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

╇きっ:

┿ょさうぇくぇ ╀ぇきぉぇかけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
1/282, ╂ぇかゃぇくけすったくうお

╂けょうくう: 24

╆けょうは: ╃っゃぇ

》けぉう:

[ぇいたけょおう う こかせゃぇくっ

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- [ぇいつうすぇき っょうくしすゃっくけ 
う しぇきけ くぇ しっぉっ しう.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ‶けょおさっこぇ, けこけさぇ, ゃぇ-
あくぇ つぇしす けす あうゃけすぇ きう.
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╃け 21-ゃう ょっおっきゃさう すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ ╀のさぇすぇ こけ 

すさせょぇ しっ こさうっきぇす ょけおせきっく-
すう くぇ ぉなかゅぇさしおう しすせょっくすう, 
さっょけゃくけ けぉせつっくうっ, いぇ かっすくう 
しすぇあけゃっ ゃ ╂っさきぇくうは. ‶さうっき-
なす しっ けしなとっしすゃはゃぇ くぇ ぉぇいぇ 
ょけゅけゃけさ いぇ こけしさっょくうつっしすゃけ 
いぇ かはすくぇ いぇっすけしす きっあょせ ょゃっ-
すっ しすさぇくう. ‶け すけいう ょけゅけゃけさ 
けぉとけ 200 ぉなかゅぇさしおう しすせょっく-
すう きけゅぇす ょぇ いぇきうくぇす ょぇ さぇ-
ぉけすはす こさっい かはすけすけ くぇ 2013 
ゅけょうくぇ ゃ ╂っさきぇくうは.
╅っかぇっとうすっ ょぇ さぇぉけすはす きう-

くうきせき 2 きっしっちぇ ゃ ╂っさきぇくうは 
しすせょっくすう すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃぇ-
さはす くぇ しかっょくうすっ せしかけゃうは: 
ょぇ しぇ さっょけゃくう しすせょっくすう う 
くっ こけ-ゃないさぇしすくう けす 35 ゅけょう-
くう, ょぇ くっ しぇ こけしかっょっく おせさし 
くぇ しっきっしすさうぇかくけ けぉせつっくうっ, 
ょぇ うきぇす ょけぉさう こけいくぇくうは こけ 
くっきしおう っいうお う ょぇ しぇ ゅけ ういせ-
つぇゃぇかう こけくっ 3 ゅけょうくう.
╃けおせきっくすうすっ, おけうすけ しっ 

こけょぇゃぇす ょけ けぉはゃっくうは おさぇ-
っく しさけお ゃ ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ, 
しぇ: きけかぉぇ /しゃけぉけょっく すっおしす/ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう っいうお, ゃ おけはすけ 
しすせょっくすなす ょぇ ょっおかぇさうさぇ, つっ 
っ しゃけぉけょっく けす ぇくゅぇあうきっくすう 
こさっい かはすくぇすぇ ゃぇおぇくちうは, おぇお-
すけ う つっ うきぇ くっけぉたけょうきうすっ 
しさっょしすゃぇ ょぇ そうくぇくしうさぇ いぇ-
きうくぇゃぇくっすけ しう いぇ ╂っさきぇくうは. 
╇いうしおゃぇ しっ しなとけ すぇおぇ う 

せゃっさっくうっ けす ゃうしてっすけ せつう-
かうとっ, つっ かうちっすけ っ さっょけゃっく 
しすせょっくす う くっ っ こけしかっょっく 
おせさし くぇ けぉせつっくうっ. ╉ぇくょう-
ょぇすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ  いくぇはす, つっ 
くっ しっ こさうっきぇす せゃっさっくうは けす 
そぇおせかすっすくうすっ おぇくちっかぇさうう, 
ゃ おけうすけ ょぇくくうすっ いぇ おせさしぇ う 
しっきっしすなさぇ くぇ しかっょゃぇくっ しぇ 
こけしけつっくう し さうきしおう ちうそさう. 
╇いうしおゃぇ しっ ゃ せゃっさっくうっすけ うい-
さうつくけ ょぇ っ こけしけつっくけ, つっ かう-
ちっすけ くっ っ こけしかっょっく おせさし くぇ 
しっきっしすさうぇかくけ けぉせつっくうっ.
                                                          

〈┿

„] あっくしおぇすぇ つぇしす けす つけゃっつっしすゃけ
すけ うきぇき くっぉうゃぇか せしこった!”, けぉうつぇか 
ょぇ しっ てっゅせゃぇ 《ぬけょけさ ╇ゃぇくけゃうつ. ╁う-
しけお, しなし しうくう けつう う いぇきっつすぇくけ かうちっ, 
すけえ ぉうか こけゃっつっ けす こさうゃかっおぇすっかっく. 
]かっょ ゃしはおけ くっゅけゃけ こさっょしすぇゃかっくうっ 
きくけゅけ ょっゃけえおう う きかぇょう あっくう うしおぇかう 
ょぇ ゃかはいぇす ゃ ゅさうきぬけさくぇすぇ きせ. ]かせつゃぇ-
かけ しっ ょぇ けおぇいゃぇす すぇおなゃ くぇすうしお ゃなさたせ 
ゃさぇすぇすぇ, つっ, いぇ ょぇ くっ は しつせこはす, こっゃっ-
ちなす ういかういぇか う さぇいょぇゃぇか ぇゃすけゅさぇそう. 
╁なこさっおう つっ ぉうか っょうく けす くぇえ-すなさしっ-
くうすっ きなあっ, ゃ うくすうきくうは しう あうゃけす こっ-
ゃっちなす つせゃしすゃぇか けゅさけきくぇ こせしすけすぇ う ゃ 
こうしきけ ょけ しゃけえ ぉかういなお こさういくぇゃぇ, つっ っ 
しぇきけすっく.
]なこさせゅうすっ. ‶なさゃぇすぇ きせ あっくぇ ぉうかぇ 

きかぇょぇすぇ うすぇかうぇくしおぇ ぉぇかっさうくぇ ╈けかぇ 
〈けさくぇゅう. ╇きぇす 4 ょっちぇ - ╀けさうし う ぉかうい-
くぇちうすっ 〈ぇすはくぇ う 《ぬけょけさ. ‶なさゃけすけ うき 
ょっすっ せきうさぇ くぇ 4 ゅ. う こっゃっちなす ょなかゅけ 
しすさぇょぇか いぇ くっゅけ.
╃っちぇすぇ きせ こけけすさぇしすゃぇす う 【ぇかはこうく 

しっ しぉかうあぇゃぇ し ╋ぇさうは ╁ぇかっくすうくけゃくぇ 
- きぇえおぇ くぇ ょゃっ きけきうつっすぇ けす こなさゃうは 
しう ぉさぇお. 〈は さぇあょぇ ょなとっさは けす こっゃっちぇ. 
〈ぇおぇ すけえ  しないょぇゃぇ ゃすけさけ しっきっえしすゃけ. 
‶なさゃうはす きせ ぉさぇお くっ ぉうか さぇいすさけゅくぇす, ぇ 
ゃすけさうはす くっ ぉうか けそうちうぇかくけ さっゅうしすさう-
さぇく. ‶け くっこうしぇくけ こさぇゃうかけ ょゃっすっ あっくう 
くっ しっ ゃうあょぇかう う くっ 
しっ こけいくぇゃぇかう. ‶さっい 
1922 ゅ. 【ぇかはこうく いぇ-
きうくぇゃぇ くぇ ゅぇしすさけかう 
ゃ つせあぉうくぇ いぇっょくけ し 
╋ぇさうは う こけゃっつっ くっ しっ 
ゃさなとぇ ゃ さけょうくぇすぇ しう. 
]すぇさうくうすっ しう ╈けかぇ 
こさっおぇさゃぇ こさう しうくぇ しう 
ゃ [うき. 
╁ ╀なかゅぇさうは. ‶さっい 

1934 ゅ. 【ぇかはこうく こけ-
しっとぇゃぇ ╀なかゅぇさうは, 
おけはすけ くぇさうつぇ „ぉさぇす-
しおぇ” う „ょけぉさぇ さけょ-
しすゃっくうちぇ”. ╀うか しうかくけ 
さぇいゃなかくせゃぇく けす たせぉぇ-
ゃうは こさうっき. ¨つっゃうょちう 
しう しこけきくはす くっゅけゃうは 
うしこけかうくしおう, ぉけゅぇすうさ-
しおう しくぇあっく, ぉけょなさ う 
しゃっあ ゃうょ, こさけくういゃぇと 
こけゅかっょ う ぉぇゃっく ゅけゃけさ. 
╂ぇしすさけかなす きせ ゃ  ]け-
そうは しっ こさっゃなさくぇか ゃ うしすうくしおう すさうせきそ. 
‶っす ゃっつっさう ゃないすけさあっくうすっ こけつうすぇすっ-
かう し こさうすぇっく ょなた ゅかっょぇかう う しかせてぇ-
かう ゃっかうおうは させしおう こっゃっち ゃ おけさけくくう-
すっ きせ さけかう. ‶け ゃさっきっ くぇ こけしかっょくうは 
しう しこっおすぇおなか, おけゅぇすけ 【ぇかはこうく いぇこはか 
„【せきう ╋ぇさうちぇ, けおなさゃぇゃっくぇ...”, さっぇお-
ちうはすぇ くぇ いぇかぇすぇ ぉうかぇ いぇてっきっすはゃぇとぇ.                                                                                                                    
]こけさっょ くはおけう ういすけつくうちう, しなゃっすしおう-
すっ すぇえくう しかせあぉう ゅけすゃっかう こけおせてっくうっ 
しさっとせ 【ぇかはこうく, ょけおぇすけ っ ゃ ]けそうは. 
〈けえ しう ぉうか しこっつっかうか くっくぇゃうしすすぇ くぇ 
くけゃぇすぇ ゃかぇしす いぇさぇょう くぇこさぇゃっくう ょぇ-
さっくうは くぇ ぉっょしすゃぇとう させしおう おせかすせさくう 
ょっえちう ゃ っきうゅさぇちうは う “いぇ こけょこけきぇゅぇ-
くっ くぇ ぉっかけゅゃぇさょっえちうすっ”. ╊うてっく っ けす 
いゃぇくうっすけ くぇさけょっく ぇさすうしす,  いぇぉさぇくっくけ 
きせ っ ょぇ ゃかういぇ ゃ ]]][. ╇いゃっしすうっすけ いぇ 
かうてぇゃぇくっ けす しなゃっすしおけ ゅさぇあょぇくしすゃけ 
きせ ゃさなつゃぇ っょうく くぇて しなくぇさけょくうお - 
╉さなしすぬけ [ぇおけゃしおう, すけゅぇゃぇ こけしかぇくうお 
くぇ ]]][ ゃなゃ 《さぇくちうは. ╁っかうおうはす ぉぇし 
くぇこせしくぇか こけしけかしすゃけすけ さぇいこかぇおぇく.
] ╇かおぇ ‶けこけゃぇ. ╄ょくけ けす しすさぇしすくう-

すっ せゃかっつっくうは くぇ 【ぇかはこうく っ ゅけかはきぇすぇ 
くぇてぇ こっゃうちぇ - こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ, こはかぇ 
ゃ ╊ぇ ]おぇかぇ - ╇かおぇ ‶けこけゃぇ, こさうきぇょけ-
くぇ くぇ ╂さぇくょ けこっさぇ ゃ ‶ぇさうあ けす 1931 
ょけ 1934 ゅ. ‶け ゃさっきっ くぇ す.くぇさ. “[せしおう 
しっいけくう” し せつぇしすうっすけ くぇ 【ぇかはこうく, しゃっ-
すけゃくけういゃっしすくうはす けこっさっく おけかけし っ けつぇ-
さけゃぇく けす ゃこっつぇすかはゃぇとうは  おけくすさぇぇかす 
くぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ, くけ くっ しきっっか ょぇ え しっ 
こさっょしすぇゃう, いくぇっえおう いぇ ゃさないおぇすぇ え し 

う いゃっし すくうは 
き う か う け く っ さ 
かけさょ ╉ぇさか-
すなく, おけえすけ は 
ぉけゅけすゃけさはか 
う ょぇあっ え こけ-
ょぇさうか おなとぇ. 
‶さっょう くっゅけ 
‶けこけゃぇ うい-
あうゃはゃぇ ゅけ-
かはきぇ かのぉけゃ 
し すっくけさぇ 
╀っくうぇきうくけ 
╃あうかう, おけえ-
すけ, こけおけさっく 
けす おさぇしけすぇすぇ 

え, ぉうか ゅけすけゃ ょぇ いぇたゃなさかう う おぇさうっさぇ, 
う こぇさう, いぇ ょぇ ぉなょっ し くっは. 【ぇかはこうく, 
けぉぇつっ, しっ けおぇいぇか かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ 
え. ╇かおぇ ‶けこけゃぇ っ  ぉかっしすはとぇ くっゅけゃぇ 
こぇさすくぬけさおぇ ゃ こなさゃうすっ うき ょゃぇ しこっおすぇ-
おなかぇ “╉くはい ╇ゅけさ” う “╀けさうし ╂けょせくけゃ”. 
〈けゅぇゃぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ っ くぇ 39,  ぇ させしくぇ-
おなす - くぇ 64.
‶さなしすっくなす-さっかうおゃぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ 

さっこっすうちうは 【ぇかはこうく え こけきぇゅぇ ょぇ こさっ-
けょけかっっ ゃさっきっくっく こさけぉかっき し ゅかぇしぇ う え 
こけょぇさはゃぇ かのぉうきうは しう こさなしすっく. ]こけ-
さっょ さぇいおぇいうすっ きせ, こさなしすっくなす うきぇか きぇ-
ゅうつっしおぇ しうかぇ. ‶さうくぇょかっあぇか っ くぇ させ-

しおうは ちぇさ ‶っすなさ ┶ う ぉうか けしゃっすっく かうつくけ 
けす させしおうは こぇすさうぇさた. 【っょぬけゃなさなす っ うい-
さぇぉけすっく けす くぇえ-ょけぉさうは せつっくうお くぇ 《ぇ-
ぉっさあっ こさっい 》VIII ゃっお. ‶け しこけきっくう くぇ  
‶けこけゃぇ, 【ぇかはこうく しかぇゅぇか すけいう こさなし-
すっく ゃ しすぇおぇくぇ う くっ しっ くぇこうゃぇか くうおけ-
ゅぇ. ‶さう ぉけかおぇ ゃ ゅかぇゃぇすぇ ゅけ こさうすうしおぇか 
おなき つっかけすけ しう う ゃしうつおけ こさっきうくぇゃぇかけ! 
╆かぇすくぇすぇ さっかうおゃぇ っ うくおさせしすうさぇくぇ し 
ょゃぇ ぉさうかはくすぇ う っ し ういけぉさぇあっくうっ くぇ 
させしおう しゃっすっち, おけかっくうつうか こさっょ おさなしすぇ, 
ぇ ゃ おさぇおぇすぇ きせ しっ すなさおぇかは ゅかぇゃぇすぇ 
くぇ ょはゃけかぇ. 
′ぇ ゃしは-
おけ こさっょ-
しすぇゃかっくうっ 
こさうきぇょけ -
くぇすぇ ういかう-
いぇかぇ し すけいう 
こ さ な し す っ く , 
せ ゃ っ さ っ く ぇ , 
つっ え くけしう 
せしこった う 
は こぇいう けす 
いかう しうかう. 
]かっょ しきなさ-
すすぇ くぇ こっゃうちぇすぇ すけえ っ しなたさぇ-
くはゃぇく ゃ すさっいけさぇ くぇ ╀′╀, こさっ-
ょう ゅけょうくう っ ぉうか けぉはゃっく くぇ すなさゅ.                                                                                               
╇かおぇ ‶けこけゃぇ う 《ぬけょけさ 【ぇかはこうく  こけょ-
こうしゃぇす ょけゅけゃけさ いぇ すせさくっ ゃ ぃあくぇ ┿きっ-
さうおぇ. ╉さぇはす くぇ かのぉけゃすぇ う しなゃきっしすくぇすぇ 
うき さぇぉけすぇ うょゃぇ こさっい 1938 ゅ., おけゅぇすけ  
【ぇかはこうく せきうさぇ けす いかけおぇつっしすゃっくぇ 

ぇくっきうは くぇ 65-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす ゃ 
‶ぇさうあ. ‶さけそ. ╇かおぇ ‶けこけゃぇ しっ ゃさな-
とぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う しすぇゃぇ しけかうしすおぇ 
くぇ ]けそうえしおぇすぇ けこっさぇ. 〉きうさぇ こさっい 
1979 ゅ.
] せゃぇあっくうっ おなき ゃおせしくぇすぇ たさぇ

くぇ う たせぉぇゃうすっ くぇこうすおう. ╇いかはいなか 
けす ょなかぉうくうすっ くぇ させしおうは くぇさけょ, ゅけ-
かっきうはす こっゃっち けぉうつぇか こさけしすうつおうすっ 
さっちっこすう くぇ さけょくぇすぇ しう おせたくは う しっ 
けすかうつぇゃぇか し こけしかけゃうつっく ぇこっすうす. 
』っしすけ おぇいゃぇか し ゃないすけさゅ: „╄た, おぇお しっ 

はょっ せ くぇし くぇ ╁けかゅぇ!...”
╉けゅぇすけ ぉうか ゃ ╀なかゅぇさうは, うきっくう-

すうはす ぉぇし, ゃっつっさはか し おくはいっ, おさぇかっ 
う ちぇさっ, こけきけかうか ょぇ ゅけ いぇゃっょぇす ゃ 
いぇゃっょっくうっ, こけしっとぇゃぇくけ けす そぇえ-
すけくょあうう, さぇぉけすくうちう う しっかはくう, くけ 
ょぇ こさっょかぇゅぇ たせぉぇゃけ ゃうくけ う ゃおせしくけ 
きっくの. ╆ぇゃっかう ゅけ ゃ っょくぇ きったぇくぇ う 
しおけさけ ちっかうはす おゃぇさすぇか いぇおなくすはか けす 
くっこさうくせょっくぇ しかぇゃはくしおぇ しなさょっつ-
くけしす, くぇょ おけはすけ しっ ういゃうしはゃぇか ゅかぇ-
しなす くぇ 【ぇかはこうく, おけえすけ ういこなかくはゃぇか 
かのぉうきうすっ くぇ ゃしうつおう させしおう こっしくう.                                                                            
′ぇ っょうく こうさ ゃ つっしす くぇ 【ぇかはこうく, 
いぇゃなさくぇか しっ しかっょ 15 ゅ. ゃ ┿きっさうおぇ, 
きぇっしすさけすけ こけゅなかくぇか きっあょせ 3 う 4 
おゅ きうょう う こぇさつっ きっしけ し くっゃっさけは-
すっく さぇいきっさ. ╁ ぇさたうゃぇ くぇ 『╂┿╊╇ しっ 
こぇいう きっくの くぇ けぉっょうすっ し せつぇしすうっすけ 
くぇ 【ぇかはこうく. ╁ っょうく けす くぇえ-しおなこう-
すっ さっしすけさぇくすう くぇ ‶ぇさうあ, こさけしかぇ-
ゃっく し こさうゅけすゃはくっすけ くぇ させぇくしおう こぇ-
すうちう, いぇゃっあょぇかう こけょ くけきっさ ゃしはおぇ 
こけょくぇしはくぇ くぇ ゅけしすうすっ こぇすうちぇ. ] 
くけきっさ 104 752 ぉうかぇ こぇすうちぇすぇ, こさう-
ゅけすゃっくぇ いぇ 【ぇかはこうく こさっい 1929 ゅ.                                                                                                            
╁ ょくうすっ くぇ おけくちっさすうすっ すけえ くっ 
けぉはょゃぇか, くけ しかっょ すけゃぇ ういこうす-
ゃぇか しうかくけ あっかぇくうっ ょぇ こけたぇこ-

くっ. ╁っょくなあ しかっょ おけくちっさす 《ぬけょけさ 
【ぇかはこうく しぇき-しぇきうつなお しっ „しさぇ-
あぇゃぇか” し ょゃっ こせえおう, こけかうゃぇえ-
おう ゅう し ょゃっ ぉせすうかおう てぇきこぇくしおけ.                                                                                   
‶さう っょくけ くっゅけゃけ せつぇしすうっ ゃ けこっ-
さぇすぇ ゃ ╋けしおゃぇ, ゃ 7 ゃっつっさすぇ しなけぉ-
とうかう くぇ ょうさうゅっくすぇ, つっ „《ぬけょけさ 
╇ゃぇくけゃうつ っ ういはか つっすうさう つうくうう 
しこぇゅっすう くぇ けぉはょ う くっ きけあっ ょぇ こっっ”. 
╉けゅぇすけ しかっょ ゅけょうくう きせ こさうこけきくう-
かう すけいう しかせつぇえ, 【ぇかはこうく ゃないおかう-
おくぇか: „╉ぇおゃけ ぉっいけぉさぇいうっ! ′はきぇかけ 

っ おけえ ょぇ きっ くぇぉうっ…”.                                                                                                              
╄ょうく ぇくっおょけすうつっく 
しかせつぇえ けこうしゃぇ こっゃっ-
ちなす ゃなゃ そっえかっすけくぇ 
しう „╀なょくう ゃっつっさ ゃ 
╉ぇかなきぉなし”. 〈けえ こけ-
さなつぇか くぇ  きっすさょけすっ-
かぇ ょぇ きせ こさうゅけすゃう いぇ 
ゃっつっさは おけおけてぇ しせこぇ. 
』けゃっおなす くっ さぇいぉさぇか, 
いぇすけゃぇ 【ぇかはこうく きせ 
けぉはしくうか おぇお しっ こさう-
ゅけすゃは すぇいう しせこぇ: „ 
╁いっきう っょくぇ たせぉぇゃうつ-
おぇ おけおけてつうちぇ, しかけあう 
は ゃ すっくょあっさぇ, こけしけかう 
は, くぇかっえ ゃけょぇ, しかけ-
あう かせつっち う こさぇい う は 
しゃぇさう. ╃けくっしう きう は 
ゅけさっとぇ!”  ‶け ゃさっきっ 
くぇ すなさあっしすゃけすけ ういせき-
かっくうっすけ きせ くはきぇかけ 
こさっょっか, おけゅぇすけ ゃさぇ-
すぇすぇ しっ けすゃけさうかぇ う 

てっしす かぇおっは ゃくっしかう けゅさけきっく しさっぉな-
さっく こけょくけし, ゃなさたせ おけえすけ しっ ういゃうしは-
ゃぇかぇ ちはかぇ しおせかこすせさぇ  けす おぇさすけそう, 
かせお う こさぇい. ╁ ちっくすなさぇ しぇきけすくけ しっ 
ういかっあぇゃぇかけ けこっつっくけ きぇかおけ こうかっ, ぇ 
けおけかけ くっゅけ しっ さぇいかうゃぇか すなくなお しかけえ 
おったかうぉぇさっくぇ すっつくけしす. ”╁ぇさゃぇさう!” – 
いぇおさっとはかぇ ょせてぇすぇ きせ… ‶さっい 1939 
ゅ. ゃ ′の ╈けさお ういかはいかぇ ゅけすゃぇさしおぇすぇ 
おくうゅぇ „╃けしすけえくけ いぇ おさぇか”. ╁ くっは 
ゃかっいかう う 12 さっちっこすう けす させしおぇすぇ 
おせたくは, おけうすけ ぉうか „ゃおせしゃぇか ゃっかうおう-
はす こっゃっち”: さうぉくぇ しけかはくおぇ, さうぉぇ しなし 
しけし, しぇさきう, こうさけあおう し きっしけ, ゃぇさっ-
くうおう, ゅせさうっゃしおぇ おぇてぇ, こぇしたぇ.
╉けおすっえか „【ぇかはこうく”. ′ぇえ-こさけ-

つせすうはす おけおすっえか いぇ たせぉぇゃ ゅかぇし っ おけお-
すっえかなす, つうえすけ しないょぇすっか っ ゃっかうおう-
はす させしおう ぉぇし. ‶っゃっちなす ゅけ くぇさうつぇか 
ゅなさきはとぇ しきっし. ╆ぇ ょぇ っ ゃなゃ そけさきぇ 
ゅかぇしなす きせ, すけえ しきっしゃぇか さぇゃくう つぇし-
すう おけくはお, かうきけくけゃ しけお, きっょ う っょくけ 
はえちっ, さぇいぉなさおゃぇか ょけぉさっ う ういこうゃぇか 
くぇゃっょくなあ. ╄そっおすなす ぉうか きうゅくけゃっく, 
くっ きうくぇゃぇかぇ う きうくせすぇ う ゅかぇしなす きせ 
ぉうか ゃ こっさそっおすくぇ そけさきぇ. ╋くけゅけ 
けこっさくう こっゃちう う ょくっし こうはす さっょけゃくけ 
おけおすっえかぇ くぇ 【ぇかはこうく.     

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

′せあすかせけてけみて いあつ いかくたあすかてせそ そいけねあし いひしえあちさあ

《ぬけょけさ 【ぇかはこうく っ さけょっく ゃ ぉっょくけすけ しっきっえしすゃけ くぇ ょさっぉっく 
つうくけゃくうお  こさっい 1873 ゅ. ゃ ╉ぇいぇく. ¨す 17-ゅけょうてっく っ たけさうしす 

ゃ けこっさくぇすぇ すさせこぇ ゃ 〉そぇ. 〉つう こさう けこっさくうは こっゃっち ╃きうすさうえ 〉しぇ-
すけゃ ゃ 〈ぉうかうしう. ‶っっ っょくけゃさっきっくくけ ゃ すさせこぇすぇ くぇ ╋ぇさううくしおうは 
すっぇすなさ う ゃ ╀けかてけえ すっぇすなさ. 〈ゃけさつっしおけ こさうはすっかしすゃけ ゅけ しゃなさい-
ゃぇ しなし ]っさゅっえ [ぇたきぇくうくけゃ. ¨す 1901 ゅ. いぇこけつゃぇす すさうせきそぇかくうすっ 
きせ ゅぇしすさけかう ゃ ╋うかぇくけ, ‶ぇさうあ, ′の ╈けさお, ╊けくょけく. ‶さっい 1922 ゅ. 
しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ‶ぇさうあ. ¨しくけゃくう くっゅけゃう こぇさすうう しぇ: ]せしぇくうく 
ゃ “╇ゃぇく ]せしぇくうく” けす ╋. ╂かうくおぇ; ╀けさうし ╂けょせくけゃ う  ╁ぇさかぇぇき - ゃ 
けこっさうすっ “╀けさうし ╂けょせくけゃ” う “》けゃぇくとうくぇ” けす ╋. ╋せしけさゅしおう; ╇ゃぇく 
╂さけいくう う ]ぇかうっさう ゃ “‶しおけゃうすはくおぇ” う “╋けちぇさす う ]ぇかうっさう” けす ′. 
[うきしおう-╉けさしぇおけゃ; ┿かっおけ ゃ “┿かっおけ” けす [ぇたきぇくうくけゃ; 《うかうこ II ゃ 
“╃けく ╉ぇさかけし” けす ╃あ. ╁っさょう う ょさ. 〈けえ っ ぉかっしすはと うくすっさこさっすぇすけさ 
くぇ さけきぇくしうすっ くぇ ╂かうくおぇ, ╋せしけさゅしおう, [うきしおう-╉けさしぇおけゃ, 【せきぇく, 
【せぉっさす. ╇いこなかくはゃぇ う させしおう くぇさけょくう こっしくう, しさっょ おけうすけ „╄え, 
せたくっき” う „]きせゅかはくおぇ”. 【ぇかはこうく っ さぇいくけしすさぇくっく すゃけさっち - ういは-
ゃはゃぇ しっ おぇすけ けこっさっく さっあうしぬけさ, しくうきぇ しっ ゃ おうくけすけ. ‶さうすっあぇゃぇ う 
かうすっさぇすせさくぇ ょぇさぉぇ. ]ないょぇゃぇ しおせかこすせさう, あうゃけこうし, ゅさぇそうおぇ. ╆ぇ-
ゃなさてゃぇ いっきくうは しう こなす こさっい 1938 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ. ‶け ゃしうつおう そさっくしおう 
う ぇくゅかうえしおう さぇょうけ-おぇくぇかう いゃせつぇか くっゅけゃうはす ゅかぇし ゃ いくぇきっくうすぇすぇ 
ぇさうは くぇ せきうさぇとうは ╀けさうし ╂けょせくけゃ… ]かっょ ゃさっきっ こさぇたなす きせ っ 
こさっくっしっく ゃ ╋けしおゃぇ う こけゅさっぉぇく ゃ ′けゃけょっゃうつっしおけすけ ゅさけぉうとっ.
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‶け 12 かうすさぇ しさっょくけ ぇか-
おけたけか ういこうゃぇ ぉなかゅぇさう-

くなす くぇ ゅけょうくぇ. ╃ぇくくうすっ ぉはたぇ 
けこけゃっしすっくう ゃ しこっちうぇかっく 
ょけおかぇょ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
いぇ うおけくけきうつっしおけ しなすさせょくう-
つっしすゃけ う さぇいゃうすうっ /¨╇][/ ゃ 
くぇゃっつっさうっすけ くぇ くぇえ-すなさゅけゃ-
しおうは きっしっち – ょっおっきゃさう. ]こけ-
さっょ すはた, しさっょくけ きっしっつくけ ゃしっ-
おう ぉなかゅぇさうく くぇょ 15 ゅけょうくう 
こうっ こけ かうすなさ ぇかおけたけか.

] 15 たうかはょう かっゃぇ しっ けぉけゅぇすう しないょぇょっくうはす こさっい きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ 《けくょ ゃ こけょおさっこぇ くぇ きかぇょうすっ おぇいぇくかなておう 

すぇかぇくすう, けしくけゃぇく けす [けすぇさう ╉かせぉ-╉ぇいぇくかなお う ╇くくぇさ 
〉うえか ╉かせぉ-╉ぇいぇくかなお. ]さっょしすゃぇすぇ ぉはたぇ くぇぉさぇくう くぇ ╀かぇ-

ゅけすゃけさうすっかくぇ ゃっつっさ きうくぇかぇすぇ しなぉけすぇ, 24-すう くけっきゃさう, ゃ 
くぇゃっつっさうっすけ くぇ 10-は さけあょっく ょっく くぇ ょぇきしおうは ╇くくぇさ 〉うえか 
╉かせぉ. 
120 おぇいぇくかなつぇくう う すったくう ゅけしすう ゃくっしけたぇ しゃけはすぇ かっこすぇ ゃ 

ょぇさうすっかしおぇすぇ しきっすおぇ, おけはすけ こさっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけょ-
おさっこう くぇえ-ういはゃっくうすっ ょっちぇ-すぇかぇくすう ゃ すったくう きっあょせくぇさけょ-
くう くぇゅさぇょう けす けかうきこうぇょう, おけくおせさしう う そっしすうゃぇかう. ‶けつっす-
くう ゅけしすう くぇ ゃっつっさすぇ ぉはたぇ っょくう けす くぇえ-ょけぉさうすっ こっょぇゅけいう, 
おけうすけ けすゃぇさはす こなすは くぇ おぇいぇくかなておうすっ すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ ゃ 
くぇせおぇすぇ う ういおせしすゃけすけ - そういうおなす 〈っけょけしう 〈っけょけしうっゃ, けす-

╁っつっ ぉかういけ ゅけょうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお う ょけぉさう たけさぇ けす 

ちはかぇすぇ しすさぇくぇ しっ けこうすゃぇす 
ょぇ こけきけゅくぇす くぇ 4-ゅけょうてくけ-
すけ きけきうつっ けす ╉ぇいぇくかなお ╋っ-
かうしぇ 【せおさう. ╃っすっすけ しすさぇょぇ 
けす ょっすしおぇ ちっさっぉさぇかくぇ こぇさぇ-
かういぇ う しっ くせあょぇっ けす しおなこけ-
しすさせゃぇとぇ けこっさぇちうは.
╁なこさっおう せしうかうはすぇ くぇ ぉかうい-

おうすっ, こさなしくぇすうすっ うい こさぇゃけ-
しかぇゃくうすっ たさぇきけゃっ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう 
おぇしうつおう う SMS-おぇきこぇくうはすぇ 
ゃ さぇいかうつくう うくそけさきぇちうけくくう  
しぇえすけゃっ, くせあくうすっ こぇさう いぇ 
かっつっくうっすけ くぇ ╋っかうしぇ ゃ おかう-
くうおぇ ゃ ╇いさぇっか ゃしっ けとっ くっ しぇ 

‶さけせつゃぇくっすけ っ すさぇょうちうけく-
くけ いぇ しゃっすけゃくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは. ‶さぇゃう しっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ 
こけ っょくけ う しなとけ ゃさっきっ, おぇすけ 
いぇ くせあょうすっ くぇ ういしかっょゃぇ-
くっすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ こけかい-
ゃぇす ょぇくくう けす 36 ょなさあぇゃう 
けす すさう さぇいかうつくう おけくすうくっく-
すぇ. ╃ぇくくうすっ けす ぉなかゅぇさうは しぇ 
くぇ ぉぇいぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
う くっ けぉたゃぇとぇす ょっちぇすぇ こけょ                                         
15-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. 
]ゃけっぉさぇいくぇすぇ ぇかおけたけかくぇ 

しゃっすけゃくぇ おかぇしぇちうは しっ ゃけょう 
けす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ かのおしっき-
ぉせさゅ, おけうすけ ういこうゃぇす しさっょくけ 
ゅけょうてくけ こけ 16 かうすさぇ ぇかおけ-
たけか くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ. 
‶け ょぇくくう くぇ ういしかっょゃぇくっすけ, 

こけょぇょっくう けす さけょくうすっ しこっちうぇ-
かうしすう, けおけかけ 45% けす おけくしせ-
きうさぇとうすっ ぇかおけたけか ぉなかゅぇさう 
くぇぉかはゅぇす くぇ しこうさすくうすっ くぇ-
こうすおう, 22% - くぇ ゃうくけ, ぇ 33% 
- くぇ ぉうさぇ. ′ぇょ 70 000 くぇてっく-
ちう しぇ ょうぇゅくけしすうちうさぇくう おぇすけ 

ぇかおけたけかうちう, おぇすけ ぉさけはす うき 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ. 
〈さっゃけあっく っ そぇおすなす, つっ ゃしっ 
こけゃっつっ あっくう こけこぇょぇす ゃ すぇいう 
おぇすっゅけさうは. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
ぉかういけ っょくぇ すさっすぇ けす ぉなかゅぇ-
さうすっ ういけぉとけ くっ ゃおせしゃぇす ぇか-
おけたけか, ぇ けおけかけ 17% せこけすさっ-
ぉはゃぇす こけ 50-60 ゅさぇきぇ ゃっょくなあ 
しっょきうつくけ.
′ぇ ぉぇいぇ すっいう ょぇくくう っおし-

こっさすうすっ けす ¨さゅぇくういぇちうはすぇ 
いぇ うおけくけきうつっしおけ しなすさせょくう-
つっしすゃけ しぇ おぇすっゅけさういうさぇかう 
ぉなかゅぇさうくぇ おぇすけ „しさっょくけしすうし-
すうつっしおう こうはくうちぇ” - すけっしす, 
こうっと し きはさおぇ, ゃなこさっおう つっ いぇ 
こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう おけ-
かうつっしすゃけすけ ぇかおけたけか, ういこうすけ 
しさっょくけ けす ゃしっおう ぉなかゅぇさうく, 
ょぇ っ くぇさぇしくぇかけ し ぉかういけ こけ-
かけゃうく かうすなさ.
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しなぉさぇくう. 
‶さっょう くはおけかおけ ょくう  18-ゅけ-

ょうてくぇすぇ ]うきけくぇ 』っさくっゃぇ, 
せつっくうつおぇ けす ‶╋╂ „′うおけかぇ 
¨ぉさっておけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, うい-
かっいっ し こさういうゃ おなき しゃけうすっ 
ゃさなしすくうちう う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ こけきけゅくぇす くぇ 
きけきうつっくちっすけ, ょぇゃぇえおう きせ 
てぇくし いぇ かっつっくうっ う あうゃけす. 
]うきけくぇ うくうちううさぇ おけくおせさし 

しさっょ ゃさなしすくうちうすっ しう いぇ さなつ-
くけ ういさぇぉけすっくう おぇさすうつおう  
いぇ こさっょしすけはとうすっ おけかっょくう 
こさぇいくうちう. 

ゅかっょぇか しすけすうちう せつっくう, しすせょっくすう う こさっこけょぇゃぇすっかう ょくっし ゃ くぇえ-ょけぉさうすっ かぇぉけさぇすけさうう う せくう-
ゃっさしうすっすう こけ しゃっすぇ, ┿かかぇ ┿くゅっかけゃぇ, さなおけゃけょうすっか くぇ ぉぇかっすくぇ そけさきぇちうは „╂さぇちうは” う ╄かっくぇ 
ぃかうはくけゃぇ, さなおけゃけょうすっか くぇ 【おけかぇすぇ こけ こうぇくけ おなき ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, ]すっそぇく 
》さうしすけゃ けす 【おけかぇすぇ こけ おかぇしうつっしおぇ おうすぇさぇ.      
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╋くけゅけ いぇぉけかはゃぇくうは ぉっい しなきくっくうっ しっ 
けすさぇいはゃぇす くぇ しなしすけはくうっすけ う ゃうょぇ くぇ 

くぇてぇすぇ おけあぇ. ′け くぇ おけう こさけきっくう っ くぇ
うしすうくぇ ゃぇあくけ ょぇ けぉさなとぇきっ ゃくうきぇくうっ う 
おぇお ょぇ ゅう “さぇいつうすぇきっ” こさぇゃうかくけ?
╄すけ おぇおゃけ おぇいゃぇす かっおぇさうすっ う おけあくうすっ 

しこっちうぇかうしすう こけ すけいう こけゃけょ.

╋ぇいくぇすぇ おけあぇ きけあっ ょぇ っ しうゅくぇか いぇ くっ
ゃさけすうつくけ いぇぉけかはゃぇくっ うかう さぇいしすさけえしすゃけ 
くぇ かうこうょくうは けぉきっく.

┿おけ おけあぇすぇ っ こさうょけぉうかぇ あなかすっくうおぇゃ 
けすすっくなお, すさはぉゃぇ いぇょなかあうすっかくけ ょぇ うい
しかっょゃぇすっ つっさくうは しう ょさけぉ う あかなつおぇすぇ, 
すなえ おぇすけ しぇ ゃないきけあくう ゃないこぇかうすっかくう 
こさけちっしう.

╀かっょぇすぇ きかっつくけぉはかぇ おけあぇ きけあっ ょぇ っ 
こけおぇいぇすっか くぇえ-ゃっつっ いぇ ょゃぇ っゃっくすせぇか
くう こさけぉかっきぇ: ぇくっきうは いぇさぇょう くっょけしすうゅ 
くぇ あっかはいけ うかう くぇさせてっくうは ゃ ょうてぇくっすけ 
- いくぇお いぇ いぇぉけかはゃぇくっ くぇ ぉっかうすっ ょさけぉけ
ゃっ. ╅っかぇすっかくけ っ ょぇ しう くぇこさぇゃうすっ おさなゃくぇ 
おぇさすうくぇ う さっくすゅっくけゃぇ しくうきおぇ.

¨ぉとぇすぇ ぉかっょけしす, しなつっすぇくぇ しなし しうくおぇゃ 
けすすっくなお (けしけぉっくけ けおけかけ くけしぇ う くけおすうすっ), 
っ はゃっく しうゅくぇか いぇ こさけぉかっきう しなし  しなさちっすけ.  
′ぇかけあうすっかくけ っ ょぇ しう くぇこさぇゃうすっ  ╄╉╂ う 
こさけぉぇ し くぇすけゃぇさゃぇくっ.

╋さぇきけさくぇすぇ おけあぇ  ゅけゃけさう いぇ おさったおう 
おさなゃけくけしくう しなょけゃっ う けぉさぇいせゃぇくっ くぇ こけ
ょおけあくう たっきぇすけきう.

¨すこせしくぇすぇすぇ う こけゃったくぇかぇ おけあぇ っ ゃなくて
くぇ こさけはゃぇ くぇ たさけくうつくけ いぇぉけかはゃぇくっ, おけっ
すけ ういすけとぇゃぇ けさゅぇくういきぇ.

╉けあぇすぇ, おけはすけ かなとう, きけあっ ょぇ っ こさう
いくぇお いぇ くっゃさけすうつくう さぇいしすさけえしすゃぇ.

╇きぇ いくぇおけゃう いぇ ╉ぇいぇくかなお かうちぇ. 〈ぇおうゃぇ, おけうすけ, おぇすけ ゅう ゃうょうて くぇ せかうちぇすぇ, さぇい-
こけいくぇゃぇて. ╄ょくけ けす すはた いぇ こけおけかっくうは おぇいぇくかなつぇくう っ かうちっすけ  くぇ ╂っけさゅう ‶けこけゃ. 
〈けえ  う ょけしっゅぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ ぉなょっ いぇぉっかはいぇく – ちゃっすくけすけ そうてせ くぇ ゃさぇすぇ, しすけえ-
おぇすぇ, きぇくうっさなす – ぇさすうしす! ╁しなとくけしす – こけ こさけそっしうは – おけくしすさせおすけさ う こさけっおすぇくす ゃ 
けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ う さぇいゃけえくう すったくけかけゅうう ゃ くはおけゅぇてくけすけ ′╇〈╇. ¨ぉぇつっ, 
すけゃぇ っ しはおぇて きっあょせ ょさせゅけすけ. ┿ ょさせゅけすけ っ – 〈っぇすなさなす – ぇおすぬけさしすゃけすけ う さっあう-
しせさぇすぇ. ╇ こけっいうはすぇ. ╇ さっちうすぇかうすっ. ╇ – ぇゃすけさしすゃけすけ くぇ たうきくぇ くぇ ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし”, おぇおすけ しっ おぇいゃぇてっ ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお ょくってくうはす 
„┿さしっくぇか” ┿╃. ╂っけさゅう ‶けこけゃ しこっつっかうか おけくおせさしぇ いぇ  たうきくぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ, しかっょ おぇすけ 9 ゅけょうくう くぇょこさっゃぇさぇすぇ しっ こさけゃぇかはかぇ いぇさぇょう かうこしぇ くぇ ょけぉなさ 
すっおしす. ]っゅぇ しう しこけきくは すけゃぇ こけつすう しかせつぇえくけ..., くけ けとっ しう こぇいう しすうたけゃっすっ, こけ おけうすけ 
たうきくなす ぉうか くけすうさぇく けす ╇ゃぇく 【うさけゃ.
╂っけさゅう ‶けこけゃ くっ っ ういおかのつっくうっ – くっゅけゃうはす ぇおすうゃっく あうゃけす ゃ しぇきけょっえくけしすすぇ いぇ 

たうかはょう けさなあっえくうちう っ っしすっしすゃっくぇ  つぇしす けす  くっとぇすぇ. ╁ っょくけ けすきうくぇかけ ゃっつっ ゃさっきっ, 
おけっすけ, けぉぇつっ, しかっょゃぇ ょぇ くっ しっ いぇぉさぇゃは. ╇ おけっすけ くはおけえ くはおけゅぇ っ いぇこっつぇすぇか ょけさう ゃ 
ういょぇょっく ┿かきぇくぇた, おけえすけ ょくっし っょゃぇ しっ くぇきうさぇ. ╂っけさゅう ‶けこけゃ しう ゅけ うきぇ. ′はおけえ きせ 
ゅけ こけょぇさうか – いぇさぇょう うきっすけ きせ, けすぉっかはいぇくけ こけ しすさぇくうちうすっ – こっつぇす けす あうゃけすぇ くぇ 
ちはかけ っょくけ こけおけかっくうっ.

》うかはょう くっ きけゅぇす ょぇ いぇぉさぇ-
ゃはす けくは こさうゃかっおぇすっかっく 

きなあ くぇ しちっくぇすぇ くぇ ′ぇさけょくけ 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ” - ょせぉかぬけさなす 
くぇ ╁うょうく ╃ぇしおぇかけゃ ゃ さけかはすぇ くぇ 
『ぇさ ╋うくっかぇえ, こぇさすくぬけさなす くぇ 
╋ぇさうぇくぇ ╁なかおけゃぇ ゃ „‶さけそっしうは 
いぇ ぇくゅっかう”,  おせかすけゃぇすぇ いぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ こせぉかうおぇ ゃ ╉ぇそっ-
すっぇすなさぇ くぇ くけとくうは ぉぇさ – „╉ぇ-
こぇく いぇ しぇきけすっく きなあ” し ╋うくつけ 
╊ぇかっゃ, ょせっすうすっ し ╋ぇさうは ]すけは-
くけゃぇ ゃ ╋せいうおぇかくうは すっぇすなさ おなき 

つうすぇかうとっすけ. 
„╄ょくぇ おぇかけさうは くっあくけしす” しっ 

うゅさぇっ 60 こなすう, くっゅけゃう しこっお-
すぇおかう ゃ くけとくうは ぉぇさ くぇ たけすっか 
„╉ぇいぇくかなお” しぇ ういうゅさぇくう こけゃっつっ 
けす しすけ こなすう...
‶けいくぇゃぇきっ ╂っけさゅう ‶けこけゃ う し 

こかなすくうは きせ ゅかぇし けす さっちうすぇちうう 
こけ ゃしうつおう ゅさぇょしおう すなさあっしすゃぇ 
– けす こさぇいくっくしすゃぇすぇ くぇ ╀せいかせ-
ょあぇ ょけ こけつうすぇくっすけ こぇきっすすぇ くぇ 
┿こけしすけかぇ ╊っゃしおう こさっょ こかけつぇ-
すぇ くぇ たぇくぇ くぇ ╀ぇぉぇ ╂ぇくぇ しさっ-
とせ こけとぇすぇ. ′っゅけゃうはす いゃせつっく う 
けすさぇぉけすっく ゅかぇし ょけくぇしは ょっしっすおう 

くぇゅさぇょう けす おけくおせさしう いぇ 
さっちうすぇちうう, くけ う こさけゃけおう-
さぇ せ ‶けこけゃ かのぉけゃすぇ おなき 
しすうたけゃっすっ. 〈ぇおぇ うきっくくけ しっ 
さぇあょぇ う すっおしすなす くぇ たうきくぇ 
くぇ けさなあっえくうちうすっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, すぇおぇ しっ さぇあょぇ う しすうたけ-
しぉうさおぇすぇ „]かっょぇ けす ゅぇしくっ-
とぇ いょゃっいょぇ” こさっい 2006-すぇ. 
〈ぇおぇ うょゃぇす う おけきこけいうちう-
うすっ こけ くっゅけゃう すっおしすけゃっ 
くぇ ╇ゃぇく 【うさけゃ, ╈けしおけ 
╈けしうそけゃ, ╀けさうし ]すさうく-

しおう, ]すっそおぇ 
╉ぇさぇこっくっゃぇ 
う かのぉうきうは 
くぇ すさっすぇすぇ 
ゃないさぇしす ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ 
ょくっし – ′っくけ 
╉ さ ぇ つ ぇ く け ゃ , 
ょぇか きせいうおぇ-
かっく あうゃけす 
くぇ 24 しすうたけ-
すゃけさっくうは くぇ 
╂っけさゅう ‶け-
こけゃ. ‶けかはすぇ 
くぇ 〈さぇおうは, 
くっぉっすけ くぇょ 
╀ せ い か せ ょ あ ぇ , 
しゃっすかうくぇすぇ 
くぇ ‶うさうく, 
ぉさういなす くぇ 
╁ぇさくぇ, ゃっす-
さけゃっすっ くぇ 
【うこおぇ う ょな-
たなす くぇ [けいけ-
ゃぇすぇ ょけかうくぇ 
しぇ いぇこっつぇすぇ-
くう ゃ きっさっ-
くぇすぇ さっつ くぇ 
╂っけさゅう ‶け-

こけゃ, おけはすけ ょぇゃぇ あうゃけす う 
くぇ しすうたけゃっ いぇ かのぉけゃすぇ う 
おけこくっあうすっ つけゃっておう. ′け - 
おけくしすさせおすけさなす けす ′╇〈╇ っ 
こけいくぇす くぇえ-ゃっつっ おぇすけ

╂っけさゅう ‶けこけゃ
– 〈っぇすさぇかなす. 

¨とっ こさっょう ぉかういけ 30 ゅけ-
ょうくう ‶けこけゃ ゃなゃっか ゃ こさぇお-
すうおぇすぇ しう きけょっかぇ くぇ „〈っぇ-
すなさ ゃ おせそぇさ”. ╁なゃ ゃさっきっすけ 

くぇ すっあおうすっ う すさせょくけ きけぉうか-
くう こけしすぇくけゃおう すけえ しなぉさぇか 
けおけかけ しっぉっ しう, くぇ こさうくちうこぇ 
くぇ つぇしすくぇすぇ すさせこぇ, ゅさせこぇ しぇ-
きけょっえちう けす ′╇〈╇. 』ぇおぇか ゅう 
しかっょ さぇぉけすぇ ゃ „こっす う こっす” う 
こけっきぇかう こけ ゅさぇょけゃっ う こぇ-
かぇくおう こさう こせぉかうおぇすぇ. ]ぇきう 
しう ういおぇさゃぇかう こさうたけょうすっ, 
こけおさうゃぇかう しう さぇいたけょうすっ う 
こっつっかっかう こけ きぇかおけ. ‶けこけゃ 
っ さっあうしぬけさ, ういこなかくうすっか くぇ 
ゅかぇゃくぇすぇ さけかは, こけっきぇ きせいう-
おぇかくけすけ けそけさきかっくうっ, しすぇゃぇ 
ぉうかっすけこさけょぇゃぇつ. ‶なすせゃぇす 
し かうつくぇすぇ きせ おけかぇ, こけっきぇす 
さうしおけゃっすっ くぇ すっあおうすっ こなすう-
とぇ う すなきくうすっ くけとう – いぇさぇょう 
っょくぇすぇ すさなこおぇ すっぇすさぇかくぇ. 
〈ぇいう すさなこおぇ, かのぉけゃすぇ おなき 
すっぇすなさぇ, ょけくっしかぇ くぇ ╂っけさゅう 
‶けこけゃ 6 いかぇすくう きっょぇかぇ けす 
さっこせぉかうおぇくしおう そっしすうゃぇかう, 
20 こけしすぇゃっくう いぇゅかぇゃうは, くぇょ 
50 さけかう. ‶けこけゃ こうてっ 4 しゃけう 
こうっしう, けす おけうすけ っょくぇ っ こけ-
しすぇゃっくぇ - „╉ぇさょうけかけゅうは くぇ 
しなゃっしすすぇ”. ′ぇ しぇきけょっえくぇすぇ 
しちっくぇ くぇ „┿さしっくぇか”, こけ うょっは 
くぇ くっいぇぉさぇゃうきうは ‶っすなさ ╁う-
ょっゃ, しなすさせょくうお くぇ さぇょうけすけ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, ‶けこけゃ こけ-
しすぇゃは „╉さぇょっちなす くぇ すさけかっえ-
ぉせしう” くぇ ╂っけさゅう ╃ぇくぇうかけゃ, 
おけはすけ しこせおぇかぇ こけ てっゃけゃっすっ 
しぇかけくぇ くぇ ょけきぇ くぇ おせかすせさぇ-
すぇ, ゃ おけえすけ しすなさつぇかう こけくっ 
しすけ こさぇゃけしすけはとう.
╁しなとくけしす, ‶けこけゃ ょぇかっつ くっ 

っ しぇきけょっっち くぇ ういちはかけ しぇきけ-
ょっえくう くぇつぇかぇ. ]かっょ こなさゃう-
すっ しう けこうすう ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ  
う しかっょ こけぉっょぇすぇ ゃ おけくおせさし 
いぇ さっちうすぇすけさう, ぉなょっとうはす 
かのぉうきっち くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
こせぉかうおぇ いぇゃなさてゃぇ 【おけかぇ-
すぇ いぇ さっあうしせさぇ う ぇおすぬけさしおけ 
きぇえしすけさしすゃけ, けぉせつぇゃぇかぇ ゃ 
こさけそっしうけくぇかういなき すぇかぇくす-
かうゃう しぇきけょっえちう こけ けくけゃぇ 
ゃさっきっ. ¨しくけゃくけすけ, けぉぇつっ, ゃ 
さぇぉけすぇすぇ ゃ すっぇすなさぇ, しこけさっょ 
╂っけさゅう ‶けこけゃ, っ くっ こさけしすけ 
けぉせつっくうっすけ, ぇ けくけゃぇ, おけっすけ 
すう うょっ けすゃなすさっ, つせゃしすゃけすけ, 
つっ ”しう ゅけ うきぇて”, ょぇょっくけすけ 
しゃうてっ – ょぇさぉぇすぇ...  

╀なかゅぇさうは
╂っけさゅう ‶けこけゃ

]なぉさぇかぇ しう くぇ しかなくちっすけ かなつうすっ,
くぇ こさけかっすすぇ くぇえ-こさっかっしすくうは ちゃはす,
さけきぇくすうおぇすぇ ぉはかぇ くぇ ぉさっいうすっ, 
ゃなかてっぉくうは くぇ さけいう ぇさけきぇす.

╆ぇ すっぉ きけさっすけ 』っさくけ しっ ゃなかくせゃぇ,
し ゃなかくうすっ おなこっ すゃけえすっ ぉさっゅけゃっ
う ぉはかぇ こはくぇ くっあくけ すっ ちっかせゃぇ
ょけ しっくおうすっ くぇ ょさっゃくう かっしけゃっ.

╂けさうすっ すう ゃっくちう しぇ けす ゅうさかはくょう!
╁けょうすっ – たかぇょくう ぉうしっさくう しなかいう!
‶けかはすぇ すう しぇ ちゃっすくう ょうぇきぇくすう!
′っぉっすけ はしくけ – いかぇすくけ けす いゃっいょう!

╁なゃ ゃしはおぇ こっしなつうくおぇ ゃっおけゃっすっ
けしすぇゃうかう しぇ しゃけうすっ しかっょう,
っこけたうすっ ういきっしすゃぇす ぉけゅけゃっすっ,
いぇゃうょっかう くぇ すゃけえすっ おさぇしけすう.

╇ ぇい くぇ こっしなつうくおぇ とっ こさっゃなさくぇ
しなさちっすけ しう ゃ こけしかっょくうは きう つぇし.
╇ すっぉ しゃっとっくぇ ちはかぇ とっ こさっゅなさくぇ
う とっ しっ しかっは ちはか ゃなゃ すっぉっ ぇい.

〈ぇは ょぇさぉぇ う しっゅぇ くっ きせ ょぇゃぇ 
きうさぇ. ╇しおぇ きせ しっ ょぇ さっあうしう-
さぇ, こぇお ょぇ しう うきぇ すさせこぇ, ょぇ 
ゃなさくっ ゃさっきっすけ くぇ ╉ぇそっ-すっぇ-
すなさぇ, きぇおぇさ ょぇ けしないくぇゃぇ, つっ 
ょくっし ぉう さぇぉけすうか こさう ょぇかっつ 
こけ-しこけおけえくう すっきこけゃっ.  ′ぇ-
ゃさっきっすけ しぇきけ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ 
う すけえ うきぇかう こけ くぇょ 5 さけかう 
ゃ ょっえしすゃぇとう しこっおすぇおかう くぇ 
きっしすくぇすぇ しちっくぇ. ╋うくつけ うゅさぇ-
っか ゃ 6 こうっしう, ‶けこけゃ – ゃ 5. 
〈けゃぇ ぉうかけ ゃさっきっすけ くぇ くっいぇ-
ぉさぇゃうきうすっ „》なてけゃっ”, こけしすぇ-
ゃっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ]すっそぇく 
╂っちけゃ, うゅさぇくう ゃ ′ぇさけょくうは 
すっぇすなさ, こけしすぇゃうかう さっおけさょぇ 
けす 102 こさっょしすぇゃかっくうは! ┿ゃ-
すけさうすっすなす くぇ ╂っちけゃ, けつぇお-
ゃぇくうはす ぉせき くぇ こけしすぇくけゃおぇすぇ 
う しすさけゅうはす  くさぇゃ くぇ こけしすぇ-
くけゃつうおぇ, けぉぇつっ, こけ しけぉしすゃっ-
くうすっ ょせきう くぇ ╂っけさゅう ‶けこけゃ, 

くっ こけこさっつっかう くぇ けさなあっえくうは 
おけくしすさせおすけさ ょぇ けすおぇあっ さけかは 
ゃ „》なてけゃっ”! – うきぇか こさうくちう-

ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ
╁ ぉさ. 43 くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか”, ゃ 〉すけつくっくうっ くぇ しすさ. 2, くっおけさっおすくけ っ こけしけつっくけ, つっ うくあ. ‶っすなさ ╆っかっくおけゃ っ しないょぇょっかはす くぇ ぉぇさせすくけすけ こさけうい-

ゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃. 
〈けゃぇ くっ っ ゃはさくけ. ╇くあ. ╆っかっくおけゃ うきぇ しなとっしすゃっく こさうくけし いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ, くけ くっ っ くっゅけゃ しないょぇすっか. 〈けえ っ ぉうか ょなかゅけゅけょうてっく さなおけ-

ゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „╀ぇさせすう“ ゃ ′╇〈╇. ‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ しぇ しないょぇょっくう しそっさうつくう ぉぇさせすう う うくしすぇかぇちうう いぇ すはたくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか“ 
┿╃. ┿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. ╅っかぇっき ょなかゅう ゅけょうくう いょさぇゃっ くぇ ゅ-く ╆っかっくおけゃ.

こう. ]かっょ おぇすけ ‶けこけゃ さっこっ-
すうさぇか こけつすう ょけおさぇえ さけかはすぇ 
くぇ ╁かぇょうおけゃ, いぇさぇょう くっゅかう-
あうさぇくっすけ くぇ せつぇしすうっすけ ゃ 
„》なてけゃっ” くぇ うしおさうしすぇ ╁ぇしうか 
【うゃっくおけゃ, ‶けこけゃ けすおぇいぇか ょぇ 
こさけょなかあう. ╇ しっゅぇ けとっ たさぇくう 
ゃうくぇ おなき ╂っちけゃ いぇすけゃぇ - くっ 
くぇきっさうか こけゃけょ ょぇ しっ ういゃうくう. 
╃けこうさなす し ういゃっしすくうすっ いぇ 

‶けこけゃ くっ しこうさぇ ょけ すせお. ] 
さぇぉけすぇすぇ きせ ゅけ こけいくぇゃぇす ゃ 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. [ぇぉけすぇすぇ くぇ 
しちっくぇすぇ し くぇえ-こけこせかはさくぇすぇ 
あっくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, しなとけ っ 
そぇおす けす ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ ╂っ-
けさゅう ‶けこけゃ.

‶けこけゃ こさなゃ さっあうしうさぇか 
╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ 

‶ぇゃかけゃぇ すけえ けすおさうか しさっょ 
しぇきけょっえちうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, 
くはおけえ きせ おぇいぇか いぇ くっは... ] 
╃ぇさうくぇ, おけはすけ う しっゅぇ たぇさっし-
ゃぇ, いぇさぇょう せしこったぇ え, ╂っけさゅう 
‶けこけゃ さっこっさうすぇか „╋っょうおぇ-
きっくすけいくけ けすさぇゃはくっ”, うゅさぇ-
くぇ 230 こなすう! ╃ぇさうくぇ うゅさぇっ 
[せきはくぇ - ゅかぇゃくぇすぇ あっくしおぇ 
さけかは. ╀うかぇ っょくぇ けす くぇえ-ょけ-
ぉさうすっ くぇ しちっくぇすぇ. ‶けしかっ, ょけ-
おぇすけ ╃ぇさうくぇ せつう ゃなゃ ╁╇〈╇╆,  
‶けこけゃ しなとけ しかっょうか ういはゃうすっ 
え, ょけさう しっ ゃうあょぇかう ゃ ]けそうは. 
╀うかけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ぉなょっ-
とぇすぇ くぇえ-ぉけゅぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ 
あうゃっっかぇ こけゃっつっ けす しおさけきっく 
しすせょっくすしおう あうゃけす.  
╂っけさゅう ‶けこけゃ ょくっし っ こっく-

しうけくっさ. 】っさおぇすぇ っ ゃ ╇すぇ-
かうは. ╃けきぇてくうすっ かのぉうきちう 

》そたそう たちひう ちかきけつけちあし けすかせけてあてあ さあくあせしひねあせさあ ╉あちけせあ 》あうしそうあ 

しぇ きせ しかぇぉけしす, 
しなさちっ くっ きせ ょぇゃぇ 
ょぇ ゅう けしすぇゃう ぉっい-
こさういけさくう. ╂かっ-
ょぇ 10 おけすおう  う 2 
おせつっすぇ, ょなかぉけおけ 
こさうゃなさいぇく っ おなき 
あうゃけすくうすっ. ╇ おなき 
〈っぇすなさぇ, さぇいぉうさぇ 
しっ! ‶ぇいう しう かっくすう 
けす こさっょしすぇゃかっ-
くうは, ゅかっょぇ ゅう し 
こさうはすっかう, きっつすぇっ 
けすくけゃけ ょぇ こけしすぇ-
ゃは... ‶さけたけょうか  
15-ゅけょうてっく くぇ 
しちっくぇすぇ ゃ ╃うきう-
すさけゃゅさぇょ, けすおぇ-
いぇか こけおぇくぇ ゃ 》ぇ-
しおけゃしおうは すっぇすなさ, 
くぇすさせこぇか けこうすぇ 
し 20 さっあうしぬけさう, 
ういうゅさぇか 50 さけかう, 
こけしすぇゃうか 20 こうっ-
しう, くぇこうしぇか しゃけう 
4... ╁しうつおけ すけゃぇ - 
„きっあょせ ょさせゅけすけ”, 
ょけおぇすけ さぇぉけすうか 
ゃ ′╇〈╇. ′け ぉっい 
くうおけゅぇ ょぇ しきっしゃぇ 
っょくけすけ し ょさせゅけすけ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╇しすうくしおけ いぇゃさなとぇくっ くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ
ぉぇおつうっゃ” こさう しゃけはすぇ おぇいぇくかなておぇ こせぉかうおぇ  しかっょ ょさぇきぇ

すうつくけすけ こさけすっしすくけ いぇ すさせこぇすぇ かはすけ しっ しかせつう し こさっきうっさぇすぇ 
くぇ „╋っあょせ ょゃぇ しすけかぇ“けす [っえ ╉せくう ゃ いぇかぇすぇ  くぇ ╁けっくくうは おかせぉ 
くぇ 15-すう くけっきゃさう.
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ こけゃっつっ けす ょゃっ しっょきうちう しこっおすぇおなかなす 

てうさけおけ しっ おけきっくすうさぇ けす ゃしうつおう, おけうすけ しぇ ゅけ ゅかっょぇかう, すなさ

しはす しっ ぉうかっすう, くっとけ, おけっすけ 
きっしすくぇすぇ こせぉかうおぇ けすょぇゃくぇ 
くっ こけきくう ょぇ しっ っ しかせつゃぇかけ 
し こけしすぇくけゃおう くぇ けぉとうくしおうは 
すっぇすなさ.  ╀かっしすはとぇすぇ うゅさぇ くぇ 
ぇおすぬけさうすっ, ゃこっつぇすかはゃぇとぇすぇ 
さっあうしせさぇ う すけこかけすけ こけしさっ
とぇくっ けす こせぉかうおぇすぇ くぇ しすぇさう 
う くけゃう かのぉうきちう くはきぇ おぇお ょぇ 
くっ しっ こけきくはす ょなかゅけ. 
╂けかはきけすけ しう いぇゃさなとぇくっ くぇ 

しちっくぇすぇ くぇこさぇゃう  おけかけさうすくぇ
すぇ ぇおすさうしぇ ╇さっくぇ ╃せくぇゃしおぇ, 
せゃけかくっくぇ こさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう けす しすぇさけすけ さなおけゃけょ
しすゃけ くぇ すっぇすなさぇ. ╃けぇえっくなす 
くぇ しちっくぇすぇ ╂っけさゅう ┿くすけゃ ぉっ 
こけしさっとくぇす う ういこさぇすっく けす 
こせぉかうおぇすぇ し ぉせさは けす けゃぇちうう. 
′ぇ さけょくぇ おぇいぇくかなておぇ しちっくぇ 
けすくけゃけ ょけえょっ う ╂っけさゅう ┿すぇ
くぇしけゃ, こけいくぇす くぇこけしかっょなお 
おぇすけ てけせきっく う すゃ-ゃけょっと けす 
くぇちうけくぇかくうは っそうさ. ¨すかうつくぇ 
さけかは くぇこさぇゃう う ¨かっくぇ 【う
ょっさけゃぇ - つせあょっくおぇすぇ, くぇきっ

さうかぇ かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ しう 
う しゃけっすけ しっきっえしすゃけ ゃ ╉ぇいぇく
かなお. ╊のぉうきうはす  ぇおすぬけさ ]すっ
そぇく ╋ぇさおけゃ けすくけゃけ うゅさぇっ, 
しかっょ おぇすけ ゅけょうくう しすけは ういゃなく 
しちっくぇすぇ こけ こさっちっくおぇ くぇ ぉうゃ
てうは ょうさっおすけさ. 
┿おすぬけさしおぇすぇ すっあっしす くぇ  

しこっおすぇおなかぇ ういくっしけたぇ ぇぉしけ
かのすくけ こさけそっしうけくぇかくけ きかぇ
ょうすっ, くけ いぇ こけさっょっく こなす ょけ
おぇいゃぇとう しっ せしこってくけ,  ╋うかっく 
╁ぇくゅっかけゃ う ]すけはく [せきっくうく, 
おけうすけ ゃっつっ しぇ すなさしっくう いぇ ぇゃ
すけゅさぇそう.
╁ おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ しっ 

ゃなさくぇ う せしきうゃおぇすぇ くぇ さっあう
しぬけさぇ ]なぉう ]なぉっゃ, し おけゅけすけ 
すっぇすなさなす ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけたけ
ょう おぇすけ こさけそっしうけくぇかっく こさっ
ょう 14 ゅけょうくう. 
╋せいうおぇすぇ いぇ しこっおすぇおなかぇ 

こさっょけしすぇゃう けぉうつぇくぇすぇ ゅさせこぇ 
„¨しすぇゃぇ“, つうえすけ „ょゃうゅぇすっか“ 
╅けさけ っ おぇいぇくかなつぇくうく.
╇いぉけさなす くぇ „╋っあょせ ょゃぇ 

しすけかぇ“ くぇ [っえ ╉せくう くけしう  
ょゃせつぇしけゃぇ くっしこうさくぇ っきけちうは 
いぇ こせぉかうおぇすぇ. ╄ょくぇ けす くぇえ-
うゅさぇくうすっ こうっしう ゃっつっ こけつすう 
こけかけゃうく ゃっお こけ ちっかうは しゃはす, 
つうえすけ ぇゃすけさ っ くけしうすっか くぇ 
おさぇかしおぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ╁っかう
おけぉさうすぇくうは, っ しうすせぇちうけくくぇ 
おけきっょうは し くっょけさぇいせきっくうは, 
さぇいきうくぇゃぇくうは, こぇさぇょけお
しぇかくう きけきっくすう. ‶せぉかうおぇすぇ 
くうすけ しっおせくょぇ くっ けしすぇゃぇ うい
ゃなく くぇこさっあっくうっすけ くぇ うくすさう
ゅぇすぇ し きくけゅけ うしおさっく しきはた. 
[っあうしぬけさしおけすけ さってっくうっ いぇ 
ょうくぇきうおぇすぇ くぇ しこっおすぇおなかぇ, 
ゃこうしぇくぇ ゃ しちっくけゅさぇそうはすぇ 
くぇ ╇ゃぇく ╀けはょあうっゃ, すっぇ
すなさ-きぇえしすけさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
すさせこぇ, ういゃっあょぇくっすけ くぇ くぇえ-
ょけぉさうすっ おぇつっしすゃぇ くぇ ぇおすぬけさ
うすっ ゃ しなけすゃっすくうすっ うき さけかう, 
こさっしないょぇゃぇす  いぇゅかぇゃうっすけ けす 
すゃけさつっしすゃけすけ くぇ [っえ ╉せくう ゃ 
うしすうくしおう こさぇいくうお くぇ きっしすくぇ
すぇ しちっくぇ.

〈┿

Ɂɞɪɚɜɧɨ

╋ぇいくぇすぇ おけあぇ っ こさけはゃぇ くぇ たうこっさそせくお
ちうは くぇ きぇしすくうすっ あかっいう うかう っ さっいせかすぇす けす 
くぇさせてっくうは ゃ かうこうょくうは (きぇしすくうは) けぉきっく.  
′っこさっきっくくけ しう くぇこさぇゃっすっ こなかくぇ おさなゃくぇ 
おぇさすうくぇ う ういしかっょゃぇくっ くぇ たさぇくけしきうかぇ
すっかくぇすぇ しうしすっきぇ.

』っさゃっくうすっ こっすくぇ こけ かうちっすけ しぇ しうゅくぇか 
いぇ しおかけくくけしす おなき たうこっさすけくうは /ゃうしけおけ 
おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ/. ┿おけ  おさなゃすぇ こさっかうゃぇ 
おなき ぉせいうすっ う てうはすぇ, すけゃぇ しなとけ っ うくょうおぇ
すけさ いぇ ゃうしけおけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ.

]せたぇすぇ (ゃけしなつくぇ) おけあぇ きけあっ ょぇ っ こさう
いくぇお いぇ たさけくうつっく ゅぇしすさうす, はいゃぇ くぇ しすけきぇ
たぇ うかう ょゃぇくぇょっしっすけこさなしすくうおぇ.

┿おけ うきぇすっ せつぇしすなちう しなし しせたぇ おけあぇ ゃなさ
たせ かぇおすうすっ,  すけゅぇゃぇ くぇえ-つっしすけ しすぇゃぇ  ゃな
こさけし いぇ けぉとけ けすしかぇぉゃぇくっ くぇ うきせくうすっすぇ 
う ぇゃうすぇきうくけいぇ, けしけぉっくけ いぇ くっょけしすうゅ くぇ 
ゃうすぇきうくう けす ゅさせこぇ ╁.

╀かっょぇすぇ こけさっしすぇ おけあぇ, し かっおう けすけちう, けし
くけゃくけ こけ かうちっすけ う こさぇしちうすっ, っ しうゅくぇか いぇ 
っゃっくすせぇかくう ぉなぉさっつくう いぇぉけかはゃぇくうは うかう 
ょさせゅう いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう 
し けすょっかうすっかくぇすぇ しうしすっきぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しう 
くぇこさぇゃうすっ ういしかっょゃぇくっ くぇ せさうくぇすぇ, ぉうけ
たうきうは くぇ おさなゃすぇ う せかすさぇいゃせおけゃ こさっゅかっょ 
くぇ けさゅぇくうすっ くぇ きぇかおうは すぇい.

′っさぇゃくぇすぇ おけあぇ し さぇいかうつっく ちゃはす けぉうお
くけゃっくけ っ さっぇおちうは くぇ こさっおぇかっくけ ゅけかはきけ
すけ おけかうつっしすゃけ てかぇおぇ う  すけおしうくう ゃ けさ
ゅぇくういきぇ. ′ぇえ-きぇかおけすけ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃうすっ ゃ すけいう しかせつぇえ, っ さぇいすけゃぇさゃぇと 
けつうしすうすっかっく さっあうき. ┿おけ う すけゃぇ くっ こけ
きけゅくっ, くっこさっきっくくけ こけすなさしっすっ おけくしせかすぇ
ちうは しなし しこっちうぇかうしす. 』っしすけ すけゃぇ っ しうゅくぇか 
いぇ ょさっきっとぇ ぉけきぉぇ ゃ けさゅぇくういきぇ ゃう.

                           
     〈┿



330 ноември 2012 г. ȿɤɫɩɟɪɬɧɨɇɨɜɢɧɢ

おけ
か
ぇ 

2
 か

う
ち
っ

ぁ╊【¨『¨ ╇╅『¨╅〉【╅ ′╅ 
【】〉╊]╅ 》《╉ ぃ¨》[╅

ɏɪɨɧɢɤɚ》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

〉╅》】』〉╅ 〉¨ っ〉[《 《『【╅[ぁ¨‶』[¨

 たうかはょう かっゃぇ しすさせゃぇ いぇこけつくぇかぇすぇ さっしすぇゃさぇちうは くぇ 
ゃうかぇ “[けい”- しゅさぇょぇすぇ, おなょっすけ しっ っ こけきっとぇゃぇかぇ  きうかうちうはすぇ  
しかっょ 9-すう しっこすっきゃさう 1944  ゅけょうくぇ う おなょっすけ しっゅぇ しぇ くぇしすぇ-
くっくう つぇしす けす しかせあぉうすっ くぇ [‶〉-╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しなけぉとう ゅか. 
おけきうしぇさ ¨╃‶ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ┿かっおしう ┿かっおしうっゃ. 
‶ぇさうすっ しぇ けす ぉのょあっすぇ くぇ ╋╁[. 『はかけしすくぇすぇ さっしすぇゃさぇちうは くぇ 

おなとぇすぇ, おけはすけ っ こぇきっすくうお くぇ おせかすせさぇすぇ し きっしすくけ いくぇつっくうっ, 
しっ ういゃなさてゃぇ こけ  こさけっおす, けょけぉさっく けす ╇くしすうすせすぇ いぇ こぇきっすくう-
ちうすっ くぇ おせかすせさぇすぇ.  
╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ おなとぇすぇ, おけはすけ っ くぇ そぇきうかうはすぇ さけ-

いけすなさゅけゃちう 》さうしすけゃう, しっ ういゃなさてゃぇ けす しすぇさけいぇゅけさしおぇ そうさきぇ 
しかっょ こさけゃっょっく おけくおせさし. 
]ゅさぇょぇすぇ っ しすさけっくぇ こさっい 1908 ゅけょうくぇ う うきぇ せくうおぇかくぇ ぇさ-

たうすっおすせさぇ.
[っきけくすなす くぇ  おなとぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさうおかのつう こさっい きぇえ ょけゅけ-

ょうくぇ. 

〈ぇかぇくすかうゃうすっ きかぇょう う こけこ うい-
こなかくうすっかおう けす ╉ぇいぇくかなお – ′ぇ-

ょっあょぇ ╃うきうすさけゃぇ う ╇ゃっかうくぇ ]すぇく-
つっゃぇ, しこっつっかうたぇ こさっしすうあくう きっしすぇ 
くぇ そうくぇかうすっ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは こけこ 
おけくおせさし ゃ ╀っさかうく - “╀っさかうくしおぇ 
こっさかぇ”. ╃ゃっすっ きけきうつっすぇ しぇ ゃないこう-
すぇくうつおう くぇ ゃけおぇかくうは こっょぇゅけゅ ]すっ-
そおぇ ╃っくっゃぇ. 《けさせきなす, くぇ おけえすけ 
せつぇしすゃぇたぇ ょゃっすっ きけきうつっすぇ ゃ ╀っさ-
かうく, っ けこさっょっかはく  おぇすけ ょっすしおぇすぇ 
╄ゃさけゃういうは. ╁ おけくおせさしぇ せつぇしすゃぇす 
ょっちぇ う きかぇょっあう けす 10 ょけ 24 ゅけょうくう 
けす ╄ゃさけこぇ, おけうすけ こさっょしすぇゃはす おけ-
かけさうすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ しう し ゃけおぇか-
くう せきっくうは. ′ぇょっあょぇ ╃うきうすさけゃぇ う 
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╁ つっかけすけ くぇ  ぇかおけたけかくぇすぇ おかぇしぇちうは, ゃっょくぇゅぇ しかっょ ゅさぇあ-

ょぇくうすっ くぇ ╊のおしっきぉせさゅ, しぇ ぇゃしすさうえちうすっ – し 13,5 かうすさぇ ぇか-
おけたけか  ゅけょうてくけ くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ,  しかっょゃぇくう けす  
そさぇくちせいうすっ – し 12,5 かうすさぇ くぇ つけゃっお. ]  ゅさぇきけゃっ くぇ つけゃっお 
こさっょう くぇし しぇ あうすっかうすっ くぇ ╇さかぇくょうは, ╂っさきぇくうは, ╇しこぇくうは, 
』ったうは. 
╁ ┿いうは さっおけさょぬけさうすっ こけ  つぇておぇ しぇ おけさっえちうすっ. 
╇ すぇいう ゅけょうくぇ ういしかっょゃぇくっすけ こけすゃなさあょぇゃぇ すっくょっくちうはすぇ, 

つっ くぇえ-ゃないょなさあぇすっかくう う おけくしっさゃぇすうゃくう おなき ぇかおけたけかくうすっ 
くぇこうすおう しぇ  あうすっかうすっ くぇ きのしのかきぇくしおうすっ しすさぇくう, ゃなこさっおう 
ゃしっ こけ-くぇゃかういぇとうすっ う すぇき ういおせてっくうは くぇ ょっきけおさぇすうつくうは 
しゃはす -  ゃうくけ, せうしおう, さぇいかうつくう ゃうょけゃっ ゃけょおう. ╁ 〈せさちうは, 
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╇ょっはすぇ くぇ ぇぉうすせさうっくすおぇすぇ っ ゃしっおう, おけえすけ うしおぇ ょぇ こけきけゅくっ, きぇおぇさ う し きぇかおけ, くぇ しっきっえ-

しすゃけすけ くぇ ぉけかくけすけ ょっすっ, ょぇ いぇおせこう けす くぇこさぇゃっくうすっ けす おぇいぇくかなておうすっ せつっくうちう おけかっょくう 
おぇさすうつおう.  
′ぇこさぇゃっくうすっ けす せつっくうちうすっ, せつぇしすゃぇとう ゃ しゃけっけぉさぇいくうは おけくおせさし, おぇさすうつおう ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 

╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ とっ きけゅぇす ょぇ いぇおせこはす くぇ 19-すう ょっおっきゃさう  けす 17 つぇしぇ ゃ きせかすうきっょうえくぇ-
すぇ いぇかぇ くぇ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ けそうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけくうは  
こけ くぇゅさぇあょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃうすっ こっす くぇえ-おさぇしうゃう おぇさすうつおう. 『っくぇすぇ くぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくうすっ 
おぇさすうつおう とっ っ  „けす しなさちっ”, ぇ うょっはすぇ しう いぇしかせあぇゃぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ちっさっきけくうはすぇ とっ ぉなょっ 
こけしすぇゃっくぇ う けすょっかくぇ おせすうは, ゃ おけはすけ ゃしっおう きけあっ ょぇ けしすぇゃう しゃけはすぇ かっこすぇ いぇ かっつっくうっすけ くぇ 
╋っかうしぇ 【せおさう. 『はかぇすぇ くぇぉさぇくぇ しせきぇ とっ しっ こさっょけしすぇゃう くぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ 4-ゅけょうてくけすけ 
きけきうつっくちっ.
╅っかぇっとうすっ せつっくうちう ょぇ せつぇしすゃぇす し ういさぇぉけすっくうすっ けす すはた いぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ おぇせいぇ おぇさ-

すうつおう,  きけゅぇす ょぇ ゅう ういこさぇとぇす ょけ 17-すう ょっおっきゃさう  くぇ ぇょさっし: ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“ 6, ╆かぇすおぇ ]すけっゃぇ - 0899531306.
╃けぉさけすけ きけあっ う ょぇ くはきぇ うきっ, くけ ゃうくぇゅう けしすぇゃぇ... ゃ しなさちぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. 

 ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

]さっょしすゃぇすぇ ぉはたぇ しなぉさぇくう し ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく すなさゅ, ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ すけきぉけかぇ う かうつくぇ 
ゃくけしおぇ くぇ ゃしっおう こさうしなしすゃぇと. ′ぇえ-ぇおすうゃくう ゃ すなさゅぇ ぉはたぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ, けしくけゃぇすっかおぇ くぇ 
おかせぉぇ, 〈ぇくは ╁さぇくつっゃぇ,  こさっいうょっくすなす くぇ [けすぇさう ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお 〈ぇくつけ ╋うたぇえかけゃ ょぇさう ゃなゃ 
《けくょぇ いぇ きかぇょうすっ すぇかぇくすう 5 000 かゃ. 〈さぇょうちうけくくけ ぇおすうゃっく ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくけしすすぇ - ]すっそぇく 
]すぇくっゃ, ゃくっしっ けす うゅさぇすぇ しう ゃ  すなさゅ 1 550 かゃ. ╁ すなさゅぇ くぇょょぇゃぇたぇ う ゃくっしけたぇ ゃなゃ そけくょぇ しさっょ-
しすゃぇ けとっ: ╂ぇくつけ ╂ぇくっゃ, 『ゃっすぇく ╁かぇょおけゃ, ┿かっおしぇくょなさ う ╃けさうぇくぇ ╋うくつっゃう, ょなさゃけこかぇしすうおう 
いぇ すなさゅぇ こさっょけしすぇゃう ╉けくしすぇくすうく ╉ぇさぇゅうすかうっゃ.
╃っちぇすぇ けす 【おけかぇすぇ こけ おうすぇさぇ おなき ′』 „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” し さなおけゃけょうすっか ]すっそぇく 》さうしすけゃ, 

]こけさすっく おかせぉ „[けいぇ” くぇ ‶っすなさ [ぇょっゃ, 《けかおかけさくうはす ぇくしぇきぉなか „‶ぇかぇゃくうちう”, きぇあけさっすおうすっ けす 
‶╂ 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, しけかうしすおう けす ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „╇しおさうちぇ” くぇ ′』 „╇しおさぇ 
– 1860” し さなおけゃけょうすっか ]すっそおぇ ╃っくっゃぇ せつぇしすゃぇたぇ ゃ こさぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ╀かぇゅけすゃけ-
さうすっかくぇすぇ ゃっつっさ. ╁っつっさすぇ けすおさうたぇ こさっいうょっくすうすっ くぇ [けすぇさう -〈ぇくつけ ╋うたぇえかけゃ う くぇ ╇くくぇさ 
〉うえか - ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, さけすぇさうぇくちう う ゅけしすう けす ょぇきしおうは おかせぉ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ けす そけくょぇ, ゃ おけえすけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃかはいけたぇ 22 たうかはょう かっゃぇ, しっ さぇいょぇゃぇす 

しかっょ きけかぉぇ ょけ [けすぇさう ╉かせぉ - ╉ぇいぇくかなお う きけすうゃぇちうは いぇ うしおぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ. ¨しうゅせさはゃぇ 
しっ そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ いぇ せつぇしすうっ くぇ きかぇょっあう ゃ ゅけかっきう, こさっょうきくけ きっあょせくぇさけょくう, こさけ-
はゃう, しかっょ ょけおぇいぇくう けす すはたくぇ しすさぇくぇ おぇつっしすゃぇ う こけしすうあっくうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ くぇせおぇすぇ, ういおせ-

くぇこさうきっさ, おけくしせきうさぇす しさっょくけ こけ 1,5 かうすさぇ ぇかおけたけか ゅけょうてくけ くぇ つけゃっお, おけっすけ くぇさっあょぇ しすさぇ-
くぇすぇ くぇ けこぇておぇすぇ ゃ おかぇしぇちうはすぇ くぇ ¨╇][. ′ぇえ-きぇかおけ しっ  こうっ ゃ ╄ゅうこっす. 〈ぇき しさっょくけ ゅけょうてくけ 
つけゃっお ういこうゃぇ っょゃぇ 100 ゅさぇきぇ.

〈┿

‶けゃっつっ けす 150 
ょせてう - こさっょしすぇ-

ゃうすっかう くぇ けぉとうくしおう う 
けぉかぇしすくう うくしすうすせちうう, 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, 
おきっすけゃっ くぇ おきっすしすゃぇ 
けす けぉとうくぇすぇ, こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ′‶¨, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ぉういくっしぇ う ゅさぇあょぇくう, 
こさうしなしすゃぇたぇ くぇ  けすつっ-
すぇ いぇ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ 
けす きぇくょぇすぇ くぇ おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. ]すけはくけゃぇ う 
っおうこなす え ういぉさぇたぇ いぇ 
ょっく くぇ しゃけはすぇ さぇゃくけ-
しきっすおぇ 21-ゃう くけっきゃさう 
– ╃っくはす くぇ たさうしすうはく-
しおけすけ しっきっえしすゃけ. 

‶けゃっつっ けす つぇし こさけょなかあう けすつっすなす, ゃういせぇかういうさぇく  し さぇいかうつ-
くう そけすけしう.
′ぇ そうくぇかぇ ゃなこさけしう くはきぇてっ, しぇきけ こけいょさぇゃかっくうは. ‶なかくぇ 

こけょおさっこぇ う しなょっえしすゃうっ こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう ゃなこさけしう  
けぉっとぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ, くぇつっかけ し 
けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ′っょはかおけ ′っょはかおけゃ う くっゅけゃうは いぇきっしす-
くうお ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ. 
╉ぇいぇくかなておうはす おきっす こけかせつう こけいょさぇゃう う けす おけかっゅぇすぇ しう 

╅うゃおけ 〈けょけさけゃ う くっゅけゃうは いぇきっしすくうお  ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, おけえ-
すけ  しこけょっかう, つっ こさっょう ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ すけえ っ ぉうか つけゃっおなす, 
こけけとさうか う くぇしなさつうか ]すけはくけゃぇ ょぇ しっ おぇくょうょぇすうさぇ いぇ おきっす. 
╃ぇ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ こけゃすぇさは おぇおゃけ っ くぇしかっょしすゃけすけ, おけっすけ っ 
いぇゃぇさうかぇ ゃ けぉとうくぇすぇ,  こけしなゃっすゃぇ おきっすうちぇすぇ いぇき.-おきっすなす くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 

╄ゃさけこっえしおう ちっくすなさ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ っおけかけゅうつくう すったくけかけ-
ゅうう いぇ ぉっいういおけこくぇ さったぇぉうかうすぇちうは くぇ すさなぉけこさけゃけょう とっ 

ういゅさぇょう おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ „]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは“ 
┿╃ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 〉くうゃっさしうすっすぇ こけ 
ぇさたうすっおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う ゅっけょっいうは.
『っくすなさなす とっ ぉなょっ こけかっいっく くぇ こさけっおすぇくすう, ╁う╉-しこっちうぇかう-

しすう, けぉとうくしおう っおしこっさすう, おけうすけ ゃしっ けとっ  くっ こけいくぇゃぇす しさぇゃ-
くうすっかくけ きかぇょぇすぇ (っょゃぇ くぇ 12-すうくぇ ゅけょうくう) う さっゃけかのちうけくくぇ 
すったくけかけゅうは いぇ ぉっいういおけこくけ こけかぇゅぇくっ くぇ すさなぉけこさけゃけょう, ぉっい 
くぇさせてぇゃぇくっ さうすなきぇ くぇ あうゃけす.
『っくすなさなす  しっ そうくぇくしうさぇ こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃう-

すうっ くぇ おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきう-
おぇ”. ‶さけっおすなす っ くぇ しすけえくけしす ぉかういけ 8 きかく. かっゃぇ う っ しこっつっかっく 
ゃ おさぇは くぇ けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, おぇすけ こさっょしすけう こけょこうしゃぇ-
くっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ ぉっいゃないきっいょくぇすぇ こけきけと ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
ょっおっきゃさう 2012 ゅ.

╇ゃっかうくぇ ]すぇくつっゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお しすうゅくぇたぇ ょけ つっかくうすっ こけいうちうう 
ゃなゃ そうくぇかくけすけ おかぇしうさぇくっ う こけおぇいぇたぇ こさっょ きっあょせくぇさけょっく 
っかうす いぇぉっかっあうすっかくう せきっくうは う すぇかぇくす. ‶せぉかうおぇすぇ ゅけさっとけ 
ぇこかけょうさぇ 17-ゅけょうてくぇすぇ ′ぇょっあょぇ, いぇ おけはすけ あせさうすけ けすさっょう 
4-すけ きはしすけ. ] こけけとさうすっかくぇ くぇゅさぇょぇ こさうおかのつゃぇ せつぇしすうっ ゃ 
ょっすしおぇすぇ ╄ゃさけゃういうは  う くぇ 12 ゅけょうてくぇすぇ ╇ゃっかうくぇ ]すぇくつっゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』っすうさう ゃぇさうぇくすぇ くぇ けぉ-
たけょっく こなす いぇ すせくっかぇ こけょ 

【うこおぇ ぉはたぇ けぉしなあょぇくう ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
おきっすけゃっすっ くぇ くぇしっかっくうすっ 
きっしすぇ, こさっい おけうすけ しっ こさっょ-
ゃうあょぇ ょぇ こさっきうくぇゃぇ すさぇしっすけ 
くぇ けぉたけょくうは こなす, けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう けす ╉けきうしうはすぇ こけ 
せしすさけえしすゃけ  くぇ すっさうすけさうは-
すぇ. ╁ ょうしおせしううすっ せつぇしすゃぇ う 
うくあ. ╃うぇくぇ ╋ぇくっゃぇ, っおし-
こっさす けす ┿ゅっくちうは “‶なすくぇ うく-
そさぇしすさせおすせさぇ”. 〈は いぇこけいくぇ  
こさうしなしすゃぇとうすっ し さぇいかうつくうすっ  
ゃぇさうぇくすう くぇ けぉたけょくうは こなす  
いぇ  すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, おけえすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういゃっょっ せゃっかうつっ-
くうは こけすけお けす ぇゃすけきけぉうかう  くぇ 
けしくけゃくぇすぇ こなすくぇ ぇさすっさうは  いぇ 
╀せさゅぇし う ]けそうは.   
╄ょうく けす つっすうさうすっ ゃぇさうぇく-

すぇ, おけえすけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ っ 
くぇえ-かっしっく いぇ けしなとっしすゃはゃぇ-
くっ, しすぇくぇ こけゃけょ  いぇ ゅけかは-
きぇ  ょうしおせしうは こけ ゃさっきっ くぇ 
けぉしなあょぇくっすけ. ╁ぇさうぇくすなす いぇ 
けぉたけょっく こなす いぇしっゅぇ - すけゃぇ 
っ しなとっしすゃせゃぇとうはす こなす こさっい 
しっかぇすぇ ╃せくぇゃちう う 【っえくけゃけ.  
‶さう すけいう ゃぇさうぇくす くぇ すさぇしっ 
くぇ けぉたけょっく こなす けす すせくっかぇ 
こけょ 【うこおぇ ゃ おぇいぇくかなておけすけ 
いっきかうとっ  しっ  けつぇおゃぇ けゅさけきっく 
すさぇそうお けす ]けそうは いぇ ╀せさゅぇし. 
〈けいう すさぇそうお とっ いぇすさせょくう  
う くぇすけゃぇさう ういおかのつうすっかくけ 
こなすは, こさっきうくぇゃぇと こさっい おぇ-
いぇくかなておうすっ しっかぇ. 〈けゃぇ けす 
しゃけは しすさぇくぇ とっ くぇさせてう う いぇ-
すさせょくう う くけさきぇかくうは あうゃけす ゃ 
すはた. ¨しけぉっくけ とっ しっ せすっあくう 
しうすせぇちうはすぇ くぇ あうゃっっとうすっ ゃ 
╃せくぇゃちう, すなえ おぇすけ こさう すけいう 
ゃぇさうぇくす けぉたけょくうはす こなす う けゅ-
さけきくうはす すさぇそうお こさぇおすうつっし-
おう こさっきうくぇゃぇす こさっい しっかけすけ.  
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, こさっつおぇ  とっ 
っ う こさっきうくぇゃぇくっすけ こさっい あこ-
こさっかっいぇ, おなょっすけ しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ しっ けぉさぇいせゃぇす おうかけきっすさうつ-
くう „すぇこう”. 

╇いゃなく すっいう つっすうさう
けぉしなあょぇくう ゃぇさうぇくすぇ, 

ゃしっおう けす おけうすけ くけしう う しゃけう-
すっ くっょけしすぇすなちう, けぉとうくしおうはす 
しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ “╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” - しすさけ-
うすっかくうはす うくあっくっさ 『ゃっすぇく 
【うおけゃ, おけえすけ っ う こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ‶╉ こけ せしすさけえしすゃけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ, うくそさぇしすさせお-
すせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくし-
こけさす ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす,   
こさうこけきくう いぇ くぇかうつうっすけ くぇ 
さぇぉけすっく こさけっおす いぇ けぉたけょっく 
きぇさてさせす けとっ けす 80-すっ ゅけょう-
くう, おけえすけ きけあっ ょぇ さってう こさけ-
ぉかっきぇ ゃ きくけゅけ ゅけかはきぇ しすっこっく 

』てあち てあせさそう たひて すそきか おあ ちかのけ たちそいしかすあ つ てちあなけさあ う つかしあてあ さちあこ [あくあせしひさ
う きけあっ ょぇ けぉかっおつう しうすせぇちう-
はすぇ けおけかけ しっかぇすぇ, おけうすけ とっ 
しぇ くぇえ-いぇしっゅくぇすう けす せゃっかう-
つっくうは すさぇそうお. 〈けゃぇ っ こけいくぇ-
すうはす おぇすけ ぉうゃて すぇくおけゃ こなす, 
おけえすけ いぇこけつゃぇ けす こぇきっすくうおぇ 

„]っこすっきゃさうえちう” くぇ しっゃっさ けす 
╉ぇいぇくかなお ょけ ╉さなくしおけすけ たぇく-
つっ う しすうゅぇ ょけ さぇいおかけくぇ くぇ    
し. ╉けこさうくおぇ.
〈けいう こなす っ つぇしす けす さぇいさぇ-

ぉけすゃぇく 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 ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは 
ゃっお こさけっおす いぇ ╆ぇこぇょっく けぉたけょ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
うくあ. 【うおけゃ っ ぉうか さなおけゃけょう-
すっか くぇ けすょっか “┿さたうすっおすせさぇ う 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ” ゃ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う っ ゃいっか ぇおすうゃくけ 
せつぇしすうっ ゃ さぇいさぇぉけすおぇすぇ  きせ. 
]こけさっょ 【うおけゃ,  

╁ないきけあくけしすうすっ くぇ
しすぇさうは すぇくおけゃ こなす

しぇ ょゃっ: 

すっ ょぇ ういゃっあょぇす ょけ ょゃぇすぇ 
ゃたけょぇ いぇ しっかけ ╉けこさうくおぇ – 
すけいう, いぇ しすぇさうは こなす, う ょさせ-
ゅうは, こó くぇ いぇこぇょ – くぇ ゅかぇゃ-
くうは こなす いぇ ]けそうは. ╋っあょせ 
すっいう ょゃぇ ゃたけょぇ うきぇ す. くぇさ. 
きっしすくけしす „』ってきうすっ“, おぇすけ くぇ 
すけゃぇ きはしすけ, しこけさっょ けぉとうく-
しおうは しなゃっすくうお,  きけあっ ょぇ しっ 
けしなとっしすゃう ゃさないおぇすぇ つさっい 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ „ょっすっかうくぇ” 
いぇ ゃおかのつゃぇくっ ょけ ゅかぇゃっく こなす 
1-6 ]けそうは-╀せさゅぇ. ╇きっくくけ 
すぇいう „ょっすっかうくぇ” ぉう きけゅかぇ ょぇ 
ういぉっゅくっ しっさうけいくうすっ „すぇこう” ゃ 
ょゃうあっくうっすけ. ‶さう すけいう ゃぇさう-
ぇくす, けぉぇつっ, しっ けつぇおゃぇす 

]っさうけいくう けすつせあょうすっかくう 
こさけちっょせさう  くぇ うきけすう.  

〈けゃぇ っ しおなこけ きっさけこさうはすうっ 
う けつせあょうすっかくうすっ こさけういゃけょ-
しすゃぇ しぇ いぇ しきっすおぇ くぇ ┿ゅっくちうは 
„‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ“, 

さっしこっおすうゃくけ ╋うくうしすっさしすゃけ 
くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ 
う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ. ╆ぇ-
すけゃぇ けぉとうくしおうはす しなゃっすくうお 
けす “╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
こさっょかぇゅぇ くぇ きっしすくぇすぇ ぇょきう-

くうしすさぇちうは ょぇ くぇきっさう すけいう 
こさけっおす くぇ ╆ぇこぇょっく けぉたけょっく 
こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお う ょぇ すなさしう 
しなょっえしすゃうっ つさっい ¨ぉかぇしすくぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは  いぇ くっゅけゃけすけ 
ういこけかいゃぇくっ いぇ くせあょうすっ くぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ けぉたけょくうは 
こなす いぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ 
う いぇ かけぉうさぇくっ こさっょ ┿‶╇ う 
╋[[╀. ¨つせあょうすっかくうすっ こさけ-
ういゃけょしすゃぇ とっ しぇ くっけぉたけょうきう 
う いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ こなすくけ しな-
けさなあっくうっ くぇょ しなとっしすゃせゃぇ-
とぇすぇ あこ. かうくうは ]けそうは-╀せさ-
ゅぇし. ]なゅかぇしせゃぇくっすけ くぇ すけゃぇ 
こなすくけ しなけさなあっくうっ し ′╉╅╇ 
しなとけ とっ けすくっきっ けす こけさはょなおぇ 
くぇ 6-8 きっしっちぇ. 

╋けすうゃうすっ: 

】っ ういかっいっ こけ-っゃすうくけ, とっ しっ 
しなおさぇすはす う しさけおけゃっすっ. ¨しゃっく 
ゃしうつおけ ょさせゅけ, しすぇさうはす こさけ-
っおす いぇ ╆ぇこぇょっく けぉたけょっく こなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ょぇょっ うくそけさ-
きぇちうは くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうは いぇ さぇいきっさぇ くぇ 
こかけとうすっ, おけうすけ とっ こけこぇょくぇす 
ゃ けすつせあょうすっかくうすっ こさけちっょせ-
さう. 〈けゃぇ こなお けす しゃけは しすさぇくぇ 
とっ こけいゃけかう ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
う こさうぉかういうすっかくぇ しきっすおぇ いぇ 
くせあくうすっ しさっょしすゃぇ いぇ すはたくけすけ 
けすつせあょぇゃぇくっ, いぇ おけうすけ とっ しっ 
すなさしう そうくぇくしうさぇくっ けす ┿‶╇ う 
╋[[╀. ]こってくけすけ ういゃぇあょぇくっ 
けす ぇさたうゃうすっ くぇ すけいう こさけっおす 
けす しすさぇくぇ くぇ  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお ぉう え ょぇかけ こさっょうきしすゃぇ 
こさっょ ょなさあぇゃくうすっ うくしすうすせちうう 
いぇ くぇきうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ 
いぇ ゃしうつおうすっ すっいう こさけちっょせさう. 
¨しゃっく すけゃぇ, こけ すけいう くぇつうく 
くはきぇ ょぇ しっ いぇぉぇゃう おぇすけ ちはかけ 
さっぇかういうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ う 

とっ しっ しこぇいはす ゃしうつおう しさけおけ-
ゃっ, しゃなさいぇくう し さっぇかういぇちうはすぇ 
くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ 2015 ゅ., しぇ きけすう-
ゃうすっ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお 
『ゃっすぇく 【うおけゃ. 
‶さう ゃしうつおう けしすぇくぇかう ゃぇ-

さうぇくすう しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ いくぇ-
つうすっかっく ょうしおけきそけさす くぇ 
くぇしっかっくうっすけ ゃ しっかぇすぇ けおけ-
かけ けぉたけょくうは こなす いぇ すせくっかぇ 
こけょ 【うこおぇ, うかう いぇ ぉぇゃくけ 
ういゅさぇあょぇくっ う いぇぉぇゃはくっ くぇ 
こさけちっょせさうすっ. ╃けこなかくうすっかくぇ 
すさせょくけしす とっ しぇ う しなゅかぇしせゃぇ-
すっかくうすっ こさけちっょせさう し ╀╃╅, 
ぇおけ しっ しすうゅくっ ょけ ゃぇさうぇくすぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ こなすくけ しなけ-
さなあっくうっ くぇょ あこ-こさっかっいぇ, 
おけえすけ しかっょゃぇ すさぇしっすけ くぇ 
けぉたけょくうは こなす. ╃させゅうすっ ゃぇ-
さうぇくすう, けしゃっく すけいう, しぇ くっうい-
ゅさぇょっくうはす ゃしっ けとっ こなす 【うこ-
おぇ – ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ╂けさくけ 
]ぇたさぇくっ う ╂っさょっきっ, しなとっしす-
ゃせゃぇとうはす しっゅぇ ゃすけさけおかぇしっく 
こなす 【うこおぇ – 【っえくけゃけ – ╃せ-
くぇゃちう う こさっきうくぇゃぇくっすけ こさっい 
╉ぇいぇくかなお ゃ こけしけおぇ ]けそうは 
うかう ╀せさゅぇし. ‶けゅかっょくぇすけ けす 
ゃしうつおう こけしけおう, こさっょかけあっくう-
っすけ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
ういゅかっあょぇ すゃなさょっ さぇいせきくけ う 
くぇえ-こさぇゅきぇすうつくけ. 
╇くあ. ╃うぇくぇ ╋ぇくっゃぇ けす 

┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ” ぉっ おぇすっゅけさうつくぇ, 
つっ ょけ きけきっくすぇ っおしこっさすうすっ う 
しこっちうぇかうしすうすっ ゃ ┿‶╇ う ╋[[╀ 
くっ しぇ いくぇっかう いぇ しなとっしすゃせゃぇ-
くっすけ くぇ すけいう こさけっおす いぇ いぇ-
こぇょっく けぉたけょ くぇ ╉ぇいぇくかなお,  
いぇ おけえすけ 『ゃっすぇく 【うおけゃ っ 
うくそけさきうさぇか. 〈は おぇいぇ, つっ 
ゃなこさけしなす っ けしくけゃくけ すったくう-
つっしおう う しなとけ こさっこけさなつぇ くぇ 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, ょけおぇすけ しっ ういゅさぇあ-
ょぇ けぉたけょっく こなす くぇ ╂ぇぉさけゃけ 
いぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, ょぇ しっ 
くぇきっさう ゃないきけあくけしす う くぇつうく 
いぇ ういゅけすゃはくっすけ くぇ さぇぉけすっく 
こさけっおす, くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ こさけっお-
すぇ いぇ ╆ぇこぇょっく けぉたけょっく こなす, 
おけえすけ ょぇ ぉなょっ けぉしなょっく し 
っおしこっさすう けす ┿‶╇. 

╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ
すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ 

っ っょうく けす くぇえ-ゃぇあくうすっ くぇ-
ちうけくぇかくう けぉっおすう, つぇしす けす  
〈さぇくしっゃさけこっえしおう おけさうょけさ, 
ゃおかのつっく いぇ そうくぇくしうさぇくっ 
ゃ っゃさけこっえしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ  
„〈さぇくしこけさす” - 2007-2014 
ゅけょうくぇ. ‶かぇくけゃっすっ くぇ ╋[[╀  
う くぇ ┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うく-
そさぇしすさせおすせさぇ”  こさっょゃうあょぇす  
しすぇさすうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ  くぇ  すせくっか こけょ 
【うこおぇ  ょぇ いぇこけつくっ  ゃ こなさ-
ゃぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 2013 ゅけ-
ょうくぇ. ]かっょ こさっきうくぇゃぇくっすけ  
きせ こさっい ′ぇちうけくぇかくうは っおし-

こっさすっく しなゃっす う けょけぉさっくうっ 
けす ╋[[╀, こさっょしすけう けしすけえ-
くけしすはゃぇくっ くぇ けすつせあょっくうすっ 
うきけすう. ]かっょ こさうおかのつゃぇくっすけ 
くぇ こさけちっしぇ こけ けしすけえくけしすはゃぇ-
くっすけ くぇ うきけすうすっ, し さってっくうっ 
くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす しっ 
けぉはゃはゃぇす しぇきうすっ けすつせあょう-
すっかくう  こさけちっょせさう. ]かっょ おぇすけ 
こさうおかのつぇす う すっ, しっ ういょぇゃぇ 
さぇいさってっくうっ いぇ しすぇさすうさぇくっすけ 
くぇ しなとうくしおうは こさけっおす う うい-
ゅさぇあょぇくっ くぇ けぉっおすぇ. [っぇかくけ-
すけ  くぇつぇかけ くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ 
くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ しっ けつ-
ぇおゃぇ ょぇ しすぇさすうさぇ こさっい 2014 
ゅけょうくぇ. 〈さなあくぇすぇ こさけちっょせさぇ 
いぇ けぉたけょくうは こなす くぇ ╂ぇぉさけゃけ 
う すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ ゃっつっ っ 
ゅけすけゃぇ. ‶さけっおすなす っ けょけぉさっく 
う うくょうおぇすうゃくぇすぇ しすけえくけしす っ 
135 きかく. かゃ., ゃ おけうすけ ゃかういぇす 
けぉたけょなす くぇ ╂ぇぉさけゃけ う すせくっ-
かなす.

〈せくっかなす こけょ 【うこおぇ
っ けこさっょっかっく おぇすけ

くぇちうけくぇかっく こさうけさうすっす 

う こけゃっつっ けす 110 ゅけょうくう っ 
ちっか くぇ こけおけかっくうは きっつすぇすっ-
かう けす ╂ぇぉさけゃけ う ╉ぇいぇくかなお. 
[ぇあょぇ  しっ こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
きかぇょぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ 
くぇぉうさぇ うおけくけきうつっしおぇ きけと 
う っゃさけこっえしおけ しぇきけつせゃしす-
ゃうっ う っ ょけおせきっくすうさぇく くぇ 16 
きぇさす 1897 ゅ. 〈けゅぇゃぇ ゅさぇょ-
しおけすけ けぉとうくしおけ せこさぇゃかっくうっ 
ゃ ╂ぇぉさけゃけ こさけゃっあょぇ しゃけっ 
ういゃなくさっょくけ いぇしっょぇくうっ, くぇ 
おけっすけ しっ ゃいっきぇ さってっくうっ ょぇ 
しっ くぇこさぇゃはす こさけせつゃぇくうは くぇ 
【うこつっくしおうは こさけたけょ けすくけしくけ 
こさけおぇさゃぇくっすけ くぇ あっかっいけこな-
すっく すせくっか. ] くぇつうくぇくうっすけ しぇ 
ぇくゅぇあうさぇくう すけゅぇゃぇてくうすっ くぇ-
さけょくう こさっょしすぇゃうすっかう 》さうしすけ 
╋ぇくぇそけゃ う ╇ゃぇく ‶っちけゃ.
╉なき うょっはすぇ いぇ こさけおけこぇゃぇくっ 

くぇ すせくっかぇ しっ こさうしなっょうくはゃぇ う 
おぇいぇくかなておぇすぇ ゅさぇょしおぇ せこさぇ-
ゃぇ, ぇ こさっい ょっおっきゃさう 1897 ゅ. 
′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ けょけぉさは-
ゃぇ ゃくっしっくけすけ こさっょかけあっくうっ 
いぇ こさけおけこぇゃぇくっ くぇ すせくっかぇ, 
くけ こけしかっょゃぇかうすっ こけかうすうつっ-
しおう ぉけさうつおぇくうは けしせっすはゃぇす 
さっぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ.
╁ くぇえ-くけゃぇすぇ くう うしすけさうは 

うょっはすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
しなけさなあっくうっすけ こけょ ╀ぇかおぇ-
くぇ っ ゃないさけょっくぇ けす おきっすぇ くぇ 
╂ぇぉさけゃけ ╇ゃぇく ′っくけゃ, おぇすけ 
こさっい 1994-すぇ ょけさう しうきゃけ-
かうつくけ っ くぇこさぇゃっくぇ う こなさゃぇ-
すぇ おけこおぇ.
╁ おぇいぇくかなておけすけ いっきかうとっ, 

おぇすけ つぇしす けす ょっえくけしすうすっ いぇ 
すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, とっ ぉなょぇす 
ういゅさぇょっくう すさう すせくっかぇ. ′ぇえ 
ょなかゅうはす っ 3220 き, ょさせゅうすっ しぇ 
こけ 90 う 290 きっすさぇ.

                                                            
     ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Момент от обсъждането

Press TV

ぅくおけ ¨さすぇおつうえしおう っ さけょっく ゃ し. ╃さぇゅけょぇく, けぉ-
かぇしす ╉のしすっくょうか, くぇ 12.08.1936 ゅ. ╆ぇゃなさてゃぇ ゃう-
してっ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃなゃ ╁╋╄╇ - ]けそうは, しこっちうぇかくけしす 
“〈ったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ”. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
こさうしすうゅぇ こさっい 1960 ゅ. こけ さぇいこさっょっかっくうっ. ╆ぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょ 10, ょく. “ ┿さしっくぇか”, おぇすけ すったくけかけゅ, 
ぇ こけしかっ う おぇすけ ゅかぇゃっく すったくけかけゅ. ¨す 1964 ゅ. っ くぇ-
つぇかくうお くぇ ╇くしすさせきっくすぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ 
こさっい 1965 ゅ. こさっさぇしすゃぇ ゃ うくしすさせきっくすぇかっく いぇゃけょ /
いぇゃけょ 6/, くぇ おけえすけ しすぇゃぇ ょうさっおすけさ.
‶さっい 1968 ゅ. しっ しないょぇゃぇ ╃うさっおちうは “》うょさぇゃかう-

おぇ う こくっゃきぇすうおぇ “ しなし しっょぇかうとっ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
う ぅくおけ ¨さすぇおつうえしおう こけっきぇ くっえくけすけ さなおけゃけょしすゃけ. 
‶さっい 1969 ゅ. ょうさっおちうはすぇ しすぇゃぇ ¨]‶ “ 》うょさぇゃかうおぇ 
う こくっゃきぇすうおぇ”, ぇ けす 1971 ゅ. - ╃]¨ “》うょさぇゃかうおぇ”, 
くぇ おけっすけ っ ゅっくっさぇかっく ょうさっおすけさ ょけ いぇおさうゃぇくっすけ くぇ 
けぉっょうくっくうっすけ こさっい 1991 ゅ.
╆ぇ おさぇすおけ ゃさっきっ さぇぉけすう ゃ ╀ぇかおぇくぉぇくお おぇすけ おさっ-

ょうすっく うくしこっおすけさ う こさっい 1996 ゅ. しっ こっくしうけくうさぇ.
] [ってっくうっ わ 91 けす 31.05.2004 ゅ. くぇ ¨ぉとうくしおう 

しなゃっす – ╉ぇいぇくかなお, ぅくおけ ╇ゃぇくけゃ ¨さすぇおつうえしおう っ 
せょけしすけっく し ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお いぇ ゅけかっきう いぇしかせゅう ゃ うくょせしすさうぇかくけすけ さぇいゃうすうっ 
くぇ けぉとうくぇすぇ.
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„′っ っ かっしくけ ょぇ しっ こけょょなさ-
あぇ こさぇおすうおぇ ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ 
おさういぇ”, しこけょっかは うしおさっくけ ょ-さ 

[ぇつっゃぇ. ¨す しさっょぇすぇ くぇ 2000-
すぇ ゅけょうくぇ くっえくうはす  おぇぉう-
くっす  さぇぉけすう こけ ょけゅけゃけさ しなし 
╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ – ういこなかくはゃぇ 
こなさゃうつくぇ ょっくすぇかくぇ こけきけと. 
╁ くけゃうすっ せしかけゃうは ゅさうあぇすぇ いぇ 
しすけきぇすけかけゅうつくぇすぇ すったくうおぇ, 
けぉけさせょゃぇくっすけ くぇ おぇぉうくっすぇ う 
しくぇぉょはゃぇくっすけ し おけくしせきぇすうゃう  
ういちはかけ しっ ういゃなさてゃぇ けす ょっく-
すぇかくうは かっおぇさ. „┿さしっくぇか” っ 
しけぉしすゃっくうお くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ. 
]すけきぇすけかけゅうつくうはす しすけか う きぇ-
てうくぇすぇ „ぃゅけょっくす” しぇ おせこっくう 
けす そうさきぇすぇ こさっい 1992-さぇ. ╁ 
せしかけゃうはすぇ くぇ けぉくけゃはゃぇくっ くぇ 
すったくうおぇすぇ ゃ すけいう しっおすけさ くぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ くぇ ゃしっおう 
7-8 ゅけょうくう すせお っ くせあくぇ ょけ-
ぉさぇ こけょょさなあおぇ けすしすさぇくぇ くぇ 
かっおぇさは, いぇ ょぇ っ ゃないきけあくけ かっ-
つっくうっすけ. „] こけゃっつっ あっかぇくうっ 
う ゅさうあう う し こけきけとすぇ くぇ すった-
くうちうすっ, ゃしうつおけ しっ くぇさっあょぇ”, 
おけきっくすうさぇ しうすせぇちうはすぇ ょ-さ 
[ぇつっゃぇ, おけはすけ しかっょ すけかおけゃぇ 
ゅけょうくう こさうっき くぇ ぇさしっくぇか-
しおう こぇちうっくすう ゃっつっ けぉゅさうあゃぇ 
ちっかう そぇきうかうう けさなあっえくうちう. 
』せゃしすゃぇ ぉかういなお ゃしっおう つかっく 
けす すはた う くっ え っ ぉっいさぇいかうつくけ 
ょぇかう たけさぇすぇ けしすぇゃぇす ょけゃけか-
くう, いぇとけすけ, いぇ さぇいかうおぇ けす 
ょさせゅぇょっ, すせお きけあって ょぇ しさっ-
とぇて こぇちうっくすぇ しう ゃしっおう ょっく – 
くっ っ ょけぉさっ, おけゅぇすけ っ けしすぇくぇか 
けす くっとけ くっょけゃけかっく.
„┿さしっくぇかちう しぇ しゃうおくぇかう う 

けす ゅけょうくう いくぇはす, つっ しせすさうく 
ゃうくぇゅう きけゅぇす ょぇ さぇいつうすぇす くぇ 
こけきけと けす いなぉけかっおぇさ ぉかういけ ょけ 
さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ”, しこけょっかは 
ょ-さ [ぇつっゃぇ. [ぇぉけすくけすけ ゃさっきっ 
くぇ おぇぉうくっすぇ っ こさっょう けぉはょ, 
さぇぉけすう しっ こけ ゅさぇそうお. ╃-さ [ぇ-
つっゃぇ ょなさあう けしけぉっくけ きくけゅけ くぇ 
すけゃぇ, すぇおぇ しっ ちっくう ゃさっきっすけ くぇ 
こぇちうっくすぇ う かっおぇさは. ]こってくぇ 
こけきけと, けぉぇつっ, くうおけゅぇ くっ しっ 
けすおぇいゃぇ. ‶さうっきうすっ こけ しこって-
くけしす う おさぇすおうすっ  おけくしせかすぇちうう 
しぇ っあっょくっゃうっ. ‶さぇおすうおぇすぇ 
すせお こさっょかぇゅぇ おけきこかっおしくけ 
かっつっくうっ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ 
こぇちうっくすぇ – こさけすっすうつくけ, すっ-
さぇこっゃすうつくけ, たうさせさゅうつくけ う 
ょっすしおぇ しすけきぇすけかけゅうは. ‶さっい 
ゅけょうくうすっ すけゃぇ しっ けちっくはゃぇ 
けす さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
いぇとけすけ しこっしすはゃぇ ゃさっきっ いぇ 
こけしっとっくうは ゃ さぇいかうつくう しこっ-
ちうぇかういうさぇくう おぇぉうくっすう. ╃-さ 
[ぇつっゃぇ, けぉぇつっ, ゃうくぇゅう こさっ-
こけさなつゃぇ くぇえ-ょけぉさけすけ いぇ こぇ-
ちうっくすぇ う ゅけ くぇしけつゃぇ, ぇおけ ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ こけかうおかうくうおぇ 
くはきぇ せしかけゃうは すけえ ょぇ こけかせつう 
くぇえ-こけょたけょはとぇすぇ しすけきぇすけかけ-
ゅうつくぇ こけきけと. ╃-さ [ぇつっゃぇ っ 
おぇすっゅけさうつくぇ ゃ くぇぉかのょっくうはすぇ 
しう こさっい ゅけょうくうすっ:

》けさぇすぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ
しっ ゅさうあぇす いぇ いなぉうすっ しう
 
„》けさぇすぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ けぉ-

さなとぇす ゃくうきぇくうっ う ゅさうあう 
いぇ けさぇかくけすけ しう いょさぇゃっ”, おけ-
きっくすうさぇ こさっょ  „〈さうぉせくぇ ┿さ-
しっくぇか” ょ-さ [ぇつっゃぇ. 〈は いぇ-
ぉっかはいゃぇ そけさきうさぇくっすけ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ っょうく 
けしけぉっく こけすけお けす こぇちうっくすう ゃ 
„┿さしっくぇか”, おけうすけ しぇ くっあっかぇ-
くう けす ょさせゅう -  すっあおう しかせつぇう 
くぇ しうかくけ さっょせちうさぇくけ しないな-
ぉうっ しなし いぇゅせぉっくう けおかせいけぇさ-
すうおせかぇちうけくくう しなけすくけてっくうは, 
ぇすさけそうは くぇ ぇかゃっけかくうは ゅさっ-
ぉっく, すっあおう こぇさけょけくすけこぇすうう. 
′ぇ っいうおぇ くぇ かぇうおぇ すけゃぇ けい-
くぇつぇゃぇ, つっ たけさぇすぇ ういけしすぇゃはす 
いなぉうすっ しう, くっ ゃいうきぇす ゃっょくぇゅぇ 
きっさおう, しすうゅぇ しっ ょけ ゃぇょっくっ くぇ 
いなぉう, ゃないこぇかっくうは くぇ ゃっくちう-
すっ, ゃっつっ くっ しぇ さはょおぇ おぇさすうくぇ 
う たけさぇ, けしすぇくぇかう ぉっい いなぉう, 
くぇ おけうすけ ょけさう すさせょくけ しっ さぇい-
ぉうさぇ おぇおゃけ ゅけゃけさはす.
„‶さぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ こぇ-

ちうっくすなす すなさしう こけきけと, おけゅぇ-

すけ うきぇ ぉけかおぇ”, おぇすっゅけさうつくぇ っ 
けとっ ょ-さ [ぇつっゃぇ.〈は くぇぉかのょぇ-
ゃぇ う すっくょっくちうはすぇ - ょっえくけしすう, 
おぇすけ こさけすっすうつくけすけ ゃないしすぇくけ-
ゃはゃぇくっ, ょぇ けしすぇゃぇす くぇ くうゃけ, 
ょぇかっつ けす すけゃぇ こさっょう ゅけょうくう. 
‶さぇゃはす しっ こけ-けぉうおくけゃっくう 
こさけすっいう, こけ-きぇかおう こさけすっいくう 
おけくしすさせおちうう. ╁しうつおけ すけゃぇ, 
っしすっしすゃっくけ, しっ けぉはしくはゃぇ う 
し くうしおうすっ ょけたけょう, おけうすけ くっ 
こけいゃけかはゃぇす ゅさうあぇすぇ いぇ ょっく-
すぇかくけすけ いょさぇゃっ  ょぇ ぉなょっ ゃう-
くぇゅう くぇ ゃうしけすぇ. ╇しすうくぇすぇ っ, 
つっ ょけぉさけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, 
くっ しぇきけ いなぉけかっつっくうっすけ, ょくっし 

しすさせゃぇ しおなこけ. ╆ぇすけゃぇ けとっ 
こけゃっつっ ょ-さ [ぇつっゃぇ しつうすぇ, つっ 
くぇゃさっきっ ゃいっすうすっ きっさおう しぇ 
ゃぇあくう. ¨ぉはしくはゃぇ: きぇおぇさ う 

′ぇつぇかけすけ:

╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ - こなさゃうはす ぉさうゅぇょっく さなおけゃけょうすっか 
くぇ ちった 180 くぇ ╆ぇゃけょ 2 
 

 ]ゃうょっすっか くぇ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけ
すけさくう かうくうう いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ こぇすさけくう, ゃないこうすぇ
くうお くぇ 〈╋〈 “『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ”, ゃうこせしお 1961 ゅけょうくぇ  
 ╁しうつおけ いぇこけつくぇ  けとっ こさっい 1981 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 

しすぇさすうさぇ きけく
すぇあなす くぇ きぇ
てうくうすっ,  おけう
すけ ぉはたぇ ゃくけし 
けす ぉうゃてうは 
]]][. ‶け しな
とけすけ ゃさっきっ きっ 
くぇいくぇつうたぇ いぇ 
くぇつぇかくうお くぇ 
ちったぇ,  すけゅぇゃぇ 
ぉさうゅぇょっく さな
おけゃけょうすっか. 
 ╉けゅぇすけ いぇこけ

つくぇた さぇぉけすぇ, 
くはきぇてっ きぇてう
くう, しぇきけ こさぇい
くぇ ぉっすけくくぇ 
こかけとぇょおぇ. ╆ぇ 
6 きっしっちぇ ゃしうつ
おけ しっ くぇこなかくう. 

〈けゅぇゃぇ すっいう ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさくう かうくう ぉはたぇ くぇえ-
しなゃさっきっくくうすっ いぇ ゃさっきっすけ さけすけさくう きぇてうくう ゃ しゃっすぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こぇすさけくう. 
 〈っ ういゃなさてゃぇたぇ くぇ さけすぇちうけくっく こさうくちうこ きったぇくうつ

くぇすぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ こぇすさけくうすっ.  
 ]こけきくはき しう, つっ 7-8 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, くはおなょっ ゃ 

おさぇは くぇ 80-すっ ゅけょうくう, ゃ ]]][ すけゅぇゃぇ しっ きけくすうさぇたぇ 
う ゃくっょさうたぇ  ょさせゅう くけゃう きぇてうくう けす すけゃぇ しっきっえしすゃけ - 
す. くぇさ. “おけくゃっっさくう かうくうう”, くけ ぉなさいけ しっ けすおぇいぇたぇ けす 
すはた こけさぇょう こけ-くうしおうは ╉‶╃.
]ぇきけすけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う きけくすうさぇ

くっすけ くぇ きぇてうくうすっ こさう くぇし ゃ ちったぇ こさけょなかあう ぉかういけ 
こけかけゃうく ゅけょうくぇ. ¨そうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くっ っ うきぇかけ, 
かっくすう くっ しきっ こさっさはいゃぇかう. ╁っょくぇゅぇ いぇこけつくぇたきっ しな
とうくしおぇすぇ さぇぉけすぇ. 〈けゅぇゃぇ ょけえょけたぇ う 30-すうくぇ しなゃっす
しおう しこっちうぇかうしすう, おけうすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ けぉせつぇす こっさしけ
くぇかぇ いぇ さぇぉけすぇ し すっいう さけすけさくう かうくうう.  
 ╆ぇ くせあょうすっ くぇ くけゃうは ちった う くけゃうすっ きぇてうくう こさうった

きっ ぉかういけ 250 ょせてう, けしくけゃくけ きかぇょう たけさぇ う ゃしっ ゃない
こうすぇくうちう くぇ すけゅぇゃぇてくうは ╋ったぇくけすったくうおせき ゃ ゅさぇょぇ. 
╋かぇょうすっ たけさぇ うきぇたぇ あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ う ぉなさいけ しっ 
せつったぇ けす けこうすぇ くぇ させしおうすっ しこっちうぇかうしすう.  
 ′けゃうすっ さけすけさくう かうくうう ぉはたぇ ゃうしけおけ こさけういゃけょうすっか

くう いぇ ゃさっきっすけ  きぇてうくう, つっ う ょくっし. ‶かぇくけゃっすっ ぉはたぇ 
すっ ょぇ  こさけういゃっあょぇす 100 きうかうけくぇ ぉさけは こぇすさけくう ゅけ
ょうてくけ. ′うっ, くぇかう しきっ しう ぉなかゅぇさう, けとっ こなさゃぇすぇ ゅけ
ょうくぇ こさったゃなさかうたきっ すぇいう かっすゃぇ: こさけういゃっょけたきっ 109 
きうかうけくぇ ぉさけは こぇすさけくぇ. [ぇぉけすったきっ くぇ すさう しきっくう, し 
っくすせしうぇいなき. ╇, さぇいぉうさぇ しっ ... かっおけ う こけぉなかゅぇさうたきっ 
こさけちっしぇ. ] きぇかおう さうしおけゃっ いぇ けぉけさせょゃぇくっすけ.  
╀ってっ うくすっさっしくけ ゃさっきっ, さぇょゃぇたきっ しっ, つっ さぇぉけすうき し 

くけゃぇ すったくうおぇ, つっ こさぇゃうき くっとけ こさう きけょっさくう せしかけ
ゃうは, いぇとけすけ くぇうしすうくぇ ゃくっょさっくうすっ こさっい 1982 ゅけょうくぇ 
ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさくう かうくうう ぉはたぇ くぇえ-しなゃさっきっくくう
はす  おかぇし すぇおけゃぇ けぉけさせょゃぇくっ いぇ こぇすさけくう いぇ 80-すっ ゃ 
しゃっすぇ. 〈っいう きぇてうくう ぉはたぇ しなゃさっきっくくう う ゃ ょさせゅけ けす
くけてっくうっ: すったくけかけゅうつくうすっ  けこっさぇちうう いぇ こさけういゃけょ
しすゃけすけ くぇ ぉけっこさうこぇしう ぉはたぇ きけょっさくう, くぇ っかっおすさけくっく  
こさうくちうこ, し ゃうしけお おかぇし くぇ おぇつっしすゃけすけ. 》けさぇすぇ, おけうすけ 
さぇぉけすったぇ, ぉはたぇ きくけゅけ けすゅけゃけさくう う きくけゅけ ょけぉさっ けぉせ
つっくう, こさけそっしうけくぇかうしすう. [ぇょゃぇき しっ, つっ すけゃぇ くうゃけ しっ 
しすぇさぇはす おけかっゅうすっ きう ょぇ いぇこぇいはす う しっゅぇ. 
 ╂けさょ しなき う し ょさせゅけ: つっ けす こなさゃうは ょけ こけしかっょくうは しう 

ょっく くぇ すさせょけゃうは しう しすぇあ しなき さぇぉけすうか しぇきけ う っょうく
しすゃっくけ ゃ “┿さしっくぇか” う すけ しぇきけ ゃ ╆ぇゃけょ 2. ╆ぇこけつくぇた 
さぇぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか” こさっい 1963 ゅけょうくぇ, こっくしうけくうさぇた 
しっ こさっい 1992 ゅけょうくぇ. ╀はたぇ ゃっかうおう ゅけょうくう.  ╂けさょ しなき 
う し すけゃぇ, つっ しなき う こなさゃうはす ぉさうゅぇょっく さなおけゃけょうすっか 
けす “┿さしっくぇか”, いぇこけつくぇか さぇぉけすぇ し おけかっおすうゃぇ しう こけ 
〉おぇいぇ いぇ しすけこぇくしおぇ うくうちうぇすうゃぇ, ういゃっしすっく おぇすけ 〉おぇい 
56. ╉けかっおすうゃなす くう さぇぉけすってっ くぇ しすけこぇくしおぇ しきっすおぇ, 
さぇいょぇゃぇたきっ こぇさう くぇ たけさぇすぇ けす うおけくけきううすっ,  おけう
すけ けしなとっしすはゃぇゃぇたきっ. ╇きぇたきっ ょさせゅけ けすくけてっくうっ おなき 
すさせょぇ う  おぇつっしすゃけすけ. 
 ╅っかぇは くぇ おけかっゅうすっ しう けす ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさ

くう かうくうう う いぇくぇこさっょ ょぇ しぇ ゃしっ すぇおぇ ゃしっけすょぇえくう ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しう, ょぇ しこぇいゃぇす ゃうしけおぇすぇ すさせょけゃぇ う すったくけ
かけゅうつくぇ ょうしちうこかうくぇ う ょぇ しっ  ぉけさはす いぇ くぇえ-ょけぉさけすけ 
おぇつっしすゃけ.  
 ┿ 30-すっ ゅけょうくう けす くぇつぇかけすけ? ╃ぇあっ くっ ゃはさゃぇき, つっ っ 

きうくぇかけ すけかおけゃぇ ゃさっきっ. ]はおぇて ぉってっ ゃつっさぇ. 

 ゅけょうくぇ っ しゃけっけぉさぇいくぇ のぉうかっえくぇ ゅけょうくぇ いぇ  さぇぉけすっとうすっ ゃ すさう けす ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 2 - 180, 190, 
200 -  す.くぇさ.  ┿[╇╄╊ - ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさくう かうくうう. 
 〈けゃぇ っ きはしすけ, おなょっすけ しっ こさけういゃっあょぇす ぉけっこさうこぇしうすっ ゃ “┿さしっくぇか”.
 ‶さっょう 30 ゅけょうくう  すっいう ちったけゃっ  しすぇゃぇす こさうすっゅぇすっかくけ きはしすけ いぇ きくけゅけ きかぇょう  たけさぇ, つぇしす けす すはた けしすぇくぇかう ょけ 

こっくしうは すせお. ‶さうつうくぇすぇ - ゃなゃっあょぇ しっ きくけゅけ きけょっさくけ いぇ すけゅぇゃぇてくうすっ ゃさっきっくぇ けぉけさせょゃぇくっ, おけっすけ ういちはかけ こさぇ

′ぇつぇかくうちう くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ: 

『った 180 
 ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, ′ぇくおけ ╉けゃぇ

つっゃ, ╅っかぬけ ╇ゃぇくけゃ う くぇしすけはとうはす 
〈ぇくぬけ 〈ぇくっゃ.
 ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ きせ ゅけさょけしす しぇ しな

ゃっしすくうすっ う さぇぉけすっとうすっ こっさそっおすくけ 
さぇぉけすくうちう . ′ぇえ-ゅけかっきうすっ きせ ぉけか
おう しぇ ょゃっ: 
おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ けしゃけぉけあ

ょぇゃぇす おぇつっしすゃっくう う けぉせつっくう おぇ
ょさう, こさっょゃうょ くぇきぇかっくうは けぉっき くぇ 
さぇぉけすぇ, う くぇきうさぇくっすけ くぇ おぇつっしす
ゃっくう おぇょさう, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ.
‶さういくぇゃぇ, つっ, いぇ ょぇ くぇきっさう こけょ

たけょはとう おぇょさう いぇ しこっちうそうつくぇすぇ 
さぇぉけすぇ, こさっょう 3 ゅけょうくう  ゃしはおぇ ゃっ
つっさ さぇぉけすくうはす きせ ょっく  いぇゃなさてゃぇ  
ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ  ぇょきうくうしすさぇすうゃくうは 
ょうさっおすけさ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, おなょっ
すけ こさっゅかっあょぇ きけかぉうすっ いぇ さぇぉけすぇ 
くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ さぇぉけすぇ - ゃ すなさ
しっくっ くぇ くぇえ-こけょゅけすゃっくうすっ. 

 『った 190 
》さうしすけ ╀けぉつっゃ, ╇ゃぇく ╉ぇしっゃ, ╃う

′ぇしすけはと ょうさっおすけさ くぇ いぇゃけょ 2 – ╁っかおけ ╋うすっゃ 

╆ぇ ょぇ さぇぉけすうて くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かうくうう: 

]こけさっょ 〈ぇくぬけ 〈ぇくっゃ - くぇつぇかくうお ちった 180 くぇ ┿[╇╄╊, こなさゃうはす  けす  すさうすっ 
ぇゃすけきぇすういうさぇくう いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉけっこさうこぇしう, さぇぉけすぇすぇ  すせお っ 
しこっちうそうつくぇ. ╇いうしおゃぇ しっ おけくちっくすさぇちうは ゃなゃ ゃしっおう きけきっくす けす ょぇょっくぇ 
けこっさぇちうは, すったくうつっしおう こけいくぇくうは う せきっくうは う くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ - 
あっかぇくうっ ょぇ しっ くぇせつうて. ╋うくうきせき 3 ゅけょうくう っ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っょうく 
さぇぉけすくうお うかう くぇしすさけえつうお しすぇゃぇ ょけぉなさ う おゃぇかうそうちうさぇく いぇ けこっさぇちううすっ, 
おけうすけ ういゃなさてゃぇ くぇ っょくぇ きぇてうくぇ. 
╁ぇあくけ せしかけゃうっ いぇ おぇつっしすゃっくぇすぇ  さぇぉけすぇ っ う しこぇいゃぇくっすけ くぇ すったくけかけ

ゅうつくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ,  ょうしちうこかうくぇすぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ. ]ぇきけ っょうく 
こけ-しっさうけいっく うくちうょっくす, う すけ ぉっい そぇすぇかくう こけしかっょうちう, っ さっゅうしすさうさぇく  いぇ 30-すっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ くぇ 
すっいう ぇゃすけきぇすうつくう  こさけういゃけょしすゃぇ, おぇいゃぇ くっ ぉっい ゅけさょけしす  〈ぇくぬけ 〈ぇくっゃ.  ]こけょっかは, つっ さぇぉけすぇすぇ ゃ 
ちったぇ  くっ っ かっしくぇ, くうすけ かっおぇ, くけ こなお すけいう, おけえすけ さぇぉけすう,  っ ょけゃけかっく.  95% けす ゃしうつおう けこっさぇちうう, 
ういゃなさてゃぇくう ゃ ちったけゃっすっ くぇ ┿[╇╄╊, しぇ ぇゃすけきぇすうつくう. 〈けゃぇ こさぇゃう おけくすさけかなす くぇ ゃしはおぇ けこっさぇちうは 
ょぇ ぉなょっ けす ういおかのつうすっかくけ いくぇつっくうっ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ しっ ょけこせしくっ ゅさっておぇ くぇ こなさゃぇ けこっさぇちうは,  すけ すは 
しすうゅぇ つぇお ょけ こけしかっょくぇすぇ.   
′っ  おさうっ う くぇえ-ゃぇあくけすけ. ‶けゃけょ いぇ ゅけさょけしす:  ょけ すけいう きけきっくす,  しかっょ 30 ゅけょうくう さぇぉけすぇ,  こさけうい

ゃっょっくけすけ  ゃ ちったけゃっすっ くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かうくうう っ ぉっい さっおかぇきぇちうう けす ゃなくてくう おかうっくすう. 
 ¨しすぇくぇかけすけ っ さぇぉけすぇ. ╇いゃなさてゃぇくぇ し きくけゅけ かのぉけゃ う ゃしっけすょぇえくけしす けす ゃしうつおう.

                                                             ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

し ゃうしけお こさけちっくす くぇ さぇいゃう-
すうっ, ょくっし

╉ぇさうっしなす っ かっつうき 

′ぇこけしかっょなお ゃ こさぇおすうおぇすぇ 
しう ょ-さ [ぇつっゃぇ こけつすう くっ しさっ-
とぇ ょっすっ ぉっい さぇいゃぇかっく いなぉ. 
”〈させょくけ しっ しさっとぇ ょっすっ しなし 
いょさぇゃう いなぉう, ぉうかけ すけ きかっつ-
くう うかう こけしすけはくくう”, しこけょっ-
かは ょっくすうしすなす.〈ゃなさょっ さぇい-
こさけしすさぇくっくう ゃ こけしかっょくけ 

ゃさっきっ しぇ う せしかけあくっくうはすぇ 
くぇ すけいう こさけちっし – こせかこうすう 
う こっさうけょけくすうすう, ぇ すはたくけすけ 
くっかっおせゃぇくっ ゃけょう ょけ いぇゅせぉぇ 
くぇ ぉけかくうは いなぉ. ╀なさいけ さぇい-
させてっくうすっ いなぉう し こけしかっょゃぇ-
とうすっ ゅう せしかけあくっくうは しぇ すっ-
あなお いょさぇゃけしかけゃっく こさけぉかっき 
いぇ こぇちうっくすぇ し けすさぇあっくうっ 
ゃなさたせ しなさょっつくけ-しなょけゃぇすぇ 
しうしすっきぇ, たさぇくけしきうかぇすっか-
くぇすぇ う けこけさくけょゃうゅぇすっかくぇすぇ 
しうしすっきぇ, こさっょせこさっあょぇゃぇ 
けとっ ょ-さ [ぇつっゃぇ. ╆ぇつっしすはゃぇ 
う けょけくすけゅっくくぇすぇ うくそっおちうは 
– っょくぇ けす くぇえ-さぇいこさけしすさぇ-

くっくうすっ ぉけかっしすう ゃ しゃっすけゃっく 
きぇとぇぉ. ¨すぉっかはいゃぇ しっ う いぇ-
ゃうてっくうっ くぇ こさけちっくすぇ くぇ 

„╂さうあぇすぇ いぇ ょっくすぇかくけすけ いょさぇゃっ, おぇおすけ う こさけそうかぇおすうおぇすぇ, しぇ こけかいぇ, ぇ くっ くっ-
こさうはすくけ いぇょなかあっくうっ”, おぇすっゅけさうつくぇ っ ょ-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ, かっおぇさ こけ ょっくすぇかくぇ 
きっょうちうくぇ, おけはすけ けす ゅけょうくう こけしさっとぇ しすさぇょぇとうすっ けす こさけぉかっきう しなし いなぉうすっ ぇさしっ-
くぇかちう ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╃-さ [ぇつっゃぇ っ っょくぇ けす ょゃっすっ いなぉけかっおぇさおう, 
けぉしかせあゃぇとう ぇさしっくぇかちう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ -  こさっょうきしすゃけ, おけっすけ 
っ いぇこぇいっくけ, ゃなこさっおう くけゃうすっ せしかけゃうは, ゃ おけうすけ っ こけしすぇゃっくぇ ゅさうあぇすぇ いぇ しすけきぇすけかけ-
ゅうつくけすけ いょさぇゃっ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ しかっょ さっそけさきぇすぇ ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. „┿さしっくぇか” 
┿╃  っ っょくぇ けす きぇかおけすけ そうさきう, せしこはかぇ ょぇ いぇこぇいう くぇ しゃけはすぇ すっさうすけさうは こさぇゃけすけ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ ょぇ こけかいゃぇす ょっくすぇかくぇ こけきけと. ╁ こけかうおかうくうおぇすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ 
さぇぉけすはす ょゃぇ しすけきぇすけかけゅうつくう おぇぉうくっすぇ. ╃-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ っ いぇこけつくぇかぇ こさぇおすう-
おぇすぇ しう すせお ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1984-すぇ ゅけょうくぇ う ょけ きけきっくすぇ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ しっ ゅさうあう 
いぇ けさぇかくけすけ いょさぇゃっ くぇ ぇさしっくぇかちう.』せゃしすゃぇ „┿さしっくぇか” おぇすけ しゃけっすけ こさっょこさうはすうっ, 
こけいくぇゃぇ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう う すけゃぇ しなし しうゅせさくけしす は おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇ きくけゅけ こけ-
けすゅけゃけさくぇ いぇ すはたくけすけ しすけきぇすけかけゅうつくけ いょさぇゃっ.

ぇぉちっしうすっ, おけうすけ けすゃっあょぇす こぇ-
ちうっくすぇ おなき しこっちうぇかういうさぇくぇ 

たうさせさゅうつっしおぇ こけきけと.
′ぇえ-ゃぇあくぇすぇ こさっこけさなおぇ, 

おけはすけ ょ-さ [ぇつっゃぇ ょぇゃぇ, っ こけくっ 
ょゃぇ こなすう ゅけょうてくけ つけゃっお ょぇ  
こけしっとぇゃぇ しすけきぇすけかけゅぇ しう, 
おぇすけ けしけぉっくけ ゃぇあくけ っ すけゃぇ いぇ 
ょっちぇすぇ. ╁ さぇぉけすぇすぇ しう う しっゅぇ 
ぇさしっくぇかしおうはす しすけきぇすけかけゅ くぇ-
しけつゃぇ ゃくうきぇくうっすけ しう おなき すけゃぇ 
- ょぇ せぉっあょぇゃぇ こぇちうっくすうすっ  

おけかおけ ゃぇあくけ っ すけゃぇ. ╆ぇすけゃぇ 
ゃはさゃぇ, つっ ゃっつっ しきっ しっ こさけしすう-
かう し ゃはさゃぇくっすけ: ”╁さっきっくくうすっ 

いなぉう くっ しっ かっおせゃぇす, くぇかう とっ 
しっ しきっくはす う ぉっい すけゃぇ”. ′ぇえ-
ゃぇあくけ っ けさぇかくけすけ いょさぇゃっ ょぇ 
しっ しかっょう けとっ けす さぇくくぇ ょっすしおぇ 
ゃないさぇしす, いぇすけゃぇ さけょうすっかうすっ 
しかっょゃぇ ょぇ けぉさなとぇす ゃくうきぇくうっ 
くぇ こさけぉかっきうすっ しなし いなぉうすっ くぇ 
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きぇかおうすっ.
¨しくけゃくうはす こさけぉかっき こさう 

ゃないさぇしすくうすっ ょ-さ [ぇつっゃぇ けす-
おさうゃぇ ゃ すけゃぇ, つっ いなぉけかっつっ-
くうっすけ ょくっし っ しおなこぇ せしかせゅぇ う 
しっ こさっくっぉさっゅゃぇ. ] せゃっかうつっ-
くうっすけ くぇ しすさっしぇ こさけぉかっきなす 
しすぇゃぇ けとっ こけ-ゅけかはき. ╇きっくくけ 
いぇすけゃぇ ょ-さ [ぇつっゃぇ しっ ゃさなとぇ 
くぇ ょせきうすっ しう, つっ くぇ こさけそう-
かぇおすうおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅかっ-
ょぇ おぇすけ くぇ こけかいぇ, ぇ くっ おぇすけ 
くぇ „くっこさうはすくけ いぇょなかあっくうっ”. 

‶ぇちうっくすうすっ すさはぉゃぇ
ょぇ いくぇはす こさぇゃぇすぇ しう 

〈けゃぇ っ ょさせゅけすけ, おけっすけ ょ-さ 
[ぇつっゃぇ くっこさっきっくくけ ょなさあう 
たけさぇすぇ ょぇ いくぇはす. 〉しうかうはすぇ 
くぇ くっえくぇすぇ こさぇおすうおぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか” しぇ うきっくくけ う ゃ すぇいう 
くぇしけおぇ, いぇとけすけ ょ-さ [ぇつっゃぇ 
ょなさあう ょぇ せしこはゃぇ ょぇ こさっょ-
かぇゅぇ おぇつっしすゃっく こさけょせおす う 
ょぇ うくそけさきうさぇ こさぇゃうかくけ こぇ-
ちうっくすうすっ けすくけしくけ こかぇく, かっ-
つっくうっ う ちっくう. ]こけさっょ くっは, 
さぇぉけすぇすぇ しなし ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ 
ょけくはおなょっ けぉかっおつぇゃぇ こぇちう-
っくすぇ. ′け いょさぇゃくけけしうゅせさっくう-
すっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, つっ おぇしぇ-
すぇ こかぇとぇ ゅけょうてくけ つぇしすうつくけ 
しすけえくけしすすぇ くぇ こさっゅかっょ う ょゃっ 
かっつっぉくう ょっえくけしすう こさう かうちぇ 
くぇ ゃないさぇしす くぇょ 18 ゅけょうくう. 
╁ぇあくけ っ けとっ こぇちうっくすなす ょぇ 
ぉなょっ うくそけさきうさぇく, つっ ぇおけ 
ゃ さぇきおうすっ くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ 
こかけきぉぇ, こけしすぇゃっくぇ ゃ すけいう 
こっさうけょ, こぇょくっ うかう しっ けすつせ-
こう, すは すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
けすくけゃけ いぇ しきっすおぇ くぇ かっおぇさは 
こけ ょっくすぇかくぇ きっょうちうくぇ. 〈けゃぇ 
っ こさぇゃけ, さっゅかぇきっくすうさぇくけ し 

ょけおせきっくす, おけっすけ ゅぇさぇくすうさぇ 
くはおぇおゃう こぇさぇきっすさう くぇ ゅぇ-
さぇくちうけくくう しさけおけゃっ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ゃう ぇゃすけきぇすうつっく こさけちっしぇ こけ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こぇすさけくうすっ いぇ ぇゃすけきぇす “╉ぇかぇてくうおけゃ”. 
╁ きけきっくすぇ ゃ すさうすっ ちったぇ, おなょっすけ しぇ さぇいこけかけあっくう すっいう ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさくう かうくうう, さぇぉけすはす けおけかけ 140 

ょせてう,  いくぇつうすっかくけ こけ-きぇかおけ けす くぇっすうすっ ゃ くぇつぇかけすけ. ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ しぇ きなあっ - けおけかけ 60%, 
けしくけゃくけ くぇしすさけえつうちう, ぇ あっくうすっ しぇ けおぇつっしすゃうすっかう くぇ こさけょせおちうはすぇ. 
‶なさゃうはす くぇつぇかくうお くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かうくうう っ うくあ. ]すっそぇく 【ぇたけゃ, ゃすけさうはす - くぇしすけはとうはす  いぇき.-

ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” - うくあ. ]すぇくうか ]すぇくうかけゃ. 
′ぇえ-しうかくうすっ ゅけょうくう いぇ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ しぇ ゃ こっさうけょぇ 1985-87 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ しさっょくけ きっしっつくけ しっ  こさけ

ういゃっあょぇす こけ 12-13 きかく. ぉさけは こぇすさけくう くぇ きっしっち. ╆ぇ 30-すっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ けす  ぇゃすけきぇすうつくうすっ  さけすけさくう かうくうう 
しぇ ういかっいかう くぇょ 1 きうかうぇさょ こぇすさけくぇ.  
ぃぉうかっはす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すさうすっ ちったぇ くぇ ╆ぇゃけょ 2 とっ しっ けすぉっかっあう しおさけきくけ, くけ けす しなさちっ. ╆ぇ こなさゃう こなす けす 30 

ゅけょうくう おけかっおすうゃうすっ くぇ ちったけゃっすっ 180, 190 う 200 とっ こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ おけかっょくうすっ こさぇいくうちう - すなさあっしすゃけすけ っ 
くぇ 15-すう ょっおっきゃさう, ゃ さっしすけさぇくす “╊ぇいせさ” くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
′ぇえ-きかぇょうはす さぇぉけすうお ゃ ちったけゃっすっ くぇ ┿[╇╄╊ っ 21-ゅけょうてくうはす くぇしすさけえつうお けす ちった 180 〈けておけ ╇ゃぇくけゃ, いぇ おけ

ゅけすけ くぇつぇかくうおなす きせ 〈ぇくぬけ 〈ぇくっゃ おぇいゃぇ, つっ っ きけきつっ し おぇつっしすゃぇ う し きくけゅけ ょぇくくう ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう. 
╁っすっさぇくうすっ しぇ きくけゅけ. 
¨すかうつくうすっ う  ょけぉさうすっ さぇぉけすくうちう, けしすぇゃうかう し こさうくけしぇ しう ょうさは ゃ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ – しなとけ.  ╆ぇすけゃぇ こけさっょ:

きうすなさ ╁なかおけゃ, ╋ぇさすうく ╋せしすぇ
そっさけゃ.

『った 200
╂さけいぬけ ╂さけいっゃ, ╃うきうすなさ ╂っけさ

ゅうっゃ, ╁っしおけ ╋ぇさうくけゃ, 》さうしすけ 
╉さなしすっゃ, ]すっそぇく 〈けすっゃ, う くぇ
しすけはとうはす ╇かうは ╀ぇておったぇえけゃ.

′ぇしすさけえつうちう けす ┿[╇╄╊, けしすぇ
ゃうかう ょうさは:  
╇ゃぇく [ぇょけっゃ, ╅っかはいおけ ╋うすっゃ, 

]すっそぇく ╀っかけゃ, 〈けょけさ ╉ぇさぇせかぇ
くけゃ, ╉さぇしうきうさ ╋うかっゃ, ╉さぇしう
きうさ ╉さなしすっゃ, ╁ぇかっくすう ╉けしっゃ, 
╂ぇくつけ 〈けょけさけゃ, ]すっそぇく ╉ぇいぇ
おけゃ, 〈けょけさ ‶っくつっゃ, ]すぇくうきうさ 
[ぇっゃ, ‶ぇくすっかっえ ]すけはくけゃ.

╋けくすぬけさう: 
╂ぇくつけ 〈ぇてっゃ, ╂っけさゅう ╀けいっゃ, 

╂っけさゅう ‶っさつっきかうっゃ - ゃっすっさぇく. 
〈けえ っ けす こなさゃうすっ きけくすぬけさう ゃ 
すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ. ‶っくしうけ
くっさ,  おけえすけ けとっ さぇぉけすう いぇさぇょう 
ゃうしけおうは しう こさけそっしうけくぇかういなき. 

[ぇぉけすう くぇ くはおけかおけ けこっさぇちうう.
╇いはゃっくう きけくすぬけさう しぇ  う 

╂っけさゅう ╂うくっゃ う ╃うきうすなさ 
【うてきぇくけゃ.

 ╂かぇゃっく っくっさゅっすうお くぇ ┿[╇
╄╊ - ‶かぇきっく ╅ぇぉうかけゃ.
 
╅っくう-ゃっすっさぇくう: 
╁っつっ ゃ こっくしうは, くけ し ょうさは ゃ 

こさけういゃけょしすゃけすけ: 
]すっそおぇ ╀けくっゃぇ - くぇえ-ょなか

ゅけゅけょうてくぇすぇ さぇぉけすくうつおぇ, 
〈ぇすはくぇ ╉けえつっゃぇ, ╇ゃぇくおぇ 〈け
こぇかけゃぇ.
]っゅぇ: 
『った 180 
〈はくおぇ ╉ぇさぇおけかっゃぇ, ╁うけかっすぇ  

╃さぇゅぇくしおぇ, ′ぇょっあょぇ ╇かうっゃぇ. 

『った 190
╋うくおぇ ‶ぇくすっかっっゃぇ , ╃ぇさうくぇ 

′うおけかぇっゃぇ. 
 
『った 200 
]すっそおぇ ╀せつぇおけゃぇ, 〈はくおぇ 

〈けょけさけゃぇ.
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„′っ っ かっしくけ ょぇ しっ こけょょなさ
あぇ こさぇおすうおぇ ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ 
おさういぇ”, しこけょっかは うしおさっくけ ょ-さ 

[ぇつっゃぇ. ¨す しさっょぇすぇ くぇ 2000-
すぇ ゅけょうくぇ くっえくうはす  おぇぉう
くっす  さぇぉけすう こけ ょけゅけゃけさ しなし 
╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ – ういこなかくはゃぇ 
こなさゃうつくぇ ょっくすぇかくぇ こけきけと. 
╁ くけゃうすっ せしかけゃうは ゅさうあぇすぇ いぇ 
しすけきぇすけかけゅうつくぇすぇ すったくうおぇ, 
けぉけさせょゃぇくっすけ くぇ おぇぉうくっすぇ う 
しくぇぉょはゃぇくっすけ し おけくしせきぇすうゃう  
ういちはかけ しっ ういゃなさてゃぇ けす ょっく
すぇかくうは かっおぇさ. „┿さしっくぇか” っ 
しけぉしすゃっくうお くぇ けぉけさせょゃぇくっすけ. 
]すけきぇすけかけゅうつくうはす しすけか う きぇ
てうくぇすぇ „ぃゅけょっくす” しぇ おせこっくう 
けす そうさきぇすぇ こさっい 1992-さぇ. ╁ 
せしかけゃうはすぇ くぇ けぉくけゃはゃぇくっ くぇ 
すったくうおぇすぇ ゃ すけいう しっおすけさ くぇ 
いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ くぇ ゃしっおう 
7-8 ゅけょうくう すせお っ くせあくぇ ょけ
ぉさぇ こけょょさなあおぇ けすしすさぇくぇ くぇ 
かっおぇさは, いぇ ょぇ っ ゃないきけあくけ かっ
つっくうっすけ. „] こけゃっつっ あっかぇくうっ 
う ゅさうあう う し こけきけとすぇ くぇ すった
くうちうすっ, ゃしうつおけ しっ くぇさっあょぇ”, 
おけきっくすうさぇ しうすせぇちうはすぇ ょ-さ 
[ぇつっゃぇ, おけはすけ しかっょ すけかおけゃぇ 
ゅけょうくう こさうっき くぇ ぇさしっくぇか
しおう こぇちうっくすう ゃっつっ けぉゅさうあゃぇ 
ちっかう そぇきうかうう けさなあっえくうちう. 
』せゃしすゃぇ ぉかういなお ゃしっおう つかっく 
けす すはた う くっ え っ ぉっいさぇいかうつくけ 
ょぇかう たけさぇすぇ けしすぇゃぇす ょけゃけか
くう, いぇとけすけ, いぇ さぇいかうおぇ けす 
ょさせゅぇょっ, すせお きけあって ょぇ しさっ
とぇて こぇちうっくすぇ しう ゃしっおう ょっく – 
くっ っ ょけぉさっ, おけゅぇすけ っ けしすぇくぇか 
けす くっとけ くっょけゃけかっく.
„┿さしっくぇかちう しぇ しゃうおくぇかう う 

けす ゅけょうくう いくぇはす, つっ しせすさうく 
ゃうくぇゅう きけゅぇす ょぇ さぇいつうすぇす くぇ 
こけきけと けす いなぉけかっおぇさ ぉかういけ ょけ 
さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ”, しこけょっかは 
ょ-さ [ぇつっゃぇ. [ぇぉけすくけすけ ゃさっきっ 
くぇ おぇぉうくっすぇ っ こさっょう けぉはょ, 
さぇぉけすう しっ こけ ゅさぇそうお. ╃-さ [ぇ
つっゃぇ ょなさあう けしけぉっくけ きくけゅけ くぇ 
すけゃぇ, すぇおぇ しっ ちっくう ゃさっきっすけ くぇ 
こぇちうっくすぇ う かっおぇさは. ]こってくぇ 
こけきけと, けぉぇつっ, くうおけゅぇ くっ しっ 
けすおぇいゃぇ. ‶さうっきうすっ こけ しこって
くけしす う おさぇすおうすっ  おけくしせかすぇちうう 
しぇ っあっょくっゃうっ. ‶さぇおすうおぇすぇ 
すせお こさっょかぇゅぇ おけきこかっおしくけ 
かっつっくうっ くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ 
こぇちうっくすぇ – こさけすっすうつくけ, すっ
さぇこっゃすうつくけ, たうさせさゅうつくけ う 
ょっすしおぇ しすけきぇすけかけゅうは. ‶さっい 
ゅけょうくうすっ すけゃぇ しっ けちっくはゃぇ 
けす さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”, 
いぇとけすけ しこっしすはゃぇ ゃさっきっ いぇ 
こけしっとっくうは ゃ さぇいかうつくう しこっ
ちうぇかういうさぇくう おぇぉうくっすう. ╃-さ 
[ぇつっゃぇ, けぉぇつっ, ゃうくぇゅう こさっ
こけさなつゃぇ くぇえ-ょけぉさけすけ いぇ こぇ
ちうっくすぇ う ゅけ くぇしけつゃぇ, ぇおけ ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ こけかうおかうくうおぇ 
くはきぇ せしかけゃうは すけえ ょぇ こけかせつう 
くぇえ-こけょたけょはとぇすぇ しすけきぇすけかけ
ゅうつくぇ こけきけと. ╃-さ [ぇつっゃぇ っ 
おぇすっゅけさうつくぇ ゃ くぇぉかのょっくうはすぇ 
しう こさっい ゅけょうくうすっ:

》けさぇすぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ
しっ ゅさうあぇす いぇ いなぉうすっ しう
 
„》けさぇすぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ けぉ

さなとぇす ゃくうきぇくうっ う ゅさうあう 
いぇ けさぇかくけすけ しう いょさぇゃっ”, おけ
きっくすうさぇ こさっょ  „〈さうぉせくぇ ┿さ
しっくぇか” ょ-さ [ぇつっゃぇ. 〈は いぇ
ぉっかはいゃぇ そけさきうさぇくっすけ こさっい 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ っょうく 
けしけぉっく こけすけお けす こぇちうっくすう ゃ 
„┿さしっくぇか”, おけうすけ しぇ くっあっかぇ
くう けす ょさせゅう -  すっあおう しかせつぇう 
くぇ しうかくけ さっょせちうさぇくけ しないな
ぉうっ しなし いぇゅせぉっくう けおかせいけぇさ
すうおせかぇちうけくくう しなけすくけてっくうは, 
ぇすさけそうは くぇ ぇかゃっけかくうは ゅさっ
ぉっく, すっあおう こぇさけょけくすけこぇすうう. 
′ぇ っいうおぇ くぇ かぇうおぇ すけゃぇ けい
くぇつぇゃぇ, つっ たけさぇすぇ ういけしすぇゃはす 
いなぉうすっ しう, くっ ゃいうきぇす ゃっょくぇゅぇ 
きっさおう, しすうゅぇ しっ ょけ ゃぇょっくっ くぇ 
いなぉう, ゃないこぇかっくうは くぇ ゃっくちう
すっ, ゃっつっ くっ しぇ さはょおぇ おぇさすうくぇ 
う たけさぇ, けしすぇくぇかう ぉっい いなぉう, 
くぇ おけうすけ ょけさう すさせょくけ しっ さぇい
ぉうさぇ おぇおゃけ ゅけゃけさはす.
„‶さぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ こぇ

ちうっくすなす すなさしう こけきけと, おけゅぇ

すけ うきぇ ぉけかおぇ”, おぇすっゅけさうつくぇ っ 
けとっ ょ-さ [ぇつっゃぇ.〈は くぇぉかのょぇ
ゃぇ う すっくょっくちうはすぇ - ょっえくけしすう, 
おぇすけ こさけすっすうつくけすけ ゃないしすぇくけ
ゃはゃぇくっ, ょぇ けしすぇゃぇす くぇ くうゃけ, 
ょぇかっつ けす すけゃぇ こさっょう ゅけょうくう. 
‶さぇゃはす しっ こけ-けぉうおくけゃっくう 
こさけすっいう, こけ-きぇかおう こさけすっいくう 
おけくしすさせおちうう. ╁しうつおけ すけゃぇ, 
っしすっしすゃっくけ, しっ けぉはしくはゃぇ う 
し くうしおうすっ ょけたけょう, おけうすけ くっ 
こけいゃけかはゃぇす ゅさうあぇすぇ いぇ ょっく
すぇかくけすけ いょさぇゃっ  ょぇ ぉなょっ ゃう
くぇゅう くぇ ゃうしけすぇ. ╇しすうくぇすぇ っ, 
つっ ょけぉさけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, 
くっ しぇきけ いなぉけかっつっくうっすけ, ょくっし 

しすさせゃぇ しおなこけ. ╆ぇすけゃぇ けとっ 
こけゃっつっ ょ-さ [ぇつっゃぇ しつうすぇ, つっ 
くぇゃさっきっ ゃいっすうすっ きっさおう しぇ 
ゃぇあくう. ¨ぉはしくはゃぇ: きぇおぇさ う 

′ぇつぇかけすけ:

╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ - こなさゃうはす ぉさうゅぇょっく さなおけゃけょうすっか 
くぇ ちった 180 くぇ ╆ぇゃけょ 2 
 

 ]ゃうょっすっか くぇ ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけ-
すけさくう かうくうう いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ こぇすさけくう, ゃないこうすぇ-
くうお くぇ 〈╋〈 “『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ”, ゃうこせしお 1961 ゅけょうくぇ  
 ╁しうつおけ いぇこけつくぇ  けとっ こさっい 1981 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ 

しすぇさすうさぇ きけく-
すぇあなす くぇ きぇ-
てうくうすっ,  おけう-
すけ ぉはたぇ ゃくけし 
けす ぉうゃてうは 
]]][. ‶け しな-
とけすけ ゃさっきっ きっ 
くぇいくぇつうたぇ いぇ 
くぇつぇかくうお くぇ 
ちったぇ,  すけゅぇゃぇ 
ぉさうゅぇょっく さな-
おけゃけょうすっか. 
 ╉けゅぇすけ いぇこけ-

つくぇた さぇぉけすぇ, 
くはきぇてっ きぇてう-
くう, しぇきけ こさぇい-
くぇ ぉっすけくくぇ 
こかけとぇょおぇ. ╆ぇ 
6 きっしっちぇ ゃしうつ-
おけ しっ くぇこなかくう. 

〈けゅぇゃぇ すっいう ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさくう かうくう ぉはたぇ くぇえ-
しなゃさっきっくくうすっ いぇ ゃさっきっすけ さけすけさくう きぇてうくう ゃ しゃっすぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こぇすさけくう. 
 〈っ ういゃなさてゃぇたぇ くぇ さけすぇちうけくっく こさうくちうこ きったぇくうつ-

くぇすぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ こぇすさけくうすっ.  
 ]こけきくはき しう, つっ 7-8 ゅけょうくう こけ-おなしくけ, くはおなょっ ゃ 

おさぇは くぇ 80-すっ ゅけょうくう, ゃ ]]][ すけゅぇゃぇ しっ きけくすうさぇたぇ 
う ゃくっょさうたぇ  ょさせゅう くけゃう きぇてうくう けす すけゃぇ しっきっえしすゃけ - 
す. くぇさ. “おけくゃっっさくう かうくうう”, くけ ぉなさいけ しっ けすおぇいぇたぇ けす 
すはた こけさぇょう こけ-くうしおうは ╉‶╃.
]ぇきけすけ ゃくっょさはゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う きけくすうさぇ-

くっすけ くぇ きぇてうくうすっ こさう くぇし ゃ ちったぇ こさけょなかあう ぉかういけ 
こけかけゃうく ゅけょうくぇ. ¨そうちうぇかくけ けすおさうゃぇくっ くっ っ うきぇかけ, 
かっくすう くっ しきっ こさっさはいゃぇかう. ╁っょくぇゅぇ いぇこけつくぇたきっ しな-
とうくしおぇすぇ さぇぉけすぇ. 〈けゅぇゃぇ ょけえょけたぇ う 30-すうくぇ しなゃっす-
しおう しこっちうぇかうしすう, おけうすけ すさはぉゃぇてっ ょぇ けぉせつぇす こっさしけ-
くぇかぇ いぇ さぇぉけすぇ し すっいう さけすけさくう かうくうう.  
 ╆ぇ くせあょうすっ くぇ くけゃうは ちった う くけゃうすっ きぇてうくう こさうった-

きっ ぉかういけ 250 ょせてう, けしくけゃくけ きかぇょう たけさぇ う ゃしっ ゃない-
こうすぇくうちう くぇ すけゅぇゃぇてくうは ╋ったぇくけすったくうおせき ゃ ゅさぇょぇ. 
╋かぇょうすっ たけさぇ うきぇたぇ あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ う ぉなさいけ しっ 
せつったぇ けす けこうすぇ くぇ させしおうすっ しこっちうぇかうしすう.  
 ′けゃうすっ さけすけさくう かうくうう ぉはたぇ ゃうしけおけ こさけういゃけょうすっか-

くう いぇ ゃさっきっすけ  きぇてうくう, つっ う ょくっし. ‶かぇくけゃっすっ ぉはたぇ 
すっ ょぇ  こさけういゃっあょぇす 100 きうかうけくぇ ぉさけは こぇすさけくう ゅけ-
ょうてくけ. ′うっ, くぇかう しきっ しう ぉなかゅぇさう, けとっ こなさゃぇすぇ ゅけ-
ょうくぇ こさったゃなさかうたきっ すぇいう かっすゃぇ: こさけういゃっょけたきっ 109 
きうかうけくぇ ぉさけは こぇすさけくぇ. [ぇぉけすったきっ くぇ すさう しきっくう, し 
っくすせしうぇいなき. ╇, さぇいぉうさぇ しっ ... かっおけ う こけぉなかゅぇさうたきっ 
こさけちっしぇ. ] きぇかおう さうしおけゃっ いぇ けぉけさせょゃぇくっすけ.  
╀ってっ うくすっさっしくけ ゃさっきっ, さぇょゃぇたきっ しっ, つっ さぇぉけすうき し 

くけゃぇ すったくうおぇ, つっ こさぇゃうき くっとけ こさう きけょっさくう せしかけ-
ゃうは, いぇとけすけ くぇうしすうくぇ ゃくっょさっくうすっ こさっい 1982 ゅけょうくぇ 
ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさくう かうくうう ぉはたぇ くぇえ-しなゃさっきっくくう-
はす  おかぇし すぇおけゃぇ けぉけさせょゃぇくっ いぇ こぇすさけくう いぇ 80-すっ ゃ 
しゃっすぇ. 〈っいう きぇてうくう ぉはたぇ しなゃさっきっくくう う ゃ ょさせゅけ けす-
くけてっくうっ: すったくけかけゅうつくうすっ  けこっさぇちうう いぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ぉけっこさうこぇしう ぉはたぇ きけょっさくう, くぇ っかっおすさけくっく  
こさうくちうこ, し ゃうしけお おかぇし くぇ おぇつっしすゃけすけ. 》けさぇすぇ, おけうすけ 
さぇぉけすったぇ, ぉはたぇ きくけゅけ けすゅけゃけさくう う きくけゅけ ょけぉさっ けぉせ-
つっくう, こさけそっしうけくぇかうしすう. [ぇょゃぇき しっ, つっ すけゃぇ くうゃけ しっ 
しすぇさぇはす おけかっゅうすっ きう ょぇ いぇこぇいはす う しっゅぇ. 
 ╂けさょ しなき う し ょさせゅけ: つっ けす こなさゃうは ょけ こけしかっょくうは しう 

ょっく くぇ すさせょけゃうは しう しすぇあ しなき さぇぉけすうか しぇきけ う っょうく-
しすゃっくけ ゃ “┿さしっくぇか” う すけ しぇきけ ゃ ╆ぇゃけょ 2. ╆ぇこけつくぇた 
さぇぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか” こさっい 1963 ゅけょうくぇ, こっくしうけくうさぇた 
しっ こさっい 1992 ゅけょうくぇ. ╀はたぇ ゃっかうおう ゅけょうくう.  ╂けさょ しなき 
う し すけゃぇ, つっ しなき う こなさゃうはす ぉさうゅぇょっく さなおけゃけょうすっか 
けす “┿さしっくぇか”, いぇこけつくぇか さぇぉけすぇ し おけかっおすうゃぇ しう こけ 
〉おぇいぇ いぇ しすけこぇくしおぇ うくうちうぇすうゃぇ, ういゃっしすっく おぇすけ 〉おぇい 
56. ╉けかっおすうゃなす くう さぇぉけすってっ くぇ しすけこぇくしおぇ しきっすおぇ, 
さぇいょぇゃぇたきっ こぇさう くぇ たけさぇすぇ けす うおけくけきううすっ,  おけう-
すけ けしなとっしすはゃぇゃぇたきっ. ╇きぇたきっ ょさせゅけ けすくけてっくうっ おなき 
すさせょぇ う  おぇつっしすゃけすけ. 
 ╅っかぇは くぇ おけかっゅうすっ しう けす ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさ-

くう かうくうう う いぇくぇこさっょ ょぇ しぇ ゃしっ すぇおぇ ゃしっけすょぇえくう ゃ 
さぇぉけすぇすぇ しう, ょぇ しこぇいゃぇす ゃうしけおぇすぇ すさせょけゃぇ う すったくけ-
かけゅうつくぇ ょうしちうこかうくぇ う ょぇ しっ  ぉけさはす いぇ くぇえ-ょけぉさけすけ 
おぇつっしすゃけ.  
 ┿ 30-すっ ゅけょうくう けす くぇつぇかけすけ? ╃ぇあっ くっ ゃはさゃぇき, つっ っ 

きうくぇかけ すけかおけゃぇ ゃさっきっ. ]はおぇて ぉってっ ゃつっさぇ. 

2012 ゅけょうくぇ っ しゃけっけぉさぇいくぇ のぉうかっえくぇ ゅけょうくぇ いぇ  さぇぉけすっとうすっ ゃ すさう けす ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 2 - 180, 190, 
200 -  す.くぇさ.  ┿[╇╄╊ - ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさくう かうくうう. 
 〈けゃぇ っ きはしすけ, おなょっすけ しっ こさけういゃっあょぇす ぉけっこさうこぇしうすっ ゃ “┿さしっくぇか”.
 ‶さっょう 30 ゅけょうくう  すっいう ちったけゃっ  しすぇゃぇす こさうすっゅぇすっかくけ きはしすけ いぇ きくけゅけ きかぇょう  たけさぇ, つぇしす けす すはた けしすぇくぇかう ょけ 

こっくしうは すせお. ‶さうつうくぇすぇ - ゃなゃっあょぇ しっ きくけゅけ きけょっさくけ いぇ すけゅぇゃぇてくうすっ ゃさっきっくぇ けぉけさせょゃぇくっ, おけっすけ ういちはかけ こさぇ-

′ぇつぇかくうちう くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ: 

『った 180 
 ╋ぇくぬけ ╃うきうすさけゃ, ′ぇくおけ ╉けゃぇ-

つっゃ, ╅っかぬけ ╇ゃぇくけゃ う くぇしすけはとうはす 
〈ぇくぬけ 〈ぇくっゃ.
 ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ きせ ゅけさょけしす しぇ しな-

ゃっしすくうすっ う さぇぉけすっとうすっ こっさそっおすくけ 
さぇぉけすくうちう . ′ぇえ-ゅけかっきうすっ きせ ぉけか-
おう しぇ ょゃっ: 
おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しっ けしゃけぉけあ-

ょぇゃぇす おぇつっしすゃっくう う けぉせつっくう おぇ-
ょさう, こさっょゃうょ くぇきぇかっくうは けぉっき くぇ 
さぇぉけすぇ, う くぇきうさぇくっすけ くぇ おぇつっしす-
ゃっくう おぇょさう, おけゅぇすけ しっ くぇかぇゅぇ.
‶さういくぇゃぇ, つっ, いぇ ょぇ くぇきっさう こけょ-

たけょはとう おぇょさう いぇ しこっちうそうつくぇすぇ 
さぇぉけすぇ, こさっょう 3 ゅけょうくう  ゃしはおぇ ゃっ-
つっさ さぇぉけすくうはす きせ ょっく  いぇゃなさてゃぇ  
ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ  ぇょきうくうしすさぇすうゃくうは 
ょうさっおすけさ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, おなょっ-
すけ こさっゅかっあょぇ きけかぉうすっ いぇ さぇぉけすぇ 
くぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ さぇぉけすぇ - ゃ すなさ-
しっくっ くぇ くぇえ-こけょゅけすゃっくうすっ. 

 『った 190 
》さうしすけ ╀けぉつっゃ, ╇ゃぇく ╉ぇしっゃ, ╃う-

′ぇしすけはと ょうさっおすけさ くぇ いぇゃけょ 2 – ╁っかおけ ╋うすっゃ 

╆ぇ ょぇ さぇぉけすうて くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かうくうう: 

]こけさっょ 〈ぇくぬけ 〈ぇくっゃ - くぇつぇかくうお ちった 180 くぇ ┿[╇╄╊, こなさゃうはす  けす  すさうすっ 
ぇゃすけきぇすういうさぇくう いぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉけっこさうこぇしう, さぇぉけすぇすぇ  すせお っ 
しこっちうそうつくぇ. ╇いうしおゃぇ しっ おけくちっくすさぇちうは ゃなゃ ゃしっおう きけきっくす けす ょぇょっくぇ 
けこっさぇちうは, すったくうつっしおう こけいくぇくうは う せきっくうは う くっ くぇ こけしかっょくけ きはしすけ - 
あっかぇくうっ ょぇ しっ くぇせつうて. ╋うくうきせき 3 ゅけょうくう っ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ っょうく 
さぇぉけすくうお うかう くぇしすさけえつうお しすぇゃぇ ょけぉなさ う おゃぇかうそうちうさぇく いぇ けこっさぇちううすっ, 
おけうすけ ういゃなさてゃぇ くぇ っょくぇ きぇてうくぇ. 
╁ぇあくけ せしかけゃうっ いぇ おぇつっしすゃっくぇすぇ  さぇぉけすぇ っ う しこぇいゃぇくっすけ くぇ すったくけかけ-

ゅうつくぇすぇ ょうしちうこかうくぇ,  ょうしちうこかうくぇすぇ くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ. ]ぇきけ っょうく 
こけ-しっさうけいっく うくちうょっくす, う すけ ぉっい そぇすぇかくう こけしかっょうちう, っ さっゅうしすさうさぇく  いぇ 30-すっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ くぇ 
すっいう ぇゃすけきぇすうつくう  こさけういゃけょしすゃぇ, おぇいゃぇ くっ ぉっい ゅけさょけしす  〈ぇくぬけ 〈ぇくっゃ.  ]こけょっかは, つっ さぇぉけすぇすぇ ゃ 
ちったぇ  くっ っ かっしくぇ, くうすけ かっおぇ, くけ こなお すけいう, おけえすけ さぇぉけすう,  っ ょけゃけかっく.  95% けす ゃしうつおう けこっさぇちうう, 
ういゃなさてゃぇくう ゃ ちったけゃっすっ くぇ ┿[╇╄╊, しぇ ぇゃすけきぇすうつくう. 〈けゃぇ こさぇゃう おけくすさけかなす くぇ ゃしはおぇ けこっさぇちうは 
ょぇ ぉなょっ けす ういおかのつうすっかくけ いくぇつっくうっ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ しっ ょけこせしくっ ゅさっておぇ くぇ こなさゃぇ けこっさぇちうは,  すけ すは 
しすうゅぇ つぇお ょけ こけしかっょくぇすぇ.   
′っ  おさうっ う くぇえ-ゃぇあくけすけ. ‶けゃけょ いぇ ゅけさょけしす:  ょけ すけいう きけきっくす,  しかっょ 30 ゅけょうくう さぇぉけすぇ,  こさけうい-

ゃっょっくけすけ  ゃ ちったけゃっすっ くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かうくうう っ ぉっい さっおかぇきぇちうう けす ゃなくてくう おかうっくすう. 
 ¨しすぇくぇかけすけ っ さぇぉけすぇ. ╇いゃなさてゃぇくぇ し きくけゅけ かのぉけゃ う ゃしっけすょぇえくけしす けす ゃしうつおう.

                                                             ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

し ゃうしけお こさけちっくす くぇ さぇいゃう
すうっ, ょくっし

╉ぇさうっしなす っ かっつうき 

′ぇこけしかっょなお ゃ こさぇおすうおぇすぇ 
しう ょ-さ [ぇつっゃぇ こけつすう くっ しさっ
とぇ ょっすっ ぉっい さぇいゃぇかっく いなぉ. 
”〈させょくけ しっ しさっとぇ ょっすっ しなし 
いょさぇゃう いなぉう, ぉうかけ すけ きかっつ
くう うかう こけしすけはくくう”, しこけょっ
かは ょっくすうしすなす.〈ゃなさょっ さぇい
こさけしすさぇくっくう ゃ こけしかっょくけ 

ゃさっきっ しぇ う せしかけあくっくうはすぇ 
くぇ すけいう こさけちっし – こせかこうすう 
う こっさうけょけくすうすう, ぇ すはたくけすけ 
くっかっおせゃぇくっ ゃけょう ょけ いぇゅせぉぇ 
くぇ ぉけかくうは いなぉ. ╀なさいけ さぇい
させてっくうすっ いなぉう し こけしかっょゃぇ
とうすっ ゅう せしかけあくっくうは しぇ すっ
あなお いょさぇゃけしかけゃっく こさけぉかっき 
いぇ こぇちうっくすぇ し けすさぇあっくうっ 
ゃなさたせ しなさょっつくけ-しなょけゃぇすぇ 
しうしすっきぇ, たさぇくけしきうかぇすっか
くぇすぇ う けこけさくけょゃうゅぇすっかくぇすぇ 
しうしすっきぇ, こさっょせこさっあょぇゃぇ 
けとっ ょ-さ [ぇつっゃぇ. ╆ぇつっしすはゃぇ 
う けょけくすけゅっくくぇすぇ うくそっおちうは 
– っょくぇ けす くぇえ-さぇいこさけしすさぇ

くっくうすっ ぉけかっしすう ゃ しゃっすけゃっく 
きぇとぇぉ. ¨すぉっかはいゃぇ しっ う いぇ
ゃうてっくうっ くぇ こさけちっくすぇ くぇ 

„╂さうあぇすぇ いぇ ょっくすぇかくけすけ いょさぇゃっ, おぇおすけ う こさけそうかぇおすうおぇすぇ, しぇ こけかいぇ, ぇ くっ くっ
こさうはすくけ いぇょなかあっくうっ”, おぇすっゅけさうつくぇ っ ょ-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ, かっおぇさ こけ ょっくすぇかくぇ 
きっょうちうくぇ, おけはすけ けす ゅけょうくう こけしさっとぇ しすさぇょぇとうすっ けす こさけぉかっきう しなし いなぉうすっ ぇさしっ
くぇかちう ゃ おぇぉうくっすぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╃-さ [ぇつっゃぇ っ っょくぇ けす ょゃっすっ いなぉけかっおぇさおう, 
けぉしかせあゃぇとう ぇさしっくぇかちう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ -  こさっょうきしすゃけ, おけっすけ 
っ いぇこぇいっくけ, ゃなこさっおう くけゃうすっ せしかけゃうは, ゃ おけうすけ っ こけしすぇゃっくぇ ゅさうあぇすぇ いぇ しすけきぇすけかけ
ゅうつくけすけ いょさぇゃっ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ しかっょ さっそけさきぇすぇ ゃ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ. „┿さしっくぇか” 
┿╃  っ っょくぇ けす きぇかおけすけ そうさきう, せしこはかぇ ょぇ いぇこぇいう くぇ しゃけはすぇ すっさうすけさうは こさぇゃけすけ 
くぇ さぇぉけすっとうすっ ょぇ こけかいゃぇす ょっくすぇかくぇ こけきけと. ╁ こけかうおかうくうおぇすぇ くぇ ょさせあっしすゃけすけ 
さぇぉけすはす ょゃぇ しすけきぇすけかけゅうつくう おぇぉうくっすぇ. ╃-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ っ いぇこけつくぇかぇ こさぇおすう
おぇすぇ しう すせお ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1984-すぇ ゅけょうくぇ う ょけ きけきっくすぇ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ しっ ゅさうあう 
いぇ けさぇかくけすけ いょさぇゃっ くぇ ぇさしっくぇかちう.』せゃしすゃぇ „┿さしっくぇか” おぇすけ しゃけっすけ こさっょこさうはすうっ, 
こけいくぇゃぇ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう う すけゃぇ しなし しうゅせさくけしす は おぇさぇ ょぇ しっ つせゃしすゃぇ きくけゅけ こけ-
けすゅけゃけさくぇ いぇ すはたくけすけ しすけきぇすけかけゅうつくけ いょさぇゃっ.

ぇぉちっしうすっ, おけうすけ けすゃっあょぇす こぇ
ちうっくすぇ おなき しこっちうぇかういうさぇくぇ 

たうさせさゅうつっしおぇ こけきけと.
′ぇえ-ゃぇあくぇすぇ こさっこけさなおぇ, 

おけはすけ ょ-さ [ぇつっゃぇ ょぇゃぇ, っ こけくっ 
ょゃぇ こなすう ゅけょうてくけ つけゃっお ょぇ  
こけしっとぇゃぇ しすけきぇすけかけゅぇ しう, 
おぇすけ けしけぉっくけ ゃぇあくけ っ すけゃぇ いぇ 
ょっちぇすぇ. ╁ さぇぉけすぇすぇ しう う しっゅぇ 
ぇさしっくぇかしおうはす しすけきぇすけかけゅ くぇ
しけつゃぇ ゃくうきぇくうっすけ しう おなき すけゃぇ 
- ょぇ せぉっあょぇゃぇ こぇちうっくすうすっ  

おけかおけ ゃぇあくけ っ すけゃぇ. ╆ぇすけゃぇ 
ゃはさゃぇ, つっ ゃっつっ しきっ しっ こさけしすう
かう し ゃはさゃぇくっすけ: ”╁さっきっくくうすっ 

いなぉう くっ しっ かっおせゃぇす, くぇかう とっ 
しっ しきっくはす う ぉっい すけゃぇ”. ′ぇえ-
ゃぇあくけ っ けさぇかくけすけ いょさぇゃっ ょぇ 
しっ しかっょう けとっ けす さぇくくぇ ょっすしおぇ 
ゃないさぇしす, いぇすけゃぇ さけょうすっかうすっ 
しかっょゃぇ ょぇ けぉさなとぇす ゃくうきぇくうっ 
くぇ こさけぉかっきうすっ しなし いなぉうすっ くぇ 

きぇかおうすっ.
¨しくけゃくうはす こさけぉかっき こさう 

ゃないさぇしすくうすっ ょ-さ [ぇつっゃぇ けす
おさうゃぇ ゃ すけゃぇ, つっ いなぉけかっつっ
くうっすけ ょくっし っ しおなこぇ せしかせゅぇ う 
しっ こさっくっぉさっゅゃぇ. ] せゃっかうつっ
くうっすけ くぇ しすさっしぇ こさけぉかっきなす 
しすぇゃぇ けとっ こけ-ゅけかはき. ╇きっくくけ 
いぇすけゃぇ ょ-さ [ぇつっゃぇ しっ ゃさなとぇ 
くぇ ょせきうすっ しう, つっ くぇ こさけそう
かぇおすうおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅかっ
ょぇ おぇすけ くぇ こけかいぇ, ぇ くっ おぇすけ 
くぇ „くっこさうはすくけ いぇょなかあっくうっ”. 

‶ぇちうっくすうすっ すさはぉゃぇ
ょぇ いくぇはす こさぇゃぇすぇ しう 

〈けゃぇ っ ょさせゅけすけ, おけっすけ ょ-さ 
[ぇつっゃぇ くっこさっきっくくけ ょなさあう 
たけさぇすぇ ょぇ いくぇはす. 〉しうかうはすぇ 
くぇ くっえくぇすぇ こさぇおすうおぇ ゃ „┿さ
しっくぇか” しぇ うきっくくけ う ゃ すぇいう 
くぇしけおぇ, いぇとけすけ ょ-さ [ぇつっゃぇ 
ょなさあう ょぇ せしこはゃぇ ょぇ こさっょ
かぇゅぇ おぇつっしすゃっく こさけょせおす う 
ょぇ うくそけさきうさぇ こさぇゃうかくけ こぇ
ちうっくすうすっ けすくけしくけ こかぇく, かっ
つっくうっ う ちっくう. ]こけさっょ くっは, 
さぇぉけすぇすぇ しなし ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ 
ょけくはおなょっ けぉかっおつぇゃぇ こぇちう
っくすぇ. ′け いょさぇゃくけけしうゅせさっくう
すっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, つっ おぇしぇ
すぇ こかぇとぇ ゅけょうてくけ つぇしすうつくけ 
しすけえくけしすすぇ くぇ こさっゅかっょ う ょゃっ 
かっつっぉくう ょっえくけしすう こさう かうちぇ 
くぇ ゃないさぇしす くぇょ 18 ゅけょうくう. 
╁ぇあくけ っ けとっ こぇちうっくすなす ょぇ 
ぉなょっ うくそけさきうさぇく, つっ ぇおけ 
ゃ さぇきおうすっ くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ 
こかけきぉぇ, こけしすぇゃっくぇ ゃ すけいう 
こっさうけょ, こぇょくっ うかう しっ けすつせ
こう, すは すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
けすくけゃけ いぇ しきっすおぇ くぇ かっおぇさは 
こけ ょっくすぇかくぇ きっょうちうくぇ. 〈けゃぇ 
っ こさぇゃけ, さっゅかぇきっくすうさぇくけ し 

ょけおせきっくす, おけっすけ ゅぇさぇくすうさぇ 
くはおぇおゃう こぇさぇきっすさう くぇ ゅぇ
さぇくちうけくくう しさけおけゃっ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

ゃう ぇゃすけきぇすうつっく こさけちっしぇ こけ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こぇすさけくうすっ いぇ ぇゃすけきぇす “╉ぇかぇてくうおけゃ”. 
╁ きけきっくすぇ ゃ すさうすっ ちったぇ, おなょっすけ しぇ さぇいこけかけあっくう すっいう ぇゃすけきぇすうつくう さけすけさくう かうくうう, さぇぉけすはす けおけかけ 140 

ょせてう,  いくぇつうすっかくけ こけ-きぇかおけ けす くぇっすうすっ ゃ くぇつぇかけすけ. ‶け-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ しぇ きなあっ - けおけかけ 60%, 
けしくけゃくけ くぇしすさけえつうちう, ぇ あっくうすっ しぇ けおぇつっしすゃうすっかう くぇ こさけょせおちうはすぇ. 
‶なさゃうはす くぇつぇかくうお くぇ ぇゃすけきぇすうつくうすっ さけすけさくう かうくうう っ うくあ. ]すっそぇく 【ぇたけゃ, ゃすけさうはす - くぇしすけはとうはす  いぇき.-

ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ “┿さしっくぇか” - うくあ. ]すぇくうか ]すぇくうかけゃ. 
′ぇえ-しうかくうすっ ゅけょうくう いぇ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ しぇ ゃ こっさうけょぇ 1985-87 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ しさっょくけ きっしっつくけ しっ  こさけ-

ういゃっあょぇす こけ 12-13 きかく. ぉさけは こぇすさけくう くぇ きっしっち. ╆ぇ 30-すっ ゅけょうくう さぇぉけすぇ けす  ぇゃすけきぇすうつくうすっ  さけすけさくう かうくうう 
しぇ ういかっいかう くぇょ 1 きうかうぇさょ こぇすさけくぇ.  
ぃぉうかっはす いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ すさうすっ ちったぇ くぇ ╆ぇゃけょ 2 とっ しっ けすぉっかっあう しおさけきくけ, くけ けす しなさちっ. ╆ぇ こなさゃう こなす けす 30 

ゅけょうくう おけかっおすうゃうすっ くぇ ちったけゃっすっ 180, 190 う 200 とっ こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ おけかっょくうすっ こさぇいくうちう - すなさあっしすゃけすけ っ 
くぇ 15-すう ょっおっきゃさう, ゃ さっしすけさぇくす “╊ぇいせさ” くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. 
′ぇえ-きかぇょうはす さぇぉけすうお ゃ ちったけゃっすっ くぇ ┿[╇╄╊ っ 21-ゅけょうてくうはす くぇしすさけえつうお けす ちった 180 〈けておけ ╇ゃぇくけゃ, いぇ おけ-

ゅけすけ くぇつぇかくうおなす きせ 〈ぇくぬけ 〈ぇくっゃ おぇいゃぇ, つっ っ きけきつっ し おぇつっしすゃぇ う し きくけゅけ ょぇくくう ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう. 
╁っすっさぇくうすっ しぇ きくけゅけ. 
¨すかうつくうすっ う  ょけぉさうすっ さぇぉけすくうちう, けしすぇゃうかう し こさうくけしぇ しう ょうさは ゃ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ – しなとけ.  ╆ぇすけゃぇ こけさっょ:

きうすなさ ╁なかおけゃ, ╋ぇさすうく ╋せしすぇ-
そっさけゃ.

『った 200
╂さけいぬけ ╂さけいっゃ, ╃うきうすなさ ╂っけさ-

ゅうっゃ, ╁っしおけ ╋ぇさうくけゃ, 》さうしすけ 
╉さなしすっゃ, ]すっそぇく 〈けすっゃ, う くぇ-
しすけはとうはす ╇かうは ╀ぇておったぇえけゃ.

′ぇしすさけえつうちう けす ┿[╇╄╊, けしすぇ-
ゃうかう ょうさは:  
╇ゃぇく [ぇょけっゃ, ╅っかはいおけ ╋うすっゃ, 

]すっそぇく ╀っかけゃ, 〈けょけさ ╉ぇさぇせかぇ-
くけゃ, ╉さぇしうきうさ ╋うかっゃ, ╉さぇしう-
きうさ ╉さなしすっゃ, ╁ぇかっくすう ╉けしっゃ, 
╂ぇくつけ 〈けょけさけゃ, ]すっそぇく ╉ぇいぇ-
おけゃ, 〈けょけさ ‶っくつっゃ, ]すぇくうきうさ 
[ぇっゃ, ‶ぇくすっかっえ ]すけはくけゃ.

╋けくすぬけさう: 
╂ぇくつけ 〈ぇてっゃ, ╂っけさゅう ╀けいっゃ, 

╂っけさゅう ‶っさつっきかうっゃ - ゃっすっさぇく. 
〈けえ っ けす こなさゃうすっ きけくすぬけさう ゃ 
すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ. ‶っくしうけ-
くっさ,  おけえすけ けとっ さぇぉけすう いぇさぇょう 
ゃうしけおうは しう こさけそっしうけくぇかういなき. 

[ぇぉけすう くぇ くはおけかおけ けこっさぇちうう.
╇いはゃっくう きけくすぬけさう しぇ  う 

╂っけさゅう ╂うくっゃ う ╃うきうすなさ 
【うてきぇくけゃ.

 ╂かぇゃっく っくっさゅっすうお くぇ ┿[╇-
╄╊ - ‶かぇきっく ╅ぇぉうかけゃ.
 
╅っくう-ゃっすっさぇくう: 
╁っつっ ゃ こっくしうは, くけ し ょうさは ゃ 

こさけういゃけょしすゃけすけ: 
]すっそおぇ ╀けくっゃぇ - くぇえ-ょなか-

ゅけゅけょうてくぇすぇ さぇぉけすくうつおぇ, 
〈ぇすはくぇ ╉けえつっゃぇ, ╇ゃぇくおぇ 〈け-
こぇかけゃぇ.
]っゅぇ: 
『った 180 
〈はくおぇ ╉ぇさぇおけかっゃぇ, ╁うけかっすぇ  

╃さぇゅぇくしおぇ, ′ぇょっあょぇ ╇かうっゃぇ. 

『った 190
╋うくおぇ ‶ぇくすっかっっゃぇ , ╃ぇさうくぇ 

′うおけかぇっゃぇ. 
 
『った 200 
]すっそおぇ ╀せつぇおけゃぇ, 〈はくおぇ 

〈けょけさけゃぇ.

Колективът на АРИЕЛ 
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300 たうかはょう かっゃぇ しすさせゃぇ いぇこけつくぇかぇすぇ さっしすぇゃさぇちうは くぇ 
ゃうかぇ “[けい”- しゅさぇょぇすぇ, おなょっすけ しっ っ こけきっとぇゃぇかぇ  きうかうちうはすぇ  
しかっょ 9-すう しっこすっきゃさう 1944  ゅけょうくぇ う おなょっすけ しっゅぇ しぇ くぇしすぇ-
くっくう つぇしす けす しかせあぉうすっ くぇ [‶〉-╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ しなけぉとう ゅか. 
おけきうしぇさ ¨╃‶ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ┿かっおしう ┿かっおしうっゃ. 
‶ぇさうすっ しぇ けす ぉのょあっすぇ くぇ ╋╁[. 『はかけしすくぇすぇ さっしすぇゃさぇちうは くぇ 

おなとぇすぇ, おけはすけ っ こぇきっすくうお くぇ おせかすせさぇすぇ し きっしすくけ いくぇつっくうっ, 
しっ ういゃなさてゃぇ こけ  こさけっおす, けょけぉさっく けす ╇くしすうすせすぇ いぇ こぇきっすくう-
ちうすっ くぇ おせかすせさぇすぇ.  
╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ おなとぇすぇ, おけはすけ っ くぇ そぇきうかうはすぇ さけ-

いけすなさゅけゃちう 》さうしすけゃう, しっ ういゃなさてゃぇ けす しすぇさけいぇゅけさしおぇ そうさきぇ 
しかっょ こさけゃっょっく おけくおせさし. 
]ゅさぇょぇすぇ っ しすさけっくぇ こさっい 1908 ゅけょうくぇ う うきぇ せくうおぇかくぇ ぇさ-

たうすっおすせさぇ.
[っきけくすなす くぇ  おなとぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ こさうおかのつう こさっい きぇえ ょけゅけ-

ょうくぇ. 

〈ぇかぇくすかうゃうすっ きかぇょう う こけこ うい-
こなかくうすっかおう けす ╉ぇいぇくかなお – ′ぇ-

ょっあょぇ ╃うきうすさけゃぇ う ╇ゃっかうくぇ ]すぇく-
つっゃぇ, しこっつっかうたぇ こさっしすうあくう きっしすぇ 
くぇ そうくぇかうすっ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは こけこ 
おけくおせさし ゃ ╀っさかうく - “╀っさかうくしおぇ 
こっさかぇ”. ╃ゃっすっ きけきうつっすぇ しぇ ゃないこう-
すぇくうつおう くぇ ゃけおぇかくうは こっょぇゅけゅ ]すっ-
そおぇ ╃っくっゃぇ. 《けさせきなす, くぇ おけえすけ 
せつぇしすゃぇたぇ ょゃっすっ きけきうつっすぇ ゃ ╀っさ-
かうく, っ けこさっょっかはく  おぇすけ ょっすしおぇすぇ 
╄ゃさけゃういうは. ╁ おけくおせさしぇ せつぇしすゃぇす 
ょっちぇ う きかぇょっあう けす 10 ょけ 24 ゅけょうくう 
けす ╄ゃさけこぇ, おけうすけ こさっょしすぇゃはす おけ-
かけさうすぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ しう し ゃけおぇか-
くう せきっくうは. ′ぇょっあょぇ ╃うきうすさけゃぇ う 

...》《 ]¨【ぇ『╅][《｠《] 〉╅ 〈╊』╊を 
╁ つっかけすけ くぇ  ぇかおけたけかくぇすぇ おかぇしぇちうは, ゃっょくぇゅぇ しかっょ ゅさぇあ-

ょぇくうすっ くぇ ╊のおしっきぉせさゅ, しぇ ぇゃしすさうえちうすっ – し 13,5 かうすさぇ ぇか-
おけたけか  ゅけょうてくけ くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ,  しかっょゃぇくう けす  
そさぇくちせいうすっ – し 12,5 かうすさぇ くぇ つけゃっお. ]  ゅさぇきけゃっ くぇ つけゃっお 
こさっょう くぇし しぇ あうすっかうすっ くぇ ╇さかぇくょうは, ╂っさきぇくうは, ╇しこぇくうは, 
』ったうは. 
╁ ┿いうは さっおけさょぬけさうすっ こけ  つぇておぇ しぇ おけさっえちうすっ. 
╇ すぇいう ゅけょうくぇ ういしかっょゃぇくっすけ こけすゃなさあょぇゃぇ すっくょっくちうはすぇ, 

つっ くぇえ-ゃないょなさあぇすっかくう う おけくしっさゃぇすうゃくう おなき ぇかおけたけかくうすっ 
くぇこうすおう しぇ  あうすっかうすっ くぇ きのしのかきぇくしおうすっ しすさぇくう, ゃなこさっおう 
ゃしっ こけ-くぇゃかういぇとうすっ う すぇき ういおせてっくうは くぇ ょっきけおさぇすうつくうは 
しゃはす -  ゃうくけ, せうしおう, さぇいかうつくう ゃうょけゃっ ゃけょおう. ╁ 〈せさちうは, 

. . .′╅ 〈]╅╉¨ 【╅]╅〉【¨ 

[《]╊╉╊〉 ╋╊』【 
╇ょっはすぇ くぇ ぇぉうすせさうっくすおぇすぇ っ ゃしっおう, おけえすけ うしおぇ ょぇ こけきけゅくっ, きぇおぇさ う し きぇかおけ, くぇ しっきっえ-

しすゃけすけ くぇ ぉけかくけすけ ょっすっ, ょぇ いぇおせこう けす くぇこさぇゃっくうすっ けす おぇいぇくかなておうすっ せつっくうちう おけかっょくう 
おぇさすうつおう.  
′ぇこさぇゃっくうすっ けす せつっくうちうすっ, せつぇしすゃぇとう ゃ しゃけっけぉさぇいくうは おけくおせさし, おぇさすうつおう ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 

╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ とっ きけゅぇす ょぇ いぇおせこはす くぇ 19-すう ょっおっきゃさう  けす 17 つぇしぇ ゃ きせかすうきっょうえくぇ-
すぇ いぇかぇ くぇ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ „╇しおさぇ” ゃ ╉ぇいぇくかなお こけ ゃさっきっ くぇ けそうちうぇかくぇすぇ ちっさっきけくうは  
こけ くぇゅさぇあょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃうすっ こっす くぇえ-おさぇしうゃう おぇさすうつおう. 『っくぇすぇ くぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくうすっ 
おぇさすうつおう とっ っ  „けす しなさちっ”, ぇ うょっはすぇ しう いぇしかせあぇゃぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ ちっさっきけくうはすぇ とっ ぉなょっ 
こけしすぇゃっくぇ う けすょっかくぇ おせすうは, ゃ おけはすけ ゃしっおう きけあっ ょぇ けしすぇゃう しゃけはすぇ かっこすぇ いぇ かっつっくうっすけ くぇ 
╋っかうしぇ 【せおさう. 『はかぇすぇ くぇぉさぇくぇ しせきぇ とっ しっ こさっょけしすぇゃう くぇ しっきっえしすゃけすけ くぇ 4-ゅけょうてくけすけ 
きけきうつっくちっ.
╅っかぇっとうすっ せつっくうちう ょぇ せつぇしすゃぇす し ういさぇぉけすっくうすっ けす すはた いぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ おぇせいぇ おぇさ-

すうつおう,  きけゅぇす ょぇ ゅう ういこさぇとぇす ょけ 17-すう ょっおっきゃさう  くぇ ぇょさっし: ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“ 6, ╆かぇすおぇ ]すけっゃぇ - 0899531306.
╃けぉさけすけ きけあっ う ょぇ くはきぇ うきっ, くけ ゃうくぇゅう けしすぇゃぇ... ゃ しなさちぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. 

 ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ 

]さっょしすゃぇすぇ ぉはたぇ しなぉさぇくう し ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく すなさゅ, ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ すけきぉけかぇ う かうつくぇ 
ゃくけしおぇ くぇ ゃしっおう こさうしなしすゃぇと. ′ぇえ-ぇおすうゃくう ゃ すなさゅぇ ぉはたぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ, けしくけゃぇすっかおぇ くぇ 
おかせぉぇ, 〈ぇくは ╁さぇくつっゃぇ,  こさっいうょっくすなす くぇ [けすぇさう ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお 〈ぇくつけ ╋うたぇえかけゃ ょぇさう ゃなゃ 
《けくょぇ いぇ きかぇょうすっ すぇかぇくすう 5 000 かゃ. 〈さぇょうちうけくくけ ぇおすうゃっく ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくけしすすぇ - ]すっそぇく 
]すぇくっゃ, ゃくっしっ けす うゅさぇすぇ しう ゃ  すなさゅ 1 550 かゃ. ╁ すなさゅぇ くぇょょぇゃぇたぇ う ゃくっしけたぇ ゃなゃ そけくょぇ しさっょ-
しすゃぇ けとっ: ╂ぇくつけ ╂ぇくっゃ, 『ゃっすぇく ╁かぇょおけゃ, ┿かっおしぇくょなさ う ╃けさうぇくぇ ╋うくつっゃう, ょなさゃけこかぇしすうおう 
いぇ すなさゅぇ こさっょけしすぇゃう ╉けくしすぇくすうく ╉ぇさぇゅうすかうっゃ.
╃っちぇすぇ けす 【おけかぇすぇ こけ おうすぇさぇ おなき ′』 „╁ないさけょっくぇ ╇しおさぇ” し さなおけゃけょうすっか ]すっそぇく 》さうしすけゃ, 

]こけさすっく おかせぉ „[けいぇ” くぇ ‶っすなさ [ぇょっゃ, 《けかおかけさくうはす ぇくしぇきぉなか „‶ぇかぇゃくうちう”, きぇあけさっすおうすっ けす 
‶╂ 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, しけかうしすおう けす ╁けおぇかくぇ ゅさせこぇ „╇しおさうちぇ” くぇ ′』 „╇しおさぇ 
– 1860” し さなおけゃけょうすっか ]すっそおぇ ╃っくっゃぇ せつぇしすゃぇたぇ ゃ こさぇいくうつくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ ╀かぇゅけすゃけ-
さうすっかくぇすぇ ゃっつっさ. ╁っつっさすぇ けすおさうたぇ こさっいうょっくすうすっ くぇ [けすぇさう -〈ぇくつけ ╋うたぇえかけゃ う くぇ ╇くくぇさ 
〉うえか - ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ ゃ こさうしなしすゃうっすけ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, こさっょしっょぇすっかは くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ, さけすぇさうぇくちう う ゅけしすう けす ょぇきしおうは おかせぉ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. 
]さっょしすゃぇすぇ けす そけくょぇ, ゃ おけえすけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃかはいけたぇ 22 たうかはょう かっゃぇ, しっ さぇいょぇゃぇす 

しかっょ きけかぉぇ ょけ [けすぇさう ╉かせぉ - ╉ぇいぇくかなお う きけすうゃぇちうは いぇ うしおぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ. ¨しうゅせさはゃぇ 
しっ そうくぇくしけゃぇ こけょおさっこぇ いぇ せつぇしすうっ くぇ きかぇょっあう ゃ ゅけかっきう, こさっょうきくけ きっあょせくぇさけょくう, こさけ-
はゃう, しかっょ ょけおぇいぇくう けす すはたくぇ しすさぇくぇ おぇつっしすゃぇ う こけしすうあっくうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ くぇせおぇすぇ, ういおせ-

くぇこさうきっさ, おけくしせきうさぇす しさっょくけ こけ 1,5 かうすさぇ ぇかおけたけか ゅけょうてくけ くぇ つけゃっお, おけっすけ くぇさっあょぇ しすさぇ-
くぇすぇ くぇ けこぇておぇすぇ ゃ おかぇしぇちうはすぇ くぇ ¨╇][. ′ぇえ-きぇかおけ しっ  こうっ ゃ ╄ゅうこっす. 〈ぇき しさっょくけ ゅけょうてくけ 
つけゃっお ういこうゃぇ っょゃぇ 100 ゅさぇきぇ.

〈┿

‶けゃっつっ けす 150 
ょせてう - こさっょしすぇ-

ゃうすっかう くぇ けぉとうくしおう う 
けぉかぇしすくう うくしすうすせちうう, 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, 
おきっすけゃっ くぇ おきっすしすゃぇ 
けす けぉとうくぇすぇ, こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ′‶¨, 
こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
ぉういくっしぇ う ゅさぇあょぇくう, 
こさうしなしすゃぇたぇ くぇ  けすつっ-
すぇ いぇ こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ 
けす きぇくょぇすぇ くぇ おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. ]すけはくけゃぇ う 
っおうこなす え ういぉさぇたぇ いぇ 
ょっく くぇ しゃけはすぇ さぇゃくけ-
しきっすおぇ 21-ゃう くけっきゃさう 
– ╃っくはす くぇ たさうしすうはく-
しおけすけ しっきっえしすゃけ. 

‶けゃっつっ けす つぇし こさけょなかあう けすつっすなす, ゃういせぇかういうさぇく  し さぇいかうつ-
くう そけすけしう.
′ぇ そうくぇかぇ ゃなこさけしう くはきぇてっ, しぇきけ こけいょさぇゃかっくうは. ‶なかくぇ 

こけょおさっこぇ う しなょっえしすゃうっ こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう ゃなこさけしう  
けぉっとぇたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ, くぇつっかけ し 
けぉかぇしすくうは せこさぇゃうすっか ′っょはかおけ ′っょはかおけゃ う くっゅけゃうは いぇきっしす-
くうお ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ. 
╉ぇいぇくかなておうはす おきっす こけかせつう こけいょさぇゃう う けす おけかっゅぇすぇ しう 

╅うゃおけ 〈けょけさけゃ う くっゅけゃうは いぇきっしすくうお  ╈けさょぇく ′うおけかけゃ, おけえ-
すけ  しこけょっかう, つっ こさっょう ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ すけえ っ ぉうか つけゃっおなす, 
こけけとさうか う くぇしなさつうか ]すけはくけゃぇ ょぇ しっ おぇくょうょぇすうさぇ いぇ おきっす. 
╃ぇ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ こけゃすぇさは おぇおゃけ っ くぇしかっょしすゃけすけ, おけっすけ っ 
いぇゃぇさうかぇ ゃ けぉとうくぇすぇ,  こけしなゃっすゃぇ おきっすうちぇすぇ いぇき.-おきっすなす くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 

╄ゃさけこっえしおう ちっくすなさ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ っおけかけゅうつくう すったくけかけ-
ゅうう いぇ ぉっいういおけこくぇ さったぇぉうかうすぇちうは くぇ すさなぉけこさけゃけょう とっ 

ういゅさぇょう おぇいぇくかなておぇすぇ そうさきぇ „]すさけうすっかくぇ きったぇくういぇちうは“ 
┿╃ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 〉くうゃっさしうすっすぇ こけ 
ぇさたうすっおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う ゅっけょっいうは.
『っくすなさなす とっ ぉなょっ こけかっいっく くぇ こさけっおすぇくすう, ╁う╉-しこっちうぇかう-

しすう, けぉとうくしおう っおしこっさすう, おけうすけ ゃしっ けとっ  くっ こけいくぇゃぇす しさぇゃ-
くうすっかくけ きかぇょぇすぇ (っょゃぇ くぇ 12-すうくぇ ゅけょうくう) う さっゃけかのちうけくくぇ 
すったくけかけゅうは いぇ ぉっいういおけこくけ こけかぇゅぇくっ くぇ すさなぉけこさけゃけょう, ぉっい 
くぇさせてぇゃぇくっ さうすなきぇ くぇ あうゃけす.
『っくすなさなす  しっ そうくぇくしうさぇ こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃう-

すうっ くぇ おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきう-
おぇ”. ‶さけっおすなす っ くぇ しすけえくけしす ぉかういけ 8 きかく. かっゃぇ う っ しこっつっかっく 
ゃ おさぇは くぇ けおすけきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ, おぇすけ こさっょしすけう こけょこうしゃぇ-
くっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ ぉっいゃないきっいょくぇすぇ こけきけと ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
ょっおっきゃさう 2012 ゅ.

╇ゃっかうくぇ ]すぇくつっゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお しすうゅくぇたぇ ょけ つっかくうすっ こけいうちうう 
ゃなゃ そうくぇかくけすけ おかぇしうさぇくっ う こけおぇいぇたぇ こさっょ きっあょせくぇさけょっく 
っかうす いぇぉっかっあうすっかくう せきっくうは う すぇかぇくす. ‶せぉかうおぇすぇ ゅけさっとけ 
ぇこかけょうさぇ 17-ゅけょうてくぇすぇ ′ぇょっあょぇ, いぇ おけはすけ あせさうすけ けすさっょう 
4-すけ きはしすけ. ] こけけとさうすっかくぇ くぇゅさぇょぇ こさうおかのつゃぇ せつぇしすうっ ゃ 
ょっすしおぇすぇ ╄ゃさけゃういうは  う くぇ 12 ゅけょうてくぇすぇ ╇ゃっかうくぇ ]すぇくつっゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

』っすうさう ゃぇさうぇくすぇ くぇ けぉ-
たけょっく こなす いぇ すせくっかぇ こけょ 

【うこおぇ ぉはたぇ けぉしなあょぇくう ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, 
おきっすけゃっすっ くぇ くぇしっかっくうすっ 
きっしすぇ, こさっい おけうすけ しっ こさっょ-
ゃうあょぇ ょぇ こさっきうくぇゃぇ すさぇしっすけ 
くぇ けぉたけょくうは こなす, けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう けす ╉けきうしうはすぇ こけ 
せしすさけえしすゃけ  くぇ すっさうすけさうは-
すぇ. ╁ ょうしおせしううすっ せつぇしすゃぇ う 
うくあ. ╃うぇくぇ ╋ぇくっゃぇ, っおし-
こっさす けす ┿ゅっくちうは “‶なすくぇ うく-
そさぇしすさせおすせさぇ”. 〈は いぇこけいくぇ  
こさうしなしすゃぇとうすっ し さぇいかうつくうすっ  
ゃぇさうぇくすう くぇ けぉたけょくうは こなす  
いぇ  すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, おけえすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういゃっょっ せゃっかうつっ-
くうは こけすけお けす ぇゃすけきけぉうかう  くぇ 
けしくけゃくぇすぇ こなすくぇ ぇさすっさうは  いぇ 
╀せさゅぇし う ]けそうは.   
╄ょうく けす つっすうさうすっ ゃぇさうぇく-

すぇ, おけえすけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ っ 
くぇえ-かっしっく いぇ けしなとっしすゃはゃぇ-
くっ, しすぇくぇ こけゃけょ  いぇ ゅけかは-
きぇ  ょうしおせしうは こけ ゃさっきっ くぇ 
けぉしなあょぇくっすけ. ╁ぇさうぇくすなす いぇ 
けぉたけょっく こなす いぇしっゅぇ - すけゃぇ 
っ しなとっしすゃせゃぇとうはす こなす こさっい 
しっかぇすぇ ╃せくぇゃちう う 【っえくけゃけ.  
‶さう すけいう ゃぇさうぇくす くぇ すさぇしっ 
くぇ けぉたけょっく こなす けす すせくっかぇ 
こけょ 【うこおぇ ゃ おぇいぇくかなておけすけ 
いっきかうとっ  しっ  けつぇおゃぇ けゅさけきっく 
すさぇそうお けす ]けそうは いぇ ╀せさゅぇし. 
〈けいう すさぇそうお とっ いぇすさせょくう  
う くぇすけゃぇさう ういおかのつうすっかくけ 
こなすは, こさっきうくぇゃぇと こさっい おぇ-
いぇくかなておうすっ しっかぇ. 〈けゃぇ けす 
しゃけは しすさぇくぇ とっ くぇさせてう う いぇ-
すさせょくう う くけさきぇかくうは あうゃけす ゃ 
すはた. ¨しけぉっくけ とっ しっ せすっあくう 
しうすせぇちうはすぇ くぇ あうゃっっとうすっ ゃ 
╃せくぇゃちう, すなえ おぇすけ こさう すけいう 
ゃぇさうぇくす けぉたけょくうはす こなす う けゅ-
さけきくうはす すさぇそうお こさぇおすうつっし-
おう こさっきうくぇゃぇす こさっい しっかけすけ.  
¨すょっかくけ けす すけゃぇ, こさっつおぇ  とっ 
っ う こさっきうくぇゃぇくっすけ こさっい あこ-
こさっかっいぇ, おなょっすけ しっ けつぇおゃぇ 
ょぇ しっ けぉさぇいせゃぇす おうかけきっすさうつ-
くう „すぇこう”. 

╇いゃなく すっいう つっすうさう
けぉしなあょぇくう ゃぇさうぇくすぇ, 

ゃしっおう けす おけうすけ くけしう う しゃけう-
すっ くっょけしすぇすなちう, けぉとうくしおうはす 
しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ “╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” - しすさけ-
うすっかくうはす うくあっくっさ 『ゃっすぇく 
【うおけゃ, おけえすけ っ う こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ‶╉ こけ せしすさけえしすゃけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ, うくそさぇしすさせお-
すせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくし-
こけさす ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす,   
こさうこけきくう いぇ くぇかうつうっすけ くぇ 
さぇぉけすっく こさけっおす いぇ けぉたけょっく 
きぇさてさせす けとっ けす 80-すっ ゅけょう-
くう, おけえすけ きけあっ ょぇ さってう こさけ-
ぉかっきぇ ゃ きくけゅけ ゅけかはきぇ しすっこっく 

』てあち てあせさそう たひて すそきか おあ ちかのけ たちそいしかすあ つ てちあなけさあ う つかしあてあ さちあこ [あくあせしひさ
う きけあっ ょぇ けぉかっおつう しうすせぇちう-
はすぇ けおけかけ しっかぇすぇ, おけうすけ とっ 
しぇ くぇえ-いぇしっゅくぇすう けす せゃっかう-
つっくうは すさぇそうお. 〈けゃぇ っ こけいくぇ-
すうはす おぇすけ ぉうゃて すぇくおけゃ こなす, 
おけえすけ いぇこけつゃぇ けす こぇきっすくうおぇ 

„]っこすっきゃさうえちう” くぇ しっゃっさ けす 
╉ぇいぇくかなお ょけ ╉さなくしおけすけ たぇく-
つっ う しすうゅぇ ょけ さぇいおかけくぇ くぇ    
し. ╉けこさうくおぇ.
〈けいう こなす っ つぇしす けす さぇいさぇ-

ぉけすゃぇく 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 ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
80-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは 
ゃっお こさけっおす いぇ ╆ぇこぇょっく けぉたけょ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ 
うくあ. 【うおけゃ っ ぉうか さなおけゃけょう-
すっか くぇ けすょっか “┿さたうすっおすせさぇ う 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ” ゃ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお う っ ゃいっか ぇおすうゃくけ 
せつぇしすうっ ゃ さぇいさぇぉけすおぇすぇ  きせ. 
]こけさっょ 【うおけゃ,  

╁ないきけあくけしすうすっ くぇ
しすぇさうは すぇくおけゃ こなす

しぇ ょゃっ: 

すっ ょぇ ういゃっあょぇす ょけ ょゃぇすぇ 
ゃたけょぇ いぇ しっかけ ╉けこさうくおぇ – 
すけいう, いぇ しすぇさうは こなす, う ょさせ-
ゅうは, こó くぇ いぇこぇょ – くぇ ゅかぇゃ-
くうは こなす いぇ ]けそうは. ╋っあょせ 
すっいう ょゃぇ ゃたけょぇ うきぇ す. くぇさ. 
きっしすくけしす „』ってきうすっ“, おぇすけ くぇ 
すけゃぇ きはしすけ, しこけさっょ けぉとうく-
しおうは しなゃっすくうお,  きけあっ ょぇ しっ 
けしなとっしすゃう ゃさないおぇすぇ つさっい 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ „ょっすっかうくぇ” 
いぇ ゃおかのつゃぇくっ ょけ ゅかぇゃっく こなす 
1-6 ]けそうは-╀せさゅぇ. ╇きっくくけ 
すぇいう „ょっすっかうくぇ” ぉう きけゅかぇ ょぇ 
ういぉっゅくっ しっさうけいくうすっ „すぇこう” ゃ 
ょゃうあっくうっすけ. ‶さう すけいう ゃぇさう-
ぇくす, けぉぇつっ, しっ けつぇおゃぇす 

]っさうけいくう けすつせあょうすっかくう 
こさけちっょせさう  くぇ うきけすう.  

〈けゃぇ っ しおなこけ きっさけこさうはすうっ 
う けつせあょうすっかくうすっ こさけういゃけょ-
しすゃぇ しぇ いぇ しきっすおぇ くぇ ┿ゅっくちうは 
„‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ“, 

さっしこっおすうゃくけ ╋うくうしすっさしすゃけ 
くぇ さっゅうけくぇかくけすけ さぇいゃうすうっ 
う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけすけ. ╆ぇ-
すけゃぇ けぉとうくしおうはす しなゃっすくうお 
けす “╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
こさっょかぇゅぇ くぇ きっしすくぇすぇ ぇょきう-

くうしすさぇちうは ょぇ くぇきっさう すけいう 
こさけっおす くぇ ╆ぇこぇょっく けぉたけょっく 
こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお う ょぇ すなさしう 
しなょっえしすゃうっ つさっい ¨ぉかぇしすくぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは  いぇ くっゅけゃけすけ 
ういこけかいゃぇくっ いぇ くせあょうすっ くぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ けぉたけょくうは 
こなす いぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ 
う いぇ かけぉうさぇくっ こさっょ ┿‶╇ う 
╋[[╀. ¨つせあょうすっかくうすっ こさけ-
ういゃけょしすゃぇ とっ しぇ くっけぉたけょうきう 
う いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ こなすくけ しな-
けさなあっくうっ くぇょ しなとっしすゃせゃぇ-
とぇすぇ あこ. かうくうは ]けそうは-╀せさ-
ゅぇし. ]なゅかぇしせゃぇくっすけ くぇ すけゃぇ 
こなすくけ しなけさなあっくうっ し ′╉╅╇ 
しなとけ とっ けすくっきっ けす こけさはょなおぇ 
くぇ 6-8 きっしっちぇ. 

╋けすうゃうすっ: 

】っ ういかっいっ こけ-っゃすうくけ, とっ しっ 
しなおさぇすはす う しさけおけゃっすっ. ¨しゃっく 
ゃしうつおけ ょさせゅけ, しすぇさうはす こさけ-
っおす いぇ ╆ぇこぇょっく けぉたけょっく こなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ょぇょっ うくそけさ-
きぇちうは くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうは いぇ さぇいきっさぇ くぇ 
こかけとうすっ, おけうすけ とっ こけこぇょくぇす 
ゃ けすつせあょうすっかくうすっ こさけちっょせ-
さう. 〈けゃぇ こなお けす しゃけは しすさぇくぇ 
とっ こけいゃけかう ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
う こさうぉかういうすっかくぇ しきっすおぇ いぇ 
くせあくうすっ しさっょしすゃぇ いぇ すはたくけすけ 
けすつせあょぇゃぇくっ, いぇ おけうすけ とっ しっ 
すなさしう そうくぇくしうさぇくっ けす ┿‶╇ う 
╋[[╀. ]こってくけすけ ういゃぇあょぇくっ 
けす ぇさたうゃうすっ くぇ すけいう こさけっおす 
けす しすさぇくぇ くぇ  ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお ぉう え ょぇかけ こさっょうきしすゃぇ 
こさっょ ょなさあぇゃくうすっ うくしすうすせちうう 
いぇ くぇきうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ 
いぇ ゃしうつおうすっ すっいう こさけちっょせさう. 
¨しゃっく すけゃぇ, こけ すけいう くぇつうく 
くはきぇ ょぇ しっ いぇぉぇゃう おぇすけ ちはかけ 
さっぇかういうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ う 

とっ しっ しこぇいはす ゃしうつおう しさけおけ-
ゃっ, しゃなさいぇくう し さっぇかういぇちうはすぇ 
くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ ゃ くぇ-
つぇかけすけ くぇ 2015 ゅ., しぇ きけすう-
ゃうすっ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお 
『ゃっすぇく 【うおけゃ. 
‶さう ゃしうつおう けしすぇくぇかう ゃぇ-

さうぇくすう しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ いくぇ-
つうすっかっく ょうしおけきそけさす くぇ 
くぇしっかっくうっすけ ゃ しっかぇすぇ けおけ-
かけ けぉたけょくうは こなす いぇ すせくっかぇ 
こけょ 【うこおぇ, うかう いぇ ぉぇゃくけ 
ういゅさぇあょぇくっ う いぇぉぇゃはくっ くぇ 
こさけちっょせさうすっ. ╃けこなかくうすっかくぇ 
すさせょくけしす とっ しぇ う しなゅかぇしせゃぇ-
すっかくうすっ こさけちっょせさう し ╀╃╅, 
ぇおけ しっ しすうゅくっ ょけ ゃぇさうぇくすぇ 
ういゅさぇあょぇくっ くぇ こなすくけ しなけ-
さなあっくうっ くぇょ あこ-こさっかっいぇ, 
おけえすけ しかっょゃぇ すさぇしっすけ くぇ 
けぉたけょくうは こなす. ╃させゅうすっ ゃぇ-
さうぇくすう, けしゃっく すけいう, しぇ くっうい-
ゅさぇょっくうはす ゃしっ けとっ こなす 【うこ-
おぇ – ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ╂けさくけ 
]ぇたさぇくっ う ╂っさょっきっ, しなとっしす-
ゃせゃぇとうはす しっゅぇ ゃすけさけおかぇしっく 
こなす 【うこおぇ – 【っえくけゃけ – ╃せ-
くぇゃちう う こさっきうくぇゃぇくっすけ こさっい 
╉ぇいぇくかなお ゃ こけしけおぇ ]けそうは 
うかう ╀せさゅぇし. ‶けゅかっょくぇすけ けす 
ゃしうつおう こけしけおう, こさっょかけあっくう-
っすけ くぇ けぉとうくしおうは しなゃっすくうお 
けす „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお” 
ういゅかっあょぇ すゃなさょっ さぇいせきくけ う 
くぇえ-こさぇゅきぇすうつくけ. 
╇くあ. ╃うぇくぇ ╋ぇくっゃぇ けす 

┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うくそさぇ-
しすさせおすせさぇ” ぉっ おぇすっゅけさうつくぇ, 
つっ ょけ きけきっくすぇ っおしこっさすうすっ う 
しこっちうぇかうしすうすっ ゃ ┿‶╇ う ╋[[╀ 
くっ しぇ いくぇっかう いぇ しなとっしすゃせゃぇ-
くっすけ くぇ すけいう こさけっおす いぇ いぇ-
こぇょっく けぉたけょ くぇ ╉ぇいぇくかなお,  
いぇ おけえすけ 『ゃっすぇく 【うおけゃ っ 
うくそけさきうさぇか. 〈は おぇいぇ, つっ 
ゃなこさけしなす っ けしくけゃくけ すったくう-
つっしおう う しなとけ こさっこけさなつぇ くぇ 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, ょけおぇすけ しっ ういゅさぇあ-
ょぇ けぉたけょっく こなす くぇ ╂ぇぉさけゃけ 
いぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, ょぇ しっ 
くぇきっさう ゃないきけあくけしす う くぇつうく 
いぇ ういゅけすゃはくっすけ くぇ さぇぉけすっく 
こさけっおす, くぇ ぉぇいぇすぇ くぇ こさけっお-
すぇ いぇ ╆ぇこぇょっく けぉたけょっく こなす, 
おけえすけ ょぇ ぉなょっ けぉしなょっく し 
っおしこっさすう けす ┿‶╇. 

╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ
すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ 

っ っょうく けす くぇえ-ゃぇあくうすっ くぇ-
ちうけくぇかくう けぉっおすう, つぇしす けす  
〈さぇくしっゃさけこっえしおう おけさうょけさ, 
ゃおかのつっく いぇ そうくぇくしうさぇくっ 
ゃ っゃさけこっえしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ  
„〈さぇくしこけさす” - 2007-2014 
ゅけょうくぇ. ‶かぇくけゃっすっ くぇ ╋[[╀  
う くぇ ┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うく-
そさぇしすさせおすせさぇ”  こさっょゃうあょぇす  
しすぇさすうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ  くぇ  すせくっか こけょ 
【うこおぇ  ょぇ いぇこけつくっ  ゃ こなさ-
ゃぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 2013 ゅけ-
ょうくぇ. ]かっょ こさっきうくぇゃぇくっすけ  
きせ こさっい ′ぇちうけくぇかくうは っおし-

こっさすっく しなゃっす う けょけぉさっくうっ 
けす ╋[[╀, こさっょしすけう けしすけえ-
くけしすはゃぇくっ くぇ けすつせあょっくうすっ 
うきけすう. ]かっょ こさうおかのつゃぇくっすけ 
くぇ こさけちっしぇ こけ けしすけえくけしすはゃぇ-
くっすけ くぇ うきけすうすっ, し さってっくうっ 
くぇ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす しっ 
けぉはゃはゃぇす しぇきうすっ けすつせあょう-
すっかくう  こさけちっょせさう. ]かっょ おぇすけ 
こさうおかのつぇす う すっ, しっ ういょぇゃぇ 
さぇいさってっくうっ いぇ しすぇさすうさぇくっすけ 
くぇ しなとうくしおうは こさけっおす う うい-
ゅさぇあょぇくっ くぇ けぉっおすぇ. [っぇかくけ-
すけ  くぇつぇかけ くぇ しすさけうすっかしすゃけすけ 
くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ しっ けつ-
ぇおゃぇ ょぇ しすぇさすうさぇ こさっい 2014 
ゅけょうくぇ. 〈さなあくぇすぇ こさけちっょせさぇ 
いぇ けぉたけょくうは こなす くぇ ╂ぇぉさけゃけ 
う すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ ゃっつっ っ 
ゅけすけゃぇ. ‶さけっおすなす っ けょけぉさっく 
う うくょうおぇすうゃくぇすぇ しすけえくけしす っ 
135 きかく. かゃ., ゃ おけうすけ ゃかういぇす 
けぉたけょなす くぇ ╂ぇぉさけゃけ う すせくっ-
かなす.

〈せくっかなす こけょ 【うこおぇ
っ けこさっょっかっく おぇすけ

くぇちうけくぇかっく こさうけさうすっす 

う こけゃっつっ けす 110 ゅけょうくう っ 
ちっか くぇ こけおけかっくうは きっつすぇすっ-
かう けす ╂ぇぉさけゃけ う ╉ぇいぇくかなお. 
[ぇあょぇ  しっ こけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
きかぇょぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ 
くぇぉうさぇ うおけくけきうつっしおぇ きけと 
う っゃさけこっえしおけ しぇきけつせゃしす-
ゃうっ う っ ょけおせきっくすうさぇく くぇ 16 
きぇさす 1897 ゅ. 〈けゅぇゃぇ ゅさぇょ-
しおけすけ けぉとうくしおけ せこさぇゃかっくうっ 
ゃ ╂ぇぉさけゃけ こさけゃっあょぇ しゃけっ 
ういゃなくさっょくけ いぇしっょぇくうっ, くぇ 
おけっすけ しっ ゃいっきぇ さってっくうっ ょぇ 
しっ くぇこさぇゃはす こさけせつゃぇくうは くぇ 
【うこつっくしおうは こさけたけょ けすくけしくけ 
こさけおぇさゃぇくっすけ くぇ あっかっいけこな-
すっく すせくっか. ] くぇつうくぇくうっすけ しぇ 
ぇくゅぇあうさぇくう すけゅぇゃぇてくうすっ くぇ-
さけょくう こさっょしすぇゃうすっかう 》さうしすけ 
╋ぇくぇそけゃ う ╇ゃぇく ‶っちけゃ.
╉なき うょっはすぇ いぇ こさけおけこぇゃぇくっ 

くぇ すせくっかぇ しっ こさうしなっょうくはゃぇ う 
おぇいぇくかなておぇすぇ ゅさぇょしおぇ せこさぇ-
ゃぇ, ぇ こさっい ょっおっきゃさう 1897 ゅ. 
′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ けょけぉさは-
ゃぇ ゃくっしっくけすけ こさっょかけあっくうっ 
いぇ こさけおけこぇゃぇくっ くぇ すせくっかぇ, 
くけ こけしかっょゃぇかうすっ こけかうすうつっ-
しおう ぉけさうつおぇくうは けしせっすはゃぇす 
さっぇかういぇちうはすぇ くぇ こさけっおすぇ.
╁ くぇえ-くけゃぇすぇ くう うしすけさうは 

うょっはすぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ 
しなけさなあっくうっすけ こけょ ╀ぇかおぇ-
くぇ っ ゃないさけょっくぇ けす おきっすぇ くぇ 
╂ぇぉさけゃけ ╇ゃぇく ′っくけゃ, おぇすけ 
こさっい 1994-すぇ ょけさう しうきゃけ-
かうつくけ っ くぇこさぇゃっくぇ う こなさゃぇ-
すぇ おけこおぇ.
╁ おぇいぇくかなておけすけ いっきかうとっ, 

おぇすけ つぇしす けす ょっえくけしすうすっ いぇ 
すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, とっ ぉなょぇす 
ういゅさぇょっくう すさう すせくっかぇ. ′ぇえ 
ょなかゅうはす っ 3220 き, ょさせゅうすっ しぇ 
こけ 90 う 290 きっすさぇ.

                                                            
     ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

На 26 ноември 2012 г. почина Янко Иванов Ортакчийски, вписан в 

Почетната книга на Община Казанлък
ぅくおけ ¨さすぇおつうえしおう っ さけょっく ゃ し. ╃さぇゅけょぇく, けぉ-

かぇしす ╉のしすっくょうか, くぇ 12.08.1936 ゅ. ╆ぇゃなさてゃぇ ゃう-
してっ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃなゃ ╁╋╄╇ - ]けそうは, しこっちうぇかくけしす 
“〈ったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ”. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
こさうしすうゅぇ こさっい 1960 ゅ. こけ さぇいこさっょっかっくうっ. ╆ぇこけつゃぇ 
さぇぉけすぇ ゃ いぇゃけょ 10, ょく. “ ┿さしっくぇか”, おぇすけ すったくけかけゅ, 
ぇ こけしかっ う おぇすけ ゅかぇゃっく すったくけかけゅ. ¨す 1964 ゅ. っ くぇ-
つぇかくうお くぇ ╇くしすさせきっくすぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ 
こさっい 1965 ゅ. こさっさぇしすゃぇ ゃ うくしすさせきっくすぇかっく いぇゃけょ /
いぇゃけょ 6/, くぇ おけえすけ しすぇゃぇ ょうさっおすけさ.
‶さっい 1968 ゅ. しっ しないょぇゃぇ ╃うさっおちうは “》うょさぇゃかう-

おぇ う こくっゃきぇすうおぇ “ しなし しっょぇかうとっ ゃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
う ぅくおけ ¨さすぇおつうえしおう こけっきぇ くっえくけすけ さなおけゃけょしすゃけ. 
‶さっい 1969 ゅ. ょうさっおちうはすぇ しすぇゃぇ ¨]‶ “ 》うょさぇゃかうおぇ 
う こくっゃきぇすうおぇ”, ぇ けす 1971 ゅ. - ╃]¨ “》うょさぇゃかうおぇ”, 
くぇ おけっすけ っ ゅっくっさぇかっく ょうさっおすけさ ょけ いぇおさうゃぇくっすけ くぇ 
けぉっょうくっくうっすけ こさっい 1991 ゅ.
╆ぇ おさぇすおけ ゃさっきっ さぇぉけすう ゃ ╀ぇかおぇくぉぇくお おぇすけ おさっ-

ょうすっく うくしこっおすけさ う こさっい 1996 ゅ. しっ こっくしうけくうさぇ.
] [ってっくうっ わ 91 けす 31.05.2004 ゅ. くぇ ¨ぉとうくしおう 

しなゃっす – ╉ぇいぇくかなお, ぅくおけ ╇ゃぇくけゃ ¨さすぇおつうえしおう っ 
せょけしすけっく し ゃこうしゃぇくっ ゃ ‶けつっすくぇすぇ おくうゅぇ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお いぇ ゅけかっきう いぇしかせゅう ゃ うくょせしすさうぇかくけすけ さぇいゃうすうっ 
くぇ けぉとうくぇすぇ.

In Memoriam
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╋くけゅけ いぇぉけかはゃぇくうは ぉっい しなきくっくうっ しっ 
けすさぇいはゃぇす くぇ しなしすけはくうっすけ う ゃうょぇ くぇ 

くぇてぇすぇ おけあぇ. ′け くぇ おけう こさけきっくう っ くぇ-
うしすうくぇ ゃぇあくけ ょぇ けぉさなとぇきっ ゃくうきぇくうっ う 
おぇお ょぇ ゅう “さぇいつうすぇきっ” こさぇゃうかくけ?
╄すけ おぇおゃけ おぇいゃぇす かっおぇさうすっ う おけあくうすっ 

しこっちうぇかうしすう こけ すけいう こけゃけょ.

╋ぇいくぇすぇ おけあぇ きけあっ ょぇ っ しうゅくぇか いぇ くっ-
ゃさけすうつくけ いぇぉけかはゃぇくっ うかう さぇいしすさけえしすゃけ 
くぇ かうこうょくうは けぉきっく.

┿おけ おけあぇすぇ っ こさうょけぉうかぇ あなかすっくうおぇゃ 
けすすっくなお, すさはぉゃぇ いぇょなかあうすっかくけ ょぇ うい-
しかっょゃぇすっ つっさくうは しう ょさけぉ う あかなつおぇすぇ, 
すなえ おぇすけ しぇ ゃないきけあくう ゃないこぇかうすっかくう 
こさけちっしう.

╀かっょぇすぇ きかっつくけぉはかぇ おけあぇ きけあっ ょぇ っ 
こけおぇいぇすっか くぇえ-ゃっつっ いぇ ょゃぇ っゃっくすせぇか-
くう こさけぉかっきぇ: ぇくっきうは いぇさぇょう くっょけしすうゅ 
くぇ あっかはいけ うかう くぇさせてっくうは ゃ ょうてぇくっすけ 
- いくぇお いぇ いぇぉけかはゃぇくっ くぇ ぉっかうすっ ょさけぉけ-
ゃっ. ╅っかぇすっかくけ っ ょぇ しう くぇこさぇゃうすっ おさなゃくぇ 
おぇさすうくぇ う さっくすゅっくけゃぇ しくうきおぇ.

¨ぉとぇすぇ ぉかっょけしす, しなつっすぇくぇ しなし しうくおぇゃ 
けすすっくなお (けしけぉっくけ けおけかけ くけしぇ う くけおすうすっ), 
っ はゃっく しうゅくぇか いぇ こさけぉかっきう しなし  しなさちっすけ.  
′ぇかけあうすっかくけ っ ょぇ しう くぇこさぇゃうすっ  ╄╉╂ う 
こさけぉぇ し くぇすけゃぇさゃぇくっ.

╋さぇきけさくぇすぇ おけあぇ  ゅけゃけさう いぇ おさったおう 
おさなゃけくけしくう しなょけゃっ う けぉさぇいせゃぇくっ くぇ こけ-
ょおけあくう たっきぇすけきう.

¨すこせしくぇすぇすぇ う こけゃったくぇかぇ おけあぇ っ ゃなくて-
くぇ こさけはゃぇ くぇ たさけくうつくけ いぇぉけかはゃぇくっ, おけっ-
すけ ういすけとぇゃぇ けさゅぇくういきぇ.

╉けあぇすぇ, おけはすけ かなとう, きけあっ ょぇ っ こさう-
いくぇお いぇ くっゃさけすうつくう さぇいしすさけえしすゃぇ.

╇きぇ いくぇおけゃう いぇ ╉ぇいぇくかなお かうちぇ. 〈ぇおうゃぇ, おけうすけ, おぇすけ ゅう ゃうょうて くぇ せかうちぇすぇ, さぇい
こけいくぇゃぇて. ╄ょくけ けす すはた いぇ こけおけかっくうは おぇいぇくかなつぇくう っ かうちっすけ  くぇ ╂っけさゅう ‶けこけゃ. 
〈けえ  う ょけしっゅぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ ぉなょっ いぇぉっかはいぇく – ちゃっすくけすけ そうてせ くぇ ゃさぇすぇ, しすけえ
おぇすぇ, きぇくうっさなす – ぇさすうしす! ╁しなとくけしす – こけ こさけそっしうは – おけくしすさせおすけさ う こさけっおすぇくす ゃ 
けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ う さぇいゃけえくう すったくけかけゅうう ゃ くはおけゅぇてくけすけ ′╇〈╇. ¨ぉぇつっ, 
すけゃぇ っ しはおぇて きっあょせ ょさせゅけすけ. ┿ ょさせゅけすけ っ – 〈っぇすなさなす – ぇおすぬけさしすゃけすけ う さっあう
しせさぇすぇ. ╇ こけっいうはすぇ. ╇ さっちうすぇかうすっ. ╇ – ぇゃすけさしすゃけすけ くぇ たうきくぇ くぇ ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし”, おぇおすけ しっ おぇいゃぇてっ ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお ょくってくうはす 
„┿さしっくぇか” ┿╃. ╂っけさゅう ‶けこけゃ しこっつっかうか おけくおせさしぇ いぇ  たうきくぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ, しかっょ おぇすけ 9 ゅけょうくう くぇょこさっゃぇさぇすぇ しっ こさけゃぇかはかぇ いぇさぇょう かうこしぇ くぇ ょけぉなさ 
すっおしす. ]っゅぇ しう しこけきくは すけゃぇ こけつすう しかせつぇえくけ..., くけ けとっ しう こぇいう しすうたけゃっすっ, こけ おけうすけ 
たうきくなす ぉうか くけすうさぇく けす ╇ゃぇく 【うさけゃ.
╂っけさゅう ‶けこけゃ くっ っ ういおかのつっくうっ – くっゅけゃうはす ぇおすうゃっく あうゃけす ゃ しぇきけょっえくけしすすぇ いぇ 

たうかはょう けさなあっえくうちう っ っしすっしすゃっくぇ  つぇしす けす  くっとぇすぇ. ╁ っょくけ けすきうくぇかけ ゃっつっ ゃさっきっ, 
おけっすけ, けぉぇつっ, しかっょゃぇ ょぇ くっ しっ いぇぉさぇゃは. ╇ おけっすけ くはおけえ くはおけゅぇ っ いぇこっつぇすぇか ょけさう ゃ 
ういょぇょっく ┿かきぇくぇた, おけえすけ ょくっし っょゃぇ しっ くぇきうさぇ. ╂っけさゅう ‶けこけゃ しう ゅけ うきぇ. ′はおけえ きせ 
ゅけ こけょぇさうか – いぇさぇょう うきっすけ きせ, けすぉっかはいぇくけ こけ しすさぇくうちうすっ – こっつぇす けす あうゃけすぇ くぇ 
ちはかけ っょくけ こけおけかっくうっ.

》うかはょう くっ きけゅぇす ょぇ いぇぉさぇ
ゃはす けくは こさうゃかっおぇすっかっく 

きなあ くぇ しちっくぇすぇ くぇ ′ぇさけょくけ 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ” - ょせぉかぬけさなす 
くぇ ╁うょうく ╃ぇしおぇかけゃ ゃ さけかはすぇ くぇ 
『ぇさ ╋うくっかぇえ, こぇさすくぬけさなす くぇ 
╋ぇさうぇくぇ ╁なかおけゃぇ ゃ „‶さけそっしうは 
いぇ ぇくゅっかう”,  おせかすけゃぇすぇ いぇ おぇ
いぇくかなておぇすぇ こせぉかうおぇ ゃ ╉ぇそっ-
すっぇすなさぇ くぇ くけとくうは ぉぇさ – „╉ぇ
こぇく いぇ しぇきけすっく きなあ” し ╋うくつけ 
╊ぇかっゃ, ょせっすうすっ し ╋ぇさうは ]すけは
くけゃぇ ゃ ╋せいうおぇかくうは すっぇすなさ おなき 

つうすぇかうとっすけ. 
„╄ょくぇ おぇかけさうは くっあくけしす” しっ 

うゅさぇっ 60 こなすう, くっゅけゃう しこっお
すぇおかう ゃ くけとくうは ぉぇさ くぇ たけすっか 
„╉ぇいぇくかなお” しぇ ういうゅさぇくう こけゃっつっ 
けす しすけ こなすう...
‶けいくぇゃぇきっ ╂っけさゅう ‶けこけゃ う し 

こかなすくうは きせ ゅかぇし けす さっちうすぇちうう 
こけ ゃしうつおう ゅさぇょしおう すなさあっしすゃぇ 
– けす こさぇいくっくしすゃぇすぇ くぇ ╀せいかせ
ょあぇ ょけ こけつうすぇくっすけ こぇきっすすぇ くぇ 
┿こけしすけかぇ ╊っゃしおう こさっょ こかけつぇ
すぇ くぇ たぇくぇ くぇ ╀ぇぉぇ ╂ぇくぇ しさっ
とせ こけとぇすぇ. ′っゅけゃうはす いゃせつっく う 
けすさぇぉけすっく ゅかぇし ょけくぇしは ょっしっすおう 

くぇゅさぇょう けす おけくおせさしう いぇ 
さっちうすぇちうう, くけ う こさけゃけおう
さぇ せ ‶けこけゃ かのぉけゃすぇ おなき 
しすうたけゃっすっ. 〈ぇおぇ うきっくくけ しっ 
さぇあょぇ う すっおしすなす くぇ たうきくぇ 
くぇ けさなあっえくうちうすっ ゃ ╉ぇいぇく
かなお, すぇおぇ しっ さぇあょぇ う しすうたけ
しぉうさおぇすぇ „]かっょぇ けす ゅぇしくっ
とぇ いょゃっいょぇ” こさっい 2006-すぇ. 
〈ぇおぇ うょゃぇす う おけきこけいうちう
うすっ こけ くっゅけゃう すっおしすけゃっ 
くぇ ╇ゃぇく 【うさけゃ, ╈けしおけ 
╈けしうそけゃ, ╀けさうし ]すさうく

しおう, ]すっそおぇ 
╉ぇさぇこっくっゃぇ 
う かのぉうきうは 
くぇ すさっすぇすぇ 
ゃないさぇしす ゃ 
╉ぇいぇくかなておけ 
ょくっし – ′っくけ 
╉ さ ぇ つ ぇ く け ゃ , 
ょぇか きせいうおぇ
かっく あうゃけす 
くぇ 24 しすうたけ
すゃけさっくうは くぇ 
╂っけさゅう ‶け
こけゃ. ‶けかはすぇ 
くぇ 〈さぇおうは, 
くっぉっすけ くぇょ 
╀ せ い か せ ょ あ ぇ , 
しゃっすかうくぇすぇ 
くぇ ‶うさうく, 
ぉさういなす くぇ 
╁ぇさくぇ, ゃっす
さけゃっすっ くぇ 
【うこおぇ う ょな
たなす くぇ [けいけ
ゃぇすぇ ょけかうくぇ 
しぇ いぇこっつぇすぇ
くう ゃ きっさっ
くぇすぇ さっつ くぇ 
╂っけさゅう ‶け

こけゃ, おけはすけ ょぇゃぇ あうゃけす う 
くぇ しすうたけゃっ いぇ かのぉけゃすぇ う 
おけこくっあうすっ つけゃっておう. ′け - 
おけくしすさせおすけさなす けす ′╇〈╇ っ 
こけいくぇす くぇえ-ゃっつっ おぇすけ

╂っけさゅう ‶けこけゃ
– 〈っぇすさぇかなす. 

¨とっ こさっょう ぉかういけ 30 ゅけ
ょうくう ‶けこけゃ ゃなゃっか ゃ こさぇお
すうおぇすぇ しう きけょっかぇ くぇ „〈っぇ
すなさ ゃ おせそぇさ”. ╁なゃ ゃさっきっすけ 

くぇ すっあおうすっ う すさせょくけ きけぉうか
くう こけしすぇくけゃおう すけえ しなぉさぇか 
けおけかけ しっぉっ しう, くぇ こさうくちうこぇ 
くぇ つぇしすくぇすぇ すさせこぇ, ゅさせこぇ しぇ
きけょっえちう けす ′╇〈╇. 』ぇおぇか ゅう 
しかっょ さぇぉけすぇ ゃ „こっす う こっす” う 
こけっきぇかう こけ ゅさぇょけゃっ う こぇ
かぇくおう こさう こせぉかうおぇすぇ. ]ぇきう 
しう ういおぇさゃぇかう こさうたけょうすっ, 
こけおさうゃぇかう しう さぇいたけょうすっ う 
こっつっかっかう こけ きぇかおけ. ‶けこけゃ 
っ さっあうしぬけさ, ういこなかくうすっか くぇ 
ゅかぇゃくぇすぇ さけかは, こけっきぇ きせいう
おぇかくけすけ けそけさきかっくうっ, しすぇゃぇ 
ぉうかっすけこさけょぇゃぇつ. ‶なすせゃぇす 
し かうつくぇすぇ きせ おけかぇ, こけっきぇす 
さうしおけゃっすっ くぇ すっあおうすっ こなすう
とぇ う すなきくうすっ くけとう – いぇさぇょう 
っょくぇすぇ すさなこおぇ すっぇすさぇかくぇ. 
〈ぇいう すさなこおぇ, かのぉけゃすぇ おなき 
すっぇすなさぇ, ょけくっしかぇ くぇ ╂っけさゅう 
‶けこけゃ 6 いかぇすくう きっょぇかぇ けす 
さっこせぉかうおぇくしおう そっしすうゃぇかう, 
20 こけしすぇゃっくう いぇゅかぇゃうは, くぇょ 
50 さけかう. ‶けこけゃ こうてっ 4 しゃけう 
こうっしう, けす おけうすけ っょくぇ っ こけ
しすぇゃっくぇ - „╉ぇさょうけかけゅうは くぇ 
しなゃっしすすぇ”. ′ぇ しぇきけょっえくぇすぇ 
しちっくぇ くぇ „┿さしっくぇか”, こけ うょっは 
くぇ くっいぇぉさぇゃうきうは ‶っすなさ ╁う
ょっゃ, しなすさせょくうお くぇ さぇょうけすけ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, ‶けこけゃ こけ
しすぇゃは „╉さぇょっちなす くぇ すさけかっえ
ぉせしう” くぇ ╂っけさゅう ╃ぇくぇうかけゃ, 
おけはすけ しこせおぇかぇ こけ てっゃけゃっすっ 
しぇかけくぇ くぇ ょけきぇ くぇ おせかすせさぇ
すぇ, ゃ おけえすけ しすなさつぇかう こけくっ 
しすけ こさぇゃけしすけはとう.
╁しなとくけしす, ‶けこけゃ ょぇかっつ くっ 

っ しぇきけょっっち くぇ ういちはかけ しぇきけ
ょっえくう くぇつぇかぇ. ]かっょ こなさゃう
すっ しう けこうすう ゃ ╃うきうすさけゃゅさぇょ  
う しかっょ こけぉっょぇすぇ ゃ おけくおせさし 
いぇ さっちうすぇすけさう, ぉなょっとうはす 
かのぉうきっち くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
こせぉかうおぇ いぇゃなさてゃぇ 【おけかぇ
すぇ いぇ さっあうしせさぇ う ぇおすぬけさしおけ 
きぇえしすけさしすゃけ, けぉせつぇゃぇかぇ ゃ 
こさけそっしうけくぇかういなき すぇかぇくす
かうゃう しぇきけょっえちう こけ けくけゃぇ 
ゃさっきっ. ¨しくけゃくけすけ, けぉぇつっ, ゃ 
さぇぉけすぇすぇ ゃ すっぇすなさぇ, しこけさっょ 
╂っけさゅう ‶けこけゃ, っ くっ こさけしすけ 
けぉせつっくうっすけ, ぇ けくけゃぇ, おけっすけ 
すう うょっ けすゃなすさっ, つせゃしすゃけすけ, 
つっ ”しう ゅけ うきぇて”, ょぇょっくけすけ 
しゃうてっ – ょぇさぉぇすぇ...  

╀なかゅぇさうは
╂っけさゅう ‶けこけゃ

]なぉさぇかぇ しう くぇ しかなくちっすけ かなつうすっ,
くぇ こさけかっすすぇ くぇえ-こさっかっしすくうは ちゃはす,
さけきぇくすうおぇすぇ ぉはかぇ くぇ ぉさっいうすっ, 
ゃなかてっぉくうは くぇ さけいう ぇさけきぇす.

╆ぇ すっぉ きけさっすけ 』っさくけ しっ ゃなかくせゃぇ,
し ゃなかくうすっ おなこっ すゃけえすっ ぉさっゅけゃっ
う ぉはかぇ こはくぇ くっあくけ すっ ちっかせゃぇ
ょけ しっくおうすっ くぇ ょさっゃくう かっしけゃっ.

╂けさうすっ すう ゃっくちう しぇ けす ゅうさかはくょう!
╁けょうすっ – たかぇょくう ぉうしっさくう しなかいう!
‶けかはすぇ すう しぇ ちゃっすくう ょうぇきぇくすう!
′っぉっすけ はしくけ – いかぇすくけ けす いゃっいょう!

╁なゃ ゃしはおぇ こっしなつうくおぇ ゃっおけゃっすっ
けしすぇゃうかう しぇ しゃけうすっ しかっょう,
っこけたうすっ ういきっしすゃぇす ぉけゅけゃっすっ,
いぇゃうょっかう くぇ すゃけえすっ おさぇしけすう.

╇ ぇい くぇ こっしなつうくおぇ とっ こさっゃなさくぇ
しなさちっすけ しう ゃ こけしかっょくうは きう つぇし.
╇ すっぉ しゃっとっくぇ ちはかぇ とっ こさっゅなさくぇ
う とっ しっ しかっは ちはか ゃなゃ すっぉっ ぇい.

〈ぇは ょぇさぉぇ う しっゅぇ くっ きせ ょぇゃぇ 
きうさぇ. ╇しおぇ きせ しっ ょぇ さっあうしう
さぇ, こぇお ょぇ しう うきぇ すさせこぇ, ょぇ 
ゃなさくっ ゃさっきっすけ くぇ ╉ぇそっ-すっぇ
すなさぇ, きぇおぇさ ょぇ けしないくぇゃぇ, つっ 
ょくっし ぉう さぇぉけすうか こさう ょぇかっつ 
こけ-しこけおけえくう すっきこけゃっ.  ′ぇ
ゃさっきっすけ しぇきけ ╋うくつけ ╊ぇかっゃ 
う すけえ うきぇかう こけ くぇょ 5 さけかう 
ゃ ょっえしすゃぇとう しこっおすぇおかう くぇ 
きっしすくぇすぇ しちっくぇ. ╋うくつけ うゅさぇ
っか ゃ 6 こうっしう, ‶けこけゃ – ゃ 5. 
〈けゃぇ ぉうかけ ゃさっきっすけ くぇ くっいぇ
ぉさぇゃうきうすっ „》なてけゃっ”, こけしすぇ
ゃっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお けす ]すっそぇく 
╂っちけゃ, うゅさぇくう ゃ ′ぇさけょくうは 
すっぇすなさ, こけしすぇゃうかう さっおけさょぇ 
けす 102 こさっょしすぇゃかっくうは! ┿ゃ
すけさうすっすなす くぇ ╂っちけゃ, けつぇお
ゃぇくうはす ぉせき くぇ こけしすぇくけゃおぇすぇ 
う しすさけゅうはす  くさぇゃ くぇ こけしすぇ
くけゃつうおぇ, けぉぇつっ, こけ しけぉしすゃっ
くうすっ ょせきう くぇ ╂っけさゅう ‶けこけゃ, 

くっ こけこさっつっかう くぇ けさなあっえくうは 
おけくしすさせおすけさ ょぇ けすおぇあっ さけかは 
ゃ „》なてけゃっ”! – うきぇか こさうくちう

ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ
╁ ぉさ. 43 くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか”, ゃ 〉すけつくっくうっ くぇ しすさ. 2, くっおけさっおすくけ っ こけしけつっくけ, つっ うくあ. ‶っすなさ ╆っかっくおけゃ っ しないょぇょっかはす くぇ ぉぇさせすくけすけ こさけうい

ゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃. 
〈けゃぇ くっ っ ゃはさくけ. ╇くあ. ╆っかっくおけゃ うきぇ しなとっしすゃっく こさうくけし いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ すけゃぇ こさけういゃけょしすゃけ, くけ くっ っ くっゅけゃ しないょぇすっか. 〈けえ っ ぉうか ょなかゅけゅけょうてっく さなおけ

ゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „╀ぇさせすう“ ゃ ′╇〈╇. ‶けょ くっゅけゃけ さなおけゃけょしすゃけ しぇ しないょぇょっくう しそっさうつくう ぉぇさせすう う うくしすぇかぇちうう いぇ すはたくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか“ 
┿╃. ┿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. ╅っかぇっき ょなかゅう ゅけょうくう いょさぇゃっ くぇ ゅ-く ╆っかっくおけゃ.

こう. ]かっょ おぇすけ ‶けこけゃ さっこっ
すうさぇか こけつすう ょけおさぇえ さけかはすぇ 
くぇ ╁かぇょうおけゃ, いぇさぇょう くっゅかう
あうさぇくっすけ くぇ せつぇしすうっすけ ゃ 
„》なてけゃっ” くぇ うしおさうしすぇ ╁ぇしうか 
【うゃっくおけゃ, ‶けこけゃ けすおぇいぇか ょぇ 
こさけょなかあう. ╇ しっゅぇ けとっ たさぇくう 
ゃうくぇ おなき ╂っちけゃ いぇすけゃぇ - くっ 
くぇきっさうか こけゃけょ ょぇ しっ ういゃうくう. 
╃けこうさなす し ういゃっしすくうすっ いぇ 

‶けこけゃ くっ しこうさぇ ょけ すせお. ] 
さぇぉけすぇすぇ きせ ゅけ こけいくぇゃぇす ゃ 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. [ぇぉけすぇすぇ くぇ 
しちっくぇすぇ し くぇえ-こけこせかはさくぇすぇ 
あっくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, しなとけ っ 
そぇおす けす ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ ╂っ
けさゅう ‶けこけゃ.

‶けこけゃ こさなゃ さっあうしうさぇか 
╃ぇさうくぇ ‶ぇゃかけゃぇ 

‶ぇゃかけゃぇ すけえ けすおさうか しさっょ 
しぇきけょっえちうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, 
くはおけえ きせ おぇいぇか いぇ くっは... ] 
╃ぇさうくぇ, おけはすけ う しっゅぇ たぇさっし
ゃぇ, いぇさぇょう せしこったぇ え, ╂っけさゅう 
‶けこけゃ さっこっさうすぇか „╋っょうおぇ
きっくすけいくけ けすさぇゃはくっ”, うゅさぇ
くぇ 230 こなすう! ╃ぇさうくぇ うゅさぇっ 
[せきはくぇ - ゅかぇゃくぇすぇ あっくしおぇ 
さけかは. ╀うかぇ っょくぇ けす くぇえ-ょけ
ぉさうすっ くぇ しちっくぇすぇ. ‶けしかっ, ょけ
おぇすけ ╃ぇさうくぇ せつう ゃなゃ ╁╇〈╇╆,  
‶けこけゃ しなとけ しかっょうか ういはゃうすっ 
え, ょけさう しっ ゃうあょぇかう ゃ ]けそうは. 
╀うかけ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ぉなょっ
とぇすぇ くぇえ-ぉけゅぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ 
あうゃっっかぇ こけゃっつっ けす しおさけきっく 
しすせょっくすしおう あうゃけす.  
╂っけさゅう ‶けこけゃ ょくっし っ こっく

しうけくっさ. 】っさおぇすぇ っ ゃ ╇すぇ
かうは. ╃けきぇてくうすっ かのぉうきちう 

》そたそう たちひう ちかきけつけちあし けすかせけてあてあ さあくあせしひねあせさあ ╉あちけせあ 》あうしそうあ 

しぇ きせ しかぇぉけしす, 
しなさちっ くっ きせ ょぇゃぇ 
ょぇ ゅう けしすぇゃう ぉっい
こさういけさくう. ╂かっ
ょぇ 10 おけすおう  う 2 
おせつっすぇ, ょなかぉけおけ 
こさうゃなさいぇく っ おなき 
あうゃけすくうすっ. ╇ おなき 
〈っぇすなさぇ, さぇいぉうさぇ 
しっ! ‶ぇいう しう かっくすう 
けす こさっょしすぇゃかっ
くうは, ゅかっょぇ ゅう し 
こさうはすっかう, きっつすぇっ 
けすくけゃけ ょぇ こけしすぇ
ゃは... ‶さけたけょうか  
15-ゅけょうてっく くぇ 
しちっくぇすぇ ゃ ╃うきう
すさけゃゅさぇょ, けすおぇ
いぇか こけおぇくぇ ゃ 》ぇ
しおけゃしおうは すっぇすなさ, 
くぇすさせこぇか けこうすぇ 
し 20 さっあうしぬけさう, 
ういうゅさぇか 50 さけかう, 
こけしすぇゃうか 20 こうっ
しう, くぇこうしぇか しゃけう 
4... ╁しうつおけ すけゃぇ - 
„きっあょせ ょさせゅけすけ”, 
ょけおぇすけ さぇぉけすうか 
ゃ ′╇〈╇. ′け ぉっい 
くうおけゅぇ ょぇ しきっしゃぇ 
っょくけすけ し ょさせゅけすけ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╇しすうくしおけ いぇゃさなとぇくっ くぇ けぉとうくしおうは すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇ-
ぉぇおつうっゃ” こさう しゃけはすぇ おぇいぇくかなておぇ こせぉかうおぇ  しかっょ ょさぇきぇ-

すうつくけすけ こさけすっしすくけ いぇ すさせこぇすぇ かはすけ しっ しかせつう し こさっきうっさぇすぇ 
くぇ „╋っあょせ ょゃぇ しすけかぇ“けす [っえ ╉せくう ゃ いぇかぇすぇ  くぇ ╁けっくくうは おかせぉ 
くぇ 15-すう くけっきゃさう.
╁ こさけょなかあっくうっ くぇ こけゃっつっ けす ょゃっ しっょきうちう しこっおすぇおなかなす 

てうさけおけ しっ おけきっくすうさぇ けす ゃしうつおう, おけうすけ しぇ ゅけ ゅかっょぇかう, すなさ-

しはす しっ ぉうかっすう, くっとけ, おけっすけ 
きっしすくぇすぇ こせぉかうおぇ けすょぇゃくぇ 
くっ こけきくう ょぇ しっ っ しかせつゃぇかけ 
し こけしすぇくけゃおう くぇ けぉとうくしおうは 
すっぇすなさ.  ╀かっしすはとぇすぇ うゅさぇ くぇ 
ぇおすぬけさうすっ, ゃこっつぇすかはゃぇとぇすぇ 
さっあうしせさぇ う すけこかけすけ こけしさっ-
とぇくっ けす こせぉかうおぇすぇ くぇ しすぇさう 
う くけゃう かのぉうきちう くはきぇ おぇお ょぇ 
くっ しっ こけきくはす ょなかゅけ. 
╂けかはきけすけ しう いぇゃさなとぇくっ くぇ 

しちっくぇすぇ くぇこさぇゃう  おけかけさうすくぇ-
すぇ ぇおすさうしぇ ╇さっくぇ ╃せくぇゃしおぇ, 
せゃけかくっくぇ こさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう けす しすぇさけすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ くぇ すっぇすなさぇ. ╃けぇえっくなす 
くぇ しちっくぇすぇ ╂っけさゅう ┿くすけゃ ぉっ 
こけしさっとくぇす う ういこさぇすっく けす 
こせぉかうおぇすぇ し ぉせさは けす けゃぇちうう. 
′ぇ さけょくぇ おぇいぇくかなておぇ しちっくぇ 
けすくけゃけ ょけえょっ う ╂っけさゅう ┿すぇ-
くぇしけゃ, こけいくぇす くぇこけしかっょなお 
おぇすけ てけせきっく う すゃ-ゃけょっと けす 
くぇちうけくぇかくうは っそうさ. ¨すかうつくぇ 
さけかは くぇこさぇゃう う ¨かっくぇ 【う-
ょっさけゃぇ - つせあょっくおぇすぇ, くぇきっ-

さうかぇ かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ しう 
う しゃけっすけ しっきっえしすゃけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ╊のぉうきうはす  ぇおすぬけさ ]すっ-
そぇく ╋ぇさおけゃ けすくけゃけ うゅさぇっ, 
しかっょ おぇすけ ゅけょうくう しすけは ういゃなく 
しちっくぇすぇ こけ こさっちっくおぇ くぇ ぉうゃ-
てうは ょうさっおすけさ. 
┿おすぬけさしおぇすぇ すっあっしす くぇ  

しこっおすぇおなかぇ ういくっしけたぇ ぇぉしけ-
かのすくけ こさけそっしうけくぇかくけ きかぇ-
ょうすっ, くけ いぇ こけさっょっく こなす ょけ-
おぇいゃぇとう しっ せしこってくけ,  ╋うかっく 
╁ぇくゅっかけゃ う ]すけはく [せきっくうく, 
おけうすけ ゃっつっ しぇ すなさしっくう いぇ ぇゃ-
すけゅさぇそう.
╁ おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ しっ 

ゃなさくぇ う せしきうゃおぇすぇ くぇ さっあう-
しぬけさぇ ]なぉう ]なぉっゃ, し おけゅけすけ 
すっぇすなさなす ゃ ╉ぇいぇくかなお こさけたけ-
ょう おぇすけ こさけそっしうけくぇかっく こさっ-
ょう 14 ゅけょうくう. 
╋せいうおぇすぇ いぇ しこっおすぇおなかぇ 

こさっょけしすぇゃう けぉうつぇくぇすぇ ゅさせこぇ 
„¨しすぇゃぇ“, つうえすけ „ょゃうゅぇすっか“ 
╅けさけ っ おぇいぇくかなつぇくうく.
╇いぉけさなす くぇ „╋っあょせ ょゃぇ 

しすけかぇ“ くぇ [っえ ╉せくう くけしう  
ょゃせつぇしけゃぇ くっしこうさくぇ っきけちうは 
いぇ こせぉかうおぇすぇ. ╄ょくぇ けす くぇえ-
うゅさぇくうすっ こうっしう ゃっつっ こけつすう 
こけかけゃうく ゃっお こけ ちっかうは しゃはす, 
つうえすけ ぇゃすけさ っ くけしうすっか くぇ 
おさぇかしおぇ くぇゅさぇょぇ くぇ ╁っかう-
おけぉさうすぇくうは, っ しうすせぇちうけくくぇ 
おけきっょうは し くっょけさぇいせきっくうは, 
さぇいきうくぇゃぇくうは, こぇさぇょけお-
しぇかくう きけきっくすう. ‶せぉかうおぇすぇ 
くうすけ しっおせくょぇ くっ けしすぇゃぇ うい-
ゃなく くぇこさっあっくうっすけ くぇ うくすさう-
ゅぇすぇ し きくけゅけ うしおさっく しきはた. 
[っあうしぬけさしおけすけ さってっくうっ いぇ 
ょうくぇきうおぇすぇ くぇ しこっおすぇおなかぇ, 
ゃこうしぇくぇ ゃ しちっくけゅさぇそうはすぇ 
くぇ ╇ゃぇく ╀けはょあうっゃ, すっぇ-
すなさ-きぇえしすけさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
すさせこぇ, ういゃっあょぇくっすけ くぇ くぇえ-
ょけぉさうすっ おぇつっしすゃぇ くぇ ぇおすぬけさ-
うすっ ゃ しなけすゃっすくうすっ うき さけかう, 
こさっしないょぇゃぇす  いぇゅかぇゃうっすけ けす 
すゃけさつっしすゃけすけ くぇ [っえ ╉せくう ゃ 
うしすうくしおう こさぇいくうお くぇ きっしすくぇ-
すぇ しちっくぇ.

〈┿

Ɂɞɪɚɜɧɨ

╋ぇいくぇすぇ おけあぇ っ こさけはゃぇ くぇ たうこっさそせくお-
ちうは くぇ きぇしすくうすっ あかっいう うかう っ さっいせかすぇす けす 
くぇさせてっくうは ゃ かうこうょくうは (きぇしすくうは) けぉきっく.  
′っこさっきっくくけ しう くぇこさぇゃっすっ こなかくぇ おさなゃくぇ 
おぇさすうくぇ う ういしかっょゃぇくっ くぇ たさぇくけしきうかぇ-
すっかくぇすぇ しうしすっきぇ.

』っさゃっくうすっ こっすくぇ こけ かうちっすけ しぇ しうゅくぇか 
いぇ しおかけくくけしす おなき たうこっさすけくうは /ゃうしけおけ 
おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ/. ┿おけ  おさなゃすぇ こさっかうゃぇ 
おなき ぉせいうすっ う てうはすぇ, すけゃぇ しなとけ っ うくょうおぇ-
すけさ いぇ ゃうしけおけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ.

]せたぇすぇ (ゃけしなつくぇ) おけあぇ きけあっ ょぇ っ こさう-
いくぇお いぇ たさけくうつっく ゅぇしすさうす, はいゃぇ くぇ しすけきぇ-
たぇ うかう ょゃぇくぇょっしっすけこさなしすくうおぇ.

┿おけ うきぇすっ せつぇしすなちう しなし しせたぇ おけあぇ ゃなさ-
たせ かぇおすうすっ,  すけゅぇゃぇ くぇえ-つっしすけ しすぇゃぇ  ゃな-
こさけし いぇ けぉとけ けすしかぇぉゃぇくっ くぇ うきせくうすっすぇ 
う ぇゃうすぇきうくけいぇ, けしけぉっくけ いぇ くっょけしすうゅ くぇ 
ゃうすぇきうくう けす ゅさせこぇ ╁.

╀かっょぇすぇ こけさっしすぇ おけあぇ, し かっおう けすけちう, けし-
くけゃくけ こけ かうちっすけ う こさぇしちうすっ, っ しうゅくぇか いぇ 
っゃっくすせぇかくう ぉなぉさっつくう いぇぉけかはゃぇくうは うかう 
ょさせゅう いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっきう, しゃなさいぇくう 
し けすょっかうすっかくぇすぇ しうしすっきぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しう 
くぇこさぇゃうすっ ういしかっょゃぇくっ くぇ せさうくぇすぇ, ぉうけ-
たうきうは くぇ おさなゃすぇ う せかすさぇいゃせおけゃ こさっゅかっょ 
くぇ けさゅぇくうすっ くぇ きぇかおうは すぇい.

′っさぇゃくぇすぇ おけあぇ し さぇいかうつっく ちゃはす けぉうお-
くけゃっくけ っ さっぇおちうは くぇ こさっおぇかっくけ ゅけかはきけ-
すけ おけかうつっしすゃけ てかぇおぇ う  すけおしうくう ゃ けさ-
ゅぇくういきぇ. ′ぇえ-きぇかおけすけ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇこさぇゃうすっ ゃ すけいう しかせつぇえ, っ さぇいすけゃぇさゃぇと 
けつうしすうすっかっく さっあうき. ┿おけ う すけゃぇ くっ こけ-
きけゅくっ, くっこさっきっくくけ こけすなさしっすっ おけくしせかすぇ-
ちうは しなし しこっちうぇかうしす. 』っしすけ すけゃぇ っ しうゅくぇか 
いぇ ょさっきっとぇ ぉけきぉぇ ゃ けさゅぇくういきぇ ゃう.

                           
     〈┿
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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:
『かきけつへそちひて
╈かそちえけ 》そたそう

╊さつたかちてせそ:
′あ てとせかしあ たそお ぃけたさあ

[そきあてあ けくおあうあ
せあのけてか いそしかつてけ
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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
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 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

╇きっ:

┿ょさうぇくぇ ╀ぇきぉぇかけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ╆ぇゃけょ 
1/282, ╂ぇかゃぇくけすったくうお

╂けょうくう: 24

╆けょうは: ╃っゃぇ

》けぉう:

[ぇいたけょおう う こかせゃぇくっ

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ? 

- [ぇいつうすぇき っょうくしすゃっくけ 
う しぇきけ くぇ しっぉっ しう.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ‶けょおさっこぇ, けこけさぇ, ゃぇ-
あくぇ つぇしす けす あうゃけすぇ きう.

‒ ゃ 《 ╉ 《 『 
ぃ ╅ ] っ 》 ¨ 〉

30 えそおけせけ
╅『¨╊]

╃け 21-ゃう ょっおっきゃさう すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ ╀のさぇすぇ こけ 

すさせょぇ しっ こさうっきぇす ょけおせきっく-
すう くぇ ぉなかゅぇさしおう しすせょっくすう, 
さっょけゃくけ けぉせつっくうっ, いぇ かっすくう 
しすぇあけゃっ ゃ ╂っさきぇくうは. ‶さうっき-
なす しっ けしなとっしすゃはゃぇ くぇ ぉぇいぇ 
ょけゅけゃけさ いぇ こけしさっょくうつっしすゃけ 
いぇ かはすくぇ いぇっすけしす きっあょせ ょゃっ-
すっ しすさぇくう. ‶け すけいう ょけゅけゃけさ 
けぉとけ 200 ぉなかゅぇさしおう しすせょっく-
すう きけゅぇす ょぇ いぇきうくぇす ょぇ さぇ-
ぉけすはす こさっい かはすけすけ くぇ 2013 
ゅけょうくぇ ゃ ╂っさきぇくうは.
╅っかぇっとうすっ ょぇ さぇぉけすはす きう-

くうきせき 2 きっしっちぇ ゃ ╂っさきぇくうは 
しすせょっくすう すさはぉゃぇ ょぇ けすゅけゃぇ-
さはす くぇ しかっょくうすっ せしかけゃうは: 
ょぇ しぇ さっょけゃくう しすせょっくすう う 
くっ こけ-ゃないさぇしすくう けす 35 ゅけょう-
くう, ょぇ くっ しぇ こけしかっょっく おせさし 
くぇ しっきっしすさうぇかくけ けぉせつっくうっ, 
ょぇ うきぇす ょけぉさう こけいくぇくうは こけ 
くっきしおう っいうお う ょぇ しぇ ゅけ ういせ-
つぇゃぇかう こけくっ 3 ゅけょうくう.
╃けおせきっくすうすっ, おけうすけ しっ 

こけょぇゃぇす ょけ けぉはゃっくうは おさぇ-
っく しさけお ゃ ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ, 
しぇ: きけかぉぇ /しゃけぉけょっく すっおしす/ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう っいうお, ゃ おけはすけ 
しすせょっくすなす ょぇ ょっおかぇさうさぇ, つっ 
っ しゃけぉけょっく けす ぇくゅぇあうきっくすう 
こさっい かはすくぇすぇ ゃぇおぇくちうは, おぇお-
すけ う つっ うきぇ くっけぉたけょうきうすっ 
しさっょしすゃぇ ょぇ そうくぇくしうさぇ いぇ-
きうくぇゃぇくっすけ しう いぇ ╂っさきぇくうは. 
╇いうしおゃぇ しっ しなとけ すぇおぇ う 

せゃっさっくうっ けす ゃうしてっすけ せつう-
かうとっ, つっ かうちっすけ っ さっょけゃっく 
しすせょっくす う くっ っ こけしかっょっく 
おせさし くぇ けぉせつっくうっ. ╉ぇくょう-
ょぇすうすっ すさはぉゃぇ ょぇ  いくぇはす, つっ 
くっ しっ こさうっきぇす せゃっさっくうは けす 
そぇおせかすっすくうすっ おぇくちっかぇさうう, 
ゃ おけうすけ ょぇくくうすっ いぇ おせさしぇ う 
しっきっしすなさぇ くぇ しかっょゃぇくっ しぇ 
こけしけつっくう し さうきしおう ちうそさう. 
╇いうしおゃぇ しっ ゃ せゃっさっくうっすけ うい-
さうつくけ ょぇ っ こけしけつっくけ, つっ かう-
ちっすけ くっ っ こけしかっょっく おせさし くぇ 
しっきっしすさうぇかくけ けぉせつっくうっ.

〈┿

„] あっくしおぇすぇ つぇしす けす つけゃっつっしすゃけ-
すけ うきぇき くっぉうゃぇか せしこった!”, けぉうつぇか 
ょぇ しっ てっゅせゃぇ 《ぬけょけさ ╇ゃぇくけゃうつ. ╁う-
しけお, しなし しうくう けつう う いぇきっつすぇくけ かうちっ, 
すけえ ぉうか こけゃっつっ けす こさうゃかっおぇすっかっく. 
]かっょ ゃしはおけ くっゅけゃけ こさっょしすぇゃかっくうっ 
きくけゅけ ょっゃけえおう う きかぇょう あっくう うしおぇかう 
ょぇ ゃかはいぇす ゃ ゅさうきぬけさくぇすぇ きせ. ]かせつゃぇ-
かけ しっ ょぇ けおぇいゃぇす すぇおなゃ くぇすうしお ゃなさたせ 
ゃさぇすぇすぇ, つっ, いぇ ょぇ くっ は しつせこはす, こっゃっ-
ちなす ういかういぇか う さぇいょぇゃぇか ぇゃすけゅさぇそう. 
╁なこさっおう つっ ぉうか っょうく けす くぇえ-すなさしっ-
くうすっ きなあっ, ゃ うくすうきくうは しう あうゃけす こっ-
ゃっちなす つせゃしすゃぇか けゅさけきくぇ こせしすけすぇ う ゃ 
こうしきけ ょけ しゃけえ ぉかういなお こさういくぇゃぇ, つっ っ 
しぇきけすっく.
]なこさせゅうすっ. ‶なさゃぇすぇ きせ あっくぇ ぉうかぇ 

きかぇょぇすぇ うすぇかうぇくしおぇ ぉぇかっさうくぇ ╈けかぇ 
〈けさくぇゅう. ╇きぇす 4 ょっちぇ - ╀けさうし う ぉかうい-
くぇちうすっ 〈ぇすはくぇ う 《ぬけょけさ. ‶なさゃけすけ うき 
ょっすっ せきうさぇ くぇ 4 ゅ. う こっゃっちなす ょなかゅけ 
しすさぇょぇか いぇ くっゅけ.
╃っちぇすぇ きせ こけけすさぇしすゃぇす う 【ぇかはこうく 

しっ しぉかうあぇゃぇ し ╋ぇさうは ╁ぇかっくすうくけゃくぇ 
- きぇえおぇ くぇ ょゃっ きけきうつっすぇ けす こなさゃうは 
しう ぉさぇお. 〈は さぇあょぇ ょなとっさは けす こっゃっちぇ. 
〈ぇおぇ すけえ  しないょぇゃぇ ゃすけさけ しっきっえしすゃけ. 
‶なさゃうはす きせ ぉさぇお くっ ぉうか さぇいすさけゅくぇす, ぇ 
ゃすけさうはす くっ ぉうか けそうちうぇかくけ さっゅうしすさう-
さぇく. ‶け くっこうしぇくけ こさぇゃうかけ ょゃっすっ あっくう 
くっ しっ ゃうあょぇかう う くっ 
しっ こけいくぇゃぇかう. ‶さっい 
1922 ゅ. 【ぇかはこうく いぇ-
きうくぇゃぇ くぇ ゅぇしすさけかう 
ゃ つせあぉうくぇ いぇっょくけ し 
╋ぇさうは う こけゃっつっ くっ しっ 
ゃさなとぇ ゃ さけょうくぇすぇ しう. 
]すぇさうくうすっ しう ╈けかぇ 
こさっおぇさゃぇ こさう しうくぇ しう 
ゃ [うき. 
╁ ╀なかゅぇさうは. ‶さっい 

1934 ゅ. 【ぇかはこうく こけ-
しっとぇゃぇ ╀なかゅぇさうは, 
おけはすけ くぇさうつぇ „ぉさぇす-
しおぇ” う „ょけぉさぇ さけょ-
しすゃっくうちぇ”. ╀うか しうかくけ 
さぇいゃなかくせゃぇく けす たせぉぇ-
ゃうは こさうっき. ¨つっゃうょちう 
しう しこけきくはす くっゅけゃうは 
うしこけかうくしおう, ぉけゅぇすうさ-
しおう しくぇあっく, ぉけょなさ う 
しゃっあ ゃうょ, こさけくういゃぇと 
こけゅかっょ う ぉぇゃっく ゅけゃけさ. 
╂ぇしすさけかなす きせ ゃ  ]け-
そうは しっ こさっゃなさくぇか ゃ うしすうくしおう すさうせきそ. 
‶っす ゃっつっさう ゃないすけさあっくうすっ こけつうすぇすっ-
かう し こさうすぇっく ょなた ゅかっょぇかう う しかせてぇ-
かう ゃっかうおうは させしおう こっゃっち ゃ おけさけくくう-
すっ きせ さけかう. ‶け ゃさっきっ くぇ こけしかっょくうは 
しう しこっおすぇおなか, おけゅぇすけ 【ぇかはこうく いぇこはか 
„【せきう ╋ぇさうちぇ, けおなさゃぇゃっくぇ...”, さっぇお-
ちうはすぇ くぇ いぇかぇすぇ ぉうかぇ いぇてっきっすはゃぇとぇ.                                                                                                                    
]こけさっょ くはおけう ういすけつくうちう, しなゃっすしおう-
すっ すぇえくう しかせあぉう ゅけすゃっかう こけおせてっくうっ 
しさっとせ 【ぇかはこうく, ょけおぇすけ っ ゃ ]けそうは. 
〈けえ しう ぉうか しこっつっかうか くっくぇゃうしすすぇ くぇ 
くけゃぇすぇ ゃかぇしす いぇさぇょう くぇこさぇゃっくう ょぇ-
さっくうは くぇ ぉっょしすゃぇとう させしおう おせかすせさくう 
ょっえちう ゃ っきうゅさぇちうは う “いぇ こけょこけきぇゅぇ-
くっ くぇ ぉっかけゅゃぇさょっえちうすっ”. ╊うてっく っ けす 
いゃぇくうっすけ くぇさけょっく ぇさすうしす,  いぇぉさぇくっくけ 
きせ っ ょぇ ゃかういぇ ゃ ]]][. ╇いゃっしすうっすけ いぇ 
かうてぇゃぇくっ けす しなゃっすしおけ ゅさぇあょぇくしすゃけ 
きせ ゃさなつゃぇ っょうく くぇて しなくぇさけょくうお - 
╉さなしすぬけ [ぇおけゃしおう, すけゅぇゃぇ こけしかぇくうお 
くぇ ]]][ ゃなゃ 《さぇくちうは. ╁っかうおうはす ぉぇし 
くぇこせしくぇか こけしけかしすゃけすけ さぇいこかぇおぇく.
] ╇かおぇ ‶けこけゃぇ. ╄ょくけ けす しすさぇしすくう-

すっ せゃかっつっくうは くぇ 【ぇかはこうく っ ゅけかはきぇすぇ 
くぇてぇ こっゃうちぇ - こなさゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ, こはかぇ 
ゃ ╊ぇ ]おぇかぇ - ╇かおぇ ‶けこけゃぇ, こさうきぇょけ-
くぇ くぇ ╂さぇくょ けこっさぇ ゃ ‶ぇさうあ けす 1931 
ょけ 1934 ゅ. ‶け ゃさっきっ くぇ す.くぇさ. “[せしおう 
しっいけくう” し せつぇしすうっすけ くぇ 【ぇかはこうく, しゃっ-
すけゃくけういゃっしすくうはす けこっさっく おけかけし っ けつぇ-
さけゃぇく けす ゃこっつぇすかはゃぇとうは  おけくすさぇぇかす 
くぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ, くけ くっ しきっっか ょぇ え しっ 
こさっょしすぇゃう, いくぇっえおう いぇ ゃさないおぇすぇ え し 

う いゃっし すくうは 
き う か う け く っ さ 
かけさょ ╉ぇさか-
すなく, おけえすけ は 
ぉけゅけすゃけさはか 
う ょぇあっ え こけ-
ょぇさうか おなとぇ. 
‶さっょう くっゅけ 
‶けこけゃぇ うい-
あうゃはゃぇ ゅけ-
かはきぇ かのぉけゃ 
し すっくけさぇ 
╀っくうぇきうくけ 
╃あうかう, おけえ-
すけ, こけおけさっく 
けす おさぇしけすぇすぇ 

え, ぉうか ゅけすけゃ ょぇ いぇたゃなさかう う おぇさうっさぇ, 
う こぇさう, いぇ ょぇ ぉなょっ し くっは. 【ぇかはこうく, 
けぉぇつっ, しっ けおぇいぇか かのぉけゃすぇ くぇ あうゃけすぇ 
え. ╇かおぇ ‶けこけゃぇ っ  ぉかっしすはとぇ くっゅけゃぇ 
こぇさすくぬけさおぇ ゃ こなさゃうすっ うき ょゃぇ しこっおすぇ-
おなかぇ “╉くはい ╇ゅけさ” う “╀けさうし ╂けょせくけゃ”. 
〈けゅぇゃぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ っ くぇ 39,  ぇ させしくぇ-
おなす - くぇ 64.
‶さなしすっくなす-さっかうおゃぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ 

さっこっすうちうは 【ぇかはこうく え こけきぇゅぇ ょぇ こさっ-
けょけかっっ ゃさっきっくっく こさけぉかっき し ゅかぇしぇ う え 
こけょぇさはゃぇ かのぉうきうは しう こさなしすっく. ]こけ-
さっょ さぇいおぇいうすっ きせ, こさなしすっくなす うきぇか きぇ-
ゅうつっしおぇ しうかぇ. ‶さうくぇょかっあぇか っ くぇ させ-

しおうは ちぇさ ‶っすなさ ┶ う ぉうか けしゃっすっく かうつくけ 
けす させしおうは こぇすさうぇさた. 【っょぬけゃなさなす っ うい-
さぇぉけすっく けす くぇえ-ょけぉさうは せつっくうお くぇ 《ぇ-
ぉっさあっ こさっい 》VIII ゃっお. ‶け しこけきっくう くぇ  
‶けこけゃぇ, 【ぇかはこうく しかぇゅぇか すけいう こさなし-
すっく ゃ しすぇおぇくぇ う くっ しっ くぇこうゃぇか くうおけ-
ゅぇ. ‶さう ぉけかおぇ ゃ ゅかぇゃぇすぇ ゅけ こさうすうしおぇか 
おなき つっかけすけ しう う ゃしうつおけ こさっきうくぇゃぇかけ! 
╆かぇすくぇすぇ さっかうおゃぇ っ うくおさせしすうさぇくぇ し 
ょゃぇ ぉさうかはくすぇ う っ し ういけぉさぇあっくうっ くぇ 
させしおう しゃっすっち, おけかっくうつうか こさっょ おさなしすぇ, 
ぇ ゃ おさぇおぇすぇ きせ しっ すなさおぇかは ゅかぇゃぇすぇ 
くぇ ょはゃけかぇ. 
′ぇ ゃしは-
おけ こさっょ-
しすぇゃかっくうっ 
こさうきぇょけ -
くぇすぇ ういかう-
いぇかぇ し すけいう 
こ さ な し す っ く , 
せ ゃ っ さ っ く ぇ , 
つっ え くけしう 
せしこった う 
は こぇいう けす 
いかう しうかう. 
]かっょ しきなさ-
すすぇ くぇ こっゃうちぇすぇ すけえ っ しなたさぇ-
くはゃぇく ゃ すさっいけさぇ くぇ ╀′╀, こさっ-
ょう ゅけょうくう っ ぉうか けぉはゃっく くぇ すなさゅ.                                                                                               
╇かおぇ ‶けこけゃぇ う 《ぬけょけさ 【ぇかはこうく  こけょ-
こうしゃぇす ょけゅけゃけさ いぇ すせさくっ ゃ ぃあくぇ ┿きっ-
さうおぇ. ╉さぇはす くぇ かのぉけゃすぇ う しなゃきっしすくぇすぇ 
うき さぇぉけすぇ うょゃぇ こさっい 1938 ゅ., おけゅぇすけ  
【ぇかはこうく せきうさぇ けす いかけおぇつっしすゃっくぇ 

ぇくっきうは くぇ 65-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす ゃ 
‶ぇさうあ. ‶さけそ. ╇かおぇ ‶けこけゃぇ しっ ゃさな-
とぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う しすぇゃぇ しけかうしすおぇ 
くぇ ]けそうえしおぇすぇ けこっさぇ. 〉きうさぇ こさっい 
1979 ゅ.
] せゃぇあっくうっ おなき ゃおせしくぇすぇ たさぇ-

くぇ う たせぉぇゃうすっ くぇこうすおう. ╇いかはいなか 
けす ょなかぉうくうすっ くぇ させしおうは くぇさけょ, ゅけ-
かっきうはす こっゃっち けぉうつぇか こさけしすうつおうすっ 
さっちっこすう くぇ さけょくぇすぇ しう おせたくは う しっ 
けすかうつぇゃぇか し こけしかけゃうつっく ぇこっすうす. 
』っしすけ おぇいゃぇか し ゃないすけさゅ: „╄た, おぇお しっ 

はょっ せ くぇし くぇ ╁けかゅぇ!...”
╉けゅぇすけ ぉうか ゃ ╀なかゅぇさうは, うきっくう-

すうはす ぉぇし, ゃっつっさはか し おくはいっ, おさぇかっ 
う ちぇさっ, こけきけかうか ょぇ ゅけ いぇゃっょぇす ゃ 
いぇゃっょっくうっ, こけしっとぇゃぇくけ けす そぇえ-
すけくょあうう, さぇぉけすくうちう う しっかはくう, くけ 
ょぇ こさっょかぇゅぇ たせぉぇゃけ ゃうくけ う ゃおせしくけ 
きっくの. ╆ぇゃっかう ゅけ ゃ っょくぇ きったぇくぇ う 
しおけさけ ちっかうはす おゃぇさすぇか いぇおなくすはか けす 
くっこさうくせょっくぇ しかぇゃはくしおぇ しなさょっつ-
くけしす, くぇょ おけはすけ しっ ういゃうしはゃぇか ゅかぇ-
しなす くぇ 【ぇかはこうく, おけえすけ ういこなかくはゃぇか 
かのぉうきうすっ くぇ ゃしうつおう させしおう こっしくう.                                                                            
′ぇ っょうく こうさ ゃ つっしす くぇ 【ぇかはこうく, 
いぇゃなさくぇか しっ しかっょ 15 ゅ. ゃ ┿きっさうおぇ, 
きぇっしすさけすけ こけゅなかくぇか きっあょせ 3 う 4 
おゅ きうょう う こぇさつっ きっしけ し くっゃっさけは-
すっく さぇいきっさ. ╁ ぇさたうゃぇ くぇ 『╂┿╊╇ しっ 
こぇいう きっくの くぇ けぉっょうすっ し せつぇしすうっすけ 
くぇ 【ぇかはこうく. ╁ っょうく けす くぇえ-しおなこう-
すっ さっしすけさぇくすう くぇ ‶ぇさうあ, こさけしかぇ-
ゃっく し こさうゅけすゃはくっすけ くぇ させぇくしおう こぇ-
すうちう, いぇゃっあょぇかう こけょ くけきっさ ゃしはおぇ 
こけょくぇしはくぇ くぇ ゅけしすうすっ こぇすうちぇ. ] 
くけきっさ 104 752 ぉうかぇ こぇすうちぇすぇ, こさう-
ゅけすゃっくぇ いぇ 【ぇかはこうく こさっい 1929 ゅ.                                                                                                            
╁ ょくうすっ くぇ おけくちっさすうすっ すけえ くっ 
けぉはょゃぇか, くけ しかっょ すけゃぇ ういこうす-
ゃぇか しうかくけ あっかぇくうっ ょぇ こけたぇこ-

くっ. ╁っょくなあ しかっょ おけくちっさす 《ぬけょけさ 
【ぇかはこうく しぇき-しぇきうつなお しっ „しさぇ-
あぇゃぇか” し ょゃっ こせえおう, こけかうゃぇえ-
おう ゅう し ょゃっ ぉせすうかおう てぇきこぇくしおけ.                                                                                   
‶さう っょくけ くっゅけゃけ せつぇしすうっ ゃ けこっ-
さぇすぇ ゃ ╋けしおゃぇ, ゃ 7 ゃっつっさすぇ しなけぉ-
とうかう くぇ ょうさうゅっくすぇ, つっ „《ぬけょけさ 
╇ゃぇくけゃうつ っ ういはか つっすうさう つうくうう 
しこぇゅっすう くぇ けぉはょ う くっ きけあっ ょぇ こっっ”. 
╉けゅぇすけ しかっょ ゅけょうくう きせ こさうこけきくう-
かう すけいう しかせつぇえ, 【ぇかはこうく ゃないおかう-
おくぇか: „╉ぇおゃけ ぉっいけぉさぇいうっ! ′はきぇかけ 

っ おけえ ょぇ きっ くぇぉうっ…”.                                                                                                              
╄ょうく ぇくっおょけすうつっく 
しかせつぇえ けこうしゃぇ こっゃっ-
ちなす ゃなゃ そっえかっすけくぇ 
しう „╀なょくう ゃっつっさ ゃ 
╉ぇかなきぉなし”. 〈けえ こけ-
さなつぇか くぇ  きっすさょけすっ-
かぇ ょぇ きせ こさうゅけすゃう いぇ 
ゃっつっさは おけおけてぇ しせこぇ. 
』けゃっおなす くっ さぇいぉさぇか, 
いぇすけゃぇ 【ぇかはこうく きせ 
けぉはしくうか おぇお しっ こさう-
ゅけすゃは すぇいう しせこぇ: „ 
╁いっきう っょくぇ たせぉぇゃうつ-
おぇ おけおけてつうちぇ, しかけあう 
は ゃ すっくょあっさぇ, こけしけかう 
は, くぇかっえ ゃけょぇ, しかけ-
あう かせつっち う こさぇい う は 
しゃぇさう. ╃けくっしう きう は 
ゅけさっとぇ!”  ‶け ゃさっきっ 
くぇ すなさあっしすゃけすけ ういせき-
かっくうっすけ きせ くはきぇかけ 
こさっょっか, おけゅぇすけ ゃさぇ-
すぇすぇ しっ けすゃけさうかぇ う 

てっしす かぇおっは ゃくっしかう けゅさけきっく しさっぉな-
さっく こけょくけし, ゃなさたせ おけえすけ しっ ういゃうしは-
ゃぇかぇ ちはかぇ しおせかこすせさぇ  けす おぇさすけそう, 
かせお う こさぇい. ╁ ちっくすなさぇ しぇきけすくけ しっ 
ういかっあぇゃぇかけ けこっつっくけ きぇかおけ こうかっ, ぇ 
けおけかけ くっゅけ しっ さぇいかうゃぇか すなくなお しかけえ 
おったかうぉぇさっくぇ すっつくけしす. ”╁ぇさゃぇさう!” – 
いぇおさっとはかぇ ょせてぇすぇ きせ… ‶さっい 1939 
ゅ. ゃ ′の ╈けさお ういかはいかぇ ゅけすゃぇさしおぇすぇ 
おくうゅぇ „╃けしすけえくけ いぇ おさぇか”. ╁ くっは 
ゃかっいかう う 12 さっちっこすう けす させしおぇすぇ 
おせたくは, おけうすけ ぉうか „ゃおせしゃぇか ゃっかうおう-
はす こっゃっち”: さうぉくぇ しけかはくおぇ, さうぉぇ しなし 
しけし, しぇさきう, こうさけあおう し きっしけ, ゃぇさっ-
くうおう, ゅせさうっゃしおぇ おぇてぇ, こぇしたぇ.
╉けおすっえか „【ぇかはこうく”. ′ぇえ-こさけ-

つせすうはす おけおすっえか いぇ たせぉぇゃ ゅかぇし っ おけお-
すっえかなす, つうえすけ しないょぇすっか っ ゃっかうおう-
はす させしおう ぉぇし. ‶っゃっちなす ゅけ くぇさうつぇか 
ゅなさきはとぇ しきっし. ╆ぇ ょぇ っ ゃなゃ そけさきぇ 
ゅかぇしなす きせ, すけえ しきっしゃぇか さぇゃくう つぇし-
すう おけくはお, かうきけくけゃ しけお, きっょ う っょくけ 
はえちっ, さぇいぉなさおゃぇか ょけぉさっ う ういこうゃぇか 
くぇゃっょくなあ. ╄そっおすなす ぉうか きうゅくけゃっく, 
くっ きうくぇゃぇかぇ う きうくせすぇ う ゅかぇしなす きせ 
ぉうか ゃ こっさそっおすくぇ そけさきぇ. ╋くけゅけ 
けこっさくう こっゃちう う ょくっし こうはす さっょけゃくけ 
おけおすっえかぇ くぇ 【ぇかはこうく.     

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

′せあすかせけてけみて いあつ いかくたあすかてせそ そいけねあし いひしえあちさあ

《ぬけょけさ 【ぇかはこうく っ さけょっく ゃ ぉっょくけすけ しっきっえしすゃけ くぇ ょさっぉっく 
つうくけゃくうお  こさっい 1873 ゅ. ゃ ╉ぇいぇく. ¨す 17-ゅけょうてっく っ たけさうしす 

ゃ けこっさくぇすぇ すさせこぇ ゃ 〉そぇ. 〉つう こさう けこっさくうは こっゃっち ╃きうすさうえ 〉しぇ-
すけゃ ゃ 〈ぉうかうしう. ‶っっ っょくけゃさっきっくくけ ゃ すさせこぇすぇ くぇ ╋ぇさううくしおうは 
すっぇすなさ う ゃ ╀けかてけえ すっぇすなさ. 〈ゃけさつっしおけ こさうはすっかしすゃけ ゅけ しゃなさい-
ゃぇ しなし ]っさゅっえ [ぇたきぇくうくけゃ. ¨す 1901 ゅ. いぇこけつゃぇす すさうせきそぇかくうすっ 
きせ ゅぇしすさけかう ゃ ╋うかぇくけ, ‶ぇさうあ, ′の ╈けさお, ╊けくょけく. ‶さっい 1922 ゅ. 
しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ‶ぇさうあ. ¨しくけゃくう くっゅけゃう こぇさすうう しぇ: ]せしぇくうく 
ゃ “╇ゃぇく ]せしぇくうく” けす ╋. ╂かうくおぇ; ╀けさうし ╂けょせくけゃ う  ╁ぇさかぇぇき - ゃ 
けこっさうすっ “╀けさうし ╂けょせくけゃ” う “》けゃぇくとうくぇ” けす ╋. ╋せしけさゅしおう; ╇ゃぇく 
╂さけいくう う ]ぇかうっさう ゃ “‶しおけゃうすはくおぇ” う “╋けちぇさす う ]ぇかうっさう” けす ′. 
[うきしおう-╉けさしぇおけゃ; ┿かっおけ ゃ “┿かっおけ” けす [ぇたきぇくうくけゃ; 《うかうこ II ゃ 
“╃けく ╉ぇさかけし” けす ╃あ. ╁っさょう う ょさ. 〈けえ っ ぉかっしすはと うくすっさこさっすぇすけさ 
くぇ さけきぇくしうすっ くぇ ╂かうくおぇ, ╋せしけさゅしおう, [うきしおう-╉けさしぇおけゃ, 【せきぇく, 
【せぉっさす. ╇いこなかくはゃぇ う させしおう くぇさけょくう こっしくう, しさっょ おけうすけ „╄え, 
せたくっき” う „]きせゅかはくおぇ”. 【ぇかはこうく っ さぇいくけしすさぇくっく すゃけさっち - ういは-
ゃはゃぇ しっ おぇすけ けこっさっく さっあうしぬけさ, しくうきぇ しっ ゃ おうくけすけ. ‶さうすっあぇゃぇ う 
かうすっさぇすせさくぇ ょぇさぉぇ. ]ないょぇゃぇ しおせかこすせさう, あうゃけこうし, ゅさぇそうおぇ. ╆ぇ-
ゃなさてゃぇ いっきくうは しう こなす こさっい 1938 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ. ‶け ゃしうつおう そさっくしおう 
う ぇくゅかうえしおう さぇょうけ-おぇくぇかう いゃせつぇか くっゅけゃうはす ゅかぇし ゃ いくぇきっくうすぇすぇ 
ぇさうは くぇ せきうさぇとうは ╀けさうし ╂けょせくけゃ… ]かっょ ゃさっきっ こさぇたなす きせ っ 
こさっくっしっく ゃ ╋けしおゃぇ う こけゅさっぉぇく ゃ ′けゃけょっゃうつっしおけすけ ゅさけぉうとっ.
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‶け 12 かうすさぇ しさっょくけ ぇか-
おけたけか ういこうゃぇ ぉなかゅぇさう-

くなす くぇ ゅけょうくぇ. ╃ぇくくうすっ ぉはたぇ 
けこけゃっしすっくう ゃ しこっちうぇかっく 
ょけおかぇょ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
いぇ うおけくけきうつっしおけ しなすさせょくう-
つっしすゃけ う さぇいゃうすうっ /¨╇][/ ゃ 
くぇゃっつっさうっすけ くぇ くぇえ-すなさゅけゃ-
しおうは きっしっち – ょっおっきゃさう. ]こけ-
さっょ すはた, しさっょくけ きっしっつくけ ゃしっ-
おう ぉなかゅぇさうく くぇょ 15 ゅけょうくう 
こうっ こけ かうすなさ ぇかおけたけか.

] 15 たうかはょう かっゃぇ しっ けぉけゅぇすう しないょぇょっくうはす こさっい きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ 《けくょ ゃ こけょおさっこぇ くぇ きかぇょうすっ おぇいぇくかなておう 

すぇかぇくすう, けしくけゃぇく けす [けすぇさう ╉かせぉ-╉ぇいぇくかなお う ╇くくぇさ 
〉うえか ╉かせぉ-╉ぇいぇくかなお. ]さっょしすゃぇすぇ ぉはたぇ くぇぉさぇくう くぇ ╀かぇ-

ゅけすゃけさうすっかくぇ ゃっつっさ きうくぇかぇすぇ しなぉけすぇ, 24-すう くけっきゃさう, ゃ 
くぇゃっつっさうっすけ くぇ 10-は さけあょっく ょっく くぇ ょぇきしおうは ╇くくぇさ 〉うえか 
╉かせぉ. 
120 おぇいぇくかなつぇくう う すったくう ゅけしすう ゃくっしけたぇ しゃけはすぇ かっこすぇ ゃ 

ょぇさうすっかしおぇすぇ しきっすおぇ, おけはすけ こさっい ういきうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ こけょ-
おさっこう くぇえ-ういはゃっくうすっ ょっちぇ-すぇかぇくすう ゃ すったくう きっあょせくぇさけょ-
くう くぇゅさぇょう けす けかうきこうぇょう, おけくおせさしう う そっしすうゃぇかう. ‶けつっす-
くう ゅけしすう くぇ ゃっつっさすぇ ぉはたぇ っょくう けす くぇえ-ょけぉさうすっ こっょぇゅけいう, 
おけうすけ けすゃぇさはす こなすは くぇ おぇいぇくかなておうすっ すぇかぇくすかうゃう ょっちぇ ゃ 
くぇせおぇすぇ う ういおせしすゃけすけ - そういうおなす 〈っけょけしう 〈っけょけしうっゃ, けす-

╁っつっ ぉかういけ ゅけょうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお う ょけぉさう たけさぇ けす 

ちはかぇすぇ しすさぇくぇ しっ けこうすゃぇす 
ょぇ こけきけゅくぇす くぇ 4-ゅけょうてくけ-
すけ きけきうつっ けす ╉ぇいぇくかなお ╋っ-
かうしぇ 【せおさう. ╃っすっすけ しすさぇょぇ 
けす ょっすしおぇ ちっさっぉさぇかくぇ こぇさぇ-
かういぇ う しっ くせあょぇっ けす しおなこけ-
しすさせゃぇとぇ けこっさぇちうは.
╁なこさっおう せしうかうはすぇ くぇ ぉかうい-

おうすっ, こさなしくぇすうすっ うい こさぇゃけ-
しかぇゃくうすっ たさぇきけゃっ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう 
おぇしうつおう う SMS-おぇきこぇくうはすぇ 
ゃ さぇいかうつくう うくそけさきぇちうけくくう  
しぇえすけゃっ, くせあくうすっ こぇさう いぇ 
かっつっくうっすけ くぇ ╋っかうしぇ ゃ おかう-
くうおぇ ゃ ╇いさぇっか ゃしっ けとっ くっ しぇ 

‶さけせつゃぇくっすけ っ すさぇょうちうけく-
くけ いぇ しゃっすけゃくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは. ‶さぇゃう しっ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ 
こけ っょくけ う しなとけ ゃさっきっ, おぇすけ 
いぇ くせあょうすっ くぇ ういしかっょゃぇ-
くっすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ こけかい-
ゃぇす ょぇくくう けす 36 ょなさあぇゃう 
けす すさう さぇいかうつくう おけくすうくっく-
すぇ. ╃ぇくくうすっ けす ぉなかゅぇさうは しぇ 
くぇ ぉぇいぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
う くっ けぉたゃぇとぇす ょっちぇすぇ こけょ                                         
15-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす. 
]ゃけっぉさぇいくぇすぇ ぇかおけたけかくぇ 

しゃっすけゃくぇ おかぇしぇちうは しっ ゃけょう 
けす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ かのおしっき-
ぉせさゅ, おけうすけ ういこうゃぇす しさっょくけ 
ゅけょうてくけ こけ 16 かうすさぇ ぇかおけ-
たけか くぇ ゅかぇゃぇ けす くぇしっかっくうっすけ. 
‶け ょぇくくう くぇ ういしかっょゃぇくっすけ, 

こけょぇょっくう けす さけょくうすっ しこっちうぇ-
かうしすう, けおけかけ 45% けす おけくしせ-
きうさぇとうすっ ぇかおけたけか ぉなかゅぇさう 
くぇぉかはゅぇす くぇ しこうさすくうすっ くぇ-
こうすおう, 22% - くぇ ゃうくけ, ぇ 33% 
- くぇ ぉうさぇ. ′ぇょ 70 000 くぇてっく-
ちう しぇ ょうぇゅくけしすうちうさぇくう おぇすけ 

ぇかおけたけかうちう, おぇすけ ぉさけはす うき 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ せゃっかうつぇゃぇ. 
〈さっゃけあっく っ そぇおすなす, つっ ゃしっ 
こけゃっつっ あっくう こけこぇょぇす ゃ すぇいう 
おぇすっゅけさうは. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
ぉかういけ っょくぇ すさっすぇ けす ぉなかゅぇ-
さうすっ ういけぉとけ くっ ゃおせしゃぇす ぇか-
おけたけか, ぇ けおけかけ 17% せこけすさっ-
ぉはゃぇす こけ 50-60 ゅさぇきぇ ゃっょくなあ 
しっょきうつくけ.
′ぇ ぉぇいぇ すっいう ょぇくくう っおし-

こっさすうすっ けす ¨さゅぇくういぇちうはすぇ 
いぇ うおけくけきうつっしおけ しなすさせょくう-
つっしすゃけ しぇ おぇすっゅけさういうさぇかう 
ぉなかゅぇさうくぇ おぇすけ „しさっょくけしすうし-
すうつっしおう こうはくうちぇ” - すけっしす, 
こうっと し きはさおぇ, ゃなこさっおう つっ いぇ 
こけしかっょくうすっ すさう ゅけょうくう おけ-
かうつっしすゃけすけ ぇかおけたけか, ういこうすけ 
しさっょくけ けす ゃしっおう ぉなかゅぇさうく, 
ょぇ っ くぇさぇしくぇかけ し ぉかういけ こけ-
かけゃうく かうすなさ.
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しなぉさぇくう. 
‶さっょう くはおけかおけ ょくう  18-ゅけ-

ょうてくぇすぇ ]うきけくぇ 』っさくっゃぇ, 
せつっくうつおぇ けす ‶╋╂ „′うおけかぇ 
¨ぉさっておけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, うい-
かっいっ し こさういうゃ おなき しゃけうすっ 
ゃさなしすくうちう う ゅさぇあょぇくうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ こけきけゅくぇす くぇ 
きけきうつっくちっすけ, ょぇゃぇえおう きせ 
てぇくし いぇ かっつっくうっ う あうゃけす. 
]うきけくぇ うくうちううさぇ おけくおせさし 

しさっょ ゃさなしすくうちうすっ しう いぇ さなつ-
くけ ういさぇぉけすっくう おぇさすうつおう  
いぇ こさっょしすけはとうすっ おけかっょくう 
こさぇいくうちう. 

ゅかっょぇか しすけすうちう せつっくう, しすせょっくすう う こさっこけょぇゃぇすっかう ょくっし ゃ くぇえ-ょけぉさうすっ かぇぉけさぇすけさうう う せくう-
ゃっさしうすっすう こけ しゃっすぇ, ┿かかぇ ┿くゅっかけゃぇ, さなおけゃけょうすっか くぇ ぉぇかっすくぇ そけさきぇちうは „╂さぇちうは” う ╄かっくぇ 
ぃかうはくけゃぇ, さなおけゃけょうすっか くぇ 【おけかぇすぇ こけ こうぇくけ おなき ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, ]すっそぇく 
》さうしすけゃ けす 【おけかぇすぇ こけ おかぇしうつっしおぇ おうすぇさぇ.      


