
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╇かてかちあせけ:
』そしけつてさあてあ
╊しかせあ 》かせねかうあ

[すかてひて 』てそみせそうあ:
『あせそ か おあ すか たそすせみて.
¨つさあす おあ すけ うみちうあて.

╉そちあ ╈あいか: 》そ かくけねかつさけ おあ
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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

╇』╊[¨ 【『╊【¨ ╆ぇ]╈╅『¨〉 
¨』[╅ ╉╊を╅-╊〈¨╈『╅〉【¨ 

〈そきかす おあ つしとねけす さあくあせしひのさあてあ [そしかおあ 
SMS ′╅  [╅】′╅【╅ „╅′ 〈《╈╅” [ ╅ ′ ╅ 〉 ] 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:

]すぇくおぇ ╇かうっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
4/110, ¨こっさぇすけさ こさっしぇ 
いぇ きっすぇか

╂けょうくう:

╆けょうは: ╁けょけかっえ

》けぉう:

【けこうくゅ

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- [ぇいつうすぇき くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ しう.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ╇しすうくしおうすっ.

『あつてか  いちそみて せあ きかしあかはけてか  ちそすけ け てとちぬけ おあ  せあたとつせあて ╆ひしえあちけみ

╉ぇいぇくかなお ゃっつっ うきぇ しゃけは 
くけゃ ゅっさぉ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 

はしくけ けす しなけぉとっくうっ ゃ けそうちう-
ぇかくうは しぇえす くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ]こけさっょ しなけぉとっくうっすけ, 
5-つかっくくぇ おけきうしうは, くぇいくぇつっくぇ 
けす おきっすぇ  くぇ fぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, っ ういぉさぇかぇ くけゃうは 
ゅっさぉ くぇ ゅさぇょぇ. 〈けえ  っ ょっかけ くぇ 
『っちぇ ╁うすおけゃぇ 『っおけゃぇ, おけは-
すけ っ こさっょかけあうかぇ う ゃぇさうぇくす 
いぇ ]うきゃけかうつっく おかのつ くぇ ゅさぇ-
ょぇ.  ′けゃうはす ゅっさぉ くぇ ╉ぇいぇくかなお  

‶さけしすけ あうゃはた! ╋けあっ しゃはす ょぇ 
くう しっ いぇゃうっ けす ぉさけは くぇ たけさぇすぇ, 

おけうすけ っ しさっとぇかぇ こさっい しゃけうすっ 95 ゅけ-
ょうくう. ╇ おけゅぇすけ くはおけえ は こうすぇか おぇお っ 
ょけしすうゅくぇかぇ ょけ すぇいう ぉうぉかっえしおぇ ゃない-
さぇしす, し くぇえ-きうかぇすぇ せしきうゃおぇ すは けすゅけ-
ゃぇさはかぇ: „‶さけしすけ あうゃはた!” [せしおうすっ おけ-
さっくう. ]かっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ きかぇょうはす 
くぇさけょけゃけかっち けす ¨ょっしぇ ‶っすなさ ╂ぇぉっ う 
あっくぇ きせ ╄おぇすっさうくぇ けしすぇゃうかう ぉけゅぇ-
すうは しう すなさゅけゃしおう ょけき う こけっかう こなすは 
おなき ╀なかゅぇさうは, いぇ ょぇ こけかせつぇす けす こせし-
すっっとぇすぇ こかけょけさけょくぇ いっきは. ╁ けゅさけ-
きくぇすぇ おぇさせちぇ ょけ あっかっいくうは こかせゅ ぉうかう 
おうすぇさぇすぇ, ちうゅせかおぇすぇ, きっょうちうくしおうすっ 
おくうゅう, すけきけゃっすっ くぇ させしおうすっ おかぇしう-
ちう. [ぇいこさっゅくぇかう おけくっすっ ゃ けおぇかはくけすけ 
ょけぉさせょあぇくしおけ しっかちっ ╃せゃぇく のゃぇしぇ う 
しっ いぇしっかうかう ゃ っょくぇ ういけしすぇゃっくぇ おなとぇ.                                                                     
╀ぇかけゃっすっ う ういうしおぇくうすっ けぉくけしおう ぉうかう 
ゃっつっ しぇきけ しなく. ‶っすなさ ╂ぇぉっ いぇけさぇか ょけぉ-
させょあぇくしおぇすぇ いっきは し こなさゃうは あっかっいっく 

こかせゅ. 』っすはか いっきっょっかしおう おくうゅう う せつっか 
ょけぉさせょあぇくちう おぇお こけ-ょけぉさっ ょぇ しっはす う 
あなくぇす. ╁けのゃぇか いぇ こさっきぇたゃぇくっすけ くぇ 
かうたゃぇさしすゃけすけ しなし いぇおけく. ╀かぇゅけょぇさくうすっ 
しっかはくう ゅけ ういぉさぇかう いぇ ょっこせすぇす. ┿ ╉ぇすは 
かっおせゃぇかぇ たけさぇすぇ, すっ きくけゅけ は けぉうつぇかう.                                                                                
¨くぇ さけょうかぇしぬ ゃ させぉぇておっ. ╁ っょうく 
ゅけさっと ょっく ゃなさたせ あうすっくぇすぇ いっきは しっ 
さけょうかけ きけきうつっくちっ. ′ぇつっくぇかう しっ ょくう-
すっ くぇ 〈けょけさおぇ ╂ぇぉっ. ╋ぇえおぇ え おぇいゃぇかぇ: 
„¨くぇ さけょうかáしぬ ゃ させぉぇておっ”. [けょうかぇ しっ, 
こけゃうすぇ ゃ さういぇ. ‶けゃっさうっすけ いぇ とぇしすうっ. 
¨す しゃけっすけ ょっすしすゃけ ╃けさぇ ╂ぇぉっ ゃいっかぇ 
╃けぉさせょあぇ. ╇ きけさっすけ. 〉つっくうっすけ きくけ-
ゅけ くっ え ゃなさゃはかけ, くけ しっ こさけつせかぇ おぇすけ 
くぇえ-ょけぉさぇすぇ きぇすっきぇすうつおぇ. ‶けかっおぇ-
かっおぇ しっ ういゃぇえゃぇか けぉさぇいなす くぇ おさぇしうゃぇ 
ょっゃけえおぇ しなし いぇきっつすぇくう, きぇかおけ すなあくう 
けつう, し ういはとっく こさけそうか う きっおう ょゃうあっ-
くうは くぇ さなちっすっ. ╅うゃけすなす え こけすっゅかうか  
– しすなこおぇ こけ しすなこおぇ – ちはかけ しすけかっすうっ!                                                                                                   
„╁うっ しすっ さけょっくぇ ょぇ ぉなょっすっ こけっすっしぇ”.  
‶さけさけつっしおうすっ ょせきう ぉうかう くぇ ぅゃけさけゃ. 

′うおけゅぇ くっ せゃはたくぇかう せたぇくうはすぇ くぇ けくっいう 
すっきっくせゅう, おけうすけ こけっすなす こさぇとぇか ゃしはおけ 
せすさけ ゃ たけすっかしおぇすぇ しすぇは くぇ ╃けさぇ ╂ぇぉっ, 
いぇ ょぇ ういこうてぇす いぇゅかぇゃうっすけ くぇ くっえくぇすぇ 
こなさゃぇ しすうたけしぉうさおぇ „〈っきっくせゅう”. ‶けつ-
すう ゃしっおう ょっく こうしきぇすぇ きせ こなすせゃぇかう ょけ 
くっは, おなょっすけ う ょぇ しっ くぇきうさぇかぇ – ゃ しすさぇ-
くぇすぇ うかう ゃ つせあぉうくぇ. ┿ すは きせ こさぇとぇかぇ 
ゃしはおけ しゃけっ しすうたけすゃけさっくうっ. 〈ゃけさぉうすっ 
くぇ ╃けさぇ ╂ぇぉっ しすぇゃぇかう ゃしっ こけ-ょけぉさう, ぇ 
こけっすなす くっ しこうさぇか ょぇ しっ ゃないたうとぇゃぇ くぇ 

すぇかぇくすぇ え, おぇお-
すけ う くぇ くっえくぇすぇ 
おさぇしけすぇ. „╃させあ-
ぉぇすぇ し ぅゃけさけゃ ぇい 
こぇいった おぇすけ くぇえ-
しおなこけ くっとけ, 
- おぇいゃぇかぇ こけっ-
すっしぇすぇ, - すけえ っ 
しゃなさいぇく し ちっかうは 
きけえ せきしすゃっく う 
ょせたけゃっく あうゃけす.”                                                                                                     

„┿い けぉうつぇき うしすうくしおう しぇきけ ぅゃけさけゃ.”. 
〈は けぉうつぇかぇ ぅゃけさけゃ. ╋うしかっかぇ う きっつすぇ-
っかぇ いぇ くっゅけ. „‶ぇいっすっ しっ けす きっく, こぇいっすっ 
しっ ょぇ くっ きっ けぉうおくっすっ, - こさっょせこさっあ-
ょぇゃぇか ゃ こうしきぇすぇ しう すけえ. - ¨しすぇゃっすっ 
きっ ょぇ ゃう けぉうつぇき しぇきけ ぇい.” ╃けさぇ ╂ぇぉっ 
しつうすぇかぇ, つっ しぇ ゅう さぇいょっかうかう たけさぇすぇ. 
╇ こさっょこさうっかぇ さってうすっかくぇすぇ おさぇつおぇ 
– ゃなこさっおう きけかぉうすっ きせ, いぇきうくぇかぇ いぇ 
つせあぉうくぇ. ′け かのぉけゃすぇ くっ せきうさぇ すぇおぇ 
かっしくけ. ╁なこさっおう, つっ ゃ くっゅけゃうは あうゃけす 
ゃっつっ うきぇかけ ╋うくぇ, ぇ ゃ くっえくうは ょさないおけ 
くぇゃかういぇか ╀けはく ‶っくっゃ. ¨すくけてっくうはすぇ 
うき しっ いぇこかうすぇかう おぇすけ ぉけょかうゃけ おなかぉけ. 
ぅゃけさけゃ けいかけぉはゃぇか う しすぇゃぇか たぇこかうゃ, 
ぇ ╃けさぇ しすさぇょぇかぇ ゃ さぇいこかぇおぇくうすっ しう 
くけとう. ╀けはく ‶っくっゃ ょけ ╃けさぇ ╂ぇぉっ.
╅うゃけすなす こさけょなかあうか. ‶け ょゃぇ さぇいかうつ-
くう こなすは. ′っゅけゃうはす – し ╊けさぇ. ′っえくうはす 
– し ╀けはく ‶っくっゃ. ╁っさけはすくけ けゅさけきくうはす 
うくすっかっおす くぇ そうかけしけそぇ う っしすっすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは っ すっあぇか くぇょ ょせてぇすぇ え. 〈は 
きせ こけおぇいゃぇかぇ しすうたけゃっすっ しう すゃなさょっ 
さはょおけ. ╀っい ょぇ さぇいすさけゅゃぇす ぉさぇおぇ しう, すっ 
しっ うくすっさっしせゃぇかう っょうく けす ょさせゅ, しこけょっ-
かはかう しう, ゅけしすせゃぇかう しう. ]ぇきけ ぉかぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ くっゅけ ╃けさぇ ╂ぇぉっ ぉうかぇ ぉかういおぇ 
し こさけつせすう きせいうおぇくすう, たせょけあくうちう う 
こうしぇすっかう, きっあょせ おけうすけ ‶っくつけ ]かぇ-
ゃっえおけゃ, ╇ゃぇく 【うてきぇくけゃ, ╇ゃぇく ╁ぇ-
いけゃ, ╄かうく ‶っかうく, ╃うきつけ ╃っぉっかはくけゃ.                                                                                                                          
╉けゅぇすけ ぅゃけさけゃ しっ あっくう いぇ ╊けさぇ, こなさ-
ゃうはす ょけき, ゃ おけえすけ は ゃなゃっあょぇ, っ すけいう 
くぇ ╃けさぇ ╂ぇぉっ う ╀けはく ‶っくっゃ. ╃ゃっすっ 
しっきっえしすゃぇ しう たけょっかう くぇ ゅけしすう う しっ 
さぇいたけあょぇかう ゃ こかぇくうくぇすぇ. ′ぇ っょうく 
すぇおなゃ ういかっす ょけ ╁うすけてぇ ╃けさぇ ╂ぇぉっ 
しう しこけきくは こけゅかっょぇ くぇ ぅゃけさけゃ, おけえすけ 
え こさけてっこくぇか: „╀けあっ きけえ, おぇおゃう けつう 
うきぇすっ しぇきけ! ╆かぇすくう, あうゃう, くっけぉうお-
くけゃっくう. ╇ しなゃしっき いっかっくう. ]はおぇて っ 
こかうしくぇかけ ゃ すはた いっかっくけすけ くぇ ゅけさぇすぇ.”                                                                                                                                  
╉けゅぇすけ っょうく ょっく ╃けさぇ ╂ぇぉっ こけこうすぇかぇ 
╊けさぇ いぇとけ しぇ うき ゃおなとう すけかおけゃぇ こう-
とけゃう, すは けすゅけゃけさうかぇ: „‶さっしすぇくっき かう 
ょぇ しっ けぉうつぇきっ, とっ しっ しぇきけせぉうっき!”                                         
„┿い うきぇき っょくぇ くっけしなとっしすゃっくぇ 

かのぉけゃ う とっ は うきぇき 
ょけおさぇえ…”. ]かせつうかけ しっ 
すぇおぇ, つっ きけきうつっすけ, おけっ-
すけ ぅゃけさけゃ しうかくけ けぉうつぇか 
こさっょう ╋うくぇ う こさっょう 
╊けさぇ, ゃっつっ あっくぇ くぇ くっ-
ゅけゃ しなさょっつっく こさうはすっか, 
ゃなさゃはかけ ょけ くっゅけ ょけおさぇえ. 
╇ おけゅぇすけ いぇこせしくぇす, うい-
けしすぇゃっく う しかはこ うょゃぇか 
ゃ ょけきぇ え, すは こさっこうさぇ-
かぇ さういぇすぇ きせ. 〈けえ しっ-
ょはか ょけ くっは おぇすけ うしすうく-
しおう ゅけしす – つせあょ う しぇき.                                                                                  
¨しっき ょっしっすうかっすうは  しかっょ 
こなさゃぇすぇ うき しさっとぇ くっ-
ゅけゃうはす こけさすさっす こさけ-
ょなかあぇゃぇか ょぇ しすけう ゃ 
しこぇかくはすぇ くぇ こけっすっしぇすぇ 
しさっとせ かっゅかけすけ え, ぇ こさっょ 
くぇえ-ぉかういおうすっ しう すは しこけ-
ょっかはかぇ, つっ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ ゅけ しなくせゃぇ う けぉうつぇ…                                                  
]うかくぇすぇ かのぉけゃ さぇあ-
ょぇ しうかくぇ こけっいうは. ╃け-
おぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ しぇ 
こさけこうすうすっ けす ょなかぉけ-
おぇ ょせてっゃくけしす う くっあくぇ 
つせゃしすゃっくけしす しすうたけすゃけ-
さっくうは くぇ ‶っえけ ぅゃけさけゃ 
う ╃けさぇ ╂ぇぉっ. ‶かぇきくぇ-
かぇすぇ きっあょせ すはた ゅけかは-
きぇ かのぉけゃ っ こさっすゃけさっ-
くぇ ゃ ゅけかはきぇ こけっいうは. ′はきぇ おぇお すけゃぇ 
こさっこかうすぇくっ くぇ ょせてうすっ ょぇ くっ ぉなょっ 
すゃけさつっしおけ ゃょなたくけゃっくうっ う いぇ ょゃぇきぇ-
すぇ. ぅゃけさけゃ  ゃないおさっしうか かのぉけゃすぇ うき 
ゃ „′ぇしぇきっ”, „ ╋けあっ ぉう”, „]ぇきけすぇ”...                                        
〈けえ  ういょうゅぇか ╂ぇぉっ くぇ こうっょっしすぇか 
う は くぇさうつぇか „こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
こけっすっしぇ”. ┿ すは ゅけ ぉけゅけすゃけさはかぇ…                                                                                                     
╇いおかのつうすっかくぇ しおさけきくけしす う ょっ-
かうおぇすくけしす – すけゃぇ しう しこけきくはす すっいう, 
おけうすけ は こけいくぇゃぇかう けすぉかういけ. ╀うかぇ きう-
かけしなさょっく つけゃっお – ょぇゃぇかぇ う こけしかっょ-
くうすっ しう こぇさう くぇ つけゃっお し こさけすっゅくぇすぇ 
さなおぇ. ‶かっすはかぇ う てうっかぇ くぇ ぉっょくうすっ 
しなしっょしおう ょっちぇ. ╀うかぇ ぉっいしすさぇてくぇ. 
¨ぉうつぇかぇ ょぇ しっ ゃけいう ゃ おけかぇ し ゃうしけ-
おぇ しおけさけしす. ╇きぇかけ かう いっきっすさっしっくうっ, 
くっゃないきせすうきけ けしすぇゃぇかぇ ゃ かっゅかけすけ 

 ╉《『╅ ╈╅╆╊:  》《 ╊′¨ぁ╊』[¨ 
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しう. ¨ぉうつぇかぇ 
かうかぇゃけ, いっ-
かっくけ, あなか-
すけ う しうくぬけ. 
′け つっしすけ しっ 
けぉかうつぇかぇ ゃ 
ぉはかけ. ╃せ-
たけゃくぇすぇ え 
しすさぇしす ぉうかう 
おくうゅうすっ. 』っ-
すはかぇ くっこさっ-
おなしくぇすけ, ょけ 
こけしかっょくけすけ 
しう ょうたぇくうっ. 
╀けゅけすゃけさは-
かぇ ╊っくうく. 
╁ は さ ゃ ぇ か ぇ 
くぇえ - しうかくけ 
くぇ きぇえおぇ 
しう. ¨ぉうつぇ-
かぇ ょっちぇすぇ, し 
つぇしけゃっ ぉっ-
しっょゃぇかぇ し 
すはた. ╇ きっあょせ 
ゃしうつおけ すけゃぇ 
– こうしぇくっすけ…                                                                                                     
╋っくっ あう-
ゃけすなす きっ 
ういぉさぇ. ╄ょうく 
ょなかなゅ, ょな-
かなゅ こなす... ′け 
すは しつうすぇかぇ, 
つっ くっ つけゃっ-

おなす しぇき しう ゅけ ういぉうさぇ. ╇ おぇいゃぇかぇ: 
„╋っくっ あうゃけすなす きっ ういぉさぇ. ′け ぇい 
しおけさけ とっ けすこなすせゃぇき. ′ぇえ-ゃぇあくけ-
すけ いぇ つけゃっおぇ っ おぇお すけえ とっ ゃかっいっ ゃ 
しきなさすすぇ.” 〈は ゃかういぇ ゃ くっは けす きくけゅけ 
ゃうしけお ゃさなた. ╁ すゃけさつっしおけ ゃっかうおけ-
かっこうっ. „╅っくしおぇ おさなゃ…”  ╃ゃぇ 
ょくう しかっょ こけゅさっぉっくうっすけ くぇ ╃けさぇ 
╂ぇぉっ ゃ こっつぇすぇ ういかっいっ くっえくけすけ しすう-
たけすゃけさっくうっ „╅っくしおぇ おさなゃ”, こけしゃっ-
すっくけ くぇ ぅゃけさけゃ う こぇいっくけ けす くっは ゃ 
すぇえくぇ ちはか あうゃけす, し こけいゃけかっくうっすけ 
ょぇ ぉなょっ こせぉかうおせゃぇくけ っょゃぇ しかっょ 
しきなさすすぇ え...

‶け ぉうけゅさぇそうつくう きぇすっさうぇかう いぇ 
こけっすっしぇすぇ,  

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈は っ しさっょ こっさかうすっ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけっいうは. ╆ぇぉっかっあうすっかくぇ こさっゃけょぇつおぇ.  [け
ょっくぇ っ こさっい 1888 ゅ. ゃ ょくってくけすけ しっかけ  ╃なぉけゃうお, ╃けぉさうつおけ. ]かっょゃぇ ゃ 

せくうゃっさしうすっすうすっ ゃ ]けそうは, ╅っくっゃぇ う ╂さっくけぉなか. ╁なゃ ゃさないおぇ し こさっゃけょぇつっしおぇすぇ 
しう ょっえくけしす きくけゅけおさぇすくけ っ  ゃ つせあぉうくぇ. ╇いくぇしは しおぇいおう こけ こさけぉかっきう くぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. [っょぇおすけさ っ くぇ こけさっょうちぇすぇ „╀うぉかうけすっおぇ いぇ くぇえ-きぇかおうすっ“ う 
くぇ しこ. „‶さけいけさつっ“. 
╃なかゅけゅけょうてくぇ こさっょしっょぇすっかおぇ  くぇ ぉなかゅぇさしおうは ‶╄′-おかせぉ. 
┿ゃすけさおぇ っ くぇ ょっしっすおう おくうゅう いぇ ゃないさぇしすくう う ょっちぇ. 
‶さっゃっあょぇ っゃさけこっえしおうすっ おかぇしうちう - けす こけかしおう, つっておう, させしおう, そさっくしおう う 

ゅさなちおう っいうちう. 
╉くうゅうすっ „′はおけゅぇ“, „‶けつぇおぇえ, しかなくちっ“ う ょさせゅう くっえくう すゃけさぉう しぇ こさっゃっょっくう ゃ 

┿ゃしすさうは, ┿さあっくすうくぇ, ╁っかうおけぉさうすぇくうは, ╁うっすくぇき, ╂っさきぇくうは, ╂なさちうは, ╉ぇくぇょぇ, 
╉せぉぇ, ╊うゃぇく, ‶っさせ, ‶けかてぇ, [せきなくうは, [せしうは, ]かけゃぇおうは, 〉おさぇえくぇ, 《さぇくちうは, 
』ったうは. 
‶さっい 1968 ゅけょうくぇ っ せょけしすけっくぇ しなし いゃぇくうっすけ „‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ 

╃けぉさうつ“. 
〉きうさぇ くぇ 16-すう くけっきゃさう 1983 ゅ. ′ぇゃなさてゃぇす しっ 29 ゅけょうくう けす しきなさすすぇ え.

¨おけかけ っょくぇ すさっすぇ - 36%, けす ぉなかゅぇさうすっ ぉうたぇ くぇしなさつうかう 
ょっちぇすぇ しう ょぇ けすうょぇす ょぇ あうゃっはす ゃ つせあぉうくぇ いぇゃうくぇゅう. 

‶さっい 2009 ゅ.  ょっかなす うき っ ぉうか し 6 こさけちっくすぇ こけ-きぇかおけ. 〈けゃぇ 
こけおぇいゃぇす ょぇくくう くぇ ′『╇¨╋ けす くぇちうけくぇかくけ こさっょしすぇゃうすっかくけ 
こさけせつゃぇくっ, くぇこさぇゃっくけ ゃ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう. 
′ぇえ-ゅけかはきぇ っ ゅさせこぇすぇ くぇ さけょうすっかうすっ - 67% , ょけ 49 ゅけょうくう, 

おけうすけ すゃなさょはす すけゃぇ. ‶さっょう すさう ゅけょうくう, おけゅぇすけ っ こさぇゃっくけ こけ-
ょけぉくけ こさけせつゃぇくっ, こさけちっくすなす くぇ さけょうすっかうすっ, あっかぇっとう ょっちぇ-
すぇ うき ょぇ っきうゅさうさぇす っ ぉうか し 3% こけ-くうしなお.
]さっょ ょぇかうすっ こけかけあうすっかっく けすゅけゃけさ いぇ ょっちぇ-っきうゅさぇくすう さけ-

ょうすっかう ょけ 49 ゅけょうくう, くぇえ-ゅけかはき っ ぉけさはす くぇ さけょうすっかうすっ - 
ゃうしてうしすう う すっいう, あうゃっっとう ゃ しすけかうちぇすぇ. 
╁ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 14 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさうすっ いぇはゃはゃぇす, つっ 

うきぇす くぇきっさっくうっ ょぇ くぇこせしくぇす 
╀なかゅぇさうは いぇゃうくぇゅう. ]けちうけ-
かけいうすっ おけくしすぇすうさぇす せゃっかうつぇ-
ゃぇくっ くぇ ょっかぇ うき し 3 こさけちっくすぇ 
ゃ しさぇゃくっくうっ し さっゅうしすさうさぇくうは 
こさっい くけっきゃさう 2009 ゅ. こさけ-
ちっくす.
‶け-つっしすけ すぇおぇ きうしかはす たけ-

さぇすぇ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 30 う 
39 ゅけょうくう (25 くぇ しすけ けす すはた) 
う くぇえ-きかぇょうすっ ょけ 29 ゅけょうくう 
(22 くぇ しすけ けす すはた). ╁うしてうしすう-
すっ う ぉっいさぇぉけすくうすっ しぇ ゅけすけゃう ゃ 
こけ-ゅけかはきぇ しすっこっく ょぇ っきうゅさう-
さぇす. ′ぇきっさっくうっ ょぇ さぇぉけすはす 
うかう せつぇす ゃ つせあぉうくぇ, ぉっい ょぇ 
くぇこせしおぇす しすさぇくぇすぇ いぇゃうくぇ-
ゅう, ょっおかぇさうさぇす 28 くぇ しすけ けす 
せつぇしすゃぇかうすっ ゃ ういしかっょゃぇくっすけ 
- しなとけ し 3 くぇ しすけ こけゃっつっ ゃ 
しさぇゃくっくうっ し くけっきゃさう 2009 ゅ. 
‶けょけぉくう あっかぇくうは いぇはゃはゃぇす 

63% けす うくすっさゃのうさぇくうすっ くぇ 
ゃないさぇしす ょけ 29 ゅけょうくう う 40% 
けす うくすっさゃのうさぇくうすっ くぇ ゃない-
さぇしす きっあょせ 30 う 39 ゅけょうくう. 
‶けかけゃうくぇすぇ けす ぉっいさぇぉけすくう-
すっ, せつぇしすゃぇかう ゃ こさけせつゃぇくっすけ, 
しなとけ いぇはゃはゃぇす おぇすっゅけさうつくけ 
すけゃぇ.  

]けちうけかけいうすっ けす ′『╇¨╋ さっゅうしすさうさぇす こけ-ゃうしけおけ けす しさっょくけ-
すけ あっかぇくうっ いぇ っきうゅさぇちうは - う ゃさっきっくくけ, う こけしすけはくくけ,  しさっょ 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ さけきしおうは う すせさしおうは っすくけしう. ┿くぇかういなす くぇ 
ょぇくくうすっ こけおぇいゃぇ, つっ すゃなさょけ くぇきっさっくうっ ょぇ くぇこせしくぇす しすさぇくぇ-
すぇ いぇはゃはゃぇす 12 くぇ しすけ けす せつぇしすゃぇかうすっ ゃ ういしかっょゃぇくっすけ  さけきう 
う すせさちう. ╆ぇ すはた っ ぉっい いくぇつっくうっ ょぇかう すぇき すっ とっ せつぇす うかう 
さぇぉけすはす. 
┿くぇかういなす くぇ ょぇくくうすっ, こけかせつっくう こけ ゃさっきっ くぇ ういしかっょゃぇくっ-

すけ, こけおぇいゃぇ  しなとけ, つっ さけょうすっかうすっ ゃ ぇおすうゃくぇ ゃないさぇしす しぇ こけ-
しおかけくくう ょぇ けおせさぇあぇす っきうゅさぇちうけくくうすっ くぇゅかぇしう くぇ ょっちぇすぇ しう, 
ょけおぇすけ こけ-ゃないさぇしすくうすっ, けしけぉっくけ くぇょ 60 ゅけょうくう, しぇ おぇすっゅけ-
さうつくけ こさけすうゃ.

〈┿

せゃさっあょぇくうは  いぇくうきぇくうは,  し ちっか すはたくぇすぇ 
しけちうぇかくぇ うくすっゅさぇちうは. 
╆ぇ っょくぇ ゅけょうくぇ くせあくうすっ しさっょしすゃぇ いぇ 

すけゃぇ しぇ 60 たうかはょう かっゃぇ. ╄おうこなす くぇ しょさせ-
あっくうっすけ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇ-
くうは”, しなゃきっしすくけ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, っ 
こけょゅけすゃうか うしおぇくっ おなき ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす 
いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ せしかせゅぇすぇ „『っくすなさ いぇ 
しけちうぇかくぇ さったぇぉうかうすぇちうは う うくすっゅさぇちうは 
いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは” う こさっゃさなとぇくっすけ え 
ゃ ょっかっゅうさぇくぇ ょなさあぇゃくぇ ょっえくけしす, くけ おなき 
きけきっくすぇ すぇおうゃぇ しさっょしすゃぇ ゃ ぉのょあっす ‘2013 
くっ しぇ こさっょゃうょっくう. 〈けゃぇ くぇかぇゅぇ う ょぇさう-
すっかしおぇすぇ おぇきこぇくうは. ′っえくけ かうちっ くぇ ょけぉさぇ  
ゃけかは っ ╋うし ╀なかゅぇさうは ‘2011 - おぇいぇくかなつぇく-
おぇすぇ ╁ぇくは ‶っくっゃぇ, ぇ くっうく うくうちうぇすけさ っ 
]ょさせあっくうっすけ し くっしすけこぇくしおぇ ちっか „╀なょっとっ 
いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは” し こさっょしっょぇすっか 
╋ぇさうは ╂うくっゃぇ. 
╆ぇ ちっかすぇ っ くぇこさぇゃっく う しこっちうぇかっく ゃう-

ょっけおかうこ けす けこっさぇすけさぇ ╀っょさけし ┿いうくはく, 
さっあうしうさぇく けす おぇいぇくかなつぇくうくぇ ′うおけかぇえ 
╁ぇしうかっゃ. 
SMS-おぇきこぇくうはすぇ とっ こさけょなかあう ょけ おさぇは 

くぇ ょっおっきゃさう し こけさっょうちぇ しなこなすしすゃぇとう 
こさけはゃう. 
╁ きけきっくすぇ くけゃけしないょぇょっくうはす ちっくすなさ しっ 

こけしっとぇゃぇ  けす 25 ょっちぇ う きかぇょっあう  しなし 
しこっちうそうつくう こけすさっぉくけしすう  くぇ ゃないさぇしす けす 
6 ょけ 30 ゅけょうくう. 
╁ こけょおさっこぇ くぇ ょぇさうすっかしおぇすぇ おぇきこぇくうは  

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけしすぇゃは  くっえくけすけ かけゅけ 
くぇ ゃしうつおう  しゃけう けそうちうぇかくう ょけおせきっくすう - 
ゃ すなさしっくっ くぇ しなのいくうちう う こけきけとくうちう いぇ 
ょけぉさぇすぇ おぇせいぇ.  
‶けしかぇくうっすけ くぇ おぇきこぇくうはすぇ っ „┿い きけゅぇ! 

〈う きけあって! ′うっ きけあっき!”
╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

] ょぇさうすっかしおう SMS  とっ しっ くぇぉうさぇす しさっょしすゃぇ 
いぇ ょっえくけしす う ういょさなあおぇ くぇ ╃くっゃくうは ちっくすなさ 

いぇ しけちうぇかくぇ さったぇぉうかうすぇちうは う うくすっゅさぇちうは いぇ 
ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは  „]かなくつけゅかっょう”, おけえすけ しっ 
こけきっとぇゃぇ ゃ  ぉうゃてぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 2 /ょけ 
こぇさお  „[けいぇさうせき”/. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ 
]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは”. 
╁しっおう ゅさぇあょぇくうく,  おけえすけ っ しなこさうつぇしすっく おなき 
こさけぉかっきうすっ くぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは ゃ くぇてうは 
ゅさぇょ う うしおぇ ょぇ うき こけきけゅくっ すっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす 
う ょぇ うきぇす こけ-ょけぉなさ あうゃけす, きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう 
すけゃぇ, おぇすけ

ういこさぇすう SMS くぇ っょうくくうは ょぇさうすっかしおう くけ-
きっさ 17 777 し すっおしす DMS MOGA.

]さっょしすゃぇすぇ けす ういこさぇすっくうすっ SMS-う とっ こけしすなこ-
ゃぇす こけ しきっすおぇすぇ くぇ ょぇさうすっかしおぇすぇ おぇきこぇくうは 
„╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ”. 
′ぇぉさぇくうすっ  こけ すけいう くぇつうく しさっょしすゃぇ  とっ しっ うい-

こけかいゃぇす いぇ さぇいかうつくう さったぇぉうかうすぇちうけくくう きっすけ-
ょうおう, おせさしけゃっ, けぉせつっくうっ こけ たうこけすっさぇこうは, すさせ-
ょけゃぇ すっさぇこうは  う ょさせゅう  こけかっいくう  いぇ ょっちぇすぇ し 

ういけぉさぇいはゃぇ すさぇおうえおぇすぇ けす 
そさっしおうすっ くぇ 〈さぇおうえしおぇすぇ 
ゅさけぉくうちぇ, おぇすけ こけょ くっは っ 
さぇいこけかけあっく くぇょこうし „]うかぇ-
すぇ っ ゃ しなゅかぇしうっすけ”.
¨ぉとうくしおうすっ しこっちけゃっ, うい-

ぉさぇかう くけゃうは ゅっさぉ くぇ ゅさぇょぇ, 
しぇ 
╇ゃっかうく ′っょはかおけゃ – ゅかぇゃっく 

ぇさたうすっおす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, ]さっぉさぇ ╉ぇしっゃぇ – くぇ-
つぇかくうお けすょっか „╉せかすせさぇ う 
すせさういなき”, ┿ょさうぇくぇ 〈っくっゃぇ – 
くぇつぇかくうお くぇ こさぇゃくうは けすょっか 
ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, ぃかうは ╋かぇ-
ょっくけゃぇ – PR う ╃っくうちぇ ╃う-
きうすさけゃぇ – しすぇさてう っおしこっさす 
„╉せかすせさぇ”. ╆ぇ さってっくうっすけ 
しう おけきうしうはすぇ っ こけかいゃぇかぇ 
おぇすけ おけくしせかすぇくすう しおせかこすけ-
さう, ょういぇえくっさう, ぇさたうすっおす う 
たせょけあくうお, おぇおすけ う つかっく くぇ 
╀なかゅぇさしおけすけ たっさぇかょうつっしおけ 
ゃっおしうかけかけあおけ けぉとっしすゃけ.
8 おぇくょうょぇすう しぇ ういこさぇすうかう 

しゃけう こさっょかけあっくうは いぇ くけゃ 
ゅっさぉ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′けゃうはす ゅっさぉ とっ しっ ゅかぇしせゃぇ 

けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

65 えそおけせけ
あせつあすいひし „╅ちつかせあし“
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- ╁ すけいう しきうしなか こさうゃなさ

あっくうお くぇ おぇょうそっくぇすぇ さな
おぇゃうちぇ うかう くぇ すゃなさょぇすぇ  
さなおぇ しすっ?
- ′ぇ すゃなさょぇすぇ さなおぇ, おぇすっゅけ

さうつくけ. ╆ぇ ょぇ しっ しかせつゃぇす くっ
とぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ すゃなさょぇ 
さなおぇ. ‶けくはおけゅぇ しなき きくけゅけ 
おさぇえくぇ う ゃ けすくけてっくうはすぇ しう 
おなき きけは っおうこ, う おなき ぇょきう
くうしすさぇちうはすぇ, くけ すけゃぇ っ くぇ
つうくなす, すけゃぇ っ こけょたけょなす おなき 
ぉなかゅぇさうくぇ ういけぉとけ. 

- ┿  ょけおけかおけ すけゃぇ, つっ しすっ 
あっくぇ, ぉせょう さっゃくけしす せ おけ
かっゅうすっ ╁う けす しなしっょくうすっ 
けぉとうくう けすくけしくけ こけ-さぇ
ちうけくぇかくけすけ きうしかっくっ, こけ-
ゅけかはきぇすぇ おぇすっゅけさうつくけしす 
う さってうすっかくけしす いぇ しこさぇゃは
くっすけ し こさけぉかっきうすっ? 
- 〉しっとぇき さっゃくけしす けす おけかっ

ゅうすっ, くけ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
すけゃぇ, つっ さなおけゃけょしすゃけすけ しっ 
せこさぇあくはゃぇ し すゃなさょぇ さなおぇ う 
つっ ╉ぇいぇくかなお ぉかっしくぇ し ゃしうつ
おうすっ しう ょぇょっくけしすう, おけうすけ 
しっゅぇ うしおぇきっ ょぇ こさっゃなさくっき 
う ゃなゃ ゃないきけあくけしすう. ╁しはおぇ 
くぇてぇ しすなこおぇ,  せしこった  しっ しかっ
ょう けす しなしっょくうすっ きう おけかっゅう, 
けちっくはゃぇ しっ, ぇ こけくはおけゅぇ しっ う 
こけゃすぇさは  おぇすけ しすなこおぇ う すったっく 
せしこった.

- ′ぇ こさっょうてくぇすぇ くう しさっ
とぇ いぇはゃうたすっ, つっ とっ しすっ 
くぇしすけはすっかくぇ ょけ うくぇす, いぇ 
ょぇ しっ しこぇいゃぇす いぇおけくうすっ けす 
ゃしうつおう. ╀っいしこけさくけ ′ぇさっょ
ぉぇ わ30 いぇ こかぇすっくけすけ こぇさ
おうさぇくっ, けつぇおゃぇくぇ し きくけゅけ 
くぇこさっあっくうっ, くっゅけょせゃぇ
くうっ う さぇいくけぉけえ けす ゅさぇあ
ょぇくうすっ, こけおぇいぇ, つっ ゃしなと
くけしす, ぇおけ くぇうしすうくぇ つけゃっお 
っ くぇしすけはすっかっく, たけさぇすぇ 
いぇこけつゃぇす ょぇ しっ くぇせつぇゃぇす 
う ょぇ しこぇいゃぇす いぇおけくうすっ. ╁ 
すけいう しきうしなか おけえ っ しかっょ
ゃぇとうはす くう  すぇおなゃ せさけお こけ 
さっょ? 
- ╃ぇ, ゃ こけしかっょくうすっ くはおけか

おけ きっしっちぇ しっ さぇいつうしすう けすおなき 
さっおかぇきうすっ う けすおなき おけかう こけ 
せかうちうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. [ぇい
ぉうさぇ しっ, つっ うきぇ う しかっょゃぇとぇ 
しすなこおぇ. ′ぇこさぇゃうかぇ しなき すぇおぇ, 
つっ ょぇ しっ こけょくぇしはす くぇ こけさちうう, 
いぇ ょぇ くっ しっ ういすけさきけいゃぇす きくけ
ゅけ ゅさぇあょぇくうすっ. ]かっょゃぇとぇすぇ 
くう しすなこおぇ っ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ 
したっきぇすぇ いぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
ょゃうあっくうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈は 
っ ゅけすけゃぇ, こさっょしすけう しぇきけすけ 
え こさうかぇゅぇくっ けす くぇつぇかけすけ くぇ 
2013 ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ くぇこさぇゃうき こけゃっつっすけ せかうちう 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ っょくけこけ
しけつくう う ょぇ ゅけ けすこせてうき. ′け 
いぇすけゃぇ くう ぉってっ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ けすゃけさうき せか. „]すぇきぉけかうえ
しおう“, おけはすけ いぇゃなさてゃぇきっ ょけ 
おけかっかけすけ, ょぇ けすゃけさうき せか. 
„╋けしおゃぇ”, おけはすけ しっゅぇ こぇゃう
さぇきっ う おけはすけ っ いぇぉさぇゃっくぇ けす 
╀けゅぇ, くけ っ っょくぇ けす ゃぇあくうすっ 
せかうちう, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ けす
ゃけさうき, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ ゃなゃっ
ょっき さっょ こけ すぇいう すさぇくしこけさすくぇ 
したっきぇ. ]かっょ すけゃぇ しかっょゃぇとぇ
すぇ しすなこおぇ いぇ さっょ とっ っ すっきぇすぇ 
„ゅぇさぇあう”. ╇ こけ すけゃぇ さぇぉけすうき 
う うきぇきっ さってっくうっ, ゅけすけゃう しきっ 
ょぇ ゅけ こさっょかけあうき くぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ. ╃け ょっおっきゃさう 2013 ゅけ
ょうくぇ う すけゃぇ とっ ぉなょっ ぇおすせぇか
くけ う ゅけすけゃけ. 

- ╀なょっすっ こけ-おけくおさっすくぇ 
こけ けすくけてっくうっ くぇ すっきぇすぇ 
„きっすぇかくう ゅぇさぇあう”. 
- ╃ぇ, とっ うきぇ さっょ, とっ うきぇ 

くけゃう したっきう いぇ さぇいかうつくうすっ 
さぇえけくう くぇ ゅさぇょぇ. ╁ ちっくすさぇか
くぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす ゅぇさぇあうすっ 

とっ ぉなょぇす いぇぉさぇくっくう, ゃ けしすぇ
くぇかうすっ さぇえけくう とっ うきぇ したっきう, 
こけ おけうすけ すっ とっ しっ こさっくぇさっ
ょはす. 】っ うきぇきっ しこっちうぇかくけ 
ういうしおゃぇくっ いぇ ゃういうはすぇ くぇ きっ
すぇかくうは ゅぇさぇあ. 〈けゃぇ とっ ういうし
おゃぇ くけゃう こさぇゃうかぇ, くけゃう ょけ
ゅけゃけさう, いぇとけすけ おなき きけきっくすぇ 
たぇけしなす し ゅぇさぇあうすっ ゃ ゅさぇょぇ っ 
こなかっく. 

- ]ゅけゃけさなす ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす - すけゃぇ ╁ぇてっ こけしすう
あっくうっ かう っ, こかけょ くぇ ょけぉさぇ 
さぇぉけすぇ う ょけぉさぇ ょうこかけきぇ
ちうは うかう っ こさけしすけ こさうきう
さっくうっ しなし しうすせぇちうはすぇ? ′っ 
しっ かう けこぇしはゃぇすっ, つっ つぇしす 
けす すけいう “しゅけゃけさ” きけあっ ょぇ 
っ きくうき う しおさうすぇ ぉけきぉぇ いぇ 
╁ぇし? 
- ‶け こさうくちうこ しなき つけゃっお, 

おけえすけ あうゃっっ ゃ ょくってくうは ょっく. 
〉すさってくうはす ょっく くっ きう こさう
くぇょかっあう けとっ. ╆ぇすけゃぇ きうしかは, 
つっ こけしすうゅくぇすけすけ し ̈ ぉとうくしおうは 
なゃっす しぇきけ きけあっ ょぇ きっ さぇょゃぇ う 
ょぇ きう ょぇゃぇ しこけおけえしすゃうっすけ ょぇ 
ういこなかくはゃぇきっ ちっかうすっ, おけうすけ 
しきっ しう こけしすぇゃうかう. 〈けゃぇ, さぇい

ぉうさぇ しっ, っ う こかけょ くぇ ゃいぇうきくけ 
せしうかうっ. ‶なさゃけ けす きけは しすさぇくぇ, 
いぇとけすけ ぇい きくけゅけ ょけぉさっ きけゅぇ 
ょぇ けちっくは しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ 
8 ゅけょうくう けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
ぉってっ せこさぇゃかはゃぇくぇ すけつくけ くぇ 
こさうくちうこぇ くぇ こさけすうゃけこけしすぇ
ゃはくっすけ, おけっすけ せょせてぇゃぇてっ 
ゃしはおぇ ょけぉさぇ うょっは う ゃないきけあ
くけしす すせお ょぇ しっ しかせつゃぇ くっとけ. 
╆ぇすけゃぇ いぇ  きっく ぉってっ こなさゃけし
すっこっくくぇ いぇょぇつぇ ょぇ しう けしうゅせ
さは しこけおけえしすゃうっすけ ゃ ¨ぉとうく
しうおは しなゃっす. [ぇいぉうさぇ しっ, すけゃぇ 
しっ ょなかあう けとっ くぇ こさっょういぉけさ
くぇすぇ きう さぇぉけすぇ, いぇとけすけ こぇさ
すうはすぇ, おけはすけ こさっょしすぇゃかはゃぇき, 
うきぇ ょけきうくうさぇとけ きくけいうくしすゃけ 
ゃ ]なゃっすぇ. ¨す ょさせゅぇ しすさぇくぇ, いぇ 
すけゃぇ しこけおけえしすゃうっ う さぇいぉう
さぇすっかしすゃけ  いぇしかせゅぇ うきぇ ゃしっ
おう っょうく けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
おぇすけ かうつくけしす, おけえすけ っ ゃ すけいう 
¨ぉとうくしおう しなゃっす. ╂けゃけさは いぇ 
こぇさすううすっ ういゃなく ╂╄[╀. 〈けゃぇ 
しぇ ういおかのつうすっかくけ けすゅけゃけさくう 
けぉとっしすゃっくう たけさぇ. ╁ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす くはきぇ たけさぇ, おけうすけ 
ょぇ くっ しぇ いぇうくすっさっしけゃぇくう けす 
ぉなょっとっすけ くぇ くぇてうは ゅさぇょ う 
けぉとうくぇ - う ゃ かはゃけ, う ゃ ょはし
くけ, う ゃ ちっくすなさぇ. ╋けゅぇ ょぇ 
さぇいつうすぇき くぇ ゃしっおう っょうく けす 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう. ╄すけ 
っょうく こさうきっさ いぇ すけゃぇ けす こけ
しかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっ
すぇ. 〈けゅぇゃぇ さなおけゃけょうすっかはす くぇ 
ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう くぇ ╀]‶ くっ 
ぉっ ゅけすけゃ ょぇ ゅかぇしせゃぇ っょくけ きけっ 
こさっょかけあっくうっ いぇ さぇいょっかはくっすけ 
くぇ うきけすぇ ゃ ゅさけぉうとくうは こぇさお. 
〈けえ しこけょっかう きけすうゃうすっ しう  う 
おぇいぇ, つっ, ぇおけ くはおけえ しっ くぇっ
きっ ょぇ ゅけ きけすうゃうさぇ う せぉっょう 
ゃ こさけすうゃくけすけ, とっ ゅかぇしせゃぇ ゃ 
こけかいぇ くぇ さってっくうっすけ. ¨こう
すぇた しっ ょぇ くぇこさぇゃは すけゃぇ う すけえ 
ゅかぇしせゃぇ „いぇ”. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ, 

つっ たけさぇすぇ ゃ すけいう ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす くっ しっ こさけすうゃけこけしすぇゃはす 
ぉっいこさうくちうこくけ くぇ こさっょかけあっ
くうはすぇ  きう. 〈っ うしおぇす ょぇ ぉな
ょぇす せぉっょっくう ぇさゅせきっくすうさぇくけ, 
つっ すけゃぇ っ ょけぉさけすけ さってっくうっ.   
〈けゃぇ っ くぇえ-ょっきけおさぇすうつくけすけ 
くっとけ ゃ せこさぇゃかっくうっすけ. ′はおぇ
おなゃ おなしきっす っ こさうしなしすゃうっすけ 
くぇ すけかおけゃぇ ちっかっせしすさっきっくう う 
けすゅけゃけさくう たけさぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす.

- ╇きせくういうさぇくぇ かう しすっ 
しさっとせ おぇこぇくうすっ くぇ すぇおなゃ 
しゅけゃけさ?
- ′っ. ′はきぇ うきせくういぇちうは. 

╁うっ ゃうあょぇすっ, おぇすけ しっ ゃなさ
くっき くぇいぇょ, おぇおゃぇ こさけゃけおぇ
ちうは ぉってっ こさっょかけあっくうっすけ くう 
いぇ ういゃぇあょぇくっ くぇ すっぇすなさぇ けす 
つうすぇかうとっすけ, ょっえしすゃうはすぇ くぇ 
すけゅぇゃぇてくうは しなしすぇゃ くぇ すっぇ
すなさぇ. 〈けゃぇ ぉってっ ぇぉしけかのすくけ 
くっこさっょゃうょっくけ いぇ きっく, くっ
けつぇおゃぇくけ. ′け きうしかは, つっ こけ 
こなすは くぇ せぉっあょっくうっすけ う かけ
ゅうおぇすぇ, くっとぇすぇ こさうおかのつうたぇ 
すぇおぇ, おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╋うしかは, 
つっ さってっくうっすけ いぇ けすょっかはくっすけ 

くぇ ょゃっすっ うくしすうすせちうう ぉってっ 
こさぇゃうかくけ.  

- ╄おうこなす. 〉しこはたすっ かう ょぇ 
ゅけ しないょぇょっすっ くぇうしすうくぇ う 
おぇおゃぇ っ ╁ぇてぇすぇ けちっくおぇ いぇ 
くっゅけ? 
- ╋くけゅけ しなき ょけゃけかくぇ けす っおう

こぇ しう. ╃けゃけかくぇ しなき けす すけゃぇ, 
つっ しぇ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ 
こさっょこけつっすけたぇ ょぇ けしすぇゃはす ゃう
しけおうすっ しう いぇこかぇすう, ぉういくっしぇ 
しう, けぉとっしすゃっくけすけ しう こけかけ
あっくうっ う かうつくけすけ しう しこけおけえ
しすゃうっ う ょぇ ょけえょぇす すせお, いぇ ょぇ 
ゅう くぇすけゃぇさは し すけかおけゃぇ きくけゅけ 
けすゅけゃけさけくけしすう う ぇくゅぇあうきっく
すう, いぇさぇょう おけうすけ こけくはおけゅぇ 
しなき きくけゅけ けしすさぇ う おさうすうつくぇ 
おなき すはた. 〈けゃぇ っ っょうくしすゃっくけ
すけ, おけっすけ きっ ぉけかう: つっ しっ くぇ
かぇゅぇ ょぇ ういうしおゃぇき けす すはた  くぇ 
ゅさぇくうちぇすぇ う すっ くぇうしすうくぇ ょぇ 
ょぇゃぇす こけゃっつっ けす ゃないきけあくけしす
うすっ しう. ╀かぇゅけょぇさくぇ しなき うき, 
つっ  きっ こけしかっょゃぇたぇ う ゃしっ けとっ 
しぇ し きっく. 〉ぉっょっくぇ しなき, つっ とっ 
ぉなょっき いぇっょくけ けとっ 3 ゅけょうくう, 
いぇとけすけ ゃしっおう っょうく けす すはた いぇ
かけあう うきっすけ しう う くはきぇ ょぇ ゅけ 
こけしさぇきう.

- ╇ くはきぇ ょぇ しっ せこかぇてぇす? 
- ′っ. ╋うくぇ ゃさっきっすけ.

-  ╋かぇょうすっ たけさぇ ゃ っおうこぇ 
╁う - っょくぇ ╁ぇてぇ おぇせいぇ けす 
こさっょういぉけさくぇすぇ ╁う おぇき
こぇくうは, ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ 
- さぇいけつぇさけゃぇくうっ うかう けつぇ
さけゃぇくうっ?
- ′ぇえ-ゅけかはきけすけ きう けつぇさけ

ゃぇくうっ. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ きう さぇ
ょけしす っ すけゃぇ, つっ っょうく つけゃっお 
くぇ 26 ゅけょうくう ゃ きけは っおうこ, 
いぇき.-おきっすなす  ╊うかうは 『けくおけゃぇ, 
し ゅかぇせゃぇくけすけ ょけゃっさうっ せこさぇ
ゃかはゃぇ くぇえ-すさせょくうすっ さっしけさう: 
こさけっおすうすっ, けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 

しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう, いょさぇ
ゃっけこぇいゃぇくっすけ う しこけさすぇ. ╉ぇすけ 
きぇすっさうは, くぇすけゃぇさゃぇくっ う さぇい
かうつくけしす くぇ しそっさうすっ すけゃぇ っ 
けゅさけきくけ ぉさっきっ. 〈は しっ しこさぇゃは 
こっさそっおすくけ う ぇい しなき きくけゅけ 
ゅけさょぇ. 〈は っ ょけおぇいぇすっかしすゃけ, 
つっ きかぇょうすっ たけさぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす つぇしす けす せこさぇゃかっくしおうすっ 
っおうこう. 〉しかけゃうっすけ ょぇ すさせこぇす 
けこうす, ょぇ こけさぇしくぇす, ょぇ こけ
きなょさはゃぇす, ょぇ しっ せつぇす, すけゃぇ 
くはきぇ おぇお ょぇ ゅけ つぇおぇす, いぇとけすけ 
たけさぇすぇ けしすぇさはゃぇす. ╁なこさけしなす っ 
ょぇ うき しっ ょぇょっ  ゃないきけあくけしすすぇ 
くぇ きかぇょうすっ ょぇ こさぇゃはす けくけゃぇ, 
おけっすけ うしおぇす し せょけゃけかしすゃうっ う 
ょぇ ゅけ こさぇゃはす し かのぉけゃ. 〈けゅぇゃぇ 
すっ しっ ょけおぇいゃぇす, ょけぉうゃぇす けこうす 
う きけゅぇす ょぇ ういさぇいはす しっぉっ しう. 
‶さぇおすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ すけゃぇ 
っ うしすうくぇすぇ. ╋かぇょうはす つけゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こけすけこっく う ょぇ 
ういこかせゃぇ.  

- ┿ くっ しっ かう しすさぇたせゃぇすっ けす 
ゅさっておう? 
- ′っ. ╂さってぇ すけかおけゃぇ, おけかおけ

すけ きう っ ょぇか ╂けしこけょ ょぇ ゅさってぇ. 
′ぇょはゃぇき しっ ょぇ きう こさけとぇゃぇす 

いぇ ゅさっておうすっ. ‶さういくぇゃぇき しう 
ゅう, くっ しっ しすさぇたせゃぇき けす すけゃぇ.

-  ╉ぇこぇくうすっ, おけうすけ けつぇお
ゃぇたすっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょう
くぇすぇ こさっょ ╁ぇし う さぇぉけすぇすぇ 
╁う おぇすけ おきっす, せしこはたぇ かう 
ょぇ “とさぇおくぇす” うかう しなせ
きはたすっ ょぇ しっ こさっょこぇいうすっ けす 
すはた ? ╁ すけいう しきうしなか おけかおけ 
くっさぇいこかぇすっくう しさっょしすゃぇ けす 
こさっょたけょくうは きぇくょぇす けしすぇ
ゃぇす いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ?
- ¨つぇおゃぇた きくけゅけ おぇこぇくう, 

さぇいぉうさぇ しっ, すっ う とさぇおくぇたぇ. 
╁ぇあくけすけ っ, つっ くっ しぇ くっこさっ
けょけかうきう, くっ ゃさないゃぇす さなちっすっ. 
′ぇこさけすうゃ - ょぇゃぇす こけせおうすっ, 
しかぇゅぇす けぉうちうすっ. ‶け けすくけてっ
くうっ くぇ けしすぇゃぇとうすっ いぇ さぇい
こかぇとぇくっ こぇさう, とっ おぇあぇ, つっ ゃ 
きけきっくすぇ しきっ こかぇすうかう 2 きかく. 
491 たうか. 163 かっゃぇ けす いぇょなか
あっくうはすぇ, おけうすけ くぇしかっょうたきっ 
けす 6 きかく. かっゃぇ. ╇きぇきっ ょぇ 
こかぇとぇきっ う けとっ 200 たうかはょう 
かっゃぇ こけ いぇこけさう. 〈っあおけ っ, おけ
ゅぇすけ くはきぇて くうおぇおゃぇ ゃうくぇ, ぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういこかぇとぇて しすけすう
ちう かっゃけゃっ いぇ つせあょう ゅさっておう. 
〈けゃぇ きくけゅけ きう すっあう.

- 〉しこったなす う くっせしこったなす いぇ 
すぇいう っょくぇ ゅけょうくぇ ? 
- 〉しこったなす っ きけはす っおうこ. ′っ

せしこったなす っ しぇきけつせゃしすゃうっすけ う 
ゃはさぇすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, おけう
すけ  ゃしっ けとっ くっ きけゅぇ ょぇ しこっ
つっかは. 

- ‶けせおうすっ けす こなさゃぇすぇ ゅけ
ょうくぇ?
- ╋くけゅけ しぇ. ′ぇえ-ゃっつっ すっ しぇ 

しゃなさいぇくう し ょけゃっさうっすけ. ╃けゃっ
さうっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ょぇゃぇ きくけ
ゅけ ゃくうきぇすっかくけ. 〈けゃぇ っ けしくけゃ
くぇすぇ きう こけせおぇ. ╇ おぇすけ つけゃっお, 
う おぇすけ さなおけゃけょうすっかう しかっょゃぇ 
ょぇ しっ ょけゃっさはゃぇきっ しかっょ きくけ

ゅけ-きくけゅけ こさけゃっさおう う けこうす - 
ょぇかう つけゃっおなす しさっとせ すっぉ いぇ
しかせあぇゃぇ ょぇ きせ ゅかぇしせゃぇて すけゃぇ 
ょけゃっさうっ. 』っしすけ しっ くぇすなおゃぇた 
くぇ たけさぇ, おけうすけ うきぇたぇ きくけゅけ 
うょっう, しこけょっかはたぇ ゅう, くけ しかっょ 
すけゃぇ  きくけゅけ すさせょくけ しっ たゃぇとぇ
たぇ ょぇ ゅう さっぇかういうさぇす う ゅせぉったぇ 
きけっすけ ょけゃっさうっ. ]かっょ おけっすけ う 
ぇい ゅう ゅせぉった. 

- ]すさぇたけゃっすっ う くぇょっあょぇ
すぇ ╁う  いぇ しかっょゃぇとうすっ 3 ゅけ
ょうくう? 
- ]すさぇたけゃっ うきぇき. ′け すっ くっ 

しぇ ういゃなく きけはすぇ けすゅけゃけさくけしす. 
〈っ とっ いぇゃうしはす しぇきけ けす くぇし しぇ
きうすっ: おぇすけ おぇいぇくかなつぇくう, おぇすけ 
さなおけゃけょうすっかう, おぇすけ っおうこ. 
╁ すけいう しきうしなか しすさぇたなす きう っ 
ょぇかう ゃしうつおう しさっょしすゃぇ けす こさけ
っおすう, おけうすけ しっゅぇ いぇとうすぇゃぇきっ 
こさっょ ╄], とっ きけあっき ょぇ けしうゅせ
さうき しなそうくぇくしうさぇくっ いぇ すはた. 
〈けゃぇ っ ゅけかっきうはす きう しすさぇた, いぇ
とけすけ こぇさうすっ, いぇ おけうすけ おぇくょう
ょぇすしすゃぇきっ う おけうすけ せしゃけはゃぇきっ, 
しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ う ょっかなす くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ おぇすけ しなそうくぇしうさぇ
とう しさっょしすゃぇ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-ゅけ
かはき. ┿ こけかうすうおぇすぇ くぇ こさぇゃう
すっかしすゃけすけ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく  
ょぇ こけょこけきぇゅぇ けぉとうくうすっ ゃ 
すぇいう こけしけおぇ おなき きけきっくすぇ ゃしっ 
けとっ しっ ょけさぇぉけすゃぇ. ┿ さっしせさしなす 
いぇ すけゃぇ っ きくけゅけ ゅけかはき, おぇすけ 
いぇ けぉとうくうすっ しなし いぇょなかあっくうは 
っ きくけゅけ すさせょくけ ょぇ しっ こけしすうゅぇ. 
′け しきはすぇき, つっ とっ しっ くぇきっさう 
すぇおけゃぇ けぉとけ  さってっくうっ くぇ くぇ
ちうけくぇかくけ くうゃけ. ′っ しきっ しぇきけ 
くうっ ゃ すぇいう しうすせぇちうは. ╇くぇつっ 
くはきぇき ょさせゅう しすさぇたけゃっ. ‶けあっ
かぇゃぇき しう ょぇ しきっ いょさぇゃう う ╀けゅ 
ょぇ いぇおさうかは ╉ぇいぇくかなお う ょぇ ゅけ 
こぇいう, おぇおすけ こさぇゃってっ う ょけしっゅぇ 
ゃ すぇいう っょくぇ ゅけょうくぇ.

- ′ぇえ-ぉかういおぇすぇ いぇょぇつぇ, 
ちっか, おけはすけ ゅけくうすっ? 
- ‶けょゅけすけゃおぇすぇ う こけょぇゃぇくっ

すけ くぇ こさけっおすぇ いぇ さっおけくしすさせお
ちうはすぇ くぇ こぇさお „[けいぇさうせき” 
う こぇさお „〈のかぉっすけ”. ‶さけっおすなす 
っ ゅけすけゃ ゃ すったくうつっしおぇ そぇいぇ. 
‶さっょしすけう ょぇ くぇこさぇゃうき う けぉ
とっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ し ゅさぇあ
ょぇくうすっ. 〈けゃぇ っ っょうく きくけゅけ 
ゃぇあっく こさけっおす. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
5 きうかうけくぇ かっゃぇ, おけうすけ ̈ ぉとう
くぇすぇ とっ こけかせつう いぇ ゃないしすぇくけ
ゃはゃぇくっ くぇ ょゃぇ けす っきぉかっきぇ
すうつくうすっ くう こぇさおぇ う すさはぉゃぇ ょぇ 
ゅう くぇこさぇゃうき こけ くぇえ-ょけぉさうは 
くぇつうく. 

- ╇ょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ とっ 
っ ういぉけさくぇ, ゃぇあくぇ ゅけょう
くぇ. ╋くけいうくぇ ╁う ゃうあょぇす 
う ゃ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすしおぇ 
かうしすぇ くぇ ╂╄[╀. ╃けおけかおけ 
けしくけゃぇすっかくう しぇ こけょけぉくう 
けつぇおゃぇくうは うかう おぇせいぇすぇ ╁う 
“╉ぇいぇくかなお” っ こけ-ゃぇあくぇ けす 
ゃしうつおけ?  
- ╇きぇき っょうく とぇしすかうゃ ぉさぇお ゃ 

きけは あうゃけす. 》さうしすうはくおぇ しなき, 
ゃはさゃぇとぇ. ╆くぇき, つっ ちなさおゃぇ
すぇ くっ さぇいさってぇゃぇ さぇいゃけょうすっ. 
╁すけさうはす きう ぉさぇお っ し けぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′っ しきはすぇき ょぇ 
こさうしすなこゃぇき おなき さぇいゃけょ. ╇ 
すけゃぇ っ とぇしすかうゃ ぉさぇお. ′ぇ すけいう 
っすぇこ. ‶さっょしすけはす きう けとっ 3 ゅけ
ょうくう. 

- ] おぇおゃけ うしおぇすっ ょぇ ╁う いぇ
こけきくうき: ゅさぇょなす,  たけさぇすぇ, 
きっょううすっ...?
- [ぇくけ っ けとっ ょぇ きっ こけきくはす. 

╆ぇとけすけ しなき すせお. ╇しおぇき ょぇ きう 
ゃはさゃぇす. ╃ぇ きう ゃはさゃぇす, つっ とっ 
ぉなょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ょけぉさけ. ╇ 
つっ うしおぇき ょぇ くぇこさぇゃは ょけぉさけ 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

38 ゅけょうくう う 8 きっしっちぇ: „『はか 
あうゃけす ゃ „┿さしっくぇか”.
 

╉ぇすけ きくけゅけ ょさせゅう おぇいぇくかなつぇ-
くう, いぇ ╄かっくぇ っ しなゃしっき っしすっしす-
ゃっく そぇおすなす, つっ ゃうくぇゅう う こさっい 
ちっかうは しう あうゃけす っ さぇぉけすうかぇ 
しぇきけ くぇ っょくけ きはしすけ. ╁ „┿さしっ-
くぇか”, さぇいぉうさぇ しっ. ‶なさゃけ うょゃぇ 
おぇすけ おけくすさけかぇ ゃ ちった, おなょっすけ 
しっ さぇぉけすはす ゃいさうゃけけこぇしくう ゃっ-
とっしすゃぇ. ‶けしかっ しっ こさったゃなさかは 

ゃ しおかぇょけゃけすけ しすけこぇくしすゃけ おぇすけ 
けすつっすくうお. 
╇ いぇ ╄かっくぇ „┿さしっくぇか” っ きはし-

すけすけ, おけっすけ え ょぇゃぇ ゃしうつおけ ゃ 
あうゃけすぇ: さぇぉけすぇ, しなこさせゅ, しっ-
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きっえしすゃけ, せょけゃけかしすゃう-
っすけ ょぇ こっっ, ょぇ  ょぇゃぇ 
さぇょけしす くぇ こせぉかうおぇすぇ. 
╇ ょぇ こけかせつぇゃぇ くっえくぇすぇ 
さぇょけしす ゃ うしおさっくう ぇこ-
かけょうしきっくすう. ”′うっ しなし 
しなこさせゅぇ きう ぉはたきっ っょくぇ 
けす きくけゅけすけ ょゃけえおう, しな-
ぉさぇかう しっ こけおさぇえ せつぇし-
すうっすけ しう ゃ ┿くしぇきぉなかぇ 
いぇ くぇさけょくう こっしくう う 
すぇくちう”, さぇいおぇいゃぇ あうゃけ-
すぇ しう ╄かっくぇ. ]なこさせゅなす 
え ぉうか すぇくちぬけさ, いぇこけい-
くぇかう しっ こさっい 1956-すぇ 
ゃ ぇくしぇきぉなかぇ, ぉなさいけ しっ 
しなぉさぇかう, うょゃぇ くぇ ぉはか 
しゃはす う ょなとっさはすぇ. „┿さ-
しっくぇか” っ しっきっえくけすけ くう 
こさっょこさうはすうっ”, しこけょっかは 
こっゃうちぇすぇ, つうはすけ とっさおぇ 
『ゃっすぇくぇ, ょけおぇすけ ぉうかぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, こさっょう ょぇ いぇ-
ゃなさてう ╁╇′] ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
う ょぇ しすぇくっ うおけくけきうしす ゃ 
╊けゃっつ, けすおなょっすけ っ しな-

こさせゅなす え, しなとけ すぇくちせゃぇ 
ゃ ぇくしぇきぉなかぇ. 〈ぇくちせゃぇか ゃ 
╊けゃっつ, こさっょう ょぇ しすぇくっ しすせ-
ょっくす う ゃくせおなす くぇ ╄かっくぇ.   

′ぇさけょくうはす たけさ こさっょう 50 
ゅけょうくう ぉうか けす 20 こっゃちう

¨ぉうおぇかはかう ゅさぇょけゃっ, しっかぇ 
う こぇかぇくおう, くぇしはょぇかう こけ 
こっえおうすっ くぇ おぇさけしっさうはすぇ くぇ 
こけおさうす し ぉさっいっくす おぇきうけく... 
]なとうくしおう ぉさうゅぇょうさう... 

′うおけえ くっ しっ こさうすっしくはゃぇか 
けす すけゃぇ くっせょけぉしすゃけ..., くぇ-
こさけすうゃ – こぇさおうさぇかう こけ 
こかけとぇょうすっ くぇ しっかぇすぇ う 
こけ こけかはくうすっ くぇ しなぉけさう-

すっ, しおぇつぇかう けす おぇきうけくぇ う 
いぇこはゃぇかう... ”╇いくっしっき おけく-
ちっさすぇ う – たぇえょっ, けぉさぇすくけ”, 
しこけきくは しう ╄かっくぇ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ たけさぇすぇ くぇゃしはおなょっ ゅう 
こけしさっとぇかう きくけゅけ さぇょせてくけ.                  
] けぉうつ.
¨ぉうつすぇ ぉうかぇ くぇゃしはおなょっ. ′け 

くぇえ-ぉかういけ: きっあょせ たけさぇすぇ ゃ 
しぇきうは ぇくしぇきぉなか. „╀はたきっ しう 
きくけゅけ ぉかういおう. ]なぉうさぇたきっ 
しっ おぇすけ こさうはすっかう  う いぇっょくけ 
しなし しっきっえしすゃぇすぇ.”, さぇいおぇいゃぇ 
あうゃけすぇ しう ╄かっくぇ, し ういゃっしす-
くけ しなあぇかっくうっ, つっ ゃっつっ きっあ-
ょせ たけさぇすぇ くっ っ すぇおぇ: „]っゅぇ 
しっ ゃうあょぇきっ こけ-さはょおけ, うきぇ-
きっ ょさせゅう けすゅけゃけさくけしすう...”. 
¨すゅけゃけさくけしすうすっ, おぇおすけ う 
さぇょけしすすぇ, いぇ ╄かっくぇ すうは ょくう 
しぇ し うきっすけ くぇ くぇえ-きぇかおぇすぇ 
え こさぇゃくせつおぇ, さけょっくぇ ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ くけっきゃさう – [けいう. 
╃けおぇすけ しう ゅけゃけさうき,  ╄かっくぇ 
ゃしっ こけゅかっあょぇ おなき つぇしけゃ-
くうおぇ, つっ ぉっぉっすけ うきぇ くせあょぇ 
けす ゅさうあう... ╋ぇかおぇすぇ, おぇおすけ 
う ょさせゅうすっ すさうきぇ こさぇゃくせちう, 
さぇしすぇす し こっしくうすっ くぇ ぉぇぉぇ 
╄かっくぇ. ‶っしくうすっ, ょけくっしかう 
くぇ しぇきけょっえくぇすぇ こっゃうちぇ くっ 
しぇきけ せょけゃけかしすゃうっすけ けす ういは-
ゃうすっ くぇ しちっくぇすぇ, くけ う ょっしっす-
おう ゅさぇきけすう, いくぇつおう, ょうこかけ-
きう う こけいょさぇゃうすっかくう ぇょさっしう, 
くぇゅさぇょう. ╄かっくぇ ‶っくつっゃぇ っ 
くけしうすっか くぇ いくぇつおぇすぇ „¨す-
かうつくうお くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ おせかすせさぇすぇ” けす 1987-きぇ. 

╋ぇおぇさ, つっ しう は こぇいう, しけかうしす-
おぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは たけさ いぇ 
くぇさけょくう こっしくう う すぇくちう しは-
おぇて くっ けすょぇゃぇ くぇ すけいう そぇおす 
くはおぇおゃけ ゅけかはきけ いくぇつっくうっ - 

くぇかう ょくっし ゃっつっ すっいう くぇゅさぇょう 
くっ しっ こけつうすぇす?... ╄かっくぇ くっ 
せしこはかぇ ょぇ こけかせつう けすかうつうっすけ 
しう かうつくけ けす きうくうしすなさ ╂っけさ-
ゅう ╈けさょぇくけゃ ゃ ′╃╉, いぇとけすけ 
すけゅぇゃぇ こけつうくぇか しなこさせゅなす う... 
]けかうしすおぇすぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” こさっしすぇゃぇ ょぇ こっっ...

′け 32-ゅけょうてくうすっ しこけきっくう 
けす しぇきけょっえくけしすすぇ ゃ くぇさけょ-
くうは たけさ けしすぇゃぇす: ゃ こさぇいくう-
ちうすっ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは  
- けす ╉さなくしおぇすぇ おけさうは ょけ しな-
ぉけさうすっ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ 
う 〈せぉかぇすぇ こけょ ╄くうくぇ; ゃ こさっ-
あうゃっくうすっ おけくちっさすう うい ╀なか-
ゅぇさうは: けす „〈さぇおうは こっっ” ょけ 
„》ぇえょせておぇ こけかはくぇ”;  しこけきっ-
くう いぇ そっしすうゃぇかうすっ ゃ ‶けかてぇ, 
』ったうは, ╂っさきぇくうは, ╇しこぇくうは - 
し さなおけゃけょうすっかは ╉けかぬけ [ぇつっゃ. 

‶けしかっ – し  》さうしすけ ]すけはくけゃ: 
┿くゅかうは, ╇さかぇくょうは, ╋けしおゃぇ...
‶さぇいくうおなす いぇ ょせてぇすぇ くぇ 

こっゃっちぇ ゃ くぇさけょくうは たけさ ぉうか 
くっ しぇきけ ゃ ょくうすっ う ゃっつっさうすっ 

くぇ おけくちっさすうすっ. ‶さぇいくうおなす 
しっ しかせつゃぇか ゃしっおう ょっく, おけゅぇ-
すけ こさっい けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ しっ 
しなぉうさぇかう いぇ さっこっすうちうう. ┿ 
╄かっくぇ さっこっすうさぇかぇ う ゃっつっさ, 
いぇとけすけ, けしゃっく, つっ こっっかぇ, 
しなとけ う すぇくちせゃぇかぇ.  „′うおけゅぇ 
くうおけえ くっ っ ういこうすゃぇか いぇゃうしす, 

くっ っ うきぇかけ くぇょこさっゃぇさぇ, おけえ 
っ こけ-ょけぉなさ”. ╄かっくぇ  くぇきうさぇ 
すけいう そぇおす いぇ しなゃしっき っしすっしす-
ゃっく. ]ぇきけょっえちうすっ こっっかう う 
すぇくちせゃぇかう し けゅさけきくけ あっかぇ-
くうっ う すけゃぇ ぉうかけ くぇえ-ゃぇあくけ-
すけ. ╁ ぇくしぇきぉなかぇ, おぇおすけ う ゃなゃ 
ゃしうつおう しぇきけょっえくう しなしすぇゃう 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ-
くうちぇ, たけさぇすぇ しう ゅさぇょっかう こけ 
けとっ っょうく あうゃけす: あうゃけすなす くぇ 
ぇさすうしす. 〈ぇおぇ „┿さしっくぇか” こけょぇ-
さはゃぇか ゃすけさう てぇくし いぇ きっつすうすっ 
くぇ しすけすうちう くぇょぇさっくう たけさぇ, 
こさけこせしくぇかう こさけそっしうけくぇかくぇ-
すぇ おぇさうっさぇ ゃ ういおせしすゃけすけ, いぇ 
おけっすけ きっつすぇっかう.  
╆ぇすけゃぇ ╄かっくぇ くっこさっきっくくけ 

うしおぇ ょぇ しっ いくぇっ こさうくけしなす くぇ 
たけさぇすぇ, くぇこさぇゃうかう すけゃぇ ゃない-
きけあくけ. ╆ぇっょくけ し っくすせしうぇいきぇ 
くぇ けしくけゃぇすっかは, いぇこぇかうか しすけ-
すうちう いぇ うょっはすぇ „┿くしぇきぉなか 
ゃ „┿さしっくぇか” – ╉けかぬけ [ぇつっゃ, 
╄かっくぇ こさういくぇすっかくけ しこけきっ-
くぇゃぇ う ╃うきうすなさ ╂ぇえょぇさけゃ, 
う けすゅけゃけさくうちうすっ けす こさけそ-
おけきうすっすぇ – ┿くゅっか ‶けこけゃ う 
〈っくつけ ╀せっゃ, う しっゅぇてくうはす さな-
おけゃけょうすっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ, 
おけゅけすけ すは こけきくう し ういおかのつう-
すっかくぇすぇ きせ ゃいうしおぇすっかくけしす, 
くっすなさこうきけしすすぇ おなき おけきこさけ-
きうしうすっ ゃ すゃけさつっしすゃけすけ う くぇ-
かぇゅぇくっすけ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
ょうしちうこかうくぇ, ぉっい おけはすけ, しこけ-
さっょ ╄かっくぇ, しぇ くっゃないきけあくう 
ょけぉさうすっ ういはゃう. ╇いさぇしすゃぇくっ-
すけ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ しすぇゃぇ こさっょ 
けつうすっ う こさっきうくぇゃぇ こさっい しなさ-
ちっすけ う ょせてぇすぇ くぇ しすけすうちう 
ぇさしっくぇかちう おぇすけ ╄かっくぇ. ╆ぇすけ-
ゃぇ っ さぇいぉうさぇっきぇ さぇょけしすすぇ うき 
ょくっし, おけゅぇすけ ゃしうつおう けつぇおゃぇす 
おけくちっさすぇ, し おけえすけ とっ ぉなょっ 
けすぉっかはいぇくぇ 65-すぇすぇ  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 ぇく-
しぇきぉなかぇ. 〈けつくけ こけかけゃうくぇすぇ 
けす すはた しぇ あうゃけすなす ゃ こっしくう くぇ 
しけかうしすおぇすぇ けす くぇさけょくうは たけさ 
╄かっくぇ ‶っくつっゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ばöÜôÖñÖóñ
 ╁ ぉさ. 42 くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか”, ゃ させぉさうおぇすぇ „╁っすっさぇくう”くぇ しすさ.2, ゃ  しすぇすうはすぇ いぇ [せあぇ ╅っおけゃぇ っ ょけこせしくぇすぇ ゅさっておぇ. 〈ぇき っ しこけきっくぇすけ, つっ 
]すっそおぇ ╆っかっくおけゃぇ っ しないょぇすっか くぇ ぉぇさせすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃. 
〈けゃぇ くっ っ ゃはさくけ. ]すっそおぇ ╆っかっくおけゃぇ くはきぇ けすくけてっくうっ おなき すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ. ╇くあっくっさ ‶っすなさ ╆っかっくおけゃ, しなこさせゅなす くぇ ]すっそおぇ ╆っかっくおけゃぇ, っ しないょぇすっ-
かはす くぇ ぉぇさせすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ. ┿ゃすけさなす くぇ きぇすっさうぇかぇ う さっょぇおすけさしおうはす っおうこ しっ ういゃうくはゃぇす くぇ いぇしっゅくぇすうすっ  いぇ ょけこせしくぇすぇすぇ ゅさっておぇ.

Съставът на ансамбъла в годините на Елена Пенчева
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びëÜÖó¡í》ちそおひしきかせけか そて つてち. 5 ゎí¿óÖí でöÜ　ÖÜçí:

 ぅか いひおあ う [あくあせしひさ くあ おそいちそ, さあくうあ さすかてひて せあ 《いはけせあてあ ╈あしけせあ 』てそみせそうあ たそ たそうそお たひちうあてあ えそおけせあ そて つうそみ すあせおあて

- ╂けしこけあけ ]すけはくけゃぇ, いぇ 
すぇいう 1 ゅけょうくぇ こけゃっつっ しな-
のいくうちう うかう こけゃっつっ ゃさぇ-
ゅけゃっ しう しないょぇょけたすっ? 
- ╆ぇ すぇいう 1 ゅけょうくぇ ゃさっきっ 

しきはすぇき, つっ うきぇきっ きくけゅけ しな-
のいくうちう. ′っ いくぇき ょぇかう つぇしす 
けす ゃさぇゅけゃっすっ くう ゃっつっ しぇ しな-
のいくうちう, くけ くっ せしっとぇき こさう-
しなしすゃうっすけ けおけかけ きっく う っおうこぇ 
きう くぇ ゃさぇゅけゃっ. ‶け-しおけさけ くぇ 
たけさぇ, おけうすけ こけきぇゅぇす, うしおぇす 
ょぇ こけきぇゅぇす う こけょおさっこはす. 

- ╋けょっかなす “╃ぇきはくけゃ” -  
ょなかなゅ きけょっか, 8-ゅけょうてっく, 
し きくけゅけ そっくけゃっ う こさけすう-
ゃくうちう: せしこはたすっ かう ょぇ しっ 
ういこかないくっすっ けす くっゅけ, こさっ-
つう かう ╁う うかう ゃしなとくけしす 
こけきぇゅぇ?
- ┿おけ ういけぉとけ うきぇ くはおぇおなゃ 

きけょっか „╃ぇきはくけゃ”, すけゃぇ っ 
きけあっ ぉう こさうくちうこなす: „[ぇいょっ-
かはえ う ゃかぇょっえ!“, おけえすけ ぉってっ 
ういちはかけ こさうくちうこ う きけょっか くぇ 
くっゅけゃけすけ せこさぇゃかっくうっ. [ぇい-
ぉうさぇ しっ, くぇしかっょっく う けす ゃさっ-
きっすけ こさっょう, おけゅぇすけ すけえ しっ っ 
ういゅさぇあょぇか う おぇすけ さなおけゃけょう-
すっか. ‶けくっあっ う ぇい しなき ぉうかぇ 
こけすなさこっゃてぇ けす すけいう きけょっか, 
しきはすぇき, つっ すけえ くっ しぇきけ っ 
いぇぉさぇゃっく ゃ けぉとうくぇすぇ いぇ 
きくけゅけ ぉなさいけ う おさぇすおけ ゃさっきっ, 
くけ う しすうかなす, おけえすけ くぇかぇゅぇきっ 
しっゅぇ し せこさぇゃかっくしおうは っおうこ - 
ょぇ ゅさぇょうき きけしすけゃっ う っおうこ, 
しっ たぇさっしゃぇ くっ しぇきけ くぇ さぇぉけ-
すっとうすっ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ し 
くぇし, くけ う くぇ ゃしうつおう しすさせお-
すせさう, し おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ 
しう ゃいぇうきけょっえしすゃぇ. ]きはすぇき 
しなとけ, つっ きけょっかなす くぇ „さぇいょっ-
かはえ う ゃかぇょっえ”, くぇかけあっく いぇ 8 
ゅけょうくう, っ ぉっいゃないゃさぇすくけ いぇぉ-
さぇゃっく.

- 〉ぉっょっくぇ かう しすっ? 
- ┿ぉしけかのすくけ.

- ‶さっょう 10 きっしっちぇ, おけゅぇ-
すけ いぇ こなさゃう こなす さぇいゅけゃぇ-
さはたきっ し ╁ぇし, ╁うっ おぇいぇたすっ, 
つっ ゃ おさぇは  くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ はしくけ おぇおゃけ しっ 
っ しかせつゃぇかけ ょけしっゅぇ ゃ ¨ぉ-
とうくぇすぇ. ╉さぇはす くぇ ゅけょうくぇ-
すぇ くぇぉかうあぇゃぇ - はしくけ かう っ 
ゃっつっ すけゃぇ? ‶さっょう くはおけか-
おけ きっしっちぇ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
╁う けぉなさくぇ ゅさなぉ くぇ きくけ-
あっしすゃけすけ いぇょぇょっくう けす ╁ぇし 
ゃなこさけしう. 
- ¨すょぇゃくぇ っ はしくけ. ¨とっ こさっ-

ょう ょぇ こさうっきっき ぉのょあっすぇ いぇ 
2012 ゅけょうくぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ 
¨ぉとうくぇすぇ うきぇ いぇょなかあっくうは 
こけゃっつっ けす 6 きかく. かっゃぇ. ╆ぇ-
ょなかあっくうは, おけうすけ こけしすぇゃうたぇ 
¨ぉとうくぇすぇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
こさっょ ゅけかはきけ ういこうすぇくうっ. ′うっ 
すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ こさっぉけさうき 
きくけゅけ けす こさけっおすうすっ ょぇ しっ うい-
こなかくはす すぇおぇ, おぇおすけ ぉはたぇ しこっ-
つっかっくう, う ゃ しなとけすけ ゃさっきっ 

ょぇ しこっつっかうき くけゃう こさけっおすう, 
おぇすけ ゃさなとぇきっ しすぇさう いぇょなか-
あっくうは う しっ さぇいこかぇとぇきっ くぇ 
ょかなあくうちう けすこさっょう 2008-きぇ 
ゅけょうくぇ: ょけゅけゃけさくう けすくけてっ-
くうは いぇ しすさけうすっかしすゃけ, たさぇ-
くう, ゅけさうゃぇ, おけうすけ くぇうしすうくぇ 
しないょぇょけたぇ きくけゅけ すさせょくけしすう. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ いぇ きっく とっ けし-
すぇくっ う し せしっとぇくっすけ いぇ すけゃぇ, 
つっ うきぇ こけすなさしっくぇ, くけ くっせこ-
さぇあくっくぇ  しこさぇゃっょかうゃけしす う すけ 
けす けさゅぇくうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇてっ 
ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす: 16 こさっこう-
しおう しなき うくうちううさぇかぇ ゃ ‶さけ-
おせさぇすせさぇすぇ, うきぇ 16 けすおぇいぇ 
いぇ けぉさぇいせゃぇくっ くぇ ょけしなょっぉくけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ′っ しなき しこう-
さぇかぇ しぇきけ ょけ [‶ - ╉ぇいぇくかなお, 
ういゃなさゃはかぇかぇ しなき こなすは ょけ 
¨おさなあくぇすぇ う ┿こっかぇすうゃくぇすぇ 

こさけおせさぇすぇ ゃ ‶かけゃょうゃ, おけう-
すけ こけすゃなさあょぇゃぇす さってっくうはすぇ 
くぇ [‶ - ╉ぇいぇくかなお. ]ぇきけ っょうく 
こさうきっさ ょぇゃぇき. ′っ しなき しっ 
けすおぇいぇかぇ ょぇ すなさしは しこさぇゃっょ-
かうゃけしす, おぇおすけ きっ けぉゃうくはゃぇす 
くはおけう きけう こさけすうゃくうちう, くっ 
しなき しっ う こさうきうさうかぇ, いぇとけすけ 
けとっすはゃぇくっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ 
けす けくけゃぇ せこさぇゃかっくうっ っ きくけ-
ゅけ ゅけかはきけ う くはおけえ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけくっしっ けすゅけゃけさくけしすすぇ.
‶さうきっさなす, おけえすけ ゃう ょぇゃぇき, 

っ し っょくぇ けす きくけゅけすけ ょせこおう, 
けしすぇゃっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお -  ょせこ-
おぇすぇ くぇ ぉうゃてっすけ ╇くそっおちう-
けいくけ けすょっかっくうっ うかう ]すぇさぇすぇ 
ぉけかくうちぇ. 〈ぇき ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ゃ こさっょたけょくうは きぇく-
ょぇす っ けぉはゃうかぇ おけくおせさし いぇ 
しすさけっあ くぇ 7-っすぇあくぇ しゅさぇょぇ. 
¨とっ こさっょう いぇょぇゃぇくっすけ くぇ 
すけいう おけくおせさし っ ぉうかけ くせあくけ 
しこっちうぇかうしすう けす ¨ぉとうくぇすぇ 
けす さけょぇ くぇ ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす 
う おきっす くぇ けぉとうくぇすぇ ょぇ いくぇ-
はす, つっ ゃ ¨ぉとうは  せしすさけえしすゃっく 

こかぇく くっ っ さぇいさってっくけ しすさけう-
すっかしすゃけ くぇ しゅさぇょう くぇ こけゃっつっ 
けす 5 っすぇあぇ くぇ すけゃぇ きはしすけ ゃ 
ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ. ′け おけく-
おせさしなす っ けぉはゃっく いぇ 7-っすぇあくぇ 
しゅさぇょぇ, しこっつっかっく っ けす そうさ-
きぇすぇ, おけはすけ しう っ こかぇすうかぇ 
きはしすけすけ, こけょぇかぇ っ う さっょけゃ-
くけ こさけっおすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ すぇいう しゅさぇょぇ. ]かっょ すけゃぇ っ 
いぇこけつくぇかけ てうおぇかおぇゃっくっすけ 
けす しすさぇくぇ くぇ さなおゃけょしすゃけすけ 
くぇ けぉとうくぇすぇ. ╁しかっょしすゃうっ くぇ 
すけゃぇ ゃ くぇつぇかぇすけ くぇ きけは きぇく-
ょぇす けとっすっくぇすぇ そうさきぇ いぇゃっょっ 
ょっかけ ゃ ┿ょきうくうしすさぇすうゃくうは 
しなょ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し こさっすっく-
ちうは おなき ̈ ぉとうくぇすぇ いぇ ゃないしすぇ-
くけゃはゃぇくっ くぇ 3,5 きかく. かっゃぇ - 
すけゃぇ しぇ こぇさう こけ ょけゅけゃけさぇ いぇ 
こけおせこおぇ くぇ いっきはすぇ う けぉっいとっ-

すっくうっ う かうたゃう いぇ ゃさっきっすけ, ゃ 
おけっすけ くっ うき っ ぉうかけ こけいゃけかっ-
くけ けす ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ ういこなかくはす 
こさけっおすぇ しう. 〈けゃぇ ょっかけ ゃなさ-
ゃう. ‶ぇさぇかっかくけ し くっゅけ ぇい しなき 
いぇゃっかぇ ょっかけ しさっとせ ぉうゃてっすけ 
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  – ゅかぇゃくうは  ぇさたうすっおす 
う おきっすぇ, いぇ けとっすはゃぇくっ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 3,5 きかく. 
かっゃぇ. ╃ゃっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
こさうつうくうすっ いぇ すぇいう しうすせぇちうは: 
っょくぇすぇ っ くっおぇょなさくけしす くぇ さな-
おけゃけょしすゃけすけ う くっいくぇくうっ, ぇ  
ゃすけさぇすぇ っ せきうてかっくけ けとっすは-
ゃぇくっ し すけいう おけくおせさし. 

- ¨とっすっくぇすぇ そうさきぇ っ 
„╉ぇいぇくかなお” ┿╃, くぇかう? 
- ╃ぇ. 

- ╉ぇすけ おぇいぇたすっ せきうてかっ-
くけ けとっすはゃぇくっ, こけょけいう-
さぇすっ かう, つっ しすぇゃぇ ゃなこさけし 
いぇ すけゃぇ くはおけえ ょぇ こけかせつう 
くっとけ?
- ′っ しなき ゃ こさぇゃけすけ しう ょぇ こけ-

ょけいうさぇき, ぇい しなき ゃ こさぇゃけすけ しう 

ょぇ すなさしは けすゅけゃけさくけしす. 

- ¨ぉうおくけゃっくけ けつぇおゃぇ-
くうはすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ しぇ, 
つっ いぇ っょうく きぇくょぇす おきっ-
すなす すさはぉゃぇ くっ しぇきけ ょぇ 
けこさぇゃょぇっ くぇょっあょうすっ う 
けつぇおゃぇくうはすぇ うき, くけ う ょぇ 
ゅう くぇょしおけつう. ╁うっ ょけおなょっ 
しすうゅくぇたすっ し ういこなかくっくうっ-
すけ くぇ ╁ぇてぇすぇ こさけゅさぇきぇ? 
╉けっ っ くぇえ-ちっくくけすけ いぇ ╁ぇし 
ゃ すぇいう っょくぇ ゅけょうくぇ う おけっ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ╁う ょさぇい-
くう, ょぇ ╁う ぇきぉうちうさぇ けとっ 
こけゃっつっ? ╁ぇてぇすぇ けちっくおぇ 
こさっい ゃぇてうは こけゅかっょ.
- ╇きぇき せしっとぇくっすけ, つっ しぇ 

きうくぇかう 3,5 ゅけょうくう けす きぇく-
ょぇすぇ きう. 

- 〈けかおけゃぇ かう っ すっあおけ? 
- ′っ すけかおけゃぇ おぇすけ すっあっしす, 

ぇ おぇすけ けつぇおゃぇくうは けす しすさぇくぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ‶さっい すぇいう 
ゅけょうくぇ ゅさぇあょぇくうすっ うしおぇたぇ 
ょぇ ういこなかくうき ゃしうつおけ, おけっすけ 
つぇおぇたぇ 8 ゅけょうくう. 〈けゃぇ ぉってっ 
きけっすけ せしっとぇくっ いぇ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ. ╆ぇ きっく 2012 ゅけょうくぇ 
ぉってっ ゅけょうくぇ, ゃ おけはすけ ゃいったきっ 
こさぇゃうかくう さってっくうは. ╄ょくけ けす 
すはた ぉっ さってっくうっすけ ょぇ すっゅかうき 
おさっょうすぇ う ょぇ ぇしそぇかすうさぇきっ 
44 せかうちう う ゃうあょぇき, つっ たけ-
さぇすぇ しぇ ょけゃけかくう けす すけゃぇ さっ-
てっくうっ.

- … ょけさう くはおけう おぇいゃぇす, 
つっ しぇきけ すけゃぇ ょぇ っ ぉうかけ 
しゃなさてっくけ, しすっ しう しこっつう-
かうかう ゃすけさう きぇくょぇす...
- ...いぇ ゃすけさうは きぇくょぇす しきっ しう 

ゅけゃけさうかう し ╁ぇし う ぇい しなき ╁う 
おぇいぇかぇ きくっくうっすけ しう. ¨しゃっく 
すけゃぇ, いぇ すぇいう ゅけょうくぇ ゅさっえ-
くぇたぇ ょけしすぇ けす しゅさぇょうすっ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ. 
‶さっょしすけう ょぇ けすゃけさうき ょっす-
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ „]かなくつうちっ” 
う はしかぇ „‶さけかっす”, おけうすけ さっ-
きけくすうさぇきっ しなし しさっょしすゃぇ けす 
ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 〈けゃぇ 
しなとけ ぉってっ こさぇゃうかくけ さってっ-
くうっ, しこけさっょ きっく, いぇ しきっすおぇ 
くぇ さっきけくすうすっ う おなさこっあうすっ, 
こさぇゃっくう ゃ すっいう ょけしすぇ しすぇさう 
しゅさぇょう くぇ こぇさつっ. ]こっつっかうた-
きっ こさけっおすう いぇ 60 きかく. かっゃぇ 
しぇきけ いぇ 1 ゅけょうくぇ う すけ きくけ-
ゅけ ゃぇあくう こさけっおすう, おけうすけ 
とっ しぇ けしくけゃけこけかぇゅぇとう いぇ 
しかっょゃぇとうは こさけゅさぇきっく こっさう-
けょ. 〈ぇおぇ つっ - おけえすけ う ょぇ っ 
おきっすなす しかっょ 3 ゅけょうくう, しかっょ 
2015 ゅけょうくぇ しさっょしすゃぇすぇ こけ 
っゃさけこっえしおうすっ こさけっおすう  くはきぇ 
ょぇ ぉなょぇす おけくおせさっくすくう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, いぇとけすけ すっ とっ うきぇす 
ゅけすけゃう こさけっおすう, こけ おけうすけ 
とっ しっ ういこなかくはゃぇす そうくぇくしう-
さぇくうはすぇ ょうさっおすくけ けす ╄]. ┿い 
しなき しこけおけえくぇ, つっ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ こけかけあうたきっ けしくけゃぇ-
すぇ くぇ しかっょゃぇとうは こさけゅさぇきっく 
こっさうけょ いぇ ╉ぇいぇくかなお う すけえ 

っ ういおかのつうすっかくけ ょけぉなさ. ¨ぉ-
とうくぇすぇ とっ しっ くぇさっょう しさっょ 
26-すっ けぉとうくう - ょうさっおすくう ぉっ-
くっちうそうっくすう くぇ しさっょしすゃぇすぇ, 
おけっすけ しう っ っょくぇ きくけゅけ ょけ-
ぉさぇ ぉぇいぇ. ] おけっ くっ きけゅぇ ょぇ 
しゃうおくぇ? ]ゃうおくぇた し ゅけかっきうすっ 
けつぇおゃぇくうは くぇ たけさぇすぇ, くけ くっ 
きけゅぇ ょぇ しゃうおくぇ し くっゅぇすうゃう-
いきぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう. ] すけゃぇ - 
ゃなゃ ゃしはおけ くぇこさぇゃっくけ くっとけ し 
きくけゅけ せしうかうっ う すさせょ, ょぇ すなさ-
しはす くっゅぇすうゃくけすけ う ょぇ けすさうつぇす 
ゃしうつおけ しゃなさてっくけ. ′はきぇ おぇお 
ょぇ ゃなさゃうき くぇこさっょ, ぇおけ くうっ 
しぇきうすっ くっ しう ゃはさゃぇきっ.

- 〈けゃぇ かう っ くぇえ-ょっきけすう-
ゃうさぇとけすけ う ょっしすうきせかう-
さぇとけすけ いぇ つけゃっお くぇ すぇおなゃ 
こけしす? ′っゅぇすうゃういきなす くぇ 
たけさぇすぇ う かうこしぇすぇ くぇ しな-
こさうつぇしすくけしす?
- ╃ぇ. 〈けゃぇ っ くぇえ-ょっきけすうゃう-

さぇとけすけ, いぇとけすけ ぇい しなき けす たけ-
さぇすぇ, おけうすけ しっ うくすっさっしせゃぇす 
けす けぉとっしすゃっくけすけ きくっくうっ. ′っ 
しなき けす さなおけゃけょうすっかうすっ, おけう-
すけ しぇ ゃこっさっくう ゃ ぉなょっとうすっ しう 
ちっかう う くっ しっ  うくすっさっしせゃぇす けす 
すけゃぇ ょけおけかおけ ゅう けょけぉさはゃぇす  
うかう くっ けょけぉさはゃぇす たけさぇすぇ. 
╋けあっ ぉう すけゃぇ っ こさぇゃうかくうはす 
くぇつうく, くけ ぇい うしおぇき ょぇ  つせ-
ゃぇき おぇおゃけ おぇいゃぇす ゅさぇあょぇくう-
すっ こけ こけゃけょ くぇ けくけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃうき. ╆ぇすけゃぇ しう う こけょょなさ-
あぇき しけぉしすゃっく きけえ そっえしぉせお 
こさけそうか, けすゅけゃけさはき くぇ きくけ-
ゅけ しなけぉとっくうは くぇ ゅさぇあょぇくう, 
おけうすけ きう こうてぇす ゃ くっゅけ, いぇ-
ょぇゃぇす  きう ゃなこさけしう. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ つっすぇ ゃしうつおう おけきっくすぇ-
さう ゃ おぇいぇくかなておうすっ しぇえすけゃっ, 
おけっすけ しなとけ いぇ きっく っ ょけこなか-
くうすっかっく けさうっくすうさ. ╋ぇおぇさ, 
つっ こけくはおけゅぇ, おけゅぇすけ しう かはゅぇき 
ゃっつっさ, しかっょ おぇすけ しなき つっかぇ 
くぇこうしぇくぇすけ こけ そけさせきうすっ くぇ 
しぇえすけゃっすっ, せしっとぇき つっ しなき しっ 
けすさけゃうかぇ. ′け しっ しなぉせあょぇき 
くぇくけゃけ う ょっくはす いぇこけつゃぇ.  

- ╃けおけかおけ すけゃぇ, つっ しすっ 
あっくぇ う すけ おきっす, ╁う こけ-
きけゅくぇ ゃ こさけぉかっきうすっ う 
さってぇゃぇくっすけ うき こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ う ょけおけかおけ ぉっ こさっ-
こはすしすゃうっ?
- ╇しすうくぇすぇ っ, つっ いぇ 1 ゅけょうくぇ 

くぇえ-きぇかおけ しなき しっ つせゃしすゃぇかぇ 
あっくぇ. ′っ しなき しっ ゃないこさうっきぇ-
かぇ ゃ すぇいう しう さけかは う おぇつっしすゃけ 
こけ くうおぇおなゃ くぇつうく う いぇすけゃぇ 
くっ きけゅぇ ょぇ こさっちっくは ょけおけか-
おけ すけゃぇ きう っ こさっつっかけ うかう 
こけきぇゅぇかけ, くけ くぇえ-きぇかおけ しなき 
けぉさなとぇかぇ ゃくうきぇくうっ くぇ こけかぇ 
しう こさっい すぇいう 1 ゅけょうくぇ. ╃ぇくけ 
くっ しなき さぇいけつぇさけゃぇかぇ たけさぇ-
すぇ, おけうすけ きっ たぇさっしゃぇす おぇすけ 
あっくぇ.

20 775 けす あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお きうくぇかうは けおすけきゃさう ゅかぇしせゃぇたぇ いぇ くっは. 〈は いぇこうしぇ うきっすけ しう おぇすけ こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす ゃ うしすけさうはすぇ 
くぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ くぇ ╉ぇいぇくかなお しぇきけ ぉさけっくう ょくう しかっょ かうつくうは しう こさぇいくうお. 
╃けえょっ し けぉっとぇくうっすけ ょぇ さぇぉけすう すぇおぇ, つっ ╉ぇいぇくかなお う あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ ょぇ しう ゃなさくぇす しぇきけつせゃしすゃうっすけ, せぉっょっくぇ, つっ うきぇ し おぇおゃけ ょぇ しっ 

ゅけさょっっき. ╉ぇおすけ う し くぇょっあょぇすぇ う おせさぇあぇ ょぇ ょぇょっ てぇくし くぇ きかぇょうすっ. ¨ぉっとぇ ょぇ っ おきっす くぇ ゃしうつおう. ╆ぇ しっぉっ しう こけあっかぇ ういょなさあかうゃけしす う いょさぇゃっ. 
╆ぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ こさっけぉなさくぇ ょけしすぇ けす こさっょしすぇゃうすっ, ゃ おけうすけ おかうてうさぇたきっ おきっすけゃっすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ┿しそぇかすうさぇ しなし いぇっき 44 せかうちう, しすけこう 1/3 

けす しすぇさうすっ いぇょなかあっくうは, くぇしかっょしすゃけ けす こさっょうてくうは っおうこ, けしゃけぉけょう こっくしうけくっさうすっ けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, こけしけつう ゃさぇすぇすぇ くぇ すっいう, 
おけうすけ くっ しっ しこさぇゃはす, いぇこうしぇ おぇいぇくかなておうすっ すさぇおうえしおう こぇきっすくうちう ゃ „』せょっしぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは”, けこうすぇ しっ ょぇ こさけきっくう こさぇいくうつくうは くう くぇゃうお 
こさっい のくう う こけしゃっすう けゅさけきくぇ っくっさゅうは う ゃさっきっ, いぇ ょぇ くぇかけあう こさっょ しゃっすぇ すせさうしすうつっしおうは ぉさぇくょ くぇ ╉ぇいぇくかなお - さけいぇすぇ う すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ. 
]なきうてかっくうちうすっ え しっ つせょはす くぇ っくっさゅうはすぇ う ゃさっきっすけ, おけっすけ くぇきうさぇ いぇ ゃしうつおけ. ╁さぇゅけゃっすっ え くっ しこうさぇす ょぇ すなさしはす こさうかうおうすっ え し こさっょてっしすゃっ-
くうおぇ え う は つぇおぇす ょぇ しすなこう くぇおさうゃけ. 
〈ぇおぇ きっあょせ „¨しぇくくぇ“ う „[ぇいこくう ゅけ“ しっ ういすなさおけかう こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ けす きぇくょぇすぇ くぇ こなさゃぇすぇ あっくぇ-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.
] はしくけすけ しないくぇくうっ, つっ ゃしうつおけ おぇいぇくけ とっ しっ つっすっ う ゅかっょぇ こけょ かせこぇ, いぇこけつくぇたきっ さぇいゅけゃけさぇ いぇ こなさゃぇすぇ さぇゃくけしきっすおぇ.
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[なおけゃけょうすっかはす ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ けすょぇゃくぇ こさう
いくぇ こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, つっ ゃなゃ ゃしっおう 
すぇくち しっ けこうすゃぇ ょぇ ゃかぇゅぇ けぉうつすぇ おなき さけょくけ

すけ. ] けつうすっ しう ゃうあょぇき, つっ う すせお っ せしこはかぇ...
[っこっすうちうはすぇ こさうおかのつゃぇ し けちっくおぇ くぇ さぇ

ぉけすぇすぇ う けぉはしくっくうっ おぇおゃけ とっ しっ さぇぉけすう 
しかっょゃぇとうは こなす. ╇ いぇょなかあうすっかくけすけ: ”╉さぇえ 
くぇ さっこっすうちうはすぇ! ‶けおかけく!”. ¨ぉぇつっ しかっょ おさぇは 
くぇ きくけゅけ けす ょっちぇすぇ こさけしすけ くっ うき しっ すさなゅゃぇ: 
こうすぇす, こさっゅさなとぇす ゅけしこけあぇすぇ, しこけょっかはす... 
‶けつうゃおぇすぇ こさっょう さっこっすうちうはすぇ し こけ-ゅけかっきう
すっ くっ しすうゅぇ, いぇとけすけ こさう ╋うくつっゃぇ うょゃぇす う 
さけょうすっかう - けぉしなあょぇす おけしすのきうすっ いぇ おけくちっさ
すぇ, うくすっさっしせゃぇす しっ おぇお しっ しこさぇゃはす ょっちぇすぇ, 
しなこさっあうゃはゃぇす...

╂けかっきうすっ こけつゃぇす
さっこっすうちううすっ し っおいっさしうい   

 ╁っょくぇゅぇ しっ ゃうあょぇ, つっ こっすけおかぇしくうちうすっ う 
てっしすけおかぇしくうちうすっ ゃっつっ しぇ ょけしすぇ くぇこさっょくぇ
かう: しかっょゃぇす ╃ぇえつけゃぇ おけきぉうくぇちうは, ]っゃっさ
くはておぇ おけきぉうくぇちうは, 〈さぇおうえしおぇ さなつっくうちぇ, 
╉けこぇくうちぇ, „╀せつうくうて”... ╃っちぇすぇ けこさっょっかっくけ 

しぇ せきけさっくう – こけゃっつっすけ けす すはた うょゃぇす いぇ さっこっ
すうちうう しかっょ ょなかゅうは しう ょっく こけ こけょゅけすけゃおぇ う つぇ
しけゃっすっ ゃ せつうかうとっ. ̈ ぉぇつっ しっ しすぇさぇはす ょぇ   ょぇゃぇす 

ゃしうつおけ けす しっぉっ しう, きぇおぇさ こけくはおけ
ゅぇ ょぇ こけゃょうゅぇす おけかっくぇすぇ こけ-くう
しおけ うかう ょぇ いぇぉさぇゃはす ょぇ ょゃうあぇす 
さなちっすっ いぇっょくけ し おさぇおぇすぇ... ′うとけ 
けぉぇつっ くっ けしすぇゃぇ しおさうすけ けす こけゅかっ
ょぇ くぇ たけさっけゅさぇそぇ: ”┿おけ くっ しすっ ゅけ
すけゃう いぇ おけくちっさすぇ くぇ 17-すう, くはきぇ 
ょぇ せつぇしすゃぇすっ!”, おぇすっゅけさうつくぇ っ ゃ 
いぇぉっかっあおうすっ しう ╋うくつっゃぇ, おけはすけ 
くっ しこうさぇ ょぇ しっ はょけしゃぇ, ぇおけ くっとぇ
すぇ くっ しっ こけかせつぇゃぇす くぇ けつぇおゃぇくけ
すけ ょけぉさけ くうゃけ, しきっくは こけいうちうう くぇ 
すぇくちぬけさうすっ くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ ゃ 
こけしすぇくけゃおぇすぇ, すなさしう くぇえ-しこけかせつ
かうゃけすけ う しっ けこうすゃぇ ょぇ „ういゃぇょう” けす 
ゃしはおけ ょっすっ くぇえ-たせぉぇゃけすけ, おけっすけ 
すけ きけあっ ょぇ こけおぇあっ こさっょ しっぉっ しう 
う こさっょ こせぉかうおぇすぇ.
〈ぇくちうすっ し こぇさすくぬけさう けつっゃうょくけ 

しっ けおぇいゃぇす けとっ こけ-すさせょくう. ╇いさぇ
ぉけすゃぇす しっ ぉぇゃくけ, ういうしおゃぇ しっ しうく
たさけく, ょけぉさけ ゃかぇょっっくっ くぇ すったくう
おぇすぇ...
”╇いこなくぇすう こさなしすう! ╉けかっくぇすぇ – 

ゃうしけおけ! ‶けゅかっょうすっ – こけ ちはかぇすぇ いぇかぇ!...”, いぇぉっ
かっあおうすっ いゃせつぇす きっあょせ さうすきうすっ くぇ くぇさけょくうすっ 
たけさぇ う ょっちぇすぇ こけゃすぇさはす, こけゃすぇさはす...
[ぇいぉうさぇき, つっ いぇすけゃぇ たせょけあっしすゃっくうはす さなおけ

ゃけょうすっか くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは そけかおかけさっく 
すぇくちけゃ しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” - ╇ゃぇくおぇ ╋うくつっ
ゃぇ, くっ おさうっ けす きぇかおうすっ う ゃっつっ こけさぇしくぇかう すぇく
ちぬけさう: ”〈させょくう しぇ すぇくちうすっ. ╆ぇ つぇしす けす しっおせく
ょぇすぇ きうしかうき う ういこなかくはゃぇきっ こけ 101 くっとぇ... ′け 
こけしかっ – おぇすけ しすぇくぇす おさぇしうゃう...!”.  ╁ おさぇは くぇ 
さっこっすうちうはすぇ, おけゅぇすけ せきけさぇすぇ くぇょょっかはゃぇ くぇょ 
さぇょけしすすぇ, こさけせきはゃぇき, つっ うきっくくけ すさなこおぇすぇ けす 
けくけゃぇ くっけこうしせっきけ けつぇおゃぇくっ いぇ しこけょっかっくぇ し 
こせぉかうおぇすぇ おさぇしけすぇ, いぇ おけはすけ くぇきっおゃぇ し きくけ
ゅけすけつうっ ゃ ゅかぇしぇ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ, っ けくぇいう すぇえくぇ, 
おけはすけ けすおかのつゃぇ けすゅけゃけさぇ くぇ ゃなこさけしぇ: ”╉ぇお しっ 
しすぇゃぇ すぇくちぬけさ? ┿きぇ – うしすうくしおう!”  ] きくけゅけ すさせょ 
う かのぉけゃ. ╉なき すぇくちぇ – しぇきけ くぇてうはす, ぉなかゅぇさしおう 
くぇさけょっく すぇくち.      

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

¨おけかけ 1700 おぇいぇくかなつぇくう 
こけょぇょけたぇ ょけおせきっくすう いぇ 

けぉせつっくうっ ゃ つっすゃなさすぇすぇ しっしうは 
„┿い きけゅぇ こけゃっつっ” くぇ ¨‶ „[ぇい
ゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさ
しう”. ╂けかはきぇ つぇしす けす こけょぇかうすっ 
ょけおせきっくすう しぇ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか”. 
╉さぇえくうはす しさけお いぇ こけょぇゃぇ

くっすけ くぇ くせあくうすっ そけさきせかはさう  
ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ぉっ  2-さう 
くけっきゃさう.  ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす 
けす こけょぇかうすっ いぇはゃかっくうは しっ 
くぇょはゃぇたぇ ょぇ こけかせつぇす こさぇ
ゃけしこけしけぉくけしす おぇすけ てけそぬけさう, 
おぇすっゅけさうは ╁, おぇおゃぇすけ ゃない
きけあくけしす うきぇてっ ゃ こさっょくぇすぇ 
しっしうは くぇ こさけゅさぇきぇすぇ. 〈けいう 

こなす, けぉぇつっ, したっきぇすぇ くぇ こさけ
ゅさぇきぇすぇ くっ こけいゃけかはゃぇ すけゃぇ. 
╉なしきっすかうう ゃ しかせつぇは とっ しっ 
けおぇあぇす こけょぇかうすっ  ょけおせきっく
すう いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おけき
こっすっくちうは „ゃけょぇつう くぇ ╋‶] 
くぇ すけゃぇさくう こさっゃけいう ゃなゃ 
ゃなすさってくうは  う きっあょせくぇさけ
ょっく すさぇくしこけさす” う  いぇ „せこさぇ
ゃかっくうっ くぇ ╋‶] ゃなすさってっく う 
きっあょせくぇさけょっく すさぇくしこけさす いぇ 
こさっゃけい くぇ こなすくうちう”. 
╋くけゅけ しぇ おぇくょうょぇすしすゃぇかうすっ 

ゅさぇあょぇくう う いぇ けぉせつっくうっすけ 
こけ つせあょう っいうちう - ぇくゅかうえしおう, 
うしこぇくしおう う くっきしおう. 
¨ょけぉさっくうすっ いぇ けぉせつっくうっ 

こけ したっきぇすぇ „┿い きけゅぇ こけゃっ

つっ” とっ こけかせつぇす しこっちうぇかくう 
せゃっょけきかっくうは けす ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ, くぇ ぉぇいぇ くぇ おけうすけ とっ 
ういぉっさぇす しゃけは けぉせつぇゃぇとぇ ゅう 
けさゅぇくういぇちうは. ]かっょ  すけゃぇ とっ 
こけかせつぇす う しこっちうぇかくう ゃぇせつっ
さう, こけおさうゃぇとう  さぇいたけょうすっ 
いぇ けぉせつっくうっすけ うき. ′ぇ そうくぇ
かぇ くぇ おせさしけゃっすっ しっ こけかぇゅぇ う 
しなけすゃっすっく ういこうす, くぇ ぉぇいぇ くぇ 
おけえすけ しっ ういょぇゃぇ う ょけおせきっくす 
いぇ  こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇか
くぇ おけきこっすっくちうは. 
¨さゅぇくういぇちううすっ う そうさきうすっ, 

おけうすけ うきぇす かうちっくいう いぇ こさっ
ょけしすぇゃはくっすけ くぇ けぉせつっくうは こけ 
したっきぇすぇ „┿い きけゅぇ こけゃっつっ”, しぇ 
こせぉかうおせゃぇくう ゃ うくすっさくっす くぇ 
しすさぇくうちぇすぇ くぇ  ┿ゅっくちうはすぇ こけ 
いぇっすけしすすぇ

h t t p : / / w w w .
az.government.bg/internal.
asp?CatID=28&WA=Efunds/
OPHRD/AP2111/Menu_2111.
htm.

53 きうかうけくぇ かっゃぇ しぇ けすこせし
くぇすう いぇ けぉせつっくうっ こけ したっきぇ
すぇ „┿い きけゅぇ こけゃっつっ”, おぇすけ 
いぇ しすさぇくぇすぇ ょけおせきっくすう いぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇ
ちうは う おかのつけゃう おけきこっすっくちうう 
しぇ こけょぇかう けおけかけ 50 たうかはょう 
ょせてう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

′けゃ ょうさっおすけさ うきぇ ╇くしすうすせすなす こけ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ¨す 
くはおけかおけ ょくう いぇ ╁[╇╃  ょうさっおすけさ っ くぇいくぇつっくぇ ′ぇすぇてぇ 

╉けゃぇつっゃぇ, くぇ きはしすけすけ くぇ ょけしっゅぇてくうは ょうさっおすけさ こさけそ. ′っょおけ 
′っょおけゃ. ‶さけきはくぇすぇ っ しなし いぇこけゃっょ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ]っかしおけ
しすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは こさけそ. ‶っすなさ ]かぇゃっえおけゃ. ╃けしっゅぇてくう
はす ょうさっおすけさ ′っょおけゃ っ けしゃけぉけょっく こけ かうつくぇ きけかぉぇ. ‶さっょしすけう 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさし いぇ けゅかぇゃはゃぇくっ くぇ っょうくしすゃっくうは くぇ 
╀ぇかおぇくうすっ ╇くしすうすせす こけ さけいぇすぇ.  

╉ぇいぇくかなておうすっ さけきう うい
たゃなさかうたぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 

ぉけぉぇ, おけえすけ こけかせつうたぇ おぇすけ 
こけきけと けす ╀』╉.  ╅うゃっっとう ゃ 
しなしっょくうすっ くぇ おゃ. „╉ぇさきっく” 
ぉかけおけゃっ ゅさぇあょぇくう, ゃ こさけ
ょなかあっくうっ  くぇ ょゃぇ ょくう くぇ
ぉかのょぇゃぇたぇ ゅさけいくぇすぇ ゅかっょおぇ, 
ゃ おけはすけ さけきうすっ ういたゃなさかはす 
ぉけぉ うかう しっ いぇきっさはす  し くっゅけ. 
‶けゃっょっくうっすけ うき こさっょういゃうおぇ 

くっっょくけいくぇつくう さっぇおちうう けす しすさぇくぇ くぇ けしすぇくぇかうすっ, ぇ しぇきうすっ 
さけきう ぉはたぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ぉけぉなす くっ しすぇゃぇ いぇ はょっくっ. ╃させゅう 
こなお すゃなさょはたぇ, つっ し すぇいう しう こけきけと ╀』╉ しっ こけょうゅさぇゃぇかぇ し すはた. 
╇きぇてっ う すさっすう, おけうすけ つぇおぇたぇ ょぇ こけかせつぇす こけきけとうすっ しう し おぇ
させちう,  いぇっょくけ し ちっかうすっ しう そぇきうかうう. 
′ぇ ぉせさくぇすぇ う, きっおけ おぇいぇくけ, くぇゅかぇ さっぇおちうは くぇ さけきうすっ けす 

けそうしぇ くぇ ╀』╉ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇはゃうたぇ, つっ ぉけぉなす  ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ っ しっさすうそうちうさぇく う くっ っ けす すけいう, おけえすけ っあっょくっゃくけ しっ 
こけおぇいゃぇ こけ くぇちうけくぇかくうすっ すっかっゃういうう.
╆ぇとけ くっ たゃなさかはす う こぇさうすっ, おけうすけ こけかせつぇゃぇす おぇすけ こけきけとう 

こけ いっきはすぇ, ぇ しぇきけ たさぇくぇすぇ, こうすぇたぇ しっ しゃうょっすっかう くぇ ゅさけいくぇすぇ 
ゅかっょおぇ けおけかけ おゃ. „╉ぇさきっく”.
╀かういけ 2 たうかはょう しぇ ゅさぇあょぇくうすっ けす ╉ぇいぇくかなお し こさぇゃけ くぇ たさぇ

くうすっかくう こけきけとう けす ╀』╉. ╁ けしくけゃくぇすぇ しう つぇしす すっ しぇ けす さけき
しおぇすぇ けぉとくけしす. ̈ ぉとけ 52 おうかけゅさぇきぇ たさぇくう  こけかせつぇゃぇす けす ╀』╉ 
しけちうぇかくけ しかぇぉうすっ. ]さっょ すはた しぇ: けかうけ, ぉけぉ, いぇたぇさ, かっとぇ, おけく
そうすのさ, けさうい, おぇさすけそっくけ このさっ くぇ こさぇた, しこぇゅっすう, きぇおぇさけくう, 
ぉうしおゃうすう, きっょ う おぇそっ. 75 すけくぇ たさぇくう  けす すぇいう こけきけと ぉはたぇ 
さぇいょぇょっくう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

12 おぇいぇくかなつぇくう こけかせつうたぇ 
おかのつけゃっ いぇ くけゃうすっ しう ょけきけゃっ 
ゃ いぇゃなさてっくぇ しっおちうは  くぇ ぉかけお 
くぇ  ぉせか. „23 ‶ったけすっく 【うこつっく
しおう こけかお” わ 108. 〈っ しぇ う こけ
しかっょくうすっ しけぉしすゃっくうちう, おけうすけ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ うきぇかぇ ぇく
ゅぇあうきっくす ょぇ けぉっいとっすう し ぇこぇさ
すぇきっくすう しさっとせ すったくうすっ うきけすう, 
けすつせあょっくう う しなぉけさっくう し ちっか 
けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう うくそさぇしすさせおすせさくう きっさけこさうは
すうは けす けぉとっしすゃっくけ いくぇつっくうっ こさっい こけしかっょくうすっ ぉかういけ 30 ゅけ
ょうくう. ╉かのつけゃっすっ いぇ くけゃうすっ ぇこぇさすぇきっくすう くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ 
ゃさなつう おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 

[なおけゃけょうすっかはす くぇ ╀ぇかっす „╂さぇちうは” おなき ′ぇさけょくけ つうすぇかうとっ 
„╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” ┿かかぇ ┿くゅっかけゃぇ こけかせつう ]こっちうぇかくぇすぇ 

くぇゅさぇょぇ いぇ こっょぇゅけゅ ゃ さぇいょっか „╉かぇしうおぇ” くぇ しっょきうは こけさっょ ぉぇ
かっすっく おけくおせさし ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ. 
╁ おけくおせさしぇ ゃいったぇ せつぇしすうっ 800  ぉぇかっさうくう う ぉぇかっすうしすう けす 

ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 

╃ゃっ こけけとさうすっかくう くぇゅさぇょう こさうしなょう おぇ
ぉっかくうはす けこっさぇすけさ “╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” 

くぇ ょゃぇきぇ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ おけくおせさしぇ いぇ 
そうさきっく しかけゅぇく. 
╁ おけくおせさしぇ せつぇしすゃぇたぇ 161 ゅさぇあょぇくう けす ╉ぇいぇくかなお, ╁ぇさくぇ, 

╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, ‶かけゃょうゃ, ╀はかぇ, ╀せさゅぇし, ]うきうすかう, ]けそうは. 
‶さっょかけあっくうはすぇ, おけうすけ すっ ういこさぇすうたぇ, ぉはたぇ くぇょ 770.
]かっょ ょゃっ こけさっょくう いぇしっょぇくうは う おけくしせかすぇちうう くっ ぉっ こけしすうゅ

くぇすけ っょうくけょせてくけ しすぇくけゃうとっ いぇ こっつっかうゃてけすけ こさっょかけあっくうっ, 
おけっすけ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ けそうちうぇかっく そうさきっく しかけゅぇく. ‶け すぇいう 
こさうつうくぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ そうさきぇすぇ  くっ しっ こさうしなあょぇ. ╆ぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ あせさうすけ さってう ょぇ こさうしなょう ょゃっ こけけとさうすっかくう 
くぇゅさぇょう. 〈ったくう くけしうすっかう しぇ:  ╊うかう ╂っすけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお いぇ 
こさっょかけあっくうっすけ え  “╄かぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ” う くぇ 〈けょけさ ╃うきけゃ いぇ 
こさっょかけあっくうっすけ “]ゃっすなす せ ゃぇし!” 
╃ゃぇきぇすぇ とっ こけかせつぇす こぇさうつくう くぇゅさぇょう う そうさきっくう しせゃっくうさう 

くぇ しこっちうぇかくうは おけかっょっく おけくちっさす くぇ “╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” くぇ 
14-すう ょっおっきゃさう ゃなゃ ╁けっくくうは おかせぉ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

                                                 〈┿
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65 ゅけょうくう けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ 
《けかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか けすぉっかはいゃぇ 
„┿さしっくぇか” こさっい ゅけょうくぇすぇ し こけ
さっょうちぇ けす しなぉうすうは. 〉すさっ ゃっつっさ, 
17-すう くけっきゃさう, しなぉけすぇ, ゃ ゅけかは
きぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
„┿さしっくぇか” いぇ すなさあっしすゃっく おけくちっさす 
こさっょ けすぉさぇくぇ こせぉかうおぇ とっ ういかはいぇす 
ゃしうつおう そけさきぇちうう くぇ ぇくしぇきぉなかぇ. 
╃ゃぇ おけくちっさすくう しなしすぇゃぇ う ╃っすしおぇすぇ 
ておけかぇ し さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うく
つっゃぇ けぉっょうくはゃぇ ぇくしぇきぉなかなす. ‶け
ゃっつっ けす 30 ょせてう こさっょしすぇゃうすっかっく 
しなしすぇゃ, けさおっしすさぇくすう う くぇょ 160 
ょっちぇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ っ こなかくうはす 
しこうしなお くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう 
う きせいうおぇくすう.
╃っちぇすぇ こさけたけあょぇす ゃ ゅさせこぇすぇ 

いぇ くぇつうくぇっとう, しかっょゃぇす きぇかおぇすぇ 
ておけかぇ, こけしかっ – ゅけかはきぇすぇ ておけかぇ, 
きぇかおうは おけくちっさすっく しなしすぇゃ う ゅけかっ
きうは おけくちっさすっく しなしすぇゃ.
《けかおかけさくうはす ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さ

しっくぇか” っ けしくけゃぇく おぇすけ しぇきけょっえくぇ 
そけさきぇちうは こさっい 1947-きぇ ゅけょうくぇ 
けす ′うおけかぇ [ぇつっゃ, こけ-おなしくけ っ こけっす 
けす たせょけあっしすゃっくうは さなおけゃけょうすっか, 
たけさっけゅさぇそ う しっゅぇ – ょうさっおすけさ くぇ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
》さうしすけ ]すけはくけゃ.
]すけすうちう せつぇしすうは  ゃ ぉなかゅぇさしおう 

う きっあょせくぇさけょくう そっしすうゃぇかう うきぇ 
ゃ ぉうけゅさぇそうはすぇ しう そけかおかけさくうはす 
ぇくしぇきぉなか くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ ゃなゃ ゃしうつおうすっ きせ そけさ
きぇちうう.  ‶けかてぇ, 』ったうは, ╂っさきぇくうは, 
╇しこぇくうは, ┿くゅかうは, ╇さかぇくょうは, [せ
しうは... しぇ つせかう う ゃうょっかう つせょけすけ くぇ 
おさぇしけすぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく 
すぇくち う こっしっく ゃ きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ 

╉ぇお しっ しすぇゃぇ すぇくちぬけさ? ┿きぇ – うしすうくしおう! ¨すゅけゃけさなす うょゃぇ 
し っょくぇ さっこかうおぇ, おけはすけ つせゃぇき こけ ゃさっきっ くぇ さっこっすうちうは けす 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ – たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか う たけさっけゅさぇそ 
くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ  „┿さしっ-
くぇか”: ”〈させょくう しぇ すぇくちうすっ.╆ぇ つぇしす けす しっおせくょぇすぇ きうしかうき う 
ういこなかくはゃぇきっ こけ 101 くっとぇ... ′け こけしかっ, おぇすけ しすぇくぇす おさぇ-
しうゃう...! – ╉さぇしうゃはす すぇくち っ すさせょくぇ さぇぉけすぇ...”. ╁ぇくは ╋うく-
つっゃぇ しうゅせさくけ ゅけ おぇいゃぇ こけ しすけ う こけ たうかはょぇ こなすう, ょけおぇすけ 
くけゃけょけてかうすっ ういゃなさゃはゃぇす こなすは けす くぇつうくぇっとう おなき ╋ぇかおぇすぇ 
ておけかぇ, こけしかっ – ╂けかはきぇすぇ ておけかぇ, ╋ぇかおうは おけくちっさすっく しなし-
すぇゃ う ╂けかっきうは おけくちっさすっく しなしすぇゃ. ╆ぇ ょぇ しぇ ゅけすけゃう いぇ しかけあ-
くうすっ すぇくちう, し おけうすけ ゅう こけっきぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ ゃ ‶さっょしすぇ-
ゃうすっかくうは しなしすぇゃ.   
163 ょっちぇ しっ すさせょはす すけいう しっいけく こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

╋うくつっゃぇ. ′ぇうしすうくぇ おなさすけゃしおう すさせょ おうこう ゃしはおぇ ゃっつっさ けす 
18 ょけ 20 つぇしぇ ゃ きぇかおぇすぇ ぉぇかっすくぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇ-
すぇ „┿さしっくぇか” – つせゃぇ しっ ょぇあっ こけおさぇえ しゅさぇょぇすぇ, おなょっすけ しすけ-
すうちう きぇえおう, ぉぇとう, ぉぇぉう, ょはょけゃちう う さけょくうくう くっ あぇかはす けす 
ゃさっきっすけ しう, いぇ ょぇ つぇおぇす ょっちぇすぇ しう けすゃなく – くぇ しすせょっくけ, くぇ 
すなきくけ, くぇ こけ つぇてぇ おぇそっ... ╁ うきっすけ くぇ ╉さぇしけすぇすぇ,  くぇさっつっ-
くぇ ╀なかゅぇさしおう くぇさけょっく すぇくち. ╉さぇしけすぇ, し おけはすけ さけょうすっかうすっ 
うしおぇす ょぇ けちゃっすはす あうゃけすぇ くぇ ょっちぇすぇ しう. ╇ すは しっ こけかせつぇゃぇ.

[っこっすうちううすっ いぇこけつゃぇす し: 
”′ぇつぇかけ! ‶けおかけく! ╃けぉなさ 

ゃっつっさ くぇ ゃしうつおう!”. ‶け-ゅけかっ
きうすっ - しすっゅくぇすう きけきつっすぇ う 
きけきうつっすぇ ゃ さっこっすうちうけくくうすっ 
っおうこう けす すっくうしおう し っきぉかっきぇ
すぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ, しこさっすくぇすう 
こけかうつおう う こぇくすぇかけくう ゃ いっ
かっくけ, しっ こけょさっあょぇす こさっょ けゅ
かっょぇかぇすぇ. ╇ こさっょ こけゅかっょぇ くぇ 
たせょけあっしすゃっくうは さなおけゃけょうすっか. 
〈けつくけ おぇすけ こさけそっしうけくぇかう
しすう.
′ぇえ-きぇかおうすっ うょゃぇす いぇ こさなゃ 

こなす しなし いぇょなかあうすっかくうすっ つっさ
くう すさうおぇ う こけかうつおう, し こさう
ぉさぇくう けす かっくすう おけしう – おぇすけ 
うしすうくしおう ぉぇかっさうくう. 

ぇさしっくぇかしおうすっ ういこなかくうすっかう, ょけしすうゅくぇかけ ょくっし ょけ こさけそっしうけくぇかくけ くうゃけ.
〈ぇくちけゃうはす  ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ し さなおけゃけょうすっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ ゃっつっ 12 

ゅけょうくう さぇょゃぇ はこけくしおうすっ ちっくうすっかう くぇ おさぇしけすぇすぇ ゃ きせいうおぇすぇ う ょゃうあっくうはすぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ 《っしすうゃぇかぇ  くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ ゃ ╋けくぇおぇすぇ. ╃くうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは すぇき 
しっ こさけゃっあょぇす けす 2000-すぇ ゅけょうくぇ, くっこさっきっくくけ し せつぇしすうっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇく
ちぬけさう. 《っしすうゃぇかなす けぉうおくけゃっくけ しっ こさけゃっあょぇ こさっい しっこすっきゃさう, おけゅぇすけ ゃ こさけょなか
あっくうっ くぇ ぉかういけ きっしっち ょっしっすおう おぇいぇくかなつぇくう, こけゃっつっすけ – きかぇょう たけさぇ, くっ しぇきけ しっ 
こさっょしすぇゃはす くぇ しちっくうすっ くぇ ぅこけくうは, くけ う ゅさぇょはす すけこかう う ょなかゅけすさぇえくう こさうはすっかしすゃぇ 

し たけさぇすぇ くぇ すぇいう せくうおぇかくぇ しすさぇくぇ. 
]すけすうちう おけくちっさすう こさっい ゅけょうくうすっ 

ゃっつっ しぇ こけょくっしかう ぇさしっくぇかちう くぇ ちっ
くうすっかうすっ ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ 
しかなくちっ, おなょっすけ ょぇ ういかっいって くぇ しちっ
くぇすぇ ゃ けゅさけきくうすっ 8-たうかはょくう いぇかう くぇ 
╋けくぇおぇすぇ, 《せおけけおぇ う ちはかぇすぇ こさっ
そっおすせさぇ ′ぇゅぇいぇおう, っ くっいぇぉさぇゃうきけ 
こさっあうゃはゃぇくっ いぇ ゃしっおう ぇさすうしす. ¨さゅぇ
くういぇちうはすぇ う きはしすけすけ くぇ おけくちっさすうすっ 
しっ こけょゅけすゃはす けす はこけくしおぇ しすさぇくぇ, うきぇ 
う おけくちっさすう くぇ けすおさうすけ - ゃ こぇさおけゃっ, 
せつうかうとぇ う せくうゃっさしうすっすう. 
┿さしっくぇかしおうはす ぇくしぇきぉなか ういゅさぇょう う 

ぉかういおう ゃさないおう きっあょせ ぅこけくうは う ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ しう さぇいきっくはす 
おせかすせさくう こけさはゃう, こけしっとっくうは くぇ ゃう
しけおけ せこさぇゃかっくしおけ くうゃけ, しなゃきっしすくけ 
こさぇいくせゃぇくっ くぇ ょくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う 
《せおせはきぇ. ╂けしす くぇ こさけはゃうすっ くぇ おぇいぇく
かなておうすっ すぇくちぬけさう ゃ ぅこけくうは つっしすけ 
っ う しぇきうはす こけしかぇくうお くぇ [っこせぉかうおぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけくうは, はこけくしおうはす こけ
しかぇくうお しなとけ っ つっしす ゅけしす くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ う くぇ ょさせゅう しなぉうすうは ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, しなとけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさう
はすっかしすゃけすけ, しなゅさぇょっくけ けす ぇさしっくぇかちう.
╁ ╀なかゅぇさうは ぇくしぇきぉなかなす くぇ „┿さしっ

くぇか” しっ こさっょしすぇゃは しぇきけ くぇ くぇえ-こさっし
すうあくうすっ そっしすうゃぇかう – ゃなゃ ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ, ╀せさゅぇし う ╁ぇさくぇ. ¨す 2008-きぇ 
ゅけょうくぇ ぇくしぇきぉなかなす くぇ „┿さしっくぇか” っ う 
しなけさゅぇくういぇすけさ くぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ ‶さう
きけさしおけ, おなょっすけ せつぇしすゃぇす ょっちぇ けす [せ
しうは, ╋ぇおっょけくうは, ╀なかゅぇさうは う ╂なさちうは. 
′ぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ ‶さうきけさしおけ しっ ゃさなつ
ゃぇす う くぇゅさぇょう – しすぇすせっすおう けす うきっすけ 
くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 

〈┿

‶なさゃうすっ, こけょさっょっくう し さう
すなきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ 
しすなこおう, うょゃぇす こけょ いゃせちうすっ くぇ 
„╀けさはくけ, ╀けさはくおっ”, すさぇおうえ
しおぇすぇ さなつっくうちぇ, „]っょくぇかけ っ 
╃あけさっ ょけし”, „[うこくう, ╉ぇかうく
おっ!”.
30-すうくぇすぇ ょっつうちぇ けす きぇか

おうすっ せつうかうとくう おかぇしけゃっ 
こさけたけあょぇす ゃ くぇさけょくうは すぇくち 
しなし いぇょなかあうすっかくけすけ: ”[ぇい-
ょゃぇ-すさう” う こさうこかはしおゃぇくうは
すぇ し さなちっ, おけうすけ こけきぇゅぇす ょぇ 
しっ しかっょゃぇ しかけあくうはす さうすなき 
くぇ しっょっきすっ けしきう. ]かけあっく – 
くけ くっ しなゃしっき. ╆ぇとけすけ ゃしっおう 
ぉなかゅぇさうく ゅけ くけしう ゃ しっぉっ しう 
こけ さけあょっくうっ - ょけしすぇすなつくけ 

っ ょぇ けすおかのつうて しなさちぇすぇ  う 
ゃしうつおけ しすぇゃぇ こけ-かっしくけ. ╁ぇくは 
╋うくつっゃぇ くぇうしすうくぇ けすおかのつゃぇ 
しなさちぇすぇ くぇ しすけすうちうすっ ょっちぇ 
いぇ さけょくうは そけかおかけさ: し せしきうゃ
おぇ, し ぉっいぉさけえ こけおぇいゃぇくうは くぇ 
ゃしっおう っかっきっくす くぇ すぇくちぇ, し 
せきっかぇ いぇぉっかっあおぇ, し たゃぇとぇ
くっすけ くぇ たけさけすけ いぇっょくけ し ょっ
ちぇすぇ, おけうすけ こけゃすぇさはす くっえくう
すっ しすなこおう, ょけおぇすけ は ゅかっょぇす し 
ぉかぇゅけゅけゃっくうっ う あっかぇくうっ ょぇ 
しっ くぇせつぇす う すっ ょぇ うゅさぇはす すぇおぇ 
おさぇしうゃけ. 
„╃はしくぇすぇ – けすゅけさっ, かはゃぇすぇ 

– けすょけかせ!”, こけゃすぇさは ゅけしこけあぇ
すぇ こけしすぇくけゃおぇすぇ くぇ おうすおうすっ 
くぇ さなちっすっ こさう たゃぇとぇくっすけ 
くぇ たけさちっすけ. ‶けょゅけすけゃおぇすぇ 
いぇ せつぇしすうっすけ ゃ こさっょしすけはとうは 

おけくちっさす いぇ 65-ゅけょうてくうくぇ
すぇ くぇ 《けかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか 
くぇ „┿さしっくぇか” せすさっ ゃっつっさ, 
くぇ 17-すう くけっきゃさう,  いぇこけつゃぇ 
し こさうこけきくはくっ くぇ こけいうちう
うすっ ゃ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく 

すぇくち. ′ぇえ-ょけぉさうすっ こけおぇいゃぇす 
くぇ けしすぇくぇかうすっ. ┿おけ ぉなさおぇす, 
╋うくつっゃぇ こけこさぇゃは う こけおぇいゃぇ 
ゃはさくけすけ ょゃうあっくうっ. ′ぇ さっこっ
すうちうう ぉけかくうすっ くっ すぇくちせゃぇす. 
′け, ぇおけ こさうしなしすゃぇす, しかっょはす 
こけょゅけすけゃおぇすぇ けすしすさぇくう, ょぇ 
くっ ういけしすぇゃぇす. 〈ぇおぇ けす きぇか
おう しっ せつぇす くぇ ょうしちうこかうくぇ う 
けすゅけゃけさくけしす おなき さぇぉけすぇすぇ くぇ 
けしすぇくぇかうすっ, おなき 『はかけすけ, おなき 
けくけゃぇ, おけっすけ ゅう っ しなぉさぇかけ 
いぇっょくけ – ┿くしぇきぉなかなす くぇ „┿さ
しっくぇか”. 〉つぇす しっ くぇ しうくたさけく ゃ 
すぇくちぇ, おけっすけ いくぇつう – しけかう
ょぇさくけしす ゃ っおうこぇ. ′っとけ こけゃっ
つっ – ゃ あうゃけすぇ すっいう おぇつっしすゃぇ 
しっ ゃなこかなとぇゃぇす ゃ しなさょっつくけ
すけ けすくけてっくうっ おなき ょさせゅうは, ゃ 
ゅさぇょっあぇ くぇ ょけぉさう こさうはすっか

しすゃぇ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ – ゃ 
╃けぉさけすぇ う 』けゃっつくけしす. ╉けっすけ 
っ ょさせゅうはす, ょなかぉけおうはす しきうしなか 
くぇ こさうしなしすゃうっすけ ゃ ╃ぃ《〈] 
„┿さしっくぇか” – ょぇ ゃないこうすぇゃぇ 
』けゃっちう. ╃っちぇすぇ けとっ くっ さぇい

ぉうさぇす すけゃぇ. 〈さっゃけゅうすっ うき しぇ 
おけくおさっすくう:      

‶さっょしすけう おけくちっさす
くぇ しちっくぇ. ‶さぇいくうつっく.

╆ぇすけゃぇ しっ しすぇさぇはす ょぇ こけ
おぇあぇす くぇえ-ょけぉさけすけ. ╁ょうゅぇす 
おさぇつっすぇ, すさけこおぇす, こけょしおぇつぇす 
ゃうしけおけ, こっはす ょせきうつおうすっ くぇ 
こけこせかはさくうすっ くぇさけょくう こっしくう 
こけょ いゃせちうすっ くぇ ぇおけさょっけくぇ 
くぇ おけさっこっすうすけさぇ, こけゃすぇさはす 
ょゃうあっくうはすぇ けす すさぇおうえしおけすけ 
たけさけ, きぇおっょけくしおけすけ, さなつっ
くうちぇすぇ... ╇しすうくしおうすっ しなかいう, 
けぉぇつっ, くぇこうさぇす し ゃないすけさゅぇ くぇ 
ょせきうすっ けす こけこせかはさくぇ こっしっく 
けす ‶うさうく そけかお, し おけはすけ うょゃぇ 
う おせかきうくぇちうはすぇ くぇ おけくちっさす

くけすけ うき ういこなかくっくうっ: ”╀なか
ゅぇさうは ちっかぇ ょぇ っ, ゃしっおけえ ょぇ は 
いくぇっ!”.

〈っ しぇ ╁っかうおけかっこくぇすぇ しっ-
ょきけさおぇ. ] すぇいう さぇいかうおぇ, 

つっ くけしはす う こけかう. ╁ すはた くは-
おぇお こけすゃなさあょぇゃぇす ぉっいぇこっ-
かぇちうけくくけ あっくしすゃっくけしすすぇ しう, 
きぇおぇさ くぇ すっさっくぇ  ょぇ  しぇ きなあ-
おう すうき. ╆ぇ いぇゃうあょぇくっ.
 [ぇいかうつくう しぇ, しさっょくぇすぇ うき 

ゃないさぇしす っ くはおなょっ けおけかけ 35-
すっ. ]せすさうく  きうくぇゃぇす けぉと 
こけさすぇか, うきぇす さぇいかうつくう くぇ-
つぇかくうちう う けぉとぇ しすさぇしす. ╊の-
ぉけゃ, たけぉう. 』ぇしす けす すはた っ う 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しっ さぇいおなさ-
てぇす う くぇこさぇゃはす くっとけ いぇ しっぉっ 
しう. 《せすぉけかなす. ╋なあおぇすぇ うゅさぇ, 
おけはすけ しなぉうさぇ くぇ すっさっくぇ ゅさぇ-
ゃぬけさおぇすぇ ′ぇょは, てかけしっさおうすっ 
╁ぇくは, ┿えょあぇく, ╉さぇしうきうさぇ, 
[せしおぇ, ╋ぇさうはくぇ, すったくけかけあ-
おうすっ ╇ゃっかうくぇ う ′っかう.    
╁しうつおう すっ  いぇっょくけ ゅさぇょはす 

こさけつせかうは しっ ゃ ちっかうは „┿さしっ-
くぇか”, きぇおぇさ う しないょぇょっく しぇきけ 
こさっょう ゅけょうくぇ, ょぇきしおう けすぉけさ 
こけ そせすぉけか くぇ ╆ぇゃけょ 1. 
╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ  きなあ 

- ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ, こさっょしっ-
ょぇすっか くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさ-
ゅぇくういぇちうは くぇ ╆ぇゃけょ 1. 《っく 
くぇ ぇくゅかうえしおうは そせすぉけか. ╇ くぇ 
そせすぉけかくぇすぇ つっしす. ╇ょっはすぇ いぇ 
けすぉけさぇ しっ さぇあょぇ ゃ しこけさ きっあ-
ょせ くっゅけ う こさっょしっょぇすっかは くぇ 
]╉ くぇ ╉′]╀ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ. 
 ‶け すけゃぇ ゃさっきっ こうけくっさうすっ ゃ 

すけゃぇ くぇつうくぇくうっ しぇ ゃ ╆ぇゃけょ 5. 
╇ さっゃくうゃけ すさせこぇす せしこった しかっょ 
せしこった. ]うくょうおぇかくうはす かうょっさ, 
けぉぇつっ, ぉなさいけ しっ ぇきぉうちうさぇ, 
くぇきうさぇ こけょおさっこぇ ゃ かうちっすけ 
くぇ しっょっきすっ きけきうつっすぇ けす ╆ぇ-
ゃけょ 1 う くっとぇすぇ こけすさなゅゃぇす. 
〈さっくうさけゃおうすっ しぇ ゃ こけつうゃおぇすぇ 
おさぇえ いぇゃけょしおぇすぇ こかけとぇょおぇ う 

80-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ 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 „╀せさぇすうくけ” しなぉさぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きっしっちぇ くぇ っきけ-
ちうけくぇかくぇ しさっとぇ くはおけかおけ こけおけかっくうは -  ゃないこうすぇくうちう, 
こさっこけょぇゃぇすっかう う さなおけゃけょうすっかう くぇ せつっぉくけすけ いぇゃっょっ-
くうっ. ╇くうちうぇすけさ くぇ こけおけかっくつっしおぇすぇ しさっとぇ っ ]すっそおぇ 
╂ぇくつっゃぇ. 
 ╋うかう しこけきっくう, しゃなさいぇくう し ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う 

くっえくうすっ ゃないこうすぇくうちう, おぇおすけ う しさっとう くぇ あうゃけ し すはた,  
こさけしなかいうたぇ ぉうゃてう せつうすっかう う ょうさっおすけさう.
 ¨しけぉっくけ ゃなかくせゃぇとぇ  ぉっ  しさっとぇすぇ くぇ  せつうすっかおぇすぇ, 

ゃこけしかっょしすゃうっ ょうさっおすけさ くぇ ゅさぇょうくぇすぇ - ╃けくおぇ ╃せくょぇ-
おけゃぇ, つうえすけ しすぇあ っ こさっきうくぇか ういちはかけ ゃ „ ╀せさぇすうくけ”. 
‶け くっえくけ ゃさっきっ ゅさぇょうくぇすぇ っ こけしっとぇゃぇかぇ くぇえ-ょけぉさぇ-
すぇ ぉなかゅぇさしおぇ しこさうくすぬけさおぇ ‶っすは ‶っくょぇさっゃぇ. 
 ] けしけぉっくぇ っきけちうは いぇ  ょっすしおうすっ しう ゅけょうくう ゃ „╀せさぇ-

すうくけ” さぇいおぇいぇ う くぇしすけはとうはす ょうさっおすけさ くぇ ‶╂ こけ かっおぇ 
こさけきうてかっくけしす う すせさういなき [っくう 』っさゃっくおけゃぇ. 〈は しこけ-
ょっかう, つっ こけきくう ゃしうつおう うきっくぇ くぇ しゃけうすっ せつうすっかう う 
こけょぇさう  しゃけえ ぇかぉせき しなし しくうきおう う さうしせくおう けすこさっょう 50 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ っ ぉうかぇ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ.

〈┿╁ こさっょうてくうは  43-すう ぉさけえ くぇ 
ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

ゃう さぇいおぇいぇたきっ いぇ  すっあおうすっ ぉうすけ-
ゃう こさけぉかっきう, おけうすけ すっゅくぇす くぇょ 
くぇえ-しすぇさけすけ すったくうつっしおけ せつうかうとっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは, っょうく けす しうきゃけかうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお - ぉうゃてうはす きったぇくけすったくう-
おせき, しっゅぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. 
〉つうかうとっ, ょぇかけ しすけすうちう ゃうょくう おぇ-

ょさう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ うし-
すけさうは う ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは いぇ  
ぉかういけ 90-ゅけょうてくぇすぇ しう うしすけさうは. 
〉つうかうとっ, しないょぇょっくけ し ょぇさっくうは くぇ 
さけょけかのぉうゃ ぉなかゅぇさうく,  ょぇか いぇ おぇせ-
いぇすぇ 1 きうかうけく いかぇすくう かうさう, おけっすけ 
しっゅぇ すなくっ ゃ くっきぇさぇ う さぇいさせたぇ. ‶け 
さっょ こさうつうくう. ‶けゃっつっ しせぉっおすうゃくう, 
けすおけかおけすけ けぉっおすうゃくう. ╇かう, ゃしなと-
くけしす, しぇきけ しせぉっおすうゃくう. ╆ぇとけすけ, ぇおけ 
しっ ょけゃっさうき くぇ  おせかすけゃぇすぇ そさぇいぇ けす 
ょさせゅけ ゃさっきっ - „╇きぇ つけゃっお, うきぇ こさけ-
ぉかっき, くはきぇ つけゃっお - くはきぇ こさけぉかっき”.
 ′ぇこうしぇくけすけ けす ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

いぇ すっあおけすけ しなしすけはくうっ  くぇ しすぇさぇすぇ 
しゅさぇょぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ すったくうつっ-

こけくはおけゅぇ くぇ そうさきっくうは しすぇ-
ょうけく. ╇ゅさぇっ しっ けしくけゃくけ いぇ 
せょけゃけかしすゃうっ, し たなし, くぇ きぇかおう 
ゃさぇすうつおう, こけ したっきぇすぇ  „╉ぇ-
しぇぉけゃ” 2:2:2. ╆ぇ くっは  しうくょう-
おぇかうしすなす っ  おぇすっゅけさうつっく, つっ 

ょぇゃぇ ょうくぇきうおぇ ゃ うゅさぇすぇ. 
╆ぇ ╁ぇくは ‶っくっゃぇ, ′ぇょは 『ぇく-

おけゃぇ, ╉さぇしうきうさぇ ‶っっゃぇ, 
╋ぇさうはくぇ ╊ぇかっゃぇ, ╇ゃっかうくぇ 
┿たきぇおけゃぇ, ┿えょあぇく ╋せさぇょ, 
[せしおぇ ╂っけさゅうっゃぇ う ′っかう ]っえ-
おけゃぇ そせすぉけかなす っ う くぇつうく 
ょぇ ういさぇいはす しっぉっ しう. ‶けおさぇえ 
しっきっえしすゃけすけ, ゅけぉかっくうすっ, ょっ-
ちぇすぇ.  ¨すゃなょ さぇぉけすくけすけ きはし-

すけ う させすうくぇすぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
‶けゃっつっすけ けす すはた あうゃっはす 
ゃ しっかぇすぇ けおけかけ ╉ぇいぇくかなお 
う すさっくうさけゃおうすっ こけ っょうく-
ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ, おけゅぇ-
すけ くはきぇ すせさくうさ, う ゃしっおう-

ょくっゃくけ - おけゅぇすけ しっ いぇょぇゃぇ 
すせさくうさ, こさぇゃはす あうゃけすぇ うき 
こなしすなさ, くぇしうとぇす ゅけ し すはた-
くぇすぇ っきけちうは. 
╋ぇおぇさ ゃしはおぇ いぇ しっぉっ しう ょぇ 

うきぇ  しゃけはすぇ かうつくぇ こなしすさぇ 
うしすけさうは う ょぇ おなすぇ う ょさせゅう 
すぇかぇくすう. ╁しうつおう, けぉぇつっ, しぇ 
おぇすっゅけさうつくう, つっ  けぉうつぇす 
さぇぉけすぇすぇ しう う けすぉけさぇ. ]すぇ-

くぇかう しぇ くっとけ こけゃっつっ けす すうき. 
╆ぇすけゃぇ う くぇ すっさっくぇ うき かうつう 
う せしこったうすっ くっ いぇおなしくはゃぇす, ぇ 
くぇゅさぇょうすっ –いぇしかせあっくう. 〈ぇいう 
ゅけょうくぇ くぇ そうさきっくうは すせさくうさ, 
ゃ つっしす くぇ こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっ-

くぇか”,  すっ しぇ こなさゃう, ぇ うきぇす しぇきけ  
ゅけょうくぇ しすぇあ くぇ すっさっくぇ. ] くぇ-
さけょくぇすぇ すけこおぇ しぇ くぇ ”すう”. 〈ぇき 
こけゃっつっすけ しすぇあせゃぇす けす 2004-すぇ 
ゅけょうくぇ.  
〉しうかうっすけ うき くぇ ゅけかっきうは すっ-

さっく っ ゃないくぇゅさぇょっくけ. ‶っくつけ 
]すっそぇくけゃ, くぇつぇかくうお ちった 250 
くぇ ╆ぇゃけょ 1, けちっくうか そせすぉけか-
くうすっ うき せきっくうは う あっかぇくうっすけ 

ょぇ ぉさぇくはす いぇゃけょしおぇすぇ つっしす. 
]かっょ こけしかっょくぇすぇ ゅけかはきぇ こけ-
ぉっょぇ ゃしはおぇ けす そせすぉけかうしすおうすっ 
こさう くっゅけ っ  し 40 かっゃぇ しすうきせか 
いぇ こなさゃけすけ きはしすけ. ╆ぇこけゃっょすぇ 
ぉうかぇ かうつくけ こさけつっすっくぇ こさっょ 
ちっかうは おけかっおすうゃ. 
╆ぇ こけぉっょぇすぇ  けすぉけさなす こけかせ-

つぇゃぇ う くぇゅさぇょぇ けす けさゅぇくういぇ-
すけさうすっ 130 かっゃぇ. ‶ぇさうすっ, っし-
すっしすゃっくけ, けすうてかう いぇ こけつっさおぇ 
. 
╃けおぇすけ  ゅけゃけさうき いぇ  こさけいぇ-

うつくうすっ  ょっかくうつくう こさけぉかっ-
きう う あっかぇくうっすけ うき  ょぇ うきぇす 
こけくっ けすぉけさくう すっくうしおう, ぇおけ 
くっ ちっかう っおうこう,  っえ-すぇおぇ, いぇ-
さぇょう うきうょあぇ う せょけゃけかしすゃう-
っすけ けす うゅさぇすぇ, さぇいぉうさぇき, つっ 
╁ぇくは ゃしなとくけしす っ かっしけすったくうお 
こけ けぉさぇいけゃぇくうっ,  „こさっこな-
くぇか” しっ ゃ „┿さしっくぇか”,  ゃきっしすけ 
ゃ ゅけさぇすぇ, こさっょう 15 ゅけょうくう う  
„こせしくぇか” おけさっくう すせお. 』っ ′ぇょは 
っ そっく くぇ そせすぉけかぇ う くぇ „╋ぇく-
つっしすなさ ぃくぇえすっょ” こけおさぇえ 
しうくぇ しう, つっ けぉうつぇ ょぇ ゅけすゃう 
う ゃっつっ 26 ゅけょうくう っ ぇさしっくぇか-
しおう つけゃっお. ′はおなょっ きっあょせ おせ-
こうとぇすぇ ゅさぇきけすう う こけたゃぇかくう 
かうしすう, おけうすけ ゅさうあかうゃけ しなぉう-
さぇす いぇ しこけさすくうすっ しう こけしすう-
あっくうは, せしこはゃぇす ょぇ しこけょっかはす, 
きぇおぇさ う こかぇたけ, しすさぇたけゃっすっ 
しう - けす  ぉなょっとっすけ. ‶けおさぇえ 
すはた ういぉせはゃぇ くぇょっあょぇすぇ: つっ 
すさせょくけすけ  けしすぇゃぇ ゃ すぇいう ゅけ-
ょうくぇ う しかっょゃぇとぇすぇ とっ っ くっ-
こさっきっくくけ こけ-ょけぉさぇ. ╇ しっ いぇ-
おぇくゃぇす. 』っ くはきぇ ょぇ ういこせしくぇす 
すうすかぇすぇ くぇ こなさゃっくしすゃけすけ. ′っ 
すけかおけゃぇ けす しこけさすくぇ ぇきぉうちうは, 
おけかおけすけ けす  あっかぇくうっすけ ょぇ しっ 
つせゃしすゃぇす ょけぉさっ.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

По повод на публикуваното:
しおけ せつうかうとっ, っょうくしすゃっくけ ゃ 
さぇえけくぇ, こけょゅけすゃはとけ おぇょさう 
いぇ きっしすくけすけ きぇてうくけしすさけ-
っくっ, っ さぇいゃなかくせゃぇかけ ょけし-
すぇ たけさぇ. ] っおうこぇ くぇ ゃっしす-
くうおぇ  しっ しゃなさいぇたぇ ぉうゃてう 
せつっくうちう くぇ せつうかうとっすけ,  
ゃないきせすっくう けす しうすせぇちうはすぇ, 
ゃ おけはすけ っ ょけこせしくぇすけ すけ ょぇ 
ういこぇょくっ.  ╃させゅう  ょっおかぇさう-
さぇたぇ あっかぇくうっ ょぇ こけきけゅくぇす 
うかう くぇしすけはゃぇたぇ  ょぇ こけょっ-
きっき おぇきこぇくうは いぇ しこぇしはゃぇ-
くっすけ くぇ せつうかうとっすけ. 
]さっょ すはた ぉっ う ぉうゃてうはす 

ゃないこうすぇくうお くぇ きったぇくけすっ-
たくうおせきぇ „『ゃはすおけ [ぇょけえ-
くけゃ”  けす ゃうこせしお 1963-すぇ 
ゅけょうくぇ う ぉうゃて せつうすっか こけ 
しこっちうぇかくう こさっょきっすう ゃ 
]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ  
„《さうょさうた ╄くゅっかし”, こさっかはかけ 
しっ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
こさっょう 12 ゅけょうくう - ╀ぇくけ ╀ぇ-
くけゃ. 
〈けえ ういさぇいう あっかぇくうっ  いぇ-

っょくけ し けとっ くはおけう しゃけう 
しなせつっくうちう - ぉうゃてう ゃないこう-
すぇくうちう くぇ せつうかうとっすけ,  ょぇ 
こけすなさしはす ゃさないおぇ し くけゃうは 
ょうさっおすけさ - ゅけしこけあぇ ╃っ-
きうさっゃぇ, う し せつうかうとくけすけ 
くぇしすけはすっかしすゃけ, いぇ ょぇ けさ-
ゅぇくういうさぇす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす 
いぇ しこぇしはゃぇくっ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”.  『っかすぇ とっ 
っ すなさしっくっ くぇ ゃぇさうぇくすう, 
しさっょしすゃぇ, かけぉう, こけょおさっこぇ 
いぇ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ  くせあ-
くうすっ 90 たうかはょう かっゃぇ いぇ さっ-
きけくす くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
せつうかうとっすけ. ╆ぇさぇょう くぇかけ-
あうすっかくうは さっきけくす  くぇ しすぇ-
さぇすぇ しゅさぇょぇ, おけはすけ っ こさぇお-
すうつっしおう くっういこけかいゃぇっきぇ,  ゃ 
きけきっくすぇ す こけ-きぇかおけすけ けす  

300-すぇ  ゃないこうすぇくうおぇ くぇ せつう-
かうとっすけ しっ けぉせつぇゃぇす しぇきけ ゃ 
くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ. 
 ╀ぇくけ ╀ぇくけゃ  こさういけゃぇゃぇ う 

ょさせゅう ぉうゃてう せつっくうちう くぇ きっ-
たぇくけすったくうおせきぇ, くぇ おけうすけ くっ 
うき っ ぉっいさぇいかうつくぇ しなょぉぇすぇ 
くぇ くぇえ-っかうすくけすけ ゃ きうくぇかけすけ 
ゅさぇょしおけ せつうかうとっ う くぇえ-くせあ-
くけすけ しっゅぇ いぇ  きぇてうくけしすさけう-
すっかくうすっ こさっょこさうはすうは ゃ さぇえけ-
くぇ, ょぇ しっ しゃなさあぇす し くっゅけ うかう 
し せつうかうとくぇすぇ せこさぇゃぇ  いぇ すなさ-
しっくっ くぇ ゃぇさうぇくすう いぇ けおぇいゃぇくっ 
くぇ こけきけと う さってぇゃぇくっ こさけ-
ぉかっきぇ くぇ せつうかうとっすけ. 
╀ぇくけ ╀ぇくけゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ 

こぇさぇかっかおぇすぇ こけ すけこかぇ けぉさぇ-
ぉけすおぇ, ゃうこせしお 1963, し おかぇしっく 
さなおけゃけょうすっか ┿くぇしすぇしうは ╂ぇかけ-
ゃぇ. 
╄おうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-

くぇか”  とっ ょぇょっ  ゃないきけあくけしす 
くぇ ゃしっおう, おけえすけ うきぇ うょっは うかう 
あっかぇっ ょぇ こけきけゅくっ, ょぇ ゅけ しすけさう 
う つさっい しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくう-
おぇ.  ╃っおかぇさうさぇきっ ゅけすけゃくけしす  
いぇ  こけょおさっこぇ う くぇ ゃしはおぇ せつう-
かうとくぇ うくうちうぇすうゃぇ いぇ くぇきう-
さぇくっすけ くぇ くせあくうすっ しさっょしすゃぇ う 
しなあうゃはゃぇくっ くぇ しすぇさぇすぇ しかぇゃぇ 
くぇ っょくぇ けす おぇいぇくかなておうすっ けぉ-
さぇいけゃぇすっかくう っきぉかっきう, おぇおゃぇ-
すけ ぉっ きったぇくけすったくうおせきなす. 
‶さっょゃぇさうすっかくけ ぉかぇゅけょぇさうき 

いぇ しなこさうつぇしすうっすけ ! 
′はおけゅぇ  っくうくっちなす ╇ゃぇく 》ぇょ-

あうっくけゃ しないょぇゃぇ せつうかうとっすけ 
し きうかうけく いかぇすくう かうさう, おけうすけ 
ょぇゃぇ けす しけぉしすゃっくうは しう ょあけぉ. 
]かっょ こけ-きぇかおけ けす  ゃっお くうっ, 
くぇしかっょくうちうすっ きせ,  けすつぇえゃぇとけ 
ょうさうき くはおけかおけ しさっぉなさくうおぇ, 
いぇ ょぇ ゅけ しこぇしうき.
╁さっきっくぇ う たけさぇ!  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

[〈╊【ぇ【 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[
《【]¨ぁ¨ ｠『¨』【《 』【《っ〉《╇ 
》せょけあっしすゃっくうはす さなおけゃけょうすっか う たけさっけゅさぇそ くぇ 

《けかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, ょうさっお-
すけさなす くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” - 》さうしすけ 
]すけはくけゃ, ぉっ けすかうつっく けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ ╃っくは 
くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう いぇ ちはかけしすくうは しう こさうくけし おなき 
さぇいゃうすうっすけ くぇ おせかすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う ういょうゅぇくっ こさけ-
そっしうけくぇかくけすけ くうゃけ くぇ 《けかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さ-
しっくぇか”.
′ぇゅさぇょぇすぇ ぉっ ゃさなつっくぇ けす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけ ゃさっきっ 

くぇ すなさあっしすゃっく おけくちっさす くぇ 1-ゃう くけっきゃさう ゃっつっさすぇ ゃ 
ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. ╆ぇ しゃけは こさうくけし 
おなき ょせたけゃくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う ╀なかゅぇさうは, 
おぇおすけ う こけ こけゃけょ かうつくう ゅけょうてくうくう, おきっすなす けすかうつう 
けとっ そういうおぇ 〈っけょけしう 〈っけょけしうっゃ, こけょゅけすゃうか ょっしっすおう 
きかぇょう せつっくう いぇ さけょくうすっ う しゃっすけゃくう かぇぉけさぇすけさうう う 
せくうゃっさしうすっすう, しおせかこすけさぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, きぇすっきぇすうおぇ 
》さうしすけ ╊っしけゃ, こさっこけょぇゃぇすっかは こけ かうすっさぇすせさぇ ゃ ‶╋╂ 
„′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ” ′うおけかぇえ  ′っくおけゃ, たせょけあくうおぇ 
╇ゃぇく [ぇょっゃ, そけすけゅさぇそ-たせょけあくうおぇ ╉けかぬけ ‶っえつっゃ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

Женският отбор по футбол на Завод 1
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》『╅′〉¨ぁ╊〉 [《〉を╊『【 ぅ╊ 》『╊╉』【╅╇¨
╅〉』╅〈╆ぇ]ぇ【 〉╅ 17-【¨ 〉《╊〈╇『¨   

╇╊]¨[《]╊》〉╅【╅ 』╊╉〈《『[╅ 〉╅ ′╅╇《╉ 1

》《[《]╊〉ぁ╊』[╅ 』『╊ぅ╅
╇ を╉╈ „╆】『╅【¨〉《” [『╅』¨╇¨っ【 【╅〉を 』╊

》『╅╇¨ 』 【『】╉ ¨ 《╆¨ぁ 

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 6

65 ゅけょうくう けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ 
《けかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか けすぉっかはいゃぇ 
„┿さしっくぇか” こさっい ゅけょうくぇすぇ し こけ-
さっょうちぇ けす しなぉうすうは. 〉すさっ ゃっつっさ, 
17-すう くけっきゃさう, しなぉけすぇ, ゃ ゅけかは-
きぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ 
„┿さしっくぇか” いぇ すなさあっしすゃっく おけくちっさす 
こさっょ けすぉさぇくぇ こせぉかうおぇ とっ ういかはいぇす 
ゃしうつおう そけさきぇちうう くぇ ぇくしぇきぉなかぇ. 
╃ゃぇ おけくちっさすくう しなしすぇゃぇ う ╃っすしおぇすぇ 
ておけかぇ し さなおけゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うく-
つっゃぇ けぉっょうくはゃぇ ぇくしぇきぉなかなす. ‶け-
ゃっつっ けす 30 ょせてう こさっょしすぇゃうすっかっく 
しなしすぇゃ, けさおっしすさぇくすう う くぇょ 160 
ょっちぇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ っ こなかくうはす 
しこうしなお くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇくちぬけさう 
う きせいうおぇくすう.
╃っちぇすぇ こさけたけあょぇす ゃ ゅさせこぇすぇ 

いぇ くぇつうくぇっとう, しかっょゃぇす きぇかおぇすぇ 
ておけかぇ, こけしかっ – ゅけかはきぇすぇ ておけかぇ, 
きぇかおうは おけくちっさすっく しなしすぇゃ う ゅけかっ-
きうは おけくちっさすっく しなしすぇゃ.
《けかおかけさくうはす ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さ-

しっくぇか” っ けしくけゃぇく おぇすけ しぇきけょっえくぇ 
そけさきぇちうは こさっい 1947-きぇ ゅけょうくぇ 
けす ′うおけかぇ [ぇつっゃ, こけ-おなしくけ っ こけっす 
けす たせょけあっしすゃっくうは さなおけゃけょうすっか, 
たけさっけゅさぇそ う しっゅぇ – ょうさっおすけさ くぇ 
╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
》さうしすけ ]すけはくけゃ.
]すけすうちう せつぇしすうは  ゃ ぉなかゅぇさしおう 

う きっあょせくぇさけょくう そっしすうゃぇかう うきぇ 
ゃ ぉうけゅさぇそうはすぇ しう そけかおかけさくうはす 
ぇくしぇきぉなか くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ ゃなゃ ゃしうつおうすっ きせ そけさ-
きぇちうう.  ‶けかてぇ, 』ったうは, ╂っさきぇくうは, 
╇しこぇくうは, ┿くゅかうは, ╇さかぇくょうは, [せ-
しうは... しぇ つせかう う ゃうょっかう つせょけすけ くぇ 
おさぇしけすぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく 
すぇくち う こっしっく ゃ きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ 

╉ぇお しっ しすぇゃぇ すぇくちぬけさ? ┿きぇ – うしすうくしおう! ¨すゅけゃけさなす うょゃぇ 
し っょくぇ さっこかうおぇ, おけはすけ つせゃぇき こけ ゃさっきっ くぇ さっこっすうちうは けす 
╁ぇくは ╋うくつっゃぇ – たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか う たけさっけゅさぇそ 
くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ  „┿さしっ-
くぇか”: ”〈させょくう しぇ すぇくちうすっ.╆ぇ つぇしす けす しっおせくょぇすぇ きうしかうき う 
ういこなかくはゃぇきっ こけ 101 くっとぇ... ′け こけしかっ, おぇすけ しすぇくぇす おさぇ-
しうゃう...! – ╉さぇしうゃはす すぇくち っ すさせょくぇ さぇぉけすぇ...”. ╁ぇくは ╋うく-
つっゃぇ しうゅせさくけ ゅけ おぇいゃぇ こけ しすけ う こけ たうかはょぇ こなすう, ょけおぇすけ 
くけゃけょけてかうすっ ういゃなさゃはゃぇす こなすは けす くぇつうくぇっとう おなき ╋ぇかおぇすぇ 
ておけかぇ, こけしかっ – ╂けかはきぇすぇ ておけかぇ, ╋ぇかおうは おけくちっさすっく しなし-
すぇゃ う ╂けかっきうは おけくちっさすっく しなしすぇゃ. ╆ぇ ょぇ しぇ ゅけすけゃう いぇ しかけあ-
くうすっ すぇくちう, し おけうすけ ゅう こけっきぇ 》さうしすけ ]すけはくけゃ ゃ ‶さっょしすぇ-
ゃうすっかくうは しなしすぇゃ.   
163 ょっちぇ しっ すさせょはす すけいう しっいけく こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

╋うくつっゃぇ. ′ぇうしすうくぇ おなさすけゃしおう すさせょ おうこう ゃしはおぇ ゃっつっさ けす 
18 ょけ 20 つぇしぇ ゃ きぇかおぇすぇ ぉぇかっすくぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇ-
すぇ „┿さしっくぇか” – つせゃぇ しっ ょぇあっ こけおさぇえ しゅさぇょぇすぇ, おなょっすけ しすけ-
すうちう きぇえおう, ぉぇとう, ぉぇぉう, ょはょけゃちう う さけょくうくう くっ あぇかはす けす 
ゃさっきっすけ しう, いぇ ょぇ つぇおぇす ょっちぇすぇ しう けすゃなく – くぇ しすせょっくけ, くぇ 
すなきくけ, くぇ こけ つぇてぇ おぇそっ... ╁ うきっすけ くぇ ╉さぇしけすぇすぇ,  くぇさっつっ-
くぇ ╀なかゅぇさしおう くぇさけょっく すぇくち. ╉さぇしけすぇ, し おけはすけ さけょうすっかうすっ 
うしおぇす ょぇ けちゃっすはす あうゃけすぇ くぇ ょっちぇすぇ しう. ╇ すは しっ こけかせつぇゃぇ.

[っこっすうちううすっ いぇこけつゃぇす し: 
”′ぇつぇかけ! ‶けおかけく! ╃けぉなさ 

ゃっつっさ くぇ ゃしうつおう!”. ‶け-ゅけかっ-
きうすっ - しすっゅくぇすう きけきつっすぇ う 
きけきうつっすぇ ゃ さっこっすうちうけくくうすっ 
っおうこう けす すっくうしおう し っきぉかっきぇ-
すぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ, しこさっすくぇすう 
こけかうつおう う こぇくすぇかけくう ゃ いっ-
かっくけ, しっ こけょさっあょぇす こさっょ けゅ-
かっょぇかぇすぇ. ╇ こさっょ こけゅかっょぇ くぇ 
たせょけあっしすゃっくうは さなおけゃけょうすっか. 
〈けつくけ おぇすけ こさけそっしうけくぇかう-
しすう.
′ぇえ-きぇかおうすっ うょゃぇす いぇ こさなゃ 

こなす しなし いぇょなかあうすっかくうすっ つっさ-
くう すさうおぇ う こけかうつおう, し こさう-
ぉさぇくう けす かっくすう おけしう – おぇすけ 
うしすうくしおう ぉぇかっさうくう. 

ぇさしっくぇかしおうすっ ういこなかくうすっかう, ょけしすうゅくぇかけ ょくっし ょけ こさけそっしうけくぇかくけ くうゃけ.
〈ぇくちけゃうはす  ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ し さなおけゃけょうすっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ ゃっつっ 12 

ゅけょうくう さぇょゃぇ はこけくしおうすっ ちっくうすっかう くぇ おさぇしけすぇすぇ ゃ きせいうおぇすぇ う ょゃうあっくうはすぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ 《っしすうゃぇかぇ  くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ ゃ ╋けくぇおぇすぇ. ╃くうすっ くぇ ╀なかゅぇさうは すぇき 
しっ こさけゃっあょぇす けす 2000-すぇ ゅけょうくぇ, くっこさっきっくくけ し せつぇしすうっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ すぇく-
ちぬけさう. 《っしすうゃぇかなす けぉうおくけゃっくけ しっ こさけゃっあょぇ こさっい しっこすっきゃさう, おけゅぇすけ ゃ こさけょなか-
あっくうっ くぇ ぉかういけ きっしっち ょっしっすおう おぇいぇくかなつぇくう, こけゃっつっすけ – きかぇょう たけさぇ, くっ しぇきけ しっ 
こさっょしすぇゃはす くぇ しちっくうすっ くぇ ぅこけくうは, くけ う ゅさぇょはす すけこかう う ょなかゅけすさぇえくう こさうはすっかしすゃぇ 

し たけさぇすぇ くぇ すぇいう せくうおぇかくぇ しすさぇくぇ. 
]すけすうちう おけくちっさすう こさっい ゅけょうくうすっ 

ゃっつっ しぇ こけょくっしかう ぇさしっくぇかちう くぇ ちっ-
くうすっかうすっ ゃ ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ 
しかなくちっ, おなょっすけ ょぇ ういかっいって くぇ しちっ-
くぇすぇ ゃ けゅさけきくうすっ 8-たうかはょくう いぇかう くぇ 
╋けくぇおぇすぇ, 《せおけけおぇ う ちはかぇすぇ こさっ-
そっおすせさぇ ′ぇゅぇいぇおう, っ くっいぇぉさぇゃうきけ 
こさっあうゃはゃぇくっ いぇ ゃしっおう ぇさすうしす. ¨さゅぇ-
くういぇちうはすぇ う きはしすけすけ くぇ おけくちっさすうすっ 
しっ こけょゅけすゃはす けす はこけくしおぇ しすさぇくぇ, うきぇ 
う おけくちっさすう くぇ けすおさうすけ - ゃ こぇさおけゃっ, 
せつうかうとぇ う せくうゃっさしうすっすう. 
┿さしっくぇかしおうはす ぇくしぇきぉなか ういゅさぇょう う 

ぉかういおう ゃさないおう きっあょせ ぅこけくうは う ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ しう さぇいきっくはす 
おせかすせさくう こけさはゃう, こけしっとっくうは くぇ ゃう-
しけおけ せこさぇゃかっくしおけ くうゃけ, しなゃきっしすくけ 
こさぇいくせゃぇくっ くぇ ょくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う 
《せおせはきぇ. ╂けしす くぇ こさけはゃうすっ くぇ おぇいぇく-
かなておうすっ すぇくちぬけさう ゃ ぅこけくうは つっしすけ 
っ う しぇきうはす こけしかぇくうお くぇ [っこせぉかうおぇ 
╀なかゅぇさうは ゃ ぅこけくうは, はこけくしおうはす こけ-
しかぇくうお しなとけ っ つっしす ゅけしす くぇ ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ う くぇ ょさせゅう しなぉうすうは ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, しなとけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ こさう-
はすっかしすゃけすけ, しなゅさぇょっくけ けす ぇさしっくぇかちう.
╁ ╀なかゅぇさうは ぇくしぇきぉなかなす くぇ „┿さしっ-

くぇか” しっ こさっょしすぇゃは しぇきけ くぇ くぇえ-こさっし-
すうあくうすっ そっしすうゃぇかう – ゃなゃ ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ, ╀せさゅぇし う ╁ぇさくぇ. ¨す 2008-きぇ 
ゅけょうくぇ ぇくしぇきぉなかなす くぇ „┿さしっくぇか” っ う 
しなけさゅぇくういぇすけさ くぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ ‶さう-
きけさしおけ, おなょっすけ せつぇしすゃぇす ょっちぇ けす [せ-
しうは, ╋ぇおっょけくうは, ╀なかゅぇさうは う ╂なさちうは. 
′ぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ ‶さうきけさしおけ しっ ゃさなつ-
ゃぇす う くぇゅさぇょう – しすぇすせっすおう けす うきっすけ 
くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 

〈┿

‶なさゃうすっ, こけょさっょっくう し さう-
すなきぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ 
しすなこおう, うょゃぇす こけょ いゃせちうすっ くぇ 
„╀けさはくけ, ╀けさはくおっ”, すさぇおうえ-
しおぇすぇ さなつっくうちぇ, „]っょくぇかけ っ 
╃あけさっ ょけし”, „[うこくう, ╉ぇかうく-
おっ!”.
30-すうくぇすぇ ょっつうちぇ けす きぇか-

おうすっ せつうかうとくう おかぇしけゃっ 
こさけたけあょぇす ゃ くぇさけょくうは すぇくち 
しなし いぇょなかあうすっかくけすけ: ”[ぇい-
ょゃぇ-すさう” う こさうこかはしおゃぇくうは-
すぇ し さなちっ, おけうすけ こけきぇゅぇす ょぇ 
しっ しかっょゃぇ しかけあくうはす さうすなき 
くぇ しっょっきすっ けしきう. ]かけあっく – 
くけ くっ しなゃしっき. ╆ぇとけすけ ゃしっおう 
ぉなかゅぇさうく ゅけ くけしう ゃ しっぉっ しう 
こけ さけあょっくうっ - ょけしすぇすなつくけ 

っ ょぇ けすおかのつうて しなさちぇすぇ  う 
ゃしうつおけ しすぇゃぇ こけ-かっしくけ. ╁ぇくは 
╋うくつっゃぇ くぇうしすうくぇ けすおかのつゃぇ 
しなさちぇすぇ くぇ しすけすうちうすっ ょっちぇ 
いぇ さけょくうは そけかおかけさ: し せしきうゃ-
おぇ, し ぉっいぉさけえ こけおぇいゃぇくうは くぇ 
ゃしっおう っかっきっくす くぇ すぇくちぇ, し 
せきっかぇ いぇぉっかっあおぇ, し たゃぇとぇ-
くっすけ くぇ たけさけすけ いぇっょくけ し ょっ-
ちぇすぇ, おけうすけ こけゃすぇさはす くっえくう-
すっ しすなこおう, ょけおぇすけ は ゅかっょぇす し 
ぉかぇゅけゅけゃっくうっ う あっかぇくうっ ょぇ 
しっ くぇせつぇす う すっ ょぇ うゅさぇはす すぇおぇ 
おさぇしうゃけ. 
„╃はしくぇすぇ – けすゅけさっ, かはゃぇすぇ 

– けすょけかせ!”, こけゃすぇさは ゅけしこけあぇ-
すぇ こけしすぇくけゃおぇすぇ くぇ おうすおうすっ 
くぇ さなちっすっ こさう たゃぇとぇくっすけ 
くぇ たけさちっすけ. ‶けょゅけすけゃおぇすぇ 
いぇ せつぇしすうっすけ ゃ こさっょしすけはとうは 

おけくちっさす いぇ 65-ゅけょうてくうくぇ-
すぇ くぇ 《けかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか 
くぇ „┿さしっくぇか” せすさっ ゃっつっさ, 
くぇ 17-すう くけっきゃさう,  いぇこけつゃぇ 
し こさうこけきくはくっ くぇ こけいうちう-
うすっ ゃ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょっく 

すぇくち. ′ぇえ-ょけぉさうすっ こけおぇいゃぇす 
くぇ けしすぇくぇかうすっ. ┿おけ ぉなさおぇす, 
╋うくつっゃぇ こけこさぇゃは う こけおぇいゃぇ 
ゃはさくけすけ ょゃうあっくうっ. ′ぇ さっこっ-
すうちうう ぉけかくうすっ くっ すぇくちせゃぇす. 
′け, ぇおけ こさうしなしすゃぇす, しかっょはす 
こけょゅけすけゃおぇすぇ けすしすさぇくう, ょぇ 
くっ ういけしすぇゃぇす. 〈ぇおぇ けす きぇか-
おう しっ せつぇす くぇ ょうしちうこかうくぇ う 
けすゅけゃけさくけしす おなき さぇぉけすぇすぇ くぇ 
けしすぇくぇかうすっ, おなき 『はかけすけ, おなき 
けくけゃぇ, おけっすけ ゅう っ しなぉさぇかけ 
いぇっょくけ – ┿くしぇきぉなかなす くぇ „┿さ-
しっくぇか”. 〉つぇす しっ くぇ しうくたさけく ゃ 
すぇくちぇ, おけっすけ いくぇつう – しけかう-
ょぇさくけしす ゃ っおうこぇ. ′っとけ こけゃっ-
つっ – ゃ あうゃけすぇ すっいう おぇつっしすゃぇ 
しっ ゃなこかなとぇゃぇす ゃ しなさょっつくけ-
すけ けすくけてっくうっ おなき ょさせゅうは, ゃ 
ゅさぇょっあぇ くぇ ょけぉさう こさうはすっか-

しすゃぇ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ – ゃ 
╃けぉさけすぇ う 』けゃっつくけしす. ╉けっすけ 
っ ょさせゅうはす, ょなかぉけおうはす しきうしなか 
くぇ こさうしなしすゃうっすけ ゃ ╃ぃ《〈] 
„┿さしっくぇか” – ょぇ ゃないこうすぇゃぇ 
』けゃっちう. ╃っちぇすぇ けとっ くっ さぇい-

ぉうさぇす すけゃぇ. 〈さっゃけゅうすっ うき しぇ 
おけくおさっすくう:      

‶さっょしすけう おけくちっさす
くぇ しちっくぇ. ‶さぇいくうつっく.

╆ぇすけゃぇ しっ しすぇさぇはす ょぇ こけ-
おぇあぇす くぇえ-ょけぉさけすけ. ╁ょうゅぇす 
おさぇつっすぇ, すさけこおぇす, こけょしおぇつぇす 
ゃうしけおけ, こっはす ょせきうつおうすっ くぇ 
こけこせかはさくうすっ くぇさけょくう こっしくう 
こけょ いゃせちうすっ くぇ ぇおけさょっけくぇ 
くぇ おけさっこっすうすけさぇ, こけゃすぇさはす 
ょゃうあっくうはすぇ けす すさぇおうえしおけすけ 
たけさけ, きぇおっょけくしおけすけ, さなつっ-
くうちぇすぇ... ╇しすうくしおうすっ しなかいう, 
けぉぇつっ, くぇこうさぇす し ゃないすけさゅぇ くぇ 
ょせきうすっ けす こけこせかはさくぇ こっしっく 
けす ‶うさうく そけかお, し おけはすけ うょゃぇ 
う おせかきうくぇちうはすぇ くぇ おけくちっさす-

くけすけ うき ういこなかくっくうっ: ”╀なか-
ゅぇさうは ちっかぇ ょぇ っ, ゃしっおけえ ょぇ は 
いくぇっ!”.

〈っ しぇ ╁っかうおけかっこくぇすぇ しっ
ょきけさおぇ. ] すぇいう さぇいかうおぇ, 

つっ くけしはす う こけかう. ╁ すはた くは
おぇお こけすゃなさあょぇゃぇす ぉっいぇこっ
かぇちうけくくけ あっくしすゃっくけしすすぇ しう, 
きぇおぇさ くぇ すっさっくぇ  ょぇ  しぇ きなあ
おう すうき. ╆ぇ いぇゃうあょぇくっ.
 [ぇいかうつくう しぇ, しさっょくぇすぇ うき 

ゃないさぇしす っ くはおなょっ けおけかけ 35-
すっ. ]せすさうく  きうくぇゃぇす けぉと 
こけさすぇか, うきぇす さぇいかうつくう くぇ
つぇかくうちう う けぉとぇ しすさぇしす. ╊の
ぉけゃ, たけぉう. 』ぇしす けす すはた っ う 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しっ さぇいおなさ
てぇす う くぇこさぇゃはす くっとけ いぇ しっぉっ 
しう. 《せすぉけかなす. ╋なあおぇすぇ うゅさぇ, 
おけはすけ しなぉうさぇ くぇ すっさっくぇ ゅさぇ
ゃぬけさおぇすぇ ′ぇょは, てかけしっさおうすっ 
╁ぇくは, ┿えょあぇく, ╉さぇしうきうさぇ, 
[せしおぇ, ╋ぇさうはくぇ, すったくけかけあ
おうすっ ╇ゃっかうくぇ う ′っかう.    
╁しうつおう すっ  いぇっょくけ ゅさぇょはす 

こさけつせかうは しっ ゃ ちっかうは „┿さしっ
くぇか”, きぇおぇさ う しないょぇょっく しぇきけ 
こさっょう ゅけょうくぇ, ょぇきしおう けすぉけさ 
こけ そせすぉけか くぇ ╆ぇゃけょ 1. 
╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ  きなあ 

- ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ, こさっょしっ
ょぇすっか くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさ
ゅぇくういぇちうは くぇ ╆ぇゃけょ 1. 《っく 
くぇ ぇくゅかうえしおうは そせすぉけか. ╇ くぇ 
そせすぉけかくぇすぇ つっしす. ╇ょっはすぇ いぇ 
けすぉけさぇ しっ さぇあょぇ ゃ しこけさ きっあ
ょせ くっゅけ う こさっょしっょぇすっかは くぇ 
]╉ くぇ ╉′]╀ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ. 
 ‶け すけゃぇ ゃさっきっ こうけくっさうすっ ゃ 

すけゃぇ くぇつうくぇくうっ しぇ ゃ ╆ぇゃけょ 5. 
╇ さっゃくうゃけ すさせこぇす せしこった しかっょ 
せしこった. ]うくょうおぇかくうはす かうょっさ, 
けぉぇつっ, ぉなさいけ しっ ぇきぉうちうさぇ, 
くぇきうさぇ こけょおさっこぇ ゃ かうちっすけ 
くぇ しっょっきすっ きけきうつっすぇ けす ╆ぇ
ゃけょ 1 う くっとぇすぇ こけすさなゅゃぇす. 
〈さっくうさけゃおうすっ しぇ ゃ こけつうゃおぇすぇ 
おさぇえ いぇゃけょしおぇすぇ こかけとぇょおぇ う 

-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ 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 „╀せさぇすうくけ” しなぉさぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ きっしっちぇ くぇ っきけ
ちうけくぇかくぇ しさっとぇ くはおけかおけ こけおけかっくうは -  ゃないこうすぇくうちう, 
こさっこけょぇゃぇすっかう う さなおけゃけょうすっかう くぇ せつっぉくけすけ いぇゃっょっ
くうっ. ╇くうちうぇすけさ くぇ こけおけかっくつっしおぇすぇ しさっとぇ っ ]すっそおぇ 
╂ぇくつっゃぇ. 
 ╋うかう しこけきっくう, しゃなさいぇくう し ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ う 

くっえくうすっ ゃないこうすぇくうちう, おぇおすけ う しさっとう くぇ あうゃけ し すはた,  
こさけしなかいうたぇ ぉうゃてう せつうすっかう う ょうさっおすけさう.
 ¨しけぉっくけ ゃなかくせゃぇとぇ  ぉっ  しさっとぇすぇ くぇ  せつうすっかおぇすぇ, 

ゃこけしかっょしすゃうっ ょうさっおすけさ くぇ ゅさぇょうくぇすぇ - ╃けくおぇ ╃せくょぇ
おけゃぇ, つうえすけ しすぇあ っ こさっきうくぇか ういちはかけ ゃ „ ╀せさぇすうくけ”. 
‶け くっえくけ ゃさっきっ ゅさぇょうくぇすぇ っ こけしっとぇゃぇかぇ くぇえ-ょけぉさぇ
すぇ ぉなかゅぇさしおぇ しこさうくすぬけさおぇ ‶っすは ‶っくょぇさっゃぇ. 
 ] けしけぉっくぇ っきけちうは いぇ  ょっすしおうすっ しう ゅけょうくう ゃ „╀せさぇ

すうくけ” さぇいおぇいぇ う くぇしすけはとうはす ょうさっおすけさ くぇ ‶╂ こけ かっおぇ 
こさけきうてかっくけしす う すせさういなき [っくう 』っさゃっくおけゃぇ. 〈は しこけ
ょっかう, つっ こけきくう ゃしうつおう うきっくぇ くぇ しゃけうすっ せつうすっかう う 
こけょぇさう  しゃけえ ぇかぉせき しなし しくうきおう う さうしせくおう けすこさっょう 50 
ゅけょうくう, おけゅぇすけ っ ぉうかぇ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ.

〈┿╁ こさっょうてくうは  43-すう ぉさけえ くぇ 
ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

ゃう さぇいおぇいぇたきっ いぇ  すっあおうすっ ぉうすけ
ゃう こさけぉかっきう, おけうすけ すっゅくぇす くぇょ 
くぇえ-しすぇさけすけ すったくうつっしおけ せつうかうとっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは, っょうく けす しうきゃけかうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお - ぉうゃてうはす きったぇくけすったくう
おせき, しっゅぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. 
〉つうかうとっ, ょぇかけ しすけすうちう ゃうょくう おぇ

ょさう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ うし
すけさうは う ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは いぇ  
ぉかういけ 90-ゅけょうてくぇすぇ しう うしすけさうは. 
〉つうかうとっ, しないょぇょっくけ し ょぇさっくうは くぇ 
さけょけかのぉうゃ ぉなかゅぇさうく,  ょぇか いぇ おぇせ
いぇすぇ 1 きうかうけく いかぇすくう かうさう, おけっすけ 
しっゅぇ すなくっ ゃ くっきぇさぇ う さぇいさせたぇ. ‶け 
さっょ こさうつうくう. ‶けゃっつっ しせぉっおすうゃくう, 
けすおけかおけすけ けぉっおすうゃくう. ╇かう, ゃしなと
くけしす, しぇきけ しせぉっおすうゃくう. ╆ぇとけすけ, ぇおけ 
しっ ょけゃっさうき くぇ  おせかすけゃぇすぇ そさぇいぇ けす 
ょさせゅけ ゃさっきっ - „╇きぇ つけゃっお, うきぇ こさけ
ぉかっき, くはきぇ つけゃっお - くはきぇ こさけぉかっき”.
 ′ぇこうしぇくけすけ けす ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

いぇ すっあおけすけ しなしすけはくうっ  くぇ しすぇさぇすぇ 
しゅさぇょぇ くぇ おぇいぇくかなておけすけ すったくうつっ

こけくはおけゅぇ くぇ そうさきっくうは しすぇ
ょうけく. ╇ゅさぇっ しっ けしくけゃくけ いぇ 
せょけゃけかしすゃうっ, し たなし, くぇ きぇかおう 
ゃさぇすうつおう, こけ したっきぇすぇ  „╉ぇ
しぇぉけゃ” 2:2:2. ╆ぇ くっは  しうくょう
おぇかうしすなす っ  おぇすっゅけさうつっく, つっ 

ょぇゃぇ ょうくぇきうおぇ ゃ うゅさぇすぇ. 
╆ぇ ╁ぇくは ‶っくっゃぇ, ′ぇょは 『ぇく

おけゃぇ, ╉さぇしうきうさぇ ‶っっゃぇ, 
╋ぇさうはくぇ ╊ぇかっゃぇ, ╇ゃっかうくぇ 
┿たきぇおけゃぇ, ┿えょあぇく ╋せさぇょ, 
[せしおぇ ╂っけさゅうっゃぇ う ′っかう ]っえ
おけゃぇ そせすぉけかなす っ う くぇつうく 
ょぇ ういさぇいはす しっぉっ しう. ‶けおさぇえ 
しっきっえしすゃけすけ, ゅけぉかっくうすっ, ょっ
ちぇすぇ.  ¨すゃなょ さぇぉけすくけすけ きはし

すけ う させすうくぇすぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ. 
‶けゃっつっすけ けす すはた あうゃっはす 
ゃ しっかぇすぇ けおけかけ ╉ぇいぇくかなお 
う すさっくうさけゃおうすっ こけ っょうく-
ょゃぇ こなすう しっょきうつくけ, おけゅぇ
すけ くはきぇ すせさくうさ, う ゃしっおう

ょくっゃくけ - おけゅぇすけ しっ いぇょぇゃぇ 
すせさくうさ, こさぇゃはす あうゃけすぇ うき 
こなしすなさ, くぇしうとぇす ゅけ し すはた
くぇすぇ っきけちうは. 
╋ぇおぇさ ゃしはおぇ いぇ しっぉっ しう ょぇ 

うきぇ  しゃけはすぇ かうつくぇ こなしすさぇ 
うしすけさうは う ょぇ おなすぇ う ょさせゅう 
すぇかぇくすう. ╁しうつおう, けぉぇつっ, しぇ 
おぇすっゅけさうつくう, つっ  けぉうつぇす 
さぇぉけすぇすぇ しう う けすぉけさぇ. ]すぇ

くぇかう しぇ くっとけ こけゃっつっ けす すうき. 
╆ぇすけゃぇ う くぇ すっさっくぇ うき かうつう 
う せしこったうすっ くっ いぇおなしくはゃぇす, ぇ 
くぇゅさぇょうすっ –いぇしかせあっくう. 〈ぇいう 
ゅけょうくぇ くぇ そうさきっくうは すせさくうさ, 
ゃ つっしす くぇ こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっ

くぇか”,  すっ しぇ こなさゃう, ぇ うきぇす しぇきけ  
ゅけょうくぇ しすぇあ くぇ すっさっくぇ. ] くぇ
さけょくぇすぇ すけこおぇ しぇ くぇ ”すう”. 〈ぇき 
こけゃっつっすけ しすぇあせゃぇす けす 2004-すぇ 
ゅけょうくぇ.  
〉しうかうっすけ うき くぇ ゅけかっきうは すっ

さっく っ ゃないくぇゅさぇょっくけ. ‶っくつけ 
]すっそぇくけゃ, くぇつぇかくうお ちった 250 
くぇ ╆ぇゃけょ 1, けちっくうか そせすぉけか
くうすっ うき せきっくうは う あっかぇくうっすけ 

ょぇ ぉさぇくはす いぇゃけょしおぇすぇ つっしす. 
]かっょ こけしかっょくぇすぇ ゅけかはきぇ こけ
ぉっょぇ ゃしはおぇ けす そせすぉけかうしすおうすっ 
こさう くっゅけ っ  し 40 かっゃぇ しすうきせか 
いぇ こなさゃけすけ きはしすけ. ╆ぇこけゃっょすぇ 
ぉうかぇ かうつくけ こさけつっすっくぇ こさっょ 
ちっかうは おけかっおすうゃ. 
╆ぇ こけぉっょぇすぇ  けすぉけさなす こけかせ

つぇゃぇ う くぇゅさぇょぇ けす けさゅぇくういぇ
すけさうすっ 130 かっゃぇ. ‶ぇさうすっ, っし
すっしすゃっくけ, けすうてかう いぇ こけつっさおぇ 
. 
╃けおぇすけ  ゅけゃけさうき いぇ  こさけいぇ

うつくうすっ  ょっかくうつくう こさけぉかっ
きう う あっかぇくうっすけ うき  ょぇ うきぇす 
こけくっ けすぉけさくう すっくうしおう, ぇおけ 
くっ ちっかう っおうこう,  っえ-すぇおぇ, いぇ
さぇょう うきうょあぇ う せょけゃけかしすゃう
っすけ けす うゅさぇすぇ, さぇいぉうさぇき, つっ 
╁ぇくは ゃしなとくけしす っ かっしけすったくうお 
こけ けぉさぇいけゃぇくうっ,  „こさっこな
くぇか” しっ ゃ „┿さしっくぇか”,  ゃきっしすけ 
ゃ ゅけさぇすぇ, こさっょう 15 ゅけょうくう う  
„こせしくぇか” おけさっくう すせお. 』っ ′ぇょは 
っ そっく くぇ そせすぉけかぇ う くぇ „╋ぇく
つっしすなさ ぃくぇえすっょ” こけおさぇえ 
しうくぇ しう, つっ けぉうつぇ ょぇ ゅけすゃう 
う ゃっつっ 26 ゅけょうくう っ ぇさしっくぇか
しおう つけゃっお. ′はおなょっ きっあょせ おせ
こうとぇすぇ ゅさぇきけすう う こけたゃぇかくう 
かうしすう, おけうすけ ゅさうあかうゃけ しなぉう
さぇす いぇ しこけさすくうすっ しう こけしすう
あっくうは, せしこはゃぇす ょぇ しこけょっかはす, 
きぇおぇさ う こかぇたけ, しすさぇたけゃっすっ 
しう - けす  ぉなょっとっすけ. ‶けおさぇえ 
すはた ういぉせはゃぇ くぇょっあょぇすぇ: つっ 
すさせょくけすけ  けしすぇゃぇ ゃ すぇいう ゅけ
ょうくぇ う しかっょゃぇとぇすぇ とっ っ くっ
こさっきっくくけ こけ-ょけぉさぇ. ╇ しっ いぇ
おぇくゃぇす. 』っ くはきぇ ょぇ ういこせしくぇす 
すうすかぇすぇ くぇ こなさゃっくしすゃけすけ. ′っ 
すけかおけゃぇ けす しこけさすくぇ ぇきぉうちうは, 
おけかおけすけ けす  あっかぇくうっすけ ょぇ しっ 
つせゃしすゃぇす ょけぉさっ.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

しおけ せつうかうとっ, っょうくしすゃっくけ ゃ 
さぇえけくぇ, こけょゅけすゃはとけ おぇょさう 
いぇ きっしすくけすけ きぇてうくけしすさけ
っくっ, っ さぇいゃなかくせゃぇかけ ょけし
すぇ たけさぇ. ] っおうこぇ くぇ ゃっしす
くうおぇ  しっ しゃなさいぇたぇ ぉうゃてう 
せつっくうちう くぇ せつうかうとっすけ,  
ゃないきせすっくう けす しうすせぇちうはすぇ, 
ゃ おけはすけ っ ょけこせしくぇすけ すけ ょぇ 
ういこぇょくっ.  ╃させゅう  ょっおかぇさう
さぇたぇ あっかぇくうっ ょぇ こけきけゅくぇす 
うかう くぇしすけはゃぇたぇ  ょぇ こけょっ
きっき おぇきこぇくうは いぇ しこぇしはゃぇ
くっすけ くぇ せつうかうとっすけ. 
]さっょ すはた ぉっ う ぉうゃてうはす 

ゃないこうすぇくうお くぇ きったぇくけすっ
たくうおせきぇ „『ゃはすおけ [ぇょけえ
くけゃ”  けす ゃうこせしお 1963-すぇ 
ゅけょうくぇ う ぉうゃて せつうすっか こけ 
しこっちうぇかくう こさっょきっすう ゃ 
]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ  
„《さうょさうた ╄くゅっかし”, こさっかはかけ 
しっ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
こさっょう 12 ゅけょうくう - ╀ぇくけ ╀ぇ
くけゃ. 
〈けえ ういさぇいう あっかぇくうっ  いぇ

っょくけ し けとっ くはおけう しゃけう 
しなせつっくうちう - ぉうゃてう ゃないこう
すぇくうちう くぇ せつうかうとっすけ,  ょぇ 
こけすなさしはす ゃさないおぇ し くけゃうは 
ょうさっおすけさ - ゅけしこけあぇ ╃っ
きうさっゃぇ, う し せつうかうとくけすけ 
くぇしすけはすっかしすゃけ, いぇ ょぇ けさ
ゅぇくういうさぇす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす 
いぇ しこぇしはゃぇくっ くぇ ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”.  『っかすぇ とっ 
っ すなさしっくっ くぇ ゃぇさうぇくすう, 
しさっょしすゃぇ, かけぉう, こけょおさっこぇ 
いぇ けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ  くせあ
くうすっ 90 たうかはょう かっゃぇ いぇ さっ
きけくす くぇ しすぇさぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
せつうかうとっすけ. ╆ぇさぇょう くぇかけ
あうすっかくうは さっきけくす  くぇ しすぇ
さぇすぇ しゅさぇょぇ, おけはすけ っ こさぇお
すうつっしおう くっういこけかいゃぇっきぇ,  ゃ 
きけきっくすぇ す こけ-きぇかおけすけ けす  

300-すぇ  ゃないこうすぇくうおぇ くぇ せつう
かうとっすけ しっ けぉせつぇゃぇす しぇきけ ゃ 
くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ. 
 ╀ぇくけ ╀ぇくけゃ  こさういけゃぇゃぇ う 

ょさせゅう ぉうゃてう せつっくうちう くぇ きっ
たぇくけすったくうおせきぇ, くぇ おけうすけ くっ 
うき っ ぉっいさぇいかうつくぇ しなょぉぇすぇ 
くぇ くぇえ-っかうすくけすけ ゃ きうくぇかけすけ 
ゅさぇょしおけ せつうかうとっ う くぇえ-くせあ
くけすけ しっゅぇ いぇ  きぇてうくけしすさけう
すっかくうすっ こさっょこさうはすうは ゃ さぇえけ
くぇ, ょぇ しっ しゃなさあぇす し くっゅけ うかう 
し せつうかうとくぇすぇ せこさぇゃぇ  いぇ すなさ
しっくっ くぇ ゃぇさうぇくすう いぇ けおぇいゃぇくっ 
くぇ こけきけと う さってぇゃぇくっ こさけ
ぉかっきぇ くぇ せつうかうとっすけ. 
╀ぇくけ ╀ぇくけゃ っ ゃないこうすぇくうお くぇ 

こぇさぇかっかおぇすぇ こけ すけこかぇ けぉさぇ
ぉけすおぇ, ゃうこせしお 1963, し おかぇしっく 
さなおけゃけょうすっか ┿くぇしすぇしうは ╂ぇかけ
ゃぇ. 
╄おうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ

くぇか”  とっ ょぇょっ  ゃないきけあくけしす 
くぇ ゃしっおう, おけえすけ うきぇ うょっは うかう 
あっかぇっ ょぇ こけきけゅくっ, ょぇ ゅけ しすけさう 
う つさっい しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくう
おぇ.  ╃っおかぇさうさぇきっ ゅけすけゃくけしす  
いぇ  こけょおさっこぇ う くぇ ゃしはおぇ せつう
かうとくぇ うくうちうぇすうゃぇ いぇ くぇきう
さぇくっすけ くぇ くせあくうすっ しさっょしすゃぇ う 
しなあうゃはゃぇくっ くぇ しすぇさぇすぇ しかぇゃぇ 
くぇ っょくぇ けす おぇいぇくかなておうすっ けぉ
さぇいけゃぇすっかくう っきぉかっきう, おぇおゃぇ
すけ ぉっ きったぇくけすったくうおせきなす. 
‶さっょゃぇさうすっかくけ ぉかぇゅけょぇさうき 

いぇ しなこさうつぇしすうっすけ ! 
′はおけゅぇ  っくうくっちなす ╇ゃぇく 》ぇょ

あうっくけゃ しないょぇゃぇ せつうかうとっすけ 
し きうかうけく いかぇすくう かうさう, おけうすけ 
ょぇゃぇ けす しけぉしすゃっくうは しう ょあけぉ. 
]かっょ こけ-きぇかおけ けす  ゃっお くうっ, 
くぇしかっょくうちうすっ きせ,  けすつぇえゃぇとけ 
ょうさうき くはおけかおけ しさっぉなさくうおぇ, 
いぇ ょぇ ゅけ しこぇしうき.
╁さっきっくぇ う たけさぇ!  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

[〈╊【ぇ【 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[
《【]¨ぁ¨ ｠『¨』【《 』【《っ〉《╇ 
》せょけあっしすゃっくうはす さなおけゃけょうすっか う たけさっけゅさぇそ くぇ 

《けかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, ょうさっお
すけさなす くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” - 》さうしすけ 
]すけはくけゃ, ぉっ けすかうつっく けす おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ いぇ ╃っくは 
くぇ くぇさけょくうすっ ぉせょうすっかう いぇ ちはかけしすくうは しう こさうくけし おなき 
さぇいゃうすうっすけ くぇ おせかすせさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお う ういょうゅぇくっ こさけ
そっしうけくぇかくけすけ くうゃけ くぇ 《けかおかけさくうは ぇくしぇきぉなか くぇ „┿さ
しっくぇか”.
′ぇゅさぇょぇすぇ ぉっ ゃさなつっくぇ けす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こけ ゃさっきっ 

くぇ すなさあっしすゃっく おけくちっさす くぇ 1-ゃう くけっきゃさう ゃっつっさすぇ ゃ 
ゅけかはきぇすぇ いぇかぇ くぇ ╃けきぇ くぇ おせかすせさぇすぇ. ╆ぇ しゃけは こさうくけし 
おなき ょせたけゃくけすけ さぇいゃうすうっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う ╀なかゅぇさうは, 
おぇおすけ う こけ こけゃけょ かうつくう ゅけょうてくうくう, おきっすなす けすかうつう 
けとっ そういうおぇ 〈っけょけしう 〈っけょけしうっゃ, こけょゅけすゃうか ょっしっすおう 
きかぇょう せつっくう いぇ さけょくうすっ う しゃっすけゃくう かぇぉけさぇすけさうう う 
せくうゃっさしうすっすう, しおせかこすけさぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, きぇすっきぇすうおぇ 
》さうしすけ ╊っしけゃ, こさっこけょぇゃぇすっかは こけ かうすっさぇすせさぇ ゃ ‶╋╂ 
„′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ” ′うおけかぇえ  ′っくおけゃ, たせょけあくうおぇ 
╇ゃぇく [ぇょっゃ, そけすけゅさぇそ-たせょけあくうおぇ ╉けかぬけ ‶っえつっゃ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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 ぅか いひおあ う [あくあせしひさ くあ おそいちそ, さあくうあ さすかてひて せあ 《いはけせあてあ ╈あしけせあ 』てそみせそうあ たそ たそうそお たひちうあてあ えそおけせあ そて つうそみ すあせおあて

- ╂けしこけあけ ]すけはくけゃぇ, いぇ 
すぇいう 1 ゅけょうくぇ こけゃっつっ しな
のいくうちう うかう こけゃっつっ ゃさぇ
ゅけゃっ しう しないょぇょけたすっ? 
- ╆ぇ すぇいう 1 ゅけょうくぇ ゃさっきっ 

しきはすぇき, つっ うきぇきっ きくけゅけ しな
のいくうちう. ′っ いくぇき ょぇかう つぇしす 
けす ゃさぇゅけゃっすっ くう ゃっつっ しぇ しな
のいくうちう, くけ くっ せしっとぇき こさう
しなしすゃうっすけ けおけかけ きっく う っおうこぇ 
きう くぇ ゃさぇゅけゃっ. ‶け-しおけさけ くぇ 
たけさぇ, おけうすけ こけきぇゅぇす, うしおぇす 
ょぇ こけきぇゅぇす う こけょおさっこはす. 

- ╋けょっかなす “╃ぇきはくけゃ” -  
ょなかなゅ きけょっか, 8-ゅけょうてっく, 
し きくけゅけ そっくけゃっ う こさけすう
ゃくうちう: せしこはたすっ かう ょぇ しっ 
ういこかないくっすっ けす くっゅけ, こさっ
つう かう ╁う うかう ゃしなとくけしす 
こけきぇゅぇ?
- ┿おけ ういけぉとけ うきぇ くはおぇおなゃ 

きけょっか „╃ぇきはくけゃ”, すけゃぇ っ 
きけあっ ぉう こさうくちうこなす: „[ぇいょっ
かはえ う ゃかぇょっえ!“, おけえすけ ぉってっ 
ういちはかけ こさうくちうこ う きけょっか くぇ 
くっゅけゃけすけ せこさぇゃかっくうっ. [ぇい
ぉうさぇ しっ, くぇしかっょっく う けす ゃさっ
きっすけ こさっょう, おけゅぇすけ すけえ しっ っ 
ういゅさぇあょぇか う おぇすけ さなおけゃけょう
すっか. ‶けくっあっ う ぇい しなき ぉうかぇ 
こけすなさこっゃてぇ けす すけいう きけょっか, 
しきはすぇき, つっ すけえ くっ しぇきけ っ 
いぇぉさぇゃっく ゃ けぉとうくぇすぇ いぇ 
きくけゅけ ぉなさいけ う おさぇすおけ ゃさっきっ, 
くけ う しすうかなす, おけえすけ くぇかぇゅぇきっ 
しっゅぇ し せこさぇゃかっくしおうは っおうこ - 
ょぇ ゅさぇょうき きけしすけゃっ う っおうこ, 
しっ たぇさっしゃぇ くっ しぇきけ くぇ さぇぉけ
すっとうすっ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ し 
くぇし, くけ う くぇ ゃしうつおう しすさせお
すせさう, し おけうすけ ¨ぉとうくぇすぇ 
しう ゃいぇうきけょっえしすゃぇ. ]きはすぇき 
しなとけ, つっ きけょっかなす くぇ „さぇいょっ
かはえ う ゃかぇょっえ”, くぇかけあっく いぇ 8 
ゅけょうくう, っ ぉっいゃないゃさぇすくけ いぇぉ
さぇゃっく.

- 〉ぉっょっくぇ かう しすっ? 
- ┿ぉしけかのすくけ.

- ‶さっょう 10 きっしっちぇ, おけゅぇ
すけ いぇ こなさゃう こなす さぇいゅけゃぇ
さはたきっ し ╁ぇし, ╁うっ おぇいぇたすっ, 
つっ ゃ おさぇは  くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ はしくけ おぇおゃけ しっ 
っ しかせつゃぇかけ ょけしっゅぇ ゃ ¨ぉ
とうくぇすぇ. ╉さぇはす くぇ ゅけょうくぇ
すぇ くぇぉかうあぇゃぇ - はしくけ かう っ 
ゃっつっ すけゃぇ? ‶さっょう くはおけか
おけ きっしっちぇ ‶さけおせさぇすせさぇすぇ 
╁う けぉなさくぇ ゅさなぉ くぇ きくけ
あっしすゃけすけ いぇょぇょっくう けす ╁ぇし 
ゃなこさけしう. 
- ¨すょぇゃくぇ っ はしくけ. ¨とっ こさっ

ょう ょぇ こさうっきっき ぉのょあっすぇ いぇ 
2012 ゅけょうくぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ 
¨ぉとうくぇすぇ うきぇ いぇょなかあっくうは 
こけゃっつっ けす 6 きかく. かっゃぇ. ╆ぇ
ょなかあっくうは, おけうすけ こけしすぇゃうたぇ 
¨ぉとうくぇすぇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
こさっょ ゅけかはきけ ういこうすぇくうっ. ′うっ 
すさはぉゃぇてっ ょぇ しっ こさっぉけさうき 
きくけゅけ けす こさけっおすうすっ ょぇ しっ うい
こなかくはす すぇおぇ, おぇおすけ ぉはたぇ しこっ
つっかっくう, う ゃ しなとけすけ ゃさっきっ 

ょぇ しこっつっかうき くけゃう こさけっおすう, 
おぇすけ ゃさなとぇきっ しすぇさう いぇょなか
あっくうは う しっ さぇいこかぇとぇきっ くぇ 
ょかなあくうちう けすこさっょう 2008-きぇ 
ゅけょうくぇ: ょけゅけゃけさくう けすくけてっ
くうは いぇ しすさけうすっかしすゃけ, たさぇ
くう, ゅけさうゃぇ, おけうすけ くぇうしすうくぇ 
しないょぇょけたぇ きくけゅけ すさせょくけしすう. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ いぇ きっく とっ けし
すぇくっ う し せしっとぇくっすけ いぇ すけゃぇ, 
つっ うきぇ こけすなさしっくぇ, くけ くっせこ
さぇあくっくぇ  しこさぇゃっょかうゃけしす う すけ 
けす けさゅぇくうすっ, おけうすけ すさはぉゃぇてっ 
ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす: 16 こさっこう
しおう しなき うくうちううさぇかぇ ゃ ‶さけ
おせさぇすせさぇすぇ, うきぇ 16 けすおぇいぇ 
いぇ けぉさぇいせゃぇくっ くぇ ょけしなょっぉくけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ′っ しなき しこう
さぇかぇ しぇきけ ょけ [‶ - ╉ぇいぇくかなお, 
ういゃなさゃはかぇかぇ しなき こなすは ょけ 
¨おさなあくぇすぇ う ┿こっかぇすうゃくぇすぇ 

こさけおせさぇすぇ ゃ ‶かけゃょうゃ, おけう
すけ こけすゃなさあょぇゃぇす さってっくうはすぇ 
くぇ [‶ - ╉ぇいぇくかなお. ]ぇきけ っょうく 
こさうきっさ ょぇゃぇき. ′っ しなき しっ 
けすおぇいぇかぇ ょぇ すなさしは しこさぇゃっょ
かうゃけしす, おぇおすけ きっ けぉゃうくはゃぇす 
くはおけう きけう こさけすうゃくうちう, くっ 
しなき しっ う こさうきうさうかぇ, いぇとけすけ 
けとっすはゃぇくっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ 
けす けくけゃぇ せこさぇゃかっくうっ っ きくけ
ゅけ ゅけかはきけ う くはおけえ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけくっしっ けすゅけゃけさくけしすすぇ.
‶さうきっさなす, おけえすけ ゃう ょぇゃぇき, 

っ し っょくぇ けす きくけゅけすけ ょせこおう, 
けしすぇゃっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお -  ょせこ
おぇすぇ くぇ ぉうゃてっすけ ╇くそっおちう
けいくけ けすょっかっくうっ うかう ]すぇさぇすぇ 
ぉけかくうちぇ. 〈ぇき ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお ゃ こさっょたけょくうは きぇく
ょぇす っ けぉはゃうかぇ おけくおせさし いぇ 
しすさけっあ くぇ 7-っすぇあくぇ しゅさぇょぇ. 
¨とっ こさっょう いぇょぇゃぇくっすけ くぇ 
すけいう おけくおせさし っ ぉうかけ くせあくけ 
しこっちうぇかうしすう けす ¨ぉとうくぇすぇ 
けす さけょぇ くぇ ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす 
う おきっす くぇ けぉとうくぇすぇ ょぇ いくぇ
はす, つっ ゃ ¨ぉとうは  せしすさけえしすゃっく 

こかぇく くっ っ さぇいさってっくけ しすさけう
すっかしすゃけ くぇ しゅさぇょう くぇ こけゃっつっ 
けす 5 っすぇあぇ くぇ すけゃぇ きはしすけ ゃ 
ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ. ′け おけく
おせさしなす っ けぉはゃっく いぇ 7-っすぇあくぇ 
しゅさぇょぇ, しこっつっかっく っ けす そうさ
きぇすぇ, おけはすけ しう っ こかぇすうかぇ 
きはしすけすけ, こけょぇかぇ っ う さっょけゃ
くけ こさけっおすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ すぇいう しゅさぇょぇ. ]かっょ すけゃぇ っ 
いぇこけつくぇかけ てうおぇかおぇゃっくっすけ 
けす しすさぇくぇ くぇ さなおゃけょしすゃけすけ 
くぇ けぉとうくぇすぇ. ╁しかっょしすゃうっ くぇ 
すけゃぇ ゃ くぇつぇかぇすけ くぇ きけは きぇく
ょぇす けとっすっくぇすぇ そうさきぇ いぇゃっょっ 
ょっかけ ゃ ┿ょきうくうしすさぇすうゃくうは 
しなょ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し こさっすっく
ちうは おなき ̈ ぉとうくぇすぇ いぇ ゃないしすぇ
くけゃはゃぇくっ くぇ 3,5 きかく. かっゃぇ - 
すけゃぇ しぇ こぇさう こけ ょけゅけゃけさぇ いぇ 
こけおせこおぇ くぇ いっきはすぇ う けぉっいとっ

すっくうっ う かうたゃう いぇ ゃさっきっすけ, ゃ 
おけっすけ くっ うき っ ぉうかけ こけいゃけかっ
くけ けす ¨ぉとうくぇすぇ ょぇ ういこなかくはす 
こさけっおすぇ しう. 〈けゃぇ ょっかけ ゃなさ
ゃう. ‶ぇさぇかっかくけ し くっゅけ ぇい しなき 
いぇゃっかぇ ょっかけ しさっとせ ぉうゃてっすけ 
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  – ゅかぇゃくうは  ぇさたうすっおす 
う おきっすぇ, いぇ けとっすはゃぇくっ くぇ けぉ
とうくぇすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 3,5 きかく. 
かっゃぇ. ╃ゃっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
こさうつうくうすっ いぇ すぇいう しうすせぇちうは: 
っょくぇすぇ っ くっおぇょなさくけしす くぇ さな
おけゃけょしすゃけすけ う くっいくぇくうっ, ぇ  
ゃすけさぇすぇ っ せきうてかっくけ けとっすは
ゃぇくっ し すけいう おけくおせさし. 

- ¨とっすっくぇすぇ そうさきぇ っ 
„╉ぇいぇくかなお” ┿╃, くぇかう? 
- ╃ぇ. 

- ╉ぇすけ おぇいぇたすっ せきうてかっ
くけ けとっすはゃぇくっ, こけょけいう
さぇすっ かう, つっ しすぇゃぇ ゃなこさけし 
いぇ すけゃぇ くはおけえ ょぇ こけかせつう 
くっとけ?
- ′っ しなき ゃ こさぇゃけすけ しう ょぇ こけ

ょけいうさぇき, ぇい しなき ゃ こさぇゃけすけ しう 

ょぇ すなさしは けすゅけゃけさくけしす. 

- ¨ぉうおくけゃっくけ けつぇおゃぇ
くうはすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ しぇ, 
つっ いぇ っょうく きぇくょぇす おきっ
すなす すさはぉゃぇ くっ しぇきけ ょぇ 
けこさぇゃょぇっ くぇょっあょうすっ う 
けつぇおゃぇくうはすぇ うき, くけ う ょぇ 
ゅう くぇょしおけつう. ╁うっ ょけおなょっ 
しすうゅくぇたすっ し ういこなかくっくうっ
すけ くぇ ╁ぇてぇすぇ こさけゅさぇきぇ? 
╉けっ っ くぇえ-ちっくくけすけ いぇ ╁ぇし 
ゃ すぇいう っょくぇ ゅけょうくぇ う おけっ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ╁う ょさぇい
くう, ょぇ ╁う ぇきぉうちうさぇ けとっ 
こけゃっつっ? ╁ぇてぇすぇ けちっくおぇ 
こさっい ゃぇてうは こけゅかっょ.
- ╇きぇき せしっとぇくっすけ, つっ しぇ 

きうくぇかう 3,5 ゅけょうくう けす きぇく
ょぇすぇ きう. 

- 〈けかおけゃぇ かう っ すっあおけ? 
- ′っ すけかおけゃぇ おぇすけ すっあっしす, 

ぇ おぇすけ けつぇおゃぇくうは けす しすさぇくぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ‶さっい すぇいう 
ゅけょうくぇ ゅさぇあょぇくうすっ うしおぇたぇ 
ょぇ ういこなかくうき ゃしうつおけ, おけっすけ 
つぇおぇたぇ 8 ゅけょうくう. 〈けゃぇ ぉってっ 
きけっすけ せしっとぇくっ いぇ すぇいう ゅけ
ょうくぇ. ╆ぇ きっく 2012 ゅけょうくぇ 
ぉってっ ゅけょうくぇ, ゃ おけはすけ ゃいったきっ 
こさぇゃうかくう さってっくうは. ╄ょくけ けす 
すはた ぉっ さってっくうっすけ ょぇ すっゅかうき 
おさっょうすぇ う ょぇ ぇしそぇかすうさぇきっ 
44 せかうちう う ゃうあょぇき, つっ たけ
さぇすぇ しぇ ょけゃけかくう けす すけゃぇ さっ
てっくうっ.

- … ょけさう くはおけう おぇいゃぇす, 
つっ しぇきけ すけゃぇ ょぇ っ ぉうかけ 
しゃなさてっくけ, しすっ しう しこっつう
かうかう ゃすけさう きぇくょぇす...
- ...いぇ ゃすけさうは きぇくょぇす しきっ しう 

ゅけゃけさうかう し ╁ぇし う ぇい しなき ╁う 
おぇいぇかぇ きくっくうっすけ しう. ¨しゃっく 
すけゃぇ, いぇ すぇいう ゅけょうくぇ ゅさっえ
くぇたぇ ょけしすぇ けす しゅさぇょうすっ ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ. 
‶さっょしすけう ょぇ けすゃけさうき ょっす
しおぇすぇ ゅさぇょうくぇ „]かなくつうちっ” 
う はしかぇ „‶さけかっす”, おけうすけ さっ
きけくすうさぇきっ しなし しさっょしすゃぇ けす 
ぉのょあっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ. 〈けゃぇ 
しなとけ ぉってっ こさぇゃうかくけ さってっ
くうっ, しこけさっょ きっく, いぇ しきっすおぇ 
くぇ さっきけくすうすっ う おなさこっあうすっ, 
こさぇゃっくう ゃ すっいう ょけしすぇ しすぇさう 
しゅさぇょう くぇ こぇさつっ. ]こっつっかうた
きっ こさけっおすう いぇ 60 きかく. かっゃぇ 
しぇきけ いぇ 1 ゅけょうくぇ う すけ きくけ
ゅけ ゃぇあくう こさけっおすう, おけうすけ 
とっ しぇ けしくけゃけこけかぇゅぇとう いぇ 
しかっょゃぇとうは こさけゅさぇきっく こっさう
けょ. 〈ぇおぇ つっ - おけえすけ う ょぇ っ 
おきっすなす しかっょ 3 ゅけょうくう, しかっょ 
2015 ゅけょうくぇ しさっょしすゃぇすぇ こけ 
っゃさけこっえしおうすっ こさけっおすう  くはきぇ 
ょぇ ぉなょぇす おけくおせさっくすくう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお, いぇとけすけ すっ とっ うきぇす 
ゅけすけゃう こさけっおすう, こけ おけうすけ 
とっ しっ ういこなかくはゃぇす そうくぇくしう
さぇくうはすぇ ょうさっおすくけ けす ╄]. ┿い 
しなき しこけおけえくぇ, つっ こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ こけかけあうたきっ けしくけゃぇ
すぇ くぇ しかっょゃぇとうは こさけゅさぇきっく 
こっさうけょ いぇ ╉ぇいぇくかなお う すけえ 

っ ういおかのつうすっかくけ ょけぉなさ. ¨ぉ
とうくぇすぇ とっ しっ くぇさっょう しさっょ 
26-すっ けぉとうくう - ょうさっおすくう ぉっ
くっちうそうっくすう くぇ しさっょしすゃぇすぇ, 
おけっすけ しう っ っょくぇ きくけゅけ ょけ
ぉさぇ ぉぇいぇ. ] おけっ くっ きけゅぇ ょぇ 
しゃうおくぇ? ]ゃうおくぇた し ゅけかっきうすっ 
けつぇおゃぇくうは くぇ たけさぇすぇ, くけ くっ 
きけゅぇ ょぇ しゃうおくぇ し くっゅぇすうゃう
いきぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう. ] すけゃぇ - 
ゃなゃ ゃしはおけ くぇこさぇゃっくけ くっとけ し 
きくけゅけ せしうかうっ う すさせょ, ょぇ すなさ
しはす くっゅぇすうゃくけすけ う ょぇ けすさうつぇす 
ゃしうつおけ しゃなさてっくけ. ′はきぇ おぇお 
ょぇ ゃなさゃうき くぇこさっょ, ぇおけ くうっ 
しぇきうすっ くっ しう ゃはさゃぇきっ.

- 〈けゃぇ かう っ くぇえ-ょっきけすう
ゃうさぇとけすけ う ょっしすうきせかう
さぇとけすけ いぇ つけゃっお くぇ すぇおなゃ 
こけしす? ′っゅぇすうゃういきなす くぇ 
たけさぇすぇ う かうこしぇすぇ くぇ しな
こさうつぇしすくけしす?
- ╃ぇ. 〈けゃぇ っ くぇえ-ょっきけすうゃう

さぇとけすけ, いぇとけすけ ぇい しなき けす たけ
さぇすぇ, おけうすけ しっ うくすっさっしせゃぇす 
けす けぉとっしすゃっくけすけ きくっくうっ. ′っ 
しなき けす さなおけゃけょうすっかうすっ, おけう
すけ しぇ ゃこっさっくう ゃ ぉなょっとうすっ しう 
ちっかう う くっ しっ  うくすっさっしせゃぇす けす 
すけゃぇ ょけおけかおけ ゅう けょけぉさはゃぇす  
うかう くっ けょけぉさはゃぇす たけさぇすぇ. 
╋けあっ ぉう すけゃぇ っ こさぇゃうかくうはす 
くぇつうく, くけ ぇい うしおぇき ょぇ  つせ
ゃぇき おぇおゃけ おぇいゃぇす ゅさぇあょぇくう
すっ こけ こけゃけょ くぇ けくけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃうき. ╆ぇすけゃぇ しう う こけょょなさ
あぇき しけぉしすゃっく きけえ そっえしぉせお 
こさけそうか, けすゅけゃけさはき くぇ きくけ
ゅけ しなけぉとっくうは くぇ ゅさぇあょぇくう, 
おけうすけ きう こうてぇす ゃ くっゅけ, いぇ
ょぇゃぇす  きう ゃなこさけしう. ╁ しなとけすけ 
ゃさっきっ つっすぇ ゃしうつおう おけきっくすぇ
さう ゃ おぇいぇくかなておうすっ しぇえすけゃっ, 
おけっすけ しなとけ いぇ きっく っ ょけこなか
くうすっかっく けさうっくすうさ. ╋ぇおぇさ, 
つっ こけくはおけゅぇ, おけゅぇすけ しう かはゅぇき 
ゃっつっさ, しかっょ おぇすけ しなき つっかぇ 
くぇこうしぇくぇすけ こけ そけさせきうすっ くぇ 
しぇえすけゃっすっ, せしっとぇき つっ しなき しっ 
けすさけゃうかぇ. ′け しっ しなぉせあょぇき 
くぇくけゃけ う ょっくはす いぇこけつゃぇ.  

- ╃けおけかおけ すけゃぇ, つっ しすっ 
あっくぇ う すけ おきっす, ╁う こけ
きけゅくぇ ゃ こさけぉかっきうすっ う 
さってぇゃぇくっすけ うき こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ う ょけおけかおけ ぉっ こさっ
こはすしすゃうっ?
- ╇しすうくぇすぇ っ, つっ いぇ 1 ゅけょうくぇ 

くぇえ-きぇかおけ しなき しっ つせゃしすゃぇかぇ 
あっくぇ. ′っ しなき しっ ゃないこさうっきぇ
かぇ ゃ すぇいう しう さけかは う おぇつっしすゃけ 
こけ くうおぇおなゃ くぇつうく う いぇすけゃぇ 
くっ きけゅぇ ょぇ こさっちっくは ょけおけか
おけ すけゃぇ きう っ こさっつっかけ うかう 
こけきぇゅぇかけ, くけ くぇえ-きぇかおけ しなき 
けぉさなとぇかぇ ゃくうきぇくうっ くぇ こけかぇ 
しう こさっい すぇいう 1 ゅけょうくぇ. ╃ぇくけ 
くっ しなき さぇいけつぇさけゃぇかぇ たけさぇ
すぇ, おけうすけ きっ たぇさっしゃぇす おぇすけ 
あっくぇ.

20 775 けす あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお きうくぇかうは けおすけきゃさう ゅかぇしせゃぇたぇ いぇ くっは. 〈は いぇこうしぇ うきっすけ しう おぇすけ こなさゃぇすぇ あっくぇ-おきっす ゃ うしすけさうはすぇ 
くぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ くぇ ╉ぇいぇくかなお しぇきけ ぉさけっくう ょくう しかっょ かうつくうは しう こさぇいくうお. 
╃けえょっ し けぉっとぇくうっすけ ょぇ さぇぉけすう すぇおぇ, つっ ╉ぇいぇくかなお う あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇすぇ ょぇ しう ゃなさくぇす しぇきけつせゃしすゃうっすけ, せぉっょっくぇ, つっ うきぇ し おぇおゃけ ょぇ しっ 

ゅけさょっっき. ╉ぇおすけ う し くぇょっあょぇすぇ う おせさぇあぇ ょぇ ょぇょっ てぇくし くぇ きかぇょうすっ. ¨ぉっとぇ ょぇ っ おきっす くぇ ゃしうつおう. ╆ぇ しっぉっ しう こけあっかぇ ういょなさあかうゃけしす う いょさぇゃっ. 
╆ぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ こさっけぉなさくぇ ょけしすぇ けす こさっょしすぇゃうすっ, ゃ おけうすけ おかうてうさぇたきっ おきっすけゃっすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ┿しそぇかすうさぇ しなし いぇっき 44 せかうちう, しすけこう 1/3 

けす しすぇさうすっ いぇょなかあっくうは, くぇしかっょしすゃけ けす こさっょうてくうは っおうこ, けしゃけぉけょう こっくしうけくっさうすっ けす けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, こけしけつう ゃさぇすぇすぇ くぇ すっいう, 
おけうすけ くっ しっ しこさぇゃはす, いぇこうしぇ おぇいぇくかなておうすっ すさぇおうえしおう こぇきっすくうちう ゃ „』せょっしぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは”, けこうすぇ しっ ょぇ こさけきっくう こさぇいくうつくうは くう くぇゃうお 
こさっい のくう う こけしゃっすう けゅさけきくぇ っくっさゅうは う ゃさっきっ, いぇ ょぇ くぇかけあう こさっょ しゃっすぇ すせさうしすうつっしおうは ぉさぇくょ くぇ ╉ぇいぇくかなお - さけいぇすぇ う すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ. 
]なきうてかっくうちうすっ え しっ つせょはす くぇ っくっさゅうはすぇ う ゃさっきっすけ, おけっすけ くぇきうさぇ いぇ ゃしうつおけ. ╁さぇゅけゃっすっ え くっ しこうさぇす ょぇ すなさしはす こさうかうおうすっ え し こさっょてっしすゃっ-
くうおぇ え う は つぇおぇす ょぇ しすなこう くぇおさうゃけ. 
〈ぇおぇ きっあょせ „¨しぇくくぇ“ う „[ぇいこくう ゅけ“ しっ ういすなさおけかう こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ けす きぇくょぇすぇ くぇ こなさゃぇすぇ あっくぇ-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.
] はしくけすけ しないくぇくうっ, つっ ゃしうつおけ おぇいぇくけ とっ しっ つっすっ う ゅかっょぇ こけょ かせこぇ, いぇこけつくぇたきっ さぇいゅけゃけさぇ いぇ こなさゃぇすぇ さぇゃくけしきっすおぇ.
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[なおけゃけょうすっかはす ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ けすょぇゃくぇ こさう-
いくぇ こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, つっ ゃなゃ ゃしっおう 
すぇくち しっ けこうすゃぇ ょぇ ゃかぇゅぇ けぉうつすぇ おなき さけょくけ-

すけ. ] けつうすっ しう ゃうあょぇき, つっ う すせお っ せしこはかぇ...
[っこっすうちうはすぇ こさうおかのつゃぇ し けちっくおぇ くぇ さぇ-

ぉけすぇすぇ う けぉはしくっくうっ おぇおゃけ とっ しっ さぇぉけすう 
しかっょゃぇとうは こなす. ╇ いぇょなかあうすっかくけすけ: ”╉さぇえ 
くぇ さっこっすうちうはすぇ! ‶けおかけく!”. ¨ぉぇつっ しかっょ おさぇは 
くぇ きくけゅけ けす ょっちぇすぇ こさけしすけ くっ うき しっ すさなゅゃぇ: 
こうすぇす, こさっゅさなとぇす ゅけしこけあぇすぇ, しこけょっかはす... 
‶けつうゃおぇすぇ こさっょう さっこっすうちうはすぇ し こけ-ゅけかっきう-
すっ くっ しすうゅぇ, いぇとけすけ こさう ╋うくつっゃぇ うょゃぇす う 
さけょうすっかう - けぉしなあょぇす おけしすのきうすっ いぇ おけくちっさ-
すぇ, うくすっさっしせゃぇす しっ おぇお しっ しこさぇゃはす ょっちぇすぇ, 
しなこさっあうゃはゃぇす...

╂けかっきうすっ こけつゃぇす
さっこっすうちううすっ し っおいっさしうい   

 ╁っょくぇゅぇ しっ ゃうあょぇ, つっ こっすけおかぇしくうちうすっ う 
てっしすけおかぇしくうちうすっ ゃっつっ しぇ ょけしすぇ くぇこさっょくぇ-
かう: しかっょゃぇす ╃ぇえつけゃぇ おけきぉうくぇちうは, ]っゃっさ-
くはておぇ おけきぉうくぇちうは, 〈さぇおうえしおぇ さなつっくうちぇ, 
╉けこぇくうちぇ, „╀せつうくうて”... ╃っちぇすぇ けこさっょっかっくけ 

しぇ せきけさっくう – こけゃっつっすけ けす すはた うょゃぇす いぇ さっこっ-
すうちうう しかっょ ょなかゅうは しう ょっく こけ こけょゅけすけゃおぇ う つぇ-
しけゃっすっ ゃ せつうかうとっ. ̈ ぉぇつっ しっ しすぇさぇはす ょぇ   ょぇゃぇす 

ゃしうつおけ けす しっぉっ しう, きぇおぇさ こけくはおけ-
ゅぇ ょぇ こけゃょうゅぇす おけかっくぇすぇ こけ-くう-
しおけ うかう ょぇ いぇぉさぇゃはす ょぇ ょゃうあぇす 
さなちっすっ いぇっょくけ し おさぇおぇすぇ... ′うとけ 
けぉぇつっ くっ けしすぇゃぇ しおさうすけ けす こけゅかっ-
ょぇ くぇ たけさっけゅさぇそぇ: ”┿おけ くっ しすっ ゅけ-
すけゃう いぇ おけくちっさすぇ くぇ 17-すう, くはきぇ 
ょぇ せつぇしすゃぇすっ!”, おぇすっゅけさうつくぇ っ ゃ 
いぇぉっかっあおうすっ しう ╋うくつっゃぇ, おけはすけ 
くっ しこうさぇ ょぇ しっ はょけしゃぇ, ぇおけ くっとぇ-
すぇ くっ しっ こけかせつぇゃぇす くぇ けつぇおゃぇくけ-
すけ ょけぉさけ くうゃけ, しきっくは こけいうちうう くぇ 
すぇくちぬけさうすっ くぇ さぇいかうつくう きっしすぇ ゃ 
こけしすぇくけゃおぇすぇ, すなさしう くぇえ-しこけかせつ-
かうゃけすけ う しっ けこうすゃぇ ょぇ „ういゃぇょう” けす 
ゃしはおけ ょっすっ くぇえ-たせぉぇゃけすけ, おけっすけ 
すけ きけあっ ょぇ こけおぇあっ こさっょ しっぉっ しう 
う こさっょ こせぉかうおぇすぇ.
〈ぇくちうすっ し こぇさすくぬけさう けつっゃうょくけ 

しっ けおぇいゃぇす けとっ こけ-すさせょくう. ╇いさぇ-
ぉけすゃぇす しっ ぉぇゃくけ, ういうしおゃぇ しっ しうく-
たさけく, ょけぉさけ ゃかぇょっっくっ くぇ すったくう-
おぇすぇ...
”╇いこなくぇすう こさなしすう! ╉けかっくぇすぇ – 

ゃうしけおけ! ‶けゅかっょうすっ – こけ ちはかぇすぇ いぇかぇ!...”, いぇぉっ-
かっあおうすっ いゃせつぇす きっあょせ さうすきうすっ くぇ くぇさけょくうすっ 
たけさぇ う ょっちぇすぇ こけゃすぇさはす, こけゃすぇさはす...
[ぇいぉうさぇき, つっ いぇすけゃぇ たせょけあっしすゃっくうはす さなおけ-

ゃけょうすっか くぇ ╃っすしおけ-のくけてっしおうは そけかおかけさっく 
すぇくちけゃ しなしすぇゃ くぇ „┿さしっくぇか” - ╇ゃぇくおぇ ╋うくつっ-
ゃぇ, くっ おさうっ けす きぇかおうすっ う ゃっつっ こけさぇしくぇかう すぇく-
ちぬけさう: ”〈させょくう しぇ すぇくちうすっ. ╆ぇ つぇしす けす しっおせく-
ょぇすぇ きうしかうき う ういこなかくはゃぇきっ こけ 101 くっとぇ... ′け 
こけしかっ – おぇすけ しすぇくぇす おさぇしうゃう...!”.  ╁ おさぇは くぇ 
さっこっすうちうはすぇ, おけゅぇすけ せきけさぇすぇ くぇょょっかはゃぇ くぇょ 
さぇょけしすすぇ, こさけせきはゃぇき, つっ うきっくくけ すさなこおぇすぇ けす 
けくけゃぇ くっけこうしせっきけ けつぇおゃぇくっ いぇ しこけょっかっくぇ し 
こせぉかうおぇすぇ おさぇしけすぇ, いぇ おけはすけ くぇきっおゃぇ し きくけ-
ゅけすけつうっ ゃ ゅかぇしぇ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ, っ けくぇいう すぇえくぇ, 
おけはすけ けすおかのつゃぇ けすゅけゃけさぇ くぇ ゃなこさけしぇ: ”╉ぇお しっ 
しすぇゃぇ すぇくちぬけさ? ┿きぇ – うしすうくしおう!”  ] きくけゅけ すさせょ 
う かのぉけゃ. ╉なき すぇくちぇ – しぇきけ くぇてうはす, ぉなかゅぇさしおう 
くぇさけょっく すぇくち.      

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

¨おけかけ 1700 おぇいぇくかなつぇくう 
こけょぇょけたぇ ょけおせきっくすう いぇ 

けぉせつっくうっ ゃ つっすゃなさすぇすぇ しっしうは 
„┿い きけゅぇ こけゃっつっ” くぇ ¨‶ „[ぇい-
ゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ さっしせさ-
しう”. ╂けかはきぇ つぇしす けす こけょぇかうすっ 
ょけおせきっくすう しぇ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか”. 
╉さぇえくうはす しさけお いぇ こけょぇゃぇ-

くっすけ くぇ くせあくうすっ そけさきせかはさう  
ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ぉっ  2-さう 
くけっきゃさう.  ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす 
けす こけょぇかうすっ いぇはゃかっくうは しっ 
くぇょはゃぇたぇ ょぇ こけかせつぇす こさぇ-
ゃけしこけしけぉくけしす おぇすけ てけそぬけさう, 
おぇすっゅけさうは ╁, おぇおゃぇすけ ゃない-
きけあくけしす うきぇてっ ゃ こさっょくぇすぇ 
しっしうは くぇ こさけゅさぇきぇすぇ. 〈けいう 

こなす, けぉぇつっ, したっきぇすぇ くぇ こさけ-
ゅさぇきぇすぇ くっ こけいゃけかはゃぇ すけゃぇ. 
╉なしきっすかうう ゃ しかせつぇは とっ しっ 
けおぇあぇす こけょぇかうすっ  ょけおせきっく-
すう いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おけき-
こっすっくちうは „ゃけょぇつう くぇ ╋‶] 
くぇ すけゃぇさくう こさっゃけいう ゃなゃ 
ゃなすさってくうは  う きっあょせくぇさけ-
ょっく すさぇくしこけさす” う  いぇ „せこさぇ-
ゃかっくうっ くぇ ╋‶] ゃなすさってっく う 
きっあょせくぇさけょっく すさぇくしこけさす いぇ 
こさっゃけい くぇ こなすくうちう”. 
╋くけゅけ しぇ おぇくょうょぇすしすゃぇかうすっ 

ゅさぇあょぇくう う いぇ けぉせつっくうっすけ 
こけ つせあょう っいうちう - ぇくゅかうえしおう, 
うしこぇくしおう う くっきしおう. 
¨ょけぉさっくうすっ いぇ けぉせつっくうっ 

こけ したっきぇすぇ „┿い きけゅぇ こけゃっ-

сн. Цв. Виткова

つっ” とっ こけかせつぇす しこっちうぇかくう 
せゃっょけきかっくうは けす ╀のさけすけ こけ 
すさせょぇ, くぇ ぉぇいぇ くぇ おけうすけ とっ 
ういぉっさぇす しゃけは けぉせつぇゃぇとぇ ゅう 
けさゅぇくういぇちうは. ]かっょ  すけゃぇ とっ 
こけかせつぇす う しこっちうぇかくう ゃぇせつっ-
さう, こけおさうゃぇとう  さぇいたけょうすっ 
いぇ けぉせつっくうっすけ うき. ′ぇ そうくぇ-
かぇ くぇ おせさしけゃっすっ しっ こけかぇゅぇ う 
しなけすゃっすっく ういこうす, くぇ ぉぇいぇ くぇ 
おけえすけ しっ ういょぇゃぇ う ょけおせきっくす 
いぇ  こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇか-
くぇ おけきこっすっくちうは. 
¨さゅぇくういぇちううすっ う そうさきうすっ, 

おけうすけ うきぇす かうちっくいう いぇ こさっ-
ょけしすぇゃはくっすけ くぇ けぉせつっくうは こけ 
したっきぇすぇ „┿い きけゅぇ こけゃっつっ”, しぇ 
こせぉかうおせゃぇくう ゃ うくすっさくっす くぇ 
しすさぇくうちぇすぇ くぇ  ┿ゅっくちうはすぇ こけ 
いぇっすけしすすぇ

h t t p : / / w w w .
az.government.bg/internal.
asp?CatID=28&WA=Efunds/
OPHRD/AP2111/Menu_2111.
htm.

53 きうかうけくぇ かっゃぇ しぇ けすこせし-
くぇすう いぇ けぉせつっくうっ こけ したっきぇ-
すぇ „┿い きけゅぇ こけゃっつっ”, おぇすけ 
いぇ しすさぇくぇすぇ ょけおせきっくすう いぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇ-
ちうは う おかのつけゃう おけきこっすっくちうう 
しぇ こけょぇかう けおけかけ 50 たうかはょう 
ょせてう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

′けゃ ょうさっおすけさ うきぇ ╇くしすうすせすなす こけ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ¨す 
くはおけかおけ ょくう いぇ ╁[╇╃  ょうさっおすけさ っ くぇいくぇつっくぇ ′ぇすぇてぇ 

╉けゃぇつっゃぇ, くぇ きはしすけすけ くぇ ょけしっゅぇてくうは ょうさっおすけさ こさけそ. ′っょおけ 
′っょおけゃ. ‶さけきはくぇすぇ っ しなし いぇこけゃっょ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ ]っかしおけ-
しすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは こさけそ. ‶っすなさ ]かぇゃっえおけゃ. ╃けしっゅぇてくう-
はす ょうさっおすけさ ′っょおけゃ っ けしゃけぉけょっく こけ かうつくぇ きけかぉぇ. ‶さっょしすけう 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさし いぇ けゅかぇゃはゃぇくっ くぇ っょうくしすゃっくうは くぇ 
╀ぇかおぇくうすっ ╇くしすうすせす こけ さけいぇすぇ.  

╉ぇいぇくかなておうすっ さけきう うい-
たゃなさかうたぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 

ぉけぉぇ, おけえすけ こけかせつうたぇ おぇすけ 
こけきけと けす ╀』╉.  ╅うゃっっとう ゃ 
しなしっょくうすっ くぇ おゃ. „╉ぇさきっく” 
ぉかけおけゃっ ゅさぇあょぇくう, ゃ こさけ-
ょなかあっくうっ  くぇ ょゃぇ ょくう くぇ-
ぉかのょぇゃぇたぇ ゅさけいくぇすぇ ゅかっょおぇ, 
ゃ おけはすけ さけきうすっ ういたゃなさかはす 
ぉけぉ うかう しっ いぇきっさはす  し くっゅけ. 
‶けゃっょっくうっすけ うき こさっょういゃうおぇ 

くっっょくけいくぇつくう さっぇおちうう けす しすさぇくぇ くぇ けしすぇくぇかうすっ, ぇ しぇきうすっ 
さけきう ぉはたぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ぉけぉなす くっ しすぇゃぇ いぇ はょっくっ. ╃させゅう 
こなお すゃなさょはたぇ, つっ し すぇいう しう こけきけと ╀』╉ しっ こけょうゅさぇゃぇかぇ し すはた. 
╇きぇてっ う すさっすう, おけうすけ つぇおぇたぇ ょぇ こけかせつぇす こけきけとうすっ しう し おぇ-
させちう,  いぇっょくけ し ちっかうすっ しう そぇきうかうう. 
′ぇ ぉせさくぇすぇ う, きっおけ おぇいぇくけ, くぇゅかぇ さっぇおちうは くぇ さけきうすっ けす 

けそうしぇ くぇ ╀』╉ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇはゃうたぇ, つっ ぉけぉなす  ゃ ゅさぇょぇ くぇ 
さけいうすっ っ しっさすうそうちうさぇく う くっ っ けす すけいう, おけえすけ っあっょくっゃくけ しっ 
こけおぇいゃぇ こけ くぇちうけくぇかくうすっ すっかっゃういうう.
╆ぇとけ くっ たゃなさかはす う こぇさうすっ, おけうすけ こけかせつぇゃぇす おぇすけ こけきけとう 

こけ いっきはすぇ, ぇ しぇきけ たさぇくぇすぇ, こうすぇたぇ しっ しゃうょっすっかう くぇ ゅさけいくぇすぇ 
ゅかっょおぇ けおけかけ おゃ. „╉ぇさきっく”.
╀かういけ 2 たうかはょう しぇ ゅさぇあょぇくうすっ けす ╉ぇいぇくかなお し こさぇゃけ くぇ たさぇ-

くうすっかくう こけきけとう けす ╀』╉. ╁ けしくけゃくぇすぇ しう つぇしす すっ しぇ けす さけき-
しおぇすぇ けぉとくけしす. ̈ ぉとけ 52 おうかけゅさぇきぇ たさぇくう  こけかせつぇゃぇす けす ╀』╉ 
しけちうぇかくけ しかぇぉうすっ. ]さっょ すはた しぇ: けかうけ, ぉけぉ, いぇたぇさ, かっとぇ, おけく-
そうすのさ, けさうい, おぇさすけそっくけ このさっ くぇ こさぇた, しこぇゅっすう, きぇおぇさけくう, 
ぉうしおゃうすう, きっょ う おぇそっ. 75 すけくぇ たさぇくう  けす すぇいう こけきけと ぉはたぇ 
さぇいょぇょっくう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

12 おぇいぇくかなつぇくう こけかせつうたぇ 
おかのつけゃっ いぇ くけゃうすっ しう ょけきけゃっ 
ゃ いぇゃなさてっくぇ しっおちうは  くぇ ぉかけお 
くぇ  ぉせか. „23 ‶ったけすっく 【うこつっく-
しおう こけかお” わ 108. 〈っ しぇ う こけ-
しかっょくうすっ しけぉしすゃっくうちう, おけうすけ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお っ うきぇかぇ ぇく-
ゅぇあうきっくす ょぇ けぉっいとっすう し ぇこぇさ-
すぇきっくすう しさっとせ すったくうすっ うきけすう, 
けすつせあょっくう う しなぉけさっくう し ちっか 
けしなとっしすゃはゃぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう うくそさぇしすさせおすせさくう きっさけこさうは-
すうは けす けぉとっしすゃっくけ いくぇつっくうっ こさっい こけしかっょくうすっ ぉかういけ 30 ゅけ-
ょうくう. ╉かのつけゃっすっ いぇ くけゃうすっ ぇこぇさすぇきっくすう くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ 
ゃさなつう おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 

[なおけゃけょうすっかはす くぇ ╀ぇかっす „╂さぇちうは” おなき ′ぇさけょくけ つうすぇかうとっ 
„╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” ┿かかぇ ┿くゅっかけゃぇ こけかせつう ]こっちうぇかくぇすぇ 

くぇゅさぇょぇ いぇ こっょぇゅけゅ ゃ さぇいょっか „╉かぇしうおぇ” くぇ しっょきうは こけさっょ ぉぇ-
かっすっく おけくおせさし ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ. 
╁ おけくおせさしぇ ゃいったぇ せつぇしすうっ 800  ぉぇかっさうくう う ぉぇかっすうしすう けす 

ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 

╃ゃっ こけけとさうすっかくう くぇゅさぇょう こさうしなょう おぇ-
ぉっかくうはす けこっさぇすけさ “╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” 

くぇ ょゃぇきぇ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ おけくおせさしぇ いぇ 
そうさきっく しかけゅぇく. 
╁ おけくおせさしぇ せつぇしすゃぇたぇ 161 ゅさぇあょぇくう けす ╉ぇいぇくかなお, ╁ぇさくぇ, 

╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, ‶かけゃょうゃ, ╀はかぇ, ╀せさゅぇし, ]うきうすかう, ]けそうは. 
‶さっょかけあっくうはすぇ, おけうすけ すっ ういこさぇすうたぇ, ぉはたぇ くぇょ 770.
]かっょ ょゃっ こけさっょくう いぇしっょぇくうは う おけくしせかすぇちうう くっ ぉっ こけしすうゅ-

くぇすけ っょうくけょせてくけ しすぇくけゃうとっ いぇ こっつっかうゃてけすけ こさっょかけあっくうっ, 
おけっすけ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ けそうちうぇかっく そうさきっく しかけゅぇく. ‶け すぇいう 
こさうつうくぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ そうさきぇすぇ  くっ しっ こさうしなあょぇ. ╆ぇ 
しきっすおぇ くぇ すけゃぇ あせさうすけ さってう ょぇ こさうしなょう ょゃっ こけけとさうすっかくう 
くぇゅさぇょう. 〈ったくう くけしうすっかう しぇ:  ╊うかう ╂っすけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお いぇ 
こさっょかけあっくうっすけ え  “╄かぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ” う くぇ 〈けょけさ ╃うきけゃ いぇ 
こさっょかけあっくうっすけ “]ゃっすなす せ ゃぇし!” 
╃ゃぇきぇすぇ とっ こけかせつぇす こぇさうつくう くぇゅさぇょう う そうさきっくう しせゃっくうさう 

くぇ しこっちうぇかくうは おけかっょっく おけくちっさす くぇ “╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” くぇ 
14-すう ょっおっきゃさう ゃなゃ ╁けっくくうは おかせぉ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

                                                 〈┿
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- ╁ すけいう しきうしなか こさうゃなさ-

あっくうお くぇ おぇょうそっくぇすぇ さな-
おぇゃうちぇ うかう くぇ すゃなさょぇすぇ  
さなおぇ しすっ?
- ′ぇ すゃなさょぇすぇ さなおぇ, おぇすっゅけ-

さうつくけ. ╆ぇ ょぇ しっ しかせつゃぇす くっ-
とぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ すゃなさょぇ 
さなおぇ. ‶けくはおけゅぇ しなき きくけゅけ 
おさぇえくぇ う ゃ けすくけてっくうはすぇ しう 
おなき きけは っおうこ, う おなき ぇょきう-
くうしすさぇちうはすぇ, くけ すけゃぇ っ くぇ-
つうくなす, すけゃぇ っ こけょたけょなす おなき 
ぉなかゅぇさうくぇ ういけぉとけ. 

- ┿  ょけおけかおけ すけゃぇ, つっ しすっ 
あっくぇ, ぉせょう さっゃくけしす せ おけ-
かっゅうすっ ╁う けす しなしっょくうすっ 
けぉとうくう けすくけしくけ こけ-さぇ-
ちうけくぇかくけすけ きうしかっくっ, こけ-
ゅけかはきぇすぇ おぇすっゅけさうつくけしす 
う さってうすっかくけしす いぇ しこさぇゃは-
くっすけ し こさけぉかっきうすっ? 
- 〉しっとぇき さっゃくけしす けす おけかっ-

ゅうすっ, くけ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
すけゃぇ, つっ さなおけゃけょしすゃけすけ しっ 
せこさぇあくはゃぇ し すゃなさょぇ さなおぇ う 
つっ ╉ぇいぇくかなお ぉかっしくぇ し ゃしうつ-
おうすっ しう ょぇょっくけしすう, おけうすけ 
しっゅぇ うしおぇきっ ょぇ こさっゃなさくっき 
う ゃなゃ ゃないきけあくけしすう. ╁しはおぇ 
くぇてぇ しすなこおぇ,  せしこった  しっ しかっ-
ょう けす しなしっょくうすっ きう おけかっゅう, 
けちっくはゃぇ しっ, ぇ こけくはおけゅぇ しっ う 
こけゃすぇさは  おぇすけ しすなこおぇ う すったっく 
せしこった.

- ′ぇ こさっょうてくぇすぇ くう しさっ-
とぇ いぇはゃうたすっ, つっ とっ しすっ 
くぇしすけはすっかくぇ ょけ うくぇす, いぇ 
ょぇ しっ しこぇいゃぇす いぇおけくうすっ けす 
ゃしうつおう. ╀っいしこけさくけ ′ぇさっょ-
ぉぇ わ30 いぇ こかぇすっくけすけ こぇさ-
おうさぇくっ, けつぇおゃぇくぇ し きくけゅけ 
くぇこさっあっくうっ, くっゅけょせゃぇ-
くうっ う さぇいくけぉけえ けす ゅさぇあ-
ょぇくうすっ, こけおぇいぇ, つっ ゃしなと-
くけしす, ぇおけ くぇうしすうくぇ つけゃっお 
っ くぇしすけはすっかっく, たけさぇすぇ 
いぇこけつゃぇす ょぇ しっ くぇせつぇゃぇす 
う ょぇ しこぇいゃぇす いぇおけくうすっ. ╁ 
すけいう しきうしなか おけえ っ しかっょ-
ゃぇとうはす くう  すぇおなゃ せさけお こけ 
さっょ? 
- ╃ぇ, ゃ こけしかっょくうすっ くはおけか-

おけ きっしっちぇ しっ さぇいつうしすう けすおなき 
さっおかぇきうすっ う けすおなき おけかう こけ 
せかうちうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. [ぇい-
ぉうさぇ しっ, つっ うきぇ う しかっょゃぇとぇ 
しすなこおぇ. ′ぇこさぇゃうかぇ しなき すぇおぇ, 
つっ ょぇ しっ こけょくぇしはす くぇ こけさちうう, 
いぇ ょぇ くっ しっ ういすけさきけいゃぇす きくけ-
ゅけ ゅさぇあょぇくうすっ. ]かっょゃぇとぇすぇ 
くう しすなこおぇ っ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ 
したっきぇすぇ いぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
ょゃうあっくうっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈は 
っ ゅけすけゃぇ, こさっょしすけう しぇきけすけ 
え こさうかぇゅぇくっ けす くぇつぇかけすけ くぇ 
2013 ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ くぇこさぇゃうき こけゃっつっすけ せかうちう 
ゃ ちっくすなさぇ くぇ ゅさぇょぇ っょくけこけ-
しけつくう う ょぇ ゅけ けすこせてうき. ′け 
いぇすけゃぇ くう ぉってっ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ けすゃけさうき せか. „]すぇきぉけかうえ-
しおう“, おけはすけ いぇゃなさてゃぇきっ ょけ 
おけかっかけすけ, ょぇ けすゃけさうき せか. 
„╋けしおゃぇ”, おけはすけ しっゅぇ こぇゃう-
さぇきっ う おけはすけ っ いぇぉさぇゃっくぇ けす 
╀けゅぇ, くけ っ っょくぇ けす ゃぇあくうすっ 
せかうちう, おけうすけ すさはぉゃぇ ょぇ けす-
ゃけさうき, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ ゃなゃっ-
ょっき さっょ こけ すぇいう すさぇくしこけさすくぇ 
したっきぇ. ]かっょ すけゃぇ しかっょゃぇとぇ-
すぇ しすなこおぇ いぇ さっょ とっ っ すっきぇすぇ 
„ゅぇさぇあう”. ╇ こけ すけゃぇ さぇぉけすうき 
う うきぇきっ さってっくうっ, ゅけすけゃう しきっ 
ょぇ ゅけ こさっょかけあうき くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ. ╃け ょっおっきゃさう 2013 ゅけ-
ょうくぇ う すけゃぇ とっ ぉなょっ ぇおすせぇか-
くけ う ゅけすけゃけ. 

- ╀なょっすっ こけ-おけくおさっすくぇ 
こけ けすくけてっくうっ くぇ すっきぇすぇ 
„きっすぇかくう ゅぇさぇあう”. 
- ╃ぇ, とっ うきぇ さっょ, とっ うきぇ 

くけゃう したっきう いぇ さぇいかうつくうすっ 
さぇえけくう くぇ ゅさぇょぇ. ╁ ちっくすさぇか-
くぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす ゅぇさぇあうすっ 

とっ ぉなょぇす いぇぉさぇくっくう, ゃ けしすぇ-
くぇかうすっ さぇえけくう とっ うきぇ したっきう, 
こけ おけうすけ すっ とっ しっ こさっくぇさっ-
ょはす. 】っ うきぇきっ しこっちうぇかくけ 
ういうしおゃぇくっ いぇ ゃういうはすぇ くぇ きっ-
すぇかくうは ゅぇさぇあ. 〈けゃぇ とっ ういうし-
おゃぇ くけゃう こさぇゃうかぇ, くけゃう ょけ-
ゅけゃけさう, いぇとけすけ おなき きけきっくすぇ 
たぇけしなす し ゅぇさぇあうすっ ゃ ゅさぇょぇ っ 
こなかっく. 

- ]ゅけゃけさなす ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす - すけゃぇ ╁ぇてっ こけしすう-
あっくうっ かう っ, こかけょ くぇ ょけぉさぇ 
さぇぉけすぇ う ょけぉさぇ ょうこかけきぇ-
ちうは うかう っ こさけしすけ こさうきう-
さっくうっ しなし しうすせぇちうはすぇ? ′っ 
しっ かう けこぇしはゃぇすっ, つっ つぇしす 
けす すけいう “しゅけゃけさ” きけあっ ょぇ 
っ きくうき う しおさうすぇ ぉけきぉぇ いぇ 
╁ぇし? 
- ‶け こさうくちうこ しなき つけゃっお, 

おけえすけ あうゃっっ ゃ ょくってくうは ょっく. 
〉すさってくうはす ょっく くっ きう こさう-
くぇょかっあう けとっ. ╆ぇすけゃぇ きうしかは, 
つっ こけしすうゅくぇすけすけ し ̈ ぉとうくしおうは 
なゃっす しぇきけ きけあっ ょぇ きっ さぇょゃぇ う 
ょぇ きう ょぇゃぇ しこけおけえしすゃうっすけ ょぇ 
ういこなかくはゃぇきっ ちっかうすっ, おけうすけ 
しきっ しう こけしすぇゃうかう. 〈けゃぇ, さぇい-

ぉうさぇ しっ, っ う こかけょ くぇ ゃいぇうきくけ 
せしうかうっ. ‶なさゃけ けす きけは しすさぇくぇ, 
いぇとけすけ ぇい きくけゅけ ょけぉさっ きけゅぇ 
ょぇ けちっくは しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ 
8 ゅけょうくう けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
ぉってっ せこさぇゃかはゃぇくぇ すけつくけ くぇ 
こさうくちうこぇ くぇ こさけすうゃけこけしすぇ-
ゃはくっすけ, おけっすけ せょせてぇゃぇてっ 
ゃしはおぇ ょけぉさぇ うょっは う ゃないきけあ-
くけしす すせお ょぇ しっ しかせつゃぇ くっとけ. 
╆ぇすけゃぇ いぇ  きっく ぉってっ こなさゃけし-
すっこっくくぇ いぇょぇつぇ ょぇ しう けしうゅせ-
さは しこけおけえしすゃうっすけ ゃ ¨ぉとうく-
しうおは しなゃっす. [ぇいぉうさぇ しっ, すけゃぇ 
しっ ょなかあう けとっ くぇ こさっょういぉけさ-
くぇすぇ きう さぇぉけすぇ, いぇとけすけ こぇさ-
すうはすぇ, おけはすけ こさっょしすぇゃかはゃぇき, 
うきぇ ょけきうくうさぇとけ きくけいうくしすゃけ 
ゃ ]なゃっすぇ. ¨す ょさせゅぇ しすさぇくぇ, いぇ 
すけゃぇ しこけおけえしすゃうっ う さぇいぉう-
さぇすっかしすゃけ  いぇしかせゅぇ うきぇ ゃしっ-
おう っょうく けぉとうくしおう しなゃっすくうお 
おぇすけ かうつくけしす, おけえすけ っ ゃ すけいう 
¨ぉとうくしおう しなゃっす. ╂けゃけさは いぇ 
こぇさすううすっ ういゃなく ╂╄[╀. 〈けゃぇ 
しぇ ういおかのつうすっかくけ けすゅけゃけさくう 
けぉとっしすゃっくう たけさぇ. ╁ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす くはきぇ たけさぇ, おけうすけ 
ょぇ くっ しぇ いぇうくすっさっしけゃぇくう けす 
ぉなょっとっすけ くぇ くぇてうは ゅさぇょ う 
けぉとうくぇ - う ゃ かはゃけ, う ゃ ょはし-
くけ, う ゃ ちっくすなさぇ. ╋けゅぇ ょぇ 
さぇいつうすぇき くぇ ゃしっおう っょうく けす 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう. ╄すけ 
っょうく こさうきっさ いぇ すけゃぇ けす こけ-
しかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっ-
すぇ. 〈けゅぇゃぇ さなおけゃけょうすっかはす くぇ 
ゅさせこぇすぇ しなゃっすくうちう くぇ ╀]‶ くっ 
ぉっ ゅけすけゃ ょぇ ゅかぇしせゃぇ っょくけ きけっ 
こさっょかけあっくうっ いぇ さぇいょっかはくっすけ 
くぇ うきけすぇ ゃ ゅさけぉうとくうは こぇさお. 
〈けえ しこけょっかう きけすうゃうすっ しう  う 
おぇいぇ, つっ, ぇおけ くはおけえ しっ くぇっ-
きっ ょぇ ゅけ きけすうゃうさぇ う せぉっょう 
ゃ こさけすうゃくけすけ, とっ ゅかぇしせゃぇ ゃ 
こけかいぇ くぇ さってっくうっすけ. ¨こう-
すぇた しっ ょぇ くぇこさぇゃは すけゃぇ う すけえ 
ゅかぇしせゃぇ „いぇ”. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ, 

つっ たけさぇすぇ ゃ すけいう ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす くっ しっ こさけすうゃけこけしすぇゃはす 
ぉっいこさうくちうこくけ くぇ こさっょかけあっ-
くうはすぇ  きう. 〈っ うしおぇす ょぇ ぉな-
ょぇす せぉっょっくう ぇさゅせきっくすうさぇくけ, 
つっ すけゃぇ っ ょけぉさけすけ さってっくうっ.   
〈けゃぇ っ くぇえ-ょっきけおさぇすうつくけすけ 
くっとけ ゃ せこさぇゃかっくうっすけ. ′はおぇ-
おなゃ おなしきっす っ こさうしなしすゃうっすけ 
くぇ すけかおけゃぇ ちっかっせしすさっきっくう う 
けすゅけゃけさくう たけさぇ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす.

- ╇きせくういうさぇくぇ かう しすっ 
しさっとせ おぇこぇくうすっ くぇ すぇおなゃ 
しゅけゃけさ?
- ′っ. ′はきぇ うきせくういぇちうは. 

╁うっ ゃうあょぇすっ, おぇすけ しっ ゃなさ-
くっき くぇいぇょ, おぇおゃぇ こさけゃけおぇ-
ちうは ぉってっ こさっょかけあっくうっすけ くう 
いぇ ういゃぇあょぇくっ くぇ すっぇすなさぇ けす 
つうすぇかうとっすけ, ょっえしすゃうはすぇ くぇ 
すけゅぇゃぇてくうは しなしすぇゃ くぇ すっぇ-
すなさぇ. 〈けゃぇ ぉってっ ぇぉしけかのすくけ 
くっこさっょゃうょっくけ いぇ きっく, くっ-
けつぇおゃぇくけ. ′け きうしかは, つっ こけ 
こなすは くぇ せぉっあょっくうっすけ う かけ-
ゅうおぇすぇ, くっとぇすぇ こさうおかのつうたぇ 
すぇおぇ, おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╋うしかは, 
つっ さってっくうっすけ いぇ けすょっかはくっすけ 

くぇ ょゃっすっ うくしすうすせちうう ぉってっ 
こさぇゃうかくけ.  

- ╄おうこなす. 〉しこはたすっ かう ょぇ 
ゅけ しないょぇょっすっ くぇうしすうくぇ う 
おぇおゃぇ っ ╁ぇてぇすぇ けちっくおぇ いぇ 
くっゅけ? 
- ╋くけゅけ しなき ょけゃけかくぇ けす っおう-

こぇ しう. ╃けゃけかくぇ しなき けす すけゃぇ, 
つっ しぇ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ 
こさっょこけつっすけたぇ ょぇ けしすぇゃはす ゃう-
しけおうすっ しう いぇこかぇすう, ぉういくっしぇ 
しう, けぉとっしすゃっくけすけ しう こけかけ-
あっくうっ う かうつくけすけ しう しこけおけえ-
しすゃうっ う ょぇ ょけえょぇす すせお, いぇ ょぇ 
ゅう くぇすけゃぇさは し すけかおけゃぇ きくけゅけ 
けすゅけゃけさけくけしすう う ぇくゅぇあうきっく-
すう, いぇさぇょう おけうすけ こけくはおけゅぇ 
しなき きくけゅけ けしすさぇ う おさうすうつくぇ 
おなき すはた. 〈けゃぇ っ っょうくしすゃっくけ-
すけ, おけっすけ きっ ぉけかう: つっ しっ くぇ-
かぇゅぇ ょぇ ういうしおゃぇき けす すはた  くぇ 
ゅさぇくうちぇすぇ う すっ くぇうしすうくぇ ょぇ 
ょぇゃぇす こけゃっつっ けす ゃないきけあくけしす-
うすっ しう. ╀かぇゅけょぇさくぇ しなき うき, 
つっ  きっ こけしかっょゃぇたぇ う ゃしっ けとっ 
しぇ し きっく. 〉ぉっょっくぇ しなき, つっ とっ 
ぉなょっき いぇっょくけ けとっ 3 ゅけょうくう, 
いぇとけすけ ゃしっおう っょうく けす すはた いぇ-
かけあう うきっすけ しう う くはきぇ ょぇ ゅけ 
こけしさぇきう.

- ╇ くはきぇ ょぇ しっ せこかぇてぇす? 
- ′っ. ╋うくぇ ゃさっきっすけ.

-  ╋かぇょうすっ たけさぇ ゃ っおうこぇ 
╁う - っょくぇ ╁ぇてぇ おぇせいぇ けす 
こさっょういぉけさくぇすぇ ╁う おぇき-
こぇくうは, ゅけょうくぇ こけ-おなしくけ 
- さぇいけつぇさけゃぇくうっ うかう けつぇ-
さけゃぇくうっ?
- ′ぇえ-ゅけかはきけすけ きう けつぇさけ-

ゃぇくうっ. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ きう さぇ-
ょけしす っ すけゃぇ, つっ っょうく つけゃっお 
くぇ 26 ゅけょうくう ゃ きけは っおうこ, 
いぇき.-おきっすなす  ╊うかうは 『けくおけゃぇ, 
し ゅかぇせゃぇくけすけ ょけゃっさうっ せこさぇ-
ゃかはゃぇ くぇえ-すさせょくうすっ さっしけさう: 
こさけっおすうすっ, けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 

しけちうぇかくうすっ ょっえくけしすう, いょさぇ-
ゃっけこぇいゃぇくっすけ う しこけさすぇ. ╉ぇすけ 
きぇすっさうは, くぇすけゃぇさゃぇくっ う さぇい-
かうつくけしす くぇ しそっさうすっ すけゃぇ っ 
けゅさけきくけ ぉさっきっ. 〈は しっ しこさぇゃは 
こっさそっおすくけ う ぇい しなき きくけゅけ 
ゅけさょぇ. 〈は っ ょけおぇいぇすっかしすゃけ, 
つっ きかぇょうすっ たけさぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす つぇしす けす せこさぇゃかっくしおうすっ 
っおうこう. 〉しかけゃうっすけ ょぇ すさせこぇす 
けこうす, ょぇ こけさぇしくぇす, ょぇ こけ-
きなょさはゃぇす, ょぇ しっ せつぇす, すけゃぇ 
くはきぇ おぇお ょぇ ゅけ つぇおぇす, いぇとけすけ 
たけさぇすぇ けしすぇさはゃぇす. ╁なこさけしなす っ 
ょぇ うき しっ ょぇょっ  ゃないきけあくけしすすぇ 
くぇ きかぇょうすっ ょぇ こさぇゃはす けくけゃぇ, 
おけっすけ うしおぇす し せょけゃけかしすゃうっ う 
ょぇ ゅけ こさぇゃはす し かのぉけゃ. 〈けゅぇゃぇ 
すっ しっ ょけおぇいゃぇす, ょけぉうゃぇす けこうす 
う きけゅぇす ょぇ ういさぇいはす しっぉっ しう. 
‶さぇおすうおぇすぇ こけおぇいゃぇ, つっ すけゃぇ 
っ うしすうくぇすぇ. ╋かぇょうはす つけゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こけすけこっく う ょぇ 
ういこかせゃぇ.  

- ┿ くっ しっ かう しすさぇたせゃぇすっ けす 
ゅさっておう? 
- ′っ. ╂さってぇ すけかおけゃぇ, おけかおけ-

すけ きう っ ょぇか ╂けしこけょ ょぇ ゅさってぇ. 
′ぇょはゃぇき しっ ょぇ きう こさけとぇゃぇす 

いぇ ゅさっておうすっ. ‶さういくぇゃぇき しう 
ゅう, くっ しっ しすさぇたせゃぇき けす すけゃぇ.

-  ╉ぇこぇくうすっ, おけうすけ けつぇお-
ゃぇたすっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょう-
くぇすぇ こさっょ ╁ぇし う さぇぉけすぇすぇ 
╁う おぇすけ おきっす, せしこはたぇ かう 
ょぇ “とさぇおくぇす” うかう しなせ-
きはたすっ ょぇ しっ こさっょこぇいうすっ けす 
すはた ? ╁ すけいう しきうしなか おけかおけ 
くっさぇいこかぇすっくう しさっょしすゃぇ けす 
こさっょたけょくうは きぇくょぇす けしすぇ-
ゃぇす いぇ くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ?
- ¨つぇおゃぇた きくけゅけ おぇこぇくう, 

さぇいぉうさぇ しっ, すっ う とさぇおくぇたぇ. 
╁ぇあくけすけ っ, つっ くっ しぇ くっこさっ-
けょけかうきう, くっ ゃさないゃぇす さなちっすっ. 
′ぇこさけすうゃ - ょぇゃぇす こけせおうすっ, 
しかぇゅぇす けぉうちうすっ. ‶け けすくけてっ-
くうっ くぇ けしすぇゃぇとうすっ いぇ さぇい-
こかぇとぇくっ こぇさう, とっ おぇあぇ, つっ ゃ 
きけきっくすぇ しきっ こかぇすうかう 2 きかく. 
491 たうか. 163 かっゃぇ けす いぇょなか-
あっくうはすぇ, おけうすけ くぇしかっょうたきっ 
けす 6 きかく. かっゃぇ. ╇きぇきっ ょぇ 
こかぇとぇきっ う けとっ 200 たうかはょう 
かっゃぇ こけ いぇこけさう. 〈っあおけ っ, おけ-
ゅぇすけ くはきぇて くうおぇおゃぇ ゃうくぇ, ぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういこかぇとぇて しすけすう-
ちう かっゃけゃっ いぇ つせあょう ゅさっておう. 
〈けゃぇ きくけゅけ きう すっあう.

- 〉しこったなす う くっせしこったなす いぇ 
すぇいう っょくぇ ゅけょうくぇ ? 
- 〉しこったなす っ きけはす っおうこ. ′っ-

せしこったなす っ しぇきけつせゃしすゃうっすけ う 
ゃはさぇすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう, おけう-
すけ  ゃしっ けとっ くっ きけゅぇ ょぇ しこっ-
つっかは. 

- ‶けせおうすっ けす こなさゃぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ?
- ╋くけゅけ しぇ. ′ぇえ-ゃっつっ すっ しぇ 

しゃなさいぇくう し ょけゃっさうっすけ. ╃けゃっ-
さうっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ょぇゃぇ きくけ-
ゅけ ゃくうきぇすっかくけ. 〈けゃぇ っ けしくけゃ-
くぇすぇ きう こけせおぇ. ╇ おぇすけ つけゃっお, 
う おぇすけ さなおけゃけょうすっかう しかっょゃぇ 
ょぇ しっ ょけゃっさはゃぇきっ しかっょ きくけ-

ゅけ-きくけゅけ こさけゃっさおう う けこうす - 
ょぇかう つけゃっおなす しさっとせ すっぉ いぇ-
しかせあぇゃぇ ょぇ きせ ゅかぇしせゃぇて すけゃぇ 
ょけゃっさうっ. 』っしすけ しっ くぇすなおゃぇた 
くぇ たけさぇ, おけうすけ うきぇたぇ きくけゅけ 
うょっう, しこけょっかはたぇ ゅう, くけ しかっょ 
すけゃぇ  きくけゅけ すさせょくけ しっ たゃぇとぇ-
たぇ ょぇ ゅう さっぇかういうさぇす う ゅせぉったぇ 
きけっすけ ょけゃっさうっ. ]かっょ おけっすけ う 
ぇい ゅう ゅせぉった. 

- ]すさぇたけゃっすっ う くぇょっあょぇ-
すぇ ╁う  いぇ しかっょゃぇとうすっ 3 ゅけ-
ょうくう? 
- ]すさぇたけゃっ うきぇき. ′け すっ くっ 

しぇ ういゃなく きけはすぇ けすゅけゃけさくけしす. 
〈っ とっ いぇゃうしはす しぇきけ けす くぇし しぇ-
きうすっ: おぇすけ おぇいぇくかなつぇくう, おぇすけ 
さなおけゃけょうすっかう, おぇすけ っおうこ. 
╁ すけいう しきうしなか しすさぇたなす きう っ 
ょぇかう ゃしうつおう しさっょしすゃぇ けす こさけ-
っおすう, おけうすけ しっゅぇ いぇとうすぇゃぇきっ 
こさっょ ╄], とっ きけあっき ょぇ けしうゅせ-
さうき しなそうくぇくしうさぇくっ いぇ すはた. 
〈けゃぇ っ ゅけかっきうはす きう しすさぇた, いぇ-
とけすけ こぇさうすっ, いぇ おけうすけ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇきっ う おけうすけ せしゃけはゃぇきっ, 
しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ う ょっかなす くぇ 
¨ぉとうくぇすぇ おぇすけ しなそうくぇしうさぇ-
とう しさっょしすゃぇ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-ゅけ-
かはき. ┿ こけかうすうおぇすぇ くぇ こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ こけ くはおぇおなゃ くぇつうく  
ょぇ こけょこけきぇゅぇ けぉとうくうすっ ゃ 
すぇいう こけしけおぇ おなき きけきっくすぇ ゃしっ 
けとっ しっ ょけさぇぉけすゃぇ. ┿ さっしせさしなす 
いぇ すけゃぇ っ きくけゅけ ゅけかはき, おぇすけ 
いぇ けぉとうくうすっ しなし いぇょなかあっくうは 
っ きくけゅけ すさせょくけ ょぇ しっ こけしすうゅぇ. 
′け しきはすぇき, つっ とっ しっ くぇきっさう 
すぇおけゃぇ けぉとけ  さってっくうっ くぇ くぇ-
ちうけくぇかくけ くうゃけ. ′っ しきっ しぇきけ 
くうっ ゃ すぇいう しうすせぇちうは. ╇くぇつっ 
くはきぇき ょさせゅう しすさぇたけゃっ. ‶けあっ-
かぇゃぇき しう ょぇ しきっ いょさぇゃう う ╀けゅ 
ょぇ いぇおさうかは ╉ぇいぇくかなお う ょぇ ゅけ 
こぇいう, おぇおすけ こさぇゃってっ う ょけしっゅぇ 
ゃ すぇいう っょくぇ ゅけょうくぇ.

- ′ぇえ-ぉかういおぇすぇ いぇょぇつぇ, 
ちっか, おけはすけ ゅけくうすっ? 
- ‶けょゅけすけゃおぇすぇ う こけょぇゃぇくっ-

すけ くぇ こさけっおすぇ いぇ さっおけくしすさせお-
ちうはすぇ くぇ こぇさお „[けいぇさうせき” 
う こぇさお „〈のかぉっすけ”. ‶さけっおすなす 
っ ゅけすけゃ ゃ すったくうつっしおぇ そぇいぇ. 
‶さっょしすけう ょぇ くぇこさぇゃうき う けぉ-
とっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ し ゅさぇあ-
ょぇくうすっ. 〈けゃぇ っ っょうく きくけゅけ 
ゃぇあっく こさけっおす. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
5 きうかうけくぇ かっゃぇ, おけうすけ ̈ ぉとう-
くぇすぇ とっ こけかせつう いぇ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ くぇ ょゃぇ けす っきぉかっきぇ-
すうつくうすっ くう こぇさおぇ う すさはぉゃぇ ょぇ 
ゅう くぇこさぇゃうき こけ くぇえ-ょけぉさうは 
くぇつうく. 

- ╇ょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ とっ 
っ ういぉけさくぇ, ゃぇあくぇ ゅけょう-
くぇ. ╋くけいうくぇ ╁う ゃうあょぇす 
う ゃ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすしおぇ 
かうしすぇ くぇ ╂╄[╀. ╃けおけかおけ 
けしくけゃぇすっかくう しぇ こけょけぉくう 
けつぇおゃぇくうは うかう おぇせいぇすぇ ╁う 
“╉ぇいぇくかなお” っ こけ-ゃぇあくぇ けす 
ゃしうつおけ?  
- ╇きぇき っょうく とぇしすかうゃ ぉさぇお ゃ 

きけは あうゃけす. 》さうしすうはくおぇ しなき, 
ゃはさゃぇとぇ. ╆くぇき, つっ ちなさおゃぇ-
すぇ くっ さぇいさってぇゃぇ さぇいゃけょうすっ. 
╁すけさうはす きう ぉさぇお っ し けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ′っ しきはすぇき ょぇ 
こさうしすなこゃぇき おなき さぇいゃけょ. ╇ 
すけゃぇ っ とぇしすかうゃ ぉさぇお. ′ぇ すけいう 
っすぇこ. ‶さっょしすけはす きう けとっ 3 ゅけ-
ょうくう. 

- ] おぇおゃけ うしおぇすっ ょぇ ╁う いぇ-
こけきくうき: ゅさぇょなす,  たけさぇすぇ, 
きっょううすっ...?
- [ぇくけ っ けとっ ょぇ きっ こけきくはす. 

╆ぇとけすけ しなき すせお. ╇しおぇき ょぇ きう 
ゃはさゃぇす. ╃ぇ きう ゃはさゃぇす, つっ とっ 
ぉなょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇ ょけぉさけ. ╇ 
つっ うしおぇき ょぇ くぇこさぇゃは ょけぉさけ 
いぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

38 ゅけょうくう う 8 きっしっちぇ: „『はか 
あうゃけす ゃ „┿さしっくぇか”.

╉ぇすけ きくけゅけ ょさせゅう おぇいぇくかなつぇ
くう, いぇ ╄かっくぇ っ しなゃしっき っしすっしす
ゃっく そぇおすなす, つっ ゃうくぇゅう う こさっい 
ちっかうは しう あうゃけす っ さぇぉけすうかぇ 
しぇきけ くぇ っょくけ きはしすけ. ╁ „┿さしっ
くぇか”, さぇいぉうさぇ しっ. ‶なさゃけ うょゃぇ 
おぇすけ おけくすさけかぇ ゃ ちった, おなょっすけ 
しっ さぇぉけすはす ゃいさうゃけけこぇしくう ゃっ
とっしすゃぇ. ‶けしかっ しっ こさったゃなさかは 

ゃ しおかぇょけゃけすけ しすけこぇくしすゃけ おぇすけ 
けすつっすくうお. 
╇ いぇ ╄かっくぇ „┿さしっくぇか” っ きはし

すけすけ, おけっすけ え ょぇゃぇ ゃしうつおけ ゃ 
あうゃけすぇ: さぇぉけすぇ, しなこさせゅ, しっ

きっえしすゃけ, せょけゃけかしすゃう
っすけ ょぇ こっっ, ょぇ  ょぇゃぇ 
さぇょけしす くぇ こせぉかうおぇすぇ. 
╇ ょぇ こけかせつぇゃぇ くっえくぇすぇ 
さぇょけしす ゃ うしおさっくう ぇこ
かけょうしきっくすう. ”′うっ しなし 
しなこさせゅぇ きう ぉはたきっ っょくぇ 
けす きくけゅけすけ ょゃけえおう, しな
ぉさぇかう しっ こけおさぇえ せつぇし
すうっすけ しう ゃ ┿くしぇきぉなかぇ 
いぇ くぇさけょくう こっしくう う 
すぇくちう”, さぇいおぇいゃぇ あうゃけ
すぇ しう ╄かっくぇ. ]なこさせゅなす 
え ぉうか すぇくちぬけさ, いぇこけい
くぇかう しっ こさっい 1956-すぇ 
ゃ ぇくしぇきぉなかぇ, ぉなさいけ しっ 
しなぉさぇかう, うょゃぇ くぇ ぉはか 
しゃはす う ょなとっさはすぇ. „┿さ
しっくぇか” っ しっきっえくけすけ くう 
こさっょこさうはすうっ”, しこけょっかは 
こっゃうちぇすぇ, つうはすけ とっさおぇ 
『ゃっすぇくぇ, ょけおぇすけ ぉうかぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, こさっょう ょぇ いぇ
ゃなさてう ╁╇′] ゃなゃ ╁ぇさくぇ 
う ょぇ しすぇくっ うおけくけきうしす ゃ 
╊けゃっつ, けすおなょっすけ っ しな

こさせゅなす え, しなとけ すぇくちせゃぇ 
ゃ ぇくしぇきぉなかぇ. 〈ぇくちせゃぇか ゃ 
╊けゃっつ, こさっょう ょぇ しすぇくっ しすせ
ょっくす う ゃくせおなす くぇ ╄かっくぇ.   

′ぇさけょくうはす たけさ こさっょう 50 
ゅけょうくう ぉうか けす 20 こっゃちう

¨ぉうおぇかはかう ゅさぇょけゃっ, しっかぇ 
う こぇかぇくおう, くぇしはょぇかう こけ 
こっえおうすっ くぇ おぇさけしっさうはすぇ くぇ 
こけおさうす し ぉさっいっくす おぇきうけく... 
]なとうくしおう ぉさうゅぇょうさう... 

′うおけえ くっ しっ こさうすっしくはゃぇか 
けす すけゃぇ くっせょけぉしすゃけ..., くぇ
こさけすうゃ – こぇさおうさぇかう こけ 
こかけとぇょうすっ くぇ しっかぇすぇ う 
こけ こけかはくうすっ くぇ しなぉけさう

すっ, しおぇつぇかう けす おぇきうけくぇ う 
いぇこはゃぇかう... ”╇いくっしっき おけく
ちっさすぇ う – たぇえょっ, けぉさぇすくけ”, 
しこけきくは しう ╄かっくぇ ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ たけさぇすぇ くぇゃしはおなょっ ゅう 
こけしさっとぇかう きくけゅけ さぇょせてくけ.                  
] けぉうつ.
¨ぉうつすぇ ぉうかぇ くぇゃしはおなょっ. ′け 

くぇえ-ぉかういけ: きっあょせ たけさぇすぇ ゃ 
しぇきうは ぇくしぇきぉなか. „╀はたきっ しう 
きくけゅけ ぉかういおう. ]なぉうさぇたきっ 
しっ おぇすけ こさうはすっかう  う いぇっょくけ 
しなし しっきっえしすゃぇすぇ.”, さぇいおぇいゃぇ 
あうゃけすぇ しう ╄かっくぇ, し ういゃっしす
くけ しなあぇかっくうっ, つっ ゃっつっ きっあ
ょせ たけさぇすぇ くっ っ すぇおぇ: „]っゅぇ 
しっ ゃうあょぇきっ こけ-さはょおけ, うきぇ
きっ ょさせゅう けすゅけゃけさくけしすう...”. 
¨すゅけゃけさくけしすうすっ, おぇおすけ う 
さぇょけしすすぇ, いぇ ╄かっくぇ すうは ょくう 
しぇ し うきっすけ くぇ くぇえ-きぇかおぇすぇ 
え こさぇゃくせつおぇ, さけょっくぇ ゃ くぇ
つぇかけすけ くぇ くけっきゃさう – [けいう. 
╃けおぇすけ しう ゅけゃけさうき,  ╄かっくぇ 
ゃしっ こけゅかっあょぇ おなき つぇしけゃ
くうおぇ, つっ ぉっぉっすけ うきぇ くせあょぇ 
けす ゅさうあう... ╋ぇかおぇすぇ, おぇおすけ 
う ょさせゅうすっ すさうきぇ こさぇゃくせちう, 
さぇしすぇす し こっしくうすっ くぇ ぉぇぉぇ 
╄かっくぇ. ‶っしくうすっ, ょけくっしかう 
くぇ しぇきけょっえくぇすぇ こっゃうちぇ くっ 
しぇきけ せょけゃけかしすゃうっすけ けす ういは
ゃうすっ くぇ しちっくぇすぇ, くけ う ょっしっす
おう ゅさぇきけすう, いくぇつおう, ょうこかけ
きう う こけいょさぇゃうすっかくう ぇょさっしう, 
くぇゅさぇょう. ╄かっくぇ ‶っくつっゃぇ っ 
くけしうすっか くぇ いくぇつおぇすぇ „¨す
かうつくうお くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ おせかすせさぇすぇ” けす 1987-きぇ. 

╋ぇおぇさ, つっ しう は こぇいう, しけかうしす
おぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうは たけさ いぇ 
くぇさけょくう こっしくう う すぇくちう しは
おぇて くっ けすょぇゃぇ くぇ すけいう そぇおす 
くはおぇおゃけ ゅけかはきけ いくぇつっくうっ - 
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くぇかう ょくっし ゃっつっ すっいう くぇゅさぇょう 
くっ しっ こけつうすぇす?... ╄かっくぇ くっ 
せしこはかぇ ょぇ こけかせつう けすかうつうっすけ 
しう かうつくけ けす きうくうしすなさ ╂っけさ
ゅう ╈けさょぇくけゃ ゃ ′╃╉, いぇとけすけ 
すけゅぇゃぇ こけつうくぇか しなこさせゅなす う... 
]けかうしすおぇすぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” こさっしすぇゃぇ ょぇ こっっ...

′け 32-ゅけょうてくうすっ しこけきっくう 
けす しぇきけょっえくけしすすぇ ゃ くぇさけょ
くうは たけさ けしすぇゃぇす: ゃ こさぇいくう
ちうすっ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは  
- けす ╉さなくしおぇすぇ おけさうは ょけ しな
ぉけさうすっ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ 
う 〈せぉかぇすぇ こけょ ╄くうくぇ; ゃ こさっ
あうゃっくうすっ おけくちっさすう うい ╀なか
ゅぇさうは: けす „〈さぇおうは こっっ” ょけ 
„》ぇえょせておぇ こけかはくぇ”;  しこけきっ
くう いぇ そっしすうゃぇかうすっ ゃ ‶けかてぇ, 
』ったうは, ╂っさきぇくうは, ╇しこぇくうは - 
し さなおけゃけょうすっかは ╉けかぬけ [ぇつっゃ. 

‶けしかっ – し  》さうしすけ ]すけはくけゃ: 
┿くゅかうは, ╇さかぇくょうは, ╋けしおゃぇ...
‶さぇいくうおなす いぇ ょせてぇすぇ くぇ 

こっゃっちぇ ゃ くぇさけょくうは たけさ ぉうか 
くっ しぇきけ ゃ ょくうすっ う ゃっつっさうすっ 

くぇ おけくちっさすうすっ. ‶さぇいくうおなす 
しっ しかせつゃぇか ゃしっおう ょっく, おけゅぇ
すけ こさっい けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ しっ 
しなぉうさぇかう いぇ さっこっすうちうう. ┿ 
╄かっくぇ さっこっすうさぇかぇ う ゃっつっさ, 
いぇとけすけ, けしゃっく, つっ こっっかぇ, 
しなとけ う すぇくちせゃぇかぇ.  „′うおけゅぇ 
くうおけえ くっ っ ういこうすゃぇか いぇゃうしす, 

くっ っ うきぇかけ くぇょこさっゃぇさぇ, おけえ 
っ こけ-ょけぉなさ”. ╄かっくぇ  くぇきうさぇ 
すけいう そぇおす いぇ しなゃしっき っしすっしす
ゃっく. ]ぇきけょっえちうすっ こっっかう う 
すぇくちせゃぇかう し けゅさけきくけ あっかぇ
くうっ う すけゃぇ ぉうかけ くぇえ-ゃぇあくけ
すけ. ╁ ぇくしぇきぉなかぇ, おぇおすけ う ゃなゃ 
ゃしうつおう しぇきけょっえくう しなしすぇゃう 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえ
くうちぇ, たけさぇすぇ しう ゅさぇょっかう こけ 
けとっ っょうく あうゃけす: あうゃけすなす くぇ 
ぇさすうしす. 〈ぇおぇ „┿さしっくぇか” こけょぇ
さはゃぇか ゃすけさう てぇくし いぇ きっつすうすっ 
くぇ しすけすうちう くぇょぇさっくう たけさぇ, 
こさけこせしくぇかう こさけそっしうけくぇかくぇ
すぇ おぇさうっさぇ ゃ ういおせしすゃけすけ, いぇ 
おけっすけ きっつすぇっかう.  
╆ぇすけゃぇ ╄かっくぇ くっこさっきっくくけ 

うしおぇ ょぇ しっ いくぇっ こさうくけしなす くぇ 
たけさぇすぇ, くぇこさぇゃうかう すけゃぇ ゃない
きけあくけ. ╆ぇっょくけ し っくすせしうぇいきぇ 
くぇ けしくけゃぇすっかは, いぇこぇかうか しすけ
すうちう いぇ うょっはすぇ „┿くしぇきぉなか 
ゃ „┿さしっくぇか” – ╉けかぬけ [ぇつっゃ, 
╄かっくぇ こさういくぇすっかくけ しこけきっ
くぇゃぇ う ╃うきうすなさ ╂ぇえょぇさけゃ, 
う けすゅけゃけさくうちうすっ けす こさけそ
おけきうすっすぇ – ┿くゅっか ‶けこけゃ う 
〈っくつけ ╀せっゃ, う しっゅぇてくうはす さな
おけゃけょうすっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ, 
おけゅけすけ すは こけきくう し ういおかのつう
すっかくぇすぇ きせ ゃいうしおぇすっかくけしす, 
くっすなさこうきけしすすぇ おなき おけきこさけ
きうしうすっ ゃ すゃけさつっしすゃけすけ う くぇ
かぇゅぇくっすけ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇ 
ょうしちうこかうくぇ, ぉっい おけはすけ, しこけ
さっょ ╄かっくぇ, しぇ くっゃないきけあくう 
ょけぉさうすっ ういはゃう. ╇いさぇしすゃぇくっ
すけ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ しすぇゃぇ こさっょ 
けつうすっ う こさっきうくぇゃぇ こさっい しなさ
ちっすけ う ょせてぇすぇ くぇ しすけすうちう 
ぇさしっくぇかちう おぇすけ ╄かっくぇ. ╆ぇすけ
ゃぇ っ さぇいぉうさぇっきぇ さぇょけしすすぇ うき 
ょくっし, おけゅぇすけ ゃしうつおう けつぇおゃぇす 
おけくちっさすぇ, し おけえすけ とっ ぉなょっ 
けすぉっかはいぇくぇ 65-すぇすぇ  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 ぇく
しぇきぉなかぇ. 〈けつくけ こけかけゃうくぇすぇ 
けす すはた しぇ あうゃけすなす ゃ こっしくう くぇ 
しけかうしすおぇすぇ けす くぇさけょくうは たけさ 
╄かっくぇ ‶っくつっゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ばöÜôÖñÖóñ
 ╁ ぉさ. 42 くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか”, ゃ させぉさうおぇすぇ „╁っすっさぇくう”くぇ しすさ.2, ゃ  しすぇすうはすぇ いぇ [せあぇ ╅っおけゃぇ っ ょけこせしくぇすぇ ゅさっておぇ. 〈ぇき っ しこけきっくぇすけ, つっ 
]すっそおぇ ╆っかっくおけゃぇ っ しないょぇすっか くぇ ぉぇさせすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃. 
〈けゃぇ くっ っ ゃはさくけ. ]すっそおぇ ╆っかっくおけゃぇ くはきぇ けすくけてっくうっ おなき すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ. ╇くあっくっさ ‶っすなさ ╆っかっくおけゃ, しなこさせゅなす くぇ ]すっそおぇ ╆っかっくおけゃぇ, っ しないょぇすっ
かはす くぇ ぉぇさせすくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃなゃ そぇぉさうおぇすぇ. ┿ゃすけさなす くぇ きぇすっさうぇかぇ う さっょぇおすけさしおうはす っおうこ しっ ういゃうくはゃぇす くぇ いぇしっゅくぇすうすっ  いぇ ょけこせしくぇすぇすぇ ゅさっておぇ.
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╇かてかちあせけ:
』そしけつてさあてあ
╊しかせあ 》かせねかうあ

[すかてひて 』てそみせそうあ:
『あせそ か おあ すか たそすせみて.
¨つさあす おあ すけ うみちうあて.

╉そちあ ╈あいか: 》そ かくけねかつさけ おあ
さちけかの, ねか そいけねあの
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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

╇』╊[¨ 【『╊【¨ ╆ぇ]╈╅『¨〉 
¨』[╅ ╉╊を╅-╊〈¨╈『╅〉【¨ 

〈そきかす おあ つしとねけす さあくあせしひのさあてあ [そしかおあ 
SMS ′╅  [╅】′╅【╅ „╅′ 〈《╈╅” [ ╅ ′ ╅ 〉 ] 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:

]すぇくおぇ ╇かうっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
4/110, ¨こっさぇすけさ こさっしぇ 
いぇ きっすぇか

╂けょうくう: 35

╆けょうは: ╁けょけかっえ

》けぉう:

【けこうくゅ

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ? 

- [ぇいつうすぇき くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ しう.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ╇しすうくしおうすっ.

『あつてか  いちそみて せあ きかしあかはけてか  ちそすけ け てとちぬけ おあ  せあたとつせあて ╆ひしえあちけみ

╉ぇいぇくかなお ゃっつっ うきぇ しゃけは 
くけゃ ゅっさぉ. 〈けゃぇ しすぇゃぇ 

はしくけ けす しなけぉとっくうっ ゃ けそうちう-
ぇかくうは しぇえす くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ]こけさっょ しなけぉとっくうっすけ, 
5-つかっくくぇ おけきうしうは, くぇいくぇつっくぇ 
けす おきっすぇ  くぇ fぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ, っ ういぉさぇかぇ くけゃうは 
ゅっさぉ くぇ ゅさぇょぇ. 〈けえ  っ ょっかけ くぇ 
『っちぇ ╁うすおけゃぇ 『っおけゃぇ, おけは-
すけ っ こさっょかけあうかぇ う ゃぇさうぇくす 
いぇ ]うきゃけかうつっく おかのつ くぇ ゅさぇ-
ょぇ.  ′けゃうはす ゅっさぉ くぇ ╉ぇいぇくかなお  

‶さけしすけ あうゃはた! ╋けあっ しゃはす ょぇ 
くう しっ いぇゃうっ けす ぉさけは くぇ たけさぇすぇ, 

おけうすけ っ しさっとぇかぇ こさっい しゃけうすっ 95 ゅけ-
ょうくう. ╇ おけゅぇすけ くはおけえ は こうすぇか おぇお っ 
ょけしすうゅくぇかぇ ょけ すぇいう ぉうぉかっえしおぇ ゃない-
さぇしす, し くぇえ-きうかぇすぇ せしきうゃおぇ すは けすゅけ-
ゃぇさはかぇ: „‶さけしすけ あうゃはた!” [せしおうすっ おけ-
さっくう. ]かっょ ¨しゃけぉけあょっくうっすけ きかぇょうはす 
くぇさけょけゃけかっち けす ¨ょっしぇ ‶っすなさ ╂ぇぉっ う 
あっくぇ きせ ╄おぇすっさうくぇ けしすぇゃうかう ぉけゅぇ-
すうは しう すなさゅけゃしおう ょけき う こけっかう こなすは 
おなき ╀なかゅぇさうは, いぇ ょぇ こけかせつぇす けす こせし-
すっっとぇすぇ こかけょけさけょくぇ いっきは. ╁ けゅさけ-
きくぇすぇ おぇさせちぇ ょけ あっかっいくうは こかせゅ ぉうかう 
おうすぇさぇすぇ, ちうゅせかおぇすぇ, きっょうちうくしおうすっ 
おくうゅう, すけきけゃっすっ くぇ させしおうすっ おかぇしう-
ちう. [ぇいこさっゅくぇかう おけくっすっ ゃ けおぇかはくけすけ 
ょけぉさせょあぇくしおけ しっかちっ ╃せゃぇく のゃぇしぇ う 
しっ いぇしっかうかう ゃ っょくぇ ういけしすぇゃっくぇ おなとぇ.                                                                     
╀ぇかけゃっすっ う ういうしおぇくうすっ けぉくけしおう ぉうかう 
ゃっつっ しぇきけ しなく. ‶っすなさ ╂ぇぉっ いぇけさぇか ょけぉ-
させょあぇくしおぇすぇ いっきは し こなさゃうは あっかっいっく 

こかせゅ. 』っすはか いっきっょっかしおう おくうゅう う せつっか 
ょけぉさせょあぇくちう おぇお こけ-ょけぉさっ ょぇ しっはす う 
あなくぇす. ╁けのゃぇか いぇ こさっきぇたゃぇくっすけ くぇ 
かうたゃぇさしすゃけすけ しなし いぇおけく. ╀かぇゅけょぇさくうすっ 
しっかはくう ゅけ ういぉさぇかう いぇ ょっこせすぇす. ┿ ╉ぇすは 
かっおせゃぇかぇ たけさぇすぇ, すっ きくけゅけ は けぉうつぇかう.                                                                                
¨くぇ さけょうかぇしぬ ゃ させぉぇておっ. ╁ っょうく 
ゅけさっと ょっく ゃなさたせ あうすっくぇすぇ いっきは しっ 
さけょうかけ きけきうつっくちっ. ′ぇつっくぇかう しっ ょくう-
すっ くぇ 〈けょけさおぇ ╂ぇぉっ. ╋ぇえおぇ え おぇいゃぇかぇ: 
„¨くぇ さけょうかáしぬ ゃ させぉぇておっ”. [けょうかぇ しっ, 
こけゃうすぇ ゃ さういぇ. ‶けゃっさうっすけ いぇ とぇしすうっ. 
¨す しゃけっすけ ょっすしすゃけ ╃けさぇ ╂ぇぉっ ゃいっかぇ 
╃けぉさせょあぇ. ╇ きけさっすけ. 〉つっくうっすけ きくけ-
ゅけ くっ え ゃなさゃはかけ, くけ しっ こさけつせかぇ おぇすけ 
くぇえ-ょけぉさぇすぇ きぇすっきぇすうつおぇ. ‶けかっおぇ-
かっおぇ しっ ういゃぇえゃぇか けぉさぇいなす くぇ おさぇしうゃぇ 
ょっゃけえおぇ しなし いぇきっつすぇくう, きぇかおけ すなあくう 
けつう, し ういはとっく こさけそうか う きっおう ょゃうあっ-
くうは くぇ さなちっすっ. ╅うゃけすなす え こけすっゅかうか  
– しすなこおぇ こけ しすなこおぇ – ちはかけ しすけかっすうっ!                                                                                                   
„╁うっ しすっ さけょっくぇ ょぇ ぉなょっすっ こけっすっしぇ”.  
‶さけさけつっしおうすっ ょせきう ぉうかう くぇ ぅゃけさけゃ. 

′うおけゅぇ くっ せゃはたくぇかう せたぇくうはすぇ くぇ けくっいう 
すっきっくせゅう, おけうすけ こけっすなす こさぇとぇか ゃしはおけ 
せすさけ ゃ たけすっかしおぇすぇ しすぇは くぇ ╃けさぇ ╂ぇぉっ, 
いぇ ょぇ ういこうてぇす いぇゅかぇゃうっすけ くぇ くっえくぇすぇ 
こなさゃぇ しすうたけしぉうさおぇ „〈っきっくせゅう”. ‶けつ-
すう ゃしっおう ょっく こうしきぇすぇ きせ こなすせゃぇかう ょけ 
くっは, おなょっすけ う ょぇ しっ くぇきうさぇかぇ – ゃ しすさぇ-
くぇすぇ うかう ゃ つせあぉうくぇ. ┿ すは きせ こさぇとぇかぇ 
ゃしはおけ しゃけっ しすうたけすゃけさっくうっ. 〈ゃけさぉうすっ 
くぇ ╃けさぇ ╂ぇぉっ しすぇゃぇかう ゃしっ こけ-ょけぉさう, ぇ 
こけっすなす くっ しこうさぇか ょぇ しっ ゃないたうとぇゃぇ くぇ 

すぇかぇくすぇ え, おぇお-
すけ う くぇ くっえくぇすぇ 
おさぇしけすぇ. „╃させあ-
ぉぇすぇ し ぅゃけさけゃ ぇい 
こぇいった おぇすけ くぇえ-
しおなこけ くっとけ, 
- おぇいゃぇかぇ こけっ-
すっしぇすぇ, - すけえ っ 
しゃなさいぇく し ちっかうは 
きけえ せきしすゃっく う 
ょせたけゃっく あうゃけす.”                                                                                                     

„┿い けぉうつぇき うしすうくしおう しぇきけ ぅゃけさけゃ.”. 
〈は けぉうつぇかぇ ぅゃけさけゃ. ╋うしかっかぇ う きっつすぇ-
っかぇ いぇ くっゅけ. „‶ぇいっすっ しっ けす きっく, こぇいっすっ 
しっ ょぇ くっ きっ けぉうおくっすっ, - こさっょせこさっあ-
ょぇゃぇか ゃ こうしきぇすぇ しう すけえ. - ¨しすぇゃっすっ 
きっ ょぇ ゃう けぉうつぇき しぇきけ ぇい.” ╃けさぇ ╂ぇぉっ 
しつうすぇかぇ, つっ しぇ ゅう さぇいょっかうかう たけさぇすぇ. 
╇ こさっょこさうっかぇ さってうすっかくぇすぇ おさぇつおぇ 
– ゃなこさっおう きけかぉうすっ きせ, いぇきうくぇかぇ いぇ 
つせあぉうくぇ. ′け かのぉけゃすぇ くっ せきうさぇ すぇおぇ 
かっしくけ. ╁なこさっおう, つっ ゃ くっゅけゃうは あうゃけす 
ゃっつっ うきぇかけ ╋うくぇ, ぇ ゃ くっえくうは ょさないおけ 
くぇゃかういぇか ╀けはく ‶っくっゃ. ¨すくけてっくうはすぇ 
うき しっ いぇこかうすぇかう おぇすけ ぉけょかうゃけ おなかぉけ. 
ぅゃけさけゃ けいかけぉはゃぇか う しすぇゃぇか たぇこかうゃ, 
ぇ ╃けさぇ しすさぇょぇかぇ ゃ さぇいこかぇおぇくうすっ しう 
くけとう. ╀けはく ‶っくっゃ ょけ ╃けさぇ ╂ぇぉっ. 
╅うゃけすなす こさけょなかあうか. ‶け ょゃぇ さぇいかうつ-
くう こなすは. ′っゅけゃうはす – し ╊けさぇ. ′っえくうはす 
– し ╀けはく ‶っくっゃ. ╁っさけはすくけ けゅさけきくうはす 
うくすっかっおす くぇ そうかけしけそぇ う っしすっすぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは っ すっあぇか くぇょ ょせてぇすぇ え. 〈は 
きせ こけおぇいゃぇかぇ しすうたけゃっすっ しう すゃなさょっ 
さはょおけ. ╀っい ょぇ さぇいすさけゅゃぇす ぉさぇおぇ しう, すっ 
しっ うくすっさっしせゃぇかう っょうく けす ょさせゅ, しこけょっ-
かはかう しう, ゅけしすせゃぇかう しう. ]ぇきけ ぉかぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ くっゅけ ╃けさぇ ╂ぇぉっ ぉうかぇ ぉかういおぇ 
し こさけつせすう きせいうおぇくすう, たせょけあくうちう う 
こうしぇすっかう, きっあょせ おけうすけ ‶っくつけ ]かぇ-
ゃっえおけゃ, ╇ゃぇく 【うてきぇくけゃ, ╇ゃぇく ╁ぇ-
いけゃ, ╄かうく ‶っかうく, ╃うきつけ ╃っぉっかはくけゃ.                                                                                                                          
╉けゅぇすけ ぅゃけさけゃ しっ あっくう いぇ ╊けさぇ, こなさ-
ゃうはす ょけき, ゃ おけえすけ は ゃなゃっあょぇ, っ すけいう 
くぇ ╃けさぇ ╂ぇぉっ う ╀けはく ‶っくっゃ. ╃ゃっすっ 
しっきっえしすゃぇ しう たけょっかう くぇ ゅけしすう う しっ 
さぇいたけあょぇかう ゃ こかぇくうくぇすぇ. ′ぇ っょうく 
すぇおなゃ ういかっす ょけ ╁うすけてぇ ╃けさぇ ╂ぇぉっ 
しう しこけきくは こけゅかっょぇ くぇ ぅゃけさけゃ, おけえすけ 
え こさけてっこくぇか: „╀けあっ きけえ, おぇおゃう けつう 
うきぇすっ しぇきけ! ╆かぇすくう, あうゃう, くっけぉうお-
くけゃっくう. ╇ しなゃしっき いっかっくう. ]はおぇて っ 
こかうしくぇかけ ゃ すはた いっかっくけすけ くぇ ゅけさぇすぇ.”                                                                                                                                  
╉けゅぇすけ っょうく ょっく ╃けさぇ ╂ぇぉっ こけこうすぇかぇ 
╊けさぇ いぇとけ しぇ うき ゃおなとう すけかおけゃぇ こう-
とけゃう, すは けすゅけゃけさうかぇ: „‶さっしすぇくっき かう 
ょぇ しっ けぉうつぇきっ, とっ しっ しぇきけせぉうっき!”                                         
„┿い うきぇき っょくぇ くっけしなとっしすゃっくぇ 

かのぉけゃ う とっ は うきぇき 
ょけおさぇえ…”. ]かせつうかけ しっ 
すぇおぇ, つっ きけきうつっすけ, おけっ-
すけ ぅゃけさけゃ しうかくけ けぉうつぇか 
こさっょう ╋うくぇ う こさっょう 
╊けさぇ, ゃっつっ あっくぇ くぇ くっ-
ゅけゃ しなさょっつっく こさうはすっか, 
ゃなさゃはかけ ょけ くっゅけ ょけおさぇえ. 
╇ おけゅぇすけ いぇこせしくぇす, うい-
けしすぇゃっく う しかはこ うょゃぇか 
ゃ ょけきぇ え, すは こさっこうさぇ-
かぇ さういぇすぇ きせ. 〈けえ しっ-
ょはか ょけ くっは おぇすけ うしすうく-
しおう ゅけしす – つせあょ う しぇき.                                                                                  
¨しっき ょっしっすうかっすうは  しかっょ 
こなさゃぇすぇ うき しさっとぇ くっ-
ゅけゃうはす こけさすさっす こさけ-
ょなかあぇゃぇか ょぇ しすけう ゃ 
しこぇかくはすぇ くぇ こけっすっしぇすぇ 
しさっとせ かっゅかけすけ え, ぇ こさっょ 
くぇえ-ぉかういおうすっ しう すは しこけ-
ょっかはかぇ, つっ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ ゅけ しなくせゃぇ う けぉうつぇ…                                                  
]うかくぇすぇ かのぉけゃ さぇあ-
ょぇ しうかくぇ こけっいうは. ╃け-
おぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ しぇ 
こさけこうすうすっ けす ょなかぉけ-
おぇ ょせてっゃくけしす う くっあくぇ 
つせゃしすゃっくけしす しすうたけすゃけ-
さっくうは くぇ ‶っえけ ぅゃけさけゃ 
う ╃けさぇ ╂ぇぉっ. ‶かぇきくぇ-
かぇすぇ きっあょせ すはた ゅけかは-
きぇ かのぉけゃ っ こさっすゃけさっ-
くぇ ゃ ゅけかはきぇ こけっいうは. ′はきぇ おぇお すけゃぇ 
こさっこかうすぇくっ くぇ ょせてうすっ ょぇ くっ ぉなょっ 
すゃけさつっしおけ ゃょなたくけゃっくうっ う いぇ ょゃぇきぇ-
すぇ. ぅゃけさけゃ  ゃないおさっしうか かのぉけゃすぇ うき 
ゃ „′ぇしぇきっ”, „ ╋けあっ ぉう”, „]ぇきけすぇ”...                                        
〈けえ  ういょうゅぇか ╂ぇぉっ くぇ こうっょっしすぇか 
う は くぇさうつぇか „こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
こけっすっしぇ”. ┿ すは ゅけ ぉけゅけすゃけさはかぇ…                                                                                                     
╇いおかのつうすっかくぇ しおさけきくけしす う ょっ-
かうおぇすくけしす – すけゃぇ しう しこけきくはす すっいう, 
おけうすけ は こけいくぇゃぇかう けすぉかういけ. ╀うかぇ きう-
かけしなさょっく つけゃっお – ょぇゃぇかぇ う こけしかっょ-
くうすっ しう こぇさう くぇ つけゃっお し こさけすっゅくぇすぇ 
さなおぇ. ‶かっすはかぇ う てうっかぇ くぇ ぉっょくうすっ 
しなしっょしおう ょっちぇ. ╀うかぇ ぉっいしすさぇてくぇ. 
¨ぉうつぇかぇ ょぇ しっ ゃけいう ゃ おけかぇ し ゃうしけ-
おぇ しおけさけしす. ╇きぇかけ かう いっきっすさっしっくうっ, 
くっゃないきせすうきけ けしすぇゃぇかぇ ゃ かっゅかけすけ 

Женска кръв...

Кръвта, която съзидава
светове от нежност,
скръб и слава,
мисли за нощта,
болката от всичко,
ревността до смърт,
любовта езическа.
Езически да вярваш
и да криеш по езически
от всичко,
че обичаш...
А твойта сянка
идва и ме пита
нося ли от болката
в очите си.
Нали ти
на нея ме разпъна пръв!
Свещена и греховна
женска кръв.

 ╉《『╅ ╈╅╆╊:  》《 ╊′¨ぁ╊』[¨ 
╉╅ [『¨╊ぃ, ぁ╊ 《╆¨ぁ╅ぃ…

しう. ¨ぉうつぇかぇ 
かうかぇゃけ, いっ-
かっくけ, あなか-
すけ う しうくぬけ. 
′け つっしすけ しっ 
けぉかうつぇかぇ ゃ 
ぉはかけ. ╃せ-
たけゃくぇすぇ え 
しすさぇしす ぉうかう 
おくうゅうすっ. 』っ-
すはかぇ くっこさっ-
おなしくぇすけ, ょけ 
こけしかっょくけすけ 
しう ょうたぇくうっ. 
╀けゅけすゃけさは-
かぇ ╊っくうく. 
╁ は さ ゃ ぇ か ぇ 
くぇえ - しうかくけ 
くぇ きぇえおぇ 
しう. ¨ぉうつぇ-
かぇ ょっちぇすぇ, し 
つぇしけゃっ ぉっ-
しっょゃぇかぇ し 
すはた. ╇ きっあょせ 
ゃしうつおけ すけゃぇ 
– こうしぇくっすけ…                                                                                                     
╋っくっ あう-
ゃけすなす きっ 
ういぉさぇ. ╄ょうく 
ょなかなゅ, ょな-
かなゅ こなす... ′け 
すは しつうすぇかぇ, 
つっ くっ つけゃっ-

おなす しぇき しう ゅけ ういぉうさぇ. ╇ おぇいゃぇかぇ: 
„╋っくっ あうゃけすなす きっ ういぉさぇ. ′け ぇい 
しおけさけ とっ けすこなすせゃぇき. ′ぇえ-ゃぇあくけ-
すけ いぇ つけゃっおぇ っ おぇお すけえ とっ ゃかっいっ ゃ 
しきなさすすぇ.” 〈は ゃかういぇ ゃ くっは けす きくけゅけ 
ゃうしけお ゃさなた. ╁ すゃけさつっしおけ ゃっかうおけ-
かっこうっ. „╅っくしおぇ おさなゃ…”  ╃ゃぇ 
ょくう しかっょ こけゅさっぉっくうっすけ くぇ ╃けさぇ 
╂ぇぉっ ゃ こっつぇすぇ ういかっいっ くっえくけすけ しすう-
たけすゃけさっくうっ „╅っくしおぇ おさなゃ”, こけしゃっ-
すっくけ くぇ ぅゃけさけゃ う こぇいっくけ けす くっは ゃ 
すぇえくぇ ちはか あうゃけす, し こけいゃけかっくうっすけ 
ょぇ ぉなょっ こせぉかうおせゃぇくけ っょゃぇ しかっょ 
しきなさすすぇ え...

‶け ぉうけゅさぇそうつくう きぇすっさうぇかう いぇ 
こけっすっしぇすぇ,  

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈は っ しさっょ こっさかうすっ ゃ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけっいうは. ╆ぇぉっかっあうすっかくぇ こさっゃけょぇつおぇ.  [け-
ょっくぇ っ こさっい 1888 ゅ. ゃ ょくってくけすけ しっかけ  ╃なぉけゃうお, ╃けぉさうつおけ. ]かっょゃぇ ゃ 

せくうゃっさしうすっすうすっ ゃ ]けそうは, ╅っくっゃぇ う ╂さっくけぉなか. ╁なゃ ゃさないおぇ し こさっゃけょぇつっしおぇすぇ 
しう ょっえくけしす きくけゅけおさぇすくけ っ  ゃ つせあぉうくぇ. ╇いくぇしは しおぇいおう こけ こさけぉかっきう くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ. [っょぇおすけさ っ くぇ こけさっょうちぇすぇ „╀うぉかうけすっおぇ いぇ くぇえ-きぇかおうすっ“ う 
くぇ しこ. „‶さけいけさつっ“. 
╃なかゅけゅけょうてくぇ こさっょしっょぇすっかおぇ  くぇ ぉなかゅぇさしおうは ‶╄′-おかせぉ. 
┿ゃすけさおぇ っ くぇ ょっしっすおう おくうゅう いぇ ゃないさぇしすくう う ょっちぇ. 
‶さっゃっあょぇ っゃさけこっえしおうすっ おかぇしうちう - けす こけかしおう, つっておう, させしおう, そさっくしおう う 

ゅさなちおう っいうちう. 
╉くうゅうすっ „′はおけゅぇ“, „‶けつぇおぇえ, しかなくちっ“ う ょさせゅう くっえくう すゃけさぉう しぇ こさっゃっょっくう ゃ 

┿ゃしすさうは, ┿さあっくすうくぇ, ╁っかうおけぉさうすぇくうは, ╁うっすくぇき, ╂っさきぇくうは, ╂なさちうは, ╉ぇくぇょぇ, 
╉せぉぇ, ╊うゃぇく, ‶っさせ, ‶けかてぇ, [せきなくうは, [せしうは, ]かけゃぇおうは, 〉おさぇえくぇ, 《さぇくちうは, 
』ったうは. 
‶さっい 1968 ゅけょうくぇ っ せょけしすけっくぇ しなし いゃぇくうっすけ „‶けつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ゅさぇょ 

╃けぉさうつ“. 
〉きうさぇ くぇ 16-すう くけっきゃさう 1983 ゅ. ′ぇゃなさてゃぇす しっ 29 ゅけょうくう けす しきなさすすぇ え.

¨おけかけ っょくぇ すさっすぇ - 36%, けす ぉなかゅぇさうすっ ぉうたぇ くぇしなさつうかう 
ょっちぇすぇ しう ょぇ けすうょぇす ょぇ あうゃっはす ゃ つせあぉうくぇ いぇゃうくぇゅう. 

‶さっい 2009 ゅ.  ょっかなす うき っ ぉうか し 6 こさけちっくすぇ こけ-きぇかおけ. 〈けゃぇ 
こけおぇいゃぇす ょぇくくう くぇ ′『╇¨╋ けす くぇちうけくぇかくけ こさっょしすぇゃうすっかくけ 
こさけせつゃぇくっ, くぇこさぇゃっくけ ゃ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう. 
′ぇえ-ゅけかはきぇ っ ゅさせこぇすぇ くぇ さけょうすっかうすっ - 67% , ょけ 49 ゅけょうくう, 

おけうすけ すゃなさょはす すけゃぇ. ‶さっょう すさう ゅけょうくう, おけゅぇすけ っ こさぇゃっくけ こけ-
ょけぉくけ こさけせつゃぇくっ, こさけちっくすなす くぇ さけょうすっかうすっ, あっかぇっとう ょっちぇ-
すぇ うき ょぇ っきうゅさうさぇす っ ぉうか し 3% こけ-くうしなお.
]さっょ ょぇかうすっ こけかけあうすっかっく けすゅけゃけさ いぇ ょっちぇ-っきうゅさぇくすう さけ-

ょうすっかう ょけ 49 ゅけょうくう, くぇえ-ゅけかはき っ ぉけさはす くぇ さけょうすっかうすっ - 
ゃうしてうしすう う すっいう, あうゃっっとう ゃ しすけかうちぇすぇ. 
╁ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 14 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさうすっ いぇはゃはゃぇす, つっ 

うきぇす くぇきっさっくうっ ょぇ くぇこせしくぇす 
╀なかゅぇさうは いぇゃうくぇゅう. ]けちうけ-
かけいうすっ おけくしすぇすうさぇす せゃっかうつぇ-
ゃぇくっ くぇ ょっかぇ うき し 3 こさけちっくすぇ 
ゃ しさぇゃくっくうっ し さっゅうしすさうさぇくうは 
こさっい くけっきゃさう 2009 ゅ. こさけ-
ちっくす.
‶け-つっしすけ すぇおぇ きうしかはす たけ-

さぇすぇ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 30 う 
39 ゅけょうくう (25 くぇ しすけ けす すはた) 
う くぇえ-きかぇょうすっ ょけ 29 ゅけょうくう 
(22 くぇ しすけ けす すはた). ╁うしてうしすう-
すっ う ぉっいさぇぉけすくうすっ しぇ ゅけすけゃう ゃ 
こけ-ゅけかはきぇ しすっこっく ょぇ っきうゅさう-
さぇす. ′ぇきっさっくうっ ょぇ さぇぉけすはす 
うかう せつぇす ゃ つせあぉうくぇ, ぉっい ょぇ 
くぇこせしおぇす しすさぇくぇすぇ いぇゃうくぇ-
ゅう, ょっおかぇさうさぇす 28 くぇ しすけ けす 
せつぇしすゃぇかうすっ ゃ ういしかっょゃぇくっすけ 
- しなとけ し 3 くぇ しすけ こけゃっつっ ゃ 
しさぇゃくっくうっ し くけっきゃさう 2009 ゅ. 
‶けょけぉくう あっかぇくうは いぇはゃはゃぇす 

63% けす うくすっさゃのうさぇくうすっ くぇ 
ゃないさぇしす ょけ 29 ゅけょうくう う 40% 
けす うくすっさゃのうさぇくうすっ くぇ ゃない-
さぇしす きっあょせ 30 う 39 ゅけょうくう. 
‶けかけゃうくぇすぇ けす ぉっいさぇぉけすくう-
すっ, せつぇしすゃぇかう ゃ こさけせつゃぇくっすけ, 
しなとけ いぇはゃはゃぇす おぇすっゅけさうつくけ 
すけゃぇ.  

]けちうけかけいうすっ けす ′『╇¨╋ さっゅうしすさうさぇす こけ-ゃうしけおけ けす しさっょくけ-
すけ あっかぇくうっ いぇ っきうゅさぇちうは - う ゃさっきっくくけ, う こけしすけはくくけ,  しさっょ 
こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ さけきしおうは う すせさしおうは っすくけしう. ┿くぇかういなす くぇ 
ょぇくくうすっ こけおぇいゃぇ, つっ すゃなさょけ くぇきっさっくうっ ょぇ くぇこせしくぇす しすさぇくぇ-
すぇ いぇはゃはゃぇす 12 くぇ しすけ けす せつぇしすゃぇかうすっ ゃ ういしかっょゃぇくっすけ  さけきう 
う すせさちう. ╆ぇ すはた っ ぉっい いくぇつっくうっ ょぇかう すぇき すっ とっ せつぇす うかう 
さぇぉけすはす. 
┿くぇかういなす くぇ ょぇくくうすっ, こけかせつっくう こけ ゃさっきっ くぇ ういしかっょゃぇくっ-

すけ, こけおぇいゃぇ  しなとけ, つっ さけょうすっかうすっ ゃ ぇおすうゃくぇ ゃないさぇしす しぇ こけ-
しおかけくくう ょぇ けおせさぇあぇす っきうゅさぇちうけくくうすっ くぇゅかぇしう くぇ ょっちぇすぇ しう, 
ょけおぇすけ こけ-ゃないさぇしすくうすっ, けしけぉっくけ くぇょ 60 ゅけょうくう, しぇ おぇすっゅけ-
さうつくけ こさけすうゃ.

〈┿

せゃさっあょぇくうは  いぇくうきぇくうは,  し ちっか すはたくぇすぇ 
しけちうぇかくぇ うくすっゅさぇちうは. 
╆ぇ っょくぇ ゅけょうくぇ くせあくうすっ しさっょしすゃぇ いぇ 

すけゃぇ しぇ 60 たうかはょう かっゃぇ. ╄おうこなす くぇ しょさせ-
あっくうっすけ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇ-
くうは”, しなゃきっしすくけ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, っ 
こけょゅけすゃうか うしおぇくっ おなき ょなさあぇゃくうは ぉのょあっす 
いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ せしかせゅぇすぇ „『っくすなさ いぇ 
しけちうぇかくぇ さったぇぉうかうすぇちうは う うくすっゅさぇちうは 
いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは” う こさっゃさなとぇくっすけ え 
ゃ ょっかっゅうさぇくぇ ょなさあぇゃくぇ ょっえくけしす, くけ おなき 
きけきっくすぇ すぇおうゃぇ しさっょしすゃぇ ゃ ぉのょあっす ‘2013 
くっ しぇ こさっょゃうょっくう. 〈けゃぇ くぇかぇゅぇ う ょぇさう-
すっかしおぇすぇ おぇきこぇくうは. ′っえくけ かうちっ くぇ ょけぉさぇ  
ゃけかは っ ╋うし ╀なかゅぇさうは ‘2011 - おぇいぇくかなつぇく-
おぇすぇ ╁ぇくは ‶っくっゃぇ, ぇ くっうく うくうちうぇすけさ っ 
]ょさせあっくうっすけ し くっしすけこぇくしおぇ ちっか „╀なょっとっ 
いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは” し こさっょしっょぇすっか 
╋ぇさうは ╂うくっゃぇ. 
╆ぇ ちっかすぇ っ くぇこさぇゃっく う しこっちうぇかっく ゃう-

ょっけおかうこ けす けこっさぇすけさぇ ╀っょさけし ┿いうくはく, 
さっあうしうさぇく けす おぇいぇくかなつぇくうくぇ ′うおけかぇえ 
╁ぇしうかっゃ. 
SMS-おぇきこぇくうはすぇ とっ こさけょなかあう ょけ おさぇは 

くぇ ょっおっきゃさう し こけさっょうちぇ しなこなすしすゃぇとう 
こさけはゃう. 
╁ きけきっくすぇ くけゃけしないょぇょっくうはす ちっくすなさ しっ 

こけしっとぇゃぇ  けす 25 ょっちぇ う きかぇょっあう  しなし 
しこっちうそうつくう こけすさっぉくけしすう  くぇ ゃないさぇしす けす 
6 ょけ 30 ゅけょうくう. 
╁ こけょおさっこぇ くぇ ょぇさうすっかしおぇすぇ おぇきこぇくうは  

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけしすぇゃは  くっえくけすけ かけゅけ 
くぇ ゃしうつおう  しゃけう けそうちうぇかくう ょけおせきっくすう - 
ゃ すなさしっくっ くぇ しなのいくうちう う こけきけとくうちう いぇ 
ょけぉさぇすぇ おぇせいぇ.  
‶けしかぇくうっすけ くぇ おぇきこぇくうはすぇ っ „┿い きけゅぇ! 

〈う きけあって! ′うっ きけあっき!”
╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

] ょぇさうすっかしおう SMS  とっ しっ くぇぉうさぇす しさっょしすゃぇ 
いぇ ょっえくけしす う ういょさなあおぇ くぇ ╃くっゃくうは ちっくすなさ 

いぇ しけちうぇかくぇ さったぇぉうかうすぇちうは う うくすっゅさぇちうは いぇ 
ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは  „]かなくつけゅかっょう”, おけえすけ しっ 
こけきっとぇゃぇ ゃ  ぉうゃてぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 2 /ょけ 
こぇさお  „[けいぇさうせき”/. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ いぇ すけゃぇ っ くぇ 
]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは”. 
╁しっおう ゅさぇあょぇくうく,  おけえすけ っ しなこさうつぇしすっく おなき 
こさけぉかっきうすっ くぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは ゃ くぇてうは 
ゅさぇょ う うしおぇ ょぇ うき こけきけゅくっ すっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす 
う ょぇ うきぇす こけ-ょけぉなさ あうゃけす, きけあっ ょぇ くぇこさぇゃう 
すけゃぇ, おぇすけ

ういこさぇすう SMS くぇ っょうくくうは ょぇさうすっかしおう くけ-
きっさ 17 777 し すっおしす DMS MOGA.

]さっょしすゃぇすぇ けす ういこさぇすっくうすっ SMS-う とっ こけしすなこ-
ゃぇす こけ しきっすおぇすぇ くぇ ょぇさうすっかしおぇすぇ おぇきこぇくうは 
„╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ”. 
′ぇぉさぇくうすっ  こけ すけいう くぇつうく しさっょしすゃぇ  とっ しっ うい-

こけかいゃぇす いぇ さぇいかうつくう さったぇぉうかうすぇちうけくくう きっすけ-
ょうおう, おせさしけゃっ, けぉせつっくうっ こけ たうこけすっさぇこうは, すさせ-
ょけゃぇ すっさぇこうは  う ょさせゅう  こけかっいくう  いぇ ょっちぇすぇ し 

ういけぉさぇいはゃぇ すさぇおうえおぇすぇ けす 
そさっしおうすっ くぇ 〈さぇおうえしおぇすぇ 
ゅさけぉくうちぇ, おぇすけ こけょ くっは っ 
さぇいこけかけあっく くぇょこうし „]うかぇ-
すぇ っ ゃ しなゅかぇしうっすけ”.
¨ぉとうくしおうすっ しこっちけゃっ, うい-

ぉさぇかう くけゃうは ゅっさぉ くぇ ゅさぇょぇ, 
しぇ 
╇ゃっかうく ′っょはかおけゃ – ゅかぇゃっく 

ぇさたうすっおす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, ]さっぉさぇ ╉ぇしっゃぇ – くぇ-
つぇかくうお けすょっか „╉せかすせさぇ う 
すせさういなき”, ┿ょさうぇくぇ 〈っくっゃぇ – 
くぇつぇかくうお くぇ こさぇゃくうは けすょっか 
ゃ ¨ぉとうくぇすぇ, ぃかうは ╋かぇ-
ょっくけゃぇ – PR う ╃っくうちぇ ╃う-
きうすさけゃぇ – しすぇさてう っおしこっさす 
„╉せかすせさぇ”. ╆ぇ さってっくうっすけ 
しう おけきうしうはすぇ っ こけかいゃぇかぇ 
おぇすけ おけくしせかすぇくすう しおせかこすけ-
さう, ょういぇえくっさう, ぇさたうすっおす う 
たせょけあくうお, おぇおすけ う つかっく くぇ 
╀なかゅぇさしおけすけ たっさぇかょうつっしおけ 
ゃっおしうかけかけあおけ けぉとっしすゃけ.
8 おぇくょうょぇすう しぇ ういこさぇすうかう 

しゃけう こさっょかけあっくうは いぇ くけゃ 
ゅっさぉ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′けゃうはす ゅっさぉ とっ しっ ゅかぇしせゃぇ 

けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす.
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

65 えそおけせけ
あせつあすいひし „╅ちつかせあし“


