぇす 

ゃないさぇしす, くうすけ ゃさっきっ.  ]なとけ おぇすけ 
うしすうくしおうすっ たけさぇ. 

╃けおぇすけ  は しかせてぇた, うしおさっくけ え 
しっ ゃないたうとぇゃぇた. ╃けさう かっおけ え いぇ-
ゃうょはた: いぇさぇょう とぇしすうっすけ う てぇく-
しぇ  ょぇ あうゃっっ ゃなゃ ゃさっきっ, ゃ  おけっすけ 
うょっぇかうすっ しぇ ぉうかう あうゃう, つっしすすぇ う  
ょけしすけえくしすゃけすけ - つぇしす けす ょっかくう-
おぇ, ぇ うしすうくしおうすっ たけさぇ - くぇ ゃしはおぇ 
おさぇつおぇ.  ]っゅぇ っ こけ-さぇいかうつくけ... 
‶けすなさしうた は  くっ いぇさぇょう くけしすぇかゅう-

はすぇ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ う あっかぇくうっすけ 
ょぇ こさっゃなさくっき くぇしすけはとうは ゃっしすくうお 
ゃ くっゅけゃけ こけ-ょけぉさけ かうちっ,  ぇ いぇとけすけ 
いくぇき, つっ くはきぇ おぇお ょぇ せしこっって, ぇおけ 
くっ こけすなさしうて きうくぇかけすけ う しゃけうすっ 
おけさっくう ゃ くっゅけ. ╆ぇさぇょう けこけさぇすぇ, 
おけはすけ ょぇゃぇす, ぇおけ しぇ いょさぇゃう. ┿ 
すっいう  しっ けおぇいぇたぇ あっかっいくう. ′っ しなき 
う こさっょこけかぇゅぇかぇ,  つっ ょぇ さぇぉけすうて 

ゃ っょうく ゃっょけきしすゃっく ゃっしすくうお ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ しけち-ぇ っ すけかおけゃぇ ゅけかは-
きけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ う ておけかぇ. 
〉さけお, おけえすけ くっ いぇぉさぇゃはて, ょけおぇすけ 
しう あうゃ. ╂けょうくう, おけうすけ ちはか あうゃけす 
すっ ょなさあぇす し ぉせょっく ょせた う ゃっつくけ 
きかぇょ, ゃうくぇゅう ゅけすけゃ ょぇ いぇこけつくって 
けすくけゃけ. 
╆ぇ ╁っしっかうくぇ ╃っさゃうてっゃぇ ゃっしす-

くうお „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” っ ゃさっきっ-
すけ, ゃ おけっすけ  っ あうゃはかぇ くぇえ-こなかくけ 
う っ ぉうかぇ くぇえ-とぇしすかうゃぇ… ′っ しぇきけ 
いぇとけすけ っ うきぇかぇ くっゃっさけはすくう せつう-
すっかう う っおうこ, し おけえすけ しこうしゃぇ つっ-
すうさうすっ しすさぇくうちう, こなさゃけ ゃっょくなあ 
くぇ ょっしっす ょくう, ぇ こけしかっ ゃしはおぇ しっょ-
きうちぇ, ぇ いぇとけすけ しぇ うきぇかう くっゃっさけ-
はすくうは てぇくし ょぇ しないょぇゃぇす あうゃけす ゃ 
あうゃけすぇ. 
 

╇いかういぇたきっ ゃ すうさぇあ 8 たうかはょう 
ぉさけは, すけゃぇ しう ぉってっ  こけゃっつっ 

けす ょけぉなさ すうさぇあ いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ, 
うきぇたきっ しなすさせょくうちう けす ゃしっおう ちった, 
ゃしはおぇ  ぉさうゅぇょぇ, ゃしっおう ぉっ ゅけすけゃ ょぇ 
こうてっ, ょけさう う くぇ おけかはくけ, しこけきくは 
しう ゅかぇゃくぇすぇ さっょぇおすけさおぇ いぇ けくけゃぇ 
ゃさっきっ. ╁ くぇつぇかけすけ  ゃっしすくうおなす くぇ 
ぇさしっくぇかちう しっ こっつぇすぇ ゃ いぇゃけょしおぇ-
すぇ こっつぇすくうちぇ, くぇ さなつっく くぇぉけさ, 
ぉせおゃぇ こけ ぉせおゃぇ. ‶けしかっ, し ゃさっきっすけ 
う すったくけかけゅううすっ, いぇこけつゃぇ  かっくけ-
すうこくうはす くぇぉけさ, ぇ しかっょ  すけゃぇ う こけ-
しなゃさっきっくくうはす くぇつうく くぇ こっつぇす, 
ゃ ゅさぇょしおぇすぇ こっつぇすくうちぇ. ╆ぇさぇょう 
しくうきおうすっ,  おけうすけ けすこっつぇすゃぇす ゃなゃ 
ゃっしすくうおぇ, ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ しっ 
っ くぇかぇゅぇかけ つけゃっお けす さっょぇおちうはすぇ 
ょぇ こなすせゃぇ  ょけ ]けそうえしおぇすぇ こけかう-
ゅさぇそうは, いぇ おかうてっすぇ.  す̈ しすぇさうすっ 
こっつぇすぇさう くぇせつうた きくけゅけ, すっ ぉはたぇ 
すっいう, おけうすけ こなさゃう つっすはたぇ ゃっしすくう-
おぇ,  けとっ くぇ きぇてうくぇすぇ, う ょぇゃぇたぇ 
ぉっいちっくくう しなゃっすう う うょっう, さぇいおぇい-
ゃぇ さっょぇおすけさおぇすぇ,  うきぇかぇ つっしすすぇ 
ょぇ ょっかう ぉのさぇ う こっさぇ し おけかっゅうすっ 
しう ┿くすけぇくっすぇ ╃あうきけゃぇ, こけおけえ-
くうはす ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ, ぃかうは 
╋かぇょっくけゃぇ, ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ, ‶っす-
おけ ╁なつっゃ, ╀けさうし ]こぇしけゃ, 『ゃっすぇく 
‶ぇゃかけゃ う ょさせゅう. [ぇきけ ょけ さぇきけ 
さぇぉけすはす し おけかっゅうすっ しう けす きっしすくぇ-
すぇ さぇょうけせさっょぉぇ - ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ, 
╃っすっかうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ う ┿くすけぇくっすぇ 
╃あうきけゃぇ. 
╀はたきっ くぇ おさぇお こけしすけはくくけ, けす-

さぇいはゃぇたきっ ゃしうつおけ ゃ „┿さしっくぇか”, 
おけえすけ しう ぉってっ ゅさぇょ ゃ ゅさぇょぇ, ゃ 
くっゅけ さぇぉけすったぇ 12 たうかはょう ょせてう 
すけゅぇゃぇ, こぇかう しっ ╁っしっかうくぇ う こさう-
いくぇゃぇ, つっ しっゅぇ え かうこしゃぇす  すっいう 
きぇとぇぉう. ′はおぇお こけしなさくぇ ゅさぇょなす, 
おぇすけ しっ しゃう おけきぉうくぇすなす, ぇ すけえ 
ょぇゃぇ けぉかうおぇ う あういくっくけしすすぇ くぇ 
っょうく ゅさぇょ. ╁ つっすうさうすっ しすさぇくうちう 
くぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” うきぇ きはしすけ 
いぇ ゃしうつおけ: う くぇえ-ゃっつっ くぇ つっかくぇ 
しすさぇくうちぇ いぇ しけちうぇかうしすうつっしおけすけ 
しなさっゃくけゃぇくうっ, おけっすけ しっ けすさぇいはゃぇ  
ぉっいおけきこさけきうしくけ.   
╇ しっ くぇぉかのょぇゃぇ けす ‶さけそおけ-

きうすっすぇ う しこっちうぇかくけ しそけさきうさぇく 
とぇぉ. ′っゃっさけはすくけ こさういくぇくうっ う 
くっゃっさけはすっく きけさぇかっく ぇくゅぇあう-
きっくす ぉっ こけはゃぇすぇ ゃなゃ ゃっしすくうおぇ. 
〈けゃぇ ゃぇあってっ いぇ ゃしうつおう - けす さぇ-
ぉけすくうおぇ ょけ こなさゃうすっ さなおけゃけょうすっ-
かう くぇ いぇゃけょぇ, しこけきくは しう ゅかぇゃくぇ-
すぇ さっょぇおすけさおぇ. 
′ぇ しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ 

きはしすけ くぇきうさぇす こけかうすうつっしおぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, ょけこうしおうすっ けす 
さぇいかうつくうすっ いぇゃけょう う ぉさうゅぇょう, 
ぇ すさっすぇすぇ しすさぇくうちぇ っ いぇこぇいっくぇ 
すっさうすけさうは いぇ たけさぇすぇ: させぉさうおぇ いぇ  
つけゃっおぇ ゃなゃ ゃぇすっくおぇすぇ う けくけゃぇ, 
おけっすけ しっ  おさうっ こけょ くっは. ╀ってっ きけ-
ょっさくぇすぇ しすさぇくうちぇ,  し けとっ こけ-きけ-
ょっさくうは  すけゅぇゃぇ あぇくさ くぇ けつっさおぇ, 
すなさしったきっ しおさうすぇすぇ  しなとくけしす くぇ 
たけさぇすぇ, さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか”, 
しこけきくは しう  ╁っしっかうくぇ,  おけはすけ こぇいう 
しおなこう しこけきっくう けす けくけゃぇ ゃさっきっ ゃ 
ょゃぇすぇ すけきぇ くぇ しぉけさくうおぇ し けつっさ-
ちう  „]かっょう ゃなゃ ゃさっきっすけ” いぇ ぇさしっ-
くぇかちう, おけうすけ しっ こけはゃはゃぇす くぇゃさなた 
おさなゅかぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
‶けしかっょくぇすぇ しすさぇくうちぇ っ しすさぇ-

くうちぇすぇ いぇ しこけさす, おせかすせさぇ, しさっとう 
し ういはゃっくう くぇちうけくぇかくう すゃけさちう, 
かうつくけ すゃけさつっしすゃけ, ゃしうつおけ, おけっ-
すけ  こなかくう ょせてぇすぇ くぇ たけさぇすぇ けす 
けさなあっえくうちぇすぇ. ┿ すっ し けたけすぇ しすぇ-
ゃぇす しなすさせょくうちう. ╄ょうく けす すはた ゃ 
こなさゃうすっ しう ぇさしっくぇかしおう ゅけょうくう 
っ くぇしすけはとうはす ういこなかくうすっかっく ょう-
さっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
‶けおさぇえ ぇくゅぇあうきっくすうすっ しう ゃなゃ 

ゃっしすくうおぇ ╁っしっかうくぇ っ し さっょおうは こけ 

けくけゃぇ ゃさっきっ  てぇくし  ょぇ  ゃうあょぇ けす-
ぉかういけ  さぇぉけすぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ. 
╁ないたうとぇゃぇ しっ くぇ せきっくうはすぇ くぇ 

ょうさっおすけさうすっ けす けくけゃぇ ゃさっきっ, 
おけうすけ さってぇゃぇかう ぇさしっくぇかしおうすっ 

おぇいせしう ょけさう こけ ゃさっきっ くぇ こぇさすうは 
すぇぉかぇ.
╀はたぇ しう さぇいょっかうかう しゃっすぇ くぇ 

いけくう う  ょけおぇすけ たゃなさかはたぇ いぇさけゃっすっ 
しう, ういゅさぇあょぇたぇ しすさぇすっゅうは いぇ こぇ-
いぇさうすっ, さぇいおぇいゃぇ ╁っしっかうくぇ ╃っさ-
ゃうてっゃぇ.
╇ ょけ ょくっし しう しこけきくは しかせつおぇ, 

さぇいおぇいゃぇくぇ え けす こけおけえくうは ゃっつっ 
╉させき 》さうしすけゃ. ‶け ゃさっきっ  くぇ っょくけ 
けす きくけゅけぉさけえくうすっ きせ こけしっとっくうは 
ゃ ╀かういおうは ╇いすけお しっ くぇかけあうかけ 
ょぇ  こさうしなしすゃぇ くぇ しっきうくぇさ しなし 
しこっちうぇかうしすう けす ぇさぇぉしおうすっ しすさぇ-
くう う すったくうすっ てっえたけゃっ. 》さうしすけゃ, 
けぉぇつっ, くはきぇか しかっょ しっぉっ しう ょっかっ-
ゅぇちうは. ╀うか しぇき. ╁なこさっおう  すけゃぇ ゅう 
ゃこっつぇすかうか  し こけいくぇくうは う おけきこっ-
すっくすくけしす, ぇ おけゅぇすけ ゅけ こけこうすぇかう 
ょぇかう すけえ っ こなさゃうはす ゃ „┿さしっくぇか”, 
おぇいぇか, つっ くぇょ くっゅけ うきぇ ょさせゅ. 
]かっょ ゃさっきっ ╉させき 》さうしすけゃ こけしっ-

とぇゃぇ けすくけゃけ ぇさぇぉしおぇすぇ しすさぇくぇ,  
おなょっすけ こぇいはす  すけこかう つせゃしすゃぇ おなき 
くっゅけ, くけ ゃっつっ し ゅっくっさぇかくうは ょう-
さっおすけさ, すけゅぇゃぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ. 〈けえ 

 » ] ゅけかはき きっさぇお しう おぇさぇた さぇぉけすぇすぇ. 
 » ] きくけゅけ ぉけかおぇ しう しこけきくはき いぇ すけゃぇ ゃさっきっ. ╇しすうくしおう 

しなき あうゃはかぇ  しぇきけ  すけゅぇゃぇ. 
 » ╆ぇ „┿さしっくぇか” ゃうくぇゅう う し きくけゅけ かのぉけゃ.
 » 〈ぇき けしすぇくぇ しぇくすうきっくすなす きう こけ きうくぇかけすけ, こけ っょくぇ しうし-

すっきぇ, しさぇゃくうすっかくけ しこさぇゃっょかうゃぇ, しぇくすうきっくすなす きう こけ 
おぇせいぇ いぇ おぇつっしすゃっくうすっ  う しこけしけぉくう たけさぇ, し おけうすけ しう 
ぉうか いぇけぉうおけかっく.]ぇくすうきっくすなす こけ っょうく しゃはす, ゃ おけえすけ 
ういこうすゃぇて ゅけさょけしす, つっ しう ぇさしっくぇかっち.

 » 【ぇくしなす  ゃ あうゃけすぇ  きう っ, つっ しぇ きっ せこさぇゃかはゃぇかう せきくう 
たけさぇ.

 » ╅うゃけすなす きう ぉってっ こっしっく. ╅せさくぇかうしすうおぇすぇ っ こっしっく, 
おけゅぇすけ うきぇて せしっとぇくっすけ, つっ   すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうて, うきぇ 
しきうしなか う つっ すう くけしう せょけゃけかしすゃうっ う きけあっ ょぇ すっ たさぇくう. 

 » ╅うゃけすなす くう くぇこさぇゃう ぉけえちう: ゃっつくけ すなさしっとう, くけ う ゃっつ-
くけ くっょけゃけかくう けす しっぉっ しう.

 » ╁ „┿さしっくぇか” きうくぇたぇ くぇえ-ょけぉさうすっ きう ゅけょうくう. 
 » ╇きぇきっ くせあょぇ ょぇ こさっこさけつっすっき けくけゃぇ っあっょくっゃうっ けす-

くけゃけ.
 » ‶けきくは しかせつおぇ, おけゅぇすけ ゃっょくなあ ゃ さっょぇおちうはすぇ ょけえょっ 

しすぇさ さぇぉけすくうお ょぇ こさっょぇょっ くぇきっさっくう 5 かっゃぇ. ╇きぇた 
さぇぉけすぇ, こさっこさぇすうた ゅけ ゃ さぇょうけせさっょぉぇすぇ. 〈ぇき こせしくぇかう 
しなけぉとっくうっ いぇ くぇきっさっくうすっ けす くっゅけ こぇさう. ]かっょ ゃさっき 
ょけえょっ つけゃっおなす, いぇ ょぇ おぇあっ, つっ ゃしうつおう  きせ しっ こけょう-
ゅさぇゃぇかう,  いぇょっすけ くっ ういこうか こぇさうすっ う くっ ゅう こさっゃなさ-
くぇか ゃ ょゃっ ぉうさう, ぇ すさなゅくぇか ょぇ ょうさう しけぉしすゃっくうおぇ うき.  
„′っ きけゅぇ, きけきうつっ, つせあょう こぇさう ゃ ょあけぉぇ ょぇ しかけあぇ.”, 
こさういくぇ さぇぉけすくうおなす, おけえすけ しっ ぉっ こさっゃなさくぇか ゃ っょうく けす 
ゅかせこぇちうすっ ゃ ”┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ ぉってっ くぇつぇかけすけ くぇ さぇいさせ-
たぇすぇ. ′け ゅけ けしないくぇた こけ-おなしくけ. 

 »  ╆ぇ きっく „┿さしっくぇか” っ おぇすけ っょくけ こさうしすぇくうとっ - ゃうくぇゅう 
とっ すっ こさうのすう, ょけさう しぇきけ いぇとけすけ くはおけゅぇ しう ぉうか つぇしす 
けす くっゅけ. 

 » ╇きぇき せしっとぇくっすけ, つっ すぇいう しすさぇくうちぇ, ぇさしっくぇかしおぇすぇ, っ 
あうゃぇ う くっ しなき は いぇすゃけさうかぇ . 』けゃっお ゃうくぇゅう しっ ゃさなとぇ 
こさう こなさゃけういゃけさぇ.

 » „┿さしっくぇか” っ くっゃっさけはすくぇ ておけかぇ. ┿おけ  くぇせつうて ょけぉさっ 
せさけおぇ しう すぇき, しすぇゃぇて  ょはかぇく おぇきなお. ¨すゃしはおなょっ すっ うし-
おぇす.

 » 〈ぇいう そうさきぇ きう ょぇょっ きくけゅけ う とっ きう かうこしゃぇ ゃうくぇゅう!

》そ おちとえ せあねけせ そいけねあすか, つしかお さあてそ うかねか つすか たちかきけうかしけ ちあくそねあちそうあせけみ け いそしさあ, 
てうひちおけ たかうかぬひて ╇かつかしけせ 〈あちけせそう

╆ぇ こけしかっょくうすっ すさう しっょきう
ちう すけえ こは すさう こなすう くぇ おぇ

いぇくかなておぇ しちっくぇ. ╇ ゃしっおう こなす 
しなぉうさぇてっ しなさちぇすぇ くぇ たけさぇすぇ 
ゃ っょくけ  ゅけかはきけ しなさちっ. 〉しこは
ゃぇてっ ょぇ ゅう ういゃっょっ けす すったくうは 
さっぇかっく しゃはす う ょぇ ゅう こけすけこう ゃ 
ょさせゅうは - くぇ きせいうおぇすぇ, かのぉけ
ゃすぇ, しすぇっくぇすぇ ぉけかおぇ, ういこはすぇすぇ 
おさぇしけすぇ.  ╁うくぇゅう しなき しっ ゃない
たうとぇゃぇかぇ くぇ すけゃぇ きせ せきっくうっ, 
くぇ しこけしけぉくけしすすぇ きせ ょぇ ういこさぇ
ゃは  たけさぇすぇ くぇ おさぇおぇ くぇ くっゅけ
ゃうすっ こっしくう, くぇ せくうおぇかくぇすぇ きせ 
ょぇさぉぇ ょぇ こかっくはゃぇ し きせいうおぇ  う 
きかぇょう, う しすぇさう.
〈けえ っ っょくう けす つっしすうすっ ゅけしすう 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こさぇいくうちう. 
′っ しぇきけ いぇさぇょう すけこかけすけ こさう
はすっかしすゃけ, おけっすけ ゅけ しゃなさいゃぇ し 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, ぇ 
う いぇさぇょう たうかはょうすっ  こけつうすぇすっ
かう くぇ きせいうおぇすぇ きせ, おけうすけ うし
おさっくけ きせ しっ さぇょゃぇす う ゅけ つぇおぇす. 
[けょっく っ こさっょう 50 ゅけょうくう ゃ し. 
‶けかしおう すさなきぉって. ╆ぇゃなさてゃぇ 
おけくしっさゃぇすけさうはすぇ, あっくう しっ, 
うきぇ ょなとっさは. ]っゅぇ っ とぇしすかうゃけ 
ゃかのぉっく ゃ いさはかぇすぇ しう かのぉけゃ 
『ゃっすぇくおぇ う こさういくぇゃぇ, つっ っ うし
おさっくけ とぇしすかうゃ.

‶っっすっ ゃっつっ 30 ゅけょうくう. ╁ 
しかっょゃぇとうすっ 30 けすくけゃけ かう とっ 
っ すぇおぇ? 
- ‶っは こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう. す̈
おぇおすけ こさっょう きくけゅけ ゅけょうくう ぉはた ゃ 
こさっょせつうかうとくぇ こけょゅけすけゃおぇ, おけ
ゅぇすけ きっ おぇつうたぇ くぇ っょくけ しすけかつっ 
う いぇこはた „╉けゅぇすけ ぉはた けゃつぇさつっ”. ╇ 
しっゅぇ すけゃぇ っ っょくぇ けす かのぉうきうすっ きう 
こっしくう. ╃けさう しきはすぇた けすくけゃけ ょぇ は 
ういこっは, し こけょたけょはと ぇさぇくあうきっくす, 
おぇすけ こなさゃぇすぇ こっしっく, し おけはすけ こけき
くは, つっ しなき しっ ういはゃうか くぇ しちっくぇ. 
〈けゅぇゃぇ しなき ぉうか 6-ゅけょうてっく, し おなしう 
こぇくすぇかけくう う すうさぇくすう. ╉けかおけすけ 
ょけ ゅけょうてくうくぇすぇ, おけはすけ しっゅぇ けす
ぉっかはいゃぇき - 30 ゅけょうくう くぇ しちっくぇ, 
くぇ 2 ょっおっきゃさう 1981 ゅけょうくぇ ぉっ 
こなさゃうはす きう こさけそっしうけくぇかっく ぇく
ゅぇあうきっくす し さけおゅさせこぇ „╇きこせかし”. 
〈けゅぇゃぇ ぉっ きくけゅけ こけこせかはさくぇ ゅさせ
こぇ. ┿い ぉはた こけおぇくっく ょぇ え しすぇくぇ 
しけかうしす, けとっ ょけおぇすけ ぉはた ゃ こなさゃう 
おせさし, こなさゃう しっきっしすなさ くぇ おけくしっさ
ゃぇすけさうはすぇ.  』っすうさう ゅけょうくう ぉはた し 
すぇいう ゅさせこぇ,  ぇ しかっょ 1985 ゅけょうくぇ 
いぇこけつくぇた う しぇきけしすけはすっかくぇすぇ しう 
おぇさうっさぇ おぇすけ こっゃっち. ╃け 1994 ゅけ
ょうくぇ ぉはたぇ っょくう くっいくぇえくう ゅけょうくう, 
し きくけゅけ すさせょ, こけす, しこっつっかうた きくけゅけ  
くぇゅさぇょう, くけ っょゃぇ しかっょ おぇすけ こさっい 
1995 ゅけょうくぇ しっ こけはゃう ぇかぉせきなす きう 
„╂けさつうゃけ ゃうくけ”  し くはおけかおけ こっしくう 
ゃ くっゅけ - „╆ぇ すっぉ, ╀なかゅぇさうは”, „〈う しう 
かのぉけゃすぇ”, „]かなくちっ いぇえょっ” しっ こさっ
ゃなさくぇたぇ ゃ  たうすけゃっ, ゃ くっいぇぉさぇゃうきう 
ょけ ょっく ょくってっく てかぇゅっさう, おけうすけ 
たけさぇすぇ こっはす う ゃしっ けとっ けぉうつぇす. 〈け
ゅぇゃぇ くっとぇすぇ こけすさなゅくぇたぇ. 

′ぇさうつぇす ╁う くけゃうはす ╄きうか ╃う
きうすさけゃ, こさうっきぇすっ かう すけゃぇ? 
- 〈けゃぇ きっ かぇしおぇっ, いぇとけすけ ╄きうか 
╃うきうすさけゃ っ きけはす かのぉうき ういこなかくう
すっか う ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ ぇい しなき 
しすぇくぇか こっゃっち. ╄ょくけ ゃさっきっ, おぇすけ 
ょっすっ こっったきっ くっゅけゃうすっ こっしくう, すっ 
ぉはたぇ ゃ くぇてうは ょけき, すけゅぇゃぇ  しっ しかせ
てぇたぇ しぇきけ すけえ う ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ, 
くけ ぇい う ょけ ょくっし たぇさっしゃぇき こけゃっつっ 
╄きうか ╃うきうすさけゃ. 〈けえ っ くっゃっさけはすくけ 
ょけぉなさ つけゃっお. ╇きぇた おなしきっすぇ ょなかゅう 
ゅけょうくう ょぇ ゅけ こけいくぇゃぇき, ょぇ しなき くっ
ゅけゃ こさうはすっか,  ょぇ しかせてぇき くっゅけゃうすっ 
しなゃっすう. 
┿ おぇお  しう けぉはしくはゃぇすっ そっくけ
きっくぇ, つっ くぇ ╁ぇてうすっ おけくちっさすう 
うきぇ こっしくう, くぇ おけうすけ こせぉかうおぇ
すぇ, くっいぇゃうしうきけ おぇおゃぇ っ, おなょっ 
っ,  ゃうくぇゅう しすぇゃぇ? す̈ょぇゃぇすっ しっ 
くぇ しちっくぇすぇ うかう ゃ きせいうおぇすぇ ゃう 
うきぇ きぇゅうは?  
- ′っ いくぇき きぇゅうはすぇ. ‶さけしすけ こせぉかう
おぇすぇ ゃうくぇゅう さっぇゅうさぇ きくけゅけ しこけく
すぇくくけ. ′うおけゅぇ くうおけゅけ くっ しなき おぇ
さぇか ょぇ きう しすぇゃぇ くぇ おさぇおぇ. ′け うきぇ 
すぇおうゃぇ こっしくう, おけうすけ こさけしすけ ゃいさう
ゃはゃぇす こせぉかうおぇすぇ. し̈けぉっくけ ゃうょくけ 
っ すけゃぇ こけ きけさっすけ, おなょっすけ たけさぇすぇ  
しぇ きくけゅけ さぇいかうつくう, ょけてかう し こぇさう, 
きぇかおけ うかう きくけゅけ いぇ ゃっしっかぉぇ. 〈け
ゅぇゃぇ たけさぇすぇ しぇ すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ うき 
しっ うしおぇ ょぇ ぉなょぇす こさっい  ちはかぇすぇ ゅけ
ょうくぇ. 〈けゅぇゃぇ ょぇ ゃうょうすっ おぇおゃけ しすぇ
ゃぇ, おぇおゃけ こっっくっ っ こけ しすぇょうけくうすっ.  
′っとけ くっゃっさけはすくけ! 
╁うっ くはきぇすっ こっしっく, おけはすけ くっ っ 
てかぇゅっさ, くぇかう? 
- ′ぇこさけすうゃ - うきぇき きくけゅけ こっしくう, 
おけうすけ くっ しぇ てかぇゅっさう, くけ いぇ すぇいう 
こせぉかうおぇ, おけはすけ うょゃぇ ゃ しぇかけくう
すっ, ゃしうつおう こっしくう しぇ てかぇゅっさう - けす 
こなさゃぇすぇ ょけ こけしかっょくぇすぇ.  ╇きぇ っょくけ 
っょうくしすゃっくけ こさぇゃうかけ, いぇ ょぇ しっ たぇ
さっしぇ ょぇょっくぇ こっしっく: ょぇ しすうゅくっ ょけ 
しなさちぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. ╉けゅぇすけ ゃしっおう  
つけゃっお は こけつせゃしすゃぇ おぇすけ しゃけは. 〈け
ゅぇゃぇ うょゃぇ せしこったなす う すっいう こっしくう しっ 
こさっゃさなとぇす ゃ くっいぇぉさぇゃうきう てかぇゅっ
さう, こっしくう, おけうすけ くはきぇす けしすぇさはゃぇ
くっ.
〈ぇいう ゅけょうくぇ しすぇゃぇすっ くぇ 50?  
╉ぇお うしおぇすっ ょぇ こさっきうくぇす しかっょ
ゃぇとうすっ 50?
- 』せゃしすゃぇき しっ すぇおぇ, おぇおすけ ぉはた ゃ 
くぇつぇかけすけ: こなかっく し っくすせしうぇいなき, 
し きくけゅけ っきけちうは, し くっけぉはしくうきけ 
つせゃしすゃけ う あっかぇくうっ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ くけゃう こっしくう, ょぇ さぇいゃうゃぇき そうさ
きぇすぇ. ′っ っ かっしくけ, けしけぉっくけ ゃ すっいう 
ゅけょうくう. ′け きう しっ こっっ, けとっ きくけゅけ 
うきぇき ょぇ ういこっは くぇ たけさぇすぇ.  
′せあくけ かう っ ょぇ しう ゃ かうつっく 
こかぇく とぇしすかうゃ, いぇ ょぇ しっ さぇいょぇ
ゃぇて いぇ たけさぇすぇ? 
- ╋くけゅけ っ ゃぇあくけ  すけゃぇ. ‶さけぉかっきう
すっ ゃ あうゃけすぇ くう, こけかうすうおぇすぇ, くはきぇ
くっすけ, ゃしうつおけ すけゃぇ っ つぇしす けす けくけゃぇ, 
おけっすけ っ ょけ ょけきぇ くう. ╃け ゃさぇすぇすぇ. 
╉けゅぇすけ つけゃっお いぇおかのつう ゃさぇすぇすぇ 
しかっょ しっぉっ しう,  っ せくうおぇかくけ ょぇ うきぇて  
つけゃっお, おけえすけ すっ つぇおぇ う けぉうつぇ. 
╉けえすけ っ くぇゅけすゃうか くっとけ ゃおせしくけ いぇ 
すっぉ, すさなこくって いぇ くっゅけゃうは ょなた, いぇ 
きうさういきぇすぇ きせ. ╇ すう しすぇゃぇ せのすくけ, 
すけこかけ. 〈けゃぇ しぇ くっとぇすぇ, おけうすけ ょぇ
ゃぇす ゃないきけあくけしす くぇ ゃしっおう  つけゃっお 
ょぇ しっ さっぇかういうさぇ, くぇ ゃしっおう きなあ ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇ しうかっく う しうゅせさっく, おぇ
つっしすゃっく う さぇちうけくぇかっく, こけ-ょけぉなさ 
ゃ けくけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう.
╁はさゃぇすっ かう ゃなゃ ゃしうつおけ, おけっすけ 
こっっすっ? 
- ╃ぇ, ぇい しなき こさっあうゃはか ゃしうつおけ すけゃぇ. 
╇ きなおぇすぇ, う さぇいょはかぇすぇ, う さぇいけつぇさけ
ゃぇくうっすけ,  う こぇすさうけすうつくけすけ つせゃしすゃけ, 
くけ くぇえ-ゃっつっ かのぉけゃすぇ. ╉けはすけ くっ ゃう
くぇゅう っ ぉうかぇ とぇしすかうゃぇ, くけ  ゃしうつおけ 
すけゃぇ っ つぇしす けす あうゃけすぇ くう.
╉ぇお ぉはゅぇ ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ けす 
かのぉけゃ, おけはすけ ゅけ こさぇゃう くっとぇし
すっく? 
- ┿い くっ しなき しう こけさなつゃぇか さぇいかのぉ

ゃぇくっすけ, くけ すっいう くっとぇ くぇうしすうくぇ しっ 
しかせつゃぇす, いぇとけすけ し ゅけょうくうすっ たけさぇ
すぇ しっ けしないくぇゃぇす, さってぇゃぇす, つっ くっ 
しっ こけいくぇゃぇす ょけしすぇすなつくけ, つっ こさっ
ょぇすっかしすゃけすけ, さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ  しぇ 

こけゃっつっ, けすおけかおけすけ ょけぉさうすっ くっとぇ, 
おけうすけ くう しゃなさいゃぇす. し̈けぉっくけ しっゅぇ, 
おけゅぇすけ こぇさうすっ しすぇくぇたぇ ゃしうつおけ. 
〈なあくけ きう っ, つっ きかぇょうすっ たけさぇ 
くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ さぇいぉっさぇす おぇおゃけ 
っ つせゃしすゃぇ.  ┿い うきぇた おなしきっすぇ ょぇ 
あうゃっは きかぇょけしすすぇ しう ゃ ょさせゅけ ゃさっ
きっ, くけ すけゃぇ ぉはたぇ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ 
たけさぇすぇ しっ けぉうつぇたぇ.  〈なあくけ っ, つっ 
しっゅぇ すけゃぇ せしっとぇくっ ゃっつっ ゅけ くはきぇ. 
╋ぇすっさうぇかくけすけ くぇょょっかは  う っ くぇょ 
ゃしうつおけ, こさっゃなさくぇ しっ ゃなゃ ゃけょっとけ 
ゃ くぇてうすっ けすくけてっくうは. 
╁うっ おぇお しっ かっおせゃぇすっ  けす  くっ
かのぉけゃ? 
- ′っ しっ かっおせゃぇ. ‶さけしすけ つけゃっお 
しっ いぇすゃぇさは ゃ しっぉっ しう.  ┿い, おけゅぇすけ  
こさっあうゃはた ゅけかはきぇすぇ さぇいょはかぇ  くぇ 
あうゃけすぇ しう, ぉはた しっ いぇすゃけさうか いぇ
ょなかゅけ ゃ しっぉっ しう う ょけさう しぇきけすぇすぇ 
いぇこけつくぇ ょぇ きう たぇさっしゃぇ. ╆ぇこけつくぇた 
ょぇ くっ うしおぇき ょぇ ういかういぇき. ╊っつっくうっ
すけ けす すけゃぇ っ ょぇ うきぇて ゃないきけあくけしす
すぇ ょぇ しさっとくって けくいう つけゃっお, おけえすけ 
ょぇ さぇいぉうさぇ ゃしうつおけ すけゃぇ.  ╆ぇとけすけ 
きくけゅけ たけさぇ くっ ゅけ しさっとぇす. ╋くけゅけ 
たけさぇ すぇおぇ しう う けすうゃぇす, ぉっい ょぇ ゅけ 
しさっとくぇす すけいう, ょさせゅうは, こけかけゃう
くぇすぇ くぇ っょくけすけ ちはかけ. 】ぇしすかうゃう 
しぇ けくっいう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ せちっかはす 
すぇいう ょさせゅぇ こけかけゃうくぇ. ]なょぉぇすぇ ょぇ 
すう ょぇょっ ゃないきけあくけしす ょぇ しこけょっかうて 
あうゃけすぇ しう し くっは.  ┿い しなき とぇしすかうゃ, 
いぇとけすけ しさっとくぇた かのぉけゃすぇ. ╆ぇとけ
すけ, おけゅぇすけ しなょぉぇすぇ すう ょぇょっ てぇくし 
ょぇ しさっとくって かのぉけゃすぇ くぇ 46 – 47 
ゅけょうくう う こさういくぇって こさっょ しっぉっ しう, 
つっ  しう は  しさっとくぇか, いくぇつう くぇうしすうくぇ 
っ すぇおぇ. ╆ぇとけすけ いぇ こけょけぉくけ くっとけ 
しっ うしおぇ う ゅけかはきぇ ょけいぇ しきっかけしす, 
おけはすけ くっ ゃうくぇゅう つけゃっお くぇきうさぇ ゃ 
しっぉっ しう.  ′ぇ きかぇょうくう しっ ゃかのぉゃぇ
きっ こけ っょうく くぇつうく, ゃ いさっかうすっ しう 
ゅけょうくう こけ ょさせゅ. ╋けあっ う いぇすけゃぇ 
ゃ いさっかうすっ ゅけょうくう かのぉけゃすぇ くう ょぇ 
ういゅかっあょぇ  こけ ょさせゅ くぇつうく. ‶け ょさせゅ 
くぇつうく けぉうつぇきっ, しかっょ おぇすけ ゃっつっ 
しきっ こさっあうゃっかう さぇいけつぇさけゃぇくうは, 
ぉけかおぇ.
╁なゃ ゃしうつおうすっ しう おけくちっさすう ゃ 
╉ぇいぇくかなお,  おけうすけ しすっ うきぇかう, 
ゃうくぇゅう しすっ ぉかぇゅけょぇさうかう くぇ  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 〈けゃぇ くぇ
こさぇゃうたすっ う  こけ ゃさっきっ くぇ  こけ
しかっょくうは しう おけくちっさす. ╉ぇおゃけ ╁う 

しゃなさいゃぇ し くっゅけ? 
- ╄ょくけ ゅけかはきけ こさうはすっかしすゃけ.  
′うおけかぇえ  っ せくうおぇかっく. ┿い きせ しっ 
ゃないたうとぇゃぇき, いぇとけすけ  すけえ っ くぇ 
ゃなさたぇ くぇ けゅさけきくぇ しすさせおすせさぇ う 
ゃ すっいう すさせょくう ゅけょうくう せしこはゃぇ ょぇ 
ょぇゃぇ  たかはぉ う しすぇぉうかくけしす くぇ たうかは

ょう たけさぇ. ┿ けすすぇき う しすぇぉうかくけしす くぇ 
っょうく ゅさぇょ. ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ っ  けす 
けくっいう ゅけかっきう ぉなかゅぇさしおう さなおけゃけ
ょうすっかう, ゃ おけうすけ きう っ くぇょっあょぇすぇ, 
つっ すっ とっ ぉなょぇす っょくぇ けす こさうつうくう
すっ ょなさあぇゃぇすぇ くう ょぇ しっ けこさぇゃう, 
ぇ たけさぇすぇ ょぇ ぉなょぇす こけ-とぇしすかうゃう 
いぇくぇこさっょ. ′っ きけあっき ょぇ ゃなさゃうき 
くぇこさっょ, ぇおけ くはきぇ ょけぉさう ゃけょぇつう, 
たけさぇ-かけおけきけすうゃう. 
〈けえ うきぇ かう しゃけは ╁ぇてぇ こっしっく? 
- 〈けえ けぉうつぇ ゃしうつおう きけう こっしくう. 
′うっ しきっ きくけゅけ ょけぉさう しっきっえくう 

╉┿╊╄′╃┿[ 
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

10 のくう – 175 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ そさっくしおうは せつっく ┿くょさっ-╋ぇさう ┿きこéさ.
11 のくう – ╆ぇょせてくうちぇ. ]ゃ. ╀けゅけさけょうちぇ – ╃けしすけえ
くけ っしす. ╁ぇさすけかけきっえ. ‶さぇいくうお くぇ うおけくけきうしすうすっ.                                                                                                                                    
12 のくう – ‶っすょっしっすくうちぇ. ]ゃっすけゃっく ょっく こさけすうゃ ょっすしおうは 
すさせょ. ╃っく くぇ さぇぉけすくうちうすっ けす かっおぇすぇ こさけきうてかっくけしす.                                                                                                                                    
13 のくう – ]ゃ. ╃せた. 1991 ゅ.- ╄ょうく けす いぇこぇいっくうすっ っお
いっきこかはさう けす ╃っおかぇさぇちうはすぇ いぇ くっいぇゃうしうきけしす くぇ ]┿】 
っ こさけょぇょっくぇ いぇ 2 420 000 ょけかぇさぇ - くぇえ-ゃうしけおぇすぇ 
ちっくぇ, こかぇとぇくぇ くはおけゅぇ いぇ こっつぇすくけ こさけういゃっょっくうっ.                                                                                                    
14 のくう – ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ おさなゃけょぇさはゃぇくっすけ. 155 ゅ. けす 
さけあょっくうっすけ くぇ ╃うきうすなさ ╀かぇゅけっゃ-╃はょけすけ. 1951 ゅ. – ╁なゃ 
╁ぇてうくゅすけく っ こさっょしすぇゃっく  こなさゃうはす おけきこのすなさ いぇ きぇしけ
ゃうは こぇいぇさ. 65 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ぇおすさうしぇすぇ ╁うけかっすぇ 
╂うくょっゃぇ. 200 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 》ぇさうっす ╀うつっさ ]すけせ 
– ぇきっさうおぇくしおぇ こうしぇすっかおぇ /”』うつけ 〈けきけゃぇすぇ おけかうぉぇ”/.                                                                                                                                        
17 のくう – ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ しなし しせてぇすぇ う せゃっかうつぇ
ゃぇくっすけ くぇ こせしすうくうすっ. 2001 ゅ. – ‶ぇさかぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう 
せ くぇし しぇ しこっつっかっくう けす ′╃]╁.
18 のくう – 75 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╋ぇおしうき ╂けさおう – させしおう こう
しぇすっか /”╋ぇえおぇ”/.
19 のくう – ′っょっかは くぇ ゃしうつおう  しゃっすうう. ‶っすさけゃう いぇゅけゃっいくう. ‶さっこ. 
‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう. ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぉぇとぇすぇ. ╃っく くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ っくっさゅっすうおぇ. 30 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╃さぇゅけきうさ ┿しっくけゃ 
– ぉなかゅぇさしおう ぉっかっすさうしす う ょさぇきぇすせさゅ/”[けいう いぇ ょ-さ 【けきけゃ”/.
20 のくう – ‶さっこ. ′ぇせき ¨たさうょしおう. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ぉっあぇ
くちうすっ . 145 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ‶っすなさ 〈けこせいけゃ -  けしくけゃぇ
すっか くぇ きせいっえ “╇しおさぇ” う くぇ ゃ.”╇しおさぇ”.
21 のくう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しかなくちっすけ. 145 ゅ. 
けす さけあょっくうっすけ くぇ ]すけはく ‶けこけゃ – 』うつけ ]すけはく, ょっす
しおう こうしぇすっか. 215 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ [けぉなさす ╀なさくし. 
2000 ゅ.- ]╆¨: ╀なかゅぇさうは っ くぇ 102-さけ きはしすけ こけ おぇ
つっしすゃけ くぇ いょさぇゃくけすけ けぉしかせあゃぇくっ けす 191 しすさぇくう.                                                                                                                                          
22 のくう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きけょぇすぇ. 15 ゅ. けす 
しきなさすすぇ くぇ くぇさけょくぇすぇ こっゃうちぇ ′っょはかおぇ ╉っさぇくけゃぇ.                                                                                                                                        
23 のくう – ]ゃっすけゃっく けかうきこうえしおう ょっく. 130 ゅ. けす さけあょっくうっ
すけ くぇ ╊ぇいぇさ ╃けぉさうつ – ょけぇえっく くぇ ぉなかゅぇさしおうは ちうさお.      

‶けょぉけさ: ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ                                                                                                                    

こさうはすっかう. 〈けえ  っ きくけゅけ かうさうつっく う 
つせゃしすゃうすっかっく つけゃっお, うきぇ ょぇさ しかけ
ゃけ う きくけゅけ うくすっさっしくう たさせきゃぇくうは.   
‶さっょう ゃさっきっ きう ぉってっ ういこさぇすうか 
おぇさすうつおぇ こけ かうつっく こけゃけょ, こけあっ
かぇくうっすけ ゃ くっは  ぉってっ しなしすぇゃっくけ けす 
いぇゅかぇゃうは くぇ きけう こっしくう.  ╀ってっ すけか

おけゃぇ きうかけ う つけゃっておけ.  ‶ぇいは すぇいう 
おぇさすうつおぇ おぇすけ しおなこ こけょぇさなお. 
╉けは ╁ぇてぇ こっしっく ぉう きせ けすうゃぇ
かぇ? 
- „╀っい かのぉけゃ” しっ おぇいゃぇ こっしっくすぇ 
きう, おけはすけ ぉう きせ けすうゃぇかぇ.  ╁ くっは しっ 
おぇいゃぇ: „╀けあっ, きうかう, うしおぇき ょぇ しなき 
きかぇょ; ╀けあっ, つせえ っょくうつおうは きう いけゃ. 
┿おけ うしおぇて, けしすぇゃう きっ ゃ ぇょぇ, くけ くっ 
きっ けしすぇゃはえ ぉっい かのぉけゃ!”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぉうか こけしさっとくぇす おぇすけ ╀けゅ - いぇさぇょう 
ゃこっつぇすかっくうっすけ, けしすぇゃっくけ けす ╉させき 
》さうしすけゃ.  
╀はたぇ くっゃっさけはすっく っおうこ, うきぇたぇ 

けすくけてっくうっ おなき くっとぇすぇ. ╇ゃぇくけゃ 
ょけさう こさけきっくう ゃういうはすぇ くぇ ゃっしす-

くうおぇ, うきっすけ きせ, ちはかけしすくぇすぇ きせ 
おけくちっこちうは  ゃ こけしかっょくうすっ  ゅけょう-
くう, さぇいおぇいゃぇ ぉうゃてぇすぇ てっそおぇ, 
けすおかのつゃぇえおう こけつすう こけしなさくぇかうは 
けす ゃさっきっすけ そぇおす, つっ ゃしなとくけしす  
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう こさっょう いぇおさう-
ゃぇくっすけ しう,  „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” しっ 
こさっゃさなとぇ ゃなゃ ゃ. „┿さしっくぇか”. 
〈けつくけ いぇとけすけ ┿さしっくぇか しっ  こさっ-

ゃさなとぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ておけかぇ ゃ 
あうゃけすぇ え , ╁っしっかうくぇ し ぉけかおぇ こさう-
っきぇ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう けす しゃけはすぇ 
っさぇ すぇき.  
╀うかけ しすさぇてくけ: ゃさっきっ, ゃ おけっ-

すけ かうつくけしすうすっ しっ しきぇつおゃぇす, くぇ 
ゃかぇしす うょゃぇ かせきこっくういぇちうはすぇ う 
さぇいさせたぇすぇ. ] ぉけかおぇ くぇぉかのょぇゃぇ 
しすぇゃぇとけすけ, ぉっい ょぇ きけあっ ょぇ きせ しっ 
こさけすうゃけこけしすぇゃう. ]かっょ ょゃっ こさっくぇ-
いくぇつっくうは, こけっきぇ こなす けすゃなょ こけさ-
すぇかぇ. 
╇ ゅけ ゃなさゃう. ]なし しすぇっくぇ ぉけかおぇ 

ゃっつっ こけつすう 20 ゅけょうくう. 
′け しなさちっすけ え しう けしすぇゃぇ ぇさしっくぇか-

しおけ.  ╇ くはきぇ ょぇ きせ きうくっ. 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』たそおかしかせそ...

‶け ゃさっきっ くぇ さっこけさすぇあ

[っょおけかっゅうはすぇ くぇ ゃ. „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ“

]なし しなこさせゅぇすぇ 『ゃっすぇくおぇ
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ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 
で とだぞとばづで げん どばづごでどごぶぎでとだ ずだゎだ

ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ う ]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う 
さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ゅさぇょぇ けさゅぇくういうさぇす ╋かぇょっあおけ ぇすっかうっ 
– いぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ すせさうしすうつっしおけ かけゅけ う しかけゅぇく くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. 『っかすぇ くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ っ ょぇ こさけゃけおうさぇ きかぇょうすっ 
すゃけさちう ょぇ しないょぇょぇす くけゃ, きけょっさっく しうきゃけか くぇ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ すせさうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇちうは しなし しうかっく こけすっくちうぇか.╃ぇ 
しなつっすぇゃぇ ゃ しっぉっ しう きけょっさくけしす, きくけゅけけぉさぇいうっ う しなとっゃさっ-
きっくくけ すさぇょうちうう.
╁ ┿すっかうっすけ きけゅぇす ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ しなし しゃけえ ぇゃすけさしおう 
こさけっおす っょくけ うかう こけゃっつっ そういうつっしおう かうちぇ, くぇ ゃないさぇしす けす 
18 ょけ 35 ゅけょうくう, ぉっい けゅさぇくうつっくうっ ゃ きっしすけあうすっかしすゃけすけ. 
〈っ きけゅぇす ょぇ ういゅけすゃはす ゅさぇそうつっく いくぇお, さっおかぇきくけ ういさっつっ-
くうっ うかう う ょゃっすっ. ]さけおなす いぇ ういこさぇとぇくっ くぇ こさけっおすうすっ っ 
ょけ 30 のくう.
‶さっょかけあっくうはすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ とっ ぉなょぇす けちっくはゃぇくう けす 
ぇゃすけさうすっすくけ あせさう し こさっょしっょぇすっか ]すっそぇく ╀けあおけゃ, つかっく 
くぇ 〉] くぇ ]╀》 う こさっいうょっくす くぇ ╋っあょせくぇさけょくけ すさうっくぇかっ くぇ 
ゅさぇそうつくうすっ ういおせしすゃぇ, う つかっくけゃっ: ‶っすは ╋うくっおけゃぇ (ょういぇえ-
くっさ, ょうさっおすけさ くぇ ′╂‶╇╃ „Aおぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ”), ╉けかぬけ 
╉ぇさぇきそうかけゃ (つかっく くぇ ]╀》, くけしうすっか くぇ ╂さぇく こさう くぇ ╋っあ-
ょせくぇさけょくけ すさうっくぇかっ くぇ ゅさぇそうつくうすっ ういおせしすゃぇ), ょういぇえくっ-
さなす ╁っくおけ ぃくぇおけゃ う いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]ょさせ-
あっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
‶っすなさ ╁っおけゃ.
‶けぉっょうすっかはす ゃ ╋かぇょっあおけすけ ぇすっかうっ とっ ぉなょっ けぉはゃっく くぇ 1 
のかう. 〈けえ とっ こけかせつう くぇゅさぇょぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 800 かっゃぇ, ょけ-
おぇすけ いぇ ぇゃすけさぇ くぇ ういぉさぇくけすけ ういさっつっくうっ-しかけゅぇく しぇ こさっょ-
ゃうょっくう 300 かっゃぇ. ┿おけ かけゅけすけ う しかけゅぇくなす しぇ ょっかけ くぇ っょうく 
ぇゃすけさ, すけえ とっ こけかせつう う ょゃっすっ くぇゅさぇょう. 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ こかぇくうさぇす ゃ くぇつぇかけすけ くぇ のかう ょぇ くぇこさぇ-
ゃはす ういかけあぉぇ ゃ ゅさぇょしおぇ しさっょぇ し 20 ういぉさぇくう ういきっあょせ ゃしうつ-
おう すゃけさぉう, つううすけ ぇゃすけさう とっ ぉなょぇす くぇゅさぇょっくう う し ょうこかけ-
きぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ ┿すっかうっすけ.
〉しかけゃうはすぇ くぇ ╋かぇょっあおけ ぇすっかうっ う ゃしうつおう くっけぉたけょうきう ょけ-
おせきっくすう いぇ せつぇしすうっ しぇ ょけしすなこくう くぇ ぇょさっし www.experti-
kazanlak.com, おぇおすけ う ゃなゃ そっえしぉせお しすさぇくうちぇすぇ くぇ ┿すっ-
かうっすけ.

ぎ¡ïäñëöóöñ  で ぢだがんづぺと  げん 1- ゑご ùぞご 

]おなこう しなゅさぇあょぇくう, 
こさうはすっかう う おけかっゅう,

′うっ, ゅさせこぇすぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう けす „ぎ¡ïäñëöó 

£í とí£íÖ¿é¡”, しっ けぉさなとぇきっ 
おなき ゃぇし, おぇすけ すなさしうき ゃぇてぇ-
すぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは う しな-
ょっえしすゃうっ.
¨つぇおゃぇきっ ゃぇてぇすぇ けちっくおぇ いぇ 

さぇぉけすぇすぇ くぇ ょけしっゅぇてくけすけ さな-
おけゃけょしすゃけ くぇ けぉとうくぇすぇ ゃ かう-
ちっすけ くぇ おきっすぇ う けぉとうくしおうは 
しなゃっす, いぇ ょぇ ういゅけすゃうき くけゃぇすぇ 
‶さけゅさぇきぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい しかっょゃぇ-
とうすっ つっすうさう ゅけょうくう. ╆ぇ すぇいう 
ちっか ういゅけすゃうたきっ しこっちうぇかくぇ 
┿くおっすぇ う けつぇおゃぇきっ う ゃぇてうすっ 
こさっょかけあっくうは いぇ すけゃぇ, おぇおゃけ 
うしおぇすっ ょぇ こさけきっくうき いぇっょくけ, 
すぇおぇ, つっ ょぇ あうゃっっき ゃ きけょっさ-
くぇ う ょけしすけえくぇ けぉとうくぇ, おぇ-
おゃぇすけ ゃしうつおう くうっ いぇしかせあぇ-
ゃぇきっ.

╆ぇ くぇし, おぇおすけ う いぇ ゃしっおう 
ゅさぇあょぇくうく くぇ けぉとうくぇすぇ, っ 
ゃぇあくけ ょぇ うきぇきっ しこけおけえしすゃうっ 
う しうゅせさくけしす, いぇ ょぇ ゃなさてうき 
ょけぉさっ さぇぉけすぇすぇ しう. ′っけぉたけ-
ょうきぇ っ きけょっさくぇ うくそさぇしすさせお-
すせさぇ, いぇ ょぇ ょけえょぇす こけゃっつっ 
うくゃっしすうちうう う こけゃっつっ さぇぉけす-
くう きっしすぇ いぇ くぇし う ょっちぇすぇ くう, 
きけょっさくけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ う 
けぉさぇいけゃぇくうっ.
╁ぇあくけ っ ょぇ しきっ ゅけさょう, つっ 

あうゃっっき ゃ きけょっさくぇ う ぉかぇゅけ-
ょっくしすゃぇとぇ けぉとうくぇ. 

╆ぇすけゃぇ うきぇきっ くせあょぇ けす 
ゅさぇあょぇくしおぇすぇ しなゃっしす う こけ-
いうちうは くぇ ゃしっおう けす ゃぇし, いぇ ょぇ 
ういゅさぇょうき いぇっょくけ けぉとうくぇすぇ, 
おけはすけ いぇしかせあぇゃぇきっ. 

╆ぇとけ しっ おぇくょうょぇすうさぇ-
きっ けすくけゃけ いぇ しなゃっすくうちう ゃ 
¨ぉ] くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお?

╆ぇとけすけ くうっ, ゅさせこぇすぇ けぉ-
とうくしおう しなゃっすくうちう けす ╄╉, しきっ 
つぇしす けす ゅさぇあょぇくしおけすけ けぉとっ-
しすゃけ う ゃしはおけ さってっくうっ, おけっすけ 
っ ゃ うくすっさっし くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
くぇ けぉとうくぇすぇ, っ う くぇてっ.
╆ぇとけすけ くっ しきっ ょけゃけかくう 

けす ょけしっゅぇてくぇすぇ ょっえくけしす くぇ 
¨ぉ], すなえ おぇすけ こさけすうゃけさっ-
つうはすぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ さぇいかうつくうすっ こけかうすうつっしおう 
こぇさすうう こさぇおすうつっしおう ぉかけおう-
さぇたぇ ょっえくけしすすぇ きせ. ╁ くぇしすけ-
はとうは くう きぇくょぇす くっ せしこはたきっ 
ょぇ くぇかけあうき こさぇゅきぇすうつくけ 
さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ 
くぇ けぉとうくぇすぇ, いぇとけすけ ぉはたきっ 
きぇかおけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しきっ こけゃっ-
つっ, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ くぇかけあうき 
ょさせゅ しすうか くぇ さぇぉけすぇ ゃ ¨ぉ] - 
ぇ くうっ きけあっき う いくぇっき.
╆ぇとけすけ ゃさっきっすけ くぇ こけかうすう-

つっしおうすっ きくけいうくしすゃぇ けすょぇゃくぇ 
しゃなさてう. 〈けいう, おけえすけ しう きう-
しかう, つっ きけあっ ょぇ せこさぇゃかはゃぇ 
し こけかうすうつっしおけ きくけいうくしすゃけ, 
おさうゃけ しう こさぇゃう しきっすおうすっ う 
すけゃぇ しっ ょけおぇいぇ こさっい ういきうくぇ-
ゃぇとうは きぇくょぇす くぇ ̈ ぉ]. ′せあくけ 
っ ょぇ うきぇ きくけいうくしすゃぇ, そけさ-
きうさぇくう しぇきけ けす うくすっさっしうすっ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う けぉとうくぇすぇ. 
╋くけいうくしすゃぇ, おけうすけ ょぇ さぇぉけ-
すはす ゃ いぇとうすぇ くぇ おけくおさっすくう 
こさけっおすう う おけくおさっすくう うくうちう-
ぇすうゃう, おけうすけ しぇ ゃ うくすっさっし くぇ 

さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╆ぇ 
すぇおけゃぇ きくけいうくしすゃけ  くうっ さぇ-
ぉけすうたきっ う しきっ ゅけすけゃう ょぇ さぇ-
ぉけすうき う ゃ ぉなょっとうは ¨ぉ]. ′っ 
いぇ きくけいうくしすゃけすけ くぇ こけかうすう-
つっしおうすっ うょっけかけゅうう, ぇくけくうき-
くけしすすぇ う ぉっいけすゅけゃけさくけしすすぇ, 
ぇ いぇ きくけいうくしすゃけ くぇ しないうょぇ-
くうっすけ, こさぇゅきぇすうつくけしすすぇ う 
っそっおすうゃくけしすすぇ. 
′っ しきっ けぉさっきっくっくう けす こぇさ-

すうえくう こさうしすさぇしすうは, いぇすけゃぇ 
きけあっき ょぇ こけょおさっこうき ゃしはおけ 
さってっくうっ ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ, くっいぇゃう-
しうきけ けす おけゅけ っ こさっょかけあっくけ. 
′っとけ こけゃっつっ, くうっ しきっ ゅっくっ-
さぇすけさう くぇ ょけぉさうすっ うょっう う 
こけかいう.
〈けゃぇ, おけっすけ ゃう こさっょかぇゅぇ-

きっ, っ いぇっょくけ ょぇ しないょぇょっき 
‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ ょぇ 
こさっょかけあうき う こさっょしすぇゃうき 
こさっい しかっょゃぇとうは きぇくょぇす くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
╂けすけゃう しきっ ょぇ さぇぉけすうき いぇ 

すけゃぇ う ょぇ は けすしすけはゃぇきっ.
〉ゃっさはゃぇきっ ゃう, つっ くぇてぇすぇ 

けしくけゃくぇ いぇょぇつぇ こさっい しかっょ-
ゃぇとうすっ ゅけょうくう っ ょぇ ぉなょっき 
╁ぇてうすっ たけさぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす, 》けさぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
┿くおっすぇすぇ きけあっすっ ょぇ くぇきっ-

さうすっ う こけこなかくうすっ ゃ こさうっき-
くぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ ぉせか ”[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ” 5 う くぇ しぇえすぇ: www.
experti-kazanlak.com
╁ぇてっすけ きくっくうっ っ ゃぇあくけ いぇ 

くぇし!
′っおぇ しう こけあっかぇっき けぉと 

せしこった!

] ういちはかけ けぉくけゃっくぇ  ょっすしおぇ 
こかけとぇょおぇ しっ しょけぉうたぇ ょっちぇ-
すぇ う あうゃっっとうすっ ゃ おゃぇさすぇか 

„╁ぇしうか ╊っゃしおう”, ゃ さぇえけくぇ くぇ 
ぉかけおけゃっすっ 22 う 23. 
‶かけとぇょおぇすぇ, おけはすけ っ くぇ 

こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう, こけ 
うくうちうぇすうゃぇ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ こさっょう 
すさう ゅけょうくう ぉっ ういちはかけ さっ-
おけくしすさせうさぇくぇ - し ういゅさぇょっくう 
くけゃう おぇすっさせておう, こなさいぇかおう う 
こはしなつくうちう. 
╁なこさっおう しすさっきっあぇ くぇ きっしす-

くうすっ たけさぇ ょぇ けこぇいはす おさぇしう-
ゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ いぇ ょっちぇすぇ, 
いぇ ういきうくぇかうすっ すさう ゅけょうくう 
ゅけかはきぇ つぇしす けす こはしなおぇ こさっょ 
こなさいぇかおうすっ ういつっいくぇ, ぇ かのか-
おうすっ ぉはたぇ こけゃさっょっくう しっさう-
けいくけ,  ぇ くはおけう  こさけしすけ うい-
つっいくぇたぇ. 
╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╋っあょせ-

くぇさけょくうは ょっく くぇ ょっすっすけ - 
1-ゃう のくう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ けすくけゃけ  
しっ いぇったぇ し こさうはすくぇすぇ いぇょぇ-
つぇ ょぇ ゃないしすぇくけゃはす  ょっすしおぇすぇ 
こかけとぇょおぇ ,おぇすけ は さっくけゃうさぇす 
う  けしゃっあぇす. 
′ぇ きはしすけすけ くぇ ういこけつせこっ-

くうすっ かのかおう しっ こけはゃうたぇ くけゃう 
う いょさぇゃう, ぇ こはしなつくうちうすっ 
ぉはたぇ いぇこなかくっくう し くけゃ こは-
しなお. ¨しゃっあっくぇ っ けゅさぇょぇすぇ 
くぇ こかけとぇょおぇすぇ,  けおけしっくう  しぇ 
すさっゃうすっ, こさっぉけはょうしぇくう しぇ 
う けしすぇくぇかうすっ うゅさけゃう しなけさな-
あっくうは. 
]すぇくぇ  きくけゅけ こさうはすくけ きはし-

すけ, すゃなさょはす あうすっかうすっ くぇ 
おゃぇさすぇか „╁ぇしうか ╊っゃしおう” - 
とぇしすかうゃう, つっ  ょっちぇすぇ うき うきぇす 
しこけおけえくけ う こさうはすくけ きはしすけ いぇ 
うゅさぇ. 〈ぇおけゃぇ, し おけっすけ おさぇしう-
ゃうすっ きっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ し 
っょくけ こけゃっつっ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡.

╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

とんげんぞずぺぷとご ばぶごどぎず べぎ
だゐごとだずご ゑごどだぷん
╉ぇいぇくかなておうはす きぇさぇすけくっち  

╃ぇくうっか 『けおっゃ とっ せつぇしすゃぇ 
ゃ こけさっょくぇすぇ ¨ぉうおけかおぇ くぇ 
╁うすけてぇ - 100 おうかけきっすさぇ 
ぉはゅぇくっ うかう おけかけっいょっくっ  - 
こけ ういぉけさ! ′ぇつぇかけすけ っ すけつ
くけ ゃ こけかせくけと  くぇ 2-さう のかう, 
こっすなお しさっとせ しなぉけすぇ. ╅っかぇ
っとうすっ ょぇ こさっきっさはす  しうかう う 
ょせた きけゅぇす  ょぇ しすぇくぇす つぇしす 

けす しこけさすくぇすぇ おけきこぇくうは くぇ  
おぇいぇくかなておうは せつうすっか.  
╁ しすさぇくうちぇすぇ しう ゃなゃ 《っえし

ぉせお しぇきうはす ╃ぇくうっか 『けおっゃ っ 
くぇこうしぇか, つっ けつぇおゃぇ „くけゃぇ 
しさっとぇ し ょけぉさう こさうはすっかう う 
ょぇえ, ╀けあっ, かうつっく さっおけさょ. 
】っ しすぇくっ っょくけ しこけさすくけ しせ
こっさ てけせ...”
 ¨す ゅけょうくう ╃ぇくうっか 『けおっゃ 

こさっょういゃうおゃぇ しっぉっ しう ゃ こけ
さっょうちぇ さぇいかうつくう きぇさぇすけく
しおう せつぇしすうは. 〈けえ っ しさっょ 
くぇえ-さっょけゃくうすっ ぉっゅぇつう くぇ 
おぇいぇくかなておうは しすぇょうけく. 
『けおっゃ っ こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 

せつうかうとっすけ ゃ しっかけ ¨しっすっ
くけゃけ, けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ╀ぇくは.  
╆ぇょ ゅなさぉぇ しう  うきぇ ょっしっすおう 
せつぇしすうは ゃ しゃっすけゃくう きぇさぇ
すけくう, くぇちうけくぇかくう しなしすっいぇ
くうは う かうつくう さっおけさょう. 

〈┿
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]ぇきけしすけはすっかっく こさぇいくうつっく おけくちっさす ういくっしっ くぇ 2 のくう ゃ 
╃╉ „┿さしっくぇか” 《けかおかけさくうはす すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”. 
╄ょくけつぇしけゃぇすぇ おけくちっさすくぇ こさけゅさぇきぇ, ゃおかのつゃぇとぇ う くけゃう 
すぇくちう けす さっこっさすけぇさぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ, ぉっ こけいょさぇゃ けす うきっすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ おなき おぇいぇくかなつぇくう こけ しかせつぇえ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ`2011 し こけあっかぇくうっ いぇ いょさぇゃっ う こさぇいくうつくけ くぇ-
しすさけっくうっ. 
╁たけょなす ぉってっ しゃけぉけょっく, おぇすけ こさっょゃぇさうすっかくけ ゃ いぇかぇすぇ 

しこっちうぇかくけ ぉはたぇ こけおぇくっくう こっくしうけくっさう, つかっくけゃっ くぇ ]なのいぇ 

くぇ いぇこぇしくうすっ けそうちっさう う しっさあぇくすうすっ けす 
いぇこぇしぇ, ゅさぇあょぇくう ゃ いぇすさせょくっくけ きぇすっさう-
ぇかくけ こけかけあっくうっ う けす しけちうぇかくうすっ ょけきけ-
ゃっ いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょっちぇ  
う ゃないさぇしすくう し せゃさっあょぇくうは. 
‶さっょう おけくちっさすぇ くぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ 

こせぉかうおぇすぇ ぉっ こさっょしすぇゃっく 15-きうくせすっく 
そうかき, けすさぇいはゃぇと っょくけ けす すせさくっすぇすぇ くぇ 
ぇくしぇきぉなかぇ ゃ ぅこけくうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

『ぇさうちぇ [けいぇ`2011 – ]うきけ
くぇ ‶っすおけゃぇ う ょゃっすっ え こけょ
ゅかぇしくうつおう せつぇしすゃぇたぇ ゃ ‶さぇい
くうおぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ 
くけゃう ぉぇかくう さけおかう.  
[けおかうすっ しぇ こけ うょっは くぇ ╃ぇさう

くぇ ╈けゃつっゃぇ, せつっくうつおぇ ゃ しこっ
ちうぇかくけしすすぇ „╋けょっく ょういぇえく” 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さけそっ
しうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは こけ かっおぇ 
こさけきうてかっくけしす う すせさういなき. 
╇ょっはすぇ - ゃういうはすぇ くぇ ちぇさう
ちうすっ ょぇ ぉなょっ しきっくっくぇ, っ くぇ 
けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ – ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお う 《けくょぇちうは „╀なかゅぇさしおぇ 
さけいぇ”. 〈っ けさゅぇくういうさぇかう おけく
おせさし しさっょ せつっくうちうすっ けす 11 
„ゃ” おかぇし けす きけょくぇすぇ しこっちうぇか
くけしす し ういうしおゃぇくっすけ - くけゃうすっ 
さけおかう ょぇ ぉなょぇす こけ-きけょっさくう う 
ちぇさしすゃっくう. ‶っすうきぇ きかぇょう ょう
いぇえくっさう しっ ゃおかのつうかう ゃ おけく
おせさしぇ, おけえすけ こっつっかう ╃ぇさうくぇ 
╈けゃつっゃぇ.
[けおかうすっ しぇ せてうすう し こけきけ

とすぇ くぇ こさっこけょぇゃぇすっかおぇすぇ こけ 

おけくしすさせうさぇくっ う ょういぇえく うくあ. 
╋うかっくぇ ╉ぇさぇしすけはくけゃぇ し こけ
きけとすぇ くぇ ╋ぇさうえおぇ [ういけゃぇ, 
しなとけ けす ゅうきくぇいうはすぇ こけ すせさう
いなき.
′けゃぇすぇ ゃういうは くぇ けぉかっおかけすけ 

くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ っ こさけゃけおう
さぇくぇ けす うょっはすぇ いぇ ちゃっすはすぇ, 

っそうさくけしすすぇ くぇ さけいぇすぇ う きくけ
あっしすゃけすけ けさくぇきっくすう, けぉはしくう 
╉ぇさぇしすけはくけゃぇ. [けおかうすっ くぇ
こけょけぉはゃぇす さけいけゃ ちゃはす. ╇いさぇ
ぉけすっくう しぇ けす しぇすっく う けさゅぇく
いぇ, し せしっとぇくっすけ いぇ かっおけすぇ う  
っそうさくけしす.         
╁ こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう 

ういぉさぇくうすっ ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇす 
╉ぇいぇくかなお くぇ こさぇいくうおぇ ょっゃけえ
おう しっ けぉかうつぇたぇ ゃ せくうおぇかくうすっ 
おけしすのきう くぇ しちっくけゅさぇそぇ くぇ 
けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ” – ╉なくつけ ╉ぇしぇぉけゃ, 
おけえすけ うきぇ くけきうくぇちうは いぇ すっぇ
すさぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ „┿しおっっさ” いぇ 
しちっくけゅさぇそうは. ╉けしすのきうすっ くぇ 
╉なくつけ ╉ぇしぇぉけゃ ゃなこかなとぇゃぇす 
うょっはすぇ いぇ すさぇおうえしおぇすぇ ゃういうは 
くぇ 『ぇさうちぇすぇ う しぇ しゃけっけぉさぇい
くぇ さっこかうおぇ くぇ けぉかっおかけすけ くぇ 
ゃかぇょっすっかおぇすぇ, ういこうしぇくぇ ゃ おぇ
いぇくかなておぇすぇ 〈さぇおうえしおぇ ゅさけぉ
くうちぇ けす 4-すう ゃっお こさ. く.っ.
[けおかうすっ くぇ きけきうつっすぇすぇ しっ 

ょけこなかゃぇたぇ けす しさっぉなさくう くぇおう
すう – おけさけくぇ う けぉっちう, さなつくぇ 
ういさぇぉけすおぇ, くぇ おぇいぇくかなておうは 

〉あえしあつかせ しけ か けくいそちひて せあ をあちけぬあ 『そくあ?
/ぇくおっすぇ し せつっくうちう/

『ゃっすけきうさ ‶っすさけゃ:
]こけさっょ きっく, ういぉけさなす くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くっ っ きぇくうこせかうさぇく, 
いぇとけすけ くっ きうしかは, つっ おぇいぇくかなつぇくう しぇ すけかおけゃぇ おけさせきこうさぇ
くう, つっ ょぇ けこけさけつぇす すけいう おさぇしうゃ おけくおせさし.

╇ゃっかうくぇ ╃うきうすさけゃぇ:
‶けしかっょくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお ぉってっ くぇうし
すうくぇ たせぉぇゃけ きけきうつっ. ′け, こけ ょせきうすっ くぇ っょくぇ きけは こけいくぇ
すぇ, せつぇしすくうつおぇ ゃ おけくおせさしぇ ゃ ‶ぇゃっか ╀ぇくは, 『ぇさうちぇ [けいぇ っ 
しこっつっかうかぇ し こけきけとすぇ くぇ おけさせこちうは.

╁ぇかっくすうくぇ ‶っさつっきかうっゃぇ:
]きはすぇき, つっ くっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ しっ ういぉうさぇ 
けぉっおすうゃくけ. 『ぇさうちぇ [けいぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ういぉうさぇ こけ おさぇしけ
すぇ う うくすっかうゅっくすくけしす, くけ ちぇさうちうすっ くっ けすゅけゃぇさはす くぇ すけいう 
おさうすっさうえ. ╉けくおせさしなす, こけ きけっ きくっくうっ, ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう 
っ きぇくうこせかうさぇく.

]すぇくうしかぇゃ ╂っけさゅうっゃ:
]なとっしすゃせゃぇ きくっくうっ, つっ おけくおせさしなす っ きぇくうこせかうさぇく. ′っ 
こけいくぇゃぇき おぇくょうょぇすおうすっ すぇいう ゅけょうくぇ, くうすけ きけきうつっすぇすぇ けす 
きうくぇかう ゅけょうくう う くっ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ しなし しうゅせさくけしす, くっ しなき 
ゅう ゃうあょぇか くうおなょっ こさっょう ういぉけさぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╃うさっおすけさなす くぇ „〈ったくけかけ
ゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけ
させょゃぇくっ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 

うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ ぉっ うい
ぉさぇく いぇ いぇきっしすくうお-こさっょしっ
ょぇすっか くぇ ′ぇせつくけ-すったくうつっ
しおうは しなのい /′〈]/ ゃ ╉ぇいぇくかなお  
こけ ゃさっきっ くぇ けすつっすくけ-ういぉけさ
くけすけ しなぉさぇくうっ くぇ けさゅぇくういぇ
ちうはすぇ, こさけゃっょっくけ ゃ おさぇは くぇ 
きぇえ. ╃けきぇおうく くぇ そけさせきぇ ぉっ 
╃けきなす くぇ くぇせおぇ う すったくうおぇすぇ 
ゃ ゅさぇょぇ. 
《けさせきなす こさうっ  けしくけゃくう くぇ
しけおう いぇ さぇぉけすぇ こさっい しかっょ
ゃぇとうは 4-ゅけょうてっく こっさうけょ う 
しゃけえ ぉのょあっす. 
╉ぇすけ ゅかぇゃくぇ ちっか くぇ 〉] くぇ 
′〈] ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ いぇこうしぇくけ  
こさうゃかうつぇくっすけ くぇ くけゃう つかっ
くけゃっ くぇ ]なのいぇ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ しぇ, おぇおすけ おけかっおすうゃくう – 
そうさきう う のさうょうつっしおう かうちぇ, 

すぇおぇ う うくょうゃうょせぇかくう. ╃させゅぇ 
ゃぇあくぇ ちっか っ けさゅぇくういうさぇくっ
すけ くぇ さぇいかうつくう けぉせつうすっかくう 
そけさきう う おせさしけゃっ. 
‶さっょけしすぇゃはくっすけ くぇ ゃないきけあ
くけ くぇえ-ゅけかはき けぉっき くけゃぇ すった
くうつっしおぇ うくそけさきぇちうは う こけ
きけと っ しなとけ っょくぇ けす ちっかうすっ 
くぇ くけゃうは せこさぇゃうすっかっく しなゃっす  
くぇ ′〈]. 
╆ぇ こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ 
′〈] ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ こさっうい
ぉさぇく  ╃けつけ ╁ぇしうかっゃ,  おけえすけ 
とっ しっ こけょこけきぇゅぇ ゃ さぇぉけすぇ 
けす ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ. 』かっくけゃっ 
くぇ 〉] しすぇくぇたぇ   ┿かっおしぇくょなさ 
╋うくつっゃ けす ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあう
くう ゃ し. ╉さなく,  〈けくつけ 』せおぇかけゃ  
う ╁ぇしうか ╁ぇしうかっゃ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╁すけさけすけ ういょぇくうっ くぇ „╆ぇぉ
さぇゃっくけ う くっういゃっしすくけ いぇ しすぇ
さうは ╉ぇいぇくかなお”  こさっょしすぇゃう くぇ 
26-すう きぇえ ゃ ╇しすけさうつっしおうは 

きせいっえ „╇しおさぇ” ╊のょきうかぇ ╉う
すうこけゃぇ – ‶けこけゃぇ. ╋ぇかおけ うい
ゃっしすくう う かのぉけこうすくう „おぇさすう
くう”  けす ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ きうくぇかうは ゃっお, こけさすさっすう 
くぇ こけこせかはさくう きっしすくう かうつ
くけしすう う いっゃいっちう, あうゃけすなす ゃ 
‶っょぇゅけゅうつっしおけすけ せつうかうとっ, 
ょぇかけ くぇつぇかけすけ くぇ おせかすせさくけ
すけ こさっけぉさぇいはゃぇくっ くぇ ╉ぇいぇく
かなお, しぇ ゃおかのつっくう ゃ おくうゅぇすぇ, 
こさっょしすぇゃっくぇ けす うしすけさうおぇ 
╋けきつうか ╋ぇさうくけゃ, せさっょくうお 

ゃ ╇╋ „╇しおさぇ”. ‶さうしなしすゃうっすけ 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 
ょ-さ ╉さなしすぬけ ╉さなしすっゃ, ┿くすけく 
]すさぇてうきうさけゃ, くぇ ぇゃすけさぇ くぇ 

こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ 
╄きぇくせうか ╋ぇくけかけゃ, くぇ 』せ
ょけきうさ, ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 
う ょっしっすおう ょさせゅう せつうすっかう 
っ ょぇかけ けしくけゃぇすぇ くぇ くけゃうは 
おせかすせさっく ょせた くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しきはすぇ ╊のょきうかぇ ╉うすうこけゃぇ, 
おけはすけ っ ょなとっさは くぇ ういゃっしす
くうは ういしかっょけゃぇすっか くぇ おぇいぇく
かなておうは おさぇえ  ‶っすおけ ╉うすう
こけゃ, くぇこうしぇか こさっょう こけかけゃうく 
ゃっお うしすけさうはすぇ くぇ さけょくけすけ しう 
しっかけ „╋うくぇかけすけ くぇ ╄くうくぇ” -  

っょうく けぉさぇいっち くぇ おけさっおすくけすけ 
う ょけしすけゃっさくけ おさぇっゃっょつっしおけ 
ういしかっょゃぇくっ. ╉うすうこけゃぇ – ‶け
こけゃぇ っ こけかいゃぇかぇ いぇ おくうゅぇすぇ 
しう けゅさけきくうは う ぉけゅぇす ぇさたうゃ, 
けしすぇゃっく けす ぉぇとぇ え, おけえすけ 
っ けしくけゃぇ う いぇ ょさせゅう くっえくう 
おくうゅう. ╂けかはきぇ つぇしす けす ぇさたう
ゃぇ しう ‶っすおけ ╉うすうこけゃ, こさっ
おぇさぇか こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
あうゃけすぇ しう ゃなゃ ╁ぇさくぇ, っ こさっ
ょけしすぇゃうか くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおうは 
けおさなあっく ぇさたうゃ, しこけょっかう 
こさっょ こせぉかうおぇすぇ ょなとっさは きせ. 
╉うすうこけゃぇ あうゃっっ ゃ ‶かけゃょうゃ, 
こけ こさけそっしうは っ たうきうお,  ょなか
ゅけゅけょうてっく こさっこけょぇゃぇすっか う 
ょけちっくす ゃ ┿ゅさぇさくうは せくうゃっさ
しうすっす すぇき.

╃うぇくぇ  [ぇきくぇかうっゃぇ
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きぇえしすけさ ╊のぉけ ╃せょっゃ. ╁ こけ
しかっょくうすっ ゅけょうくう, けぉぇつっ, こけ
しすっこっくくけ ゅさぇあょぇくうすっ いぇこけつ
くぇたぇ ょぇ ゃうあょぇす 『ぇさうちぇ [けいぇ 
ぉっい こなかくうは おけきこかっおす くぇ すさぇ
ょうちうけくくうすっ え ぇすさうぉせすう. 』ぇしす 
けす さなおぇゃうすっ, っかっゅぇくすくけ くぇ
こけきくはとう ぉけょかうすっ くぇ さけいぇすぇ, 
おぇおすけ う しさっぉなさくうすっ けぉっちう, 
ういつっいくぇたぇ くっいくぇえくけ おなょっ.
〈ぇいう ゅけょうくぇ きけきうつっすぇすぇ ょっ

そうかうさぇたぇ しなし しさっぉなさくう くけゃう 
おけさけくおう.
╆ぇ こさなゃ こなす くけゃうすっ すけぇかっ

すう ぉはたぇ こけおぇいぇくう ゃっつっさすぇ くぇ 
1-ゃう のくう くぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
ういかけあぉぇすぇ „╋ぇゅうはすぇ くぇ ちゃっ
すはすぇ” くぇ „╇しおさぇ” 4.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

』しかお

╊. ╉うすうこけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ

しく. ╇. ╀けくっゃ

╇ きぇかおう, う ゅけかっきう しっ さぇょゃぇす くぇ おさぇしうゃぇすぇ こかけとぇょおぇ

ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡
けぉくけゃうたぇ こかけとぇょおぇすぇ こさっょ 

ぉか. 22 ゃ おゃ. „╁. ╊っゃしおう“

》ぇさすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う ╂さぇし こけょこうしぇたぇ 
おきっすけゃっすっ くぇ ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ╅ぇく-‶うっさ ╊っかの 
ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ こけしかぇくうおぇ くぇ 《さっくしおぇすぇ さっこせぉかうおぇ せ くぇし 
′.‶さ. 《うかうこ ¨すうっ. 〈けゃぇ しっ しかせつう こけ ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ 
しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 3 のくう 2011.
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╁ぇかっさうえ ╉せいきうつ っ くぇ 52 ゅけょうくう. ╁ しうしすっきぇすぇ くぇ こさけそしなのいう-
すっ ゃ ╀っかぇさせし  っ けす 1988 ゅ. ¨す 8 ゅけょうくう っ こさっょしっょぇすっか くぇ ╀っ-
かぇさせしおうは こさけそしなのい くぇ さぇぉけすくうちうすっ けす ぇゃすけきけぉうかくけすけ う しっか-
しおけしすけこぇくしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, ゃ おけえすけ つかっくせゃぇす 116 たうかはょう 
ょせてう, けぉっょうくっくう ゃ 61  けさゅぇくういぇちうう. ‶さけそしなのいなす けぉっょうくはゃぇ 
くぇえ-ゅけかっきうすっ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ, しさっょ おけうすけ しぇ ╋うくしおう-
はす すさぇおすけさっく いぇゃけょ, ╋うくしおうはす ぇゃすけきけぉうかっく いぇゃけょ, ╆ぇゃけょなす いぇ 
おけかっしくう ゃかっおぇつう う ょさ. 〈っいう そうさきう しぇ  ゃ „すさけえおぇすぇ” くぇ しゃっ-
すけゃくうすっ こさけういゃけょうすっかう, 70% けす こさけょせおちうはすぇ うき っ っおしこけさすくぇ. 
‶けしかっょくぇすぇ くけゃうくぇ けす けすさぇしなかぇ っ, つっ くぇしおけさけ っ ぉうか こせしくぇす  
360-すけくっく おぇきうけく. 

′ぇょ 20 たうかはょう しぇ つかっくけゃっすっ くぇ けさゅぇくういぇちううすっ, し おけうすけ しうく-
ょうおぇすなす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかうすっ  しう しなすさせょくうつう – くぇ ゃっすっさぇくう-
すっ, くぇ きかぇょっあおう う あっくしおう しすさせおすせさう, せつうかうとぇ, おけかっあう う ょさ.

‶さけそしなのいくうはす かうょっさ こさうっきぇ, つっ しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
/けお. 700 かゃ./ ゃ しすさぇくぇすぇ きせ っ いぇょけゃけかうすっかくぇ, くけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
こぇょぇ こけゃっつっ けす すけゃぇ. ╂けさょ っ, つっ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ ╀っかぇさせし っ こけょ 
1% /ゃ ╀なかゅぇさうは っ 8,5/. 

„╆ぇ ゃしはおけ くっとけ しっ うしおぇ さぇぉけすぇ” っ くっゅけゃ けしくけゃっく こさうくちうこ.
╁ぇかっさうえ ╉せいきうつ う  おけかっゅぇすぇ きせ ┿かっおしぇくょなさ ╋っさおせか ぉはたぇ くぇ  

こけしっとっくうっ ゃ „┿さしっくぇか” こけ こけおぇくぇ くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ そっょっさぇ-
ちうは „╋っすぇかっかっおすさけ”  う くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃.

╉ぇおゃけ いくぇったすっ いぇ „┿さしっ-
くぇか”, こさっょう ょぇ こさうしすうゅくっすっ ゃ 
╀なかゅぇさうは?
- ╆ぇ „┿さしっくぇか” いくぇったきっ, つっ っ 

きくけゅけ たせぉぇゃけ う きくけゅけ ゅけかはきけ 
こさっょこさうはすうっ, おけっすけ こさけういゃっあ-
ょぇ しぇきけ おぇつっしすゃっくぇ こさけょせおちうは. 
╇いゃっしすくけ くう  っ  しなとけ, つっ そうさ-
きぇすぇ ゃう ういくぇしは しゃけうすっ こさけょせおすう 
こけ ちっかうは しゃはす. ╂けさょっっき しっ, つっ 
すせお しっ こさけういゃっあょぇ ぇゃすけきぇす „╉ぇ-
かぇてくうおけゃ”, こけょけぉさっく けす ゃぇてうすっ 
しこっちうぇかうしすう. ┿ いぇ こけかけあうすっか-
くうすっ こさぇおすうおう 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 ╉′]╀ ゃ „┿さしっ-
くぇか” いくぇっき けす きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
しうくょうおぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは „╄ゃさぇ-
いうは”, ゃ おけはすけ つかっくせゃぇす ╀っかぇさせし う 
╀なかゅぇさうは.
╉けかおけ こさけそしなのいぇ うきぇ ゃ ╀っ-

かぇさせし? 
- ╁ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ うきぇ 28 けす-

さぇしかっゃう こさけそしなのいぇ, けぉっょうくっくう 
ゃ っょくぇ そっょっさぇちうは. ‶け きぇとぇぉう 
くぇてうはす しうくょうおぇす, くぇ きぇてうくけ-
しすさけうすっかうすっ, ゃかういぇ ゃ ょっしはすおぇすぇ. 
╇きぇ う ょさせゅう, しゃけぉけょくう, こさけそしな-
のいう. ′はきぇきっ しすさけゅけ けこさっょっかっ-
くう すっさうすけさうぇかくう けぉっょうくっくうは, 
うきぇきっ 3 せおさせこくっくう さっゅうけくぇかくう 
しなゃっすぇ, おけうすけ うきぇす こさっょしっょぇすっ-
かう. ]すさせおすせさうさぇくう しぇ けぉかぇしすくう う 
さっゅうけくぇかくう けさゅぇくういぇちうう.
¨す おぇおゃけ いぇゃうしう つうしかっくけしす-

すぇ くぇ こさけそしなのいくうすっ けさゅぇくう-
いぇちうう ゃなゃ ゃぇてうすっ こさっょこさうは-
すうは?
- ]なとっしすゃせゃぇ しかっょくぇすぇ いぇゃう-

しうきけしす: ぇおけ っょくけ こさっょこさうはすうっ 
さぇぉけすう ょけぉさっ, つかっくけゃっすっ くぇ 
こさけそしなのいうすっ しぇ きくけゅけ; う けぉさぇ-
すくけ – ぇおけ さぇぉけすう かけてけ, こさけそ-
しなのいくうすっ つかっくけゃっ しぇ きぇかおけ.  〉 
くぇし うきぇ ょけぉさっ さぇぉけすっとう  こさっょ-

こさうはすうは, ゃ おけうすけ こさけちっくすなす くぇ 
こさけそしなのいくうすっ つかっくけゃっ ょけしすうゅぇ 
90-95% - ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ しうか-
くうすっ こさけそしなのいう ゃ すはた. ╇きぇ う くっ 
ょけすぇき ょけぉさっ さぇぉけすっとう そうさきう, 
ゃ おけうすけ すけいう こさけちっくす っ くはおなょっ 
けおけかけ 50. ′ぇ すぇおうゃぇ けさゅぇくういぇ-
ちうう くうっ こけきぇゅぇきっ ょぇ せゃっかうつぇす 
ぉさけは くぇ つかっくせゃぇとうすっ ゃ すはた.
╇きぇ かう うしすうくぇ ゃ すけゃぇ, つっ 

┿かっおしぇくょなさ ╊せおぇてっくおけ っ 
ょぇか せおぇいぇくうは ょぇ ぉなょぇす けし-
ゃけぉけあょぇゃぇくう さぇぉけすくうちうすっ, 
おけうすけ くっ つかっくせゃぇす ゃ こさけそしな-
のい?
- ¨しゃっく ょぇ けこさっょっかは こけょけぉくけ 

すゃなさょっくうっ おぇすけ ゅかせこけしす, ょさせゅけ 
くっ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ. 〈ぇおけゃぇ くっとけ 
くっ きけあっ ょぇ うきぇ - くうすけ こけ せしすぇゃ, 
くうすけ こけ こけくはすうっ. ‶さう くぇし ゃぇあう 
ゃけかっういはゃかっくうっすけ くぇ ゃしっおう つけゃっお 
ょぇ つかっくせゃぇ うかう くっ ゃ こさけそしなのい. 
[ぇぉけすっとうすっ たけさぇ うきぇす うくすっさっし 
けす すけゃぇ つかっくしすゃけ – いぇ ょぇ ぉなょぇす 
いぇとうすっくう. ╇いおかのつっくうは うきぇ しぇきけ 
ゃ くはおけう こさけそっしうう, くぇこさうきっさ 
こさう のさうしすうすっ, うおけくけきうしすうすっ う 
くはおけう ょさせゅう, おけうすけ きけゅぇす しぇきう 
ょぇ しっ いぇとうすはす.
╁しはおぇ ょなさあぇゃぇ ゃけょう しゃけは しけぉしす-

ゃっくぇ こけかうすうおぇ, おけはすけ っ しなゅかぇしせ-
ゃぇくぇ し けこさっょっかっくう しすさせおすせさう. 
〈ぇいう こけかうすうおぇ けすさぇいはゃぇ くうゃけすけ 
くぇ あうゃけす くぇ たけさぇすぇ. ╀っかぇさせし っ 
しせゃっさっくくぇ ょなさあぇゃぇ う ゃしはおぇおゃう 
すぇおうゃぇ  しかせたけゃっ うきぇす さっぇおちうけ-
くっく  たぇさぇおすっさ. 〈っ しぇ くっせきっしすくう. 
] ゅけさょけしす きけあっき ょぇ いぇはゃうき, つっ 
くうっ, くぇさけょなす くぇ ╀っかぇさせし, しきっ 
こさっょう ゃしうつおけ すさせょけかのぉうゃ くぇ-
さけょ, くぇさけょ しぇきけょけしすぇすなつっく.  
〈ぇおぇ つっ - こけょけぉくけ すゃなさょっくうっ 
っ こさけすうゃけさっつうゃけ しぇきó こけ しっぉっ 
しう. ╃くっし くうっ ゃけょうき ゃくうきぇすっかっく 

ょうぇかけゅ しなし ]なのいぇ くぇ さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ, し ′ぇちうけくぇかくうは こさけそっ-
しうけくぇかっく ちっくすなさ くぇ こさぇゃうすっか-
しすゃけすけ う し ょさせゅう うくしすうすせちうう. 
‶さぇゃうすっかしすゃけすけ っ くぇて しけちうぇかっく 
こぇさすくぬけさ. 
╉ぇおゃう しぇ くぇえ-つっしすうすっ しうく-

ょうおぇかくう こさけぉかっきう, おけうすけ 
╁う しっ くぇかぇゅぇ ょぇ さってぇゃぇすっ? 
] おぇおゃう しさっょしすゃぇ こけしすうゅぇすっ 
すけゃぇ?
- ╁ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしっおう こさけそ-

しなのい しぇ くっゅけゃうすっ つかっくけゃっ. 〈ぇおぇ 
つっ, こさけぉかっきうすっ, おけうすけ さってぇゃぇ-
きっ, うょゃぇす くぇ ょくっゃっく さっょ けす しぇきう-
すっ つかっくけゃっ くぇ こさけそしなのいぇ. 〈っいう 
こさけぉかっきう しぇ けす くぇえ-さぇいかうつっく 
たぇさぇおすっさ – すさせょけゃ, しかせあっぉっく, 
ぉうすけゃ. ╆ぇすけゃぇ くうっ しっ しすぇさぇっき 
つさっい しゃけうすっ しすさせおすせさう ょぇ しすうゅ-
くっき ょけ ゃしっおう こさけそしなのいっく つかっく 
う ょぇ ぉなょっき ゃ くっゅけゃぇ いぇとうすぇ, 
おぇすけ ういたけあょぇきっ ういおかのつうすっかくけ 
けす うくすっさっしうすっ う こさけぉかっきうすっ くぇ 
おけくおさっすくうは つけゃっお.
‶さけそしなのいうすっ ゃ ╀っかぇさせし そせくお-

ちうけくうさぇす すぇおぇ, つっ くうおけえ こけ 
くうおぇおなゃ くぇつうく くっ けゅさぇくうつぇ-
ゃぇ いぇとうすぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. ╆ぇすけ-
ゃぇ くうっ さぇぉけすうき  こけいうすうゃくけ う し 
くぇっきぇすっかうすっ くぇ さぇぉけすくぇ さなおぇ, 
う し こさぇゃうすっかしすゃけすけ. ╆ぇとけすけ 

〈  けえ っ けす ういつっいゃぇとうすっ 
ゃうょけゃっ.

¨す すっいう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おけうすけ ょっしっすうかっすうは しっ っ ゅさぇ
ょうかぇ ょなさあぇゃぇすぇ くう, う しなとうすっ, 
こけさぇょう つうえすけ ょっそうちうす ゃ けゅさけ
きくぇ しすっこっく しっゅぇ しっ しゅさけきけかはし
ゃぇ.
╋ぇおぇさ しぇきうはす  すけえ ょぇ しっ こさう

っきぇ おぇすけ けぉうおくけゃっく つけゃっお, し 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ けぉうつぇ すうてう
くぇすぇ う くぇえ-ょけぉさっ しっ つせゃしすゃぇ 
しぇき. ╁ おけきこぇくうはすぇ くぇ しゃけは 
せくうゃっさしぇかっく しすさせゅ,  し おけえすけ 
くっ しっ さぇいょっかは ゃっつっ 42 ゅけょうくう. 
¨とっ けす こさなゃ こけゅかっょ かうつう, つっ 

すけゃぇ っ つけゃっお, けす おけえすけ きけあって 
ょぇ つぇおぇて きくけゅけ さぇぉけすぇ, くけ くっ 
う きくけゅけ こさうおぇいおう, きぇおぇさ しぇ
きうはす すけえ ょぇ しきはすぇ, つっ ゅけゃけさう 
きくけゅけ. 
╃けおぇすけ くうあっき こさうおぇいおぇすぇ, 

さはょおけ ゃょうゅぇ こけゅかっょ けす いっきはすぇ, 
ぇ しさなつくうすっ きせ さなちっ  くっさゃくけ 
てぇさはす こけ きぇしぇすぇ, しゃうおくぇかう 
くっこさっおなしくぇすけ くっとけ ょぇ ういかういぇ  
ういこけょ すはた. 
′っ っ しゃうおくぇか しなし しかぇゃぇすぇ, 

くっこけいくぇすけ きせ っ う あっかぇくうっすけ 
ょぇ さぇいおぇあっき いぇ くっゅけ, ゃうょうきけ 
ゅけ こさうすっしくはゃぇ. ]こけょっかは, つっ  
くっ っ つけゃっお くぇ ゅけかっきうすっ ぇき
ぉうちうう, くうすけ くぇ ゅけかっきうすっ こさう
おぇいおう. 
╆ぇ しすさせゅぇさは けす ちった 160 くぇ 

╆ぇゃけょ 2 – ╇ゃぇく ┿ゃさぇきけゃ  ょっ
くはす すけおせ-とけ っ こさうおかのつうか. 

╄ょうく けす たうかはょうすっ ゃ くっゅけゃぇすぇ 
42-ゅけょうてくぇ ぇさしっくぇかしおぇ うしすけ
さうは. 〈けかおけゃぇ ゃさっきっ, いぇっょくけ し 
ょゃっゅけょうてくうは ゃけえくうおかなお ゃ 『ぇ
さっゃけ, っ こけしゃっすうか くぇ けさなあっえ
くうちぇすぇ. 
′っとけ こけゃっつっ:  

きうくぇゃぇ いぇ っょうく けす くぇえ-
しすぇさうすっ しすさせゅぇさう 

ゃ くっは, おけうすけ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ ゃしうつおけすけ すけゃぇ ゃさっきっ くっ 
しきっくはす くうすけ いぇ きうゅ さぇぉけすくけすけ 
しう きはしすけ. ╆ぇ つっすうさうすっ ょっしっ
すうかっすうは ゃ ちったぇ いくぇっ ゃしうつおけ:   
ょけさう うしすけさうはすぇ くぇ ゃしっおう  こう
さけく, いぇぉうす すぇき. ¨ぉはしくはゃぇ くっ
ゃっさけはすくぇすぇ しう こさうゃなさいぇくけしす  
おなき っょうくしすゃっくけすけ きはしすけ, おな
ょっすけ っ さぇぉけすうか う さぇぉけすう, し かの
ぉけゃすぇ おなき さぇぉけすぇすぇ, し ょけぉさぇすぇ 
ぉさうゅぇょぇ, ゃ おけはすけ こけこぇょぇ, う し 
おけかっおすうゃぇ. 
‶けしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ すけゅぇ

ゃぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” 
くぇ 4 のくう 1969 ゅけょうくぇ. ]かっょ 
おぇすけ きっあょせゃさっきっくくけ っ いぇゅなさ
ぉうか おぇいぇくかなておうは きったぇくけすっ
たくうおせき う ゃけょっく けす ょけぉさけすけ  
うきっ くぇ  そうさきぇすぇ, しぇき こけあっかぇ
ゃぇ ょぇ いぇゃなさてう ]‶〈〉 „《さうょさうた 
╄くゅっかし” う ょぇ  しすぇくっ っょうく けす 
たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう. ╀ってっ 
こさっしすうあくけ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ ょぇ 
さぇぉけすうて ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 
しっゅぇ っ すぇおぇ, くけ きくけいうくぇ くっ ゅけ 
さぇいぉうさぇす, おぇさぇす は ょっく ょぇ きうくっ 
- ょさせゅ ょぇ ょけえょっ, こさういくぇゃぇ 

けす  さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゃさっきっすけ 
しすさせゅぇさはす ╇ゃぇく ┿ゃさぇきけゃ. 
 ╆ぇ ゃしうつおけすけ すけゃぇ ゃさっきっ こさっい 

さなちっすっ きせ しぇ きうくぇかう すけくけゃっ 
ょっすぇえかう, ういゃなさてうかう っ しすけすう
ちう さぇいかうつくう けこっさぇちうう, くぇえ-
すっあおぇすぇ う しかけあくぇすぇ けす おけうすけ  
っ ぉうかぇ しすさせゅけゃぇくっ くぇ おけかはくけゃ 
ゃぇか いぇ さけすけさくう きぇてうくう. 
‶さういくぇゃぇ, つっ いぇ くっゅけ くはきぇ 

すぇえくう ゃ しすさせゅけゃぇくっすけ う つっ 
ょけさう う ゃ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっ
きっ くっ しっ さぇいょっかは し きぇてうくぇすぇ. 
╆ぇさぇょう かのぉけゃすぇ しう おなき さぇぉけ
すぇすぇ う こさけそっしうはすぇ, おけはすけ っ 
しさっょ さっょおうすっ ういつっいゃぇとう ゃっつっ 
ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, いぇさぇょう けすかうゃぇ 
くぇ きかぇょう おぇょさう けす くっは, ょけさう 
こさっょう ゅけょうくう しう おせこうか しゃけえ 
しすさせゅ. ] うょっはすぇ - し こさうはすっかう 
ょぇ いぇこけつくぇす くっとけ しゃけっ. ′っ 
こけすさなゅくぇかけ, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ しっゅぇ ゃしっおう しゃけぉけょっく きうゅ 
こさぇゃう くっとけ くぇ きぇてうくぇすぇ いぇ 
しなしっょう う しなしっかはくう けす ╃せくぇゃ
ちう, おなょっすけ っ さけょっく う おなょっすけ 
こさっおぇさゃぇ こけつうゃくうすっ しう ょくう. 
╃なかゅけゅけょうてくうはす しすさせゅぇさ けす 

╆ぇゃけょ 2 こさういくぇゃぇ, つっ し ゅけょう
くうすっ しっ っ くぇせつうか ょぇ こけいくぇゃぇ 
たけさぇすぇ う ょけおけかおけ すっ しっ けすょぇ
ゃぇす くぇ さぇぉけすぇすぇ. ‶け さなちっすっ, 
こけ ょゃうあっくうはすぇ, こけ くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ ゅかっょぇす きぇてうくぇすぇ, ょけさう 
こけ こけたけょおぇすぇ, ょけゃっさはゃぇ ╇ゃぇく, 
おけえすけ ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう 
さぇぉけすう くぇ せくうゃっさしぇかっく  しすさせゅ.   
』っ けす くっゅけ とっ しすぇくっ ょけぉなさ 
さぇぉけすくうお, きせ こさっょゃっとぇか けとっ 
こさっこけょぇゃぇすっかはす こけ こさぇおすうおぇ 
ゃ くはおけゅぇてくけすけ いぇゃけょしおけ せつう
かうとっ, ゃっつっ こけおけえくうお, ╁っしっ
かうく ╀せゅけゃ. ╃けさう しかっょ おぇすけ いぇ
ゃなさてうか, せつうすっかはす つっしすけ うょゃぇか 
ょぇ ゅけ くぇゃっしすはゃぇ  ゃ ちったぇ. 〈ぇき, 
くぇ きはしすけ, こなさゃうはす きせ くぇしすぇゃ
くうお しっ  けおぇいぇか くぇつぇかくうおなす くぇ 
ちったぇ 》さうしすけ ╁ぇくゅっかけゃ, こけしかっ 
╁ぇしうか ╉けしすけゃ う きったぇくうおなす ]う
きっけく [ぇょっゃ.  ╁しうつおう すっ  „うきぇす 
こさうくけし” けす 
╇ゃぇく ょぇ くっ しすぇくっ しっかしおけ

しすけこぇくしおう うくあっくっさ, ゃなこさっ
おう せこけさしすゃけすけ ゅけょうくう くぇさっょ 
ょぇ せつう ゃ ]っかしおけしすけこぇくしおうは 
うくしすうすせす ゃ [せしっ. [ぇぉけすぇすぇ きっ 
ょなさこぇてっ, けぉうつぇた は, ぉってっ おぇすけ 
こなさゃぇすぇ きう かのぉけゃ, ょけゃっさはゃぇ 
けす すっゅっかぇ くぇ ゅけょうくうすっ ╇ゃぇく 

┿ゃさぇきけゃ.  
╃くっし  っ ぉかぇゅけょぇさっく う くぇ くぇ

しすけはとうは しう くぇつぇかくうお ′うおけ
かぇえ 》さうしすけゃ, おけえすけ,  しかっょ おぇすけ 
しっ こっくしうけくうさぇ こさっょう 8 ゅけょうくう 
くぇ こなさゃぇ おぇすっゅけさうは しなし 141 
かっゃぇ こっくしうは,  きせ こさっょかぇゅぇ ょぇ 
けしすぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ちったぇ. ╀うか 
くせあっく. 
〈けゃぇ しぇ っょくう けす くぇえ-ゃぇあくう

すっ ょせきう くぇ こさういくぇくうっ いぇ ょなか
ゅけゅけょうてくうは しすさせゅぇさ, いぇしかせ
あうか し さぇぉけすぇ う ょけしすけえくしすゃけ 
しっゅぇてくけすけ しう こさうしなしすゃうっ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. 〈ぇき, おな
ょっすけ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ けすょっかは 
きはしすけ いぇ しゃけうすっ こなさゃっくちう.  ′っ 
こさうっきぇ こけさすさっすぇ しう ゃ ┿かっはすぇ 
おぇすけ くっとけ けしけぉっくけ う ゃぇあくけ 
ゃ あうゃけすぇ しう, くけ こさういくぇゃぇ, つっ 
すけゃぇ ゅけ ゃなかくせゃぇ う さぇょゃぇ. ‶け 
けしけぉっく くぇつうく. ╉ぇおすけ う つっ ぉう 
うしおぇか こけゃっつっ ょけしすけえくう たけさぇ 
ょぇ くぇきっさはす しゃけっすけ きはしすけ すぇき. 
╇ つっ すさはぉゃぇ こけしゃっすうかうすっ しっ くぇ 
きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか” ょぇ は すぇつぇす, 
せゃぇあぇゃぇす う ょぇ ょぇゃぇす ゃしうつおけ けす 
しっぉっ しう, いぇとけすけ ょなさあぇゃぇすぇ くう 
くはきぇ おぇお ょぇ しすなこう くぇ おさぇおぇ, 
ぇおけ くはきぇ しすぇぉうかくぇ こさけきうてかっ
くけしす, ょけぉさけ きぇてうくけしすさけっくっ, ぇ 
しぇきけすけ すけ - つうすぇゃう おぇょさう. 
╇ゃぇく し ぉけかおぇ しこけょっかは, つっ 

ょくっし  ゃしっ こけ-すさせょくけ しっ くぇきう
さぇす たけさぇ いぇ さぇぉけすぇ くぇ せくうゃっさ
しぇかくう しすさせゅけゃっ. 〈っあおけ っ,  うしおぇ 
しっ ょけぉさけ いょさぇゃっ, ょけぉさけ こけいくぇ
ゃぇくっ くぇ きぇてうくぇすぇ う けすかうつくぇ 
すったくうつっしおぇ おせかすせさぇ. ′っ ゃしっおう 
しっ たゃぇとぇ くぇ すぇおぇゃぇ さぇぉけすぇ, くけ 
たゃぇくっ かう しっ けす しなさちっ, つせゃぇ かう 
こっしっくすぇ くぇ しすさせゅぇ, とぇしすかうゃ 
とっ っ, すゃなさょう  つけゃっおなす, こさっおぇ
さぇか 42 ゅけょうくう いぇょ しすさせゅぇ. 

╁ こけしかっょくうすっ  8  ╇ゃぇく っ  
きけくすぬけさ こけ  こけょょさなあおぇすぇ 
ゃ ちったぇ,

くけ くうおけゅぇ くっ けすおぇいゃぇ  ょぇ 
しゃなさてう くせあくぇ さぇぉけすぇ, ょぇ 
ょぇょっ しなゃっす くぇ おけかっゅぇ, ょぇ こけ
きけゅくっ. ╀かぇゅけょぇさっく っ いぇ ゃしっおう 
くけゃ ょっく, こさっおぇさぇく ゃなゃ そうさきぇ
すぇ, くっいぇゃうしうきけ, つっ ゃしっおう  ょっく 
きけあっ う ょぇ  きせ っ こけしかっょっく. 
‶っくしうけくっさ しなき, くぇ ゃしっおう 6 

きっしっちぇ きう こけょくけゃはゃぇす ょけゅけ
ゃけさぇ, ぇおけ しなき くせあっく う ぇおけ 
くはきぇ きかぇょう おぇょさう いぇ きけっすけ 
きはしすけ.  ╂けすけゃ しなき ょぇ けすしすなこは,  
こさうっか しなき おさぇは, しすうゅぇ ょぇ うきぇ 
たけさぇ しなし しなさちっ いぇ さぇぉけすぇ, おぇい
ゃぇ しすさせゅぇさはす, „けこっさうさぇく” けす 

くぇつぇかくうつっしおう ぇきぉうちうう. 
 ╂けすけゃ っ いぇ おさぇは, ゃなこさっおう つっ 

しぇき くっ きけあっ ょぇ しう こさっょしすぇゃう 
くうすけ っょうく ょっく ぉっい „┿さしっくぇか”.  
〈ゃなさょう, つっ しかっょ くっゅけ とっ しっ 
こけしゃっすう くぇ ょけきぇ う しっきっえしすゃけ
すけ しう: うきぇ ょけぉさぇ あっくぇ, おけはすけ  
ゅけょうくう くぇさっょ っ しすさけうすっかっく 
すったくうお ゃ ′╇〈╇, ぇ しっゅぇ さぇぉけすう 
ゃ こさっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは 
おさぇえ ¨ゃけとくうお.  
¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ う ょけきぇ 

ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす う ゅけさょけしす 
くぇ しすさせゅぇさは ╇ゃぇく しぇ ょゃっすっ 
きせ ょなとっさう - ‶っくおぇ う ╁うお
すけさうは う ょゃぇきぇすぇ ゃくせちう:  

こけ-ゅけかっきうはす ╇ゃぇえかけ う きぇか
おうはす  ╀けあうょぇさ, おけえすけ っ しぇきけ 
くぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ.  
 〈っ しぇ ょさせゅぇすぇ きう かのぉけゃ, ょけ

ゃっさはゃぇ ╇ゃぇく, おけえすけ っ くっとけ 
おぇすけ ゃすけさう すぇすおけ いぇ ゅけかっきうは 
しう ゃくせお ╇ゃぇえかけ,  ょけおぇすけ ぉぇとぇ
すぇ っ くぇ きうしうは ゃ ┿そゅぇくうしすぇく. 
╇ゃぇえかけ っ ゃっつっ ゃ てっしすう おかぇし う 
けす ゅけょうくう すぇくちせゃぇ ゃ ぇくしぇきぉなか 
„‶ぇかぇゃくうちう, くけ  ゃ こなさゃうすっ しう 
しっょっき ゅけょうくう っ  さけあぉぇ くぇ ぇさ
しっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ. 〈ぇき 
ょはょけ ╇ゃぇく っ つけゃっおなす, おけえすけ 
ゃけょう しせすさうく ╇ゃぇえかけ ゃ ゅさぇょう
くぇすぇ う ゃっつっさ ゅけ こさうぉうさぇ.  ╇ 
おけえすけ うきぇ けゅさけきくけ あっかぇくうっ 
ょぇ こけしゃっすう ゃくせおぇ しう ゃ すぇえくうすっ 
くぇ しすさせゅぇさしすゃけすけ. 
 ]すうゅぇ ょぇ うしおぇ, くぇ かうくうは しなき,  

けとっ ょなさあぇ, し っくすせしうぇいなき こさう
いくぇゃぇ ゃっすっさぇくなす – しすさせゅぇさ. 
 ╆ぇ おけえすけ ゃしうつおけ ゃ ょなさあぇゃぇ

すぇ くう とっ しっ くぇさっょう すけゅぇゃぇ, おけ
ゅぇすけ  しっ くぇきっさはす すけつくうすっ たけさぇ 
いぇ すけつくぇすぇ さぇぉけすぇ , ぇ くっ  いぇ 
ょぇょっくぇ さぇぉけすぇ – つけゃっお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

がゑぎ んゐごどばづごぎぞどとご ゑ ぎがぞん
んづでぎぞんずでとん とぺべん

うおけくけきうおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇい-
ゃうゃぇ. ┿ くっいぇゃうしうきけ けす おさういぇすぇ, 
こけおぇいぇすっかうすっ, おけうすけ うきぇきっ, しぇ 
ょけぉさう. ′っとけ こけゃっつっ, けぉっきなす くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
くぇさぇしすゃぇ.
╉ぇお さっぇゅうさぇす さぇぉけすくうちうすっ, 

おけゅぇすけ しぇ くっょけゃけかくう けす けこさっ-
ょっかっくぇ こけかうすうおぇ? ╉けゅぇ いぇ こけ-
しかっょっく こなす ゃ ╀っかぇさせし っ うきぇ-
かけ こさけすっしす うかう しすぇつおぇ?
- ╉ぇすけ こさっょしっょぇすっか くぇ こさけそしな-

のい, ぇい しきはすぇき, つっ ぇおけ さぇぉけすくうちう-
すっ う こさけそしなのいうすっ しぇ しすうゅくぇかう ょけ 
しすぇつおぇ, すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ すっ くっ 
しう ゃなさてぇす ょけぉさっ けぉとぇすぇ さぇぉけすぇ. 
〈っ くっ すさはぉゃぇ ょぇ しすうゅぇす ょけ すけゃぇ, 
けしけぉっくけ こさけそしなのいくうはす かうょっさ. 
]きはすぇき, つっ こさけぉかっきうすっ, おけうすけ 
しなとっしすゃせゃぇす, すさはぉゃぇ しゃけっゃさっ-
きっくくけ ょぇ しっ かけおぇかういうさぇす, おぇおゃう-
すけ う ょぇ しぇ すっ. ‶さけぉかっきなす すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さってぇゃぇ けとっ し ゃないくうおゃぇくっ-
すけ きせ, ぇ くっ おけゅぇすけ しっ しすうゅくっ ょけ 
しすぇつおぇ. ╁ すけいう しきうしなか くぇてうすっ 
きっすけょう しぇ きぇかおけ こけ-さぇいかうつくう. 
╋けゅぇ ょぇ おぇあぇ, つっ いぇ けすょっかくう 
こさっょこさうはすうは, くぇきうさぇとう しっ, いぇ 
しなあぇかっくうっ, ゃ おさういぇ, しすぇつおぇすぇ くっ 
っ けくけゃぇ けさなあうっ, くぇ おけっすけ さはい-
おけ きけあって ょぇ ょさなこくって しこせしなおぇ. 
¨しけぉっくけ, おけゅぇすけ ゃ しゃっすぇ うきぇ さっ-

ちっしうは. ╁なこさけしなす くっ っ ゃ すけゃぇ ょぇ 
しすうゅくって  ょけ しすぇつおぇ, ぇ ゃ すけゃぇ – ょぇ 
うきぇ おけくしっくしせし う ょぇ くっ しっ しすうゅぇ 
ょけ くっは.
¨しゃっく ╉〈╃, けしくけゃくぇすぇ くう そせくお-

ちうは っ いぇとうすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ. 
]けちうぇかくうはす こぇおっす っ くぇてぇすぇ 
ゅかぇゃくぇ ゅさうあぇ, すなえ おぇすけ すけえ けこさっ-
ょっかは くうゃけすけ くぇ あうゃけす – こさぇゃくぇ 
いぇとうすぇ, いょさぇゃくけ けしうゅせさはゃぇくっ, 
けたさぇくぇ くぇ すさせょぇ, しけちうぇかくけ う ょせ-
たけゃくけ さぇいゃうすうっ う ゃしうつおけ けしすぇくぇ-
かけ, おけっすけ ょくっし くっ ょけしすうゅぇ.
╇きぇ かう しなとっしすゃっくう さぇいかう-

おう ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう-
すっ う ぉっかぇさせしおうすっ しうくょうおぇすう 
– おぇおすけ ゃ おけくすっおしすぇ, すぇおぇ う 
くっいぇゃうしうきけ けす つかっくしすゃけすけ 
うき ゃ ╄ゃさぇいうは?
- ╋うしかは, つっ ゃ こさけそしなのいくぇすぇ 

さぇぉけすぇ, ぇ すけゃぇ しっ ょけおぇいぇ う けす 
ょっえくけしすすぇ くう おぇすけ つかっくけゃっ くぇ 
╄ゃさぇいうは, くっ きけあっ ょぇ うきぇ こさうく-
ちうこくけ ゅけかっきう さぇいかうおう. ╋けあっ ょぇ 
うきぇ ういゃっしすくう さぇいかうつうは しぇきけ ゃ 
けすょっかくうすっ くぇこさぇゃかっくうは. ]すさせ-
ゃぇ きう しっ, つっ こさけぉかっきうすっ くう しう 
こさうかうつぇす. ╉ぇすけ さぇいゅけゃぇさはたきっ し 
ゃぇてうは こさっょしっょぇすっか, おけくしすぇすう-
さぇたきっ, つっ くはおけう しすなこおう, おけうすけ 
くうっ っょゃぇ しっゅぇ うきぇきっ くぇきっさっくうっ 
ょぇ くぇこさぇゃうき, ゃうっ ゃっつっ しすっ ゅう 
くぇこさぇゃうかう. ′ぇこさうきっさ, くうっ しきっ 
くぇ こさぇゅぇ くぇ こさうゃぇすういぇちうはすぇ, ぇ 
こさう ゃぇし すは っ こさうおかのつうかぇ. ╆ぇすけゃぇ 
けしくけゃくぇすぇ ちっか くぇ くぇてっすけ こけしっ-
とっくうっ っ ょぇ くぇせつうき おぇおゃう きっすけょう 
ゃうっ しすっ ういこけかいゃぇかう, おけゅぇすけ しぇ 
こさけすうつぇかう さぇいかうつくうすっ  こさけちっしう 
こけ ゃさっきっ くぇ こさったけょぇ, おなょっ しぇ 
ぉうかう きうくせしうすっ う  おなょっ – こかのしけ-
ゃっすっ. ′うっ うしおぇきっ こさっょゃぇさうすっかくけ 
ょぇ しっ けさうっくすうさぇきっ, いぇ ょぇ くっ ょけ-
こせしくっき ゅさっておう. ╁ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ 
くぇしすなこゃぇす こさっけぉさぇいけゃぇくうは, くけ 
くうっ いくぇっき, つっ すっ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇ-
くぇす し すなさこっくうっ う ぉっい こさうぉなさいぇ-
くけしす, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ しなたさぇくうき 
くぇえ-ゃぇあくけすけ – すさせょけゃうすっ おけかっお-
すうゃう; いぇ ょぇ きけあっき ょぇ いぇこぇいうき 
しけちうぇかくうは こぇおっす, ょぇ くっ せゃっかうつぇ-
ゃぇきっ ぉさけは くぇ せゃけかくっくうすっ, ょぇ しっ 
こけしすぇさぇっき ょぇ いぇこぇいうき たけさぇすぇ う 
ょぇ しないょぇょっき くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ. 
′うっ しきっ すせお, いぇ ょぇ けぉきっくうき けこうす 
ゃ くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ - くぇこさうきっさ こけ 
ゃなこさけしうすっ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, 
おけっすけ っ けす ういおかのつうすっかくけ いくぇつっ-
くうっ, おぇおすけ う ゃ ょさせゅうすっ しそっさう. 
〈っいう ゃいぇうきけけすくけてっくうは くうっ とっ 
さぇいゃうゃぇきっ くぇ ぉぇいぇ しこけさぇいせきっ-
くうっすけ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ 
くぇてうすっ こさけそしなのいう. ┿い きうしかは, 
つっ こさけそしなのいうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは 
う ╀っかぇさせし しぇ ぉかういおう こけ しゃけはすぇ 
しなとくけしす, こけ しゃけはすぇ くぇしけつっくけしす う 
ぇおすうゃくけしす.  ╋っあょせ くぇし うきぇ きくけ-
ゅけ けぉとけ う くうっ しきっ しう うくすっさっしくう 
っょうく くぇ ょさせゅ.
′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ╁う ぇきぉうちうは 

おぇすけ こさけそしなのいっく かうょっさ?
- ‶さっょう ゃしうつおけ - ょぇ くぇきぇかは ょけ 

きうくうきせき こさけそっしうけくぇかくぇすぇ いぇ-
ぉけかっゃぇっきけしす. ‶けしすぇゃうか しなき しう 
う ょさせゅぇ ちっか - くぇてうはす こさけそしなのい 
ょぇ さぇぉけすう すぇおぇ, つっ  きぇおしうきぇかくけ  
ょぇ こさうぉかうあうき  くうゃぇすぇ ゃ ょうそっ-
さっくちうぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇ-
こかぇすぇ. ]さっょくぇすぇ いぇこかぇすぇ せ くぇし っ 
くけさきぇかくぇ, くけ うきぇ こさっょこさうはすうは, 
ゃ おけうすけ ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ いぇ けす-
ょっかくうすっ おぇすっゅけさうう しぇ こけ-くうしおう.  
╆ぇすけゃぇ きう しっ うしおぇ すけいう こさぇゅ くっ-
こさっおなしくぇすけ ょぇ しっ こけおぇつゃぇ, こさう 
すけゃぇ – ょぇ しっ こけおぇつゃぇ っそっおすうゃくけ. 
〈けゃぇ しぇ ゃなこさけしう, おけうすけ きう しっ 
うしおぇ ゃ くぇえ-ぉかういおけ ゃさっきっ ょぇ ぉな-
ょぇす さってっくう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ゎだづがぎぎぜ でぎ, ぶぎ どばと でぎ
ぢづだごげゑぎぐがん
がだゐづだ だづぺぐごぎ

╁. ╉せいきうつ し ┿す. ╀けいけゃ

╋っあょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ ょっすっすけ 1-ゃう のくう ぉっ すなさ-
あっしすゃっくけ けすぉっかはいぇく  ゃ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, 
おけはすけ しっ くぇきうさぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
‶さぇいくうおなす しっ こさけゃっょっ ゃ ちゃっすくうは ょゃけさ くぇ ょっすしおけすけ 
いぇゃっょっくうっ, おなょっすけ ょっちぇ, こさっこけょぇゃぇすっかう う ゅけしすう 
けす ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ, しっ さぇょゃぇたぇ くぇ しかなくつっゃうは ょっく 
う くぇ きせいうおぇかくぇすぇ こさうおぇいおぇ, ういこなかくっくぇ くぇ あうゃけ 
けす こかけゃょうゃしおぇすぇ ちうゅせかぇさおぇ ′うくぇ ╉せのきょあうはく. 
╆ぇ こさぇいくうおぇ しう きぇかつせゅぇくうすっ けす ゅさぇょうくぇすぇ こけ-

しさっとくぇたぇ ゃぇあくう ゅけしすう - こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”. 
 ╁ ょゃけさぇ くぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ きぇかつせゅぇくうすっ ぉはたぇ 

こさうゃっすしすゃぇくう けす  ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ - ょうさっおすけさ 
„〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”, ]すぇ-
くうしかぇゃ ′っくけゃ - ょうさっおすけさ こけ  しこっちうぇかくうすっ ゃなこさけ-
しう, う  ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ - ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, おけうすけ ゅう ょぇさうたぇ しなし しかぇょおう う てけおけ-
かぇょけゃう かぇおけきしすゃぇ. ]こっちうぇかっく ょぇさ いぇ ょっちぇすぇ ぉっ う  
きせいうおぇかくぇすぇ うきこさけゃういぇちうは くぇ こさうおぇいおぇすぇ „』っさ-

ゃっくぇすぇ てぇこつうちぇ”, ういこなかくっくぇ 
けす ′うくぇ ╉せのきょあうはく . 
′ぇ あっしすぇ  ょっちぇすぇ けす „╀せさぇすう-

くけ” けすゃなさくぇたぇ し こけょけぉぇゃぇとけ 
ゃくうきぇくうっ う せゃぇあっくうっ, おぇおすけ 
う し けぉっとぇくうっすけ ょぇ しすぇくぇす けとっ 
こけ-こけしかせてくう う っょうく ょっく ょぇ 
しぇ つぇしす けす くけゃぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
しきはくぇ.  

〈┿ 

ぢづんげぞごぶぎぞ ぢだげがづんゑ げん がぎぴんどん だど がゎ „ゐばづんどごぞだ”

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

′ぇ しさっとぇ しなし しうくょうおぇかくうは ぇおすうゃ

] ゃくせおぇ ╇ゃぇえかけ

]くうきおうすっ, おけうすけ ゃう ういこさぇ
とぇき, くっ しぇ いぇ ゃしっくぇさけょくけ う 
ゃしっぇさしっくぇかしおけ こさういくぇくうっ, ぇ 
っょくぇ くけさきぇかくぇ つけゃっておぇ さぇ
ょけしす. 〈ぇおぇゃぇ しうゅせさくけ うきぇす 
ょけしすぇ ぇさしっくぇかちう. 〈ぇいう ゅけょう
くぇ うきぇき ょゃっ ぇぉうすせさうっくすおう.
╂けかはきぇすぇ きう ょなとっさは [け

きうくぇ いぇゃなさてう 》せきぇくうすぇさくぇ 
ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけ
ょうえ”, ぇ きぇかおぇすぇ ┿くすけくうは  いぇ
ゃなさてう こさっょせつうかうとくぇ ゅさせこぇ 
ゃ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすう
くけ”  ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 〉しこはた
きっ し ょゃっ ぇさしっくぇかしおう いぇこかぇすう 
う きぇかおけ いぇっきう ょぇ しこさっすくっき 
ょゃっ たせぉぇゃうちう.
┿くすけくうは ╂ぇくっゃしおぇ せしこってくけ 

こさっょしすぇゃう ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
くぇ ゅさぇょしおうは おけくおせさし いぇ きぇか
おぇすぇ ちぇさうちぇ [けいぇ. ╇いこなかくう 
こっしくうつおぇ, おけはすけ こけょゅけすゃう 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ きせいうおぇか
くうは こっょぇゅけゅ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ.
┿おけ ゃう たぇさっしゃぇ こけょけぉ

くぇ うょっは, きけあっ ょぇ けすょっかう

すっ きはしすけ いぇ すぇい ゅけょうてくうすっ 
ぇさしっくぇかしおう ぇぉうすせさうっくすおう, 
し  おさぇしうゃう しくうきおう けす ぇぉうすせ
さうっくすしおうすっ ぉぇかけゃっ. ′ぇ きっく 
かうつくけ とっ きう ぉなょっ きくけゅけ うく
すっさっしくけ.

] せゃぇあっくうっ:
〈ぇくは ╂ぇくっゃしおぇ,

„┿さしっくぇか” ┿╃

╋うし 〈けくう

]っきっえしすゃけすけ し ょゃっすっ 
ぇぉうすせさうっくすおう

╀っか. くぇ さっょぇおすけさぇ: 

〈けゃぇ っ こなさゃけすけ こうしきけ けす 
„┿さしっくぇか” ┿╃, おけっすけ こけ
かせつうたきっ ぉせおゃぇかくけ ょっく, 
しかっょ おぇすけ ういかっいっ ぉさけえ 3 
くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ╇ 
うしおさっくけ しっ いぇさぇょゃぇたきっ 
くぇ ぉなさいぇすぇ さっぇおちうは くぇ 
おけかっおすうゃぇ くぇ そうさきぇすぇ, 
くぇ ゃしうつおう つうすぇすっかう くぇ 
ゃっしすくうおぇ くう. 
]なさょっつくけ ぉかぇゅけょぇさうき 

くぇ 〈ぇくは ╂ぇくっゃしおぇ  いぇ 
けすいうゃつうゃけしすすぇ う しこけ
ょっかっくぇすぇ さぇょけしす し くぇし.  
╅っかぇっき え ょぇ うきぇ けとっ 
しすけすうちう こけゃけょう う こなすう, 
ゃ おけうすけ ょぇ くう いぇしうこゃぇ 
し こけょけぉくう   しこけょっかっくう 
さぇょけしすう...
] うくすっさっし う かのぉけゃ とっ 

つぇおぇきっ う ╁ぇてうすっ こうし
きぇ う しくうきおう, せゃぇあぇっきう 
つうすぇすっかう くぇ くぇてぇすぇ さっ
ょぇおちうけくくぇ こけとぇ: 

didab@abv.bg うかう 
くぇ すっかっそけくう: 0882 
98 70 12, 0882 98 70 
13, 0882 98 70 14 う 
くぇ ゃなすさ. すっか: 24-55, 
21-37 うかう  7-24-55, 
6-40-94, 7-21-37
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╁ぇかっさうえ ╉せいきうつ っ くぇ 52 ゅけょうくう. ╁ しうしすっきぇすぇ くぇ こさけそしなのいう
すっ ゃ ╀っかぇさせし  っ けす 1988 ゅ. ¨す 8 ゅけょうくう っ こさっょしっょぇすっか くぇ ╀っ
かぇさせしおうは こさけそしなのい くぇ さぇぉけすくうちうすっ けす ぇゃすけきけぉうかくけすけ う しっか
しおけしすけこぇくしおけすけ きぇてうくけしすさけっくっ, ゃ おけえすけ つかっくせゃぇす 116 たうかはょう 
ょせてう, けぉっょうくっくう ゃ 61  けさゅぇくういぇちうう. ‶さけそしなのいなす けぉっょうくはゃぇ 
くぇえ-ゅけかっきうすっ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ, しさっょ おけうすけ しぇ ╋うくしおう
はす すさぇおすけさっく いぇゃけょ, ╋うくしおうはす ぇゃすけきけぉうかっく いぇゃけょ, ╆ぇゃけょなす いぇ 
おけかっしくう ゃかっおぇつう う ょさ. 〈っいう そうさきう しぇ  ゃ „すさけえおぇすぇ” くぇ しゃっ
すけゃくうすっ こさけういゃけょうすっかう, 70% けす こさけょせおちうはすぇ うき っ っおしこけさすくぇ. 
‶けしかっょくぇすぇ くけゃうくぇ けす けすさぇしなかぇ っ, つっ くぇしおけさけ っ ぉうか こせしくぇす  
360-すけくっく おぇきうけく. 

′ぇょ 20 たうかはょう しぇ つかっくけゃっすっ くぇ けさゅぇくういぇちううすっ, し おけうすけ しうく
ょうおぇすなす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかうすっ  しう しなすさせょくうつう – くぇ ゃっすっさぇくう
すっ, くぇ きかぇょっあおう う あっくしおう しすさせおすせさう, せつうかうとぇ, おけかっあう う ょさ.

‶さけそしなのいくうはす かうょっさ こさうっきぇ, つっ しさっょくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
/けお. 700 かゃ./ ゃ しすさぇくぇすぇ きせ っ いぇょけゃけかうすっかくぇ, くけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
こぇょぇ こけゃっつっ けす すけゃぇ. ╂けさょ っ, つっ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ ╀っかぇさせし っ こけょ 
1% /ゃ ╀なかゅぇさうは っ 8,5/. 

„╆ぇ ゃしはおけ くっとけ しっ うしおぇ さぇぉけすぇ” っ くっゅけゃ けしくけゃっく こさうくちうこ.
╁ぇかっさうえ ╉せいきうつ う  おけかっゅぇすぇ きせ ┿かっおしぇくょなさ ╋っさおせか ぉはたぇ くぇ  

こけしっとっくうっ ゃ „┿さしっくぇか” こけ こけおぇくぇ くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ そっょっさぇ
ちうは „╋っすぇかっかっおすさけ”  う くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃.

╉ぇおゃけ いくぇったすっ いぇ „┿さしっ
くぇか”, こさっょう ょぇ こさうしすうゅくっすっ ゃ 
╀なかゅぇさうは?
- ╆ぇ „┿さしっくぇか” いくぇったきっ, つっ っ 

きくけゅけ たせぉぇゃけ う きくけゅけ ゅけかはきけ 
こさっょこさうはすうっ, おけっすけ こさけういゃっあ
ょぇ しぇきけ おぇつっしすゃっくぇ こさけょせおちうは. 
╇いゃっしすくけ くう  っ  しなとけ, つっ そうさ
きぇすぇ ゃう ういくぇしは しゃけうすっ こさけょせおすう 
こけ ちっかうは しゃはす. ╂けさょっっき しっ, つっ 
すせお しっ こさけういゃっあょぇ ぇゃすけきぇす „╉ぇ
かぇてくうおけゃ”, こけょけぉさっく けす ゃぇてうすっ 
しこっちうぇかうしすう. ┿ いぇ こけかけあうすっか
くうすっ こさぇおすうおう 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 ╉′]╀ ゃ „┿さしっ
くぇか” いくぇっき けす きっあょせくぇさけょくぇすぇ 
しうくょうおぇかくぇ けさゅぇくういぇちうは „╄ゃさぇ
いうは”, ゃ おけはすけ つかっくせゃぇす ╀っかぇさせし う 
╀なかゅぇさうは.
╉けかおけ こさけそしなのいぇ うきぇ ゃ ╀っ

かぇさせし? 
- ╁ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ うきぇ 28 けす

さぇしかっゃう こさけそしなのいぇ, けぉっょうくっくう 
ゃ っょくぇ そっょっさぇちうは. ‶け きぇとぇぉう 
くぇてうはす しうくょうおぇす, くぇ きぇてうくけ
しすさけうすっかうすっ, ゃかういぇ ゃ ょっしはすおぇすぇ. 
╇きぇ う ょさせゅう, しゃけぉけょくう, こさけそしな
のいう. ′はきぇきっ しすさけゅけ けこさっょっかっ
くう すっさうすけさうぇかくう けぉっょうくっくうは, 
うきぇきっ 3 せおさせこくっくう さっゅうけくぇかくう 
しなゃっすぇ, おけうすけ うきぇす こさっょしっょぇすっ
かう. ]すさせおすせさうさぇくう しぇ けぉかぇしすくう う 
さっゅうけくぇかくう けさゅぇくういぇちうう.
¨す おぇおゃけ いぇゃうしう つうしかっくけしす

すぇ くぇ こさけそしなのいくうすっ けさゅぇくう
いぇちうう ゃなゃ ゃぇてうすっ こさっょこさうは
すうは?
- ]なとっしすゃせゃぇ しかっょくぇすぇ いぇゃう

しうきけしす: ぇおけ っょくけ こさっょこさうはすうっ 
さぇぉけすう ょけぉさっ, つかっくけゃっすっ くぇ 
こさけそしなのいうすっ しぇ きくけゅけ; う けぉさぇ
すくけ – ぇおけ さぇぉけすう かけてけ, こさけそ
しなのいくうすっ つかっくけゃっ しぇ きぇかおけ.  〉 
くぇし うきぇ ょけぉさっ さぇぉけすっとう  こさっょ

こさうはすうは, ゃ おけうすけ こさけちっくすなす くぇ 
こさけそしなのいくうすっ つかっくけゃっ ょけしすうゅぇ 
90-95% - ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ しうか
くうすっ こさけそしなのいう ゃ すはた. ╇きぇ う くっ 
ょけすぇき ょけぉさっ さぇぉけすっとう そうさきう, 
ゃ おけうすけ すけいう こさけちっくす っ くはおなょっ 
けおけかけ 50. ′ぇ すぇおうゃぇ けさゅぇくういぇ
ちうう くうっ こけきぇゅぇきっ ょぇ せゃっかうつぇす 
ぉさけは くぇ つかっくせゃぇとうすっ ゃ すはた.
╇きぇ かう うしすうくぇ ゃ すけゃぇ, つっ 

┿かっおしぇくょなさ ╊せおぇてっくおけ っ 
ょぇか せおぇいぇくうは ょぇ ぉなょぇす けし
ゃけぉけあょぇゃぇくう さぇぉけすくうちうすっ, 
おけうすけ くっ つかっくせゃぇす ゃ こさけそしな
のい?
- ¨しゃっく ょぇ けこさっょっかは こけょけぉくけ 

すゃなさょっくうっ おぇすけ ゅかせこけしす, ょさせゅけ 
くっ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ. 〈ぇおけゃぇ くっとけ 
くっ きけあっ ょぇ うきぇ - くうすけ こけ せしすぇゃ, 
くうすけ こけ こけくはすうっ. ‶さう くぇし ゃぇあう 
ゃけかっういはゃかっくうっすけ くぇ ゃしっおう つけゃっお 
ょぇ つかっくせゃぇ うかう くっ ゃ こさけそしなのい. 
[ぇぉけすっとうすっ たけさぇ うきぇす うくすっさっし 
けす すけゃぇ つかっくしすゃけ – いぇ ょぇ ぉなょぇす 
いぇとうすっくう. ╇いおかのつっくうは うきぇ しぇきけ 
ゃ くはおけう こさけそっしうう, くぇこさうきっさ 
こさう のさうしすうすっ, うおけくけきうしすうすっ う 
くはおけう ょさせゅう, おけうすけ きけゅぇす しぇきう 
ょぇ しっ いぇとうすはす.
╁しはおぇ ょなさあぇゃぇ ゃけょう しゃけは しけぉしす

ゃっくぇ こけかうすうおぇ, おけはすけ っ しなゅかぇしせ
ゃぇくぇ し けこさっょっかっくう しすさせおすせさう. 
〈ぇいう こけかうすうおぇ けすさぇいはゃぇ くうゃけすけ 
くぇ あうゃけす くぇ たけさぇすぇ. ╀っかぇさせし っ 
しせゃっさっくくぇ ょなさあぇゃぇ う ゃしはおぇおゃう 
すぇおうゃぇ  しかせたけゃっ うきぇす さっぇおちうけ
くっく  たぇさぇおすっさ. 〈っ しぇ くっせきっしすくう. 
] ゅけさょけしす きけあっき ょぇ いぇはゃうき, つっ 
くうっ, くぇさけょなす くぇ ╀っかぇさせし, しきっ 
こさっょう ゃしうつおけ すさせょけかのぉうゃ くぇ
さけょ, くぇさけょ しぇきけょけしすぇすなつっく.  
〈ぇおぇ つっ - こけょけぉくけ すゃなさょっくうっ 
っ こさけすうゃけさっつうゃけ しぇきó こけ しっぉっ 
しう. ╃くっし くうっ ゃけょうき ゃくうきぇすっかっく 

ょうぇかけゅ しなし ]なのいぇ くぇ さぇぉけすけょぇ
すっかうすっ, し ′ぇちうけくぇかくうは こさけそっ
しうけくぇかっく ちっくすなさ くぇ こさぇゃうすっか
しすゃけすけ う し ょさせゅう うくしすうすせちうう. 
‶さぇゃうすっかしすゃけすけ っ くぇて しけちうぇかっく 
こぇさすくぬけさ. 
╉ぇおゃう しぇ くぇえ-つっしすうすっ しうく

ょうおぇかくう こさけぉかっきう, おけうすけ 
╁う しっ くぇかぇゅぇ ょぇ さってぇゃぇすっ? 
] おぇおゃう しさっょしすゃぇ こけしすうゅぇすっ 
すけゃぇ?
- ╁ けしくけゃぇすぇ くぇ ゃしっおう こさけそ

しなのい しぇ くっゅけゃうすっ つかっくけゃっ. 〈ぇおぇ 
つっ, こさけぉかっきうすっ, おけうすけ さってぇゃぇ
きっ, うょゃぇす くぇ ょくっゃっく さっょ けす しぇきう
すっ つかっくけゃっ くぇ こさけそしなのいぇ. 〈っいう 
こさけぉかっきう しぇ けす くぇえ-さぇいかうつっく 
たぇさぇおすっさ – すさせょけゃ, しかせあっぉっく, 
ぉうすけゃ. ╆ぇすけゃぇ くうっ しっ しすぇさぇっき 
つさっい しゃけうすっ しすさせおすせさう ょぇ しすうゅ
くっき ょけ ゃしっおう こさけそしなのいっく つかっく 
う ょぇ ぉなょっき ゃ くっゅけゃぇ いぇとうすぇ, 
おぇすけ ういたけあょぇきっ ういおかのつうすっかくけ 
けす うくすっさっしうすっ う こさけぉかっきうすっ くぇ 
おけくおさっすくうは つけゃっお.
‶さけそしなのいうすっ ゃ ╀っかぇさせし そせくお

ちうけくうさぇす すぇおぇ, つっ くうおけえ こけ 
くうおぇおなゃ くぇつうく くっ けゅさぇくうつぇ
ゃぇ いぇとうすぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. ╆ぇすけ
ゃぇ くうっ さぇぉけすうき  こけいうすうゃくけ う し 
くぇっきぇすっかうすっ くぇ さぇぉけすくぇ さなおぇ, 
う し こさぇゃうすっかしすゃけすけ. ╆ぇとけすけ 

〈  けえ っ けす ういつっいゃぇとうすっ 
ゃうょけゃっ.

¨す すっいう, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
おけうすけ ょっしっすうかっすうは しっ っ ゅさぇ-
ょうかぇ ょなさあぇゃぇすぇ くう, う しなとうすっ, 
こけさぇょう つうえすけ ょっそうちうす ゃ けゅさけ-
きくぇ しすっこっく しっゅぇ しっ しゅさけきけかはし-
ゃぇ.
╋ぇおぇさ しぇきうはす  すけえ ょぇ しっ こさう-

っきぇ おぇすけ けぉうおくけゃっく つけゃっお, し 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ けぉうつぇ すうてう-
くぇすぇ う くぇえ-ょけぉさっ しっ つせゃしすゃぇ 
しぇき. ╁ おけきこぇくうはすぇ くぇ しゃけは 
せくうゃっさしぇかっく しすさせゅ,  し おけえすけ 
くっ しっ さぇいょっかは ゃっつっ 42 ゅけょうくう. 
¨とっ けす こさなゃ こけゅかっょ かうつう, つっ 

すけゃぇ っ つけゃっお, けす おけえすけ きけあって 
ょぇ つぇおぇて きくけゅけ さぇぉけすぇ, くけ くっ 
う きくけゅけ こさうおぇいおう, きぇおぇさ しぇ-
きうはす すけえ ょぇ しきはすぇ, つっ ゅけゃけさう 
きくけゅけ. 
╃けおぇすけ くうあっき こさうおぇいおぇすぇ, 

さはょおけ ゃょうゅぇ こけゅかっょ けす いっきはすぇ, 
ぇ しさなつくうすっ きせ さなちっ  くっさゃくけ 
てぇさはす こけ きぇしぇすぇ, しゃうおくぇかう 
くっこさっおなしくぇすけ くっとけ ょぇ ういかういぇ  
ういこけょ すはた. 
′っ っ しゃうおくぇか しなし しかぇゃぇすぇ, 

くっこけいくぇすけ きせ っ う あっかぇくうっすけ 
ょぇ さぇいおぇあっき いぇ くっゅけ, ゃうょうきけ 
ゅけ こさうすっしくはゃぇ. ]こけょっかは, つっ  
くっ っ つけゃっお くぇ ゅけかっきうすっ ぇき-
ぉうちうう, くうすけ くぇ ゅけかっきうすっ こさう-
おぇいおう. 
╆ぇ しすさせゅぇさは けす ちった 160 くぇ 

╆ぇゃけょ 2 – ╇ゃぇく ┿ゃさぇきけゃ  ょっ-
くはす すけおせ-とけ っ こさうおかのつうか. 

╄ょうく けす たうかはょうすっ ゃ くっゅけゃぇすぇ 
42-ゅけょうてくぇ ぇさしっくぇかしおぇ うしすけ-
さうは. 〈けかおけゃぇ ゃさっきっ, いぇっょくけ し 
ょゃっゅけょうてくうは ゃけえくうおかなお ゃ 『ぇ-
さっゃけ, っ こけしゃっすうか くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ. 
′っとけ こけゃっつっ:  

きうくぇゃぇ いぇ っょうく けす くぇえ-
しすぇさうすっ しすさせゅぇさう 

ゃ くっは, おけうすけ ゃ こさけょなかあっくうっ 
くぇ ゃしうつおけすけ すけゃぇ ゃさっきっ くっ 
しきっくはす くうすけ いぇ きうゅ さぇぉけすくけすけ 
しう きはしすけ. ╆ぇ つっすうさうすっ ょっしっ-
すうかっすうは ゃ ちったぇ いくぇっ ゃしうつおけ:   
ょけさう うしすけさうはすぇ くぇ ゃしっおう  こう-
さけく, いぇぉうす すぇき. ¨ぉはしくはゃぇ くっ-
ゃっさけはすくぇすぇ しう こさうゃなさいぇくけしす  
おなき っょうくしすゃっくけすけ きはしすけ, おな-
ょっすけ っ さぇぉけすうか う さぇぉけすう, し かの-
ぉけゃすぇ おなき さぇぉけすぇすぇ, し ょけぉさぇすぇ 
ぉさうゅぇょぇ, ゃ おけはすけ こけこぇょぇ, う し 
おけかっおすうゃぇ. 
‶けしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ すけゅぇ-

ゃぇてくうは ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし” 
くぇ 4 のくう 1969 ゅけょうくぇ. ]かっょ 
おぇすけ きっあょせゃさっきっくくけ っ いぇゅなさ-
ぉうか おぇいぇくかなておうは きったぇくけすっ-
たくうおせき う ゃけょっく けす ょけぉさけすけ  
うきっ くぇ  そうさきぇすぇ, しぇき こけあっかぇ-
ゃぇ ょぇ いぇゃなさてう ]‶〈〉 „《さうょさうた 
╄くゅっかし” う ょぇ  しすぇくっ っょうく けす 
たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう. ╀ってっ 
こさっしすうあくけ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ ょぇ 
さぇぉけすうて ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 
しっゅぇ っ すぇおぇ, くけ きくけいうくぇ くっ ゅけ 
さぇいぉうさぇす, おぇさぇす は ょっく ょぇ きうくっ 
- ょさせゅ ょぇ ょけえょっ, こさういくぇゃぇ 

けす  さぇいしすけはくうっすけ くぇ ゃさっきっすけ 
しすさせゅぇさはす ╇ゃぇく ┿ゃさぇきけゃ. 
 ╆ぇ ゃしうつおけすけ すけゃぇ ゃさっきっ こさっい 

さなちっすっ きせ しぇ きうくぇかう すけくけゃっ 
ょっすぇえかう, ういゃなさてうかう っ しすけすう-
ちう さぇいかうつくう けこっさぇちうう, くぇえ-
すっあおぇすぇ う しかけあくぇすぇ けす おけうすけ  
っ ぉうかぇ しすさせゅけゃぇくっ くぇ おけかはくけゃ 
ゃぇか いぇ さけすけさくう きぇてうくう. 
‶さういくぇゃぇ, つっ いぇ くっゅけ くはきぇ 

すぇえくう ゃ しすさせゅけゃぇくっすけ う つっ 
ょけさう う ゃ しゃけぉけょくけすけ しう ゃさっ-
きっ くっ しっ さぇいょっかは し きぇてうくぇすぇ. 
╆ぇさぇょう かのぉけゃすぇ しう おなき さぇぉけ-
すぇすぇ う こさけそっしうはすぇ, おけはすけ っ 
しさっょ さっょおうすっ ういつっいゃぇとう ゃっつっ 
ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, いぇさぇょう けすかうゃぇ 
くぇ きかぇょう おぇょさう けす くっは, ょけさう 
こさっょう ゅけょうくう しう おせこうか しゃけえ 
しすさせゅ. ] うょっはすぇ - し こさうはすっかう 
ょぇ いぇこけつくぇす くっとけ しゃけっ. ′っ 
こけすさなゅくぇかけ, くけ いぇ しきっすおぇ くぇ 
すけゃぇ しっゅぇ ゃしっおう しゃけぉけょっく きうゅ 
こさぇゃう くっとけ くぇ きぇてうくぇすぇ いぇ 
しなしっょう う しなしっかはくう けす ╃せくぇゃ-
ちう, おなょっすけ っ さけょっく う おなょっすけ 
こさっおぇさゃぇ こけつうゃくうすっ しう ょくう. 
╃なかゅけゅけょうてくうはす しすさせゅぇさ けす 

╆ぇゃけょ 2 こさういくぇゃぇ, つっ し ゅけょう-
くうすっ しっ っ くぇせつうか ょぇ こけいくぇゃぇ 
たけさぇすぇ う ょけおけかおけ すっ しっ けすょぇ-
ゃぇす くぇ さぇぉけすぇすぇ. ‶け さなちっすっ, 
こけ ょゃうあっくうはすぇ, こけ くぇつうくぇ, こけ 
おけえすけ ゅかっょぇす きぇてうくぇすぇ, ょけさう 
こけ こけたけょおぇすぇ, ょけゃっさはゃぇ ╇ゃぇく, 
おけえすけ ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう 
さぇぉけすう くぇ せくうゃっさしぇかっく  しすさせゅ.   
』っ けす くっゅけ とっ しすぇくっ ょけぉなさ 
さぇぉけすくうお, きせ こさっょゃっとぇか けとっ 
こさっこけょぇゃぇすっかはす こけ こさぇおすうおぇ 
ゃ くはおけゅぇてくけすけ いぇゃけょしおけ せつう-
かうとっ, ゃっつっ こけおけえくうお, ╁っしっ-
かうく ╀せゅけゃ. ╃けさう しかっょ おぇすけ いぇ-
ゃなさてうか, せつうすっかはす つっしすけ うょゃぇか 
ょぇ ゅけ くぇゃっしすはゃぇ  ゃ ちったぇ. 〈ぇき, 
くぇ きはしすけ, こなさゃうはす きせ くぇしすぇゃ-
くうお しっ  けおぇいぇか くぇつぇかくうおなす くぇ 
ちったぇ 》さうしすけ ╁ぇくゅっかけゃ, こけしかっ 
╁ぇしうか ╉けしすけゃ う きったぇくうおなす ]う-
きっけく [ぇょっゃ.  ╁しうつおう すっ  „うきぇす 
こさうくけし” けす 
╇ゃぇく ょぇ くっ しすぇくっ しっかしおけ-

しすけこぇくしおう うくあっくっさ, ゃなこさっ-
おう せこけさしすゃけすけ ゅけょうくう くぇさっょ 
ょぇ せつう ゃ ]っかしおけしすけこぇくしおうは 
うくしすうすせす ゃ [せしっ. [ぇぉけすぇすぇ きっ 
ょなさこぇてっ, けぉうつぇた は, ぉってっ おぇすけ 
こなさゃぇすぇ きう かのぉけゃ, ょけゃっさはゃぇ 
けす すっゅっかぇ くぇ ゅけょうくうすっ ╇ゃぇく 

┿ゃさぇきけゃ.  
╃くっし  っ ぉかぇゅけょぇさっく う くぇ くぇ-

しすけはとうは しう くぇつぇかくうお ′うおけ-
かぇえ 》さうしすけゃ, おけえすけ,  しかっょ おぇすけ 
しっ こっくしうけくうさぇ こさっょう 8 ゅけょうくう 
くぇ こなさゃぇ おぇすっゅけさうは しなし 141 
かっゃぇ こっくしうは,  きせ こさっょかぇゅぇ ょぇ 
けしすぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ちったぇ. ╀うか 
くせあっく. 
〈けゃぇ しぇ っょくう けす くぇえ-ゃぇあくう-

すっ ょせきう くぇ こさういくぇくうっ いぇ ょなか-
ゅけゅけょうてくうは しすさせゅぇさ, いぇしかせ-
あうか し さぇぉけすぇ う ょけしすけえくしすゃけ 
しっゅぇてくけすけ しう こさうしなしすゃうっ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. 〈ぇき, おな-
ょっすけ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ けすょっかは 
きはしすけ いぇ しゃけうすっ こなさゃっくちう.  ′っ 
こさうっきぇ こけさすさっすぇ しう ゃ ┿かっはすぇ 
おぇすけ くっとけ けしけぉっくけ う ゃぇあくけ 
ゃ あうゃけすぇ しう, くけ こさういくぇゃぇ, つっ 
すけゃぇ ゅけ ゃなかくせゃぇ う さぇょゃぇ. ‶け 
けしけぉっく くぇつうく. ╉ぇおすけ う つっ ぉう 
うしおぇか こけゃっつっ ょけしすけえくう たけさぇ 
ょぇ くぇきっさはす しゃけっすけ きはしすけ すぇき. 
╇ つっ すさはぉゃぇ こけしゃっすうかうすっ しっ くぇ 
きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか” ょぇ は すぇつぇす, 
せゃぇあぇゃぇす う ょぇ ょぇゃぇす ゃしうつおけ けす 
しっぉっ しう, いぇとけすけ ょなさあぇゃぇすぇ くう 
くはきぇ おぇお ょぇ しすなこう くぇ おさぇおぇ, 
ぇおけ くはきぇ しすぇぉうかくぇ こさけきうてかっ-
くけしす, ょけぉさけ きぇてうくけしすさけっくっ, ぇ 
しぇきけすけ すけ - つうすぇゃう おぇょさう. 
╇ゃぇく し ぉけかおぇ しこけょっかは, つっ 

ょくっし  ゃしっ こけ-すさせょくけ しっ くぇきう-
さぇす たけさぇ いぇ さぇぉけすぇ くぇ せくうゃっさ-
しぇかくう しすさせゅけゃっ. 〈っあおけ っ,  うしおぇ 
しっ ょけぉさけ いょさぇゃっ, ょけぉさけ こけいくぇ-
ゃぇくっ くぇ きぇてうくぇすぇ う けすかうつくぇ 
すったくうつっしおぇ おせかすせさぇ. ′っ ゃしっおう 
しっ たゃぇとぇ くぇ すぇおぇゃぇ さぇぉけすぇ, くけ 
たゃぇくっ かう しっ けす しなさちっ, つせゃぇ かう 
こっしっくすぇ くぇ しすさせゅぇ, とぇしすかうゃ 
とっ っ, すゃなさょう  つけゃっおなす, こさっおぇ-
さぇか 42 ゅけょうくう いぇょ しすさせゅぇ. 

╁ こけしかっょくうすっ  8  ╇ゃぇく っ  
きけくすぬけさ こけ  こけょょさなあおぇすぇ 
ゃ ちったぇ,

くけ くうおけゅぇ くっ けすおぇいゃぇ  ょぇ 
しゃなさてう くせあくぇ さぇぉけすぇ, ょぇ 
ょぇょっ しなゃっす くぇ おけかっゅぇ, ょぇ こけ-
きけゅくっ. ╀かぇゅけょぇさっく っ いぇ ゃしっおう 
くけゃ ょっく, こさっおぇさぇく ゃなゃ そうさきぇ-
すぇ, くっいぇゃうしうきけ, つっ ゃしっおう  ょっく 
きけあっ う ょぇ  きせ っ こけしかっょっく. 
‶っくしうけくっさ しなき, くぇ ゃしっおう 6 

きっしっちぇ きう こけょくけゃはゃぇす ょけゅけ-
ゃけさぇ, ぇおけ しなき くせあっく う ぇおけ 
くはきぇ きかぇょう おぇょさう いぇ きけっすけ 
きはしすけ.  ╂けすけゃ しなき ょぇ けすしすなこは,  
こさうっか しなき おさぇは, しすうゅぇ ょぇ うきぇ 
たけさぇ しなし しなさちっ いぇ さぇぉけすぇ, おぇい-
ゃぇ しすさせゅぇさはす, „けこっさうさぇく” けす 

くぇつぇかくうつっしおう ぇきぉうちうう. 
 ╂けすけゃ っ いぇ おさぇは, ゃなこさっおう つっ 

しぇき くっ きけあっ ょぇ しう こさっょしすぇゃう 
くうすけ っょうく ょっく ぉっい „┿さしっくぇか”.  
〈ゃなさょう, つっ しかっょ くっゅけ とっ しっ 
こけしゃっすう くぇ ょけきぇ う しっきっえしすゃけ-
すけ しう: うきぇ ょけぉさぇ あっくぇ, おけはすけ  
ゅけょうくう くぇさっょ っ しすさけうすっかっく 
すったくうお ゃ ′╇〈╇, ぇ しっゅぇ さぇぉけすう 
ゃ こさっつうしすゃぇすっかくぇすぇ しすぇくちうは 
おさぇえ ¨ゃけとくうお.  
¨すゃなょ さぇぉけすぇすぇ う ょけきぇ 

ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす う ゅけさょけしす 
くぇ しすさせゅぇさは ╇ゃぇく しぇ ょゃっすっ 
きせ ょなとっさう - ‶っくおぇ う ╁うお-
すけさうは う ょゃぇきぇすぇ ゃくせちう:  

こけ-ゅけかっきうはす ╇ゃぇえかけ う きぇか-
おうはす  ╀けあうょぇさ, おけえすけ っ しぇきけ 
くぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ.  
 〈っ しぇ ょさせゅぇすぇ きう かのぉけゃ, ょけ-

ゃっさはゃぇ ╇ゃぇく, おけえすけ っ くっとけ 
おぇすけ ゃすけさう すぇすおけ いぇ ゅけかっきうは 
しう ゃくせお ╇ゃぇえかけ,  ょけおぇすけ ぉぇとぇ-
すぇ っ くぇ きうしうは ゃ ┿そゅぇくうしすぇく. 
╇ゃぇえかけ っ ゃっつっ ゃ てっしすう おかぇし う 
けす ゅけょうくう すぇくちせゃぇ ゃ ぇくしぇきぉなか 
„‶ぇかぇゃくうちう, くけ  ゃ こなさゃうすっ しう 
しっょっき ゅけょうくう っ  さけあぉぇ くぇ ぇさ-
しっくぇかしおぇすぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇ. 〈ぇき 
ょはょけ ╇ゃぇく っ つけゃっおなす, おけえすけ 
ゃけょう しせすさうく ╇ゃぇえかけ ゃ ゅさぇょう-
くぇすぇ う ゃっつっさ ゅけ こさうぉうさぇ.  ╇ 
おけえすけ うきぇ けゅさけきくけ あっかぇくうっ 
ょぇ こけしゃっすう ゃくせおぇ しう ゃ すぇえくうすっ 
くぇ しすさせゅぇさしすゃけすけ. 
 ]すうゅぇ ょぇ うしおぇ, くぇ かうくうは しなき,  

けとっ ょなさあぇ, し っくすせしうぇいなき こさう-
いくぇゃぇ ゃっすっさぇくなす – しすさせゅぇさ. 
 ╆ぇ おけえすけ ゃしうつおけ ゃ ょなさあぇゃぇ-

すぇ くう とっ しっ くぇさっょう すけゅぇゃぇ, おけ-
ゅぇすけ  しっ くぇきっさはす すけつくうすっ たけさぇ 
いぇ すけつくぇすぇ さぇぉけすぇ , ぇ くっ  いぇ 
ょぇょっくぇ さぇぉけすぇ – つけゃっお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

がゑぎ んゐごどばづごぎぞどとご ゑ ぎがぞん
んづでぎぞんずでとん とぺべん

うおけくけきうおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇい
ゃうゃぇ. ┿ くっいぇゃうしうきけ けす おさういぇすぇ, 
こけおぇいぇすっかうすっ, おけうすけ うきぇきっ, しぇ 
ょけぉさう. ′っとけ こけゃっつっ, けぉっきなす くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
くぇさぇしすゃぇ.
╉ぇお さっぇゅうさぇす さぇぉけすくうちうすっ, 

おけゅぇすけ しぇ くっょけゃけかくう けす けこさっ
ょっかっくぇ こけかうすうおぇ? ╉けゅぇ いぇ こけ
しかっょっく こなす ゃ ╀っかぇさせし っ うきぇ
かけ こさけすっしす うかう しすぇつおぇ?
- ╉ぇすけ こさっょしっょぇすっか くぇ こさけそしな

のい, ぇい しきはすぇき, つっ ぇおけ さぇぉけすくうちう
すっ う こさけそしなのいうすっ しぇ しすうゅくぇかう ょけ 
しすぇつおぇ, すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ すっ くっ 
しう ゃなさてぇす ょけぉさっ けぉとぇすぇ さぇぉけすぇ. 
〈っ くっ すさはぉゃぇ ょぇ しすうゅぇす ょけ すけゃぇ, 
けしけぉっくけ こさけそしなのいくうはす かうょっさ. 
]きはすぇき, つっ こさけぉかっきうすっ, おけうすけ 
しなとっしすゃせゃぇす, すさはぉゃぇ しゃけっゃさっ
きっくくけ ょぇ しっ かけおぇかういうさぇす, おぇおゃう
すけ う ょぇ しぇ すっ. ‶さけぉかっきなす すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さってぇゃぇ けとっ し ゃないくうおゃぇくっ
すけ きせ, ぇ くっ おけゅぇすけ しっ しすうゅくっ ょけ 
しすぇつおぇ. ╁ すけいう しきうしなか くぇてうすっ 
きっすけょう しぇ きぇかおけ こけ-さぇいかうつくう. 
╋けゅぇ ょぇ おぇあぇ, つっ いぇ けすょっかくう 
こさっょこさうはすうは, くぇきうさぇとう しっ, いぇ 
しなあぇかっくうっ, ゃ おさういぇ, しすぇつおぇすぇ くっ 
っ けくけゃぇ けさなあうっ, くぇ おけっすけ さはい
おけ きけあって ょぇ ょさなこくって しこせしなおぇ. 
¨しけぉっくけ, おけゅぇすけ ゃ しゃっすぇ うきぇ さっ

ちっしうは. ╁なこさけしなす くっ っ ゃ すけゃぇ ょぇ 
しすうゅくって  ょけ しすぇつおぇ, ぇ ゃ すけゃぇ – ょぇ 
うきぇ おけくしっくしせし う ょぇ くっ しっ しすうゅぇ 
ょけ くっは.
¨しゃっく ╉〈╃, けしくけゃくぇすぇ くう そせくお

ちうは っ いぇとうすぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ. 
]けちうぇかくうはす こぇおっす っ くぇてぇすぇ 
ゅかぇゃくぇ ゅさうあぇ, すなえ おぇすけ すけえ けこさっ
ょっかは くうゃけすけ くぇ あうゃけす – こさぇゃくぇ 
いぇとうすぇ, いょさぇゃくけ けしうゅせさはゃぇくっ, 
けたさぇくぇ くぇ すさせょぇ, しけちうぇかくけ う ょせ
たけゃくけ さぇいゃうすうっ う ゃしうつおけ けしすぇくぇ
かけ, おけっすけ ょくっし くっ ょけしすうゅぇ.
╇きぇ かう しなとっしすゃっくう さぇいかう

おう ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおう
すっ う ぉっかぇさせしおうすっ しうくょうおぇすう 
– おぇおすけ ゃ おけくすっおしすぇ, すぇおぇ う 
くっいぇゃうしうきけ けす つかっくしすゃけすけ 
うき ゃ ╄ゃさぇいうは?
- ╋うしかは, つっ ゃ こさけそしなのいくぇすぇ 

さぇぉけすぇ, ぇ すけゃぇ しっ ょけおぇいぇ う けす 
ょっえくけしすすぇ くう おぇすけ つかっくけゃっ くぇ 
╄ゃさぇいうは, くっ きけあっ ょぇ うきぇ こさうく
ちうこくけ ゅけかっきう さぇいかうおう. ╋けあっ ょぇ 
うきぇ ういゃっしすくう さぇいかうつうは しぇきけ ゃ 
けすょっかくうすっ くぇこさぇゃかっくうは. ]すさせ
ゃぇ きう しっ, つっ こさけぉかっきうすっ くう しう 
こさうかうつぇす. ╉ぇすけ さぇいゅけゃぇさはたきっ し 
ゃぇてうは こさっょしっょぇすっか, おけくしすぇすう
さぇたきっ, つっ くはおけう しすなこおう, おけうすけ 
くうっ っょゃぇ しっゅぇ うきぇきっ くぇきっさっくうっ 
ょぇ くぇこさぇゃうき, ゃうっ ゃっつっ しすっ ゅう 
くぇこさぇゃうかう. ′ぇこさうきっさ, くうっ しきっ 
くぇ こさぇゅぇ くぇ こさうゃぇすういぇちうはすぇ, ぇ 
こさう ゃぇし すは っ こさうおかのつうかぇ. ╆ぇすけゃぇ 
けしくけゃくぇすぇ ちっか くぇ くぇてっすけ こけしっ
とっくうっ っ ょぇ くぇせつうき おぇおゃう きっすけょう 
ゃうっ しすっ ういこけかいゃぇかう, おけゅぇすけ しぇ 
こさけすうつぇかう さぇいかうつくうすっ  こさけちっしう 
こけ ゃさっきっ くぇ こさったけょぇ, おなょっ しぇ 
ぉうかう きうくせしうすっ う  おなょっ – こかのしけ
ゃっすっ. ′うっ うしおぇきっ こさっょゃぇさうすっかくけ 
ょぇ しっ けさうっくすうさぇきっ, いぇ ょぇ くっ ょけ
こせしくっき ゅさっておう. ╁ くぇてぇすぇ しすさぇくぇ 
くぇしすなこゃぇす こさっけぉさぇいけゃぇくうは, くけ 
くうっ いくぇっき, つっ すっ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇ
くぇす し すなさこっくうっ う ぉっい こさうぉなさいぇ
くけしす, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ しなたさぇくうき 
くぇえ-ゃぇあくけすけ – すさせょけゃうすっ おけかっお
すうゃう; いぇ ょぇ きけあっき ょぇ いぇこぇいうき 
しけちうぇかくうは こぇおっす, ょぇ くっ せゃっかうつぇ
ゃぇきっ ぉさけは くぇ せゃけかくっくうすっ, ょぇ しっ 
こけしすぇさぇっき ょぇ いぇこぇいうき たけさぇすぇ う 
ょぇ しないょぇょっき くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ. 
′うっ しきっ すせお, いぇ ょぇ けぉきっくうき けこうす 
ゃ くぇてぇすぇ さぇぉけすぇ - くぇこさうきっさ こけ 
ゃなこさけしうすっ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ, 
おけっすけ っ けす ういおかのつうすっかくけ いくぇつっ
くうっ, おぇおすけ う ゃ ょさせゅうすっ しそっさう. 
〈っいう ゃいぇうきけけすくけてっくうは くうっ とっ 
さぇいゃうゃぇきっ くぇ ぉぇいぇ しこけさぇいせきっ
くうっすけ いぇ しなすさせょくうつっしすゃけ きっあょせ 
くぇてうすっ こさけそしなのいう. ┿い きうしかは, 
つっ こさけそしなのいうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは 
う ╀っかぇさせし しぇ ぉかういおう こけ しゃけはすぇ 
しなとくけしす, こけ しゃけはすぇ くぇしけつっくけしす う 
ぇおすうゃくけしす.  ╋っあょせ くぇし うきぇ きくけ
ゅけ けぉとけ う くうっ しきっ しう うくすっさっしくう 
っょうく くぇ ょさせゅ.
′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ ╁う ぇきぉうちうは 

おぇすけ こさけそしなのいっく かうょっさ?
- ‶さっょう ゃしうつおけ - ょぇ くぇきぇかは ょけ 

きうくうきせき こさけそっしうけくぇかくぇすぇ いぇ
ぉけかっゃぇっきけしす. ‶けしすぇゃうか しなき しう 
う ょさせゅぇ ちっか - くぇてうはす こさけそしなのい 
ょぇ さぇぉけすう すぇおぇ, つっ  きぇおしうきぇかくけ  
ょぇ こさうぉかうあうき  くうゃぇすぇ ゃ ょうそっ
さっくちうぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすくぇすぇ いぇ
こかぇすぇ. ]さっょくぇすぇ いぇこかぇすぇ せ くぇし っ 
くけさきぇかくぇ, くけ うきぇ こさっょこさうはすうは, 
ゃ おけうすけ ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ いぇ けす
ょっかくうすっ おぇすっゅけさうう しぇ こけ-くうしおう.  
╆ぇすけゃぇ きう しっ うしおぇ すけいう こさぇゅ くっ
こさっおなしくぇすけ ょぇ しっ こけおぇつゃぇ, こさう 
すけゃぇ – ょぇ しっ こけおぇつゃぇ っそっおすうゃくけ. 
〈けゃぇ しぇ ゃなこさけしう, おけうすけ きう しっ 
うしおぇ ゃ くぇえ-ぉかういおけ ゃさっきっ ょぇ ぉな
ょぇす さってっくう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ゎだづがぎぎぜ でぎ, ぶぎ どばと でぎ
ぢづだごげゑぎぐがん
がだゐづだ だづぺぐごぎ

╁. ╉せいきうつ し ┿す. ╀けいけゃ

╋っあょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ ょっすっすけ 1-ゃう のくう ぉっ すなさ
あっしすゃっくけ けすぉっかはいぇく  ゃ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, 
おけはすけ しっ くぇきうさぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
‶さぇいくうおなす しっ こさけゃっょっ ゃ ちゃっすくうは ょゃけさ くぇ ょっすしおけすけ 
いぇゃっょっくうっ, おなょっすけ ょっちぇ, こさっこけょぇゃぇすっかう う ゅけしすう 
けす ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ, しっ さぇょゃぇたぇ くぇ しかなくつっゃうは ょっく 
う くぇ きせいうおぇかくぇすぇ こさうおぇいおぇ, ういこなかくっくぇ くぇ あうゃけ 
けす こかけゃょうゃしおぇすぇ ちうゅせかぇさおぇ ′うくぇ ╉せのきょあうはく. 
╆ぇ こさぇいくうおぇ しう きぇかつせゅぇくうすっ けす ゅさぇょうくぇすぇ こけ

しさっとくぇたぇ ゃぇあくう ゅけしすう - こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか”. 
 ╁ ょゃけさぇ くぇ いぇぉぇゃぇつくうちぇすぇ きぇかつせゅぇくうすっ ぉはたぇ 

こさうゃっすしすゃぇくう けす  ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ - ょうさっおすけさ 
„〈ったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”, ]すぇ
くうしかぇゃ ′っくけゃ - ょうさっおすけさ こけ  しこっちうぇかくうすっ ゃなこさけ
しう, う  ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ - ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, おけうすけ ゅう ょぇさうたぇ しなし しかぇょおう う てけおけ
かぇょけゃう かぇおけきしすゃぇ. ]こっちうぇかっく ょぇさ いぇ ょっちぇすぇ ぉっ う  
きせいうおぇかくぇすぇ うきこさけゃういぇちうは くぇ こさうおぇいおぇすぇ „』っさ

ゃっくぇすぇ てぇこつうちぇ”, ういこなかくっくぇ 
けす ′うくぇ ╉せのきょあうはく . 
′ぇ あっしすぇ  ょっちぇすぇ けす „╀せさぇすう

くけ” けすゃなさくぇたぇ し こけょけぉぇゃぇとけ 
ゃくうきぇくうっ う せゃぇあっくうっ, おぇおすけ 
う し けぉっとぇくうっすけ ょぇ しすぇくぇす けとっ 
こけ-こけしかせてくう う っょうく ょっく ょぇ 
しぇ つぇしす けす くけゃぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
しきはくぇ.  

〈┿ 

ぢづんげぞごぶぎぞ ぢだげがづんゑ げん がぎぴんどん だど がゎ „ゐばづんどごぞだ”

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

′ぇ しさっとぇ しなし しうくょうおぇかくうは ぇおすうゃ

] ゃくせおぇ ╇ゃぇえかけ

]くうきおうすっ, おけうすけ ゃう ういこさぇ-
とぇき, くっ しぇ いぇ ゃしっくぇさけょくけ う 
ゃしっぇさしっくぇかしおけ こさういくぇくうっ, ぇ 
っょくぇ くけさきぇかくぇ つけゃっておぇ さぇ-
ょけしす. 〈ぇおぇゃぇ しうゅせさくけ うきぇす 
ょけしすぇ ぇさしっくぇかちう. 〈ぇいう ゅけょう-
くぇ うきぇき ょゃっ ぇぉうすせさうっくすおう.
╂けかはきぇすぇ きう ょなとっさは [け-

きうくぇ いぇゃなさてう 》せきぇくうすぇさくぇ 
ゅうきくぇいうは „╉うさうか う ╋っすけ-
ょうえ”, ぇ きぇかおぇすぇ ┿くすけくうは  いぇ-
ゃなさてう こさっょせつうかうとくぇ ゅさせこぇ 
ゃ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすう-
くけ”  ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 〉しこはた-
きっ し ょゃっ ぇさしっくぇかしおう いぇこかぇすう 
う きぇかおけ いぇっきう ょぇ しこさっすくっき 
ょゃっ たせぉぇゃうちう.
┿くすけくうは ╂ぇくっゃしおぇ せしこってくけ 

こさっょしすぇゃう ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
くぇ ゅさぇょしおうは おけくおせさし いぇ きぇか-
おぇすぇ ちぇさうちぇ [けいぇ. ╇いこなかくう 
こっしくうつおぇ, おけはすけ こけょゅけすゃう 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ きせいうおぇか-
くうは こっょぇゅけゅ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ.
┿おけ ゃう たぇさっしゃぇ こけょけぉ-

くぇ うょっは, きけあっ ょぇ けすょっかう-

すっ きはしすけ いぇ すぇい ゅけょうてくうすっ 
ぇさしっくぇかしおう ぇぉうすせさうっくすおう, 
し  おさぇしうゃう しくうきおう けす ぇぉうすせ-
さうっくすしおうすっ ぉぇかけゃっ. ′ぇ きっく 
かうつくけ とっ きう ぉなょっ きくけゅけ うく-
すっさっしくけ.

] せゃぇあっくうっ:
〈ぇくは ╂ぇくっゃしおぇ,

„┿さしっくぇか” ┿╃

╋うし 〈けくう

]っきっえしすゃけすけ し ょゃっすっ 
ぇぉうすせさうっくすおう

╀っか. くぇ さっょぇおすけさぇ: 

〈けゃぇ っ こなさゃけすけ こうしきけ けす 
„┿さしっくぇか” ┿╃, おけっすけ こけ-
かせつうたきっ ぉせおゃぇかくけ ょっく, 
しかっょ おぇすけ ういかっいっ ぉさけえ 3 
くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ╇ 
うしおさっくけ しっ いぇさぇょゃぇたきっ 
くぇ ぉなさいぇすぇ さっぇおちうは くぇ 
おけかっおすうゃぇ くぇ そうさきぇすぇ, 
くぇ ゃしうつおう つうすぇすっかう くぇ 
ゃっしすくうおぇ くう. 
]なさょっつくけ ぉかぇゅけょぇさうき 

くぇ 〈ぇくは ╂ぇくっゃしおぇ  いぇ 
けすいうゃつうゃけしすすぇ う しこけ-
ょっかっくぇすぇ さぇょけしす し くぇし.  
╅っかぇっき え ょぇ うきぇ けとっ 
しすけすうちう こけゃけょう う こなすう, 
ゃ おけうすけ ょぇ くう いぇしうこゃぇ 
し こけょけぉくう   しこけょっかっくう 
さぇょけしすう...
] うくすっさっし う かのぉけゃ とっ 

つぇおぇきっ う ╁ぇてうすっ こうし-
きぇ う しくうきおう, せゃぇあぇっきう 
つうすぇすっかう くぇ くぇてぇすぇ さっ-
ょぇおちうけくくぇ こけとぇ: 

didab@abv.bg うかう 
くぇ すっかっそけくう: 0882 
98 70 12, 0882 98 70 
13, 0882 98 70 14 う 
くぇ ゃなすさ. すっか: 24-55, 
21-37 うかう  7-24-55, 
6-40-94, 7-21-37
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ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ 
で とだぞとばづで げん どばづごでどごぶぎでとだ ずだゎだ

ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ う ]ょさせあっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う 
さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ゅさぇょぇ けさゅぇくういうさぇす ╋かぇょっあおけ ぇすっかうっ 
– いぇ ういさぇぉけすおぇ くぇ すせさうしすうつっしおけ かけゅけ う しかけゅぇく くぇ ╉ぇ
いぇくかなお. 『っかすぇ くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ っ ょぇ こさけゃけおうさぇ きかぇょうすっ 
すゃけさちう ょぇ しないょぇょぇす くけゃ, きけょっさっく しうきゃけか くぇ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ すせさうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇちうは しなし しうかっく こけすっくちうぇか.╃ぇ 
しなつっすぇゃぇ ゃ しっぉっ しう きけょっさくけしす, きくけゅけけぉさぇいうっ う しなとっゃさっ
きっくくけ すさぇょうちうう.
╁ ┿すっかうっすけ きけゅぇす ょぇ ゃいっきぇす せつぇしすうっ しなし しゃけえ ぇゃすけさしおう 
こさけっおす っょくけ うかう こけゃっつっ そういうつっしおう かうちぇ, くぇ ゃないさぇしす けす 
18 ょけ 35 ゅけょうくう, ぉっい けゅさぇくうつっくうっ ゃ きっしすけあうすっかしすゃけすけ. 
〈っ きけゅぇす ょぇ ういゅけすゃはす ゅさぇそうつっく いくぇお, さっおかぇきくけ ういさっつっ
くうっ うかう う ょゃっすっ. ]さけおなす いぇ ういこさぇとぇくっ くぇ こさけっおすうすっ っ 
ょけ 30 のくう.
‶さっょかけあっくうはすぇ くぇ おぇくょうょぇすうすっ とっ ぉなょぇす けちっくはゃぇくう けす 
ぇゃすけさうすっすくけ あせさう し こさっょしっょぇすっか ]すっそぇく ╀けあおけゃ, つかっく 
くぇ 〉] くぇ ]╀》 う こさっいうょっくす くぇ ╋っあょせくぇさけょくけ すさうっくぇかっ くぇ 
ゅさぇそうつくうすっ ういおせしすゃぇ, う つかっくけゃっ: ‶っすは ╋うくっおけゃぇ (ょういぇえ
くっさ, ょうさっおすけさ くぇ ′╂‶╇╃ „Aおぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ”), ╉けかぬけ 
╉ぇさぇきそうかけゃ (つかっく くぇ ]╀》, くけしうすっか くぇ ╂さぇく こさう くぇ ╋っあ
ょせくぇさけょくけ すさうっくぇかっ くぇ ゅさぇそうつくうすっ ういおせしすゃぇ), ょういぇえくっ
さなす ╁っくおけ ぃくぇおけゃ う いぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]ょさせ
あっくうっすけ くぇ たけすっかうっさうすっ う さっしすけさぇくすぬけさうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
‶っすなさ ╁っおけゃ.
‶けぉっょうすっかはす ゃ ╋かぇょっあおけすけ ぇすっかうっ とっ ぉなょっ けぉはゃっく くぇ 1 
のかう. 〈けえ とっ こけかせつう くぇゅさぇょぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 800 かっゃぇ, ょけ
おぇすけ いぇ ぇゃすけさぇ くぇ ういぉさぇくけすけ ういさっつっくうっ-しかけゅぇく しぇ こさっょ
ゃうょっくう 300 かっゃぇ. ┿おけ かけゅけすけ う しかけゅぇくなす しぇ ょっかけ くぇ っょうく 
ぇゃすけさ, すけえ とっ こけかせつう う ょゃっすっ くぇゅさぇょう. 
¨さゅぇくういぇすけさうすっ こかぇくうさぇす ゃ くぇつぇかけすけ くぇ のかう ょぇ くぇこさぇ
ゃはす ういかけあぉぇ ゃ ゅさぇょしおぇ しさっょぇ し 20 ういぉさぇくう ういきっあょせ ゃしうつ
おう すゃけさぉう, つううすけ ぇゃすけさう とっ ぉなょぇす くぇゅさぇょっくう う し ょうこかけ
きぇ いぇ せつぇしすうっ ゃ ┿すっかうっすけ.
〉しかけゃうはすぇ くぇ ╋かぇょっあおけ ぇすっかうっ う ゃしうつおう くっけぉたけょうきう ょけ
おせきっくすう いぇ せつぇしすうっ しぇ ょけしすなこくう くぇ ぇょさっし 

, おぇおすけ う ゃなゃ そっえしぉせお しすさぇくうちぇすぇ くぇ ┿すっ
かうっすけ.

ぎ¡ïäñëöóöñ  で ぢだがんづぺと  げん 1- ゑご ùぞご 

]おなこう しなゅさぇあょぇくう, 
こさうはすっかう う おけかっゅう,

′うっ, ゅさせこぇすぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう けす „ぎ¡ïäñëöó 

£í とí£íÖ¿é¡”, しっ けぉさなとぇきっ 
おなき ゃぇし, おぇすけ すなさしうき ゃぇてぇ
すぇ ゅさぇあょぇくしおぇ こけいうちうは う しな
ょっえしすゃうっ.
¨つぇおゃぇきっ ゃぇてぇすぇ けちっくおぇ いぇ 

さぇぉけすぇすぇ くぇ ょけしっゅぇてくけすけ さな
おけゃけょしすゃけ くぇ けぉとうくぇすぇ ゃ かう
ちっすけ くぇ おきっすぇ う けぉとうくしおうは 
しなゃっす, いぇ ょぇ ういゅけすゃうき くけゃぇすぇ 
‶さけゅさぇきぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお こさっい しかっょゃぇ
とうすっ つっすうさう ゅけょうくう. ╆ぇ すぇいう 
ちっか ういゅけすゃうたきっ しこっちうぇかくぇ 
┿くおっすぇ う けつぇおゃぇきっ う ゃぇてうすっ 
こさっょかけあっくうは いぇ すけゃぇ, おぇおゃけ 
うしおぇすっ ょぇ こさけきっくうき いぇっょくけ, 
すぇおぇ, つっ ょぇ あうゃっっき ゃ きけょっさ
くぇ う ょけしすけえくぇ けぉとうくぇ, おぇ
おゃぇすけ ゃしうつおう くうっ いぇしかせあぇ
ゃぇきっ.

╆ぇ くぇし, おぇおすけ う いぇ ゃしっおう 
ゅさぇあょぇくうく くぇ けぉとうくぇすぇ, っ 
ゃぇあくけ ょぇ うきぇきっ しこけおけえしすゃうっ 
う しうゅせさくけしす, いぇ ょぇ ゃなさてうき 
ょけぉさっ さぇぉけすぇすぇ しう. ′っけぉたけ
ょうきぇ っ きけょっさくぇ うくそさぇしすさせお
すせさぇ, いぇ ょぇ ょけえょぇす こけゃっつっ 
うくゃっしすうちうう う こけゃっつっ さぇぉけす
くう きっしすぇ いぇ くぇし う ょっちぇすぇ くう, 
きけょっさくけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ う 
けぉさぇいけゃぇくうっ.
╁ぇあくけ っ ょぇ しきっ ゅけさょう, つっ 

あうゃっっき ゃ きけょっさくぇ う ぉかぇゅけ
ょっくしすゃぇとぇ けぉとうくぇ. 

╆ぇすけゃぇ うきぇきっ くせあょぇ けす 
ゅさぇあょぇくしおぇすぇ しなゃっしす う こけ
いうちうは くぇ ゃしっおう けす ゃぇし, いぇ ょぇ 
ういゅさぇょうき いぇっょくけ けぉとうくぇすぇ, 
おけはすけ いぇしかせあぇゃぇきっ. 

╆ぇとけ しっ おぇくょうょぇすうさぇ
きっ けすくけゃけ いぇ しなゃっすくうちう ゃ 
¨ぉ] くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお?

╆ぇとけすけ くうっ, ゅさせこぇすぇ けぉ
とうくしおう しなゃっすくうちう けす ╄╉, しきっ 
つぇしす けす ゅさぇあょぇくしおけすけ けぉとっ
しすゃけ う ゃしはおけ さってっくうっ, おけっすけ 
っ ゃ うくすっさっし くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
くぇ けぉとうくぇすぇ, っ う くぇてっ.
╆ぇとけすけ くっ しきっ ょけゃけかくう 

けす ょけしっゅぇてくぇすぇ ょっえくけしす くぇ 
¨ぉ], すなえ おぇすけ こさけすうゃけさっ
つうはすぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ さぇいかうつくうすっ こけかうすうつっしおう 
こぇさすうう こさぇおすうつっしおう ぉかけおう
さぇたぇ ょっえくけしすすぇ きせ. ╁ くぇしすけ
はとうは くう きぇくょぇす くっ せしこはたきっ 
ょぇ くぇかけあうき こさぇゅきぇすうつくけ 
さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ 
くぇ けぉとうくぇすぇ, いぇとけすけ ぉはたきっ 
きぇかおけ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しきっ こけゃっ
つっ, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ くぇかけあうき 
ょさせゅ しすうか くぇ さぇぉけすぇ ゃ ¨ぉ] - 
ぇ くうっ きけあっき う いくぇっき.
╆ぇとけすけ ゃさっきっすけ くぇ こけかうすう

つっしおうすっ きくけいうくしすゃぇ けすょぇゃくぇ 
しゃなさてう. 〈けいう, おけえすけ しう きう
しかう, つっ きけあっ ょぇ せこさぇゃかはゃぇ 
し こけかうすうつっしおけ きくけいうくしすゃけ, 
おさうゃけ しう こさぇゃう しきっすおうすっ う 
すけゃぇ しっ ょけおぇいぇ こさっい ういきうくぇ
ゃぇとうは きぇくょぇす くぇ ̈ ぉ]. ′せあくけ 
っ ょぇ うきぇ きくけいうくしすゃぇ, そけさ
きうさぇくう しぇきけ けす うくすっさっしうすっ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う けぉとうくぇすぇ. 
╋くけいうくしすゃぇ, おけうすけ ょぇ さぇぉけ
すはす ゃ いぇとうすぇ くぇ おけくおさっすくう 
こさけっおすう う おけくおさっすくう うくうちう
ぇすうゃう, おけうすけ しぇ ゃ うくすっさっし くぇ 

さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ. ╆ぇ 
すぇおけゃぇ きくけいうくしすゃけ  くうっ さぇ
ぉけすうたきっ う しきっ ゅけすけゃう ょぇ さぇ
ぉけすうき う ゃ ぉなょっとうは ¨ぉ]. ′っ 
いぇ きくけいうくしすゃけすけ くぇ こけかうすう
つっしおうすっ うょっけかけゅうう, ぇくけくうき
くけしすすぇ う ぉっいけすゅけゃけさくけしすすぇ, 
ぇ いぇ きくけいうくしすゃけ くぇ しないうょぇ
くうっすけ, こさぇゅきぇすうつくけしすすぇ う 
っそっおすうゃくけしすすぇ. 
′っ しきっ けぉさっきっくっくう けす こぇさ

すうえくう こさうしすさぇしすうは, いぇすけゃぇ 
きけあっき ょぇ こけょおさっこうき ゃしはおけ 
さってっくうっ ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ, くっいぇゃう
しうきけ けす おけゅけ っ こさっょかけあっくけ. 
′っとけ こけゃっつっ, くうっ しきっ ゅっくっ
さぇすけさう くぇ ょけぉさうすっ うょっう う 
こけかいう.
〈けゃぇ, おけっすけ ゃう こさっょかぇゅぇ

きっ, っ いぇっょくけ ょぇ しないょぇょっき 
‶さけゅさぇきぇすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ ょぇ 
こさっょかけあうき う こさっょしすぇゃうき 
こさっい しかっょゃぇとうは きぇくょぇす くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
╂けすけゃう しきっ ょぇ さぇぉけすうき いぇ 

すけゃぇ う ょぇ は けすしすけはゃぇきっ.
〉ゃっさはゃぇきっ ゃう, つっ くぇてぇすぇ 

けしくけゃくぇ いぇょぇつぇ こさっい しかっょ
ゃぇとうすっ ゅけょうくう っ ょぇ ぉなょっき 
╁ぇてうすっ たけさぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす, 》けさぇすぇ くぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
┿くおっすぇすぇ きけあっすっ ょぇ くぇきっ

さうすっ う こけこなかくうすっ ゃ こさうっき
くぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ ぉせか ”[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ” 5 う くぇ しぇえすぇ: 

╁ぇてっすけ きくっくうっ っ ゃぇあくけ いぇ 
くぇし!
′っおぇ しう こけあっかぇっき けぉと 

せしこった!

] ういちはかけ けぉくけゃっくぇ  ょっすしおぇ 
こかけとぇょおぇ しっ しょけぉうたぇ ょっちぇ
すぇ う あうゃっっとうすっ ゃ おゃぇさすぇか 

„╁ぇしうか ╊っゃしおう”, ゃ さぇえけくぇ くぇ 
ぉかけおけゃっすっ 22 う 23. 
‶かけとぇょおぇすぇ, おけはすけ っ くぇ 

こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう, こけ 
うくうちうぇすうゃぇ くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ こさっょう 
すさう ゅけょうくう ぉっ ういちはかけ さっ
おけくしすさせうさぇくぇ - し ういゅさぇょっくう 
くけゃう おぇすっさせておう, こなさいぇかおう う 
こはしなつくうちう. 
╁なこさっおう しすさっきっあぇ くぇ きっしす

くうすっ たけさぇ ょぇ けこぇいはす おさぇしう
ゃぇすぇ こさうょけぉうゃおぇ いぇ ょっちぇすぇ, 
いぇ ういきうくぇかうすっ すさう ゅけょうくう 
ゅけかはきぇ つぇしす けす こはしなおぇ こさっょ 
こなさいぇかおうすっ ういつっいくぇ, ぇ かのか
おうすっ ぉはたぇ こけゃさっょっくう しっさう
けいくけ,  ぇ くはおけう  こさけしすけ うい
つっいくぇたぇ. 
╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╋っあょせ

くぇさけょくうは ょっく くぇ ょっすっすけ - 
1-ゃう のくう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡ けすくけゃけ  
しっ いぇったぇ し こさうはすくぇすぇ いぇょぇ
つぇ ょぇ ゃないしすぇくけゃはす  ょっすしおぇすぇ 
こかけとぇょおぇ ,おぇすけ は さっくけゃうさぇす 
う  けしゃっあぇす. 
′ぇ きはしすけすけ くぇ ういこけつせこっ

くうすっ かのかおう しっ こけはゃうたぇ くけゃう 
う いょさぇゃう, ぇ こはしなつくうちうすっ 
ぉはたぇ いぇこなかくっくう し くけゃ こは
しなお. ¨しゃっあっくぇ っ けゅさぇょぇすぇ 
くぇ こかけとぇょおぇすぇ,  けおけしっくう  しぇ 
すさっゃうすっ, こさっぉけはょうしぇくう しぇ 
う けしすぇくぇかうすっ うゅさけゃう しなけさな
あっくうは. 
]すぇくぇ  きくけゅけ こさうはすくけ きはし

すけ, すゃなさょはす あうすっかうすっ くぇ 
おゃぇさすぇか „╁ぇしうか ╊っゃしおう” - 
とぇしすかうゃう, つっ  ょっちぇすぇ うき うきぇす 
しこけおけえくけ う こさうはすくけ きはしすけ いぇ 
うゅさぇ. 〈ぇおけゃぇ, し おけっすけ おさぇしう
ゃうすっ きっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しぇ し 
っょくけ こけゃっつっ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡.

╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

とんげんぞずぺぷとご ばぶごどぎず べぎ
だゐごとだずご ゑごどだぷん
╉ぇいぇくかなておうはす きぇさぇすけくっち  

╃ぇくうっか 『けおっゃ とっ せつぇしすゃぇ 
ゃ こけさっょくぇすぇ ¨ぉうおけかおぇ くぇ 
╁うすけてぇ - 100 おうかけきっすさぇ 
ぉはゅぇくっ うかう おけかけっいょっくっ  - 
こけ ういぉけさ! ′ぇつぇかけすけ っ すけつ-
くけ ゃ こけかせくけと  くぇ 2-さう のかう, 
こっすなお しさっとせ しなぉけすぇ. ╅っかぇ-
っとうすっ ょぇ こさっきっさはす  しうかう う 
ょせた きけゅぇす  ょぇ しすぇくぇす つぇしす 

けす しこけさすくぇすぇ おけきこぇくうは くぇ  
おぇいぇくかなておうは せつうすっか.  
╁ しすさぇくうちぇすぇ しう ゃなゃ 《っえし-

ぉせお しぇきうはす ╃ぇくうっか 『けおっゃ っ 
くぇこうしぇか, つっ けつぇおゃぇ „くけゃぇ 
しさっとぇ し ょけぉさう こさうはすっかう う 
ょぇえ, ╀けあっ, かうつっく さっおけさょ. 
】っ しすぇくっ っょくけ しこけさすくけ しせ-
こっさ てけせ...”
 ¨す ゅけょうくう ╃ぇくうっか 『けおっゃ 

こさっょういゃうおゃぇ しっぉっ しう ゃ こけ-
さっょうちぇ さぇいかうつくう きぇさぇすけく-
しおう せつぇしすうは. 〈けえ っ しさっょ 
くぇえ-さっょけゃくうすっ ぉっゅぇつう くぇ 
おぇいぇくかなておうは しすぇょうけく. 
『けおっゃ っ こさっこけょぇゃぇすっか ゃ 

せつうかうとっすけ ゃ しっかけ ¨しっすっ-
くけゃけ, けぉとうくぇ ‶ぇゃっか ╀ぇくは.  
╆ぇょ ゅなさぉぇ しう  うきぇ ょっしっすおう 
せつぇしすうは ゃ しゃっすけゃくう きぇさぇ-
すけくう, くぇちうけくぇかくう しなしすっいぇ-
くうは う かうつくう さっおけさょう. 

〈┿
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]ぇきけしすけはすっかっく こさぇいくうつっく おけくちっさす ういくっしっ くぇ 2 のくう ゃ 
╃╉ „┿さしっくぇか” 《けかおかけさくうはす すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”. 
╄ょくけつぇしけゃぇすぇ おけくちっさすくぇ こさけゅさぇきぇ, ゃおかのつゃぇとぇ う くけゃう 
すぇくちう けす さっこっさすけぇさぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ, ぉっ こけいょさぇゃ けす うきっすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ おなき おぇいぇくかなつぇくう こけ しかせつぇえ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ`2011 し こけあっかぇくうっ いぇ いょさぇゃっ う こさぇいくうつくけ くぇ
しすさけっくうっ. 
╁たけょなす ぉってっ しゃけぉけょっく, おぇすけ こさっょゃぇさうすっかくけ ゃ いぇかぇすぇ 

しこっちうぇかくけ ぉはたぇ こけおぇくっくう こっくしうけくっさう, つかっくけゃっ くぇ ]なのいぇ 

くぇ いぇこぇしくうすっ けそうちっさう う しっさあぇくすうすっ けす 
いぇこぇしぇ, ゅさぇあょぇくう ゃ いぇすさせょくっくけ きぇすっさう
ぇかくけ こけかけあっくうっ う けす しけちうぇかくうすっ ょけきけ
ゃっ いぇ ゃないさぇしすくう たけさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょっちぇ  
う ゃないさぇしすくう し せゃさっあょぇくうは. 
‶さっょう おけくちっさすぇ くぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ 

こせぉかうおぇすぇ ぉっ こさっょしすぇゃっく 15-きうくせすっく 
そうかき, けすさぇいはゃぇと っょくけ けす すせさくっすぇすぇ くぇ 
ぇくしぇきぉなかぇ ゃ ぅこけくうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

『ぇさうちぇ [けいぇ`2011 – ]うきけ-
くぇ ‶っすおけゃぇ う ょゃっすっ え こけょ-
ゅかぇしくうつおう せつぇしすゃぇたぇ ゃ ‶さぇい-
くうおぇ くぇ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ 
くけゃう ぉぇかくう さけおかう.  
[けおかうすっ しぇ こけ うょっは くぇ ╃ぇさう-

くぇ ╈けゃつっゃぇ, せつっくうつおぇ ゃ しこっ-
ちうぇかくけしすすぇ „╋けょっく ょういぇえく” 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さけそっ-
しうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは こけ かっおぇ 
こさけきうてかっくけしす う すせさういなき. 
╇ょっはすぇ - ゃういうはすぇ くぇ ちぇさう-
ちうすっ ょぇ ぉなょっ しきっくっくぇ, っ くぇ 
けさゅぇくういぇすけさうすっ くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ – ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお う 《けくょぇちうは „╀なかゅぇさしおぇ 
さけいぇ”. 〈っ けさゅぇくういうさぇかう おけく-
おせさし しさっょ せつっくうちうすっ けす 11 
„ゃ” おかぇし けす きけょくぇすぇ しこっちうぇか-
くけしす し ういうしおゃぇくっすけ - くけゃうすっ 
さけおかう ょぇ ぉなょぇす こけ-きけょっさくう う 
ちぇさしすゃっくう. ‶っすうきぇ きかぇょう ょう-
いぇえくっさう しっ ゃおかのつうかう ゃ おけく-
おせさしぇ, おけえすけ こっつっかう ╃ぇさうくぇ 
╈けゃつっゃぇ.
[けおかうすっ しぇ せてうすう し こけきけ-

とすぇ くぇ こさっこけょぇゃぇすっかおぇすぇ こけ 

おけくしすさせうさぇくっ う ょういぇえく うくあ. 
╋うかっくぇ ╉ぇさぇしすけはくけゃぇ し こけ-
きけとすぇ くぇ ╋ぇさうえおぇ [ういけゃぇ, 
しなとけ けす ゅうきくぇいうはすぇ こけ すせさう-
いなき.
′けゃぇすぇ ゃういうは くぇ けぉかっおかけすけ 

くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ っ こさけゃけおう-
さぇくぇ けす うょっはすぇ いぇ ちゃっすはすぇ, 

っそうさくけしすすぇ くぇ さけいぇすぇ う きくけ-
あっしすゃけすけ けさくぇきっくすう, けぉはしくう 
╉ぇさぇしすけはくけゃぇ. [けおかうすっ くぇ-
こけょけぉはゃぇす さけいけゃ ちゃはす. ╇いさぇ-
ぉけすっくう しぇ けす しぇすっく う けさゅぇく-
いぇ, し せしっとぇくっすけ いぇ かっおけすぇ う  
っそうさくけしす.         
╁ こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう 

ういぉさぇくうすっ ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇす 
╉ぇいぇくかなお くぇ こさぇいくうおぇ ょっゃけえ-
おう しっ けぉかうつぇたぇ ゃ せくうおぇかくうすっ 
おけしすのきう くぇ しちっくけゅさぇそぇ くぇ 
けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ” – ╉なくつけ ╉ぇしぇぉけゃ, 
おけえすけ うきぇ くけきうくぇちうは いぇ すっぇ-
すさぇかくぇすぇ くぇゅさぇょぇ „┿しおっっさ” いぇ 
しちっくけゅさぇそうは. ╉けしすのきうすっ くぇ 
╉なくつけ ╉ぇしぇぉけゃ ゃなこかなとぇゃぇす 
うょっはすぇ いぇ すさぇおうえしおぇすぇ ゃういうは 
くぇ 『ぇさうちぇすぇ う しぇ しゃけっけぉさぇい-
くぇ さっこかうおぇ くぇ けぉかっおかけすけ くぇ 
ゃかぇょっすっかおぇすぇ, ういこうしぇくぇ ゃ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ 〈さぇおうえしおぇ ゅさけぉ-
くうちぇ けす 4-すう ゃっお こさ. く.っ.
[けおかうすっ くぇ きけきうつっすぇすぇ しっ 

ょけこなかゃぇたぇ けす しさっぉなさくう くぇおう-
すう – おけさけくぇ う けぉっちう, さなつくぇ 
ういさぇぉけすおぇ, くぇ おぇいぇくかなておうは 

〉あえしあつかせ しけ か けくいそちひて せあ をあちけぬあ 『そくあ?
/ぇくおっすぇ し せつっくうちう/

『ゃっすけきうさ ‶っすさけゃ:
]こけさっょ きっく, ういぉけさなす くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くっ っ きぇくうこせかうさぇく, 
いぇとけすけ くっ きうしかは, つっ おぇいぇくかなつぇくう しぇ すけかおけゃぇ おけさせきこうさぇ-
くう, つっ ょぇ けこけさけつぇす すけいう おさぇしうゃ おけくおせさし.

╇ゃっかうくぇ ╃うきうすさけゃぇ:
‶けしかっょくぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお ぉってっ くぇうし-
すうくぇ たせぉぇゃけ きけきうつっ. ′け, こけ ょせきうすっ くぇ っょくぇ きけは こけいくぇ-
すぇ, せつぇしすくうつおぇ ゃ おけくおせさしぇ ゃ ‶ぇゃっか ╀ぇくは, 『ぇさうちぇ [けいぇ っ 
しこっつっかうかぇ し こけきけとすぇ くぇ おけさせこちうは.

╁ぇかっくすうくぇ ‶っさつっきかうっゃぇ:
]きはすぇき, つっ くっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ しっ ういぉうさぇ 
けぉっおすうゃくけ. 『ぇさうちぇ [けいぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ういぉうさぇ こけ おさぇしけ-
すぇ う うくすっかうゅっくすくけしす, くけ ちぇさうちうすっ くっ けすゅけゃぇさはす くぇ すけいう 
おさうすっさうえ. ╉けくおせさしなす, こけ きけっ きくっくうっ, ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう 
っ きぇくうこせかうさぇく.

]すぇくうしかぇゃ ╂っけさゅうっゃ:
]なとっしすゃせゃぇ きくっくうっ, つっ おけくおせさしなす っ きぇくうこせかうさぇく. ′っ 
こけいくぇゃぇき おぇくょうょぇすおうすっ すぇいう ゅけょうくぇ, くうすけ きけきうつっすぇすぇ けす 
きうくぇかう ゅけょうくう う くっ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ しなし しうゅせさくけしす, くっ しなき 
ゅう ゃうあょぇか くうおなょっ こさっょう ういぉけさぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╃うさっおすけさなす くぇ „〈ったくけかけ-
ゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけ-
させょゃぇくっ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 

うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ ぉっ うい-
ぉさぇく いぇ いぇきっしすくうお-こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ ′ぇせつくけ-すったくうつっ-
しおうは しなのい /′〈]/ ゃ ╉ぇいぇくかなお  
こけ ゃさっきっ くぇ けすつっすくけ-ういぉけさ-
くけすけ しなぉさぇくうっ くぇ けさゅぇくういぇ-
ちうはすぇ, こさけゃっょっくけ ゃ おさぇは くぇ 
きぇえ. ╃けきぇおうく くぇ そけさせきぇ ぉっ 
╃けきなす くぇ くぇせおぇ う すったくうおぇすぇ 
ゃ ゅさぇょぇ. 
《けさせきなす こさうっ  けしくけゃくう くぇ-
しけおう いぇ さぇぉけすぇ こさっい しかっょ-
ゃぇとうは 4-ゅけょうてっく こっさうけょ う 
しゃけえ ぉのょあっす. 
╉ぇすけ ゅかぇゃくぇ ちっか くぇ 〉] くぇ 
′〈] ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ いぇこうしぇくけ  
こさうゃかうつぇくっすけ くぇ くけゃう つかっ-
くけゃっ くぇ ]なのいぇ, おけうすけ きけゅぇす 
ょぇ しぇ, おぇおすけ おけかっおすうゃくう – 
そうさきう う のさうょうつっしおう かうちぇ, 

すぇおぇ う うくょうゃうょせぇかくう. ╃させゅぇ 
ゃぇあくぇ ちっか っ けさゅぇくういうさぇくっ-
すけ くぇ さぇいかうつくう けぉせつうすっかくう 
そけさきう う おせさしけゃっ. 
‶さっょけしすぇゃはくっすけ くぇ ゃないきけあ-
くけ くぇえ-ゅけかはき けぉっき くけゃぇ すった-
くうつっしおぇ うくそけさきぇちうは う こけ-
きけと っ しなとけ っょくぇ けす ちっかうすっ 
くぇ くけゃうは せこさぇゃうすっかっく しなゃっす  
くぇ ′〈]. 
╆ぇ こさっょしっょぇすっか くぇ 〉] くぇ 
′〈] ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ こさっうい-
ぉさぇく  ╃けつけ ╁ぇしうかっゃ,  おけえすけ 
とっ しっ こけょこけきぇゅぇ ゃ さぇぉけすぇ 
けす ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ. 』かっくけゃっ 
くぇ 〉] しすぇくぇたぇ   ┿かっおしぇくょなさ 
╋うくつっゃ けす ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあう-
くう ゃ し. ╉さなく,  〈けくつけ 』せおぇかけゃ  
う ╁ぇしうか ╁ぇしうかっゃ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╁すけさけすけ ういょぇくうっ くぇ „╆ぇぉ-
さぇゃっくけ う くっういゃっしすくけ いぇ しすぇ-
さうは ╉ぇいぇくかなお”  こさっょしすぇゃう くぇ 
26-すう きぇえ ゃ ╇しすけさうつっしおうは 

きせいっえ „╇しおさぇ” ╊のょきうかぇ ╉う-
すうこけゃぇ – ‶けこけゃぇ. ╋ぇかおけ うい-
ゃっしすくう う かのぉけこうすくう „おぇさすう-
くう”  けす ╉ぇいぇくかなお ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ きうくぇかうは ゃっお, こけさすさっすう 
くぇ こけこせかはさくう きっしすくう かうつ-
くけしすう う いっゃいっちう, あうゃけすなす ゃ 
‶っょぇゅけゅうつっしおけすけ せつうかうとっ, 
ょぇかけ くぇつぇかけすけ くぇ おせかすせさくけ-
すけ こさっけぉさぇいはゃぇくっ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, しぇ ゃおかのつっくう ゃ おくうゅぇすぇ, 
こさっょしすぇゃっくぇ けす うしすけさうおぇ 
╋けきつうか ╋ぇさうくけゃ, せさっょくうお 

ゃ ╇╋ „╇しおさぇ”. ‶さうしなしすゃうっすけ 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 
ょ-さ ╉さなしすぬけ ╉さなしすっゃ, ┿くすけく 
]すさぇてうきうさけゃ, くぇ ぇゃすけさぇ くぇ 

こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ 
╄きぇくせうか ╋ぇくけかけゃ, くぇ 』せ-
ょけきうさ, ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ 
う ょっしっすおう ょさせゅう せつうすっかう 
っ ょぇかけ けしくけゃぇすぇ くぇ くけゃうは 
おせかすせさっく ょせた くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しきはすぇ ╊のょきうかぇ ╉うすうこけゃぇ, 
おけはすけ っ ょなとっさは くぇ ういゃっしす-
くうは ういしかっょけゃぇすっか くぇ おぇいぇく-
かなておうは おさぇえ  ‶っすおけ ╉うすう-
こけゃ, くぇこうしぇか こさっょう こけかけゃうく 
ゃっお うしすけさうはすぇ くぇ さけょくけすけ しう 
しっかけ „╋うくぇかけすけ くぇ ╄くうくぇ” -  

っょうく けぉさぇいっち くぇ おけさっおすくけすけ 
う ょけしすけゃっさくけ おさぇっゃっょつっしおけ 
ういしかっょゃぇくっ. ╉うすうこけゃぇ – ‶け-
こけゃぇ っ こけかいゃぇかぇ いぇ おくうゅぇすぇ 
しう けゅさけきくうは う ぉけゅぇす ぇさたうゃ, 
けしすぇゃっく けす ぉぇとぇ え, おけえすけ 
っ けしくけゃぇ う いぇ ょさせゅう くっえくう 
おくうゅう. ╂けかはきぇ つぇしす けす ぇさたう-
ゃぇ しう ‶っすおけ ╉うすうこけゃ, こさっ-
おぇさぇか こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす 
あうゃけすぇ しう ゃなゃ ╁ぇさくぇ, っ こさっ-
ょけしすぇゃうか くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおうは 
けおさなあっく ぇさたうゃ, しこけょっかう 
こさっょ こせぉかうおぇすぇ ょなとっさは きせ. 
╉うすうこけゃぇ あうゃっっ ゃ ‶かけゃょうゃ, 
こけ こさけそっしうは っ たうきうお,  ょなか-
ゅけゅけょうてっく こさっこけょぇゃぇすっか う 
ょけちっくす ゃ ┿ゅさぇさくうは せくうゃっさ-
しうすっす すぇき.

╃うぇくぇ  [ぇきくぇかうっゃぇ
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きぇえしすけさ ╊のぉけ ╃せょっゃ. ╁ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう, けぉぇつっ, こけ-
しすっこっくくけ ゅさぇあょぇくうすっ いぇこけつ-
くぇたぇ ょぇ ゃうあょぇす 『ぇさうちぇ [けいぇ 
ぉっい こなかくうは おけきこかっおす くぇ すさぇ-
ょうちうけくくうすっ え ぇすさうぉせすう. 』ぇしす 
けす さなおぇゃうすっ, っかっゅぇくすくけ くぇ-
こけきくはとう ぉけょかうすっ くぇ さけいぇすぇ, 
おぇおすけ う しさっぉなさくうすっ けぉっちう, 
ういつっいくぇたぇ くっいくぇえくけ おなょっ.
〈ぇいう ゅけょうくぇ きけきうつっすぇすぇ ょっ-

そうかうさぇたぇ しなし しさっぉなさくう くけゃう 
おけさけくおう.
╆ぇ こさなゃ こなす くけゃうすっ すけぇかっ-

すう ぉはたぇ こけおぇいぇくう ゃっつっさすぇ くぇ 
1-ゃう のくう くぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
ういかけあぉぇすぇ „╋ぇゅうはすぇ くぇ ちゃっ-
すはすぇ” くぇ „╇しおさぇ” 4.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

』しかお

╊. ╉うすうこけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ おくうゅぇすぇ

しく. ╇. ╀けくっゃ

╇ きぇかおう, う ゅけかっきう しっ さぇょゃぇす くぇ おさぇしうゃぇすぇ こかけとぇょおぇ

ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡
けぉくけゃうたぇ こかけとぇょおぇすぇ こさっょ 

ぉか. 22 ゃ おゃ. „╁. ╊っゃしおう“

》ぇさすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う ╂さぇし こけょこうしぇたぇ 
おきっすけゃっすっ くぇ ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ╅ぇく-‶うっさ ╊っかの 
ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ こけしかぇくうおぇ くぇ 《さっくしおぇすぇ さっこせぉかうおぇ せ くぇし 
′.‶さ. 《うかうこ ¨すうっ. 〈けゃぇ しっ しかせつう こけ ゃさっきっ くぇ すなさあっしすゃっくぇすぇ 
しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ 3 のくう 2011.
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〈         は こさっおぇさゃぇ 20 けす しゃけうすっ 
こけつすう すさう こなすう こけ すけかおけゃぇ 

ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか”. ]っゅぇ ゅう くぇ
さうつぇ „くぇえ-とぇしすかうゃうす こっさうけょ ゃ 
あうゃけすぇ きう” う すゃなさょけ ゃはさゃぇ, つっ 
けとっ くっ  っ こさうおかのつうか. ′っ しぇきけ いぇ
とけすけ  „┿さしっくぇか” しっ っ こさっゃなさくぇか ゃ 
いくぇつうすっかくぇ つぇしす けす くっゅけ, ぉっかはいぇか 
ょくうすっ え, かうつくうは え あうゃけす う ゃ けゅさけ

きくぇ しすっこっく う くっえくけすけ ょせたけゃけ うい
さぇしすゃぇくっ.  ′ぇこさぇゃうか は   とぇしすかうゃぇ 
あっくぇ. ╉けはすけ こさっい ちはかけすけ ゃさっきっ 
っ うきぇかぇ せしっとぇくっすけ, つっ あうゃっっ 
とぇしすかうゃけ, つっ ゃなさてう くっとけ ゃぇあくけ 
う し きうしうは. 』っ っ ぉうかぇ けぉゅさぇょっくぇ けす 
せきくう たけさぇ う かうつくけしすう, けす おけうすけ っ 
ちはかけ とぇしすうっ ょぇ こけこうゃぇて あうすっえ
しおう せさけちう. 
╁っしっかうくぇ ╃っさゃうてっゃぇ - あっくぇ

すぇ, おけはすけ  こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
くはおけゅぇてくぇすぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせ
くぇ” ゃ こけつすう くっゃっさけはすくぇすぇ ゃっつっ 
1973 ゅけょうくぇ: すけおせ-とけ ういかのこっくぇ 
けす せくうゃっさしうすっすぇ, うきぇ しすさぇくくぇすぇ 
しなょぉぇ ょぇ しこけょっかう  くぇえ-ょけぉさうすっ 
う こさっかけきくう ゅけょうくう くぇ ゃっしすくうおぇ. 
′っとけ こけゃっつっ: くぇ くっは しっ こぇょぇ 
すっあおぇすぇ せつぇしす う ょぇ ゅけ いぇおさうっ. 
‶けっきぇえおう ゃ くっはしくうは こなす くぇ けくっ

いう しすさぇてくう, さぇいきうさくう う くっこさっょ
しおぇいせっきう ゅけょうくう, ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
90-すっ, ゃ ぉっいこなすうちぇすぇ. 〈ぇき,  おなょっ
すけ こけすなくぇたぇ すゃなさょっ おぇつっしすゃっくう う 
し すぇかぇくすう たけさぇ. 
╆ぇこけつゃぇ おぇすけ さっょぇおすけさ ゃなゃ 

ゃっしすくうおぇ, くぇ きはしすけすけ くぇ ぃかうは 
┿ぉょうてっゃぇ, きうくぇゃぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ 
くぇ こけおけえくうは ゃっつっ ┿くゅっか ┿さぇぉぇ
ょあうっゃ う  しかっょ ょゃぇ っおうこぇ いぇゃなさて
ゃぇ こなすは しう ゃ „┿さしっくぇか” くぇ 22 きぇさす 
1993 ゅけょうくぇ. 

す̈すけゅぇゃぇ ょけしっゅぇ っ こさっこけょぇゃぇ
すっか こけ ぉなかゅぇさしおう っいうお う かうすっ
さぇすせさぇ. ]なこさっあうゃはゃぇ  しすけすうちうすっ 

¨しけ  20 えそおけせけ たそ-さひつせそ くあ 20-てか はあつてしけうけ 
えそおけせけ そて きけうそてあ せあ えしあうせあてあ ちかおあさてそちさあ せあ 
う. „′あうそおつさあ てちけいとせあ”

きかぇょけしすう くぇ  しゃけうすっ せつっくうちう. 
]っゅぇ っ とぇしすかうゃぇ ぉぇぉぇ くぇ ゃくせつっ 
う ょゃっ こけさぇしくぇかう う さっぇかういうさぇくう 
ゃっつっ ょっちぇ. 
  』っ しすさぇくうちぇすぇ „┿さしっくぇか” くっ っ 

いぇすゃけさっくぇ ゃ あうゃぇすぇ くぇ こけしかっょ
くぇすぇ ゅかぇゃくぇ さっょぇおすけさおぇ くぇ ゃ. 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”,  っ はしくけ けす 
けつうすっ え. ╆ぇゅけゃけさう かう しぇ ゃっしすくうおぇ, 

しゃっすゃぇす, ゅけさはす.  ╇   っ しなゃしっき かけ
ゅうつくけ ょぇ こけょこぇかはす けすくけゃけ こっさけすけ 
え.  ╉けっすけ しなし しうゅせさくけしす うきぇ おぇおゃけ 
けとっ ょぇ くう おぇあっ.
 ╆ぇとけすけ うしすうくしおうすっ こっさぇ くはきぇす 

ゃないさぇしす, くうすけ ゃさっきっ.  ]なとけ おぇすけ 
うしすうくしおうすっ たけさぇ. 

╃けおぇすけ  は しかせてぇた, うしおさっくけ え 
しっ ゃないたうとぇゃぇた. ╃けさう かっおけ え いぇ
ゃうょはた: いぇさぇょう とぇしすうっすけ う てぇく
しぇ  ょぇ あうゃっっ ゃなゃ ゃさっきっ, ゃ  おけっすけ 
うょっぇかうすっ しぇ ぉうかう あうゃう, つっしすすぇ う  
ょけしすけえくしすゃけすけ - つぇしす けす ょっかくう
おぇ, ぇ うしすうくしおうすっ たけさぇ - くぇ ゃしはおぇ 
おさぇつおぇ.  ]っゅぇ っ こけ-さぇいかうつくけ... 
‶けすなさしうた は  くっ いぇさぇょう くけしすぇかゅう

はすぇ こけ けくけゃぇ ゃさっきっ う あっかぇくうっすけ 
ょぇ こさっゃなさくっき くぇしすけはとうは ゃっしすくうお 
ゃ くっゅけゃけ こけ-ょけぉさけ かうちっ,  ぇ いぇとけすけ 
いくぇき, つっ くはきぇ おぇお ょぇ せしこっって, ぇおけ 
くっ こけすなさしうて きうくぇかけすけ う しゃけうすっ 
おけさっくう ゃ くっゅけ. ╆ぇさぇょう けこけさぇすぇ, 
おけはすけ ょぇゃぇす, ぇおけ しぇ いょさぇゃう. ┿ 
すっいう  しっ けおぇいぇたぇ あっかっいくう. ′っ しなき 
う こさっょこけかぇゅぇかぇ,  つっ ょぇ さぇぉけすうて 

ゃ っょうく ゃっょけきしすゃっく ゃっしすくうお ゃなゃ 
ゃさっきっすけ くぇ しけち-ぇ っ すけかおけゃぇ ゅけかは
きけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ う ておけかぇ. 
〉さけお, おけえすけ くっ いぇぉさぇゃはて, ょけおぇすけ 
しう あうゃ. ╂けょうくう, おけうすけ ちはか あうゃけす 
すっ ょなさあぇす し ぉせょっく ょせた う ゃっつくけ 
きかぇょ, ゃうくぇゅう ゅけすけゃ ょぇ いぇこけつくって 
けすくけゃけ. 
╆ぇ ╁っしっかうくぇ ╃っさゃうてっゃぇ ゃっしす

くうお „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” っ ゃさっきっ
すけ, ゃ おけっすけ  っ あうゃはかぇ くぇえ-こなかくけ 
う っ ぉうかぇ くぇえ-とぇしすかうゃぇ… ′っ しぇきけ 
いぇとけすけ っ うきぇかぇ くっゃっさけはすくう せつう
すっかう う っおうこ, し おけえすけ しこうしゃぇ つっ
すうさうすっ しすさぇくうちう, こなさゃけ ゃっょくなあ 
くぇ ょっしっす ょくう, ぇ こけしかっ ゃしはおぇ しっょ
きうちぇ, ぇ いぇとけすけ しぇ うきぇかう くっゃっさけ
はすくうは てぇくし ょぇ しないょぇゃぇす あうゃけす ゃ 
あうゃけすぇ. 
 

╇いかういぇたきっ ゃ すうさぇあ 8 たうかはょう 
ぉさけは, すけゃぇ しう ぉってっ  こけゃっつっ 

けす ょけぉなさ すうさぇあ いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ, 
うきぇたきっ しなすさせょくうちう けす ゃしっおう ちった, 
ゃしはおぇ  ぉさうゅぇょぇ, ゃしっおう ぉっ ゅけすけゃ ょぇ 
こうてっ, ょけさう う くぇ おけかはくけ, しこけきくは 
しう ゅかぇゃくぇすぇ さっょぇおすけさおぇ いぇ けくけゃぇ 
ゃさっきっ. ╁ くぇつぇかけすけ  ゃっしすくうおなす くぇ 
ぇさしっくぇかちう しっ こっつぇすぇ ゃ いぇゃけょしおぇ
すぇ こっつぇすくうちぇ, くぇ さなつっく くぇぉけさ, 
ぉせおゃぇ こけ ぉせおゃぇ. ‶けしかっ, し ゃさっきっすけ 
う すったくけかけゅううすっ, いぇこけつゃぇ  かっくけ
すうこくうはす くぇぉけさ, ぇ しかっょ  すけゃぇ う こけ-
しなゃさっきっくくうはす くぇつうく くぇ こっつぇす, 
ゃ ゅさぇょしおぇすぇ こっつぇすくうちぇ. ╆ぇさぇょう 
しくうきおうすっ,  おけうすけ けすこっつぇすゃぇす ゃなゃ 
ゃっしすくうおぇ, ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ しっ 
っ くぇかぇゅぇかけ つけゃっお けす さっょぇおちうはすぇ 
ょぇ こなすせゃぇ  ょけ ]けそうえしおぇすぇ こけかう
ゅさぇそうは, いぇ おかうてっすぇ.  す̈ しすぇさうすっ 
こっつぇすぇさう くぇせつうた きくけゅけ, すっ ぉはたぇ 
すっいう, おけうすけ こなさゃう つっすはたぇ ゃっしすくう
おぇ,  けとっ くぇ きぇてうくぇすぇ, う ょぇゃぇたぇ 
ぉっいちっくくう しなゃっすう う うょっう, さぇいおぇい
ゃぇ さっょぇおすけさおぇすぇ,  うきぇかぇ つっしすすぇ 
ょぇ ょっかう ぉのさぇ う こっさぇ し おけかっゅうすっ 
しう ┿くすけぇくっすぇ ╃あうきけゃぇ, こけおけえ
くうはす ╈けさょぇく ╈けさょぇくけゃ, ぃかうは 
╋かぇょっくけゃぇ, ‶っすなさ ╋ぇさつっゃ, ‶っす
おけ ╁なつっゃ, ╀けさうし ]こぇしけゃ, 『ゃっすぇく 
‶ぇゃかけゃ う ょさせゅう. [ぇきけ ょけ さぇきけ 
さぇぉけすはす し おけかっゅうすっ しう けす きっしすくぇ
すぇ さぇょうけせさっょぉぇ - ぅくおぇ ]こぇしけゃぇ, 
╃っすっかうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ う ┿くすけぇくっすぇ 
╃あうきけゃぇ. 
╀はたきっ くぇ おさぇお こけしすけはくくけ, けす

さぇいはゃぇたきっ ゃしうつおけ ゃ „┿さしっくぇか”, 
おけえすけ しう ぉってっ ゅさぇょ ゃ ゅさぇょぇ, ゃ 
くっゅけ さぇぉけすったぇ 12 たうかはょう ょせてう 
すけゅぇゃぇ, こぇかう しっ ╁っしっかうくぇ う こさう
いくぇゃぇ, つっ しっゅぇ え かうこしゃぇす  すっいう 
きぇとぇぉう. ′はおぇお こけしなさくぇ ゅさぇょなす, 
おぇすけ しっ しゃう おけきぉうくぇすなす, ぇ すけえ 
ょぇゃぇ けぉかうおぇ う あういくっくけしすすぇ くぇ 
っょうく ゅさぇょ. ╁ つっすうさうすっ しすさぇくうちう 
くぇ „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” うきぇ きはしすけ 
いぇ ゃしうつおけ: う くぇえ-ゃっつっ くぇ つっかくぇ 
しすさぇくうちぇ いぇ しけちうぇかうしすうつっしおけすけ 
しなさっゃくけゃぇくうっ, おけっすけ しっ けすさぇいはゃぇ  
ぉっいおけきこさけきうしくけ.   
╇ しっ くぇぉかのょぇゃぇ けす ‶さけそおけ

きうすっすぇ う しこっちうぇかくけ しそけさきうさぇく 
とぇぉ. ′っゃっさけはすくけ こさういくぇくうっ う 
くっゃっさけはすっく きけさぇかっく ぇくゅぇあう
きっくす ぉっ こけはゃぇすぇ ゃなゃ ゃっしすくうおぇ. 
〈けゃぇ ゃぇあってっ いぇ ゃしうつおう - けす さぇ
ぉけすくうおぇ ょけ こなさゃうすっ さなおけゃけょうすっ
かう くぇ いぇゃけょぇ, しこけきくは しう ゅかぇゃくぇ
すぇ さっょぇおすけさおぇ. 
′ぇ しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ 

きはしすけ くぇきうさぇす こけかうすうつっしおぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ, ょけこうしおうすっ けす 
さぇいかうつくうすっ いぇゃけょう う ぉさうゅぇょう, 
ぇ すさっすぇすぇ しすさぇくうちぇ っ いぇこぇいっくぇ 
すっさうすけさうは いぇ たけさぇすぇ: させぉさうおぇ いぇ  
つけゃっおぇ ゃなゃ ゃぇすっくおぇすぇ う けくけゃぇ, 
おけっすけ しっ  おさうっ こけょ くっは. ╀ってっ きけ
ょっさくぇすぇ しすさぇくうちぇ,  し けとっ こけ-きけ
ょっさくうは  すけゅぇゃぇ あぇくさ くぇ けつっさおぇ, 
すなさしったきっ しおさうすぇすぇ  しなとくけしす くぇ 
たけさぇすぇ, さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか”, 
しこけきくは しう  ╁っしっかうくぇ,  おけはすけ こぇいう 
しおなこう しこけきっくう けす けくけゃぇ ゃさっきっ ゃ 
ょゃぇすぇ すけきぇ くぇ しぉけさくうおぇ し けつっさ
ちう  „]かっょう ゃなゃ ゃさっきっすけ” いぇ ぇさしっ
くぇかちう, おけうすけ しっ こけはゃはゃぇす くぇゃさなた 
おさなゅかぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
‶けしかっょくぇすぇ しすさぇくうちぇ っ しすさぇ

くうちぇすぇ いぇ しこけさす, おせかすせさぇ, しさっとう 
し ういはゃっくう くぇちうけくぇかくう すゃけさちう, 
かうつくけ すゃけさつっしすゃけ, ゃしうつおけ, おけっ
すけ  こなかくう ょせてぇすぇ くぇ たけさぇすぇ けす 
けさなあっえくうちぇすぇ. ┿ すっ し けたけすぇ しすぇ
ゃぇす しなすさせょくうちう. ╄ょうく けす すはた ゃ 
こなさゃうすっ しう ぇさしっくぇかしおう ゅけょうくう 
っ くぇしすけはとうはす ういこなかくうすっかっく ょう
さっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.
‶けおさぇえ ぇくゅぇあうきっくすうすっ しう ゃなゃ 

ゃっしすくうおぇ ╁っしっかうくぇ っ し さっょおうは こけ 

けくけゃぇ ゃさっきっ  てぇくし  ょぇ  ゃうあょぇ けす
ぉかういけ  さぇぉけすぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ. 
╁ないたうとぇゃぇ しっ くぇ せきっくうはすぇ くぇ 

ょうさっおすけさうすっ けす けくけゃぇ ゃさっきっ, 
おけうすけ さってぇゃぇかう ぇさしっくぇかしおうすっ 

おぇいせしう ょけさう こけ ゃさっきっ くぇ こぇさすうは 
すぇぉかぇ.
╀はたぇ しう さぇいょっかうかう しゃっすぇ くぇ 

いけくう う  ょけおぇすけ たゃなさかはたぇ いぇさけゃっすっ 
しう, ういゅさぇあょぇたぇ しすさぇすっゅうは いぇ こぇ
いぇさうすっ, さぇいおぇいゃぇ ╁っしっかうくぇ ╃っさ
ゃうてっゃぇ.
╇ ょけ ょくっし しう しこけきくは しかせつおぇ, 

さぇいおぇいゃぇくぇ え けす こけおけえくうは ゃっつっ 
╉させき 》さうしすけゃ. ‶け ゃさっきっ  くぇ っょくけ 
けす きくけゅけぉさけえくうすっ きせ こけしっとっくうは 
ゃ ╀かういおうは ╇いすけお しっ くぇかけあうかけ 
ょぇ  こさうしなしすゃぇ くぇ しっきうくぇさ しなし 
しこっちうぇかうしすう けす ぇさぇぉしおうすっ しすさぇ
くう う すったくうすっ てっえたけゃっ. 》さうしすけゃ, 
けぉぇつっ, くはきぇか しかっょ しっぉっ しう ょっかっ
ゅぇちうは. ╀うか しぇき. ╁なこさっおう  すけゃぇ ゅう 
ゃこっつぇすかうか  し こけいくぇくうは う おけきこっ
すっくすくけしす, ぇ おけゅぇすけ ゅけ こけこうすぇかう 
ょぇかう すけえ っ こなさゃうはす ゃ „┿さしっくぇか”, 
おぇいぇか, つっ くぇょ くっゅけ うきぇ ょさせゅ. 
]かっょ ゃさっきっ ╉させき 》さうしすけゃ こけしっ

とぇゃぇ けすくけゃけ ぇさぇぉしおぇすぇ しすさぇくぇ,  
おなょっすけ こぇいはす  すけこかう つせゃしすゃぇ おなき 
くっゅけ, くけ ゃっつっ し ゅっくっさぇかくうは ょう
さっおすけさ, すけゅぇゃぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ. 〈けえ 

] ゅけかはき きっさぇお しう おぇさぇた さぇぉけすぇすぇ. 
] きくけゅけ ぉけかおぇ しう しこけきくはき いぇ すけゃぇ ゃさっきっ. ╇しすうくしおう 
しなき あうゃはかぇ  しぇきけ  すけゅぇゃぇ. 
╆ぇ „┿さしっくぇか” ゃうくぇゅう う し きくけゅけ かのぉけゃ.
〈ぇき けしすぇくぇ しぇくすうきっくすなす きう こけ きうくぇかけすけ, こけ っょくぇ しうし
すっきぇ, しさぇゃくうすっかくけ しこさぇゃっょかうゃぇ, しぇくすうきっくすなす きう こけ 
おぇせいぇ いぇ おぇつっしすゃっくうすっ  う しこけしけぉくう たけさぇ, し おけうすけ しう 
ぉうか いぇけぉうおけかっく.]ぇくすうきっくすなす こけ っょうく しゃはす, ゃ おけえすけ 
ういこうすゃぇて ゅけさょけしす, つっ しう ぇさしっくぇかっち.
【ぇくしなす  ゃ あうゃけすぇ  きう っ, つっ しぇ きっ せこさぇゃかはゃぇかう せきくう 
たけさぇ.
╅うゃけすなす きう ぉってっ こっしっく. ╅せさくぇかうしすうおぇすぇ っ こっしっく, 
おけゅぇすけ うきぇて せしっとぇくっすけ, つっ   すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃうて, うきぇ 
しきうしなか う つっ すう くけしう せょけゃけかしすゃうっ う きけあっ ょぇ すっ たさぇくう. 
╅うゃけすなす くう くぇこさぇゃう ぉけえちう: ゃっつくけ すなさしっとう, くけ う ゃっつ
くけ くっょけゃけかくう けす しっぉっ しう.
╁ „┿さしっくぇか” きうくぇたぇ くぇえ-ょけぉさうすっ きう ゅけょうくう. 
╇きぇきっ くせあょぇ ょぇ こさっこさけつっすっき けくけゃぇ っあっょくっゃうっ けす
くけゃけ.
‶けきくは しかせつおぇ, おけゅぇすけ ゃっょくなあ ゃ さっょぇおちうはすぇ ょけえょっ 
しすぇさ さぇぉけすくうお ょぇ こさっょぇょっ くぇきっさっくう 5 かっゃぇ. ╇きぇた 
さぇぉけすぇ, こさっこさぇすうた ゅけ ゃ さぇょうけせさっょぉぇすぇ. 〈ぇき こせしくぇかう 
しなけぉとっくうっ いぇ くぇきっさっくうすっ けす くっゅけ こぇさう. ]かっょ ゃさっき 
ょけえょっ つけゃっおなす, いぇ ょぇ おぇあっ, つっ ゃしうつおう  きせ しっ こけょう
ゅさぇゃぇかう,  いぇょっすけ くっ ういこうか こぇさうすっ う くっ ゅう こさっゃなさ
くぇか ゃ ょゃっ ぉうさう, ぇ すさなゅくぇか ょぇ ょうさう しけぉしすゃっくうおぇ うき.  
„′っ きけゅぇ, きけきうつっ, つせあょう こぇさう ゃ ょあけぉぇ ょぇ しかけあぇ.”, 
こさういくぇ さぇぉけすくうおなす, おけえすけ しっ ぉっ こさっゃなさくぇか ゃ っょうく けす 
ゅかせこぇちうすっ ゃ ”┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ ぉってっ くぇつぇかけすけ くぇ さぇいさせ
たぇすぇ. ′け ゅけ けしないくぇた こけ-おなしくけ. 
 ╆ぇ きっく „┿さしっくぇか” っ おぇすけ っょくけ こさうしすぇくうとっ - ゃうくぇゅう 
とっ すっ こさうのすう, ょけさう しぇきけ いぇとけすけ くはおけゅぇ しう ぉうか つぇしす 
けす くっゅけ. 
╇きぇき せしっとぇくっすけ, つっ すぇいう しすさぇくうちぇ, ぇさしっくぇかしおぇすぇ, っ 
あうゃぇ う くっ しなき は いぇすゃけさうかぇ . 』けゃっお ゃうくぇゅう しっ ゃさなとぇ 
こさう こなさゃけういゃけさぇ.
„┿さしっくぇか” っ くっゃっさけはすくぇ ておけかぇ. ┿おけ  くぇせつうて ょけぉさっ 
せさけおぇ しう すぇき, しすぇゃぇて  ょはかぇく おぇきなお. ¨すゃしはおなょっ すっ うし
おぇす.
〈ぇいう そうさきぇ きう ょぇょっ きくけゅけ う とっ きう かうこしゃぇ ゃうくぇゅう!

》そ おちとえ せあねけせ そいけねあすか, つしかお さあてそ うかねか つすか たちかきけうかしけ ちあくそねあちそうあせけみ け いそしさあ, 
てうひちおけ たかうかぬひて ╇かつかしけせ 〈あちけせそう

╆ぇ こけしかっょくうすっ すさう しっょきう-
ちう すけえ こは すさう こなすう くぇ おぇ-

いぇくかなておぇ しちっくぇ. ╇ ゃしっおう こなす 
しなぉうさぇてっ しなさちぇすぇ くぇ たけさぇすぇ 
ゃ っょくけ  ゅけかはきけ しなさちっ. 〉しこは-
ゃぇてっ ょぇ ゅう ういゃっょっ けす すったくうは 
さっぇかっく しゃはす う ょぇ ゅう こけすけこう ゃ 
ょさせゅうは - くぇ きせいうおぇすぇ, かのぉけ-
ゃすぇ, しすぇっくぇすぇ ぉけかおぇ, ういこはすぇすぇ 
おさぇしけすぇ.  ╁うくぇゅう しなき しっ ゃない-
たうとぇゃぇかぇ くぇ すけゃぇ きせ せきっくうっ, 
くぇ しこけしけぉくけしすすぇ きせ ょぇ ういこさぇ-
ゃは  たけさぇすぇ くぇ おさぇおぇ くぇ くっゅけ-
ゃうすっ こっしくう, くぇ せくうおぇかくぇすぇ きせ 
ょぇさぉぇ ょぇ こかっくはゃぇ し きせいうおぇ  う 
きかぇょう, う しすぇさう.
〈けえ っ っょくう けす つっしすうすっ ゅけしすう 
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こさぇいくうちう. 
′っ しぇきけ いぇさぇょう すけこかけすけ こさう-
はすっかしすゃけ, おけっすけ ゅけ しゃなさいゃぇ し 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, ぇ 
う いぇさぇょう たうかはょうすっ  こけつうすぇすっ-
かう くぇ きせいうおぇすぇ きせ, おけうすけ うし-
おさっくけ きせ しっ さぇょゃぇす う ゅけ つぇおぇす. 
[けょっく っ こさっょう 50 ゅけょうくう ゃ し. 
‶けかしおう すさなきぉって. ╆ぇゃなさてゃぇ 
おけくしっさゃぇすけさうはすぇ, あっくう しっ, 
うきぇ ょなとっさは. ]っゅぇ っ とぇしすかうゃけ 
ゃかのぉっく ゃ いさはかぇすぇ しう かのぉけゃ 
『ゃっすぇくおぇ う こさういくぇゃぇ, つっ っ うし-
おさっくけ とぇしすかうゃ.
 

‶っっすっ ゃっつっ 30 ゅけょうくう. ╁ 
しかっょゃぇとうすっ 30 けすくけゃけ かう とっ 
っ すぇおぇ? 
- ‶っは こけゃっつっ けす 30 ゅけょうくう. す̈-
おぇおすけ こさっょう きくけゅけ ゅけょうくう ぉはた ゃ 
こさっょせつうかうとくぇ こけょゅけすけゃおぇ, おけ-
ゅぇすけ きっ おぇつうたぇ くぇ っょくけ しすけかつっ 
う いぇこはた „╉けゅぇすけ ぉはた けゃつぇさつっ”. ╇ 
しっゅぇ すけゃぇ っ っょくぇ けす かのぉうきうすっ きう 
こっしくう. ╃けさう しきはすぇた けすくけゃけ ょぇ は 
ういこっは, し こけょたけょはと ぇさぇくあうきっくす, 
おぇすけ こなさゃぇすぇ こっしっく, し おけはすけ こけき-
くは, つっ しなき しっ ういはゃうか くぇ しちっくぇ. 
〈けゅぇゃぇ しなき ぉうか 6-ゅけょうてっく, し おなしう 
こぇくすぇかけくう う すうさぇくすう. ╉けかおけすけ 
ょけ ゅけょうてくうくぇすぇ, おけはすけ しっゅぇ けす-
ぉっかはいゃぇき - 30 ゅけょうくう くぇ しちっくぇ, 
くぇ 2 ょっおっきゃさう 1981 ゅけょうくぇ ぉっ 
こなさゃうはす きう こさけそっしうけくぇかっく ぇく-
ゅぇあうきっくす し さけおゅさせこぇ „╇きこせかし”. 
〈けゅぇゃぇ ぉっ きくけゅけ こけこせかはさくぇ ゅさせ-
こぇ. ┿い ぉはた こけおぇくっく ょぇ え しすぇくぇ 
しけかうしす, けとっ ょけおぇすけ ぉはた ゃ こなさゃう 
おせさし, こなさゃう しっきっしすなさ くぇ おけくしっさ-
ゃぇすけさうはすぇ.  』っすうさう ゅけょうくう ぉはた し 
すぇいう ゅさせこぇ,  ぇ しかっょ 1985 ゅけょうくぇ 
いぇこけつくぇた う しぇきけしすけはすっかくぇすぇ しう 
おぇさうっさぇ おぇすけ こっゃっち. ╃け 1994 ゅけ-
ょうくぇ ぉはたぇ っょくう くっいくぇえくう ゅけょうくう, 
し きくけゅけ すさせょ, こけす, しこっつっかうた きくけゅけ  
くぇゅさぇょう, くけ っょゃぇ しかっょ おぇすけ こさっい 
1995 ゅけょうくぇ しっ こけはゃう ぇかぉせきなす きう 
„╂けさつうゃけ ゃうくけ”  し くはおけかおけ こっしくう 
ゃ くっゅけ - „╆ぇ すっぉ, ╀なかゅぇさうは”, „〈う しう 
かのぉけゃすぇ”, „]かなくちっ いぇえょっ” しっ こさっ-
ゃなさくぇたぇ ゃ  たうすけゃっ, ゃ くっいぇぉさぇゃうきう 
ょけ ょっく ょくってっく てかぇゅっさう, おけうすけ 
たけさぇすぇ こっはす う ゃしっ けとっ けぉうつぇす. 〈け-
ゅぇゃぇ くっとぇすぇ こけすさなゅくぇたぇ. 

′ぇさうつぇす ╁う くけゃうはす ╄きうか ╃う-

きうすさけゃ, こさうっきぇすっ かう すけゃぇ? 
- 〈けゃぇ きっ かぇしおぇっ, いぇとけすけ ╄きうか 
╃うきうすさけゃ っ きけはす かのぉうき ういこなかくう-
すっか う ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ くっゅけ ぇい しなき 
しすぇくぇか こっゃっち. ╄ょくけ ゃさっきっ, おぇすけ 
ょっすっ こっったきっ くっゅけゃうすっ こっしくう, すっ 
ぉはたぇ ゃ くぇてうは ょけき, すけゅぇゃぇ  しっ しかせ-
てぇたぇ しぇきけ すけえ う ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ, 
くけ ぇい う ょけ ょくっし たぇさっしゃぇき こけゃっつっ 
╄きうか ╃うきうすさけゃ. 〈けえ っ くっゃっさけはすくけ 
ょけぉなさ つけゃっお. ╇きぇた おなしきっすぇ ょなかゅう 
ゅけょうくう ょぇ ゅけ こけいくぇゃぇき, ょぇ しなき くっ-
ゅけゃ こさうはすっか,  ょぇ しかせてぇき くっゅけゃうすっ 
しなゃっすう. 
┿ おぇお  しう けぉはしくはゃぇすっ そっくけ-

きっくぇ, つっ くぇ ╁ぇてうすっ おけくちっさすう 
うきぇ こっしくう, くぇ おけうすけ こせぉかうおぇ-

すぇ, くっいぇゃうしうきけ おぇおゃぇ っ, おなょっ 
っ,  ゃうくぇゅう しすぇゃぇ? す̈ょぇゃぇすっ しっ 
くぇ しちっくぇすぇ うかう ゃ きせいうおぇすぇ ゃう 
うきぇ きぇゅうは?  
- ′っ いくぇき きぇゅうはすぇ. ‶さけしすけ こせぉかう-
おぇすぇ ゃうくぇゅう さっぇゅうさぇ きくけゅけ しこけく-
すぇくくけ. ′うおけゅぇ くうおけゅけ くっ しなき おぇ-
さぇか ょぇ きう しすぇゃぇ くぇ おさぇおぇ. ′け うきぇ 
すぇおうゃぇ こっしくう, おけうすけ こさけしすけ ゃいさう-
ゃはゃぇす こせぉかうおぇすぇ. し̈けぉっくけ ゃうょくけ 
っ すけゃぇ こけ きけさっすけ, おなょっすけ たけさぇすぇ  
しぇ きくけゅけ さぇいかうつくう, ょけてかう し こぇさう, 
きぇかおけ うかう きくけゅけ いぇ ゃっしっかぉぇ. 〈け-
ゅぇゃぇ たけさぇすぇ しぇ すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ うき 
しっ うしおぇ ょぇ ぉなょぇす こさっい  ちはかぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ. 〈けゅぇゃぇ ょぇ ゃうょうすっ おぇおゃけ しすぇ-
ゃぇ, おぇおゃけ こっっくっ っ こけ しすぇょうけくうすっ.  
′っとけ くっゃっさけはすくけ! 
╁うっ くはきぇすっ こっしっく, おけはすけ くっ っ 
てかぇゅっさ, くぇかう? 
- ′ぇこさけすうゃ - うきぇき きくけゅけ こっしくう, 
おけうすけ くっ しぇ てかぇゅっさう, くけ いぇ すぇいう 
こせぉかうおぇ, おけはすけ うょゃぇ ゃ しぇかけくう-
すっ, ゃしうつおう こっしくう しぇ てかぇゅっさう - けす 
こなさゃぇすぇ ょけ こけしかっょくぇすぇ.  ╇きぇ っょくけ 
っょうくしすゃっくけ こさぇゃうかけ, いぇ ょぇ しっ たぇ-
さっしぇ ょぇょっくぇ こっしっく: ょぇ しすうゅくっ ょけ 
しなさちぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. ╉けゅぇすけ ゃしっおう  
つけゃっお は こけつせゃしすゃぇ おぇすけ しゃけは. 〈け-
ゅぇゃぇ うょゃぇ せしこったなす う すっいう こっしくう しっ 
こさっゃさなとぇす ゃ くっいぇぉさぇゃうきう てかぇゅっ-
さう, こっしくう, おけうすけ くはきぇす けしすぇさはゃぇ-
くっ.
〈ぇいう ゅけょうくぇ しすぇゃぇすっ くぇ 50?  
╉ぇお うしおぇすっ ょぇ こさっきうくぇす しかっょ-

ゃぇとうすっ 50?
- 』せゃしすゃぇき しっ すぇおぇ, おぇおすけ ぉはた ゃ 
くぇつぇかけすけ: こなかっく し っくすせしうぇいなき, 
し きくけゅけ っきけちうは, し くっけぉはしくうきけ 
つせゃしすゃけ う あっかぇくうっ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ くけゃう こっしくう, ょぇ さぇいゃうゃぇき そうさ-
きぇすぇ. ′っ っ かっしくけ, けしけぉっくけ ゃ すっいう 
ゅけょうくう. ′け きう しっ こっっ, けとっ きくけゅけ 
うきぇき ょぇ ういこっは くぇ たけさぇすぇ.  
′せあくけ かう っ ょぇ しう ゃ かうつっく 
こかぇく とぇしすかうゃ, いぇ ょぇ しっ さぇいょぇ-

ゃぇて いぇ たけさぇすぇ? 
- ╋くけゅけ っ ゃぇあくけ  すけゃぇ. ‶さけぉかっきう-
すっ ゃ あうゃけすぇ くう, こけかうすうおぇすぇ, くはきぇ-
くっすけ, ゃしうつおけ すけゃぇ っ つぇしす けす けくけゃぇ, 
おけっすけ っ ょけ ょけきぇ くう. ╃け ゃさぇすぇすぇ. 
╉けゅぇすけ つけゃっお いぇおかのつう ゃさぇすぇすぇ 
しかっょ しっぉっ しう,  っ せくうおぇかくけ ょぇ うきぇて  
つけゃっお, おけえすけ すっ つぇおぇ う けぉうつぇ. 
╉けえすけ っ くぇゅけすゃうか くっとけ ゃおせしくけ いぇ 
すっぉ, すさなこくって いぇ くっゅけゃうは ょなた, いぇ 
きうさういきぇすぇ きせ. ╇ すう しすぇゃぇ せのすくけ, 
すけこかけ. 〈けゃぇ しぇ くっとぇすぇ, おけうすけ ょぇ-
ゃぇす ゃないきけあくけしす くぇ ゃしっおう  つけゃっお 
ょぇ しっ さっぇかういうさぇ, くぇ ゃしっおう きなあ ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇ しうかっく う しうゅせさっく, おぇ-
つっしすゃっく う さぇちうけくぇかっく, こけ-ょけぉなさ 
ゃ けくけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう.
╁はさゃぇすっ かう ゃなゃ ゃしうつおけ, おけっすけ 
こっっすっ? 
- ╃ぇ, ぇい しなき こさっあうゃはか ゃしうつおけ すけゃぇ. 
╇ きなおぇすぇ, う さぇいょはかぇすぇ, う さぇいけつぇさけ-
ゃぇくうっすけ,  う こぇすさうけすうつくけすけ つせゃしすゃけ, 
くけ くぇえ-ゃっつっ かのぉけゃすぇ. ╉けはすけ くっ ゃう-
くぇゅう っ ぉうかぇ とぇしすかうゃぇ, くけ  ゃしうつおけ 
すけゃぇ っ つぇしす けす あうゃけすぇ くう.
╉ぇお ぉはゅぇ ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ けす 
かのぉけゃ, おけはすけ ゅけ こさぇゃう くっとぇし-
すっく? 
- ┿い くっ しなき しう こけさなつゃぇか さぇいかのぉ-

ゃぇくっすけ, くけ すっいう くっとぇ くぇうしすうくぇ しっ 
しかせつゃぇす, いぇとけすけ し ゅけょうくうすっ たけさぇ-
すぇ しっ けしないくぇゃぇす, さってぇゃぇす, つっ くっ 
しっ こけいくぇゃぇす ょけしすぇすなつくけ, つっ こさっ-
ょぇすっかしすゃけすけ, さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ  しぇ 

こけゃっつっ, けすおけかおけすけ ょけぉさうすっ くっとぇ, 
おけうすけ くう しゃなさいゃぇす. し̈けぉっくけ しっゅぇ, 
おけゅぇすけ こぇさうすっ しすぇくぇたぇ ゃしうつおけ. 
〈なあくけ きう っ, つっ きかぇょうすっ たけさぇ 
くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ さぇいぉっさぇす おぇおゃけ 
っ つせゃしすゃぇ.  ┿い うきぇた おなしきっすぇ ょぇ 
あうゃっは きかぇょけしすすぇ しう ゃ ょさせゅけ ゃさっ-
きっ, くけ すけゃぇ ぉはたぇ ゅけょうくう, ゃ おけうすけ 
たけさぇすぇ しっ けぉうつぇたぇ.  〈なあくけ っ, つっ 
しっゅぇ すけゃぇ せしっとぇくっ ゃっつっ ゅけ くはきぇ. 
╋ぇすっさうぇかくけすけ くぇょょっかは  う っ くぇょ 
ゃしうつおけ, こさっゃなさくぇ しっ ゃなゃ ゃけょっとけ 
ゃ くぇてうすっ けすくけてっくうは. 
╁うっ おぇお しっ かっおせゃぇすっ  けす  くっ-

かのぉけゃ? 
- ′っ しっ かっおせゃぇ. ‶さけしすけ つけゃっお 
しっ いぇすゃぇさは ゃ しっぉっ しう.  ┿い, おけゅぇすけ  
こさっあうゃはた ゅけかはきぇすぇ さぇいょはかぇ  くぇ 
あうゃけすぇ しう, ぉはた しっ いぇすゃけさうか いぇ-
ょなかゅけ ゃ しっぉっ しう う ょけさう しぇきけすぇすぇ 
いぇこけつくぇ ょぇ きう たぇさっしゃぇ. ╆ぇこけつくぇた 
ょぇ くっ うしおぇき ょぇ ういかういぇき. ╊っつっくうっ-
すけ けす すけゃぇ っ ょぇ うきぇて ゃないきけあくけしす-
すぇ ょぇ しさっとくって けくいう つけゃっお, おけえすけ 
ょぇ さぇいぉうさぇ ゃしうつおけ すけゃぇ.  ╆ぇとけすけ 
きくけゅけ たけさぇ くっ ゅけ しさっとぇす. ╋くけゅけ 
たけさぇ すぇおぇ しう う けすうゃぇす, ぉっい ょぇ ゅけ 
しさっとくぇす すけいう, ょさせゅうは, こけかけゃう-
くぇすぇ くぇ っょくけすけ ちはかけ. 】ぇしすかうゃう 
しぇ けくっいう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ せちっかはす 
すぇいう ょさせゅぇ こけかけゃうくぇ. ]なょぉぇすぇ ょぇ 
すう ょぇょっ ゃないきけあくけしす ょぇ しこけょっかうて 
あうゃけすぇ しう し くっは.  ┿い しなき とぇしすかうゃ, 
いぇとけすけ しさっとくぇた かのぉけゃすぇ. ╆ぇとけ-
すけ, おけゅぇすけ しなょぉぇすぇ すう ょぇょっ てぇくし 
ょぇ しさっとくって かのぉけゃすぇ くぇ 46 – 47 
ゅけょうくう う こさういくぇって こさっょ しっぉっ しう, 
つっ  しう は  しさっとくぇか, いくぇつう くぇうしすうくぇ 
っ すぇおぇ. ╆ぇとけすけ いぇ こけょけぉくけ くっとけ 
しっ うしおぇ う ゅけかはきぇ ょけいぇ しきっかけしす, 
おけはすけ くっ ゃうくぇゅう つけゃっお くぇきうさぇ ゃ 
しっぉっ しう.  ′ぇ きかぇょうくう しっ ゃかのぉゃぇ-
きっ こけ っょうく くぇつうく, ゃ いさっかうすっ しう 
ゅけょうくう こけ ょさせゅ. ╋けあっ う いぇすけゃぇ 
ゃ いさっかうすっ ゅけょうくう かのぉけゃすぇ くう ょぇ 
ういゅかっあょぇ  こけ ょさせゅ くぇつうく. ‶け ょさせゅ 
くぇつうく けぉうつぇきっ, しかっょ おぇすけ ゃっつっ 
しきっ こさっあうゃっかう さぇいけつぇさけゃぇくうは, 
ぉけかおぇ.
╁なゃ ゃしうつおうすっ しう おけくちっさすう ゃ 
╉ぇいぇくかなお,  おけうすけ しすっ うきぇかう, 
ゃうくぇゅう しすっ ぉかぇゅけょぇさうかう くぇ  
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 〈けゃぇ くぇ-

こさぇゃうたすっ う  こけ ゃさっきっ くぇ  こけ-

しかっょくうは しう おけくちっさす. ╉ぇおゃけ ╁う 

しゃなさいゃぇ し くっゅけ? 
- ╄ょくけ ゅけかはきけ こさうはすっかしすゃけ.  
′うおけかぇえ  っ せくうおぇかっく. ┿い きせ しっ 
ゃないたうとぇゃぇき, いぇとけすけ  すけえ っ くぇ 
ゃなさたぇ くぇ けゅさけきくぇ しすさせおすせさぇ う 
ゃ すっいう すさせょくう ゅけょうくう せしこはゃぇ ょぇ 
ょぇゃぇ  たかはぉ う しすぇぉうかくけしす くぇ たうかは-

ょう たけさぇ. ┿ けすすぇき う しすぇぉうかくけしす くぇ 
っょうく ゅさぇょ. ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ っ  けす 
けくっいう ゅけかっきう ぉなかゅぇさしおう さなおけゃけ-
ょうすっかう, ゃ おけうすけ きう っ くぇょっあょぇすぇ, 
つっ すっ とっ ぉなょぇす っょくぇ けす こさうつうくう-
すっ ょなさあぇゃぇすぇ くう ょぇ しっ けこさぇゃう, 
ぇ たけさぇすぇ ょぇ ぉなょぇす こけ-とぇしすかうゃう 
いぇくぇこさっょ. ′っ きけあっき ょぇ ゃなさゃうき 
くぇこさっょ, ぇおけ くはきぇ ょけぉさう ゃけょぇつう, 
たけさぇ-かけおけきけすうゃう. 
〈けえ うきぇ かう しゃけは ╁ぇてぇ こっしっく? 
- 〈けえ けぉうつぇ ゃしうつおう きけう こっしくう. 
′うっ しきっ きくけゅけ ょけぉさう しっきっえくう 

╉┿╊╄′╃┿[ 
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

10 のくう – 175 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ そさっくしおうは せつっく ┿くょさっ-╋ぇさう ┿きこéさ.
11 のくう – ╆ぇょせてくうちぇ. ]ゃ. ╀けゅけさけょうちぇ – ╃けしすけえ-
くけ っしす. ╁ぇさすけかけきっえ. ‶さぇいくうお くぇ うおけくけきうしすうすっ.                                                                                                                                    
12 のくう – ‶っすょっしっすくうちぇ. ]ゃっすけゃっく ょっく こさけすうゃ ょっすしおうは 
すさせょ. ╃っく くぇ さぇぉけすくうちうすっ けす かっおぇすぇ こさけきうてかっくけしす.                                                                                                                                    
13 のくう – ]ゃ. ╃せた. 1991 ゅ.- ╄ょうく けす いぇこぇいっくうすっ っお-
いっきこかはさう けす ╃っおかぇさぇちうはすぇ いぇ くっいぇゃうしうきけしす くぇ ]┿】 
っ こさけょぇょっくぇ いぇ 2 420 000 ょけかぇさぇ - くぇえ-ゃうしけおぇすぇ 
ちっくぇ, こかぇとぇくぇ くはおけゅぇ いぇ こっつぇすくけ こさけういゃっょっくうっ.                                                                                                    
14 のくう – ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ おさなゃけょぇさはゃぇくっすけ. 155 ゅ. けす 
さけあょっくうっすけ くぇ ╃うきうすなさ ╀かぇゅけっゃ-╃はょけすけ. 1951 ゅ. – ╁なゃ 
╁ぇてうくゅすけく っ こさっょしすぇゃっく  こなさゃうはす おけきこのすなさ いぇ きぇしけ-
ゃうは こぇいぇさ. 65 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ぇおすさうしぇすぇ ╁うけかっすぇ 
╂うくょっゃぇ. 200 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ 》ぇさうっす ╀うつっさ ]すけせ 
– ぇきっさうおぇくしおぇ こうしぇすっかおぇ /”』うつけ 〈けきけゃぇすぇ おけかうぉぇ”/.                                                                                                                                        
17 のくう – ]ゃっすけゃっく ょっく いぇ ぉけさぉぇ しなし しせてぇすぇ う せゃっかうつぇ-
ゃぇくっすけ くぇ こせしすうくうすっ. 2001 ゅ. – ‶ぇさかぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう 
せ くぇし しぇ しこっつっかっくう けす ′╃]╁.
18 のくう – 75 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╋ぇおしうき ╂けさおう – させしおう こう-
しぇすっか /”╋ぇえおぇ”/.
19 のくう – ′っょっかは くぇ ゃしうつおう  しゃっすうう. ‶っすさけゃう いぇゅけゃっいくう. ‶さっこ. 
‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう. ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぉぇとぇすぇ. ╃っく くぇ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ っくっさゅっすうおぇ. 30 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╃さぇゅけきうさ ┿しっくけゃ 
– ぉなかゅぇさしおう ぉっかっすさうしす う ょさぇきぇすせさゅ/”[けいう いぇ ょ-さ 【けきけゃ”/.
20 のくう – ‶さっこ. ′ぇせき ¨たさうょしおう. ]ゃっすけゃっく ょっく くぇ ぉっあぇ-
くちうすっ . 145 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ‶っすなさ 〈けこせいけゃ -  けしくけゃぇ-
すっか くぇ きせいっえ “╇しおさぇ” う くぇ ゃ.”╇しおさぇ”.
21 のくう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ しかなくちっすけ. 145 ゅ. 
けす さけあょっくうっすけ くぇ ]すけはく ‶けこけゃ – 』うつけ ]すけはく, ょっす-
しおう こうしぇすっか. 215 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ [けぉなさす ╀なさくし. 
2000 ゅ.- ]╆¨: ╀なかゅぇさうは っ くぇ 102-さけ きはしすけ こけ おぇ-
つっしすゃけ くぇ いょさぇゃくけすけ けぉしかせあゃぇくっ けす 191 しすさぇくう.                                                                                                                                          
22 のくう – ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ きけょぇすぇ. 15 ゅ. けす 
しきなさすすぇ くぇ くぇさけょくぇすぇ こっゃうちぇ ′っょはかおぇ ╉っさぇくけゃぇ.                                                                                                                                        
23 のくう – ]ゃっすけゃっく けかうきこうえしおう ょっく. 130 ゅ. けす さけあょっくうっ-
すけ くぇ ╊ぇいぇさ ╃けぉさうつ – ょけぇえっく くぇ ぉなかゅぇさしおうは ちうさお.      

‶けょぉけさ: ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ                                                                                                                    

こさうはすっかう. 〈けえ  っ きくけゅけ かうさうつっく う 
つせゃしすゃうすっかっく つけゃっお, うきぇ ょぇさ しかけ-
ゃけ う きくけゅけ うくすっさっしくう たさせきゃぇくうは.   
‶さっょう ゃさっきっ きう ぉってっ ういこさぇすうか 
おぇさすうつおぇ こけ かうつっく こけゃけょ, こけあっ-
かぇくうっすけ ゃ くっは  ぉってっ しなしすぇゃっくけ けす 
いぇゅかぇゃうは くぇ きけう こっしくう.  ╀ってっ すけか-

おけゃぇ きうかけ う つけゃっておけ.  ‶ぇいは すぇいう 
おぇさすうつおぇ おぇすけ しおなこ こけょぇさなお. 
╉けは ╁ぇてぇ こっしっく ぉう きせ けすうゃぇ-

かぇ? 
- „╀っい かのぉけゃ” しっ おぇいゃぇ こっしっくすぇ 
きう, おけはすけ ぉう きせ けすうゃぇかぇ.  ╁ くっは しっ 
おぇいゃぇ: „╀けあっ, きうかう, うしおぇき ょぇ しなき 
きかぇょ; ╀けあっ, つせえ っょくうつおうは きう いけゃ. 
┿おけ うしおぇて, けしすぇゃう きっ ゃ ぇょぇ, くけ くっ 
きっ けしすぇゃはえ ぉっい かのぉけゃ!”.

 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぉうか こけしさっとくぇす おぇすけ ╀けゅ - いぇさぇょう 
ゃこっつぇすかっくうっすけ, けしすぇゃっくけ けす ╉させき 
》さうしすけゃ.  
╀はたぇ くっゃっさけはすっく っおうこ, うきぇたぇ 

けすくけてっくうっ おなき くっとぇすぇ. ╇ゃぇくけゃ 
ょけさう こさけきっくう ゃういうはすぇ くぇ ゃっしす

くうおぇ, うきっすけ きせ, ちはかけしすくぇすぇ きせ 
おけくちっこちうは  ゃ こけしかっょくうすっ  ゅけょう
くう, さぇいおぇいゃぇ ぉうゃてぇすぇ てっそおぇ, 
けすおかのつゃぇえおう こけつすう こけしなさくぇかうは 
けす ゃさっきっすけ そぇおす, つっ ゃしなとくけしす  
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう こさっょう いぇおさう
ゃぇくっすけ しう,  „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ” しっ 
こさっゃさなとぇ ゃなゃ ゃ. „┿さしっくぇか”. 
〈けつくけ いぇとけすけ ┿さしっくぇか しっ  こさっ

ゃさなとぇ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ ておけかぇ ゃ 
あうゃけすぇ え , ╁っしっかうくぇ し ぉけかおぇ こさう
っきぇ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう けす しゃけはすぇ 
っさぇ すぇき.  
╀うかけ しすさぇてくけ: ゃさっきっ, ゃ おけっ

すけ かうつくけしすうすっ しっ しきぇつおゃぇす, くぇ 
ゃかぇしす うょゃぇ かせきこっくういぇちうはすぇ う 
さぇいさせたぇすぇ. ] ぉけかおぇ くぇぉかのょぇゃぇ 
しすぇゃぇとけすけ, ぉっい ょぇ きけあっ ょぇ きせ しっ 
こさけすうゃけこけしすぇゃう. ]かっょ ょゃっ こさっくぇ
いくぇつっくうは, こけっきぇ こなす けすゃなょ こけさ
すぇかぇ. 
╇ ゅけ ゃなさゃう. ]なし しすぇっくぇ ぉけかおぇ 

ゃっつっ こけつすう 20 ゅけょうくう. 
′け しなさちっすけ え しう けしすぇゃぇ ぇさしっくぇか

しおけ.  ╇ くはきぇ ょぇ きせ きうくっ. 
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』たそおかしかせそ...

‶け ゃさっきっ くぇ さっこけさすぇあ

[っょおけかっゅうはすぇ くぇ ゃ. „╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ“

]なし しなこさせゅぇすぇ 『ゃっすぇくおぇ
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっすぇく 【う
おけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは:  ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, ╃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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づぺとだゑだがごどぎずご - 
ぞだぜごぞごづんぞご げん とぜぎど ぞん 
とんげんぞずぺと
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╇あしかちけこ [とくすけね: ╈そちおかかす つか,ねか てとさ つか 
たちそけくうかきおあ おそいちそ そちひきけか

¨うあせ ╅うちあすそう:
42 えそおけせけ つ たかつかせてあ せあ つてちとえあ

╇かつかしけせ 〈あちけせそう: ╇ „╅ちつかせあし“ けすあす 
つてそてけぬけ たちけみてかしけ

【かつて くあ きかせけ: [あさ おあ たそくせあかてか
さちひのさあねあ と おそすあ?

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

 „【あこせそ そちひきけか” ゑづぎぜぎ げん ぐぎぞご

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

╇きっ:
‶かぇきっくぇ ′っくけゃぇ ╀けくっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: [ぇぉけすう ゃ 
けすょっか  105 - ╇おけくけきうつっ-

しおう, „┿さしっくぇか“ ┿╃

╃かなあくけしす:  ╆ぇき.さなおけゃけ-

ょうすっか けすょっか “╇おけくけきうつっ-

しおう“

╂けょうくう: 23

╆けょうは: ╉けいうさけゅ

》けぉう: ¨ぉうつぇ さぇいたけょおうすっ 
しさっょ こさうさけょぇすぇ う うくすっさっし-

くうすっ きっしすぇ うい ╀なかゅぇさうは.

〉ゃぇあぇっきう くぇてう つうすぇすっかう, ぇさしっくぇかちう!

〈 けゃぇ っ させぉさうおぇ いぇ けつうすっ う しなさちぇすぇ. 
╁しっおう けす ゃぇし きけあっ ょぇ くぇきっさう きはし-

すけ ゃ くっは うかう ょぇ しすぇくっ うょっけかけゅ くぇ こけ-

さっょくぇすぇ ゃしっくぇさけょくぇ さぇょけしす, おぇすけ くう 
こけしけつう うかう ういこさぇすう しくうきおう くぇ しゃけう 
そぇゃけさうすう,  おけかっゅう, てっそけゃっ う こけいくぇ-

すう, さぇぉけすっとう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さ-

しっくぇか” うかう うきぇとう しぇくすうきっくす し ぉかういおう 
ょけ „┿さしっくぇか”, おけうすけ けしゃっく し せき, ぉかっし-
すはす う し とっょさぇ こさうさけょぇ う さぇょゃぇとぇ けおけ-

すけ ゃういうは. 
 〈けゃぇ くっ っ いぇこぇいっくぇ あっくしおぇ すっさうすけ-

さうは, いぇとけすけ しゃっすなす くはきぇ おぇお ょぇ しすぇ-

くっ こけ-おさぇしうゃ, ぇおけ いぇ くっゅけ くっ さぇぉけすはす 
こけくっ ょゃぇきぇ. 
╀なょっすっ しきっかう う くっ あぇかっすっ かっくすぇ,  こうお-

しっかう う こぇきっす, しくうきぇえすっ う こさぇとぇえすっ, 
いぇ ょぇ うきぇ くぇ おぇおゃけ ょぇ しっ さぇょゃぇす けつうすっ 

すけゅぇゃぇ, おけゅぇすけ ょせてうすっ すなゅせゃぇす. 
 ┿ う おぇお ぉってっ: おさぇしけすぇすぇ とっ しこぇしう 
しゃっすぇ! 
 〉ぉっょっくう しきっ, つっ ゃ „┿さしっくぇか”  „しゃっすなす 
っ ゅけかはき う しこぇしっくうっ ょっぉくっ けすゃしはおなょっ”.
 ╁ぇてうすっ しくうきおう うかう うょっう いぇ いぇ-

しかせあゃぇとう ゃしっくぇさけょくぇすぇ う ゃしっぇさしっ-

くぇかしおぇ  さぇょけしす  おさぇしぇゃうちう う たせぉぇゃちう 
きけあっすっ ょぇ ういこさぇとぇすっ くぇ しかっょくうは ぇょ-

さっし: didab@abv.bg うかう こなお ょぇ  こけ-

さなつゃぇすっ  しこっちうぇかくぇ そけすけしっしうは くぇ  すっ-

かっそけく: 0431/ 6 40 94; 0882 98 70 13
┿ くぇて ぇくゅぇあうきっくす っ くうとけ たせぉぇゃけ ょぇ 
くっ こさけこせしくっき!
 

P.S.: ‶ぇさう けす くぇし いぇ さぇょけしすうすっ 
けつくう くっ けつぇおゃぇえすっ, くけ こなお とけ 
さぇょけしす っ ょぇ いくぇって, つっ „う くうえ しきっ 
ょぇかう くっとけ くぇ しゃっすなす”… 

¨くたひしせけてかしせけみて おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし 2000“ ╅╉ 
｠ちけつてそ ¨いとのかう, う さあねかつてうそてそ つけ せあ たちかおつかおあてかし 
せあ ╅つそぬけあぬけみてあ くあ たちけみてかしつてうそ „[あくあせしひさ - ったそ-
せけみ“, たそおあちけ ねかさ くあ かさつさとちくけみ おそ 』てちあせあてあ せあ けく-
えちみうあはそてそ つしひせぬか せあ てあくえそおけのせあてあ をあちけぬあ 『そくあ 
』けすそせあ 》かてさそうあ. 》ひてとうあせかてそ, さそかてそ はか か たちかく 
つかたてかすうちけ, はか いひおか くあかおせそ つ あせつあすいひし „╅ちつかせあし“. 
《つうかせ てあくけ せあえちあおあ, 』けすそせあ たそしとねけ そはか かおせそ たひ-
てとうあせか おそ ったそせけみ, たちかく すあこ おそえそおけせあ. 【そ か そて ╅つそ-
ぬけあぬけみ „‒とさとみすあ - ╆ひしえあちけみ“. 〉あえちあおあてあ うちひねけ 
たそつしあせけさひて せあ ったそせけみ 〉. 》ち. 〈あさそてそ ¨てそ.

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

╃ゃぇきぇ  こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
„┿さしっくぇか” ┿╃, つかっくけゃっ 

くぇ さなおけゃけょくうは っおうこ, しぇ しさっょ 
くけきうくうさぇくうすっ いぇ おぇくょうょぇす-
おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けす けしくけゃ
くうすっ こぇさすうえくう けさゅぇくういぇちうう 
くぇ ╀]‶ ゃ けぉとうくぇすぇ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇす けぉけぉとっくうすっ 

こさっょかけあっくうは くぇ おぇいぇくかなて
おうすっ しけちうぇかうしすう, くぇこさぇゃっ
くう くぇ きっしすくう しなぉさぇくうは,  いぇ 
おぇくょうょぇす-おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう けす かっゃうちぇすぇ. 
╃ゃぇきぇすぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 

„┿さしっくぇか”, しこっつっかうかう ょけ
ゃっさうっすけ くぇ きっしすくうすっ こぇさ
すうえくう しすさせおすせさう, しぇ うくあ. 
『ゃっすぇく 【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか 
くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇ
くっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっか
しすゃけ” う うくあ. ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ 
- ょうさっおすけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う 
うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ”.   
╃ゃぇきぇすぇ くけきうくうさぇくう ゃ きけ
きっくすぇ しぇ けぉとうくしおう しなゃっすくう
ちう けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
〈っ しぇ しさっょ けぉとけ 11-すっ くけ

きうくうさぇくう けす しけちうぇかうしすうすっ 
いぇ おぇくょうょぇす-おきっす くぇ けぉとう
くぇすぇ. 
‶けすなさしっく いぇ おけきっくすぇさ ゃなゃ 

ゃさないおぇ し くけきうくぇちうはすぇ きせ いぇ 
おぇくょうょぇす-おきっす, うくあ. 『ゃっすぇく  

•	 『あいそてせけねかつさそてそ くおちあうかそたあくうあせか - たちそいしかすけ け 
せあおかきおけ

•	 〈しあおけてか つたかぬけあしけつてけ: けくいそち けしけ しけたつあ せあ 
けくいそち

•	 《てねかて せあ えちとたあてあ そいはけせつさけ つひうかてせけぬけ せあ 
ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡

•	 ╇かてかちあせけ: っせさあ 』たあつそうあ - ╅ちつかせあしつさけ ちあおけそ 
えそおけせけ

•	 【かくけ け そはか すせそえそ けせてかちかつせけ つてあてけけ け けせ-
てかちうまてあ ねかてかてか う いちそこ 5 せあ 【ちけいとせあ ╅ちつか-
せあし, 24-てけ ませけ

ゑ ï¿ñÑçíàó　 ßëÜú ôñöñöñ:

【うおけゃ こけはしくう, つっ  ぉかぇゅけょぇ
さう いぇ   ゅかぇしせゃぇくけすけ ょけゃっさうっ 
くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╀]‶, くけ くっ 
ぉう こさうっか  こけょけぉくぇ くけきうくぇ
ちうは, いぇとけすけ  けす 3 ゅけょうくう うきぇ 
ぇくゅぇあうきっくすう  おなき ╂させこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ ぉっ けとっ こけ-
かぇおけくうつっく: „ ¨ちっくはゃぇき  し 
ぉかぇゅけょぇさくけしす こけょけぉくぇ くけきう
くぇちうは,  くけ きけうすっ こさけそっしうけ
くぇかくう こかぇくけゃっ しぇ しゃなさいぇくう 
し さぇぉけすぇすぇ きう ゃ „┿さしっくぇか”, 
ぇ けぉとっしすゃっくうすっ きう ぇくゅぇあう
きっくすう  しぇ し ╂させこぇすぇ くぇ ╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
 ¨しゃっく ょゃぇきぇすぇ ぇさしっくぇか

ちう,  くけきうくうさぇくう いぇ おぇくょう
ょぇす-おきっすけゃっ けす  つかっくけゃっすっ 
くぇ ╀]‶ ゃ おぇいぇくかなておけ, しぇ: 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, 
くぇしすけはとうはす おきっす ]すっそぇく ╃ぇ
きはくけゃ,  けきぉせょしきぇくなす ╉ぇすは 
╉うかうおつうっゃぇ, かうょっさなす くぇ 
おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう 
╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ, おきっすなす くぇ 
しっかけ 【っえくけゃけ ′うおけかぇえ 〈っさ
いうっゃ,   ょうさっおすけさなす くぇ いぇゃけょぇ 
いぇ こさせあうくう ゃ しっかけ ╉さなく うくあ. 
┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ, ぉさぇすはすぇ 
╇ゃぇく ╃けつっゃ う ╃けつけ ╃けつっゃ, 
ぉうゃてうはす いぇき. けぉかぇしすっく せこ
さぇゃうすっか [せきはくぇ ╃させきっゃぇ.  

とだずだぞとん ぞん づぎがんとどだづん:
〉ゃぇあぇっきう ぇさしっくぇかちう, おぇいぇく-

かなつぇくう, 
 ╁ すぇいう いぇこぇいっくぇ  ゃっしすくうおぇさ-

しおぇ すっさうすけさうは   こぇいうき きはしすけ 
いぇ かうつくうすっ こけいうちうう くぇ ゃしうつ-

おう, おけうすけ うきぇす おぇおゃけ ゃぇあくけ 
ょぇ おぇあぇす くぇ  ゃしうつおう くぇし, さけ-

ょっくうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは, けしすぇくぇかう-

すっ ゃ  [けょうくぇすぇ,  さぇぉけすっとうすっ ゃ  
くっは, し くぇょっあょぇすぇ  ょなさあぇゃぇすぇ 
くう う ゅさぇょなす, ゃ おけえすけ あうゃっっき, 
くぇてっすけ しっかけ う けぉとうくぇ ょぇ しっ 
こさっゃなさくぇす  ゃ っょくけ せのすくけ う 
ょけぉさけ いぇ あうゃっっくっ きはしすけ. ╁ 
おなすつっ, ゃ おけっすけ つけゃっお ょぇ うきぇ 
あっかぇくうっ ょぇ こぇいう おけさっくうすっ しう, 
おぇすけ ゅう せおさっこゃぇ う こせしおぇ ゃしっ 
こけ-ょなかぉけおけ. 
¨すおさうゃぇきっ すぇいう くぇてぇ しなゃ-

きっしすくぇ させぉさうおぇ, おけはすけ, くぇょは-

ゃぇきっ しっ, いぇっょくけ ょぇ しこうしゃぇきっ, 
し っょくけ しすうたけすゃけさっくうっ. ╃っすしおけ.
′け  しぇきけ こさうゃうょくけ ょっすしおけ う 

しぇきけ こさうゃうょくけ - こさけしすけ っょくけ  
しすうたけすゃけさっくうっ くぇ っょくけ きぇかおけ 
ぉなかゅぇさしおけ きけきうつっ - 〈ぇくは. 
╆ぇ とぇしすうっ うかう くっとぇしすうっ, さけ-

ょっくけ ょぇかっつ けす ╀なかゅぇさうは, ゃ ′の 
╈けさお, ┿きっさうおぇ. ‶さっょう ょくう, 
くぇゃさなた 24-すう きぇえ,  すけゃぇ しすう-

たけすゃけさっくうっ くぇ 11-ゅけょうてくぇすぇ 
〈ぇくは  しすうゅくぇ ょけ きけはすぇ こけとぇ, 
こさっこさぇすっくけ けす こさけそっしけさ ╉さなし-
すぬけ ‶っすおけゃ, おぇすけ っかっゅぇくすっく けす-
ゅけゃけさ  くぇ おせこ きけう ゃなこさけしう いぇ 
うくすっさゃの, し おけうすけ ゅけ いぇしうこぇた. 
]かっょ そうくぇかくうすっ ょせきう くぇ  

おさぇすおけすけ  しすうたけすゃけさっくうっ くぇ  
きぇかおぇすぇ 〈ぇくは  くはきぇた ょせきう, し 
おけうすけ ょぇ ゃなさくぇ けすゅけゃけさ. 
╆ぇとけすけ しっ けおぇいぇ, つっ すっいう, 

おけうすけ うょゃぇす しかっょ くぇし う おけうすけ 
きうしかうき いぇ きぇかおう,  しぇ こけ-きなょ-

さう けす くぇし. ╇ こけ-こさけいけさかうゃう. 
╇ こけ- ぉっいおけきこさけきうしくう. ╇ こけ-
しきっかう.  
╇ はさけしすくけ きけゅぇす ょぇ くう  てぇきぇ-

さけしぇす,  ぇおけ こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ は 
おぇさぇきっ すぇおぇ. 
 ╇ おけっすけ  っ けとっ こけ-ゃぇあくけ: 

くはきぇ ょぇ くう こさけしすはす, ぇおけ けしすぇ-

ゃうき ╃はおけくぇ けとっ ょなかゅけ ょぇ しこう 
ゃ ょせてうすっ くう! 

] せゃぇあっくうっ:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

‶うしきけ ょけ ╊っゃしおう!
 

...]こう, ╃はおけくっ! ′っ しっ しなぉせあょぇえ!
¨しすぇくう ゃ くっいくぇえくうは しう ゅさけぉ!
╃けぉさっ しう すう.̈ す すぇき くっ ゃうあょぇて 
...しなょぉぇすぇ くぇ ょけしすけえくうは くう さけょ.
′っ ゃうあょぇて きぇえおうすっ, おけうすけ ょくっし 
くっ さぇあょぇす.
]すぇさうちうすっ おさぇえ おけそうすっ いぇ しきっす.
╀ぇとうすっ し ょあけぉけゃっ こさぇいくう, ゃ 
さなちっすっ し おせそぇさう う いょさぇゃっち いぇ 
おなしきっす.
╃っちぇすぇ くう しぇ ゃっつっ くぇ ういつっいゃぇ-

くっ.
]っかぇすぇ きなさすゃう. ‶せしすう ゅさぇょけゃっ.
]すさけうき たけすっかう, こぇさおうくゅう, ゅぇさぇ-

あう.
╉さぇえ こさけしはおぇ きうくぇゃぇ ╀っ╄き╁っ.
′ぇ こなすは おなき ╄ゃさけこぇ しっ こさけょぇゃぇす 
ゃ さなちっすっ し おせおかう きぇかおうすっ きけきう.
〈っ ょっすしすゃけすけ しう ゃ しなくうとぇ しな-

くせゃぇす, しすぇっくぇ しおさなぉ ゃ けつうすっ うき 
ゅけさう.
...]こう, ╃はおけくっ! ′っ しっ しなぉせあょぇえ!
╃けぉさっ しう すぇき こけょ すぇいう つっさくぇ 
こさなしす.
╆ぇゃうあょぇき すう いぇ すせえ, つっ くっ ょけ-

つぇおぇ きっつすうすっ しう, さぇいこなくぇすう くぇ 
おさなしす.
 

〈ぇくは, 11 ゅけょうくう, せつっくうつおぇ,  
′の ╈けさお, ┿きっさうおぇ 

╉けは けす ういょうゅくぇすうすっ けぉとけ 
11 おぇくょうょぇすせさう いぇ おきっす くぇ 
╉ぇいぇくかなお とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ 
けそうちうぇかくぇすぇ おぇくょうょぇすせさぇ 
くぇ ╀]‶, とっ しすぇくっ はしくけ くぇ 
けぉとうくしおぇ おけくそっさっくちうは, くぇ
しさけつっくぇ いぇ 25-すう のくう.   ╂かぇ
しせゃぇくっすけ いぇ けそうちうぇかくぇすぇ 
おきっすしおぇ おぇくょうょぇすせさぇ とっ っ 
すぇえくけ, こさう いぇおさうすう いぇ あせさ
くぇかうしすう ゃさぇすう. 
¨しゃっく 11-すっ こさっょかけあっくうは 

いぇ おぇくょうょぇす-おきっす  けす ╀]‶, 
おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう 
しぇ くけきうくうさぇかう う 48 しゃけう 
しなこぇさすうえちう いぇ おぇくょうょぇ
すう いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう. 
]さっょ すはた しぇ, おぇおすけ こけいくぇ
すうすっ うきっくぇ くぇ ょけしっゅぇてくう 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, すぇおぇ 
う くぇ ょっこせすぇすぇ けす 36-すけ ′] 
╂っけさゅう ╆ぇたぇさうっゃ, くぇ ょなかゅけ
ゅけょうてくぇすぇ ょうさっおすけさおぇ くぇ 
》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお ぅくおぇ ′ぇえょっくけゃぇ, 
くぇ くぇしすけはとうは いぇき.-おきっす くぇ 
ゅさぇょぇ  ╄ゃゅっくうは 』っさくっゃぇ. ╆ぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす ╀]‶ 
しぇ こさっょかけあっくう う くけゃう うきっ
くぇ, けしくけゃくけ くぇ きかぇょう たけさぇ, 
こさっょうきくけ かっおぇさう う うくすっかっお
すせぇかちう.  
]こけさっょ  こさっょしっょぇすっかは くぇ 

¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ,  ╁‶] くぇ 
╀]‶ くはきぇ ょぇ うきぇ こさぇゃけ ょぇ 
こさけきっくは ゃけすぇ くぇ おぇいぇくかなて
おうすっ ょっかっゅぇすう けす  25-すう のくう.  
‶け こさっょゃぇさうすっかくぇ うくそけさ

きぇちうは, ょっかっゅぇすうすっ くぇ そけさせ
きぇ とっ しぇ ゃ しなとうは しなしすぇゃ けす 
こさっょうてくけすけ いぇしっょぇくうっ, おぇすけ 
けす すはた とっ けすこぇょくぇす しぇきけ こけ
つうくぇかうすっ う すっいう, おけうすけ しぇ 
くぇこせしくぇかう こぇさすうえくうすっ さっ
ょうちう.  ]こけさっょ こなさゃけくぇつぇか
くぇすぇ うくそけさきぇちうは 224  しけ
ちうぇかうしすう とっ さってぇす おけえ ょぇ 
っ けそうちうぇかくうはす おぇくょうょぇす くぇ 
╀]‶ いぇ おきっす. 
╂けさけかけきけゃ くっ しっ ぇくゅぇあうさぇ 

し こさけゅくけいぇ おけえ けす おぇくょうょぇ
すうすっ くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお っ 
こけ-こさっょこけつうすぇく いぇ しなこっさ
くうお けすしすさぇくぇ くぇ しけちうぇかう
しすうすっ, くけ せすけつくう, つっ ╀]‶ ゃ 
ゅさぇょぇ うきぇ さっしせさし いぇ こけぉっょぇ 
くぇ きっしすくうすっ ういぉけさう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁すけさぇ しっょきうちぇ すっつっ すさっしおぇゃぇ さぇぉけすぇ こけ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ くけゃうは こぇさおうくゅ いぇ おけかう くぇ ぇさしっくぇかちう. 〈けえ とっ しっ 
こさけしすうさぇ くぇ 5,5 ょおぇ. こかけと う とっ けしうゅせさはゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ 
こぇさおうさぇくっ くぇ 160 ぇゃすけきけぉうかぇ. ¨す せこさぇゃぇすぇ くぇ そうさきぇすぇ 
けぉっとぇゃぇす ょぇ っ ゅけすけゃ ょけ しさっょぇすぇ くぇ のくう.

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

  ╉ぇぉっかっく けこっさぇすけさ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” けぉはゃはゃぇ おけくおせさし いぇ 
くぇえ-うくすっさっしくぇ  う こさけゃけおぇすうゃくぇ  ぇぉうすせさうっくすしおぇ しくうきおぇ. 
 ′ぇえ-ょけぉさうすっ う けさうゅうくぇかくう そけすけしう とっ ぉなょぇす こけょさっょっくう ゃ 
しこっちうぇかくぇ っおしこけいうちうは ゃ ╉かうっくすしおうは ちっくすなさ くぇ ¨こっさぇすけさぇ, 
ぇ こさっょういゃうおぇかぇすぇ くぇえ-きくけゅけ けゃぇちうう そけすけゅさぇそうは とっ こけかせつう 
う ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ  „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” -  こけょぇさなお - かぇこ-

すけこ, おけえすけ とっ しなこなすしすゃぇ う さぇょゃぇ ょくうすっ ゃう しかっょ ぉぇかぇ.
 ‶さっあうゃはゃぇえすっ, さぇょゃぇえすっ しっ う しっ しくうきぇえすっ! ╇ くっ いぇぉさぇゃはえすっ  
ょぇ ういこさぇとぇすっ こけしかっ!
 ╁ぇてうすっ うくすっさっしくう う ぉかうおぇとう けす あうゃけす しくうきおう けつぇおゃぇきっ ょけ 
25-すう のくう くぇ ぇょさっし: ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” ¨¨╃, 
ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお”, わ11 うかう くぇ っかっおすさけ-

くっく ぇょさっし: vili_bbc@abv.bg; didab@abv.bg 
 [っいせかすぇすうすっ けす おけくおせさしぇ とっ ぉなょぇす けぉはゃっくう くぇ 30-すう のくう.
 ‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ おけくおせさしぇ きけあっ ょぇ こけかせつうすっ う くぇ 
すっかっそけく: 0431  6 21 81 うかう  0892 230 181, おぇおすけ う くぇ しぇえすぇ 
くぇ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” www. bbccable.net
 ¨つぇおゃぇきっ ゃう!

ぃあせつ くあ たかねあしいあ

╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ
こさっょしっょぇすっか くぇ ╀]‶
╉ぇいぇくかなお


