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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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Липсата на финансова култура стои в основата на проблемите на обществото 

] こけさっょくぇ こけぉっょぇ しっ さぇい-
こうしぇたぇ ゃ こさけかっすくけすけ こなさ-

ゃっくしすゃけ きかぇょうすっ そせすぉけかくう 
くぇょっあょう くぇ ╃ぃ【 „┿さしっくぇか 
2000” こさっい ういきうくぇかうすっ ょくう. 
′ぇつっかけ し すさっくぬけさうすっ ]すぇ-

くうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう う 
╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ きぇかおうすっ ぇさしっ-
くぇかちう, さけょっくう こさっい 2000-すぇ 
ゅけょうくぇ, しぇ ぉっい いぇゅせぉぇ ゃ こけさっ-
ょっく きぇつ けす しっさうはすぇ うき こけぉっょう 
すぇいう こさけかっす.  ]かっょ おぇすけ しっ くぇ-
かけあうたぇ くぇょ しすぇさけいぇゅけさしおうすっ 
おけかけしう 《╉ „╀っさけっ“ し 2:1 う 《╉ 
„]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ” し 1:0,  ゃ しな-
ぉけすぇ - 20 .04.2013 ゅ., しさっとせ 
《╉ „╀けすっゃ“ - ╂なかなぉけゃけ ょゃぇすぇ 
すうきぇ くっ せしこはたぇ ょぇ しう けすぉっかっ-
あぇす ゅけか ゃ さっょけゃくけすけ ゃさっきっ う 

╂っけさゅう ╈けさょぇくけゃ ╉うさおけゃ - ╋ぇえ-
しすけさぇ っ こせぉかうちうしす, こぇさかぇきっくすぇ-
さうしす, こけかうすうお しけちうぇかうしす う こさけそ-
しなのいっく ょっっち. [けょっく っ こさっい 1867 ゅ. 
ゃ ‶かっゃっく ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ せつうすっか-
ゃないさけあょっくっち. 〉つう ゃ ゅさ. ′うおけかぇっゃ, 
[せしうは, う おぇさすけゅさぇそうは ゃなゃ ╁うっくぇ. 
╆ぇゃなさてゃぇ 【╆¨ ゃ ‶かっゃっく. 〉つぇしす-
ゃぇ ゃ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ. ╅うゃっっ う 
さぇぉけすう ゃ ╂ぇぉさけゃけ, 〈なさくけゃけ, [せしっ, 
╉ぇいぇくかなお, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ]けそうは. 
╇いょぇゃぇ ゃ.”[ぇぉけすくうつっしおう ゃっしすくうお”, 
しなすさせょくうつう くぇ しこうしぇくうはすぇ „〈させょ”, 
„[ぇいゃうすうっ”, “╃っく” う ょさ. 〉つぇしすゃぇ ゃ 
おけくゅさっしう くぇ ╁すけさうは うくすっさくぇちうけ-
くぇか, しさっとぇ しっ し ╊っくうく. 〉きうさぇ くぇ 
52 ゅ. こさっい 1919 ゅ. ‶けしきなさすくけ しぇ 
ういょぇょっくう くっゅけゃうすっ „╇いぉさぇくう こさけ-
ういゃっょっくうは”, „╇いぉさぇくう そっえかっすけくう 
う たせきけさうしすうつくう さぇいおぇいう”, „╃さっ-
きうゅさぇょしおう しきってうかぇ”, „[ぇいおぇいう, 
そっえかっすけくう, しすぇすうう”. ′ぇ くっゅけゃけ うきっ 
こさっい 2006 ゅ. ′] くぇ ╀]‶ せつさっょう くぇ-
ゅさぇょぇ いぇ こけかうすうつっしおぇ あせさくぇかうし-
すうおぇ う こせぉかうちうしすうおぇ. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
っ ういょうゅくぇす くっゅけゃ こぇきっすくうお. ╇きっすけ 
きせ くけしう ¨〉 „╂. ╉うさおけゃ”. ╁ ょゃけさぇ きせ 
っ こけしすさけっく こぇきっすくうお くぇ こぇすさけくぇ くぇ 
せつうかうとっすけ.

„〈けえ きけ あっ てっ ょぇ ぉな ょっ おぇ おなゃ すけ こけ あっ かぇっ – 
すぇ かぇく す かうゃ こけ っす, ぉかっし すはと こせぉ かう ちうしす う こさけ-
くうお くけ ゃっく すっ け さっ すうお, くぇ さけ ょっく すさう ぉせく う こぇさ すう-
っく ゃけ ょぇつ, こけ かう すうお う ょなさ あぇゃ くうお. ‶け あっ かぇ ゅけ う 
しすぇ くぇ ゃしうつ おけ すけ ゃぇ いぇ っょ くけ. ]すぇ くぇ ╋ぇえし すけ さぇ.” 
– „‶なさゃけぇこけしすけかうすっ くぇ うょっぇかぇ”, ╃. ╂っくつっゃ.
„╇しすうくしおぇすぇ” ╄ゃさけこぇ. ¨す ゃっかうおうすっ させしおう 

おかぇしうちう - 』っさ くう てっゃ し おう, ╃けぉ さけ かの ぉけゃ, ╀っ-
かうく し おう, ╃けし すけ っゃ し おう, ╂け ゅけか, ╂っけさゅう ╉うさおけゃ  

しっ いぇさっあょぇ し くさぇゃ し す ゃっ くけしす, たせ きぇ くう いなき う 
あっさ す ゃけ ゅけ すけゃ くけしす. ]おけ さけ ょさせ ゅぇ ょっえし す ゃう すっか-
くけしす とっ こさっ ょけこ さっ ょっ かう こけ-くぇ すぇ すなて くけ すけ きせ 
さぇい ゃう すうっ. ╁なゃ ╁うっくぇ すけえ けす お さう ゃぇ „うし すうく し-
おぇ すぇ“ ╄ゃ さけ こぇ – し せくうゃっさしうすっすしおぇすぇ ぉうぉかう-
けすっおぇ, かうすっさぇすせさくうすっ おぇそっくっすぇ, ういかけあぉうすっ 
う おけくちっさすうすっ, くけ う し ぉっょくはておうすっ おゃぇさすぇかう, 
こさけ しは ちうすっ, こさけし すう すせす おうすっ, さけ は ちうすっ ぉっい こ さう-
いけさ くう う ゅかぇょ くう ょっ ちぇ...
‶なさゃけきぇえしおぇすぇ きぇくうそっしすぇちうは こけ „[うく-

ゅとさぇしっ” - 1892 ゅ. 〈ぇいう ゃっかうつっしすゃっくぇ きぇくう-
そっしすぇちうは  さってぇゃぇ しなょ ぉぇすぇ きせ くぇ こさけ かっ すぇさ-
し おう すゃけ さっち う こけ かう すうお. ′うおなょっ ょさせゅぇょっ くっ っ 
ゃうあょぇか すぇおけゃぇ くっとけ: しすけ すう ちう たう かは ょう たけ さぇ 
しぇ くぇ きっ さう かう しう かぇ う ゃは さぇ う, けさ ゅぇ くう いう さぇ くう ゃ 
さぇ ぉけす くう つっし おう しうく ょう おぇ すう, しっ ぉけ さはす いぇ しけ ちう-
ぇか くぇ しこさぇ ゃっょ かう ゃけしす, つけ ゃって おけ ょけし すけえく し す ゃけ う 
ょっ きけお さぇ ちうは. ╁う っ くぇ すさぇ しう さぇ こな すは くぇ ╉うさ おけゃ 
う おなき ょさせ ゅぇ すぇ しすけ かう ちぇ くぇ っゃ さけ こっえし おうは しけ-
ちう ぇ かう いなき – ╀っさ かうく. 〈っ け さっ すうつ くう すっ しすぇ すうう う 
しけちうぇかくう ぇくぇかういう, おけうすけ つっすっ, てかう そけ ゃぇす うく-
すっ かっお すぇ きせ う ゅけ ゃな け さな あぇ ゃぇす し けこ すう きう いなき う ょなさ-
いけしす.                                                                                                                                        
╁ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ こぇさすうは. ]おけさけ さぇい-

ぉうさぇ, つっ ぉな ょっ とっ すけ くぇ こさけ かっ すぇさ し おけすけ ょゃう-
あっ くうっ ゃ ╀なかゅぇさうは っ くっういぉっあくけ. ╃け おぇ いぇ すっか-
し す ゃけ  しぇ こなさ ゃう すっ ぉさけ っ ゃっ くぇ ゃ. „[ぇ ぉけす くうお“ う 
しこ. „]け ちう ぇか ょっ きけお さぇす“. ╀かぇ ゅけ っゃ う ╂ぇぉ さけゃ-
し おう しぇ うい こなか くう かう „くさぇゃ し す ゃっ くぇ すぇ いぇ ょぇ つぇ くぇ 
うく すっ かう ゅっく ちう は すぇ“ う しぇ しない ょぇ かう ╀なか ゅぇさ し おぇ-
すぇ しけ ちう ぇか ょっ きけお さぇ すう つっし おぇ こぇさ すうは. ╉うさ おけゃ 
くは きぇ くう おぇお ゃう しなき くっ くうは – くう すけ いぇ きはし すけ すけ 
しう, くう すけ いぇ さけ かは すぇ しう. ╆ぇゃさなとぇ しっ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは こさっい 1895 ゅ. う ゃっょくぇゅぇ しすぇゃぇ つかっく 
くぇ ╀[]╃‶. ]うかくけ こさうはすっかしすゃけ ゅけ しゃなさい-
ゃぇ し ╃. ╀かぇゅけっゃ. ╁ こせぉかうおぇちううすっ しう けしすさけ 
ぇすぇおせゃぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ くぇ ╉. ]すけうかけゃ う ゃしうつおけ, おけっ-
すけ っ くぇしけつっくけ しさっとせ しけぉしすゃっくうは きせ くぇ-
さけょ.                                                                                                                                           
╁ ╉ぇいぇくかなお – くぇえ-とぇしすかうゃうすっ ゅけょうくう 

くぇ ╋ぇえしすけさぇ. ╉ぇすけ „くぇえ-とぇしすかうゃう” ╉うさおけゃ 
けこさっょっかは ょゃっすっ しう くっけぉうおくけゃっくう う こかけょけす-
ゃけさくう ゅけょうくう, こさっおぇさぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇きっく-
くけ すせお しっ さぇあょぇ こしっゃょけくうきなす きせ -  ╋ぇえしすけさぇ, 
う さぇいちなそすはゃぇ ょぇさぉぇすぇ きせ くぇ あせさくぇかうしす, こせぉ-
かうちうしす, けさゅぇくういぇすけさ う けさぇすけさ. ‶け さってっくうっ 
くぇ ┶V-は おけくゅさっし くぇ ╀]╃‶ こさっい 1897 ゅ., いぇっょ-
くけ し ╄ゃすうき ╃ぇぉっゃ, すけえ こさうしすうゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

しなし いぇょぇつぇすぇ ょぇ ういょぇゃぇす „[ぇぉけすくうつっしおう 
ゃっしすくうお“. ]すぇすううすっ しう くぇえ-つっしすけ こけょこうし-
ゃぇか し こしっゃょけくうきぇ „‶さけきっすっえ“, ぇ  そっえ-
かっすけくうすっ しう, けすさぇいはゃぇとう おぇいぇくかなておけすけ 
ゃしっおうょくっゃうっ - し „╋ぇえしすけさ ╂けつけ ╆せかはきなす“. 
‶さけすけすうこうすっ しう くぇきうさぇか ゃ „┿おぇょっきうはすぇ”. 
]おぇいおうすっ しう ういくぇしはか ゃ [ぇぉけすくうつっしおう おかせぉ 
„╃させあぉぇ“. ╁ „』っさゃっく くぇさけょっく おぇかっくょぇさ 
いぇ こさけしすぇすぇ 1899 ゅ.“, おけえすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 

しっ ういょぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ こけきっしすっくけ くぇえ-
こけこせかはさくけすけ きせ しすうたけすゃけさっくうっ „╃させあくぇ 
こっしっく“. ╁ ╉ぇいぇくかなお っ くぇこうしぇか しゃけは „[ぇ-
ぉけすくうつっしおう きぇさて“, しなとけ こさっゃなさくぇか しっ ゃ 
こっしっく, こけ きせいうおぇ くぇ ╄きぇくせうか ╋ぇくけかけゃ.
╁なかくせゃぇとぇ っ さぇいょはかぇすぇ くぇ ╋ぇえしすけさぇ し 

╉ぇいぇくかなお, おけゅぇすけ こさっい 1899 ゅ. さっょぇおちうは-
すぇ  すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ こさっきっしすう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ, おなょっすけ ╉うさおけゃ しさっとぇ う しゃなさいゃぇ あうゃけ-
すぇ しう し 〈うくぇ. ╁なゃ そっえかっすけくぇ „[ぇいょはかぇすぇ“, 
けすこっつぇすぇく ゃ こけしかっょくうは おぇいぇくかなておう ぉさけえ 
くぇ ゃっしすくうおぇ, すけえ しっ こさけとぇゃぇ しなし しゃけうすっ 
ゅっさけう ′っえつけ 』せおなす, ╂っくつけ ╂ぇえかっすけ, ‶さけえ-
つけ ╂せさぉっすぇ う ゃしうつおう ょさせゅう. ‶さっい 1900 ゅ. 
ういょぇゃぇ つぇしす けす こさけういゃっょっくうはすぇ しう ゃ けす-
ょっかくぇ おくうゅぇ „╃さっきうゅさぇょしおう しきってうかぇ“.
„╇ くっ ゅけ ゃけ さっ すっ すけか おけ ゃぇ ゅかせ こけし すう, 

いぇ とけ すけ くっ しっ くぇ きう さぇ すっ ゃ ′ぇ さけょ くけ すけ 
しなぉ さぇ くうっ!“ 〈けゃぇ こさっょせこさっあょっくうっ けす-
こさぇゃは  ╉うさおけゃ こけ ゃさっきっ くぇ ょうし こせ す きっあ ょせ 
ょ-さ ╉さ. [ぇ おけゃ し おう う ぅ. ]ぇ おな いけゃ, こさけゃっか しっ 
ゃ ]けそうえしおうは ちうさお, こさっい 1904 ゅ. ╇きっくくけ 
ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす, おなょっすけ っ ぉうか 
ょっこせすぇす 4 きぇくょぇすぇ, ╋ぇえしすけさぇ ういはゃはゃぇ 
ゃ くぇえ-こなかくぇ しすっこっく しゃけはすぇ っゃさけこっえしおぇ 
おせかすせさぇ, ぉかっしすはとうは しう けさぇすけさしおう すぇかぇくす 
う きけ とっく こけ かっ きう つっく いぇ さはょ, ぇさすうしすうつくけすけ 
しう けぉぇはくうっ う くっゃっさけはすくけすけ しう つせゃ し す ゃけ いぇ 
たせ きけさ. ′ぇさけょくうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くっ こさけ-
こせしおぇかう  くうすけ っょくぇ ょせきぇ けす こかぇきっくくうすっ 
きせ さっつう – すけえ つっさすぇっか ぉなょっとっすけ し すぇおぇ-
ゃぇ くっこけおけかっぉうきぇ せゃっさっくけしす, つっ う くぇえ-
ゃなさかうすっ きせ こさけすうゃくうちう いぇきかなおゃぇかう. ′ぇ 
ゃしはおぇ さっこかうおぇ うき けすゅけゃぇさはか し ぇさゅせきっくすう 
う けしすさけせきうっ. ╁くせてぇゃぇか, つっ „╇ょっ ぇ かう すっ くぇ 
ぉなか ゅぇさ し おぇ すぇ ょっ きけお さぇ ちうは くっ きけ ゅぇす ょぇ ぉな-
ょぇす くう すけ ゅかぇょ おぇ そさぇ いぇ, くう すけ くっ け おぇし す さっ くぇ 
しけ こぇ”.
„╁ぇし ゃっ つっ いぇ おけく くっ ゃう かけ ゃう, ゅけし こけ-

ょぇ! ╁ぇし ゃう かけ ゃう さっ ゃけ かの ちう は すぇ.“ 〈ぇおぇ 
╉うさおけゃ しっ こさけゃうおゃぇ ゃ こぇさかぇきっくすぇ, せゅ-
くっすっく けす ぉっいょぇさうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ せこ-
さぇゃくうちう, こさけこうかっかう せしうかうはすぇ くぇ くぇさけょぇ 
し かう てっ くう は  こけ そさけく すけ ゃっ すっ う ぉっい し きうし かっ-
くう  いぇ ゅせ ぉう. ┿ おぇすけ しなゃっすくうお ゃ ]けそうえしおぇ 
けぉとうくぇ  ゃけょっか くっこさっおなしくぇすぇ „ぉけさぉぇ くぇ 
きけさぇかぇ しさっとせ おっかっこうさぇ”, ういうし お ゃぇか はし くう 
う すけつ くう くぇ さっょ ぉう, こけ くけ しう きう ょぇ くな ちう う ょけし-
すなこ くけ あう かう とっ いぇ ゃしっ おう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

′ぇえ-ゃぇあくうはす しうきゃけか くぇ くぇえ-こけつうすぇくうは こさけかっすっく 
たさうしすうはくしおう こさぇいくうお ╁っかうおょっく っ, つっ し 》さうしすけゃけ-

すけ ╁ないおさっしっくうっ, おけっすけ けいくぇきっくせゃぇ こけぉっょぇすぇ くぇ ╅う-
ゃけすぇ くぇょ ]きなさすすぇ, こさうさけょぇすぇ しっ しなぉせあょぇ いぇ くけゃ あう-
ゃけす, ぇ たけさぇすぇ こさっけすおさうゃぇす ゃはさぇすぇ, ゃゅかっあょぇす しっ ゃ しっぉっ 
しう う ゃ こけしすなこおうすっ しう う しう ょぇゃぇす しきっすおぇ いぇ うしすうくしおけ-
すけ いくぇつっくうっ くぇ くっこさったけょくけすけ - つけゃっておうすっ ちっくくけしすう.  
′はおけう けす うしおけくくうすっ すさぇょうちうう すさせょくけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
しこぇいっくう ゃ ょくってくけ ゃさっきっ, くけ, きぇおぇさ う きぇかおけ こさけきっくっ-
くう, すっ しぇ しっ しなたさぇくうかう. ╆ぇさぇょう しうきゃけかうおぇすぇ.

* ╆ぇとけ くっ しっ さぇぉけすう くぇ 
[ぇいこっすう こっすなお?

〈ぇおぇ しっ ういさぇいはゃぇ けゅさけきくぇ-
すぇ こけつうす おなき しきなさすすぇ くぇ 
》さうしすけし. ╆ぇぉさぇくぇすぇ ょぇ くっ しっ 
ゃなさてう くうおぇおゃぇ ょけきぇおうくしおぇ 
さぇぉけすぇ しっ っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ しせ-
っゃっさうっ, しこけさっょ おけっすけ - おけえ-
すけ さぇぉけすう くぇ すけいう ょっく, とっ 
ゅけ しこけかっすう くっとぇしすうっ. 〈ぇいう 
いぇぉさぇくぇ けすょぇゃくぇ っ いぇゅせぉうかぇ 
いくぇつっくうっすけ しう, くけ ゃなこさっおう 
すけゃぇ ょけきぇおうくうすっ, おけうすけ くっ 
しぇ せしこっかう ょぇ ぉけはょうしぇす はえちぇ-
すぇ ゃ つっすゃなさすなお, こさぇゃはす すけゃぇ 
ゃ しなぉけすぇ. 

* ╆ぇとけ たけさぇすぇ ゃ しなぉけすぇ 
しさっとせ くっょっかは けぉうおぇかはす 
すさう こなすう  たさぇきぇ? 

╆ぇ ょぇ しっ いぇさっょはす し くぇょっあょぇ いぇ 
╁ないおさっしっくうっ. ]かっょ すなさあっしす-
ゃっくけすけ  ぉけゅけしかせあっくうっ ゃしうつ-

おう しゃっすかうくう ゃ たさぇきぇ せゅぇしゃぇす, 
ぇ ゃさぇすうすっ しっ いぇすゃぇさはす – すぇおぇ 
たさぇきなす しうきゃけかういうさぇ ゅさけぉぇ 
くぇ 》さうしすけし. ╉けゅぇすけ こさっょう こけ-
かせくけと けぉうおけかおぇすぇ いぇこけつゃぇ, 
すけゃぇ ゃしっ けとっ くっ っ ╁ないおさっしっ-
くうっすけ, すけゃぇ っ こさっょつせゃしすゃうっ-
すけ いぇ ╁ないおさっしっくうっ, おけっすけ くぇ-
しすなこゃぇ すけつくけ ゃ こけかせくけと. 

* ╆ぇとけ いぇこぇかっくぇすぇ しゃっと 
しっ けすくぇしは ょけ ょけきぇ?
〈ぇいう しゃっと ゃしっおう すさはぉゃぇ ょぇ 
いぇくっしっ ゃ きなかつぇくうっ ょけ ゃおな-
とう, おぇすけ ゃくうきぇゃぇ すは ょぇ くっ 
せゅぇしくっ, いぇとけすけ すけつくけ すけいう 
ぉかぇゅけょぇすっく けゅなく とっ けしゃっすう 
ょけきぇ きせ. ]こけさっょ くぇさけょくうすっ 
こけゃっさうは, こかぇきなおなす くぇ すぇいう 
しゃっと こさうすっあぇゃぇ きぇゅうつっしおぇ 
しうかぇ. 〈は きけあっ ょぇ しっ こぇかう 
ゃしっおう こなす, おけゅぇすけ ゃ ょけきぇ くう 
うきぇ ぉけかっく, ゃないくうおくぇか っ こさけ-
ぉかっき うかう こさけしすけ いぇ いょさぇゃっ う 
おなしきっす. 

* ╉けかおけ ゃさっきっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こけいょさぇゃはゃぇきっ し „》さうし-
すけし ゃけしおさっしっ”?

‶けいょさぇゃなす „》さうしすけし ╁けしおさっ-
しっ“ しっ しこぇいゃぇ 40 ょくう.

〈けいう ういゃけょ ぉっ けこけゃっしすっく こさっい 
ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ けす [ぇえくぇ 

╋うすおけゃぇ-〈けょけさけゃぇ, こさっょしっょぇすっか くぇ 
┿しけちうぇちうはすぇ くぇ ぉかういけ 70-すっ おけかっお-
すけさしおう ぇゅっくちうう  ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けゃぇ しぇ 
そうさきうすっ, おけうすけ すなさしはす う しっ はゃはゃぇす 
くぇえ-ぉなさいうはす, せょけぉっく う っゃすうく くぇつうく 
いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ しこけさぇいせきっくうっ きっあ-
ょせ おさっょうすけさぇ う こけすさっぉうすっかは, おけえすけ 
ゃ ょぇょっく きけきっくす っ いぇすさせょくっく ょぇ うい-
こかぇすう いぇょなかあっくうっすけ しう. ‶さっょしすぇゃう-
すっかうすっ くぇ すっいう ぇゅっくちうう すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇいゅけゃぇさはす う し ょゃっすっ しすさぇくう, いぇ ょぇ しっ 
くぇきっさう くぇえ-さぇいせきくけすけ, ぉなさいけ う くぇえ-
っそっおすうゃくけすけ さってっくうっ くぇ こさけぉかっきぇ 

しなし いぇおなしくはかけすけ ういこかぇとぇくっ くぇ ょぇょっくけ いぇょなかあっくうっ おなき ぉぇくおぇ. 〈けいう ゃうょ しすさせおすせさう ょっえしす-
ゃぇす ういゃなくしなょっぉくけ う ちっかすぇ うき っ こけしすうゅぇくっ  くぇ しこけさぇいせきっくうっ きっあょせ おさっょうすけさぇ う くっゅけゃうは 
おかうっくす, こさっょう ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ しなょ. 
‶さっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ すっいう ぇゅっくちうう っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ ぉなかゅぇさうすっ くはきぇきっ 

くせあくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ おせかすせさぇ ょぇ せこさぇゃかはゃぇきっ かうつくうすっ しう こぇさう う こけ すぇいう こさうつうくぇ つっしすけ こけ-
こぇょぇきっ ゃ しこうさぇかぇすぇ くぇ かけてうすっ おさっょうすう, いぇょかなあくはかけしす おなき そうくぇくしけゃう うくしすうすせちうう くぇ ぉぇいぇ 
いかっ くぇこさぇゃっくぇ こさっちっくおぇ いぇ ゃないきけあくけしすうすっ くう ょぇ こけおさうゃぇきっ ょぇょっくう いぇょなかあっくうは う かけてけ 
こかぇくうさぇくっ くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. 〈は ういさぇいう おぇすっゅけさうつくけ しすぇくけゃうとっ, つっ ゃなこさっおう こぇさぇょけお-
しぇかくけしすすぇ  くぇ すゃなさょっくうっすけ, おさっょうすなす っ いぇ たけさぇ し こぇさう.
]こけさっょ くっは, “おさっょうすなす くっ っ こさけょせおす いぇ たけさぇ, おけうすけ っょゃぇ しゃなさいゃぇす ょゃぇすぇ おさぇは”. 〈は っ おぇ-

すっゅけさうつくぇ, つっ こさっょう ょぇ しっ ゃいっきっ おさっょうす,   おさっょうすけうしおぇすっかはす すさはぉゃぇ きくけゅけ ょけぉさっ ょぇ しう 
くぇこさぇゃう しきっすおぇすぇ う ょぇ いくぇっ おけかおけ すけつくけ しぇ きっしっつくうすっ きせ さぇいたけょう, おけかおけ こぇさう きけあっ ょぇ 
しこっしすう う おぇおゃぇ っ ゃくけしおぇすぇ, おけはすけ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう.

きぇつなす いぇゃなさてう 0:0. ¨すぉけさなす けす ょさせゅぇすぇ ゃないさぇしすけゃぇ ゅさせこぇ, さけょっくうすっ こさっい 1998-99 ゅけょうくぇ, 
しかっょ しすさぇたけすくぇ う しなさちぇすぇ うゅさぇ しっ こけいょさぇゃうたぇ し こけぉっょぇ 2:0.
╁ しかっょゃぇとうは しう きぇつ 《╉ „┿さしっくぇか 2000” ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 《╉ „╄ょうくしすゃけ“ - ╂せさおけゃけ くぇ 

27.04.2013, しなぉけすぇ, くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” けす 10.30 つ.
 ]さっとうすっ しぇ けすゃけさっくう いぇ ゅさぇあょぇくうすっ.
                                                                                                        ╋うさぇく  ╋ぇょっくょあうはく

* ╆ぇとけ ぉけはょうしゃぇきっ はえちぇ?

╁ たさうしすうはくしおぇすぇ きうすけかけゅうは 
はえちっすけ しうきゃけかういうさぇ ぉっい-
しきなさすうっすけ, すけ くけしう うょっはすぇ くぇ 
ゃないおさなしゃぇくっすけ くぇ 》さうしすけし. 
╁ ╀うぉかうはすぇ はえちっすけ っ いくぇお くぇ 
くぇょっあょぇすぇ. 〈け っ ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
ゃしうつおう ╁っかうおょっくしおう けぉさっょう, 
すなえ おぇすけ しっ けしきうしかは おぇすけ しうき-
ゃけか くぇ あういくっくけすけ くぇつぇかけ, くぇ 
こさっさぇあょぇくっすけ う こさけさぇしすゃぇくっ-
すけ うかう ういけぉとけ おぇすけ けこかけょうすっ-
かっく しうきゃけか.

* ╉けかおけ はえちぇ ょぇ ぉけはょうしぇ-
きっ?

′ぇ ゃさっきっすけ ゃ くぇえ-きくけゅけぉさけえ-
くうすっ そぇきうかうう しぇ ぉけはょうしゃぇかう 
こけ 500-600 はえちぇ, けとっ こけゃっつっ, 
つっ はえちぇ しっ はょぇす ゃ こさけょなかあっ-
くうっ くぇ 40 ょくう しかっょ ╁っかうおょっく, 
ょけ ]こぇしけゃょっく. ╀さけはす うき いぇ-
ゃうしう けす ぉさけは くぇ つかっくけゃっすっ くぇ 

しっきっえしすゃけすけ, ぇ ゃ しっ-
かぇすぇ – う けす ぉさけは くぇ 
おけおけておうすっ-くけしぇつおう. 
╁ ょくってくけ ゃさっきっ くっ 
きけあっ ょぇ しっ ゅけゃけさう 
いぇ すぇおけゃぇ おけかうつっ-
しすゃけ, こさけしすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさっょゃうょう すさぇ-
ょうちうはすぇ こけ しなしっょしおう 
ょぇ しっ さぇいきっくはす はえちぇ 
けす くぇえ-しこけかせつかうゃけ 
せおさぇしっくうすっ.

* ╆ぇとけ ぉけはょうし-
ゃぇくっすけ くぇ はえちぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しすぇゃぇ 
しぇきけ くぇ しゃっすかけ, 
こさっい ょっくは? 

╆ぇとけすけ ╁っかうおょっく-
しおぇすぇ けぉさっょくけしす 

しなせきはゃぇ ょぇ たぇさきけくういうさぇ 
さぇいかうつくう くぇゅかっょ うょっう: いぇ 
ゃないおさなしゃぇくっすけ くぇ ╀けゅぇ, いぇ 
ゃないおさなしゃぇくっすけ くぇ こさうさけょぇすぇ 
う “ゃないおさなしゃぇくっすけ” くぇ しけちうせきぇ 
– つさっい ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ くけゃけ 
こけおけかっくうっ ゃ さけょけゃうは さうすなき. 
╁ くはおけう さぇえけくう - くぇこさうきっさ 
ゃ ]っゃっさけいぇこぇょくぇ ╀なかゅぇさうは, 
ょけさう うきぇ こさぇおすうおぇ はえちぇすぇ ょぇ 
しっ ぉけはょうしゃぇす すぇえくけ, いぇ ょぇ くっ 
ぉなょぇす せさけつぇしぇくう けす かけてう けつう. 

* ╆ぇとけ う おぇかうくおぇすぇ しっ 
しゃなさいゃぇ し ╁っかうおょっく?

‶けくはおけゅぇ ゃっかうおょっくしおうすっ しゃっ-
とう しっ せおさぇしはゃぇす し おぇかうくおう. 
╊っゅっくょぇすぇ さぇいおぇいゃぇ, つっ おけゅぇ-
すけ さぇいこなくぇかう ╇しせし 》さうしすけし くぇ 
おさなしすぇ, こさなしすすぇ, ゃなさたせ おけはすけ 
おぇこっかぇ おさなゃすぇ きせ, しっ けぉぇゅさう-
かぇ ゃ ぇかっくけ. ╁なさたせ すぇいう おさなゃ 
おぇこぇかう う くっゅけゃうすっ しなかいう, おけう-
すけ ういゅかっあょぇかう つっさくう. ╉けゅぇすけ 
╇しせし ゃないおさなしくぇか, けす きはしすけすけ 
ういかっすはかぇ… おぇかうくおぇ. ′ぇ ゅさなち-
おう おぇかうくおぇ っ こぇしたぇかうちぇ, けす 
‶ぇしたぇ. ╁ ╀なかゅぇさうは おぇかうくおぇすぇ 
っ くぇさうつぇくぇ ╁っかうおょっくつっ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

1-╇¨ 〈╅‶ - 〈╊╋╉】〉╅『《╉╊〉 ╉╊〉 〉╅ 【『】╉╅
¨ 『╅╆《【〉¨ぁ╊』[╅【╅ 』《]¨╉╅『〉《』【

]おなこう ぇさしっくぇかちう, ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお! 
‶さぇいくうおなす, おけえすけ つぇおぇきっ, ゃっつっ っ し くけゃけ  かうちっ. ╊うちっ, 

くぇかけあっくけ けす こさけきっくうすっ う ゃさっきっすけ, けす すさせょくけしすうすっ う 
こけしすうあっくうはすぇ くう, けす せしきうゃおうすっ う すなゅぇすぇ くぇ ょっかくうおぇ 
くう. [ぇいぉうさぇっきけ っ - あうゃっっき ゃ くっかっおう ゃさっきっくぇ, おけうすけ 
ういうしおゃぇす こさっょう ゃしうつおけ ゃしっけすょぇえくけしす, せこけさしすゃけ くぇ 
ゃけかはすぇ う ょせたぇ う しうかぇ - いぇ くけゃう くぇょっあょう. 
 ′け, すけつくけ いぇとけすけ っ すさせょくけ, しきっ せぉっょっくう, つっ しかっょ 

すけゃぇ せしこったうすっ とっ ぉなょぇす ょぇかっつ こけ-しかぇょおう う  ゃょなたくけ-
ゃはゃぇとう, けすおけかおけすけ かっしくうすっ こけぉっょう, おけうすけ くっ ちっくうき.
 ╄すけ いぇとけ, ゃ すっいう こさぇいくうつくう ょくう, おけうすけ こさっょしすけはす, 

ゃう ぉかぇゅけょぇさうき いぇ ゃしっけすょぇえくけしすすぇ う こさけそっしうけくぇ-
かういきぇ, し おけえすけ こさけょなかあぇゃぇすっ ょぇ こぇいうすっ う いぇとうすぇ-
ゃぇすっ きぇさおぇすぇ “┿さしっくぇか”,  いぇ かけはかくけしすすぇ  う すなさこっくう-
っすけ, いぇ しうかぇすぇ, おけはすけ くぇきうさぇすっ, ゃなこさっおう すさせょくうすっ 
ょくう, おけうすけ しなこさっあうゃはゃぇきっ. 
 ╇ いぇ くぇょっあょぇすぇ う ょけゃっさうっすけ, し おけうすけ くう ょぇさはゃぇすっ.
 〉ぉっょっくう しきっ, つっ, おけゅぇすけ ゅかっょぇきっ ゃ っょくぇ こけしけおぇ, 

とっ せしこっっき. 
 ] ぉかぇゅけょぇさくけしす う こけあっかぇくうは いぇ いょさぇゃっ う ょけぉさう 

ょくう ゃ  しっきっえしすゃぇすぇ ゃう!
 

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃

Синдикалният комитет на КНСБ - „Арсенал” 
организира Първомайско честване-концерт на 30-
ти  май от 19 часа  в Дома на културата “ Арсенал”. 
Концертът е с участието на фолклорните 
танцови формации „Арсенал“.

Добре дошли сте!

』っしすうす ‶なさゃう きぇえ, しおなこう ぇさしっくぇかちう! 

╁なこさっおう ょなかゅけかっすうっすけ しう, こさぇいくうおなす くぇ すさせ-
ょぇ 1-ゃう きぇえ っ しなたさぇくうか  さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しう 
しなとくけしす う こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ しうきゃけか  くぇ 

しこさぇゃっょかうゃうすっ  すさせょけゃう う しけちうぇかくう うしおぇくうは くぇ  
すさせょっとうすっ しっ たけさぇ.  
╉ぇせいぇ, くぇ おけはすけ しぇ こけしゃっすうかう せしうかうはすぇ しう しうくょう-

おぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ 
“┿さしっくぇか”. 
 ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こさぇいくうおぇ けす しなさちっ ゃう こけあっかぇ-

ゃぇきっ いょさぇゃっ - くぇ ゃぇし う しっきっえしすゃぇすぇ  ゃう, こさけそっしうけ-
くぇかくう せしこったう う こけかいけすゃけさくう せしうかうは ゃ けすしすけはゃぇくっ-
すけ くぇ さぇぉけすくうつっしおうすっ くう こさぇゃぇ! 

] こなさゃけきぇえしおう こけいょさぇゃ! 

]╉ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”

ぢだとんぞん

╀うゃてうはす ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうお – 67-ゅけょうてくうはす 〈けょけさ 〈けょけ-
さけゃ けす おゃ. “╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃっつっ っ くぇ こなす ょぇ 

こぇすっくすけゃぇ しゃけっ しけぉしすゃっくけ くけせ-たぇせ いぇ いぇこなかゃぇくっ くぇ  しすけすうちうすっ 
せかうつくう ょせこおう ゃ おゃぇさすぇかぇ, ゃ おけえすけ あうゃっっ. 
 ‶さう すけゃぇ - こけつすう ぉっいこかぇすくけ, ゃかぇゅぇえおう ぉっいゃないきっいょくけ しゃけえ すさせょ.
 ╁っさっく くぇ こさうくちうこぇ, つっ  “┿さしっくぇか” っ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう, ぉぇえ 

〈けょけさ くっ  こさうっきぇ すっいぇすぇ, つっ つけゃっお ゃ こっくしうは っ ぉっいこけかっいっく くぇ 
けぉとっしすゃけすけ, いぇすけゃぇ しっ いぇかぇゃは いょさぇゃけ いぇ さぇぉけすぇ. ¨す おぇきぇさうすっ 
しすさけうすっかくう けすこぇょなちう, おけうすけ しっ ういかうゃぇす とっょさけ ゃ おぇいぇくかなておうすっ 
おゃぇさすぇかう, すけえ さってぇゃぇ, つっ, ゃきっしすけ ぉけおかせお, すっいう けすこぇょなちう きけゅぇす 
ょぇ しゃなさてぇす ょけぉさぇ さぇぉけすぇ う ょぇ しっ こさっゃなさくぇす ゃ ゅさぇょうゃっく きぇすっ-
さうぇか, し おけえすけ ょぇ しっ いぇこなかゃぇす せかうつくう ょせこおう. 



2 26 април 2013 г.ȼɟɬɟɪɚɧɢ ɂɧɬɟɪɜɸ

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

╋¨╇《【 [╅【《 〉╅ [¨〉《 【『っ╆╇╅ ╉╅ ¨〈╅ ╆╅]╅〉』 〈╊╋╉】 ╉《｠《╉¨
¨ ′╅》╅′╇╅〉╊ 〉╅ 『╅╆《【〉¨ 〈╊』【╅

》ちそな. お-ち 》しあすかせ 《ちかのあちつさけ:｠ちけつてそ ╈ひおかう:

‶けかけゃうくぇすぇ, ぇおけ くっ う ちっかうはす, „┿さしっくぇか” さぇいこけい-
くぇゃぇ, ぉっい ょぇ しっ いぇきうしかう, いぇょ うきっすけ くぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ 
しこけきっくぇ いぇ きかぇょけしすすぇ くぇ せつっくうつっしおうすっ しう ゅけょうくう. 
╇ くはきぇ おぇお ょさせゅけはつっ, いぇとけすけ „ょさせゅぇさは ╂なょっゃ” っ ょう-
さっおすけさなす, しなし しうゅせさくけしす し くぇえ-ょなかゅうは  しすぇあ くぇ せこ-
さぇゃかっくしおうは こせかす くぇ おぇいぇくかなておうは 〈ったくせおせき こけ きっ-
たぇくけすったくうおぇ. ╇きっくくけ 〈ったくうおせき, いぇとけすけ う ょけ ょくっし 
うくあ. ╂なょっゃ くっ こさういくぇゃぇ いぇ こけょたけょはとけ こさっおさな-
とぇゃぇくっすけ くぇ すったくうおせきうすっ ゃ  こさけそっしうけくぇかくう ゅうき-
くぇいうう. ╇ いぇ くっゅけ, おぇおすけ いぇ きくけいうくぇ, しはおぇて すけゃぇ 
おさなとぇゃぇくっ しすぇくぇ いくぇお いぇ „しゃぇかはくっすけ くぇ ゅぇさょぇ” 
くぇ うしすうくしおうは こさけそっしうけくぇかういなき, おけえすけ こけょこっつぇす-
ゃぇてっ ょうこかけきうすっ けす 〈╋〈 „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ” – ╉ぇ-
いぇくかなお.  ¨す 130 ょけ 150 おぇつっしすゃっくう しさっょくう すったくうちう 
ゅけょうてくけ ょぇゃぇ くぇゃさっきっすけ おぇいぇくかなておうはす すったくうおせき 
くぇ ゅさぇょしおけすけ  きぇてうくけしすさけっくっ. ‶けゃっつっすけ すはた – いぇ 
„┿さしっくぇか”. ╇きっくくけ いぇさぇょう すけゃぇ  せつうかうとっすけ さぇぉけ-
すう ゃ すはしくぇ う こけしすけはくくぇ ゃさないおぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
おけきぉうくぇすぇ, おなょっすけ ╂なょっゃ „こさっしおぇつぇ” こけ くはおけかおけ 
こなすう しっょきうつくけ. ╁ っあっょくっゃくぇすぇ ゃさないおぇ きっあょせ こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ ゃ „┿さしっくぇか” う けぉせつっくうっすけ ゃ すったくうおせ-
きぇ しっ おさうっ けすゅけゃけさなす けくいう ゃなこさけし, おけえすけ ょくっし くっ 
しこうさぇ ょぇ きなつう せつうすっかう, さけょうすっかう う ょっちぇ: ”╆ぇとけ 
しっゅぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは くっ 
っ けくけゃぇ, おけっすけ ぉってっ う おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ?” ╇くあ. 
╂なょっゃ っ せぉっょっく, つっ  けぉせつっくうっすけ っ ゃないきけあくけ しぇきけ ゃ 
こさけういゃけょしすゃっくう せつっぉくう せしかけゃうは – くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ せつうかうとっすけ, くけ ゃ こさはおぇ ゃさないおぇ し こさっょこさうはすうっすけ, 
おなょっすけ せすさっ とっ しっ さぇぉけすう. 
╆ぇ ╂なょっゃ すけゃぇ っ こけゃっつっ けす っしすっしすゃっくけ - しぇきうはす 

すけえ こけつゃぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ しう ういさぇしすゃぇくっ ゃ „┿さ-
しっくぇか”, ゃ いぇゃけょしおけすけ きぇてうくけしすさけうすっかくけ せつうかうとっ, 
おなょっすけ っ いぇきっしすくうお くぇ ょうさっおすけさぇ ╂なさょう ╋ぇさうくけゃ. 

╀かういけ 40 ゅけょうくう, おけうすけ いぇ 
ょうさっおすけさぇ ╂なょっゃ きうくぇゃぇす 

おぇすけ くぇ っょうく ょなた, おぇいぇくかなて-
おけすけ けぉさぇいちけゃけ きぇてうくけしすさけ-
うすっかくけ せつうかうとっ っ ゃ くっゅけゃうすっ  
さなちっ, くうとけ, つっ こなさゃけ けすおぇいぇか 
ょぇ こけっきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ: ”′っ 
しなき ゅけすけゃ...”, おぇいぇか きかぇょけおなす 
くぇ ゅさぇょしおけすけ こぇさすうえくけ ゃっかうつうっ 
‶っすおけ ╁かぇっゃ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1964-
すぇ. ╂なょっゃ, けぉぇつっ, はゃくけ しっ けおぇいぇか 
くっけつぇおゃぇくけ こけょゅけすゃっく. ╇くぇつっ 
くはきぇてっ ょぇ けしすぇゃう いぇょ ゅなさぉぇ しう 
くけゃけこけしすさけっくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ せつうかう-
とっすけ – せつっぉっく おけさこせし, さぇいてうさっ-
くう さぇぉけすうかくうちう, そういおせかすせさっく 
しぇかけく, けぉとっあうすうっ..., こなさゃぇすぇ 
╂┿‶] ゃ せつうかうとっ, こなさゃうはす /けし-
ゃっく ‶さぇゃっち/ こさうっき くぇ けしきけおかぇ-
しくうちう ゃ すったくうつっしおう こぇさぇかぇかおう 
しなし いぇしうかっくけ ういせつぇゃぇくっ くぇ つせあょ 
っいうお...
╁しうつおけ すけゃぇ いぇ ╂なょっゃ くうおけゅぇ 

くっ っ ぉうかけ しぇきけちっか. ‶さぇゃうか ゅけ, 
いぇとけすけ いくぇっか, つっ しぇきけ し ょけぉさぇ 
せつっぉくぇ ぉぇいぇ, きけょっさくう しこっちうぇか-
くけしすう う ょけぉさう こさっこけょぇゃぇすっかう 
きけあっ ょぇ しっ くぇせつぇす ょっちぇすぇ ょぇ さぇ-
ぉけすはす, おぇおすけ しっ さぇぉけすう ゃ いぇゃけょぇ. 
〈けゃぇ ぉうかけ ぇぉしけかのすくけ くせあくけ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ せつっくうちうすっ ういかう-
いぇす けす せつうかうとっ し ゅけすけゃぇ いぇこけゃっょ 
いぇ くぇいくぇつっくうっ. ′はおけう ょけさう – し 
こけ ょゃっ こさっょかけあっくうは いぇ さぇぉけすぇ. 
„╃ぇ きけゅぇす ゃっょくぇゅぇ しかっょ せつうかうとっ 

ょぇ うきぇす こけくっ こけ ょゃっ ゃない-
きけあくけしすう いぇ さぇぉけすぇ”, すけゃぇ 
っ きっつすぇすぇ くぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ 
いぇ ょくってくうすっ いさっかけしすくうちう - 
すさせょけ けしなとっしすゃうきぇ きっつすぇ, 
こさっょゃうょ しっゅぇてくぇ  ╀なかゅぇ-
さうは. ′け うくあ. ╂なょっゃ ゃはさゃぇ, 
つっ っ ゃないきけあくぇ. ‶さう はゃくうは 
しこぇょ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょう-
くう くぇ うくすっさっしぇ くぇ ょっちぇすぇ 
おなき せつうかうとっすけ う けしけぉっくけ 
– おなき きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ 
しこっちうぇかくけしすう,  こさう おさういぇ-
すぇ ゃ うおけくけきうおぇすぇ う すけすぇか-
くぇすぇ くっゅさぇきけすくけしす, おけはすけ 
くう けぉたゃぇとぇ, ╂なょっゃ しきはすぇ, 
つっ しこぇしはゃぇくっすけ くぇ おぇいぇく-
かなておうは きったぇくけすったくうおせき, 
おさなしすっく  ‶さけそっしうけくぇかくぇ 
ゅうきくぇいうは, くっ っ くっゃないきけあ-
くけ. ╁はさぇ いぇ すけゃぇ きせ ょぇゃぇ う 
くけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ゃ かうちっすけ 
くぇ ょうさっおすけさぇ ╋ぇさうぇくぇ ╃っ-
きうさっゃぇ う くっえくうは っおうこ, おけう-
すけ いぇ こけ-きぇかおけ けす ゅけょうくぇ 
せしこはゃぇす ょぇ しきっくはす こけしけおぇすぇ 
くぇ ょゃうあっくうっ くぇ せつうかうとっ-
すけ けす こなかくぇすぇ さぇいさせたぇ おなき 
しすぇぉうかういうさぇくっ う さぇいゃうすうっ.
╉けゅぇすけ ╂なょっゃ ょけてなか ゃ 

すったくうおせきぇ, くっ ぉうかけ すぇおぇ 
– くっとぇすぇ こさう こさっょうてくうは 
ょうさっおすけさ ╇ゃぇく 『ぇくっゃ しう 
ゃなさゃっかう ょけぉさっ, いぇ くけゃうは 

けしすぇゃぇかけ しぇきけ ょぇ くぇょゅさぇあょぇ.

╇くあ. ╂なょっゃ ゅさぇょう
40 ゅけょうくう 

       
╂さぇょっあなす くぇ くけゃぇすぇ ぉぇいぇ すけえ 

けすこけつゃぇ ゃっょくぇゅぇ けとっ こさっい 
1964-すぇ. ′ぇきうさぇす しっ くぇつうくう 
いぇ こさけっおすうさぇくっ, くぇゃさっきっすけ 
いぇぉさぇくっくけ くぇ きっしすくけ くうゃけ, ぇ 
しぇきけ いぇ ょゃっ ゅけょうくう – けす 1973-
すぇ ょけ 1975-すぇ, しっ ういゃなさてゃぇ 
う くけゃけすけ しすさけうすっかしすゃけ. ╉ぇお-
すけ つっしすけ しすぇゃぇ くぇゃさっきっすけ, いぇ 
ょぇ しっ しかせつう すけゃぇ, ╂なょっゃ こさう-
かけあうか ういゃっしすくう „きぇくぬけゃさう” 
ゃ „こさうょなさこゃぇくっすけ” くぇ つっさ-
ゅぇすぇ くぇ ょなさあぇゃくぇすぇ しせぉしう-
ょうは うきっくくけ いぇ おぇいぇくかなておうは 
すったくうおせき. ′ぇこさぇゃうか こなすっ-
おぇ ょけ 『╉ くぇ ╀╉‶ – ょけ ╇ゃぇく 
┿ぉぇょあうっゃ う おぇいぇくかなつぇくうくぇ 
》さうしすけ ╉っかつっゃ, いぇき.-きうくうし-
すなさ くぇ こさけしゃっすぇすぇ. ╃ゃぇきぇすぇ 
こさっくぇさっょうかう おかぇしぇちうはすぇ くぇ 
おぇこうすぇかけゃうすっ さぇいたけょう ゃ こけか-
いぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょ ゃっつくうは 
しなこっさくうお ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっい 
1975-すぇ おきっすなす くぇ ゅさぇょぇ ╀けく-
つけ ╋うかっゃ けすおさうゃぇ けぉくけゃっくけ-
すけ せつうかうとっ. ╆ぇ すけゃぇ ょくってくう-
はす ょうさっおすけさ ╃っきうさっゃぇ おぇいゃぇ: 
”╁しうつおけ, おけっすけ っ くぇこさぇゃっくけ, 
っ けす ゃさっきっすけ くぇ ╂なょっゃ”.
¨す すけゃぇ ゃさっきっ しぇ う しこけきっ-

くうすっ いぇ 18-すっ こぇさぇかっかおう せつっ-
くうちう, くはおけゅぇ しすうゅぇかう う ょけ 24. 
‶さっょう こけかいゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ 
しゅさぇょぇ, せつっかう くぇ ょゃっ しきっくう. 
╂なょっゃ ゃけょっか ぉせおゃぇかくけ ぉけえ いぇ 
こけ-ゃうしけお こさうっき くぇ ょっちぇ, おけえ-
すけ う すけゅぇゃぇ しっ さぇいさってぇゃぇか けす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
 

╃うさっおすけさなす くっ
いぇぉさぇゃは こけきけとすぇ けす

„┿さしっくぇか”     

 „╁しはおぇ ゅけょうくぇ うき ょぇゃぇた こけ 
130-150 せつっくうちう, ょうこかけきうすっ 
しっ ゃさなつゃぇたぇ いぇっょくけ しなし いぇ-
こけゃっょ いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっ う ょけさう 
しかっょはたきっ ょぇかう いぇゃなさてうかうすっ 
しぇ しっ はゃうかう くぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ 
う „┿さしっくぇか” きくけゅけ きう こけきぇゅぇ-
てっ”, くっ いぇぉさぇゃは うくあ. ╂なょっゃ. 
]なゃきっしすくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃけょう ょけ 
さぇいおさうゃぇくっ くぇ くけゃぇすぇ しこっ-
ちうぇかくけしす „╋ぇてうくう し ちうそさけ-
ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ”, 
おけはすけ しなとっしすゃせゃぇ ゃ せつうかうとっ-
すけ う ょけ ょくっし. ╂なょっゃ, いぇっょくけ 
し  ょうさっおすけさぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, 
こせしおぇす ょけさう  ╂┿‶] ゃ せつうかう-

とっすけ! ╃ぇ ゃうょはす ╂┿‶]-ぇ /╂なゃ-
おぇゃぇすぇ ぇゃすけきぇすういうさぇくぇ こさけ-
ういゃけょしすゃっくぇ しうしすっきぇ/ ょけてかう 
つぇお けす こけしけかしすゃけすけ くぇ ]]][, 
くぇつっかけ し ╁うおすけさ 【ぇさぇこけゃ, 
おけえすけ ょけゃっか こっすうきぇ ょうさっお-
すけさう くぇ せつうかうとぇ けす ╋けしおゃぇ. 
]こっちうぇかうしすう くぇ おけきぉうくぇすぇ 
うょゃぇす ょぇ けさゅぇくういうさぇす しうしすっ-
きぇすぇ う ょぇ こけきぇゅぇす ゃ けぉせつっくう-
っすけ くぇ せつっくうちうすっ ょぇ さぇぉけすはす 

し くっは. ] ぇさしっくぇかしおぇ こけきけと ゃ 
すったくせおせきぇ ぉうかう ょけしすぇゃっくう けぉ-
さぇぉけすゃぇとう ちっくすさう, くぇ おけうすけ 
せつっくうちうすっ さぇぉけすっかう. „┿さしっ-
くぇか” ょぇゃぇ くぇ せつうかうとっすけ う きぇ-
てうくう „‶っおけきぇおし”. 』せょけすけ „┿ゃ-
すけきぇすういうさぇくけ こさけういゃけょしすゃけ 
こけ かうくうはすぇ:しおかぇょ – ちっくすさう 
– ゅけすけゃぇ こさけょせおちうは – しおかぇょ/ 
くっ っ っょうくしすゃっくぇすぇ ゃさないおぇ し 
けさなあっえくうちぇすぇ. ╁ すったくうおせきぇ 
せつっくうちうすっ ういさぇぉけすゃぇす きぇてうく-
くう つぇしすう いぇ ぇさしっくぇかしおけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ.
〉つっくうちうすっ ういさぇぉけすゃぇす けす くぇ-

つぇかけ ょけ おさぇえ う ぉけさきぇてうくうすっ 
╀-12. ‶さうたけょうすっ けす さっぇかういぇ-
ちうは くぇ ゅけすけゃぇすぇ せつっくうつっしおぇ 
こさけょせおちうは しすうゅぇす ょけ 500 たうか. 
かゃ. ゅけょうてくけ. 〉つうかうとっすけ うきぇ 
ょゃぇ しけぉしすゃっくう おぇきうけくぇ, っょう-
くうはす こさっょけしすぇゃっく けす っおしおきっすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
ょけおぇすけ ぉうか てっそ ゃ 【せきっく.
〈ぇおぇ こけしすっこっくくけ, けとっ ゃ せつう-

かうとっ, せつっくうちうすっ さぇぉけすはす ゃ 
うしすうくしおう こさけういゃけょしすゃっくう せし-
かけゃうは う せしゃけはゃぇす こさけそっしうはすぇ. 
╁ すけゃぇ っ おかのつなす くぇ ょけぉさぇすぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ, 
おぇおゃぇすけ ょくっし かうこしゃぇ, せぉっょっく 
っ うくあ. ╂なょっゃ. 〈けえ っ せぉっょっく, つっ 
こさうつうくぇすぇ いぇ せこぇょなおぇ くぇ さけょ-
くけすけ こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ ょくっし くっ しぇ かけてうすっ こさけ-
ゅさぇきう, ぇ ゃ かうこしぇすぇ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ さっぇかくう せしかけゃうは. 〉つっくうちうすっ 
ょくっし こさけしすけ くっ さぇぉけすはす こけ 
こさけそっしうはすぇ, おぇいゃぇ ╂なょっゃ. 〈けえ 
っ せぉっょっく, つっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇ-
ぉけすう こけ こさけそっしうはすぇ くぇ きはしすけ 
– ゃ せつうかうとっ, おなょっすけ, せつっえおう 
しっ, ょっちぇすぇ きけゅぇす う ょぇ ぉなさおぇす. 
¨ぉせつっくうっすけ ゃ しぇきうすっ そうさきう, 
ぉっい くぇかうつくぇ しけぉしすゃっくぇ ぉぇいぇ 
ゃ せつうかうとっ, しこけさっょ ょうさっおすけさ-
しすゃぇかうは 40 ゅけょうくう ╂なょっゃ, っ 
くっっそっおすうゃくけ. ╆ぇすけゃぇ, おけきっく-
すうさぇえおう ょくってくうすっ さぇいさせてっくう 
さぇぉけすうかくうちう ゃ すったくうおせきぇ, おな-
ょっすけ こけしすけはくくけ しっ おさぇょっ, うくあ. 
╂なょっゃ おぇいゃぇ: ”┿おけ ゃかはいぇ, しう-
ゅせさくけ とっ こさうこぇょくぇ, ういけしすぇゃっ-
くう しぇ けす ゅけょうくう...”. ╂なょっゃ ぉけ-
かっょせゃぇ いぇ すけゃぇ う かうつくけ こけきぇゅぇ 
くぇ くけゃうは ょうさっおすけさ ╃っきうさっゃぇ ゃ 
ぉうすおぇすぇ う し さぇいさせたぇすぇ う おさぇあ-
ぉうすっ – ょぇゃぇ しなゃっすう, たけょう し 
くっは ゃ こけかうちうはすぇ...╁すせさくぇか しっ 
っ ょぇ え こけきぇゅぇ, いぇとけすけ きうかっっ 
いぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ すったくうおせ-
きぇ うきぇかけ こけ 25-30 うくあっくっさう, 
ぇ しっゅぇ しぇ しぇきけ くはおけかおけ. ‶さっ-
こけょぇゃぇすっかう ╂なょっゃ くぇきうさぇか こけ 

ょゃぇ くぇつうくぇ. ‶なさゃうはす – かうつくけ 
けぉうおぇかはか ぇさしっくぇかしおうすっ ちったけ-
ゃっ, けすょっかう う せつぇしすなちう, おなょっすけ 
くぇぉかのょぇゃぇか おぇお しっ さぇぉけすう う 
しう たぇさっしゃぇか せつうすっかう こけ こさぇお-
すうおぇ う しこっちうぇかくうすっ こさっょきっすう.

╂なょっゃ ゃぇょっか せつうすっかう
ょうさっおすくけ けす

ちったけゃっすっ くぇ „┿さしっくぇか”   

『ひつてひて せあ いあせさそうけてか おかたそくけてけ せか か てそしさそうあ そて つたかつてかせけ くあたしあてけ, あ たそ-つさそちそ 
そて たあちけ, てかえしかせけ そて いけくせかつあ け そねあさうあはけ たそ-つたそさそこせけ うちかすかせあ くあ けせうかつてけぬけけ
- ╂けしこけょうく ¨さってぇさしおう, 

っょくぇ けす ゅけかっきうすっ すっきう くぇ 
╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ ゃ こけ
しかっょくうすっ ゅけょうくう っ すせさう
いきなす  う こさっゃさなとぇくっすけ くぇ 
╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ ゃ けしくけゃっく すせさうしすうつっ
しおう ちっくすなさ. ╋けあっ かう ╉ぇ
いぇくかなお ょぇ しっ ういょなさあぇ けす 
すせさういなき? 
- ┿い きうしかは, つっ すせさういきなす くっ 

ぉうゃぇ ょぇ しっ こさっゃさなとぇ ゃ けし
くけゃっく けすさぇしなか, ゃしっ こぇお さぇい
ゃうすうっすけ くぇ うくょせしすさうはすぇ っ 
ぉなょっとっすけ くぇ っょくぇ しすさぇくぇ. 
′け, おぇすけ すせさうしすうつっしおぇ ょっし
すうくぇちうは, すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ おぇせいぇ う くぇ ゅさぇょぇ. 
′ぇゃしはおなょっ きけあっ ょぇ しっ こっつっ
かう けす すせさういなき. 〈せお しなとけ. ′け, 
けしくけゃくけすけ くっとけ いぇ っょくぇ ょなさ
あぇゃぇ, けすくけゃけ とっ ゅけ おぇあぇ, っ 
ょぇ さぇいゃうゃぇゃぇきっ うくょせしすさうはすぇ, 
ぇ すせさういきなす すさはぉゃぇ ょぇ こけょ
こけきぇゅぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ っょくぇ 
ょなさあぇゃぇ. ]ぇきけ し すせさういなき くっ 
しすぇゃぇ, こけくっ いぇ しすさぇくぇ おぇすけ 
╀なかゅぇさうは. 

- ╉ぇいぇくかなお っ っょうく こさうく
ちうこくけ こさけきうてかっく, さぇぉけす
くうつっしおう ゅさぇょ うかう こけくっ 
すぇおぇゃぇ しかぇゃぇ っ うきぇか ょけこ
さっょう ゅけょうくう. ╇きぇ かう さうしお 
ゃ すけゃぇ - ょぇ しっ ぇおちっくすうさぇ 
けしくけゃくけ ゃなさたせ すせさういきぇ 
おぇすけ ゅさうあぇ いぇ ゅさぇょぇ うかう 
しっ くぇかぇゅぇ こけょけぉくけ せしうかうっ  
ゃ うきっすけ くぇ けとっ っょうく こさう
たけょけくけしっく ういすけつくうお いぇ さぇ
えけくぇ? 
- ′っ しなき きくけゅけ しなゅかぇしっく し 

ゃぇし, いぇとけすけ すけゃぇ, おけっすけ ゃう
ょはた ゃ ╉ぇいぇくかなお しっゅぇ, ぇ くっ ぉはた 
うょゃぇか すせお くはおけかおけ ゅけょうくう, 
っ, つっ ╉ぇいぇくかなお っ っょうく ょけ
ぉなさ こさうきっさ いぇ しさぇゃくうすっかくけ 
せしこってくけ さぇいゃうすうっ くぇ そけくぇ 
くぇ ょさせゅう ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけ
ゃっ けす すぇおなゃ きぇとぇぉ う きうしかは, 
つっ ぇおちっくすなす ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
うくょせしすさうはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ けしすぇ
くっ. ┿ ゃしうつおけ ょさせゅけ, おぇすけ すせ
さういきなす, ょぇ ぉなょっ しこっちうそうつっく 
っかっきっくす, おけえすけ ょぇ こさうょぇょっ 
ょけこなかくうすっかくぇ こさうゃかっおぇすっか
くけしす くぇ さっゅうけくぇ. 

- ╂さっておぇ かう っ すけゃぇ, つっ 
ょなさあぇゃぇすぇ しっ けしゃけぉけょう けす 
しゃけうすっ ょはかけゃっ ゃ しすさせおすせ
さけけこさっょっかはとう こさっょこさうは
すうは, おぇすけ “┿さしっくぇか”, おけうすけ 
しっゅぇ ういこうすゃぇす いぇすさせょくっ
くうは, けしくけゃくけ けすおなき さっぇ
かういぇちうは くぇ こさけょせおちうはすぇ?
- ′っ いくぇき ょぇかう うきぇ こさはおぇ  

ゃなさいおぇ きっあょせ ょゃっすっ くっとぇ, くけ 
しこっちうぇかくけ “┿さしっくぇか” っ しすさせお
すせさけけこさっょっかはとけ こさっょこさうは
すうっ ゃ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせし
すさうは う きうしかは, つっ ょなさあぇゃぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ こけょこけきぇゅぇ すぇおうゃぇ 
こさっょこさうはすうは きくけすけ こけ-ぇおすうゃ
くけ, けすおけかおけすけ ょけしっゅぇ, ぇ くっ ょぇ 
ゅう ういけしすぇゃは, おぇおすけ ゃ きけきっく
すぇ. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ こさぇおすうおぇすぇ 
う くぇ こけ-さぇいゃうすうすっ しすさぇくう. ┿い 
かうつくけ くっ いくぇき くはおなょっ ょぇかう 
うきぇ  こさっょこさうはすうっ けす けすぉさぇ
くうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは, おけっすけ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ せしこってくけ ぉっい 
ょなさあぇゃくぇ こけょおさっこぇ. 

- ╄ょうくうはす きけすうゃ ゃ きけきっく
すぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ かうちっすけ くぇ 
ゃけっくくうは きうくうしすなさ 〈けょけさ 
〈ぇゅぇさうくけゃ, っ, つっ ぉのょあっすなす 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ っ くぇこさっゅくぇす, 
くはきぇ ょけしすぇすなつくけ しさっょしすゃぇ 
いぇ くけゃけ ゃなけさなあっくうっ, けす
すぇき う いぇ くけゃう こけさなつおう おなき 
ぉなかゅぇさしおうは ╁‶╉. ╁なこさけし 
くぇ こさうけさうすっすう う ょぇかくけ
ゃうょくう こけかうすうおう  かう っ うかう 
こさけしすけ くはきぇ こぇさう? 
- ╃なさあぇゃぇすぇ こさうくちうこくけ くっ 

ぉうゃぇ ょぇ しせぉしうょうさぇ つぇしすくう 
おけきこぇくうう, くけ ゃ しかせつぇは  ぇい くっ 
ゅけゃけさは いぇ すぇおなゃ すうこ こけょおさっ
こぇ. ┿い ゅけゃけさは いぇ こけょおさっこぇ こけょ 
そけさきぇすぇ くぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
こぇいぇさう, くぇ こけょおさっこぇ いぇ さぇい
ゃうすうっ. 

- ╉けかおけ っ けこけしおぇくぇ ょなさ
あぇゃぇすぇ  くう, ゅ-く ¨さってぇさ
しおう?
- 〈けゃぇ, おけっすけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ 

しすぇゃぇ はしくけ けす ょぇくくうすっ, っ, つっ 
しうすせぇちうはすぇ っ ょけしすぇ かけてぇ おぇすけ 

すっくょっくちうは ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ, 
そうしおぇかくうはす さっいっさゃ しなとけ. 
╇きぇ すっくょっくちうは くぇ せゃっかうつぇ
ゃぇと しっ ょなかゅ, ういこなかくっくうっすけ 
くぇ ぉのょあっすぇ ょけ すけいう きけきっくす 
しなとけ くっ っ けこすうきうしすうつくけ, きぇ
おぇさ う ょぇ うきぇき ょぇくくう しぇきけ 
いぇ こなさゃうすっ 2 きっしっちぇ, いぇしう
かっくう しぇ う さぇいたけょうすっ. ]うゅせさ
くけ うきぇ う いぇとけ. ╁うあょぇきっ, つっ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ しっ しすさっきう 
ょぇ こけょこけきけゅくっ くぇえ-ぉっょくうすっ 
ゅさぇあょぇくう  しっゅぇ こけょ さぇいかうつくぇ 
そけさきぇ. ′け すけゃぇ しぇ さぇいたけょう, 
おけうすけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃきっ

しすはす ゃ けぉとうは ゅけょうてっく ぉの
ょあっす. ╉けっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ しゃうはす ょさせゅう さぇい
たけょう. 

- ╁うっ さぇいぉうさぇすっ けす こぇさう: 
こけゃっつっ たぇさつうき, けすおけかおけすけ 
こさけういゃっあょぇきっ, かけてけ せこ
さぇゃかはゃぇきっ こぇさうすっ しう うかう  
こさけしすけ きくけゅけ しっ おさぇょっ? 
╉けえ っ ゃっさくうはす けすゅけゃけさ ゃ 
しかせつぇは?
- 〈けゃぇ こけしかっょくけすけ ゃうっ ゅけ 

おぇいぇたすっ. ┿い くっ うしおぇき ょぇ すゃなさ

ょは すけゃぇ, くうすけ, つっ くっとけ っ おさぇ
ょっくけ, ょけおぇすけ くはきぇ うしすうくしおう 
ょけおせきっくすう いぇすけゃぇ. ‶け-しおけさけ 
きうしかは, つっ かけてけ しっ せこさぇゃかはゃぇ 
- おぇおすけ こさうたけょくぇすぇ,  すぇおぇ う 
さぇいたけょくぇすぇ つぇしす くぇ ぉのょあっすぇ, 
おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ きけあっ ょぇ 
こけしすぇゃはす しっさうけいくう いぇぉっかっあ
おう こけ けすくけてっくうっ くぇ かけてぇすぇ 
しなぉうさぇっきけしす くぇ こさうたけょうすっ 
こさっい こけしかっょくうすっ 3 ゅけょうくう. 
】け しっ おぇしぇっ いぇ さぇいたけょくぇすぇ 
つぇしす くぇ ぉのょあっすぇ, けとっ おけゅぇ
すけ ぉはた ゃ ╋《, う こさっょう すけゃぇ  
すぇき しなき さぇぉけすうか きくけゅけ ょなかゅけ 

ゃさっきっ, きけゅぇ ょぇ ゃう おぇあぇ, つっ 
うきぇ さっいっさゃう いぇ こけょけぉさはゃぇくっ 
くぇ っそっおすうゃくけしすすぇ くぇ こせぉかうつ
くうすっ さぇいたけょう う ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう すっいう さっいっさゃう しぇ しなゃ
しっき けつっゃうょくう. 

- ′っ しっ ういこけかいゃぇす, すぇおぇ かう?
- ′っ しっ ういこけかいゃぇす こけ くぇえ-

っそっおすうゃくうはす くぇつうく. ╃ぇ ゅけ 
くぇさっおぇ すぇおぇ. 

- ╆ぇとけ しこさは ょぇ っ こさっょ
こさうっきつうゃ ゃ こけしかっょくうすっ 

2-3 ゅけょうくう きぇかおうはす う しさっ
ょっく ぉういくっし, ぇ ゅけかっきうはす しっ 
ゃこせしくぇ ゃ ゅけかっきう こさけっおすう, 
ゃ きくけゅけ けすくけてっくうは し こけょ
おさっこぇ けす っゃさけそけくょけゃっすっ?
- 〈ぇおぇゃぇ っ しうすせぇちうはすぇ くぇえ-

けぉとけ ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, いぇとけ
すけ くぇぉかのょぇゃぇきっ っょくぇ くうしおぇ 
しすけこぇくしおぇ ぇおすうゃくけしす う さなしす 
くぇ ぉぇくおけゃうすっ ょっこけいうすう. ′っ 
きうしかは, つっ すけいう さなしす くぇ ぉぇく
おけゃう ょっこけいうすう っ けす しこっしすっくう 
いぇこかぇすう,  ぇ こけ-しおけさけ ゃ けぉとうは 
しかせつぇえ こぇさう, すっゅかっくう けす ぉうい
くっしぇ う けつぇおゃぇとう こけ-しこけおけえくう 
ゃさっきっくぇ, いぇ ょぇ ぉなょぇす うくゃっし
すうさぇくう けすくけゃけ. 
 
- ′ぇこけしかっょなお しっ つせゃぇす 

さぇいかうつくう すっいう いぇ こけょおさっ
こぇ くぇ ぉういくっしぇ, おけえすけ うい
こうすゃぇ しっさうけいくう いぇすさせょくっ
くうは: おさっょうすくう ゃぇおぇくちうう, 
こけょおさっこぇ こさう くぇっきぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうちう, かうたゃっくぇ ぇき
くうしすうは いぇ ょなさあぇゃくう ょなか
ゅけゃっ くぇ のさうょうつっしおう かうちぇ. 
╃けおけかおけ さっいけくくけ っ ゃしうつおけ 
すけゃぇ し けゅかっょ くぇ そうくぇくしけ
ゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ ょなさあぇ
ゃぇすぇ くう? 
- ‶さっょうきしすゃけすけ くぇ すけゃぇ こさぇ

ゃうすっかしすゃけ っ, つっ うきぇ ょけしすけゃっさ
くぇ うくそけさきぇちうは いぇ いぇょなかあっ
くうはすぇ う くっこかぇすっくうすっ ょぇくなちう, 
こけ おけうすけ すっおぇす ょっえしすゃうすっかくけ 
ゃうしけおう かうたゃう. ╇, ぇおけ しうすせぇ
ちうはすぇ くぇうしすうくぇ っ ょさぇきぇすうつ
くぇ, きけあっ ょぇ しっ きうしかう いぇ くは
おなゃ ゃうょ こけょおさっこぇ, くけ くっ ぉうた 
こさっこけさなつぇか  こけょけぉくう っおゃう
かうぉさうしすうつくう ょっえしすゃうは, おけう
すけ ょぇ ょっえしすゃぇす くぇ けしすぇくぇかうすっ 
こかぇすちう. ╉ぇおゃけ ょぇ しっ けぉはしくう 
くぇ すっいう, おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しう 
こかぇとぇす うかう ゃっつっ しぇ こかぇすうかう? 
』っ しぇ しぉなさおぇかう かう? ]ぇきう さぇい
ぉうさぇすっ, つっ ゃなこさけしなす っ ょっかう
おぇすっく .

- 450 かっゃぇ きうくうきぇかくぇ さぇ
ぉけすくぇ いぇこかぇすぇ しかっょ 4 ゅけょう
くう. ′っ っ かう ぉっいせきくけ しおさけき
くけ? 
- ]おさけきくけ っ, くけ っ さっぇかうし

すうつくけ. ╁ すっいう すさせょくう うおけくけ
きうつっしおう ゃさっきっくぇ こけしすぇゃはくっ
すけ いぇ ちっか くぇ きくけゅけ こけ-ゃうしけおぇ 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ いぇこかぇてゃぇ 
おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ 
ぉういくっしぇ. 〈けゃぇ っ ょさせゅぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ. ╆ぇとけすけ, けす っょくぇ しすさぇ
くぇ, くぇうしすうくぇ しぇ さぇぉけすくうすっ 
いぇこかぇすう, くけ けす ょさせゅぇ しすさぇくぇ 
- さぇいたけょうすっ いぇ くぇてうすっ しすけ
こぇくしおう こさっょこさうはすうは. ╆ぇすけゃぇ 
くぇきうさぇくっすけ くぇ ぉぇかぇくし ゃうくぇゅう 
っ くぇえ-ょけぉさけ. 

- ╉ぇお ょぇ けぉはしくうき すけゃぇ, 
けぉぇつっ, くぇ さぇぉけすっとうすっ ぉっ
ょくう? 》けさぇすぇ, おけうすけ さぇぉけ
すはす う こけかせつぇゃぇす すけかおけゃぇ, 
おけかおけすけ  ょぇ しう こかぇとぇす さぇい
たけょうすっ.
- 〈けいう こさぇゅ, おけえすけ こさっょかぇゅぇ

きっ, しないょぇゃぇ ぉぇかぇくし ゃ せしかけゃう
はすぇ, ゃ  おけうすけ しきっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ ぉぇかぇくし きっあょせ ょけたけょうすっ う 
いぇこぇいゃぇくっ くぇ さぇぉけすくうすっ きっし
すぇ. ]すさぇたせゃぇき しっ, つっ こさう こけ-
さはいなお しおけお くぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
ょけたけょうすっ とっ しっ いぇゅせぉはす けとっ 
こけゃっつっ さぇぉけすくう きっしすぇ う とっ 
くぇおぇさぇきっ ょけしすぇ おけきこぇくうう ょぇ 
いぇすゃけさはす.

╁すけさうはす くぇつうく: こさうゃかうつぇか 
おぇょさう いぇ けぉとけけぉさぇいけゃぇすっか-
くうすっ ょうしちうこかうくう けす ╋ぇすっきぇ-
すうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, おなょっすけ 
ぉうかう くぇえ-ょけぉさうすっ.
〈ぇおぇ しかっょ こけゃっつっ けす 20 ゅけ-

ょうくう ょうさっおすけさしすゃぇくっ, おけゅぇすけ 
こさっい 1987-きぇ さぇいゃっあょぇ ょけて-
かうは くぇ ゅけしすう ぉうゃて ょうさっおすけさ 
『ぇくっゃ, 》さうしすけ ╂なょっゃ しっ さぇょゃぇ 
ょぇ つせっ けす こさっょてっしすゃっくうおぇ しう: 
”╃させゅぇさの ╂なょっゃ, くぇこさぇゃうか しう 
きくけゅけ!”. ╂なょっゃ けすゃさなとぇ し こさう-
いくぇくうっ いぇ くっゅけゃうすっ さぇちうけくぇ-
かういぇちうう. 
╁ さぇいゃうすうっすけ くぇ せつうかうとっすけ 

ょうさっおすけさなす ╂なょっゃ くっ っ しぇき. 
‶けきぇゅぇ きせ ちっかうはす おけかっおすうゃ, 
こさういくぇすっかっく っ くぇ いぇきっしすくうちう-
すっ う おけかっゅうすっ しう – ╋ぇさうは [ぇ-
ょっゃぇ, ╂っけさゅう ]すけえつっゃ, ┿くょさっえ 
╉せさせきうかっゃ, うくあ. ╃うきけ ╃うきけゃ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ おぇいぇくかなて-

おけすけ こさけそっしうけくぇかくけ せつうかうとっ 
いぇ しさっょくう すったくうちう せつぇす う つせあ-
ょっくちう.

〈ったくうおせきなす
こけょゅけすゃうか きうくうしすさう

いぇ ′うゅっさうは

╀うゃてう ゃないこうすぇくうちう くぇ せつう-
かうとっすけ ょくっし くぇうしすうくぇ せこさぇ-
ゃかはゃぇす ゃ ′うゅっさうは... 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ すったくうおせきなす 

しう うきぇ ょけさう そけすけおかせぉ. ╃っかけ 
くぇ そけすけおかせぉぇ しぇ しすけすうちうすっ 
しくうきおう – しこけきっくう, おけうすけ ょくっし 
》さうしすけ ╂なょっゃ う しなこさせゅぇすぇ きせ 
– ╃ぇそうくぇ, しなとけ ょなかゅけゅけょう-
てっく せつうすっか ゃ すったくうおせきぇ, こぇ-
いはす ゃおなとう し けぉうつ. ╁ ぇさたうゃう-
すっ くぇ しっきっえしすゃけすけ – せつうすっかう, 
ょっかけゃうすっ そういうけくけきうう くぇ きう-
くうしすさう, おきっすけゃっ う こぇさすうえくう 
しっおさっすぇさう, ょけてかう ょぇ さぇいゅかっあ-
ょぇす せつうかうとっすけ, しっ さっょせゃぇす くぇ 
さぇゃくう くぇつぇかぇ し きかぇょっあおう せし-
きうゃおう, しこけさすくう おせこう, つっさくけ-
ぉっかう おぇょさう くぇ きけきつっすぇ ゃ せくう-
そけさきう, おうすぇさう う ぇおけさょっけくう けす 
っおしおせさいうう, こけたけょう ょけ たうあう  う 
ぉさうゅぇょうさしおう かけいは けす 』うさこぇく-
しおぇ ╀なかゅぇさうは... 
╅うゃけすなす いぇっょくけ, ょけぉさうすっ 

けすくけてっくうは しなとけ ゃないこうすぇゃぇす, 
ゃはさゃぇす  しっきっえしすゃけ ╂なょっゃう. 
╆ぇすけゃぇ う ょなかゅけゅけょうてくうはす ょう-
さっおすけさ おぇいゃぇ: ”╃くっし しなとけ くっ 
しぇ ゃうくけゃくう ょっちぇすぇ, ゃうくけゃくう 
しきっ くうっ – ゃないさぇしすくうすっ, さけょう-
すっかう う せつうすっかう.”. ╂なょっゃ いくぇっ, 
つっ ょっすしおぇすぇ ょせてぇ っ つうしすぇ, つっ 
し ょっすっすけ きけあっ ょぇ しっ さぇぉけすう, いぇ 
ょぇ しすぇくっ すけ こけ-ょけぉなさ こさけそっ-
しうけくぇかうしす う つけゃっお. „╁ こさけちっ-
しぇ くぇ けぉせつっくうっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
さぇぉけすう くっとけ うしすうくしおけ. ╉ぇおすけ 
くぇゃさっきっすけ ゃ 3-すう う 4-すう おせさし 
ゃっつっ しっ さぇぉけすってっ おぇすけ ゃ うし-
すうくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ╉ぇすけ 
いぇゃなさてう, いさっかけしすくうおなす すさはぉ-
ゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇゃなさてっく しこっちうぇ-
かうしす, ぇ くっ ょぇ けすうょっ ゃ いぇゃけょぇ 
ょぇ つせこう.”, さぇいぉさぇか っ せつうすっかはす 
うくあ. ╂なょっゃ. ╆ぇすけゃぇ, こけょぇゃぇえ-
おう さなおぇ くぇ くけゃけすけ せつうかうとくけ 
さなおけゃけょしすゃけ, すけえ しっ くぇょはゃぇ, 
つっ くっとぇすぇ すさなゅゃぇす おなき こけ-ょけ-
ぉさっ, つっ くぇえ-ゃぇあくけすけ っ こさけそっ-
しうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ょぇ しっ いぇこぇいう. ′っ しぇきけ, いぇとけ-
すけ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ うくあ. ╂なょっゃ くぇきうさぇ 
しっぉっ しう う こけおさぇえ ぉなさいぇくっすけ ょぇ 
しゃなさてう すけかおけゃぇ くっとぇ, あうゃけ-
すなす きせ きうくぇゃぇ „おぇすけ そうかき”. ┿ 
う いぇさぇょう きかぇょうすっ, おけうすけ うきぇす 
くせあょぇ けす くぇょっあょぇ, つっ きけゅぇす 
ょぇ あうゃっはす う こけ-ょけぉさっ. ] こさけ-
そっしうはすぇ しう.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Христо Гъдев, Лъчезар Шиков и Минчо Йовчев

‶さけそ. ょ-さ ‶かぇきっく ╁ぇしうかっゃ ¨さってぇさしおう 
っ さけょっく くぇ 21 そっゃさせぇさう 1960 ゅ. ゃ ╃せこ-
くうちぇ.
‶さっい 1985 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 〉くうゃっさしうすっすぇ 

いぇ くぇちうけくぇかくけ う しゃっすけゃくけ しすけこぇくしすゃけ, し 
きぇゅうしすなさしおぇ しすっこっく こけ “《うくぇくしう う おさっ-
ょうす”.
‶さっい 1992 ゅ. いぇゃなさてゃぇ ぇしこうさぇくすせさぇ ゃ 

〉′]] う いぇとうすぇゃぇ ょけおすけさしおぇ しすっこっく こけ 
„╇くゃっしすうちうう う うくゃっしすうちうけくっく ぇくぇかうい”.
]こっちうぇかういうさぇ „╀ぇくおけゃけ せこさぇゃかっくうっ” ゃ 

]┿】 う „╄きうすうさぇくっ くぇ ょなさあぇゃくう ちっくくう 
おくうあぇ” ゃなゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは.
╀うか っ いぇきっしすくうお-ょっおぇく くぇ おぇすっょさぇ „《う-

くぇくしう” おなき 〉′]]. [なおけゃけょうすっか くぇ ぉなか-
ゅぇさしおうは っおうこ こけ こさっしすさせおすせさうさぇくっすけ う 
ょけゅけゃぇさはくっすけ くぇ ゃなくてくうは ょなかゅ, ゃ っおう-
こぇ こけ ういゅけすゃはくっ くぇ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ う 
さっゅかぇきっくすうさぇくっすけ くぇ ゃぇかせすくうは ぉけさょ, ゃ 
さぇぉけすくぇすぇ ゅさせこぇ こけ かうぉっさぇかういうさぇくっ くぇ 
ゃぇかせすくうは さっあうき ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃ っおうこぇ いぇ 
こけょゅけすけゃおぇ う ゃなゃっあょぇくっ くぇ こさぇゃうかぇすぇ 
う いぇおけくけょぇすっかくぇすぇ さぇきおぇ いぇ こぇいぇさぇ くぇ 
ちっくくう おくうあぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╉けくしせかすぇくす こけ 
うくゃっしすうちうけくくう う おぇこうすぇかけゃう こさけっおすう くぇ 
すなさゅけゃしおう ぉぇくおう いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ ぇお-
すうゃうすっ う こぇしうゃうすっ. 〉つぇしすゃぇか っ う ゃ うい-
ゅけすゃはくっすけ くぇ きっすけょけかけゅうは う こさぇゃうかぇ いぇ 

っきうすうさぇくっ う すなさゅけゃうは し ょなさあぇゃくう ちっくくう おくうあぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
╃なかゅけゅけょうてっく しかせあうすっか くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ. ╀うか っ ょうさっおすけさ くぇ ょうさっお-

ちうは „╃なさあぇゃくけ しなおさけゃうとっ う ょなかゅ”. ‶さっい すけいう こっさうけょ せつぇしすゃぇ ゃ ういゅけすゃはくっすけ う こさけゃっあ-
ょぇくっすけ くぇ ょなさあぇゃくぇすぇ こけかうすうおぇ こけ せこさぇゃかっくうっ くぇ ょなかゅぇ う こけ せこさぇゃかっくうっ くぇ こさうたけょ-
くぇすぇ う さぇいたけょくぇすぇ こけかうすうおぇ. ╀うか っ しなとけ つかっく くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
そけくょけゃぇ ぉけさしぇ, くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ しこっしすけゃくぇ おぇしぇ う こさっょしっょぇすっか 
くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ 〈なさゅけゃしおぇ ぉぇくおぇ „]けそうは-ぉぇくお”.
¨す 1997 ゅ. ょけ 2001 ゅ. っ いぇきっしすくうお-きうくうしすなさ くぇ そうくぇくしうすっ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ 

こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ, おぇすけ けすゅけゃぇさは いぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ょなさあぇゃくうは ょなかゅ, 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ こぇいぇさぇ くぇ ちっくくう おくうあぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ いぇおけくけょぇすっか-
しすゃけすけ いぇ ゃなゃっあょぇくっ くぇ ゃぇかせすくうは ぉけさょ.
]かっょ こぇさかぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう こさっい 2001 ゅ. ¨さってぇさしおう っ さっょけゃっく こさっこけょぇゃぇすっか ゃ おぇ-

すっょさぇ “《うくぇくしう” くぇ 〉′]].
╁ こっさうけょぇ 2003 ゅ. - 2005 ゅ. っ いぇきっしすくうお-さっおすけさ くぇ 〉′]] う さなおけゃけょうすっか くぇ 《うくぇくしけゃけ-

しつっすけゃけょくうは そぇおせかすっす おなき せくうゃっさしうすっすぇ. ‶さっこけょぇゃぇ „《うくぇくしけゃけ せこさぇゃかっくうっ”, „╇くゃっし-
すうちうう” う „╇くゃっしすうちうけくっく ぇくぇかうい”.
¨す 17 ぇゃゅせしす 2005 ゅ. ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう っ きうくうしすなさ くぇ そうくぇくしうすっ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なか-

ゅぇさうは ゃ おけぇかうちうけくくけ こさぇゃうすっかしすゃけ, けゅかぇゃっくけ けす ]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ.
‶さっい 2009 ゅ. しすぇゃぇ ょっこせすぇす ゃ 41-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ.
‶かぇきっく ¨さってぇさしおう うきぇ さっょうちぇ くぇせつくう こせぉかうおぇちうう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うくゃっしすうちうけくくうは 

ぇくぇかうい, そうくぇくしうすっ う こけゃっつっ けす しすけ しすぇすうう, さっちっくいうう う おけきっくすぇさう.
╁かぇょっっ ぇくゅかうえしおう う させしおう っいうお.
]っきっっく っ, うきぇ しうく. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっゅけゃぇ しかぇぉけしす っ うしすけさうはすぇ, けぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ こけ くっこけいくぇすう きっしすぇ. 
╆けょうは [うぉう. ╂けゃけさう きぇかおけ. ′っゃないきけあくけ っ ょぇ ゅけ こけょたかないくって こけ ゃさっきっ くぇ うくすっさゃの ゃ 

すさっしぇゃうとっすけ くぇ こけかうすうつっしおけすけ ぉなさぉけさっくっ. ¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ さっぇかうしす う つけゃっお くぇ 
ぇくぇかういぇ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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Десислава Панева

Катерина Петкова

Пламена Димова

Габриела Тилева

Ива Ангелова

Моника Колева

Петя Иванова

Вероника Мушакова

Ива Иванова

Мартина Тодорова

Николета Мазнева

【『っ╆╇╅ ╉╅ ¨〈╅ 
╆╅]╅〉』...

╉そぬ. お-ち 》しあすかせ 《ちかのあちつさけ:

- ╁ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉはたすっ しうかくけ ゃこっつぇすっかっく けす 
きけくっすうすっ くぇ  ゃかぇょっすっかは ]ぇさぇすけゅ. ]こけょっかはか しすっ, つっ うしすけさうはすぇ ╁う っ 
かのぉうき こさっょきっす, たけぉう. ╁ すけいう しきうしなか おぇお しすぇくぇ すぇおぇ, つっ ょくってくうすっ 
こけかうすうちう くうとけ くっ くぇせつうたぇ けす こさっょちうすっ しう, ょけさう けす うょっぇかうしすうすっ, 
くぇいぇょ ゃ うしすけさうはすぇ? 
- ′っ うしおぇき ょぇ おけきっくすうさぇき ょくってくうすっ こけかうすうちう, くけ う くっ しなき しなゃしっき しな

ゅかぇしっく し ゃぇし. 】っ おぇあぇ しぇきけ すけゃぇ, つっ ゃ しさぇゃくっくうっ し くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ 
ゅけょうくう, くうっ ょくっし しきっ つかっくけゃっ くぇ ′┿〈¨, くぇ ╄] う すけゃぇ しぇ こけしすうあっくうは  くっ 
しぇきけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ, くけ う くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかうすうちう. 】っ おぇあぇ 
う けとっ くっとけ: くうっ しきっ しすさぇくぇ しなし しさぇゃくうすっかくけ くうしおう ょなかゅけゃっ う すけゃぇ しなとけ 
っ いぇしかせゅぇ くぇ こけかうすうちうすっ けす さぇいかうつくう こっさうけょう. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ きけあっ ょぇ 
しっ こけしすぇゃう ゃなこさけしなす けとっ おけかおけ きけあったきっ ょぇ くぇこさぇゃうき, くけ っ ゃぇあくけ う ょぇ 
しっ せつうき けす ゅさっておうすっ しう けす きうくぇかけすけ. 

- ]こけさっょ ╁ぇし  - おけは っ くぇかけあうすっかくぇすぇ ゅかなすおぇ ゃないょせた いぇ ぉういくっ
しぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっょこさうっきっ, おけえすけ う ょぇ しこっつっかう ゃかぇしすすぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは? 
- ╃ぇ しっ こけょけぉさう ぉういくっし-おかうきぇすなす う ょぇ しっ こさっおさぇすう こさぇおすうおぇすぇ くぇ ぇょきう

くうしすさうさぇくっ, こさけういゃけか う こさけゃっさおう し くっはしくう きけすうゃう ゃなゃ そうさきうすっ.

- ╉ぇお しすぇゃぇ すけゃぇ?  
- ╉ぇすけ しっ しこぇいゃぇ いぇおけくなす う こさけゃっさおうすっ しぇ しぇきけ いぇ ういさはょくけしす おなき そうしおぇ 

う おなき くうとけ ょさせゅけ. 

- ╋けあっすっ かう ょぇ おぇあっすっ し おけかおけ っ いぇょかなあくはかぇ ╀なかゅぇさうは こさっい こけ
しかっょくうすっ 4 ゅけょうくう? 
- ╋けゅぇ. ╁ こけしかっょくうすっ 4 ゅけょうくう ╀なかゅぇさうは  っ いぇょかなあくはかぇ し きぇかおけ くぇょ 4 

きうかうぇさょぇ かっゃぇ. ╇ そうしおぇかくうはす さっいっさゃ っ けかっおくぇか し けおけかけ 3,5 きうかうぇさょぇ 
かっゃぇ. 

- ╇ おけかおけ うきぇす ょぇ こかぇとぇす おなき すけいう きけきっくす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╀なか
ゅぇさうは? 
- ╉なき すけいう きけきっくす うきぇきっ ょぇ こかぇとぇきっ 14,5 きうかうぇさょぇ かっゃぇ.  ‶さっい 1989 

ゅけょうくぇ うきぇたきっ ょぇ こかぇとぇきっ 10 きうかうぇさょぇ かっゃぇ.
 
- ╉けかおけ あうゃけすぇ とっ くう すさはぉゃぇす いぇ すけゃぇ? 
- ╃なかゅなす くっ っ くぇえ-けこぇしくけすけ くっとけ くぇ すけいう しゃはす. ╇きぇ きくけゅけ っゃさけこっえしおう 

しすさぇくう, おけうすけ あうゃっはす しさぇゃくうすっかくけ しこけおけえくけ し きくけゅけ こけ-ゅけかっきう ょなかゅけゃっ. 
╁なこさけしなす っ: おけゅぇすけ しっ ゃいっきぇす ょなかゅけゃっ, おぇおゃぇ っ っそっおすうゃくけしすすぇ けす すはた, 
おぇおゃう ちっかう しっ さっぇかういうさぇす, おぇお しこぇょぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, おぇお しっ せゃっかうつぇゃぇす 
ょけたけょうすっ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, こさっい こけしかっょくうすっ 4 ゅけょうくう ゃしうつおう すっいう ちっかう せ 
くぇし しっ ょゃうあったぇ ゃ けぉさぇすくぇ こけしけおぇ - せゃっかうつぇゃぇてっ しっ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, ょけたけ

ょうすっ ゃ さっぇかっく ういさぇい くぇきぇかはゃぇたぇ, しすけこぇくしおぇすぇ ぇおすうゃくけしす しこぇょぇてっ, そうさきう いぇすゃぇさはたぇ う しっ せすゃなさょう っょくぇ こかぇてっとぇ 
くう ぉっいこっさしこっおすうゃくけしす. 

- 〈けゃぇ せこさぇゃかっくしおぇ くっょぇかくけゃうょくけしす かう っ うかう いかっ くぇこさぇゃっくぇ しきっすおぇ? 
- 〈けゃぇ っ  さっいせかすぇす けす ゃけょっくぇ こけかうすうおぇ. ┿ おぇおゃう しぇ ぉうかう ちっかうすっ くぇ すぇいう ゃけょっくぇ こけかうすうおぇ, ゃしうつおう きけあっき ょぇ しう 

けすゅけゃけさうき.  ]こけさっょ きっく, すは ぉってっ ょけしすぇ たぇけすうつくぇ, し ょけしすぇ つっしすけ しきっくはくっ くぇ ちっかうすっ. 

- ╀うゃてうはす そうくぇくしけゃ きうくうしすなさ ]うきっけく ╃はくおけゃ こうてっ おくうゅぇ いぇ っゃさけすけ, おぇすけ たけくけさぇさなす きせ, しこけさっょ 
うくそけさきぇちううすっ,  とはか ょぇ っ 6-ちうそさっくぇ しせきぇ.  ╁うっ とっ  こさけつっすっすっ  かう すぇいう おくうゅぇ? 
- ′っ いくぇは おぇおゃけ とっ くぇこうてっ, くけ こけ けすくけてっくうっ くぇ ぇょっおゃぇすくけしすすぇ くぇ ちっかうすっ, おけうすけ すけえ こけしすぇゃう こさっょ しすさぇくぇすぇ いぇ 

2009-すぇ ゅけょうくぇ いぇ ゃかういぇくっすけ くう ゃ ╄ゃさけいけくぇすぇ, しっ しなきくはゃぇき ゃ ょけしすけえくしすゃぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁ しさっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, くぇ 10-すう きぇえ, ゃ させぉさうおぇすぇ “╇く
すっさゃの” つっすっすっ: 

╀なかゅぇさうは すさはぉゃぇてっ ょぇ しすぇくっ こさっいうょっくすしおぇ さっこせぉかうおぇ. ‶けかうすうちう
すっ きうしかはす しぇきけ いぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう, ぇ ょなさあぇゃくうちうすっ – いぇ しかっょ
ゃぇとうすっ こけおけかっくうは.

¨すおさけゃっく さぇいゅけゃけさ いぇ ゅけょうくうすっ くぇ こさったけょぇ う くぇつぇかけすけ  し こなさゃうは ょっきけおさぇ
すうつくけ ういぉさぇく こさっいうょっくす くぇ くけゃぇ ╀なかゅぇさうは ょ-さ ╅っかぬけ ╅っかっゃ.
╇いこけゃっょ いぇ けこすうきういきぇ, うかのいううすっ, こけせおうすっ う ゅけさつうゃうくぇすぇ けす ういきうくぇかうは 

つっすゃなさす ゃっお ゃ うしすけさうはすぇ くぇ しなゃさっきっくくぇ ╀なかゅぇさうは. 
 ╃-さ ╅っかっゃ ぉっ ゅけしす くぇ [けすぇさう - ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ こさっょしすぇゃう  しゃけう こけかうすう

つっしおう すっいう いぇ くけゃうすっ ゃさっきっくぇ.
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„╅『』╊〉╅]” ╊ [╅【《 》ぇ『╇╅【╅ ]ょ╆《╇
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 〈あちけみ そて ′あうそお 4:

‶けょぇょっくぇすぇ さなおぇ: ゃさない
おぇすぇ きっあょせ たけさぇすぇ う すけこ
かうすっ けすくけてっくうは, しぇ けくけゃぇ, 
おけっすけ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ ちっくう 
くぇえ-きくけゅけ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう 
おぇすけ こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀ 
ゃ ╆ぇゃけょ 4. ╆ぇすけゃぇ くっ え すっ
あぇす ょなかゅうすっ さぇいゅけゃけさう しかっょ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ し おけかっゅぇ, うい
こぇょくぇか ゃ すっあおぇ しうすせぇちうは. 
′っえくぇ っあっょくっゃくぇ すさっゃけゅぇ 
しぇ すさっゃけゅうすっ けす くっういゃっしすくけ
すけ う けしすぇゃぇくっすけ ぉっい さぇぉけすぇ, 
おけっすけ こさっつう くぇ たけさぇすぇ ょぇ 
さぇぉけすはす しこけおけえくけ う しないょぇゃぇ 
ゅけかっきう さうしおけゃっ ゃ こさけういゃけょ
しすゃけすけ. ¨しけぉっくけ ゃなゃ ゃいさうゃけ
けこぇしくけすけ, おぇおゃけすけ っ ゃ ╆ぇゃけょ 
4. ”╉ぇすけ しきっ こけ-ぉかういけ ょけ たけ
さぇすぇ, くはきぇ おぇお ょぇ くう っ ぉっい
さぇいかうつくけ.”, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ 
╋ぇさうは しなょぉぇすぇ くぇ しうくょうおぇ
かうしすぇ. ′ぇょっあょぇすぇ けぉぇつっ くっ は 
くぇこせしおぇ, いぇとけすけ くっ しう こけい
ゃけかはゃぇ う くっ え しっ うしおぇ たけさぇすぇ 
ょぇ しう こけいゃけかはす ょぇ しっ けすょぇょぇす 
くぇ けすつぇはくうっすけ: „′っ すさはぉゃぇ 
ょぇ こぇょぇきっ ょせたけき!”, „╁しうつ
おけ っ かっしくけ, おけゅぇすけ ゃしうつおけ っ 
くぇさっょ, ょぇ しっ けこうすぇきっ, ょけさう 
おけゅぇすけ くう っ すさせょくけ, ょぇ しう 
くぇこさぇゃうき こさぇいくうお.” 〈ぇおうゃぇ 
こさぇいくうちう ╋ぇさうは けさゅぇくういう
さぇ いぇ おけかっおすうゃぇ こけ さぇいかうつ
くう こけゃけょう. ╃ぇあっ いぇゃけょしおうすっ 
しうくょうおぇかくう しなぉさぇくうは すは けぉ
さなとぇ ゃ こさぇいくうお し ちゃっすは, こけ
ょぇさなちう う てゃっょしおぇ きぇしぇ.  
„]うくょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ きう 

っ こけょ おけあぇすぇ, ゃ しなさちっすけ, ゃ 
ょせてぇすぇ...”, ういこけゃはょゃぇ うしおさっ
くけ ╋ぇさうは, おけはすけ しっ けこうすゃぇ ゃ 
っあっょくっゃうっすけ ょぇ くぇきうさぇ ぉかぇ
ゅぇ ょせきぇ いぇ ゃしうつおう. [ぇいょはかぇ
すぇ し おけかっゅぇ, おけえすけ くぇこせしおぇ, 
すは しう こさっあうゃはゃぇ けすょっかくけ. 
„╅ぇかおけ っ, つっ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しう 
けすうゃぇす しこっちうぇかうしすう, いぇとけすけ 
すっ しっ ゅさぇょはす し ゅけょうくう. ╉けゅぇ
すけ しっ くぇかぇゅぇ  けこすうきういぇちうは 
くぇ こっさしけくぇかぇ, くっ きけゅぇ ょぇ 
しこは しかっょ いぇしっょぇくうはすぇ くぇ おけ
きうしうはすぇ.”, しこけょっかは ╋ぇいくっゃぇ 
し けすおさけゃっくうっすけ: ”〈さぇゅっょうは
すぇ くぇ ょくってくうは ょっく きっ せきけ
さはゃぇ...”.  ╁しっ こぇお, ╋ぇさうは っ 
せぉっょっくぇ, つっ ゃ しうすせぇちうはすぇ くぇ 
すさせょくけしすう いぇ そうさきぇすぇ, ょうぇ
かけゅなす っ くぇえ-ゃぇあくけすけ くっとけ. 
]すぇつおぇすぇ いぇ くっは, おぇすけ けこう
すっく しうくょうおぇかうしす, っ おさぇえくけ 
さってっくうっ, しぇきけ, おけゅぇすけ くはきぇ 
ょさせゅけ. ╋ぇいくっゃぇ くっ しこけょっかは 
くぇゅかぇしぇすぇ, つっ しうくょうおぇすうすっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃなさゃはす くっこさっきっく
くけ „くぇ くけあ” し さなおけゃけょしすゃけすけ, 
いぇとけすけ こさぇおすうおぇすぇ っ こけおぇいぇ
かぇ, つっ おけきこさけきうしなす っ さってっ
くうっすけ: ”╉けきこさけきうしう, おけき
こさけきうしう...”. ╁ すっいう きけきっくすう  
╋ぇさうは っ ういこうすぇかぇ しうかぇすぇ くぇ 
╉けかっおすうゃくうは すさせょけゃ ょけゅけ
ゃけさ: ”╉〈╃ ょぇゃぇ しすぇぉうかくけしす 
う ゃはさぇ ゃ きけきっくすう, おけゅぇすけ っ 
すさせょくけ いぇ ゃしうつおう - しうくょうおぇ
すう, さぇぉけすけょぇすっか う さぇぉけすくう
ちう”. ╋けきっくすう おぇすけ ょくってくうは. 
╉けゅぇすけ しなとけ うきぇ くせあょぇ けす 
おけきこさけきうし, さぇいせきくうはす おけき
こさけきうし ゃ ょうぇかけゅぇ さぇぉけすけょぇ
すっか – しうくょうおぇす. ╆ぇとけすけ: ”╁ 
ょうぇかけゅぇ しっ つせゃしすゃぇて さぇゃくけ
こけしすぇゃっく”. ╋ぇさうは ょなさあう ょぇ 
しっ すなさしう けこすうきぇかくうは ゃぇさう
ぇくす いぇ たけさぇすぇ ゃ すさせょくぇ しうすせ
ぇちうは,  ょぇ しっ しこぇいゃぇ いぇおけくぇ. 
]ゃけはす せつうすっか ゃ しうくょうおぇかう
いきぇ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ けすおさうゃぇ 
ゃ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっ
かはす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” -  
„╀けいけゃ っ うくしすうすせちうは いぇ きっく. 
】っ けぉなさくっ しゃっすぇ, いぇ ょぇ こけ
きけゅくっ, ぇおけ しう ゃ ぉっょぇ”. 〈ぇおぇ 
う ╋ぇさうは きくけゅけ しっ ゃなかくせゃぇ 
いぇ しなょぉぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. ]ぇきけ, 

しかっょ おぇすけ っ しうゅせさくぇ, つっ っ くぇ
こさぇゃうかぇ ゃしうつおけ いぇ くはおけゅけ けす 
けさゅぇくういぇちうはすぇ し ぉかういけ 540 
ょせてう, こけゃっつっすけ – あっくう, ╋ぇ
さうは っ しこけおけえくぇ ょぇ こけゅかっょくっ 
たけさぇすぇ ゃ けつうすっ. ╀けかう は ょけさう 
いぇ くぇえ-くっいぇうくすっさっしけゃぇくうは 
さぇぉけすくうお. ╆ぇとけすけ:

”』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ
っ ょけぉなさ つけゃっお”

〈は くっ いぇぉさぇゃは せさけちうすっ くぇ 
]ゃっすけすけ こうしぇくうっ: „╂さぇょう 
ゃはさぇすぇ, こぇいう ゃはさぇすぇ ゃ ょさせ
ゅうは...”. ╇ しっ けこうすゃぇ ょぇ ゅけ こさぇ
ゃう. ╁ ょくってくけすけ すっあおけ ゃさっきっ, 
おけゅぇすけ きくけゅけ しぇ ぉけかくうすっ う 
しすさぇょぇとうすっ, ゃおかのつうすっかくけ 
う ゃ „┿さしっくぇか”, おぇすけ つぇしす けす 
]けちうぇかくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ おけ
きうしうは くぇ そうさきぇすぇ, ╋ぇいくっゃぇ 
しっ けこうすゃぇ ょぇ こけきぇゅぇ. „╋なつうき 
しっ くはおぇお しう ょぇ ゅう こさぇゃうき すうは 

ょけぉさうくう, ょぇ こさぇゃうき あうゃけすぇ 
きぇかおけ こけ-ょけぉなさ...”. ╄ょくぇ すぇ
おぇゃぇ ょけぉさうくぇ ╋ぇさうは ゃうあょぇ う 
ゃ ょっかけすけ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか”, おけえすけ しかっょう し うくすっさっし う 
きせ こけきぇゅぇ ょぇ くぇきっさう すけつくうすっ 
たけさぇ, いぇ おけうすけ ょぇ しっ けすゃぇさはす 
しすさぇくうちうすっ きせ. 〈けつくうすっ たけさぇ 
おさぇえ しっぉっ しう すは さぇいかうつぇゃぇ し 
せぉっあょっくうっすけ: ”』けゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ っ こさっょぇく くぇ さぇぉけすぇすぇ しう.”. 

′け う けとっ – ゃけょう しっ けす うく
すせうちうはすぇ: „╁なすさってくけすけ つせゃ
しすゃけ  ゃうくぇゅう きう こけょしおぇいゃぇ 
し おけゅけ きけあって ょぇ しこけょっかうて, 
うきぇき しかぇぉけしす おなき たけさぇすぇ, 
おけうすけ しぇ けとっすっくう, くぇ おけうすけ 
うしおぇき ょぇ こけきけゅくぇ.”. ] すぇいう 
くぇゅかぇしぇ, おけゅぇすけ ゃいうきぇ すぇお
しう, ╋ぇさうは ゃうくぇゅう ういぉうさぇ こけ
しかっょくけすけ ゃ おけかけくぇすぇ. ╁ すなさ
しっくっすけ くぇ 』けゃっおぇ おさぇえ しっぉっ 
しう, ╋ぇさうは くっ しっ いぇすさせょくはゃぇ: 
„╁なゃ そうさきぇすぇ うきぇ しすさぇたけすくう 
たけさぇ!”. 〈は しう こさういくぇゃぇ, つっ しっ 
つせゃしすゃぇ ょなかぉけおけ しゃなさいぇくぇ し 
„┿さしっくぇか”. ╁うくぇゅう っ さぇぉけすう
かぇ しぇきけ すせお. ╇きぇかぇ ゃないきけあ
くけしすう ょぇ くぇこせしくっ, くけ くっ しう 
ゅけ う こけきうしかうかぇ. „』せゃしすゃぇき 
しっ きくけゅけ こさうゃなさいぇくぇ おなき 
そうさきぇすぇ, こなこくぇすぇ きう ゃさなゃ 
くっ っ しさはいぇくぇ. „┿さしっくぇか” っ 
おぇすけ こなさゃぇすぇ かのぉけゃ...”. ╆ぇ
すけゃぇ くぇ ╋ぇさうは くっ え っ ぉっい

さぇいかうつくけ ぉなょっとっすけ くぇ そうさ
きぇすぇ う くぇ しすさぇくぇすぇ: ”〈さはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ こさけういゃけょしすゃけ, すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ うおけくけきうおぇ”. 
╁さないおぇすぇ し „┿さしっくぇか” いぇ 

╋ぇさうは っ ゃさないおぇ けすゃしはおなょっ. 
╉ぇすけ ゃ かのぉけゃすぇ. 〈は っ ゃ さぇ
ょけしすすぇ ょぇ うょゃぇて うきっくくけ すせお 
くぇ さぇぉけすぇ – しせすさうく し せしきうゃ
おぇ  う ょぇ しう すさなゅゃぇて し せきけ
さっくう けつう, くけ しこけおけえくけ しなさ

ちっ. 〉しっとぇくっすけ いぇ けぉとくけしす, 
おぇおゃけすけ ゃ „┿さしっくぇか” くぇうしすう
くぇ うきぇ, いぇ ╋ぇさうは っ ょけさう ゃ 
すけこかぇすぇ しせこぇ, おけはすけ たぇこゃぇて 
ゃなゃ そうさきっくうは しすけか, ょぇあっ 
ゃ せしっとぇくっすけ いぇ ゃいぇうきけこけ
きけと, おけっすけ うきぇ せつぇしすうっすけ 
ゃなゃ ╁]╉ぇしぇすぇ. 〈っいう ょさっぉくう 
ぇさしっくぇかしおう さぇょけしすう, しこけさっょ 
しうくょうおぇかうしすおぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ いぇこぇいはす. [ぇょけしすすぇ いぇ くっは 
ゃなゃ そうさきっくけすけ っあっょくっゃうっ っ 
ゃ きぇかおうすっ あっしすけゃっ けす たけさぇ
すぇ う おなき たけさぇすぇ – ょぇ すう こけ
ょぇさはす ちゃっすっ, ょぇ うき しかけあうて 
しせすさうく ゃ つうくうえおぇすぇ いぇ おぇそっ 
こさっょう さぇぉけすぇ っょくけ かうしすけ けす 
っしっくくけすけ ょなさゃけ けすこさっょ, ょぇ 
うき こさけつっすって しすうた... ╋ぇさうは 
こさぇゃう すけゃぇ いぇ おけかっゅうすっ こさっ
ょう うかう しかっょ さぇぉけすぇ. ”〈けゃぇ 
しぉかうあぇゃぇ たけさぇすぇ”, くけ う けとっ: 
”╂けかはき こけつうすぇすっか くぇ かうさう
おぇすぇ しなき!”.         

╁ないさぇしすくう う きかぇょう – さぇきけ 
ょけ さぇきけ, っ ょさせゅけすけ, くぇ おけっ
すけ こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ ╉′]╀ 
こさういくぇゃぇ, つっ  ょなさあう う いぇ 
すけゃぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ ゅさぇょう 
おけかっおすうゃぇ おぇすけ ゃいぇうきけせゃぇ
あっくうは ゃ っょくけすけ ちはかけ. „‶さっ
ょうきしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 4 しぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ.”, おぇいゃぇ ╋ぇさうは 
╋ぇいくっゃぇ /すせお, ゃしっ こぇお, たけさぇ
すぇ しっ こっくしうけくうさぇす くぇ 47 ゅけ

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╃っくは くぇ すさせょぇ, 
1-ゃう きぇえ, っ しなゃしっき っしすっしすゃっくけ  „〈さう
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”  ょぇ こけすなさしう こさけつうすぇ 
くぇ こさぇいくうおぇ ゃ しなさちっすけ う けつうすっ くぇ 
っょうく しうくょうおぇかうしす. ¨とっ こけ-っしすっしす
ゃっくけ っ すけゃぇ ょぇ しぇ けつうすっ う しなさちっすけ くぇ 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ – つっすゃなさすう きぇくょぇす 
こさっょしっょぇすっか くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇ
くういぇちうは くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4 – ╋なゅ
かうあ. ′ぇ すけゃぇ しなさちっ きせ しっ  うしおぇ たけさぇ
すぇ ょぇ こさぇいくせゃぇす, くっ いぇとけすけ くはおけえ けす 
しうくょうおぇすぇ うき っ けさゅぇくういうさぇか くっとけ う 
くっ いぇとけすけ っ 1-ゃう きぇえ. ╋ぇさうは しう こけ
あっかぇゃぇ たけさぇすぇ ょぇ こけつせゃしすゃぇす こさぇい
くうおぇ, ょぇ きせ しっ さぇょゃぇす, いぇとけすけ くぇこけ
しかっょなお ”╃ぇあっ こさぇいくうちうすっ くう くっ しぇ 
こさぇいくうちう, いぇとけすけ くはきぇ せしきうゃおう”. ╇ 
けとっ: ”‶なさゃう きぇえ っ たせぉぇゃぇ っきぉかっきぇ 
いぇ すさせょっとうすっ しっ たけさぇ, くけ こさぇいくうちうすっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しう ゅう こさぇゃうき ゃしっおう ょっく”. 
¨つうすっ くぇ ╋ぇさうは くっ しっ いぇぉかせあょぇゃぇす, 
つっ すけゃぇ っ かっしくけ しっゅぇ – ゃ おさういぇすぇ, ゃ 
すっあおぇすぇ しうすせぇちうは ゃ „┿さしっくぇか”,  おけ
ゅぇすけ こけさなつおうすっ くぇきぇかはゃぇす. ′け こけくっ 
っょくぇ けこけさぇ いぇ せすったぇすぇ くぇ たけさぇすぇ すは 
しなし しうゅせさくけしす ゃうあょぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう, いぇとけすけ 
すっ ょぇゃぇす こけょおさっこぇ. „┿おけ くはきぇて こけょ
おさっこぇ, くはきぇて くうとけ, ゃしっおう しっ しこな
ゃぇ う こぇょぇ, くけ おけゅぇすけ うきぇ こけょぇょっくぇ 
さなおぇ, くっとぇすぇ しぇ こけ-かっしくう.”, っ くぇせ
つうかぇ ゃ ゅけょうくうすっ ╋ぇさうは.

ょうくう.../. 〈は しっ けこうすゃぇ っょくぇお
ゃけ せこけさうすけ う ょぇ ゃないこうすぇゃぇ 
すさせょけゃう くぇゃうちう せ くけゃうすっ おけ
かっゅう, う ょぇ ゅう せつう くぇ ょさせゅぇさ
しすゃけ. ╋かぇょけしすすぇ ういゃうさぇ う けす 
こさぇいくうちうすっ くぇ たけさぇすぇ – おけえ 
し さけあぉぇ, おけえ し ぇぉうすせさうっくす. ┿ 
ゃっつっ しう うきぇす う ょはょけ くぇ すさう
いくぇつおう! – „[ぇあょぇ しっ あうゃけす!”. 
╋ぇさうは こさぇとぇ おぇさすうつおう いぇ 
しっきっえくうすっ こさぇいくうちう くぇ おけ
かっゅうすっ – いぇ ぉぇかけゃっ, しゃぇすぉう, 
しこけょっかは さぇょけしすすぇ けす ういはゃうすっ 
くぇ ょっちぇすぇ うき – けす せつうかうとくう
すっ おさなあけちう ょけ しすせょっくすしおうすっ 
こけしすうあっくうは: „╋くけゅけ しっ さぇょ
ゃぇき くぇ こけいうすうゃくうすっ くっとぇ!!!”. 
╁ すなさしっくっ くぇ ╃けぉさけすけ う ‶さぇ
ゃうかくけすけ ╋ぇさうは いぇぉっかはいゃぇ 
くっとぇすぇ くぇけおけかけ: „╁こっつぇ
すかっくぇ しなき けす たけさぇすぇ, おけうすけ 
し こけゃっょっくうっすけ しう すっ おぇさぇす 
ょぇ こけしすなこゃぇて こさぇゃうかくけ...”. 
] ゃなこさけしぇ - ょぇかう こけしすなこ
ゃぇ こさぇゃうかくけ, くぇ ╋ぇさうは え しっ 
とっ ゃ すっいう さっょけゃっ ょぇ こうてっき 
こけゃっつっ いぇ たけさぇすぇ けす けさゅぇくう
いぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4, 
けすおけかおけすけ いぇ くっは. 〈けゃぇ けぉぇ
つっ っ うしすうくしおう くっゃないきけあくけ, 
いぇとけすけ すっ しぇ しゃなさいぇくう し くっは 
う すは っ しゃなさいぇくぇ し すはた. 〈ぇおぇ 
こさけつうすなす „ ╋ぇさうは”  っ こさけつうす 
う くぇ たけさぇすぇ おさぇえ くっは. 
〈ぇおうゃぇ すは けすおさうゃぇ くっ しぇきけ 

ゃ さぇぉけすぇすぇ. ╆ぇとけすけ こさういくぇ
ゃぇ: ”′ぇえ-ゃぇあくけ けす ゃしうつおけ っ 
しっきっえしすゃけすけ!”. ╁ しっきっえしすゃけ
すけ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ くぇきうさぇ 
こなかくぇ こけょおさっこぇ う さぇいぉうさぇ
くっ. „╀っいおさぇえくけ すけかっさぇくすくう 
しぇ おなき きっく ゃ すぇいう こけしすけはく
くぇ さぇぉけすぇ いぇ しうくょうおぇかういきぇ, 
うきぇき くせあょぇ けす さぇいぉうさぇくっ... 
┿ ぇい ゅけ こけかせつぇゃぇき!”, し せし
きうゃおぇ おぇいゃぇ しうくょうおぇかくぇすぇ 
こさっょしっょぇすっかおぇ. ╉ぇすけ しっきっえ
しすゃけ, すは ちっくう う ぇおすうゃうしすおうすっ 
くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, し おけうすけ 
さぇぉけすう. ╋くけゅけ うき しっ さぇょゃぇ 
う ちっくう せしこったうすっ う っきけちうう
すっ うき. ‶さうっきぇ ゅけ おぇすけ しゃけ
っぉさぇいくけ ょぇさうすっかしすゃけ – ょぇゃぇ 
ゃくうきぇくうっ, おけっすけ くっ ょなさあう 
くっこさっきっくくけ ょぇ しっ ぇそうてうさぇ.
╃けてかぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4 „いぇ きぇか

おけ”, おけゅぇすけ は しなおさぇすうかう けす 
╆ぇゃけょ 5, ╋ぇさうは けしすぇゃぇ すせお 
いぇゃうくぇゅう. ′け うしおぇ ょぇ おぇあっ 
くぇ たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ しっ くぇかぇ
ゅぇ ょぇ しっ さぇいょっかはす いぇ きぇかおけ 
うかう いぇ こけゃっつっ し „┿さしっくぇか”, 
つっ あうゃけすなす こさけょなかあぇゃぇ, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しきっ こけょゅけすゃっくう いぇ 
ゃしうつおけ  – くうとけ, つっ きくけゅけ けす 
おけかっゅうすっ え おぇいゃぇす: ”┿おけ くっ 
しなき ゃ „┿さしっくぇか”, あうゃけすなす きう 
しゃなさてゃぇ”. 
╅うゃけすなす くっ しゃなさてゃぇ, いぇとけ

すけ ゃうくぇゅう きけあって ょぇ くぇきっさうて 
さぇょけしすすぇ – ╋ぇさうは ゅけ こさぇゃうかぇ 
くぇゃさっきっすけ ゃ たうかはょうすっ きぇさ
すっくうつおう, おけうすけ ういさぇぉけすゃぇ, 
ゃ ちゃっすはすぇ, おけうすけ けすゅかっあょぇ, 
ゃ おぇそっすけ し ょなとっさはすぇ, ゃ ぉはゅ
しすゃぇすぇ くぇ しっかけ. [けょくけすけ ╉け
くぇさっ くっ しこうさぇ ょぇ は すけこかう し 
たせぉけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ: 
”¨ぉうつぇき しう しっかけすけ!”. 〈ぇおぇ, 
こさっゃさなとぇえおう ょっかくうおぇ ゃ 
こさぇいくうお, „ゃっつくうはす けこすうきうしす” 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ  くぇきうさぇ しう
かぇすぇ くぇ ょせたぇ ゃ すさぇょうちううすっ: 
”′はおぇお しう こけつくぇたぇ ょぇ しっ けす
さうつぇす たけさぇすぇ けす こさぇいくうちうすっ, 
ぇ すさぇょうちううすっ っ たせぉぇゃけ ょぇ しっ 
しこぇいゃぇす!”. ╆ぇすけゃぇ こさっょしっ
ょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4  
しう こけあっかぇゃぇ こさっい うょゃぇとうすっ 
ょくう - いぇ ‶なさゃう きぇえ, ╁っかうお
ょっく う ╂っさゅぬけゃょっく, ぇさしっくぇかちう 
ょぇ しう こけこさぇいくせゃぇす. ╁なこさっおう 
ゃしうつおけ.    

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

...〉《】-｠╅】 ′╅ 】]¨ぁ〉 【̈╊ ╉】》[̈
╆ぇ ちっかすぇ 〈けょけさ 〈けょけさけゃ しなぉうさぇ けすこぇょなつくうすっ 

しすさけうすっかくう  きぇすっさうぇかう けす しすぇさう しゅさぇょう, くぇつせお-
ゃぇ ゅう くぇ こけ-きぇかおう こぇさつっすぇ う し すはた いぇこなかゃぇ  いっえ-
くぇかうすっ せかうつくう ょせこおう, ゃ おけうすけ しぇ こけすさけてっくう くっ 
っょうく う ょゃぇ ぇゃすけきけぉうかぇ.  ╃ぇゃぇ う ゅぇさぇくちうは, つっ 
すぇおぇ いぇこなかくっくう,  こけ くっゅけゃぇすぇ すったくけかけゅうは  う しなし 
しけぉしすゃっくけ “ くけせ-たぇせ”,  くけゃう ょせこおう くはきぇ ょぇ しっ 
けすゃけさはす ゃなさたせ しすぇさうすっ う しかっょ 100 ゅけょうくう. ¨とっ 
こけ-ゅけかはき とっ っ っそっおすなす, おぇいゃぇ 〈けょけさ 〈けょけさけゃ, 
ぇおけ  しかっょ すけゃぇ しっ いぇこっつぇすぇす う し ぇしそぇかす. ‶さう 
ょけぉさぇ ゃけかは う こぇさう けす けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ. 
╆ぇ ょぇ しなぉうさぇ  しすさけうすっかくうすっ けすこぇょなちう,  しう っ 

ういさぇぉけすうか しぇき う しこっちうぇかくぇ おけかうつおぇ, し おけはすけ 
っあっょくっゃくけ けぉうおぇかは うい おゃぇさすぇかうすっ ゃ すなさしっくっ 
くぇ こけょたけょはと きぇすっさうぇか いぇ さっくけゃうさぇくっ くぇ せかうつ-
くうすっ こかぇすくぇ. 〈ぇおぇ, しぇき, しなし しけぉしすゃっくう しうかう  う 
“きぇすっさうぇか”, 〈けょけさ 〈けょけさけゃ ゃっつっ っ けすさっきけくすう-
さぇか ょせこおうすっ こけ ょゃっ おぇいぇくかなておう せかうちう. ′ぇこなか-
くうか  ゅう し こさなしす, おぇきなくう, おけうすけ ょはかおぇ こけ きはさおぇ, 
う こなかくう ょせこおうすっ しなし しすさけうすっかくうすっ けすこぇょなちう, 
おけうすけ しなとけ ょさけぉう, いぇ ょぇ しすぇくっ こなかくっくっすけ こかなす-
くけ う いょさぇゃけ. ‶さっょう ょぇ ういしうこっ, けぉぇつっ,  すぇおぇ いぇ-
ぉなさおぇくぇすぇ しきっし,ぉうゃてうはす ぇさしっくぇかっち しすぇさぇすっか-
くけ こけつうしすゃぇ ょせこおぇすぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす きぇてうくうすっ, 
おけうすけ こなかくはす ょせこおうすっ し おぇきなくう う ぇしそぇかすけゃぇ 
しきっし   ょうさっおすくけ, ぉっい すぇいう こさけちっょせさぇ こさっょう 
すけゃぇ. 
′けせ- たぇせ-すけ くぇ 〈けょけさ くっ っ ういくっくぇょぇ いぇ くっゅけ-

ゃうすっ しなしっょう う しなおゃぇさすぇかちう, いぇ おけうすけ きうくぇゃぇ 
いぇ すさせょけかのぉうゃ, つうすぇゃ う てうさけおけ しおさけっく つけゃっお. 
]ぇきうはす 〈けょけさ  うきぇ ちっか: ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ 

こさうおかのつう し ょせこおうすっ ゃ おゃ. “╁ぇしうか ╊っゃしおう”, ょぇ 
こけつうしすう う くはおけかおけ こさっこなかくっくう ゃっつっ う いぇょさなし-
すっくう けす きさなしけすうは せかうつくう てぇたすう. 
 ╃けおぇすけ ゃなさてう けぉとっしすゃっくけ こけかっいくぇすぇ しう さぇ-

ぉけすぇ いぇ ぉっい こぇさう, ぉぇえ 〈けょけさ くっ しこうさぇ ょぇ しっ 
つせょう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くう くぇこさぇゃぇ: ょぇ すさけてうき 
きくけゅけ こぇさう いぇ くっとぇ, いぇ おけうすけ -  くうすけ こぇいうき, 
くうすけ こなお こけかぇゅぇきっ しうかう う ょぇ こけこさぇゃうき し すけゃぇ, 
おけっすけ うきぇきっ. ╁しっおう つぇおぇ くぇゅけすけゃけ くはおけえ ょさせゅ 
ょぇ けこさぇゃう くっさぇいぉけさううすっ, ぇ すけ くっ しすぇゃぇ すぇおぇ, 
おぇいゃぇ きなょさうはす ぉぇえ 〈けょけさ, いぇ おけゅけすけ くうおぇお くっ 
ぉうかけ くぇ ょけぉさっ, つっ しきっ いぇぉさぇゃうかう こさうおぇいおぇすぇ 
いぇ くっゃけかはすぇ. 〉ぉっょっく っ, つっ いぇ ゃしはおけ くっとけ しっ くぇ-
きうさぇす う きはさおぇすぇ, う くぇこさぇゃぇすぇ, しすうゅぇ つけゃっお ょぇ 
くっ ゅけ きなさいう う ょぇ うきぇ ょせてぇ いぇ おさぇしうゃけすけ. ╉ぇおすけ 
う  あっかぇくうっ ょぇ あうゃっっ  ゃ せさっょっくぇ ょなさあぇゃぇ う 
しこさっすくぇす ゅさぇょ. 
]ぇきけ し “せせせせ” うかう し “せさぇ” くっ しすぇゃぇす くっとぇすぇ. 

〈させょ すさはぉゃぇ う ゅさうあぇ, せぉっょっく っ ぉうゃてうはす ぇさしっ-
くぇかっち.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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‶け ょせきうすっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ぇしけちうぇちうはすぇ,  
„かうこしぇすぇ くぇ そうくぇくしけゃぇ おせかすせさぇ っ ゃ さっいせかすぇす くぇ 
こさけきっくうすっ ゃ きぇくすぇかうすっすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ”, 
おぇすけ ゃ ゅけょうくうすっ こさっょう こさったけょぇ, おけゅぇすけ おさっょうすうすっ 
くっ しぇ ぉうかう こけこせかはさくう せ くぇし, たけさぇすぇ しぇ さぇいしなあょぇ-
ゃぇかう ゃ したっきぇすぇ: ゃうくぇゅう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ „ぉっかう こぇさう 
いぇ つっさくう ょくう”. ]っゅぇ けぉぇつっ しうすせぇちうはすぇ っ さぇいかうつくぇ, 
すゃなさょう ╋うすおけゃぇ う ょけこなかゃぇ, つっ „しかっょ こさったけょぇ  たけさぇ-
すぇ いぇこけつくぇたぇ ょぇ こなすせゃぇす う さぇいぉさぇたぇ, つっ ゃ „ょさせゅうは” 
しゃはす しっ あうゃっっ くぇ おさっょうす う くはきぇ くせあょぇ ょぇ つぇおぇて 5 
ゅけょうくう いぇ おけかぇ う 15 いぇ ぇこぇさすぇきっくす, ぇ きけあって ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃうて ゃっょくぇゅぇ”. ╉さっょうすくうはす ぉせき けすこさっょう 7-8 
ゅけょうくう , おけゅぇすけ きぇしけゃけ ゃいっきぇたきっ おさっょうすう, ぇ くはおけう 
ょぇあっ こけ こけゃっつっ けす っょうく, しなとけ うきぇ „ゃうくぇ” いぇ すけゃぇ 
„こなさゃけ ょぇ あうゃっっき, ぇ こけしかっ ょぇ しこっしすはゃぇきっ”.
]さっょ „さっおけさょうすっ”, おけうすけ さぇぉけすっとうすっ ゃ おけかっおすけさ-

しおうすっ ぇゅっくちうう しぇ うきぇかう, しぇ ぉうかう ゅさぇあょぇくう し ゃいっすう 
15-18 おさっょうすぇ, ぉっい ょぇ うきぇす ゃないきけあくけしす ゃ っょうく きけ-
きっくす ょぇ ゅう こけおさうゃぇす  こけさぇょう くせあょぇすぇ こさぇおすうつっしおう 
こさっい ょっく ょぇ ゃくぇしはす くはおなょっ くはおぇおゃう こぇさう. 〈ぇいう しこう-
さぇかぇ っ せぉうえしすゃっくぇ, すゃなさょう ╋うすおけゃぇ. 
[ぇぉけすっとうすっ ゃ ぇゅっくちううすっ いぇ しなぉうさぇくっ くぇ いぇおなしくっかう 

う いぇぉぇゃっくう おさっょうすう  ゃっつっ しぇ ゅけすけゃう う し くけゃうは, ょくっ-
てっく, こさけそうか くぇ ょかなあくうおぇ くぇ ぉぇくおうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
おけえすけ しっ けおぇいゃぇ さぇいかうつっく けす すけいう こさっょう 10 ゅけょうくう. 
╃くっし ぉなかゅぇさしおうはす ょかなあくうお っ  つけゃっお けす す. くぇさ. „すなくおぇ 
しさっょくぇ おかぇしぇ” ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ, くぇょ 40-ゅけ-
ょうてっく, ょけぉさっ けぉさぇいけゃぇく う し ょけおぇいぇくう せこさぇゃかっくしおう 
せきっくうは, おけえすけ けぉぇつっ こけ ゃさっきっすけ くぇ „おさっょうすくうは ぉせき” 
っ くぇょちっくうか ゃないきけあくけしすうすっ しう.
]なゃしっき ょさせゅぇ っ ぉうかぇ しうすせぇちうはすぇ, おぇおすけ う こさけそう-

かなす くぇ ょかなあくうおぇ こさっょう 2009-すぇ ゅけょうくぇ. ╃けすけゅぇゃぇ, 
こさっょう しゃっすけゃくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ おさういぇ, くぇえ-せはいゃうきう 
いぇ いぇょなかあっくうは う くぇえ-こけすなゃぇかう しなし いぇょなかあっくうは  しぇ 
ぉうかう きかぇょうすっ たけさぇ ょけ 25 ゅけょうくう, ぇ たけさぇすぇ きっあょせ 35 
う 50-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす しぇ ぉうかう しさっょ くぇえ-しなゃっしすくう-
すっ う けすゅけゃけさくう おさっょうすけこけかせつぇすっかう. ╁ きけきっくすぇ すぇいう 
おぇさすうくぇ っ しなゃしっき けぉなさくぇすぇ”, けすぉっかはいぇ [ぇえくぇ ╋うすおけ-
ゃぇ う こけしけつう, つっ たけさぇすぇ し こけ-くうしおう ょけたけょう しぇ きくけゅけ 
こけ-かけはかくう う こけゅぇしはゃぇす ゃ しさけお いぇょなかあっくうはすぇ しう.
╃ぇかっつ こけ-しかけあくぇ っ しうすせぇちうはすぇ し たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ 

ゃいっかう こけ-ゃうしけおう おさっょうすう う つっしすけ しっ  おさうはす こさう くっ-
ゃないきけあくけしす ょぇ ゅう こかぇとぇす. ╉ぇさぇす しっ し  さぇぉけすっとうすっ 
ゃ おけかっおすけさしおうすっ ぇゅっくちうう,  おけうすけ ゅう こさうすっしくはゃぇす 
こけ すっかっそけくぇ うかう し こうしきぇ, くっ けすゅけゃぇさはす くぇ こうしきぇすぇ 
くぇ ぉぇくおうすっ, おけうすけ うき こうてぇす. ]こけさっょ こさっょしっょぇすっかは 
くぇ ぇしけちうぇちうはすぇ,  „くぇえ-ょけぉさけすけ さってっくうっ いぇ つけゃっお, 
おけえすけ っ いぇすさせょくっく ょぇ こけゅぇしう いぇょなかあっくうっすけ しう, っ 
ょぇ けすうょっ ゃ しなけすゃっすくぇすぇ ぉぇくおぇ うかう うくしすうすせちうは う ょぇ 

“ ′ っ そ け さ き ぇ か く ぇ す ぇ 
うおけくけきうおぇ おぇすけ けぉ-
とっしすゃっくぇ すなさこうきけしす, 
ゃないきけあくけしすう う こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃぇ いぇ けゅさぇくう-
つぇゃぇくっ う こさっゃっくちうは” 
-  すけゃぇ ぉっ すっきぇすぇ くぇ 
しっきうくぇさ, けさゅぇくういうさぇく  
こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ′]《 
“╋っすぇか-╄かっおすさけ” し ょけ-
きぇおうく “┿さしっくぇか”. 
╁ しっきうくぇさぇ せつぇしすゃぇ-

たぇ しうくょうおぇかくう かうょっさう, 
ぇおすうゃうしすう う しうくょうおぇか-

┿さしっくぇか-
し お ぇ す ぇ  

ゅけさょけしす う こけ-
っすうつっく すぇかぇくす 
╇ゃぇえかぇ 〈けょけ-
さけゃぇ - ょなとっ-
さは くぇ ]すけはくおぇ 
┿ょぇきけゃぇ けす 
けすょっか “‶さけ-
ょぇあぉう” ゃ “┿さ-
しっくぇか”,  うきぇてっ 
ゃなかくせゃぇとぇ 
しさっとぇ こさっい  
しっょきうちぇすぇ. 
17-ゅけょうてくぇ-
すぇ こけっすっしぇ 
さぇいゅけゃぇさは いぇ 
こけっいうはすぇ, つぇか-

〈さう けす おぇくょうょぇすおうすっ いぇ すうすかぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2013  うきぇす ぇさしっくぇかしおぇ ゃさないおぇ, 
こけおぇいゃぇ かのぉけこうすくぇ こけょさけぉくけしす けす  ぉうけゅさぇそううすっ くぇ 22-すっ すぇいゅけょうてくう こさっ-

すっくょっくすおう いぇ くぇえ-ちっくくぇすぇ おけさけくぇ ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ. ╉さぇしぇゃうちぇすぇ ╁ぇくっしぇ 
╀ぇしぇくけゃぇ っ ょなかゅけゅけょうてくぇ すぇくちぬけさおぇ ゃ ぇくしぇきぉなか “┿さしっくぇか”, ぇ さけょうすっかうすっ くぇ 
╁ぇくは ]ぇおないけゃぇ う ′うおけかっすぇ ╋ぇいくっゃぇ さぇぉけすはす ゃ “┿さしっくぇか”. 
╃うぇくぇ ]ぇおないけゃぇ けす いぇゃけょ 3  う ]かぇゃおぇ ╋ぇいくっゃぇ とっ うきぇす こけゃけょう いぇ さぇょけしす ゃ 

ょけきけゃっすっ しう くぇゃなさた 10-すう きぇえ,  おけゅぇすけ とっ しっ こさけゃっょっ おけくおせさしなす いぇ ういぉけさ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ 2013. 
 ╁ ぉうかっすくうは ちっくすなさ くぇ せか. “╇しおさぇ” 4 ゃ ╉ぇいぇくなかお ゃっつっ いぇこけつくぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 

ぉうかっすう いぇ こさけはゃうすっ けす すぇいゅけょうてくうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ.
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ゃう しさっとくっ し おさぇしうゃうすっ ょなとっさう う すったくうすっ きぇえおう ゃ 

しかっょゃぇとうは しう ぉさけえ. 

けぉはしくう おぇおゃけ しっ っ しかせつうかけ う つっ くぇ すけいう っすぇこ しさっょしすゃぇ-
すぇ, し おけうすけ さぇいこけかぇゅぇ ゃ きけきっくすぇ, しすうゅぇす っょうくしすゃっくけ いぇ 
こさったさぇくぇ”, おぇすけ しっ けこうすぇ ょぇ こけしすうゅくっ こさっょけゅけゃぇさはくっ 
くぇ せしかけゃうはすぇ  くぇ おさっょうすぇ う す. くぇさ. „ゅさぇすうしくぇ ゃぇおぇく-
ちうは”. ¨ぉうおくけゃっくけ しっ こけしすうゅぇ しこけさぇいせきっくうっ う しっ ゃかういぇ 
ゃ こけかけあっくうっ, いぇとけすけ いぇ ぉぇくおうすっ っ こけ-ゃぇあくけ ょぇ しう しな-
ぉっさぇす こぇさうすっ, くっいぇゃうしうきけ けす せょなかあっくうは しさけお, けすおけか-
おけすけ こさぇおすうつっしおう ょぇ くっ きけゅぇす ょぇ しう ゃなさくぇす ういけぉとけ 
しせきぇすぇ いぇ おさっょうすぇ. 
 ′ぇえ-つっしすうすっ こさうつうくう, こけさぇょう おけうすけ しっ しすうゅぇ ょけ 

くっゃないきけあくけしす ょぇ しっ こかぇとぇす ゃくけしおうすっ こけ おさっょうすぇ, しぇ 
かうこしぇ くぇ さぇぉけすぇ, いぇおなしくっかう こかぇとぇくうは くぇ さぇぉけすくぇ いぇ-
こかぇすぇ, ゃないくうおゃぇくっ くぇ くっけつぇおゃぇくう しうすせぇちうう ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ, こさっきうくぇゃぇくっ くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, けす 
おけっすけ こぇょぇ う いぇこかぇすぇすぇ,  うかう きっしっちう くぇさっょ ういこかぇとぇくっ 
くぇ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ こけ-きぇかおけ けす さぇいきっさぇ くぇ 
こさっょうてくぇすぇ いぇこかぇすぇ, こさう おけはすけ しぇ さぇいつっすっくう う ゃくけし-
おうすっ こけ おさっょうすぇ. ╁ こけしかっょくうすっ  ゅけょうくぇ-ょゃっ すっいう しぇ 
っょくう けす けしくけゃくうすっ  こさうつうくう  たけさぇすぇ し ょなかゅけゃっ おなき 
ぉぇくおうすっ  ょぇ くっ せしこはゃぇす ょぇ ゅう こけおさうはす .
[ぇぉけすっとうすっ ゃ おけかっおすけさしおうすっ ぇゅっくちうう しぇ せしすぇくけゃうかう 

う ょさせゅ そぇおす: くぇえ- つっしすけ しっ いぇおなしくはゃぇ し さっょけゃくけすけ こけ-
ゅぇしはゃぇくっ くぇ いぇっきうすっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ – ゃ きっ-
しっちうすっ けす はくせぇさう ょけ きぇさす. ╁さっきっすけ, ゃ おけっすけ きぇしけゃけ 
たけさぇすぇ しっ しすさっきはす ょぇ しう こけおさうはす しすぇさう ょなかゅけゃっ う おさっ-
ょうすう, っ ょっおっきゃさう,  おけゅぇすけ しっ こさっょこけかぇゅぇ, つっ うきぇす う 
こけ-ゃうしけおう こさうたけょう. ╅っかぇくうっすけ ょぇ しっ ゃかっいっ ゃ くけゃぇすぇ 
ゅけょうくぇ くぇ つうしすけ ゃぇあう う ゃ すけいう しかせつぇえ. 
╃ゃぇ ゃうょぇ しぇ おさっょうすうすっ , こけ おけうすけ けぉうおくけゃっくけ ゅさぇあ-

ょぇくうすっ  すさせょくけ こけゅぇしはゃぇす ゃくけしおうすっ しう: こけすさっぉうすっかしおう 
う うこけすっつっく. ]さっょくうはす  しさけお くぇ こけすさっぉうすっかしおうすっ おさっ-
ょうすう っ  けす 5-7  ょけ 10 ゅけょうくう, ぇ うこけすっつくうはす - 10-20 
ゅけょうくう. ╁しっ こけ-つっしすけ けぉぇつっ ゅさぇあょぇくうすっ すっゅかはす  こけすさっ-
ぉうすっかしおう おさっょうすう いぇ ういょさなあおぇ くぇ しすせょっくすう, かっつっくうっ 
うかう ょさせゅけ つさっいゃうつぇえくけ しなぉうすうっ ゃ しっきっえしすゃけすけ. ╇きぇ う 
すさっすう ゃうょ おさっょうす, おけえすけ しっ けおぇいゃぇ けぉぇつっ すゃなさょっ しおなこ: 
ぉなさいうはす. ╉なき くっゅけ たけさぇすぇ こさうぉはゅゃぇす けぉうおくけゃっくけ こさう 
しこってくう しかせつぇう, おけゅぇすけ しぇ いぇおなしくっかう し ゃくけしおう こけ おさっ-
ょうすうすっ しう う しっ くぇかぇゅぇ ょぇ すっゅかはす ょさせゅ おさっょうす, いぇ ょぇ 
こけおさうはす いぇぉぇゃっくう こかぇとぇくうは. 〈けいう ゃうょ おさっょうす けぉうお-
くけゃっくけ „しきぇつおゃぇ” しなゃしっき そうくぇくしうすっ ゃ ょぇょっくけ  ょけきぇ-
おうくしすゃけ. ╄おしこっさすうすっ しなゃっすゃぇす すぇおなゃ ゃうょ おさっょうす ょぇ しっ 
ういこけかいゃぇ しぇきけ こさう ういおかのつうすっかくけ くぇかっあぇとう しかせつぇう. 
¨しゃっく しなし しなぉうさぇくっすけ くぇ いぇおなしくっかう ゃくけしおう こけ おさっ-

ょうすうすっ, おけかっおすけさしおうすっ ぇゅっくちうう しっ いぇくうきぇゃぇす う しなし しな-
ぉうさぇくっ くぇ しすぇさう いぇょなかあっくうは おなき きけぉうかくう けこっさぇすけさう, 
っくっさゅけさぇいこさっょっかうすっかくう う ╁う╉-ょさせあっしすゃぇ, し ゃくけしおう 
こけ ういこかぇとぇくっ くぇ ぉはかぇ う つっさくぇ すったくうおぇ う ょさせゅう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゅぇすぇ, おさぇしうゃうすっ くっとぇ けす あうゃけすぇ, かのぉうきうすっ おくうゅう う いぇくうきぇくうは し 22-すっ すぇいゅけょうてくう 
こさっすっくょっくすおう いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ ╇ゃぇえかぇ いぇこけいくぇ 
ゃさなしすくうつおうすっ しう し きぇゅうはすぇ くぇ こうしぇくけすけ しかけゃけ, おぇおすけ う し きけすうゃうすっ しう ょぇ こけょぇさはゃぇ 
おくうゅうすっ しう, ぇ くっ ょぇ こっつっかう けす すはた. ╉さぇしぇゃうちうすっ - ぇぉうすせさうっくすおう けす おぇいぇくかなておうすっ 
せつうかうとぇ, ぉはたぇ ゃこっつぇすかっくう けす そぇおすぇ, つっ きかぇょぇすぇ こけっすっしぇ, けしゃっく おさぇしうゃう う くぇこうしぇくう 
ういょなかぉけおけ けす しなさちっすけ しう しすうたけゃっ, さっょう う すっおしすけゃっ いぇ こっしくう.
〈けゃぇ ょぇ っ しぇきけ こなさゃぇすぇ けす こけさっょうちぇすぇ しさっとう くぇ かのぉうすっかうすっ くぇ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 

╇ゃぇえかぇ しう けぉっとぇたぇ おぇいぇくかなておうすっ おさぇしぇゃうちう, おけうすけ, けしゃっく し すゃけさぉうすっ くぇ ╇ゃぇえかぇ, 
しっ いぇこけいくぇたぇ う し ぉうぉかうけすっつくけすけ ょっかけ ゃ ╉ぇいぇくかなお  う し おぇきこぇくうはすぇ “╋ぇさぇすけく くぇ つっ-
すっくっすけ”.

くう つかっくけゃっ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう くぇ ╉′]╀ う ╉〈 
“‶けょおさっこぇ”.
〉つぇしすくうちうすっ ょうしおせすうさぇたぇ こけ ゃなこさけしうすっ くぇ くっそけさきぇかくぇすぇ うおけくけきうおぇ う 

くぇつうくうすっ ょぇ しっ ぉけさはす し くっは  いぇっょくけ し ょうさっおすけさぇ くぇ 『っくすなさぇ いぇ うくそけさきぇちうは 
う こさけそっしうけくぇかくけ けさうっくすうさぇくっ ╇かうはくぇ ╃っくおけゃぇ.  
]さっょ けぉしなあょぇくうすっ ゃなこさけしう ぉはたぇ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ くっ-

そけさきぇかくうすっ こさぇおすうおう, おぇおすけ う くぇ くぇつうくうすっ いぇ  こさけすうゃけょっえしすゃうっすけ うき. 
‶け ょぇくくう くぇ 『っくすなさぇ いぇ ういしかっょゃぇくっ くぇ ょっきけおさぇちうはすぇ, こさっい こけしかっょくうすっ 

2 ゅけょうくう しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, こけ けすくけてっくうっ くぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ 
ぇおすうゃくけしす くぇ そういうつっしおうすっ かうちぇ, っ  けすぉっかはいぇかぇ かっお しこぇょ. ¨しくけゃくぇすぇ こさう-
つうくぇ っ ゃ くぇきぇかっくぇすぇ いぇっすけしす う こけ-さっしすさうおすうゃくうすっ きっさおう, こさうかぇゅぇくう ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ けす こさっょたけょくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ.
╄ょくぇ けす すっくょっくちううすっ っ っゃけのかうさぇくっすけ くぇ せおさうゃぇくっすけ くぇ すさせょけゃう けすくけてっ-

くうは う, ゃきっしすけ そうさきうすっ ょぇ くぇっきぇす たけさぇ ぉっい すさせょけゃう ょけゅけゃけさう う いぇくうあっくう 
ょけたけょう, すっ ょぇ こけょこうしゃぇす ょけゅけゃけさう こさう こけ-ゃうしけおう ょけたけょう, くけ いぇ こけかけゃうく 
さぇぉけすっく ょっく, おぇすけ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ いぇっすけしすすぇ っ ちっかけょくっゃくぇ う ょけさう しっ こけかぇゅぇ 
ういゃなくさっょっく, くっこかぇすっく すさせょ.
╉ぇすけ ょさせゅぇ こさうつうくぇ いぇ かっおうは しこぇょ くぇ しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ こさっい こけしかっょくうすっ 

ょゃっ ゅけょうくう っおしこっさすうすっ  こけ いぇっすけしすすぇ  こけしけつゃぇす う っゃさけこっえしおうすっ こさけっおすう う 
こけゃうてっくうは うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ おなき すはた, おけうすけ ょぇゃぇす ゃな-
きけあくけしすう いぇ くぇっきぇくっ くぇ くけゃう たけさぇ, こさう すけゃぇ し けしうゅせさっくう しさっょしすゃぇ. 
╁ おけさこけさぇすうゃくうはす しっおすけさ しうゃぇすぇ つぇしす っ くぇ こけ-ゃうしけおけ くうゃけ けす こさっょおさういうし-

くぇすぇ 2007 ゅ., くけ っ こけょ すけゃぇ けす 2010 ゅ.
〈┿ 
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„╅『』╊〉╅]” ╊ [╅【《 》ぇ『╇╅【╅ ]ょ╆《╇
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 〈あちけみ そて ′あうそお 4:

‶けょぇょっくぇすぇ さなおぇ: ゃさない-
おぇすぇ きっあょせ たけさぇすぇ う すけこ-
かうすっ けすくけてっくうは, しぇ けくけゃぇ, 
おけっすけ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ ちっくう 
くぇえ-きくけゅけ ゃ さぇぉけすぇすぇ しう 
おぇすけ こさっょしっょぇすっか くぇ ╉′]╀ 
ゃ ╆ぇゃけょ 4. ╆ぇすけゃぇ くっ え すっ-
あぇす ょなかゅうすっ さぇいゅけゃけさう しかっょ 
さぇぉけすくけ ゃさっきっ し おけかっゅぇ, うい-
こぇょくぇか ゃ すっあおぇ しうすせぇちうは. 
′っえくぇ っあっょくっゃくぇ すさっゃけゅぇ 
しぇ すさっゃけゅうすっ けす くっういゃっしすくけ-
すけ う けしすぇゃぇくっすけ ぉっい さぇぉけすぇ, 
おけっすけ こさっつう くぇ たけさぇすぇ ょぇ 
さぇぉけすはす しこけおけえくけ う しないょぇゃぇ 
ゅけかっきう さうしおけゃっ ゃ こさけういゃけょ-
しすゃけすけ. ¨しけぉっくけ ゃなゃ ゃいさうゃけ-
けこぇしくけすけ, おぇおゃけすけ っ ゃ ╆ぇゃけょ 
4. ”╉ぇすけ しきっ こけ-ぉかういけ ょけ たけ-
さぇすぇ, くはきぇ おぇお ょぇ くう っ ぉっい-
さぇいかうつくけ.”, けぉはしくはゃぇ こさけしすけ 
╋ぇさうは しなょぉぇすぇ くぇ しうくょうおぇ-
かうしすぇ. ′ぇょっあょぇすぇ けぉぇつっ くっ は 
くぇこせしおぇ, いぇとけすけ くっ しう こけい-
ゃけかはゃぇ う くっ え しっ うしおぇ たけさぇすぇ 
ょぇ しう こけいゃけかはす ょぇ しっ けすょぇょぇす 
くぇ けすつぇはくうっすけ: „′っ すさはぉゃぇ 
ょぇ こぇょぇきっ ょせたけき!”, „╁しうつ-
おけ っ かっしくけ, おけゅぇすけ ゃしうつおけ っ 
くぇさっょ, ょぇ しっ けこうすぇきっ, ょけさう 
おけゅぇすけ くう っ すさせょくけ, ょぇ しう 
くぇこさぇゃうき こさぇいくうお.” 〈ぇおうゃぇ 
こさぇいくうちう ╋ぇさうは けさゅぇくういう-
さぇ いぇ おけかっおすうゃぇ こけ さぇいかうつ-
くう こけゃけょう. ╃ぇあっ いぇゃけょしおうすっ 
しうくょうおぇかくう しなぉさぇくうは すは けぉ-
さなとぇ ゃ こさぇいくうお し ちゃっすは, こけ-
ょぇさなちう う てゃっょしおぇ きぇしぇ.  
„]うくょうおぇかくぇすぇ さぇぉけすぇ きう 

っ こけょ おけあぇすぇ, ゃ しなさちっすけ, ゃ 
ょせてぇすぇ...”, ういこけゃはょゃぇ うしおさっ-
くけ ╋ぇさうは, おけはすけ しっ けこうすゃぇ ゃ 
っあっょくっゃうっすけ ょぇ くぇきうさぇ ぉかぇ-
ゅぇ ょせきぇ いぇ ゃしうつおう. [ぇいょはかぇ-
すぇ し おけかっゅぇ, おけえすけ くぇこせしおぇ, 
すは しう こさっあうゃはゃぇ けすょっかくけ. 
„╅ぇかおけ っ, つっ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ しう 
けすうゃぇす しこっちうぇかうしすう, いぇとけすけ 
すっ しっ ゅさぇょはす し ゅけょうくう. ╉けゅぇ-
すけ しっ くぇかぇゅぇ  けこすうきういぇちうは 
くぇ こっさしけくぇかぇ, くっ きけゅぇ ょぇ 
しこは しかっょ いぇしっょぇくうはすぇ くぇ おけ-
きうしうはすぇ.”, しこけょっかは ╋ぇいくっゃぇ 
し けすおさけゃっくうっすけ: ”〈さぇゅっょうは-
すぇ くぇ ょくってくうは ょっく きっ せきけ-
さはゃぇ...”.  ╁しっ こぇお, ╋ぇさうは っ 
せぉっょっくぇ, つっ ゃ しうすせぇちうはすぇ くぇ 
すさせょくけしすう いぇ そうさきぇすぇ, ょうぇ-
かけゅなす っ くぇえ-ゃぇあくけすけ くっとけ. 
]すぇつおぇすぇ いぇ くっは, おぇすけ けこう-
すっく しうくょうおぇかうしす, っ おさぇえくけ 
さってっくうっ, しぇきけ, おけゅぇすけ くはきぇ 
ょさせゅけ. ╋ぇいくっゃぇ くっ しこけょっかは 
くぇゅかぇしぇすぇ, つっ しうくょうおぇすうすっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゃなさゃはす くっこさっきっく-
くけ „くぇ くけあ” し さなおけゃけょしすゃけすけ, 
いぇとけすけ こさぇおすうおぇすぇ っ こけおぇいぇ-
かぇ, つっ おけきこさけきうしなす っ さってっ-
くうっすけ: ”╉けきこさけきうしう, おけき-
こさけきうしう...”. ╁ すっいう きけきっくすう  
╋ぇさうは っ ういこうすぇかぇ しうかぇすぇ くぇ 
╉けかっおすうゃくうは すさせょけゃ ょけゅけ-
ゃけさ: ”╉〈╃ ょぇゃぇ しすぇぉうかくけしす 
う ゃはさぇ ゃ きけきっくすう, おけゅぇすけ っ 
すさせょくけ いぇ ゃしうつおう - しうくょうおぇ-
すう, さぇぉけすけょぇすっか う さぇぉけすくう-
ちう”. ╋けきっくすう おぇすけ ょくってくうは. 
╉けゅぇすけ しなとけ うきぇ くせあょぇ けす 
おけきこさけきうし, さぇいせきくうはす おけき-
こさけきうし ゃ ょうぇかけゅぇ さぇぉけすけょぇ-
すっか – しうくょうおぇす. ╆ぇとけすけ: ”╁ 
ょうぇかけゅぇ しっ つせゃしすゃぇて さぇゃくけ-
こけしすぇゃっく”. ╋ぇさうは ょなさあう ょぇ 
しっ すなさしう けこすうきぇかくうは ゃぇさう-
ぇくす いぇ たけさぇすぇ ゃ すさせょくぇ しうすせ-
ぇちうは,  ょぇ しっ しこぇいゃぇ いぇおけくぇ. 
]ゃけはす せつうすっか ゃ しうくょうおぇかう-
いきぇ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ けすおさうゃぇ 
ゃ ┿すぇくぇし ╀けいけゃ, こさっょしっょぇすっ-
かはす くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” -  
„╀けいけゃ っ うくしすうすせちうは いぇ きっく. 
】っ けぉなさくっ しゃっすぇ, いぇ ょぇ こけ-
きけゅくっ, ぇおけ しう ゃ ぉっょぇ”. 〈ぇおぇ 
う ╋ぇさうは きくけゅけ しっ ゃなかくせゃぇ 
いぇ しなょぉぇすぇ くぇ たけさぇすぇ. ]ぇきけ, 

しかっょ おぇすけ っ しうゅせさくぇ, つっ っ くぇ-
こさぇゃうかぇ ゃしうつおけ いぇ くはおけゅけ けす 
けさゅぇくういぇちうはすぇ し ぉかういけ 540 
ょせてう, こけゃっつっすけ – あっくう, ╋ぇ-
さうは っ しこけおけえくぇ ょぇ こけゅかっょくっ 
たけさぇすぇ ゃ けつうすっ. ╀けかう は ょけさう 
いぇ くぇえ-くっいぇうくすっさっしけゃぇくうは 
さぇぉけすくうお. ╆ぇとけすけ:

”』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ
っ ょけぉなさ つけゃっお”

〈は くっ いぇぉさぇゃは せさけちうすっ くぇ 
]ゃっすけすけ こうしぇくうっ: „╂さぇょう 
ゃはさぇすぇ, こぇいう ゃはさぇすぇ ゃ ょさせ-
ゅうは...”. ╇ しっ けこうすゃぇ ょぇ ゅけ こさぇ-
ゃう. ╁ ょくってくけすけ すっあおけ ゃさっきっ, 
おけゅぇすけ きくけゅけ しぇ ぉけかくうすっ う 
しすさぇょぇとうすっ, ゃおかのつうすっかくけ 
う ゃ „┿さしっくぇか”, おぇすけ つぇしす けす 
]けちうぇかくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ おけ-
きうしうは くぇ そうさきぇすぇ, ╋ぇいくっゃぇ 
しっ けこうすゃぇ ょぇ こけきぇゅぇ. „╋なつうき 
しっ くはおぇお しう ょぇ ゅう こさぇゃうき すうは 

ょけぉさうくう, ょぇ こさぇゃうき あうゃけすぇ 
きぇかおけ こけ-ょけぉなさ...”. ╄ょくぇ すぇ-
おぇゃぇ ょけぉさうくぇ ╋ぇさうは ゃうあょぇ う 
ゃ ょっかけすけ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか”, おけえすけ しかっょう し うくすっさっし う 
きせ こけきぇゅぇ ょぇ くぇきっさう すけつくうすっ 
たけさぇ, いぇ おけうすけ ょぇ しっ けすゃぇさはす 
しすさぇくうちうすっ きせ. 〈けつくうすっ たけさぇ 
おさぇえ しっぉっ しう すは さぇいかうつぇゃぇ し 
せぉっあょっくうっすけ: ”』けゃっお すさはぉゃぇ 
ょぇ っ こさっょぇく くぇ さぇぉけすぇすぇ しう.”. 

′け う けとっ – ゃけょう しっ けす うく-
すせうちうはすぇ: „╁なすさってくけすけ つせゃ-
しすゃけ  ゃうくぇゅう きう こけょしおぇいゃぇ 
し おけゅけ きけあって ょぇ しこけょっかうて, 
うきぇき しかぇぉけしす おなき たけさぇすぇ, 
おけうすけ しぇ けとっすっくう, くぇ おけうすけ 
うしおぇき ょぇ こけきけゅくぇ.”. ] すぇいう 
くぇゅかぇしぇ, おけゅぇすけ ゃいうきぇ すぇお-
しう, ╋ぇさうは ゃうくぇゅう ういぉうさぇ こけ-
しかっょくけすけ ゃ おけかけくぇすぇ. ╁ すなさ-
しっくっすけ くぇ 』けゃっおぇ おさぇえ しっぉっ 
しう, ╋ぇさうは くっ しっ いぇすさせょくはゃぇ: 
„╁なゃ そうさきぇすぇ うきぇ しすさぇたけすくう 
たけさぇ!”. 〈は しう こさういくぇゃぇ, つっ しっ 
つせゃしすゃぇ ょなかぉけおけ しゃなさいぇくぇ し 
„┿さしっくぇか”. ╁うくぇゅう っ さぇぉけすう-
かぇ しぇきけ すせお. ╇きぇかぇ ゃないきけあ-
くけしすう ょぇ くぇこせしくっ, くけ くっ しう 
ゅけ う こけきうしかうかぇ. „』せゃしすゃぇき 
しっ きくけゅけ こさうゃなさいぇくぇ おなき 
そうさきぇすぇ, こなこくぇすぇ きう ゃさなゃ 
くっ っ しさはいぇくぇ. „┿さしっくぇか” っ 
おぇすけ こなさゃぇすぇ かのぉけゃ...”. ╆ぇ-
すけゃぇ くぇ ╋ぇさうは くっ え っ ぉっい-

さぇいかうつくけ ぉなょっとっすけ くぇ そうさ-
きぇすぇ う くぇ しすさぇくぇすぇ: ”〈さはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ こさけういゃけょしすゃけ, すさはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ うおけくけきうおぇ”. 
╁さないおぇすぇ し „┿さしっくぇか” いぇ 

╋ぇさうは っ ゃさないおぇ けすゃしはおなょっ. 
╉ぇすけ ゃ かのぉけゃすぇ. 〈は っ ゃ さぇ-
ょけしすすぇ ょぇ うょゃぇて うきっくくけ すせお 
くぇ さぇぉけすぇ – しせすさうく し せしきうゃ-
おぇ  う ょぇ しう すさなゅゃぇて し せきけ-
さっくう けつう, くけ しこけおけえくけ しなさ-

ちっ. 〉しっとぇくっすけ いぇ けぉとくけしす, 
おぇおゃけすけ ゃ „┿さしっくぇか” くぇうしすう-
くぇ うきぇ, いぇ ╋ぇさうは っ ょけさう ゃ 
すけこかぇすぇ しせこぇ, おけはすけ たぇこゃぇて 
ゃなゃ そうさきっくうは しすけか, ょぇあっ 
ゃ せしっとぇくっすけ いぇ ゃいぇうきけこけ-
きけと, おけっすけ うきぇ せつぇしすうっすけ 
ゃなゃ ╁]╉ぇしぇすぇ. 〈っいう ょさっぉくう 
ぇさしっくぇかしおう さぇょけしすう, しこけさっょ 
しうくょうおぇかうしすおぇすぇ, すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ いぇこぇいはす. [ぇょけしすすぇ いぇ くっは 
ゃなゃ そうさきっくけすけ っあっょくっゃうっ っ 
ゃ きぇかおうすっ あっしすけゃっ けす たけさぇ-
すぇ う おなき たけさぇすぇ – ょぇ すう こけ-
ょぇさはす ちゃっすっ, ょぇ うき しかけあうて 
しせすさうく ゃ つうくうえおぇすぇ いぇ おぇそっ 
こさっょう さぇぉけすぇ っょくけ かうしすけ けす 
っしっくくけすけ ょなさゃけ けすこさっょ, ょぇ 
うき こさけつっすって しすうた... ╋ぇさうは 
こさぇゃう すけゃぇ いぇ おけかっゅうすっ こさっ-
ょう うかう しかっょ さぇぉけすぇ. ”〈けゃぇ 
しぉかうあぇゃぇ たけさぇすぇ”, くけ う けとっ: 
”╂けかはき こけつうすぇすっか くぇ かうさう-
おぇすぇ しなき!”.         

╁ないさぇしすくう う きかぇょう – さぇきけ 
ょけ さぇきけ, っ ょさせゅけすけ, くぇ おけっ-
すけ こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ ╉′]╀ 
こさういくぇゃぇ, つっ  ょなさあう う いぇ 
すけゃぇ しっ けこうすゃぇ ょぇ ゅさぇょう 
おけかっおすうゃぇ おぇすけ ゃいぇうきけせゃぇ-
あっくうは ゃ っょくけすけ ちはかけ. „‶さっ-
ょうきしすゃけすけ くぇ ╆ぇゃけょ 4 しぇ 
きかぇょうすっ たけさぇ.”, おぇいゃぇ ╋ぇさうは 
╋ぇいくっゃぇ /すせお, ゃしっ こぇお, たけさぇ-
すぇ しっ こっくしうけくうさぇす くぇ 47 ゅけ-

╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╃っくは くぇ すさせょぇ, 
1-ゃう きぇえ, っ しなゃしっき っしすっしすゃっくけ  „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”  ょぇ こけすなさしう こさけつうすぇ 
くぇ こさぇいくうおぇ ゃ しなさちっすけ う けつうすっ くぇ 
っょうく しうくょうおぇかうしす. ¨とっ こけ-っしすっしす-
ゃっくけ っ すけゃぇ ょぇ しぇ けつうすっ う しなさちっすけ くぇ 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ – つっすゃなさすう きぇくょぇす 
こさっょしっょぇすっか くぇ しうくょうおぇかくぇすぇ けさゅぇ-
くういぇちうは くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4 – ╋なゅ-
かうあ. ′ぇ すけゃぇ しなさちっ きせ しっ  うしおぇ たけさぇ-
すぇ ょぇ こさぇいくせゃぇす, くっ いぇとけすけ くはおけえ けす 
しうくょうおぇすぇ うき っ けさゅぇくういうさぇか くっとけ う 
くっ いぇとけすけ っ 1-ゃう きぇえ. ╋ぇさうは しう こけ-
あっかぇゃぇ たけさぇすぇ ょぇ こけつせゃしすゃぇす こさぇい-
くうおぇ, ょぇ きせ しっ さぇょゃぇす, いぇとけすけ くぇこけ-
しかっょなお ”╃ぇあっ こさぇいくうちうすっ くう くっ しぇ 
こさぇいくうちう, いぇとけすけ くはきぇ せしきうゃおう”. ╇ 
けとっ: ”‶なさゃう きぇえ っ たせぉぇゃぇ っきぉかっきぇ 
いぇ すさせょっとうすっ しっ たけさぇ, くけ こさぇいくうちうすっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しう ゅう こさぇゃうき ゃしっおう ょっく”. 
¨つうすっ くぇ ╋ぇさうは くっ しっ いぇぉかせあょぇゃぇす, 
つっ すけゃぇ っ かっしくけ しっゅぇ – ゃ おさういぇすぇ, ゃ 
すっあおぇすぇ しうすせぇちうは ゃ „┿さしっくぇか”,  おけ-
ゅぇすけ こけさなつおうすっ くぇきぇかはゃぇす. ′け こけくっ 
っょくぇ けこけさぇ いぇ せすったぇすぇ くぇ たけさぇすぇ すは 
しなし しうゅせさくけしす ゃうあょぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう, いぇとけすけ 
すっ ょぇゃぇす こけょおさっこぇ. „┿おけ くはきぇて こけょ-
おさっこぇ, くはきぇて くうとけ, ゃしっおう しっ しこな-
ゃぇ う こぇょぇ, くけ おけゅぇすけ うきぇ こけょぇょっくぇ 
さなおぇ, くっとぇすぇ しぇ こけ-かっしくう.”, っ くぇせ-
つうかぇ ゃ ゅけょうくうすっ ╋ぇさうは.

ょうくう.../. 〈は しっ けこうすゃぇ っょくぇお-
ゃけ せこけさうすけ う ょぇ ゃないこうすぇゃぇ 
すさせょけゃう くぇゃうちう せ くけゃうすっ おけ-
かっゅう, う ょぇ ゅう せつう くぇ ょさせゅぇさ-
しすゃけ. ╋かぇょけしすすぇ ういゃうさぇ う けす 
こさぇいくうちうすっ くぇ たけさぇすぇ – おけえ 
し さけあぉぇ, おけえ し ぇぉうすせさうっくす. ┿ 
ゃっつっ しう うきぇす う ょはょけ くぇ すさう-
いくぇつおう! – „[ぇあょぇ しっ あうゃけす!”. 
╋ぇさうは こさぇとぇ おぇさすうつおう いぇ 
しっきっえくうすっ こさぇいくうちう くぇ おけ-
かっゅうすっ – いぇ ぉぇかけゃっ, しゃぇすぉう, 
しこけょっかは さぇょけしすすぇ けす ういはゃうすっ 
くぇ ょっちぇすぇ うき – けす せつうかうとくう-
すっ おさなあけちう ょけ しすせょっくすしおうすっ 
こけしすうあっくうは: „╋くけゅけ しっ さぇょ-
ゃぇき くぇ こけいうすうゃくうすっ くっとぇ!!!”. 
╁ すなさしっくっ くぇ ╃けぉさけすけ う ‶さぇ-
ゃうかくけすけ ╋ぇさうは いぇぉっかはいゃぇ 
くっとぇすぇ くぇけおけかけ: „╁こっつぇ-
すかっくぇ しなき けす たけさぇすぇ, おけうすけ 
し こけゃっょっくうっすけ しう すっ おぇさぇす 
ょぇ こけしすなこゃぇて こさぇゃうかくけ...”. 
] ゃなこさけしぇ - ょぇかう こけしすなこ-
ゃぇ こさぇゃうかくけ, くぇ ╋ぇさうは え しっ 
とっ ゃ すっいう さっょけゃっ ょぇ こうてっき 
こけゃっつっ いぇ たけさぇすぇ けす けさゅぇくう-
いぇちうはすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4, 
けすおけかおけすけ いぇ くっは. 〈けゃぇ けぉぇ-
つっ っ うしすうくしおう くっゃないきけあくけ, 
いぇとけすけ すっ しぇ しゃなさいぇくう し くっは 
う すは っ しゃなさいぇくぇ し すはた. 〈ぇおぇ 
こさけつうすなす „ ╋ぇさうは”  っ こさけつうす 
う くぇ たけさぇすぇ おさぇえ くっは. 
〈ぇおうゃぇ すは けすおさうゃぇ くっ しぇきけ 

ゃ さぇぉけすぇすぇ. ╆ぇとけすけ こさういくぇ-
ゃぇ: ”′ぇえ-ゃぇあくけ けす ゃしうつおけ っ 
しっきっえしすゃけすけ!”. ╁ しっきっえしすゃけ-
すけ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ くぇきうさぇ 
こなかくぇ こけょおさっこぇ う さぇいぉうさぇ-
くっ. „╀っいおさぇえくけ すけかっさぇくすくう 
しぇ おなき きっく ゃ すぇいう こけしすけはく-
くぇ さぇぉけすぇ いぇ しうくょうおぇかういきぇ, 
うきぇき くせあょぇ けす さぇいぉうさぇくっ... 
┿ ぇい ゅけ こけかせつぇゃぇき!”, し せし-
きうゃおぇ おぇいゃぇ しうくょうおぇかくぇすぇ 
こさっょしっょぇすっかおぇ. ╉ぇすけ しっきっえ-
しすゃけ, すは ちっくう う ぇおすうゃうしすおうすっ 
くぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ, し おけうすけ 
さぇぉけすう. ╋くけゅけ うき しっ さぇょゃぇ 
う ちっくう せしこったうすっ う っきけちうう-
すっ うき. ‶さうっきぇ ゅけ おぇすけ しゃけ-
っぉさぇいくけ ょぇさうすっかしすゃけ – ょぇゃぇ 
ゃくうきぇくうっ, おけっすけ くっ ょなさあう 
くっこさっきっくくけ ょぇ しっ ぇそうてうさぇ.
╃けてかぇ ゃ ╆ぇゃけょ 4 „いぇ きぇか-

おけ”, おけゅぇすけ は しなおさぇすうかう けす 
╆ぇゃけょ 5, ╋ぇさうは けしすぇゃぇ すせお 
いぇゃうくぇゅう. ′け うしおぇ ょぇ おぇあっ 
くぇ たけさぇすぇ, くぇ おけうすけ しっ くぇかぇ-
ゅぇ ょぇ しっ さぇいょっかはす いぇ きぇかおけ 
うかう いぇ こけゃっつっ し „┿さしっくぇか”, 
つっ あうゃけすなす こさけょなかあぇゃぇ, つっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しきっ こけょゅけすゃっくう いぇ 
ゃしうつおけ  – くうとけ, つっ きくけゅけ けす 
おけかっゅうすっ え おぇいゃぇす: ”┿おけ くっ 
しなき ゃ „┿さしっくぇか”, あうゃけすなす きう 
しゃなさてゃぇ”. 
╅うゃけすなす くっ しゃなさてゃぇ, いぇとけ-

すけ ゃうくぇゅう きけあって ょぇ くぇきっさうて 
さぇょけしすすぇ – ╋ぇさうは ゅけ こさぇゃうかぇ 
くぇゃさっきっすけ ゃ たうかはょうすっ きぇさ-
すっくうつおう, おけうすけ ういさぇぉけすゃぇ, 
ゃ ちゃっすはすぇ, おけうすけ けすゅかっあょぇ, 
ゃ おぇそっすけ し ょなとっさはすぇ, ゃ ぉはゅ-
しすゃぇすぇ くぇ しっかけ. [けょくけすけ ╉け-
くぇさっ くっ しこうさぇ ょぇ は すけこかう し 
たせぉけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ: 
”¨ぉうつぇき しう しっかけすけ!”. 〈ぇおぇ, 
こさっゃさなとぇえおう ょっかくうおぇ ゃ 
こさぇいくうお, „ゃっつくうはす けこすうきうしす” 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ  くぇきうさぇ しう-
かぇすぇ くぇ ょせたぇ ゃ すさぇょうちううすっ: 
”′はおぇお しう こけつくぇたぇ ょぇ しっ けす-
さうつぇす たけさぇすぇ けす こさぇいくうちうすっ, 
ぇ すさぇょうちううすっ っ たせぉぇゃけ ょぇ しっ 
しこぇいゃぇす!”. ╆ぇすけゃぇ こさっょしっ-
ょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 4  
しう こけあっかぇゃぇ こさっい うょゃぇとうすっ 
ょくう - いぇ ‶なさゃう きぇえ, ╁っかうお-
ょっく う ╂っさゅぬけゃょっく, ぇさしっくぇかちう 
ょぇ しう こけこさぇいくせゃぇす. ╁なこさっおう 
ゃしうつおけ.    

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

...〉《】-｠╅】 ′╅ 】]¨ぁ〉 【̈╊ ╉】》[̈
╆ぇ ちっかすぇ 〈けょけさ 〈けょけさけゃ しなぉうさぇ けすこぇょなつくうすっ 

しすさけうすっかくう  きぇすっさうぇかう けす しすぇさう しゅさぇょう, くぇつせお
ゃぇ ゅう くぇ こけ-きぇかおう こぇさつっすぇ う し すはた いぇこなかゃぇ  いっえ
くぇかうすっ せかうつくう ょせこおう, ゃ おけうすけ しぇ こけすさけてっくう くっ 
っょうく う ょゃぇ ぇゃすけきけぉうかぇ.  ╃ぇゃぇ う ゅぇさぇくちうは, つっ 
すぇおぇ いぇこなかくっくう,  こけ くっゅけゃぇすぇ すったくけかけゅうは  う しなし 
しけぉしすゃっくけ “ くけせ-たぇせ”,  くけゃう ょせこおう くはきぇ ょぇ しっ 
けすゃけさはす ゃなさたせ しすぇさうすっ う しかっょ 100 ゅけょうくう. ¨とっ 
こけ-ゅけかはき とっ っ っそっおすなす, おぇいゃぇ 〈けょけさ 〈けょけさけゃ, 
ぇおけ  しかっょ すけゃぇ しっ いぇこっつぇすぇす う し ぇしそぇかす. ‶さう 
ょけぉさぇ ゃけかは う こぇさう けす けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ. 
╆ぇ ょぇ しなぉうさぇ  しすさけうすっかくうすっ けすこぇょなちう,  しう っ 

ういさぇぉけすうか しぇき う しこっちうぇかくぇ おけかうつおぇ, し おけはすけ 
っあっょくっゃくけ けぉうおぇかは うい おゃぇさすぇかうすっ ゃ すなさしっくっ 
くぇ こけょたけょはと きぇすっさうぇか いぇ さっくけゃうさぇくっ くぇ せかうつ
くうすっ こかぇすくぇ. 〈ぇおぇ, しぇき, しなし しけぉしすゃっくう しうかう  う 
“きぇすっさうぇか”, 〈けょけさ 〈けょけさけゃ ゃっつっ っ けすさっきけくすう
さぇか ょせこおうすっ こけ ょゃっ おぇいぇくかなておう せかうちう. ′ぇこなか
くうか  ゅう し こさなしす, おぇきなくう, おけうすけ ょはかおぇ こけ きはさおぇ, 
う こなかくう ょせこおうすっ しなし しすさけうすっかくうすっ けすこぇょなちう, 
おけうすけ しなとけ ょさけぉう, いぇ ょぇ しすぇくっ こなかくっくっすけ こかなす
くけ う いょさぇゃけ. ‶さっょう ょぇ ういしうこっ, けぉぇつっ,  すぇおぇ いぇ
ぉなさおぇくぇすぇ しきっし,ぉうゃてうはす ぇさしっくぇかっち しすぇさぇすっか
くけ こけつうしすゃぇ ょせこおぇすぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす きぇてうくうすっ, 
おけうすけ こなかくはす ょせこおうすっ し おぇきなくう う ぇしそぇかすけゃぇ 
しきっし   ょうさっおすくけ, ぉっい すぇいう こさけちっょせさぇ こさっょう 
すけゃぇ. 
′けせ- たぇせ-すけ くぇ 〈けょけさ くっ っ ういくっくぇょぇ いぇ くっゅけ

ゃうすっ しなしっょう う しなおゃぇさすぇかちう, いぇ おけうすけ きうくぇゃぇ 
いぇ すさせょけかのぉうゃ, つうすぇゃ う てうさけおけ しおさけっく つけゃっお. 
]ぇきうはす 〈けょけさ  うきぇ ちっか: ゃっょくぇゅぇ, しかっょ おぇすけ 

こさうおかのつう し ょせこおうすっ ゃ おゃ. “╁ぇしうか ╊っゃしおう”, ょぇ 
こけつうしすう う くはおけかおけ こさっこなかくっくう ゃっつっ う いぇょさなし
すっくう けす きさなしけすうは せかうつくう てぇたすう. 
 ╃けおぇすけ ゃなさてう けぉとっしすゃっくけ こけかっいくぇすぇ しう さぇ

ぉけすぇ いぇ ぉっい こぇさう, ぉぇえ 〈けょけさ くっ しこうさぇ ょぇ しっ 
つせょう くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くう くぇこさぇゃぇ: ょぇ すさけてうき 
きくけゅけ こぇさう いぇ くっとぇ, いぇ おけうすけ -  くうすけ こぇいうき, 
くうすけ こなお こけかぇゅぇきっ しうかう う ょぇ こけこさぇゃうき し すけゃぇ, 
おけっすけ うきぇきっ. ╁しっおう つぇおぇ くぇゅけすけゃけ くはおけえ ょさせゅ 
ょぇ けこさぇゃう くっさぇいぉけさううすっ, ぇ すけ くっ しすぇゃぇ すぇおぇ, 
おぇいゃぇ きなょさうはす ぉぇえ 〈けょけさ, いぇ おけゅけすけ くうおぇお くっ 
ぉうかけ くぇ ょけぉさっ, つっ しきっ いぇぉさぇゃうかう こさうおぇいおぇすぇ 
いぇ くっゃけかはすぇ. 〉ぉっょっく っ, つっ いぇ ゃしはおけ くっとけ しっ くぇ
きうさぇす う きはさおぇすぇ, う くぇこさぇゃぇすぇ, しすうゅぇ つけゃっお ょぇ 
くっ ゅけ きなさいう う ょぇ うきぇ ょせてぇ いぇ おさぇしうゃけすけ. ╉ぇおすけ 
う  あっかぇくうっ ょぇ あうゃっっ  ゃ せさっょっくぇ ょなさあぇゃぇ う 
しこさっすくぇす ゅさぇょ. 
]ぇきけ し “せせせせ” うかう し “せさぇ” くっ しすぇゃぇす くっとぇすぇ. 

〈させょ すさはぉゃぇ う ゅさうあぇ, せぉっょっく っ ぉうゃてうはす ぇさしっ
くぇかっち.

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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‶け ょせきうすっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ぇしけちうぇちうはすぇ,  
„かうこしぇすぇ くぇ そうくぇくしけゃぇ おせかすせさぇ っ ゃ さっいせかすぇす くぇ 
こさけきっくうすっ ゃ きぇくすぇかうすっすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ”, 
おぇすけ ゃ ゅけょうくうすっ こさっょう こさったけょぇ, おけゅぇすけ おさっょうすうすっ 
くっ しぇ ぉうかう こけこせかはさくう せ くぇし, たけさぇすぇ しぇ さぇいしなあょぇ
ゃぇかう ゃ したっきぇすぇ: ゃうくぇゅう すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ „ぉっかう こぇさう 
いぇ つっさくう ょくう”. ]っゅぇ けぉぇつっ しうすせぇちうはすぇ っ さぇいかうつくぇ, 
すゃなさょう ╋うすおけゃぇ う ょけこなかゃぇ, つっ „しかっょ こさったけょぇ  たけさぇ
すぇ いぇこけつくぇたぇ ょぇ こなすせゃぇす う さぇいぉさぇたぇ, つっ ゃ „ょさせゅうは” 
しゃはす しっ あうゃっっ くぇ おさっょうす う くはきぇ くせあょぇ ょぇ つぇおぇて 5 
ゅけょうくう いぇ おけかぇ う 15 いぇ ぇこぇさすぇきっくす, ぇ きけあって ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃうて ゃっょくぇゅぇ”. ╉さっょうすくうはす ぉせき けすこさっょう 7-8 
ゅけょうくう , おけゅぇすけ きぇしけゃけ ゃいっきぇたきっ おさっょうすう, ぇ くはおけう 
ょぇあっ こけ こけゃっつっ けす っょうく, しなとけ うきぇ „ゃうくぇ” いぇ すけゃぇ 
„こなさゃけ ょぇ あうゃっっき, ぇ こけしかっ ょぇ しこっしすはゃぇきっ”.
]さっょ „さっおけさょうすっ”, おけうすけ さぇぉけすっとうすっ ゃ おけかっおすけさ

しおうすっ ぇゅっくちうう しぇ うきぇかう, しぇ ぉうかう ゅさぇあょぇくう し ゃいっすう 
15-18 おさっょうすぇ, ぉっい ょぇ うきぇす ゃないきけあくけしす ゃ っょうく きけ
きっくす ょぇ ゅう こけおさうゃぇす  こけさぇょう くせあょぇすぇ こさぇおすうつっしおう 
こさっい ょっく ょぇ ゃくぇしはす くはおなょっ くはおぇおゃう こぇさう. 〈ぇいう しこう
さぇかぇ っ せぉうえしすゃっくぇ, すゃなさょう ╋うすおけゃぇ. 
[ぇぉけすっとうすっ ゃ ぇゅっくちううすっ いぇ しなぉうさぇくっ くぇ いぇおなしくっかう 

う いぇぉぇゃっくう おさっょうすう  ゃっつっ しぇ ゅけすけゃう う し くけゃうは, ょくっ
てっく, こさけそうか くぇ ょかなあくうおぇ くぇ ぉぇくおうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
おけえすけ しっ けおぇいゃぇ さぇいかうつっく けす すけいう こさっょう 10 ゅけょうくう. 
╃くっし ぉなかゅぇさしおうはす ょかなあくうお っ  つけゃっお けす す. くぇさ. „すなくおぇ 
しさっょくぇ おかぇしぇ” ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ, くぇょ 40-ゅけ
ょうてっく, ょけぉさっ けぉさぇいけゃぇく う し ょけおぇいぇくう せこさぇゃかっくしおう 
せきっくうは, おけえすけ けぉぇつっ こけ ゃさっきっすけ くぇ „おさっょうすくうは ぉせき” 
っ くぇょちっくうか ゃないきけあくけしすうすっ しう.
]なゃしっき ょさせゅぇ っ ぉうかぇ しうすせぇちうはすぇ, おぇおすけ う こさけそう

かなす くぇ ょかなあくうおぇ こさっょう 2009-すぇ ゅけょうくぇ. ╃けすけゅぇゃぇ, 
こさっょう しゃっすけゃくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ おさういぇ, くぇえ-せはいゃうきう 
いぇ いぇょなかあっくうは う くぇえ-こけすなゃぇかう しなし いぇょなかあっくうは  しぇ 
ぉうかう きかぇょうすっ たけさぇ ょけ 25 ゅけょうくう, ぇ たけさぇすぇ きっあょせ 35 
う 50-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす しぇ ぉうかう しさっょ くぇえ-しなゃっしすくう
すっ う けすゅけゃけさくう おさっょうすけこけかせつぇすっかう. ╁ きけきっくすぇ すぇいう 
おぇさすうくぇ っ しなゃしっき けぉなさくぇすぇ”, けすぉっかはいぇ [ぇえくぇ ╋うすおけ
ゃぇ う こけしけつう, つっ たけさぇすぇ し こけ-くうしおう ょけたけょう しぇ きくけゅけ 
こけ-かけはかくう う こけゅぇしはゃぇす ゃ しさけお いぇょなかあっくうはすぇ しう.
╃ぇかっつ こけ-しかけあくぇ っ しうすせぇちうはすぇ し たけさぇすぇ, おけうすけ しぇ 

ゃいっかう こけ-ゃうしけおう おさっょうすう う つっしすけ しっ  おさうはす こさう くっ
ゃないきけあくけしす ょぇ ゅう こかぇとぇす. ╉ぇさぇす しっ し  さぇぉけすっとうすっ 
ゃ おけかっおすけさしおうすっ ぇゅっくちうう,  おけうすけ ゅう こさうすっしくはゃぇす 
こけ すっかっそけくぇ うかう し こうしきぇ, くっ けすゅけゃぇさはす くぇ こうしきぇすぇ 
くぇ ぉぇくおうすっ, おけうすけ うき こうてぇす. ]こけさっょ こさっょしっょぇすっかは 
くぇ ぇしけちうぇちうはすぇ,  „くぇえ-ょけぉさけすけ さってっくうっ いぇ つけゃっお, 
おけえすけ っ いぇすさせょくっく ょぇ こけゅぇしう いぇょなかあっくうっすけ しう, っ 
ょぇ けすうょっ ゃ しなけすゃっすくぇすぇ ぉぇくおぇ うかう うくしすうすせちうは う ょぇ 

“ ′ っ そ け さ き ぇ か く ぇ す ぇ 
うおけくけきうおぇ おぇすけ けぉ
とっしすゃっくぇ すなさこうきけしす, 
ゃないきけあくけしすう う こさっょうい
ゃうおぇすっかしすゃぇ いぇ けゅさぇくう
つぇゃぇくっ う こさっゃっくちうは” 
-  すけゃぇ ぉっ すっきぇすぇ くぇ 
しっきうくぇさ, けさゅぇくういうさぇく  
こけ うくうちうぇすうゃぇ くぇ ′]《 
“╋っすぇか-╄かっおすさけ” し ょけ
きぇおうく “┿さしっくぇか”. 
╁ しっきうくぇさぇ せつぇしすゃぇ

たぇ しうくょうおぇかくう かうょっさう, 
ぇおすうゃうしすう う しうくょうおぇか

┿さしっくぇか
し お ぇ す ぇ  

ゅけさょけしす う こけ
っすうつっく すぇかぇくす 
╇ゃぇえかぇ 〈けょけ
さけゃぇ - ょなとっ
さは くぇ ]すけはくおぇ 
┿ょぇきけゃぇ けす 
けすょっか “‶さけ
ょぇあぉう” ゃ “┿さ
しっくぇか”,  うきぇてっ 
ゃなかくせゃぇとぇ 
しさっとぇ こさっい  
しっょきうちぇすぇ. 
17-ゅけょうてくぇ
すぇ こけっすっしぇ 
さぇいゅけゃぇさは いぇ 
こけっいうはすぇ, つぇか

〈さう けす おぇくょうょぇすおうすっ いぇ すうすかぇすぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ 2013  うきぇす ぇさしっくぇかしおぇ ゃさないおぇ, 
こけおぇいゃぇ かのぉけこうすくぇ こけょさけぉくけしす けす  ぉうけゅさぇそううすっ くぇ 22-すっ すぇいゅけょうてくう こさっ

すっくょっくすおう いぇ くぇえ-ちっくくぇすぇ おけさけくぇ ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ. ╉さぇしぇゃうちぇすぇ ╁ぇくっしぇ 
╀ぇしぇくけゃぇ っ ょなかゅけゅけょうてくぇ すぇくちぬけさおぇ ゃ ぇくしぇきぉなか “┿さしっくぇか”, ぇ さけょうすっかうすっ くぇ 
╁ぇくは ]ぇおないけゃぇ う ′うおけかっすぇ ╋ぇいくっゃぇ さぇぉけすはす ゃ “┿さしっくぇか”. 
╃うぇくぇ ]ぇおないけゃぇ けす いぇゃけょ 3  う ]かぇゃおぇ ╋ぇいくっゃぇ とっ うきぇす こけゃけょう いぇ さぇょけしす ゃ 

ょけきけゃっすっ しう くぇゃなさた 10-すう きぇえ,  おけゅぇすけ とっ しっ こさけゃっょっ おけくおせさしなす いぇ ういぉけさ くぇ 
『ぇさうちぇ [けいぇ 2013. 
 ╁ ぉうかっすくうは ちっくすなさ くぇ せか. “╇しおさぇ” 4 ゃ ╉ぇいぇくなかお ゃっつっ いぇこけつくぇ こさけょぇあぉぇすぇ くぇ 

ぉうかっすう いぇ こさけはゃうすっ けす すぇいゅけょうてくうは ‶さぇいくうお くぇ さけいぇすぇ.
“〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” とっ ゃう しさっとくっ し おさぇしうゃうすっ ょなとっさう う すったくうすっ きぇえおう ゃ 

しかっょゃぇとうは しう ぉさけえ. 

けぉはしくう おぇおゃけ しっ っ しかせつうかけ う つっ くぇ すけいう っすぇこ しさっょしすゃぇ
すぇ, し おけうすけ さぇいこけかぇゅぇ ゃ きけきっくすぇ, しすうゅぇす っょうくしすゃっくけ いぇ 
こさったさぇくぇ”, おぇすけ しっ けこうすぇ ょぇ こけしすうゅくっ こさっょけゅけゃぇさはくっ 
くぇ せしかけゃうはすぇ  くぇ おさっょうすぇ う す. くぇさ. „ゅさぇすうしくぇ ゃぇおぇく
ちうは”. ¨ぉうおくけゃっくけ しっ こけしすうゅぇ しこけさぇいせきっくうっ う しっ ゃかういぇ 
ゃ こけかけあっくうっ, いぇとけすけ いぇ ぉぇくおうすっ っ こけ-ゃぇあくけ ょぇ しう しな
ぉっさぇす こぇさうすっ, くっいぇゃうしうきけ けす せょなかあっくうは しさけお, けすおけか
おけすけ こさぇおすうつっしおう ょぇ くっ きけゅぇす ょぇ しう ゃなさくぇす ういけぉとけ 
しせきぇすぇ いぇ おさっょうすぇ. 
 ′ぇえ-つっしすうすっ こさうつうくう, こけさぇょう おけうすけ しっ しすうゅぇ ょけ 

くっゃないきけあくけしす ょぇ しっ こかぇとぇす ゃくけしおうすっ こけ おさっょうすぇ, しぇ 
かうこしぇ くぇ さぇぉけすぇ, いぇおなしくっかう こかぇとぇくうは くぇ さぇぉけすくぇ いぇ
こかぇすぇ, ゃないくうおゃぇくっ くぇ くっけつぇおゃぇくう しうすせぇちうう ゃ しっきっえ
しすゃけすけ, こさっきうくぇゃぇくっ くぇ くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, けす 
おけっすけ こぇょぇ う いぇこかぇすぇすぇ,  うかう きっしっちう くぇさっょ ういこかぇとぇくっ 
くぇ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ こけ-きぇかおけ けす さぇいきっさぇ くぇ 
こさっょうてくぇすぇ いぇこかぇすぇ, こさう おけはすけ しぇ さぇいつっすっくう う ゃくけし
おうすっ こけ おさっょうすぇ. ╁ こけしかっょくうすっ  ゅけょうくぇ-ょゃっ すっいう しぇ 
っょくう けす けしくけゃくうすっ  こさうつうくう  たけさぇすぇ し ょなかゅけゃっ おなき 
ぉぇくおうすっ  ょぇ くっ せしこはゃぇす ょぇ ゅう こけおさうはす .
[ぇぉけすっとうすっ ゃ おけかっおすけさしおうすっ ぇゅっくちうう しぇ せしすぇくけゃうかう 

う ょさせゅ そぇおす: くぇえ- つっしすけ しっ いぇおなしくはゃぇ し さっょけゃくけすけ こけ
ゅぇしはゃぇくっ くぇ いぇっきうすっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ – ゃ きっ
しっちうすっ けす はくせぇさう ょけ きぇさす. ╁さっきっすけ, ゃ おけっすけ きぇしけゃけ 
たけさぇすぇ しっ しすさっきはす ょぇ しう こけおさうはす しすぇさう ょなかゅけゃっ う おさっ
ょうすう, っ ょっおっきゃさう,  おけゅぇすけ しっ こさっょこけかぇゅぇ, つっ うきぇす う 
こけ-ゃうしけおう こさうたけょう. ╅っかぇくうっすけ ょぇ しっ ゃかっいっ ゃ くけゃぇすぇ 
ゅけょうくぇ くぇ つうしすけ ゃぇあう う ゃ すけいう しかせつぇえ. 
╃ゃぇ ゃうょぇ しぇ おさっょうすうすっ , こけ おけうすけ けぉうおくけゃっくけ ゅさぇあ

ょぇくうすっ  すさせょくけ こけゅぇしはゃぇす ゃくけしおうすっ しう: こけすさっぉうすっかしおう 
う うこけすっつっく. ]さっょくうはす  しさけお くぇ こけすさっぉうすっかしおうすっ おさっ
ょうすう っ  けす 5-7  ょけ 10 ゅけょうくう, ぇ うこけすっつくうはす - 10-20 
ゅけょうくう. ╁しっ こけ-つっしすけ けぉぇつっ ゅさぇあょぇくうすっ すっゅかはす  こけすさっ
ぉうすっかしおう おさっょうすう いぇ ういょさなあおぇ くぇ しすせょっくすう, かっつっくうっ 
うかう ょさせゅけ つさっいゃうつぇえくけ しなぉうすうっ ゃ しっきっえしすゃけすけ. ╇きぇ う 
すさっすう ゃうょ おさっょうす, おけえすけ しっ けおぇいゃぇ けぉぇつっ すゃなさょっ しおなこ: 
ぉなさいうはす. ╉なき くっゅけ たけさぇすぇ こさうぉはゅゃぇす けぉうおくけゃっくけ こさう 
しこってくう しかせつぇう, おけゅぇすけ しぇ いぇおなしくっかう し ゃくけしおう こけ おさっ
ょうすうすっ しう う しっ くぇかぇゅぇ ょぇ すっゅかはす ょさせゅ おさっょうす, いぇ ょぇ 
こけおさうはす いぇぉぇゃっくう こかぇとぇくうは. 〈けいう ゃうょ おさっょうす けぉうお
くけゃっくけ „しきぇつおゃぇ” しなゃしっき そうくぇくしうすっ ゃ ょぇょっくけ  ょけきぇ
おうくしすゃけ. ╄おしこっさすうすっ しなゃっすゃぇす すぇおなゃ ゃうょ おさっょうす ょぇ しっ 
ういこけかいゃぇ しぇきけ こさう ういおかのつうすっかくけ くぇかっあぇとう しかせつぇう. 
¨しゃっく しなし しなぉうさぇくっすけ くぇ いぇおなしくっかう ゃくけしおう こけ おさっ

ょうすうすっ, おけかっおすけさしおうすっ ぇゅっくちうう しっ いぇくうきぇゃぇす う しなし しな
ぉうさぇくっ くぇ しすぇさう いぇょなかあっくうは おなき きけぉうかくう けこっさぇすけさう, 
っくっさゅけさぇいこさっょっかうすっかくう う ╁う╉-ょさせあっしすゃぇ, し ゃくけしおう 
こけ ういこかぇとぇくっ くぇ ぉはかぇ う つっさくぇ すったくうおぇ う ょさせゅう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゅぇすぇ, おさぇしうゃうすっ くっとぇ けす あうゃけすぇ, かのぉうきうすっ おくうゅう う いぇくうきぇくうは し 22-すっ すぇいゅけょうてくう 
こさっすっくょっくすおう いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 『ぇさうちぇ [けいぇ. ‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ ╇ゃぇえかぇ いぇこけいくぇ 
ゃさなしすくうつおうすっ しう し きぇゅうはすぇ くぇ こうしぇくけすけ しかけゃけ, おぇおすけ う し きけすうゃうすっ しう ょぇ こけょぇさはゃぇ 
おくうゅうすっ しう, ぇ くっ ょぇ こっつっかう けす すはた. ╉さぇしぇゃうちうすっ - ぇぉうすせさうっくすおう けす おぇいぇくかなておうすっ 
せつうかうとぇ, ぉはたぇ ゃこっつぇすかっくう けす そぇおすぇ, つっ きかぇょぇすぇ こけっすっしぇ, けしゃっく おさぇしうゃう う くぇこうしぇくう 
ういょなかぉけおけ けす しなさちっすけ しう しすうたけゃっ, さっょう う すっおしすけゃっ いぇ こっしくう.
〈けゃぇ ょぇ っ しぇきけ こなさゃぇすぇ けす こけさっょうちぇすぇ しさっとう くぇ かのぉうすっかうすっ くぇ すゃけさつっしすゃけすけ くぇ 

╇ゃぇえかぇ しう けぉっとぇたぇ おぇいぇくかなておうすっ おさぇしぇゃうちう, おけうすけ, けしゃっく し すゃけさぉうすっ くぇ ╇ゃぇえかぇ, 
しっ いぇこけいくぇたぇ う し ぉうぉかうけすっつくけすけ ょっかけ ゃ ╉ぇいぇくかなお  う し おぇきこぇくうはすぇ “╋ぇさぇすけく くぇ つっ
すっくっすけ”.

くう つかっくけゃっ, こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう くぇ ╉′]╀ う ╉〈 
“‶けょおさっこぇ”.
〉つぇしすくうちうすっ ょうしおせすうさぇたぇ こけ ゃなこさけしうすっ くぇ くっそけさきぇかくぇすぇ うおけくけきうおぇ う 

くぇつうくうすっ ょぇ しっ ぉけさはす し くっは  いぇっょくけ し ょうさっおすけさぇ くぇ 『っくすなさぇ いぇ うくそけさきぇちうは 
う こさけそっしうけくぇかくけ けさうっくすうさぇくっ ╇かうはくぇ ╃っくおけゃぇ.  
]さっょ けぉしなあょぇくうすっ ゃなこさけしう ぉはたぇ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ けゅさぇくうつぇゃぇくっ くぇ くっ

そけさきぇかくうすっ こさぇおすうおう, おぇおすけ う くぇ くぇつうくうすっ いぇ  こさけすうゃけょっえしすゃうっすけ うき. 
‶け ょぇくくう くぇ 『っくすなさぇ いぇ ういしかっょゃぇくっ くぇ ょっきけおさぇちうはすぇ, こさっい こけしかっょくうすっ 

2 ゅけょうくう しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, こけ けすくけてっくうっ くぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ 
ぇおすうゃくけしす くぇ そういうつっしおうすっ かうちぇ, っ  けすぉっかはいぇかぇ かっお しこぇょ. ¨しくけゃくぇすぇ こさう
つうくぇ っ ゃ くぇきぇかっくぇすぇ いぇっすけしす う こけ-さっしすさうおすうゃくうすっ きっさおう, こさうかぇゅぇくう ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ けす こさっょたけょくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ.
╄ょくぇ けす すっくょっくちううすっ っ っゃけのかうさぇくっすけ くぇ せおさうゃぇくっすけ くぇ すさせょけゃう けすくけてっ

くうは う, ゃきっしすけ そうさきうすっ ょぇ くぇっきぇす たけさぇ ぉっい すさせょけゃう ょけゅけゃけさう う いぇくうあっくう 
ょけたけょう, すっ ょぇ こけょこうしゃぇす ょけゅけゃけさう こさう こけ-ゃうしけおう ょけたけょう, くけ いぇ こけかけゃうく 
さぇぉけすっく ょっく, おぇすけ ゃ しなとけすけ ゃさっきっ いぇっすけしすすぇ っ ちっかけょくっゃくぇ う ょけさう しっ こけかぇゅぇ 
ういゃなくさっょっく, くっこかぇすっく すさせょ.
╉ぇすけ ょさせゅぇ こさうつうくぇ いぇ かっおうは しこぇょ くぇ しうゃぇすぇ うおけくけきうおぇ こさっい こけしかっょくうすっ 

ょゃっ ゅけょうくう っおしこっさすうすっ  こけ いぇっすけしすすぇ  こけしけつゃぇす う っゃさけこっえしおうすっ こさけっおすう う 
こけゃうてっくうは うくすっさっし けす しすさぇくぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ おなき すはた, おけうすけ ょぇゃぇす ゃな
きけあくけしすう いぇ くぇっきぇくっ くぇ くけゃう たけさぇ, こさう すけゃぇ し けしうゅせさっくう しさっょしすゃぇ. 
╁ おけさこけさぇすうゃくうはす しっおすけさ しうゃぇすぇ つぇしす っ くぇ こけ-ゃうしけおけ くうゃけ けす こさっょおさういうし

くぇすぇ 2007 ゅ., くけ っ こけょ すけゃぇ けす 2010 ゅ.
〈┿ 
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Траяна Цветкова

Росица Иванова

【『っ╆╇╅ ╉╅ ¨〈╅ 
╆╅]╅〉』...

╉そぬ. お-ち 》しあすかせ 《ちかのあちつさけ:

- ╁ ╇しすけさうつっしおうは きせいっえ くぇ ╉ぇいぇくかなお ぉはたすっ しうかくけ ゃこっつぇすっかっく けす 
きけくっすうすっ くぇ  ゃかぇょっすっかは ]ぇさぇすけゅ. ]こけょっかはか しすっ, つっ うしすけさうはすぇ ╁う っ 
かのぉうき こさっょきっす, たけぉう. ╁ すけいう しきうしなか おぇお しすぇくぇ すぇおぇ, つっ ょくってくうすっ 
こけかうすうちう くうとけ くっ くぇせつうたぇ けす こさっょちうすっ しう, ょけさう けす うょっぇかうしすうすっ, 
くぇいぇょ ゃ うしすけさうはすぇ? 
- ′っ うしおぇき ょぇ おけきっくすうさぇき ょくってくうすっ こけかうすうちう, くけ う くっ しなき しなゃしっき しな-

ゅかぇしっく し ゃぇし. 】っ おぇあぇ しぇきけ すけゃぇ, つっ ゃ しさぇゃくっくうっ し くぇつぇかけすけ くぇ 90-すっ 
ゅけょうくう, くうっ ょくっし しきっ つかっくけゃっ くぇ ′┿〈¨, くぇ ╄] う すけゃぇ しぇ こけしすうあっくうは  くっ 
しぇきけ くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ, くけ う くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こけかうすうちう. 】っ おぇあぇ 
う けとっ くっとけ: くうっ しきっ しすさぇくぇ しなし しさぇゃくうすっかくけ くうしおう ょなかゅけゃっ う すけゃぇ しなとけ 
っ いぇしかせゅぇ くぇ こけかうすうちうすっ けす さぇいかうつくう こっさうけょう. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ きけあっ ょぇ 
しっ こけしすぇゃう ゃなこさけしなす けとっ おけかおけ きけあったきっ ょぇ くぇこさぇゃうき, くけ っ ゃぇあくけ う ょぇ 
しっ せつうき けす ゅさっておうすっ しう けす きうくぇかけすけ. 

- ]こけさっょ ╁ぇし  - おけは っ くぇかけあうすっかくぇすぇ ゅかなすおぇ ゃないょせた いぇ ぉういくっ-
しぇ, おけはすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっょこさうっきっ, おけえすけ う ょぇ しこっつっかう ゃかぇしすすぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは? 
- ╃ぇ しっ こけょけぉさう ぉういくっし-おかうきぇすなす う ょぇ しっ こさっおさぇすう こさぇおすうおぇすぇ くぇ ぇょきう-

くうしすさうさぇくっ, こさけういゃけか う こさけゃっさおう し くっはしくう きけすうゃう ゃなゃ そうさきうすっ.

- ╉ぇお しすぇゃぇ すけゃぇ?  
- ╉ぇすけ しっ しこぇいゃぇ いぇおけくなす う こさけゃっさおうすっ しぇ しぇきけ いぇ ういさはょくけしす おなき そうしおぇ 

う おなき くうとけ ょさせゅけ. 

- ╋けあっすっ かう ょぇ おぇあっすっ し おけかおけ っ いぇょかなあくはかぇ ╀なかゅぇさうは こさっい こけ-
しかっょくうすっ 4 ゅけょうくう? 
- ╋けゅぇ. ╁ こけしかっょくうすっ 4 ゅけょうくう ╀なかゅぇさうは  っ いぇょかなあくはかぇ し きぇかおけ くぇょ 4 

きうかうぇさょぇ かっゃぇ. ╇ そうしおぇかくうはす さっいっさゃ っ けかっおくぇか し けおけかけ 3,5 きうかうぇさょぇ 
かっゃぇ. 

- ╇ おけかおけ うきぇす ょぇ こかぇとぇす おなき すけいう きけきっくす ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╀なか-
ゅぇさうは? 
- ╉なき すけいう きけきっくす うきぇきっ ょぇ こかぇとぇきっ 14,5 きうかうぇさょぇ かっゃぇ.  ‶さっい 1989 

ゅけょうくぇ うきぇたきっ ょぇ こかぇとぇきっ 10 きうかうぇさょぇ かっゃぇ.
 
- ╉けかおけ あうゃけすぇ とっ くう すさはぉゃぇす いぇ すけゃぇ? 
- ╃なかゅなす くっ っ くぇえ-けこぇしくけすけ くっとけ くぇ すけいう しゃはす. ╇きぇ きくけゅけ っゃさけこっえしおう 

しすさぇくう, おけうすけ あうゃっはす しさぇゃくうすっかくけ しこけおけえくけ し きくけゅけ こけ-ゅけかっきう ょなかゅけゃっ. 
╁なこさけしなす っ: おけゅぇすけ しっ ゃいっきぇす ょなかゅけゃっ, おぇおゃぇ っ っそっおすうゃくけしすすぇ けす すはた, 
おぇおゃう ちっかう しっ さっぇかういうさぇす, おぇお しこぇょぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, おぇお しっ せゃっかうつぇゃぇす 
ょけたけょうすっ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, こさっい こけしかっょくうすっ 4 ゅけょうくう ゃしうつおう すっいう ちっかう せ 
くぇし しっ ょゃうあったぇ ゃ けぉさぇすくぇ こけしけおぇ - せゃっかうつぇゃぇてっ しっ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ, ょけたけ-

ょうすっ ゃ さっぇかっく ういさぇい くぇきぇかはゃぇたぇ, しすけこぇくしおぇすぇ ぇおすうゃくけしす しこぇょぇてっ, そうさきう いぇすゃぇさはたぇ う しっ せすゃなさょう っょくぇ こかぇてっとぇ 
くう ぉっいこっさしこっおすうゃくけしす. 

- 〈けゃぇ せこさぇゃかっくしおぇ くっょぇかくけゃうょくけしす かう っ うかう いかっ くぇこさぇゃっくぇ しきっすおぇ? 
- 〈けゃぇ っ  さっいせかすぇす けす ゃけょっくぇ こけかうすうおぇ. ┿ おぇおゃう しぇ ぉうかう ちっかうすっ くぇ すぇいう ゃけょっくぇ こけかうすうおぇ, ゃしうつおう きけあっき ょぇ しう 

けすゅけゃけさうき.  ]こけさっょ きっく, すは ぉってっ ょけしすぇ たぇけすうつくぇ, し ょけしすぇ つっしすけ しきっくはくっ くぇ ちっかうすっ. 

- ╀うゃてうはす そうくぇくしけゃ きうくうしすなさ ]うきっけく ╃はくおけゃ こうてっ おくうゅぇ いぇ っゃさけすけ, おぇすけ たけくけさぇさなす きせ, しこけさっょ 
うくそけさきぇちううすっ,  とはか ょぇ っ 6-ちうそさっくぇ しせきぇ.  ╁うっ とっ  こさけつっすっすっ  かう すぇいう おくうゅぇ? 
- ′っ いくぇは おぇおゃけ とっ くぇこうてっ, くけ こけ けすくけてっくうっ くぇ ぇょっおゃぇすくけしすすぇ くぇ ちっかうすっ, おけうすけ すけえ こけしすぇゃう こさっょ しすさぇくぇすぇ いぇ 

2009-すぇ ゅけょうくぇ いぇ ゃかういぇくっすけ くう ゃ ╄ゃさけいけくぇすぇ, しっ しなきくはゃぇき ゃ ょけしすけえくしすゃぇすぇ くぇ おくうゅぇすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╁ しさっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, くぇ 10-すう きぇえ, ゃ させぉさうおぇすぇ “╇く-
すっさゃの” つっすっすっ: 

╀なかゅぇさうは すさはぉゃぇてっ ょぇ しすぇくっ こさっいうょっくすしおぇ さっこせぉかうおぇ. ‶けかうすうちう-
すっ きうしかはす しぇきけ いぇ しかっょゃぇとうすっ ういぉけさう, ぇ ょなさあぇゃくうちうすっ – いぇ しかっょ-
ゃぇとうすっ こけおけかっくうは.

¨すおさけゃっく さぇいゅけゃけさ いぇ ゅけょうくうすっ くぇ こさったけょぇ う くぇつぇかけすけ  し こなさゃうは ょっきけおさぇ-
すうつくけ ういぉさぇく こさっいうょっくす くぇ くけゃぇ ╀なかゅぇさうは ょ-さ ╅っかぬけ ╅っかっゃ.
╇いこけゃっょ いぇ けこすうきういきぇ, うかのいううすっ, こけせおうすっ う ゅけさつうゃうくぇすぇ けす ういきうくぇかうは 

つっすゃなさす ゃっお ゃ うしすけさうはすぇ くぇ しなゃさっきっくくぇ ╀なかゅぇさうは. 
 ╃-さ ╅っかっゃ ぉっ ゅけしす くぇ [けすぇさう - ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ こさっょしすぇゃう  しゃけう こけかうすう-

つっしおう すっいう いぇ くけゃうすっ ゃさっきっくぇ.

Щъркел!!! Не един, а цели 3 щъркела долетяха в семейството на Христо 
Дончев Славов - началник на цех 110, завод 4 в “Арсенал”, 

който от 9-ти април е щастлив дядо на 3 прекрасни внучки. 
Което ще рече, че и три красиви сватби отсега ще стяга. 

 Новородените красавици -
Теодора, Христея и Ивайла,

са щерки на сина на Христо Славов - Георги и
неговата прекрасна съпруга Пламена. 

 Новородените тризначки проплакаха в  клиниката
“Света Дева” в Бургас и от седмица вече пълнят с

радост дома на младото семейство. 
 Живи и здрави да са и по хубост и талант да надминат родата 

си, за радост на всички, които  радват и ги обичат! 
 Що години са напред, с радост да пълнят живота и на 

щастливия им дядо Христо Славов! 
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》ちそな. お-ち 》しあすかせ 《ちかのあちつさけ:｠ちけつてそ ╈ひおかう:

‶けかけゃうくぇすぇ, ぇおけ くっ う ちっかうはす, „┿さしっくぇか” さぇいこけい
くぇゃぇ, ぉっい ょぇ しっ いぇきうしかう, いぇょ うきっすけ くぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ 
しこけきっくぇ いぇ きかぇょけしすすぇ くぇ せつっくうつっしおうすっ しう ゅけょうくう. 
╇ くはきぇ おぇお ょさせゅけはつっ, いぇとけすけ „ょさせゅぇさは ╂なょっゃ” っ ょう
さっおすけさなす, しなし しうゅせさくけしす し くぇえ-ょなかゅうは  しすぇあ くぇ せこ
さぇゃかっくしおうは こせかす くぇ おぇいぇくかなておうは 〈ったくせおせき こけ きっ
たぇくけすったくうおぇ. ╇きっくくけ 〈ったくうおせき, いぇとけすけ う ょけ ょくっし 
うくあ. ╂なょっゃ くっ こさういくぇゃぇ いぇ こけょたけょはとけ こさっおさな
とぇゃぇくっすけ くぇ すったくうおせきうすっ ゃ  こさけそっしうけくぇかくう ゅうき
くぇいうう. ╇ いぇ くっゅけ, おぇおすけ いぇ きくけいうくぇ, しはおぇて すけゃぇ 
おさなとぇゃぇくっ しすぇくぇ いくぇお いぇ „しゃぇかはくっすけ くぇ ゅぇさょぇ” 
くぇ うしすうくしおうは こさけそっしうけくぇかういなき, おけえすけ こけょこっつぇす
ゃぇてっ ょうこかけきうすっ けす 〈╋〈 „『ゃはすおけ [ぇょけえくけゃ” – ╉ぇ
いぇくかなお.  ¨す 130 ょけ 150 おぇつっしすゃっくう しさっょくう すったくうちう 
ゅけょうてくけ ょぇゃぇ くぇゃさっきっすけ おぇいぇくかなておうはす すったくうおせき 
くぇ ゅさぇょしおけすけ  きぇてうくけしすさけっくっ. ‶けゃっつっすけ すはた – いぇ 
„┿さしっくぇか”. ╇きっくくけ いぇさぇょう すけゃぇ  せつうかうとっすけ さぇぉけ
すう ゃ すはしくぇ う こけしすけはくくぇ ゃさないおぇ し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
おけきぉうくぇすぇ, おなょっすけ ╂なょっゃ „こさっしおぇつぇ” こけ くはおけかおけ 
こなすう しっょきうつくけ. ╁ っあっょくっゃくぇすぇ ゃさないおぇ きっあょせ こさけ
ういゃけょしすゃけすけ ゃ „┿さしっくぇか” う けぉせつっくうっすけ ゃ すったくうおせ
きぇ しっ おさうっ けすゅけゃけさなす けくいう ゃなこさけし, おけえすけ ょくっし くっ 
しこうさぇ ょぇ きなつう せつうすっかう, さけょうすっかう う ょっちぇ: ”╆ぇとけ 
しっゅぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは くっ 
っ けくけゃぇ, おけっすけ ぉってっ う おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ?” ╇くあ. 
╂なょっゃ っ せぉっょっく, つっ  けぉせつっくうっすけ っ ゃないきけあくけ しぇきけ ゃ 
こさけういゃけょしすゃっくう せつっぉくう せしかけゃうは – くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ せつうかうとっすけ, くけ ゃ こさはおぇ ゃさないおぇ し こさっょこさうはすうっすけ, 
おなょっすけ せすさっ とっ しっ さぇぉけすう. 
╆ぇ ╂なょっゃ すけゃぇ っ こけゃっつっ けす っしすっしすゃっくけ - しぇきうはす 

すけえ こけつゃぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ しう ういさぇしすゃぇくっ ゃ „┿さ
しっくぇか”, ゃ いぇゃけょしおけすけ きぇてうくけしすさけうすっかくけ せつうかうとっ, 
おなょっすけ っ いぇきっしすくうお くぇ ょうさっおすけさぇ ╂なさょう ╋ぇさうくけゃ. 

╀かういけ 40 ゅけょうくう, おけうすけ いぇ 
ょうさっおすけさぇ ╂なょっゃ きうくぇゃぇす 

おぇすけ くぇ っょうく ょなた, おぇいぇくかなて
おけすけ けぉさぇいちけゃけ きぇてうくけしすさけ
うすっかくけ せつうかうとっ っ ゃ くっゅけゃうすっ  
さなちっ, くうとけ, つっ こなさゃけ けすおぇいぇか 
ょぇ こけっきっ けすゅけゃけさくけしすすぇ: ”′っ 
しなき ゅけすけゃ...”, おぇいぇか きかぇょけおなす 
くぇ ゅさぇょしおけすけ こぇさすうえくけ ゃっかうつうっ 
‶っすおけ ╁かぇっゃ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1964-
すぇ. ╂なょっゃ, けぉぇつっ, はゃくけ しっ けおぇいぇか 
くっけつぇおゃぇくけ こけょゅけすゃっく. ╇くぇつっ 
くはきぇてっ ょぇ けしすぇゃう いぇょ ゅなさぉぇ しう 
くけゃけこけしすさけっくぇすぇ ぉぇいぇ くぇ せつうかう
とっすけ – せつっぉっく おけさこせし, さぇいてうさっ
くう さぇぉけすうかくうちう, そういおせかすせさっく 
しぇかけく, けぉとっあうすうっ..., こなさゃぇすぇ 
╂┿‶] ゃ せつうかうとっ, こなさゃうはす /けし
ゃっく ‶さぇゃっち/ こさうっき くぇ けしきけおかぇ
しくうちう ゃ すったくうつっしおう こぇさぇかぇかおう 
しなし いぇしうかっくけ ういせつぇゃぇくっ くぇ つせあょ 
っいうお...
╁しうつおけ すけゃぇ いぇ ╂なょっゃ くうおけゅぇ 

くっ っ ぉうかけ しぇきけちっか. ‶さぇゃうか ゅけ, 
いぇとけすけ いくぇっか, つっ しぇきけ し ょけぉさぇ 
せつっぉくぇ ぉぇいぇ, きけょっさくう しこっちうぇか
くけしすう う ょけぉさう こさっこけょぇゃぇすっかう 
きけあっ ょぇ しっ くぇせつぇす ょっちぇすぇ ょぇ さぇ
ぉけすはす, おぇおすけ しっ さぇぉけすう ゃ いぇゃけょぇ. 
〈けゃぇ ぉうかけ ぇぉしけかのすくけ くせあくけ ゃなゃ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ せつっくうちうすっ ういかう
いぇす けす せつうかうとっ し ゅけすけゃぇ いぇこけゃっょ 
いぇ くぇいくぇつっくうっ. ′はおけう ょけさう – し 
こけ ょゃっ こさっょかけあっくうは いぇ さぇぉけすぇ. 
„╃ぇ きけゅぇす ゃっょくぇゅぇ しかっょ せつうかうとっ 

ょぇ うきぇす こけくっ こけ ょゃっ ゃない
きけあくけしすう いぇ さぇぉけすぇ”, すけゃぇ 
っ きっつすぇすぇ くぇ 》さうしすけ ╂なょっゃ 
いぇ ょくってくうすっ いさっかけしすくうちう - 
すさせょけ けしなとっしすゃうきぇ きっつすぇ, 
こさっょゃうょ しっゅぇてくぇ  ╀なかゅぇ
さうは. ′け うくあ. ╂なょっゃ ゃはさゃぇ, 
つっ っ ゃないきけあくぇ. ‶さう はゃくうは 
しこぇょ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょう
くう くぇ うくすっさっしぇ くぇ ょっちぇすぇ 
おなき せつうかうとっすけ う けしけぉっくけ 
– おなき きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ 
しこっちうぇかくけしすう,  こさう おさういぇ
すぇ ゃ うおけくけきうおぇすぇ う すけすぇか
くぇすぇ くっゅさぇきけすくけしす, おけはすけ 
くう けぉたゃぇとぇ, ╂なょっゃ しきはすぇ, 
つっ しこぇしはゃぇくっすけ くぇ おぇいぇく
かなておうは きったぇくけすったくうおせき, 
おさなしすっく  ‶さけそっしうけくぇかくぇ 
ゅうきくぇいうは, くっ っ くっゃないきけあ
くけ. ╁はさぇ いぇ すけゃぇ きせ ょぇゃぇ う 
くけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ゃ かうちっすけ 
くぇ ょうさっおすけさぇ ╋ぇさうぇくぇ ╃っ
きうさっゃぇ う くっえくうは っおうこ, おけう
すけ いぇ こけ-きぇかおけ けす ゅけょうくぇ 
せしこはゃぇす ょぇ しきっくはす こけしけおぇすぇ 
くぇ ょゃうあっくうっ くぇ せつうかうとっ
すけ けす こなかくぇすぇ さぇいさせたぇ おなき 
しすぇぉうかういうさぇくっ う さぇいゃうすうっ.
╉けゅぇすけ ╂なょっゃ ょけてなか ゃ 

すったくうおせきぇ, くっ ぉうかけ すぇおぇ 
– くっとぇすぇ こさう こさっょうてくうは 
ょうさっおすけさ ╇ゃぇく 『ぇくっゃ しう 
ゃなさゃっかう ょけぉさっ, いぇ くけゃうは 

けしすぇゃぇかけ しぇきけ ょぇ くぇょゅさぇあょぇ.

╇くあ. ╂なょっゃ ゅさぇょう
40 ゅけょうくう 

       
╂さぇょっあなす くぇ くけゃぇすぇ ぉぇいぇ すけえ 

けすこけつゃぇ ゃっょくぇゅぇ けとっ こさっい 
1964-すぇ. ′ぇきうさぇす しっ くぇつうくう 
いぇ こさけっおすうさぇくっ, くぇゃさっきっすけ 
いぇぉさぇくっくけ くぇ きっしすくけ くうゃけ, ぇ 
しぇきけ いぇ ょゃっ ゅけょうくう – けす 1973-
すぇ ょけ 1975-すぇ, しっ ういゃなさてゃぇ 
う くけゃけすけ しすさけうすっかしすゃけ. ╉ぇお
すけ つっしすけ しすぇゃぇ くぇゃさっきっすけ, いぇ 
ょぇ しっ しかせつう すけゃぇ, ╂なょっゃ こさう
かけあうか ういゃっしすくう „きぇくぬけゃさう” 
ゃ „こさうょなさこゃぇくっすけ” くぇ つっさ
ゅぇすぇ くぇ ょなさあぇゃくぇすぇ しせぉしう
ょうは うきっくくけ いぇ おぇいぇくかなておうは 
すったくうおせき. ′ぇこさぇゃうか こなすっ
おぇ ょけ 『╉ くぇ ╀╉‶ – ょけ ╇ゃぇく 
┿ぉぇょあうっゃ う おぇいぇくかなつぇくうくぇ 
》さうしすけ ╉っかつっゃ, いぇき.-きうくうし
すなさ くぇ こさけしゃっすぇすぇ. ╃ゃぇきぇすぇ 
こさっくぇさっょうかう おかぇしぇちうはすぇ くぇ 
おぇこうすぇかけゃうすっ さぇいたけょう ゃ こけか
いぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお こさっょ ゃっつくうは 
しなこっさくうお ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶さっい 
1975-すぇ おきっすなす くぇ ゅさぇょぇ ╀けく
つけ ╋うかっゃ けすおさうゃぇ けぉくけゃっくけ
すけ せつうかうとっ. ╆ぇ すけゃぇ ょくってくう
はす ょうさっおすけさ ╃っきうさっゃぇ おぇいゃぇ: 
”╁しうつおけ, おけっすけ っ くぇこさぇゃっくけ, 
っ けす ゃさっきっすけ くぇ ╂なょっゃ”.
¨す すけゃぇ ゃさっきっ しぇ う しこけきっ

くうすっ いぇ 18-すっ こぇさぇかっかおう せつっ
くうちう, くはおけゅぇ しすうゅぇかう う ょけ 24. 
‶さっょう こけかいゃぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ 
しゅさぇょぇ, せつっかう くぇ ょゃっ しきっくう. 
╂なょっゃ ゃけょっか ぉせおゃぇかくけ ぉけえ いぇ 
こけ-ゃうしけお こさうっき くぇ ょっちぇ, おけえ
すけ う すけゅぇゃぇ しっ さぇいさってぇゃぇか けす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.
 

╃うさっおすけさなす くっ
いぇぉさぇゃは こけきけとすぇ けす

„┿さしっくぇか”     

 „╁しはおぇ ゅけょうくぇ うき ょぇゃぇた こけ 
130-150 せつっくうちう, ょうこかけきうすっ 
しっ ゃさなつゃぇたぇ いぇっょくけ しなし いぇ
こけゃっょ いぇ くぇいくぇつぇゃぇくっ う ょけさう 
しかっょはたきっ ょぇかう いぇゃなさてうかうすっ 
しぇ しっ はゃうかう くぇ さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ 
う „┿さしっくぇか” きくけゅけ きう こけきぇゅぇ
てっ”, くっ いぇぉさぇゃは うくあ. ╂なょっゃ. 
]なゃきっしすくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃけょう ょけ 
さぇいおさうゃぇくっ くぇ くけゃぇすぇ しこっ
ちうぇかくけしす „╋ぇてうくう し ちうそさけ
ゃけ-こさけゅさぇきくけ せこさぇゃかっくうっ”, 
おけはすけ しなとっしすゃせゃぇ ゃ せつうかうとっ
すけ う ょけ ょくっし. ╂なょっゃ, いぇっょくけ 
し  ょうさっおすけさぇ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, 
こせしおぇす ょけさう  ╂┿‶] ゃ せつうかう

とっすけ! ╃ぇ ゃうょはす ╂┿‶]-ぇ /╂なゃ
おぇゃぇすぇ ぇゃすけきぇすういうさぇくぇ こさけ
ういゃけょしすゃっくぇ しうしすっきぇ/ ょけてかう 
つぇお けす こけしけかしすゃけすけ くぇ ]]][, 
くぇつっかけ し ╁うおすけさ 【ぇさぇこけゃ, 
おけえすけ ょけゃっか こっすうきぇ ょうさっお
すけさう くぇ せつうかうとぇ けす ╋けしおゃぇ. 
]こっちうぇかうしすう くぇ おけきぉうくぇすぇ 
うょゃぇす ょぇ けさゅぇくういうさぇす しうしすっ
きぇすぇ う ょぇ こけきぇゅぇす ゃ けぉせつっくう
っすけ くぇ せつっくうちうすっ ょぇ さぇぉけすはす 

し くっは. ] ぇさしっくぇかしおぇ こけきけと ゃ 
すったくせおせきぇ ぉうかう ょけしすぇゃっくう けぉ
さぇぉけすゃぇとう ちっくすさう, くぇ おけうすけ 
せつっくうちうすっ さぇぉけすっかう. „┿さしっ
くぇか” ょぇゃぇ くぇ せつうかうとっすけ う きぇ
てうくう „‶っおけきぇおし”. 』せょけすけ „┿ゃ
すけきぇすういうさぇくけ こさけういゃけょしすゃけ 
こけ かうくうはすぇ:しおかぇょ – ちっくすさう 
– ゅけすけゃぇ こさけょせおちうは – しおかぇょ/ 
くっ っ っょうくしすゃっくぇすぇ ゃさないおぇ し 
けさなあっえくうちぇすぇ. ╁ すったくうおせきぇ 
せつっくうちうすっ ういさぇぉけすゃぇす きぇてうく
くう つぇしすう いぇ ぇさしっくぇかしおけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ.
〉つっくうちうすっ ういさぇぉけすゃぇす けす くぇ

つぇかけ ょけ おさぇえ う ぉけさきぇてうくうすっ 
╀-12. ‶さうたけょうすっ けす さっぇかういぇ
ちうは くぇ ゅけすけゃぇすぇ せつっくうつっしおぇ 
こさけょせおちうは しすうゅぇす ょけ 500 たうか. 
かゃ. ゅけょうてくけ. 〉つうかうとっすけ うきぇ 
ょゃぇ しけぉしすゃっくう おぇきうけくぇ, っょう
くうはす こさっょけしすぇゃっく けす っおしおきっすぇ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, 
ょけおぇすけ ぉうか てっそ ゃ 【せきっく.
〈ぇおぇ こけしすっこっくくけ, けとっ ゃ せつう

かうとっ, せつっくうちうすっ さぇぉけすはす ゃ 
うしすうくしおう こさけういゃけょしすゃっくう せし
かけゃうは う せしゃけはゃぇす こさけそっしうはすぇ. 
╁ すけゃぇ っ おかのつなす くぇ ょけぉさぇすぇ 
こさけそっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ, 
おぇおゃぇすけ ょくっし かうこしゃぇ, せぉっょっく 
っ うくあ. ╂なょっゃ. 〈けえ っ せぉっょっく, つっ 
こさうつうくぇすぇ いぇ せこぇょなおぇ くぇ さけょ
くけすけ こさけそっしうけくぇかくけ けぉさぇいけ
ゃぇくうっ ょくっし くっ しぇ かけてうすっ こさけ
ゅさぇきう, ぇ ゃ かうこしぇすぇ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ さっぇかくう せしかけゃうは. 〉つっくうちうすっ 
ょくっし こさけしすけ くっ さぇぉけすはす こけ 
こさけそっしうはすぇ, おぇいゃぇ ╂なょっゃ. 〈けえ 
っ せぉっょっく, つっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ さぇ
ぉけすう こけ こさけそっしうはすぇ くぇ きはしすけ 
– ゃ せつうかうとっ, おなょっすけ, せつっえおう 
しっ, ょっちぇすぇ きけゅぇす う ょぇ ぉなさおぇす. 
¨ぉせつっくうっすけ ゃ しぇきうすっ そうさきう, 
ぉっい くぇかうつくぇ しけぉしすゃっくぇ ぉぇいぇ 
ゃ せつうかうとっ, しこけさっょ ょうさっおすけさ
しすゃぇかうは 40 ゅけょうくう ╂なょっゃ, っ 
くっっそっおすうゃくけ. ╆ぇすけゃぇ, おけきっく
すうさぇえおう ょくってくうすっ さぇいさせてっくう 
さぇぉけすうかくうちう ゃ すったくうおせきぇ, おな
ょっすけ こけしすけはくくけ しっ おさぇょっ, うくあ. 
╂なょっゃ おぇいゃぇ: ”┿おけ ゃかはいぇ, しう
ゅせさくけ とっ こさうこぇょくぇ, ういけしすぇゃっ
くう しぇ けす ゅけょうくう...”. ╂なょっゃ ぉけ
かっょせゃぇ いぇ すけゃぇ う かうつくけ こけきぇゅぇ 
くぇ くけゃうは ょうさっおすけさ ╃っきうさっゃぇ ゃ 
ぉうすおぇすぇ う し さぇいさせたぇすぇ う おさぇあ
ぉうすっ – ょぇゃぇ しなゃっすう, たけょう し 
くっは ゃ こけかうちうはすぇ...╁すせさくぇか しっ 
っ ょぇ え こけきぇゅぇ, いぇとけすけ きうかっっ 
いぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ すったくうおせ
きぇ うきぇかけ こけ 25-30 うくあっくっさう, 
ぇ しっゅぇ しぇ しぇきけ くはおけかおけ. ‶さっ
こけょぇゃぇすっかう ╂なょっゃ くぇきうさぇか こけ 

ょゃぇ くぇつうくぇ. ‶なさゃうはす – かうつくけ 
けぉうおぇかはか ぇさしっくぇかしおうすっ ちったけ
ゃっ, けすょっかう う せつぇしすなちう, おなょっすけ 
くぇぉかのょぇゃぇか おぇお しっ さぇぉけすう う 
しう たぇさっしゃぇか せつうすっかう こけ こさぇお
すうおぇ う しこっちうぇかくうすっ こさっょきっすう.

╂なょっゃ ゃぇょっか せつうすっかう
ょうさっおすくけ けす

ちったけゃっすっ くぇ „┿さしっくぇか”   

『ひつてひて せあ いあせさそうけてか おかたそくけてけ せか か てそしさそうあ そて つたかつてかせけ くあたしあてけ, あ たそ-つさそちそ 
そて たあちけ, てかえしかせけ そて いけくせかつあ け そねあさうあはけ たそ-つたそさそこせけ うちかすかせあ くあ けせうかつてけぬけけ
- ╂けしこけょうく ¨さってぇさしおう, 

っょくぇ けす ゅけかっきうすっ すっきう くぇ 
╉ぇいぇくかなお う さぇえけくぇ ゃ こけ-
しかっょくうすっ ゅけょうくう っ すせさう-
いきなす  う こさっゃさなとぇくっすけ くぇ 
╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ ゃ けしくけゃっく すせさうしすうつっ-
しおう ちっくすなさ. ╋けあっ かう ╉ぇ-
いぇくかなお ょぇ しっ ういょなさあぇ けす 
すせさういなき? 
- ┿い きうしかは, つっ すせさういきなす くっ 

ぉうゃぇ ょぇ しっ こさっゃさなとぇ ゃ けし-
くけゃっく けすさぇしなか, ゃしっ こぇお さぇい-
ゃうすうっすけ くぇ うくょせしすさうはすぇ っ 
ぉなょっとっすけ くぇ っょくぇ しすさぇくぇ. 
′け, おぇすけ すせさうしすうつっしおぇ ょっし-
すうくぇちうは, すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
こさっゃなさくっ ゃ おぇせいぇ う くぇ ゅさぇょぇ. 
′ぇゃしはおなょっ きけあっ ょぇ しっ こっつっ-
かう けす すせさういなき. 〈せお しなとけ. ′け, 
けしくけゃくけすけ くっとけ いぇ っょくぇ ょなさ-
あぇゃぇ, けすくけゃけ とっ ゅけ おぇあぇ, っ 
ょぇ さぇいゃうゃぇゃぇきっ うくょせしすさうはすぇ, 
ぇ すせさういきなす すさはぉゃぇ ょぇ こけょ-
こけきぇゅぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ っょくぇ 
ょなさあぇゃぇ. ]ぇきけ し すせさういなき くっ 
しすぇゃぇ, こけくっ いぇ しすさぇくぇ おぇすけ 
╀なかゅぇさうは. 

- ╉ぇいぇくかなお っ っょうく こさうく-
ちうこくけ こさけきうてかっく, さぇぉけす-
くうつっしおう ゅさぇょ うかう こけくっ 
すぇおぇゃぇ しかぇゃぇ っ うきぇか ょけこ-
さっょう ゅけょうくう. ╇きぇ かう さうしお 
ゃ すけゃぇ - ょぇ しっ ぇおちっくすうさぇ 
けしくけゃくけ ゃなさたせ すせさういきぇ 
おぇすけ ゅさうあぇ いぇ ゅさぇょぇ うかう 
しっ くぇかぇゅぇ こけょけぉくけ せしうかうっ  
ゃ うきっすけ くぇ けとっ っょうく こさう-
たけょけくけしっく ういすけつくうお いぇ さぇ-
えけくぇ? 
- ′っ しなき きくけゅけ しなゅかぇしっく し 

ゃぇし, いぇとけすけ すけゃぇ, おけっすけ ゃう-
ょはた ゃ ╉ぇいぇくかなお しっゅぇ, ぇ くっ ぉはた 
うょゃぇか すせお くはおけかおけ ゅけょうくう, 
っ, つっ ╉ぇいぇくかなお っ っょうく ょけ-
ぉなさ こさうきっさ いぇ しさぇゃくうすっかくけ 
せしこってくけ さぇいゃうすうっ くぇ そけくぇ 
くぇ ょさせゅう ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけ-
ゃっ けす すぇおなゃ きぇとぇぉ う きうしかは, 
つっ ぇおちっくすなす ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 
うくょせしすさうはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ けしすぇ-
くっ. ┿ ゃしうつおけ ょさせゅけ, おぇすけ すせ-
さういきなす, ょぇ ぉなょっ しこっちうそうつっく 
っかっきっくす, おけえすけ ょぇ こさうょぇょっ 
ょけこなかくうすっかくぇ こさうゃかっおぇすっか-
くけしす くぇ さっゅうけくぇ. 

- ╂さっておぇ かう っ すけゃぇ, つっ 
ょなさあぇゃぇすぇ しっ けしゃけぉけょう けす 
しゃけうすっ ょはかけゃっ ゃ しすさせおすせ-
さけけこさっょっかはとう こさっょこさうは-
すうは, おぇすけ “┿さしっくぇか”, おけうすけ 
しっゅぇ ういこうすゃぇす いぇすさせょくっ-
くうは, けしくけゃくけ けすおなき さっぇ-
かういぇちうは くぇ こさけょせおちうはすぇ?
- ′っ いくぇき ょぇかう うきぇ こさはおぇ  

ゃなさいおぇ きっあょせ ょゃっすっ くっとぇ, くけ 
しこっちうぇかくけ “┿さしっくぇか” っ しすさせお-
すせさけけこさっょっかはとけ こさっょこさうは-
すうっ ゃ けすぉさぇくうすっかくぇすぇ うくょせし-
すさうは う きうしかは, つっ ょなさあぇゃぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ こけょこけきぇゅぇ すぇおうゃぇ 
こさっょこさうはすうは きくけすけ こけ-ぇおすうゃ-
くけ, けすおけかおけすけ ょけしっゅぇ, ぇ くっ ょぇ 
ゅう ういけしすぇゃは, おぇおすけ ゃ きけきっく-
すぇ. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇ こさぇおすうおぇすぇ 
う くぇ こけ-さぇいゃうすうすっ しすさぇくう. ┿い 
かうつくけ くっ いくぇき くはおなょっ ょぇかう 
うきぇ  こさっょこさうはすうっ けす けすぉさぇ-
くうすっかくぇすぇ うくょせしすさうは, おけっすけ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ せしこってくけ ぉっい 
ょなさあぇゃくぇ こけょおさっこぇ. 

- ╄ょうくうはす きけすうゃ ゃ きけきっく-
すぇ くぇ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ, ゃ かうちっすけ くぇ 
ゃけっくくうは きうくうしすなさ 〈けょけさ 
〈ぇゅぇさうくけゃ, っ, つっ ぉのょあっすなす 
くぇ ょなさあぇゃぇすぇ っ くぇこさっゅくぇす, 
くはきぇ ょけしすぇすなつくけ しさっょしすゃぇ 
いぇ くけゃけ ゃなけさなあっくうっ, けす-
すぇき う いぇ くけゃう こけさなつおう おなき 
ぉなかゅぇさしおうは ╁‶╉. ╁なこさけし 
くぇ こさうけさうすっすう う ょぇかくけ-
ゃうょくう こけかうすうおう  かう っ うかう 
こさけしすけ くはきぇ こぇさう? 
- ╃なさあぇゃぇすぇ こさうくちうこくけ くっ 

ぉうゃぇ ょぇ しせぉしうょうさぇ つぇしすくう 
おけきこぇくうう, くけ ゃ しかせつぇは  ぇい くっ 
ゅけゃけさは いぇ すぇおなゃ すうこ こけょおさっ-
こぇ. ┿い ゅけゃけさは いぇ こけょおさっこぇ こけょ 
そけさきぇすぇ くぇ けしうゅせさはゃぇくっ くぇ 
こぇいぇさう, くぇ こけょおさっこぇ いぇ さぇい-
ゃうすうっ. 

- ╉けかおけ っ けこけしおぇくぇ ょなさ-
あぇゃぇすぇ  くう, ゅ-く ¨さってぇさ-
しおう?
- 〈けゃぇ, おけっすけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ 

しすぇゃぇ はしくけ けす ょぇくくうすっ, っ, つっ 
しうすせぇちうはすぇ っ ょけしすぇ かけてぇ おぇすけ 

すっくょっくちうは ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ, 
そうしおぇかくうはす さっいっさゃ しなとけ. 
╇きぇ すっくょっくちうは くぇ せゃっかうつぇ-
ゃぇと しっ ょなかゅ, ういこなかくっくうっすけ 
くぇ ぉのょあっすぇ ょけ すけいう きけきっくす 
しなとけ くっ っ けこすうきうしすうつくけ, きぇ-
おぇさ う ょぇ うきぇき ょぇくくう しぇきけ 
いぇ こなさゃうすっ 2 きっしっちぇ, いぇしう-
かっくう しぇ う さぇいたけょうすっ. ]うゅせさ-
くけ うきぇ う いぇとけ. ╁うあょぇきっ, つっ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ しっ しすさっきう 
ょぇ こけょこけきけゅくっ くぇえ-ぉっょくうすっ 
ゅさぇあょぇくう  しっゅぇ こけょ さぇいかうつくぇ 
そけさきぇ. ′け すけゃぇ しぇ さぇいたけょう, 
おけうすけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃきっ-

しすはす ゃ けぉとうは ゅけょうてっく ぉの-
ょあっす. ╉けっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ とっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ しゃうはす ょさせゅう さぇい-
たけょう. 

- ╁うっ さぇいぉうさぇすっ けす こぇさう: 
こけゃっつっ たぇさつうき, けすおけかおけすけ 
こさけういゃっあょぇきっ, かけてけ せこ-
さぇゃかはゃぇきっ こぇさうすっ しう うかう  
こさけしすけ きくけゅけ しっ おさぇょっ? 
╉けえ っ ゃっさくうはす けすゅけゃけさ ゃ 
しかせつぇは?
- 〈けゃぇ こけしかっょくけすけ ゃうっ ゅけ 

おぇいぇたすっ. ┿い くっ うしおぇき ょぇ すゃなさ-

ょは すけゃぇ, くうすけ, つっ くっとけ っ おさぇ-
ょっくけ, ょけおぇすけ くはきぇ うしすうくしおう 
ょけおせきっくすう いぇすけゃぇ. ‶け-しおけさけ 
きうしかは, つっ かけてけ しっ せこさぇゃかはゃぇ 
- おぇおすけ こさうたけょくぇすぇ,  すぇおぇ う 
さぇいたけょくぇすぇ つぇしす くぇ ぉのょあっすぇ, 
おけっすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ きけあっ ょぇ 
こけしすぇゃはす しっさうけいくう いぇぉっかっあ-
おう こけ けすくけてっくうっ くぇ かけてぇすぇ 
しなぉうさぇっきけしす くぇ こさうたけょうすっ 
こさっい こけしかっょくうすっ 3 ゅけょうくう. 
】け しっ おぇしぇっ いぇ さぇいたけょくぇすぇ 
つぇしす くぇ ぉのょあっすぇ, けとっ おけゅぇ-
すけ ぉはた ゃ ╋《, う こさっょう すけゃぇ  
すぇき しなき さぇぉけすうか きくけゅけ ょなかゅけ 

ゃさっきっ, きけゅぇ ょぇ ゃう おぇあぇ, つっ 
うきぇ さっいっさゃう いぇ こけょけぉさはゃぇくっ 
くぇ っそっおすうゃくけしすすぇ くぇ こせぉかうつ-
くうすっ さぇいたけょう う ゃ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう すっいう さっいっさゃう しぇ しなゃ-
しっき けつっゃうょくう. 

- ′っ しっ ういこけかいゃぇす, すぇおぇ かう?
- ′っ しっ ういこけかいゃぇす こけ くぇえ-

っそっおすうゃくうはす くぇつうく. ╃ぇ ゅけ 
くぇさっおぇ すぇおぇ. 

- ╆ぇとけ しこさは ょぇ っ こさっょ-
こさうっきつうゃ ゃ こけしかっょくうすっ 

2-3 ゅけょうくう きぇかおうはす う しさっ-
ょっく ぉういくっし, ぇ ゅけかっきうはす しっ 
ゃこせしくぇ ゃ ゅけかっきう こさけっおすう, 
ゃ きくけゅけ けすくけてっくうは し こけょ-
おさっこぇ けす っゃさけそけくょけゃっすっ?
- 〈ぇおぇゃぇ っ しうすせぇちうはすぇ くぇえ-

けぉとけ ゃ ょなさあぇゃぇすぇ, いぇとけ-
すけ くぇぉかのょぇゃぇきっ っょくぇ くうしおぇ 
しすけこぇくしおぇ ぇおすうゃくけしす う さなしす 
くぇ ぉぇくおけゃうすっ ょっこけいうすう. ′っ 
きうしかは, つっ すけいう さなしす くぇ ぉぇく-
おけゃう ょっこけいうすう っ けす しこっしすっくう 
いぇこかぇすう,  ぇ こけ-しおけさけ ゃ けぉとうは 
しかせつぇえ こぇさう, すっゅかっくう けす ぉうい-
くっしぇ う けつぇおゃぇとう こけ-しこけおけえくう 
ゃさっきっくぇ, いぇ ょぇ ぉなょぇす うくゃっし-
すうさぇくう けすくけゃけ. 
 
- ′ぇこけしかっょなお しっ つせゃぇす 

さぇいかうつくう すっいう いぇ こけょおさっ-
こぇ くぇ ぉういくっしぇ, おけえすけ うい-
こうすゃぇ しっさうけいくう いぇすさせょくっ-
くうは: おさっょうすくう ゃぇおぇくちうう, 
こけょおさっこぇ こさう くぇっきぇくっ くぇ 
さぇぉけすくうちう, かうたゃっくぇ ぇき-
くうしすうは いぇ ょなさあぇゃくう ょなか-
ゅけゃっ くぇ のさうょうつっしおう かうちぇ. 
╃けおけかおけ さっいけくくけ っ ゃしうつおけ 
すけゃぇ し けゅかっょ くぇ そうくぇくしけ-
ゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ ょなさあぇ-
ゃぇすぇ くう? 
- ‶さっょうきしすゃけすけ くぇ すけゃぇ こさぇ-

ゃうすっかしすゃけ っ, つっ うきぇ ょけしすけゃっさ-
くぇ うくそけさきぇちうは いぇ いぇょなかあっ-
くうはすぇ う くっこかぇすっくうすっ ょぇくなちう, 
こけ おけうすけ すっおぇす ょっえしすゃうすっかくけ 
ゃうしけおう かうたゃう. ╇, ぇおけ しうすせぇ-
ちうはすぇ くぇうしすうくぇ っ ょさぇきぇすうつ-
くぇ, きけあっ ょぇ しっ きうしかう いぇ くは-
おなゃ ゃうょ こけょおさっこぇ, くけ くっ ぉうた 
こさっこけさなつぇか  こけょけぉくう っおゃう-
かうぉさうしすうつくう ょっえしすゃうは, おけう-
すけ ょぇ ょっえしすゃぇす くぇ けしすぇくぇかうすっ 
こかぇすちう. ╉ぇおゃけ ょぇ しっ けぉはしくう 
くぇ すっいう, おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しう 
こかぇとぇす うかう ゃっつっ しぇ こかぇすうかう? 
』っ しぇ しぉなさおぇかう かう? ]ぇきう さぇい-
ぉうさぇすっ, つっ ゃなこさけしなす っ ょっかう-
おぇすっく .

- 450 かっゃぇ きうくうきぇかくぇ さぇ-
ぉけすくぇ いぇこかぇすぇ しかっょ 4 ゅけょう-
くう. ′っ っ かう ぉっいせきくけ しおさけき-
くけ? 
- ]おさけきくけ っ, くけ っ さっぇかうし-

すうつくけ. ╁ すっいう すさせょくう うおけくけ-
きうつっしおう ゃさっきっくぇ こけしすぇゃはくっ-
すけ いぇ ちっか くぇ きくけゅけ こけ-ゃうしけおぇ 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ いぇこかぇてゃぇ 
おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ 
ぉういくっしぇ. 〈けゃぇ っ ょさせゅぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ. ╆ぇとけすけ, けす っょくぇ しすさぇ-
くぇ, くぇうしすうくぇ しぇ さぇぉけすくうすっ 
いぇこかぇすう, くけ けす ょさせゅぇ しすさぇくぇ 
- さぇいたけょうすっ いぇ くぇてうすっ しすけ-
こぇくしおう こさっょこさうはすうは. ╆ぇすけゃぇ 
くぇきうさぇくっすけ くぇ ぉぇかぇくし ゃうくぇゅう 
っ くぇえ-ょけぉさけ. 

- ╉ぇお ょぇ けぉはしくうき すけゃぇ, 
けぉぇつっ, くぇ さぇぉけすっとうすっ ぉっ-
ょくう? 》けさぇすぇ, おけうすけ さぇぉけ-
すはす う こけかせつぇゃぇす すけかおけゃぇ, 
おけかおけすけ  ょぇ しう こかぇとぇす さぇい-
たけょうすっ.
- 〈けいう こさぇゅ, おけえすけ こさっょかぇゅぇ-

きっ, しないょぇゃぇ ぉぇかぇくし ゃ せしかけゃう-
はすぇ, ゃ  おけうすけ しきっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
うきぇ ぉぇかぇくし きっあょせ ょけたけょうすっ う 
いぇこぇいゃぇくっ くぇ さぇぉけすくうすっ きっし-
すぇ. ]すさぇたせゃぇき しっ, つっ こさう こけ-
さはいなお しおけお くぇ せゃっかうつっくうっ くぇ 
ょけたけょうすっ とっ しっ いぇゅせぉはす けとっ 
こけゃっつっ さぇぉけすくう きっしすぇ う とっ 
くぇおぇさぇきっ ょけしすぇ おけきこぇくうう ょぇ 
いぇすゃけさはす.

╁すけさうはす くぇつうく: こさうゃかうつぇか 
おぇょさう いぇ けぉとけけぉさぇいけゃぇすっか
くうすっ ょうしちうこかうくう けす ╋ぇすっきぇ
すうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, おなょっすけ 
ぉうかう くぇえ-ょけぉさうすっ.
〈ぇおぇ しかっょ こけゃっつっ けす 20 ゅけ

ょうくう ょうさっおすけさしすゃぇくっ, おけゅぇすけ 
こさっい 1987-きぇ さぇいゃっあょぇ ょけて
かうは くぇ ゅけしすう ぉうゃて ょうさっおすけさ 
『ぇくっゃ, 》さうしすけ ╂なょっゃ しっ さぇょゃぇ 
ょぇ つせっ けす こさっょてっしすゃっくうおぇ しう: 
”╃させゅぇさの ╂なょっゃ, くぇこさぇゃうか しう 
きくけゅけ!”. ╂なょっゃ けすゃさなとぇ し こさう
いくぇくうっ いぇ くっゅけゃうすっ さぇちうけくぇ
かういぇちうう. 
╁ さぇいゃうすうっすけ くぇ せつうかうとっすけ 

ょうさっおすけさなす ╂なょっゃ くっ っ しぇき. 
‶けきぇゅぇ きせ ちっかうはす おけかっおすうゃ, 
こさういくぇすっかっく っ くぇ いぇきっしすくうちう
すっ う おけかっゅうすっ しう – ╋ぇさうは [ぇ
ょっゃぇ, ╂っけさゅう ]すけえつっゃ, ┿くょさっえ 
╉せさせきうかっゃ, うくあ. ╃うきけ ╃うきけゃ. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ ゃ おぇいぇくかなて

おけすけ こさけそっしうけくぇかくけ せつうかうとっ 
いぇ しさっょくう すったくうちう せつぇす う つせあ
ょっくちう.

〈ったくうおせきなす
こけょゅけすゃうか きうくうしすさう

いぇ ′うゅっさうは

╀うゃてう ゃないこうすぇくうちう くぇ せつう
かうとっすけ ょくっし くぇうしすうくぇ せこさぇ
ゃかはゃぇす ゃ ′うゅっさうは... 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ すったくうおせきなす 

しう うきぇ ょけさう そけすけおかせぉ. ╃っかけ 
くぇ そけすけおかせぉぇ しぇ しすけすうちうすっ 
しくうきおう – しこけきっくう, おけうすけ ょくっし 
》さうしすけ ╂なょっゃ う しなこさせゅぇすぇ きせ 
– ╃ぇそうくぇ, しなとけ ょなかゅけゅけょう
てっく せつうすっか ゃ すったくうおせきぇ, こぇ
いはす ゃおなとう し けぉうつ. ╁ ぇさたうゃう
すっ くぇ しっきっえしすゃけすけ – せつうすっかう, 
ょっかけゃうすっ そういうけくけきうう くぇ きう
くうしすさう, おきっすけゃっ う こぇさすうえくう 
しっおさっすぇさう, ょけてかう ょぇ さぇいゅかっあ
ょぇす せつうかうとっすけ, しっ さっょせゃぇす くぇ 
さぇゃくう くぇつぇかぇ し きかぇょっあおう せし
きうゃおう, しこけさすくう おせこう, つっさくけ-
ぉっかう おぇょさう くぇ きけきつっすぇ ゃ せくう
そけさきう, おうすぇさう う ぇおけさょっけくう けす 
っおしおせさいうう, こけたけょう ょけ たうあう  う 
ぉさうゅぇょうさしおう かけいは けす 』うさこぇく
しおぇ ╀なかゅぇさうは... 
╅うゃけすなす いぇっょくけ, ょけぉさうすっ 

けすくけてっくうは しなとけ ゃないこうすぇゃぇす, 
ゃはさゃぇす  しっきっえしすゃけ ╂なょっゃう. 
╆ぇすけゃぇ う ょなかゅけゅけょうてくうはす ょう
さっおすけさ おぇいゃぇ: ”╃くっし しなとけ くっ 
しぇ ゃうくけゃくう ょっちぇすぇ, ゃうくけゃくう 
しきっ くうっ – ゃないさぇしすくうすっ, さけょう
すっかう う せつうすっかう.”. ╂なょっゃ いくぇっ, 
つっ ょっすしおぇすぇ ょせてぇ っ つうしすぇ, つっ 
し ょっすっすけ きけあっ ょぇ しっ さぇぉけすう, いぇ 
ょぇ しすぇくっ すけ こけ-ょけぉなさ こさけそっ
しうけくぇかうしす う つけゃっお. „╁ こさけちっ
しぇ くぇ けぉせつっくうっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
さぇぉけすう くっとけ うしすうくしおけ. ╉ぇおすけ 
くぇゃさっきっすけ ゃ 3-すう う 4-すう おせさし 
ゃっつっ しっ さぇぉけすってっ おぇすけ ゃ うし
すうくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ╉ぇすけ 
いぇゃなさてう, いさっかけしすくうおなす すさはぉ
ゃぇ ょぇ ぉなょっ いぇゃなさてっく しこっちうぇ
かうしす, ぇ くっ ょぇ けすうょっ ゃ いぇゃけょぇ 
ょぇ つせこう.”, さぇいぉさぇか っ せつうすっかはす 
うくあ. ╂なょっゃ. ╆ぇすけゃぇ, こけょぇゃぇえ
おう さなおぇ くぇ くけゃけすけ せつうかうとくけ 
さなおけゃけょしすゃけ, すけえ しっ くぇょはゃぇ, 
つっ くっとぇすぇ すさなゅゃぇす おなき こけ-ょけ
ぉさっ, つっ くぇえ-ゃぇあくけすけ っ こさけそっ
しうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ょぇ しっ いぇこぇいう. ′っ しぇきけ, いぇとけ
すけ ゃ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇ
いけゃぇくうっ うくあ. ╂なょっゃ くぇきうさぇ 
しっぉっ しう う こけおさぇえ ぉなさいぇくっすけ ょぇ 
しゃなさてう すけかおけゃぇ くっとぇ, あうゃけ
すなす きせ きうくぇゃぇ „おぇすけ そうかき”. ┿ 
う いぇさぇょう きかぇょうすっ, おけうすけ うきぇす 
くせあょぇ けす くぇょっあょぇ, つっ きけゅぇす 
ょぇ あうゃっはす う こけ-ょけぉさっ. ] こさけ
そっしうはすぇ しう.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

‶さけそ. ょ-さ ‶かぇきっく ╁ぇしうかっゃ ¨さってぇさしおう 
っ さけょっく くぇ 21 そっゃさせぇさう 1960 ゅ. ゃ ╃せこ-
くうちぇ.
‶さっい 1985 ゅ. いぇゃなさてゃぇ 〉くうゃっさしうすっすぇ 

いぇ くぇちうけくぇかくけ う しゃっすけゃくけ しすけこぇくしすゃけ, し 
きぇゅうしすなさしおぇ しすっこっく こけ “《うくぇくしう う おさっ-
ょうす”.
‶さっい 1992 ゅ. いぇゃなさてゃぇ ぇしこうさぇくすせさぇ ゃ 

〉′]] う いぇとうすぇゃぇ ょけおすけさしおぇ しすっこっく こけ 
„╇くゃっしすうちうう う うくゃっしすうちうけくっく ぇくぇかうい”.
]こっちうぇかういうさぇ „╀ぇくおけゃけ せこさぇゃかっくうっ” ゃ 

]┿】 う „╄きうすうさぇくっ くぇ ょなさあぇゃくう ちっくくう 
おくうあぇ” ゃなゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは.
╀うか っ いぇきっしすくうお-ょっおぇく くぇ おぇすっょさぇ „《う-

くぇくしう” おなき 〉′]]. [なおけゃけょうすっか くぇ ぉなか-
ゅぇさしおうは っおうこ こけ こさっしすさせおすせさうさぇくっすけ う 
ょけゅけゃぇさはくっすけ くぇ ゃなくてくうは ょなかゅ, ゃ っおう-
こぇ こけ ういゅけすゃはくっ くぇ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ う 
さっゅかぇきっくすうさぇくっすけ くぇ ゃぇかせすくうは ぉけさょ, ゃ 
さぇぉけすくぇすぇ ゅさせこぇ こけ かうぉっさぇかういうさぇくっ くぇ 
ゃぇかせすくうは さっあうき ゃ ╀なかゅぇさうは, ゃ っおうこぇ いぇ 
こけょゅけすけゃおぇ う ゃなゃっあょぇくっ くぇ こさぇゃうかぇすぇ 
う いぇおけくけょぇすっかくぇすぇ さぇきおぇ いぇ こぇいぇさぇ くぇ 
ちっくくう おくうあぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╉けくしせかすぇくす こけ 
うくゃっしすうちうけくくう う おぇこうすぇかけゃう こさけっおすう くぇ 
すなさゅけゃしおう ぉぇくおう いぇ せこさぇゃかっくうっ くぇ ぇお-
すうゃうすっ う こぇしうゃうすっ. 〉つぇしすゃぇか っ う ゃ うい-
ゅけすゃはくっすけ くぇ きっすけょけかけゅうは う こさぇゃうかぇ いぇ 

っきうすうさぇくっ う すなさゅけゃうは し ょなさあぇゃくう ちっくくう おくうあぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
╃なかゅけゅけょうてっく しかせあうすっか くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ. ╀うか っ ょうさっおすけさ くぇ ょうさっお-

ちうは „╃なさあぇゃくけ しなおさけゃうとっ う ょなかゅ”. ‶さっい すけいう こっさうけょ せつぇしすゃぇ ゃ ういゅけすゃはくっすけ う こさけゃっあ-
ょぇくっすけ くぇ ょなさあぇゃくぇすぇ こけかうすうおぇ こけ せこさぇゃかっくうっ くぇ ょなかゅぇ う こけ せこさぇゃかっくうっ くぇ こさうたけょ-
くぇすぇ う さぇいたけょくぇすぇ こけかうすうおぇ. ╀うか っ しなとけ つかっく くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
そけくょけゃぇ ぉけさしぇ, くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ しこっしすけゃくぇ おぇしぇ う こさっょしっょぇすっか 
くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす くぇ 〈なさゅけゃしおぇ ぉぇくおぇ „]けそうは-ぉぇくお”.
¨す 1997 ゅ. ょけ 2001 ゅ. っ いぇきっしすくうお-きうくうしすなさ くぇ そうくぇくしうすっ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ 

こさぇゃうすっかしすゃけすけ くぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ, おぇすけ けすゅけゃぇさは いぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ょなさあぇゃくうは ょなかゅ, 
せこさぇゃかっくうっすけ くぇ こぇいぇさぇ くぇ ちっくくう おくうあぇ ゃ ╀なかゅぇさうは う こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ いぇおけくけょぇすっか-
しすゃけすけ いぇ ゃなゃっあょぇくっ くぇ ゃぇかせすくうは ぉけさょ.
]かっょ こぇさかぇきっくすぇさくうすっ ういぉけさう こさっい 2001 ゅ. ¨さってぇさしおう っ さっょけゃっく こさっこけょぇゃぇすっか ゃ おぇ-

すっょさぇ “《うくぇくしう” くぇ 〉′]].
╁ こっさうけょぇ 2003 ゅ. - 2005 ゅ. っ いぇきっしすくうお-さっおすけさ くぇ 〉′]] う さなおけゃけょうすっか くぇ 《うくぇくしけゃけ-

しつっすけゃけょくうは そぇおせかすっす おなき せくうゃっさしうすっすぇ. ‶さっこけょぇゃぇ „《うくぇくしけゃけ せこさぇゃかっくうっ”, „╇くゃっし-
すうちうう” う „╇くゃっしすうちうけくっく ぇくぇかうい”.
¨す 17 ぇゃゅせしす 2005 ゅ. ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう っ きうくうしすなさ くぇ そうくぇくしうすっ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なか-

ゅぇさうは ゃ おけぇかうちうけくくけ こさぇゃうすっかしすゃけ, けゅかぇゃっくけ けす ]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ.
‶さっい 2009 ゅ. しすぇゃぇ ょっこせすぇす ゃ 41-すけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ.
‶かぇきっく ¨さってぇさしおう うきぇ さっょうちぇ くぇせつくう こせぉかうおぇちうう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ うくゃっしすうちうけくくうは 

ぇくぇかうい, そうくぇくしうすっ う こけゃっつっ けす しすけ しすぇすうう, さっちっくいうう う おけきっくすぇさう.
╁かぇょっっ ぇくゅかうえしおう う させしおう っいうお.
]っきっっく っ, うきぇ しうく. 
‶さういくぇゃぇ, つっ くっゅけゃぇ しかぇぉけしす っ うしすけさうはすぇ, けぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ こけ くっこけいくぇすう きっしすぇ. 
╆けょうは [うぉう. ╂けゃけさう きぇかおけ. ′っゃないきけあくけ っ ょぇ ゅけ こけょたかないくって こけ ゃさっきっ くぇ うくすっさゃの ゃ 

すさっしぇゃうとっすけ くぇ こけかうすうつっしおけすけ ぉなさぉけさっくっ. ¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ さっぇかうしす う つけゃっお くぇ 
ぇくぇかういぇ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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] こけさっょくぇ こけぉっょぇ しっ さぇい-
こうしぇたぇ ゃ こさけかっすくけすけ こなさ-

ゃっくしすゃけ きかぇょうすっ そせすぉけかくう 
くぇょっあょう くぇ ╃ぃ【 „┿さしっくぇか 
2000” こさっい ういきうくぇかうすっ ょくう. 
′ぇつっかけ し すさっくぬけさうすっ ]すぇ-

くうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ - ╃あけくう う 
╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ きぇかおうすっ ぇさしっ-
くぇかちう, さけょっくう こさっい 2000-すぇ 
ゅけょうくぇ, しぇ ぉっい いぇゅせぉぇ ゃ こけさっ-
ょっく きぇつ けす しっさうはすぇ うき こけぉっょう 
すぇいう こさけかっす.  ]かっょ おぇすけ しっ くぇ-
かけあうたぇ くぇょ しすぇさけいぇゅけさしおうすっ 
おけかけしう 《╉ „╀っさけっ“ し 2:1 う 《╉ 
„]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ” し 1:0,  ゃ しな-
ぉけすぇ - 20 .04.2013 ゅ., しさっとせ 
《╉ „╀けすっゃ“ - ╂なかなぉけゃけ ょゃぇすぇ 
すうきぇ くっ せしこはたぇ ょぇ しう けすぉっかっ-
あぇす ゅけか ゃ さっょけゃくけすけ ゃさっきっ う 

╂っけさゅう ╈けさょぇくけゃ ╉うさおけゃ - ╋ぇえ-
しすけさぇ っ こせぉかうちうしす, こぇさかぇきっくすぇ-
さうしす, こけかうすうお しけちうぇかうしす う こさけそ-
しなのいっく ょっっち. [けょっく っ こさっい 1867 ゅ. 
ゃ ‶かっゃっく ゃ しっきっえしすゃけすけ くぇ せつうすっか-
ゃないさけあょっくっち. 〉つう ゃ ゅさ. ′うおけかぇっゃ, 
[せしうは, う おぇさすけゅさぇそうは ゃなゃ ╁うっくぇ. 
╆ぇゃなさてゃぇ 【╆¨ ゃ ‶かっゃっく. 〉つぇしす-
ゃぇ ゃ ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ. ╅うゃっっ う 
さぇぉけすう ゃ ╂ぇぉさけゃけ, 〈なさくけゃけ, [せしっ, 
╉ぇいぇくかなお, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ]けそうは. 
╇いょぇゃぇ ゃ.”[ぇぉけすくうつっしおう ゃっしすくうお”, 
しなすさせょくうつう くぇ しこうしぇくうはすぇ „〈させょ”, 
„[ぇいゃうすうっ”, “╃っく” う ょさ. 〉つぇしすゃぇ ゃ 
おけくゅさっしう くぇ ╁すけさうは うくすっさくぇちうけ-
くぇか, しさっとぇ しっ し ╊っくうく. 〉きうさぇ くぇ 
52 ゅ. こさっい 1919 ゅ. ‶けしきなさすくけ しぇ 
ういょぇょっくう くっゅけゃうすっ „╇いぉさぇくう こさけ-
ういゃっょっくうは”, „╇いぉさぇくう そっえかっすけくう 
う たせきけさうしすうつくう さぇいおぇいう”, „╃さっ-
きうゅさぇょしおう しきってうかぇ”, „[ぇいおぇいう, 
そっえかっすけくう, しすぇすうう”. ′ぇ くっゅけゃけ うきっ 
こさっい 2006 ゅ. ′] くぇ ╀]‶ せつさっょう くぇ-
ゅさぇょぇ いぇ こけかうすうつっしおぇ あせさくぇかうし-
すうおぇ う こせぉかうちうしすうおぇ. ╁ ╉ぇいぇくかなお 
っ ういょうゅくぇす くっゅけゃ こぇきっすくうお. ╇きっすけ 
きせ くけしう ¨〉 „╂. ╉うさおけゃ”. ╁ ょゃけさぇ きせ 
っ こけしすさけっく こぇきっすくうお くぇ こぇすさけくぇ くぇ 
せつうかうとっすけ.

„〈けえ きけ あっ てっ ょぇ ぉな ょっ おぇ おなゃ すけ こけ あっ かぇっ – 
すぇ かぇく す かうゃ こけ っす, ぉかっし すはと こせぉ かう ちうしす う こさけ-
くうお くけ ゃっく すっ け さっ すうお, くぇ さけ ょっく すさう ぉせく う こぇさ すう-
っく ゃけ ょぇつ, こけ かう すうお う ょなさ あぇゃ くうお. ‶け あっ かぇ ゅけ う 
しすぇ くぇ ゃしうつ おけ すけ ゃぇ いぇ っょ くけ. ]すぇ くぇ ╋ぇえし すけ さぇ.” 
– „‶なさゃけぇこけしすけかうすっ くぇ うょっぇかぇ”, ╃. ╂っくつっゃ.
„╇しすうくしおぇすぇ” ╄ゃさけこぇ. ¨す ゃっかうおうすっ させしおう 

おかぇしうちう - 』っさ くう てっゃ し おう, ╃けぉ さけ かの ぉけゃ, ╀っ-
かうく し おう, ╃けし すけ っゃ し おう, ╂け ゅけか, ╂っけさゅう ╉うさおけゃ  

しっ いぇさっあょぇ し くさぇゃ し す ゃっ くけしす, たせ きぇ くう いなき う 
あっさ す ゃけ ゅけ すけゃ くけしす. ]おけ さけ ょさせ ゅぇ ょっえし す ゃう すっか-
くけしす とっ こさっ ょけこ さっ ょっ かう こけ-くぇ すぇ すなて くけ すけ きせ 
さぇい ゃう すうっ. ╁なゃ ╁うっくぇ すけえ けす お さう ゃぇ „うし すうく し-
おぇ すぇ“ ╄ゃ さけ こぇ – し せくうゃっさしうすっすしおぇすぇ ぉうぉかう-
けすっおぇ, かうすっさぇすせさくうすっ おぇそっくっすぇ, ういかけあぉうすっ 
う おけくちっさすうすっ, くけ う し ぉっょくはておうすっ おゃぇさすぇかう, 
こさけ しは ちうすっ, こさけし すう すせす おうすっ, さけ は ちうすっ ぉっい こ さう-
いけさ くう う ゅかぇょ くう ょっ ちぇ...
‶なさゃけきぇえしおぇすぇ きぇくうそっしすぇちうは こけ „[うく-

ゅとさぇしっ” - 1892 ゅ. 〈ぇいう ゃっかうつっしすゃっくぇ きぇくう-
そっしすぇちうは  さってぇゃぇ しなょ ぉぇすぇ きせ くぇ こさけ かっ すぇさ-
し おう すゃけ さっち う こけ かう すうお. ′うおなょっ ょさせゅぇょっ くっ っ 
ゃうあょぇか すぇおけゃぇ くっとけ: しすけ すう ちう たう かは ょう たけ さぇ 
しぇ くぇ きっ さう かう しう かぇ う ゃは さぇ う, けさ ゅぇ くう いう さぇ くう ゃ 
さぇ ぉけす くう つっし おう しうく ょう おぇ すう, しっ ぉけ さはす いぇ しけ ちう-
ぇか くぇ しこさぇ ゃっょ かう ゃけしす, つけ ゃって おけ ょけし すけえく し す ゃけ う 
ょっ きけお さぇ ちうは. ╁う っ くぇ すさぇ しう さぇ こな すは くぇ ╉うさ おけゃ 
う おなき ょさせ ゅぇ すぇ しすけ かう ちぇ くぇ っゃ さけ こっえし おうは しけ-
ちう ぇ かう いなき – ╀っさ かうく. 〈っ け さっ すうつ くう すっ しすぇ すうう う 
しけちうぇかくう ぇくぇかういう, おけうすけ つっすっ, てかう そけ ゃぇす うく-
すっ かっお すぇ きせ う ゅけ ゃな け さな あぇ ゃぇす し けこ すう きう いなき う ょなさ-
いけしす.                                                                                                                                        
╁ さぇぉけすくうつっしおぇすぇ こぇさすうは. ]おけさけ さぇい-

ぉうさぇ, つっ ぉな ょっ とっ すけ くぇ こさけ かっ すぇさ し おけすけ ょゃう-
あっ くうっ ゃ ╀なかゅぇさうは っ くっういぉっあくけ. ╃け おぇ いぇ すっか-
し す ゃけ  しぇ こなさ ゃう すっ ぉさけ っ ゃっ くぇ ゃ. „[ぇ ぉけす くうお“ う 
しこ. „]け ちう ぇか ょっ きけお さぇす“. ╀かぇ ゅけ っゃ う ╂ぇぉ さけゃ-
し おう しぇ うい こなか くう かう „くさぇゃ し す ゃっ くぇ すぇ いぇ ょぇ つぇ くぇ 
うく すっ かう ゅっく ちう は すぇ“ う しぇ しない ょぇ かう ╀なか ゅぇさ し おぇ-
すぇ しけ ちう ぇか ょっ きけお さぇ すう つっし おぇ こぇさ すうは. ╉うさ おけゃ 
くは きぇ くう おぇお ゃう しなき くっ くうは – くう すけ いぇ きはし すけ すけ 
しう, くう すけ いぇ さけ かは すぇ しう. ╆ぇゃさなとぇ しっ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは こさっい 1895 ゅ. う ゃっょくぇゅぇ しすぇゃぇ つかっく 
くぇ ╀[]╃‶. ]うかくけ こさうはすっかしすゃけ ゅけ しゃなさい-
ゃぇ し ╃. ╀かぇゅけっゃ. ╁ こせぉかうおぇちううすっ しう けしすさけ 
ぇすぇおせゃぇ うおけくけきうつっしおぇすぇ こけかうすうおぇ くぇ こさぇ-
ゃうすっかしすゃけすけ くぇ ╉. ]すけうかけゃ う ゃしうつおけ, おけっ-
すけ っ くぇしけつっくけ しさっとせ しけぉしすゃっくうは きせ くぇ-
さけょ.                                                                                                                                           
╁ ╉ぇいぇくかなお – くぇえ-とぇしすかうゃうすっ ゅけょうくう 

くぇ ╋ぇえしすけさぇ. ╉ぇすけ „くぇえ-とぇしすかうゃう” ╉うさおけゃ 
けこさっょっかは ょゃっすっ しう くっけぉうおくけゃっくう う こかけょけす-
ゃけさくう ゅけょうくう, こさっおぇさぇくう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇きっく-
くけ すせお しっ さぇあょぇ こしっゃょけくうきなす きせ -  ╋ぇえしすけさぇ, 
う さぇいちなそすはゃぇ ょぇさぉぇすぇ きせ くぇ あせさくぇかうしす, こせぉ-
かうちうしす, けさゅぇくういぇすけさ う けさぇすけさ. ‶け さってっくうっ 
くぇ ┶V-は おけくゅさっし くぇ ╀]╃‶ こさっい 1897 ゅ., いぇっょ-
くけ し ╄ゃすうき ╃ぇぉっゃ, すけえ こさうしすうゅぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 

しなし いぇょぇつぇすぇ ょぇ ういょぇゃぇす „[ぇぉけすくうつっしおう 
ゃっしすくうお“. ]すぇすううすっ しう くぇえ-つっしすけ こけょこうし-
ゃぇか し こしっゃょけくうきぇ „‶さけきっすっえ“, ぇ  そっえ-
かっすけくうすっ しう, けすさぇいはゃぇとう おぇいぇくかなておけすけ 
ゃしっおうょくっゃうっ - し „╋ぇえしすけさ ╂けつけ ╆せかはきなす“. 
‶さけすけすうこうすっ しう くぇきうさぇか ゃ „┿おぇょっきうはすぇ”. 
]おぇいおうすっ しう ういくぇしはか ゃ [ぇぉけすくうつっしおう おかせぉ 
„╃させあぉぇ“. ╁ „』っさゃっく くぇさけょっく おぇかっくょぇさ 
いぇ こさけしすぇすぇ 1899 ゅ.“, おけえすけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 

しっ ういょぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, っ こけきっしすっくけ くぇえ-
こけこせかはさくけすけ きせ しすうたけすゃけさっくうっ „╃させあくぇ 
こっしっく“. ╁ ╉ぇいぇくかなお っ くぇこうしぇか しゃけは „[ぇ-
ぉけすくうつっしおう きぇさて“, しなとけ こさっゃなさくぇか しっ ゃ 
こっしっく, こけ きせいうおぇ くぇ ╄きぇくせうか ╋ぇくけかけゃ.
╁なかくせゃぇとぇ っ さぇいょはかぇすぇ くぇ ╋ぇえしすけさぇ し 

╉ぇいぇくかなお, おけゅぇすけ こさっい 1899 ゅ. さっょぇおちうは-
すぇ  すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ こさっきっしすう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ, おなょっすけ ╉うさおけゃ しさっとぇ う しゃなさいゃぇ あうゃけ-
すぇ しう し 〈うくぇ. ╁なゃ そっえかっすけくぇ „[ぇいょはかぇすぇ“, 
けすこっつぇすぇく ゃ こけしかっょくうは おぇいぇくかなておう ぉさけえ 
くぇ ゃっしすくうおぇ, すけえ しっ こさけとぇゃぇ しなし しゃけうすっ 
ゅっさけう ′っえつけ 』せおなす, ╂っくつけ ╂ぇえかっすけ, ‶さけえ-
つけ ╂せさぉっすぇ う ゃしうつおう ょさせゅう. ‶さっい 1900 ゅ. 
ういょぇゃぇ つぇしす けす こさけういゃっょっくうはすぇ しう ゃ けす-
ょっかくぇ おくうゅぇ „╃さっきうゅさぇょしおう しきってうかぇ“.
„╇ くっ ゅけ ゃけ さっ すっ すけか おけ ゃぇ ゅかせ こけし すう, 

いぇ とけ すけ くっ しっ くぇ きう さぇ すっ ゃ ′ぇ さけょ くけ すけ 
しなぉ さぇ くうっ!“ 〈けゃぇ こさっょせこさっあょっくうっ けす-
こさぇゃは  ╉うさおけゃ こけ ゃさっきっ くぇ ょうし こせ す きっあ ょせ 
ょ-さ ╉さ. [ぇ おけゃ し おう う ぅ. ]ぇ おな いけゃ, こさけゃっか しっ 
ゃ ]けそうえしおうは ちうさお, こさっい 1904 ゅ. ╇きっくくけ 
ゃ ぉなかゅぇさしおうは こぇさかぇきっくす, おなょっすけ っ ぉうか 
ょっこせすぇす 4 きぇくょぇすぇ, ╋ぇえしすけさぇ ういはゃはゃぇ 
ゃ くぇえ-こなかくぇ しすっこっく しゃけはすぇ っゃさけこっえしおぇ 
おせかすせさぇ, ぉかっしすはとうは しう けさぇすけさしおう すぇかぇくす 
う きけ とっく こけ かっ きう つっく いぇ さはょ, ぇさすうしすうつくけすけ 
しう けぉぇはくうっ う くっゃっさけはすくけすけ しう つせゃ し す ゃけ いぇ 
たせ きけさ. ′ぇさけょくうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くっ こさけ-
こせしおぇかう  くうすけ っょくぇ ょせきぇ けす こかぇきっくくうすっ 
きせ さっつう – すけえ つっさすぇっか ぉなょっとっすけ し すぇおぇ-
ゃぇ くっこけおけかっぉうきぇ せゃっさっくけしす, つっ う くぇえ-
ゃなさかうすっ きせ こさけすうゃくうちう いぇきかなおゃぇかう. ′ぇ 
ゃしはおぇ さっこかうおぇ うき けすゅけゃぇさはか し ぇさゅせきっくすう 
う けしすさけせきうっ. ╁くせてぇゃぇか, つっ „╇ょっ ぇ かう すっ くぇ 
ぉなか ゅぇさ し おぇ すぇ ょっ きけお さぇ ちうは くっ きけ ゅぇす ょぇ ぉな-
ょぇす くう すけ ゅかぇょ おぇ そさぇ いぇ, くう すけ くっ け おぇし す さっ くぇ 
しけ こぇ”.
„╁ぇし ゃっ つっ いぇ おけく くっ ゃう かけ ゃう, ゅけし こけ-

ょぇ! ╁ぇし ゃう かけ ゃう さっ ゃけ かの ちう は すぇ.“ 〈ぇおぇ 
╉うさおけゃ しっ こさけゃうおゃぇ ゃ こぇさかぇきっくすぇ, せゅ-
くっすっく けす ぉっいょぇさうっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ せこ-
さぇゃくうちう, こさけこうかっかう せしうかうはすぇ くぇ くぇさけょぇ 
し かう てっ くう は  こけ そさけく すけ ゃっ すっ う ぉっい し きうし かっ-
くう  いぇ ゅせ ぉう. ┿ おぇすけ しなゃっすくうお ゃ ]けそうえしおぇ 
けぉとうくぇ  ゃけょっか くっこさっおなしくぇすぇ „ぉけさぉぇ くぇ 
きけさぇかぇ しさっとせ おっかっこうさぇ”, ういうし お ゃぇか はし くう 
う すけつ くう くぇ さっょ ぉう, こけ くけ しう きう ょぇ くな ちう う ょけし-
すなこ くけ あう かう とっ いぇ ゃしっ おう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

′ぇえ-ゃぇあくうはす しうきゃけか くぇ くぇえ-こけつうすぇくうは こさけかっすっく 
たさうしすうはくしおう こさぇいくうお ╁っかうおょっく っ, つっ し 》さうしすけゃけ-

すけ ╁ないおさっしっくうっ, おけっすけ けいくぇきっくせゃぇ こけぉっょぇすぇ くぇ ╅う-
ゃけすぇ くぇょ ]きなさすすぇ, こさうさけょぇすぇ しっ しなぉせあょぇ いぇ くけゃ あう-
ゃけす, ぇ たけさぇすぇ こさっけすおさうゃぇす ゃはさぇすぇ, ゃゅかっあょぇす しっ ゃ しっぉっ 
しう う ゃ こけしすなこおうすっ しう う しう ょぇゃぇす しきっすおぇ いぇ うしすうくしおけ-
すけ いくぇつっくうっ くぇ くっこさったけょくけすけ - つけゃっておうすっ ちっくくけしすう.  
′はおけう けす うしおけくくうすっ すさぇょうちうう すさせょくけ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす 
しこぇいっくう ゃ ょくってくけ ゃさっきっ, くけ, きぇおぇさ う きぇかおけ こさけきっくっ-
くう, すっ しぇ しっ しなたさぇくうかう. ╆ぇさぇょう しうきゃけかうおぇすぇ.

* ╆ぇとけ くっ しっ さぇぉけすう くぇ 
[ぇいこっすう こっすなお?

〈ぇおぇ しっ ういさぇいはゃぇ けゅさけきくぇ-
すぇ こけつうす おなき しきなさすすぇ くぇ 
》さうしすけし. ╆ぇぉさぇくぇすぇ ょぇ くっ しっ 
ゃなさてう くうおぇおゃぇ ょけきぇおうくしおぇ 
さぇぉけすぇ しっ っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ しせ-
っゃっさうっ, しこけさっょ おけっすけ - おけえ-
すけ さぇぉけすう くぇ すけいう ょっく, とっ 
ゅけ しこけかっすう くっとぇしすうっ. 〈ぇいう 
いぇぉさぇくぇ けすょぇゃくぇ っ いぇゅせぉうかぇ 
いくぇつっくうっすけ しう, くけ ゃなこさっおう 
すけゃぇ ょけきぇおうくうすっ, おけうすけ くっ 
しぇ せしこっかう ょぇ ぉけはょうしぇす はえちぇ-
すぇ ゃ つっすゃなさすなお, こさぇゃはす すけゃぇ 
ゃ しなぉけすぇ. 

* ╆ぇとけ たけさぇすぇ ゃ しなぉけすぇ 
しさっとせ くっょっかは けぉうおぇかはす 
すさう こなすう  たさぇきぇ? 

╆ぇ ょぇ しっ いぇさっょはす し くぇょっあょぇ いぇ 
╁ないおさっしっくうっ. ]かっょ すなさあっしす-
ゃっくけすけ  ぉけゅけしかせあっくうっ ゃしうつ-

おう しゃっすかうくう ゃ たさぇきぇ せゅぇしゃぇす, 
ぇ ゃさぇすうすっ しっ いぇすゃぇさはす – すぇおぇ 
たさぇきなす しうきゃけかういうさぇ ゅさけぉぇ 
くぇ 》さうしすけし. ╉けゅぇすけ こさっょう こけ-
かせくけと けぉうおけかおぇすぇ いぇこけつゃぇ, 
すけゃぇ ゃしっ けとっ くっ っ ╁ないおさっしっ-
くうっすけ, すけゃぇ っ こさっょつせゃしすゃうっ-
すけ いぇ ╁ないおさっしっくうっ, おけっすけ くぇ-
しすなこゃぇ すけつくけ ゃ こけかせくけと. 

* ╆ぇとけ いぇこぇかっくぇすぇ しゃっと 
しっ けすくぇしは ょけ ょけきぇ?
〈ぇいう しゃっと ゃしっおう すさはぉゃぇ ょぇ 
いぇくっしっ ゃ きなかつぇくうっ ょけ ゃおな-
とう, おぇすけ ゃくうきぇゃぇ すは ょぇ くっ 
せゅぇしくっ, いぇとけすけ すけつくけ すけいう 
ぉかぇゅけょぇすっく けゅなく とっ けしゃっすう 
ょけきぇ きせ. ]こけさっょ くぇさけょくうすっ 
こけゃっさうは, こかぇきなおなす くぇ すぇいう 
しゃっと こさうすっあぇゃぇ きぇゅうつっしおぇ 
しうかぇ. 〈は きけあっ ょぇ しっ こぇかう 
ゃしっおう こなす, おけゅぇすけ ゃ ょけきぇ くう 
うきぇ ぉけかっく, ゃないくうおくぇか っ こさけ-
ぉかっき うかう こさけしすけ いぇ いょさぇゃっ う 
おなしきっす. 

* ╉けかおけ ゃさっきっ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ こけいょさぇゃはゃぇきっ し „》さうし-
すけし ゃけしおさっしっ”?

‶けいょさぇゃなす „》さうしすけし ╁けしおさっ-
しっ“ しっ しこぇいゃぇ 40 ょくう.

〈けいう ういゃけょ ぉっ けこけゃっしすっく こさっい 
ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ けす [ぇえくぇ 

╋うすおけゃぇ-〈けょけさけゃぇ, こさっょしっょぇすっか くぇ 
┿しけちうぇちうはすぇ くぇ ぉかういけ 70-すっ おけかっお-
すけさしおう ぇゅっくちうう  ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈けゃぇ しぇ 
そうさきうすっ, おけうすけ すなさしはす う しっ はゃはゃぇす 
くぇえ-ぉなさいうはす, せょけぉっく う っゃすうく くぇつうく 
いぇ こけしすうゅぇくっ くぇ しこけさぇいせきっくうっ きっあ-
ょせ おさっょうすけさぇ う こけすさっぉうすっかは, おけえすけ 
ゃ ょぇょっく きけきっくす っ いぇすさせょくっく ょぇ うい-
こかぇすう いぇょなかあっくうっすけ しう. ‶さっょしすぇゃう-
すっかうすっ くぇ すっいう ぇゅっくちうう すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇいゅけゃぇさはす う し ょゃっすっ しすさぇくう, いぇ ょぇ しっ 
くぇきっさう くぇえ-さぇいせきくけすけ, ぉなさいけ う くぇえ-
っそっおすうゃくけすけ さってっくうっ くぇ こさけぉかっきぇ 

しなし いぇおなしくはかけすけ ういこかぇとぇくっ くぇ ょぇょっくけ いぇょなかあっくうっ おなき ぉぇくおぇ. 〈けいう ゃうょ しすさせおすせさう ょっえしす-
ゃぇす ういゃなくしなょっぉくけ う ちっかすぇ うき っ こけしすうゅぇくっ  くぇ しこけさぇいせきっくうっ きっあょせ おさっょうすけさぇ う くっゅけゃうは 
おかうっくす, こさっょう ょぇ しっ しすうゅくっ ょけ しなょ. 
‶さっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ ┿しけちうぇちうはすぇ くぇ すっいう ぇゅっくちうう っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ ぉなかゅぇさうすっ くはきぇきっ 

くせあくぇすぇ そうくぇくしけゃぇ おせかすせさぇ ょぇ せこさぇゃかはゃぇきっ かうつくうすっ しう こぇさう う こけ すぇいう こさうつうくぇ つっしすけ こけ-
こぇょぇきっ ゃ しこうさぇかぇすぇ くぇ かけてうすっ おさっょうすう, いぇょかなあくはかけしす おなき そうくぇくしけゃう うくしすうすせちうう くぇ ぉぇいぇ 
いかっ くぇこさぇゃっくぇ こさっちっくおぇ いぇ ゃないきけあくけしすうすっ くう ょぇ こけおさうゃぇきっ ょぇょっくう いぇょなかあっくうは う かけてけ 
こかぇくうさぇくっ くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ. 〈は ういさぇいう おぇすっゅけさうつくけ しすぇくけゃうとっ, つっ ゃなこさっおう こぇさぇょけお-
しぇかくけしすすぇ  くぇ すゃなさょっくうっすけ, おさっょうすなす っ いぇ たけさぇ し こぇさう.
]こけさっょ くっは, “おさっょうすなす くっ っ こさけょせおす いぇ たけさぇ, おけうすけ っょゃぇ しゃなさいゃぇす ょゃぇすぇ おさぇは”. 〈は っ おぇ-

すっゅけさうつくぇ, つっ こさっょう ょぇ しっ ゃいっきっ おさっょうす,   おさっょうすけうしおぇすっかはす すさはぉゃぇ きくけゅけ ょけぉさっ ょぇ しう 
くぇこさぇゃう しきっすおぇすぇ う ょぇ いくぇっ おけかおけ すけつくけ しぇ きっしっつくうすっ きせ さぇいたけょう, おけかおけ こぇさう きけあっ ょぇ 
しこっしすう う おぇおゃぇ っ ゃくけしおぇすぇ, おけはすけ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう.

きぇつなす いぇゃなさてう 0:0. ¨すぉけさなす けす ょさせゅぇすぇ ゃないさぇしすけゃぇ ゅさせこぇ, さけょっくうすっ こさっい 1998-99 ゅけょうくぇ, 
しかっょ しすさぇたけすくぇ う しなさちぇすぇ うゅさぇ しっ こけいょさぇゃうたぇ し こけぉっょぇ 2:0.
╁ しかっょゃぇとうは しう きぇつ 《╉ „┿さしっくぇか 2000” ょけきぇおうくしすゃぇ くぇ 《╉ „╄ょうくしすゃけ“ - ╂せさおけゃけ くぇ 

27.04.2013, しなぉけすぇ, くぇ しすぇょうけく „┿さしっくぇか” けす 10.30 つ.
 ]さっとうすっ しぇ けすゃけさっくう いぇ ゅさぇあょぇくうすっ.

╋うさぇく  ╋ぇょっくょあうはく

* ╆ぇとけ ぉけはょうしゃぇきっ はえちぇ? 

╁ たさうしすうはくしおぇすぇ きうすけかけゅうは 
はえちっすけ しうきゃけかういうさぇ ぉっい-
しきなさすうっすけ, すけ くけしう うょっはすぇ くぇ 
ゃないおさなしゃぇくっすけ くぇ 》さうしすけし. 
╁ ╀うぉかうはすぇ はえちっすけ っ いくぇお くぇ 
くぇょっあょぇすぇ. 〈け っ ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
ゃしうつおう ╁っかうおょっくしおう けぉさっょう, 
すなえ おぇすけ しっ けしきうしかは おぇすけ しうき-
ゃけか くぇ あういくっくけすけ くぇつぇかけ, くぇ 
こさっさぇあょぇくっすけ う こさけさぇしすゃぇくっ-
すけ うかう ういけぉとけ おぇすけ けこかけょうすっ-
かっく しうきゃけか.

* ╉けかおけ はえちぇ ょぇ ぉけはょうしぇ-
きっ?

′ぇ ゃさっきっすけ ゃ くぇえ-きくけゅけぉさけえ-
くうすっ そぇきうかうう しぇ ぉけはょうしゃぇかう 
こけ 500-600 はえちぇ, けとっ こけゃっつっ, 
つっ はえちぇ しっ はょぇす ゃ こさけょなかあっ-
くうっ くぇ 40 ょくう しかっょ ╁っかうおょっく, 
ょけ ]こぇしけゃょっく. ╀さけはす うき いぇ-
ゃうしう けす ぉさけは くぇ つかっくけゃっすっ くぇ 

しっきっえしすゃけすけ, ぇ ゃ しっ-
かぇすぇ – う けす ぉさけは くぇ 
おけおけておうすっ-くけしぇつおう. 
╁ ょくってくけ ゃさっきっ くっ 
きけあっ ょぇ しっ ゅけゃけさう 
いぇ すぇおけゃぇ おけかうつっ-
しすゃけ, こさけしすけ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ こさっょゃうょう すさぇ-
ょうちうはすぇ こけ しなしっょしおう 
ょぇ しっ さぇいきっくはす はえちぇ 
けす くぇえ-しこけかせつかうゃけ 
せおさぇしっくうすっ.

* ╆ぇとけ ぉけはょうし-
ゃぇくっすけ くぇ はえちぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ しすぇゃぇ 
しぇきけ くぇ しゃっすかけ, 
こさっい ょっくは? 

╆ぇとけすけ ╁っかうおょっく-
しおぇすぇ けぉさっょくけしす 

しなせきはゃぇ ょぇ たぇさきけくういうさぇ 
さぇいかうつくう くぇゅかっょ うょっう: いぇ 
ゃないおさなしゃぇくっすけ くぇ ╀けゅぇ, いぇ 
ゃないおさなしゃぇくっすけ くぇ こさうさけょぇすぇ 
う “ゃないおさなしゃぇくっすけ” くぇ しけちうせきぇ 
– つさっい ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ くけゃけ 
こけおけかっくうっ ゃ さけょけゃうは さうすなき. 
╁ くはおけう さぇえけくう - くぇこさうきっさ 
ゃ ]っゃっさけいぇこぇょくぇ ╀なかゅぇさうは, 
ょけさう うきぇ こさぇおすうおぇ はえちぇすぇ ょぇ 
しっ ぉけはょうしゃぇす すぇえくけ, いぇ ょぇ くっ 
ぉなょぇす せさけつぇしぇくう けす かけてう けつう. 

* ╆ぇとけ う おぇかうくおぇすぇ しっ 
しゃなさいゃぇ し ╁っかうおょっく?

‶けくはおけゅぇ ゃっかうおょっくしおうすっ しゃっ-
とう しっ せおさぇしはゃぇす し おぇかうくおう. 
╊っゅっくょぇすぇ さぇいおぇいゃぇ, つっ おけゅぇ-
すけ さぇいこなくぇかう ╇しせし 》さうしすけし くぇ 
おさなしすぇ, こさなしすすぇ, ゃなさたせ おけはすけ 
おぇこっかぇ おさなゃすぇ きせ, しっ けぉぇゅさう-
かぇ ゃ ぇかっくけ. ╁なさたせ すぇいう おさなゃ 
おぇこぇかう う くっゅけゃうすっ しなかいう, おけう-
すけ ういゅかっあょぇかう つっさくう. ╉けゅぇすけ 
╇しせし ゃないおさなしくぇか, けす きはしすけすけ 
ういかっすはかぇ… おぇかうくおぇ. ′ぇ ゅさなち-
おう おぇかうくおぇ っ こぇしたぇかうちぇ, けす 
‶ぇしたぇ. ╁ ╀なかゅぇさうは おぇかうくおぇすぇ 
っ くぇさうつぇくぇ ╁っかうおょっくつっ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

1-╇¨ 〈╅‶ - 〈╊╋╉】〉╅『《╉╊〉 ╉╊〉 〉╅ 【『】╉╅
¨ 『╅╆《【〉¨ぁ╊』[╅【╅ 』《]¨╉╅『〉《』【

]おなこう ぇさしっくぇかちう, ゅさぇあょぇくう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお! 
‶さぇいくうおなす, おけえすけ つぇおぇきっ, ゃっつっ っ し くけゃけ  かうちっ. ╊うちっ, 

くぇかけあっくけ けす こさけきっくうすっ う ゃさっきっすけ, けす すさせょくけしすうすっ う 
こけしすうあっくうはすぇ くう, けす せしきうゃおうすっ う すなゅぇすぇ くぇ ょっかくうおぇ 
くう. [ぇいぉうさぇっきけ っ - あうゃっっき ゃ くっかっおう ゃさっきっくぇ, おけうすけ 
ういうしおゃぇす こさっょう ゃしうつおけ ゃしっけすょぇえくけしす, せこけさしすゃけ くぇ 
ゃけかはすぇ う ょせたぇ う しうかぇ - いぇ くけゃう くぇょっあょう. 
 ′け, すけつくけ いぇとけすけ っ すさせょくけ, しきっ せぉっょっくう, つっ しかっょ 

すけゃぇ せしこったうすっ とっ ぉなょぇす ょぇかっつ こけ-しかぇょおう う  ゃょなたくけ-
ゃはゃぇとう, けすおけかおけすけ かっしくうすっ こけぉっょう, おけうすけ くっ ちっくうき.
 ╄すけ いぇとけ, ゃ すっいう こさぇいくうつくう ょくう, おけうすけ こさっょしすけはす, 

ゃう ぉかぇゅけょぇさうき いぇ ゃしっけすょぇえくけしすすぇ う こさけそっしうけくぇ-
かういきぇ, し おけえすけ こさけょなかあぇゃぇすっ ょぇ こぇいうすっ う いぇとうすぇ-
ゃぇすっ きぇさおぇすぇ “┿さしっくぇか”,  いぇ かけはかくけしすすぇ  う すなさこっくう-
っすけ, いぇ しうかぇすぇ, おけはすけ くぇきうさぇすっ, ゃなこさっおう すさせょくうすっ 
ょくう, おけうすけ しなこさっあうゃはゃぇきっ. 
 ╇ いぇ くぇょっあょぇすぇ う ょけゃっさうっすけ, し おけうすけ くう ょぇさはゃぇすっ.
 〉ぉっょっくう しきっ, つっ, おけゅぇすけ ゅかっょぇきっ ゃ っょくぇ こけしけおぇ, 

とっ せしこっっき. 
 ] ぉかぇゅけょぇさくけしす う こけあっかぇくうは いぇ いょさぇゃっ う ょけぉさう 

ょくう ゃ  しっきっえしすゃぇすぇ ゃう!
 

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ “┿さしっくぇか” ┿╃

』っしすうす ‶なさゃう きぇえ, しおなこう ぇさしっくぇかちう! 

╁なこさっおう ょなかゅけかっすうっすけ しう, こさぇいくうおなす くぇ すさせ-
ょぇ 1-ゃう きぇえ っ しなたさぇくうか  さぇぉけすくうつっしおぇすぇ しう 
しなとくけしす う こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ しうきゃけか  くぇ 

しこさぇゃっょかうゃうすっ  すさせょけゃう う しけちうぇかくう うしおぇくうは くぇ  
すさせょっとうすっ しっ たけさぇ.  
╉ぇせいぇ, くぇ おけはすけ しぇ こけしゃっすうかう せしうかうはすぇ しう しうくょう-

おぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ 
“┿さしっくぇか”. 
 ╁ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こさぇいくうおぇ けす しなさちっ ゃう こけあっかぇ-

ゃぇきっ いょさぇゃっ - くぇ ゃぇし う しっきっえしすゃぇすぇ  ゃう, こさけそっしうけ-
くぇかくう せしこったう う こけかいけすゃけさくう せしうかうは ゃ けすしすけはゃぇくっ-
すけ くぇ さぇぉけすくうつっしおうすっ くう こさぇゃぇ! 

] こなさゃけきぇえしおう こけいょさぇゃ! 

]╉ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”

ぢだとんぞん

╀うゃてうはす ぇさしっくぇかしおう さぇぉけすくうお – 67-ゅけょうてくうはす 〈けょけさ 〈けょけ-
さけゃ けす おゃ. “╁ぇしうか ╊っゃしおう” ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃっつっ っ くぇ こなす ょぇ 

こぇすっくすけゃぇ しゃけっ しけぉしすゃっくけ くけせ-たぇせ いぇ いぇこなかゃぇくっ くぇ  しすけすうちうすっ 
せかうつくう ょせこおう ゃ おゃぇさすぇかぇ, ゃ おけえすけ あうゃっっ. 
 ‶さう すけゃぇ - こけつすう ぉっいこかぇすくけ, ゃかぇゅぇえおう ぉっいゃないきっいょくけ しゃけえ すさせょ.
 ╁っさっく くぇ こさうくちうこぇ, つっ  “┿さしっくぇか” っ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう, ぉぇえ 

〈けょけさ くっ  こさうっきぇ すっいぇすぇ, つっ つけゃっお ゃ こっくしうは っ ぉっいこけかっいっく くぇ 
けぉとっしすゃけすけ, いぇすけゃぇ しっ いぇかぇゃは いょさぇゃけ いぇ さぇぉけすぇ. ¨す おぇきぇさうすっ 
しすさけうすっかくう けすこぇょなちう, おけうすけ しっ ういかうゃぇす とっょさけ ゃ おぇいぇくかなておうすっ 
おゃぇさすぇかう, すけえ さってぇゃぇ, つっ, ゃきっしすけ ぉけおかせお, すっいう けすこぇょなちう きけゅぇす 
ょぇ しゃなさてぇす ょけぉさぇ さぇぉけすぇ う ょぇ しっ こさっゃなさくぇす ゃ ゅさぇょうゃっく きぇすっ-
さうぇか, し おけえすけ ょぇ しっ いぇこなかゃぇす せかうつくう ょせこおう. 


