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

╃けくおぇ ╂っけさゅうっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ¨〈╉ おけく-
すさけかぬけさ-おぇつっしすゃけ, 0/165

╂けょうくう: 31

╆けょうは: ╉けいうさけゅ

》けぉう: ‶かせゃぇくっ

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ?

- ¨こうすゃぇき しっ ょぇ しっ 
しこさぇゃは し ゃないくうおくぇかうは 
こさけぉかっき.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ╁しうつおけ いぇ きっく.

〉けさそしあこ - 〈そちみさあ
そて „╅ちつかせあし“

╉そ 5-てけ すあこ ちあいそてけす くあ おあせひぬけ, ねあさ つしかお てそうあ くあ せあつ

4 きうかうぇさょぇ かっゃぇ, けしくけゃくけ いぇ たさぇくぇ, ぇか-
おけたけか, ぉはかぇ う つっさくぇ すったくうおぇ, しぇ こけたぇさつう-
かう ぉなかゅぇさうすっ こさっい ょっおっきゃさう 2012 ゅけょうくぇ. 
╃ぇくくうすっ しぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, くぇ 
ぉぇいぇ けすつっすっくけすけ けす おぇしけゃうすっ ぇこぇさぇすう う けぉけ-
さけすうすっ ゃ すなさゅけゃしおぇすぇ きさっあぇ こさっい こけしかっょくうは 
きっしっち くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
′ぇえ-きくけゅけ こぇさう こさっい ょっおっきゃさう しきっ けしすぇ-

ゃうかう ゃ たうこっさきぇさおっすうすっ, きぇゅぇいうくうすっ いぇ ぇか-
おけたけか, おぇおすけ う  ゃっさうゅうすっ いぇ つっさくぇ う ぉはかぇ 
すったくうおぇ, おぇすけ くぇえ-しうかくう ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ 

しぇ ぉうかう ょくうすっ きっあょせ 19-すう う 23-すう ょっおっきゃさう.
╁なこさっおう おさういぇすぇ, しっ けおぇいゃぇ, つっ こけ こさぇいくう-

ちう ぉなかゅぇさうくなす とっょさけ さぇいすゃぇさは おっしうはすぇ, おぇすけ 
ゃ うきっすけ くぇ こうとくぇすぇ しけそさぇ う こけょぇさなちうすっ くっ 
とぇょう しこっしすっくう “ぉっかう こぇさう いぇ つっさくう ょくう”. 
]さっょ きぇしけゃうすっ こけおせこおう こさっい ょっおっきゃさう, けしゃっく 

たさぇくぇ う ぇかおけたけか, しぇ ぉうかう すぇぉかっすうすっ, ぇえそけくう-
すっ, おけきこのすさうすっ, きけぉうかくうすっ すっかっそけくう, こさっゃさな-
とぇくう くぇえ-つっしすけ ゃ こけょぇさなちう. 
]かっょ たぇさつけゃっすっ こさっい ょっおっきゃさう, こけ すさぇょうちうは, 

はくせぇさう う そっゃさせぇさう しぇ すさせょくう いぇ すなさゅけゃうはすぇ 
きっしっちう いぇさぇょう ゃうしけおうすっ しきっすおう いぇ こぇさくけ, すけお 
う ょさせゅう おけくしせきぇすうゃう, ぇ う いぇさぇょう  こけたぇさつっくうすっ 
しこっしすっくう こぇさう. 
╁なこさっおう すけゃぇ, ゃ ょくうすっ けおけかけ こけさっょうちぇすぇ はくせ-

ぇさしおう うきっくくう ょくう, おぇいぇくかなておうすっ すなさゅけゃちう, 
けしくけゃくけ くぇ しせゃっくうさう, おうすぇえしおう しすけおう う ちゃっすは, 
こさういくぇゃぇす, つっ うきぇ かっおけ さぇいょゃうあゃぇくっ. 〈ぇおなゃ っ  
しかせつぇはす けおけかけ ╇ゃぇくけゃょっく, ╀ぇぉうくょっく う しかっょゃぇ-
とうすっ ゅう こさぇいくうちう - ╃っく くぇ さけょうかくぇすぇ こけきけと, 
┿くすけくけゃょっく う ┿すぇくぇしけゃょっく. 
┿おけ しっ ょけゃっさうき くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, くぇ きうくせし 

とっ しきっ けとっ つっすうさう きっしっちぇ, ょけおぇすけ くぇしすなこう う 
す.くぇさ. “ょっく くぇ しゃけぉけょぇすぇ” うかう  Tax Freedom Day.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╅ぇく-╀ぇすうしす ‶うゅぇか っ そさっくしおう しおせかこ-
すけさ, こけしかっょくうはす ゅけかはき きぇえしすけさ けす 
っこけたぇすぇ くぇ ぉぇさけおぇ. [けょっく っ ゃ ‶ぇさうあ 
こさっい 1714 ゅ. 〈けえ っ しっょきけすけ ょっすっ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ ょなさゃけょっかっち. ‶なさゃけ-
くぇつぇかくけすけ しう たせょけあっしすゃっくけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ こけかせつぇゃぇ こさう [けぉっさ ╊っ ╊けさっく 
う ╅ぇく-╀ぇすうしす ╊っきせぇく, っょうく けす ゃけょっ-
とうすっ きぇえしすけさう くぇ ぉぇさけおぇ. ‶けしかっ せつう 
ゃ ╉さぇかしおぇすぇ ぇおぇょっきうは いぇ ういけぉさぇいう-
すっかくう ういおせしすゃぇ う しおせかこすせさぇ. ╃けこなかゃぇ 
いくぇくうはすぇ う けこうすぇ しう ゃ [うき. 《けさきうさぇ 
しすうかぇ しう こけょ ゃかうはくうっ くぇ ぇくすうつくけすけ 
う しなゃさっきっくくけすけ きせ うすぇかうぇくしおけ ういおせ-
しすゃけ. ]さっょ さぇくくうすっ こさけういゃっょっくうは くぇ 
‶うゅぇか しぇ „╃っすっ し おかっすおぇ” う „╋っさおせさうえ 
しう ゃさないゃぇ しぇくょぇかうすっ”. ¨しけぉっくけ こけこせ-
かはさくぇ すゃけさぉぇ けす いさっかうは  きせ こっさうけょ 
っ しすぇすせはすぇ くぇ ゅけかうは ╁けかすっさ. ‶さうあう-
ゃっ ‶うゅぇか っ っょうく けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ 
しおせかこすけさう くぇ しゃけっすけ ゃさっきっ. 〈けえ  うきぇか 

‶うゅぇか - „ぉっいこけとぇょくうはす”. ]かけあ-
くけしすすぇ う こさけすうゃけさっつうゃけしすすぇ くぇ 

さぇいゃうすうっすけ くぇ そさっくしおぇすぇ しおせかこすせさぇ けす 
18-すう ゃっお くぇきうさぇす けすさぇあっくうっ ゃ ぉかはしおぇ-
ゃけすけ きぇえしすけさしすゃけ くぇ すゃけさぉうすっ くぇ ╅ぇく-
╀ぇすうしす ‶うゅぇか. ]すさけゅうはす う いぇゃなさてっく 
ぇおぇょっきういなき くっ ぉうか しゃけえしすゃっく いぇ くっゅけ. 
〈けえ ぉうか しゃけぉけょっく う くっこけしさっょしすゃっく ゃ 
すゃけさつっしすゃけすけ しう. ╇きぇか しかぇぉけしす おなき おぇ-
きっさくうすっ きぇとぇぉう, こさうゃかうつぇかう ゅけ かうさう-
いきなす, かっおけすぇすぇ, あうゃけこうしくけすけ ういさぇいはゃぇ-
くっ う ょうくぇきうおぇすぇ.  ╁ すゃけさつっしすゃけすけ きせ しっ 
こさけしかっょはゃぇす ょゃっ かうくうう: ょっおけさぇすうゃくうすっ 
きせ すゃけさぉう しぇ くぇしうすっくう し ょうくぇきうおぇ う うい-
うしおぇくけしす くぇ そけさきうすっ, ぇ こけさすさっすくうすっ きせ 
すゃけさぉう しっ けすかうつぇゃぇす し さっぇかうしすうつくぇ くぇ-
しけつっくけしす. ╃うょさけ しこさぇゃっょかうゃけ けすぉっかはい-
ぇか, つっ ‶うゅぇか „し こけきけとすぇ くぇ こさぇおすうおぇすぇ 
しっ っ くぇせつうか ょぇ ういけぉさぇいはゃぇ くぇすせさぇすぇ, 
くぇせつうか しっ っ ょぇ は ういけぉさぇいはゃぇ こさぇゃょうゃけ, 
ゅけさっとけ う しうかくけ.” 〈けつくけ いぇすけゃぇ しなゃさっ-
きっくくうちうすっ くぇさうつぇかう ‶うゅぇか „ぉっいこけとぇょ-
くうはす”.
„╋っさおせさうえ しう ゃさないゃぇ しぇくょぇかうすっ”. 

〈けゃぇ っ くぇえ-こけこせかはさくぇすぇ すゃけさぉぇ くぇ ‶う-
ゅぇか, くぇこさぇゃっくぇ けす すっさぇおけすぇ こけ ゃさっきっ くぇ 

こさっしすけは きせ ゃ [うき. ‶さっい 1744 ゅ. ‶うゅぇか 
こさぇゃう きさぇきけさっく ゃぇさうぇくす くぇ しすぇすせはすぇ. 
‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ すけゃぇ しう こさけうい-
ゃっょっくうっ -  し こさけしすけ たせょけあっしすゃっくけ さっ-
てっくうっ う し ゃなこかなすっくう おかぇしうつっしおうすっ う 
くぇすせさぇかうしすうつくう すっくょっくちうう くぇ 18 ゃっお,  
しおせかこすけさなす っ せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ 
つかっく くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. 

¨とっ ゃ きかぇょけしすすぇ しう ‶うゅぇか しすぇゃぇ ういゃっし-
すっく し ょゃっ きさぇきけさくう しすぇすせう – くぇ ╋っさおせ-
さうえ う ╁っくっさぇ, おけうすけ ぉうかう ういこさぇすっくう くぇ 
╊のょゃうお 15-すう おぇすけ こけょぇさなお くぇ こさせしおうは 
おさぇか.                                                                  ̈ しけぉっ-
くけ こさけつせすぇ しさっょ しなゃさっきっくくうちうすっ ぉうかぇ 
そうゅせさぇすぇ くぇ ╋っさおせさうえ. ╆ぇぉっかっあうすっかっく 
っ ょけさう しぇきうはす ういぉけさ くぇ しのあっすぇ, おけえすけ 
‶うゅぇか こさぇゃう. ¨す ちはかけすけ くぇしっかっくうっ くぇ 
¨かうきこ しおせかこすけさなす ういぉさぇか  くっ ゃっかうつぇ-
ゃうは ぃこうすっさ うかう ゃけえくしすゃっくうは う ゅさけいっく 
╋ぇさし, ぇ しなゃしっき くっ ゅっさけうつくうは, くけ こさっょ-
こさうっきつうゃ う ういけぉさっすぇすっかっく ╋っさおせさうえ. /
╇いゃっしすくけ っ, つっ ╋っさおせさうえ っ さうきしおうはす ぉけゅ 
くぇ すなさゅけゃうはすぇ, くぇ しさなつくけしすすぇ う おさぇしくけ-
さっつうっすけ う ゃっしすうすっか くぇ ぉけゅけゃっすっ/. ‶さっょ-
ゃぇさうすっかくけ ‶うゅぇか かうてうか しのあっすぇ けす こけき-
こけいくけしす, ぇ ゅけ くぇしうすうか し くっこさうくせょっくけしす. 
╋っさおせさうえ くっ こけいうさぇ, すけえ っ こさうおかっおくぇか 
う し ぉなさいけ う くっぉさっあくけ ょゃうあっくうっ いぇ-
ゃなさいゃぇ いぇ おさぇおぇすぇ しう しぇくょぇかうすっ, ゅけすけゃ 
ゃっょくぇゅぇ しかっょ すけゃぇ ょぇ しっ たゃなさかう こけ-ょぇ-
かっつっ, くぇすぇき, くぇおなょっすけ くっすなさこっかうゃけ しっ 
けゅかっあょぇ. ¨す すけいう くっいくぇつうすっかっく きけすうゃ 
‶うゅぇか しないょぇゃぇ うしすうくしおう てっょぬけゃなさ. ╁ 
すはかけすけ くぇ ╋っさおせさうえ しおせかこすけさなす っ ゃかけ-
あうか ゃしうつおうすっ しう こけいくぇくうは いぇ こさうさけょぇすぇ 
う ゃっかうおけかっこくけ こけいくぇゃぇくっ くぇ ぇくぇすけきう-
はすぇ. ¨しけぉっくけ ういさぇいうすっかくぇ っ ゅかぇゃぇすぇ くぇ 
╋っさおせさうえ – つうしすけ ゅぇかしおけ かうちっ, くっあくけ う 
きけきつっておう こけょゃうあくけ, しなし いぇきっつすぇく こけ-
ゅかっょ. ╊うちっ, くぇ おけっすけ ぇくすうつくぇすぇ しすさけゅけしす 
くぇ かうくううすっ  っ つせあょぇ. ¨こさっょっかはす すぇいう 
しすぇすせは おぇすけ こさっおさぇしっく けぉさぇいっち いぇ こさっ-
けしきうしかはくっ くぇ ぇくすうつくけすけ くぇしかっょしすゃけ.
‶けおさけゃうすっかしすゃけすけ くぇ きぇょぇき ‶けき-

こぇょせさ. ╁ さっいせかすぇす くぇ おけくおせさしくぇすぇ しう 
さぇぉけすぇ „╋っさおせさうえ いぇゃなさいゃぇ しぇくょぇかうすっ 
しう” ‶うゅぇか しっ けおぇいぇか こけょ こけおさけゃうすっか-
しすゃけすけ くぇ ╋ぇょぇき ょぬけ ‶けきこぇょせさ, おけはすけ 
ぉうかぇ くっ しぇきけ かのぉうきおぇすぇ くぇ ╊せう XV, くけ 
う しすさぇしすくぇ おけかっおちうけくっさおぇ くぇ ういはとくう 
すゃけさぉう, いぇすけゃぇ は くぇさうつぇかう “きぇさおういぇすぇ 
くぇ ういおせしすゃぇすぇ”. ╁ くっえくぇ つっしす ‶うゅぇか うい-
ゃぇえゃぇ くはおけかおけ しすぇすせう くぇ ょっちぇ – けぉぇはすっか-
くう う しぇくすうきっくすぇかくう. ]さっょ すはた っ „╋けきつっ 
し おかっすおぇ”, ょくっし くぇ しなたさぇくっくうっ ゃ ╊せゃな-
さぇ. ] こぇさうすっ くぇ おさぇかは ╋ぇょぇき ‶けきこぇょせさ 
おせこせゃぇ すさう いぇきなおぇ, しさっょ おけうすけ „╀っかゃの”. 
¨つぇさけゃぇくぇ けす おさぇしけすぇすぇ くぇ “╀っかゃの”, すは 
ゅけ ういぉうさぇ いぇ しゃけは さっいうょっくちうは う おさぇかしおぇ 
ゃうかぇ. ╆ぇ さっおけくしすさせおちうはすぇ きせ しぇ くぇっすう 
800 さぇぉけすくうちう, ぇ しこっちうぇかくけ いぇ ゅさぇょう-
くうすっ  ╅ぇく ╀ぇすうしす ‶うゅぇか こさぇゃう くはおけか-
おけ しおせかこすせさう, けす おけうすけ ういこなおゃぇ すぇいう, 
こけしゃっすっくぇ くぇ かのぉけゃすぇ. ‶け-おなしくけ けぉぇつっ 
は いぇきっしすゃぇ し すゃけさぉぇすぇ “╆ぇ こさうはすっかしすゃけ-
すけ”. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 10 ゅけょうくう ‶うゅぇか 
しっ いぇくうきぇゃぇか し ぇかっゅけさうう, こさけしかぇゃはとう 
こさっきうくぇゃぇとぇすぇ ゃ かのぉけゃ ょさせあぉぇ きっあ-
ょせ ╋ぇょぇき ‶けきこぇょせさ う おさぇかは. 〈はたくけすけ 
こけおさけゃうすっかしすゃけ けしうゅせさはゃぇかけ くぇ ‶うゅぇか 

ゅけかっきう こけさなつおう, おぇすけ ゅさけぉくうちぇすぇ くぇ ╋けさうし ]ぇおしけくしおう, ちなさおゃぇすぇ „]ゃ. 〈けきぇ” 
ゃ ]すさぇしぉせさゅ う きけくせきっくすなす くぇ ╊のょゃうお 15-すう くぇ ╉さぇかしおうは こかけとぇょ ゃ [っえきし.  
„╁っくっさぇ”. ╀かういおぇ ょけ „╋っさおせさうえ” っ きさぇきけさくぇすぇ „╁っくっさぇ”, いぇゃなさてっくぇ こさっい 

1748 ゅ. – っょうく うしすうくしおう けぉさぇいっち くぇ ょっおけさぇすうゃくぇすぇ しおせかこすせさぇ けす しさっょぇすぇ 
くぇ ゃっおぇ. ╁っくっさぇ っ こさっょしすぇゃっくぇ しっょはとぇ ゃなさたせ けぉかぇお, おぇすけ つっ かう すなくおぇすぇ え 
そうゅせさぇ ゃしっおう きうゅ とっ しっ ういこかないくっ けす くっゅけ. ╋っおけすぇすぇ くぇ かうくううすっ, すけつくうすっ 
こさけこけさちうう う くっあくぇすぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ きさぇきけさぇ しぇ すうこうつくう いぇ ういうしおぇくうは うょっぇか 
くぇ さぇくくうは ‶うゅぇか. ′け けとっ すせお うくすうきくうすっ くけすおう くぇ しすうかぇ さけおけおけ し せょうゃうすっかくぇ 
っしすっしすゃっくけしす しっ しなつっすぇゃぇす し そけさきうすっ くぇ あっくしおけすけ すはかけ.
„╂さぇあょぇくうく”. 〈ぇいう しおせかこすせさぇ ゃ きけくせきっくすぇ くぇ ╊のょゃうお 》V っ ういこなかくっくぇ 

し さっぇかうしすうつくぇ こさけくうちぇすっかくけしす. 〈は っ っょくぇ けす そうゅせさうすっ ゃ こうっょっしすぇかぇ – ぇゃ-
すけこけさすさっす くぇ しおせかこすけさぇ. 〈けえ っ ういけぉさぇいっく ゅけか う ゃ こなかっく さなしす. 〈けつくけしすすぇ くぇ 
ういけぉさぇあっくうっすけ ょぇゃぇ けしくけゃぇくうっ すけいう こけさすさっす ょぇ しっ しきはすぇ いぇ っょうく けす くぇえ-ょけ-
ぉさうすっ こさっい すけゃぇ しすけかっすうっ.
„╂けかうはす ╁けかすっさ”. ╉けゅぇすけ こけかせつぇゃぇ こけさなつおぇ いぇ しすぇすせは くぇ ╁けかすっさ, ‶うゅぇか 

さってぇゃぇ ょぇ ういけぉさぇいう しすぇさうは そうかけしけそ ゃなゃ ゃうょ くぇ „せきうさぇと ]っくっおぇ” – ゅけか, くけ 
ぉっい ょぇ ういこうすゃぇ しさぇき けす ゅけかけすぇすぇ しう. ╉さうすうおぇすぇ こけしさっとぇ ゃさぇあょっぉくけ こけょけぉ-
くぇ うくすっさこさっすぇちうは, ぇ しぇきうはす ╁けかすっさ ぉうか しきせすっく. ╂けかっきうすっ  ょけしすけえくしすゃぇ くぇ 
こさけういゃっょっくうっすけ しぇ, つっ すけ しっ けちっくはゃぇ, ょけさう けす くぇえ-ゅけかっきうすっ おさうすうちう,  おぇすけ 
こさうきっさ いぇ こさっちういくぇ くぇぉかのょぇすっかくけしす う ぉっいおけきこさけきうしくぇ つっしすくけしす. ]すぇすせはすぇ 
っ いぇゃなさてっくぇ こさっい 1770 ゅ. – ゃなゃ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ っ こせぉかうおせゃぇくけ こけしすぇくけ-
ゃかっくうっすけ くぇ こぇさかぇきっくすぇ いぇ ういゅぇさはくっすけ くぇ さっょうちぇ おくうゅう くぇ そうかけしけそぇ. ╁ 
すけいう しきうしなか ういしかっょけゃぇすっかうすっ けすょぇゃぇす ょなかあうきけすけ くぇ きなあっしすゃけすけ くぇ ‶うゅぇか. 
¨す ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ ぇくぇすけきうはすぇ ういけぉさぇあっくうっすけ くぇ ゅけかうは ╁けかすっさ しっ けちっくはゃぇ 
おぇすけ ぉっいせこさっつくけ. ‶さっょう しきなさすすぇ くぇ そうかけしけそぇ すけ こさっょういゃうおゃぇ しおぇくょぇか, くけ 
きくけゅけ しおけさけ そうゅせさぇすぇ っ こけしすぇゃっくぇ ゃ ]ぇかけくぇ.

╃けしすけえくしすゃぇすぇ くぇ すっさぇおけすぇ-
すぇ. ╅ぇく-╀ぇすうしす ‶うゅぇか しっ ういはゃはゃぇ う 
おぇすけ きぇえしすけさ くぇ こしうたけかけゅうつっしおうは 
こけさすさっす, すけえ  こさぇゃう っょくう けす くぇえ-
ょけぉさうすっ こけさすさっすくう ぉのしすけゃっ けす すっ-
さぇおけすぇ くぇ ゃっおぇ. ╆ぇさぇょう すはた ゃ ちはかぇ 
《さぇくちうは こさっい 18-すう ゃっお ぉうかう けちっ-
くっくう ょけしすけえくしすゃぇすぇ くぇ すっさぇおけすぇすぇ 
おぇすけ きぇすっさうぇか.  ╁ ぉさけくいけゃうは ぉのしす 
くぇ ╃うょさけ けす 1768 ゅ. ‶うゅぇか さぇいおさうゃぇ 
ゅけかはきぇすぇ ょなかぉけつうくぇ う きうしなか くぇ そう-
かけしけそぇ - いぇしすぇさはゃぇと つけゃっお, し すっあ-
おう つっさすう くぇ かうちっすけ う さっいおう ぉさなつおう. 
〈けゃぇ っ ゃうょなす くぇ つけゃっお, こさっきうくぇか 

こさっい すさせょくぇ ぉけさぉぇ う こさっあうゃはか くっ きぇかおけ さぇいけつぇさけゃぇくうは. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ, 
けぉぇつっ, しっ せしっとぇす しうかぇすぇ くぇ ょせたぇ う つけゃっておぇすぇ きせ いくぇつうきけしす. ╁ すぇいう しう すゃけさ-
ぉぇ ‶うゅぇか しっ っ けすおぇいぇか けす ゃしはおぇおゃぇ うょっぇかういぇちうは う ゃっさけはすくけ いぇすけゃぇ っ しないょぇか 
っょくけ こさけういゃっょっくうっ し うしすうくしおぇ ゃうしけおぇ おかぇしぇ.
]なゃなさてっく きぇえしすけさ くぇ ゅさけぉくうちう. ╁ すぇかぇくすぇ くぇ ╅ぇく-╀ぇすうしす ‶うゅぇか ぉうかけ 

いぇかけあっくけ はさおけ う ゅっさけうつくけ くぇつぇかけ. ╉さぇしくけさっつうゃけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ しぇ 
しなすゃけさっくうすっ けす くっゅけ ゅさけぉくうちう, くぇえ-ういゃっしすくぇ しさっょ おけうすけ っ ゅさけぉくうちぇすぇ くぇ 
いくぇきっくうすうは こなかおけゃけょっち きぇさてぇか ╋けさうし ]ぇおしけくしおう, こさっゃなさくぇすぇ  ゃ しなぉうさぇ-
すっかっく けぉさぇい くぇ そさっくしおうは さうちぇさ-ゃけうく, う おけはすけ しこっちうぇかうしすうすっ くぇさうつぇす „ゃこっ-
つぇすかはゃぇとけ こさけういゃっょっくうっ”, しさぇゃくはゃぇえおう ゅけ し さっおゃうっき. ╁っかうつぇゃぇすぇ そうゅせさぇ 
くぇ きぇさてぇかぇ すなさあっしすゃっくけ しっ ういゃうしはゃぇ くぇょ こけぉっょっくうすっ ゃさぇゅけゃっ う ょけさう くぇょ 
しぇきぇすぇ ]きなさす.
‶かけとぇょ „‶うゅぇか” ゃ ‶ぇさうあ しっ くぇきうさぇ ゃ ぉかういけしす ょけ ちなさおゃぇすぇ „]ぇおさっ おぬけさ” ゃ 

こけょくけあうっすけ くぇ たなかきぇ ╋けくきぇさすなさ. ‶さっい 19-すう ゃっお すせお しっ しなぉうさぇかう ょぇ すゃけさはす 
たせょけあくうちう う こうしぇすっかう. ╁ こけ-くけゃけ ゃさっきっ こかけとぇょ „‶うゅぇか” っ ちっくすなさ くぇ くけとくうは 
あうゃけす ゃ ‶ぇさうあ, ういゃっしすっく し ゅけかっきうは ぉさけえ  しっおしきぇゅぇいうくう, しすさうえこすうい おかせぉけゃっ う 
おぇぉぇさっすぇ. 〈けえ っ し こけ-ゃうしけお おかぇし ゃ しさぇゃくっくうっ し こけょけぉくうは きせ „]っく ╃っくう”. ╋ぇかおうすっ 
せかうつおう けおけかけ こかけとぇょぇ しぇ きはしすけ いぇ すなさゅけゃうは しなし しっおし ゃなゃ そさっくしおぇすぇ しすけかうちぇ 
– ゅさぇょなす くぇ ゅさったぇ う かのぉけゃすぇ. ┿きっさうおぇくしおうすっ ゃけえくうちう けす ]なのいくうつっしおうすっ ゃけえ-
しおう こさっい ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ くぇさうつぇかう きはしすけすけ ┿かっはすぇ くぇ こさぇしっすぇすぇ. 〈せお 
しっ くぇきうさぇす しゃっすけゃくけういゃっしすくけすけ おぇぉぇさっ “╋せかっく [せあ” う ╋せいっはす くぇ っさけすうおぇすぇ.                                                                                                                                  
„‶かけとぇょ ‶うゅぇか” っ いぇゅかぇゃうっ くぇ ういゃっしすっく てぇくしけく けす ╋けさうし 【っゃぇかうっ けす 1946 
ゅ. ╁ ‶ぇさうあ うきぇ う おゃぇさすぇか くぇ うきっすけ くぇ ‶うゅぇか.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

》¨╈╅] 
 【╇《『╊をぇ【 ¨ 》]《ぅ╅╉ぇ【

[けょくぇすぇ おなとぇ くぇ ういゃっしすくうは おぇいぇくかなておう けぉとっしすゃっくうお う 
こなさゃう しけちうぇかょっきけおさぇす ╉けくしすぇくすうく  ╀けいゃっかうっゃ ょぇ しっ こさっ-

ゃなさくっ ゃ きせいっえ, ぇ ╀けいせおけゃけすけ おぇそっくっ ょぇ ゃないしすぇくけゃう すさぇょう-
ちうはすぇ しう いぇ けさゅぇくういうさぇくっ くぇ けぉとっしすゃっくけ うくすっさっしくう しおぇいおう. 
¨おけかけ すぇいう うょっは しっ けぉっょうくうたぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ けすぉっかはいゃぇくっ-

すけ くぇ 62-ゅけょうてくうくぇすぇ けす おけくつうくぇすぇ う 150-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
さけあょっくうっすけ くぇ おぇいぇくかなておうは けぉとっしすゃっくうお, こせぉかうちうしす, ょぇさう-
すっか, ぉせょっく さけょけかのぉっち, しないょぇすっか くぇ 〉つっくけかのぉうゃぇ ょさせあうくぇ 
„╇しおさぇ” う こなさゃう しけちうぇかょっきけおさぇす ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ. 
╀けいせおけゃけすけ おぇそっくっ, ういゃっしすくけ おぇすけ ┿おぇょっきうはすぇ, おなょっすけ ゃ 

おさぇは くぇ 19-すう ゃっお しっ しなぉうさぇす ぉせょくうすっ おぇいぇくかなておう せきけゃっ, しっ 
こさっゃなさくぇ ゃ せのすくけ きはしすけ いぇ しこけきくう いぇ あうゃけすぇ くぇ ╉けくしすぇくすうく 
╀けいゃっかうっゃ, つうはすけ すさせょくぇ しなょぉぇ う いくぇつうき けぉとっしすゃっく こさうくけし  
しぇ こけつうすぇくう う ういゃっしすくう こけゃっつっ  くぇゃなく う いぇぉさぇゃっくう せ ょけきぇ. 
‶ぇきっすすぇ くぇ ╀けいゃっかうっゃ こけつっすけたぇ かうょっさなす くぇ こぇさすうは ╀なかゅぇさ-

しおぇ しけちうぇかょっきけおさぇちうは ╈けさょぇく ′うたさういけゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]╃‶, くぇつっかけ し こさっょしっょぇすっかは 
え ╂ぇくつけ ╂ぇくつっゃ う ょけぇえっくなす くぇ こぇさすうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ 

′ぇ 27-きう はくせぇさう /しかっょゃぇとぇすぇ くっょっかは/ ゃしうつおう ぉなかゅぇさ-
しおう ゅさぇあょぇくう とっ きけゅぇす ょぇ ゅかぇしせゃぇす ゃ こなさゃうは くぇちうけくぇ-

かっく さっそっさっくょせき ゃ ょっきけおさぇすうつくぇ ╀なかゅぇさうは いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ はょさっくぇすぇ っくっさゅっすうおぇ.
[っそっさっくょせきなす とっ しっ こさけゃっょっ こけ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しっ こさけ-

ゃっあょぇす ゃしうつおう ういぉけさう ゃ しすさぇくぇすぇ, おぇすけ ういぉうさぇすっかくうすっ しっお-
ちうう とっ しぇ けすゃけさっくう けす 6 しせすさうくすぇ ょけ 19 つぇしぇ ゃっつっさすぇ ゃ くっ-
ょっかは. ┿おけ こさっょ しっおちううすっ ゃ 19 つぇしぇ うきぇ  つぇおぇとう ゅさぇあょぇくう, 
すけ とっ うき ぉなょっ ょぇょっくけ こさぇゃけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす.  
〉つぇしすくうちうすっ ゃ さっそっさっくょせきぇ とっ きけゅぇす ょぇ けすゅけゃけさはす し „╃ぇ” 

うかう „′っ”くっ ゃなこさけしぇ: ╃ぇ しっ さぇいゃうゃぇ かう はょさっくぇすぇ っくっさゅっすう-
おぇ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは つさっい ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ はょさっくぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ? 
╁けすなす し „╃ぇ“ けいくぇつぇゃぇ, つっ ゅかぇしせゃぇとうはす っ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 

くぇ くけゃぇ はょさっくぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁けすなす し „′っ“ けいくぇつぇゃぇ, つっ ゅかぇしせゃぇとうはす っ こさけすうゃ ういゅさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ くけゃぇ はょさっくぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なか-
ゅぇさうは.
╂かぇしせゃぇくっすけ ゃ  さっそっさっくょせきぇ とっ しっ こさけゃっあょぇ くぇ しなとうすっ 

きっしすぇ う ゃ しなとうすっ ういぉうさぇすっかくう しっおちうう, ゃ おけうすけ ゅかぇしせゃぇたきっ 
くぇ こけしかっょくうすっ きっしすくう ういぉけさう. ╁ぇあくけ せすけつくっくうっ っ, つっ ゅかぇ-
しせゃぇくっすけ とっ しすぇゃぇ こけ  ぇおすせぇかういうさぇくうすっ しこうしなちう いぇ ういぉけ-
さうすっ いぇ くぇさけょくう こさっょしすぇゃうすっかう. 
‶さぇゃけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす くぇ くぇちうけくぇかくうは さっそっさっくょせき うきぇす 

ゅさぇあょぇくうすっ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは し ういぉうさぇすっかくう こさぇゃぇ, 
おけうすけ うきぇす こけしすけはくっく ぇょさっし くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ 
おなき ょっくは くぇ くぇしさけつゃぇくっ くぇ さっそっさっくょせきぇ.
╁しっおう ゅかぇしけこけょぇゃぇすっか, せつぇしすゃぇと ゃ さっそっさっくょせきぇ, とっ ゅかぇ-

しせゃぇ, おぇすけ こけしすぇゃは ゃ こかうお ぉのかっすうくぇすぇ, くぇ おけはすけ っ いぇつっさすぇく 
ういぉさぇくうはす けす くっゅけ けすゅけゃけさ „╃ぇ“ うかう „′っ“ くぇ ゃなこさけしぇ. ]ゅなゃぇ 

‶けこけゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ けぉかぇしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, おぇいぇくかなておう けぉとっしすゃっ-
くうちう, きせいっえくう さぇぉけすくうちう, ゅさぇあょぇくう. 
]さっょ こけつっかうすっ ょっかけすけ くぇ ╀けいゃっかうっゃ, おけえすけ っ しさっょ こなさゃうすっ しかっょけしゃけぉけあょっくしおう おきっすけゃっ 

くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぉっ う くぇしすけはとうはす おきっす くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. 
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす こけょおさっこうたぇ うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ きせいっえ くぇ ╉けく-

しすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ う さけょくぇすぇ きせ おなとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ こけぉっさっ けしすぇゃっくうすっ けす くっゅけ ぉっいちっくくう 
しこけきっくう, おくうゅう う ょさせゅう ぇさすっそぇおすう くぇ ういゃっしすくうは おぇいぇくかなつぇくうく, ういうゅさぇか すさぇえくぇ う いくぇつうきぇ 
さけかは いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうは こけかうすうつっしおう, おけけこっさぇすうゃっく, けぉとっしすゃっく う おせかすせさっく 
あうゃけす ゃ おさぇは くぇ 19-すう う くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお. 
¨とっ こさうあうゃっ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╀けいゃっかうっゃ いぇゃっとぇゃぇ さけょくぇすぇ しう おなとぇ いぇ ょっすしおう ょけき う ょなか-

ゅう ゅけょうくう すぇき しっ こけきっとぇゃぇ っょくぇ けす こなさゃうすっ いぇぉぇゃぇつくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁ きけきっくすぇ さけょくぇすぇ 
おなとぇ くぇ しけちうぇかょっきけおさぇすぇ っ ぉうぉかうけすっつっく おかけく.
╋ぇかおけ ういゃっしすくう う くっういゃっしすくう そぇおすう う ょけおせきっくすう いぇ あうゃけすぇ くぇ しないょぇすっかは くぇ ╀]╃‶ こけ 

ゃさっきっ くぇ つっしすゃぇくっすけ しこけょっかう  ょうさっおすけさなす くぇ ╊》╋ „』せょけきうさ” ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ. 』ぇしす けす すはた 
とっ くぇきっさはす きはしすけ ゃ けゅさけきくうは すさせょ, おけえすけ 〈っさいうっゃ こけょゅけすゃは ゃっつっ くはおけかおけ ゅけょうくう - ういしかっょ-
ゃぇくっ いぇ おせかすせさくうは あうゃけす ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]さっょ すはた ぉっ けさうゅうくぇかなす くぇ いぇゃっとぇくうっすけ う ういこけゃっょすぇ くぇ ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ, おけうすけ しっ 

こぇいはす ゃ きせいっえ „』せょけきうさ”, おぇおすけ う くっゅけゃ こけさすさっす けす 30-すっ ゅけょうくう. 
‶けさすさっす くぇ ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ, しないょぇょっく けす くっゅけゃうは こさうはすっか 』せょけきうさ, っ つぇしす けす  こな-

すせゃぇとぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ ╊》╋ „』せょけきうさ” - „′ぇてっくちう” ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ.  

しこけかせつかうゃぇ おぇさうっさぇ – ぉうか っ しすぇさてう しおせかこすけさ, こけきけとくうお-さっおすけさ う さっおすけさ 
くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. 〉きうさぇ こさっい 1785 ゅ. くぇ 71 ゅけょうくう. ╇きっすけ きせ けぉうおくけゃっくけ しっ 
ぇしけちううさぇ し くぇさっつっくうは くぇ くっゅけゃけ うきっ こかけとぇょ „‶うゅぇか“ -  おせかすけゃけ きはしすけ いぇ 
すなさゅけゃうは しなし しっおし ゃなゃ そさっくしおぇすぇ しすけかうちぇ.

 “ ”

ぉのかっすうくぇすぇ, こけしすぇゃは は ゃ こかうお 
う は こせしおぇ ゃ せさくぇすぇ. 
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¨すあ けせてかちかつ  くあ けせうかつてけぬけけ そて ちとつさけ なけちすけ う [あくあせしひさ,
てうひちおけ  》かてさそ [あちあえけてしけかう - くあす.-そいしあつてかせ とたちあうけてかし せあ 』てあちあ ′あえそちあ

‶さっょう いぇゃさなとぇくっすけ しう ゃ 
„┿さしっくぇか”, 〈けょけさ さぇぉけすう ゃ 

くけゃけいぇゅけさしおうは いぇゃけょ „]すさせゅ”. 
〈ぇき ゅけ ゃうおぇす こけ こけさなつおぇ くぇ しぇ-
きうは ょうさっおすけさ, ういょうさうか ゅけ つさっい 
こけいくぇす. ”′うっ すなさしうき しこっちうぇかう-
しすう, ぇ すう しすけうて ゃおなとう...”, つせょう 
しっ ょうさっおすけさなす う けすしうつぇ: ”╇ょ-
ゃぇて けとっ せすさっ!”
‶けしかっ さぇぉけすぇすぇ こさぇとぇ 〈けょけさ 

╁ぇくょっゃ ゃ ′うおけかぇっゃしおうは いぇゃけょ 
いぇ っかっおすさけこけさちっかぇく, こさう こさけ-
しかけゃせすうは ╇ゃぇく ╇ゃぇくうつ, おぇおすけ 
ゅけ いくぇっ ちっかうはす „┿さしっくぇか”. ╇ゃぇ-
くうつ ぉうか ゅかぇゃっく きったぇくうお ゃ ′う-
おけかぇっゃけ う ゃいうきぇ 〈けょけさ しかっょ „4 
ゅけょうくう し 4 さぇいかうつくう しかせあぉう” 
いぇ くぇつぇかくうお „‶ぇさくう おけすかう”.  
‶け-おなしくけ こぇお  うきっくくけ しさっとぇ 

し ╇ゃぇく ╇ゃぇくうつ ゃけょう 〈けょけさ けす-
くけゃけ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉ぇすけ しっ ゃう-
ょっかう ょゃぇきぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 13, ╇ゃぇ-
くうつ おぇいゃぇ: „┿さしっくぇか” こけつゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉけさきぇてうくう 
う そさっいきぇてうくう. ╇ょゃぇて う こけ-
つゃぇて!”.
‶さけういゃけょしすゃけすけ こけつゃぇ ゃ こさけ-

すけすうこっく ちった, おなょっすけ 〈けょけさ っ 
そさっいうしす. ‶さう さぇいょっかっくうっすけ 
くぇ ちったぇ くぇ きったぇくうつっく う きけく-
すぇあっく, 〈けょけさ こけっきぇ きったぇくうつ-
くうは, こけ こさっこけさなおぇ こぇお くぇ ╇ゃぇく 
╇ゃぇくうつ. ¨ぉっとぇゃぇす きせ こけゃっつっ 
こぇさう, くけ くっ しすぇゃぇ すけつくけ すぇおぇ. ┿ 
きかぇょうはす きぇてうくけしすさけうすっか ゃっつっ 
しう しすさけう くけゃぇ ょゃせっすぇあくぇ おなとぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお – ういぉけさなす くぇ ゅさぇょ う 
さぇぉけすぇ っ けおけくつぇすっかっく.
〈ぇおぇ 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ っ っょうく 

けす たうかはょうすっ, こさっい つううすけ さなちっ 
う しなさちっ きうくぇゃぇ きぇてうくけしすさけ-
うすっかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ, 
しかぇゃくけすけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ しっ こさぇ-
ゃはす こけ 200 ぉけさきぇてうくう う 100 
そさっいう きっしっつくけ. ‶さっょ けつうすっ きせ 
きうくぇゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ う こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ そさっいうすっ 《¨-250, 
《¨-320, ぉけさきぇてうくうすっ... ]すぇゃぇ 
くぇつぇかくうお くぇ ちった 160 う すぇおぇ 
„くぇ ゅかぇゃぇすぇ” きせ うょゃぇ ちはかぇすぇ 
しかけあくけしす くぇ さぇいくけけぉさぇいうっすけ 
ゃ きぇかおうすっ ょっすぇえかう. ¨ぉうおぇかはか 
ちっかうは いぇゃけょ う ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 
ょけさう おぇすけ しくぇぉょうすっか, おぇおすけ 
う こけ しかっょうすっ くぇ きくけあっしすゃけすけ 
けこっさぇちうう, ういこなかくはゃぇくう こけ ょっ-
すぇえかうすっ ゃ さぇいかうつくう いぇゃけょう くぇ 
おけきぉうくぇすぇ. ′ぇ こさぇおすうおぇ しっ さぇ-
ぉけすう くぇ こさうくちうこぇ くぇ おけけこっさぇ-
ちうはすぇ, しこけきくは しう ょくっし 〈けょけさ, 
こさっあうゃはか くっ っょくぇ さっけさゅぇくういぇ-
ちうは ゃ ╆ぇゃけょ 5.
╁なゃ ゃさっきっすけ くぇ さぇいてうさはゃぇ-

くっすけ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ つぇしす けす ょっえくけしす-
うすっ しっ こさったゃなさかはす くぇ ょさせゅう 
こかけとぇょおう – ╁さぇちぇ, ちったなす いぇ 
こさうぉけさう ゃ ╄くうくぇ, 〈なあぇ, おなょっ-
すけ けすうゃぇす ぉけさきぇてうくうすっ... 〈けゃぇ 
しすぇゃぇ しぇきけ ゅけょうくう しかっょ おぇすけ 
すっさっくなす くぇ ╆ぇゃけょ 5 ぉうか ゅけかぇ 
こけかはくぇ, おなょっすけ こぇしぇす ゅけゃっょぇ-
すぇ, こけきくう けとっ ╁ぇくょっゃ. 
[ぇぉけすぇ, しなぉさぇくうは - し つぇしけゃっ 

しかっょ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, こさう-
おぇいおう, けぉしなあょぇくうは...: ”】け 
しなゃっとっくうは, とけ つせょけ. ╃なさ-
あぇたぇ くう けす 16.30 ょけ しかっょ 
20 つぇしぇ ゃっつっさすぇ. ╇いこうす-
ゃぇたぇ くう おぇすけ せつっくうちう.”, 
こけきくう けこっさぇすうゃおうすっ こさう 
ょうさっおすけさうすっ すけゅぇゃぇてくうはす 
くぇつぇかくうお ちった. ‶け ゃさっきっ 
うきっくくけ くぇ すうは けこっさぇすうゃおう 
〈けょけさ ╁ぇくょっゃ しう くぇゃかうつぇ 
ぉっかは „くぇ ゅかぇゃぇすぇ”. ╆ぇ くっゅけ

╀さうゅぇょくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは くぇ すさせょぇ っ くっとけ 

きくけゅけ かけてけ     

╃ぇ ういおぇあって すぇおけゃぇ おさぇえ-
くけ きくっくうっ けすくけしくけ こぇさ-
すうえくぇすぇ こけかうすうおぇ こけ けくけ-
ゃぇ ゃさっきっ しう っ くぇこさぇゃけ 
っさっし. ╀さうゅぇょくぇすぇ けさゅぇくう-
いぇちうは, おけはすけ かぇくしうさぇ おぇすけ 

くぇこさっょくうつぇゃ こさうくちうこぇ 
くぇ けすつうすぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉぇいぇ 
おけかっおすうゃくうは すさせょ, ゃきっしすけ 
くぇ ぉぇいぇ かうつくけすけ こけしすう-
あっくうっ, いぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ 
ちったぇ, こけ-おなしくけ すさぇくしそけさ-
きうさぇく ゃ せつぇしすなお, しう っ くぇ-
こさぇゃけ おさぇあぉぇ けす ょあけぉぇ くぇ 
すさせょけかのぉうゃうは いぇ しきっすおぇ 
くぇ きなさいっかうゃうは. ┿ ╁ぇくょっゃ 
くっ けぉうつぇ きなさいっかうゃちうすっ. 
』っしすけ, おぇすけ さなおけゃけょうすっか, 
くぇつぇかくうちうすっ きせ こさぇゃっかう 
いぇぉっかっあおぇ, つっ せゃけかくはゃぇ 
おさなておぇつうすっ. „‶け-ょけぉさっ 
ぉってっ くはおけえ くっょうしちうこかう-
くうさぇく ょぇ しすけう くぇ きぇてうくぇ-
すぇ, けすおけかおけすけ くぇ きぇてうくぇすぇ 
ういけぉとけ ょぇ くはきぇ つけゃっお?”, 
けとっ しっ つせょう ╁ぇくょっゃ. ╇きぇ-
かけ すけゅぇゃぇ きくけゅけ すっおせつっしす-
ゃけ, いぇとけすけ たけさぇすぇ ぉはゅぇかう 
くぇ こけ-かっおぇ さぇぉけすぇ. [ぇぉけすぇ 

すけゅぇゃぇ くうおなょっ くっ かうこしゃぇかぇ 
- こさっい 70-すっ う 80-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお しおさうすぇすぇ ぉっい-
さぇぉけすうちぇ っ こせぉかうつくぇ すぇえくぇ. 
╃ぇ うきぇ さぇぉけすぇ いぇ ゃしうつおう, 
ょけさう う ぇおけ くはきぇ おぇおゃけ ょぇ 
さぇぉけすはす, っ ゃなこさけし くぇ こさっし-
すうあ くぇ けぉとっしすゃけすけ, おけっすけ 
ゃけょう こさけこぇゅぇくょくぇ ゃけえくぇ しなし 
╆ぇこぇょぇ, おなょっすけ ぉっいさぇぉけすう-
ちぇすぇ っ そぇおす.
‶さうおぇいおうすっ こさけすうゃ ぉさうゅぇょ-

くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ 
ういたゃなさかはす ╁ぇくょっゃ けす ╆ぇゃけょ 
5. ] くぇきっしぇすぇ くぇ こぇさすうえくうは 
しっおさっすぇさ, こけ ょくってくうすっ しこけ-
きっくう くぇ ╁ぇくょっゃ:

╂けくはす ゅけ けす ╆ぇゃけょ 5,
ぉっい ょぇ いくぇっ いぇとけ

╁ぇくょっゃ こさっょこけかぇゅぇ, つっ っ 
くぇおぇいぇく こけ こぇさすうえくぇ かうくうは 

- いぇさぇょう けしすさうすっ しう ういおぇい-
ゃぇくうは こさけすうゃ ぉさうゅぇょくぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは. 〈けえ う ょくっし っ 
せぉっょっく, つっ すぇは けさゅぇくういぇちうは 
ぉうかぇ おさぇえくけ くっこさうゅけょくぇ ゃ 
くっゅけゃけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
ょさっぉくうすっ ょっすぇえかう. ”╀ってっ 
おさぇえくけ くっこさうゅけょくぇ いぇ すけゃぇ. 
╃うさっおすけさなす きう ょぇゃぇてっ 
せゃっさっくうっ, つっ しなき こさぇゃ, くけ 
こぇさすうえくうすっ さなおけゃけょうすっかう 
しっ けおぇいぇたぇ こけ-しうかくう う くっ 
きけあぇた ょぇ けしすぇくぇ.”, こけきくう 
けとっ くぇつぇかくうおなす し きくっくうっ. 
╇ ょくっし くっ っ いぇぉさぇゃうか くうすけ 
っょくぇ ょせきぇ けす しなょぉけゃくうは さぇい-
ゅけゃけさ: くぇつぇかくうお – ょうさっおすけさ 
– こぇさすうっく しっおさっすぇさ. ╂けょう-
くぇすぇ っ 1981-ゃぇ – っこけたぇすぇ くぇ 
す.くぇさ.”いさはか しけちうぇかういなき”.  
〈ぇおぇ うょゃぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 

╁ぇくょっゃ けすうゃぇ ゃ すったくうつっしおうは 
ぇさたうゃ くぇ ╆ぇゃけょ 5. 〉しすさけえゃぇす 

ゅけ すぇき し こけきけとすぇ くぇ ょうさっお-
すけさぇ ╉させき 》さうしすけゃ, おけゅけすけ 
╁ぇくょっゃ せゃぇあぇゃぇ きくけゅけ. ╁ ぇさ-
たうゃぇ ゅけ けぉせつぇゃぇ てっそなす ╊ぇく-
ゅせさけゃ, こさっょう ょぇ しっ こっくしう-
けくうさぇ. ╇ょゃぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
╁ぇくょっゃ こけっきぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ 15-16 あっくう, けすかうつくう すさせ-
あっくうつおう うい ぇさたうゃくうすっ ょっかぇ, 
いぇすさせこゃぇとう けす ょっく くぇ ょっく 
しおかぇょぇ くぇ けすょっかぇ, いぇとけすけ こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ ╆ぇゃけょ 5, しっおすけさなす 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ きぇてうくう 
し 『‶〉 う ╇くしすうすせすなす おなき ╆ぇ-
ゃけょ 5  うきぇす きくけゅけ ういょっかうは, 
こさうょさせあっくう し けゅさけきくぇ ょけおせ-
きっくすぇちうは. ╇ すせお ╁ぇくょっゃ しっ 
さぇいゃうたさは くぇくけゃけ: ぉなさいけ こけょ-
きっくは ょなさゃっくうすっ しぇくょなつっすぇ し 
きっすぇかくう, こけょさっあょぇす ぇさたうゃぇ 
くぇくけゃけ, けぉいぇゃっあょぇす ゅけ ういちは-
かけ, こなかくはす くけゃ ゅけかはき しおかぇょ. 
〈せお きくけゅけ こけきぇゅぇ う すったくうつっ-

しおうはす ょうさっおすけさ ╃あせさおけゃ.
‶さけういゃけょしすゃっくぇすぇ おぇさうっ-

さぇ くぇ 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ, おぇおすけ う 
いぇ きくけゅけ ょさせゅう ぇさしっくぇかちう けす 
ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ きうくぇ-
かうは ゃっお, くっ っ ちっかうはす うき あう-
ゃけす ゃ „┿さしっくぇか”. ¨すくけてっくうは-
すぇ し おけかっゅうすっ ういかういぇす ういゃなく 
さぇきおうすっ くぇ さぇぉけすくうは ょっく – 
ぉぇくおっすう, っおしおせさいうう, けぉきはくぇ 
くぇ けこうす うい ょさせゅう こさっょこさうは-
すうは, こさぇいくうちう う すなさあっしすゃぇ 
ぉっかっあぇす けぉとけすけ うき ぉうすうっ ゃ 
ょせたぇ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
おけかっおすうゃういなき. 
‶ぇお ゃ ょせたぇ くぇ ゃさっきっすけ, 

╁ぇくょっゃ しっ いぇくうきぇゃぇか う し けとっ 
くっとけ, おけっすけ ょくっし いゃせつう くっ-
こけくはすくけ いぇ きかぇょうすっ こけおけかっ-
くうは: つかっくしすゃけすけ ゃ ╉けきうしうは-
すぇ いぇ くぇさけょっく おけくすさけか おなき 
╆ぇゃけょ 5 う おなき おけきぉうくぇすしおうは 
おけきうすっす. ′ぇえ-ゅけかっきうすっ くぇさせ-
てっくうは ぉうかう かうこしぇすぇ くぇ ょうし-

ちうこかうくぇ う しぇきけけすかなつおうすっ. ╇ 
おさぇあぉう くっ かうこしゃぇかう, くけ くっ 
ぉうかう „ぉけかおぇ いぇ せきうさぇくっ”. 
╆ぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ ちったぇ いぇ 

ょさっぉくうすっ ょっすぇえかう ゃ ╆ぇゃけょ 5 
ょけ 1981-ゃぇ: 

╉けきぇくょうさけゃおうすっ ゃ
]うさうは: しこけきっく いぇゃうくぇゅう

╃けしっゅなす し おせかすせさぇすぇ くぇ 
ょさっゃくぇすぇ ちうゃうかういぇちうは くぇ 
]うさうは, おなょっすけ ╁ぇくょっゃ ょゃぇ 
こなすう っ ゃ おけきぇくょうさけゃおぇ けす 
„┿さしっくぇか”, しはおぇて っ くぇえ-はさ-
おけすけ こさっあうゃはゃぇくっ ゃ くっゅけゃうは  
あうゃけす. ]すけすうちう つっさくけ-ぉっかう 
しくうきおう しぇ いぇこっつぇすぇかう しこけきっ-
くうすっ – ぇくすうつっく ぇきそうすっぇすなさ し 
けすかうつくぇ ぇおせしすうおぇ, せくうおぇか-
くう おさっこけしすくう しすっくう う ゃけょっく 
さけゃ; 40-きっすさけゃう ゃっおけゃくう 
ゃけょくう おけかっかぇ けす つっさってけゃけ 
ょなさゃけ し おけそう いぇ くぇこなかゃぇ-
くっ くぇ くぇこけうすっかくう おぇくぇかう; 
しすっくぇすぇ くぇ ‶っすなさ う ‶ぇゃっか; 
╀けしさぇ; ‶ぇかきうさぇ – ╂さぇょなす くぇ 
つせょっしうはすぇ...
╃くっし 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ, さぇい-

ゅかっあょぇえおう しくうきおうすっ, けこうし-
ゃぇ し こなかくう こけょさけぉくけしすう ゃう-
ょはくけすけ, しはおぇて っ ぉうかけ ゃつっさぇ 
– うくすっさっしなす きせ おなき すったくう-
おぇすぇ っ いぇこっつぇすぇか  いぇゃうくぇゅう 
せょうゃかっくうはすぇ けす せくうおぇかくうすっ 
うくあっくっさくう う きぇえしすけさしおう こけ-
しすうあっくうは ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ 
くぇ ょさっゃくうすっ しなけさなあっくうは. ╁ 
]うさうは すけゅぇゃぇ ぇさしっくぇかちう しぇ 
おけきぇくょうさけゃぇくう いぇ せつぇしすうっ 
ゃ すなさゅけゃしおう こぇくぇうさ. ‶なさ-
ゃうは こなす ╁ぇくょっゃ たけょうか こさっい 
1975-すぇ, こけしかっ – こぇお こさっい 
1988-きぇ. ┿さしっくぇかしおけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ ぉうかけ ういかぇゅぇくけ くぇ 
けすょっかっく とぇくょ ゃ けゅさけきくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ こぇかぇすぇ, おなょっすけ 
けすょっかくけ しっ ょっきけくしすさうさぇかう 
かっおぇすぇ こさけきうてかっくけしす, すっお-
しすうかくぇすぇ, たさぇくうすっかくけ-ゃおせしけ-
ゃぇすぇ... 
„╁っょくぇゅぇ いぇこぇいうたぇ くぇてうすっ きぇ-

てうくう いぇ けすおせこせゃぇくっ しかっょ こぇくぇ-
うさぇ”, さぇいおぇいゃぇ ょくっし 〈けょけさ ╁ぇく-
ょっゃ, おけえすけ けとっ っ ゃこっつぇすかっく けす 
さぇょせてくけすけ こけゃっつっ けす 40-ょくっゃ-
くけ こけしさっとぇくっ くぇ ょけきぇおうくうすっ, 
こけおぇいぇかう くぇ ぉなかゅぇさうすっ せくうおぇか-
くう ぇさすっそぇおすう けす いっきはすぇ – きぇえおぇ 
くぇ ょくってくぇすぇ ちうゃうかういぇちうは.      
╉ぇおすけ こさっょう 30 ゅけょうくう, すぇおぇ う 

ょくっし ╁ぇくょっゃ くっ こさぇゃう ういおかのつっ-
くうっ ゃ おけくしすぇすぇちうはすぇ, つっ いぇ くっゅけ
 

„┿さしっくぇか” っ しっきっえくけすけ 
こさっょこさうはすうっ

〈せお さぇぉけすう う こなさゃぇすぇ きせ しな-
こさせゅぇ, こけつうくぇかぇ しかっょ ぉけかっ-
ょせゃぇくっ, う ゃすけさぇすぇ – けすうてかぇ 
しう ゃくっいぇこくけ けす すけいう しゃはす しぇきけ 
こさっょう ゅけょうくぇ. ╇ いぇ ょゃっすっ ょくっし 
╁ぇくょっゃ きくけゅけ すなあう.

╁っすっさぇくなす 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ っ けす こけおけかっくうっすけ ぉなかゅぇさう – おなしきっすかうう, おけうすけ, っょゃぇ いぇゃなさてうかう しこっ-
ちうぇかくけ すったくうつっしおけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, くっ しぇきけ くはきぇす こさけぉかっき し ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, くけ くぇこさけすうゃ 
– すなさしっくう しぇ こけ ょけきけゃっすっ, いぇ ょぇ ぉなょぇす こさうゃかうつぇくう くぇ さぇぉけすぇ. ╉ぇすけ きくけゅけ ょさせゅう きかぇょっあう し うく-
すっさっし おなき すったくうおぇすぇ, すけえ うょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇさぇょう ╋ったぇくけすったくうおせきぇ. ╇ょゃぇ けす くけゃけいぇゅけさしおけすけ 
しっかけ ╀さはしすけゃけ う しかっょ 5 ゅけょうくう けぉせつっくうっ ゃ すったくうおせきぇ, おぇおゃうすけ せつうかうとぇ うきぇ ゃ っょゃぇ くはおけかおけ ゃ 
╀なかゅぇさうは こけ すけゃぇ ゃさっきっ, 〈けょけさ こけしすなこゃぇ ゃ ╆ぇゃけょ 10, おぇおすけ すけゅぇゃぇ しっ くぇさうつぇ „┿さしっくぇか”. ╂けょう-
くぇすぇ っ 1949-すぇ. ]ぇきけ しかっょ ょゃぇ-すさう きっしっちぇ っ „ゅけすけゃ いぇ くぇこせしおぇくっ” – いけゃっ ゅけ さけょくぇすぇ おぇいぇさきぇ, 
いぇょなかあうすっかくぇ いぇ ゃしうつおう ゅけょくう いぇ ゃけっくくう しかせあぉぇ こけ すけゃぇ ゃさっきっ. ╁いうきぇす ゅけ ゃ 【おけかぇ いぇ いぇこぇしくう 
けそうちっさう ゃ ]けそうは. ╋くけゅけ けす いぇこぇしくうすっ しすぇゃぇす こけしかっ ゃけっくくう, っょゃぇ かう くっ – ゃしうつおう, おけうすけ うしおぇす. 
〈けょけさ けぉぇつっ くっ とっ ょぇ あうゃっっ こけょ こぇゅけく. ╃けおぇすけ ぉうか ゃ ‶なさゃぇ しすさっかおけゃぇ ょうゃういうは おぇすけ しゃなさいけつっく 
すったくうお, ぉっいおさぇえくけ こさうはすくぇ ういくっくぇょぇ うょゃぇ いぇ くっゅけ けす ╉ぇいぇくかなお – さけすくうはす おけきぇくょうさ ゅけ しのさこさういう-
さぇ し けさょっく – ゅさぇきけすぇ, ょけてなか けす ╆ぇゃけょ 10... 〈ぇおぇ ╆ぇゃけょ 10 – しっゅぇ „┿さしっくぇか”, しすぇゃぇ しなょぉぇ いぇ けとっ 
っょうく さっょけゃう しさっょっく すったくうお, こけ-おなしくけ こけっか こけょ さなおけゃけょしすゃけ っょうく けす ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 – いぇ 
ょさっぉくうすっ ょっすぇえかう ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ こさけういゃけょしすゃけすけ. 

╁ くぇつぇかけすけ くぇ きぇえ とっ しすぇくっ くぇ 35 ゅけょうくう, おけうすけ すさせょくけ きせ かうつぇす. ′はおぇお, きかぇょっあなす っ きくけゅけ あうゃ けとっ ゃ くっゅけ, ゃなこさっおう しっさうけいくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ きせ っ 
こけゃっさっくぇ. ¨す 7 きっしっちぇ っ いぇきっしすくうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おぇいぇくけ うくぇつっ - っょうく けす ょゃぇきぇすぇ ゃすけさう ゃ けぉかぇしすすぇ. ╃っかくうちうすっ きせ きう

くぇゃぇす ゃ さぇいおなしゃぇくっ くぇ きくけゅけ こけしけおう う すっきう: しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, けぉさぇいけゃぇくうっ, おせかすせさぇ, さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ くはきぇ  ゃさっきっ 
いぇ かうつっく あうゃけす  う こさういくぇゃぇ, つっ けす ゅけょうくぇ っ いぇくっきぇさうか ょけさう そうすくっしぇ. ′はきぇ ゃさっきっ ょぇ しゅかけぉう  ょけさう ょけきぇてくうは しう ゃっかけしうこっょ, ういこけかいゃぇく おぇすけ いぇおぇつぇかおぇ. 
╁ きぇかおけすけ おさぇょっくう しゃけぉけょくう きうくせすう しかせてぇ かのぉうきぇすぇ しう ぇさっく ぉう きせいうおぇ うかう いぇかはゅぇ くぇょ せつっぉくうちうすっ いぇ ょゃっすっ しう きぇゅうしすさぇすせさう, おけうすけ せつう こぇさぇかっかくけ ゃ 
╀せさゅぇしおうは せくうゃっさしうすっす - そうくぇくしう う ぉういくっし-ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶さっょう すはた うきぇ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ しすっこっく こけ きぇさおっすうくゅ. ╁ しきっかうすっ きせ こかぇくけゃっ ゃかういぇ う ょけおすけさぇく
すせさぇ. ‶さっょう ょぇ しおけつう ゃ しすけかぇ くぇ いぇきっしすくうお-ゅせぉっさくぇすけさ, ょゃぇ きぇくょぇすぇ っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ╂╄[╀-╉ぇいぇくかなお. ╀うか っ う かうょっさ くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こぇさすうはすぇ.
╃け おぇぉうくっすぇ しう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こなすせゃぇ し かうつっく ぇゃすけきけぉうか うかう しっ おけきぉうくうさぇ し こさうはすっかう. ‶さういくぇゃぇ, つっ くっ しっ ぉかぇいくう う くっ しっ ういおせてぇゃぇ けす ゃかぇしすすぇ. ̈ しすぇくぇか 

っ „くけさきぇかっく” いぇ ゃしうつおけすけ ゃさっきっ う くっ しきはすぇ ょぇ こさけきっくは くっとぇすぇ. ‶さっょう ゅけょうくう うきぇ つっしすすぇ ょぇ っ ゃすけさうはす いぇこうしぇか しっ つかっく くぇ しょさせあっくうっ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しかっょ ╇ゃぇく ╉ぬけしっゃ. [ぇぉけすう けす 15-ゅけょうてっく: おぇすけ しすさけうすっかっく さぇぉけすくうお, つうさぇお う きけきつっ いぇ ゃしうつおけ こけ しすさけっあうすっ, おけうすけ さなおけゃけょう ぉぇとぇ きせ うくあ. ╉けくしすぇくすうく 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ. ╁なこさっおう つっ っ っょうくしすゃっくけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, すゃなさょう, つっ けす きぇかなお っ くぇせつっく ょぇ しう ういさぇぉけすゃぇ ゃしうつおけ, おけっすけ こけうしおぇ, う ょぇ あうゃっっ しおさけきくけ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ こけいゃけかはゃぇ こけしすなす, くぇ おけえすけ っ, ょぇ こさけきっくう こさうはすっかしすゃぇすぇ きせ. 『っくう ゅう, いぇとけすけ いくぇっ, つっ つけゃっとうくぇすぇ っ くぇょ ゃしうつおけ. ‶さういくぇゃぇ, つっ っ とぇしすかうゃ けす 
きぇかおうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ う おけゅぇすけ せしこはゃぇきっ ゃ ょっかくうおぇ. ╁しうつおけ けしすぇくぇかけ こさうっきぇ いぇ ういかうてくぇ しせっすぇ う しくけぉういなき, けす おけうすけ しっ けすゃさぇとぇゃぇ. 〉ぉっょっく っ, つっ おぇさう
っさぇすぇ くっ こさぇゃう つけゃっお とぇしすかうゃ. ′っしっきっっく. ╅うゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  
‶なさゃけすけ うくすっさゃの くぇ ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” っ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こなさゃぇすぇ きせ こさうっきくぇ ゃ さけょくうは ゅさぇょ - すけいう こっすなお ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

- ╂-く ╉ぇさぇゅうすかうっゃ, 7 きっ
しっちぇ しかっょ おぇすけ こけったすっ こけし
すぇ くぇ いぇき.-けぉかぇしすっく せこさぇ
ゃうすっか  くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 7 
きっしっちぇ こさっょう  こけさっょくうすっ 
こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう 
╁うっ けすゃぇさはすっ ╁ぇてぇ こさう
っきくぇ. ╉ぇお ょぇ さぇいつうすぇきっ 
すけいう ╁ぇて たけょ: おぇすけ ゅさうあぇ 
いぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ 
けす さぇえけくぇ うかう おぇすけ つうしすぇ 
こさけぉぇ PR たけょ?
- 〈けゃぇ くっ っ PR たけょ, ぇ きけっ 

けすょぇゃくぇてくけ あっかぇくうっ う あっ
かぇくうっ くぇ ̈ ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ, 
さっしこっおすうゃくけ くぇ ゅ-く ′っょはか
おけゃ, けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さけしすけ, ょけこさっ
ょう 2-3 きっしっちぇ くはきぇた くっけぉたけ
ょうきうは けこうす, いぇ ょぇ けさゅぇくういう
さぇき すぇいう こさうっきくぇ. ╇しすうくぇすぇ 
っ, つっ きくけゅけ たけさぇ けす ╉ぇいぇくかなお 
う けす しっかぇすぇ くぇけおけかけ すなさしはす 
¨ぉかぇしすくぇ ぇょきうくうしすさぇちうは,  
ゅ-く ′っょはかおけゃ, きっく いぇ こけきけと 
こさう さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきう
すっ, し おけうすけ しっ しぉかなしおゃぇす. ╇ 
すけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こさけぉかっきう 
けす くぇえ-さぇいかうつくけ っしすっしすゃけ: 
けす かうつくう こさけぉかっきう, くはおけう 
すなさしはす さぇぉけすぇ, ょけ こさけぉかっきう, 
おぇしぇっとう くけさきぇすうゃくぇ せさっょぉぇ 
う くっょけゃけかしすゃけ けす けすくけてっくうっ 
くぇ しなけすゃっすくぇ ぇょきうくうしすさぇ
ちうは うかう けす さってぇゃぇくっ くぇ ょぇ
ょっく こさけぉかっき. ‶さけしすけ - ゃしっおう 
し ぉけかおぇすぇ しう. 〈せお うしおぇき ょぇ 
おぇあぇ, つっ すぇいう きけは こさうっきくぇ 
いぇしっゅぇ とっ っ ゃさっきっくくぇ う すけ 
ゃ しなぉけすっく ょっく. ╇ょっはすぇ っ ょぇ 
きけあっ し こけゃっつっ たけさぇ, おけうすけ 
うきぇす あっかぇくうっ ょぇ しっ しさっと
くぇす し きっく, ょぇ けぉしなょうき こさけ
ぉかっきうすっ, おけうすけ ゅう ゃなかくせゃぇす. 
‶さう すさぇっく うくすっさっし う こけかいぇ, 
こさうっきくぇすぇ とっ  しすぇくっ  さっょけゃ
くぇ う し そうおしうさぇく ょっく う つぇし. 
‶さうっきくぇすぇ っ くせあくぇ くぇえ-きぇか
おけすけ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ しこっしすは
ゃぇ しさっょしすゃぇ くぇ たけさぇすぇ, おけう
すけ うきぇす くせあょぇ けす こけきけと う 
しなゃっす, ょぇ こなすせゃぇす ょけ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ゃしっ こぇお しぇ 8 かっゃぇ いぇ 
こなす, ぇ っ くせあくけ う しこっちうぇかくけ 
ゃさっきっ. ‶なさゃうはす きう こさうっきっく 
ょっく っ すぇいう しなぉけすぇ, くっおぇ いぇ
こけゃはょぇす. ╁さっきっすけ とっ こけおぇあっ 
う とっ くぇかけあう しなけすゃっすくぇすぇ ちう
おかうつくけしす. ′け くぇ ゃなこさけしぇ ゃう: 
すけゃぇ くはきぇ くうおぇおゃぇ ゃさないおぇ し 
ういぉけさうすっ, おけうすけ とっ しぇ こさっい 
かはすけすけ. ‶さけしすけ こさけぉかっきうすっ 
う あうゃけすなす くぇかぇゅぇす すけゃぇ. ┿ う 
くぇ きっく ゃしっ こぇお きう ぉっ くせあくけ 
ゃさっきっ, いぇ ょぇ ゃかはいぇ ゃ しこっちう
そうおぇすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ. ┿い しなき 
つけゃっおなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ¨ぉ

かぇしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う 
たけさぇすぇ すせお すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす 
こけかいぇ けす すけゃぇ.

- ╁ すけいう しきうしなか おぇおゃう しぇ 
こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ けす 
けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, いぇ 
おけうすけ すなさしはす しなょっえしすゃうっ
すけ ╁う? ╁うっ けすゅけゃぇさはすっ いぇ 
しすさぇすっゅうつっしおうすっ くぇ こさぇお
すうおぇ さっしけさう: いょさぇゃっけこぇい
ゃぇくっ, けぉさぇいけゃぇくうっ, さっゅうけ
くぇかくぇ こけかうすうおぇ, しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう.
- ¨しくけゃくうはす こさけぉかっき っ うおけ

くけきうつっしおう う すけ ゃ しきうしなか, つっ 
くっ しっ ういこけかいゃぇ すけいう けゅさけきっく 
つけゃっておう こけすっくちうぇか, おけえすけ っ 
くぇかうちっ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけ

さぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ う いぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ, う いぇ おぇょさうすっ. 〈せお うきぇ 
きくけゅけ ょけぉさう しこっちうぇかうしすう う 
ゃなこさっおう けゅさけきくうすっ うくゃっしすう
ちうう, おけうすけ しっ こさぇゃはす ゃ けぉ
かぇしすすぇ, ゃしっ けとっ くぇ こさぇおすうおぇ 
こけすっくちうぇかなす くぇ たけさぇすぇ くっ しっ 
ういこけかいゃぇ  ゃ こなかくぇ しすっこっく. 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ うきぇ けゅさけきっく 
こけすっくちうぇか おぇすけ たけさぇ, ぉぇいう, 
そうさきう. ′け くっ しっ ういこけかいゃぇす 
ょけおさぇえ ゃないきけあくけしすうすっ. ╄すけ 
ゃう っょうく こさうきっさ. ╁ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ うきぇてっ うょっは いぇ しない

ょぇゃぇくっ くぇ こさっょこさうはすうっ いぇ 
っかっおすさけきけぉうかう. 〈ぇいう うょっは 
けぉぇつっ しっ こさけゃぇかう. ] こさけゃぇ
かはくっすけ え くっ しっ さっぇかういうさぇ  
こけすっくちうぇかなす くぇ きくけゅけ たけさぇ, 
ぇ けす すけゃぇ う けぉかぇしすすぇ おぇすけ 
ちはかけ いぇゅせぉう. ]っゅぇ ¨ぉかぇしす
くぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは さぇぉけすう 
こけ ょさせゅ こさけっおす -  かっすうとっすけ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ょぇ しすぇくっ きっあ
ょせくぇさけょくけ おぇさゅけ かっすうとっ.                       
╂-く ′っょはかおけゃ, けぉかぇしすくうはす 
せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
うきぇてっ しさっとぇ こけ すけいう こけゃけょ 
ゃ ╇くょうは. ]かっょ すけゃぇ しっ こさけ
ゃっょけたぇ う さぇいゅけゃけさう し こけしかぇ
くうおぇ くぇ ╉うすぇえ. ╇ょっはすぇ っ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ょぇ しっ けすおさうっ 
くぇえ-ゅけかはきけすけ おぇさゅけ かっすうとっ, 

おけっすけ ょぇ けぉしかせあゃぇ ちはかぇ ╄ゃ
さけこぇ – すけゃぇさうすっ けす ┿いうは くぇ
しぇき.  [ぇいぉうさぇ しっ, ゃしうつおけ すけゃぇ 
とっ っ しゃなさいぇくけ し かけゅうしすうおぇ, 
すさぇくしこけさす, きぇゅうしすさぇかぇすぇ っ 
くぇぉかういけ. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ, 
くぇかうつうっすけ くぇ おぇさゅけ かっすうとっ 
こさっょこけかぇゅぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ ゅけかっきう しおかぇょけゃう ぉぇいう, くぇ 
ょさせゅう しこけきぇゅぇすっかくう こけきっとっ
くうは う ょっえくけしすう. ╁しうつおけ すけゃぇ, 
ぇおけ しっ さっぇかういうさぇ, とっ けしうゅせ
さう さぇぉけすぇ くぇ きくけゅけ たけさぇ けす 
けぉかぇしすすぇ. ¨ぉかぇしすくぇすぇ ぇょきう

くうしすさぇちうは さぇぉけすう こけ すけいう 
こさけっおす こさうけさうすっすくけ う うきぇ 
けゅさけきくけ あっかぇくうっ すけえ ょぇ しっ 
さっぇかういうさぇ. 

- ╁ こけしかっょくうすっ くはおけかおけ 
ゅけょうくう けぉとうくうすっ ゃ けぉかぇし
すすぇ しっ しなしすっいぇゃぇす こけ ぉさけえ 
ぇおせきせかうさぇくう う しこっつっかっくう 
こさけっおすう, おぇおすけ う こさうゃかっ
つっくう こけ すけいう くぇつうく しさっょ
しすゃぇ. ╁ こなすう ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
っ くぇょ ╉ぇいぇくかなお ゃ すけゃぇ けす
くけてっくうっ, くっいぇゃうしうきけ けす 
ょぇょっくけしすうすっ くぇ さぇえけくぇ, 
おけうすけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく しぇ 
ゃ こかのし いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお. ]こけさっょ ╁ぇし くぇ おぇおゃけ 
しっ ょなかあう すけゃぇ: しぇきけ くぇ 
せこさぇゃかっくしおうは おぇこぇちうすっす 
う しなけすゃっすくけ ょっそうちうす  うかう 
しすぇゃぇ ょせきぇ こさけしすけ いぇ さっゅう
けくぇかくぇ こけかうすうおぇ? 《ぇおす っ, 
つっ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ こけしかっょ
くうすっ 10-12 ゅけょうくう しすぇくぇ 
っょうく こさっおさぇしっく ゅさぇょ, いぇ 
しきっすおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
- ╋けあっ ぉう っ きうおし けす ょゃっすっ. 

]きはすぇき, つっ くっとぇすぇ しっ こさけきっ
くはす, きぇおぇさ くっ しなゃしっき こけ くぇ
つうくぇ, こけ おけえすけ うしおぇきっ. ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ ょっえしすゃうすっかくけ  うきぇ 
きくけゅけ けこうすくう おぇょさう, けす ゅけ
ょうくう さぇぉけすっとう こけ こさけっおすう. 
╁ ╉ぇいぇくかなお さっぇかくけ くっとぇすぇ, 
ぇおすうゃくぇすぇ さぇぉけすぇ こけ こさけっおすう 
いぇこけつくぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ けすしおけ
さけ, けす こさっょう ゅけょうくぇ. ╆くぇっき 
こけ おけかおけ きくけゅけ こさけっおすぇ さぇ
ぉけすう しっゅぇ きっしすくぇすぇ ぇょきうくう
しすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]きはすぇき, 
つっ ゃしうつおけ とっ しう ょけえょっ くぇ 
きはしすけすけ う こけすっくちうぇかなす くぇ 
╉ぇいぇくかなお くぇうしすうくぇ とっ しっ うい
こけかいゃぇ ゃ こなかくぇ しすっこっく. 

- ╉けう しぇ ゅけかっきうすっ いぇょぇつう 
こさっょ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
こさっい くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ? 
- ╄ょくぇ けす ゅけかっきうすっ いぇょぇつう 

う こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ っ うきっく
くけ う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. ╃させゅけすけ っ おぇさゅけ 
かっすうとっすけ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╋ぇおぇさ, つっ ゃしっ けとっ っ うょっっく 
こさけっおす, ちっかすぇ くう っ ぉなさいけ ょぇ 
しっ さっぇかういうさぇ. ╃なさあぇゃくぇ
すぇ ぇゅっくちうは こけ ゅけさうすっ しなとけ 
くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こさっきっし
すう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっい 2013 
ゅけょうくぇ. ╃けさう うきぇてっ うょっは 
すけゃぇ ょぇ しすぇくっ けとっ ょけ おさぇは くぇ 
2013 ゅけょうくぇ - ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
きっすさけかけゅうはすぇ, くけ しっ いぇぉぇゃう
たぇ くっとぇすぇ. ¨ぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ
ゅけさぇ っ けすゃけさっくぇ う おなき こさっょ
こさうっきぇつう う うくゃっしすうすけさう, 

あっかぇっとう ょぇ うくゃっしすうさぇす すせお. 
『っかすぇ くう っ ょぇ ゅう こさうゃかっつっき, 
ょぇ けしすぇくぇす すせお,  ょぇ くぇきっさはす 
くぇえ-ょけぉさけすけ すせお, いぇとけすけ くぇ
うしすうくぇ さっゅうけくなす っ し ゅけかはき 
こけすっくちうぇか.  

- ╇きぇ かう はゃっく うくすっさっし 
おなき けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお? 
- ╃ぇ, うきぇ. ╇ すけ けす くぇえ-さぇい

かうつくう そうさきう. ╄すけ – そうさきぇすぇ 
„‶さけきっす しっえそ”, おけはすけ けすおさう 
ゃっつっ いぇゃけょ すせお. 〈ぇいう そうさ
きぇ うきぇ うょっは, くぇきっさっくうっ  ょぇ 
けすゃけさう う ょさせゅけ こさっょこさうはすうっ  
すせお - いぇ ぉかうくょうさぇくう ゃさぇすう. 
‶さっうきせとっしすゃぇすぇ くぇ ╉ぇいぇく
かなお ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ すせお 
しぇ きくけゅけ: ちっくすなさ くぇ ╀なかゅぇ
さうは, おゃぇかうそうちうさぇくぇ さぇぉけすくぇ 
さなおぇ, うくそさぇしすさせおすせさぇ. ┿おけ 
すけゃぇ しすぇくっ, とっ しっ けすゃけさう さぇ
ぉけすぇ いぇ けおけかけ 200-250 ょせてう, 
おけっすけ くうおぇお くっ っ きぇかおけ くぇ 
そけくぇ くぇ しうすせぇちうはすぇ すせお. ╇きぇ 
う ょさせゅ させしおう うくすっさっし おなき 
╉ぇいぇくかなお, けす そうさきぇ, こさけうい
ゃっあょぇとぇ しぇくうすぇさくう ういょっかうは. 
¨しくけゃくけ うくすっさっしなす おなき ╉ぇ
いぇくかなお っ けす させしおう そうさきう. 

- [っそっさっくょせきなす いぇ さぇい
ゃうすうっ くぇ はょさっくぇすぇ っくっさ
ゅっすうおぇ: ゅけすけゃぇ かう っ ¨ぉかぇしす  
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ くっゅけ? 
- ╃ぇ, けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 

っ ゅけすけゃぇ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ 
くぇ さっそっさっくょせきぇ. ╇ しっ くぇょは
ゃぇき くぇ ぇおすうゃくけしす けすしすさぇくぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ, おぇおすけ う くぇ くけさ
きぇかくけすけ こさけすうつぇくっ くぇ  しぇきうは 
こさけちっし ゃ ょっくは  いぇ ゃけかっういは
ゃかっくうは けすしすさぇくぇ くぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ. 

- ┿ ╁ぇてっすけ きくっくうっ おぇおゃけ 
っ? 
- ╋けっすけ かうつくけ きくっくうっ っ, つっ 

はょさっくぇすぇ っくっさゅっすうおぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ くぇ ぉぇいぇ せしなゃなさ
てっくしすゃぇくっ, きけょっさくういぇちうは 
う さぇいゃうすうっ くぇ ょけしっゅぇてくう
すっ きけとくけしすう. ┿╄『 „╀っかっくっ”, 
しきはすぇき, つっ っ くっけこさぇゃょぇくぇ 
うくゃっしすうちうは, おけはすけ くはきぇ ょぇ 
しっ ういこかぇすう し こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ っかっおすさけっくっさゅうは. ╄くっさゅっ
すうおぇすぇ っ こっつっかうゃて けすさぇしなか ゃ 
╀なかゅぇさうは, すぇおぇ つっ っ  ゅかせこぇゃけ 
ょぇ しっ すゃなさょう, つっ ╂╄[╀ くっ っ いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ っくっさゅっすうおぇすぇ, 
くけ くっ しきっ いぇ しすさけっあ くぇ ┿╄『 
„╀っかっくっ”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぢñö¡Ü とíëíÇóö¿óñç:
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¨こぇておう しっ ういゃうたぇ こさっょ ゅう
てっすけ いぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすおう 

くぇ ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけ
きぇゅぇくっ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお けとっ ゃ こなさ
ゃうすっ ょくう けす くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ.
╋ぇしけゃけ おぇいぇくかなつぇくう, うきぇとう 

こさぇゃけ くぇ ゃうくっすくう しすうおっさう ぉっい 
こぇさう けす ょなさあぇゃぇすぇ, しっ くぇさっょう
たぇ, いぇ ょぇ こけょぇゃぇす ょけおせきっくすう いぇ 
くけゃうすっ ゃうくっすくう しすうおっさう, おけうすけ 
とっ ゃぇあぇす けす 1-ゃう そっゃさせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ. 
╁うくっすおうすっ けす 2012 ゃぇあぇす ょけ 

31-ゃう はくせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ. 
╋けかぉう いぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすおう しっ こけょぇゃぇす ゃ ょうさっおちうはすぇ けとっ 

けす 10-すう ょっおっきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶なさゃうすっ こさぇゃけうきぇとう 
いぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすくう しすうおっさう とっ ゅう こけかせつぇす くぇ 21-ゃう はくせ
ぇさう. 
‶さぇゃけ くぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすおう うきぇす たけさぇすぇ しなし しすっこっく くぇ うく

ゃぇかうょくけしす 50 う くぇょ 50%, おぇおすけ う ゅさぇあょぇくうすっ, おけうすけ けすゅかっあ
ょぇす ょっちぇ ょけ 18 ゅけょうくう し すさぇえくう せゃさっあょぇくうは う ょけ いぇゃなさてゃぇ
くっ くぇ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ くっ こけ-おなしくけ けす 20-ゅけょうてくぇすぇ 
うき ゃないさぇしす.
╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ すぇおうゃぇ ゃうくっすくう しすうおっさう すさはぉゃぇ いぇょなか

あうすっかくけ ょぇ こさっょしすぇゃはす せょけしすけゃっさっくうっ けす 〈╄╊╉ う おけこうっ けす 
かうつくぇ おぇさすぇ. ┿おけ おけかぇすぇ っ くぇ うきっすけ くぇ ょっすっ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こさっょしすぇゃう おけこうっ けす ぇおすぇ いぇ さぇあょぇくっ, ぇ ぇおけ ょっすっすけ っ せつっくうお 
う っ くぇょ 18 ゅけょうくう - しかせあっぉくぇ ぉっかっあおぇ けす せつうかうとっすけ.
‶さう こけょぇゃぇくっ くぇ きけかぉぇすぇ ゃ しけちうぇかくうすっ ょうさっおちうう あっかぇっ

とうすっ すさはぉゃぇ ょぇ くけしはす しゃうょっすっかしすゃけ いぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ ぇゃ
すけきけぉうかぇ う ょけおせきっくす いぇ しおかのつっくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ „╂さぇあょぇくしおぇ 
けすゅけゃけさくけしす”. [ぇぉけすくうはす けぉっき くぇ ょゃうゅぇすっかは くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇょゃうてぇゃぇ 2000 おせぉ. しき.
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 1320 ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

こけかせつうたぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすくう しすうおっさう けす ょなさあぇゃぇすぇ.
╆ぇ ゃしうつおう けしすぇくぇかう ゅさぇあょぇくう ゃうくっすくうすっ しすうおっさう しぇ くぇ ちっ

くうすっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ: ゅけょうてくぇすぇ っ 67 かゃ., きっしっつくぇすぇ - 
25 かゃ., ぇ しっょきうつくぇすぇ - 10 かゃ.

18 януари 2013 г.

[あくあせしひさ „たそちあつせあ” つ 94 いかいかてあ う たしまつ, たそうかねかてそ すとちえあうけ
710 しぇ さけょっくうすっ こさっい きう-

くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ぉっぉっすぇ ゃ おぇいぇく-
かなておぇすぇ ぉけかくうちぇ. 〈っ しぇ し 94 
こけゃっつっ けす さけょっくうすっ こさっい 2011 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ゃ ┿╂¨ しぇ こさけこ-
かぇおぇかう 626 ぉっぉっすぇ, こけゃっつっすけ 
きけきうつっすぇ. 
‶けしかっょくけすけ さけょっくけ いぇ 2012 

ぉっぉっ う こなさゃけすけ いぇ 2013 ぉっぉっ 
しぇ くぇ きぇえおう けす さけきしおう こさけ-
ういたけょ. ‶なさゃけすけ ぉっぉっ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, さけょっくけ くぇ 
╁ぇしうかぬけゃょっく ゃっつっさすぇ, っ ╇かうは, 
さけょっく けす 28-ゅけょうてくぇ きぇえおぇ, 
くぇ おけはすけ すけえ っ 6-すけ ょっすっ. 〈さう 
けす ょっちぇすぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ 
╇かうは しぇ し くっういゃっしすくう ぉぇとう. 
╆ぇこぇいゃぇ しっ すっくょっくちうはすぇ こさっ-
けぉかぇょぇゃぇとけ くけゃけさけょっくうすっ ょぇ 
しぇ けす さけきしおう こさけういたけょ. ]こけ-
さっょ くっけそうちうぇかくう ょぇくくう しな-
けすくけてっくうっすけ っ 1:3 ゃ こけかいぇ くぇ 
さけきうすっ.  
╁なこさっおう せゃっかうつっくうっすけ くぇ 

くけゃけさけょっくうすっ, しすぇすうしすうおぇすぇ 
いぇ さぇあょぇっきけしすすぇ ゃ さっゅうけくぇ う 
しすさぇくぇすぇ っ こけゃっつっ けす すさっゃけあ-
くぇ. 
╃ゃぇ ょくう しかっょ しすぇさすぇ くぇ くけ-

ゃぇすぇ ゅけょうくぇ けす ╇くしすうすせすぇ いぇ 
ういしかっょゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっ-

[ぇいきっさなす くぇ ょっすしおうすっ くぇょぉぇゃおう ょぇ っ ゃ こさはおぇ いぇゃうしうきけしす けす ょけたけょぇ くぇ 
さけょうすっかうすっ う  すっいう, し こけ-くうしおう いぇこかぇすう, ょぇ こけかせつぇゃぇす こけゃっつっ こぇさう 

いぇ ょっちぇすぇ しう. 
╇ょっはすぇ - さぇいきっさなす くぇ ょけぉぇゃおうすっ いぇ ょっちぇ ょぇ しっ けこさっょっかは しかっょ うくょうゃうょせ-

ぇかくぇ けちっくおぇ くぇ くせあょうすっ くぇ ゃしはおけ ょけきぇおうくしすゃけ, っ くぇ いぇき.-きうくうしすなさぇ くぇ 
すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ ╁ぇかっくすうくぇ ]うきっけくけゃぇ う しっ おけきっくすうさぇ ゃなゃ 
ゃっょけきしすゃけすけ けす ういゃっしすくけ ゃさっきっ. 
‶け こけょけぉっく くぇつうく, くぇ ぉぇいぇ ょけたけょ, こさっょう ゅけょうくう しっ ういつうしかはゃぇたぇ ょけぉぇゃ-

おうすっ いぇ ょっちぇ. 〉こさぇゃかはゃぇとうすっ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ しっ けすおぇいぇたぇ けす くっゅけ し 
きけすうゃぇ, つっ ょっちぇすぇ くぇ ゃしうつおう うきぇす さぇゃくう こさぇゃぇ. ╄ょくぇ けす くっゅかぇしくうすっ こさう-
つうくう, けぉぇつっ, ぉっ けゅさけきくぇすぇ ゃないきけあくけしす いぇ いかけせこけすさっぉう つさっい せおさうゃぇくっ くぇ 
さっぇかくうすっ ょけたけょう くぇ さけょうすっかうすっ. 
╇ょっはすぇ くぇ いぇき.-きうくうしすなさおぇすぇ きけあっ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ いぇおけくけゃぇ ょけ おさぇは 

くぇ きぇくょぇすぇ くぇ ╂╄[╀ すけゃぇ かはすけ. 
‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, すは とっ ぉなょっ こけょかけあっくぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇ ょうしおせしうは う 

けょけぉさっくうっ.  
╃けさう こさっょかけあっくうっすけ くぇ ]うきっけくけゃぇ ょぇ しさっとくっ こけょおさっこぇ う けょけぉさっくうっ, 

くぇえ-ゃっさけはすくけ ょうそっさっくちうさぇくう ょっすしおう ょけぉぇゃおう きけあっ ょぇ うきぇ くぇえ-さぇくけ 
こさっい 2014 ゅけょうくぇ. ‶さうつうくぇすぇ: う こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, くぇ ぉぇいぇ いぇかけあっくけすけ 
ゃっつっ ゃ ぉのょあっす 2013, こぇさうすっ いぇ  ょっすしおう ょけぉぇゃおう しぇ ういつうしかっくう こけ 35 かっゃぇ 
くぇ ょっすっ きっしっつくけ うかう 500 きかく. かゃ. いぇ ちはかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╁ きけきっくすぇ こさぇゃけ くぇ 
すぇおうゃぇ ょけぉぇゃおう うきぇす しっきっえしすゃぇ し ょっちぇ ょけ 18 ゅけょうくう う ょけたけょ こけょ 350 かゃ. 
くぇ つかっく けす ょけきぇおうくしすゃけすけ.

 ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

′ぇ こけかうゅけくぇ „╆きっえけゃけ“ くっ しっ せすうかういうさぇす ぉけっこさうこぇしう う 
ゃしうつおけ っ こさけいさぇつくけ. ╇いゃなさてゃぇ しっ おけしきうつっしおう きけくうすけ

さうくゅ, うきぇ う おぇきっさう. 〈けゃぇ っ おぇすっゅけさうつくぇすぇ こけいうちうは くぇ こうぇさぇ 
くぇ ゃけっくくけすけ しなけさなあっくうっ ]すぇくうきうさぇ ╃ぇくっゃぇ. ╆ぇ きっしすっく さっ
そっさっくょせき こけ けすくけてっくうっ ぉなょっとっすけ くぇ こけかうゅけくぇ しっ けぉはゃうたぇ 
けす ╂╄[╀ う ╁╋[¨ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ¨ぉしなあょぇ しっ ゃぇさうぇくす ゃ さっそっ
さっくょせきぇ ょぇ せつぇしすゃぇす う ゅさぇあょぇくう くぇ ゅさぇくうつっとうすっ し こけかうゅけくぇ 
けぉとうくう.

¨′｠╅『ぁ¨｠〈╊ 4 〈¨]¨╅『╉╅...
〈けゃぇ っ ょっくはす, ゃ おけえすけ さぇぉけすっとうすっ くぇ こさぇおすうおぇ いぇこけつゃぇす ょぇ こっつっかはす いぇ しっぉっ しう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ 

すけゃぇ とっ っ つぇお くぇ 1-ゃう きぇえ, ╃っくはす くぇ すさせょぇ, おけえすけ こけ うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ っ 
こけつうゃっく ょっく. [っぇかくけ, けぉぇつっ, けとっ 4 ょくう とっ さぇぉけすうき ゃ こけかいぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ,  すなえ おぇすけ  けす  1-ゃう  
ょけ 5-すう きぇえ こなお しぇ ょくうすっ, こさっい おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ とっ そうくぇくしうさぇ ょっえくけしすすぇ しう し おさっょうすう うかう 
し ょさせゅう ょせきう - すけゃぇ っ こさっょゃぇさうすっかくけ こさっょゃうょっくうはす ゃ ╀のょあっす 2013 ょっそうちうす. ╆ぇ ょぇくなおけこかぇ
すちうすっ すけゃぇ  くぇ こさぇおすうおぇ しぇ ょくうすっ いぇ „けすさぇぉけすゃぇくっ“ ゃ こけかいぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ.
╃けすけゅぇゃぇ, しつうすぇくけ けす 2-さう はくせぇさう, くぇ こさぇおすうおぇ さぇぉけすうき いぇ ょぇくなちうすっ, おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ 

こさうぉうさぇ けす さぇぉけすっとうすっ こけょ そけさきぇすぇ くぇ けしうゅせさけゃおう, ょけこなかくうすっかくう こっくしうう う ╃¨¨ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. 
]こけさっょ ういつうしかっくうはすぇ くぇ っおしこっさすうすっ けす ╇くしすうすせすぇ いぇ こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ, こさっい 2013 ゅけょうくぇ 

ぉなかゅぇさうすっ とっ ういさぇぉけすはす しさっょくけ こけ 233 きかく. かっゃぇ いぇ っょうく おぇかっくょぇさっく ょっく. ╇かう こけくっ すぇおぇ っ 
いぇかけあっくけ ゃ ╀のょあっす 2013. 
]かっょけゃぇすっかくけ, くっけぉたけょうきう しぇ 120 ょくう, いぇ ょぇ ぉなょぇす ういさぇぉけすっくう こさっょゃうょっくうすっ ぉかういけ 27 

きかさょ. かっゃぇ こさうたけょう ゃ ぉのょあっすぇ. ‶っすすっ ょくう いぇ けすさぇぉけすゃぇくっ すさはぉゃぇ ょぇ ょけくっしぇす けとっ 1,1 きかさょ. 
かっゃぇ, おけかおけすけ っ いぇかけあっくうはす ぉのょあっすっく ょっそうちうす. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ う こさっい すぇいう ゅけょうくぇ くぇえ-ょけたけょけくけしっく う くぇえ-ぉなさいけ こっつっかっと こぇさう けすさぇしなか せ 

くぇし とっ っ ぉぇくおけゃうはす しっおすけさ. ‶け ょぇくくう くぇ ╀′╀, けこけゃっしすっくう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ, こさっい 
ういきうくぇかぇすぇ 2012 しさっょくけ こけ 21,1 かっゃぇ くぇ しっおせくょぇ しぇ こっつっかうかう ぉぇくおうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╃け おさぇは 
くぇ くけっきゃさう 2012 ゅけょうくぇ ぉぇくおけゃぇすぇ しうしすっきぇ っ ゅっくっさうさぇかぇ 604,1 きかく. かっゃぇ つうしすぇ こっつぇかぉぇ. 
〈けゃぇ っ さなしす けす 9,7% しこさはきけ しなとうは こっさうけょ くぇ 2011 ゅ.
╁しはおぇ しっおせくょぇ 154,61 かっゃぇ しぇ こけしすなこゃぇかう ゃ ぉぇくおうすっ こけょ そけさきぇすぇ くぇ こさうたけょう けす かうたゃう こけ 

けすこせしくぇすう おさっょうすう ょけ けぉとぇすぇ しせきぇ けす 4,408 きかさょ. かっゃぇ おなき おさぇは くぇ くけっきゃさう. [ぇいたけょうすっ いぇ 
かうたゃう こけ ゃかけゅけゃっ う ょっこけいうすう しぇ おけしすゃぇかう くぇ すさっいけさうすっ こけ 70,4 かっゃぇ ゃしはおぇ しっおせくょぇ. 〈ぇおぇ 
さっぇかくけ ゅさぇあょぇくう う そうさきう しぇ しこっつっかうかう けぉとけ 2,009 きかさょ. かっゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ かうたゃうすっ 
こけ ゃかけあっくうはすぇ しう. 
28 かっゃぇ くぇ しっおせくょぇ っ こさうぉうさぇかぇ ぉぇくおけゃぇすぇ しうしすっきぇ いぇ すぇおしう う おけきうしうけくう, おけっすけ しっ さぇゃくは

ゃぇ くぇ けぉとぇすぇ しせきぇ けす 798,344 きかく. かっゃぇ. 
′ぇ そけくぇ くぇ しこっつっかっくうすっ 21 かっゃぇ くぇ しっおせくょぇ けす ぉぇくおうすっ, さぇいたけょうすっ うき いぇ いぇこかぇすう くぇ すった

くうすっ しかせあうすっかう しぇ うき おけしすゃぇかう し 2 かっゃぇ こけゃっつっ - 23 かっゃぇ. 
╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

...》╅[ 》『╊╉ 】『〉¨【╊
[っそっさっくょせきなす とっ ぉなょっ こさういくぇす いぇ いぇおけくっく, ぇおけ ゃ  くっゅけ しぇ せつぇしすゃぇかう こけゃっつっ けす こけかけゃう

くぇすぇ ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかう し こさぇゃけ くぇ ゅかぇし ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╆ぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ さっそっさっくょせきぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ けさゅぇくういうさぇくう 87 ういぉうさぇすっかくう 

しっおちうう. 〈っ しっ くぇきうさぇす くぇ しなとうすっ きっしすぇ う しぇ しなし しなとうすっ くけきっさぇ, し おぇおゃうすけ ぉはたぇ くぇ こけしかっょ
くうすっ きっしすくう ういぉけさう. ╅っかぇっとうすっ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ さっそっさっくょせきぇ とっ すさはぉゃぇ しかっょ こさけゃっさおぇ いぇ 
すけゃぇ - ょぇかう うきっすけ うき そうゅせさうさぇ ゃ ういぉうさぇすっかくうすっ しこうしなちう, ょぇ けすうょぇす ょけ きっしすぇすぇ いぇ ゅかぇしせゃぇ
くっ, ゃ おけうすけ しぇ こけょぇゃぇかう ゃけすぇ しう こけしかっょくうは  こなす. 
╆ぇ しっかぇすぇ しなとけ しっ いぇこぇいゃぇす きっしすぇすぇ いぇ ゅかぇしせゃぇくっ けす こけしかっょくうすっ きっしすくう ういぉけさう. ╇いぉうさぇ

すっかくぇ しっおちうは いぇ せつぇしすうっ ゃ こなさゃうは くぇちうけくぇかっく さっそっさっくょせき こけょ わ87 とっ うきぇ ゃ ょっくは くぇ ゃけすぇ 
う ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ╋くけゅけこさけそうかくぇ ぉけかくうちぇ. 
╆ぇ ょけこせしおぇくっ ょけ ゅかぇしせゃぇくっ ゅさぇあょぇくうすっ とっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいこけかぇゅぇす し ゃぇかうょくぇ かうつくぇ おぇさすぇ 

うかう せょけしすけゃっさっくうっ けす ‶けかうちうはすぇ.                                        
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈】′╊‶ 〉╅ ╆《′╇╊]¨╊╇...
╂けょうくう くぇさっょ ょうさっおすけさなす 

くぇ ╊》╋ „』せょけきうさ” こさけせつゃぇ う 
かうつくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ う すゃけさ
つっしすゃけ くぇ ╉けくしすぇくすうく ╀けい
ゃっかうっゃ, いぇゃっとぇくぇ くぇ きっしす
くぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” う 
っょくけうきっくくうは うしすけさうつっしおう 
きせいっえ. 〈ぇき, きっあょせ しすさぇくう
ちうすっ くぇ おくうゅうすっ きせ, すけえ けす
おさうゃぇ こうしきけ けす 1919 ゅけょうくぇ, 
こうしぇくけ けす ╃うきうすなさ ╀かぇゅけっゃ 
ょけ ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ, ゃ 
おけっすけ ╀かぇゅけっゃ しっ ういゃうくはゃぇ 
くぇ しけちうぇかょっきけおさぇすぇ いぇ さぇい
ちっこかっくうっすけ くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
くぇ すっしくう う てうさけおう けす 1903 
ゅけょうくぇ. 
‶ぇお けす ぉっかっあおうすっ きっあょせ 

おくうゅうすっ う しこけきっくうすっ くぇ ╀けい
ゃっかうっゃ しすぇゃぇ はしくぇ う こさうつう
くぇすぇ いぇ ょなかゅけゅけょうてくうは さぇい
さうゃ きっあょせ こうしぇすっかは ╇ゃぇく 
╁ぇいけゃ, おけえすけ ょゃぇ きぇくょぇすぇ 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ っ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか けす ╉ぇいぇくかなお, 
う こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ そう
かけしけそしおうは おさなゅ „╋うしなか” う 
しないょぇすっか くぇ ‶っょぇゅけゅうつっしおけ
すけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょ-さ 
╉さなしすぬけ ╉さなしすっゃ.  
╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ っ 

うょっけかけゅ う しないょぇすっか くぇ こなさ
ゃぇすぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ ょさせ
あうくおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
1890 ゅけょうくぇ, おけはすけ ゅけょうくぇ 
こけ-おなしくけ せつぇしすゃぇ ゃ ╀せいかせ
ょあぇくしおうは おけくゅさっし. 〈けえ っ 
しないょぇすっか くぇ こなさゃぇすぇ おけけ
こっさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお „╀さぇす

しすゃけ”, こさっさぇしくぇかぇ こけ-おなしくけ 
ゃ ‶けこせかはさくぇ ぉぇくおぇ, ういょぇゃぇ う 
こなさゃうはす おけけこっさぇすうゃっく ゃっしす
くうお ゃ しすさぇくぇすぇ. ╀けいゃっかうっゃ っ 
けしくけゃぇすっか う くぇ しこっしすけゃくけすけ 
ょさせあっしすゃけ „‶つっかぇ” ゃ ╉ぇいぇく
かなお, しすぇゃぇ う こさうつうくぇ うきっくくけ 
ゃ すけいう ゅさぇょ ょぇ いぇこけつくっ うい
ょぇゃぇくっすけ くぇ „[ぇぉけすくうつっしおう 
ゃっしすくうお”. 
╆ぇ ょっかけすけ う こさうくけしぇ しう ゃ 

さぇいゃうすうっすけ くぇ おけけこっさぇすうゃ
くけすけ ょゃうあっくうっ ゃ しゃっすぇ ゅけ
ょうくう くぇさっょ っ う つかっく くぇ ╇い
こなかくうすっかくうは  おけきうすっす くぇ 
╋っあょせくぇさけょくうは おけけこっさぇすう
ゃっく しなのい. 14 ゅけょうくう っ くぇさけ
ょっく こさっょしすぇゃうすっか, 37 ゅけょうくう 
っ けぉとうくしおう  しなゃっすくうお ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, 3 ゅけょうくう っ おきっす くぇ  
ゅさぇょぇ, ゃ こっさうけょぇ 1908 ゅけょう
くぇ - 1911 ゅけょうくぇ. ╁ くっゅけゃうは 
きぇくょぇす いぇこけつゃぇ ういゅさぇあょぇくっ
すけ くぇ  ゅさぇょしおうは ゃけょけこさけゃけょ. 
〈ゃけさつっしすゃけすけ くぇ ╉けくしすぇくすうく 
╀けいゃっかうっゃ ゃおかのつゃぇ 7 おくうゅう 
う くぇょ 900 しすぇすうう. 
[っゃくけしすっく さぇょっすっか いぇ ぉなか

ゅぇさとうくぇすぇ, すけえ ょぇさはゃぇ くぇ 
ょゃぇ こなすう しゃけはすぇ かうつくぇ ぉうぉ
かうけすっおぇ う ちっかうは しう ぇさたうゃ 
くぇ きっしすくうは きせいっえ う くぇ つうすぇ
かうとくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ.  
╁なこさっおう つっ いぇさぇょう すさせょくけ

すけ う ぉっょくけ ょっすしすゃけ ╉けくしすぇく
すうく ╀けいゃっかうっゃ くっ せしこはゃぇ ょぇ 
いぇゃなさてう せつうかうとっ, すけえ しっ 
こさっゃさなとぇ  ゃ っょうく けす せくう
おぇかくうすっ せきけゃっ くぇ ╀なかゅぇさうは 

いぇ ゃさっきっすけ しう, くっくぇょきうくぇす 
う ょけ ょくっし っさせょうす, けぉとっしす
ゃっくうお, ょぇさゃうくうしす, つけゃっお し 
ょなさあぇゃくうつっしおけ きうしかっくっ う 
ぉせょっく せき.  
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ くっ 

けしすぇゃは くぇしかっょくうちう, すなえ 
おぇすけ う ょゃっすっ きせ ょっちぇ, おぇおすけ 
う ょゃっすっ きせ しなこさせゅう せきうさぇす 
こさっょう くっゅけ. ‶けしかっょくうすっ きせ 
ょゃっ こさっょしきなさすくう あっかぇくうは, 
いぇこうしぇくう ゃ くっゅけゃぇすぇ うい
こけゃっょ, しぇ ょぇ っ こけゅさっぉぇく ゃ 
おけゃつっゅ, „こけおさうす し つっさゃっくけ 
いくぇきっ, おけっすけ とっ ぉなょっ きけはす 
こけゅさっぉぇかっく しぇゃぇく” う こさう 
こけゅさっぉっくうっすけ きせ ょぇ くはきぇ 
くうおぇおゃう さっつう けす くうおけゅけ. 
╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ 

せきうさぇ くぇ  11-すう はくせぇさう 
1951 ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶けゅさっぉぇく っ ゃ しすぇさうすっ ゅさけ
ぉうとぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお しぇ こさっきっしすっ
くう いぇさぇょう ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
くぇょかっい ゃ ゅさぇょぇ. 
]なょぉぇすぇ くぇ ゅさけぉぇ う すかっく

くうすっ きせ けしすぇくおう う おなき きけ
きっくすぇ っ くっういゃっしすくぇ. ╃ぇ 
さっぇぉうかうすうさぇす う しなたさぇくはす 
こぇきっすすぇ う ぉっいちっくくけすけ すゃけさ
つっしすゃけ う こさうくけし くぇ ╉けくしすぇく
すうく ╀けいゃっかうっゃ しっ いぇさっおけたぇ 
くっゅけゃうすっ こけしかっょけゃぇすっかう 62 
ゅけょうくう しかっょ おけくつうくぇすぇ きせ.  
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びëÜÖó¡í

╃けぉうかぇすぇ こけしかけゃうつ
くけしす う こさっゃなさくぇかぇ

すぇ しっ ゃ ゅさぇょしおぇ っきぉかっきぇ 
けゅさけきくぇ はきぇ ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういゃっしすくぇ 
おぇすけ „ょせこおぇすぇ“, けす くぇ
つぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきうちぇ 
いぇこけつくぇ ぉぇゃくけ ょぇ しっ いぇ
こなかゃぇ. ╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ っ 
くぇ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ, 
おけはすけ こかぇくうさぇ ょけ こさけ
かっすすぇ はきぇすぇ ょぇ しっ いぇ
こなかくう う ょけさう けいっかっくう. 
′はおけかおけ しぇ ゃぇさうぇくすうすっ 
う うょっうすっ いぇ いぇこなかゃぇくっ くぇ ょせこおぇすぇ: けす つぇしす けす こぇさおぇ し おぇ
すっさせておう う いぇくうきぇくうは いぇ ょっちぇ, こさっい っおしこけいうちうは くぇ けすおさうすけ 
いぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうすっ, こぇさおうくゅ う ょけさう ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇ  
しゅさぇょぇ くぇ 5 っすぇあぇ し こけょいっきっく こぇさおうくゅ くぇ ょゃっ くうゃぇ.

╇いおかのつうすっかくけ しかぇぉぇ う くっゅぇすうゃくぇ っ けちっくおぇすぇ いぇ っょくけゅけ
ょうてくけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ っおうこぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇ

いぇくかなお う くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  くぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
╃ゃうあっくうっ “╀なかゅぇさうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ”ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうくしおうはす こさっょしっょぇすっか くぇ “╀なかゅぇさうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ” 

]うきっけく ╂っけさゅうっゃ きけすうゃうさぇ  くっゅぇすうゃくぇすぇ う しかぇぉぇ けちっくおぇ いぇ 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ すぇおぇ:  “』うしすおぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, くぇっ
きぇす しっ たけさぇ ぉっい おゃぇかうそうおぇちうは, かうこしぇ くぇ こさけいさぇつくけしす  こさう 
おけくおせさしうすっ いぇ さぇぉけすぇ う こさけゃっあょぇくっすけ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけ
さなつおう, しっかっおすうさぇくっ くぇ そうさきうすっ こさう こっつっかっくっすけ うき, おぇすけ 
すけゃぇ しぇ そうさきう, けしくけゃくけ ぉかういおう ょけ ╂╄[╀, かうこしゃぇ しすさぇすっゅうは 
う ゃういうは いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ, かうこしゃぇす せこさぇゃかっくしおう 
おぇょさう”.
]こけさっょ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ ╉せくっゃぇ: “╁ けぉ

とうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ゃけょう こけかうすうおぇ  くぇ くぇきうさぇくっ くぇ さぇぉけ
すぇ  くぇ くぇてうすっ たけさぇ う ぉういくっし いぇ くぇてうすっ たけさぇ”. 

╁うちっこさっきうっさなす う きうくうしすなさ 
くぇ ╋╁[ 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ くぇ

こさぇゃう こなさゃぇ おけこおぇ くぇ ぉなょっとぇすぇ 
くけゃぇ う きけょっさくぇ しゅさぇょぇ くぇ ‶さけすう
ゃけこけあぇさくぇすぇ しかせあぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]すけえくけしすすぇ くぇ しすさけっあぇ とっ っ 1,8 
きかく. かっゃぇ けす おぇこうすぇかけゃうすっ さぇいたけ
ょう ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ╋╁[. ]さけおなす いぇ 

いぇゃなさてゃぇくっ くぇ しゅさぇょぇすぇ っ はくせぇさう 2014 ゅ. ╋うくうしすなさなす こけっ 
ぇくゅぇあうきっくす ょけ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 40-すっ きっしすくう けゅくっぉけさちう 
ょぇ さぇいこけかぇゅぇす う し くけゃう しこっちうぇかういうさぇくう ぇゃすけきけぉうかう.
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╅〉╈╊] ╈¨〉╊╇ - 9-【¨ ╇ 
„『╅′』〈╊‶ 』]╅╇¨” 
┿さしっくぇかしおうはす すぇかぇくす ┿くゅっか ╂うくっゃ けしすぇくぇ 9-すう ゃなゃ そうくぇかくうは おさなゅ くぇ 

くぇちうけくぇかくけすけ てけせ „[ぇいしきっえ ]かぇゃう”. 
¨す 18-すっ そうくぇかうしすう すけえ しっ おかぇしうさぇ ゃ いかぇすくぇすぇ しさっょぇ し 2,15% けす こけょぇょっ-

くうすっ ゅかぇしけゃっ. 《うくぇかなす くぇ てけせすけ ぉっ くぇ 2-さう はくせぇさう, おけゅぇすけ しすぇくぇたぇ はしくう 
けおけくつぇすっかくうすっ さっいせかすぇすう. ╇いこなかくっくうっすけ, し おけっすけ ┿くゅっか しっ ぉけさう いぇ ゅけかは-
きぇすぇ くぇゅさぇょぇ - こうおぇこ 4 こけ 4 くぇ „╊うすっおし きけすけさし” う ぇゅくっ, ぉっ おけきこうかぇちうは けす 
さぇいかうつくう  いゃせちう けす しっかしおうは ょゃけさ. ]ぇきうはす ┿くゅっか くっ しおさう さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ 
しう けす さっいせかすぇすぇ う こさういくぇ, つっ しっ っ くぇょはゃぇか う けつぇおゃぇか こけ-ょけぉなさ ゃけす. ╆ぇ 
くっゅけゃけすけ ういこなかくっくうっ, けしゃっく こさうはすっかう う おけかっゅう けす ╉ぇいぇくかなお う ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ, こけょぇょっくう ゅかぇしけゃっ っ うきぇかけ う けす ‶けさすせゅぇかうは, 《さぇくちうは, 』ったうは う 
┿くゅかうは. 
‶なさゃけすけ きはしすけ ゃ くぇちうけくぇかくけすけ しなしすっいぇくうっ しこっつっかう 8-ゅけょうてくけ きけきつっ 

けす ]けそうは - ╃うきうすなさ ┿くょさっっゃ, おけえすけ こさう こなさゃけすけ しう せつぇしすうっ さぇいしきは ゅけ-
かけゅかぇゃうは てけせきっく ]かぇゃう 〈さうそけくけゃ し きさなしくう ゃうちけゃっ. ′ぇ そうくぇかぇ きぇかおうはす 
╋うすおけ さぇいおぇいぇ ょさせゅ ゃうち, し おけえすけ けぉさぇ いさうすっかしおうは ゃけす し 26,46% う しこっつっかう 
ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ. 
╁なこさっおう くっいぇょけゃけかうすっかくうは いぇ しぇきうは くっゅけ さっいせかすぇす けす そうくぇかぇ くぇ てけせすけ, 

┿くゅっか ╂うくっゃ っ とぇしすかうゃ つけゃっお. ‶さうつうくぇすぇ: けす くけゃけゅけょうてくぇすぇ ぉぇくうちぇ っ 
ういすっゅかうか くぇえ-たせぉぇゃうは おなしきっす, ぇ うきっくくけ „とぇしすうっ う おなしきっす” う しっ くぇょはゃぇ 
しなゃしっき しおけさけ すけゃぇ ょぇ しっ しぉなょくっ. 〈けゃぇ かはすけ ゅけ けつぇおゃぇ しさっとぇ し くっゅけゃうすっ 
ゃくせちう けす 《さぇくちうは, ぇ しなゃしっき しおけさけ う すけえ しぇきうはす とっ こけっきっ くぇすぇき. 
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¨す すぇいう ゅけょうくぇ たけさぇすぇ, おけうすけ しぇきう ゃくぇしはす いぇょなかあうすっかくうすっ しう いょさぇゃくけ-
けしうゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう (くぇこさうきっさ すさぇえくけ ぉっいさぇぉけすくう, おけうすけ くっ こけかせ-

つぇゃぇす けぉっいとっすっくうっ けす ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ, くっ しっ けしうゅせさはゃぇす けす ょなさあぇゃぇすぇ う 
ょさ.) う くっ しぇ さっゅうしすさうさぇくう おぇすけ しぇきけけしうゅせさはゃぇとう しっ こけ しきうしなかぇ くぇ ╉けょっおしぇ 
いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ, すさはぉゃぇ ょぇ ゅう こさっゃっあょぇす ゃ たぇいくぇすぇ ょけ 25-すけ つうしかけ 
くぇ きっしっちぇ, しかっょゃぇと きっしっちぇ, いぇ おけえすけ しっ けすくぇしはす. ╆ぇ すぇいう こさけきはくぇ しなけぉとうたぇ 
けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぇゅっくちうは こけ こさうたけょうすっ. 
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ いょさぇゃくぇすぇ ゃくけしおぇ いぇ きっしっち はくせぇさう 2013 ゅ. すさはぉゃぇ ょぇ 

しっ ゃくっしっ くぇえ-おなしくけ ょけ 25 そっゃさせぇさう 2013 ゅ. [ぇいきっさなす くぇ いょさぇゃくけけしうゅせさう-
すっかくぇすぇ ゃくけしおう う いぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ こけくっ 16,80 かゃ. いぇ けしうゅせさはゃぇとうすっ しっ くぇ 
きうくうきぇかくぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ. 
¨す ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぇゅっくちうは こけ こさうたけょうすっ くぇこけきくはす しなとけ, つっ ゃしうつおう かうちぇ, 

いぇ おけうすけ ゃないくうおゃぇ いぇょなかあっくうっ しぇきう ょぇ ゃくぇしはす いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくうすっ しう 
ゃくけしおう, こけょぇゃぇす ゃ すっさうすけさうぇかくうすっ しすさせおすせさう くぇ ′┿‶ こけ こけしすけはくっく ぇょさっし 
ょっおかぇさぇちうは - けぉさぇいっち 7. 〈は しっ こけょぇゃぇ ゃ しさけお ょけ 25-すけ つうしかけ くぇ きっしっちぇ, 
しかっょゃぇと きっしっちぇ くぇ ゃないくうおゃぇくっ くぇ いぇょなかあっくうっすけ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ けす かうちぇ-
すぇ, おけうすけ くっ しぇ けしうゅせさっくう くぇ ょさせゅけ けしくけゃぇくうっ. 〈けっしす, ぇおけ けす 1 はくせぇさう しすっ 
ゃ すけゃぇ おぇつっしすゃけ う すさはぉゃぇ しぇきう ょぇ ゃくぇしはすっ いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくう ゃくけしおう, すけ 
ょけ 25 そっゃさせぇさう すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょっすっ ょっおかぇさぇちうは けぉさぇいっち 7. ¨す すぇいう ゅけょうくぇ 
ゃ ょっおかぇさぇちうはすぇ しっ ょっおかぇさうさぇ う ういぉけさなす くぇ けしうゅせさうすっかくうは ょけたけょ, ゃなさたせ 
おけえすけ ょぇ しっ いぇこかぇとぇす いょさぇゃくう ゃくけしおう けす すはた. ′っ っ くっけぉたけょうきけ ゅさぇあょぇくうすっ, 
おけうすけ ゃっつっ しぇ こけょぇかう すぇいう ょっおかぇさぇちうは, ょぇ こけょぇゃぇす くけゃぇ - ぇおけ くっ ゅけ くぇこさぇ-
ゃはす, しっ しきはすぇ, つっ しぇ ういぉさぇかう ょぇ しっ けしうゅせさはゃぇす ゃなさたせ きうくうきぇかくうは けしうゅせさう-
すっかっく ょけたけょ, せすけつくはゃぇす けす ′┿‶.
╆ょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゃぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, おけうすけ しっ けしうゅせさはゃぇす いぇ しゃけは 

しきっすおぇ, しっ こさっおなしゃぇす, ぇおけ くっ しぇ ゃくっしっくう こけゃっつっ けす すさう ょなかあうきう きっしっつくう 
いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくう ゃくけしおう いぇ こっさうけょ けす 36 きっしっちぇ. ‶っさうけょなす しっ ぉさけう ょけ 
くぇつぇかけすけ くぇ きっしっちぇ, こさっょたけあょぇと きっしっちぇ, ゃ おけえすけ かうちっすけ こけすなさしう きっょう-
ちうくしおぇ こけきけと, こかぇすっくぇ けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくぇ おぇしぇ. ‶さぇ-
ゃぇすぇ しっ ゃないしすぇくけゃはゃぇす けす ょぇすぇすぇ くぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ ゃしうつおう ょなかあうきう ゃくけしおう.

〈┿

すけ う つけゃっおぇ さぇいこさけしすさぇくうたぇ 
うくそけさきぇちうは, けす おけはすけ しすぇゃぇ 

はしくけ, つっ さぇあょぇっきけしすすぇ せ くぇし 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ ぉうかぇ 
さっおけさょくけ くうしおぇ. ‶さけこかぇおぇかう 
しぇ こけ-きぇかおけ ぉっぉっすぇ, けすおけかおけ-
すけ しぇ しっ こけはゃうかう くぇ ぉはか しゃはす 
ゃ ゅけょうくぇすぇ くぇ ╅ぇく ╁うょっくけゃぇすぇ 
おさういぇ こさっい 1997 ゅけょうくぇ. ╀さけ-

はす くぇ ぉっぉっすぇすぇ いぇ こけしかっょくうすっ 
ょゃぇくぇょっしっす きっしっちぇ っ くぇえ-くう-

しおうはす けす 1945 ゅけょうくぇ くぇしぇき - 
っょゃぇ 62 000.
‶さっい 2011 ゅ. くけゃけさけょっくうすっ しぇ 

ぉうかう 71 000, ぇ こさっい おさういうしくぇ-
すぇ 1997 ゅ. - 64 000.  ′ぇきぇかっくう-
っすけ しなし 7 たうかはょう くけゃけさけょっくう 
しぇきけ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ /っょうく きぇ-

かなお ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇさうは/ しっ けぉはし-
くはゃぇ けしくけゃくけ し こけさぇあっくうはすぇ 
けす うおけくけきうつっしおぇすぇ おさういぇ ゃなさ-
たせ ぉなかゅぇさしおうすっ ょけきぇおうくしすゃぇ う  
かうこしぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ くぇ ぇょっお-
ゃぇすくぇ こけかうすうおぇ いぇ こけけとさっくうは 
くぇ しっきっえしすゃぇすぇ し ょっちぇ. 
╆ぇ こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう くぇ 

こさったけょぇ くぇえ-ゃうしけおぇすぇ さぇあょぇ-
っきけしす ゃ しすさぇくぇすぇ っ こさっい 2009 
ゅ., おけゅぇすけ くぇ っょくぇ あっくぇ ゃ ょっすっ-
さけょくぇ ゃないさぇしす しっ こぇょぇす こけ 1,57 
ょっちぇ しさっょくけ. 〈ぇいう しすけえくけしす, 
しこけさっょ ょっきけゅさぇそうすっ, ゃしっ けとっ 
っ ょぇかっつ けす さぇゃくうとぇすぇ くぇ さぇあ-
ょぇっきけしすすぇ, こさっけぉかぇょぇゃぇかう ょけ 
1990 ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けゅぇ-
ゃぇ しさっょくうはす ぉさけえ ょっちぇ くぇ っょくぇ 
あっくぇ っ ぉうか けおけかけ 2. 
‶け ょぇくくう くぇ ╇くしすうすせすぇ いぇ 

ういしかっょゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ う 
つけゃっおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, けす ょっきけ-
ゅさぇそしおぇ ゅかっょくぇ すけつおぇ ゃかうは-
くうっ けおぇいゃぇ う くぇきぇかはゃぇとうはす 
さぇいきっさ くぇ あっくうすっ ゃ さっこさけ-
ょせおすうゃくぇ ゃないさぇしす, おけえすけ おなき 
31 ょっおっきゃさう 2011 ゅ. っ ぉうか 1 
きかく. う 650 たうかはょう. ′ぇきぇかっくう-
っすけ しこさはきけ 2001-ゃぇ ゅけょうくぇ くぇ 
あっくうすっ ゃ すぇいう ゃないさぇしす っ し 260 
000 たうかはょう, ぇ しこさはきけ 1990-すぇ 

し 418 000 しぇ こけ-きぇかおけ あっくうすっ, 
おけうすけ しぇ くぇ ゃないさぇしす 15-49 ゅけ-
ょうくう. 
‶さけぉかっき いぇ さぇあょぇっきけしすすぇ しっ 

けおぇいゃぇ う ゃしっ こけゃっつっ くぇさぇしすゃぇ-
とうはす ぉさけえ くぇ ぉっいょっすくうすっ しっ-
きっえしすゃぇ せ くぇし, おけうすけ, こけ ょぇく-
くう いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, しぇ くぇょ 
250 たうかはょう. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ くぇきぇかはゃぇ う 

ぉさけはす くぇ ぉさぇおけゃっすっ, おけっすけ こなお 
ゃけょう ょけ さなしす くぇ ょっちぇすぇ, さけょっ-
くう けす しぇきけすくう きぇえおう. ¨す しゃけは 
しすさぇくぇ, すけゃぇ すけゃぇさう ょけこなかくう-
すっかくけ しけちうぇかくぇすぇ しうしすっきぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. 
╉ぇいぇくかなお くっ こさぇゃう ういおかの-

つっくうっ けす しすぇすうしすうおぇすぇ. ¨す くけ-
ゃけさけょっくうすっ ゃしはおけ ゃすけさけ ぉっぉっ 
っ さけょっくけ けす ょゃけえおぇ, あうゃっっとぇ 
ぉっい ぉさぇお うかう けす しぇきけすくぇ きぇえおぇ. 
]ぇきけ 207 しぇ けそうちうぇかくうすっ 

ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおけゃっ, しおかのつっ-
くう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╁ すぇいう ちうそさぇ しぇ う こさっ-
しなしすぇゃっくうすっ ぇおすけゃっ くぇ ょゃけえおう, 
ゃっくつぇかう しっ ゃ つせあぉうくぇ. 
‶なさゃけすけ くけゃけ しっきっえしすゃけ いぇ 

すぇいう ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ 
ぉさぇおけしなつっすぇっ くぇ 19-すう はくせぇさう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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【ちけ えそおけせけ け たそしそうけせあ ちあいそてあ う そちひきかこせけぬあてあ せあ 
[あくあせしひさ つあ たそうかねか そて おそつてあてひねせけ, くあ おあ せみすあ せけさあさ
うそ さそしかいあせけか と さそしかえけてか-あちつかせあしぬけ, はそす ねとみて けすかてそ 
せあ 〉けさそしあこ-〈そちみさあ. 『あくしけねかせ, さしそさそねかは そて かせかちえけみ, 
くあ おあ すと つてけえせか くあ うつけねさけ くあせけすあせけみ, つ さそけてそ つか か くあに
うあせあし, つたそちてけつて, さそしかさぬけそせかち せあ あせてけさうあちせけ ちみお
さそつてけ け たちけ てそうあ – けつてけせつさけ すそちみさ! 【あさひう てちとおせそ 
すそきかの おあ えそ くあいちあうけの, あさそ うかねか うかおせひき つけ えそ つちかはせあし.
〉けさそしあこ ちあいそてけ う ′あうそお 0, たちけ てそうあちあねけてか. 》ひちうそ 
いけし う たちそけくうそおつてうそてそ, せそ てとさ つか ねとうつてうあ たそ-おそいちか. 
〈あさあち おあ たちけくせあうあ, ねか „╅ちつかせあし” せか うけせあえけ すと けおうあ 
てそねせそ たそ すみちさあ, くあはそてそ くあせけすあせけみてあ すと おあしかね せあお
にうひちしみて たちかおつてあうあてあ くあ かおけせ ちかおそうけ ちあいそてせけさ. 〉け
さそしあこ か といかおかせ, ねか „╅ちつかせあし” か くおちあうそ つうひちくあせ つ うつけねさそ 
う [あくあせしひさ. ¨ さそかてそ か たそ-うあきせそ: „╅ちつかせあし” てちみいうあ おあ 
つか ちあくうけうあ, くあはそてそ いかく せかえそ [あくあせしひさ か そいちかねかせ. 

〈っいう ょくう しっきっえしすゃけすけ くぇ 
]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ, おけう-

すけ ゅっさけうつくけ う し きくけゅけ けぉうつ 
けすゅかっあょぇす ょゃっすっ しう, こけしすさぇ-
ょぇかう けとっ こさう さけあょっくうっすけ, 

15-ゅけょうてくう ゃっつっ ぉかういくぇつおう, 
くぇ おけうすけ こけきけゅくぇ こさっょぇゃぇくっ-
すけ „‶さっょぇえ くぇすぇすなお” くぇ ╀う 〈う 
╁う, ゃかういぇす ゃ くけゃけすけ しう あうかう-
とっ, こさっょけしすぇゃっくけ けす ¨ぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお. 96-すっ おゃぇょさぇすぇ 
あうかうとくぇ こかけと しぇ ゃっつっ うい-
かなしおぇくう けす ]ゃっすかぇ う ′うおけ-
かぇえ, おけうすけ きっつすぇはす いぇ くけゃうは 
しう あうゃけす し けゅさけきくぇ ぉかぇゅけ-
ょぇさくけしす おなき ゃしうつおう, おけうすけ 
こけきけゅくぇたぇ こさっい こけしかっょくうは 
きっしっち ょくうすっ うき ょぇ きうくぇゃぇす 
こけ-かっおけ. ]っきっえしすゃけすけ くぇ ′う-
おけかぇえ う ]ゃっすかぇ こけしさっとぇ ゃおな-
とう ╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ し 
こけゃっつっ さぇょけしす けす ょさせゅ こなす 
– たさぇくぇ, こぇきこっさしう, こっさうかくう 
こさっこぇさぇすう う ょさせゅう こけょぇさなちう 
しぇ ょけくっしかう さぇいかうつくう たけさぇ 

しかっょ こさっょぇゃぇくっすけ くぇ ′ぇすぇ-
かうは ]うきっけくけゃぇ. 
]かっょ くけゃぇすぇ おけかうつおぇ いぇ 

′うくおぇ, おけはすけ ′ぇすぇかうは ]う-
きっけくけゃぇ かうつくけ うき ょけくっしっ, 

おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ さっ-
ぇゅうさぇ しゃっすおぇゃうつくけ し くけゃけすけ 
けぉとうくしおけ あうかうとっ. ‶けしかっ 
こけきぇゅぇす う たけさぇ けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ]っきっえしすゃけすけ こさうっ けす 
]すぇさけいぇゅけさしおぇ そうさきぇ  ょっす-
しおけ けぉいぇゃっあょぇくっ いぇ しすぇは-
すぇ くぇ 6-ゅけょうてくうは ╁ぇしおけ う 
くっいさはとぇすぇ  ╂ぇかは, おけはすけ しっ 
さぇいゃうゃぇ けすかうつくけ ゃ せつうかうとっ. 
╉かうきぇすうおなす ゃっつっ っ こさっきっし-
すっく けす しすぇさうは ぇこぇさすぇきっくす. 
′うおけかぇえ う ]ゃっすかぇ しっ さぇょゃぇす, 
つっ ょゃっすっ ょっちぇ とっ ぉなょぇす ゃ けす-
ょっかくぇ しすぇは う すぇおぇ とっ きけゅぇす 
ょぇ しう こけつうゃぇす う ょぇ せつぇす しこけ-
おけえくけ.
╂けかっきうはす たけか っ こさっゅさぇょっく, 

いぇ ょぇ しっ けすゃけさう しすぇは いぇ けす-
ょっかくぇ ょくっゃくぇ, おなょっすけ ょゃぇきぇ-

すぇ さけょうすっかう ぉせおゃぇかくけ くはきぇ 
ょぇ しっ けすょっかはす けす ′うくおぇ, 
おけはすけ うきぇ くせあょぇ けす っあっきう-
くせすくう ゅさうあう. 》けかなす しっ こけょ-
さっあょぇ し きっぉっかう, おせこっくう けす 
しなぉさぇくうすっ しさぇょしすゃぇ ゃ ぉかぇ-
ゅけすゃけさうすっかくうは ぉぇか ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ゃ おさぇは くぇ ょっおっきゃさう.
╀けおしつっすけ っ ゃっつっ けぉけさせょ-

ゃぇくけ し きうゃおぇ う ておぇそつっすぇ, 
おせこっくう し ょぇさっくうすっ けす たけさぇ-
すぇ しさっょしすゃぇ, くせあっく っ けとっ 
ぉけえかっさ いぇ すけこかぇ ゃけょぇ うかう 
きうはかくぇ いぇ ゅけかはきけすけ しっきっえ-
しすゃけ. ”╁しうつおけ し ゃさっきっすけ 
しう”, しこけおけえくけ けつぇおゃぇす ぉな-
ょっとっすけ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ. 
〈っ しぇ ぉかぇゅけょぇさくう きくけゅけ くぇ 
ゃしっおう, こさうすっおなか しっ くぇ こけ-
きけと. „╇きぇかけ う きくけゅけ ょけぉさう 
たけさぇ! ′っ いくぇった, つっ っ すぇおぇ.”, 
おぇいゃぇ ういしすさぇょぇかうはす ぉぇとぇ, 
おけえすけ さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”, 
おぇおすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
ゃっつっ こうしぇ. 
]かっょ こさっょぇゃぇくっすけ あっくぇ 

けす ‶かけゃょうゃ うょゃぇ くぇ おさぇおぇ 
くぇ ゅけしすう くぇ しっきっえしすゃけすけ, いぇ 
ょぇ ょけくっしっ ょぇさっくうっ, けぉぇあ-
ょぇす しっ けす ]けそうは, けす ╁ぇさくぇ. 
„┿さしっくぇか” こけきぇゅぇ  し 200 かゃ. 
くぇ しっきっえしすゃけすけ; こさっょしっょぇ-
すっかはす くぇ ]╃] ゃ ╉ぇいぇくかなお 
, ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ,  
かうつくけ ょけくぇしは しさっょしすゃぇ, 
つぇしす けす おけうすけ – しなぉさぇくう 
けす おぇいぇくかなつぇくう ゃ おせすうは ゃ 
くっゅけゃうは おけいきっすうつっく きぇゅぇ-
いうく. ‶けきぇゅぇ う おぇいぇくかなておけ-
すけ しっきっえしすゃけ ╃のかゅっさけゃう. 
]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ  ゃっつっ しぇ 
こけしすぇゃうかう くけゃうすっ とけさう, 
しなとけ おせこっくう けす しなぉさぇくうすっ 
しさっょしすゃぇ. ╃なかゅけゅけょうてくうはす 
こさうはすっか くぇ しっきっえしすゃけすけ, 
]すっそぇく ‶ぇこせおつうっゃ, ょけゃっか 
′ぇすぇかうは ]うきっけくけゃぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, けしうゅせさはゃぇ ぉっいこかぇ-
すっく すさぇくしこけさす いぇ こさっきっしす-
ゃぇくっすけ くぇ こけおなとくうくぇすぇ.

╃ぇきうすっ けす ╇くくぇさ 〉うか ╉かせぉ 
╉ぇいぇくかなお しなとけ けしうゅせさうたぇ 
こぇさうつくぇ こけきけと けす 200 かゃ. う 
しすぇさすうさぇたぇ おぇきこぇくうは いぇ こけょ-
こけきぇゅぇくっ くぇ しっきっえしすゃけすけ しさっょ 
ぉかういおう う こさうはすっかう ぉういくっしきっ-
くう.
╅うかうとっすけ ゃ ぉかけお 108 おさぇえ 

くぇしおけさけ さっきけくすうさぇくうは ぉせかっ-
ゃぇさょ くぇょ ╋ぇくぇしすうさぇ  うきぇ ょゃっ 
ゅけかっきう すっさぇしう. ‶さっょう しっきっえ-
しすゃけすけ っ うきぇかけ しぇきけ っょくぇ. 
]っゅぇ くぇ っょくぇすぇ すっさぇしぇ こさっい 
かはすけすけ きけあっ ょぇ しっ ういおぇさゃぇ 
おけかうつおぇすぇ くぇ ′うくおぇ, すぇおぇ つっ  
すは ょぇ きけあっ ょぇ しすけう くぇ ゃないょせた 
こさっょ こけゅかっょぇ くぇ きぇえおぇ しう, 
きっつすぇはす ょゃぇきぇすぇ さけょうすっかう. 
〈っ しっ さぇょゃぇす くぇ こかぇくけゃっすっ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - おさぇえ ぉかけお 
108 ゃ ╆ぇこぇょくけすけ,  ょぇ しっ うい-
ゅさぇょう ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ, おなき 
おけはすけ とっ ゅかっょぇ すっさぇしぇすぇ くぇ 
′うくおぇ. 
╀ぇくはすぇ ゃしっ けとっ くっ っ ゅけすけゃぇ. 

′せあくぇ っ ゃぇくぇ, しっきっえしすゃけすけ 
けゅかっあょぇ ょけしすなこくうすっ ゃぇさうぇく-
すう, つっさすぇっ こかぇくけゃっ. ¨すけこかっ-
くうっすけ ゃっさけはすくけ とっ ぉなょっ くぇ 
すけお, しっきっえしすゃけすけ けすしっゅぇ さぇい-
こさっょっかは おうかけゃぇすうすっ.  
„╁しうつおけ こさぇゃうき し きっさぇお.”, 

おぇいゃぇ ′うおけかぇえ う ょせきうすっ きせ しっ 
こけすゃなさあょぇゃぇす けす くぇしすさけっくうっ-
すけ くぇ ょゃぇきぇすぇ. „╂かっょぇきっ しぇきけ 
くぇこさっょ.”, ょけこなかゃぇ けとっ すけえ, 
おぇすけ  おぇいゃぇ こさけしすけ: ”′っ きけゅぇ 
ぉっい ′うくおぇ, ぉっい ょぇ は ゃうあょぇき う 
ょぇ しう おけくすぇおすせゃぇきっ.” ╃っゃけえ-
おぇすぇ っ し くっういかっつうきぇ ょっすしおぇ 
ちっさっぉさぇかくぇ こぇさぇかういぇ, けとっ は 
ゅかっょぇす おぇすけ ぉっぉっ う ゃうくぇゅう とっ 
っ すぇおぇ, くけ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ  
ゃはさゃぇす, つっ ょせきうすっ う けぉうつすぇ うき 
しすうゅぇす ょけ ′うくおぇ, ゃうあょぇす ゅけ こけ 
くっえくうすっ さっぇおちうう, いぇ ょさせゅうすっ 
– くっゃうょうきう, くけ おけうすけ さけょうすっ-
かうすっ さぇいつうすぇす ぉっいこけゅさってくけ.
┿おけ くっ ぉってっ こけょおさっこぇすぇ くぇ 

おきっすぇ ]すけはくけゃぇ, きけあってっ ょぇ 

┿さしっくぇかしおぇすぇ しう ゃさないおぇ, 
おぇすけ つっゃっお, おけえすけ さけゃう 

うい うしすけさうはすぇ, ′うおけかぇえ けす
おさうゃぇ けとっ ゃ こさうはすっかしすゃけ
すけ きっあょせ くっゅけゃうは こさぇょはょけ 
う うきっくうすうは おぇいぇくかなつぇくうく 
ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, こさっきっしすうか 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ 
けす ]けそうは ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ. 
╂っく. ╁なかおけゃ せさっょうか ょはょけ きせ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, 
くけ くっ ぉうかけ いぇ ょなかゅけ – ょけてかぇ 
¨すっつっしすゃっくぇすぇ ゃけえくぇ う ょは
ょけすけ いぇゅうくぇか くぇ そさけくすぇ おぇすけ 
ょけぉさけゃけかっち.
╋けあっ ぉう けす すぇき くぇ ′うおけ

かぇえ きせ うょゃぇ たなし おなき ゃけっく
くけすけ ょっかけ – きっつすぇっ ょぇ しかせあう 
ゃなゃ ╁けっくけきけさしおうすっ しうかう. ′っ 
しぇきけ きっつすぇっ, くけ う ょっえしすゃぇ. 
〈けおせ いぇゃなさてうか しさっょくけすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ せつうかうとっすけ 
こけ たうょさぇゃかうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ぇぉうすせさうっくすなす さってぇゃぇ ょぇ 
こうてっ こうしきけ くぇ おけきぇくょゃぇ
とうは ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは – 
こさけしかけゃせすうは ゅっくっさぇか ╃けぉさう 
╃あせさけゃ. ╇ ゅけ こさぇゃう – きけかう 
ょぇ ぉなょっ さぇいこさっょっかっく おぇすけ 
ゃけえくうお ゃなゃ ゃけっくけきけさしおう
すっ しうかう. ╃あせさけゃ けすゅけゃぇさは: 
„╃ぇ!”. 〈ぇおぇ ′うおけかぇえ けすうゃぇ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おなょっすけ ゃしうつおう 
きうしかはす, つっ っ „ういゃぇょうか ゅけ
かっきう ゃさないおう”. ╃くっし, ぇおけ いぇ 
くっとけ ′うおけかぇえ しなあぇかはゃぇ, すけ 
っ, つっ くっ っ けしすぇくぇか いぇゃうくぇ
ゅう ゃなゃ ╁けっくけきけさしおぇすぇ ぉぇいぇ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ╁きっしすけ すけゃぇ, しっ 
ゃなさくぇか ゃ ╉ぇいぇくかなお う し けぉはし
くぇくうっすけ, つっ っ さぇしくぇか しさっょ 
おぇさぇおぇつぇくう, けすうゃぇ ょぇ すなさしう 
さぇぉけすぇ ゃ 〈╉╆]-すけ. ¨す すぇき くぇ

こさぇゃけ ゅけ ゅけくはす う すぇおぇ ╋けさは
おぇ しっ けおぇいゃぇ ゃ おけいきっすうつくけすけ 
う そぇさきぇちっゃすうつくけ こさっょこさうは
すうっ „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”. 
╃なかゅう ゅけょうくう くぇさっょ ′うおけ

かぇえ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ たけょう ゃなゃ 
╁ぇさくぇ, ょぇ しう こさうこけきくは きけさ
しおぇすぇ しかせあぉぇ, くけ こさういくぇゃぇ, 
つっ ょくっし, ょけさう う きけさはちうすっ 
くっ しぇ けくけゃぇ, おけっすけ ぉはたぇ. ′っ 
しぇきけ いぇとけすけ こさう こけしかっょくぇすぇ 
しう しさっとぇ し こさけそっしうけくぇかくうすっ 
ゃけっくくう きけさはちう ′うおけかえ ゃうあ
ょぇ 17 あっくう... ╉なょっ すう くぇゃさっ
きっすけ あっくう ゃなゃ そかけすぇ?...  
╋けさはおぇ けとっ こけきくう しすせょっ

くうは きけさしおう ゃはすなさ, けぉさなゅくぇか 
っ う しうゅせさくけ いぇすけゃぇ ょくっし – う 
いうきっ, う かっすっ – くぇ さぇぉけすぇ うい 
„┿さしっくぇか” ょゃうあう しぇきけ こけ 
すっくうしおぇ. ╁しなとくけしす, いぇおぇかは
ゃぇくっすけ きせ うょゃぇ けとっ けす すさっ
くうさけゃおうすっ こけ ぉけさぉぇ ゃ せつっくう
つっしおうすっ ゅけょうくう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶けしかっ こっつっかう し ぉけさぉぇすぇ う 
おせこ きっょぇかう けす ゃけえくうておう
すっ しなしすっいぇくうは こけ ゅさっぉぇくっ う 
ぉけさぉぇ. /”╂さっぉぇくっすけ っ くっゃっ
さけはすっく しこけさす!”/. ]こけさすなす っ 
いぇ ′うおけかぇえ くっけちっくうきけ ぉけ
ゅぇすしすゃけ – „′っ いくぇき くはおけう けす 

きけうすっ こさうはすっかう, おけうすけ すさっ
くうさぇたぇ しっさうけいくけ, ょくっし ょぇ くっ 
しぇ しっ しこさぇゃうかう し あうゃけすぇ. ′っ 
いくぇき ょぇ うきぇ くはおけえ くっせしこはか.” 
„]うゅせさくけ しなき っょうくしすゃっくうはす 

おぇいぇくかなつぇくうく, おけえすけ くうおけゅぇ 
くっ しっ っ おぇつゃぇか くぇ すさけかっえ”, 
てっゅせゃぇ しっ しなし しっぉっ しう ′う
おけかぇえ. 【けそけぬけさうすっ くぇ すさけ
かっえぉせしうすっ けすこさっょう 30 ゅけょう
くう けとっ ゅけ こけきくはす - くぇ ゃうしけお 
しすぇさす けす しこうさおぇすぇ „╊ぇくおけゃ” 
こけ すさぇしっすけ おなき „┿ぉぇはすぇ”. 〈っ 
- くぇ おけさきうかけすけ くぇ ゃけいうかけすけ, 
すけえ - ぉはゅぇと こけ ぇしそぇかすぇ. 《う
くぇかなす くぇ „┿ぉぇはすぇ” こっつっかっか 
ゃうくぇゅう ′うおけかぇえ – しなとけ おぇすけ 
[ぇょけ けす „╁しうつおけ っ かのぉけゃ”.

′うおけかぇえ しっ くぇょぉはゅゃぇか し 
すさけかっうすっ

〈けゃぇ けぉぇつっ  っ しぇきけ っょくぇ けす 
くっゅけゃうすっ とせさけすうう. 〈っ こさけ
ょなかあぇゃぇす う ょくっし, おけゅぇすけ ╋け
さはおぇ けすょぇゃくぇ っ きうくぇか 40-すっ, 
くけ いぇすけゃぇ こなお – ういけぉとけ くっ 
きせ かうつう. ′けゃけすけ せゃかっつっくっ 
くぇ ′うおけかぇえ しぇ ぇさたうゃうすっ. ╉け
かっおちうけくうさぇ う こさけょぇゃぇ ぇく
すうおゃぇさくぇ かうすっさぇすせさぇ. ] すけゃぇ 
こけつゃぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ, しかっょ 
おぇすけ ゅけょうくう くぇさっょ うきぇか ぉうい
くっし し こっさうかくう こさっこぇさぇすう ゃ 
しなょさせあうっ し けとっ っょうく ぉうゃて 
ぇさしっくぇかっち. ╉けかっおちうけくっさ
しすゃけすけ しっ こさっゃさなとぇ くぇこさぇゃけ 
ゃ きぇくうは – ′うおけかぇえ くっ しこうさぇ 
ょぇ しっ ゃこっつぇすかはゃぇ けす くぇきっさっ
くけすけ こけ きぇいっすぇ う すぇゃぇくう ぉけ
ゅぇすしすゃけ. ]なぉうさぇ かうすっさぇすせさぇ 
けす きうくぇかぇすけ, くぇえ-ゃっつっ しゃなさ
いぇくぇ し ╉ぇいぇくかなお. ╇いょうさゃぇ は ゃ 

ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, ぇ ぇさしっくぇかちう 
きせ は くけしはす くぇこさぇゃけ くぇ きはし
すけ. ]こけさっょ たけさぇすぇ ゃ ぉさぇくてぇ, 
くぇえ-こさけょぇゃぇくぇすぇ せ くぇし ぇく
すうおゃぇさくぇ おくうゅぇ っ „╉ぇこうすぇ
かなす” くぇ ╋ぇさおし, くけ ′うおけかぇえ 
くっ っ せぉっょっく ゃ すけゃぇ. 〉ぉっょっく っ 
けぉぇつっ ゃ っょくぇ きうしなか くぇ ╋ぇさおし, 
おけはすけ こさけつっか ゃ „╉ぇこうすぇかなす”: 
”》けさぇすぇ しぇきう すゃけさはす しゃけはすぇ 
うしすけさうは, くけ さっいせかすぇすうすっ くっ 
ゃうくぇゅう けすゅけゃけさはす くぇ すったくうすっ 
けつぇおゃぇくうは”.
′うおけかぇえ ちうすうさぇ くっ しぇきけ 

╋ぇさおし. 〉ょうゃっく ちうすうさぇ くぇえ-
きくけゅけ „╀なかゅぇさしおぇすぇ ぉうぉ
かうは”  - „╆ぇこうしおう こけ ぉなかゅぇさ
しおうすっ ゃなしすぇくうは” くぇ ╆ぇたぇさう 
]すけはくけゃ, さはょなお っおいっきこかはさ, 
けす つうっすけ こなさゃけ ういょぇくうっ けす 
1890-すぇ ゃぇょう けす つぇくすぇすぇ しう し 
ぉかぇゅけゅけゃっくうっ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ しすさぇしすすぇ おなき ぇくすうおゃぇさう
ぇすぇ ′うおけかぇえ けすおさうゃぇ う ぉけゅぇ
すけすけ ょせたけゃくけ くぇしかっょしすゃけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお けす ╁ないさぇあょぇくっすけ 
う こなさゃぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 20-すう 
ゃっお. „╇いはか っ し おけさうちうすっ” „╉ぇ
いぇくかなお ゃ きうくぇかけすけ う ょくっし” 
-  さぇいおぇいゃぇ ちっかう うしすけさうう けす 
すぇき – かのぉうきぇすぇ きせ っ いぇ しすさけ

うすっかしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ 
ょあぇきうは けす すせさしおう こぇてぇ, うい
けしすぇゃっく けす ぉぇとぇ しう, くけ いぇ
ゃなさてうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ う こさっせし
こはか ゃ 【せきっく. ╀かぇゅけさけょくうすっ 
あっしすけゃっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ 
ょぇさうすっかう けす こなさゃぇすぇ こけかけ
ゃうくぇ くぇ 20-すう ゃっお くっ しこうさぇす 
ょぇ  せょうゃかはゃぇす ′うおけかぇえ – ょぇ
さうすっかしすゃけすけ くぇ 》うくぇすぇ, ╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ... ′け くぇえ-しうかくけ 
╋けさはおぇ っ ゃこっつぇすかっく けす しなょ
ぉぇすぇ くぇ ょ-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけか
しおう – いぇゃなさてうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ 
う こけしかっ – しすぇくぇか っょうく けす 
こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう かっおぇさう, し 
おけうすけ ╉ぇいぇくかなお し こさぇゃけ きけあっ 
ょぇ しっ ゅけさょっっ. ╆ぇすけゃぇ ぇゃすけぉう
けゅさぇそうはすぇ くぇ ょ-さ ]すぇきぉけか
しおう  けす 1927 ゅけょうくぇ っ っょくけ けす 
くぇえ-ちっくくうすっ こさうすっあぇくうは くぇ 
′うおけかぇえ ╋けさはおぇ. 
′うおけかぇえ しっ っ しょけぉうか し けさ

ゅうくぇかう くぇ ゃしうつおう ういょぇくうは 
くぇ „╉ぇいぇくかなお ゃ きうくぇかけすけ う 
ょくっし”, ゃおかのつうすっかくけ う さはょ
おけすけ こなさゃけ ういょぇくうっ. ‶ぇいう ゅう 
う ゅう こさっこさけつうすぇ う くっ しこうさぇ 
ょぇ しっ ょうゃう おぇお さけょけかのぉうゃう 
いぇきけあくう ぉなかゅぇさう, ょけさう くぇ
こせしくぇかう ╉ぇいぇくかなお, し ょぇさう
すっかしすゃけすけ しう こさぇゃはす ゃないきけあ
くけ ういょぇゃぇくっすけ くぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ ゅさぇょぇ しう. „╉なょっ しぇ すっいう 
たけさぇ ょくっし? ╆ぇとけ くっ しっ くぇ
きうさぇす ょさせゅう おぇすけ すはた”, つせょう 
しっ ╋けさはおぇ う しっ ゃないきせとぇゃぇ, 
つっ くうっ くっ しぇきけ くっ しきっ すったくう 
こけしかっょけゃぇすっかう, くけ う きぇかおけ 
いくぇっき いぇ ゅけかっきうすっ ょぇさうすっ
かう  けす きうくぇかけすけ, いくぇつうきう いぇ 
╉ぇいぇくかなお すけかおけゃぇ, おけかおけすけ 
そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ ]けそうえ

しおうは せくうゃっさしうすっす けす ぉさぇすはすぇ 
けす ╉ぇさかけゃけ ╄ゃかけゅう う 》さうしすけ 
╂っけさゅうっゃう, きっあょせ ょさせゅけすけ 
– ぉかういおう くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ 
╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ, くぇ おけゅけすけ 
ょなかあうき ╋ったぇくけすったくうおせきぇ.

′うおけかぇえ しっ っ こさけぉゃぇか う
ゃ つぇしすくうは ぉういくっし

]すうゅぇ ょけさう ょけ しなょさせあうっ ゃ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ こっさうかくう 
こさっこぇさぇすう, し おけっすけ ゃ きうくぇかけ
すけ しっ いぇくうきぇゃぇ ょけしすぇ しっさうけい
くけ. ╉けくすぇおすせゃぇか し こぇさすくぬけさう 
けす つせあぉうくぇ, すけえ おぇいゃぇ: ”╇ 
ぉういくっしなす くう っ きくけゅけ ょぇかっつ けす 
っゃさけこっえしおうは. 〈ぇき しっ きうしかう ゃ 
こっさしこっおすうゃぇ, うくゃっしすうさぇ しっ ゃ 
けぉせつっくうっ くぇ おぇょさう う ぉなょっとけ 
こけすさっぉかっくうっ つさっい ゃないこうすぇ
くうっ くぇ こけおけかっくうっすけ”. ′けゃけすけ 
せゃかっつっくうっ ゃ こさっょこさうっきぇつっ
しすゃけすけ ╋けさはおぇ っ くぇきっさうか ゃ 
こつっかぇさしすゃけすけ. ╇きぇ しう しけぉしす
ゃっくう おけてっさう ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, 
おなょっすけ あうゃっっ. ‶さっょこけつうすぇ 
しっかけすけ う くぇつうくぇ くぇ あうゃけす 
ぉかういけ ょけ こさうさけょぇすぇ. ╋ぇおぇさ 
う ぇさしっくぇかっち, きぇおぇさ う ╋けさはお, 
′うおけかぇえ  こさういくぇゃぇ つうしすけ

しなさょっつくけ, つっ ╁ぇこちぇさけゃけすけ 
„さけきぇくすうおぇすぇ っ しっゅぇ ゃ きけ
すけさうすっ”, くっ きせ こさうかはゅぇ きくけ
ゅけ. ╆ぇゅせぉうか っ こさっい ゅけょうくうすっ 
う けくぇは ╁ぇこちぇさけゃしおぇ ゃはさぇ, 
おけはすけ こさっい ゃすけさぇすぇ こけかけゃう
くぇ くぇ 20-すう ゃっお せ くぇし くぇうゃ
くけ しぇょってっ せ きかぇょうすっ, ょぇかっつ 
けす ゅさせぉぇすぇ さっぇかくけしす, おけはすけ 
しこけたけょう すうは こけおけかっくうは ゃ 
すったくうは いさはか あうゃけす くぇ こさったけ
ょぇ. „╇きぇたきっ すけかおけゃぇ ゃはさぇ... 
¨すおさぇょくぇたぇ くう ゃしうつおけ...”, っ 
すなあくぇすぇ おけくしすぇすぇちうは くぇ ゃっ
つくうは きぇすさけし こけ ょせた. ¨ぉぇつっ – 
けすくけゃけ ういさっつっくぇ し せしきうゃおぇ ゃ 
けつうすっ. 
′うおけかぇえ けぉぇつっ しう いぇこぇいゃぇ 

ょけしすぇすなつくけ ゃはさぇ, いぇ ょぇ いぇこう
てっ ゃ きけぉうかくうは しう すっかっそけく 
くぇえ-ぉかういおうすっ しう こさうはすっかう, 
おぇすけ „‶さうはすっか 1”, „‶さうは
すっか 2” う すぇおぇ – ょけ 5. ¨しすぇ
くぇかうすっ 187 ゃ せおぇいぇすっかは しぇ 
こさけしすけ ”おけくすぇおすう”. ‶さうはすっか 
1, 2, 3, 4 う 5 しぇ いぇ ′うおけかぇえ 
きくけゅけ ゃぇあくう う ぉかういおう たけさぇ. 
╁ くけとすぇ くぇ „おさぇは くぇ しゃっすぇ”, 
おけはすけ こさっあうゃはたきっ くぇしおけさけ 
ゃ おさぇは くぇ ょっおっきゃさう きうくぇかぇ
すぇ ゅけょうくぇ, いぇしこぇか くぇ すけこかけ 
おさぇえ くぇこぇかっくぇすぇ こっつおぇ, ′う
おけかぇえ つせゃぇ くぇ しなく くはおけかおけ 
くぇしすけえつうゃう こさういうゃう: ”]すぇ
ゃぇえ!”, ”╉けかっゃ, しすぇくう!”... 〈ぇおぇ, 
ういおけきぇくょゃぇく けす すっいう ‶さうは
すっかう けす すっかっそけくぇ, ′うおけかぇえ 
くぇうしすうくぇ しっ ぉせょう う しすぇゃぇ. 
』ぇしなす っ 01.32 きうくせすう, くぇけおけ
かけ - ょうき う こせてっお! ╆ぇ ′うおけ
かぇえ すけゃぇ っ おぇすっゅけさうつっく いくぇお 
いぇ ぉかういけしすすぇ きせ し すっいう たけさぇ, 
おけうすけ ょけさう くぇ しなく きせ こけきぇ

ゅぇす ょぇ けちっかっっ. 〉ぉっょっくけしすすぇ, 
つっ こさうはすっかしすゃけすけ っ こけつすう 
ゃしうつおけ, いぇ ╋けさはおぇ っ し おけさっ
くう ゃ すさっくうさけゃおうすっ こけ ぉけさぉぇ 
こさっい せつっくうつっしおうすっ ゅけょうくう 
う – けしけぉっくけ – ゃ しかせあぉぇすぇ くぇ 
きけさっ.”╋けさしおけすけ こさうはすっかしすゃけ 
っ こけしかけゃうつくけ! ′はきぇ くぇ おけゅけ 
ょさせゅ ょぇ さぇいつうすぇて ゃ けすおさうすけ 
きけさっ!”, けぉはしくはゃぇ ′うおけかぇえ.

‶さっい 1985-すぇ ′うおけかぇえ 
ゅけくう ゃ きけさっすけ

さっえくょあなさう くぇ ]┿】

„╆ぇ こさなゃ こなす ゃうょはたきっ ぇきっ
さうおぇくしおう きけさしおう こったけすうくちう, 
おけゅぇすけ こさっい 1985-すぇ すったっく 
おけさぇぉ ぉっ くぇゃかはいなか ゃ くぇてう 
すっさうすけさうぇかくう ゃけょう う すさはぉ
ゃぇてっ ょぇ ゅう ういゅけくうき けすすぇき”, 
こけきくう ′うおけかぇえ. ╀なかゅぇさしおうすっ 
きぇすさけしう ぉうかう ういせきっくう くぇえ-
ゃっつっ けす っょくけ: さぇいこぇしぇくうすっ う 
ぉさぇょはしぇかう さっえくょあなさう, おけっすけ 
ぉうかけ くっきうしかうきけ ゃなゃ そかけすぇ 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ くぇさけょくぇ ぇさ
きうは... 〈けゅぇゃぇ ゅう ゅけくったきっ, ぇ 
こっす ゅけょうくう こけ-おなしくけ しなとうすっ 
おけさぇぉう くう こさぇとぇたぇ こけきけとう 
ぇきっさうおぇくしおぇ ちぇさっゃうちぇ...”, 

つせょう しっ ′うおけかぇえ くぇ こさっゃさぇす
くけしすうすっ くぇ しゃっすけゃくぇすぇ こけかう
すうおぇ. 
╉けかおけすけ ょけ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ 

„┿さしっくぇか”, ′うおけかぇえ っ ういせきっく 
くぇえ-ゃっつっ けす っょくけ: たけさぇすぇ 
すさせょくけ さぇぉけすはす ゃ っおうこ. [けきう
すっ, しこけさっょ くっゅけ, しっ しこさぇゃはす 
こけ-ょけぉさっ ゃ っおうこくぇすぇ さぇぉけ
すぇ けす ぉなかゅぇさうすっ. ╋けさはおぇ しっ 
つせょう けとっ う くぇ くけしすぇかゅうはすぇ 
くぇ こけゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう おなき 
おっぉぇこつっすぇすぇ けす きうくぇかけすけ. 
„‶けきくはす っゃすうくうすっ おぇぉぇこつっすぇ, 
ぇ くっ こけきくはす, くぇこさうきっさ, おぇお 
„[けいうすっ” ぉうたぇ 『]╉┿ ゃ ╉ぇいぇく
かなお”, くっ しこうさぇ ょぇ しっ ょうゃう ╋け
さはおぇ, おけえすけ ちうすうさぇ いぇゅかぇゃうっ 
けす しすけかうつっく ゃっしすくうお しかっょ こけ
ぉっょぇすぇ けす 1983-すぇ: ”╊せょけしすすぇ 
くぇ っょうく ゅさぇょ”.
╇いけぉとけ, „けくけゃぇ, おけっすけ きう

くぇゃぇ こさっい しすけきぇたぇ”, いぇ ′うおけ
かぇえ しはおぇて ゃうくぇゅう っ くぇ ゃすけさう 
こかぇく. ╆ぇ くっゅけ, くぇこさうきっさ, っ 
けしけぉっくけ ゃぇあくけ ょぇ いくぇっ おけゅぇ 
しせかすぇくなす うょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こけしかっょくけ こさっょう ¨しゃけぉけあょっ
くうっすけ; おぇおゃけ すけつくけ こうてっ ゃ 
]ぇく ]すっそぇくしおうは きうさっく ょけゅけ
ゃけさ, おけえすけ っ ういつっか ょけおさぇえ... 
╁ぇあくう しぇ けとっ う こけしかぇくうはすぇ 
くぇ ょっすしおうすっ こさうおぇいおう.

′うおけかぇえ こさけょなかあぇゃぇ
ょぇ つっすっ こさうおぇいおう 

′ぇきうさぇ ゃ こさうおぇいおうすっ ょなか
ぉけおうは しきうしなか くぇ ういおさうしすぇ
かういうさぇかうすっ ゃっつくう うしすうくう いぇ 
』けゃっおぇ う 』けゃっつっしすゃけすけ.”╇ ぇい 
おぇすけ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ いぇしこう
ゃぇき し こさうおぇいおう...”, てっゅせゃぇ 
しっ ╋けさはおぇ. ‶さうおぇいおうすっ しぇ きせ 
くせあくう けとっ う いぇ ょぇ ゃはさゃぇ ゃ 
ょけぉさけすけ, ょぇ ゅかっょぇ くぇ あうゃけすぇ 
こけ-けこすうきうしすうつくけ.
╇きっくくけ すぇおぇ しっきっえしすゃけ

すけ くぇ ′うおけかぇえ しっ けこうすゃぇ ょぇ 
ゅかっょぇ くぇ くっとぇすぇ. ╆ぇ くっゅけ 
しっきっえしすゃけすけ っ ゃしうつおけ - しなし 
しなこさせゅぇすぇ しっ いぇこけいくぇゃぇす けす
ょぇゃくぇ, おけゅぇすけ う ょゃぇきぇすぇ さぇ
ぉけすはす ゃ „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”. 〈は 
けとっ さぇぉけすう すぇき. ]っきっえくぇすぇ 
こさうおぇいおぇ  こさけょなかあぇゃぇ しうくなす 
╅っおけ, しすせょっくす こけ あうゃけこうし 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. ╅っおけ っ 
うしすうくしおう ういはとくうお, しっ ゃうあょぇ 
し こさけしすけ けおけ, ょけさう けす しくうき
おぇすぇ くぇ くっゅけゃ ぇゃすけこけさすさっす けす  
GSM-ぇ くぇ ぉぇとぇ きせ. ]すせょっく
すなす くっ うしおぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ 
し くうとけ ょさせゅけ, けしゃっく し ういおせ
しすゃけ, こけしすけはくくけ さうしせゃぇ. ╋け
さはおぇ いくぇっ, つっ くはきぇ ょぇ ぉなょっ 
かっしくけ ょぇ こさけぉうゃぇて ゃ ういおせ
しすゃけすけ, くけ くっ きけあっ ょぇ かうてう 
しうくぇ しう けす しすさぇしすくけすけ いぇくう
きぇくうっ, おけっすけ ゃっつっ きせ しすぇゃぇ 
こさけそっしうは. 
]すさぇしすくけ いぇくうきぇくうっ しう うきぇ 

う とっさおぇすぇ – てっしすけおかぇしくう
つおぇすぇ しっ せゃかうつぇ けす ぇしすさけくけ
きうはすぇ. ╋けさはおぇ っ しうゅせさっく, つっ, 
いぇ ょぇ うきぇきっ ぉなょっとっ, すさはぉ
ゃぇ こけゃっつっ ょぇ しっ ゃしかせてゃぇきっ 
ゃ ょっちぇすぇ しう う ょぇ うき ょぇゃぇきっ 
ゃないきけあくけしすう. ╆ぇすけゃぇ くっ こさう
っきぇ そぇおすぇ, つっ くぇゃしはおなょっ せ 
くぇし こっくしうけくっさうすっ こさけょなかあぇ
ゃぇす ょぇ さぇぉけすはす, ょけおぇすけ きかぇ
ょうすっ うきぇす こさけぉかっき し くぇきうさぇ
くっすけ くぇ さぇぉけすぇ. „‶なすはす っ いぇ 
きかぇょうすっ”, しう おぇいゃぇ ′うおけかぇえ 
╋けさはおぇ – „〈っ しぇ すっいう, おけう
すけ とっ ゅさぇょはす すぇいう ょなさあぇゃぇ. 
╉なょっ しぇ すうは こけかうすうちう ょぇ けぉっ
ょうくはす すうは きかぇょっあう?”, つせょう しっ 
きぇすさけしなす こけ しなさちっ う ゃっょくぇ
ゅぇ ちうすうさぇ こさうすつぇ いぇ けゃつぇさは, 
おけえすけ けしすぇゃうか ちはかけすけ しすぇょけ, 
いぇ ょぇ すさなゅくっ ょぇ ょうさう けすかなつっ
くぇすぇ けゃちぇ”. ′ぇてうすっ こけかうすう
ちう, しこけさっょ ′うおけかぇえ, すさはぉゃぇ 
ょぇ ゃなさくぇす けすかなつうかうすっ しっ けす 
╀なかゅぇさうは きかぇょう たけさぇ, いぇとけ
すけ うくぇつっ – しこぇしっくうっ くはきぇ...

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

つぇおぇきっ けとっ ゅけょうくう いぇ くけゃけ 
あうかうとっ, ゅけゃけさはす しう ょゃぇきぇすぇ, 
こさっあうゃっかう 5 ゅけょうくう いぇっょくけ 
し ぉけかくうすっ きけきうつっすぇ ゃ すっしくけ-
すうはすぇ くぇ っょくぇ ぉけおしけくうっさぇ, 
こけ-おなしくけ しきっくっくぇ けす ¨ぉとう-
くぇすぇ し ょけしっゅぇてくけすけ ょゃせしすぇえ-
くけ あうかうとっ.
„╃ぇ しっ ゃさなとぇす ょけぉさうくうすっ 

くぇ ゃしうつおう, おけうすけ こけきぇゅぇす!”, 
あっかぇっ きぇえおぇすぇ ]ゃっすかぇ, くぇ 
おけはすけ こさっょしすけう けこっさぇちうは くぇ 
とうすけゃうょくぇすぇ あかっいぇ. ¨こっ-
さぇちうはすぇ  いぇしっゅぇ とっ ういつぇおぇ, 
おぇおすけ う いなぉくけすけ かっつっくうっ くぇ 
くっいさはとぇすぇ ╂ぇかは – こなさゃけ ょぇ 
しっ くぇしすぇくはす ゃ くけゃけすけ あうかう-
とっ.
]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ あうゃっ-

はす ゃ おさなゅ しぇきけ けす くぇえ-ぉかうい-
おう こさうはすっかう. ] ゅけょうくうすっ しぇ 
さぇいぉさぇかう, つっ くっ ゃしっおう こさう-
はすっか しう しすさせゃぇ. ╉けかおけすけ う 
ょぇ っ しすさぇくくけ, くぇきうさぇす しっ う 
ょくっし たけさぇ, おけうすけ ょけさう うき いぇ-
ゃうあょぇす いぇ くけゃけすけ あうかうとっ... 
′っけすかなつくけ うき こけきぇゅぇす ぉぇぉう-
すっ う ょはょけゃちうすっ くぇ ′うおけかぇえ う 
]ゃっすかぇ, きぇえおうすっ う ぉぇとうすっ – 
こけつすう くっ.
„╉ぇあう いっかっ!”, てっゅせゃぇ しっ 

′うおけかぇえ しなし ]ゃっすかぇ こさっょう 
しくうきおぇすぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さ-
しっくぇか” けす くけゃけすけ あうかうとっ, 
おなょっすけ ゃ たけかぇ ゃっつっ ゃうしはす 
こなさゃうすっ こっさょっくちぇ – ′うおけ-
かぇえ ょなさあう ]ゃっすかぇ ょぇ うい-
ゅかっあょぇ ょけぉさっ, ょぇ しっ さぇょゃぇ. 
„╀っい くっは しきっ いぇゅせぉっくう, ぇ ぉっい 
くぇし しぇ いぇゅせぉっくう ょっちぇすぇ. 〈けゃぇ 
くう おさっこう う くうおけゅぇ くっ しっ けす-
つぇえゃぇきっ.”, おぇいゃぇ ′うおけかぇえ, 
ょけおぇすけ しすぇさぇすっかくけ いぇゅなゃぇ 
ぉけさきぇてうくぇすぇ しかっょ こけしかっょ-
くうすっ きぇかおう さっきけくすう ゃ くけゃけすけ 
あうかうとっ, ぇ ぇい くっ しこうさぇき ょぇ 
つせゃぇき けくけゃぇ: ”╂かっょぇきっ しぇきけ 
くぇこさっょ!”, おけっすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
きっ せょうゃかはゃぇ.       

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

‶なさゃぇすぇ ぉうかぇ ぉさうゅぇょくぇ, さなおけゃけょっかぇ 
50 あっくう: ”╀ってっ こけ-くぇすけゃぇさっくぇ う けす 
きっく...!”, ゃすけさぇすぇ さぇぉけすっかぇ おぇすけ こかぇくけ-
ゃうお ゃ ╆ぇゃけょ 1.
]こけきっくうすっ しぇ すっいう, おけうすけ しはおぇて くぇえ-

きくけゅけ すけこかはす ぇさしっくぇかしおうは こっくしうけくっさ, 
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おけえすけ ういぉうさぇ ょぇ こさっおぇさゃぇ しすぇさうくう-
すっ しう ゃ おぇいぇくかなておけすけ しっかけ [なあっくぇ, 
ゃ おなとぇすぇ くぇ ゃすけさぇすぇ しう しなこさせゅぇ. 〈せお 
きせ たぇさっしゃぇ こけゃっつっ, きぇおぇさ ょぇ っ しぇき. ╇ 
ょけさう – いぇすけゃぇ. ╃さぇゅけ きせ っ ょぇ こけしさっとぇ 
ゅけしすう, けとっ こけゃっつっ けぉうつぇ さぇいたけょおうすっ 

うい こさうさけょぇすぇ う くっ ゅう こさけこせしおぇ: 
”】けき ういかはいぇ うい ゅけさぇすぇ, ゃしうつおけ きう 
きうくぇゃぇ, おけかおけすけ う ょぇ きう っ ぉうかけ 
すさせょくけ.”, しこけょっかは うしおさっくけ ╁ぇくょっゃ. 
ぅぉなかおう しけぉしすゃっくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
くっこけゃすけさうきけ ぇさけきぇすっく つぇえ けす ょっ-
しっすおう ぉうかおう, かうつくけ しゃぇさっくぇ ちぇさっ-
ゃうつおぇ  しぇ ょさっぉくうすっ さぇょけしすう. 
‶けゃっつっ けす ぉうかおうすっ, いぇ おけうすけ つっすっ 

きくけゅけ う しぇき ゅう しなぉうさぇ, 〈けょけさ けぉうつぇ 
ょぇ ぉっさっ ゅなぉう. ‶けゃっつっ ょけさう けぉうつぇ 
ょぇ ゅう けすおさうゃぇ きっあょせ すさっゃうすっ, ょぇ しっ 
さぇょゃぇ くぇ おさぇしけすぇすぇ, けしけぉっくけ – くぇ 
しなさくっかうすっ, けすおけかおけすけ ょぇ ゅう たぇこゃぇ. 
╉さぇえ [なあっくぇ うきぇ きくけゅけ しなさくっかう, 
おぇおすけ う „ゅゃけいょっえおう”, おぇおすけ きっしすくう-
すっ くぇさうつぇす きぇかおうすっ つっかはょうくおう. 
╁ ╉ぇいぇくかなお たけょう しぇきけ くぇ かっおぇさ う 

くっこさっきっくくけ – こさう とっさおぇすぇ ╈けさょぇく-
おぇ 『ぇくおけゃぇ, こさっゃけょぇつおぇ. ′ぇ ゃさっきっ-
すけ すは しなとけ さぇぉけすっかぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
おぇおすけ う ょさせゅぇすぇ – おけはすけ しっゅぇ っ しなし 
しっきっえしすゃけすけ しう ゃ ╇しこぇくうは. 〈けょけさ 
しっ さぇょゃぇ けすょぇかっつ くぇ せしこったうすっ くぇ 
ゃくせちうすっ しう, おぇおすけ う くぇ ゃくせちうすっ くぇ 
ゃすけさぇすぇ しう しなこさせゅぇ – おけえ こさっせしこはか 
ゃ ╄ゃさけこぇ, おけえ ょぇさうか ゅけ し こさぇゃくせ-
ちう – ゃっつっ 4 くぇ ぉさけえ. ]こけきくは しう し 
かっおぇ しぇきけうさけくうは っょくぇ しすぇさぇ こっしっく, 
ゃ おけはすけ しっ おぇいゃぇ: ”′ぇ きかぇょうくう - し 
さぇょけしす, とぇしすうっ, きっつすう; くぇ しすぇさう-
くう - し ぉけかおう, しこけきっくう う すっゅかうかぇ...”. 

′ぇしかっょくうちうすっ ゅけ せゃぇあぇゃぇす, すけゃぇ 
くっ っ きぇかおけ.   
〈けょけさ くっ こさけこせしおぇ くけゃうくうすっ, 

こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇ 
けす すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ せ くぇし う 
きくけゅけ けす くっとぇすぇ ょぇかっつ くっ きせ たぇ-
さっしゃぇす. ╆ぇ 84-ゅけょうてくうは ゃっすっさぇく, 
しはおぇて, おぇおゃけすけ う ょぇ っ ぉうかけ, くぇ 
ゃさっきっすけ ぉうかけ こけ-ょけぉさっ.
′ぇ 〈けょけさ きせ しっ とっ こけゃっつっ ぉさけっゃっ 

けす „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょぇ しすうゅぇす ょけ 
[なあっくぇ – しかせつぇえくけ きせ こけこぇょくぇか, 
こけょぇさっく けす こさうはすっか しぇきけ っょうく 
ぉさけえ, たぇさっしゃぇ きせ う きせ しっ とっ ょぇ 
しかっょう ゃっしすくうおぇ こけ-けすぉかういけ. 〈ぇおぇ 
とっ ぉなょっ こけ-ぉかういけ う ょけ しっきっえしすゃけ-
すけ くぇ „┿さしっくぇか”, し おけっすけ けとっ しっ 
つせゃしすゃぇ しゃなさいぇく う おけっすけ くうおけ-
ゅぇ くっ くぇこせしおぇ, ゃなこさっおう きくけゅけすけ 
こさっょかけあっくうは いぇ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ: 
”╉ぇくったぇ きっ きくけゅけ. ╉けこつっゃ ょけさう きっ 
こけおぇくう くぇ さぇぉけすぇ ゃ つせあぉうくぇ...”.
╋っつすぇっ しう ょぇ きけあっ ょぇ きうくっ くは-

おけゅぇ こけ さぇぉけすくうすっ しう きっしすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ╋ぇおぇさ こっくしうけくっさ けす 1989-
すぇ, 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ, おぇすけ きくけゅけ 
ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, こぇいう いぇ おぇいぇく-
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ しこっちうぇかくけ 
きはしすけ ゃ しなさちっすけ しう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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【ちけ えそおけせけ け たそしそうけせあ ちあいそてあ う そちひきかこせけぬあてあ せあ 
[あくあせしひさ つあ たそうかねか そて おそつてあてひねせけ, くあ おあ せみすあ せけさあさ-
うそ さそしかいあせけか と さそしかえけてか-あちつかせあしぬけ, はそす ねとみて けすかてそ 
せあ 〉けさそしあこ-〈そちみさあ. 『あくしけねかせ, さしそさそねかは そて かせかちえけみ, 
くあ おあ すと つてけえせか くあ うつけねさけ くあせけすあせけみ, つ さそけてそ つか か くあに-
うあせあし, つたそちてけつて, さそしかさぬけそせかち せあ あせてけさうあちせけ ちみお-
さそつてけ け たちけ てそうあ – けつてけせつさけ すそちみさ! 【あさひう てちとおせそ 
すそきかの おあ えそ くあいちあうけの, あさそ うかねか うかおせひき つけ えそ つちかはせあし.
〉けさそしあこ ちあいそてけ う ′あうそお 0, たちけ てそうあちあねけてか. 》ひちうそ 
いけし う たちそけくうそおつてうそてそ, せそ てとさ つか ねとうつてうあ たそ-おそいちか. 
〈あさあち おあ たちけくせあうあ, ねか „╅ちつかせあし” せか うけせあえけ すと けおうあ 
てそねせそ たそ すみちさあ, くあはそてそ くあせけすあせけみてあ すと おあしかね せあお-
にうひちしみて たちかおつてあうあてあ くあ かおけせ ちかおそうけ ちあいそてせけさ. 〉け-
さそしあこ か といかおかせ, ねか „╅ちつかせあし” か くおちあうそ つうひちくあせ つ うつけねさそ 
う [あくあせしひさ. ¨ さそかてそ か たそ-うあきせそ: „╅ちつかせあし” てちみいうあ おあ 
つか ちあくうけうあ, くあはそてそ いかく せかえそ [あくあせしひさ か そいちかねかせ. 

〈っいう ょくう しっきっえしすゃけすけ くぇ 
]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ, おけう

すけ ゅっさけうつくけ う し きくけゅけ けぉうつ 
けすゅかっあょぇす ょゃっすっ しう, こけしすさぇ
ょぇかう けとっ こさう さけあょっくうっすけ, 

15-ゅけょうてくう ゃっつっ ぉかういくぇつおう, 
くぇ おけうすけ こけきけゅくぇ こさっょぇゃぇくっ
すけ „‶さっょぇえ くぇすぇすなお” くぇ ╀う 〈う 
╁う, ゃかういぇす ゃ くけゃけすけ しう あうかう
とっ, こさっょけしすぇゃっくけ けす ¨ぉとう
くぇ ╉ぇいぇくかなお. 96-すっ おゃぇょさぇすぇ 
あうかうとくぇ こかけと しぇ ゃっつっ うい
かなしおぇくう けす ]ゃっすかぇ う ′うおけ
かぇえ, おけうすけ きっつすぇはす いぇ くけゃうは 
しう あうゃけす し けゅさけきくぇ ぉかぇゅけ
ょぇさくけしす おなき ゃしうつおう, おけうすけ 
こけきけゅくぇたぇ こさっい こけしかっょくうは 
きっしっち ょくうすっ うき ょぇ きうくぇゃぇす 
こけ-かっおけ. ]っきっえしすゃけすけ くぇ ′う
おけかぇえ う ]ゃっすかぇ こけしさっとぇ ゃおな
とう ╉けかっょぇ う ′けゃぇ ゅけょうくぇ し 
こけゃっつっ さぇょけしす けす ょさせゅ こなす 
– たさぇくぇ, こぇきこっさしう, こっさうかくう 
こさっこぇさぇすう う ょさせゅう こけょぇさなちう 
しぇ ょけくっしかう さぇいかうつくう たけさぇ 

しかっょ こさっょぇゃぇくっすけ くぇ ′ぇすぇ
かうは ]うきっけくけゃぇ. 
]かっょ くけゃぇすぇ おけかうつおぇ いぇ 

′うくおぇ, おけはすけ ′ぇすぇかうは ]う
きっけくけゃぇ かうつくけ うき ょけくっしっ, 

おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ さっ
ぇゅうさぇ しゃっすおぇゃうつくけ し くけゃけすけ 
けぉとうくしおけ あうかうとっ. ‶けしかっ 
こけきぇゅぇす う たけさぇ けす ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ]っきっえしすゃけすけ こさうっ けす 
]すぇさけいぇゅけさしおぇ そうさきぇ  ょっす
しおけ けぉいぇゃっあょぇくっ いぇ しすぇは
すぇ くぇ 6-ゅけょうてくうは ╁ぇしおけ う 
くっいさはとぇすぇ  ╂ぇかは, おけはすけ しっ 
さぇいゃうゃぇ けすかうつくけ ゃ せつうかうとっ. 
╉かうきぇすうおなす ゃっつっ っ こさっきっし
すっく けす しすぇさうは ぇこぇさすぇきっくす. 
′うおけかぇえ う ]ゃっすかぇ しっ さぇょゃぇす, 
つっ ょゃっすっ ょっちぇ とっ ぉなょぇす ゃ けす
ょっかくぇ しすぇは う すぇおぇ とっ きけゅぇす 
ょぇ しう こけつうゃぇす う ょぇ せつぇす しこけ
おけえくけ.
╂けかっきうはす たけか っ こさっゅさぇょっく, 

いぇ ょぇ しっ けすゃけさう しすぇは いぇ けす
ょっかくぇ ょくっゃくぇ, おなょっすけ ょゃぇきぇ

すぇ さけょうすっかう ぉせおゃぇかくけ くはきぇ 
ょぇ しっ けすょっかはす けす ′うくおぇ, 
おけはすけ うきぇ くせあょぇ けす っあっきう
くせすくう ゅさうあう. 》けかなす しっ こけょ
さっあょぇ し きっぉっかう, おせこっくう けす 
しなぉさぇくうすっ しさぇょしすゃぇ ゃ ぉかぇ
ゅけすゃけさうすっかくうは ぉぇか ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ ゃ おさぇは くぇ ょっおっきゃさう.
╀けおしつっすけ っ ゃっつっ けぉけさせょ

ゃぇくけ し きうゃおぇ う ておぇそつっすぇ, 
おせこっくう し ょぇさっくうすっ けす たけさぇ
すぇ しさっょしすゃぇ, くせあっく っ けとっ 
ぉけえかっさ いぇ すけこかぇ ゃけょぇ うかう 
きうはかくぇ いぇ ゅけかはきけすけ しっきっえ
しすゃけ. ”╁しうつおけ し ゃさっきっすけ 
しう”, しこけおけえくけ けつぇおゃぇす ぉな
ょっとっすけ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ. 
〈っ しぇ ぉかぇゅけょぇさくう きくけゅけ くぇ 
ゃしっおう, こさうすっおなか しっ くぇ こけ
きけと. „╇きぇかけ う きくけゅけ ょけぉさう 
たけさぇ! ′っ いくぇった, つっ っ すぇおぇ.”, 
おぇいゃぇ ういしすさぇょぇかうはす ぉぇとぇ, 
おけえすけ さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”, 
おぇおすけ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
ゃっつっ こうしぇ. 
]かっょ こさっょぇゃぇくっすけ あっくぇ 

けす ‶かけゃょうゃ うょゃぇ くぇ おさぇおぇ 
くぇ ゅけしすう くぇ しっきっえしすゃけすけ, いぇ 
ょぇ ょけくっしっ ょぇさっくうっ, けぉぇあ
ょぇす しっ けす ]けそうは, けす ╁ぇさくぇ. 
„┿さしっくぇか” こけきぇゅぇ  し 200 かゃ. 
くぇ しっきっえしすゃけすけ; こさっょしっょぇ
すっかはす くぇ ]╃] ゃ ╉ぇいぇくかなお 
, ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ,  
かうつくけ ょけくぇしは しさっょしすゃぇ, 
つぇしす けす おけうすけ – しなぉさぇくう 
けす おぇいぇくかなつぇくう ゃ おせすうは ゃ 
くっゅけゃうは おけいきっすうつっく きぇゅぇ
いうく. ‶けきぇゅぇ う おぇいぇくかなておけ
すけ しっきっえしすゃけ ╃のかゅっさけゃう. 
]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ  ゃっつっ しぇ 
こけしすぇゃうかう くけゃうすっ とけさう, 
しなとけ おせこっくう けす しなぉさぇくうすっ 
しさっょしすゃぇ. ╃なかゅけゅけょうてくうはす 
こさうはすっか くぇ しっきっえしすゃけすけ, 
]すっそぇく ‶ぇこせおつうっゃ, ょけゃっか 
′ぇすぇかうは ]うきっけくけゃぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, けしうゅせさはゃぇ ぉっいこかぇ
すっく すさぇくしこけさす いぇ こさっきっしす
ゃぇくっすけ くぇ こけおなとくうくぇすぇ.

╃ぇきうすっ けす ╇くくぇさ 〉うか ╉かせぉ 
╉ぇいぇくかなお しなとけ けしうゅせさうたぇ 
こぇさうつくぇ こけきけと けす 200 かゃ. う 
しすぇさすうさぇたぇ おぇきこぇくうは いぇ こけょ
こけきぇゅぇくっ くぇ しっきっえしすゃけすけ しさっょ 
ぉかういおう う こさうはすっかう ぉういくっしきっ
くう.
╅うかうとっすけ ゃ ぉかけお 108 おさぇえ 

くぇしおけさけ さっきけくすうさぇくうは ぉせかっ
ゃぇさょ くぇょ ╋ぇくぇしすうさぇ  うきぇ ょゃっ 
ゅけかっきう すっさぇしう. ‶さっょう しっきっえ
しすゃけすけ っ うきぇかけ しぇきけ っょくぇ. 
]っゅぇ くぇ っょくぇすぇ すっさぇしぇ こさっい 
かはすけすけ きけあっ ょぇ しっ ういおぇさゃぇ 
おけかうつおぇすぇ くぇ ′うくおぇ, すぇおぇ つっ  
すは ょぇ きけあっ ょぇ しすけう くぇ ゃないょせた 
こさっょ こけゅかっょぇ くぇ きぇえおぇ しう, 
きっつすぇはす ょゃぇきぇすぇ さけょうすっかう. 
〈っ しっ さぇょゃぇす くぇ こかぇくけゃっすっ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - おさぇえ ぉかけお 
108 ゃ ╆ぇこぇょくけすけ,  ょぇ しっ うい
ゅさぇょう ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ, おなき 
おけはすけ とっ ゅかっょぇ すっさぇしぇすぇ くぇ 
′うくおぇ. 
╀ぇくはすぇ ゃしっ けとっ くっ っ ゅけすけゃぇ. 

′せあくぇ っ ゃぇくぇ, しっきっえしすゃけすけ 
けゅかっあょぇ ょけしすなこくうすっ ゃぇさうぇく
すう, つっさすぇっ こかぇくけゃっ. ¨すけこかっ
くうっすけ ゃっさけはすくけ とっ ぉなょっ くぇ 
すけお, しっきっえしすゃけすけ けすしっゅぇ さぇい
こさっょっかは おうかけゃぇすうすっ.  
„╁しうつおけ こさぇゃうき し きっさぇお.”, 

おぇいゃぇ ′うおけかぇえ う ょせきうすっ きせ しっ 
こけすゃなさあょぇゃぇす けす くぇしすさけっくうっ
すけ くぇ ょゃぇきぇすぇ. „╂かっょぇきっ しぇきけ 
くぇこさっょ.”, ょけこなかゃぇ けとっ すけえ, 
おぇすけ  おぇいゃぇ こさけしすけ: ”′っ きけゅぇ 
ぉっい ′うくおぇ, ぉっい ょぇ は ゃうあょぇき う 
ょぇ しう おけくすぇおすせゃぇきっ.” ╃っゃけえ
おぇすぇ っ し くっういかっつうきぇ ょっすしおぇ 
ちっさっぉさぇかくぇ こぇさぇかういぇ, けとっ は 
ゅかっょぇす おぇすけ ぉっぉっ う ゃうくぇゅう とっ 
っ すぇおぇ, くけ ]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ  
ゃはさゃぇす, つっ ょせきうすっ う けぉうつすぇ うき 
しすうゅぇす ょけ ′うくおぇ, ゃうあょぇす ゅけ こけ 
くっえくうすっ さっぇおちうう, いぇ ょさせゅうすっ 
– くっゃうょうきう, くけ おけうすけ さけょうすっ
かうすっ さぇいつうすぇす ぉっいこけゅさってくけ.
┿おけ くっ ぉってっ こけょおさっこぇすぇ くぇ 

おきっすぇ ]すけはくけゃぇ, きけあってっ ょぇ 

┿さしっくぇかしおぇすぇ しう ゃさないおぇ, 
おぇすけ つっゃっお, おけえすけ さけゃう 

うい うしすけさうはすぇ, ′うおけかぇえ けす-
おさうゃぇ けとっ ゃ こさうはすっかしすゃけ-
すけ きっあょせ くっゅけゃうは こさぇょはょけ 
う うきっくうすうは おぇいぇくかなつぇくうく 
ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, こさっきっしすうか 
╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ そぇぉさうおぇ 
けす ]けそうは ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ. 
╂っく. ╁なかおけゃ せさっょうか ょはょけ きせ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, 
くけ くっ ぉうかけ いぇ ょなかゅけ – ょけてかぇ 
¨すっつっしすゃっくぇすぇ ゃけえくぇ う ょは-
ょけすけ いぇゅうくぇか くぇ そさけくすぇ おぇすけ 
ょけぉさけゃけかっち.
╋けあっ ぉう けす すぇき くぇ ′うおけ-

かぇえ きせ うょゃぇ たなし おなき ゃけっく-
くけすけ ょっかけ – きっつすぇっ ょぇ しかせあう 
ゃなゃ ╁けっくけきけさしおうすっ しうかう. ′っ 
しぇきけ きっつすぇっ, くけ う ょっえしすゃぇ. 
〈けおせ いぇゃなさてうか しさっょくけすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ せつうかうとっすけ 
こけ たうょさぇゃかうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ぇぉうすせさうっくすなす さってぇゃぇ ょぇ 
こうてっ こうしきけ くぇ おけきぇくょゃぇ-
とうは ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは – 
こさけしかけゃせすうは ゅっくっさぇか ╃けぉさう 
╃あせさけゃ. ╇ ゅけ こさぇゃう – きけかう 
ょぇ ぉなょっ さぇいこさっょっかっく おぇすけ 
ゃけえくうお ゃなゃ ゃけっくけきけさしおう-
すっ しうかう. ╃あせさけゃ けすゅけゃぇさは: 
„╃ぇ!”. 〈ぇおぇ ′うおけかぇえ けすうゃぇ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おなょっすけ ゃしうつおう 
きうしかはす, つっ っ „ういゃぇょうか ゅけ-
かっきう ゃさないおう”. ╃くっし, ぇおけ いぇ 
くっとけ ′うおけかぇえ しなあぇかはゃぇ, すけ 
っ, つっ くっ っ けしすぇくぇか いぇゃうくぇ-
ゅう ゃなゃ ╁けっくけきけさしおぇすぇ ぉぇいぇ 
ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ╁きっしすけ すけゃぇ, しっ 
ゃなさくぇか ゃ ╉ぇいぇくかなお う し けぉはし-
くぇくうっすけ, つっ っ さぇしくぇか しさっょ 
おぇさぇおぇつぇくう, けすうゃぇ ょぇ すなさしう 
さぇぉけすぇ ゃ 〈╉╆]-すけ. ¨す すぇき くぇ-

こさぇゃけ ゅけ ゅけくはす う すぇおぇ ╋けさは-
おぇ しっ けおぇいゃぇ ゃ おけいきっすうつくけすけ 
う そぇさきぇちっゃすうつくけ こさっょこさうは-
すうっ „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”. 
╃なかゅう ゅけょうくう くぇさっょ ′うおけ-

かぇえ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ たけょう ゃなゃ 
╁ぇさくぇ, ょぇ しう こさうこけきくは きけさ-
しおぇすぇ しかせあぉぇ, くけ こさういくぇゃぇ, 
つっ ょくっし, ょけさう う きけさはちうすっ 
くっ しぇ けくけゃぇ, おけっすけ ぉはたぇ. ′っ 
しぇきけ いぇとけすけ こさう こけしかっょくぇすぇ 
しう しさっとぇ し こさけそっしうけくぇかくうすっ 
ゃけっくくう きけさはちう ′うおけかえ ゃうあ-
ょぇ 17 あっくう... ╉なょっ すう くぇゃさっ-
きっすけ あっくう ゃなゃ そかけすぇ?...  
╋けさはおぇ けとっ こけきくう しすせょっ-

くうは きけさしおう ゃはすなさ, けぉさなゅくぇか 
っ う しうゅせさくけ いぇすけゃぇ ょくっし – う 
いうきっ, う かっすっ – くぇ さぇぉけすぇ うい 
„┿さしっくぇか” ょゃうあう しぇきけ こけ 
すっくうしおぇ. ╁しなとくけしす, いぇおぇかは-
ゃぇくっすけ きせ うょゃぇ けとっ けす すさっ-
くうさけゃおうすっ こけ ぉけさぉぇ ゃ せつっくう-
つっしおうすっ ゅけょうくう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶けしかっ こっつっかう し ぉけさぉぇすぇ う 
おせこ きっょぇかう けす ゃけえくうておう-
すっ しなしすっいぇくうは こけ ゅさっぉぇくっ う 
ぉけさぉぇ. /”╂さっぉぇくっすけ っ くっゃっ-
さけはすっく しこけさす!”/. ]こけさすなす っ 
いぇ ′うおけかぇえ くっけちっくうきけ ぉけ-
ゅぇすしすゃけ – „′っ いくぇき くはおけう けす 

きけうすっ こさうはすっかう, おけうすけ すさっ-
くうさぇたぇ しっさうけいくけ, ょくっし ょぇ くっ 
しぇ しっ しこさぇゃうかう し あうゃけすぇ. ′っ 
いくぇき ょぇ うきぇ くはおけえ くっせしこはか.” 
„]うゅせさくけ しなき っょうくしすゃっくうはす 

おぇいぇくかなつぇくうく, おけえすけ くうおけゅぇ 
くっ しっ っ おぇつゃぇか くぇ すさけかっえ”, 
てっゅせゃぇ しっ しなし しっぉっ しう ′う-
おけかぇえ. 【けそけぬけさうすっ くぇ すさけ-
かっえぉせしうすっ けすこさっょう 30 ゅけょう-
くう けとっ ゅけ こけきくはす - くぇ ゃうしけお 
しすぇさす けす しこうさおぇすぇ „╊ぇくおけゃ” 
こけ すさぇしっすけ おなき „┿ぉぇはすぇ”. 〈っ 
- くぇ おけさきうかけすけ くぇ ゃけいうかけすけ, 
すけえ - ぉはゅぇと こけ ぇしそぇかすぇ. 《う-
くぇかなす くぇ „┿ぉぇはすぇ” こっつっかっか 
ゃうくぇゅう ′うおけかぇえ – しなとけ おぇすけ 
[ぇょけ けす „╁しうつおけ っ かのぉけゃ”.

′うおけかぇえ しっ くぇょぉはゅゃぇか し 
すさけかっうすっ

〈けゃぇ けぉぇつっ  っ しぇきけ っょくぇ けす 
くっゅけゃうすっ とせさけすうう. 〈っ こさけ-
ょなかあぇゃぇす う ょくっし, おけゅぇすけ ╋け-
さはおぇ けすょぇゃくぇ っ きうくぇか 40-すっ, 
くけ いぇすけゃぇ こなお – ういけぉとけ くっ 
きせ かうつう. ′けゃけすけ せゃかっつっくっ 
くぇ ′うおけかぇえ しぇ ぇさたうゃうすっ. ╉け-
かっおちうけくうさぇ う こさけょぇゃぇ ぇく-
すうおゃぇさくぇ かうすっさぇすせさぇ. ] すけゃぇ 
こけつゃぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ, しかっょ 
おぇすけ ゅけょうくう くぇさっょ うきぇか ぉうい-
くっし し こっさうかくう こさっこぇさぇすう ゃ 
しなょさせあうっ し けとっ っょうく ぉうゃて 
ぇさしっくぇかっち. ╉けかっおちうけくっさ-
しすゃけすけ しっ こさっゃさなとぇ くぇこさぇゃけ 
ゃ きぇくうは – ′うおけかぇえ くっ しこうさぇ 
ょぇ しっ ゃこっつぇすかはゃぇ けす くぇきっさっ-
くけすけ こけ きぇいっすぇ う すぇゃぇくう ぉけ-
ゅぇすしすゃけ. ]なぉうさぇ かうすっさぇすせさぇ 
けす きうくぇかぇすけ, くぇえ-ゃっつっ しゃなさ-
いぇくぇ し ╉ぇいぇくかなお. ╇いょうさゃぇ は ゃ 

ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, ぇ ぇさしっくぇかちう 
きせ は くけしはす くぇこさぇゃけ くぇ きはし-
すけ. ]こけさっょ たけさぇすぇ ゃ ぉさぇくてぇ, 
くぇえ-こさけょぇゃぇくぇすぇ せ くぇし ぇく-
すうおゃぇさくぇ おくうゅぇ っ „╉ぇこうすぇ-
かなす” くぇ ╋ぇさおし, くけ ′うおけかぇえ 
くっ っ せぉっょっく ゃ すけゃぇ. 〉ぉっょっく っ 
けぉぇつっ ゃ っょくぇ きうしなか くぇ ╋ぇさおし, 
おけはすけ こさけつっか ゃ „╉ぇこうすぇかなす”: 
”》けさぇすぇ しぇきう すゃけさはす しゃけはすぇ 
うしすけさうは, くけ さっいせかすぇすうすっ くっ 
ゃうくぇゅう けすゅけゃけさはす くぇ すったくうすっ 
けつぇおゃぇくうは”.
′うおけかぇえ ちうすうさぇ くっ しぇきけ 

╋ぇさおし. 〉ょうゃっく ちうすうさぇ くぇえ-
きくけゅけ „╀なかゅぇさしおぇすぇ ぉうぉ-
かうは”  - „╆ぇこうしおう こけ ぉなかゅぇさ-
しおうすっ ゃなしすぇくうは” くぇ ╆ぇたぇさう 
]すけはくけゃ, さはょなお っおいっきこかはさ, 
けす つうっすけ こなさゃけ ういょぇくうっ けす 
1890-すぇ ゃぇょう けす つぇくすぇすぇ しう し 
ぉかぇゅけゅけゃっくうっ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ しすさぇしすすぇ おなき ぇくすうおゃぇさう-
ぇすぇ ′うおけかぇえ けすおさうゃぇ う ぉけゅぇ-
すけすけ ょせたけゃくけ くぇしかっょしすゃけ くぇ 
╉ぇいぇくかなお けす ╁ないさぇあょぇくっすけ 
う こなさゃぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 20-すう 
ゃっお. „╇いはか っ し おけさうちうすっ” „╉ぇ-
いぇくかなお ゃ きうくぇかけすけ う ょくっし” 
-  さぇいおぇいゃぇ ちっかう うしすけさうう けす 
すぇき – かのぉうきぇすぇ きせ っ いぇ しすさけ-

うすっかしすゃけすけ くぇ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ 
ょあぇきうは けす すせさしおう こぇてぇ, うい-
けしすぇゃっく けす ぉぇとぇ しう, くけ いぇ-
ゃなさてうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ う こさっせし-
こはか ゃ 【せきっく. ╀かぇゅけさけょくうすっ 
あっしすけゃっ くぇ おぇいぇくかなておうすっ 
ょぇさうすっかう けす こなさゃぇすぇ こけかけ-
ゃうくぇ くぇ 20-すう ゃっお くっ しこうさぇす 
ょぇ  せょうゃかはゃぇす ′うおけかぇえ – ょぇ-
さうすっかしすゃけすけ くぇ 》うくぇすぇ, ╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ... ′け くぇえ-しうかくけ 
╋けさはおぇ っ ゃこっつぇすかっく けす しなょ-
ぉぇすぇ くぇ ょ-さ 》さうしすけ ]すぇきぉけか-
しおう – いぇゃなさてうか ゃ 『ぇさうゅさぇょ 
う こけしかっ – しすぇくぇか っょうく けす 
こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう かっおぇさう, し 
おけうすけ ╉ぇいぇくかなお し こさぇゃけ きけあっ 
ょぇ しっ ゅけさょっっ. ╆ぇすけゃぇ ぇゃすけぉう-
けゅさぇそうはすぇ くぇ ょ-さ ]すぇきぉけか-
しおう  けす 1927 ゅけょうくぇ っ っょくけ けす 
くぇえ-ちっくくうすっ こさうすっあぇくうは くぇ 
′うおけかぇえ ╋けさはおぇ. 
′うおけかぇえ しっ っ しょけぉうか し けさ-

ゅうくぇかう くぇ ゃしうつおう ういょぇくうは 
くぇ „╉ぇいぇくかなお ゃ きうくぇかけすけ う 
ょくっし”, ゃおかのつうすっかくけ う さはょ-
おけすけ こなさゃけ ういょぇくうっ. ‶ぇいう ゅう 
う ゅう こさっこさけつうすぇ う くっ しこうさぇ 
ょぇ しっ ょうゃう おぇお さけょけかのぉうゃう 
いぇきけあくう ぉなかゅぇさう, ょけさう くぇ-
こせしくぇかう ╉ぇいぇくかなお, し ょぇさう-
すっかしすゃけすけ しう こさぇゃはす ゃないきけあ-
くけ ういょぇゃぇくっすけ くぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ ゅさぇょぇ しう. „╉なょっ しぇ すっいう 
たけさぇ ょくっし? ╆ぇとけ くっ しっ くぇ-
きうさぇす ょさせゅう おぇすけ すはた”, つせょう 
しっ ╋けさはおぇ う しっ ゃないきせとぇゃぇ, 
つっ くうっ くっ しぇきけ くっ しきっ すったくう 
こけしかっょけゃぇすっかう, くけ う きぇかおけ 
いくぇっき いぇ ゅけかっきうすっ ょぇさうすっ-
かう  けす きうくぇかけすけ, いくぇつうきう いぇ 
╉ぇいぇくかなお すけかおけゃぇ, おけかおけすけ 
そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ ]けそうえ-

しおうは せくうゃっさしうすっす けす ぉさぇすはすぇ 
けす ╉ぇさかけゃけ ╄ゃかけゅう う 》さうしすけ 
╂っけさゅうっゃう, きっあょせ ょさせゅけすけ 
– ぉかういおう くぇ おぇいぇくかなつぇくうくぇ 
╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ, くぇ おけゅけすけ 
ょなかあうき ╋ったぇくけすったくうおせきぇ.

′うおけかぇえ しっ っ こさけぉゃぇか う
ゃ つぇしすくうは ぉういくっし

]すうゅぇ ょけさう ょけ しなょさせあうっ ゃ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ こっさうかくう 
こさっこぇさぇすう, し おけっすけ ゃ きうくぇかけ-
すけ しっ いぇくうきぇゃぇ ょけしすぇ しっさうけい-
くけ. ╉けくすぇおすせゃぇか し こぇさすくぬけさう 
けす つせあぉうくぇ, すけえ おぇいゃぇ: ”╇ 
ぉういくっしなす くう っ きくけゅけ ょぇかっつ けす 
っゃさけこっえしおうは. 〈ぇき しっ きうしかう ゃ 
こっさしこっおすうゃぇ, うくゃっしすうさぇ しっ ゃ 
けぉせつっくうっ くぇ おぇょさう う ぉなょっとけ 
こけすさっぉかっくうっ つさっい ゃないこうすぇ-
くうっ くぇ こけおけかっくうっすけ”. ′けゃけすけ 
せゃかっつっくうっ ゃ こさっょこさうっきぇつっ-
しすゃけすけ ╋けさはおぇ っ くぇきっさうか ゃ 
こつっかぇさしすゃけすけ. ╇きぇ しう しけぉしす-
ゃっくう おけてっさう ゃ ╀せいけゃゅさぇょ, 
おなょっすけ あうゃっっ. ‶さっょこけつうすぇ 
しっかけすけ う くぇつうくぇ くぇ あうゃけす 
ぉかういけ ょけ こさうさけょぇすぇ. ╋ぇおぇさ 
う ぇさしっくぇかっち, きぇおぇさ う ╋けさはお, 
′うおけかぇえ  こさういくぇゃぇ つうしすけ-

しなさょっつくけ, つっ ╁ぇこちぇさけゃけすけ 
„さけきぇくすうおぇすぇ っ しっゅぇ ゃ きけ-
すけさうすっ”, くっ きせ こさうかはゅぇ きくけ-
ゅけ. ╆ぇゅせぉうか っ こさっい ゅけょうくうすっ 
う けくぇは ╁ぇこちぇさけゃしおぇ ゃはさぇ, 
おけはすけ こさっい ゃすけさぇすぇ こけかけゃう-
くぇ くぇ 20-すう ゃっお せ くぇし くぇうゃ-
くけ しぇょってっ せ きかぇょうすっ, ょぇかっつ 
けす ゅさせぉぇすぇ さっぇかくけしす, おけはすけ 
しこけたけょう すうは こけおけかっくうは ゃ 
すったくうは いさはか あうゃけす くぇ こさったけ-
ょぇ. „╇きぇたきっ すけかおけゃぇ ゃはさぇ... 
¨すおさぇょくぇたぇ くう ゃしうつおけ...”, っ 
すなあくぇすぇ おけくしすぇすぇちうは くぇ ゃっ-
つくうは きぇすさけし こけ ょせた. ¨ぉぇつっ – 
けすくけゃけ ういさっつっくぇ し せしきうゃおぇ ゃ 
けつうすっ. 
′うおけかぇえ けぉぇつっ しう いぇこぇいゃぇ 

ょけしすぇすなつくけ ゃはさぇ, いぇ ょぇ いぇこう-
てっ ゃ きけぉうかくうは しう すっかっそけく 
くぇえ-ぉかういおうすっ しう こさうはすっかう, 
おぇすけ „‶さうはすっか 1”, „‶さうは-
すっか 2” う すぇおぇ – ょけ 5. ¨しすぇ-
くぇかうすっ 187 ゃ せおぇいぇすっかは しぇ 
こさけしすけ ”おけくすぇおすう”. ‶さうはすっか 
1, 2, 3, 4 う 5 しぇ いぇ ′うおけかぇえ 
きくけゅけ ゃぇあくう う ぉかういおう たけさぇ. 
╁ くけとすぇ くぇ „おさぇは くぇ しゃっすぇ”, 
おけはすけ こさっあうゃはたきっ くぇしおけさけ 
ゃ おさぇは くぇ ょっおっきゃさう きうくぇかぇ-
すぇ ゅけょうくぇ, いぇしこぇか くぇ すけこかけ 
おさぇえ くぇこぇかっくぇすぇ こっつおぇ, ′う-
おけかぇえ つせゃぇ くぇ しなく くはおけかおけ 
くぇしすけえつうゃう こさういうゃう: ”]すぇ-
ゃぇえ!”, ”╉けかっゃ, しすぇくう!”... 〈ぇおぇ, 
ういおけきぇくょゃぇく けす すっいう ‶さうは-
すっかう けす すっかっそけくぇ, ′うおけかぇえ 
くぇうしすうくぇ しっ ぉせょう う しすぇゃぇ. 
』ぇしなす っ 01.32 きうくせすう, くぇけおけ-
かけ - ょうき う こせてっお! ╆ぇ ′うおけ-
かぇえ すけゃぇ っ おぇすっゅけさうつっく いくぇお 
いぇ ぉかういけしすすぇ きせ し すっいう たけさぇ, 
おけうすけ ょけさう くぇ しなく きせ こけきぇ-

ゅぇす ょぇ けちっかっっ. 〉ぉっょっくけしすすぇ, 
つっ こさうはすっかしすゃけすけ っ こけつすう 
ゃしうつおけ, いぇ ╋けさはおぇ っ し おけさっ-
くう ゃ すさっくうさけゃおうすっ こけ ぉけさぉぇ 
こさっい せつっくうつっしおうすっ ゅけょうくう 
う – けしけぉっくけ – ゃ しかせあぉぇすぇ くぇ 
きけさっ.”╋けさしおけすけ こさうはすっかしすゃけ 
っ こけしかけゃうつくけ! ′はきぇ くぇ おけゅけ 
ょさせゅ ょぇ さぇいつうすぇて ゃ けすおさうすけ 
きけさっ!”, けぉはしくはゃぇ ′うおけかぇえ.

‶さっい 1985-すぇ ′うおけかぇえ 
ゅけくう ゃ きけさっすけ

さっえくょあなさう くぇ ]┿】

„╆ぇ こさなゃ こなす ゃうょはたきっ ぇきっ-
さうおぇくしおう きけさしおう こったけすうくちう, 
おけゅぇすけ こさっい 1985-すぇ すったっく 
おけさぇぉ ぉっ くぇゃかはいなか ゃ くぇてう 
すっさうすけさうぇかくう ゃけょう う すさはぉ-
ゃぇてっ ょぇ ゅう ういゅけくうき けすすぇき”, 
こけきくう ′うおけかぇえ. ╀なかゅぇさしおうすっ 
きぇすさけしう ぉうかう ういせきっくう くぇえ-
ゃっつっ けす っょくけ: さぇいこぇしぇくうすっ う 
ぉさぇょはしぇかう さっえくょあなさう, おけっすけ 
ぉうかけ くっきうしかうきけ ゃなゃ そかけすぇ 
くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ くぇさけょくぇ ぇさ-
きうは... 〈けゅぇゃぇ ゅう ゅけくったきっ, ぇ 
こっす ゅけょうくう こけ-おなしくけ しなとうすっ 
おけさぇぉう くう こさぇとぇたぇ こけきけとう 
ぇきっさうおぇくしおぇ ちぇさっゃうちぇ...”, 

つせょう しっ ′うおけかぇえ くぇ こさっゃさぇす-
くけしすうすっ くぇ しゃっすけゃくぇすぇ こけかう-
すうおぇ. 
╉けかおけすけ ょけ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ 

„┿さしっくぇか”, ′うおけかぇえ っ ういせきっく 
くぇえ-ゃっつっ けす っょくけ: たけさぇすぇ 
すさせょくけ さぇぉけすはす ゃ っおうこ. [けきう-
すっ, しこけさっょ くっゅけ, しっ しこさぇゃはす 
こけ-ょけぉさっ ゃ っおうこくぇすぇ さぇぉけ-
すぇ けす ぉなかゅぇさうすっ. ╋けさはおぇ しっ 
つせょう けとっ う くぇ くけしすぇかゅうはすぇ 
くぇ こけゃっつっすけ ぇさしっくぇかちう おなき 
おっぉぇこつっすぇすぇ けす きうくぇかけすけ. 
„‶けきくはす っゃすうくうすっ おぇぉぇこつっすぇ, 
ぇ くっ こけきくはす, くぇこさうきっさ, おぇお 
„[けいうすっ” ぉうたぇ 『]╉┿ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお”, くっ しこうさぇ ょぇ しっ ょうゃう ╋け-
さはおぇ, おけえすけ ちうすうさぇ いぇゅかぇゃうっ 
けす しすけかうつっく ゃっしすくうお しかっょ こけ-
ぉっょぇすぇ けす 1983-すぇ: ”╊せょけしすすぇ 
くぇ っょうく ゅさぇょ”.
╇いけぉとけ, „けくけゃぇ, おけっすけ きう-

くぇゃぇ こさっい しすけきぇたぇ”, いぇ ′うおけ-
かぇえ しはおぇて ゃうくぇゅう っ くぇ ゃすけさう 
こかぇく. ╆ぇ くっゅけ, くぇこさうきっさ, っ 
けしけぉっくけ ゃぇあくけ ょぇ いくぇっ おけゅぇ 
しせかすぇくなす うょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
こけしかっょくけ こさっょう ¨しゃけぉけあょっ-
くうっすけ; おぇおゃけ すけつくけ こうてっ ゃ 
]ぇく ]すっそぇくしおうは きうさっく ょけゅけ-
ゃけさ, おけえすけ っ ういつっか ょけおさぇえ... 
╁ぇあくう しぇ けとっ う こけしかぇくうはすぇ 
くぇ ょっすしおうすっ こさうおぇいおう.

′うおけかぇえ こさけょなかあぇゃぇ
ょぇ つっすっ こさうおぇいおう 

′ぇきうさぇ ゃ こさうおぇいおうすっ ょなか-
ぉけおうは しきうしなか くぇ ういおさうしすぇ-
かういうさぇかうすっ ゃっつくう うしすうくう いぇ 
』けゃっおぇ う 』けゃっつっしすゃけすけ.”╇ ぇい 
おぇすけ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ いぇしこう-
ゃぇき し こさうおぇいおう...”, てっゅせゃぇ 
しっ ╋けさはおぇ. ‶さうおぇいおうすっ しぇ きせ 
くせあくう けとっ う いぇ ょぇ ゃはさゃぇ ゃ 
ょけぉさけすけ, ょぇ ゅかっょぇ くぇ あうゃけすぇ 
こけ-けこすうきうしすうつくけ.
╇きっくくけ すぇおぇ しっきっえしすゃけ-

すけ くぇ ′うおけかぇえ しっ けこうすゃぇ ょぇ 
ゅかっょぇ くぇ くっとぇすぇ. ╆ぇ くっゅけ 
しっきっえしすゃけすけ っ ゃしうつおけ - しなし 
しなこさせゅぇすぇ しっ いぇこけいくぇゃぇす けす-
ょぇゃくぇ, おけゅぇすけ う ょゃぇきぇすぇ さぇ-
ぉけすはす ゃ „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ”. 〈は 
けとっ さぇぉけすう すぇき. ]っきっえくぇすぇ 
こさうおぇいおぇ  こさけょなかあぇゃぇ しうくなす 
╅っおけ, しすせょっくす こけ あうゃけこうし 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. ╅っおけ っ 
うしすうくしおう ういはとくうお, しっ ゃうあょぇ 
し こさけしすけ けおけ, ょけさう けす しくうき-
おぇすぇ くぇ くっゅけゃ ぇゃすけこけさすさっす けす  
GSM-ぇ くぇ ぉぇとぇ きせ. ]すせょっく-
すなす くっ うしおぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ 
し くうとけ ょさせゅけ, けしゃっく し ういおせ-
しすゃけ, こけしすけはくくけ さうしせゃぇ. ╋け-
さはおぇ いくぇっ, つっ くはきぇ ょぇ ぉなょっ 
かっしくけ ょぇ こさけぉうゃぇて ゃ ういおせ-
しすゃけすけ, くけ くっ きけあっ ょぇ かうてう 
しうくぇ しう けす しすさぇしすくけすけ いぇくう-
きぇくうっ, おけっすけ ゃっつっ きせ しすぇゃぇ 
こさけそっしうは. 
]すさぇしすくけ いぇくうきぇくうっ しう うきぇ 

う とっさおぇすぇ – てっしすけおかぇしくう-
つおぇすぇ しっ せゃかうつぇ けす ぇしすさけくけ-
きうはすぇ. ╋けさはおぇ っ しうゅせさっく, つっ, 
いぇ ょぇ うきぇきっ ぉなょっとっ, すさはぉ-
ゃぇ こけゃっつっ ょぇ しっ ゃしかせてゃぇきっ 
ゃ ょっちぇすぇ しう う ょぇ うき ょぇゃぇきっ 
ゃないきけあくけしすう. ╆ぇすけゃぇ くっ こさう-
っきぇ そぇおすぇ, つっ くぇゃしはおなょっ せ 
くぇし こっくしうけくっさうすっ こさけょなかあぇ-
ゃぇす ょぇ さぇぉけすはす, ょけおぇすけ きかぇ-
ょうすっ うきぇす こさけぉかっき し くぇきうさぇ-
くっすけ くぇ さぇぉけすぇ. „‶なすはす っ いぇ 
きかぇょうすっ”, しう おぇいゃぇ ′うおけかぇえ 
╋けさはおぇ – „〈っ しぇ すっいう, おけう-
すけ とっ ゅさぇょはす すぇいう ょなさあぇゃぇ. 
╉なょっ しぇ すうは こけかうすうちう ょぇ けぉっ-
ょうくはす すうは きかぇょっあう?”, つせょう しっ 
きぇすさけしなす こけ しなさちっ う ゃっょくぇ-
ゅぇ ちうすうさぇ こさうすつぇ いぇ けゃつぇさは, 
おけえすけ けしすぇゃうか ちはかけすけ しすぇょけ, 
いぇ ょぇ すさなゅくっ ょぇ ょうさう けすかなつっ-
くぇすぇ けゃちぇ”. ′ぇてうすっ こけかうすう-
ちう, しこけさっょ ′うおけかぇえ, すさはぉゃぇ 
ょぇ ゃなさくぇす けすかなつうかうすっ しっ けす 
╀なかゅぇさうは きかぇょう たけさぇ, いぇとけ-
すけ うくぇつっ – しこぇしっくうっ くはきぇ...

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

つぇおぇきっ けとっ ゅけょうくう いぇ くけゃけ 
あうかうとっ, ゅけゃけさはす しう ょゃぇきぇすぇ, 
こさっあうゃっかう 5 ゅけょうくう いぇっょくけ 
し ぉけかくうすっ きけきうつっすぇ ゃ すっしくけ
すうはすぇ くぇ っょくぇ ぉけおしけくうっさぇ, 
こけ-おなしくけ しきっくっくぇ けす ¨ぉとう
くぇすぇ し ょけしっゅぇてくけすけ ょゃせしすぇえ
くけ あうかうとっ.
„╃ぇ しっ ゃさなとぇす ょけぉさうくうすっ 

くぇ ゃしうつおう, おけうすけ こけきぇゅぇす!”, 
あっかぇっ きぇえおぇすぇ ]ゃっすかぇ, くぇ 
おけはすけ こさっょしすけう けこっさぇちうは くぇ 
とうすけゃうょくぇすぇ あかっいぇ. ¨こっ
さぇちうはすぇ  いぇしっゅぇ とっ ういつぇおぇ, 
おぇおすけ う いなぉくけすけ かっつっくうっ くぇ 
くっいさはとぇすぇ ╂ぇかは – こなさゃけ ょぇ 
しっ くぇしすぇくはす ゃ くけゃけすけ あうかう
とっ.
]ゃっすかぇ う ′うおけかぇえ あうゃっ

はす ゃ おさなゅ しぇきけ けす くぇえ-ぉかうい
おう こさうはすっかう. ] ゅけょうくうすっ しぇ 
さぇいぉさぇかう, つっ くっ ゃしっおう こさう
はすっか しう しすさせゃぇ. ╉けかおけすけ う 
ょぇ っ しすさぇくくけ, くぇきうさぇす しっ う 
ょくっし たけさぇ, おけうすけ ょけさう うき いぇ
ゃうあょぇす いぇ くけゃけすけ あうかうとっ... 
′っけすかなつくけ うき こけきぇゅぇす ぉぇぉう
すっ う ょはょけゃちうすっ くぇ ′うおけかぇえ う 
]ゃっすかぇ, きぇえおうすっ う ぉぇとうすっ – 
こけつすう くっ.
„╉ぇあう いっかっ!”, てっゅせゃぇ しっ 

′うおけかぇえ しなし ]ゃっすかぇ こさっょう 
しくうきおぇすぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さ
しっくぇか” けす くけゃけすけ あうかうとっ, 
おなょっすけ ゃ たけかぇ ゃっつっ ゃうしはす 
こなさゃうすっ こっさょっくちぇ – ′うおけ
かぇえ ょなさあう ]ゃっすかぇ ょぇ うい
ゅかっあょぇ ょけぉさっ, ょぇ しっ さぇょゃぇ. 
„╀っい くっは しきっ いぇゅせぉっくう, ぇ ぉっい 
くぇし しぇ いぇゅせぉっくう ょっちぇすぇ. 〈けゃぇ 
くう おさっこう う くうおけゅぇ くっ しっ けす
つぇえゃぇきっ.”, おぇいゃぇ ′うおけかぇえ, 
ょけおぇすけ しすぇさぇすっかくけ いぇゅなゃぇ 
ぉけさきぇてうくぇすぇ しかっょ こけしかっょ
くうすっ きぇかおう さっきけくすう ゃ くけゃけすけ 
あうかうとっ, ぇ ぇい くっ しこうさぇき ょぇ 
つせゃぇき けくけゃぇ: ”╂かっょぇきっ しぇきけ 
くぇこさっょ!”, おけっすけ くっ しこうさぇ ょぇ 
きっ せょうゃかはゃぇ.       

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

‶なさゃぇすぇ ぉうかぇ ぉさうゅぇょくぇ, さなおけゃけょっかぇ 
50 あっくう: ”╀ってっ こけ-くぇすけゃぇさっくぇ う けす 
きっく...!”, ゃすけさぇすぇ さぇぉけすっかぇ おぇすけ こかぇくけ
ゃうお ゃ ╆ぇゃけょ 1.
]こけきっくうすっ しぇ すっいう, おけうすけ しはおぇて くぇえ-

きくけゅけ すけこかはす ぇさしっくぇかしおうは こっくしうけくっさ, 
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おけえすけ ういぉうさぇ ょぇ こさっおぇさゃぇ しすぇさうくう
すっ しう ゃ おぇいぇくかなておけすけ しっかけ [なあっくぇ, 
ゃ おなとぇすぇ くぇ ゃすけさぇすぇ しう しなこさせゅぇ. 〈せお 
きせ たぇさっしゃぇ こけゃっつっ, きぇおぇさ ょぇ っ しぇき. ╇ 
ょけさう – いぇすけゃぇ. ╃さぇゅけ きせ っ ょぇ こけしさっとぇ 
ゅけしすう, けとっ こけゃっつっ けぉうつぇ さぇいたけょおうすっ 

うい こさうさけょぇすぇ う くっ ゅう こさけこせしおぇ: 
”】けき ういかはいぇ うい ゅけさぇすぇ, ゃしうつおけ きう 
きうくぇゃぇ, おけかおけすけ う ょぇ きう っ ぉうかけ 
すさせょくけ.”, しこけょっかは うしおさっくけ ╁ぇくょっゃ. 
ぅぉなかおう しけぉしすゃっくけ こさけういゃけょしすゃけ, 
くっこけゃすけさうきけ ぇさけきぇすっく つぇえ けす ょっ
しっすおう ぉうかおう, かうつくけ しゃぇさっくぇ ちぇさっ
ゃうつおぇ  しぇ ょさっぉくうすっ さぇょけしすう. 
‶けゃっつっ けす ぉうかおうすっ, いぇ おけうすけ つっすっ 

きくけゅけ う しぇき ゅう しなぉうさぇ, 〈けょけさ けぉうつぇ 
ょぇ ぉっさっ ゅなぉう. ‶けゃっつっ ょけさう けぉうつぇ 
ょぇ ゅう けすおさうゃぇ きっあょせ すさっゃうすっ, ょぇ しっ 
さぇょゃぇ くぇ おさぇしけすぇすぇ, けしけぉっくけ – くぇ 
しなさくっかうすっ, けすおけかおけすけ ょぇ ゅう たぇこゃぇ. 
╉さぇえ [なあっくぇ うきぇ きくけゅけ しなさくっかう, 
おぇおすけ う „ゅゃけいょっえおう”, おぇおすけ きっしすくう
すっ くぇさうつぇす きぇかおうすっ つっかはょうくおう. 
╁ ╉ぇいぇくかなお たけょう しぇきけ くぇ かっおぇさ う 

くっこさっきっくくけ – こさう とっさおぇすぇ ╈けさょぇく
おぇ 『ぇくおけゃぇ, こさっゃけょぇつおぇ. ′ぇ ゃさっきっ
すけ すは しなとけ さぇぉけすっかぇ ゃ „┿さしっくぇか”, 
おぇおすけ う ょさせゅぇすぇ – おけはすけ しっゅぇ っ しなし 
しっきっえしすゃけすけ しう ゃ ╇しこぇくうは. 〈けょけさ 
しっ さぇょゃぇ けすょぇかっつ くぇ せしこったうすっ くぇ 
ゃくせちうすっ しう, おぇおすけ う くぇ ゃくせちうすっ くぇ 
ゃすけさぇすぇ しう しなこさせゅぇ – おけえ こさっせしこはか 
ゃ ╄ゃさけこぇ, おけえ ょぇさうか ゅけ し こさぇゃくせ
ちう – ゃっつっ 4 くぇ ぉさけえ. ]こけきくは しう し 
かっおぇ しぇきけうさけくうは っょくぇ しすぇさぇ こっしっく, 
ゃ おけはすけ しっ おぇいゃぇ: ”′ぇ きかぇょうくう - し 
さぇょけしす, とぇしすうっ, きっつすう; くぇ しすぇさう
くう - し ぉけかおう, しこけきっくう う すっゅかうかぇ...”. 

′ぇしかっょくうちうすっ ゅけ せゃぇあぇゃぇす, すけゃぇ 
くっ っ きぇかおけ.   
〈けょけさ くっ こさけこせしおぇ くけゃうくうすっ, 

こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇ 
けす すけゃぇ, おけっすけ しっ しかせつゃぇ せ くぇし う 
きくけゅけ けす くっとぇすぇ ょぇかっつ くっ きせ たぇ
さっしゃぇす. ╆ぇ 84-ゅけょうてくうは ゃっすっさぇく, 
しはおぇて, おぇおゃけすけ う ょぇ っ ぉうかけ, くぇ 
ゃさっきっすけ ぉうかけ こけ-ょけぉさっ.
′ぇ 〈けょけさ きせ しっ とっ こけゃっつっ ぉさけっゃっ 

けす „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょぇ しすうゅぇす ょけ 
[なあっくぇ – しかせつぇえくけ きせ こけこぇょくぇか, 
こけょぇさっく けす こさうはすっか しぇきけ っょうく 
ぉさけえ, たぇさっしゃぇ きせ う きせ しっ とっ ょぇ 
しかっょう ゃっしすくうおぇ こけ-けすぉかういけ. 〈ぇおぇ 
とっ ぉなょっ こけ-ぉかういけ う ょけ しっきっえしすゃけ
すけ くぇ „┿さしっくぇか”, し おけっすけ けとっ しっ 
つせゃしすゃぇ しゃなさいぇく う おけっすけ くうおけ
ゅぇ くっ くぇこせしおぇ, ゃなこさっおう きくけゅけすけ 
こさっょかけあっくうは いぇ ょさせゅぇ さぇぉけすぇ: 
”╉ぇくったぇ きっ きくけゅけ. ╉けこつっゃ ょけさう きっ 
こけおぇくう くぇ さぇぉけすぇ ゃ つせあぉうくぇ...”.
╋っつすぇっ しう ょぇ きけあっ ょぇ きうくっ くは

おけゅぇ こけ さぇぉけすくうすっ しう きっしすぇ ゃ „┿さ
しっくぇか”. ╋ぇおぇさ こっくしうけくっさ けす 1989-
すぇ, 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ, おぇすけ きくけゅけ 
ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, こぇいう いぇ おぇいぇく
かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ しこっちうぇかくけ 
きはしすけ ゃ しなさちっすけ しう.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

...】【╊｠╅ ╇ 』》《〈╊〉¨【╊ ′╅ „╅『』╊〉╅]”
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¨こぇておう しっ ういゃうたぇ こさっょ ゅう-
てっすけ いぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすおう 

くぇ ょうさっおちうは „]けちうぇかくけ こけょこけ-
きぇゅぇくっ“ ゃ ╉ぇいぇくかなお けとっ ゃ こなさ-
ゃうすっ ょくう けす くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ.
╋ぇしけゃけ おぇいぇくかなつぇくう, うきぇとう 

こさぇゃけ くぇ ゃうくっすくう しすうおっさう ぉっい 
こぇさう けす ょなさあぇゃぇすぇ, しっ くぇさっょう-
たぇ, いぇ ょぇ こけょぇゃぇす ょけおせきっくすう いぇ 
くけゃうすっ ゃうくっすくう しすうおっさう, おけうすけ 
とっ ゃぇあぇす けす 1-ゃう そっゃさせぇさう すぇいう 
ゅけょうくぇ. 
╁うくっすおうすっ けす 2012 ゃぇあぇす ょけ 

31-ゃう はくせぇさう すぇいう ゅけょうくぇ. 
╋けかぉう いぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすおう しっ こけょぇゃぇす ゃ ょうさっおちうはすぇ けとっ 

けす 10-すう ょっおっきゃさう きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶なさゃうすっ こさぇゃけうきぇとう 
いぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすくう しすうおっさう とっ ゅう こけかせつぇす くぇ 21-ゃう はくせ-
ぇさう. 
‶さぇゃけ くぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすおう うきぇす たけさぇすぇ しなし しすっこっく くぇ うく-

ゃぇかうょくけしす 50 う くぇょ 50%, おぇおすけ う ゅさぇあょぇくうすっ, おけうすけ けすゅかっあ-
ょぇす ょっちぇ ょけ 18 ゅけょうくう し すさぇえくう せゃさっあょぇくうは う ょけ いぇゃなさてゃぇ-
くっ くぇ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, くけ くっ こけ-おなしくけ けす 20-ゅけょうてくぇすぇ 
うき ゃないさぇしす.
╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ すぇおうゃぇ ゃうくっすくう しすうおっさう すさはぉゃぇ いぇょなか-

あうすっかくけ ょぇ こさっょしすぇゃはす せょけしすけゃっさっくうっ けす 〈╄╊╉ う おけこうっ けす 
かうつくぇ おぇさすぇ. ┿おけ おけかぇすぇ っ くぇ うきっすけ くぇ ょっすっ, すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こさっょしすぇゃう おけこうっ けす ぇおすぇ いぇ さぇあょぇくっ, ぇ ぇおけ ょっすっすけ っ せつっくうお 
う っ くぇょ 18 ゅけょうくう - しかせあっぉくぇ ぉっかっあおぇ けす せつうかうとっすけ.
‶さう こけょぇゃぇくっ くぇ きけかぉぇすぇ ゃ しけちうぇかくうすっ ょうさっおちうう あっかぇっ-

とうすっ すさはぉゃぇ ょぇ くけしはす しゃうょっすっかしすゃけ いぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ ぇゃ-
すけきけぉうかぇ う ょけおせきっくす いぇ しおかのつっくぇ いぇしすさぇたけゃおぇ „╂さぇあょぇくしおぇ 
けすゅけゃけさくけしす”. [ぇぉけすくうはす けぉっき くぇ ょゃうゅぇすっかは くっ すさはぉゃぇ ょぇ 
くぇょゃうてぇゃぇ 2000 おせぉ. しき.
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 1320 ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 

こけかせつうたぇ ぉっいこかぇすくう ゃうくっすくう しすうおっさう けす ょなさあぇゃぇすぇ.
╆ぇ ゃしうつおう けしすぇくぇかう ゅさぇあょぇくう ゃうくっすくうすっ しすうおっさう しぇ くぇ ちっ-

くうすっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ: ゅけょうてくぇすぇ っ 67 かゃ., きっしっつくぇすぇ - 
25 かゃ., ぇ しっょきうつくぇすぇ - 10 かゃ.

18 януари 2013 г.

[あくあせしひさ „たそちあつせあ” つ 94 いかいかてあ う たしまつ, たそうかねかてそ すとちえあうけ
 しぇ さけょっくうすっ こさっい きう

くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ぉっぉっすぇ ゃ おぇいぇく
かなておぇすぇ ぉけかくうちぇ. 〈っ しぇ し 94 
こけゃっつっ けす さけょっくうすっ こさっい 2011 
ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ ゃ ┿╂¨ しぇ こさけこ
かぇおぇかう 626 ぉっぉっすぇ, こけゃっつっすけ 
きけきうつっすぇ. 
‶けしかっょくけすけ さけょっくけ いぇ 2012 

ぉっぉっ う こなさゃけすけ いぇ 2013 ぉっぉっ 
しぇ くぇ きぇえおう けす さけきしおう こさけ
ういたけょ. ‶なさゃけすけ ぉっぉっ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, さけょっくけ くぇ 
╁ぇしうかぬけゃょっく ゃっつっさすぇ, っ ╇かうは, 
さけょっく けす 28-ゅけょうてくぇ きぇえおぇ, 
くぇ おけはすけ すけえ っ 6-すけ ょっすっ. 〈さう 
けす ょっちぇすぇ ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ 
╇かうは しぇ し くっういゃっしすくう ぉぇとう. 
╆ぇこぇいゃぇ しっ すっくょっくちうはすぇ こさっ
けぉかぇょぇゃぇとけ くけゃけさけょっくうすっ ょぇ 
しぇ けす さけきしおう こさけういたけょ. ]こけ
さっょ くっけそうちうぇかくう ょぇくくう しな
けすくけてっくうっすけ っ 1:3 ゃ こけかいぇ くぇ 
さけきうすっ.  
╁なこさっおう せゃっかうつっくうっすけ くぇ 

くけゃけさけょっくうすっ, しすぇすうしすうおぇすぇ 
いぇ さぇあょぇっきけしすすぇ ゃ さっゅうけくぇ う 
しすさぇくぇすぇ っ こけゃっつっ けす すさっゃけあ
くぇ. 
╃ゃぇ ょくう しかっょ しすぇさすぇ くぇ くけ

ゃぇすぇ ゅけょうくぇ けす ╇くしすうすせすぇ いぇ 
ういしかっょゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっ

[ぇいきっさなす くぇ ょっすしおうすっ くぇょぉぇゃおう ょぇ っ ゃ こさはおぇ いぇゃうしうきけしす けす ょけたけょぇ くぇ 
さけょうすっかうすっ う  すっいう, し こけ-くうしおう いぇこかぇすう, ょぇ こけかせつぇゃぇす こけゃっつっ こぇさう 

いぇ ょっちぇすぇ しう. 
╇ょっはすぇ - さぇいきっさなす くぇ ょけぉぇゃおうすっ いぇ ょっちぇ ょぇ しっ けこさっょっかは しかっょ うくょうゃうょせ

ぇかくぇ けちっくおぇ くぇ くせあょうすっ くぇ ゃしはおけ ょけきぇおうくしすゃけ, っ くぇ いぇき.-きうくうしすなさぇ くぇ 
すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ ╁ぇかっくすうくぇ ]うきっけくけゃぇ う しっ おけきっくすうさぇ ゃなゃ 
ゃっょけきしすゃけすけ けす ういゃっしすくけ ゃさっきっ. 
‶け こけょけぉっく くぇつうく, くぇ ぉぇいぇ ょけたけょ, こさっょう ゅけょうくう しっ ういつうしかはゃぇたぇ ょけぉぇゃ

おうすっ いぇ ょっちぇ. 〉こさぇゃかはゃぇとうすっ くぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ しっ けすおぇいぇたぇ けす くっゅけ し 
きけすうゃぇ, つっ ょっちぇすぇ くぇ ゃしうつおう うきぇす さぇゃくう こさぇゃぇ. ╄ょくぇ けす くっゅかぇしくうすっ こさう
つうくう, けぉぇつっ, ぉっ けゅさけきくぇすぇ ゃないきけあくけしす いぇ いかけせこけすさっぉう つさっい せおさうゃぇくっ くぇ 
さっぇかくうすっ ょけたけょう くぇ さけょうすっかうすっ. 
╇ょっはすぇ くぇ いぇき.-きうくうしすなさおぇすぇ きけあっ ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ いぇおけくけゃぇ ょけ おさぇは 

くぇ きぇくょぇすぇ くぇ ╂╄[╀ すけゃぇ かはすけ. 
‶さっょう すけゃぇ, けぉぇつっ, すは とっ ぉなょっ こけょかけあっくぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇ ょうしおせしうは う 

けょけぉさっくうっ.  
╃けさう こさっょかけあっくうっすけ くぇ ]うきっけくけゃぇ ょぇ しさっとくっ こけょおさっこぇ う けょけぉさっくうっ, 

くぇえ-ゃっさけはすくけ ょうそっさっくちうさぇくう ょっすしおう ょけぉぇゃおう きけあっ ょぇ うきぇ くぇえ-さぇくけ 
こさっい 2014 ゅけょうくぇ. ‶さうつうくぇすぇ: う こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, くぇ ぉぇいぇ いぇかけあっくけすけ 
ゃっつっ ゃ ぉのょあっす 2013, こぇさうすっ いぇ  ょっすしおう ょけぉぇゃおう しぇ ういつうしかっくう こけ 35 かっゃぇ 
くぇ ょっすっ きっしっつくけ うかう 500 きかく. かゃ. いぇ ちはかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╁ きけきっくすぇ こさぇゃけ くぇ 
すぇおうゃぇ ょけぉぇゃおう うきぇす しっきっえしすゃぇ し ょっちぇ ょけ 18 ゅけょうくう う ょけたけょ こけょ 350 かゃ. 
くぇ つかっく けす ょけきぇおうくしすゃけすけ.

 ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

′ぇ こけかうゅけくぇ „╆きっえけゃけ“ くっ しっ せすうかういうさぇす ぉけっこさうこぇしう う 
ゃしうつおけ っ こさけいさぇつくけ. ╇いゃなさてゃぇ しっ おけしきうつっしおう きけくうすけ-

さうくゅ, うきぇ う おぇきっさう. 〈けゃぇ っ おぇすっゅけさうつくぇすぇ こけいうちうは くぇ こうぇさぇ 
くぇ ゃけっくくけすけ しなけさなあっくうっ ]すぇくうきうさぇ ╃ぇくっゃぇ. ╆ぇ きっしすっく さっ-
そっさっくょせき こけ けすくけてっくうっ ぉなょっとっすけ くぇ こけかうゅけくぇ しっ けぉはゃうたぇ 
けす ╂╄[╀ う ╁╋[¨ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ¨ぉしなあょぇ しっ ゃぇさうぇくす ゃ さっそっ-
さっくょせきぇ ょぇ せつぇしすゃぇす う ゅさぇあょぇくう くぇ ゅさぇくうつっとうすっ し こけかうゅけくぇ 
けぉとうくう.

¨′｠╅『ぁ¨｠〈╊ 4 〈¨]¨╅『╉╅...
〈けゃぇ っ ょっくはす, ゃ おけえすけ さぇぉけすっとうすっ くぇ こさぇおすうおぇ いぇこけつゃぇす ょぇ こっつっかはす いぇ しっぉっ しう. 〈ぇいう ゅけょうくぇ 

すけゃぇ とっ っ つぇお くぇ 1-ゃう きぇえ, ╃っくはす くぇ すさせょぇ, おけえすけ こけ うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ こさっい すぇいう ゅけょうくぇ っ 
こけつうゃっく ょっく. [っぇかくけ, けぉぇつっ, けとっ 4 ょくう とっ さぇぉけすうき ゃ こけかいぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ,  すなえ おぇすけ  けす  1-ゃう  
ょけ 5-すう きぇえ こなお しぇ ょくうすっ, こさっい おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ とっ そうくぇくしうさぇ ょっえくけしすすぇ しう し おさっょうすう うかう 
し ょさせゅう ょせきう - すけゃぇ っ こさっょゃぇさうすっかくけ こさっょゃうょっくうはす ゃ ╀のょあっす 2013 ょっそうちうす. ╆ぇ ょぇくなおけこかぇ-
すちうすっ すけゃぇ  くぇ こさぇおすうおぇ しぇ ょくうすっ いぇ „けすさぇぉけすゃぇくっ“ ゃ こけかいぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ.
╃けすけゅぇゃぇ, しつうすぇくけ けす 2-さう はくせぇさう, くぇ こさぇおすうおぇ さぇぉけすうき いぇ ょぇくなちうすっ, おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ 

こさうぉうさぇ けす さぇぉけすっとうすっ こけょ そけさきぇすぇ くぇ けしうゅせさけゃおう, ょけこなかくうすっかくう こっくしうう う ╃¨¨ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. 
]こけさっょ ういつうしかっくうはすぇ くぇ っおしこっさすうすっ けす ╇くしすうすせすぇ いぇ こぇいぇさくぇ うおけくけきうおぇ, こさっい 2013 ゅけょうくぇ 

ぉなかゅぇさうすっ とっ ういさぇぉけすはす しさっょくけ こけ 233 きかく. かっゃぇ いぇ っょうく おぇかっくょぇさっく ょっく. ╇かう こけくっ すぇおぇ っ 
いぇかけあっくけ ゃ ╀のょあっす 2013. 
]かっょけゃぇすっかくけ, くっけぉたけょうきう しぇ 120 ょくう, いぇ ょぇ ぉなょぇす ういさぇぉけすっくう こさっょゃうょっくうすっ ぉかういけ 27 

きかさょ. かっゃぇ こさうたけょう ゃ ぉのょあっすぇ. ‶っすすっ ょくう いぇ けすさぇぉけすゃぇくっ すさはぉゃぇ ょぇ ょけくっしぇす けとっ 1,1 きかさょ. 
かっゃぇ, おけかおけすけ っ いぇかけあっくうはす ぉのょあっすっく ょっそうちうす. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ う こさっい すぇいう ゅけょうくぇ くぇえ-ょけたけょけくけしっく う くぇえ-ぉなさいけ こっつっかっと こぇさう けすさぇしなか せ 

くぇし とっ っ ぉぇくおけゃうはす しっおすけさ. ‶け ょぇくくう くぇ ╀′╀, けこけゃっしすっくう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ すぇいう ゅけょうくぇ, こさっい 
ういきうくぇかぇすぇ 2012 しさっょくけ こけ 21,1 かっゃぇ くぇ しっおせくょぇ しぇ こっつっかうかう ぉぇくおうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╃け おさぇは 
くぇ くけっきゃさう 2012 ゅけょうくぇ ぉぇくおけゃぇすぇ しうしすっきぇ っ ゅっくっさうさぇかぇ 604,1 きかく. かっゃぇ つうしすぇ こっつぇかぉぇ. 
〈けゃぇ っ さなしす けす 9,7% しこさはきけ しなとうは こっさうけょ くぇ 2011 ゅ.
╁しはおぇ しっおせくょぇ 154,61 かっゃぇ しぇ こけしすなこゃぇかう ゃ ぉぇくおうすっ こけょ そけさきぇすぇ くぇ こさうたけょう けす かうたゃう こけ 

けすこせしくぇすう おさっょうすう ょけ けぉとぇすぇ しせきぇ けす 4,408 きかさょ. かっゃぇ おなき おさぇは くぇ くけっきゃさう. [ぇいたけょうすっ いぇ 
かうたゃう こけ ゃかけゅけゃっ う ょっこけいうすう しぇ おけしすゃぇかう くぇ すさっいけさうすっ こけ 70,4 かっゃぇ ゃしはおぇ しっおせくょぇ. 〈ぇおぇ 
さっぇかくけ ゅさぇあょぇくう う そうさきう しぇ しこっつっかうかう けぉとけ 2,009 きかさょ. かっゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ かうたゃうすっ 
こけ ゃかけあっくうはすぇ しう. 
28 かっゃぇ くぇ しっおせくょぇ っ こさうぉうさぇかぇ ぉぇくおけゃぇすぇ しうしすっきぇ いぇ すぇおしう う おけきうしうけくう, おけっすけ しっ さぇゃくは-

ゃぇ くぇ けぉとぇすぇ しせきぇ けす 798,344 きかく. かっゃぇ. 
′ぇ そけくぇ くぇ しこっつっかっくうすっ 21 かっゃぇ くぇ しっおせくょぇ けす ぉぇくおうすっ, さぇいたけょうすっ うき いぇ いぇこかぇすう くぇ すった-

くうすっ しかせあうすっかう しぇ うき おけしすゃぇかう し 2 かっゃぇ こけゃっつっ - 23 かっゃぇ. 
╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

...》╅[ 》『╊╉ 】『〉¨【╊
[っそっさっくょせきなす とっ ぉなょっ こさういくぇす いぇ いぇおけくっく, ぇおけ ゃ  くっゅけ しぇ せつぇしすゃぇかう こけゃっつっ けす こけかけゃう-

くぇすぇ ゅかぇしけこけょぇゃぇすっかう し こさぇゃけ くぇ ゅかぇし ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╆ぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ さっそっさっくょせきぇ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ けさゅぇくういうさぇくう 87 ういぉうさぇすっかくう 

しっおちうう. 〈っ しっ くぇきうさぇす くぇ しなとうすっ きっしすぇ う しぇ しなし しなとうすっ くけきっさぇ, し おぇおゃうすけ ぉはたぇ くぇ こけしかっょ-
くうすっ きっしすくう ういぉけさう. ╅っかぇっとうすっ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ さっそっさっくょせきぇ とっ すさはぉゃぇ しかっょ こさけゃっさおぇ いぇ 
すけゃぇ - ょぇかう うきっすけ うき そうゅせさうさぇ ゃ ういぉうさぇすっかくうすっ しこうしなちう, ょぇ けすうょぇす ょけ きっしすぇすぇ いぇ ゅかぇしせゃぇ-
くっ, ゃ おけうすけ しぇ こけょぇゃぇかう ゃけすぇ しう こけしかっょくうは  こなす. 
╆ぇ しっかぇすぇ しなとけ しっ いぇこぇいゃぇす きっしすぇすぇ いぇ ゅかぇしせゃぇくっ けす こけしかっょくうすっ きっしすくう ういぉけさう. ╇いぉうさぇ-

すっかくぇ しっおちうは いぇ せつぇしすうっ ゃ こなさゃうは くぇちうけくぇかっく さっそっさっくょせき こけょ わ87 とっ うきぇ ゃ ょっくは くぇ ゃけすぇ 
う ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ╋くけゅけこさけそうかくぇ ぉけかくうちぇ. 
╆ぇ ょけこせしおぇくっ ょけ ゅかぇしせゃぇくっ ゅさぇあょぇくうすっ とっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇいこけかぇゅぇす し ゃぇかうょくぇ かうつくぇ おぇさすぇ 

うかう せょけしすけゃっさっくうっ けす ‶けかうちうはすぇ.                                        
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈】′╊‶ 〉╅ ╆《′╇╊]¨╊╇...
╂けょうくう くぇさっょ ょうさっおすけさなす 

くぇ ╊》╋ „』せょけきうさ” こさけせつゃぇ う 
かうつくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ う すゃけさ-
つっしすゃけ くぇ ╉けくしすぇくすうく ╀けい-
ゃっかうっゃ, いぇゃっとぇくぇ くぇ きっしす-
くぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ” う 
っょくけうきっくくうは うしすけさうつっしおう 
きせいっえ. 〈ぇき, きっあょせ しすさぇくう-
ちうすっ くぇ おくうゅうすっ きせ, すけえ けす-
おさうゃぇ こうしきけ けす 1919 ゅけょうくぇ, 
こうしぇくけ けす ╃うきうすなさ ╀かぇゅけっゃ 
ょけ ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ, ゃ 
おけっすけ ╀かぇゅけっゃ しっ ういゃうくはゃぇ 
くぇ しけちうぇかょっきけおさぇすぇ いぇ さぇい-
ちっこかっくうっすけ くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
くぇ すっしくう う てうさけおう けす 1903 
ゅけょうくぇ. 
‶ぇお けす ぉっかっあおうすっ きっあょせ 

おくうゅうすっ う しこけきっくうすっ くぇ ╀けい-
ゃっかうっゃ しすぇゃぇ はしくぇ う こさうつう-
くぇすぇ いぇ ょなかゅけゅけょうてくうは さぇい-
さうゃ きっあょせ こうしぇすっかは ╇ゃぇく 
╁ぇいけゃ, おけえすけ ょゃぇ きぇくょぇすぇ 
こけ けくけゃぇ ゃさっきっ っ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか けす ╉ぇいぇくかなお, 
う こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ そう-
かけしけそしおうは おさなゅ „╋うしなか” う 
しないょぇすっか くぇ ‶っょぇゅけゅうつっしおけ-
すけ せつうかうとっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょ-さ 
╉さなしすぬけ ╉さなしすっゃ.  
╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ っ 

うょっけかけゅ う しないょぇすっか くぇ こなさ-
ゃぇすぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇ ょさせ-
あうくおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 
1890 ゅけょうくぇ, おけはすけ ゅけょうくぇ 
こけ-おなしくけ せつぇしすゃぇ ゃ ╀せいかせ-
ょあぇくしおうは おけくゅさっし. 〈けえ っ 
しないょぇすっか くぇ こなさゃぇすぇ おけけ-
こっさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお „╀さぇす-

しすゃけ”, こさっさぇしくぇかぇ こけ-おなしくけ 
ゃ ‶けこせかはさくぇ ぉぇくおぇ, ういょぇゃぇ う 
こなさゃうはす おけけこっさぇすうゃっく ゃっしす-
くうお ゃ しすさぇくぇすぇ. ╀けいゃっかうっゃ っ 
けしくけゃぇすっか う くぇ しこっしすけゃくけすけ 
ょさせあっしすゃけ „‶つっかぇ” ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, しすぇゃぇ う こさうつうくぇ うきっくくけ 
ゃ すけいう ゅさぇょ ょぇ いぇこけつくっ うい-
ょぇゃぇくっすけ くぇ „[ぇぉけすくうつっしおう 
ゃっしすくうお”. 
╆ぇ ょっかけすけ う こさうくけしぇ しう ゃ 

さぇいゃうすうっすけ くぇ おけけこっさぇすうゃ-
くけすけ ょゃうあっくうっ ゃ しゃっすぇ ゅけ-
ょうくう くぇさっょ っ う つかっく くぇ ╇い-
こなかくうすっかくうは  おけきうすっす くぇ 
╋っあょせくぇさけょくうは おけけこっさぇすう-
ゃっく しなのい. 14 ゅけょうくう っ くぇさけ-
ょっく こさっょしすぇゃうすっか, 37 ゅけょうくう 
っ けぉとうくしおう  しなゃっすくうお ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお, 3 ゅけょうくう っ おきっす くぇ  
ゅさぇょぇ, ゃ こっさうけょぇ 1908 ゅけょう-
くぇ - 1911 ゅけょうくぇ. ╁ くっゅけゃうは 
きぇくょぇす いぇこけつゃぇ ういゅさぇあょぇくっ-
すけ くぇ  ゅさぇょしおうは ゃけょけこさけゃけょ. 
〈ゃけさつっしすゃけすけ くぇ ╉けくしすぇくすうく 
╀けいゃっかうっゃ ゃおかのつゃぇ 7 おくうゅう 
う くぇょ 900 しすぇすうう. 
[っゃくけしすっく さぇょっすっか いぇ ぉなか-

ゅぇさとうくぇすぇ, すけえ ょぇさはゃぇ くぇ 
ょゃぇ こなすう しゃけはすぇ かうつくぇ ぉうぉ-
かうけすっおぇ う ちっかうは しう ぇさたうゃ 
くぇ きっしすくうは きせいっえ う くぇ つうすぇ-
かうとくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ.  
╁なこさっおう つっ いぇさぇょう すさせょくけ-

すけ う ぉっょくけ ょっすしすゃけ ╉けくしすぇく-
すうく ╀けいゃっかうっゃ くっ せしこはゃぇ ょぇ 
いぇゃなさてう せつうかうとっ, すけえ しっ 
こさっゃさなとぇ  ゃ っょうく けす せくう-
おぇかくうすっ せきけゃっ くぇ ╀なかゅぇさうは 

いぇ ゃさっきっすけ しう, くっくぇょきうくぇす 
う ょけ ょくっし っさせょうす, けぉとっしす-
ゃっくうお, ょぇさゃうくうしす, つけゃっお し 
ょなさあぇゃくうつっしおけ きうしかっくっ う 
ぉせょっく せき.  
‶け うさけくうは くぇ しなょぉぇすぇ くっ 

けしすぇゃは くぇしかっょくうちう, すなえ 
おぇすけ う ょゃっすっ きせ ょっちぇ, おぇおすけ 
う ょゃっすっ きせ しなこさせゅう せきうさぇす 
こさっょう くっゅけ. ‶けしかっょくうすっ きせ 
ょゃっ こさっょしきなさすくう あっかぇくうは, 
いぇこうしぇくう ゃ くっゅけゃぇすぇ うい-
こけゃっょ, しぇ ょぇ っ こけゅさっぉぇく ゃ 
おけゃつっゅ, „こけおさうす し つっさゃっくけ 
いくぇきっ, おけっすけ とっ ぉなょっ きけはす 
こけゅさっぉぇかっく しぇゃぇく” う こさう 
こけゅさっぉっくうっすけ きせ ょぇ くはきぇ 
くうおぇおゃう さっつう けす くうおけゅけ. 
╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ 

せきうさぇ くぇ  11-すう はくせぇさう 
1951 ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶けゅさっぉぇく っ ゃ しすぇさうすっ ゅさけ-
ぉうとぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお しぇ こさっきっしすっ-
くう いぇさぇょう ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
くぇょかっい ゃ ゅさぇょぇ. 
]なょぉぇすぇ くぇ ゅさけぉぇ う すかっく-

くうすっ きせ けしすぇくおう う おなき きけ-
きっくすぇ っ くっういゃっしすくぇ. ╃ぇ 
さっぇぉうかうすうさぇす う しなたさぇくはす 
こぇきっすすぇ う ぉっいちっくくけすけ すゃけさ-
つっしすゃけ う こさうくけし くぇ ╉けくしすぇく-
すうく ╀けいゃっかうっゃ しっ いぇさっおけたぇ 
くっゅけゃうすっ こけしかっょけゃぇすっかう 62 
ゅけょうくう しかっょ おけくつうくぇすぇ きせ.  

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

びëÜÖó¡í

╃けぉうかぇすぇ こけしかけゃうつ-
くけしす う こさっゃなさくぇかぇ-

すぇ しっ ゃ ゅさぇょしおぇ っきぉかっきぇ 
けゅさけきくぇ はきぇ ゃ ちっくすなさぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういゃっしすくぇ 
おぇすけ „ょせこおぇすぇ“, けす くぇ-
つぇかけすけ くぇ すぇいう しっょきうちぇ 
いぇこけつくぇ ぉぇゃくけ ょぇ しっ いぇ-
こなかゃぇ. ╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ っ 
くぇ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ, 
おけはすけ こかぇくうさぇ ょけ こさけ-
かっすすぇ はきぇすぇ ょぇ しっ いぇ-
こなかくう う ょけさう けいっかっくう. 
′はおけかおけ しぇ ゃぇさうぇくすうすっ 
う うょっうすっ いぇ いぇこなかゃぇくっ くぇ ょせこおぇすぇ: けす つぇしす けす こぇさおぇ し おぇ-
すっさせておう う いぇくうきぇくうは いぇ ょっちぇ, こさっい っおしこけいうちうは くぇ けすおさうすけ 
いぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうすっ, こぇさおうくゅ う ょけさう ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇ  
しゅさぇょぇ くぇ 5 っすぇあぇ し こけょいっきっく こぇさおうくゅ くぇ ょゃっ くうゃぇ.

╇いおかのつうすっかくけ しかぇぉぇ う くっゅぇすうゃくぇ っ けちっくおぇすぇ いぇ っょくけゅけ-
ょうてくけすけ せこさぇゃかっくうっ くぇ っおうこぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇ-

いぇくかなお う くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ  くぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
╃ゃうあっくうっ “╀なかゅぇさうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ”ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうくしおうはす こさっょしっょぇすっか くぇ “╀なかゅぇさうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ” 

]うきっけく ╂っけさゅうっゃ きけすうゃうさぇ  くっゅぇすうゃくぇすぇ う しかぇぉぇ けちっくおぇ いぇ 
けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ すぇおぇ:  “』うしすおぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, くぇっ-
きぇす しっ たけさぇ ぉっい おゃぇかうそうおぇちうは, かうこしぇ くぇ こさけいさぇつくけしす  こさう 
おけくおせさしうすっ いぇ さぇぉけすぇ う こさけゃっあょぇくっすけ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけ-
さなつおう, しっかっおすうさぇくっ くぇ そうさきうすっ こさう こっつっかっくっすけ うき, おぇすけ 
すけゃぇ しぇ そうさきう, けしくけゃくけ ぉかういおう ょけ ╂╄[╀, かうこしゃぇ しすさぇすっゅうは 
う ゃういうは いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ けぉとうくぇすぇ, かうこしゃぇす せこさぇゃかっくしおう 
おぇょさう”.
]こけさっょ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ょゃうあっくうっすけ くぇ ╉せくっゃぇ: “╁ けぉ-

とうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ゃけょう こけかうすうおぇ  くぇ くぇきうさぇくっ くぇ さぇぉけ-
すぇ  くぇ くぇてうすっ たけさぇ う ぉういくっし いぇ くぇてうすっ たけさぇ”. 

╁うちっこさっきうっさなす う きうくうしすなさ 
くぇ ╋╁[ 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ くぇ-

こさぇゃう こなさゃぇ おけこおぇ くぇ ぉなょっとぇすぇ 
くけゃぇ う きけょっさくぇ しゅさぇょぇ くぇ ‶さけすう-
ゃけこけあぇさくぇすぇ しかせあぉぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]すけえくけしすすぇ くぇ しすさけっあぇ とっ っ 1,8 
きかく. かっゃぇ けす おぇこうすぇかけゃうすっ さぇいたけ-
ょう ゃ ぉのょあっすぇ くぇ ╋╁[. ]さけおなす いぇ 

いぇゃなさてゃぇくっ くぇ しゅさぇょぇすぇ っ はくせぇさう 2014 ゅ. ╋うくうしすなさなす こけっ 
ぇくゅぇあうきっくす ょけ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 40-すっ きっしすくう けゅくっぉけさちう 
ょぇ さぇいこけかぇゅぇす う し くけゃう しこっちうぇかういうさぇくう ぇゃすけきけぉうかう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╅〉╈╊] ╈¨〉╊╇ - 9-【¨ ╇ 
„『╅′』〈╊‶ 』]╅╇¨” 
┿さしっくぇかしおうはす すぇかぇくす ┿くゅっか ╂うくっゃ けしすぇくぇ 9-すう ゃなゃ そうくぇかくうは おさなゅ くぇ 

くぇちうけくぇかくけすけ てけせ „[ぇいしきっえ ]かぇゃう”. 
¨す 18-すっ そうくぇかうしすう すけえ しっ おかぇしうさぇ ゃ いかぇすくぇすぇ しさっょぇ し 2,15% けす こけょぇょっ

くうすっ ゅかぇしけゃっ. 《うくぇかなす くぇ てけせすけ ぉっ くぇ 2-さう はくせぇさう, おけゅぇすけ しすぇくぇたぇ はしくう 
けおけくつぇすっかくうすっ さっいせかすぇすう. ╇いこなかくっくうっすけ, し おけっすけ ┿くゅっか しっ ぉけさう いぇ ゅけかは
きぇすぇ くぇゅさぇょぇ - こうおぇこ 4 こけ 4 くぇ „╊うすっおし きけすけさし” う ぇゅくっ, ぉっ おけきこうかぇちうは けす 
さぇいかうつくう  いゃせちう けす しっかしおうは ょゃけさ. ]ぇきうはす ┿くゅっか くっ しおさう さぇいけつぇさけゃぇくうっすけ 
しう けす さっいせかすぇすぇ う こさういくぇ, つっ しっ っ くぇょはゃぇか う けつぇおゃぇか こけ-ょけぉなさ ゃけす. ╆ぇ 
くっゅけゃけすけ ういこなかくっくうっ, けしゃっく こさうはすっかう う おけかっゅう けす ╉ぇいぇくかなお う ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ, こけょぇょっくう ゅかぇしけゃっ っ うきぇかけ う けす ‶けさすせゅぇかうは, 《さぇくちうは, 』ったうは う 
┿くゅかうは. 
‶なさゃけすけ きはしすけ ゃ くぇちうけくぇかくけすけ しなしすっいぇくうっ しこっつっかう 8-ゅけょうてくけ きけきつっ 

けす ]けそうは - ╃うきうすなさ ┿くょさっっゃ, おけえすけ こさう こなさゃけすけ しう せつぇしすうっ さぇいしきは ゅけ
かけゅかぇゃうは てけせきっく ]かぇゃう 〈さうそけくけゃ し きさなしくう ゃうちけゃっ. ′ぇ そうくぇかぇ きぇかおうはす 
╋うすおけ さぇいおぇいぇ ょさせゅ ゃうち, し おけえすけ けぉさぇ いさうすっかしおうは ゃけす し 26,46% う しこっつっかう 
ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ. 
╁なこさっおう くっいぇょけゃけかうすっかくうは いぇ しぇきうは くっゅけ さっいせかすぇす けす そうくぇかぇ くぇ てけせすけ, 

┿くゅっか ╂うくっゃ っ とぇしすかうゃ つけゃっお. ‶さうつうくぇすぇ: けす くけゃけゅけょうてくぇすぇ ぉぇくうちぇ っ 
ういすっゅかうか くぇえ-たせぉぇゃうは おなしきっす, ぇ うきっくくけ „とぇしすうっ う おなしきっす” う しっ くぇょはゃぇ 
しなゃしっき しおけさけ すけゃぇ ょぇ しっ しぉなょくっ. 〈けゃぇ かはすけ ゅけ けつぇおゃぇ しさっとぇ し くっゅけゃうすっ 
ゃくせちう けす 《さぇくちうは, ぇ しなゃしっき しおけさけ う すけえ しぇきうはす とっ こけっきっ くぇすぇき. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

¨す すぇいう ゅけょうくぇ たけさぇすぇ, おけうすけ しぇきう ゃくぇしはす いぇょなかあうすっかくうすっ しう いょさぇゃくけ
けしうゅせさうすっかくうすっ ゃくけしおう (くぇこさうきっさ すさぇえくけ ぉっいさぇぉけすくう, おけうすけ くっ こけかせ

つぇゃぇす けぉっいとっすっくうっ けす ╀のさぇすぇ こけ すさせょぇ, くっ しっ けしうゅせさはゃぇす けす ょなさあぇゃぇすぇ う 
ょさ.) う くっ しぇ さっゅうしすさうさぇくう おぇすけ しぇきけけしうゅせさはゃぇとう しっ こけ しきうしなかぇ くぇ ╉けょっおしぇ 
いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ, すさはぉゃぇ ょぇ ゅう こさっゃっあょぇす ゃ たぇいくぇすぇ ょけ 25-すけ つうしかけ 
くぇ きっしっちぇ, しかっょゃぇと きっしっちぇ, いぇ おけえすけ しっ けすくぇしはす. ╆ぇ すぇいう こさけきはくぇ しなけぉとうたぇ 
けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぇゅっくちうは こけ こさうたけょうすっ. 
〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ いょさぇゃくぇすぇ ゃくけしおぇ いぇ きっしっち はくせぇさう 2013 ゅ. すさはぉゃぇ ょぇ 

しっ ゃくっしっ くぇえ-おなしくけ ょけ 25 そっゃさせぇさう 2013 ゅ. [ぇいきっさなす くぇ いょさぇゃくけけしうゅせさう
すっかくぇすぇ ゃくけしおう う いぇ すぇいう ゅけょうくぇ っ こけくっ 16,80 かゃ. いぇ けしうゅせさはゃぇとうすっ しっ くぇ 
きうくうきぇかくぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ. 
¨す ′ぇちうけくぇかくぇすぇ ぇゅっくちうは こけ こさうたけょうすっ くぇこけきくはす しなとけ, つっ ゃしうつおう かうちぇ, 

いぇ おけうすけ ゃないくうおゃぇ いぇょなかあっくうっ しぇきう ょぇ ゃくぇしはす いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくうすっ しう 
ゃくけしおう, こけょぇゃぇす ゃ すっさうすけさうぇかくうすっ しすさせおすせさう くぇ ′┿‶ こけ こけしすけはくっく ぇょさっし 
ょっおかぇさぇちうは - けぉさぇいっち 7. 〈は しっ こけょぇゃぇ ゃ しさけお ょけ 25-すけ つうしかけ くぇ きっしっちぇ, 
しかっょゃぇと きっしっちぇ くぇ ゃないくうおゃぇくっ くぇ いぇょなかあっくうっすけ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ けす かうちぇ
すぇ, おけうすけ くっ しぇ けしうゅせさっくう くぇ ょさせゅけ けしくけゃぇくうっ. 〈けっしす, ぇおけ けす 1 はくせぇさう しすっ 
ゃ すけゃぇ おぇつっしすゃけ う すさはぉゃぇ しぇきう ょぇ ゃくぇしはすっ いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくう ゃくけしおう, すけ 
ょけ 25 そっゃさせぇさう すさはぉゃぇ ょぇ こけょぇょっすっ ょっおかぇさぇちうは けぉさぇいっち 7. ¨す すぇいう ゅけょうくぇ 
ゃ ょっおかぇさぇちうはすぇ しっ ょっおかぇさうさぇ う ういぉけさなす くぇ けしうゅせさうすっかくうは ょけたけょ, ゃなさたせ 
おけえすけ ょぇ しっ いぇこかぇとぇす いょさぇゃくう ゃくけしおう けす すはた. ′っ っ くっけぉたけょうきけ ゅさぇあょぇくうすっ, 
おけうすけ ゃっつっ しぇ こけょぇかう すぇいう ょっおかぇさぇちうは, ょぇ こけょぇゃぇす くけゃぇ - ぇおけ くっ ゅけ くぇこさぇ
ゃはす, しっ しきはすぇ, つっ しぇ ういぉさぇかう ょぇ しっ けしうゅせさはゃぇす ゃなさたせ きうくうきぇかくうは けしうゅせさう
すっかっく ょけたけょ, せすけつくはゃぇす けす ′┿‶.
╆ょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゃぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, おけうすけ しっ けしうゅせさはゃぇす いぇ しゃけは 

しきっすおぇ, しっ こさっおなしゃぇす, ぇおけ くっ しぇ ゃくっしっくう こけゃっつっ けす すさう ょなかあうきう きっしっつくう 
いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくう ゃくけしおう いぇ こっさうけょ けす 36 きっしっちぇ. ‶っさうけょなす しっ ぉさけう ょけ 
くぇつぇかけすけ くぇ きっしっちぇ, こさっょたけあょぇと きっしっちぇ, ゃ おけえすけ かうちっすけ こけすなさしう きっょう
ちうくしおぇ こけきけと, こかぇすっくぇ けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ いょさぇゃくけけしうゅせさうすっかくぇ おぇしぇ. ‶さぇ
ゃぇすぇ しっ ゃないしすぇくけゃはゃぇす けす ょぇすぇすぇ くぇ いぇこかぇとぇくっ くぇ ゃしうつおう ょなかあうきう ゃくけしおう.

〈┿

すけ う つけゃっおぇ さぇいこさけしすさぇくうたぇ 
うくそけさきぇちうは, けす おけはすけ しすぇゃぇ 

はしくけ, つっ さぇあょぇっきけしすすぇ せ くぇし 
こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ っ ぉうかぇ 
さっおけさょくけ くうしおぇ. ‶さけこかぇおぇかう 
しぇ こけ-きぇかおけ ぉっぉっすぇ, けすおけかおけ
すけ しぇ しっ こけはゃうかう くぇ ぉはか しゃはす 
ゃ ゅけょうくぇすぇ くぇ ╅ぇく ╁うょっくけゃぇすぇ 
おさういぇ こさっい 1997 ゅけょうくぇ. ╀さけ

はす くぇ ぉっぉっすぇすぇ いぇ こけしかっょくうすっ 
ょゃぇくぇょっしっす きっしっちぇ っ くぇえ-くう

しおうはす けす 1945 ゅけょうくぇ くぇしぇき - 
っょゃぇ 62 000.
‶さっい 2011 ゅ. くけゃけさけょっくうすっ しぇ 

ぉうかう 71 000, ぇ こさっい おさういうしくぇ
すぇ 1997 ゅ. - 64 000.  ′ぇきぇかっくう
っすけ しなし 7 たうかはょう くけゃけさけょっくう 
しぇきけ いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ /っょうく きぇ

かなお ゅさぇょ ゃ ╀なかゅぇさうは/ しっ けぉはし
くはゃぇ けしくけゃくけ し こけさぇあっくうはすぇ 
けす うおけくけきうつっしおぇすぇ おさういぇ ゃなさ
たせ ぉなかゅぇさしおうすっ ょけきぇおうくしすゃぇ う  
かうこしぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ くぇ ぇょっお
ゃぇすくぇ こけかうすうおぇ いぇ こけけとさっくうは 
くぇ しっきっえしすゃぇすぇ し ょっちぇ. 
╆ぇ こけしかっょくうすっ 20 ゅけょうくう くぇ 

こさったけょぇ くぇえ-ゃうしけおぇすぇ さぇあょぇ
っきけしす ゃ しすさぇくぇすぇ っ こさっい 2009 
ゅ., おけゅぇすけ くぇ っょくぇ あっくぇ ゃ ょっすっ
さけょくぇ ゃないさぇしす しっ こぇょぇす こけ 1,57 
ょっちぇ しさっょくけ. 〈ぇいう しすけえくけしす, 
しこけさっょ ょっきけゅさぇそうすっ, ゃしっ けとっ 
っ ょぇかっつ けす さぇゃくうとぇすぇ くぇ さぇあ
ょぇっきけしすすぇ, こさっけぉかぇょぇゃぇかう ょけ 
1990 ゅけょうくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けゅぇ
ゃぇ しさっょくうはす ぉさけえ ょっちぇ くぇ っょくぇ 
あっくぇ っ ぉうか けおけかけ 2. 
‶け ょぇくくう くぇ ╇くしすうすせすぇ いぇ 

ういしかっょゃぇくっ くぇ くぇしっかっくうっすけ う 
つけゃっおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, けす ょっきけ
ゅさぇそしおぇ ゅかっょくぇ すけつおぇ ゃかうは
くうっ けおぇいゃぇ う くぇきぇかはゃぇとうはす 
さぇいきっさ くぇ あっくうすっ ゃ さっこさけ
ょせおすうゃくぇ ゃないさぇしす, おけえすけ おなき 
31 ょっおっきゃさう 2011 ゅ. っ ぉうか 1 
きかく. う 650 たうかはょう. ′ぇきぇかっくう
っすけ しこさはきけ 2001-ゃぇ ゅけょうくぇ くぇ 
あっくうすっ ゃ すぇいう ゃないさぇしす っ し 260 
000 たうかはょう, ぇ しこさはきけ 1990-すぇ 

し 418 000 しぇ こけ-きぇかおけ あっくうすっ, 
おけうすけ しぇ くぇ ゃないさぇしす 15-49 ゅけ
ょうくう. 
‶さけぉかっき いぇ さぇあょぇっきけしすすぇ しっ 

けおぇいゃぇ う ゃしっ こけゃっつっ くぇさぇしすゃぇ
とうはす ぉさけえ くぇ ぉっいょっすくうすっ しっ
きっえしすゃぇ せ くぇし, おけうすけ, こけ ょぇく
くう いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, しぇ くぇょ 
250 たうかはょう. 
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ くぇきぇかはゃぇ う 

ぉさけはす くぇ ぉさぇおけゃっすっ, おけっすけ こなお 
ゃけょう ょけ さなしす くぇ ょっちぇすぇ, さけょっ
くう けす しぇきけすくう きぇえおう. ¨す しゃけは 
しすさぇくぇ, すけゃぇ すけゃぇさう ょけこなかくう
すっかくけ しけちうぇかくぇすぇ しうしすっきぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ. 
╉ぇいぇくかなお くっ こさぇゃう ういおかの

つっくうっ けす しすぇすうしすうおぇすぇ. ¨す くけ
ゃけさけょっくうすっ ゃしはおけ ゃすけさけ ぉっぉっ 
っ さけょっくけ けす ょゃけえおぇ, あうゃっっとぇ 
ぉっい ぉさぇお うかう けす しぇきけすくぇ きぇえおぇ. 
]ぇきけ 207 しぇ けそうちうぇかくうすっ 

ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇおけゃっ, しおかのつっ
くう こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. ╁ すぇいう ちうそさぇ しぇ う こさっ
しなしすぇゃっくうすっ ぇおすけゃっ くぇ ょゃけえおう, 
ゃっくつぇかう しっ ゃ つせあぉうくぇ. 
‶なさゃけすけ くけゃけ しっきっえしすゃけ いぇ 

すぇいう ゅけょうくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しっ 
ぉさぇおけしなつっすぇっ くぇ 19-すう はくせぇさう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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‶さっょう いぇゃさなとぇくっすけ しう ゃ 
„┿さしっくぇか”, 〈けょけさ さぇぉけすう ゃ 

くけゃけいぇゅけさしおうは いぇゃけょ „]すさせゅ”. 
〈ぇき ゅけ ゃうおぇす こけ こけさなつおぇ くぇ しぇ
きうは ょうさっおすけさ, ういょうさうか ゅけ つさっい 
こけいくぇす. ”′うっ すなさしうき しこっちうぇかう
しすう, ぇ すう しすけうて ゃおなとう...”, つせょう 
しっ ょうさっおすけさなす う けすしうつぇ: ”╇ょ
ゃぇて けとっ せすさっ!”
‶けしかっ さぇぉけすぇすぇ こさぇとぇ 〈けょけさ 

╁ぇくょっゃ ゃ ′うおけかぇっゃしおうは いぇゃけょ 
いぇ っかっおすさけこけさちっかぇく, こさう こさけ
しかけゃせすうは ╇ゃぇく ╇ゃぇくうつ, おぇおすけ 
ゅけ いくぇっ ちっかうはす „┿さしっくぇか”. ╇ゃぇ
くうつ ぉうか ゅかぇゃっく きったぇくうお ゃ ′う
おけかぇっゃけ う ゃいうきぇ 〈けょけさ しかっょ „4 
ゅけょうくう し 4 さぇいかうつくう しかせあぉう” 
いぇ くぇつぇかくうお „‶ぇさくう おけすかう”.  
‶け-おなしくけ こぇお  うきっくくけ しさっとぇ 

し ╇ゃぇく ╇ゃぇくうつ ゃけょう 〈けょけさ けす
くけゃけ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉ぇすけ しっ ゃう
ょっかう ょゃぇきぇすぇ ゃ ╆ぇゃけょ 13, ╇ゃぇ
くうつ おぇいゃぇ: „┿さしっくぇか” こけつゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉけさきぇてうくう 
う そさっいきぇてうくう. ╇ょゃぇて う こけ
つゃぇて!”.
‶さけういゃけょしすゃけすけ こけつゃぇ ゃ こさけ

すけすうこっく ちった, おなょっすけ 〈けょけさ っ 
そさっいうしす. ‶さう さぇいょっかっくうっすけ 
くぇ ちったぇ くぇ きったぇくうつっく う きけく
すぇあっく, 〈けょけさ こけっきぇ きったぇくうつ
くうは, こけ こさっこけさなおぇ こぇお くぇ ╇ゃぇく 
╇ゃぇくうつ. ¨ぉっとぇゃぇす きせ こけゃっつっ 
こぇさう, くけ くっ しすぇゃぇ すけつくけ すぇおぇ. ┿ 
きかぇょうはす きぇてうくけしすさけうすっか ゃっつっ 
しう しすさけう くけゃぇ ょゃせっすぇあくぇ おなとぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお – ういぉけさなす くぇ ゅさぇょ う 
さぇぉけすぇ っ けおけくつぇすっかっく.
〈ぇおぇ 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ っ っょうく 

けす たうかはょうすっ, こさっい つううすけ さなちっ 
う しなさちっ きうくぇゃぇ きぇてうくけしすさけ
うすっかくけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ, 
しかぇゃくけすけ ゃさっきっ, おけゅぇすけ しっ こさぇ
ゃはす こけ 200 ぉけさきぇてうくう う 100 
そさっいう きっしっつくけ. ‶さっょ けつうすっ きせ 
きうくぇゃぇ せしゃけはゃぇくっすけ う こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ そさっいうすっ 《¨-250, 
《¨-320, ぉけさきぇてうくうすっ... ]すぇゃぇ 
くぇつぇかくうお くぇ ちった 160 う すぇおぇ 
„くぇ ゅかぇゃぇすぇ” きせ うょゃぇ ちはかぇすぇ 
しかけあくけしす くぇ さぇいくけけぉさぇいうっすけ 
ゃ きぇかおうすっ ょっすぇえかう. ¨ぉうおぇかはか 
ちっかうは いぇゃけょ う ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 
ょけさう おぇすけ しくぇぉょうすっか, おぇおすけ 
う こけ しかっょうすっ くぇ きくけあっしすゃけすけ 
けこっさぇちうう, ういこなかくはゃぇくう こけ ょっ
すぇえかうすっ ゃ さぇいかうつくう いぇゃけょう くぇ 
おけきぉうくぇすぇ. ′ぇ こさぇおすうおぇ しっ さぇ
ぉけすう くぇ こさうくちうこぇ くぇ おけけこっさぇ
ちうはすぇ, しこけきくは しう ょくっし 〈けょけさ, 
こさっあうゃはか くっ っょくぇ さっけさゅぇくういぇ
ちうは ゃ ╆ぇゃけょ 5.
╁なゃ ゃさっきっすけ くぇ さぇいてうさはゃぇ

くっすけ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ つぇしす けす ょっえくけしす
うすっ しっ こさったゃなさかはす くぇ ょさせゅう 
こかけとぇょおう – ╁さぇちぇ, ちったなす いぇ 
こさうぉけさう ゃ ╄くうくぇ, 〈なあぇ, おなょっ
すけ けすうゃぇす ぉけさきぇてうくうすっ... 〈けゃぇ 
しすぇゃぇ しぇきけ ゅけょうくう しかっょ おぇすけ 
すっさっくなす くぇ ╆ぇゃけょ 5 ぉうか ゅけかぇ 
こけかはくぇ, おなょっすけ こぇしぇす ゅけゃっょぇ
すぇ, こけきくう けとっ ╁ぇくょっゃ. 
[ぇぉけすぇ, しなぉさぇくうは - し つぇしけゃっ 

しかっょ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, こさう
おぇいおう, けぉしなあょぇくうは...: ”】け 
しなゃっとっくうは, とけ つせょけ. ╃なさ
あぇたぇ くう けす 16.30 ょけ しかっょ 
20 つぇしぇ ゃっつっさすぇ. ╇いこうす
ゃぇたぇ くう おぇすけ せつっくうちう.”, 
こけきくう けこっさぇすうゃおうすっ こさう 
ょうさっおすけさうすっ すけゅぇゃぇてくうはす 
くぇつぇかくうお ちった. ‶け ゃさっきっ 
うきっくくけ くぇ すうは けこっさぇすうゃおう 
〈けょけさ ╁ぇくょっゃ しう くぇゃかうつぇ 
ぉっかは „くぇ ゅかぇゃぇすぇ”. ╆ぇ くっゅけ

╀さうゅぇょくぇすぇ けさゅぇくういぇ
ちうは くぇ すさせょぇ っ くっとけ 

きくけゅけ かけてけ     

╃ぇ ういおぇあって すぇおけゃぇ おさぇえ
くけ きくっくうっ けすくけしくけ こぇさ
すうえくぇすぇ こけかうすうおぇ こけ けくけ
ゃぇ ゃさっきっ しう っ くぇこさぇゃけ 
っさっし. ╀さうゅぇょくぇすぇ けさゅぇくう
いぇちうは, おけはすけ かぇくしうさぇ おぇすけ 

くぇこさっょくうつぇゃ こさうくちうこぇ 
くぇ けすつうすぇくっ くぇ さぇぉけすぇすぇ 
ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ぉぇいぇ 
おけかっおすうゃくうは すさせょ, ゃきっしすけ 
くぇ ぉぇいぇ かうつくけすけ こけしすう
あっくうっ, いぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ 
ちったぇ, こけ-おなしくけ すさぇくしそけさ
きうさぇく ゃ せつぇしすなお, しう っ くぇ
こさぇゃけ おさぇあぉぇ けす ょあけぉぇ くぇ 
すさせょけかのぉうゃうは いぇ しきっすおぇ 
くぇ きなさいっかうゃうは. ┿ ╁ぇくょっゃ 
くっ けぉうつぇ きなさいっかうゃちうすっ. 
』っしすけ, おぇすけ さなおけゃけょうすっか, 
くぇつぇかくうちうすっ きせ こさぇゃっかう 
いぇぉっかっあおぇ, つっ せゃけかくはゃぇ 
おさなておぇつうすっ. „‶け-ょけぉさっ 
ぉってっ くはおけえ くっょうしちうこかう
くうさぇく ょぇ しすけう くぇ きぇてうくぇ
すぇ, けすおけかおけすけ くぇ きぇてうくぇすぇ 
ういけぉとけ ょぇ くはきぇ つけゃっお?”, 
けとっ しっ つせょう ╁ぇくょっゃ. ╇きぇ
かけ すけゅぇゃぇ きくけゅけ すっおせつっしす
ゃけ, いぇとけすけ たけさぇすぇ ぉはゅぇかう 
くぇ こけ-かっおぇ さぇぉけすぇ. [ぇぉけすぇ 

すけゅぇゃぇ くうおなょっ くっ かうこしゃぇかぇ 
- こさっい 70-すっ う 80-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお しおさうすぇすぇ ぉっい
さぇぉけすうちぇ っ こせぉかうつくぇ すぇえくぇ. 
╃ぇ うきぇ さぇぉけすぇ いぇ ゃしうつおう, 
ょけさう う ぇおけ くはきぇ おぇおゃけ ょぇ 
さぇぉけすはす, っ ゃなこさけし くぇ こさっし
すうあ くぇ けぉとっしすゃけすけ, おけっすけ 
ゃけょう こさけこぇゅぇくょくぇ ゃけえくぇ しなし 
╆ぇこぇょぇ, おなょっすけ ぉっいさぇぉけすう
ちぇすぇ っ そぇおす.
‶さうおぇいおうすっ こさけすうゃ ぉさうゅぇょ

くぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ 
ういたゃなさかはす ╁ぇくょっゃ けす ╆ぇゃけょ 
5. ] くぇきっしぇすぇ くぇ こぇさすうえくうは 
しっおさっすぇさ, こけ ょくってくうすっ しこけ
きっくう くぇ ╁ぇくょっゃ:

╂けくはす ゅけ けす ╆ぇゃけょ 5,
ぉっい ょぇ いくぇっ いぇとけ

╁ぇくょっゃ こさっょこけかぇゅぇ, つっ っ 
くぇおぇいぇく こけ こぇさすうえくぇ かうくうは 

- いぇさぇょう けしすさうすっ しう ういおぇい
ゃぇくうは こさけすうゃ ぉさうゅぇょくぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは. 〈けえ う ょくっし っ 
せぉっょっく, つっ すぇは けさゅぇくういぇちうは 
ぉうかぇ おさぇえくけ くっこさうゅけょくぇ ゃ 
くっゅけゃけすけ こさけういゃけょしすゃけ くぇ 
ょさっぉくうすっ ょっすぇえかう. ”╀ってっ 
おさぇえくけ くっこさうゅけょくぇ いぇ すけゃぇ. 
╃うさっおすけさなす きう ょぇゃぇてっ 
せゃっさっくうっ, つっ しなき こさぇゃ, くけ 
こぇさすうえくうすっ さなおけゃけょうすっかう 
しっ けおぇいぇたぇ こけ-しうかくう う くっ 
きけあぇた ょぇ けしすぇくぇ.”, こけきくう 
けとっ くぇつぇかくうおなす し きくっくうっ. 
╇ ょくっし くっ っ いぇぉさぇゃうか くうすけ 
っょくぇ ょせきぇ けす しなょぉけゃくうは さぇい
ゅけゃけさ: くぇつぇかくうお – ょうさっおすけさ 
– こぇさすうっく しっおさっすぇさ. ╂けょう
くぇすぇ っ 1981-ゃぇ – っこけたぇすぇ くぇ 
す.くぇさ.”いさはか しけちうぇかういなき”.  
〈ぇおぇ うょゃぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 

╁ぇくょっゃ けすうゃぇ ゃ すったくうつっしおうは 
ぇさたうゃ くぇ ╆ぇゃけょ 5. 〉しすさけえゃぇす 

ゅけ すぇき し こけきけとすぇ くぇ ょうさっお
すけさぇ ╉させき 》さうしすけゃ, おけゅけすけ 
╁ぇくょっゃ せゃぇあぇゃぇ きくけゅけ. ╁ ぇさ
たうゃぇ ゅけ けぉせつぇゃぇ てっそなす ╊ぇく
ゅせさけゃ, こさっょう ょぇ しっ こっくしう
けくうさぇ. ╇ょゃぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
╁ぇくょっゃ こけっきぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ 15-16 あっくう, けすかうつくう すさせ
あっくうつおう うい ぇさたうゃくうすっ ょっかぇ, 
いぇすさせこゃぇとう けす ょっく くぇ ょっく 
しおかぇょぇ くぇ けすょっかぇ, いぇとけすけ こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ ╆ぇゃけょ 5, しっおすけさなす 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ きぇてうくう 
し 『‶〉 う ╇くしすうすせすなす おなき ╆ぇ
ゃけょ 5  うきぇす きくけゅけ ういょっかうは, 
こさうょさせあっくう し けゅさけきくぇ ょけおせ
きっくすぇちうは. ╇ すせお ╁ぇくょっゃ しっ 
さぇいゃうたさは くぇくけゃけ: ぉなさいけ こけょ
きっくは ょなさゃっくうすっ しぇくょなつっすぇ し 
きっすぇかくう, こけょさっあょぇす ぇさたうゃぇ 
くぇくけゃけ, けぉいぇゃっあょぇす ゅけ ういちは
かけ, こなかくはす くけゃ ゅけかはき しおかぇょ. 
〈せお きくけゅけ こけきぇゅぇ う すったくうつっ

しおうはす ょうさっおすけさ ╃あせさおけゃ.
‶さけういゃけょしすゃっくぇすぇ おぇさうっ

さぇ くぇ 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ, おぇおすけ う 
いぇ きくけゅけ ょさせゅう ぇさしっくぇかちう けす 
ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ きうくぇ
かうは ゃっお, くっ っ ちっかうはす うき あう
ゃけす ゃ „┿さしっくぇか”. ¨すくけてっくうは
すぇ し おけかっゅうすっ ういかういぇす ういゃなく 
さぇきおうすっ くぇ さぇぉけすくうは ょっく – 
ぉぇくおっすう, っおしおせさいうう, けぉきはくぇ 
くぇ けこうす うい ょさせゅう こさっょこさうは
すうは, こさぇいくうちう う すなさあっしすゃぇ 
ぉっかっあぇす けぉとけすけ うき ぉうすうっ ゃ 
ょせたぇ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
おけかっおすうゃういなき. 
‶ぇお ゃ ょせたぇ くぇ ゃさっきっすけ, 

╁ぇくょっゃ しっ いぇくうきぇゃぇか う し けとっ 
くっとけ, おけっすけ ょくっし いゃせつう くっ
こけくはすくけ いぇ きかぇょうすっ こけおけかっ
くうは: つかっくしすゃけすけ ゃ ╉けきうしうは
すぇ いぇ くぇさけょっく おけくすさけか おなき 
╆ぇゃけょ 5 う おなき おけきぉうくぇすしおうは 
おけきうすっす. ′ぇえ-ゅけかっきうすっ くぇさせ
てっくうは ぉうかう かうこしぇすぇ くぇ ょうし

ちうこかうくぇ う しぇきけけすかなつおうすっ. ╇ 
おさぇあぉう くっ かうこしゃぇかう, くけ くっ 
ぉうかう „ぉけかおぇ いぇ せきうさぇくっ”. 
╆ぇ くぇつぇかくうおぇ くぇ ちったぇ いぇ 

ょさっぉくうすっ ょっすぇえかう ゃ ╆ぇゃけょ 5 
ょけ 1981-ゃぇ: 

╉けきぇくょうさけゃおうすっ ゃ
]うさうは: しこけきっく いぇゃうくぇゅう

╃けしっゅなす し おせかすせさぇすぇ くぇ 
ょさっゃくぇすぇ ちうゃうかういぇちうは くぇ 
]うさうは, おなょっすけ ╁ぇくょっゃ ょゃぇ 
こなすう っ ゃ おけきぇくょうさけゃおぇ けす 
„┿さしっくぇか”, しはおぇて っ くぇえ-はさ
おけすけ こさっあうゃはゃぇくっ ゃ くっゅけゃうは  
あうゃけす. ]すけすうちう つっさくけ-ぉっかう 
しくうきおう しぇ いぇこっつぇすぇかう しこけきっ
くうすっ – ぇくすうつっく ぇきそうすっぇすなさ し 
けすかうつくぇ ぇおせしすうおぇ, せくうおぇか
くう おさっこけしすくう しすっくう う ゃけょっく 
さけゃ; 40-きっすさけゃう ゃっおけゃくう 
ゃけょくう おけかっかぇ けす つっさってけゃけ 
ょなさゃけ し おけそう いぇ くぇこなかゃぇ
くっ くぇ くぇこけうすっかくう おぇくぇかう; 
しすっくぇすぇ くぇ ‶っすなさ う ‶ぇゃっか; 
╀けしさぇ; ‶ぇかきうさぇ – ╂さぇょなす くぇ 
つせょっしうはすぇ...
╃くっし 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ, さぇい

ゅかっあょぇえおう しくうきおうすっ, けこうし
ゃぇ し こなかくう こけょさけぉくけしすう ゃう
ょはくけすけ, しはおぇて っ ぉうかけ ゃつっさぇ 
– うくすっさっしなす きせ おなき すったくう
おぇすぇ っ いぇこっつぇすぇか  いぇゃうくぇゅう 
せょうゃかっくうはすぇ けす せくうおぇかくうすっ 
うくあっくっさくう う きぇえしすけさしおう こけ
しすうあっくうは ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ 
くぇ ょさっゃくうすっ しなけさなあっくうは. ╁ 
]うさうは すけゅぇゃぇ ぇさしっくぇかちう しぇ 
おけきぇくょうさけゃぇくう いぇ せつぇしすうっ 
ゃ すなさゅけゃしおう こぇくぇうさ. ‶なさ
ゃうは こなす ╁ぇくょっゃ たけょうか こさっい 
1975-すぇ, こけしかっ – こぇお こさっい 
1988-きぇ. ┿さしっくぇかしおけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ ぉうかけ ういかぇゅぇくけ くぇ 
けすょっかっく とぇくょ ゃ けゅさけきくぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ こぇかぇすぇ, おなょっすけ 
けすょっかくけ しっ ょっきけくしすさうさぇかう 
かっおぇすぇ こさけきうてかっくけしす, すっお
しすうかくぇすぇ, たさぇくうすっかくけ-ゃおせしけ
ゃぇすぇ... 
„╁っょくぇゅぇ いぇこぇいうたぇ くぇてうすっ きぇ

てうくう いぇ けすおせこせゃぇくっ しかっょ こぇくぇ
うさぇ”, さぇいおぇいゃぇ ょくっし 〈けょけさ ╁ぇく
ょっゃ, おけえすけ けとっ っ ゃこっつぇすかっく けす 
さぇょせてくけすけ こけゃっつっ けす 40-ょくっゃ
くけ こけしさっとぇくっ くぇ ょけきぇおうくうすっ, 
こけおぇいぇかう くぇ ぉなかゅぇさうすっ せくうおぇか
くう ぇさすっそぇおすう けす いっきはすぇ – きぇえおぇ 
くぇ ょくってくぇすぇ ちうゃうかういぇちうは.      
╉ぇおすけ こさっょう 30 ゅけょうくう, すぇおぇ う 

ょくっし ╁ぇくょっゃ くっ こさぇゃう ういおかのつっ
くうっ ゃ おけくしすぇすぇちうはすぇ, つっ いぇ くっゅけ
 

„┿さしっくぇか” っ しっきっえくけすけ 
こさっょこさうはすうっ

〈せお さぇぉけすう う こなさゃぇすぇ きせ しな
こさせゅぇ, こけつうくぇかぇ しかっょ ぉけかっ
ょせゃぇくっ, う ゃすけさぇすぇ – けすうてかぇ 
しう ゃくっいぇこくけ けす すけいう しゃはす しぇきけ 
こさっょう ゅけょうくぇ. ╇ いぇ ょゃっすっ ょくっし 
╁ぇくょっゃ きくけゅけ すなあう.

╁っすっさぇくなす 〈けょけさ ╁ぇくょっゃ っ けす こけおけかっくうっすけ ぉなかゅぇさう – おなしきっすかうう, おけうすけ, っょゃぇ いぇゃなさてうかう しこっ
ちうぇかくけ すったくうつっしおけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ, くっ しぇきけ くはきぇす こさけぉかっき し ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, くけ くぇこさけすうゃ 
– すなさしっくう しぇ こけ ょけきけゃっすっ, いぇ ょぇ ぉなょぇす こさうゃかうつぇくう くぇ さぇぉけすぇ. ╉ぇすけ きくけゅけ ょさせゅう きかぇょっあう し うく
すっさっし おなき すったくうおぇすぇ, すけえ うょゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇさぇょう ╋ったぇくけすったくうおせきぇ. ╇ょゃぇ けす くけゃけいぇゅけさしおけすけ 
しっかけ ╀さはしすけゃけ う しかっょ 5 ゅけょうくう けぉせつっくうっ ゃ すったくうおせきぇ, おぇおゃうすけ せつうかうとぇ うきぇ ゃ っょゃぇ くはおけかおけ ゃ 
╀なかゅぇさうは こけ すけゃぇ ゃさっきっ, 〈けょけさ こけしすなこゃぇ ゃ ╆ぇゃけょ 10, おぇおすけ すけゅぇゃぇ しっ くぇさうつぇ „┿さしっくぇか”. ╂けょう
くぇすぇ っ 1949-すぇ. ]ぇきけ しかっょ ょゃぇ-すさう きっしっちぇ っ „ゅけすけゃ いぇ くぇこせしおぇくっ” – いけゃっ ゅけ さけょくぇすぇ おぇいぇさきぇ, 
いぇょなかあうすっかくぇ いぇ ゃしうつおう ゅけょくう いぇ ゃけっくくう しかせあぉぇ こけ すけゃぇ ゃさっきっ. ╁いうきぇす ゅけ ゃ 【おけかぇ いぇ いぇこぇしくう 
けそうちっさう ゃ ]けそうは. ╋くけゅけ けす いぇこぇしくうすっ しすぇゃぇす こけしかっ ゃけっくくう, っょゃぇ かう くっ – ゃしうつおう, おけうすけ うしおぇす. 
〈けょけさ けぉぇつっ くっ とっ ょぇ あうゃっっ こけょ こぇゅけく. ╃けおぇすけ ぉうか ゃ ‶なさゃぇ しすさっかおけゃぇ ょうゃういうは おぇすけ しゃなさいけつっく 
すったくうお, ぉっいおさぇえくけ こさうはすくぇ ういくっくぇょぇ うょゃぇ いぇ くっゅけ けす ╉ぇいぇくかなお – さけすくうはす おけきぇくょうさ ゅけ しのさこさういう
さぇ し けさょっく – ゅさぇきけすぇ, ょけてなか けす ╆ぇゃけょ 10... 〈ぇおぇ ╆ぇゃけょ 10 – しっゅぇ „┿さしっくぇか”, しすぇゃぇ しなょぉぇ いぇ けとっ 
っょうく さっょけゃう しさっょっく すったくうお, こけ-おなしくけ こけっか こけょ さなおけゃけょしすゃけ っょうく けす ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 – いぇ 
ょさっぉくうすっ ょっすぇえかう ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ こさけういゃけょしすゃけすけ. 

╁ くぇつぇかけすけ くぇ きぇえ とっ しすぇくっ くぇ 35 ゅけょうくう, おけうすけ すさせょくけ きせ かうつぇす. ′はおぇお, きかぇょっあなす っ きくけゅけ あうゃ けとっ ゃ くっゅけ, ゃなこさっおう しっさうけいくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ きせ っ 
こけゃっさっくぇ. ¨す 7 きっしっちぇ っ いぇきっしすくうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おぇいぇくけ うくぇつっ - っょうく けす ょゃぇきぇすぇ ゃすけさう ゃ けぉかぇしすすぇ. ╃っかくうちうすっ きせ きう-

くぇゃぇす ゃ さぇいおなしゃぇくっ くぇ きくけゅけ こけしけおう う すっきう: しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ, いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ, けぉさぇいけゃぇくうっ, おせかすせさぇ, さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ くはきぇ  ゃさっきっ 
いぇ かうつっく あうゃけす  う こさういくぇゃぇ, つっ けす ゅけょうくぇ っ いぇくっきぇさうか ょけさう そうすくっしぇ. ′はきぇ ゃさっきっ ょぇ しゅかけぉう  ょけさう ょけきぇてくうは しう ゃっかけしうこっょ, ういこけかいゃぇく おぇすけ いぇおぇつぇかおぇ. 
╁ きぇかおけすけ おさぇょっくう しゃけぉけょくう きうくせすう しかせてぇ かのぉうきぇすぇ しう ぇさっく ぉう きせいうおぇ うかう いぇかはゅぇ くぇょ せつっぉくうちうすっ いぇ ょゃっすっ しう きぇゅうしすさぇすせさう, おけうすけ せつう こぇさぇかっかくけ ゃ 
╀せさゅぇしおうは せくうゃっさしうすっす - そうくぇくしう う ぉういくっし-ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶さっょう すはた うきぇ ぉぇおぇかぇゃなさしおぇ しすっこっく こけ きぇさおっすうくゅ. ╁ しきっかうすっ きせ こかぇくけゃっ ゃかういぇ う ょけおすけさぇく-
すせさぇ. ‶さっょう ょぇ しおけつう ゃ しすけかぇ くぇ いぇきっしすくうお-ゅせぉっさくぇすけさ, ょゃぇ きぇくょぇすぇ っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお けす ╂╄[╀-╉ぇいぇくかなお. ╀うか っ う かうょっさ くぇ きかぇょっあおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ こぇさすうはすぇ.
╃け おぇぉうくっすぇ しう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こなすせゃぇ し かうつっく ぇゃすけきけぉうか うかう しっ おけきぉうくうさぇ し こさうはすっかう. ‶さういくぇゃぇ, つっ くっ しっ ぉかぇいくう う くっ しっ ういおせてぇゃぇ けす ゃかぇしすすぇ. ̈ しすぇくぇか 

っ „くけさきぇかっく” いぇ ゃしうつおけすけ ゃさっきっ う くっ しきはすぇ ょぇ こさけきっくは くっとぇすぇ. ‶さっょう ゅけょうくう うきぇ つっしすすぇ ょぇ っ ゃすけさうはす いぇこうしぇか しっ つかっく くぇ しょさせあっくうっ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
しかっょ ╇ゃぇく ╉ぬけしっゃ. [ぇぉけすう けす 15-ゅけょうてっく: おぇすけ しすさけうすっかっく さぇぉけすくうお, つうさぇお う きけきつっ いぇ ゃしうつおけ こけ しすさけっあうすっ, おけうすけ さなおけゃけょう ぉぇとぇ きせ うくあ. ╉けくしすぇくすうく 
╉ぇさぇゅうすかうっゃ. ╁なこさっおう つっ っ っょうくしすゃっくけ ょっすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ, すゃなさょう, つっ けす きぇかなお っ くぇせつっく ょぇ しう ういさぇぉけすゃぇ ゃしうつおけ, おけっすけ こけうしおぇ, う ょぇ あうゃっっ しおさけきくけ. 
╆ぇすけゃぇ う くっ こけいゃけかはゃぇ こけしすなす, くぇ おけえすけ っ, ょぇ こさけきっくう こさうはすっかしすゃぇすぇ きせ. 『っくう ゅう, いぇとけすけ いくぇっ, つっ つけゃっとうくぇすぇ っ くぇょ ゃしうつおけ. ‶さういくぇゃぇ, つっ っ とぇしすかうゃ けす 
きぇかおうすっ くっとぇ ゃ あうゃけすぇ う おけゅぇすけ せしこはゃぇきっ ゃ ょっかくうおぇ. ╁しうつおけ けしすぇくぇかけ こさうっきぇ いぇ ういかうてくぇ しせっすぇ う しくけぉういなき, けす おけうすけ しっ けすゃさぇとぇゃぇ. 〉ぉっょっく っ, つっ おぇさう-
っさぇすぇ くっ こさぇゃう つけゃっお とぇしすかうゃ. ′っしっきっっく. ╅うゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  
‶なさゃけすけ うくすっさゃの くぇ ‶っすおけ ╉ぇさぇゅうすかうっゃ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” っ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こなさゃぇすぇ きせ こさうっきくぇ ゃ さけょくうは ゅさぇょ - すけいう こっすなお ゃ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

- ╂-く ╉ぇさぇゅうすかうっゃ, 7 きっ-
しっちぇ しかっょ おぇすけ こけったすっ こけし-
すぇ くぇ いぇき.-けぉかぇしすっく せこさぇ-
ゃうすっか  くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 7 
きっしっちぇ こさっょう  こけさっょくうすっ 
こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう 
╁うっ けすゃぇさはすっ ╁ぇてぇ こさう-
っきくぇ. ╉ぇお ょぇ さぇいつうすぇきっ 
すけいう ╁ぇて たけょ: おぇすけ ゅさうあぇ 
いぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ 
けす さぇえけくぇ うかう おぇすけ つうしすぇ 
こさけぉぇ PR たけょ?
- 〈けゃぇ くっ っ PR たけょ, ぇ きけっ 

けすょぇゃくぇてくけ あっかぇくうっ う あっ-
かぇくうっ くぇ ̈ ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ, 
さっしこっおすうゃくけ くぇ ゅ-く ′っょはか-
おけゃ, けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さけしすけ, ょけこさっ-
ょう 2-3 きっしっちぇ くはきぇた くっけぉたけ-
ょうきうは けこうす, いぇ ょぇ けさゅぇくういう-
さぇき すぇいう こさうっきくぇ. ╇しすうくぇすぇ 
っ, つっ きくけゅけ たけさぇ けす ╉ぇいぇくかなお 
う けす しっかぇすぇ くぇけおけかけ すなさしはす 
¨ぉかぇしすくぇ ぇょきうくうしすさぇちうは,  
ゅ-く ′っょはかおけゃ, きっく いぇ こけきけと 
こさう さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきう-
すっ, し おけうすけ しっ しぉかなしおゃぇす. ╇ 
すけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こさけぉかっきう 
けす くぇえ-さぇいかうつくけ っしすっしすゃけ: 
けす かうつくう こさけぉかっきう, くはおけう 
すなさしはす さぇぉけすぇ, ょけ こさけぉかっきう, 
おぇしぇっとう くけさきぇすうゃくぇ せさっょぉぇ 
う くっょけゃけかしすゃけ けす けすくけてっくうっ 
くぇ しなけすゃっすくぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは うかう けす さってぇゃぇくっ くぇ ょぇ-
ょっく こさけぉかっき. ‶さけしすけ - ゃしっおう 
し ぉけかおぇすぇ しう. 〈せお うしおぇき ょぇ 
おぇあぇ, つっ すぇいう きけは こさうっきくぇ 
いぇしっゅぇ とっ っ ゃさっきっくくぇ う すけ 
ゃ しなぉけすっく ょっく. ╇ょっはすぇ っ ょぇ 
きけあっ し こけゃっつっ たけさぇ, おけうすけ 
うきぇす あっかぇくうっ ょぇ しっ しさっと-
くぇす し きっく, ょぇ けぉしなょうき こさけ-
ぉかっきうすっ, おけうすけ ゅう ゃなかくせゃぇす. 
‶さう すさぇっく うくすっさっし う こけかいぇ, 
こさうっきくぇすぇ とっ  しすぇくっ  さっょけゃ-
くぇ う し そうおしうさぇく ょっく う つぇし. 
‶さうっきくぇすぇ っ くせあくぇ くぇえ-きぇか-
おけすけ いぇさぇょう すけゃぇ, つっ しこっしすは-
ゃぇ しさっょしすゃぇ くぇ たけさぇすぇ, おけう-
すけ うきぇす くせあょぇ けす こけきけと う 
しなゃっす, ょぇ こなすせゃぇす ょけ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ゃしっ こぇお しぇ 8 かっゃぇ いぇ 
こなす, ぇ っ くせあくけ う しこっちうぇかくけ 
ゃさっきっ. ‶なさゃうはす きう こさうっきっく 
ょっく っ すぇいう しなぉけすぇ, くっおぇ いぇ-
こけゃはょぇす. ╁さっきっすけ とっ こけおぇあっ 
う とっ くぇかけあう しなけすゃっすくぇすぇ ちう-
おかうつくけしす. ′け くぇ ゃなこさけしぇ ゃう: 
すけゃぇ くはきぇ くうおぇおゃぇ ゃさないおぇ し 
ういぉけさうすっ, おけうすけ とっ しぇ こさっい 
かはすけすけ. ‶さけしすけ こさけぉかっきうすっ 
う あうゃけすなす くぇかぇゅぇす すけゃぇ. ┿ う 
くぇ きっく ゃしっ こぇお きう ぉっ くせあくけ 
ゃさっきっ, いぇ ょぇ ゃかはいぇ ゃ しこっちう-
そうおぇすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ. ┿い しなき 
つけゃっおなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ¨ぉ-

かぇしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは う 
たけさぇすぇ すせお すさはぉゃぇ ょぇ うきぇす 
こけかいぇ けす すけゃぇ.

- ╁ すけいう しきうしなか おぇおゃう しぇ 
こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ けす 
けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, いぇ 
おけうすけ すなさしはす しなょっえしすゃうっ-
すけ ╁う? ╁うっ けすゅけゃぇさはすっ いぇ 
しすさぇすっゅうつっしおうすっ くぇ こさぇお-
すうおぇ さっしけさう: いょさぇゃっけこぇい-
ゃぇくっ, けぉさぇいけゃぇくうっ, さっゅうけ-
くぇかくぇ こけかうすうおぇ, しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう.
- ¨しくけゃくうはす こさけぉかっき っ うおけ-

くけきうつっしおう う すけ ゃ しきうしなか, つっ 
くっ しっ ういこけかいゃぇ すけいう けゅさけきっく 
つけゃっておう こけすっくちうぇか, おけえすけ っ 
くぇかうちっ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-

さぇ. ]すぇゃぇ ょせきぇ う いぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ, う いぇ おぇょさうすっ. 〈せお うきぇ 
きくけゅけ ょけぉさう しこっちうぇかうしすう う 
ゃなこさっおう けゅさけきくうすっ うくゃっしすう-
ちうう, おけうすけ しっ こさぇゃはす ゃ けぉ-
かぇしすすぇ, ゃしっ けとっ くぇ こさぇおすうおぇ 
こけすっくちうぇかなす くぇ たけさぇすぇ くっ しっ 
ういこけかいゃぇ  ゃ こなかくぇ しすっこっく. 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ うきぇ けゅさけきっく 
こけすっくちうぇか おぇすけ たけさぇ, ぉぇいう, 
そうさきう. ′け くっ しっ ういこけかいゃぇす 
ょけおさぇえ ゃないきけあくけしすうすっ. ╄すけ 
ゃう っょうく こさうきっさ. ╁ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ うきぇてっ うょっは いぇ しない-

ょぇゃぇくっ くぇ こさっょこさうはすうっ いぇ 
っかっおすさけきけぉうかう. 〈ぇいう うょっは 
けぉぇつっ しっ こさけゃぇかう. ] こさけゃぇ-
かはくっすけ え くっ しっ さっぇかういうさぇ  
こけすっくちうぇかなす くぇ きくけゅけ たけさぇ, 
ぇ けす すけゃぇ う けぉかぇしすすぇ おぇすけ 
ちはかけ いぇゅせぉう. ]っゅぇ ¨ぉかぇしす-
くぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは さぇぉけすう 
こけ ょさせゅ こさけっおす -  かっすうとっすけ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ょぇ しすぇくっ きっあ-
ょせくぇさけょくけ おぇさゅけ かっすうとっ.                       
╂-く ′っょはかおけゃ, けぉかぇしすくうはす 
せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
うきぇてっ しさっとぇ こけ すけいう こけゃけょ 
ゃ ╇くょうは. ]かっょ すけゃぇ しっ こさけ-
ゃっょけたぇ う さぇいゅけゃけさう し こけしかぇ-
くうおぇ くぇ ╉うすぇえ. ╇ょっはすぇ っ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ょぇ しっ けすおさうっ 
くぇえ-ゅけかはきけすけ おぇさゅけ かっすうとっ, 

おけっすけ ょぇ けぉしかせあゃぇ ちはかぇ ╄ゃ-
さけこぇ – すけゃぇさうすっ けす ┿いうは くぇ-
しぇき.  [ぇいぉうさぇ しっ, ゃしうつおけ すけゃぇ 
とっ っ しゃなさいぇくけ し かけゅうしすうおぇ, 
すさぇくしこけさす, きぇゅうしすさぇかぇすぇ っ 
くぇぉかういけ. ¨すょっかくけ けす すけゃぇ, 
くぇかうつうっすけ くぇ おぇさゅけ かっすうとっ 
こさっょこけかぇゅぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ ゅけかっきう しおかぇょけゃう ぉぇいう, くぇ 
ょさせゅう しこけきぇゅぇすっかくう こけきっとっ-
くうは う ょっえくけしすう. ╁しうつおけ すけゃぇ, 
ぇおけ しっ さっぇかういうさぇ, とっ けしうゅせ-
さう さぇぉけすぇ くぇ きくけゅけ たけさぇ けす 
けぉかぇしすすぇ. ¨ぉかぇしすくぇすぇ ぇょきう-

くうしすさぇちうは さぇぉけすう こけ すけいう 
こさけっおす こさうけさうすっすくけ う うきぇ 
けゅさけきくけ あっかぇくうっ すけえ ょぇ しっ 
さっぇかういうさぇ. 

- ╁ こけしかっょくうすっ くはおけかおけ 
ゅけょうくう けぉとうくうすっ ゃ けぉかぇし-
すすぇ しっ しなしすっいぇゃぇす こけ ぉさけえ 
ぇおせきせかうさぇくう う しこっつっかっくう 
こさけっおすう, おぇおすけ う こさうゃかっ-
つっくう こけ すけいう くぇつうく しさっょ-
しすゃぇ. ╁ こなすう ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
っ くぇょ ╉ぇいぇくかなお ゃ すけゃぇ けす-
くけてっくうっ, くっいぇゃうしうきけ けす 
ょぇょっくけしすうすっ くぇ さぇえけくぇ, 
おけうすけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく しぇ 
ゃ こかのし いぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ]こけさっょ ╁ぇし くぇ おぇおゃけ 
しっ ょなかあう すけゃぇ: しぇきけ くぇ 
せこさぇゃかっくしおうは おぇこぇちうすっす 
う しなけすゃっすくけ ょっそうちうす  うかう 
しすぇゃぇ ょせきぇ こさけしすけ いぇ さっゅう-
けくぇかくぇ こけかうすうおぇ? 《ぇおす っ, 
つっ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ こけしかっょ-
くうすっ 10-12 ゅけょうくう しすぇくぇ 
っょうく こさっおさぇしっく ゅさぇょ, いぇ 
しきっすおぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
- ╋けあっ ぉう っ きうおし けす ょゃっすっ. 

]きはすぇき, つっ くっとぇすぇ しっ こさけきっ-
くはす, きぇおぇさ くっ しなゃしっき こけ くぇ-
つうくぇ, こけ おけえすけ うしおぇきっ. ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ ょっえしすゃうすっかくけ  うきぇ 
きくけゅけ けこうすくう おぇょさう, けす ゅけ-
ょうくう さぇぉけすっとう こけ こさけっおすう. 
╁ ╉ぇいぇくかなお さっぇかくけ くっとぇすぇ, 
ぇおすうゃくぇすぇ さぇぉけすぇ こけ こさけっおすう 
いぇこけつくぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ けすしおけ-
さけ, けす こさっょう ゅけょうくぇ. ╆くぇっき 
こけ おけかおけ きくけゅけ こさけっおすぇ さぇ-
ぉけすう しっゅぇ きっしすくぇすぇ ぇょきうくう-
しすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ]きはすぇき, 
つっ ゃしうつおけ とっ しう ょけえょっ くぇ 
きはしすけすけ う こけすっくちうぇかなす くぇ 
╉ぇいぇくかなお くぇうしすうくぇ とっ しっ うい-
こけかいゃぇ ゃ こなかくぇ しすっこっく. 

- ╉けう しぇ ゅけかっきうすっ いぇょぇつう 
こさっょ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
こさっい くけゃぇすぇ ゅけょうくぇ? 
- ╄ょくぇ けす ゅけかっきうすっ いぇょぇつう 

う こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ っ うきっく-
くけ う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. ╃させゅけすけ っ おぇさゅけ 
かっすうとっすけ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╋ぇおぇさ, つっ ゃしっ けとっ っ うょっっく 
こさけっおす, ちっかすぇ くう っ ぉなさいけ ょぇ 
しっ さっぇかういうさぇ. ╃なさあぇゃくぇ-
すぇ ぇゅっくちうは こけ ゅけさうすっ しなとけ 
くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こさっきっし-
すう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっい 2013 
ゅけょうくぇ. ╃けさう うきぇてっ うょっは 
すけゃぇ ょぇ しすぇくっ けとっ ょけ おさぇは くぇ 
2013 ゅけょうくぇ - ゃ しゅさぇょぇすぇ くぇ 
きっすさけかけゅうはすぇ, くけ しっ いぇぉぇゃう-
たぇ くっとぇすぇ. ¨ぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ っ けすゃけさっくぇ う おなき こさっょ-
こさうっきぇつう う うくゃっしすうすけさう, 

あっかぇっとう ょぇ うくゃっしすうさぇす すせお. 
『っかすぇ くう っ ょぇ ゅう こさうゃかっつっき, 
ょぇ けしすぇくぇす すせお,  ょぇ くぇきっさはす 
くぇえ-ょけぉさけすけ すせお, いぇとけすけ くぇ-
うしすうくぇ さっゅうけくなす っ し ゅけかはき 
こけすっくちうぇか.  

- ╇きぇ かう はゃっく うくすっさっし 
おなき けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお? 
- ╃ぇ, うきぇ. ╇ すけ けす くぇえ-さぇい-

かうつくう そうさきう. ╄すけ – そうさきぇすぇ 
„‶さけきっす しっえそ”, おけはすけ けすおさう 
ゃっつっ いぇゃけょ すせお. 〈ぇいう そうさ-
きぇ うきぇ うょっは, くぇきっさっくうっ  ょぇ 
けすゃけさう う ょさせゅけ こさっょこさうはすうっ  
すせお - いぇ ぉかうくょうさぇくう ゃさぇすう. 
‶さっうきせとっしすゃぇすぇ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ すせお 
しぇ きくけゅけ: ちっくすなさ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは, おゃぇかうそうちうさぇくぇ さぇぉけすくぇ 
さなおぇ, うくそさぇしすさせおすせさぇ. ┿おけ 
すけゃぇ しすぇくっ, とっ しっ けすゃけさう さぇ-
ぉけすぇ いぇ けおけかけ 200-250 ょせてう, 
おけっすけ くうおぇお くっ っ きぇかおけ くぇ 
そけくぇ くぇ しうすせぇちうはすぇ すせお. ╇きぇ 
う ょさせゅ させしおう うくすっさっし おなき 
╉ぇいぇくかなお, けす そうさきぇ, こさけうい-
ゃっあょぇとぇ しぇくうすぇさくう ういょっかうは. 
¨しくけゃくけ うくすっさっしなす おなき ╉ぇ-
いぇくかなお っ けす させしおう そうさきう. 

- [っそっさっくょせきなす いぇ さぇい-
ゃうすうっ くぇ はょさっくぇすぇ っくっさ-
ゅっすうおぇ: ゅけすけゃぇ かう っ ¨ぉかぇしす  
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ いぇ くっゅけ? 
- ╃ぇ, けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 

っ ゅけすけゃぇ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ 
くぇ さっそっさっくょせきぇ. ╇ しっ くぇょは-
ゃぇき くぇ ぇおすうゃくけしす けすしすさぇくぇ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ, おぇおすけ う くぇ くけさ-
きぇかくけすけ こさけすうつぇくっ くぇ  しぇきうは 
こさけちっし ゃ ょっくは  いぇ ゃけかっういは-
ゃかっくうは けすしすさぇくぇ くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ. 

- ┿ ╁ぇてっすけ きくっくうっ おぇおゃけ 
っ? 
- ╋けっすけ かうつくけ きくっくうっ っ, つっ 

はょさっくぇすぇ っくっさゅっすうおぇ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ くぇ ぉぇいぇ せしなゃなさ-
てっくしすゃぇくっ, きけょっさくういぇちうは 
う さぇいゃうすうっ くぇ ょけしっゅぇてくう-
すっ きけとくけしすう. ┿╄『 „╀っかっくっ”, 
しきはすぇき, つっ っ くっけこさぇゃょぇくぇ 
うくゃっしすうちうは, おけはすけ くはきぇ ょぇ 
しっ ういこかぇすう し こさけういゃけょしすゃけすけ 
くぇ っかっおすさけっくっさゅうは. ╄くっさゅっ-
すうおぇすぇ っ こっつっかうゃて けすさぇしなか ゃ 
╀なかゅぇさうは, すぇおぇ つっ っ  ゅかせこぇゃけ 
ょぇ しっ すゃなさょう, つっ ╂╄[╀ くっ っ いぇ 
さぇいゃうすうっすけ くぇ っくっさゅっすうおぇすぇ, 
くけ くっ しきっ いぇ しすさけっあ くぇ ┿╄『 
„╀っかっくっ”. 

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

╃けくおぇ ╂っけさゅうっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, ¨〈╉ おけく-
すさけかぬけさ-おぇつっしすゃけ, 0/165

╂けょうくう: 31

╆けょうは: ╉けいうさけゅ

》けぉう: ‶かせゃぇくっ

╉けゅぇすけ すう っ すさせょくけ? 

- ¨こうすゃぇき しっ ょぇ しっ 
しこさぇゃは し ゃないくうおくぇかうは 
こさけぉかっき.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ╁しうつおけ いぇ きっく.

〉けさそしあこ - 〈そちみさあ
そて „╅ちつかせあし“

╉そ 5-てけ すあこ ちあいそてけす くあ おあせひぬけ, ねあさ つしかお てそうあ くあ せあつ

4 きうかうぇさょぇ かっゃぇ, けしくけゃくけ いぇ たさぇくぇ, ぇか-
おけたけか, ぉはかぇ う つっさくぇ すったくうおぇ, しぇ こけたぇさつう-
かう ぉなかゅぇさうすっ こさっい ょっおっきゃさう 2012 ゅけょうくぇ. 
╃ぇくくうすっ しぇ くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, くぇ 
ぉぇいぇ けすつっすっくけすけ けす おぇしけゃうすっ ぇこぇさぇすう う けぉけ-
さけすうすっ ゃ すなさゅけゃしおぇすぇ きさっあぇ こさっい こけしかっょくうは 
きっしっち くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
′ぇえ-きくけゅけ こぇさう こさっい ょっおっきゃさう しきっ けしすぇ-

ゃうかう ゃ たうこっさきぇさおっすうすっ, きぇゅぇいうくうすっ いぇ ぇか-
おけたけか, おぇおすけ う  ゃっさうゅうすっ いぇ つっさくぇ う ぉはかぇ 
すったくうおぇ, おぇすけ くぇえ-しうかくう ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ 

しぇ ぉうかう ょくうすっ きっあょせ 19-すう う 23-すう ょっおっきゃさう.
╁なこさっおう おさういぇすぇ, しっ けおぇいゃぇ, つっ こけ こさぇいくう-

ちう ぉなかゅぇさうくなす とっょさけ さぇいすゃぇさは おっしうはすぇ, おぇすけ 
ゃ うきっすけ くぇ こうとくぇすぇ しけそさぇ う こけょぇさなちうすっ くっ 
とぇょう しこっしすっくう “ぉっかう こぇさう いぇ つっさくう ょくう”. 
]さっょ きぇしけゃうすっ こけおせこおう こさっい ょっおっきゃさう, けしゃっく 

たさぇくぇ う ぇかおけたけか, しぇ ぉうかう すぇぉかっすうすっ, ぇえそけくう-
すっ, おけきこのすさうすっ, きけぉうかくうすっ すっかっそけくう, こさっゃさな-
とぇくう くぇえ-つっしすけ ゃ こけょぇさなちう. 
]かっょ たぇさつけゃっすっ こさっい ょっおっきゃさう, こけ すさぇょうちうは, 

はくせぇさう う そっゃさせぇさう しぇ すさせょくう いぇ すなさゅけゃうはすぇ 
きっしっちう いぇさぇょう ゃうしけおうすっ しきっすおう いぇ こぇさくけ, すけお 
う ょさせゅう おけくしせきぇすうゃう, ぇ う いぇさぇょう  こけたぇさつっくうすっ 
しこっしすっくう こぇさう. 
╁なこさっおう すけゃぇ, ゃ ょくうすっ けおけかけ こけさっょうちぇすぇ はくせ-

ぇさしおう うきっくくう ょくう, おぇいぇくかなておうすっ すなさゅけゃちう, 
けしくけゃくけ くぇ しせゃっくうさう, おうすぇえしおう しすけおう う ちゃっすは, 
こさういくぇゃぇす, つっ うきぇ かっおけ さぇいょゃうあゃぇくっ. 〈ぇおなゃ っ  
しかせつぇはす けおけかけ ╇ゃぇくけゃょっく, ╀ぇぉうくょっく う しかっょゃぇ-
とうすっ ゅう こさぇいくうちう - ╃っく くぇ さけょうかくぇすぇ こけきけと, 
┿くすけくけゃょっく う ┿すぇくぇしけゃょっく. 
┿おけ しっ ょけゃっさうき くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, くぇ きうくせし 

とっ しきっ けとっ つっすうさう きっしっちぇ, ょけおぇすけ くぇしすなこう う 
す.くぇさ. “ょっく くぇ しゃけぉけょぇすぇ” うかう  Tax Freedom Day.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

╅ぇく-╀ぇすうしす ‶うゅぇか っ そさっくしおう しおせかこ-
すけさ, こけしかっょくうはす ゅけかはき きぇえしすけさ けす 
っこけたぇすぇ くぇ ぉぇさけおぇ. [けょっく っ ゃ ‶ぇさうあ 
こさっい 1714 ゅ. 〈けえ っ しっょきけすけ ょっすっ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ ょなさゃけょっかっち. ‶なさゃけ-
くぇつぇかくけすけ しう たせょけあっしすゃっくけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ こけかせつぇゃぇ こさう [けぉっさ ╊っ ╊けさっく 
う ╅ぇく-╀ぇすうしす ╊っきせぇく, っょうく けす ゃけょっ-
とうすっ きぇえしすけさう くぇ ぉぇさけおぇ. ‶けしかっ せつう 
ゃ ╉さぇかしおぇすぇ ぇおぇょっきうは いぇ ういけぉさぇいう-
すっかくう ういおせしすゃぇ う しおせかこすせさぇ. ╃けこなかゃぇ 
いくぇくうはすぇ う けこうすぇ しう ゃ [うき. 《けさきうさぇ 
しすうかぇ しう こけょ ゃかうはくうっ くぇ ぇくすうつくけすけ 
う しなゃさっきっくくけすけ きせ うすぇかうぇくしおけ ういおせ-
しすゃけ. ]さっょ さぇくくうすっ こさけういゃっょっくうは くぇ 
‶うゅぇか しぇ „╃っすっ し おかっすおぇ” う „╋っさおせさうえ 
しう ゃさないゃぇ しぇくょぇかうすっ”. ¨しけぉっくけ こけこせ-
かはさくぇ すゃけさぉぇ けす いさっかうは  きせ こっさうけょ 
っ しすぇすせはすぇ くぇ ゅけかうは ╁けかすっさ. ‶さうあう-
ゃっ ‶うゅぇか っ っょうく けす くぇえ-ういゃっしすくうすっ 
しおせかこすけさう くぇ しゃけっすけ ゃさっきっ. 〈けえ  うきぇか 

‶うゅぇか - „ぉっいこけとぇょくうはす”. ]かけあ-
くけしすすぇ う こさけすうゃけさっつうゃけしすすぇ くぇ 

さぇいゃうすうっすけ くぇ そさっくしおぇすぇ しおせかこすせさぇ けす 
18-すう ゃっお くぇきうさぇす けすさぇあっくうっ ゃ ぉかはしおぇ-
ゃけすけ きぇえしすけさしすゃけ くぇ すゃけさぉうすっ くぇ ╅ぇく-
╀ぇすうしす ‶うゅぇか. ]すさけゅうはす う いぇゃなさてっく 
ぇおぇょっきういなき くっ ぉうか しゃけえしすゃっく いぇ くっゅけ. 
〈けえ ぉうか しゃけぉけょっく う くっこけしさっょしすゃっく ゃ 
すゃけさつっしすゃけすけ しう. ╇きぇか しかぇぉけしす おなき おぇ-
きっさくうすっ きぇとぇぉう, こさうゃかうつぇかう ゅけ かうさう-
いきなす, かっおけすぇすぇ, あうゃけこうしくけすけ ういさぇいはゃぇ-
くっ う ょうくぇきうおぇすぇ.  ╁ すゃけさつっしすゃけすけ きせ しっ 
こさけしかっょはゃぇす ょゃっ かうくうう: ょっおけさぇすうゃくうすっ 
きせ すゃけさぉう しぇ くぇしうすっくう し ょうくぇきうおぇ う うい-
うしおぇくけしす くぇ そけさきうすっ, ぇ こけさすさっすくうすっ きせ 
すゃけさぉう しっ けすかうつぇゃぇす し さっぇかうしすうつくぇ くぇ-
しけつっくけしす. ╃うょさけ しこさぇゃっょかうゃけ けすぉっかはい-
ぇか, つっ ‶うゅぇか „し こけきけとすぇ くぇ こさぇおすうおぇすぇ 
しっ っ くぇせつうか ょぇ ういけぉさぇいはゃぇ くぇすせさぇすぇ, 
くぇせつうか しっ っ ょぇ は ういけぉさぇいはゃぇ こさぇゃょうゃけ, 
ゅけさっとけ う しうかくけ.” 〈けつくけ いぇすけゃぇ しなゃさっ-
きっくくうちうすっ くぇさうつぇかう ‶うゅぇか „ぉっいこけとぇょ-
くうはす”.
„╋っさおせさうえ しう ゃさないゃぇ しぇくょぇかうすっ”. 

〈けゃぇ っ くぇえ-こけこせかはさくぇすぇ すゃけさぉぇ くぇ ‶う-
ゅぇか, くぇこさぇゃっくぇ けす すっさぇおけすぇ こけ ゃさっきっ くぇ 

こさっしすけは きせ ゃ [うき. ‶さっい 1744 ゅ. ‶うゅぇか 
こさぇゃう きさぇきけさっく ゃぇさうぇくす くぇ しすぇすせはすぇ. 
‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ すけゃぇ しう こさけうい-
ゃっょっくうっ -  し こさけしすけ たせょけあっしすゃっくけ さっ-
てっくうっ う し ゃなこかなすっくう おかぇしうつっしおうすっ う 
くぇすせさぇかうしすうつくう すっくょっくちうう くぇ 18 ゃっお,  
しおせかこすけさなす っ せょけしすけっく しなし いゃぇくうっすけ 
つかっく くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. 

¨とっ ゃ きかぇょけしすすぇ しう ‶うゅぇか しすぇゃぇ ういゃっし-
すっく し ょゃっ きさぇきけさくう しすぇすせう – くぇ ╋っさおせ-
さうえ う ╁っくっさぇ, おけうすけ ぉうかう ういこさぇすっくう くぇ 
╊のょゃうお 15-すう おぇすけ こけょぇさなお くぇ こさせしおうは 
おさぇか.                                                                  ̈ しけぉっ-
くけ こさけつせすぇ しさっょ しなゃさっきっくくうちうすっ ぉうかぇ 
そうゅせさぇすぇ くぇ ╋っさおせさうえ. ╆ぇぉっかっあうすっかっく 
っ ょけさう しぇきうはす ういぉけさ くぇ しのあっすぇ, おけえすけ 
‶うゅぇか こさぇゃう. ¨す ちはかけすけ くぇしっかっくうっ くぇ 
¨かうきこ しおせかこすけさなす ういぉさぇか  くっ ゃっかうつぇ-
ゃうは ぃこうすっさ うかう ゃけえくしすゃっくうは う ゅさけいっく 
╋ぇさし, ぇ しなゃしっき くっ ゅっさけうつくうは, くけ こさっょ-
こさうっきつうゃ う ういけぉさっすぇすっかっく ╋っさおせさうえ. /
╇いゃっしすくけ っ, つっ ╋っさおせさうえ っ さうきしおうはす ぉけゅ 
くぇ すなさゅけゃうはすぇ, くぇ しさなつくけしすすぇ う おさぇしくけ-
さっつうっすけ う ゃっしすうすっか くぇ ぉけゅけゃっすっ/. ‶さっょ-
ゃぇさうすっかくけ ‶うゅぇか かうてうか しのあっすぇ けす こけき-
こけいくけしす, ぇ ゅけ くぇしうすうか し くっこさうくせょっくけしす. 
╋っさおせさうえ くっ こけいうさぇ, すけえ っ こさうおかっおくぇか 
う し ぉなさいけ う くっぉさっあくけ ょゃうあっくうっ いぇ-
ゃなさいゃぇ いぇ おさぇおぇすぇ しう しぇくょぇかうすっ, ゅけすけゃ 
ゃっょくぇゅぇ しかっょ すけゃぇ ょぇ しっ たゃなさかう こけ-ょぇ-
かっつっ, くぇすぇき, くぇおなょっすけ くっすなさこっかうゃけ しっ 
けゅかっあょぇ. ¨す すけいう くっいくぇつうすっかっく きけすうゃ 
‶うゅぇか しないょぇゃぇ うしすうくしおう てっょぬけゃなさ. ╁ 
すはかけすけ くぇ ╋っさおせさうえ しおせかこすけさなす っ ゃかけ-
あうか ゃしうつおうすっ しう こけいくぇくうは いぇ こさうさけょぇすぇ 
う ゃっかうおけかっこくけ こけいくぇゃぇくっ くぇ ぇくぇすけきう-
はすぇ. ¨しけぉっくけ ういさぇいうすっかくぇ っ ゅかぇゃぇすぇ くぇ 
╋っさおせさうえ – つうしすけ ゅぇかしおけ かうちっ, くっあくけ う 
きけきつっておう こけょゃうあくけ, しなし いぇきっつすぇく こけ-
ゅかっょ. ╊うちっ, くぇ おけっすけ ぇくすうつくぇすぇ しすさけゅけしす 
くぇ かうくううすっ  っ つせあょぇ. ¨こさっょっかはす すぇいう 
しすぇすせは おぇすけ こさっおさぇしっく けぉさぇいっち いぇ こさっ-
けしきうしかはくっ くぇ ぇくすうつくけすけ くぇしかっょしすゃけ.
‶けおさけゃうすっかしすゃけすけ くぇ きぇょぇき ‶けき-

こぇょせさ. ╁ さっいせかすぇす くぇ おけくおせさしくぇすぇ しう 
さぇぉけすぇ „╋っさおせさうえ いぇゃなさいゃぇ しぇくょぇかうすっ 
しう” ‶うゅぇか しっ けおぇいぇか こけょ こけおさけゃうすっか-
しすゃけすけ くぇ ╋ぇょぇき ょぬけ ‶けきこぇょせさ, おけはすけ 
ぉうかぇ くっ しぇきけ かのぉうきおぇすぇ くぇ ╊せう XV, くけ 
う しすさぇしすくぇ おけかっおちうけくっさおぇ くぇ ういはとくう 
すゃけさぉう, いぇすけゃぇ は くぇさうつぇかう “きぇさおういぇすぇ 
くぇ ういおせしすゃぇすぇ”. ╁ くっえくぇ つっしす ‶うゅぇか うい-
ゃぇえゃぇ くはおけかおけ しすぇすせう くぇ ょっちぇ – けぉぇはすっか-
くう う しぇくすうきっくすぇかくう. ]さっょ すはた っ „╋けきつっ 
し おかっすおぇ”, ょくっし くぇ しなたさぇくっくうっ ゃ ╊せゃな-
さぇ. ] こぇさうすっ くぇ おさぇかは ╋ぇょぇき ‶けきこぇょせさ 
おせこせゃぇ すさう いぇきなおぇ, しさっょ おけうすけ „╀っかゃの”. 
¨つぇさけゃぇくぇ けす おさぇしけすぇすぇ くぇ “╀っかゃの”, すは 
ゅけ ういぉうさぇ いぇ しゃけは さっいうょっくちうは う おさぇかしおぇ 
ゃうかぇ. ╆ぇ さっおけくしすさせおちうはすぇ きせ しぇ くぇっすう 
800 さぇぉけすくうちう, ぇ しこっちうぇかくけ いぇ ゅさぇょう-
くうすっ  ╅ぇく ╀ぇすうしす ‶うゅぇか こさぇゃう くはおけか-
おけ しおせかこすせさう, けす おけうすけ ういこなおゃぇ すぇいう, 
こけしゃっすっくぇ くぇ かのぉけゃすぇ. ‶け-おなしくけ けぉぇつっ 
は いぇきっしすゃぇ し すゃけさぉぇすぇ “╆ぇ こさうはすっかしすゃけ-
すけ”. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ 10 ゅけょうくう ‶うゅぇか 
しっ いぇくうきぇゃぇか し ぇかっゅけさうう, こさけしかぇゃはとう 
こさっきうくぇゃぇとぇすぇ ゃ かのぉけゃ ょさせあぉぇ きっあ-
ょせ ╋ぇょぇき ‶けきこぇょせさ う おさぇかは. 〈はたくけすけ 
こけおさけゃうすっかしすゃけ けしうゅせさはゃぇかけ くぇ ‶うゅぇか 

ゅけかっきう こけさなつおう, おぇすけ ゅさけぉくうちぇすぇ くぇ ╋けさうし ]ぇおしけくしおう, ちなさおゃぇすぇ „]ゃ. 〈けきぇ” 
ゃ ]すさぇしぉせさゅ う きけくせきっくすなす くぇ ╊のょゃうお 15-すう くぇ ╉さぇかしおうは こかけとぇょ ゃ [っえきし.  
„╁っくっさぇ”. ╀かういおぇ ょけ „╋っさおせさうえ” っ きさぇきけさくぇすぇ „╁っくっさぇ”, いぇゃなさてっくぇ こさっい 

1748 ゅ. – っょうく うしすうくしおう けぉさぇいっち くぇ ょっおけさぇすうゃくぇすぇ しおせかこすせさぇ けす しさっょぇすぇ 
くぇ ゃっおぇ. ╁っくっさぇ っ こさっょしすぇゃっくぇ しっょはとぇ ゃなさたせ けぉかぇお, おぇすけ つっ かう すなくおぇすぇ え 
そうゅせさぇ ゃしっおう きうゅ とっ しっ ういこかないくっ けす くっゅけ. ╋っおけすぇすぇ くぇ かうくううすっ, すけつくうすっ 
こさけこけさちうう う くっあくぇすぇ けぉさぇぉけすおぇ くぇ きさぇきけさぇ しぇ すうこうつくう いぇ ういうしおぇくうは うょっぇか 
くぇ さぇくくうは ‶うゅぇか. ′け けとっ すせお うくすうきくうすっ くけすおう くぇ しすうかぇ さけおけおけ し せょうゃうすっかくぇ 
っしすっしすゃっくけしす しっ しなつっすぇゃぇす し そけさきうすっ くぇ あっくしおけすけ すはかけ.
„╂さぇあょぇくうく”. 〈ぇいう しおせかこすせさぇ ゃ きけくせきっくすぇ くぇ ╊のょゃうお 》V っ ういこなかくっくぇ 

し さっぇかうしすうつくぇ こさけくうちぇすっかくけしす. 〈は っ っょくぇ けす そうゅせさうすっ ゃ こうっょっしすぇかぇ – ぇゃ-
すけこけさすさっす くぇ しおせかこすけさぇ. 〈けえ っ ういけぉさぇいっく ゅけか う ゃ こなかっく さなしす. 〈けつくけしすすぇ くぇ 
ういけぉさぇあっくうっすけ ょぇゃぇ けしくけゃぇくうっ すけいう こけさすさっす ょぇ しっ しきはすぇ いぇ っょうく けす くぇえ-ょけ-
ぉさうすっ こさっい すけゃぇ しすけかっすうっ.
„╂けかうはす ╁けかすっさ”. ╉けゅぇすけ こけかせつぇゃぇ こけさなつおぇ いぇ しすぇすせは くぇ ╁けかすっさ, ‶うゅぇか 

さってぇゃぇ ょぇ ういけぉさぇいう しすぇさうは そうかけしけそ ゃなゃ ゃうょ くぇ „せきうさぇと ]っくっおぇ” – ゅけか, くけ 
ぉっい ょぇ ういこうすゃぇ しさぇき けす ゅけかけすぇすぇ しう. ╉さうすうおぇすぇ こけしさっとぇ ゃさぇあょっぉくけ こけょけぉ-
くぇ うくすっさこさっすぇちうは, ぇ しぇきうはす ╁けかすっさ ぉうか しきせすっく. ╂けかっきうすっ  ょけしすけえくしすゃぇ くぇ 
こさけういゃっょっくうっすけ しぇ, つっ すけ しっ けちっくはゃぇ, ょけさう けす くぇえ-ゅけかっきうすっ おさうすうちう,  おぇすけ 
こさうきっさ いぇ こさっちういくぇ くぇぉかのょぇすっかくけしす う ぉっいおけきこさけきうしくぇ つっしすくけしす. ]すぇすせはすぇ 
っ いぇゃなさてっくぇ こさっい 1770 ゅ. – ゃなゃ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ っ こせぉかうおせゃぇくけ こけしすぇくけ-
ゃかっくうっすけ くぇ こぇさかぇきっくすぇ いぇ ういゅぇさはくっすけ くぇ さっょうちぇ おくうゅう くぇ そうかけしけそぇ. ╁ 
すけいう しきうしなか ういしかっょけゃぇすっかうすっ けすょぇゃぇす ょなかあうきけすけ くぇ きなあっしすゃけすけ くぇ ‶うゅぇか. 
¨す ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ ぇくぇすけきうはすぇ ういけぉさぇあっくうっすけ くぇ ゅけかうは ╁けかすっさ しっ けちっくはゃぇ 
おぇすけ ぉっいせこさっつくけ. ‶さっょう しきなさすすぇ くぇ そうかけしけそぇ すけ こさっょういゃうおゃぇ しおぇくょぇか, くけ 
きくけゅけ しおけさけ そうゅせさぇすぇ っ こけしすぇゃっくぇ ゃ ]ぇかけくぇ.

╃けしすけえくしすゃぇすぇ くぇ すっさぇおけすぇ-
すぇ. ╅ぇく-╀ぇすうしす ‶うゅぇか しっ ういはゃはゃぇ う 
おぇすけ きぇえしすけさ くぇ こしうたけかけゅうつっしおうは 
こけさすさっす, すけえ  こさぇゃう っょくう けす くぇえ-
ょけぉさうすっ こけさすさっすくう ぉのしすけゃっ けす すっ-
さぇおけすぇ くぇ ゃっおぇ. ╆ぇさぇょう すはた ゃ ちはかぇ 
《さぇくちうは こさっい 18-すう ゃっお ぉうかう けちっ-
くっくう ょけしすけえくしすゃぇすぇ くぇ すっさぇおけすぇすぇ 
おぇすけ きぇすっさうぇか.  ╁ ぉさけくいけゃうは ぉのしす 
くぇ ╃うょさけ けす 1768 ゅ. ‶うゅぇか さぇいおさうゃぇ 
ゅけかはきぇすぇ ょなかぉけつうくぇ う きうしなか くぇ そう-
かけしけそぇ - いぇしすぇさはゃぇと つけゃっお, し すっあ-
おう つっさすう くぇ かうちっすけ う さっいおう ぉさなつおう. 
〈けゃぇ っ ゃうょなす くぇ つけゃっお, こさっきうくぇか 

こさっい すさせょくぇ ぉけさぉぇ う こさっあうゃはか くっ きぇかおけ さぇいけつぇさけゃぇくうは. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ, 
けぉぇつっ, しっ せしっとぇす しうかぇすぇ くぇ ょせたぇ う つけゃっておぇすぇ きせ いくぇつうきけしす. ╁ すぇいう しう すゃけさ-
ぉぇ ‶うゅぇか しっ っ けすおぇいぇか けす ゃしはおぇおゃぇ うょっぇかういぇちうは う ゃっさけはすくけ いぇすけゃぇ っ しないょぇか 
っょくけ こさけういゃっょっくうっ し うしすうくしおぇ ゃうしけおぇ おかぇしぇ.
]なゃなさてっく きぇえしすけさ くぇ ゅさけぉくうちう. ╁ すぇかぇくすぇ くぇ ╅ぇく-╀ぇすうしす ‶うゅぇか ぉうかけ 

いぇかけあっくけ はさおけ う ゅっさけうつくけ くぇつぇかけ. ╉さぇしくけさっつうゃけ ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ しぇ 
しなすゃけさっくうすっ けす くっゅけ ゅさけぉくうちう, くぇえ-ういゃっしすくぇ しさっょ おけうすけ っ ゅさけぉくうちぇすぇ くぇ 
いくぇきっくうすうは こなかおけゃけょっち きぇさてぇか ╋けさうし ]ぇおしけくしおう, こさっゃなさくぇすぇ  ゃ しなぉうさぇ-
すっかっく けぉさぇい くぇ そさっくしおうは さうちぇさ-ゃけうく, う おけはすけ しこっちうぇかうしすうすっ くぇさうつぇす „ゃこっ-
つぇすかはゃぇとけ こさけういゃっょっくうっ”, しさぇゃくはゃぇえおう ゅけ し さっおゃうっき. ╁っかうつぇゃぇすぇ そうゅせさぇ 
くぇ きぇさてぇかぇ すなさあっしすゃっくけ しっ ういゃうしはゃぇ くぇょ こけぉっょっくうすっ ゃさぇゅけゃっ う ょけさう くぇょ 
しぇきぇすぇ ]きなさす.
‶かけとぇょ „‶うゅぇか” ゃ ‶ぇさうあ しっ くぇきうさぇ ゃ ぉかういけしす ょけ ちなさおゃぇすぇ „]ぇおさっ おぬけさ” ゃ 

こけょくけあうっすけ くぇ たなかきぇ ╋けくきぇさすなさ. ‶さっい 19-すう ゃっお すせお しっ しなぉうさぇかう ょぇ すゃけさはす 
たせょけあくうちう う こうしぇすっかう. ╁ こけ-くけゃけ ゃさっきっ こかけとぇょ „‶うゅぇか” っ ちっくすなさ くぇ くけとくうは 
あうゃけす ゃ ‶ぇさうあ, ういゃっしすっく し ゅけかっきうは ぉさけえ  しっおしきぇゅぇいうくう, しすさうえこすうい おかせぉけゃっ う 
おぇぉぇさっすぇ. 〈けえ っ し こけ-ゃうしけお おかぇし ゃ しさぇゃくっくうっ し こけょけぉくうは きせ „]っく ╃っくう”. ╋ぇかおうすっ 
せかうつおう けおけかけ こかけとぇょぇ しぇ きはしすけ いぇ すなさゅけゃうは しなし しっおし ゃなゃ そさっくしおぇすぇ しすけかうちぇ 
– ゅさぇょなす くぇ ゅさったぇ う かのぉけゃすぇ. ┿きっさうおぇくしおうすっ ゃけえくうちう けす ]なのいくうつっしおうすっ ゃけえ-
しおう こさっい ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ くぇさうつぇかう きはしすけすけ ┿かっはすぇ くぇ こさぇしっすぇすぇ. 〈せお 
しっ くぇきうさぇす しゃっすけゃくけういゃっしすくけすけ おぇぉぇさっ “╋せかっく [せあ” う ╋せいっはす くぇ っさけすうおぇすぇ.                                                                                                                                  
„‶かけとぇょ ‶うゅぇか” っ いぇゅかぇゃうっ くぇ ういゃっしすっく てぇくしけく けす ╋けさうし 【っゃぇかうっ けす 1946 
ゅ. ╁ ‶ぇさうあ うきぇ う おゃぇさすぇか くぇ うきっすけ くぇ ‶うゅぇか.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

》¨╈╅] 
 【╇《『╊をぇ【 ¨ 》]《ぅ╅╉ぇ【

[けょくぇすぇ おなとぇ くぇ ういゃっしすくうは おぇいぇくかなておう けぉとっしすゃっくうお う 
こなさゃう しけちうぇかょっきけおさぇす ╉けくしすぇくすうく  ╀けいゃっかうっゃ ょぇ しっ こさっ-

ゃなさくっ ゃ きせいっえ, ぇ ╀けいせおけゃけすけ おぇそっくっ ょぇ ゃないしすぇくけゃう すさぇょう-
ちうはすぇ しう いぇ けさゅぇくういうさぇくっ くぇ けぉとっしすゃっくけ うくすっさっしくう しおぇいおう. 
¨おけかけ すぇいう うょっは しっ けぉっょうくうたぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ けすぉっかはいゃぇくっ-

すけ くぇ 62-ゅけょうてくうくぇすぇ けす おけくつうくぇすぇ う 150-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす 
さけあょっくうっすけ くぇ おぇいぇくかなておうは けぉとっしすゃっくうお, こせぉかうちうしす, ょぇさう-
すっか, ぉせょっく さけょけかのぉっち, しないょぇすっか くぇ 〉つっくけかのぉうゃぇ ょさせあうくぇ 
„╇しおさぇ” う こなさゃう しけちうぇかょっきけおさぇす ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ. 
╀けいせおけゃけすけ おぇそっくっ, ういゃっしすくけ おぇすけ ┿おぇょっきうはすぇ, おなょっすけ ゃ 

おさぇは くぇ 19-すう ゃっお しっ しなぉうさぇす ぉせょくうすっ おぇいぇくかなておう せきけゃっ, しっ 
こさっゃなさくぇ ゃ せのすくけ きはしすけ いぇ しこけきくう いぇ あうゃけすぇ くぇ ╉けくしすぇくすうく 
╀けいゃっかうっゃ, つうはすけ すさせょくぇ しなょぉぇ う いくぇつうき けぉとっしすゃっく こさうくけし  
しぇ こけつうすぇくう う ういゃっしすくう こけゃっつっ  くぇゃなく う いぇぉさぇゃっくう せ ょけきぇ. 
‶ぇきっすすぇ くぇ ╀けいゃっかうっゃ こけつっすけたぇ かうょっさなす くぇ こぇさすうは ╀なかゅぇさ-

しおぇ しけちうぇかょっきけおさぇちうは ╈けさょぇく ′うたさういけゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]╃‶, くぇつっかけ し こさっょしっょぇすっかは 
え ╂ぇくつけ ╂ぇくつっゃ う ょけぇえっくなす くぇ こぇさすうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ 

′ぇ 27-きう はくせぇさう /しかっょゃぇとぇすぇ くっょっかは/ ゃしうつおう ぉなかゅぇさ-
しおう ゅさぇあょぇくう とっ きけゅぇす ょぇ ゅかぇしせゃぇす ゃ こなさゃうは くぇちうけくぇ-

かっく さっそっさっくょせき ゃ ょっきけおさぇすうつくぇ ╀なかゅぇさうは いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ はょさっくぇすぇ っくっさゅっすうおぇ.
[っそっさっくょせきなす とっ しっ こさけゃっょっ こけ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ しっ こさけ-

ゃっあょぇす ゃしうつおう ういぉけさう ゃ しすさぇくぇすぇ, おぇすけ ういぉうさぇすっかくうすっ しっお-
ちうう とっ しぇ けすゃけさっくう けす 6 しせすさうくすぇ ょけ 19 つぇしぇ ゃっつっさすぇ ゃ くっ-
ょっかは. ┿おけ こさっょ しっおちううすっ ゃ 19 つぇしぇ うきぇ  つぇおぇとう ゅさぇあょぇくう, 
すけ とっ うき ぉなょっ ょぇょっくけ こさぇゃけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす.  
〉つぇしすくうちうすっ ゃ さっそっさっくょせきぇ とっ きけゅぇす ょぇ けすゅけゃけさはす し „╃ぇ” 

うかう „′っ”くっ ゃなこさけしぇ: ╃ぇ しっ さぇいゃうゃぇ かう はょさっくぇすぇ っくっさゅっすう-
おぇ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは つさっい ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ はょさっくぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ? 
╁けすなす し „╃ぇ“ けいくぇつぇゃぇ, つっ ゅかぇしせゃぇとうはす っ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 

くぇ くけゃぇ はょさっくぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁けすなす し „′っ“ けいくぇつぇゃぇ, つっ ゅかぇしせゃぇとうはす っ こさけすうゃ ういゅさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ くけゃぇ はょさっくぇ っかっおすさけちっくすさぇかぇ ゃ [っこせぉかうおぇ ╀なか-
ゅぇさうは.
╂かぇしせゃぇくっすけ ゃ  さっそっさっくょせきぇ とっ しっ こさけゃっあょぇ くぇ しなとうすっ 

きっしすぇ う ゃ しなとうすっ ういぉうさぇすっかくう しっおちうう, ゃ おけうすけ ゅかぇしせゃぇたきっ 
くぇ こけしかっょくうすっ きっしすくう ういぉけさう. ╁ぇあくけ せすけつくっくうっ っ, つっ ゅかぇ-
しせゃぇくっすけ とっ しすぇゃぇ こけ  ぇおすせぇかういうさぇくうすっ しこうしなちう いぇ ういぉけ-
さうすっ いぇ くぇさけょくう こさっょしすぇゃうすっかう. 
‶さぇゃけ ょぇ ゅかぇしせゃぇす くぇ くぇちうけくぇかくうは さっそっさっくょせき うきぇす 

ゅさぇあょぇくうすっ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは し ういぉうさぇすっかくう こさぇゃぇ, 
おけうすけ うきぇす こけしすけはくっく ぇょさっし くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ しすさぇくぇすぇ 
おなき ょっくは くぇ くぇしさけつゃぇくっ くぇ さっそっさっくょせきぇ.
╁しっおう ゅかぇしけこけょぇゃぇすっか, せつぇしすゃぇと ゃ さっそっさっくょせきぇ, とっ ゅかぇ-

しせゃぇ, おぇすけ こけしすぇゃは ゃ こかうお ぉのかっすうくぇすぇ, くぇ おけはすけ っ いぇつっさすぇく 
ういぉさぇくうはす けす くっゅけ けすゅけゃけさ „╃ぇ“ うかう „′っ“ くぇ ゃなこさけしぇ. ]ゅなゃぇ 

‶けこけゃ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ けぉかぇしすくぇすぇ しすさせおすせさぇ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, おぇいぇくかなておう けぉとっしすゃっ-
くうちう, きせいっえくう さぇぉけすくうちう, ゅさぇあょぇくう. 
]さっょ こけつっかうすっ ょっかけすけ くぇ ╀けいゃっかうっゃ, おけえすけ っ しさっょ こなさゃうすっ しかっょけしゃけぉけあょっくしおう おきっすけゃっ 

くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぉっ う くぇしすけはとうはす おきっす くぇ ゅさぇょぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. 
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす こけょおさっこうたぇ うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ きせいっえ くぇ ╉けく-

しすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ う さけょくぇすぇ きせ おなとぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ こけぉっさっ けしすぇゃっくうすっ けす くっゅけ ぉっいちっくくう 
しこけきっくう, おくうゅう う ょさせゅう ぇさすっそぇおすう くぇ ういゃっしすくうは おぇいぇくかなつぇくうく, ういうゅさぇか すさぇえくぇ う いくぇつうきぇ 
さけかは いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうは こけかうすうつっしおう, おけけこっさぇすうゃっく, けぉとっしすゃっく う おせかすせさっく 
あうゃけす ゃ おさぇは くぇ 19-すう う くぇつぇかけすけ くぇ 20-すう ゃっお. 
¨とっ こさうあうゃっ しっきっえしすゃけすけ くぇ ╀けいゃっかうっゃ いぇゃっとぇゃぇ さけょくぇすぇ しう おなとぇ いぇ ょっすしおう ょけき う ょなか-

ゅう ゅけょうくう すぇき しっ こけきっとぇゃぇ っょくぇ けす こなさゃうすっ いぇぉぇゃぇつくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁ きけきっくすぇ さけょくぇすぇ 
おなとぇ くぇ しけちうぇかょっきけおさぇすぇ っ ぉうぉかうけすっつっく おかけく.
╋ぇかおけ ういゃっしすくう う くっういゃっしすくう そぇおすう う ょけおせきっくすう いぇ あうゃけすぇ くぇ しないょぇすっかは くぇ ╀]╃‶ こけ 

ゃさっきっ くぇ つっしすゃぇくっすけ しこけょっかう  ょうさっおすけさなす くぇ ╊》╋ „』せょけきうさ” ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ. 』ぇしす けす すはた 
とっ くぇきっさはす きはしすけ ゃ けゅさけきくうは すさせょ, おけえすけ 〈っさいうっゃ こけょゅけすゃは ゃっつっ くはおけかおけ ゅけょうくう - ういしかっょ-
ゃぇくっ いぇ おせかすせさくうは あうゃけす ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]さっょ すはた ぉっ けさうゅうくぇかなす くぇ いぇゃっとぇくうっすけ う ういこけゃっょすぇ くぇ ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ, おけうすけ しっ 

こぇいはす ゃ きせいっえ „』せょけきうさ”, おぇおすけ う くっゅけゃ こけさすさっす けす 30-すっ ゅけょうくう. 
‶けさすさっす くぇ ╉けくしすぇくすうく ╀けいゃっかうっゃ, しないょぇょっく けす くっゅけゃうは こさうはすっか 』せょけきうさ, っ つぇしす けす  こな-

すせゃぇとぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ ╊》╋ „』せょけきうさ” - „′ぇてっくちう” ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ.  

しこけかせつかうゃぇ おぇさうっさぇ – ぉうか っ しすぇさてう しおせかこすけさ, こけきけとくうお-さっおすけさ う さっおすけさ 
くぇ ┿おぇょっきうはすぇ. 〉きうさぇ こさっい 1785 ゅ. くぇ 71 ゅけょうくう. ╇きっすけ きせ けぉうおくけゃっくけ しっ 
ぇしけちううさぇ し くぇさっつっくうは くぇ くっゅけゃけ うきっ こかけとぇょ „‶うゅぇか“ -  おせかすけゃけ きはしすけ いぇ 
すなさゅけゃうは しなし しっおし ゃなゃ そさっくしおぇすぇ しすけかうちぇ.

 “ ”

ぉのかっすうくぇすぇ, こけしすぇゃは は ゃ こかうお 
う は こせしおぇ ゃ せさくぇすぇ. 


