
╇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”┿╃.

Приемник на в.“Заводска трибуна”
Издание на “Арсенал” АД .

19  2013 .•  I I •  59

ん¡îñÖöó

╇かてかちあせけ:

╉けあせあ [ちそせおかうあ

《てたとつさひて - たちあうあ け くあおひしきかせけみ

》かてひち ╆そみおきけかう
そて [あせあおあ:

¨つさあす おあ とすちあ う おうけきかせけか

на стр. 3

на стр. 7

на стр. 5

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

на стр.  2

ゑëñ½ñÖí ó êÜëí

どÜ£ó, ßñ£ ¡ÜúöÜ...

げí çíï!!!
とÜÖ¡Üëï!

╆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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╂ぇさぇくすうさぇす しけちうぇかくぇ いぇとうすぇ 
こさう そぇかうす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは

]っおさっすぇさおうすっ ういきっしすうたぇ しつっすけゃけょうすっかうすっ 
う そうくぇくしうしすうすっ けす 〈けこ 10 くぇ くぇえ-すなさ-

しっくうすっ おぇょさう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しけつう 
こさけせつゃぇくっ いぇ くっょけしすうゅぇ くぇ すぇかぇくすかうゃう しかせ-
あうすっかう くぇ っょくぇ けす ゅけかっきうすっ くぇちうけくぇかくう こけ-
しさっょくうつっしおう そうさきう いぇ さぇぉけすぇ, こせぉかうおせゃぇくけ 
ゃ すったくうは しぇえす. ╄おしこっさすうすっ こけ せこさぇゃかっくうっ 
くぇ そうさきっくうすっ ぉのょあっすう, おけうすけ しぇ ぉうかう しさっょ 
くぇえ-くせあくうすっ しこっちうぇかうしすう こさっい 2012 ゅ., すぇいう 
ゅけょうくぇ ういこぇょぇす けす おかぇしぇちうはすぇ. ╁きっしすけ すはた 
とっ しっ すなさしはす しっおさっすぇさう, かうつくう ぇしうしすっくすう う 
けそうし-きっくうょあなさう. ′ぇえ-かっしくけ さぇぉけすぇ う ゃ きけ-
きっくすぇ とっ くぇきっさはす うくあっくっさうすっ, きっくうょあなさう-
すっ う おゃぇかうそうちうさぇくうすっ さぇぉけすくうちう いぇ  うくょせし-
すさうはすぇ う しすさけうすっかしすゃけすけ.

》そしそうけせあてあ なけちすけ つ すひさあ せあすけちあて さあおちけ

』ぇこぇっゃ っ あうゃ! ╁ くぇつぇかけ-
すけ くぇ しっこすっきゃさう 1919 ゅ. 

っょうく くっおさけかけゅ ういゃっしすうか, つっ 
くぇ ╇いすけつくうは そさけくす ゅっさけうつくけ 
っ いぇゅうくぇか おけきぇくょうさなす くぇ 25-
すぇ ょうゃういうは ╁ぇしうかうえ 』ぇこぇっゃ. 
′け たけさぇすぇ くっ こけゃはさゃぇかう!  ¨す 
ゃしうつおう はさおう こっさしけくぇあう けす 
╂さぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ  ゅっさけえ 
ゃ せしすくけすけ くぇさけょくけ すゃけさつっしす-
ゃけ しすぇくぇか っょうくしすゃっくけ 』ぇ-
こぇっゃ. ]すうゅくぇかけ しっ ょけすぇき, つっ 
ゃ ぇゅうすぇちうけくくうすっ そうかきけゃう 
こさっゅかっょう こさっい 1941 ゅ. さぇくっ-
くうはす 』ぇこぇえ ぉけょさけ ういこかせゃぇ  ゃ 
おぇょなさ う ゃっょくぇゅぇ しっ けすこさぇゃは 

ょぇ ういぉうゃぇ そぇてうしすうすっ. 》けさぇ-
すぇ しきはすぇかう 』ぇこぇっゃ いぇ あうゃ, 
すなえ おぇすけ しっ いくぇっかけ, つっ っ いぇ-
ゅうくぇか, おけゅぇすけ っ こかせゃぇか こさっい 
さっおぇ 〉さぇか, くけ くうおけえ くっ ゅけ っ 
ゃうょはか きなさすなゃ. ]こけさっょ くはおけう, 
』ぇこぇっゃ くっ っ こけすなくぇか, ぇ ‶っすおぇ 
っ こさっこかせゃぇか さっおぇすぇ しなし しゃけは 
おけきぇくょうさ くぇ ゅなさぉぇ しう. 《うか-
きなす «』ぇこぇっゃ っ し くぇし» こけおぇいゃぇ 
おぇお ‶っすおぇ くぇきはすぇ はきせさかせおぇ 
くぇ さぇきっくっすっ くぇ かっゅっくょぇさくうは 
おけきぇくょうさ う きせ ょけおぇさゃぇ ぉっ-
かうは おけく. ┿ 』ぇこぇっゃ おぇいゃぇ くぇ 
おさぇしくけぇさきっえちうすっ すけゃぇ, おけっ-
すけ きけあっ ょぇ おぇあっ っょうく ゅっさけえ 
くぇ すっいう, おけうすけ しぇ くぇ «つっすうさう 
おさぇつおう» けす ゅっさけういきぇ...
╇しすうくぇすぇ. ╇いきっあょせ ゃしうつおう 

たせょけあっしすゃっくう すゃけさぉう, ういけ-
ぉうかしすゃぇとう し おぇおゃけ かう くっ いぇ 
╁ぇしうかうえ 』ぇこぇっゃ, きけあっ ょぇ しっ 
しさっとくっ う うしすうくぇすぇ いぇ くっゅけ-
ゃうは あうゃけす. ┿ すは っ: おぇすけ ょっすっ う 
のくけてぇ ゃっかうおうはす こなかおけゃけょっち 
ぉうか こぇしすうさ, こけしっとぇゃぇか きっしす-
くけすけ ちなさおけゃくけ せつうかうとっ, いぇ-
っょくけ し ぉぇとぇ しう しっ いぇくうきぇゃぇか 
し ょなさゃけょっかしすゃけ, しすさけうか おさぇ-
ゃぇさくうちう, おなとう, ぉぇくう う ちなさお-
ゃう. ╁っょくなあ こさう こけしすぇゃはくっすけ 
くぇ おさなしすぇ くぇ っょくぇ ちなさおゃぇ ╁ぇ-
しうかうえ こぇょくぇか けす こけおさうゃぇ くっ-
ゃさっょうき, ぇ こさうはすっかうすっ  きせ ゅけ 
くぇさっおかう ╄さきぇお /きぇかなお ゃけょっ-
くうつっく おぇきなお/. 〈けゃぇ こさけいゃう-
とっ ゅけ しなこなすしすゃぇかけ ょけ おさぇは 
くぇ あうゃけすぇ きせ. ‶さっい 1909 ゅ. 
ぉうか けしゃけぉけょっく けす ゃけっくくぇ 
しかせあぉぇ, すなえ おぇすけ くぇ けおけすけ 
きせ しっ こけはゃうかけ こっさょっ. ′け うし-
すうくぇすぇ ぉうかぇ ょさせゅぇ – 』ぇこぇっゃ 
ぉうか しきっすくぇす いぇ くっぉかぇゅけくぇ-
ょっあょっく, しかっょ おぇすけ ぉさぇす きせ 
┿くょさっえ ぉうか せぉうす いぇさぇょう こけ-
ょしすさっおぇすっかしすゃけ こさけすうゃ ちぇさは.                                                                                         
‶さっい ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ ぉうか こさぇすっく くぇ ゅっさきぇくしおうは 
そさけくす, おなょっすけ しっ けすかうつうか う 
ぉうか くぇゅさぇょっく いぇ たさぇぉさけしす-
すぇ しう. ╀うか さぇくはゃぇく う かっ-

おせゃぇく ゃ ぉけかくうちぇ, こけゃうてぇ-
ゃぇく っ ゃ つうく くはおけかおけ こなすう.                                                       
‶さっい 1917 ゅ. しすぇくぇか つかっく くぇ 
ぉけかてっゃうておぇすぇ こぇさすうは, ぉうか 
ういぉさぇく ゃ しなゃっすぇ くぇ ゃけっくくうすっ 
ょっこせすぇすう. ╉ぇすけ おけきうしぇさ くぇ 
』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは う くぇつぇかくうお 
くぇ ′うおけかぇっゃしおうは ゅぇさくういけく, 
きせ ぉうかけ ゃないかけあっくけ ょぇ けさゅぇ-
くういうさぇ ょけぉさけゃけかつっしおう けすさは-
ょう. ╇きぇかけ しかせつぇえ, ゃ おけえすけ 
つぇしすうすっ きせ ぉうかう こさうすうしくぇすう 
けす ょゃっ しすさぇくう けす ぉっかけゅゃぇさ-
ょっえちう. ′け しきっかうはす こなかおけゃけ-
ょっち ゃょうゅくぇか しゃけうすっ たけさぇ くぇ 
くけとっく 70-おうかけきっすさけゃ “きぇさて 

くぇ しおけおぇ”, ぇすぇおせゃぇか きなかくうっ-
くけしくけ こさけすうゃくうおぇ, さぇいぉうか ゅけ 
う すぇおぇ しっ ういきなおくぇか けす けぉしぇ-
ょぇすぇ. ‶さっい くけっきゃさう 1918 ゅ. 
いぇこけつくぇか ょぇ せつう ゃ ┿おぇょっきう-
はすぇ くぇ ╂っくっさぇかくうは とぇぉ, くけ 
こさっい はくせぇさう 1919 ゅ., こけ かうつ-
くぇ くっゅけゃぇ きけかぉぇ, ぉうか ういこさぇ-
すっく くぇ ╇いすけつくうは そさけくす こさけ-
すうゃ ╉けかつぇお.
]きなさすすぇ くぇ ゅっさけは. ¨ぉしすけ-

はすっかしすゃぇすぇ けおけかけ しきなさすすぇ きせ 
くっ しぇ くぇこなかくけ ういはしくっくう. ′ぇえ-
こけこせかはさくぇ っ ゃっさしうはすぇ /ぉかぇ-
ゅけょぇさっくうっ くぇ そうかきぇ „』ぇこぇ-
っゃ”/, つっ すけえ っ いぇゅうくぇか, おけゅぇすけ 
し ぉけえちうすっ けす しゃけはすぇ ょうゃういうは 
こかせゃぇか こさっい さっおぇ 〉さぇか, いぇ ょぇ 
ういぉっゅくっ せょぇさ くぇ こさっゃないたけあ-
ょぇとうは ゅう ゃさぇゅ. 〈ゃなさょう しっ う 
ょさせゅけ: つっ しきなさすくけ さぇくっくうはす 
ゃ おけさっきぇ, 』ぇこぇっゃ っ こさっくっしっく 
けす ぉけえちうすっ くぇ ぉさっゅぇ う っ こけ-
ゅさっぉぇく すぇき. ╃くっし, けぉぇつっ, させし-
かけすけ くぇ さっおぇすぇ っ こさけきっくっくけ 
う ゅさけぉ すぇき くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
くぇきっさっく. ]こけさっょ すさっすう うい-
しかっょけゃぇすっかう, ゃけょうすっ くぇ 〉さぇか 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ ゅけょうくぇすぇ しぇ 
きくけゅけ しすせょっくう, ぇ すっつっくうっすけ 
きくけゅけ しうかくけ う ょぇ しっ こさっこかせゃぇ 
さっおぇすぇ っ くっゃないきけあくけ. 〈っ しきは-
すぇす, つっ っ ゃないきけあくけ 』ぇこぇっゃ ょぇ 
っ こけこぇょくぇか ゃ こかっく. ]こけさっょ 
ょさせゅう, 』ぇこぇっゃ っ けしすぇくぇか あうゃ: 
”╇いこかせゃぇか っ, こさうぉさぇく っ けす 
しすっこくうすっ たけさぇ, さぇいぉけかはか しっ っ 
けす おけさっきっく すうそ, しかっょ おけっすけ っ 
いぇゅせぉうか こぇきっすすぇ しう”.
╊うつくうはす きせ あうゃけす. [ぇい-

おぇいゃぇす しっ ゃしはおぇおゃう うしすけさうう, 
ょけさう くっぉうゃぇかうちう, しゃなさいぇくう 
し かうつくうは あうゃけす くぇ 』ぇこぇっゃ, 
おけえすけ くっ ぉうか とぇしすかうゃ. ╉さぇ-
しうゃぇすぇ きせ あっくぇ けしすぇゃうかぇ 
ょっちぇすぇ しう う すさなゅくぇかぇ こけょうさ 
っょうく ょけぉさっ こかぇすっく おけくょせお-
すけさ. ‶さっい 1909 ゅ. しっ あっくう いぇ 
16-ゅけょうてくぇすぇ ‶っかぇゅっは ′うおぇ-
くけさけゃくぇ, おけはすけ こさうっかぇ ょぇ しっ 
ゅさうあう いぇ ょっちぇすぇ きせ. ╆ぇっょくけ 

あうゃっはす 6 ゅけょうくう, うきぇかう すさう 
ょっちぇ. ╀ぇとぇ きせ ぉうか こさけすうゃ 
すけいう ぉさぇお, すなえ おぇすけ ‶っかぇゅっは 
ぉうかぇ こけこしおぇ ょなとっさは. ╉けゅぇすけ 
』ぇこぇっゃ いぇきうくぇか くぇ そさけくすぇ, 
‶っかぇゅっは, いぇっょくけ し ょっちぇすぇ, 
くぇこせしくぇかぇ ょけきぇ くぇ さけょうすっ-
かうすっ きせ. ′け ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
1917 ゅ. 』ぇこぇっゃ ゃいっか ょっちぇすぇ う 
ゅう ゃなさくぇか ゃ ぉぇとうくうは しう ょけき. 
]おけさけ, ういこなかくはゃぇえおう こけ-
しかっょくぇすぇ ゃけかは くぇ しゃけえ いぇゅう-
くぇか ょさせゅぇさ, いぇこけつくぇか ょぇ しっ 
ゅさうあう う いぇ ょゃっすっ きせ ょなとっさう.
』っこぇっゃ, ぇ くっ 』ぇこぇっゃ.

‶けつすう くっういゃっしすっく そぇおす っ, 
つっ うしすうくしおぇすぇ そぇきうかうは くぇ 
╁ぇしうかうえ ╇ゃぇくけゃうつ っ 』っこぇ-
っゃ. ╀せおゃぇすぇ こさけきっくうか こう-
しぇすっかはす ╃きうすさうえ 《せさきぇくけゃ, 
しかせあうか こさう 』ぇこぇっゃ, ゃ おくう-
ゅぇすぇ しう «』ぇこぇっゃ», ゃこけしかっょ-
しすゃうっ そうかきうさぇくぇ し けゅさけきっく 
せしこった. 〈ぇおぇ うきっすけ けしすぇくぇかけ 
ょけ ょくっし. ╋うたぇうか 』ぇこぇっゃ, 
ぉさぇす くぇ おけきぉさうゅぇ, さぇいおぇいゃぇ 
いぇ こさけういたけょぇ くぇ そぇきうかうはすぇ 
』っこぇっゃ. ╃はょけ うき ]すっこぇく ╂ぇ-
ゃさうかけゃうつ う ょさせゅぇさうすっ きせ ゃ 
さっょうちぇ すけゃぇさっかう ゅさっょう. ╉ぇすけ 
しすぇさてう, ]すっこぇく くっこさっおなし-
くぇすけ うき こけょゃうおゃぇか: 』っこぇえ, 
つっこぇえ! (『っこぇえ, ちっこぇえ, おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ «ちっこかはえ, ちっこかはえ», 
す. っ. いぇかぇゃはえすっ しっ いょさぇゃけ/. 
╇いこけかいゃぇくっすけ くぇ «つ» ゃきっしすけ 
«ち» っ けしけぉっくけしす くぇ させしおうは 
ゅけゃけさ ゃ 』っぉけおしぇさう, すぇき, くぇ-
こさうきっさ, おぇいゃぇす «つうゅぇくうく» 
ゃきっしすけ «ちうゅぇくうく». ‶さはおけさなす 
』ぇこぇえ すぇおぇ しう う けしすぇくぇか, ぇ 
ゃこけしかっょしすゃうっ しっ こさっゃなさくぇか 
ゃ けそうちうぇかくぇ そぇきうかうは くぇ 
』ぇこぇっゃう. ′け かっゅっくょぇさくうはす 
くぇつぇかくうお くぇ ょうゃういうは ゃうくぇゅう 
しっ っ こけょこうしゃぇか し «』っこぇっゃ».                                                                                         
╂っさけうすっ けす ぇくっおょけすうすっ.

╆ぇっょくけ し 』ぇこぇっゃ, ‶っすおぇ う 
┿くおぇ ╉ぇさすっつぇさおぇすぇ しぇ こけこせ-
かはさくう ゅっさけう ゃ きくけゅけ ぇくっおょけ-
すう, くぇさけうかう しっ しかっょ そうかきぇ 
けす 1934 ゅ. ╇いきうしかっくうはす こっさ-
しけくぇあ ‶っすおぇ – ゃ あうゃけすぇ すけゃぇ 
っ ‶っすなさ ‶せしすけすぇ, くぇつぇかくうお 
くぇ しゃさないおぇすぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ, 
ういこなかくはゃぇと けしけぉっくけ ゃぇあくう 
こけさなつおう. ╁こっつぇすかはゃぇと ゃなゃ 
そうかきぇ っ っこういけょなす, ゃ おけえすけ 
』ぇこぇっゃ ゅけゃけさう くぇ きくけゅけかの-
ょっく こかけとぇょ う きせ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ けすゅけゃけさう くぇ ゃぇあっく ゃな-
こさけし. ′っすなさこっかうゃう, たけさぇすぇ 
いぇこけつゃぇす ょぇ てせきはす. „〈うたけ, 
ゅさぇあょぇくう! 』ぇこぇっゃ きうしかう!” 
– ゃうおゃぇ くぇょ きくけゅけかのょうっ-
すけ ‶っすおぇ. ‶さけすけすうこ くぇ ┿くおぇ 
ゃなゃ そうかきぇ っ しぇくうすぇさおぇすぇ 
╋ぇさうは ┿くょさっっゃくぇ, おけはすけ 
くうおけゅぇ こさっい あうゃけすぇ しう くっ 
っ ょけおけしゃぇかぇ おぇさすっつくうちぇ. ╁ 
しのあっすくぇすぇ かうくうは っ ゃきなおくぇ-
すぇ う かのぉけゃくぇ うしすけさうは きっあ-
ょせ ┿くおぇ う しっきっえくうは ‶っすおぇ, 
つうはすけ しなこさせゅぇ しかっょ しきなさすすぇ 
きせ こうてっ きくけゅけ あぇかぉう, いぇ ょぇ 
ぉなょっ けそうちうぇかくけ けこさけゃっさゅぇ-
くぇ すぇいう けこけいけさはゃぇとぇ かなあぇ, 
くけ すは くっ ょけつぇおゃぇ すけゃぇ う しっ 
しぇきけせぉうゃぇ.
[ぇいゅけゃけさ きっあょせ ‶っすおぇ う 

』ぇこぇっゃ.
- ╁ぇしうかうえ ╇ゃぇくうつ, すう きけ

あって かう ょぇ おけきぇくょゃぇて ぇさ
きうは?  - ╋けゅぇ. - ┿ そさけくす? 
- ╋けゅぇ, ‶っすおぇ, きけゅぇ. - ┿ ゃしうつ
おう ゃなけさなあっくう しうかう くぇ [っこせ
ぉかうおぇすぇ? - ┿おけ きぇかおけ こけせつぇ, 
きけゅぇ う ゃなけさなあっくうすっ しうかう.
- ┿... ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, 

╁ぇしうかうえ ╇ゃぇくうつ, とっ きけあって 
かう? - ′っ, くはきぇ ょぇ きけゅぇ, くっ 
いくぇは っいうちう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁ぇしうかうえ ╇ゃぇくけゃうつ 』ぇこぇ
っゃ っ させしおう ゃけっくぇつぇかくうお, 
おけきぇくょうさ くぇ ぉさうゅぇょぇ けす 
』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは. [けょっく っ 
こさっい 1887 ゅ. 〈けえ っ てっしすけすけ 
ょっすっ ゃ しっかしおけ しっきっえしすゃけ けす 
╀せょぇえおぇ, ょくっし ゃ さぇきおうすっ 
くぇ しすけかうちぇすぇ くぇ 』せゃぇてうは - 
』っぉけおしぇさう.                                                                                                                                      
¨す 1908 ゅ. ょけ 1919 ゅ. しかせ

あう ゃ こったけすっく こけかお, おけきぇくょ
ゃぇ ぉさうゅぇょぇ う しすさっかおけゃう ょう
ゃういうう. 〉つぇしすゃぇ ゃ ‶なさゃぇすぇ 
しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ う ゃ ╂さぇあ
ょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ ゃ [せしうは.                                            
╉ぇゃぇかっさ っ くぇ すさう ╂っけさゅう
っゃしおう おさなしすぇ う くぇ けさょっく 
』っさゃっくけ いくぇきっ. ╆ぇゅうゃぇ 
32-ゅけょうてっく こさっい 1919-すぇ. 
╁ こぇきっす くぇ 』ぇこぇっゃ しぇ うい

〉ゃぇあぇっきう ぇさしっくぇかちう, 
 

  [っょぇおちうけくくうはす っおうこ, 
しなゃきっしすくけ し ╇いょぇすっかしおうは 
しなゃっす くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか”,  こけょっきぇす  おぇきこぇ-
くうは, くぇさっつっくぇ “〈けいう, ぉっい 
おけえすけ...”.
 ]なし しくうきおう, し さうしせくおう, 
し てぇさあけゃっ うかう し くはおけかおけ 
ういさっつっくうは くう さぇいおぇあっ-
すっ いぇ “〈けいう, ぉっい おけえすけ...” 
ょっくはす うかう あうゃけすなす ゃう ぉう 
ういゅかっあょぇか こけ しなゃしっき さぇい-
かうつっく くぇつうく う ぉう いぇゅせぉうか 
けす ぉかはしなおぇ う けつぇさけゃぇくっすけ, おけうすけ うきぇ しっゅぇ. 
〈けゃぇ きけあっ ょぇ っ おけかっゅぇすぇ, こぇさすくぬけさなす, ぉかういおうはす うかう 
こさけしすけ しさっとくぇす くぇ せかうちぇすぇ しかせつぇえくけ つけゃっお, くけ ぉっかはいぇか 
ょくうすっ ゃう くぇこさっょ. 
 ╁うっ しすっ すっいう, おけうすけ とっ ういぉっさっすっ そけさきぇすぇ: いぇおぇつかうゃぇ 
うかう しっさうけいくぇ, ょっかけゃぇ うかう せしきうたくぇすぇ.
 ′ぇえ-ょけぉさうすっ そけすけしう, てぇさあけゃっ, おぇさうおぇすせさう うかう すっおしすけ-
ゃっ とっ こけかせつぇす しこっちうぇかくう くぇゅさぇょう けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ う さっょぇおすけさしおうは っおうこ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
 ╁しうつおう ゃぇてう ういこさぇすっくう しくうきおう うかう すっおしすけゃっ とっ くぇきっ-
さはす きはしすけ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ.  

 ╋けあっすっ ょぇ くう ゅう ういこさぇとぇすっ くぇ ぇょさっし: 
 didab@abv.bg  -  いぇ すっおしすけゃっ, 

ぇ しくうきおうすっ う てぇさあけゃっすっ くぇ ぇょさっし -
mariq_piskova@abv.bg

┿きぉうちうけいくぇすぇ ちっか くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ くう っ ょぇ しないょぇょっき 
┿かっは くぇ たけさぇすぇ, ぉっい おけうすけ くっ きけあっき.

 ╅っぇかぇっき ゃう ょけぉさう けつう ゃ けいなさすぇくっすけ う
しきっかけしす ゃ けこうしゃぇくっすけ! 

′ぇ ょけぉなさ つぇし! 
¨つぇおゃぇきっ そけすけしうすっ う すっおしすけゃっすっ ゃう

けとっ いぇ しかっょゃぇとうは ぉさけえ! 

ょうゅくぇすう こぇきっすくうちう ゃ きくけゅけ ゅさぇょけゃっ くぇ [せしうは, せしすさけっくう 
しぇ きせいっう. ′ぇ くっゅけ しぇ おさなしすっくう せかうちう, こかけとぇょう, さっおう, くぇ
しっかっくう きっしすぇ. ╆ぇ くっゅけ しぇ しないょぇょっくう そうかきう, こっしくう, おくうゅう, 
おぇさすうくう, こけとっくしおう きぇさおう.
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 そけすけしぇ くぇ ‶うさうく こかぇくう-
くぇ, こさぇゃっくう けす ゃないょせたぇ う ╆っきはすぇ 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ ゅけ-
ょうくう っ こけょさっょうか おぇいぇくかなておうはす 
そけすけゅさぇそ ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇくけゃ くぇ 
こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし” ゃ ゅさぇょぇ.
╇いかけあぉぇすぇ っ こけょ きけすけすけ „‶う-

さうく-ゃなかてっぉくぇすぇ こかぇくうくぇ” う っ 
こけしゃっすっくぇ くぇ 50-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ くぇちうけくぇか-
くうは こぇさお „‶うさうく” う 30 ゅけょうくう けす ゃおかのつゃぇくっすけ きせ ゃ ]こうしなおぇ 
くぇ しゃっすけゃくけすけ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ くぇ ぃ′╄]╉¨. 
╄おしこけいうちうはすぇ うきぇ いぇ ちっか ょぇ こけおぇあっ おさぇしけすうすっ くぇ せくうおぇかくぇ-

すぇ こかぇくうくぇ, おぇおすけ う ょぇ ゃないこうすぇゃぇ けすくけてっくうっ おなき けこぇいゃぇくっすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさうさけょぇ. ̈ さゅぇくういぇすけさう くぇ こさけはゃぇすぇ しぇ ╋¨]╁, 
ょうさっおちうは „′ぇちうけくぇかっく こぇさお ‶うさうく” う ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 《け-
すけしうすっ くぇ ]ぇてけ ╇ゃぇくけゃ とっ きけゅぇす ょぇ しっ ゃうょはす ょけ 15-すう ぇゃゅせしす.

╆ぇ こなさゃう こなす すぇいう ゅけょうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ しこうさおぇ くぇ うくう-
ちうぇすうゃぇすぇ くぇ ╀′〈 

„╊はすくけ おうくけ”. ¨す 14 のかう ょけ 6 しっこすっきゃさう 2013 ゅ. ょっしっすおう 
ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ とっ しすぇくぇす ょけきぇおうくう くぇ けすおさうすけすけ かはすくけ 
おうくけ, つうえすけ さっこっさすけぇさ しぇ っきぉかっきぇすうつくう けす ぉかういおけすけ くう きう-
くぇかけ ぉなかゅぇさしおう そうかきう. 
′ぇ 22 のかう /こけくっょっかくうお/ う けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ つぇしす けす 

すぇいう くぇちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは. ¨す 20.30 つぇしぇ くぇ こかけとぇょ „]っゃ-
すけこけかうし“ くぇ けすおさうすけ とっ ぉなょぇす こさけあっおすうさぇくう ょゃぇ ぉなかゅぇさしおう 
そうかきぇ - „╅なかすけ おせつっ“ う „┿ゃっ“. ╊はすくけすけ おうくけ っ ぉっいこかぇすくけ. 
『っかすぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ „╊はすくけ おうくけ” っ ょぇ そけおせしうさぇ けぉとっしす-

ゃっくけすけ ゃくうきぇくうっ ゃなさたせ ういつっいゃぇとうすっ おうくけすっぇすさう ゃ ╀なかゅぇさうは 
し こさけあっおちうう くぇ けすおさうすけ くぇ ぉなかゅぇさしおう そうかきう, おけうすけ ょぇ しっ 
こさっゃなさくぇす ゃ いくぇつうきけ しけちうぇかくけ, っきけちうけくぇかくけ う おせかすせさくけ しな-
ぉうすうっ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ.
╆ぇ そうかきうすっ, おけうすけ とっ ゅかっょぇす ょけ こけかせくけと おぇいぇくかなつうくう: 
„╅なかすけ おせつっ“ っ おなしけきっすさぇあっく 30-きうくせすっく そうかき し くぇゅさぇょぇ 

いぇ さっあうしぬけさしおう ょっぉのす ゃ おなしけきっすさぇあっく そうかき けす ╋っあょせくぇさけょ-
くうは そうかきけゃ そっしすうゃぇか ゃ ╉うこなさ  こさっい 2012 ゅ.; くぇゅさぇょぇ くぇ こせぉ-
かうおぇすぇ けす ╋っあょせくぇさけょくうは そうかきけゃ そっしすうゃぇか ゃ ╉ぇくしお, [せしうは, 
しなとけ こさっい 2012 ゅ.
„┿ゃっ“ っ 100-きうくせすっく そうかき, こっつっかうか きくけあっしすゃけ くぇゅさぇょう - 

„╆かぇすくぇ さけいぇ“ いぇ くぇえ-ょけぉさぇ さっあうしせさぇ くぇ 16- うは おうくけそっしすうゃぇか 
„]けそうは 《うかき 《っしす“; くぇゅさぇょぇ いぇ くぇえ-ょけぉなさ そうかき ゃ おけくおせさしぇ 
いぇ ╀ぇかおぇくしおけ おうくけ う くぇゅさぇょぇ „╉けょぇお“ いぇ くぇえ-ょけぉなさ ぉなかゅぇさしおう 
うゅさぇかっく そうかき. 《うかきなす っ せつぇしすゃぇか ゃ ぉかういけ 40 きっあょせくぇさけょくう 
そうかきけゃう そっしすうゃぇかぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

』っすうさう, しこけょっかっくう ゃ さぇょけしす う かのぉけゃ, ゅけょうくう こさぇいくせゃぇす 
すっいう ょくう ╇ゃぇ ╃っかつっゃぇ う ╃っくぬけ ╃っくっゃ. ╃っくぬけ, おけえすけ 

けす すさう ゅけょうくう しぉなょゃぇ きけきつっておぇすぇ しう きっつすぇ - ょぇ しすぇくっ こけ
あぇさくうおぇさ, ゃ きけきっくすぇ っ しすせょっくす ゃなゃ 《ぇおせかすっすぇ こけ こけあぇさくぇ 
う ぇゃぇさうえくぇ ぉっいけこぇしくけしす ゃ ]けそうは. 〈けえ っ ぉうゃて しかせあうすっか 
くぇ „┿さしっくぇか”. ‶さっょう ょぇ ぉなょっ こさうっす ゃ こさっしすうあくけすけ せつっぉくけ 
いぇゃっょっくうっ, っ ぉうか っかっおすさけすったくうお ゃ いぇゃけょ 4. ] ╇ゃぇ, おけはすけ 
っ きうくぇかけゅけょうてくぇすぇ „╋うし ╀なかゅぇさおぇ”, ゅう しゃなさいゃぇす, けしゃっく 
すけこかけ つせゃしすゃけ, う きくけゅけ しこけょっかっくう きっつすう う くぇょっあょう. ╉ぇ
いぇくかなお っ うくすっさっしっく う おさぇしうゃ ゅさぇょ う すせお とっ ゅう しぉなょゃぇきっ, 
おぇすっゅけさうつくう しぇ ょゃぇきぇすぇ, いぇ おけうすけ かはすけすけ くぇ  2013-すぇ  っ 
こなかくけ し こさうはすくう こけゃけょう う ういくっくぇょう. 
]ぇきぇすぇ ╇ゃぇ, おけはすけ っ しすせょっくすおぇ ゃ 〈〉 - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ,  しなとけ 

っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ とっ すなさしう さっぇかういぇちうは ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ. 
╃ゃぇきぇすぇ ゃかのぉっくう しぇ ゅけさょけしす う いぇ ょけしおけさけてくぇすぇ ぇさしっくぇか
おぇ, ゃっつっ ゃ ╂っさきぇくうは, ╂ぇかうくぇ 〈っくっゃぇ.

』っしすうすおぇ

╄おしこっさすうすっ けぉはしくはゃぇす

こさけょなかあぇゃぇとけすけ しうかくけ すなさしっくっ くぇ うくあっくっさう 

し けさうっくすうさぇくっすけ くぇ おけきこぇくううすっ おなき ゃうしけおけすったくけかけゅうつくう きっすけょう くぇ さぇぉけすぇ う くせあょぇすぇ けす 
おゃぇかうそうちうさぇくう う し こけいくぇくうは おぇょさう. 
╀っい こさけきはくぇ けしすぇゃぇ う うくすっさっしなす おなき すなさゅけゃしおう こさっょしすぇゃうすっかう う ╇〈 しこっちうぇかうしすう. 〈なさしっ-

くっすけ いぇ すはた っ こけしすけはくくけ くぇ こぇいぇさぇ こけ くはおけかおけ こさうつうくう. ‶なさゃけ, いぇとけすけ こけょゅけすゃっくうすっ おぇょさう 
くっ しぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ, う ゃすけさけ - ゃしっ こけゃっつっ つせあょう おけきこぇくうう ういくぇしはす ょっえくけしすすぇ しう せ くぇし う
さぇいおさうゃぇす くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ. ‶さう すっいう おぇょさう ゃかぇょっっくっすけ くぇ つせあょ っいうお っ いぇょなかあうすっかくけ, 

おぇすけ きくけゅけ つっしすけ すっ しっ ゃいっきぇす くぇこさぇゃけ けす しすせょっくすしおうすっ しおぇきっえおう, おぇおすけ っ こさう うくあっくっさうすっ. 

╆ぇ ゃうしけおぇ しすっこっく くぇ しけちうぇかくぇ いぇおさうかぇ 
こさう そぇかうす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは うかう くっ-

こかぇすっあけしこけしけぉくけしす - すけゃぇ こさっょゃうあょぇす こさけ-
きっくう, ゅかぇしせゃぇくう ゃ こぇさかぇきっくすぇ くぇ こなさゃけ 
つっすっくっ ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ ゅぇさぇくすうさぇくうすっ ゃいっ-
きぇくうは くぇ さぇぉけすくうちう- すっ う しかせあうすっかうすっ こさう 
くっしなしすけはすっかくけしす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは.  
╁くけしうすっかう くぇ こさけ- きっくうすっ しぇ ]っさゅっえ 

]すぇくうてっゃ う ゅさせこぇ くぇさけょくう こさっょしすぇゃう-
すっかう.
『っかすぇ くぇ  ょうしおせすう- さぇくうすっ う こさっょゃうあょぇ-

くう こさけきっくう っ こけょけ- ぉさはゃぇくっ  ちっかっくぇしけつっ-
くけしすすぇ くぇ しさっょしすゃぇすぇ けす 《けくょぇ いぇ ゅぇさぇく-
すうさぇくうすっ ゃいっきぇくうは, けしけぉっくけ ゃ こっさうけょう くぇ 
うおけくけきうつっしおぇ おさう- いぇ, う くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ ょぇ しっ こさったゃなさかはす すっいう かうちぇ 
けす しうしすっきぇすぇ くぇ しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ ゃ すぇいう くぇ しけちうぇかくけすけ こけょこけきぇゅぇくっ.
╆ぇおけくけこさけっおすなす ちっかう ょぇ ゅぇさぇくすうさぇ しけちうぇかくうすっ こさぇゃぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ こさう 

しこっちうそうつくう しかせつぇう くぇ くっしなしすけはすっかくけしす, こさう おけうすけ っ くぇかうちっ いくぇつうすっかくけ いぇぉぇゃはくっ くぇ こさけちっ-
ょせさぇすぇ こけ けぉはゃはゃぇくっ ゃ くっこかぇすっあけしこけしけぉくけしす う いぇぉぇゃはくっ ういこかぇとぇくっすけ くぇ ょなかあうきうすっ けぉっいとっ-
すっくうは こさう くっこかぇすっあけしこけしけぉくけしす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, っ いぇこうしぇくけ ゃ きけすうゃうすっ  くぇ ゃくけしうすっかうすっ くぇ 
こさけきっくうすっ. 

╉さういぇすぇ, おけくおせさっくちうはすぇ う 
かうこしぇすぇ くぇ おかうっくすう しきなおくぇ 
ちっくぇすぇ くぇ ぉぇくうつおうすっ くぇ ╉けけ-
こっさぇすうゃくうは こぇいぇさ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ょけ さっおけさょくうすっ けすこさっょう 20-
すうくぇ ゅけょうくう くうゃぇ けす 30 しすけ-
すうくおう. 
‶さけょぇゃぇつうすっ くぇ すっしすっくうすっ 

ういょっかうは ゃ さぇえけくぇ きぇしけゃけ しっ 
あぇかゃぇす けす かうこしぇすぇ くぇ おかうっく-
すう, おけっすけ ゅう こさうくせあょぇゃぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ こけつすう ょぇ こけょぇさはゃぇす 

ぉぇくうつおうすっ し っょうくしすゃっくぇすぇ 
うょっは ょぇ せしこっはす ょぇ こけおさうはす 
こけくっ きうくうきせきぇ さぇいたけょう. 
╆ぇさぇょう しすぇゅくぇちうはすぇ, しけぉ-

しすゃっくうちう くぇ おぇそっくっすぇ ゃ ちっく-
すなさぇ くぇ ゅさぇょぇ ういけぉさっすうたぇ こけ-
さっょっく すさうお, いぇ ょぇ こさうゃかうつぇす 
おかうっくすう, けしけぉっくけ ゃ さぇくくうすっ 
つぇしけゃっ くぇ ょっくは. 
╁ っょくけ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ ゃ 

ちっくすなさぇ おぇそっくっすぇ しせすさうく けす 
6.00 ょけ 9.00 つぇしぇ つぇてぇ „╊ぇ-

ゃぇちぇ” しっ こさっょかぇゅぇ いぇ 99 しすけすうくおう. ‶さけょなかあぇゃぇ う  こさぇおすうおぇすぇ 
くぇ „ゃうしはとう” いぇおせしおう, ぉせさゅっさう う おぇそっすぇ, けしけぉっくけ こけこせかはさくぇ ゃ 
さぇえけくうすっ けおけかけ せつうかうとぇすぇ. ╁なこさっおう, つっ せつっくうちうすっ けすょぇゃくぇ 
しぇ ゃなゃ ゃぇおぇくちうは, しゃうおくぇかうすっ し すけいう ぉけくせし つっしすけ しっ くぇゃなさすぇす 
くぇけおけかけ.



2 19 юли 2013 г.
ȼɟɬɟɪɚɧɢ ɋɪɟɳɢ

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

╇っ『╅【╅ ¨ „╅『』╊〉╅]” 
[『╊》っ【 ╉《〈╅ 〉╅ ╉¨╅〉╅  

¨』[╅〈 ╉╅ 】〈『╅ ╇ ╉╇¨╋╊〉¨╊!
〉あのかせかぬ そて [あせあおあ:

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう  くぇ うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ, おけゅぇすけ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは けす-
くけゃけ, おぇおすけ こさっょう 15 ゅけょうくう, こさったゃなさかう 12-すっ こさけちっくすぇ, くぇえ-ぉけかくうはす こさけぉかっき う いぇ 
ぇさしっくぇかちう しすぇくぇ くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ こけさなつおうすっ, ょけゃっかけ ょけ つぇしすうつくけ けしゃけぉけあょぇゃぇくっ くぇ 
たけさぇ. ′ぇょっあょぇすぇ ょぇ しっ ゃなさくって けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか” っ くぇょっあょぇ いぇ きくけいうくぇ. ╃させゅう ういぉうさぇす 

╀なかゅぇさしおうすっ きっつすう しなとけ しっ しぉなょゃぇす, せゃっさはゃぇ っょくぇ くっけぉうつぇえくぇ おぇいぇく
かなておぇ  しさっとぇ ゃ ょくうすっ, おけゅぇすけ ‶さぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ, しなぉうさぇ ゃ ╉ぇいぇく

かなお せしきうゃおうすっ くぇ くぇてっくっちぇ し すっいう くぇ くっゅけゃうすっ ゅけしすう – さけょくうくう う こさうはすっ
かう くぇ [けいけゃぇすぇ ╃けかうくぇ けす ちはか しゃはす. ̈ す ょさせゅうは おさぇえ くぇ しゃっすぇ – けす ╉ぇくぇょぇ, ゃ 
さけょくうは ╉ぇいぇくかなお, ゃ ょくうすっ くぇ こさぇいくうおぇ っ ょけてなか う たせょけあくうおなす – ょういぇえくっさ 
‶っすなさ ╀けはょあうっゃ. ‶け しゃけは うょっは う し かうつくう しさっょしすゃぇ, すけえ せしこは ょぇ しなぉっさっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお いぇ せくうおぇかくぇ ういかけあぉぇ, さぇぉけすうすっ くぇ ぇゃすけさう けす ぅこけくうは, ┿ゃしすさぇ
かうは, こさっい ╊ぇすゃうは, [せきなくうは, ╀けしくぇ, ′けさゃっゅうは, 《さぇくちうは, ┿くゅかうは う ]┿】. 
〉つぇしすうっすけ くぇ しぇきうは ╀けはょあうっゃ, こさっょしすぇゃは っょくけゃさっきっくくけ う ╀なかゅぇさうは, う 
╉ぇくぇょぇ ゃ ういかけあぉぇすぇ , けすおさうすぇ くぇ 31-きぇえ ゃ ╊》╋ „』せょけきうさ” - „╋うくう こさうくす” 
– ╉ぇいぇくかなお. 

╇いかけあぉぇすぇ  こけおぇいゃぇ たせょけあっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ し きぇかおけ こけこせかはさくぇすぇ せ くぇし 
すったくうおぇ くぇ こさうくすけゃっすっ, けぉはしくはゃぇ ╀けはょあうっゃ. 〈けゃぇ けぉぇつっ ょぇかっつ くっ 

しぇ こさけしすけ こさうくすうさぇくう こさっい おけきこのすなさ たぇさすうっくう ういけぉさぇあっくうは, ぇ ぇゃすけさ
しおう すゃけさぉう, けす ちはかぇすぇ ゅぇきぇ くぇ せあ つっさくけ-ぉはかぇすぇ ゅさぇそうおぇ: けす おかぇしうつっしおぇすぇ 
„けそけさす”, ょけ きけょっさくうすっ すったくうおう, こけしすうあうきう し さぇいゃうすうっすけ くぇ しなゃさっきっく
くうすっ すったくけかけゅうう ╇いかけあぉぇすぇ しっ しかせつう し „かけゅうしすうつくぇすぇ こけょおさっこぇ” くぇ っおう
こぇ くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”. ╇くぇつっ – ╀けはょあうっゃ しう こけょぉうさぇ っおしこけいうちうはすぇ, 
けしうゅせさはゃぇ は すったくうつっしおう う そうくぇくしけゃけ, ぇぉしけかのすくけ しぇき. ] くぇょっあょぇすぇ, つっ 
╉ぇいぇくかなお っ ゃさっきっ ゃっつっ ょぇ けすゃけさう しっすうゃぇすぇ しう う いぇ くぇえ-  きけょっさくうすっ そけさきう 
くぇ ょくってくけすけ ゃういせぇかくけ ういおせしすゃけ. ′っとけ こけゃっつっ – ょぇ ぉなょっ ぉかういけ ょけ しゃっすけゃ
くうすっ すっくょっくちうう.

]かせつゃぇくっすけ くぇ ういかけあぉぇすぇ っ しぇきけ 
っょくけ けす せしこってくうすっ くぇつうくぇくうは 

くぇ ‶っすなさ ╀けはょあうっゃ, ゃ つううすけ けつう, 
こけゅかっょ, せしきうゃおぇ う ゃっょさけしす, ゃうあょぇ
きっ けくぇいう ゃはさぇ ゃ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ, 
おぇおゃぇすけ, ぉうょっえおう ょくっし – すせお う しっゅぇ, 
ゃ ╀なかゅぇさうは, くう せつせょゃぇ ょけさう しぇきけ 
しなし しぇきうは そぇおす, つっ しなとっしすゃせゃぇ. ]な
とっしすゃせゃぇくっすけ くぇ せしこってくうは あうすっえ
しおう こなす くぇ たせょけあくうお, おけえすけ せしこはゃぇ 
ょぇ あうゃっっ ょけぉさっ し ょけたけょう, ょけてかう けす 
こさけそっしうはすぇ くぇ つけゃっお くぇ ういおせしすゃけ
すけ, っ さはょおけ ゃないきけあくけ せ くぇし. ′け くっ 
う いぇょ ゅさぇくうちぇ. 》けさぇすぇ, おぇいぇくかなつぇ
くうすっ  おぇすけ ‶っすなさ ╀けはょあうっゃ, さぇいぉう
ゃぇす くぇ こせた う こさぇた ゃしはおけ すゃなさょっくうっ, 
つっ ぉなかゅぇさうくなす っ くっゃっあぇ, きなさいっかうゃ 
う くっけぉさぇいけゃぇく -  くぇさけょくけしすくう たぇ
さぇおすっさうしすうおう, おけうすけ くっしこぇしはっきけ う 
ぉっいゃないゃさぇすくけ くう しっ くぇすさぇこゃぇす けす 
けくけゃぇ, おけっすけ ゃうあょぇきっ くぇこけしかっょなお 
おさぇえ しっぉっ しう ゃ ╀なかゅぇさうは. ]うゅせさくけ, 
いぇとけすけ すぇおうゃぇ おぇすけ くっゅけ, けすょぇゃくぇ 
ゅう くはきぇ くぇけおけかけ.
╀けはょあうっゃ ういぉうさぇ ょぇ くぇこせしくっ さけ

ょうくぇすぇ けとっ こさっい 1993 ゅ. 20 ゅけょうくう 
しすうゅぇす くぇ ‶っすなさ う しなこさせゅぇすぇ ╃ぇくう
っかぇ – こさけそっしうけくぇかっく うかのしすさぇすけさ, 
ょぇ しぉなょくぇす きっつすうすっ しう. 
〈ぇおぇ きけきつっすけ, おけっすけ こけきぇゅぇ くぇ ╀ぇえ 

╂っけさゅう ╄きぇくせうかけゃ ょぇ さうしせゃぇ ょっ
おけさうすっ ゃ しぇきけょっえくうは おぇいぇくかなておう 
つうすぇかうとっく すっぇすなさ, ょくっし せつぇしすゃぇ ゃ 
ういかけあぉう こけ ちっかうは しゃはす, こっつっかう くぇ
ゅさぇょう いぇ おけきこのすなさくぇ ゅさぇそうおぇ う ょう
ゅうすぇかくけ ういおせしすゃけ う いぇゃさなとぇえおう しっ せ 
ょけきぇ, うしおぇ ょぇ ょけおぇさぇ しゃっすぇ ゃ ╉ぇいぇく
かなお. ╆ぇ ょぇ さぇいすゃけさう こさけしすさぇくしすゃぇ
すぇ くぇ きっしすくけすけ/ ”¨すょぇゃくぇ さぇいぉさぇた, 
つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお きう っ すはしくけ...”/. 〈けゃぇ 
けぉぇつっ, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお きせ  っ すはしくけ, くっ 
いくぇつう, つっ ╀けはょあうっゃ っ けすおなしくぇか さけょ
くうは ゅさぇょ けす しなさちっすけ しう. 〈けつくけ けぉさぇ
すくけすけ. 〈けえ しっ ゃさなとぇ すせお ゃしはおけ かはすけ 
こけくっ いぇ きっしっち, ゃけょう う しうくけゃっすっ しう, 
おけうすけ けしすぇゃぇす しゃなさいぇくう し ╃けかうくぇすぇ 
くぇ さけいうすっ う ╀なかゅぇさうは. ╁なゃかっつっく ゃ 
ういおせしすゃけすけ けす こなさゃぇすぇ しう せつうすっかおぇ 
こけ さうしせゃぇくっ – しなこさせゅぇすぇ くぇ 』せょけ
きうさ, ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ, こけ ゃさっきっ
すけ, おけゅぇすけ すせお けとっ くはきぇ 》せょけあっしす
ゃっくぇ ゅうきくぇいうは, ╀けはょあうっゃ くっ しこうさぇ 
ょぇ しっ ゅけさょっっ, つっ ╉ぇいぇくかなお っ ╂さぇょなす 
くぇ しすけすっ たせょけあくうちう. [ぇぉけすうか ゃ っおう
こぇ くぇ こさけそっしけさぇ しう ゃ 》せょけあっしすゃっ
くぇすぇ ぇおぇょっきうは – おぇいぇくかなつぇくうくなす, 
„こうけくっさなす” くぇ さけょくうは ょういぇえく, こさけそ.  
╁ぇしうか ]すはくけゃ, こけ こなさゃうは しう こさけそっ
しうけくぇかっく こさけっおす こさう ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ  くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ う っおしこけいうちうは くぇ 
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇し
おさぇ”, ╀けはょあうっゃ う ょくっし 
しかっょう おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ おせか
すせさくうすっ しさっょう ゃ ╉ぇいぇく
かなお. 〈なさしう おせかすせさくうすっ 
こさけしすさぇくしすゃぇ, しさっとぇ しっ 
し こさうはすっかう おぇすけ しおせかこすけ
さなす ╃けおけ ╃けおけゃ, きっつすぇっ 
けす ょけゅけょうくぇ ういかけあぉぇすぇ, 
おけはすけ しっゅぇ けさゅぇくういうさぇ, 
ょぇ しすぇくっ はさおけ しなぉうすうっ し 
こさうしなしすゃうはすぇ くぇ しぇきう
すっ ぇゃすけさう けす ちはか しゃはす くぇ 
そけさせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  

〉しこったなす しう うきぇ 
ちっくぇ

 
〈けゃぇ っ はしくけ いぇ ゃしっおう, 

せょけゃかっすゃけさっく けす しっぉっ しう 
つけゃっお. ぅしくけ っ う いぇ ‶っすなさ 
╀けはょあうっゃ. ′ぇえ – しおなこぇすぇ 
きせ いぇゅせぉぇ こけ こなすは くぇ せし
こったぇ っ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ つっしすう しさっ
とう し さけょうすっかうすっ. „′ぇおぇいぇた きぇえおぇ 
しう う ぉぇとぇ しう”, おぇいゃぇ っょうくしすゃっくうはす 
しうく, くけ いぇすけゃぇ こなお くっゅけゃけすけ  かはすけ っ 
ゃうくぇゅう いぇ ╉ぇいぇくかなお.  〈せお しこけきっくうすっ 
„ゃぇかはす” くぇ さけはちう – けしゃっく こなさゃうすっ 
こさけそっしうけくぇかくう いぇょぇつう こけょ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ こさけそ. ]すけはくけゃ う ╃う
きうすなさ ┿さきっくおけゃ いぇ きせいっえくうは こさけ
っおす くぇ ぇさた. ╇ゃぇく ╀うすさぇおけゃ, うょゃぇす 
う しこけきっくうすっ いぇ こさうはすっかしすゃけすけ しなし 
しっきっえしすゃけすけ くぇ すっぇすさぇかぇ ╅けさけ ′う
おけかけゃ う くっゅけゃうすっ ょっちぇ, くっいぇぉさぇゃう

『なさおゃぇすぇ „]ゃっすう ╂っけさゅう” っ 
こけ-ゅけかはきぇすぇ けす ょゃぇすぇ たさぇ-

きぇ ゃ ╄くうくぇ, いぇっょくけ しなし しすぇさぇ-
すぇ „]ゃっすぇ ‶っすおぇ ‶ぇさぇしおっゃぇ”, いぇ 
おけはすけ しっ くけしはす かっゅっくょう, つっ っ 
けとっ けす ゃさっきっすけ くぇ こさっくぇしはくっすけ 
くぇ きけとうすっ くぇ しゃっすうちぇすぇ, つうっすけ 
うきっ くけしう. ╊っゅっくょぇすぇ, おけはすけ こけ-
つうゃぇ くぇ うしすけさうつっししおう そぇおすう, 
ゅけゃけさう う いぇ けとっ ょゃぇ しさっょくけ-

ゃっおけゃくう きぇくぇしすうさぇ ゃ いぇこぇょくうは 
おさぇえ くぇ しっかけすけ. ]ぇきうはす たさぇき 
„]ゃっすう ╂っけさゅう” っ くぇしかっょくうお くぇ 
ちなさおゃぇ しなし しなとけすけ うきっ, しかっょう 
けす けしくけゃうすっ くぇ おけはすけ けとっ かう-
つぇす くぇ けすしさっとくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ. 『はかぇすぇ すぇいう うし-
すけさうは っ  つぇしす けす ょせたけゃくけすけ くぇ-
しかっょしすゃけ くぇ ╄くうくぇ. ╁ しっかけすけ しぇ 
けすおさうすう っょくう けす くぇえ-しすぇさうすっ 
こうしきっくう ぉなかゅぇさしおう ういすけつくうちう - 
╄くうくしおうはす しすさうたうさぇさ けす 14 ゃっお, 
』っすゃっさけっゃぇくゅっかうっ けす 16 ゃっお う 

くぇえ-しすぇさうはす こうしきっく こぇきっすくうお, 
しなたさぇくはゃぇく ゃ ╀なかゅぇさうは - ╄くうく-
しおうはす ┿こけしすけか けす 11 ゃっお. 〈ぇいう 
ぇすきけしそっさぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ けす-
おさうっ うきっくくけ ゃ ちなさおゃぇすぇ „]ゃっすう 
╂っけさゅう”, おけはすけ っくうくちう けすゃぇさはす 
こさっい 1837  ゅけょうくぇ しかっょ しすさけう-

きうすっ しさっとう し ╃ぇくつけ ╊せつぇくしおう... ╉ぇすけ 
ぇおすうゃっく, おけしきけこけかうす, けぉぇつっ, ╀けはょあう
っゃ こさけおぇさゃぇ きうくぇかけすけ こさっい ぉなょっとっすけ 
- うょっはすぇ いぇ しさっとぇすぇ くぇ ぇゃすけさう ゃ ゅさぇ
そうつくうは う ょうゅうすぇかっく ょういぇえく うきっくくけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, たせょけあくうおなす こさけおかぇきうさぇ し 
ぇおちっくすう ゃなさたせ 〈さぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくう
ちぇ う ぉかういけしすすぇ くぇ ]っゃすけこけかうし, はさおう 
いくぇちう いぇ おせかすせさくぇ うしすけさうは, ゃ おけうすけ 
おけかっゅうすっ きせ けす ちはか しゃはす さぇいこけいくぇゃぇす 

ょせたぇ くぇ ╃けかうくぇすぇ こさっい しうかぇすぇ くぇ すさぇ
ょうちうはすぇ. „》せょけあくうちうすっ けす しゃっすぇ, おけう
すけ こさっょしすぇゃはき, しぇ こさうゃかっつっくう うきっく
くけ けす ょさっゃくけ うきっ おぇすけ „]っゃすけこけかうし”, 
おぇいゃぇ ╀けはょあうっゃ, おけえすけ こさういくぇゃぇ, つっ 
ういおせしすゃけすけ くぇ おぇつっしすゃっくうは ょうゅうすぇかっく 
ょういぇえく, くぇうしすうくぇ っ きぇかおけ こけいくぇすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお: „╁さっきっ っ ゃっつっ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
しっ いぇこけいくぇっ し すけゃぇ. 〈けゃぇ くっ しぇ けぉうお
くけゃっくう こさうくすけゃっ, さぇぉけすうき しなし しこっちう
ぇかくぇ たぇさすうは う たせょけあっしすゃっくう すったくうおう, 
せ くぇし すけゃぇ けとっ くっ っ さぇいゃうすけ. ╀けは
ょあうっゃ っ ゅけすけゃ ょぇ けぉはしくはゃぇ くぇてうさけおけ 

たせょけあっしすゃっくぇすぇ しすけえくけしす くぇ けくけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃう, いぇとけすけ こさういくぇゃぇ, つっ:        

╀けはょあうっゃう おけきこさけきうしう
ゃ ういおせしすゃけすけ くっ こさぇゃはす

╃けてかう けす ]けそうは ゃ ╉ぇくぇょぇ しなし しすさぇたけゃっすっ 
くぇ しっきっえしすゃけ し ょっちぇ くぇ 2 う 6 ゅけょうくう, ‶っすなさ 
う ╃ぇくうっかぇ すゃなさょけ さってうかう ょぇ しう ういおぇさゃぇす 

たかはぉぇ しぇきけ し けくけゃぇ, おけっすけ きけゅぇす ょぇ こさぇゃはす 
くぇえ-ょけぉさっ - し こさけそっしうけくぇかういきぇ しう. ‶さっい 
せき くっ うき っ きうくぇゃぇかけ ょぇ きうはす つうくうう ゃ うきっ
すけ くぇ っょくけすけ けちっかはゃぇくっ. ╆ぇ すはた ゃはさぇすぇ, つっ 
し こさけそっしうけくぇかういなき ぉなかゅぇさうくなす こけ しゃっすぇ 
きけあっ ょぇ せしこはゃぇ, っ しなとけ っょくぇ けす けこけさうすっ 
うき ゃ あうゃけすぇ くぇ ╆ぇこぇょ. ′っ つっ くっ っ うきぇかけ 
すさせょくけ きけきっくすう. „′っ しなき うしおぇか くうおけゅぇ ょぇ 
こさぇゃは けくけゃぇ, ゃ おけっすけ くっ しなき こさけそっしうけくぇ
かうしす”, おぇいゃぇ ╀けはょあうっゃ, いぇ おけゅけすけ, ぇ ゃっつっ 
– う いぇ ょっちぇすぇ きせ, っ はしくけ, つっ とぇしすかうゃうはす 
つけゃっお っ けくいう, おけえすけ さぇぉけすう すけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃう くぇえ-ょけぉさっ う おけっすけ けぉうつぇ. ¨すくけしくけ 

すさせょくうすっ  きけきっくすう – すぇおうゃぇ 
うきぇ くっ しぇきけ こけ しゃっすぇ う くっ 
しぇきけ しっゅぇ -  うきぇかけ ゅう けとっ 
くぇゃさっきっすけ ゃ ]けそうは, おけゅぇすけ 
‶っすなさ, いぇ ょぇ たけょう くぇ せさけちう 
いぇ こさうっき ゃ ┿おぇょっきうはすぇ, しっ 
くぇかぇゅぇかけ ょぇ おぇさぇ すぇおしう. ╀っい 
せさけちう ゃ ]けそうは こけ けくけゃぇ ゃさっ
きっ, こなお う しっゅぇ – くっ しすぇゃぇ... 
〈さう ゅけょうくう くっ ゅけ こさうっきぇかう 
ゃ ┿おぇょっきうはすぇ, くけ いぇすけゃぇ こなお 
くぇ すさっすぇすぇ ゃかはいなか ゃ おかぇしぇ くぇ 
こさけそ. ]すけはくけゃ.
¨す おけゅけすけ すさなゅゃぇ ゃしうつおけ ゃ 

さけょくうは ょういぇえく. ╇ ゃ せしこって
くうは こさけそっしうけくぇかっく こなす くぇ 
‶っすなさ. ╋ぇおぇさ こけいくぇすう ょぇ ゅけ 
こうすぇかう:”〈う けす ╉ぇいぇくかなお, こなお 
いぇ おなょっ しう すさなゅくぇか?..”.
]っきっえしすゃけすけ こさけしこっさうさぇ ゃ 

╉ぇくぇょぇ う し こさけぉうゃぇ くぇ ╃ぇ
くうっかぇ ゃ うかのしすさぇちううすっ くぇ 
おくうゅう. ╃くっし くはおけゅぇてくぇすぇ 
しすせょっくすおぇ くぇ こさけそ. [せきっく 
]おけさつっゃ っ しさっょ くぇえ-せしこって
くうすっ ぇゃすけさう ゃ こさけそっしうはすぇ し 
こけゃっつっ けす 100 うかのしすさぇちうう ゃ 
╋けくさっぇか. ╂けかっきうはす しうく ′う
おけかぇえ こさけょなかあぇゃぇ しっきっえくぇ
すぇ たせょけあっしすゃっくぇ すさぇょうちううは 
ゃ ぇさたうすせおすせさぇすぇ, ぇ きぇかおうはす – 
┿かっおしぇくょなさ,  ゃ ぇくうきぇちうはすぇ.

‶っすなさ けぉうおくけゃっくけ 
くっ しう  ょぇゃぇ ゅかぇしくけしす 

[ぇいゅけゃけさなす くう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”  っ ういおかのつっくうっ. ╀け
はょあうっゃ, おけえすけ っ さぇぉけすうか こけ 
けそけさきかっくうっすけ くぇ ╉ぇくぇょしおうは 
こぇゃうかうけく いぇ ゅさぇくょうけいくけすけ 
しゃっすけゃくけ ういかけあっくうっ – ╄╉]
‶¨ 2010 ゃ ╉うすぇえ, っ ょぇか せ くぇし 
しぇきけ ょゃっ ょさせゅう うくすっさゃのすぇ. 
]きはすぇか, つっ ╀なかゅぇさうは けとっ くっ 
っ しすうゅくぇかぇ くうゃけすけ, いぇ ょぇ けちっ
くう さぇぉけすぇすぇ くぇ ょうゅうすぇかくうすっ 
ぇさすっそぇおすう ゃ こさうくすぇ. ¨ぉぇつっ 
ゃさっきっすけ ゃっつっ うょゃぇ – う すけ きう
くぇゃぇ  こさっい ╉ぇいぇくかなお, いぇっょ
くけ し さぇぉけすうすっ くぇ 20 ぇゃすけさぇ, 
しっかっおすうさぇくう けす ‶っすなさ ╀けは
ょあうっゃ いぇ ういかけあぉぇすぇ ゃ ╊》╋ 
„』せょけきうさ”. ╉せさぇすけさなす ゃはさゃぇ, 
つっ しなぉうすっすけ とっ しすぇくっ  すさぇ
ょうちうけくくぇ つぇしす けす ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇ 
ょぇ きけあっ さけょくうはす  ╉ぇいぇくかなお 
ょぇ こさうゃかうつぇ しゃっすけゃくうは うく

すっさっし ゃ すぇいう 
けぉかぇしす. ╀けは
ょあうっゃ けとっ けす 
しっゅぇ こかぇくうさぇ 
おぇお すけゃぇ ょぇ 
しすぇくっ. 』けゃっ
おなす, つうえすけ 
あうゃけす しっ しな
ぉうさぇ ゃ くっゅけ
ゃうすっ „すさう こけ 
20”: ╉ぇいぇく
かなお – ]けそうは 
– ╉ぇくぇょぇ, 
おぇいゃぇ:”╇しおぇき 
ょぇ せきさぇ ゃ 
ょゃうあっくうっ!”. 
‶さういくぇゃぇ, つっ 
っ っきけちうけくぇ
かっく, くはきぇ おぇお 
– たせょけあくうお っ! 
′け しなとけ せきっっ 
う ょぇ „けぉかう
つぇ” っきけちうはすぇ 

ゃ さぇちうけ. ′けしうすっかはす くぇ きくけ
あっしすゃけ くぇゅさぇょう けす ちはか しゃはす 
けす そけさせきう くぇ ょうゅうすぇかくけすけ 
ういおせしすゃけ, うきぇ しけぉしすゃっくけ しすせ
ょうけ, おけっすけ きせ こけいゃけかはゃぇ ょぇ 
あうゃっっ ょけぉさっ けす こさけそっしうはすぇ 
しう くぇ たせょけあくうお – ょういぇえくっさ. 
╉ぇすけ ゃ こさうおぇいおうすっ. ╆ぇ おけうすけ 
きっつすぇっき ょぇ しっ しぉなょゃぇす う ゃ 
╀なかゅぇさうは.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

すっかしすゃけ し ょぇさっくうは, けゅさけ-
きっく すさせょ う  こさっあうゃっかうちう 
くぇ ょなかゅう こっさうこっすうう. ╃う-
ぇくぇ ゃっょくぇゅぇ せしっとぇ ょせたぇ くぇ 
╄くうくぇ こけょ おせこけかぇ くぇ ゅけかっ-
きうは こさぇゃけしかぇゃっく たさぇき けとっ 
ゃ こなさゃうは きっしっち くぇ こさっぉう-
ゃぇゃぇくっすけ しう すせお. 〉 くっは しおけ-
さけ しっ いぇさぇあょぇ あっかぇくうっすけ し 
くっとけ ょぇ こけきけゅくっ, すぇおぇ つっ 

すけいう ょせた ょぇ ぉなょっ こさっょぇょっく 
くぇ こけおけかっくうはすぇ.     
〈けゃぇ っ きぇかおけ しすさぇくくけ, 

いぇとけすけ ╃うぇくぇ くっ っ さけ-
ょけき けす ╄くうくぇ, ぇ しなこさせゅなす 
え  ┿かっおしぇくょなさ っ くぇしかっょ-
くうお くぇ しっきっえしすゃけ, ょけてかけ 
けす きぇおっょけくしおうは おさぇえ すせお 
こさっょう こっすょっしっすうくぇ ゅけょう-
くう ゃ すなさしっくっ くぇ こけ-ょけぉさうは 
あうゃけす. ‶け-ょけぉさうはす あうゃけす ゃ 
おぇいぇくかなておけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
しっ しゃなさいゃぇか くぇえ-ゃっつっ し さぇ-

ぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╂けょうくう 
しかっょ うょゃぇくっすけ くぇ さけょうすっ-
かうすっ くぇ ]ぇてけ, すけえ しなとけ 
しすぇゃぇ ぇさしっくぇかっち. ╇ すけ - けす 
くぇえ-ょけぉさうすっ. ╁っつっ 30 ゅけょう-
くう. ╁ないこうすぇくうおなす くぇ ╋ったぇ-
くけすけ っ くぇさっょっく しさっょ けすかうつ-

くうちうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ けとっ 
ゃ こなさゃぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ, 
ゃないさけょっくぇ こさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう. ╃うぇくぇ ゅけゃけさう し さぇ-
ょけしす いぇ すけゃぇ. ╉ぇおすけ しう しこけき-
くは う し せしきうゃおぇ, おぇお ょゃぇきぇすぇ 
しなし ]ぇてけ しっ くぇきっさうかう こさっい 
1987-きぇ くぇ っょくけ おけきしけきけか-
しおけ けぉせつっくうっ. 〈ぇおぇ: 

╋けきうつっすけ けす
╃うきうすさけゃゅさぇょ

ょけてかけ ゃ ╉ぇいぇくかなお

]っきっえしすゃけすけ あうゃっっ ゃ ╄くう-
くぇ, ゃ ょけきぇ くぇ しなこさせゅぇ. ]ぇてけ 
う しっゅぇ しう っ ゃなゃ そさっいけゃけすけ くぇ 
╆ぇゃけょ 5, ╃うぇくぇ っ さぇぉけすうかぇ 
しなとけ すぇき, おぇおすけ う  ゃ いぇゃけょ 1. 
„╁ ╉ぇいぇくかなお, けしゃっく ゃ „┿さしっ-
くぇか”, さぇぉけすぇ くはきぇ おなょっ ょぇ しっ 
くぇきっさう”, おぇいゃぇ ╃うぇくぇ. ╆ぇすけ-
ゃぇ, おけゅぇすけ しかっょ ょゃっ ゅけょうくう くぇ 
すさせょけゃぇすぇ ぉけさしぇ, 『なさおけゃくけすけ 
くぇしすけはすっかしすゃけ え こさっょかぇゅぇ 
ょぇ こけっきっ しすけこぇくうしゃぇくっすけ くぇ 

たさぇきぇ, すは こさうっきぇ. ╇きぇ う ょさせ-
ゅぇ こさうつうくぇ - しっきっえしすゃけすけ っ 
ゃはさゃぇとけ. 
╉ぇすけ こさぇゃけしかぇゃくぇ, ╃うぇくぇ っ 

いぇぉっかはいぇかぇ, つっ たけさぇすぇ ゃ ╄くう-
くぇ ゃかういぇす ゃ ちなさおゃぇすぇ ゃしっ こけ-
つっしすけ, くけ しはおぇて きかぇょうすっ しっ 

こさうすっしくはゃぇす, つっ しぇ ゃはさゃぇとう. 
『なさおゃぇすぇ っ けすゃけさっくぇ ゃしはおぇ 

くっょっかは. ′ぇこけしかっょなお しっ ういくぇ-
しはす う こけゃっつっ しかせあぉう. ╁けょう  ゅう 
けすっち ╃うきうすなさ, いぇっょくけ し こさぇ-
ゃけしかぇゃくうは たけさ, さなおけゃけょっく けす 
╋ぇさうは ╀けてくぇおけゃぇ. 》けさうしすうすっ 
くぇ ╋ぇてぇ, おぇおすけ ゃしうつおう くぇさう-
つぇす きぇえおぇすぇ くぇ つっすうさう ょっちぇ, 
こさけそっしうけくぇかっく ょうさうゅっくす し 
╋けしおけゃしおぇ ょうこかけきぇ, うょゃぇす 
し けゅさけきくけ あっかぇくうっ ゃ ╄くうくぇ. 
]さっょ たけさうしすうすっ っ う こさっょしっ-
ょぇすっかはす くぇ 『なさおけゃくけすけ くぇ-
しすけはすっかしすゃけ ╂さうてぇ ╂けさっちけゃ. 
╂さうてぇ っ っょうく けす ょくってくうすっ こぇ-
すさうけすう くぇ ╄くうくぇ. 〈けえ っ せつうすっか 
こけ うしすけさうは ゃ きっしすくけすけ せつうかう-
とっ, おけっすけ ょけゅけょうくぇ けすぉっかはい-
ゃぇ 200 ゅけょうくう けす くぇつぇかけすけ くぇ 
ゃないさけあょっくしおけすけ せつっぉくけ ょっかけ 
ゃ しっかけすけ, ょぇかっつ こさっょう すけゃぇ 
ょぇ しっ しかせつう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 
╉ぇいぇくかなお. ╃せたけゃくけすけ くぇしかっょ-

しすゃけ, けす おけっすけ ╃うぇくぇ っ ゃこっつぇ-
すかっくぇ, っ しゃなさいぇくけ う し ょっかけすけ 
くぇ くぇえ-しっさうけいくうは くぇさけょっく 
ぉせょうすっか けす おぇいぇくかなておけ - っくう-
くっちなす ¨くせそさうえ 》うかっくょぇさしおう. 
╁ ちなさおゃぇすぇ, おなょっすけ しっゅぇ ╃う-
ぇくぇ しっ ゅさうあう いぇ つうしすけすぇすぇ う  
こけょさっょぉぇすぇ, ぉうっ おぇきぉぇくぇすぇ 
ゃ くっょっかは う こけょさっあょぇ ょゃけさぇ, 
けとっ こさっい ╁ないさぇあょぇくっすけ しっ 
しかせあう こけ おくうゅう, ょけくっしっくう けす 
╋けしおゃぇ う ╂なさちうは, くぇえ-つっしすけ,  
ょぇさっくう けす さけょけかのぉうゃう っくうく-
ちう. ′はおけう けす おくうゅうすっ, おけうすけ 
しっ こぇいはす う ょけ ょくっし, しぇ けしすぇゃう-
かう こけ しすさぇくうちうすっ しう う さなつくけ 
ういこうしぇくう こけしかぇくうは くぇ きっしす-
くう しゃっとっくうちう けす さぇいかうつくう 
ゃさっきっくぇ. ╉ぇすけ ぉかぇゅけしかけゃうはすぇ 
”╀けあっ, こぇいう ╀なかゅぇさうは けす ゃさぇ-
ゅけゃっ う くっこさうはすっかう” - ょぇすぇ 25 
はくせぇさうえ 1915 ゅけょうくぇ. 
╃ぇさうすっかしすゃけすけ, おけっすけ ╃うぇくぇ 

うしおぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ う ょくっし, っ 
けしすぇゃうかけ ゃ たさぇきぇ うおけくう, うい-
こうしぇくう し おすうすけさしおぇすぇ こけきけと 
くぇ きっしすくけすけ 〈っこぇゃうつぇさしおけ 
ょさせあっしすゃけ, ╉けゃぇておけすけ ょさせ-
あっしすゃけ, こなさゃっくちうすっ くぇ しっかけ-
すけ う すったくうすっ しっきっえしすゃぇ けとっ けす 
ゃさっきけすけ くぇ ╁ないさぇあょぇくっすけ う 
こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ しゃけぉけょくぇ-
すぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ.′けくけ-
ゃう, 』っさゃっくおけゃう, ╋っすけょうっゃう, 
╃うきぇくけゃう... ╃うぇくぇ しっ さぇょゃぇ 
くぇ うおけくうすっ くぇ ょぇさうすっかうすっ う 
ゃ きっつすうすっ しう ゃうあょぇ ょくってくうすっ 
うき こけしかっょけゃぇすっかう-っくうくちう う 
けしけぉっくけ こけ-いぇきけあくうすっ けす すはた, 
おぇおゃうすけ すせお うきぇ きくけゅけ, ょぇ けす-

おかうおゃぇす くぇ くせあょうすっ くぇ たさぇきぇ. 
┿ すぇおうゃぇ くせあょう  うきぇ. 》さぇきなす 
っ ういゃったすはか, ういけゅさぇそうしゃぇくっすけ 
くっ っ ょけゃなさてっくけ ょけおさぇえ. ‶さっい 
1959-すぇ こけ ゃさっきっすけ くぇ こさけすけ-
えっさっえ ]すっそぇく ╉けゃぇつっゃ, ぉかぇ-
ゅけょぇさっくうっ くぇ ょぇさうすっかう, たせ-
ょけあくうおなす ╋うたぇうか ′ぇおけゃくうく 
けす ]かうゃっく ういさうしせゃぇ ゃなすさって-
くうすっ しすっくう う ぉぇかおけくぇ. ′け けとっ 
うきぇ おぇおゃけ ょぇ しっ ょけゃなさてゃぇ.
‶さうしなさちっ っ こさうっか しかせあぉぇすぇ 

しう すせお う けすっち ╃うきうすなさ, きぇおぇさ 
ょぇ っ けす ╉ぇいぇくかなお. ¨しゃっく, つっ 
しかせあう ゃ くっょっかは う こけ こさぇいくう-
ちうすっ, すけえ けぉゅさうあゃぇ う ゅさぇょうく-
おぇすぇ, おけはすけ しこさっすゃぇ しぇき, しぇょう 
う こけょさはいゃぇ くけゃう ょさなゃつっすぇ.  
[ぇいおけてくうはす ちなさおけゃっく ょゃけさ 
こさうゃかうつぇ けおけすけ う ょせてぇすぇ しなし 
しゃっあけすけ いっかっくけ う ちゃっすはすぇ, いぇ-
ぉっかはいゃぇ ゃしっおう きうさはくうく けとっ 
けす こけさすぇすぇ し おけゃぇくけ あっかはいけ 
くぇ ゃたけょぇ.                

”]ぇきけ きぇかおけ ゃさっきっ すせお っ ょけし-
すぇすなつくけ, いぇ ょぇ ょけえょっ しこけおけえ-
しすゃうっすけ, ゃっょさけしすすぇ う せしきうゃおぇ-
すぇ”, しこけょっかは ╃うぇくぇ. ╆ぇすけゃぇ すは 
うょゃぇ すせお し あっかぇくうっ. ╇ょゃぇす う 
ょっちぇすぇ え. ╂けかっきうはす しうく っ けす-
くけゃけ せ ょけきぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇ-
くっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう  けぉさぇいけ-
ゃぇくうっ ゃなゃ ╁╇′] - ╁ぇさくぇ. ╁っつっ 
さぇぉけすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 】っさおぇすぇ 
っ しすせょっくすおぇ. ]っきっえしすゃけすけ しっ 
しこさぇゃは, ゃなこさっおう すさせょくけしすう-
すっ くぇ ょくってくうは ょっく. ]ゃっおなさなす 
しなとけ こけきぇゅぇ.    

╃うぇくぇ くぇえ しっ さぇょゃぇ
くぇ ゃっくつぇゃおうすっ
う おさなとぇゃおうすっ

 ╁ ╄くうくしおぇすぇ ちなさおゃぇ うょゃぇす 
きかぇょけあっくちう う きかぇょう さけょう-
すっかう, さぇょゃぇ しっ すは.  ╃ぇあっ くぇし-
おけさけ けすょぇかっつ すせお ょけてなか ょぇ 
おさなしすう ょっすっすけ しう きかぇょ きなあ, 
つうえすけ おけさっくう ぉうかう けす ╄くうくぇ. 
′ぇえ-ゃぇあくけすけ っ ょぇ しう こさう ょっ-
ちぇすぇ しう, おぇいゃぇ ╃うぇくぇ. ╆ぇすけゃぇ 
しっ さぇょゃぇ, つっ しうくなす う ょなとっさは-
すぇ しぇ しう すせお. ╄あっょくっゃうっすけ っ 
すさせょくけ, くけ おけゅぇすけ しっきっえしすゃけ-
すけ っ いぇっょくけ, くっとぇすぇ しっ こさっ-
あうゃはゃぇす こけ-かっしくけ. 〈っいう たさうし-
すうはくしおう ちっくくけしすう しぇ けこけさぇすぇ, 
おけはすけ ょなさあう ぇさしっくぇかしおけすけ 
しっきっえしすゃけ せ ょけきぇ. ╉ぇおすけ う くぇ-
ょっあょぇすぇ, つっ し ╀けあうはすぇ こけきけと 
ゃしうつおけ とっ しっ くぇさっょう. ╇ くぇえ-
ゃっつっ - ぉなょっとっすけ くぇ ょっちぇすぇ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

こなすは おなき つせあぉうくぇ, しきはくぇすぇ 
くぇ ゅさぇょぇ, くぇ こさけそっしうはすぇ...
╄ょくぇ あっくぇ くぇ しさっょくぇ ゃない-

さぇしす くぇきうさぇ ょさせゅ ういたけょ. ′っ-
けぉうつぇっく. 
¨しゃけぉけょっくぇ こさっょう ょゃっ ゅけょう-

くう けす „┿さしっくぇか”, ╃うぇくぇ ╉さけく-
ょっゃぇ ょくっし しっ ゅさうあう いぇ こさぇゃけ-
しかぇゃくうは たさぇき „]ゃっすう ╂っけさゅう 
‶けぉっょけくけしっち” ゃ おぇいぇくかなておけ-
すけ しっかけ ╄くうくぇ. ╆ぇこかぇとぇくっすけ 
いぇ すけいう すさせょ くっ っ ゅけかはきけ, くけ 
しこぇしっくうっすけ いぇ ょせてぇすぇ, おけっすけ 
くけしう しこけおけえしすゃうっすけ ゃ たさぇきぇ 
いぇ ╃うぇくぇ くっ きけあっ ょぇ しっ ういきっ-
さう ゃ こぇさう.

Диана в любимата градина
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′ぇえ-こさっょこけつうすぇくうはす けす おぇいぇくかなておうすっ おぇくょうょぇす-しすせ-

ょっくすう ╁〉╆ ゃ ╀なかゅぇさうは ゃ すぇいゅけょうてくぇすぇ  おぇきこぇくうは っ 
]けそうえしおうはす せくうゃっさしうすっす. 〈けゃぇ しなけぉとう ╄かっくぇ ]けかけきっさけ-
ゃぇ, さなおけゃけょうすっか くぇ 『っくすなさぇ いぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおぇ こけょ-
ゅけすけゃおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶け ょせきうすっ え, きぇしけゃけ すけいう ╁〉╆ っ こさっょこけつうすぇく けす きけきうつっ-

すぇ, おけうすけ いぇこうしゃぇす けしくけゃくけ うおけくけきうつっしおう, たせきぇくうすぇさくう, 
そうかけかけゅうつっしおう う  のさうょうつっしおう しこっちうぇかくけしすう. 
]かっょ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす, ゃすけさう こけ こさっょこけつうすぇくうは 

けす おぇいぇくかなておうすっ きかぇょっあう っ 〈さぇおうえしおうはす せくうゃっさしうすっす ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ しなとけ しっ いぇこうしゃぇす きぇしけゃけ うおけくけきう-

》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨すこせしおなす いぇ かうつくう ぇくゅぇ-
あうきっくすう っ しさっょ けくeいう 

ゃうょけゃっ けすこせしお, おけうすけ くぇえ- 
つっしすけ しっ こさっくっぉさっゅゃぇす, くけ 
いぇ おけうすけ いぇおけくけょぇすっかはす っ 
さぇいこうしぇか おけくおさっすくう しうすせぇ-
ちうう, せしかけゃうは う こさぇゃぇ. 〈けいう 
けすこせしお っ さぇいかうつっく けす ょけゅけ-
ゃけさっくうは ゃ ╉〈╃ けすこせしお きっあょせ 
さぇぉけすくうお う さぇぉけすけょぇすっか こさう 
こけしすなこゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ. 
╄すけ くぇえ-ゃぇあくけすけ, 

おけっすけ しかっょゃぇ ょぇ いくぇ-
っすっ いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ 
さぇいかうつくうすっ ゃうょけゃっ 
けすこせしお いぇ かうつくう ぇくゅぇ-
あうきっくすう, おけうすけ ゃう しっ 
こけかぇゅぇす こけ いぇおけく う さぇ-
ぉけすけょぇすっかはす っ ょかなあっく 
ょぇ しっ しなけぉさぇいう し すはた, 
おけゅぇすけ しぇ くぇかうちっ.
〈っいう ゃうょけゃっ けすこせしお 

しっ  こけかぇゅぇす すけゅぇゃぇ, 
おけゅぇすけ っ くぇかけあうすっかくけ 
けすしなしすゃうっすけ ゃさっきっくくけ 
けす さぇぉけすぇ いぇ ういこなか-
くっくうっすけ くぇ かうつくう うかう 
きけさぇかくう いぇょなかあっくうは. 

╉けう しぇ すっいう しかせ-
つぇう? 

╉けゅぇすけ しっ ゃしすなこゃぇ ゃ 
ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇお. ‶けかぇゅぇ-
とうはす しっ すけゅぇゃぇ けすこせしお っ けす 2 
さぇぉけすくう ょくう. ‶さぇゃけ くぇ すけいう 
けすこせしお ゃないくうおゃぇ, くっいぇゃうしう-
きけ けす すけゃぇ ょぇかう しおかのつゃぇ-
くっすけ くぇ ぉさぇおぇ っ ゃ さぇぉけすっく, 
こけつうゃっく うかう こさぇいくうつっく ょっく.

╉けゅぇすけ しっ ょぇさはゃぇ おさなゃ 
- こけかぇゅぇす しっ しなとけ 2 ょくう けす-
こせしお: いぇ ょっくは くぇ こさっゅかっょぇ, 
くぇ おさなゃけょぇさはゃぇくっすけ, おぇおすけ 
う 1 ょっく しかっょ くっゅけ. 

‶さう しきなさす くぇ さけょうすっか, 
ょっすっ, しなこさせゅ, ぉさぇす, しっしすさぇ, 
さけょうすっか くぇ ょさせゅうは しなこさせゅ, 
おぇおすけ う くぇ ょさせゅう さけょくうくう 
こけ こさぇゃぇ かうくうは - 2 さぇぉけすくう 
ょくう.
╁ぇあくけ っ ょぇ しっ いくぇっ, つっ こさぇ-

ゃけすけ いぇ けすこせしお ゃないくうおゃぇ いぇ 
ょっくは くぇ しなけすゃっすくけすけ しなぉう-
すうっ う いぇ しかっょゃぇとうは ゅけ さぇ-
ぉけすっく ょっく. ╉けゅぇすけ ょっくはす くぇ 
しなぉうすうっすけ しなゃこぇょぇ しなし しっょ-
きうつくぇすぇ こけつうゃおぇ, けすこせしおなす 
しっ こけかいゃぇ ゃ こなさゃうすっ 2 さぇ-
ぉけすくう ょくう しかっょ くっは.

╆ぇ せつぇしすうっ ゃ こさぇゃけさぇい-

[そえあ け たちけ さあさうけ つしとねあけ けすあすか たちあうそ せあ そてたとつさ け さそしさそ?
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ょぇゃぇくっすけ - おけゅぇすけ  さぇぉけ-
すっとけすけ かうちっ っ  こさういけゃぇくけ 
けす ]なょ, ‶さけおせさぇすせさぇ うかう 
]かっょしすゃうっ う っ くぇかけあうすっかくけ 
はゃはゃぇくっすけ きせ おぇすけ しゃうょっ-
すっか ゃ ょぇょっく しこけさ; こさけょなか-
あうすっかくけしすすぇ しっ けこさっょっかは 
けす ゃさっきっすけ, くっけぉたけょうきけ いぇ 
ういこなかくっくうっ くぇ しなけすゃっすくけすけ 
こさけちっしせぇかくけ いぇょなかあっくうっ う 
さぇぉけすけょぇすっかはす っ ょかなあっく ょぇ 

ゅけ けしうゅせさう. 
‶さぇゃけ くぇ けすこせしお ういゃなく こかぇ-

すっくうは ゅけょうてっく しっ こけかぇゅぇ う いぇ 
せつぇしすうっ ゃ いぇしっょぇくうは,  おけゅぇすけ 
かうちっすけ っ つかっく くぇ こさっょしすぇゃう-
すっかっく ょなさあぇゃっく けさゅぇく うかう 
ぇおけ っ ういぉさぇくけ いぇ  しなょっぉっく 
いぇしっょぇすっか. ‶さぇゃけすけ ゃないくうお-
ゃぇ う いぇ せつぇしすうっ ゃ しこっちうぇかっく 
けさゅぇく いぇ こさっゅけゃけさう, ╄ゃさけ-
こっえしおう さぇぉけすくうつっしおう しなゃっす 
うかう こさっょしすぇゃうすっかっく けさゅぇく 
ゃ っゃさけこっえしおけ すなさゅけゃしおけ うかう 
おけけこっさぇすうゃくけ ょさせあっしすゃけ.

‶さう こさっょういゃっしすうっ けす 
さぇぉけすけょぇすっかは いぇ こさっおさぇ-
すはゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは ょけ-
ゅけゃけさ. ¨すこせしおなす っ ゃ さぇいきっさ 
くぇ 1 つぇし ょくっゃくけ いぇ ょくうすっ くぇ 
こさっょういゃっしすうっすけ. ╆ぇ ょぇ ゃない-
くうおくっ すけゃぇ こさぇゃけ, けぉぇつっ, っ 
くっけぉたけょうきけ  さぇぉけすくうおなす ょぇ 
っ こけかせつうか こさっょういゃっしすうっ けす 
さぇぉけすけょぇすっかは いぇ こさっおさぇすは-
ゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは きせ ょけゅけゃけさ 
う さぇぉけすくけすけ きせ ゃさっきっ ょぇ っ 
くぇょ 7 つぇしぇ.
『っかすぇ くぇ すけいう ゃうょ けすこせしお 

っ ょぇ しっ  こさっょけしすぇゃう こけゃっつっ 
しゃけぉけょくけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくう-
おぇ うかう しかせあうすっかは, ゃ おけっすけ  

...30 』【《【¨〉[¨
╆ぇ すはたくけ せかっしくっくうっ しすけこぇくうすっ くぇ すなさゅけゃしおうすっ けぉっおすう, おけうすけ 

うきぇす „ゃうしはとう” ぇさすうおせかう, ょけさう けぉはゃはゃぇす ゃうょぇ う ぉさけは うき くぇ 
しこっちうぇかくう すぇぉかぇ. 〈ぇおぇ ゃしっおう, さってうか ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇ けす すっいう 
„しけちうぇかくう  こけょぇさなちう”, ょけさう きけあっ ょぇ ういぉうさぇ ゃ „きっくのすけ”.
〈ぇいゅけょうてくうはす かっすっく しっいけく  っ ういおかのつうすっかっく すさせょっく いぇ すなさ-

ゅけゃちうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉かうっくすうすっ くはきぇす こぇさう, くはきぇ う すせさうしすう. 
╂けかはきぇ つぇしす けす たけさぇすぇ, けしすぇくぇかう ぉっい さぇぉけすぇ, しぇ こけ きけさっすけ, 
ょさせゅう こさっょこけつうすぇす こさっい かはすけすけ ょぇ こなすせゃぇす ょけ さけょくうすっ しう 
しっかぇ う ゃ ゅさぇょぇ けしすぇゃぇす しぇきけ すっいう, おけうすけ くはきぇ おなょっ ょぇ けすうょぇす. 
╁なこさっおう, つっ こさぇおすうつっしおう いぇおなしくっくうは ゃ ういこかぇとぇくっすけ くぇ さぇ-

ぉけすくうすっ いぇこかぇすう ゃ  ゅけかっきうすっ そうさきう ゃ ゅさぇょぇ くはきぇ, し うくちう-
ょっくすくう いぇぉぇゃはくうは けす 3 ょけ 5 ょくう いぇ っょくぇ けす ゅけかっきうすっ そうさきう, 
たけさぇすぇ くっ さぇいゃなさいゃぇす おっしうう. 
╆ぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ おかうっくすう きぇしけゃけ しっ いぇすゃぇさはす すなさゅけゃしおう 

けぉっおすう う しすけこぇくうすっ うき こさっょこけつうすぇす ょぇ けこうすぇす おなしきっすぇ しう くぇ 
きけさっすけ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

つっしおう う こっょぇゅけゅうつっしおう しこっちうぇかくけしすう, ‶かけゃょうゃしおうはす, ╁っかうおけすなさくけゃしおうはす う ╋っょうちうくしおうはす せくう-
ゃっさしうすっす ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ]さっょ すったくうつっしおうすっ ╁〉╆-けゃっ  こさっょこけつうすぇくうはす っ 〈〉-]けそうは う そうかうぇかなす きせ ゃ 
‶かけゃょうゃ. 
╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ しっ こけすゃなさあょぇゃぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, つっ こけゃっつっすけ おぇくょうょぇすしすゃぇとう けす ゅさぇょぇ くぇ 

さけいうすっ しぇ きけきうつっすぇ. 
]さっょくけ いぇ きっあょせ 3 う 4 ╁〉╆-ぇ っょくけゃさっきっくくけ しぇ こけょぇゃぇかう ょけおせきっくすう おぇくょうょぇすうすっ. ╋かぇょっあうすっ 

おぇくょうょぇすしすゃぇす けしくけゃくけ し けちっくおう けす  ょなさあぇゃくうすっ きぇすせさう, ぇ くっ し おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおう ういこうすう. 

╆ぇ くっけこさっょっかっくけ ゃさっきっ しっ けすかぇゅぇ  さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ ゃぇせつっさうすっ いぇ ぉっいこかぇすくう ょっおけょっさう いぇ ちう-
そさけゃぇ すっかっゃういうは. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ こさっい しっょきうちぇすぇ けす  „┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ.  

[ぇいょぇゃぇくっすけ  すさはぉゃぇてっ ょぇ いぇこけつくっ けす しさっょぇすぇ くぇ のかう, おぇすけ こさぇゃけ くぇ ゃぇせつっさうすっ うきぇたぇ しけちうぇかくけ 
しかぇぉう ゅさぇあょぇくう. 
‶け けそうちうぇかくう ょぇくくう, たけさぇすぇ, おけうすけ うきぇす こさぇゃけ くぇ ゃぇせつっさう いぇ ちうそさけゃう ょっおけょっさう, しぇ 210 000 

ょせてう.
¨とっ こさっい きぇえ ┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ っ ょぇかぇ しこうしなちうすっ し うきっくぇすぇ うき ゃ こけとうすっ. 

¨しくけゃくうはす おさうすっさうえ  いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ こけきけと っ おぇくょうょぇすなす ょぇ っ ゃいっきぇか こけきけとう いぇ けすけこかっくうっ 
こさっい こけしかっょくうは けすけこかうすっかっく しっいけく.
╇きぇ, けぉぇつっ, う ょけこなかくうすっかくう せしかけゃうは - すっかっゃういけさなす ょぇ くはきぇ す. くぇさ. そけさきぇす MPEG-4, ょぇ くはきぇ 

ゃさないおぇ し おぇぉっかくぇ うかう しぇすっかうすくぇ すっかっゃういうは.
‶さう すぇおぇ いぇょぇょっくぇすぇ したっきぇ けす ┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ こさけゅくけいうさぇす, つっ くぇ こさぇお-

すうおぇ しけちうぇかくけ しかぇぉうすっ, おけうすけ とっ こけかせつぇす ゃぇせつっさう, とっ しぇ きくけゅけ こけ-きぇかおけ けす 210 000 ょせてう. ] 
ゃぇせつっさぇ きけあっ ょぇ しっ いぇおせこう ょっおけょっさ いぇ けおけかけ 60 かっゃぇ. 
┿ぉけくぇすうすっ くぇ おぇぉっかくぇ すっかっゃういうは, こけかせつぇゃぇとう しうゅくぇか けす けしくけゃくうは きっしすっく ょけしすぇゃつうお くぇ せしかせゅぇ-

すぇ, くはきぇ ょぇ うきぇす こさけぉかっきう し くけゃうは しうゅくぇか, すなえ おぇすけ  こけ こさうくちうこ ゃしうつおう すっかっゃういうけくくう こさけゅさぇきう 
う しうゅくぇかなす  くぇ  おぇぉっかくうは  けこっさぇすけさ しぇ ちうそさけゃういうさぇくう. ╆ぇ すっいう ぇぉけくぇすう こさけきはくぇ くぇ こさぇおすうおぇ 
くはきぇ ょぇ うきぇ.

‶なかっく おけきこかっおす きっょぇかう しこっつっかうたぇ きかぇょうすっ そういうちう けす 
‶╋╂ „ ′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ” くぇ こさけゃっょっくぇすぇ ゃ ╃ぇくうは ╋っあ-

ょせくぇさけょくぇ けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ. ╁ないこうすぇくうちうすっ くぇ 〈っけょけ-
しうえ 〈っけょけしうっゃ しっ いぇゃなさくぇたぇ しなし いかぇすっく, しさっぉなさっく う ぉさけくいけゃ 
きっょぇか けすすぇき. ╆かぇすくうはす っ ゃ さなちっすっ くぇ きかぇょぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ 
そういうおぇすぇ - ╉ぇすっさうくぇ ′ぇえょっくけゃぇ, しさっぉさけすけ っ いぇ ╈けさょぇく ╈けさ-
ょぇくけゃ, ぇ ぉさけくいなす - いぇ ╇ゃぇく ‶けさはいけゃ. 

╉ぇいぇくかなておぇすぇ おさぇしぇゃうちぇ う こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ ちぇさうちぇ [けいぇ 2011 ゅけょうくぇ - ╀けさはくぇ ′ぇいなさけゃぇ, っ 
っょくけ けす ょっしっすすっ きけきうつっすぇ-そうくぇかうしすおう ゃ すぇいゅけょうてくうは おけくおせさし „╋うし  ╀なかゅぇさうは”. ╀けさはくぇ ゃっつっ 

いぇこけつくぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ しう ゃ ]けそうは, つぇしす けす おけはすけ とっ しっ ういかなつゃぇ 
くぇ あうゃけ こけ 〈╁ 7 ゃしはおぇ ゃっつっさ. ‶さっょう ょぇ しっ こさっぉけさう いぇ ぇゃすけ-
さうすっすくうは おけくおせさし, ╀けさはくぇ しこっつっかう ょさせゅ くぇちうけくぇかっく おけくおせさし, 
しすぇゃぇえおう かうちっ くぇ „》ぇえかぇそ” いぇ ゅけょうくぇすぇ. ╁ さけかはすぇ くぇ きっくすけさ 
くぇ ょっしっすすっ くぇえ-おさぇしうゃう きけきうつっすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは っ う ょさせゅぇ おぇ-
いぇくかなておぇ  おさぇしぇゃうちぇ - ╁ぇくは ‶っくっゃぇ, おけはすけ こさっょう ょゃっ ゅけょうくう 
しすぇくぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは.  ╆ぇ すけこ おさぇしぇゃうちぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは のかう しっ 
けおぇいゃぇ こけゃっつっ けす せしこってっく きっしっち, いぇとけすけ しぇきけ こさっょう ょくう ╋うし 
╀なかゅぇさうは 2011  しっ ょうこかけきうさぇ おぇすけ ぉぇおぇかぇゃなさ ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけゅうは. ╆ぇ しなぉうすうっすけ  
╁ぇくは ‶っくっゃぇ ゃょうゅくぇ ゅけかはき おせこけく ゃ おせさけさすぇ ]かなくつっゃ ぉさはゅ.  

-きぇ いぇこぇかっくう すぇぉかぇょあうう しっ ゃおかのつうたぇ ゃ ¨すおさうすうは 
すせさくうさ こけ すぇぉかぇ, けさゅぇくういうさぇく けす おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ ╀う ╀う 
]う ╉っえぉなか. ‶なさゃうすっ いぇさけゃっ たゃなさかう おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇ-
かうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ けすおさう うゅさぇすぇ し 6:3. ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
こけょおさっこう こさけはゃぇすぇ, ゃ おけはすけ ゃいっ せつぇしすうっ う くぇえ- きかぇょうはす そっく 
くぇ すぇぉかぇすぇ - ]すうかうはく ╄ょさっゃ けす ゅさぇょ 【うこおぇ, っょゃぇ 9- ゅけょう-
てっく, くけ しすうゅくぇか ょけ けしきうくぇそうくぇか. 〈せさくうさなす ぉっ しこっつっかっく けす 
ぉういくっしきっくぇ [せきっく ╋うすっゃ, ぇ ゃすけさう けしすぇくぇ こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ 
‶っくしうけくっさしおうは おかせぉ ╃さぇゅけ ]けすうさけゃ. ‶なさゃうはす ゃ おかぇしうさぇくっすけ 
こけかせつう ぉっいこかぇすっく ぇぉけくぇきっくす いぇ おぇぉっかくぇ すっかっゃういうは う うくすっさ-

くっす いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, おけきこかっおす いぇ すぇぉかぇ, ちうそさけゃ こさうっきくうお う けとっ きくけゅけ さっおかぇきくう きぇすっさうぇかう けす 
╀う ╀う ]う ╉っえぉなか. ╃ぇかっおけしなけぉとうすっかくうはす けこっさぇすけさ くぇゅさぇょう う そうくぇかうしすぇ し ぉっいこかぇすっく ぇぉけくぇきっくす 
いぇ こけかけゃうく ゅけょうくぇ.
]さっょ すぇぉかぇょあううすっ ぉっ う おきっすなす くぇ [なあっくぇ ┿こけしすけか 〈っさいうっゃ, おけえすけ ぉっ ぉせさくけ こけょおさっこはく けす ょっ-

ちぇすぇ しう.

╁すけさう しうく しっ さけょう くぇ おぇいぇくかなておうは ょっこせすぇす けす ╃‶] 》ぇかうか ╊っすうそけゃ. ╋けきつっすけ, おさなしすっくけ ╃っ-
きうさ, こさけこかぇおぇ くぇ 12-すう のかう ゃ ぉけかくうちぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃っこせすぇすしおうはす しうく しっ っ さけょうか し すっゅかけ 

2 おゅ う 840 ゅさぇきぇ う ゃうしけつうくぇ 48 しき.
》ぇかうか ╊っすうそけゃ う しなこさせゅぇすぇ きせ ′っゃうく しぇ くぇさっおかう ゃすけさうは しう しうく し うきっ, おけっすけ ゃ こさっゃけょ けいくぇつぇゃぇ  

あっかはいけ. ′ぇょっあょぇすぇ くぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ っ きぇかつせゅぇくなす ょぇ さぇしすっ いょさぇゃ, ょぇ しすぇくっ ょけぉなさ つけゃっお  う 
ょぇ さぇょゃぇ し せしこったう ぉかういおうすっ しう. ╁ ゅさうあうすっ いぇ ぉっぉけおぇ ╃っきうさ とっ こけきぇゅぇ う ぉぇすおけすけ – 4-ゅけょうてくうはす 
》ぇかっす.

‶なすうとぇすぇ ょけ ╀せいかせょあぇ けす たさぇき-こぇきっすくうおぇ 【うこおぇ う けす ╉ぇいぇくかなお おなき ゃなさたぇ とっ ぉなょぇす けぉっいけこぇしっくう 
う こけつうしすっくう. [ってっくうっすけ いぇ すけゃぇ っ くぇ ̈ ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 

〈ぇいう う ょさせゅぇすぇ しなぉけすぇ くぇ ゃなさたぇ こさっょしすけはす ょゃっ くぇちうけくぇかくう しなぉうすうは, いぇ おけうすけ しっ けつぇおゃぇす くぇょ 50 
たうかはょう ょせてう う しすけすうちう ぇゃすけぉせしう う かっおう ぇゃすけきけぉうかう.
〈ぇいゅけょうてくうはす しなぉけさ くぇ しけちうぇかうしすうすっ とっ しっ こさけゃっょっ うょくぇすぇ しなぉけすぇ う くっょっかは – くぇ 27 う 28 のかう. 
¨しゃっく さったぇぉうかうすぇちうは くぇ こなすうとぇすぇ, こさっょしすけう う けぉっいけこぇしはゃぇくっ くぇ しぇきうは ょけき-こぇきっすくうお „╀せいかせょあぇ”.

¨つくうはす かっおぇさ ょ-さ 〈せくょあぇえ [ぇきぇょぇく 
╈けいすのさお  っ こなさゃうはす いぇきっしすくうお- けぉ-

かぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇぇ ╆ぇゅけさぇ, くぇ-
いくぇつっく しなし いぇこけゃっょ くぇ こさっきうっさぇ ‶かぇ-
きっく ¨さってぇさしおう. 35-ゅけょうてくうはす かっおぇさ っ 
こけいくぇす くぇ おぇいぇくかなつぇくう し こさぇおすうおぇ しう ゃ 
╃╉『-1. [けょっく っ ゃ ‶かけゃょうゃ, くけ こさっおぇさゃぇ 
ょなかゅう ゅけょうくう しなし しっきっえしすゃけすけ しう ゃ ╀せさ-
しぇ - 〈せさちうは. ╆ぇゃさなとぇ しっ ゃ ╀なかゅぇさうは, いぇ 
ょぇ せつう きっょうちうくぇ ゃ 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさ-
しうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ . 
╃-さ 〈せくょあぇえ ╈けいすのさお ぉっ おぇくょうょぇす いぇ 

くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか いぇ 42-すけ  ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ けす かうしすぇすぇ 
くぇ ╃‶].
╁ ぉかういおうすっ ょくう こさっょしすけう くぇいくぇつぇゃぇくっすけ う くぇ ゃすけさう いぇきっしす-

くうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか. ╆ぇ こけしすぇ しっ しこさはゅぇす ょゃっ おぇいぇくかなておう 
うきっくぇ:  くぇ ょうさっおすけさぇ  くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ╉さなく  ┿かっおしぇく-
ょなさ ╋うくつっゃ う くぇ うおけくけきうしすぇ 〈っけょけさぇ 》さうしすけいけゃぇ.

╂かぇゃくうはす しっおさっすぇさ くぇ ╋╁[ 
- ゅかぇゃっく うくしこっおすけさ ]ゃっすかけ-

いぇさ ╊ぇいぇさけゃ, う ょうさっおすけさなす くぇ 
¨╃╋╁[ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - ゅかぇ-
ゃっく うくしこっおすけさ ╇ゃぇく 』けかぇおけゃ, 
けすおさうたぇ さっきけくすうさぇくぇすぇ う さっし-
すぇゃさうさぇくぇ ゃうかぇ „[けいぇ“, さぇいこけ-
かけあっくぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお  
しさっとせ さぇえけくくけすけ こけかうちっえしおけ 
せこさぇゃかっくうっ. [っきけくすなす くぇ ゃう-
かぇすぇ こさけょなかあう けしっき きっしっちぇ う ゃ くっゅけ しぇ ゃかけあっくう 300 000 かゃ.,  
けしうゅせさっくう しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╃うさっおちうは „〉こさぇゃかっくうっ くぇ しけぉ-
しすゃっくけしすすぇ う しけちうぇかくう ょっえくけしすう“ おなき ╋╁[.
╄きぉかっきぇすうつくぇすぇ いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃうかぇ „[けいぇ“ っ こけしすさけっくぇ こさっい 

1908 ゅ. けす くぇえ-ゅけかっきうは すけゅぇゃぇ おぇいぇくかなておう さけいけこさけういゃけょうすっか 
う すなさゅけゃっち ┿かっおしぇくょなさ ╀けすっゃ ‶ぇこぇいけゃ. ′ぇ 8 くけっきゃさう 1943 ゅけ-
ょうくう ‶ぇこぇいけゃ さってぇゃぇ う こさけょぇゃぇ くぇ すけゅぇゃぇてくけすけ ╋うくうしすっさ-
しすゃけ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう う くぇさけょくけすけ いょさぇゃっ きぇしうゃくぇすぇ 
しゅさぇょぇ くぇ ょゃぇ っすぇあぇ, いぇしすさけっくぇ くぇ 273 おゃ き. ̈ す こけしすさけはゃぇくっすけ 
くぇ ゃうかぇすぇ, けぉはゃっくぇ いぇ こぇきっすくうお くぇ おせかすせさぇすぇ けす きっしすくけ いくぇつっ-
くうっ, くっ っ こさぇゃっく けしくけゃっく さっきけくす.

‶け ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっい ういきうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ きうくうしすなさなす くぇ けすぉさぇくぇすぇ ┿くゅっか ′ぇえょっくけゃ おぇすっ-

ゅけさうつくけ けすたゃなさかう ゃないきけあくけしすすぇ ゃけっくくうはす こけかうゅけく „╆きっえけゃけ“ 
ょぇ ぉなょっ いぇすゃけさっく.

╃ぇ しっ ゃなさくぇす ゃ こぇさかぇきっくすぇ う ょぇ 
さぇぉけすはす いぇ すけゃぇ, いぇ おけっすけ しぇ ゅう うい-
ぉさぇかう たけさぇすぇ. 〈けゃぇ こさういけゃぇ しなこぇさ-
すうえちうすっ しう, ういぉさぇくう くぇ こけしかっょくうすっ  
ういぉけさう し ぉのかっすうくぇすぇ くぇ ╂╄[╀,  ぉうゃ-
てうはす くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ╄きうか 
╉ぇさぇくうおけかけゃ. ′っはゃはゃぇくっすけ う くったけ-
ょっくっすけ くぇ さぇぉけすぇ っ ぉっいけすゅけゃけさくけしす 
う こさけはゃぇ くぇ しかぇぉけしす, しきなきさう しなこぇさ-

すうえちうすっ しう ╉ぇさぇくうおけかけゃ. 〈けえ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ ゃなこさっおう さけ-
っくっすけ う かうしすけこぇょぇ こけ きっしすぇ, ╂╄[╀ ゃしっ けとっ うきぇ てぇくしぇ ょぇ けちっ-
かっっ, くけ っ くせあっく ょなかぉけお ぇくぇかうい くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ こぇさすうはすぇ, 
おぇおすけ う  ういかういぇくっ けす さっょうちうすっ え くぇ くはおけう けすゅけゃけさくう そぇおすけさう. 
╉ぇさぇくうおけかけゃ けすさっつっ しかせたけゃっすっ,  つっ っ しさっょ こっすうきぇすぇ ゃうょくう 

つかっくけゃっ くぇ けぉかぇしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╂╄[╀, くぇこせしくぇかう こぇさ-
すうはすぇ こさっょう ょくう, おぇすけ けぉはゃう, つっ しう っ さっょけゃう つかっく くぇ ╂╄[╀ う 
とっ けしすぇくっ ゃ ╂╄[╀, くけ おぇすけ ゃなすさってくぇ けこけいうちうは. 〈けえ こさういけゃぇ 
しなこぇさすうえちうすっ しう くぇ けすおさけゃっく さぇいゅけゃけさ う こさういくぇゃぇくっ くぇ ゅさって-
おうすっ,  いぇとけすけ くっ ぉうかけ さっょくけ, おけゅぇすけ しう いぇゅせぉうか 600 たうかはょう 
ゅかぇしぇ ょぇ すゃなさょうて, つっ すけゃぇ っ こけぉっょぇ.
]こけさっょ ╉ぇさぇくうおけかけゃ,  ぇおけ こぇさかぇきっくすぇさくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ ╂╄[╀ 

けしないくぇっ, つっ くっはゃはゃぇくっすけ え ゃ こぇさかぇきっくすぇ ょぇゃぇ しうかぇ う すっあっしす 
くぇ ょっこせすぇすうすっ けす こぇさすうは  ┿すぇおぇ, きくけゅけ くっとぇ とっ しっ こさけきっくはす. 
╆ぇ ょぇ しっ けぉっいしうかう ┿すぇおぇ, っ さっょくけ くぇてうすっ たけさぇ ょぇ たけょはす くぇ さぇ-
ぉけすぇ, こけょつっさすぇ すけえ. ‶さっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ っおしくぇさけょくうはす 
こさっょしすぇゃうすっか, おけえすけ けぉはゃう, つっ こうてっ おくうゅぇ し ぇそけさういきう いぇ ゃさっ-
きっすけ, こさっおぇさぇくけ ゃ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ, けすこさぇいくせゃぇ しおさけきくけ 
かうつっく こさぇいくうお ゃ しっきっえくうは うきけす ゃ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. 

すけえ ょぇ しう すなさしう くけゃぇ さぇぉけ-
すぇ. 〈けゃぇ こさぇゃけ いぇ すけいう ゃうょ 
けすこせしお っ こけつすう くっこけいくぇすけ 
いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう, ぇ っ さぇいこうしぇくけ けす 
いぇおけくけょぇすっかは.

╆ぇ けぉせつっくうっ うかう せつぇし-
すうっ ゃ ょけぉさけゃけかくうすっ そけさ-
きうさけゃぇくうは いぇ いぇとうすぇ こさう 
ぉっょしすゃうは. ╁ すけいう しかせつぇえ しっ 

こけかぇゅぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ - 
1.85 かゃ. いぇ つぇし けぉせつっくうっ う 
3.70 かゃ. いぇ つぇし ういこなかくっくうっ 
くぇ しこぇしうすっかくう いぇょぇつう いぇ いぇ-
とうすぇ こさう ぉっょしすゃうは, こけあぇさう 
う ういゃなくさっょくう しうすせぇちうう う 
けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ こけしかっょうちう-
すっ けす すはた. 

╆ぇ きっょうちうくしおう こさっゅかっ-
ょう くぇ ぉさっきっくくう さぇぉけすくうつおう 
うかう しかせあうすっかおう, おけゅぇすけ しっ 
くぇかぇゅぇ こさっゅかっょなす ょぇ しっ うい-
ゃなさてう こさっい さぇぉけすくけ ゃさっきっ.

╁ぇあくけ! 

〈っいう ゃうょけゃっ けすこせしおう  くっ 
きけゅぇす ょぇ しっ こさうしこぇょぇす けす 
こかぇすっくうは  ゅけょうてっく けすこせしお!

╉ぇお しっ せこさぇあくはゃぇ 
すけゃぇ こさぇゃけ くぇ けすこせしお 
いぇ かうつっく ぇくゅぇあうきっくす? 

╆ぇ ちっかすぇ っ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ しっ こけょぇょっ こうしきっくぇ きけか-
ぉぇ いぇ けすこせしお, おなき おけはすけ しっ 
こさうかぇゅぇ ょけおせきっくす, おけえすけ ょぇ 
せょけしすけゃっさう ょっえしすゃうすっかくけ-
すけ くぇしすなこゃぇくっ くぇ くはおけっ けす 

ゅけさっこけしけつっくうすっ けしくけゃぇくうは 
いぇ けすこせしお /くぇこさ. おけこうっ けす 
┿おす いぇ しきなさす - いぇ けすこせしお ゃ 
しかせつぇえ くぇ しきなさす くぇ ぉかういなお 
さけょくうくぇ; おけこうっ けす しなょっぉくぇ-
すぇ こさういけゃおぇ, けす おけはすけ ょぇ っ 
ゃうょくけ, つっ かうちっすけ っ さっょけゃくけ 
こさういけゃぇくけ – ゃ しかせつぇえ くぇ けす-
こせしお いぇ せつぇしすうっ ゃ こさぇゃけさぇい-
ょぇゃぇくっすけ, う ょさせゅう/.
╆ぇ さぇいさってぇゃぇくっすけ くぇ すっいう 

ゃうょけゃっ けすこせしおう いぇ かうつくう 
ぇくゅぇあうきっくすう さぇぉけすけょぇすっ-
かはす くはきぇ こさぇゃけ くぇ こさっちっく-
おぇ ょぇかう う おけゅぇ ょぇ さぇいさってう 
こけかいゃぇくっすけ きせ. 

╃なかあう かう しっ ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうっ いぇ ょくうすっ, ゃ 
おけうすけ さぇぉけすくうおなす うかう 
しかせあうすっかはす けすしなしすゃぇ 
こけ ゅけさっしこけきっくぇすうすっ 
こさうつうくう? 
 
‶さうくちうこくけ ょぇ, くけ くっ ゃなゃ 

ゃしうつおう しかせつぇう.

╁ないくぇゅさぇあょっくうっ しっ 
ょなかあう: 

╉けゅぇすけ しっ こけかいゃぇ けすこせしお 
こけさぇょう しきなさす くぇ ぉかういなお 
さけょくうくぇ, おさなゃけょぇさはゃぇくっ 
うかう ゃしすなこゃぇくっ ゃ ぉさぇお. 〈けゅぇ-
ゃぇ さぇぉけすけょぇすっかはす ういこかぇとぇ  
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ ょくうすっ, 
ゃ おけうすけ かうちっすけ くっ っ ぉうかけ くぇ 
さぇぉけすぇ, しこけさっょ せゅけゃけさっくけすけ 
ゃ ╉けかっおすうゃくうは すさせょけゃ ょけ-
ゅけゃけさ うかう ゃ ]こけさぇいせきっくうっ 
きっあょせ  くっゅけ う さぇぉけすけょぇすっかは.

╉けゅぇすけ  かうちっすけ せつぇしすゃぇ 

ゃ いぇしっょぇくうは くぇ しこっちうぇ-
かっく けさゅぇく いぇ こさっゅけゃけさう うかう 
おけゅぇすけ さぇぉけすけょぇすっかはす っ こさっ-
ょういゃっしすうか いぇ こさっおさぇすはゃぇくっ 
くぇ すさせょけゃうは ょけゅけゃけさ, ゃない-
くぇゅさぇあょっくうっすけ しっ ういこかぇとぇ 
ゃうくぇゅう けす さぇぉけすけょぇすっかは う 
しっ けこさっょっかは けす くぇつうしかっくけ-
すけ こさう しなとうは さぇぉけすけょぇすっか 
しさっょくけょくっゃくけ ぉさせすくけ すさせ-
ょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ こけ-
しかっょくうは おぇかっくょぇさっく きっしっち, 
こさっょたけあょぇと こけかいゃぇくっすけ くぇ 
けすこせしおぇ, こさっい おけえすけ さぇぉけす-
くうおなす うかう しかせあうすっかはす すさはぉ-
ゃぇ  ょぇ っ さぇぉけすうか くぇえ-きぇかおけ 
10 ょくう. ‶け しなとうは くぇつうく しっ 
ういつうしかはゃぇ う ゃないくぇゅさぇあょっくう-
っすけ, おけっすけ しっ ょなかあう くぇ しかせ-
あうすっかおぇ ゃ くぇこさっょくぇか っすぇこ 
くぇ かっつっくうっ うく-ゃうすさけ う くぇ 
ぉさっきっくくぇ しかせあうすっかおぇ, おけはすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゅかっょぇ ゃ さぇ-
ぉけすくけ ゃさっきっ.

╁ないくぇゅさぇあょっくうはすぇ ゃなゃ 
ゃしうつおう けしすぇくぇかう けす ゅけ-

さっこけしけつっくうすっ しかせつぇう しっ ょなか-
あう こけ さっょ, けこさっょっかっく ゃ しこっ-
ちうぇかくう いぇおけくう.
‶さうきっさ: ぇおけ ょぇょっくけ かうちっ っ 

ういぉさぇくけ いぇ けぉとうくしおう しなゃっす-
くうお, すけ いぇ  せつぇしすうっすけ きせ ゃ いぇ-
しっょぇくうっ くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす 
とっ こけかせつう ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, 
けこさっょっかっくけ  しこけさっょ ╆ぇおけく いぇ  
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
う きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 
┿おけ ょぇょっく さぇぉけすくうお うかう しかせ-
あうすっか っ こさういけゃぇく おぇすけ しゃう-
ょっすっか こさっょ ぉなかゅぇさしおう しなょ, 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっすけ きせ ゃ すけいう 
しかせつぇえ しっ けこさっょっかは しなけすゃっす-
くけ けす ゅさぇあょぇくしおうは, ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくうは うかう くぇおぇいぇすっか-
くうは こさけちっしせぇかっく いぇおけく.

   〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╀っか. さっょ. ]すぇすうはすぇ くはきぇ 
こさっすっくちうう いぇ ういつっさこぇすっか-
くけしす. ╇いぉさけっくう しぇ しぇきけ 
くはおけう けしくけゃくう こさぇゃぇ いぇ 
けすこせしお, くぇ ぉぇいぇ ╉〈 う ょさせゅう 
けしくけゃくう いぇおけくう, ょっえしすゃぇ-
とう ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶さう ゃしうつ-
おう こけ-おけくおさっすくう いぇこかっすっ-
くう おぇいせしう っ くっけぉたけょうきぇ  
おけくしせかすぇちうは し のさうょうつっ-
しおう っおしこっさすう.

Настаняването на работниците и служителите от „Арсенал” АД, техните семейства и пенсионери.

『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉
   - 40.00 かゃ./ くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ + ゃっつっさは / 
   - ╃╄『┿ ょけ 2 ゅけょ. – ╀╄╆‶╊┿〈′¨ / ╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
   - ╃╄『┿ けす 2 ょけ 12 ゅけょ. – 30.00 かゃ.
     /くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ + ゃっつっさは/ 
   - 50.00 かゃ. /ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ / ALL INCLUSIVE
   - ╃╄『┿ けす 2 ょけ 12 ゅ.  – 35 かゃ.  ALL INCLUZIVE

′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄〈¨ ′┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ „┿[]╄′┿╊” ┿╃

『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉
   - 50.00 かゃ. /くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ + ゃっつっさは/ 
   - 61.00 かゃ. /ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ / ALL INCLUZIVE

- ′ぇしすぇくはゃぇくっ しかっょ 14 : 00 つ.
- ¨しゃけぉけあょぇゃぇくっ ょけ 10 : 00 つ.
  /しかっょ 10:00 つ. くぇ ゃしっおう こさけしさけつっく こけかけゃうく つぇし とっ しっ ゃいっきぇ くっせしすけえおぇ   
   こけ 5 かゃ. くぇ かっゅかけ, くっいぇゃうしうきけ おぇおゃう しぇ くぇしすぇくっくうすっ さぇぉけすくうちう うかう   
   しかせあうすっかう/. ╋けかは ょぇ せゃっょけきはゃぇすっ さぇぉけすくうちうすっ いぇ つぇしけゃっすっ くぇ くぇしすぇくは 
   ゃぇくっ う くぇこせしおぇくっ くぇ しすぇうすっ, し ちっか ょぇ くっ しっ しないょぇゃぇ ょけこなかくうすっかくけ くぇ
   こさっあっくうっ/.

╇╆》[┿′╁┿′╄〈¨ ′┿ [┿╀¨〈′╇『╇〈╄ ╇ ]╊〉╅╇〈╄╊╇〈╄ 】╄ ]〈┿╁┿ :

- ‶‒[╁╇ ╃╄′ – ╆┿‶¨』╁┿〈 ] ╁╄』╄[ぅ.
- ‶¨]╊╄╃╄′ ╃╄′ – ╆┿╁‒[【╁┿〈 ] ¨╀ぅ╃.
- ‶[╇ ′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄ ¨〈 [╄『╄‶『╇ぅ〈┿ ╁]╄╉╇ ‶¨╊〉』┿╁┿ ╉〉‶¨′╇ ╆┿ 》[┿′┿, 
╉¨╇〈¨ ]╄ ╃┿╁┿〈 ‶[╇ ‶¨╊〉』┿╁┿′╄ ′┿ 》[┿′┿ ╁ ]〈¨╊¨╁┿〈┿, ‶[╇ ╊╇‶]┿ ′┿ 
╉〉‶¨′ 》[┿′┿ ′╄ ]╄ ╃┿╁┿, ┿ ‶[╇ ╆┿╂〉╀╁┿′╄, ╉〉‶¨′╇ ′╄ ]╄ ╁‒╆]〈┿′¨╁ぅ╁┿〈 
¨〈 》¨〈╄╊┿.
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Договор

』『ぇぁ〉╅【╅ ╆《〉[╅ 《【 ′╅╇《╉ 3 
╀けくおぇ [ぇてっゃぇ っ ゃ „┿さしっくぇか” けす 1994-すぇ. ‶さっきうくぇかぇ 

こさっい すっあおけすけ てかけしっさしすゃけ, こけいくぇすけ くぇ ゃしっおう, こけいくぇか 
しゅかけぉおぇすぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ, ╀けくおぇ しっゅぇ さぇぉけすう ゃ ╆ぇゃけょ 3. 
╉ぇすけ きけくすぇあくうお ぉけっこさうこぇしう - きっすぇかくう ういょっかうは, すは 
っ けすかうつっくぇ いぇ ゅけかはきぇすぇ しう しさなつくけしす ゃ さぇぉけすぇすぇ こけ 
しかせつぇえ そうさきっくうは こさぇいくうお. 〈けゃぇ は こさぇとぇ ゃ ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ. ╉ぇおすけ きくけいうくぇ ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, ╀けくおぇ 
し ういくっくぇょぇ さぇいぉうさぇ いぇ けすかうつうっすけ, っょゃぇ おけゅぇすけ え しっ 
けぉぇあょぇす いぇ しくうきおぇ. 〉つせょっくぇ っ: ”╆ぇとけ すけつくけ ぇい?”...

╀けくおぇ [ぇてっゃぇ っ さけょけき けす 
しっかけ [なあっくぇ, くけ しなょぉぇすぇ 

は こさぇとぇ ょぇ あうゃっっ ゃ ╄くうくぇ. 
]なこさせゅなす え 『けくぬけ ‶っすおけゃ 
しなとけ っ ぇさしっくぇかっち - きけくすぬけさ. 
]っきっえしすゃけすけ, おぇおすけ う ょさせゅう 
ぇさしっくぇかしおう, くっ しっ こかぇてう けす 
すさせょくけしすうすっ くぇ ょっくは, しゃなさ-
いぇくう し おさういぇすぇ う きぇかおけすけ 
ょけたけょう: ”]ゃうおゃぇ しっ”. 
╉ぇすけ いぇ ゃしっおう さけょうすっか し 

こけさぇしくぇかけ ょっすっ, いぇ ╀けくおぇ 
くぇえ-ゃぇあくけ しっゅぇ っ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ くぇ しうくつっすけ. [ぇょけしかぇゃ 
しっ しこさぇゃは こけゃっつっ けす ょけぉさっ 
ゃ ぃさうょうつっしおうは そぇおせかすっす 
くぇ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. 
╁っつっ いぇゃなさてゃぇ すさっすう おせさし 
こさぇゃけ. „〈さはぉゃぇ ょぇ ういょなさ-
あうき, ょけおぇすけ いぇゃなさてう, こさぇ-
ゃうき ゃしうつおけ いぇ ょっすっすけ, すけゃぇ 
っ しきうしなかなす くぇ あうゃけすぇ”, っ 
こさけしすぇすぇ あうすっえしおぇ きなょさけしす, 
けおけかけ おけはすけ しっ ゃなさすう っあっ-
ょくっゃうっすけ くぇ ╀けくおぇ ういゃなく 
„┿さしっくぇか”. 〈は しっ さぇょゃぇ, つっ 
[ぇょけしかぇゃ せつう し けゅさけきくけ あっ-
かぇくうっ. ╂けさょっっ しっ し くっゅけ.
┿さしっくぇかしおけすけ あうすうっ-ぉうすうっ 

くぇ ╀けくおぇ [ぇてっゃぇ くっ こさぇゃう 
ういおかのつっくうっ けす すけゃぇ くぇ こけ-
ゃっつっすけ おぇいぇくかなておう けさなあっえ-
くうちう けす こさけういゃけょしすゃけすけ. ╁ 
くぇつぇかけすけ, おけゅぇすけ ょけてかぇ ゃ 
╆ぇゃけょ 3, けこぇしくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ え しっ ゃうょはかけ くっ すけかおけゃぇ 
かっしくけ, うきぇかけ くぇこさっあっくうっ, 
さぇぉけすうかぇ „こけょ しすさぇた”. ]っゅぇ, 
おぇすけ けこうすっく けさなあっえくうお, 
╀けくおぇ しこけょっかは, つっ ゃしうつおけ 
すけゃぇ っ きうくぇかけ. „╉けゅぇすけ しっ 
ゃくうきぇゃぇ, くはきぇ けこぇしくけしすう”, 
せつう は こさぇおすうおぇすぇ. [ぇぉけすぇすぇ 
くっ っ すっあおぇ, おぇいゃぇ けとっ ╀けくおぇ 
けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ.

‶けこぇょぇ しさっょ
くぇゅさぇょっくうすっ

こけ こさっょかけあっくうっ
くぇ くぇつぇかくうつおぇすぇ しう ╇ゃぇ 

╉けかっゃぇ.

‶けゃっつっすけ けす おけかっゅうすっ しぇ 

あっくう, し すはた こさっおぇさゃぇす こけ-
ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす ょっくは. ╁ 
ぇさしっくぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ つぇ-
しけゃっすっ しぇ こけゃっつっ, けすおけかおけすけ 
せ ょけきぇ. ╆ぇすけゃぇ っ くけさきぇかくけ 
う しなゃしっき ゃ さっょぇ くぇ くっとぇ-
すぇ すせお ょぇ しっ さぇあょぇす う こさう-
はすっかしすゃぇ. ╀けくおぇ しなとけ うきぇ 

すぇおうゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ]かっょ いぇ-
こかぇすぇ ういかういぇす し おけかっゅうすっ くぇ 
おぇそっ, こけくはおけゅぇた しっ しなぉうさぇす 
う こけ こさぇいくうちう. ╀けくおぇ けぉぇつっ 
しなとけ せしっとぇ, つっ けすつせあょっくう-
っすけ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
しすぇゃぇ ゃしっ こけ-ゅけかはきけ きっあょせ 
たけさぇすぇ: ”′っ っ おぇすけ こさっょう...”. 
╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ くぇ 

おさういぇすぇ う ゃしっ こけ-ゅけかはきけすけ 
けすつせあょっくうっ きっあょせ ぉなかゅぇ-
さうすっ, ╀けくおぇ くうおけゅぇ くっ っ きう-
しかうかぇ ょぇ ういかういぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
つせあぉうくぇ.

╁ „┿さしっくぇか” しっ つせゃしすゃぇ 
おぇすけ せ ょけきぇ しう.

╉ぇすけ ゃ おなとぇすぇ ゃ ういすけつくうは 
おさぇえ くぇ ╄くうくぇ. ╉ぇすけ こけつすう 
ゃしうつおう ゃ すけゃぇ しっかけ, しっきっえ-
しすゃけすけ くぇ ╀けくおぇ くっ ょけこなかゃぇ 
ょっくは しう しなし しっかしおけしすけこぇくしおぇ 
さぇぉけすぇ しかっょ しきはくぇすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ¨すょぇゃぇ しっ, ゃきっしすけ 
こけつうゃおぇ, くぇ ょけきぇおうくしおう いぇ-
ょなかあっくうは. ′ぇえ-きくけゅけ けぉう-
つぇ ょぇ ゅけすゃう. ╂けすゃう ゃしうつおけ... 
‶けつすう ちはかけすけ え しゃけぉけょくけ 
ゃさっきっ けすうゃぇ いぇ ょけきぇおうく-
しすゃけすけ. 
╇いゃなく すけゃぇ, けぉぇつっ, こけ すさぇ-

ょうちうは, おぇおゃぇすけ すせお しなとっしす-
ゃせゃぇ, かのぉうきけすけ こさっおぇさゃぇくっ 
くぇ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ しぇ せうお-
っくょうすっ ゃ ╀ぇかおぇくぇ. ╉さぇしうゃぇすぇ 
こさうさけょぇ くぇ ╄くうくしおうは ╀ぇかおぇく 
っ けすきけさぇすぇ, いぇさっあょぇくっすけ いぇ 
くけゃうは ょっかくうお う しゃけぉけょぇすぇ. 
╇いかっすうすっ しっきっえしすゃけすけ けさゅぇ-
くういうさぇ し こさうはすっかう, いぇ ょぇ っ 
こけ-ゃっしっかけ.

╀けくおぇ [ぇてっゃぇ くはきぇ
くうおぇおゃぇ せきけさぇ

けす さぇぉけすぇすぇ

ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ ゃっつっ こけつ-
すう ちはか あうゃけす. ╆ぇゃなさてうかぇ 
せつうかうとっ こけ けぉかっおかけ う けぉ-
とっしすゃっくけ たさぇくっくっ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, すは くうおけゅぇ くっ っ しな-
あぇかはゃぇかぇ, つっ くっ せこさぇあくはゃぇ 
こさけそっしうはすぇ しう こけ ょうこかけきぇ. 
′ぇこさけすうゃ - ゃ „┿さしっくぇか” しっ 
つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, さぇぉけすぇすぇ え 
たぇさっしゃぇ, くぇきうさぇ は いぇ かっし-
くぇ, きぇおぇさ こけつすう ういちはかけ ょぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し さなつっく すさせょ. ╆ぇ 
しさなつくぇすぇ ╀けくおぇ けす ╆ぇゃけょ 3 - 
130 すけゃぇ くっ っ くうおぇおなゃ こさけ-
ぉかっき.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╃けきぇてっく かのぉうきっち し うきっ ╃あけくう すなさしう しゃけうすっ くけゃう しすけこぇくう. 
〈けえ けしすぇくぇか しぇき, しかっょ おぇすけ ゃ こさけょなかあっくうっ しぇきけ くぇ くはおけか-

おけ きっしっちぇ けす あうゃけすぇ しう けすうゃぇす う ょゃぇきぇすぇ きせ しすけこぇくう, あうゃっっとう 
くぇ せか. „╇ゃぇく ′っょはかおけゃ”. ╃あけくう, おけえすけ っ けすさぇしくぇか し つけゃっておう 
ゅさうあう, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しすけう こさっょ ゃたけょぇ くぇ さけょくぇすぇ しう おなとぇ, くけ 
しなしっょう すなさしはす けぉうつぇとう つっすうさうくけゅうすっ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ しっ ゅさう-
あぇす いぇ くっゅけ.

╃けぉさうすっ しなさちぇ きけゅぇす ょぇ  こけいゃなくはす くぇ
すっか. 0896 70 5630.

¨す しさっょぇすぇ くぇ のかう
ょけ きけさっすけ う し ゃかぇお

¨す しさっょぇすぇ くぇ のかう  ょけ 21-ゃう しっこすっきゃさう  ゃない-
きけあくけしすすぇ ょぇ こなすせゃぇきっ っゃすうくけ し ゃかぇお くぇ きけさっ  
っ ょゃけえくぇ.  „╀╃╅ - ‶なすくうつっしおう こさっゃけいう” こせしおぇ 
ょゃぇ ょけこなかくうすっかくう くけとくう ぉなさいう ゃかぇおぇ きっあょせ 
]けそうは う ╁ぇさくぇ.  ‶さうつうくぇすぇ っ いぇしうかっくうはす うく-
すっさっし くぇ こなすくうちうすっ おなき くぇえ-っゃすうくうすっ こさっゃけいう 
こさっい かはすけすけ. ╄ょうくうはす けす ゃかぇおけゃっすっ こさっきうくぇゃぇ 
う こさっい ╉ぇいぇくかなお. 
¨す 15 ょけ 31 のかう, ぉっい しなぉけすぇ う くっょっかは, ょけ-

こなかくうすっかくうはす くけとっく ゃかぇお 3637 けす ]けそうは いぇ 
╁ぇさくぇ とっ いぇけぉうおぇかは こさっい ‶かけゃょうゃ う ╉ぇさかけゃけ, 
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╁ しなとけすけ ゃさっきっ すっいう しこっちうぇかくけしすう くっ しぇ しさっょ くぇえ-こさっょこけつうすぇくうすっ けす おぇくょうょぇす-しすせょっく-
すうすっ すぇいう ゅけょうくぇ, ういぉさぇかう けしくけゃくけ うおけくけきうつっしおう, たせきぇくうすぇさくう う きっょうちうくしおう こさけそうかう 
いぇ ぉなょっとけすけ しう けぉせつっくうっ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ きっくうょあなさうすっ こけ こさけょぇあぉうすっ とっ しっ さぇょゃぇす くぇ こけ-ゅけかはき うくすっさっし けす しすさぇくぇ 

くぇ てっそけゃっすっ くぇ そうさきう ゃ しさぇゃくっくうっ ゃ 2011 ゅ. 〈なさしっくっすけ くぇ ょけぉさう う し けこうす すなさゅけゃちう ゃ 
ゅけかっきうすっ おけきこぇくうう けしすぇゃぇ. 
]すぇすうしすうおぇすぇ しけつう, つっ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう さけょくうすっ さぇぉけすけょぇすっかう ゃしっ こけ-すさせょくけ 

くぇきうさぇす おゃぇかうそうちうさぇくう しかせあうすっかう. ‶さっい 2011 ゅ. こけょけぉくう すさせょくけしすう けすつうすぇす 42% けす 
くぇつぇかくうちうすっ, ぇ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょっかなす うき っ くぇさぇしくぇか ょけ 51 くぇ しすけ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ こけゃっつっ けす 54% けす こさっょこさうはすうはすぇ  せ くぇし こさういくぇゃぇす, つっ しっ いぇすさせょくはゃぇす ょぇ 

くぇきっさはす こけょたけょはとうすっ しかせあうすっかう いぇ こけいうちううすっ, おけうすけ さぇいおさうゃぇす. 
╄ょくぇ けす けしくけゃくうすっ こさうつうくう いぇ くっょけしすうゅ くぇ こけょゅけすゃっくう おぇょさう っ かうこしぇすぇ くぇ ゃさないおぇ きっあょせ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ う ぉういくっしぇ, しきはすぇす っおしこっさすう. 〈っ こさっこけさなつゃぇす さぇぉけすけょぇすっかうすっ, いぇっょくけ し 
けぉさぇいけゃぇすっかくうすっ うくしすうすせちうう, ょぇ ぇょぇこすうさぇす しゃけうすっ しすさぇすっゅうう いぇ こさうゃかうつぇくっ う しないょぇゃぇくっ 
くぇ すぇかぇくすう.  
╁ しなとけすけ ゃさっきっ こけかけゃうくぇすぇ けす さっゅうしすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう きかぇょっあう せ くぇし しぇ し けしくけゃくけ 

うかう こけ-くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, しけつぇす ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. ‶さっい のくう ぉっい こさっ-
こうすぇくうっ しぇ ぉうかう きぇかおけ くぇょ 71 000 ぉなかゅぇさう ょけ 29-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, おぇすけ ゃしっおう ょっしっすう 
っ ゃうしてうしす. ¨しくけゃぇくぇすぇ こさうつうくぇ きかぇょっあうすっ し けぉさぇいけゃぇくうっ ょぇ くぇきうさぇす すさせょくけ さぇぉけすぇ しぇ 
ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ こけゃっつっすけ さぇぉけすけょぇすっかう  いぇ おゃぇかうそうおぇちうは う けこうす, おぇおゃうすけ すっ すさせょくけ 
ぉうたぇ こさうょけぉうかう, ょけおぇすけ せつぇす.
′ぇ おぇいぇくかなておうは こぇいぇさ くぇ すさせょぇ  こさけょなかあぇゃぇ せしうかっくけすけ すなさしっくっ くぇ けぉせつっくう おぇょさう いぇ 

すっおしすうかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, おぇおすけ う くぇ おぇょさう ゃ しそっさぇすぇ くぇ すなさゅけゃうはすぇ う せしかせゅうすっ. 〈さぇ-
ょうちうけくくぇすぇ しっいけくくぇ いぇっすけしす くぇ せつっくうちう ゃ しかせつぇは くっ こけおさうゃぇ くせあょうすっ う ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ.
╋っょうちうくしおうすっ しこっちうぇかうしすう しぇ ゃ たさけくうつっく ょっそうちうす くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ ゃ さぇえけくぇ ゃっつっ 

すさっすぇ ゅけょうくぇ.                                                              
                                                           ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉けゅぇすけ しくうきおうすっ きなか-
つぇす, うしすけさうはすぇ うしおぇ

〈けゃぇ っ しくうきおぇ くぇ ぉさうゅぇ-
ょぇすぇ けす ちった 810 くぇ „┿さ-

しっくぇか“ し さなおけゃけょうすっか ╂さ. 
‶っすさせくけゃ.]くうきおぇすぇ っ つぇしす けす 
ぇかぉせきぇ, けすおさうす けす うくあ. [ぇえくけ 
』ぇおなさけゃ - さなおけゃけょうすっか けすょっか 
╄╋¨ - ╄くっさゅけきったぇくうつっく くぇ 
╆ぇゃけょ 1/500. ‶けつすう けおなしぇく, 
けゃったすはか ゃうてくっゃ ぇかぉせき, ういこう-
しぇく し おさぇしうゃ さなおけこうし う うきっ-
くせゃぇく „┿かぉせき  いぇ しくうきおう くぇ 
おけかっおすうゃぇ けす 810 ちった”. 
╁ ょっぉっかうは ぇかぉせき うきぇ 15-

すうくぇ しくうきおう, おけうすけ さぇいおぇい-
ゃぇす, おぇおすけ いぇ ょっかくうおぇ くぇ ぉさう-
ゅぇょぇすぇ, すぇおぇ う いぇ こさぇいくうちうすっ 
くぇ たけさぇすぇ, おかうてうさぇくけ いぇこう-
しぇくう おぇすけ „おけかっおすうゃぇ くぇ 810 
ちった”. 
]さっょ  いぇこぇいっくうすっ う こさう-

かっあくけ いぇかっこっくう, けそけさきっくう 
ゃ ぉかっょぇ すっぉってうさっくぇ さぇきおぇ, 
しくうきおう, しぇ けぉとう しこけきっくう けす 
っおしおせさいうう ょけ 』っさくけ きけさっ, けす 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, けす さっおぇ [け-
こけすぇきけ - ゃしっ きっしすぇ, くぇ おけうすけ 
くはおけゅぇてくけすけ しけちうぇかうしすうつっ-
しおけ そうさきっくけ しなしすっいぇくうっ けす-
ゃっあょぇてっ くぇえ-ょけぉさうすっ.

¨つぇおゃぇくぇすぇ し くっすなさこっくうっ う すぇおぇ あっかぇくぇ けす せつっくうちうすっ かはすくぇ ゃぇおぇくちうは ゃっつっ いぇこけつくぇ. ╁ うゅさう, こさうはすっく けすょうた う うくすっさっしくう いぇくうきぇくうは とっ こさっきうくぇす 
かっすくうすっ きっしっちう いぇ くぇてうすっ ょっちぇ. ╇ くっおぇ うき こさうこけきくうき, つっ しかっょ うゅさうすっ う いぇぉぇゃかっくうはすぇ うしすうくしおけ せょけゃけかしすゃうっ とっ ょけしすぇゃはす つせょっしくうすっ きうゅけゃっ し 

かのぉうきぇ う こさうゃかっおぇすっかくぇ おくうゅぇ. ╋くけゅけ けす せつっくうちうすっ うきぇす しこうしなちう し こさっこけさなつぇくう, しこけさっょ ゃないさぇしすすぇ うき, ぇゃすけさう う こさけういゃっょっくうは. ╃させゅう とっ こさっょこけつっ-
すぇす つっすうゃけ, しこけさっょ うくすっさっしうすっ う いぇくうきぇくうはすぇ しう. ′け ゃしっおう, おけえすけ しっ けすこさぇゃう し おくうゅぇ ゃ さなちっ くぇ こなすってっしすゃうっ ゃ しゃっすぇ くぇ くっこけいくぇすけすけ, くぇ こさうおぇいくけすけ, 
くぇ こさうおかのつっくうはすぇ う さけきぇくすうおぇすぇ, とっ けぉけゅぇすう しゃけうすっ こけいくぇくうは いぇ あうゃけすぇ, いぇ しゃっすぇ, おけえすけ くう いぇけぉうおぇかは, いぇ さぇいかうつくう しすさぇくう う くぇさけょう, とっ さぇいゃうっ 
しゃけっすけ ゃなけぉさぇあっくうっ. ]こっちうぇかくけ いぇ かはすくぇすぇ ゃぇおぇくちうは ぉうぉかうけすっおぇすぇ いぇ たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ くぇ „┿さしっくぇか”  こけこなかくう ょっすしおぇすぇ しう しぉうさおぇ し 42 くけゃう 
おくうゅう -  けぉうつぇくう う つっすっくう けす ゃしうつおう ょっちぇ. ]さっょ すはた しぇ ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう こっしくう, こけしかけゃうちう, こけゅけゃけさおう, ゅぇすぇくおう, ぉぇしくう, きうすけかけゅうは, こさうおぇいおうすっ, 
さぇいおぇいうすっ  う しすうたけゃっすっ くぇ ┿くゅっか ╉ぇさぇかうえつっゃ, [ぇく ╀けしうかっお, ╄きうかうはく ]すぇくっゃ, ┿しっく [ぇいちゃっすくうおけゃ, ╁ぇかっさう ‶っすさけゃ, ╈けさょぇく [ぇょうつおけゃ, ╂っけさゅう [ぇえつっゃ, 
′うおけかぇえ [ぇえくけゃ, ]すぇくおぇ ‶っくつっゃぇ う ょさ.
[っょけき し ぉなかゅぇさしおうすっ ぇゃすけさう しぇ う こさけういゃっょっくうはすぇ くぇ ╀さぇすは ╂さうき, ╃あぇくう [けょぇさう, ┿くょっさしっく, ╉ぇさかけ ╉けかけょう, ┿しすさうょ ╊うくょゅさっく, ╋ぇさお 〈ゃっく, ╄さうた ╉っしす-

くっさ, 》っおすけさ ╋ぇかけ, ┿かなく ╋うかく, [けぇかょ ╃ぇか, ¨しおぇさ 〉ぇえかょ, ‶せておうく う ょさ.
╁ しぉうさおぇすぇ けす ょっすしおう おくうゅう うきぇ けとっ ょっしっすおう いぇゅかぇゃうは, おけうすけ とっ こさうゃかっおぇす ゃくうきぇくうっすけ くぇ きぇかおうすっ つうすぇすっかう. ╆ぇ こけ-ゅけかっきうすっ せつっくうちう う ゅうきくぇいう-

しすうすっ ゃなゃ そけくょぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ うきぇ ゃしうつおう おくうゅう, おけうすけ しぇ ゃおかのつっくう ゃ せつっぉくうすっ こさけゅさぇきう, おぇおすけ う ょさせゅう うくすっさっしくう こさけういゃっょっくうは くぇ ぉなかゅぇさしおう 
う つせあょっしすさぇくくう ぇゃすけさう.  

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ - ぉうぉかうけすっおぇさ

...こさう そぇかうす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは
‶さっょかぇゅぇす しっ う こけさっょうちぇ おけきこかっおしくう きっさおう いぇ こけしすうゅぇくっ 

くぇ くぇぉっかはいぇくうすっ ちっかう: せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ こっさうけょぇ, こさっい おけえすけ 
さぇぉけすけょぇすっかはす っ けしなとっしすゃはゃぇか ょっえくけしす こさっょう くぇつぇかくぇすぇ ょぇすぇ 
くぇ くっこかぇすっあけしこけしけぉくけしすすぇ - けす 6 きっしっちぇ くぇ 12 きっしっちぇ, いぇ 
ょぇ きけゅぇす さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ ょぇ しっ こけかいゃぇす けす こさっょ-
ゃうょっくうすっ こさぇゃぇ こけ すけいう いぇおけく, せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ さぇいきっさぇ くぇ 
ゅぇさぇくすうさぇくうすっ ゃいっきぇくうは けす 3 くぇ 6 くぇつうしかっくう, くけ くっういこかぇすっ-
くう きっしっつくう すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは う こぇさうつくう けぉっいとっすっくうは 
こさっい こけしかっょくうすっ 12 きっしっちぇ. 
《うくぇくしけゃうすっ ういきっさっくうは くぇ こさっょかけあっくうすっ きっさおう しぇ すゃなさょっ 

しおさけきくう う しぇ ゃなゃ ゃないきけあくけしすうすっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ 《けくょぇ いぇ 
すぇいう う いぇ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう. 
]なし いぇおかのつうすっかくうすっ さぇいこけさっょぉう しっ こさっょかぇゅぇす こさけきっくう ゃ 

╆ぇおけくぇ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさはゃぇくっ, 
おぇすけ しっ せゃっかうつぇゃぇ きぇおしうきぇかくうはす さぇいきっさ くぇ ゅぇさぇくすうさぇくうすっ 
ゃいっきぇくうは くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ けす 1000  くぇ 1200 かゃ. 
‶さっょかぇゅぇ しっ いぇおけくなす ょぇ ゃかっいっ ゃ しうかぇ けす 1 けおすけきゃさう 2013 ゅ.

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

′ぇ 7-きう のかう ぉっ こけょこうしぇく  くけ-
ゃうはす ╉けかっおすうゃっく すさせょけゃ ょけ-

ゅけゃけさ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”. 
╃けゅけゃけさなす いぇこぇいゃぇ ゃしうつおう しけちう-
ぇかくう こさうょけぉうゃおう いぇ さぇぉけすっとうすっ, 
ゃなこさっおう すさせょくぇすぇ しうすせぇちうは, いぇはゃう 
いぇ 〈┿ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ. ‶けょこうしう こけょ ╉〈╃ しぇ 
こけかけあうかう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっお-
すけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う 
かうょっさうすっ くぇ ょゃぇすぇ ぇさしっくぇかしおう しうく-
ょうおぇすぇ - ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”.
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╅っかぇくうっすけ くう っ こけょ ゃしはおぇ けす しくうきおうすっ, おけうすけ とっ こせぉかうおせゃぇきっ ゃ こけさっょうちぇ ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, ょぇ ょけぉぇゃうき, ぇおけ くっ ょさせゅけ, すけ こけくっ うきっくぇすぇ くぇ   
たけさぇすぇ けす しくうきおぇすぇ, くぇ すっいう ぇさしっくぇかちう, いぇ おけうすけ うしすけさうはすぇ ょくっし きなかつう. ┿おけ っ ゃないきけあくけ, う ょぇ ょぇすうさぇきっ こさうぉかういうすっかくけ こけ ゃさっきっ しくうきおうすっ けす ぇかぉせきぇ, 
おけうすけ ゃこけしかっょしすゃうっ とっ こけこなかくはす  きせいっえくぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ „┿さしっくぇか” - きぇかおう, つけゃっておう ょっかくうつくう とさうたう おなき ゅけかはきぇすぇ そうさきっくぇ うしすけさうは. ╄すけ いぇとけ しっ 
くぇょはゃぇきっ ゃしっおう, ょけ おけゅけすけ しすうゅぇ ゃっしすくうおなす くう う うきぇ うくそけさきぇちうは  うかう きけあっ ょぇ こけきけゅくっ し くっとけ, ょぇ けすおかうおくっ - いぇ ょぇ いぇこなかくうき すぇいう  そうさきっくぇ う ぉさうゅぇょくぇ 
こさぇいくうくぇ. ‶うてっすっ くう くぇ こけしけつっくうすっ ゃ さっょぇおちうけくくけすけ おぇさっ くぇ しすさ. 8 っかっおすさけくくう ぇょさっしう うかう こさけしすけ しっ しゃなさあっすっ し くぇし. 
】っ しきっ ぉかぇゅけょぇさくう いぇ ゃしっおう さっょ うかう うきっ, いぇ おけっすけ くう こうてっすっ けす しくうきおうすっ, おけうすけ とっ こけおぇあっき ゃ こけさっょうちぇ こせぉかうおぇちうう. 
〈けゃぇ, おけっすけ しなし しうゅせさくけしす いくぇっき, っ, つっ つぇしす けす しくうきおうすっ しぇ こさぇゃっくう ゃ こっさうけょぇ 1950-1962 ゅけょうくぇ. 〈ぇき くはおなょっ, こけ すけゃぇ ゃさっきっ  しこうさぇ う こけこなかゃぇくっすけ くぇ 

けゃったすっかうは ゃうてくっゃ ぇかぉせき. ¨つっゃうょくけ ぉさうゅぇょぇすぇ うかう しこうさぇ ょぇ しなとっしすゃせゃぇ, うかう たさけくうおぬけさなす  ゃっつっ くっ っ つぇしす けす くっは.
′っういゃっしすくうはす かっすけこうしっち くぇ  うしすけさうはすぇ つさっい しくうきおう いぇ しこけきっく くぇ ぉさうゅぇょぇ けす ちった 810 っ しこさはか ょけすせお. ′ぇてっ っ ょっかけすけ ょぇ こさけょなかあうき し こぇきっすすぇ. 
‶ぇきっす, いぇ おけはすけ とっ さぇいつうすぇきっ くぇ ゃしうつおう, あうゃっかう う さぇぉけすうかう こさっょう くぇし ゃ けゅさけきくぇすぇ おけゃぇつくうちぇ くっ しぇきけ くぇ おぇょさう , くけ う くぇ うしすけさうは - „┿さしっくぇか”. 
] ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ゃしっおう, おけえすけ しっ けすいけゃっ.
╆ぇとけすけ, せぉっょっくう しきっ, つっ くぇえ-ゃぇあくうすっ しすさぇくうちう けす うしすけさうはすぇ - かうつくぇ, くぇちうけくぇかくぇ, そうさきっくぇ しぇ くっくぇこうしぇくうすっ. ¨くっいう, おけうすけ しぇ ゃなゃ ゃっつっさくうすっ しこけきっくう 

うかう ゃ きうかうすっ ょさせゅぇさしおう しさっとう.
]さっとう, さぇいさっょっくう ゃしっ こけゃっつっ けす くっせきけかうきうすっ いぇおけくう くぇ ╁さっきっすけ... 

            ] せゃぇあっくうっ: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

ゃきっしすけ ょぇ しっ ょゃうあう くぇこさぇゃけ こさっい ╉けこさうゃとうちぇ. ‶さうつうくぇすぇ っ さっきけくす くぇ きっあょせゅぇさうっすけ ┿く-
すけく う ╉けこさうゃとうちぇ. ╁かぇおなす とっ いぇきうくぇゃぇ けす ]けそうは ゃ 21,45 つ. う とっ こさうしすうゅぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ ゃ 
08,07 つ. 
¨す 1 ぇゃゅせしす ょけ 20 しっこすっきゃさう, おぇおすけ う ゃ しなぉけすぇ う くっょっかは きっあょせ 13 う 31 のかう, ゃかぇおなす とっ 

すさなゅゃぇ けす ]けそうは つぇし う こけかけゃうくぇ こけ-おなしくけ - ゃ 23,12 つ, くけ とっ こさうしすうゅぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ こぇお ゃ 
08,07 つ. ‶さっい ちっかうは こっさうけょ くけとくうはす ぉなさい ゃかぇお 3636 とっ いぇきうくぇゃぇ けす ゅぇさぇすぇ くぇ きけさしおぇすぇ 
くう しすけかうちぇ ゃ 22,10 つ. う とっ こさうしすうゅぇ ゃ ]けそうは ゃ 06,19 つ.
╃け きけさっすけ きけあっき ょぇ しすうゅくっき う し ぇゃすけぉせし - ゃしっおう ょっく, ゃおかのつうすっかくけ う こさっい こけつうゃくうすっ 

ょくう. ╄あっょくっゃくけ けす ぇゃすけゅぇさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こなすせゃぇ ぇゃすけぉせし こけ かうくうはすぇ ╉ぇいぇくかなお-╁ぇさくぇ, しなし 
しこうさおう ゃ ′っしっぉなさ う ]かなくつっゃ ぉさはゅ. ‶さう ょゃせこけしけつっく ぉうかっす しっ こけかいゃぇす くぇきぇかっくうは. 『っくぇすぇ ょけ 
くぇえ- ういこけかいゃぇくぇすぇ ょっしすうくぇちうは けす おぇいぇくかなつぇくう - ょけ ′っしっぉなさ, っ 20 かっゃぇ ゃ っょくぇすぇ こけしけおぇ. 
┿ゃすけぉせしなす すさなゅゃぇ ゃ 6.00 つぇしぇ けす ぇゃすけゅぇさぇすぇ う こさうしすうゅぇ  けぉさぇすくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ 20.00 つぇしぇ.

                                            〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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╀けくおぇ [ぇてっゃぇ っ ゃ „┿さしっくぇか” けす 1994-すぇ. ‶さっきうくぇかぇ 

こさっい すっあおけすけ てかけしっさしすゃけ, こけいくぇすけ くぇ ゃしっおう, こけいくぇか 
しゅかけぉおぇすぇ くぇ ぇゃすけきぇすぇ, ╀けくおぇ しっゅぇ さぇぉけすう ゃ ╆ぇゃけょ 3. 
╉ぇすけ きけくすぇあくうお ぉけっこさうこぇしう - きっすぇかくう ういょっかうは, すは 
っ けすかうつっくぇ いぇ ゅけかはきぇすぇ しう しさなつくけしす ゃ さぇぉけすぇすぇ こけ 
しかせつぇえ そうさきっくうは こさぇいくうお. 〈けゃぇ は こさぇとぇ ゃ ┿かっはすぇ 
くぇ しかぇゃぇすぇ. ╉ぇおすけ きくけいうくぇ ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, ╀けくおぇ 
し ういくっくぇょぇ さぇいぉうさぇ いぇ けすかうつうっすけ, っょゃぇ おけゅぇすけ え しっ 
けぉぇあょぇす いぇ しくうきおぇ. 〉つせょっくぇ っ: ”╆ぇとけ すけつくけ ぇい?”...

╀けくおぇ [ぇてっゃぇ っ さけょけき けす 
しっかけ [なあっくぇ, くけ しなょぉぇすぇ 

は こさぇとぇ ょぇ あうゃっっ ゃ ╄くうくぇ. 
]なこさせゅなす え 『けくぬけ ‶っすおけゃ 
しなとけ っ ぇさしっくぇかっち - きけくすぬけさ. 
]っきっえしすゃけすけ, おぇおすけ う ょさせゅう 
ぇさしっくぇかしおう, くっ しっ こかぇてう けす 
すさせょくけしすうすっ くぇ ょっくは, しゃなさ-
いぇくう し おさういぇすぇ う きぇかおけすけ 
ょけたけょう: ”]ゃうおゃぇ しっ”. 
╉ぇすけ いぇ ゃしっおう さけょうすっか し 

こけさぇしくぇかけ ょっすっ, いぇ ╀けくおぇ 
くぇえ-ゃぇあくけ しっゅぇ っ けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ くぇ しうくつっすけ. [ぇょけしかぇゃ 
しっ しこさぇゃは こけゃっつっ けす ょけぉさっ 
ゃ ぃさうょうつっしおうは そぇおせかすっす 
くぇ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. 
╁っつっ いぇゃなさてゃぇ すさっすう おせさし 
こさぇゃけ. „〈さはぉゃぇ ょぇ ういょなさ-
あうき, ょけおぇすけ いぇゃなさてう, こさぇ-
ゃうき ゃしうつおけ いぇ ょっすっすけ, すけゃぇ 
っ しきうしなかなす くぇ あうゃけすぇ”, っ 
こさけしすぇすぇ あうすっえしおぇ きなょさけしす, 
けおけかけ おけはすけ しっ ゃなさすう っあっ-
ょくっゃうっすけ くぇ ╀けくおぇ ういゃなく 
„┿さしっくぇか”. 〈は しっ さぇょゃぇ, つっ 
[ぇょけしかぇゃ せつう し けゅさけきくけ あっ-
かぇくうっ. ╂けさょっっ しっ し くっゅけ.
┿さしっくぇかしおけすけ あうすうっ-ぉうすうっ 

くぇ ╀けくおぇ [ぇてっゃぇ くっ こさぇゃう 
ういおかのつっくうっ けす すけゃぇ くぇ こけ-
ゃっつっすけ おぇいぇくかなておう けさなあっえ-
くうちう けす こさけういゃけょしすゃけすけ. ╁ 
くぇつぇかけすけ, おけゅぇすけ ょけてかぇ ゃ 
╆ぇゃけょ 3, けこぇしくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ え しっ ゃうょはかけ くっ すけかおけゃぇ 
かっしくけ, うきぇかけ くぇこさっあっくうっ, 
さぇぉけすうかぇ „こけょ しすさぇた”. ]っゅぇ, 
おぇすけ けこうすっく けさなあっえくうお, 
╀けくおぇ しこけょっかは, つっ ゃしうつおけ 
すけゃぇ っ きうくぇかけ. „╉けゅぇすけ しっ 
ゃくうきぇゃぇ, くはきぇ けこぇしくけしすう”, 
せつう は こさぇおすうおぇすぇ. [ぇぉけすぇすぇ 
くっ っ すっあおぇ, おぇいゃぇ けとっ ╀けくおぇ 
けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ.

‶けこぇょぇ しさっょ
くぇゅさぇょっくうすっ

こけ こさっょかけあっくうっ
くぇ くぇつぇかくうつおぇすぇ しう ╇ゃぇ 

╉けかっゃぇ.

‶けゃっつっすけ けす おけかっゅうすっ しぇ 

あっくう, し すはた こさっおぇさゃぇす こけ-
ゅけかはきぇすぇ つぇしす けす ょっくは. ╁ 
ぇさしっくぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ つぇ-
しけゃっすっ しぇ こけゃっつっ, けすおけかおけすけ 
せ ょけきぇ. ╆ぇすけゃぇ っ くけさきぇかくけ 
う しなゃしっき ゃ さっょぇ くぇ くっとぇ-
すぇ すせお ょぇ しっ さぇあょぇす う こさう-
はすっかしすゃぇ. ╀けくおぇ しなとけ うきぇ 

すぇおうゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ]かっょ いぇ-
こかぇすぇ ういかういぇす し おけかっゅうすっ くぇ 
おぇそっ, こけくはおけゅぇた しっ しなぉうさぇす 
う こけ こさぇいくうちう. ╀けくおぇ けぉぇつっ 
しなとけ せしっとぇ, つっ けすつせあょっくう-
っすけ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
しすぇゃぇ ゃしっ こけ-ゅけかはきけ きっあょせ 
たけさぇすぇ: ”′っ っ おぇすけ こさっょう...”. 
╁なこさっおう すさせょくけしすうすっ くぇ 

おさういぇすぇ う ゃしっ こけ-ゅけかはきけすけ 
けすつせあょっくうっ きっあょせ ぉなかゅぇ-
さうすっ, ╀けくおぇ くうおけゅぇ くっ っ きう-
しかうかぇ ょぇ ういかういぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ 
つせあぉうくぇ.

╁ „┿さしっくぇか” しっ つせゃしすゃぇ 
おぇすけ せ ょけきぇ しう.

╉ぇすけ ゃ おなとぇすぇ ゃ ういすけつくうは 
おさぇえ くぇ ╄くうくぇ. ╉ぇすけ こけつすう 
ゃしうつおう ゃ すけゃぇ しっかけ, しっきっえ-
しすゃけすけ くぇ ╀けくおぇ くっ ょけこなかゃぇ 
ょっくは しう しなし しっかしおけしすけこぇくしおぇ 
さぇぉけすぇ しかっょ しきはくぇすぇ ゃ „┿さ-
しっくぇか”. ¨すょぇゃぇ しっ, ゃきっしすけ 
こけつうゃおぇ, くぇ ょけきぇおうくしおう いぇ-
ょなかあっくうは. ′ぇえ-きくけゅけ けぉう-
つぇ ょぇ ゅけすゃう. ╂けすゃう ゃしうつおけ... 
‶けつすう ちはかけすけ え しゃけぉけょくけ 
ゃさっきっ けすうゃぇ いぇ ょけきぇおうく-
しすゃけすけ. 
╇いゃなく すけゃぇ, けぉぇつっ, こけ すさぇ-

ょうちうは, おぇおゃぇすけ すせお しなとっしす-
ゃせゃぇ, かのぉうきけすけ こさっおぇさゃぇくっ 
くぇ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ しぇ せうお-
っくょうすっ ゃ ╀ぇかおぇくぇ. ╉さぇしうゃぇすぇ 
こさうさけょぇ くぇ ╄くうくしおうは ╀ぇかおぇく 
っ けすきけさぇすぇ, いぇさっあょぇくっすけ いぇ 
くけゃうは ょっかくうお う しゃけぉけょぇすぇ. 
╇いかっすうすっ しっきっえしすゃけすけ けさゅぇ-
くういうさぇ し こさうはすっかう, いぇ ょぇ っ 
こけ-ゃっしっかけ.

╀けくおぇ [ぇてっゃぇ くはきぇ
くうおぇおゃぇ せきけさぇ

けす さぇぉけすぇすぇ

ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ ゃっつっ こけつ-
すう ちはか あうゃけす. ╆ぇゃなさてうかぇ 
せつうかうとっ こけ けぉかっおかけ う けぉ-
とっしすゃっくけ たさぇくっくっ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, すは くうおけゅぇ くっ っ しな-
あぇかはゃぇかぇ, つっ くっ せこさぇあくはゃぇ 
こさけそっしうはすぇ しう こけ ょうこかけきぇ. 
′ぇこさけすうゃ - ゃ „┿さしっくぇか” しっ 
つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, さぇぉけすぇすぇ え 
たぇさっしゃぇ, くぇきうさぇ は いぇ かっし-
くぇ, きぇおぇさ こけつすう ういちはかけ ょぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し さなつっく すさせょ. ╆ぇ 
しさなつくぇすぇ ╀けくおぇ けす ╆ぇゃけょ 3 - 
130 すけゃぇ くっ っ くうおぇおなゃ こさけ-
ぉかっき.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╃けきぇてっく かのぉうきっち し うきっ ╃あけくう すなさしう しゃけうすっ くけゃう しすけこぇくう. 
〈けえ けしすぇくぇか しぇき, しかっょ おぇすけ ゃ こさけょなかあっくうっ しぇきけ くぇ くはおけか-

おけ きっしっちぇ けす あうゃけすぇ しう けすうゃぇす う ょゃぇきぇすぇ きせ しすけこぇくう, あうゃっっとう 
くぇ せか. „╇ゃぇく ′っょはかおけゃ”. ╃あけくう, おけえすけ っ けすさぇしくぇか し つけゃっておう 
ゅさうあう, こさけょなかあぇゃぇ ょぇ しすけう こさっょ ゃたけょぇ くぇ さけょくぇすぇ しう おなとぇ, くけ 
しなしっょう すなさしはす けぉうつぇとう つっすうさうくけゅうすっ おぇいぇくかなつぇくう ょぇ しっ ゅさう-
あぇす いぇ くっゅけ.

╃けぉさうすっ しなさちぇ きけゅぇす ょぇ  こけいゃなくはす くぇ
すっか. 0896 70 5630.

¨す しさっょぇすぇ くぇ のかう
ょけ きけさっすけ う し ゃかぇお

¨す しさっょぇすぇ くぇ のかう  ょけ 21-ゃう しっこすっきゃさう  ゃない-
きけあくけしすすぇ ょぇ こなすせゃぇきっ っゃすうくけ し ゃかぇお くぇ きけさっ  
っ ょゃけえくぇ.  „╀╃╅ - ‶なすくうつっしおう こさっゃけいう” こせしおぇ 
ょゃぇ ょけこなかくうすっかくう くけとくう ぉなさいう ゃかぇおぇ きっあょせ 
]けそうは う ╁ぇさくぇ.  ‶さうつうくぇすぇ っ いぇしうかっくうはす うく-
すっさっし くぇ こなすくうちうすっ おなき くぇえ-っゃすうくうすっ こさっゃけいう 
こさっい かはすけすけ. ╄ょうくうはす けす ゃかぇおけゃっすっ こさっきうくぇゃぇ 
う こさっい ╉ぇいぇくかなお. 
¨す 15 ょけ 31 のかう, ぉっい しなぉけすぇ う くっょっかは, ょけ-

こなかくうすっかくうはす くけとっく ゃかぇお 3637 けす ]けそうは いぇ 
╁ぇさくぇ とっ いぇけぉうおぇかは こさっい ‶かけゃょうゃ う ╉ぇさかけゃけ, 
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╁ しなとけすけ ゃさっきっ すっいう しこっちうぇかくけしすう くっ しぇ しさっょ くぇえ-こさっょこけつうすぇくうすっ けす おぇくょうょぇす-しすせょっく-
すうすっ すぇいう ゅけょうくぇ, ういぉさぇかう けしくけゃくけ うおけくけきうつっしおう, たせきぇくうすぇさくう う きっょうちうくしおう こさけそうかう 
いぇ ぉなょっとけすけ しう けぉせつっくうっ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ きっくうょあなさうすっ こけ こさけょぇあぉうすっ とっ しっ さぇょゃぇす くぇ こけ-ゅけかはき うくすっさっし けす しすさぇくぇ 

くぇ てっそけゃっすっ くぇ そうさきう ゃ しさぇゃくっくうっ ゃ 2011 ゅ. 〈なさしっくっすけ くぇ ょけぉさう う し けこうす すなさゅけゃちう ゃ 
ゅけかっきうすっ おけきこぇくうう けしすぇゃぇ. 
]すぇすうしすうおぇすぇ しけつう, つっ こさっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう さけょくうすっ さぇぉけすけょぇすっかう ゃしっ こけ-すさせょくけ 

くぇきうさぇす おゃぇかうそうちうさぇくう しかせあうすっかう. ‶さっい 2011 ゅ. こけょけぉくう すさせょくけしすう けすつうすぇす 42% けす 
くぇつぇかくうちうすっ, ぇ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ょっかなす うき っ くぇさぇしくぇか ょけ 51 くぇ しすけ. 
〈ぇいう ゅけょうくぇ こけゃっつっ けす 54% けす こさっょこさうはすうはすぇ  せ くぇし こさういくぇゃぇす, つっ しっ いぇすさせょくはゃぇす ょぇ 

くぇきっさはす こけょたけょはとうすっ しかせあうすっかう いぇ こけいうちううすっ, おけうすけ さぇいおさうゃぇす. 
╄ょくぇ けす けしくけゃくうすっ こさうつうくう いぇ くっょけしすうゅ くぇ こけょゅけすゃっくう おぇょさう っ かうこしぇすぇ くぇ ゃさないおぇ きっあょせ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ う ぉういくっしぇ, しきはすぇす っおしこっさすう. 〈っ こさっこけさなつゃぇす さぇぉけすけょぇすっかうすっ, いぇっょくけ し 
けぉさぇいけゃぇすっかくうすっ うくしすうすせちうう, ょぇ ぇょぇこすうさぇす しゃけうすっ しすさぇすっゅうう いぇ こさうゃかうつぇくっ う しないょぇゃぇくっ 
くぇ すぇかぇくすう.  
╁ しなとけすけ ゃさっきっ こけかけゃうくぇすぇ けす さっゅうしすさうさぇくうすっ ぉっいさぇぉけすくう きかぇょっあう せ くぇし しぇ し けしくけゃくけ 

うかう こけ-くうしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, しけつぇす ょぇくくう くぇ ┿ゅっくちうはすぇ こけ いぇっすけしすすぇ. ‶さっい のくう ぉっい こさっ-
こうすぇくうっ しぇ ぉうかう きぇかおけ くぇょ 71 000 ぉなかゅぇさう ょけ 29-ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす, おぇすけ ゃしっおう ょっしっすう 
っ ゃうしてうしす. ¨しくけゃぇくぇすぇ こさうつうくぇ きかぇょっあうすっ し けぉさぇいけゃぇくうっ ょぇ くぇきうさぇす すさせょくけ さぇぉけすぇ しぇ 
ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ こけゃっつっすけ さぇぉけすけょぇすっかう  いぇ おゃぇかうそうおぇちうは う けこうす, おぇおゃうすけ すっ すさせょくけ 
ぉうたぇ こさうょけぉうかう, ょけおぇすけ せつぇす.
′ぇ おぇいぇくかなておうは こぇいぇさ くぇ すさせょぇ  こさけょなかあぇゃぇ せしうかっくけすけ すなさしっくっ くぇ けぉせつっくう おぇょさう いぇ 

すっおしすうかくぇすぇ こさけきうてかっくけしす, おぇおすけ う くぇ おぇょさう ゃ しそっさぇすぇ くぇ すなさゅけゃうはすぇ う せしかせゅうすっ. 〈さぇ-
ょうちうけくくぇすぇ しっいけくくぇ いぇっすけしす くぇ せつっくうちう ゃ しかせつぇは くっ こけおさうゃぇ くせあょうすっ う ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ.
╋っょうちうくしおうすっ しこっちうぇかうしすう しぇ ゃ たさけくうつっく ょっそうちうす くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ ゃ さぇえけくぇ ゃっつっ 

すさっすぇ ゅけょうくぇ.                                                              
                                                           ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉けゅぇすけ しくうきおうすっ きなか-
つぇす, うしすけさうはすぇ うしおぇ

〈けゃぇ っ しくうきおぇ くぇ ぉさうゅぇ-
ょぇすぇ けす ちった 810 くぇ „┿さ-

しっくぇか“ し さなおけゃけょうすっか ╂さ. 
‶っすさせくけゃ.]くうきおぇすぇ っ つぇしす けす 
ぇかぉせきぇ, けすおさうす けす うくあ. [ぇえくけ 
』ぇおなさけゃ - さなおけゃけょうすっか けすょっか 
╄╋¨ - ╄くっさゅけきったぇくうつっく くぇ 
╆ぇゃけょ 1/500. ‶けつすう けおなしぇく, 
けゃったすはか ゃうてくっゃ ぇかぉせき, ういこう-
しぇく し おさぇしうゃ さなおけこうし う うきっ-
くせゃぇく „┿かぉせき  いぇ しくうきおう くぇ 
おけかっおすうゃぇ けす 810 ちった”. 
╁ ょっぉっかうは ぇかぉせき うきぇ 15-

すうくぇ しくうきおう, おけうすけ さぇいおぇい-
ゃぇす, おぇおすけ いぇ ょっかくうおぇ くぇ ぉさう-
ゅぇょぇすぇ, すぇおぇ う いぇ こさぇいくうちうすっ 
くぇ たけさぇすぇ, おかうてうさぇくけ いぇこう-
しぇくう おぇすけ „おけかっおすうゃぇ くぇ 810 
ちった”. 
]さっょ  いぇこぇいっくうすっ う こさう-

かっあくけ いぇかっこっくう, けそけさきっくう 
ゃ ぉかっょぇ すっぉってうさっくぇ さぇきおぇ, 
しくうきおう, しぇ けぉとう しこけきっくう けす 
っおしおせさいうう ょけ 』っさくけ きけさっ, けす 
╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, けす さっおぇ [け-
こけすぇきけ - ゃしっ きっしすぇ, くぇ おけうすけ 
くはおけゅぇてくけすけ しけちうぇかうしすうつっ-
しおけ そうさきっくけ しなしすっいぇくうっ けす-
ゃっあょぇてっ くぇえ-ょけぉさうすっ.

¨つぇおゃぇくぇすぇ し くっすなさこっくうっ う すぇおぇ あっかぇくぇ けす せつっくうちうすっ かはすくぇ ゃぇおぇくちうは ゃっつっ いぇこけつくぇ. ╁ うゅさう, こさうはすっく けすょうた う うくすっさっしくう いぇくうきぇくうは とっ こさっきうくぇす 
かっすくうすっ きっしっちう いぇ くぇてうすっ ょっちぇ. ╇ くっおぇ うき こさうこけきくうき, つっ しかっょ うゅさうすっ う いぇぉぇゃかっくうはすぇ うしすうくしおけ せょけゃけかしすゃうっ とっ ょけしすぇゃはす つせょっしくうすっ きうゅけゃっ し 

かのぉうきぇ う こさうゃかっおぇすっかくぇ おくうゅぇ. ╋くけゅけ けす せつっくうちうすっ うきぇす しこうしなちう し こさっこけさなつぇくう, しこけさっょ ゃないさぇしすすぇ うき, ぇゃすけさう う こさけういゃっょっくうは. ╃させゅう とっ こさっょこけつっ-
すぇす つっすうゃけ, しこけさっょ うくすっさっしうすっ う いぇくうきぇくうはすぇ しう. ′け ゃしっおう, おけえすけ しっ けすこさぇゃう し おくうゅぇ ゃ さなちっ くぇ こなすってっしすゃうっ ゃ しゃっすぇ くぇ くっこけいくぇすけすけ, くぇ こさうおぇいくけすけ, 
くぇ こさうおかのつっくうはすぇ う さけきぇくすうおぇすぇ, とっ けぉけゅぇすう しゃけうすっ こけいくぇくうは いぇ あうゃけすぇ, いぇ しゃっすぇ, おけえすけ くう いぇけぉうおぇかは, いぇ さぇいかうつくう しすさぇくう う くぇさけょう, とっ さぇいゃうっ 
しゃけっすけ ゃなけぉさぇあっくうっ. ]こっちうぇかくけ いぇ かはすくぇすぇ ゃぇおぇくちうは ぉうぉかうけすっおぇすぇ いぇ たせょけあっしすゃっくぇ かうすっさぇすせさぇ くぇ „┿さしっくぇか”  こけこなかくう ょっすしおぇすぇ しう しぉうさおぇ し 42 くけゃう 
おくうゅう -  けぉうつぇくう う つっすっくう けす ゃしうつおう ょっちぇ. ]さっょ すはた しぇ ぉなかゅぇさしおう くぇさけょくう こっしくう, こけしかけゃうちう, こけゅけゃけさおう, ゅぇすぇくおう, ぉぇしくう, きうすけかけゅうは, こさうおぇいおうすっ, 
さぇいおぇいうすっ  う しすうたけゃっすっ くぇ ┿くゅっか ╉ぇさぇかうえつっゃ, [ぇく ╀けしうかっお, ╄きうかうはく ]すぇくっゃ, ┿しっく [ぇいちゃっすくうおけゃ, ╁ぇかっさう ‶っすさけゃ, ╈けさょぇく [ぇょうつおけゃ, ╂っけさゅう [ぇえつっゃ, 
′うおけかぇえ [ぇえくけゃ, ]すぇくおぇ ‶っくつっゃぇ う ょさ.
[っょけき し ぉなかゅぇさしおうすっ ぇゃすけさう しぇ う こさけういゃっょっくうはすぇ くぇ ╀さぇすは ╂さうき, ╃あぇくう [けょぇさう, ┿くょっさしっく, ╉ぇさかけ ╉けかけょう, ┿しすさうょ ╊うくょゅさっく, ╋ぇさお 〈ゃっく, ╄さうた ╉っしす-

くっさ, 》っおすけさ ╋ぇかけ, ┿かなく ╋うかく, [けぇかょ ╃ぇか, ¨しおぇさ 〉ぇえかょ, ‶せておうく う ょさ.
╁ しぉうさおぇすぇ けす ょっすしおう おくうゅう うきぇ けとっ ょっしっすおう いぇゅかぇゃうは, おけうすけ とっ こさうゃかっおぇす ゃくうきぇくうっすけ くぇ きぇかおうすっ つうすぇすっかう. ╆ぇ こけ-ゅけかっきうすっ せつっくうちう う ゅうきくぇいう-

しすうすっ ゃなゃ そけくょぇ くぇ ぉうぉかうけすっおぇすぇ うきぇ ゃしうつおう おくうゅう, おけうすけ しぇ ゃおかのつっくう ゃ せつっぉくうすっ こさけゅさぇきう, おぇおすけ う ょさせゅう うくすっさっしくう こさけういゃっょっくうは くぇ ぉなかゅぇさしおう 
う つせあょっしすさぇくくう ぇゃすけさう.  

╇かうくぇ ╆ぇさけゃぇ - ぉうぉかうけすっおぇさ

...こさう そぇかうす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは
‶さっょかぇゅぇす しっ う こけさっょうちぇ おけきこかっおしくう きっさおう いぇ こけしすうゅぇくっ 

くぇ くぇぉっかはいぇくうすっ ちっかう: せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ こっさうけょぇ, こさっい おけえすけ 
さぇぉけすけょぇすっかはす っ けしなとっしすゃはゃぇか ょっえくけしす こさっょう くぇつぇかくぇすぇ ょぇすぇ 
くぇ くっこかぇすっあけしこけしけぉくけしすすぇ - けす 6 きっしっちぇ くぇ 12 きっしっちぇ, いぇ 
ょぇ きけゅぇす さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ ょぇ しっ こけかいゃぇす けす こさっょ-
ゃうょっくうすっ こさぇゃぇ こけ すけいう いぇおけく, せゃっかうつぇゃぇくっ くぇ さぇいきっさぇ くぇ 
ゅぇさぇくすうさぇくうすっ ゃいっきぇくうは けす 3 くぇ 6 くぇつうしかっくう, くけ くっういこかぇすっ-
くう きっしっつくう すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは う こぇさうつくう けぉっいとっすっくうは 
こさっい こけしかっょくうすっ 12 きっしっちぇ. 
《うくぇくしけゃうすっ ういきっさっくうは くぇ こさっょかけあっくうすっ きっさおう しぇ すゃなさょっ 

しおさけきくう う しぇ ゃなゃ ゃないきけあくけしすうすっ くぇ ぉのょあっすぇ くぇ 《けくょぇ いぇ 
すぇいう う いぇ しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう. 
]なし いぇおかのつうすっかくうすっ さぇいこけさっょぉう しっ こさっょかぇゅぇす こさけきっくう ゃ 

╆ぇおけくぇ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ╃なさあぇゃくけすけ けぉとっしすゃっくけ けしうゅせさはゃぇくっ, 
おぇすけ しっ せゃっかうつぇゃぇ きぇおしうきぇかくうはす さぇいきっさ くぇ ゅぇさぇくすうさぇくうすっ 
ゃいっきぇくうは くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ けす 1000  くぇ 1200 かゃ. 
‶さっょかぇゅぇ しっ いぇおけくなす ょぇ ゃかっいっ ゃ しうかぇ けす 1 けおすけきゃさう 2013 ゅ.

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

′ぇ 7-きう のかう ぉっ こけょこうしぇく  くけ-
ゃうはす ╉けかっおすうゃっく すさせょけゃ ょけ-

ゅけゃけさ くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか”. 
╃けゅけゃけさなす いぇこぇいゃぇ ゃしうつおう しけちう-
ぇかくう こさうょけぉうゃおう いぇ さぇぉけすっとうすっ, 
ゃなこさっおう すさせょくぇすぇ しうすせぇちうは, いぇはゃう 
いぇ 〈┿ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]╉ くぇ ╉′]╀ 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ. ‶けょこうしう こけょ ╉〈╃ しぇ 
こけかけあうかう ういこなかくうすっかくうはす ょうさっお-
すけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う 
かうょっさうすっ くぇ ょゃぇすぇ ぇさしっくぇかしおう しうく-
ょうおぇすぇ - ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ”.
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╅っかぇくうっすけ くう っ こけょ ゃしはおぇ けす しくうきおうすっ, おけうすけ とっ こせぉかうおせゃぇきっ ゃ こけさっょうちぇ ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, ょぇ ょけぉぇゃうき, ぇおけ くっ ょさせゅけ, すけ こけくっ うきっくぇすぇ くぇ   
たけさぇすぇ けす しくうきおぇすぇ, くぇ すっいう ぇさしっくぇかちう, いぇ おけうすけ うしすけさうはすぇ ょくっし きなかつう. ┿おけ っ ゃないきけあくけ, う ょぇ ょぇすうさぇきっ こさうぉかういうすっかくけ こけ ゃさっきっ しくうきおうすっ けす ぇかぉせきぇ, 
おけうすけ ゃこけしかっょしすゃうっ とっ こけこなかくはす  きせいっえくぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ „┿さしっくぇか” - きぇかおう, つけゃっておう ょっかくうつくう とさうたう おなき ゅけかはきぇすぇ そうさきっくぇ うしすけさうは. ╄すけ いぇとけ しっ 
くぇょはゃぇきっ ゃしっおう, ょけ おけゅけすけ しすうゅぇ ゃっしすくうおなす くう う うきぇ うくそけさきぇちうは  うかう きけあっ ょぇ こけきけゅくっ し くっとけ, ょぇ けすおかうおくっ - いぇ ょぇ いぇこなかくうき すぇいう  そうさきっくぇ う ぉさうゅぇょくぇ 
こさぇいくうくぇ. ‶うてっすっ くう くぇ こけしけつっくうすっ ゃ さっょぇおちうけくくけすけ おぇさっ くぇ しすさ. 8 っかっおすさけくくう ぇょさっしう うかう こさけしすけ しっ しゃなさあっすっ し くぇし. 
】っ しきっ ぉかぇゅけょぇさくう いぇ ゃしっおう さっょ うかう うきっ, いぇ おけっすけ くう こうてっすっ けす しくうきおうすっ, おけうすけ とっ こけおぇあっき ゃ こけさっょうちぇ こせぉかうおぇちうう. 
〈けゃぇ, おけっすけ しなし しうゅせさくけしす いくぇっき, っ, つっ つぇしす けす しくうきおうすっ しぇ こさぇゃっくう ゃ こっさうけょぇ 1950-1962 ゅけょうくぇ. 〈ぇき くはおなょっ, こけ すけゃぇ ゃさっきっ  しこうさぇ う こけこなかゃぇくっすけ くぇ 

けゃったすっかうは ゃうてくっゃ ぇかぉせき. ¨つっゃうょくけ ぉさうゅぇょぇすぇ うかう しこうさぇ ょぇ しなとっしすゃせゃぇ, うかう たさけくうおぬけさなす  ゃっつっ くっ っ つぇしす けす くっは.
′っういゃっしすくうはす かっすけこうしっち くぇ  うしすけさうはすぇ つさっい しくうきおう いぇ しこけきっく くぇ ぉさうゅぇょぇ けす ちった 810 っ しこさはか ょけすせお. ′ぇてっ っ ょっかけすけ ょぇ こさけょなかあうき し こぇきっすすぇ. 
‶ぇきっす, いぇ おけはすけ とっ さぇいつうすぇきっ くぇ ゃしうつおう, あうゃっかう う さぇぉけすうかう こさっょう くぇし ゃ けゅさけきくぇすぇ おけゃぇつくうちぇ くっ しぇきけ くぇ おぇょさう , くけ う くぇ うしすけさうは - „┿さしっくぇか”. 
] ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ゃしっおう, おけえすけ しっ けすいけゃっ.
╆ぇとけすけ, せぉっょっくう しきっ, つっ くぇえ-ゃぇあくうすっ しすさぇくうちう けす うしすけさうはすぇ - かうつくぇ, くぇちうけくぇかくぇ, そうさきっくぇ しぇ くっくぇこうしぇくうすっ. ¨くっいう, おけうすけ しぇ ゃなゃ ゃっつっさくうすっ しこけきっくう 

うかう ゃ きうかうすっ ょさせゅぇさしおう しさっとう.
]さっとう, さぇいさっょっくう ゃしっ こけゃっつっ けす くっせきけかうきうすっ いぇおけくう くぇ ╁さっきっすけ... 

            ] せゃぇあっくうっ: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

ゃきっしすけ ょぇ しっ ょゃうあう くぇこさぇゃけ こさっい ╉けこさうゃとうちぇ. ‶さうつうくぇすぇ っ さっきけくす くぇ きっあょせゅぇさうっすけ ┿く-
すけく う ╉けこさうゃとうちぇ. ╁かぇおなす とっ いぇきうくぇゃぇ けす ]けそうは ゃ 21,45 つ. う とっ こさうしすうゅぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ ゃ 
08,07 つ. 
¨す 1 ぇゃゅせしす ょけ 20 しっこすっきゃさう, おぇおすけ う ゃ しなぉけすぇ う くっょっかは きっあょせ 13 う 31 のかう, ゃかぇおなす とっ 

すさなゅゃぇ けす ]けそうは つぇし う こけかけゃうくぇ こけ-おなしくけ - ゃ 23,12 つ, くけ とっ こさうしすうゅぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ こぇお ゃ 
08,07 つ. ‶さっい ちっかうは こっさうけょ くけとくうはす ぉなさい ゃかぇお 3636 とっ いぇきうくぇゃぇ けす ゅぇさぇすぇ くぇ きけさしおぇすぇ 
くう しすけかうちぇ ゃ 22,10 つ. う とっ こさうしすうゅぇ ゃ ]けそうは ゃ 06,19 つ.
╃け きけさっすけ きけあっき ょぇ しすうゅくっき う し ぇゃすけぉせし - ゃしっおう ょっく, ゃおかのつうすっかくけ う こさっい こけつうゃくうすっ 

ょくう. ╄あっょくっゃくけ けす ぇゃすけゅぇさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こなすせゃぇ ぇゃすけぉせし こけ かうくうはすぇ ╉ぇいぇくかなお-╁ぇさくぇ, しなし 
しこうさおう ゃ ′っしっぉなさ う ]かなくつっゃ ぉさはゅ. ‶さう ょゃせこけしけつっく ぉうかっす しっ こけかいゃぇす くぇきぇかっくうは. 『っくぇすぇ ょけ 
くぇえ- ういこけかいゃぇくぇすぇ ょっしすうくぇちうは けす おぇいぇくかなつぇくう - ょけ ′っしっぉなさ, っ 20 かっゃぇ ゃ っょくぇすぇ こけしけおぇ. 
┿ゃすけぉせしなす すさなゅゃぇ ゃ 6.00 つぇしぇ けす ぇゃすけゅぇさぇすぇ う こさうしすうゅぇ  けぉさぇすくけ ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ 20.00 つぇしぇ.

                                            〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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′ぇえ-こさっょこけつうすぇくうはす けす おぇいぇくかなておうすっ おぇくょうょぇす-しすせ-
ょっくすう ╁〉╆ ゃ ╀なかゅぇさうは ゃ すぇいゅけょうてくぇすぇ  おぇきこぇくうは っ 

]けそうえしおうはす せくうゃっさしうすっす. 〈けゃぇ しなけぉとう ╄かっくぇ ]けかけきっさけ-
ゃぇ, さなおけゃけょうすっか くぇ 『っくすなさぇ いぇ おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおぇ こけょ-
ゅけすけゃおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
‶け ょせきうすっ え, きぇしけゃけ すけいう ╁〉╆ っ こさっょこけつうすぇく けす きけきうつっ-

すぇ, おけうすけ いぇこうしゃぇす けしくけゃくけ うおけくけきうつっしおう, たせきぇくうすぇさくう, 
そうかけかけゅうつっしおう う  のさうょうつっしおう しこっちうぇかくけしすう. 
]かっょ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす, ゃすけさう こけ こさっょこけつうすぇくうは 

けす おぇいぇくかなておうすっ きかぇょっあう っ 〈さぇおうえしおうはす せくうゃっさしうすっす ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おなょっすけ しなとけ しっ いぇこうしゃぇす きぇしけゃけ うおけくけきう-

》さけくうおぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨すこせしおなす いぇ かうつくう ぇくゅぇ-
あうきっくすう っ しさっょ けくeいう 

ゃうょけゃっ けすこせしお, おけうすけ くぇえ- 
つっしすけ しっ こさっくっぉさっゅゃぇす, くけ 
いぇ おけうすけ いぇおけくけょぇすっかはす っ 
さぇいこうしぇか おけくおさっすくう しうすせぇ-
ちうう, せしかけゃうは う こさぇゃぇ. 〈けいう 
けすこせしお っ さぇいかうつっく けす ょけゅけ-
ゃけさっくうは ゃ ╉〈╃ けすこせしお きっあょせ 
さぇぉけすくうお う さぇぉけすけょぇすっか こさう 
こけしすなこゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ. 
╄すけ くぇえ-ゃぇあくけすけ, 

おけっすけ しかっょゃぇ ょぇ いくぇ-
っすっ いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ 
さぇいかうつくうすっ ゃうょけゃっ 
けすこせしお いぇ かうつくう ぇくゅぇ-
あうきっくすう, おけうすけ ゃう しっ 
こけかぇゅぇす こけ いぇおけく う さぇ-
ぉけすけょぇすっかはす っ ょかなあっく 
ょぇ しっ しなけぉさぇいう し すはた, 
おけゅぇすけ しぇ くぇかうちっ.
〈っいう ゃうょけゃっ けすこせしお 

しっ  こけかぇゅぇす すけゅぇゃぇ, 
おけゅぇすけ っ くぇかけあうすっかくけ 
けすしなしすゃうっすけ ゃさっきっくくけ 
けす さぇぉけすぇ いぇ ういこなか-
くっくうっすけ くぇ かうつくう うかう 
きけさぇかくう いぇょなかあっくうは. 

╉けう しぇ すっいう しかせ
つぇう? 

╉けゅぇすけ しっ ゃしすなこゃぇ ゃ 
ゅさぇあょぇくしおう ぉさぇお. ‶けかぇゅぇ-
とうはす しっ すけゅぇゃぇ けすこせしお っ けす 2 
さぇぉけすくう ょくう. ‶さぇゃけ くぇ すけいう 
けすこせしお ゃないくうおゃぇ, くっいぇゃうしう-
きけ けす すけゃぇ ょぇかう しおかのつゃぇ-
くっすけ くぇ ぉさぇおぇ っ ゃ さぇぉけすっく, 
こけつうゃっく うかう こさぇいくうつっく ょっく.

╉けゅぇすけ しっ ょぇさはゃぇ おさなゃ 
- こけかぇゅぇす しっ しなとけ 2 ょくう けす-
こせしお: いぇ ょっくは くぇ こさっゅかっょぇ, 
くぇ おさなゃけょぇさはゃぇくっすけ, おぇおすけ 
う 1 ょっく しかっょ くっゅけ. 

‶さう しきなさす くぇ さけょうすっか, 
ょっすっ, しなこさせゅ, ぉさぇす, しっしすさぇ, 
さけょうすっか くぇ ょさせゅうは しなこさせゅ, 
おぇおすけ う くぇ ょさせゅう さけょくうくう 
こけ こさぇゃぇ かうくうは - 2 さぇぉけすくう 
ょくう.
╁ぇあくけ っ ょぇ しっ いくぇっ, つっ こさぇ-

ゃけすけ いぇ けすこせしお ゃないくうおゃぇ いぇ 
ょっくは くぇ しなけすゃっすくけすけ しなぉう-
すうっ う いぇ しかっょゃぇとうは ゅけ さぇ-
ぉけすっく ょっく. ╉けゅぇすけ ょっくはす くぇ 
しなぉうすうっすけ しなゃこぇょぇ しなし しっょ-
きうつくぇすぇ こけつうゃおぇ, けすこせしおなす 
しっ こけかいゃぇ ゃ こなさゃうすっ 2 さぇ-
ぉけすくう ょくう しかっょ くっは.

╆ぇ せつぇしすうっ ゃ こさぇゃけさぇい

[そえあ け たちけ さあさうけ つしとねあけ けすあすか たちあうそ せあ そてたとつさ け さそしさそ?
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ょぇゃぇくっすけ - おけゅぇすけ  さぇぉけ-
すっとけすけ かうちっ っ  こさういけゃぇくけ 
けす ]なょ, ‶さけおせさぇすせさぇ うかう 
]かっょしすゃうっ う っ くぇかけあうすっかくけ 
はゃはゃぇくっすけ きせ おぇすけ しゃうょっ-
すっか ゃ ょぇょっく しこけさ; こさけょなか-
あうすっかくけしすすぇ しっ けこさっょっかは 
けす ゃさっきっすけ, くっけぉたけょうきけ いぇ 
ういこなかくっくうっ くぇ しなけすゃっすくけすけ 
こさけちっしせぇかくけ いぇょなかあっくうっ う 
さぇぉけすけょぇすっかはす っ ょかなあっく ょぇ 

ゅけ けしうゅせさう. 
‶さぇゃけ くぇ けすこせしお ういゃなく こかぇ-

すっくうは ゅけょうてっく しっ こけかぇゅぇ う いぇ 
せつぇしすうっ ゃ いぇしっょぇくうは,  おけゅぇすけ 
かうちっすけ っ つかっく くぇ こさっょしすぇゃう-
すっかっく ょなさあぇゃっく けさゅぇく うかう 
ぇおけ っ ういぉさぇくけ いぇ  しなょっぉっく 
いぇしっょぇすっか. ‶さぇゃけすけ ゃないくうお-
ゃぇ う いぇ せつぇしすうっ ゃ しこっちうぇかっく 
けさゅぇく いぇ こさっゅけゃけさう, ╄ゃさけ-
こっえしおう さぇぉけすくうつっしおう しなゃっす 
うかう こさっょしすぇゃうすっかっく けさゅぇく 
ゃ っゃさけこっえしおけ すなさゅけゃしおけ うかう 
おけけこっさぇすうゃくけ ょさせあっしすゃけ.

‶さう こさっょういゃっしすうっ けす 
さぇぉけすけょぇすっかは いぇ こさっおさぇ
すはゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは ょけ
ゅけゃけさ. ¨すこせしおなす っ ゃ さぇいきっさ 
くぇ 1 つぇし ょくっゃくけ いぇ ょくうすっ くぇ 
こさっょういゃっしすうっすけ. ╆ぇ ょぇ ゃない-
くうおくっ すけゃぇ こさぇゃけ, けぉぇつっ, っ 
くっけぉたけょうきけ  さぇぉけすくうおなす ょぇ 
っ こけかせつうか こさっょういゃっしすうっ けす 
さぇぉけすけょぇすっかは いぇ こさっおさぇすは-
ゃぇくっ くぇ すさせょけゃうは きせ ょけゅけゃけさ 
う さぇぉけすくけすけ きせ ゃさっきっ ょぇ っ 
くぇょ 7 つぇしぇ.
『っかすぇ くぇ すけいう ゃうょ けすこせしお 

っ ょぇ しっ  こさっょけしすぇゃう こけゃっつっ 
しゃけぉけょくけ ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくう-
おぇ うかう しかせあうすっかは, ゃ おけっすけ  
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╆ぇ すはたくけ せかっしくっくうっ しすけこぇくうすっ くぇ すなさゅけゃしおうすっ けぉっおすう, おけうすけ 

うきぇす „ゃうしはとう” ぇさすうおせかう, ょけさう けぉはゃはゃぇす ゃうょぇ う ぉさけは うき くぇ 
しこっちうぇかくう すぇぉかぇ. 〈ぇおぇ ゃしっおう, さってうか ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇ けす すっいう 
„しけちうぇかくう  こけょぇさなちう”, ょけさう きけあっ ょぇ ういぉうさぇ ゃ „きっくのすけ”.
〈ぇいゅけょうてくうはす かっすっく しっいけく  っ ういおかのつうすっかっく すさせょっく いぇ すなさ-

ゅけゃちうすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉かうっくすうすっ くはきぇす こぇさう, くはきぇ う すせさうしすう. 
╂けかはきぇ つぇしす けす たけさぇすぇ, けしすぇくぇかう ぉっい さぇぉけすぇ, しぇ こけ きけさっすけ, 
ょさせゅう こさっょこけつうすぇす こさっい かはすけすけ ょぇ こなすせゃぇす ょけ さけょくうすっ しう 
しっかぇ う ゃ ゅさぇょぇ けしすぇゃぇす しぇきけ すっいう, おけうすけ くはきぇ おなょっ ょぇ けすうょぇす. 
╁なこさっおう, つっ こさぇおすうつっしおう いぇおなしくっくうは ゃ ういこかぇとぇくっすけ くぇ さぇ-

ぉけすくうすっ いぇこかぇすう ゃ  ゅけかっきうすっ そうさきう ゃ ゅさぇょぇ くはきぇ, し うくちう-
ょっくすくう いぇぉぇゃはくうは けす 3 ょけ 5 ょくう いぇ っょくぇ けす ゅけかっきうすっ そうさきう, 
たけさぇすぇ くっ さぇいゃなさいゃぇす おっしうう. 
╆ぇさぇょう かうこしぇすぇ くぇ おかうっくすう きぇしけゃけ しっ いぇすゃぇさはす すなさゅけゃしおう 

けぉっおすう う しすけこぇくうすっ うき こさっょこけつうすぇす ょぇ けこうすぇす おなしきっすぇ しう くぇ 
きけさっすけ. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

つっしおう う こっょぇゅけゅうつっしおう しこっちうぇかくけしすう, ‶かけゃょうゃしおうはす, ╁っかうおけすなさくけゃしおうはす う ╋っょうちうくしおうはす せくう-
ゃっさしうすっす ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ]さっょ すったくうつっしおうすっ ╁〉╆-けゃっ  こさっょこけつうすぇくうはす っ 〈〉-]けそうは う そうかうぇかなす きせ ゃ 
‶かけゃょうゃ. 
╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ しっ こけすゃなさあょぇゃぇ しすぇすうしすうおぇすぇ, つっ こけゃっつっすけ おぇくょうょぇすしすゃぇとう けす ゅさぇょぇ くぇ 

さけいうすっ しぇ きけきうつっすぇ. 
]さっょくけ いぇ きっあょせ 3 う 4 ╁〉╆-ぇ っょくけゃさっきっくくけ しぇ こけょぇゃぇかう ょけおせきっくすう おぇくょうょぇすうすっ. ╋かぇょっあうすっ 

おぇくょうょぇすしすゃぇす けしくけゃくけ し けちっくおう けす  ょなさあぇゃくうすっ きぇすせさう, ぇ くっ し おぇくょうょぇす-しすせょっくすしおう ういこうすう. 

╆ぇ くっけこさっょっかっくけ ゃさっきっ しっ けすかぇゅぇ  さぇいょぇゃぇくっすけ くぇ ゃぇせつっさうすっ いぇ ぉっいこかぇすくう ょっおけょっさう いぇ ちう-
そさけゃぇ すっかっゃういうは. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ こさっい しっょきうちぇすぇ けす  „┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ.  

[ぇいょぇゃぇくっすけ  すさはぉゃぇてっ ょぇ いぇこけつくっ けす しさっょぇすぇ くぇ のかう, おぇすけ こさぇゃけ くぇ ゃぇせつっさうすっ うきぇたぇ しけちうぇかくけ 
しかぇぉう ゅさぇあょぇくう. 
‶け けそうちうぇかくう ょぇくくう, たけさぇすぇ, おけうすけ うきぇす こさぇゃけ くぇ ゃぇせつっさう いぇ ちうそさけゃう ょっおけょっさう, しぇ 210 000 

ょせてう.
¨とっ こさっい きぇえ ┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ っ ょぇかぇ しこうしなちうすっ し うきっくぇすぇ うき ゃ こけとうすっ. 

¨しくけゃくうはす おさうすっさうえ  いぇ こけかせつぇゃぇくっ くぇ こけきけと っ おぇくょうょぇすなす ょぇ っ ゃいっきぇか こけきけとう いぇ けすけこかっくうっ 
こさっい こけしかっょくうは けすけこかうすっかっく しっいけく.
╇きぇ, けぉぇつっ, う ょけこなかくうすっかくう せしかけゃうは - すっかっゃういけさなす ょぇ くはきぇ す. くぇさ. そけさきぇす MPEG-4, ょぇ くはきぇ 

ゃさないおぇ し おぇぉっかくぇ うかう しぇすっかうすくぇ すっかっゃういうは.
‶さう すぇおぇ いぇょぇょっくぇすぇ したっきぇ けす ┿ゅっくちうはすぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ こさけゅくけいうさぇす, つっ くぇ こさぇお-

すうおぇ しけちうぇかくけ しかぇぉうすっ, おけうすけ とっ こけかせつぇす ゃぇせつっさう, とっ しぇ きくけゅけ こけ-きぇかおけ けす 210 000 ょせてう. ] 
ゃぇせつっさぇ きけあっ ょぇ しっ いぇおせこう ょっおけょっさ いぇ けおけかけ 60 かっゃぇ. 
┿ぉけくぇすうすっ くぇ おぇぉっかくぇ すっかっゃういうは, こけかせつぇゃぇとう しうゅくぇか けす けしくけゃくうは きっしすっく ょけしすぇゃつうお くぇ せしかせゅぇ-

すぇ, くはきぇ ょぇ うきぇす こさけぉかっきう し くけゃうは しうゅくぇか, すなえ おぇすけ  こけ こさうくちうこ ゃしうつおう すっかっゃういうけくくう こさけゅさぇきう 
う しうゅくぇかなす  くぇ  おぇぉっかくうは  けこっさぇすけさ しぇ ちうそさけゃういうさぇくう. ╆ぇ すっいう ぇぉけくぇすう こさけきはくぇ くぇ こさぇおすうおぇ 
くはきぇ ょぇ うきぇ.

‶なかっく おけきこかっおす きっょぇかう しこっつっかうたぇ きかぇょうすっ そういうちう けす 
‶╋╂ „ ′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ” くぇ こさけゃっょっくぇすぇ ゃ ╃ぇくうは ╋っあ-

ょせくぇさけょくぇ けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ. ╁ないこうすぇくうちうすっ くぇ 〈っけょけ-
しうえ 〈っけょけしうっゃ しっ いぇゃなさくぇたぇ しなし いかぇすっく, しさっぉなさっく う ぉさけくいけゃ 
きっょぇか けすすぇき. ╆かぇすくうはす っ ゃ さなちっすっ くぇ きかぇょぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ 
そういうおぇすぇ - ╉ぇすっさうくぇ ′ぇえょっくけゃぇ, しさっぉさけすけ っ いぇ ╈けさょぇく ╈けさ-
ょぇくけゃ, ぇ ぉさけくいなす - いぇ ╇ゃぇく ‶けさはいけゃ. 

╉ぇいぇくかなておぇすぇ おさぇしぇゃうちぇ う こけょゅかぇしくうつおぇ くぇ ちぇさうちぇ [けいぇ 2011 ゅけょうくぇ - ╀けさはくぇ ′ぇいなさけゃぇ, っ 
っょくけ けす ょっしっすすっ きけきうつっすぇ-そうくぇかうしすおう ゃ すぇいゅけょうてくうは おけくおせさし „╋うし  ╀なかゅぇさうは”. ╀けさはくぇ ゃっつっ 

いぇこけつくぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ しう ゃ ]けそうは, つぇしす けす おけはすけ とっ しっ ういかなつゃぇ 
くぇ あうゃけ こけ 〈╁ 7 ゃしはおぇ ゃっつっさ. ‶さっょう ょぇ しっ こさっぉけさう いぇ ぇゃすけ-
さうすっすくうは おけくおせさし, ╀けさはくぇ しこっつっかう ょさせゅ くぇちうけくぇかっく おけくおせさし, 
しすぇゃぇえおう かうちっ くぇ „》ぇえかぇそ” いぇ ゅけょうくぇすぇ. ╁ さけかはすぇ くぇ きっくすけさ 
くぇ ょっしっすすっ くぇえ-おさぇしうゃう きけきうつっすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは っ う ょさせゅぇ おぇ-
いぇくかなておぇ  おさぇしぇゃうちぇ - ╁ぇくは ‶っくっゃぇ, おけはすけ こさっょう ょゃっ ゅけょうくう 
しすぇくぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは.  ╆ぇ すけこ おさぇしぇゃうちぇすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは のかう しっ 
けおぇいゃぇ こけゃっつっ けす せしこってっく きっしっち, いぇとけすけ しぇきけ こさっょう ょくう ╋うし 
╀なかゅぇさうは 2011  しっ ょうこかけきうさぇ おぇすけ ぉぇおぇかぇゃなさ ゃ ]けそうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす, しこっちうぇかくけしす ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけゅうは. ╆ぇ しなぉうすうっすけ  
╁ぇくは ‶っくっゃぇ ゃょうゅくぇ ゅけかはき おせこけく ゃ おせさけさすぇ ]かなくつっゃ ぉさはゅ.  

32-きぇ いぇこぇかっくう すぇぉかぇょあうう しっ ゃおかのつうたぇ ゃ ¨すおさうすうは 
すせさくうさ こけ すぇぉかぇ, けさゅぇくういうさぇく けす おぇぉっかくうは けこっさぇすけさ ╀う ╀う 
]う ╉っえぉなか. ‶なさゃうすっ いぇさけゃっ たゃなさかう おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇ-
かうくぇ ]すけはくけゃぇ, おけはすけ けすおさう うゅさぇすぇ し 6:3. ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
こけょおさっこう こさけはゃぇすぇ, ゃ おけはすけ ゃいっ せつぇしすうっ う くぇえ- きかぇょうはす そっく 
くぇ すぇぉかぇすぇ - ]すうかうはく ╄ょさっゃ けす ゅさぇょ 【うこおぇ, っょゃぇ 9- ゅけょう-
てっく, くけ しすうゅくぇか ょけ けしきうくぇそうくぇか. 〈せさくうさなす ぉっ しこっつっかっく けす 
ぉういくっしきっくぇ [せきっく ╋うすっゃ, ぇ ゃすけさう けしすぇくぇ こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ 
‶っくしうけくっさしおうは おかせぉ ╃さぇゅけ ]けすうさけゃ. ‶なさゃうはす ゃ おかぇしうさぇくっすけ 
こけかせつう ぉっいこかぇすっく ぇぉけくぇきっくす いぇ おぇぉっかくぇ すっかっゃういうは う うくすっさ-

くっす いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, おけきこかっおす いぇ すぇぉかぇ, ちうそさけゃ こさうっきくうお う けとっ きくけゅけ さっおかぇきくう きぇすっさうぇかう けす 
╀う ╀う ]う ╉っえぉなか. ╃ぇかっおけしなけぉとうすっかくうはす けこっさぇすけさ くぇゅさぇょう う そうくぇかうしすぇ し ぉっいこかぇすっく ぇぉけくぇきっくす 
いぇ こけかけゃうく ゅけょうくぇ.
]さっょ すぇぉかぇょあううすっ ぉっ う おきっすなす くぇ [なあっくぇ ┿こけしすけか 〈っさいうっゃ, おけえすけ ぉっ ぉせさくけ こけょおさっこはく けす ょっ-

ちぇすぇ しう.

╁すけさう しうく しっ さけょう くぇ おぇいぇくかなておうは ょっこせすぇす けす ╃‶] 》ぇかうか ╊っすうそけゃ. ╋けきつっすけ, おさなしすっくけ ╃っ-
きうさ, こさけこかぇおぇ くぇ 12-すう のかう ゃ ぉけかくうちぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ╃っこせすぇすしおうはす しうく しっ っ さけょうか し すっゅかけ 

2 おゅ う 840 ゅさぇきぇ う ゃうしけつうくぇ 48 しき.
》ぇかうか ╊っすうそけゃ う しなこさせゅぇすぇ きせ ′っゃうく しぇ くぇさっおかう ゃすけさうは しう しうく し うきっ, おけっすけ ゃ こさっゃけょ けいくぇつぇゃぇ  

あっかはいけ. ′ぇょっあょぇすぇ くぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ っ きぇかつせゅぇくなす ょぇ さぇしすっ いょさぇゃ, ょぇ しすぇくっ ょけぉなさ つけゃっお  う 
ょぇ さぇょゃぇ し せしこったう ぉかういおうすっ しう. ╁ ゅさうあうすっ いぇ ぉっぉけおぇ ╃っきうさ とっ こけきぇゅぇ う ぉぇすおけすけ – 4-ゅけょうてくうはす 
》ぇかっす.

‶なすうとぇすぇ ょけ ╀せいかせょあぇ けす たさぇき-こぇきっすくうおぇ 【うこおぇ う けす ╉ぇいぇくかなお おなき ゃなさたぇ とっ ぉなょぇす けぉっいけこぇしっくう 
う こけつうしすっくう. [ってっくうっすけ いぇ すけゃぇ っ くぇ ̈ ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃぇ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 

〈ぇいう う ょさせゅぇすぇ しなぉけすぇ くぇ ゃなさたぇ こさっょしすけはす ょゃっ くぇちうけくぇかくう しなぉうすうは, いぇ おけうすけ しっ けつぇおゃぇす くぇょ 50 
たうかはょう ょせてう う しすけすうちう ぇゃすけぉせしう う かっおう ぇゃすけきけぉうかう.
〈ぇいゅけょうてくうはす しなぉけさ くぇ しけちうぇかうしすうすっ とっ しっ こさけゃっょっ うょくぇすぇ しなぉけすぇ う くっょっかは – くぇ 27 う 28 のかう. 
¨しゃっく さったぇぉうかうすぇちうは くぇ こなすうとぇすぇ, こさっょしすけう う けぉっいけこぇしはゃぇくっ くぇ しぇきうは ょけき-こぇきっすくうお „╀せいかせょあぇ”.

¨つくうはす かっおぇさ ょ-さ 〈せくょあぇえ [ぇきぇょぇく 
╈けいすのさお  っ こなさゃうはす いぇきっしすくうお- けぉ-

かぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇぇ ╆ぇゅけさぇ, くぇ-
いくぇつっく しなし いぇこけゃっょ くぇ こさっきうっさぇ ‶かぇ-
きっく ¨さってぇさしおう. 35-ゅけょうてくうはす かっおぇさ っ 
こけいくぇす くぇ おぇいぇくかなつぇくう し こさぇおすうおぇ しう ゃ 
╃╉『-1. [けょっく っ ゃ ‶かけゃょうゃ, くけ こさっおぇさゃぇ 
ょなかゅう ゅけょうくう しなし しっきっえしすゃけすけ しう ゃ ╀せさ-
しぇ - 〈せさちうは. ╆ぇゃさなとぇ しっ ゃ ╀なかゅぇさうは, いぇ 
ょぇ せつう きっょうちうくぇ ゃ 〈さぇおうえしおうは せくうゃっさ-
しうすっす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ . 
╃-さ 〈せくょあぇえ ╈けいすのさお ぉっ おぇくょうょぇす いぇ 

くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか いぇ 42-すけ  ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ けす かうしすぇすぇ 
くぇ ╃‶].
╁ ぉかういおうすっ ょくう こさっょしすけう くぇいくぇつぇゃぇくっすけ う くぇ ゃすけさう いぇきっしす-

くうお-けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか. ╆ぇ こけしすぇ しっ しこさはゅぇす ょゃっ おぇいぇくかなておう 
うきっくぇ:  くぇ ょうさっおすけさぇ  くぇ ╆ぇゃけょぇ いぇ こさせあうくう ゃ ╉さなく  ┿かっおしぇく-
ょなさ ╋うくつっゃ う くぇ うおけくけきうしすぇ 〈っけょけさぇ 》さうしすけいけゃぇ.

╂かぇゃくうはす しっおさっすぇさ くぇ ╋╁[ 
- ゅかぇゃっく うくしこっおすけさ ]ゃっすかけ-

いぇさ ╊ぇいぇさけゃ, う ょうさっおすけさなす くぇ 
¨╃╋╁[ - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - ゅかぇ-
ゃっく うくしこっおすけさ ╇ゃぇく 』けかぇおけゃ, 
けすおさうたぇ さっきけくすうさぇくぇすぇ う さっし-
すぇゃさうさぇくぇ ゃうかぇ „[けいぇ“, さぇいこけ-
かけあっくぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお  
しさっとせ さぇえけくくけすけ こけかうちっえしおけ 
せこさぇゃかっくうっ. [っきけくすなす くぇ ゃう-
かぇすぇ こさけょなかあう けしっき きっしっちぇ う ゃ くっゅけ しぇ ゃかけあっくう 300 000 かゃ.,  
けしうゅせさっくう しなし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╃うさっおちうは „〉こさぇゃかっくうっ くぇ しけぉ-
しすゃっくけしすすぇ う しけちうぇかくう ょっえくけしすう“ おなき ╋╁[.
╄きぉかっきぇすうつくぇすぇ いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃうかぇ „[けいぇ“ っ こけしすさけっくぇ こさっい 

1908 ゅ. けす くぇえ-ゅけかっきうは すけゅぇゃぇ おぇいぇくかなておう さけいけこさけういゃけょうすっか 
う すなさゅけゃっち ┿かっおしぇくょなさ ╀けすっゃ ‶ぇこぇいけゃ. ′ぇ 8 くけっきゃさう 1943 ゅけ-
ょうくう ‶ぇこぇいけゃ さってぇゃぇ う こさけょぇゃぇ くぇ すけゅぇゃぇてくけすけ ╋うくうしすっさ-
しすゃけ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇぉけすう う くぇさけょくけすけ いょさぇゃっ きぇしうゃくぇすぇ 
しゅさぇょぇ くぇ ょゃぇ っすぇあぇ, いぇしすさけっくぇ くぇ 273 おゃ き. ̈ す こけしすさけはゃぇくっすけ 
くぇ ゃうかぇすぇ, けぉはゃっくぇ いぇ こぇきっすくうお くぇ おせかすせさぇすぇ けす きっしすくけ いくぇつっ-
くうっ, くっ っ こさぇゃっく けしくけゃっく さっきけくす.

‶け ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっい ういきうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ きうくうしすなさなす くぇ けすぉさぇくぇすぇ ┿くゅっか ′ぇえょっくけゃ おぇすっ-

ゅけさうつくけ けすたゃなさかう ゃないきけあくけしすすぇ ゃけっくくうはす こけかうゅけく „╆きっえけゃけ“ 
ょぇ ぉなょっ いぇすゃけさっく.

╃ぇ しっ ゃなさくぇす ゃ こぇさかぇきっくすぇ う ょぇ 
さぇぉけすはす いぇ すけゃぇ, いぇ おけっすけ しぇ ゅう うい-
ぉさぇかう たけさぇすぇ. 〈けゃぇ こさういけゃぇ しなこぇさ-
すうえちうすっ しう, ういぉさぇくう くぇ こけしかっょくうすっ  
ういぉけさう し ぉのかっすうくぇすぇ くぇ ╂╄[╀,  ぉうゃ-
てうはす くぇさけょっく こさっょしすぇゃうすっか ╄きうか 
╉ぇさぇくうおけかけゃ. ′っはゃはゃぇくっすけ う くったけ-
ょっくっすけ くぇ さぇぉけすぇ っ ぉっいけすゅけゃけさくけしす 
う こさけはゃぇ くぇ しかぇぉけしす, しきなきさう しなこぇさ-

すうえちうすっ しう ╉ぇさぇくうおけかけゃ. 〈けえ ぉっ おぇすっゅけさうつっく, つっ ゃなこさっおう さけ-
っくっすけ う かうしすけこぇょぇ こけ きっしすぇ, ╂╄[╀ ゃしっ けとっ うきぇ てぇくしぇ ょぇ けちっ-
かっっ, くけ っ くせあっく ょなかぉけお ぇくぇかうい くぇ しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ こぇさすうはすぇ, 
おぇおすけ う  ういかういぇくっ けす さっょうちうすっ え くぇ くはおけう けすゅけゃけさくう そぇおすけさう. 
╉ぇさぇくうおけかけゃ けすさっつっ しかせたけゃっすっ,  つっ っ しさっょ こっすうきぇすぇ ゃうょくう 

つかっくけゃっ くぇ けぉかぇしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╂╄[╀, くぇこせしくぇかう こぇさ-
すうはすぇ こさっょう ょくう, おぇすけ けぉはゃう, つっ しう っ さっょけゃう つかっく くぇ ╂╄[╀ う 
とっ けしすぇくっ ゃ ╂╄[╀, くけ おぇすけ ゃなすさってくぇ けこけいうちうは. 〈けえ こさういけゃぇ 
しなこぇさすうえちうすっ しう くぇ けすおさけゃっく さぇいゅけゃけさ う こさういくぇゃぇくっ くぇ ゅさって-
おうすっ,  いぇとけすけ くっ ぉうかけ さっょくけ, おけゅぇすけ しう いぇゅせぉうか 600 たうかはょう 
ゅかぇしぇ ょぇ すゃなさょうて, つっ すけゃぇ っ こけぉっょぇ.
]こけさっょ ╉ぇさぇくうおけかけゃ,  ぇおけ こぇさかぇきっくすぇさくぇすぇ ゅさせこぇ くぇ ╂╄[╀ 

けしないくぇっ, つっ くっはゃはゃぇくっすけ え ゃ こぇさかぇきっくすぇ ょぇゃぇ しうかぇ う すっあっしす 
くぇ ょっこせすぇすうすっ けす こぇさすうは  ┿すぇおぇ, きくけゅけ くっとぇ とっ しっ こさけきっくはす. 
╆ぇ ょぇ しっ けぉっいしうかう ┿すぇおぇ, っ さっょくけ くぇてうすっ たけさぇ ょぇ たけょはす くぇ さぇ-
ぉけすぇ, こけょつっさすぇ すけえ. ‶さっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ っおしくぇさけょくうはす 
こさっょしすぇゃうすっか, おけえすけ けぉはゃう, つっ こうてっ おくうゅぇ し ぇそけさういきう いぇ ゃさっ-
きっすけ, こさっおぇさぇくけ ゃ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ, けすこさぇいくせゃぇ しおさけきくけ 
かうつっく こさぇいくうお ゃ しっきっえくうは うきけす ゃ ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ. 

すけえ ょぇ しう すなさしう くけゃぇ さぇぉけ-
すぇ. 〈けゃぇ こさぇゃけ いぇ すけいう ゃうょ 
けすこせしお っ こけつすう くっこけいくぇすけ 
いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう, ぇ っ さぇいこうしぇくけ けす 
いぇおけくけょぇすっかは.

╆ぇ けぉせつっくうっ うかう せつぇし
すうっ ゃ ょけぉさけゃけかくうすっ そけさ
きうさけゃぇくうは いぇ いぇとうすぇ こさう 
ぉっょしすゃうは. ╁ すけいう しかせつぇえ しっ 

こけかぇゅぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ - 
1.85 かゃ. いぇ つぇし けぉせつっくうっ う 
3.70 かゃ. いぇ つぇし ういこなかくっくうっ 
くぇ しこぇしうすっかくう いぇょぇつう いぇ いぇ-
とうすぇ こさう ぉっょしすゃうは, こけあぇさう 
う ういゃなくさっょくう しうすせぇちうう う 
けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ こけしかっょうちう-
すっ けす すはた. 

╆ぇ きっょうちうくしおう こさっゅかっ
ょう くぇ ぉさっきっくくう さぇぉけすくうつおう 
うかう しかせあうすっかおう, おけゅぇすけ しっ 
くぇかぇゅぇ こさっゅかっょなす ょぇ しっ うい-
ゃなさてう こさっい さぇぉけすくけ ゃさっきっ.

╁ぇあくけ! 

〈っいう ゃうょけゃっ けすこせしおう  くっ 
きけゅぇす ょぇ しっ こさうしこぇょぇす けす 
こかぇすっくうは  ゅけょうてっく けすこせしお!

╉ぇお しっ せこさぇあくはゃぇ 
すけゃぇ こさぇゃけ くぇ けすこせしお 
いぇ かうつっく ぇくゅぇあうきっくす? 

╆ぇ ちっかすぇ っ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ しっ こけょぇょっ こうしきっくぇ きけか-
ぉぇ いぇ けすこせしお, おなき おけはすけ しっ 
こさうかぇゅぇ ょけおせきっくす, おけえすけ ょぇ 
せょけしすけゃっさう ょっえしすゃうすっかくけ-
すけ くぇしすなこゃぇくっ くぇ くはおけっ けす 

ゅけさっこけしけつっくうすっ けしくけゃぇくうは 
いぇ けすこせしお /くぇこさ. おけこうっ けす 
┿おす いぇ しきなさす - いぇ けすこせしお ゃ 
しかせつぇえ くぇ しきなさす くぇ ぉかういなお 
さけょくうくぇ; おけこうっ けす しなょっぉくぇ-
すぇ こさういけゃおぇ, けす おけはすけ ょぇ っ 
ゃうょくけ, つっ かうちっすけ っ さっょけゃくけ 
こさういけゃぇくけ – ゃ しかせつぇえ くぇ けす-
こせしお いぇ せつぇしすうっ ゃ こさぇゃけさぇい-
ょぇゃぇくっすけ, う ょさせゅう/.
╆ぇ さぇいさってぇゃぇくっすけ くぇ すっいう 

ゃうょけゃっ けすこせしおう いぇ かうつくう 
ぇくゅぇあうきっくすう さぇぉけすけょぇすっ-
かはす くはきぇ こさぇゃけ くぇ こさっちっく-
おぇ ょぇかう う おけゅぇ ょぇ さぇいさってう 
こけかいゃぇくっすけ きせ. 

╃なかあう かう しっ ゃないくぇ
ゅさぇあょっくうっ いぇ ょくうすっ, ゃ 
おけうすけ さぇぉけすくうおなす うかう 
しかせあうすっかはす けすしなしすゃぇ 
こけ ゅけさっしこけきっくぇすうすっ 
こさうつうくう? 
 
‶さうくちうこくけ ょぇ, くけ くっ ゃなゃ 

ゃしうつおう しかせつぇう.

╁ないくぇゅさぇあょっくうっ しっ 
ょなかあう: 

╉けゅぇすけ しっ こけかいゃぇ けすこせしお 
こけさぇょう しきなさす くぇ ぉかういなお 
さけょくうくぇ, おさなゃけょぇさはゃぇくっ 
うかう ゃしすなこゃぇくっ ゃ ぉさぇお. 〈けゅぇ-
ゃぇ さぇぉけすけょぇすっかはす ういこかぇとぇ  
ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ ょくうすっ, 
ゃ おけうすけ かうちっすけ くっ っ ぉうかけ くぇ 
さぇぉけすぇ, しこけさっょ せゅけゃけさっくけすけ 
ゃ ╉けかっおすうゃくうは すさせょけゃ ょけ-
ゅけゃけさ うかう ゃ ]こけさぇいせきっくうっ 
きっあょせ  くっゅけ う さぇぉけすけょぇすっかは.

╉けゅぇすけ  かうちっすけ せつぇしすゃぇ 

ゃ いぇしっょぇくうは くぇ しこっちうぇ
かっく けさゅぇく いぇ こさっゅけゃけさう うかう 
おけゅぇすけ さぇぉけすけょぇすっかはす っ こさっ-
ょういゃっしすうか いぇ こさっおさぇすはゃぇくっ 
くぇ すさせょけゃうは ょけゅけゃけさ, ゃない-
くぇゅさぇあょっくうっすけ しっ ういこかぇとぇ 
ゃうくぇゅう けす さぇぉけすけょぇすっかは う 
しっ けこさっょっかは けす くぇつうしかっくけ-
すけ こさう しなとうは さぇぉけすけょぇすっか 
しさっょくけょくっゃくけ ぉさせすくけ すさせ-
ょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ こけ-
しかっょくうは おぇかっくょぇさっく きっしっち, 
こさっょたけあょぇと こけかいゃぇくっすけ くぇ 
けすこせしおぇ, こさっい おけえすけ さぇぉけす-
くうおなす うかう しかせあうすっかはす すさはぉ-
ゃぇ  ょぇ っ さぇぉけすうか くぇえ-きぇかおけ 
10 ょくう. ‶け しなとうは くぇつうく しっ 
ういつうしかはゃぇ う ゃないくぇゅさぇあょっくう-
っすけ, おけっすけ しっ ょなかあう くぇ しかせ-
あうすっかおぇ ゃ くぇこさっょくぇか っすぇこ 
くぇ かっつっくうっ うく-ゃうすさけ う くぇ 
ぉさっきっくくぇ しかせあうすっかおぇ, おけはすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさっゅかっょぇ ゃ さぇ-
ぉけすくけ ゃさっきっ.

╁ないくぇゅさぇあょっくうはすぇ ゃなゃ 
ゃしうつおう けしすぇくぇかう けす ゅけ-

さっこけしけつっくうすっ しかせつぇう しっ ょなか-
あう こけ さっょ, けこさっょっかっく ゃ しこっ-
ちうぇかくう いぇおけくう.
‶さうきっさ: ぇおけ ょぇょっくけ かうちっ っ 

ういぉさぇくけ いぇ けぉとうくしおう しなゃっす-
くうお, すけ いぇ  せつぇしすうっすけ きせ ゃ いぇ-
しっょぇくうっ くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす 
とっ こけかせつう ゃないくぇゅさぇあょっくうっ, 
けこさっょっかっくけ  しこけさっょ ╆ぇおけく いぇ  
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
う きっしすくぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 
┿おけ ょぇょっく さぇぉけすくうお うかう しかせ-
あうすっか っ こさういけゃぇく おぇすけ しゃう-
ょっすっか こさっょ ぉなかゅぇさしおう しなょ, 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっすけ きせ ゃ すけいう 
しかせつぇえ しっ けこさっょっかは しなけすゃっす-
くけ けす ゅさぇあょぇくしおうは, ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくうは うかう くぇおぇいぇすっか-
くうは こさけちっしせぇかっく いぇおけく.

   〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╀っか. さっょ. ]すぇすうはすぇ くはきぇ 
こさっすっくちうう いぇ ういつっさこぇすっか
くけしす. ╇いぉさけっくう しぇ しぇきけ 
くはおけう けしくけゃくう こさぇゃぇ いぇ 
けすこせしお, くぇ ぉぇいぇ ╉〈 う ょさせゅう 
けしくけゃくう いぇおけくう, ょっえしすゃぇ
とう ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶さう ゃしうつ
おう こけ-おけくおさっすくう いぇこかっすっ
くう おぇいせしう っ くっけぉたけょうきぇ  
おけくしせかすぇちうは し のさうょうつっ
しおう っおしこっさすう.

『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉
   - 40.00 かゃ./ くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ + ゃっつっさは / 
   - ╃╄『┿ ょけ 2 ゅけょ. – ╀╄╆‶╊┿〈′¨ / ╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
   - ╃╄『┿ けす 2 ょけ 12 ゅけょ. – 30.00 かゃ.
     /くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ + ゃっつっさは/ 
   - 50.00 かゃ. /ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ / ALL INCLUSIVE
   - ╃╄『┿ けす 2 ょけ 12 ゅ.  – 35 かゃ.  ALL INCLUZIVE

′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄〈¨ ′┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ „┿[]╄′┿╊” ┿╃

『╄′┿ ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉
   - 50.00 かゃ. /くけとせゃおぇ + いぇおせしおぇ + けぉはょ + ゃっつっさは/ 
   - 61.00 かゃ. /ゃしうつおけ ゃおかのつっくけ / ALL INCLUZIVE

- ′ぇしすぇくはゃぇくっ しかっょ 14 : 00 つ.
- ¨しゃけぉけあょぇゃぇくっ ょけ 10 : 00 つ.
  /しかっょ 10:00 つ. くぇ ゃしっおう こさけしさけつっく こけかけゃうく つぇし とっ しっ ゃいっきぇ くっせしすけえおぇ   
   こけ 5 かゃ. くぇ かっゅかけ, くっいぇゃうしうきけ おぇおゃう しぇ くぇしすぇくっくうすっ さぇぉけすくうちう うかう   
   しかせあうすっかう/. ╋けかは ょぇ せゃっょけきはゃぇすっ さぇぉけすくうちうすっ いぇ つぇしけゃっすっ くぇ くぇしすぇくは 
   ゃぇくっ う くぇこせしおぇくっ くぇ しすぇうすっ, し ちっか ょぇ くっ しっ しないょぇゃぇ ょけこなかくうすっかくけ くぇ
   こさっあっくうっ/.

╇╆》[┿′╁┿′╄〈¨ ′┿ [┿╀¨〈′╇『╇〈╄ ╇ ]╊〉╅╇〈╄╊╇〈╄ 】╄ ]〈┿╁┿ :

- ‶‒[╁╇ ╃╄′ – ╆┿‶¨』╁┿〈 ] ╁╄』╄[ぅ.
- ‶¨]╊╄╃╄′ ╃╄′ – ╆┿╁‒[【╁┿〈 ] ¨╀ぅ╃.
- ‶[╇ ′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄ ¨〈 [╄『╄‶『╇ぅ〈┿ ╁]╄╉╇ ‶¨╊〉』┿╁┿ ╉〉‶¨′╇ ╆┿ 》[┿′┿, 
╉¨╇〈¨ ]╄ ╃┿╁┿〈 ‶[╇ ‶¨╊〉』┿╁┿′╄ ′┿ 》[┿′┿ ╁ ]〈¨╊¨╁┿〈┿, ‶[╇ ╊╇‶]┿ ′┿ 
╉〉‶¨′ 》[┿′┿ ′╄ ]╄ ╃┿╁┿, ┿ ‶[╇ ╆┿╂〉╀╁┿′╄, ╉〉‶¨′╇ ′╄ ]╄ ╁‒╆]〈┿′¨╁ぅ╁┿〈 
¨〈 》¨〈╄╊┿.
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[『╊》っ【 ╉《〈╅ 〉╅ ╉¨╅〉╅  

¨』[╅〈 ╉╅ 】〈『╅ ╇ ╉╇¨╋╊〉¨╊!
〉あのかせかぬ そて [あせあおあ:

╁ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう  くぇ うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ, おけゅぇすけ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは けす
くけゃけ, おぇおすけ こさっょう 15 ゅけょうくう, こさったゃなさかう 12-すっ こさけちっくすぇ, くぇえ-ぉけかくうはす こさけぉかっき う いぇ 
ぇさしっくぇかちう しすぇくぇ くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ こけさなつおうすっ, ょけゃっかけ ょけ つぇしすうつくけ けしゃけぉけあょぇゃぇくっ くぇ 
たけさぇ. ′ぇょっあょぇすぇ ょぇ しっ ゃなさくって けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか” っ くぇょっあょぇ いぇ きくけいうくぇ. ╃させゅう ういぉうさぇす 

╀なかゅぇさしおうすっ きっつすう しなとけ しっ しぉなょゃぇす, せゃっさはゃぇ っょくぇ くっけぉうつぇえくぇ おぇいぇく-
かなておぇ  しさっとぇ ゃ ょくうすっ, おけゅぇすけ ‶さぇいくうおなす くぇ さけいぇすぇ, しなぉうさぇ ゃ ╉ぇいぇく-

かなお せしきうゃおうすっ くぇ くぇてっくっちぇ し すっいう くぇ くっゅけゃうすっ ゅけしすう – さけょくうくう う こさうはすっ-
かう くぇ [けいけゃぇすぇ ╃けかうくぇ けす ちはか しゃはす. ̈ す ょさせゅうは おさぇえ くぇ しゃっすぇ – けす ╉ぇくぇょぇ, ゃ 
さけょくうは ╉ぇいぇくかなお, ゃ ょくうすっ くぇ こさぇいくうおぇ っ ょけてなか う たせょけあくうおなす – ょういぇえくっさ 
‶っすなさ ╀けはょあうっゃ. ‶け しゃけは うょっは う し かうつくう しさっょしすゃぇ, すけえ せしこは ょぇ しなぉっさっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお いぇ せくうおぇかくぇ ういかけあぉぇ, さぇぉけすうすっ くぇ ぇゃすけさう けす ぅこけくうは, ┿ゃしすさぇ-
かうは, こさっい ╊ぇすゃうは, [せきなくうは, ╀けしくぇ, ′けさゃっゅうは, 《さぇくちうは, ┿くゅかうは う ]┿】. 
〉つぇしすうっすけ くぇ しぇきうは ╀けはょあうっゃ, こさっょしすぇゃは っょくけゃさっきっくくけ う ╀なかゅぇさうは, う 
╉ぇくぇょぇ ゃ ういかけあぉぇすぇ , けすおさうすぇ くぇ 31-きぇえ ゃ ╊》╋ „』せょけきうさ” - „╋うくう こさうくす” 
– ╉ぇいぇくかなお. 

╇いかけあぉぇすぇ  こけおぇいゃぇ たせょけあっしすゃっくぇ さぇぉけすぇ し きぇかおけ こけこせかはさくぇすぇ せ くぇし 
すったくうおぇ くぇ こさうくすけゃっすっ, けぉはしくはゃぇ ╀けはょあうっゃ. 〈けゃぇ けぉぇつっ ょぇかっつ くっ 

しぇ こさけしすけ こさうくすうさぇくう こさっい おけきこのすなさ たぇさすうっくう ういけぉさぇあっくうは, ぇ ぇゃすけさ-
しおう すゃけさぉう, けす ちはかぇすぇ ゅぇきぇ くぇ せあ つっさくけ-ぉはかぇすぇ ゅさぇそうおぇ: けす おかぇしうつっしおぇすぇ 
„けそけさす”, ょけ きけょっさくうすっ すったくうおう, こけしすうあうきう し さぇいゃうすうっすけ くぇ しなゃさっきっく-
くうすっ すったくけかけゅうう ╇いかけあぉぇすぇ しっ しかせつう し „かけゅうしすうつくぇすぇ こけょおさっこぇ” くぇ っおう-
こぇ くぇ „〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”. ╇くぇつっ – ╀けはょあうっゃ しう こけょぉうさぇ っおしこけいうちうはすぇ, 
けしうゅせさはゃぇ は すったくうつっしおう う そうくぇくしけゃけ, ぇぉしけかのすくけ しぇき. ] くぇょっあょぇすぇ, つっ 
╉ぇいぇくかなお っ ゃさっきっ ゃっつっ ょぇ けすゃけさう しっすうゃぇすぇ しう う いぇ くぇえ-  きけょっさくうすっ そけさきう 
くぇ ょくってくけすけ ゃういせぇかくけ ういおせしすゃけ. ′っとけ こけゃっつっ – ょぇ ぉなょっ ぉかういけ ょけ しゃっすけゃ-
くうすっ すっくょっくちうう.

]かせつゃぇくっすけ くぇ ういかけあぉぇすぇ っ しぇきけ 
っょくけ けす せしこってくうすっ くぇつうくぇくうは 

くぇ ‶っすなさ ╀けはょあうっゃ, ゃ つううすけ けつう, 
こけゅかっょ, せしきうゃおぇ う ゃっょさけしす, ゃうあょぇ-
きっ けくぇいう ゃはさぇ ゃ くっとぇすぇ けす あうゃけすぇ, 
おぇおゃぇすけ, ぉうょっえおう ょくっし – すせお う しっゅぇ, 
ゃ ╀なかゅぇさうは, くう せつせょゃぇ ょけさう しぇきけ 
しなし しぇきうは そぇおす, つっ しなとっしすゃせゃぇ. ]な-
とっしすゃせゃぇくっすけ くぇ せしこってくうは あうすっえ-
しおう こなす くぇ たせょけあくうお, おけえすけ せしこはゃぇ 
ょぇ あうゃっっ ょけぉさっ し ょけたけょう, ょけてかう けす 
こさけそっしうはすぇ くぇ つけゃっお くぇ ういおせしすゃけ-
すけ, っ さはょおけ ゃないきけあくけ せ くぇし. ′け くっ 
う いぇょ ゅさぇくうちぇ. 》けさぇすぇ, おぇいぇくかなつぇ-
くうすっ  おぇすけ ‶っすなさ ╀けはょあうっゃ, さぇいぉう-
ゃぇす くぇ こせた う こさぇた ゃしはおけ すゃなさょっくうっ, 
つっ ぉなかゅぇさうくなす っ くっゃっあぇ, きなさいっかうゃ 
う くっけぉさぇいけゃぇく -  くぇさけょくけしすくう たぇ-
さぇおすっさうしすうおう, おけうすけ くっしこぇしはっきけ う 
ぉっいゃないゃさぇすくけ くう しっ くぇすさぇこゃぇす けす 
けくけゃぇ, おけっすけ ゃうあょぇきっ くぇこけしかっょなお 
おさぇえ しっぉっ しう ゃ ╀なかゅぇさうは. ]うゅせさくけ, 
いぇとけすけ すぇおうゃぇ おぇすけ くっゅけ, けすょぇゃくぇ 
ゅう くはきぇ くぇけおけかけ.
╀けはょあうっゃ ういぉうさぇ ょぇ くぇこせしくっ さけ-

ょうくぇすぇ けとっ こさっい 1993 ゅ. 20 ゅけょうくう 
しすうゅぇす くぇ ‶っすなさ う しなこさせゅぇすぇ ╃ぇくう-
っかぇ – こさけそっしうけくぇかっく うかのしすさぇすけさ, 
ょぇ しぉなょくぇす きっつすうすっ しう. 
〈ぇおぇ きけきつっすけ, おけっすけ こけきぇゅぇ くぇ ╀ぇえ 

╂っけさゅう ╄きぇくせうかけゃ ょぇ さうしせゃぇ ょっ-
おけさうすっ ゃ しぇきけょっえくうは おぇいぇくかなておう 
つうすぇかうとっく すっぇすなさ, ょくっし せつぇしすゃぇ ゃ 
ういかけあぉう こけ ちっかうは しゃはす, こっつっかう くぇ-
ゅさぇょう いぇ おけきこのすなさくぇ ゅさぇそうおぇ う ょう-
ゅうすぇかくけ ういおせしすゃけ う いぇゃさなとぇえおう しっ せ 
ょけきぇ, うしおぇ ょぇ ょけおぇさぇ しゃっすぇ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ╆ぇ ょぇ さぇいすゃけさう こさけしすさぇくしすゃぇ-
すぇ くぇ きっしすくけすけ/ ”¨すょぇゃくぇ さぇいぉさぇた, 
つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお きう っ すはしくけ...”/. 〈けゃぇ 
けぉぇつっ, つっ ゃ ╉ぇいぇくかなお きせ  っ すはしくけ, くっ 
いくぇつう, つっ ╀けはょあうっゃ っ けすおなしくぇか さけょ-
くうは ゅさぇょ けす しなさちっすけ しう. 〈けつくけ けぉさぇ-
すくけすけ. 〈けえ しっ ゃさなとぇ すせお ゃしはおけ かはすけ 
こけくっ いぇ きっしっち, ゃけょう う しうくけゃっすっ しう, 
おけうすけ けしすぇゃぇす しゃなさいぇくう し ╃けかうくぇすぇ 
くぇ さけいうすっ う ╀なかゅぇさうは. ╁なゃかっつっく ゃ 
ういおせしすゃけすけ けす こなさゃぇすぇ しう せつうすっかおぇ 
こけ さうしせゃぇくっ – しなこさせゅぇすぇ くぇ 』せょけ-
きうさ, ╋ぇさぇ 』けさぉぇょあうえしおぇ, こけ ゃさっきっ-
すけ, おけゅぇすけ すせお けとっ くはきぇ 》せょけあっしす-
ゃっくぇ ゅうきくぇいうは, ╀けはょあうっゃ くっ しこうさぇ 
ょぇ しっ ゅけさょっっ, つっ ╉ぇいぇくかなお っ ╂さぇょなす 
くぇ しすけすっ たせょけあくうちう. [ぇぉけすうか ゃ っおう-
こぇ くぇ こさけそっしけさぇ しう ゃ 》せょけあっしすゃっ-
くぇすぇ ぇおぇょっきうは – おぇいぇくかなつぇくうくなす, 
„こうけくっさなす” くぇ さけょくうは ょういぇえく, こさけそ.  
╁ぇしうか ]すはくけゃ, こけ こなさゃうは しう こさけそっ-
しうけくぇかっく こさけっおす こさう ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ  くけゃぇすぇ しゅさぇょぇ う っおしこけいうちうは くぇ 
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇し-
おさぇ”, ╀けはょあうっゃ う ょくっし 
しかっょう おぇおゃけ しすぇゃぇ ゃ おせか-
すせさくうすっ しさっょう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. 〈なさしう おせかすせさくうすっ 
こさけしすさぇくしすゃぇ, しさっとぇ しっ 
し こさうはすっかう おぇすけ しおせかこすけ-
さなす ╃けおけ ╃けおけゃ, きっつすぇっ 
けす ょけゅけょうくぇ ういかけあぉぇすぇ, 
おけはすけ しっゅぇ けさゅぇくういうさぇ, 
ょぇ しすぇくっ はさおけ しなぉうすうっ し 
こさうしなしすゃうはすぇ くぇ しぇきう-
すっ ぇゃすけさう けす ちはか しゃはす くぇ 
そけさせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお.  

〉しこったなす しう うきぇ 
ちっくぇ

 
〈けゃぇ っ はしくけ いぇ ゃしっおう, 

せょけゃかっすゃけさっく けす しっぉっ しう 
つけゃっお. ぅしくけ っ う いぇ ‶っすなさ 
╀けはょあうっゃ. ′ぇえ – しおなこぇすぇ 
きせ いぇゅせぉぇ こけ こなすは くぇ せし-
こったぇ っ ゃないきけあくけしすすぇ いぇ つっしすう しさっ-
とう し さけょうすっかうすっ. „′ぇおぇいぇた きぇえおぇ 
しう う ぉぇとぇ しう”, おぇいゃぇ っょうくしすゃっくうはす 
しうく, くけ いぇすけゃぇ こなお くっゅけゃけすけ  かはすけ っ 
ゃうくぇゅう いぇ ╉ぇいぇくかなお.  〈せお しこけきっくうすっ 
„ゃぇかはす” くぇ さけはちう – けしゃっく こなさゃうすっ 
こさけそっしうけくぇかくう いぇょぇつう こけょ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ こさけそ. ]すけはくけゃ う ╃う-
きうすなさ ┿さきっくおけゃ いぇ きせいっえくうは こさけ-
っおす くぇ ぇさた. ╇ゃぇく ╀うすさぇおけゃ, うょゃぇす 
う しこけきっくうすっ いぇ こさうはすっかしすゃけすけ しなし 
しっきっえしすゃけすけ くぇ すっぇすさぇかぇ ╅けさけ ′う-
おけかけゃ う くっゅけゃうすっ ょっちぇ, くっいぇぉさぇゃう-

『なさおゃぇすぇ „]ゃっすう ╂っけさゅう” っ 
こけ-ゅけかはきぇすぇ けす ょゃぇすぇ たさぇ

きぇ ゃ ╄くうくぇ, いぇっょくけ しなし しすぇさぇ
すぇ „]ゃっすぇ ‶っすおぇ ‶ぇさぇしおっゃぇ”, いぇ 
おけはすけ しっ くけしはす かっゅっくょう, つっ っ 
けとっ けす ゃさっきっすけ くぇ こさっくぇしはくっすけ 
くぇ きけとうすっ くぇ しゃっすうちぇすぇ, つうっすけ 
うきっ くけしう. ╊っゅっくょぇすぇ, おけはすけ こけ
つうゃぇ くぇ うしすけさうつっししおう そぇおすう, 
ゅけゃけさう う いぇ けとっ ょゃぇ しさっょくけ

ゃっおけゃくう きぇくぇしすうさぇ ゃ いぇこぇょくうは 
おさぇえ くぇ しっかけすけ. ]ぇきうはす たさぇき 
„]ゃっすう ╂っけさゅう” っ くぇしかっょくうお くぇ 
ちなさおゃぇ しなし しなとけすけ うきっ, しかっょう 
けす けしくけゃうすっ くぇ おけはすけ けとっ かう
つぇす くぇ けすしさっとくぇすぇ しすさぇくぇ くぇ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ. 『はかぇすぇ すぇいう うし
すけさうは っ  つぇしす けす ょせたけゃくけすけ くぇ
しかっょしすゃけ くぇ ╄くうくぇ. ╁ しっかけすけ しぇ 
けすおさうすう っょくう けす くぇえ-しすぇさうすっ 
こうしきっくう ぉなかゅぇさしおう ういすけつくうちう - 
╄くうくしおうはす しすさうたうさぇさ けす 14 ゃっお, 
』っすゃっさけっゃぇくゅっかうっ けす 16 ゃっお う 

くぇえ-しすぇさうはす こうしきっく こぇきっすくうお, 
しなたさぇくはゃぇく ゃ ╀なかゅぇさうは - ╄くうく
しおうはす ┿こけしすけか けす 11 ゃっお. 〈ぇいう 
ぇすきけしそっさぇ くはきぇ おぇお ょぇ くっ しっ けす
おさうっ うきっくくけ ゃ ちなさおゃぇすぇ „]ゃっすう 
╂っけさゅう”, おけはすけ っくうくちう けすゃぇさはす 
こさっい 1837  ゅけょうくぇ しかっょ しすさけう

きうすっ しさっとう し ╃ぇくつけ ╊せつぇくしおう... ╉ぇすけ 
ぇおすうゃっく, おけしきけこけかうす, けぉぇつっ, ╀けはょあう-
っゃ こさけおぇさゃぇ きうくぇかけすけ こさっい ぉなょっとっすけ 
- うょっはすぇ いぇ しさっとぇすぇ くぇ ぇゃすけさう ゃ ゅさぇ-
そうつくうは う ょうゅうすぇかっく ょういぇえく うきっくくけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, たせょけあくうおなす こさけおかぇきうさぇ し 
ぇおちっくすう ゃなさたせ 〈さぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくう-
ちぇ う ぉかういけしすすぇ くぇ ]っゃすけこけかうし, はさおう 
いくぇちう いぇ おせかすせさくぇ うしすけさうは, ゃ おけうすけ 
おけかっゅうすっ きせ けす ちはか しゃはす さぇいこけいくぇゃぇす 

ょせたぇ くぇ ╃けかうくぇすぇ こさっい しうかぇすぇ くぇ すさぇ-
ょうちうはすぇ. „》せょけあくうちうすっ けす しゃっすぇ, おけう-
すけ こさっょしすぇゃはき, しぇ こさうゃかっつっくう うきっく-
くけ けす ょさっゃくけ うきっ おぇすけ „]っゃすけこけかうし”, 
おぇいゃぇ ╀けはょあうっゃ, おけえすけ こさういくぇゃぇ, つっ 
ういおせしすゃけすけ くぇ おぇつっしすゃっくうは ょうゅうすぇかっく 
ょういぇえく, くぇうしすうくぇ っ きぇかおけ こけいくぇすけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお: „╁さっきっ っ ゃっつっ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
しっ いぇこけいくぇっ し すけゃぇ. 〈けゃぇ くっ しぇ けぉうお-
くけゃっくう こさうくすけゃっ, さぇぉけすうき しなし しこっちう-
ぇかくぇ たぇさすうは う たせょけあっしすゃっくう すったくうおう, 
せ くぇし すけゃぇ けとっ くっ っ さぇいゃうすけ. ╀けは-
ょあうっゃ っ ゅけすけゃ ょぇ けぉはしくはゃぇ くぇてうさけおけ 

たせょけあっしすゃっくぇすぇ しすけえくけしす くぇ けくけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃう, いぇとけすけ こさういくぇゃぇ, つっ:        

╀けはょあうっゃう おけきこさけきうしう
ゃ ういおせしすゃけすけ くっ こさぇゃはす

╃けてかう けす ]けそうは ゃ ╉ぇくぇょぇ しなし しすさぇたけゃっすっ 
くぇ しっきっえしすゃけ し ょっちぇ くぇ 2 う 6 ゅけょうくう, ‶っすなさ 
う ╃ぇくうっかぇ すゃなさょけ さってうかう ょぇ しう ういおぇさゃぇす 

たかはぉぇ しぇきけ し けくけゃぇ, おけっすけ きけゅぇす ょぇ こさぇゃはす 
くぇえ-ょけぉさっ - し こさけそっしうけくぇかういきぇ しう. ‶さっい 
せき くっ うき っ きうくぇゃぇかけ ょぇ きうはす つうくうう ゃ うきっ-
すけ くぇ っょくけすけ けちっかはゃぇくっ. ╆ぇ すはた ゃはさぇすぇ, つっ 
し こさけそっしうけくぇかういなき ぉなかゅぇさうくなす こけ しゃっすぇ 
きけあっ ょぇ せしこはゃぇ, っ しなとけ っょくぇ けす けこけさうすっ 
うき ゃ あうゃけすぇ くぇ ╆ぇこぇょ. ′っ つっ くっ っ うきぇかけ 
すさせょくけ きけきっくすう. „′っ しなき うしおぇか くうおけゅぇ ょぇ 
こさぇゃは けくけゃぇ, ゃ おけっすけ くっ しなき こさけそっしうけくぇ-
かうしす”, おぇいゃぇ ╀けはょあうっゃ, いぇ おけゅけすけ, ぇ ゃっつっ 
– う いぇ ょっちぇすぇ きせ, っ はしくけ, つっ とぇしすかうゃうはす 
つけゃっお っ けくいう, おけえすけ さぇぉけすう すけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃう くぇえ-ょけぉさっ う おけっすけ けぉうつぇ. ¨すくけしくけ 

すさせょくうすっ  きけきっくすう – すぇおうゃぇ 
うきぇ くっ しぇきけ こけ しゃっすぇ う くっ 
しぇきけ しっゅぇ -  うきぇかけ ゅう けとっ 
くぇゃさっきっすけ ゃ ]けそうは, おけゅぇすけ 
‶っすなさ, いぇ ょぇ たけょう くぇ せさけちう 
いぇ こさうっき ゃ ┿おぇょっきうはすぇ, しっ 
くぇかぇゅぇかけ ょぇ おぇさぇ すぇおしう. ╀っい 
せさけちう ゃ ]けそうは こけ けくけゃぇ ゃさっ-
きっ, こなお う しっゅぇ – くっ しすぇゃぇ... 
〈さう ゅけょうくう くっ ゅけ こさうっきぇかう 
ゃ ┿おぇょっきうはすぇ, くけ いぇすけゃぇ こなお 
くぇ すさっすぇすぇ ゃかはいなか ゃ おかぇしぇ くぇ 
こさけそ. ]すけはくけゃ.
¨す おけゅけすけ すさなゅゃぇ ゃしうつおけ ゃ 

さけょくうは ょういぇえく. ╇ ゃ せしこって-
くうは こさけそっしうけくぇかっく こなす くぇ 
‶っすなさ. ╋ぇおぇさ こけいくぇすう ょぇ ゅけ 
こうすぇかう:”〈う けす ╉ぇいぇくかなお, こなお 
いぇ おなょっ しう すさなゅくぇか?..”.
]っきっえしすゃけすけ こさけしこっさうさぇ ゃ 

╉ぇくぇょぇ う し こさけぉうゃぇ くぇ ╃ぇ-
くうっかぇ ゃ うかのしすさぇちううすっ くぇ 
おくうゅう. ╃くっし くはおけゅぇてくぇすぇ 
しすせょっくすおぇ くぇ こさけそ. [せきっく 
]おけさつっゃ っ しさっょ くぇえ-せしこって-
くうすっ ぇゃすけさう ゃ こさけそっしうはすぇ し 
こけゃっつっ けす 100 うかのしすさぇちうう ゃ 
╋けくさっぇか. ╂けかっきうはす しうく ′う-
おけかぇえ こさけょなかあぇゃぇ しっきっえくぇ-
すぇ たせょけあっしすゃっくぇ すさぇょうちううは 
ゃ ぇさたうすせおすせさぇすぇ, ぇ きぇかおうはす – 
┿かっおしぇくょなさ,  ゃ ぇくうきぇちうはすぇ.

‶っすなさ けぉうおくけゃっくけ 
くっ しう  ょぇゃぇ ゅかぇしくけしす 

[ぇいゅけゃけさなす くう いぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”  っ ういおかのつっくうっ. ╀け-
はょあうっゃ, おけえすけ っ さぇぉけすうか こけ 
けそけさきかっくうっすけ くぇ ╉ぇくぇょしおうは 
こぇゃうかうけく いぇ ゅさぇくょうけいくけすけ 
しゃっすけゃくけ ういかけあっくうっ – ╄╉]-
‶¨ 2010 ゃ ╉うすぇえ, っ ょぇか せ くぇし 
しぇきけ ょゃっ ょさせゅう うくすっさゃのすぇ. 
]きはすぇか, つっ ╀なかゅぇさうは けとっ くっ 
っ しすうゅくぇかぇ くうゃけすけ, いぇ ょぇ けちっ-
くう さぇぉけすぇすぇ くぇ ょうゅうすぇかくうすっ 
ぇさすっそぇおすう ゃ こさうくすぇ. ¨ぉぇつっ 
ゃさっきっすけ ゃっつっ うょゃぇ – う すけ きう-
くぇゃぇ  こさっい ╉ぇいぇくかなお, いぇっょ-
くけ し さぇぉけすうすっ くぇ 20 ぇゃすけさぇ, 
しっかっおすうさぇくう けす ‶っすなさ ╀けは-
ょあうっゃ いぇ ういかけあぉぇすぇ ゃ ╊》╋ 
„』せょけきうさ”. ╉せさぇすけさなす ゃはさゃぇ, 
つっ しなぉうすっすけ とっ しすぇくっ  すさぇ-
ょうちうけくくぇ つぇしす けす ‶さぇいくうおぇ 
くぇ さけいぇすぇ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. ╆ぇ 
ょぇ きけあっ さけょくうはす  ╉ぇいぇくかなお 
ょぇ こさうゃかうつぇ しゃっすけゃくうは うく-

すっさっし ゃ すぇいう 
けぉかぇしす. ╀けは-
ょあうっゃ けとっ けす 
しっゅぇ こかぇくうさぇ 
おぇお すけゃぇ ょぇ 
しすぇくっ. 』けゃっ-
おなす, つうえすけ 
あうゃけす しっ しな-
ぉうさぇ ゃ くっゅけ-
ゃうすっ „すさう こけ 
20”: ╉ぇいぇく-
かなお – ]けそうは 
– ╉ぇくぇょぇ, 
おぇいゃぇ:”╇しおぇき 
ょぇ せきさぇ ゃ 
ょゃうあっくうっ!”. 
‶さういくぇゃぇ, つっ 
っ っきけちうけくぇ-
かっく, くはきぇ おぇお 
– たせょけあくうお っ! 
′け しなとけ せきっっ 
う ょぇ „けぉかう-
つぇ” っきけちうはすぇ 

ゃ さぇちうけ. ′けしうすっかはす くぇ きくけ-
あっしすゃけ くぇゅさぇょう けす ちはか しゃはす 
けす そけさせきう くぇ ょうゅうすぇかくけすけ 
ういおせしすゃけ, うきぇ しけぉしすゃっくけ しすせ-
ょうけ, おけっすけ きせ こけいゃけかはゃぇ ょぇ 
あうゃっっ ょけぉさっ けす こさけそっしうはすぇ 
しう くぇ たせょけあくうお – ょういぇえくっさ. 
╉ぇすけ ゃ こさうおぇいおうすっ. ╆ぇ おけうすけ 
きっつすぇっき ょぇ しっ しぉなょゃぇす う ゃ 
╀なかゅぇさうは.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

すっかしすゃけ し ょぇさっくうは, けゅさけ
きっく すさせょ う  こさっあうゃっかうちう 
くぇ ょなかゅう こっさうこっすうう. ╃う
ぇくぇ ゃっょくぇゅぇ せしっとぇ ょせたぇ くぇ 
╄くうくぇ こけょ おせこけかぇ くぇ ゅけかっ
きうは こさぇゃけしかぇゃっく たさぇき けとっ 
ゃ こなさゃうは きっしっち くぇ こさっぉう
ゃぇゃぇくっすけ しう すせお. 〉 くっは しおけ
さけ しっ いぇさぇあょぇ あっかぇくうっすけ し 
くっとけ ょぇ こけきけゅくっ, すぇおぇ つっ 

すけいう ょせた ょぇ ぉなょっ こさっょぇょっく 
くぇ こけおけかっくうはすぇ.     
〈けゃぇ っ きぇかおけ しすさぇくくけ, 

いぇとけすけ ╃うぇくぇ くっ っ さけ
ょけき けす ╄くうくぇ, ぇ しなこさせゅなす 
え  ┿かっおしぇくょなさ っ くぇしかっょ
くうお くぇ しっきっえしすゃけ, ょけてかけ 
けす きぇおっょけくしおうは おさぇえ すせお 
こさっょう こっすょっしっすうくぇ ゅけょう
くう ゃ すなさしっくっ くぇ こけ-ょけぉさうは 
あうゃけす. ‶け-ょけぉさうはす あうゃけす ゃ 
おぇいぇくかなておけ こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
しっ しゃなさいゃぇか くぇえ-ゃっつっ し さぇ

ぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ╂けょうくう 
しかっょ うょゃぇくっすけ くぇ さけょうすっ
かうすっ くぇ ]ぇてけ, すけえ しなとけ 
しすぇゃぇ ぇさしっくぇかっち. ╇ すけ - けす 
くぇえ-ょけぉさうすっ. ╁っつっ 30 ゅけょう
くう. ╁ないこうすぇくうおなす くぇ ╋ったぇ
くけすけ っ くぇさっょっく しさっょ けすかうつ

くうちうすっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ けとっ 
ゃ こなさゃぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ, 
ゃないさけょっくぇ こさっょう くはおけかおけ 
ゅけょうくう. ╃うぇくぇ ゅけゃけさう し さぇ
ょけしす いぇ すけゃぇ. ╉ぇおすけ しう しこけき
くは う し せしきうゃおぇ, おぇお ょゃぇきぇすぇ 
しなし ]ぇてけ しっ くぇきっさうかう こさっい 
1987-きぇ くぇ っょくけ おけきしけきけか
しおけ けぉせつっくうっ. 〈ぇおぇ: 

╋けきうつっすけ けす
╃うきうすさけゃゅさぇょ

ょけてかけ ゃ ╉ぇいぇくかなお

]っきっえしすゃけすけ あうゃっっ ゃ ╄くう
くぇ, ゃ ょけきぇ くぇ しなこさせゅぇ. ]ぇてけ 
う しっゅぇ しう っ ゃなゃ そさっいけゃけすけ くぇ 
╆ぇゃけょ 5, ╃うぇくぇ っ さぇぉけすうかぇ 
しなとけ すぇき, おぇおすけ う  ゃ いぇゃけょ 1. 
„╁ ╉ぇいぇくかなお, けしゃっく ゃ „┿さしっ
くぇか”, さぇぉけすぇ くはきぇ おなょっ ょぇ しっ 
くぇきっさう”, おぇいゃぇ ╃うぇくぇ. ╆ぇすけ
ゃぇ, おけゅぇすけ しかっょ ょゃっ ゅけょうくう くぇ 
すさせょけゃぇすぇ ぉけさしぇ, 『なさおけゃくけすけ 
くぇしすけはすっかしすゃけ え こさっょかぇゅぇ 
ょぇ こけっきっ しすけこぇくうしゃぇくっすけ くぇ 

たさぇきぇ, すは こさうっきぇ. ╇きぇ う ょさせ
ゅぇ こさうつうくぇ - しっきっえしすゃけすけ っ 
ゃはさゃぇとけ. 
╉ぇすけ こさぇゃけしかぇゃくぇ, ╃うぇくぇ っ 

いぇぉっかはいぇかぇ, つっ たけさぇすぇ ゃ ╄くう
くぇ ゃかういぇす ゃ ちなさおゃぇすぇ ゃしっ こけ-
つっしすけ, くけ しはおぇて きかぇょうすっ しっ 

こさうすっしくはゃぇす, つっ しぇ ゃはさゃぇとう. 
『なさおゃぇすぇ っ けすゃけさっくぇ ゃしはおぇ 

くっょっかは. ′ぇこけしかっょなお しっ ういくぇ
しはす う こけゃっつっ しかせあぉう. ╁けょう  ゅう 
けすっち ╃うきうすなさ, いぇっょくけ し こさぇ
ゃけしかぇゃくうは たけさ, さなおけゃけょっく けす 
╋ぇさうは ╀けてくぇおけゃぇ. 》けさうしすうすっ 
くぇ ╋ぇてぇ, おぇおすけ ゃしうつおう くぇさう
つぇす きぇえおぇすぇ くぇ つっすうさう ょっちぇ, 
こさけそっしうけくぇかっく ょうさうゅっくす し 
╋けしおけゃしおぇ ょうこかけきぇ, うょゃぇす 
し けゅさけきくけ あっかぇくうっ ゃ ╄くうくぇ. 
]さっょ たけさうしすうすっ っ う こさっょしっ
ょぇすっかはす くぇ 『なさおけゃくけすけ くぇ
しすけはすっかしすゃけ ╂さうてぇ ╂けさっちけゃ. 
╂さうてぇ っ っょうく けす ょくってくうすっ こぇ
すさうけすう くぇ ╄くうくぇ. 〈けえ っ せつうすっか 
こけ うしすけさうは ゃ きっしすくけすけ せつうかう
とっ, おけっすけ ょけゅけょうくぇ けすぉっかはい
ゃぇ 200 ゅけょうくう けす くぇつぇかけすけ くぇ 
ゃないさけあょっくしおけすけ せつっぉくけ ょっかけ 
ゃ しっかけすけ, ょぇかっつ こさっょう すけゃぇ 
ょぇ しっ しかせつう ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 
╉ぇいぇくかなお. ╃せたけゃくけすけ くぇしかっょ

しすゃけ, けす おけっすけ ╃うぇくぇ っ ゃこっつぇ
すかっくぇ, っ しゃなさいぇくけ う し ょっかけすけ 
くぇ くぇえ-しっさうけいくうは くぇさけょっく 
ぉせょうすっか けす おぇいぇくかなておけ - っくう
くっちなす ¨くせそさうえ 》うかっくょぇさしおう. 
╁ ちなさおゃぇすぇ, おなょっすけ しっゅぇ ╃う
ぇくぇ しっ ゅさうあう いぇ つうしすけすぇすぇ う  
こけょさっょぉぇすぇ, ぉうっ おぇきぉぇくぇすぇ 
ゃ くっょっかは う こけょさっあょぇ ょゃけさぇ, 
けとっ こさっい ╁ないさぇあょぇくっすけ しっ 
しかせあう こけ おくうゅう, ょけくっしっくう けす 
╋けしおゃぇ う ╂なさちうは, くぇえ-つっしすけ,  
ょぇさっくう けす さけょけかのぉうゃう っくうく
ちう. ′はおけう けす おくうゅうすっ, おけうすけ 
しっ こぇいはす う ょけ ょくっし, しぇ けしすぇゃう
かう こけ しすさぇくうちうすっ しう う さなつくけ 
ういこうしぇくう こけしかぇくうは くぇ きっしす
くう しゃっとっくうちう けす さぇいかうつくう 
ゃさっきっくぇ. ╉ぇすけ ぉかぇゅけしかけゃうはすぇ 
”╀けあっ, こぇいう ╀なかゅぇさうは けす ゃさぇ
ゅけゃっ う くっこさうはすっかう” - ょぇすぇ 25 
はくせぇさうえ 1915 ゅけょうくぇ. 
╃ぇさうすっかしすゃけすけ, おけっすけ ╃うぇくぇ 

うしおぇ ょぇ しっ しかせつゃぇ う ょくっし, っ 
けしすぇゃうかけ ゃ たさぇきぇ うおけくう, うい
こうしぇくう し おすうすけさしおぇすぇ こけきけと 
くぇ きっしすくけすけ 〈っこぇゃうつぇさしおけ 
ょさせあっしすゃけ, ╉けゃぇておけすけ ょさせ
あっしすゃけ, こなさゃっくちうすっ くぇ しっかけ
すけ う すったくうすっ しっきっえしすゃぇ けとっ けす 
ゃさっきけすけ くぇ ╁ないさぇあょぇくっすけ う 
こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ しゃけぉけょくぇ
すぇ ぉなかゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ.′けくけ
ゃう, 』っさゃっくおけゃう, ╋っすけょうっゃう, 
╃うきぇくけゃう... ╃うぇくぇ しっ さぇょゃぇ 
くぇ うおけくうすっ くぇ ょぇさうすっかうすっ う 
ゃ きっつすうすっ しう ゃうあょぇ ょくってくうすっ 
うき こけしかっょけゃぇすっかう-っくうくちう う 
けしけぉっくけ こけ-いぇきけあくうすっ けす すはた, 
おぇおゃうすけ すせお うきぇ きくけゅけ, ょぇ けす

おかうおゃぇす くぇ くせあょうすっ くぇ たさぇきぇ. 
┿ すぇおうゃぇ くせあょう  うきぇ. 》さぇきなす 
っ ういゃったすはか, ういけゅさぇそうしゃぇくっすけ 
くっ っ ょけゃなさてっくけ ょけおさぇえ. ‶さっい 
1959-すぇ こけ ゃさっきっすけ くぇ こさけすけ
えっさっえ ]すっそぇく ╉けゃぇつっゃ, ぉかぇ
ゅけょぇさっくうっ くぇ ょぇさうすっかう, たせ
ょけあくうおなす ╋うたぇうか ′ぇおけゃくうく 
けす ]かうゃっく ういさうしせゃぇ ゃなすさって
くうすっ しすっくう う ぉぇかおけくぇ. ′け けとっ 
うきぇ おぇおゃけ ょぇ しっ ょけゃなさてゃぇ.
‶さうしなさちっ っ こさうっか しかせあぉぇすぇ 

しう すせお う けすっち ╃うきうすなさ, きぇおぇさ 
ょぇ っ けす ╉ぇいぇくかなお. ¨しゃっく, つっ 
しかせあう ゃ くっょっかは う こけ こさぇいくう
ちうすっ, すけえ けぉゅさうあゃぇ う ゅさぇょうく
おぇすぇ, おけはすけ しこさっすゃぇ しぇき, しぇょう 
う こけょさはいゃぇ くけゃう ょさなゃつっすぇ.  
[ぇいおけてくうはす ちなさおけゃっく ょゃけさ 
こさうゃかうつぇ けおけすけ う ょせてぇすぇ しなし 
しゃっあけすけ いっかっくけ う ちゃっすはすぇ, いぇ
ぉっかはいゃぇ ゃしっおう きうさはくうく けとっ 
けす こけさすぇすぇ し おけゃぇくけ あっかはいけ 
くぇ ゃたけょぇ.                

”]ぇきけ きぇかおけ ゃさっきっ すせお っ ょけし
すぇすなつくけ, いぇ ょぇ ょけえょっ しこけおけえ
しすゃうっすけ, ゃっょさけしすすぇ う せしきうゃおぇ
すぇ”, しこけょっかは ╃うぇくぇ. ╆ぇすけゃぇ すは 
うょゃぇ すせお し あっかぇくうっ. ╇ょゃぇす う 
ょっちぇすぇ え. ╂けかっきうはす しうく っ けす
くけゃけ せ ょけきぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇ
くっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう  けぉさぇいけ
ゃぇくうっ ゃなゃ ╁╇′] - ╁ぇさくぇ. ╁っつっ 
さぇぉけすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. 】っさおぇすぇ 
っ しすせょっくすおぇ. ]っきっえしすゃけすけ しっ 
しこさぇゃは, ゃなこさっおう すさせょくけしすう
すっ くぇ ょくってくうは ょっく. ]ゃっおなさなす 
しなとけ こけきぇゅぇ.    

╃うぇくぇ くぇえ しっ さぇょゃぇ
くぇ ゃっくつぇゃおうすっ
う おさなとぇゃおうすっ

 ╁ ╄くうくしおぇすぇ ちなさおゃぇ うょゃぇす 
きかぇょけあっくちう う きかぇょう さけょう
すっかう, さぇょゃぇ しっ すは.  ╃ぇあっ くぇし
おけさけ けすょぇかっつ すせお ょけてなか ょぇ 
おさなしすう ょっすっすけ しう きかぇょ きなあ, 
つうえすけ おけさっくう ぉうかう けす ╄くうくぇ. 
′ぇえ-ゃぇあくけすけ っ ょぇ しう こさう ょっ
ちぇすぇ しう, おぇいゃぇ ╃うぇくぇ. ╆ぇすけゃぇ 
しっ さぇょゃぇ, つっ しうくなす う ょなとっさは
すぇ しぇ しう すせお. ╄あっょくっゃうっすけ っ 
すさせょくけ, くけ おけゅぇすけ しっきっえしすゃけ
すけ っ いぇっょくけ, くっとぇすぇ しっ こさっ
あうゃはゃぇす こけ-かっしくけ. 〈っいう たさうし
すうはくしおう ちっくくけしすう しぇ けこけさぇすぇ, 
おけはすけ ょなさあう ぇさしっくぇかしおけすけ 
しっきっえしすゃけ せ ょけきぇ. ╉ぇおすけ う くぇ
ょっあょぇすぇ, つっ し ╀けあうはすぇ こけきけと 
ゃしうつおけ とっ しっ くぇさっょう. ╇ くぇえ-
ゃっつっ - ぉなょっとっすけ くぇ ょっちぇすぇ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

こなすは おなき つせあぉうくぇ, しきはくぇすぇ 
くぇ ゅさぇょぇ, くぇ こさけそっしうはすぇ...
╄ょくぇ あっくぇ くぇ しさっょくぇ ゃない

さぇしす くぇきうさぇ ょさせゅ ういたけょ. ′っ
けぉうつぇっく. 
¨しゃけぉけょっくぇ こさっょう ょゃっ ゅけょう

くう けす „┿さしっくぇか”, ╃うぇくぇ ╉さけく
ょっゃぇ ょくっし しっ ゅさうあう いぇ こさぇゃけ
しかぇゃくうは たさぇき „]ゃっすう ╂っけさゅう 
‶けぉっょけくけしっち” ゃ おぇいぇくかなておけ
すけ しっかけ ╄くうくぇ. ╆ぇこかぇとぇくっすけ 
いぇ すけいう すさせょ くっ っ ゅけかはきけ, くけ 
しこぇしっくうっすけ いぇ ょせてぇすぇ, おけっすけ 
くけしう しこけおけえしすゃうっすけ ゃ たさぇきぇ 
いぇ ╃うぇくぇ くっ きけあっ ょぇ しっ ういきっ
さう ゃ こぇさう.

“Тайните градини” на Петър Бояджиев

Петър Бояджиев (в средата) с приятели
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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”┿╃.

19  2013 .•  I I •  59

ん¡îñÖöó

╇かてかちあせけ:

╉けあせあ [ちそせおかうあ

《てたとつさひて - たちあうあ け くあおひしきかせけみ

》かてひち ╆そみおきけかう
そて [あせあおあ:

¨つさあす おあ とすちあ う おうけきかせけか

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

ゑëñ½ñÖí ó êÜëí

どÜ£ó, ßñ£ ¡ÜúöÜ...

げí çíï!!!
とÜÖ¡Üëï!

╆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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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 
』ちひねせあてあ ╆そせさあ

そて ′あうそお 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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╂ぇさぇくすうさぇす しけちうぇかくぇ いぇとうすぇ 
こさう そぇかうす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは

]っおさっすぇさおうすっ ういきっしすうたぇ しつっすけゃけょうすっかうすっ 
う そうくぇくしうしすうすっ けす 〈けこ 10 くぇ くぇえ-すなさ-

しっくうすっ おぇょさう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ. 〈けゃぇ しけつう 
こさけせつゃぇくっ いぇ くっょけしすうゅぇ くぇ すぇかぇくすかうゃう しかせ-
あうすっかう くぇ っょくぇ けす ゅけかっきうすっ くぇちうけくぇかくう こけ-
しさっょくうつっしおう そうさきう いぇ さぇぉけすぇ, こせぉかうおせゃぇくけ 
ゃ すったくうは しぇえす. ╄おしこっさすうすっ こけ せこさぇゃかっくうっ 
くぇ そうさきっくうすっ ぉのょあっすう, おけうすけ しぇ ぉうかう しさっょ 
くぇえ-くせあくうすっ しこっちうぇかうしすう こさっい 2012 ゅ., すぇいう 
ゅけょうくぇ ういこぇょぇす けす おかぇしぇちうはすぇ. ╁きっしすけ すはた 
とっ しっ すなさしはす しっおさっすぇさう, かうつくう ぇしうしすっくすう う 
けそうし-きっくうょあなさう. ′ぇえ-かっしくけ さぇぉけすぇ う ゃ きけ-
きっくすぇ とっ くぇきっさはす うくあっくっさうすっ, きっくうょあなさう-
すっ う おゃぇかうそうちうさぇくうすっ さぇぉけすくうちう いぇ  うくょせし-
すさうはすぇ う しすさけうすっかしすゃけすけ.

》そしそうけせあてあ なけちすけ つ すひさあ せあすけちあて さあおちけ

』ぇこぇっゃ っ あうゃ! ╁ くぇつぇかけ-
すけ くぇ しっこすっきゃさう 1919 ゅ. 

っょうく くっおさけかけゅ ういゃっしすうか, つっ 
くぇ ╇いすけつくうは そさけくす ゅっさけうつくけ 
っ いぇゅうくぇか おけきぇくょうさなす くぇ 25-
すぇ ょうゃういうは ╁ぇしうかうえ 』ぇこぇっゃ. 
′け たけさぇすぇ くっ こけゃはさゃぇかう!  ¨す 
ゃしうつおう はさおう こっさしけくぇあう けす 
╂さぇあょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ  ゅっさけえ 
ゃ せしすくけすけ くぇさけょくけ すゃけさつっしす-
ゃけ しすぇくぇか っょうくしすゃっくけ 』ぇ-
こぇっゃ. ]すうゅくぇかけ しっ ょけすぇき, つっ 
ゃ ぇゅうすぇちうけくくうすっ そうかきけゃう 
こさっゅかっょう こさっい 1941 ゅ. さぇくっ-
くうはす 』ぇこぇえ ぉけょさけ ういこかせゃぇ  ゃ 
おぇょなさ う ゃっょくぇゅぇ しっ けすこさぇゃは 

ょぇ ういぉうゃぇ そぇてうしすうすっ. 》けさぇ-
すぇ しきはすぇかう 』ぇこぇっゃ いぇ あうゃ, 
すなえ おぇすけ しっ いくぇっかけ, つっ っ いぇ-
ゅうくぇか, おけゅぇすけ っ こかせゃぇか こさっい 
さっおぇ 〉さぇか, くけ くうおけえ くっ ゅけ っ 
ゃうょはか きなさすなゃ. ]こけさっょ くはおけう, 
』ぇこぇっゃ くっ っ こけすなくぇか, ぇ ‶っすおぇ 
っ こさっこかせゃぇか さっおぇすぇ しなし しゃけは 
おけきぇくょうさ くぇ ゅなさぉぇ しう. 《うか-
きなす «』ぇこぇっゃ っ し くぇし» こけおぇいゃぇ 
おぇお ‶っすおぇ くぇきはすぇ はきせさかせおぇ 
くぇ さぇきっくっすっ くぇ かっゅっくょぇさくうは 
おけきぇくょうさ う きせ ょけおぇさゃぇ ぉっ-
かうは おけく. ┿ 』ぇこぇっゃ おぇいゃぇ くぇ 
おさぇしくけぇさきっえちうすっ すけゃぇ, おけっ-
すけ きけあっ ょぇ おぇあっ っょうく ゅっさけえ 
くぇ すっいう, おけうすけ しぇ くぇ «つっすうさう 
おさぇつおう» けす ゅっさけういきぇ...
╇しすうくぇすぇ. ╇いきっあょせ ゃしうつおう 

たせょけあっしすゃっくう すゃけさぉう, ういけ-
ぉうかしすゃぇとう し おぇおゃけ かう くっ いぇ 
╁ぇしうかうえ 』ぇこぇっゃ, きけあっ ょぇ しっ 
しさっとくっ う うしすうくぇすぇ いぇ くっゅけ-
ゃうは あうゃけす. ┿ すは っ: おぇすけ ょっすっ う 
のくけてぇ ゃっかうおうはす こなかおけゃけょっち 
ぉうか こぇしすうさ, こけしっとぇゃぇか きっしす-
くけすけ ちなさおけゃくけ せつうかうとっ, いぇ-
っょくけ し ぉぇとぇ しう しっ いぇくうきぇゃぇか 
し ょなさゃけょっかしすゃけ, しすさけうか おさぇ-
ゃぇさくうちう, おなとう, ぉぇくう う ちなさお-
ゃう. ╁っょくなあ こさう こけしすぇゃはくっすけ 
くぇ おさなしすぇ くぇ っょくぇ ちなさおゃぇ ╁ぇ-
しうかうえ こぇょくぇか けす こけおさうゃぇ くっ-
ゃさっょうき, ぇ こさうはすっかうすっ  きせ ゅけ 
くぇさっおかう ╄さきぇお /きぇかなお ゃけょっ-
くうつっく おぇきなお/. 〈けゃぇ こさけいゃう-
とっ ゅけ しなこなすしすゃぇかけ ょけ おさぇは 
くぇ あうゃけすぇ きせ. ‶さっい 1909 ゅ. 
ぉうか けしゃけぉけょっく けす ゃけっくくぇ 
しかせあぉぇ, すなえ おぇすけ くぇ けおけすけ 
きせ しっ こけはゃうかけ こっさょっ. ′け うし-
すうくぇすぇ ぉうかぇ ょさせゅぇ – 』ぇこぇっゃ 
ぉうか しきっすくぇす いぇ くっぉかぇゅけくぇ-
ょっあょっく, しかっょ おぇすけ ぉさぇす きせ 
┿くょさっえ ぉうか せぉうす いぇさぇょう こけ-
ょしすさっおぇすっかしすゃけ こさけすうゃ ちぇさは.                                                                                         
‶さっい ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-
くぇ ぉうか こさぇすっく くぇ ゅっさきぇくしおうは 
そさけくす, おなょっすけ しっ けすかうつうか う 
ぉうか くぇゅさぇょっく いぇ たさぇぉさけしす-
すぇ しう. ╀うか さぇくはゃぇく う かっ-

おせゃぇく ゃ ぉけかくうちぇ, こけゃうてぇ-
ゃぇく っ ゃ つうく くはおけかおけ こなすう.                                                       
‶さっい 1917 ゅ. しすぇくぇか つかっく くぇ 
ぉけかてっゃうておぇすぇ こぇさすうは, ぉうか 
ういぉさぇく ゃ しなゃっすぇ くぇ ゃけっくくうすっ 
ょっこせすぇすう. ╉ぇすけ おけきうしぇさ くぇ 
』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは う くぇつぇかくうお 
くぇ ′うおけかぇっゃしおうは ゅぇさくういけく, 
きせ ぉうかけ ゃないかけあっくけ ょぇ けさゅぇ-
くういうさぇ ょけぉさけゃけかつっしおう けすさは-
ょう. ╇きぇかけ しかせつぇえ, ゃ おけえすけ 
つぇしすうすっ きせ ぉうかう こさうすうしくぇすう 
けす ょゃっ しすさぇくう けす ぉっかけゅゃぇさ-
ょっえちう. ′け しきっかうはす こなかおけゃけ-
ょっち ゃょうゅくぇか しゃけうすっ たけさぇ くぇ 
くけとっく 70-おうかけきっすさけゃ “きぇさて 

くぇ しおけおぇ”, ぇすぇおせゃぇか きなかくうっ-
くけしくけ こさけすうゃくうおぇ, さぇいぉうか ゅけ 
う すぇおぇ しっ ういきなおくぇか けす けぉしぇ-
ょぇすぇ. ‶さっい くけっきゃさう 1918 ゅ. 
いぇこけつくぇか ょぇ せつう ゃ ┿おぇょっきう-
はすぇ くぇ ╂っくっさぇかくうは とぇぉ, くけ 
こさっい はくせぇさう 1919 ゅ., こけ かうつ-
くぇ くっゅけゃぇ きけかぉぇ, ぉうか ういこさぇ-
すっく くぇ ╇いすけつくうは そさけくす こさけ-
すうゃ ╉けかつぇお.
]きなさすすぇ くぇ ゅっさけは. ¨ぉしすけ-

はすっかしすゃぇすぇ けおけかけ しきなさすすぇ きせ 
くっ しぇ くぇこなかくけ ういはしくっくう. ′ぇえ-
こけこせかはさくぇ っ ゃっさしうはすぇ /ぉかぇ-
ゅけょぇさっくうっ くぇ そうかきぇ „』ぇこぇ-
っゃ”/, つっ すけえ っ いぇゅうくぇか, おけゅぇすけ 
し ぉけえちうすっ けす しゃけはすぇ ょうゃういうは 
こかせゃぇか こさっい さっおぇ 〉さぇか, いぇ ょぇ 
ういぉっゅくっ せょぇさ くぇ こさっゃないたけあ-
ょぇとうは ゅう ゃさぇゅ. 〈ゃなさょう しっ う 
ょさせゅけ: つっ しきなさすくけ さぇくっくうはす 
ゃ おけさっきぇ, 』ぇこぇっゃ っ こさっくっしっく 
けす ぉけえちうすっ くぇ ぉさっゅぇ う っ こけ-
ゅさっぉぇく すぇき. ╃くっし, けぉぇつっ, させし-
かけすけ くぇ さっおぇすぇ っ こさけきっくっくけ 
う ゅさけぉ すぇき くっ きけあっ ょぇ ぉなょっ 
くぇきっさっく. ]こけさっょ すさっすう うい-
しかっょけゃぇすっかう, ゃけょうすっ くぇ 〉さぇか 
こけ すけゃぇ ゃさっきっ くぇ ゅけょうくぇすぇ しぇ 
きくけゅけ しすせょっくう, ぇ すっつっくうっすけ 
きくけゅけ しうかくけ う ょぇ しっ こさっこかせゃぇ 
さっおぇすぇ っ くっゃないきけあくけ. 〈っ しきは-
すぇす, つっ っ ゃないきけあくけ 』ぇこぇっゃ ょぇ 
っ こけこぇょくぇか ゃ こかっく. ]こけさっょ 
ょさせゅう, 』ぇこぇっゃ っ けしすぇくぇか あうゃ: 
”╇いこかせゃぇか っ, こさうぉさぇく っ けす 
しすっこくうすっ たけさぇ, さぇいぉけかはか しっ っ 
けす おけさっきっく すうそ, しかっょ おけっすけ っ 
いぇゅせぉうか こぇきっすすぇ しう”.
╊うつくうはす きせ あうゃけす. [ぇい-

おぇいゃぇす しっ ゃしはおぇおゃう うしすけさうう, 
ょけさう くっぉうゃぇかうちう, しゃなさいぇくう 
し かうつくうは あうゃけす くぇ 』ぇこぇっゃ, 
おけえすけ くっ ぉうか とぇしすかうゃ. ╉さぇ-
しうゃぇすぇ きせ あっくぇ けしすぇゃうかぇ 
ょっちぇすぇ しう う すさなゅくぇかぇ こけょうさ 
っょうく ょけぉさっ こかぇすっく おけくょせお-
すけさ. ‶さっい 1909 ゅ. しっ あっくう いぇ 
16-ゅけょうてくぇすぇ ‶っかぇゅっは ′うおぇ-
くけさけゃくぇ, おけはすけ こさうっかぇ ょぇ しっ 
ゅさうあう いぇ ょっちぇすぇ きせ. ╆ぇっょくけ 

あうゃっはす 6 ゅけょうくう, うきぇかう すさう 
ょっちぇ. ╀ぇとぇ きせ ぉうか こさけすうゃ 
すけいう ぉさぇお, すなえ おぇすけ ‶っかぇゅっは 
ぉうかぇ こけこしおぇ ょなとっさは. ╉けゅぇすけ 
』ぇこぇっゃ いぇきうくぇか くぇ そさけくすぇ, 
‶っかぇゅっは, いぇっょくけ し ょっちぇすぇ, 
くぇこせしくぇかぇ ょけきぇ くぇ さけょうすっ-
かうすっ きせ. ′け ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
1917 ゅ. 』ぇこぇっゃ ゃいっか ょっちぇすぇ う 
ゅう ゃなさくぇか ゃ ぉぇとうくうは しう ょけき. 
]おけさけ, ういこなかくはゃぇえおう こけ-
しかっょくぇすぇ ゃけかは くぇ しゃけえ いぇゅう-
くぇか ょさせゅぇさ, いぇこけつくぇか ょぇ しっ 
ゅさうあう う いぇ ょゃっすっ きせ ょなとっさう.
』っこぇっゃ, ぇ くっ 』ぇこぇっゃ. 

‶けつすう くっういゃっしすっく そぇおす っ, 
つっ うしすうくしおぇすぇ そぇきうかうは くぇ 
╁ぇしうかうえ ╇ゃぇくけゃうつ っ 』っこぇ-
っゃ. ╀せおゃぇすぇ こさけきっくうか こう-
しぇすっかはす ╃きうすさうえ 《せさきぇくけゃ, 
しかせあうか こさう 』ぇこぇっゃ, ゃ おくう-
ゅぇすぇ しう «』ぇこぇっゃ», ゃこけしかっょ-
しすゃうっ そうかきうさぇくぇ し けゅさけきっく 
せしこった. 〈ぇおぇ うきっすけ けしすぇくぇかけ 
ょけ ょくっし. ╋うたぇうか 』ぇこぇっゃ, 
ぉさぇす くぇ おけきぉさうゅぇ, さぇいおぇいゃぇ 
いぇ こさけういたけょぇ くぇ そぇきうかうはすぇ 
』っこぇっゃ. ╃はょけ うき ]すっこぇく ╂ぇ-
ゃさうかけゃうつ う ょさせゅぇさうすっ きせ ゃ 
さっょうちぇ すけゃぇさっかう ゅさっょう. ╉ぇすけ 
しすぇさてう, ]すっこぇく くっこさっおなし-
くぇすけ うき こけょゃうおゃぇか: 』っこぇえ, 
つっこぇえ! (『っこぇえ, ちっこぇえ, おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ «ちっこかはえ, ちっこかはえ», 
す. っ. いぇかぇゃはえすっ しっ いょさぇゃけ/. 
╇いこけかいゃぇくっすけ くぇ «つ» ゃきっしすけ 
«ち» っ けしけぉっくけしす くぇ させしおうは 
ゅけゃけさ ゃ 』っぉけおしぇさう, すぇき, くぇ-
こさうきっさ, おぇいゃぇす «つうゅぇくうく» 
ゃきっしすけ «ちうゅぇくうく». ‶さはおけさなす 
』ぇこぇえ すぇおぇ しう う けしすぇくぇか, ぇ 
ゃこけしかっょしすゃうっ しっ こさっゃなさくぇか 
ゃ けそうちうぇかくぇ そぇきうかうは くぇ 
』ぇこぇっゃう. ′け かっゅっくょぇさくうはす 
くぇつぇかくうお くぇ ょうゃういうは ゃうくぇゅう 
しっ っ こけょこうしゃぇか し «』っこぇっゃ».                                                                                         
╂っさけうすっ けす ぇくっおょけすうすっ. 

╆ぇっょくけ し 』ぇこぇっゃ, ‶っすおぇ う 
┿くおぇ ╉ぇさすっつぇさおぇすぇ しぇ こけこせ-
かはさくう ゅっさけう ゃ きくけゅけ ぇくっおょけ-
すう, くぇさけうかう しっ しかっょ そうかきぇ 
けす 1934 ゅ. ╇いきうしかっくうはす こっさ-
しけくぇあ ‶っすおぇ – ゃ あうゃけすぇ すけゃぇ 
っ ‶っすなさ ‶せしすけすぇ, くぇつぇかくうお 
くぇ しゃさないおぇすぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ, 
ういこなかくはゃぇと けしけぉっくけ ゃぇあくう 
こけさなつおう. ╁こっつぇすかはゃぇと ゃなゃ 
そうかきぇ っ っこういけょなす, ゃ おけえすけ 
』ぇこぇっゃ ゅけゃけさう くぇ きくけゅけかの-
ょっく こかけとぇょ う きせ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ けすゅけゃけさう くぇ ゃぇあっく ゃな-
こさけし. ′っすなさこっかうゃう, たけさぇすぇ 
いぇこけつゃぇす ょぇ てせきはす. „〈うたけ, 
ゅさぇあょぇくう! 』ぇこぇっゃ きうしかう!” 
– ゃうおゃぇ くぇょ きくけゅけかのょうっ-
すけ ‶っすおぇ. ‶さけすけすうこ くぇ ┿くおぇ 
ゃなゃ そうかきぇ っ しぇくうすぇさおぇすぇ 
╋ぇさうは ┿くょさっっゃくぇ, おけはすけ 
くうおけゅぇ こさっい あうゃけすぇ しう くっ 
っ ょけおけしゃぇかぇ おぇさすっつくうちぇ. ╁ 
しのあっすくぇすぇ かうくうは っ ゃきなおくぇ-
すぇ う かのぉけゃくぇ うしすけさうは きっあ-
ょせ ┿くおぇ う しっきっえくうは ‶っすおぇ, 
つうはすけ しなこさせゅぇ しかっょ しきなさすすぇ 
きせ こうてっ きくけゅけ あぇかぉう, いぇ ょぇ 
ぉなょっ けそうちうぇかくけ けこさけゃっさゅぇ-
くぇ すぇいう けこけいけさはゃぇとぇ かなあぇ, 
くけ すは くっ ょけつぇおゃぇ すけゃぇ う しっ 
しぇきけせぉうゃぇ.
[ぇいゅけゃけさ きっあょせ ‶っすおぇ う 

』ぇこぇっゃ.
- ╁ぇしうかうえ ╇ゃぇくうつ, すう きけ-

あって かう ょぇ おけきぇくょゃぇて ぇさ-
きうは?  - ╋けゅぇ. - ┿ そさけくす? 
- ╋けゅぇ, ‶っすおぇ, きけゅぇ. - ┿ ゃしうつ-
おう ゃなけさなあっくう しうかう くぇ [っこせ-
ぉかうおぇすぇ? - ┿おけ きぇかおけ こけせつぇ, 
きけゅぇ う ゃなけさなあっくうすっ しうかう.
- ┿... ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ, 

╁ぇしうかうえ ╇ゃぇくうつ, とっ きけあって 
かう? - ′っ, くはきぇ ょぇ きけゅぇ, くっ 
いくぇは っいうちう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁ぇしうかうえ ╇ゃぇくけゃうつ 』ぇこぇ-
っゃ っ させしおう ゃけっくぇつぇかくうお, 
おけきぇくょうさ くぇ ぉさうゅぇょぇ けす 
』っさゃっくぇすぇ ぇさきうは. [けょっく っ 
こさっい 1887 ゅ. 〈けえ っ てっしすけすけ 
ょっすっ ゃ しっかしおけ しっきっえしすゃけ けす 
╀せょぇえおぇ, ょくっし ゃ さぇきおうすっ 
くぇ しすけかうちぇすぇ くぇ 』せゃぇてうは - 
』っぉけおしぇさう.                                                                                                                                      
¨す 1908 ゅ. ょけ 1919 ゅ. しかせ-

あう ゃ こったけすっく こけかお, おけきぇくょ-
ゃぇ ぉさうゅぇょぇ う しすさっかおけゃう ょう-
ゃういうう. 〉つぇしすゃぇ ゃ ‶なさゃぇすぇ 
しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ う ゃ ╂さぇあ-
ょぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ ゃ [せしうは.                                            
╉ぇゃぇかっさ っ くぇ すさう ╂っけさゅう-
っゃしおう おさなしすぇ う くぇ けさょっく 
』っさゃっくけ いくぇきっ. ╆ぇゅうゃぇ 
32-ゅけょうてっく こさっい 1919-すぇ. 
╁ こぇきっす くぇ 』ぇこぇっゃ しぇ うい-

〉ゃぇあぇっきう ぇさしっくぇかちう, 
 

  [っょぇおちうけくくうはす っおうこ, 
しなゃきっしすくけ し ╇いょぇすっかしおうは 
しなゃっす くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか”,  こけょっきぇす  おぇきこぇ
くうは, くぇさっつっくぇ “〈けいう, ぉっい 
おけえすけ...”.
 ]なし しくうきおう, し さうしせくおう, 
し てぇさあけゃっ うかう し くはおけかおけ 
ういさっつっくうは くう さぇいおぇあっ
すっ いぇ “〈けいう, ぉっい おけえすけ...” 
ょっくはす うかう あうゃけすなす ゃう ぉう 
ういゅかっあょぇか こけ しなゃしっき さぇい
かうつっく くぇつうく う ぉう いぇゅせぉうか 
けす ぉかはしなおぇ う けつぇさけゃぇくっすけ, おけうすけ うきぇ しっゅぇ. 
〈けゃぇ きけあっ ょぇ っ おけかっゅぇすぇ, こぇさすくぬけさなす, ぉかういおうはす うかう 
こさけしすけ しさっとくぇす くぇ せかうちぇすぇ しかせつぇえくけ つけゃっお, くけ ぉっかはいぇか 
ょくうすっ ゃう くぇこさっょ. 
 ╁うっ しすっ すっいう, おけうすけ とっ ういぉっさっすっ そけさきぇすぇ: いぇおぇつかうゃぇ 
うかう しっさうけいくぇ, ょっかけゃぇ うかう せしきうたくぇすぇ.
 ′ぇえ-ょけぉさうすっ そけすけしう, てぇさあけゃっ, おぇさうおぇすせさう うかう すっおしすけ
ゃっ とっ こけかせつぇす しこっちうぇかくう くぇゅさぇょう けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ う さっょぇおすけさしおうは っおうこ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
 ╁しうつおう ゃぇてう ういこさぇすっくう しくうきおう うかう すっおしすけゃっ とっ くぇきっ
さはす きはしすけ くぇ しすさぇくうちうすっ くぇ ゃっしすくうおぇ.  

 ╋けあっすっ ょぇ くう ゅう ういこさぇとぇすっ くぇ ぇょさっし: 
 didab@abv.bg  -  いぇ すっおしすけゃっ, 

ぇ しくうきおうすっ う てぇさあけゃっすっ くぇ ぇょさっし -
mariq_piskova@abv.bg

┿きぉうちうけいくぇすぇ ちっか くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ くう っ ょぇ しないょぇょっき 
┿かっは くぇ たけさぇすぇ, ぉっい おけうすけ くっ きけあっき.

 ╅っぇかぇっき ゃう ょけぉさう けつう ゃ けいなさすぇくっすけ う
しきっかけしす ゃ けこうしゃぇくっすけ! 

′ぇ ょけぉなさ つぇし! 
¨つぇおゃぇきっ そけすけしうすっ う すっおしすけゃっすっ ゃう

けとっ いぇ しかっょゃぇとうは ぉさけえ! 

ょうゅくぇすう こぇきっすくうちう ゃ きくけゅけ ゅさぇょけゃっ くぇ [せしうは, せしすさけっくう 
しぇ きせいっう. ′ぇ くっゅけ しぇ おさなしすっくう せかうちう, こかけとぇょう, さっおう, くぇ-
しっかっくう きっしすぇ. ╆ぇ くっゅけ しぇ しないょぇょっくう そうかきう, こっしくう, おくうゅう, 
おぇさすうくう, こけとっくしおう きぇさおう.
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128 そけすけしぇ くぇ ‶うさうく こかぇくう-
くぇ, こさぇゃっくう けす ゃないょせたぇ う ╆っきはすぇ 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ くはおけかおけ ゅけ-
ょうくう っ こけょさっょうか おぇいぇくかなておうはす 
そけすけゅさぇそ ┿かっおしぇくょなさ ╇ゃぇくけゃ くぇ 
こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし” ゃ ゅさぇょぇ.
╇いかけあぉぇすぇ っ こけょ きけすけすけ „‶う-

さうく-ゃなかてっぉくぇすぇ こかぇくうくぇ” う っ 
こけしゃっすっくぇ くぇ 50-すぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ くぇちうけくぇか-
くうは こぇさお „‶うさうく” う 30 ゅけょうくう けす ゃおかのつゃぇくっすけ きせ ゃ ]こうしなおぇ 
くぇ しゃっすけゃくけすけ おせかすせさくけ くぇしかっょしすゃけ くぇ ぃ′╄]╉¨. 
╄おしこけいうちうはすぇ うきぇ いぇ ちっか ょぇ こけおぇあっ おさぇしけすうすっ くぇ せくうおぇかくぇ-

すぇ こかぇくうくぇ, おぇおすけ う ょぇ ゃないこうすぇゃぇ けすくけてっくうっ おなき けこぇいゃぇくっすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさうさけょぇ. ̈ さゅぇくういぇすけさう くぇ こさけはゃぇすぇ しぇ ╋¨]╁, 
ょうさっおちうは „′ぇちうけくぇかっく こぇさお ‶うさうく” う ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 《け-
すけしうすっ くぇ ]ぇてけ ╇ゃぇくけゃ とっ きけゅぇす ょぇ しっ ゃうょはす ょけ 15-すう ぇゃゅせしす.

╆ぇ こなさゃう こなす すぇいう ゅけょうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ しこうさおぇ くぇ うくう-
ちうぇすうゃぇすぇ くぇ ╀′〈 

„╊はすくけ おうくけ”. ¨す 14 のかう ょけ 6 しっこすっきゃさう 2013 ゅ. ょっしっすおう 
ぉなかゅぇさしおう ゅさぇょけゃっ とっ しすぇくぇす ょけきぇおうくう くぇ けすおさうすけすけ かはすくけ 
おうくけ, つうえすけ さっこっさすけぇさ しぇ っきぉかっきぇすうつくう けす ぉかういおけすけ くう きう-
くぇかけ ぉなかゅぇさしおう そうかきう. 
′ぇ 22 のかう /こけくっょっかくうお/ う けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇゃぇ つぇしす けす 

すぇいう くぇちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは. ¨す 20.30 つぇしぇ くぇ こかけとぇょ „]っゃ-
すけこけかうし“ くぇ けすおさうすけ とっ ぉなょぇす こさけあっおすうさぇくう ょゃぇ ぉなかゅぇさしおう 
そうかきぇ - „╅なかすけ おせつっ“ う „┿ゃっ“. ╊はすくけすけ おうくけ っ ぉっいこかぇすくけ. 
『っかすぇ くぇ おぇきこぇくうはすぇ „╊はすくけ おうくけ” っ ょぇ そけおせしうさぇ けぉとっしす-

ゃっくけすけ ゃくうきぇくうっ ゃなさたせ ういつっいゃぇとうすっ おうくけすっぇすさう ゃ ╀なかゅぇさうは 
し こさけあっおちうう くぇ けすおさうすけ くぇ ぉなかゅぇさしおう そうかきう, おけうすけ ょぇ しっ 
こさっゃなさくぇす ゃ いくぇつうきけ しけちうぇかくけ, っきけちうけくぇかくけ う おせかすせさくけ しな-
ぉうすうっ いぇ ゅさぇあょぇくうすっ.
╆ぇ そうかきうすっ, おけうすけ とっ ゅかっょぇす ょけ こけかせくけと おぇいぇくかなつうくう: 
„╅なかすけ おせつっ“ っ おなしけきっすさぇあっく 30-きうくせすっく そうかき し くぇゅさぇょぇ 

いぇ さっあうしぬけさしおう ょっぉのす ゃ おなしけきっすさぇあっく そうかき けす ╋っあょせくぇさけょ-
くうは そうかきけゃ そっしすうゃぇか ゃ ╉うこなさ  こさっい 2012 ゅ.; くぇゅさぇょぇ くぇ こせぉ-
かうおぇすぇ けす ╋っあょせくぇさけょくうは そうかきけゃ そっしすうゃぇか ゃ ╉ぇくしお, [せしうは, 
しなとけ こさっい 2012 ゅ.
„┿ゃっ“ っ 100-きうくせすっく そうかき, こっつっかうか きくけあっしすゃけ くぇゅさぇょう - 

„╆かぇすくぇ さけいぇ“ いぇ くぇえ-ょけぉさぇ さっあうしせさぇ くぇ 16- うは おうくけそっしすうゃぇか 
„]けそうは 《うかき 《っしす“; くぇゅさぇょぇ いぇ くぇえ-ょけぉなさ そうかき ゃ おけくおせさしぇ 
いぇ ╀ぇかおぇくしおけ おうくけ う くぇゅさぇょぇ „╉けょぇお“ いぇ くぇえ-ょけぉなさ ぉなかゅぇさしおう 
うゅさぇかっく そうかき. 《うかきなす っ せつぇしすゃぇか ゃ ぉかういけ 40 きっあょせくぇさけょくう 
そうかきけゃう そっしすうゃぇかぇ.

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

』っすうさう, しこけょっかっくう ゃ さぇょけしす う かのぉけゃ, ゅけょうくう こさぇいくせゃぇす 
すっいう ょくう ╇ゃぇ ╃っかつっゃぇ う ╃っくぬけ ╃っくっゃ. ╃っくぬけ, おけえすけ 

けす すさう ゅけょうくう しぉなょゃぇ きけきつっておぇすぇ しう きっつすぇ - ょぇ しすぇくっ こけ-
あぇさくうおぇさ, ゃ きけきっくすぇ っ しすせょっくす ゃなゃ 《ぇおせかすっすぇ こけ こけあぇさくぇ 
う ぇゃぇさうえくぇ ぉっいけこぇしくけしす ゃ ]けそうは. 〈けえ っ ぉうゃて しかせあうすっか 
くぇ „┿さしっくぇか”. ‶さっょう ょぇ ぉなょっ こさうっす ゃ こさっしすうあくけすけ せつっぉくけ 
いぇゃっょっくうっ, っ ぉうか っかっおすさけすったくうお ゃ いぇゃけょ 4. ] ╇ゃぇ, おけはすけ 
っ きうくぇかけゅけょうてくぇすぇ „╋うし ╀なかゅぇさおぇ”, ゅう しゃなさいゃぇす, けしゃっく 
すけこかけ つせゃしすゃけ, う きくけゅけ しこけょっかっくう きっつすう う くぇょっあょう. ╉ぇ-
いぇくかなお っ うくすっさっしっく う おさぇしうゃ ゅさぇょ う すせお とっ ゅう しぉなょゃぇきっ, 
おぇすっゅけさうつくう しぇ ょゃぇきぇすぇ, いぇ おけうすけ かはすけすけ くぇ  2013-すぇ  っ 
こなかくけ し こさうはすくう こけゃけょう う ういくっくぇょう. 
]ぇきぇすぇ ╇ゃぇ, おけはすけ っ しすせょっくすおぇ ゃ 〈〉 - ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ,  しなとけ 

っ おぇすっゅけさうつくぇ, つっ とっ すなさしう さっぇかういぇちうは ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ. 
╃ゃぇきぇすぇ ゃかのぉっくう しぇ ゅけさょけしす う いぇ ょけしおけさけてくぇすぇ ぇさしっくぇか-
おぇ, ゃっつっ ゃ ╂っさきぇくうは, ╂ぇかうくぇ 〈っくっゃぇ.

』っしすうすおぇ

╄おしこっさすうすっ けぉはしくはゃぇす

こさけょなかあぇゃぇとけすけ しうかくけ すなさしっくっ くぇ うくあっくっさう
し けさうっくすうさぇくっすけ くぇ おけきこぇくううすっ おなき ゃうしけおけすったくけかけゅうつくう きっすけょう くぇ さぇぉけすぇ う くせあょぇすぇ けす 

おゃぇかうそうちうさぇくう う し こけいくぇくうは おぇょさう. 
╀っい こさけきはくぇ けしすぇゃぇ う うくすっさっしなす おなき すなさゅけゃしおう こさっょしすぇゃうすっかう う ╇〈 しこっちうぇかうしすう. 〈なさしっ-

くっすけ いぇ すはた っ こけしすけはくくけ くぇ こぇいぇさぇ こけ くはおけかおけ こさうつうくう. ‶なさゃけ, いぇとけすけ こけょゅけすゃっくうすっ おぇょさう 
くっ しぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ, う ゃすけさけ - ゃしっ こけゃっつっ つせあょう おけきこぇくうう ういくぇしはす ょっえくけしすすぇ しう せ くぇし う
さぇいおさうゃぇす くけゃう さぇぉけすくう きっしすぇ. ‶さう すっいう おぇょさう ゃかぇょっっくっすけ くぇ つせあょ っいうお っ いぇょなかあうすっかくけ, 

おぇすけ きくけゅけ つっしすけ すっ しっ ゃいっきぇす くぇこさぇゃけ けす しすせょっくすしおうすっ しおぇきっえおう, おぇおすけ っ こさう うくあっくっさうすっ. 

╆ぇ ゃうしけおぇ しすっこっく くぇ しけちうぇかくぇ いぇおさうかぇ 
こさう そぇかうす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは うかう くっ-

こかぇすっあけしこけしけぉくけしす - すけゃぇ こさっょゃうあょぇす こさけ-
きっくう, ゅかぇしせゃぇくう ゃ こぇさかぇきっくすぇ くぇ こなさゃけ 
つっすっくっ ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ ゅぇさぇくすうさぇくうすっ ゃいっ-
きぇくうは くぇ さぇぉけすくうちう- すっ う しかせあうすっかうすっ こさう 
くっしなしすけはすっかくけしす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは.  
╁くけしうすっかう くぇ こさけ- きっくうすっ しぇ ]っさゅっえ 

]すぇくうてっゃ う ゅさせこぇ くぇさけょくう こさっょしすぇゃう-
すっかう.
『っかすぇ くぇ  ょうしおせすう- さぇくうすっ う こさっょゃうあょぇ-

くう こさけきっくう っ こけょけ- ぉさはゃぇくっ  ちっかっくぇしけつっ-
くけしすすぇ くぇ しさっょしすゃぇすぇ けす 《けくょぇ いぇ ゅぇさぇく-
すうさぇくうすっ ゃいっきぇくうは, けしけぉっくけ ゃ こっさうけょう くぇ 
うおけくけきうつっしおぇ おさう- いぇ, う くぇきぇかはゃぇくっ くぇ 
ゃないきけあくけしすうすっ ょぇ しっ こさったゃなさかはす すっいう かうちぇ 
けす しうしすっきぇすぇ くぇ しけちうぇかくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ ゃ すぇいう くぇ しけちうぇかくけすけ こけょこけきぇゅぇくっ.
╆ぇおけくけこさけっおすなす ちっかう ょぇ ゅぇさぇくすうさぇ しけちうぇかくうすっ こさぇゃぇ くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ こさう 

しこっちうそうつくう しかせつぇう くぇ くっしなしすけはすっかくけしす, こさう おけうすけ っ くぇかうちっ いくぇつうすっかくけ いぇぉぇゃはくっ くぇ こさけちっ-
ょせさぇすぇ こけ けぉはゃはゃぇくっ ゃ くっこかぇすっあけしこけしけぉくけしす う いぇぉぇゃはくっ ういこかぇとぇくっすけ くぇ ょなかあうきうすっ けぉっいとっ-
すっくうは こさう くっこかぇすっあけしこけしけぉくけしす くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, っ いぇこうしぇくけ ゃ きけすうゃうすっ  くぇ ゃくけしうすっかうすっ くぇ 
こさけきっくうすっ. 

╉さういぇすぇ, おけくおせさっくちうはすぇ う 
かうこしぇすぇ くぇ おかうっくすう しきなおくぇ 
ちっくぇすぇ くぇ ぉぇくうつおうすっ くぇ ╉けけ-
こっさぇすうゃくうは こぇいぇさ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ょけ さっおけさょくうすっ けすこさっょう 20-
すうくぇ ゅけょうくう くうゃぇ けす 30 しすけ-
すうくおう. 
‶さけょぇゃぇつうすっ くぇ すっしすっくうすっ 

ういょっかうは ゃ さぇえけくぇ きぇしけゃけ しっ 
あぇかゃぇす けす かうこしぇすぇ くぇ おかうっく-
すう, おけっすけ ゅう こさうくせあょぇゃぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ こけつすう ょぇ こけょぇさはゃぇす 

ぉぇくうつおうすっ し っょうくしすゃっくぇすぇ 
うょっは ょぇ せしこっはす ょぇ こけおさうはす 
こけくっ きうくうきせきぇ さぇいたけょう. 
╆ぇさぇょう しすぇゅくぇちうはすぇ, しけぉ-

しすゃっくうちう くぇ おぇそっくっすぇ ゃ ちっく-
すなさぇ くぇ ゅさぇょぇ ういけぉさっすうたぇ こけ-
さっょっく すさうお, いぇ ょぇ こさうゃかうつぇす 
おかうっくすう, けしけぉっくけ ゃ さぇくくうすっ 
つぇしけゃっ くぇ ょっくは. 
╁ っょくけ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ ゃ 

ちっくすなさぇ おぇそっくっすぇ しせすさうく けす 
6.00 ょけ 9.00 つぇしぇ つぇてぇ „╊ぇ-

ゃぇちぇ” しっ こさっょかぇゅぇ いぇ 99 しすけすうくおう. ‶さけょなかあぇゃぇ う  こさぇおすうおぇすぇ 
くぇ „ゃうしはとう” いぇおせしおう, ぉせさゅっさう う おぇそっすぇ, けしけぉっくけ こけこせかはさくぇ ゃ 
さぇえけくうすっ けおけかけ せつうかうとぇすぇ. ╁なこさっおう, つっ せつっくうちうすっ けすょぇゃくぇ 
しぇ ゃなゃ ゃぇおぇくちうは, しゃうおくぇかうすっ し すけいう ぉけくせし つっしすけ しっ くぇゃなさすぇす 
くぇけおけかけ.


