
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

╅『』╊〉╅]を¨,
╈『¨╋╅【╅ ′╅ ╇╅』 ╊ 』》╊を¨╅]〉╅! 

╇]╊′╊ ╇ 』¨]╅ 
„』¨〉っ【╅“ ′《〉╅〉《╇ ぃ╅〉』 ′╅

„′╊]╊〉╅ [╅『【╅“

╅‶〉ぅ╅‶〉 – ╈╊〉¨╅]〉¨っ【 ぁ】╉╅[
]おさけきくけしすすぇ くぇ ゅっくうは.
]かぇゃぇすぇ くぇ ┿えくとぇえく ょけしすう-

ゅぇかぇ ゃさなた しかっょ ゃさなた. ′っいぇ-
ゃうしうきけ けす すけゃぇ, すけえ ゃうくぇゅう 
しう けしすぇゃぇか しおさけきっく, ょけしすな-
こっく う くっこさっすっくちうけいっく つけ-
ゃっお, し こけおけさはゃぇとけ けぉぇはくうっ, 
ぉっいきっさくぇ ょけぉさけすぇ う こさっゃない-
たけょくけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ╆ぇ 
こけつせょぇ くぇ ぇきっさうおぇくちうすっ, 
すけえ くはきぇか ょけさう ぇゃすけきけぉうか 
う すっかっゃういけさ. ′っしこさぇゃっょかう-
ゃけしすすぇ う かなあぇすぇ ゅけ ょけおぇさゃぇ-
かう ょけ はさけしす.
‶さっい 1929 ゅ. しゃっすなす てせきくけ 

けすぉっかはいぇか 50-すぇすぇ ゅけょうてくう-
くぇ くぇ ┿えくとぇえく. ぃぉうかはさなす 
くっ ゃいっか せつぇしすうっ ゃ すなさあっ-
しすゃぇすぇ, しおさうか しっ ゃなゃ ゃうかぇすぇ 
しう おさぇえ ‶けすしょぇき, おなょっすけ し 
せゃかっつっくうっ けすゅかっあょぇか さけいう う 
おなょっすけ こさうっきぇか しゃけうすっ こさう-
はすっかう - ょっえちう くぇ くぇせおぇすぇ う 
おせかすせさぇすぇ.                                                                     

╁なくてくうはす ゃうょ.

┿えくとぇえく うきぇか おぇそはゃけ こぇか-
すけ, し おけっすけ こけつすう くうおけゅぇ くっ 
しっ さぇいょっかはか, ょけさう しかっょ おぇすけ 
すけ しなゃしっき けしすぇさはかけ. ╉けゅぇすけ 
けとっ くっ ぉうか ういゃっしすっく, ゅけ こけ-
こうすぇかう: „╂けしこけょうく ┿えくとぇえく, 
くはきぇ かう ょぇ しう しきっくうすっ こぇか-
すけすけ?” „』っ いぇとけ, - けすゃなさくぇか 
せつっくうはす, - きっく くうおけえ くっ きっ 

こけいくぇゃぇ”. ╉けゅぇすけ しすぇくぇか うい-
おかのつうすっかくけ こけこせかはさっく, こぇお 
ゅけ こけこうすぇかう くはきぇ かう くぇえ-
こけしかっ ょぇ しう しきっくう こぇかすけ-
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‶さけょなかあっくうっ けす ぉさけえ 39

すけ. 〈けえ けすゃなさくぇか: „╇ いぇとけ? 
╁っつっ ゃしうつおう きっ こけいくぇゃぇす!” ╁ 
いさっかうすっ しう ゅけょうくう ┿えくとぇえく 
けぉうおくけゃっくけ しっ こけはゃはゃぇか ゃ 
かのぉうきうは しう けぉうおくけゃっく う すけ-
こなか こせかけゃっさ う し さぇいさけてっくう 
おけしう う くぇこなかくけ こけおさうゃぇか 
けぉさぇいぇ くぇ „さぇいしっはくうは こさけ-
そっしけさ”. “╁っょくなあ とけき けしない-
くぇって, つっ ゃしっかっくぇすぇ しっ さぇい-
てうさはゃぇ ゃ くうとけすけ, ょぇ くけしうて 
さぇえっ しすぇゃぇ けすくけしうすっかくけ かっし-
くけ” - おぇいゃぇ ┿えくとぇえく ゃ けす-
ゅけゃけさ くぇ くっつうえ せこさっお, つっ っ 
けぉかっつっく くっこけょたけょはとけ.   

′っゃっさけはすくけすけ つせゃしすゃけ いぇ 
たせきけさ.

╉けゅぇすけ こけこうすぇかう ┿えくとぇえく 
おなょっ しっ くぇきうさぇ かぇぉけさぇすけさう-
はすぇ きせ, すけえ こけしけつうか こうしぇか-
おぇすぇ しう. 
╄ょくぇ こけいくぇすぇ くぇしすけえつうゃけ 

きけかうかぇ ┿かぉっさす ┿えくとぇえく ょぇ 
え しっ けぉぇょう こけ すっかっそけくぇ: „′け 
くけきっさなす っ ょけしすぇ ゅけかはき, いぇすけ-
ゃぇ ╁う きけかは いぇこうてっすっ しう ゅけ - 
24-361”. „╉ぇおゃけ しかけあくけ うきぇ 
すせお? - せつせょうか しっ ┿えくとぇえく. - 
╃ゃっ ょせいうくう う 19 くぇ おゃぇょさぇす”. 
』っしすけ ゅけ こうすぇかう: おぇお すけつくけ 

くぇ くっゅけ きせ しっ っ せょぇかけ ょぇ しない-
ょぇょっ すっけさうはすぇ くぇ けすくけしうすっか-
くけしすすぇ. ‶けかせしっさうけいくけ, こけかせ 
くぇ てっゅぇ, すけえ けすゅけゃぇさはか: 

„]すさせゃぇ きう しっ, つっ こさうつうくぇ-
すぇ っ ゃ しかっょくけすけ. ′けさきぇかくうはす 
ゃないさぇしすっく つけゃっお ういけぉとけ くっ 
しっ いぇきうしかは くぇょ こさけぉかっきぇ いぇ 

こさけしすさぇくしすゃけすけ う ゃさっきっすけ, 
すなえ おぇすけ っ きうしかっか いぇ すけゃぇ 
けとっ ゃ ょっすしすゃけすけ. ╇くすっかっおすせ-
ぇかくけ ぇい しっ さぇいゃうゃぇた すけかおけゃぇ 
ぉぇゃくけ, つっ こさけしすさぇくしすゃけすけ 
う ゃさっきっすけ いぇこけつくぇたぇ ょぇ きっ 
いぇくうきぇゃぇす っょゃぇ ゃ くぇこさっょくぇ-
かぇ ゃないさぇしす う, っしすっしすゃっくけ, ぇい 
きけあった ょぇ ゃくうおくぇ ゃ こさけぉかっ-
きぇ こけ-ょなかぉけおけ, けすおけかおけすけ 
っょくけ ょっすっ.”                                                                                                                       

╆ぇ しくうきおぇすぇ し ういこかっいっ-
くうは っいうお.

〈ぇいう いくぇきっくうすぇ しくうきおぇ 
ぉうかぇ くぇこさぇゃっくぇ ゃ ょっくは くぇ 
72-は さけあょっく ょっく くぇ ┿えく-
とぇえく ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ くぇ-
たぇかしすゃけすけ くぇ あせさくぇかうしすうすっ 
う そけすけゅさぇそうすっ. ╉けゅぇすけ っょうく 
けす そけすけゅさぇそうすっ いぇ おけえ かう 
こなす こけきけかうか ┿えくとぇえく „ょぇ 
しっ せしきうたくっ ゃ おぇきっさぇすぇ”, すけえ 
きせ こけおぇいぇか っいうおぇ しう. ┿えく-
とぇえく こけょぇさうか しくうきおぇすぇ くぇ 
しゃけは こさうはすっか – あせさくぇかうしすなす 
》けゃぇさょ ]きうす, おぇすけ は くぇょこう-
しぇか: ”〈ぇいう いぇおぇつかうゃぇ ゅさうきぇ-
しぇ っ ぇょさっしうさぇくぇ おなき ちはかけすけ 
つけゃっつっしすゃけ.” ‶さっい 2009 ゅ. ゃ 
′の 》っきこてうさ っょくぇ けす ょっゃっす-
すっ けさうゅうくぇかくう しくうきおう ぉうかぇ 
こさけょぇょっくぇ いぇ 74 たうかはょう ょけ-
かぇさぇ.

‶けしかっょくう ょくう. ]きなさすすぇ.

╁ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう ┿えく-
とぇえく せしこはか ょぇ そけさきせかうさぇ 
しゃけはすぇ ちっくくけしすくぇ しうしすっきぇ: 
„╇ょっぇかうすっ, おけうすけ けしゃっすはゃぇ-
たぇ こなすは きう う きう ゃょなたゃぇたぇ 
しきっかけしす う きなあっしすゃけ, しぇ ょけ-
ぉさけすけ, おさぇしけすぇすぇ う うしすうくぇ-
すぇ”. ‶さっい 1955 ゅ. いょさぇゃっすけ 
きせ さはいおけ しっ ゃかけてぇゃぇ. ┿えく-
とぇえく くぇこうしぇか いぇゃっとぇくうっすけ 
しう う おぇいぇか くぇ こさうはすっかうすっ 
しう: „┿い ういこなかくうた しゃけはすぇ いぇ-
ょぇつぇ くぇ いっきはすぇ.” ╋ぇさゅけ, ょな-
とっさはすぇ くぇ ╄かいぇ, しう しこけきくは 
こけしかっょくぇすぇ しう しさっとぇ し くっゅけ 
ゃ ぉけかくうちぇすぇ: „〈けえ ゅけゃけさっ-
てっ し ょなかぉけおけ しこけおけえしすゃうっ, 
いぇ かっおぇさうすっ – ょぇあっ し かっお 
たせきけさ, う つぇおぇてっ しゃけは おさぇえ 
おぇすけ こさっょしすけはとけ „はゃかっくうっ 
くぇ こさうさけょぇすぇ”. ╉けかおけすけ ぉっい-
しすさぇてっく ぉってっ ゃ あうゃけすぇ, 
すけかおけゃぇ すうた う しきうさっく すけえ 
こけしさっとくぇ しきなさすすぇ しう. 〈けえ 
くぇこせしくぇ すけいう しゃはす ぉっい ゃしは-

おぇおゃぇ しぇくすうきっくすぇかくけしす う しな-
あぇかっくうっ.” 
〉つっくうはす, おけえすけ こさっけぉなさくぇ 

こさっょしすぇゃうすっ くぇ つけゃっつっしすゃけ 
いぇ ╁しっかっくぇすぇ, ┿かぉっさす ┿えく-
とぇえく, せきうさぇ くぇ 18 ぇこさうか 
1955 ゅ. ゃ 1 つぇしぇ う 25 きうくせ-
すう けす さぇいさうゃ くぇ ぇくっゃさういきぇすぇ 
くぇ ぇけさすぇすぇ. ╋ぇかおけ こさっょう こけ-
しかっょくうは しう ょなた こさけういくっしなか 
くはおけかおけ ょせきう くぇ くっきしおう, くけ 
ぇきっさうおぇくしおぇすぇ きっょしっしすさぇ くっ 
きけゅかぇ こけしかっ ょぇ ゅう ゃないこさけうい-
ゃっょっ. 
〈なえ おぇすけ くっ ゃないこさうっきぇか ぇぉ-

しけかのすくけ くうおぇおゃう そけさきう くぇ 
おせかすぇ おなき かうつくけしすすぇ, こさうあう-
ゃっ ┿えくとぇえく いぇぉさぇくうか こうと-
くけ こけゅさっぉっくうっ し ゅさなきおう ちっ-
さっきけくうう う こけきけかうか つぇしなす う 
きはしすけすけ くぇ こけゅさっぉっくうっすけ ょぇ 
くっ しっ さぇいゅかぇしはゃぇす. ]ぇきけ 12 
ょせてう, くぇえ-ぉかういおう こさうはすっかう, 
ういこさぇすうかう ゃっかうおうは せつっく ゃ 
こけしかっょくうは きせ こなす. 〈はかけすけ きせ 
ぉうかけ おさっきうさぇくけ, ぇ こさぇたなす きせ 
さぇいゃはす けす ゃはすなさぇ…

′はおけかおけ けす きくけゅけぉさけえくうすっ 
しっくすっくちうう, いぇゃっとぇくう けす ┿えく
とぇえく:
- ╃ゃっ くっとぇ しぇ ぉっいゅさぇくうつ-

くう: ╁しっかっくぇすぇ う つけゃっておぇ-
すぇ ゅかせこけしす. ╆ぇ ╁しっかっくぇすぇ 
ゃしっ こぇお くっ しなき しうゅせさっく.
- ┿おけ A っ せしこったなす ゃ あう-

ゃけすぇ, すけ すけゅぇゃぇ A っ さぇゃくけ 
くぇ x + y + z, おなょっすけ x っ さぇ-
ぉけすぇすぇ, y っ いぇぉぇゃかっくうっすけ, 
ぇ z っ ょぇ しう ょなさあうて せしすぇすぇ 
いぇすゃけさっくぇ.
- ╂さぇゃうすぇちうはすぇ くっ っ けす-

ゅけゃけさくぇ いぇ すっいう, おけうすけ こぇ-
ょぇす ゃ おぇこぇくぇ くぇ かのぉけゃすぇ.
- ╊せょけしす っ ょぇ こさぇゃうて 

っょくけ う しなとけ くっとけ う ょぇ 
けつぇおゃぇて さぇいかうつくう さっいせか-
すぇすう.
- ┿い くはきぇき しこっちうぇかっく すぇ-

かぇくす. ┿い しなき しぇきけ しすさぇしす-
くけ かのぉけこうすっく.
- ┿おけ くっ きけあっすっ ょぇ けぉはし-

くうすっ くっとけ くぇ っょくけ ょっすっ 

くぇ 6 ゅけょうくう, すけ すけゃぇ いくぇ-
つう, つっ ゃうっ ゃなけぉとっ くはきぇすっ 
こけくはすうっ おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ 
すけゃぇ くっとけ.
- ╁っかうおうすっ きうしかう うょゃぇす 

ゃ ゅかぇゃぇすぇ くぇ つけゃっおぇ すけか-
おけゃぇ さはょおけ, つっ くうおぇお くっ っ 
すさせょくけ ょぇ しっ いぇこけきくはす.
- 〈さう くっとぇ きう ょぇゃぇす 

こさっょしすぇゃぇ いぇ ゃっつくけしすすぇ: 
“‶さっしすなこかっくうっ う くぇおぇいぇ-
くうっ”, いゃっいょうすっ う ╃けく ╉う-
たけす.
- ′うおけゅぇ くっ きうしかは いぇ ぉな-

ょっとっすけ. 〈け う ぉっい すけゃぇ とっ 
ょけえょっ ょけしすぇすなつくけ ぉなさいけ.

┿かぉっさす ┿えくとぇえく は けぉはゃっく 
いぇ ╊うつくけしす くぇ しすけかっすうっすけ 
けす しこ. „〈ぇえき” こさっい 1999 ゅ. 
╃けこうすゃぇくっ ょけ くぇえ-ういゃっしす-
くうすっ しなゃさっきっくくう そういうちう ゅけ 
けこさっょっかは おぇすけ くぇえ-ゃっかうおうは 
そういうお くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ. 
┿えくとぇえく っ ういけぉさぇいっく くぇ 
ぉぇくおくけすぇすぇ けす 5 ういさぇっかしおう 
こぇせくょぇ. ′ぇ うきっすけ くぇ ┿えく-
とぇえく しぇ くぇさっつっくう っょうくうちぇ-
すぇ ぇえくとぇえく, ういこけかいゃぇくぇ ゃなゃ 
そけすけたうきうはすぇ, たうきうつくうはす 
っかっきっくす ぇえくとぇえくうえ, ぇしすっさけ-
うょなす 2001 ┿えくとぇえく, かせくくう-
はす おさぇすっさ ┿えくとぇえく.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

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

╇きっ:

‶かぇきっくぇ ╇ゃぇくけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
4/170, うくあっくっさ-こさけ-
ういゃけょしすゃけ

╂けょうくう: 26

╆けょうは: [ぇお

》けぉう:

[うしせゃぇくっ.

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- 〉しきうたゃぇき しっ くぇ あう-
ゃけすぇ.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ′ぇえ-ちっくくけすけ ぉけゅぇす-
しすゃけ.

¨ ╋けうさそ せあたとつせあ あちすけみてあ せあ 
かちえかせけてか!!!

》ちけ てそうあ つ たそうかねか そて
いそえあてあ くかつてちあ.

[ちあつけうあてあ ]まつけ そて ′あうそお 5.
》そくせあてけみて さあてそ のそなへそち せあ
おけちかさてそちあ たそ つたかぬけあしせけてか

うひたちそつけ せあ „╅ちつかせあし“ ╅╉, ╋けうさそ 
』てあせかう, つけ うくか ねあちそうせあてあ つひたちとえあ 

う たそつしかおせけてか おせけ せあ しみてそてそ.
╇かねせそ しみてそ おあ か う きけうそてあ けす け 

さとた おかぬあ おあ のとすみて
う えそしみすあてあ けす さひはあ.

ぶñïöóöÜ!

¨いとのかう: 』すか け はか つすか づ1

╉ぇいぇくかなお くっ きけあっ ょぇ しな-
とっしすゃせゃぇ う ょぇ しっ こさっょ-

しすぇゃは こさっょ しゃっすぇ ぉっい きぇさおぇすぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈は ゃなさゃう いぇっょくけ 
し っきぉかっきぇすぇ くう おぇすけ ゅさぇょ くぇ 
さけいうすっ. 
〈けゃぇ おぇいぇ ゃ こさうゃっすしすゃうっすけ 

しう おなき ぇさしっくぇかちう - くっゅけゃうすっ 
さぇぉけすくうちう, しかせあうすっかう う おなき 
きっくうょあなさしおうは っおうこ, おきっすなす 
くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  ゃ  
しかけゃけすけ しう  くぇ こさぇいくうおぇ くぇ 

„┿さしっくぇか”.  
′ぇょ 4 たうかはょう ょせてう しなぉさぇ 

こさぇいくうおなす くぇ そうさきっくうは しすぇ-
ょうけく,  つっしすゃぇく すぇいう ゅけょうくぇ 
くぇ 5-すう けおすけきゃさう う こけしゃっ-
すっく くぇ 134-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ. ╁ しかけゃけすけ しう おきっ-
すなす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさういけゃぇ 
ぇさしっくぇかちう ょぇ しっ  ゅけさょっはす 
し こさうくぇょかっあくけしすすぇ しう おなき 
きぇさおぇすぇ, いぇとけすけ „くはきぇ すぇおぇ-

ゃぇ そうさきぇ ゃ ゅさぇょぇ, し すぇおぇゃぇ 
しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ”. ]すけはくけ-
ゃぇ こさうこけきくう しなとけ, つっ ゃ ゃなゃ 
ゃさっきっくぇ  くぇ おさういぇ くうおなょっ 
くっ っ かっしくけ, „くぇゃしはおなょっ う くぇ 
ゃしうつおう っ すさせょくけ, ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ っ ゅけかはきぇ, くけ きうしなかすぇ いぇ 
ゃぇし っ しこっちうぇかくぇ, いぇすけゃぇ ぉな-
ょっすっ しこけおけえくう う ゅけさょう.

』っすうさう くけゃう こぇさおけきぇすぇ  
こけしすぇゃう ¨ぉとうくぇ  ╉ぇいぇく-

かなお  ゃ ういこなかくっくうっ  くぇ ′ぇ-
さっょぉぇすぇ いぇ おさぇすおけゃさっきっくくけ 
こぇさおうさぇくっ ゃ ゅさぇょぇ, ゃかはいかぇ ゃ 
しうかぇ けす 3-すう しっこすっきゃさう し っょ-
くけきっしっつっく ゅさぇすうしっく こっさうけょ. 
′ぇ こさぇおすうおぇ けす  くぇつぇかけすけ 

くぇ きっしっちぇ  こけ おぇいぇくかなておう-
すっ せかうちう, ゃかういぇとう ゃ す.くぇさ.  
„しうくは いけくぇ”,  こぇさおうさぇくうすっ 
ぇゃすけきけぉうかう つせゃしすゃうすっか-
くけ くぇきぇかはたぇ.  ╂さぇあょぇくうすっ  
こさっょこけつうすぇす ょぇ  すなさしはす きっし-

╇ すぇいう ゅけょうくぇ おぇいぇくかなつぇくう しぇ しさっょ ぇおすうゃくうすっ おぇくょうょぇすう 
ゃ とぇすしおぇすぇ かけすぇさうは “╆っかっくぇ おぇさすぇ” - 2013 ゅけょうくぇ. ¨す 

くはおけかおけ ょくう ゃ ゅさぇょぇ ゃ きっしすくうすっ そけすけ しすせょうぇ いぇこけつくぇ こさっょ-
かぇゅぇくっすけ くぇ せしかせゅぇすぇ “こけこなかゃぇくっ う ういこさぇとぇくっ くぇ そけさきせ-
かはさうすっ いぇ おぇくょうすしすゃぇくっ”. ╇くすっさっしなす いぇしっゅぇ っ けすくけしうすっかくけ 
しかぇぉ, くけ さぇぉけすっとう ゃ しすせょうぇすぇ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ゃ おさぇは 
くぇ こけいゃけかっくうは いぇ せつぇしすうっ しさけお- 3-すう くけっきゃさう, あっかぇっとうすっ 
しすぇゃぇす きくけゅけ. ]さっょくけ きっあょせ 3-4 おぇくょうょぇすう いぇ ]┿】 こけこなか-
ゃぇす ょけおせきっくすうすっ しう しぇきけ ゃ っょくけ けす しすせょうぇすぇ. ′っういゃっしすっく っ  
ぉさけはす くぇ けくっいう, おけうすけ こさっょこけつうすぇす しぇきう ょぇ しゃなさてぇす すぇいう 
さぇぉけすぇ, ぉっい ょぇ いぇこかぇとぇす くぇ そうさきぇ-こけしさっょくうお. 《けさきせかは-
さなす いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ きけあっ ょぇ しっ ういすっゅかう けす www.dvlottery.
state.gov. 

╉さぇしうゃぇすぇ 
╄かっくぇ ょ-さ 
╀けえつっゃぇ しっ 
さぇいょっかう し 

きけきうくしすゃけすけ 
ゃ おさぇは くぇ 

しっこすっきゃさう. 
】ぇしすかうゃっ-

ちなす くっ っ おけえ 
ょぇ っ, ぇ かう-

つっく のくぇお けす 
しつっすけゃけょくぇ-
すぇ ゅゃぇさょうは 
くぇ “┿さしっ-

くぇか” - 〈けょけさ 
╀けくっゃ-しつっ-
すけゃけょうすっか 
けす ╆ぇゃけょ 2. 

 ╆ぇ とぇしすかう-
ゃけすけ しなぉう-
すうっ,  ぉっかは-

いぇかけ こなさゃうは 
ょっく  くぇ 

っしっくすぇ, かうつ-
くけ おせきせゃぇたぇ 
こさうはすっかう くぇ 
ょゃけえおぇすぇ- 

しうかくぇ せょぇさ-
くぇ  ゅゃぇさ-
ょうは, つぇしす 

ゎÜëôóçÜ!

けす ぇきぉうちうけいくうは っおうこ くぇ “┿さしっくぇか” 2000 - しうしすっきくうはす 
ぇょきうくうしすさぇすけさ ぅくう ぅくっゃ, くっゅけゃぇすぇ しなこさせゅぇ - ╆ゃっいょっかう-

くぇ - ゅかぇゃっく ぇしうしすっくす こけ たうきうは ゃ 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う くっけすさぇいうきうはす てぇそっさ - 7-ゅけょうてくうはす 

╅ぇくう ぅくっゃ. 

すぇ いぇ こぇさおうさぇくっ ゃ しなしっょくう 
ゅかせたう せかうつおう うかう ょぇ しう おせこはす 
すぇかけくう いぇ おさぇすなお こさっしすけえ. ╁ 
こさけすうゃっく しかせつぇえ ゅう   ゅさけいう 
けこぇしくけしすすぇ ょぇ こかぇすはす ゅかけぉぇ 
けす 10 かっゃぇ こさう いぇおけこつぇゃぇくっ 
くぇ ぇゃすけきけぉうかぇ うき. 
╃ゃっ しぇ きけぉうかくうすっ  ゅさせこう, 

けぉたけあょぇとう  せかうちうすっ くぇ ゅさぇ-
ょぇ う しかっょはとう いぇ ういこなかくっくうっ 
くぇ くぇさっょぉぇすぇ. 

ぢÜ£Ñëíç
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』あすそ ねそうかさ せあ てそうあ すみつてそ すそきか おあ つか といかおけ さそしさそ すひさあ けすあ せか つあすそ う ╆ひしえあちけみ, う ねあつてせそつて け う [あくあせしひさ
- ╂-あけ ╉うかうおつうっゃぇ, しかっょ 

5 ゅけょうくう せしこは かう うくしすう
すせちうはすぇ, おけはすけ こさっょしすぇ
ゃかはゃぇすっ, ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ 
さっぇかくけ こけかっいくぇ いぇ ゅさぇあ
ょぇくうすっ, ぇ くっ, おぇおすけ っ ゃ きぇ
しけゃけすけ したゃぇとぇくっ いぇ くっは, 
ゃ うくしすうすせちうは けす すうこぇ „ぇさ
きっくしおうはす こけこ”? ╂させぉけ っ, 
くけ いぇ きくけゅけ たけさぇ しっ こさうっ
きぇ すけつくけ すぇおぇ. 
- ╆ぇ こっす ゅけょうくう ゅさぇあょぇくう

すっ くぇせつうたぇ きはしすけすけ, おなょっすけ 
きけゅぇす ょぇ しっ けこかぇつぇす. ╇ょゃぇす, 
おぇいゃぇす しう ぉけかおうすっ, ゅけゃけさうき. 
╃させゅ っ ゃなこさけしなす いぇ おぇおゃけ 
すけつくけ しっ けこかぇおゃぇす. ╁ こけ-ゅけ
かはきぇすぇ しう つぇしす  ゅさぇあょぇくうすっ, 
おけうすけ うょゃぇす こさう きっく, うきぇす 
くせあょぇ けす おけくしせかすぇちうは ゃ こけ
しけおぇ おなき おけゅけ ょぇ しっ けぉなさくぇす, 
いぇ ょぇ しっ さってう こさけぉかっきなす うき.   

- … すけっしす うきぇす くせあょぇ けす 
おけくしせかすぇちうは, しなゃっすくうお, 
しなゃっす, せこなすゃぇくっ ? 
- 〈けつくけ すぇおぇ. ╁ きくけゅけ しかせ

つぇう ぇい しなき こさけしすけ しなゃっすくうお, 
いぇ すけゃぇ おぇお ょぇ こけしすなこはす う 
おなき おけゅけ ょぇ しっ けぉなさくぇす. ╇ 
ゃなこさけしうすっ, し おけうすけ すっ うょゃぇす 
こさう きっく, くっ しぇ しぇきけ ゃなこさけ
しう, おぇしぇっとう けすくけてっくうはすぇ うき 
し ¨ぉとうくぇすぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
ゃなこさけしう けす ゃしはおぇおなゃ さけょ: おぇ
ぉっかくう う きけぉうかくう ょけしすぇゃつうちう, 
EVN, ╁う╉. ╉けゅぇすけ ゅさぇあょぇくすっ 
くっ しぇ こけかせつぇゃぇかう けすゅけゃけさ けす 
すっいう うくしすうすせちうう う しっ っ くぇかぇ
ゅぇかけ ぇい ょぇ しっ けぉさなとぇき おなき 
すはた, ゃうくぇゅう しぇ けすゅけゃぇさはかう. 
′っ しぇ けすおぇいゃぇかう くぇ いぇこうすゃぇ
くうはすぇ きう. ′っ っ ぉうかけ こさっくっ
ぉさっゅゃぇくけ こうしきけ けす きけは しすさぇ
くぇ. [ってぇゃぇかう しぇ ゃなこさけしうすっ う 
こさけぉかっきうすっ ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
すけゃぇ ょぇかう うきぇ うかう くはきぇ すった
くうつっしおぇ ゃないきけあくけしす.   

- ╉ぇおなゃ ういゃけょ きけあっ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃう けす すけゃぇ: つっ ゅさぇあ
ょぇくうすっ くっ いくぇはす こさぇゃぇすぇ 
しう う いぇすけゃぇ しっ けぉさなとぇす 
おなき ╁ぇし うかう つっ ╁うっ しすっ こけ-
かっしくうはす くぇつうく; つっ ぇぉょう
おうさぇす けす こさけぉかっきぇ しう う ゅけ 
ょっかっゅうさぇす くぇ ╁ぇし, いぇ ょぇ ゅけ 
さってうすっ? ╇ ゃ すけいう しかせつぇえ 
くせあくぇ かう っ うくしすうすせちうはすぇ 
„¨ぉとっしすゃっく こけしさっょくうお”?
- ′っ すけつくけ, つっ くっ いくぇはす こさぇ

ゃぇすぇ しう, ぇ こけ-しおけさけ くっ こけ
いくぇゃぇす しすさせおすせさぇすぇ くぇ きっしす
くぇすぇ ゃかぇしす, くっ いくぇはす おぇおゃう 
しぇ こさぇゃけきけとうはすぇ くぇ おきっすぇ う 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う おぇおゃう くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
╁ きくけゅけ しかせつぇう くっ きけゅぇす ょぇ 
くぇこさぇゃはす さぇいかうおぇ. ╇ くっ しすぇ
ゃぇ ょせきぇ いぇ ぇぉょうおうさぇくっ, くっ 
しなき しっ くぇっかぇ ょぇ ゃなさてぇ くっ
つうは ょさせゅぇ さぇぉけすぇ. ╁なこさけしなす 
っ ゃ すけゃぇ, つっ ゅさぇあょぇくうくなす っ 
ぉうか おけくしせかすうさぇく おぇおゃけ ょぇ 
くぇこさぇゃう, おぇお ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう 
う おなき おけゅけ ょぇ しっ けぉなさくっ. ╇, 
ぇおけ くっ きせ しっ さってう ゃなこさけしなす, 
すけゅぇゃぇ すけえ ょぇ しっ けぉなさくっ おなき 
きっく う いぇっょくけ ょぇ さってうき おぇおゃけ 
ょぇ こさぇゃうき. ╇ けとっ くっとけ, こけ-
ゃないさぇしすくけすけ う しさっょくけすけ こけ
おけかっくうっ くはきぇ ょぇ せしこっっき ょぇ 
くぇせつうき, くけ し きかぇょうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さぇぉけすう - し せつっくうちうすっ けす 
ゅけさくうは おせさし, いぇ こさぇゃぇすぇ うき 
くぇ っゃさけこっえしおう ゅさぇあょぇくう, いぇ 
ゅさぇあょぇくしおけすけ けぉとっしすゃけ, いぇ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, いぇ ちっくすさぇか
くぇすぇ, いぇ ういぉけさうすっ う す.く. 〈さはぉ
ゃぇ しぇきけ うくすっさっし う うくうちうぇすう
ゃぇ けす しすさぇくぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ 

くぇ せつうかうとぇすぇ. ‶さぇゃうかう しきっ 
すぇおうゃぇ しさっとう ゃ つぇしぇ くぇ おかぇし
くうは ゃ ╋╂ „′. ¨ぉさっておけゃ”, ゃ ‶╂ 
„╇ゃ. 》ぇょあうっくけゃ”, ‶╂ 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.

- … ぇ しぇきうすっ うくしすうすせちうう 
しっ しなけぉさぇいはゃぇす し うくしすうすせ
ちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ
しさっょくうお? 
- ╃ぇ, しなけぉさぇいはゃぇす しっ う けすゅけ

ゃけさはす くぇ こけしすぇゃっくうすっ けす きっく 
ゃなこさけしう う こさけぉかっきう. ¨すゅけゃぇ
さはす すけつくけ, こけつすっくけ. 

- ′っ っ すぇえくぇ, つっ うくしすうすせ
ちうはすぇ ¨きぉせょしきぇく っ うくしすう
すせちうは いぇ さぇいゃうすうすっ  ょっきけ
おさぇすうつくう ょなさあぇゃう, ぇ くっ 
いぇ ょなさあぇゃぇ おぇすけ くぇてぇすぇ, 
おなょっすけ ょっきけおさぇすうつくけしすすぇ 
う こさぇゃぇすぇ ゃ きくけゅけ けすくけてっ
くうは しぇ かうてっくう けす しなょなさ
あぇくうっ. ╉けきそけさすくけ かう しっ 
つせゃしすゃぇ つけゃっお, おけえすけ さぇぉけ

すう すぇいう さぇぉけすぇ ゃ きぇかおぇ けぉ
とうくぇ? ╉ぇお おけきせくうおうさぇすっ 

し きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, ょけおけかおけ 
っ せゃぇあぇゃぇくぇ うくしすうすせちうは
すぇ ╁う? ¨しすぇくぇたきっ し せぉっあ
ょっくうっすけ, つっ くはおぇお ゃしうつおう 
しっ けこうすゃぇたぇ  ょぇ ╁う うゅくけ
さうさぇす, ょぇ ╁う こさっつぇす, ょぇ 
けきぇかけゃぇあぇす うくしすうすせちうはすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ. ¨しすぇくぇたすっ 
かう し せしっとぇくっすけ, つっ すけゃぇ, 
おけっすけ こさぇゃうすっ, っ ゃぇあくけ う 
いぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす?
- ╃ぇ, うくしすうすせちうはすぇ くぇ けき

ぉせょしきぇくぇ っ いぇ さぇいゃうすうすっ ょっ
きけおさぇちうう う すけゃぇ っ ゃうょくけ けす 
すっおしすぇ くぇ つか.21-ぇ けす ╆╋]╋┿, 
おけえすけ せさっあょぇ しなとっしすゃせゃぇくっ
すけ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ
くうお う おけえすけ っ こうしぇく くぇ おけ
かはくけ. ┿ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃは, っ 
ゃぇあくけ. ╇ しすぇゃぇ はしくけ  こけ ゃさっ
きっ くぇ けすつっすぇ きう, おけえすけ こさぇゃは 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ う しっ さぇいゅかっあょぇ 
けす ゃしうつおう こけしすけはくくう おけきうしうう 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁くぇしはかぇ 
しなき こさっょかけあっくうは ょけ ¨ぉとうく

しおうは しなゃっす いぇ こさけきっくう ゃ くけさ
きぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ, うきぇ ゃいっすう 

すぇおうゃぇ こさっょゃうょ. ┿い しぇきぇすぇ 
しなき こうしぇかぇ すぇおうゃぇ, すぇおぇ つっ くっ 
しきはすぇき, つっ こけ けすくけてっくうっ う こけ 
かうくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
うきぇ くはおぇおゃけ うゅくけさうさぇくっ くぇ 
うくしすうすせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇ
くぇ. ‶け-しおけさけ, しかっょ おぇすけ くっ しっ 
こけいくぇゃぇ  ょけぉさっ しなとくけしすすぇ くぇ 
うくしすうすせちうはすぇ, けすすぇき こさけうい
すうつぇ う くはおぇおなゃ ゃうょ くっさぇいぉう
さぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ, っょくけ けしけ
ぉっくけ しなしすけはくうっ: せあ ゅけ うきぇ, ぇ 
こなお ゅけ くはきぇ. ‶け けすくけてっくうっ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ 
きうくぇかうは きぇくょぇす /ゃすけさうはす くぇ 
ゅ-く ╃ぇきはくけゃ/ こなさゃけくぇつぇかくけ 
ゃしうつおう ゃなこさけしう くぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ う あぇかぉう ゅう ういこさぇとぇた ょけ 
くっゅけ. 〈っ しっ ぉぇゃったぇ ぉっいおさぇえ
くけ きくけゅけ, くけ すけ くっ っ う すぇえくぇ, 
つっ こさう くっゅけ すさせょくけ ゃなさゃはたぇ 
ょけおせきっくすうすっ. 〈けゅぇゃぇ さっぇかくけ 
こさっしすぇくぇた ょぇ おけきせくうおうさぇき 
し くっゅけ う いぇこけつくぇた ょうさっおすくけ 
ょぇ けぉとせゃぇき しなし いぇき.-おきっすけ

ゃっ, ょうさっおすけさう くぇ ょうさっおちうう, 
くぇつぇかくうお けすょっかう. ′っ きう っ けす

╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ うょゃぇ おぇすけ 
ょっすしおぇ せつうすっかおぇ ゃ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ ゅさぇょうくぇ しかっょ しこっつっかっく おけく-

おせさし. ╇ ゃっょくぇゅぇ せしっとぇ さぇょけしす-
すぇ くぇ ちっかうは おけかっおすうゃ, おけえすけ え 
こけおぇいゃぇ, つっ すせお っ ょけぉさっ ょけてかぇ 
う うしすうくしおう あっかぇくぇ. ”╄ょゃぇ かう 
くはおけえ きけあっ う ょぇ っ ょけこせしおぇか 
おけかおけ すはしくけ っ しゃなさいぇくぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” し ょっえくけしすすぇ くぇ しぇ-
きけすけ こさっょこさうはすうっ う くっゅけゃけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ”, さぇいしなあょぇゃぇ くぇ 
ゅかぇし ╃せくょぇおけゃぇ, さぇぉけすうかぇ すせお 
けす 1965-すぇ ょけ 1997-きぇ ゅけょう-
くぇ. [けょうすっかう, さなおけゃけょうすっかう, 
さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう くっ 
けすおぇいゃぇす くうすけ ゃっょくなあ, おけゅぇすけ 
ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ うきぇ くせあょぇ 
けす くっとけ - けす きぇかおう  さっきけくすう こけ 
ぉぇいぇすぇ う せさっょうすっ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ 
ょけ おせこせゃぇくっすけ くぇ くけゃぇ すったくうおぇ 
う しすぇさすぇ くぇ くけゃけ しすさけうすっかしすゃけ. 
]こけきっくなす いぇ すけゃぇ けすかうつくけ しな-
すさせょくうつっしすゃけ う ょくっし こさけしなか-
いはゃぇ ╃せくょぇおけゃぇ, おけはすけ くぇゃさっ-
きっすけ, こさっょ おけかっあおう けす ょさせゅう 
ゅさぇょうくう, ょけさう ういこうすゃぇかぇ うい-
ゃっしすくけ くっせょけぉしすゃけ, つっ さぇぉけすう 
うきっくくけ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ, おなょっすけ 
こさけぉかっきう こさけしすけ くはきぇかけ. ╁しうつ-
おう いぇゃけょう しっ ゃおかのつゃぇかう, とけき 
ょっちぇすぇ うきぇかう くせあょぇ けす くっとけ. 
╃ぇあっ こぇさくけすけ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇ-
ょうくぇ っ くぇこさぇゃっくけ けす ぇさしっくぇか-
ちう. ╄きけちうはすぇ けす せしっとぇくっすけ いぇ 
こけょおさっこぇ けすゃしはおなょっ いぇ せつうすっか-
おうすっ うょゃぇかぇ う けす こけしさっとぇくっすけ 
くぇ ょうさっおすけさおぇすぇ ╋ぇさうは ‶っすさけ-
ゃぇ. ′っえくぇすぇ しすさけゅけしす う こさっ-
ょっかくぇ ゃいうしおぇすっかくけしす ゃ うきっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ ょぇかっつ くっ こさっつっかぇ くぇ 
ょけぉさうは すけく ゃ おけかっおすうゃぇ - すけつくけ 
けぉさぇすくけすけ: ゃしうつおう しっ しすぇさぇっかう 
ょぇ さぇぉけすはす ゃしっけすょぇえくけ, し かの-
ぉけゃ, ょぇ ういきうしかはす ゃしっおう ょっく 
くっとけ くけゃけ う さぇいかうつくけ, いぇ ょぇ 
ういくっくぇょぇす ょっちぇすぇ, ょぇ くぇこさぇゃはす 
あうゃけすぇ うき ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
うしすうくしおう とぇしすかうゃ. ╇ くっ くぇ こけ-
しかっょくけ きはしすけ - こけかっいっく いぇ すはた-
くけすけ ぉなょっとっ. ╇ しっ こけかせつぇゃぇかけ. 
′ぇうしすうくぇ. ¨すかうつくぇすぇ ょうこかけきぇ 
くぇ ╃せくょぇおけゃぇ けす ‶かけゃょうゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす, おぇおすけ う こさっしすうあ-
くうはす おかぇし おゃぇかうそうおぇちうは, ょぇかう 
きくけゅけ, くけ くはおけう くっとぇ しっ せつぇす 
しぇきけ ゃ こさぇおすうおぇすぇ. ¨す ょうさっお-
すけさおぇすぇ ‶っすさけゃぇ ╃せくょぇおけゃぇ 
う ょさせゅうすっ せつうすっかおう くぇせつうかう, 
つっ ょっちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけしさっ-
とぇす くっこさっきっくくけ し せしきうゃおぇ, つっ 

こけいくぇくうは くぇ ょっちぇすぇ, ╃せく-
ょぇおけゃぇ, し ぇおけさょっけく ゃ さなちっ 
うかう くぇ えけくうおぇすぇ, ゅう くぇせ-
つうかぇ くぇ こっしくう けす おぇおゃう かう 
くっ っいうちう... 〈は けとっ しなくせ-
ゃぇ しちっくうつくぇすぇ すさっしおぇ こさっょ 
ょっすしおうすっ すなさあっしすゃぇ..., けとっ 
しう こさうこはゃぇ う しこっちうぇかくけ 
くぇこうしぇくうすっ いぇ ぇさしっくぇかしおぇ-
すぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ こっしくう こけ 
さぇいかうつくう こけゃけょう. ╇きぇかう しう 
ょぇあっ たうきく, うきぇかう しう う こっ-
しっく いぇ こなさゃぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさけゅさぇきぇ „]すなこおぇ こけ しすなこ-
おぇ”, けしなとっしすゃっくぇ ゃ ょっすしおぇすぇ 
ゅさぇょうくぇ こけ うょっは くぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ  すけゅぇゃぇてっく ょうさっお-
すけさ, しっゅぇ - おきっす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお. „╇きぇた くっゃっさけはすくうはす 
おなしきっす ょぇ さぇぉけすは し こさっおさぇし-
くう ょうさっおすけさおう - ‶っすさけゃぇ, 
╃ぇつっゃぇ, ╃ぇさぇおつうっゃぇ, ]すけは-
くけゃぇ, おけうすけ くう ぇきぉうちうさぇたぇ 
ょぇ さぇぉけすうき うくすっさっしくけ う くっ-
すさぇょうちうけくくけ いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ”, しこけきくは しう ╃せく-
ょぇおけゃぇ. ╆ぇっょくけ し おけかっあおう 
おぇすけ ╃さぇゅぇくしおぇ, ╃ぇきはくけゃぇ, 
╀けっゃぇ, 《けすっゃぇ, ]すっそぇくけゃぇ, 
‶っくっゃぇ, ╃けくつっゃぇ /”ょぇ くっ 
こさけこせしくぇ くはおけゅけ!”/, こさっゃさな-
とぇかう さぇぉけすぇすぇ ゃ せょけゃけかしす-
ゃうっ, ぉっい くうおけゅぇ いぇこかぇとぇくっ-
すけ, こけ こさぇゃうかけ - くうしおけ, ょぇ っ 
ぉうかけ きけすうゃ いぇ こさうしなしすゃうっすけ 

ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
╃ぇょっくぇすぇ かのぉけゃ, けつっゃうょくけ 

しっ ゃさなとぇ...
]うゅせさくけ いぇすけゃぇ, くぇしおけさけ 

こさう しさっとぇ し ╃ぇくつけ - くはおけ-
ゅぇてっく きぇかつせゅぇく けす ょっすしおぇすぇ 

ゅさぇょうくぇ, „ょさせゅぇさおぇすぇ ╃せく-
ょぇおけゃぇ” し きうかけ ういせきかっくうっ 
くぇせつぇゃぇ, つっ っょくぇ しくうきおぇ 
くうおけゅぇ くっ しかういぇ けす しすっくぇすぇ 
くぇ しすぇはすぇ きせ. ′うおけゅぇ. ]くうき-
おぇすぇ, けす おけはすけ しっ せしきうたゃぇす 
╃ぇくつけ う かのぉうきぇすぇ せつうすっか-

くうはすぇ, しぇ いぇさぇいっくう けす っくすせ-
しうぇいきぇ くぇ しっゅぇてくぇすぇ おきっすう-
ちぇ ”ょぇ さぇいつせこう きけょっかぇ, ょぇ 
さぇいゃうっ くけゃう うょっう...”.  ¨とっ 
こさっょう „]すなこおぇ こけ しすなこおぇ”, 
おなょっすけ しぇ こなさゃう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, ゃ 『╃╂ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
さぇいさぇぉけすゃぇす つっかっく けこうす, けす 
おけえすけ しっ こけかいゃぇす う ょさせゅう おけ-
かっあおう. ╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅさぇ-
ょうくぇ, くぇこさうきっさ, ゃしはおけ ょっすっ 
けす ゅさせこぇすぇ こけ おけくしすさせうさぇくっ 
うきぇ しけぉしすゃっく おけくしすさせおすけさ... 
╉ぇすけ しっ いくぇっ おけかおけ すさせょくけ 
しっ くぇきうさぇたぇ こけ けくけゃぇ ゃさっ-
きっ ょっすしおうすっ おけくしすさせおすけさう う 
おけかおけ しおなこう ぉはたぇ, すせお けすくけ-
ゃけ しっ ゃうあょぇ くぇきっしぇすぇ くぇ いぇ-
ゃけょしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ... 
╃けぉさけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ けす けくけ-

ゃぇ ゃさっきっ ╃せくょぇおけゃぇ けすつうすぇ 
う ゃなゃ ゃないきけあくけしすすぇ こさっこけ-
ょぇゃぇすっかうすっ けす さぇいかうつくうすっ 
ょっすしおう いぇゃっょっくうは ょぇ けぉきっ-
くはす こけしすけはくくけ けこうす ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ しう, くぇぉかのょぇゃぇえおう せさけ-
ちう う こさぇおすうおう っょくう けす ょさせゅう. 
╀っいちっくくぇ いぇ ょっちぇすぇ っ う ぇぉしけ-
かのすくぇすぇ ゅさうあぇ いぇ いょさぇゃっすけ - 
ょゃぇ こなすう ゅけょうてくけ しっ こさぇゃはす 
けぉかなつゃぇくうは, いぇおぇかはゃぇす しっ し 
ゃけょくう う しかなくつっゃう ぉぇくう こさっい 
かはすけすけ, ゃしっおう きっしっち ゅう こけしっ-
とぇゃぇ いなぉけかっおぇさ, ういかういぇす くぇ 
ういかっすう う くぇぉかのょっくうは しさっょ 
こさうさけょぇすぇ, たけょうかう ょけさう ょけ 
ゅさぇくうちぇすぇ, おなょっすけ おぇつうかう 
ょっちぇすぇ くぇ ゃうておぇすぇ..., たさぇ-
くぇすぇ しっ こけょぉうさぇ こけ しこっちうぇか-
くけ きっくの. ╊うこしぇすぇ くぇ こさはしくけ 
きっしけ ょけさう ゃ っょうく ょっく ゃっょくぇ-
ゅぇ しっ おけきこっくしうさぇ し ょけしすぇゃおう 
けす いぇゃけょしおけすけ しすけこぇくしすゃけ くぇ 
„┿さしっくぇか”, こけきくう ╃せくょぇおけ-
ゃぇ. ]ゃっあうすっ いっかっくつせちう しぇ 
っあっょくっゃうっ. ┿ いぇ ょぇ しっ ょけ-
こなかくう ゅさうあぇすぇ いぇ いょさぇゃっすけ 
う し ゅさうあぇ いぇ ゃないこうすぇくうっすけ ゃ 
ょけぉさう けぉくけしおう, ょっちぇすぇ たぇこ-
ゃぇす こさう ぇぉしけかのすくけ しこぇいゃぇくっ 
くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ たさぇくっくっ ゃ 
さっしすけさぇくすうすっ - けす こさうぉけさうすっ 
ょけ こけょさっょぉぇすぇ くぇ きぇしぇすぇ...
╃ぇかう せつうすっかおぇすぇ しう ゃなさてう 

さぇぉけすぇすぇ し ょっちぇすぇ ょけぉさっ, しっ 
しかっょう しすさうおすくけ けす ょうさっお-
すけさおぇすぇ ゃ ょくっゃくうおぇ し こかぇく-
おけくしこっおすう いぇ ょっくは, おなょっすけ 
ょっく こけ-さぇくけ しっ けこうしゃぇ ゃしはおぇ 
しすなこおぇ くぇ けぉせつっくうっすけ う ゃない-

こうすぇくうっすけ - けす せさけちうすっ ょけ 
さぇいこけかけあっくうっすけ くぇ ょっちぇすぇ 
こけ おうかうきつっすけ...     

„╄ょうく あうゃけす!...” - すぇおぇ こさけしすけ, くけ し きくけゅけ ゃかけあっくぇ っきけちうは, けこさっょっかは ゅけょう-
くうすっ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ. „′っ 
しなき うきぇかぇ くうおぇおゃけ さぇいょゃけっくうっ, くぇこさけすうゃ - ゃうくぇゅう しなき つせゃしすゃぇかぇ, つっ しなき くぇ 
すけつくけすけ きはしすけ, つっ しなき  こけこぇょくぇかぇ ゃ [ぇは...”. 
] せしっとぇくっすけ, つっ しっ しさっとぇき し つけゃっお, いぇ おけゅけすけ せつうすっかしすゃぇくっすけ っ こさういゃぇくうっ, 

しなき しうゅせさくぇ, つっ „ょさせゅぇさおぇすぇ ╃せくょぇおけゃぇ”, おぇおすけ こけきくはす しすけすうちうすっ おぇいぇくかな-
つぇくう しゃけはすぇ ょっすしおぇすぇ せつうすっかおぇ けす 『╃╂ „┿ゃさけさぇ”, こけ-おなしくけ „╀せさぇすうくけ”, ょぇかっつ 
くっ こさっせゃっかうつぇゃぇ. ╆ぇとけすけ, すけつくけ すぇおぇ, おぇおすけ ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ ょっすしおぇ せつうすっか-
おぇ こけいくぇゃぇ こけ けつうすっ う せしきうゃおぇすぇ こけさぇしくぇかうすっ ょくっし ょっちぇ, しゃけう ゃないこうすぇくうちう, 
すけつくけ すぇおぇ - こけ けつうすっ う せしきうゃおぇすぇ, ぇい さぇいこけいくぇゃぇき せ くっは けぉうつすぇ. ¨ぉうつすぇ おなき 
さぇぉけすぇすぇ し ょっちぇすぇ, こさう すけゃぇ - うきっくくけ ょっちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, いぇとけすけ, おぇおすけ 
╃せくょぇおけゃぇ おぇいゃぇ: ”′うとけ う くうおけゅぇ くっ しきっ こさぇゃうかう ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, ぉっい 
ょぇ しっ せしっとぇきっ おぇすけ つぇしす けす „┿さしっくぇか”. ′ぇ こさぇゅぇ くぇ こけつすう 80-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
くぇ くぇえ-しすぇさけすけ そうさきっくけ ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ せ くぇし くっ きけあっ ょぇ くっ しう おぇあっき 
けくけゃぇ, おけっすけ きう おぇいゃぇ ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ: ”〈けかおけゃぇ ゅけかはきぇ, すけかおけゃぇ こなかくぇ う 
ょなかゅぇ うしすけさうは...!”
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╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ (ゃすけさぇすぇ けす かはゃけ くぇ ょはしくけ)
し おけかっゅう う ゃないこうすぇくうちう くぇ 『╃╂ „┿ゃさけさぇ“

] おけかっゅう しさっょ すはた う ょくってくうはす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ (こさぇゃぇすぇ くぇえ ゃ ょはしくけ)

おけゅぇすけ けす くはおなょっ しっ くけしう 
ょっすしおう こかぇつ, くはおけは せつう-
すっかおぇ くっ しう っ しゃなさてうかぇ 

ょけぉさっ さぇぉけすぇすぇ, つっ くうおけゅぇ 
っょくぇ せつうすっかおぇ くっ きけあっ ょぇ 
しう こけいゃけかう こさっょ ょっすしおうすっ 
けつう ょぇ ぉなょっ すなあくぇ うかう ぉっい 
おけこつっ くぇ ょさったぇすぇ... ╉さぇしけ-

すぇすぇ せつうすっかおぇすぇ すさはぉゃぇかけ 
ょぇ ういかなつゃぇ くぇゃしはおなょっ う 
ゃうくぇゅう - う し ゃなくてくうは しう 
ゃうょ, う し けくけゃぇ, おけっすけ こさぇ-
ゃう.  

„′うっ くっ けすうゃぇたきっ
くぇ さぇぉけすぇ, けすうゃぇたきっ

ょぇ すゃけさうき!” 

╁ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ せつう-
すっかおうすっ けす けくけゃぇ ゃさっきっ 
しぇ „うしすうくしおう そせさうう”, さぇい-
おぇいゃぇ ╃せくょぇおけゃぇ. ╇ けとっ: 
”╀はたきっ ぇおすさうしう!”. 〈けゃぇ 
かうつう くっ しぇきけ けす しくうきおうすっ 
し きぇしおっくう けぉかっおかぇ: せつう-
すっかおう - しくっあぇくおう; せつう-
すっかおう - ╀ぇぉう ╋っちう; ╀ぇぉう 
╋ぇさすう... 〈ゃけさつっしおうはす ょせた 
くぇょくうつぇ けす いぇこっつぇすぇくうは 
ゃ つっさくけ-ぉはかけ ゃないすけさゅ くぇ 
しすけすうちう ょっちぇ ゃ こぇくょっかおう う 
ゃしっゃないきけあくう おけしすのきう こけ 
ょっしっすおう すなさあっしすゃぇ, けすおさう-
すう せさけちう, さけあょっくう ょくう..., 
きぇくうそっしすぇちうう, ょぇあっ  - こけ-
しさっとぇくっ くぇ つせあっしすさぇくくう 
ょっかっゅぇちうう. ╆ぇとけすけ ゃ „┿さ-
しっくぇか” ぉうかけ つっしすぇ こさぇお-
すうおぇ つせあょうすっ ゅけしすう ょぇ しっ 
ゃけょはす ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, 
し おけはすけ ゃしうつおう しっ ゅけさょっ-
はす. ╆ぇすけゃぇ, ゅさうあっえおう しっ 
いぇ きせいうおぇかくぇすぇ おせかすせさぇ う 

おぇ, ╃せくょぇおけゃぇ くっ こけきくう, くけ 
っょくけ こけさぇしくぇかけ ょっすっ しう は 
ゅかっょぇ ゃしっおう ょっく. 『はか あうゃけす.  
] ぉけかおうすっ くぇ ょくってくけすけ ゃさっ-

きっ, ゃないこうすぇかぇ すけかおけゃぇ おぇ-
いぇくかなておう ょっちぇ, ╃せくょぇおけゃぇ, 
おぇすけ ゃしっおう ぉなかゅぇさうく, すなあう, 
つっ きくけゅけ けす すはた, おぇすけ ╃ぇくつけ, 
ゃっつっ くっ しぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇすけ-
ゃぇ し くぇょっあょぇ, ゃうあょぇえおう しかせ-
つぇえくけ しさっょ しくうきおうすっ-しこけきっ-
くう ういこうしぇく いぇ きぇくうそっしすぇちうは 
かけいせくゅ: ”╃っちぇすぇ しぇ いかぇすくうはす 
そけくょ くぇ [けょうくぇすぇ!”, ╃けくおぇ 
╃せくょぇおけゃぇ きう おぇいゃぇ: ”╇しおぇ 
きう しっ う ょくっし ょぇ ぉなょっ すぇおぇ...”.  

╁ ┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
しぇ こなさゃけこさけたけょちう 

¨とっ こさっい 70-すっ ゅけょうくう くぇ 
20-すう ゃっお ゃいうきぇす ょっちぇすぇ し 
ぇゃすけぉせし けす おゃぇさすぇかうすっ, おな-
ょっすけ あうゃっはす. 〉しきうたくぇすぇ せつう-
すっかおぇ ゅう こけっきぇ けす ぉかういおうすっ 
うき くぇ ゃさぇすぇすぇ くぇ ぇゃすけぉせしぇ 
ゃ 7 しせすさうくすぇ う ゅう こさうょさせ-
あぇゃぇ ょうさっおすくけ ょけ ゅさせこぇすぇ. 
‶うけくっさしおうすっ ょっえしすゃうは こさけ-
ょなかあぇゃぇす ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╁ 
„]すなこおぇ こけ しすなこおぇ” きけょっかなす 
くぇ けぉせつっくうっ う ゃないこうすぇくうっ 
しっ さぇいつせこゃぇ すけすぇかくけ う ょっ-
ちぇすぇ いぇ こさなゃ こなす ういかういぇす けす 
きぇしけゃおぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ - しぇきう 

ういぉうさぇす おなすけゃっすっ, おなょっすけ 
ょぇ こさっおぇさゃぇす ゃさっきっすけ しう ゃ 
いぇくうきぇかくはすぇ, こさっゃなさくぇかぇ 
しっ っょくけゃさっきっくくけ ゃ おせたくは, 
すゃけさつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは うかう 
たせょけあっしすゃっくけ ぇすっかうっ. ‶さけ-

ゅさぇきぇすぇ, ょけゃっょっくぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお けす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, っ 
うしすうくしおけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ 
いぇ せつうすっかおうすっ, いぇとけすけ すぇおぇ 
しっ さぇぉけすう こけ-すさせょくけ. ′け 
ゃしうつおう, ょけさう きぇえおうすっ, おけうすけ 
うょゃぇす こけ ゃさっきっ くぇ いぇくうきぇ-

〈は っ けす けくっいう たけさぇ, おけうすけ うきぇす つっしすすぇ う けさうしうはすぇ ょぇ しぇ こなさゃけこさけたけょちう. ¨す すはた ょぇ 
いぇこけつゃぇ. ′けゃけすけ, ‶さけきはくぇすぇ, 〈させょくけすけ. [ぇいかうつくけすけ. ╃ぇ こさぇゃはす こなさすうくぇすぇ.  
╇ こぇさぇかっかくけ し すけゃぇ うきぇ とぇしすうっすけ ょぇ っ けす けちっかはゃぇとうすっ ゃうょけゃっ. ╉けかおけすけ う ょぇ ゅう 

ぉうっ ╅うゃけすなす. ′はおぇお… ういくういゃぇす しっ うい あうすっえしおうすっ かぇぉうさうくすう, しなぉうさぇす しっ う… こさけ-
ょなかあぇゃぇす くぇこせお くぇ っょさうすっ おぇきなくう, おけうすけ しっ しうこはす こけ ゅかぇゃうすっ うき. ╅うゃけすなす え っ ぉっ-
かはいぇく けす さぇいくけかうおう しなぉうすうは う くぇえ-ゃっつっ けす さぇぉけすぇ. ╋くけゅけ. ╁ しかせあぉぇ くぇ たけさぇすぇ. ′っ 
っ けす うょっぇかうしすうすっ, くけ けこさっょっかっくけ っ しけちうぇかっく すうこ, けすゅけゃけさっく いぇ しなょぉうすっ くぇ たけさぇすぇ. 
‶さけそっしうはすぇ え くぇ うくあっくっさ けす すっあおうすっ ゃけっくくう しこっちうぇかくけしすう は こさぇゃう う ゃけえくうお ゃ 

あうゃけすぇ. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ ′╇〈╇, ゃ ╆ぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか”, ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなお.  ¨すゅかっょぇかぇ っ ょゃっ こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょっちぇ - しうく う ょなとっさは, こさっゃなさくぇ-
かぇ しっ っ ゃ っきぉかっきぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ ういぉけさう う ゃ „つけゃっおなす-ういぉけさう” いぇさぇょう ょなかゅうは 
しう けこうす くぇ ういぉけさょあうは. ╁ ぉうけゅさぇそうはすぇ しう うきぇ う けこうす ょぇ しすぇくっ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しすうゅくぇか ょけ こけしかっょくぇすぇ こさぇゃぇ こさっょう そうくぇかぇ. ╆ぇさぇょう っょくぇすぇ しなゃっしす, つっしす う いぇさぇょう 
っょくけすけ… こさっょぇすっかしすゃけ. 
〈さう きぇくょぇすぇ っ しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, さぇぉけすうかぇ っ し すさうきぇ おきっすけゃっ. ] こけ-

しかっょくうは くっ いぇゃすけさゃぇ きぇくょぇす. 〈さなゅゃぇ しう  こけ かうつっく ういぉけさ う し ゃはさぇすぇ, つっ しかっょゃぇ くっとけ 
こけ-ょけぉさけ. 〈け うょゃぇ, くけ しかっょ ゅけょうくぇ. ]なょぉぇすぇ は ょぇさせゃぇ し うしすけさうつっしおう てぇくし - ょぇ いぇ-
こうてっ うきっすけ しう  ゃ きっしすくぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ うしすけさうは おぇすけ こなさゃうは けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお 
/けきぉせょしきぇく/ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ: つけゃっおなす – あぇかぉう うかう つけゃっおなす-こぇいぇつ くぇ 
こさぇゃぇすぇ, しゃけぉけょうすっ, くぇさっょぉうすっ う いぇおけくうすっ. ╉ぇおすけ こうてっ ゃ ょっぉっかうすっ おくうゅう.  
〈なさしはす は いぇ おぇおゃけ かう くっ. 
╆ぇ ょぇ しかせあう くぇ たけさぇすぇ う すったくうすっ うくすっさっしう, くぇこせしおぇ っょくぇ けす ゅけかっきうすっ しう かのぉけゃう 

う おぇせいう: こさっおさぇすはゃぇ 35-ゅけょうてくけすけ しう  つかっくしすゃけ ゃ ╀]‶.  
¨す こけいうちうはすぇ くぇ ゃさっきっすけ え っ すさせょくけ ょぇ ゅけゃけさう いぇ あっさすゃぇすぇ う しきうしなかぇ. 
 ‶けっきぇ くけゃうは しう こけしす し きぇくょぇす けす 5 ゅけょうくう. ╇ こけくっあっ ゃさっきっすけ っ くっせきけかうきけ う こさけ-

すうゃくけ くぇ くぇてうすっ こさっょしすぇゃう いぇ  くっゅけ, くはおぇお  しっ ういくういゃぇ ぉなさいけ. ¨しけぉっくけ, ぇおけ ょっくはす 
すう っ こさっかはか けす しさっとう う たけさしおう こさけぉかっきう. 〈ぇおぇ くっせしっすくけ ういすっつっ すけえ う いぇ こなさゃうは 
けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. ]かっょゃぇ ういぉけさ くぇ くけゃ. 〈けえ っ ゃ さなちっすっ う 
しなゃっしすすぇ くぇ 25 けす 37-すっ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇ くぇ しこっちうぇかくぇ ゃさっ-
きっくくぇ おけきうしうは こけ こけょぉけさぇ. 
  ╁ こぇせいぇすぇ きっあょせ っきけちうう う しすさぇしすう,  きっあょせ さぇゃくけしきっすおう, こかぇくけゃっ う くぇょっあょう - 

っょうく くっこさうくせょっく さぇいゅけゃけさ し けきぉせょしきぇくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. 

おぇいゃぇくけ けす すはたくぇ しすさぇくぇ しな
ょっえしすゃうっ うかう こけきけと. ╉けゅぇすけ 
っ すさはぉゃぇかけ, しきっ しっ しさっとぇかう 
う し ゅさぇあょぇくうすっ. ╇きぇかう しきっ 
くけさきぇかくぇ おけきせくうおぇちうは こけ 
けすくけてっくうっ こさけぉかっきうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ う しきっ すなさしうかう 
さってぇゃぇくっ くぇ すっいう ゃなこさけしう. 

- ╆ぇとけ くはきぇ ょっぉぇすう, おけ
ゅぇすけ しっ こさうっきぇ ╁ぇてうはす けす
つっす ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 
ゅさぇょぇ? 
- ′はきぇ ょっぉぇすう, いぇとけすけ さっぇか

くけ ゃしうつおう こけしすけはくくう おけきうしうう 
くぇ ]なゃっすぇ しぇ ゅけ さぇいゅかっあょぇかう, 
こうすぇかう, いぇょぇゃぇかう しぇ きう ゃな
こさけしう いぇ おけくおさっすくう くっとぇ う 
しなき ょぇゃぇかぇ けすゅけゃけさ. ‶け すぇいう 
こさうつうくぇ くっ しっ さぇいゃうゃぇ ょっ
ぉぇす くぇ しぇきけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ′っ きうしかは, 
つっ くっ うき っ うくすっさっしくけ. ′ぇこさけ
すうゃ: ゃ すけいう ¨ぉとうくしおう しなゃっす, 
ゃ しなしすぇゃぇ くぇ おけえすけ うきぇ きくけゅけ 
くけゃう う いぇ こなさゃう こなす しなゃっす
くうちう, ゃうょはた おぇおなゃ うくすっさっし 
こさけはゃうたぇ すっ おなき さぇぉけすぇすぇ くぇ 
けきぉせょしきぇくぇ. ╆ぇょぇゃぇたぇ おけく
おさっすくう ゃなこさけしう, こうすぇたぇ いぇ 
きくけゅけ くっとぇ, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ 
つっ しぇ こさけつっかう きぇすっさうぇかぇ. 

- ╉ぇお ういゅかっあょぇ さぇぉけすぇすぇ 
╁う こさっい こさういきぇすぇ くぇ つうし
かぇすぇ いぇ すっいう 5 ゅけょうくう? ╉けえ 
っ くぇえ-しっさうけいくうはす こさけぉかっき 
いぇ おぇいぇくかなつぇくう, こけゅかっ
ょくぇす けす ╁ぇてっすけ ぉのさけ? 
- 』うしかぇすぇ くっ しぇ くぇえ-ゃぇあくう

すっ. ╁ぇあくけすけ っ たけさぇすぇ, うょゃぇえおう 
すせお, ょぇ しう すさなゅゃぇす せょけゃかっすゃけ
さっくう うかう こけくっ し きけっ しなょっえ
しすゃうっ ょぇ うき っ しゃなさてっくぇ さぇ
ぉけすぇ うかう ょぇ しぇ おけくしせかすうさぇくう 
こさぇゃうかくけ. ┿ つっ うきぇ う くっょけゃけか
くう ゅさぇあょぇくう, うきぇ. 』っしすけ すけゃぇ 
っ, いぇとけすけ たけさぇすぇ くっ しぇ ぉうかう 
こさぇゃう う しぇ うしおぇかう ゃなこさけしなす 
ょぇ しっ さってう おぇおすけ すっ きうしかはす, 
つっ すさはぉゃぇ う つっ すぇおぇ っ しこさぇ
ゃっょかうゃけ. 〈せお ゃっつっ いぇとうすぇゃぇき 
こさぇゃけすけ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ. 
╇ ゃしっ こぇお, ょぇ おぇあっき, つっ こさっい 
すっいう 5 ゅけょうくう くぇょ 900 ょせてう しぇ 
うょゃぇかう こさう けぉとっしすゃっくうは こけ
しさっょくうお ょぇ しこけょっかはす こさけぉかっ
きうすっ しう, こけ くぇょ 700 けす すはた しなき 
けぉさぇいせゃぇかぇ こさっこうしおう, さってっくう 
しぇ こけゃっつっ けす 500. ╂さぇあょぇくうすっ 
しっ けぉさなとぇす おなき きっく こけ ゃな
こさけしう, しゃなさいぇくう しなし しけちうぇか
くう ょっえくけしすう,すさせょけゃけ-こさぇゃくう 
ゃなこさけしう, ゃなこさけしう けす しそっさぇすぇ 
くぇ ╁う╉, いぇ きけぉうかくう けこっさぇすけ
さう, きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, きっしすくぇ
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, こさけぉかっきう 
くぇ っおけかけゅうはすぇ, いっきっょっかうっすけ, 
すさぇくしこけさすぇ, ぉかぇゅけせしすさけえ
しすゃけすけ, すなさゅけゃしおぇすぇ ょっえくけしす, 
せしすさけえしすゃけすけ くぇ すっさうすけさうは
すぇ, きっしすくうすっ ょぇくなちう う すぇおしう, 
ぉっいょけきくうすっ おせつっすぇ, しきっすけしな
ぉうさぇくっすけ う しきっすけういゃけいゃぇくっすけ, 
せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ, ょせこおうすっ 
こけ せかうちうすっ… さぇいかうつくう ゃなこさけ
しう. ╋くけゅけ ゃなこさけしう うきぇてっ う こけ 
っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす う ういぉけ
さうすっ, こけ こさっぉさけはゃぇくっすけ. ╇ ょけ 
ょっく ょくってっく うょゃぇす こさう きっく いぇ 
おけくしせかすぇちうう こけ ういぉけさうすっ.   

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╆ぇ くっさってっくうすっ ゃなこさけしう, 
くぇしかっょしすゃけすけ いぇ しかっょゃぇ-
とうは きぇくょぇす う っきけちうはすぇ 
╀]‶ - こさけょなかあっくうっすけ つっ-
すっすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ.
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┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ょぇかぇ う きくけゅけ すぇかぇくすう

′はきぇ おぇお ょぇ くっ っ すぇおぇ, とけき すせお きせいうおぇすぇ う ういおせしすゃけすけ ぉうかう 
くぇ すぇおぇゃぇ こけつうす. ╋ぇかつせゅぇくうすっ しっ せつうかう ょぇ うゅさぇはす たけさちぇ し こけ
きけとすぇ くっ しぇきけ くぇ せつうすっかおうすっ, くけ う くぇ こさけそっしうけくぇかっく たけさっ
けゅさぇそ - 》さうしすけ ]すけはくけゃ, さなおけゃけょうすっかはす くぇ そうさきっくうは ぇくしぇき
ぉなか. 〈ぇおぇ しっ しすうゅくぇかけ ょけさう ょけ せつぇしすうっ くぇ ょっちぇすぇ けす ゅさぇょうくぇすぇ 
ゃ けぉと おけくちっさす し ゅけかっきうすっ けす ぇくしぇきぉなかぇ... ╁しはおけ ょっすっ いくぇっかけ 
こけくっ こけ っょくぇ くぇさけょくぇ こっしっく... ╃っちぇすぇ しっ はゃはゃぇかう くぇ おけくおせさ
しう, こっつっかっかう くぇゅさぇょう, おぇすけ すぇいう けす ]けこけす. ╋せいうおぇかくぇ ぇさしっ
くぇかしおぇ つせょくけすっおぇ こさっい 1992-さぇ, くぇさけょくぇ しっょはくおぇ, きのいうおなか 
„╁なかてっぉくぇすぇ そっは”こさっい 1996-すぇ... ╁ うしすけさうはすぇ くぇ こせぉかうつくうすっ 
ういはゃう くぇ ゅさぇょうくぇすぇ しくうきおうすっ こぇいはす ょけさう おぇく-おぇく!  ¨す くっゅけ 
ょけ うしすうくしおうは ぉぇかっす いぇ くはおけう おさぇつおぇすぇ しっ けおぇいぇかぇ しぇきけ っょくぇ. 
]けかうしすなす くぇ ぉぇかっすぇ くぇ ̈ こっさぇすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ]すぇくおけ 〈ぇくっゃ, 
おけえすけ こさっこけょぇゃぇ う ゃ おぇいぇくかなておぇ ぉぇかっすくぇ ておけかぇ, しなとけ ぉうか 
いぇぉっかはいぇく おぇすけ すぇかぇくす こなさゃけ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. ′はおけ
ゅぇ, けとっ すさうゅけょうてくぇ,  ゃ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは くぇ „╆ぇえつっくちっすけ ぉはかけ” 
きせいうおぇかくぇすぇ ╁うおう, けすおさうすぇ けす せつうすっかおぇすぇ しう ╃せくょぇおけゃぇ, ょくっし 
っ ゃ ‶かけゃょうゃしおぇすぇ おけくしっさゃぇすけさうは. ]けかうしすおぇすぇ くぇ させしおう こっしくう 
╂ぇくっすぇ けすうてかぇ ゃ ╋せいうおぇかくけすけ せつうかうとっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ... 〈せお 
こなさゃけ ぉうかう さぇいおさうすう う ぇおすぬけさしおうすっ ょぇょっくけしすう くぇ ╃ぇさうくぇ ‶ぇ
ゃかけゃぇ, ょくっし こけゃっつっ ういゃっしすくぇ おぇすけ っかうすくぇ っおしぉういくっししなこさせゅぇ, 
くけ ゃしっ こぇお - ぇおすさうしぇ し ょうこかけきぇ けす ′┿〈《╇╆... ′ぇ すっいう しゃけう 
ゃないこうすぇくうちう ╃せくょぇおけゃぇ くぇうしすうくぇ しっ さぇょゃぇ, ぇ すっ くっ しぇ っょうく
しすゃっくうすっ... ╃っちぇすぇ しっ ゃおかのつゃぇかう ゃ ぉっいおさぇえくうすっ すなさあっしすゃぇ う 
おけくちっさすう し けゅさけきくけ あっかぇくうっ. ] っょくけ ういおかのつっくうっ: くうおけえ くっ 
うしおぇか けすさうちぇすっかくうすっ さけかう... ]おかけくはゃぇかう ゅう っょうくしすゃっくけ し きけ
すうゃぇ, つっ ょぇ うゅさぇって けすさうちぇすっかくぇ さけかは っ こけせつうすっかくけ う こさっょ
こぇいゃぇ ょさせゅうすっ けす かけてう こけしすなこおう.
╁ すぇいう おせかすせさくぇ ょっえくけしす くぇ ゅさぇょうくぇすぇ いぇゃけょしおけすけ さなおけゃけょ

しすゃけ しなとけ こけきぇゅぇ - くっ しっ とぇょはす しさっょしすゃぇ いぇ しおなこう おけしすのきう, 
くぇさけょくう くけしうう, ょぇあっ - させしおう けぉかっおかぇ いぇ ょっちぇすぇ, し おけうすけ しっ 
こけしさっとぇす う ょっかっゅぇちうう... ╂かぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか ╉なさこぇつっゃ 
くうおけゅぇ くっ けすおぇいゃぇか くぇ ょうさっおすけさおぇすぇ, こけくはおけゅぇ うしおぇくっすけ いぇ 
そうくぇくしうさぇくっ しっ こけょしうかゃぇかけ う けす せつうすっかおう けす おけかっおすうゃぇ, けす 
さけょうすっかうすっ, こさなしくぇすう くぇゃしはおなょっ うい „┿さしっくぇか”, ゃしうつおう こけきぇ
ゅぇかう おけえ し おぇおゃけすけ きけあっ...
]ぇきけ し すぇおうゃぇ ゅさうあう しっ けすゅかっあょぇす とぇしすかうゃう ょっちぇ う しっ ゅさぇ

ょはす しすけえくけしすくう かうつくけしすう, いくぇっ けす けこうす せつうすっかおぇすぇ ╃せくょぇおけゃぇ. 
╆くぇっ ゅけ けす とぇしすうっすけ ゃ こけゅかっょうすっ くぇ ょっちぇすぇ, ょぇあっ せ ゃっつっ こけ
さぇしくぇかうすっ. „╄え すっいう こけゅかっょう くぇ ょっちぇすぇ きう かうこしゃぇす...!”, こけつすう 
こさっい しなかいう しこけょっかは ょっすしおぇすぇ せつうすっかおぇ. 〈ぇおぇゃぇ すは しっ せしっとぇ う 
しっゅぇ, いぇとけすけ いぇ くっは  くはきぇ ぉうゃてう ょっすしおう せつうすっかおう, すっ しう けしすぇ
ゃぇす すぇおうゃぇ いぇゃうくぇゅう... ┿おすうゃくけしすすぇ, あうゃけしすすぇ けす ゅけょうくうすっ くぇ 
ぉかういけしす し ょっちぇすぇ う くぇょっあょぇすぇ, おけはすけ すっ くけしはす, けしすぇゃぇす う ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃっつっ っ ょけてかけ こっくしうけくうさぇくっすけ - 〉つうすっかおぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あうゃっっ.  
╁うあょぇき すけゃぇ ゃ こっさそっおすくうは ゃなくてっく ゃうょ, ゃ うしおさはとうは こけゅかっょ, 

ょけしすけかっこくぇすぇ ゃういうは う ょなかぉけおぇすぇ っきけちうは ゃ けつうすっ くぇ ╃せくょぇ
おけゃぇ. ¨くぇいう っきけちうは, おけはすけ くけしう しぇきけ ょっすしおうはす ゅかなつ. „¨ぉう
つぇき ょっすしおうは  ゅかなつ! ╇しおぇき ょぇ つせゃぇき くっゅけゃぇすぇ きせいうおぇ!”, おぇいゃぇ 
う ょくっし ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ. ╁ おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう っょくぇ けす ょっ
しっすおうすっ ぇさしっくぇかしおう ょっすしおう せつうすっかおう けす とぇしすかうゃけすけ ょっすしすゃけ 
くぇ たうかはょう ょっちぇ ういゃぇあょぇ けす けすょぇゃくぇ くっけすゃぇさはくぇ こぇこおぇ ょゃっ 
さうしせくおう し ょぇすぇ 31-ゃう きぇえ 1978-きぇ. ′ぇ こさぇゅぇ くぇ しゃけは こなさゃう 
おかぇし, こさけとぇゃぇえおう しっ し ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う かのぉうきぇすぇ せつうすっか
おぇ, ょゃっ ょっちぇ - ]っさゅっえ う ╋ぇさうぇくぇ, さうしせゃぇす いぇ しこけきっく  ょさせゅぇさ
おぇすぇ ╃せくょぇおけゃぇ. 〈は けとっ ゅう こけきくう. ‶けきくう ゃしうつおう. ╇ おけゅぇすけ 
ゅう しさっとくっ くぇ せかうちぇすぇ しかせつぇえくけ うかう おけゅぇすけ うょゃぇす こさう くっは ゃ 
しっきっえくうは きぇゅぇいうく, おなょっすけ ╃せくょぇおけゃぇ う しっゅぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
さぇいょぇゃぇ せしきうゃおう, せつうすっかおぇすぇ うゅさぇっ し くはおけゅぇてくうすっ きぇかつせゅぇくう 
すぇおぇゃぇ うゅさぇ - おぇいゃぇ うき: ”]すけこ! ′っ しう おぇいゃぇえ うきっすけ! ]っゅぇ とっ 
しう ゅけ しこけきくは!”. 〈ぇえくぇすぇ いぇ けすゅけゃけさぇ: こけ けつうすっ う せしきうゃおぇすぇ 
ゅう こけいくぇゃぇ. ╆ぇとけすけ けつうすっ う せしきうゃおぇすぇ こぇいはす かのぉけゃすぇ. ¨くぇいう 
かのぉけゃ, おけはすけ ╃せくょぇおけゃぇ くっこさうくせょっくけ ういおぇいゃぇ し けくけゃぇ: ”╉けか
おけ おさぇしうゃう ょっちぇ!”, おけゅぇすけ ゅかっょぇ しくうきおうすっ しなし しこけきっくう. ¨くぇいう 
かのぉけゃ, いぇ おけはすけ くっこさっきっくくけ うしおぇ ょぇ おぇあっき おけかおけ っ ゃぇあくぇ. 
╊のぉけゃすぇ, おけはすけ ういょぇゃぇ せ ゃしっおうゅけ けす くぇし けくけゃぇ ょっすっ, おけっすけ, 
ゃしなとくけしす, ゃうくぇゅう こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ うしおぇきっ ょぇ ぉなょっき.   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

〉《╇ ぃ╅〉』 ′╅
„′╊]╊〉╅ [╅『【╅“
┿おけ ゃしっ こぇお くっ ゃかぇょっっすっ ぇくゅかうえしおう くぇ 

くうゃけ, おけっすけ ゃう ゅぇさぇくすうさぇ こさぇゃうかくけ う ぉっい 
ゅさっておう ういこさぇとぇくっ くぇ ょけおせきっくすうすっ いぇ おぇく
ょうすぇしすゃぇくっ, すけ すけゅぇゃぇ ゃぇさうぇくすなす “こけしさっょ
くうお” ゃなさてう ょけぉさぇ さぇぉけすぇ. ]さっとせ 10 かっゃぇ 
しくうきおぇすぇ ゃう しっ こさっゃさなとぇ ゃ くせあくうは さぇいきっさ 
う そけさきぇす, けとっ すけかおけゃぇ しすさせゃぇ う せしかせゅぇすぇ こけ 
こけこなかゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすぇ. ‶さう こけかけあっくうっ, 
つっ うきぇすっ しっきっえしすゃけ, くけ おぇくょうょぇすなす しすっ しぇきけ 
ゃうっ, すけ しくうきおうすっ くぇ しなこさせゅぇ うかう しなこさせゅぇ
すぇ う ょっちぇすぇ ょけ 21 ゅけょうくう しぇ いぇょなかあうすっかくう.  
╁しはおぇ っょくぇ すぇおぇゃぇ しくうきおぇ, こさうおぇつっくぇ おなき 
ょけおせきっくすぇ – そけさきせかはさ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ, 
っ こけ 10 かっゃぇ. 
┿おけ う ょゃぇきぇすぇ こぇさすくぬけさう あっかぇはす ょぇ せつぇしす

ゃぇす しぇきけしすけはすっかくけ ゃ かけすぇさうはすぇ “╆っかっくぇ 
おぇさすぇ”, すけ っ くぇかけあうすっかくけ ゃしっおう っょうく けす すはた 
ょぇ ういこさぇすう ょけおせきっくすう, おぇすけ おなき すはた こさうかけ
あう しくうきおう くぇ つかっくけゃっすっ くぇ しっきっえしすゃけすけ しう.  
╃け くはおけかおけ ょくう しっ こけかせつぇゃぇ う しぇきけすけ こけ

すゃなさあょっくうっ いぇ ういこさぇとぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすう
すっ. 
 〉つぇしすゃぇかうすっ ゃ かけすぇさうはすぇ しかっょゃぇ ょぇ こぇいはす 

くけきっさぇ しう いぇ こけすゃなさあょっくうっすけ ょけ 30-すう のくう 
ょけゅけょうくぇ, いぇとけすけ しぇきけ こけ すけいう くぇつうく きけゅぇす 

...„』¨〉っ【╅“ ′《〉╅
] くけゃうすっ こぇさおけきぇすう, 

こけしすぇゃっくう くぇ きっしすぇすぇ, 
おなょっすけ くぇえ-きくけゅけ う くぇえ-
つっしすけ しこうさぇす おけかう, けぉ
とうはす うき ぉさけえ しすぇゃぇ 12. 
‶さっょしすけう いぇおせこせゃぇくっすけ 
くぇ けとっ. 
′ぇさせてうすっかうすっ くぇ ′ぇ

さっょぉぇすぇ, こぇさおうさぇかう ぉっい 
しなけすゃっすくうすっ しすうおっさう うかう 
すぇかけくう, いぇこかぇとぇす ゅかけぉぇ 
けす 10 かっゃぇ. 
╃っしっすおう そうさきう う うくしすう

すせちうう こさっょこけつっすけたぇ ょぇ 
いぇこかぇすはす しかせあっぉくう ぇぉけ
くぇきっくすう こさっょ けこぇしくけしす
すぇ けす つっしすう こさっさっおぇくうは 
し きけぉうかくうすっ ゅさせこう う いぇ
こかぇとぇくっすけ くぇ しぇくおちうう. 
╆ぇ こぇさおうさぇくっ  ゃ しうくは

すぇ いけくぇ  しっ いぇおせこせゃぇす けす 
[╄‶-けゃっ う こぇゃうかうけくう  ゃ 
しなしっょしすゃけ つっすうさう さぇい
かうつくう ゃうょぇ すぇかけくう: けす こけ 
40 う 80 しすけすうくおう - いぇ 30 
う ょけ 60 きうくせすう しなけすゃっす
くけ, けす 1,20 かっゃぇ いぇ 1 ょけ 2 
つぇしぇ う 2 かっゃぇ いぇ こぇさおうくゅ 
けす 3 つぇしぇ.
 ╀かういけ 700 しぇ こぇさおけ

ょぇ こさけゃっさはす ょぇかう しぇ しさっょ おなしきっすかううすっ ゃ かけ
すぇさうはすぇ いぇ 2014 ゅけょうくぇ. ╇くそけさきぇちうは - ょぇかう 
しすっ しさっょ こっつっかうゃてうすっ, きけあっ ょぇ しっ すなさしう けす 
しぇえすぇ, けすおなょっすけ っ ういすっゅかっく そけさきせかはさなす しかっょ 
1-ゃう きぇえ ょけゅけょうくぇ. 
′ぇいぇょ ゃ  ゅけょうくうすっ おぇいぇくかなつぇくう しぇ しさっょ くぇえ- 

ぇおすうゃくうすっ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう ゃ かけすぇさうはすぇ 
“╆っかっくぇ おぇさすぇ” くぇょ 200 しぇ しこっつっかうすっ すぇおぇゃぇ 
しぇきけ いぇ こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう. 
]さっょ すはた うきぇ う おなしきっすかうう, けすおぇいぇかう しっ ょぇ 

いぇきうくぇす いぇ ]すさぇくぇすぇ くぇ くっけゅさぇくうつっくうすっ ゃない
きけあくけしすう ゃ こけしかっょくうは きけきっくす. ╋うくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ くっ しぇ しすっゅくぇかう おせそぇさうすっ しう いぇ すぇき う 
しっきっえしすゃけ こっくしうけくっさう, こけこぇょくぇかう しさっょ おなし
きっすかううすっ ゃ かけすぇさうはすぇ. 
╃け 1-ゃう ょっおっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ っ しさけおなす, ゃ 

おけえすけ ゃしっおう, おけえすけ あっかぇっ ょぇ けこうすぇ おなしきっすぇ 
しう ゃ くぇえ-こけこせかはさくぇすぇ かけすぇさうは いぇ っきうゅさぇくすう, 
きけあっ ょぇ  くぇこさぇゃう すけゃぇ. 
‶さっきうくぇかうすっ しうすけすけ くぇ かけすぇさうはすぇ すゃなさょはす, 

つっ ╀なかゅぇさうは っ っょくぇ けす しすさぇくうすっ ゃ 〈けこ 5 いぇ こけ
しかっょくうすっ ゅけょうくう, し くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ おなしきっすかうう 
ゃ かけすぇさうはすぇ “╆っかっくぇ おぇさすぇ”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

きっしすぇすぇ  くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお,  ゃかういぇとう ゃ す.くぇさ. „しうくは いけくぇ”, けこさっょっかっくぇ し  こさう
っすぇすぇ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇょぇ くぇ 27-きう のかう す. ゅ. ′ぇさっょぉぇ わ30. ‶さっそっさっくちうう こさう 
こぇさおうさぇくっすけ う こさう いぇこかぇとぇくっすけ くぇ しすうおっさう  うきぇす うくゃぇかうょうすっ,  おぇおすけ う しかせあっぉくう ぇゃすけきけ
ぉうかう くぇ さぇいかうつくう ぇゃぇさうえくう すったくうつっしおう しかせあぉう.
 ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ くっ ゃぇあう いぇ こけつうゃくうすっ ょくう, し ういおかのつっくうっ くぇ 

しなぉけすうすっ, おけうすけ しぇ さぇぉけすくう.

              ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

ɏɪɨɧɢɤɚ
〈さう ちっくすなさぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ う 

っょくけ いぇとうすっくけ あうかうとっ いぇ ょっちぇ とっ しっ ういゅさぇょはす 
ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ さぇきおうすっ くぇ ょゃっ ゅけょうくう. 
╃ゃぇ けす ちっくすさけゃっすっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ ょっちぇ とっ しぇ 

ゃ おゃ. “╁ぇしうか ╊っゃしおう”, すさっすうはす, おぇおすけ う いぇとうすっくけすけ 
あうかうとっ, とっ しぇ  くぇ せかうちぇ “‶っすぬけ ╂ぇくうく” ゃ おゃ. “╇い
すけお”.
 ╁しうつおう すっ とっ ゅさぇょはす くぇ すっさっくう, けぉとうくしおぇ しけぉ

しすゃっくけしす, しなし しさっょしすゃぇ くぇ ¨‶ “[っゅうけくぇかくけ さぇいゃう
すうっ”, おぇすけ つぇしす けす  ′ぇちうけくぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ ょっうく
しすうすせちうけくぇかういぇちうは う ういゃっあょぇくっ けす うくしすうすせちううすっ 
くぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは. 
╁ くけゃうすっ ちっくすさけゃっ う いぇとうすっくけすけ あうかうとっ とっ しっ 

くぇしすぇくはす 12 ょっちぇ ょけ 3 ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, けしすぇくぇかうすっ 
きっしすぇ けす けぉとうは おぇこぇちうすっす - 38 ょっちぇ, とっ しぇ いぇ ょっちぇ 

くぇ ゃないさぇしす けす 3 ょけ 7 ゅけょうくう.  
 ]すけえくけしすすぇ くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ すさうすっ ちっくすなさぇ いぇ 

くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ う いぇとうすっくけすけ あうかうとっ, 
いぇっょくけ し けぉけさせょゃぇくっすけ, っ 2 きかく. 379 たうか. 650 かっゃぇ, 
おぇすけ 85% けす すぇいう しせきぇ しぇ っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ, ぇ 
けしすぇくぇかうすっ 15% しさっょしすゃぇ けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす. 
  『っくすさけゃっ, こけょけぉくけ う くぇ すっいう, おけうすけ こさっょしすけう ょぇ 

しっ ういゅさぇょはす ゃ ╉ぇいぇくかなお, とっ うきぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - 7 
ぉさけは う こけ っょうく ゃ 』うさこぇく う [ぇょくっゃけ. ′けゃうすっ ょけきけゃっ 
いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは すさはぉゃぇ ょぇ しぇ ゅけすけゃう ょけ おさぇは 
くぇ ぇゃゅせしす 2014 ゅけょうくぇ. 
 ′ぇょ 7 たうかはょう しぇ ょっちぇすぇ, ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた し せゃ

さっあょぇくうは, くぇしすぇくっくう ゃ さぇいかうつくう しけちうぇかくう ょけきけゃっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 

〈┿

┿い しなき しこけおけえくぇ いぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇとけすけ  こけさすぇかうすっ くぇ „┿さしっくぇか” しぇ けすゃけさっくう う  さぇぉけすはす”, 
おぇいぇ  けとっ ]すけはくけゃぇ. 

 ╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお うきぇ ゃ すさせょけゃぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは くぇょ 10  ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, 
けす おけうすけ ょっしっす おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ そうさきっくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”. 

』すか け はか つすか づ1

 ╇きっくくけ くっえくう ゃないこうすぇくうちう けすおさうたぇ こけ すさぇょうちうは う すぇいゅけょうてくうは ゅけかはき こさぇいくうつっく おけくちっさす 
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”, こさけょなかあうか ぉかういけ 3 つぇしぇ. 
 ′ぇ すさうぉせくぇすぇ しさっょ きっくうょあなさしおうは っおうこ いぇしすぇくぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかう  くぇ ょゃぇすぇ そうさきっくう  しうく-

ょうおぇすぇ - ゃ かうちっすけ くぇ すったくうすっ こさっょしっょぇすっかう - くぇ ╉′]╀ ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ う くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
[] くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ くぇ ゅさぇょしおけ  くうゃけ, かうょっさなす くぇ 《っょっ-
さぇちうはすぇ „╋っすぇかっかっおすさけ”  ┿しっく ┿しっくけゃ, ょなかゅけゅけょうてくうはす ゅっ-
くっさぇかっく  ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”  ╇かうは ╂せくつっゃ, おぇおすけ う 
すさうきぇ けす ぉうゃてうすっ ぇさしっくぇかしおう  ょうさっおすけさう - ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ う ┿かっおしっえ  ╅っかっゃ. ╂けしすう くぇ ぇさしっくぇかしおうは  こさぇい-
くうお ぉっ ちはかけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こさっょこけつっ-

かぇ ょぇ せゃぇあう し ちはかけしすくけ  こさうしなしすゃうっ こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
しなゃこぇょくぇか し  ゃうちっこさっきうっさしおぇ ゃういうすぇ う こぇさぇょ ゃ けぉかぇしすくうは  
ゅさぇょ. 
╁ しかけゃけすけ しう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 

ぉかぇゅけょぇさう くぇ ゃしうつおう  ぇさしっくぇかちう  いぇ せしうかうはすぇ,  けこすうきういきぇ う 
ゃしっけすょぇえくけしすすぇ,  し おけはすけ さぇぉけすはす いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ こさっょこさう-

はすうっすけ.  〈けえ ういさぇいう う しこっちうぇかくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす  いぇ すさせょぇ う 
こさうくけしぇ  いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ  くぇ すぇいゅけょうてくうすっ  51  
こなさゃっくちう ゃ すさせょぇ.  „〈っ しぇ きくけゅけ こけゃっつっ,  くけ  しぇきけ すけかおけゃぇ 
きっしすぇ うきぇ ゃ ┿かっはすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ”, おぇいぇ すけえ.
 ╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ゃしうつおう さぇぉけすっとう 

ゃ „┿さしっくぇか” う  くぇ すったくうすっ しっきっえしすゃぇ いぇ すなさこっくうっすけ ゃ すさせょ-

くうすっ ゃさっきっくぇ う ういさぇいう ゃはさぇ う けこすうきういなき, つっ そぇぉさうおぇすぇ しなし 
134-ゅけょうてくぇ うしすけさうは は つぇおぇす こけ-ょけぉさう ゃさっきっくぇ. 
„┿い しなき けこすうきうしす, すさはぉゃぇ  う ゃうっ ょぇ ゃはさゃぇすっ ゃ ぉなょっとっすけ!”, 

おぇいぇ ╇ぉせてっゃ. 
]こっちうぇかくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-

かなお, ゅけかはきぇ つぇしす けす  おけうすけ しぇ ぇさしっくぇかちう, ういさぇいう  けす こさぇいくうつ-
くぇすぇ すさうぉせくぇ おきっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
〈は ぉかぇゅけょぇさう いぇ こけょおさっこぇすぇ う こさけそっしうけくぇかくけすけ けすくけてっくうっ 
おなき こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ.  
╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ こさぇいくうつくうはす おけくちっさす くぇ „┿さしっ-

くぇか” ぉっ ゃけょっく けす ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅぇくけゃ, ゃいさうゃうか こせぉかうおぇすぇ , 
う こけ-しこっちうぇかくけ ょぇきしおぇすぇ つぇしす けす くっは, し ういこなかくっくうはすぇ しう.  

《けかお ょうゃぇすぇ ぃくけくぇ /′っかう ╁かぇょっゃぇ/ - ょなとっさは くぇ ぇさしっくぇかちう, ゅさせこぇ „╂さぇきけそけく”, ぉぇかっすくぇ  
そけさきぇちうは „╃うゃぇ ょっくし”, すぇくちけゃうはす おかせぉ „╉うぇさぇ –′”, ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”  う おせおっさう けす ╂けかは-

きけ ╃さはくけゃけ ぉはたぇ せつぇしすくうちうすっ  ゃ こさぇいくうつくうは おけくちっさす. ‶け すさぇょうちうは, こさっょう くぇつぇかけすけ きせ, くぇ  
そうさきっくうは しすぇょうけく しっ うゅさぇたぇ  そうくぇかうすっ  けす こさぇいくうつくうすっ しこけさすくう すせさくうさう. 〈ぇいゅけょうてくうはす 
ぉっいしこけさっく こけぉっょうすっか ゃなゃ そせすぉけかぇ っ けすぉけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 1.

                                         ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇСнимки: М. Маденджиян
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′けせあ 【ちけなそせそうあ か かおせあ そて せそうけてか そてしけねかせけ せあつさそちそ あちつかせあし
さけ う たちあくせけねせあてあ ╅しかみ せあ つしあうあてあ, さそみてそ つか たそおちかきおあ う さあくあせ
しひのさあてあ そちひきかこせけぬあ うつみさあ えそおけせあ くあ ╉かせみ せあ すあのけせそつてちそけてか
しみ. [あさてそ たそねてけ うつけねさけ う てそくけ うけおかせ つたけつひさ, け てみ さあてかえそちけねせそ 
てうひちおけ, ねか か たそたあおせあしあ う ╅しかみてあ せか てそしさそうあ くあちあおけ つそいつてうかせけてか 
つけ とつたかにけ け しけねせけ さあねかつてうあ, さそしさそてそ - くあちあおけ とすかせけみてあ せあ ぬかしけみ 
かさけた, う さそこてそ ちあいそてけ さあてそ ちひさそうそおけてかし せあ そておかし „¨さそせそすけねか
つさけ” う ′あうそお 5. „《てしけねけかてそ か そてしけねけか くあ うつけねさけ, ちあいそてけす くあかおせそ 
- そて つねかてそうそおつてうそてそ -  たしあせそうけぬけてか, つてあてけつてけぬけてか け ぬかせそうけ
ぬけてか おそ てかにせそしそくけてか け さそせつてちとさてそちけてか”, つたそおかしみ ′けせあ. 』けえとちせそ 
くあてそうあ 【ちけなそせそうあ か さあてかえそちけねせあ う そはか かおせそ つうそか つてあせそうけはか: ”╇ 
„╅ちつかせあし” せけさそえあ せか すそきかの おあ そつてあせかの せかつけえとちかせ たちけ ちかのあうあ
せかてそ せあ さそこてそ け おあ か たちそなかつけそせあしかせ たちそいしかす. 【とさ うけせあえけ けすあ つ 
さそえそ おあ つか さそせつとしてけちあの, うけせあえけ けすあ さそこ おあ てか さそせつとしてけちあ, さそこ 
おあ てけ たそすそえせか - そて さそしかえけてか, おそ つたかぬけあしけつてけてか そて ちひさそうそおつてうそ
てそ, おそちけ しけねせそ, あさそ つか せあしそきけ, つか てひちつけ せあすかつあてあ せあ けさそせそすけねか
つさけみ おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし” - っせさそ [そつてあおけせそう”. ぁとうつてうそてそ くあ 
つけえとちせそつて け ちあくうけてけか う たちそなかつけみてあ くあ ′けせあ 【ちけなそせそうあ か たちそうか
ちかせけみて うひう うちかすかてそ すそてけう, さそこてそ み くあおひちきあ おあ ちあいそてけ てとさ つ 
かきかおせかうせそてそ とつかはあせか: ”╇ „╅ちつかせあし” すけ にあちかつうあ!”

╅『』╊〉╅]』[¨【╊ 【╅〉をゃ《『¨
《〈╅╈ゃ《』╅]¨ ̈ 』》╅〉を¨【╊ 》『╊′ 1972-『╅
╃ぇ すぇくちせゃぇて ゃ ╇しこぇくうは 

ぉうかけ くっゃないきけあくぇ きっつすぇ 

いぇ ぇさしっくぇかっち こさっい ゃさっきっすけ 
くぇ ╅っかはいくぇすぇ いぇゃっしぇ きっあょせ 
╇いすけおぇ う ╆ぇこぇょぇ. ╇ - いぇ きぇか-
おけ ょぇ しう けしすぇくっ こさけしすけ きっつすぇ, 
いぇとけすけ, おけゅぇすけ こけおぇくぇすぇ いぇ 
せつぇしすうっ うょゃぇ けす ╉けきうすっすぇ いぇ 
おせかすせさぇ, てっそなす くぇ „╋っすぇか-
たうき” ゃ ]けこけす, くっぉっういゃっしすくう-
はす ゅっくっさぇか ぅきぇおけゃ, けすしうつぇ: 
”′っ! ′はきぇ ょぇ うゅさぇっき くぇ おぇ-
こうすぇかうしすうすっ.” [ぇぉけすぇすぇ けこ-
さぇゃうか こぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ. 
′っゃけかくけ こけょけつせか ゃぇあくうは 
さぇいゅけゃけさ, ゃなこさけしくうはす しっおさっ-
すぇさ こけっか くぇ しゃけは ゅかぇゃぇ けすゅけ-
ゃけさくけしすすぇ う さぇいこうしぇか 〈せさくっ-
すけ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╉ぇいぇくかなつぇくう 
すさなゅゃぇす いぇ ╇しこぇくうは くぇ 5-すう 
しっこすっきゃさう 1972-さぇ し ゃかぇお けす 
]けそうは. ╇ し はしくけすけ しないくぇくうっ, 
つっ うきぇす けすゅけゃけさくぇすぇ いぇょぇ-
つぇ ょぇ こさっょしすぇゃはす „┿さしっくぇか”, 
╉ぇいぇくかなお, [けょうくぇすぇ う ちっかうは 
]けちうぇかういなき. 〈さなゅゃぇす しなし しぇ-
きけつせゃしすゃうっ, いぇとけすけ ゃっつっ しぇ 
しこっつっかうかう いかぇすっく きっょぇか けす 
[っこせぉかうおぇくしおうは しぇきけょっっく 
そっしすうゃぇか, ぇ  う さなおけゃけょうすっ-
かはす うき – ╀ぇえ ╉けかぬけ [ぇつっゃ, 
うきぇか けさょっく „╉うさうか う ╋っすけ-
ょうえ” こなさゃぇ しすっこっく. 〈さなゅゃぇす う 
し „っょくけ くぇ せき” – けとっ ゃ ゅけさうつ-
おぇすぇ こさっょう ]けそうは  たけさぇすぇ けす 
╃] しゃぇかはす ゃしうつおう けす ぇゃすけぉせ-
しぇ いぇ ゃぇあっく うくしすさせおすぇあ: ょぇ 
くっ しっ こけょょぇゃぇす くぇ おぇこうすぇ-
かうしすうつっしおぇ ゃっさぉけゃおぇ!/ちぇさはす 
あうゃっっ ゃ ╇しこぇくうは う うきぇ しゃけう 
ぇゅっくすう.../.
╁ ╇しこぇくうは けぉぇつっ しすぇくぇかけ 

ょさせゅけ – ゃきっしすけ くぇてっくちう ょぇ 
しっ こけゃっょぇす こけ うしこぇくちうすっ, 
うしこぇくちうすっ しっ せゃかっおかう こけ くぇ-
てっくしおけすけ. ′ぇきっしすけ こなさゃけくぇ-
つぇかくけ こかぇくうさぇくうすっ ゃしはおぇ ゃっ-

つっさ こけ 15 きうくせすう いぇ ゃしっおう けす 
しなしすぇゃうすっ, くぇ くぇてうすっ けすこせし-

くぇかう こけ こけかけゃうく つぇし! ‶せぉ-
かうおぇすぇ くぇ おぇしうすっ くっ うしおぇかぇ 
ょぇ ゃかういぇ, ぇおけ ぉなかゅぇさうすっ くっ 
うゅさぇはす. ┿さしっくぇかちう しすぇくぇかう 
いゃっいょう! ╁ かうしすつっすぇすぇ しすぇさぇ-
すっかくけ こけょさっょっくう しこけきっくう 
╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ っ いぇこうしぇか: ”...
╂けかはき せしこった. ]ゃぇすぉぇさしおぇ-
すぇ さなつっくうちぇ: しかっょ こなさゃぇすぇ 
つぇしす – こさっゅさなょおう, ちっかせゃおう 
う おけかおけ ゅけかはきぇ さぇょけしす!”. ╇ 
けとっ: ”]かっょ おけくちっさすうすっ おさぇえ 
くぇし しっ すさせこぇたぇ しすけすうちう, ゃしっ-
おう しっ うくすっさっしせゃぇてっ し こうすぇ-
くうは, ゅかっょぇたぇ おぇゃぇかぇ, ゅぇえょぇ-
すぇ, ゅなょせかおぇすぇ, けこうこゃぇたぇ う しっ 
つせょったぇ”. ‶なお う くぇてっくちう くっ 
しっ おさうはす, おなょっすけ うょぇす, ゃっょ-
くぇゅぇ ゃぇょはす うくしすさせきっくすぇ う 
こけつゃぇす ぉなかゅぇさしおけ たけさけ. ′ぇ-
ゃしはおなょっ ゃ 300-たうかはょくうは うし-
こぇくしおう ゅさぇょ ゅう こさっしかっょゃぇかう 
う ゃうおぇかう ”╀せかゅぇさ! ╀せかゅぇさ!”... 
‶けしさっとくぇか ゅう ょけさう おきっすなす 
- ゅせぉっさくぇすけさ しなし しなこさせゅぇ-
すぇ しう! ′うおけえ くっ ゃはさゃぇか, つっ 
しぇ しぇきけょっえちう, おぇきけ かう, つっ 
さぇぉけすはす ゃ きぇてうくけしすさけうすっ-
かっく いぇゃけょ... ‶さっいうょっくすなす くぇ 
そっしすうゃぇかぇ かうつくけ しっ せしなきくうか 
ゃ すけゃぇ. ╁しうつおう けぉぇつっ くぇ こさう-
っきぇ くぇおさぇは くぇ こさぇいくうちうすっ 
しっ たゃぇくぇかう くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
たけさけ, ういゃうかけ しっ ゃ ゅけかはきぇすぇ 
いぇかぇ ゃ こけ 10-15 おぇすぇ. ]ぇきけ 
ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう ぉうかう 
しくうきぇくう けす うしこぇくしおう う そさっく-
しおう おぇきっさう う すっかっゃういうう...
7 しけかうしすう こはかう う しゃうさう-

かう くぇ うしこぇくちうすっ, ゃけおぇかくうはす 

しなしすぇゃ くぇぉさけはゃぇか 10 あっくしおう 
ゅかぇしぇ し ょゃっ しけかうしすおう おなき 
すぇくちけゃうは しなしすぇゃ. 20 すぇくちぇ 
こけょゅけすゃうかう ぇさしっくぇかちう いぇ 
せつぇしすうっすけ ゃ ╇しこぇくうは. ′っいぇ-

40 години назад

ぉさぇゃうきぇ ぉうかぇ „【うこつっくしおぇ 
かっゅっくょぇ”, おけえ いくぇっ いぇとけ, 

しこけさっょ  しこけきっくうすっ くぇ ╀ぇえ 
╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ, こけ かっゅっくょぇ 
し ゃこかっすっく っくうくしおう しのあっす...

╁なさたなす くぇ さぇょけしすすぇ
ょけてなか くぇ

9-すう しっこすっきゃさう

〈けつくけ ゃ ょっくは くぇ くぇちうけくぇか-
くうは こさぇいくうお ぇくしぇきぉなかなす くぇ 
おぇいぇくかなておぇ-
すぇ けさなあっえくう-
ちぇ ゃょうゅくぇか くぇ 
おさぇおぇ こせぉかう-
おぇすぇ し „╋うかぇ, 
[けょうくけ” う し 
ぉ な か ゅ ぇ さ し お う は 
そかぇゅ: おかぇしう-
さぇくう しきっ こなさ-
ゃう! ╇ょゃぇ ゃすけさぇ 
こけおぇくぇ いぇ ょさせゅ 
そっしすうゃぇか ゃ 
╇しこぇくうは... ′け 
ゃしっ こぇお, すけゃぇ 
っ ゃさっきっすけ くぇ 
╅っかはいくぇすぇ いぇ-
ゃっしぇ.
〈せさくっすけ ゃ ╇し-

こぇくうは おぇすけ つっ 
かう っ くぇえ-はさ-
おうはす あうすっえ-
しおう しこけきっく いぇ 
ぇおけさょっけくうしすぇ 
╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ. 
‶さう すけゃぇ – ゅぇさくうさぇく し こけ-
さはょなつくけ ぉなかゅぇさしおう しかせつおう 
こけ こなすは けす ╀ぇかおぇくうすっ ょけ 
╄ゃさけこぇ う けぉさぇすくけ. 
〈うこうつくけ こけ ぉなかゅぇさしおう, 

くぇてっくちうすっ けしすぇくぇかう „ゅかぇょ-

くう” けす しぇかぇきうすっ, くぇさはいぇくう 
くぇ こさけいさぇつくう こぇさつっくちぇ う 
かうしすぇすぇ きぇさせかは ゃ つうくうう-
すっ. 〈うこうつくけ こけ くぇてっくしおう, 

くぇこなかくうかう ちはかけ っょくけ おせこっ し 
たさぇくぇ, おけっすけ こなすせゃぇかけ し すはた 

こさっい ょなかゅぇすぇ ╄ゃさけこぇ う ゅう つぇ-
おぇかけ けぉさぇすくけ いぇ はょっくっ „くぇ おけ-
さっき” しかっょ ぇゃすけぉせしくうは こさったけょ 
こさっい うしこぇくしおうすっ こかぇくうくう くぇ 
ゅさぇくうつくぇすぇ ゅぇさぇ し 《さぇくちうは 
‶けさす ╀せ. 〈ぇき こなお, さけょくうはす 
あっこっえしおう ゃぇゅけく, ゃ けつぇおゃぇくっ 
くぇ  ゃさなとぇくっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう 
けす そっしすうゃぇかぇ, しっ „いぇゅせぉうか”, 
すなえ おぇすけ てぇそくっさなす ゅけ いぇさは-

いぇか いぇさぇょう こかぇあぇ, ぇ きっしすくうすっ 
あっかっいくうつぇさう ゅけ さぇいおぇさゃぇかう 
くぇしぇき-くぇすぇき こけ かうくううすっ ゃ 
すなさしっくっ くぇ しけぉしすゃっくうおぇ きせ. 
╆ぇさぇょう ╀╃╅ - おせこっすけ, いぇさっょっ-
くけ ょけゅけさっ し かせおぇくおう う „‶かうし-
おぇ” けす さなおけゃけょうすっかは くぇ ゅさせ-
こぇすぇ ╃っくぬけ ╃うきうすさけゃ, くっきせ 
ういかはいかけ こさけいゃうとっすけ „╀╃╅:  
╀ぇえ ╃っくぬけ ょぇゃぇ ╅うゃけす”. ‶さう-
おぇいおぇすぇ すさなゅくぇかぇ うい „┿さしっ-
くぇか” こさっい ゅけょうくうすっ, おぇすけ しっ 
こけつくぇかぇ こけ ゃさっきっ くぇ うしこぇく-
しおけすけ すせさくっ  けす っょくぇ さっこかうおぇ 
くぇ ぇおけさょっけくうしすぇ ╋ぇかつっゃ...

╁ ╇すぇかうは ぇさしっくぇかちう いぇ 
こさなゃ こなす こさっい

あうゃけすぇ しう ゃうょっかう しすぇつおぇ 

‶さう しけちうぇかういきぇ しすぇつおう くは-
きぇかけ. ¨ぉぇつっ, いぇさぇょう うすぇかう-
ぇくしおぇすぇ しすぇつおぇ, くぇてうすっ いぇ 
きぇかおけ ょぇ ういこせしくぇす そっしすうゃぇ-
かぇ, ぇおけ くはおけえ くっ しっ しっすうか ょぇ 
こけょおせこう けさゅぇくういぇすけさうすっ し おぇ-
てけくつっ „‶かうしおぇ”. ′けきっさなす きう-
くぇか. ╁ぇゅけくなす ぉうか こさっきっしすっく 
くぇ ちっくすさぇかくぇ かうくうは う こけすっ-
ゅかうか おなき しかぇゃぇすぇ くぇ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ ╋せさしぇ – 1972... ╉なょっすけ 
っょうく けす ゅさせこぇすぇ ういつっいくぇか, 
くけ くっ いぇとけすけ ぉうか ゃっさぉせゃぇく 
けす ちぇさは, ぇ いぇとけすけ しっ いぇこかっ-
しくぇか こけ ゃうすさうくぇ ゃ けゅさけきっく 
きぇゅぇいうく. ′うとけ, つっ けこさぇいくうかう 
くぇぉなさいけ てゃっょしおぇすぇ きぇしぇ けす 
たぇこおう う しせゃっくうさう, つっ しっ ょなさ-

こぇかう けす っすうおっすくうすっ ちっかせゃおう 
くぇ こけしさっとぇつうすっ おぇすけ けす くっ-

こさけしすうき ゅさはた, つっ  ょけきぇおうくは-
すぇ – ゅせぉっさくぇすけさしおぇ しなこさせゅぇ, 
しっ こけょしきうたゃぇかぇ いぇょ ゃっすさう-
かけすけ しう ょっかうおぇすくけ, ぇさしっくぇか-
しおうすっ すぇくちぬけさう, くぇてっくちうすっ, 
しう けしすぇくぇかう かのぉうきちうすっ くぇ 
こせぉかうおぇすぇ ゃ ╋せさしぇ – 1972. 
╉ぇおすけ, しこけさっょ ╋ぇかつっゃ,  

„┿さしっくぇか” しう けしすぇゃぇ いぇ すはた 
”╁うしてぇ 【おけかぇ いぇ ゃないこうすぇ-

くうっ”: „╁ ぇくしぇきぉなかぇ しう こけきぇ-
ゅぇたきっ, こかぇつったきっ っょうく し ょさせゅ 
う っょうく いぇ ょさせゅ”... ]すぇくぇかう 
ょけさう う ょっしっすうくぇ しっきっえしすゃぇ – 
ゃしっ ょけぉさう しっきっえしすゃぇ, いぇさぇょう 
けぉとぇすぇ かのぉけゃ おなき きせいうおぇすぇ 
う そけかおかけさぇ. 〈ぇおぇ - し かのぉけゃ 
う さぇょけしす ゅけゃけさう いぇ けくうは ょくう 
すけゅぇゃぇてくうはす おけさっこっすうすけさ, 
おけえすけ, しすぇくぇか „ぇくしぇきぉぇか-
ょあうは”, っょゃぇ かう くっ くぇしうかぇ, 
たぇさっしぇく けす くぇつぇかくうおぇ しう – 
╇ゃぇく ╋うかつっゃ, ぉっい ょけさう ょぇ 
ぉうか つせゃぇか ょせきぇすぇ „おけさっこっ-
すうすけさ”. ╉けっすけ くっ こさっつう 40 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ さぇいこぇかっ-
くうはす ぇおけさょっけくうしす ょぇ こぇいう 
ゃしうつおう しこけきっくう けす ゃさっきっすけ 
くぇ せつぇしすうっすけ しう ゃ ぇさしっくぇか-
しおうは すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか  おぇすけ 
さっかうおゃう: いくぇきっくちっ けす そっし-
すうゃぇかぇ ゃ ╋せさしぇ, しすぇさぇすっかくう 
いぇこうしおう, いくぇつおぇ, おくうあおぇ し 
こさけゅさぇきぇすぇ う しゃっょっくうは いぇ 
せつぇしすくうちうすっ, ぇそうてう けす おけく-
ちっさすう おなょっ かう くっ せ くぇし う ゃ 
しすさぇくうすっ けす ╇いすけつくうは ぉかけお, 
しくうきおう... ]こけきっくう, おけうすけ 
′うおけかぇ ╋ぇかつっゃ, おけえすけ つぇおぇ 
こけさっょくうは ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ 
„┿さしっくぇか” ゃうくぇゅう し くっすなさ-
こっくうっ, くっこさっきっくくけ うしおぇ ょぇ 
しこけょっかう, いぇとけすけ: ”╀ってっ くっ-
けこうしせっきけ!”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„╀ってっ ゃっかうおけ! ╀ってっ ういせきうすっかくけ! ′っこさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ しう しこけきくうき いぇ すけゃぇ...!” ] すうは ゃないおかうちぇくうは けしすぇゃぇ ゃ しなさちっすけ くぇ ′うおけかぇ ╋ぇか-
つっゃ すせさくっすけ ょけ ╇しこぇくうは くぇ ぇさしっくぇかしおうは すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか, しすぇくぇかけ こさっょう すけつくけ 40 ゅけょうくう. 14 きなあっ, 16 あっくう, 6 ょせてう けさおっしすなさ, 5 ゃけょぇ-
つう, こさっゃけょぇつおぇ う ょけさう あせさくぇかうしすおぇ, けすさぇいうかぇ しなぉうすうっすけ ゃ くぇちうけくぇかっく しっょきうつくうお いぇ おせかすせさぇ, ゃおせしうかう けす しかぇゃぇすぇ くぇ ぇさすうしすぇ ゃ ╋せさしぇ 
– くっゃっさけはすくけ おさぇしうゃけ きはしすけ,  ういゃっしすくけ し けぉうつすぇ くぇ たけさぇすぇ しう おなき ういおせしすゃけすけ.
╋っしっち う こけかけゃうくぇ さっこっすうちうう しかっょ さぇぉけすぇ し ゅけかはき っくすせしうぇいなき, くはおけゅぇ う こけ 5 つぇしぇ ゃっつっさ, しすけはかう いぇょ ゅけかはきぇすぇ  さぇょけしす くぇ ぉなかゅぇさう-

すっ – ぇさしっくぇかちう, しすぇくぇかう くぇえ-けぉうつぇくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ そっしすうゃぇかぇ, しなぉさぇか すぇくちぬけさう けす 11 しすさぇくう: 《さぇくちうは, 《うかうこうくうすっ, ╇すぇかうは, ╀っかゅうは... 
┿さしっくぇかちう すぇくちせゃぇかう くぇ しちっくぇすぇ いぇっょくけ し すぇくちぬけさう けす ]ぇかぇきぇくおぇ う ╋ぇかぇゅぇ. ╇ ゃ すぇは ぉけゅぇすけ っおいけすうつくぇ おけきこぇくうは  さけょくうすっ さうすきう くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ しなし „]ゃぇすぉっくぇ さなつっくうちぇ”, „╉さぇえょせくぇゃしおう すぇくち”, „╊ぇいぇさおう”, あっくしおうすっ „╉せおかう”, „╉ぇいぇくかなておぇ しのうすぇ”, „╊っゃっくすう”...  すぇおぇ 
ぉっいぇこっかぇちうけくくけ しゅさぇぉつうかう しなさちぇすぇ くぇ こせぉかうおぇすぇ, つっ ょけさう いぇ しけぉしすゃっくけ ういせきかっくうっ, くぇてうすっ しすぇくぇかう こなさゃう しさっょ ゃしうつおう せつぇしすくうちう.  
‶さっい ちっかうは しう あうゃけす おけさっこっすうすけさなす くぇ ぇくしぇきぉなかぇ ╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ, うくぇつっ – ぇさしっくぇかっち けす っかっおすさけおぇさくぇすぇ, ゃうくぇゅう, とけき つせっ こけ すっかっゃう-

いうはすぇ „╋うかぇ, [けょうくけ” おさぇえ くはおけは こけつっすくぇ しすなかぉうちぇ, しっ ゃさなとぇ おなき くっけこうしせっきぇすぇ すさなこおぇ, こさっきうくぇかぇ こさっい くっゅけ こけょ いゃせちうすっ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおうは たうきく う ゅかっょおぇすぇ こさう ゃょうゅぇくっすけ くぇ すさうぉぇゅさっくうおぇ くぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ ╋せさしぇ こさっい 1972-さぇ. 
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╃くってくうはす さなおけゃけょうすっか 
くぇ けすょっか „╇おけくけきうつっ-

しおう” くぇ ╆ぇゃけょ 5, ╆うくぇ 〈さうそけ-
くけゃぇ, こさけたけあょぇ ゃ おけきぇくょくぇ-
すぇ いぇかぇ くぇ かっはさくぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 
5. ‶さけそっしうけくぇかくけすけ え うい-
さぇしすゃぇくっ っ おぇすけ こけ せつっぉくうお 
いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ ゃ しうし-
すっきぇすぇ くぇ ゅけかっきうすっ そうさきう - 
けす こさけういゃけょしすゃけすけ ょけ さなおけ-
ゃけょくうすっ いゃっくぇ. ╃っしっす ゅけょうくう 
╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ, おけはすけ ょくっし 
おけけさょうくうさぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 22-
きぇ ょせてう うおけくけきうしすう, っ くぇ-
ぉかのょぇゃぇかぇ ういこなかくっくうはすぇ くぇ 
いぇょなかあっくうはすぇ くぇ さぇぉけすくう-
ちうすっ - かっはさう おぇすけ けこっさぇすけさ 
くぇ おけきぇくょくけすけ すぇぉかけ. ‶けしかっ 
いぇ ょゃっ ゅけょうくう っ こかぇくけゃうお う 
しっぉっしすけえつうお, ぇ けす 2003-すぇ っ 
さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか.
╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ くっ こさぇゃう 

ういおかのつっくうっ しさっょ たうかはょうすっ 
ぇさしっくぇかちう, ょけてかう くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
いぇさぇょう しっきっえくぇすぇ すさぇょうちうは. 
╇ ょゃぇきぇすぇ え さけょうすっかう しぇ 
さぇぉけすうかう ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╁しなと-
くけしす, ╆うくぇ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
ょぇかっつ こけ-さぇくけ けす 1990-すぇ, 
おけゅぇすけ こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ. 
╇ょゃぇ おぇすけ せつっくうつおぇ ゃ こさけ-
そっしうけくぇかくけすけ せつうかうとっ くぇ 
„┿さしっくぇか”, こけしかっ いぇゃなさてゃぇ 
う そうくぇくしう ゃなゃ ╁っかうおけすなさ-
くけゃしおうは せくうゃっさしうすっす. 〈けゅぇ-
ゃぇ っ ゃさっきっすけ くぇ ゅけかっきうは くぇ-
こかうゃ いぇ さぇぉけすぇ ゃ ぉぇくおうすっ う 
╆うくぇ きっつすぇっ しなとけ ょぇ さぇぉけすう 
ゃなゃ そうくぇくしけゃぇすぇ しうしすっきぇ, 
くけ し ゃさっきっすけ さぇいぉうさぇ, つっ ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ きけあっ ょぇ くぇ-
せつうて きくけゅけ こけゃっつっ, いぇとけすけ 
さぇぉけすぇすぇ っ さぇいくけけぉさぇいくぇ, 
っあっょくっゃくけ しっ さってぇゃぇす さぇい-
かうつくう こさけそっしうけくぇかくう いぇょぇ-
つう, しかけあくけ っ, くけ いぇすけゃぇ こなお 
- うくすっさっしくけ. „〈ぇおぇ しなき しっ 
しさぇしくぇかぇ し すけゃぇ, おけっすけ さぇぉけ-
すは, つっ しっ つせゃしすゃぇき くぇ きはしすけ-
すけ しう う くっ きうしかは, つっ ゃっつっ ぉうた 
きけゅかぇ ょぇ さぇぉけすは ょさせゅぇょっ.”, 
しこけょっかは ╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ.
╁しなとくけしす, ╆うくぇ っ おぇすけ こけ-

ゃっつっすけ うおけくけきうしすう, おなょっすけ 
う ょぇ さぇぉけすはす すっ. 〈うこうつくけ 

いぇ すぇいう こさけそっしうは っ ょぇ しっ 
けしすぇゃぇ „いぇょ おぇょなさ” - ょぇかっつ 
けす しゃっすかうくうすっ くぇ こさけあっお-
すけさうすっ, きぇおぇさ いぇょ ゃしっおう 
そうさきっく せしこった ゃしなとくけしす ょぇ 
しすけう うしすうくしおう こさけそっしうけくぇ-
かっく きっくうょあきなくす, けしくけゃぇく 
くぇ しっさうけいくう うおけくけきうつっしおう 
うくそけさきぇちうう う ぇくぇかういう. ╆ぇ-
すけゃぇ くうおぇお しっ せつせょゃぇき, つっ し 
こさうすっしくっくうっ ゅけゃけさう いぇ しっぉっ 
しう. ╆ぇ さなおけゃけょくぇすぇ さぇぉけすぇ は 
こさっょかぇゅぇ くっえくうはす くぇつぇかくうお 
くぇゃさっきっすけ - ╉けかぬけ ╉けかっゃ, 
ゃ つうえすけ けすょっか ╆うくぇ さぇぉけすう. 
〈せお こさけそっしうけくぇかくけすけ さぇいゃう-

すうっ くぇ 〈さうそけくけゃぇ しなとけ っ すう-
こうつくけ いぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しうし-
すっきぇ - おぇょさうすっ しっ けすゅかっあょぇす 
くぇ きはしすけ う おけゅぇすけ こけおぇあぇす 
ょけしすぇすなつくけ せきっくうは う けこうす, 
こけっきぇす さなおけゃけょくう そせくおちうう. 

„╁ „┿さしっくぇか”
くぇせつうた きくけゅけ”

╆うくぇ, おぇすけ こけゃっつっすけ ぇさしっ-
くぇかちう, っ ぇぉしけかのすくけ うしおさっくぇ 
ゃ すっいう ょせきう. ╉ぇすけ うおけくけ-
きうしす, ょくっし すは っ ょけゃけかくぇ, つっ 
すせお ゃっつっ しっ さぇぉけすう し ぇゃすけ-
きぇすういうさぇくう うくそけさきぇちうけくくう 
しうしすっきう  おぇすけ ERP, おけうすけ こけ-
ょけぉさはゃぇす けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ, いぇきっくはす さなつくけすけ けす-
つうすぇくっ う おけくすさけか ゃなさたせ さぇ-
ぉけすぇすぇ う ょぇゃぇす ゃないきけあくけしす 
いぇ っあっょくっゃくぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ ょっえくけしすすぇ ゃ けすょっかくうすっ 
こさけういゃけょしすゃっくう いゃっくぇ. 〈ぇおぇ 
しっ せかっしくはゃぇ ょけしすなこなす ょけ うく-
そけさきぇちうは いぇ ゃしうつおけ, おけっすけ 

しっ こさけういゃっあょぇ, ょぇくくうすっ しっ 
こけかいゃぇす いぇ ぇおすせぇかくう ぇくぇかういう 
う おけくすさけか けす しすさぇくぇ くぇ そうさ-
きっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, おけっすけ 
こけょけぉさはゃぇ っそっおすうゃくけしすすぇ う 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす こさけういゃけょ-
しすゃけすけ ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ, 
けぉはしくはゃぇ さなおけゃけょうすっかはす くぇ 
けすょっか „╇おけくけきうつっしおう” くぇ 
╆ぇゃけょ 5.    

〈させょくけしすうすっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
いぇ ╆うくぇ くっ うょゃぇす けす こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ いぇょぇつう, きぇおぇさ 
けしすけえくけしすはゃぇくっすけ くぇ すさせょぇ, 
こさう さっきけくすうすっ くぇこさうきっさ, ょぇ 
ういうしおゃぇ ゃしっおう こなす おけくおさっすくう 
ういつうしかっくうは う きくけゅけ さぇいくけ-
さけょくう こけいくぇくうは いぇ さぇぉけすぇすぇ 
ゃ いぇゃけょぇ. 〈っいう すさせょくけしすう しっ 
さぇてぇゃぇす しなゃきっしすくけ けす ちっくけ-
ゃうちう, しすぇすうしすうちう, こかぇくけゃう-
ちう う すったくけかけいう, し おけうすけ しっ 
さぇぉけすう ゃ っおうこ. ′ぇえ-すさせょくけ-
すけ, おけっすけ ╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ っ 
こさっあうゃはかぇ おぇすけ さなおけゃけょう-
すっか, っ ゃ きけきっくすうすっ, おけゅぇすけ 

こさう おさういぇ, おぇおすけ っ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ, しっ くぇかぇゅぇ たけさぇ ょぇ しう 
けすうゃぇす けす „┿さしっくぇか”. 〈は けぉぇ-
つっ っ くっこけこさぇゃうき けこすうきうしす: 
”╁はさゃぇき, つっ ゃ „┿さしっくぇか” とっ 
しっ しこさぇゃうき し ゃしうつおけ, つっ とっ 
こけかせつうき くけゃう こけさなつおう, つっ 
とっ しっ くぇきっさう さってっくうっ, つっ 
さぇぉけすぇ とっ うきぇ う たけさぇすぇ とっ 
しぇ しこけおけえくう”, きう おぇいゃぇ ╆うくぇ 

〈さうそけくけゃぇ, おけはすけ けす こさぇおすう-
おぇすぇ っ ゃうょはかぇ, つっ ぇさしっくぇかちう 
こさけはゃぇゃぇす さぇいぉうさぇくっ ゃ すさせょ-
くう きけきっくすう. „》けさぇすぇ うしおぇす 
ょぇ ぉなょぇす さぇいぉうさぇくう う ぇい しっ 
けこうすゃぇき ょぇ ゅう さぇいぉうさぇき, きう-
しかは, つっ せしこはゃぇきっ ょぇ しっ しさぇ-
ぉけすゃぇきっ, いぇ きっく すけゃぇ っ きくけゅけ 
ゃぇあくけ...”, しこけょっかは けとっ ╆うくぇ 
〈さうそけくけゃぇ.  
]っきっえくぇすぇ すさぇょうちうは ょぇ しっ 

さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか” 〈さうそけ-
くけゃぇ しっ くぇょはゃぇ ょぇ ぉなょっ こさけ-
ょなかあっくぇ けす きぇかおぇすぇ え とっさおぇ. 
╂けかはきぇすぇ ╊うかはくぇ っ ゃ ┿くゅかうは, 
けすすぇき いぇさぇょゃぇかぇ しっきっえしすゃけ-
すけ ょけさう し こなさゃけすけ ゃくせつっ, 
おけっすけ きう いゃせつう くぇこさぇゃけ ぇぉ-
しせさょくけ, いぇとけすけ ╆うくぇ 〈さうそけ-
くけゃぇ しなし しうゅせさくけしす ういゅかっあょぇ 
おぇすけ きけきうつっ, おぇきけ かう ょぇ うきぇ 
ゃくせつっ... ╋ぇかおぇすぇ    ′うおけかっ-
すぇ っ けとっ せつっくうつおぇ, ょゃっすっ し 
きぇきぇ しぇ いぇっょくけ ゃなゃ ゃしっおう 
ゃないきけあっく きけきっくす けす しゃけぉけょ-
くけすけ ゃさっきっ – けす そうすくっしぇ ょけ 
けぉうおけかおうすっ こけ きぇゅぇいうくうすっ, 
けぉうつぇくう けす ゃしうつおう あっくう. 
╇くぇつっ, 〈さうそけくけゃぇ けぉうつぇ ょぇ 
しう こけつうゃぇ う し おくうあおぇ ゃ さなおぇ, 
ゅかっょぇ う そうかきう, し おけっすけ しなとけ 
くっ こさぇゃう ういおかのつっくうっ しさっょ 
ぇさしっくぇかちう. ╁ くっえくうは けすょっか 
„〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” しっ つぇおぇ 
„おぇすけ すけこなか たかはぉ”, さぇいこさっょっ-
かは しっ こけ こさけういゃけょしすゃぇ う しっ 
つっすっ こけゃしっきっしすくけ. „╁っしすくう-
おなす  しっ つぇおぇ おぇすけ ぇさしっくぇか-
しおうは こさぇいくうお...”, せしきうたゃぇ しっ 
╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ, いぇ おけはすけ 
╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, 
こさぇいくせゃぇく くぇしおけさけ ゃ „┿さしっ-
くぇか”,  っ くっ すけかおけゃぇ ょっくはす, ゃ 
おけえすけ こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇ おぇすけ 
けすかうつくうお ゃ さぇぉけすぇすぇ, おけかおけ-
すけ こさぇいくうおなす, おけえすけ さぇょゃぇ 
ゃしうつおう ゃ けゅさけきくけすけ ぇさしっ-
くぇかしおけ しっきっえしすゃけ. ╃っくはす くぇ 
]こけょっかっくぇすぇ さぇょけしす. ╉ぇおゃぇ-
すけ ╆うくぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ けすおさう-
ゃぇ ゃなゃ ゃしっおう けぉうおくけゃっく さぇ-
ぉけすっく ょっく すせお ゃっつっ ぉかういけ 20 
ゅけょうくう. [ぇょけしす, いぇさぇょう おけは-
すけ う けしすぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

] おけかっゅう けす けすょっか ╇おけくけきうつっしおう くぇ ╆ぇゃけょ 5
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′けせあ 【ちけなそせそうあ か かおせあ そて せそうけてか そてしけねかせけ せあつさそちそ あちつかせあし-
さけ う たちあくせけねせあてあ ╅しかみ せあ つしあうあてあ, さそみてそ つか たそおちかきおあ う さあくあせ-
しひのさあてあ そちひきかこせけぬあ うつみさあ えそおけせあ くあ ╉かせみ せあ すあのけせそつてちそけてか-
しみ. [あさてそ たそねてけ うつけねさけ う てそくけ うけおかせ つたけつひさ, け てみ さあてかえそちけねせそ 
てうひちおけ, ねか か たそたあおせあしあ う ╅しかみてあ せか てそしさそうあ くあちあおけ つそいつてうかせけてか 
つけ とつたかにけ け しけねせけ さあねかつてうあ, さそしさそてそ - くあちあおけ とすかせけみてあ せあ ぬかしけみ 
かさけた, う さそこてそ ちあいそてけ さあてそ ちひさそうそおけてかし せあ そておかし „¨さそせそすけねか-
つさけ” う ′あうそお 5. „《てしけねけかてそ か そてしけねけか くあ うつけねさけ, ちあいそてけす くあかおせそ 
- そて つねかてそうそおつてうそてそ -  たしあせそうけぬけてか, つてあてけつてけぬけてか け ぬかせそうけ-
ぬけてか おそ てかにせそしそくけてか け さそせつてちとさてそちけてか”, つたそおかしみ ′けせあ. 』けえとちせそ 
くあてそうあ 【ちけなそせそうあ か さあてかえそちけねせあ う そはか かおせそ つうそか つてあせそうけはか: ”╇ 
„╅ちつかせあし” せけさそえあ せか すそきかの おあ そつてあせかの せかつけえとちかせ たちけ ちかのあうあ-
せかてそ せあ さそこてそ け おあ か たちそなかつけそせあしかせ たちそいしかす. 【とさ うけせあえけ けすあ つ 
さそえそ おあ つか さそせつとしてけちあの, うけせあえけ けすあ さそこ おあ てか さそせつとしてけちあ, さそこ 
おあ てけ たそすそえせか - そて さそしかえけてか, おそ つたかぬけあしけつてけてか そて ちひさそうそおつてうそ-
てそ, おそちけ しけねせそ, あさそ つか せあしそきけ, つか てひちつけ せあすかつあてあ せあ けさそせそすけねか-
つさけみ おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし” - っせさそ [そつてあおけせそう”. ぁとうつてうそてそ くあ 
つけえとちせそつて け ちあくうけてけか う たちそなかつけみてあ くあ ′けせあ 【ちけなそせそうあ か たちそうか-
ちかせけみて うひう うちかすかてそ すそてけう, さそこてそ み くあおひちきあ おあ ちあいそてけ てとさ つ 
かきかおせかうせそてそ とつかはあせか: ”╇ „╅ちつかせあし” すけ にあちかつうあ!”

╅『』╊〉╅]』[¨【╊ 【╅〉をゃ《『¨
《〈╅╈ゃ《』╅]¨ ̈ 』》╅〉を¨【╊ 》『╊′ 1972-『╅
╃ぇ すぇくちせゃぇて ゃ ╇しこぇくうは 

ぉうかけ くっゃないきけあくぇ きっつすぇ 

いぇ ぇさしっくぇかっち こさっい ゃさっきっすけ 
くぇ ╅っかはいくぇすぇ いぇゃっしぇ きっあょせ 
╇いすけおぇ う ╆ぇこぇょぇ. ╇ - いぇ きぇか-
おけ ょぇ しう けしすぇくっ こさけしすけ きっつすぇ, 
いぇとけすけ, おけゅぇすけ こけおぇくぇすぇ いぇ 
せつぇしすうっ うょゃぇ けす ╉けきうすっすぇ いぇ 
おせかすせさぇ, てっそなす くぇ „╋っすぇか-
たうき” ゃ ]けこけす, くっぉっういゃっしすくう-
はす ゅっくっさぇか ぅきぇおけゃ, けすしうつぇ: 
”′っ! ′はきぇ ょぇ うゅさぇっき くぇ おぇ-
こうすぇかうしすうすっ.” [ぇぉけすぇすぇ けこ-
さぇゃうか こぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ. 
′っゃけかくけ こけょけつせか ゃぇあくうは 
さぇいゅけゃけさ, ゃなこさけしくうはす しっおさっ-
すぇさ こけっか くぇ しゃけは ゅかぇゃぇ けすゅけ-
ゃけさくけしすすぇ う さぇいこうしぇか 〈せさくっ-
すけ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╉ぇいぇくかなつぇくう 
すさなゅゃぇす いぇ ╇しこぇくうは くぇ 5-すう 
しっこすっきゃさう 1972-さぇ し ゃかぇお けす 
]けそうは. ╇ し はしくけすけ しないくぇくうっ, 
つっ うきぇす けすゅけゃけさくぇすぇ いぇょぇ-
つぇ ょぇ こさっょしすぇゃはす „┿さしっくぇか”, 
╉ぇいぇくかなお, [けょうくぇすぇ う ちっかうは 
]けちうぇかういなき. 〈さなゅゃぇす しなし しぇ-
きけつせゃしすゃうっ, いぇとけすけ ゃっつっ しぇ 
しこっつっかうかう いかぇすっく きっょぇか けす 
[っこせぉかうおぇくしおうは しぇきけょっっく 
そっしすうゃぇか, ぇ  う さなおけゃけょうすっ-
かはす うき – ╀ぇえ ╉けかぬけ [ぇつっゃ, 
うきぇか けさょっく „╉うさうか う ╋っすけ-
ょうえ” こなさゃぇ しすっこっく. 〈さなゅゃぇす う 
し „っょくけ くぇ せき” – けとっ ゃ ゅけさうつ-
おぇすぇ こさっょう ]けそうは  たけさぇすぇ けす 
╃] しゃぇかはす ゃしうつおう けす ぇゃすけぉせ-
しぇ いぇ ゃぇあっく うくしすさせおすぇあ: ょぇ 
くっ しっ こけょょぇゃぇす くぇ おぇこうすぇ-
かうしすうつっしおぇ ゃっさぉけゃおぇ!/ちぇさはす 
あうゃっっ ゃ ╇しこぇくうは う うきぇ しゃけう 
ぇゅっくすう.../.
╁ ╇しこぇくうは けぉぇつっ しすぇくぇかけ 

ょさせゅけ – ゃきっしすけ くぇてっくちう ょぇ 
しっ こけゃっょぇす こけ うしこぇくちうすっ, 
うしこぇくちうすっ しっ せゃかっおかう こけ くぇ-
てっくしおけすけ. ′ぇきっしすけ こなさゃけくぇ-
つぇかくけ こかぇくうさぇくうすっ ゃしはおぇ ゃっ-

つっさ こけ 15 きうくせすう いぇ ゃしっおう けす 
しなしすぇゃうすっ, くぇ くぇてうすっ けすこせし-

くぇかう こけ こけかけゃうく つぇし! ‶せぉ-
かうおぇすぇ くぇ おぇしうすっ くっ うしおぇかぇ 
ょぇ ゃかういぇ, ぇおけ ぉなかゅぇさうすっ くっ 
うゅさぇはす. ┿さしっくぇかちう しすぇくぇかう 
いゃっいょう! ╁ かうしすつっすぇすぇ しすぇさぇ-
すっかくけ こけょさっょっくう しこけきっくう 
╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ っ いぇこうしぇか: ”...
╂けかはき せしこった. ]ゃぇすぉぇさしおぇ-
すぇ さなつっくうちぇ: しかっょ こなさゃぇすぇ 
つぇしす – こさっゅさなょおう, ちっかせゃおう 
う おけかおけ ゅけかはきぇ さぇょけしす!”. ╇ 
けとっ: ”]かっょ おけくちっさすうすっ おさぇえ 
くぇし しっ すさせこぇたぇ しすけすうちう, ゃしっ-
おう しっ うくすっさっしせゃぇてっ し こうすぇ-
くうは, ゅかっょぇたぇ おぇゃぇかぇ, ゅぇえょぇ-
すぇ, ゅなょせかおぇすぇ, けこうこゃぇたぇ う しっ 
つせょったぇ”. ‶なお う くぇてっくちう くっ 
しっ おさうはす, おなょっすけ うょぇす, ゃっょ-
くぇゅぇ ゃぇょはす うくしすさせきっくすぇ う 
こけつゃぇす ぉなかゅぇさしおけ たけさけ. ′ぇ-
ゃしはおなょっ ゃ 300-たうかはょくうは うし-
こぇくしおう ゅさぇょ ゅう こさっしかっょゃぇかう 
う ゃうおぇかう ”╀せかゅぇさ! ╀せかゅぇさ!”... 
‶けしさっとくぇか ゅう ょけさう おきっすなす 
- ゅせぉっさくぇすけさ しなし しなこさせゅぇ-
すぇ しう! ′うおけえ くっ ゃはさゃぇか, つっ 
しぇ しぇきけょっえちう, おぇきけ かう, つっ 
さぇぉけすはす ゃ きぇてうくけしすさけうすっ-
かっく いぇゃけょ... ‶さっいうょっくすなす くぇ 
そっしすうゃぇかぇ かうつくけ しっ せしなきくうか 
ゃ すけゃぇ. ╁しうつおう けぉぇつっ くぇ こさう-
っきぇ くぇおさぇは くぇ こさぇいくうちうすっ 
しっ たゃぇくぇかう くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ 
たけさけ, ういゃうかけ しっ ゃ ゅけかはきぇすぇ 
いぇかぇ ゃ こけ 10-15 おぇすぇ. ]ぇきけ 
ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう ぉうかう 
しくうきぇくう けす うしこぇくしおう う そさっく-
しおう おぇきっさう う すっかっゃういうう...
7 しけかうしすう こはかう う しゃうさう-

かう くぇ うしこぇくちうすっ, ゃけおぇかくうはす 

しなしすぇゃ くぇぉさけはゃぇか 10 あっくしおう 
ゅかぇしぇ し ょゃっ しけかうしすおう おなき 
すぇくちけゃうは しなしすぇゃ. 20 すぇくちぇ 
こけょゅけすゃうかう ぇさしっくぇかちう いぇ 
せつぇしすうっすけ ゃ ╇しこぇくうは. ′っいぇ-

ぉさぇゃうきぇ ぉうかぇ „【うこつっくしおぇ 
かっゅっくょぇ”, おけえ いくぇっ いぇとけ, 

しこけさっょ  しこけきっくうすっ くぇ ╀ぇえ 
╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ, こけ かっゅっくょぇ 
し ゃこかっすっく っくうくしおう しのあっす...

╁なさたなす くぇ さぇょけしすすぇ
ょけてなか くぇ

9-すう しっこすっきゃさう

〈けつくけ ゃ ょっくは くぇ くぇちうけくぇか-
くうは こさぇいくうお ぇくしぇきぉなかなす くぇ 
おぇいぇくかなておぇ-
すぇ けさなあっえくう-
ちぇ ゃょうゅくぇか くぇ 
おさぇおぇ こせぉかう-
おぇすぇ し „╋うかぇ, 
[けょうくけ” う し 
ぉ な か ゅ ぇ さ し お う は 
そかぇゅ: おかぇしう-
さぇくう しきっ こなさ-
ゃう! ╇ょゃぇ ゃすけさぇ 
こけおぇくぇ いぇ ょさせゅ 
そっしすうゃぇか ゃ 
╇しこぇくうは... ′け 
ゃしっ こぇお, すけゃぇ 
っ ゃさっきっすけ くぇ 
╅っかはいくぇすぇ いぇ-
ゃっしぇ.
〈せさくっすけ ゃ ╇し-

こぇくうは おぇすけ つっ 
かう っ くぇえ-はさ-
おうはす あうすっえ-
しおう しこけきっく いぇ 
ぇおけさょっけくうしすぇ 
╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ. 
‶さう すけゃぇ – ゅぇさくうさぇく し こけ-
さはょなつくけ ぉなかゅぇさしおう しかせつおう 
こけ こなすは けす ╀ぇかおぇくうすっ ょけ 
╄ゃさけこぇ う けぉさぇすくけ. 
〈うこうつくけ こけ ぉなかゅぇさしおう, 

くぇてっくちうすっ けしすぇくぇかう „ゅかぇょ-

くう” けす しぇかぇきうすっ, くぇさはいぇくう 
くぇ こさけいさぇつくう こぇさつっくちぇ う 
かうしすぇすぇ きぇさせかは ゃ つうくうう-
すっ. 〈うこうつくけ こけ くぇてっくしおう, 

くぇこなかくうかう ちはかけ っょくけ おせこっ し 
たさぇくぇ, おけっすけ こなすせゃぇかけ し すはた 

こさっい ょなかゅぇすぇ ╄ゃさけこぇ う ゅう つぇ-
おぇかけ けぉさぇすくけ いぇ はょっくっ „くぇ おけ-
さっき” しかっょ ぇゃすけぉせしくうは こさったけょ 
こさっい うしこぇくしおうすっ こかぇくうくう くぇ 
ゅさぇくうつくぇすぇ ゅぇさぇ し 《さぇくちうは 
‶けさす ╀せ. 〈ぇき こなお, さけょくうはす 
あっこっえしおう ゃぇゅけく, ゃ けつぇおゃぇくっ 
くぇ  ゃさなとぇくっすけ くぇ ぇさしっくぇかちう 
けす そっしすうゃぇかぇ, しっ „いぇゅせぉうか”, 
すなえ おぇすけ てぇそくっさなす ゅけ いぇさは-

いぇか いぇさぇょう こかぇあぇ, ぇ きっしすくうすっ 
あっかっいくうつぇさう ゅけ さぇいおぇさゃぇかう 
くぇしぇき-くぇすぇき こけ かうくううすっ ゃ 
すなさしっくっ くぇ しけぉしすゃっくうおぇ きせ. 
╆ぇさぇょう ╀╃╅ - おせこっすけ, いぇさっょっ-
くけ ょけゅけさっ し かせおぇくおう う „‶かうし-
おぇ” けす さなおけゃけょうすっかは くぇ ゅさせ-
こぇすぇ ╃っくぬけ ╃うきうすさけゃ, くっきせ 
ういかはいかけ こさけいゃうとっすけ „╀╃╅:  
╀ぇえ ╃っくぬけ ょぇゃぇ ╅うゃけす”. ‶さう-
おぇいおぇすぇ すさなゅくぇかぇ うい „┿さしっ-
くぇか” こさっい ゅけょうくうすっ, おぇすけ しっ 
こけつくぇかぇ こけ ゃさっきっ くぇ うしこぇく-
しおけすけ すせさくっ  けす っょくぇ さっこかうおぇ 
くぇ ぇおけさょっけくうしすぇ ╋ぇかつっゃ...

╁ ╇すぇかうは ぇさしっくぇかちう いぇ 
こさなゃ こなす こさっい

あうゃけすぇ しう ゃうょっかう しすぇつおぇ 

‶さう しけちうぇかういきぇ しすぇつおう くは-
きぇかけ. ¨ぉぇつっ, いぇさぇょう うすぇかう-
ぇくしおぇすぇ しすぇつおぇ, くぇてうすっ いぇ 
きぇかおけ ょぇ ういこせしくぇす そっしすうゃぇ-
かぇ, ぇおけ くはおけえ くっ しっ しっすうか ょぇ 
こけょおせこう けさゅぇくういぇすけさうすっ し おぇ-
てけくつっ „‶かうしおぇ”. ′けきっさなす きう-
くぇか. ╁ぇゅけくなす ぉうか こさっきっしすっく 
くぇ ちっくすさぇかくぇ かうくうは う こけすっ-
ゅかうか おなき しかぇゃぇすぇ くぇ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ ╋せさしぇ – 1972... ╉なょっすけ 
っょうく けす ゅさせこぇすぇ ういつっいくぇか, 
くけ くっ いぇとけすけ ぉうか ゃっさぉせゃぇく 
けす ちぇさは, ぇ いぇとけすけ しっ いぇこかっ-
しくぇか こけ ゃうすさうくぇ ゃ けゅさけきっく 
きぇゅぇいうく. ′うとけ, つっ けこさぇいくうかう 
くぇぉなさいけ てゃっょしおぇすぇ きぇしぇ けす 
たぇこおう う しせゃっくうさう, つっ しっ ょなさ-

こぇかう けす っすうおっすくうすっ ちっかせゃおう 
くぇ こけしさっとぇつうすっ おぇすけ けす くっ-

こさけしすうき ゅさはた, つっ  ょけきぇおうくは-
すぇ – ゅせぉっさくぇすけさしおぇ しなこさせゅぇ, 
しっ こけょしきうたゃぇかぇ いぇょ ゃっすさう-
かけすけ しう ょっかうおぇすくけ, ぇさしっくぇか-
しおうすっ すぇくちぬけさう, くぇてっくちうすっ, 
しう けしすぇくぇかう かのぉうきちうすっ くぇ 
こせぉかうおぇすぇ ゃ ╋せさしぇ – 1972. 
╉ぇおすけ, しこけさっょ ╋ぇかつっゃ,  

„┿さしっくぇか” しう けしすぇゃぇ いぇ すはた 
”╁うしてぇ 【おけかぇ いぇ ゃないこうすぇ-

くうっ”: „╁ ぇくしぇきぉなかぇ しう こけきぇ-
ゅぇたきっ, こかぇつったきっ っょうく し ょさせゅ 
う っょうく いぇ ょさせゅ”... ]すぇくぇかう 
ょけさう う ょっしっすうくぇ しっきっえしすゃぇ – 
ゃしっ ょけぉさう しっきっえしすゃぇ, いぇさぇょう 
けぉとぇすぇ かのぉけゃ おなき きせいうおぇすぇ 
う そけかおかけさぇ. 〈ぇおぇ - し かのぉけゃ 
う さぇょけしす ゅけゃけさう いぇ けくうは ょくう 
すけゅぇゃぇてくうはす おけさっこっすうすけさ, 
おけえすけ, しすぇくぇか „ぇくしぇきぉぇか-
ょあうは”, っょゃぇ かう くっ くぇしうかぇ, 
たぇさっしぇく けす くぇつぇかくうおぇ しう – 
╇ゃぇく ╋うかつっゃ, ぉっい ょけさう ょぇ 
ぉうか つせゃぇか ょせきぇすぇ „おけさっこっ-
すうすけさ”. ╉けっすけ くっ こさっつう 40 
ゅけょうくう こけ-おなしくけ さぇいこぇかっ-
くうはす ぇおけさょっけくうしす ょぇ こぇいう 
ゃしうつおう しこけきっくう けす ゃさっきっすけ 
くぇ せつぇしすうっすけ しう ゃ ぇさしっくぇか-
しおうは すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか  おぇすけ 
さっかうおゃう: いくぇきっくちっ けす そっし-
すうゃぇかぇ ゃ ╋せさしぇ, しすぇさぇすっかくう 
いぇこうしおう, いくぇつおぇ, おくうあおぇ し 
こさけゅさぇきぇすぇ う しゃっょっくうは いぇ 
せつぇしすくうちうすっ, ぇそうてう けす おけく-
ちっさすう おなょっ かう くっ せ くぇし う ゃ 
しすさぇくうすっ けす ╇いすけつくうは ぉかけお, 
しくうきおう... ]こけきっくう, おけうすけ 
′うおけかぇ ╋ぇかつっゃ, おけえすけ つぇおぇ 
こけさっょくうは ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ 
„┿さしっくぇか” ゃうくぇゅう し くっすなさ-
こっくうっ, くっこさっきっくくけ うしおぇ ょぇ 
しこけょっかう, いぇとけすけ: ”╀ってっ くっ-
けこうしせっきけ!”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„╀ってっ ゃっかうおけ! ╀ってっ ういせきうすっかくけ! ′っこさっきっくくけ すさはぉゃぇ ょぇ しう しこけきくうき いぇ すけゃぇ...!” ] すうは ゃないおかうちぇくうは けしすぇゃぇ ゃ しなさちっすけ くぇ ′うおけかぇ ╋ぇか
つっゃ すせさくっすけ ょけ ╇しこぇくうは くぇ ぇさしっくぇかしおうは すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか, しすぇくぇかけ こさっょう すけつくけ 40 ゅけょうくう. 14 きなあっ, 16 あっくう, 6 ょせてう けさおっしすなさ, 5 ゃけょぇ
つう, こさっゃけょぇつおぇ う ょけさう あせさくぇかうしすおぇ, けすさぇいうかぇ しなぉうすうっすけ ゃ くぇちうけくぇかっく しっょきうつくうお いぇ おせかすせさぇ, ゃおせしうかう けす しかぇゃぇすぇ くぇ ぇさすうしすぇ ゃ ╋せさしぇ 
– くっゃっさけはすくけ おさぇしうゃけ きはしすけ,  ういゃっしすくけ し けぉうつすぇ くぇ たけさぇすぇ しう おなき ういおせしすゃけすけ.
╋っしっち う こけかけゃうくぇ さっこっすうちうう しかっょ さぇぉけすぇ し ゅけかはき っくすせしうぇいなき, くはおけゅぇ う こけ 5 つぇしぇ ゃっつっさ, しすけはかう いぇょ ゅけかはきぇすぇ  さぇょけしす くぇ ぉなかゅぇさう

すっ – ぇさしっくぇかちう, しすぇくぇかう くぇえ-けぉうつぇくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ そっしすうゃぇかぇ, しなぉさぇか すぇくちぬけさう けす 11 しすさぇくう: 《さぇくちうは, 《うかうこうくうすっ, ╇すぇかうは, ╀っかゅうは... 
┿さしっくぇかちう すぇくちせゃぇかう くぇ しちっくぇすぇ いぇっょくけ し すぇくちぬけさう けす ]ぇかぇきぇくおぇ う ╋ぇかぇゅぇ. ╇ ゃ すぇは ぉけゅぇすけ っおいけすうつくぇ おけきこぇくうは  さけょくうすっ さうすきう くぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ しなし „]ゃぇすぉっくぇ さなつっくうちぇ”, „╉さぇえょせくぇゃしおう すぇくち”, „╊ぇいぇさおう”, あっくしおうすっ „╉せおかう”, „╉ぇいぇくかなておぇ しのうすぇ”, „╊っゃっくすう”...  すぇおぇ 
ぉっいぇこっかぇちうけくくけ しゅさぇぉつうかう しなさちぇすぇ くぇ こせぉかうおぇすぇ, つっ ょけさう いぇ しけぉしすゃっくけ ういせきかっくうっ, くぇてうすっ しすぇくぇかう こなさゃう しさっょ ゃしうつおう せつぇしすくうちう.  
‶さっい ちっかうは しう あうゃけす おけさっこっすうすけさなす くぇ ぇくしぇきぉなかぇ ╉けかぬけ ╋ぇかつっゃ, うくぇつっ – ぇさしっくぇかっち けす っかっおすさけおぇさくぇすぇ, ゃうくぇゅう, とけき つせっ こけ すっかっゃう

いうはすぇ „╋うかぇ, [けょうくけ” おさぇえ くはおけは こけつっすくぇ しすなかぉうちぇ, しっ ゃさなとぇ おなき くっけこうしせっきぇすぇ すさなこおぇ, こさっきうくぇかぇ こさっい くっゅけ こけょ いゃせちうすっ くぇ ぉなかゅぇさ
しおうは たうきく う ゅかっょおぇすぇ こさう ゃょうゅぇくっすけ くぇ すさうぉぇゅさっくうおぇ くぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ ╋せさしぇ こさっい 1972-さぇ. 
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╃くってくうはす さなおけゃけょうすっか 
くぇ けすょっか „╇おけくけきうつっ-

しおう” くぇ ╆ぇゃけょ 5, ╆うくぇ 〈さうそけ-
くけゃぇ, こさけたけあょぇ ゃ おけきぇくょくぇ-
すぇ いぇかぇ くぇ かっはさくぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 
5. ‶さけそっしうけくぇかくけすけ え うい-
さぇしすゃぇくっ っ おぇすけ こけ せつっぉくうお 
いぇ おぇさうっさくけ さぇいゃうすうっ ゃ しうし-
すっきぇすぇ くぇ ゅけかっきうすっ そうさきう - 
けす こさけういゃけょしすゃけすけ ょけ さなおけ-
ゃけょくうすっ いゃっくぇ. ╃っしっす ゅけょうくう 
╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ, おけはすけ ょくっし 
おけけさょうくうさぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 22-
きぇ ょせてう うおけくけきうしすう, っ くぇ-
ぉかのょぇゃぇかぇ ういこなかくっくうはすぇ くぇ 
いぇょなかあっくうはすぇ くぇ さぇぉけすくう-
ちうすっ - かっはさう おぇすけ けこっさぇすけさ 
くぇ おけきぇくょくけすけ すぇぉかけ. ‶けしかっ 
いぇ ょゃっ ゅけょうくう っ こかぇくけゃうお う 
しっぉっしすけえつうお, ぇ けす 2003-すぇ っ 
さなおけゃけょうすっか くぇ けすょっか.
╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ くっ こさぇゃう 

ういおかのつっくうっ しさっょ たうかはょうすっ 
ぇさしっくぇかちう, ょけてかう くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 
いぇさぇょう しっきっえくぇすぇ すさぇょうちうは. 
╇ ょゃぇきぇすぇ え さけょうすっかう しぇ 
さぇぉけすうかう ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╁しなと-
くけしす, ╆うくぇ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
ょぇかっつ こけ-さぇくけ けす 1990-すぇ, 
おけゅぇすけ こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ. 
╇ょゃぇ おぇすけ せつっくうつおぇ ゃ こさけ-
そっしうけくぇかくけすけ せつうかうとっ くぇ 
„┿さしっくぇか”, こけしかっ いぇゃなさてゃぇ 
う そうくぇくしう ゃなゃ ╁っかうおけすなさ-
くけゃしおうは せくうゃっさしうすっす. 〈けゅぇ-
ゃぇ っ ゃさっきっすけ くぇ ゅけかっきうは くぇ-
こかうゃ いぇ さぇぉけすぇ ゃ ぉぇくおうすっ う 
╆うくぇ きっつすぇっ しなとけ ょぇ さぇぉけすう 
ゃなゃ そうくぇくしけゃぇすぇ しうしすっきぇ, 
くけ し ゃさっきっすけ さぇいぉうさぇ, つっ ゃ 
こさけういゃけょしすゃけすけ きけあっ ょぇ くぇ-
せつうて きくけゅけ こけゃっつっ, いぇとけすけ 
さぇぉけすぇすぇ っ さぇいくけけぉさぇいくぇ, 
っあっょくっゃくけ しっ さってぇゃぇす さぇい-
かうつくう こさけそっしうけくぇかくう いぇょぇ-
つう, しかけあくけ っ, くけ いぇすけゃぇ こなお 
- うくすっさっしくけ. „〈ぇおぇ しなき しっ 
しさぇしくぇかぇ し すけゃぇ, おけっすけ さぇぉけ-
すは, つっ しっ つせゃしすゃぇき くぇ きはしすけ-
すけ しう う くっ きうしかは, つっ ゃっつっ ぉうた 
きけゅかぇ ょぇ さぇぉけすは ょさせゅぇょっ.”, 
しこけょっかは ╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ.
╁しなとくけしす, ╆うくぇ っ おぇすけ こけ-

ゃっつっすけ うおけくけきうしすう, おなょっすけ 
う ょぇ さぇぉけすはす すっ. 〈うこうつくけ 

いぇ すぇいう こさけそっしうは っ ょぇ しっ 
けしすぇゃぇ „いぇょ おぇょなさ” - ょぇかっつ 
けす しゃっすかうくうすっ くぇ こさけあっお-
すけさうすっ, きぇおぇさ いぇょ ゃしっおう 
そうさきっく せしこった ゃしなとくけしす ょぇ 
しすけう うしすうくしおう こさけそっしうけくぇ-
かっく きっくうょあきなくす, けしくけゃぇく 
くぇ しっさうけいくう うおけくけきうつっしおう 
うくそけさきぇちうう う ぇくぇかういう. ╆ぇ-
すけゃぇ くうおぇお しっ せつせょゃぇき, つっ し 
こさうすっしくっくうっ ゅけゃけさう いぇ しっぉっ 
しう. ╆ぇ さなおけゃけょくぇすぇ さぇぉけすぇ は 
こさっょかぇゅぇ くっえくうはす くぇつぇかくうお 
くぇゃさっきっすけ - ╉けかぬけ ╉けかっゃ, 
ゃ つうえすけ けすょっか ╆うくぇ さぇぉけすう. 
〈せお こさけそっしうけくぇかくけすけ さぇいゃう-

すうっ くぇ 〈さうそけくけゃぇ しなとけ っ すう-
こうつくけ いぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ しうし-
すっきぇ - おぇょさうすっ しっ けすゅかっあょぇす 
くぇ きはしすけ う おけゅぇすけ こけおぇあぇす 
ょけしすぇすなつくけ せきっくうは う けこうす, 
こけっきぇす さなおけゃけょくう そせくおちうう. 

„╁ „┿さしっくぇか”
くぇせつうた きくけゅけ”

╆うくぇ, おぇすけ こけゃっつっすけ ぇさしっ-
くぇかちう, っ ぇぉしけかのすくけ うしおさっくぇ 
ゃ すっいう ょせきう. ╉ぇすけ うおけくけ-
きうしす, ょくっし すは っ ょけゃけかくぇ, つっ 
すせお ゃっつっ しっ さぇぉけすう し ぇゃすけ-
きぇすういうさぇくう うくそけさきぇちうけくくう 
しうしすっきう  おぇすけ ERP, おけうすけ こけ-
ょけぉさはゃぇす けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇ, いぇきっくはす さなつくけすけ けす-
つうすぇくっ う おけくすさけか ゃなさたせ さぇ-
ぉけすぇすぇ う ょぇゃぇす ゃないきけあくけしす 
いぇ っあっょくっゃくぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ ょっえくけしすすぇ ゃ けすょっかくうすっ 
こさけういゃけょしすゃっくう いゃっくぇ. 〈ぇおぇ 
しっ せかっしくはゃぇ ょけしすなこなす ょけ うく-
そけさきぇちうは いぇ ゃしうつおけ, おけっすけ 

しっ こさけういゃっあょぇ, ょぇくくうすっ しっ 
こけかいゃぇす いぇ ぇおすせぇかくう ぇくぇかういう 
う おけくすさけか けす しすさぇくぇ くぇ そうさ-
きっくけすけ さなおけゃけょしすゃけ, おけっすけ 
こけょけぉさはゃぇ っそっおすうゃくけしすすぇ う 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす こさけういゃけょ-
しすゃけすけ ょぇ しっ せしなゃなさてっくしすゃぇ, 
けぉはしくはゃぇ さなおけゃけょうすっかはす くぇ 
けすょっか „╇おけくけきうつっしおう” くぇ 
╆ぇゃけょ 5.    

〈させょくけしすうすっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
いぇ ╆うくぇ くっ うょゃぇす けす こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ いぇょぇつう, きぇおぇさ 
けしすけえくけしすはゃぇくっすけ くぇ すさせょぇ, 
こさう さっきけくすうすっ くぇこさうきっさ, ょぇ 
ういうしおゃぇ ゃしっおう こなす おけくおさっすくう 
ういつうしかっくうは う きくけゅけ さぇいくけ-
さけょくう こけいくぇくうは いぇ さぇぉけすぇすぇ 
ゃ いぇゃけょぇ. 〈っいう すさせょくけしすう しっ 
さぇてぇゃぇす しなゃきっしすくけ けす ちっくけ-
ゃうちう, しすぇすうしすうちう, こかぇくけゃう-
ちう う すったくけかけいう, し おけうすけ しっ 
さぇぉけすう ゃ っおうこ. ′ぇえ-すさせょくけ-
すけ, おけっすけ ╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ っ 
こさっあうゃはかぇ おぇすけ さなおけゃけょう-
すっか, っ ゃ きけきっくすうすっ, おけゅぇすけ 

こさう おさういぇ, おぇおすけ っ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ, しっ くぇかぇゅぇ たけさぇ ょぇ しう 
けすうゃぇす けす „┿さしっくぇか”. 〈は けぉぇ-
つっ っ くっこけこさぇゃうき けこすうきうしす: 
”╁はさゃぇき, つっ ゃ „┿さしっくぇか” とっ 
しっ しこさぇゃうき し ゃしうつおけ, つっ とっ 
こけかせつうき くけゃう こけさなつおう, つっ 
とっ しっ くぇきっさう さってっくうっ, つっ 
さぇぉけすぇ とっ うきぇ う たけさぇすぇ とっ 
しぇ しこけおけえくう”, きう おぇいゃぇ ╆うくぇ 

〈さうそけくけゃぇ, おけはすけ けす こさぇおすう-
おぇすぇ っ ゃうょはかぇ, つっ ぇさしっくぇかちう 
こさけはゃぇゃぇす さぇいぉうさぇくっ ゃ すさせょ-
くう きけきっくすう. „》けさぇすぇ うしおぇす 
ょぇ ぉなょぇす さぇいぉうさぇくう う ぇい しっ 
けこうすゃぇき ょぇ ゅう さぇいぉうさぇき, きう-
しかは, つっ せしこはゃぇきっ ょぇ しっ しさぇ-
ぉけすゃぇきっ, いぇ きっく すけゃぇ っ きくけゅけ 
ゃぇあくけ...”, しこけょっかは けとっ ╆うくぇ 
〈さうそけくけゃぇ.  
]っきっえくぇすぇ すさぇょうちうは ょぇ しっ 

さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか” 〈さうそけ-
くけゃぇ しっ くぇょはゃぇ ょぇ ぉなょっ こさけ-
ょなかあっくぇ けす きぇかおぇすぇ え とっさおぇ. 
╂けかはきぇすぇ ╊うかはくぇ っ ゃ ┿くゅかうは, 
けすすぇき いぇさぇょゃぇかぇ しっきっえしすゃけ-
すけ ょけさう し こなさゃけすけ ゃくせつっ, 
おけっすけ きう いゃせつう くぇこさぇゃけ ぇぉ-
しせさょくけ, いぇとけすけ ╆うくぇ 〈さうそけ-
くけゃぇ しなし しうゅせさくけしす ういゅかっあょぇ 
おぇすけ きけきうつっ, おぇきけ かう ょぇ うきぇ 
ゃくせつっ... ╋ぇかおぇすぇ    ′うおけかっ-
すぇ っ けとっ せつっくうつおぇ, ょゃっすっ し 
きぇきぇ しぇ いぇっょくけ ゃなゃ ゃしっおう 
ゃないきけあっく きけきっくす けす しゃけぉけょ-
くけすけ ゃさっきっ – けす そうすくっしぇ ょけ 
けぉうおけかおうすっ こけ きぇゅぇいうくうすっ, 
けぉうつぇくう けす ゃしうつおう あっくう. 
╇くぇつっ, 〈さうそけくけゃぇ けぉうつぇ ょぇ 
しう こけつうゃぇ う し おくうあおぇ ゃ さなおぇ, 
ゅかっょぇ う そうかきう, し おけっすけ しなとけ 
くっ こさぇゃう ういおかのつっくうっ しさっょ 
ぇさしっくぇかちう. ╁ くっえくうは けすょっか 
„〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” しっ つぇおぇ 
„おぇすけ すけこなか たかはぉ”, さぇいこさっょっ-
かは しっ こけ こさけういゃけょしすゃぇ う しっ 
つっすっ こけゃしっきっしすくけ. „╁っしすくう-
おなす  しっ つぇおぇ おぇすけ ぇさしっくぇか-
しおうは こさぇいくうお...”, せしきうたゃぇ しっ 
╆うくぇ 〈さうそけくけゃぇ, いぇ おけはすけ 
╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, 
こさぇいくせゃぇく くぇしおけさけ ゃ „┿さしっ-
くぇか”,  っ くっ すけかおけゃぇ ょっくはす, ゃ 
おけえすけ こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇ おぇすけ 
けすかうつくうお ゃ さぇぉけすぇすぇ, おけかおけ-
すけ こさぇいくうおなす, おけえすけ さぇょゃぇ 
ゃしうつおう ゃ けゅさけきくけすけ ぇさしっ-
くぇかしおけ しっきっえしすゃけ. ╃っくはす くぇ 
]こけょっかっくぇすぇ さぇょけしす. ╉ぇおゃぇ-
すけ ╆うくぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ けすおさう-
ゃぇ ゃなゃ ゃしっおう けぉうおくけゃっく さぇ-
ぉけすっく ょっく すせお ゃっつっ ぉかういけ 20 
ゅけょうくう. [ぇょけしす, いぇさぇょう おけは-
すけ う けしすぇゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

] おけかっゅう けす けすょっか ╇おけくけきうつっしおう くぇ ╆ぇゃけょ 5
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╉╊【』[¨っ ╈]ぇぁ

┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ょぇかぇ う きくけゅけ すぇかぇくすう

′はきぇ おぇお ょぇ くっ っ すぇおぇ, とけき すせお きせいうおぇすぇ う ういおせしすゃけすけ ぉうかう 
くぇ すぇおぇゃぇ こけつうす. ╋ぇかつせゅぇくうすっ しっ せつうかう ょぇ うゅさぇはす たけさちぇ し こけ-
きけとすぇ くっ しぇきけ くぇ せつうすっかおうすっ, くけ う くぇ こさけそっしうけくぇかっく たけさっ-
けゅさぇそ - 》さうしすけ ]すけはくけゃ, さなおけゃけょうすっかはす くぇ そうさきっくうは ぇくしぇき-
ぉなか. 〈ぇおぇ しっ しすうゅくぇかけ ょけさう ょけ せつぇしすうっ くぇ ょっちぇすぇ けす ゅさぇょうくぇすぇ 
ゃ けぉと おけくちっさす し ゅけかっきうすっ けす ぇくしぇきぉなかぇ... ╁しはおけ ょっすっ いくぇっかけ 
こけくっ こけ っょくぇ くぇさけょくぇ こっしっく... ╃っちぇすぇ しっ はゃはゃぇかう くぇ おけくおせさ-
しう, こっつっかっかう くぇゅさぇょう, おぇすけ すぇいう けす ]けこけす. ╋せいうおぇかくぇ ぇさしっ-
くぇかしおぇ つせょくけすっおぇ こさっい 1992-さぇ, くぇさけょくぇ しっょはくおぇ, きのいうおなか 
„╁なかてっぉくぇすぇ そっは”こさっい 1996-すぇ... ╁ うしすけさうはすぇ くぇ こせぉかうつくうすっ 
ういはゃう くぇ ゅさぇょうくぇすぇ しくうきおうすっ こぇいはす ょけさう おぇく-おぇく!  ¨す くっゅけ 
ょけ うしすうくしおうは ぉぇかっす いぇ くはおけう おさぇつおぇすぇ しっ けおぇいぇかぇ しぇきけ っょくぇ. 
]けかうしすなす くぇ ぉぇかっすぇ くぇ ̈ こっさぇすぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ]すぇくおけ 〈ぇくっゃ, 
おけえすけ こさっこけょぇゃぇ う ゃ おぇいぇくかなておぇ ぉぇかっすくぇ ておけかぇ, しなとけ ぉうか 
いぇぉっかはいぇく おぇすけ すぇかぇくす こなさゃけ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. ′はおけ-
ゅぇ, けとっ すさうゅけょうてくぇ,  ゃ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは くぇ „╆ぇえつっくちっすけ ぉはかけ” 
きせいうおぇかくぇすぇ ╁うおう, けすおさうすぇ けす せつうすっかおぇすぇ しう ╃せくょぇおけゃぇ, ょくっし 
っ ゃ ‶かけゃょうゃしおぇすぇ おけくしっさゃぇすけさうは. ]けかうしすおぇすぇ くぇ させしおう こっしくう 
╂ぇくっすぇ けすうてかぇ ゃ ╋せいうおぇかくけすけ せつうかうとっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ... 〈せお 
こなさゃけ ぉうかう さぇいおさうすう う ぇおすぬけさしおうすっ ょぇょっくけしすう くぇ ╃ぇさうくぇ ‶ぇ-
ゃかけゃぇ, ょくっし こけゃっつっ ういゃっしすくぇ おぇすけ っかうすくぇ っおしぉういくっししなこさせゅぇ, 
くけ ゃしっ こぇお - ぇおすさうしぇ し ょうこかけきぇ けす ′┿〈《╇╆... ′ぇ すっいう しゃけう 
ゃないこうすぇくうちう ╃せくょぇおけゃぇ くぇうしすうくぇ しっ さぇょゃぇ, ぇ すっ くっ しぇ っょうく-
しすゃっくうすっ... ╃っちぇすぇ しっ ゃおかのつゃぇかう ゃ ぉっいおさぇえくうすっ すなさあっしすゃぇ う 
おけくちっさすう し けゅさけきくけ あっかぇくうっ. ] っょくけ ういおかのつっくうっ: くうおけえ くっ 
うしおぇか けすさうちぇすっかくうすっ さけかう... ]おかけくはゃぇかう ゅう っょうくしすゃっくけ し きけ-
すうゃぇ, つっ ょぇ うゅさぇって けすさうちぇすっかくぇ さけかは っ こけせつうすっかくけ う こさっょ-
こぇいゃぇ ょさせゅうすっ けす かけてう こけしすなこおう.
╁ すぇいう おせかすせさくぇ ょっえくけしす くぇ ゅさぇょうくぇすぇ いぇゃけょしおけすけ さなおけゃけょ-

しすゃけ しなとけ こけきぇゅぇ - くっ しっ とぇょはす しさっょしすゃぇ いぇ しおなこう おけしすのきう, 
くぇさけょくう くけしうう, ょぇあっ - させしおう けぉかっおかぇ いぇ ょっちぇすぇ, し おけうすけ しっ 
こけしさっとぇす う ょっかっゅぇちうう... ╂かぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか ╉なさこぇつっゃ 
くうおけゅぇ くっ けすおぇいゃぇか くぇ ょうさっおすけさおぇすぇ, こけくはおけゅぇ うしおぇくっすけ いぇ 
そうくぇくしうさぇくっ しっ こけょしうかゃぇかけ う けす せつうすっかおう けす おけかっおすうゃぇ, けす 
さけょうすっかうすっ, こさなしくぇすう くぇゃしはおなょっ うい „┿さしっくぇか”, ゃしうつおう こけきぇ-
ゅぇかう おけえ し おぇおゃけすけ きけあっ...
]ぇきけ し すぇおうゃぇ ゅさうあう しっ けすゅかっあょぇす とぇしすかうゃう ょっちぇ う しっ ゅさぇ-

ょはす しすけえくけしすくう かうつくけしすう, いくぇっ けす けこうす せつうすっかおぇすぇ ╃せくょぇおけゃぇ. 
╆くぇっ ゅけ けす とぇしすうっすけ ゃ こけゅかっょうすっ くぇ ょっちぇすぇ, ょぇあっ せ ゃっつっ こけ-
さぇしくぇかうすっ. „╄え すっいう こけゅかっょう くぇ ょっちぇすぇ きう かうこしゃぇす...!”, こけつすう 
こさっい しなかいう しこけょっかは ょっすしおぇすぇ せつうすっかおぇ. 〈ぇおぇゃぇ すは しっ せしっとぇ う 
しっゅぇ, いぇとけすけ いぇ くっは  くはきぇ ぉうゃてう ょっすしおう せつうすっかおう, すっ しう けしすぇ-
ゃぇす すぇおうゃぇ いぇゃうくぇゅう... ┿おすうゃくけしすすぇ, あうゃけしすすぇ けす ゅけょうくうすっ くぇ 
ぉかういけしす し ょっちぇすぇ う くぇょっあょぇすぇ, おけはすけ すっ くけしはす, けしすぇゃぇす う ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃっつっ っ ょけてかけ こっくしうけくうさぇくっすけ - 〉つうすっかおぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あうゃっっ.  
╁うあょぇき すけゃぇ ゃ こっさそっおすくうは ゃなくてっく ゃうょ, ゃ うしおさはとうは こけゅかっょ, 

ょけしすけかっこくぇすぇ ゃういうは う ょなかぉけおぇすぇ っきけちうは ゃ けつうすっ くぇ ╃せくょぇ-
おけゃぇ. ¨くぇいう っきけちうは, おけはすけ くけしう しぇきけ ょっすしおうはす ゅかなつ. „¨ぉう-
つぇき ょっすしおうは  ゅかなつ! ╇しおぇき ょぇ つせゃぇき くっゅけゃぇすぇ きせいうおぇ!”, おぇいゃぇ 
う ょくっし ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ. ╁ おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう っょくぇ けす ょっ-
しっすおうすっ ぇさしっくぇかしおう ょっすしおう せつうすっかおう けす とぇしすかうゃけすけ ょっすしすゃけ 
くぇ たうかはょう ょっちぇ ういゃぇあょぇ けす けすょぇゃくぇ くっけすゃぇさはくぇ こぇこおぇ ょゃっ 
さうしせくおう し ょぇすぇ 31-ゃう きぇえ 1978-きぇ. ′ぇ こさぇゅぇ くぇ しゃけは こなさゃう 
おかぇし, こさけとぇゃぇえおう しっ し ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う かのぉうきぇすぇ せつうすっか-
おぇ, ょゃっ ょっちぇ - ]っさゅっえ う ╋ぇさうぇくぇ, さうしせゃぇす いぇ しこけきっく  ょさせゅぇさ-
おぇすぇ ╃せくょぇおけゃぇ. 〈は けとっ ゅう こけきくう. ‶けきくう ゃしうつおう. ╇ おけゅぇすけ 
ゅう しさっとくっ くぇ せかうちぇすぇ しかせつぇえくけ うかう おけゅぇすけ うょゃぇす こさう くっは ゃ 
しっきっえくうは きぇゅぇいうく, おなょっすけ ╃せくょぇおけゃぇ う しっゅぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ 
さぇいょぇゃぇ せしきうゃおう, せつうすっかおぇすぇ うゅさぇっ し くはおけゅぇてくうすっ きぇかつせゅぇくう 
すぇおぇゃぇ うゅさぇ - おぇいゃぇ うき: ”]すけこ! ′っ しう おぇいゃぇえ うきっすけ! ]っゅぇ とっ 
しう ゅけ しこけきくは!”. 〈ぇえくぇすぇ いぇ けすゅけゃけさぇ: こけ けつうすっ う せしきうゃおぇすぇ 
ゅう こけいくぇゃぇ. ╆ぇとけすけ けつうすっ う せしきうゃおぇすぇ こぇいはす かのぉけゃすぇ. ¨くぇいう 
かのぉけゃ, おけはすけ ╃せくょぇおけゃぇ くっこさうくせょっくけ ういおぇいゃぇ し けくけゃぇ: ”╉けか-
おけ おさぇしうゃう ょっちぇ!”, おけゅぇすけ ゅかっょぇ しくうきおうすっ しなし しこけきっくう. ¨くぇいう 
かのぉけゃ, いぇ おけはすけ くっこさっきっくくけ うしおぇ ょぇ おぇあっき おけかおけ っ ゃぇあくぇ. 
╊のぉけゃすぇ, おけはすけ ういょぇゃぇ せ ゃしっおうゅけ けす くぇし けくけゃぇ ょっすっ, おけっすけ, 
ゃしなとくけしす, ゃうくぇゅう こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ うしおぇきっ ょぇ ぉなょっき.   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

〉《╇ ぃ╅〉』 ′╅
„′╊]╊〉╅ [╅『【╅“
┿おけ ゃしっ こぇお くっ ゃかぇょっっすっ ぇくゅかうえしおう くぇ 

くうゃけ, おけっすけ ゃう ゅぇさぇくすうさぇ こさぇゃうかくけ う ぉっい 
ゅさっておう ういこさぇとぇくっ くぇ ょけおせきっくすうすっ いぇ おぇく-
ょうすぇしすゃぇくっ, すけ すけゅぇゃぇ ゃぇさうぇくすなす “こけしさっょ-
くうお” ゃなさてう ょけぉさぇ さぇぉけすぇ. ]さっとせ 10 かっゃぇ 
しくうきおぇすぇ ゃう しっ こさっゃさなとぇ ゃ くせあくうは さぇいきっさ 
う そけさきぇす, けとっ すけかおけゃぇ しすさせゃぇ う せしかせゅぇすぇ こけ 
こけこなかゃぇくっ くぇ ょけおせきっくすぇ. ‶さう こけかけあっくうっ, 
つっ うきぇすっ しっきっえしすゃけ, くけ おぇくょうょぇすなす しすっ しぇきけ 
ゃうっ, すけ しくうきおうすっ くぇ しなこさせゅぇ うかう しなこさせゅぇ-
すぇ う ょっちぇすぇ ょけ 21 ゅけょうくう しぇ いぇょなかあうすっかくう.  
╁しはおぇ っょくぇ すぇおぇゃぇ しくうきおぇ, こさうおぇつっくぇ おなき 
ょけおせきっくすぇ – そけさきせかはさ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ, 
っ こけ 10 かっゃぇ. 
┿おけ う ょゃぇきぇすぇ こぇさすくぬけさう あっかぇはす ょぇ せつぇしす-

ゃぇす しぇきけしすけはすっかくけ ゃ かけすぇさうはすぇ “╆っかっくぇ 
おぇさすぇ”, すけ っ くぇかけあうすっかくけ ゃしっおう っょうく けす すはた 
ょぇ ういこさぇすう ょけおせきっくすう, おぇすけ おなき すはた こさうかけ-
あう しくうきおう くぇ つかっくけゃっすっ くぇ しっきっえしすゃけすけ しう.  
╃け くはおけかおけ ょくう しっ こけかせつぇゃぇ う しぇきけすけ こけ-

すゃなさあょっくうっ いぇ ういこさぇとぇくっすけ くぇ ょけおせきっくすう-
すっ. 
 〉つぇしすゃぇかうすっ ゃ かけすぇさうはすぇ しかっょゃぇ ょぇ こぇいはす 

くけきっさぇ しう いぇ こけすゃなさあょっくうっすけ ょけ 30-すう のくう 
ょけゅけょうくぇ, いぇとけすけ しぇきけ こけ すけいう くぇつうく きけゅぇす 

...„』¨〉っ【╅“ ′《〉╅
] くけゃうすっ こぇさおけきぇすう, 

こけしすぇゃっくう くぇ きっしすぇすぇ, 
おなょっすけ くぇえ-きくけゅけ う くぇえ-
つっしすけ しこうさぇす おけかう, けぉ-
とうはす うき ぉさけえ しすぇゃぇ 12. 
‶さっょしすけう いぇおせこせゃぇくっすけ 
くぇ けとっ. 
′ぇさせてうすっかうすっ くぇ ′ぇ-

さっょぉぇすぇ, こぇさおうさぇかう ぉっい 
しなけすゃっすくうすっ しすうおっさう うかう 
すぇかけくう, いぇこかぇとぇす ゅかけぉぇ 
けす 10 かっゃぇ. 
╃っしっすおう そうさきう う うくしすう-

すせちうう こさっょこけつっすけたぇ ょぇ 
いぇこかぇすはす しかせあっぉくう ぇぉけ-
くぇきっくすう こさっょ けこぇしくけしす-
すぇ けす つっしすう こさっさっおぇくうは 
し きけぉうかくうすっ ゅさせこう う いぇ-
こかぇとぇくっすけ くぇ しぇくおちうう. 
╆ぇ こぇさおうさぇくっ  ゃ しうくは-

すぇ いけくぇ  しっ いぇおせこせゃぇす けす 
[╄‶-けゃっ う こぇゃうかうけくう  ゃ 
しなしっょしすゃけ つっすうさう さぇい-
かうつくう ゃうょぇ すぇかけくう: けす こけ 
40 う 80 しすけすうくおう - いぇ 30 
う ょけ 60 きうくせすう しなけすゃっす-
くけ, けす 1,20 かっゃぇ いぇ 1 ょけ 2 
つぇしぇ う 2 かっゃぇ いぇ こぇさおうくゅ 
けす 3 つぇしぇ.
 ╀かういけ 700 しぇ こぇさおけ-

ょぇ こさけゃっさはす ょぇかう しぇ しさっょ おなしきっすかううすっ ゃ かけ-
すぇさうはすぇ いぇ 2014 ゅけょうくぇ. ╇くそけさきぇちうは - ょぇかう 
しすっ しさっょ こっつっかうゃてうすっ, きけあっ ょぇ しっ すなさしう けす 
しぇえすぇ, けすおなょっすけ っ ういすっゅかっく そけさきせかはさなす しかっょ 
1-ゃう きぇえ ょけゅけょうくぇ. 
′ぇいぇょ ゃ  ゅけょうくうすっ おぇいぇくかなつぇくう しぇ しさっょ くぇえ- 

ぇおすうゃくうすっ ぉなかゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう ゃ かけすぇさうはすぇ 
“╆っかっくぇ おぇさすぇ” くぇょ 200 しぇ しこっつっかうすっ すぇおぇゃぇ 
しぇきけ いぇ こけしかっょくうすっ 10 ゅけょうくう. 
]さっょ すはた うきぇ う おなしきっすかうう, けすおぇいぇかう しっ ょぇ 

いぇきうくぇす いぇ ]すさぇくぇすぇ くぇ くっけゅさぇくうつっくうすっ ゃない-
きけあくけしすう ゃ こけしかっょくうは きけきっくす. ╋うくぇかぇすぇ 
ゅけょうくぇ くっ しぇ しすっゅくぇかう おせそぇさうすっ しう いぇ すぇき う 
しっきっえしすゃけ こっくしうけくっさう, こけこぇょくぇかう しさっょ おなし-
きっすかううすっ ゃ かけすぇさうはすぇ. 
╃け 1-ゃう ょっおっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ っ しさけおなす, ゃ 

おけえすけ ゃしっおう, おけえすけ あっかぇっ ょぇ けこうすぇ おなしきっすぇ 
しう ゃ くぇえ-こけこせかはさくぇすぇ かけすぇさうは いぇ っきうゅさぇくすう, 
きけあっ ょぇ  くぇこさぇゃう すけゃぇ. 
‶さっきうくぇかうすっ しうすけすけ くぇ かけすぇさうはすぇ すゃなさょはす, 

つっ ╀なかゅぇさうは っ っょくぇ けす しすさぇくうすっ ゃ 〈けこ 5 いぇ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう, し くぇえ-ゅけかはき ぉさけえ おなしきっすかうう 
ゃ かけすぇさうはすぇ “╆っかっくぇ おぇさすぇ”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

きっしすぇすぇ  くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお,  ゃかういぇとう ゃ す.くぇさ. „しうくは いけくぇ”, けこさっょっかっくぇ し  こさう-
っすぇすぇ けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ゅさぇょぇ くぇ 27-きう のかう す. ゅ. ′ぇさっょぉぇ わ30. ‶さっそっさっくちうう こさう 
こぇさおうさぇくっすけ う こさう いぇこかぇとぇくっすけ くぇ しすうおっさう  うきぇす うくゃぇかうょうすっ,  おぇおすけ う しかせあっぉくう ぇゃすけきけ-
ぉうかう くぇ さぇいかうつくう ぇゃぇさうえくう すったくうつっしおう しかせあぉう.
 ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ おさぇすおけゃさっきっくくけ こぇさおうさぇくっ くっ ゃぇあう いぇ こけつうゃくうすっ ょくう, し ういおかのつっくうっ くぇ 

しなぉけすうすっ, おけうすけ しぇ さぇぉけすくう.

              ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

ɏɪɨɧɢɤɚ
〈さう ちっくすなさぇ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ う 

っょくけ いぇとうすっくけ あうかうとっ いぇ ょっちぇ とっ しっ ういゅさぇょはす 
ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ さぇきおうすっ くぇ ょゃっ ゅけょうくう. 
╃ゃぇ けす ちっくすさけゃっすっ いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ ょっちぇ とっ しぇ 

ゃ おゃ. “╁ぇしうか ╊っゃしおう”, すさっすうはす, おぇおすけ う いぇとうすっくけすけ 
あうかうとっ, とっ しぇ  くぇ せかうちぇ “‶っすぬけ ╂ぇくうく” ゃ おゃ. “╇い-
すけお”.
 ╁しうつおう すっ とっ ゅさぇょはす くぇ すっさっくう, けぉとうくしおぇ しけぉ-

しすゃっくけしす, しなし しさっょしすゃぇ くぇ ¨‶ “[っゅうけくぇかくけ さぇいゃう-
すうっ”, おぇすけ つぇしす けす  ′ぇちうけくぇかくぇ こさけゅさぇきぇ いぇ ょっうく-
しすうすせちうけくぇかういぇちうは う ういゃっあょぇくっ けす うくしすうすせちううすっ 
くぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは. 
╁ くけゃうすっ ちっくすさけゃっ う いぇとうすっくけすけ あうかうとっ とっ しっ 

くぇしすぇくはす 12 ょっちぇ ょけ 3 ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, けしすぇくぇかうすっ 
きっしすぇ けす けぉとうは おぇこぇちうすっす - 38 ょっちぇ, とっ しぇ いぇ ょっちぇ 

くぇ ゃないさぇしす けす 3 ょけ 7 ゅけょうくう.  
 ]すけえくけしすすぇ くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ すさうすっ ちっくすなさぇ いぇ 

くぇしすぇくはゃぇくっ けす しっきっっく すうこ う いぇとうすっくけすけ あうかうとっ, 
いぇっょくけ し けぉけさせょゃぇくっすけ, っ 2 きかく. 379 たうか. 650 かっゃぇ, 
おぇすけ 85% けす すぇいう しせきぇ しぇ っゃさけこっえしおう しさっょしすゃぇ, ぇ 
けしすぇくぇかうすっ 15% しさっょしすゃぇ けす ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす. 
  『っくすさけゃっ, こけょけぉくけ う くぇ すっいう, おけうすけ こさっょしすけう ょぇ 

しっ ういゅさぇょはす ゃ ╉ぇいぇくかなお, とっ うきぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - 7 
ぉさけは う こけ っょうく ゃ 』うさこぇく う [ぇょくっゃけ. ′けゃうすっ ょけきけゃっ 
いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは すさはぉゃぇ ょぇ しぇ ゅけすけゃう ょけ おさぇは 
くぇ ぇゃゅせしす 2014 ゅけょうくぇ. 
 ′ぇょ 7 たうかはょう しぇ ょっちぇすぇ, ゅけかはきぇ つぇしす けす すはた し せゃ-

さっあょぇくうは, くぇしすぇくっくう ゃ さぇいかうつくう しけちうぇかくう ょけきけゃっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. 

〈┿

┿い しなき しこけおけえくぇ いぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇとけすけ  こけさすぇかうすっ くぇ „┿さしっくぇか” しぇ けすゃけさっくう う  さぇぉけすはす”, 
おぇいぇ  けとっ ]すけはくけゃぇ. 

 ╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお うきぇ ゃ すさせょけゃぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは くぇょ 10  ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, 
けす おけうすけ ょっしっす おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ そうさきっくぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”. 

』すか け はか つすか づ1

 ╇きっくくけ くっえくう ゃないこうすぇくうちう けすおさうたぇ こけ すさぇょうちうは う すぇいゅけょうてくうは ゅけかはき こさぇいくうつっく おけくちっさす 
くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか”, こさけょなかあうか ぉかういけ 3 つぇしぇ. 
 ′ぇ すさうぉせくぇすぇ しさっょ きっくうょあなさしおうは っおうこ いぇしすぇくぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかう  くぇ ょゃぇすぇ そうさきっくう  しうく

ょうおぇすぇ - ゃ かうちっすけ くぇ すったくうすっ こさっょしっょぇすっかう - くぇ ╉′]╀ ┿すぇくぇし 
╀けいけゃ う くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
[] くぇ ょゃぇすぇ しうくょうおぇすぇ くぇ ゅさぇょしおけ  くうゃけ, かうょっさなす くぇ 《っょっ
さぇちうはすぇ „╋っすぇかっかっおすさけ”  ┿しっく ┿しっくけゃ, ょなかゅけゅけょうてくうはす ゅっ
くっさぇかっく  ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”  ╇かうは ╂せくつっゃ, おぇおすけ う 
すさうきぇ けす ぉうゃてうすっ ぇさしっくぇかしおう  ょうさっおすけさう - ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ う ┿かっおしっえ  ╅っかっゃ. ╂けしすう くぇ ぇさしっくぇかしおうは  こさぇい
くうお ぉっ ちはかけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, こさっょこけつっ

かぇ ょぇ せゃぇあう し ちはかけしすくけ  こさうしなしすゃうっ こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
しなゃこぇょくぇか し  ゃうちっこさっきうっさしおぇ ゃういうすぇ う こぇさぇょ ゃ けぉかぇしすくうは  
ゅさぇょ. 
╁ しかけゃけすけ しう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 

ぉかぇゅけょぇさう くぇ ゃしうつおう  ぇさしっくぇかちう  いぇ せしうかうはすぇ,  けこすうきういきぇ う 
ゃしっけすょぇえくけしすすぇ,  し おけはすけ さぇぉけすはす いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ こさっょこさう

はすうっすけ.  〈けえ ういさぇいう う しこっちうぇかくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす  いぇ すさせょぇ う 
こさうくけしぇ  いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ そぇぉさうおぇすぇ  くぇ すぇいゅけょうてくうすっ  51  
こなさゃっくちう ゃ すさせょぇ.  „〈っ しぇ きくけゅけ こけゃっつっ,  くけ  しぇきけ すけかおけゃぇ 
きっしすぇ うきぇ ゃ ┿かっはすぇ くぇ こなさゃっくちうすっ”, おぇいぇ すけえ.
 ╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ゃしうつおう さぇぉけすっとう 

ゃ „┿さしっくぇか” う  くぇ すったくうすっ しっきっえしすゃぇ いぇ すなさこっくうっすけ ゃ すさせょ

くうすっ ゃさっきっくぇ う ういさぇいう ゃはさぇ う けこすうきういなき, つっ そぇぉさうおぇすぇ しなし 
134-ゅけょうてくぇ うしすけさうは は つぇおぇす こけ-ょけぉさう ゃさっきっくぇ. 
„┿い しなき けこすうきうしす, すさはぉゃぇ  う ゃうっ ょぇ ゃはさゃぇすっ ゃ ぉなょっとっすけ!”, 

おぇいぇ ╇ぉせてっゃ. 
]こっちうぇかくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく

かなお, ゅけかはきぇ つぇしす けす  おけうすけ しぇ ぇさしっくぇかちう, ういさぇいう  けす こさぇいくうつ
くぇすぇ すさうぉせくぇ おきっすなす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
〈は ぉかぇゅけょぇさう いぇ こけょおさっこぇすぇ う こさけそっしうけくぇかくけすけ けすくけてっくうっ 
おなき こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇょぇ う けぉとうくぇすぇ.  
╆ぇ ゃすけさぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ こさぇいくうつくうはす おけくちっさす くぇ „┿さしっ

くぇか” ぉっ ゃけょっく けす ╃さぇゅけきうさ ╃さぇゅぇくけゃ, ゃいさうゃうか こせぉかうおぇすぇ , 
う こけ-しこっちうぇかくけ ょぇきしおぇすぇ つぇしす けす くっは, し ういこなかくっくうはすぇ しう.  

《けかお ょうゃぇすぇ ぃくけくぇ /′っかう ╁かぇょっゃぇ/ - ょなとっさは くぇ ぇさしっくぇかちう, ゅさせこぇ „╂さぇきけそけく”, ぉぇかっすくぇ  
そけさきぇちうは „╃うゃぇ ょっくし”, すぇくちけゃうはす おかせぉ „╉うぇさぇ –′”, ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか”  う おせおっさう けす ╂けかは

きけ ╃さはくけゃけ ぉはたぇ せつぇしすくうちうすっ  ゃ こさぇいくうつくうは おけくちっさす. ‶け すさぇょうちうは, こさっょう くぇつぇかけすけ きせ, くぇ  
そうさきっくうは しすぇょうけく しっ うゅさぇたぇ  そうくぇかうすっ  けす こさぇいくうつくうすっ しこけさすくう すせさくうさう. 〈ぇいゅけょうてくうはす 
ぉっいしこけさっく こけぉっょうすっか ゃなゃ そせすぉけかぇ っ けすぉけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 1.

                                         ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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』あすそ ねそうかさ せあ てそうあ すみつてそ すそきか おあ つか といかおけ さそしさそ すひさあ けすあ せか つあすそ う ╆ひしえあちけみ, う ねあつてせそつて け う [あくあせしひさ
- ╂-あけ ╉うかうおつうっゃぇ, しかっょ 

5 ゅけょうくう せしこは かう うくしすう-
すせちうはすぇ, おけはすけ こさっょしすぇ-
ゃかはゃぇすっ, ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ 
さっぇかくけ こけかっいくぇ いぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ, ぇ くっ, おぇおすけ っ ゃ きぇ-
しけゃけすけ したゃぇとぇくっ いぇ くっは, 
ゃ うくしすうすせちうは けす すうこぇ „ぇさ-
きっくしおうはす こけこ”? ╂させぉけ っ, 
くけ いぇ きくけゅけ たけさぇ しっ こさうっ-
きぇ すけつくけ すぇおぇ. 
- ╆ぇ こっす ゅけょうくう ゅさぇあょぇくう-

すっ くぇせつうたぇ きはしすけすけ, おなょっすけ 
きけゅぇす ょぇ しっ けこかぇつぇす. ╇ょゃぇす, 
おぇいゃぇす しう ぉけかおうすっ, ゅけゃけさうき. 
╃させゅ っ ゃなこさけしなす いぇ おぇおゃけ 
すけつくけ しっ けこかぇおゃぇす. ╁ こけ-ゅけ-
かはきぇすぇ しう つぇしす  ゅさぇあょぇくうすっ, 
おけうすけ うょゃぇす こさう きっく, うきぇす 
くせあょぇ けす おけくしせかすぇちうは ゃ こけ-
しけおぇ おなき おけゅけ ょぇ しっ けぉなさくぇす, 
いぇ ょぇ しっ さってう こさけぉかっきなす うき.   

- … すけっしす うきぇす くせあょぇ けす 
おけくしせかすぇちうは, しなゃっすくうお, 
しなゃっす, せこなすゃぇくっ ? 
- 〈けつくけ すぇおぇ. ╁ きくけゅけ しかせ-

つぇう ぇい しなき こさけしすけ しなゃっすくうお, 
いぇ すけゃぇ おぇお ょぇ こけしすなこはす う 
おなき おけゅけ ょぇ しっ けぉなさくぇす. ╇ 
ゃなこさけしうすっ, し おけうすけ すっ うょゃぇす 
こさう きっく, くっ しぇ しぇきけ ゃなこさけ-
しう, おぇしぇっとう けすくけてっくうはすぇ うき 
し ¨ぉとうくぇすぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
ゃなこさけしう けす ゃしはおぇおなゃ さけょ: おぇ-
ぉっかくう う きけぉうかくう ょけしすぇゃつうちう, 
EVN, ╁う╉. ╉けゅぇすけ ゅさぇあょぇくすっ 
くっ しぇ こけかせつぇゃぇかう けすゅけゃけさ けす 
すっいう うくしすうすせちうう う しっ っ くぇかぇ-
ゅぇかけ ぇい ょぇ しっ けぉさなとぇき おなき 
すはた, ゃうくぇゅう しぇ けすゅけゃぇさはかう. 
′っ しぇ けすおぇいゃぇかう くぇ いぇこうすゃぇ-
くうはすぇ きう. ′っ っ ぉうかけ こさっくっ-
ぉさっゅゃぇくけ こうしきけ けす きけは しすさぇ-
くぇ. [ってぇゃぇかう しぇ ゃなこさけしうすっ う 
こさけぉかっきうすっ ゃ いぇゃうしうきけしす けす 
すけゃぇ ょぇかう うきぇ うかう くはきぇ すった-
くうつっしおぇ ゃないきけあくけしす.   

- ╉ぇおなゃ ういゃけょ きけあっ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃう けす すけゃぇ: つっ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ くっ いくぇはす こさぇゃぇすぇ 
しう う いぇすけゃぇ しっ けぉさなとぇす 
おなき ╁ぇし うかう つっ ╁うっ しすっ こけ-
かっしくうはす くぇつうく; つっ ぇぉょう-
おうさぇす けす こさけぉかっきぇ しう う ゅけ 
ょっかっゅうさぇす くぇ ╁ぇし, いぇ ょぇ ゅけ 
さってうすっ? ╇ ゃ すけいう しかせつぇえ 
くせあくぇ かう っ うくしすうすせちうはすぇ 
„¨ぉとっしすゃっく こけしさっょくうお”?
- ′っ すけつくけ, つっ くっ いくぇはす こさぇ-

ゃぇすぇ しう, ぇ こけ-しおけさけ くっ こけ-
いくぇゃぇす しすさせおすせさぇすぇ くぇ きっしす-
くぇすぇ ゃかぇしす, くっ いくぇはす おぇおゃう 
しぇ こさぇゃけきけとうはすぇ くぇ おきっすぇ う 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
う おぇおゃう くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
╁ きくけゅけ しかせつぇう くっ きけゅぇす ょぇ 
くぇこさぇゃはす さぇいかうおぇ. ╇ くっ しすぇ-
ゃぇ ょせきぇ いぇ ぇぉょうおうさぇくっ, くっ 
しなき しっ くぇっかぇ ょぇ ゃなさてぇ くっ-
つうは ょさせゅぇ さぇぉけすぇ. ╁なこさけしなす 
っ ゃ すけゃぇ, つっ ゅさぇあょぇくうくなす っ 
ぉうか おけくしせかすうさぇく おぇおゃけ ょぇ 
くぇこさぇゃう, おぇお ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう 
う おなき おけゅけ ょぇ しっ けぉなさくっ. ╇, 
ぇおけ くっ きせ しっ さってう ゃなこさけしなす, 
すけゅぇゃぇ すけえ ょぇ しっ けぉなさくっ おなき 
きっく う いぇっょくけ ょぇ さってうき おぇおゃけ 
ょぇ こさぇゃうき. ╇ けとっ くっとけ, こけ-
ゃないさぇしすくけすけ う しさっょくけすけ こけ-
おけかっくうっ くはきぇ ょぇ せしこっっき ょぇ 
くぇせつうき, くけ し きかぇょうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さぇぉけすう - し せつっくうちうすっ けす 
ゅけさくうは おせさし, いぇ こさぇゃぇすぇ うき 
くぇ っゃさけこっえしおう ゅさぇあょぇくう, いぇ 
ゅさぇあょぇくしおけすけ けぉとっしすゃけ, いぇ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, いぇ ちっくすさぇか-
くぇすぇ, いぇ ういぉけさうすっ う す.く. 〈さはぉ-
ゃぇ しぇきけ うくすっさっし う うくうちうぇすう-
ゃぇ けす しすさぇくぇ くぇ ょうさっおすけさうすっ 

くぇ せつうかうとぇすぇ. ‶さぇゃうかう しきっ 
すぇおうゃぇ しさっとう ゃ つぇしぇ くぇ おかぇし-
くうは ゃ ╋╂ „′. ¨ぉさっておけゃ”, ゃ ‶╂ 
„╇ゃ. 》ぇょあうっくけゃ”, ‶╂ 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.

- … ぇ しぇきうすっ うくしすうすせちうう 
しっ しなけぉさぇいはゃぇす し うくしすうすせ-
ちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ-
しさっょくうお? 
- ╃ぇ, しなけぉさぇいはゃぇす しっ う けすゅけ-

ゃけさはす くぇ こけしすぇゃっくうすっ けす きっく 
ゃなこさけしう う こさけぉかっきう. ¨すゅけゃぇ-
さはす すけつくけ, こけつすっくけ. 

- ′っ っ すぇえくぇ, つっ うくしすうすせ-
ちうはすぇ ¨きぉせょしきぇく っ うくしすう-
すせちうは いぇ さぇいゃうすうすっ  ょっきけ-
おさぇすうつくう ょなさあぇゃう, ぇ くっ 
いぇ ょなさあぇゃぇ おぇすけ くぇてぇすぇ, 
おなょっすけ ょっきけおさぇすうつくけしすすぇ 
う こさぇゃぇすぇ ゃ きくけゅけ けすくけてっ-
くうは しぇ かうてっくう けす しなょなさ-
あぇくうっ. ╉けきそけさすくけ かう しっ 
つせゃしすゃぇ つけゃっお, おけえすけ さぇぉけ-

すう すぇいう さぇぉけすぇ ゃ きぇかおぇ けぉ-
とうくぇ? ╉ぇお おけきせくうおうさぇすっ 

し きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, ょけおけかおけ 
っ せゃぇあぇゃぇくぇ うくしすうすせちうは-
すぇ ╁う? ¨しすぇくぇたきっ し せぉっあ-
ょっくうっすけ, つっ くはおぇお ゃしうつおう 
しっ けこうすゃぇたぇ  ょぇ ╁う うゅくけ-
さうさぇす, ょぇ ╁う こさっつぇす, ょぇ 
けきぇかけゃぇあぇす うくしすうすせちうはすぇ 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ. ¨しすぇくぇたすっ 
かう し せしっとぇくっすけ, つっ すけゃぇ, 
おけっすけ こさぇゃうすっ, っ ゃぇあくけ う 
いぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす?
- ╃ぇ, うくしすうすせちうはすぇ くぇ けき-

ぉせょしきぇくぇ っ いぇ さぇいゃうすうすっ ょっ-
きけおさぇちうう う すけゃぇ っ ゃうょくけ けす 
すっおしすぇ くぇ つか.21-ぇ けす ╆╋]╋┿, 
おけえすけ せさっあょぇ しなとっしすゃせゃぇくっ-
すけ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ-
くうお う おけえすけ っ こうしぇく くぇ おけ-
かはくけ. ┿ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃは, っ 
ゃぇあくけ. ╇ しすぇゃぇ はしくけ  こけ ゃさっ-
きっ くぇ けすつっすぇ きう, おけえすけ こさぇゃは 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ う しっ さぇいゅかっあょぇ 
けす ゃしうつおう こけしすけはくくう おけきうしうう 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁くぇしはかぇ 
しなき こさっょかけあっくうは ょけ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす いぇ こさけきっくう ゃ くけさ-
きぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ, うきぇ ゃいっすう 

すぇおうゃぇ こさっょゃうょ. ┿い しぇきぇすぇ 
しなき こうしぇかぇ すぇおうゃぇ, すぇおぇ つっ くっ 
しきはすぇき, つっ こけ けすくけてっくうっ う こけ 
かうくうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
うきぇ くはおぇおゃけ うゅくけさうさぇくっ くぇ 
うくしすうすせちうはすぇ くぇ けきぉせょしきぇ-
くぇ. ‶け-しおけさけ, しかっょ おぇすけ くっ しっ 
こけいくぇゃぇ  ょけぉさっ しなとくけしすすぇ くぇ 
うくしすうすせちうはすぇ, けすすぇき こさけうい-
すうつぇ う くはおぇおなゃ ゃうょ くっさぇいぉう-
さぇくっ くぇ ょっえくけしすすぇ, っょくけ けしけ-
ぉっくけ しなしすけはくうっ: せあ ゅけ うきぇ, ぇ 
こなお ゅけ くはきぇ. ‶け けすくけてっくうっ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ 
きうくぇかうは きぇくょぇす /ゃすけさうはす くぇ 
ゅ-く ╃ぇきはくけゃ/ こなさゃけくぇつぇかくけ 
ゃしうつおう ゃなこさけしう くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ う あぇかぉう ゅう ういこさぇとぇた ょけ 
くっゅけ. 〈っ しっ ぉぇゃったぇ ぉっいおさぇえ-
くけ きくけゅけ, くけ すけ くっ っ う すぇえくぇ, 
つっ こさう くっゅけ すさせょくけ ゃなさゃはたぇ 
ょけおせきっくすうすっ. 〈けゅぇゃぇ さっぇかくけ 
こさっしすぇくぇた ょぇ おけきせくうおうさぇき 
し くっゅけ う いぇこけつくぇた ょうさっおすくけ 
ょぇ けぉとせゃぇき しなし いぇき.-おきっすけ-

ゃっ, ょうさっおすけさう くぇ ょうさっおちうう, 
くぇつぇかくうお けすょっかう. ′っ きう っ けす-

╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ うょゃぇ おぇすけ 
ょっすしおぇ せつうすっかおぇ ゃ ぇさしっくぇかしおぇ
すぇ ゅさぇょうくぇ しかっょ しこっつっかっく おけく

おせさし. ╇ ゃっょくぇゅぇ せしっとぇ さぇょけしす
すぇ くぇ ちっかうは おけかっおすうゃ, おけえすけ え 
こけおぇいゃぇ, つっ すせお っ ょけぉさっ ょけてかぇ 
う うしすうくしおう あっかぇくぇ. ”╄ょゃぇ かう 
くはおけえ きけあっ う ょぇ っ ょけこせしおぇか 
おけかおけ すはしくけ っ しゃなさいぇくぇ さぇ
ぉけすぇすぇ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” し ょっえくけしすすぇ くぇ しぇ
きけすけ こさっょこさうはすうっ う くっゅけゃけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ”, さぇいしなあょぇゃぇ くぇ 
ゅかぇし ╃せくょぇおけゃぇ, さぇぉけすうかぇ すせお 
けす 1965-すぇ ょけ 1997-きぇ ゅけょう
くぇ. [けょうすっかう, さなおけゃけょうすっかう, 
さぇぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう くっ 
けすおぇいゃぇす くうすけ ゃっょくなあ, おけゅぇすけ 
ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ うきぇ くせあょぇ 
けす くっとけ - けす きぇかおう  さっきけくすう こけ 
ぉぇいぇすぇ う せさっょうすっ ゃ ゅさぇょうくぇすぇ 
ょけ おせこせゃぇくっすけ くぇ くけゃぇ すったくうおぇ 
う しすぇさすぇ くぇ くけゃけ しすさけうすっかしすゃけ. 
]こけきっくなす いぇ すけゃぇ けすかうつくけ しな
すさせょくうつっしすゃけ う ょくっし こさけしなか
いはゃぇ ╃せくょぇおけゃぇ, おけはすけ くぇゃさっ
きっすけ, こさっょ おけかっあおう けす ょさせゅう 
ゅさぇょうくう, ょけさう ういこうすゃぇかぇ うい
ゃっしすくけ くっせょけぉしすゃけ, つっ さぇぉけすう 
うきっくくけ ゃ ぇさしっくぇかしおぇすぇ, おなょっすけ 
こさけぉかっきう こさけしすけ くはきぇかけ. ╁しうつ
おう いぇゃけょう しっ ゃおかのつゃぇかう, とけき 
ょっちぇすぇ うきぇかう くせあょぇ けす くっとけ. 
╃ぇあっ こぇさくけすけ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇ
ょうくぇ っ くぇこさぇゃっくけ けす ぇさしっくぇか
ちう. ╄きけちうはすぇ けす せしっとぇくっすけ いぇ 
こけょおさっこぇ けすゃしはおなょっ いぇ せつうすっか
おうすっ うょゃぇかぇ う けす こけしさっとぇくっすけ 
くぇ ょうさっおすけさおぇすぇ ╋ぇさうは ‶っすさけ
ゃぇ. ′っえくぇすぇ しすさけゅけしす う こさっ
ょっかくぇ ゃいうしおぇすっかくけしす ゃ うきっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ ょぇかっつ くっ こさっつっかぇ くぇ 
ょけぉさうは すけく ゃ おけかっおすうゃぇ - すけつくけ 
けぉさぇすくけすけ: ゃしうつおう しっ しすぇさぇっかう 
ょぇ さぇぉけすはす ゃしっけすょぇえくけ, し かの
ぉけゃ, ょぇ ういきうしかはす ゃしっおう ょっく 
くっとけ くけゃけ う さぇいかうつくけ, いぇ ょぇ 
ういくっくぇょぇす ょっちぇすぇ, ょぇ くぇこさぇゃはす 
あうゃけすぇ うき ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
うしすうくしおう とぇしすかうゃ. ╇ くっ くぇ こけ
しかっょくけ きはしすけ - こけかっいっく いぇ すはた
くけすけ ぉなょっとっ. ╇ しっ こけかせつぇゃぇかけ. 
′ぇうしすうくぇ. ¨すかうつくぇすぇ ょうこかけきぇ 
くぇ ╃せくょぇおけゃぇ けす ‶かけゃょうゃしおうは 
せくうゃっさしうすっす, おぇおすけ う こさっしすうあ
くうはす おかぇし おゃぇかうそうおぇちうは, ょぇかう 
きくけゅけ, くけ くはおけう くっとぇ しっ せつぇす 
しぇきけ ゃ こさぇおすうおぇすぇ. ¨す ょうさっお
すけさおぇすぇ ‶っすさけゃぇ ╃せくょぇおけゃぇ 
う ょさせゅうすっ せつうすっかおう くぇせつうかう, 
つっ ょっちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけしさっ
とぇす くっこさっきっくくけ し せしきうゃおぇ, つっ 

こけいくぇくうは くぇ ょっちぇすぇ, ╃せく
ょぇおけゃぇ, し ぇおけさょっけく ゃ さなちっ 
うかう くぇ えけくうおぇすぇ, ゅう くぇせ
つうかぇ くぇ こっしくう けす おぇおゃう かう 
くっ っいうちう... 〈は けとっ しなくせ
ゃぇ しちっくうつくぇすぇ すさっしおぇ こさっょ 
ょっすしおうすっ すなさあっしすゃぇ..., けとっ 
しう こさうこはゃぇ う しこっちうぇかくけ 
くぇこうしぇくうすっ いぇ ぇさしっくぇかしおぇ
すぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ こっしくう こけ 
さぇいかうつくう こけゃけょう. ╇きぇかう しう 
ょぇあっ たうきく, うきぇかう しう う こっ
しっく いぇ こなさゃぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こさけゅさぇきぇ „]すなこおぇ こけ しすなこ
おぇ”, けしなとっしすゃっくぇ ゃ ょっすしおぇすぇ 
ゅさぇょうくぇ こけ うょっは くぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ  すけゅぇゃぇてっく ょうさっお
すけさ, しっゅぇ - おきっす くぇ ╉ぇいぇく
かなお. „╇きぇた くっゃっさけはすくうはす 
おなしきっす ょぇ さぇぉけすは し こさっおさぇし
くう ょうさっおすけさおう - ‶っすさけゃぇ, 
╃ぇつっゃぇ, ╃ぇさぇおつうっゃぇ, ]すけは
くけゃぇ, おけうすけ くう ぇきぉうちうさぇたぇ 
ょぇ さぇぉけすうき うくすっさっしくけ う くっ
すさぇょうちうけくくけ いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ”, しこけきくは しう ╃せく
ょぇおけゃぇ. ╆ぇっょくけ し おけかっあおう 
おぇすけ ╃さぇゅぇくしおぇ, ╃ぇきはくけゃぇ, 
╀けっゃぇ, 《けすっゃぇ, ]すっそぇくけゃぇ, 
‶っくっゃぇ, ╃けくつっゃぇ /”ょぇ くっ 
こさけこせしくぇ くはおけゅけ!”/, こさっゃさな
とぇかう さぇぉけすぇすぇ ゃ せょけゃけかしす
ゃうっ, ぉっい くうおけゅぇ いぇこかぇとぇくっ
すけ, こけ こさぇゃうかけ - くうしおけ, ょぇ っ 
ぉうかけ きけすうゃ いぇ こさうしなしすゃうっすけ 

ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ. 
╃ぇょっくぇすぇ かのぉけゃ, けつっゃうょくけ 

しっ ゃさなとぇ...
]うゅせさくけ いぇすけゃぇ, くぇしおけさけ 

こさう しさっとぇ し ╃ぇくつけ - くはおけ
ゅぇてっく きぇかつせゅぇく けす ょっすしおぇすぇ 

ゅさぇょうくぇ, „ょさせゅぇさおぇすぇ ╃せく
ょぇおけゃぇ” し きうかけ ういせきかっくうっ 
くぇせつぇゃぇ, つっ っょくぇ しくうきおぇ 
くうおけゅぇ くっ しかういぇ けす しすっくぇすぇ 
くぇ しすぇはすぇ きせ. ′うおけゅぇ. ]くうき
おぇすぇ, けす おけはすけ しっ せしきうたゃぇす 
╃ぇくつけ う かのぉうきぇすぇ せつうすっか

くうはすぇ, しぇ いぇさぇいっくう けす っくすせ
しうぇいきぇ くぇ しっゅぇてくぇすぇ おきっすう
ちぇ ”ょぇ さぇいつせこう きけょっかぇ, ょぇ 
さぇいゃうっ くけゃう うょっう...”.  ¨とっ 
こさっょう „]すなこおぇ こけ しすなこおぇ”, 
おなょっすけ しぇ こなさゃう ゃ ╉ぇいぇく
かなお, ゃ 『╃╂ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ 
さぇいさぇぉけすゃぇす つっかっく けこうす, けす 
おけえすけ しっ こけかいゃぇす う ょさせゅう おけ
かっあおう. ╁ ぇさしっくぇかしおぇすぇ ゅさぇ
ょうくぇ, くぇこさうきっさ, ゃしはおけ ょっすっ 
けす ゅさせこぇすぇ こけ おけくしすさせうさぇくっ 
うきぇ しけぉしすゃっく おけくしすさせおすけさ... 
╉ぇすけ しっ いくぇっ おけかおけ すさせょくけ 
しっ くぇきうさぇたぇ こけ けくけゃぇ ゃさっ
きっ ょっすしおうすっ おけくしすさせおすけさう う 
おけかおけ しおなこう ぉはたぇ, すせお けすくけ
ゃけ しっ ゃうあょぇ くぇきっしぇすぇ くぇ いぇ
ゃけょしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ... 
╃けぉさけすけ ゃ さぇぉけすぇすぇ けす けくけ

ゃぇ ゃさっきっ ╃せくょぇおけゃぇ けすつうすぇ 
う ゃなゃ ゃないきけあくけしすすぇ こさっこけ
ょぇゃぇすっかうすっ けす さぇいかうつくうすっ 
ょっすしおう いぇゃっょっくうは ょぇ けぉきっ
くはす こけしすけはくくけ けこうす ゃ さぇぉけ
すぇすぇ しう, くぇぉかのょぇゃぇえおう せさけ
ちう う こさぇおすうおう っょくう けす ょさせゅう. 
╀っいちっくくぇ いぇ ょっちぇすぇ っ う ぇぉしけ
かのすくぇすぇ ゅさうあぇ いぇ いょさぇゃっすけ - 
ょゃぇ こなすう ゅけょうてくけ しっ こさぇゃはす 
けぉかなつゃぇくうは, いぇおぇかはゃぇす しっ し 
ゃけょくう う しかなくつっゃう ぉぇくう こさっい 
かはすけすけ, ゃしっおう きっしっち ゅう こけしっ
とぇゃぇ いなぉけかっおぇさ, ういかういぇす くぇ 
ういかっすう う くぇぉかのょっくうは しさっょ 
こさうさけょぇすぇ, たけょうかう ょけさう ょけ 
ゅさぇくうちぇすぇ, おなょっすけ おぇつうかう 
ょっちぇすぇ くぇ ゃうておぇすぇ..., たさぇ
くぇすぇ しっ こけょぉうさぇ こけ しこっちうぇか
くけ きっくの. ╊うこしぇすぇ くぇ こさはしくけ 
きっしけ ょけさう ゃ っょうく ょっく ゃっょくぇ
ゅぇ しっ おけきこっくしうさぇ し ょけしすぇゃおう 
けす いぇゃけょしおけすけ しすけこぇくしすゃけ くぇ 
„┿さしっくぇか”, こけきくう ╃せくょぇおけ
ゃぇ. ]ゃっあうすっ いっかっくつせちう しぇ 
っあっょくっゃうっ. ┿ いぇ ょぇ しっ ょけ
こなかくう ゅさうあぇすぇ いぇ いょさぇゃっすけ 
う し ゅさうあぇ いぇ ゃないこうすぇくうっすけ ゃ 
ょけぉさう けぉくけしおう, ょっちぇすぇ たぇこ
ゃぇす こさう ぇぉしけかのすくけ しこぇいゃぇくっ 
くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ たさぇくっくっ ゃ 
さっしすけさぇくすうすっ - けす こさうぉけさうすっ 
ょけ こけょさっょぉぇすぇ くぇ きぇしぇすぇ...
╃ぇかう せつうすっかおぇすぇ しう ゃなさてう 

さぇぉけすぇすぇ し ょっちぇすぇ ょけぉさっ, しっ 
しかっょう しすさうおすくけ けす ょうさっお
すけさおぇすぇ ゃ ょくっゃくうおぇ し こかぇく-
おけくしこっおすう いぇ ょっくは, おなょっすけ 
ょっく こけ-さぇくけ しっ けこうしゃぇ ゃしはおぇ 
しすなこおぇ くぇ けぉせつっくうっすけ う ゃない

こうすぇくうっすけ - けす せさけちうすっ ょけ 
さぇいこけかけあっくうっすけ くぇ ょっちぇすぇ 
こけ おうかうきつっすけ...     

„╄ょうく あうゃけす!...” - すぇおぇ こさけしすけ, くけ し きくけゅけ ゃかけあっくぇ っきけちうは, けこさっょっかは ゅけょう-
くうすっ くぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ くぇ „┿さしっくぇか” ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ. „′っ 
しなき うきぇかぇ くうおぇおゃけ さぇいょゃけっくうっ, くぇこさけすうゃ - ゃうくぇゅう しなき つせゃしすゃぇかぇ, つっ しなき くぇ 
すけつくけすけ きはしすけ, つっ しなき  こけこぇょくぇかぇ ゃ [ぇは...”. 
] せしっとぇくっすけ, つっ しっ しさっとぇき し つけゃっお, いぇ おけゅけすけ せつうすっかしすゃぇくっすけ っ こさういゃぇくうっ, 

しなき しうゅせさくぇ, つっ „ょさせゅぇさおぇすぇ ╃せくょぇおけゃぇ”, おぇおすけ こけきくはす しすけすうちうすっ おぇいぇくかな-
つぇくう しゃけはすぇ ょっすしおぇすぇ せつうすっかおぇ けす 『╃╂ „┿ゃさけさぇ”, こけ-おなしくけ „╀せさぇすうくけ”, ょぇかっつ 
くっ こさっせゃっかうつぇゃぇ. ╆ぇとけすけ, すけつくけ すぇおぇ, おぇおすけ ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ ょっすしおぇ せつうすっか-
おぇ こけいくぇゃぇ こけ けつうすっ う せしきうゃおぇすぇ こけさぇしくぇかうすっ ょくっし ょっちぇ, しゃけう ゃないこうすぇくうちう, 
すけつくけ すぇおぇ - こけ けつうすっ う せしきうゃおぇすぇ, ぇい さぇいこけいくぇゃぇき せ くっは けぉうつすぇ. ¨ぉうつすぇ おなき 
さぇぉけすぇすぇ し ょっちぇすぇ, こさう すけゃぇ - うきっくくけ ょっちぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, いぇとけすけ, おぇおすけ 
╃せくょぇおけゃぇ おぇいゃぇ: ”′うとけ う くうおけゅぇ くっ しきっ こさぇゃうかう ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, ぉっい 
ょぇ しっ せしっとぇきっ おぇすけ つぇしす けす „┿さしっくぇか”. ′ぇ こさぇゅぇ くぇ こけつすう 80-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
くぇ くぇえ-しすぇさけすけ そうさきっくけ ょっすしおけ いぇゃっょっくうっ せ くぇし くっ きけあっ ょぇ くっ しう おぇあっき 
けくけゃぇ, おけっすけ きう おぇいゃぇ ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ: ”〈けかおけゃぇ ゅけかはきぇ, すけかおけゃぇ こなかくぇ う 
ょなかゅぇ うしすけさうは...!”
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╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ (ゃすけさぇすぇ けす かはゃけ くぇ ょはしくけ)
し おけかっゅう う ゃないこうすぇくうちう くぇ 『╃╂ „┿ゃさけさぇ“

] おけかっゅう しさっょ すはた う ょくってくうはす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ (こさぇゃぇすぇ くぇえ ゃ ょはしくけ)

おけゅぇすけ けす くはおなょっ しっ くけしう 
ょっすしおう こかぇつ, くはおけは せつう
すっかおぇ くっ しう っ しゃなさてうかぇ 

ょけぉさっ さぇぉけすぇすぇ, つっ くうおけゅぇ 
っょくぇ せつうすっかおぇ くっ きけあっ ょぇ 
しう こけいゃけかう こさっょ ょっすしおうすっ 
けつう ょぇ ぉなょっ すなあくぇ うかう ぉっい 
おけこつっ くぇ ょさったぇすぇ... ╉さぇしけ

すぇすぇ せつうすっかおぇすぇ すさはぉゃぇかけ 
ょぇ ういかなつゃぇ くぇゃしはおなょっ う 
ゃうくぇゅう - う し ゃなくてくうは しう 
ゃうょ, う し けくけゃぇ, おけっすけ こさぇ
ゃう.  

„′うっ くっ けすうゃぇたきっ
くぇ さぇぉけすぇ, けすうゃぇたきっ

ょぇ すゃけさうき!” 

╁ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ せつう
すっかおうすっ けす けくけゃぇ ゃさっきっ 
しぇ „うしすうくしおう そせさうう”, さぇい
おぇいゃぇ ╃せくょぇおけゃぇ. ╇ けとっ: 
”╀はたきっ ぇおすさうしう!”. 〈けゃぇ 
かうつう くっ しぇきけ けす しくうきおうすっ 
し きぇしおっくう けぉかっおかぇ: せつう
すっかおう - しくっあぇくおう; せつう
すっかおう - ╀ぇぉう ╋っちう; ╀ぇぉう 
╋ぇさすう... 〈ゃけさつっしおうはす ょせた 
くぇょくうつぇ けす いぇこっつぇすぇくうは 
ゃ つっさくけ-ぉはかけ ゃないすけさゅ くぇ 
しすけすうちう ょっちぇ ゃ こぇくょっかおう う 
ゃしっゃないきけあくう おけしすのきう こけ 
ょっしっすおう すなさあっしすゃぇ, けすおさう
すう せさけちう, さけあょっくう ょくう..., 
きぇくうそっしすぇちうう, ょぇあっ  - こけ
しさっとぇくっ くぇ つせあっしすさぇくくう 
ょっかっゅぇちうう. ╆ぇとけすけ ゃ „┿さ
しっくぇか” ぉうかけ つっしすぇ こさぇお
すうおぇ つせあょうすっ ゅけしすう ょぇ しっ 
ゃけょはす ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, 
し おけはすけ ゃしうつおう しっ ゅけさょっ
はす. ╆ぇすけゃぇ, ゅさうあっえおう しっ 
いぇ きせいうおぇかくぇすぇ おせかすせさぇ う 

おぇ, ╃せくょぇおけゃぇ くっ こけきくう, くけ 
っょくけ こけさぇしくぇかけ ょっすっ しう は 
ゅかっょぇ ゃしっおう ょっく. 『はか あうゃけす.  
] ぉけかおうすっ くぇ ょくってくけすけ ゃさっ

きっ, ゃないこうすぇかぇ すけかおけゃぇ おぇ
いぇくかなておう ょっちぇ, ╃せくょぇおけゃぇ, 
おぇすけ ゃしっおう ぉなかゅぇさうく, すなあう, 
つっ きくけゅけ けす すはた, おぇすけ ╃ぇくつけ, 
ゃっつっ くっ しぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇすけ
ゃぇ し くぇょっあょぇ, ゃうあょぇえおう しかせ
つぇえくけ しさっょ しくうきおうすっ-しこけきっ
くう ういこうしぇく いぇ きぇくうそっしすぇちうは 
かけいせくゅ: ”╃っちぇすぇ しぇ いかぇすくうはす 
そけくょ くぇ [けょうくぇすぇ!”, ╃けくおぇ 
╃せくょぇおけゃぇ きう おぇいゃぇ: ”╇しおぇ 
きう しっ う ょくっし ょぇ ぉなょっ すぇおぇ...”.  

╁ ┿さしっくぇかしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
しぇ こなさゃけこさけたけょちう 

¨とっ こさっい 70-すっ ゅけょうくう くぇ 
20-すう ゃっお ゃいうきぇす ょっちぇすぇ し 
ぇゃすけぉせし けす おゃぇさすぇかうすっ, おな
ょっすけ あうゃっはす. 〉しきうたくぇすぇ せつう
すっかおぇ ゅう こけっきぇ けす ぉかういおうすっ 
うき くぇ ゃさぇすぇすぇ くぇ ぇゃすけぉせしぇ 
ゃ 7 しせすさうくすぇ う ゅう こさうょさせ
あぇゃぇ ょうさっおすくけ ょけ ゅさせこぇすぇ. 
‶うけくっさしおうすっ ょっえしすゃうは こさけ
ょなかあぇゃぇす ゃなゃ ゃさっきっすけ. ╁ 
„]すなこおぇ こけ しすなこおぇ” きけょっかなす 
くぇ けぉせつっくうっ う ゃないこうすぇくうっ 
しっ さぇいつせこゃぇ すけすぇかくけ う ょっ
ちぇすぇ いぇ こさなゃ こなす ういかういぇす けす 
きぇしけゃおぇすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ - しぇきう 

ういぉうさぇす おなすけゃっすっ, おなょっすけ 
ょぇ こさっおぇさゃぇす ゃさっきっすけ しう ゃ 
いぇくうきぇかくはすぇ, こさっゃなさくぇかぇ 
しっ っょくけゃさっきっくくけ ゃ おせたくは, 
すゃけさつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは うかう 
たせょけあっしすゃっくけ ぇすっかうっ. ‶さけ

ゅさぇきぇすぇ, ょけゃっょっくぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお けす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, っ 
うしすうくしおけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ 
いぇ せつうすっかおうすっ, いぇとけすけ すぇおぇ 
しっ さぇぉけすう こけ-すさせょくけ. ′け 
ゃしうつおう, ょけさう きぇえおうすっ, おけうすけ 
うょゃぇす こけ ゃさっきっ くぇ いぇくうきぇ

〈は っ けす けくっいう たけさぇ, おけうすけ うきぇす つっしすすぇ う けさうしうはすぇ ょぇ しぇ こなさゃけこさけたけょちう. ¨す すはた ょぇ 
いぇこけつゃぇ. ′けゃけすけ, ‶さけきはくぇすぇ, 〈させょくけすけ. [ぇいかうつくけすけ. ╃ぇ こさぇゃはす こなさすうくぇすぇ.  
╇ こぇさぇかっかくけ し すけゃぇ うきぇ とぇしすうっすけ ょぇ っ けす けちっかはゃぇとうすっ ゃうょけゃっ. ╉けかおけすけ う ょぇ ゅう 

ぉうっ ╅うゃけすなす. ′はおぇお… ういくういゃぇす しっ うい あうすっえしおうすっ かぇぉうさうくすう, しなぉうさぇす しっ う… こさけ-
ょなかあぇゃぇす くぇこせお くぇ っょさうすっ おぇきなくう, おけうすけ しっ しうこはす こけ ゅかぇゃうすっ うき. ╅うゃけすなす え っ ぉっ-
かはいぇく けす さぇいくけかうおう しなぉうすうは う くぇえ-ゃっつっ けす さぇぉけすぇ. ╋くけゅけ. ╁ しかせあぉぇ くぇ たけさぇすぇ. ′っ 
っ けす うょっぇかうしすうすっ, くけ けこさっょっかっくけ っ しけちうぇかっく すうこ, けすゅけゃけさっく いぇ しなょぉうすっ くぇ たけさぇすぇ. 
‶さけそっしうはすぇ え くぇ うくあっくっさ けす すっあおうすっ ゃけっくくう しこっちうぇかくけしすう は こさぇゃう う ゃけえくうお ゃ 

あうゃけすぇ. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ ′╇〈╇, ゃ ╆ぇゃけょ 4 くぇ „┿さしっくぇか”, ゃ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなお.  ¨すゅかっょぇかぇ っ ょゃっ こけさぇしくぇかう ゃっつっ ょっちぇ - しうく う ょなとっさは, こさっゃなさくぇ-
かぇ しっ っ ゃ っきぉかっきぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ ういぉけさう う ゃ „つけゃっおなす-ういぉけさう” いぇさぇょう ょなかゅうは 
しう けこうす くぇ ういぉけさょあうは. ╁ ぉうけゅさぇそうはすぇ しう うきぇ う けこうす ょぇ しすぇくっ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しすうゅくぇか ょけ こけしかっょくぇすぇ こさぇゃぇ こさっょう そうくぇかぇ. ╆ぇさぇょう っょくぇすぇ しなゃっしす, つっしす う いぇさぇょう 
っょくけすけ… こさっょぇすっかしすゃけ. 
〈さう きぇくょぇすぇ っ しっおさっすぇさ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, さぇぉけすうかぇ っ し すさうきぇ おきっすけゃっ. ] こけ-

しかっょくうは くっ いぇゃすけさゃぇ きぇくょぇす. 〈さなゅゃぇ しう  こけ かうつっく ういぉけさ う し ゃはさぇすぇ, つっ しかっょゃぇ くっとけ 
こけ-ょけぉさけ. 〈け うょゃぇ, くけ しかっょ ゅけょうくぇ. ]なょぉぇすぇ は ょぇさせゃぇ し うしすけさうつっしおう てぇくし - ょぇ いぇ-
こうてっ うきっすけ しう  ゃ きっしすくぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ うしすけさうは おぇすけ こなさゃうは けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお 
/けきぉせょしきぇく/ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╉ぇいぇくけ うくぇつっ: つけゃっおなす – あぇかぉう うかう つけゃっおなす-こぇいぇつ くぇ 
こさぇゃぇすぇ, しゃけぉけょうすっ, くぇさっょぉうすっ う いぇおけくうすっ. ╉ぇおすけ こうてっ ゃ ょっぉっかうすっ おくうゅう.  
〈なさしはす は いぇ おぇおゃけ かう くっ. 
╆ぇ ょぇ しかせあう くぇ たけさぇすぇ う すったくうすっ うくすっさっしう, くぇこせしおぇ っょくぇ けす ゅけかっきうすっ しう かのぉけゃう 

う おぇせいう: こさっおさぇすはゃぇ 35-ゅけょうてくけすけ しう  つかっくしすゃけ ゃ ╀]‶.  
¨す こけいうちうはすぇ くぇ ゃさっきっすけ え っ すさせょくけ ょぇ ゅけゃけさう いぇ あっさすゃぇすぇ う しきうしなかぇ. 
 ‶けっきぇ くけゃうは しう こけしす し きぇくょぇす けす 5 ゅけょうくう. ╇ こけくっあっ ゃさっきっすけ っ くっせきけかうきけ う こさけ-

すうゃくけ くぇ くぇてうすっ こさっょしすぇゃう いぇ  くっゅけ, くはおぇお  しっ ういくういゃぇ ぉなさいけ. ¨しけぉっくけ, ぇおけ ょっくはす 
すう っ こさっかはか けす しさっとう う たけさしおう こさけぉかっきう. 〈ぇおぇ くっせしっすくけ ういすっつっ すけえ う いぇ こなさゃうは 
けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. ]かっょゃぇ ういぉけさ くぇ くけゃ. 〈けえ っ ゃ さなちっすっ う 
しなゃっしすすぇ くぇ 25 けす 37-すっ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇ くぇ しこっちうぇかくぇ ゃさっ-
きっくくぇ おけきうしうは こけ こけょぉけさぇ. 
  ╁ こぇせいぇすぇ きっあょせ っきけちうう う しすさぇしすう,  きっあょせ さぇゃくけしきっすおう, こかぇくけゃっ う くぇょっあょう - 

っょうく くっこさうくせょっく さぇいゅけゃけさ し けきぉせょしきぇくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ. 

おぇいゃぇくけ けす すはたくぇ しすさぇくぇ しな-
ょっえしすゃうっ うかう こけきけと. ╉けゅぇすけ 
っ すさはぉゃぇかけ, しきっ しっ しさっとぇかう 
う し ゅさぇあょぇくうすっ. ╇きぇかう しきっ 
くけさきぇかくぇ おけきせくうおぇちうは こけ 
けすくけてっくうっ こさけぉかっきうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ う しきっ すなさしうかう 
さってぇゃぇくっ くぇ すっいう ゃなこさけしう. 

- ╆ぇとけ くはきぇ ょっぉぇすう, おけ-
ゅぇすけ しっ こさうっきぇ ╁ぇてうはす けす-
つっす ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ 
ゅさぇょぇ? 
- ′はきぇ ょっぉぇすう, いぇとけすけ さっぇか-

くけ ゃしうつおう こけしすけはくくう おけきうしうう 
くぇ ]なゃっすぇ しぇ ゅけ さぇいゅかっあょぇかう, 
こうすぇかう, いぇょぇゃぇかう しぇ きう ゃな-
こさけしう いぇ おけくおさっすくう くっとぇ う 
しなき ょぇゃぇかぇ けすゅけゃけさ. ‶け すぇいう 
こさうつうくぇ くっ しっ さぇいゃうゃぇ ょっ-
ぉぇす くぇ しぇきけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ′っ きうしかは, 
つっ くっ うき っ うくすっさっしくけ. ′ぇこさけ-
すうゃ: ゃ すけいう ¨ぉとうくしおう しなゃっす, 
ゃ しなしすぇゃぇ くぇ おけえすけ うきぇ きくけゅけ 
くけゃう う いぇ こなさゃう こなす しなゃっす-
くうちう, ゃうょはた おぇおなゃ うくすっさっし 
こさけはゃうたぇ すっ おなき さぇぉけすぇすぇ くぇ 
けきぉせょしきぇくぇ. ╆ぇょぇゃぇたぇ おけく-
おさっすくう ゃなこさけしう, こうすぇたぇ いぇ 
きくけゅけ くっとぇ, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ 
つっ しぇ こさけつっかう きぇすっさうぇかぇ. 

- ╉ぇお ういゅかっあょぇ さぇぉけすぇすぇ 
╁う こさっい こさういきぇすぇ くぇ つうし-
かぇすぇ いぇ すっいう 5 ゅけょうくう? ╉けえ 
っ くぇえ-しっさうけいくうはす こさけぉかっき 
いぇ おぇいぇくかなつぇくう, こけゅかっ-
ょくぇす けす ╁ぇてっすけ ぉのさけ? 
- 』うしかぇすぇ くっ しぇ くぇえ-ゃぇあくう-

すっ. ╁ぇあくけすけ っ たけさぇすぇ, うょゃぇえおう 
すせお, ょぇ しう すさなゅゃぇす せょけゃかっすゃけ-
さっくう うかう こけくっ し きけっ しなょっえ-
しすゃうっ ょぇ うき っ しゃなさてっくぇ さぇ-
ぉけすぇ うかう ょぇ しぇ おけくしせかすうさぇくう 
こさぇゃうかくけ. ┿ つっ うきぇ う くっょけゃけか-
くう ゅさぇあょぇくう, うきぇ. 』っしすけ すけゃぇ 
っ, いぇとけすけ たけさぇすぇ くっ しぇ ぉうかう 
こさぇゃう う しぇ うしおぇかう ゃなこさけしなす 
ょぇ しっ さってう おぇおすけ すっ きうしかはす, 
つっ すさはぉゃぇ う つっ すぇおぇ っ しこさぇ-
ゃっょかうゃけ. 〈せお ゃっつっ いぇとうすぇゃぇき 
こさぇゃけすけ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ. 
╇ ゃしっ こぇお, ょぇ おぇあっき, つっ こさっい 
すっいう 5 ゅけょうくう くぇょ 900 ょせてう しぇ 
うょゃぇかう こさう けぉとっしすゃっくうは こけ-
しさっょくうお ょぇ しこけょっかはす こさけぉかっ-
きうすっ しう, こけ くぇょ 700 けす すはた しなき 
けぉさぇいせゃぇかぇ こさっこうしおう, さってっくう 
しぇ こけゃっつっ けす 500. ╂さぇあょぇくうすっ 
しっ けぉさなとぇす おなき きっく こけ ゃな-
こさけしう, しゃなさいぇくう しなし しけちうぇか-
くう ょっえくけしすう,すさせょけゃけ-こさぇゃくう 
ゃなこさけしう, ゃなこさけしう けす しそっさぇすぇ 
くぇ ╁う╉, いぇ きけぉうかくう けこっさぇすけ-
さう, きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, きっしすくぇ-
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, こさけぉかっきう 
くぇ っおけかけゅうはすぇ, いっきっょっかうっすけ, 
すさぇくしこけさすぇ, ぉかぇゅけせしすさけえ-
しすゃけすけ, すなさゅけゃしおぇすぇ ょっえくけしす, 
せしすさけえしすゃけすけ くぇ すっさうすけさうは-
すぇ, きっしすくうすっ ょぇくなちう う すぇおしう, 
ぉっいょけきくうすっ おせつっすぇ, しきっすけしな-
ぉうさぇくっすけ う しきっすけういゃけいゃぇくっすけ, 
せかうつくけすけ けしゃっすかっくうっ, ょせこおうすっ 
こけ せかうちうすっ… さぇいかうつくう ゃなこさけ-
しう. ╋くけゅけ ゃなこさけしう うきぇてっ う こけ 
っすぇあくぇすぇ しけぉしすゃっくけしす う ういぉけ-
さうすっ, こけ こさっぉさけはゃぇくっすけ. ╇ ょけ 
ょっく ょくってっく うょゃぇす こさう きっく いぇ 
おけくしせかすぇちうう こけ ういぉけさうすっ.   

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╆ぇ くっさってっくうすっ ゃなこさけしう, 
くぇしかっょしすゃけすけ いぇ しかっょゃぇ-
とうは きぇくょぇす う っきけちうはすぇ 
╀]‶ - こさけょなかあっくうっすけ つっ-
すっすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ.
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

╅『』╊〉╅]を¨,
╈『¨╋╅【╅ ′╅ ╇╅』 ╊ 』》╊を¨╅]〉╅! 

╇]╊′╊ ╇ 』¨]╅ 
„』¨〉っ【╅“ ′《〉╅〉《╇ ぃ╅〉』 ′╅

„′╊]╊〉╅ [╅『【╅“

╅‶〉ぅ╅‶〉 – ╈╊〉¨╅]〉¨っ【 ぁ】╉╅[
]おさけきくけしすすぇ くぇ ゅっくうは.
]かぇゃぇすぇ くぇ ┿えくとぇえく ょけしすう-

ゅぇかぇ ゃさなた しかっょ ゃさなた. ′っいぇ-
ゃうしうきけ けす すけゃぇ, すけえ ゃうくぇゅう 
しう けしすぇゃぇか しおさけきっく, ょけしすな-
こっく う くっこさっすっくちうけいっく つけ-
ゃっお, し こけおけさはゃぇとけ けぉぇはくうっ, 
ぉっいきっさくぇ ょけぉさけすぇ う こさっゃない-
たけょくけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ╆ぇ 
こけつせょぇ くぇ ぇきっさうおぇくちうすっ, 
すけえ くはきぇか ょけさう ぇゃすけきけぉうか 
う すっかっゃういけさ. ′っしこさぇゃっょかう-
ゃけしすすぇ う かなあぇすぇ ゅけ ょけおぇさゃぇ-
かう ょけ はさけしす.
‶さっい 1929 ゅ. しゃっすなす てせきくけ 

けすぉっかはいぇか 50-すぇすぇ ゅけょうてくう-
くぇ くぇ ┿えくとぇえく. ぃぉうかはさなす 
くっ ゃいっか せつぇしすうっ ゃ すなさあっ-
しすゃぇすぇ, しおさうか しっ ゃなゃ ゃうかぇすぇ 
しう おさぇえ ‶けすしょぇき, おなょっすけ し 
せゃかっつっくうっ けすゅかっあょぇか さけいう う 
おなょっすけ こさうっきぇか しゃけうすっ こさう-
はすっかう - ょっえちう くぇ くぇせおぇすぇ う 
おせかすせさぇすぇ.                                                                     

╁なくてくうはす ゃうょ.

┿えくとぇえく うきぇか おぇそはゃけ こぇか-
すけ, し おけっすけ こけつすう くうおけゅぇ くっ 
しっ さぇいょっかはか, ょけさう しかっょ おぇすけ 
すけ しなゃしっき けしすぇさはかけ. ╉けゅぇすけ 
けとっ くっ ぉうか ういゃっしすっく, ゅけ こけ-
こうすぇかう: „╂けしこけょうく ┿えくとぇえく, 
くはきぇ かう ょぇ しう しきっくうすっ こぇか-
すけすけ?” „』っ いぇとけ, - けすゃなさくぇか 
せつっくうはす, - きっく くうおけえ くっ きっ 

こけいくぇゃぇ”. ╉けゅぇすけ しすぇくぇか うい-
おかのつうすっかくけ こけこせかはさっく, こぇお 
ゅけ こけこうすぇかう くはきぇ かう くぇえ-
こけしかっ ょぇ しう しきっくう こぇかすけ-
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すけ. 〈けえ けすゃなさくぇか: „╇ いぇとけ? 
╁っつっ ゃしうつおう きっ こけいくぇゃぇす!” ╁ 
いさっかうすっ しう ゅけょうくう ┿えくとぇえく 
けぉうおくけゃっくけ しっ こけはゃはゃぇか ゃ 
かのぉうきうは しう けぉうおくけゃっく う すけ-
こなか こせかけゃっさ う し さぇいさけてっくう 
おけしう う くぇこなかくけ こけおさうゃぇか 
けぉさぇいぇ くぇ „さぇいしっはくうは こさけ-
そっしけさ”. “╁っょくなあ とけき けしない-
くぇって, つっ ゃしっかっくぇすぇ しっ さぇい-
てうさはゃぇ ゃ くうとけすけ, ょぇ くけしうて 
さぇえっ しすぇゃぇ けすくけしうすっかくけ かっし-
くけ” - おぇいゃぇ ┿えくとぇえく ゃ けす-
ゅけゃけさ くぇ くっつうえ せこさっお, つっ っ 
けぉかっつっく くっこけょたけょはとけ.   

′っゃっさけはすくけすけ つせゃしすゃけ いぇ 
たせきけさ.

╉けゅぇすけ こけこうすぇかう ┿えくとぇえく 
おなょっ しっ くぇきうさぇ かぇぉけさぇすけさう-
はすぇ きせ, すけえ こけしけつうか こうしぇか-
おぇすぇ しう. 
╄ょくぇ こけいくぇすぇ くぇしすけえつうゃけ 

きけかうかぇ ┿かぉっさす ┿えくとぇえく ょぇ 
え しっ けぉぇょう こけ すっかっそけくぇ: „′け 
くけきっさなす っ ょけしすぇ ゅけかはき, いぇすけ-
ゃぇ ╁う きけかは いぇこうてっすっ しう ゅけ - 
24-361”. „╉ぇおゃけ しかけあくけ うきぇ 
すせお? - せつせょうか しっ ┿えくとぇえく. - 
╃ゃっ ょせいうくう う 19 くぇ おゃぇょさぇす”. 
』っしすけ ゅけ こうすぇかう: おぇお すけつくけ 

くぇ くっゅけ きせ しっ っ せょぇかけ ょぇ しない-
ょぇょっ すっけさうはすぇ くぇ けすくけしうすっか-
くけしすすぇ. ‶けかせしっさうけいくけ, こけかせ 
くぇ てっゅぇ, すけえ けすゅけゃぇさはか: 

„]すさせゃぇ きう しっ, つっ こさうつうくぇ-
すぇ っ ゃ しかっょくけすけ. ′けさきぇかくうはす 
ゃないさぇしすっく つけゃっお ういけぉとけ くっ 
しっ いぇきうしかは くぇょ こさけぉかっきぇ いぇ 

こさけしすさぇくしすゃけすけ う ゃさっきっすけ, 
すなえ おぇすけ っ きうしかっか いぇ すけゃぇ 
けとっ ゃ ょっすしすゃけすけ. ╇くすっかっおすせ-
ぇかくけ ぇい しっ さぇいゃうゃぇた すけかおけゃぇ 
ぉぇゃくけ, つっ こさけしすさぇくしすゃけすけ 
う ゃさっきっすけ いぇこけつくぇたぇ ょぇ きっ 
いぇくうきぇゃぇす っょゃぇ ゃ くぇこさっょくぇ-
かぇ ゃないさぇしす う, っしすっしすゃっくけ, ぇい 
きけあった ょぇ ゃくうおくぇ ゃ こさけぉかっ-
きぇ こけ-ょなかぉけおけ, けすおけかおけすけ 
っょくけ ょっすっ.”                                                                                                                       

╆ぇ しくうきおぇすぇ し ういこかっいっ-
くうは っいうお.

〈ぇいう いくぇきっくうすぇ しくうきおぇ 
ぉうかぇ くぇこさぇゃっくぇ ゃ ょっくは くぇ 
72-は さけあょっく ょっく くぇ ┿えく-
とぇえく ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ くぇ-
たぇかしすゃけすけ くぇ あせさくぇかうしすうすっ 
う そけすけゅさぇそうすっ. ╉けゅぇすけ っょうく 
けす そけすけゅさぇそうすっ いぇ おけえ かう 
こなす こけきけかうか ┿えくとぇえく „ょぇ 
しっ せしきうたくっ ゃ おぇきっさぇすぇ”, すけえ 
きせ こけおぇいぇか っいうおぇ しう. ┿えく-
とぇえく こけょぇさうか しくうきおぇすぇ くぇ 
しゃけは こさうはすっか – あせさくぇかうしすなす 
》けゃぇさょ ]きうす, おぇすけ は くぇょこう-
しぇか: ”〈ぇいう いぇおぇつかうゃぇ ゅさうきぇ-
しぇ っ ぇょさっしうさぇくぇ おなき ちはかけすけ 
つけゃっつっしすゃけ.” ‶さっい 2009 ゅ. ゃ 
′の 》っきこてうさ っょくぇ けす ょっゃっす-
すっ けさうゅうくぇかくう しくうきおう ぉうかぇ 
こさけょぇょっくぇ いぇ 74 たうかはょう ょけ-
かぇさぇ.

‶けしかっょくう ょくう. ]きなさすすぇ.

╁ おさぇは くぇ あうゃけすぇ しう ┿えく-
とぇえく せしこはか ょぇ そけさきせかうさぇ 
しゃけはすぇ ちっくくけしすくぇ しうしすっきぇ: 
„╇ょっぇかうすっ, おけうすけ けしゃっすはゃぇ-
たぇ こなすは きう う きう ゃょなたゃぇたぇ 
しきっかけしす う きなあっしすゃけ, しぇ ょけ-
ぉさけすけ, おさぇしけすぇすぇ う うしすうくぇ-
すぇ”. ‶さっい 1955 ゅ. いょさぇゃっすけ 
きせ さはいおけ しっ ゃかけてぇゃぇ. ┿えく-
とぇえく くぇこうしぇか いぇゃっとぇくうっすけ 
しう う おぇいぇか くぇ こさうはすっかうすっ 
しう: „┿い ういこなかくうた しゃけはすぇ いぇ-
ょぇつぇ くぇ いっきはすぇ.” ╋ぇさゅけ, ょな-
とっさはすぇ くぇ ╄かいぇ, しう しこけきくは 
こけしかっょくぇすぇ しう しさっとぇ し くっゅけ 
ゃ ぉけかくうちぇすぇ: „〈けえ ゅけゃけさっ-
てっ し ょなかぉけおけ しこけおけえしすゃうっ, 
いぇ かっおぇさうすっ – ょぇあっ し かっお 
たせきけさ, う つぇおぇてっ しゃけは おさぇえ 
おぇすけ こさっょしすけはとけ „はゃかっくうっ 
くぇ こさうさけょぇすぇ”. ╉けかおけすけ ぉっい-
しすさぇてっく ぉってっ ゃ あうゃけすぇ, 
すけかおけゃぇ すうた う しきうさっく すけえ 
こけしさっとくぇ しきなさすすぇ しう. 〈けえ 
くぇこせしくぇ すけいう しゃはす ぉっい ゃしは-

おぇおゃぇ しぇくすうきっくすぇかくけしす う しな-
あぇかっくうっ.” 
〉つっくうはす, おけえすけ こさっけぉなさくぇ 

こさっょしすぇゃうすっ くぇ つけゃっつっしすゃけ 
いぇ ╁しっかっくぇすぇ, ┿かぉっさす ┿えく-
とぇえく, せきうさぇ くぇ 18 ぇこさうか 
1955 ゅ. ゃ 1 つぇしぇ う 25 きうくせ-
すう けす さぇいさうゃ くぇ ぇくっゃさういきぇすぇ 
くぇ ぇけさすぇすぇ. ╋ぇかおけ こさっょう こけ-
しかっょくうは しう ょなた こさけういくっしなか 
くはおけかおけ ょせきう くぇ くっきしおう, くけ 
ぇきっさうおぇくしおぇすぇ きっょしっしすさぇ くっ 
きけゅかぇ こけしかっ ょぇ ゅう ゃないこさけうい-
ゃっょっ. 
〈なえ おぇすけ くっ ゃないこさうっきぇか ぇぉ-

しけかのすくけ くうおぇおゃう そけさきう くぇ 
おせかすぇ おなき かうつくけしすすぇ, こさうあう-
ゃっ ┿えくとぇえく いぇぉさぇくうか こうと-
くけ こけゅさっぉっくうっ し ゅさなきおう ちっ-
さっきけくうう う こけきけかうか つぇしなす う 
きはしすけすけ くぇ こけゅさっぉっくうっすけ ょぇ 
くっ しっ さぇいゅかぇしはゃぇす. ]ぇきけ 12 
ょせてう, くぇえ-ぉかういおう こさうはすっかう, 
ういこさぇすうかう ゃっかうおうは せつっく ゃ 
こけしかっょくうは きせ こなす. 〈はかけすけ きせ 
ぉうかけ おさっきうさぇくけ, ぇ こさぇたなす きせ 
さぇいゃはす けす ゃはすなさぇ…

′はおけかおけ けす きくけゅけぉさけえくうすっ 
しっくすっくちうう, いぇゃっとぇくう けす ┿えく-
とぇえく:
- ╃ゃっ くっとぇ しぇ ぉっいゅさぇくうつ-

くう: ╁しっかっくぇすぇ う つけゃっておぇ-
すぇ ゅかせこけしす. ╆ぇ ╁しっかっくぇすぇ 
ゃしっ こぇお くっ しなき しうゅせさっく.
- ┿おけ A っ せしこったなす ゃ あう-

ゃけすぇ, すけ すけゅぇゃぇ A っ さぇゃくけ 
くぇ x + y + z, おなょっすけ x っ さぇ-
ぉけすぇすぇ, y っ いぇぉぇゃかっくうっすけ, 
ぇ z っ ょぇ しう ょなさあうて せしすぇすぇ 
いぇすゃけさっくぇ.
- ╂さぇゃうすぇちうはすぇ くっ っ けす-

ゅけゃけさくぇ いぇ すっいう, おけうすけ こぇ-
ょぇす ゃ おぇこぇくぇ くぇ かのぉけゃすぇ.
- ╊せょけしす っ ょぇ こさぇゃうて 

っょくけ う しなとけ くっとけ う ょぇ 
けつぇおゃぇて さぇいかうつくう さっいせか-
すぇすう.
- ┿い くはきぇき しこっちうぇかっく すぇ-

かぇくす. ┿い しなき しぇきけ しすさぇしす-
くけ かのぉけこうすっく.
- ┿おけ くっ きけあっすっ ょぇ けぉはし-

くうすっ くっとけ くぇ っょくけ ょっすっ 

くぇ 6 ゅけょうくう, すけ すけゃぇ いくぇ-
つう, つっ ゃうっ ゃなけぉとっ くはきぇすっ 
こけくはすうっ おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ 
すけゃぇ くっとけ.
- ╁っかうおうすっ きうしかう うょゃぇす 

ゃ ゅかぇゃぇすぇ くぇ つけゃっおぇ すけか-
おけゃぇ さはょおけ, つっ くうおぇお くっ っ 
すさせょくけ ょぇ しっ いぇこけきくはす.
- 〈さう くっとぇ きう ょぇゃぇす 

こさっょしすぇゃぇ いぇ ゃっつくけしすすぇ: 
“‶さっしすなこかっくうっ う くぇおぇいぇ-
くうっ”, いゃっいょうすっ う ╃けく ╉う-
たけす.
- ′うおけゅぇ くっ きうしかは いぇ ぉな-

ょっとっすけ. 〈け う ぉっい すけゃぇ とっ 
ょけえょっ ょけしすぇすなつくけ ぉなさいけ.

┿かぉっさす ┿えくとぇえく は けぉはゃっく 
いぇ ╊うつくけしす くぇ しすけかっすうっすけ 
けす しこ. „〈ぇえき” こさっい 1999 ゅ. 
╃けこうすゃぇくっ ょけ くぇえ-ういゃっしす-
くうすっ しなゃさっきっくくう そういうちう ゅけ 
けこさっょっかは おぇすけ くぇえ-ゃっかうおうは 
そういうお くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ. 
┿えくとぇえく っ ういけぉさぇいっく くぇ 
ぉぇくおくけすぇすぇ けす 5 ういさぇっかしおう 
こぇせくょぇ. ′ぇ うきっすけ くぇ ┿えく-
とぇえく しぇ くぇさっつっくう っょうくうちぇ-
すぇ ぇえくとぇえく, ういこけかいゃぇくぇ ゃなゃ 
そけすけたうきうはすぇ, たうきうつくうはす 
っかっきっくす ぇえくとぇえくうえ, ぇしすっさけ-
うょなす 2001 ┿えくとぇえく, かせくくう-
はす おさぇすっさ ┿えくとぇえく.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

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

╇きっ:

‶かぇきっくぇ ╇ゃぇくけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
4/170, うくあっくっさ-こさけ-
ういゃけょしすゃけ

╂けょうくう: 26

╆けょうは: [ぇお

》けぉう:

[うしせゃぇくっ.

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ? 

- 〉しきうたゃぇき しっ くぇ あう-
ゃけすぇ.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ′ぇえ-ちっくくけすけ ぉけゅぇす-
しすゃけ.

¨ ╋けうさそ せあたとつせあ あちすけみてあ せあ 
かちえかせけてか!!!

》ちけ てそうあ つ たそうかねか そて
いそえあてあ くかつてちあ.

[ちあつけうあてあ ]まつけ そて ′あうそお 5.
》そくせあてけみて さあてそ のそなへそち せあ
おけちかさてそちあ たそ つたかぬけあしせけてか

うひたちそつけ せあ „╅ちつかせあし“ ╅╉, ╋けうさそ 
』てあせかう, つけ うくか ねあちそうせあてあ つひたちとえあ 

う たそつしかおせけてか おせけ せあ しみてそてそ.
╇かねせそ しみてそ おあ か う きけうそてあ けす け 

さとた おかぬあ おあ のとすみて
う えそしみすあてあ けす さひはあ.

ぶñïöóöÜ!

¨いとのかう: 』すか け はか つすか づ1

╉ぇいぇくかなお くっ きけあっ ょぇ しな-
とっしすゃせゃぇ う ょぇ しっ こさっょ-

しすぇゃは こさっょ しゃっすぇ ぉっい きぇさおぇすぇ 
„┿さしっくぇか”. 〈は ゃなさゃう いぇっょくけ 
し っきぉかっきぇすぇ くう おぇすけ ゅさぇょ くぇ 
さけいうすっ. 
〈けゃぇ おぇいぇ ゃ こさうゃっすしすゃうっすけ 

しう おなき ぇさしっくぇかちう - くっゅけゃうすっ 
さぇぉけすくうちう, しかせあうすっかう う おなき 
きっくうょあなさしおうは っおうこ, おきっすなす 
くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  ゃ  
しかけゃけすけ しう  くぇ こさぇいくうおぇ くぇ 

„┿さしっくぇか”.  
′ぇょ 4 たうかはょう ょせてう しなぉさぇ 

こさぇいくうおなす くぇ そうさきっくうは しすぇ-
ょうけく,  つっしすゃぇく すぇいう ゅけょうくぇ 
くぇ 5-すう けおすけきゃさう う こけしゃっ-
すっく くぇ 134-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ. ╁ しかけゃけすけ しう おきっ-
すなす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさういけゃぇ 
ぇさしっくぇかちう ょぇ しっ  ゅけさょっはす 
し こさうくぇょかっあくけしすすぇ しう おなき 
きぇさおぇすぇ, いぇとけすけ „くはきぇ すぇおぇ-

ゃぇ そうさきぇ ゃ ゅさぇょぇ, し すぇおぇゃぇ 
しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ”. ]すけはくけ-
ゃぇ こさうこけきくう しなとけ, つっ ゃ ゃなゃ 
ゃさっきっくぇ  くぇ おさういぇ くうおなょっ 
くっ っ かっしくけ, „くぇゃしはおなょっ う くぇ 
ゃしうつおう っ すさせょくけ, ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ っ ゅけかはきぇ, くけ きうしなかすぇ いぇ 
ゃぇし っ しこっちうぇかくぇ, いぇすけゃぇ ぉな-
ょっすっ しこけおけえくう う ゅけさょう.

』っすうさう くけゃう こぇさおけきぇすぇ  
こけしすぇゃう ¨ぉとうくぇ  ╉ぇいぇく-

かなお  ゃ ういこなかくっくうっ  くぇ ′ぇ-
さっょぉぇすぇ いぇ おさぇすおけゃさっきっくくけ 
こぇさおうさぇくっ ゃ ゅさぇょぇ, ゃかはいかぇ ゃ 
しうかぇ けす 3-すう しっこすっきゃさう し っょ-
くけきっしっつっく ゅさぇすうしっく こっさうけょ. 
′ぇ こさぇおすうおぇ けす  くぇつぇかけすけ 

くぇ きっしっちぇ  こけ おぇいぇくかなておう-
すっ せかうちう, ゃかういぇとう ゃ す.くぇさ.  
„しうくは いけくぇ”,  こぇさおうさぇくうすっ 
ぇゃすけきけぉうかう つせゃしすゃうすっか-
くけ くぇきぇかはたぇ.  ╂さぇあょぇくうすっ  
こさっょこけつうすぇす ょぇ  すなさしはす きっし-

╇ すぇいう ゅけょうくぇ おぇいぇくかなつぇくう しぇ しさっょ ぇおすうゃくうすっ おぇくょうょぇすう 
ゃ とぇすしおぇすぇ かけすぇさうは “╆っかっくぇ おぇさすぇ” - 2013 ゅけょうくぇ. ¨す 

くはおけかおけ ょくう ゃ ゅさぇょぇ ゃ きっしすくうすっ そけすけ しすせょうぇ いぇこけつくぇ こさっょ-
かぇゅぇくっすけ くぇ せしかせゅぇすぇ “こけこなかゃぇくっ う ういこさぇとぇくっ くぇ そけさきせ-
かはさうすっ いぇ おぇくょうすしすゃぇくっ”. ╇くすっさっしなす いぇしっゅぇ っ けすくけしうすっかくけ 
しかぇぉ, くけ さぇぉけすっとう ゃ しすせょうぇすぇ しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ゃ おさぇは 
くぇ こけいゃけかっくうは いぇ せつぇしすうっ しさけお- 3-すう くけっきゃさう, あっかぇっとうすっ 
しすぇゃぇす きくけゅけ. ]さっょくけ きっあょせ 3-4 おぇくょうょぇすう いぇ ]┿】 こけこなか-
ゃぇす ょけおせきっくすうすっ しう しぇきけ ゃ っょくけ けす しすせょうぇすぇ. ′っういゃっしすっく っ  
ぉさけはす くぇ けくっいう, おけうすけ こさっょこけつうすぇす しぇきう ょぇ しゃなさてぇす すぇいう 
さぇぉけすぇ, ぉっい ょぇ いぇこかぇとぇす くぇ そうさきぇ-こけしさっょくうお. 《けさきせかは-
さなす いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ きけあっ ょぇ しっ ういすっゅかう けす www.dvlottery.
state.gov. 

╉さぇしうゃぇすぇ 
╄かっくぇ ょ-さ 
╀けえつっゃぇ しっ 
さぇいょっかう し 

きけきうくしすゃけすけ 
ゃ おさぇは くぇ 

しっこすっきゃさう. 
】ぇしすかうゃっ

ちなす くっ っ おけえ 
ょぇ っ, ぇ かう

つっく のくぇお けす 
しつっすけゃけょくぇ
すぇ ゅゃぇさょうは 
くぇ “┿さしっ

くぇか” - 〈けょけさ 
╀けくっゃ-しつっ
すけゃけょうすっか 
けす ╆ぇゃけょ 2. 

 ╆ぇ とぇしすかう
ゃけすけ しなぉう
すうっ,  ぉっかは

いぇかけ こなさゃうは 
ょっく  くぇ 

っしっくすぇ, かうつ
くけ おせきせゃぇたぇ 
こさうはすっかう くぇ 
ょゃけえおぇすぇ- 

しうかくぇ せょぇさ
くぇ  ゅゃぇさ
ょうは, つぇしす 

ゎÜëôóçÜ!

けす ぇきぉうちうけいくうは っおうこ くぇ “┿さしっくぇか” 2000 - しうしすっきくうはす 
ぇょきうくうしすさぇすけさ ぅくう ぅくっゃ, くっゅけゃぇすぇ しなこさせゅぇ - ╆ゃっいょっかう

くぇ - ゅかぇゃっく ぇしうしすっくす こけ たうきうは ゃ 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う くっけすさぇいうきうはす てぇそっさ - 7-ゅけょうてくうはす 

╅ぇくう ぅくっゃ. 

すぇ いぇ こぇさおうさぇくっ ゃ しなしっょくう 
ゅかせたう せかうつおう うかう ょぇ しう おせこはす 
すぇかけくう いぇ おさぇすなお こさっしすけえ. ╁ 
こさけすうゃっく しかせつぇえ ゅう   ゅさけいう 
けこぇしくけしすすぇ ょぇ こかぇすはす ゅかけぉぇ 
けす 10 かっゃぇ こさう いぇおけこつぇゃぇくっ 
くぇ ぇゃすけきけぉうかぇ うき. 
╃ゃっ しぇ きけぉうかくうすっ  ゅさせこう, 

けぉたけあょぇとう  せかうちうすっ くぇ ゅさぇ-
ょぇ う しかっょはとう いぇ ういこなかくっくうっ 
くぇ くぇさっょぉぇすぇ. 

Честит 
Димитровден!

Живи и здрави на 
всички строители!

Инж. Цв. Шиков,
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ぢÜ£Ñëíç


