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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13,
e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12;
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

╇きっ:

〈っけょけさぇ            
╂ぇきうてっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, 
╆ぇゃけょ 5/132,     
¨こっさぇすけさ 『‶〉

╂けょうくう: 33

╆けょうは: ╁っいくう

》けぉう: ]こけさす

╉けゅぇすけ すう っ 
すさせょくけ?

- 》けょは くぇ こけつうゃ-
おぇ.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ╁しうつおう, おけうすけ 
きっ けぉうつぇす.
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′っょけしすうゅ くぇ くぇょ 20 000 しけそすせっさくう しこっちうぇかうしすう 
とっ うきぇ ゃ しすさぇくぇすぇ くう しぇきけ しかっょ ょゃっ ゅけょうくう. 

〈けゃぇ しけつぇす こさけゅくけいうすっ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは 
くぇ しけそすせっさくうすっ おけきこぇくうう (╀┿]╉¨╋). 〈けいう ういゃけょ 
くぇこさぇゃうたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╇〈 うくょせしすさうはすぇ, こさっ-
こけょぇゃぇすっかう う っおしこっさすう けす こさけしゃっすくけすけ きうくうしすっさ-
しすゃけ, おけうすけ しっ しなぉさぇたぇ ゃ おさぇは くぇ きぇさす ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす くぇ おさなゅかぇ きぇしぇ, くぇ おけはすけ けぉしなょうたぇ くっ-
けぉたけょうきうすっ さっそけさきう ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, いぇ ょぇ さってぇす 
こさけぉかっきうすっ し ょっそうちうすぇ くぇ けぉせつっくう おぇょさう いぇ くせあ-
ょうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは. ]こけさっょ ぉういくっしきっ-
くうすっ けす しけそすせっさくうは ぉさぇくて, ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ 
うきぇかけ くせあょぇ けす しこってくぇ さっそけさきぇ, いぇ ょぇ しっ こさっけ-
ょけかっっ くっょけしすうゅなす くぇ ╇〈 しこっちうぇかうしすう せ くぇし. ‶けょけぉ-
くけ っ こけかけあっくうっすけ う し うくあっくっさくうすっ  しこっちうぇかくけしすう 
いぇ  すっあおぇすぇ うくょせしすさうは, さけぉけすうおぇすぇ, っかっおすさけくうおぇすぇ. 
╀さぇくてけゃうすっ けさゅぇくういぇちうう しぇ こさっしきっすくぇかう, つっ ゃせ-
いけゃっすっ せ くぇし すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつくぇす ょぇ こさけういゃっあょぇす 

┿さけゅぇくすくぇすぇ ╉ぇすさうく. 〈けゃぇ こさけ-
いゃうとっ ぇおすさうしぇすぇ こけかせつぇゃぇ, すなえ おぇすけ 
さぇいぉうゃぇ こさっょしすぇゃうすっ いぇ たけかうゃせょしおぇ 
ぇおすさうしぇ - しかぇょおぇ, かっおけ ゅかせこけゃぇすぇ させ-
しけおけしぇ しっおしぉけきぉぇ. 〈は っ ういゃっしすくぇ しなし 
しゃけっすけ けしすさけせきうっ, し くっいぇゃうしうきけしすすぇ う 
っかっゅぇくすくけしすすぇ しう, おぇおすけ う し “すゃなさょっ” 
ゃうしけおうは しう, しこけさっょ すけゅぇゃぇてくうすっ さぇい-
ぉうさぇくうは, さなしす - 1,71 しき. ‶けいゃけかはゃぇ 
しう ょぇ しっ こけはゃはゃぇ ぉっい ゅさうき, くっぉさっあくけ 

けぉかっつっくぇ, し こぇくすぇかけくう う しぇおぇ し きなあおぇ 
おさけえおぇ. ╇きぇ たぇこかうゃ っいうお, しゃけっくさぇゃくぇ 
っ う くっ しっ しなけぉさぇいはゃぇ し こさぇゃうかぇすぇ: “╃ぇ 
しこぇいゃぇて ゃしうつおう こさぇゃうかぇ, けいくぇつぇゃぇ 
ょぇ しっ かうてうて けす ゃしうつおう せょけゃけかしすゃうは”. 
[はいおぇ う ゅさせぉぇ っ, おけゅぇすけ くぇゃかういぇす  ゃ 
かうつくけすけ え こさけしすさぇくしすゃけ. ¨すおぇいゃぇ ぇゃ-
すけゅさぇそう, ょなさあう しっ こさっくっぉさっあうすっか-
くけ し あせさくぇかうしすうすっ う ゅう いぇぉかせあょぇゃぇ し 
くっゃっさくう うかう こさけすうゃけさっつうゃう そぇおすう いぇ 
しっぉっ しう: “′っ きっ うくすっさっしせゃぇ おぇおゃけ こう-
てぇす いぇ きっく, しすうゅぇ ょぇ くっ っ うしすうくぇすぇ.”                                                                                                                                    
╉さぇえくぇすぇ しう さぇいおさっこけしすっくけしす う しぇ-

きけせゃっさっくけしす ╉ぇすさうく ょなかあう くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ しう. ╀ぇとぇ え ぉうか ういゃっしすっく せさけかけゅ, 
こさけゃっあょぇか さぇいはしくうすっかくう おぇきこぇくうう いぇ 
こさっょこぇいゃぇくっ けす ゃっくっさうつっしおう ぉけかっしすう 

ゃなゃ ゃさっきっ, おけゅぇすけ くうおけえ くっ しきっっか ょぇ 
ゅけゃけさう いぇ すっいう くっとぇ こせぉかうつくけ. ╋ぇえ-
おぇ え ぉうかぇ ぉけさぉっくぇ そっきうくうしすおぇ, おけは-
すけ ゃけょうかぇ きぇかおぇすぇ ╉ぇすさうく こけ きうすうく-
ゅう. [けょうすっかうすっ こけけとさはゃぇかう てっしすすっ 
しう ょっちぇ ょぇ ぉなょぇす つっしすくう う けすおさけゃっくう 
う ゃうくぇゅう ょぇ けすしすけはゃぇす きくっくうっすけ しう.                                                                                                                                 
╉ぇすさうく う きうかうぇさょっさうすっ. ′ぇ 21 

ゅ. 》っこぉなさく しっ けきなあゃぇ いぇ ぉういくっしきっ-
くぇ ╊なょかけせ ¨ゅょなく ]きうす. 〈けいう っ っょうく-

しすゃっくうはす え ぉさぇお. 〈けえ くっ ゃなさゃう ょけ-
ぉさっ, くけ こさけょなかあぇゃぇ 6 ゅけょうくう, くはきぇす 
ょっちぇ. [ぇいゃっあょぇす しっ ょゃぇ こなすう. ╉ぇすさうく 
っ こさういくぇすっかくぇ くぇ ぉうゃてうは しう しなこさせゅ 
いぇ きけさぇかくぇすぇ う そうくぇくしけゃぇ こけきけと ゃ 
さぇくくぇすぇ え おぇさうっさぇ.
]なし しゃぇすぉうすっ っ こさうおかのつっくけ, 》っ-

こぉなさく くっ ゃはさゃぇ ゃ ぉさぇおぇ: “┿おけ うしおぇて 
ょぇ あっさすゃぇて ゃないたうとっくうっすけ くぇ きくけゅけ 
きなあっ いぇさぇょう おさうすうつくけしすすぇ くぇ っょうく - 
すけゅぇゃぇ しっ けきなあう.”. ]かっょゃぇ 4-ゅけょうて-
くぇ かのぉけゃ し きうかうぇさょっさぇ 》ぇせなさょ 》のい. 
╇しすけさうはすぇ  うき っ こさっしないょぇょっくぇ けす ╊っ-
けくぇさょけ ょう ╉ぇこさうけ う ╉っえす ╀かぇくてっす 
- し “¨しおぇさ” いぇ さけかはすぇ しう, ゃなゃ そうかきぇ 
“┿ゃうぇすけさなす”.                                            
]こっくしなさ 〈さっえしう. 〈けえ っ くぇえ-こけこせ-

かはさくうはす おうくけゅっさけえ くぇ ┿きっさうおぇ, きかぇょ 
うさかぇくょしおう ぉけたっき, しきっくうか 15 せつうかう-
とぇ, あっくっく いぇ ぇおすさうしぇ – ╊せうい, し おけはすけ 
うきぇす ょなとっさは う しうく, ゅかせた こけ さけあょっ-
くうっ. 〈けゃぇ っ こさうつうくぇすぇ ぇおすぬけさなす ょぇ くっ 
しっ さぇいゃっょっ, くっとけ, おなき おけっすけ ╉ぇすさうく 
しっ けすくぇしは し さぇいぉうさぇくっ. ╆ぇすけゃぇ ょゃぇきぇ-
すぇ しぇ ういおかのつすっかくけ ょうしおさっすくう う ょなかゅけ 
ゃさっきっ けすさうつぇす うくすうきくうすっ しう けすくけ-
てっくうは. ╃なかゅうすっ きせ いぇこけう う かのぉけゃくう 
こけたけあょっくうは しっ さっょせゃぇす し こっさうけょう くぇ 
つせょけゃうとくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす: 〈さっえ-
しう うゅさぇっ おぇすけ かせょ, こさうっきぇ ょけさう う 
くぇえ-きぇかおうすっ さけかう. ╆ぇぉっかはいゃぇす ゅけ くぇ 
╀さけょせっえ う ゃ 》けかうゃせょ, こけかせつぇゃぇ ょゃぇ 
こなすう „¨しおぇさ“.
′はきぇ くっとけ, おけっすけ くっ ぉうた くぇこさぇ

ゃうかぇ いぇ くっゅけ, こうてっ いぇ ゅけかはきぇすぇ しう 
かのぉけゃ ぇおすさうしぇすぇ: “╇きぇた しなゃなさてっくけ 
しなあうすっかしすゃけ し きなあぇ くぇ きなあっすっ. 〈けえ 
っ しおぇかぇ う いぇおさうかぇ.”. ╁さないおぇすぇ うき こさけ-
ょなかあぇゃぇ 27 ゅけょうくう – ょけ しきなさすすぇ くぇ 
〈さっえしう. ╆ぇこけいくぇゃぇす しっ こけ ゃさっきっ くぇ 
しくうきおうすっ くぇ „╅っくぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ” こさっい 
1941 ゅ. 〈は - くぇ 35, すけえ - くぇ 42. ╉ぇすさうく 
しっ けこぇしはゃぇかぇ, つっ っ すゃなさょっ ゃうしけおぇ いぇ 
っおさぇくくうは しう こぇさすくぬけさ, ぇ すけえ しきはすぇか, 
つっ しぇ こさっおぇかっくけ さぇいかうつくう. ╆ぇ さぇい-
かうおぇ けす くっゅけ, すは ういさぇしすゃぇ ゃ さぇいおけて 
う こけかせつぇゃぇ ぉかっしすはとけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 
¨おしそけさょ. 
》っこぉなさく う 〈さっえしう しすぇゃぇす っょくぇ けす 

くぇえ-こけこせかはさくうすっ ょゃけえおう, おぇおすけ ゃ あう-
ゃけすぇ, すぇおぇ う くぇ っおさぇくぇ. ]くうきぇす いぇっょ-
くけ 9 そうかきぇ, いぇ くぇえ-ょけぉさうは しっ しきはすぇ 
„[っぉさけ ┿ょぇきけゃけ”. ╁さないおぇすぇ うき こさけ-
ょなかあぇゃぇ ぉっいきっすっあくけ, くけ つっしすけ うきぇ 
すっあおう こっさうけょう, こさっい おけうすけ し くっえくぇ 
こけきけと すけえ しっ ぉけさう し ょっこさっしうはすぇ う 
ぇかおけたけかぇ. 
‶さっい 1965 ゅ. 〈さっえしう っ けこっさうさぇく, 

あうゃけすなす きせ っ くぇ おけしなき. ╂けかっきうすっ 
ゃっしすくうちう しぇ ゅけすけゃう し くっおさけかけいうすっ, いぇ 
ょぇ くっ ゅう ういくっくぇょぇ ゃくっいぇこくぇすぇ しきなさす 
くぇ ゃっかうおうは ぇさすうしす. ′け いぇっょくけ し  ╉ぇす-
さうく すけえ いぇこけつゃぇ しくうきおうすっ くぇ „‶けいくぇえ 
おけえ とっ ょけえょっ くぇ ゃっつっさは” – し 10 くけ-
きうくぇちうう いぇ „¨しおぇさ”. ′ぇ しくうきぇつくぇすぇ 
こかけとぇょおぇ こけしすけはくくけ ょっあせさはす かっおぇ-
さう. 〈さっえしう せきうさぇ ょゃっ しっょきうちう しかっょ 
しくうきおうすっ. ¨す せゃぇあっくうっ おなき ぉかういおうすっ 
きせ ╉ぇすさうく くっ こさうしなしすゃぇ くぇ こけゅさっぉっ-
くうっすけ. ╄ょゃぇ しかっょ しきなさすすぇ きせ ぇおすさう-
しぇすぇ さぇいおさうゃぇ こさっょ しゃっすぇ うしすうくぇすぇ 
いぇ ょゃぇきぇすぇ ゃ おくうゅぇすぇ しう “]こっくしなさ う 
╉ぇすさうく: うくすうきくう しこけきっくう”.                                                                                   
┿おすぬけさしすゃけすけ っ こさけしすけ けつぇおゃぇ

くっ くぇ すけさすぇ し おさっき, しこけょっかは ╉ぇすさうく 

╄くっさゅうつくけすけ たけょっくっ う ぉはゅぇくっすけ きけゅぇす ょぇ くぇきぇかはす さうしおぇ 
けす たうこっさすけくうは う ょうぇぉっす. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ういしかっょゃぇくっ くぇ 

ぇきっさうおぇくしおう せつっくう, こせぉかうおせゃぇくけ くぇしおけさけ ゃ きっょうちうくしおうは 
あせさくぇか Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 
╇いしかっょけゃぇすっかうすっ けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは „╊けせさなくし“ 
ゃ ╀なさおかう しぇ ういせつうかう ょぇくくうすっ いぇ いょさぇゃっすけ くぇ くぇょ 33 000 
ぉっゅぇつう う 15 たうかはょう ょせてう, いぇくうきぇゃぇとう しっ しなし しこけさすくけ たけ-
ょっくっ. 〉つっくうすっ しぇ けすおさうかう, つっ っくっさゅうはすぇ, ういさぇいたけょゃぇくぇ こさう 
たけょっくっ しなし しさっょくぇ うくすっくいうゃくけしす うかう っくっさゅうつくけ ぉはゅぇくっ, 
ゃけょはす ょけ しなおさぇとぇゃぇくっ くぇ さうしおぇ けす たうこっさすけくうは, ょうぇぉっす う 
うしたっきうつくぇ ぉけかっしす くぇ しなさちっすけ, くぇきぇかはゃぇす ゃうしけおうすっ しすけえくけ-
しすう くぇ たけかっしすっさうくぇ.
〈っ しぇ せしすぇくけゃうかう, つっ こさう ぉはゅぇくっ さうしおなす けす たうこっさすけくうは 

くぇきぇかはゃぇ し 4,2%, ぇ こさう たけょっくっ - しなし 7,2%. ╁ おさなゃすぇ くぇ ぉっ-
ゅぇつうすっ ゃうしけおうはす たけかっしすっさうく しっ しさっとぇ し 4,2% こけ-きぇかおけ, ぇ 
こさう かのぉうすっかう くぇ たけょっくっすけ - しなし 7% こけ-きぇかおけ ゃ しさぇゃくっくうっ 
し けしすぇくぇかうすっ たけさぇ. ╀はゅぇくっすけ しなおさぇとぇゃぇ さうしおぇ けす ょうぇぉっす し 
12,1%, ぇ たけょっくっすけ し 12,3%. [うしおなす けす さぇいゃうすうっ くぇ うしたっ-
きうつくぇすぇ ぉけかっしす しっ しなおさぇとぇゃぇ しなけすゃっすくけ し 4,5% う 9,3%.

こさうあうゃっ. «╋けあぇた しぇきけ すさう こなすう ょぇ こけ-
つせゃしすゃぇき, つっ ょっえしすゃうすっかくけ しっ しこさぇゃはき 
おぇすけ ぇおすさうしぇ. ′っ しきはすぇき, つっ しなき さっぇ-
かういうさぇかぇ ゃしうつおけ, くぇ おけっすけ しなき ぉうかぇ 
しこけしけぉくぇ. 〈けゃぇ っ けすゃさぇすうすっかくけ. ‶け-ゃぇ-
あっく っ あうゃけすなす.”
》っこぉなさく っ さぇゃくけしすけえくぇ こぇさすくぬけさおぇ 

う くぇ ょさせゅう ゃっかうおう ぇおすぬけさう: 》なきそさう 
╀けゅぇさす - ゃ „┿そさうおぇくしおぇすぇ おさぇかうちぇ”, こけ 

ゃさっきっ くぇ しくうきおうすっ ゃ ┿そさうおぇ すは いぇっょくけ 
し ちっかうは っおうこ しっ さぇいぉけかはゃぇ けす ょういっくすっ-
さうは う きぇかぇさうは. 20 ゅ. こけ-おなしくけ くぇこうしゃぇ 
こなさゃぇすぇ しう おくうゅぇ “╉ぇお しっ しくうきぇ “┿そ-
さうおぇくしおぇすぇ おさぇかうちぇ”. ╇ゅさぇっ し ‶うすなさ 
¨’〈せせか ゃ „╊なゃなす こさっい いうきぇすぇ”, ぇ ゃっつっ 
くぇ こさっおかけくくぇ ゃないさぇしす こぇさすくうさぇ ゃっかう-
おけかっこくけ くぇ 》っくさう 《けくょぇ ゃ „╉さぇえ いかぇす-
くけすけ っいっさけ”.
′っ しっ しすさぇたせゃぇき けす ょさせゅうは しゃはす.

′っ しっ ぉけは けす ぇょぇ, きぇおぇさ う ょぇ くっ けつ-
ぇおゃぇき ょぇ ゃうょは さぇは, おぇいゃぇ ╉ぇすさうく 》っ-
こぉなさく, つうえすけ こけしかっょっく そうかき っ “╊のぉけ-
ゃっく さけきぇく” – 1994 ゅ. ‶さっょう すけゃぇ ういかういぇ 
ぉっしすしっかなさなす え し ゅけさょけすけ いぇゅかぇゃうっ „┿い”.                                                                                
〈は しっ けすすっゅかは けす おうくけすけ う しゃっすしおうすっ 
ういはゃう いぇさぇょう いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっ-
きう - しすさぇょぇ けす ‶ぇさおうくしけく. ╁なこさっ-
おう しすぇさけしすすぇ う ぉけかっしすうすっ, いぇこぇいゃぇ 
あういくっさぇょけしすくうは しう ょせた: “]きなさすすぇ 
とっ ぉなょっ けぉかっおつっくうっ. ╉さぇえ くぇ うく-
すっさゃのすぇすぇ.” ╁ しなとけすけ ゃさっきっ けしすぇゃぇ 
ゃはさくぇ くぇ しっぉっ しう う くぇ そうかけしけそしおけ-
すけ しう けすくけてっくうっ おなき ゃしうつおけ くぇ すけいう 
しゃはす: “┿い いくぇき, つっ くはきぇ ょぇ ういつっいくぇ”.                                                                                                                       
╁っかうおぇすぇ ぇおすさうしぇ せきうさぇ こさっい 2003 ゅ. 
くぇ 96 ゅけょうくう ゃ ょけきぇ しう ゃ ̈ かょ-]っえぉさせお. 
‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ ういかういぇ  おくうゅぇすぇ 
くぇ ]おけす ╀なさゅ „]こけきっくう いぇ ╉っえす“.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

„》けょっくっすけ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ-こさうっきかうゃ ゃうょ ぇおすうゃくけしす いぇ くはおけう たけさぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し ぉはゅぇくっすけ, きぇ-
おぇさ つっ すっいう, おけうすけ ぉはゅぇす, ういきうくぇゃぇす こけ-ゅけかっきう さぇいしすけはくうは, けすおけかおけすけ かのぉうすっかうすっ くぇ たけょっくっすけ.“, 
すゃなさょう せつっく, せつぇしすゃぇか ゃ ういしかっょゃぇくっすけ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

От бранша искат тройно повече да учат софтуер

すさけえくけ こけゃっつっ ╇〈 しこっちうぇかうしすう - けす 2000 ゃ きけきっくすぇ ょけ 6000, ゃ さぇきおうすっ くぇ 2-3 ゅけょうくう.  
]けそすせっさくぇすぇ うくょせしすさうは とっ ょけしすうゅくっ 1,7 きかさょ. かゃ., うかう 1,8 けす ╀╁‶ ゃ しかっょゃぇとうすっ ょっしっす 

ゅけょうくう, しけつぇす けとっ ょぇくくう けす こさけせつゃぇくっ くぇ ╀┿]╉¨╋. ‶さう けぉさぇいけゃぇすっかくぇ さっそけさきぇ う こけ-
ゃっつっ しけそすせっさくう しこっちうぇかうしすう うくょせしすさうはすぇ きけあっ ょぇ せょゃけう さぇいきっさぇ しう ょけ けおけかけ 3,7 きかさょ. 
かゃ., うかう 3,8 けす ╀╁‶. 』ぇしけゃっすっ こけ きぇすっきぇすうおぇ ゃ っいうおけゃうすっ う こさけそっしうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう 
ぉうかう ょっそうちうす, しこけさっょ こさけしゃっすくうすっ っおしこっさすう う ぉういくっしきっくうすっ. ‶さぇおすうおぇすぇ しなとけ こけすゃなさあ-
ょぇゃぇかぇ すけいう ういゃけょ. ‶さっょきっすなす しっ こさっこけょぇゃぇか しぇきけ こけ ょゃぇ-すさう つぇしぇ ゃ しっょきうちぇすぇ おぇすけ つぇしす 
けす いぇょなかあうすっかくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ, おけっすけ ぉうかけ くっょけしすぇすなつくけ.
┿おけ うしおぇきっ ょぇ さぇいゃうゃぇきっ IT しっおすけさぇ, すさはぉゃぇ ょぇ さぇいゃうっき うく-

そけさきぇすうおぇすぇ, っ ういゃけょなす くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ しさっとぇすぇ. 

35 こぇさすうう う おけぇかうちうう  
とっ せつぇしすゃぇす ゃ こぇさかぇきっく-
すぇさくうすっ ういぉけさう くぇ 12-すう 
きぇえ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
〈けかおけゃぇ しぇ くぇこさぇゃっくうすっ ょけ 
ういすうつぇくっすけ くぇ おさぇえくうは しさけお 
さっゅうしすさぇちうう ゃ [╇╉. ‶なさゃぇすぇ 
さっゅうしすさぇちうは っ くぇ ′ぇちうけくぇか-
ょっきけおさぇすうつっしおぇすぇ こぇさすうは, 
ぇ こけしかっょくぇすぇ くぇ ‶‶ ╀なか-
ゅぇさしおう いっきっょっかしおう くぇさけょっく 
しなのい.
]さっょ くぇえ-つっゃさなしすうすっ いぇ 

さっゅうしすさぇちうは いぇ ういぉけさうすっ しぇ 
ぉうかう しなとけ ╊╇╃╄[, ╉けぇかうちうは 
„╀なかゅぇさしおぇ こさけかっす“, ╉けぇかう-
ちうは いぇ ╀なかゅぇさうは, ╊うぉっさぇかっく 
ぇかうぇくし, ╃っきけおさぇすうつっしおぇすぇ 
こぇさすうは, ╂╄[╀. ] くぇえ-ょなかゅう 
かうしすう, けす こけ 22-きぇ おぇくょう-

ょぇす-ょっこせすぇすう, しぇ さっゅうしすさう-
さぇくうすっ かうしすう くぇ ╂╄[╀ う くぇ 
╃‶]. 
′はおけかおけ おぇいぇくかなつぇくう くぇ-

きうさぇす きはしすけ ゃ かうしすうすっ くぇ 
うきぇとうすっ てぇくし ょぇ こさっしおけつぇす 
4% ぉぇさうっさぇ こぇさすうう う おけぇ-
かうちうう. ] くぇえ-ゅけかはき てぇくし いぇ 
こぇさかぇきっくすぇ っ ょうさっおすけさおぇすぇ 
くぇ ╃╂ „╋っつけ ‶せた” ゃ ╉ぇいぇくかなお 
– ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ, おけはすけ っ 
すさっすぇ ゃ かうしすぇすぇ くぇ ‶‶ ╂╄[╀. 
‶っすう ゃ かうしすぇすぇ くぇ こぇさすうは „ 
[っょ, いぇおけくくけしす, しこさぇゃっょかう-
ゃけしす” っ せこさぇゃうすっかはす くぇ „╀う 
╀う ]う ╉っえぉなか” ╀けさうし ╉なさ-
つっゃ, ゃ しなとぇすぇ かうしすぇ っ う ぉうい-
くっしきっくなす ╂っけさゅう ╉ぇかうつおけゃ, 
くけ くぇ こけ-いぇょくぇ こけいうちうは. 
╊うしすぇすぇ くぇ [╆] っ っょうくしすゃっ-

くぇすぇ かうしすぇ, さっゅうしすさうさぇくぇ 
ゃ [╇╉ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, し ゃけ-
ょぇつ, おけえすけ っ けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ – 32-ゅけょうてくうはす ぇょゃけおぇす 
]すぇくうきうさ ]すけえつっゃ. ╁しうつおう 
けしすぇくぇかう さっゅうしすさうさぇくう かうし-
すう しぇ し ゃけょぇつう, くぇさっょっくう けす 
こぇさすうえくうすっ ちっくすさぇかう ゃ ]け-
そうは. 
╁ かうしすぇすぇ くぇ ╉けぇかうちうは いぇ 

╀なかゅぇさうは しぇ おきっすなす くぇ 【っえ-
くけゃけ ′うおけかぇえ 〈っさいうっゃ, おけえ-
すけ けす こなさゃけくぇつぇかくけ ゃすけさけ 
きはしすけ ぉっ ういきっしすっく くぇ 6-すけ ゃ 
かうしすぇすぇ. 〈ぇき っ う ┿かっおしぇくょなさ 
╋うくつっゃ - ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけ-
ょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ╉さなく, おけえすけ 
っ くぇ 10-すけ きはしすけ ゃ かうしすぇすぇ 
くぇ ╉けぇかうちうは いぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁ かうしすぇすぇ くぇ „╃ゃうあっくうっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ” – くぇ 4-すけ きはしすけ 
っ ╊うくぇ ‶けこおさなしすっゃぇ - おけく-
しせかすぇくす こけ きっあょせくぇさけょくう 
こさっゃけいう う かけゅうしすうおぇ う つかっく 
くぇ ¨ぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ 8-きけすけ きはし-
すけ ゃ しなとぇすぇ かうしすぇ っ おけきこの-
すなさくうはす すったくうお けす ╉ぇいぇくかなお 
╁ぇかっくすうく ╂っくつっゃ.
ぅしくう しぇ ゃっつっ ゃけょぇつうすっ くぇ 

ゃしうつおう かうしすう, おぇすけ くぇえ-うく-
すっさっしっく しっ けつっさすぇゃぇ しぉかな-
しなおなす すせお きっあょせ かうしすうすっ 
くぇ ╀]‶ う くぇ ╂╄[╀ し ゃけょぇつう  
]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ う っおしきう-
くうしすなさなす くぇ さっゅうけくぇかくけすけ 
さぇいゃうすうっ ゃ おぇぉうくっすぇ „╀けさう-
しけゃ” ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ.

¨す 15-すう ぇこさうか さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ くぇ “┿さしっ-
くぇか”, おけうすけ こけかいゃぇたぇ くっこかぇすっく けすこせしお いぇさぇょう くぇきぇ-

かっく けぉっき さぇぉけすぇ, しっ ゃさなとぇす こけ さぇぉけすくうすっ しう きっしすぇ. 〈っ とっ 
さぇぉけすはす くぇ 8-つぇしけゃぇ いぇっすけしす, ゃなこさっおう つっ いぇこけゃっょすぇ いぇ くぇ-
きぇかっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ けぉたゃぇとぇ こけ ょゃっ さぇぉけすくう しっょきうちう 
けす きぇさす う ぇこさうか. ╃させゅぇ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ とっ こさけょなかあう  
ょぇ さぇぉけすう  ょけ おさぇは くぇ ぇこさうか くぇ 4-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす しこっちうそうおぇすぇ くぇ いぇっすけしすすぇ.

2000 しすさけう-
すっかくう しこっちうぇかう-
しすう けす ╀なかゅぇさうは 
すなさしう ╇いさぇっか いぇ 
すぇいう ゅけょうくぇ. ╃け 
きけきっくすぇ おゃけすぇ-
すぇ っ こけこなかっくぇ くぇ 
こけつすう 50%, くぇっすう 
しぇ 800 さぇぉけすくうちう 
けす ╀なかゅぇさうは, けし-
すぇゃぇす けとっ 1200 
ゃぇおぇくすくう こけいう-

ちうう. ╀なかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう とっ しぇ つぇしす けす 7000 さぇぉけすくうちう 
いぇ あうかうとくけ しすさけうすっかしすゃけ, おけうすけ すなさしう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ ╇いさぇっか. 〈けゃぇ しなけぉとうたぇ くぇ しなゃきっしすくぇ こさっしおけく-
そっさっくちうは こさっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ いぇきっしすくうお-おきっすなす こけ 
うおけくけきうおぇ, しすけこぇくしおぇ こけかうすうおぇ う せこさぇゃかっくうっ くぇ けぉとうく-
しおぇすぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ ╉けしっゃ う ょう-
さっおすけさなす くぇ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ╇かうはくぇ ╅っおけゃぇ.
〈なさしっくうすっ さぇぉけすくうちう しぇ こけ ]こけゅけょぉぇすぇ きっあょせ こさぇゃうすっか-

しすゃけすけ くぇ  ╀なかゅぇさうは う こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ╇いさぇっか いぇ こけしさっょ-
くうつっしすゃけ う ゃさっきっくくぇ いぇっすけしす くぇ ゅさぇあょぇくう くぇ ょゃっすっ ょなさあぇ-
ゃう う こさうかけあっくうっすけ え ゃ しすさけうすっかくうは しっおすけさ ゃ ╇いさぇっか. 
〈なさしはす しっ こさけそっしうけくぇかくう しすさけうすっかくう さぇぉけすくうちう, おけうすけ ょぇ 

しぇ くぇ ゃないさぇしす 25 - 50 ゅけょうくう. 〉しかけゃうはすぇ おなき すはた しぇ:  ょぇ きけ-
ゅぇす ょぇ ういゃなさてゃぇす ゃうしけつうくくう ょっえくけしすう, ょぇ しぇ いょさぇゃう, ょぇ くっ 
しぇ さぇぉけすうかう ょけしっゅぇ ゃ ╇いさぇっか う ょぇ くはきぇす さけょくうくう, さぇぉけすっとう 
ゃ ╇いさぇっか, けしゃっく ぉさぇすは う しっしすさう. ╆ぇ 211 さぇぉけすくう つぇしぇ きっしっつ-
くけ いぇこかぇとぇくっすけ っ 1800 ょけかぇさぇ, おぇすけ ゃしっおう ういゃなくさっょっく つぇし 
とっ しっ いぇこかぇとぇ ょけこなかくうすっかくけ. ╆ぇ けょけぉさっくうすっ う さぇぉけすっとう 
すぇき ぉなかゅぇさう とっ ぉなょぇす ゃくぇしはくう ゃしうつおう ゃうょけゃっ けしうゅせさうすっか-
くう ゃくけしおう. 〈っ とっ うきぇす う いぇしすさぇたけゃおぇ, けしうゅせさっくけ あうかうとっ ゃ 
きけくけかうすくぇ しゅさぇょぇ. ╂ぇさぇくす いぇ ゃしっおう しおかのつっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ とっ ぉなょぇす こさぇゃうすっかしすゃぇすぇ くぇ ょゃっすっ ょなさあぇ-
ゃう, しおかのつうかう ]こけゅけょぉぇすぇ.
╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす すぇいう ゃないきけあくけしす きけゅぇす ょぇ 

こけかせつぇす こけゃっつっ うくそけさきぇちうは ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
- ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ“ わ 4, っす. 4, しすぇは わ 5 – ‶っくおぇ ‶なょぇさ-
しおぇ う ╉ぇすは ┿しっくけゃぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Петър Косев и Илияна Жекова
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╀ぇえ ╂っけさゅう くっ きうしかう いぇ しっぉっ 
しう おぇすけ いぇ つけゃっお-けぉとっしす-

ゃっくうお, くけ ゃしなとくけしす くっ っ すぇおぇ. 
]ぇきけ けぉとっしすゃっくうお こけ こさうさけ-
ょぇ きけあっ ょぇ こけしゃっすう すけかおけゃぇ 
しゃけぉけょくけ ゃさっきっ くぇ うょっはすぇ いぇ 
っあっゅけょくうすっ しさっとう. ╆ぇとけすけ けさ-
ゅぇくういぇちうはすぇ くっ っ こさけしすぇ さぇぉけ-
すぇ, おぇおゃけすけ う ょぇ けさゅぇくういうさぇて. 
』っ っ こけょさっょっく つけゃっお, しっ ゃうあょぇ 
ゃっょくぇゅぇ – しすぇさぇすっかくけ っ くぇこう-
しぇか さなおけこうしくけ くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ 
うしすけさうはすぇ くぇ しさっとうすっ ゃなさたせ 
ょゃぇ おぇさうさぇくう かうしすぇ, こさっょぇゃぇ 
きう おけこうっ けす ぉっいちっくくうは しこうしなお 
くぇ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ╀のさけ „‶さけ-
せつゃぇくっ”, しないょぇょっくけ くぇ 1-ゃう きぇえ 
1971-ゃぇ, こさうょさせあっく けす しこうしなお 
くぇ こさっきうくぇかうすっ こさっい ぉのさけすけ ゃ 
ちはかぇすぇ きせ うしすけさうは. ╉けこうっ けす うし-
すけさうはすぇ っ こさっょぇょっくぇ くぇ ╉′]╀ ゃ 
„┿さしっくぇか”.
╀のさけすけ し くぇつぇかくうお ╁ぇしうか ╄くっゃ 

しっ しすさせおすせさうさぇ しかっょ くぇつぇかけ-
すけ, こさっい 1970-すぇ, くぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう. 
╋ぇてうくう, し おけうすけ ╀ぇえ ╂っけさゅう 
けとっ しっ ゅけさょっっ, くうとけ, つっ ゃっつっ 
くっ しっ こさけういゃっあょぇす. 3-4 きっすさぇ 
ゃ ょうぇきっすなさ – すけゃぇ くっ っ こさけし-
すぇ さぇぉけすぇ, ぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ 
ぉうかけ せくうおぇかくけ. ′ぇつぇかくうおなす くぇ 
ぉのさけすけ ╄くっゃ けぉうつぇか ゃっしっかぉぇすぇ, 
しこけきくは しう ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ. ╆ぇ-
すけゃぇ ゅう いぇゃっか ょぇ こさぇいくせゃぇす くぇ 
ゃさなた 【うこおぇ しっきっえくけ くぇ こけつうゃ-
くぇすぇ ぉぇいぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ¨すすけ-
ゅぇゃぇ っ う しすさぇしすすぇ おなき しさっとうすっ, 
おけはすけ こぇいう しこけきっくぇ いぇ おけそぇすぇ し 
おぇさくぇつっすぇ う ておっきぉっすけ くぇ ‶っこぇ 
┿くすけくけゃぇ, おけっすけ つぇおぇかう ょぇ しっ 
しゃぇさう, ょけおぇすけ ちはかぇ くけと うゅさぇかう 
おぇさすう. ]なとぇすぇ ‶っこぇ ゅう さぇいたけょう-
かぇ う こけ こぇきっすくうすっ きっしすぇ くぇ ぉうす-
おぇすぇ くぇ ¨さかけゃけ ゅくっいょけ – ぉさぇかう 
ぉうかおう, こうかう ゅけさしおう つぇえ...

‶けしかっ ゃ ぉのさけすけ
ょけてかう うおけくけきうしすうすっ

‶けゃっつっすけ ぉうかう あっくう. ╇ゃぇくおぇ 
╂ぇくつっゃぇ しなとけ けぉうつぇかぇ ゃっしっか-
ぉうすっ う ゅう けさゅぇくういうさぇかぇ. ╃せてぇ 
くぇ しさっとうすっ しすぇゃぇ ╊ぇすうくおぇ ╀け-
いっゃぇ, ぇ ╃けぉさう ‶っくっゃ こさぇゃっか 
ぇゃすけこけたけょう. ‶け ′けゃぇ ゅけょうくぇ しっ 
しなぉうさぇかう ょぇ ょっゅせしすうさぇす くけゃうすっ 
ょけきぇてくう ゃうくぇ, こなさゃぇすぇ おけきぇく-
ょうさけゃおぇ ゃ つせあぉうくぇ くぇ うくあ. ╁. 
╇かうっゃ „こけかはかう” し ういこさぇとぇくっ せ 
すはた. ‶けくっあっ ゃぇかはかけ ちはかぇ ゃっ-
つっさ, くはおけう しっ けこうすぇかう ょぇ しっ 
„けすおぇつぇす” けす こさぇいくうおぇ, くけ しかっょ 
おぇすけ ゅう しなぉさぇかう こけ おなとうすっ こけ 
くけとくうちう, こけ-くぇすぇすなお こさっい ゅけ-
ょうくうすっ くうおけえ くっ けすしなしすゃぇか けす 
ゃっしっかうすっ しぉうさおう. ]こけきっくなす くぇ 
っょうく おけかっゅぇ, くぇきっさっく しおさうす こけょ 
きぇしぇすぇ いぇさぇょう けすおぇい けす おせこけくぇ, 
けしすぇゃぇ ょぇ さぇいしきうゃぇ ゃっすっさぇくうすっ 
けす ╆ぇゃけょ 5. ╇ すぇおぇ – ょけ こさけきっ-
くうすっ こさっい 90-すっ. ¨す 18 ょせてう 
こさけそゅさせこぇ, けしすぇくぇかう つっすうさうきぇ 
– しぇきうはす ╂っけさゅうっゃ, 〈けょけさ ╉ぇ-
かぇえょあうっゃ, ╊ぇすうくおぇ う ╉さぇしうきう-
さぇ 〈けょけさけゃぇ.  
]こうしなちうすっ し うきっくぇすぇ, おけうすけ 

こぇいう ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, しぇ くぇこっ-
つぇすぇくう くぇ きぇてうくぇ う ょけこなかゃぇくう 
くぇ さなおぇ, おけゅぇすけ しっ くぇかけあう こさけ-
きはくぇ くぇ ぇょさっし, くぇきっさう しっ くけゃ 
すっかっそけく, ょけこうてっ しっ くけゃけ うきっ. 
‶っさそっおちうけくういきなす くぇ ぉうゃてうは 
ぇさしっくぇかしおう すったくけかけゅ くっ ゅけ っ くぇ-
こせしくぇか う ゃ こっくしうは – しこうしなちうすっ 
しぇ し こなかくう ぇょさっしう う すっかっそけくくう 
くけきっさぇ. ╁ うきっすけ くぇ けぉとうすっ きう-
くぇかう せしこったう う ゃ うきっすけ くぇ ぉなょっ-
とうすっ くけゃう しさっとう – ょけおぇすけ ゅう 
うきぇ. ╆ぇこぇいうか っ う さぇょうけぇこぇさぇすぇ 

„』ぇえおぇ” う ゅさぇきけそけくぇ „╀ぇき-
ぉうくぇ”, し おけうすけ くはおけゅぇてくうすっ 
おけきしけきけかちう せさっあょぇかう ょさせ-
ゅぇさしおうすっ しう ゃっつっさう.
╀ぇえ ╂っけさゅう こぇいう しすぇさぇ-

すっかくけ う けとっ ょけおせきっくすう – 
こけおぇいゃぇ きう うしすけさうはすぇ くぇ 
〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか こさう 
╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう くぇ „┿さしっくぇか”, けす-
おさうす けそうちうぇかくけ う かうつくけ 

けす 〈けょけさ ╅うゃおけゃ くぇ 21. 
12. 1965 ゅけょうくぇ. ╇しすけ-
さうはすぇ っ ゃなゃ そぇおすう – しな-
ぉうすうは う うきっくぇ. ]さっょ すはた 
けすおさうゃぇきっ ょけさう うきっすけ くぇ 
ぉぇとぇすぇ くぇ しっゅぇてくうは うい-
こなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” – 》さうしすけ ╇ぉせ-
てっゃ, しなとけ すったくけかけゅ ゃ 
いぇゃけょぇ けとっ けす 1960-すぇ. 

《ぇおすうすっ こけつうすぇす, おぇおすけ 
くぇうきっくけゃぇくうはすぇ くぇ そさっ-
いうすっ う ぉけさきぇてうくうすっ, すぇおぇ 
う ゃっしっかぉうすっ くぇ ╀せいかせ-
ょあぇ, 〈のかぉっすけ う さっしすけさぇくす 
„╀ぇかおぇく”. ╆ぇとけすけ さぇぉけ-
すぇすぇ う ゃっしっかぉぇすぇ こけ けくけ-
ゃぇ ゃさっきっ ゃなさゃはす さなおぇ いぇ 
さなおぇ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ あう-
ゃけすなす ゃ おけかっおすうゃぇ っ つぇしす 
けす かうつくうは う しっきっえくうは あう-
ゃけす, ぇ 〈ったくけかけゅうつくうはす けす-
ょっか こっつっかう こさうゃうかっゅうはすぇ 
ょぇ くけしう うきっすけ

„¨すょっか いぇ
おけきせくうしすうつっしおう すさせょ”

╁っすっさぇくうすっ-きぇてうくけしすさけ-
うすっかう, おけうすけ うょゃぇす ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ ゃしっおう しっこすっきゃさう ゃ 
さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか”, っょゃぇ かう 
こけきくはす うきっすけ くぇ けすょっかぇ „いぇ 
おけきせくうしすうつっしおう すさせょ”. ′っ-
いぇぉさぇゃうきう しぇ けぉぇつっ けぉとうすっ 
うき さぇょけしすう, せしこったう う しおなさ-

ぉう. ╉けうすけ ゅう しなぉうさぇす う ょくっし. 
]こうしなおなす し うきっくぇ ╂っけさゅう 
╂っけさゅうっゃ こさぇゃう ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ きぇえ 1994-すぇ, ょけおぇすけ けとっ 
さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”.  ‶さっょ-
かけあうか くぇ うくあ. ╉ぇかぇえょあうっゃ 
う くぇこさぇゃうかう こなさゃぇすぇ しさっとぇ 
– くぇ こぇしすっす, させしっくしおけ ゃぇさっ-
くけ, たかはぉ う ぉっいぇかおけたけかくけ. 
╇いこうしぇかう くぇ おぇさすけく ”〈させょ. 

〈ゃけさつっしすゃけ. ╃さないくけゃっくうっ.” 
╁しっおう こけおぇくっく こけかせつうか 
„こさういけゃおぇ”, しなつうくっくぇ けす ╀ぇえ 
╂っけさゅう: „╃けてなか っ すゃけえ こさう-
はすっか ゃ おけきぇくょうさけゃおぇ, うしおぇ 
ょぇ しっ ゃうょうすっ こさう きっく ゃ 11.30 
つぇしぇ”... ] すぇいう ぉかぇゅけさけょくぇ 
かなあぇ っくすせしうぇしすなす すぇおぇ いぇ-
こぇかうか おけかっゅうすっ, つっ けゅなくはす 
くぇ ゃいぇうきくぇすぇ けぉうつ ゅう ゅけさう う 
ょくっし. ‶なさゃうすっ しさっとう しっ こさぇ-
ゃはす きぇかおけ しかっょ ‶なさゃう きぇえ, 
すけゅぇゃぇ っ ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ ╀の-
さけすけ. ╇ょゃぇす 1995-すぇ う 1996-

すぇ. ]かっょ こっくしうはすぇ くぇ ╀ぇえ ╂っ-
けさゅう こさっい 97-きぇ しぉうさおうすっ しっ 
きっしすはす ゃ ╄くうくぇ, おなょっすけ あうゃっっ 
けさゅぇくういぇすけさなす. ‶さうのすうかう ゅう 
- こなさゃけ ぉぇさつっすけ くぇ 〈けすの ‶ぇ-
すけゃ, こけしかっ – ‶っくしうけくっさしおう-
はす おかせぉ. ‶さうっきぇ しっ しぉうさおうすっ 
ょぇ ぉなょぇす ゃすけさぇすぇ しっょきうちぇ くぇ 
しっこすっきゃさう う „ゅけかはき しおぇくょぇか” 
しすぇくぇかけ, おけゅぇすけ ゃっょくなあ しなゃ-
こぇょくぇかけ し 9-すう しっこすっきゃさう... 

′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ くぇ ╋うくおけ 
╆かぇすっゃ – くはおけゅぇてっく くぇつぇかくうお 
くぇ おけくしすさせおすうゃくぇすぇ ゅさせこぇ こけ 
っおうこうさけゃおぇすぇ, くけゃう う しすぇ-
さう こさうはすっかう しっ しさっとぇす う さっ-
てぇゃぇす しなとけ ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ 
しさっとうすっ くぇ ╀ぇえ ╂っけさゅう. 〈ぇおぇ 
ゅさせこぇすぇ しっ さぇいてうさはゃぇ う けす 
30-40 ょせてう しすぇゃぇ ょけ 100 ぇさ-
しっくぇかしおう ゃっすっさぇくう こけしすけはくくけ 

っあっゅけょくけ こさうしなしすゃうっ. ]おさけき-
くうすっ しさっとう こさっさぇしすゃぇす ゃ ぉぇく-
おっすう ゃ さっしすけさぇくす „╂っさゅぇくぇ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお, くけ けすおぇおすけ ╀ぇえ ╂っ-
けさゅう くぇせつうか, つっ しなとっしすゃせゃぇ 
さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか” ゃ ╃けきぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, けす-
すけゅぇゃぇ ゃっすっさぇくうすっ しっ しなぉうさぇす 
すぇき. ╀ぇえ ╂っけさすう さぇいぉさぇか, つっ 
„╉ぇこうすぇか” しなとっしすゃせゃぇ, おけゅぇすけ 
ゅけ こけおぇくうかう くぇ しさっとぇ くぇ ]な-
のいぇ くぇ けそうちっさうすっ う しっさあぇく-
すうすっ いぇこぇしっく さっいっさゃ. ╂けょうくう 
くぇさっょ すけえ っ こさっょしっょぇすっか くぇ 

ょさせあっしすゃけすけ ゃ さけょくぇすぇ ╄くう-
くぇ. ╇きっくくけ おぇすけ ゃけょぇつ くぇ いぇ-
こぇしくうすっ ╀ぇえ ╂っけさゅう ういこなかくうか 
けとっ くはおけかおけ うしすうくしおう しきうし-
かっくう うくうちうぇすうゃう, ゃ こぇきっす くぇ 
いぇゅうくぇかうすっ いぇ ╀なかゅぇさうは .
‶け うょっは くぇ ╂っけさゅう っ さっおけく-

しすさせうさぇく ‶ぇきっすくうおなす  くぇ ゅっ-
さけうすっ けす  ╄くうくぇ
[っょけき ょけ おけしすうすっ くぇ こけゅさっ-

ぉぇくうすっ きっしすくう おけきせくうしすうつっ-
しおう ょっはすっかう, ゃ つうはすけ こぇきっす ゃ 
╄くうくぇ っ ゃょうゅくぇす こぇきっすくうお くぇ 
こかけとぇょぇ, ゃっつっ しぇ ういこうしぇくう 
うきっくぇすぇ くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃなゃ 
ゃけえくうすっ. „′っ いくぇき いぇとけ すけつくけ 
ゃ ╄くうくぇ くはきぇたきっ すぇおなゃ こぇきっす-
くうお くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃなゃ ゃけえくう-
すっ いぇ くぇちうけくぇかくけ っょうくしすゃけ”, 
つせょう しっ ゃっすっさぇくなす. ╃けおぇすけ しっ 
つせょっか こさっい ゅけょうくうすっ, くぇこさぇ-
ゃうか しこさぇゃおぇ ゃ すさっすうは すけき くぇ 
╇しすけさうはすぇ くぇ ╄くうくぇ, くぇこうしぇ-
くぇ けす きっしすくうは おさぇっゃっょ ‶っすおけ 
╉うすうこけゃ. ‶け くっゅけゃう ょぇくくう 
うきっくぇすぇ くぇ いぇゅうくぇかうすっ しぇ うい-
こうしぇくう くぇ こぇきっすくうおぇ. ╇きっ-
くぇすぇ しぇ ゃなさたせ つっさっく きさぇきけさ. 
‶さけっおすなす いぇ さっおけくしすさせおちうは っ 
くぇ ╀ぇえ ╂っけさゅう. ‶け くっゅけゃぇ うょっは 
っ こけしすぇゃっくぇ う こぇきっすくぇすぇ こかけ-
つぇ くぇ ゃたけょぇ くぇ ちなさおゃぇすぇ „]ゃっ-
すう ╂っけさゅう”. 〈は ぉっかっあう こぇきっす-
すぇ くぇ おけきうすっすぇ くぇ ╊っゃしおう ゃ 
╄くうくぇ. ‶け ょぇくくう くぇ っょうく ょさせゅ 
ぇさしっくぇかっち, こけおけえくうはす ┿くゅっか 
┿さぇぉぇょあうっゃ, ゅかぇゃっく  さっょぇお-
すけさ くぇ ぇさしっくぇかしおうは  ゃっしすくうお 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”, ╀ぇえ ╂っ-
けさゅう こぇいう う うきっくぇすぇ くぇ たけ-
さぇすぇ けす おけきうすっすぇ. ╇きぇ うょっは う 
すっいう うきっくぇ ょぇ しっ ういこうてぇす こけょ 
いくぇおぇ くぇ ╊っゃしおう. ╋っつすぇっ いぇ 
すけゃぇ, おぇおすけ きっつすぇっ いぇ っしっくくう-
すっ しぉうさおう, おけうすけ しっゅぇ くぇさうつぇ 
けとっ こけ-すけつくけ ”]さっとう くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかうすっ, こけしすぇゃうかう 
くぇつぇかけすけ こさっい 1960-すぇ ゅけょうくぇ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけ-
さっあっとう きぇてうくう ゃ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ けとっ こけ-ゅけかはきぇ すけつくけしす う 
ゅけさょけしす, すぇいう ゅけょうくぇ  とっ うきぇ 
う くけゃ すっおしす くぇ こけおぇくぇすぇ – いぇ 
ょぇ しっ いくぇっ, おぇおゃけ すけつくけ しぇ けし-
すぇゃうかう くぇ こけおけかっくうはすぇ. 〈っお-
しすなす っ ゃっつっ ゅけすけゃ! ‶けおぇくっくう 
しぇ う ゃしうつおう こさけょなかあうすっかう くぇ 
ょっかけすけ くぇ けしくけゃぇすっかうすっ.

130 ょせてう っ さっおけさょなす
くぇ しさっとうすっ

‶さっい きうくぇかぇすぇ 2012-すぇ しぇ 
ょけてかう 82-きぇ. ¨こうすうすっ ょぇ ぉな-
ょぇす しなぉうさぇくう う ゃっすっさぇくう けす 
╆ぇゃけょ 6 う ╆ぇゃけょ  2 しぇ けしすぇくぇ-
かう くっしこけかせつかうゃう, ゅけさょっっ しっ 
╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, いぇとけすけ しなし 
╆ぇゃけょ 5 くっ っ すぇおぇ: ”′っ うき しっ 
こけかせつう...”. ¨すゅけゃけさなす くぇ ゃな-
こさけしぇ, いぇとけ ょさせゅぇょっ くっ しっ 
こけかせつぇゃぇ,  ╂っけさゅう しこけょっかは ゃ 
おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう しおさけきくけ: 
”′はおけえ すさはぉゃぇ ょぇ すうつぇ...”. ╁ 
„きぇさぇすけくぇ” きせ こけきぇゅぇす ╂っけさゅう 
『けくっゃ, ]すっそぇく [せしっゃ, ‶っすおけ 
‶ぇさけゃ, ╈けさょぇく ]すぇくつっゃしおう.
╀ぇえ ╂っけさゅう すうつぇ. ╆ぇとけすけ 

くぇえ-しゃっすかぇすぇ きせ きっつすぇ, おけは-
すけ おなすぇ こさっい ちはかぇすぇ ゅけょうくぇ, っ 
くけゃぇすぇ しさっとぇ こさっい しっこすっきゃさう. 
¨とっ こさっょう きっしっちう っ いぇこぇいうか 
ゃ さっしすけさぇくすぇ ょぇすぇすぇ くぇ しぉうさ-
おぇすぇ いぇ 2013-すぇ - けすくけゃけ 6-すう 
しっこすっきゃさう, けすくけゃけ ゃ ╃っくは くぇ 
]なっょうくっくうっすけ. ╆ぇすけゃぇ ゃ おさぇは 
くぇ けこうしぇくうっすけ くぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ しぉうさおうすっ ╀ぇえ ╂っけさゅう っ くぇ-
こうしぇか ”╃け くけゃう しさっとう!”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

′はきぇ おぇお ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう きぇ-
てうくけしすさけうすっかう けす ╆ぇゃけょ 5 – ぉう-
ゃてう う くぇしすけはとう, ょぇ しっ こけいくぇゃぇす 
こけきっあょせ しう. ]なし しうゅせさくけしす, けぉぇつっ, 
ゃしうつおう ょけ っょうく こけいくぇゃぇす ╀ぇえ ╂っけさ-
ゅう – けさゅぇくういぇすけさなす くぇ おせかすけゃうすっ 
しさっとう くぇ ゃっすっさぇくうすっ こさっい しっこすっき-
ゃさう, こさけゃっあょぇくう ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. „╁っすっ-
さぇくう – いぇとけすけ ぉはたきっ ぉはたきっ こなさゃう” 
– すぇおぇ ぉっかけゃかぇしうはす すったくけかけゅ けす ╆ぇ-
ゃけょ 5 けぉはしくはゃぇ うきっすけ くぇ しさっとぇすぇ, 
おけはすけ こけゃっつっ けす 16 ゅけょうくう しなぉうさぇ 
くっ こさけしすけ きぇてうくけしすさけうすっかう - しな-
ぉうさぇ こさうはすっかう, しこけきっくう, きかぇょけ-
しすう, こっしくう う こさっゅさなょおう.
╉けえ っ すけいう つけゃっお, おけえすけ ちはかぇ ゅけ-

ょうくぇ こさっこうしゃぇ すっかっそけくう, ゃなさすう 
くけきっさぇ, おなすぇ しこうしなちう う こうてっ こけ-
おぇくう? ╋けあっ ゃっょくぇゅぇ ょぇ こけきうしかうき, 
つっ すけゃぇ っ ぉうゃて こぇさすうっく けさゅぇくういぇ-
すけさ, っおしくぇつぇかくうお うかう けさゅぇくういぇ-
ちうけくっく そせくおちうけくっさ し けこうす. ¨ぉぇつっ 
くっ っ. „╃ぇ しっ いぇくうきぇゃぇて し こけかうすう-
つっしおう けさゅぇくういぇちうう っ こさういゃぇくうっ, 
ぇ ぇい ゅかっょぇた ょぇ ぉなょぇ こさっょう ゃしうつおけ 
ょけぉなさ すったくけかけゅ”, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ 
うしすうくぇすぇ いぇ 36-ゅけょうてくうは しう こさけ-
そっしうけくぇかっく ぇさしっくぇかしおう けこうす ╂っ-
けさゅう ╂っけさゅうっゃ.

╇きぇ かう くぇ きっしすくぇ こけつゃぇ くっとけ けぉとけ きっあょせ ゃなけさなあっくうっすけ, こけかうすうおぇすぇ, ぇゃうぇちうはすぇ う おけしきけくぇゃすうおぇすぇ? - すけいう さっいけくっく ゃなこさけし すけつくけ 
ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 12-すう ぇこさうか うょゃぇ しこけくすぇくくけ こけ ょゃっ こさうつうくう: すけいう ょっく けすょぇゃくぇ しっ けすぉっかはいゃぇ おぇすけ ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぇゃうぇちうはすぇ 
う おけしきけくぇゃすうおぇすぇ, くけ しぇきけ ょくっし しっ しかせつゃぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ういゃなくさっょくぇすぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは いぇ くけゃけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ¨すゅけゃけさなす 
うょゃぇ しなとけ しこけくすぇくくけ, くけ けすくけゃけ う しなとけ すけかおけゃぇ さっいけくくけ: くぇ きっしすくぇ こけつゃぇ, おぇいぇくかなておぇ, こさぇゃうすっ くぇ ぇゃうぇちうはすぇ う おけしきけくぇゃすうおぇすぇ くぇ
きうさぇす こさっしっつくぇ すけつおぇ し おさうゃぇすぇ くぇ こけかうすうおぇすぇ ゃ ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ つけゃっおぇ, くぇこうしぇか ょうしっさすぇちうは う せつっぉくうお こけ きけょっかうさぇくっ くぇ ぉけえくうすっ 
ょっえしすゃうは くぇ ぇゃうぇちうはすぇ. 〈けつおぇすぇ くぇ こさっしうつぇくっ ゃ こさけしすさぇくしすゃけすけ くぇ うきっくくけ っょうく けさなあっっく  ゃっしすくうお うきぇ しけぉしすゃっくけ うきっ: ′っくけ ╁かぇえおけゃ. 
‶け こさけそっしうは - かっすっち-とせさきぇく けす こさけしかぇゃっくけすけ ╁うしてっ ゃけっくくけ-ゃないょせてくけ せつうかうとっ ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは; こけ こけしかっょくけ いぇくうきぇくうっ – いぇ
きっしすくうお-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 くぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨す せすさっ - てっそ くぇ とぇぉぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ ぉうすおぇすぇ いぇ くけゃ こぇさかぇきっくす. ′け ╁かぇえおけゃ  ょぇかっつ 
くっ うしおぇ ょぇ ゅけゃけさうき いぇ ゅけかはきぇすぇ こけかうすうおぇ. ‶さっょこけつうすぇ さぇいゅけゃけさ いぇ こさけぉかっきうすっ くぇ  きっしすくうすっ たけさぇ. 
′ぇこせしおぇ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ぉせさくぇすぇ 1991-ゃぇ, きぇかおけ こさっょう ょぇ いぇとうすう ゅけすけゃぇすぇ しう ょうしっさすぇちうは, いぇとけすけ „さぇいぉさぇか, つっ ゃ くけゃけすけ ゃさっきっ 

くはきぇ しきうしなか ゃっつっ けす ょうしっさすぇちうう, けしけぉっくけ – ゃけっくくう.” ]すさぇしすすぇ きせ おなき うくけゃぇちううすっ, けぉぇつっ, けしすぇゃぇ ゃっつくぇ.

‶けいくぇすうはす ′っくけ ╁かぇえおけゃ:
- ╇きぇ しけぉしすゃっく ぉういくっし – さぇいさぇぉけすおぇ くぇ こさけゅさぇきくう こさけょせ
おすう う すなさゅけゃうは し おけきこのすなさくう しうしすっきう
- ╀うゃて ゃけっくっく かっすっち
- ╆ぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす – ╉ぇいぇくかなお
- ‶さっょしっょぇすっか くぇ ‶さっょういぉけさくうは とぇぉ くぇ ╂╄[╀ こさっい 2011-
すぇ う 2013 -すぇ

╇いくっくぇょうすっ くぇ ′っくけ ╁かぇえおけゃ:
- ‶さっこけょぇゃぇか っ ╁けっくくぇ おうぉっさくっすうおぇ ゃなゃ ╁′╁╁〉 „╂っけさゅう 

╀っくおけゃしおう”, ゅさ. ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは, う ╀けえくぇ っそっおすうゃくけしす 
くぇ せょぇさくうすっ ぇゃうぇちうけくくう おけきこかっおしう う 〉こさぇゃかっくうっ くぇ せょぇさ
くぇすぇ ぇゃうぇちうは ゃなゃ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは
- ┿ゃすけさ う しなぇゃすけさ っ くぇ 50 くぇせつくう こせぉかうおぇちうう, せつっぉくうちう 

う せつっぉくう こけしけぉうは ゃ しそっさぇすぇ くぇ ゃけっくくぇすぇ ぇゃうぇちうは う ゃなけ
さなあっくうっ
- 〉つうか いぇっょくけ し ゅっく. ╋うたけ ╋うたけゃ, いぇゃなさてうかう こさっい 1972-

さぇ
- ¨ぉせつぇゃぇか ぉうゃてうは ゃけっくっく ぇすぇてっ ゃ [せしうは – ゅっく. 『ゃっすおけゃ, 

う ぉうゃてうは おけきぇくょゃぇと ┿ゃうぇちうけくくぇすぇ ょうゃういうは ╃うきうすなさ ╂っ
けさゅうっゃ
- ′ぇこうしぇか こなさゃうは せつっぉくうお こけ うくすっゅさぇかくう したっきう いぇ ぉなょっ

とうすっ かっすちう う ぇゃうけうくあっくっさう
- ╁ くっゅけゃうは おぇぉうくっす ょけしすぇゃうかう こなさゃうは こっさしけくぇかっく おけき

このすなさ „‶さぇゃっち” 8 ゃなゃ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは
- ]なぇゃすけさ くぇ せつっぉくうお こけ ぉけっこさうこぇしう いぇ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっ

きうは, いぇっょくけ し こさけそっしけさ 〈けょけさ ╂せさかっゃ, さけょけき けす ╄くうくぇ
- ╀うか っ つぇしす けす せこさぇゃかっくうっすけ くぇ っおうこぇ いぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ 

╉ぇしっすなつくぇ ぇゃうぇちうけくくぇ ぉけきぉぇ
- [ぇいさぇぉけすゃぇか ゃ っおうこ けぉっきくう /ゃぇおせせきくう/ ぉけっこさうこぇしう 
- ╃けおぇいぇか ゃ くぇせつっく っおしこっさうきっくす, いぇっょくけ し ぉさぇす しう – ╅っ

かはいおけ, つっ しかなくつっゃぇすぇ っくっさゅうは きけあっ ょぇ ゃなさすう ゃはすなさくう こっさ
おう
- ╂けょうくう くぇさっょ せこさぇゃかはゃぇか しけぉしすゃっくぇ そうさきぇ いぇ おさけぇしぇくう
- ╇くあっくっさ こけ さぇょうけっかっおすさけくくぇ すったくうおぇ こけ ゅさぇあょぇくしおぇ 

しこっちうぇかくけしす  

- ╂-く ╁かぇえおけゃ, おぇおゃけ 
ゃけょう っょうく きかぇょっあ ゃ おさぇは 
くぇ 60-すっ くぇ きうくぇかうは ゃっお 
おなき ╁うしてっすけ ゃけっくくけ-ゃない
ょせてくけ せつうかうとっ ゃ ╃けかくぇ 
╋うすさけこけかうは? ╉ぇおゃけ せしっ
とぇ ゃ しっぉっ しう っょうく きかぇょ 
きなあ, いぇ ょぇ すさなゅくっ おなき 
くっぉっすけ?
 - ╆ぇ すぇは こさけそっしうは きっ いぇこぇ-

かう ぉぇとぇ きう. ¨とっ おぇすけ せつっ-
くうお ゃ 9-すう おかぇし くぇ ゅうきくぇいう-
はすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇこけつくぇた ょぇ 
かっすは ゃ ┿っさけおかせぉぇ おなき すけゅぇ-
ゃぇてくけすけ  ╃¨]¨ – ╃なさあぇゃくぇ 
けさゅぇくういぇちうは いぇ しなょっえしすゃうっ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ. ╊っすはた くぇ ぉっい-
きけすけさくう しぇきけかっすう. ‶けしかっ 
– おなょっ, おなょっ? – おぇくょうょぇす-
しすゃぇた う ゃなゃ ╁》〈╇ – ]けそうは 
う ╀せさゅぇし, ぉはた こさうっす, くけ うい-
ぉさぇた せつうかうとっすけ ゃ ╃けかくぇ 
╋うすさけこけかうは, おなょっすけ しなとけ 
ぉはた こさうっす.
 
- ╃けしすぇ おぇいぇくかなつぇくう くぇ

ゃさっきっすけ しぇ ぉうかう せゃかっつっ
くう けす すぇいう きぇゅうつくぇ こさけ
そっしうは くぇ ぇゃうぇすけさぇ, おぇおゃぇ 
っ すぇえくぇすぇ くぇ すけいう ういぉけさ, 
きけすうゃうさぇか すけかおけゃぇ きかぇ
ょう たけさぇ? ╉ぇおなゃ ゃないょせた 
ゃうすぇっ くぇょ ╉ぇいぇくかなお, つっ 
ょぇ っ すけかおけゃぇ こさうきぇきかうゃ?  
- ╉ぇいぇくかなお っ ぇゃうぇちうけくっく 

ゅさぇょ けすおさぇえ ゃさっきっ, すせお けとっ 
こさっょう ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ 
ゃけえくぇ っ ういゅさぇょっくぇ ╁けっく-
くぇ ておけかぇ いぇ かっすちう, ょぇかぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは しうくけゃっ - けぉさぇいっち 
くぇ ぉっいこさうきっさっく ゅっさけういなき. 
¨しすぇゃはき くぇ ゃぇし ょぇ けすおさう-
っすっ すっいう うきっくぇ う ょぇ さぇいおぇ-
あっすっ いぇ すはた. ╁ ゅさぇょぇ っ うきぇ-
かけ きくけゅけ ぇゃうぇすけさう, けしゃっく 
すけゃぇ っ うきぇかけ う そぇぉさうおぇ いぇ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ しぇきけかっすう 
– うすぇかうぇくしおぇすぇ „╉ぇこさけくう”. 
]うゅせさくけ しすさっきっあなす おなき ぇゃう-
ぇちうけくくぇすぇ こさけそっしうは しっ ょなか-
あう くぇ すさぇょうちううすっ.
 
- ╁ ょくってくけ ゃさっきっ, おけ

ゅぇすけ うしすうくしおう きなあおうすっ 
おぇつっしすゃぇ – しきっかけしす, ょけし
すけえくしすゃけ, しうかぇ, こけょさっ
ょっくけしす, ょうしちうこかうくうさぇ
くけしす..., しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ 
ょっそうちうす, くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
しっ いぇこうすぇきっ: おぇお しっ ゃない
こうすぇゃぇ すけゃぇ, おぇお こけょけぉ
くう おぇつっしすゃぇ しすぇゃぇす いくぇお 
いぇ こさけそっしうはすぇ くぇ ぇゃうぇ
すけさぇ う おぇおゃぇ ぉうけゅさぇそうは 
きけあっ ょぇ しう しゅかけぉう つけゃっお 
けす すはた?
 - ′っ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ ょぇかう 

ょうしちうこかうくうさぇくけしすすぇ う ょさせ-
ゅけすけ, いぇ おけっすけ しすぇくぇ ょせきぇ, 
しぇ こかけょ しぇきけ くぇ こさけそっしうは-
すぇ, くけ ゃなゃ ゃしうつおう しかせつぇう かっ-
すちうすっ しぇ すゃなさょう たけさぇ, ょなさ-
あぇす くぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃはす, 
こけいくぇゃぇき おけかっゅうすっ しう う くっ 
こけいくぇゃぇき くっょけしすけえくう きっあ-
ょせ すはた. ╁しうつおう ぉはたぇ たせぉぇ-
ゃう たけさぇ. ╇きぇき きくけゅけ ょけぉさう 
しこけきっくう けす さぇぉけすぇすぇ しう ゃ 
ぇゃうぇちうはすぇ. ╃うしちうこかうくぇ ゃなゃ 
ゃないょせたぇ? ╃ぇ! 〈ぇき, ゃ ぇゃうぇちう-
はすぇ, ゃしはおけ くっとけ っ くぇこうしぇくけ 
し おさなゃ. ╉さなゃすぇ くぇ くはおけゅけ, 
おけえすけ っ いぇゅうくぇか, くぇえ-つっしすけ, 

いぇとけすけ くっ っ ぉうか ょけしすぇすなつ-
くけ ょうしちうこかうくうさぇく. ╁しうつおう 
くぇしすぇゃかっくうは いぇ こさけゃっあょぇくっ 
くぇ こけかっすう しっ ぉぇいうさぇたぇ くぇ 
こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ くぇ くはおぇお-
ゃう ゅさっておう, ょけこせしくぇすう こさっょう 

すけゃぇ. ‶けつすう くはきぇ ぇゃうぇちうけく-
くう おぇすぇしすさけそう, ゃ おけうすけ かうこし-
ゃぇ つけゃっておぇ ゅさっておぇ. ╋ぇかおけ 
しぇ すっいう, しゃなさいぇくう ういちはかけ し 
すったくうつっしおう こさけぉかっきう, くけ 
つっしすけ う しぇきうすっ すったくうつっしおう 
こさけぉかっきう しぇ しゃなさいぇくう し つけ-
ゃっておう こさけこせしおう.  

- ‶けきぇゅぇす かう せさけちうすっ けす 
ぇゃうぇちうはすぇ つけゃっお ょぇ ぉなょっ 
ぉっいこけゅさってっく ゃなゃ ゃしうつ
おけ, おけっすけ こさぇゃう? ′っ しっ 

Ветераните

かう けこうすゃぇ っょうく ぇゃうぇすけさ 
ょぇ ぉなょっ ぉっいこけゅさってっく う ゃ 
あうゃけすぇ?  
 - ′っ, ぇい くっ しなき しっ けこうす-

ゃぇか ょぇ ぉなょぇ ぉっいこけゅさってっく. 
╆くぇき, つっ つけゃっお くっ きけあっ ょぇ 

ぉなょっ ぉっいこけゅさってっく. ′っ しなき 
しう ゅけ こけしすぇゃはか いぇ ちっか ゃ あう-
ゃけすぇ. 』けゃっお ゅさってう, いぇすけゃぇ 
しきっ たけさぇ. ′け しなき さぇぉけすうか 
しなゃっしすくけ う つっしすくけ. ╁なさてっか 
しなき しう さぇぉけすぇすぇ, すぇは さぇぉけすぇ, 
おけはすけ きう っ ぉうかぇ ゃないかぇゅぇくぇ 
こけ ゃしはおけ ゃさっきっ. ╁なさてっか しなき 
は すぇおぇ, おぇおすけ しなき は さぇいぉう-
さぇか う しこけさっょ ゃないきけあくけしすう-
すっ しう, いぇとけすけ つけゃっお さぇぉけすう 
うきっくくけ しこけさっょ ゃないきけあくけしす-
うすっ, おけうすけ うきぇ - くうおけえ くっ っ 

しゃさなたつけゃっお. 〈ぇおうゃぇ くはきぇ う ゃ 
ぇゃうぇちうはすぇ.
 
- ╋ぇかおけ おぇいぇくかなつぇくう ╁う 

こけいくぇゃぇす おぇすけ ぇゃうぇすけさ, 
くぇこけしかっょなお こけゃっつっ しすっ 
ういゃっしすっく おぇすけ こけかうすうお う 
くっ きけゅぇ ょぇ くっ ╁う こけこうすぇき 
おぇおゃぇ ゃさないおぇ うきぇ ぇゃうぇ
ちうはすぇ し こけかうすうおぇすぇ? ╇きぇ 
かう けぉとけ きけすうゃぇちうはすぇ いぇ 
いぇくうきぇくうっ し すっいう ょゃっ すけか
おけゃぇ さぇいかうつくう ょっえくけしすう?
 - ╋くけゅけ ょなかゅけ ゃさっきっ しすけ-

はた くぇしすさぇくう けす こけかうすうおぇすぇ, 
いぇとけすけ くっ ぉはた きけすうゃうさぇく. 
┿ゃうぇちうはすぇ くっ っ ぉうかぇ きけすう-
ゃぇちうけくっく そぇおすけさ, きぇかおけ しぇ 
ぇゃうぇすけさうすっ ゃ こけかうすうおぇすぇ. 
╁かはいけた ゃ こけかうすうおぇすぇ, おけ-
ゅぇすけ いぇぉっかはいぇた っょくぇ せきけさぇ 
けす すけいう ゃっつっ ょなかなゅ こさったけょ. 
╁かはいけた, っょゃぇ おけゅぇすけ しっ こけ-
はゃう ╂╄[╀, し くぇょっあょぇすぇ, つっ 
すけゃぇ っ こぇさすうは, ゃ おけはすけ うきぇ 
きくけゅけ ぇおすうゃくう たけさぇ, たけさぇ 
し ぇおすうゃくけ けすくけてっくうっ おなき 
ょけぉさせゃぇくっすけ くぇ たけさぇすぇ う 
くぇ しすさぇくぇすぇ. ╇ しっゅぇ ゃはさゃぇき 
ゃ すけゃぇ. ′っ しなき ぉっいさぇいかうつっく 
おなき すけゃぇ, おけっすけ とっ けしすぇゃうき 
くぇ しかっょゃぇとうすっ こけおけかっくうは. 
′っ きう っ ゃしっ っょくけ, おぇおすけ ゃ 
けぉとっしすゃっく, すぇおぇ う ゃ かうつっく 
こかぇく - おぇおゃけ とっ おぇあぇす ょっ-
ちぇすぇ くう いぇ けくけゃぇ, おけっすけ うき 
けしすぇゃはきっ. ╃ぇかう ょっちぇすぇ くぇ 
くぇてっすけ こけおけかっくうっ くはきぇ ょぇ 
おぇあぇす: ”╉ぇおゃけ くう けしすぇゃうたぇ 
すうは? – っょくぇ さぇいさせてっくぇ ょなさ-
あぇゃぇ...”. ╆ぇすけゃぇ しっ ゃおかのつうた 
ゃ こけかうすうおぇすぇ, いぇとけすけ きう しっ 
とっ つっしすくけ う けすゅけゃけさくけ う すせお 
ょぇ しう しゃなさてぇ さぇぉけすぇすぇ. ╇ は 
ゃなさてぇ.
 
- ╆ぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ, 

けすおぇおすけ せこさぇゃかはゃぇすっ ╉ぇ
いぇくかなお, おけっ っ くぇえ-しすけえ
くけしすくけすけ くっとけ, おけっすけ けし
すぇゃうたすっ ゃっつっ くぇ ょっちぇすぇ 
くう? ╇ おぇお し ぇゃうぇちうけくくぇ 
すけつくけしす きけゅぇす ょぇ しっ ういぉっ
ゅくぇす ゅさっておうすっ ゃ こけかうすう
おぇすぇ?
- ╆ぇゃうてうたきっ ういうしおゃぇくう-

はすぇ おなき さぇぉけすっとうすっ ゃ ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ, いぇかけあうたきっ 
ぉぇいぇ いぇ せしこってくぇ さぇぉけすぇ くぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ いぇ こけ-ぉっい-
こけゅさってくぇ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ, 
きうしかは, つっ おぇすけ ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす しないょぇょけたきっ せしかけゃうは 
いぇ こけ-しおけさけしすくけ う こけ-ぉなさいけ 
さぇいゅかっあょぇくっ くぇ ゃなこさけしうすっ, 
こけしすぇゃっくう けす ゅさぇあょぇくうすっ 
う ういけぉとけ – いぇ こけ-ぉなさいぇ う 
こけ-っそっおすうゃくぇ さぇぉけすぇ くぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ. ╋うしかは, つっ 
すけゃぇ っ けしくけゃくけすけ – せしおけさは-
ゃぇくっ こさけちっしうすっ くぇ ゃいっきぇくっ 
くぇ さってっくうはすぇ. ╁いっきぇくっすけ くぇ 
さってっくうは ぉなさいけ う ゃ せしかけゃうは-
すぇ くぇ かうこしぇ くぇ うくそけさきぇちうは 
しこっちうぇかくけ しっ ういせつぇゃぇ けす ゃけ-
っくくうすっ しこっちうぇかうしすう, つうしすけ 
ゃけっくっく こさけちっし っ う きうしかは, つっ 
ゃ すけゃぇ しなき こけかっいっく.
 
- 〈せお けぉぇつっ しぇ う けしくけゃ

くうすっ おさうすうおう おなき ゃぇてっすけ 
せこさぇゃかはゃぇとけ きくけいうくしすゃけ 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす – つっ 

くはきぇ ょっぉぇすう, つっ きぇかおけ しっ 
おけきっくすうさぇす ゃぇあくうすっ ゃな
こさけしう, つっ くっとぇすぇ くっ しっ 
けぉゅけゃぇさはす ょけしすぇすなつくけ, いぇ
とけすけ しっ ぉなさいぇ? 〉こさっおゃぇす 
ゃう ゃ かうこしぇ くぇ ょうぇかけゅ?      
 - 〈けゃぇ こさけしすけ くっ っ ゃはさくけ, 

ょうぇかけゅ うきぇ. 〈ぇおぇ, おぇおすけ ゅけ っ 
うきぇかけ ゃうくぇゅう, うきぇ ゅけ う しっゅぇ, 
おけゅぇすけ うきぇ おけえ ょぇ こけしすぇゃう 
ゃなこさけし. ╉けゅぇすけ すけゃぇ しっ しかせつ-
ゃぇ, くぇ ゃなこさけしうすっ しっ けすゅけゃけさは. 
′け きう こさぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ 
こさう けすかぇゅぇくっすけ くぇ くはおけは くぇ-
さっょぉぇ いぇ こけゃすけさくけ ゅかっょぇくっ, 
きっあょせ ょゃっすっ つっすっくうは, くっ こけ-
しすなこゃぇす くけゃう こさっょかけあっくうは. 
╇きぇかけ かう っ すけゅぇゃぇ くせあょぇ ょぇ 
は けすかぇゅぇきっ? ╄すけ, しっゅぇ すけゃぇ 
しすぇゃぇ し ′ぇさっょぉぇ 21. ]つうすぇき, 
つっ っ けしくけゃぇすっかくけ, けしけぉっくけ,  
おけゅぇすけ すけゃぇ っ くけゃぇ くぇさっょぉぇ, 
ょぇ うきぇ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇ-
くっ. ′け ょけしっゅぇ しぇきけ っょうく つけ-
ゃっお っ ょけてなか し こさっょかけあっくうっ 
こけ ′ぇさっょぉぇ 21. ╂さぇあょぇくうすっ 
しなとけ すさはぉゃぇ こけ-ょけぉさっ ょぇ しっ 
うくそけさきうさぇす. ╁っさけはすくけ う くうっ 
うきぇきっ ゃうくぇ いぇ しかぇぉぇすぇ うく-
そけさきうさぇくけしす くぇ けぉとっしすゃけすけ 
いぇ しなとくけしすすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす う しっゅぇ とっ 
しっ ゃないこけかいゃぇき けす しかせつぇは ょぇ 
けぉはゃは くぇ あうすっかうすっ くぇ ¨ぉとう-
くぇすぇ, つっ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす 
う くっゅけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ しぇ 
けすゃけさっくう いぇ ょっぉぇすう. 》けさぇ-
すぇ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, つっ いぇ-
しっょぇくうはすぇ くぇ おけきうしううすっ しぇ 
けすおさうすう う ゅさぇあょぇくうすっ, おぇすけ 
ゃうょはす ゅさぇそうおぇ, おけえすけ っ こせぉ-
かうつくけ ういゃっしすっく, きけゅぇす ょぇ 
うょゃぇす くぇ おけきうしうう しゃけぉけょくけ, 
ぉっい くうおぇおゃけ こさっょせこさっあょっ-
くうっ. 
 
- ′はきぇ おぇお ょぇ くっ ╁う こけ

こうすぇき – うきぇてっ おけくおさっすくう 
けつぇおゃぇくうは ╁ぇてっすけ うきっ ょぇ 
ぉなょっ くぇ ういぉうさぇっきけ きはしすけ 
ゃ ょっこせすぇすしおぇすぇ かうしすぇ くぇ 
╂╄[╀. ]っゅぇ, けぉぇつっ,  ゃうあ
ょぇきっ しぇきけ っょくぇ うしすうくしおぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ ょっこせすぇす  
けす ╉ぇいぇくかなお ゃ しこうしなおぇ くぇ 
╂╄[╀ - ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ. 
╆ぇしっゅくぇす かう しすっ けす すけゃぇ?
 - ‶さっちっくっくけ っ, つっ ゃ かうしすぇ-

すぇ くう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ こけゃっつっ 
あっくう, いぇとけすけ こなさゃけくぇつぇか-
くうはす ゃぇさうぇくす ぉっ ういおかのつう-
すっかくけ けす きなあおけ こさうしなしすゃうっ. 
╀ってっ こさっすなこおぇくけ し きなあっ, 
おけっすけ くぇかけあう こさけきはくぇ. ′っ 
こさうっきぇき かうこしぇすぇ くぇ きけっ-
すけ うきっ おぇすけ くはおぇおなゃ せおけさ, 
くぇこさけすうゃ – しきはすぇき, つっ ょけし-
すぇすなつくけ ょけぉさっ しなき けちっくっく 
う しう いくぇは きはしすけすけ し きけうすっ 
いぇょぇつう, おけうすけ しう ういこなかくは-
ゃぇき. ′っ しっ つせゃしすゃぇき いぇしっゅくぇす 
かうつくけ. ‶さう くぇし ちっくすさぇかくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ けこさっょっかは けおけく-
つぇすっかくうは ゃうょ くぇ かうしすうすっ う 
おけゅぇすけ すけ こさっちっくはゃぇ, こさっ-
ちっくはゃぇ ゃ くぇちうけくぇかっく こかぇく, 
ょぇゃぇ ちはかけしすっく こけゅかっょ. 〈ぇおぇ 
つっ – くっとぇすぇ くっ しっ ゅかっょぇす 
しぇきけ いぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ うかう 
╉ぇいぇくかなお, ぇ ゃなこさけしなす っ おぇお 
とっ ういゅかっあょぇ しかっょゃぇとうはす 
こぇさかぇきっくす.

 ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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 こさっしすなこかっくうは, 
けす おけうすけ おさうきうくぇかくうすっ しぇ 
4854, ぇ うおけくけきうつっしおうすっ 
- 587, しぇ ういゃなさてっくう こさっい 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ すっさう
すけさうはすぇ くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ 
けぉかぇしす. ¨す おさうきうくぇかくうすっ 
さぇいおさうすう しぇ 40,83%, ぇ けす 
うおけくけきうつっしおうすっ - 53,5%.
′ぇさぇしくぇか っ っょうくしすゃっくけ 

ぉさけはす くぇ こさっしすなこかっくうはすぇ, 
しゃなさいぇくう し くぇさおけすうちう. 〈けゃぇ 
しぇ ょぇくくう けす けこけゃっしすっくうは 
こせぉかうつくけ けすつっす いぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ ょうさっおちうは くぇ 
╋╁[ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ¨す ╃う

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╈]╅╉ ′╅ 20 000 [《〈》ょ【ぇ『〉¨ 』》╊を《╇╊...
]さっょ くぇぉっかはいぇくうすっ きっさおう っ う こさっこけさなおぇすぇ きぇすっきぇすうおぇ ょぇ しっ ういせつぇゃぇ 4 つぇしぇ しっょきうつくけ, 

いぇとけすけ „くっ きけあっ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇて こけ うくそけさきぇすうおぇ, ぉっい こさっょう すけゃぇ ょぇ しう せしゃけうか きぇすっきぇ-
すうおぇすぇ”. 
╁ こけすゃなさあょっくうっ くぇ すぇいう すっいぇ っ う ういおぇいゃぇくっすけ くぇ ╇ゃぇく ]けしおけゃ, ょっおぇく くぇ 《ぇおせかすっすぇ こけ きぇ-

すっきぇすうおぇ ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. ╁ ういおぇいゃぇくっすけ しう すけえ っ いぇはゃうか, つっ ゃしっおう こっすう しすせょっくす 
けす 《ぇおせかすっすぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ ゃ ┿かきぇ きぇすっさ っ ういけしすぇゃぇと いぇさぇょう こさけこせしおうすっ しう ゃ しさっょくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╆ぇ ょぇ しっ こさっけょけかっっ すけゃぇ, しっ くぇかぇゅぇかけ しすせょっくすうすっ ょぇ くぇゃぇおしゃぇす かうこしゃぇとう-
すっ しう いくぇくうは けす せつうかうとっ ゃ せくうゃっさしうすっすぇ. ╃させゅ こさけぉかっき, たぇさぇおすっさっく いぇ こけしかっょくうすっ 5-7 
ゅけょうくう, っ, つっ っ きうくうきぇかっく ぉさけはす くぇ こけしすなこゃぇとうすっ しすせょっくすう けす きぇすっきぇすうつっしおうすっ ゅうきくぇ-
いうう ゃ せくうゃっさしうすっす ゃ しこっちうぇかくけしす „╋ぇすっきぇすうおぇ”. ‶けゃっつっすけ う こけ-ょけぉさうすっ こさっょこけつうすぇかう ょぇ 
こさけょなかあぇす けぉさぇいけゃぇくうっすけ しう ゃ つせあぉうくぇ. ╉ぇすけ さっいせかすぇす けす こさけゃっょっくうは ゃ しすけかうちぇすぇ そけさせき 
せつぇしすくうちうすっ - こさけそっしけさう, こっょぇゅけいう う っおしこっさすう, しぇ しっ けぉっょうくうかう けおけかけ うょっはすぇ いぇ しないょぇ-
ゃぇくっすけ くぇ ]なゃっす おなき けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ. ╇ょっはすぇ っ すけえ ょぇ うきぇ そせくおちうはすぇ ょぇ 
こけょこけきぇゅぇ ゃっょけきしすゃけすけ ゃなゃ そけさきせかうさぇくっすけ くぇ ょなさあぇゃくぇすぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ こけかうすうおぇ, おぇすけ 
っょうく けす けしくけゃくうすっ え ぇおちっくすう っ うきっくくけ さぇいゃうすうっ う けぉせつっくうっ くぇ おぇょさう いぇ IT しっおすけさぇ. 
╉なき すさっゃけゅぇすぇ くぇ こさけしゃっすくうちうすっ しっ こさうしなっょうくうたぇ う けす ぉさぇくてけゃうすっ さぇぉけすけょぇすっかしおう けさゅぇ-

くういぇちうう, おぇおすけ う けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ. 
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇさすうさぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ „╁っかうおょっく ゃ きけは ゅさぇょ“, おけはすけ っ こけしゃっすっくぇ くぇ しゃっす-
かうは たさうしすうはくしおう こさぇいくうお – ╁ないおさっしっくうっ 》さうしすけゃけ.  ╇くうちうぇすうゃぇすぇ うきぇ おけくおせさしっく たぇさぇおすっさ 

う くっえくぇすぇ ちっか っ ゃしうつおう, おけうすけ あうゃっっき ゃ すけいう せくうおぇかっく おぇすけ こさうさけょぇ う おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおう 
いぇぉっかっあうすっかくけしすう ゅさぇょ, ょぇ こけしさっとくっき こさぇいくうおぇ ゃ っょくぇ こさうゃかっおぇすっかくぇ しさっょぇ, いぇ おけっすけ うきぇきっ 
かうつっく こさうくけし. ╇ょっはすぇ っ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ けぉかぇゅけさけょはす こさけしすさぇくしすゃけすけ, けおけかけ おけっすけ あうゃっはす うかう 
さぇぉけすはす. 『っかすぇ っ ょぇ しっ しすうきせかうさぇ ぇおすうゃくけしすすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.
′はきぇ けゅさぇくうつっくうは いぇ ゃうょぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ う くっえくけすけ こさっょくぇいくぇつっくうっ, ゃぇあくけすけ っ あっかぇくうっすけ こさけし-

すさぇくしすゃけすけ けおけかけ くっは ょぇ しすぇくっ こけ-こけょさっょっくけ う おさぇしうゃけ. ╆ぇ こなさゃうすっ きっしすぇ きけゅぇす ょぇ しっ ぉけさはす 
うくょうゃうょせぇかくう あうかうとくう しゅさぇょう, あうかうとくう ぉかけおけゃっ う おけけこっさぇちうう; けそうしう う きぇゅぇいうくう, いぇゃっょっ-
くうは いぇ たさぇくっくっ う おぇそっ; ぉうしすさぇ (おぇそっ くぇ けすおさうすけ); ぉういくっし けそうしう う こさけきうてかっくう こさっょこさうはすうは.

Руски нож стреля през четири цеви, 
дупчи бронежилетки като басма

Смъртоносният „Хамелеон” е изобретен в прочутия с 

оръжейните си конструктори и заводи град Тула

]すさぇたけゃうす しすさっかはと くけあ “》ぇきっかっけく” し 4 ちっゃう しぇ しない-
ょぇかう けさなあっえくうちう けす ╁けっくくけすけ ぇさすうかっさうえしおけ-うくあっ-

くっさくけ せつうかうとっ ゃ 〈せかぇ, [せしうは. ‶ぇすさけくうすっ しっ くぇさっあょぇす ゃ 
しこっちうぇかっく しっこぇさぇすけさ, おけえすけ しっ こけしすぇゃは ゃ けすきはすぇとうは しっ 
くぇしすさぇくう ちっゃっく ぉかけお. “》ぇきっかっけく” っ しくぇぉょっく し きっさくうお う 
きせておぇ, おけっすけ こけいゃけかはゃぇ ゃけょっくっ くぇ すけつっく けゅなく くぇ さぇいしすけは-
くうっ ょけ 50 きっすさぇ. ]すさっかはとうはす くけあ しっ いぇさっあょぇ し ういおかのつう-
すっかくけ けこぇしくうすっ こぇすさけくう 5,45た18 ╋‶『, ういこけかいゃぇくう ゃ こうし-
すけかっすぇ ‶]╋ /こうしすけかっす しぇきけいぇさはょっく きぇかけゅぇぉぇさうすっく/. 〈っ 
ゃしはゃぇす せあぇし せ こさうすっあぇすっかうすっ くぇ ぉさけくっあうかっすおう, いぇとけすけ 
くぇ こけかうゅけくくう ういこうすぇくうは しぇ こけおぇいぇかう, つっ くぇ 25 き. おせさてせ-
きうすっ きせ こさけぉうゃぇす すうすぇくけゃぇ かぇきぇさうくぇ し ょっぉっかうくぇ 1 きき う 
12-15 しかけは おっゃかぇさ いぇょ くっは.
‶けさぇあっくうはすぇ しぇ あっしすけおう, けしけぉっくけ おけゅぇすけ おせさてせきうすっ しぇ 

し ょゃぇ しなさょっつくうおぇ. ‶なさゃうはす っ けす いぇおぇかっくぇ しすけきぇくぇ し けしすなさ 
ゃさなた, ぇ いぇょ くっゅけ っ けかけゃっく ちうかうくょなさ いぇ すっあっしす. ‶さう こけ-
こぇょっくうっ おせさてせきなす しっ さぇいこぇょぇ くぇ すさう つぇしすう - つっかくぇ いぇおぇ-
かっくぇ つぇしす, けかけゃっく ちうかうくょなさ う きっおぇ さういくうちぇ. ╁しはおぇ つぇしす 
ういゃなさてゃぇ たぇけすうつくけ ょゃうあっくうっ う くぇくぇしは あっしすけおう さぇいおなし-
ゃぇくうは.
[ぇいさぇぉけすっくう しぇ ょゃぇ ゃぇさうぇくすぇ くぇ しすさっかはとうは くけあ - し さなつ-

くけ ゃいゃっあょぇくっ くぇ せょぇさくうおぇ う しなし しぇきけゃいゃっあょぇと しっ せょぇさ-
くけ-しこせしおけゃ きったぇくういなき.
‶さう ゃすけさうは ゃぇさうぇくす しおけさけしすさっかくけしすすぇ くぇ くけあぇ-こうしすけかっす 

きけあっ ょぇ くぇょゃうてう 15 ういしすさっかぇ ゃ きうくせすぇ. ╁ すけいう しかせつぇえ 
ゃしうつおう けこっさぇちうう こけ ゃおかのつゃぇくっ う ういおかのつゃぇくっ くぇ こさっょこぇ-
いうすっかは, こさけういゃっあょぇくっすけ くぇ ういしすさっか, けすゃぇさはくっすけ う いぇすゃぇ-
さはくっすけ くぇ ぉかけおぇ う ゃいゃっあょぇくっすけ くぇ せょぇさくうおぇ しっ ういこなかくは-
ゃぇす しぇきけ し っょくぇ さなおぇ.
〉くうおぇかくけすけ けさなあうっ すっあう 600 ゅさ., ょなかゅけ っ 32 しき. 〈けゃぇ ゅけ 

こさぇゃう けすかうつくけ しさっょしすゃけ いぇ しおさうすけ くけしっくっ う いぇ おけきぉうくう-
さぇくぇ しぇきけけすぉさぇくぇ. 
╂さぇょ 〈せかぇ っ ういゃっしすっく し ゅけかっきうすっ しう けさなあっえくう いぇゃけょう う 

し ょさっゃくうすっ しう すさぇょうちうう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ さぇいかうつくう 
ゃうょけゃっ けさなあうは. ′ぇいゃぇくうっすけ くぇ しゃっすけゃくけういゃっしすくうはす こうし-
すけかっす 〈〈 っ ぇぉさっゃうぇすせさぇ けす “〈せかしおう 〈けおぇさっゃ”.
╃っしっすおう ゃうょくう おけくしすさせおすけさう, しこっちうぇかうしすう う さなおけゃけょくう 

おぇょさう くぇ „┿さしっくぇか” しなとけ しぇ ゃないこうすぇくうちう くぇ 〈せかしおけすけ うく-
あっくっさくけ せつうかうとっ.

                                                  〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか, 
こけ きぇすっさうぇかう くぇ oruzeika.ru

╂うくおぇ 】っさっゃぇ - こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお, う ′ぇくおけ ╁うょっゃ - ぉうゃて ょうさっおすけさ くぇ [╇¨]╁ – ]すぇ-

さぇ ╆ぇゅけさぇ, しぇ ょゃっすっ おぇくょうょぇすせさう いぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょ-
くうお, おけうすけ とっ ゅかぇしせゃぇ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
】っさっゃぇ う ╁うょっゃ とっ ぉなょぇす ういしかせてぇくう ゃ きっしすくうは こぇさかぇ-

きっくす, こさっょう ょぇ しっ こさうしすなこう おなき ゅかぇしせゃぇくっ くぇ おぇくょうょぇ-
すせさうすっ うき, さってう けとっ                                  9-つかっくくぇすぇ 
╁さっきっくくぇ おけきうしうは いぇ ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 
]なしすぇゃなす くぇ おけきうしうはすぇ ゃおかのつゃぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす 
さぇいかうつくう ゅさせこう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ′‶¨, きっょうう.
¨ぉとけ 4-きぇ ぉはたぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ こけしすぇ, くけ ょゃぇきぇ けす すはた 

- ╋ぇさうは ]かぇゃけゃぇ - っおしこっさす ゃ [╇¨]╁, う ぉうぉかうけすっおぇさおぇすぇ 
〈っけょけさぇ  》さうしすけゃぇ けすこぇょくぇたぇ こさう しなぉっしっょゃぇくっすけ. ╇ ょゃぇ-
きぇすぇ ょけこせしくぇすう おぇくょうょぇすう しなぉさぇたぇ さぇゃっく ぉさけえ ゅかぇしけゃっ 
くぇ おけきうしうはすぇ - 8:8. ╁ ゅかぇしせゃぇくっすけ くっ せつぇしすゃぇ 9-はす つかっく 
くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは - ‶っすさぇくおぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ.
╆ぇ ゃすけさう こなす きっしすくうはす こぇさかぇきっくす ゃ ゅさぇょぇ こさぇゃう けこうす ょぇ 

ういぉっさっ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお, しかっょ おぇすけ こなさゃぇすぇ こさけちっょせさぇ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
しっ こさけゃぇかう う くっ ょけゃっょっ ょけ ういぉけさ くぇ けきぉせょしきぇく. 〈けゅぇゃぇ いぇ こけしすぇ しっ しなしすっいぇゃぇたぇ ょゃっ おぇく-
ょうょぇすおう: くぇしすけはとうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお, し ういすっおなか きぇくょぇす, ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ  う ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ - こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“.
╁ しなぉっしっょゃぇくっすけ う こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ ゃういうはすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ うくしすうすせちうはすぇ ¨きぉせょしきぇく 

おぇくょうょぇすうすっ けすゅけゃぇさはたぇ くぇ ゃなこさけしう いぇ さぇいきっさぇ くぇ いぇこかぇとぇくっすけ おぇすけ きけすうゃ いぇ こけしすぇ, いぇ 
すさうすっ くぇえ-ゃぇあくう こさけぉかっきぇ, いぇ おけうすけ ぉうたぇ ぉうかう すなさしっくう けす ゅさぇあょぇくうすっ いぇ こけきけと う しな-
ょっえしすゃうっ, いぇ おぇいせしう, おぇしぇっとう こけいくぇゃぇくっ くぇ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ, いぇ こさはおぇすぇ うき さぇぉけすぇ 
し ゅさぇあょぇくうすっ.
‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ ゃこっ-

つぇすかう  つかっくけゃっすっ くぇ おけきうしうはすぇ し ゃういうはすぇ しう いぇ さぇぉけすぇ くぇ ょけぉさけ-
ゃけかっく こさうくちうこ けす しすさぇくぇ くぇ のさうしすう, あっかぇっとう ょぇ ょぇゃぇす しなゃっすう 
ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, し さぇいかうつくうすっ ゅなゃおぇゃう ゃないきけあくけしすう くぇ 
うくしすうすせちうはすぇ ょぇ しすうゅくっ ょけ たけさぇすぇ, おぇおすけ う し うしおさっくぇすぇ しう ゃういうは 
いぇ しゃけっすけ きはしすけ くぇ すけいう こけしす. ′ぇ しゃけえ さっょ ′ぇくおけ ╁うょっゃ, おぇすけ 
っおけっおしこっさす, いぇはゃう あっかぇくうっ ょぇ しなすさせょくうつう う さぇぉけすう いぇっょくけ し  
¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ こけかいぇ くぇ くはおけかおけ おぇせいう: いぇ つうしす ゃないょせた, 
しさっとせ けぉゅぇいはゃぇくうはすぇ けす ょなさゃけこさっさぇぉけすゃぇすっかくけすけ こさっょこさうはすうっ 
„╂ぇぉさけゃくうちぇ”, おぇおすけ う いぇ しきっすうとっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╇いぉけさなす くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお すさはぉゃぇ ょぇ しっ 

ういゃなさてう けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, おぇすけ いぇ そぇゃけさうすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゅかぇ-
しせゃぇす 2/3 けす ゃしうつおう しなゃっすくうちう うかう 25 ょせてう. 
╉なき きけきっくすぇ くっ っ はしくけ すけつくけ おけゅぇ ゃなこさけしなす いぇ ういぉけさ くぇ けき-

ぉせょしきぇく ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しすぇくっ つぇしす けす ょくっゃくうは さっょ くぇ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす. ′ぇえ-ゃっさけはすくけ しなゃっすくうちうすっ とっ ういつぇおぇす こぇさかぇきっく-
すぇさくうは ゃけす う すけゅぇゃぇ とっ しっ いぇっきぇす し さってぇゃぇくっすけ くぇ すけいう ゃなこさけし.
╃け ういぉけさぇ くぇ くけゃ けきぉせょしきぇく けぉとっしすゃっくうはす うくすっさっし くぇ おぇいぇくかなつぇくう とっ しっ こぇいう けす ╉ぇすは 

╉うかうおつうっゃぇ - こなさゃうはす ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ゅさぇょぇ う きっしすくけすけ きせ しぇきけせこさぇゃかっくうっ けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお. 
‶さっょう ょぇ こけっきっ こけしすぇ, ╉うかうおうつっゃぇ ぉっ 3 きぇくょぇすぇ しっおさっすぇさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 

ゃ ╉ぇいぇくかなお う し 35-ゅけょうてっく しすぇあ ゃ ╀]‶.
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ こぇさすうは ╊╇╃╄[ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃなゃ ╁さっきっくくぇすぇ 

おけきうしうは いぇ ういぉけさ くぇ けきぉせょしきぇく けすくけゃけ こけすゃなさょうたぇ こけいうちうはすぇ しう, いぇはゃっくぇ こさっい ょっおっきゃさう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, つっ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くはきぇ くせあょぇ けす うくしすうすせちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ-
しさっょくうお う  しなとっしすゃせゃぇくっすけ え しぇきけ すけゃぇさう けぉとうくしおうは ぉのょあっす .

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╊うしすぇすぇ くぇ ╃‶] とっ しっ ゃけょう けす ╃っかはく ‶っっゃしおう, くけ ゃすけさぇすぇ こけいうちうは っ  いぇ けぉかぇしす
くうは かうょっさ くぇ ╃‶] う ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお 》ぇかうか ╊っすうそけゃ. ‶っっゃしおう っ ゃけょぇつ う 
くぇ ゃすけさぇ かうしすぇ - ゃ ‶ぇいぇさょあうお, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ こさう ょけぉさけ こさっょしすぇゃはくっ ╉ぇいぇく
かなお きけあっ ょぇ うきぇ う ゃすけさう ょっこせすぇす - 》ぇかうか ╊っすうそけゃ けす ╃‶]. ‶ぇさすうは „╃っきけおさぇすう 
いぇ しうかくぇ ╀なかゅぇさうは” いぇこぇいゃぇす しゃけは ゃけょぇつ けす きうくぇかうすっ ういぉけさう - ょけしっゅぇてくうはす ょっ
こせすぇす ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ. ╄おし いぇき.-おきっすなす  こけ ゃさっきっすけ くぇ ╀けさうしけゃ おぇすけ おきっす くぇ ]けそうは 
- 》さうしすけ ┿くゅっかうつうく, っ ゃけょぇつ くぇ ╃ゃうあっくうっ „╀なかゅぇさうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ”. ╀っい くうすけ 
っょうく きっしすっく っ かうしすぇすぇ くぇ こぇさすうは ┿すぇおぇ. ╁けょぇつ ゃ さっゅうけくぇ っ ╃っしうしかぇゃ 』せおけかけゃ, 
いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ こぇさすうはすぇ. „′っ しぇ くう こうすぇかう, しこせしくぇたぇ ゅう けすゅけさっ, すけゃぇ っ 
こけかけあっくうっすけ.”, いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” けぉかぇしすくうはす かうょっさ くぇ ┿すぇおぇ ╋うたぇうか 
╋うたぇえかけゃ. ╀うゃてうはす おぇいぇくかなておう こさっょしすぇゃうすっか う ょっこせすぇす ゃ こぇさすうは ┿すぇおぇ ‶っすなさ 
》かっぉぇさけゃ, しうく くぇ こけおけえくうは ╇ゃぇく 》かっぉぇさけゃ /ぉうゃて 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 ゅさぇょぇ/ っ さっゅうしすさうさぇく ゃ ょさせゅぇ かうしすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

′ぇ くけゃけ きはしすけ しなゃしっき しおけさけ とっ しっ こさっ
きっしすう こぇいぇさなす いぇ ちゃっすは くぇ ╉けけこっさぇ

すうゃくうは こぇいぇさ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ょっはすぇ くぇ けぉ
とうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ っ すけゃぇ ょぇ しすぇくっ ゃ 
ゅけさくぇすぇ つぇしす くぇ こぇいぇさぇ, くっこけしさっょしすゃっくけ 
くぇょ しゅさぇょぇすぇ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ ぉぇくは. 】っ しっ 
ういこけかいゃぇす ゃしうつおう ょぇょっくけしすう くぇ うくすっさうけ
さぇ う っおしすっさうけさぇ, おぇすけ しっ こさっょゃうあょぇ くぇ
こさぇゃぇすぇ くぇ ぇかせきうくうっゃぇ おけくしすさせおちうは, けおぇ
つっく すぇゃぇく, さっおかぇきくう こぇくぇ – すぇおぇ, つっ ょぇ しっ 
こけかせつう おさぇしうゃ ちゃっすっく こぇいぇさ.
‶さっょう しっょきうちぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇこけつくぇ うく
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╉さうすっさううすっ, こけ おけう-
すけ とっ ぉなょぇす けちっくは-
ゃぇくう ういゃなさてっくうすっ 
ょっえくけしすう, しぇ: けぉとぇ 
ぉかぇゅけせしすさけっくぇ こかけと, 
すっさっく, ゃかけあっくう きぇすっ-
さうぇかう, けいっかっくはゃぇくっ 
– ゃうしけおぇ さぇしすうすっか-
くけしす う たさぇしすう, ちゃっすは, 
けぉとぇ ゃういうは, ょなかゅけす-
さぇえくけしす くぇ うくゃっしすう-
ちうはすぇ.

снимки: БЛИЦ

〉つさっょはゃぇす しっ う つっすうさう くぇゅさぇょう けす こけ 300 かっゃぇ ′ぇゅさぇょうすっ しぇ 
ゃ つっすうさうすっ けしくけゃくう おぇすっゅけさうう - いぇ あうかうとくう しゅさぇょう; ぉういくっし 
しゅさぇょう; いぇゃっょっくうは いぇ たさぇくっくっ う おぇそっ う ぉうしすさぇ; いぇ こさけきうてかっくう 
こさっょこさうはすうは. ╁しうつおう せつぇしすくうちう とっ こけかせつぇす う ゅさぇきけすう いぇ せつぇし-
すうっ ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ.
╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ っ くっけぉたけょうきけ ょぇ 

こけょぇょぇす いぇはゃかっくうっ しゃけぉけょっく すっおしす いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ.
 
╉さぇえくうはす しさけお いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ „╁っかうおょっく ゃ きけは 

ゅさぇょ“ っ 10 きぇえ 2013 ゅ., 17.00 つぇしぇ.
 
╆ぇはゃかっくうはすぇ しっ こけょぇゃぇす くぇ ゅうてっ わ 5 ゃ 『っくすなさぇ いぇ うく-

そけさきぇちうは う せしかせゅう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ - ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ 6 うかう くぇ っ-mail: diana_radkova@
abv.bg – うくあ. ╃うぇくぇ [ぇょおけゃぇ, 0431/98239; arh_
kalinkov@abv.bg – ぇさた. ╇ゃけ ╉ぇかうくおけゃ, 0431/98242. ╆ぇ 
こけゃっつっ うくそけさきぇちうは きけあっすっ ょぇ しっ けぉなさくっすっ くぇ こけしけつっ-
くうすっ うきっえかう う すっかっそけくう.

すっくいうゃくう ょっえくけしすう こけ けぉかぇゅけさけょはゃぇくっ くぇ こさけしすさぇくしすゃけすけ, くぇきうさぇとけ しっ いぇょ 『っく
すさぇかくうは おけけこっさぇすうゃっく こぇいぇさ う けおけかけ ぉぇくはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈け しっ ういゃなさてゃぇ くぇ ぉぇいぇ 
こさうっす ‶かぇく いぇ さっゅせかぇちうは くぇ つぇしす けす おゃ. 143 こけ こかぇくぇ くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉかぇゅけさけ
ょっくぇすぇ こかけと  とっ っ くぇょ  2750 おゃ. き.
】っ ぉなょぇす しないょぇょっくう 37 こぇさおけきっしすぇ, とっ ぉなょっ ういゅさぇょっくぇ ゃさないおぇ きっあょせ しっゃっさ

くぇすぇ つぇしす くぇ せか. „]かぇゃはくしおぇ“,  せか. „╁っかうおけ 〈なさくけゃけ“,  せか. „╀はかけ きけさっ“ ょけ ぉせか. 
„′うおけかぇ ‶っすおけゃ“. 】っ ぉなょっ くぇこさぇゃっくぇ くけゃぇ すさけすけぇさくぇ くぇしすうかおぇ, ぇ しなとっしすゃせゃぇ
とぇすぇ とっ ぉなょっ さっくけゃうさぇくぇ. 】っ ぉなょぇす けそけさきっくう  いっかっくう う ちゃっすくう こさけしすさぇくしすゃぇ 
う しゃなさいゃぇとう ぇかっう.

                                                            „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

╁ ょっくは くぇ こぇさかぇきっくすぇさくうは 
ゃけす – 12-すう きぇえ, しっかけ ╂け

かはきけ ╃さはくけゃけ くはきぇ ょぇ ういぉう
さぇ しゃけえ くけゃ おきっすしおう くぇきっしす
くうお, おぇおゃうすけ  こなさゃけくぇつぇかくう 
けぉっとぇくうは くぇこさぇゃう くぇ けぉとけ
しっかしおけすけ しなぉさぇくうっ おきっすなす 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. ‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ 
しぇ くっけぉたけょうきうすっ しさけおけゃっ いぇ 
せすけつくはゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇ
すうゃくぇすぇ こさけちっょせさぇ, いぇっょくけ し 

¨ぉかぇしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ′ぇ こさけゃっょっくけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ぇこさうか けぉ
とけしっかしおけ しなぉさぇくうっ, くぇ おけっすけ こさうしなしすゃぇ う おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ, しすぇくぇ 
はしくけ, つっ こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす あうすっかうすっ くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ くっ けょけ
ぉさはゃぇす っょくけゅけょうてくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ - おきっすしおう くぇきっしす
くうお くぇ しっかけすけ. ]かっょ おぇすけ ういしかせてぇ ゃないさぇあっくうはすぇ うき う けぉはしくっくうはすぇ 
くぇ おきっすしおぇすぇ くぇきっしすくうつおぇ, ]すけはくけゃぇ こさうおぇくう あうすっかうすっ くぇ しっかけすけ ょぇ 
しそけさきうさぇす ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす, おけえすけ ょぇ こさっょかけあう  おぇくょうょぇすう いぇ 
おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. ╆ぇしっゅぇ くっ っ はしくぇ ょぇすぇすぇ, くぇ 
おけはすけ あうすっかうすっ すぇき とっ ういぉうさぇす くけゃ しゃけえ くぇきっしすくうお. ╆╋]╋┿ /╆ぇおけく いぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ う きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは/ ょぇゃぇ こさぇゃけ くぇ 
けぉとうくしおうは おきっす ょぇ くぇいくぇつう おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ 
し こけょ 500 あうすっかう し ぇょさっしくぇ さっゅうしすさぇちうは すぇき.

╀うゃてぇすぇ ぇさしっくぇかおぇ う くぇしすけはとぇ ぉういくっしょぇきぇ  ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ  ぉっ 
っょうくしすゃっくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ - せつぇしすくうつおぇ ゃ こさうおかのつうかけすけ ゃ おさぇは くぇ 

きぇさす ╋っあょせくぇさけょくけ ういかけあっくうっ いぇ そけすけゅさぇそうは, ういけぉさぇいうすっかくけ ういおせ
しすゃけ う しおせかこすせさぇ  ┿[〈 ╄╉]‶¨ ゃ ′の ╈けさお. 〈ぇき ╇ゅくぇすけゃぇ こさっょしすぇゃう 5 
しゃけう おぇさすうくう, くぇこさぇゃっくう こけ けさうゅうくぇかくぇすぇ う ぉっい ぇくぇかけゅ くぇ ういかけあっ
くうっすけ すったくうおぇ - さうしせゃぇくっ し さなちっ. 》ぇさぇおすっさくけ いぇ ういかけあっくうっすけ, すさぇ
ょうちうけくくけ う っあっゅけょくけ いぇ ╋っゅぇこけかうしぇ, っ せつぇしすうっすけ ゃ くっゅけ くぇ すゃけさちう 
けす ちはか しゃはす, おけうすけ しぇきう こさっょしすぇゃはす すゃけさつっしすゃけすけ しう. ╁ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 4 ょくう こさけういゃっょっくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ しぇ ぉうかう ゃうしけおけ けちっくっくう けす 
こけしっすうすっかうすっ, おぇすけ けしけぉっく うくすっさっし おなき すゃけさぉうすっ え しぇ こさけはゃうかう, おぇおすけ 
けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょうぇしこけさぇ,すぇおぇ う たうかはょうすっ させしくぇちう, あうゃっっとう ゃ ╋ぇく
たぇすなく う ゃ ′の ╈けさお. ╉ぇすけ けちっくおぇ いぇ すぇかぇくすぇ くぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ しぇ 
こけかせつっくうすっ こけおぇくう いぇ せつぇしすうっ ゃ ょゃっ ういかけあっくうは ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ: 
ゃ ╋せきぉぇえ - ╇くょうは う ゃ „]こっおすさせき ╋ぇはきう“ こさっい ょっおっきゃさう. ╇ ょゃっすっ こけおぇ
くう おなき  しぇきけせおぇすぇ たせょけあくうつおぇ しぇ くぇこさぇゃっくう けす ゃうょくうは ぇきっさうおぇくしおう 
ゅぇかっさうしす [うお ╀なさくっえ.

╃くっゃっく ちっくすなさ いぇ ゃないさぇしす
くう し せゃさっあょぇくうは とっ しっ 

ういゅさぇあょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  ╇くゃっし
すうすけさ くぇ こさけっおすぇ とっ っ ‶けしけか
しすゃけすけ くぇ ]┿】 せ くぇし. 
‶さけっおすなす しっ そうくぇくしうさぇ けす 

╄ゃさけこっえしおけすけ おけきぇくょゃぇくっ くぇ 
ゃなけさなあっくうすっ しうかう くぇ ]┿】, 
こさっょくぇいくぇつっく っ いぇ たけさぇ し 
せゃさっあょぇくうは くぇょ 18-ゅけょうて
くぇ ゃないさぇしす う しっ けしなとっしすゃはゃぇ 
しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ′っゅけゃぇすぇ しすけえくけしす っ 130 たうか. 
とぇすしおう ょけかぇさぇ. ╁おかのつゃぇ さっくけゃうさぇくっ くぇ こさういっきくうは っすぇあ ゃ しゅさぇょぇすぇ, 
おなょっすけ しっ こけきっとぇゃぇ ╃くっゃくうはす ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは; すけこかけ
ういけかぇちうは; こけょきはくぇ くぇ ょけゅさぇきぇ; ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ こけゃょうゅぇとけ せしすさけえ
しすゃけ いぇ かっあぇとけぉけかくう; ういゅさぇあょぇくっ くぇ けゅさぇょぇ きっあょせ ╃くっゃくうは ちっくすなさ 
う ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ; ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは う 
けすゃぇさはくっ くぇ すさぇくしこけさすっく こけさすぇか くぇ ちっくすなさぇ.

‶さけっおす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇさっつっく „‶ぇさお ╇いすけお“, っ けょけぉさっく いぇ 
そうくぇくしうさぇくっ けす ╉けきうしうはすぇ こけ さぇいゅかっあょぇくっ, けちっくおぇ う おかぇしうさぇくっ 

くぇ こさけっおすうすっ こけ ′ぇちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは „╆ぇ つうしすぇ けおけかくぇ しさっょぇ - 2013 
ゅ.“ おなき ╋¨]╁.
¨つぇおゃぇ しっ ╃けゅけゃけさなす いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ こけきけと ょぇ ぉなょっ こけょこうしぇく ゃ 

くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ, し おけっすけ とっ しすぇさすうさぇす ょっえくけしすうすっ こけ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ こぇさおぇ ゃ あ.お. „╇いすけお“. 〈っさっくなす しっ くぇきうさぇ くぇ せか. „‶っすぬけ ╂ぇくうく“, ゃ 
きっあょせぉかけおけゃけ こさけしすさぇくしすゃけ, ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ ぉかけおけゃっ  
わ わ71, 72, 73 う 74. ]なゅかぇしくけ こさけっおすぇ すけゃぇ きはしすけ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ 
いけくぇ いぇ けすょうた, しこけさす う うゅさう.
‶さけっおすなす っ くぇ しすけえくけしす 10 000 かゃ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ ゃ けおけく

つぇすっかっく ゃうょ ょけ おさぇは くぇ けおすけきゃさう. ╁ ぉなょっとうは こぇさお とっ しっ ういゅさぇょはす 
こけかうゃくぇ しうしすっきぇ, けしゃっすかっくうっ, こっえおう , ぉっしっょおぇ, ぉっすけくくう きぇしう いぇ てぇた, 
つってきぇ う  ょっすしおう おぇすっさせておう. 

╀うゃてうはす こさっいう
ょっくす くぇ ╀ぇし

おっすぉけかっく おかせぉ - 
╉ぇいぇくかなお う ぉうゃて 
しけぉしすゃっくうお くぇ 
しこけさすっく おけきこかっおし 
„┿さしっくぇか“ 》さうし
すけ ╋かぇょっくけゃ ぉってっ 
せょけしすけっく し すうすかぇすぇ 
„‶さうけさ“ くぇ さけき
しおけすけ きってっさっ う くぇ 
こさぇおすうおぇ ゅけ けゅかぇ
ゃう. 〈けゃぇ しすぇくぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ ‶なさゃぇすぇ 
′ぇちうけくぇかくぇ おけく
そっさっくちうは くぇ しすぇ
さっえてうくうすっ くぇ さけきしおうは しなょ, こさけゃっょっくぇ ゃ しすけかうちぇすぇ. ╁ っこけたぇすぇ くぇ 
╋かぇょっくけゃ おぇすけ てっそ くぇ おぇいぇくかなておうは ぉぇしおっすぉけか  けすぉけさなす くう ぉっ つぇしす 
けす っかうすくぇすぇ ゅさせこぇ こさう きなあっすっ.

]なし いぇこけゃっょ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ いぇぉさぇくはゃぇ おなこぇくっすけ こけ ちはかけすけ 
こさけすっあっくうっ くぇ ぉさっゅけゃぇすぇ うゃうちぇ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ う くぇ ょさせゅうすっ はいけゃうさう 

こさっい かっすくうは しっいけく し ちっか こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ くぇ うくちうょっくすう う いぇ けこぇいゃぇくっ いょさぇゃっすけ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ¨こさっょっかっくうすっ いぇ おなこぇくっ う ゃけょっく しこけさす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとう
くぇすぇ きっしすぇ しぇ ┿おゃぇこぇさお う ょゃぇ こかせゃくう ぉぇしっえくぇ.
╁しうつおう, おけうすけ くぇさせてぇゃぇす ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ ゃけょくけしこぇしうすっかくぇすぇ ょっえくけしす う けぉっいけこぇ

しはゃぇくっ くぇ ゃけょくうすっ こかけとう, くけしはす ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇ けすゅけゃけさくけしす しなゅかぇしくけ ╆ぇおけくぇ 
いぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ くぇさせてっくうは う くぇおぇいぇくうは.

さっおちうはすぇ けすつうすぇす いぇゃうてっく こさけちっくす くぇ さぇいおさうすうすっ こさっしすなこかっくうは.
]こけさっょ ょうさっおすけさぇ, しすぇさてう おけきうしぇさ ┿かっおしう ┿かっおしうっゃ, しっ くぇぉかのょぇゃぇ すっくょっく

ちうは くぇ くぇきぇかはゃぇくっ ょっかぇ くぇ こさっしすなこかっくうは, ういゃなさてっくう けす かうちぇ こけょ 18-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす. ]こさはきけ 2011 ゅけょうくぇ しっ けすつうすぇ くぇきぇかはゃぇくっ う くぇ ぉさけは くぇ きぇかけかっすくうすっ 
う くっこなかくけかっすくうすっ ういゃなさてうすっかう くぇ おさうきうくぇかくう ょっはくうは, おぇすけ くっこなかくけかっすくうすっ 
ういゃなさてうすっかう しぇ し 13 こけ-きぇかおけ, ぇ きぇかけかっすくうすっ しぇ くぇきぇかっかう しなし 7.
‶さっい こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ̈ ╃╋╁[ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こけすなさこっゃてう 

けす こさっしすなこかっくうは しぇ しすぇくぇかう 114 ょっちぇ. ]っょっき けす すはた しぇ あっさすゃう くぇ ういくぇしうかゃぇくっ, 
ぇ 12 くぇ ぉかせょしすゃけ.
‶さっい 2012 ゅ. ゃ ¨╃╋╁[ しぇ けぉさぇいせゃぇくう けぉとけ 6281 ょけしなょっぉくう こさけういゃけょしすゃぇ, けす 

おけうすけ 5733 ょけいくぇくうは, 489 ぉなさいう こさけういゃけょしすゃぇ う 59 くっいぇぉぇゃくう こさけういゃけょしすゃぇ.
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ¨╃ くぇ ╋╁[ しぇ こけしすなこうかう 34 こさっょかけあっくうは う しうゅくぇかう 

けす ゅさぇあょぇくう. ‶さう こさけゃっさおぇすぇ うき っ せしすぇくけゃっくぇ ゃうくぇ くぇ 5 しかせあうすっかう くぇ ¨╃╋╁[ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけうすけ しぇ くぇおぇいぇくう こけ ょうしちうこかうくぇさっく さっょ.
╆ぇ こけしすうゅくぇすう ゃうしけおう さっいせかすぇすう ゃ しかせあっぉくぇすぇ ょっえくけしす う いぇ おけくおさっすっく こさうくけし 

こさう ういこなかくっくうっすけ くぇ ゃぇあくう しかせあっぉくう いぇょぇつう こさっい 2012 ゅ. しぇ くぇゅさぇょっくう 371 
しかせあうすっかう.
]すぇさてう おけきうしぇさ ┿かっおしう ┿かっおしうっゃ せゃっさう, つっ けす ̈ ╃ くぇ ╋╁[ しぇ こさっょこさうっかう きっさおう, 

おけうすけ とっ しゃっょぇす ょけ きうくうきせき おせこせゃぇくっすけ う こさけょぇゃぇくっすけ くぇ ゅかぇしけゃっ ゃ こさっょういぉけさ
くぇすぇ おぇきこぇくうは う とっ しっ しかっょう いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ つっしすくう う こさけいさぇつくう ういぉけさう.
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“╋っょうちうくしおう 『っくすなさ - ┿[]╄′┿╊” ╄¨¨╃, ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100 /‶けかうおかうくうおぇ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃/
せか. ”╉かうきっくす” わ1, /╀うゃてぇ いなぉけすったくうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは ょけ ¨ぉとうくぇすぇ/
せか.”]すぇさぇ こかぇくうくぇ” わ12, /‶けかうおかうくうおぇ ょけ [けいぇさうせきぇ, っす. 4. おぇぉうくっす 97/

Тел.за връзка: ул. ”Климент” №1

-0431/ 6 53 40; 0889237020 

Поликлиника в “Арсенал” АД

- 0431/ 6 40 55; вътр. 34-45

╃-さ ╆ぇたぇさう ]すけえつっゃ, ぇおせてっさしすゃけ う ゅうくっおけ-
かけゅうは: ╁すけさくうお, 』っすゃなさすなお - 14:00-17:30 つ., 
]なぉけすぇ - 9:30-12:30 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ1 
╃-さ ╊なつっいぇさ ╃せょせかけゃ, たうさせさゅうは: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 14:00-16:30 つ.
┿きぉせかぇす. こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ1
╃-さ ╃うきうすなさ ╉せおせてっゃ, けさすけこっょうは: ‶けくっ-
ょっかくうお, 』っすゃなさすなお - 11:30 つ. /かおお - 12:30 つ. 
-14:30 つ./, ╁すけさくうお, ]さはょぇ, ‶っすなお - 12:00 つ. 
/かおお - 12:30-14:30 つ./
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ1

╃-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8:30-13:00 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100
╃-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ: ╁すけさくうお う 』っすゃなさすなお - 8:30-13;30 つ., 
]さはょぇ う ‶っすなお - 8:30-12:30 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
╃-さ 》さ. 》さうしすけゃ, おぇさょうけかけゅうは: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 16:00-19:00  つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. ”]すぇさぇ こかぇくうくぇ” わ12
╃-さ ╂. ╇かうっゃ, [っくすゅっくけゃ おぇぉうくっす - 
0887478116: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8:00-
12:00 つ. う 14:00-17:30 つ.
せか. „╉かうきっくす“ わ1
╉かうく. かぇぉけさぇすけさうは ╁なすさ. す. 28-30: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 8:30-14:00 つ.
╃-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ, すっさぇこっゃす: 
‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 12:00-14:00 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 
わ100

 がぺべぎづéどん ぞん ゐごゑぷ
んづでぎぞんずぎぴ - ぢづご とぎゑだづと

¨しっきゅけょうてくぇすぇ ╁うおすけさうは ′ぇかぉぇくすけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお とっ っ くぇえ-きぇかおうはす せつぇしすくうお 
ゃ こさっょぇゃぇくっすけ „╁しはおぇ くっょっかは” うょくぇすぇ しっょきうちぇ う くぇえ-きぇかおうはす しなぉっしっょくうお くぇ 

╉っゃけさお ╉っゃけさおはく ゃ っきぉかっきぇすうつくけすけ きせ 
いぇ すさう こけおけかっくうは ぉなかゅぇさう こさっょぇゃぇくっ.  
╁うおう, おぇおすけ は こけ- いくぇゃぇ ゅさぇょなす, っ つぇしす 

けす すぇかぇくすかうゃけすけ しないゃっいょうっ ゃないこうすぇ-
くうちう くぇ きせいうおぇかくぇ- すぇ こっょぇゅけあおぇ ]すっそおぇ 
╃っくっゃぇ, さなおけゃけょう- すっか くぇ ╁╂ „╇しおさうちぇ” 
おなき ′』 „╇しおさぇ - 1860” ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╁うおう っ ょなとっさは くぇ ぉうゃてうは ぇさしっくぇかしおう 

ゃないこうすぇくうお ╁っ- しっかうく ′ぇかぉぇくすけゃ, 
いぇゃなさてうか ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ こさっい 
1987 ゅけょうくぇ ゃ おかぇしぇ くぇ ‶っくおぇ ╉ぇかつっゃぇ う 
けしすぇゃうか しかっょぇ おぇすけ っょうく けす くぇえ-ょけぉさうすっ 
しすさせゅぇさう くぇ ゃうこせしおぇ しう. 
╃なとっさはすぇ くぇ ╁っしおけ - きぇかおぇすぇ ╁うおすけさうは, 

おけはすけ ういこなかくはゃぇ                                くぇえ-ういゃっしすくぇすぇ こっ-
しっく くぇ ╄かうちぇ う ]すせく- ょあう - „╁けょぇ”, ょけくっしかぇ 
5-すけ きはしすけ くぇ しすさぇ- くぇすぇ くう くぇ ╄ゃさけゃういうは 
2007, とっ うきぇ てぇくしぇ  ょぇ は ういこっっ けすくけゃけ いぇ 
ゃしうつおう いさうすっかう くぇ こさっょぇゃぇくっすけ. 〈は とっ 
せつぇしすゃぇ ゃ くっゅけ いぇっょ- くけ し ╄かうちぇ 〈けょけさけゃぇ, 
おけはすけ う すぇいう ゅけょう- くぇ とっ っ ぉなかゅぇさしおけすけ 
うきっ くぇ きせいうおぇかくうは そっしすうゃぇか.  
¨とっ こさっょう 3 ゅけょうくう ╁うおう こさぇゃう う しゃけは こなさゃう こさけそっしうけくぇかっく いぇこうし ゃ ╀′[. ╁ 

さっこっさすけぇさぇ くぇ すぇかぇくすかうゃけすけ ょっすっ けす ╉ぇいぇくかなお しぇ „╃っすっかうくう” くぇ ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ, 
„╁けょぇ” くぇ ╄かうちぇ う ]すせくょあう, „┿さかっおうくけ” くぇ ┿かかぇ ‶せゅぇつけゃぇ, こっしくう くぇ ‶けかう ╂っくけゃぇ. 
¨しっきゅけょうてくぇすぇ ╁うおすけさうは ′ぇかぉぇくすけゃぇ っ せつっくうつおぇ ゃなゃ ゃすけさう おかぇし ゃ きせいうおぇかくぇすぇ 

こぇさぇかっかおぇ し こさけそうか こうぇくけ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”. ╉ぇすけ くぇゅさぇょぇ いぇ ぉかっしすは-
とうすっ しう ういはゃう くぇしおけさけ ╁うおう こけかせつぇゃぇ う きっつすぇく こけょぇさなお けす しゃけは ぉぇとぇ - こさけそっしう-
けくぇかっく きうおさけそけく.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Честит празник на хората, без които 

животът би бил немислим! 

На всички здравни работници от ДКЦ 

“Арсенал” - здраве,

по-леки дни и повече време за човешките 

радости с най-близките им хора! 

С благодарност за  неуморните ви дни и нощи 

в името на най-ценното – здравето!!!

От ръководството на “Арсенал”

╇ てそうあ か といかおかせあ ╈あしみ ′おちあうねかうあ - ]あしそうあ そて 》しそうおけう,
つ おけたしそす せあ そちひきかかせ つたかぬ, あさそつてけちあしあ う “╅ちつかせあし”
〈は っ こさけかっすくけ ょっすっ. ╇ 

けすおさけゃっくぇ おさぇしぇゃうちぇ. 
╇ょゃぇ くぇ ぉはか しゃはす し ぇしすさけくけ-
きうつっしおぇすぇ こさけかっす こさっょう 28 
ゅけょうくう... くぇ ぉかういけ 100-すうくぇ 
おうかけきっすさぇ けす ╉ぇいぇくかなお - ゃ 
‶かけゃょうゃ. ╇ こさっい せき  くっ っ 

きうくぇゃぇかけ すけゅぇゃぇ くぇ けさうしくう-
ちうすっ, つっ っょうく ょっく おさぇしうゃけすけ 
こせたおぇゃけ きけきうつっ ╂ぇかは とっ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ っょくぇ けす きかぇょう-
すっ ぇさしっくぇかしおう くぇょっあょう. ‶さう 
すけゃぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ すうこうつくけ 
きなあおう こさけそうか - けさなあっえくけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ. ′うすけ こなお, 
つっ とっ しゃなさあっ あうゃけすぇ しう し 
“┿さしっくぇか”... いぇ  ょっしっすうかっすうは 
くぇこさっょ. 
]っゅぇ, けす こぇさぇかっかぇ う さぇい-

しすけはくうっすけ くぇ ゃさっきっすけ う ゅけ-
ょうくうすっ, たせぉぇゃうちぇすぇ ╂ぇかは 
っ せぉっょっくぇ, つっ ょぇ しかっょゃぇて 
きっつすうすっ しう くっ ゃうくぇゅう っ かっし-
くけ, くけ こなお しなし しうゅせさくけしす っ 
うくすっさっしくけ う しう しすさせゃぇ. ]すう-
ゅぇ, さぇいぉうさぇ しっ, ょぇ きけあって ょぇ 
せしすけうて  う ょぇ こかぇすうて ちっくぇすぇ 
くぇ すけゃぇ... 

╉けゅぇすけ いぇこうしゃぇ ゃ 〈ったくう-
つっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 

‶かけゃょうゃ こさっょう ゅけょうくう しこっ-
ちうぇかくけしすすぇ “╋ぇてうくけしすさけっくっ 
う せさっょけしすさけっくっ”, ゃかのぉっくぇすぇ 
けとっ けす ょっすっ ゃ  っかっおすさけくうおぇ-
すぇ, さぇょうけすったくうおぇすぇ  う ゃない-
ょせてくうすっ  こせておう ╂ぇかは ょけさう 
くっ こさっょこけかぇゅぇ, つっ っょうく ょっく 
とっ しっ けいけゃっ ゃ “┿さしっくぇか” う すけ 
おぇすけ ょけおすけさぇくす. ‶さう すけゃぇ, 
くっ こけ おぇおゃけ ょぇ っ, ぇ こけ すっきう-
すっ, しゃなさいぇくう し くぇえ-すっあおぇすぇ 
ぇさすうかっさうは すせお - ゅさぇくぇすけきっ-
すうすっ. 
╆ぇとけすけ うきっくくけ しかっょ いぇ-

ゃなさてゃぇくっすけ くぇ きぇゅうしすさぇすせさぇ 
╂ぇかは ]すけはくけゃぇ ╆ょさぇゃつっゃぇ, ぇ 
けす 2011 ゅけょうくぇ う ╊ぇかけゃぇ, っ 
いぇょけつっく ょけおすけさぇくす くぇ “┿さ-
しっくぇか” ゃ 〈〉  ゃ ゅさぇょ ‶かけゃ-
ょうゃ,  おけえすけ っ そうかうぇか おなき 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ]けそうは, ゃ しこっちうぇかくけしすすぇ  
“¨さなあっえくけ こさけういゃけょしすゃけ”, ぇ 
すっきぇすぇ え っ しゃなさいぇくぇ こさはおけ し 

こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ちっゃう. ╆ぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ う こけいくぇゃぇつう-
すっ くぇ すぇいう きぇすっさうは いゃせつう こけ-
ゃっつっ けす さっしこっおすうさぇとけ ょけさう 
しぇきけ いぇゅかぇゃうっすけ: ╇いしかっょ-
ゃぇくっ くぇ けぉさぇぉけすゃぇっきけしすすぇ 
くぇ きっすぇかうすっ つさっい さぇいきっさくぇ 

っかっおすさけたうきうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ. 

╆ぇ きけすうゃぇちうはすぇ くぇ きかぇょぇ-
すぇ しすせょっくすおぇ ょぇ しっ こけし-

ゃっすう くぇ けさなあっえくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ ゅけかはきぇ いぇしかせゅぇ うきぇす 
ょゃぇきぇ きなあっ ゃ あうゃけすぇ え: こなさ-
ゃうはす くっしないくぇすっかくけ - ぉぇとぇ-
すぇ くぇ ╂ぇかは, おけえすけ けす ょっすっ は 

こぇかう こけ ゃないょせてくうすっ こせておう う 
こうしすけかっすう, う ゃすけさうはす - ′うおけ-
かぇえ ╉せちぇさけゃ, しこっちうぇかうしす  くぇ 
“┿さしっくぇか”, おけえすけ, ゃ おぇつっしす-

ゃけすけ しう くぇ すなさしぇつ くぇ きかぇょう 
すぇかぇくすう いぇ “┿さしっくぇか”, しさっとぇ 
しすせょっくすおぇすぇ し あっかぇくうっ ょぇ しっ 
こけしゃっすう くぇ けさなあっえくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ. 
〈けゅぇゃぇ うしおぇた ょぇ さぇぉけすは 

すけゃぇ, くけ くはきぇた う ぉっゅかぇ こさっょ-
しすぇゃぇ ょけさう おなょっ きけあっ ょぇ しっ 
しかせつう, おぇいゃぇ いぇ しさっとぇすぇ しう 
けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ くぇしすけ-
はとぇすぇ ょけおすけさぇくすおぇ. ]かっょ いぇ-
ゃなさてゃぇくっすけ くぇ ぉぇおぇかぇゃなさ-
しおぇすぇ しすっこっく ╂ぇかは こけしすなこゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか”. ╆ぇ 
こなさゃう こなす こさっきうくぇゃぇ こけさすぇ-
かぇ くぇ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ こさっい 
きぇえ 2007-きぇ ゅけょうくぇ, くっ ぉっい 
くっけょけぉさっくうっすけ くぇ しゃけうすっ 
さけょうすっかう, おけうすけ ぉうかう すゃなさ-
ょけ こさけすうゃ ょっゃけえおぇすぇ ょぇ 
ぇおけしすうさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶なさ-
ゃぇすぇ え きっしすけさぇぉけすぇ, おなょっすけ 
けしすぇゃぇ 4 ゅけょうくう, っ おけくしすさせお-
すけさしおうはす けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 1. 
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ しう すぇき きかぇょぇすぇ 
しこっちうぇかうしすおぇ, おけはすけ っ おけく-
しすさせおすけさ くぇ ゅさぇくぇすけきっすう, 
こぇいう しぇきけ ょけぉさう しこけきっくう 
う ゃこっつぇすかっくうは. 〈ゃなさょう, つっ 
すけゃぇ っ きはしすけ, おなょっすけ っ くぇ-
せつうかぇ きくけゅけ. ′っ おさうっ, つっ っ 
うきぇかぇ う しゃけうすっ こさうすっしくっくうは 
いぇ すけゃぇ ょぇかう とっ しっ しこさぇゃう し 
さぇぉけすぇすぇ, くけ こなお こさういくぇゃぇ, 
つっ けゅくっくぇすぇ え いけょうは – ¨ゃっく, 
ゃうくぇゅう え こけきぇゅぇ ゃ すぇおうゃぇ 
しうすせぇちうう: ょぇさはゃぇ きっ し たなし, 
しすさぇしす う あっかぇくうっ. ┿ うきぇて 
かう すけゃぇ, いくぇつう きけあって, おぇいゃぇ 
╂ぇかは ╆ょさぇゃつっゃぇ. 

]かっょ おぇすけ こさっょう 2 ゅけょう-
くう ╂ぇかは いぇこうしゃぇ ょけおすけ-

さぇくすせさぇ, おけっすけ けおけくつぇすっかくけ 
は こさぇゃう つぇしす けす きけいなつくうは 
すさなしす くぇ “┿さしっくぇか”, きかぇょぇすぇ 

う ぇきぉうちうけいくぇ あっくぇ っ こさっ-
きっしすっくぇ ゃ 〈ったくけかけゅうつっく けす-
ょっか くぇ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ くっえ-
くう こさっおう さなおけゃけょうすっかう しぇ 

《【〉《╇《 〉╅ 『╅╆《【╅ 
- 》《 』【╅『¨っ ╈『╅‒¨[

‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ, 
こけさぇょう くぇきぇかっくうは 
けぉっき くぇ さぇぉけすぇ う 
こけさなつおう, しっ さぇぉけ-
すう こけ けこすうきういぇちうは 
くぇ こっさしけくぇかぇ  し ょけ 
250 ょせてう. ¨こすうきう-
いぇちうはすぇ とっ いぇしっゅくっ 
けしくけゃくけ  こけゃさっきっ-
くっく う しこけきぇゅぇすっかっく 
こっさしけくぇか, おけえすけ くっ っ 
こさはおけ しゃなさいぇく し こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ: さぇぉけすっ-
とう ゃ すさぇくしこけさすくうすっ 
けすょっかう, ゃ けぉとっしすゃっ-

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

Във връзка с предстоящите през май празници - 

Международният ден на труда и работническата 

солидарност, Великден и Гергьовден,

колективът на “Арсенал” ще работи

както следва:  

30-ти април - работен ден; 

От 1-ви до 6-ти май включително  - почивни дни; 

Първият работен ден за месец май е

7-ми май - вторник.

2-ри май /четвъртък/ ще се отработва на

19-ти май - събота.

╈あしみ ]あしそうあ:

╁ぇしうか ╋ぇくつっゃ, ゅかぇゃっく すった-
くけかけゅ くぇ ╆ぇゃけょ 1, う ]すっそぇく 
[ぇつっゃ - いぇき.-すったくうつっしおう ょう-
さっおすけさ.  〈せお くぇうしすうくぇ きけゅぇ 
ょぇ くぇぉかのょぇゃぇき こさはおけ こさけ-
ちっしうすっ う くぇ きはしすけ ょぇ こさうかぇ-
ゅぇき くぇせつっくけすけ ゃ せくうゃっさしうすっ-
すぇ, いぇ ょぇ さなおけゃけょは こさけちっしぇ, 
こさういくぇゃぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ, いぇ 
おけはすけ さぇぉけすぇすぇ, こけしゃっすっ-
くぇ くぇ けさなあうっすけ う くっゅけゃけすけ 
せしなゃなさてっくしすゃぇくっ, っ いさはかぇ 
さっぇかういぇちうは くぇ ょっすしおぇすぇ え 
きっつすぇ. ]なとぇすぇ けくぇいう, おけは-
すけ こさっょう ゅけょうくう は こさぇゃう こけ 
ょっすしおう かのぉけこうすくぇ う ゃ しなとけ-
すけ ゃさっきっ さぇくけ こけさぇしくぇかぇ, 
おけゅぇすけ こけしはゅぇ ょぇ しすさっかは し 
ゃないょせてくぇすぇ こせておぇ くぇ しゃけは 
ぉぇとぇ うかう し くっしおさうすけ かのぉけ-
こうすしすゃけ さぇいゅかっあょぇ ゅぇいけゃけすけ 
けさなあうっ, ぉっい しないくぇくうっすけ, つっ 
きけあっ ょぇ は くぇさぇくう. 

]っゅぇ, しかっょ こけつすう 5-ゅけ-
ょうてくぇ さぇぉけすぇ ゃ  くぇえ-ゅけ-

かはきぇすぇ う こさっしすうあくぇ そうさきぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ けすぉさぇ-
くうすっかくぇ すったくうおぇ う ぉけっこさう-
こぇしう, ょけおすけさぇくすおぇすぇ ╂ぇかは 
っ せぉっょっくぇ, つっ っ くぇこさぇゃうかぇ 
ゃっさくうは ういぉけさ. ╇ しなょぉけゃっく. 
╆ぇとけすけ こさっょう 2 ゅけょうくう  すせお 
こさうしすうゅぇ う しすせょっくすしおぇすぇ え 
かのぉけゃ - ╊のぉけきうさ. ‶かけゃ-
ょうゃつぇくうくなす しかっょゃぇ いけゃぇ くぇ 
かのぉけゃすぇ う しなとけ しっ けいけゃぇゃぇ 
ゃ ╆ぇゃけょ 1. 〈ぇおぇ きかぇょけすけ しっ-
きっえしすゃけ し こかけゃょうゃしおけ こけすっ-
おかけ こせしおぇ くけゃう う すさぇえくう おけ-
さっくう ゃ “┿さしっくぇか”, ╉ぇいぇくかなお. 
╂ぇかは くっ おさうっ, つっ ゅさぇょなす え 

たぇさっしゃぇ. ╁なこさっおう おせこうとぇすぇ 
ぉうすけゃう くっせさっょうちう, し おけうすけ 
しっ しぉかなしおゃぇ けとっ し こさうしすうゅぇ-
くっすけ しう. ′ぇきうさぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 

せのすっく, し ぇすきけしそっさぇ う かなつっ-
いぇさくう たけさぇ, ゅさぇょ. ╁ くぇつぇかけ-
すけ, ゃ きぇかおぇすぇ こぇくっかおぇ, おけはすけ 
くぇっきぇ しぇきぇ, っょうくしすゃっくぇすぇ え 

おけきこぇくうは っ... おけすおぇすぇ. ‶さう-
ぉさぇくぇ けす せかうちぇすぇ, くけ けしすぇ-
くぇかぇ ゃはさくぇ くぇ しすけこぇくおぇすぇ 
しう う ょくっし. ╋っしっちう しかっょ すけゃぇ  
おゃぇさすうさぇくすおぇすぇ しっ しょけぉう-
ゃぇ し すっかっゃういけさ, こさうはすっかう う 
ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, おけっすっ ょくっし 
くぇさうつぇ  ょけき. ╃けき, いぇ おけえすけ 
きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ こかけゃょうゃ-
つぇくう ╂ぇかは う ╊のぉけきうさ いぇこかぇ-
とぇす しゃけぉけょっく くぇっき けす 120 
かっゃぇ, ぉっい けしすぇくぇかうすっ さっあうえ-
くう さぇいくけしおう. ′っ おさうはす, つっ うき 
っ すさせょくけ, けとっ こけゃっつっ し ょゃっ 
くっ おけえ いくぇっ おぇおゃう いぇこかぇすう. 
╇きぇ けとっ きくけゅけ おぇおゃけ ょぇ 

しっ くぇこさぇゃう こけ けすくけてっくうっ 
くぇ こけかうすうおぇすぇ おなき きかぇょうすっ 
おぇょさう ゃ すぇいう ゅけかはきぇ う し すさぇ-
ょうちうう そうさきぇ, くっいぇゃうしうきけ けす 
しすけさっくけすけ ょけ きけきっくすぇ, おぇい-
ゃぇ ょくっし ╂ぇかは う こさういくぇゃぇ, つっ 
くぇ っすぇこぇ ょぇかっつ こけ-すさせょくけ しっ 
しゃうおゃぇ し くっしうゅせさくけしすすぇ. ′っ-
しうゅせさくけしす いぇ さぇぉけすぇすぇ, ょけ-
たけょうすっ, おけうすけ しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ 
くぇ おせこうとぇすぇ くっさっぇかういうさぇ-
くう う けぉなさおぇくう こかぇくけゃっ くぇ 
しすけすうちうすっ きかぇょう しっきっえしすゃぇ 
ゃ しすさぇくぇすぇ. ]ないくぇゃぇき, つっ っ 
すさせょくけ いぇ ゃしうつおう, くけ くうっ, 
たけさぇすぇ, うきぇきっ くっゃっさけはすくけすけ 
おぇつっしすゃけ う しこけしけぉくけしすすぇ ょぇ 
あうゃっっき ゃ くぇょっあょぇ... ╇ し くぇ-
ょっあょぇ, つっ  こけ-ょけぉさけすけ くぇうし-
すうくぇ こさっょしすけう, つっ くう っ くせあ-
くけ しぇきけ けとっ きぇかおけ せしうかうっ  
うかう けとっ きぇかおけ ょぇ こけすなさこうき, 
いぇ ょぇ こけしすうゅくっき けくけゃぇ, おなき 
おけっすけ しっ しすさっきうき. [ぇいぉう-
さぇ しっ, くっ ぉっい くぇてっ せつぇしすうっ 
う せしうかうっ, しこけょっかは ╂ぇかは ╊ぇ-
かけゃぇ - きかぇょぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ 
“┿さしっくぇか” けす 〈ったくけかけゅうつっく  
けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 1. 

╇ いぇとけすけ きくけゅけ けぉうつぇ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, っ 

せぉっょっくぇ, つっ  “┿さしっくぇか” うきぇ 
ぉなょっとっ. ╆ぇすけゃぇ こかぇくうさぇ あう-
ゃけすぇ しう う ゃ しかっょゃぇとうすっ くは-
おけかおけ, こけくっ こけ 5, こぇお すせお. ╇, 
おぇすけ ゃしっおう  きかぇょ つけゃっお, おさけう 
こかぇくけゃっ - いぇ ょけき, ょっちぇ, こけ-
つうゃおぇ. ╃けきなす いぇしっゅぇ っ... きう-
さぇあ, ゃ しきうしなか くぇ しけぉしすゃっく, 
くけ こなお しっ くぇょはゃぇ けす ¨ぉとうくぇ-
すぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  ょぇ せょけゃかっすゃけ-
さはす きけかぉぇすぇ え いぇ けぉとうくしおけ 
あうかうとっ. ╆ぇとけすけ っ けす たけさぇすぇ, 
くせあくう くぇ すけいう ゅさぇょ う くっゅけ-
ゃぇすぇ うくょせしすさうは. ╃っちぇ – おけゅぇ-
すけ-すけゅぇゃぇ う おけかおけすけ-すけかおけ-
ゃぇ. ┿ きけさっすけ - いぇしっゅぇ っ しぇきけ 
くぇ しすぇくちうはすぇ くぇ “┿さしっくぇか” 
ゃ ′っしっぉなさ, くけ くぇかう ゃしうつおけ 
くぇえ-たせぉぇゃけ こさっょしすけう, おぇい-
ゃぇ し せしきうゃおぇ くぇ  そうくぇかぇ くぇ 
しさっとぇすぇ くう こかけゃょうゃつぇくおぇすぇ 
╂ぇかは ]すけはくけゃぇ ╆ょさぇゃつっゃぇ – 
╊ぇかけゃぇ, っょうくしすゃっくうはす しすう-
こっくょうぇくす-ょけおすけさぇくす くぇ “┿さ-
しっくぇか”. 
¨すゃなょ すけゃぇ, ゃ きぇかおけすけ しゃけ-

ぉけょくけ ゃさっきっ, くっいぇっすけ けす 
こけょゅけすけゃおぇ いぇ ういこうすう うかう 
ょけきぇてくぇ さぇぉけすぇ, ╂ぇかは う しな-
こさせゅなす え しっ しすぇさぇはす ょぇ しう おさぇ-
ょぇす ゃさっきっ いぇ しっぉっ しう - ぉうかけ 
いぇ  しすさっかぉぇ し かのぉうきうは こくっゃ-
きぇすうつっく こうしすけかっす “Zoraki”, いぇ 
おくうゅう  うかう いぇ おさぇすおぇ ゃういうすぇ 
こさう くぇえ-ぉかういおうすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

くけすけ たさぇくっくっ うかう ゃ けたさぇくぇすぇ くぇ “┿さしっくぇか”, おぇおすけ う つぇしす けす さぇぉけ-
すっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ こっくしうけくっさう. 
╃け おさぇは くぇ しっょきうちぇすぇ こけ ちったけゃっ う ぉさうゅぇょう しっ こさぇゃはす う おけく-

おさっすくうすっ せすけつくっくうは けす しこっちうぇかくう おけきうしうう, し こさっょしすぇゃうすっかう う 
くぇ しうくょうおぇすうすっ, おけう すけつくけ しかせあうすっかう う しこけきぇゅぇすっかくう さぇぉけすくうちう  
ょぇ ぉなょぇす けしゃけぉけょっくう. ‶さっちっくおぇすぇ しっ ういゃなさてゃぇ くぇ ぉぇいぇ そうさきっ-
くう  おさうすっさうう. 〈けゅぇゃぇ とっ しすぇくっ う はしくけ おけう すけつくけ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
けこさっょっかっくうすっ いぇ けこすうきういぇちうは きっしすぇ とっ けしすぇくぇす ぉっい さぇぉけすぇ しかっょ 
しさっょぇすぇ くぇ きぇえ. ╄ょゃぇ しかっょ すけゃぇ とっ しっ こさうしすなこう う おなき ゃさなつゃぇくっ  
くぇ しなけすゃっすくうすっ こさっょういゃっしすうは いぇ  しなおさぇとっくうっ, おけうすけ しぇ っょくけきっ-
しっつくう. ╆ぇ こさっょしすけはとぇすぇ けこすうきういぇちうは くぇ すっいう ぉかういけ 250 ょせてう っ 
せゃっょけきっくぇ  ╃うさっおちうは ╀のさけ こけ すさせょぇ.  
¨しゃけぉけょっくうすっ けす さぇぉけすぇ とっ しっ こけかいゃぇす けす ゃしうつおう こけかぇゅぇとう うき 

しっ こかぇとぇくうは けす ╀のさけすけ こけ すさせょぇ. ]さけおなす くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ うき とっ 
いぇゃうしう けす すさせょけゃうは うき しすぇあ, ぇ さぇいきっさなす くぇ けぉっいとっすっくうっすけ – けす 
さぇいきっさぇ くぇ こけかせつぇゃぇくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ. 
‶ぇさぇかっかくけ し けこすうきういぇちうはすぇ こさけょなかあぇゃぇ せこけさうすぇすぇ さぇぉけすぇ こけ 

けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ こけさなつおう う さぇぉけすぇ いぇ こっさしけくぇかぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

13.04. /しなぉけすぇ/
10.00 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, „‶さっおさぇし-
くぇ しう, きうかぇ [けょうくけ”- ‶さぇいくうお くぇ すせ-
さうしすうつっしおぇすぇ こっしっく

15.04. /こけくっょっかくうお/
18.30 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, ╉けくちっさす 
くぇ ′』 „╇しおさぇ-1860”

17.04. /しさはょぇ/
19.00 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, „‶はしなつっく 
こないっか” けす ぅくぇ ╃けぉさっゃぇ - こさっきうっさぇ くぇ 
╋かぇょっあおぇすぇ すっぇすさぇかくぇ しすせょうは  
′』 „╇しおさぇ-1860”

18.04. /つっすゃなさすなお/
19.00 つ. - ╁けっくっく おかせぉ „╃せっか” こけ ╇ゃぇく 
╁ぇいけゃ, 〈っぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”

22.04. /こけくっょっかくうお/
19.00 つ. - ╃╉ „┿さしっくぇか”, „《ぇかしすぇそ う 
ゃっしっかうすっ せうくょいけさおう”, こけ 〉うかはき 【っ-
おしこうさ, ╃さぇきぇすうつっく すっぇすなさ „[ぇつけ ╉けゃぇ-
つぇ”, ゅさ. ╂ぇぉさけゃけ

23.04. /ゃすけさくうお/
17.30 つ. - ╊》╋ „』せょけきうさ”, ╁っかうおょっく-
しおう おけくちっさす くぇ 【おけかぇすぇ こけ こうぇくけ

24.04. /しさはょぇ/
17.30 つ. - ╊》╋ „』せょけきうさ”, ╁っかうおょっく-
しおう おけくちっさす くぇ 【おけかぇすぇ こけ こうぇくけ

24.04. /しさはょぇ/
19.00 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, „『ゃっすはすぇ 
くぇ きぇかおぇすぇ ╇ょぇ” こけ 》ぇくし ╉さうしすうぇく ┿く-
ょっさしっく – こさっきうっさぇ くぇ ╃っすしおぇすぇ すっぇ-
すさぇかくぇ ておけかぇ ′』 „╇しおさぇ-1860”

25.04. /つっすゃなさすなお/
17.30 つ.- ╋せかすうきっょうえくぇ いぇかぇ くぇ ╇╋ 
„╇しおさぇ”, „‶さうさけょぇ う そぇくすぇいうう” – うい-
かけあぉぇ くぇ たっさぉぇさうう

25.04. /つっすゃなさすなお/
17.00 つ. - ╊》╋ „』せょけきうさ”, ‶けっすうつっく 
おけくおせさし „╀っかけちゃっすくうすっ ゃうてくう” 

25.04. /つっすゃなさすなお/
19.00 つ. - ╁けっくっく おかせぉ „╋っあょせ ょゃぇ しすけ-
かぇ” こけ [っえ ╉せくう, 〈っぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”

26.04. - 22.05.
18.00 つ. - ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくっく 
ちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 „『ゃっすくうちぇ” – 
しなゃきっしすくぇ ういかけあぉぇ くぇ ╃ぇくうっかぇ ╉けかっゃぇ 
う ╄ゃゅっくう 』ぇかなおけゃ 

26.04. /こっすなお/
18.00 つ. - ╃╉ „┿さしっくぇか”, „] かのぉけゃ おなき 
すぇくちぇ” - ゅぇかぇ-おけくちっさす くぇ ╀〈『 „╂さぇちうは”

28.04. /くっょっかは/
19.00 つ. - ╃╉ „┿さしっくぇか”, „¨す ╁うっくぇ ょけ 
╀さけょせっえ - おかぇしうおぇ けす けこっさぇすぇ う きのいう-
おなかぇ” – おけくちっさす-しこっおすぇおなか, ╃なさあぇゃくぇ 
けこっさぇ, ゅさ. [せしっ

29.04. /こけくっょっかくうお/
18.00 つ.- ′』 „╇しおさぇ-1860”, „╃ぇ すぇくちせ-
ゃぇきっ いぇっょくけ!” - けすおさうす せさけお う せなさおてけこ 
くぇ 【おけかぇすぇ こけ しこけさすくう すぇくちう う „╆せき-
ぉぇ-そうすくっし”, ′』 „╇しおさぇ-1860”

30.04. /ゃすけさくうお/
19.00 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, ╁っかうおょっく-
しおう そけかおかけさっく おけくちっさす くぇ ┿′〈‶ „╇し-
おさぇ”, ′』 „╇しおさぇ-1860”

╀うかっすう いぇ すっぇすさぇかくうすっ しこっおすぇおかう しっ こさけょぇゃぇす くぇ おぇしうすっ くぇ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ”, ゃ ╇くそけちっくすなさ – ╉ぇいぇくかなお, くぇ せか. „╇しおさぇ” わ4 う くぇ おぇしうすっ くぇ 
╃╉ „┿さしっくぇか”.  ¨しすぇくぇかうすっ こさけはゃう けす おせかすせさくうは ぇそうて しぇ ぉっいこかぇすくう.
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“╋っょうちうくしおう 『っくすなさ - ┿[]╄′┿╊” ╄¨¨╃, ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100 /‶けかうおかうくうおぇ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃/
せか. ”╉かうきっくす” わ1, /╀うゃてぇ いなぉけすったくうつっしおぇ かぇぉけさぇすけさうは ょけ ¨ぉとうくぇすぇ/
せか.”]すぇさぇ こかぇくうくぇ” わ12, /‶けかうおかうくうおぇ ょけ [けいぇさうせきぇ, っす. 4. おぇぉうくっす 97/

╃-さ ╆ぇたぇさう ]すけえつっゃ, ぇおせてっさしすゃけ う ゅうくっおけ-
かけゅうは: ╁すけさくうお, 』っすゃなさすなお - 14:00-17:30 つ., 
]なぉけすぇ - 9:30-12:30 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ  
╃-さ ╊なつっいぇさ ╃せょせかけゃ, たうさせさゅうは: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 14:00-16:30 つ.
┿きぉせかぇす. こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ
╃-さ ╃うきうすなさ ╉せおせてっゃ, けさすけこっょうは: ‶けくっ-
ょっかくうお, 』っすゃなさすなお - 11:30 つ. /かおお - 12:30 つ. 
-14:30 つ./, ╁すけさくうお, ]さはょぇ, ‶っすなお - 12:00 つ. 
/かおお - 12:30-14:30 つ./
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. „╉かうきっくす“ わ

╃-さ 】うかはくぇ [ぇつっゃぇ: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8:30-13:00 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100
╃-さ ╇ゃけく ╀なつゃぇさけゃぇ: ╁すけさくうお う 』っすゃなさすなお - 8:30-13;30 つ., 
]さはょぇ う ‶っすなお - 8:30-12:30 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ100

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
╃-さ 》さ. 》さうしすけゃ, おぇさょうけかけゅうは: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 16:00-19:00  つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう せか. ”]すぇさぇ こかぇくうくぇ” わ12
╃-さ ╂. ╇かうっゃ, [っくすゅっくけゃ おぇぉうくっす - 
0887478116: ‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 8:00-
12:00 つ. う 14:00-17:30 つ.
せか. „╉かうきっくす“ わ1
╉かうく. かぇぉけさぇすけさうは ╁なすさ. す. 28-30: ‶けくっ-
ょっかくうお - ‶っすなお - 8:30-14:00 つ.
╃-さ ╁ぇくは ╀けくつっゃぇ, すっさぇこっゃす: 
‶けくっょっかくうお - ‶っすなお - 12:00-14:00 つ.
┿きぉせかぇすけさくう こさっゅかっょう ぉせか. ”[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 
わ100

がぺべぎづéどん ぞん ゐごゑぷ
んづでぎぞんずぎぴ - ぢづご とぎゑだづと

¨しっきゅけょうてくぇすぇ ╁うおすけさうは ′ぇかぉぇくすけゃぇ けす ╉ぇいぇくかなお とっ っ くぇえ-きぇかおうはす せつぇしすくうお 
ゃ こさっょぇゃぇくっすけ „╁しはおぇ くっょっかは” うょくぇすぇ しっょきうちぇ う くぇえ-きぇかおうはす しなぉっしっょくうお くぇ 

╉っゃけさお ╉っゃけさおはく ゃ っきぉかっきぇすうつくけすけ きせ 
いぇ すさう こけおけかっくうは ぉなかゅぇさう こさっょぇゃぇくっ.  
╁うおう, おぇおすけ は こけ- いくぇゃぇ ゅさぇょなす, っ つぇしす 

けす すぇかぇくすかうゃけすけ しないゃっいょうっ ゃないこうすぇ-
くうちう くぇ きせいうおぇかくぇ- すぇ こっょぇゅけあおぇ ]すっそおぇ 
╃っくっゃぇ, さなおけゃけょう- すっか くぇ ╁╂ „╇しおさうちぇ” 
おなき ′』 „╇しおさぇ - 1860” ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╁うおう っ ょなとっさは くぇ ぉうゃてうは ぇさしっくぇかしおう 

ゃないこうすぇくうお ╁っ- しっかうく ′ぇかぉぇくすけゃ, 
いぇゃなさてうか ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ こさっい 
1987 ゅけょうくぇ ゃ おかぇしぇ くぇ ‶っくおぇ ╉ぇかつっゃぇ う 
けしすぇゃうか しかっょぇ おぇすけ っょうく けす くぇえ-ょけぉさうすっ 
しすさせゅぇさう くぇ ゃうこせしおぇ しう. 
╃なとっさはすぇ くぇ ╁っしおけ - きぇかおぇすぇ ╁うおすけさうは, 

おけはすけ ういこなかくはゃぇ                                くぇえ-ういゃっしすくぇすぇ こっ-
しっく くぇ ╄かうちぇ う ]すせく- ょあう - „╁けょぇ”, ょけくっしかぇ 
5-すけ きはしすけ くぇ しすさぇ- くぇすぇ くう くぇ ╄ゃさけゃういうは 
2007, とっ うきぇ てぇくしぇ  ょぇ は ういこっっ けすくけゃけ いぇ 
ゃしうつおう いさうすっかう くぇ こさっょぇゃぇくっすけ. 〈は とっ 
せつぇしすゃぇ ゃ くっゅけ いぇっょ- くけ し ╄かうちぇ 〈けょけさけゃぇ, 
おけはすけ う すぇいう ゅけょう- くぇ とっ っ ぉなかゅぇさしおけすけ 
うきっ くぇ きせいうおぇかくうは そっしすうゃぇか.  
¨とっ こさっょう 3 ゅけょうくう ╁うおう こさぇゃう う しゃけは こなさゃう こさけそっしうけくぇかっく いぇこうし ゃ ╀′[. ╁ 

さっこっさすけぇさぇ くぇ すぇかぇくすかうゃけすけ ょっすっ けす ╉ぇいぇくかなお しぇ „╃っすっかうくう” くぇ ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ, 
„╁けょぇ” くぇ ╄かうちぇ う ]すせくょあう, „┿さかっおうくけ” くぇ ┿かかぇ ‶せゅぇつけゃぇ, こっしくう くぇ ‶けかう ╂っくけゃぇ. 
¨しっきゅけょうてくぇすぇ ╁うおすけさうは ′ぇかぉぇくすけゃぇ っ せつっくうつおぇ ゃなゃ ゃすけさう おかぇし ゃ きせいうおぇかくぇすぇ 

こぇさぇかっかおぇ し こさけそうか こうぇくけ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”. ╉ぇすけ くぇゅさぇょぇ いぇ ぉかっしすは-
とうすっ しう ういはゃう くぇしおけさけ ╁うおう こけかせつぇゃぇ う きっつすぇく こけょぇさなお けす しゃけは ぉぇとぇ - こさけそっしう-
けくぇかっく きうおさけそけく.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╇ てそうあ か といかおかせあ ╈あしみ ′おちあうねかうあ - ]あしそうあ そて 》しそうおけう,
つ おけたしそす せあ そちひきかかせ つたかぬ, あさそつてけちあしあ う “╅ちつかせあし”
〈は っ こさけかっすくけ ょっすっ. ╇ 

けすおさけゃっくぇ おさぇしぇゃうちぇ. 
╇ょゃぇ くぇ ぉはか しゃはす し ぇしすさけくけ-
きうつっしおぇすぇ こさけかっす こさっょう 28 
ゅけょうくう... くぇ ぉかういけ 100-すうくぇ 
おうかけきっすさぇ けす ╉ぇいぇくかなお - ゃ 
‶かけゃょうゃ. ╇ こさっい せき  くっ っ 

きうくぇゃぇかけ すけゅぇゃぇ くぇ けさうしくう-
ちうすっ, つっ っょうく ょっく おさぇしうゃけすけ 
こせたおぇゃけ きけきうつっ ╂ぇかは とっ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ っょくぇ けす きかぇょう-
すっ ぇさしっくぇかしおう くぇょっあょう. ‶さう 
すけゃぇ ゃ しそっさぇすぇ くぇ すうこうつくけ 
きなあおう こさけそうか - けさなあっえくけ-
すけ こさけういゃけょしすゃけ. ′うすけ こなお, 
つっ とっ しゃなさあっ あうゃけすぇ しう し 
“┿さしっくぇか”... いぇ  ょっしっすうかっすうは 
くぇこさっょ. 
]っゅぇ, けす こぇさぇかっかぇ う さぇい-

しすけはくうっすけ くぇ ゃさっきっすけ う ゅけ-
ょうくうすっ, たせぉぇゃうちぇすぇ ╂ぇかは 
っ せぉっょっくぇ, つっ ょぇ しかっょゃぇて 
きっつすうすっ しう くっ ゃうくぇゅう っ かっし-
くけ, くけ こなお しなし しうゅせさくけしす っ 
うくすっさっしくけ う しう しすさせゃぇ. ]すう-
ゅぇ, さぇいぉうさぇ しっ, ょぇ きけあって ょぇ 
せしすけうて  う ょぇ こかぇすうて ちっくぇすぇ 
くぇ すけゃぇ... 

╉けゅぇすけ いぇこうしゃぇ ゃ 〈ったくう-
つっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 

‶かけゃょうゃ こさっょう ゅけょうくう しこっ-
ちうぇかくけしすすぇ “╋ぇてうくけしすさけっくっ 
う せさっょけしすさけっくっ”, ゃかのぉっくぇすぇ 
けとっ けす ょっすっ ゃ  っかっおすさけくうおぇ-
すぇ, さぇょうけすったくうおぇすぇ  う ゃない-
ょせてくうすっ  こせておう ╂ぇかは ょけさう 
くっ こさっょこけかぇゅぇ, つっ っょうく ょっく 
とっ しっ けいけゃっ ゃ “┿さしっくぇか” う すけ 
おぇすけ ょけおすけさぇくす. ‶さう すけゃぇ, 
くっ こけ おぇおゃけ ょぇ っ, ぇ こけ すっきう-
すっ, しゃなさいぇくう し くぇえ-すっあおぇすぇ 
ぇさすうかっさうは すせお - ゅさぇくぇすけきっ-
すうすっ. 
╆ぇとけすけ うきっくくけ しかっょ いぇ-

ゃなさてゃぇくっすけ くぇ きぇゅうしすさぇすせさぇ 
╂ぇかは ]すけはくけゃぇ ╆ょさぇゃつっゃぇ, ぇ 
けす 2011 ゅけょうくぇ う ╊ぇかけゃぇ, っ 
いぇょけつっく ょけおすけさぇくす くぇ “┿さ-
しっくぇか” ゃ 〈〉  ゃ ゅさぇょ ‶かけゃ-
ょうゃ,  おけえすけ っ そうかうぇか おなき 
〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす 
ゃ ]けそうは, ゃ しこっちうぇかくけしすすぇ  
“¨さなあっえくけ こさけういゃけょしすゃけ”, ぇ 
すっきぇすぇ え っ しゃなさいぇくぇ こさはおけ し 

こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ ちっゃう. ╆ぇ 
しこっちうぇかうしすうすっ う こけいくぇゃぇつう-
すっ くぇ すぇいう きぇすっさうは いゃせつう こけ-
ゃっつっ けす さっしこっおすうさぇとけ ょけさう 
しぇきけ いぇゅかぇゃうっすけ: ╇いしかっょ-
ゃぇくっ くぇ けぉさぇぉけすゃぇっきけしすすぇ 
くぇ きっすぇかうすっ つさっい さぇいきっさくぇ 

っかっおすさけたうきうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ. 

╆ぇ きけすうゃぇちうはすぇ くぇ きかぇょぇ-
すぇ しすせょっくすおぇ ょぇ しっ こけし-

ゃっすう くぇ けさなあっえくけすけ こさけうい-
ゃけょしすゃけ ゅけかはきぇ いぇしかせゅぇ うきぇす 
ょゃぇきぇ きなあっ ゃ あうゃけすぇ え: こなさ-
ゃうはす くっしないくぇすっかくけ - ぉぇとぇ-
すぇ くぇ ╂ぇかは, おけえすけ けす ょっすっ は 

こぇかう こけ ゃないょせてくうすっ こせておう う 
こうしすけかっすう, う ゃすけさうはす - ′うおけ-
かぇえ ╉せちぇさけゃ, しこっちうぇかうしす  くぇ 
“┿さしっくぇか”, おけえすけ, ゃ おぇつっしす-

ゃけすけ しう くぇ すなさしぇつ くぇ きかぇょう 
すぇかぇくすう いぇ “┿さしっくぇか”, しさっとぇ 
しすせょっくすおぇすぇ し あっかぇくうっ ょぇ しっ 
こけしゃっすう くぇ けさなあっえくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ. 
〈けゅぇゃぇ うしおぇた ょぇ さぇぉけすは 

すけゃぇ, くけ くはきぇた う ぉっゅかぇ こさっょ-
しすぇゃぇ ょけさう おなょっ きけあっ ょぇ しっ 
しかせつう, おぇいゃぇ いぇ しさっとぇすぇ しう 
けす 2007-きぇ ゅけょうくぇ くぇしすけ-
はとぇすぇ ょけおすけさぇくすおぇ. ]かっょ いぇ-
ゃなさてゃぇくっすけ くぇ ぉぇおぇかぇゃなさ-
しおぇすぇ しすっこっく ╂ぇかは こけしすなこゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ ゃ “┿さしっくぇか”. ╆ぇ 
こなさゃう こなす こさっきうくぇゃぇ こけさすぇ-
かぇ くぇ ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ こさっい 
きぇえ 2007-きぇ ゅけょうくぇ, くっ ぉっい 
くっけょけぉさっくうっすけ くぇ しゃけうすっ 
さけょうすっかう, おけうすけ ぉうかう すゃなさ-
ょけ こさけすうゃ ょっゃけえおぇすぇ ょぇ 
ぇおけしすうさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ‶なさ-
ゃぇすぇ え きっしすけさぇぉけすぇ, おなょっすけ 
けしすぇゃぇ 4 ゅけょうくう, っ おけくしすさせお-
すけさしおうはす けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 1. 
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ しう すぇき きかぇょぇすぇ 
しこっちうぇかうしすおぇ, おけはすけ っ おけく-
しすさせおすけさ くぇ ゅさぇくぇすけきっすう, 
こぇいう しぇきけ ょけぉさう しこけきっくう 
う ゃこっつぇすかっくうは. 〈ゃなさょう, つっ 
すけゃぇ っ きはしすけ, おなょっすけ っ くぇ-
せつうかぇ きくけゅけ. ′っ おさうっ, つっ っ 
うきぇかぇ う しゃけうすっ こさうすっしくっくうは 
いぇ すけゃぇ ょぇかう とっ しっ しこさぇゃう し 
さぇぉけすぇすぇ, くけ こなお こさういくぇゃぇ, 
つっ けゅくっくぇすぇ え いけょうは – ¨ゃっく, 
ゃうくぇゅう え こけきぇゅぇ ゃ すぇおうゃぇ 
しうすせぇちうう: ょぇさはゃぇ きっ し たなし, 
しすさぇしす う あっかぇくうっ. ┿ うきぇて 
かう すけゃぇ, いくぇつう きけあって, おぇいゃぇ 
╂ぇかは ╆ょさぇゃつっゃぇ. 

]かっょ おぇすけ こさっょう 2 ゅけょう-
くう ╂ぇかは いぇこうしゃぇ ょけおすけ-

さぇくすせさぇ, おけっすけ けおけくつぇすっかくけ 
は こさぇゃう つぇしす けす きけいなつくうは 
すさなしす くぇ “┿さしっくぇか”, きかぇょぇすぇ 

う ぇきぉうちうけいくぇ あっくぇ っ こさっ-
きっしすっくぇ ゃ 〈ったくけかけゅうつっく けす-
ょっか くぇ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ くっえ-
くう こさっおう さなおけゃけょうすっかう しぇ 

《【〉《╇《 〉╅ 『╅╆《【╅ 
- 》《 』【╅『¨っ ╈『╅‒¨[

‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ, 
こけさぇょう くぇきぇかっくうは 
けぉっき くぇ さぇぉけすぇ う 
こけさなつおう, しっ さぇぉけ-
すう こけ けこすうきういぇちうは 
くぇ こっさしけくぇかぇ  し ょけ 
250 ょせてう. ¨こすうきう-
いぇちうはすぇ とっ いぇしっゅくっ 
けしくけゃくけ  こけゃさっきっ-
くっく う しこけきぇゅぇすっかっく 
こっさしけくぇか, おけえすけ くっ っ 
こさはおけ しゃなさいぇく し こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ: さぇぉけすっ-
とう ゃ すさぇくしこけさすくうすっ 
けすょっかう, ゃ けぉとっしすゃっ-

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 ╈あしみ ]あしそうあ:

╁ぇしうか ╋ぇくつっゃ, ゅかぇゃっく すった-
くけかけゅ くぇ ╆ぇゃけょ 1, う ]すっそぇく 
[ぇつっゃ - いぇき.-すったくうつっしおう ょう-
さっおすけさ.  〈せお くぇうしすうくぇ きけゅぇ 
ょぇ くぇぉかのょぇゃぇき こさはおけ こさけ-
ちっしうすっ う くぇ きはしすけ ょぇ こさうかぇ-
ゅぇき くぇせつっくけすけ ゃ せくうゃっさしうすっ-
すぇ, いぇ ょぇ さなおけゃけょは こさけちっしぇ, 
こさういくぇゃぇ きかぇょぇすぇ あっくぇ, いぇ 
おけはすけ さぇぉけすぇすぇ, こけしゃっすっ-
くぇ くぇ けさなあうっすけ う くっゅけゃけすけ 
せしなゃなさてっくしすゃぇくっ, っ いさはかぇ 
さっぇかういぇちうは くぇ ょっすしおぇすぇ え 
きっつすぇ. ]なとぇすぇ けくぇいう, おけは-
すけ こさっょう ゅけょうくう は こさぇゃう こけ 
ょっすしおう かのぉけこうすくぇ う ゃ しなとけ-
すけ ゃさっきっ さぇくけ こけさぇしくぇかぇ, 
おけゅぇすけ こけしはゅぇ ょぇ しすさっかは し 
ゃないょせてくぇすぇ こせておぇ くぇ しゃけは 
ぉぇとぇ うかう し くっしおさうすけ かのぉけ-
こうすしすゃけ さぇいゅかっあょぇ ゅぇいけゃけすけ 
けさなあうっ, ぉっい しないくぇくうっすけ, つっ 
きけあっ ょぇ は くぇさぇくう. 

]っゅぇ, しかっょ こけつすう 5-ゅけ-
ょうてくぇ さぇぉけすぇ ゃ  くぇえ-ゅけ-

かはきぇすぇ う こさっしすうあくぇ そうさきぇ 
いぇ こさけういゃけょしすゃけ くぇ けすぉさぇ-
くうすっかくぇ すったくうおぇ う ぉけっこさう-
こぇしう, ょけおすけさぇくすおぇすぇ ╂ぇかは 
っ せぉっょっくぇ, つっ っ くぇこさぇゃうかぇ 
ゃっさくうは ういぉけさ. ╇ しなょぉけゃっく. 
╆ぇとけすけ こさっょう 2 ゅけょうくう  すせお 
こさうしすうゅぇ う しすせょっくすしおぇすぇ え 
かのぉけゃ - ╊のぉけきうさ. ‶かけゃ-
ょうゃつぇくうくなす しかっょゃぇ いけゃぇ くぇ 
かのぉけゃすぇ う しなとけ しっ けいけゃぇゃぇ 
ゃ ╆ぇゃけょ 1. 〈ぇおぇ きかぇょけすけ しっ-
きっえしすゃけ し こかけゃょうゃしおけ こけすっ-
おかけ こせしおぇ くけゃう う すさぇえくう おけ-
さっくう ゃ “┿さしっくぇか”, ╉ぇいぇくかなお. 
╂ぇかは くっ おさうっ, つっ ゅさぇょなす え 

たぇさっしゃぇ. ╁なこさっおう おせこうとぇすぇ 
ぉうすけゃう くっせさっょうちう, し おけうすけ 
しっ しぉかなしおゃぇ けとっ し こさうしすうゅぇ-
くっすけ しう. ′ぇきうさぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 

せのすっく, し ぇすきけしそっさぇ う かなつっ-
いぇさくう たけさぇ, ゅさぇょ. ╁ くぇつぇかけ-
すけ, ゃ きぇかおぇすぇ こぇくっかおぇ, おけはすけ 
くぇっきぇ しぇきぇ, っょうくしすゃっくぇすぇ え 

おけきこぇくうは っ... おけすおぇすぇ. ‶さう-
ぉさぇくぇ けす せかうちぇすぇ, くけ けしすぇ-
くぇかぇ ゃはさくぇ くぇ しすけこぇくおぇすぇ 
しう う ょくっし. ╋っしっちう しかっょ すけゃぇ  
おゃぇさすうさぇくすおぇすぇ しっ しょけぉう-
ゃぇ し すっかっゃういけさ, こさうはすっかう う 
ゃしうつおけ けしすぇくぇかけ, おけっすっ ょくっし 
くぇさうつぇ  ょけき. ╃けき, いぇ おけえすけ 
きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ こかけゃょうゃ-
つぇくう ╂ぇかは う ╊のぉけきうさ いぇこかぇ-
とぇす しゃけぉけょっく くぇっき けす 120 
かっゃぇ, ぉっい けしすぇくぇかうすっ さっあうえ-
くう さぇいくけしおう. ′っ おさうはす, つっ うき 
っ すさせょくけ, けとっ こけゃっつっ し ょゃっ 
くっ おけえ いくぇっ おぇおゃう いぇこかぇすう. 
╇きぇ けとっ きくけゅけ おぇおゃけ ょぇ 

しっ くぇこさぇゃう こけ けすくけてっくうっ 
くぇ こけかうすうおぇすぇ おなき きかぇょうすっ 
おぇょさう ゃ すぇいう ゅけかはきぇ う し すさぇ-
ょうちうう そうさきぇ, くっいぇゃうしうきけ けす 
しすけさっくけすけ ょけ きけきっくすぇ, おぇい-
ゃぇ ょくっし ╂ぇかは う こさういくぇゃぇ, つっ 
くぇ っすぇこぇ ょぇかっつ こけ-すさせょくけ しっ 
しゃうおゃぇ し くっしうゅせさくけしすすぇ. ′っ-
しうゅせさくけしす いぇ さぇぉけすぇすぇ, ょけ-
たけょうすっ, おけうすけ しぇ ゃ けしくけゃぇすぇ 
くぇ おせこうとぇすぇ くっさっぇかういうさぇ-
くう う けぉなさおぇくう こかぇくけゃっ くぇ 
しすけすうちうすっ きかぇょう しっきっえしすゃぇ 
ゃ しすさぇくぇすぇ. ]ないくぇゃぇき, つっ っ 
すさせょくけ いぇ ゃしうつおう, くけ くうっ, 
たけさぇすぇ, うきぇきっ くっゃっさけはすくけすけ 
おぇつっしすゃけ う しこけしけぉくけしすすぇ ょぇ 
あうゃっっき ゃ くぇょっあょぇ... ╇ し くぇ-
ょっあょぇ, つっ  こけ-ょけぉさけすけ くぇうし-
すうくぇ こさっょしすけう, つっ くう っ くせあ-
くけ しぇきけ けとっ きぇかおけ せしうかうっ  
うかう けとっ きぇかおけ ょぇ こけすなさこうき, 
いぇ ょぇ こけしすうゅくっき けくけゃぇ, おなき 
おけっすけ しっ しすさっきうき. [ぇいぉう-
さぇ しっ, くっ ぉっい くぇてっ せつぇしすうっ 
う せしうかうっ, しこけょっかは ╂ぇかは ╊ぇ-
かけゃぇ - きかぇょぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ 
“┿さしっくぇか” けす 〈ったくけかけゅうつっく  
けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 1. 

╇ いぇとけすけ きくけゅけ けぉうつぇ 
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, っ 

せぉっょっくぇ, つっ  “┿さしっくぇか” うきぇ 
ぉなょっとっ. ╆ぇすけゃぇ こかぇくうさぇ あう-
ゃけすぇ しう う ゃ しかっょゃぇとうすっ くは-
おけかおけ, こけくっ こけ 5, こぇお すせお. ╇, 
おぇすけ ゃしっおう  きかぇょ つけゃっお, おさけう 
こかぇくけゃっ - いぇ ょけき, ょっちぇ, こけ-
つうゃおぇ. ╃けきなす いぇしっゅぇ っ... きう-
さぇあ, ゃ しきうしなか くぇ しけぉしすゃっく, 
くけ こなお しっ くぇょはゃぇ けす ¨ぉとうくぇ-
すぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお  ょぇ せょけゃかっすゃけ-
さはす きけかぉぇすぇ え いぇ けぉとうくしおけ 
あうかうとっ. ╆ぇとけすけ っ けす たけさぇすぇ, 
くせあくう くぇ すけいう ゅさぇょ う くっゅけ-
ゃぇすぇ うくょせしすさうは. ╃っちぇ – おけゅぇ-
すけ-すけゅぇゃぇ う おけかおけすけ-すけかおけ-
ゃぇ. ┿ きけさっすけ - いぇしっゅぇ っ しぇきけ 
くぇ しすぇくちうはすぇ くぇ “┿さしっくぇか” 
ゃ ′っしっぉなさ, くけ くぇかう ゃしうつおけ 
くぇえ-たせぉぇゃけ こさっょしすけう, おぇい-
ゃぇ し せしきうゃおぇ くぇ  そうくぇかぇ くぇ 
しさっとぇすぇ くう こかけゃょうゃつぇくおぇすぇ 
╂ぇかは ]すけはくけゃぇ ╆ょさぇゃつっゃぇ – 
╊ぇかけゃぇ, っょうくしすゃっくうはす しすう-
こっくょうぇくす-ょけおすけさぇくす くぇ “┿さ-
しっくぇか”. 
¨すゃなょ すけゃぇ, ゃ きぇかおけすけ しゃけ-

ぉけょくけ ゃさっきっ, くっいぇっすけ けす 
こけょゅけすけゃおぇ いぇ ういこうすう うかう 
ょけきぇてくぇ さぇぉけすぇ, ╂ぇかは う しな-
こさせゅなす え しっ しすぇさぇはす ょぇ しう おさぇ-
ょぇす ゃさっきっ いぇ しっぉっ しう - ぉうかけ 
いぇ  しすさっかぉぇ し かのぉうきうは こくっゃ-
きぇすうつっく こうしすけかっす “Zoraki”, いぇ 
おくうゅう  うかう いぇ おさぇすおぇ ゃういうすぇ 
こさう くぇえ-ぉかういおうすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

くけすけ たさぇくっくっ うかう ゃ けたさぇくぇすぇ くぇ “┿さしっくぇか”, おぇおすけ う つぇしす けす さぇぉけ-
すっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ こっくしうけくっさう. 
╃け おさぇは くぇ しっょきうちぇすぇ こけ ちったけゃっ う ぉさうゅぇょう しっ こさぇゃはす う おけく-

おさっすくうすっ せすけつくっくうは けす しこっちうぇかくう おけきうしうう, し こさっょしすぇゃうすっかう う 
くぇ しうくょうおぇすうすっ, おけう すけつくけ しかせあうすっかう う しこけきぇゅぇすっかくう さぇぉけすくうちう  
ょぇ ぉなょぇす けしゃけぉけょっくう. ‶さっちっくおぇすぇ しっ ういゃなさてゃぇ くぇ ぉぇいぇ そうさきっ-
くう  おさうすっさうう. 〈けゅぇゃぇ とっ しすぇくっ う はしくけ おけう すけつくけ けす さぇぉけすっとうすっ ゃ 
けこさっょっかっくうすっ いぇ けこすうきういぇちうは きっしすぇ とっ けしすぇくぇす ぉっい さぇぉけすぇ しかっょ 
しさっょぇすぇ くぇ きぇえ. ╄ょゃぇ しかっょ すけゃぇ とっ しっ こさうしすなこう う おなき ゃさなつゃぇくっ  
くぇ しなけすゃっすくうすっ こさっょういゃっしすうは いぇ  しなおさぇとっくうっ, おけうすけ しぇ っょくけきっ-
しっつくう. ╆ぇ こさっょしすけはとぇすぇ けこすうきういぇちうは くぇ すっいう ぉかういけ 250 ょせてう っ 
せゃっょけきっくぇ  ╃うさっおちうは ╀のさけ こけ すさせょぇ.  
¨しゃけぉけょっくうすっ けす さぇぉけすぇ とっ しっ こけかいゃぇす けす ゃしうつおう こけかぇゅぇとう うき 

しっ こかぇとぇくうは けす ╀のさけすけ こけ すさせょぇ. ]さけおなす くぇ けぉっいとっすっくうはすぇ うき とっ 
いぇゃうしう けす すさせょけゃうは うき しすぇあ, ぇ さぇいきっさなす くぇ けぉっいとっすっくうっすけ – けす 
さぇいきっさぇ くぇ こけかせつぇゃぇくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ. 
‶ぇさぇかっかくけ し けこすうきういぇちうはすぇ こさけょなかあぇゃぇ せこけさうすぇすぇ さぇぉけすぇ こけ 

けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ こけさなつおう う さぇぉけすぇ いぇ こっさしけくぇかぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

13.04. /しなぉけすぇ/
10.00 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, „‶さっおさぇし-
くぇ しう, きうかぇ [けょうくけ”- ‶さぇいくうお くぇ すせ-
さうしすうつっしおぇすぇ こっしっく

15.04. /こけくっょっかくうお/
18.30 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, ╉けくちっさす 
くぇ ′』 „╇しおさぇ-1860”

17.04. /しさはょぇ/
19.00 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, „‶はしなつっく 
こないっか” けす ぅくぇ ╃けぉさっゃぇ - こさっきうっさぇ くぇ 
╋かぇょっあおぇすぇ すっぇすさぇかくぇ しすせょうは  
′』 „╇しおさぇ-1860”

18.04. /つっすゃなさすなお/
19.00 つ. - ╁けっくっく おかせぉ „╃せっか” こけ ╇ゃぇく 
╁ぇいけゃ, 〈っぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”

22.04. /こけくっょっかくうお/
19.00 つ. - ╃╉ „┿さしっくぇか”, „《ぇかしすぇそ う 
ゃっしっかうすっ せうくょいけさおう”, こけ 〉うかはき 【っ-
おしこうさ, ╃さぇきぇすうつっく すっぇすなさ „[ぇつけ ╉けゃぇ-
つぇ”, ゅさ. ╂ぇぉさけゃけ

23.04. /ゃすけさくうお/
17.30 つ. - ╊》╋ „』せょけきうさ”, ╁っかうおょっく-
しおう おけくちっさす くぇ 【おけかぇすぇ こけ こうぇくけ

24.04. /しさはょぇ/
17.30 つ. - ╊》╋ „』せょけきうさ”, ╁っかうおょっく-
しおう おけくちっさす くぇ 【おけかぇすぇ こけ こうぇくけ

24.04. /しさはょぇ/
19.00 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, „『ゃっすはすぇ 
くぇ きぇかおぇすぇ ╇ょぇ” こけ 》ぇくし ╉さうしすうぇく ┿く-
ょっさしっく – こさっきうっさぇ くぇ ╃っすしおぇすぇ すっぇ-
すさぇかくぇ ておけかぇ ′』 „╇しおさぇ-1860”

25.04. /つっすゃなさすなお/
17.30 つ.- ╋せかすうきっょうえくぇ いぇかぇ くぇ ╇╋ 
„╇しおさぇ”, „‶さうさけょぇ う そぇくすぇいうう” – うい-
かけあぉぇ くぇ たっさぉぇさうう

25.04. /つっすゃなさすなお/
17.00 つ. - ╊》╋ „』せょけきうさ”, ‶けっすうつっく 
おけくおせさし „╀っかけちゃっすくうすっ ゃうてくう” 

25.04. /つっすゃなさすなお/
19.00 つ. - ╁けっくっく おかせぉ „╋っあょせ ょゃぇ しすけ-
かぇ” こけ [っえ ╉せくう, 〈っぇすなさ „╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ”

26.04. - 22.05.
18.00 つ. - ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくっく 
ちっくすなさ, せか. „╇しおさぇ” 4 „『ゃっすくうちぇ” – 
しなゃきっしすくぇ ういかけあぉぇ くぇ ╃ぇくうっかぇ ╉けかっゃぇ 
う ╄ゃゅっくう 』ぇかなおけゃ 

26.04. /こっすなお/
18.00 つ. - ╃╉ „┿さしっくぇか”, „] かのぉけゃ おなき 
すぇくちぇ” - ゅぇかぇ-おけくちっさす くぇ ╀〈『 „╂さぇちうは”

28.04. /くっょっかは/
19.00 つ. - ╃╉ „┿さしっくぇか”, „¨す ╁うっくぇ ょけ 
╀さけょせっえ - おかぇしうおぇ けす けこっさぇすぇ う きのいう-
おなかぇ” – おけくちっさす-しこっおすぇおなか, ╃なさあぇゃくぇ 
けこっさぇ, ゅさ. [せしっ

29.04. /こけくっょっかくうお/
18.00 つ.- ′』 „╇しおさぇ-1860”, „╃ぇ すぇくちせ-
ゃぇきっ いぇっょくけ!” - けすおさうす せさけお う せなさおてけこ 
くぇ 【おけかぇすぇ こけ しこけさすくう すぇくちう う „╆せき-
ぉぇ-そうすくっし”, ′』 „╇しおさぇ-1860”

30.04. /ゃすけさくうお/
19.00 つ. - ′』 „╇しおさぇ-1860”, ╁っかうおょっく-
しおう そけかおかけさっく おけくちっさす くぇ ┿′〈‶ „╇し-
おさぇ”, ′』 „╇しおさぇ-1860”

╀うかっすう いぇ すっぇすさぇかくうすっ しこっおすぇおかう しっ こさけょぇゃぇす くぇ おぇしうすっ くぇ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ”, ゃ ╇くそけちっくすなさ – ╉ぇいぇくかなお, くぇ せか. „╇しおさぇ” わ4 う くぇ おぇしうすっ くぇ 
╃╉ „┿さしっくぇか”.  ¨しすぇくぇかうすっ こさけはゃう けす おせかすせさくうは ぇそうて しぇ ぉっいこかぇすくう.
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』【╅『【¨『╅ [《〉[】『』
„╇╊]¨[╉╊〉 ╇ 〈《っ ╈『╅╉“     

5 441 こさっしすなこかっくうは, 
けす おけうすけ おさうきうくぇかくうすっ しぇ 
4854, ぇ うおけくけきうつっしおうすっ 
- 587, しぇ ういゃなさてっくう こさっい 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ ]すぇさけいぇゅけさしおぇ 
けぉかぇしす. ¨す おさうきうくぇかくうすっ 
さぇいおさうすう しぇ 40,83%, ぇ けす 
うおけくけきうつっしおうすっ - 53,5%.
′ぇさぇしくぇか っ っょうくしすゃっくけ 

ぉさけはす くぇ こさっしすなこかっくうはすぇ, 
しゃなさいぇくう し くぇさおけすうちう. 〈けゃぇ 
しぇ ょぇくくう けす けこけゃっしすっくうは 
こせぉかうつくけ けすつっす いぇ さぇぉけすぇすぇ 
くぇ ¨ぉかぇしすくぇすぇ ょうさっおちうは くぇ 
╋╁[ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ¨す ╃う-

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╈]╅╉ ′╅ 20 000 [《〈》ょ【ぇ『〉¨ 』》╊を《╇╊...
]さっょ くぇぉっかはいぇくうすっ きっさおう っ う こさっこけさなおぇすぇ きぇすっきぇすうおぇ ょぇ しっ ういせつぇゃぇ 4 つぇしぇ しっょきうつくけ, 

いぇとけすけ „くっ きけあっ ょぇ しっ けぉせつぇゃぇて こけ うくそけさきぇすうおぇ, ぉっい こさっょう すけゃぇ ょぇ しう せしゃけうか きぇすっきぇ
すうおぇすぇ”. 
╁ こけすゃなさあょっくうっ くぇ すぇいう すっいぇ っ う ういおぇいゃぇくっすけ くぇ ╇ゃぇく ]けしおけゃ, ょっおぇく くぇ 《ぇおせかすっすぇ こけ きぇ

すっきぇすうおぇ ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. ╁ ういおぇいゃぇくっすけ しう すけえ っ いぇはゃうか, つっ ゃしっおう こっすう しすせょっくす 
けす 《ぇおせかすっすぇ こけ きぇすっきぇすうおぇ ゃ ┿かきぇ きぇすっさ っ ういけしすぇゃぇと いぇさぇょう こさけこせしおうすっ しう ゃ しさっょくけすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╆ぇ ょぇ しっ こさっけょけかっっ すけゃぇ, しっ くぇかぇゅぇかけ しすせょっくすうすっ ょぇ くぇゃぇおしゃぇす かうこしゃぇとう
すっ しう いくぇくうは けす せつうかうとっ ゃ せくうゃっさしうすっすぇ. ╃させゅ こさけぉかっき, たぇさぇおすっさっく いぇ こけしかっょくうすっ 5-7 
ゅけょうくう, っ, つっ っ きうくうきぇかっく ぉさけはす くぇ こけしすなこゃぇとうすっ しすせょっくすう けす きぇすっきぇすうつっしおうすっ ゅうきくぇ
いうう ゃ せくうゃっさしうすっす ゃ しこっちうぇかくけしす „╋ぇすっきぇすうおぇ”. ‶けゃっつっすけ う こけ-ょけぉさうすっ こさっょこけつうすぇかう ょぇ 
こさけょなかあぇす けぉさぇいけゃぇくうっすけ しう ゃ つせあぉうくぇ. ╉ぇすけ さっいせかすぇす けす こさけゃっょっくうは ゃ しすけかうちぇすぇ そけさせき 
せつぇしすくうちうすっ - こさけそっしけさう, こっょぇゅけいう う っおしこっさすう, しぇ しっ けぉっょうくうかう けおけかけ うょっはすぇ いぇ しないょぇ
ゃぇくっすけ くぇ ]なゃっす おなき けぉさぇいけゃぇすっかくけすけ きうくうしすっさしすゃけ. ╇ょっはすぇ っ すけえ ょぇ うきぇ そせくおちうはすぇ ょぇ 
こけょこけきぇゅぇ ゃっょけきしすゃけすけ ゃなゃ そけさきせかうさぇくっすけ くぇ ょなさあぇゃくぇすぇ けぉさぇいけゃぇすっかくぇ こけかうすうおぇ, おぇすけ 
っょうく けす けしくけゃくうすっ え ぇおちっくすう っ うきっくくけ さぇいゃうすうっ う けぉせつっくうっ くぇ おぇょさう いぇ IT しっおすけさぇ. 
╉なき すさっゃけゅぇすぇ くぇ こさけしゃっすくうちうすっ しっ こさうしなっょうくうたぇ う けす ぉさぇくてけゃうすっ さぇぉけすけょぇすっかしおう けさゅぇ

くういぇちうう, おぇおすけ う けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ. 
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇさすうさぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ „╁っかうおょっく ゃ きけは ゅさぇょ“, おけはすけ っ こけしゃっすっくぇ くぇ しゃっす
かうは たさうしすうはくしおう こさぇいくうお – ╁ないおさっしっくうっ 》さうしすけゃけ.  ╇くうちうぇすうゃぇすぇ うきぇ おけくおせさしっく たぇさぇおすっさ 

う くっえくぇすぇ ちっか っ ゃしうつおう, おけうすけ あうゃっっき ゃ すけいう せくうおぇかっく おぇすけ こさうさけょぇ う おせかすせさくけ-うしすけさうつっしおう 
いぇぉっかっあうすっかくけしすう ゅさぇょ, ょぇ こけしさっとくっき こさぇいくうおぇ ゃ っょくぇ こさうゃかっおぇすっかくぇ しさっょぇ, いぇ おけっすけ うきぇきっ 
かうつっく こさうくけし. ╇ょっはすぇ っ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ けぉかぇゅけさけょはす こさけしすさぇくしすゃけすけ, けおけかけ おけっすけ あうゃっはす うかう 
さぇぉけすはす. 『っかすぇ っ ょぇ しっ しすうきせかうさぇ ぇおすうゃくけしすすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.
′はきぇ けゅさぇくうつっくうは いぇ ゃうょぇ くぇ しゅさぇょぇすぇ う くっえくけすけ こさっょくぇいくぇつっくうっ, ゃぇあくけすけ っ あっかぇくうっすけ こさけし

すさぇくしすゃけすけ けおけかけ くっは ょぇ しすぇくっ こけ-こけょさっょっくけ う おさぇしうゃけ. ╆ぇ こなさゃうすっ きっしすぇ きけゅぇす ょぇ しっ ぉけさはす 
うくょうゃうょせぇかくう あうかうとくう しゅさぇょう, あうかうとくう ぉかけおけゃっ う おけけこっさぇちうう; けそうしう う きぇゅぇいうくう, いぇゃっょっ
くうは いぇ たさぇくっくっ う おぇそっ; ぉうしすさぇ (おぇそっ くぇ けすおさうすけ); ぉういくっし けそうしう う こさけきうてかっくう こさっょこさうはすうは.

]すさぇたけゃうす しすさっかはと くけあ “》ぇきっかっけく” し 4 ちっゃう しぇ しない
ょぇかう けさなあっえくうちう けす ╁けっくくけすけ ぇさすうかっさうえしおけ-うくあっ

くっさくけ せつうかうとっ ゃ 〈せかぇ, [せしうは. ‶ぇすさけくうすっ しっ くぇさっあょぇす ゃ 
しこっちうぇかっく しっこぇさぇすけさ, おけえすけ しっ こけしすぇゃは ゃ けすきはすぇとうは しっ 
くぇしすさぇくう ちっゃっく ぉかけお. “》ぇきっかっけく” っ しくぇぉょっく し きっさくうお う 
きせておぇ, おけっすけ こけいゃけかはゃぇ ゃけょっくっ くぇ すけつっく けゅなく くぇ さぇいしすけは
くうっ ょけ 50 きっすさぇ. ]すさっかはとうはす くけあ しっ いぇさっあょぇ し ういおかのつう
すっかくけ けこぇしくうすっ こぇすさけくう 5,45た18 ╋‶『, ういこけかいゃぇくう ゃ こうし
すけかっすぇ ‶]╋ /こうしすけかっす しぇきけいぇさはょっく きぇかけゅぇぉぇさうすっく/. 〈っ 
ゃしはゃぇす せあぇし せ こさうすっあぇすっかうすっ くぇ ぉさけくっあうかっすおう, いぇとけすけ 
くぇ こけかうゅけくくう ういこうすぇくうは しぇ こけおぇいぇかう, つっ くぇ 25 き. おせさてせ
きうすっ きせ こさけぉうゃぇす すうすぇくけゃぇ かぇきぇさうくぇ し ょっぉっかうくぇ 1 きき う 
12-15 しかけは おっゃかぇさ いぇょ くっは.
‶けさぇあっくうはすぇ しぇ あっしすけおう, けしけぉっくけ おけゅぇすけ おせさてせきうすっ しぇ 

し ょゃぇ しなさょっつくうおぇ. ‶なさゃうはす っ けす いぇおぇかっくぇ しすけきぇくぇ し けしすなさ 
ゃさなた, ぇ いぇょ くっゅけ っ けかけゃっく ちうかうくょなさ いぇ すっあっしす. ‶さう こけ
こぇょっくうっ おせさてせきなす しっ さぇいこぇょぇ くぇ すさう つぇしすう - つっかくぇ いぇおぇ
かっくぇ つぇしす, けかけゃっく ちうかうくょなさ う きっおぇ さういくうちぇ. ╁しはおぇ つぇしす 
ういゃなさてゃぇ たぇけすうつくけ ょゃうあっくうっ う くぇくぇしは あっしすけおう さぇいおなし
ゃぇくうは.
[ぇいさぇぉけすっくう しぇ ょゃぇ ゃぇさうぇくすぇ くぇ しすさっかはとうは くけあ - し さなつ

くけ ゃいゃっあょぇくっ くぇ せょぇさくうおぇ う しなし しぇきけゃいゃっあょぇと しっ せょぇさ
くけ-しこせしおけゃ きったぇくういなき.
‶さう ゃすけさうは ゃぇさうぇくす しおけさけしすさっかくけしすすぇ くぇ くけあぇ-こうしすけかっす 

きけあっ ょぇ くぇょゃうてう 15 ういしすさっかぇ ゃ きうくせすぇ. ╁ すけいう しかせつぇえ 
ゃしうつおう けこっさぇちうう こけ ゃおかのつゃぇくっ う ういおかのつゃぇくっ くぇ こさっょこぇ
いうすっかは, こさけういゃっあょぇくっすけ くぇ ういしすさっか, けすゃぇさはくっすけ う いぇすゃぇ
さはくっすけ くぇ ぉかけおぇ う ゃいゃっあょぇくっすけ くぇ せょぇさくうおぇ しっ ういこなかくは
ゃぇす しぇきけ し っょくぇ さなおぇ.
〉くうおぇかくけすけ けさなあうっ すっあう 600 ゅさ., ょなかゅけ っ 32 しき. 〈けゃぇ ゅけ 

こさぇゃう けすかうつくけ しさっょしすゃけ いぇ しおさうすけ くけしっくっ う いぇ おけきぉうくう
さぇくぇ しぇきけけすぉさぇくぇ. 
╂さぇょ 〈せかぇ っ ういゃっしすっく し ゅけかっきうすっ しう けさなあっえくう いぇゃけょう う 

し ょさっゃくうすっ しう すさぇょうちうう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ さぇいかうつくう 
ゃうょけゃっ けさなあうは. ′ぇいゃぇくうっすけ くぇ しゃっすけゃくけういゃっしすくうはす こうし
すけかっす 〈〈 っ ぇぉさっゃうぇすせさぇ けす “〈せかしおう 〈けおぇさっゃ”.
╃っしっすおう ゃうょくう おけくしすさせおすけさう, しこっちうぇかうしすう う さなおけゃけょくう 

おぇょさう くぇ „┿さしっくぇか” しなとけ しぇ ゃないこうすぇくうちう くぇ 〈せかしおけすけ うく
あっくっさくけ せつうかうとっ.

                                                  〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか, 
こけ きぇすっさうぇかう くぇ oruzeika.ru

╂うくおぇ 】っさっゃぇ - こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく
かなお, う ′ぇくおけ ╁うょっゃ - ぉうゃて ょうさっおすけさ くぇ [╇¨]╁ – ]すぇ

さぇ ╆ぇゅけさぇ, しぇ ょゃっすっ おぇくょうょぇすせさう いぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょ
くうお, おけうすけ とっ ゅかぇしせゃぇ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
】っさっゃぇ う ╁うょっゃ とっ ぉなょぇす ういしかせてぇくう ゃ きっしすくうは こぇさかぇ

きっくす, こさっょう ょぇ しっ こさうしすなこう おなき ゅかぇしせゃぇくっ くぇ おぇくょうょぇ
すせさうすっ うき, さってう けとっ                                  9-つかっくくぇすぇ 
╁さっきっくくぇ おけきうしうは いぇ ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 
]なしすぇゃなす くぇ おけきうしうはすぇ ゃおかのつゃぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす 
さぇいかうつくう ゅさせこう, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ′‶¨, きっょうう.
¨ぉとけ 4-きぇ ぉはたぇ おぇくょうょぇすうすっ いぇ こけしすぇ, くけ ょゃぇきぇ けす すはた 

- ╋ぇさうは ]かぇゃけゃぇ - っおしこっさす ゃ [╇¨]╁, う ぉうぉかうけすっおぇさおぇすぇ 
〈っけょけさぇ  》さうしすけゃぇ けすこぇょくぇたぇ こさう しなぉっしっょゃぇくっすけ. ╇ ょゃぇ
きぇすぇ ょけこせしくぇすう おぇくょうょぇすう しなぉさぇたぇ さぇゃっく ぉさけえ ゅかぇしけゃっ 
くぇ おけきうしうはすぇ - 8:8. ╁ ゅかぇしせゃぇくっすけ くっ せつぇしすゃぇ 9-はす つかっく 
くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは - ‶っすさぇくおぇ ╃さぇゅぇくけゃぇ.
╆ぇ ゃすけさう こなす きっしすくうはす こぇさかぇきっくす ゃ ゅさぇょぇ こさぇゃう けこうす ょぇ 

ういぉっさっ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお, しかっょ おぇすけ こなさゃぇすぇ こさけちっょせさぇ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
しっ こさけゃぇかう う くっ ょけゃっょっ ょけ ういぉけさ くぇ けきぉせょしきぇく. 〈けゅぇゃぇ いぇ こけしすぇ しっ しなしすっいぇゃぇたぇ ょゃっ おぇく
ょうょぇすおう: くぇしすけはとうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお, し ういすっおなか きぇくょぇす, ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ  う ╂うくおぇ 
】っさっゃぇ - こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“.
╁ しなぉっしっょゃぇくっすけ う こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ ゃういうはすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ うくしすうすせちうはすぇ ¨きぉせょしきぇく 

おぇくょうょぇすうすっ けすゅけゃぇさはたぇ くぇ ゃなこさけしう いぇ さぇいきっさぇ くぇ いぇこかぇとぇくっすけ おぇすけ きけすうゃ いぇ こけしすぇ, いぇ 
すさうすっ くぇえ-ゃぇあくう こさけぉかっきぇ, いぇ おけうすけ ぉうたぇ ぉうかう すなさしっくう けす ゅさぇあょぇくうすっ いぇ こけきけと う しな
ょっえしすゃうっ, いぇ おぇいせしう, おぇしぇっとう こけいくぇゃぇくっ くぇ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ, いぇ こさはおぇすぇ うき さぇぉけすぇ 
し ゅさぇあょぇくうすっ.
‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ ゃこっ

つぇすかう  つかっくけゃっすっ くぇ おけきうしうはすぇ し ゃういうはすぇ しう いぇ さぇぉけすぇ くぇ ょけぉさけ
ゃけかっく こさうくちうこ けす しすさぇくぇ くぇ のさうしすう, あっかぇっとう ょぇ ょぇゃぇす しなゃっすう 
ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ, し さぇいかうつくうすっ ゅなゃおぇゃう ゃないきけあくけしすう くぇ 
うくしすうすせちうはすぇ ょぇ しすうゅくっ ょけ たけさぇすぇ, おぇおすけ う し うしおさっくぇすぇ しう ゃういうは 
いぇ しゃけっすけ きはしすけ くぇ すけいう こけしす. ′ぇ しゃけえ さっょ ′ぇくおけ ╁うょっゃ, おぇすけ 
っおけっおしこっさす, いぇはゃう あっかぇくうっ ょぇ しなすさせょくうつう う さぇぉけすう いぇっょくけ し  
¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ こけかいぇ くぇ くはおけかおけ おぇせいう: いぇ つうしす ゃないょせた, 
しさっとせ けぉゅぇいはゃぇくうはすぇ けす ょなさゃけこさっさぇぉけすゃぇすっかくけすけ こさっょこさうはすうっ 
„╂ぇぉさけゃくうちぇ”, おぇおすけ う いぇ しきっすうとっすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお.
╇いぉけさなす くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお すさはぉゃぇ ょぇ しっ 

ういゃなさてう けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, おぇすけ いぇ そぇゃけさうすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゅかぇ
しせゃぇす 2/3 けす ゃしうつおう しなゃっすくうちう うかう 25 ょせてう. 
╉なき きけきっくすぇ くっ っ はしくけ すけつくけ おけゅぇ ゃなこさけしなす いぇ ういぉけさ くぇ けき

ぉせょしきぇく ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ しすぇくっ つぇしす けす ょくっゃくうは さっょ くぇ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす. ′ぇえ-ゃっさけはすくけ しなゃっすくうちうすっ とっ ういつぇおぇす こぇさかぇきっく
すぇさくうは ゃけす う すけゅぇゃぇ とっ しっ いぇっきぇす し さってぇゃぇくっすけ くぇ すけいう ゃなこさけし.
╃け ういぉけさぇ くぇ くけゃ けきぉせょしきぇく けぉとっしすゃっくうはす うくすっさっし くぇ おぇいぇくかなつぇくう とっ しっ こぇいう けす ╉ぇすは 

╉うかうおつうっゃぇ - こなさゃうはす ゃ うしすけさうはすぇ くぇ ゅさぇょぇ う きっしすくけすけ きせ しぇきけせこさぇゃかっくうっ けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお. 
‶さっょう ょぇ こけっきっ こけしすぇ, ╉うかうおうつっゃぇ ぉっ 3 きぇくょぇすぇ しっおさっすぇさ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 

ゃ ╉ぇいぇくかなお う し 35-ゅけょうてっく しすぇあ ゃ ╀]‶.
‶さっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ こぇさすうは ╊╇╃╄[ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお う ゃなゃ ╁さっきっくくぇすぇ 

おけきうしうは いぇ ういぉけさ くぇ けきぉせょしきぇく けすくけゃけ こけすゃなさょうたぇ こけいうちうはすぇ しう, いぇはゃっくぇ こさっい ょっおっきゃさう 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ, つっ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くはきぇ くせあょぇ けす うくしすうすせちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ
しさっょくうお う  しなとっしすゃせゃぇくっすけ え しぇきけ すけゃぇさう けぉとうくしおうは ぉのょあっす .

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╊うしすぇすぇ くぇ ╃‶] とっ しっ ゃけょう けす ╃っかはく ‶っっゃしおう, くけ ゃすけさぇすぇ こけいうちうは っ  いぇ けぉかぇしす-
くうは かうょっさ くぇ ╃‶] う ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお 》ぇかうか ╊っすうそけゃ. ‶っっゃしおう っ ゃけょぇつ う 
くぇ ゃすけさぇ かうしすぇ - ゃ ‶ぇいぇさょあうお, おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ こさう ょけぉさけ こさっょしすぇゃはくっ ╉ぇいぇく-
かなお きけあっ ょぇ うきぇ う ゃすけさう ょっこせすぇす - 》ぇかうか ╊っすうそけゃ けす ╃‶]. ‶ぇさすうは „╃っきけおさぇすう 
いぇ しうかくぇ ╀なかゅぇさうは” いぇこぇいゃぇす しゃけは ゃけょぇつ けす きうくぇかうすっ ういぉけさう - ょけしっゅぇてくうはす ょっ-
こせすぇす ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ. ╄おし いぇき.-おきっすなす  こけ ゃさっきっすけ くぇ ╀けさうしけゃ おぇすけ おきっす くぇ ]けそうは 
- 》さうしすけ ┿くゅっかうつうく, っ ゃけょぇつ くぇ ╃ゃうあっくうっ „╀なかゅぇさうは くぇ ゅさぇあょぇくうすっ”. ╀っい くうすけ 
っょうく きっしすっく っ かうしすぇすぇ くぇ こぇさすうは ┿すぇおぇ. ╁けょぇつ ゃ さっゅうけくぇ っ ╃っしうしかぇゃ 』せおけかけゃ, 
いぇき.-こさっょしっょぇすっか くぇ こぇさすうはすぇ. „′っ しぇ くう こうすぇかう, しこせしくぇたぇ ゅう けすゅけさっ, すけゃぇ っ 
こけかけあっくうっすけ.”, いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” けぉかぇしすくうはす かうょっさ くぇ ┿すぇおぇ ╋うたぇうか 
╋うたぇえかけゃ. ╀うゃてうはす おぇいぇくかなておう こさっょしすぇゃうすっか う ょっこせすぇす ゃ こぇさすうは ┿すぇおぇ ‶っすなさ 
》かっぉぇさけゃ, しうく くぇ こけおけえくうは ╇ゃぇく 》かっぉぇさけゃ /ぉうゃて 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 ゅさぇょぇ/ っ さっゅうしすさうさぇく ゃ ょさせゅぇ かうしすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

Обновява се пространството зад Централния кооперативен пазар в Казанлък

′ぇ くけゃけ きはしすけ しなゃしっき しおけさけ とっ しっ こさっ-
きっしすう こぇいぇさなす いぇ ちゃっすは くぇ ╉けけこっさぇ-

すうゃくうは こぇいぇさ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ょっはすぇ くぇ けぉ-
とうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ っ すけゃぇ ょぇ しすぇくっ ゃ 
ゅけさくぇすぇ つぇしす くぇ こぇいぇさぇ, くっこけしさっょしすゃっくけ 
くぇょ しゅさぇょぇすぇ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ ぉぇくは. 】っ しっ 
ういこけかいゃぇす ゃしうつおう ょぇょっくけしすう くぇ うくすっさうけ-
さぇ う っおしすっさうけさぇ, おぇすけ しっ こさっょゃうあょぇ くぇ-
こさぇゃぇすぇ くぇ ぇかせきうくうっゃぇ おけくしすさせおちうは, けおぇ-
つっく すぇゃぇく, さっおかぇきくう こぇくぇ – すぇおぇ, つっ ょぇ しっ 
こけかせつう おさぇしうゃ ちゃっすっく こぇいぇさ.
‶さっょう しっょきうちぇ ¨ぉとうくぇすぇ いぇこけつくぇ うく-
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╉さうすっさううすっ, こけ おけう
すけ とっ ぉなょぇす けちっくは
ゃぇくう ういゃなさてっくうすっ 
ょっえくけしすう, しぇ: けぉとぇ 
ぉかぇゅけせしすさけっくぇ こかけと, 
すっさっく, ゃかけあっくう きぇすっ
さうぇかう, けいっかっくはゃぇくっ 
– ゃうしけおぇ さぇしすうすっか
くけしす う たさぇしすう, ちゃっすは, 
けぉとぇ ゃういうは, ょなかゅけす
さぇえくけしす くぇ うくゃっしすう
ちうはすぇ.

〉つさっょはゃぇす しっ う つっすうさう くぇゅさぇょう けす こけ 300 かっゃぇ ′ぇゅさぇょうすっ しぇ 
ゃ つっすうさうすっ けしくけゃくう おぇすっゅけさうう - いぇ あうかうとくう しゅさぇょう; ぉういくっし 
しゅさぇょう; いぇゃっょっくうは いぇ たさぇくっくっ う おぇそっ う ぉうしすさぇ; いぇ こさけきうてかっくう 
こさっょこさうはすうは. ╁しうつおう せつぇしすくうちう とっ こけかせつぇす う ゅさぇきけすう いぇ せつぇし
すうっ ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ.
╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ っ くっけぉたけょうきけ ょぇ 

こけょぇょぇす いぇはゃかっくうっ しゃけぉけょっく すっおしす いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ.
 
╉さぇえくうはす しさけお いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ „╁っかうおょっく ゃ きけは 

ゅさぇょ“ っ 10 きぇえ 2013 ゅ., 17.00 つぇしぇ.
 
╆ぇはゃかっくうはすぇ しっ こけょぇゃぇす くぇ ゅうてっ わ 5 ゃ 『っくすなさぇ いぇ うく

そけさきぇちうは う せしかせゅう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ - ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
ぉせか. „[けいけゃぇ ょけかうくぇ“ 6 うかう くぇ っ-mail: diana_radkova@
abv.bg – うくあ. ╃うぇくぇ [ぇょおけゃぇ, 0431/98239; arh_
kalinkov@abv.bg – ぇさた. ╇ゃけ ╉ぇかうくおけゃ, 0431/98242. ╆ぇ 
こけゃっつっ うくそけさきぇちうは きけあっすっ ょぇ しっ けぉなさくっすっ くぇ こけしけつっ
くうすっ うきっえかう う すっかっそけくう.

すっくいうゃくう ょっえくけしすう こけ けぉかぇゅけさけょはゃぇくっ くぇ こさけしすさぇくしすゃけすけ, くぇきうさぇとけ しっ いぇょ 『っく-
すさぇかくうは おけけこっさぇすうゃっく こぇいぇさ う けおけかけ ぉぇくはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 〈け しっ ういゃなさてゃぇ くぇ ぉぇいぇ 
こさうっす ‶かぇく いぇ さっゅせかぇちうは くぇ つぇしす けす おゃ. 143 こけ こかぇくぇ くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお. ¨ぉかぇゅけさけ-
ょっくぇすぇ こかけと  とっ っ くぇょ  2750 おゃ. き.
】っ ぉなょぇす しないょぇょっくう 37 こぇさおけきっしすぇ, とっ ぉなょっ ういゅさぇょっくぇ ゃさないおぇ きっあょせ しっゃっさ-

くぇすぇ つぇしす くぇ せか. „]かぇゃはくしおぇ“,  せか. „╁っかうおけ 〈なさくけゃけ“,  せか. „╀はかけ きけさっ“ ょけ ぉせか. 
„′うおけかぇ ‶っすおけゃ“. 】っ ぉなょっ くぇこさぇゃっくぇ くけゃぇ すさけすけぇさくぇ くぇしすうかおぇ, ぇ しなとっしすゃせゃぇ-
とぇすぇ とっ ぉなょっ さっくけゃうさぇくぇ. 】っ ぉなょぇす けそけさきっくう  いっかっくう う ちゃっすくう こさけしすさぇくしすゃぇ 
う しゃなさいゃぇとう ぇかっう.

                                                            „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 

╁ ょっくは くぇ こぇさかぇきっくすぇさくうは 
ゃけす – 12-すう きぇえ, しっかけ ╂け-

かはきけ ╃さはくけゃけ くはきぇ ょぇ ういぉう-
さぇ しゃけえ くけゃ おきっすしおう くぇきっしす-
くうお, おぇおゃうすけ  こなさゃけくぇつぇかくう 
けぉっとぇくうは くぇこさぇゃう くぇ けぉとけ-
しっかしおけすけ しなぉさぇくうっ おきっすなす 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. ‶さうつうくぇすぇ いぇ すけゃぇ 
しぇ くっけぉたけょうきうすっ しさけおけゃっ いぇ 
せすけつくはゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくぇすぇ こさけちっょせさぇ, いぇっょくけ し 

¨ぉかぇしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. ′ぇ こさけゃっょっくけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ぇこさうか けぉ-
とけしっかしおけ しなぉさぇくうっ, くぇ おけっすけ こさうしなしすゃぇ う おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ, しすぇくぇ 
はしくけ, つっ こけ-ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす あうすっかうすっ くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ くっ けょけ-
ぉさはゃぇす っょくけゅけょうてくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ ╆ょさぇゃおぇ ╇かつっゃぇ - おきっすしおう くぇきっしす-
くうお くぇ しっかけすけ. ]かっょ おぇすけ ういしかせてぇ ゃないさぇあっくうはすぇ うき う けぉはしくっくうはすぇ 
くぇ おきっすしおぇすぇ くぇきっしすくうつおぇ, ]すけはくけゃぇ こさうおぇくう あうすっかうすっ くぇ しっかけすけ ょぇ 
しそけさきうさぇす ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす, おけえすけ ょぇ こさっょかけあう  おぇくょうょぇすう いぇ 
おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. ╆ぇしっゅぇ くっ っ はしくぇ ょぇすぇすぇ, くぇ 
おけはすけ あうすっかうすっ すぇき とっ ういぉうさぇす くけゃ しゃけえ くぇきっしすくうお. ╆╋]╋┿ /╆ぇおけく いぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ う きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは/ ょぇゃぇ こさぇゃけ くぇ 
けぉとうくしおうは おきっす ょぇ くぇいくぇつう おきっすしおう くぇきっしすくうお くぇ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ 
し こけょ 500 あうすっかう し ぇょさっしくぇ さっゅうしすさぇちうは すぇき.

╀うゃてぇすぇ ぇさしっくぇかおぇ う くぇしすけはとぇ ぉういくっしょぇきぇ  ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ  ぉっ 
っょうくしすゃっくぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ - せつぇしすくうつおぇ ゃ こさうおかのつうかけすけ ゃ おさぇは くぇ 

きぇさす ╋っあょせくぇさけょくけ ういかけあっくうっ いぇ そけすけゅさぇそうは, ういけぉさぇいうすっかくけ ういおせ-
しすゃけ う しおせかこすせさぇ  ┿[〈 ╄╉]‶¨ ゃ ′の ╈けさお. 〈ぇき ╇ゅくぇすけゃぇ こさっょしすぇゃう 5 
しゃけう おぇさすうくう, くぇこさぇゃっくう こけ けさうゅうくぇかくぇすぇ う ぉっい ぇくぇかけゅ くぇ ういかけあっ-
くうっすけ すったくうおぇ - さうしせゃぇくっ し さなちっ. 》ぇさぇおすっさくけ いぇ ういかけあっくうっすけ, すさぇ-
ょうちうけくくけ う っあっゅけょくけ いぇ ╋っゅぇこけかうしぇ, っ せつぇしすうっすけ ゃ くっゅけ くぇ すゃけさちう 
けす ちはか しゃはす, おけうすけ しぇきう こさっょしすぇゃはす すゃけさつっしすゃけすけ しう. ╁ こさけょなかあっくうっ 
くぇ 4 ょくう こさけういゃっょっくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ しぇ ぉうかう ゃうしけおけ けちっくっくう けす 
こけしっすうすっかうすっ, おぇすけ けしけぉっく うくすっさっし おなき すゃけさぉうすっ え しぇ こさけはゃうかう, おぇおすけ 
けす ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょうぇしこけさぇ,すぇおぇ う たうかはょうすっ させしくぇちう, あうゃっっとう ゃ ╋ぇく-
たぇすなく う ゃ ′の ╈けさお. ╉ぇすけ けちっくおぇ いぇ すぇかぇくすぇ くぇ ╋ぇさうは ╇ゅくぇすけゃぇ しぇ 
こけかせつっくうすっ こけおぇくう いぇ せつぇしすうっ ゃ ょゃっ ういかけあっくうは ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ: 
ゃ ╋せきぉぇえ - ╇くょうは う ゃ „]こっおすさせき ╋ぇはきう“ こさっい ょっおっきゃさう. ╇ ょゃっすっ こけおぇ-
くう おなき  しぇきけせおぇすぇ たせょけあくうつおぇ しぇ くぇこさぇゃっくう けす ゃうょくうは ぇきっさうおぇくしおう 
ゅぇかっさうしす [うお ╀なさくっえ.

╃くっゃっく ちっくすなさ いぇ ゃないさぇしす-
くう し せゃさっあょぇくうは とっ しっ 

ういゅさぇあょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  ╇くゃっし-
すうすけさ くぇ こさけっおすぇ とっ っ ‶けしけか-
しすゃけすけ くぇ ]┿】 せ くぇし. 
‶さけっおすなす しっ そうくぇくしうさぇ けす 

╄ゃさけこっえしおけすけ おけきぇくょゃぇくっ くぇ 
ゃなけさなあっくうすっ しうかう くぇ ]┿】, 
こさっょくぇいくぇつっく っ いぇ たけさぇ し 
せゃさっあょぇくうは くぇょ 18-ゅけょうて-
くぇ ゃないさぇしす う しっ けしなとっしすゃはゃぇ 
しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ′っゅけゃぇすぇ しすけえくけしす っ 130 たうか. 
とぇすしおう ょけかぇさぇ. ╁おかのつゃぇ さっくけゃうさぇくっ くぇ こさういっきくうは っすぇあ ゃ しゅさぇょぇすぇ, 
おなょっすけ しっ こけきっとぇゃぇ ╃くっゃくうはす ちっくすなさ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは; すけこかけ-
ういけかぇちうは; こけょきはくぇ くぇ ょけゅさぇきぇ; ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ こけゃょうゅぇとけ せしすさけえ-
しすゃけ いぇ かっあぇとけぉけかくう; ういゅさぇあょぇくっ くぇ けゅさぇょぇ きっあょせ ╃くっゃくうは ちっくすなさ 
う ょっすしおけすけ いぇゃっょっくうっ; ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは う 
けすゃぇさはくっ くぇ すさぇくしこけさすっく こけさすぇか くぇ ちっくすなさぇ.

‶さけっおす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇさっつっく „‶ぇさお ╇いすけお“, っ けょけぉさっく いぇ 
そうくぇくしうさぇくっ けす ╉けきうしうはすぇ こけ さぇいゅかっあょぇくっ, けちっくおぇ う おかぇしうさぇくっ 

くぇ こさけっおすうすっ こけ ′ぇちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは „╆ぇ つうしすぇ けおけかくぇ しさっょぇ - 2013 
ゅ.“ おなき ╋¨]╁.
¨つぇおゃぇ しっ ╃けゅけゃけさなす いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ こけきけと ょぇ ぉなょっ こけょこうしぇく ゃ 

くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ, し おけっすけ とっ しすぇさすうさぇす ょっえくけしすうすっ こけ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ こぇさおぇ ゃ あ.お. „╇いすけお“. 〈っさっくなす しっ くぇきうさぇ くぇ せか. „‶っすぬけ ╂ぇくうく“, ゃ 
きっあょせぉかけおけゃけ こさけしすさぇくしすゃけ, ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす ょけ ぉかけおけゃっ  
わ わ71, 72, 73 う 74. ]なゅかぇしくけ こさけっおすぇ すけゃぇ きはしすけ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃ 
いけくぇ いぇ けすょうた, しこけさす う うゅさう.
‶さけっおすなす っ くぇ しすけえくけしす 10 000 かゃ. 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ ゃ けおけく-

つぇすっかっく ゃうょ ょけ おさぇは くぇ けおすけきゃさう. ╁ ぉなょっとうは こぇさお とっ しっ ういゅさぇょはす 
こけかうゃくぇ しうしすっきぇ, けしゃっすかっくうっ, こっえおう , ぉっしっょおぇ, ぉっすけくくう きぇしう いぇ てぇた, 
つってきぇ う  ょっすしおう おぇすっさせておう. 

╀うゃてうはす こさっいう-
ょっくす くぇ ╀ぇし-

おっすぉけかっく おかせぉ - 
╉ぇいぇくかなお う ぉうゃて 
しけぉしすゃっくうお くぇ 
しこけさすっく おけきこかっおし 
„┿さしっくぇか“ 》さうし-
すけ ╋かぇょっくけゃ ぉってっ 
せょけしすけっく し すうすかぇすぇ 
„‶さうけさ“ くぇ さけき-
しおけすけ きってっさっ う くぇ 
こさぇおすうおぇ ゅけ けゅかぇ-
ゃう. 〈けゃぇ しすぇくぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ ‶なさゃぇすぇ 
′ぇちうけくぇかくぇ おけく-
そっさっくちうは くぇ しすぇ-
さっえてうくうすっ くぇ さけきしおうは しなょ, こさけゃっょっくぇ ゃ しすけかうちぇすぇ. ╁ っこけたぇすぇ くぇ 
╋かぇょっくけゃ おぇすけ てっそ くぇ おぇいぇくかなておうは ぉぇしおっすぉけか  けすぉけさなす くう ぉっ つぇしす 
けす っかうすくぇすぇ ゅさせこぇ こさう きなあっすっ.

]なし いぇこけゃっょ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しっ いぇぉさぇくはゃぇ おなこぇくっすけ こけ ちはかけすけ 
こさけすっあっくうっ くぇ ぉさっゅけゃぇすぇ うゃうちぇ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ う くぇ ょさせゅうすっ はいけゃうさう 

こさっい かっすくうは しっいけく し ちっか こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ くぇ うくちうょっくすう う いぇ けこぇいゃぇくっ いょさぇゃっすけ 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ¨こさっょっかっくうすっ いぇ おなこぇくっ う ゃけょっく しこけさす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとう-
くぇすぇ きっしすぇ しぇ ┿おゃぇこぇさお う ょゃぇ こかせゃくう ぉぇしっえくぇ.
╁しうつおう, おけうすけ くぇさせてぇゃぇす ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ ゃけょくけしこぇしうすっかくぇすぇ ょっえくけしす う けぉっいけこぇ-

しはゃぇくっ くぇ ゃけょくうすっ こかけとう, くけしはす ぇょきうくうしすさぇすうゃくぇ けすゅけゃけさくけしす しなゅかぇしくけ ╆ぇおけくぇ 
いぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ くぇさせてっくうは う くぇおぇいぇくうは.

さっおちうはすぇ けすつうすぇす いぇゃうてっく こさけちっくす くぇ さぇいおさうすうすっ こさっしすなこかっくうは.
]こけさっょ ょうさっおすけさぇ, しすぇさてう おけきうしぇさ ┿かっおしう ┿かっおしうっゃ, しっ くぇぉかのょぇゃぇ すっくょっく-

ちうは くぇ くぇきぇかはゃぇくっ ょっかぇ くぇ こさっしすなこかっくうは, ういゃなさてっくう けす かうちぇ こけょ 18-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす. ]こさはきけ 2011 ゅけょうくぇ しっ けすつうすぇ くぇきぇかはゃぇくっ う くぇ ぉさけは くぇ きぇかけかっすくうすっ 
う くっこなかくけかっすくうすっ ういゃなさてうすっかう くぇ おさうきうくぇかくう ょっはくうは, おぇすけ くっこなかくけかっすくうすっ 
ういゃなさてうすっかう しぇ し 13 こけ-きぇかおけ, ぇ きぇかけかっすくうすっ しぇ くぇきぇかっかう しなし 7.
‶さっい こさっょたけょくぇすぇ ゅけょうくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ̈ ╃╋╁[ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こけすなさこっゃてう 

けす こさっしすなこかっくうは しぇ しすぇくぇかう 114 ょっちぇ. ]っょっき けす すはた しぇ あっさすゃう くぇ ういくぇしうかゃぇくっ, 
ぇ 12 くぇ ぉかせょしすゃけ.
‶さっい 2012 ゅ. ゃ ¨╃╋╁[ しぇ けぉさぇいせゃぇくう けぉとけ 6281 ょけしなょっぉくう こさけういゃけょしすゃぇ, けす 

おけうすけ 5733 ょけいくぇくうは, 489 ぉなさいう こさけういゃけょしすゃぇ う 59 くっいぇぉぇゃくう こさけういゃけょしすゃぇ.
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ゃ ¨╃ くぇ ╋╁[ しぇ こけしすなこうかう 34 こさっょかけあっくうは う しうゅくぇかう 

けす ゅさぇあょぇくう. ‶さう こさけゃっさおぇすぇ うき っ せしすぇくけゃっくぇ ゃうくぇ くぇ 5 しかせあうすっかう くぇ ¨╃╋╁[ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけうすけ しぇ くぇおぇいぇくう こけ ょうしちうこかうくぇさっく さっょ.
╆ぇ こけしすうゅくぇすう ゃうしけおう さっいせかすぇすう ゃ しかせあっぉくぇすぇ ょっえくけしす う いぇ おけくおさっすっく こさうくけし 

こさう ういこなかくっくうっすけ くぇ ゃぇあくう しかせあっぉくう いぇょぇつう こさっい 2012 ゅ. しぇ くぇゅさぇょっくう 371 
しかせあうすっかう.
]すぇさてう おけきうしぇさ ┿かっおしう ┿かっおしうっゃ せゃっさう, つっ けす ̈ ╃ くぇ ╋╁[ しぇ こさっょこさうっかう きっさおう, 

おけうすけ とっ しゃっょぇす ょけ きうくうきせき おせこせゃぇくっすけ う こさけょぇゃぇくっすけ くぇ ゅかぇしけゃっ ゃ こさっょういぉけさ-
くぇすぇ おぇきこぇくうは う とっ しっ しかっょう いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ つっしすくう う こさけいさぇつくう ういぉけさう.
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〉╊ 【ぇ╈】╇╅〈 》《 ╉╊》】【╅【』[《【《 〈っ』【《
╅うけあてそちひて 〉かせそ ╇しあこさそう:』ちかはあてあ せあ ′あうそお 5:

╀ぇえ ╂っけさゅう くっ きうしかう いぇ しっぉっ 
しう おぇすけ いぇ つけゃっお-けぉとっしす-

ゃっくうお, くけ ゃしなとくけしす くっ っ すぇおぇ. 
]ぇきけ けぉとっしすゃっくうお こけ こさうさけ-
ょぇ きけあっ ょぇ こけしゃっすう すけかおけゃぇ 
しゃけぉけょくけ ゃさっきっ くぇ うょっはすぇ いぇ 
っあっゅけょくうすっ しさっとう. ╆ぇとけすけ けさ-
ゅぇくういぇちうはすぇ くっ っ こさけしすぇ さぇぉけ-
すぇ, おぇおゃけすけ う ょぇ けさゅぇくういうさぇて. 
』っ っ こけょさっょっく つけゃっお, しっ ゃうあょぇ 
ゃっょくぇゅぇ – しすぇさぇすっかくけ っ くぇこう-
しぇか さなおけこうしくけ くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ 
うしすけさうはすぇ くぇ しさっとうすっ ゃなさたせ 
ょゃぇ おぇさうさぇくう かうしすぇ, こさっょぇゃぇ 
きう おけこうっ けす ぉっいちっくくうは しこうしなお 
くぇ けしくけゃぇすっかうすっ くぇ ╀のさけ „‶さけ-
せつゃぇくっ”, しないょぇょっくけ くぇ 1-ゃう きぇえ 
1971-ゃぇ, こさうょさせあっく けす しこうしなお 
くぇ こさっきうくぇかうすっ こさっい ぉのさけすけ ゃ 
ちはかぇすぇ きせ うしすけさうは. ╉けこうっ けす うし-
すけさうはすぇ っ こさっょぇょっくぇ くぇ ╉′]╀ ゃ 
„┿さしっくぇか”.
╀のさけすけ し くぇつぇかくうお ╁ぇしうか ╄くっゃ 

しっ しすさせおすせさうさぇ しかっょ くぇつぇかけ-
すけ, こさっい 1970-すぇ, くぇ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ くぇ ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう. 
╋ぇてうくう, し おけうすけ ╀ぇえ ╂っけさゅう 
けとっ しっ ゅけさょっっ, くうとけ, つっ ゃっつっ 
くっ しっ こさけういゃっあょぇす. 3-4 きっすさぇ 
ゃ ょうぇきっすなさ – すけゃぇ くっ っ こさけし-
すぇ さぇぉけすぇ, ぇ う こさけういゃけょしすゃけすけ 
ぉうかけ せくうおぇかくけ. ′ぇつぇかくうおなす くぇ 
ぉのさけすけ ╄くっゃ けぉうつぇか ゃっしっかぉぇすぇ, 
しこけきくは しう ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ. ╆ぇ-
すけゃぇ ゅう いぇゃっか ょぇ こさぇいくせゃぇす くぇ 
ゃさなた 【うこおぇ しっきっえくけ くぇ こけつうゃ-
くぇすぇ ぉぇいぇ くぇ „┿さしっくぇか”. ¨すすけ-
ゅぇゃぇ っ う しすさぇしすすぇ おなき しさっとうすっ, 
おけはすけ こぇいう しこけきっくぇ いぇ おけそぇすぇ し 
おぇさくぇつっすぇ う ておっきぉっすけ くぇ ‶っこぇ 
┿くすけくけゃぇ, おけっすけ つぇおぇかう ょぇ しっ 
しゃぇさう, ょけおぇすけ ちはかぇ くけと うゅさぇかう 
おぇさすう. ]なとぇすぇ ‶っこぇ ゅう さぇいたけょう-
かぇ う こけ こぇきっすくうすっ きっしすぇ くぇ ぉうす-
おぇすぇ くぇ ¨さかけゃけ ゅくっいょけ – ぉさぇかう 
ぉうかおう, こうかう ゅけさしおう つぇえ...

‶けしかっ ゃ ぉのさけすけ
ょけてかう うおけくけきうしすうすっ

‶けゃっつっすけ ぉうかう あっくう. ╇ゃぇくおぇ 
╂ぇくつっゃぇ しなとけ けぉうつぇかぇ ゃっしっか-
ぉうすっ う ゅう けさゅぇくういうさぇかぇ. ╃せてぇ 
くぇ しさっとうすっ しすぇゃぇ ╊ぇすうくおぇ ╀け-
いっゃぇ, ぇ ╃けぉさう ‶っくっゃ こさぇゃっか 
ぇゃすけこけたけょう. ‶け ′けゃぇ ゅけょうくぇ しっ 
しなぉうさぇかう ょぇ ょっゅせしすうさぇす くけゃうすっ 
ょけきぇてくう ゃうくぇ, こなさゃぇすぇ おけきぇく-
ょうさけゃおぇ ゃ つせあぉうくぇ くぇ うくあ. ╁. 
╇かうっゃ „こけかはかう” し ういこさぇとぇくっ せ 
すはた. ‶けくっあっ ゃぇかはかけ ちはかぇ ゃっ-
つっさ, くはおけう しっ けこうすぇかう ょぇ しっ 
„けすおぇつぇす” けす こさぇいくうおぇ, くけ しかっょ 
おぇすけ ゅう しなぉさぇかう こけ おなとうすっ こけ 
くけとくうちう, こけ-くぇすぇすなお こさっい ゅけ-
ょうくうすっ くうおけえ くっ けすしなしすゃぇか けす 
ゃっしっかうすっ しぉうさおう. ]こけきっくなす くぇ 
っょうく おけかっゅぇ, くぇきっさっく しおさうす こけょ 
きぇしぇすぇ いぇさぇょう けすおぇい けす おせこけくぇ, 
けしすぇゃぇ ょぇ さぇいしきうゃぇ ゃっすっさぇくうすっ 
けす ╆ぇゃけょ 5. ╇ すぇおぇ – ょけ こさけきっ-
くうすっ こさっい 90-すっ. ¨す 18 ょせてう 
こさけそゅさせこぇ, けしすぇくぇかう つっすうさうきぇ 
– しぇきうはす ╂っけさゅうっゃ, 〈けょけさ ╉ぇ-
かぇえょあうっゃ, ╊ぇすうくおぇ う ╉さぇしうきう-
さぇ 〈けょけさけゃぇ.  
]こうしなちうすっ し うきっくぇすぇ, おけうすけ 

こぇいう ╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, しぇ くぇこっ-
つぇすぇくう くぇ きぇてうくぇ う ょけこなかゃぇくう 
くぇ さなおぇ, おけゅぇすけ しっ くぇかけあう こさけ-
きはくぇ くぇ ぇょさっし, くぇきっさう しっ くけゃ 
すっかっそけく, ょけこうてっ しっ くけゃけ うきっ. 
‶っさそっおちうけくういきなす くぇ ぉうゃてうは 
ぇさしっくぇかしおう すったくけかけゅ くっ ゅけ っ くぇ-
こせしくぇか う ゃ こっくしうは – しこうしなちうすっ 
しぇ し こなかくう ぇょさっしう う すっかっそけくくう 
くけきっさぇ. ╁ うきっすけ くぇ けぉとうすっ きう-
くぇかう せしこったう う ゃ うきっすけ くぇ ぉなょっ-
とうすっ くけゃう しさっとう – ょけおぇすけ ゅう 
うきぇ. ╆ぇこぇいうか っ う さぇょうけぇこぇさぇすぇ 

„』ぇえおぇ” う ゅさぇきけそけくぇ „╀ぇき-
ぉうくぇ”, し おけうすけ くはおけゅぇてくうすっ 
おけきしけきけかちう せさっあょぇかう ょさせ-
ゅぇさしおうすっ しう ゃっつっさう.
╀ぇえ ╂っけさゅう こぇいう しすぇさぇ-

すっかくけ う けとっ ょけおせきっくすう – 
こけおぇいゃぇ きう うしすけさうはすぇ くぇ 
〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか こさう 
╆ぇゃけょぇ いぇ きっすぇかけさっあっとう 
きぇてうくう くぇ „┿さしっくぇか”, けす-
おさうす けそうちうぇかくけ う かうつくけ 

けす 〈けょけさ ╅うゃおけゃ くぇ 21. 
12. 1965 ゅけょうくぇ. ╇しすけ-
さうはすぇ っ ゃなゃ そぇおすう – しな-
ぉうすうは う うきっくぇ. ]さっょ すはた 
けすおさうゃぇきっ ょけさう うきっすけ くぇ 
ぉぇとぇすぇ くぇ しっゅぇてくうは うい-
こなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” – 》さうしすけ ╇ぉせ-
てっゃ, しなとけ すったくけかけゅ ゃ 
いぇゃけょぇ けとっ けす 1960-すぇ. 

《ぇおすうすっ こけつうすぇす, おぇおすけ 
くぇうきっくけゃぇくうはすぇ くぇ そさっ-
いうすっ う ぉけさきぇてうくうすっ, すぇおぇ 
う ゃっしっかぉうすっ くぇ ╀せいかせ-
ょあぇ, 〈のかぉっすけ う さっしすけさぇくす 
„╀ぇかおぇく”. ╆ぇとけすけ さぇぉけ-
すぇすぇ う ゃっしっかぉぇすぇ こけ けくけ-
ゃぇ ゃさっきっ ゃなさゃはす さなおぇ いぇ 
さなおぇ. ‶け すけゃぇ ゃさっきっ あう-
ゃけすなす ゃ おけかっおすうゃぇ っ つぇしす 
けす かうつくうは う しっきっえくうは あう-
ゃけす, ぇ 〈ったくけかけゅうつくうはす けす-
ょっか こっつっかう こさうゃうかっゅうはすぇ 
ょぇ くけしう うきっすけ

„¨すょっか いぇ
おけきせくうしすうつっしおう すさせょ”

╁っすっさぇくうすっ-きぇてうくけしすさけ-
うすっかう, おけうすけ うょゃぇす ゃ くぇつぇ-
かけすけ くぇ ゃしっおう しっこすっきゃさう ゃ 
さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか”, っょゃぇ かう 
こけきくはす うきっすけ くぇ けすょっかぇ „いぇ 
おけきせくうしすうつっしおう すさせょ”. ′っ-
いぇぉさぇゃうきう しぇ けぉぇつっ けぉとうすっ 
うき さぇょけしすう, せしこったう う しおなさ-

ぉう. ╉けうすけ ゅう しなぉうさぇす う ょくっし. 
]こうしなおなす し うきっくぇ ╂っけさゅう 
╂っけさゅうっゃ こさぇゃう ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ きぇえ 1994-すぇ, ょけおぇすけ けとっ 
さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”.  ‶さっょ-
かけあうか くぇ うくあ. ╉ぇかぇえょあうっゃ 
う くぇこさぇゃうかう こなさゃぇすぇ しさっとぇ 
– くぇ こぇしすっす, させしっくしおけ ゃぇさっ-
くけ, たかはぉ う ぉっいぇかおけたけかくけ. 
╇いこうしぇかう くぇ おぇさすけく ”〈させょ. 

〈ゃけさつっしすゃけ. ╃さないくけゃっくうっ.” 
╁しっおう こけおぇくっく こけかせつうか 
„こさういけゃおぇ”, しなつうくっくぇ けす ╀ぇえ 
╂っけさゅう: „╃けてなか っ すゃけえ こさう-
はすっか ゃ おけきぇくょうさけゃおぇ, うしおぇ 
ょぇ しっ ゃうょうすっ こさう きっく ゃ 11.30 
つぇしぇ”... ] すぇいう ぉかぇゅけさけょくぇ 
かなあぇ っくすせしうぇしすなす すぇおぇ いぇ-
こぇかうか おけかっゅうすっ, つっ けゅなくはす 
くぇ ゃいぇうきくぇすぇ けぉうつ ゅう ゅけさう う 
ょくっし. ‶なさゃうすっ しさっとう しっ こさぇ-
ゃはす きぇかおけ しかっょ ‶なさゃう きぇえ, 
すけゅぇゃぇ っ ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ ╀の-
さけすけ. ╇ょゃぇす 1995-すぇ う 1996-

すぇ. ]かっょ こっくしうはすぇ くぇ ╀ぇえ ╂っ-
けさゅう こさっい 97-きぇ しぉうさおうすっ しっ 
きっしすはす ゃ ╄くうくぇ, おなょっすけ あうゃっっ 
けさゅぇくういぇすけさなす. ‶さうのすうかう ゅう 
- こなさゃけ ぉぇさつっすけ くぇ 〈けすの ‶ぇ-
すけゃ, こけしかっ – ‶っくしうけくっさしおう-
はす おかせぉ. ‶さうっきぇ しっ しぉうさおうすっ 
ょぇ ぉなょぇす ゃすけさぇすぇ しっょきうちぇ くぇ 
しっこすっきゃさう う „ゅけかはき しおぇくょぇか” 
しすぇくぇかけ, おけゅぇすけ ゃっょくなあ しなゃ-
こぇょくぇかけ し 9-すう しっこすっきゃさう... 

′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ くぇ ╋うくおけ 
╆かぇすっゃ – くはおけゅぇてっく くぇつぇかくうお 
くぇ おけくしすさせおすうゃくぇすぇ ゅさせこぇ こけ 
っおうこうさけゃおぇすぇ, くけゃう う しすぇ-
さう こさうはすっかう しっ しさっとぇす う さっ-
てぇゃぇす しなとけ ょぇ しっ ゃおかのつぇす ゃ 
しさっとうすっ くぇ ╀ぇえ ╂っけさゅう. 〈ぇおぇ 
ゅさせこぇすぇ しっ さぇいてうさはゃぇ う けす 
30-40 ょせてう しすぇゃぇ ょけ 100 ぇさ-
しっくぇかしおう ゃっすっさぇくう こけしすけはくくけ 

っあっゅけょくけ こさうしなしすゃうっ. ]おさけき-
くうすっ しさっとう こさっさぇしすゃぇす ゃ ぉぇく-
おっすう ゃ さっしすけさぇくす „╂っさゅぇくぇ” ゃ 
╉ぇいぇくかなお, くけ けすおぇおすけ ╀ぇえ ╂っ-
けさゅう くぇせつうか, つっ しなとっしすゃせゃぇ 
さっしすけさぇくす „╉ぇこうすぇか” ゃ ╃けきぇ 
くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さしっくぇか”, けす-
すけゅぇゃぇ ゃっすっさぇくうすっ しっ しなぉうさぇす 
すぇき. ╀ぇえ ╂っけさすう さぇいぉさぇか, つっ 
„╉ぇこうすぇか” しなとっしすゃせゃぇ, おけゅぇすけ 
ゅけ こけおぇくうかう くぇ しさっとぇ くぇ ]な-
のいぇ くぇ けそうちっさうすっ う しっさあぇく-
すうすっ いぇこぇしっく さっいっさゃ. ╂けょうくう 
くぇさっょ すけえ っ こさっょしっょぇすっか くぇ 

ょさせあっしすゃけすけ ゃ さけょくぇすぇ ╄くう-
くぇ. ╇きっくくけ おぇすけ ゃけょぇつ くぇ いぇ-
こぇしくうすっ ╀ぇえ ╂っけさゅう ういこなかくうか 
けとっ くはおけかおけ うしすうくしおう しきうし-
かっくう うくうちうぇすうゃう, ゃ こぇきっす くぇ 
いぇゅうくぇかうすっ いぇ ╀なかゅぇさうは .
‶け うょっは くぇ ╂っけさゅう っ さっおけく-

しすさせうさぇく ‶ぇきっすくうおなす  くぇ ゅっ-
さけうすっ けす  ╄くうくぇ
[っょけき ょけ おけしすうすっ くぇ こけゅさっ-

ぉぇくうすっ きっしすくう おけきせくうしすうつっ-
しおう ょっはすっかう, ゃ つうはすけ こぇきっす ゃ 
╄くうくぇ っ ゃょうゅくぇす こぇきっすくうお くぇ 
こかけとぇょぇ, ゃっつっ しぇ ういこうしぇくう 
うきっくぇすぇ くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃなゃ 
ゃけえくうすっ. „′っ いくぇき いぇとけ すけつくけ 
ゃ ╄くうくぇ くはきぇたきっ すぇおなゃ こぇきっす-
くうお くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃなゃ ゃけえくう-
すっ いぇ くぇちうけくぇかくけ っょうくしすゃけ”, 
つせょう しっ ゃっすっさぇくなす. ╃けおぇすけ しっ 
つせょっか こさっい ゅけょうくうすっ, くぇこさぇ-
ゃうか しこさぇゃおぇ ゃ すさっすうは すけき くぇ 
╇しすけさうはすぇ くぇ ╄くうくぇ, くぇこうしぇ-
くぇ けす きっしすくうは おさぇっゃっょ ‶っすおけ 
╉うすうこけゃ. ‶け くっゅけゃう ょぇくくう 
うきっくぇすぇ くぇ いぇゅうくぇかうすっ しぇ うい-
こうしぇくう くぇ こぇきっすくうおぇ. ╇きっ-
くぇすぇ しぇ ゃなさたせ つっさっく きさぇきけさ. 
‶さけっおすなす いぇ さっおけくしすさせおちうは っ 
くぇ ╀ぇえ ╂っけさゅう. ‶け くっゅけゃぇ うょっは 
っ こけしすぇゃっくぇ う こぇきっすくぇすぇ こかけ-
つぇ くぇ ゃたけょぇ くぇ ちなさおゃぇすぇ „]ゃっ-
すう ╂っけさゅう”. 〈は ぉっかっあう こぇきっす-
すぇ くぇ おけきうすっすぇ くぇ ╊っゃしおう ゃ 
╄くうくぇ. ‶け ょぇくくう くぇ っょうく ょさせゅ 
ぇさしっくぇかっち, こけおけえくうはす ┿くゅっか 
┿さぇぉぇょあうっゃ, ゅかぇゃっく  さっょぇお-
すけさ くぇ ぇさしっくぇかしおうは  ゃっしすくうお 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”, ╀ぇえ ╂っ-
けさゅう こぇいう う うきっくぇすぇ くぇ たけ-
さぇすぇ けす おけきうすっすぇ. ╇きぇ うょっは う 
すっいう うきっくぇ ょぇ しっ ういこうてぇす こけょ 
いくぇおぇ くぇ ╊っゃしおう. ╋っつすぇっ いぇ 
すけゃぇ, おぇおすけ きっつすぇっ いぇ っしっくくう-
すっ しぉうさおう, おけうすけ しっゅぇ くぇさうつぇ 
けとっ こけ-すけつくけ ”]さっとう くぇ きぇ-
てうくけしすさけうすっかうすっ, こけしすぇゃうかう 
くぇつぇかけすけ こさっい 1960-すぇ ゅけょうくぇ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ きっすぇかけ-
さっあっとう きぇてうくう ゃ „┿さしっくぇか”. 
╆ぇ けとっ こけ-ゅけかはきぇ すけつくけしす う 
ゅけさょけしす, すぇいう ゅけょうくぇ  とっ うきぇ 
う くけゃ すっおしす くぇ こけおぇくぇすぇ – いぇ 
ょぇ しっ いくぇっ, おぇおゃけ すけつくけ しぇ けし-
すぇゃうかう くぇ こけおけかっくうはすぇ. 〈っお-
しすなす っ ゃっつっ ゅけすけゃ! ‶けおぇくっくう 
しぇ う ゃしうつおう こさけょなかあうすっかう くぇ 
ょっかけすけ くぇ けしくけゃぇすっかうすっ.

130 ょせてう っ さっおけさょなす
くぇ しさっとうすっ

‶さっい きうくぇかぇすぇ 2012-すぇ しぇ 
ょけてかう 82-きぇ. ¨こうすうすっ ょぇ ぉな-
ょぇす しなぉうさぇくう う ゃっすっさぇくう けす 
╆ぇゃけょ 6 う ╆ぇゃけょ  2 しぇ けしすぇくぇ-
かう くっしこけかせつかうゃう, ゅけさょっっ しっ 
╂っけさゅう ╂っけさゅうっゃ, いぇとけすけ しなし 
╆ぇゃけょ 5 くっ っ すぇおぇ: ”′っ うき しっ 
こけかせつう...”. ¨すゅけゃけさなす くぇ ゃな-
こさけしぇ, いぇとけ ょさせゅぇょっ くっ しっ 
こけかせつぇゃぇ,  ╂っけさゅう しこけょっかは ゃ 
おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう しおさけきくけ: 
”′はおけえ すさはぉゃぇ ょぇ すうつぇ...”. ╁ 
„きぇさぇすけくぇ” きせ こけきぇゅぇす ╂っけさゅう 
『けくっゃ, ]すっそぇく [せしっゃ, ‶っすおけ 
‶ぇさけゃ, ╈けさょぇく ]すぇくつっゃしおう.
╀ぇえ ╂っけさゅう すうつぇ. ╆ぇとけすけ 

くぇえ-しゃっすかぇすぇ きせ きっつすぇ, おけは-
すけ おなすぇ こさっい ちはかぇすぇ ゅけょうくぇ, っ 
くけゃぇすぇ しさっとぇ こさっい しっこすっきゃさう. 
¨とっ こさっょう きっしっちう っ いぇこぇいうか 
ゃ さっしすけさぇくすぇ ょぇすぇすぇ くぇ しぉうさ-
おぇすぇ いぇ 2013-すぇ - けすくけゃけ 6-すう 
しっこすっきゃさう, けすくけゃけ ゃ ╃っくは くぇ 
]なっょうくっくうっすけ. ╆ぇすけゃぇ ゃ おさぇは 
くぇ けこうしぇくうっすけ くぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ しぉうさおうすっ ╀ぇえ ╂っけさゅう っ くぇ-
こうしぇか ”╃け くけゃう しさっとう!”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

′はきぇ おぇお ゃしうつおう ぇさしっくぇかしおう きぇ
てうくけしすさけうすっかう けす ╆ぇゃけょ 5 – ぉう
ゃてう う くぇしすけはとう, ょぇ しっ こけいくぇゃぇす 
こけきっあょせ しう. ]なし しうゅせさくけしす, けぉぇつっ, 
ゃしうつおう ょけ っょうく こけいくぇゃぇす ╀ぇえ ╂っけさ
ゅう – けさゅぇくういぇすけさなす くぇ おせかすけゃうすっ 
しさっとう くぇ ゃっすっさぇくうすっ こさっい しっこすっき
ゃさう, こさけゃっあょぇくう ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
╃っくは くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. „╁っすっ
さぇくう – いぇとけすけ ぉはたきっ ぉはたきっ こなさゃう” 
– すぇおぇ ぉっかけゃかぇしうはす すったくけかけゅ けす ╆ぇ
ゃけょ 5 けぉはしくはゃぇ うきっすけ くぇ しさっとぇすぇ, 
おけはすけ こけゃっつっ けす 16 ゅけょうくう しなぉうさぇ 
くっ こさけしすけ きぇてうくけしすさけうすっかう - しな
ぉうさぇ こさうはすっかう, しこけきっくう, きかぇょけ
しすう, こっしくう う こさっゅさなょおう.
╉けえ っ すけいう つけゃっお, おけえすけ ちはかぇ ゅけ

ょうくぇ こさっこうしゃぇ すっかっそけくう, ゃなさすう 
くけきっさぇ, おなすぇ しこうしなちう う こうてっ こけ
おぇくう? ╋けあっ ゃっょくぇゅぇ ょぇ こけきうしかうき, 
つっ すけゃぇ っ ぉうゃて こぇさすうっく けさゅぇくういぇ
すけさ, っおしくぇつぇかくうお うかう けさゅぇくういぇ
ちうけくっく そせくおちうけくっさ し けこうす. ¨ぉぇつっ 
くっ っ. „╃ぇ しっ いぇくうきぇゃぇて し こけかうすう
つっしおう けさゅぇくういぇちうう っ こさういゃぇくうっ, 
ぇ ぇい ゅかっょぇた ょぇ ぉなょぇ こさっょう ゃしうつおけ 
ょけぉなさ すったくけかけゅ”, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ 
うしすうくぇすぇ いぇ 36-ゅけょうてくうは しう こさけ
そっしうけくぇかっく ぇさしっくぇかしおう けこうす ╂っ
けさゅう ╂っけさゅうっゃ.

╇きぇ かう くぇ きっしすくぇ こけつゃぇ くっとけ けぉとけ きっあょせ ゃなけさなあっくうっすけ, こけかうすうおぇすぇ, ぇゃうぇちうはすぇ う おけしきけくぇゃすうおぇすぇ? - すけいう さっいけくっく ゃなこさけし すけつくけ 
ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 12-すう ぇこさうか うょゃぇ しこけくすぇくくけ こけ ょゃっ こさうつうくう: すけいう ょっく けすょぇゃくぇ しっ けすぉっかはいゃぇ おぇすけ ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ ぇゃうぇちうはすぇ 
う おけしきけくぇゃすうおぇすぇ, くけ しぇきけ ょくっし しっ しかせつゃぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ういゃなくさっょくぇすぇ こさっょういぉけさくぇ おぇきこぇくうは いぇ くけゃけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ¨すゅけゃけさなす 
うょゃぇ しなとけ しこけくすぇくくけ, くけ けすくけゃけ う しなとけ すけかおけゃぇ さっいけくくけ: くぇ きっしすくぇ こけつゃぇ, おぇいぇくかなておぇ, こさぇゃうすっ くぇ ぇゃうぇちうはすぇ う おけしきけくぇゃすうおぇすぇ くぇ-
きうさぇす こさっしっつくぇ すけつおぇ し おさうゃぇすぇ くぇ こけかうすうおぇすぇ ゃ ぉうけゅさぇそうはすぇ くぇ つけゃっおぇ, くぇこうしぇか ょうしっさすぇちうは う せつっぉくうお こけ きけょっかうさぇくっ くぇ ぉけえくうすっ 
ょっえしすゃうは くぇ ぇゃうぇちうはすぇ. 〈けつおぇすぇ くぇ こさっしうつぇくっ ゃ こさけしすさぇくしすゃけすけ くぇ うきっくくけ っょうく けさなあっっく  ゃっしすくうお うきぇ しけぉしすゃっくけ うきっ: ′っくけ ╁かぇえおけゃ. 
‶け こさけそっしうは - かっすっち-とせさきぇく けす こさけしかぇゃっくけすけ ╁うしてっ ゃけっくくけ-ゃないょせてくけ せつうかうとっ ゃ ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは; こけ こけしかっょくけ いぇくうきぇくうっ – いぇ-
きっしすくうお-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 くぇ ╉ぇいぇくかなお. ¨す せすさっ - てっそ くぇ とぇぉぇ くぇ ╂╄[╀ ゃ ぉうすおぇすぇ いぇ くけゃ こぇさかぇきっくす. ′け ╁かぇえおけゃ  ょぇかっつ 
くっ うしおぇ ょぇ ゅけゃけさうき いぇ ゅけかはきぇすぇ こけかうすうおぇ. ‶さっょこけつうすぇ さぇいゅけゃけさ いぇ こさけぉかっきうすっ くぇ  きっしすくうすっ たけさぇ. 
′ぇこせしおぇ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ぉせさくぇすぇ 1991-ゃぇ, きぇかおけ こさっょう ょぇ いぇとうすう ゅけすけゃぇすぇ しう ょうしっさすぇちうは, いぇとけすけ „さぇいぉさぇか, つっ ゃ くけゃけすけ ゃさっきっ 

くはきぇ しきうしなか ゃっつっ けす ょうしっさすぇちうう, けしけぉっくけ – ゃけっくくう.” ]すさぇしすすぇ きせ おなき うくけゃぇちううすっ, けぉぇつっ, けしすぇゃぇ ゃっつくぇ.

‶けいくぇすうはす ′っくけ ╁かぇえおけゃ:
- ╇きぇ しけぉしすゃっく ぉういくっし – さぇいさぇぉけすおぇ くぇ こさけゅさぇきくう こさけょせ-
おすう う すなさゅけゃうは し おけきこのすなさくう しうしすっきう
- ╀うゃて ゃけっくっく かっすっち
- ╆ぇきっしすくうお-こさっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす – ╉ぇいぇくかなお
- ‶さっょしっょぇすっか くぇ ‶さっょういぉけさくうは とぇぉ くぇ ╂╄[╀ こさっい 2011-
すぇ う 2013 -すぇ

╇いくっくぇょうすっ くぇ ′っくけ ╁かぇえおけゃ:
- ‶さっこけょぇゃぇか っ ╁けっくくぇ おうぉっさくっすうおぇ ゃなゃ ╁′╁╁〉 „╂っけさゅう 

╀っくおけゃしおう”, ゅさ. ╃けかくぇ ╋うすさけこけかうは, う ╀けえくぇ っそっおすうゃくけしす 
くぇ せょぇさくうすっ ぇゃうぇちうけくくう おけきこかっおしう う 〉こさぇゃかっくうっ くぇ せょぇさ-
くぇすぇ ぇゃうぇちうは ゃなゃ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは
- ┿ゃすけさ う しなぇゃすけさ っ くぇ 50 くぇせつくう こせぉかうおぇちうう, せつっぉくうちう 

う せつっぉくう こけしけぉうは ゃ しそっさぇすぇ くぇ ゃけっくくぇすぇ ぇゃうぇちうは う ゃなけ-
さなあっくうっ
- 〉つうか いぇっょくけ し ゅっく. ╋うたけ ╋うたけゃ, いぇゃなさてうかう こさっい 1972-

さぇ
- ¨ぉせつぇゃぇか ぉうゃてうは ゃけっくっく ぇすぇてっ ゃ [せしうは – ゅっく. 『ゃっすおけゃ, 

う ぉうゃてうは おけきぇくょゃぇと ┿ゃうぇちうけくくぇすぇ ょうゃういうは ╃うきうすなさ ╂っ-
けさゅうっゃ
- ′ぇこうしぇか こなさゃうは せつっぉくうお こけ うくすっゅさぇかくう したっきう いぇ ぉなょっ-

とうすっ かっすちう う ぇゃうけうくあっくっさう
- ╁ くっゅけゃうは おぇぉうくっす ょけしすぇゃうかう こなさゃうは こっさしけくぇかっく おけき-

このすなさ „‶さぇゃっち” 8 ゃなゃ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっきうは
- ]なぇゃすけさ くぇ せつっぉくうお こけ ぉけっこさうこぇしう いぇ ╁けっくくぇすぇ ぇおぇょっ-

きうは, いぇっょくけ し こさけそっしけさ 〈けょけさ ╂せさかっゃ, さけょけき けす ╄くうくぇ
- ╀うか っ つぇしす けす せこさぇゃかっくうっすけ くぇ っおうこぇ いぇ さぇいさぇぉけすおぇ くぇ 

╉ぇしっすなつくぇ ぇゃうぇちうけくくぇ ぉけきぉぇ
- [ぇいさぇぉけすゃぇか ゃ っおうこ けぉっきくう /ゃぇおせせきくう/ ぉけっこさうこぇしう 
- ╃けおぇいぇか ゃ くぇせつっく っおしこっさうきっくす, いぇっょくけ し ぉさぇす しう – ╅っ-

かはいおけ, つっ しかなくつっゃぇすぇ っくっさゅうは きけあっ ょぇ ゃなさすう ゃはすなさくう こっさ-
おう
- ╂けょうくう くぇさっょ せこさぇゃかはゃぇか しけぉしすゃっくぇ そうさきぇ いぇ おさけぇしぇくう
- ╇くあっくっさ こけ さぇょうけっかっおすさけくくぇ すったくうおぇ こけ ゅさぇあょぇくしおぇ 

しこっちうぇかくけしす  

- ╂-く ╁かぇえおけゃ, おぇおゃけ 
ゃけょう っょうく きかぇょっあ ゃ おさぇは 
くぇ 60-すっ くぇ きうくぇかうは ゃっお 
おなき ╁うしてっすけ ゃけっくくけ-ゃない-
ょせてくけ せつうかうとっ ゃ ╃けかくぇ 
╋うすさけこけかうは? ╉ぇおゃけ せしっ-
とぇ ゃ しっぉっ しう っょうく きかぇょ 
きなあ, いぇ ょぇ すさなゅくっ おなき 
くっぉっすけ?
 - ╆ぇ すぇは こさけそっしうは きっ いぇこぇ-

かう ぉぇとぇ きう. ¨とっ おぇすけ せつっ-
くうお ゃ 9-すう おかぇし くぇ ゅうきくぇいう-
はすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお いぇこけつくぇた ょぇ 
かっすは ゃ ┿っさけおかせぉぇ おなき すけゅぇ-
ゃぇてくけすけ  ╃¨]¨ – ╃なさあぇゃくぇ 
けさゅぇくういぇちうは いぇ しなょっえしすゃうっ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ. ╊っすはた くぇ ぉっい-
きけすけさくう しぇきけかっすう. ‶けしかっ 
– おなょっ, おなょっ? – おぇくょうょぇす-
しすゃぇた う ゃなゃ ╁》〈╇ – ]けそうは 
う ╀せさゅぇし, ぉはた こさうっす, くけ うい-
ぉさぇた せつうかうとっすけ ゃ ╃けかくぇ 
╋うすさけこけかうは, おなょっすけ しなとけ 
ぉはた こさうっす.
 
- ╃けしすぇ おぇいぇくかなつぇくう くぇ-

ゃさっきっすけ しぇ ぉうかう せゃかっつっ-
くう けす すぇいう きぇゅうつくぇ こさけ-
そっしうは くぇ ぇゃうぇすけさぇ, おぇおゃぇ 
っ すぇえくぇすぇ くぇ すけいう ういぉけさ, 
きけすうゃうさぇか すけかおけゃぇ きかぇ-
ょう たけさぇ? ╉ぇおなゃ ゃないょせた 
ゃうすぇっ くぇょ ╉ぇいぇくかなお, つっ 
ょぇ っ すけかおけゃぇ こさうきぇきかうゃ?  
- ╉ぇいぇくかなお っ ぇゃうぇちうけくっく 

ゅさぇょ けすおさぇえ ゃさっきっ, すせお けとっ 
こさっょう ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ 
ゃけえくぇ っ ういゅさぇょっくぇ ╁けっく-
くぇ ておけかぇ いぇ かっすちう, ょぇかぇ くぇ 
╀なかゅぇさうは しうくけゃっ - けぉさぇいっち 
くぇ ぉっいこさうきっさっく ゅっさけういなき. 
¨しすぇゃはき くぇ ゃぇし ょぇ けすおさう-
っすっ すっいう うきっくぇ う ょぇ さぇいおぇ-
あっすっ いぇ すはた. ╁ ゅさぇょぇ っ うきぇ-
かけ きくけゅけ ぇゃうぇすけさう, けしゃっく 
すけゃぇ っ うきぇかけ う そぇぉさうおぇ いぇ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ しぇきけかっすう 
– うすぇかうぇくしおぇすぇ „╉ぇこさけくう”. 
]うゅせさくけ しすさっきっあなす おなき ぇゃう-
ぇちうけくくぇすぇ こさけそっしうは しっ ょなか-
あう くぇ すさぇょうちううすっ.
 
- ╁ ょくってくけ ゃさっきっ, おけ-

ゅぇすけ うしすうくしおう きなあおうすっ 
おぇつっしすゃぇ – しきっかけしす, ょけし-
すけえくしすゃけ, しうかぇ, こけょさっ-
ょっくけしす, ょうしちうこかうくうさぇ-
くけしす..., しすぇゃぇす ゃしっ こけゃっつっ 
ょっそうちうす, くはきぇ おぇお ょぇ くっ 
しっ いぇこうすぇきっ: おぇお しっ ゃない-
こうすぇゃぇ すけゃぇ, おぇお こけょけぉ-
くう おぇつっしすゃぇ しすぇゃぇす いくぇお 
いぇ こさけそっしうはすぇ くぇ ぇゃうぇ-
すけさぇ う おぇおゃぇ ぉうけゅさぇそうは 
きけあっ ょぇ しう しゅかけぉう つけゃっお 
けす すはた?
 - ′っ きけゅぇ ょぇ おぇあぇ ょぇかう 

ょうしちうこかうくうさぇくけしすすぇ う ょさせ-
ゅけすけ, いぇ おけっすけ しすぇくぇ ょせきぇ, 
しぇ こかけょ しぇきけ くぇ こさけそっしうは-
すぇ, くけ ゃなゃ ゃしうつおう しかせつぇう かっ-
すちうすっ しぇ すゃなさょう たけさぇ, ょなさ-
あぇす くぇ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃはす, 
こけいくぇゃぇき おけかっゅうすっ しう う くっ 
こけいくぇゃぇき くっょけしすけえくう きっあ-
ょせ すはた. ╁しうつおう ぉはたぇ たせぉぇ-
ゃう たけさぇ. ╇きぇき きくけゅけ ょけぉさう 
しこけきっくう けす さぇぉけすぇすぇ しう ゃ 
ぇゃうぇちうはすぇ. ╃うしちうこかうくぇ ゃなゃ 
ゃないょせたぇ? ╃ぇ! 〈ぇき, ゃ ぇゃうぇちう-
はすぇ, ゃしはおけ くっとけ っ くぇこうしぇくけ 
し おさなゃ. ╉さなゃすぇ くぇ くはおけゅけ, 
おけえすけ っ いぇゅうくぇか, くぇえ-つっしすけ, 

いぇとけすけ くっ っ ぉうか ょけしすぇすなつ-
くけ ょうしちうこかうくうさぇく. ╁しうつおう 
くぇしすぇゃかっくうは いぇ こさけゃっあょぇくっ 
くぇ こけかっすう しっ ぉぇいうさぇたぇ くぇ 
こさっょけすゃさぇすはゃぇくっ くぇ くはおぇお-
ゃう ゅさっておう, ょけこせしくぇすう こさっょう 

すけゃぇ. ‶けつすう くはきぇ ぇゃうぇちうけく-
くう おぇすぇしすさけそう, ゃ おけうすけ かうこし-
ゃぇ つけゃっておぇ ゅさっておぇ. ╋ぇかおけ 
しぇ すっいう, しゃなさいぇくう ういちはかけ し 
すったくうつっしおう こさけぉかっきう, くけ 
つっしすけ う しぇきうすっ すったくうつっしおう 
こさけぉかっきう しぇ しゃなさいぇくう し つけ-
ゃっておう こさけこせしおう.  

- ‶けきぇゅぇす かう せさけちうすっ けす 
ぇゃうぇちうはすぇ つけゃっお ょぇ ぉなょっ 
ぉっいこけゅさってっく ゃなゃ ゃしうつ-
おけ, おけっすけ こさぇゃう? ′っ しっ 

かう けこうすゃぇ っょうく ぇゃうぇすけさ 
ょぇ ぉなょっ ぉっいこけゅさってっく う ゃ 
あうゃけすぇ?  
 - ′っ, ぇい くっ しなき しっ けこうす-

ゃぇか ょぇ ぉなょぇ ぉっいこけゅさってっく. 
╆くぇき, つっ つけゃっお くっ きけあっ ょぇ 

ぉなょっ ぉっいこけゅさってっく. ′っ しなき 
しう ゅけ こけしすぇゃはか いぇ ちっか ゃ あう-
ゃけすぇ. 』けゃっお ゅさってう, いぇすけゃぇ 
しきっ たけさぇ. ′け しなき さぇぉけすうか 
しなゃっしすくけ う つっしすくけ. ╁なさてっか 
しなき しう さぇぉけすぇすぇ, すぇは さぇぉけすぇ, 
おけはすけ きう っ ぉうかぇ ゃないかぇゅぇくぇ 
こけ ゃしはおけ ゃさっきっ. ╁なさてっか しなき 
は すぇおぇ, おぇおすけ しなき は さぇいぉう-
さぇか う しこけさっょ ゃないきけあくけしすう-
すっ しう, いぇとけすけ つけゃっお さぇぉけすう 
うきっくくけ しこけさっょ ゃないきけあくけしす-
うすっ, おけうすけ うきぇ - くうおけえ くっ っ 

しゃさなたつけゃっお. 〈ぇおうゃぇ くはきぇ う ゃ 
ぇゃうぇちうはすぇ.
 
- ╋ぇかおけ おぇいぇくかなつぇくう ╁う 

こけいくぇゃぇす おぇすけ ぇゃうぇすけさ, 
くぇこけしかっょなお こけゃっつっ しすっ 
ういゃっしすっく おぇすけ こけかうすうお う 
くっ きけゅぇ ょぇ くっ ╁う こけこうすぇき 
おぇおゃぇ ゃさないおぇ うきぇ ぇゃうぇ-
ちうはすぇ し こけかうすうおぇすぇ? ╇きぇ 
かう けぉとけ きけすうゃぇちうはすぇ いぇ 
いぇくうきぇくうっ し すっいう ょゃっ すけか-
おけゃぇ さぇいかうつくう ょっえくけしすう?
 - ╋くけゅけ ょなかゅけ ゃさっきっ しすけ-

はた くぇしすさぇくう けす こけかうすうおぇすぇ, 
いぇとけすけ くっ ぉはた きけすうゃうさぇく. 
┿ゃうぇちうはすぇ くっ っ ぉうかぇ きけすう-
ゃぇちうけくっく そぇおすけさ, きぇかおけ しぇ 
ぇゃうぇすけさうすっ ゃ こけかうすうおぇすぇ. 
╁かはいけた ゃ こけかうすうおぇすぇ, おけ-
ゅぇすけ いぇぉっかはいぇた っょくぇ せきけさぇ 
けす すけいう ゃっつっ ょなかなゅ こさったけょ. 
╁かはいけた, っょゃぇ おけゅぇすけ しっ こけ-
はゃう ╂╄[╀, し くぇょっあょぇすぇ, つっ 
すけゃぇ っ こぇさすうは, ゃ おけはすけ うきぇ 
きくけゅけ ぇおすうゃくう たけさぇ, たけさぇ 
し ぇおすうゃくけ けすくけてっくうっ おなき 
ょけぉさせゃぇくっすけ くぇ たけさぇすぇ う 
くぇ しすさぇくぇすぇ. ╇ しっゅぇ ゃはさゃぇき 
ゃ すけゃぇ. ′っ しなき ぉっいさぇいかうつっく 
おなき すけゃぇ, おけっすけ とっ けしすぇゃうき 
くぇ しかっょゃぇとうすっ こけおけかっくうは. 
′っ きう っ ゃしっ っょくけ, おぇおすけ ゃ 
けぉとっしすゃっく, すぇおぇ う ゃ かうつっく 
こかぇく - おぇおゃけ とっ おぇあぇす ょっ-
ちぇすぇ くう いぇ けくけゃぇ, おけっすけ うき 
けしすぇゃはきっ. ╃ぇかう ょっちぇすぇ くぇ 
くぇてっすけ こけおけかっくうっ くはきぇ ょぇ 
おぇあぇす: ”╉ぇおゃけ くう けしすぇゃうたぇ 
すうは? – っょくぇ さぇいさせてっくぇ ょなさ-
あぇゃぇ...”. ╆ぇすけゃぇ しっ ゃおかのつうた 
ゃ こけかうすうおぇすぇ, いぇとけすけ きう しっ 
とっ つっしすくけ う けすゅけゃけさくけ う すせお 
ょぇ しう しゃなさてぇ さぇぉけすぇすぇ. ╇ は 
ゃなさてぇ.
 
- ╆ぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ, 

けすおぇおすけ せこさぇゃかはゃぇすっ ╉ぇ-
いぇくかなお, おけっ っ くぇえ-しすけえ-
くけしすくけすけ くっとけ, おけっすけ けし-
すぇゃうたすっ ゃっつっ くぇ ょっちぇすぇ 
くう? ╇ おぇお し ぇゃうぇちうけくくぇ 
すけつくけしす きけゅぇす ょぇ しっ ういぉっ-
ゅくぇす ゅさっておうすっ ゃ こけかうすう-
おぇすぇ?
- ╆ぇゃうてうたきっ ういうしおゃぇくう-

はすぇ おなき さぇぉけすっとうすっ ゃ ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ, いぇかけあうたきっ 
ぉぇいぇ いぇ せしこってくぇ さぇぉけすぇ くぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ いぇ こけ-ぉっい-
こけゅさってくぇ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ, 
きうしかは, つっ おぇすけ ¨ぉとうくしおう 
しなゃっす しないょぇょけたきっ せしかけゃうは 
いぇ こけ-しおけさけしすくけ う こけ-ぉなさいけ 
さぇいゅかっあょぇくっ くぇ ゃなこさけしうすっ, 
こけしすぇゃっくう けす ゅさぇあょぇくうすっ 
う ういけぉとけ – いぇ こけ-ぉなさいぇ う 
こけ-っそっおすうゃくぇ さぇぉけすぇ くぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうはすぇ. ╋うしかは, つっ 
すけゃぇ っ けしくけゃくけすけ – せしおけさは-
ゃぇくっ こさけちっしうすっ くぇ ゃいっきぇくっ 
くぇ さってっくうはすぇ. ╁いっきぇくっすけ くぇ 
さってっくうは ぉなさいけ う ゃ せしかけゃうは-
すぇ くぇ かうこしぇ くぇ うくそけさきぇちうは 
しこっちうぇかくけ しっ ういせつぇゃぇ けす ゃけ-
っくくうすっ しこっちうぇかうしすう, つうしすけ 
ゃけっくっく こさけちっし っ う きうしかは, つっ 
ゃ すけゃぇ しなき こけかっいっく.
 
- 〈せお けぉぇつっ しぇ う けしくけゃ-

くうすっ おさうすうおう おなき ゃぇてっすけ 
せこさぇゃかはゃぇとけ きくけいうくしすゃけ 
ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす – つっ 

くはきぇ ょっぉぇすう, つっ きぇかおけ しっ 
おけきっくすうさぇす ゃぇあくうすっ ゃな-
こさけしう, つっ くっとぇすぇ くっ しっ 
けぉゅけゃぇさはす ょけしすぇすなつくけ, いぇ-
とけすけ しっ ぉなさいぇ? 〉こさっおゃぇす 
ゃう ゃ かうこしぇ くぇ ょうぇかけゅ?      
 - 〈けゃぇ こさけしすけ くっ っ ゃはさくけ, 

ょうぇかけゅ うきぇ. 〈ぇおぇ, おぇおすけ ゅけ っ 
うきぇかけ ゃうくぇゅう, うきぇ ゅけ う しっゅぇ, 
おけゅぇすけ うきぇ おけえ ょぇ こけしすぇゃう 
ゃなこさけし. ╉けゅぇすけ すけゃぇ しっ しかせつ-
ゃぇ, くぇ ゃなこさけしうすっ しっ けすゅけゃけさは. 
′け きう こさぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ 
こさう けすかぇゅぇくっすけ くぇ くはおけは くぇ-
さっょぉぇ いぇ こけゃすけさくけ ゅかっょぇくっ, 
きっあょせ ょゃっすっ つっすっくうは, くっ こけ-
しすなこゃぇす くけゃう こさっょかけあっくうは. 
╇きぇかけ かう っ すけゅぇゃぇ くせあょぇ ょぇ 
は けすかぇゅぇきっ? ╄すけ, しっゅぇ すけゃぇ 
しすぇゃぇ し ′ぇさっょぉぇ 21. ]つうすぇき, 
つっ っ けしくけゃぇすっかくけ, けしけぉっくけ,  
おけゅぇすけ すけゃぇ っ くけゃぇ くぇさっょぉぇ, 
ょぇ うきぇ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇ-
くっ. ′け ょけしっゅぇ しぇきけ っょうく つけ-
ゃっお っ ょけてなか し こさっょかけあっくうっ 
こけ ′ぇさっょぉぇ 21. ╂さぇあょぇくうすっ 
しなとけ すさはぉゃぇ こけ-ょけぉさっ ょぇ しっ 
うくそけさきうさぇす. ╁っさけはすくけ う くうっ 
うきぇきっ ゃうくぇ いぇ しかぇぉぇすぇ うく-
そけさきうさぇくけしす くぇ けぉとっしすゃけすけ 
いぇ しなとくけしすすぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす う しっゅぇ とっ 
しっ ゃないこけかいゃぇき けす しかせつぇは ょぇ 
けぉはゃは くぇ あうすっかうすっ くぇ ¨ぉとう-
くぇすぇ, つっ ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす 
う くっゅけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ しぇ 
けすゃけさっくう いぇ ょっぉぇすう. 》けさぇ-
すぇ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, つっ いぇ-
しっょぇくうはすぇ くぇ おけきうしううすっ しぇ 
けすおさうすう う ゅさぇあょぇくうすっ, おぇすけ 
ゃうょはす ゅさぇそうおぇ, おけえすけ っ こせぉ-
かうつくけ ういゃっしすっく, きけゅぇす ょぇ 
うょゃぇす くぇ おけきうしうう しゃけぉけょくけ, 
ぉっい くうおぇおゃけ こさっょせこさっあょっ-
くうっ. 
 
- ′はきぇ おぇお ょぇ くっ ╁う こけ-

こうすぇき – うきぇてっ おけくおさっすくう 
けつぇおゃぇくうは ╁ぇてっすけ うきっ ょぇ 
ぉなょっ くぇ ういぉうさぇっきけ きはしすけ 
ゃ ょっこせすぇすしおぇすぇ かうしすぇ くぇ 
╂╄[╀. ]っゅぇ, けぉぇつっ,  ゃうあ-
ょぇきっ しぇきけ っょくぇ うしすうくしおぇ 
ゃないきけあくけしす いぇ ょっこせすぇす  
けす ╉ぇいぇくかなお ゃ しこうしなおぇ くぇ 
╂╄[╀ - ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ. 
╆ぇしっゅくぇす かう しすっ けす すけゃぇ?
 - ‶さっちっくっくけ っ, つっ ゃ かうしすぇ-

すぇ くう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ こけゃっつっ 
あっくう, いぇとけすけ こなさゃけくぇつぇか-
くうはす ゃぇさうぇくす ぉっ ういおかのつう-
すっかくけ けす きなあおけ こさうしなしすゃうっ. 
╀ってっ こさっすなこおぇくけ し きなあっ, 
おけっすけ くぇかけあう こさけきはくぇ. ′っ 
こさうっきぇき かうこしぇすぇ くぇ きけっ-
すけ うきっ おぇすけ くはおぇおなゃ せおけさ, 
くぇこさけすうゃ – しきはすぇき, つっ ょけし-
すぇすなつくけ ょけぉさっ しなき けちっくっく 
う しう いくぇは きはしすけすけ し きけうすっ 
いぇょぇつう, おけうすけ しう ういこなかくは-
ゃぇき. ′っ しっ つせゃしすゃぇき いぇしっゅくぇす 
かうつくけ. ‶さう くぇし ちっくすさぇかくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ けこさっょっかは けおけく-
つぇすっかくうは ゃうょ くぇ かうしすうすっ う 
おけゅぇすけ すけ こさっちっくはゃぇ, こさっ-
ちっくはゃぇ ゃ くぇちうけくぇかっく こかぇく, 
ょぇゃぇ ちはかけしすっく こけゅかっょ. 〈ぇおぇ 
つっ – くっとぇすぇ くっ しっ ゅかっょぇす 
しぇきけ いぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ うかう 
╉ぇいぇくかなお, ぇ ゃなこさけしなす っ おぇお 
とっ ういゅかっあょぇ しかっょゃぇとうはす 
こぇさかぇきっくす.

 ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13,
e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12;
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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 【あこせそ そちひきけか 
『といちけさあ くあ さちあつけうけてか しけぬあ せあ “╅ちつかせあし”

╇きっ:

〈っけょけさぇ            
╂ぇきうてっゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ:

„┿さしっくぇか“ ┿╃, 
╆ぇゃけょ 5/132,     
¨こっさぇすけさ 『‶〉

╂けょうくう: 33

╆けょうは: ╁っいくう

》けぉう: ]こけさす

╉けゅぇすけ すう っ 
すさせょくけ? 

- 》けょは くぇ こけつうゃ-
おぇ.

‶さうはすっかうすっ しぇ?

- ╁しうつおう, おけうすけ 
きっ けぉうつぇす.
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′っょけしすうゅ くぇ くぇょ 20 000 しけそすせっさくう しこっちうぇかうしすう 
とっ うきぇ ゃ しすさぇくぇすぇ くう しぇきけ しかっょ ょゃっ ゅけょうくう. 

〈けゃぇ しけつぇす こさけゅくけいうすっ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは 
くぇ しけそすせっさくうすっ おけきこぇくうう (╀┿]╉¨╋). 〈けいう ういゃけょ 
くぇこさぇゃうたぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ╇〈 うくょせしすさうはすぇ, こさっ-
こけょぇゃぇすっかう う っおしこっさすう けす こさけしゃっすくけすけ きうくうしすっさ-
しすゃけ, おけうすけ しっ しなぉさぇたぇ ゃ おさぇは くぇ きぇさす ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす くぇ おさなゅかぇ きぇしぇ, くぇ おけはすけ けぉしなょうたぇ くっ-
けぉたけょうきうすっ さっそけさきう ゃ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, いぇ ょぇ さってぇす 
こさけぉかっきうすっ し ょっそうちうすぇ くぇ けぉせつっくう おぇょさう いぇ くせあ-
ょうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うくょせしすさうは. ]こけさっょ ぉういくっしきっ-
くうすっ けす しけそすせっさくうは ぉさぇくて, ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ 
うきぇかけ くせあょぇ けす しこってくぇ さっそけさきぇ, いぇ ょぇ しっ こさっけ-
ょけかっっ くっょけしすうゅなす くぇ ╇〈 しこっちうぇかうしすう せ くぇし. ‶けょけぉ-
くけ っ こけかけあっくうっすけ う し うくあっくっさくうすっ  しこっちうぇかくけしすう 
いぇ  すっあおぇすぇ うくょせしすさうは, さけぉけすうおぇすぇ, っかっおすさけくうおぇすぇ. 
╀さぇくてけゃうすっ けさゅぇくういぇちうう しぇ こさっしきっすくぇかう, つっ ゃせ-
いけゃっすっ せ くぇし すさはぉゃぇ ょぇ いぇこけつくぇす ょぇ こさけういゃっあょぇす 
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на Холивуд. Създава образи 
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за “Оскар” – рекорд, подобрен 
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Ненадмината е, обаче, със 
спечелените 4 статуетки 

┿さけゅぇくすくぇすぇ ╉ぇすさうく. 〈けゃぇ こさけ-
いゃうとっ ぇおすさうしぇすぇ こけかせつぇゃぇ, すなえ おぇすけ 
さぇいぉうゃぇ こさっょしすぇゃうすっ いぇ たけかうゃせょしおぇ 
ぇおすさうしぇ - しかぇょおぇ, かっおけ ゅかせこけゃぇすぇ させ-
しけおけしぇ しっおしぉけきぉぇ. 〈は っ ういゃっしすくぇ しなし 
しゃけっすけ けしすさけせきうっ, し くっいぇゃうしうきけしすすぇ う 
っかっゅぇくすくけしすすぇ しう, おぇおすけ う し “すゃなさょっ” 
ゃうしけおうは しう, しこけさっょ すけゅぇゃぇてくうすっ さぇい-
ぉうさぇくうは, さなしす - 1,71 しき. ‶けいゃけかはゃぇ 
しう ょぇ しっ こけはゃはゃぇ ぉっい ゅさうき, くっぉさっあくけ 

けぉかっつっくぇ, し こぇくすぇかけくう う しぇおぇ し きなあおぇ 
おさけえおぇ. ╇きぇ たぇこかうゃ っいうお, しゃけっくさぇゃくぇ 
っ う くっ しっ しなけぉさぇいはゃぇ し こさぇゃうかぇすぇ: “╃ぇ 
しこぇいゃぇて ゃしうつおう こさぇゃうかぇ, けいくぇつぇゃぇ 
ょぇ しっ かうてうて けす ゃしうつおう せょけゃけかしすゃうは”. 
[はいおぇ う ゅさせぉぇ っ, おけゅぇすけ くぇゃかういぇす  ゃ 
かうつくけすけ え こさけしすさぇくしすゃけ. ¨すおぇいゃぇ ぇゃ-
すけゅさぇそう, ょなさあう しっ こさっくっぉさっあうすっか-
くけ し あせさくぇかうしすうすっ う ゅう いぇぉかせあょぇゃぇ し 
くっゃっさくう うかう こさけすうゃけさっつうゃう そぇおすう いぇ 
しっぉっ しう: “′っ きっ うくすっさっしせゃぇ おぇおゃけ こう-
てぇす いぇ きっく, しすうゅぇ ょぇ くっ っ うしすうくぇすぇ.”                                                                                                                                    
╉さぇえくぇすぇ しう さぇいおさっこけしすっくけしす う しぇ-

きけせゃっさっくけしす ╉ぇすさうく ょなかあう くぇ しっきっえ-
しすゃけすけ しう. ╀ぇとぇ え ぉうか ういゃっしすっく せさけかけゅ, 
こさけゃっあょぇか さぇいはしくうすっかくう おぇきこぇくうう いぇ 
こさっょこぇいゃぇくっ けす ゃっくっさうつっしおう ぉけかっしすう 

ゃなゃ ゃさっきっ, おけゅぇすけ くうおけえ くっ しきっっか ょぇ 
ゅけゃけさう いぇ すっいう くっとぇ こせぉかうつくけ. ╋ぇえ-
おぇ え ぉうかぇ ぉけさぉっくぇ そっきうくうしすおぇ, おけは-
すけ ゃけょうかぇ きぇかおぇすぇ ╉ぇすさうく こけ きうすうく-
ゅう. [けょうすっかうすっ こけけとさはゃぇかう てっしすすっ 
しう ょっちぇ ょぇ ぉなょぇす つっしすくう う けすおさけゃっくう 
う ゃうくぇゅう ょぇ けすしすけはゃぇす きくっくうっすけ しう.                                                                                                                                 
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ゅ. 》っこぉなさく しっ けきなあゃぇ いぇ ぉういくっしきっ-
くぇ ╊なょかけせ ¨ゅょなく ]きうす. 〈けいう っ っょうく-

しすゃっくうはす え ぉさぇお. 〈けえ くっ ゃなさゃう ょけ-
ぉさっ, くけ こさけょなかあぇゃぇ 6 ゅけょうくう, くはきぇす 
ょっちぇ. [ぇいゃっあょぇす しっ ょゃぇ こなすう. ╉ぇすさうく 
っ こさういくぇすっかくぇ くぇ ぉうゃてうは しう しなこさせゅ 
いぇ きけさぇかくぇすぇ う そうくぇくしけゃぇ こけきけと ゃ 
さぇくくぇすぇ え おぇさうっさぇ.
]なし しゃぇすぉうすっ っ こさうおかのつっくけ, 》っ-

こぉなさく くっ ゃはさゃぇ ゃ ぉさぇおぇ: “┿おけ うしおぇて 
ょぇ あっさすゃぇて ゃないたうとっくうっすけ くぇ きくけゅけ 
きなあっ いぇさぇょう おさうすうつくけしすすぇ くぇ っょうく - 
すけゅぇゃぇ しっ けきなあう.”. ]かっょゃぇ 4-ゅけょうて-
くぇ かのぉけゃ し きうかうぇさょっさぇ 》ぇせなさょ 》のい. 
╇しすけさうはすぇ  うき っ こさっしないょぇょっくぇ けす ╊っ-
けくぇさょけ ょう ╉ぇこさうけ う ╉っえす ╀かぇくてっす 
- し “¨しおぇさ” いぇ さけかはすぇ しう, ゃなゃ そうかきぇ 
“┿ゃうぇすけさなす”.                                            
]こっくしなさ 〈さっえしう. 〈けえ っ くぇえ-こけこせ-

かはさくうはす おうくけゅっさけえ くぇ ┿きっさうおぇ, きかぇょ 
うさかぇくょしおう ぉけたっき, しきっくうか 15 せつうかう-
とぇ, あっくっく いぇ ぇおすさうしぇ – ╊せうい, し おけはすけ 
うきぇす ょなとっさは う しうく, ゅかせた こけ さけあょっ-
くうっ. 〈けゃぇ っ こさうつうくぇすぇ ぇおすぬけさなす ょぇ くっ 
しっ さぇいゃっょっ, くっとけ, おなき おけっすけ ╉ぇすさうく 
しっ けすくぇしは し さぇいぉうさぇくっ. ╆ぇすけゃぇ ょゃぇきぇ-
すぇ しぇ ういおかのつすっかくけ ょうしおさっすくう う ょなかゅけ 
ゃさっきっ けすさうつぇす うくすうきくうすっ しう けすくけ-
てっくうは. ╃なかゅうすっ きせ いぇこけう う かのぉけゃくう 
こけたけあょっくうは しっ さっょせゃぇす し こっさうけょう くぇ 
つせょけゃうとくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす: 〈さっえ-
しう うゅさぇっ おぇすけ かせょ, こさうっきぇ ょけさう う 
くぇえ-きぇかおうすっ さけかう. ╆ぇぉっかはいゃぇす ゅけ くぇ 
╀さけょせっえ う ゃ 》けかうゃせょ, こけかせつぇゃぇ ょゃぇ 
こなすう „¨しおぇさ“.
′はきぇ くっとけ, おけっすけ くっ ぉうた くぇこさぇ-

ゃうかぇ いぇ くっゅけ, こうてっ いぇ ゅけかはきぇすぇ しう 
かのぉけゃ ぇおすさうしぇすぇ: “╇きぇた しなゃなさてっくけ 
しなあうすっかしすゃけ し きなあぇ くぇ きなあっすっ. 〈けえ 
っ しおぇかぇ う いぇおさうかぇ.”. ╁さないおぇすぇ うき こさけ-
ょなかあぇゃぇ 27 ゅけょうくう – ょけ しきなさすすぇ くぇ 
〈さっえしう. ╆ぇこけいくぇゃぇす しっ こけ ゃさっきっ くぇ 
しくうきおうすっ くぇ „╅っくぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ” こさっい 
1941 ゅ. 〈は - くぇ 35, すけえ - くぇ 42. ╉ぇすさうく 
しっ けこぇしはゃぇかぇ, つっ っ すゃなさょっ ゃうしけおぇ いぇ 
っおさぇくくうは しう こぇさすくぬけさ, ぇ すけえ しきはすぇか, 
つっ しぇ こさっおぇかっくけ さぇいかうつくう. ╆ぇ さぇい-
かうおぇ けす くっゅけ, すは ういさぇしすゃぇ ゃ さぇいおけて 
う こけかせつぇゃぇ ぉかっしすはとけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 
¨おしそけさょ. 
》っこぉなさく う 〈さっえしう しすぇゃぇす っょくぇ けす 

くぇえ-こけこせかはさくうすっ ょゃけえおう, おぇおすけ ゃ あう-
ゃけすぇ, すぇおぇ う くぇ っおさぇくぇ. ]くうきぇす いぇっょ-
くけ 9 そうかきぇ, いぇ くぇえ-ょけぉさうは しっ しきはすぇ 
„[っぉさけ ┿ょぇきけゃけ”. ╁さないおぇすぇ うき こさけ-
ょなかあぇゃぇ ぉっいきっすっあくけ, くけ つっしすけ うきぇ 
すっあおう こっさうけょう, こさっい おけうすけ し くっえくぇ 
こけきけと すけえ しっ ぉけさう し ょっこさっしうはすぇ う 
ぇかおけたけかぇ. 
‶さっい 1965 ゅ. 〈さっえしう っ けこっさうさぇく, 

あうゃけすなす きせ っ くぇ おけしなき. ╂けかっきうすっ 
ゃっしすくうちう しぇ ゅけすけゃう し くっおさけかけいうすっ, いぇ 
ょぇ くっ ゅう ういくっくぇょぇ ゃくっいぇこくぇすぇ しきなさす 
くぇ ゃっかうおうは ぇさすうしす. ′け いぇっょくけ し  ╉ぇす-
さうく すけえ いぇこけつゃぇ しくうきおうすっ くぇ „‶けいくぇえ 
おけえ とっ ょけえょっ くぇ ゃっつっさは” – し 10 くけ-
きうくぇちうう いぇ „¨しおぇさ”. ′ぇ しくうきぇつくぇすぇ 
こかけとぇょおぇ こけしすけはくくけ ょっあせさはす かっおぇ-
さう. 〈さっえしう せきうさぇ ょゃっ しっょきうちう しかっょ 
しくうきおうすっ. ¨す せゃぇあっくうっ おなき ぉかういおうすっ 
きせ ╉ぇすさうく くっ こさうしなしすゃぇ くぇ こけゅさっぉっ-
くうっすけ. ╄ょゃぇ しかっょ しきなさすすぇ きせ ぇおすさう-
しぇすぇ さぇいおさうゃぇ こさっょ しゃっすぇ うしすうくぇすぇ 
いぇ ょゃぇきぇすぇ ゃ おくうゅぇすぇ しう “]こっくしなさ う 
╉ぇすさうく: うくすうきくう しこけきっくう”.                                                                                   
┿おすぬけさしすゃけすけ っ こさけしすけ けつぇおゃぇ-

くっ くぇ すけさすぇ し おさっき, しこけょっかは ╉ぇすさうく 

╄くっさゅうつくけすけ たけょっくっ う ぉはゅぇくっすけ きけゅぇす ょぇ くぇきぇかはす さうしおぇ 
けす たうこっさすけくうは う ょうぇぉっす. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ ういしかっょゃぇくっ くぇ 

ぇきっさうおぇくしおう せつっくう, こせぉかうおせゃぇくけ くぇしおけさけ ゃ きっょうちうくしおうは 
あせさくぇか Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 
╇いしかっょけゃぇすっかうすっ けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ かぇぉけさぇすけさうは „╊けせさなくし“ 
ゃ ╀なさおかう しぇ ういせつうかう ょぇくくうすっ いぇ いょさぇゃっすけ くぇ くぇょ 33 000 
ぉっゅぇつう う 15 たうかはょう ょせてう, いぇくうきぇゃぇとう しっ しなし しこけさすくけ たけ-
ょっくっ. 〉つっくうすっ しぇ けすおさうかう, つっ っくっさゅうはすぇ, ういさぇいたけょゃぇくぇ こさう 
たけょっくっ しなし しさっょくぇ うくすっくいうゃくけしす うかう っくっさゅうつくけ ぉはゅぇくっ, 
ゃけょはす ょけ しなおさぇとぇゃぇくっ くぇ さうしおぇ けす たうこっさすけくうは, ょうぇぉっす う 
うしたっきうつくぇ ぉけかっしす くぇ しなさちっすけ, くぇきぇかはゃぇす ゃうしけおうすっ しすけえくけ-
しすう くぇ たけかっしすっさうくぇ.
〈っ しぇ せしすぇくけゃうかう, つっ こさう ぉはゅぇくっ さうしおなす けす たうこっさすけくうは 

くぇきぇかはゃぇ し 4,2%, ぇ こさう たけょっくっ - しなし 7,2%. ╁ おさなゃすぇ くぇ ぉっ-
ゅぇつうすっ ゃうしけおうはす たけかっしすっさうく しっ しさっとぇ し 4,2% こけ-きぇかおけ, ぇ 
こさう かのぉうすっかう くぇ たけょっくっすけ - しなし 7% こけ-きぇかおけ ゃ しさぇゃくっくうっ 
し けしすぇくぇかうすっ たけさぇ. ╀はゅぇくっすけ しなおさぇとぇゃぇ さうしおぇ けす ょうぇぉっす し 
12,1%, ぇ たけょっくっすけ し 12,3%. [うしおなす けす さぇいゃうすうっ くぇ うしたっ-
きうつくぇすぇ ぉけかっしす しっ しなおさぇとぇゃぇ しなけすゃっすくけ し 4,5% う 9,3%.

こさうあうゃっ. «╋けあぇた しぇきけ すさう こなすう ょぇ こけ-
つせゃしすゃぇき, つっ ょっえしすゃうすっかくけ しっ しこさぇゃはき 
おぇすけ ぇおすさうしぇ. ′っ しきはすぇき, つっ しなき さっぇ-
かういうさぇかぇ ゃしうつおけ, くぇ おけっすけ しなき ぉうかぇ 
しこけしけぉくぇ. 〈けゃぇ っ けすゃさぇすうすっかくけ. ‶け-ゃぇ-
あっく っ あうゃけすなす.”
》っこぉなさく っ さぇゃくけしすけえくぇ こぇさすくぬけさおぇ 

う くぇ ょさせゅう ゃっかうおう ぇおすぬけさう: 》なきそさう 
╀けゅぇさす - ゃ „┿そさうおぇくしおぇすぇ おさぇかうちぇ”, こけ 

ゃさっきっ くぇ しくうきおうすっ ゃ ┿そさうおぇ すは いぇっょくけ 
し ちっかうは っおうこ しっ さぇいぉけかはゃぇ けす ょういっくすっ-
さうは う きぇかぇさうは. 20 ゅ. こけ-おなしくけ くぇこうしゃぇ 
こなさゃぇすぇ しう おくうゅぇ “╉ぇお しっ しくうきぇ “┿そ-
さうおぇくしおぇすぇ おさぇかうちぇ”. ╇ゅさぇっ し ‶うすなさ 
¨’〈せせか ゃ „╊なゃなす こさっい いうきぇすぇ”, ぇ ゃっつっ 
くぇ こさっおかけくくぇ ゃないさぇしす こぇさすくうさぇ ゃっかう-
おけかっこくけ くぇ 》っくさう 《けくょぇ ゃ „╉さぇえ いかぇす-
くけすけ っいっさけ”.
′っ しっ しすさぇたせゃぇき けす ょさせゅうは しゃはす. 

′っ しっ ぉけは けす ぇょぇ, きぇおぇさ う ょぇ くっ けつ-
ぇおゃぇき ょぇ ゃうょは さぇは, おぇいゃぇ ╉ぇすさうく 》っ-
こぉなさく, つうえすけ こけしかっょっく そうかき っ “╊のぉけ-
ゃっく さけきぇく” – 1994 ゅ. ‶さっょう すけゃぇ ういかういぇ 
ぉっしすしっかなさなす え し ゅけさょけすけ いぇゅかぇゃうっ „┿い”.                                                                                
〈は しっ けすすっゅかは けす おうくけすけ う しゃっすしおうすっ 
ういはゃう いぇさぇょう いょさぇゃけしかけゃくう こさけぉかっ-
きう - しすさぇょぇ けす ‶ぇさおうくしけく. ╁なこさっ-
おう しすぇさけしすすぇ う ぉけかっしすうすっ, いぇこぇいゃぇ 
あういくっさぇょけしすくうは しう ょせた: “]きなさすすぇ 
とっ ぉなょっ けぉかっおつっくうっ. ╉さぇえ くぇ うく-
すっさゃのすぇすぇ.” ╁ しなとけすけ ゃさっきっ けしすぇゃぇ 
ゃはさくぇ くぇ しっぉっ しう う くぇ そうかけしけそしおけ-
すけ しう けすくけてっくうっ おなき ゃしうつおけ くぇ すけいう 
しゃはす: “┿い いくぇき, つっ くはきぇ ょぇ ういつっいくぇ”.                                                                                                                       
╁っかうおぇすぇ ぇおすさうしぇ せきうさぇ こさっい 2003 ゅ. 
くぇ 96 ゅけょうくう ゃ ょけきぇ しう ゃ ̈ かょ-]っえぉさせお. 
‶さっい しなとぇすぇ ゅけょうくぇ ういかういぇ  おくうゅぇすぇ 
くぇ ]おけす ╀なさゅ „]こけきっくう いぇ ╉っえす“.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

„》けょっくっすけ きけあっ ょぇ ぉなょっ こけ-こさうっきかうゃ ゃうょ ぇおすうゃくけしす いぇ くはおけう たけさぇ ゃ しさぇゃくっくうっ し ぉはゅぇくっすけ, きぇ-
おぇさ つっ すっいう, おけうすけ ぉはゅぇす, ういきうくぇゃぇす こけ-ゅけかっきう さぇいしすけはくうは, けすおけかおけすけ かのぉうすっかうすっ くぇ たけょっくっすけ.“, 
すゃなさょう せつっく, せつぇしすゃぇか ゃ ういしかっょゃぇくっすけ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

за най-добра актриса в “Ранна слава”, “Познай кой ще дойде на 
вечеря”, “Лъвът през зимата”  и “Край златното езеро”. През 1999 г. 
Американският филмов институт обявява легендарната Хепбърн за 
актриса номер едно за последните 100 години.

すさけえくけ こけゃっつっ ╇〈 しこっちうぇかうしすう - けす 2000 ゃ きけきっくすぇ ょけ 6000, ゃ さぇきおうすっ くぇ 2-3 ゅけょうくう.  
]けそすせっさくぇすぇ うくょせしすさうは とっ ょけしすうゅくっ 1,7 きかさょ. かゃ., うかう 1,8 けす ╀╁‶ ゃ しかっょゃぇとうすっ ょっしっす 

ゅけょうくう, しけつぇす けとっ ょぇくくう けす こさけせつゃぇくっ くぇ ╀┿]╉¨╋. ‶さう けぉさぇいけゃぇすっかくぇ さっそけさきぇ う こけ-
ゃっつっ しけそすせっさくう しこっちうぇかうしすう うくょせしすさうはすぇ きけあっ ょぇ せょゃけう さぇいきっさぇ しう ょけ けおけかけ 3,7 きかさょ. 
かゃ., うかう 3,8 けす ╀╁‶. 』ぇしけゃっすっ こけ きぇすっきぇすうおぇ ゃ っいうおけゃうすっ う こさけそっしうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう 
ぉうかう ょっそうちうす, しこけさっょ こさけしゃっすくうすっ っおしこっさすう う ぉういくっしきっくうすっ. ‶さぇおすうおぇすぇ しなとけ こけすゃなさあ-
ょぇゃぇかぇ すけいう ういゃけょ. ‶さっょきっすなす しっ こさっこけょぇゃぇか しぇきけ こけ ょゃぇ-すさう つぇしぇ ゃ しっょきうちぇすぇ おぇすけ つぇしす 
けす いぇょなかあうすっかくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ, おけっすけ ぉうかけ くっょけしすぇすなつくけ.
┿おけ うしおぇきっ ょぇ さぇいゃうゃぇきっ IT しっおすけさぇ, すさはぉゃぇ ょぇ さぇいゃうっき うく-

そけさきぇすうおぇすぇ, っ ういゃけょなす くぇ せつぇしすくうちうすっ ゃ しさっとぇすぇ. 

35 こぇさすうう う おけぇかうちうう  
とっ せつぇしすゃぇす ゃ こぇさかぇきっく-
すぇさくうすっ ういぉけさう くぇ 12-すう 
きぇえ ゃ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
〈けかおけゃぇ しぇ くぇこさぇゃっくうすっ ょけ 
ういすうつぇくっすけ くぇ おさぇえくうは しさけお 
さっゅうしすさぇちうう ゃ [╇╉. ‶なさゃぇすぇ 
さっゅうしすさぇちうは っ くぇ ′ぇちうけくぇか-
ょっきけおさぇすうつっしおぇすぇ こぇさすうは, 
ぇ こけしかっょくぇすぇ くぇ ‶‶ ╀なか-
ゅぇさしおう いっきっょっかしおう くぇさけょっく 
しなのい.
]さっょ くぇえ-つっゃさなしすうすっ いぇ 

さっゅうしすさぇちうは いぇ ういぉけさうすっ しぇ 
ぉうかう しなとけ ╊╇╃╄[, ╉けぇかうちうは 
„╀なかゅぇさしおぇ こさけかっす“, ╉けぇかう-
ちうは いぇ ╀なかゅぇさうは, ╊うぉっさぇかっく 
ぇかうぇくし, ╃っきけおさぇすうつっしおぇすぇ 
こぇさすうは, ╂╄[╀. ] くぇえ-ょなかゅう 
かうしすう, けす こけ 22-きぇ おぇくょう-

ょぇす-ょっこせすぇすう, しぇ さっゅうしすさう-
さぇくうすっ かうしすう くぇ ╂╄[╀ う くぇ 
╃‶]. 
′はおけかおけ おぇいぇくかなつぇくう くぇ-

きうさぇす きはしすけ ゃ かうしすうすっ くぇ 
うきぇとうすっ てぇくし ょぇ こさっしおけつぇす 
4% ぉぇさうっさぇ こぇさすうう う おけぇ-
かうちうう. ] くぇえ-ゅけかはき てぇくし いぇ 
こぇさかぇきっくすぇ っ ょうさっおすけさおぇすぇ 
くぇ ╃╂ „╋っつけ ‶せた” ゃ ╉ぇいぇくかなお 
– ┿おしっくうは 〈うかっゃぇ, おけはすけ っ 
すさっすぇ ゃ かうしすぇすぇ くぇ ‶‶ ╂╄[╀. 
‶っすう ゃ かうしすぇすぇ くぇ こぇさすうは „ 
[っょ, いぇおけくくけしす, しこさぇゃっょかう-
ゃけしす” っ せこさぇゃうすっかはす くぇ „╀う 
╀う ]う ╉っえぉなか” ╀けさうし ╉なさ-
つっゃ, ゃ しなとぇすぇ かうしすぇ っ う ぉうい-
くっしきっくなす ╂っけさゅう ╉ぇかうつおけゃ, 
くけ くぇ こけ-いぇょくぇ こけいうちうは. 
╊うしすぇすぇ くぇ [╆] っ っょうくしすゃっ-

くぇすぇ かうしすぇ, さっゅうしすさうさぇくぇ 
ゃ [╇╉ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, し ゃけ-
ょぇつ, おけえすけ っ けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ – 32-ゅけょうてくうはす ぇょゃけおぇす 
]すぇくうきうさ ]すけえつっゃ. ╁しうつおう 
けしすぇくぇかう さっゅうしすさうさぇくう かうし-
すう しぇ し ゃけょぇつう, くぇさっょっくう けす 
こぇさすうえくうすっ ちっくすさぇかう ゃ ]け-
そうは. 
╁ かうしすぇすぇ くぇ ╉けぇかうちうは いぇ 

╀なかゅぇさうは しぇ おきっすなす くぇ 【っえ-
くけゃけ ′うおけかぇえ 〈っさいうっゃ, おけえ-
すけ けす こなさゃけくぇつぇかくけ ゃすけさけ 
きはしすけ ぉっ ういきっしすっく くぇ 6-すけ ゃ 
かうしすぇすぇ. 〈ぇき っ う ┿かっおしぇくょなさ 
╋うくつっゃ - ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけ-
ょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ╉さなく, おけえすけ 
っ くぇ 10-すけ きはしすけ ゃ かうしすぇすぇ 
くぇ ╉けぇかうちうは いぇ ╀なかゅぇさうは. 
╁ かうしすぇすぇ くぇ „╃ゃうあっくうっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ” – くぇ 4-すけ きはしすけ 
っ ╊うくぇ ‶けこおさなしすっゃぇ - おけく-
しせかすぇくす こけ きっあょせくぇさけょくう 
こさっゃけいう う かけゅうしすうおぇ う つかっく 
くぇ ¨ぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ 8-きけすけ きはし-
すけ ゃ しなとぇすぇ かうしすぇ っ おけきこの-
すなさくうはす すったくうお けす ╉ぇいぇくかなお 
╁ぇかっくすうく ╂っくつっゃ.
ぅしくう しぇ ゃっつっ ゃけょぇつうすっ くぇ 

ゃしうつおう かうしすう, おぇすけ くぇえ-うく-
すっさっしっく しっ けつっさすぇゃぇ しぉかな-
しなおなす すせお きっあょせ かうしすうすっ 
くぇ ╀]‶ う くぇ ╂╄[╀ し ゃけょぇつう  
]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ う っおしきう-
くうしすなさなす くぇ さっゅうけくぇかくけすけ 
さぇいゃうすうっ ゃ おぇぉうくっすぇ „╀けさう-
しけゃ” ╊うかはくぇ ‶ぇゃかけゃぇ.

¨す 15-すう ぇこさうか さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ くぇ “┿さしっ-
くぇか”, おけうすけ こけかいゃぇたぇ くっこかぇすっく けすこせしお いぇさぇょう くぇきぇ-

かっく けぉっき さぇぉけすぇ, しっ ゃさなとぇす こけ さぇぉけすくうすっ しう きっしすぇ. 〈っ とっ 
さぇぉけすはす くぇ 8-つぇしけゃぇ いぇっすけしす, ゃなこさっおう つっ いぇこけゃっょすぇ いぇ くぇ-
きぇかっくけすけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ けぉたゃぇとぇ こけ ょゃっ さぇぉけすくう しっょきうちう 
けす きぇさす う ぇこさうか. ╃させゅぇ つぇしす けす こっさしけくぇかぇ とっ こさけょなかあう  
ょぇ さぇぉけすう  ょけ おさぇは くぇ ぇこさうか くぇ 4-つぇしけゃ さぇぉけすっく ょっく, ゃ 
いぇゃうしうきけしす けす しこっちうそうおぇすぇ くぇ いぇっすけしすすぇ.

2000 しすさけう-
すっかくう しこっちうぇかう-
しすう けす ╀なかゅぇさうは 
すなさしう ╇いさぇっか いぇ 
すぇいう ゅけょうくぇ. ╃け 
きけきっくすぇ おゃけすぇ-
すぇ っ こけこなかっくぇ くぇ 
こけつすう 50%, くぇっすう 
しぇ 800 さぇぉけすくうちう 
けす ╀なかゅぇさうは, けし-
すぇゃぇす けとっ 1200 
ゃぇおぇくすくう こけいう-

ちうう. ╀なかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう とっ しぇ つぇしす けす 7000 さぇぉけすくうちう 
いぇ あうかうとくけ しすさけうすっかしすゃけ, おけうすけ すなさしう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ ╇いさぇっか. 〈けゃぇ しなけぉとうたぇ くぇ しなゃきっしすくぇ こさっしおけく-
そっさっくちうは こさっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ いぇきっしすくうお-おきっすなす こけ 
うおけくけきうおぇ, しすけこぇくしおぇ こけかうすうおぇ う せこさぇゃかっくうっ くぇ けぉとうく-
しおぇすぇ しけぉしすゃっくけしす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ ╉けしっゃ う ょう-
さっおすけさなす くぇ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ╇かうはくぇ ╅っおけゃぇ.
〈なさしっくうすっ さぇぉけすくうちう しぇ こけ ]こけゅけょぉぇすぇ きっあょせ こさぇゃうすっか-

しすゃけすけ くぇ  ╀なかゅぇさうは う こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ╇いさぇっか いぇ こけしさっょ-
くうつっしすゃけ う ゃさっきっくくぇ いぇっすけしす くぇ ゅさぇあょぇくう くぇ ょゃっすっ ょなさあぇ-
ゃう う こさうかけあっくうっすけ え ゃ しすさけうすっかくうは しっおすけさ ゃ ╇いさぇっか. 
〈なさしはす しっ こさけそっしうけくぇかくう しすさけうすっかくう さぇぉけすくうちう, おけうすけ ょぇ 

しぇ くぇ ゃないさぇしす 25 - 50 ゅけょうくう. 〉しかけゃうはすぇ おなき すはた しぇ:  ょぇ きけ-
ゅぇす ょぇ ういゃなさてゃぇす ゃうしけつうくくう ょっえくけしすう, ょぇ しぇ いょさぇゃう, ょぇ くっ 
しぇ さぇぉけすうかう ょけしっゅぇ ゃ ╇いさぇっか う ょぇ くはきぇす さけょくうくう, さぇぉけすっとう 
ゃ ╇いさぇっか, けしゃっく ぉさぇすは う しっしすさう. ╆ぇ 211 さぇぉけすくう つぇしぇ きっしっつ-
くけ いぇこかぇとぇくっすけ っ 1800 ょけかぇさぇ, おぇすけ ゃしっおう ういゃなくさっょっく つぇし 
とっ しっ いぇこかぇとぇ ょけこなかくうすっかくけ. ╆ぇ けょけぉさっくうすっ う さぇぉけすっとう 
すぇき ぉなかゅぇさう とっ ぉなょぇす ゃくぇしはくう ゃしうつおう ゃうょけゃっ けしうゅせさうすっか-
くう ゃくけしおう. 〈っ とっ うきぇす う いぇしすさぇたけゃおぇ, けしうゅせさっくけ あうかうとっ ゃ 
きけくけかうすくぇ しゅさぇょぇ. ╂ぇさぇくす いぇ ゃしっおう しおかのつっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ とっ ぉなょぇす こさぇゃうすっかしすゃぇすぇ くぇ ょゃっすっ ょなさあぇ-
ゃう, しおかのつうかう ]こけゅけょぉぇすぇ.
╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす すぇいう ゃないきけあくけしす きけゅぇす ょぇ 

こけかせつぇす こけゃっつっ うくそけさきぇちうは ゃ ╀のさけすけ こけ すさせょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
- ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ“ わ 4, っす. 4, しすぇは わ 5 – ‶っくおぇ ‶なょぇさ-
しおぇ う ╉ぇすは ┿しっくけゃぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ


