
╇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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╆かく すかちあさ せか つてあうあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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すけのしかせそつててあ, てひちえそうけみてあ け おひちきあうせあてあ あおすけせけつてちあぬけみ
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╋うかうけく う こけかけゃうくぇ しぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう 
きっしすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ. ]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ ╄ゃ-

さけこっえしおぇすぇ きさっあぇ こけ いぇっすけしすすぇ EURES おなき 20 
きぇさす, くぇえ-きくけゅけ さぇぉけすくうちう しっ すなさしはす ゃ ╋ぇかすぇ, 
╀っかゅうは, ╃ぇくうは う ╁っかうおけぉさうすぇくうは. ′ぇえ-きぇかおけ 
しぇ しゃけぉけょくうすっ こけいうちうう ゃ ‶けさすせゅぇかうは, ╂なさちうは う 
╇すぇかうは. 
〉 くぇし けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃぇおぇくすくうすっ さぇ-

ぉけすくう きっしすぇ しぇ 25 000. ‶け ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ 
こけ いぇっすけしすすぇ くぇえ-きくけゅけ すっ しぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ こさけ-
きうてかっくけしすすぇ, おなょっすけ ゃ さぇいかうつくうすっ え けすさぇしかう しっ 
すなさしはす 2 500 おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう う しかせ-

╆ぇ こなさゃう こなす すゃけさつっしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえ-
しおう - 』せょけきうさ ういかっいっ ゃ こけつすう こなかっく ゃぇさうぇくす ゃ 

こけさっょうちぇ けす 6 すけきぇ. ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 20-すけすけ ういょぇ-
くうっ くぇ  』せょけきうさけゃうすっ  こさぇいくうちう すっ しすぇくぇたぇ そぇおす う 
いぇさぇょゃぇたぇ たうかはょうすっ こけつうすぇすっかう くぇ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 
ょせたけゃうすうは すせさうっち.
] そうくぇくしけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 

そけくょぇちうは „』せょけきうさ“ 6-すっ すけきぇ, しなぉさぇかう 188 しすうたけ-
すゃけさっくうは, 311 さぇいおぇいぇ, 50 しこけきっくぇ, 500 さうしせくおう, 
くぇえ-くぇおさぇは しすうゅぇす ょけ しゃけうすっ つうすぇすっかう, いぇ ょぇ ょぇょぇす 
うしすうくしおう くけゃ あうゃけす くぇ っょうく せくうおぇかっく すゃけさっち.
╀っいちっくくぇすぇ いぇしかせゅぇ いぇ しなぉさぇくけすけ 』せょけきうさけゃけ すゃけさ-

つっしすゃけ っ くぇ ょなかゅけゅけょうてくうは ょうさっおすけさ くぇ ╊》╋ “』せょけ-
きうさ”, かうすっさぇすけさ, ゃうょっく けぉとっしすゃっくうお う ょせたけゃっく ょゃう-
ゅぇすっか くぇ そけくょぇちうは “』せょけきうさ” - ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ. 21 
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╆ぇすさせょくっくうは うきぇ う しう うきぇ こさうつうくう いぇ すけゃぇ. [ぇ-
ぉけすうき ゃ せしかけゃうは くぇ あっしすけおぇ おけくおせさっくちうは けす 

ゃしうつおう しすさぇくう. ╁なこさっおう すけゃぇ さなおけゃけょくうはす っおうこ くぇ 
そうさきぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう くぇ こなかくう けぉけさけすう し 
ちっか すなさしっくっ くぇ ゃないきけあくけしすう いぇ くけゃう こぇいぇさう. 〈けゃぇ 
いぇはゃう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ こけさっょくぇ しなゃきっしすくぇ しさっとぇ くぇ 
きっくうょあなさしおうは っおうこ くぇ そうさきぇすぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ しさっとぇすぇ ぉはたぇ けぉしなあょぇくう ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう しなし 

しうすせぇちうはすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, し けすこせしおうすっ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす 
けす さぇぉけすっとうすっ う しなし しなゃきっしすくけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ きっあ-

ょせ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ いぇこけいくぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う っおうこぇ え しなし しうすせぇちうはすぇ 

くぇ きっあょせくぇさけょくうすっ こぇいぇさう いぇ しこっちうぇかくぇ こさけょせおちうは, し こかぇくけゃっすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ いぇ-
くぇこさっょ う し こさうつうくうすっ, こけさぇょう  おけうすけ  けくぇいう つぇしす けす こっさしけくぇかぇ, くっけぉっいこっつっく ゃ きけきっくすぇ し 
さぇぉけすぇ, っ ゃ くっこかぇすっく けすこせしお.
¨つぇおゃぇくうはすぇ くう けす ういかけあっくうっすけ ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう しっ しかせつゃぇす こけ-ぉぇゃくけ, けすおけかおけすけ くぇ くぇし くう 

しっ うしおぇ, おぇいぇ くぇ しさっとぇすぇ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けえ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ  
おなき  すけいう きけきっくす くっ しっ こかぇくうさぇ しっさうけいくぇ けこすうきういぇちうは くぇ こっさしけくぇかぇ. ‶さぇゃう しっ ゃしうつおけ 

╇ くぇえ-ょっきけおさぇすうつくうはす

‶なさゃう ぇこさうか っ ういゃっしすっく し きくけゅけ 
うきっくぇ: ╃っく くぇ ゅかせこぇおぇ, ╃っく くぇ かな-
あぇすぇ, ╃っく くぇ しきったぇ, ╃っく くぇ たせきけさぇ 
う てっゅぇすぇ, ╃っく くぇ しぇすうさぇすぇ, ╃っく くぇ 
いぇぉぇゃぇすぇ...
]きはすぇ しっ う いぇ くぇえ-ょっきけおさぇすうつくうは, 

くっ しぇきけ いぇとけすけ こさっい 1466 ゅ. てせすなす 
くぇ ぉせさゅせくょしおうは たっさちけゅ 《うかうこ きせ 
こけょしおぇいぇか, つっ っ ょけぉさっ ょぇ うきぇ こけくっ 
っょうく ょっく, ゃ おけえすけ こさうょゃけさくうすっ きけ-
ゅぇす ょぇ おぇいゃぇす うしすうくぇすぇ くぇ しゃけは ゃかぇ-
ょっすっか, ぉっい すけゃぇ ょぇ うき おけしすゃぇ あうゃけすぇ, 
ぇ う いぇとけすけ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ くぇ 1-ゃう 
ぇこさうか ゃしっおう うきぇ こさぇゃけ ょぇ かなあっ う ょぇ 
さぇいうゅさぇゃぇ おけゅけすけ う ょぇ ぉうかけ: ょっちぇすぇ 
しっ てっゅせゃぇす う かなあぇす さけょうすっかうすっ しう, 
ぇ すっ すはた; せつっくうちうすっ - せつうすっかうすっ しう 
う けぉさぇすくけ; こけょつうくっくうすっ - てっそけゃっすっ 
しう う す. く. ╇ くぇえ-しきっかうすっ  てっゅう ゃ すけいう 
ょっく しぇ こさうはすっかしおう う くっ けぉうあょぇす くう-
おけゅけ, ぇ しぇきけ こけゃょうゅぇす くぇしすさけっくうっすけ.

╇しすけさうはすぇ くぇ ょっくは

╆ぇ こさけういたけょぇ きせ うきぇ 
くぇえ-さぇいかうつくう こさっょこけかけ-
あっくうは う くうすけ っょくぇ けそう-
ちうぇかくけ こさういくぇすぇ すっけさうは.
╄ょくぇ けす ゃかうはすっかくうすっ 

ゃっさしうう いぇ ゃないくうおゃぇくっ-
すけ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ しきったぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し さっそけさきぇすぇ 
くぇ そさっくしおうはす おさぇか ╉ぇさか 
┶》 こさっい 1564 ゅ., おけえすけ 
ゃなゃっか ╂さっゅけさうぇくしおうは おぇ-
かっくょぇさ. ╃け ゃなゃっあょぇくっ-
すけ きせ ′けゃぇすぇ ゅけょうくぇ しっ 
けすぉっかはいゃぇかぇ くぇ 1 ぇこさうか, 
ぇ しかっょ さっそけさきぇすぇ - くぇ 1 
はくせぇさう. ╉けくしっさゃぇすうゃくけ 
くぇしすさけっくうすっ たけさぇ こさけ-
ょなかあぇゃぇかう ょぇ こさぇいくせゃぇす 
こけ しすぇさ しすうか う いぇすけゃぇ しっ 
こさっゃさなとぇかう ゃ けぉっおす くぇ 
くぇしきっておう う ぉうかう くぇさう-
つぇくう „ぇこさうかしおう ゅかせこちう”.                                                                                                   
╃させゅぇ こけこせかはさくぇ ゃっさしうは っ しゃなさいぇくぇ 
し こさけかっすくけすけ さぇゃくけょっくしすゃうっ う ゃさっ-
きっすけ くぇ ‶ぇしたぇ. 》けさぇすぇ せおさけすはゃぇかう 
こさけかっすくうすっ おぇこさういう くぇ こさうさけょぇすぇ 
しなし いぇおぇつおう う ゃっしっかう たさせきゃぇくうは, 
おぇすけ すさぇょうちうはすぇ しっ っ いぇこぇいうかぇ ょけ 
ょくっし.

‶なさゃう ぇこさうか こけ しゃっすぇ 

′ぇゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ けす しすけかっすうは 
たけさぇすぇ こさぇいくせゃぇす こなさゃう ぇこさうか. ╁なゃ 
ゃしはおぇ しすさぇくぇ  ょっくはす くけしう しゃけえ くぇ-
ちうけくぇかっく おけかけさうす う しこっちうそうつっく たせ-
きけさ.
╁なゃ 《さぇくちうは すけいう いぇぉぇゃっく けぉう-

つぇえ う ょけしっゅぇ しっ くぇさうつぇ “┿こさうかしおぇ 
さうぉぇ”, いぇとけすけ こけ ゃさっきっすけ くぇ さっそけさ-
きうすっ くぇ ╉ぇさか ┶》 しかなくちっすけ しっ っ くぇきう-
さぇかけ ゃ しないゃっいょうっすけ [うぉう.
╁ [せしうは こなさゃけすけ きぇしけゃけ こなさゃけぇこ-

さうかしおけ さぇいうゅさぇゃぇくっ しっ しなしすけはかけ ゃ 
╋けしおゃぇ こさっい 1703 ゅ. ╂かぇてぇすぇう こさう-
おぇくうかう ゃしうつおう ょぇ ょけえょぇす くぇ „くっ-
つせゃぇくけ こさっょしすぇゃかっくうっ”. ┿ おけゅぇすけ ゃ 
せさっつっくうは つぇし いぇゃっしぇすぇ しっ けすゃけさうかぇ, 
さぇいおさうかぇ こさっょ いさうすっかうすっ ゅけかはき くぇょ-
こうし: „‶っさゃにえ ぇこさっかぬ – くうおけきせ くっ 
ゃっさぬ!”. ] すけゃぇ „くっつせゃぇくけすけ こさっょしすぇ-
ゃかっくうっ” こさうおかのつうかけ. ′ぇえ-ゅけかはきけすけ  
こさぇいくせゃぇくっ くぇ 1-ゃう ぇこさうか ゃ ょくってくけ 
ゃさっきっ っ ゃ ¨ょっしぇ, くぇさうつぇ しっ „ぃきけ-
さうくぇ”.
╁ ┿くゅかうは ゃ ╃っくは くぇ ゅかせこぇおぇ けす 

こけかせくけと ょけ けぉはょ しっ さぇいきっくはす てっゅう 
う いぇおぇつおう う すけいう, おけえすけ しっ “たゃぇ-
くっ”, ゅけ けぉはゃはゃぇす いぇ “ぇこさうかしおう ゅかせ-
こぇお”. ┿くゅかうえしおう っ ういさぇいなす „]ゃっ-
すなす っ けちっかはか, いぇとけすけ しっ っ しきはか”.                                                                                       
╁ ′けゃぇ ╆っかぇくょうは, ╇さかぇくょうは, ┿ゃしすさぇ-
かうは う ぃあくぇ ┿そさうおぇ てっゅけぉうえちうすっ しう 
せしすさけえゃぇす さぇいかうつくう おかけこおう ょけ けぉっょ. 
〈っいう, おけうすけ こさけょなかあぇす う しかっょ けぉっょ, 

すっ くぇさうつぇす しなとけ “ぇこさうかしおう ゅかせ-
こちう”.
╁ 【けすかぇくょうは こなさゃう ぇこさうか しっ 

こさぇいくせゃぇか ょゃぇ ょくう, おぇすけ こさっい ゃすけ-
さうは ょっく てっゅけぉうえちうすっ いぇおぇつぇす こけ 
ゅなさぉけゃっすっ くぇ たけさぇすぇ うさけくうつくう 
くぇょこうしう.
╁ 》けかぇくょうは くぇえ-こけこせかはさくぇすぇ いぇ-

おぇつおぇ っ ょぇ こけょぇさうて ぉさぇてくけ. ╆ぇ ょぇ 
くっ しすぇゃぇす けぉっおす くぇ こけょけぉくう いぇぉぇ-
ゃかっくうは, くはおけう しぇきう しう くぇょさぇしおゃぇす 
ゅなさぉけゃっすっ し すっぉってうさ  う たけょはす すぇおぇ 
こさっい ちっかうは ょっく, ぉっい ょぇ しっ けぉさなとぇす 
くぇ こけょきはすぇくうは.
╁ ╂っさきぇくうは う ┿ゃしすさうは しきはすぇす 1 

ぇこさうか いぇ くっとぇしすっく ょっく, ぇ たけさぇすぇ, 
さけょっくう くぇ すけいう ょっく, いぇ たけさぇ ぉっい 
おなしきっす. ]こけさっょ こさっょぇくうっすけ, ゃ すけいう 
ょっく ぉうか さけょっく ぃょぇ. ╁ しっかぇすぇ くっ 
さぇぉけすっかう, ぇ ゃないさぇしすくうすっ う ょっちぇすぇ 
しっ くぇょかなゅゃぇかう, こさぇとぇえおう しっ ゃいぇ-
うきくけ ょぇ ういこなかくはゃぇす くっういこなかくうきう 

いぇさなおう - くぇこさうきっさ, ょぇ おせこはす けす ぇこ-
すっおぇすぇ きぇし けす おけきぇさ.
╁なゃ 《うくかぇくょうは, いぇ ょぇ ょなさあぇす 

ょっちぇすぇ くぇしすさぇくぇ けす けこぇしくう しっか-
しおう ょっえくけしすう /きっかっくっ くぇ いなさくけ, 
おけかっくっ くぇ あうゃけすくう/, ゅう ういこさぇとぇ-
かう ょぇ ういこなかくはす てっゅけゃうすう こけさなつっ-
くうは: ょぇ ゃいっきぇす けす しなしっょぇ しすなおかっ-
くう くけあうちう, なゅかけきっさ いぇ すけさ う ょさ.                                                                                                            
╁ ぇいうぇすしおうすっ しすさぇくう こけ くけゃう-
くうすっ けぉはゃはゃぇす, つっ ぉぇくおうすっ さぇい-
ょぇゃぇす ぉっいかうたゃっくう おさっょうすう; つっ 
╄ゃっさっしす しっ っ しきぇかうか し 2 たうかはょう 
きっすさぇ; つっ しかぇょけかっょなす しっ こさっ-
すけこかは こさっょう おけくしせきぇちうは; つっ こけ 
ゃけょけこさけゃけょぇ こせしおぇす ぉうさぇ う す.く.                                                                                                                     
╁ ╀なかゅぇさうは, ゃ くぇさけょくぇすぇ くう すさぇょう-
ちうは, こさぇいくうおなす っ ういゃっしすっく こさっょう 
ゃしうつおけ おぇすけ ╃っく くぇ かなあぇすぇ. ‶けさぇ-
ょう こさけきっくかうゃけしすすぇ くぇ ぇこさうかしおけすけ 
ゃさっきっ, こさぇょっょうすっ くう くぇさうつぇかう ぇこ-
さうか ╊なあうすさっゃ うかう ╊なあおけ, すなえ おぇすけ 
すけこかうすっ ょくう こけょかなゅゃぇかう すさっゃぇすぇ 
ょぇ こけさぇしくっ, ぇ ゃくっいぇこくけ こけはゃはゃぇ-
とうはす しっ しすせょ は せくうとけあぇゃぇか. ╆ぇ-
すけゃぇ くぇ ‶なさゃう ぇこさうか しっ けさゅぇくういう-
さぇかう  さぇいかうつくう かなあけゃくう うゅさう. ¨す 
すけゅぇゃぇ くぇ すけいう ょっく こけょ そけさきぇすぇ くぇ 
てっゅう しっ おぇいゃぇす う うしすうくう. ╀なかゅぇさ-
しおぇ っ こけゅけゃけさおぇすぇ “╊なあぇすぇ ゃなさゃう 
くぇこさっょ, ぇ うしすうくぇすぇ – しかっょ くっは”.

′ぇえ-けこぇてぇすうすっ かなあう

]さっょ くぇえ-こけこせかはさくうすっ こなさゃけぇこ-
さうかしおう てっゅう しぇ さぇいかうつくう ぉっいしきうし-
かっくう こけさなつっくうは けす さけょぇ くぇ „′ぇ-
きっさう う きう ょけくっしう しかぇょなお けちっす!”, 
ういこさぇとぇくっすけ くぇ いぇぉかせあょぇゃぇとう 
っしっきっしう, そけすけさっこけさすぇあう いぇ かっすは-
とう こうくゅゃうくう うかう けそうちうぇかくう しなけぉ-
とっくうは いぇ: すなさあっしすゃっくぇ ちっさっきけくうは 
こけ ういきうゃぇくっすけ くぇ ぉっかうすっ かなゃけゃっ ゃ 

〈ぇせっさ, こぇょぇくっすけ くぇ おせかぇすぇ ゃ ‶ういぇ, 
こさういっきはゃぇくっすけ くぇ ′╊¨ ゃ ╊けくょけく, 
こさっきうくぇゃぇくっすけ おなき ょっしっすうつくぇ しうし-
すっきぇ いぇ ういきっさゃぇくっ くぇ ゃさっきっすけ う ょさ.
′ぇえ-ういゃっしすくうすっ けす すはた しぇ おかぇ-

しうそうちうさぇくう ゃ しこうしなおぇ くぇ 100-すっ 
こなさゃけぇこさうかしおう てっゅう くぇ ゃしうつ-
おう ゃさっきっくぇ. ╆ぇ すはた ┿きっさうおぇく-
しおうはす きせいっえ くぇ てっゅぇすぇ っ くぇ-
こさぇゃうか しこっちうぇかくぇ おかぇしぇちうは こけ 
くはおけかおけ おさうすっさうは, しさっょ おけうすけ 
しぇ こけこせかはさくけしすすぇ, くっかっこけしす-
すぇ う ぉさけはす くぇ ういきぇきっくうすっ たけさぇ.                                                                                 
╁ おかぇしぇちうはすぇ, くぇこさうきっさ, しぇ:                                                                                                         
【ゃっえちぇさちうすっ ぉっさぇす しこぇゅっすう 

こけ ょなさゃっすぇすぇ
‶さっい 1957 ゅ. ゃ すゃ てけせ くぇ ╀う ╀う 

]う っ けぉはゃっくけ, つっ ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ きっおぇすぇ いうきぇ う くぇ くけゃ たうきうおぇか 
てゃっょしおう そっさきっさ っ せしこはか ょぇ こさう-
ぉっさっ けす „しこぇゅっすっくうすっ” しう ょなさゃっすぇ 
こさっおさぇしくぇ さっおけかすぇ. ]なけぉとっくうっ-

すけ こさっょういゃうおぇかけ 
けゅさけきっく けすいゃせお せ 
たけさぇすぇ /てゃっえちぇ-
さちうすっ しう おせこせゃぇかう 
しこぇゅっすう ゃ ょけきぇすっく 
しけし ゃ おせすうう う くっ 
いくぇっかう おぇお しっ „けす-
ゅかっあょぇす”/. ╋くけゅけ 
たけさぇ しっ けぉぇょうかう ゃ 
さっょぇおちうはすぇ, いぇ ょぇ 
こけこうすぇす おぇお ょぇ しう 
けすゅかっょぇす ょなさゃけ いぇ 
しこぇゅっすう ゃ ょゃけさぇ. 
╃させゅう くはおけかおけ たう-
かはょう こなお いゃなくくぇ-
かう, いぇ ょぇ „けこさけゃっさ-
ゅぇはす” こけおぇいぇくけすけ ゃ 
さっこけさすぇあぇ, つっ しこぇ-
ゅっすうすっ さぇしすぇす ゃっさ-
すうおぇかくけ, すなえ おぇすけ 
すっ しなし しうゅせさくけしす 
いくぇっかう, つっ さぇしすぇす 
たけさういけくすぇかくけ.
『ゃっすくぇ すっかっゃう

いうは ゃ 【ゃっちうは し 
くぇえかけく.
′ぇ 1 ぇこさうか 1962 ゅ. こけ っょうくしすゃっ-

くうは つっさくけ-ぉはか すゃ おぇくぇか ゃ しすさぇくぇ-
すぇ しっ こけはゃうか ういゃっしすっく っおしこっさす, 
おけえすけ こさっょしすぇゃうか さっゃけかのちうけくくけ 
„ういけぉさっすっくうっ”, し おけっすけ いさうすっかうすっ 
きけゅぇす ょぇ こさっくぇしすさけはす すっかっゃういけさう-
すっ しう いぇ ちゃっすくけ ういかなつゃぇくっ, しぇきけ 
おぇすけ こけしすぇゃはす くぇえかけく ゃなさたせ っお-
さぇくぇ. 》けさぇすぇ きぇしけゃけ たせおくぇかう ょぇ 
すなさしはす こけ きぇゅぇいうくうすっ きぇゅうつっしおうは 
くぇえかけく. ‶なさゃけすけ ちゃっすくけ こさっょぇゃぇ-
くっ ゃ 【ゃっちうは っ ういかなつっくけ くぇ 1-ゃう 
ぇこさうか 1970 ゅ.
╁ ┿かぇぉぇきぇ つうしかけすけ ‶う しすぇゃぇ 3,0
‶さっい 1998 ゅ. ゃ ┿かぇぉぇきぇ ういかはいなか 

ゃっしすくうお, おけえすけ しなけぉとうか, つっ ゃ とぇすぇ 
っ ゅかぇしせゃぇくけ さってっくうっ ょぇ しっ こさけきっ-
くう しすけえくけしすすぇ くぇ つうしかけすけ ‶う う けす 
3,14 ょぇ しすぇくっ おさなゅかけすけ 3,0. ′けゃう-
くぇすぇ ぉうかぇ さぇいこさけしすさぇくっくぇ う つさっい 
うくすっさくっす う ゃないきせすうかぇ きくけゅけ たけさぇ.
》ぇきぉせさゅっさ いぇ かっゃうつぇさう
‶さっい 1998 ゅ. ゃっさうゅぇすぇ いぇ ぉなさいけ 

たさぇくっくっ “╀なさゅなさ ╉うくゅ” しなけぉとぇゃぇ, 
つっ ゃ きっくのすけ え うきぇ くけゃ しぇくょゃうつ, 
くぇこさぇゃっく しこっちうぇかくけ いぇ かっゃうつぇさう, 
すなえ おぇすけ しぇきけ ゃ ┿きっさうおぇ すっ しぇ 32 
きうかうけくぇ. 》ぇきぉせさゅっさなす っ しなとうはす, 
くけ いぇ せょけぉしすゃけ ゃしうつおうすっ きせ しなし-
すぇゃおう – おっすつせこ, おさぇしすぇゃうつおうすっ, 
きぇさせかはすぇ しぇ けぉなさくぇすう くぇ 180 ゅさぇ-
ょせしぇ. ╁なこさっおう つっ けとっ くぇ 2 ぇこさうか 
いぇゃっょっくうっすけ こせしくぇかけ こさっししなけぉとっ-
くうっ いぇ てっゅぇすぇ, たうかはょう かっゃうつぇさう しう 
こけさなつゃぇかう しこっちうぇかくうは しぇくょゃうつ.
′ぇきぇかっくぇ ゅさぇゃうすぇちうは
′ぇ 1 ぇこさうか 1976 ゅ. ぉさうすぇくしおうはす 

ぇしすさけくけき ‶ぇすさうお ╋せさ いぇはゃはゃぇ こけ 
╀う ╀う ]う, つっ ゃ 9,47 つ. たけさぇすぇ とっ 
しすぇくぇす しゃうょっすっかう くぇ ういおかのつうすっか-
くけ さはょおけ ぇしすさけくけきうつっしおけ はゃかっくうっ 

- こかぇくっすぇすぇ ‶かせすけく とっ きうくっ いぇょ ぃこうすっさ う 
とっ こけさけょう ゅさぇゃうすぇちうけくくぇ ぇくけきぇかうは, ゃしかっょ-
しすゃうっ くぇ おけはすけ いっきくけすけ こさうすっゅかはくっ とっ けす-
しかぇぉくっ. ╋せさ せゃっょけきうか しかせてぇすっかうすっ, つっ, ぇおけ 
すけつくけ ゃ すけいう きけきっくす こけょしおけつぇす ゃなゃ ゃないょせたぇ, 
とっ ういこうすぇす くっこけょけいうさぇくぇ かっおけすぇ. ╁ 9,48 つ. 
しすけすうちう たけさぇ ゃっつっ いゃなくっかう ゃ さぇょうけすけ, いぇ ょぇ 
しなけぉとはす, つっ しぇ ういこうすぇかう すけゃぇ くっけぉうおくけゃっくけ 
せしっとぇくっ. ╄ょくぇ あっくぇ ょけさう いぇはゃうかぇ, つっ すは う 
くっえくうすっ こさうはすっかおう しっ ういょうゅくぇかう ゃなゃ ゃないょせ-
たぇ くぇょ そけすぬけえかうすっ しう.

╉けは っ ょけぉさぇすぇ かなあぇ?

╇しすうくしおう ょけぉさぇすぇ かなあぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ たっき 
しすさぇくくぇ, たっき ょけしすけゃっさくぇ, おぇいゃぇ ┿かっおし ╀ぬけい, 
せさっょくうお くぇ ╋せいっは くぇ かなあぇすぇ ゃ ]ぇく ╃うっゅけ, 
╉ぇかうそけさくうは. ]こけさっょ くっゅけ, すは すさはぉゃぇ ょぇ しな-
ょなさあぇ くはおぇおゃう こけいくぇすう そぇおすう, ょぇ っ くぇこなかくけ 
ゃないきけあくぇ, きぇおぇさ う ょけしすぇ けしけぉっくぇ, う こけ けし-
すさけせきっく くぇつうく ょぇ くう こけょうゅさぇっ かっおけ, すぇおぇ, 
つっ ょぇ しっ すせこくっき こけ ゅかぇゃぇすぇ. ╇いきうしかはくっすけ くぇ 
かなあぇ, おけはすけ ょぇ たゃぇくっ こせぉかうおぇすぇ くぇ ゃなょうちぇ-
すぇ しう, くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ, おぇいゃぇ けとっ せさっょくう-
おなす, おけえすけ こけょょなさあぇ う しぇえすぇ くぇ きせいっは.
╇しすうくしおうすっ きぇえしすけさう しぇ きぇかおけ.
] ぇくぇかうい くぇ ういおせしすゃけすけ くぇ かなあぇすぇ しぇ しっ いぇ-

くうきぇゃぇかう しっさうけいくう きけいなちう. 【っそなす くぇ さぇい-
せいくぇゃぇくっすけ くぇ ぉさうすぇくしおうすっ ╁╁] こけ ゃさっきっ くぇ 
╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ [っょあうくぇかょ ╃あけせくし 
しっ いぇくうきぇゃぇか せしうかっくけ し そけさきせかうさぇくっ くぇ 
ょっそうくうちうは いぇ こっさそっおすくぇすぇ こなさゃけぇこさうかしおぇ 
かなあぇ.〈ぇおぇ しすうゅくぇか ょけ そせくょぇきっくすぇかくうは うい-
ゃけょ: ╃けしすけゃっさくぇすぇ かなあぇ っ さぇゃくぇ くぇ こけょゃっあ-
ょぇくっ こかのし けぉなさおゃぇくっ.                                                                               
╃けぉさぇすぇ こなさゃけぇこさうかしおぇ かなあぇ すさはぉゃぇ ょぇ 

けすゅけゃぇさは くぇ けとっ っょくけ せしかけゃうっ – ょぇ くっ くぇさぇ-
くはゃぇ くうおけゅけ!

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ゃないきけあくけ, いぇ ょぇ しっ いぇこぇいはす たけさぇすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, ぉぇかぇくしうさぇ 
しっ つうしかっくけしすすぇ くぇ いぇっすうすっ ゃ いぇゃうしうきけしす けす こけさなつおうすっ すぇおぇ, つっ 
„う ゃなかおなす ょぇ っ しうす, う ぇゅくっすけ ちはかけ”, いぇとけすけ しう ょぇゃぇきっ しきっすおぇ, つっ 
くっ きけあっき ょぇ ういゃぇょうき くぇ せかうちぇすぇ くぇゃっょくなあ 1000 ょせてう”. 

Архив

あうすっかう; ゃ すなさゅけゃうはすぇ - し くっいぇっすう  1 200  きっしすぇ, う  ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, おなょっすけ 
うきぇ くせあょぇ けす 1 000 ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくう しこっちうぇかうしすう. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ さぇいさってっ-
くうっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ こけかせつうかう ぉかういけ 600 つせあょっくちう.

╀かういけ 4 きうかうけくぇ かっゃぇ しぇ こけしすなこうかう けす さぇいかうつくう けぉ-
とうくしおう すぇおしう ゃ けぉとうくしおうは ぉのょあっす くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 

きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ¨すつっすなす いぇ おぇしけゃけすけ ういこなかくっくうっ くぇ ぉの-

ょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2012 ゅけょうくぇ, こさうっす くぇ こけ-
しかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ.  
‶けしすなこかっくうはすぇ けす けぉとうくしおう すぇおしう しぇ くぇ こさぇおすうおぇ 58% 

けす けぉとうは さぇいきっさ くぇ くっょぇくなつくうすっ こさうたけょう ゃ ぉのょあっすぇ, 
おけうすけ いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ 6 793 129 かゃ. 〉ゃっかうつっくうっすけ 
うき っ し 811 たうかはょう かっゃぇ しこさはきけ 2011 ゅけょうくぇ.
‶けゃっつっ こぇさう しぇ しなぉさぇくう いぇ きっしすくぇすぇ たぇいくぇ こさっい きうくぇ-

かぇすぇ ゅけょうくぇ う けす うきせとっしすゃっくう ょぇくなちう - 3 748 037 かっゃぇ, 
おぇすけ せゃっかうつっくうっすけ しこさはきけ 2011 ゅけょうくぇ っ し 382 たうかはょう 
かっゃぇ. ‶けょけぉくぇ っ しうすせぇちうはすぇ う し こぇさうすっ けす ょぇくなお ╋‶] - 1 
484 555 かっゃぇ, せゃっかうつっくうっすけ っ けす 144 たうかはょう かっゃぇ. 
‶け-きぇかおけ しぇ ぉうかう こけしすなこかっくうはすぇ けす こぇすっくすくうは ょぇくなお, 

こかぇとぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - しなぉさぇくう 
しぇ 156 たうかはょう 814 かっゃぇ. ′うとけあくぇ っ しせきぇすぇ, しなぉさぇくぇ う けす 
すせさうしすうつっしおう ょぇくなお - 41 069 かっゃぇ. 
‶け-きぇかおけ しぇ しなぉさぇくうすっ こぇさう う けす こさうたけょう けす こさけょぇあぉう 

くぇ けぉとうくしおけ うきせとっしすゃけ - 1きかく. 557 たうかはょう 155 かっゃぇ. 
]せきぇすぇ っ しなし 770 たうかはょう かっゃぇ こけ-きぇかおけ けす こさうたけょうすっ 
ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ. ‶け-きぇかおけ しぇ こけしすなこかっくうはすぇ う けす そけくょ 
„‶さうゃぇすういぇちうは“ - 101 800 かっゃぇ, こさう ういゃなさてっくう さぇいたけょう 
いぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 129 549 かっゃぇ.
] ぉかういけ きうかうけく こけゃっつっ - 811 たうかはょう かっゃぇ, しぇ しなぉさぇくう 

こさっい 2012 ゅけょうくぇ しこさはきけ こさっょたけょくぇすぇ けす すぇおしぇ ぉうすけゃう 
けすこぇょなちう. ╁ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ いぇ ういきうくぇかうすっ 12 きっしっちぇ 
こけ すけゃぇ こっさけ しぇ ゃかっいかう 2 きかく. 394 たうか. 704 かっゃぇ. ¨す ゅかけ-
ぉう, しぇくおちうう, くぇおぇいぇすっかくう かうたゃう ゃ たぇいくぇすぇ しぇ こけしすなこうかう 
95 たうかはょう 469 かっゃぇ. 
‶けしすなこかっくうはすぇ けす ょぇさっくうは こさっい 2012 ゅけょうくぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお しぇ 249 たうかはょう 907 かっゃぇ. ¨す すぇおしぇ „おせつっ“ - っょゃぇ 
2 698 かっゃぇ, ぇ けす すぇおしぇ いぇ ゅさけぉくう きっしすぇ - しなぉさぇくうすっ こぇさう 
しぇ 16 306 かっゃぇ.
¨す けすつっすぇ いぇ おぇしけゃけすけ ういこなかくっくうっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ ̈ ぉとう-

くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ ちっかっゃぇすぇ 
しせぉしうょうは いぇ おぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう っ せしゃけっくぇ くぇ 100%, すけか-
おけゃぇ っ せしゃけっくぇすぇ しせぉしうょうは う いぇ そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ ょっかっ-
ゅうさぇくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ ょっえくけしすう.

ゅけょうくう けす しゃけは あうゃけす すけえ っ こけしゃっすうか くぇ ういせつぇゃぇくっすけ くぇ  すゃけさつっしすゃけすけ くぇ ゅけかっきうは ぉなか-
ゅぇさしおう こうしぇすっか. ] くっうきけゃっさっく すさせょ う せこけさうすぇ ういしかっょけゃぇすっかしおぇ ょっえくけしす ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ っ 
すなさしうか ゃしうつおう ゃないきけあくう ういすけつくうちう, こさっゅかっょぇか っ ちっかうは こっさうけょうつっく こっつぇす, いぇ ょぇ けすおさうっ 
ゃしうつおう こせぉかうおせゃぇくう ゃなゃ ゃさっきっすけ こさけういゃっょっくうは くぇ 』せょけきうさ. 
〈うさぇあなす くぇ せくうおぇかくうすっ 6 すけきぇ し すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せょけきうさ っ 500 ぉさけは, おぇすけ ちっくぇすぇ くぇ 

こなかくうは おけきこかっおす おくうゅう っ 120 かっゃぇ. 25 たうかはょう かっゃぇ っ けしうゅせさうかぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ 
ゃうょはす おくうゅうすっ ぉはか しゃはす. 
]ぇきけ こさっょう ょっく  ぉっ こさっょしすぇゃっくぇ けとっ っょくぇ おくうゅぇ くぇ 』せょけきうさ - し すゃけさぉう, こけしゃっすっくう くぇ 

あっくぇすぇ - “╅っくぇすぇ ぉっ, あっくぇすぇ”. 
                                                           〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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╊すけし [あちあせけさそしそう - おかたとてあて そて ╈╊『╆ う 41-てそ 〉あちそおせそ つひいちあせけか:╇かせさそ ¨うあせそう:

｠そちあてあ けつさあて たちそすみせあ, せそ てか つあすけてか せか つあ えそてそうけ おあ つか たちそすかせみて
54-ゅけょうてくうはす ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ ぉっ 

ういぉさぇく し かうしすぇすぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっょう ょぇ しすぇくっ ょっこせ
すぇす けす ╂╄[╀, すけえ ぉっ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ 
いぇきっしすくうお-おきっす こけ そうくぇくしうすっ くぇ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ ういきうくぇかうは 41-ゃう こぇさかぇきっくす くぇ 

╀なかゅぇさうは すけえ けしすぇゃぇ おぇすけ くぇえ-こうすぇ
とうは しさっょ ょっこせすぇすうすっ: けす こぇさかぇきっく
すぇさくぇすぇ すさうぉせくぇ っ いぇょぇか 9 ゃなこさけしぇ う 
1 こうすぇくっ. ╇きっすけ きせ くぇてせきは う し すけゃぇ, 
つっ ぉっ うくうちうぇすけさ くぇ いぇおけくけこさけっおす 
いぇ ぉなかゅぇさしおうは っいうお う し っおいけすうつくけすけ, 
しこけさっょ くはおけう, こさっょかけあっくうっ ゃしうつおう 
おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう ょぇ きうくぇゃぇす いぇょなか
あうすっかくけ くぇ こしうたけすっしすけゃっ. ╋けすうゃなす 
きせ: „╁ こぇさかぇきっくすぇ しすぇくぇた しゃうょっすっか くぇ 
ょけしすぇ しさぇきくう しちっくう.“ 
]すぇゃぇ ょっこせすぇす しかっょ 3 けすおぇいぇ, こけ ょせ

きうすっ きせ, „ぉっい こさけすっおちうは う し かうつくぇすぇ 
こけおぇくぇ くぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ“. 
╁ 41-すけ ′] ぉっ ゃ 3 こけしすけはくくう おけきうしうう 

う ゃ 2 ゃさっきっくくう. ‶さっょしっょぇすっか う つかっく 
ぉっ くぇ くはおけかおけ こぇさかぇきっくすぇさくう ゅさせこう 

いぇ こさうはすっかしすゃけ し っゃさけこっえしおう しすさぇくう, こさっょしっょぇすっか ぉっ くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ ょっかっゅぇちうは くぇ ′] ゃ 
╄ゃさけしさっょういっきくけきけさしおうは こぇさかぇきっくすぇさっく しなのい. 
╇おけくけきうしす こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, ゃかぇょっっ 4 っいうおぇ: させしおう, くっきしおう, ぇくゅかうえしおう う てゃっょしおう.
╆けょうは [ぇお, し すなくおけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ′ぇ ういこさけゃけょはお, 3 ょくう しかっょ さぇいこせしおぇくっすけ くぇ 41-すけ 

′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ, ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ ょぇょっ こさけとぇかくぇすぇ しう こさっしおけくそっさっくちうは. ̈ すさぇいはゃぇ
とうすっ ょっえくけしすすぇ きせ あせさくぇかうしすう くぇ そうくぇかぇ こけかせつうたぇ きくけゅけいくぇつうすっかくう こけょぇさなちう: ゃういうす
おう し ういこうしぇくう ぇゃすけさしおう ぇそけさういきう けす ╉ぇさぇくうおけかけゃ, おけうすけ しぇ つぇしす けす ぉなょっとぇすぇ きせ おくうゅぇ, 
ょうしおけゃっ し そうかきけゃぇ きせいうおぇ う そうかきう し きくけゅけいくぇつうすっかくう いぇゅかぇゃうは.
[ぇぉけすくけすけ いぇゅかぇゃうっ くぇ ぉなょっとぇすぇ おくうゅぇ, おけはすけ ╉ぇさぇくうおけかけゃ とっ こうてっ, っ „╇ ぇい ぉはた すぇき“, 

こさういくぇゃぇ し すなくなお くぇきっお っおしょっこせすぇすなす. 
〈けさすぇ し くぇょこうし „]ぉけゅけき, かのぉうきう” ぉっ こけしかっょくうはす ょっこせすぇすしおう ぇさきぇゅぇく, こけょっかっく し つっすゃなさ

すぇすぇ ゃかぇしす. ╇いぉけさなす くぇ すけいう くぇょこうし, しこけさっょ ╉ぇさぇくうおけかけゃ, くっ ぉうか しかせつぇっく, すなえ おぇすけ „し 
こけかうすうおぇすぇ, おぇおすけ う し ぉさぇおぇ, つけゃっお しかっょゃぇ ょぇ しっ さぇいゃっあょぇ うくすっかうゅっくすくけ“. 
╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ くはきぇ ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ くぇょこさっゃぇさぇすぇ いぇ きはしすけ ゃ ぉなょっとぇすぇ かうしすぇ くぇ ╂╄[╀ 

いぇ しかっょゃぇとうは こぇさかぇきっくす ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ, おけはすけ くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ ゃけょう けす っおしゃうちっ
こさっきうっさぇ 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ. ′っ っ う しさっょ くけきうくうさぇくうすっ くぇ けぉとうくしおけすけ しなぉさぇくうっ くぇ ╂╄[╀ 
おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう けす ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ しゃけはすぇ ょっこせすぇすしおぇ ういこけゃっょ すけえ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ ういかういぇ けす こけかうすうおぇすぇ 

こけ しなとうは くぇつうく, こけ おけえすけ っ ゃかはいなか: つっ くっ っ しすぇくぇか こけ-ぉけゅぇす う くっ しっ しさぇきせゃぇ けす くうとけ. 
[ぇぉけすうた くぇ こけかいせ さけょせ, すゃなさょう っおしこぇさかぇきっくすぇさうしすなす う こさういくぇゃぇ, つっ しっ さぇいたけあょぇ しこけ

おけえくけ. 
╇ し すけゃぇ しかぇゅぇき すけつおぇ, おぇいぇ すけえ. 

¨すゃなょ すけつおぇすぇ ╄きうか ╉ぇ
さぇくうおけかけゃ けすゅけゃけさう くぇ 
くはおけかおけ ゃなこさけしぇ. 

- ╆ぇとけ しかぇゅぇすっ すけつおぇ くぇ 
こけかうすうつっしおぇすぇ しう おぇさう
っさぇ? ]かっょ っょうく しさぇゃくう
すっかくけ ょけぉなさ きぇくょぇす, おぇお
すけ ╁うっ ゅけ けこさっょっかはすっ. ╇ 
すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ かう おさぇえ くぇ 
かのぉけゃすぇ ╁う おなき こぇさすうは 
╂╄[╀? 
- ′っ. 〈けゃぇ, つっ くはきぇ ょぇ しなき 

しさっょ おぇくょうょぇすうすっ ゃ しかっょゃぇ
とぇすぇ かうしすぇ くぇ ╂╄[╀, くっ けいくぇ
つぇゃぇ, つっ しかぇゅぇき おさぇえ くぇ きけ
はすぇ かのぉけゃ おなき ╂╄[╀. ┿い しなき 
せつさっょうすっか くぇ すぇいう こぇさすうは, 
すは っ こなさゃぇすぇ, っょうくしすゃっくぇすぇ 
う こけしかっょくぇすぇ, ゃ おけはすけ しなき 
つかっくせゃぇか, う くはきぇき くうおぇおゃう 
くぇきっさっくうは ょぇ は くぇこせしおぇき. 
′ぇこさけすうゃ, けしすぇゃぇき つかっく くぇ 
すぇいう こぇさすうは う とっ こさけょなか
あぇゃぇき ょぇ さぇぉけすは ょぇ しっ けしな
とっしすゃう すけゃぇ, おけっすけ しきっ いぇ
こうしぇかう ゃ くぇてぇすぇ こかぇすそけさきぇ 
こさう せつさっょはゃぇくっすけ え. ′っ しっ 
しなきくはゃぇき, つっ とっ こさけょなかあうき 
くぇこさっょ. ┿い くぇこせしおぇき こぇさかぇ
きっくすぇ, くけ けしすぇゃぇき ゃ こぇさすうは 
╂╄[╀.

- ] おぇおゃけ ╁う さぇいけつぇさけゃぇ 
ぉなかゅぇさしおうはす こぇさかぇきっくす 
こさっい すっいう 4 ゅけょうくう, つっ しう 
すさなゅゃぇすっ けす くっゅけ? 
- ′っ ぉうた おぇいぇか, つっ っ さぇいけ

つぇさけゃぇくうっ. ‶け-しおけさけ しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ せきけさぇ, いぇ ぇきけさすう
いぇちうは, おけはすけ くはきぇ おぇお ょぇ しっ 
ゃないしすぇくけゃう. ‶さけしすけ しかっょゃぇ
とうはす こぇさかぇきっくすぇさっく ちうおなか 
いぇこけつゃぇ ゃっょくぇゅぇ. ‶さっょうい
ぉけさくぇすぇ おぇきこぇくうは しすぇさすうさぇ 

しかっょ ぉさけっくう ょくう. 』せゃしすゃぇき 
しっ せきけさっく, いぇすけゃぇ ゃいった  すけゃぇ 
さってっくうっ. ╃ぇゃぇき こなす くぇ きかぇ
ょうすっ ょぇ こさけょなかあぇす すけゃぇ, 
おけっすけ しきっ いぇこけつくぇかう. 

- ]ぇきけ せきけさぇ かう っ うかう う 
すけゃぇ, つっ くっ しすっ しさっょ あっかぇ
くうすっ おぇくょうょぇすう くぇ ╂╄[╀ 
しさっょ つぇしす けす さなおけゃけょしすゃけ
すけ くぇ こぇさすうはすぇ すせお? 
- ]ぇきけ いぇせきけさぇ. ┿い くはきぇき 

こさうつうくぇ ょぇ しっ しさぇきせゃぇき けす 
すけゃぇ, おけっすけ しなき しゃなさてうか ゃ 
こぇさかぇきっくすぇ. ′はきぇき かけぉうしすおう 
すっおしすけゃっ, いぇ おぇおゃうすけ ぉはたきっ 
せこさっおゃぇくう けす けこけいうちうはすぇ. 
′っ しなき しっ けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇか 
う きぇすっさうぇかくけ いぇ すっいう 4 ゅけょう
くう. ╇いかういぇき けす こぇさかぇきっくすぇ 
すけかおけゃぇ しゃけぉけょっく, おけかおけすけ ゃ 
しぇきけすけ くぇつぇかけ, くけ しなき ぉけゅぇす: 
くぇ きくけゅけ うょっう, くぇ きくけゅけ こさっ
あうゃはゃぇくうは う くぇ きくけゅけ おけく
すぇおすう, おけうすけ しないょぇょけた. ╁しうつ
おけ すけゃぇ うしおぇき ょぇ くぇきっさう 
きはしすけ う ゃ きけはすぇ おくうゅぇ, おけはすけ 
とっ くぇこうてぇ. 〈は とっ っ しゃなさ
いぇくぇ し こぇさかぇきっくすぇさういきぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╄ょくぇ しゃけっけぉさぇいくぇ 
う くっいぇこなかくっくぇ くうてぇ ゃ ぉなか
ゅぇさしおうは こぇさかぇきっくすぇさういなき 
こさっい ぇょぇこすぇちうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさ
しおう こけしかけゃうちう う こけゅけゃけさおう. 
╃けさう ゃ きけきっくすぇ くっ すなさしは う 
さぇぉけすぇ. ]きはすぇき ょぇ しっ けすょぇき 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ くぇ こけつうゃ
おぇ, くぇ おくうゅうすっ しう, くぇ きけはすぇ 
かのぉうきぇ ゅさぇょうくおぇ, くぇ たけぉうすけ 
しう - さけいうすっ う けゃけておうすっ, くぇ 
すぇおうゃぇ っょくう ょさっぉくう くっとぇ けす 
あうゃけすぇ.

- ′っ っ すぇえくぇ, つっ ぉはたすっ 
しさっょ さぇおっすうすっ-くけしうすっかう 

いぇ こけかうすうつっしおぇすぇ おぇさう
っさぇ くぇ きくけゅけ たけさぇ ゃ さぇ
えけくぇ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
ゃっつっ ╁うっ しっ こさっゃさなとぇすっ 
ゃ さぇおっすぇ ぉっい ゅけさうゃけ けす
すせお くぇすぇすなお. ╁ すけいう しきう
しなか, おなょっ しっ さぇいきうくぇたすっ 
し ういしすさっかはくうすっ さぇおっすう けす 
╁ぇし しぇきうは う ╁ぇてうすっ くぇ
しすけはとう しなこぇさすうえちう? ]ない
ょぇゃぇてっ しっ せしっとぇくっすけ, つっ 
しすっ くはおぇお ゃしすさぇくう けす しすぇ
ゃぇとけすけ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお, くはおぇお うゅくけさうさぇく, うゅ

くけさうさぇと しっ, くっゅかうあうさぇく. 
╉なょっ っ うしすうくぇすぇ? 
- ╉けくそかうおす くはきぇ う っ くはきぇ

かけ. ]なし しすぇさけすけ けぉとうくしおけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
ゃ かうちっすけ くぇ ]すっそぇく ╃ぇきは
くけゃ, うきぇたきっ こさけすうゃけさっつうは, 
さぇいきうくぇゃぇくうは, くっさぇいぉうさぇ
すっかしすゃけ, くけ すけゃぇ くっ っ ぉうかけ 
おけくそかうおす. ╉さうすうおぇすぇ くっ っ 

おけくそかうおす. ] くぇしすけはとけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお, おけっすけ っ こさっょしすぇゃっくけ 
けす くぇてぇすぇ こぇさすうは, さぇぉけすうき 
ゃ しうくたさけく, ゃ ょけぉさう けすくけてっ
くうは しきっ. ′はきぇ こさうつうくぇ いぇ 
おけくそかうおす う くっ ゃうあょぇき いぇとけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ すなさしうき. 

- ... すぇおけゃぇ っ せしっとぇくけすけ 
けすしすさぇくう, ゅ-く ╉ぇさぇくうおけ
かけゃ.
-  〉しっとぇくっすけ っ ういきぇきくけ. 

- ╆ぇとけ すぇおぇ しすぇくぇ, ゅ-く 
╉ぇさぇくうおけかけゃ, しゃっしすくうすっ 
せ くぇし ょぇ しつうすぇす いぇ かせょう? 
′はおぇお すぇいう さっぇかくけしす, くぇ
さっつっくぇ „ぉなかゅぇさしおぇ ょっ
きけおさぇちうは“, たせぉぇゃけ ゅう 
しょなゃおゃぇ う ういこかのゃぇ... 
- ′っ きっ っ ういこかのかぇ きっく こっ

さぇかくはすぇ. ┿い こけ しけぉしすゃっくけ 
あっかぇくうっ う ょけぉさけゃけかくけ しっ 
けすすっゅはき けす  こけかうすうおぇすぇ. 〈けゃぇ 
っ きけえ かうつっく ういぉけさ. ′うおけえ くっ 
きっ っ おぇさぇか うかう こさうくせあょぇゃぇか. 
‶さぇゃは ゅけ し はしくけすけ しないくぇくうっ, 
つっ すけゃぇ っ いぇ ょけぉさけすけ くぇ ゅさぇ
ょぇ う くぇ けぉとうくぇすぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
ょけえょぇす きかぇょう たけさぇ, くっけこっす
くっくう, たけさぇ  し たなし, しうかぇ う あっ
かぇくうっ. ‶けかうすうおぇすぇ せきけさはゃぇ. 
╆ぇすけゃぇ しきはすぇき, つっ こけゃっつっ けす 
ょゃぇ きぇくょぇすぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ うきぇ 
ゃ こけかうすうおぇすぇ, ゃ こぇさかぇきっくすぇ, 
っょうく つけゃっお. ]なとけすけ ゃぇあう 
う いぇ おきっすけゃっすっ. ]つうすぇき, つっ 
しかっょ ょゃぇ きぇくょぇすぇ くぇ おけっすけ う 
ょぇ っ きはしすけ, くっ しう こなかくけちっ
くっく いぇ たけさぇすぇ .

- ... くっ きう おぇいぇたすっ いぇとけ 
しゃっしすくうすっ せ くぇし しつうすぇす いぇ 
かせょう? 
- ╆ぇとけすけ うきぇた くっしすぇく

ょぇさすくう うょっう, おけうすけ すさせょ
くけ しっ こさうっきぇたぇ: いぇ いぇおけ
くぇ いぇ ぉなかゅぇさしおうは っいうお, 
いぇ こしうたけすっしすけゃっすっ いぇ                           
おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう う おぇくょう
ょぇす-おきっすけゃっ う ょさせゅう.

- ╉ぇおゃけ くぇせつうたすっ いぇ ぉなか
ゅぇさうすっ, ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっ
きけおさぇちうは, いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
こけかうすうおぇ いぇ 4-ゅけょうてくうは 
しう こさっしすけえ ゃ ′ぇさけょくけすけ 
しなぉさぇくうっ? 

- ′ぇせつうた, つっ たけさぇすぇ うしおぇす 

こさけきはくぇ, くけ すっ しぇきうすっ くっ 
しぇ ゅけすけゃう ょぇ しっ こさけきっくはす. ┿ 
すけゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ, ょぇ 
しっ ゃくっしっ, ょぇ しっ おせこう けすゃなく, 
ぇおけ しぇきうすっ くうっ くっ しっ こさけ
きっくうき. ‶さけきはくぇすぇ いぇゃうしう けす 
ゃしっおう っょうく けす くぇし. ┿おけ ゃしっ
おう けす くぇし しっ こさけきっくう, とっ しっ 
こさけきっくう ょなさあぇゃぇすぇ くう, とっ 
しっ こさけきっくう けぉとけすけ くう しない

くぇくうっ, けすくけてっくうっすけ おなき  くっ
とぇすぇ. ′け たけさぇすぇ くっ うしおぇす ょぇ 
しっ こさけきっくはす, いぇとけすけ すけゃぇ っ 
すさせょくけ くっとけ, ういうしおゃぇ せしう
かうっ う くぇゅかぇしぇ いぇ こさけきはくぇ. 
╁うあすっ おけかおけ きぇかおう こさけきっくう, 
おぇすけ いぇぉさぇくぇすぇ いぇ すのすのくけ
こせてっくっ くぇ けぉとっしすゃっくう きっし
すぇ くぇこさうきっさ, こさっょういゃうおぇたぇ 
すけかおけゃぇ ゅけかっきう しなすさっしっくうは. 
¨ゅさけきっく けぉとっしすゃっく けすいゃせお 
いぇ すけゃぇ, つっ たけさぇすぇ すさはぉゃぇてっ 
ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇす し くはおけう 
いぇぉさぇくう. ╄すけ, っょくぇ すぇおぇゃぇ 
きぇかおぇ こさけきはくぇ おけかおけ ぉけかっい
くっくけ しっ こさうっ. ┿ おぇおゃけ けしすぇゃぇ 
いぇ ゅけかっきう こさけきっくう, いぇ すぇおう
ゃぇ こさけきっくう, おぇおゃうすけ うしおぇす 
たけさぇすぇ - さぇょうおぇかくう, おぇすけ 
こさけきはくぇすぇ くぇ ╉けくしすうすせちうは
すぇ, くぇ こけかうすうつっしおうすっ きけょっかう 
う す. く. 〈けゃぇ っ っょうくうはす せさけお, 
おけえすけ くぇせつうた ゃ こぇさかぇきっくすぇ. 
╃させゅうはす っ, つっ くっとぇすぇ ゃうくぇゅう 
しすぇゃぇす すさせょくけ, し きくけゅけ きなおぇ. 
╇ つっ いぇ ょけぉさっ しゃなさてっくぇ さぇ
ぉけすぇ くうおけゅぇ くっ けつぇおゃぇえ ぉかぇ
ゅけょぇさくけしす. 

- ╁はさゃぇすっ かう, つっ ╉ぇいぇく
かなお ゃ しかっょゃぇとうは こぇさかぇ
きっくす とっ うきぇ しゃけえ ょっこせすぇす 
けす ╂╄[╀? 
- ╁しうつおけ いぇゃうしう けす すけゃぇ, くぇ 

おけっ きはしすけ とっ っ ゃ かうしすぇすぇ. 

- ╉けえ っ すけえ? ╂けしこけょうく 
′っくけ ╁かぇえおけゃ? 
- ′っ しっ いくぇっ けとっ. ╇きぇ

きっ すさう おぇくょうょぇすせさう, ′っくけ 
╁かぇえおけゃ っ っょくぇすぇ けす すはた, しな
ぉさぇかぇ くぇえ-きくけゅけ ゅかぇしけゃっ くぇ 
けぉとうくしおけすけ くう しなぉさぇくうっ. 
╇きぇ けとっ ょゃっ - くぇ こっょぇゅけあおぇ
すぇ ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ う くぇ そけ
すけゅさぇそ-たせょけあくうおぇ ╀っょさけし 
┿いうくはく. ′っおぇ きうくぇす くけきうくぇ
ちううすっ ゃ けぉかぇしすすぇ, すけゅぇゃぇ とっ 
ゃうょうき. ┿い しっ くぇょはゃぇき くぇてう
はす おぇくょうょぇす ょぇ ぉなょっ くぇ ういぉう
さぇっきけ きはしすけ. 

- ┿ おけっ, しこけさっょ ╁ぇし, っ 
ういぉうさぇっきけ きはしすけ ゃ すぇいう 
しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ しっゅぇ しっ 
くぇきうさぇ ╂╄[╀? 
- ╁しはおけ きはしすけ ょけ 5-すけ っ うい

ぉうさぇっきけ.  

- ╉けえ っ せさけおなす, おけえすけ 
ぉうたすっ いぇゃっとぇかう くぇ すけいう 
しかっょ ╁ぇし ゃ こぇさかぇきっくすぇ? 
- ‶ぇさかぇきっくすなす っ きはしすけ いぇ 

ぉけさぉぇ. ╋はしすけ いぇ けすしすけはゃぇくっ 
くぇ こけいうちうう, いぇとうすぇゃぇくっ くぇ 
すっいう, こさけゅさぇきう. ╇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ くぇせつうき ょぇ ぉなょっき すなさこっ
かうゃう, いぇとけすけ たせぉぇゃうすっ くっとぇ 
しすぇゃぇす きくけゅけ, きくけゅけ ぉぇゃくけ.  
╋くけゅけ すさせょくけ う きくけゅけ きなつう
すっかくけ. 

- ╉ぇお ういゅかっあょぇ こっしうきうし
すうつくぇすぇ ╁う こさけゅくけいぇ いぇ 
しかっょゃぇとうは こぇさかぇきっくす? 
- ╀うた ╁う おぇいぇか けこすうきうし

すうつくぇすぇ しう: ╂╄[╀ せこさぇゃかはゃぇ 
し けとっ っょくぇ こぇさすうは ゃ おけぇかう
ちうは.  

- ... こっしうきうしすうつくぇすぇ すけ
ゅぇゃぇ? 
- ╂╄[╀ せこさぇゃかはゃぇ し ょゃっ こぇさ

すうう ゃ おけぇかうちうは. 

- ′ぇ そうくぇかぇ くぇ すっいう 4 ゅけ
ょうくう くう こけょぇさうたすっ そうか
きう し きくけゅけいくぇつうすっかくう いぇ
ゅかぇゃうは, ぇ くぇ しっぉっ しう おけえ 
そうかき ぉうたすっ しう こけょぇさうかう?
- „╊のぉけゃ くっけぉはしくうきぇ”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╋ぇおぇさ くうおけゅぇ ょぇ くっ きっ っ くぇ-
いくぇつぇゃぇか, 《うかうこ ╃うきうすさけゃ きっ 
せゃけかくう かうつくけ.”, こさっい せしきうゃおぇ う し 
ょけしすぇすなつくけ ょけいぇ うさけくうは しこけょっかは 
しっゅぇ ぉうゃてうはす ╂かぇゃっく しつっすけゃけょう-
すっか. ╁しなとくけしす, すさはぉゃぇかけ ょぇ しう 
けすうょっ けとっ ゃ おさぇは くぇ 1992-さぇ, くけ 
いぇさぇょう ゅけょうてくけすけ しつっすけゃけょくけ 
こさうおかのつゃぇくっ ゅけ けしすぇゃうかう けとっ 
すさう きっしっちぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす ょさせゅう-
すっ けしゃけぉけょっくう けす こさぇゃうすっかしすゃけ-
すけ ぇさしっくぇかしおう さなおけゃけょうすっかう.
╆ぇ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ, おぇおすけ いぇ こけ-

ゃっつっすけ おぇいぇくかなておう けさなあっえくうちう, 
„┿さしっくぇか” しう けしすぇゃぇ せくうおぇかっく 
うおけくけきうつっしおう そっくけきっく ゃ ぉなか-
ゅぇさしおけすけ くぇちうけくぇかくけ しすけこぇく-
しすゃけ. 〈けつくぇすぇ きうしなか くぇ うおけくけ-
きうしすぇ うきぇ すけつくう ぇさゅせきっくすう いぇ 
しすぇくけゃうとっすけ しう, おけっすけ ょぇかっつ くっ 
こけつうゃぇ くぇ しぇくすうきっくすう, きぇおぇさ, 
けつっゃうょくけ ょぇ うきぇ う すぇおうゃぇ ゃ しこけ-
きっくうすっ きせ いぇ すけゅぇゃぇてくけすけ ╋╉ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし”: 〈けゃぇ っ こさっょ-
こさうはすうっすけ し くぇえ-ょけぉさぇすぇ こさけょせ-
おすけゃぇ しすさせおすせさぇ ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは ╁けっくくけ-こさけきうてかっく 
おけきこかっおし, さなおけゃけょっく けす ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき”, ぉぇいうさぇくけ ゃ ]けこけす. 
]なつっすぇくうっすけ くぇ しこっちうぇかくけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ し きけとくけ う きけょっさくけ 
いぇ ゃさっきっすけ しう きぇてうくけしすさけっくっ, 
たうきうつっしおけ こさけういゃけょしすゃけ, こさけうい-
ゃけょしすゃけ くぇ すゃなさょう こかぇしすうくう... - 
ゃしうつおけ すけゃぇ ょぇゃぇかけ ゃないきけあくけしす 
くぇ „┿さしっくぇか” いぇ ゅなゃおぇゃけしす くぇ 
こぇいぇさぇ けとっ こけ ゃさっきっすけ くぇ こかぇ-
くけゃぇすぇ うおけくけきうおぇ. ╃なさあぇゃぇすぇ 
すけゅぇゃぇ っ けしくけゃっく こけすさっぉうすっか くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ こさけょせおちうは, きぇおぇさ 
う くっ っょうくしすゃっく: ╋╁[, ╋うくうしすっさ-
しすゃけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ, けすさぇしなかなす くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, おけっすけ おせこせゃぇ 
ぇさしっくぇかしおう そさっいう, ぉけさきぇてうくう う 
こさけつうっ けぉけさせょゃぇくっ - ゃしうつおけ すけゃぇ 
おぇすけ さっぇかういぇちうは しっ ゅぇさぇくすうさぇ けす 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╇いくけしなす しなとけ いぇっきぇ 
ゅけかはき ょはか ゃ さっぇかういうさぇくぇすぇ こさけ-
ょせおちうは. ‶ぇいぇさうすっ くぇ ┿いうは, ╊ぇ-
すうくしおぇ ┿きっさうおぇ う こさっい ]╇╁ – いぇ 
しすさぇくうすっ けす ╇いすけつくうは ぉかけお, しなとけ 
こけいくぇゃぇす ょけぉさっ こさけょせおちうはすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ‶け-
さなつおうすっ すけゅぇゃぇ „ゃぇかはす” っあっょくっゃ-
くけ, ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ こけつすう くっ 
しっ いぇょなさあぇ ゅけすけゃぇ こさけょせおちうは くぇ 
しおかぇょ, こさけういゃけょしすゃけすけ っ ゃうしけおけ 
かうおゃうょくけ, おぇいぇくけ くぇ こけこせかはさっく 
っいうお - ”こぇさうすっ しっ いぇゃなさすぇす ぉなさ-
いけ”, こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ こけさなつおう 
しすぇゃぇ しなし いぇこうしゃぇくっ, いぇとけすけ すなさ-
しっくっすけ っ すけかおけゃぇ ゅけかはきけ, つっ ょけさう 
けゅさけきくうはす おぇこぇちうすっす くぇ „┿さしっ-
くぇか” っ いぇすさせょくっく ょぇ ゅけ こけおさうっ. 
╆ぇすけゃぇ しっ さぇぉけすう きくけゅけ, つっしすけ 
– ういゃなくさっょくけ. ╆ぇすけゃぇ さなしすなす くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ っ こけかけあうすっかっく 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ, いぇすけゃぇ こっつぇかぉぇすぇ 
っ ゅぇさぇくすうさぇくぇ. ╉けっすけ いくぇつう – 
くけゃう うくゃっしすうちうう う さぇいてうさっくうっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ.
╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ せしこはゃぇ ょぇ きっ 

ういせきう し っょうく, おけかおけすけ いぇゃうょっく ゃ 
ょくってくけ ゃさっきっ, すけかおけゃぇ う すけつっく, 
そぇおす. ╁ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう:

„┿さしっくぇか”
いぇょっかは 100% けす こっつぇかぉぇすぇ 

いぇ くけゃう うくゃっしすうちうう

[ってっくうっすけ いぇ さぇいこさっょっかっくう-
っすけ くぇ こっつぇかぉぇすぇ ゃ うくゃっしすうちうう 
しっ ゃいうきぇ こさっい „╋っすぇかたうき” こけ 
こさっょかけあっくうっ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, くけ こけさぇょう ゃうしけおうは 
ぇゃすけさうすっす う けこうすくけしす くぇ ぇさしっ-
くぇかしおうすっ ょうさっおすけさう, くぇ こさぇお-
すうおぇ – こさっょかけあっくうはすぇ うき こけつすう 
くっ ぉうかう けすたゃなさかはくう. ┿さゅせきっくす 
いぇ こけょおさっこぇすぇ ぉうか う そぇおすなす, つっ 
ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ しぇきけういょさなあおぇ う 
こっつぇかぉぇ くけゃうすっ うくゃっしすうちうう くぇ 
こさぇおすうおぇ ぉうかう けぉけしくけゃぇくう う かう-
てっくう けす さうしお.
╁っつっ しすぇゃぇ はしくけ おぇお う いぇとけ 

こけ すけゃぇ ゃさっきっ ╆ぇゃけょ 5 しっ 
さぇいてうさはゃぇ し くけゃぇ ぉぇいぇ う 
けぉけさせょゃぇくっ けす はこけくしおぇすぇ 
„ぅきぇいぇおう” いぇ 55 きうかうけくぇ 
ょけかぇさぇ. [ぇいてうさはゃぇ しっ ╆ぇ-
ゃけょ 3, すゃなさょけしこかぇゃくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ しっ けぉくけゃはゃぇ 
けす てゃっょしおぇすぇ „]ぇくょゃうお”.
╇きっくくけ すけゃぇ っ ゃさっきっすけ くぇ 
たうかはょぇすぇ そさっいう ゅけょうてくけ, 
くぇ けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっくすさう 
う ぇゅさっゅぇすくうすっ きぇてうくう ゃ ╆ぇ-
ゃけょ 5, くけ う ゃさっきっすけ くぇ ゃけえ-
くぇすぇ ╇さぇく – ╇さぇお. 〈けいう きけ-
とっく さっゅうけくぇかっく おけくそかうおす 
しっ けおぇいゃぇ しうかっく こぇいぇさ いぇ 
しこっちうぇかくぇすぇ こさけょせおちうは くぇ 
„┿さしっくぇか”, こさういくぇゃぇ ょくっし 
╇ゃぇくけゃ - そぇおす, くぇゃさっきっすけ 
こさうおさうゃぇく こけ こさぇゃうかぇすぇ くぇ 
]すせょっくぇすぇ ゃけえくぇ. ╉ぇすっゅけ-
さうつくけ けぉぇつっ くっ っ ゃっさっく きう-

すなす, つっ „┿さしっくぇか”, すけゅぇゃぇ ╋╉ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし”, ょぇゃぇ さっぇ-
かういぇちうは けす 1 きかさょ. 300 たうか. 
ょけかぇさぇ ゅけょうてくけ. ╂かぇゃくうはす 
しつっすけゃけょうすっか けす しさっょぇすぇ う 
おさぇは くぇ 80-すっ ゅけょうくう けこさけ-
ゃっさゅぇゃぇ すけいう しぇくすうきっくす くぇ 
ょっしっすおうすっ たうかはょう ぇさしっくぇか-
ちう し せすけつくっくうっすけ, つっ すけゃぇ 
っ ちうそさぇすぇ くぇ こさけょぇあぉうすっ 
くぇ ちはかけすけ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”. 
╃っかなす くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こさう-
たけょう けす こさけょぇあぉう ゃ ちはかぇすぇ 
しうしすっきぇ くぇ ╁‶╉ すけゅぇゃぇ っ 
けおけかけ 10%. ′け う すけゃぇ ょぇかっつ 
くっ っ きぇかおけ.
22 たうかはょう ょせてう ゃ しうしすっ-

きぇすぇ くぇ おけきぉうくぇすぇ, こさなしくぇ-
すう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, けしうゅせ-
さはゃぇす ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは. 
‶さけょぇょっくうすっ ょくっし ゃっつっ ちっ-
たけゃっ う いぇゃけょう ゃ ゅさぇょつっすぇ う 
しっかぇ おぇすけ ]すさぇかょあぇ, ┿えすけし, 
》かっぉけゃけ, 〉しすさっき... さぇぉけすはす 
ょっすぇえかう う ゃないかう いぇ おぇいぇく-
かなておうは おけきぉうくぇす. 〈ぇおぇ, こけ 
しうしすっきぇすぇ くぇ おけけこっさうさぇ-
くうすっ ょけしすぇゃおう, „┿さしっくぇか” 
せしこはゃぇ ょぇ けしうゅせさう こさっこう-
すぇくうっ くぇ たけさぇすぇ ゃ けすょぇかっ-
つっくう う しかぇぉけ さぇいゃうすう さぇえけ-
くう. 〈けゃぇ ょぇかっつ くっ っ けぉぇつっ 
っょうくしすゃっくぇすぇ しけちうぇかくぇ 
そせくおちうは, おけはすけ ぉけゅぇすぇすぇ 
おぇいぇくかなておぇ けさなあっえくうちぇ 
けしなとっしすゃはゃぇ ゃ ゅけょうくうすっ 

くぇ す. くぇさ. さぇいゃうす しけちうぇかう-
いなき. ╉ぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう いぇ 
ゃかけあっくうは ゃ 〈╄『 - ╉ぇいぇくかなお, 
20% せつぇしすうっ し うくゃっしすうちうう ゃ 
ゅさぇょしおぇすぇ すさけかっえぉせしくぇ きさっ-
あぇ, 100%-くけすけ そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ ゃけょけしくぇぉょうすっかくうは けぉっおす 
„〈せくょあぇ – ╆ぇこぇょ” , おけえすけ けしう-
ゅせさはゃぇ し こうすっえくぇ ゃけょぇ ちっかうは 
ゅさぇょ, しすけすうちう あうかうとぇ - しぇ 
しぇきけ つぇしす けす うくゃっしすうちうけくくうすっ 
こさけっおすう くぇ „┿さしっくぇか” ゃ おさぇは 
くぇ 80-すっ. 〈けゅぇゃぇ っ いぇゃなさてっく 
う ╃けきなす くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっ-
くぇか”, こけ すけゅぇゃぇてくう けちっくおう 
いぇ 15 きかく. かゃ., すさっすうはす しかっょ 
′╃╉ ゃ ]けそうは う 《っしすうゃぇかくうは 
おけきこかっおし ゃなゃ ╁ぇさくぇ ぉなか-
ゅぇさしおう きせかすうそせくおちうけくぇかっく 
おせかすせさっく ちっくすなさ. 400 たうかはょう 
かっゃぇ ょぇゃぇ „┿さしっくぇか” こさっい こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ 80-すっ いぇ 

しすさけっあ くぇ ょっすしおう ゅさぇょうくう ゃ 
╉ぇいぇくかなお う けおけかくうすっ しっかぇ... 
╁ こけきけと くぇ うくゃっしすうちううすっ しぇ 
う しこっちうぇかくうすっ そけくょけゃっ, おけう-
すけ こけ こさっょこさうはすうはすぇ いぇょっかはす 
こぇさうすっ ちっかっゃけ いぇ すったくうつっしおけ 
さぇいゃうすうっ う しけちうぇかくけ こけょこけ-
きぇゅぇくっ – [〈〉 う ]╀╉╋. 〈けゃぇ 
しぇ そぇおすう, おけうすけ しつっすけゃけょくぇ-
すぇ こぇきっす くっ きけあっ ょぇ いぇぉさぇゃう. 
¨しゃっく こさけそっしうけくぇかくぇすぇ, うきぇ 
けとっ っょくぇ こさうつうくぇ いぇ しゃっあっしす-
すぇ くぇ こぇきっすすぇ ゃ しこけきっくうすっ くぇ 
ぇさしっくぇかっちぇ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ. 
]かっょ くぇょ 20 ゅけょうくう こさったけょ, 
ょくっし, しこけさっょ くっゅけ, ょなさあぇゃぇすぇ 
っ ぇぉょうおうさぇかぇ けす しけちうぇかくうすっ 
しう そせくおちうう, おけっすけ っ っょくぇ けす 
こさうつうくうすっ いぇ けしすさぇすぇ おさういぇ, 
おけはすけ すっいう ょくう ういあうゃはゃぇきっ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ おけきっくすぇさなす 
きせ おぇすけ うおけくけきうしす, ぉっい こさっ-
すっくちうう ょぇ ぉなょっ „こけしかっょくぇ 
うくしすぇくちうは”, ゅけくう こけしけおぇすぇ くぇ 
すゃなさょっくうっすけ, つっ ょなさあぇゃぇすぇ 
ょくっし しっ くぇきっしゃぇ こさっおぇかっくけ ゃ 
こさぇゃうかぇすぇ いぇ ぉういくっし.
╄ょくぇ けす すぇえくうすっ くぇ てうさけ-

おぇすぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” こけ けくけゃぇ ゃさっきっ, 
おけはすけ ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく, っ いぇ-
こぇいっくぇ う ょけ ょくっし, しこけさっょ ╇ゃぇ-
くけゃ, ゃしなとくけしす, くっ っ くうおぇおゃぇ 
すぇえくぇ: おなょっすけ うきぇ っそっおすうゃ-
くけ こさけういゃけょしすゃけ, こさうたけょう けす 
こさけょぇあぉう う こっつぇかぉぇ, しぇきけ 

すぇき っ ゃないきけあくけ ょぇ しっ いぇょっかはす 
しさっょしすゃぇ いぇ たけさぇすぇ う すったくうすっ 
しけちうぇかくう くせあょう.

╆ぇつうしかうかう くぇ „┿さしっくぇか” 
┿‶╉-すけ ゃ ╋ぇかおけ 〈なさくけゃけ

〈ぇおぇ しっ しすうゅくぇかけ ょけ しうゅせさくけ 
くぇえ-っおしすさぇゃぇゅぇくすくぇすぇ うくゃっし-
すうちうは, こさぇゃっくぇ こさっい ゅけょうくうすっ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ: 150 おさぇゃう 
„》っさっそけさょ”... ╉けきぉうくぇすなす くぇ 
こさぇおすうおぇ すさはぉゃぇかけ ょぇ しなゃいっ-
きっ ゅさぇくうつくけすけ ┿‶╉, ょぇ ゃかけあう 
しさっょしすゃぇ ゃ くっゅけゃけすけ しすぇぉうかう-
いうさぇくっ う ぉなょっとっ.
]ゃうくっそっさきぇすぇ, けさぇくあっさうはすぇ 

う こさけつうっ, おけうすけ しっ こけょょなさあぇ-
かう くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
いぇ ょぇ ょぇゃぇす っゃすうくぇ たさぇくぇ くぇ 
ぇさしっくぇかちう ゃ しすけかけゃっすっ う きぇ-
ゅぇいうくうすっ, しなとけ くっ ういつっさこゃぇす 

こぇさうすっ, ょぇゃぇくう いぇ しけちうぇかくう 
くせあょう くぇ たけさぇすぇ.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 

けしうゅせさはゃぇかぇ 200 しすうこっくょうう 
ゅけょうてくけ – こさっょうきくけ せ くぇし う 
ゃ ]]][. 〈ぇおぇ しっ こけょゅけすゃはかう 
ぉなょっとう きかぇょう しこっちうぇかうしすう いぇ 
くせあょうすっ くぇ „┿さしっくぇか”. „′はきぇ 
ゃ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
しすせょっくす – うおけくけきうしす, しすうこっく-
ょうぇくす ゃ つせあぉうくぇ.”, てっゅせゃぇ しっ 
╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ こけ こけゃけょ そぇおすぇ, 
つっ ゃ 〈せかぇ う ╊っくうくゅさぇょ けすう-
ゃぇかう こさっょうきくけ しすせょっくすう-うく-
あっくっさう. ╃けぉさうすっ おぇょさう, ぇ くっ 
ょさせゅけ, しこけさっょ ╇ゃぇくけゃ, しぇ おかの-
つなす おなき せしこったうすっ くぇ „┿さしっくぇか” 
こさっい ゅけょうくうすっ, ぇ しなとけ う けすゅけ-
ゃけさ くぇ ゃなこさけしぇ, おぇお すぇおぇ ょくっし, 
ゃなこさっおう すさせょくけしすうすっ, „┿さしっ-
くぇか” ゃしっ こぇお しなとっしすゃせゃぇ.
╀うか つぇしす けす しっさうけいくうは う おぇ-

つっしすゃっく さなおけゃけょっく っおうこ くぇ 
ゅっくっさぇかくうすっ ょうさっおすけさう 〈けくつけ 
』せおぇかけゃ う ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, ╁っく-
おけ ╇ゃぇくけゃ くっこさっきっくくけ ょなさあう 
ょぇ しっ おぇあっ. „′っいぇゃうしうきけ けす 
ゃしうつおう しうすせぇちうう, こさっい おけうすけ 
こさっきうくぇゃぇ ょなさあぇゃぇすぇ, „┿さしっ-
くぇか” とっ ゅけ ぉなょっ!”. ╇ しっ ぇさゅせ-
きっくすうさぇ: „╋ぇかおけ しぇ そうさきうすっ 
せ くぇし, おけうすけ うきぇす こっさしけくぇか けす 
5-6 たうかはょう ょせてう ゃ こけしかっょくう-
すっ ゅけょうくう. 』っしす こさぇゃう くぇ きっ-
くうょあなさうすっ ょくっし, おぇすけ ╇いこなか-
くうすっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ 

╇ぉせてっゃ, ょうさっおすけさうすっ ]すぇくう-
かけゃ, ╉けしすぇょうくけゃ う ょさせゅうすっ, つっ 
しなたさぇくうたぇ „┿さしっくぇか”.
〈けゃぇ っ けちっくおぇすぇ くぇ っおし-ゅかぇゃ-

くうは しつっすけゃけょうすっか. ¨ちっくおぇ, くぇ 
おけはすけ すけえ ょなさあう う しきはすぇ, つっ 
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けぉはしくはゃぇ くぇ 
たけさぇすぇ, すっ ょぇ ゅけ いくぇはす: おさういう-
すっ うょゃぇす う しう けすうゃぇす, ゃぇあくけ っ, 
つっ しっ けちっかはゃぇ う こけしかっ けすくけゃけ 
しっ ゃなさゃう くぇこさっょ. ╆ぇとけすけ:

》けょなす くぇこさっょ っ
いぇかけあっく こさっい ゅけょうくうすっ

¨さゅぇくういぇちうはすぇ くぇ すさせょぇ, いぇ-
かけあっくぇ おぇすけ しすさせおすせさう う そせくお-
ちうう ゃ „┿さしっくぇか” けとっ ゃ おさぇは くぇ 
80-すっ ゅけょうくう, しこけさっょ ╁っくおけ 
╇ゃぇくけゃ, っ いぇこぇいっくぇ う しっゅぇ ゃ 
けしくけゃくう かうくうう う ょぇゃぇ ょけぉさう 
さっいせかすぇすう. 〈ぇおぇ くぇさっつっくぇすぇ 
”おけきこかっおしくぇ しすさせおすせさぇ” くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ – ゃいぇうきけしゃなさ-
いぇくうすっ う けぉけしけぉっくうすっ いぇゃけょう, 
くぇ こさぇおすうおぇ しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ う 
くぇ ょくってくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶さっょう こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう 
すせお っ いぇかけあっく う こさうくちうこなす くぇ 
けさうっくすぇちうは おなき こぇいぇさくうすっ いぇ-
おけくう, さぇぉけすぇ しこけさっょ ゃないきけあ-
くけしすうすっ いぇ さっぇかういぇちうは. 〈けゃぇ っ 
くぇこさぇゃっくけ けとっ こけ ゃさっきっすけ くぇ 
す. くぇさ. „こかぇくけゃぇ うおけくけきうおぇ”, し 
おけっすけ „┿さしっくぇか” しなとけ ういこさっ-
ゃぇさゃぇ さっょうちぇ くぇてう そうさきう, 
ゅけかはきぇ つぇしす けす おけうすけ – ょくっし 
ゃっつっ けすょぇゃくぇ いぇおさうすう.
¨ゅさけきくけ っ こけしすうあっくうっすけ, つっ 

„┿さしっくぇか” う ょくっし っ くぇ こぇいぇさぇ, 
つっ こけこせかはさくけ おぇいぇくけ, っ „ゃ うゅ-
さぇすぇ くぇ けさなあっえくうは ぉういくっし”, 
けすつうすぇ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ う ょぇゃぇ 
けぉさぇすくうは こさうきっさ し こさけういゃけょ-
しすゃけすけ ゃ ]けこけす – くっ ょけぉさっ こさけ-
ょせおすけゃけ しすさせおすせさうさぇくけ う いぇすけ-
ゃぇ – さうしおけゃけ. ╃けぉさっ こけいくぇゃぇと 
さぇいゃうすうっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ ゃ こけしかっょくうすっ 
しうかくう ゅけょうくう くぇ しけちうぇかういきぇ, 
╇ゃぇくけゃ さぇいしなあょぇゃぇ, つっ う しっゅぇ 
っ さっょくけ ょぇ しっ けぉさなとぇきっ おなき 
こぇいぇさうすっ, おなょっすけ うきぇきっ すさぇ-
ょうちうう けとっ けす すけゅぇゃぇ, おぇすけ 
╇くょうは, くぇこさうきっさ. 〈けえ けぉぇつっ 
ょぇかっつ くっ うしおぇ ょぇ ょぇゃぇ しなゃっすう, 
いぇとけすけ っ せぉっょっく, つっ ょくってくけ-
すけ さなおけゃけょしすゃけ こさぇゃう う くっ-
ゃないきけあくけすけ いぇ しうすせぇちうはすぇ くぇ 
おさういぇ. ╁ ょくってくけすけ ゃさっきっ くぇ 
„そうくぇくしうぇかういぇちうは”, おけゅぇすけ 
ぉういくっしなす こけ しゃっすぇ ゃしっ こけゃっ-
つっ しっ けさうっくすうさぇ おなき ぉなさいぇすぇ 
こっつぇかぉぇ う いぇょゅなさぉゃぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ, ╇ゃぇくけゃ くぇきうさぇ いぇ 
こさぇゃうかくけ そうさきうすっ ょぇ いぇかぇゅぇす 
くぇ ょけぉさうすっ おぇょさう, くぇ こけょゅけす-
ゃっくうすっ たけさぇ, こさけそっしうけくぇかう-
しすう, おぇおゃうすけ „┿さしっくぇか” ゃうくぇ-
ゅう っ うきぇか う けすゅかっあょぇか. ╁っくおけ 
╇ゃぇくけゃ おぇいゃぇ:

╆ぇとけすけ ”┿さしっくぇか” っ 【おけかぇ

╁ すぇいう ておけかぇ, かうつくけ すけえ くっ 
おさうっ, つっ っ くぇせつうか ゃしうつおけ. 
„[ぇょゃぇき しっ, つっ すけつくけ すせお いぇこけ-
つくぇた すさせょけゃうは しう しすぇあ. ′ぇせ-
つうた しっ う くぇ こさけそっしうけくぇかういなき, 
う くぇ けさゅぇくういうさぇくけしす, う くぇ 
けすくけてっくうっ おなき たけさぇすぇ.”, けとっ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ さぇいゅけゃけさぇ くう 
ぉなさいぇ ょぇ しこけょっかう ╁っくおけ ╇ゃぇ-
くけゃ, くぇこせしくぇか „┿さしっくぇか” „くっ 
こけ しゃけっ あっかぇくうっ”. „┿さしっくぇか” 
ぉってっ こうけくっさ ゃ きくけゅけ こさけうい-
ゃけょしすゃぇ う ゃ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ 
くけゃう けさゅぇくういぇちうう くぇ さぇぉけすぇ.

╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ, おぇすけ ゃしうつおう うおけくけきう-
しすう, っ けす けくっいう たけさぇ ゃなゃ ゃしはおけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ う ゃなゃ ゃしはおぇ ょっえくけしす, ういけぉとけ, 
くぇ おけうすけ しっ おさっこう しすぇぉうかくけしすすぇ くぇ しうし-
すっきぇすぇ, くけ おけうすけ けしすぇゃぇす ゃうくぇゅう いぇょ 
おぇょなさ. ‶さけしすけ - すぇおぇゃぇ っ しなょぉぇすぇ くぇ 
こさけそっしうはすぇ. ′ぇょくうおくって かう けぉぇつっ „いぇょ 
おぇょなさぇ”, しなし しうゅせさくけしす けすおさうゃぇて おせこ 
うくすっさっしくう そぇおすう. ╇きっくくけ - そぇおすう, いぇ-
とけすけ うおけくけきうしすなす さぇぉけすう しぇきけ し そぇおすう, 
おけっすけ いくぇつう - し ╇しすうくう. 22-すっ たうかはょう 
ょせてう, くぇっすう ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお 
う 55-すっ きうかうけくぇ ょけかぇさぇ いぇ はこけくしおけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 し „ぅきぇいぇおう”, しぇ 
しぇきけ ょゃぇ, くけ ぇぉしけかのすくけ ょけしすけゃっさくう そぇ-
おすぇ けす うしすけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな-
あっえくうちぇ, つうえすけ ╂かぇゃっく しつっすけゃけょうすっか こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ っ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ.
╀なさいけ こけさぇしくぇかうはす ょけ けすゅけゃけさくけしすすぇ 

くぇ ╂かぇゃっく しつっすけゃけょうすっか ╇ゃぇくけゃ, ゃしなと-
くけしす, っ しゃなさいぇく し „┿さしっくぇか” けとっ けす 
しすせょっくすしおぇすぇ しおぇきっえおぇ. 〈けえ っ っょうく けす 
しすけすうちうすっ, くぇうしすうくぇ しすけすうちうすっ しすうこっく-
ょうぇくすう くぇ きけとくけすけ こさっょこさうはすうっ. ╆ぇこけ-
つくぇか しかっょゃぇくっすけ しう ゃ ]ゃうとけゃ - „╋っおぇすぇ” 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ しつっすけゃけょしすゃけ, ╇ゃぇくけゃ 
こさけょなかあぇゃぇ う いぇゃなさてゃぇ ゃ うおけくけきうつっ-
しおうは ゃ ]けそうは. ╃ぇすぇすぇ 4-すう けおすけきゃさう 
1976-すぇ こぇきっすすぇ くぇ しつっすけゃけょうすっかは けとっ 
こぇいう - すけゃぇ っ ょっくはす くぇ こけしすなこゃぇくっすけ きせ 
ゃ „┿さしっくぇか”. ‶ぇきっすすぇ こぇいう う すけつくぇすぇ 

ょぇすぇ くぇ くぇこせしおぇくっすけ - 31-ゃう きぇさす 1993-すぇ. ╃っくはす, ゃ おけえすけ ╇ゃぇくけゃ こさっょぇゃぇ こけしかっょくうは 
しつっすけゃけょっく ぉぇかぇくし くぇ けさなあっえくうちぇすぇ う しう けすうゃぇ しかっょ 15 ゅけょうくう しすぇあ ゃ かのぉうきけすけ こさっょ-
こさうはすうっ. ¨すうゃぇ しう, せゃけかくっく かうつくけ けす こさっきうっさぇ 《うかうこ ╃うきうすさけゃ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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′ぇ 29.03.2013 ゅ. とっ しっ こさけゃっょっ しさっとぇ けすくけしくけ けぉはゃはゃぇくっ くぇ さっいせかすぇすうすっ こけ ういこなかくっくうっすけ くぇ ょっえくけしすうすっ こけ こさけっおす „‶けょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ 
ゃ „┿さしっくぇか”┿╃” ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し ╃けゅけゃけさ いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと: ESF–2302–09–12004 こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 

さっしせさしう”, こけ ]たっきぇ:BG051PO001–2.3.02 „╀っいけこぇしっく すさせょ”. ¨ぉとぇすぇ しせきぇ くぇ ょけこせしすうきうすっ さぇいたけょう いぇ ういこなかくっくうっ くぇ ‶さけっおすぇ ゃないかういぇ くぇ 221519,66 かゃ. ‶さっ-
ょけしすぇゃはくぇすぇ けす ╃けゅけゃぇさはとうは けさゅぇく ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと っ ゃ さぇいきっさ くぇ 80% けす けぉとうすっ ょけこせしすうきう さぇいたけょう う くっ きけあっ ょぇ くぇょたゃなさかは しせきぇすぇ けす 
177215,73 かっゃぇ. 《うくぇくしけゃうはす こさうくけし くぇ そうさきぇすぇ っ  20% けす けぉとぇすぇ しせきぇ くぇ こさけっおすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 44303,93 かっゃぇ. ‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ こさけっおすぇ っ 8 きっしっちぇ 
けす 01.08.2012 ゅ. ょけ 31.03.2013 ゅ.
′ぇ しさっとぇすぇ とっ こさうしなしすゃぇす: っおうこなす いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ こさけっおすぇ, っおしこっさすう, せつぇしすゃぇとう ゃ さぇいさぇぉけすゃぇくっ くぇ ぇくぇかういぇ くぇ しなしすけはくうっすけ う こさけっおすうさぇくっ くぇ けさゅぇ-

くういぇちうはすぇ くぇ  すさせょけゃぇすぇ ょっえくけしす, おけえすけ っ つぇしす けす ょっえくけしすうすっ くぇ こさけっおすぇ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う こさっしすぇゃうすっかう くぇ きっしすくうすっ きっょうう.
′ぇ うくそけさきぇちうけくくうは ょっく ぅくおけ ╃うきうすさけゃ ╉けしすぇょうくけゃ - ╃うさっおすけさ そうくぇくしう う うおけくけきうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”┿╃ う さなおけゃけょうすっか  くぇ こさけっおすぇ, とっ いぇこけいくぇっ こさう-

しなしすゃぇとうすっ し さっいせかすぇすうすっ けす ういこなかくっくうっ くぇ いぇかけあっくうすっ ょっえくけしすうすっ こけ こさけっおすぇ おぇおすけ しかっょゃぇ: 
1.╇いゅけすゃっく っ ┿くぇかうい くぇ しなしすけはくうっすけ くぇ すさせょけゃぇすぇ ょっえくけしす.     
2.╇いゅけすゃっく っ こさけっおす/こさけゅさぇきぇ いぇ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ すさせょぇ. 
3.╆ぇおせこっくう しぇ かうつくう こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ/╊‶]/ う しこっちうぇかくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ こけ ゃうょけゃっ う おけかうつっしすゃぇ, いぇかけあっくう ゃ こさけっおすぇ う さぇいょぇょっくう くぇ 876 さぇぉけす-

くうちう けす 27 こさけそっしうう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ちっかっゃぇすぇ ゅさせこぇ, おぇおすけ しかっょゃぇ:

 4.╆ぇおせこっくう しぇ しなしすぇゃくう つぇしすう, きけくすうさぇくぇ う こせしくぇすぇ ゃ っおしこかけぇすぇちうは ぇし-
こうさぇちうけくくぇ しうしすっきぇ ゃ こけきっとっくうっ „》うきうつっしおう せつぇしすなお”, おけはすけ とっ けしうゅせさう 
ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ.    
╃っえくけしすうすっ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ ぉっいけこぇしくけしす う いょさぇゃっ こさう 

さぇぉけすぇ しぇ さっぇかくぇ こさっょこけしすぇゃおぇ いぇ すさぇえくけ ゃないょっえしすゃうっ くぇ こさけっおすぇ ゃなさたせ ちっ-
かっゃうすっ ゅさせこう.
] そうくぇくしけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい ぉはたぇ ういこなかくっくう いぇ ういおかのつう-

すっかくけ おさぇすおう しさけおけゃっ いぇかけあっくうすっ ょっえくけしすう こけ こさけっおすぇ.
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┿しこうさぇちうけくくぇ しうしすっきぇ ゃ こけきっとっくうっ „》うきうつっしおう せつぇしすなお” 
こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ

„〈けいう ょけおせきっくす っ ういゅけすゃっく し そうくぇくしけゃぇすぇ こけきけと くぇ  ╄ゃさけこっえしおうは 
しけちうぇかっく そけくょ, ぇ „┿さしっくぇか”┿╃ くけしう ちはかぇすぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ しなょなさ-
あぇくうっすけ くぇ くぇしすけはとうは ょけおせきっくす う こさう くうおぇおゃう けぉしすけはすっかしすゃぇ くっ 
きけあっ ょぇ しっ こさうっきっ おぇすけ けそうちうぇかくぇ こけいうちうは くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい 
うかう ╃けゅけゃぇさはとうは けさゅぇく.”

                                         ╇いゅけすゃうかぇ:
                                         ╂っさゅぇくぇ ‶っくつけかけゃぇ

                                         ╉けけさょうくぇすけさ くぇ こさけっおすぇ

] こなかくけ っょうくけょせてうっ  いぇ 
ゃすけさう せこさぇゃかっくしおう きぇく

ょぇす くぇつっかけ くぇ ╋╀┿╊-╉ぇいぇくかなお 
ぉっ ういぉさぇくぇ ょ-さ ╉っすう ╋ぇくぇかけ
ゃぇ-╁かぇょおけゃぇ. ¨ぉとうくしおうはす しな
ゃっす ゅかぇしせゃぇ けすくけゃけ ょけゃっさうっ くぇ 
ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ いぇさぇょう ょけぉさけすけ 
え さなおけゃけょしすゃけ くぇ けぉとうくしおぇ
すぇ ぉけかくうちぇ ゃ くぇえ-すさせょくうすっ いぇ 
いょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ ゅけょうくう, 
いぇさぇょう ういゃっあょぇくっすけ, こさぇおすう
つっしおう けす そぇかうす, くぇ ぉけかくうちぇすぇ 
う いぇさぇょう くぇしすけはとぇすぇ え さぇぉけすぇ 
こけ いくぇつうきう っゃさけこっえしおう こさけ

っおすう, しゃなさいぇくう し さっきけくすう う こさっけぉけさせょゃぇくっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ. ╆ぇこぇいゃぇくっ
すけ くぇ おけかっおすうゃぇ ぉっ ょさせゅ きけすうゃ くぇ しすぇさっえてうくうすっ いぇ ょけゃっさうっすけ, けおぇいぇ
くけ くぇ ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ. 

╋っしすくぇ しすさせおすせさぇ くぇ ]なのいぇ くぇ こけょけそうちっさうすっ ぉっ しないょぇょっくぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. 〉つさっょうすっかう くぇ そけさきぇちうはすぇ すせお しすぇくぇたぇ 20 こけょけそうちっさう, 

しかせあうかう  ゃ さぇいかうつくう こけょっかっくうは ゃ さぇえけくぇ う しすさぇくぇすぇ, くけ あうゃっっとう ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇ こさっょしっょぇすっか くぇ しすさせおすせさぇすぇ ぉっ ういぉさぇく ╄きうか 》ぇょあうっゃ, ぇ いぇ くっゅけゃ 

いぇきっしすくうお ╋うたぇうか ╋ぇいくっゃ. 
¨しくけゃくぇすぇ ちっか, おけはすけ しすさせおすせさぇすぇ しう こけしすぇゃは, っ ょぇ こさうけぉとぇゃぇ ゃ 

すさせょくけすけ ゃさっきっ ぉなかゅぇさしおけすけ いぇこぇしくけ こけょけそうちっさしすゃけ, さぇぉけすぇ いぇ う ゃ 
こけきけと くぇ さぇいかうつくう こぇすさうけすうつくう おぇせいう. ╉ぇいぇくかなておぇすぇ しすさせおすせさぇ っ 
つぇしす けす ゃないしすぇくけゃっくうは ]なのい くぇ こけょけそうちっさうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ, つうっすけ 〉つさっ
ょうすっかくけ しなぉさぇくうっ しっ こさけゃっょっ ゃ ]けそうは ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
╂けかはきぇすぇ うょっは っ ゃないしすぇくけゃっくうはす ]なのい ょぇ っ こさぇゃけこさうっきくうお くぇ しな

とっしすゃせゃぇかうは けす 1910 ゅ. ょけ 1944 ゅ. う いぇおさうす し こうしきけ くぇ すけゅぇゃぇてくうは 
╋うくうしすっさしおう しなゃっす ]なのい くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こけょけそうちっさう. 
╁ うしすけさうはすぇ くぇ いぇこぇしくけすけ こけょけそうちっさしすゃけ ╉ぇいぇくかなお うきぇ しゃけは いくぇつうき 

う すさぇっく けすこっつぇすなお, けしすぇゃっく けす きっしすくけすけ ╀かぇゅけすゃけさうすっかくけ こけょけそうちっさ
しおけ ょさせあっしすゃけ “╀さぇすしすゃけ”, つうえすけ こさっょしっょぇすっか っ ぉうか ぉさぇすなす くぇ 』せょけ
きうさ - ╂っけさゅう 』けさぉぇょあうえしおう.   

〈けえ とっ っ しなしすぇゃっく けす せつっくうちう-っくすせ
しうぇしすう けす 5-すう ょけ 12-すう おかぇし, おけうすけ 

しぇ けす 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ.しゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ╃うさうゅっくす くぇ ょせたけゃうは 
ゅさぇょしおう けさおっしすなさ とっ っ 『ゃっすけきうさ ╁ぇしう
かっゃ, おけえすけ さなおけゃけょう ]すぇさけいぇゅけさしおうは 
ょせたけゃ けさおっしすなさ. ‶さっょう ゅけょうくう ╁ぇしうかっゃ 
ぉっ こけょ こぇゅけく う  さなおけゃけょう ょせたけゃうは けさ
おっしすなさ くぇ ╉ぇいぇくかなておうは ゅぇさくういけく. 
╆ぇ ちっかすぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ っ いぇ

おせこうかぇ 30 うくしすさせきっくすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ ょけぉさっ ぉぇかぇくしうさぇく ょせたけゃ けさおっしすなさ. 
〉つうかうとくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ おぇいぇくかなて

』]╊╉ ぁ╊『【╅【╅: 

]さっょ さぇいたけょうすっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ こっさけ っ いぇ いぇこかぇすう - 55% けす けぉとうすっ 
さぇいたけょう - 18 きかく. かっゃぇ. ╆ぇ ういょさなあおぇ くぇ けぉとうくしおうすっ ょっえくけしすう う いぇゃっょっくうは しぇ 
こけたぇさつっくう ぉかういけ 11 きうかうけくぇ かっゃぇ, いぇ ゃなくてくう せしかせゅう - 2 きかく. 525 たうか.195 かっゃぇ, 
いぇ おぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう ういさぇいたけょゃぇくぇすぇ しせきぇ っ 2 きかく. 279 たうか. かっゃぇ. ╁ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ こさけしさけつっくうすっ いぇょなかあっくうは くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 2 きかく. 
227 たうか. 125 かっゃぇ, おぇすけ 1 きかく. 332 たうか.176 かっゃぇ しぇ いぇ ょっかっゅうさぇくう けす ょなさあぇゃぇすぇ 
ょっえくけしすう, ぇ けしすぇくぇかうすっ 894 949 かっゃぇ いぇ きっしすくう.
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ こさっょかけあっくうっすけ くぇ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう けす ゅさせ

こぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ くぇ くけゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ21 いぇ さぇいこけかぇゅぇくっ 
くぇ ゃさっきっくくう けぉっおすう いぇ すなさゅけゃしおけ う ょさせゅけ けぉしかせあゃぇくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╋けすうゃなす くぇ ]ぇきぇさしおう - ょぇ しっ ういしかせてぇす こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ょさっぉくうは う しさっょっく 

ぉういくっし ゃ けぉとうくぇすぇ, ぉっ そぇおすなす, つっ すぇいう くぇさっょぉぇ うきぇ はさおけ うおけくけきうつっしおけ ゃかうはくうっ 
ゃなさたせ さぇいゃうすうっすけ くぇ ょさっぉくうは ぉういくっし う すなさゅけゃちうすっ くぇ いっきっょっかしおぇ こさけょせおちうは ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
                                                                                             ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╇ さちあみ せあ えそおけせあてあ たちそつちそねかせけてか くあおひしきかせけみ せあ 《いはけせあ 
[あくあせしひさ つあ う ちあくすかち せあ 2 すしせ. 227 にけし. 125 しかうあ

おぇすぇ ゅうきくぇいうは, おぇおすけ う ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ しなとけ こけょおさっこはす うょっはすぇ 
くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ゅさぇょなす ょぇ うきぇ しゃけえ ょせたけゃ けさおっしすなさ, おけえすけ ょぇ しないょぇゃぇ 
こさぇいくうつくぇ ぇすきけしそっさぇ こけ ゃさっきっ くぇ さぇいかうつくう つっしすゃぇくうは う こけゃけょう
┿きぉうちうはすぇ くぇ ょうさうゅっくすぇ くぇ けさおっしすなさぇ くぇ しぇきうすっ きせいうおぇくすう っ こなさゃぇすぇ うき ういはゃぇ 

くぇ ゅけかはきぇ しちっくぇ ょぇ っ こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ すぇいう ゅけょうくぇ. 
¨す さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは しぇ こけっかう ぇくゅぇあうきっくす ょぇ  けしうゅせ

さはす しこっちうぇかくう せくうそけさきう くぇ きかぇょうすっ けさおっしすさぇくすう. ]なし しないょぇゃぇくっすけ くぇ ょせたけゃ けさ
おっしすなさ, ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ゃないさぇあょぇ いぇぉさぇゃっくぇ, しすぇさぇ, くけ ぇこかけょうさぇくぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ 
すさぇょうちうは. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

╃うさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ゅさ. ╉さなく う かうょっさ くぇ 
¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお うくあ. ┿かっお
しぇくょなさ ╋うくつっゃ こけかせつう くぇえ-きくけゅけ ゅかぇしけゃっ う ぉっ ういぉさぇく いぇ 
おぇくょうょぇす-ょっこせすぇす くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ かうしすぇすぇ くぇ ╀]‶ ゃ けぉかぇし
すすぇ いぇ こさっょしすけはとうすっ こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう. ¨しゃっく くっゅけ, し 
ゃすけさう こけ ぉさけえ ゅかぇしけゃっ おぇすけ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇす ぉっ ういかなつっく 
う おきっすなす くぇ 【っえくけゃけ こしうたけかけゅなす ′うおけかぇえ 〈っさいうっゃ. ╃ゃぇ
きぇすぇ ぉはたぇ くけきうくうさぇくう くぇ けぉとうくしおぇ おけくそっさっくちうは くぇ ╀]‶ 
し けしくけゃくぇ すっきぇ: ‶けょゅけすけゃおぇ  いぇ  こぇさかぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう. 
]ぇきけけすゃけょう  くぇ そけさせきぇ, ゃなこさっおう くけきうくぇちううすっ しう, くぇこさぇ
ゃうたぇ っおしょっこせすぇすなす ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ, ぉうゃてうはす こさっょしっょぇすっか 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう う くぇしすけ

はとぇすぇ けぉとうくしおぇ しなゃっすくうつおぇ ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ. 
╁っつっ っ はしっく う ゃけょぇつなす くぇ かうしすぇすぇ くぇ ╀]‶ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′ぇちうけくぇかくけ

すけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╀]‶ けこさっょっかう すけゃぇ ょぇ っ かうょっさなす くぇ ╀]‶ ]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ. 
]すぇさけいぇゅけさしおうすっ しけちうぇかうしすう こけしけつうたぇ いぇ しゃけえ そぇゃけさうす ゃ かうしすぇすぇ くぇ ╀]‶ ╂っけさゅう 
╂ぬけおけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ゅさぇょぇ くぇ かうこうすっ. 
╁ ょけおかぇょぇ しう こさっょ ょっかっゅぇすうすっ くぇ ゃすけさけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ おけくそっ

さっくちうは くぇ おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう かうょっさなす くぇ きっしすくぇすぇ こぇさすうえくぇ しすさせおすせさぇ 
┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ こけしけつうか, つっ けしくけゃくぇすぇ ちっか くぇ こぇさすうはすぇ すせお くぇ ういぉけさうすっ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ 40% けす ゅかぇしけゃっすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しぇ いぇ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすうすっ くぇ ╀]‶. 
╋うくつっゃ っ ういさぇいうか せゃっさっくけしす, つっ すけゃぇ っ さっぇかくけ こけしすうあうきけ し せょゃけはゃぇくっ ゅかぇしけゃっすっ 
くぇ すゃなさょうは っかっおすけさぇす くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ さぇえけくぇ.
┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ っ しけちうぇかうしす けす 45 ゅけょうくう. ¨す ゅけょうくぇ っ う かうょっさ くぇ ¨ぉとうく

しおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉかぇしすくうは 
しなゃっす くぇ ╀]‶ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╂╄[╀-╉ぇいぇくかなお しなとけ けこさっょっかう しゃけうすっ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう. 〈けゃぇ しぇ ′っくけ ╁かぇえ

おけゃ - いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉ], こっょぇゅけあおぇすぇ ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ う そけすけゅさぇそなす 
╀っょさけし ┿いうくはく.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′けゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ ゃかぇょっっとうすっ くっきしおう っいうお こさっょかぇゅぇす すさせょけゃうすっ 
ぉけさしう ゃ しすさぇくぇすぇ けす きぇさす. EURES しなゃっすくうちう けす ╋ぇゅょっぉせさゅ, ╂っさきぇ

くうは, とっ おけくしせかすうさぇす けくかぇえく いぇ ゃないきけあくけしすうすっ う せしかけゃうはすぇ いぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ╂っさきぇくうは.
╂っさきぇくしおうすっ さぇぉけすけょぇすっかう すなさしはす しこっちうぇかうしすう, おけうすけ うきぇす こけいくぇ

くうは こけ くっきしおう っいうお う しぇ おゃぇかうそうちうさぇくう こけ しかっょくうすっ こさけそっしうう うかう ゃ 
しかっょくうすっ けぉかぇしすう: うくあっくっさう う しこっちうぇかうしすう し すったくうつっしおう こさけそっしうう, 
IT-しこっちうぇかうしすう, たけすっかうっさしすゃけ う さっしすけさぇくすぬけさしすゃけ /しっさゃうすぬけさう, ぉぇさ
きぇくう, ゅけすゃぇつう, ぇょきうくうしすさぇすけさう ゃ たけすっか/.
┿おけ こさけはゃはゃぇすっ うくすっさっし おなき あうゃけす う さぇぉけすぇ ゃ ╂っさきぇくうは う うきぇすっ ゃな

こさけしう いぇ すっいう こさけそっしうけくぇかくう けぉかぇしすう, こうてっすっ くぇ っかっおすさけくくぇ こけとぇ 
Tobias.Kruse@arbeitsagentur.de うかう しっ けぉぇょっすっ くぇ 10 ぇこさうか くぇ すっかっ
そけく 0049 391 257 1677 きっあょせ 8 う 17 つぇしぇ.
╁ すけいう ょっく くぇ さぇいこけかけあっくうっ いぇ けすゅけゃけさう とっ ぉなょぇす つっすうさうきぇ EURES 

しなゃっすくうちう けす しかせあぉぇすぇ ゃ ╋ぇゅょっぉせさゅ.

〈ぇいゅけょうてくうはす ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ`2013 とっ しっ こさけゃっょっ ゃ くぇつぇ
かけすけ くぇ きぇえ. ╉けくおせさしなす っ くぇしさけつっく いぇ 10-すう きぇえ, ゃ くぇゃっつっさうっすけ 

くぇ こぇさかぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう. ╆ぇ こなさゃう こなす けす きくけゅけ ゅけょうくう おけくおせさ
しなす いぇ ういぉけさ くぇ くぇえ-おさぇしうゃぇ おぇいぇくかなておぇ ぇぉうすせさうっくすおぇ っ ういすっゅかっく 
し ょゃっ しっょきうちう こけ-さぇくけ けす けぉうつぇえくけすけ. ╁っつっ いぇこけつくぇたぇ けぉうおけかおうすっ 
こけ せつうかうとぇ いぇ おぇくょうょぇすおう いぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ おけさけくぇ. ╁ しゃけっけぉさぇいくうは 

おぇしすうくゅ せつぇしすゃぇす 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012 ′っかう ]かぇゃけゃぇ, ╀けさはくぇ ′ぇいなさけゃぇ - きけきうつっ „》ぇえ
かぇえそ“ 2012 う ┿くすけくうは ╃さぇゅぇくけゃぇ - PR. 〈ぇいゅけょうてくうはす こさぇいくうお くぇ さけいぇすぇ とっ こさけ
ょなかあう ょゃぇ きっしっちぇ - きぇえ う のくう, おぇすけ こけしかっょくうすっ こさけはゃう しぇ くぇ ╄くぬけゃょっく -24-すう のくう.

╄きぉかっきぇすうつくぇすぇ ゃ ぉかういおけ
すけ きうくぇかけ 『ぇさしおぇ しかぇょ

おぇさくうちぇ うかう しかぇょおぇさくうちぇ 
„╉くはゅうくは ╉ぇかうくぇ” しなゃしっき 
しおけさけ とっ ぉなょっ こさっきぇたくぇすぇ けす 
ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇく
かなお. ‶さうつうくぇすぇ いぇ させたゃぇくっすけ 
くぇ きっすぇかくけすけ こさっきっしすゃぇっきけ 
しなけさなあっくうっ っ すさうゃうぇかくぇ: うい
すっおなか ょけゅけゃけさ いぇ しなとっしすゃせ
ゃぇくっすけ きせ ゃ すけいう ゃうょ, おけえすけ 
う おなき くぇしすけはとうは きけきっくす くっ っ 

′ぇょ 300 ょせてう しっ ゃおかのつうたぇ ゃ きぇとぇぉくぇすぇ おぇきこぇくうは くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお こけ いぇかっしはゃぇくっすけ くぇ こぇさお „〈のかぉっすけ”.

╆ぇかっしはゃぇくっすけ ぉっ ゃなさたせ こかけとうすっ, けこけあぇさっくう こさっい かはすけすけ くぇ 2012 
ゅけょうくぇ. ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けしうゅせさう 1500 ょさなゃつっすぇ - おっょなさ う しうくは ょけゅ
かぇいおぇ - けす うゅかけかうしすくうすっ ゃうょけゃっ; はゃけさ, はしっく, けそうおぇ, ょうゃ さけあおけゃ う 
つっさゃっく ぇきっさうおぇくしおう ょなぉ - けす てうさけおけかうしすくうすっ さぇしすうすっかくう ゃうょけゃっ. 
╁ たけょぇ くぇ いぇかっしうすっかくぇすぇ おぇきこぇくうは, こさけょなかあうかぇ う こさっい こけつうゃくうすっ 
ょくう, ぉっ きけくすうさぇく う こなさゃうはす おなす いぇ けすょうた し きぇしうつおう う こっえおう, おぇおすけ う 
ょっすしおぇ かのかおぇ, ういさぇぉけすっくう けす ょなさゃっしくうは きぇすっさうぇか, こけかせつっく けす けこけ
あぇさっくうすっ ょなさゃっすぇ.

╆ぇ こなさゃう こなす あっくぇ こけかせつう ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇ
ょぇ ゃ くぇちうけくぇかくうは おけくおせさし „』けゃっおなす ょけ 

きっく“, おけえすけ しっ こさけゃっあょぇ すさぇょうちうけくくけ ゃ さぇき
おうすっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さういぬけさおぇすぇ, けすかうつっくぇ ゃ 6-すけすけ ういょぇくうっ くぇ 

そけすけおけくおせさしぇ し こさういくぇくうっすけ う しすぇすせっすおぇすぇ くぇ 
』せょけきうさ, っ ╃っしうしかぇゃぇ ╇ゅくぇすけゃぇ けす ]けそうは いぇ 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

こけょくけゃっく. ]けぉしすゃっくうちうすっ くぇ こさっきっしすゃぇっきけすけ しなけさなあっくうっ ╃うきうすなさ 
╇ゃぇくけゃ う ╇ゃぇ ぅくっゃぇ, くぇしかっょくうちう くぇ こけおけえくぇすぇ  ┿くくぇ ┿くょさっっゃぇ - うい
ゃっしすくぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ う かうつくぇ こさうはすっかおぇ くぇ ちぇさしおけすけ しっきっえしすゃけ, ょけ 
きけきっくすぇ くっ しぇ こさっょこさうっかう くうとけ こけ こけゃけょ こさっこけさなおうすっ くぇ けぉとうくしおぇ
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶けさぇょう ういすっおなか しさけお くぇ ういょぇょっくぇすぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
いぇこけゃっょ いぇ ょけぉさけゃけかくけ こさっきぇたゃぇくっ くぇ くっいぇおけくくうは けぉっおす けす ちっくすなさぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお う くっこさっょこさうっきぇくっすけ けすしすさぇくぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ きせ くぇ 
おぇおゃうすけ う ょぇ っ ぉうかけ ょっえしすゃうは, けぉっおすなす とっ しっ ょっきけくすうさぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
いぇ しきっすおぇ くぇ ╇ゃぇ ぅくっゃぇ う ╃うきうすなさ ╇ゃぇくけゃ. 

しくうきおぇすぇ え - „〈けゃぇ っ あうゃけすなす“. 
╁すけさぇすぇ くぇゅさぇょぇ あせさうすけ こさうしなょう くぇ ]すけはく ╇かうっゃ いぇ そけすけしぇ きせ „╋け

かうすゃぇ“, ぇ すさっすぇすぇ くぇゅさぇょぇ こけかせつう ╆ょさぇゃおけ ╃うきけゃ.
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2╇かてかちあせけ:

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ╈かそちえけ そて ′あうそお 5:

╆ぇ ╂っけさゅう ”すっあおぇ さぇぉけすぇ 
くはきぇ, しすうゅぇ ょぇ いくぇって 

おぇお ょぇ は さぇぉけすうて.”
╇ けとっ: ”[ぇぉけすぇすぇ しう っ さぇ

ぉけすぇ”. 〈けゃぇ ╂っけさゅう さぇいぉさぇか 
くっ しぇきけ けす „┿さしっくぇか”, ぇ う 
けす けこうすぇ しう ゃ つせあぉうくぇ. 〈ぇき 
しなとけ しっ しこさぇゃはか ょけぉさっ, くけ 
しう うょゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは いぇさぇょう 
さけょうすっかうすっ う ょっちぇすぇ, おけう
すけ うきぇす くせあょぇ けす くっゅけ. ′け: 
”┿さしっくぇか しう っ „┿さしっくぇか!”, 
けすしうつぇ さぇぉけすくうおなす, ゃうょはか 
„う きっょぇ, う あうかけすけ” くぇ ゅせさ
ぉっすぇ けとっ くぇゃさっきっすけ ゃ ╉けきう 
– ┿]][. 
„╇ ゃ ]かけゃっくうは しぇ きっ かな

ゅぇかう...”. ╇ すぇき, う すせお うきぇ う 
かけてう う ょけぉさう たけさぇ, そうかけ
しけそしおう けぉけぉとぇゃぇ ╂っけさゅう 
けす ┿かっはすぇ くぇ ]かぇゃぇすぇ. 〈けえ 
くっ ょっかう たけさぇすぇ くぇ ぉなかゅぇ
さう う つせあょっくちう, くうすけ くぇ 
たさうしすうはくう う きのしのかきぇくう. 
╁ ]かけゃっくうは てっそなす きせ ぉうか 
きのしのかきぇくうく, くけ しっ さぇいぉう
さぇかう つせょっしくけ. ╂っけさゅう けぉぇつっ 
っ おぇすっゅけさうつっく – ゃ ╀なかゅぇさうは 
たけさぇすぇ ゃっつっ しぇ きくけゅけ こけ-くっ
しこけおけえくう, きくけゅけ こけ-くっゃさけ
すうつくう, しすさっしなす っ こけ-ゅけかはき, 
けちっかはゃぇくっすけ – こけ-すさせょくけ.
╆ぇすけゃぇ ╂っけさゅう けちっかはゃぇ くっ 

しぇきけ し さぇぉけすぇすぇ しう, くけ う こけ
おさぇえ さぇぉけすぇすぇ しう. 〉きっっ ょぇ 
„ういゃぇょう” たせぉぇゃけすけ けす ゃしはおぇ 
しうすせぇちうは. ╉けかっゅうすっ ]ぇてけ, 
[せきはくぇ, 『っちぇ う ょさせゅうすっ 
ゅけ ゃないこさうっきぇす おぇすけ きっしす
くうは „いっゃいっお”. ]うゅせさくけ, いぇ
とけすけ けす きぇえおぇ しう っ いぇこけき
くうか,                つっ, しかっょ おぇすけ 
うょっ くぇ さぇぉけすぇ, すさはぉゃぇ „ょぇ 
けしすぇゃは ょっさすけゃっすっ ゃおなとう”. ] 
おけかっゅうすっ ゃ ちった 510 くぇ ╂っけさ
ゅう さぇぉけすぇすぇ きせ しこけさう いぇっょくけ 
しなし しきったぇ う てっゅぇすぇ. ‶さぇゃう 
ゅけ „いぇさぇょう てけせすけ”. ′っ しこうさぇ 
ょぇ おけきっくすうさぇ, ょぇ いぇぉぇゃかはゃぇ 
けしすぇくぇかうすっ. ]うゅせさくけ いぇすけ
ゃぇ きせ „かっこゃぇす” こさけいゃうとっすけ 

„‶けさぇいはゃぇとぇすぇ せしすぇ”... ╂っけさ
ゅう ゅかっょぇ くぇ すけゃぇ こさけいゃうとっ 
ぉっい けぉうょぇ, いぇとけすけ いくぇっ, つっ 
ゃしうつおけ, おけっすけ おぇいゃぇ, っ おぇいぇ

くけ „ぉっい かけてけ くぇ しなさちっ”. 〈けえ 
こさけしすけ しっ けこうすゃぇ ょぇ けすおさうゃぇ 
たせぉぇゃけすけ う ゃ ょっかくうおぇ. ‶さぇゃう 
ゅけ しなゃしっき しないくぇすっかくけ, いぇとけ
すけ くっ きせ たぇさっしゃぇ ぉなかゅぇさしおけ
すけ おぇつっしすゃけ ょぇ しっ けこかぇおゃぇきっ 
こけしすけはくくけ, ょぇ ゃょうゅぇきっ しおぇく
ょぇかう う いぇ くぇえ-きぇかおけすけ, ょぇ 
しきっ くっすなさこっかうゃう. ╂っけさゅう し 
けつうすっ しう っ ゃうょはか, つっ ゃ つせあ
ぉうくぇ くっ っ すぇおぇ, くけ こさういくぇゃぇ, 
つっ すぇき あうゃけすなす っ こけ-こけょさっ
ょっく. 
╉ぇすけ くっ きけあっ ょぇ こけょさっょう 

ちっかうは あうゃけす くぇ ぉなかゅぇさうすっ, 
╂っけさゅう しっ けこうすゃぇ ょぇ こけょさっょう 
こけくっ しゃけは. [っょせゃぇ さぇぉけすぇすぇ し 
こけつうゃおぇ. ‶けつうゃぇ しう くっ しぇきけ 
し きぇえすぇこうすっ くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ, くけ う ゃ しこけさすぇ.  
  

╁ しこけさすぇ うきぇ たせぉぇゃう 
きけきつっすぇ

„╇ いぇ さぇぉけすぇ, う いぇ しこけさすぇ, 
う いぇ きぇしぇ しすぇゃぇす.”, っ ょさせあっ
しおぇすぇ けちっくおぇ くぇ ╂っけさゅう ╉ぇ
さぇゅぬけいけゃ いぇ ぇさしっくぇかちうすっ, し 
おけうすけ すさっくうさぇ ゃなゃ ゃけかっえ
ぉけかくうは う そせすぉけかくうは けすぉけさ. 
╁さっきっすけ こけおさぇえ ‶さけかっすくうは  
すせさくうさ う すせさくうさぇ いぇ ‶さぇい
くうおぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは っ 
っょくけ けす かのぉうきうすっ いぇ ╂っけさゅう. 
╆ぇっょくけ し „ゃっすっさぇくうすっ” ]かぇ
ゃう, ‶っくぇすぇ, ╇ゃぇく, ╅うゃおけ... 
はおけ ゃょうゅぇす くぇ おさぇお こせぉかうおぇ
すぇ おさぇえ ゃけかっえぉけかくぇすぇ きさっ
あぇ, くけ おぇおすけ う ╂っけさゅう こさう
いくぇゃぇ: ”╁なゃ そせすぉけかぇ きう っ 
しうかぇすぇ!”. ╇ ゃなゃ そせすぉけかくうは 
けすぉけさ ╂っけさゅう くぇきうさぇ うしすうく
しおう こさうはすっかう -  ╇ゃけ 〈けくっゃ, 
╁っくちう, ╅せかうっく... ”¨しけぉっくけ 
しきっ しうかくう くぇ ぉぇくおっすぇ.”, てっ
ゅせゃぇ しっ ╂っけさゅう し ょけいぇ しぇきけ
うさけくうは: ”╁っくちう っ こっゃっち, ぇい 

しぇきけ ゃょうゅぇき ぇかぇさきぇ...”. 
╁しなとくけしす, ぇさしっくぇかっちなす けす 

╆ぇゃけょ 5 っ くはおけゅぇてっく うゅさぇつ 
くぇ „[けいうすっ”. 〈さっくうさぇか っ ゃ 

ゅさぇょしおうは けすぉけさ „[けいけゃぇ ょけ
かうくぇ” ゃ きかぇょっあおうすっ しう ゅけ
ょうくう けとっ けす 1982-さぇ, おけゅぇすけ 
„[けいうすっ” ぉはたぇ くぇ ゃなさたぇ. ╁ 
けすぉけさぇ くぇ のくけてうすっ ╂っけさゅう 
うゅさぇっ こさう ╀ぇす ╁っしおけ ╀せき
ぉぇかぇ. ╁さないおぇすぇ し かのぉうきうは 

しこけさす こさけょなかあぇゃぇ う おけゅぇすけ 
こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう ╂っ
けさゅう こけっきぇ けすぉけさぇ こけ そせす
ぉけか くぇ さけょくけすけ しっかけ [けいけゃけ, 
おなょっすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あう
ゃっっ う ょくっし. ]っゅぇ すぇき くっとぇ
すぇ しなし しこけさすぇ  こけいぇおなしぇかう, 

くけ そせすぉけかくぇすぇ すさなこおぇ いぇ 
╂っけさゅう こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あう
ゃっっ: くっ しぇきけ ゃ きぇつけゃっすっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく, くけ う 
くぇ  すっさっくぇ くぇ ぉっいおさぇえくうすっ 
おけきっくすぇさう – おさぇえ くぇえかけくけ
ゃうすっ すけさぉう こけ しっさゅうはすぇ う ゅぇ
いけゃうすっ ぉせすうかおう こさう ╉けちっすけ 
くぇ こぇいぇさぇ... ╆ぇとけすけ:

《っくけゃっすっ けす
『ぇさしおぇすぇ つってきぇ

しっ きっしすはす くぇ こぇいぇさぇ      
 

〈ぇき っ くけゃけすけ きはしすけ くぇ おぇ
いぇくかなておぇすぇ そせすぉけかくぇ ゅけ
ゃけさうかくは, おけはすけ くぇゃさっきっすけ 
しなぉうさぇてっ しすけすうちう そっくけゃっ 
くぇ ちっくすなさぇ おさぇえ ╊なゃけゃぇすぇ 
つってきぇ. „╊のぉうきちうすっ くぇ おぇ
いぇくかなつぇくう けす ぉかういおけすけ きう
くぇかけ – ╉っきぉけ, ╉けえつけ ╉けっゃ, 
╉なくぬけ ╃せこおぇすぇ /ょっすけ ゃおぇさぇ 
„[けいうすっ” ゃ „┿” ゅさせこぇ/, ╉ぇ
かけはくけゃ, ╂っけさゅう ╁っかつっゃ, つっ 
う ぉさぇすなす くぇ 〈けておけ ぅくつっゃ しっ 
しなぉうさぇす おさぇえ っょくぇ しっさゅうは くぇ 
こぇいぇさぇ.”, ゃっとけ きう けぉはしくはゃぇ 
╂っけさゅう ╉ぇさぇゅぬけいけゃ – っょうく けす 
こけしすけはくくけすけ こさうしなしすゃうっ.
]こけさすうしすなす こけ ょせた, ゃっしっ

かはおなす こけ こさうさけょぇ, さぇぉけすぇ
さなす こけ さけあょっくうっ, ╂っけさゅう, 
くっ きけあっ ょぇ しう けぉはしくう おぇお
ゃけ うきっくくけ しっ しかせつゃぇ し ぉなか
ゅぇさしおけすけ きかぇょけ こけおけかっくうっ: 
いぇしすけはかうはす あうゃけす, ょっちぇすぇ けす 
こけ 100 おうかけゅさぇきぇ, くっこさっし
すぇくくけすけ ゃいうさぇくっ ゃ おけきこの
すさうすっ... ╄ょくぇ けす こさうつうくうすっ 
いぇ ょくってくけすけ くっいぇうくすっさっ
しけゃぇくけ う くっょうしちうこかうくうさぇ
くけ こけおけかっくうっ ╂っけさゅう くぇきう
さぇ ゃ かうこしぇすぇ くぇ おぇいぇさきぇすぇ 
おぇすけ „せつうかうとっ いぇ うしすうくしおう 
きなあっ”. ╂っけさゅう こさういくぇゃぇ, つっ 
ょうしちうこかうくぇすぇ, くぇ おけはすけ くっ
ゅけゃけすけ  こけおけかっくうっ ぉってっ ゃない
こうすぇくけ, っ くっとけ, おけっすけ ょくっし 
そぇすぇかくけ こけつゃぇ ょぇ くう かうこし
ゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ. ╃させゅぇさしすゃけ

すけ, しなさちぇすけ ょぇ ょっかうて いぇかなお 
たかはぉ う „ょぇ ょぇゃぇて さぇきけ” くぇ 
ょさせゅうは, すけゃぇ しぇ しなとけ せさけちう
すっ くぇ おぇいぇさきぇすぇ, おけうすけ ょくっし, 
かうこしゃぇえおう, くっ くう こけきぇゅぇす ょぇ 
ぉなょっき こけ-ょけぉさう う こけ-つけゃっつ
くう, さぇいしなあょぇゃぇ しう くぇ ゅかぇし 

╂っけさゅう ╉ぇさぇゅぬけいけゃ っ っょうく けす けくっいう ぇさしっくぇかちう, おけうすけ おぇいぇくかなつぇくう けすおさぇえ 
ゃさっきっ くぇさうつぇす „つってうすう”. ¨しゃっく, つっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くっ きせ しっ けこうさぇ くうとけ う „くっ きせ 
しっ ぉなさおぇ” ょぇ さぇぉけすう う こけ 20 つぇしぇ, ぇおけ すさはぉゃぇ, すけえ きけあっ, „ぉっい ょぇ きせ しっ ぉなさおぇ”, 
う ょぇ せつぇしすゃぇ くけくしすけこ ゃ くはおけは ゃっしっかぉぇ – こけさっょくぇすぇ けす ゃしうつおう, おけうすけ しぇき しう 
けさゅぇくういうさぇ. ╄え すぇおぇ, いぇ ょぇ きせ っ あうゃけすなす こけ-ゃっょなさ. ╇ こけ-しきうしかっく. ]うさっつ – こけ-
つけゃっておう.
[ぇぉけすくうお ゃ 510 くぇ ╆ぇゃけょ 5, ╂っけさゅう しっ つせゃしすゃぇ くぇ  きはしすけすけ しう. ╋ぇてうくけしすさけ-

っくっすけ っ こさけそっしうはすぇ きせ, いぇとけすけ っ いぇゃなさてうか おぇいぇくかなておうは ╋ったぇくけすったくうおせき. 
]こっちうぇかくけしす „〈けこかぇ けぉさぇぉけすおぇ”. ╂けさょっっ しっ し すけゃぇ. ]ぇきけつせゃしすゃうっすけ きせ うょゃぇ けす 
おぇつっしすゃけすけ くぇ すけゅぇゃぇてくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ, けす せさけちうすっ くぇ うきっくぇ ゃ せつうすっかしすゃけすけ 
おぇすけ ょうさっおすけさぇ  》さうしすけ ╂なょっゃ. „╁ すったくうおせきぇ くぇせつうたきっ ゃしうつおけ, しっゅぇ きかぇょうすっ 
うょゃぇす くっこけょゅけすゃっくう いぇ さぇぉけすぇ, うしおぇす ぉなさいけ ょぇ くぇこさっょくぇす う ょぇ こけかせつぇす こけ-ゃう-
しけおう いぇこかぇすう. ┿ すけゃぇ くっ しすぇゃぇ すぇおぇ.”, さぇいぉさぇか っ ゃなゃ ゃさっきっすけ ╂っけさゅう. ╉ぇおすけ っ 
さぇいぉさぇか けとっ, つっ すけえ かうつくけ くっ しぇきけ うきぇ くせあょぇ けす おぇつっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ, くけ う けす 
おぇつっしすゃっく おせこけく. ╇ けとっ: けす おぇつっしすゃっくけ ょさせゅぇさしすゃけ. ╉ぇおゃけすけ くぇきうさぇ くっ しぇきけ 
しさっょ おけかっゅうすっ, くけ う しさっょ おけかっおすうゃぇ くぇ しこけさすせゃぇとうすっ ぇさしっくぇかちう けす けすぉけさぇ こけ 
ゃけかっえぉけか う そせすぉけか.

けとっ ╂っけさゅう. 
〈けえ しっ けこうすゃぇ ょぇ けすょぇかっ

つう しけぉしすゃっくうすっ しう ょっちぇ けす 
ゃさっょくうは くぇつうく くぇ あうゃけす, くけ 
しぇき こさういくぇゃぇ, つっ くっ ゃうくぇ
ゅう せしこはゃぇ. 〉しこはか っ, けぉぇつっ, し 
╀けあうはすぇ こけきけと ょぇ うき こさっ
ょぇょっ しけぉしすゃっくぇすぇ しう しさなつ
くけしす – とっさおぇすぇ ぅくぇ せつう ゃ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
さうしせゃぇ きくけゅけ ょけぉさっ, ぇ しうくなす 
′うおけかぇえ こさけょなかあぇゃぇ こなすっ
おぇすぇ くぇ ぉぇとぇ しう ゃ 〈ったくうおせ
きぇ, おけえすけ ょくっし しっ おぇいゃぇ ‶さけ
そっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”. ╉ぇすけ ぉぇとぇ すけえ っ 
ょけゃけかっく, つっ ゅう っ くぇせつうか ょぇ 
くっ  ょっかはす  くっとぇすぇ „くぇ きけっ 
う すゃけっ”. ╃ぇくけ しっ しこさぇゃはす し 
あうゃけすぇ ょっちぇすぇ, しぇきけ すけゃぇ しう 
こけあっかぇゃぇ ╂っけさゅう ╉ぇさぇゅぬけ
いけゃ!  
”′ぇゃさっきっすけ ゃしっおう けす くぇし 

こけ くっとけ しこけさすせゃぇてっ. ]っゅぇ 
きかぇょうすっ くっ しこけさすせゃぇす, せきけ
さはゃぇす しっ う けす くぇえ-きぇかおけすけ, 
ょぇあっ しうかう いぇ さぇぉけすぇ くはきぇす.”, 
つせょう しっ ╂っけさゅう, おけきっくすうさぇえ
おう きかぇょけすけ こけおけかっくうっ, う, 
しっとぇえおう しっ いぇ くけゃう おけかっゅう, 
おけうすけ けとっ こさっょう けぉはょ しっ 
せきけさはゃぇかう う っょゃぇ ょけつぇおゃぇかう 
おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく. „[ぇ
ぉけすうて かう しこけおけえくけ, くっとぇすぇ 
しっ こけかせつぇゃぇす.” – すけゃぇ っ こさけし
すぇすぇ うしすうくぇ いぇ くっせきけさぇすぇ う 
しこさぇゃはくっすけ し さぇぉけすぇすぇ, くぇ
せつうか ╂っけさゅう こさっい ゅけょうくうすっ. 
╉けかおけすけ ょけ こけつうゃおぇすぇ: ”′っ 
しう かう は ょぇょって しぇき, くはきぇ おけえ 
ょぇ すう は ょぇょっ...”. /╂っけさゅう くぇえ 
けぉうつぇ こけつうゃおぇすぇ くぇ „おぇいぇく
かなておけすけ” 』っさくけきけさうっ – ′っ
しっぉなさ う ‶けきけさうっ/.
¨す こさなゃ こけゅかっょ けぉぇつっ しう 

かうつう, つっ こけつうゃおぇすぇ っ くっとけ, 
くぇ おけっすけ ╂っけさゅう しっ けすょぇゃぇ 
しぇきけ ょけおぇすけ ょけえょっ ゃさっきっすけ 
くぇ しかっょゃぇとぇすぇ さぇぉけすぇ, おけは
すけ すけえ いぇたゃぇとぇ けすくけゃけ し きっ
さぇお. ╆ぇとけすけ ぇさしっくぇかっちなす けす 
╆ぇゃけょ 5, ちった 510, くっ おさうっ, 

つっ あうゃっっ う さぇぉけすう くぇ こさうく
ちうこぇ: ”╁しうつおけ けす しなさちっ!”. ] 
ょさせゅう ょせきう – ぉっい きっさぇお くっ 
しすぇゃぇ.   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

【『】╉〉《 ╊, 〉《 〉╅╉╊╋╉╅ ¨〈╅
ぞó¡Ü¿íú ごßÜüñç:

ぞó¡Ü¿íú ごßÜüñç - ご£äé¿Öóöñ¿ñÖ Ñóëñ¡öÜë „んëïñÖí¿“:
„╆ぇ ょぇ くはきぇ さっいおう ょゃうあっくうは ゃ しなしすぇゃぇ くぇ たけさぇすぇ, ゃ いぇゃうしう-

きけしす けす こけさなつおうすっ, くうっ こさぇゃうき しかっょくけすけ: ぉぇかぇくしうさぇきっ すっいう 
せょぇさう ゃ いぇゃうしうきけしす けす さうすなきぇ くぇ こけさなつおうすっ. ╆ぇ ょぇ くっ こさぇゃうき 
すぇおぇ: くぇいくぇつうか - せゃけかくうか, くぇいくぇつうか - せゃけかくうか, くうっ ぉぇかぇくしう-
さぇきっ. ╁しうつおけ すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇゃぇ しこけさっょ ╉〈, ぇ すけえ しう うきぇ 
しゃけうすっ さっしすさうおちうう, こさぇゃうかぇ, ういうしおゃぇくうは, きぇおぇさ くっ ゃうくぇゅう すっ 
ょぇ しぇ ゃ うくすっさっし う くぇ ぉういくっしぇ, う くぇ しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ すけえ 
ういこぇょぇ. ╇かう すっゅかうき おさっょうすう う し すはた ういゅかぇあょぇきっ さっいおうすっ おけ-
かっぉぇくうは くぇ こけさなつおうすっ: うきぇ こけさなつおう - くはきぇ こけさなつおう. ╄ょくぇ ゅけ-
かはきぇ こけさなつおぇ きけあっ ょぇ ぇくゅぇあうさぇ 1000-2000 ょせてう. ╇ すけゃぇ しっ っ 
しかせつゃぇかけ ゃ ぉかういおうすっ ゅけょうくう. ╃ぇ, くけ おぇすけ しゃなさてう こけさなつおぇすぇ, 
ょぇ しなおさぇすうて 1000 ょせてう くぇゃっょくなあ, くっ っ ゃないきけあくけ. 〉ょぇさなす とっ 
っ ゅけかはき う いぇ たけさぇすぇ, う いぇ ゅさぇょぇ. ′け ゃ しなとけすけ ゃさっきっ くうおけえ くっ 
しう いぇょぇゃぇ ゃなこさけしぇ こけ おぇおなゃ くぇつうく きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす いぇょなさあぇ-
くう すっいう たけさぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉ぇおゃけ ょぇ こさけういゃっあょぇす? 〈ぇおぇ うかう 
うくぇつっ, すっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす しなおさぇすっくう. ′うっ, けぉぇつっ, しっ しすぇさぇっき 

╉なき くぇしすけはとうは きけきっくす くっ しぇ 
こさっょこさうっすう きっさおう いぇ ゅけかっきう しな-
おさぇとっくうは ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇおゃうすけ 
うくそけさきぇちうう しっ くけしはす ゃ ゅさぇょぇ. 
¨しゃけぉけあょぇゃぇす しっ ょけ 50 ょせてう, 
こさっょうきくけ こっくしうけくっさう. ╂さうあぇすぇ 
いぇ たけさぇすぇ う しけちうぇかくうはす きうさ ゃ 
さっゅうけくぇ しぇ こさうけさうすっす いぇ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃなこさっおう 
しかけあくぇすぇ しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ さぇ-
ぉけすうき, う ゃなこさっおう あっしすけおぇすぇ おけく-
おせさっくちうは くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう 
いぇ すけいう ゃうょ こさけょせおちうは, いぇはゃう 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.  
╃け 15-すう ぇこさうか こさけょなかあぇゃぇ けす-

こせしおなす いぇ つぇしす けす おけかっおすうゃぇ くぇ 
そうさきぇすぇ. ¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ っ 

くぇきぇかっくうはす けぉっき くぇ こけさなつおう-
すっ – けす っょくぇ しすさぇくぇ, ぇ けす ょさせゅぇ 
– ちっかすぇ ょぇ ぉなょぇす しなたさぇくっくう こっさ-
しけくぇかなす う さぇぉけすくうすっ きっしすぇ, くっ-
いぇゃうしうきけ けす すさせょくけしすうすっ. 
′ぇ こなかくう けぉけさけすう しっ さぇぉけすう 

ゃ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ ゃ きけきっくすぇ しぇ 
しなしさっょけすけつっくう けしくけゃくぇすぇ つぇしす 
けす こけさなつおうすっ. [ぇぉけすはす う ょさせゅうすっ 
いゃっくぇ, ぇくゅぇあうさぇくう し ういこなかくっくう-
っすけ くぇ いぇょぇつう こけ しすぇさう ょけゅけゃけさう.  
„┿さしっくぇか” っ くっ しぇきけ こさっょこさう-

はすうっ いぇ たかはぉ, いぇすけゃぇ っ ゃぇあくけ 
たけさぇすぇ ょぇ うきぇす うくそけさきぇちうは いぇ 
しすぇゃぇとけすけ う ょぇ くっ しっ ょぇゃぇ ゃない-
きけあくけしす しかせたけゃっすっ いぇ そうさきぇすぇ 
ょぇ さぇいしすさけえゃぇす ゅさぇあょぇくしすゃけすけ.”, 

おぇいぇ こけ ゃさっきっ くぇ さぇいゅけゃけさう-
すっ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
╁ たけょぇ くぇ しさっとぇすぇ しすぇくぇ 

はしくけ, つっ ゃなこさっおう いぇすさせょくっくぇ-
すぇ しうすせぇちうは ゃ きけきっくすぇ, „┿さしっ-
くぇか” くっ っ しこさはか ょぇ ゅかっょぇ しっさう-
けいくけ おなき ぉなょっとっすけ. 《うさきぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ くぇ こなかくう けぉけさけすう 
さぇぉけすぇすぇ しう こけ ゃくっょさはゃぇくっすけ 
くぇ くけゃう すったくけかけゅうう う さぇいさぇ-
ぉけすおう. 
╁ きけきっくすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ さぇぉけ-

すはす 5 010 ょせてう う こけ つうしかっくけしす 
„┿さしっくぇか” っ っょくけ けす くぇえ-ゅけかっ-
きうすっ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ.
                                                                   

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

すけいう こさけちっし ょぇ しすぇゃぇ こけ-こかぇゃくけ. ‶さけょなかあぇゃぇきっ ょぇ ょぇゃぇきっ くぇ すっいう たけさぇ, きぇおぇさ う し くぇきぇかっくう すっきこけ-
ゃっ, くはおぇおゃぇ さぇぉけすぇ, すっ きうくぇゃぇす くぇ ょさせゅ さっあうき くぇ さぇぉけすぇ, けしゃけぉけあょぇゃぇきっ きぇかおけ たけさぇ, くけ ぉっい ょぇ しっ 
つせゃしすゃぇ さはいおけ しなすさっしっくうっ ゃ ゅさぇょぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ いぇっすうすっ. 
┿おけ ぉはたきっ きぇかおけ こさっょこさうはすうっ, しなし 100-200 ょせてう いぇっすう - ょくっし ょぇ ゅけ けすゃけさうき, せすさっ ょぇ ゅけ いぇすゃけさうき, 

すけゃぇ くはきぇ ょぇ しっ せしっすう ゃ ゅさぇょぇ. ′け おけゅぇすけ いぇっすうすっ たけさぇ しぇ たうかはょう, くっとぇすぇ ゃっつっ しぇ こけ-さぇいかうつくう. ╆ぇすけ-
ゃぇ う くぇてぇすぇ こけかうすうおぇ っ ゃ すけいう こかぇく, ょけおけかおけすけ っ ゃないきけあくけ. 〈ぇおぇ こさぇゃうき くうっ ゃ きけきっくすぇ: ゃきっしすけ ょぇ 
しなおさぇすうき „》” おけかうつっしすゃけ こっさしけくぇか - ういゃっょくなあ う さはいおけ, くうっ こさっょこけつうすぇきっ ょぇ こせしくっき ゃ けすこせしお たけさぇすぇ 
ぉっい さぇぉけすぇ おなき きけきっくすぇ うかう ょぇ うき さっゅかぇきっくすうさぇきっ ょさせゅけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ - くぇ 4 つぇしぇ. ╀ぇかぇくしうさぇきっ 
すぇおぇ, つっ ょぇ せぉうっき せょぇさぇ けす すけゃぇ, つっ ゃ きけきっくすぇ くはきぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ う こけさなつおう. ′け せすさっ きけあっ ょぇ ょけえょっ 
こけさなつおぇ, いぇ おけはすけ ょぇ しぇ くっけぉたけょうきう 1000 ょせてう. ╇, ぇおけ すっ しぇ けしゃけぉけょっくう, すさはぉゃぇ けすくけゃけ ょぇ ゅう くぇいくぇ-
つぇゃぇきっ. ╆ぇすけゃぇ ゅかっょぇきっ くはおぇお しう ょぇ ぉぇかぇくしうさぇきっ - しこけさっょ さぇいゅけゃけさうすっ, こさけゅくけいうすっ う けつぇおゃぇくうはすぇ, 
くけ こけさぇょう ゃなくてくう そぇおすけさう くっ ゃうくぇゅう ゃしうつおけ しすぇゃぇ おぇおすけ くうっ ゅけ きっつすぇっき うかう うしおぇきっ.“ 
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246 しぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ おなき しなとぇすぇ 
ょぇすぇ – 20-すう きぇさす, ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′ぇえ-
ゅけかはき しさっょ すはた っ ょっかなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈せお 
きっしすくぇすぇ ょうさっおちうは ╀のさけ こけ すさせょぇ っ けぉはゃうかぇ 162 
しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ, おぇすけ けしくけゃっく ょはか しさっょ 
すはた いぇっきぇす しゃけぉけょくうすっ きっしすぇ  - 30 くぇ ぉさけえ, いぇ ぇゅ-
っくすう けしうゅせさはゃぇくっ う 32 きっしすぇ いぇ ょけきぇてくう こけきけと-
くうちう, おけうすけ しぇ こけ こさけっおす  しなし しさけお くぇ ょっえしすゃうっ 
12 きっしっちぇ. ¨しすぇくぇかうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ 
しぇ いぇ ぉぇさきぇくう, すっおしすうかくう さぇぉけすくうちう, うくあっくっさ - 
っかっおすさうつっしおう  きぇてうくう, っか. きけくすぬけさう, しつっすけゃけょう-
すっかう, かっおぇさう, かけゅけこっょ, きけくすぇあくうちう くぇ ういょっかうは 
けす きっすぇか, いぇゃぇさつうちう, しつっすけゃけょうすっかう. 
‶けょけぉくぇ っ しうすせぇちうはすぇ う ゃ けぉかぇしすすぇ, おなょっすけ しっ 

すなさしはす こさっょうきくけ さぇぉけすくうちう し っか. しこっちうぇかくけ-
しすう,  っかっおすさけくつうちう, ゃないこうすぇすっかう う ぉけさゃっさゅっさうし-
すう. ╂けかはきぇ つぇしす けす けぉはゃっくうすっ  しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
こけいうちうう しぇ くぇ しさけつくう すさせょけゃう ょけゅけゃけさう,  おぇすけ 
しすぇさすけゃうすっ いぇこかぇすう ゃぇさうさぇす けす 325 かっゃぇ ょけ 500. 
』ぇしす けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ, すなさしっとう しこっちうぇかうしすう う 
さぇぉけすくうちう つさっい ╀のさけすけ こけ すさせょぇ, くっ しぇ けぉはゃうかう 
しすぇさすけゃうすっ  いぇこかぇすう いぇ  ゃぇおぇくすくうすっ こけいうちうう. 
‶け ょぇくくう くぇ けそうちうぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, ゃ おさぇは 

くぇ きうくぇかぇすぇ 2012 ゅ. くぇっすうすっ かうちぇ こけ すさせょけゃけ う 
しかせあっぉくけ こさぇゃけけすくけてっくうっ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
しぇ し 3.2% うかう し 3 239 こけ-きぇかおけ ゃ しさぇゃくっくうっ しなし 
しなとうは こっさうけょ くぇ 2011 ゅ., おぇすけ くぇきぇかっくうっすけ くぇ 
くぇっすうすっ ゃ つぇしすくうは しっおすけさ っ し 4.3%, ぇ ゃ けぉとっしすゃっ-
くうは しっおすけさ くぇっすうすっ こけ すさせょけゃけ う しかせあっぉくけ こさぇゃけ-
けすくけてっくうっ しぇ こけ-きぇかおけ し 0.8%.
‶さっい つっすゃなさすけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2012 ゅ. しさっょくぇ-

すぇ きっしっつくぇ いぇこかぇすぇ いぇ けぉかぇしすすぇ くぇきぇかはゃぇ しこさはきけ 
こさっょたけょくけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2012 ゅ. し  0.4% う っ 
806 かっゃぇ. ╆ぇ けぉとっしすゃっくうは しっおすけさ しさっょくぇすぇ きっ-
しっつくぇ いぇこかぇすぇ っ 1 135 かゃ., ぇ いぇ つぇしすくうは – 654 
かっゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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╁しうつおう うょゃぇたぇ ょぇ しっ せつぇす ゃ 
„┿さしっくぇか”, おぇいゃぇ ╇ゃぇくけゃ, こけ 
つうっすけ ゃさっきっ っ う せしこってくうはす 
ぇさしっくぇかしおう っおしこっさうきっくす し 
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 しけぉしすゃっくぇすぇ ぉさうゅぇょ-
くぇ しすけこぇくしおぇ しきっすおぇ. „╃くっし 
ゃしはおぇ そうさきぇ しう うきぇ しけぉしす-
ゃっくぇ しきっすおぇ う くっ きけあっ ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ, ぉっい ょぇ しかっょう すけつ-
くけ こさうたけょうすっ う さぇいたけょうすっ. 
╁ „┿さしっくぇか” ぉはたきっ っょくう けす 
こなさゃうすっ, おけうすけ こさうかけあうたきっ 
すけゃぇ けとっ こさっょう 1989-すぇ.”, 
こけょつっさすぇゃぇ ╂かぇゃくうはす しつっすけ-

ゃけょうすっか けす すっいう ゅけょうくう.
〉こさぇゃかはゃぇか こけしかっ きっしすくうは 

おかけく くぇ „〈っおしうきぉぇくお”, しっゅぇ 
- ゃ しそっさぇすぇ くぇ つぇしすくうは ぉうい-
くっし - さっちうおかうさぇくっ う ういくけし 
くぇ きけすけおぇさう う っかっおすさけおぇさう, 
うおけくけきうしすなす しかっょう けすぉかういけ 
しかせつゃぇとけすけ しっ こけ しゃっすぇ. ¨しけ-
ぉっくけ ゃ うおけくけきうおぇすぇ. ╇ ちうすう-
さぇ すけつくう ょぇくくう いぇ ゃけょっとうすっ 
ゃ しゃっすけゃくうは ういくけし ょなさあぇゃう. 
╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ くっ しこうさぇ う ょぇ 
つっすっ, すっかっゃういうは こけつすう くっ ゅかっ-
ょぇ. ╁ きけきっくすぇ „しっ こさうしこうゃぇ” 
し „》けょっくっ こけ きなおうすっ” くぇ 〈けか-

しすけえ, ぇ かのぉうきぇすぇ きせ おくうゅぇ 
っ „╂けしこけょしすゃけ う こけすぇえくけ-
しすう” くぇ ╃あうきう ╋ぇさし. „』け-
ゃっお しっ くせあょぇっ けす おくうゅぇすぇ.”, 
せぉっょっく っ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ う 
しっ つせょう くぇ ょくってくけすけ こけおけ-
かっくうっ, おけっすけ つっすっ さはょおけ.
』けゃっお うきぇ くせあょぇ う けす 

すけゃぇ - ょっちぇすぇ きせ ょぇ しぇ くぇぉ-
かういけ, しこけょっかは けとっ ぉぇとぇすぇ 
くぇ ょゃぇきぇ しうくけゃっ: っょうくう-
はす - 〈けょけさ - うくあっくっさ, せこ-
さぇゃかはゃぇと ゅぇいけさぇいこさっょっ-
かうすっかくけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ょさせゅうはす – ╋う-

さけしかぇゃ, うおけくけきうしす おぇすけ ぉぇとぇ 
しう.
╁さないおぇすぇ し „┿さしっくぇか” いぇ ╁っく-

おけ ╇ゃぇくけゃ くうおけゅぇ くっ っ こさっ-
おなしゃぇかぇ. ╇いょぇゃぇ ゅけ ゅけかっきうはす 
ちゃっすっく ぇさしっくぇかしおう おぇかっくょぇさ 
くぇ しすっくぇすぇ ゃ けそうしぇ.
╁ しこけきっくうすっ きせ けしすぇゃぇ いぇ-

ゃうくぇゅう う うしすけさうつっしおうはす きうゅ, 
おけゅぇすけ しかっょ こさけきっくうすっ ゃ おさぇは 
くぇ 89-すぇ いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ うょゃぇ ゃさっきっすけ いぇ 
しきはくぇ くぇ うきっすけ. ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし” しすぇゃぇ „┿さしっくぇか” こけ 
うょっは くぇ ╀けゅょぇく ╀けゅょぇくけゃ こけ 

ゃさっきっ くぇ さぇいてうさっくけ いぇしっょぇ-
くうっ くぇ ╃うさっおすけさしおうは しなゃっす. 
〈ぇおぇ けゅさけきくけすけ こさっょこさうは-
すうっ けそうちうぇかくけ いぇこけつゃぇ ょぇ 
くけしう うきっくくけ うきっすけ, おけっすけ 
きせ ょぇゃぇす くっけそうちうぇかくけ ゅけ-
ょうくう こさっょう すけゃぇ しすけすうちうすっ 
たうかはょう くっゅけゃう さぇぉけすくうちう - 
”┿さしっくぇか”-なす.
╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ くっ おさうっ, つっ 

ゃ „┿さしっくぇか” うきぇ きくけゅけ こさう-
はすっかう. ‶けあっかぇゃぇ うき いょさぇゃっ 
う けとっ: „╃ぇ ゃはさゃぇす, つっ „┿さしっ-
くぇか” とっ ゅけ うきぇ!”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╃ゃっ おぇいぇくかなておう しうくょうおぇかうしすおう こさっょしすぇゃうたぇ ╀なかゅぇ-
さうは, „┿さしっくぇか” ┿╃ う ′╇〈╇ ┿╃ おぇすけ つぇしす けす けそう-

ちうぇかくぇすぇ ょっかっゅぇちうは くぇ 18-は ╉けくゅさっし くぇ すさせょっとうすっ しっ 
あっくう ゃ ┿くおぇさぇ こさっい きぇさす. ╄おぇすっさうくぇ [ぇたきぇくかうっゃぇ, おけは-
すけ ぇさしっくぇかちう こけいくぇゃぇす けす そうさきっくうは しすけか, う ]うかゃうは [ぇ-
くっゃぇ – しっおさっすぇさ けす ′╇〈╇, こさっょしっょぇすっか くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは ゃ すけゃぇ こさっょこさうはすうっ, こなすせゃぇたぇ ょけ ┿くおぇさぇ 
いぇっょくけ し ╃っくうちぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす ちっくすさぇかぇすぇ くぇ ′ぇちうけくぇか-
くぇすぇ しうくょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは „╋っすぇかっかっおすさけ”. ╃っかっゅぇちう-

はすぇ ぉっ ゃけょっくぇ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ′]《 „╋っすぇかっかっおすさけ” – ┿しっく ┿しっくけゃ.
‶けしっとっくうっすけ くぇ くぇてう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ おけくゅさっしぇ くぇ あっくうすっ ゃ 〈せさちうは っ すさぇょうちうけくくけ こけさぇょう ょなかゅけゅけ-

ょうてくうすっ おけくすぇおすう し „╋っすぇかっかっおすさけ” う ╉′]╀. 
‶けゃっつっ こさぇゃぇ いぇ あっくうすっ - さぇぉけすゅくうつおう, こけ-てうさけお ょけしすなこ ょけ せこさぇゃかっくしおうすっ くうゃぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う きっ-

くうょあきなくすぇ, こけゃっつっ いぇつうすぇくっ くぇ あっくしおうは すさせょ -  しぇ けしくけゃくうすっ うしおぇくうは, こけしすぇゃっくう くぇ ╉けくゅさっしぇ, くぇ おけえすけ 
こさうしなしすゃぇたぇ おぇいぇくかなておうすっ ょっかっゅぇすう. ╆ぇかぇすぇ し 10 たうかはょう ょせてう う ぉせさくうすっ うき さっぇおちうう しうかくけ しぇ ゃこっつぇすかう-
かう くぇてうすっ こさっょしすぇゃうすっかう, いぇ おけうすけ っ ぉうかぇ けさゅぇくういうさぇくぇ う しこっちうぇかくぇ おせさすせさくぇ こさけゅさぇきぇ し こけしっとっくうは ゃ 
╉ぇこぇょけおうは う ╋せいっは くぇ ┿すぇすのさお ゃ ┿くおぇさぇ.
¨すかうつくけ こけしさっとぇくっ う けさゅぇくういぇちうは, いぇこけきくはとぇ しっ こさぇいくうつくぇ こさうはすっかしおぇ ゅぇかぇ-ゃっつっさは う くけゃう こさうはすっか-

しすゃぇ とっ けしすぇくぇす ゃ しなさちぇすぇ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっかっゅぇちうは, しさっょ おけうすけ う ょゃっすっ しうくょうおぇかうしすおう けす 
„┿さしっくぇか” う ′╇〈╇.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

‶さっょしすぇゃう-
すっかう くぇ 

╉′]╀ ゃ “┿さしっ-
くぇか” ぉはたぇ つぇしす 
けす ょっかっゅぇちうは 
けす ╉ぇいぇくかなお,  
ゃおかのつゃぇとぇ う 
こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ 〈さぇおうえしおけ-
すけ ょさせあっしすゃけ 
“╉ぇこうすぇく ‶っす-
おけ ゃけえゃけょぇ” う 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお”, おけうすけ こけ-

しっすうたぇ ¨ょさうく,  いぇ ょぇ しっ こけおかけくはす こさっょ ゅさけぉけゃっすっ 
くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃけうくう けす 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお う ょぇ けすょぇょぇす こけつうす くぇ いぇゅうくぇかうすっ すさぇおうえちう 
こさう ぉけっゃっすっ いぇ ¨ょさうく こけ ゃさっきっ くぇ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ 
ゃけえくぇ. ‶けゃけょ いぇ ゃういうすぇすぇ, おけはすけ っ すさぇょうちうけくくぇ 
こさっい きぇさす う っ こけしゃっすっくぇ くぇ ╃っくは くぇ 〈さぇおうは - 26-
すう きぇさす, ぉっ けすぉっかはいゃぇくっすけ くぇ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ  
╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ.  
╁っくっち ゃ こぇきっす くぇ いぇゅうくぇかうすっ, こうすぇ う あうすけ けしうゅせ-

さうたぇ ぇさしっくぇかしおうすっ  しうくょうおぇかうしすう いぇ  こぇくうたうょぇすぇ, 
けすしかせあっくぇ, おぇおすけ ゃ ¨ょさうくしおぇすぇ ちなさおゃぇ “]ゃっすう ╂っ-
けさゅう” けす  すぇきけてくうは しゃっとっくうお ┿かっおしぇくょなさ 』ぇおさなお, 
すぇおぇ う くぇ しぇきけすけ ゃけっくくけ ゅさけぉうとっ. 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ]うくょうおぇかくうは おけきうすっす くぇ ╉′]╀ 

ゃ ╆ぇゃけょ 1 ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ しうく-
ょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ “¨ぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ” 
ゃ “┿さしっくぇか” 〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ ぉはたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ “┿さしっくぇか” ゃ ょっかっゅぇちうはすぇ, こけしっすうかぇ ¨ょさうく. 

 ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 2╇かてかちあせけ:

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ╈かそちえけ そて ′あうそお 5:

╆ぇ ╂っけさゅう ”すっあおぇ さぇぉけすぇ 
くはきぇ, しすうゅぇ ょぇ いくぇって 

おぇお ょぇ は さぇぉけすうて.”
╇ けとっ: ”[ぇぉけすぇすぇ しう っ さぇ-

ぉけすぇ”. 〈けゃぇ ╂っけさゅう さぇいぉさぇか 
くっ しぇきけ けす „┿さしっくぇか”, ぇ う 
けす けこうすぇ しう ゃ つせあぉうくぇ. 〈ぇき 
しなとけ しっ しこさぇゃはか ょけぉさっ, くけ 
しう うょゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは いぇさぇょう 
さけょうすっかうすっ う ょっちぇすぇ, おけう-
すけ うきぇす くせあょぇ けす くっゅけ. ′け: 
”┿さしっくぇか しう っ „┿さしっくぇか!”, 
けすしうつぇ さぇぉけすくうおなす, ゃうょはか 
„う きっょぇ, う あうかけすけ” くぇ ゅせさ-
ぉっすぇ けとっ くぇゃさっきっすけ ゃ ╉けきう 
– ┿]][. 
„╇ ゃ ]かけゃっくうは しぇ きっ かな-

ゅぇかう...”. ╇ すぇき, う すせお うきぇ う 
かけてう う ょけぉさう たけさぇ, そうかけ-
しけそしおう けぉけぉとぇゃぇ ╂っけさゅう 
けす ┿かっはすぇ くぇ ]かぇゃぇすぇ. 〈けえ 
くっ ょっかう たけさぇすぇ くぇ ぉなかゅぇ-
さう う つせあょっくちう, くうすけ くぇ 
たさうしすうはくう う きのしのかきぇくう. 
╁ ]かけゃっくうは てっそなす きせ ぉうか 
きのしのかきぇくうく, くけ しっ さぇいぉう-
さぇかう つせょっしくけ. ╂っけさゅう けぉぇつっ 
っ おぇすっゅけさうつっく – ゃ ╀なかゅぇさうは 
たけさぇすぇ ゃっつっ しぇ きくけゅけ こけ-くっ-
しこけおけえくう, きくけゅけ こけ-くっゃさけ-
すうつくう, しすさっしなす っ こけ-ゅけかはき, 
けちっかはゃぇくっすけ – こけ-すさせょくけ.
╆ぇすけゃぇ ╂っけさゅう けちっかはゃぇ くっ 

しぇきけ し さぇぉけすぇすぇ しう, くけ う こけ-
おさぇえ さぇぉけすぇすぇ しう. 〉きっっ ょぇ 
„ういゃぇょう” たせぉぇゃけすけ けす ゃしはおぇ 
しうすせぇちうは. ╉けかっゅうすっ ]ぇてけ, 
[せきはくぇ, 『っちぇ う ょさせゅうすっ 
ゅけ ゃないこさうっきぇす おぇすけ きっしす-
くうは „いっゃいっお”. ]うゅせさくけ, いぇ-
とけすけ けす きぇえおぇ しう っ いぇこけき-
くうか,                つっ, しかっょ おぇすけ 
うょっ くぇ さぇぉけすぇ, すさはぉゃぇ „ょぇ 
けしすぇゃは ょっさすけゃっすっ ゃおなとう”. ] 
おけかっゅうすっ ゃ ちった 510 くぇ ╂っけさ-
ゅう さぇぉけすぇすぇ きせ しこけさう いぇっょくけ 
しなし しきったぇ う てっゅぇすぇ. ‶さぇゃう 
ゅけ „いぇさぇょう てけせすけ”. ′っ しこうさぇ 
ょぇ おけきっくすうさぇ, ょぇ いぇぉぇゃかはゃぇ 
けしすぇくぇかうすっ. ]うゅせさくけ いぇすけ-
ゃぇ きせ „かっこゃぇす” こさけいゃうとっすけ 

„‶けさぇいはゃぇとぇすぇ せしすぇ”... ╂っけさ-
ゅう ゅかっょぇ くぇ すけゃぇ こさけいゃうとっ 
ぉっい けぉうょぇ, いぇとけすけ いくぇっ, つっ 
ゃしうつおけ, おけっすけ おぇいゃぇ, っ おぇいぇ-

くけ „ぉっい かけてけ くぇ しなさちっ”. 〈けえ 
こさけしすけ しっ けこうすゃぇ ょぇ けすおさうゃぇ 
たせぉぇゃけすけ う ゃ ょっかくうおぇ. ‶さぇゃう 
ゅけ しなゃしっき しないくぇすっかくけ, いぇとけ-
すけ くっ きせ たぇさっしゃぇ ぉなかゅぇさしおけ-
すけ おぇつっしすゃけ ょぇ しっ けこかぇおゃぇきっ 
こけしすけはくくけ, ょぇ ゃょうゅぇきっ しおぇく-
ょぇかう う いぇ くぇえ-きぇかおけすけ, ょぇ 
しきっ くっすなさこっかうゃう. ╂っけさゅう し 
けつうすっ しう っ ゃうょはか, つっ ゃ つせあ-
ぉうくぇ くっ っ すぇおぇ, くけ こさういくぇゃぇ, 
つっ すぇき あうゃけすなす っ こけ-こけょさっ-
ょっく. 
╉ぇすけ くっ きけあっ ょぇ こけょさっょう 

ちっかうは あうゃけす くぇ ぉなかゅぇさうすっ, 
╂っけさゅう しっ けこうすゃぇ ょぇ こけょさっょう 
こけくっ しゃけは. [っょせゃぇ さぇぉけすぇすぇ し 
こけつうゃおぇ. ‶けつうゃぇ しう くっ しぇきけ 
し きぇえすぇこうすっ くぇ さぇぉけすくけすけ 
きはしすけ, くけ う ゃ しこけさすぇ.  
  

╁ しこけさすぇ うきぇ たせぉぇゃう 
きけきつっすぇ

„╇ いぇ さぇぉけすぇ, う いぇ しこけさすぇ, 
う いぇ きぇしぇ しすぇゃぇす.”, っ ょさせあっ-
しおぇすぇ けちっくおぇ くぇ ╂っけさゅう ╉ぇ-
さぇゅぬけいけゃ いぇ ぇさしっくぇかちうすっ, し 
おけうすけ すさっくうさぇ ゃなゃ ゃけかっえ-
ぉけかくうは う そせすぉけかくうは けすぉけさ. 
╁さっきっすけ こけおさぇえ ‶さけかっすくうは  
すせさくうさ う すせさくうさぇ いぇ ‶さぇい-
くうおぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは っ 
っょくけ けす かのぉうきうすっ いぇ ╂っけさゅう. 
╆ぇっょくけ し „ゃっすっさぇくうすっ” ]かぇ-
ゃう, ‶っくぇすぇ, ╇ゃぇく, ╅うゃおけ... 
はおけ ゃょうゅぇす くぇ おさぇお こせぉかうおぇ-
すぇ おさぇえ ゃけかっえぉけかくぇすぇ きさっ-
あぇ, くけ おぇおすけ う ╂っけさゅう こさう-
いくぇゃぇ: ”╁なゃ そせすぉけかぇ きう っ 
しうかぇすぇ!”. ╇ ゃなゃ そせすぉけかくうは 
けすぉけさ ╂っけさゅう くぇきうさぇ うしすうく-
しおう こさうはすっかう -  ╇ゃけ 〈けくっゃ, 
╁っくちう, ╅せかうっく... ”¨しけぉっくけ 
しきっ しうかくう くぇ ぉぇくおっすぇ.”, てっ-
ゅせゃぇ しっ ╂っけさゅう し ょけいぇ しぇきけ-
うさけくうは: ”╁っくちう っ こっゃっち, ぇい 

しぇきけ ゃょうゅぇき ぇかぇさきぇ...”. 
╁しなとくけしす, ぇさしっくぇかっちなす けす 

╆ぇゃけょ 5 っ くはおけゅぇてっく うゅさぇつ 
くぇ „[けいうすっ”. 〈さっくうさぇか っ ゃ 

ゅさぇょしおうは けすぉけさ „[けいけゃぇ ょけ-
かうくぇ” ゃ きかぇょっあおうすっ しう ゅけ-
ょうくう けとっ けす 1982-さぇ, おけゅぇすけ 
„[けいうすっ” ぉはたぇ くぇ ゃなさたぇ. ╁ 
けすぉけさぇ くぇ のくけてうすっ ╂っけさゅう 
うゅさぇっ こさう ╀ぇす ╁っしおけ ╀せき-
ぉぇかぇ. ╁さないおぇすぇ し かのぉうきうは 

しこけさす こさけょなかあぇゃぇ う おけゅぇすけ 
こさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう ╂っ-
けさゅう こけっきぇ けすぉけさぇ こけ そせす-
ぉけか くぇ さけょくけすけ しっかけ [けいけゃけ, 
おなょっすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あう-
ゃっっ う ょくっし. ]っゅぇ すぇき くっとぇ-
すぇ しなし しこけさすぇ  こけいぇおなしぇかう, 

くけ そせすぉけかくぇすぇ すさなこおぇ いぇ 
╂っけさゅう こさけょなかあぇゃぇ ょぇ あう-
ゃっっ: くっ しぇきけ ゃ きぇつけゃっすっ くぇ 
ぇさしっくぇかしおうは しすぇょうけく, くけ う 
くぇ  すっさっくぇ くぇ ぉっいおさぇえくうすっ 
おけきっくすぇさう – おさぇえ くぇえかけくけ-
ゃうすっ すけさぉう こけ しっさゅうはすぇ う ゅぇ-
いけゃうすっ ぉせすうかおう こさう ╉けちっすけ 
くぇ こぇいぇさぇ... ╆ぇとけすけ:

《っくけゃっすっ けす
『ぇさしおぇすぇ つってきぇ

しっ きっしすはす くぇ こぇいぇさぇ      
 

〈ぇき っ くけゃけすけ きはしすけ くぇ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ そせすぉけかくぇ ゅけ-
ゃけさうかくは, おけはすけ くぇゃさっきっすけ 
しなぉうさぇてっ しすけすうちう そっくけゃっ 
くぇ ちっくすなさぇ おさぇえ ╊なゃけゃぇすぇ 
つってきぇ. „╊のぉうきちうすっ くぇ おぇ-
いぇくかなつぇくう けす ぉかういおけすけ きう-
くぇかけ – ╉っきぉけ, ╉けえつけ ╉けっゃ, 
╉なくぬけ ╃せこおぇすぇ /ょっすけ ゃおぇさぇ 
„[けいうすっ” ゃ „┿” ゅさせこぇ/, ╉ぇ-
かけはくけゃ, ╂っけさゅう ╁っかつっゃ, つっ 
う ぉさぇすなす くぇ 〈けておけ ぅくつっゃ しっ 
しなぉうさぇす おさぇえ っょくぇ しっさゅうは くぇ 
こぇいぇさぇ.”, ゃっとけ きう けぉはしくはゃぇ 
╂っけさゅう ╉ぇさぇゅぬけいけゃ – っょうく けす 
こけしすけはくくけすけ こさうしなしすゃうっ.
]こけさすうしすなす こけ ょせた, ゃっしっ-

かはおなす こけ こさうさけょぇ, さぇぉけすぇ-
さなす こけ さけあょっくうっ, ╂っけさゅう, 
くっ きけあっ ょぇ しう けぉはしくう おぇお-
ゃけ うきっくくけ しっ しかせつゃぇ し ぉなか-
ゅぇさしおけすけ きかぇょけ こけおけかっくうっ: 
いぇしすけはかうはす あうゃけす, ょっちぇすぇ けす 
こけ 100 おうかけゅさぇきぇ, くっこさっし-
すぇくくけすけ ゃいうさぇくっ ゃ おけきこの-
すさうすっ... ╄ょくぇ けす こさうつうくうすっ 
いぇ ょくってくけすけ くっいぇうくすっさっ-
しけゃぇくけ う くっょうしちうこかうくうさぇ-
くけ こけおけかっくうっ ╂っけさゅう くぇきう-
さぇ ゃ かうこしぇすぇ くぇ おぇいぇさきぇすぇ 
おぇすけ „せつうかうとっ いぇ うしすうくしおう 
きなあっ”. ╂っけさゅう こさういくぇゃぇ, つっ 
ょうしちうこかうくぇすぇ, くぇ おけはすけ くっ-
ゅけゃけすけ  こけおけかっくうっ ぉってっ ゃない-
こうすぇくけ, っ くっとけ, おけっすけ ょくっし 
そぇすぇかくけ こけつゃぇ ょぇ くう かうこし-
ゃぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ. ╃させゅぇさしすゃけ-

すけ, しなさちぇすけ ょぇ ょっかうて いぇかなお 
たかはぉ う „ょぇ ょぇゃぇて さぇきけ” くぇ 
ょさせゅうは, すけゃぇ しぇ しなとけ せさけちう-
すっ くぇ おぇいぇさきぇすぇ, おけうすけ ょくっし, 
かうこしゃぇえおう, くっ くう こけきぇゅぇす ょぇ 
ぉなょっき こけ-ょけぉさう う こけ-つけゃっつ-
くう, さぇいしなあょぇゃぇ しう くぇ ゅかぇし 

╂っけさゅう ╉ぇさぇゅぬけいけゃ っ っょうく けす けくっいう ぇさしっくぇかちう, おけうすけ おぇいぇくかなつぇくう けすおさぇえ 
ゃさっきっ くぇさうつぇす „つってうすう”. ¨しゃっく, つっ ゃ さぇぉけすぇすぇ くっ きせ しっ けこうさぇ くうとけ う „くっ きせ 
しっ ぉなさおぇ” ょぇ さぇぉけすう う こけ 20 つぇしぇ, ぇおけ すさはぉゃぇ, すけえ きけあっ, „ぉっい ょぇ きせ しっ ぉなさおぇ”, 
う ょぇ せつぇしすゃぇ くけくしすけこ ゃ くはおけは ゃっしっかぉぇ – こけさっょくぇすぇ けす ゃしうつおう, おけうすけ しぇき しう 
けさゅぇくういうさぇ. ╄え すぇおぇ, いぇ ょぇ きせ っ あうゃけすなす こけ-ゃっょなさ. ╇ こけ-しきうしかっく. ]うさっつ – こけ-
つけゃっておう.
[ぇぉけすくうお ゃ 510 くぇ ╆ぇゃけょ 5, ╂っけさゅう しっ つせゃしすゃぇ くぇ  きはしすけすけ しう. ╋ぇてうくけしすさけ-

っくっすけ っ こさけそっしうはすぇ きせ, いぇとけすけ っ いぇゃなさてうか おぇいぇくかなておうは ╋ったぇくけすったくうおせき. 
]こっちうぇかくけしす „〈けこかぇ けぉさぇぉけすおぇ”. ╂けさょっっ しっ し すけゃぇ. ]ぇきけつせゃしすゃうっすけ きせ うょゃぇ けす 
おぇつっしすゃけすけ くぇ すけゅぇゃぇてくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ, けす せさけちうすっ くぇ うきっくぇ ゃ せつうすっかしすゃけすけ 
おぇすけ ょうさっおすけさぇ  》さうしすけ ╂なょっゃ. „╁ すったくうおせきぇ くぇせつうたきっ ゃしうつおけ, しっゅぇ きかぇょうすっ 
うょゃぇす くっこけょゅけすゃっくう いぇ さぇぉけすぇ, うしおぇす ぉなさいけ ょぇ くぇこさっょくぇす う ょぇ こけかせつぇす こけ-ゃう-
しけおう いぇこかぇすう. ┿ すけゃぇ くっ しすぇゃぇ すぇおぇ.”, さぇいぉさぇか っ ゃなゃ ゃさっきっすけ ╂っけさゅう. ╉ぇおすけ っ 
さぇいぉさぇか けとっ, つっ すけえ かうつくけ くっ しぇきけ うきぇ くせあょぇ けす おぇつっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ, くけ う けす 
おぇつっしすゃっく おせこけく. ╇ けとっ: けす おぇつっしすゃっくけ ょさせゅぇさしすゃけ. ╉ぇおゃけすけ くぇきうさぇ くっ しぇきけ 
しさっょ おけかっゅうすっ, くけ う しさっょ おけかっおすうゃぇ くぇ しこけさすせゃぇとうすっ ぇさしっくぇかちう けす けすぉけさぇ こけ 
ゃけかっえぉけか う そせすぉけか.

けとっ ╂っけさゅう. 
〈けえ しっ けこうすゃぇ ょぇ けすょぇかっ-

つう しけぉしすゃっくうすっ しう ょっちぇ けす 
ゃさっょくうは くぇつうく くぇ あうゃけす, くけ 
しぇき こさういくぇゃぇ, つっ くっ ゃうくぇ-
ゅう せしこはゃぇ. 〉しこはか っ, けぉぇつっ, し 
╀けあうはすぇ こけきけと ょぇ うき こさっ-
ょぇょっ しけぉしすゃっくぇすぇ しう しさなつ-
くけしす – とっさおぇすぇ ぅくぇ せつう ゃ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
さうしせゃぇ きくけゅけ ょけぉさっ, ぇ しうくなす 
′うおけかぇえ こさけょなかあぇゃぇ こなすっ-
おぇすぇ くぇ ぉぇとぇ しう ゃ 〈ったくうおせ-
きぇ, おけえすけ ょくっし しっ おぇいゃぇ ‶さけ-
そっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”. ╉ぇすけ ぉぇとぇ すけえ っ 
ょけゃけかっく, つっ ゅう っ くぇせつうか ょぇ 
くっ  ょっかはす  くっとぇすぇ „くぇ きけっ 
う すゃけっ”. ╃ぇくけ しっ しこさぇゃはす し 
あうゃけすぇ ょっちぇすぇ, しぇきけ すけゃぇ しう 
こけあっかぇゃぇ ╂っけさゅう ╉ぇさぇゅぬけ-
いけゃ!  
”′ぇゃさっきっすけ ゃしっおう けす くぇし 

こけ くっとけ しこけさすせゃぇてっ. ]っゅぇ 
きかぇょうすっ くっ しこけさすせゃぇす, せきけ-
さはゃぇす しっ う けす くぇえ-きぇかおけすけ, 
ょぇあっ しうかう いぇ さぇぉけすぇ くはきぇす.”, 
つせょう しっ ╂っけさゅう, おけきっくすうさぇえ-
おう きかぇょけすけ こけおけかっくうっ, う, 
しっとぇえおう しっ いぇ くけゃう おけかっゅう, 
おけうすけ けとっ こさっょう けぉはょ しっ 
せきけさはゃぇかう う っょゃぇ ょけつぇおゃぇかう 
おさぇは くぇ さぇぉけすくうは ょっく. „[ぇ-
ぉけすうて かう しこけおけえくけ, くっとぇすぇ 
しっ こけかせつぇゃぇす.” – すけゃぇ っ こさけし-
すぇすぇ うしすうくぇ いぇ くっせきけさぇすぇ う 
しこさぇゃはくっすけ し さぇぉけすぇすぇ, くぇ-
せつうか ╂っけさゅう こさっい ゅけょうくうすっ. 
╉けかおけすけ ょけ こけつうゃおぇすぇ: ”′っ 
しう かう は ょぇょって しぇき, くはきぇ おけえ 
ょぇ すう は ょぇょっ...”. /╂っけさゅう くぇえ 
けぉうつぇ こけつうゃおぇすぇ くぇ „おぇいぇく-
かなておけすけ” 』っさくけきけさうっ – ′っ-
しっぉなさ う ‶けきけさうっ/.
¨す こさなゃ こけゅかっょ けぉぇつっ しう 

かうつう, つっ こけつうゃおぇすぇ っ くっとけ, 
くぇ おけっすけ ╂っけさゅう しっ けすょぇゃぇ 
しぇきけ ょけおぇすけ ょけえょっ ゃさっきっすけ 
くぇ しかっょゃぇとぇすぇ さぇぉけすぇ, おけは-
すけ すけえ いぇたゃぇとぇ けすくけゃけ し きっ-
さぇお. ╆ぇとけすけ ぇさしっくぇかっちなす けす 
╆ぇゃけょ 5, ちった 510, くっ おさうっ, 

つっ あうゃっっ う さぇぉけすう くぇ こさうく-
ちうこぇ: ”╁しうつおけ けす しなさちっ!”. ] 
ょさせゅう ょせきう – ぉっい きっさぇお くっ 
しすぇゃぇ.   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

【『】╉〉《 ╊, 〉《 〉╅╉╊╋╉╅ ¨〈╅
ぞó¡Ü¿íú ごßÜüñç:

ぞó¡Ü¿íú ごßÜüñç - ご£äé¿Öóöñ¿ñÖ Ñóëñ¡öÜë „んëïñÖí¿“:
„╆ぇ ょぇ くはきぇ さっいおう ょゃうあっくうは ゃ しなしすぇゃぇ くぇ たけさぇすぇ, ゃ いぇゃうしう

きけしす けす こけさなつおうすっ, くうっ こさぇゃうき しかっょくけすけ: ぉぇかぇくしうさぇきっ すっいう 
せょぇさう ゃ いぇゃうしうきけしす けす さうすなきぇ くぇ こけさなつおうすっ. ╆ぇ ょぇ くっ こさぇゃうき 
すぇおぇ: くぇいくぇつうか - せゃけかくうか, くぇいくぇつうか - せゃけかくうか, くうっ ぉぇかぇくしう
さぇきっ. ╁しうつおけ すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇゃぇ しこけさっょ ╉〈, ぇ すけえ しう うきぇ 
しゃけうすっ さっしすさうおちうう, こさぇゃうかぇ, ういうしおゃぇくうは, きぇおぇさ くっ ゃうくぇゅう すっ 
ょぇ しぇ ゃ うくすっさっし う くぇ ぉういくっしぇ, う くぇ しうすせぇちうはすぇ, ゃ おけはすけ すけえ 
ういこぇょぇ. ╇かう すっゅかうき おさっょうすう う し すはた ういゅかぇあょぇきっ さっいおうすっ おけ
かっぉぇくうは くぇ こけさなつおうすっ: うきぇ こけさなつおう - くはきぇ こけさなつおう. ╄ょくぇ ゅけ
かはきぇ こけさなつおぇ きけあっ ょぇ ぇくゅぇあうさぇ 1000-2000 ょせてう. ╇ すけゃぇ しっ っ 
しかせつゃぇかけ ゃ ぉかういおうすっ ゅけょうくう. ╃ぇ, くけ おぇすけ しゃなさてう こけさなつおぇすぇ, 
ょぇ しなおさぇすうて 1000 ょせてう くぇゃっょくなあ, くっ っ ゃないきけあくけ. 〉ょぇさなす とっ 
っ ゅけかはき う いぇ たけさぇすぇ, う いぇ ゅさぇょぇ. ′け ゃ しなとけすけ ゃさっきっ くうおけえ くっ 
しう いぇょぇゃぇ ゃなこさけしぇ こけ おぇおなゃ くぇつうく きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす いぇょなさあぇ
くう すっいう たけさぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╉ぇおゃけ ょぇ こさけういゃっあょぇす? 〈ぇおぇ うかう 
うくぇつっ, すっ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす しなおさぇすっくう. ′うっ, けぉぇつっ, しっ しすぇさぇっき 

╉なき くぇしすけはとうは きけきっくす くっ しぇ 
こさっょこさうっすう きっさおう いぇ ゅけかっきう しな
おさぇとっくうは ゃなゃ そうさきぇすぇ, おぇおゃうすけ 
うくそけさきぇちうう しっ くけしはす ゃ ゅさぇょぇ. 
¨しゃけぉけあょぇゃぇす しっ ょけ 50 ょせてう, 
こさっょうきくけ こっくしうけくっさう. ╂さうあぇすぇ 
いぇ たけさぇすぇ う しけちうぇかくうはす きうさ ゃ 
さっゅうけくぇ しぇ こさうけさうすっす いぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃなこさっおう 
しかけあくぇすぇ しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ さぇ
ぉけすうき, う ゃなこさっおう あっしすけおぇすぇ おけく
おせさっくちうは くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇいぇさう 
いぇ すけいう ゃうょ こさけょせおちうは, いぇはゃう 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.  
╃け 15-すう ぇこさうか こさけょなかあぇゃぇ けす

こせしおなす いぇ つぇしす けす おけかっおすうゃぇ くぇ 
そうさきぇすぇ. ¨しくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ っ 

くぇきぇかっくうはす けぉっき くぇ こけさなつおう
すっ – けす っょくぇ しすさぇくぇ, ぇ けす ょさせゅぇ 
– ちっかすぇ ょぇ ぉなょぇす しなたさぇくっくう こっさ
しけくぇかなす う さぇぉけすくうすっ きっしすぇ, くっ
いぇゃうしうきけ けす すさせょくけしすうすっ. 
′ぇ こなかくう けぉけさけすう しっ さぇぉけすう 

ゃ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ ゃ きけきっくすぇ しぇ 
しなしさっょけすけつっくう けしくけゃくぇすぇ つぇしす 
けす こけさなつおうすっ. [ぇぉけすはす う ょさせゅうすっ 
いゃっくぇ, ぇくゅぇあうさぇくう し ういこなかくっくう
っすけ くぇ いぇょぇつう こけ しすぇさう ょけゅけゃけさう.  
„┿さしっくぇか” っ くっ しぇきけ こさっょこさう

はすうっ いぇ たかはぉ, いぇすけゃぇ っ ゃぇあくけ 
たけさぇすぇ ょぇ うきぇす うくそけさきぇちうは いぇ 
しすぇゃぇとけすけ う ょぇ くっ しっ ょぇゃぇ ゃない
きけあくけしす しかせたけゃっすっ いぇ そうさきぇすぇ 
ょぇ さぇいしすさけえゃぇす ゅさぇあょぇくしすゃけすけ.”, 

おぇいぇ こけ ゃさっきっ くぇ さぇいゅけゃけさう
すっ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
╁ たけょぇ くぇ しさっとぇすぇ しすぇくぇ 

はしくけ, つっ ゃなこさっおう いぇすさせょくっくぇ
すぇ しうすせぇちうは ゃ きけきっくすぇ, „┿さしっ
くぇか” くっ っ しこさはか ょぇ ゅかっょぇ しっさう
けいくけ おなき ぉなょっとっすけ. 《うさきぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ くぇ こなかくう けぉけさけすう 
さぇぉけすぇすぇ しう こけ ゃくっょさはゃぇくっすけ 
くぇ くけゃう すったくけかけゅうう う さぇいさぇ
ぉけすおう. 
╁ きけきっくすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ さぇぉけ

すはす 5 010 ょせてう う こけ つうしかっくけしす 
„┿さしっくぇか” っ っょくけ けす くぇえ-ゅけかっ
きうすっ こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ.
                                                                   

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

すけいう こさけちっし ょぇ しすぇゃぇ こけ-こかぇゃくけ. ‶さけょなかあぇゃぇきっ ょぇ ょぇゃぇきっ くぇ すっいう たけさぇ, きぇおぇさ う し くぇきぇかっくう すっきこけ
ゃっ, くはおぇおゃぇ さぇぉけすぇ, すっ きうくぇゃぇす くぇ ょさせゅ さっあうき くぇ さぇぉけすぇ, けしゃけぉけあょぇゃぇきっ きぇかおけ たけさぇ, くけ ぉっい ょぇ しっ 
つせゃしすゃぇ さはいおけ しなすさっしっくうっ ゃ ゅさぇょぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ いぇっすうすっ. 
┿おけ ぉはたきっ きぇかおけ こさっょこさうはすうっ, しなし 100-200 ょせてう いぇっすう - ょくっし ょぇ ゅけ けすゃけさうき, せすさっ ょぇ ゅけ いぇすゃけさうき, 

すけゃぇ くはきぇ ょぇ しっ せしっすう ゃ ゅさぇょぇ. ′け おけゅぇすけ いぇっすうすっ たけさぇ しぇ たうかはょう, くっとぇすぇ ゃっつっ しぇ こけ-さぇいかうつくう. ╆ぇすけ
ゃぇ う くぇてぇすぇ こけかうすうおぇ っ ゃ すけいう こかぇく, ょけおけかおけすけ っ ゃないきけあくけ. 〈ぇおぇ こさぇゃうき くうっ ゃ きけきっくすぇ: ゃきっしすけ ょぇ 
しなおさぇすうき „》” おけかうつっしすゃけ こっさしけくぇか - ういゃっょくなあ う さはいおけ, くうっ こさっょこけつうすぇきっ ょぇ こせしくっき ゃ けすこせしお たけさぇすぇ 
ぉっい さぇぉけすぇ おなき きけきっくすぇ うかう ょぇ うき さっゅかぇきっくすうさぇきっ ょさせゅけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ - くぇ 4 つぇしぇ. ╀ぇかぇくしうさぇきっ 
すぇおぇ, つっ ょぇ せぉうっき せょぇさぇ けす すけゃぇ, つっ ゃ きけきっくすぇ くはきぇ きくけゅけ さぇぉけすぇ う こけさなつおう. ′け せすさっ きけあっ ょぇ ょけえょっ 
こけさなつおぇ, いぇ おけはすけ ょぇ しぇ くっけぉたけょうきう 1000 ょせてう. ╇, ぇおけ すっ しぇ けしゃけぉけょっくう, すさはぉゃぇ けすくけゃけ ょぇ ゅう くぇいくぇ
つぇゃぇきっ. ╆ぇすけゃぇ ゅかっょぇきっ くはおぇお しう ょぇ ぉぇかぇくしうさぇきっ - しこけさっょ さぇいゅけゃけさうすっ, こさけゅくけいうすっ う けつぇおゃぇくうはすぇ, 
くけ こけさぇょう ゃなくてくう そぇおすけさう くっ ゃうくぇゅう ゃしうつおけ しすぇゃぇ おぇおすけ くうっ ゅけ きっつすぇっき うかう うしおぇきっ.“ 

...』╇《╆《╉〉¨【╊ 『╅╆《【〉¨ 
〈╊』【╅ ╇ ╊╇『《》╅

246 しぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ おなき しなとぇすぇ 
ょぇすぇ – 20-すう きぇさす, ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′ぇえ-
ゅけかはき しさっょ すはた っ ょっかなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 〈せお 
きっしすくぇすぇ ょうさっおちうは ╀のさけ こけ すさせょぇ っ けぉはゃうかぇ 162 
しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ, おぇすけ けしくけゃっく ょはか しさっょ 
すはた いぇっきぇす しゃけぉけょくうすっ きっしすぇ  - 30 くぇ ぉさけえ, いぇ ぇゅ
っくすう けしうゅせさはゃぇくっ う 32 きっしすぇ いぇ ょけきぇてくう こけきけと
くうちう, おけうすけ しぇ こけ こさけっおす  しなし しさけお くぇ ょっえしすゃうっ 
12 きっしっちぇ. ¨しすぇくぇかうすっ しゃけぉけょくう さぇぉけすくう きっしすぇ 
しぇ いぇ ぉぇさきぇくう, すっおしすうかくう さぇぉけすくうちう, うくあっくっさ - 
っかっおすさうつっしおう  きぇてうくう, っか. きけくすぬけさう, しつっすけゃけょう
すっかう, かっおぇさう, かけゅけこっょ, きけくすぇあくうちう くぇ ういょっかうは 
けす きっすぇか, いぇゃぇさつうちう, しつっすけゃけょうすっかう. 
‶けょけぉくぇ っ しうすせぇちうはすぇ う ゃ けぉかぇしすすぇ, おなょっすけ しっ 

すなさしはす こさっょうきくけ さぇぉけすくうちう し っか. しこっちうぇかくけ
しすう,  っかっおすさけくつうちう, ゃないこうすぇすっかう う ぉけさゃっさゅっさうし
すう. ╂けかはきぇ つぇしす けす けぉはゃっくうすっ  しゃけぉけょくう さぇぉけすくう 
こけいうちうう しぇ くぇ しさけつくう すさせょけゃう ょけゅけゃけさう,  おぇすけ 
しすぇさすけゃうすっ いぇこかぇすう ゃぇさうさぇす けす 325 かっゃぇ ょけ 500. 
』ぇしす けす さぇぉけすけょぇすっかうすっ, すなさしっとう しこっちうぇかうしすう う 
さぇぉけすくうちう つさっい ╀のさけすけ こけ すさせょぇ, くっ しぇ けぉはゃうかう 
しすぇさすけゃうすっ  いぇこかぇすう いぇ  ゃぇおぇくすくうすっ こけいうちうう. 
‶け ょぇくくう くぇ けそうちうぇかくぇすぇ しすぇすうしすうおぇ, ゃ おさぇは 

くぇ きうくぇかぇすぇ 2012 ゅ. くぇっすうすっ かうちぇ こけ すさせょけゃけ う 
しかせあっぉくけ こさぇゃけけすくけてっくうっ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
しぇ し 3.2% うかう し 3 239 こけ-きぇかおけ ゃ しさぇゃくっくうっ しなし 
しなとうは こっさうけょ くぇ 2011 ゅ., おぇすけ くぇきぇかっくうっすけ くぇ 
くぇっすうすっ ゃ つぇしすくうは しっおすけさ っ し 4.3%, ぇ ゃ けぉとっしすゃっ
くうは しっおすけさ くぇっすうすっ こけ すさせょけゃけ う しかせあっぉくけ こさぇゃけ
けすくけてっくうっ しぇ こけ-きぇかおけ し 0.8%.
‶さっい つっすゃなさすけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2012 ゅ. しさっょくぇ

すぇ きっしっつくぇ いぇこかぇすぇ いぇ けぉかぇしすすぇ くぇきぇかはゃぇ しこさはきけ 
こさっょたけょくけすけ すさうきっしっつうっ くぇ 2012 ゅ. し  0.4% う っ 
806 かっゃぇ. ╆ぇ けぉとっしすゃっくうは しっおすけさ しさっょくぇすぇ きっ
しっつくぇ いぇこかぇすぇ っ 1 135 かゃ., ぇ いぇ つぇしすくうは – 654 
かっゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

”╅『』╊〉╅]” ╊ ぃ[《]╅!
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╁しうつおう うょゃぇたぇ ょぇ しっ せつぇす ゃ 
„┿さしっくぇか”, おぇいゃぇ ╇ゃぇくけゃ, こけ 
つうっすけ ゃさっきっ っ う せしこってくうはす 
ぇさしっくぇかしおう っおしこっさうきっくす し 
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 しけぉしすゃっくぇすぇ ぉさうゅぇょ
くぇ しすけこぇくしおぇ しきっすおぇ. „╃くっし 
ゃしはおぇ そうさきぇ しう うきぇ しけぉしす
ゃっくぇ しきっすおぇ う くっ きけあっ ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ, ぉっい ょぇ しかっょう すけつ
くけ こさうたけょうすっ う さぇいたけょうすっ. 
╁ „┿さしっくぇか” ぉはたきっ っょくう けす 
こなさゃうすっ, おけうすけ こさうかけあうたきっ 
すけゃぇ けとっ こさっょう 1989-すぇ.”, 
こけょつっさすぇゃぇ ╂かぇゃくうはす しつっすけ

ゃけょうすっか けす すっいう ゅけょうくう.
〉こさぇゃかはゃぇか こけしかっ きっしすくうは 

おかけく くぇ „〈っおしうきぉぇくお”, しっゅぇ 
- ゃ しそっさぇすぇ くぇ つぇしすくうは ぉうい
くっし - さっちうおかうさぇくっ う ういくけし 
くぇ きけすけおぇさう う っかっおすさけおぇさう, 
うおけくけきうしすなす しかっょう けすぉかういけ 
しかせつゃぇとけすけ しっ こけ しゃっすぇ. ¨しけ
ぉっくけ ゃ うおけくけきうおぇすぇ. ╇ ちうすう
さぇ すけつくう ょぇくくう いぇ ゃけょっとうすっ 
ゃ しゃっすけゃくうは ういくけし ょなさあぇゃう. 
╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ くっ しこうさぇ う ょぇ 
つっすっ, すっかっゃういうは こけつすう くっ ゅかっ
ょぇ. ╁ きけきっくすぇ „しっ こさうしこうゃぇ” 
し „》けょっくっ こけ きなおうすっ” くぇ 〈けか

しすけえ, ぇ かのぉうきぇすぇ きせ おくうゅぇ 
っ „╂けしこけょしすゃけ う こけすぇえくけ
しすう” くぇ ╃あうきう ╋ぇさし. „』け
ゃっお しっ くせあょぇっ けす おくうゅぇすぇ.”, 
せぉっょっく っ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ う 
しっ つせょう くぇ ょくってくけすけ こけおけ
かっくうっ, おけっすけ つっすっ さはょおけ.
』けゃっお うきぇ くせあょぇ う けす 

すけゃぇ - ょっちぇすぇ きせ ょぇ しぇ くぇぉ
かういけ, しこけょっかは けとっ ぉぇとぇすぇ 
くぇ ょゃぇきぇ しうくけゃっ: っょうくう
はす - 〈けょけさ - うくあっくっさ, せこ
さぇゃかはゃぇと ゅぇいけさぇいこさっょっ
かうすっかくけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ょさせゅうはす – ╋う

さけしかぇゃ, うおけくけきうしす おぇすけ ぉぇとぇ 
しう.
╁さないおぇすぇ し „┿さしっくぇか” いぇ ╁っく

おけ ╇ゃぇくけゃ くうおけゅぇ くっ っ こさっ
おなしゃぇかぇ. ╇いょぇゃぇ ゅけ ゅけかっきうはす 
ちゃっすっく ぇさしっくぇかしおう おぇかっくょぇさ 
くぇ しすっくぇすぇ ゃ けそうしぇ.
╁ しこけきっくうすっ きせ けしすぇゃぇ いぇ

ゃうくぇゅう う うしすけさうつっしおうはす きうゅ, 
おけゅぇすけ しかっょ こさけきっくうすっ ゃ おさぇは 
くぇ 89-すぇ いぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ うょゃぇ ゃさっきっすけ いぇ 
しきはくぇ くぇ うきっすけ. ╋╉ „《さうょさうた 
╄くゅっかし” しすぇゃぇ „┿さしっくぇか” こけ 
うょっは くぇ ╀けゅょぇく ╀けゅょぇくけゃ こけ 

ゃさっきっ くぇ さぇいてうさっくけ いぇしっょぇ
くうっ くぇ ╃うさっおすけさしおうは しなゃっす. 
〈ぇおぇ けゅさけきくけすけ こさっょこさうは
すうっ けそうちうぇかくけ いぇこけつゃぇ ょぇ 
くけしう うきっくくけ うきっすけ, おけっすけ 
きせ ょぇゃぇす くっけそうちうぇかくけ ゅけ
ょうくう こさっょう すけゃぇ しすけすうちうすっ 
たうかはょう くっゅけゃう さぇぉけすくうちう - 
”┿さしっくぇか”-なす.
╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ くっ おさうっ, つっ 

ゃ „┿さしっくぇか” うきぇ きくけゅけ こさう
はすっかう. ‶けあっかぇゃぇ うき いょさぇゃっ 
う けとっ: „╃ぇ ゃはさゃぇす, つっ „┿さしっ
くぇか” とっ ゅけ うきぇ!”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╃ゃっ おぇいぇくかなておう しうくょうおぇかうしすおう こさっょしすぇゃうたぇ ╀なかゅぇ
さうは, „┿さしっくぇか” ┿╃ う ′╇〈╇ ┿╃ おぇすけ つぇしす けす けそう

ちうぇかくぇすぇ ょっかっゅぇちうは くぇ 18-は ╉けくゅさっし くぇ すさせょっとうすっ しっ 
あっくう ゃ ┿くおぇさぇ こさっい きぇさす. ╄おぇすっさうくぇ [ぇたきぇくかうっゃぇ, おけは
すけ ぇさしっくぇかちう こけいくぇゃぇす けす そうさきっくうは しすけか, う ]うかゃうは [ぇ
くっゃぇ – しっおさっすぇさ けす ′╇〈╇, こさっょしっょぇすっか くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ 
けさゅぇくういぇちうは ゃ すけゃぇ こさっょこさうはすうっ, こなすせゃぇたぇ ょけ ┿くおぇさぇ 
いぇっょくけ し ╃っくうちぇ ╇ゃぇくけゃぇ けす ちっくすさぇかぇすぇ くぇ ′ぇちうけくぇか
くぇすぇ しうくょうおぇかくぇ そっょっさぇちうは „╋っすぇかっかっおすさけ”. ╃っかっゅぇちう

はすぇ ぉっ ゃけょっくぇ けす こさっょしっょぇすっかは くぇ ′]《 „╋っすぇかっかっおすさけ” – ┿しっく ┿しっくけゃ.
‶けしっとっくうっすけ くぇ くぇてう こさっょしすぇゃうすっかう くぇ おけくゅさっしぇ くぇ あっくうすっ ゃ 〈せさちうは っ すさぇょうちうけくくけ こけさぇょう ょなかゅけゅけ

ょうてくうすっ おけくすぇおすう し „╋っすぇかっかっおすさけ” う ╉′]╀. 
‶けゃっつっ こさぇゃぇ いぇ あっくうすっ - さぇぉけすゅくうつおう, こけ-てうさけお ょけしすなこ ょけ せこさぇゃかっくしおうすっ くうゃぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ う きっ

くうょあきなくすぇ, こけゃっつっ いぇつうすぇくっ くぇ あっくしおうは すさせょ -  しぇ けしくけゃくうすっ うしおぇくうは, こけしすぇゃっくう くぇ ╉けくゅさっしぇ, くぇ おけえすけ 
こさうしなしすゃぇたぇ おぇいぇくかなておうすっ ょっかっゅぇすう. ╆ぇかぇすぇ し 10 たうかはょう ょせてう う ぉせさくうすっ うき さっぇおちうう しうかくけ しぇ ゃこっつぇすかう
かう くぇてうすっ こさっょしすぇゃうすっかう, いぇ おけうすけ っ ぉうかぇ けさゅぇくういうさぇくぇ う しこっちうぇかくぇ おせさすせさくぇ こさけゅさぇきぇ し こけしっとっくうは ゃ 
╉ぇこぇょけおうは う ╋せいっは くぇ ┿すぇすのさお ゃ ┿くおぇさぇ.
¨すかうつくけ こけしさっとぇくっ う けさゅぇくういぇちうは, いぇこけきくはとぇ しっ こさぇいくうつくぇ こさうはすっかしおぇ ゅぇかぇ-ゃっつっさは う くけゃう こさうはすっか

しすゃぇ とっ けしすぇくぇす ゃ しなさちぇすぇ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっかっゅぇちうは, しさっょ おけうすけ う ょゃっすっ しうくょうおぇかうしすおう けす 
„┿さしっくぇか” う ′╇〈╇.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

‶さっょしすぇゃう
すっかう くぇ 

╉′]╀ ゃ “┿さしっ
くぇか” ぉはたぇ つぇしす 
けす ょっかっゅぇちうは 
けす ╉ぇいぇくかなお,  
ゃおかのつゃぇとぇ う 
こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ 〈さぇおうえしおけ
すけ ょさせあっしすゃけ 
“╉ぇこうすぇく ‶っす
おけ ゃけえゃけょぇ” う 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお”, おけうすけ こけ

しっすうたぇ ¨ょさうく,  いぇ ょぇ しっ こけおかけくはす こさっょ ゅさけぉけゃっすっ 
くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃけうくう けす 23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう 
こけかお う ょぇ けすょぇょぇす こけつうす くぇ いぇゅうくぇかうすっ すさぇおうえちう 
こさう ぉけっゃっすっ いぇ ¨ょさうく こけ ゃさっきっ くぇ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ 
ゃけえくぇ. ‶けゃけょ いぇ ゃういうすぇすぇ, おけはすけ っ すさぇょうちうけくくぇ 
こさっい きぇさす う っ こけしゃっすっくぇ くぇ ╃っくは くぇ 〈さぇおうは - 26-
すう きぇさす, ぉっ けすぉっかはいゃぇくっすけ くぇ 100-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ  
╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ.  
╁っくっち ゃ こぇきっす くぇ いぇゅうくぇかうすっ, こうすぇ う あうすけ けしうゅせ

さうたぇ ぇさしっくぇかしおうすっ  しうくょうおぇかうしすう いぇ  こぇくうたうょぇすぇ, 
けすしかせあっくぇ, おぇおすけ ゃ ¨ょさうくしおぇすぇ ちなさおゃぇ “]ゃっすう ╂っ
けさゅう” けす  すぇきけてくうは しゃっとっくうお ┿かっおしぇくょなさ 』ぇおさなお, 
すぇおぇ う くぇ しぇきけすけ ゃけっくくけ ゅさけぉうとっ. 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ]うくょうおぇかくうは おけきうすっす くぇ ╉′]╀ 

ゃ ╆ぇゃけょ 1 ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ しうく
ょうおぇかくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ “¨ぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ” 
ゃ “┿さしっくぇか” 〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ ぉはたぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ 
くぇ “┿さしっくぇか” ゃ ょっかっゅぇちうはすぇ, こけしっすうかぇ ¨ょさうく. 

 ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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29 март 2013 г.

„╅『』╊〉╅]“ 《╆っ╇っ╇╅ 『╊′】]【╅【¨【╊ 

[╅′╅〉]ぇ[ ぅ╊ ¨〈╅ 
』╇《‶ ╉】｠《╇ 《『[╊』【ぇ『

╆』》 《》『╊╉╊]¨
[╅〉╉¨╉╅【-╉╊》】【╅【¨【╊ 』¨

¨′╆¨『╅〈╊ を╅『¨を╅ 〉╅ 10 〈╅‶

′ぇ 29.03.2013 ゅ. とっ しっ こさけゃっょっ しさっとぇ けすくけしくけ けぉはゃはゃぇくっ くぇ さっいせかすぇすうすっ こけ ういこなかくっくうっすけ くぇ ょっえくけしすうすっ こけ こさけっおす „‶けょけぉさはゃぇくっ くぇ せしかけゃうはすぇ くぇ すさせょ 
ゃ „┿さしっくぇか”┿╃” ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し ╃けゅけゃけさ いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと: ESF–2302–09–12004 こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ つけゃっておうすっ 

さっしせさしう”, こけ ]たっきぇ:BG051PO001–2.3.02 „╀っいけこぇしっく すさせょ”. ¨ぉとぇすぇ しせきぇ くぇ ょけこせしすうきうすっ さぇいたけょう いぇ ういこなかくっくうっ くぇ ‶さけっおすぇ ゃないかういぇ くぇ 221519,66 かゃ. ‶さっ
ょけしすぇゃはくぇすぇ けす ╃けゅけゃぇさはとうは けさゅぇく ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけゃぇ こけきけと っ ゃ さぇいきっさ くぇ 80% けす けぉとうすっ ょけこせしすうきう さぇいたけょう う くっ きけあっ ょぇ くぇょたゃなさかは しせきぇすぇ けす 
177215,73 かっゃぇ. 《うくぇくしけゃうはす こさうくけし くぇ そうさきぇすぇ っ  20% けす けぉとぇすぇ しせきぇ くぇ こさけっおすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 44303,93 かっゃぇ. ‶さけょなかあうすっかくけしすすぇ くぇ こさけっおすぇ っ 8 きっしっちぇ 
けす 01.08.2012 ゅ. ょけ 31.03.2013 ゅ.
′ぇ しさっとぇすぇ とっ こさうしなしすゃぇす: っおうこなす いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ こさけっおすぇ, っおしこっさすう, せつぇしすゃぇとう ゃ さぇいさぇぉけすゃぇくっ くぇ ぇくぇかういぇ くぇ しなしすけはくうっすけ う こさけっおすうさぇくっ くぇ けさゅぇ

くういぇちうはすぇ くぇ  すさせょけゃぇすぇ ょっえくけしす, おけえすけ っ つぇしす けす ょっえくけしすうすっ くぇ こさけっおすぇ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う こさっしすぇゃうすっかう くぇ きっしすくうすっ きっょうう.
′ぇ うくそけさきぇちうけくくうは ょっく ぅくおけ ╃うきうすさけゃ ╉けしすぇょうくけゃ - ╃うさっおすけさ そうくぇくしう う うおけくけきうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”┿╃ う さなおけゃけょうすっか  くぇ こさけっおすぇ, とっ いぇこけいくぇっ こさう

しなしすゃぇとうすっ し さっいせかすぇすうすっ けす ういこなかくっくうっ くぇ いぇかけあっくうすっ ょっえくけしすうすっ こけ こさけっおすぇ おぇおすけ しかっょゃぇ: 
1.╇いゅけすゃっく っ ┿くぇかうい くぇ しなしすけはくうっすけ くぇ すさせょけゃぇすぇ ょっえくけしす.     
2.╇いゅけすゃっく っ こさけっおす/こさけゅさぇきぇ いぇ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ すさせょぇ. 
3.╆ぇおせこっくう しぇ かうつくう こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ/╊‶]/ う しこっちうぇかくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ こけ ゃうょけゃっ う おけかうつっしすゃぇ, いぇかけあっくう ゃ こさけっおすぇ う さぇいょぇょっくう くぇ 876 さぇぉけす

くうちう けす 27 こさけそっしうう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ちっかっゃぇすぇ ゅさせこぇ, おぇおすけ しかっょゃぇ:

 4.╆ぇおせこっくう しぇ しなしすぇゃくう つぇしすう, きけくすうさぇくぇ う こせしくぇすぇ ゃ っおしこかけぇすぇちうは ぇし
こうさぇちうけくくぇ しうしすっきぇ ゃ こけきっとっくうっ „》うきうつっしおう せつぇしすなお”, おけはすけ とっ けしうゅせさう 
ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ.    
╃っえくけしすうすっ ゃ „┿さしっくぇか”┿╃ いぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ ぉっいけこぇしくけしす う いょさぇゃっ こさう 

さぇぉけすぇ しぇ さっぇかくぇ こさっょこけしすぇゃおぇ いぇ すさぇえくけ ゃないょっえしすゃうっ くぇ こさけっおすぇ ゃなさたせ ちっ
かっゃうすっ ゅさせこう.
] そうくぇくしけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい ぉはたぇ ういこなかくっくう いぇ ういおかのつう

すっかくけ おさぇすおう しさけおけゃっ いぇかけあっくうすっ ょっえくけしすう こけ こさけっおすぇ.

《【 ¨′》ぇ]〉╊〉¨╊【《 〉╅ 》『《╊[【 》《 《》╊『╅【¨╇〉╅ 
》『《╈『╅〈╅ “『╅′╇¨【¨╊ 〉╅ ぁ《╇╊ぃ[¨【╊ 『╊』】『』¨“ 

┿しこうさぇちうけくくぇ しうしすっきぇ ゃ こけきっとっくうっ „》うきうつっしおう せつぇしすなお” 
こかけとぇょおぇ ╋なゅかうあ

„〈けいう ょけおせきっくす っ ういゅけすゃっく し そうくぇくしけゃぇすぇ こけきけと くぇ  ╄ゃさけこっえしおうは 
しけちうぇかっく そけくょ, ぇ „┿さしっくぇか”┿╃ くけしう ちはかぇすぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ しなょなさ
あぇくうっすけ くぇ くぇしすけはとうは ょけおせきっくす う こさう くうおぇおゃう けぉしすけはすっかしすゃぇ くっ 
きけあっ ょぇ しっ こさうっきっ おぇすけ けそうちうぇかくぇ こけいうちうは くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい 
うかう ╃けゅけゃぇさはとうは けさゅぇく.”

                                         ╇いゅけすゃうかぇ:
                                         ╂っさゅぇくぇ ‶っくつけかけゃぇ

                                         ╉けけさょうくぇすけさ くぇ こさけっおすぇ

] こなかくけ っょうくけょせてうっ  いぇ 
ゃすけさう せこさぇゃかっくしおう きぇく-

ょぇす くぇつっかけ くぇ ╋╀┿╊-╉ぇいぇくかなお 
ぉっ ういぉさぇくぇ ょ-さ ╉っすう ╋ぇくぇかけ-
ゃぇ-╁かぇょおけゃぇ. ¨ぉとうくしおうはす しな-
ゃっす ゅかぇしせゃぇ けすくけゃけ ょけゃっさうっ くぇ 
ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ いぇさぇょう ょけぉさけすけ 
え さなおけゃけょしすゃけ くぇ けぉとうくしおぇ-
すぇ ぉけかくうちぇ ゃ くぇえ-すさせょくうすっ いぇ 
いょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ ゅけょうくう, 
いぇさぇょう ういゃっあょぇくっすけ, こさぇおすう-
つっしおう けす そぇかうす, くぇ ぉけかくうちぇすぇ 
う いぇさぇょう くぇしすけはとぇすぇ え さぇぉけすぇ 
こけ いくぇつうきう っゃさけこっえしおう こさけ-

っおすう, しゃなさいぇくう し さっきけくすう う こさっけぉけさせょゃぇくっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ. ╆ぇこぇいゃぇくっ-
すけ くぇ おけかっおすうゃぇ ぉっ ょさせゅ きけすうゃ くぇ しすぇさっえてうくうすっ いぇ ょけゃっさうっすけ, けおぇいぇ-
くけ くぇ ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ. 

╋っしすくぇ しすさせおすせさぇ くぇ ]なのいぇ くぇ こけょけそうちっさうすっ ぉっ しないょぇょっくぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. 〉つさっょうすっかう くぇ そけさきぇちうはすぇ すせお しすぇくぇたぇ 20 こけょけそうちっさう, 

しかせあうかう  ゃ さぇいかうつくう こけょっかっくうは ゃ さぇえけくぇ う しすさぇくぇすぇ, くけ あうゃっっとう ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇ こさっょしっょぇすっか くぇ しすさせおすせさぇすぇ ぉっ ういぉさぇく ╄きうか 》ぇょあうっゃ, ぇ いぇ くっゅけゃ 

いぇきっしすくうお ╋うたぇうか ╋ぇいくっゃ. 
¨しくけゃくぇすぇ ちっか, おけはすけ しすさせおすせさぇすぇ しう こけしすぇゃは, っ ょぇ こさうけぉとぇゃぇ ゃ 

すさせょくけすけ ゃさっきっ ぉなかゅぇさしおけすけ いぇこぇしくけ こけょけそうちっさしすゃけ, さぇぉけすぇ いぇ う ゃ 
こけきけと くぇ さぇいかうつくう こぇすさうけすうつくう おぇせいう. ╉ぇいぇくかなておぇすぇ しすさせおすせさぇ っ 
つぇしす けす ゃないしすぇくけゃっくうは ]なのい くぇ こけょけそうちっさうすっ ゃ しすさぇくぇすぇ, つうっすけ 〉つさっ-
ょうすっかくけ しなぉさぇくうっ しっ こさけゃっょっ ゃ ]けそうは ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ. 
╂けかはきぇすぇ うょっは っ ゃないしすぇくけゃっくうはす ]なのい ょぇ っ こさぇゃけこさうっきくうお くぇ しな-

とっしすゃせゃぇかうは けす 1910 ゅ. ょけ 1944 ゅ. う いぇおさうす し こうしきけ くぇ すけゅぇゃぇてくうは 
╋うくうしすっさしおう しなゃっす ]なのい くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こけょけそうちっさう. 
╁ うしすけさうはすぇ くぇ いぇこぇしくけすけ こけょけそうちっさしすゃけ ╉ぇいぇくかなお うきぇ しゃけは いくぇつうき 

う すさぇっく けすこっつぇすなお, けしすぇゃっく けす きっしすくけすけ ╀かぇゅけすゃけさうすっかくけ こけょけそうちっさ-
しおけ ょさせあっしすゃけ “╀さぇすしすゃけ”, つうえすけ こさっょしっょぇすっか っ ぉうか ぉさぇすなす くぇ 』せょけ-
きうさ - ╂っけさゅう 』けさぉぇょあうえしおう.   

〈けえ とっ っ しなしすぇゃっく けす せつっくうちう-っくすせ-
しうぇしすう けす 5-すう ょけ 12-すう おかぇし, おけうすけ 

しぇ けす 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ.しゃ. 
╉うさうか う ╋っすけょうえ”. ╃うさうゅっくす くぇ ょせたけゃうは 
ゅさぇょしおう けさおっしすなさ とっ っ 『ゃっすけきうさ ╁ぇしう-
かっゃ, おけえすけ さなおけゃけょう ]すぇさけいぇゅけさしおうは 
ょせたけゃ けさおっしすなさ. ‶さっょう ゅけょうくう ╁ぇしうかっゃ 
ぉっ こけょ こぇゅけく う  さなおけゃけょう ょせたけゃうは けさ-
おっしすなさ くぇ ╉ぇいぇくかなておうは ゅぇさくういけく. 
╆ぇ ちっかすぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃっつっ っ いぇ-

おせこうかぇ 30 うくしすさせきっくすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ ょけぉさっ ぉぇかぇくしうさぇく ょせたけゃ けさおっしすなさ. 
〉つうかうとくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ おぇいぇくかなて-

』]╊╉ ぁ╊『【╅【╅: 

]さっょ さぇいたけょうすっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ こっさけ っ いぇ いぇこかぇすう - 55% けす けぉとうすっ 
さぇいたけょう - 18 きかく. かっゃぇ. ╆ぇ ういょさなあおぇ くぇ けぉとうくしおうすっ ょっえくけしすう う いぇゃっょっくうは しぇ 
こけたぇさつっくう ぉかういけ 11 きうかうけくぇ かっゃぇ, いぇ ゃなくてくう せしかせゅう - 2 きかく. 525 たうか.195 かっゃぇ, 
いぇ おぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう ういさぇいたけょゃぇくぇすぇ しせきぇ っ 2 きかく. 279 たうか. かっゃぇ. ╁ おさぇは くぇ 
ゅけょうくぇすぇ こさけしさけつっくうすっ いぇょなかあっくうは くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 2 きかく. 
227 たうか. 125 かっゃぇ, おぇすけ 1 きかく. 332 たうか.176 かっゃぇ しぇ いぇ ょっかっゅうさぇくう けす ょなさあぇゃぇすぇ 
ょっえくけしすう, ぇ けしすぇくぇかうすっ 894 949 かっゃぇ いぇ きっしすくう.
¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ こさっょかけあっくうっすけ くぇ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう けす ゅさせ-

こぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ くぇ くけゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ わ21 いぇ さぇいこけかぇゅぇくっ 
くぇ ゃさっきっくくう けぉっおすう いぇ すなさゅけゃしおけ う ょさせゅけ けぉしかせあゃぇくっ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╋けすうゃなす くぇ ]ぇきぇさしおう - ょぇ しっ ういしかせてぇす こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ ょさっぉくうは う しさっょっく 

ぉういくっし ゃ けぉとうくぇすぇ, ぉっ そぇおすなす, つっ すぇいう くぇさっょぉぇ うきぇ はさおけ うおけくけきうつっしおけ ゃかうはくうっ 
ゃなさたせ さぇいゃうすうっすけ くぇ ょさっぉくうは ぉういくっし う すなさゅけゃちうすっ くぇ いっきっょっかしおぇ こさけょせおちうは ゃ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.
                                                                                             ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╇ さちあみ せあ えそおけせあてあ たちそつちそねかせけてか くあおひしきかせけみ せあ 《いはけせあ 
[あくあせしひさ つあ う ちあくすかち せあ 2 すしせ. 227 にけし. 125 しかうあ

おぇすぇ ゅうきくぇいうは, おぇおすけ う ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ しなとけ こけょおさっこはす うょっはすぇ 
くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ゅさぇょなす ょぇ うきぇ しゃけえ ょせたけゃ けさおっしすなさ, おけえすけ ょぇ しないょぇゃぇ 
こさぇいくうつくぇ ぇすきけしそっさぇ こけ ゃさっきっ くぇ さぇいかうつくう つっしすゃぇくうは う こけゃけょう
┿きぉうちうはすぇ くぇ ょうさうゅっくすぇ くぇ けさおっしすなさぇ くぇ しぇきうすっ きせいうおぇくすう っ こなさゃぇすぇ うき ういはゃぇ 

くぇ ゅけかはきぇ しちっくぇ ょぇ っ こけ ゃさっきっ くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ さけいぇすぇ すぇいう ゅけょうくぇ. 
¨す さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは しぇ こけっかう ぇくゅぇあうきっくす ょぇ  けしうゅせ-

さはす しこっちうぇかくう せくうそけさきう くぇ きかぇょうすっ けさおっしすさぇくすう. ]なし しないょぇゃぇくっすけ くぇ ょせたけゃ けさ-
おっしすなさ, ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ ゃないさぇあょぇ いぇぉさぇゃっくぇ, しすぇさぇ, くけ ぇこかけょうさぇくぇ けす ゅさぇあょぇくうすっ 
すさぇょうちうは. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

╃うさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ゅさ. ╉さなく う かうょっさ くぇ 
¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお うくあ. ┿かっお-
しぇくょなさ ╋うくつっゃ こけかせつう くぇえ-きくけゅけ ゅかぇしけゃっ う ぉっ ういぉさぇく いぇ 
おぇくょうょぇす-ょっこせすぇす くぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ かうしすぇすぇ くぇ ╀]‶ ゃ けぉかぇし-
すすぇ いぇ こさっょしすけはとうすっ こぇさかぇきっくすぇさくう ういぉけさう. ¨しゃっく くっゅけ, し 
ゃすけさう こけ ぉさけえ ゅかぇしけゃっ おぇすけ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇす ぉっ ういかなつっく 
う おきっすなす くぇ 【っえくけゃけ こしうたけかけゅなす ′うおけかぇえ 〈っさいうっゃ. ╃ゃぇ-
きぇすぇ ぉはたぇ くけきうくうさぇくう くぇ けぉとうくしおぇ おけくそっさっくちうは くぇ ╀]‶ 
し けしくけゃくぇ すっきぇ: ‶けょゅけすけゃおぇ  いぇ  こぇさかぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう. 
]ぇきけけすゃけょう  くぇ そけさせきぇ, ゃなこさっおう くけきうくぇちううすっ しう, くぇこさぇ-
ゃうたぇ っおしょっこせすぇすなす ╇ゃぇく ╂けさけかけきけゃ, ぉうゃてうはす こさっょしっょぇすっか 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう う くぇしすけ-

はとぇすぇ けぉとうくしおぇ しなゃっすくうつおぇ ╃けくおぇ ]うきっけくけゃぇ. 
╁っつっ っ はしっく う ゃけょぇつなす くぇ かうしすぇすぇ くぇ ╀]‶ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′ぇちうけくぇかくけ-

すけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╀]‶ けこさっょっかう すけゃぇ ょぇ っ かうょっさなす くぇ ╀]‶ ]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ. 
]すぇさけいぇゅけさしおうすっ しけちうぇかうしすう こけしけつうたぇ いぇ しゃけえ そぇゃけさうす ゃ かうしすぇすぇ くぇ ╀]‶ ╂っけさゅう 
╂ぬけおけゃ, ょうさっおすけさ くぇ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ゅさぇょぇ くぇ かうこうすっ. 
╁ ょけおかぇょぇ しう こさっょ ょっかっゅぇすうすっ くぇ ゃすけさけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ おけくそっ-

さっくちうは くぇ おぇいぇくかなておうすっ しけちうぇかうしすう かうょっさなす くぇ きっしすくぇすぇ こぇさすうえくぇ しすさせおすせさぇ 
┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ こけしけつうか, つっ けしくけゃくぇすぇ ちっか くぇ こぇさすうはすぇ すせお くぇ ういぉけさうすっ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ 40% けす ゅかぇしけゃっすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ しぇ いぇ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすうすっ くぇ ╀]‶. 
╋うくつっゃ っ ういさぇいうか せゃっさっくけしす, つっ すけゃぇ っ さっぇかくけ こけしすうあうきけ し せょゃけはゃぇくっ ゅかぇしけゃっすっ 
くぇ すゃなさょうは っかっおすけさぇす くぇ しけちうぇかうしすうすっ ゃ さぇえけくぇ.
┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ っ しけちうぇかうしす けす 45 ゅけょうくう. ¨す ゅけょうくぇ っ う かうょっさ くぇ ¨ぉとうく-

しおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ う いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉかぇしすくうは 
しなゃっす くぇ ╀]‶ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
╂╄[╀-╉ぇいぇくかなお しなとけ けこさっょっかう しゃけうすっ おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう. 〈けゃぇ しぇ ′っくけ ╁かぇえ-

おけゃ - いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉ], こっょぇゅけあおぇすぇ ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ う そけすけゅさぇそなす 
╀っょさけし ┿いうくはく.
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Александър 

Минчев

′けゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ ゃかぇょっっとうすっ くっきしおう っいうお こさっょかぇゅぇす すさせょけゃうすっ 
ぉけさしう ゃ しすさぇくぇすぇ けす きぇさす. EURES しなゃっすくうちう けす ╋ぇゅょっぉせさゅ, ╂っさきぇ-

くうは, とっ おけくしせかすうさぇす けくかぇえく いぇ ゃないきけあくけしすうすっ う せしかけゃうはすぇ いぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ╂っさきぇくうは.
╂っさきぇくしおうすっ さぇぉけすけょぇすっかう すなさしはす しこっちうぇかうしすう, おけうすけ うきぇす こけいくぇ-

くうは こけ くっきしおう っいうお う しぇ おゃぇかうそうちうさぇくう こけ しかっょくうすっ こさけそっしうう うかう ゃ 
しかっょくうすっ けぉかぇしすう: うくあっくっさう う しこっちうぇかうしすう し すったくうつっしおう こさけそっしうう, 
IT-しこっちうぇかうしすう, たけすっかうっさしすゃけ う さっしすけさぇくすぬけさしすゃけ /しっさゃうすぬけさう, ぉぇさ-
きぇくう, ゅけすゃぇつう, ぇょきうくうしすさぇすけさう ゃ たけすっか/.
┿おけ こさけはゃはゃぇすっ うくすっさっし おなき あうゃけす う さぇぉけすぇ ゃ ╂っさきぇくうは う うきぇすっ ゃな-

こさけしう いぇ すっいう こさけそっしうけくぇかくう けぉかぇしすう, こうてっすっ くぇ っかっおすさけくくぇ こけとぇ 
Tobias.Kruse@arbeitsagentur.de うかう しっ けぉぇょっすっ くぇ 10 ぇこさうか くぇ すっかっ-
そけく 0049 391 257 1677 きっあょせ 8 う 17 つぇしぇ.
╁ すけいう ょっく くぇ さぇいこけかけあっくうっ いぇ けすゅけゃけさう とっ ぉなょぇす つっすうさうきぇ EURES 

しなゃっすくうちう けす しかせあぉぇすぇ ゃ ╋ぇゅょっぉせさゅ.

〈ぇいゅけょうてくうはす ういぉけさ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ`2013 とっ しっ こさけゃっょっ ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ きぇえ. ╉けくおせさしなす っ くぇしさけつっく いぇ 10-すう きぇえ, ゃ くぇゃっつっさうっすけ 

くぇ こぇさかぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう. ╆ぇ こなさゃう こなす けす きくけゅけ ゅけょうくう おけくおせさ-
しなす いぇ ういぉけさ くぇ くぇえ-おさぇしうゃぇ おぇいぇくかなておぇ ぇぉうすせさうっくすおぇ っ ういすっゅかっく 
し ょゃっ しっょきうちう こけ-さぇくけ けす けぉうつぇえくけすけ. ╁っつっ いぇこけつくぇたぇ けぉうおけかおうすっ 
こけ せつうかうとぇ いぇ おぇくょうょぇすおう いぇ すぇいゅけょうてくぇすぇ おけさけくぇ. ╁ しゃけっけぉさぇいくうは 

おぇしすうくゅ せつぇしすゃぇす 『ぇさうちぇ [けいぇ 2012 ′っかう ]かぇゃけゃぇ, ╀けさはくぇ ′ぇいなさけゃぇ - きけきうつっ „》ぇえ-
かぇえそ“ 2012 う ┿くすけくうは ╃さぇゅぇくけゃぇ - PR. 〈ぇいゅけょうてくうはす こさぇいくうお くぇ さけいぇすぇ とっ こさけ-
ょなかあう ょゃぇ きっしっちぇ - きぇえ う のくう, おぇすけ こけしかっょくうすっ こさけはゃう しぇ くぇ ╄くぬけゃょっく -24-すう のくう.

╄きぉかっきぇすうつくぇすぇ ゃ ぉかういおけ-
すけ きうくぇかけ 『ぇさしおぇ しかぇょ-

おぇさくうちぇ うかう しかぇょおぇさくうちぇ 
„╉くはゅうくは ╉ぇかうくぇ” しなゃしっき 
しおけさけ とっ ぉなょっ こさっきぇたくぇすぇ けす 
ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ‶さうつうくぇすぇ いぇ させたゃぇくっすけ 
くぇ きっすぇかくけすけ こさっきっしすゃぇっきけ 
しなけさなあっくうっ っ すさうゃうぇかくぇ: うい-
すっおなか ょけゅけゃけさ いぇ しなとっしすゃせ-
ゃぇくっすけ きせ ゃ すけいう ゃうょ, おけえすけ 
う おなき くぇしすけはとうは きけきっくす くっ っ 

′ぇょ 300 ょせてう しっ ゃおかのつうたぇ ゃ きぇとぇぉくぇすぇ おぇきこぇくうは くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお こけ いぇかっしはゃぇくっすけ くぇ こぇさお „〈のかぉっすけ”.

╆ぇかっしはゃぇくっすけ ぉっ ゃなさたせ こかけとうすっ, けこけあぇさっくう こさっい かはすけすけ くぇ 2012 
ゅけょうくぇ. ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けしうゅせさう 1500 ょさなゃつっすぇ - おっょなさ う しうくは ょけゅ-
かぇいおぇ - けす うゅかけかうしすくうすっ ゃうょけゃっ; はゃけさ, はしっく, けそうおぇ, ょうゃ さけあおけゃ う 
つっさゃっく ぇきっさうおぇくしおう ょなぉ - けす てうさけおけかうしすくうすっ さぇしすうすっかくう ゃうょけゃっ. 
╁ たけょぇ くぇ いぇかっしうすっかくぇすぇ おぇきこぇくうは, こさけょなかあうかぇ う こさっい こけつうゃくうすっ 
ょくう, ぉっ きけくすうさぇく う こなさゃうはす おなす いぇ けすょうた し きぇしうつおう う こっえおう, おぇおすけ う 
ょっすしおぇ かのかおぇ, ういさぇぉけすっくう けす ょなさゃっしくうは きぇすっさうぇか, こけかせつっく けす けこけ-
あぇさっくうすっ ょなさゃっすぇ.

╆ぇ こなさゃう こなす あっくぇ こけかせつう ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇ-
ょぇ ゃ くぇちうけくぇかくうは おけくおせさし „』けゃっおなす ょけ 

きっく“, おけえすけ しっ こさけゃっあょぇ すさぇょうちうけくくけ ゃ さぇき-
おうすっ くぇ 』せょけきうさけゃうすっ こさぇいくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶さういぬけさおぇすぇ, けすかうつっくぇ ゃ 6-すけすけ ういょぇくうっ くぇ 

そけすけおけくおせさしぇ し こさういくぇくうっすけ う しすぇすせっすおぇすぇ くぇ 
』せょけきうさ, っ ╃っしうしかぇゃぇ ╇ゅくぇすけゃぇ けす ]けそうは いぇ 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

こけょくけゃっく. ]けぉしすゃっくうちうすっ くぇ こさっきっしすゃぇっきけすけ しなけさなあっくうっ ╃うきうすなさ 
╇ゃぇくけゃ う ╇ゃぇ ぅくっゃぇ, くぇしかっょくうちう くぇ こけおけえくぇすぇ  ┿くくぇ ┿くょさっっゃぇ - うい-
ゃっしすくぇ おぇいぇくかなつぇくおぇ う かうつくぇ こさうはすっかおぇ くぇ ちぇさしおけすけ しっきっえしすゃけ, ょけ 
きけきっくすぇ くっ しぇ こさっょこさうっかう くうとけ こけ こけゃけょ こさっこけさなおうすっ くぇ けぉとうくしおぇ-
すぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ‶けさぇょう ういすっおなか しさけお くぇ ういょぇょっくぇすぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
いぇこけゃっょ いぇ ょけぉさけゃけかくけ こさっきぇたゃぇくっ くぇ くっいぇおけくくうは けぉっおす けす ちっくすなさぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお う くっこさっょこさうっきぇくっすけ けすしすさぇくぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ きせ くぇ 
おぇおゃうすけ う ょぇ っ ぉうかけ ょっえしすゃうは, けぉっおすなす とっ しっ ょっきけくすうさぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
いぇ しきっすおぇ くぇ ╇ゃぇ ぅくっゃぇ う ╃うきうすなさ ╇ゃぇくけゃ. 

しくうきおぇすぇ え - „〈けゃぇ っ あうゃけすなす“. 
╁すけさぇすぇ くぇゅさぇょぇ あせさうすけ こさうしなょう くぇ ]すけはく ╇かうっゃ いぇ そけすけしぇ きせ „╋け-

かうすゃぇ“, ぇ すさっすぇすぇ くぇゅさぇょぇ こけかせつう ╆ょさぇゃおけ ╃うきけゃ.
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╊すけし [あちあせけさそしそう - おかたとてあて そて ╈╊『╆ う 41-てそ 〉あちそおせそ つひいちあせけか:╇かせさそ ¨うあせそう:

｠そちあてあ けつさあて たちそすみせあ, せそ てか つあすけてか せか つあ えそてそうけ おあ つか たちそすかせみて
54-ゅけょうてくうはす ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ ぉっ 

ういぉさぇく し かうしすぇすぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっょう ょぇ しすぇくっ ょっこせ-
すぇす けす ╂╄[╀, すけえ ぉっ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ 
いぇきっしすくうお-おきっす こけ そうくぇくしうすっ くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╁ ういきうくぇかうは 41-ゃう こぇさかぇきっくす くぇ 

╀なかゅぇさうは すけえ けしすぇゃぇ おぇすけ くぇえ-こうすぇ-
とうは しさっょ ょっこせすぇすうすっ: けす こぇさかぇきっく-
すぇさくぇすぇ すさうぉせくぇ っ いぇょぇか 9 ゃなこさけしぇ う 
1 こうすぇくっ. ╇きっすけ きせ くぇてせきは う し すけゃぇ, 
つっ ぉっ うくうちうぇすけさ くぇ いぇおけくけこさけっおす 
いぇ ぉなかゅぇさしおうは っいうお う し っおいけすうつくけすけ, 
しこけさっょ くはおけう, こさっょかけあっくうっ ゃしうつおう 
おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう ょぇ きうくぇゃぇす いぇょなか-
あうすっかくけ くぇ こしうたけすっしすけゃっ. ╋けすうゃなす 
きせ: „╁ こぇさかぇきっくすぇ しすぇくぇた しゃうょっすっか くぇ 
ょけしすぇ しさぇきくう しちっくう.“ 
]すぇゃぇ ょっこせすぇす しかっょ 3 けすおぇいぇ, こけ ょせ-

きうすっ きせ, „ぉっい こさけすっおちうは う し かうつくぇすぇ 
こけおぇくぇ くぇ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ“. 
╁ 41-すけ ′] ぉっ ゃ 3 こけしすけはくくう おけきうしうう 

う ゃ 2 ゃさっきっくくう. ‶さっょしっょぇすっか う つかっく 
ぉっ くぇ くはおけかおけ こぇさかぇきっくすぇさくう ゅさせこう 

いぇ こさうはすっかしすゃけ し っゃさけこっえしおう しすさぇくう, こさっょしっょぇすっか ぉっ くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ ょっかっゅぇちうは くぇ ′] ゃ 
╄ゃさけしさっょういっきくけきけさしおうは こぇさかぇきっくすぇさっく しなのい. 
╇おけくけきうしす こけ けぉさぇいけゃぇくうっ, ゃかぇょっっ 4 っいうおぇ: させしおう, くっきしおう, ぇくゅかうえしおう う てゃっょしおう.
╆けょうは [ぇお, し すなくおけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ′ぇ ういこさけゃけょはお, 3 ょくう しかっょ さぇいこせしおぇくっすけ くぇ 41-すけ 

′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ, ╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ ょぇょっ こさけとぇかくぇすぇ しう こさっしおけくそっさっくちうは. ̈ すさぇいはゃぇ-
とうすっ ょっえくけしすすぇ きせ あせさくぇかうしすう くぇ そうくぇかぇ こけかせつうたぇ きくけゅけいくぇつうすっかくう こけょぇさなちう: ゃういうす-
おう し ういこうしぇくう ぇゃすけさしおう ぇそけさういきう けす ╉ぇさぇくうおけかけゃ, おけうすけ しぇ つぇしす けす ぉなょっとぇすぇ きせ おくうゅぇ, 
ょうしおけゃっ し そうかきけゃぇ きせいうおぇ う そうかきう し きくけゅけいくぇつうすっかくう いぇゅかぇゃうは.
[ぇぉけすくけすけ いぇゅかぇゃうっ くぇ ぉなょっとぇすぇ おくうゅぇ, おけはすけ ╉ぇさぇくうおけかけゃ とっ こうてっ, っ „╇ ぇい ぉはた すぇき“, 

こさういくぇゃぇ し すなくなお くぇきっお っおしょっこせすぇすなす. 
〈けさすぇ し くぇょこうし „]ぉけゅけき, かのぉうきう” ぉっ こけしかっょくうはす ょっこせすぇすしおう ぇさきぇゅぇく, こけょっかっく し つっすゃなさ-

すぇすぇ ゃかぇしす. ╇いぉけさなす くぇ すけいう くぇょこうし, しこけさっょ ╉ぇさぇくうおけかけゃ, くっ ぉうか しかせつぇっく, すなえ おぇすけ „し 
こけかうすうおぇすぇ, おぇおすけ う し ぉさぇおぇ, つけゃっお しかっょゃぇ ょぇ しっ さぇいゃっあょぇ うくすっかうゅっくすくけ“. 
╄きうか ╉ぇさぇくうおけかけゃ くはきぇ ょぇ せつぇしすゃぇ ゃ くぇょこさっゃぇさぇすぇ いぇ きはしすけ ゃ ぉなょっとぇすぇ かうしすぇ くぇ ╂╄[╀ 

いぇ しかっょゃぇとうは こぇさかぇきっくす ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおけ, おけはすけ くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ ゃけょう けす っおしゃうちっ-
こさっきうっさぇ 『ゃっすぇく 『ゃっすぇくけゃ. ′っ っ う しさっょ くけきうくうさぇくうすっ くぇ けぉとうくしおけすけ しなぉさぇくうっ くぇ ╂╄[╀ 
おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう けす ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ そうくぇかぇ くぇ しゃけはすぇ ょっこせすぇすしおぇ ういこけゃっょ すけえ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ ういかういぇ けす こけかうすうおぇすぇ 

こけ しなとうは くぇつうく, こけ おけえすけ っ ゃかはいなか: つっ くっ っ しすぇくぇか こけ-ぉけゅぇす う くっ しっ しさぇきせゃぇ けす くうとけ. 
[ぇぉけすうた くぇ こけかいせ さけょせ, すゃなさょう っおしこぇさかぇきっくすぇさうしすなす う こさういくぇゃぇ, つっ しっ さぇいたけあょぇ しこけ-

おけえくけ. 
╇ し すけゃぇ しかぇゅぇき すけつおぇ, おぇいぇ すけえ. 

¨すゃなょ すけつおぇすぇ ╄きうか ╉ぇ-
さぇくうおけかけゃ けすゅけゃけさう くぇ 
くはおけかおけ ゃなこさけしぇ. 

- ╆ぇとけ しかぇゅぇすっ すけつおぇ くぇ 
こけかうすうつっしおぇすぇ しう おぇさう-
っさぇ? ]かっょ っょうく しさぇゃくう-
すっかくけ ょけぉなさ きぇくょぇす, おぇお-
すけ ╁うっ ゅけ けこさっょっかはすっ. ╇ 
すけゃぇ けいくぇつぇゃぇ かう おさぇえ くぇ 
かのぉけゃすぇ ╁う おなき こぇさすうは 
╂╄[╀? 
- ′っ. 〈けゃぇ, つっ くはきぇ ょぇ しなき 

しさっょ おぇくょうょぇすうすっ ゃ しかっょゃぇ-
とぇすぇ かうしすぇ くぇ ╂╄[╀, くっ けいくぇ-
つぇゃぇ, つっ しかぇゅぇき おさぇえ くぇ きけ-
はすぇ かのぉけゃ おなき ╂╄[╀. ┿い しなき 
せつさっょうすっか くぇ すぇいう こぇさすうは, 
すは っ こなさゃぇすぇ, っょうくしすゃっくぇすぇ 
う こけしかっょくぇすぇ, ゃ おけはすけ しなき 
つかっくせゃぇか, う くはきぇき くうおぇおゃう 
くぇきっさっくうは ょぇ は くぇこせしおぇき. 
′ぇこさけすうゃ, けしすぇゃぇき つかっく くぇ 
すぇいう こぇさすうは う とっ こさけょなか-
あぇゃぇき ょぇ さぇぉけすは ょぇ しっ けしな-
とっしすゃう すけゃぇ, おけっすけ しきっ いぇ-
こうしぇかう ゃ くぇてぇすぇ こかぇすそけさきぇ 
こさう せつさっょはゃぇくっすけ え. ′っ しっ 
しなきくはゃぇき, つっ とっ こさけょなかあうき 
くぇこさっょ. ┿い くぇこせしおぇき こぇさかぇ-
きっくすぇ, くけ けしすぇゃぇき ゃ こぇさすうは 
╂╄[╀.

- ] おぇおゃけ ╁う さぇいけつぇさけゃぇ 
ぉなかゅぇさしおうはす こぇさかぇきっくす 
こさっい すっいう 4 ゅけょうくう, つっ しう 
すさなゅゃぇすっ けす くっゅけ? 
- ′っ ぉうた おぇいぇか, つっ っ さぇいけ-

つぇさけゃぇくうっ. ‶け-しおけさけ しすぇゃぇ 
ょせきぇ いぇ せきけさぇ, いぇ ぇきけさすう-
いぇちうは, おけはすけ くはきぇ おぇお ょぇ しっ 
ゃないしすぇくけゃう. ‶さけしすけ しかっょゃぇ-
とうはす こぇさかぇきっくすぇさっく ちうおなか 
いぇこけつゃぇ ゃっょくぇゅぇ. ‶さっょうい-
ぉけさくぇすぇ おぇきこぇくうは しすぇさすうさぇ 

しかっょ ぉさけっくう ょくう. 』せゃしすゃぇき 
しっ せきけさっく, いぇすけゃぇ ゃいった  すけゃぇ 
さってっくうっ. ╃ぇゃぇき こなす くぇ きかぇ-
ょうすっ ょぇ こさけょなかあぇす すけゃぇ, 
おけっすけ しきっ いぇこけつくぇかう. 

- ]ぇきけ せきけさぇ かう っ うかう う 
すけゃぇ, つっ くっ しすっ しさっょ あっかぇ-
くうすっ おぇくょうょぇすう くぇ ╂╄[╀ 
しさっょ つぇしす けす さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ こぇさすうはすぇ すせお? 
- ]ぇきけ いぇせきけさぇ. ┿い くはきぇき 

こさうつうくぇ ょぇ しっ しさぇきせゃぇき けす 
すけゃぇ, おけっすけ しなき しゃなさてうか ゃ 
こぇさかぇきっくすぇ. ′はきぇき かけぉうしすおう 
すっおしすけゃっ, いぇ おぇおゃうすけ ぉはたきっ 
せこさっおゃぇくう けす けこけいうちうはすぇ. 
′っ しなき しっ けぉかぇゅけょっすっかしすゃぇか 
う きぇすっさうぇかくけ いぇ すっいう 4 ゅけょう-
くう. ╇いかういぇき けす こぇさかぇきっくすぇ 
すけかおけゃぇ しゃけぉけょっく, おけかおけすけ ゃ 
しぇきけすけ くぇつぇかけ, くけ しなき ぉけゅぇす: 
くぇ きくけゅけ うょっう, くぇ きくけゅけ こさっ-
あうゃはゃぇくうは う くぇ きくけゅけ おけく-
すぇおすう, おけうすけ しないょぇょけた. ╁しうつ-
おけ すけゃぇ うしおぇき ょぇ くぇきっさう 
きはしすけ う ゃ きけはすぇ おくうゅぇ, おけはすけ 
とっ くぇこうてぇ. 〈は とっ っ しゃなさ-
いぇくぇ し こぇさかぇきっくすぇさういきぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ╄ょくぇ しゃけっけぉさぇいくぇ 
う くっいぇこなかくっくぇ くうてぇ ゃ ぉなか-
ゅぇさしおうは こぇさかぇきっくすぇさういなき 
こさっい ぇょぇこすぇちうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおう こけしかけゃうちう う こけゅけゃけさおう. 
╃けさう ゃ きけきっくすぇ くっ すなさしは う 
さぇぉけすぇ. ]きはすぇき ょぇ しっ けすょぇき 
ういゃっしすくけ ゃさっきっ くぇ こけつうゃ-
おぇ, くぇ おくうゅうすっ しう, くぇ きけはすぇ 
かのぉうきぇ ゅさぇょうくおぇ, くぇ たけぉうすけ 
しう - さけいうすっ う けゃけておうすっ, くぇ 
すぇおうゃぇ っょくう ょさっぉくう くっとぇ けす 
あうゃけすぇ.

- ′っ っ すぇえくぇ, つっ ぉはたすっ 
しさっょ さぇおっすうすっ-くけしうすっかう 

いぇ こけかうすうつっしおぇすぇ おぇさう-
っさぇ くぇ きくけゅけ たけさぇ ゃ さぇ-
えけくぇ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
ゃっつっ ╁うっ しっ こさっゃさなとぇすっ 
ゃ さぇおっすぇ ぉっい ゅけさうゃけ けす-
すせお くぇすぇすなお. ╁ すけいう しきう-
しなか, おなょっ しっ さぇいきうくぇたすっ 
し ういしすさっかはくうすっ さぇおっすう けす 
╁ぇし しぇきうは う ╁ぇてうすっ くぇ-
しすけはとう しなこぇさすうえちう? ]ない-
ょぇゃぇてっ しっ せしっとぇくっすけ, つっ 
しすっ くはおぇお ゃしすさぇくう けす しすぇ-
ゃぇとけすけ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, くはおぇお うゅくけさうさぇく, うゅ-

くけさうさぇと しっ, くっゅかうあうさぇく. 
╉なょっ っ うしすうくぇすぇ? 
- ╉けくそかうおす くはきぇ う っ くはきぇ-

かけ. ]なし しすぇさけすけ けぉとうくしおけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
ゃ かうちっすけ くぇ ]すっそぇく ╃ぇきは-
くけゃ, うきぇたきっ こさけすうゃけさっつうは, 
さぇいきうくぇゃぇくうは, くっさぇいぉうさぇ-
すっかしすゃけ, くけ すけゃぇ くっ っ ぉうかけ 
おけくそかうおす. ╉さうすうおぇすぇ くっ っ 

おけくそかうおす. ] くぇしすけはとけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, おけっすけ っ こさっょしすぇゃっくけ 
けす くぇてぇすぇ こぇさすうは, さぇぉけすうき 
ゃ しうくたさけく, ゃ ょけぉさう けすくけてっ-
くうは しきっ. ′はきぇ こさうつうくぇ いぇ 
おけくそかうおす う くっ ゃうあょぇき いぇとけ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ すなさしうき. 

- ... すぇおけゃぇ っ せしっとぇくけすけ 
けすしすさぇくう, ゅ-く ╉ぇさぇくうおけ-
かけゃ.
-  〉しっとぇくっすけ っ ういきぇきくけ. 

- ╆ぇとけ すぇおぇ しすぇくぇ, ゅ-く 
╉ぇさぇくうおけかけゃ, しゃっしすくうすっ 
せ くぇし ょぇ しつうすぇす いぇ かせょう? 
′はおぇお すぇいう さっぇかくけしす, くぇ-
さっつっくぇ „ぉなかゅぇさしおぇ ょっ-
きけおさぇちうは“, たせぉぇゃけ ゅう 
しょなゃおゃぇ う ういこかのゃぇ... 
- ′っ きっ っ ういこかのかぇ きっく こっ-

さぇかくはすぇ. ┿い こけ しけぉしすゃっくけ 
あっかぇくうっ う ょけぉさけゃけかくけ しっ 
けすすっゅはき けす  こけかうすうおぇすぇ. 〈けゃぇ 
っ きけえ かうつっく ういぉけさ. ′うおけえ くっ 
きっ っ おぇさぇか うかう こさうくせあょぇゃぇか. 
‶さぇゃは ゅけ し はしくけすけ しないくぇくうっ, 
つっ すけゃぇ っ いぇ ょけぉさけすけ くぇ ゅさぇ-
ょぇ う くぇ けぉとうくぇすぇ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
ょけえょぇす きかぇょう たけさぇ, くっけこっす-
くっくう, たけさぇ  し たなし, しうかぇ う あっ-
かぇくうっ. ‶けかうすうおぇすぇ せきけさはゃぇ. 
╆ぇすけゃぇ しきはすぇき, つっ こけゃっつっ けす 
ょゃぇ きぇくょぇすぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ うきぇ 
ゃ こけかうすうおぇすぇ, ゃ こぇさかぇきっくすぇ, 
っょうく つけゃっお. ]なとけすけ ゃぇあう 
う いぇ おきっすけゃっすっ. ]つうすぇき, つっ 
しかっょ ょゃぇ きぇくょぇすぇ くぇ おけっすけ う 
ょぇ っ きはしすけ, くっ しう こなかくけちっ-
くっく いぇ たけさぇすぇ .

- ... くっ きう おぇいぇたすっ いぇとけ 
しゃっしすくうすっ せ くぇし しつうすぇす いぇ 
かせょう? 
- ╆ぇとけすけ うきぇた くっしすぇく-

ょぇさすくう うょっう, おけうすけ すさせょ-
くけ しっ こさうっきぇたぇ: いぇ いぇおけ-
くぇ いぇ ぉなかゅぇさしおうは っいうお, 
いぇ こしうたけすっしすけゃっすっ いぇ                           
おぇくょうょぇす-ょっこせすぇすう う おぇくょう-
ょぇす-おきっすけゃっ う ょさせゅう.

- ╉ぇおゃけ くぇせつうたすっ いぇ ぉなか-
ゅぇさうすっ, ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょっ-
きけおさぇちうは, いぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ 
こけかうすうおぇ いぇ 4-ゅけょうてくうは 
しう こさっしすけえ ゃ ′ぇさけょくけすけ 
しなぉさぇくうっ? 

- ′ぇせつうた, つっ たけさぇすぇ うしおぇす 

こさけきはくぇ, くけ すっ しぇきうすっ くっ 
しぇ ゅけすけゃう ょぇ しっ こさけきっくはす. ┿ 
すけゃぇ くはきぇ おぇお ょぇ しすぇくっ, ょぇ 
しっ ゃくっしっ, ょぇ しっ おせこう けすゃなく, 
ぇおけ しぇきうすっ くうっ くっ しっ こさけ-
きっくうき. ‶さけきはくぇすぇ いぇゃうしう けす 
ゃしっおう っょうく けす くぇし. ┿おけ ゃしっ-
おう けす くぇし しっ こさけきっくう, とっ しっ 
こさけきっくう ょなさあぇゃぇすぇ くう, とっ 
しっ こさけきっくう けぉとけすけ くう しない-

くぇくうっ, けすくけてっくうっすけ おなき  くっ-
とぇすぇ. ′け たけさぇすぇ くっ うしおぇす ょぇ 
しっ こさけきっくはす, いぇとけすけ すけゃぇ っ 
すさせょくけ くっとけ, ういうしおゃぇ せしう-
かうっ う くぇゅかぇしぇ いぇ こさけきはくぇ. 
╁うあすっ おけかおけ きぇかおう こさけきっくう, 
おぇすけ いぇぉさぇくぇすぇ いぇ すのすのくけ-
こせてっくっ くぇ けぉとっしすゃっくう きっし-
すぇ くぇこさうきっさ, こさっょういゃうおぇたぇ 
すけかおけゃぇ ゅけかっきう しなすさっしっくうは. 
¨ゅさけきっく けぉとっしすゃっく けすいゃせお 
いぇ すけゃぇ, つっ たけさぇすぇ すさはぉゃぇてっ 
ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇす し くはおけう 
いぇぉさぇくう. ╄すけ, っょくぇ すぇおぇゃぇ 
きぇかおぇ こさけきはくぇ おけかおけ ぉけかっい-
くっくけ しっ こさうっ. ┿ おぇおゃけ けしすぇゃぇ 
いぇ ゅけかっきう こさけきっくう, いぇ すぇおう-
ゃぇ こさけきっくう, おぇおゃうすけ うしおぇす 
たけさぇすぇ - さぇょうおぇかくう, おぇすけ 
こさけきはくぇすぇ くぇ ╉けくしすうすせちうは-
すぇ, くぇ こけかうすうつっしおうすっ きけょっかう 
う す. く. 〈けゃぇ っ っょうくうはす せさけお, 
おけえすけ くぇせつうた ゃ こぇさかぇきっくすぇ. 
╃させゅうはす っ, つっ くっとぇすぇ ゃうくぇゅう 
しすぇゃぇす すさせょくけ, し きくけゅけ きなおぇ. 
╇ つっ いぇ ょけぉさっ しゃなさてっくぇ さぇ-
ぉけすぇ くうおけゅぇ くっ けつぇおゃぇえ ぉかぇ-
ゅけょぇさくけしす. 

- ╁はさゃぇすっ かう, つっ ╉ぇいぇく-
かなお ゃ しかっょゃぇとうは こぇさかぇ-
きっくす とっ うきぇ しゃけえ ょっこせすぇす 
けす ╂╄[╀? 
- ╁しうつおけ いぇゃうしう けす すけゃぇ, くぇ 

おけっ きはしすけ とっ っ ゃ かうしすぇすぇ. 

- ╉けえ っ すけえ? ╂けしこけょうく 
′っくけ ╁かぇえおけゃ? 
- ′っ しっ いくぇっ けとっ. ╇きぇ-

きっ すさう おぇくょうょぇすせさう, ′っくけ 
╁かぇえおけゃ っ っょくぇすぇ けす すはた, しな-
ぉさぇかぇ くぇえ-きくけゅけ ゅかぇしけゃっ くぇ 
けぉとうくしおけすけ くう しなぉさぇくうっ. 
╇きぇ けとっ ょゃっ - くぇ こっょぇゅけあおぇ-
すぇ ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ う くぇ そけ-
すけゅさぇそ-たせょけあくうおぇ ╀っょさけし 
┿いうくはく. ′っおぇ きうくぇす くけきうくぇ-
ちううすっ ゃ けぉかぇしすすぇ, すけゅぇゃぇ とっ 
ゃうょうき. ┿い しっ くぇょはゃぇき くぇてう-
はす おぇくょうょぇす ょぇ ぉなょっ くぇ ういぉう-
さぇっきけ きはしすけ. 

- ┿ おけっ, しこけさっょ ╁ぇし, っ 
ういぉうさぇっきけ きはしすけ ゃ すぇいう 
しうすせぇちうは, ゃ おけはすけ しっゅぇ しっ 
くぇきうさぇ ╂╄[╀? 
- ╁しはおけ きはしすけ ょけ 5-すけ っ うい-

ぉうさぇっきけ.  

- ╉けえ っ せさけおなす, おけえすけ 
ぉうたすっ いぇゃっとぇかう くぇ すけいう 
しかっょ ╁ぇし ゃ こぇさかぇきっくすぇ? 
- ‶ぇさかぇきっくすなす っ きはしすけ いぇ 

ぉけさぉぇ. ╋はしすけ いぇ けすしすけはゃぇくっ 
くぇ こけいうちうう, いぇとうすぇゃぇくっ くぇ 
すっいう, こさけゅさぇきう. ╇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ くぇせつうき ょぇ ぉなょっき すなさこっ-
かうゃう, いぇとけすけ たせぉぇゃうすっ くっとぇ 
しすぇゃぇす きくけゅけ, きくけゅけ ぉぇゃくけ.  
╋くけゅけ すさせょくけ う きくけゅけ きなつう-
すっかくけ. 

- ╉ぇお ういゅかっあょぇ こっしうきうし-
すうつくぇすぇ ╁う こさけゅくけいぇ いぇ 
しかっょゃぇとうは こぇさかぇきっくす? 
- ╀うた ╁う おぇいぇか けこすうきうし-

すうつくぇすぇ しう: ╂╄[╀ せこさぇゃかはゃぇ 
し けとっ っょくぇ こぇさすうは ゃ おけぇかう-
ちうは.  

- ... こっしうきうしすうつくぇすぇ すけ-
ゅぇゃぇ? 
- ╂╄[╀ せこさぇゃかはゃぇ し ょゃっ こぇさ-

すうう ゃ おけぇかうちうは. 

- ′ぇ そうくぇかぇ くぇ すっいう 4 ゅけ-
ょうくう くう こけょぇさうたすっ そうか-
きう し きくけゅけいくぇつうすっかくう いぇ-
ゅかぇゃうは, ぇ くぇ しっぉっ しう おけえ 
そうかき ぉうたすっ しう こけょぇさうかう?
- „╊のぉけゃ くっけぉはしくうきぇ”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

„╋ぇおぇさ くうおけゅぇ ょぇ くっ きっ っ くぇ
いくぇつぇゃぇか, 《うかうこ ╃うきうすさけゃ きっ 
せゃけかくう かうつくけ.”, こさっい せしきうゃおぇ う し 
ょけしすぇすなつくけ ょけいぇ うさけくうは しこけょっかは 
しっゅぇ ぉうゃてうはす ╂かぇゃっく しつっすけゃけょう
すっか. ╁しなとくけしす, すさはぉゃぇかけ ょぇ しう 
けすうょっ けとっ ゃ おさぇは くぇ 1992-さぇ, くけ 
いぇさぇょう ゅけょうてくけすけ しつっすけゃけょくけ 
こさうおかのつゃぇくっ ゅけ けしすぇゃうかう けとっ 
すさう きっしっちぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす ょさせゅう
すっ けしゃけぉけょっくう けす こさぇゃうすっかしすゃけ
すけ ぇさしっくぇかしおう さなおけゃけょうすっかう.
╆ぇ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ, おぇおすけ いぇ こけ

ゃっつっすけ おぇいぇくかなておう けさなあっえくうちう, 
„┿さしっくぇか” しう けしすぇゃぇ せくうおぇかっく 
うおけくけきうつっしおう そっくけきっく ゃ ぉなか
ゅぇさしおけすけ くぇちうけくぇかくけ しすけこぇく
しすゃけ. 〈けつくぇすぇ きうしなか くぇ うおけくけ
きうしすぇ うきぇ すけつくう ぇさゅせきっくすう いぇ 
しすぇくけゃうとっすけ しう, おけっすけ ょぇかっつ くっ 
こけつうゃぇ くぇ しぇくすうきっくすう, きぇおぇさ, 
けつっゃうょくけ ょぇ うきぇ う すぇおうゃぇ ゃ しこけ
きっくうすっ きせ いぇ すけゅぇゃぇてくけすけ ╋╉ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし”: 〈けゃぇ っ こさっょ
こさうはすうっすけ し くぇえ-ょけぉさぇすぇ こさけょせ
おすけゃぇ しすさせおすせさぇ ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは ╁けっくくけ-こさけきうてかっく 
おけきこかっおし, さなおけゃけょっく けす ╃]¨ 
„╋っすぇかたうき”, ぉぇいうさぇくけ ゃ ]けこけす. 
]なつっすぇくうっすけ くぇ しこっちうぇかくけ こさけ
ういゃけょしすゃけ し きけとくけ う きけょっさくけ 
いぇ ゃさっきっすけ しう きぇてうくけしすさけっくっ, 
たうきうつっしおけ こさけういゃけょしすゃけ, こさけうい
ゃけょしすゃけ くぇ すゃなさょう こかぇしすうくう... - 
ゃしうつおけ すけゃぇ ょぇゃぇかけ ゃないきけあくけしす 
くぇ „┿さしっくぇか” いぇ ゅなゃおぇゃけしす くぇ 
こぇいぇさぇ けとっ こけ ゃさっきっすけ くぇ こかぇ
くけゃぇすぇ うおけくけきうおぇ. ╃なさあぇゃぇすぇ 
すけゅぇゃぇ っ けしくけゃっく こけすさっぉうすっか くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ こさけょせおちうは, きぇおぇさ 
う くっ っょうくしすゃっく: ╋╁[, ╋うくうしすっさ
しすゃけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ, けすさぇしなかなす くぇ 
きぇてうくけしすさけっくっすけ, おけっすけ おせこせゃぇ 
ぇさしっくぇかしおう そさっいう, ぉけさきぇてうくう う 
こさけつうっ けぉけさせょゃぇくっ - ゃしうつおけ すけゃぇ 
おぇすけ さっぇかういぇちうは しっ ゅぇさぇくすうさぇ けす 
ょなさあぇゃぇすぇ. ╇いくけしなす しなとけ いぇっきぇ 
ゅけかはき ょはか ゃ さっぇかういうさぇくぇすぇ こさけ
ょせおちうは. ‶ぇいぇさうすっ くぇ ┿いうは, ╊ぇ
すうくしおぇ ┿きっさうおぇ う こさっい ]╇╁ – いぇ 
しすさぇくうすっ けす ╇いすけつくうは ぉかけお, しなとけ 
こけいくぇゃぇす ょけぉさっ こさけょせおちうはすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ‶け
さなつおうすっ すけゅぇゃぇ „ゃぇかはす” っあっょくっゃ
くけ, ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ こけつすう くっ 
しっ いぇょなさあぇ ゅけすけゃぇ こさけょせおちうは くぇ 
しおかぇょ, こさけういゃけょしすゃけすけ っ ゃうしけおけ 
かうおゃうょくけ, おぇいぇくけ くぇ こけこせかはさっく 
っいうお - ”こぇさうすっ しっ いぇゃなさすぇす ぉなさ
いけ”, こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ こけさなつおう 
しすぇゃぇ しなし いぇこうしゃぇくっ, いぇとけすけ すなさ
しっくっすけ っ すけかおけゃぇ ゅけかはきけ, つっ ょけさう 
けゅさけきくうはす おぇこぇちうすっす くぇ „┿さしっ
くぇか” っ いぇすさせょくっく ょぇ ゅけ こけおさうっ. 
╆ぇすけゃぇ しっ さぇぉけすう きくけゅけ, つっしすけ 
– ういゃなくさっょくけ. ╆ぇすけゃぇ さなしすなす くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ っ こけかけあうすっかっく 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ, いぇすけゃぇ こっつぇかぉぇすぇ 
っ ゅぇさぇくすうさぇくぇ. ╉けっすけ いくぇつう – 
くけゃう うくゃっしすうちうう う さぇいてうさっくうっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ.
╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ せしこはゃぇ ょぇ きっ 

ういせきう し っょうく, おけかおけすけ いぇゃうょっく ゃ 
ょくってくけ ゃさっきっ, すけかおけゃぇ う すけつっく, 
そぇおす. ╁ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう:

„┿さしっくぇか”
いぇょっかは 100% けす こっつぇかぉぇすぇ 

いぇ くけゃう うくゃっしすうちうう

[ってっくうっすけ いぇ さぇいこさっょっかっくう
っすけ くぇ こっつぇかぉぇすぇ ゃ うくゃっしすうちうう 
しっ ゃいうきぇ こさっい „╋っすぇかたうき” こけ 
こさっょかけあっくうっ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, くけ こけさぇょう ゃうしけおうは 
ぇゃすけさうすっす う けこうすくけしす くぇ ぇさしっ
くぇかしおうすっ ょうさっおすけさう, くぇ こさぇお
すうおぇ – こさっょかけあっくうはすぇ うき こけつすう 
くっ ぉうかう けすたゃなさかはくう. ┿さゅせきっくす 
いぇ こけょおさっこぇすぇ ぉうか う そぇおすなす, つっ 
ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ しぇきけういょさなあおぇ う 
こっつぇかぉぇ くけゃうすっ うくゃっしすうちうう くぇ 
こさぇおすうおぇ ぉうかう けぉけしくけゃぇくう う かう
てっくう けす さうしお.
╁っつっ しすぇゃぇ はしくけ おぇお う いぇとけ 

こけ すけゃぇ ゃさっきっ ╆ぇゃけょ 5 しっ 
さぇいてうさはゃぇ し くけゃぇ ぉぇいぇ う 
けぉけさせょゃぇくっ けす はこけくしおぇすぇ 
„ぅきぇいぇおう” いぇ 55 きうかうけくぇ 
ょけかぇさぇ. [ぇいてうさはゃぇ しっ ╆ぇ
ゃけょ 3, すゃなさょけしこかぇゃくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ しっ けぉくけゃはゃぇ 
けす てゃっょしおぇすぇ „]ぇくょゃうお”.
╇きっくくけ すけゃぇ っ ゃさっきっすけ くぇ 
たうかはょぇすぇ そさっいう ゅけょうてくけ, 
くぇ けぉさぇぉけすゃぇとうすっ ちっくすさう 
う ぇゅさっゅぇすくうすっ きぇてうくう ゃ ╆ぇ
ゃけょ 5, くけ う ゃさっきっすけ くぇ ゃけえ
くぇすぇ ╇さぇく – ╇さぇお. 〈けいう きけ
とっく さっゅうけくぇかっく おけくそかうおす 
しっ けおぇいゃぇ しうかっく こぇいぇさ いぇ 
しこっちうぇかくぇすぇ こさけょせおちうは くぇ 
„┿さしっくぇか”, こさういくぇゃぇ ょくっし 
╇ゃぇくけゃ - そぇおす, くぇゃさっきっすけ 
こさうおさうゃぇく こけ こさぇゃうかぇすぇ くぇ 
]すせょっくぇすぇ ゃけえくぇ. ╉ぇすっゅけ
さうつくけ けぉぇつっ くっ っ ゃっさっく きう

すなす, つっ „┿さしっくぇか”, すけゅぇゃぇ ╋╉ 
„《さうょさうた ╄くゅっかし”, ょぇゃぇ さっぇ
かういぇちうは けす 1 きかさょ. 300 たうか. 
ょけかぇさぇ ゅけょうてくけ. ╂かぇゃくうはす 
しつっすけゃけょうすっか けす しさっょぇすぇ う 
おさぇは くぇ 80-すっ ゅけょうくう けこさけ
ゃっさゅぇゃぇ すけいう しぇくすうきっくす くぇ 
ょっしっすおうすっ たうかはょう ぇさしっくぇか
ちう し せすけつくっくうっすけ, つっ すけゃぇ 
っ ちうそさぇすぇ くぇ こさけょぇあぉうすっ 
くぇ ちはかけすけ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”. 
╃っかなす くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ こさう
たけょう けす こさけょぇあぉう ゃ ちはかぇすぇ 
しうしすっきぇ くぇ ╁‶╉ すけゅぇゃぇ っ 
けおけかけ 10%. ′け う すけゃぇ ょぇかっつ 
くっ っ きぇかおけ.
22 たうかはょう ょせてう ゃ しうしすっ

きぇすぇ くぇ おけきぉうくぇすぇ, こさなしくぇ
すう ゃ ちはかぇすぇ しすさぇくぇ, けしうゅせ
さはゃぇす ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは. 
‶さけょぇょっくうすっ ょくっし ゃっつっ ちっ
たけゃっ う いぇゃけょう ゃ ゅさぇょつっすぇ う 
しっかぇ おぇすけ ]すさぇかょあぇ, ┿えすけし, 
》かっぉけゃけ, 〉しすさっき... さぇぉけすはす 
ょっすぇえかう う ゃないかう いぇ おぇいぇく
かなておうは おけきぉうくぇす. 〈ぇおぇ, こけ 
しうしすっきぇすぇ くぇ おけけこっさうさぇ
くうすっ ょけしすぇゃおう, „┿さしっくぇか” 
せしこはゃぇ ょぇ けしうゅせさう こさっこう
すぇくうっ くぇ たけさぇすぇ ゃ けすょぇかっ
つっくう う しかぇぉけ さぇいゃうすう さぇえけ
くう. 〈けゃぇ ょぇかっつ くっ っ けぉぇつっ 
っょうくしすゃっくぇすぇ しけちうぇかくぇ 
そせくおちうは, おけはすけ ぉけゅぇすぇすぇ 
おぇいぇくかなておぇ けさなあっえくうちぇ 
けしなとっしすゃはゃぇ ゃ ゅけょうくうすっ 

くぇ す. くぇさ. さぇいゃうす しけちうぇかう
いなき. ╉ぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう いぇ 
ゃかけあっくうは ゃ 〈╄『 - ╉ぇいぇくかなお, 
20% せつぇしすうっ し うくゃっしすうちうう ゃ 
ゅさぇょしおぇすぇ すさけかっえぉせしくぇ きさっ
あぇ, 100%-くけすけ そうくぇくしうさぇくっ 
くぇ ゃけょけしくぇぉょうすっかくうは けぉっおす 
„〈せくょあぇ – ╆ぇこぇょ” , おけえすけ けしう
ゅせさはゃぇ し こうすっえくぇ ゃけょぇ ちっかうは 
ゅさぇょ, しすけすうちう あうかうとぇ - しぇ 
しぇきけ つぇしす けす うくゃっしすうちうけくくうすっ 
こさけっおすう くぇ „┿さしっくぇか” ゃ おさぇは 
くぇ 80-すっ. 〈けゅぇゃぇ っ いぇゃなさてっく 
う ╃けきなす くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっ
くぇか”, こけ すけゅぇゃぇてくう けちっくおう 
いぇ 15 きかく. かゃ., すさっすうはす しかっょ 
′╃╉ ゃ ]けそうは う 《っしすうゃぇかくうは 
おけきこかっおし ゃなゃ ╁ぇさくぇ ぉなか
ゅぇさしおう きせかすうそせくおちうけくぇかっく 
おせかすせさっく ちっくすなさ. 400 たうかはょう 
かっゃぇ ょぇゃぇ „┿さしっくぇか” こさっい こけ
しかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ 80-すっ いぇ 

しすさけっあ くぇ ょっすしおう ゅさぇょうくう ゃ 
╉ぇいぇくかなお う けおけかくうすっ しっかぇ... 
╁ こけきけと くぇ うくゃっしすうちううすっ しぇ 
う しこっちうぇかくうすっ そけくょけゃっ, おけう
すけ こけ こさっょこさうはすうはすぇ いぇょっかはす 
こぇさうすっ ちっかっゃけ いぇ すったくうつっしおけ 
さぇいゃうすうっ う しけちうぇかくけ こけょこけ
きぇゅぇくっ – [〈〉 う ]╀╉╋. 〈けゃぇ 
しぇ そぇおすう, おけうすけ しつっすけゃけょくぇ
すぇ こぇきっす くっ きけあっ ょぇ いぇぉさぇゃう. 
¨しゃっく こさけそっしうけくぇかくぇすぇ, うきぇ 
けとっ っょくぇ こさうつうくぇ いぇ しゃっあっしす
すぇ くぇ こぇきっすすぇ ゃ しこけきっくうすっ くぇ 
ぇさしっくぇかっちぇ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ. 
]かっょ くぇょ 20 ゅけょうくう こさったけょ, 
ょくっし, しこけさっょ くっゅけ, ょなさあぇゃぇすぇ 
っ ぇぉょうおうさぇかぇ けす しけちうぇかくうすっ 
しう そせくおちうう, おけっすけ っ っょくぇ けす 
こさうつうくうすっ いぇ けしすさぇすぇ おさういぇ, 
おけはすけ すっいう ょくう ういあうゃはゃぇきっ. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ おけきっくすぇさなす 
きせ おぇすけ うおけくけきうしす, ぉっい こさっ
すっくちうう ょぇ ぉなょっ „こけしかっょくぇ 
うくしすぇくちうは”, ゅけくう こけしけおぇすぇ くぇ 
すゃなさょっくうっすけ, つっ ょなさあぇゃぇすぇ 
ょくっし しっ くぇきっしゃぇ こさっおぇかっくけ ゃ 
こさぇゃうかぇすぇ いぇ ぉういくっし.
╄ょくぇ けす すぇえくうすっ くぇ てうさけ

おぇすぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ くぇ 
„┿さしっくぇか” こけ けくけゃぇ ゃさっきっ, 
おけはすけ ゃ ういゃっしすくぇ しすっこっく, っ いぇ
こぇいっくぇ う ょけ ょくっし, しこけさっょ ╇ゃぇ
くけゃ, ゃしなとくけしす, くっ っ くうおぇおゃぇ 
すぇえくぇ: おなょっすけ うきぇ っそっおすうゃ
くけ こさけういゃけょしすゃけ, こさうたけょう けす 
こさけょぇあぉう う こっつぇかぉぇ, しぇきけ 

すぇき っ ゃないきけあくけ ょぇ しっ いぇょっかはす 
しさっょしすゃぇ いぇ たけさぇすぇ う すったくうすっ 
しけちうぇかくう くせあょう.

╆ぇつうしかうかう くぇ „┿さしっくぇか” 
┿‶╉-すけ ゃ ╋ぇかおけ 〈なさくけゃけ

〈ぇおぇ しっ しすうゅくぇかけ ょけ しうゅせさくけ 
くぇえ-っおしすさぇゃぇゅぇくすくぇすぇ うくゃっし
すうちうは, こさぇゃっくぇ こさっい ゅけょうくうすっ 
ゃ けさなあっえくうちぇすぇ: 150 おさぇゃう 
„》っさっそけさょ”... ╉けきぉうくぇすなす くぇ 
こさぇおすうおぇ すさはぉゃぇかけ ょぇ しなゃいっ
きっ ゅさぇくうつくけすけ ┿‶╉, ょぇ ゃかけあう 
しさっょしすゃぇ ゃ くっゅけゃけすけ しすぇぉうかう
いうさぇくっ う ぉなょっとっ.
]ゃうくっそっさきぇすぇ, けさぇくあっさうはすぇ 

う こさけつうっ, おけうすけ しっ こけょょなさあぇ
かう くぇ こかけとぇょおぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
いぇ ょぇ ょぇゃぇす っゃすうくぇ たさぇくぇ くぇ 
ぇさしっくぇかちう ゃ しすけかけゃっすっ う きぇ
ゅぇいうくうすっ, しなとけ くっ ういつっさこゃぇす 

こぇさうすっ, ょぇゃぇくう いぇ しけちうぇかくう 
くせあょう くぇ たけさぇすぇ.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ 

けしうゅせさはゃぇかぇ 200 しすうこっくょうう 
ゅけょうてくけ – こさっょうきくけ せ くぇし う 
ゃ ]]][. 〈ぇおぇ しっ こけょゅけすゃはかう 
ぉなょっとう きかぇょう しこっちうぇかうしすう いぇ 
くせあょうすっ くぇ „┿さしっくぇか”. „′はきぇ 
ゃ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
しすせょっくす – うおけくけきうしす, しすうこっく
ょうぇくす ゃ つせあぉうくぇ.”, てっゅせゃぇ しっ 
╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ こけ こけゃけょ そぇおすぇ, 
つっ ゃ 〈せかぇ う ╊っくうくゅさぇょ けすう
ゃぇかう こさっょうきくけ しすせょっくすう-うく
あっくっさう. ╃けぉさうすっ おぇょさう, ぇ くっ 
ょさせゅけ, しこけさっょ ╇ゃぇくけゃ, しぇ おかの
つなす おなき せしこったうすっ くぇ „┿さしっくぇか” 
こさっい ゅけょうくうすっ, ぇ しなとけ う けすゅけ
ゃけさ くぇ ゃなこさけしぇ, おぇお すぇおぇ ょくっし, 
ゃなこさっおう すさせょくけしすうすっ, „┿さしっ
くぇか” ゃしっ こぇお しなとっしすゃせゃぇ.
╀うか つぇしす けす しっさうけいくうは う おぇ

つっしすゃっく さなおけゃけょっく っおうこ くぇ 
ゅっくっさぇかくうすっ ょうさっおすけさう 〈けくつけ 
』せおぇかけゃ う ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, ╁っく
おけ ╇ゃぇくけゃ くっこさっきっくくけ ょなさあう 
ょぇ しっ おぇあっ. „′っいぇゃうしうきけ けす 
ゃしうつおう しうすせぇちうう, こさっい おけうすけ 
こさっきうくぇゃぇ ょなさあぇゃぇすぇ, „┿さしっ
くぇか” とっ ゅけ ぉなょっ!”. ╇ しっ ぇさゅせ
きっくすうさぇ: „╋ぇかおけ しぇ そうさきうすっ 
せ くぇし, おけうすけ うきぇす こっさしけくぇか けす 
5-6 たうかはょう ょせてう ゃ こけしかっょくう
すっ ゅけょうくう. 』っしす こさぇゃう くぇ きっ
くうょあなさうすっ ょくっし, おぇすけ ╇いこなか
くうすっかくうは ょうさっおすけさ ′うおけかぇえ 

╇ぉせてっゃ, ょうさっおすけさうすっ ]すぇくう
かけゃ, ╉けしすぇょうくけゃ う ょさせゅうすっ, つっ 
しなたさぇくうたぇ „┿さしっくぇか”.
〈けゃぇ っ けちっくおぇすぇ くぇ っおし-ゅかぇゃ

くうは しつっすけゃけょうすっか. ¨ちっくおぇ, くぇ 
おけはすけ すけえ ょなさあう う しきはすぇ, つっ 
すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けぉはしくはゃぇ くぇ 
たけさぇすぇ, すっ ょぇ ゅけ いくぇはす: おさういう
すっ うょゃぇす う しう けすうゃぇす, ゃぇあくけ っ, 
つっ しっ けちっかはゃぇ う こけしかっ けすくけゃけ 
しっ ゃなさゃう くぇこさっょ. ╆ぇとけすけ:

》けょなす くぇこさっょ っ
いぇかけあっく こさっい ゅけょうくうすっ

¨さゅぇくういぇちうはすぇ くぇ すさせょぇ, いぇ
かけあっくぇ おぇすけ しすさせおすせさう う そせくお
ちうう ゃ „┿さしっくぇか” けとっ ゃ おさぇは くぇ 
80-すっ ゅけょうくう, しこけさっょ ╁っくおけ 
╇ゃぇくけゃ, っ いぇこぇいっくぇ う しっゅぇ ゃ 
けしくけゃくう かうくうう う ょぇゃぇ ょけぉさう 
さっいせかすぇすう. 〈ぇおぇ くぇさっつっくぇすぇ 
”おけきこかっおしくぇ しすさせおすせさぇ” くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ – ゃいぇうきけしゃなさ
いぇくうすっ う けぉけしけぉっくうすっ いぇゃけょう, 
くぇ こさぇおすうおぇ しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ う 
くぇ ょくってくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ ゃ „┿さしっくぇか”. 
‶さっょう こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう 
すせお っ いぇかけあっく う こさうくちうこなす くぇ 
けさうっくすぇちうは おなき こぇいぇさくうすっ いぇ
おけくう, さぇぉけすぇ しこけさっょ ゃないきけあ
くけしすうすっ いぇ さっぇかういぇちうは. 〈けゃぇ っ 
くぇこさぇゃっくけ けとっ こけ ゃさっきっすけ くぇ 
す. くぇさ. „こかぇくけゃぇ うおけくけきうおぇ”, し 
おけっすけ „┿さしっくぇか” しなとけ ういこさっ
ゃぇさゃぇ さっょうちぇ くぇてう そうさきう, 
ゅけかはきぇ つぇしす けす おけうすけ – ょくっし 
ゃっつっ けすょぇゃくぇ いぇおさうすう.
¨ゅさけきくけ っ こけしすうあっくうっすけ, つっ 

„┿さしっくぇか” う ょくっし っ くぇ こぇいぇさぇ, 
つっ こけこせかはさくけ おぇいぇくけ, っ „ゃ うゅ
さぇすぇ くぇ けさなあっえくうは ぉういくっし”, 
けすつうすぇ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ う ょぇゃぇ 
けぉさぇすくうは こさうきっさ し こさけういゃけょ
しすゃけすけ ゃ ]けこけす – くっ ょけぉさっ こさけ
ょせおすけゃけ しすさせおすせさうさぇくけ う いぇすけ
ゃぇ – さうしおけゃけ. ╃けぉさっ こけいくぇゃぇと 
さぇいゃうすうっすけ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ 
けさなあっえくうちぇ ゃ こけしかっょくうすっ 
しうかくう ゅけょうくう くぇ しけちうぇかういきぇ, 
╇ゃぇくけゃ さぇいしなあょぇゃぇ, つっ う しっゅぇ 
っ さっょくけ ょぇ しっ けぉさなとぇきっ おなき 
こぇいぇさうすっ, おなょっすけ うきぇきっ すさぇ
ょうちうう けとっ けす すけゅぇゃぇ, おぇすけ 
╇くょうは, くぇこさうきっさ. 〈けえ けぉぇつっ 
ょぇかっつ くっ うしおぇ ょぇ ょぇゃぇ しなゃっすう, 
いぇとけすけ っ せぉっょっく, つっ ょくってくけ
すけ さなおけゃけょしすゃけ こさぇゃう う くっ
ゃないきけあくけすけ いぇ しうすせぇちうはすぇ くぇ 
おさういぇ. ╁ ょくってくけすけ ゃさっきっ くぇ 
„そうくぇくしうぇかういぇちうは”, おけゅぇすけ 
ぉういくっしなす こけ しゃっすぇ ゃしっ こけゃっ
つっ しっ けさうっくすうさぇ おなき ぉなさいぇすぇ 
こっつぇかぉぇ う いぇょゅなさぉゃぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ, ╇ゃぇくけゃ くぇきうさぇ いぇ 
こさぇゃうかくけ そうさきうすっ ょぇ いぇかぇゅぇす 
くぇ ょけぉさうすっ おぇょさう, くぇ こけょゅけす
ゃっくうすっ たけさぇ, こさけそっしうけくぇかう
しすう, おぇおゃうすけ „┿さしっくぇか” ゃうくぇ
ゅう っ うきぇか う けすゅかっあょぇか. ╁っくおけ 
╇ゃぇくけゃ おぇいゃぇ:

╆ぇとけすけ ”┿さしっくぇか” っ 【おけかぇ

╁ すぇいう ておけかぇ, かうつくけ すけえ くっ 
おさうっ, つっ っ くぇせつうか ゃしうつおけ. 
„[ぇょゃぇき しっ, つっ すけつくけ すせお いぇこけ
つくぇた すさせょけゃうは しう しすぇあ. ′ぇせ
つうた しっ う くぇ こさけそっしうけくぇかういなき, 
う くぇ けさゅぇくういうさぇくけしす, う くぇ 
けすくけてっくうっ おなき たけさぇすぇ.”, けとっ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ さぇいゅけゃけさぇ くう 
ぉなさいぇ ょぇ しこけょっかう ╁っくおけ ╇ゃぇ
くけゃ, くぇこせしくぇか „┿さしっくぇか” „くっ 
こけ しゃけっ あっかぇくうっ”. „┿さしっくぇか” 
ぉってっ こうけくっさ ゃ きくけゅけ こさけうい
ゃけょしすゃぇ う ゃ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ 
くけゃう けさゅぇくういぇちうう くぇ さぇぉけすぇ.

╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ, おぇすけ ゃしうつおう うおけくけきう
しすう, っ けす けくっいう たけさぇ ゃなゃ ゃしはおけ こさけうい
ゃけょしすゃけ う ゃなゃ ゃしはおぇ ょっえくけしす, ういけぉとけ, 
くぇ おけうすけ しっ おさっこう しすぇぉうかくけしすすぇ くぇ しうし
すっきぇすぇ, くけ おけうすけ けしすぇゃぇす ゃうくぇゅう いぇょ 
おぇょなさ. ‶さけしすけ - すぇおぇゃぇ っ しなょぉぇすぇ くぇ 
こさけそっしうはすぇ. ′ぇょくうおくって かう けぉぇつっ „いぇょ 
おぇょなさぇ”, しなし しうゅせさくけしす けすおさうゃぇて おせこ 
うくすっさっしくう そぇおすう. ╇きっくくけ - そぇおすう, いぇ
とけすけ うおけくけきうしすなす さぇぉけすう しぇきけ し そぇおすう, 
おけっすけ いくぇつう - し ╇しすうくう. 22-すっ たうかはょう 
ょせてう, くぇっすう ゃ しうしすっきぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 
ゃ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお 
う 55-すっ きうかうけくぇ ょけかぇさぇ いぇ はこけくしおけすけ 
けぉけさせょゃぇくっ くぇ ╆ぇゃけょ 5 し „ぅきぇいぇおう”, しぇ 
しぇきけ ょゃぇ, くけ ぇぉしけかのすくけ ょけしすけゃっさくう そぇ
おすぇ けす うしすけさうはすぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ けさな
あっえくうちぇ, つうえすけ ╂かぇゃっく しつっすけゃけょうすっか こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ っ ╁っくおけ ╇ゃぇくけゃ.
╀なさいけ こけさぇしくぇかうはす ょけ けすゅけゃけさくけしすすぇ 

くぇ ╂かぇゃっく しつっすけゃけょうすっか ╇ゃぇくけゃ, ゃしなと
くけしす, っ しゃなさいぇく し „┿さしっくぇか” けとっ けす 
しすせょっくすしおぇすぇ しおぇきっえおぇ. 〈けえ っ っょうく けす 
しすけすうちうすっ, くぇうしすうくぇ しすけすうちうすっ しすうこっく
ょうぇくすう くぇ きけとくけすけ こさっょこさうはすうっ. ╆ぇこけ
つくぇか しかっょゃぇくっすけ しう ゃ ]ゃうとけゃ - „╋っおぇすぇ” 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ しつっすけゃけょしすゃけ, ╇ゃぇくけゃ 
こさけょなかあぇゃぇ う いぇゃなさてゃぇ ゃ うおけくけきうつっ
しおうは ゃ ]けそうは. ╃ぇすぇすぇ 4-すう けおすけきゃさう 
1976-すぇ こぇきっすすぇ くぇ しつっすけゃけょうすっかは けとっ 
こぇいう - すけゃぇ っ ょっくはす くぇ こけしすなこゃぇくっすけ きせ 
ゃ „┿さしっくぇか”. ‶ぇきっすすぇ こぇいう う すけつくぇすぇ 

ょぇすぇ くぇ くぇこせしおぇくっすけ - 31-ゃう きぇさす 1993-すぇ. ╃っくはす, ゃ おけえすけ ╇ゃぇくけゃ こさっょぇゃぇ こけしかっょくうは 
しつっすけゃけょっく ぉぇかぇくし くぇ けさなあっえくうちぇすぇ う しう けすうゃぇ しかっょ 15 ゅけょうくう しすぇあ ゃ かのぉうきけすけ こさっょ
こさうはすうっ. ¨すうゃぇ しう, せゃけかくっく かうつくけ けす こさっきうっさぇ 《うかうこ ╃うきうすさけゃ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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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

【『】╉〉《 ╊, 〉《 〉╅╉╊╋╉╅ ̈ 〈╅
╈かそちえけ そて ′あうそお 5:

╆かく すかちあさ せか つてあうあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

】 せあつ せあこ-すせそえそ つしときけてかしけ つか てひちつみて う そいしあつててあ せあ たちそ-
すけのしかせそつててあ, てひちえそうけみてあ け おひちきあうせあてあ あおすけせけつてちあぬけみ
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╋うかうけく う こけかけゃうくぇ しぇ しゃけぉけょくうすっ さぇぉけすくう 
きっしすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ. ]こけさっょ ょぇくくうすっ くぇ ╄ゃ-

さけこっえしおぇすぇ きさっあぇ こけ いぇっすけしすすぇ EURES おなき 20 
きぇさす, くぇえ-きくけゅけ さぇぉけすくうちう しっ すなさしはす ゃ ╋ぇかすぇ, 
╀っかゅうは, ╃ぇくうは う ╁っかうおけぉさうすぇくうは. ′ぇえ-きぇかおけ 
しぇ しゃけぉけょくうすっ こけいうちうう ゃ ‶けさすせゅぇかうは, ╂なさちうは う 
╇すぇかうは. 
〉 くぇし けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃぇおぇくすくうすっ さぇ-

ぉけすくう きっしすぇ しぇ 25 000. ‶け ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ 
こけ いぇっすけしすすぇ くぇえ-きくけゅけ すっ しぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ こさけ-
きうてかっくけしすすぇ, おなょっすけ ゃ さぇいかうつくうすっ え けすさぇしかう しっ 
すなさしはす 2 500 おゃぇかうそうちうさぇくう さぇぉけすくうちう う しかせ-

╆ぇ こなさゃう こなす すゃけさつっしすゃけすけ くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえ-
しおう - 』せょけきうさ ういかっいっ ゃ こけつすう こなかっく ゃぇさうぇくす ゃ 

こけさっょうちぇ けす 6 すけきぇ. ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 20-すけすけ ういょぇ-
くうっ くぇ  』せょけきうさけゃうすっ  こさぇいくうちう すっ しすぇくぇたぇ そぇおす う 
いぇさぇょゃぇたぇ たうかはょうすっ こけつうすぇすっかう くぇ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 
ょせたけゃうすうは すせさうっち.
] そうくぇくしけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う 

そけくょぇちうは „』せょけきうさ“ 6-すっ すけきぇ, しなぉさぇかう 188 しすうたけ-
すゃけさっくうは, 311 さぇいおぇいぇ, 50 しこけきっくぇ, 500 さうしせくおう, 
くぇえ-くぇおさぇは しすうゅぇす ょけ しゃけうすっ つうすぇすっかう, いぇ ょぇ ょぇょぇす 
うしすうくしおう くけゃ あうゃけす くぇ っょうく せくうおぇかっく すゃけさっち.
╀っいちっくくぇすぇ いぇしかせゅぇ いぇ しなぉさぇくけすけ 』せょけきうさけゃけ すゃけさ-

つっしすゃけ っ くぇ ょなかゅけゅけょうてくうは ょうさっおすけさ くぇ ╊》╋ “』せょけ-
きうさ”, かうすっさぇすけさ, ゃうょっく けぉとっしすゃっくうお う ょせたけゃっく ょゃう-
ゅぇすっか くぇ そけくょぇちうは “』せょけきうさ” - ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ. 21 
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╆ぇすさせょくっくうは うきぇ う しう うきぇ こさうつうくう いぇ すけゃぇ. [ぇ-
ぉけすうき ゃ せしかけゃうは くぇ あっしすけおぇ おけくおせさっくちうは けす 

ゃしうつおう しすさぇくう. ╁なこさっおう すけゃぇ さなおけゃけょくうはす っおうこ くぇ 
そうさきぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さぇぉけすう くぇ こなかくう けぉけさけすう し 
ちっか すなさしっくっ くぇ ゃないきけあくけしすう いぇ くけゃう こぇいぇさう. 〈けゃぇ 
いぇはゃう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ こけ ゃさっきっ くぇ こけさっょくぇ しなゃきっしすくぇ しさっとぇ くぇ 
きっくうょあなさしおうは っおうこ くぇ そうさきぇすぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′ぇ しさっとぇすぇ ぉはたぇ けぉしなあょぇくう ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう しなし 

しうすせぇちうはすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, し けすこせしおうすっ くぇ ゅけかはきぇ つぇしす 
けす さぇぉけすっとうすっ う しなし しなゃきっしすくけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ きっあ-

ょせ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ いぇこけいくぇ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ う っおうこぇ え しなし しうすせぇちうはすぇ 

くぇ きっあょせくぇさけょくうすっ こぇいぇさう いぇ しこっちうぇかくぇ こさけょせおちうは, し こかぇくけゃっすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ いぇ-
くぇこさっょ う し こさうつうくうすっ, こけさぇょう  おけうすけ  けくぇいう つぇしす けす こっさしけくぇかぇ, くっけぉっいこっつっく ゃ きけきっくすぇ し 
さぇぉけすぇ, っ ゃ くっこかぇすっく けすこせしお.
¨つぇおゃぇくうはすぇ くう けす ういかけあっくうっすけ ゃ ┿ぉせ ╃ぇぉう しっ しかせつゃぇす こけ-ぉぇゃくけ, けすおけかおけすけ くぇ くぇし くう 

しっ うしおぇ, おぇいぇ くぇ しさっとぇすぇ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けえ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ  
おなき  すけいう きけきっくす くっ しっ こかぇくうさぇ しっさうけいくぇ けこすうきういぇちうは くぇ こっさしけくぇかぇ. ‶さぇゃう しっ ゃしうつおけ 

╇ くぇえ-ょっきけおさぇすうつくうはす

‶なさゃう ぇこさうか っ ういゃっしすっく し きくけゅけ 
うきっくぇ: ╃っく くぇ ゅかせこぇおぇ, ╃っく くぇ かな-
あぇすぇ, ╃っく くぇ しきったぇ, ╃っく くぇ たせきけさぇ 
う てっゅぇすぇ, ╃っく くぇ しぇすうさぇすぇ, ╃っく くぇ 
いぇぉぇゃぇすぇ...
]きはすぇ しっ う いぇ くぇえ-ょっきけおさぇすうつくうは, 

くっ しぇきけ いぇとけすけ こさっい 1466 ゅ. てせすなす 
くぇ ぉせさゅせくょしおうは たっさちけゅ 《うかうこ きせ 
こけょしおぇいぇか, つっ っ ょけぉさっ ょぇ うきぇ こけくっ 
っょうく ょっく, ゃ おけえすけ こさうょゃけさくうすっ きけ-
ゅぇす ょぇ おぇいゃぇす うしすうくぇすぇ くぇ しゃけは ゃかぇ-
ょっすっか, ぉっい すけゃぇ ょぇ うき おけしすゃぇ あうゃけすぇ, 
ぇ う いぇとけすけ ゃ ょくってくけ ゃさっきっ くぇ 1-ゃう 
ぇこさうか ゃしっおう うきぇ こさぇゃけ ょぇ かなあっ う ょぇ 
さぇいうゅさぇゃぇ おけゅけすけ う ょぇ ぉうかけ: ょっちぇすぇ 
しっ てっゅせゃぇす う かなあぇす さけょうすっかうすっ しう, 
ぇ すっ すはた; せつっくうちうすっ - せつうすっかうすっ しう 
う けぉさぇすくけ; こけょつうくっくうすっ - てっそけゃっすっ 
しう う す. く. ╇ くぇえ-しきっかうすっ  てっゅう ゃ すけいう 
ょっく しぇ こさうはすっかしおう う くっ けぉうあょぇす くう-
おけゅけ, ぇ しぇきけ こけゃょうゅぇす くぇしすさけっくうっすけ.

╇しすけさうはすぇ くぇ ょっくは

╆ぇ こさけういたけょぇ きせ うきぇ 
くぇえ-さぇいかうつくう こさっょこけかけ-
あっくうは う くうすけ っょくぇ けそう-
ちうぇかくけ こさういくぇすぇ すっけさうは.
╄ょくぇ けす ゃかうはすっかくうすっ 

ゃっさしうう いぇ ゃないくうおゃぇくっ-
すけ くぇ こさぇいくうおぇ くぇ しきったぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し さっそけさきぇすぇ 
くぇ そさっくしおうはす おさぇか ╉ぇさか 
┶》 こさっい 1564 ゅ., おけえすけ 
ゃなゃっか ╂さっゅけさうぇくしおうは おぇ-
かっくょぇさ. ╃け ゃなゃっあょぇくっ-
すけ きせ ′けゃぇすぇ ゅけょうくぇ しっ 
けすぉっかはいゃぇかぇ くぇ 1 ぇこさうか, 
ぇ しかっょ さっそけさきぇすぇ - くぇ 1 
はくせぇさう. ╉けくしっさゃぇすうゃくけ 
くぇしすさけっくうすっ たけさぇ こさけ-
ょなかあぇゃぇかう ょぇ こさぇいくせゃぇす 
こけ しすぇさ しすうか う いぇすけゃぇ しっ 
こさっゃさなとぇかう ゃ けぉっおす くぇ 
くぇしきっておう う ぉうかう くぇさう-
つぇくう „ぇこさうかしおう ゅかせこちう”.                                                                                                   
╃させゅぇ こけこせかはさくぇ ゃっさしうは っ しゃなさいぇくぇ 
し こさけかっすくけすけ さぇゃくけょっくしすゃうっ う ゃさっ-
きっすけ くぇ ‶ぇしたぇ. 》けさぇすぇ せおさけすはゃぇかう 
こさけかっすくうすっ おぇこさういう くぇ こさうさけょぇすぇ 
しなし いぇおぇつおう う ゃっしっかう たさせきゃぇくうは, 
おぇすけ すさぇょうちうはすぇ しっ っ いぇこぇいうかぇ ょけ 
ょくっし.

‶なさゃう ぇこさうか こけ しゃっすぇ  

′ぇゃしはおなょっ こけ しゃっすぇ けす しすけかっすうは 
たけさぇすぇ こさぇいくせゃぇす こなさゃう ぇこさうか. ╁なゃ 
ゃしはおぇ しすさぇくぇ  ょっくはす くけしう しゃけえ くぇ-
ちうけくぇかっく おけかけさうす う しこっちうそうつっく たせ-
きけさ.
╁なゃ 《さぇくちうは すけいう いぇぉぇゃっく けぉう-

つぇえ う ょけしっゅぇ しっ くぇさうつぇ “┿こさうかしおぇ 
さうぉぇ”, いぇとけすけ こけ ゃさっきっすけ くぇ さっそけさ-
きうすっ くぇ ╉ぇさか ┶》 しかなくちっすけ しっ っ くぇきう-
さぇかけ ゃ しないゃっいょうっすけ [うぉう.
╁ [せしうは こなさゃけすけ きぇしけゃけ こなさゃけぇこ-

さうかしおけ さぇいうゅさぇゃぇくっ しっ しなしすけはかけ ゃ 
╋けしおゃぇ こさっい 1703 ゅ. ╂かぇてぇすぇう こさう-
おぇくうかう ゃしうつおう ょぇ ょけえょぇす くぇ „くっ-
つせゃぇくけ こさっょしすぇゃかっくうっ”. ┿ おけゅぇすけ ゃ 
せさっつっくうは つぇし いぇゃっしぇすぇ しっ けすゃけさうかぇ, 
さぇいおさうかぇ こさっょ いさうすっかうすっ ゅけかはき くぇょ-
こうし: „‶っさゃにえ ぇこさっかぬ – くうおけきせ くっ 
ゃっさぬ!”. ] すけゃぇ „くっつせゃぇくけすけ こさっょしすぇ-
ゃかっくうっ” こさうおかのつうかけ. ′ぇえ-ゅけかはきけすけ  
こさぇいくせゃぇくっ くぇ 1-ゃう ぇこさうか ゃ ょくってくけ 
ゃさっきっ っ ゃ ¨ょっしぇ, くぇさうつぇ しっ „ぃきけ-
さうくぇ”.
╁ ┿くゅかうは ゃ ╃っくは くぇ ゅかせこぇおぇ けす 

こけかせくけと ょけ けぉはょ しっ さぇいきっくはす てっゅう 
う いぇおぇつおう う すけいう, おけえすけ しっ “たゃぇ-
くっ”, ゅけ けぉはゃはゃぇす いぇ “ぇこさうかしおう ゅかせ-
こぇお”. ┿くゅかうえしおう っ ういさぇいなす „]ゃっ-
すなす っ けちっかはか, いぇとけすけ しっ っ しきはか”.                                                                                       
╁ ′けゃぇ ╆っかぇくょうは, ╇さかぇくょうは, ┿ゃしすさぇ-
かうは う ぃあくぇ ┿そさうおぇ てっゅけぉうえちうすっ しう 
せしすさけえゃぇす さぇいかうつくう おかけこおう ょけ けぉっょ. 
〈っいう, おけうすけ こさけょなかあぇす う しかっょ けぉっょ, 

すっ くぇさうつぇす しなとけ “ぇこさうかしおう ゅかせ-
こちう”.
╁ 【けすかぇくょうは こなさゃう ぇこさうか しっ 

こさぇいくせゃぇか ょゃぇ ょくう, おぇすけ こさっい ゃすけ-
さうは ょっく てっゅけぉうえちうすっ いぇおぇつぇす こけ 
ゅなさぉけゃっすっ くぇ たけさぇすぇ うさけくうつくう 
くぇょこうしう.
╁ 》けかぇくょうは くぇえ-こけこせかはさくぇすぇ いぇ-

おぇつおぇ っ ょぇ こけょぇさうて ぉさぇてくけ. ╆ぇ ょぇ 
くっ しすぇゃぇす けぉっおす くぇ こけょけぉくう いぇぉぇ-
ゃかっくうは, くはおけう しぇきう しう くぇょさぇしおゃぇす 
ゅなさぉけゃっすっ し すっぉってうさ  う たけょはす すぇおぇ 
こさっい ちっかうは ょっく, ぉっい ょぇ しっ けぉさなとぇす 
くぇ こけょきはすぇくうは.
╁ ╂っさきぇくうは う ┿ゃしすさうは しきはすぇす 1 

ぇこさうか いぇ くっとぇしすっく ょっく, ぇ たけさぇすぇ, 
さけょっくう くぇ すけいう ょっく, いぇ たけさぇ ぉっい 
おなしきっす. ]こけさっょ こさっょぇくうっすけ, ゃ すけいう 
ょっく ぉうか さけょっく ぃょぇ. ╁ しっかぇすぇ くっ 
さぇぉけすっかう, ぇ ゃないさぇしすくうすっ う ょっちぇすぇ 
しっ くぇょかなゅゃぇかう, こさぇとぇえおう しっ ゃいぇ-
うきくけ ょぇ ういこなかくはゃぇす くっういこなかくうきう 

いぇさなおう - くぇこさうきっさ, ょぇ おせこはす けす ぇこ-
すっおぇすぇ きぇし けす おけきぇさ.
╁なゃ 《うくかぇくょうは, いぇ ょぇ ょなさあぇす 

ょっちぇすぇ くぇしすさぇくぇ けす けこぇしくう しっか-
しおう ょっえくけしすう /きっかっくっ くぇ いなさくけ, 
おけかっくっ くぇ あうゃけすくう/, ゅう ういこさぇとぇ-
かう ょぇ ういこなかくはす てっゅけゃうすう こけさなつっ-
くうは: ょぇ ゃいっきぇす けす しなしっょぇ しすなおかっ-
くう くけあうちう, なゅかけきっさ いぇ すけさ う ょさ.                                                                                                            
╁ ぇいうぇすしおうすっ しすさぇくう こけ くけゃう-
くうすっ けぉはゃはゃぇす, つっ ぉぇくおうすっ さぇい-
ょぇゃぇす ぉっいかうたゃっくう おさっょうすう; つっ 
╄ゃっさっしす しっ っ しきぇかうか し 2 たうかはょう 
きっすさぇ; つっ しかぇょけかっょなす しっ こさっ-
すけこかは こさっょう おけくしせきぇちうは; つっ こけ 
ゃけょけこさけゃけょぇ こせしおぇす ぉうさぇ う す.く.                                                                                                                     
╁ ╀なかゅぇさうは, ゃ くぇさけょくぇすぇ くう すさぇょう-
ちうは, こさぇいくうおなす っ ういゃっしすっく こさっょう 
ゃしうつおけ おぇすけ ╃っく くぇ かなあぇすぇ. ‶けさぇ-
ょう こさけきっくかうゃけしすすぇ くぇ ぇこさうかしおけすけ 
ゃさっきっ, こさぇょっょうすっ くう くぇさうつぇかう ぇこ-
さうか ╊なあうすさっゃ うかう ╊なあおけ, すなえ おぇすけ 
すけこかうすっ ょくう こけょかなゅゃぇかう すさっゃぇすぇ 
ょぇ こけさぇしくっ, ぇ ゃくっいぇこくけ こけはゃはゃぇ-
とうはす しっ しすせょ は せくうとけあぇゃぇか. ╆ぇ-
すけゃぇ くぇ ‶なさゃう ぇこさうか しっ けさゅぇくういう-
さぇかう  さぇいかうつくう かなあけゃくう うゅさう. ¨す 
すけゅぇゃぇ くぇ すけいう ょっく こけょ そけさきぇすぇ くぇ 
てっゅう しっ おぇいゃぇす う うしすうくう. ╀なかゅぇさ-
しおぇ っ こけゅけゃけさおぇすぇ “╊なあぇすぇ ゃなさゃう 
くぇこさっょ, ぇ うしすうくぇすぇ – しかっょ くっは”.

′ぇえ-けこぇてぇすうすっ かなあう

]さっょ くぇえ-こけこせかはさくうすっ こなさゃけぇこ-
さうかしおう てっゅう しぇ さぇいかうつくう ぉっいしきうし-
かっくう こけさなつっくうは けす さけょぇ くぇ „′ぇ-
きっさう う きう ょけくっしう しかぇょなお けちっす!”, 
ういこさぇとぇくっすけ くぇ いぇぉかせあょぇゃぇとう 
っしっきっしう, そけすけさっこけさすぇあう いぇ かっすは-
とう こうくゅゃうくう うかう けそうちうぇかくう しなけぉ-
とっくうは いぇ: すなさあっしすゃっくぇ ちっさっきけくうは 
こけ ういきうゃぇくっすけ くぇ ぉっかうすっ かなゃけゃっ ゃ 

〈ぇせっさ, こぇょぇくっすけ くぇ おせかぇすぇ ゃ ‶ういぇ, 
こさういっきはゃぇくっすけ くぇ ′╊¨ ゃ ╊けくょけく, 
こさっきうくぇゃぇくっすけ おなき ょっしっすうつくぇ しうし-
すっきぇ いぇ ういきっさゃぇくっ くぇ ゃさっきっすけ う ょさ.
′ぇえ-ういゃっしすくうすっ けす すはた しぇ おかぇ-

しうそうちうさぇくう ゃ しこうしなおぇ くぇ 100-すっ 
こなさゃけぇこさうかしおう てっゅう くぇ ゃしうつ-
おう ゃさっきっくぇ. ╆ぇ すはた ┿きっさうおぇく-
しおうはす きせいっえ くぇ てっゅぇすぇ っ くぇ-
こさぇゃうか しこっちうぇかくぇ おかぇしぇちうは こけ 
くはおけかおけ おさうすっさうは, しさっょ おけうすけ 
しぇ こけこせかはさくけしすすぇ, くっかっこけしす-
すぇ う ぉさけはす くぇ ういきぇきっくうすっ たけさぇ.                                                                                 
╁ おかぇしぇちうはすぇ, くぇこさうきっさ, しぇ:                                                                                                         
【ゃっえちぇさちうすっ ぉっさぇす しこぇゅっすう 

こけ ょなさゃっすぇすぇ
‶さっい 1957 ゅ. ゃ すゃ てけせ くぇ ╀う ╀う 

]う っ けぉはゃっくけ, つっ ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ きっおぇすぇ いうきぇ う くぇ くけゃ たうきうおぇか 
てゃっょしおう そっさきっさ っ せしこはか ょぇ こさう-
ぉっさっ けす „しこぇゅっすっくうすっ” しう ょなさゃっすぇ 
こさっおさぇしくぇ さっおけかすぇ. ]なけぉとっくうっ-

すけ こさっょういゃうおぇかけ 
けゅさけきっく けすいゃせお せ 
たけさぇすぇ /てゃっえちぇ-
さちうすっ しう おせこせゃぇかう 
しこぇゅっすう ゃ ょけきぇすっく 
しけし ゃ おせすうう う くっ 
いくぇっかう おぇお しっ „けす-
ゅかっあょぇす”/. ╋くけゅけ 
たけさぇ しっ けぉぇょうかう ゃ 
さっょぇおちうはすぇ, いぇ ょぇ 
こけこうすぇす おぇお ょぇ しう 
けすゅかっょぇす ょなさゃけ いぇ 
しこぇゅっすう ゃ ょゃけさぇ. 
╃させゅう くはおけかおけ たう-
かはょう こなお いゃなくくぇ-
かう, いぇ ょぇ „けこさけゃっさ-
ゅぇはす” こけおぇいぇくけすけ ゃ 
さっこけさすぇあぇ, つっ しこぇ-
ゅっすうすっ さぇしすぇす ゃっさ-
すうおぇかくけ, すなえ おぇすけ 
すっ しなし しうゅせさくけしす 
いくぇっかう, つっ さぇしすぇす 
たけさういけくすぇかくけ.
『ゃっすくぇ すっかっゃう-

いうは ゃ 【ゃっちうは し 
くぇえかけく.
′ぇ 1 ぇこさうか 1962 ゅ. こけ っょうくしすゃっ-

くうは つっさくけ-ぉはか すゃ おぇくぇか ゃ しすさぇくぇ-
すぇ しっ こけはゃうか ういゃっしすっく っおしこっさす, 
おけえすけ こさっょしすぇゃうか さっゃけかのちうけくくけ 
„ういけぉさっすっくうっ”, し おけっすけ いさうすっかうすっ 
きけゅぇす ょぇ こさっくぇしすさけはす すっかっゃういけさう-
すっ しう いぇ ちゃっすくけ ういかなつゃぇくっ, しぇきけ 
おぇすけ こけしすぇゃはす くぇえかけく ゃなさたせ っお-
さぇくぇ. 》けさぇすぇ きぇしけゃけ たせおくぇかう ょぇ 
すなさしはす こけ きぇゅぇいうくうすっ きぇゅうつっしおうは 
くぇえかけく. ‶なさゃけすけ ちゃっすくけ こさっょぇゃぇ-
くっ ゃ 【ゃっちうは っ ういかなつっくけ くぇ 1-ゃう 
ぇこさうか 1970 ゅ.
╁ ┿かぇぉぇきぇ つうしかけすけ ‶う しすぇゃぇ 3,0
‶さっい 1998 ゅ. ゃ ┿かぇぉぇきぇ ういかはいなか 

ゃっしすくうお, おけえすけ しなけぉとうか, つっ ゃ とぇすぇ 
っ ゅかぇしせゃぇくけ さってっくうっ ょぇ しっ こさけきっ-
くう しすけえくけしすすぇ くぇ つうしかけすけ ‶う う けす 
3,14 ょぇ しすぇくっ おさなゅかけすけ 3,0. ′けゃう-
くぇすぇ ぉうかぇ さぇいこさけしすさぇくっくぇ う つさっい 
うくすっさくっす う ゃないきせすうかぇ きくけゅけ たけさぇ.
》ぇきぉせさゅっさ いぇ かっゃうつぇさう 

‶さっい 1998 ゅ. ゃっさうゅぇすぇ いぇ ぉなさいけ 
たさぇくっくっ “╀なさゅなさ ╉うくゅ” しなけぉとぇゃぇ, 
つっ ゃ きっくのすけ え うきぇ くけゃ しぇくょゃうつ, 
くぇこさぇゃっく しこっちうぇかくけ いぇ かっゃうつぇさう, 
すなえ おぇすけ しぇきけ ゃ ┿きっさうおぇ すっ しぇ 32 
きうかうけくぇ. 》ぇきぉせさゅっさなす っ しなとうはす, 
くけ いぇ せょけぉしすゃけ ゃしうつおうすっ きせ しなし-
すぇゃおう – おっすつせこ, おさぇしすぇゃうつおうすっ, 
きぇさせかはすぇ しぇ けぉなさくぇすう くぇ 180 ゅさぇ-
ょせしぇ. ╁なこさっおう つっ けとっ くぇ 2 ぇこさうか 
いぇゃっょっくうっすけ こせしくぇかけ こさっししなけぉとっ-
くうっ いぇ てっゅぇすぇ, たうかはょう かっゃうつぇさう しう 
こけさなつゃぇかう しこっちうぇかくうは しぇくょゃうつ.
′ぇきぇかっくぇ ゅさぇゃうすぇちうは
′ぇ 1 ぇこさうか 1976 ゅ. ぉさうすぇくしおうはす 

ぇしすさけくけき ‶ぇすさうお ╋せさ いぇはゃはゃぇ こけ 
╀う ╀う ]う, つっ ゃ 9,47 つ. たけさぇすぇ とっ 
しすぇくぇす しゃうょっすっかう くぇ ういおかのつうすっか-
くけ さはょおけ ぇしすさけくけきうつっしおけ はゃかっくうっ 

- こかぇくっすぇすぇ ‶かせすけく とっ きうくっ いぇょ ぃこうすっさ う 
とっ こけさけょう ゅさぇゃうすぇちうけくくぇ ぇくけきぇかうは, ゃしかっょ-
しすゃうっ くぇ おけはすけ いっきくけすけ こさうすっゅかはくっ とっ けす-
しかぇぉくっ. ╋せさ せゃっょけきうか しかせてぇすっかうすっ, つっ, ぇおけ 
すけつくけ ゃ すけいう きけきっくす こけょしおけつぇす ゃなゃ ゃないょせたぇ, 
とっ ういこうすぇす くっこけょけいうさぇくぇ かっおけすぇ. ╁ 9,48 つ. 
しすけすうちう たけさぇ ゃっつっ いゃなくっかう ゃ さぇょうけすけ, いぇ ょぇ 
しなけぉとはす, つっ しぇ ういこうすぇかう すけゃぇ くっけぉうおくけゃっくけ 
せしっとぇくっ. ╄ょくぇ あっくぇ ょけさう いぇはゃうかぇ, つっ すは う 
くっえくうすっ こさうはすっかおう しっ ういょうゅくぇかう ゃなゃ ゃないょせ-
たぇ くぇょ そけすぬけえかうすっ しう.

╉けは っ ょけぉさぇすぇ かなあぇ?

╇しすうくしおう ょけぉさぇすぇ かなあぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ たっき 
しすさぇくくぇ, たっき ょけしすけゃっさくぇ, おぇいゃぇ ┿かっおし ╀ぬけい, 
せさっょくうお くぇ ╋せいっは くぇ かなあぇすぇ ゃ ]ぇく ╃うっゅけ, 
╉ぇかうそけさくうは. ]こけさっょ くっゅけ, すは すさはぉゃぇ ょぇ しな-
ょなさあぇ くはおぇおゃう こけいくぇすう そぇおすう, ょぇ っ くぇこなかくけ 
ゃないきけあくぇ, きぇおぇさ う ょけしすぇ けしけぉっくぇ, う こけ けし-
すさけせきっく くぇつうく ょぇ くう こけょうゅさぇっ かっおけ, すぇおぇ, 
つっ ょぇ しっ すせこくっき こけ ゅかぇゃぇすぇ. ╇いきうしかはくっすけ くぇ 
かなあぇ, おけはすけ ょぇ たゃぇくっ こせぉかうおぇすぇ くぇ ゃなょうちぇ-
すぇ しう, くっ っ かっしくぇ さぇぉけすぇ, おぇいゃぇ けとっ せさっょくう-
おなす, おけえすけ こけょょなさあぇ う しぇえすぇ くぇ きせいっは.
╇しすうくしおうすっ きぇえしすけさう しぇ きぇかおけ.
] ぇくぇかうい くぇ ういおせしすゃけすけ くぇ かなあぇすぇ しぇ しっ いぇ-

くうきぇゃぇかう しっさうけいくう きけいなちう. 【っそなす くぇ さぇい-
せいくぇゃぇくっすけ くぇ ぉさうすぇくしおうすっ ╁╁] こけ ゃさっきっ くぇ 
╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ [っょあうくぇかょ ╃あけせくし 
しっ いぇくうきぇゃぇか せしうかっくけ し そけさきせかうさぇくっ くぇ 
ょっそうくうちうは いぇ こっさそっおすくぇすぇ こなさゃけぇこさうかしおぇ 
かなあぇ.〈ぇおぇ しすうゅくぇか ょけ そせくょぇきっくすぇかくうは うい-
ゃけょ: ╃けしすけゃっさくぇすぇ かなあぇ っ さぇゃくぇ くぇ こけょゃっあ-
ょぇくっ こかのし けぉなさおゃぇくっ.                                                                               
╃けぉさぇすぇ こなさゃけぇこさうかしおぇ かなあぇ すさはぉゃぇ ょぇ 

けすゅけゃぇさは くぇ けとっ っょくけ せしかけゃうっ – ょぇ くっ くぇさぇ-
くはゃぇ くうおけゅけ!

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ゃないきけあくけ, いぇ ょぇ しっ いぇこぇいはす たけさぇすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, ぉぇかぇくしうさぇ 
しっ つうしかっくけしすすぇ くぇ いぇっすうすっ ゃ いぇゃうしうきけしす けす こけさなつおうすっ すぇおぇ, つっ 
„う ゃなかおなす ょぇ っ しうす, う ぇゅくっすけ ちはかけ”, いぇとけすけ しう ょぇゃぇきっ しきっすおぇ, つっ 
くっ きけあっき ょぇ ういゃぇょうき くぇ せかうちぇすぇ くぇゃっょくなあ 1000 ょせてう”. 

あうすっかう; ゃ すなさゅけゃうはすぇ - し くっいぇっすう  1 200  きっしすぇ, う  ゃ ょなさあぇゃくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは, おなょっすけ 
うきぇ くせあょぇ けす 1 000 ゃうしけおけおゃぇかうそうちうさぇくう しこっちうぇかうしすう. ‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ さぇいさってっ-
くうっ いぇ さぇぉけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは しぇ こけかせつうかう ぉかういけ 600 つせあょっくちう.

╀かういけ 4 きうかうけくぇ かっゃぇ しぇ こけしすなこうかう けす さぇいかうつくう けぉ-
とうくしおう すぇおしう ゃ けぉとうくしおうは ぉのょあっす くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 

きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ¨すつっすなす いぇ おぇしけゃけすけ ういこなかくっくうっ くぇ ぉの-

ょあっすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 2012 ゅけょうくぇ, こさうっす くぇ こけ-
しかっょくけすけ いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ.  
‶けしすなこかっくうはすぇ けす けぉとうくしおう すぇおしう しぇ くぇ こさぇおすうおぇ 58% 

けす けぉとうは さぇいきっさ くぇ くっょぇくなつくうすっ こさうたけょう ゃ ぉのょあっすぇ, 
おけうすけ いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ 6 793 129 かゃ. 〉ゃっかうつっくうっすけ 
うき っ し 811 たうかはょう かっゃぇ しこさはきけ 2011 ゅけょうくぇ.
‶けゃっつっ こぇさう しぇ しなぉさぇくう いぇ きっしすくぇすぇ たぇいくぇ こさっい きうくぇ-

かぇすぇ ゅけょうくぇ う けす うきせとっしすゃっくう ょぇくなちう - 3 748 037 かっゃぇ, 
おぇすけ せゃっかうつっくうっすけ しこさはきけ 2011 ゅけょうくぇ っ し 382 たうかはょう 
かっゃぇ. ‶けょけぉくぇ っ しうすせぇちうはすぇ う し こぇさうすっ けす ょぇくなお ╋‶] - 1 
484 555 かっゃぇ, せゃっかうつっくうっすけ っ けす 144 たうかはょう かっゃぇ. 
‶け-きぇかおけ しぇ ぉうかう こけしすなこかっくうはすぇ けす こぇすっくすくうは ょぇくなお, 

こかぇとぇく くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお - しなぉさぇくう 
しぇ 156 たうかはょう 814 かっゃぇ. ′うとけあくぇ っ しせきぇすぇ, しなぉさぇくぇ う けす 
すせさうしすうつっしおう ょぇくなお - 41 069 かっゃぇ. 
‶け-きぇかおけ しぇ しなぉさぇくうすっ こぇさう う けす こさうたけょう けす こさけょぇあぉう 

くぇ けぉとうくしおけ うきせとっしすゃけ - 1きかく. 557 たうかはょう 155 かっゃぇ. 
]せきぇすぇ っ しなし 770 たうかはょう かっゃぇ こけ-きぇかおけ けす こさうたけょうすっ 
ゅけょうくぇ こけ-さぇくけ. ‶け-きぇかおけ しぇ こけしすなこかっくうはすぇ う けす そけくょ 
„‶さうゃぇすういぇちうは“ - 101 800 かっゃぇ, こさう ういゃなさてっくう さぇいたけょう 
いぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 129 549 かっゃぇ.
] ぉかういけ きうかうけく こけゃっつっ - 811 たうかはょう かっゃぇ, しぇ しなぉさぇくう 

こさっい 2012 ゅけょうくぇ しこさはきけ こさっょたけょくぇすぇ けす すぇおしぇ ぉうすけゃう 
けすこぇょなちう. ╁ けぉとうくしおぇすぇ たぇいくぇ いぇ ういきうくぇかうすっ 12 きっしっちぇ 
こけ すけゃぇ こっさけ しぇ ゃかっいかう 2 きかく. 394 たうか. 704 かっゃぇ. ¨す ゅかけ-
ぉう, しぇくおちうう, くぇおぇいぇすっかくう かうたゃう ゃ たぇいくぇすぇ しぇ こけしすなこうかう 
95 たうかはょう 469 かっゃぇ. 
‶けしすなこかっくうはすぇ けす ょぇさっくうは こさっい 2012 ゅけょうくぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお しぇ 249 たうかはょう 907 かっゃぇ. ¨す すぇおしぇ „おせつっ“ - っょゃぇ 
2 698 かっゃぇ, ぇ けす すぇおしぇ いぇ ゅさけぉくう きっしすぇ - しなぉさぇくうすっ こぇさう 
しぇ 16 306 かっゃぇ.
¨す けすつっすぇ いぇ おぇしけゃけすけ ういこなかくっくうっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ ̈ ぉとう-

くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しすぇくぇ はしくけ, つっ ちっかっゃぇすぇ 
しせぉしうょうは いぇ おぇこうすぇかけゃう さぇいたけょう っ せしゃけっくぇ くぇ 100%, すけか-
おけゃぇ っ せしゃけっくぇすぇ しせぉしうょうは う いぇ そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ ょっかっ-
ゅうさぇくうすっ けす ょなさあぇゃぇすぇ ょっえくけしすう.

ゅけょうくう けす しゃけは あうゃけす すけえ っ こけしゃっすうか くぇ ういせつぇゃぇくっすけ くぇ  すゃけさつっしすゃけすけ くぇ ゅけかっきうは ぉなか-
ゅぇさしおう こうしぇすっか. ] くっうきけゃっさっく すさせょ う せこけさうすぇ ういしかっょけゃぇすっかしおぇ ょっえくけしす ‶っくぬけ 〈っさいうっゃ っ 
すなさしうか ゃしうつおう ゃないきけあくう ういすけつくうちう, こさっゅかっょぇか っ ちっかうは こっさうけょうつっく こっつぇす, いぇ ょぇ けすおさうっ 
ゃしうつおう こせぉかうおせゃぇくう ゃなゃ ゃさっきっすけ こさけういゃっょっくうは くぇ 』せょけきうさ. 
〈うさぇあなす くぇ せくうおぇかくうすっ 6 すけきぇ し すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 』せょけきうさ っ 500 ぉさけは, おぇすけ ちっくぇすぇ くぇ 

こなかくうは おけきこかっおす おくうゅう っ 120 かっゃぇ. 25 たうかはょう かっゃぇ っ けしうゅせさうかぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ 
ゃうょはす おくうゅうすっ ぉはか しゃはす. 
]ぇきけ こさっょう ょっく  ぉっ こさっょしすぇゃっくぇ けとっ っょくぇ おくうゅぇ くぇ 』せょけきうさ - し すゃけさぉう, こけしゃっすっくう くぇ 

あっくぇすぇ - “╅っくぇすぇ ぉっ, あっくぇすぇ”. 
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

За хубави години, късмет, здраве 

и щастие почерпиха в деня на 

пролетното равноденствие двама 

рожденици от Завод 1 на „Арсенал”.

 На прекрасните 28 стана 

дипломираният магистър 

от Пловдивския технически 

университет, оръжейният 

специалист и докторант на 

„Арсенал”

Галя Здравчева
от отдел Технологичен на Завод 1.

Рожденик през март бе и

Живко Василев 
 шлосер от цех 240 на Завод 1.

Още много споделени прекрасни 

житейски пролети! 

                                                                                                  
От колеги и приятели


