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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっすぇく 【う-

おけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけ-
ゃぇ, ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╇かてかちあせけ: 』てそこさそ [ひせかう,
29 えそおけせけ せあねあしせけさ ぬかに
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[そこ け さあさ?

╊さつたかちてひて ╉ちあえそすけち ╉ちあえせかう

╇ ╊うちそたあ たしあはあて くあ さそしかしそ

на стр.2

на стр.3

на стр.8

на стр.6
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╇きっ: [ぇは ]すっそぇくけゃぇ ╉ぇゃぇかけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか 2000“ ┿╃

╃かなあくけしす: ¨そうし-しなすさせょくうお (しっおさっすぇさ)

╂けょうくう: 24

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: こなすってっしすゃぇくっ, すせさういなき, shopping
¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?
1 ゅ. う 3 きぇしっちぇ
╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ しっぉっ しう, くぇ うくすせうちうはすぇ しう, くぇ せしきうゃおぇすぇ しう

•	 [ひおか おあ つか しかさとうあすか?
•	 ¨せてかちうま つ ｠そちにか ╆とさあこ
•	 ′あ えちけきあてあ け あちつかせあしつさけてか さあおちけ
•	 ¨せてかちうま つ しけおかちあ せあ [〉』╆ 》しあすかせ ╉け

すけてちそう
•	 ′あ せそうけみ [【╉ う „╅ちつかせあし“ ╅╉

ゑ ï¿ñÑçíàó　 ßëÜú ôñöñöñ:

》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. 5

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

〈[╇╃′╄╁╄′ ‶┿╉╄〈
]こっちうぇかくう ちっくう いぇ ょぇ
すうすっ:
22.06 – 25.06; 05.07 – 
08.07; 15.07 – 18.07; 25.07 
– 28.07; 04.08 – 07.08; 
14.08 – 17.08; 24.08 – 
27.08
╆ぇ さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっ
くぇか” – 90,00 かゃ.
╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっ
くぇか” – 99,00 かゃ.
╃っちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20 
% けすしすなこおぇ.
『っくぇすぇ っ ゃぇかうょくぇ しぇきけ 
いぇ こけしけつっくうすっ ょぇすう う 
ゃおかのつゃぇ:
- 3 くけとせゃおう しなし いぇおせしおぇ /
ぉかけお きぇしぇ/; けぉはょ /きっくの/; 
ゃっつっさは /ぉかけお きぇしぇ/
- こけかいゃぇくっ くぇ くぇ けすおさうす 
ぉぇしっえく, てっいかけくゅう う つぇょなさう
- internet /かけぉう ぉぇさ/
- itness くぇ けすおさうすけ
- おせささけすくぇ すぇおしぇ

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅
『╄′╇ ¨〈 01.06 2011 ゅ. – 
31.08.2011 ゅ.
1. ╆ぇ さぇぉけすくうちう う しかせ
あうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” う 
つかっくけゃっ くぇ しっきっえしすゃぇすぇ 
うき – ちっくぇ くぇ ょっく 20,00 
かゃ. – くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /
ぉかけお きぇしぇ/
2. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し ょゃぇきぇ 
こなかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう 
– ちっくぇ くぇ ょっく 10,00 かゃ. – 
くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお 
きぇしぇ/
3. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し っょうく 
さけょうすっか – ちっくぇ くぇ ょっく 
15,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし 
いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
4. ╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ 
„┿さしっくぇか” – ちっくぇ くぇ ょっく 
– 35,00 かゃ.; ょっちぇ ょけ 12 ゅ. 
こけかいゃぇす 20% けすしすなこおぇ.

‶[╇ ╂[〉‶╇ けす 15 いぇこう
しぇくう ょせてう – ぉけくせし – 1 
ぉっいこかぇすくけ
╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. – ぉっいこかぇすくけ

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ – ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” うかう ゃ 
しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.
]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは – すっか. 21 56; 7 21 56; 0431/6 22 07

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

｠】╆╅╇¨を╅ 2011 
╊ 《【 [╅′╅〉]ぇ[

23-ゅけょうてくぇすぇ おぇいぇくかなつぇく
おぇ ╁ぇくは ╃っすっかうくけゃぇ ‶っくっゃぇ 
しこっつっかう すうすかぇすぇ „╋うし ╀なか
ゅぇさうは” ゃ くぇちうけくぇかくうは おけく
おせさし, こさけゃっょっく ゃ しすけかうちぇすぇ, 
ゃ おさぇは くぇ のくう.
╉ぇいぇくかなておけすけ きけきうつっ ょけ

くっしっ う こなさゃぇすぇ くぇえ-ゅけかはきぇ う 
こさっしすうあくぇ すうすかぇ いぇ おさぇしけすぇ 
くぇ しゃけは ゅさぇょ し そぇおすぇ, つっ しすぇ
くぇ こなさゃぇすぇ „╋うし ╀なかゅぇさうは” 
けす ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ.
╉ぇすけ くぇゅさぇょぇ いぇ こけぉっょぇすぇ 

しう ╁ぇくは こけかせつう くけゃ ぇゃすけ
きけぉうか  いっかっくぇ  ╉╇┿ ‶うおぇく
すけ う こさぇゃけすけ ょぇ こさっょしすぇゃう 
しすさぇくぇすぇ くう ゃ おけくおせさしぇ „╋うし 
]ゃはす”, おけえすけ とっ しっ こさけゃっょっ ゃ 
╊けくょけく こさっい けおすけきゃさう.
¨しゃっく すけゃぇ, すは とっ ぉなょっ こけ

しかぇくうお う くぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっか
くぇ おぇせいぇ, おけはすけ すぇいう ゅけょうくぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し けこぇいゃぇくっすけ くぇ 
けおけかくぇすぇ しさっょぇ.

〈けゃぇ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ すうすかぇ 
ゃ ょけしっゅぇてくぇすぇ おぇさうっさぇ くぇ 
きけょっか いぇ ╁ぇくは. ‶さっい 2007  
ゅけょうくぇ すは しっ はゃう くぇ すさぇょう
ちうけくくうは おけくおせさし いぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ けしすぇくぇ 
ゃすけさぇ, しかっょ ょさせゅぇ, ゃっつっ こさけ
つせすぇ  おぇいぇくかなておぇ おさぇしぇゃうちぇ 
- ╊けさぇ ╂っけさゅうっゃぇ.
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ しなとぇすぇ 

ゅけょうくぇ こけかせつう おけさけくぇすぇ くぇ 
╋うし ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う 
せつぇしすゃぇ ゃ しゃっすけゃっく おけくおせさし 
いぇ ╋うし 〈せさういなき ゃ ╉うすぇえ.
‶さっい 2008 ゅけょうくぇ ╁ぇくは ‶っ

くっゃぇ しこっつっかう すうすかぇすぇ „╋け
きうつっ いぇ きうかうけくう”.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ おさぇしぇゃうちぇ っ 

いけょうは ゃけょけかっえ. ╆ぇゃなさてうかぇ っ 
]¨〉 “╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, ぇ 
ゃ きけきっくすぇ っ しすせょっくすおぇ ゃ すさっ
すう おせさし - ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけ
ゅうは ゃ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ¨た
さうょしおう”. ╆ぇ しっぉっ しう すゃなさょう, 

つっ っ ぇきぉうちうけいくぇ, せしきうたくぇすぇ 
う かなつっいぇさくぇ.
╊はすけすけ, おけっすけ こさっょしすけう いぇ 

くけゃぇすぇ くけしうすっかおぇ くぇ すうすかぇ
すぇ „╋うし ╀なかゅぇさうは” とっ っ „ぉせ
さくけ”, こけ くっえくう ょせきう. ′ぇ 20-
すう のかう こさっょしすけう ょぇ は ゃうょうき 
ゃ しこっちうぇかくぇ そけすけしっしうは くぇ 
しこうしぇくうっ ¨╉, ぇ けとっ うょくぇすぇ 
しっょきうちぇ う ゃ さけょくうは え ╉ぇいぇく
かなお.
╆ぇ つうすぇすっかうすっ くぇ „〈┿” ╁ぇくは 

‶っくっゃぇ しこけょっかう, つっ くっ こぇいう 
ょうっすう, くけ  ゃしっ こぇお ゃくうきぇゃぇ 
おぇおゃけ はょっ. ╊のぉうきけすけ え はし
すうっ っ きせしぇおぇ, けぉうつぇ しなとけ 
う しせてう. ¨す しかぇょおけすけ くっ けす
おぇいゃぇ しかぇょけかっょ う すうさぇきうしせ.   
╊のぉうきぇすぇ え おくうゅぇ っ „┿くくぇ 
╉ぇさっくうくぇ” くぇ 〈けかしすけえ.
′ぇえ-おさぇしうゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ いぇ 

2011-すぇ ゅけょうくぇ くはきぇ こさうは
すっか. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ  きくけ
ゅけ けぉうつぇ しゃけは ゅさぇょ う ゃうくぇゅう 
し かのぉけゃ しっ ゃさなとぇ ゃ くっゅけ, 
おぇおすけ う ゅけ こさっこけさなつゃぇ くぇ 
しゃけう こさうはすっかう う こけいくぇすう いぇ 
こけしっとっくうっ.
╆ぇ しっぉっ しう あっかぇっ いょさぇゃっ, 

けしすぇくぇかけすけ いぇゃうしう けす くっは 
しぇきぇすぇ. ′ぇ しなゅさぇあょぇくうすっ 
しう こけあっかぇゃぇ ょぇ けぉうつぇす しゃけは 
さけょっく ゅさぇょ う ょぇ ちっくはす ょけ
しすけえくしすゃぇすぇ きせ.
╁ っょくけ けす こなさゃうすっ しう うく

すっさゃのすぇ, ょぇょっくう こさっい 2007 
ゅけょうくぇ, くぇしすけはとぇすぇ ╋うし 
╀なかゅぇさうは ╁ぇくは  ‶っくっゃぇ おぇい
ゃぇ: “ ╉さぇしけすぇすぇ ゃ ょくってくけ 
ゃさっきっ こけきぇゅぇ, くけ くっ っ けし
くけゃくけすけ. 〈は すう っ ょぇさ, くけ すう 
すさはぉゃぇ ょぇ いぇとうすうて すけいう ょぇさ 
う ょぇ せきっって ょぇ ゅけ こけかいゃぇて 
こさぇゃうかくけ う ょけしすけえくけ”.                             

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╃ぇ すう ょぇゃぇす こぇさう, いぇ ょぇ 
たけょうて くぇ さぇぉけすぇ し おけかっかけ, 
きけあっ ょぇ いゃせつう こさっおぇかっくけ 
たせぉぇゃけ, いぇ ょぇ っ うしすうくぇ, くけ 
すけゃぇ っ つぇしす けす ゃしっ こけ-こけこせ
かはさくぇ したっきぇ いぇ こなすせゃぇとうすっ 
ょけ さぇぉけすぇ ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ, 
こうてっ [けえすっさし. [ぇぉけすけょぇ
すっかうすっ ゃ ╀っかゅうは, 》けかぇくょうは 
う ょさせゅう っゃさけこっえしおう しすさぇくう 
こかぇとぇす ょけこなかくうすっかくけ くぇ 
しかせあうすっかうすっ, ぇおけ すっ うょゃぇす 
くぇ さぇぉけすぇ し ゃっかけしうこっょ.
《うさきうすっ う おけきこぇくううすっ 

こかぇとぇす いぇ ゃしっおう ういきうくぇす 
おうかけきっすなさ, おぇすけ ちっかすぇ っ ょぇ 

しっ くぇしなさつう ゅさうあぇすぇ いぇ けおけか
くぇすぇ しさっょぇ う こけ-いょさぇゃけしかけゃ
くうは くぇつうく くぇ あうゃけす.
′ぇ おけかっいょぇつうすっ しっ こかぇとぇす 

こけ 20 っゃさけちっくすぇ くぇ おうかけ
きっすなさ ゃ ╀っかゅうは, ゃ 》けかぇくょうは 
こけかせつぇゃぇす 15 ちっくすぇ, ぇ ゃなゃ 
╁っかうおけぉさうすぇくうは ゃっかけこさう
ゃなさあっくうちうすっ きけゅぇす ょぇ こけ
かせつぇす ょけ 32 ちっくすぇ くぇ きうかは, 
おぇすけ すっいう “こさうたけょう” くっ しっ 
けぉかぇゅぇす し ょぇくなちう.
╁ ╀っかゅうは, おなょっすけ おけかけ

っいょっくっすけ っ ういおかのつうすっかくけ 
こけこせかはさっく くぇつうく くぇ こさうょ
ゃうあゃぇくっ, せつぇしすうっ ゃ したっきぇ

すぇ しぇ ゃいっかう こけゃっつっ けす 270 
000 ょせてう ゃ しさぇゃくっくうっ しなし 
140 000 こさっい 2006 ゅけょうくぇ, 
しけつぇす ょぇくくう くぇ ╋うくうしすっさ
しすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ. 〈けゃぇ 
けいくぇつぇゃぇ, つっ ぉっかゅうえしおうはす 
ょぇくなおけこかぇすっち っ いぇこかぇすうか 
43 きかく. っゃさけ くぇ すっいう, おけう
すけ しぇ おぇさぇかう ゃっかけしうこっょ ょけ 
さぇぉけすぇ.
“‶け-ゃうしけおうすっ ちっくう くぇ こっ

すさけかぇ う いぇゅさうあっくけしすすぇ くぇ 
たけさぇすぇ いぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ 
ょけこさうくぇしはす いぇ すけゃぇ ょぇ うきぇ 
こけゃっつっ ゃっかけしうこっょうしすう くぇ 
こなすは”, おぇいゃぇ ╃うすっさ 【くけせ
ゃっさす, おけけさょうくぇすけさ くぇ ゃっかけ
しうこっょくぇすぇ したっきぇ ゃ ╀っかゅうは.
╄ょうく けす くぇえ-せしこってくうすっ 

おけさこけさぇすうゃくう こさうゃなさあっ
くうちう くぇ したっきぇすぇ っ ぉっかゅうえ
しおぇすぇ ゃっさうゅぇ しせこっさきぇさおっ
すう Colruyt, おけはすけ こさうかぇゅぇ 
したっきぇすぇ けす つっすうさう ゅけょうくう う 
ゃっつっ うきぇ 2100 せつぇしすくうちう. 
Colruyt けしうゅせさはゃぇ くぇ すっいう 
しかせあうすっかう, おけうすけ あうゃっはす 
ょけ 7 おき けす さぇぉけすぇ, ゃっかけしう
こっょう う しっ ゅさうあう いぇ すはたくぇすぇ 
こけょょさなあおぇ.

〈┿ 
                                                   

‶け うくそけさきぇちうは くぇ しぇえすぇ 
http://www.biolife.bg/
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]かっょ ゃさっきっ うしすけさうちうすっ  とっ 
こうてぇす うしすけさうはすぇ くぇ すけゃぇ 
ゃさっきっ うきっくくけ こけ すぇおうゃぇ 
おくうゅう. ╆ぇ ょぇ しきっ こけ-ぉかういけ 
ょけ うしすうくぇすぇ, しぇ くせあくう うきっく-

くけ すぇおうゃぇ つっすうゃぇ. 
] すっいう ょせきう  いぇとうすう こけ-

はゃぇすぇ こさっょ つうすぇすっかうすっ くぇ  
きっきけぇさくぇすぇ おくうゅぇ-うくすっさゃの  
„]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ - あうゃけす ゃ 
ょゃっ っこけたう” かうすっさぇすせさくうはす 
おさうすうお う  ょうさっおすけさ くぇ ういょぇ-

すっかしすゃけ „╆ぇたぇさうえ ]すけはくけゃ” 
╇ゃぇく ╂さぇくうすしおう. 
〈けえ ょけえょっ いぇ かうつくぇ しさっとぇ 

し ぇさしっくぇかちう くぇ 27-きう のくう ゃ 
』っさゃっくうは しぇかけく /╃けきなす くぇ 

おせかすせさぇすぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”/, いぇ ょぇ こさっょしすぇゃう 
いぇっょくけ し ぇゃすけさうすっ え くぇえ-くけ-

ゃぇすぇ おくうゅぇ くぇ ういょぇすっかしすゃけ 
„〈させょ” -  „]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
- あうゃけす ゃ ょゃっ っこけたう”. ╉くうゅぇ-

すぇ っ こけしゃっすっくぇ くぇ あうゃけすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは おきっす ゃっつっ ょゃぇ 
きぇくょぇすぇ, おけえすけ っ いぇこけつくぇか  
すさせょけゃうは しう う こさけそっしうけくぇ-

かっく こなす ゃ „┿さしっくぇか” う っ けしすぇ-

くぇか いぇゃうくぇゅう しゃなさいぇく し くっゅけ. 
╁ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 

┿╃  ╃ぇきはくけゃ けしすぇゃぇ う おぇすけ 
くぇえ-きかぇょうは くっゅけゃ ゅっくっさぇかっく 
ょうさっおすけさ, ういょうゅくぇか しっ ょけ 
すけいう こけしす っょゃぇ 33-ゅけょうてっく, 

とぞごゎん げん がんぜéぞだゑ ぢづぎがでどんゑごびん ゑ „んづでぎぞんず”
¨いとのかう  すと たそきかしあ け させけえあ くあ „╅ちつかせあし”

]こっちうぇかうしすう けす „┿さしっくぇか” 
┿╃ しぇ こけょゅけすゃうかう ょけおせきっく-

すぇちうは こさっょ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, きかぇょっ-

あすぇ う くぇせおぇすぇ いぇ けすおさうゃぇくっ 
くぇ おけかっあ こけ きぇてうくけしすさけっくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ょっはすぇ っ ょぇ しっ 
けぉせつぇゃぇす おぇょさう いぇ きぇてうくけ-

しすさけうすっかくうすっ こさっょこさうはすうは 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ すせお うきぇす 
ゃっつっ ょっしっすうかっすくぇ すさぇょうちうは. 
‶さっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ 
こさけきっくう, けぉぇつっ, うきぇ けすかうゃ 
けす こさけそっしうはすぇ くぇ きぇてうくけ-

しすさけうすっかは う おぇつっしすゃっくけ こけょ-

ゅけすゃっくうすっ おぇょさう ゃしっ こけゃっつっ 
くぇきぇかはゃぇす. ‶さぇおすうおぇすぇ こけ-

おぇいゃぇ, つっ くっ しぇ しさぇぉけすうかう 
ゃぇさうぇくすうすっ いぇ こけょょさなあおぇすぇ 
くぇ せつっぉっく ちっくすなさ くぇ „┿さ-

しっくぇか” ゃ ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′っ っ ょけぉなさ う 
ゃないきけあっく う ゃぇさうぇくすなす いぇ 

とだずぎぐ げん だづぺぐぎざぞごぴご
べぎ でぺげがんゑんど ゑ „んづでぎぞんず” ?

ゃさなとぇくっ ゃ しすぇさうは きせ ゃうょ う 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ せつう-

かうとっ, つうはすけ しゅさぇょぇ しっゅぇ しすけう 
いぇすゃけさっくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ.  ╉けかっあなす っ いぇきう-

しかっく おぇすけ きっあょうくくけ いゃっくけ 
きっあょせ しさっょくけすけ う ゃうしてっすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ し くぇきっさっくうっすけ 
ゃ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ うょっはすぇ ょぇ 
しっ けぉっょうくはす せしうかうはすぇ くぇ ¨ぉ-

とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, „┿さしっくぇか” 
┿╃ う くぇせつくう おぇょさう けす ぉなか-

ゅぇさしおう せくうゃっさしうすっすう. ╉けかっ-

あなす きけあっ ょぇ ぉなょっ けぉとうくしおう 
おぇすけ しけぉしすゃっくけしす う ぇょきう-

くうしすさうさぇくっ, きっすけょうつっしおぇすぇ 
こけきけと ょぇ しっ ょぇゃぇ けす せくうゃっさ-

しうすっすしおう こさっこけょぇゃぇすっかう, ぇ 
„┿さしっくぇか” ょぇ けしうゅせさう ぉぇいぇ 
う おぇょさう いぇ こさぇおすうつっしおけすけ 
けぉせつっくうっ, けぉはしくう ぇゃすけさなす 
くぇ うょっはすぇ うくあ. ′うおけかぇえ ╉せ-

ちぇさけゃ, さなおけゃけょうすっか しっおすけさ 
おなき ╉けくしすさせおすうゃっく けすょっか くぇ 
╆ぇゃけょ 1. 〈けえ う ╋ぇさうは ╃けつおけ-

ゃぇ, いぇきっしすくうお-さなおけゃけょうすっか 
くぇ ¨すょっか „╉ぇょさう” ゃ „┿さしっ-

くぇか” ┿╃, こさけょなかあぇゃぇす ょぇ さぇ-

ぉけすはす こけ うょっはすぇ おけかっあなす いぇ 
けさなあっえくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
しすぇくっ そぇおす, いぇ おけっすけ うきぇす う 
こけょおさっこぇすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけ-

すけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇ょっすっ う ゃうあすっ! ╇いかけあぉぇ  くぇ すせさうしすうつっしおう 
かけゅぇ こさっょ ╃╉ „┿さしっくぇか” -11 つぇしぇ, 9-すう のかう

╅うてそちさあてあ か つそなけみせさあ, あ けおかみてあ  くあ しそえそてそ か せあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ. 
〉そうそ せあねあしそ つ けつてそちけみ ╉ぇいぇくかなお しう ゃっつっ しう うきぇ 

すせさうしすうつっしおけ かけゅけ う 
しかけゅぇく. ′っゅけゃ ぇゃすけさ っ 30-ゅけ-

ょうてくぇすぇ ╆ぇたぇさうくぇ ‶っすさけゃぇ 
けす ]けそうは. 
╇いさっつっくうっすけ, し おけっすけ とっ 

しっ さっおかぇきうさぇ ╉ぇいぇくかなお, っ 
„′けゃけ くぇつぇかけ し うしすけさうは”.
╆ぇ すせさうしすうつっしおけすけ かけゅけ ぇゃ-

すけさおぇすぇ っ つっさこっかぇ ゃょなたくけ-

ゃっくうっ う うょっう けす おせこけかぇ くぇ 
〈さぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ, けぉ-

さけつくうすっ こかけつおう, くぇきっさっくう ゃ 
いっきうすっ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお, こさけ-

っおすぇ „]っゃすけこけかうし”, さうすせぇかぇ 
[けいけぉっさ.
╅せさう, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくけ  

けす たせょけあくうおぇ ]すっそぇく ╀けあ-

おけゃ, つかっく くぇ 〉] くぇ ]╀》, うい-
ぉさぇ っょうく けす 30-すっ ういこさぇすっくう 
いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ こさけ-

っおすう. ╆ぇっょくけ し ╀けあおけゃ, すゃけさ-

ぉうすっ くぇ きかぇょうすっ ょういぇえくっさう, 
こさけぉゃぇかう しっ ょぇ しないょぇょぇす すせ-

さうしすうつっしおけ かけゅけ くぇ ╉ぇいぇく-

かなお, けちっくはゃぇたぇ: たせょけあくうおなす 
╉けかぬけ ╉ぇさぇきそうかけゃ, ‶っすは 
╋うくっおけゃぇ, ょうさっおすけさ くぇ おぇ-

いぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは „┿おぇょ. 
╃っつおけ 〉いせくけゃ”, ‶っすなさ ╁っおけゃ 
- けす ]ょさせあっくうっすけ くぇ さっしすけ-

さぇくすぬけさうすっ う たけすっかうっさうすっ ゃ 
╉ぇいぇくなお う ょういぇえくっさなす  ╁っく-

おけ ぃくぇおけゃ.  

╂-く ╇ぉせてっゃ, ゃ しさっょぇすぇ くぇ のくう おぇいぇたすっ, つっ ょけ すさう しっょきうちう 
とっ っ はしくけ おぇおゃけ かはすけ けつぇおゃぇ ぇさしっくぇかちう う ょぇかう しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ とっ っ ゅぇさぇくすうさぇくぇ けすおなき ょけゅけゃけさう う こけさなつおう. ] ょくって-
くぇ ょぇすぇ /30-すう のくう/ おぇお ういゅかっあょぇす くっとぇすぇ? ╇きぇすっ かう ゃっつっ 
ょけぉさう くけゃうくう?

〈さうすっ しっょきうちう けとっ くっ しぇ しゃなさてうかう. ′はきぇ ょぇ しっ せつせょは, ぇおけ すけいう 
しさけお しっ せょなかあう きぇかおけ. ′っとぇすぇ くっ いぇゃうしはす しぇきけ けす くぇし う くぇてっすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, ぇ う けす ょけしすぇ きっあょせくぇさけょくう そぇおすけさう. 〈けゃぇ っ う っょくぇ 
けす こさうつうくうすっ くうっ ゃしっ けとっ ょぇ しっ おけかっぉぇっき けすおなき おぇすっゅけさうつくけしす. 
〈っいう すさう しっょきうちう, いぇ おけうすけ ぉはた しこけきっくぇか, しぇ きけっすけ あっかぇくうっ.  〈ぇおぇ 
つっ - とっ こけつぇおぇきっ けとっ きぇかおけ.

を╊]【╅ 〉  ̈╊: 》『《』》╊『¨【╊【 
〉╅ „╅『』╊〉╅]”

ゃなゃ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ ゃなゃ そぇ-

ぉさうおぇすぇ さぇぉけすはす 23 たうかはょう  
ょせてう. 
 ╉ぇすけ さぇいおぇい くぇ っょうく つけ-

ゃっお, いぇ おけゅけすけ こなさゃぇすぇ う こけ-

しかっょくぇ かのぉけゃ っ  „┿さしっくぇか”, 
けこさっょっかう おくうゅぇすぇ しう くっえくう-

はす ぇゃすけさ -  あせさくぇかうしすなす けす 
ゃっしすくうお „〈させょ” ╊のぉつけ ╇ゃぇ-

くけゃ. 
╁ っきけちうけくぇかっく さぇいおぇい こさっょ 

ぇさしっくぇかちう - ゃっすっさぇくう う ょっ-

しっすおう しかせあうすっかう う さぇぉけすくう-

ちう くぇ そうさきぇすぇ, すけえ しこけょっかう 
きけすうゃうすっ しう いぇ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ きっきけぇさくぇすぇ おくうゅぇ, おぇおすけ 
う  すさせょくうは  こなす, こけ おけえすけ すは 
っ しないょぇゃぇくぇ.  
„]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ - あうゃけす 

ゃ ょゃっ っこけたう” っ  おくうゅぇ, くぇ-

こうしぇくぇ くっ こけ こけかうすうつっしおぇ  
こけさなつおぇ, おぇいぇ けとっ ╊のぉつけ 
╇ゃぇくけゃ, ぇ おくうゅぇ, おけはすけ  っ ぉう-

けゅさぇそうは くぇ しすけこぇくしおうは あう-

ゃけす くぇ くぇちうはすぇ くう. 
]こけさっょ ╇ゃぇく ╂さぇくうすしおう 

„おくうゅぇすぇ っ つぇしす けす っょくけ こけ-
ゅけかはきけ ゃっすさうかけ けす おくうゅう, 
しないょぇょっくう こけ しこけきっくう くぇ 
うくすっさっしくう かうつくけしすう, あうゃっかう 
くぇ ゅさぇくうちぇすぇ くぇ ょゃっ っこけたう, 
おけうすけ ゃしなとくけしす しないょぇゃぇす うし-

すうくしおぇすぇ うしすけさうは くぇ しすさぇくぇ-

すぇ くう”.

¨せてかちうま つ けくた. おけちかさてそち せあ “╅ちつかせあし” ╅╉ 〉けさそしあこ ¨いとのかう

うくあ. ′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ

╁ぇくは ‶っくっゃぇ - ╋うし ╀なかゅぇさうは 2011 (ゃ しさっょぇすぇ)

╉けかっかけすけ っ くぇ こけつうす う しさっょ ぇさしっくぇかちう, くけ...

╆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: d_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: 7 24 55
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╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

08 のかう – ]ゃ. ゃきつお. ‶さけおけこう, こけおさけゃうすっか くぇ こつっかうすっ う こつっかぇさう
すっ; 390 ゅ. けす さけあょ. くぇ ╅ぇく ょぬけ ╊ぇそけくすっく – そさっくしおう こけっす う ぉぇし
くけこうしっち; 356 こさ. 》さ. - さけょっく っ ┿かっおしぇくょなさ III ╋ぇおっょけくしおう, ゃっかうお 
こなかおけゃけょっち う ょなさあぇゃくうお.
09 のかう – 155 ゅ. けす さけあょ. くぇ ┿きぇょっけ ┿ゃけゅぇょさけ – ういしかっょけゃぇすっか くぇ 
ぇすけきくうすっ う きけかっおせかくうすっ すっゅかぇ くぇ たうきうつっしおうすっ っかっきっくすう; 155 ゅ. 
けす さけあょ. くぇ ′úおけかぇ 〈éしかぇ – たなさゃぇすしおう せつっく, つうっすけ うきっ くけしう っょう
くうちぇすぇ きはさおぇ いぇ うくすっくいうすっすぇ くぇ きぇゅくうすくうすっ ゃなかくう.
10 のかう – 45 ゅ. けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ すっかっゃういうけくくぇ う 〉╉╁ しすぇくちうは 
くぇ ゃさなた ╀けすっゃ; 110 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさしおうは あっくしおう しなのい.
11 のかう - 110 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ ╇かうは ╀っておけゃ – おぇさうおぇ
すせさうしす う うかのしすさぇすけさ.
12 のかう - ‶さぇいくうお くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ ゅゃぇさょっえしおぇ つぇしす ゃ [╀; 20 ゅ. けす 
こさうっきぇくっすけ くぇ ╉けくしすうすせちうはすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは けす ╁′]; 90 ゅ. けす しき. くぇ 
╂ぇぉさうっか ╊うこきぇく - そさっくしおう そういうお けす っゃさっえしおう こさけういたけょ, けすおさうか 
ちゃっすくぇすぇ う うくすっゅさぇかくぇすぇ そけすけゅさぇそうは, くけしうすっか くぇ ′けぉっかけゃぇ くぇ
ゅさぇょぇ; ‶さっょう 135 ゅけょうくう うすぇかうぇくしおぇすぇ ちうさおけゃぇ ぇさすうしすおぇ ╋ぇさうは 
]こっかすっさうくぇ こさっきうくぇゃぇ いぇ 11 きうくせすう くぇょ ′うぇゅぇさしおうは ゃけょけこぇょ こけ 
けこなくぇすけ くぇょ くっゅけ ゃなあっ. ╆ぇ けとっ 10 きうくせすう すは せしこはゃぇ ょぇ しっ ゃなさくっ 
けぉさぇすくけ, たけょっえおう くぇいぇょ, ぇ しっょきうちぇ こけ-おなしくけ こけゃすぇさは けこうすぇ しう, くけ 
ゃっつっ しなし いぇゃなさいぇくう けつう.
13 のかう – 65 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ こぇさぇてせすくうは しこけさす せ くぇし; 145 
ゅ. けす こけかぇゅぇくっすけ くぇ ょなくけすけ くぇ ┿すかぇくすうつっしおうは けおっぇく くぇ こなさゃうは ゃ 
しゃっすぇ すっかっゅさぇそっく おぇぉっか, しゃなさいゃぇと ╁っかうおけぉさうすぇくうは う ]┿】; 60 ゅ. 
けす しき. くぇ ┿さくけかょ 【けくぉっさゅ - ぇゃしすさうえしおう おけきこけいうすけさ, っょうく けす くぇえ-
はさおうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きけょっさくういきぇ ゃ きせいうおぇすぇ.
14 のかう – 70 ゅ. けす ゃかういぇくっすけ いぇ こさなゃ こなす ゃ ぉけえ くぇ いくぇきっくうすぇすぇ 
„╉ぇすのてぇ”.

15 のかう – ‶なさゃうはす ょっく けす ╂けさっとくうちうすっ - すさうょくっゃっく こさぇいくうお ゃ 
つっしす くぇ しかなくちっすけ う けゅなくは; 95 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ けす 〉うかはき ╀けうくゅ くぇ 
しぇきけかっすくぇすぇ おけきこぇくうは „╀けうくゅ”.
16 のかう – 90 ゅ. けす しき. くぇ  ╋ぇさおけ ╀ぇかぇぉぇくけゃ – おくうあけゃくうお, けぉとっしす
ゃっくうお う こさなゃ さっょぇおすけさ くぇ しこ. ”』うすぇかうとっ”. ‶さっょう 350 ゅ. いぇさぇょう 
くっょけしすうゅ くぇ しさっぉなさくう きけくっすう ゃ てゃっょしおぇすぇ ぉぇくおぇ ゃ ]すけおたけかき しぇ 
ういょぇょっくう こなさゃうすっ こぇさうつくう ぉぇくおくけすう ゃ ╄ゃさけこぇ.
17 のかう - 190 ゅ. けす ゅうぉっかすぇ くぇ ╇くょあっ ゃけえゃけょぇ, いぇゅうくぇか おさぇえ さっおぇ 
‶させす ゃ しさぇあっくうっ し すせさちうすっ; 65 ゅ. けす ういかういぇくっすけ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ けさ
ゅぇくういうさぇくっ くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
18 のかう - ╃っく くぇ ╂さぇあょぇくしおぇすぇ いぇとうすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, しないょぇょっくぇ 
こさっい 1936 ゅ.
19 のかう - ╃っく くぇ ょうこかけきぇちうはすぇ せ くぇし – こさっい 1879 ゅ. おくはい ┿かっお
しぇくょなさ ┶ くぇいくぇつぇゃぇ し せおぇい  こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう ょうこかけきぇすうつっしおう 
こさっょしすぇゃうすっかう ゃ つせあぉうくぇ; 115 ゅ. けす さけあょ. くぇ ┿さつうぉぇかょ ╉さけくうく 
– てけすかぇくょしおう かっおぇさ う こうしぇすっか /”『うすぇょっかぇすぇ”/.
20 のかう – ]ゃ. こさけさけお ╇かうは; ╇かうくょっく うかう ╇かうは ╂さなきけゃうお; ‶さぇい
くうお くぇ こうゃけゃぇさうすっ; 120 ゅ. けす せつさっょはゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しけ
ちうぇかょっきけおさぇすうつっしおぇ こぇさすうは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ てぇたきぇすぇ.
21 のかう - 25 ゅ. けす しき. くぇ ╂っけさゅう 『ぇくっゃ - かうすっさぇすせさっく おさうすうお う 
うしすけさうお; 215 ゅ. けす しき. くぇ てけすかぇくょしおうは こけっす [けぉなさす ╀なさくし; 195 ゅ. 
けす さけあょ. くぇ  ぉぇさけく ‶ぇせか ぃかうせし そけく [けえすっさ –  しないょぇすっか くぇ っょくけう
きっくくぇすぇ うくそけさきぇちうけくくぇ ぇゅっくちうは; 90 ゅ. けす ゃなゃっあょぇくっすけ せ くぇし くぇ 
いぇょなかあうすっかくけ う ぉっいこかぇすくけ 7-ゅけょうてくけ けぉさぇいけゃぇくうっ; 30 ゅ. けす しき. 
くぇ ╊のょきうかぇ ╅うゃおけゃぇ - ぉなかゅぇさしおう こけかうすうお, うしすけさうお.    

′ぇ 8 のかう っ 
こさぇいくう

おなす くぇ こつっ
かうすっ, つうえすけ 
こけおさけゃうすっか っ 
]ゃっすう ‶さけおけ
こう-‶つっかぇさ. 
╁ きうくぇかけすけ 
こ つ っ か ぇ さ う す っ 
おけかっかう おせさ
ぉぇく ゃ つっしす 
くぇ しゃっすっちぇ, ぇ 
しゃっとっくうおなす 

こけさなしゃぇか おけてっさうすっ. ¨しゃっ
とぇゃぇかう しっ くけゃうはす きっょ う けぉ
さっょくうはす たかはぉ し ういけぉさぇいっく くぇ 
くっゅけ おけてっさ. ¨しゃっすっくうはす きっょ 
しこけさっょ こけゃっさうっすけ っ かっおけゃうす 
- し くっゅけ きぇあぇす せあうかっくけ, ぉけか
くけ ゅなさかけ, かっおせゃぇす う てぇさおぇ.
′ぇ 15, 16 う 17 のかう しぇ ╂け

さっとくうちうすっ – すけゃぇ しぇ すさうすっ 
くぇえ-すけこかう ょくう こさっい ゅけょうくぇ
すぇ, きくけゅけ すぇつっくう けす くぇさけょぇ, 
いぇとけすけ しっ いくぇっ, つっ けす ょさっゃくう 
ゃさっきっくぇ ぉなかゅぇさうくなす しっ こさっ
おかぇくは こさっょ けゅなくは う つっ ゃ ぉなか
ゅぇさしおぇすぇ おなとぇ けゅくうとっすけ くう
おけゅぇ くっ いぇゅぇしゃぇ. 》けさぇすぇ  しっ 
けすくぇしはかう し こけつうす おなき しゃっす
おぇゃうちうすっ, ゅさなきけすっゃうちうすっ う 
けゅくっくうすっ しすうたうう, おけうすけ しっ 
ゃうたさはす こさっい かはすけすけ. ‶なさゃうはす 
╂けさっとくうお - 15 のかう, しこかぇて
ゃぇ しすけこぇくうすっ し ぇょしおぇ あっゅぇ 
う ゅさなきけすっゃうちう. ╁すけさうはす - 
16 のかう, くけしう けとっ こけ-しうかくう 

すなすっくう. ′け くぇえ-しすさぇてっく っ 
すさっすうはす ╂けさっとくうお. ¨ゅなくはす 
すけゅぇゃぇ しぇき しかういぇか けす くっぉっ
すけ, こけょこぇかゃぇか しくけこうすっ, さぇい
さぇいはゃぇかう しっ しすさぇてくう かっすくう 
ぉせさう. ╆ぇすけゃぇ くっ しっ あなくっ, くっ 
しっ おけこぇっ, くっ しっ こかぇしすう しっくけ. 
]こけさっょ こけゃっさうっすけ - おけえすけ くっ 
こさぇいくせゃぇ ╂けさっとくうちうすっ, きせ 
しっ こけょこぇかゃぇ おなとぇすぇ. 》かっぉぇ
さうすっ, おけゃぇつうすっ, おぇかぇえょあう
うすっ う ぉぇおなさょあううすっ こなお くっ 
さぇぉけすはす う ゅかっょぇす くぇ すけいう ょぇく 
ょぇ くぇこさぇゃはす ょけぉさけ くぇ しうさけ
きぇしう う しうさぇちう.
『うおなかなす くぇ かっすくうすっ こさぇい

くうちう いぇゃなさてゃぇ くぇ 20 のかう  
- ╇かうくょっく, おけゅぇすけ しっ こけつうすぇ 
]ゃ. ‶さけさけお ╇かうは, くぇさうつぇく 
けとっ ╂さなきけゃうお, いぇとけすけ しっ 
ゃはさゃぇ, つっ すけえ ゃかぇょっっ ゅさなきけ
すっゃうちうすっ う しゃっすおぇゃうちうすっ. ╁ 
くぇさけょくうすっ こさっょしすぇゃう しゃっすっ
ちなす こさっこせしおぇ こけ くっぉっすけ しなし 
いかぇすくぇ おけかっしくうちぇ, けす おけは
すけ ういこさぇとぇ けゅくっくう しすさっかう. 
〈ぇいう ぇしけちうぇちうは ょぇゃぇ けしくけ
ゃぇくうっ ゃ すけいう ょっく ょぇ こさぇいくせ
ゃぇす けさなあっえくうちうすっ.
‶さけさけおなす しっ ゃないょなさあぇか けす 

たさぇくぇ, ぉうか しおさけきっく ゃ けぉかっお
かけすけ しう う しすさけゅ おなき しっぉっ しう. 
╆ぇさぇょう せょうゃうすっかくぇすぇ しう しゃは
すけしす っ しきはすぇく いぇ “くっぉっしっく つけ
ゃっお” う “いっきっく ぇくゅっか”.  ‶さけさけ
つっしおけすけ きせ しかけゃけ ぉうかけ おぇすけ 
こかぇきすはとぇ しゃっと, けしゃっすはゃぇとぇ 

きさぇおぇ ゃ つけゃっておうすっ ょせてう.
′ぇ ╇かうくょっく しすぇゃぇす しぉけ

さけゃっ, こさぇゃはす しっ けぉとう すさぇ
こっいう. ¨すおけかってっく けぉうつぇえ っ 
ょぇ しっ いぇおけかう くぇえ-しすぇさうはす 
こっすっか. ╉さぇえ くはおけう きぇくぇ
しすうさう うきぇ しゃっとっくう ょなさゃっすぇ 
(きっしすぇ いぇ けぉさけお) うかう しおぇかう 
し ょせこおう, こさっい おけうすけ たけさぇすぇ 
しっ こさけゃうさぇす う こさけゃっさはゃぇす 
ょぇかう しぇ こさぇゃっょくう. ╇きぇ こけ
ゃっさうっ, つっ ぇおけ くぇ ╇かうくょっく 
いぇゅなさきう, けさったうすっ う かってくう
ちうすっ とっ しぇ きぇかおけ. ╁うくけすけ, 
けぉぇつっ, とっ っ たせぉぇゃけ. ┿おけ くっ 
ゅなさきう, ぉせかおうすっ とっ いぇつっ
ゃぇす こけ-かっしくけ う とっ ぉかういくはす.                                                                                                                                        
╁ すけいう ょっく しっ つっしすゃぇ  あっしすけ
おけ こけすせてっくけすけ ╇かうくょっくしおけ-
‶さっけぉさぇあっくしおけ ゃなしすぇくうっ 
けす 1903 ゅ. ╁ しすぇくぇかうすっ 239 
しさぇあっくうは しさっとせ 350-たうかはょ
くぇすぇ すせさしおぇ ぇさきうは しっ しさぇ
あぇゃぇす 26 たうかはょう ゃなしすぇくうちう. 
╆ぇゅうゃぇす 994 けす すはた, けこけあぇ
さっくう しぇ 201 しっかぇ, せぉうすう しぇ 
4600 ょせてう きうさくけ くぇしっかっ
くうっ, ぇ ょさせゅう 25 000 っきうゅさう
さぇす ゃ ╉くはあっしすゃけ ╀なかゅぇさうは.                                       
╇きっく ょっく うきぇす くけしっとうすっ 
うきっくぇすぇ ╇かうは, ╇かうはく,╇かうく, 
╇かうくぇ, ╇かうはくぇ, ╇かおけ, ╇かつけ, 
╊うくぇ, ╇くくぇ う ょさせゅう. ′ぇ 
╇かうくょっく こさぇいくせゃぇす こうゃけゃぇ
さうすっ, けゅくっぉけさちうすっ, おけあせたぇ
さうすっ, しぇきぇさょあううすっ, そせさくぇ
ょあううすっ う ょさ.

]なゃさっきっくくうちうすっ きせ すけこかけ  う 
し くっしおさうすぇ しうきこぇすうは ゅけ くぇさう
つぇかう „ぉぇえ ‶っすなさ”. ╀うか ょさっぉっく, 
きくけゅけ あうゃ う こなさゅぇゃ つけゃっお, し 
ぉなさいぇ う かけゅうつくぇ きうしなか, し せょう
ゃうすっかくぇ しこけしけぉくけしす ょぇ さぇぉけすう 
う ょぇ せぉっあょぇゃぇ, „うしすうくしおう くぇ
さけょくうお”, おぇおすけ おぇいゃぇ いぇ くっゅけ 
』せょけきうさ. ╀うか っくちうおかけこっょうつ
くぇ かうつくけしす し さぇいくけしすさぇくくう うく
すっさっしう. ╇ し きくけゅけ, きくけゅけ うょっう. 
Îとっ こさっい 1902 ゅ. おぇすけ こけきけと
くうお-おきっす こけゃょうゅぇ ゃなこさけしぇ  いぇ 
っかっおすさうそうおぇちうはすぇ くぇ ゅさぇょぇ, 
しかっょ すけゃぇ いぇ  いぇかっしはゃぇくっすけ, いぇ 
ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ しぇぇくしおう おけいう けす 
【ゃっえちぇさうは, ういゃっしすくう し きくけ
ゅけすけ しう きかはおけ,  いぇ しなぉうさぇくっすけ 
う しなたさぇくはゃぇくっすけ くぇ „ぇくすうおう”, 
しゃなさいぇくう し うしすけさうはすぇ くぇ かの
ぉうきうは きせ ╉ぇいぇくかなお.
‶っすなさ 〈けこせいけゃ っ さけょっく くぇ 20 

のくう 1866 ゅ. ╃はょけ きせ, けゃつぇさ 
けす ╋なゅかうあ, しっ こさっしっかゃぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお. [けょなす くぇ ‶. 〈けこせいけゃ 
こけ かうくうは くぇ きぇえおぇ きせ ′っょぇ 
╋っさょあぇくけゃぇ っ けす ╉けこさうゃとう
ちぇ. ╀ぇとぇ きせ ╇ゃぇく 〈けこせいけゃ ぉうか  
ぇぉぇょあうは, くっせお つけゃっお, おけえすけ 
せしこはか ょぇ ういせつう う てっしすすっ しう 
ょっちぇ, つっすうさう けす おけうすけ ぉうかう 
くぇさけょくう せつうすっかう. ′ぇえ-ゅけかっ
きうはす っ ‶っすなさ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ 
すけえ せつう ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぇ しかっょ 
すけゃぇ ゃ ‶かけゃょうゃしおぇすぇ ゅうきくぇ
いうは. ╆ぇゃなさてゃぇ おせさし いぇ いぇこぇし
くう けそうちっさう う こけしすなこゃぇ くぇ ゃけ
っくくぇ しかせあぉぇ. ╃けぉさけゃけかっち っ ゃ 
]さなぉしおけ-ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえくぇ.
‶け うくうちうぇすうゃぇ くぇ ‶っすなさ 

〈けこせいけゃ, おぇすけ せつうすっか ゃ ╉ぇか
こぇおつうえしおけすけ せつうかうとっ, ゃ ╉ぇ
いぇくかなお しっ けすおさうゃぇ ゃっつっさくけ 

つうさぇておけ せつうかうとっ. ‶け くっゅけゃけ 
くぇしすけはゃぇくっ しっ しないょぇゃぇ おけきう
すっす, くぇ おけえすけ すけえ っ しっおさっすぇさ, いぇ 
しすさけっあぇ くぇ すったくうつっしおけ せつうかう
とっ ゃ ゅさぇょぇ, けすおさうすけ こさっい 1925 
ゅ. - ょくってくぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあう
っくけゃ”.
¨す くぇえ-さぇくくうすっ しう ゅけょうくう 

‶っすなさ 〈けこせいけゃ っ つかっく くぇ 〉つっ
くけかのぉうゃぇ ょさせあうくぇ „╇しおさぇ”. 
′ぇさうつぇかう ゅけ „ぉせょくけすけ けおけ くぇ 
„╇しおさぇ”, すなえ おぇすけ こさっょかぇゅぇか 
きくけゅけ けぉとっしすゃっくけ こけかっいくう 
うょっう う ゅけゃけさっか くぇ くぇえ-さぇい
かうつくう すっきう: いぇ こうはくしすゃけすけ, いぇ 
つっさおけゃくうは ゃなこさけし, いぇ たぇえょせ
すうすっ, いぇ こけかいぇすぇ けす つっすっくっすけ… 
╉ぇすけ ぇおすぬけさ せつぇしすゃぇ ゃ っょくけ けす 
こなさゃうすっ こさっょしすぇゃかっくうは しかっょ 
¨しゃけぉけあょっくうっすけ – „]すけはく ゃけえ
ゃけょぇ”, ゃ さけかはすぇ くぇ ゃなしすぇくうおぇ.
‶さっい かはすけすけ くぇ 1901 ゅ., ゃ きぇか

おぇ しすぇうつおぇ おなき すっぇすなさぇ, ‶っ
すなさ 〈けこせいけゃ こけょさっあょぇ ゃ っょうく 
ておぇそ: っょくぇ しさっょくけゃっおけゃくぇ 
きけくっすぇ けす ゃさっきっすけ くぇ ╇ゃぇく-
┿しっく ┶┶, くはおけかおけ すせさしおう きけくっ
すう, っょくぇ あっかはいくぇ しすさっかぇ, いくぇ
きっすけ, ういょうゅくぇすけ くぇ ╀せいかせょあぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ  こなさゃけすけ つっしすゃぇくっ 
くぇ こけょゃうゅぇ くぇ つっすぇすぇ くぇ 》ぇょ
あう ╃うきうすなさ, くはおけかおけ あっかっい
くう こさうぉけさぇ いぇ おけく, けしすぇくぇかう 
けす ゃけえくぇすぇ, つぇしす けす きさぇきけさっく 
てぇょさぇゃぇく, っょくぇ 28-おうかけゅさぇ
きけゃぇ すうおゃぇ う っょくけ ぇゅくっ し てっしす 
おさぇおぇ. 》せょけあくうおなす ╇ゃぇく ╄く
つっゃ-╁うょの ういさぇぉけすゃぇ おさぇしうゃ 
くぇょこうし „╋せいっえ”, おけえすけ けおぇつ
ゃぇす くぇ ゃさぇすぇすぇ. 〈けゃぇ っ こなさゃぇ
すぇ „っおしこけいうちうは” くぇ ょくってくうは 
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ”, 
つうえすけ 100-ゅけょうてっく のぉうかっえ しっ 

つっしすゃぇ こさっい 2011 ゅ.
′ぇ 1 のくう 1924 ゅ. ういかういぇ こなさ

ゃうはす ぉさけえ くぇ ゃ. „╉ぇいぇくかなておぇ 
╇しおさぇ”. ‶っすなさ 〈けこせいけゃ っ ゅかぇゃ
くうはす う っょうくしすゃっく さっょぇおすけさ. 
‶けつすう ちっかうはす ゃっしすくうお っ くぇ
こうしぇく けす くっゅけ. ]かっょ てっしすうは 
ぉさけえ ゃっしすくうおなす しすぇゃぇ こっつぇすっく 
けさゅぇく くぇ ょさせあうくぇ „╇しおさぇ”. ╁ 
さっょぇおちうけくくうは おけきうすっす ゃかういぇ 
う 〈けこせいけゃ. ╉けゅぇすけ こけ-きかぇょうすっ 
しっ こさけすうゃけこけしすぇゃはす くぇ しすうかぇ 
きせ, すけえ おぇいゃぇ: ”╂けしこけょぇ,  っょうく 
ゃっしすくうお おぇすけ くぇてうは すさはぉゃぇ ょぇ 
っ おぇすけ ぇたつうえくうちぇ /いぇおせしゃぇか
くは/. 〈ぇき すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ う しせこぇ, 
う ぉせかぬけく, う さぇいくう ょさせゅう すなくおう 
ゅけいぉう, くけ ぇおけ くぇ きのとっさううすっ 
うき しっ こさうはょっ う ておっきぉっ-つけさぉぇ, 
とっ うき しゅけすゃうき! ╇ そぇしせか し かのすぇ 
つせておぇ ょぇ うきぇ! 〈せさはき すけつおぇ!”. 
]ぉなょゃぇ しっ きっつすぇすぇ きせ ゃっしすくう
おなす ょぇ しすぇくっ しっょきうつくうお.
〈けこせいけゃ ういおかのつうすっかくけ ぇお

すうゃくけ せつぇしすゃぇ ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ つっしすゃぇくうはすぇ くぇ 30-ゅけょうて
くうくぇすぇ う くぇ 50-すぇすぇ ゅけょうて
くうくぇ くぇ ょさせあうくぇ „╇しおさぇ”, こけ 
ゃさっきっ くぇ おけはすけ けさゅぇくういうさぇ う 
こなさゃぇすぇ けおけかうえしおぇ いっきっょっか
しおぇ ういかけあぉぇ. ╋っあょせゃさっきっくくけ 
- くっ しこうさぇ ょぇ しなぉうさぇ う けこうしゃぇ 
こさっょきっすう いぇ きせいっは – ちっかう 29 
ゅけょうくう.
‶っすなさ 〈けこせいけゃ せきうさぇ くぇ 22 

のかう 1930 ゅ. ]なゅさぇあょぇくうすっ きせ 
ゅけ ういこさぇとぇす ゃ こけしかっょくうは きせ 
こなす すなさあっしすゃっくけ, し けゅさけきくけ 
せゃぇあっくうっ う こけつうす. ╆ぇ ょゃぇ きっ
しっちぇ きせいっはす っ いぇこっつぇすぇく, しかっょ 
おけっすけ くっゅけゃ せさっょくうお しすぇゃぇ 』せ
ょけきうさ.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう:
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《せすぉけかっく おかせぉ „┿さしっくぇか 2000” 
けぉはゃはゃぇ こさうっき  くぇ ょっちぇ, さけょっくう こさっい 2000 ゅ. , 2001 
ゅ. う 2002 ゅ., いぇ こけょゅけすゃうすっかくうすっ ゅさせこう くぇ 【おけかぇすぇ 
こけ そせすぉけか.
′っけぉたけょうきけ っ ょぇ こけょぇょっすっ きけかぉぇ こけ けぉさぇいっち, 

おけえすけ きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ けす ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さ
しっくぇか” ┿╃, おぇおすけ う けす しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ 
いぇゃけょう うかう けす すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ                  
すっか. 36 51 う 0887 749 705.
╉なき きけかぉぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ こさうかけあっくぇ ぉっかっあおぇ けす 

かうつくうは かっおぇさ - いぇ いょさぇゃくうは しすぇすせし う いぇ きうくぇかう いぇ
ぉけかはゃぇくうは くぇ おぇくょうょぇすぇ.
╋っしっつくぇすぇ すぇおしぇ いぇ せつぇしすうっ っ 5 /こっす/ かっゃぇ. 〈は とっ 

しっ ういこけかいゃぇ いぇ しくぇぉょはゃぇくっ くぇ ょっちぇすぇ し っおうこうさけゃおぇ.

〉] くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000”

《╆っ╇╅

81 ╈《╉¨〉  ̈《【 』〈ぇ『【【╅ 〉╅ 》╊【ぇ『 
【《》】′《╇ - 〉╊】〈《『¨〈¨っ【 ̈ 』[『¨』【
》ちかく 2011-てあ そていかしみくうあすか け  145 え. そて ちそきおかせけか-
てそ せあ そつせそうあてかしみ せあ すとくかこ „¨つさちあ” け せあ う. „¨つさちあ” 

‶さう ゃさなとぇくっすけ きせ ゃ ちった 
130, こさっい 1974-すぇ, ゅっくっさぇかっく 
ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”, 
つぇしす けす おけっすけ っ う ╋╉ „《さ. ╄く-
ゅっかし”,  ょくっし „┿さしっくぇか”, っ ╁ぇしうか 
〈のさおっょあうっゃ. 〈けゅぇゃぇ しかせつぇえくけ 
]すけえおけ こさけつうすぇ しすぇすうは, こさっ-
ゃっょっくぇ けす ぇきっさうおぇくしおけ しこうしぇ-
くうっ, おけはすけ けこうしゃぇ こさうかぇゅぇくっすけ 
くぇ くけゃう しすぇすうしすうつっしおう きっすけょう 
くぇ おけくすさけか ゃなゃ ゃけっくくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ. ]うかくけ っ ゃこっつぇすかっく 
う きっつすぇっ, すけゃぇ ょぇ しすぇくっ う すせお. 
╉けゅぇすけ こぇお しかせつぇえくけ, ょゃぇ きっ-
しっちぇ こけ-おなしくけ, 〈のさおっょあうっゃ 
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, うょっはすぇ くぇ 
]すけえおけ ╉なくっゃ っ こけょおさっこっくぇ 
くぇ 100% けす ゅっくっさぇかくうは ょう-
さっおすけさ. /╃ぇ くっ こけゃはさゃぇて, つっ 
っょうく くぇつぇかくうお ちった きけあっ ょぇ 
ぉなょっ つせす!/. ╉なくっゃ くっ ゃはさゃぇ くぇ 
せてうすっ しう: ”╃さ. 〈のさおっょあうっゃ, いぇ 
くけゃぇすぇ しうしすっきぇ とっ くう すさはぉゃぇす 
くぇえ-きぇかおけ 100 たうかはょう かっゃぇ!”. 
¨すゅけゃけさなす っ: ”╇きぇて ゅう! ╃っえしす-
ゃぇえ!”. ]すけえおけ ゃっつっ ぉうか くぇこさぇ-
ゃうか したっきぇすぇ いぇ ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ くけゃぇすぇ しうしすっきぇ くぇ „しすぇすおけく-
すさけか” う ぉなさいけ いぇこけつゃぇ さっぇかう-
いぇちうはすぇ: さぇいきっしすゃぇくっ くぇ ちっかう 
さぇぉけすくう こかけとぇょおう, きぇてうくう..., 
こさう すけゃぇ, ぉっい こさけういゃけょしすゃけ-
すけ ょぇ ぉなょっ しこうさぇくけ ういけぉとけ... 
]こっちうぇかくぇ おけきうしうは, ゃ おけはすけ, 
けしゃっく ╉なくっゃ, しぇ けとっ – ょうさっお-
すけさなす くぇ いぇゃけょぇ ′うおけかぇえ ╃ぇ-

]すけえおけ ╉なくっゃ っ けす 
けくっいう „こっつっくう” 

ぇさしっくぇかちう, いぇ おけうすけ 
くぇゃさっきっすけ し ょなかぉけおけ 
せゃぇあっくうっ さぇぉけすくう-
ちうすっ おぇいゃぇたぇ, つっ  う 
ぉっい ょぇ しぇ いぇゃなさてう-
かう ╁〉╆, しぇ こけ-ょけぉさう 
うくあっくっさう けす うくあっ-
くっさうすっ し ょうこかけきぇ. 
[ぇいぉうさぇき ゅけ ぉなさいけ, 
おけかおけすけ う しおさけきくけ 
すけえ ょぇ こけつゃぇ さぇいおぇ-
いぇ いぇ しっぉっ しう. ¨こうす-
くけしすすぇ, こけいくぇゃぇくっすけ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
おけっすけ っ さなおけゃけょうか 
おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ 
ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 2 
– 110 う 130, しっ さぇい-
こけいくぇゃぇ ぉなさいけ.
╆ぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっ-

くぇか” おぇすけ きくけゅけ ょさせ-
ゅう こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
– こさっょう おぇいぇさきぇすぇ, 
こさっい 1951-ゃぇ. ╁さなとぇ 
しっ こさっい 1955-すぇ しかっょ 
すさう ゅけょうくう しかせあぉぇ ゃ 
〈ぇくおけゃぇすぇ ょうゃういうは ゃ 
]けそうは. ′ぇしすさけえつうお, 
しすぇさてう くぇしすさけえつうお 
ゃ 130 ちった くぇ ╆ぇゃけょ 
2, すったくけかけゅ ゃ しな-
とうは ちった, ぇ けす おさぇは 
くぇ 1960-すぇ – う くっゅけゃ 
くぇつぇかくうお. ]かっょ 7 ゅけ-
ょうくう ゅけ きっしすはす, おぇお-
すけ すけゅぇゃぇ っ こさぇゃっくけ, 
ゃ ちった 110 くぇ しなとうは 
いぇゃけょ, いぇとけすけ ”さぇ-
ぉけすぇすぇ すぇき くっとけ くっ 
ゃなさゃう”. ] っょくぇ ょせきぇ 
– ょぇ は „けこさぇゃう”. ╇ 
すぇおぇ – 7 ゅけょうくう, こけ-
しかっ こぇお – ゃ ちった 130, 
いぇとけすけ こなお, すぇき くっ-
とぇすぇ „いぇおなしゃぇす”.

ごゑんざずん づぎがご ぢだぎどごぶぞご どづぎずご
╆ぇ 16-ゅけょうてくぇすぇ ょっゃけえおぇ 

こけっいうはすぇ っ つぇしす けす  くっとぇ-
すぇ, おけうすけ けしきうしかはす ょっかくうおぇ え.  
╇ゃぇえかぇ 〈けょけさけゃぇ っ  ょっゃっ-
すけおかぇしくうつおぇ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた 
┿くすうき ‶なさゃう”. ‶うしぇくっすけ くぇ 
しすうたけゃっ ゃっつっ え くけしう  こけさっょう-
ちぇ けす くぇゅさぇょう う こさういくぇくうっすけ 
くぇ こけつうすぇすっかうすっ くぇ さうきせゃぇ-
くうすっ しすうたけゃっ. ]ぇきけ いぇ こけ-
しかっょくうすっ  ょゃぇ きっしっちぇ ╇ゃぇえかぇ 
っ  こけかせつうかぇ ょゃっ  けすかうつうは いぇ  
しゃけは すぇかぇくす:  ゃすけさぇ くぇゅさぇょぇ 
ゃ すさっすぇ ゃないさぇしすけゃぇ  ゅさせこぇ 
くぇ 14-は ′ぇちうけくぇかっく かうすっ-
さぇすせさっく おけくおせさし  „╊のぉけゃすぇ 
ゃ くぇし”, けさゅぇくういうさぇく  けす ╋う-
くうしすっさしすゃけすけ くぇ  けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ.  

》ちかおしあえあすか うけ かおせそ そて
つてけにそてうそちかせけみてあ せあ ¨うあこしあ

╆ぇぉさぇゃっくけすけ とっ すう こぇいは

╀けかっいくっくけ すせお しう, ゃしなとくけしす すっ くはきぇ. 
‶さけとぇかくうすっ しかけゃぇ けとっ ゃ きっく すせこすはす. 
╊のぉけゃ くっこけおけさくぇ, ゃ おけえ なゅなか しっ ょはくぇ? 
]かはこけ ぉっいしなくうっ, つせゃしすゃぇすぇ きう くっ しこはす.

〉しっとぇき すっ すせお, し ぉせおゃうすっ  すっ ういこうしゃぇき. 
╁なこかなとぇゃぇき しっ ゃ すはた, つさっい くぇさうつぇくっ.
〈う しう すせお, ょぇあっ ゃ おぇかっくょぇさぇ ゅけょうてっく, 
ゃしはおぇ ょぇすぇ けすぉっかはいぇくぇ っ いぇ けぉうつぇくっ. 

]なかいぇ けすさけくゃぇき, ょゃっ すう こけしゃっとぇゃぇき, 
けつうすっ  しう こさっょう いぇゃうくぇゅう ょぇ けしすなおかは.
╆ぇぉさぇゃっくけすけ とっ すう こぇいは, けぉっとぇゃぇき .
′ぇ いぇおぇつぇかおぇすぇ ゃうしう ゃうくけゃくけ かのぉけゃすぇ.

╁ くぇつぇかけすけ くぇ きぇえ ╇ゃぇえかぇ っ し ょうこかけき 
う けす ′ぇちうけくぇかくうは かうすっさぇすせさっく おけく-
おせさし  くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ 
う けぉとうくぇ ]かうゃっく  „╋けはすぇ こさうおぇいおぇ いぇ 
ょけぉさけすけ”. 

きはくけゃ, くぇつぇかくうおなす くぇ ¨〈╉ 
– ╅っかぬけ ╃あぇゃゅけゃ う こけかお.  
╉さなしすっゃ けす ╃]¨-すけ, いぇ こけ-
きぇかおけ けす 2 ゅけょうくう „こさっお-
さけはゃぇ” ちはかぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 

こさけゃっさおぇ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
こぇすさけくうすっ, おけうすけ ゃっつっ くっ しっ 
ゃさなとぇす くぇちはかけ ょぇ しっ こさっ-
けこぇおけゃぇす, ぇおけ ういきっあょせ 4-すっ 
たうかはょう, ゃいっすう いぇ こさけゃっさおぇ 
けす けぉとけ 1 きうかうけく, しっ くぇきっ-
さはす くっゅけょくう ぉさけえおう.
‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ, けぉぇつっ,  

ちった 110 こぇお „いぇおなしゃぇ” う 
]すけえおけ ╉なくっゃ – こぇお けぉさぇ-
すくけ... ╉けゅぇすけ きせ けしすぇゃぇ きぇか-
おけ ゃさっきっ ょけ こっくしうは, きけかう ょぇ 
ぉなょっ こさっきっしすっく くぇ こけ-しこけ-
おけえくけ きはしすけ, ゃ ちった 150 /”╆ぇ 
こなさゃう こなす こけきけかうた! ╇ きけか-
ぉぇすぇ きう ぉっ せょけゃかっすゃけさっくぇ”./

]すけえおけ ╉なくっゃ くっ しっ ょぇゃぇ 
かっしくけ

╁ しこけきっくうすっ きせ ういくうおゃぇす 
しかせつおう くっ しぇきけ くぇ しかけゃっしくう 
„こさっしすさっかおう” し ゅけかっきうすっ ょう-
さっおすけさう おぇすけ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, 
くけ う きけさぇかくう こけぉっょう くぇょ 
こけ-ゃうしけおけしすけはとうすっ. ╀うすおう, 
しこっつっかっくう し こさけそっしうけくぇかう-
いなき う いぇさぇょう こさけそっしうけくぇ-
かういきぇ. 〈ぇおぇ いぇ くっゃないきけあくうは 
いぇ ういこなかくっくうっ こかぇく ゃっつっ くっ 
ゅけ „たけおぇす”, とけすけ こけょ いぇこかぇ-
たぇすぇ ょぇ „けしすぇゃう きぇくすぇすぇ しう 
くぇ いぇおぇつぇかおぇすぇ”, ゃうおぇ ╇ゃぇ-
くけゃ しぇき ょぇ けこうすぇ おぇお ょぇ うい-
おぇさぇ こけ 1 きうかうけく ぉさけえおう くぇ 
きっしっち, こさう 380 たうかはょう ゅけょう-
てっく ゃないきけあっく こかぇく. ╇ こぇお: 
”╃け 925 たうかはょう しすうゅくぇた!”..., 
こさっい せしきうゃおぇ おぇいゃぇ ょくっし 
くぇつぇかくうお-ちったなす, こけいくぇす うい 
ちっかうは „┿さしっくぇか”. ′ぇこけさうし-
すけしすすぇ くぇ ]すけえおけ ╉なくっゃ ゅけ 
こさぇとぇ つぇお ょけ ゅっくっさぇかしおうすっ 
おぇぉうくっすう ゃ しけそうえしおうすっ きう-
くうしすっさしすゃぇ, おなょっすけ こさっょう 
すけゃぇ, ゃ けこうすぇ しう ょぇ こさけきっくはす 
すったくけかけゅうはすぇ くぇ けこぇおけゃぇくっ, 
こけ うょっは くぇ ╉なくっゃ, しっ こさけゃぇ-
かはす くっゅけゃうすっ ょうさっおすけさう.
¨ぉぇつっ ╉なくっゃ – くうおけゅぇ. 〈ぇおぇ 

しっ こさっぉけさゃぇ いぇ ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ くけゃう ゃうょけゃっ けこぇおけゃおう, 
さぇいかうつくう けす しなゃっすしおうは しすぇく-
ょぇさす, おけっすけ せゃっかうつぇゃぇ こさけ-

ういゃけょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ. 
′け:

”′っ うしおぇき ょぇ つけこかは ゅけ-
かっきうすっ こっさうこっすうう”,

こさっい おけうすけ しなき きうくぇか, くぇ-
しすけはゃぇ ょくっし ]すけえおけ ╉なくっゃ. 
╋ぇおぇさ つっ うきぇ おぇおゃけ ょぇ さぇい-
おぇあっ けす さぇいすぇおぇゃぇくっすけ しう こけ 
けさゅぇくうすっ くぇ さっょぇ, しかっょ っょくけ 
„くっゃうくくけ すけこっくっ” けすしすさぇくぇ 
くぇ しゃけえ おけかっゅぇ, おけっすけ っ きけゅ-
かけ ょぇ しなしうこっ あうゃけすぇ きせ ゃ 
けくうは ゅけょうくう くぇ おけくしこうさぇちうは 
う ょけくけしう. ╉なくっゃ, けぉぇつっ, っ いぇ-
ゅなさぉうか かけてけすけ う こさっょこけつうすぇ 
ょぇ しう さぇいおぇいゃぇす し こさうはすっかう 
いぇ ょけぉさけすけ ゃ しすぇさけすけ ゃさっきっ: 
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”′っ きう しっ ゅけゃけさう いぇ きさなしけ-
すうう...”.
]っゅぇ しっ すさっゃけあう, つっ ぉけかっあ-

おう きせ こさっつぇす ょぇ ぉなょっ こけかっいっく 
くぇ しっきっえしすゃけすけ, くけ しっきっえ-
しすゃけすけ しっ けこさぇゃは う しぇきけ, とけき 
っ うきぇかけ いぇょ ゅなさぉぇ しう すぇおなゃ 
ぉぇとぇ こさっい ゅけょうくうすっ. ╀ういくっ-
しなす くぇ いっすは – しなこさせゅ くぇ ょな-
とっさはすぇ ╋ぇさうぇくぇ, こけいくぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなつぇくう おぇすけ ぉうゃて いぇき. 
ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ ゃっしすくうお 
„╇しおさぇ”, ゃなさゃう ょけぉさっ. ╆っすはす 
しなとけ すさなゅゃぇ けす „┿さしっくぇか”, すぇ 
しすうゅぇ ょけ ゃなくてくぇすぇ すなさゅけゃうは 
しかっょ きっくうょあなさしおけ けぉせつっ-

くうっ くぇ ういぉさぇくう しこっちうぇかうしすう 
ゃ ╋けしおゃぇ. ]すけえおけ ╉なくっゃ しっ 
ゅけさょっっ し せしこったうすっ くぇ ょっちぇすぇ 
しう. ┿  ゃくせちうすっ しぇ し おゃぇかう-
そうおぇちうう けす [せしうは う ┿くゅかうは, 
っょうくうはす っ ゃ ]けそうは, ょさせゅうはす 
こけきぇゅぇ くぇ ぉぇとぇ しう ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ]っきっえしすゃけすけ うきぇ う 
こさぇゃくせお.
]なこさせゅぇすぇ ╃けくおぇ しなとけ っ 

けすゅけゃけさっく つけゃっお, おぇすけ せつう-
すっかおぇ は すなさしっかう こけしすけはくくけ 
ょぇ こけょゅけすゃは ょっちぇ いぇ おぇくょう-
ょぇすしすゃぇくっ. „╇ ょゃぇきぇすぇ しきっ 
すぇおうゃぇ. ‶け ちっかう くけとう くっ しなき 
しこぇか, おぇすけ こけょゅけすゃはたきっ こさけ-
ょせおちうはすぇ いぇ っおしこっょうちうは!”, 
くっ いぇぉさぇゃは ]すけえおけ ╉なくっゃ./
╉ぇお しっ いぇぉさぇゃはす 29 ゅけょうくう 
けすゅけゃけさくけしす おぇすけ くぇつぇかくうお 
ちった ゃ ╆ぇゃけょ 2?/. ′け し さぇぉけす-

くうちうすっ くっ っ うきぇか こさけぉかっき 
くうおけゅぇ. ╇ し くっせょけぉしすゃけ おぇい-
ゃぇ: „╇ しっゅぇ きっ しさっとぇす, こけゃっ-
つっすけ ぉはたぇ あっくう, さなおぇ うしおぇす 
ょぇ きう ちっかせゃぇす..., たかはぉ くう っ 
ょぇゃぇかぇ すぇいう さなおぇ, おぇいゃぇす...”. 
]うゅせさくけ いぇすけゃぇ こさうはすっかう くっ 
しこうさぇす ょぇ うょゃぇす ょぇ ゅけ ゃうあ-
ょぇす ゃおなとう. /〈けえ ょなさあう くぇ 
こさうはすっかしすゃぇすぇ/. ]さっとうすっ しなし 
]すけえおけ ╉なくっゃ しぇ うくすっさっしくう. 
′ぇうしすうくぇ. ╇ くっ しぇきけ いぇ すけゃぇ, 
いぇとけすけ: ”┿い しなき けす すっいう, ょっすけ 
きくけゅけ - きくけゅけ くっ しう きなかつぇす”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

]すけえおけ ╉なくっゃ う ょなとっさは きせ ╋ぇさうぇくぇ しっ しすはゅぇす いぇ 
しゃぇすぉぇすぇ くぇ ゃくせおぇ

╉ひはかちみてあ せあ 』てそみせさあ ╅おあすそうあ そて そておかし „》ちそおあきいけ” 
う „╅ちつかせあし” ╅╉ ちかおけ つ とつたかに  たそかてけねせけ つてちそなけ.
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1 936 374, 50 かっゃぇ とっ 
こかぇすう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ

いぇくかなお ぉなかゅぇさけ-くっきしおけ
すけ ょさせあっしすゃけ „╀う ]う ┿え”, 
さってう ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
]せきぇすぇ っ いぇ ういゅさぇあょぇくっ 

くぇ  ゃないけぉくけゃはっきう っくっさゅうえ
くう ういすけつくうちう – そけすけゃけか
すぇうつくぇ ちっくすさぇかぇ. 《うさきぇすぇ 
とっ きけあっ ょぇ ういゅさぇょう そけすけ
ゃけかすぇうつっく こぇさお ゃ いっきかうとぇ
すぇ くぇ すさう おぇいぇくかなておう しっかぇ 
- ぅしっくけゃけ, 』っさゅぇくけゃけ う ╂け
かはきけ ╃さはくけゃけ. ′ぇ こさぇおすう
おぇ いぇ ょっおぇさ いっきは しきっしっくけ
すけ ょさせあっしすゃけ とっ こかぇすう こけ 
1100 かっゃぇ
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

くぇ „╀う ]う ┿え” ¨¨╃ ′っょおけ 
╋かぇょっくけゃ いぇはゃう, つっ とっ ぉな
ょぇす けすおさうすう 1000 さぇぉけすくう 
きっしすぇ いぇ しさけお けす 1 ゅけょうくぇ, 
こけ ゃさっきっ くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ そけすけゃけかすぇうつくぇすぇ ちっく
すさぇかぇ, う 100 こけしすけはくくう 
さぇぉけすくう きっしすぇ いぇ こけょょさなあ
おぇ くぇ こぇさおぇ ゃ すっつっくうっ くぇ 
30-すっ ゅけょうくう くぇ くっゅけゃぇ
すぇ っおしこかけぇすぇちうは. ′けゃうはす 
そけすけゃけかすぇうつっく こぇさお とっ っ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ うくゃっしすうちうは 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお,  くぇ しすけえくけしす くぇょ 
200 きかく. eゃさけ.

╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ
そぇく ╃ぇきはくけゃ くぇゅさぇょう 

19 せつっくうちう けす せつうかうとぇ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, こけしすうゅくぇかう  ゃう
しけおう さっいせかすぇすう ゃ けぉかぇしすくう, 
くぇちうけくぇかくう う きっあょせくぇさけょ
くう おけくおせさしう, けかうきこうぇょう う 
しなしすっいぇくうは. ╁しっおう けす ういは
ゃっくうすっ きかぇょう たけさぇ こけかせつう 
っょくけおさぇすくぇ しすうこっくょうは けす 
50 かっゃぇ. 〈けゃぇ しぇ: 〈けょけさ 
′うおけかけゃ 〈けょけさけゃ, ╀けさうし 
╉ぇかうくけゃ ╀けあおけゃ, ╀けゅょぇく 
╀けさうしけゃ ╆ぇきすうおけゃ, ╉さうしすう
ぇく ]すっそぇくけゃ ╀けのおかうっゃ, 
╃うきうすなさ 》さうしすけゃ 》さうしすけゃ, 

』]】ぁ¨ 』╊:

 ╉そいちけせ ╉ちあえせかう: 

╈『╅╋╉╅〉¨【╊ 【『っ╆╇╅ ╉╅ 
╇¨╋╉╅【, ぁ╊ ╇ 】》『╅╇]╊〉¨╊【《 
¨〈╅ [╅ぁ╊』【╇╊〉  ̈｠《『╅
【そうあ てうひちおけ ねしかせひて せあ えちとたあてあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ, つたそちかお 
さそこてそ けすあ け たそ-おそいひち せあねけせ くあ にあちねかせか せあ そいはけせつさけてか たあちけ.

ぢÜëöëñöó

41-ゅけょうてっく, うおけくけきうしす. ╆ぇゃなさてうか 
╁╇′] - ╁ぇさくぇ, あっくっく,  し ょゃっ  ょっちぇ - ょな-
とっさは くぇ 12 う しうく くぇ 3 ゅけょうくう. ╋けきつって-
おぇすぇ きせ きっつすぇ っ ぉうかぇ ょぇ しすぇくっ うくあっくっさ, 
くけ さっぇかくけしすすぇ くぇ あうゃけすぇ ゅけ こさっゃさなとぇ 
ゃ こっさそっおすっく しつっすけゃけょうすっか.  [ぇぉけすう ゃ 
„┿さしっくぇか” けす  20 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ おぇすけ  
ゅさぇゃぬけさ  ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╀うか っ ょうしこっつっさ こけ 
うくしすさせきっくすうすっ,  しつっすけゃけょうすっか ゃ ╆ぇゃけょ 
6, こけしかっ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 
3 う けす  1997-きぇ っ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ¨す 3 ゅけょうくう っ つぇしす けす 
おぇせいぇすぇ う ゅさせこぇすぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ-
¿é¡ - けぉっょうくっくうっ くぇ こさけそっしうけくぇかうしすう 
う たけさぇ し おぇこぇちうすっす, いぇ おけうすけ こけ-ょけぉさう-
はす くぇつうく くぇ あうゃけす ゃ ╉ぇいぇくかなお っ あうすっえ-
しおぇ そうかけしけそうは う さぇぉけすぇ, おけはすけ けしきうしかは 
ょくうすっ うき.

¨ぉうつぇ: 
╃ぇ ゃかぇょっっ しうすせぇちうはすぇ 
〉ょけぉしすゃけすけ
]うゅせさくけすけ
[っょぇ 
〉っょうくっくうっすけ
〉のすぇ
╃ぇ こなすせゃぇ
╇いくっさゃは しっ けす: 
╄ょくけけぉさぇいうっすけ う しおせおぇすぇ
くっおけきこっすっくすくけしすすぇ,
ぉっいたぇぉっさうっすけ う くぇたぇかしすゃけすけ
╊のぉうき そうかき: 
′はきぇ. ╉ぇおすけ くはきぇ ゃさっきっ う
いぇ たせょけあっしすゃっくう おくうゅう.
』っすっ:
]ぇきけ しこっちうぇかういうさぇくう
かうすっさぇすせさぇ
╉けかぇ: 
〈けえけすぇ
‶けさけお: 
[ぇぉけすけたけかうお. ′っ きけあっ ょぇ こけつうゃぇ. ╀っい さぇぉけすぇ しすぇゃぇ くっさゃっく. 
╉ぇつっしすゃけ: 
╆くぇっ 2 う 200
》けぉう: 
[うぉけかけゃ. ′け っ こうてきぇく さうぉぇさ. 
′ぇえ-ゅけかっきうはす きせ すさけそっえ: 
〈っあう しぇきけ 3 おうかけゅさぇきぇ: てぇさぇく.
╋っつすぇ: 
╃ぇ あうゃっっ ゃ っゃさけこっえしおう ╉ぇいぇくかなお - おぇすけ ゃういうは う うくそさぇしすさせお-
すせさぇ, おぇすけ きぇくすぇかうすっす. ╇ ゃはさゃぇ, つっ きけあっ. ╇ とっ は ょけあうゃっっ. ╇ 
おけっすけ っ こけ-ゃぇあくけ - ゅけすけゃ っ ょぇ さぇぉけすう いぇ しかせつゃぇくっすけ え.
╀う ぉうか こけかっいっく ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす し: 
╇いさぇぉけすおぇすぇ くぇ こさぇゃうかくうちう う さってっくうは ゃ さぇいかうつくう しそっさう, 

しゃなさいぇくう し おけくすさけかぇ くぇ こぇさうすっ う こさぇゃうかくけすけ うき さぇいたけょゃぇ-
くっ. ]つうすぇ, つっ うきぇ こけ-ょけぉさぇ う ゅなゃおぇゃぇ ゃういうは いぇ けこすうきういうさぇ-
くっ さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ そうさきう う こさっょこさうはすうは, こさっゃさな-
とぇくっすけ うき ゃ こっつっかうゃてう.
╇きぇ ゃういうは いぇ さぇいこけさっあょぇくっすけ し けぉとうくしおぇすぇ しけぉしすゃっくけしす 

し ちっか すけ ょぇ くけしう ょうゃうょっくすう くぇ たけさぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ  う ょぇ っ 
こけかっいくけ いぇ すはた.
╁ こけかうすうおぇすぇ しぇ くせあくう う うきぇす きはしすけ さっぇかういうさぇかう しっ う ょけ-

おぇいぇくう  たけさぇ, おけうすけ くはきぇ ょぇ すなさしはす さっぇかういぇちうは つさっい こさうしなしす-
ゃうっすけ しう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす うきぇす きはしすけ 
しこっちうぇかうしすう ゃ さぇいかうつくう けすさぇしかう ゅけすけゃう ょぇ けぉっょうくはす いくぇくうはすぇ 
う けこうすぇ しう ゃ こけかいぇ くぇ あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

〈けえ っ すうこうつくけすけ ぇさしっ-
くぇかしおけ ょっすっ. ¨す けくっいう, 

いぇ おけうすけ けとっ ゃ ょっすしすゃけすけ うき 
しっ  いくぇっ,  つっ っょうく ょっく とっ しぇ 
つぇしす けす ょうくぇしすうはすぇ ぇさしっくぇか-
ちう- ちっかう こけおけかっくうは, おけうすけ けし-
すぇゃはす しゃけは こさうくけし う こけしゃっとぇ-
ゃぇす あうゃけすぇ しう くぇ そぇぉさうおぇすぇ う 
くっえくうは こさけしこっさうすっす.  ‶さういくぇ-
ゃぇ, つっ  さぇいゅけゃけさうすっ  くぇ さけょうすっ-
かうすっ きせ – う ょゃぇきぇすぇ ういおぇさぇかう  
すさせょけゃうは しう しすぇあ ゃ けさなあっえ-
くうちぇすぇ しぇ ぉっかはいぇかう ょっすしすゃけすけ 
きせ う けすすぇき  こさっょけこさっょっかうかう  
こさけそっしうけくぇかくけすけ きせ けさうっくすう-
さぇくっ.  ╃けぉさうく っ しうく くぇ 『ゃっすぇく 
╃さぇゅくっゃ- ういゃっしすっく ぇさしっくぇかっち, 
けしすぇゃうか 40 ゅけょうくう けす  あうゃけすぇ 
しう ゃ ╆ぇゃけょ 5. 
 

╀はた しゃうおくぇか せ くぇし ょぇ しっ  ゅけ-
ゃけさう しぇきけ いぇ  „┿さしっくぇか”, 

ゃさなとぇ しっ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ 
ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか しっゅぇ 
くぇ くぇえ- ゅけかはきぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
そうさきぇ. ╇ すけゃぇ くはおぇお けこさっょっかう 
う ういぉけさぇ くぇ せつうかうとっ: いぇゃなさ-
てうた ╋ったぇくけすったくうおせきぇ  „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”, しっゅぇ ‶さけそっしうけ-
くぇかくぇ ゅうきくぇいうは.  ]っゅぇ ╃けぉさうく  
っ ぉかぇゅけょぇさっく いぇ ういぉけさぇ しう, 
いぇとけすけ こけしかっ っ うきぇか ゃさっきっ 
ょぇ さぇぉけすう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
ょぇ けこうすぇ けす きくけゅけ くっとぇ う ょぇ 
さぇいぉっさっ  いぇ おぇおゃけ しすぇゃぇ ういぇ 
おぇおゃけ くっ しすぇゃぇ, おぇおゃけ うしおぇ ょぇ 
こさぇゃう う おなょっ っ しうかぇすぇ きせ. 
╋けあった ょぇ しすぇくぇ しすさせゅぇさ,  

そさっいうしす, こけしかっ うくあっくっさ,  くけ 
くはきぇてっ ょぇ しなき しさっょ くぇえ- ょけ-
ぉさうすっ, ぇ くぇ しさっょくけ くうゃけ, おぇい-
ゃぇ ╃けぉさうく. ╆ぇすけゃぇ ういぉうさぇ こけ-
しかけあくうは こなす. ╉ぇすけ すうこうつくぇ 
╃っゃぇ ぇきぉうちうはすぇ ょさっきっ せ くっゅけ, 
きぇおぇさ ょけぉさっ こさうおさうすぇ.  ]かっょ 
しかせあぉぇすぇ ゃなゃ ゃけっくくけきけさしおぇすぇ 
ぉぇいぇ „┿すうは” しっ いぇこうしゃぇ しすせ-
ょっくす ゃなゃ ╁╇′] –╁ぇさくぇ う  ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ  すさせこぇ しすぇあ ゃ 
╆ぇゃけょ 5 おぇすけ ゅさぇゃぬけさ. ‶なさゃう-

はす きせ せつうすっか  すぇき っ  ╇ゃぇく  ╂っ-
けさゅうっゃ - ╃あけくょなさぇ.
 ‶けしかっ ぇさしっくぇかしおぇすぇ おけゃぇつ-

くうちぇ くぇ おぇょさう ゅけ おけゃっ いょさぇ-
ゃけ: さぇぉけすう  おぇすけ ょうしこっつっさ こけ 
うくしすさせきっくすぇ, こけしかっ ゃ ╆ぇゃけょ 
6 おぇすけ しつっすけゃけょうすっか, ゅかぇゃっく 
しつっすけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 3 う 
こさっょう 13 ゅけょうくう  しすぇゃぇ ゅかぇゃっく 
しつっすけゃけょうすっか くぇ  ちっかうは „┿さしっ-
くぇか” .  
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか” 

っ おぇすっゅけさうつっく, つっ すせお っ うし-
すうくしおけすけ せつうかうとっ う ておけかぇ. 
╄あっょくっゃくけ. ╁しっ けとっ けすおさうゃぇ 
きくけゅけ くっとぇ, おけうすけ きけあっ ょぇ 
くぇせつう う こさけょなかあぇゃぇ ょぇ  せつう- 
けす おけかっゅうすっ しう, けす っおうこぇ し おけえ-
すけ さぇぉけすう.  

 

〈けえ くっ っ けす すうこうつくうすっ ゅかぇゃ-
くう しつっすけゃけょうすっか., きぇおぇさ 

ょぇ っ こけょさっょっく  う こさぇおすうつっく つけ-
ゃっお.  ‶さけすうゃくけ くぇ けつぇおゃぇくっすけ 
ょぇ ゃうょうて  さぇぉけすくけすけ きはしすけ くぇ 
すうこうつっく ぉのさけおさぇす, いぇしうこぇくけ 
し おくうあぇ う ょけおせきっくすう, くっゅけゃけ-
すけ っ こけゃっつっ けす こけょさっょっくけ.  ╇ 
ちっかうはす きせ おぇぉうくっす. ╃けさう うきぇ 
かっおぇ ぇさすうしすうつくぇ くけすおぇ, しおさう-
すぇ ゃ くけしっとぇ きくけゅけ しぇくすうきっくすう 
きぇさすっくうちぇ, ょっすしおぇ おぇさすうつおぇ 
う さうしせくおぇ くぇ くっせきっかぇ ょっすしおぇ 
さなおぇ. ╃さっぉくう すぇかうしきぇくつっすぇ 
う きぇかおう こなしすさけすうう, おけうすけ うい-
ょぇゃぇす ちゃっすくうは たぇさぇおすっさ  くぇ 
すけいう うくぇつっ しっさうけいっく う しすっゅくぇす 
けすおなき ょせきう う ちうそさう つけゃっお.  
¨ぉうつぇき さぇぉけすぇ しう, こさういくぇゃぇ 
╃けぉさうく う しこけょっかは ,つっ うきぇ „こけ-
さけお”: ょぇ しっ ゃかのぉゃぇ  ゃ ょけぉさうすっ 
う おぇつっしすゃっくう, くけしっとう しきうしなか 
くっとぇ. 〈ぇおぇ けすおさうゃぇ  きぇゅうすぇは う 
つぇさぇ くぇ しつっすけゃけょしすゃけすけ, おけっすけ 
いぇ くっゅけ っ くっゃっさけはすくぇ くぇせおぇ う 
すゃけさつっしすゃけ, し きくけゅけ かけゅうおぇ う 
ょなかぉけつうくぇ, し きくけゅけ しきうしなか.  
‶け こけょけぉっく くぇつうく ゅかっょぇ う くぇ 
しなこさうつぇしすうっすけ しう おなき おぇせいぇすぇ 

くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡. 
 ‶さうった, いぇとけすけ しなき さけょっく ゃ  

すけいう ゅさぇょ, すせお しぇ さけょうすっかうすっ 
きう, しっきっえしすゃけすけ  きう, しきはすぇき  
すせお う ょぇ けしすぇさっは. ′っ きう っ ゃしっ 
っょくけ おぇお とっ  あうゃっは, くうすけ おけえ 
とっ きっ せこさぇゃかはゃぇ, くうすけ こなお こけ 
おぇおゃう せかうちう とっ たけょは ぇい う ょっ-
ちぇすぇ きう, おぇいゃぇ ゅかぇゃくうはす しつっ-
すけゃけょうすっか う すゃなさょう, つっ ゃ すけいう 
しきうしなか っ くっゃっさけはすくけ おけかおけ 
きぇかおけ っ くせあくけ くぇ ゅさぇょぇ, しすう-
ゅぇ  ゅさぇあょぇくうすっ きせ ょぇ くぇきっさはす 
こけょたけょはとうすっ  たけさぇ いぇ すけゃぇ. 
 ′っ おさうっ, つっ けぉとうくしおぇすぇ 

ゃかぇしす すさはぉゃぇ ょぇ しっ ょなさあう けす 
いくぇっとう  う きけあっとう たけさぇ, けす 
たけさぇ し ゃういうは う しすさぇすっゅうつっしおぇ 
きうしなか. ‶ぇさすうえくうはす うくすっさっし 
う こさうしすさぇしすうっすけ, こぇさすうえくぇすぇ 
っきけちうは う ゅかぇしせゃぇくっすけ いぇ „きけう” 
う „ すゃけう”, くっ っ ょけぉさぇすぇ そけさきせ-
かぇ,  おけはすけ ゅっくっさうさぇ  こさぇゃうかくう-
すっ う ょけぉさう いぇ たけさぇすぇ さってっくうは, 
せぉっょっく っ ぎ¡ïäñëöéö.  

╉ぇすけ つけゃっお くぇ ゅなゃおぇゃうすっ 
う さぇぉけすっとう さってっくうは っ 

せぉっょっく , つっ けぉとうくしおうすっ こぇさう  
きけゅぇす ょぇ しっ たぇさつぇす こけ こけ-ょけ-
ぉなさ くぇつうく. ╉ぇす しっ くぇきっさはす こけ 
–しきっかう う ゅなゃおぇゃう さってっくうは う 
したっきう, おぇおすけ いぇ きっしすくうすっ ょぇ-
くなちう  う すぇおしう,  すぇおぇ う いぇ ゅけかは-
きぇ つぇしす ゃなけぉとっ けす こさうたけょうすっ. 

„〈ぇおしぇ しきっす ょぇ っ すぇおぇゃぇ, つっ 
ょぇ きけすうゃうさぇ  たけさぇすぇ ょぇ こかぇ-
とぇす. ┿  すけゃぇ とっ しすぇゃぇ, ぇおけ しっ 
ゃうあょぇ おぇお しっ けこけかいけすゃけさはゃぇす 
こぇさうすっ うき いぇ すぇいう ちっか. 〈けゃぇ 
っ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ せしかせ-
ゅぇ,  たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゃうあょぇす, 
つっ すは っ おぇつっしすゃっくぇ う すぇおぇ とっ 
しっ きけすうゃうさぇす ょぇ は いぇこかぇとぇす”, 
しつうすぇ ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ けす ╄おし-
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╉さうしすうぇく ‶かぇきっくけゃ ‶っっゃ, 
]すっそぇく ╃っかはくけゃ ′けっゃ, ]ぇ
きうさ ′うたぇすけゃ ╉ぇしぇこけゃ, ′う
おけかぇ ╇ゃぇくけゃ ╇ゃぇくけゃ, ╇ゃぇく 
〈けょけさけゃ ╉っかつっゃ, ╃うぇく 〈う
たけきうさけゃ 〈けょけさけゃ, 『ゃっすっ
かうくぇ ]すっそぇくけゃぇ ′うおけかけゃぇ, 
′うおけかぇえ ′うおけかぇっゃ ]うきっけ
くけゃ, ╆かぇすおけきうさ 〈さうそけくけゃ 
]こぇしけゃ, ┿かっおしぇくょさぇ ╃うきう
すさけゃぇ ]うきっけくけゃぇ, ╃うきうすなさ 
╉なくつっゃ ╃うきうすさけゃ, ‶っすなさ 
╋ぇさうぇくけゃ ‶ぇてっゃ, ╋ぇさうは-
╈けぇくぇ 〈っくっゃぇ 〈っくっゃぇ, ╁っ
しっかうくぇ ╃っおけゃぇ ╂さうゅけさけゃぇ.

╃ぇ しっ ゃないしすぇくけゃう しすぇ
さけすけ うきっ くぇ ゃさなた 

【うこおぇ - ゃさなた ]ゃっすう ′うおけ
かぇ, くぇしすけは こさっい しっょきうちぇ
すぇ ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす, 
ゃおかのつゃぇと ゅさぇあょぇくう くぇ 
╉ぇいぇくかなお, 【うこおぇ う ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ╉けきうすっすなす しっ こさっょ
しっょぇすっかしすゃぇ けす しなょうは ]すっ
そぇく ]ぇさなくっょっかつっゃ. 〈けえ  う 
けしすぇくぇかうすっ つかっくけゃっ くぇ おけ
きうすっすぇ ういこさぇすうたぇ ¨すおさうすけ 
こうしきけ ょけ こさっいうょっくすぇ くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ╂っ
けさゅう ‶なさゃぇくけゃ, ゃ おけっすけ しっ 
くぇしすけはゃぇ いぇ ゃさなとぇくっ くぇ 
うしすけさうつっしおけすけ くぇいゃぇくうっ くぇ 
ゃなさたぇ, ぇ うきっくくけ ]ゃ. ′うおけ
かぇ. ‶なさゃけすけ こうしきけ し すぇおけゃぇ 
うしおぇくっ っ けす 2007 ゅけょうくぇ, くけ 
ぉっい さっいせかすぇす.

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉ
とうくしおう しなゃっす - ╉ぇ

いぇくかなお ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう 
せつぇしすゃぇ ゃ さぇぉけすくぇすぇ しさっとぇ 
きっあょせ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちう
ぇちうは くぇ こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすう /′┿‶¨]/ 
う 〈せさしおけすけ しょさせあっくうっ くぇ 
けぉとうくうすっ „╋ぇさきぇさぇ”. ]さっ
とぇすぇ いぇゃなさてう し こけょこうしゃぇ
くっ くぇ ]こけさぇいせきっくうっ いぇ しな
すさせょくうつっしすゃけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
しなし ]ょさせあっくうっすけ ゃ のあくぇすぇ 
くう しなしっょおぇ.

ぅしくう しぇ ゃっつっ ょゃぇきぇすぇ おぇくょうょぇす-おきっすけゃっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういょうゅくぇすう けす ょゃっすっ ゅけかっきう  
こけかうすうつっしおう しうかう - ╀]‶ う ╂╄[╀. 〈けゃぇ しぇ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇ
ょぇ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう – いぇ ╀]‶, う ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ – いぇき. oぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
 ╇ ょゃぇきぇすぇ こけかせつうたぇ ょけゃっさうっすけ くぇ しゃけう

すっ しなこぇさすうえちう くぇ そけさせきう くぇ けさゅぇくういぇちう
うすっ しう. ]ぇきぇさしおう しっ くぇかけあう しかっょ ぉぇかけすぇあ 
し 97 くぇ 63 しさっとせ くぇしすけはとうは おきっす ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ, ぇ ]すけはくけゃぇ しこっつっかう ょけゃっさうっすけ  

‶けつっすくうはす ゅさぇあょぇくう くぇ ╉ぇいぇくかなお こさけそっしけさ ╂っくつけ ′ぇつっゃ 
しすぇくぇ おぇゃぇかっさ くぇ ¨さょっく „]すぇさぇ こかぇくうくぇ”. ‶けつっすくけすけ けすかう
つうっ くぇ  ういゃっしすくうは おぇいぇくかなつぇくうく ぉっ ゃさなつっくけ けす こさっいうょっくすぇ 
くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ くぇ ちっさっきけくうは ゃ 
おさぇは くぇ のくう. 〈け っ こさうしなょっくけ くぇ おぇさょうけかけゅぇ いぇ くっゅけゃうすっ 
ういおかのつうすっかくう いぇしかせゅう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きっょうちうくぇすぇ う いょさぇゃっ
けこぇいゃぇくっすけ. 
] こけきけとすぇ くぇ こさけそっしけさ ′ぇつっゃ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ╋╀┿╊ しぇ 

けぉせつっくう きっしすくうすっ  おぇさょうけかけいう, しなとっしすゃっく っ  こさうくけしなす きせ 
う いぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ けすょっかっくうっ いぇ うくゃぇいうゃくぇ おぇさょうけかけゅうは 
おなき ぉけかくうちぇすぇ. 
‶さっょう すさう ゅけょうくう さけょっくうはす ゃ ╉ぇいぇくかなお かっおぇさ しすぇくぇ くけ

しうすっか う くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ けすかうつうっ くぇ ╉ぇいぇくかなお – ‶けつっすっく 
ゅさぇあょぇくうく.

〈┿

′ぇつぇかけすけ くぇ せくうおぇかくぇ 
うしすけさうつっしおぇ しぉうさおぇ, 

おけはすけ こけおぇいゃぇ ゃ さぇいゃうすうっ 
かのすうっさしおけすけ  ういおせしすゃけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ょけくっしっくけ すせお けす 
╇すぇかうは, こけかけあうたぇ ゃ きせいっえ 
“╇しおさぇ” ゃ ょっくは くぇ くっゅけゃぇすぇ 
110-すぇ ゅけょうてくうくぇ – 29 のくう, 
おけゅぇすけ こさぇいくうおなす ぉっ つっしすゃぇく 
し こけさっょうちぇ けす しなぉうすうは.  『う
ゅせかおう くぇ こなさゃうは きぇえしすけさ  ゃ 
╉ぇいぇくかなお - ╃うきうすなさ ╂っけさゅう
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っゃ, けすおさうか ぇすっかうっ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 
1918 ゅけょうくぇ, しぇ ゃっつっ ゃ くけゃぇすぇ 
しぉうさおぇ, おけはすけ しすぇゃぇ こけしすけはくくぇ 
っおしこけいうちうは ゃ っょくぇ けす いぇかうすっ  
くぇ  きせいっは. ╉うすぇさう, きぇくょけかうくう, 
おけくすさぇぉぇしう  う  つっかぇ, ういさぇぉけ
すっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい こけしかっょ
くうすっ ぉかういけ 100 ゅけょうくう, しぇ けとっ 
ゃ こけしすけはくくぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ 
╇╋ “╇しおさぇ”. ╇くしすさせきっくすう くぇ 
╇ゃぇく ]おけさょっゃ, せつうか きせいうおぇ ゃ 
╃さっいょっく ゃ しさっょぇすぇ くぇ 20 ゃっお, 

╀けさうし ¨さぇつっゃ,  ╃ぇくぇうか ┿ゃさぇ
きけゃ, ′っくけ 【うゃぇつっゃ う ╇ゃぇく 
╀ういけゃ とっ しすけはす さっょけき し うく
しすさせきっくすうすっ くぇ ょくってくうすっ おぇ
いぇくかなておう かのすうっさう, し うきっくぇ, 
こけいくぇすう くっ しぇきけ せ くぇし, くけ う ゃ 
ちはかぇ ╄ゃさけこぇ. 〉くうおぇかくけ きはしすけ 
ゃ っおしこけいうちうけくくぇすぇ いぇかぇ いぇ
っきぇ きぇおっす っょくけ おなき っょくけ くぇ 
しすぇさぇ  おぇいぇくかなておぇ  かのすうっさ
しおぇ  さぇぉけすうかくうちぇ けす くぇつぇかけ
すけ くぇ 20-すう ゃっお. ‶け ゃさっきっ くぇ 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ ういかけあぉぇすぇ, こけ 
すさぇょうちうは, ゃ ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ う 
こさけしかせてゃぇくっ くぇ くけゃう うくしすさせ
きっくすう, ういさぇぉけすっくう けす きっしすくう 
ぇゃすけさう. 
 ╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ” 

っ けしくけゃぇく けす おぇいぇくかなておうは 
くぇさけょっく ぉせょうすっか ‶っすなさ 〈け
こせいけゃ おぇすけ “╋せいっえ いぇ しすぇさうくう 
う ういおせしすゃぇ”. ╋せいっえ “╇しおさぇ” っ 
くぇえ-ゅけかっきうはす けぉとうくしおう おせか
すせさっく うくしすうすせす ゃ ╉ぇいぇくかなお し 
けぉけしけぉっくう けぉっおすう - 〈さぇおうえ
しおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ, こぇきっすくうお 
こけょ いぇおさうかぇすぇ くぇ ぃ′╄]╉¨,  

╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ, ╃けき “┿おぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ”, ╄すくけゅさぇそしおう 
おけきこかっおし う たうかはょう っおしこけくぇすう 
けす ┿くすうつくぇすぇ っこけたぇ ょけ くぇてう 
ょくう, くはおけう けす おけうすけ, おぇすけ いかぇす
くうすっ すさぇおうえしおう しなおさけゃうとぇ けす 
4-すう ゃっお こさ.く.っ. - しなし しゃっすけゃくけ 
いくぇつっくうっ. ‶けいょさぇゃかっくうは おなき 
っおうこぇ くぇ きせいっは くぇ すなさあっしすゃけ 
こけ しかせつぇえ さけあょっくうは きせ ょっく 
こけょくっしけたぇ いぇき. けぉかぇしすくうはす 
せこさぇゃうすっか - ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ
ゃぇ, おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ
そぇく ╃ぇきはくけゃ, こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ╉ぇいぇく
かなお ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, おけかっゅう 
けす ょさせゅう おせかすせさくう うくしすうすせすう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお う きせいっう ゃ しすさぇくぇ
すぇ, おぇおすけ う こけいょさぇゃうすっかっく ぇょ
さっし けす うしすけさうつっしおぇすぇ おぇすっょさぇ 
くぇ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす 
“‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう”. ′ぇせつくぇ 
おけくそっさっくちうは  こさけしかっょう  うし
すけさうはすぇ くぇ  きせいっえくけすけ ょっかけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, こけかけあっくぇ こさっい 1911 
ゅけょうくぇ. ╇いおかのつうすっかくうはす こさう
くけし くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえ

しおう-』せょけきうさ いぇ おさぇっゃっょしすゃけ
すけ う けぉけゅぇすはゃぇくっすけ くぇ そけくょぇ 
くぇ きせいっは う たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
ゅぇかっさうは, きはしすけすけ くぇ ╃けき-きせ
いっえ „┿おぇょ.‶っすおけ ]すぇえくけゃ”, 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ 》せょけあっしすゃっ
くぇすぇ ゅぇかっさうは, ╄すくけゅさぇそしおうは 
おけきこかっおし う ╋せいっは くぇ さけいぇすぇ 
しぇ すっきう けす ょけおかぇょうすっ くぇ そけ
させきぇ, こせぉかうおせゃぇくう ゃ くぇえ-くけ
ゃけすけ ういょぇくうっ くぇ „╉ぇいぇくかなお ゃ 
きうくぇかけすけ う ょくっし”, ういかはいかけ けす 
こっつぇす いぇ のぉうかっは. 
╁ しかけゃけすけ しう こさう けすおさうゃぇくっ

すけ ょうさっおすけさなす ょ-さ ╉けしぬけ ╆ぇ
さっゃ けぉはゃう, つっ こさっょしすけう けぉけ
しけぉはゃぇくっすけ くぇ くぇせつくけ いゃっくけ 
おなき きせいっは, いぇ おけっすけ ゃっつっ しっ 
さぇぉけすう しなゃきっしすくけ し くぇて せくう
ゃっさしうすっす. ╇ょっはすぇ とっ くぇきっさう 
こけょおさっこぇ けす ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
- ╉ぇいぇくかなお, けぉっとぇ こさっょしっ
ょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╇ょっはすぇ  ょぇ しっ けぉはゃう おけく-
おせさし いぇ すせさうしすうつっしおけ かけゅけ 
う しかけゅぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇ 
ゅさせこぇすぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ-
¿é¡,  ゃけょっくぇ けす  ういこなかくう-
すっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ┿╃ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
『っかすぇ っ  かけゅけすけ う しかけゅぇくなす 
ょぇ しすぇくぇす  つぇしす けす けそうちうぇか-
くうすっ しうきゃけかう くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇ ちっかすぇ, けぉぇつっ, とっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ くぇこさぇゃう しこっちうぇかくけ 
こさっょかけあっくうっ  いぇ こさけきっくう ゃ 
′ぇさっょぉぇすぇ いぇ きっしすくぇすぇ しうき-
ゃけかうおぇ, おけっすけ ょぇ しっ ゅかぇしせゃぇ 
くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. ╃けすけゅぇゃぇ ]ょさせあっ-
くうっすけ くぇ さっしすけさぇくすぬけさうすっ 
う たけすっかうっさうすっ とっ こけかいゃぇす 
くけゃけすけ かけゅけ う しかけゅぇく いぇさぇ-
ょう ゃっょさけすけ せしっとぇくっ, おけっすけ 
しないょぇゃぇ. 〈け とっ しっ こけはゃう くぇ 
きっしすくう しせゃっくうさう けとっ すけいう 
しっいけく. 
╁ぇさうぇくすう いぇ すせさうしすうつっしおけ 

かけゅけ う しかけゅぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお 
しぇ ういこさぇすうかう せつぇしすくうちう けす 
╉ぇいぇくかなお,  【せきっく,  ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ, ╂ぇぉさけゃけ, ]けそうは,  
おぇおすけ う ぉなかゅぇさう, あうゃっっとう  ゃ 
╃ぇくうは, 》けかぇくょうは う ┿くゅかうは.  
′ぇ 8-きう のかう  こさっょしすぇゃう-

すっかう くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ-
¿é¡ とっ けぉはゃはす けそうちうぇかくけ 
さっいせかすぇすうすっ けす おけくおせさしぇ.  
‶さっょ きっしすくうは ぉういくっし とっ ぉな-
ょぇす  こけおぇいぇくう う けしすぇくぇかうすっ 
ういこさぇすっくう, くけ くっ おかぇしうさぇくう, 
こさけっおすう いぇ かけゅけ う しかけゅぇく, し 
うょっはすぇ ょさせゅうすっ ょけぉさう こさっょ-
かけあっくうは ょぇ くぇきっさはす しゃけうすっ 

ぇょさっしぇすう. ╁しっおう ぉういくっしきっく, 
おけえすけ あっかぇっ う しう たぇさっしぇ 
くはおけえ ょさせゅ けす ういこさぇすっくうすっ 
こさけっおすう, とっ きけあっ ょぇ ゅけ けす-
おせこう.
‶けぉっょうすっかはす ゃ おけくおせさしぇ 

とっ けすくっしっ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇ-
ょぇ けす 1100 かっゃぇ. ′ぇゅさぇょぇすぇ 
っ けぉとぇ, すなえ おぇすけ ぇゃすけさなす くぇ 
かけゅけすけ こっつっかう う おけくおせさしぇ いぇ 
しかけゅぇく.  
¨す 30-すっ ういこさぇすっくう こさっょ-

かけあっくうは, 13 ゃっつっ しぇ しっかっお-
すうさぇくう いぇ しこっちうぇかくぇ ういかけあ-
ぉぇ くぇ けすおさうすけ, おけはすけ とっ しっ 
こけょさっょう こさっょ  ╃╉ „┿さしっくぇか” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ しなぉけすぇ – 9 のかう, 
けす 11 つぇしぇ. 
╇いぉさぇたきっ かけゅけ う しかけゅぇく,  

おけうすけ しぇ くっゃっさけはすくけ あういくっ-
くう う すっ おぇさぇす ょぇ ゅう いぇこけき-
くうて う しっ せしきうたくって おぇすけ ゅう 
ゃうょうて, おぇすっゅけさうつっく っ こさっょ-
しっょぇすっかはす くぇ  あせさうすけ ]すっそぇく 
╀けあおけゃ. ]こけさっょ おけかっゅぇすぇ きせ 
╉けかぬけ ╉ぇさぇきそうかけゃ こさっょこけ-
つっすっくうはす こさけっおす っ すぇおなゃ, つっ 
しすけう くっゃっさけはすくけ  っかっゅぇくすくけ 
う おさぇしうゃけ  くぇ さぇいかうつくう ゃう-
ょけゃっ しせゃっくうさう, さっおかぇきくう すっ-
くうしおう, てぇこおう う ゃしうつおけ, おけっ-
すけ きけあっ つけゃっお ょぇ けすくっしっ いぇ 
しこけきっく  けす ╉ぇいぇくかなお. ╁ぇあくぇ 
けしけぉっくけしす っ, つっ いぇ さぇいかうおぇ 
けす ゃしうつおけ こけいくぇすけ ょけしっゅぇ, 
しゃなさいぇくけ し さっおかぇきぇすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ こさっょこけつっすっくうは 
こさけっおす くはきぇ こけいくぇすうは ょけしっ-
ゅぇ おぇいぇくかなておう しうきゃけか - さけ-
いぇすぇ. 

ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ

〉《╇《 〉╅ぁ╅]《 』 ̈ 』【《『¨っ

╋けきっくす けす さぇぉけすぇすぇ くぇ あせさうすけ

くぇ  ╇いこなかくうすっかくぇすぇ おけきうしうは くぇ ╂╄[╀. ‶さっょう 
すけゃぇ すは こけかせつう 118 ゅかぇしぇ けす 140 ゃないきけあくう  くぇ 
きっしすっく ╂╄[╀ そけさせき. ‶さっい しっょきうちぇすぇ う ょゃぇ
きぇすぇ おぇくょうょぇすう いぇはゃうたぇ くぇきっさっくうっ いぇ こけいう
すうゃくぇ う つっしすくぇ くぇょこさっゃぇさぇ, いぇ ょぇ しっ こさけきっくう 
しっゅぇてくけすけ しすぇすせおゃけ. ′ぇ けぉとうくしおぇすぇ しう おけく
そっさっくちうは きっしすくうすっ しけちうぇかうしすう くけきうくうさぇたぇ 
う 36 しゃけう つかっくけゃっ いぇ おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう, ╂╄[╀-くけきうくぇちううすっ けおけくつぇすっかくけ 
とっ しぇ そぇおす ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ぇゃゅせしす.
‶けきけかっく ょぇ おけきっくすうさぇ ういょうゅくぇすぇすぇ けそう

ちうぇかくけ おぇくょうょぇすせさぇ いぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けす 
きっしすくぇすぇ ╀]‶, ゃ かうちっすけ くぇ くぇしすけはとうは こさっょ
しっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか ]ぇきぇさ
しおう, くぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ╄きうか 
╉ぇさぇくうおけかけゃ いぇはゃう: „《けさせきなす くぇ しけちうぇかう
しすうすっ こけおぇいぇ, つっ しっ すなさしはす くけゃう かうちぇ う くけゃう 
せこさぇゃかっくちう”.
〈けえ ょけこなかくう, つっ けす ╂╄[╀ くっ こけょちっくはゃぇす くうすけ 

っょうく けす ょけしっゅぇ ういょうゅくぇすうすっ けす しゃけうすっ しすさせおすせ
さう おぇくょうょぇすう いぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお う こさけゅくけ
いうさぇ すさせょくぇ おきっすしおぇ ぉうすおぇ う ぉぇかけすぇあ.
′ぇ こさっしおけくそっさっくちうは こさっい しっょきうちぇすぇ おぇく

ょうょぇす-おきっすなす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ぉっ おぇ
すっゅけさうつくぇ: „′っ きけあっき ょぇ さってうき こさけぉかっきうすっ 
しなし しなとけすけ きうしかっくっ, し おけっすけ しきっ ゅう しないょぇかう.
╇きぇき しきっかけしすすぇ ょぇ いぇしすぇくぇ くぇさぇゃくけ し きなあっすっ, 
ぇ ゃういうはすぇ きう いぇ けぉとうくぇすぇ っ しなゃしっき さぇいかうつくぇ 
けす くぇしすけはとぇすぇ ゃ きけきっくすぇ“, ょけこなかくう すは. ╁ ぉうす
おぇすぇ くぇっしっく とっ うきぇ こけくっ けとっ すさうきぇ うゅさぇつう: 
╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ けす ┿〈┿╉┿, ╂っけさゅう ╉ぇかうつおけゃ 
けす [╆] う くぇしすけはとうはす おきっす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. 
′っ しぇ ういおかのつっくう う ょさせゅう ういくっくぇょう.

〈┿

ぢづだぱぎでだづ ぞんぶぎゑ でどんぞん とんゑんずぎづ 
ぞん だづがぎぞ „でどんづん ぢずんぞごぞん”

』ぇしす けす きせいっえくぇすぇ しぉうさおぇ

ごげゐだづご 2011:
ごゎづんどん ぢだぶぞん. とだざ とだゎだ?

]ぇきぇさしおう

]すけはくけゃぇ
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]なし しうゅせさくけしす け.い. こけかおけ-
ゃくうお ′うおけかぇえ 』けきぇおけゃ とっ 

ぉなょっ いぇこけきくっく おぇすけ かうつくけしす, 
ょけしすけえくぇ いぇ せゃぇあっくうっ, けすょぇかぇ 
ちっかうは しう しないくぇすっかっく あうゃけす ゃ 
しかせあぉぇ くぇ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ. ╊うつくけしす し すゃなさょっ きくけゅけ う 
さぇいくけこけしけつくう すぇかぇくすう - きせいう-
おぇかくぇ ょぇさぉぇ, たせょけあっしすゃっくう せきっ-
くうは, すったくうつっしおぇ きうしなか, うくけゃぇ-
すうゃっく せしっす. ╊うつくけしす, せきっっとぇ ょぇ 
せゃぇあぇゃぇ, ょぇ けさゅぇくういうさぇ う さなおけ-
ゃけょう, ょぇ すなさしう, きうしかう う けすおさうゃぇ, 
ょぇ しないょぇゃぇ. ╊うつくけしす し せくうおぇかくぇ-
すぇ しなょぉぇ ょぇ こけしすぇゃう くぇつぇかけすけ くぇ 
こっす くけゃう しかせあぉう ゃなゃ ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ. ╇ ょぇ ぉなょっ いぇこけきくっく. ╇ 
けす たけさぇすぇ, し おけうすけ っ さぇぉけすうか, う 
けす うしすけさうはすぇ.
[けょっく こさっょう 100 ゅけょうくう – くぇ 

12 のくう 1911 ゅ. ゃ ゅさ. 【うこおぇ ゃ 
しっきっえしすゃけ くぇ こけすけきしすゃっくう せつう-
すっかう – ゃしっおう ぉっかはいぇか し すぇかぇくすぇ 
しう ぉなょっとぇすぇ かうつくけしす.
╃はょけ きせ – ょぇしおぇか 【うくぬけ – 

おぇおすけ ゅけ いくぇはす ゃ 【うこおぇ, っ ぉうか 
しこけょゃうあくうお う こけしかっょけゃぇすっか くぇ 
くぇちうけくぇかくけ-さっゃけかのちうけくくうすっ 
うょっう くぇ ╊っゃしおう, こさっょしっょぇすっか 
う しっおさっすぇさ くぇ さっゃけかのちうけくくうは 
おけきうすっす すぇき. ╀ぇとぇ きせ – ╀けはく 
』けきぇおけゃ – しなとけ せつうすっか ゃ おぇ-
いぇくかなておぇすぇ こさけゅうきくぇいうは, こさっ-
こけょぇゃぇか うしすけさうは, ぉなかゅぇさしおう 
う そさっくしおう っいうお, さなおけゃけょうか 
せつうかうとくうすっ たけさけゃっ う しゃうさうか 
くぇ ちうゅせかおぇ. 〉つっくうお くぇ ゅけかっきうは 
ぉなかゅぇさしおう おけきこけいうすけさ ╀せおせさっ-
とかうっゃ. ]ないょぇか ちっくくけ おせかすせさ-
くけ-うしすけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ いぇ 
さけょくうは しう おさぇえ, くぇこうしゃぇえおう 
うしすけさうはすぇ くぇ つうすぇかうとっすけ きせ, 
しなぉさぇか きぇすっさうぇかう いぇ さぇいゃう-
すうっすけ くぇ くはおけう いぇくぇはすう う くぇょ 
200 くぇさけょくう こっしくう. ╋ぇえおぇ きせ – 
]すっそぇくおぇ – くぇつぇかくぇ せつうすっかおぇ, 
こさけはゃはゃぇかぇ ぇおすぬけさしおう すぇかぇくす う 
うゅさぇかぇ ちっくすさぇかくぇ さけかは ゃ こなさ-
ゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ „]うさけ-
きぇたおうくは” くぇ ╄きぇくせうか  ╋ぇくけかけゃ.
]こけきっくぇゃぇき ゃしうつおう すっいう そぇ-

おすう くっ いぇさぇょう ょさせゅけ, ぇ いぇとけすけ 
しぇきうはす ′. 』けきぇおけゃ ゅう けこうしゃぇ ゃ 
ぇゃすけぉうけゅさぇそうはすぇ しう う しぇき けちっ-
くはゃぇ: ”...╁ すぇおぇゃぇ ぇすきけしそっさぇ 
しなき けすさぇしなか う ゃないこうすぇゃぇく...”. 
〈っ しぇ こなさゃうすっ たけさぇ, けしすぇゃうかう 
すさぇっく う しないうょぇすっかっく けすこっつぇすなお 
ゃなゃ そけさきうさぇくっすけ くぇ こけょさぇょ-
しすゃぇとうは きせ たぇさぇおすっさ, こなお う こけ-
くぇすぇすなお.
╇きぇ とぇしすうっすけ しなょぉぇすぇ ょぇ ゅけ 

しさっとくっ ゃ しかっょゃぇとうすっ きせ ゅけょう-
くう う し ょさせゅう ぉっかっあうすう ぉなかゅぇさ-
しおう かうつくけしすう. ¨とっ ゃ せつっくうつっ-
しおうすっ きせ ゅけょうくう 』せょけきうさ きせ っ 
こさっょさうつぇか ぉなょっとっ くぇ たせょけくうお. 
》せょけあくうお くっ しすぇゃぇ, くけ ゃなゃ ゃしっ-
おう きけきっくす, おけゅぇすけ きせ っ ぉうかけ 
くっけぉたけょうきけ, せしっすなす きせ おなき うい-
ゅさぇあょぇくっ くぇ ょっすぇえかう, おなき おけく-
しすさせうさぇくっすけ, しぇ ぉうかう ゃ くっゅけゃぇ 
せしかせゅぇ. „╁しはおけ くっとけ, おけっすけ いぇ-
きうしかはた ゃなゃ ゃなけぉさぇあっくうっすけ しう, 
こさけしすけ ゃうあょぇた おぇお ょぇ しっ くぇこさぇ-
ゃう, おぇお ょぇ しっ しゅかけぉう し ょさせゅうすっ 

ょっすぇえかう. ╇ すさはぉゃぇてっ しぇきけ ょぇ 
しう ゃいっきぇ きけかうゃぇ, ょぇ ゅけ しおうちう-
さぇき うかう くぇつっさすぇは”. ╇いこけかいゃぇ-
くっすけ う くぇ すったくうつっしおうすっ せきっくうは 
そけさきうさぇす けくぇいう しうきぉうけいぇ, おけは-
すけ しすけう ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ しないょぇょっ-
くうすっ こけ-おなしくけ くけゃう う くぇょっあょくう 
いぇこぇかおう いぇ 81 きき きうくう, し おけうすけ 
しぇ こさっさぇぉけすっくう しおかぇょけゃうすっ くぇ-
かうつくけしすう, けこさっょっかっくう おぇすけ くっ-
ぉかぇゅけくぇょっあょくう.
╂けょうくうすっ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 

おぇいぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは ゅけ しさっ-
とぇす し ′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ ゃ ╋けさ-
しおけすけ きぇてうくくけ せつうかうとっ ゃなゃ 
╁ぇさくぇ う ┿しっく ╈けさょぇくけゃ /ぉぇとぇ 
くぇ うきっくうすうは くう しなゃさっきっくくうお 
′っょはかおけ ╈けさょぇくけゃ – こけっす う 
おけきこけいうすけさ/. 【おけかぇすぇ いぇ いぇ-
こぇしくう けそうちっさう ゃ ]けそうは きせ 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ いぇこけい-
くぇっ う し ゅっく. ╁かぇょうきうさ ╆ぇうきけゃ. 
‶けこぇょくぇか こけょ ゃかうはくうすけ くぇ すぇ-
おうゃぇ いぇぉっかっあうすっかくう かうつくけしすう, 
こけしすぇゃっく ゃ おぇいぇさきっくうすっ せしかけ-
ゃうは くぇ すったくうつっしおけすけ せつうかうとっ, 
』けきぇおけゃ ょけういゅさぇあょぇ うくょうゃう-
ょせぇかくうすっ しう おぇつっしすゃぇ – くっ しぇきけ 
けすおなき ょせたけゃくけ ういさぇしすゃぇくっ, ぇ う 
おぇすけ ぉなょっと すったくうお, けすゅけゃけさっく 
う ょうしちうこかうくうさぇく. ‶さっい 1935ゅ. 
いぇこけつゃぇ ょゃっゅけょうてっく おせさし くぇ 
けぉせつっくうっ いぇ ぇさすうかっさうえしおう う 
こったけすくう ゃけっくくう すったくうちう おなき 
╁けっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ う けしすぇゃぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ くっは. ]ぇきけ ょゃぇ きっしっちぇ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ  おせさしぇ /ぇゃ-
ゅせしす 1938 ゅ./ こけかせつぇゃぇ くぇいくぇつっ-
くうっ おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ さぇぉけすうか-
くうちぇ いぇ いぇこぇかおう, ゃいさうゃぇすっかう う 
20 きき けさなょっえくう しくぇさはょう, おけはすけ 
ゃしっ けとっ くっ っ ょけけぉけさせょゃぇくぇ, ゃ 
]けこけす. ╇ すけゃぇ っ こなさゃけすけ きせ くぇ-
いくぇつっくうっ, ゃ おけっすけ いぇこけつゃぇ „けす 
くせかぇすぇ” – おぇおすけ しぇき おぇいゃぇ. „′け-
ゃぇすぇ せしなゃなさてっくしすゃぇくぇ すったくう-
おぇ, くけゃうすっ すったくけかけゅうう, くけゃけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ ょぇゃぇたぇ こさけしすけさ 
いぇ すったくうつっしおぇ ういはゃぇ, せしなゃなさ-
てっくしすゃぇくっ う けぉけゅぇすはゃぇくっ くぇ 

いくぇくうはすぇ. ╁ すぇいう けぉしすぇくけゃおぇ 
しなき こさぇゃうか きくけゅけ さぇちうけくぇかう-
いぇちうう...”.
]かっょ 1944 ゅ. ′. 』けきぇおけゃ さぇい-

さぇぉけすゃぇ おけくしすさせおちうはすぇ くぇ くけゃぇ 
いぇこぇかおぇ-ゃいさうゃぇすっか いぇ 82 きき 
きうくぇ, くけ いぇ しなあぇかっくうっ, きぇおぇさ 
つっ っ こさっちっくっくぇ おぇすけ こけ-せょぇつくぇ, 
こけ くっういはしくっくう こさうつうくう けしすぇゃぇ 
ぉっい こけしかっょしすゃっくけ ゃくっょさはゃぇくっ.
] こさっきっしすゃぇくっすけ しう くぇ さぇぉけすぇ 

けすくけゃけ ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ 
そぇぉさうおぇ -  ╉ぇいぇくかなお こさっい 1945 
ゅ. こけかせつぇゃぇ くけゃけ くぇいくぇつっくうっ 
– ゃ くけゃけけぉさぇいせゃぇくぇすぇ しっおちうは 
„くけさきう”.  ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ しすさぇ-
くぇすぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ きっすぇかけけぉさぇ-
ぉけすゃぇくっすけ しっ こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ 
くぇ くけさきうさぇくっすけ くぇ すさせょぇ くぇ さぇ-
ぉけすくうちうすっ. ╃ゃっ ゅけょうくう – ょけおぇ-
すけ けさゅぇくういうさぇ くけゃぇすぇ ょっえくけしす 
う... くけゃけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. 
〈けいう こなす くぇしけつっくけ おなき おけくすさけ-
かうさぇくっ おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせお-
ちうはすぇ – しかせあぉぇ „¨ぉとけいぇゃけょしおぇ 
すったくうつっしおぇ おけくすさけかぇ”. ╇ こぇお けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ – しなし しないょぇゃぇくっ 
くぇ ゅさせこぇ, けそけさきはくっ くぇ ょけおせ-
きっくすぇちうは, けこさっょっかはくっ くぇ こぇさぇ-
きっすさう ゃ たけょぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけ-
すけ う おさぇえくうは こさけょせおす.
]かっょ さっけさゅぇくういぇちうは う さってっ-

くうっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ „┿さしっ-
くぇか” /すけゅぇゃぇ いぇゃけょ 10/ きうくぇゃぇ 
くぇ こけょつうくっくうっ くぇ ╋うくうしすっさ-
しすゃけ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, ぇ いぇ 
おけくすさけか う こさうっきぇくっ くぇ ゅけすけゃぇ-
すぇ こさけょせおちうは しっ しないょぇゃぇす ゃけ-
っくくう こさっょしすぇゃうすっかしすゃぇ くぇ こけょ-
つうくっくうっ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
くぇさけょくぇすぇ けすぉさぇくぇ, し けしくけゃくぇ 
いぇょぇつぇ ょぇ おけくすさけかうさぇ たけょぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, ゃかぇゅぇくうすっ きぇ-
すっさうぇかう, すったくけかけゅうつくうは こさけ-
ちっし, ういこうすぇくうはすぇ う ういょぇゃぇくっ 
ょけおせきっくすう いぇ ゅけすけゃうすっ ういょっ-
かうは. 〈けゃぇ っ くけゃぇすぇ けすゅけゃけさ-
くけしす, おけはすけ こさうっきぇ ′. 』けきぇおけゃ 
こさっい そっゃさせぇさう 1949 ゅ.
╉なき しさっょぇすぇ くぇ 1954 ゅ. しっ 

ゃいっきぇ さってっくうっ おなき けすょっか „┿さ-
すうかっさうえしおけ ゃなけさなあっくうっ” くぇ 
╋′¨ ょぇ ぉなょっ しないょぇょっくけ くぇせつ-
くけ-すったくうつっしおけ けすょっかっくうっ, くぇ 
おけっすけ しっ ゃないかぇゅぇす いぇょぇつう こけ 
けこすうきういうさぇくっ くぇ さっきけくすぇ う 
こけょょなさあぇくっ くぇ ゃなけさなあっくうっすけ, 
ゃなゃっあょぇくっ くぇ くけゃけしすう, さぇいさぇ-
ぉけすゃぇくっ さぇちうけくぇかういぇちうう う うい-
けぉさっすっくうは. ╇ すけゃぇ っ こけさっょくけすけ 
こさっょかけあっくうっ いぇ くけゃぇ さぇぉけすぇ. 
„〈ぇおぇゃぇ ょっえくけしす ゃうくぇゅう きっ っ 
ゃかっつぇかぇ う こけ すぇいう こさうつうくぇ ょぇ-
ょけた しなゅかぇしうっすけ しう. ╉なき おさぇは くぇ 
きっしっち ぇゃゅせしす 1954 ゅ. ょけえょっ いぇ-
こけゃっょ ょぇ しっ はゃは ゃ ╋′¨ う ょぇ こけ-
っきぇ くけゃぇすぇ しう さぇぉけすぇ. ╇ すぇおぇ, 
おぇおすけ ゃしうつおう くけゃう しかせあぉう, 
おけうすけ しなき けゅかぇゃはゃぇか /ぇ すぇいう 
ぉってっ ゃっつっ こっすぇすぇ/, いぇこけつくぇた 
けす こけいくぇすぇすぇ くせかぇ, す.っ. – ぉはた 
しぇき...”.
╆ぇっょくけ し こけかお. ぅきぇおけゃ, しかっょ 

けぉしすけえくけ こさっゅかっあょぇくっ おぇ-
つっしすゃぇすぇ くぇ ゃしうつおう こけいくぇすう 
おぇさすっつくうちう, ゃ ういこうすぇすっかくぇ-
すぇ きったぇくうつっしおぇ さぇぉけすうかくうちぇ, 
さぇいさぇぉけすゃぇす せくうゃっさしぇかくぇ おぇさ-
すっつくうちぇ けぉさ. 1957 ゅ. ╁ たけょぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ ういこうすゃぇす すさう くっえくう 
ゃぇさうぇくすぇ しなし しなけすゃっすくう おけさっ-
おちうう う こけょけぉさっくうは. ╇ ゃなこさっ-

おう, つっ っ ういこさぇすっくぇ くぇ ういかけあぉぇ 
ゃ ╋けしおゃぇ う けちっくはゃぇす おぇつっしす-
ゃぇすぇ え, けしすぇゃぇ しぇきけ きせいっっく 
っおしこけくぇす. 〈けゃぇ くっ っ こさうつうくぇ 
ょぇ こさけょなかあう し くけゃう さぇいさぇ-
ぉけすおう – すけいう こなす いぇ „ゃおかぇょくう 
ちっゃう” いぇ しすさっかぉぇ し 45 きき けさな-
ょうは, ゃきっしすけ し とぇすくうすっ 100 きき 
ぉけえくう しくぇさはょう いぇ けぉせつっくうっ くぇ 
すぇくおうしすうすっ. [っいせかすぇすなす – うおけ-
くけきうは くぇ しおなこうすっ 100 きき ぉけえ-
くう しくぇさはょう. ] ちっか こぇお けぉせつっ-
くうっ, くけ くぇ こさけすうゃけゃないょせてくうすっ 
つぇしすう いぇ しすさっかぉぇ こけ ゃないょせてくう 
ちっかう, こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
こけかお. 』けきぇおけゃ しっ ゃくっょさはゃぇ うい-
さぇぉけすっくぇ こぇさぇてせすくぇ きうくぇ.
』っすけた くはおけかおけ こなすう ぇゃすけぉう-

けゅさぇそうはすぇ くぇ こけかお. 』けきぇおけゃ, 
ぉっかっあおうすっ, おけうすけ くぇきっさうた いぇ 
くっゅけ, くはおけかおけ しすぇすうう, こうしきけすけ 
くぇ あっくぇ きせ ╉さなしすうくぇ しかっょ くっ-
ゅけゃぇすぇ おけくつうくぇ くぇ 4 くけっきゃさう 
1993 ゅ. ょけ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっお-
すけさ くぇ きせいっえ „┿さしっくぇか”. ╇ くっ 
きけあった ょぇ しっ くぇつせょは – けすおなょっ 
すけかおけゃぇ っくっさゅうは, すぇおなゃ くっし-
すうたゃぇと っくすせしうぇいなき, すけかおけゃぇ 
おせさぇあ ょぇ いぇこけつくって くっとけ くけゃけ, 
さぇいかうつくけ, こけかっいくけ. ╁なこさっおう 
つっしすうすっ くっせょぇつう, かせすぇくうは, くっ-
とぇしすくう しかせつぇう /くぇ くはおけう けす 

おけうすけ しぇき っ こけしすさぇょぇか/. 』せょった 
しっ おぇおゃけ ょぇ しこっしすは, いぇ ょぇ こさっ-
ょぇき うくそけさきぇちうはすぇ いぇ すけいう つけ-
ゃっお  こけ-しぉうすけ. ‶さけこせしくぇた けとっ 
さっょうちぇ くっゅけゃう くけゃけゃなゃっょっくうは 
し ゅけかはき うおけくけきうつっしおう っそっおす, 
し くけゃう すったくうつっしおう う すったくけ-
かけゅうつくう ういきっくっくうは. ]こっしすうた 
こけょさけぉくけしすうすっ こけ ういはゃうすっ きせ 
おぇすけ しないょぇすっか くぇ いぇゃけょしおうは 
しすっくかうしす, おぇさうおぇすせさうすっ, おぇさ-
すうくうすっ, ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ かけ-
いせくゅう う こかぇおぇすう いぇ つっしすゃぇくうは う 
きぇくうそっしすぇちうう, ょゃぇすぇ こさけっおすぇ 
いぇ いくぇつおぇ くぇ ‶さけそしなのいぇ, っょくぇ-
すぇ けす おけうすけ こっつっかう おけくおせさしぇ 
ういきっあょせ さっょうちぇ たせょけあくうちう う 
しすぇゃぇ っきぉかっきぇ う こっつぇす う す.く. 

う す.く. ╇ ゃしうつおけ - こけょつうくっくけ 
くぇ っょくぇ ちっか, くぇ っょくぇ うょっは - ょぇ 
ぉなょっ こけかっいっく. ′っ うしおぇき けぉぇ-
つっ ょぇ しこっしすは すけゃぇ, つっ しないょぇゃぇ 
っょくけ つせょっしくけ しっきっえしすゃけ, ゃ おけっ-

すけ ゃしっおう こけ しゃけっきせ しすぇゃぇ おぇすけ 
くっゅけ – こけかっいっく くぇ けぉとっしすゃけすけ, 
けすょぇょっく くぇ さぇぉけすぇすぇ しう. ╅っくぇ 
きせ – ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう いぇ-
っきぇ けすゅけゃけさくう こぇさすうえくう う けぉ-
とっしすゃっくう ょかなあくけしすう, ゅけかはきぇすぇ 
ょなとっさは – ぇさたうすっおす ゃ ╂っさきぇくうは, 
きぇかおぇすぇ – うくあっくっさ-たうきうお, くぇせ-
つっく しなすさせょくうお おなき ╀┿′.
╆ぇ っょくけ, けぉぇつっ, くはきぇき くうおぇお-

ゃう しなきくっくうは – くっ しすうゅぇ しぇきけ 
しっきっえくぇすぇ „いぇおゃぇしぇ”, しさっとぇすぇ 
し うきっくぇ, ぉっかはいぇかう くぇちうけくぇか-
くぇすぇ くう うしすけさうは, おせかすせさぇ う 
ょせたけゃくけしす. ╇しおぇ しっ たぇさぇおすっさ, 
ゃけかは, きけすうゃぇちうは. ]ぇきけ すぇおぇ きけ-
あって ょぇ こさけこさぇゃはて こなすっおぇ う ょぇ 
けしすゃはて しかっょぇ しかっょ しっぉっ しう.

〈ぇおぇ たけさぇすぇ ゅけ こけきくはす...
╇ うしすけさうはすぇ とっ ゅけ こけきくう...

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

を╊]【╅ 〉¨ ╊: 》『《』》╊『¨【╊【 〉╅ 
„╅『』╊〉╅]” 】おひしきあうあすか おそ さちあみ せあ つかたてかすうちけ おそえそうそちけてか せあ たかせつけそせかちけてか.

【そえあうあ はか さあきかす け おあしけ はか たそおさちかたけす せみさそこ さあせおけおあて-さすかて.

...う おなき きけきっくすぇ くっ しすっ 
こさっょこさうっかう  くうとけ こけ っゃっく
すせぇかくぇ けこすうきういぇちうは くぇ しなし
すぇゃぇ?

′っ. ╉なき きけきっくすぇ くっ. ‶さけ
ゃっあょぇきっ くぇてうは ゃなすさってっく 
こけょぉけさ くぇ おぇょさうすっ, こけょゅけす
ゃはきっ しっ, くけ すけゃぇ くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ とっ こさうしすなこうき おなき くはおぇおゃう 
しなおさぇとっくうは. ′っとけ こけゃっつっ: 
ゃいったきっ すっいう ょくう さってっくうっ ょぇ 
こさけょなかあうき ょけ おさぇは くぇ きっしっち 
しっこすっきゃさう ょけゅけゃけさうすっ くぇ たけ
さぇすぇ, おけうすけ しぇ ゃ こっくしうけくくぇ 
ゃないさぇしす こさう くぇし.

┿ すけゃぇ いぇしはゅぇ かう きくけゅけ 
たけさぇ? 

╁しうつおけ いぇゃうしう けす すけゃぇ おぇおゃう 
ょけゅけゃけさう とっ せしこっっき ょぇ しおかの
つうき  う おけう くはきぇ ょぇ きけあっき. 
]ぇきけ けす すけゃぇ いぇゃうしう. ╁ぇさうぇく
すうすっ しぇ きくけゅけ. [ぇくけ う  ういかうて
くけ っ ょぇ ゅう けぉしなあょぇきっ ゃ きけきっく
すぇ. ┿おけ くっとぇすぇ しっ さぇいゃうはす ゃ 
こけかけあうすっかくぇすぇ こけしけおぇ, くはきぇ 
ょぇ うきぇ くうおぇおゃう しなおさぇとっくうは, 
ょけさう きけあっ う ょぇ しっ くぇかけあう ょぇ 
くぇいくぇつうき う くけゃう たけさぇ. ]ぇきうはす 
ぇい いぇ しっぉっ しう ゃしっ けとっ くはきぇき 
けすゅけゃけさ.

‶さっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきう
ちぇ すせお ぉっ かうょっさなす くぇ ╉′]╀ 
‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ. 〈けえ いぇ
はゃう, つっ こぇさぇきっすさうすっ くぇ くけ
ゃうは ╉〈╃ /╉けかっおすうゃっく すさせ
ょけゃ ょけゅけゃけさ/ ゃっつっ しぇ はしくう. 
】っ うきぇ かう くけゃう こさうょけぉうゃ
おう いぇ さぇぉけすっとうすっ くぇ ぉぇいぇ 
すけいう ╉〈╃ うかう こなお とっ うき 
しっ けすくっきぇす ょぇょっくう こさぇゃぇ う 
こさうゃうかっゅうう?

′っとけ こけゃっつっ: ′けゃうはす ╉〈╃ 
ゃっつっ っ そぇおす. 〈けえ ゃおかのつゃぇ ゃいぇ
うきくう おけきこさけきうしう う さぇいぉうさぇくっ 
けす ょゃっすっ しすさぇくう - きっあょせ ぇょきう
くうしすさぇすうゃくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
う しうくょうおぇかくけすけ. ′ぇきっさうたきっ 
かうくうはすぇ くぇ おけくしっくしせしぇ. ′は
きぇきっ こさけすうゃけさっつうは. ╁ しこけさぇ, 
おけえすけ うきぇたきっ, しっ さけょう う っょくぇ 
くけゃぇ うしすうくぇ, おけはすけ しつうすぇき, つっ 
くぇ すけいう っすぇこ せょけゃかっすゃけさはゃぇ う 
ょゃっすっ しすさぇくう. ╃けゅけょうくぇ くぇえ-
ゃっさけはすくけ とっ こさっょけゅけゃぇさはきっ 
ょさせゅう せしかけゃうは, しこけさっょ しうすせぇ
ちうはすぇ. 

╉ぇおゃけ うきぇすっ こさっょゃうょ 
おぇすけ おぇいゃぇすっ „くけゃぇ うしすう
くぇ”? ‶けしすうゅくぇたすっ しこけさぇいせ
きっくうっ いぇ いぇこかぇすう うかう...?

′ぇきっさうたきっ けぉとぇ ょけこうさくぇ 
すけつおぇ くぇ くぇてうすっ う くぇ こさっょ
かけあっくうはすぇ くぇ しうくょうおぇかくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, こけ おけうすけ うきぇたきっ 
„つっかくう しぉかなしなちう”  こさっょう すけゃぇ. 
〈けゃぇ しすぇくぇ し ゃいぇうきくう おけきこさけ
きうしう けす ょゃっすっ しすさぇくう. 

...すけっしす? ′はきぇ ょぇ うきぇ くぇ
こさっあっくうっ う ぉさけあっくうっ?

′っ, ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ. 〈けゃぇ 
くっ しきっ ゅけ ょけこせしおぇかう う くはきぇ 
ょぇ ゅけ ょけこせしくっき. ′うっ しきっ っょくけ 
けす きぇかおけすけ ぇおちうけくっさくう ょさせ
あっしすゃぇ, おけうすけ こけゃっつっ けす 10 
ゅけょうくう せしこはゃぇ さなおぇ いぇ さなおぇ 
- ぇょきうくうしすさぇすうゃくけすけ う しうくょう
おぇかくうすっ さなおけゃけょしすゃぇ, ゃ かうちっ
すけ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” う ╉′]╀, 
ょぇ ゃなさゃうき う しかっょゃぇきっ っょくぇ-
っょうくしすゃっくぇ ちっか: こさけしこっさうすっ
すなす くぇ „┿さしっくぇか” う くうとけ こけ
ゃっつっ. ╀っい すけゃぇ ょぇ っ ゃ せとなさぉ くぇ 

うくすっさっしうすっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ.

‶さけょなかあぇゃぇ こさけゃっさおぇ
すぇ いぇ うくちうょっくすぇ ゃ いぇゃけょ 4 
ゃ ╋なゅかうあ きうくぇかうは きっしっち, 
こさう おけえすけ こけしすさぇょぇ  すっあ
おけ 51-ゅけょうてくぇ さぇぉけすくうつ
おぇ. ╇きぇ かう ゃっつっ しすぇくけゃうとっ 
くぇいくぇつっくぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
おけきうしうは こけ しかせつぇは う おぇおゃけ 
こさぇゃうすっ いぇ しぇきぇすぇ こけしすさぇ
ょぇかぇ, おぇお っ すは? 

╁しっ けとっ くはきぇ すけつくぇ っおしこっさ
すういぇ おぇおゃけ う おぇお しっ っ しかせつう
かけ. ╇きぇ しぇきけ こさっょこけかけあっくうは, 
ょけゅぇょおう, おけうすけ しっ こさけゃっさはゃぇす. 
〈ぇおぇ つっ - ゃしっ けとっ くっ しきっ ゅけすけ
ゃう. ╉けかおけすけ ょけ しなしすけはくうっすけ くぇ 
こけしすさぇょぇかぇすぇ くぇてぇ さぇぉけすくうつ

おぇ, ぇい しっ うくすっさっしせゃぇき ゃしっおう 
ょっく. ]なしすけはくうっすけ くぇ あっくぇすぇ っ 
しすぇぉうかういうさぇくけ, くけ ゃしっ けとっ っ ゃ 
さうしお. ╃け くはおけかおけ ょくう しこけさっょ 
かっおぇさうすっ とっ うきぇ こけ-おぇすっゅけ
さうつくぇ こさけゅくけいぇ いぇ くっえくけすけ 
しなしすけはくうっ. ′ぇょはゃぇき しっ くぇ ょけ
ぉなさ ういたけょ. ′うっ おぇすけ さなおけゃけょ
しすゃけ こけきぇゅぇきっ くぇ しっきっえしすゃけすけ 
し おぇおゃけすけ きけあっき, くけ ゃ きけきっくすぇ 
う こさっょゃうょ しなしすけはくうっすけ え, くっ 
きけあっき し くっとけ けしけぉっくけ. [ぇ
ぉけすくうつおぇすぇ くう っ ゃ さなちっすっ くぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ かっおぇさう, ゃ くぇえ-
ょけぉさけすけ きっょうちうくしおけ せつさっあょっ
くうっ ゃ しすさぇくぇすぇ ╁╋┿ - ╁けっくくけ 
きっょうちうくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは. 〈せお 
っ きけきっくすぇ ょぇ ぉかぇゅけょぇさは かうつ
くけ くぇ ゅっくっさぇか 〈けくっゃ, くっえくうはす 
さなおけゃけょうすっか, いぇ ぉなさいぇすぇ きせ 
さっぇおちうは. ╁っょくぇゅぇ しかっょ きけっすけ 
けぉぇあょぇくっ すけえ ういこさぇすう しっさうけ
いっく っおうこ けす かっおぇさう, おけうすけ ょぇ  
しすぇぉうかういうさぇす あっくぇすぇ う ょぇ は 
すさぇくしこけさすうさぇす ょけ ]けそうは.  

¨しゃっく ういこなかくうすっかっく ょう
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
╁うっ しすっ さなおけゃけょうすっか う くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ こけしかっょくうすっ 
きっしっちう こさぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ 
こけ-すゃなさょけすけ ╁う ゅけゃけさっくっ 
ゃ ]なゃっすぇ, こけ-くぇしすけえつうゃぇすぇ 
╁う こけいうちうは ょぇ しっ しかせつゃぇす 
くっとぇすぇ. ′ぇ おぇおゃけ しっ ょなか
あう すけゃぇ ╁ぇてっ „けいなぉゃぇくっ” 
くぇ おけかっゅうすっ ╁う? ╆ぇさぇょう 
ういぉけさうすっ かう っ すけゃぇ うかう っ 
╁ぇてぇ こけいうちうは, くっいぇはゃはゃぇ
くぇ すゃなさょけ ょけ きけきっくすぇ? 

‶けかうすうおぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
ゃ きけっ  かうちっ う くぇ おけかっゅうすっ きう 
『ゃっすぇく 【うおけゃ う ぅくおけ ╆ぇこさは
くけゃ, くっ っ こさけきっくはくぇ けす きけきっく
すぇ くう くぇ ゃかういぇくっ ゃ ]なゃっすぇ ょけ 
しっゅぇ. 〈けゃぇ ゅけ いぇはゃはゃぇき すゃなさょけ. 
′うっ しきっ っょくう う しなとう, くうっ しきっ 

っおしこっさすくけ きうしかっとうすっ たけさぇ ゃ 
]なゃっすぇ う うきぇきっ くはおけかおけ ょけ
しすけえくしすゃぇ: ゃしっおう っょうく ゃなこさけし, 
おけえすけ しっ ょっぉぇすうさぇ ゃ ]なゃっすぇ, 
くうっ し おけかっゅうすっ しう けす ゅさせこぇすぇ 
ゅけ さぇいゅかっあょぇきっ こさっょゃぇさうすっか
くけ う きくけゅけ いぇょなかぉけつっくけ. 〈ぇおぇ 
つっ しきっ すゃなさょっ くぇはしくけ し くっとぇ
すぇ. ╁すけさけ: けす しぇきけすけ くぇつぇかけ 
けとっ しっ けこうすゃぇたきっ ょぇ けぉっょう
くうき おけかっゅうすっ しう けす けしすぇくぇかうすっ 
ゅさせこう ゃ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす けおけ
かけ くぇてぇすぇ おぇせいぇ - ょぇ きうしかうき 
いぇ ゅさぇあょぇくうすっ  くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, 
いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ さぇえけくぇ う ょぇ 
さってぇゃぇきっ ゃなこさけしうすっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ う こけかいぇ, ぇ くっ こけかうすう
つっしおう. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, すけいう きう 
けこすうきういなき しっ ういこぇさう けとっ ゃ 

くぇつぇかけすけ くぇ きぇくょぇすぇ くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす. ╆ぇとけすけ ゅけ
かはきぇ つぇしす けす おけかっゅうすっ くう すぇき 
いぇこけつくぇたぇ ょぇ ゅけくはす うくすっさっしう
すっ しう: くっ しぇきけ かうつくうすっ, くけ う 
すぇおうゃぇ, しゃなさいぇくう し こぇさすうう うかう 
おけさこけさぇすうゃくぇ こさうくぇょかっあ
くけしす. ╇ すけゃぇ ゃしっ くっとぇ, くっ ゃ 
うくすっさっし くぇ たけさぇすぇ う さぇいゃうすうっ
すけ くぇ けぉとうくぇすぇ くう. 〈せお ょなさあぇ 
ょぇ おぇあぇ, つっ ぇい う きけうすっ ょゃぇきぇ 
おけかっゅう さぇぉけすうき ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ, 
ゃ しきうしなか, つっ けくけゃぇ, おけっすけ くう 
しっ こかぇとぇ おぇすけ しなゃっすくうちう, ゅけ 
しなぉうさぇきっ う ゃこけしかっょしすゃうっ うく
ゃっしすうさぇきっ ゃ さぇいかうつくう おぇせいう. 
╇きぇてっ しぇきけ こさっょう ょくう けすつっす 
くぇ ゅさせこぇすぇ  くぇ ╄おしこっさすうすっ う 
きけあっ ゃしっおう ょぇ ゃうょう すけゃぇ, ぇ う 
ゅけ こせぉかうおせゃぇたきっ ゃ  きうくぇかうは 
ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
〈ぇき ゃしうつおけ こうてっ: おなょっ おけか
おけ しきっ ょぇかう う いぇ おぇおゃけ こさっい 
すっいう すさう ゅけょうくう. ′うっ くっ しきっ 
ゃ ]なゃっすぇ いぇさぇょう こぇさうすっ, ぇ  
いぇさぇょう こけいくぇくうはすぇ う けこうすぇ, 
おけえすけ うきぇきっ. ′っしおさけきくけ っ, くけ 
すゃなさょは, つっ くうっ こさうすっあぇゃぇきっ う 
こけいくぇくうはすぇ, う けこうすぇ. ′っ しぇきけ 
いぇとけすけ しきっ たけさぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ しっ おけゃぇす おぇょさうすっ くぇ 
すぇいう けぉとうくぇ, ぇ う いぇとけすけ しきっ 
ょけおぇいぇかう う ゃ あうゃけすぇ しう, つっ 
きけあっき. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, う すせお しっ 
ゃさなとぇき くぇ ゃなこさけしぇ ╁う, ゅけかは
きぇ つぇしす けす おけかっゅうすっ くう ゃ ]なゃっ
すぇ くっ しっ けすいけゃぇたぇ くぇ こさういうゃう
すっ くう. ╇いこけかいゃぇたぇ しっ ゃしはおぇおゃう 
いぇおけくけゃう ゃさぇすうつおう いぇ こさけゃぇか  
う こけ っょくぇ うかう ょさせゅぇ こさうつうくぇ 
ょけぉさうすっ くっとぇ ょぇ しっ いぇぉぇゃはす. 
‶さう すけゃぇ つっしすけ う し けすゃさぇ
すうすっかくう きけすうゃう しっ こさぇゃってっ 
ゃしうつおけ すけゃぇ う しっ ぉかけおうさぇたぇ 
くっとぇすぇ. ] すっつっくうっ くぇ ゃさっきっすけ 
すけゃぇ いぇこけつくぇ ょぇ くう ういくっさゃは, 
けとっ こけゃっつっ, つっ くうっ しきっ しぇきけ 
すさうきぇ こさっょしすぇゃうすっかう ゃ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす けす ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすうすっ. ╇ いぇこけつくぇたきっ ょぇ 

しすぇゃぇきっ こけ-くぇしすなこぇすっかくう, いぇ
とけすけ ゃうあょぇたきっ う ゃうあょぇきっ おぇお 
こさけこせしおぇきっ ょけぉさう ゃないきけあくけし
すう いぇ けぉとうくぇすぇ, いぇ ゅさぇょぇ くう. 
╄すけ ゃう こさけしす こさうきっさ: いぇとけ ゃ 
こなさゃうは きぇくょぇす くぇ ]すっそぇく ╃ぇ
きはくけゃ, おけえすけ くっ ぉうか ぉっいおけく
そかうおすっく し ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
しっ しかせつゃぇたぇ ょけぉさう くっとぇ いぇ 
ゅさぇょぇ, ぇ しっゅぇ すけゃぇ くっ しすぇゃぇ? 
╉けっ っ さぇいかうつくけすけ? ] おぇおゃけ しっ 
こさけきっくう  ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす? 
‶さけきっくうたぇ しっ しなゃっすくうちうすっ 
ゃ  くっゅけ, おきっすなす けしすぇくぇ, くぇかう? 
〈けえ こけ-ゅかせこぇゃ かう しすぇくぇ, こけ-
くっさぇぉけすっと かう? 〈けえ しう っ しなとう
はす おきっす. ] ゃしうつおうすっ  きせ こかの
しけゃっ う きうくせしう. ‶さけしすけ しすぇくぇたぇ 
きくけゅけ こさけすうゃけさっつうはすぇ けす っょくぇ 
しすさぇくぇ きっあょせ ¨ぉとうくしおうは しな
ゃっす う おきっすぇ おぇすけ ょゃっ うくしすう
すせちうう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, ぇ けす 
ょさせゅぇ う こさけすうゃけさっつうはすぇ きっあ
ょせ しぇきうすっ ゅさせこう ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす う けすょっかくうすっ しなゃっすくうちう. 
╇ くっとぇすぇ くっ ゃなさゃはす. ╃けぉさけ
すけ こさけしすけ くっ しっ しかせつゃぇ. ╇ すけ 
ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく こけ ゃうくぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╉ぇいゃぇか しなき 
ゅけ すけゃぇ, ょけさう しなき しう こけいゃけかは
ゃぇか ょぇ くぇこせしおぇき しっしうう, おけゅぇすけ 
ゃうあょぇき, つっ くっとぇすぇ ゃなさゃはす ゃ 
けぉさぇすくぇ こけしけおぇ くぇ すけゃぇ, おけっ
すけ くうっ しきはすぇたきっ, つっ きけあっき ょぇ 
くぇこさぇゃうき いぇ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ. 
′ぇこせしおぇかう しきっ  しっしうは, おけゅぇすけ 
ゃうあょぇきっ, つっ しすぇゃぇす すっくょっく
ちうけいくう くっとぇ. ╇ くっ ゃうあょぇき 
くぇょっあょぇ すけいう ¨ぉとうくしおう しな
ゃっす ょけ おさぇは くぇ きぇくょぇすぇ しう ょぇ 
しっ こさけきっくう. ╆ぇ しなあぇかっくうっ. ╇ 
ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ ゃしうつおけ っ ゃ 
せとなさぉ くぇ たけさぇすぇ. ╂さぇあょぇくうすっ 
しすさぇょぇす けす すけゃぇ. ╆ぇすけゃぇ う くぇ
てうすっ くっさゃう ゃっつっ しぇ くぇ こさっょっか. 
╊うつくけ ぇい, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ  くぇ
こさぇゃは けちっくおぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, すは くっ 
っ こけいうすうゃくぇ. 〈は っ くっゅぇすうゃくぇ. 
〈けゃぇ っ う けしくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ 
ょぇ こけかぇゅぇきっ せしうかうは ゃ こけしかっょ
くうすっ しっしうう, おけうすけ けしすぇゃぇす ょけ 
おさぇは くぇ すけいう きぇくょぇす, ょぇ くぇ
こさぇゃうき  くっとけ, ょぇ こさけきっくうき 
くっとぇすぇ.  ′け くっ しなき けこすうきうしす . 

╂-く ╇ぉせてっゃ, けぉとっしすゃっ
くけすけ きくっくうっ すせお けつぇおゃぇ  
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ ういょうゅくっ しゃけえ 
おぇくょうょぇす いぇ おきっす. ╃けおけかおけ 
さっぇかうしすうつくけ っ すけゃぇ けつぇお
ゃぇくっ? 

〈けいう ゃなこさけし っ けぉしなあょぇく こけ 
ゃさっきっ くぇ くぇてうすっ しさっとう. ′け 
ゃ おさっょけすけ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお っ いぇかけあっくけ, つっ くっ しっ 
しすさっきうき おなき ゃかぇしす. ╉きっすしおぇ. 
╃ぇ うきぇきっ くぇて おきっす くっ っ くぇ
てぇすぇ いぇょぇつぇ. ╆ぇょぇつぇすぇ くう っ 
ょぇ しなぉっさっき  きくけいうくしすゃけ ゃ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす ゃ こけょおさっこぇ くぇ 
けこさっょっかっくう こさっょかけあっくうは  う 
さってっくうは, おけうすけ こけ くぇてぇ こさっ
ちっくおぇ しぇ ょけぉさう  う おけうすけ ぉうたぇ 
きけゅかう ょぇ ょけこさうくっしぇす こけいうすうゃ
くう くっとぇ  ょぇ しっ しかせつゃぇす ゃ くぇ
てうは ゅさぇょ. 

...ぇ いぇとけ くっ こさうっきっすっ すけゃぇ 
おぇすけ ょうぇゅくけいぇ いぇ しっさうけ
いっく ょっそうちうす くぇ かうつくけしすう 
ゃ ゅさぇょぇ う けつぇおゃぇくっ うきっくくけ 
けす ゃぇてうすっ しさっょう ょぇ しっ こけは
ゃう かうつくけしす いぇ おきっす? 

‶さけぉかっきなす くっ っ しぇきけ ゃ ょっ
そうちうすぇ くぇ かうつくけしすうすっ. ‶さう 
すけいう いぇおけく いぇ けぉとうくしおけすけ しぇ
きけせこさぇゃかっくうっ しすぇゃぇ くぇ こさぇお
すうおぇ すぇおぇ, つっ しなゃっすくうちうすっ しっ 

くぇいくぇつぇゃぇす けす しなけすゃっすくうすっ 
こぇさすうう. 〈っ しう ゅう けこさっょっかはす こけ  
しゃけう こぇさすうえくう こさういくぇちう, くけ 
くっ う こけ っおしこっさすくう こさういくぇちう, 
くっ こけ おぇつっしすゃぇ. ╀っい いくぇつっくうっ 
ょぇかう すけいう つけゃっお っ しこけしけぉっく 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ-しすけこぇくしおう 
ょぇ さぇいしなあょぇゃぇ こさぇゃうかくけ, ょぇかう 
うきぇ くっけぉたけょうきうすっ こけいくぇくうは. 
╆ぇ きっく けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう 
しかっょゃぇ ょぇ しぇ うきっくくけ すぇおうゃぇ, ぇ 
くっ ょぇ さぇいゃうゃぇす ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす こけかうすうつっしおぇ ょっえくけしす. 
╇きぇ う ょさせゅ こさけぉかっき: つっ つっしすけ 
しぇきうすっ ういぉうさぇすっかう くっ こけいくぇ
ゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ こぇさすううすっ 
ういょうゅぇす いぇ しなゃっすくうちう. ╃けおぇすけ 
くうっ けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお う 
こさっょう, う しっゅぇ ういかはいけたきっ し くぇ
てうすっ しくうきおう う うきっくぇ うきっくぇ, 
し くぇてうすっ ょっかぇ. ╆ぇはゃうたきっ: っすけ 
すけゃぇ しきっ くうっ, ゃうっ くう こけいくぇゃぇ
すっ. ‶さっちっくっすっ! ′っ しきっ こぇさすうえ
ちう, ぇ たけさぇ し おぇつっしすゃぇ. ‶さっゃなさ
くぇたきっ ういぉけさぇ いぇ くぇし ゃなゃ ゃうょ 
きぇあけさうすぇさっく ういぉけさ, いぇとけすけ 
たけさぇすぇ, ゅかぇしせゃぇかう いぇ くぇし う 
こけょおさっこはとう くう, ゅかぇしせゃぇす いぇ 
おけくおさっすくけ かうちっ う うきっ. ′っ いぇ 
こぇさすうは. ′うっ しきっ きぇあけさうすぇさくけ 
ういぉさぇくう しなゃっすくうちう う ゃ すけいう 
しきうしなか  しっ はゃはゃぇきっ ぇかすっさくぇすう
ゃぇ くぇ こぇさすううすっ. 〈けつくけ いぇすけゃぇ 
う くっ うしおぇきっ  ょぇ ういょうゅぇきっ おきっす. 
╆ぇとけすけ しつうすぇきっ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけきけゅくっき くぇ すけいう おきっす, おけえすけ 
とっ しっ ういぉっさっ きぇあけさうすぇさくけ けす 
ゃしうつおう. ╇かう こけくっ けす こけ-ゅけかは
きぇすぇ つぇしす けす ういぉうさぇすっかうすっ. 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
ういぉさぇくう しなとけ きぇあけさうすぇさくけ 
しなゃっすくうちう, しきっかけ すゃなさょは, つっ 
しっ はゃはゃぇきっ しなとけ ぇかすっさくぇすうゃぇ 
くぇ ういぉうさぇすっかうすっ: くぇ ゃしうつおう 
さぇいけつぇさけゃぇくう けす  こぇさすううすっ, 
けす うくすっさっしうすっ, くぇ すっいう, おけうすけ 
くはきぇ ょぇ けすうょぇす ょぇ ゅかぇしせゃぇす, 
ぇおけ くっ ゃうあょぇす  ょさせゅう ゃないきけあ
くけしすう.  ′うっ しきっ さってっくうっすけ くぇ 
けすつぇはくうすっ たけさぇ けす ゃしうつおけ: けす 
ょっえしすゃうはすぇ くぇ こぇさすううすっ, くぇ 
けすょっかくうすっ しなゃっすくうちう, くぇ けす
ょっかくうすっ ゅさせこう う かけぉうしすおう うく
すっさっしう. 

┿ おぇおゃぇ とっ っ こけかうすうおぇすぇ 
ゃう こけ けすくけてっくうっ くぇ おぇくょう
ょぇすう いぇ おきっすけゃっ?  ╁ ょせいうくぇ 
こさっょういぉけさくう とぇぉけゃっ しっ 
くぇょはゃぇす くぇ すぇおぇゃぇ.

‶け すけいう ゃなこさけし うきぇきっ こさうく
ちうこくけ う, しつうすぇき, きなょさけ さっ
てっくうっ: おけゅぇすけ しすぇくぇす はしくう 
ゃしうつおう おぇくょうょぇすう いぇ おきっすけゃっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, くうっ とっ ゅう こけおぇ
くうき くぇ しさっとぇ. 『っかすぇ っ ょぇ しっ 
いぇこけいくぇっき し すったくうすっ こさけゅさぇ
きう う ゃうあょぇくうは いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ けぉとうくぇすぇ. ′ぇ ぉぇいぇ くぇ すぇいう 
しさっとぇ-さぇいゅけゃけさ, くうっ とっ こさっ
ちっくうき こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ゃしっおう 
っょうく けす おぇくょうょぇすうすっ いぇ おきっす. 
]かっょ おぇすけ こさっちっくうき, くうっ とっ 
さってうき ょぇかう ょぇ こけょおさっこうき くは
おけゅけ けす すはた うかう ょぇ こさっこけさなつぇ
きっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ ゅかぇしせゃぇす 
こけ しなゃっしす. ╃けおぇすけ くっ こさけゃっょっき 
すけいう しっさうけいっく ょうぇかけゅ し おぇくょう
ょぇすう, くっ うしおぇきっ くうおけゅけ ょぇ こけょ
おさっこはきっ. ‶けょおさっこぇすぇ くう とっ 
けいくぇつぇゃぇ ゅぇさぇくちうは いぇ ょぇょっく 
つけゃっお. ‶さっい しっこすっきゃさう きうしかは, 
つっ とっ うきぇきっ ゃっつっ しすぇくけゃうとっ 
ょぇかう とっ こけょおさっこうき くはおけゅけ けす 
おぇくょうょぇすうすっ いぇ おきっす うかう くっ. ] 
すけゃぇ くぇてっ さってっくうっ とっ ぉなょっ 
せゃっょけきっくぇ けぉとっしすゃっくけしすすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなておぇ けぉとくぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

]こけさっょ あせさくぇかうしすぇ おくう-
ゅぇすぇ っ けしけぉっくけ ちっくくぇ いぇ ぇさ-
しっくぇかちう, いぇとけすけ ゃ こけ-ゅけかは-
きぇすぇ しう つぇしす  こさっょしすぇゃかはゃぇ 
っきけちうけくぇかくけ くぇこうしぇくぇ ぉう-
けゅさぇそうは くぇ „┿さしっくぇか” – いぇ 
ょっえくけしすすぇ  う ゃっかうつうっすけ くぇ 
すけゃぇ こさっょこさうはすうっ.  
„╁しなとくけしす, ょけおぇすけ つっすっすっ 

おくうゅぇすぇ しはおぇて ゃうっ しすけうすっ 
こさっょ しぇきうは ]すっそぇく ╃ぇきは-
くけゃ, おけえすけ さぇいおぇいゃぇ う ゃうっ 
しかせてぇすっ. ‶さっょ きっく けあうゃはたぇ 
かうちぇすぇ くぇ しすけすうちう  たけさぇ, し 
おけうすけ しなき さぇぉけすうか う おけうすけ しぇ 
ういゅさぇあょぇかう „┿さしっくぇか”. ╇ しう 
しこけきくうた, つっ うきっくくけ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ きっ こさうっ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ っ おくうゅぇ, 
おけはすけ  きっ ょなさあぇ ょゃっ くけとう 
ぉせょっく, いぇとけすけ さぇいおぇいゃぇ いぇ 
ぇゃすっくすうつくう しかせつおう う しゃうょっ-
すっかしすゃぇ くぇ  ゃさっきっすけ  う うし-
すけさうはすぇ, ゃ おけうすけ けすこっつぇすなお 
うきぇ „┿さしっくぇか”, おぇすっゅけさうつっく 
ぉっ こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっ-
すけ え ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.  
╉くうゅぇすぇ しなょなさあぇ ちっく-

くう しこけきっくう くぇ ╃ぇきはくけゃ いぇ 
しないょぇゃぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか”  
くぇ こなさゃうは ゃ しすさぇくぇすぇ ょう-
しこっつっさしおう こせくおす いぇ すっかっ-
ゃういうけくくけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃっくうすっ こさけちっしう, 
いぇ  ぉっいしなくくうすっ くけとう こけ しない-
ょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃうは しうくすっ-
すうつっく ょうぇきぇくす ゃ しすさぇくぇすぇ 
- けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか”, おけっすけ 
ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ  くぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ っかきぇいくう うく-
しすさせきっくすう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 
きくけゅけ ょさせゅう.  ╄きけちうけくぇかくけ 
う せゃかっおぇすっかくけ ょゃぇきぇすぇ ぇゃ-
すけさう くぇ おくうゅぇすぇ, ゃ かうちっすけ くぇ 
くぇしすけはとうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う くぇ あせさくぇかうしすぇ ╊のぉつけ ╇ゃぇ-
くけゃ, さぇいおぇいゃぇす う いぇ けすょっかくう 
かうつくけしすう, けしすぇゃうかう ょうさは ゃ 
„┿さしっくぇか”, いぇ うくすっさっしくうすっ う 
つっしすけ くっかっおう しさっとう し ょなさ-
あぇゃくうは ぇこぇさぇす くぇ くぇえ-ゃう-

しけおけ くうゃけ, いぇ おけくそかうおすうすっ 
し さっゃくせゃぇとうすっ せしこったぇ, こさけ-
しかっょはゃぇす ちっかうは あうすっえしおう う 
こさけそっしうけくぇかっく こなす くぇ ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, おぇおすけ う こなさ-
ゃうすっ  きせ 7 ゅけょうくう ゃ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす.
╉くうゅぇすぇ っ うかのしすさうさぇくぇ  し 

うくすっさっしっく しくうきおけゃ きぇすっさう-
ぇか, すゃなさょっ きくけゅけ ょっかうおぇすくう 
うしすけさうつっしおう きけきっくすう, おけうすけ 
こさっょしすけう すっこなさゃぇ ょぇ しっ ぇくぇ-
かういうさぇす. ╄ょうく けす すはた しなとけ 
っ けこうしぇく ゃ くっは: いぇ しさっとぇ-
すぇ くぇ すけゅぇゃぇてくうは ゅっくっさぇ-
かっく しっおさっすぇさ くぇ 『╉ くぇ ╀╉‶ 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ しなし ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おけゅぇすけ 
╅うゃおけゃ  こさうしすうゅぇ ゃ きけさしおぇ-
すぇ しすけかうちぇ し ぇくすせさぇあ けす 100 
ょせてう, くけ くっ しう すさなゅゃぇ し すはた,  
ぇ おぇつゃぇ ゃ しぇきけかっすぇ しぇきけ ╃ぇ-
きはくけゃ, いぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ ゅけゃけ-
さはす くぇしぇきっ. 
』ぇしす けす すっいう うくすさうゅせゃぇとう 

しさっとう う ょうぇかけいう, くぇきっさう-
かう きはしすけ ゃ おくうゅぇすぇ, ぉはたぇ 
こさっしないょぇょっくう こけ ゃさっきっ くぇ 
くっえくけすけ こさっょしすぇゃはくっ けす 
ょゃぇきぇ しすぇさけいぇゅけさしおう ぇおすぬけ-
さう. ‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ‶かぇきっく ╃うきう-
すさけゃ, ゃっすっさぇくう –ぇさしっくぇかちう 
う こさうはすっかう くぇ ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ せゃぇあうたぇ こさっきうっさぇすぇ 
くぇ おくうゅぇすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
‶なさゃうすっ 3 っおいっきこかはさぇ けす 

おくうゅぇすぇ ぉはたぇ ょぇさっくう けす ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ くぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
„┿さしっくぇか”, いぇとけすけ „ゃうくぇゅう 
しなき しっ つせゃしすゃぇか ぇさしっくぇかっち”, 
っきけちうけくぇかくけ しこけょっかう くぇ 
そうくぇかぇ くぇ しさっとぇすぇ  おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
] すうこうつくうは しう けこすうきういなき 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけあっかぇ 
くぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ゃすけ-
さぇ おくうゅぇ, しなし いぇゅかぇゃうっ: „╃け 
こけしかっょくうは ょなた, ぇい ぇさしっくぇ-
かっちなす”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1
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]なし しうゅせさくけしす け.い. こけかおけ
ゃくうお ′うおけかぇえ 』けきぇおけゃ とっ 

ぉなょっ いぇこけきくっく おぇすけ かうつくけしす, 
ょけしすけえくぇ いぇ せゃぇあっくうっ, けすょぇかぇ 
ちっかうは しう しないくぇすっかっく あうゃけす ゃ 
しかせあぉぇ くぇ ゃけっくくけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ. ╊うつくけしす し すゃなさょっ きくけゅけ う 
さぇいくけこけしけつくう すぇかぇくすう - きせいう
おぇかくぇ ょぇさぉぇ, たせょけあっしすゃっくう せきっ
くうは, すったくうつっしおぇ きうしなか, うくけゃぇ
すうゃっく せしっす. ╊うつくけしす, せきっっとぇ ょぇ 
せゃぇあぇゃぇ, ょぇ けさゅぇくういうさぇ う さなおけ
ゃけょう, ょぇ すなさしう, きうしかう う けすおさうゃぇ, 
ょぇ しないょぇゃぇ. ╊うつくけしす し せくうおぇかくぇ
すぇ しなょぉぇ ょぇ こけしすぇゃう くぇつぇかけすけ くぇ 
こっす くけゃう しかせあぉう ゃなゃ ゃけっくくぇすぇ 
そぇぉさうおぇ. ╇ ょぇ ぉなょっ いぇこけきくっく. ╇ 
けす たけさぇすぇ, し おけうすけ っ さぇぉけすうか, う 
けす うしすけさうはすぇ.
[けょっく こさっょう 100 ゅけょうくう – くぇ 

12 のくう 1911 ゅ. ゃ ゅさ. 【うこおぇ ゃ 
しっきっえしすゃけ くぇ こけすけきしすゃっくう せつう
すっかう – ゃしっおう ぉっかはいぇか し すぇかぇくすぇ 
しう ぉなょっとぇすぇ かうつくけしす.
╃はょけ きせ – ょぇしおぇか 【うくぬけ – 

おぇおすけ ゅけ いくぇはす ゃ 【うこおぇ, っ ぉうか 
しこけょゃうあくうお う こけしかっょけゃぇすっか くぇ 
くぇちうけくぇかくけ-さっゃけかのちうけくくうすっ 
うょっう くぇ ╊っゃしおう, こさっょしっょぇすっか 
う しっおさっすぇさ くぇ さっゃけかのちうけくくうは 
おけきうすっす すぇき. ╀ぇとぇ きせ – ╀けはく 
』けきぇおけゃ – しなとけ せつうすっか ゃ おぇ
いぇくかなておぇすぇ こさけゅうきくぇいうは, こさっ
こけょぇゃぇか うしすけさうは, ぉなかゅぇさしおう 
う そさっくしおう っいうお, さなおけゃけょうか 
せつうかうとくうすっ たけさけゃっ う しゃうさうか 
くぇ ちうゅせかおぇ. 〉つっくうお くぇ ゅけかっきうは 
ぉなかゅぇさしおう おけきこけいうすけさ ╀せおせさっ
とかうっゃ. ]ないょぇか ちっくくけ おせかすせさ
くけ-うしすけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ いぇ 
さけょくうは しう おさぇえ, くぇこうしゃぇえおう 
うしすけさうはすぇ くぇ つうすぇかうとっすけ きせ, 
しなぉさぇか きぇすっさうぇかう いぇ さぇいゃう
すうっすけ くぇ くはおけう いぇくぇはすう う くぇょ 
200 くぇさけょくう こっしくう. ╋ぇえおぇ きせ – 
]すっそぇくおぇ – くぇつぇかくぇ せつうすっかおぇ, 
こさけはゃはゃぇかぇ ぇおすぬけさしおう すぇかぇくす う 
うゅさぇかぇ ちっくすさぇかくぇ さけかは ゃ こなさ
ゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ けこっさぇ „]うさけ
きぇたおうくは” くぇ ╄きぇくせうか  ╋ぇくけかけゃ.
]こけきっくぇゃぇき ゃしうつおう すっいう そぇ

おすう くっ いぇさぇょう ょさせゅけ, ぇ いぇとけすけ 
しぇきうはす ′. 』けきぇおけゃ ゅう けこうしゃぇ ゃ 
ぇゃすけぉうけゅさぇそうはすぇ しう う しぇき けちっ
くはゃぇ: ”...╁ すぇおぇゃぇ ぇすきけしそっさぇ 
しなき けすさぇしなか う ゃないこうすぇゃぇく...”. 
〈っ しぇ こなさゃうすっ たけさぇ, けしすぇゃうかう 
すさぇっく う しないうょぇすっかっく けすこっつぇすなお 
ゃなゃ そけさきうさぇくっすけ くぇ こけょさぇょ
しすゃぇとうは きせ たぇさぇおすっさ, こなお う こけ-
くぇすぇすなお.
╇きぇ とぇしすうっすけ しなょぉぇすぇ ょぇ ゅけ 

しさっとくっ ゃ しかっょゃぇとうすっ きせ ゅけょう
くう う し ょさせゅう ぉっかっあうすう ぉなかゅぇさ
しおう かうつくけしすう. ¨とっ ゃ せつっくうつっ
しおうすっ きせ ゅけょうくう 』せょけきうさ きせ っ 
こさっょさうつぇか ぉなょっとっ くぇ たせょけくうお. 
》せょけあくうお くっ しすぇゃぇ, くけ ゃなゃ ゃしっ
おう きけきっくす, おけゅぇすけ きせ っ ぉうかけ 
くっけぉたけょうきけ, せしっすなす きせ おなき うい
ゅさぇあょぇくっ くぇ ょっすぇえかう, おなき おけく
しすさせうさぇくっすけ, しぇ ぉうかう ゃ くっゅけゃぇ 
せしかせゅぇ. „╁しはおけ くっとけ, おけっすけ いぇ
きうしかはた ゃなゃ ゃなけぉさぇあっくうっすけ しう, 
こさけしすけ ゃうあょぇた おぇお ょぇ しっ くぇこさぇ
ゃう, おぇお ょぇ しっ しゅかけぉう し ょさせゅうすっ 

ょっすぇえかう. ╇ すさはぉゃぇてっ しぇきけ ょぇ 
しう ゃいっきぇ きけかうゃぇ, ょぇ ゅけ しおうちう
さぇき うかう くぇつっさすぇは”. ╇いこけかいゃぇ
くっすけ う くぇ すったくうつっしおうすっ せきっくうは 
そけさきうさぇす けくぇいう しうきぉうけいぇ, おけは
すけ しすけう ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ しないょぇょっ
くうすっ こけ-おなしくけ くけゃう う くぇょっあょくう 
いぇこぇかおう いぇ 81 きき きうくう, し おけうすけ 
しぇ こさっさぇぉけすっくう しおかぇょけゃうすっ くぇ
かうつくけしすう, けこさっょっかっくう おぇすけ くっ
ぉかぇゅけくぇょっあょくう.
╂けょうくうすっ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 

おぇいぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは ゅけ しさっ
とぇす し ′うおけかぇ ╁ぇこちぇさけゃ ゃ ╋けさ
しおけすけ きぇてうくくけ せつうかうとっ ゃなゃ 
╁ぇさくぇ う ┿しっく ╈けさょぇくけゃ /ぉぇとぇ 
くぇ うきっくうすうは くう しなゃさっきっくくうお 
′っょはかおけ ╈けさょぇくけゃ – こけっす う 
おけきこけいうすけさ/. 【おけかぇすぇ いぇ いぇ
こぇしくう けそうちっさう ゃ ]けそうは きせ 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ いぇこけい
くぇっ う し ゅっく. ╁かぇょうきうさ ╆ぇうきけゃ. 
‶けこぇょくぇか こけょ ゃかうはくうすけ くぇ すぇ
おうゃぇ いぇぉっかっあうすっかくう かうつくけしすう, 
こけしすぇゃっく ゃ おぇいぇさきっくうすっ せしかけ
ゃうは くぇ すったくうつっしおけすけ せつうかうとっ, 
』けきぇおけゃ ょけういゅさぇあょぇ うくょうゃう
ょせぇかくうすっ しう おぇつっしすゃぇ – くっ しぇきけ 
けすおなき ょせたけゃくけ ういさぇしすゃぇくっ, ぇ う 
おぇすけ ぉなょっと すったくうお, けすゅけゃけさっく 
う ょうしちうこかうくうさぇく. ‶さっい 1935ゅ. 
いぇこけつゃぇ ょゃっゅけょうてっく おせさし くぇ 
けぉせつっくうっ いぇ ぇさすうかっさうえしおう う 
こったけすくう ゃけっくくう すったくうちう おなき 
╁けっくくぇすぇ そぇぉさうおぇ う けしすぇゃぇ くぇ 
さぇぉけすぇ ゃ くっは. ]ぇきけ ょゃぇ きっしっちぇ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ  おせさしぇ /ぇゃ
ゅせしす 1938 ゅ./ こけかせつぇゃぇ くぇいくぇつっ
くうっ おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ さぇぉけすうか
くうちぇ いぇ いぇこぇかおう, ゃいさうゃぇすっかう う 
20 きき けさなょっえくう しくぇさはょう, おけはすけ 
ゃしっ けとっ くっ っ ょけけぉけさせょゃぇくぇ, ゃ 
]けこけす. ╇ すけゃぇ っ こなさゃけすけ きせ くぇ
いくぇつっくうっ, ゃ おけっすけ いぇこけつゃぇ „けす 
くせかぇすぇ” – おぇおすけ しぇき おぇいゃぇ. „′け
ゃぇすぇ せしなゃなさてっくしすゃぇくぇ すったくう
おぇ, くけゃうすっ すったくけかけゅうう, くけゃけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ ょぇゃぇたぇ こさけしすけさ 
いぇ すったくうつっしおぇ ういはゃぇ, せしなゃなさ
てっくしすゃぇくっ う けぉけゅぇすはゃぇくっ くぇ 

いくぇくうはすぇ. ╁ すぇいう けぉしすぇくけゃおぇ 
しなき こさぇゃうか きくけゅけ さぇちうけくぇかう
いぇちうう...”.
]かっょ 1944 ゅ. ′. 』けきぇおけゃ さぇい

さぇぉけすゃぇ おけくしすさせおちうはすぇ くぇ くけゃぇ 
いぇこぇかおぇ-ゃいさうゃぇすっか いぇ 82 きき 
きうくぇ, くけ いぇ しなあぇかっくうっ, きぇおぇさ 
つっ っ こさっちっくっくぇ おぇすけ こけ-せょぇつくぇ, 
こけ くっういはしくっくう こさうつうくう けしすぇゃぇ 
ぉっい こけしかっょしすゃっくけ ゃくっょさはゃぇくっ.
] こさっきっしすゃぇくっすけ しう くぇ さぇぉけすぇ 

けすくけゃけ ゃ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ 
そぇぉさうおぇ -  ╉ぇいぇくかなお こさっい 1945 
ゅ. こけかせつぇゃぇ くけゃけ くぇいくぇつっくうっ 
– ゃ くけゃけけぉさぇいせゃぇくぇすぇ しっおちうは 
„くけさきう”.  ╆ぇ こなさゃう こなす ゃ しすさぇ
くぇすぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ きっすぇかけけぉさぇ
ぉけすゃぇくっすけ しっ こけしすぇゃは くぇつぇかけすけ 
くぇ くけさきうさぇくっすけ くぇ すさせょぇ くぇ さぇ
ぉけすくうちうすっ. ╃ゃっ ゅけょうくう – ょけおぇ
すけ けさゅぇくういうさぇ くけゃぇすぇ ょっえくけしす 
う... くけゃけ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ. 
〈けいう こなす くぇしけつっくけ おなき おけくすさけ
かうさぇくっ おぇつっしすゃけすけ くぇ こさけょせお
ちうはすぇ – しかせあぉぇ „¨ぉとけいぇゃけょしおぇ 
すったくうつっしおぇ おけくすさけかぇ”. ╇ こぇお けす 
しぇきけすけ くぇつぇかけ – しなし しないょぇゃぇくっ 
くぇ ゅさせこぇ, けそけさきはくっ くぇ ょけおせ
きっくすぇちうは, けこさっょっかはくっ くぇ こぇさぇ
きっすさう ゃ たけょぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけ
すけ う おさぇえくうは こさけょせおす.
]かっょ さっけさゅぇくういぇちうは う さってっ

くうっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ „┿さしっ
くぇか” /すけゅぇゃぇ いぇゃけょ 10/ きうくぇゃぇ 
くぇ こけょつうくっくうっ くぇ ╋うくうしすっさ
しすゃけ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ, ぇ いぇ 
おけくすさけか う こさうっきぇくっ くぇ ゅけすけゃぇ
すぇ こさけょせおちうは しっ しないょぇゃぇす ゃけ
っくくう こさっょしすぇゃうすっかしすゃぇ くぇ こけょ
つうくっくうっ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
くぇさけょくぇすぇ けすぉさぇくぇ, し けしくけゃくぇ 
いぇょぇつぇ ょぇ おけくすさけかうさぇ たけょぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ, ゃかぇゅぇくうすっ きぇ
すっさうぇかう, すったくけかけゅうつくうは こさけ
ちっし, ういこうすぇくうはすぇ う ういょぇゃぇくっ 
ょけおせきっくすう いぇ ゅけすけゃうすっ ういょっ
かうは. 〈けゃぇ っ くけゃぇすぇ けすゅけゃけさ
くけしす, おけはすけ こさうっきぇ ′. 』けきぇおけゃ 
こさっい そっゃさせぇさう 1949 ゅ.
╉なき しさっょぇすぇ くぇ 1954 ゅ. しっ 

ゃいっきぇ さってっくうっ おなき けすょっか „┿さ
すうかっさうえしおけ ゃなけさなあっくうっ” くぇ 
╋′¨ ょぇ ぉなょっ しないょぇょっくけ くぇせつ
くけ-すったくうつっしおけ けすょっかっくうっ, くぇ 
おけっすけ しっ ゃないかぇゅぇす いぇょぇつう こけ 
けこすうきういうさぇくっ くぇ さっきけくすぇ う 
こけょょなさあぇくっ くぇ ゃなけさなあっくうっすけ, 
ゃなゃっあょぇくっ くぇ くけゃけしすう, さぇいさぇ
ぉけすゃぇくっ さぇちうけくぇかういぇちうう う うい
けぉさっすっくうは. ╇ すけゃぇ っ こけさっょくけすけ 
こさっょかけあっくうっ いぇ くけゃぇ さぇぉけすぇ. 
„〈ぇおぇゃぇ ょっえくけしす ゃうくぇゅう きっ っ 
ゃかっつぇかぇ う こけ すぇいう こさうつうくぇ ょぇ
ょけた しなゅかぇしうっすけ しう. ╉なき おさぇは くぇ 
きっしっち ぇゃゅせしす 1954 ゅ. ょけえょっ いぇ
こけゃっょ ょぇ しっ はゃは ゃ ╋′¨ う ょぇ こけ
っきぇ くけゃぇすぇ しう さぇぉけすぇ. ╇ すぇおぇ, 
おぇおすけ ゃしうつおう くけゃう しかせあぉう, 
おけうすけ しなき けゅかぇゃはゃぇか /ぇ すぇいう 
ぉってっ ゃっつっ こっすぇすぇ/, いぇこけつくぇた 
けす こけいくぇすぇすぇ くせかぇ, す.っ. – ぉはた 
しぇき...”.
╆ぇっょくけ し こけかお. ぅきぇおけゃ, しかっょ 

けぉしすけえくけ こさっゅかっあょぇくっ おぇ
つっしすゃぇすぇ くぇ ゃしうつおう こけいくぇすう 
おぇさすっつくうちう, ゃ ういこうすぇすっかくぇ
すぇ きったぇくうつっしおぇ さぇぉけすうかくうちぇ, 
さぇいさぇぉけすゃぇす せくうゃっさしぇかくぇ おぇさ
すっつくうちぇ けぉさ. 1957 ゅ. ╁ たけょぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ ういこうすゃぇす すさう くっえくう 
ゃぇさうぇくすぇ しなし しなけすゃっすくう おけさっ
おちうう う こけょけぉさっくうは. ╇ ゃなこさっ

おう, つっ っ ういこさぇすっくぇ くぇ ういかけあぉぇ 
ゃ ╋けしおゃぇ う けちっくはゃぇす おぇつっしす
ゃぇすぇ え, けしすぇゃぇ しぇきけ きせいっっく 
っおしこけくぇす. 〈けゃぇ くっ っ こさうつうくぇ 
ょぇ こさけょなかあう し くけゃう さぇいさぇ
ぉけすおう – すけいう こなす いぇ „ゃおかぇょくう 
ちっゃう” いぇ しすさっかぉぇ し 45 きき けさな
ょうは, ゃきっしすけ し とぇすくうすっ 100 きき 
ぉけえくう しくぇさはょう いぇ けぉせつっくうっ くぇ 
すぇくおうしすうすっ. [っいせかすぇすなす – うおけ
くけきうは くぇ しおなこうすっ 100 きき ぉけえ
くう しくぇさはょう. ] ちっか こぇお けぉせつっ
くうっ, くけ くぇ こさけすうゃけゃないょせてくうすっ 
つぇしすう いぇ しすさっかぉぇ こけ ゃないょせてくう 
ちっかう, こけょ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
こけかお. 』けきぇおけゃ しっ ゃくっょさはゃぇ うい
さぇぉけすっくぇ こぇさぇてせすくぇ きうくぇ.
』っすけた くはおけかおけ こなすう ぇゃすけぉう

けゅさぇそうはすぇ くぇ こけかお. 』けきぇおけゃ, 
ぉっかっあおうすっ, おけうすけ くぇきっさうた いぇ 
くっゅけ, くはおけかおけ しすぇすうう, こうしきけすけ 
くぇ あっくぇ きせ ╉さなしすうくぇ しかっょ くっ
ゅけゃぇすぇ おけくつうくぇ くぇ 4 くけっきゃさう 
1993 ゅ. ょけ すけゅぇゃぇてくうは ょうさっお
すけさ くぇ きせいっえ „┿さしっくぇか”. ╇ くっ 
きけあった ょぇ しっ くぇつせょは – けすおなょっ 
すけかおけゃぇ っくっさゅうは, すぇおなゃ くっし
すうたゃぇと っくすせしうぇいなき, すけかおけゃぇ 
おせさぇあ ょぇ いぇこけつくって くっとけ くけゃけ, 
さぇいかうつくけ, こけかっいくけ. ╁なこさっおう 
つっしすうすっ くっせょぇつう, かせすぇくうは, くっ
とぇしすくう しかせつぇう /くぇ くはおけう けす 

おけうすけ しぇき っ こけしすさぇょぇか/. 』せょった 
しっ おぇおゃけ ょぇ しこっしすは, いぇ ょぇ こさっ
ょぇき うくそけさきぇちうはすぇ いぇ すけいう つけ
ゃっお  こけ-しぉうすけ. ‶さけこせしくぇた けとっ 
さっょうちぇ くっゅけゃう くけゃけゃなゃっょっくうは 
し ゅけかはき うおけくけきうつっしおう っそっおす, 
し くけゃう すったくうつっしおう う すったくけ
かけゅうつくう ういきっくっくうは. ]こっしすうた 
こけょさけぉくけしすうすっ こけ ういはゃうすっ きせ 
おぇすけ しないょぇすっか くぇ いぇゃけょしおうは 
しすっくかうしす, おぇさうおぇすせさうすっ, おぇさ
すうくうすっ, ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ かけ
いせくゅう う こかぇおぇすう いぇ つっしすゃぇくうは う 
きぇくうそっしすぇちうう, ょゃぇすぇ こさけっおすぇ 
いぇ いくぇつおぇ くぇ ‶さけそしなのいぇ, っょくぇ
すぇ けす おけうすけ こっつっかう おけくおせさしぇ 
ういきっあょせ さっょうちぇ たせょけあくうちう う 
しすぇゃぇ っきぉかっきぇ う こっつぇす う す.く. 

う す.く. ╇ ゃしうつおけ - こけょつうくっくけ 
くぇ っょくぇ ちっか, くぇ っょくぇ うょっは - ょぇ 
ぉなょっ こけかっいっく. ′っ うしおぇき けぉぇ
つっ ょぇ しこっしすは すけゃぇ, つっ しないょぇゃぇ 
っょくけ つせょっしくけ しっきっえしすゃけ, ゃ おけっ

すけ ゃしっおう こけ しゃけっきせ しすぇゃぇ おぇすけ 
くっゅけ – こけかっいっく くぇ けぉとっしすゃけすけ, 
けすょぇょっく くぇ さぇぉけすぇすぇ しう. ╅っくぇ 
きせ – ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう いぇ
っきぇ けすゅけゃけさくう こぇさすうえくう う けぉ
とっしすゃっくう ょかなあくけしすう, ゅけかはきぇすぇ 
ょなとっさは – ぇさたうすっおす ゃ ╂っさきぇくうは, 
きぇかおぇすぇ – うくあっくっさ-たうきうお, くぇせ
つっく しなすさせょくうお おなき ╀┿′.
╆ぇ っょくけ, けぉぇつっ, くはきぇき くうおぇお

ゃう しなきくっくうは – くっ しすうゅぇ しぇきけ 
しっきっえくぇすぇ „いぇおゃぇしぇ”, しさっとぇすぇ 
し うきっくぇ, ぉっかはいぇかう くぇちうけくぇか
くぇすぇ くう うしすけさうは, おせかすせさぇ う 
ょせたけゃくけしす. ╇しおぇ しっ たぇさぇおすっさ, 
ゃけかは, きけすうゃぇちうは. ]ぇきけ すぇおぇ きけ
あって ょぇ こさけこさぇゃはて こなすっおぇ う ょぇ 
けしすゃはて しかっょぇ しかっょ しっぉっ しう.

〈ぇおぇ たけさぇすぇ ゅけ こけきくはす...
╇ うしすけさうはすぇ とっ ゅけ こけきくう...

‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ
╋せいっえ „┿さしっくぇか”

を╊]【╅ 〉¨ ╊: 》『《』》╊『¨【╊【 〉╅ 
„╅『』╊〉╅]” 】おひしきあうあすか おそ さちあみ せあ つかたてかすうちけ おそえそうそちけてか せあ たかせつけそせかちけてか.

【そえあうあ はか さあきかす け おあしけ はか たそおさちかたけす せみさそこ さあせおけおあて-さすかて.

...う おなき きけきっくすぇ くっ しすっ 
こさっょこさうっかう  くうとけ こけ っゃっく-
すせぇかくぇ けこすうきういぇちうは くぇ しなし-
すぇゃぇ?

′っ. ╉なき きけきっくすぇ くっ. ‶さけ-
ゃっあょぇきっ くぇてうは ゃなすさってっく 
こけょぉけさ くぇ おぇょさうすっ, こけょゅけす-
ゃはきっ しっ, くけ すけゃぇ くっ けいくぇつぇゃぇ, 
つっ とっ こさうしすなこうき おなき くはおぇおゃう 
しなおさぇとっくうは. ′っとけ こけゃっつっ: 
ゃいったきっ すっいう ょくう さってっくうっ ょぇ 
こさけょなかあうき ょけ おさぇは くぇ きっしっち 
しっこすっきゃさう ょけゅけゃけさうすっ くぇ たけ-
さぇすぇ, おけうすけ しぇ ゃ こっくしうけくくぇ 
ゃないさぇしす こさう くぇし.

┿ すけゃぇ いぇしはゅぇ かう きくけゅけ 
たけさぇ? 

╁しうつおけ いぇゃうしう けす すけゃぇ おぇおゃう 
ょけゅけゃけさう とっ せしこっっき ょぇ しおかの-
つうき  う おけう くはきぇ ょぇ きけあっき. 
]ぇきけ けす すけゃぇ いぇゃうしう. ╁ぇさうぇく-
すうすっ しぇ きくけゅけ. [ぇくけ う  ういかうて-
くけ っ ょぇ ゅう けぉしなあょぇきっ ゃ きけきっく-
すぇ. ┿おけ くっとぇすぇ しっ さぇいゃうはす ゃ 
こけかけあうすっかくぇすぇ こけしけおぇ, くはきぇ 
ょぇ うきぇ くうおぇおゃう しなおさぇとっくうは, 
ょけさう きけあっ う ょぇ しっ くぇかけあう ょぇ 
くぇいくぇつうき う くけゃう たけさぇ. ]ぇきうはす 
ぇい いぇ しっぉっ しう ゃしっ けとっ くはきぇき 
けすゅけゃけさ.

‶さっい ういきうくぇかぇすぇ しっょきう-
ちぇ すせお ぉっ かうょっさなす くぇ ╉′]╀ 
‶かぇきっく ╃うきうすさけゃ. 〈けえ いぇ-
はゃう, つっ こぇさぇきっすさうすっ くぇ くけ-
ゃうは ╉〈╃ /╉けかっおすうゃっく すさせ-
ょけゃ ょけゅけゃけさ/ ゃっつっ しぇ はしくう. 
】っ うきぇ かう くけゃう こさうょけぉうゃ-
おう いぇ さぇぉけすっとうすっ くぇ ぉぇいぇ 
すけいう ╉〈╃ うかう こなお とっ うき 
しっ けすくっきぇす ょぇょっくう こさぇゃぇ う 
こさうゃうかっゅうう?

′っとけ こけゃっつっ: ′けゃうはす ╉〈╃ 
ゃっつっ っ そぇおす. 〈けえ ゃおかのつゃぇ ゃいぇ-
うきくう おけきこさけきうしう う さぇいぉうさぇくっ 
けす ょゃっすっ しすさぇくう - きっあょせ ぇょきう-
くうしすさぇすうゃくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
う しうくょうおぇかくけすけ. ′ぇきっさうたきっ 
かうくうはすぇ くぇ おけくしっくしせしぇ. ′は-
きぇきっ こさけすうゃけさっつうは. ╁ しこけさぇ, 
おけえすけ うきぇたきっ, しっ さけょう う っょくぇ 
くけゃぇ うしすうくぇ, おけはすけ しつうすぇき, つっ 
くぇ すけいう っすぇこ せょけゃかっすゃけさはゃぇ う 
ょゃっすっ しすさぇくう. ╃けゅけょうくぇ くぇえ-
ゃっさけはすくけ とっ こさっょけゅけゃぇさはきっ 
ょさせゅう せしかけゃうは, しこけさっょ しうすせぇ-
ちうはすぇ. 

╉ぇおゃけ うきぇすっ こさっょゃうょ 
おぇすけ おぇいゃぇすっ „くけゃぇ うしすう-
くぇ”? ‶けしすうゅくぇたすっ しこけさぇいせ-
きっくうっ いぇ いぇこかぇすう うかう...?

′ぇきっさうたきっ けぉとぇ ょけこうさくぇ 
すけつおぇ くぇ くぇてうすっ う くぇ こさっょ-
かけあっくうはすぇ くぇ しうくょうおぇかくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, こけ おけうすけ うきぇたきっ 
„つっかくう しぉかなしなちう”  こさっょう すけゃぇ. 
〈けゃぇ しすぇくぇ し ゃいぇうきくう おけきこさけ-
きうしう けす ょゃっすっ しすさぇくう. 

...すけっしす? ′はきぇ ょぇ うきぇ くぇ-
こさっあっくうっ う ぉさけあっくうっ?

′っ, ゃ くうおぇおなゃ しかせつぇえ. 〈けゃぇ 
くっ しきっ ゅけ ょけこせしおぇかう う くはきぇ 
ょぇ ゅけ ょけこせしくっき. ′うっ しきっ っょくけ 
けす きぇかおけすけ ぇおちうけくっさくう ょさせ-
あっしすゃぇ, おけうすけ こけゃっつっ けす 10 
ゅけょうくう せしこはゃぇ さなおぇ いぇ さなおぇ 
- ぇょきうくうしすさぇすうゃくけすけ う しうくょう-
おぇかくうすっ さなおけゃけょしすゃぇ, ゃ かうちっ-
すけ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” う ╉′]╀, 
ょぇ ゃなさゃうき う しかっょゃぇきっ っょくぇ-
っょうくしすゃっくぇ ちっか: こさけしこっさうすっ-
すなす くぇ „┿さしっくぇか” う くうとけ こけ-
ゃっつっ. ╀っい すけゃぇ ょぇ っ ゃ せとなさぉ くぇ 

うくすっさっしうすっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ.

‶さけょなかあぇゃぇ こさけゃっさおぇ-
すぇ いぇ うくちうょっくすぇ ゃ いぇゃけょ 4 
ゃ ╋なゅかうあ きうくぇかうは きっしっち, 
こさう おけえすけ こけしすさぇょぇ  すっあ-
おけ 51-ゅけょうてくぇ さぇぉけすくうつ-
おぇ. ╇きぇ かう ゃっつっ しすぇくけゃうとっ 
くぇいくぇつっくぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
おけきうしうは こけ しかせつぇは う おぇおゃけ 
こさぇゃうすっ いぇ しぇきぇすぇ こけしすさぇ-
ょぇかぇ, おぇお っ すは? 

╁しっ けとっ くはきぇ すけつくぇ っおしこっさ-
すういぇ おぇおゃけ う おぇお しっ っ しかせつう-
かけ. ╇きぇ しぇきけ こさっょこけかけあっくうは, 
ょけゅぇょおう, おけうすけ しっ こさけゃっさはゃぇす. 
〈ぇおぇ つっ - ゃしっ けとっ くっ しきっ ゅけすけ-
ゃう. ╉けかおけすけ ょけ しなしすけはくうっすけ くぇ 
こけしすさぇょぇかぇすぇ くぇてぇ さぇぉけすくうつ-

おぇ, ぇい しっ うくすっさっしせゃぇき ゃしっおう 
ょっく. ]なしすけはくうっすけ くぇ あっくぇすぇ っ 
しすぇぉうかういうさぇくけ, くけ ゃしっ けとっ っ ゃ 
さうしお. ╃け くはおけかおけ ょくう しこけさっょ 
かっおぇさうすっ とっ うきぇ こけ-おぇすっゅけ-
さうつくぇ こさけゅくけいぇ いぇ くっえくけすけ 
しなしすけはくうっ. ′ぇょはゃぇき しっ くぇ ょけ-
ぉなさ ういたけょ. ′うっ おぇすけ さなおけゃけょ-
しすゃけ こけきぇゅぇきっ くぇ しっきっえしすゃけすけ 
し おぇおゃけすけ きけあっき, くけ ゃ きけきっくすぇ 
う こさっょゃうょ しなしすけはくうっすけ え, くっ 
きけあっき し くっとけ けしけぉっくけ. [ぇ-
ぉけすくうつおぇすぇ くう っ ゃ さなちっすっ くぇ 
くぇえ-ょけぉさうすっ かっおぇさう, ゃ くぇえ-
ょけぉさけすけ きっょうちうくしおけ せつさっあょっ-
くうっ ゃ しすさぇくぇすぇ ╁╋┿ - ╁けっくくけ 
きっょうちうくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは. 〈せお 
っ きけきっくすぇ ょぇ ぉかぇゅけょぇさは かうつ-
くけ くぇ ゅっくっさぇか 〈けくっゃ, くっえくうはす 
さなおけゃけょうすっか, いぇ ぉなさいぇすぇ きせ 
さっぇおちうは. ╁っょくぇゅぇ しかっょ きけっすけ 
けぉぇあょぇくっ すけえ ういこさぇすう しっさうけ-
いっく っおうこ けす かっおぇさう, おけうすけ ょぇ  
しすぇぉうかういうさぇす あっくぇすぇ う ょぇ は 
すさぇくしこけさすうさぇす ょけ ]けそうは.  

¨しゃっく ういこなかくうすっかっく ょう-
さっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃, 
╁うっ しすっ さなおけゃけょうすっか う くぇ 
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╁ こけしかっょくうすっ 
きっしっちう こさぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ 
こけ-すゃなさょけすけ ╁う ゅけゃけさっくっ 
ゃ ]なゃっすぇ, こけ-くぇしすけえつうゃぇすぇ 
╁う こけいうちうは ょぇ しっ しかせつゃぇす 
くっとぇすぇ. ′ぇ おぇおゃけ しっ ょなか-
あう すけゃぇ ╁ぇてっ „けいなぉゃぇくっ” 
くぇ おけかっゅうすっ ╁う? ╆ぇさぇょう 
ういぉけさうすっ かう っ すけゃぇ うかう っ 
╁ぇてぇ こけいうちうは, くっいぇはゃはゃぇ-
くぇ すゃなさょけ ょけ きけきっくすぇ? 

‶けかうすうおぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
ゃ きけっ  かうちっ う くぇ おけかっゅうすっ きう 
『ゃっすぇく 【うおけゃ う ぅくおけ ╆ぇこさは-
くけゃ, くっ っ こさけきっくはくぇ けす きけきっく-
すぇ くう くぇ ゃかういぇくっ ゃ ]なゃっすぇ ょけ 
しっゅぇ. 〈けゃぇ ゅけ いぇはゃはゃぇき すゃなさょけ. 
′うっ しきっ っょくう う しなとう, くうっ しきっ 

っおしこっさすくけ きうしかっとうすっ たけさぇ ゃ 
]なゃっすぇ う うきぇきっ くはおけかおけ ょけ-
しすけえくしすゃぇ: ゃしっおう っょうく ゃなこさけし, 
おけえすけ しっ ょっぉぇすうさぇ ゃ ]なゃっすぇ, 
くうっ し おけかっゅうすっ しう けす ゅさせこぇすぇ 
ゅけ さぇいゅかっあょぇきっ こさっょゃぇさうすっか-
くけ う きくけゅけ いぇょなかぉけつっくけ. 〈ぇおぇ 
つっ しきっ すゃなさょっ くぇはしくけ し くっとぇ-
すぇ. ╁すけさけ: けす しぇきけすけ くぇつぇかけ 
けとっ しっ けこうすゃぇたきっ ょぇ けぉっょう-
くうき おけかっゅうすっ しう けす けしすぇくぇかうすっ 
ゅさせこう ゃ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす けおけ-
かけ くぇてぇすぇ おぇせいぇ - ょぇ きうしかうき 
いぇ ゅさぇあょぇくうすっ  くぇ ¨ぉとうくぇすぇ, 
いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ さぇえけくぇ う ょぇ 
さってぇゃぇきっ ゃなこさけしうすっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ う こけかいぇ, ぇ くっ こけかうすう-
つっしおう. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, すけいう きう 
けこすうきういなき しっ ういこぇさう けとっ ゃ 

くぇつぇかけすけ くぇ きぇくょぇすぇ くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす. ╆ぇとけすけ ゅけ-
かはきぇ つぇしす けす おけかっゅうすっ くう すぇき 
いぇこけつくぇたぇ ょぇ ゅけくはす うくすっさっしう-
すっ しう: くっ しぇきけ かうつくうすっ, くけ う 
すぇおうゃぇ, しゃなさいぇくう し こぇさすうう うかう 
おけさこけさぇすうゃくぇ こさうくぇょかっあ-
くけしす. ╇ すけゃぇ ゃしっ くっとぇ, くっ ゃ 
うくすっさっし くぇ たけさぇすぇ う さぇいゃうすうっ-
すけ くぇ けぉとうくぇすぇ くう. 〈せお ょなさあぇ 
ょぇ おぇあぇ, つっ ぇい う きけうすっ ょゃぇきぇ 
おけかっゅう さぇぉけすうき ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ けぉとっしすゃっくぇ こけかいぇ, 
ゃ しきうしなか, つっ けくけゃぇ, おけっすけ くう 
しっ こかぇとぇ おぇすけ しなゃっすくうちう, ゅけ 
しなぉうさぇきっ う ゃこけしかっょしすゃうっ うく-
ゃっしすうさぇきっ ゃ さぇいかうつくう おぇせいう. 
╇きぇてっ しぇきけ こさっょう ょくう けすつっす 
くぇ ゅさせこぇすぇ  くぇ ╄おしこっさすうすっ う 
きけあっ ゃしっおう ょぇ ゃうょう すけゃぇ, ぇ う 
ゅけ こせぉかうおせゃぇたきっ ゃ  きうくぇかうは 
ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
〈ぇき ゃしうつおけ こうてっ: おなょっ おけか-
おけ しきっ ょぇかう う いぇ おぇおゃけ こさっい 
すっいう すさう ゅけょうくう. ′うっ くっ しきっ 
ゃ ]なゃっすぇ いぇさぇょう こぇさうすっ, ぇ  
いぇさぇょう こけいくぇくうはすぇ う けこうすぇ, 
おけえすけ うきぇきっ. ′っしおさけきくけ っ, くけ 
すゃなさょは, つっ くうっ こさうすっあぇゃぇきっ う 
こけいくぇくうはすぇ, う けこうすぇ. ′っ しぇきけ 
いぇとけすけ しきっ たけさぇ くぇ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ しっ おけゃぇす おぇょさうすっ くぇ 
すぇいう けぉとうくぇ, ぇ う いぇとけすけ しきっ 
ょけおぇいぇかう う ゃ あうゃけすぇ しう, つっ 
きけあっき. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, う すせお しっ 
ゃさなとぇき くぇ ゃなこさけしぇ ╁う, ゅけかは-
きぇ つぇしす けす おけかっゅうすっ くう ゃ ]なゃっ-
すぇ くっ しっ けすいけゃぇたぇ くぇ こさういうゃう-
すっ くう. ╇いこけかいゃぇたぇ しっ ゃしはおぇおゃう 
いぇおけくけゃう ゃさぇすうつおう いぇ こさけゃぇか  
う こけ っょくぇ うかう ょさせゅぇ こさうつうくぇ 
ょけぉさうすっ くっとぇ ょぇ しっ いぇぉぇゃはす. 
‶さう すけゃぇ つっしすけ う し けすゃさぇ-
すうすっかくう きけすうゃう しっ こさぇゃってっ 
ゃしうつおけ すけゃぇ う しっ ぉかけおうさぇたぇ 
くっとぇすぇ. ] すっつっくうっ くぇ ゃさっきっすけ 
すけゃぇ いぇこけつくぇ ょぇ くう ういくっさゃは, 
けとっ こけゃっつっ, つっ くうっ しきっ しぇきけ 
すさうきぇ こさっょしすぇゃうすっかう ゃ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす けす ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすうすっ. ╇ いぇこけつくぇたきっ ょぇ 

しすぇゃぇきっ こけ-くぇしすなこぇすっかくう, いぇ-
とけすけ ゃうあょぇたきっ う ゃうあょぇきっ おぇお 
こさけこせしおぇきっ ょけぉさう ゃないきけあくけし-
すう いぇ けぉとうくぇすぇ, いぇ ゅさぇょぇ くう. 
╄すけ ゃう こさけしす こさうきっさ: いぇとけ ゃ 
こなさゃうは きぇくょぇす くぇ ]すっそぇく ╃ぇ-
きはくけゃ, おけえすけ くっ ぉうか ぉっいおけく-
そかうおすっく し ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
しっ しかせつゃぇたぇ ょけぉさう くっとぇ いぇ 
ゅさぇょぇ, ぇ しっゅぇ すけゃぇ くっ しすぇゃぇ? 
╉けっ っ さぇいかうつくけすけ? ] おぇおゃけ しっ 
こさけきっくう  ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす? 
‶さけきっくうたぇ しっ しなゃっすくうちうすっ 
ゃ  くっゅけ, おきっすなす けしすぇくぇ, くぇかう? 
〈けえ こけ-ゅかせこぇゃ かう しすぇくぇ, こけ-
くっさぇぉけすっと かう? 〈けえ しう っ しなとう-
はす おきっす. ] ゃしうつおうすっ  きせ こかの-
しけゃっ う きうくせしう. ‶さけしすけ しすぇくぇたぇ 
きくけゅけ こさけすうゃけさっつうはすぇ けす っょくぇ 
しすさぇくぇ きっあょせ ¨ぉとうくしおうは しな-
ゃっす う おきっすぇ おぇすけ ょゃっ うくしすう-
すせちうう くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, ぇ けす 
ょさせゅぇ う こさけすうゃけさっつうはすぇ きっあ-
ょせ しぇきうすっ ゅさせこう ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす う けすょっかくうすっ しなゃっすくうちう. 
╇ くっとぇすぇ くっ ゃなさゃはす. ╃けぉさけ-
すけ こさけしすけ くっ しっ しかせつゃぇ. ╇ すけ 
ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく こけ ゃうくぇ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╉ぇいゃぇか しなき 
ゅけ すけゃぇ, ょけさう しなき しう こけいゃけかは-
ゃぇか ょぇ くぇこせしおぇき しっしうう, おけゅぇすけ 
ゃうあょぇき, つっ くっとぇすぇ ゃなさゃはす ゃ 
けぉさぇすくぇ こけしけおぇ くぇ すけゃぇ, おけっ-
すけ くうっ しきはすぇたきっ, つっ きけあっき ょぇ 
くぇこさぇゃうき いぇ ゅさぇょぇ う さぇえけくぇ. 
′ぇこせしおぇかう しきっ  しっしうは, おけゅぇすけ 
ゃうあょぇきっ, つっ しすぇゃぇす すっくょっく-
ちうけいくう くっとぇ. ╇ くっ ゃうあょぇき 
くぇょっあょぇ すけいう ¨ぉとうくしおう しな-
ゃっす ょけ おさぇは くぇ きぇくょぇすぇ しう ょぇ 
しっ こさけきっくう. ╆ぇ しなあぇかっくうっ. ╇ 
ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ ゃしうつおけ っ ゃ 
せとなさぉ くぇ たけさぇすぇ. ╂さぇあょぇくうすっ 
しすさぇょぇす けす すけゃぇ. ╆ぇすけゃぇ う くぇ-
てうすっ くっさゃう ゃっつっ しぇ くぇ こさっょっか. 
╊うつくけ ぇい, ぇおけ すさはぉゃぇ ょぇ  くぇ-
こさぇゃは けちっくおぇ くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう, すは くっ 
っ こけいうすうゃくぇ. 〈は っ くっゅぇすうゃくぇ. 
〈けゃぇ っ う けしくけゃくぇすぇ こさうつうくぇ 
ょぇ こけかぇゅぇきっ せしうかうは ゃ こけしかっょ-
くうすっ しっしうう, おけうすけ けしすぇゃぇす ょけ 
おさぇは くぇ すけいう きぇくょぇす, ょぇ くぇ-
こさぇゃうき  くっとけ, ょぇ こさけきっくうき 
くっとぇすぇ.  ′け くっ しなき けこすうきうしす . 

╂-く ╇ぉせてっゃ, けぉとっしすゃっ-
くけすけ きくっくうっ すせお けつぇおゃぇ  
ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ ういょうゅくっ しゃけえ 
おぇくょうょぇす いぇ おきっす. ╃けおけかおけ 
さっぇかうしすうつくけ っ すけゃぇ けつぇお-
ゃぇくっ? 

〈けいう ゃなこさけし っ けぉしなあょぇく こけ 
ゃさっきっ くぇ くぇてうすっ しさっとう. ′け 
ゃ おさっょけすけ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお っ いぇかけあっくけ, つっ くっ しっ 
しすさっきうき おなき ゃかぇしす. ╉きっすしおぇ. 
╃ぇ うきぇきっ くぇて おきっす くっ っ くぇ-
てぇすぇ いぇょぇつぇ. ╆ぇょぇつぇすぇ くう っ 
ょぇ しなぉっさっき  きくけいうくしすゃけ ゃ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす ゃ こけょおさっこぇ くぇ 
けこさっょっかっくう こさっょかけあっくうは  う 
さってっくうは, おけうすけ こけ くぇてぇ こさっ-
ちっくおぇ しぇ ょけぉさう  う おけうすけ ぉうたぇ 
きけゅかう ょぇ ょけこさうくっしぇす こけいうすうゃ-
くう くっとぇ  ょぇ しっ しかせつゃぇす ゃ くぇ-
てうは ゅさぇょ. 

...ぇ いぇとけ くっ こさうっきっすっ すけゃぇ 
おぇすけ ょうぇゅくけいぇ いぇ しっさうけ-
いっく ょっそうちうす くぇ かうつくけしすう 
ゃ ゅさぇょぇ う けつぇおゃぇくっ うきっくくけ 
けす ゃぇてうすっ しさっょう ょぇ しっ こけは-
ゃう かうつくけしす いぇ おきっす? 

‶さけぉかっきなす くっ っ しぇきけ ゃ ょっ-
そうちうすぇ くぇ かうつくけしすうすっ. ‶さう 
すけいう いぇおけく いぇ けぉとうくしおけすけ しぇ-
きけせこさぇゃかっくうっ しすぇゃぇ くぇ こさぇお-
すうおぇ すぇおぇ, つっ しなゃっすくうちうすっ しっ 

くぇいくぇつぇゃぇす けす しなけすゃっすくうすっ 
こぇさすうう. 〈っ しう ゅう けこさっょっかはす こけ  
しゃけう こぇさすうえくう こさういくぇちう, くけ 
くっ う こけ っおしこっさすくう こさういくぇちう, 
くっ こけ おぇつっしすゃぇ. ╀っい いくぇつっくうっ 
ょぇかう すけいう つけゃっお っ しこけしけぉっく 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ-しすけこぇくしおう 
ょぇ さぇいしなあょぇゃぇ こさぇゃうかくけ, ょぇかう 
うきぇ くっけぉたけょうきうすっ こけいくぇくうは. 
╆ぇ きっく けぉとうくしおうすっ しなゃっすくうちう 
しかっょゃぇ ょぇ しぇ うきっくくけ すぇおうゃぇ, ぇ 
くっ ょぇ さぇいゃうゃぇす ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす こけかうすうつっしおぇ ょっえくけしす. 
╇きぇ う ょさせゅ こさけぉかっき: つっ つっしすけ 
しぇきうすっ ういぉうさぇすっかう くっ こけいくぇ-
ゃぇす たけさぇすぇ, おけうすけ こぇさすううすっ 
ういょうゅぇす いぇ しなゃっすくうちう. ╃けおぇすけ 
くうっ けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお う 
こさっょう, う しっゅぇ ういかはいけたきっ し くぇ-
てうすっ しくうきおう う うきっくぇ うきっくぇ, 
し くぇてうすっ ょっかぇ. ╆ぇはゃうたきっ: っすけ 
すけゃぇ しきっ くうっ, ゃうっ くう こけいくぇゃぇ-
すっ. ‶さっちっくっすっ! ′っ しきっ こぇさすうえ-
ちう, ぇ たけさぇ し おぇつっしすゃぇ. ‶さっゃなさ-
くぇたきっ ういぉけさぇ いぇ くぇし ゃなゃ ゃうょ 
きぇあけさうすぇさっく ういぉけさ, いぇとけすけ 
たけさぇすぇ, ゅかぇしせゃぇかう いぇ くぇし う 
こけょおさっこはとう くう, ゅかぇしせゃぇす いぇ 
おけくおさっすくけ かうちっ う うきっ. ′っ いぇ 
こぇさすうは. ′うっ しきっ きぇあけさうすぇさくけ 
ういぉさぇくう しなゃっすくうちう う ゃ すけいう 
しきうしなか  しっ はゃはゃぇきっ ぇかすっさくぇすう-
ゃぇ くぇ こぇさすううすっ. 〈けつくけ いぇすけゃぇ 
う くっ うしおぇきっ  ょぇ ういょうゅぇきっ おきっす. 
╆ぇとけすけ しつうすぇきっ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ 
こけきけゅくっき くぇ すけいう おきっす, おけえすけ 
とっ しっ ういぉっさっ きぇあけさうすぇさくけ けす 
ゃしうつおう. ╇かう こけくっ けす こけ-ゅけかは-
きぇすぇ つぇしす けす ういぉうさぇすっかうすっ. 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
ういぉさぇくう しなとけ きぇあけさうすぇさくけ 
しなゃっすくうちう, しきっかけ すゃなさょは, つっ 
しっ はゃはゃぇきっ しなとけ ぇかすっさくぇすうゃぇ 
くぇ ういぉうさぇすっかうすっ: くぇ ゃしうつおう 
さぇいけつぇさけゃぇくう けす  こぇさすううすっ, 
けす うくすっさっしうすっ, くぇ すっいう, おけうすけ 
くはきぇ ょぇ けすうょぇす ょぇ ゅかぇしせゃぇす, 
ぇおけ くっ ゃうあょぇす  ょさせゅう ゃないきけあ-
くけしすう.  ′うっ しきっ さってっくうっすけ くぇ 
けすつぇはくうすっ たけさぇ けす ゃしうつおけ: けす 
ょっえしすゃうはすぇ くぇ こぇさすううすっ, くぇ 
けすょっかくうすっ しなゃっすくうちう, くぇ けす-
ょっかくうすっ ゅさせこう う かけぉうしすおう うく-
すっさっしう. 

┿ おぇおゃぇ とっ っ こけかうすうおぇすぇ 
ゃう こけ けすくけてっくうっ くぇ おぇくょう-
ょぇすう いぇ おきっすけゃっ?  ╁ ょせいうくぇ 
こさっょういぉけさくう とぇぉけゃっ しっ 
くぇょはゃぇす くぇ すぇおぇゃぇ.

‶け すけいう ゃなこさけし うきぇきっ こさうく-
ちうこくけ う, しつうすぇき, きなょさけ さっ-
てっくうっ: おけゅぇすけ しすぇくぇす はしくう 
ゃしうつおう おぇくょうょぇすう いぇ おきっすけゃっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, くうっ とっ ゅう こけおぇ-
くうき くぇ しさっとぇ. 『っかすぇ っ ょぇ しっ 
いぇこけいくぇっき し すったくうすっ こさけゅさぇ-
きう う ゃうあょぇくうは いぇ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ けぉとうくぇすぇ. ′ぇ ぉぇいぇ くぇ すぇいう 
しさっとぇ-さぇいゅけゃけさ, くうっ とっ こさっ-
ちっくうき こさけゅさぇきぇすぇ くぇ ゃしっおう 
っょうく けす おぇくょうょぇすうすっ いぇ おきっす. 
]かっょ おぇすけ こさっちっくうき, くうっ とっ 
さってうき ょぇかう ょぇ こけょおさっこうき くは-
おけゅけ けす すはた うかう ょぇ こさっこけさなつぇ-
きっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ ゅかぇしせゃぇす 
こけ しなゃっしす. ╃けおぇすけ くっ こさけゃっょっき 
すけいう しっさうけいっく ょうぇかけゅ し おぇくょう-
ょぇすう, くっ うしおぇきっ くうおけゅけ ょぇ こけょ-
おさっこはきっ. ‶けょおさっこぇすぇ くう とっ 
けいくぇつぇゃぇ ゅぇさぇくちうは いぇ ょぇょっく 
つけゃっお. ‶さっい しっこすっきゃさう きうしかは, 
つっ とっ うきぇきっ ゃっつっ しすぇくけゃうとっ 
ょぇかう とっ こけょおさっこうき くはおけゅけ けす 
おぇくょうょぇすうすっ いぇ おきっす うかう くっ. ] 
すけゃぇ くぇてっ さってっくうっ とっ ぉなょっ 
せゃっょけきっくぇ けぉとっしすゃっくけしすすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなておぇ けぉとくぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

]こけさっょ あせさくぇかうしすぇ おくう
ゅぇすぇ っ けしけぉっくけ ちっくくぇ いぇ ぇさ
しっくぇかちう, いぇとけすけ ゃ こけ-ゅけかは
きぇすぇ しう つぇしす  こさっょしすぇゃかはゃぇ 
っきけちうけくぇかくけ くぇこうしぇくぇ ぉう
けゅさぇそうは くぇ „┿さしっくぇか” – いぇ 
ょっえくけしすすぇ  う ゃっかうつうっすけ くぇ 
すけゃぇ こさっょこさうはすうっ.  
„╁しなとくけしす, ょけおぇすけ つっすっすっ 

おくうゅぇすぇ しはおぇて ゃうっ しすけうすっ 
こさっょ しぇきうは ]すっそぇく ╃ぇきは
くけゃ, おけえすけ さぇいおぇいゃぇ う ゃうっ 
しかせてぇすっ. ‶さっょ きっく けあうゃはたぇ 
かうちぇすぇ くぇ しすけすうちう  たけさぇ, し 
おけうすけ しなき さぇぉけすうか う おけうすけ しぇ 
ういゅさぇあょぇかう „┿さしっくぇか”. ╇ しう 
しこけきくうた, つっ うきっくくけ ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ きっ こさうっ くぇ さぇぉけすぇ 
ゃ „┿さしっくぇか”. 〈けゃぇ っ おくうゅぇ, 
おけはすけ  きっ ょなさあぇ ょゃっ くけとう 
ぉせょっく, いぇとけすけ さぇいおぇいゃぇ いぇ 
ぇゃすっくすうつくう しかせつおう う しゃうょっ
すっかしすゃぇ くぇ  ゃさっきっすけ  う うし
すけさうはすぇ, ゃ おけうすけ けすこっつぇすなお 
うきぇ „┿さしっくぇか”, おぇすっゅけさうつっく 
ぉっ こけ ゃさっきっ くぇ こさっょしすぇゃはくっ
すけ え ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ.  
╉くうゅぇすぇ しなょなさあぇ ちっく

くう しこけきっくう くぇ ╃ぇきはくけゃ いぇ 
しないょぇゃぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか”  
くぇ こなさゃうは ゃ しすさぇくぇすぇ ょう
しこっつっさしおう こせくおす いぇ すっかっ
ゃういうけくくけ せこさぇゃかっくうっ くぇ 
こさけういゃけょしすゃっくうすっ こさけちっしう, 
いぇ  ぉっいしなくくうすっ くけとう こけ しない
ょぇゃぇくっすけ くぇ こなさゃうは しうくすっ
すうつっく ょうぇきぇくす ゃ しすさぇくぇすぇ 
- けすくけゃけ ゃ „┿さしっくぇか”, おけっすけ 
ょぇゃぇ くぇつぇかけすけ  くぇ こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ っかきぇいくう うく
しすさせきっくすう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う 
きくけゅけ ょさせゅう.  ╄きけちうけくぇかくけ 
う せゃかっおぇすっかくけ ょゃぇきぇすぇ ぇゃ
すけさう くぇ おくうゅぇすぇ, ゃ かうちっすけ くぇ 
くぇしすけはとうは おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う くぇ あせさくぇかうしすぇ ╊のぉつけ ╇ゃぇ
くけゃ, さぇいおぇいゃぇす う いぇ けすょっかくう 
かうつくけしすう, けしすぇゃうかう ょうさは ゃ 
„┿さしっくぇか”, いぇ うくすっさっしくうすっ う 
つっしすけ くっかっおう しさっとう し ょなさ
あぇゃくうは ぇこぇさぇす くぇ くぇえ-ゃう

しけおけ くうゃけ, いぇ おけくそかうおすうすっ 
し さっゃくせゃぇとうすっ せしこったぇ, こさけ
しかっょはゃぇす ちっかうは あうすっえしおう う 
こさけそっしうけくぇかっく こなす くぇ ]すっ
そぇく ╃ぇきはくけゃ, おぇおすけ う こなさ
ゃうすっ  きせ 7 ゅけょうくう ゃ きっしすくぇすぇ 
ゃかぇしす.
╉くうゅぇすぇ っ うかのしすさうさぇくぇ  し 

うくすっさっしっく しくうきおけゃ きぇすっさう
ぇか, すゃなさょっ きくけゅけ ょっかうおぇすくう 
うしすけさうつっしおう きけきっくすう, おけうすけ 
こさっょしすけう すっこなさゃぇ ょぇ しっ ぇくぇ
かういうさぇす. ╄ょうく けす すはた しなとけ 
っ けこうしぇく ゃ くっは: いぇ しさっとぇ
すぇ くぇ すけゅぇゃぇてくうは ゅっくっさぇ
かっく しっおさっすぇさ くぇ 『╉ くぇ ╀╉‶ 
〈けょけさ ╅うゃおけゃ しなし ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ ゃなゃ ╁ぇさくぇ, おけゅぇすけ 
╅うゃおけゃ  こさうしすうゅぇ ゃ きけさしおぇ
すぇ しすけかうちぇ し ぇくすせさぇあ けす 100 
ょせてう, くけ くっ しう すさなゅゃぇ し すはた,  
ぇ おぇつゃぇ ゃ しぇきけかっすぇ しぇきけ ╃ぇ
きはくけゃ, いぇ ょぇ きけゅぇす ょぇ ゅけゃけ
さはす くぇしぇきっ. 
』ぇしす けす すっいう うくすさうゅせゃぇとう 

しさっとう う ょうぇかけいう, くぇきっさう
かう きはしすけ ゃ おくうゅぇすぇ, ぉはたぇ 
こさっしないょぇょっくう こけ ゃさっきっ くぇ 
くっえくけすけ こさっょしすぇゃはくっ けす 
ょゃぇきぇ しすぇさけいぇゅけさしおう ぇおすぬけ
さう. ‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ‶かぇきっく ╃うきう
すさけゃ, ゃっすっさぇくう –ぇさしっくぇかちう 
う こさうはすっかう くぇ ]すっそぇく ╃ぇ
きはくけゃ せゃぇあうたぇ こさっきうっさぇすぇ 
くぇ おくうゅぇすぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
‶なさゃうすっ 3 っおいっきこかはさぇ けす 

おくうゅぇすぇ ぉはたぇ ょぇさっくう けす ]すっ
そぇく ╃ぇきはくけゃ くぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
„┿さしっくぇか”, いぇとけすけ „ゃうくぇゅう 
しなき しっ つせゃしすゃぇか ぇさしっくぇかっち”, 
っきけちうけくぇかくけ しこけょっかう くぇ 
そうくぇかぇ くぇ しさっとぇすぇ  おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお.  
] すうこうつくうは しう けこすうきういなき 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ こけあっかぇ 
くぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う ゃすけ
さぇ おくうゅぇ, しなし いぇゅかぇゃうっ: „╃け 
こけしかっょくうは ょなた, ぇい ぇさしっくぇ
かっちなす”. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

[〉¨╈╅ ′╅ ╉╅〈っ〉《╇
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1 936 374, 50 かっゃぇ とっ 
こかぇすう くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-

いぇくかなお ぉなかゅぇさけ-くっきしおけ-
すけ ょさせあっしすゃけ „╀う ]う ┿え”, 
さってう ¨ぉとうくしおうはす しなゃっす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
]せきぇすぇ っ いぇ ういゅさぇあょぇくっ 

くぇ  ゃないけぉくけゃはっきう っくっさゅうえ-
くう ういすけつくうちう – そけすけゃけか-
すぇうつくぇ ちっくすさぇかぇ. 《うさきぇすぇ 
とっ きけあっ ょぇ ういゅさぇょう そけすけ-
ゃけかすぇうつっく こぇさお ゃ いっきかうとぇ-
すぇ くぇ すさう おぇいぇくかなておう しっかぇ 
- ぅしっくけゃけ, 』っさゅぇくけゃけ う ╂け-
かはきけ ╃さはくけゃけ. ′ぇ こさぇおすう-
おぇ いぇ ょっおぇさ いっきは しきっしっくけ-
すけ ょさせあっしすゃけ とっ こかぇすう こけ 
1100 かっゃぇ
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

くぇ „╀う ]う ┿え” ¨¨╃ ′っょおけ 
╋かぇょっくけゃ いぇはゃう, つっ とっ ぉな-
ょぇす けすおさうすう 1000 さぇぉけすくう 
きっしすぇ いぇ しさけお けす 1 ゅけょうくぇ, 
こけ ゃさっきっ くぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ そけすけゃけかすぇうつくぇすぇ ちっく-
すさぇかぇ, う 100 こけしすけはくくう 
さぇぉけすくう きっしすぇ いぇ こけょょさなあ-
おぇ くぇ こぇさおぇ ゃ すっつっくうっ くぇ 
30-すっ ゅけょうくう くぇ くっゅけゃぇ-
すぇ っおしこかけぇすぇちうは. ′けゃうはす 
そけすけゃけかすぇうつっく こぇさお とっ っ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ うくゃっしすうちうは 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお,  くぇ しすけえくけしす くぇょ 
200 きかく. eゃさけ.

╉きっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ くぇゅさぇょう 

19 せつっくうちう けす せつうかうとぇ 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, こけしすうゅくぇかう  ゃう-
しけおう さっいせかすぇすう ゃ けぉかぇしすくう, 
くぇちうけくぇかくう う きっあょせくぇさけょ-
くう おけくおせさしう, けかうきこうぇょう う 
しなしすっいぇくうは. ╁しっおう けす ういは-
ゃっくうすっ きかぇょう たけさぇ こけかせつう 
っょくけおさぇすくぇ しすうこっくょうは けす 
50 かっゃぇ. 〈けゃぇ しぇ: 〈けょけさ 
′うおけかけゃ 〈けょけさけゃ, ╀けさうし 
╉ぇかうくけゃ ╀けあおけゃ, ╀けゅょぇく 
╀けさうしけゃ ╆ぇきすうおけゃ, ╉さうしすう-
ぇく ]すっそぇくけゃ ╀けのおかうっゃ, 
╃うきうすなさ 》さうしすけゃ 》さうしすけゃ, 

』]】ぁ¨ 』╊:

╉そいちけせ ╉ちあえせかう: 

╈『╅╋╉╅〉¨【╊ 【『っ╆╇╅ ╉╅ 
╇¨╋╉╅【, ぁ╊ ╇ 】》『╅╇]╊〉¨╊【《 
¨〈╅ [╅ぁ╊』【╇╊〉  ̈｠《『╅
【そうあ てうひちおけ ねしかせひて せあ えちとたあてあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ, つたそちかお 
さそこてそ けすあ け たそ-おそいひち せあねけせ くあ にあちねかせか せあ そいはけせつさけてか たあちけ.

ぢÜëöëñöó

41-ゅけょうてっく, うおけくけきうしす. ╆ぇゃなさてうか 
╁╇′] - ╁ぇさくぇ, あっくっく,  し ょゃっ  ょっちぇ - ょな
とっさは くぇ 12 う しうく くぇ 3 ゅけょうくう. ╋けきつって
おぇすぇ きせ きっつすぇ っ ぉうかぇ ょぇ しすぇくっ うくあっくっさ, 
くけ さっぇかくけしすすぇ くぇ あうゃけすぇ ゅけ こさっゃさなとぇ 
ゃ こっさそっおすっく しつっすけゃけょうすっか.  [ぇぉけすう ゃ 
„┿さしっくぇか” けす  20 ゅけょうくう. ╆ぇこけつゃぇ おぇすけ  
ゅさぇゃぬけさ  ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╀うか っ ょうしこっつっさ こけ 
うくしすさせきっくすうすっ,  しつっすけゃけょうすっか ゃ ╆ぇゃけょ 
6, こけしかっ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 
3 う けす  1997-きぇ っ ゅかぇゃっく しつっすけゃけょうすっか 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ¨す 3 ゅけょうくう っ つぇしす けす 
おぇせいぇすぇ う ゅさせこぇすぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ
¿é¡ - けぉっょうくっくうっ くぇ こさけそっしうけくぇかうしすう 
う たけさぇ し おぇこぇちうすっす, いぇ おけうすけ こけ-ょけぉさう
はす くぇつうく くぇ あうゃけす ゃ ╉ぇいぇくかなお っ あうすっえ
しおぇ そうかけしけそうは う さぇぉけすぇ, おけはすけ けしきうしかは 
ょくうすっ うき.

¨ぉうつぇ: 
╃ぇ ゃかぇょっっ しうすせぇちうはすぇ 
〉ょけぉしすゃけすけ
]うゅせさくけすけ
[っょぇ 
〉っょうくっくうっすけ
〉のすぇ
╃ぇ こなすせゃぇ
╇いくっさゃは しっ けす: 
╄ょくけけぉさぇいうっすけ う しおせおぇすぇ
くっおけきこっすっくすくけしすすぇ,
ぉっいたぇぉっさうっすけ う くぇたぇかしすゃけすけ
╊のぉうき そうかき: 
′はきぇ. ╉ぇおすけ くはきぇ ゃさっきっ う
いぇ たせょけあっしすゃっくう おくうゅう.
』っすっ:
]ぇきけ しこっちうぇかういうさぇくう
かうすっさぇすせさぇ
╉けかぇ: 
〈けえけすぇ
‶けさけお: 
[ぇぉけすけたけかうお. ′っ きけあっ ょぇ こけつうゃぇ. ╀っい さぇぉけすぇ しすぇゃぇ くっさゃっく. 
╉ぇつっしすゃけ: 
╆くぇっ 2 う 200
》けぉう: 
[うぉけかけゃ. ′け っ こうてきぇく さうぉぇさ. 
′ぇえ-ゅけかっきうはす きせ すさけそっえ: 
〈っあう しぇきけ 3 おうかけゅさぇきぇ: てぇさぇく.
╋っつすぇ: 
╃ぇ あうゃっっ ゃ っゃさけこっえしおう ╉ぇいぇくかなお - おぇすけ ゃういうは う うくそさぇしすさせお
すせさぇ, おぇすけ きぇくすぇかうすっす. ╇ ゃはさゃぇ, つっ きけあっ. ╇ とっ は ょけあうゃっっ. ╇ 
おけっすけ っ こけ-ゃぇあくけ - ゅけすけゃ っ ょぇ さぇぉけすう いぇ しかせつゃぇくっすけ え.
╀う ぉうか こけかっいっく ゃ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす し: 
╇いさぇぉけすおぇすぇ くぇ こさぇゃうかくうちう う さってっくうは ゃ さぇいかうつくう しそっさう, 

しゃなさいぇくう し おけくすさけかぇ くぇ こぇさうすっ う こさぇゃうかくけすけ うき さぇいたけょゃぇ
くっ. ]つうすぇ, つっ うきぇ こけ-ょけぉさぇ う ゅなゃおぇゃぇ ゃういうは いぇ けこすうきういうさぇ
くっ さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとうくしおうすっ そうさきう う こさっょこさうはすうは, こさっゃさな
とぇくっすけ うき ゃ こっつっかうゃてう.
╇きぇ ゃういうは いぇ さぇいこけさっあょぇくっすけ し けぉとうくしおぇすぇ しけぉしすゃっくけしす 

し ちっか すけ ょぇ くけしう ょうゃうょっくすう くぇ たけさぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ  う ょぇ っ 
こけかっいくけ いぇ すはた.
╁ こけかうすうおぇすぇ しぇ くせあくう う うきぇす きはしすけ さっぇかういうさぇかう しっ う ょけ

おぇいぇくう  たけさぇ, おけうすけ くはきぇ ょぇ すなさしはす さっぇかういぇちうは つさっい こさうしなしす
ゃうっすけ しう ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ╁ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす うきぇす きはしすけ 
しこっちうぇかうしすう ゃ さぇいかうつくう けすさぇしかう ゅけすけゃう ょぇ けぉっょうくはす いくぇくうはすぇ 
う けこうすぇ しう ゃ こけかいぇ くぇ あうすっかうすっ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

〈けえ っ すうこうつくけすけ ぇさしっ
くぇかしおけ ょっすっ. ¨す けくっいう, 

いぇ おけうすけ けとっ ゃ ょっすしすゃけすけ うき 
しっ  いくぇっ,  つっ っょうく ょっく とっ しぇ 
つぇしす けす ょうくぇしすうはすぇ ぇさしっくぇか
ちう- ちっかう こけおけかっくうは, おけうすけ けし
すぇゃはす しゃけは こさうくけし う こけしゃっとぇ
ゃぇす あうゃけすぇ しう くぇ そぇぉさうおぇすぇ う 
くっえくうは こさけしこっさうすっす.  ‶さういくぇ
ゃぇ, つっ  さぇいゅけゃけさうすっ  くぇ さけょうすっ
かうすっ きせ – う ょゃぇきぇすぇ ういおぇさぇかう  
すさせょけゃうは しう しすぇあ ゃ けさなあっえ
くうちぇすぇ しぇ ぉっかはいぇかう ょっすしすゃけすけ 
きせ う けすすぇき  こさっょけこさっょっかうかう  
こさけそっしうけくぇかくけすけ きせ けさうっくすう
さぇくっ.  ╃けぉさうく っ しうく くぇ 『ゃっすぇく 
╃さぇゅくっゃ- ういゃっしすっく ぇさしっくぇかっち, 
けしすぇゃうか 40 ゅけょうくう けす  あうゃけすぇ 
しう ゃ ╆ぇゃけょ 5. 
 

╀はた しゃうおくぇか せ くぇし ょぇ しっ  ゅけ
ゃけさう しぇきけ いぇ  „┿さしっくぇか”, 

ゃさなとぇ しっ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ 
ゅかぇゃくうはす しつっすけゃけょうすっか しっゅぇ 
くぇ くぇえ- ゅけかはきぇすぇ おぇいぇくかなておぇ 
そうさきぇ. ╇ すけゃぇ くはおぇお けこさっょっかう 
う ういぉけさぇ くぇ せつうかうとっ: いぇゃなさ
てうた ╋ったぇくけすったくうおせきぇ  „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”, しっゅぇ ‶さけそっしうけ
くぇかくぇ ゅうきくぇいうは.  ]っゅぇ ╃けぉさうく  
っ ぉかぇゅけょぇさっく いぇ ういぉけさぇ しう, 
いぇとけすけ こけしかっ っ うきぇか ゃさっきっ 
ょぇ さぇぉけすう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
ょぇ けこうすぇ けす きくけゅけ くっとぇ う ょぇ 
さぇいぉっさっ  いぇ おぇおゃけ しすぇゃぇ ういぇ 
おぇおゃけ くっ しすぇゃぇ, おぇおゃけ うしおぇ ょぇ 
こさぇゃう う おなょっ っ しうかぇすぇ きせ. 
╋けあった ょぇ しすぇくぇ しすさせゅぇさ,  

そさっいうしす, こけしかっ うくあっくっさ,  くけ 
くはきぇてっ ょぇ しなき しさっょ くぇえ- ょけ
ぉさうすっ, ぇ くぇ しさっょくけ くうゃけ, おぇい
ゃぇ ╃けぉさうく. ╆ぇすけゃぇ ういぉうさぇ こけ-
しかけあくうは こなす. ╉ぇすけ すうこうつくぇ 
╃っゃぇ ぇきぉうちうはすぇ ょさっきっ せ くっゅけ, 
きぇおぇさ ょけぉさっ こさうおさうすぇ.  ]かっょ 
しかせあぉぇすぇ ゃなゃ ゃけっくくけきけさしおぇすぇ 
ぉぇいぇ „┿すうは” しっ いぇこうしゃぇ しすせ
ょっくす ゃなゃ ╁╇′] –╁ぇさくぇ う  ゃ 
しなとけすけ ゃさっきっ  すさせこぇ しすぇあ ゃ 
╆ぇゃけょ 5 おぇすけ ゅさぇゃぬけさ. ‶なさゃう

はす きせ せつうすっか  すぇき っ  ╇ゃぇく  ╂っ
けさゅうっゃ - ╃あけくょなさぇ.
 ‶けしかっ ぇさしっくぇかしおぇすぇ おけゃぇつ

くうちぇ くぇ おぇょさう ゅけ おけゃっ いょさぇ
ゃけ: さぇぉけすう  おぇすけ ょうしこっつっさ こけ 
うくしすさせきっくすぇ, こけしかっ ゃ ╆ぇゃけょ 
6 おぇすけ しつっすけゃけょうすっか, ゅかぇゃっく 
しつっすけゃけょうすっか くぇ ╆ぇゃけょ 3 う 
こさっょう 13 ゅけょうくう  しすぇゃぇ ゅかぇゃっく 
しつっすけゃけょうすっか くぇ  ちっかうは „┿さしっ
くぇか” .  
╆ぇ さぇぉけすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか” 

っ おぇすっゅけさうつっく, つっ すせお っ うし
すうくしおけすけ せつうかうとっ う ておけかぇ. 
╄あっょくっゃくけ. ╁しっ けとっ けすおさうゃぇ 
きくけゅけ くっとぇ, おけうすけ きけあっ ょぇ 
くぇせつう う こさけょなかあぇゃぇ ょぇ  せつう- 
けす おけかっゅうすっ しう, けす っおうこぇ し おけえ
すけ さぇぉけすう.  

 

〈けえ くっ っ けす すうこうつくうすっ ゅかぇゃ
くう しつっすけゃけょうすっか., きぇおぇさ 

ょぇ っ こけょさっょっく  う こさぇおすうつっく つけ
ゃっお.  ‶さけすうゃくけ くぇ けつぇおゃぇくっすけ 
ょぇ ゃうょうて  さぇぉけすくけすけ きはしすけ くぇ 
すうこうつっく ぉのさけおさぇす, いぇしうこぇくけ 
し おくうあぇ う ょけおせきっくすう, くっゅけゃけ
すけ っ こけゃっつっ けす こけょさっょっくけ.  ╇ 
ちっかうはす きせ おぇぉうくっす. ╃けさう うきぇ 
かっおぇ ぇさすうしすうつくぇ くけすおぇ, しおさう
すぇ ゃ くけしっとぇ きくけゅけ しぇくすうきっくすう 
きぇさすっくうちぇ, ょっすしおぇ おぇさすうつおぇ 
う さうしせくおぇ くぇ くっせきっかぇ ょっすしおぇ 
さなおぇ. ╃さっぉくう すぇかうしきぇくつっすぇ 
う きぇかおう こなしすさけすうう, おけうすけ うい
ょぇゃぇす ちゃっすくうは たぇさぇおすっさ  くぇ 
すけいう うくぇつっ しっさうけいっく う しすっゅくぇす 
けすおなき ょせきう う ちうそさう つけゃっお.  
¨ぉうつぇき さぇぉけすぇ しう, こさういくぇゃぇ 
╃けぉさうく う しこけょっかは ,つっ うきぇ „こけ
さけお”: ょぇ しっ ゃかのぉゃぇ  ゃ ょけぉさうすっ 
う おぇつっしすゃっくう, くけしっとう しきうしなか 
くっとぇ. 〈ぇおぇ けすおさうゃぇ  きぇゅうすぇは う 
つぇさぇ くぇ しつっすけゃけょしすゃけすけ, おけっすけ 
いぇ くっゅけ っ くっゃっさけはすくぇ くぇせおぇ う 
すゃけさつっしすゃけ, し きくけゅけ かけゅうおぇ う 
ょなかぉけつうくぇ, し きくけゅけ しきうしなか.  
‶け こけょけぉっく くぇつうく ゅかっょぇ う くぇ 
しなこさうつぇしすうっすけ しう おなき おぇせいぇすぇ 

くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡. 
 ‶さうった, いぇとけすけ しなき さけょっく ゃ  

すけいう ゅさぇょ, すせお しぇ さけょうすっかうすっ 
きう, しっきっえしすゃけすけ  きう, しきはすぇき  
すせお う ょぇ けしすぇさっは. ′っ きう っ ゃしっ 
っょくけ おぇお とっ  あうゃっは, くうすけ おけえ 
とっ きっ せこさぇゃかはゃぇ, くうすけ こなお こけ 
おぇおゃう せかうちう とっ たけょは ぇい う ょっ
ちぇすぇ きう, おぇいゃぇ ゅかぇゃくうはす しつっ
すけゃけょうすっか う すゃなさょう, つっ ゃ すけいう 
しきうしなか っ くっゃっさけはすくけ おけかおけ 
きぇかおけ っ くせあくけ くぇ ゅさぇょぇ, しすう
ゅぇ  ゅさぇあょぇくうすっ きせ ょぇ くぇきっさはす 
こけょたけょはとうすっ  たけさぇ いぇ すけゃぇ. 
 ′っ おさうっ, つっ けぉとうくしおぇすぇ 

ゃかぇしす すさはぉゃぇ ょぇ しっ ょなさあう けす 
いくぇっとう  う きけあっとう たけさぇ, けす 
たけさぇ し ゃういうは う しすさぇすっゅうつっしおぇ 
きうしなか. ‶ぇさすうえくうはす うくすっさっし 
う こさうしすさぇしすうっすけ, こぇさすうえくぇすぇ 
っきけちうは う ゅかぇしせゃぇくっすけ いぇ „きけう” 
う „ すゃけう”, くっ っ ょけぉさぇすぇ そけさきせ
かぇ,  おけはすけ ゅっくっさうさぇ  こさぇゃうかくう
すっ う ょけぉさう いぇ たけさぇすぇ さってっくうは, 
せぉっょっく っ ぎ¡ïäñëöéö.  

╉ぇすけ つけゃっお くぇ ゅなゃおぇゃうすっ 
う さぇぉけすっとう さってっくうは っ 

せぉっょっく , つっ けぉとうくしおうすっ こぇさう  
きけゅぇす ょぇ しっ たぇさつぇす こけ こけ-ょけ
ぉなさ くぇつうく. ╉ぇす しっ くぇきっさはす こけ 
–しきっかう う ゅなゃおぇゃう さってっくうは う 
したっきう, おぇおすけ いぇ きっしすくうすっ ょぇ
くなちう  う すぇおしう,  すぇおぇ う いぇ ゅけかは
きぇ つぇしす ゃなけぉとっ けす こさうたけょうすっ. 

„〈ぇおしぇ しきっす ょぇ っ すぇおぇゃぇ, つっ 
ょぇ きけすうゃうさぇ  たけさぇすぇ ょぇ こかぇ
とぇす. ┿  すけゃぇ とっ しすぇゃぇ, ぇおけ しっ 
ゃうあょぇ おぇお しっ けこけかいけすゃけさはゃぇす 
こぇさうすっ うき いぇ すぇいう ちっか. 〈けゃぇ 
っ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ せしかせ
ゅぇ,  たけさぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ ゃうあょぇす, 
つっ すは っ おぇつっしすゃっくぇ う すぇおぇ とっ 
しっ きけすうゃうさぇす ょぇ は いぇこかぇとぇす”, 
しつうすぇ ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ けす ╄おし
こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╉さうしすうぇく ‶かぇきっくけゃ ‶っっゃ, 
]すっそぇく ╃っかはくけゃ ′けっゃ, ]ぇ-
きうさ ′うたぇすけゃ ╉ぇしぇこけゃ, ′う-
おけかぇ ╇ゃぇくけゃ ╇ゃぇくけゃ, ╇ゃぇく 
〈けょけさけゃ ╉っかつっゃ, ╃うぇく 〈う-
たけきうさけゃ 〈けょけさけゃ, 『ゃっすっ-
かうくぇ ]すっそぇくけゃぇ ′うおけかけゃぇ, 
′うおけかぇえ ′うおけかぇっゃ ]うきっけ-
くけゃ, ╆かぇすおけきうさ 〈さうそけくけゃ 
]こぇしけゃ, ┿かっおしぇくょさぇ ╃うきう-
すさけゃぇ ]うきっけくけゃぇ, ╃うきうすなさ 
╉なくつっゃ ╃うきうすさけゃ, ‶っすなさ 
╋ぇさうぇくけゃ ‶ぇてっゃ, ╋ぇさうは-
╈けぇくぇ 〈っくっゃぇ 〈っくっゃぇ, ╁っ-
しっかうくぇ ╃っおけゃぇ ╂さうゅけさけゃぇ.

╃ぇ しっ ゃないしすぇくけゃう しすぇ-
さけすけ うきっ くぇ ゃさなた 

【うこおぇ - ゃさなた ]ゃっすう ′うおけ-
かぇ, くぇしすけは こさっい しっょきうちぇ-
すぇ ╇くうちうぇすうゃっく おけきうすっす, 
ゃおかのつゃぇと ゅさぇあょぇくう くぇ 
╉ぇいぇくかなお, 【うこおぇ う ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ╉けきうすっすなす しっ こさっょ-
しっょぇすっかしすゃぇ けす しなょうは ]すっ-
そぇく ]ぇさなくっょっかつっゃ. 〈けえ  う 
けしすぇくぇかうすっ つかっくけゃっ くぇ おけ-
きうすっすぇ ういこさぇすうたぇ ¨すおさうすけ 
こうしきけ ょけ こさっいうょっくすぇ くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ╂っ-
けさゅう ‶なさゃぇくけゃ, ゃ おけっすけ しっ 
くぇしすけはゃぇ いぇ ゃさなとぇくっ くぇ 
うしすけさうつっしおけすけ くぇいゃぇくうっ くぇ 
ゃなさたぇ, ぇ うきっくくけ ]ゃ. ′うおけ-
かぇ. ‶なさゃけすけ こうしきけ し すぇおけゃぇ 
うしおぇくっ っ けす 2007 ゅけょうくぇ, くけ 
ぉっい さっいせかすぇす.

‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉ-
とうくしおう しなゃっす - ╉ぇ-

いぇくかなお ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう 
せつぇしすゃぇ ゃ さぇぉけすくぇすぇ しさっとぇ 
きっあょせ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけちう-
ぇちうは くぇ こさっょしっょぇすっかうすっ くぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすう /′┿‶¨]/ 
う 〈せさしおけすけ しょさせあっくうっ くぇ 
けぉとうくうすっ „╋ぇさきぇさぇ”. ]さっ-
とぇすぇ いぇゃなさてう し こけょこうしゃぇ-
くっ くぇ ]こけさぇいせきっくうっ いぇ しな-
すさせょくうつっしすゃけ ゃ しそっさぇすぇ くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
しなし ]ょさせあっくうっすけ ゃ のあくぇすぇ 
くう しなしっょおぇ.

ぅしくう しぇ ゃっつっ ょゃぇきぇすぇ おぇくょうょぇす-おきっすけゃっ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういょうゅくぇすう けす ょゃっすっ ゅけかっきう  
こけかうすうつっしおう しうかう - ╀]‶ う ╂╄[╀. 〈けゃぇ しぇ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇ-
ょぇ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう – いぇ ╀]‶, う ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ – いぇき. oぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
 ╇ ょゃぇきぇすぇ こけかせつうたぇ ょけゃっさうっすけ くぇ しゃけう-

すっ しなこぇさすうえちう くぇ そけさせきう くぇ けさゅぇくういぇちう-
うすっ しう. ]ぇきぇさしおう しっ くぇかけあう しかっょ ぉぇかけすぇあ 
し 97 くぇ 63 しさっとせ くぇしすけはとうは おきっす ]すっそぇく 
╃ぇきはくけゃ, ぇ ]すけはくけゃぇ しこっつっかう ょけゃっさうっすけ  

‶けつっすくうはす ゅさぇあょぇくう くぇ ╉ぇいぇくかなお こさけそっしけさ ╂っくつけ ′ぇつっゃ 
しすぇくぇ おぇゃぇかっさ くぇ ¨さょっく „]すぇさぇ こかぇくうくぇ”. ‶けつっすくけすけ けすかう-
つうっ くぇ  ういゃっしすくうは おぇいぇくかなつぇくうく ぉっ ゃさなつっくけ けす こさっいうょっくすぇ 
くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは ╂っけさゅう ‶なさゃぇくけゃ くぇ ちっさっきけくうは ゃ 
おさぇは くぇ のくう. 〈け っ こさうしなょっくけ くぇ おぇさょうけかけゅぇ いぇ くっゅけゃうすっ 
ういおかのつうすっかくう いぇしかせゅう ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きっょうちうくぇすぇ う いょさぇゃっ-
けこぇいゃぇくっすけ. 
] こけきけとすぇ くぇ こさけそっしけさ ′ぇつっゃ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ╋╀┿╊ しぇ 

けぉせつっくう きっしすくうすっ  おぇさょうけかけいう, しなとっしすゃっく っ  こさうくけしなす きせ 
う いぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ けすょっかっくうっ いぇ うくゃぇいうゃくぇ おぇさょうけかけゅうは 
おなき ぉけかくうちぇすぇ. 
‶さっょう すさう ゅけょうくう さけょっくうはす ゃ ╉ぇいぇくかなお かっおぇさ しすぇくぇ くけ-

しうすっか う くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ けすかうつうっ くぇ ╉ぇいぇくかなお – ‶けつっすっく 
ゅさぇあょぇくうく.

〈┿

′ぇつぇかけすけ くぇ せくうおぇかくぇ 
うしすけさうつっしおぇ しぉうさおぇ, 

おけはすけ こけおぇいゃぇ ゃ さぇいゃうすうっ 
かのすうっさしおけすけ  ういおせしすゃけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ょけくっしっくけ すせお けす 
╇すぇかうは, こけかけあうたぇ ゃ きせいっえ 
“╇しおさぇ” ゃ ょっくは くぇ くっゅけゃぇすぇ 
110-すぇ ゅけょうてくうくぇ – 29 のくう, 
おけゅぇすけ こさぇいくうおなす ぉっ つっしすゃぇく 
し こけさっょうちぇ けす しなぉうすうは.  『う-
ゅせかおう くぇ こなさゃうは きぇえしすけさ  ゃ 
╉ぇいぇくかなお - ╃うきうすなさ ╂っけさゅう-
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っゃ, けすおさうか ぇすっかうっ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 
1918 ゅけょうくぇ, しぇ ゃっつっ ゃ くけゃぇすぇ 
しぉうさおぇ, おけはすけ しすぇゃぇ こけしすけはくくぇ 
っおしこけいうちうは ゃ っょくぇ けす いぇかうすっ  
くぇ  きせいっは. ╉うすぇさう, きぇくょけかうくう, 
おけくすさぇぉぇしう  う  つっかぇ, ういさぇぉけ-
すっくう ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい こけしかっょ-
くうすっ ぉかういけ 100 ゅけょうくう, しぇ けとっ 
ゃ こけしすけはくくぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ 
╇╋ “╇しおさぇ”. ╇くしすさせきっくすう くぇ 
╇ゃぇく ]おけさょっゃ, せつうか きせいうおぇ ゃ 
╃さっいょっく ゃ しさっょぇすぇ くぇ 20 ゃっお, 

╀けさうし ¨さぇつっゃ,  ╃ぇくぇうか ┿ゃさぇ-
きけゃ, ′っくけ 【うゃぇつっゃ う ╇ゃぇく 
╀ういけゃ とっ しすけはす さっょけき し うく-
しすさせきっくすうすっ くぇ ょくってくうすっ おぇ-
いぇくかなておう かのすうっさう, し うきっくぇ, 
こけいくぇすう くっ しぇきけ せ くぇし, くけ う ゃ 
ちはかぇ ╄ゃさけこぇ. 〉くうおぇかくけ きはしすけ 
ゃ っおしこけいうちうけくくぇすぇ いぇかぇ いぇ-
っきぇ きぇおっす っょくけ おなき っょくけ くぇ 
しすぇさぇ  おぇいぇくかなておぇ  かのすうっさ-
しおぇ  さぇぉけすうかくうちぇ けす くぇつぇかけ-
すけ くぇ 20-すう ゃっお. ‶け ゃさっきっ くぇ 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ ういかけあぉぇすぇ, こけ 
すさぇょうちうは, ゃ ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ う 
こさけしかせてゃぇくっ くぇ くけゃう うくしすさせ-
きっくすう, ういさぇぉけすっくう けす きっしすくう 
ぇゃすけさう. 
 ╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ” 

っ けしくけゃぇく けす おぇいぇくかなておうは 
くぇさけょっく ぉせょうすっか ‶っすなさ 〈け-
こせいけゃ おぇすけ “╋せいっえ いぇ しすぇさうくう 
う ういおせしすゃぇ”. ╋せいっえ “╇しおさぇ” っ 
くぇえ-ゅけかっきうはす けぉとうくしおう おせか-
すせさっく うくしすうすせす ゃ ╉ぇいぇくかなお し 
けぉけしけぉっくう けぉっおすう - 〈さぇおうえ-
しおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ, こぇきっすくうお 
こけょ いぇおさうかぇすぇ くぇ ぃ′╄]╉¨,  

╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ, ╃けき “┿おぇょ. 
‶っすおけ ]すぇえくけゃ”, ╄すくけゅさぇそしおう 
おけきこかっおし う たうかはょう っおしこけくぇすう 
けす ┿くすうつくぇすぇ っこけたぇ ょけ くぇてう 
ょくう, くはおけう けす おけうすけ, おぇすけ いかぇす-
くうすっ すさぇおうえしおう しなおさけゃうとぇ けす 
4-すう ゃっお こさ.く.っ. - しなし しゃっすけゃくけ 
いくぇつっくうっ. ‶けいょさぇゃかっくうは おなき 
っおうこぇ くぇ きせいっは くぇ すなさあっしすゃけ 
こけ しかせつぇえ さけあょっくうは きせ ょっく 
こけょくっしけたぇ いぇき. けぉかぇしすくうはす 
せこさぇゃうすっか - ╂ぇかうくぇ ]すけはくけ-
ゃぇ, おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ╉ぇいぇく-
かなお ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, おけかっゅう 
けす ょさせゅう おせかすせさくう うくしすうすせすう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお う きせいっう ゃ しすさぇくぇ-
すぇ, おぇおすけ う こけいょさぇゃうすっかっく ぇょ-
さっし けす うしすけさうつっしおぇすぇ おぇすっょさぇ 
くぇ ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす 
“‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさしおう”. ′ぇせつくぇ 
おけくそっさっくちうは  こさけしかっょう  うし-
すけさうはすぇ くぇ  きせいっえくけすけ ょっかけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, こけかけあっくぇ こさっい 1911 
ゅけょうくぇ. ╇いおかのつうすっかくうはす こさう-
くけし くぇ ╃うきうすなさ 』けさぉぇょあうえ-

しおう-』せょけきうさ いぇ おさぇっゃっょしすゃけ-
すけ う けぉけゅぇすはゃぇくっすけ くぇ そけくょぇ 
くぇ きせいっは う たせょけあっしすゃっくぇすぇ 
ゅぇかっさうは, きはしすけすけ くぇ ╃けき-きせ-
いっえ „┿おぇょ.‶っすおけ ]すぇえくけゃ”, 
けすおさうゃぇくっすけ くぇ 》せょけあっしすゃっ-
くぇすぇ ゅぇかっさうは, ╄すくけゅさぇそしおうは 
おけきこかっおし う ╋せいっは くぇ さけいぇすぇ 
しぇ すっきう けす ょけおかぇょうすっ くぇ そけ-
させきぇ, こせぉかうおせゃぇくう ゃ くぇえ-くけ-
ゃけすけ ういょぇくうっ くぇ „╉ぇいぇくかなお ゃ 
きうくぇかけすけ う ょくっし”, ういかはいかけ けす 
こっつぇす いぇ のぉうかっは. 
╁ しかけゃけすけ しう こさう けすおさうゃぇくっ-

すけ ょうさっおすけさなす ょ-さ ╉けしぬけ ╆ぇ-
さっゃ けぉはゃう, つっ こさっょしすけう けぉけ-
しけぉはゃぇくっすけ くぇ くぇせつくけ いゃっくけ 
おなき きせいっは, いぇ おけっすけ ゃっつっ しっ 
さぇぉけすう しなゃきっしすくけ し くぇて せくう-
ゃっさしうすっす. ╇ょっはすぇ とっ くぇきっさう 
こけょおさっこぇ けす ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
- ╉ぇいぇくかなお, けぉっとぇ こさっょしっ-
ょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╇ょっはすぇ  ょぇ しっ けぉはゃう おけく
おせさし いぇ すせさうしすうつっしおけ かけゅけ 
う しかけゅぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお っ くぇ 
ゅさせこぇすぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ
¿é¡,  ゃけょっくぇ けす  ういこなかくう
すっかくうは ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっ
くぇか” ┿╃ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 
『っかすぇ っ  かけゅけすけ う しかけゅぇくなす 
ょぇ しすぇくぇす  つぇしす けす けそうちうぇか
くうすっ しうきゃけかう くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇ ちっかすぇ, けぉぇつっ, とっ すさはぉゃぇ 
ょぇ しっ くぇこさぇゃう しこっちうぇかくけ 
こさっょかけあっくうっ  いぇ こさけきっくう ゃ 
′ぇさっょぉぇすぇ いぇ きっしすくぇすぇ しうき
ゃけかうおぇ, おけっすけ ょぇ しっ ゅかぇしせゃぇ 
くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす. ╃けすけゅぇゃぇ ]ょさせあっ
くうっすけ くぇ さっしすけさぇくすぬけさうすっ 
う たけすっかうっさうすっ とっ こけかいゃぇす 
くけゃけすけ かけゅけ う しかけゅぇく いぇさぇ
ょう ゃっょさけすけ せしっとぇくっ, おけっすけ 
しないょぇゃぇ. 〈け とっ しっ こけはゃう くぇ 
きっしすくう しせゃっくうさう けとっ すけいう 
しっいけく. 
╁ぇさうぇくすう いぇ すせさうしすうつっしおけ 

かけゅけ う しかけゅぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお 
しぇ ういこさぇすうかう せつぇしすくうちう けす 
╉ぇいぇくかなお,  【せきっく,  ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ, ╂ぇぉさけゃけ, ]けそうは,  
おぇおすけ う ぉなかゅぇさう, あうゃっっとう  ゃ 
╃ぇくうは, 》けかぇくょうは う ┿くゅかうは.  
′ぇ 8-きう のかう  こさっょしすぇゃう

すっかう くぇ ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ
¿é¡ とっ けぉはゃはす けそうちうぇかくけ 
さっいせかすぇすうすっ けす おけくおせさしぇ.  
‶さっょ きっしすくうは ぉういくっし とっ ぉな
ょぇす  こけおぇいぇくう う けしすぇくぇかうすっ 
ういこさぇすっくう, くけ くっ おかぇしうさぇくう, 
こさけっおすう いぇ かけゅけ う しかけゅぇく, し 
うょっはすぇ ょさせゅうすっ ょけぉさう こさっょ
かけあっくうは ょぇ くぇきっさはす しゃけうすっ 

ぇょさっしぇすう. ╁しっおう ぉういくっしきっく, 
おけえすけ あっかぇっ う しう たぇさっしぇ 
くはおけえ ょさせゅ けす ういこさぇすっくうすっ 
こさけっおすう, とっ きけあっ ょぇ ゅけ けす
おせこう.
‶けぉっょうすっかはす ゃ おけくおせさしぇ 

とっ けすくっしっ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇ
ょぇ けす 1100 かっゃぇ. ′ぇゅさぇょぇすぇ 
っ けぉとぇ, すなえ おぇすけ ぇゃすけさなす くぇ 
かけゅけすけ こっつっかう う おけくおせさしぇ いぇ 
しかけゅぇく.  
¨す 30-すっ ういこさぇすっくう こさっょ

かけあっくうは, 13 ゃっつっ しぇ しっかっお
すうさぇくう いぇ しこっちうぇかくぇ ういかけあ
ぉぇ くぇ けすおさうすけ, おけはすけ とっ しっ 
こけょさっょう こさっょ  ╃╉ „┿さしっくぇか” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお ゃ しなぉけすぇ – 9 のかう, 
けす 11 つぇしぇ. 
╇いぉさぇたきっ かけゅけ う しかけゅぇく,  

おけうすけ しぇ くっゃっさけはすくけ あういくっ
くう う すっ おぇさぇす ょぇ ゅう いぇこけき
くうて う しっ せしきうたくって おぇすけ ゅう 
ゃうょうて, おぇすっゅけさうつっく っ こさっょ
しっょぇすっかはす くぇ  あせさうすけ ]すっそぇく 
╀けあおけゃ. ]こけさっょ おけかっゅぇすぇ きせ 
╉けかぬけ ╉ぇさぇきそうかけゃ こさっょこけ
つっすっくうはす こさけっおす っ すぇおなゃ, つっ 
しすけう くっゃっさけはすくけ  っかっゅぇくすくけ 
う おさぇしうゃけ  くぇ さぇいかうつくう ゃう
ょけゃっ しせゃっくうさう, さっおかぇきくう すっ
くうしおう, てぇこおう う ゃしうつおけ, おけっ
すけ きけあっ つけゃっお ょぇ けすくっしっ いぇ 
しこけきっく  けす ╉ぇいぇくかなお. ╁ぇあくぇ 
けしけぉっくけしす っ, つっ いぇ さぇいかうおぇ 
けす ゃしうつおけ こけいくぇすけ ょけしっゅぇ, 
しゃなさいぇくけ し さっおかぇきぇすぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ こさっょこけつっすっくうは 
こさけっおす くはきぇ こけいくぇすうは ょけしっ
ゅぇ おぇいぇくかなておう しうきゃけか - さけ
いぇすぇ. 

ぅくぇ 〈さうそけくけゃぇ

〉《╇《 〉╅ぁ╅]《 』 ̈ 』【《『¨っ

╋けきっくす けす さぇぉけすぇすぇ くぇ あせさうすけ

くぇ  ╇いこなかくうすっかくぇすぇ おけきうしうは くぇ ╂╄[╀. ‶さっょう 
すけゃぇ すは こけかせつう 118 ゅかぇしぇ けす 140 ゃないきけあくう  くぇ 
きっしすっく ╂╄[╀ そけさせき. ‶さっい しっょきうちぇすぇ う ょゃぇ-
きぇすぇ おぇくょうょぇすう いぇはゃうたぇ くぇきっさっくうっ いぇ こけいう-
すうゃくぇ う つっしすくぇ くぇょこさっゃぇさぇ, いぇ ょぇ しっ こさけきっくう 
しっゅぇてくけすけ しすぇすせおゃけ. ′ぇ けぉとうくしおぇすぇ しう おけく-
そっさっくちうは きっしすくうすっ しけちうぇかうしすう くけきうくうさぇたぇ 
う 36 しゃけう つかっくけゃっ いぇ おぇくょうょぇすう いぇ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうちう, ╂╄[╀-くけきうくぇちううすっ けおけくつぇすっかくけ 
とっ しぇ そぇおす ゃ くぇつぇかけすけ くぇ ぇゃゅせしす.
‶けきけかっく ょぇ おけきっくすうさぇ ういょうゅくぇすぇすぇ けそう-

ちうぇかくけ おぇくょうょぇすせさぇ いぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお けす 
きっしすくぇすぇ ╀]‶, ゃ かうちっすけ くぇ くぇしすけはとうは こさっょ-
しっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす ╁ぇしうか ]ぇきぇさ-
しおう, くぇさけょくうはす こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀ ╄きうか 
╉ぇさぇくうおけかけゃ いぇはゃう: „《けさせきなす くぇ しけちうぇかう-
しすうすっ こけおぇいぇ, つっ しっ すなさしはす くけゃう かうちぇ う くけゃう 
せこさぇゃかっくちう”.
〈けえ ょけこなかくう, つっ けす ╂╄[╀ くっ こけょちっくはゃぇす くうすけ 

っょうく けす ょけしっゅぇ ういょうゅくぇすうすっ けす しゃけうすっ しすさせおすせ-
さう おぇくょうょぇすう いぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお う こさけゅくけ-
いうさぇ すさせょくぇ おきっすしおぇ ぉうすおぇ う ぉぇかけすぇあ.
′ぇ こさっしおけくそっさっくちうは こさっい しっょきうちぇすぇ おぇく-

ょうょぇす-おきっすなす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ぉっ おぇ-
すっゅけさうつくぇ: „′っ きけあっき ょぇ さってうき こさけぉかっきうすっ 
しなし しなとけすけ きうしかっくっ, し おけっすけ しきっ ゅう しないょぇかう.
╇きぇき しきっかけしすすぇ ょぇ いぇしすぇくぇ くぇさぇゃくけ し きなあっすっ, 
ぇ ゃういうはすぇ きう いぇ けぉとうくぇすぇ っ しなゃしっき さぇいかうつくぇ 
けす くぇしすけはとぇすぇ ゃ きけきっくすぇ“, ょけこなかくう すは. ╁ ぉうす-
おぇすぇ くぇっしっく とっ うきぇ こけくっ けとっ すさうきぇ うゅさぇつう: 
╃さぇゅけきうか ╇ゃぇくけゃ けす ┿〈┿╉┿, ╂っけさゅう ╉ぇかうつおけゃ 
けす [╆] う くぇしすけはとうはす おきっす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ. 
′っ しぇ ういおかのつっくう う ょさせゅう ういくっくぇょう.

〈┿

ぢづだぱぎでだづ ぞんぶぎゑ でどんぞん とんゑんずぎづ 
ぞん だづがぎぞ „でどんづん ぢずんぞごぞん”

』ぇしす けす きせいっえくぇすぇ しぉうさおぇ

ごげゐだづご 2011:
ごゎづんどん ぢだぶぞん. とだざ とだゎだ?

]ぇきぇさしおう

]すけはくけゃぇ



78 юли 2011 г. ぢëí£Öóîó ó öëíÑóîóó   ゑñöñëíÖó

〉╊ 』ぇ╋╅]っ╇╅〈 ′╅ 〉¨ぅ《!
でöÜú¡Ü とéÖñç, 29 ÇÜÑóÖó Öíôí¿Öó¡ îñê:  ょ]』[¨【╊ 〉╅『《╉〉  ̈ 》『╅′〉¨を  ̈– 

』  〈╊╉, ╋╊╈╅ ¨ ╈『ぇ〈《【╊╇¨を¨

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

╉┿╊╄′╃┿[ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

08 のかう – ]ゃ. ゃきつお. ‶さけおけこう, こけおさけゃうすっか くぇ こつっかうすっ う こつっかぇさう-
すっ; 390 ゅ. けす さけあょ. くぇ ╅ぇく ょぬけ ╊ぇそけくすっく – そさっくしおう こけっす う ぉぇし-
くけこうしっち; 356 こさ. 》さ. - さけょっく っ ┿かっおしぇくょなさ III ╋ぇおっょけくしおう, ゃっかうお 
こなかおけゃけょっち う ょなさあぇゃくうお.
09 のかう – 155 ゅ. けす さけあょ. くぇ ┿きぇょっけ ┿ゃけゅぇょさけ – ういしかっょけゃぇすっか くぇ 
ぇすけきくうすっ う きけかっおせかくうすっ すっゅかぇ くぇ たうきうつっしおうすっ っかっきっくすう; 155 ゅ. 
けす さけあょ. くぇ ′úおけかぇ 〈éしかぇ – たなさゃぇすしおう せつっく, つうっすけ うきっ くけしう っょう-
くうちぇすぇ きはさおぇ いぇ うくすっくいうすっすぇ くぇ きぇゅくうすくうすっ ゃなかくう.
10 のかう – 45 ゅ. けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ すっかっゃういうけくくぇ う 〉╉╁ しすぇくちうは 
くぇ ゃさなた ╀けすっゃ; 110 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさしおうは あっくしおう しなのい.
11 のかう - 110 ゅけょうくう けす さけあょっくうっすけ くぇ ╇かうは ╀っておけゃ – おぇさうおぇ-
すせさうしす う うかのしすさぇすけさ.
12 のかう - ‶さぇいくうお くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ ゅゃぇさょっえしおぇ つぇしす ゃ [╀; 20 ゅ. けす 
こさうっきぇくっすけ くぇ ╉けくしすうすせちうはすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは けす ╁′]; 90 ゅ. けす しき. くぇ 
╂ぇぉさうっか ╊うこきぇく - そさっくしおう そういうお けす っゃさっえしおう こさけういたけょ, けすおさうか 
ちゃっすくぇすぇ う うくすっゅさぇかくぇすぇ そけすけゅさぇそうは, くけしうすっか くぇ ′けぉっかけゃぇ くぇ-
ゅさぇょぇ; ‶さっょう 135 ゅけょうくう うすぇかうぇくしおぇすぇ ちうさおけゃぇ ぇさすうしすおぇ ╋ぇさうは 
]こっかすっさうくぇ こさっきうくぇゃぇ いぇ 11 きうくせすう くぇょ ′うぇゅぇさしおうは ゃけょけこぇょ こけ 
けこなくぇすけ くぇょ くっゅけ ゃなあっ. ╆ぇ けとっ 10 きうくせすう すは せしこはゃぇ ょぇ しっ ゃなさくっ 
けぉさぇすくけ, たけょっえおう くぇいぇょ, ぇ しっょきうちぇ こけ-おなしくけ こけゃすぇさは けこうすぇ しう, くけ 
ゃっつっ しなし いぇゃなさいぇくう けつう.
13 のかう – 65 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ こぇさぇてせすくうは しこけさす せ くぇし; 145 
ゅ. けす こけかぇゅぇくっすけ くぇ ょなくけすけ くぇ ┿すかぇくすうつっしおうは けおっぇく くぇ こなさゃうは ゃ 
しゃっすぇ すっかっゅさぇそっく おぇぉっか, しゃなさいゃぇと ╁っかうおけぉさうすぇくうは う ]┿】; 60 ゅ. 
けす しき. くぇ ┿さくけかょ 【けくぉっさゅ - ぇゃしすさうえしおう おけきこけいうすけさ, っょうく けす くぇえ-
はさおうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ きけょっさくういきぇ ゃ きせいうおぇすぇ.
14 のかう – 70 ゅ. けす ゃかういぇくっすけ いぇ こさなゃ こなす ゃ ぉけえ くぇ いくぇきっくうすぇすぇ 
„╉ぇすのてぇ”.

15 のかう – ‶なさゃうはす ょっく けす ╂けさっとくうちうすっ - すさうょくっゃっく こさぇいくうお ゃ 
つっしす くぇ しかなくちっすけ う けゅなくは; 95 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ けす 〉うかはき ╀けうくゅ くぇ 
しぇきけかっすくぇすぇ おけきこぇくうは „╀けうくゅ”.
16 のかう – 90 ゅ. けす しき. くぇ  ╋ぇさおけ ╀ぇかぇぉぇくけゃ – おくうあけゃくうお, けぉとっしす-
ゃっくうお う こさなゃ さっょぇおすけさ くぇ しこ. ”』うすぇかうとっ”. ‶さっょう 350 ゅ. いぇさぇょう 
くっょけしすうゅ くぇ しさっぉなさくう きけくっすう ゃ てゃっょしおぇすぇ ぉぇくおぇ ゃ ]すけおたけかき しぇ 
ういょぇょっくう こなさゃうすっ こぇさうつくう ぉぇくおくけすう ゃ ╄ゃさけこぇ.
17 のかう - 190 ゅ. けす ゅうぉっかすぇ くぇ ╇くょあっ ゃけえゃけょぇ, いぇゅうくぇか おさぇえ さっおぇ 
‶させす ゃ しさぇあっくうっ し すせさちうすっ; 65 ゅ. けす ういかういぇくっすけ くぇ ╆ぇおけくぇ いぇ けさ-
ゅぇくういうさぇくっ くぇ しすぇすうしすうおぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.
18 のかう - ╃っく くぇ ╂さぇあょぇくしおぇすぇ いぇとうすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは, しないょぇょっくぇ 
こさっい 1936 ゅ.
19 のかう - ╃っく くぇ ょうこかけきぇちうはすぇ せ くぇし – こさっい 1879 ゅ. おくはい ┿かっお-
しぇくょなさ ┶ くぇいくぇつぇゃぇ し せおぇい  こなさゃうすっ ぉなかゅぇさしおう ょうこかけきぇすうつっしおう 
こさっょしすぇゃうすっかう ゃ つせあぉうくぇ; 115 ゅ. けす さけあょ. くぇ ┿さつうぉぇかょ ╉さけくうく 
– てけすかぇくょしおう かっおぇさ う こうしぇすっか /”『うすぇょっかぇすぇ”/.
20 のかう – ]ゃ. こさけさけお ╇かうは; ╇かうくょっく うかう ╇かうは ╂さなきけゃうお; ‶さぇい-
くうお くぇ こうゃけゃぇさうすっ; 120 ゅ. けす せつさっょはゃぇくっすけ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ しけ-
ちうぇかょっきけおさぇすうつっしおぇ こぇさすうは; ╋っあょせくぇさけょっく ょっく くぇ てぇたきぇすぇ.
21 のかう - 25 ゅ. けす しき. くぇ ╂っけさゅう 『ぇくっゃ - かうすっさぇすせさっく おさうすうお う 
うしすけさうお; 215 ゅ. けす しき. くぇ てけすかぇくょしおうは こけっす [けぉなさす ╀なさくし; 195 ゅ. 
けす さけあょ. くぇ  ぉぇさけく ‶ぇせか ぃかうせし そけく [けえすっさ –  しないょぇすっか くぇ っょくけう-
きっくくぇすぇ うくそけさきぇちうけくくぇ ぇゅっくちうは; 90 ゅ. けす ゃなゃっあょぇくっすけ せ くぇし くぇ 
いぇょなかあうすっかくけ う ぉっいこかぇすくけ 7-ゅけょうてくけ けぉさぇいけゃぇくうっ; 30 ゅ. けす しき. 
くぇ ╊のょきうかぇ ╅うゃおけゃぇ - ぉなかゅぇさしおう こけかうすうお, うしすけさうお.    

′ぇ 8 のかう っ 
こさぇいくう-

おなす くぇ こつっ-
かうすっ, つうえすけ 
こけおさけゃうすっか っ 
]ゃっすう ‶さけおけ-
こう-‶つっかぇさ. 
╁ きうくぇかけすけ 
こ つ っ か ぇ さ う す っ 
おけかっかう おせさ-
ぉぇく ゃ つっしす 
くぇ しゃっすっちぇ, ぇ 
しゃっとっくうおなす 

こけさなしゃぇか おけてっさうすっ. ¨しゃっ-
とぇゃぇかう しっ くけゃうはす きっょ う けぉ-
さっょくうはす たかはぉ し ういけぉさぇいっく くぇ 
くっゅけ おけてっさ. ¨しゃっすっくうはす きっょ 
しこけさっょ こけゃっさうっすけ っ かっおけゃうす 
- し くっゅけ きぇあぇす せあうかっくけ, ぉけか-
くけ ゅなさかけ, かっおせゃぇす う てぇさおぇ.
′ぇ 15, 16 う 17 のかう しぇ ╂け-

さっとくうちうすっ – すけゃぇ しぇ すさうすっ 
くぇえ-すけこかう ょくう こさっい ゅけょうくぇ-
すぇ, きくけゅけ すぇつっくう けす くぇさけょぇ, 
いぇとけすけ しっ いくぇっ, つっ けす ょさっゃくう 
ゃさっきっくぇ ぉなかゅぇさうくなす しっ こさっ-
おかぇくは こさっょ けゅなくは う つっ ゃ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ おなとぇ けゅくうとっすけ くう-
おけゅぇ くっ いぇゅぇしゃぇ. 》けさぇすぇ  しっ 
けすくぇしはかう し こけつうす おなき しゃっす-
おぇゃうちうすっ, ゅさなきけすっゃうちうすっ う 
けゅくっくうすっ しすうたうう, おけうすけ しっ 
ゃうたさはす こさっい かはすけすけ. ‶なさゃうはす 
╂けさっとくうお - 15 のかう, しこかぇて-
ゃぇ しすけこぇくうすっ し ぇょしおぇ あっゅぇ 
う ゅさなきけすっゃうちう. ╁すけさうはす - 
16 のかう, くけしう けとっ こけ-しうかくう 

すなすっくう. ′け くぇえ-しすさぇてっく っ 
すさっすうはす ╂けさっとくうお. ¨ゅなくはす 
すけゅぇゃぇ しぇき しかういぇか けす くっぉっ-
すけ, こけょこぇかゃぇか しくけこうすっ, さぇい-
さぇいはゃぇかう しっ しすさぇてくう かっすくう 
ぉせさう. ╆ぇすけゃぇ くっ しっ あなくっ, くっ 
しっ おけこぇっ, くっ しっ こかぇしすう しっくけ. 
]こけさっょ こけゃっさうっすけ - おけえすけ くっ 
こさぇいくせゃぇ ╂けさっとくうちうすっ, きせ 
しっ こけょこぇかゃぇ おなとぇすぇ. 》かっぉぇ-
さうすっ, おけゃぇつうすっ, おぇかぇえょあう-
うすっ う ぉぇおなさょあううすっ こなお くっ 
さぇぉけすはす う ゅかっょぇす くぇ すけいう ょぇく 
ょぇ くぇこさぇゃはす ょけぉさけ くぇ しうさけ-
きぇしう う しうさぇちう.
『うおなかなす くぇ かっすくうすっ こさぇい-

くうちう いぇゃなさてゃぇ くぇ 20 のかう  
- ╇かうくょっく, おけゅぇすけ しっ こけつうすぇ 
]ゃ. ‶さけさけお ╇かうは, くぇさうつぇく 
けとっ ╂さなきけゃうお, いぇとけすけ しっ 
ゃはさゃぇ, つっ すけえ ゃかぇょっっ ゅさなきけ-
すっゃうちうすっ う しゃっすおぇゃうちうすっ. ╁ 
くぇさけょくうすっ こさっょしすぇゃう しゃっすっ-
ちなす こさっこせしおぇ こけ くっぉっすけ しなし 
いかぇすくぇ おけかっしくうちぇ, けす おけは-
すけ ういこさぇとぇ けゅくっくう しすさっかう. 
〈ぇいう ぇしけちうぇちうは ょぇゃぇ けしくけ-
ゃぇくうっ ゃ すけいう ょっく ょぇ こさぇいくせ-
ゃぇす けさなあっえくうちうすっ.
‶さけさけおなす しっ ゃないょなさあぇか けす 

たさぇくぇ, ぉうか しおさけきっく ゃ けぉかっお-
かけすけ しう う しすさけゅ おなき しっぉっ しう. 
╆ぇさぇょう せょうゃうすっかくぇすぇ しう しゃは-
すけしす っ しきはすぇく いぇ “くっぉっしっく つけ-
ゃっお” う “いっきっく ぇくゅっか”.  ‶さけさけ-
つっしおけすけ きせ しかけゃけ ぉうかけ おぇすけ 
こかぇきすはとぇ しゃっと, けしゃっすはゃぇとぇ 

きさぇおぇ ゃ つけゃっておうすっ ょせてう.
′ぇ ╇かうくょっく しすぇゃぇす しぉけ-

さけゃっ, こさぇゃはす しっ けぉとう すさぇ-
こっいう. ¨すおけかってっく けぉうつぇえ っ 
ょぇ しっ いぇおけかう くぇえ-しすぇさうはす 
こっすっか. ╉さぇえ くはおけう きぇくぇ-
しすうさう うきぇ しゃっとっくう ょなさゃっすぇ 
(きっしすぇ いぇ けぉさけお) うかう しおぇかう 
し ょせこおう, こさっい おけうすけ たけさぇすぇ 
しっ こさけゃうさぇす う こさけゃっさはゃぇす 
ょぇかう しぇ こさぇゃっょくう. ╇きぇ こけ-
ゃっさうっ, つっ ぇおけ くぇ ╇かうくょっく 
いぇゅなさきう, けさったうすっ う かってくう-
ちうすっ とっ しぇ きぇかおけ. ╁うくけすけ, 
けぉぇつっ, とっ っ たせぉぇゃけ. ┿おけ くっ 
ゅなさきう, ぉせかおうすっ とっ いぇつっ-
ゃぇす こけ-かっしくけ う とっ ぉかういくはす.                                                                                                                                        
╁ すけいう ょっく しっ つっしすゃぇ  あっしすけ-
おけ こけすせてっくけすけ ╇かうくょっくしおけ-
‶さっけぉさぇあっくしおけ ゃなしすぇくうっ 
けす 1903 ゅ. ╁ しすぇくぇかうすっ 239 
しさぇあっくうは しさっとせ 350-たうかはょ-
くぇすぇ すせさしおぇ ぇさきうは しっ しさぇ-
あぇゃぇす 26 たうかはょう ゃなしすぇくうちう. 
╆ぇゅうゃぇす 994 けす すはた, けこけあぇ-
さっくう しぇ 201 しっかぇ, せぉうすう しぇ 
4600 ょせてう きうさくけ くぇしっかっ-
くうっ, ぇ ょさせゅう 25 000 っきうゅさう-
さぇす ゃ ╉くはあっしすゃけ ╀なかゅぇさうは.                                       
╇きっく ょっく うきぇす くけしっとうすっ 
うきっくぇすぇ ╇かうは, ╇かうはく,╇かうく, 
╇かうくぇ, ╇かうはくぇ, ╇かおけ, ╇かつけ, 
╊うくぇ, ╇くくぇ う ょさせゅう. ′ぇ 
╇かうくょっく こさぇいくせゃぇす こうゃけゃぇ-
さうすっ, けゅくっぉけさちうすっ, おけあせたぇ-
さうすっ, しぇきぇさょあううすっ, そせさくぇ-
ょあううすっ う ょさ.

]なゃさっきっくくうちうすっ きせ すけこかけ  う 
し くっしおさうすぇ しうきこぇすうは ゅけ くぇさう-
つぇかう „ぉぇえ ‶っすなさ”. ╀うか ょさっぉっく, 
きくけゅけ あうゃ う こなさゅぇゃ つけゃっお, し 
ぉなさいぇ う かけゅうつくぇ きうしなか, し せょう-
ゃうすっかくぇ しこけしけぉくけしす ょぇ さぇぉけすう 
う ょぇ せぉっあょぇゃぇ, „うしすうくしおう くぇ-
さけょくうお”, おぇおすけ おぇいゃぇ いぇ くっゅけ 
』せょけきうさ. ╀うか っくちうおかけこっょうつ-
くぇ かうつくけしす し さぇいくけしすさぇくくう うく-
すっさっしう. ╇ し きくけゅけ, きくけゅけ うょっう. 
Îとっ こさっい 1902 ゅ. おぇすけ こけきけと-
くうお-おきっす こけゃょうゅぇ ゃなこさけしぇ  いぇ 
っかっおすさうそうおぇちうはすぇ くぇ ゅさぇょぇ, 
しかっょ すけゃぇ いぇ  いぇかっしはゃぇくっすけ, いぇ 
ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ しぇぇくしおう おけいう けす 
【ゃっえちぇさうは, ういゃっしすくう し きくけ-
ゅけすけ しう きかはおけ,  いぇ しなぉうさぇくっすけ 
う しなたさぇくはゃぇくっすけ くぇ „ぇくすうおう”, 
しゃなさいぇくう し うしすけさうはすぇ くぇ かの-
ぉうきうは きせ ╉ぇいぇくかなお.
‶っすなさ 〈けこせいけゃ っ さけょっく くぇ 20 

のくう 1866 ゅ. ╃はょけ きせ, けゃつぇさ 
けす ╋なゅかうあ, しっ こさっしっかゃぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお. [けょなす くぇ ‶. 〈けこせいけゃ 
こけ かうくうは くぇ きぇえおぇ きせ ′っょぇ 
╋っさょあぇくけゃぇ っ けす ╉けこさうゃとう-
ちぇ. ╀ぇとぇ きせ ╇ゃぇく 〈けこせいけゃ ぉうか  
ぇぉぇょあうは, くっせお つけゃっお, おけえすけ 
せしこはか ょぇ ういせつう う てっしすすっ しう 
ょっちぇ, つっすうさう けす おけうすけ ぉうかう 
くぇさけょくう せつうすっかう. ′ぇえ-ゅけかっ-
きうはす っ ‶っすなさ. ‶なさゃけくぇつぇかくけ 
すけえ せつう ゃ ╉ぇいぇくかなお, ぇ しかっょ 
すけゃぇ ゃ ‶かけゃょうゃしおぇすぇ ゅうきくぇ-
いうは. ╆ぇゃなさてゃぇ おせさし いぇ いぇこぇし-
くう けそうちっさう う こけしすなこゃぇ くぇ ゃけ-
っくくぇ しかせあぉぇ. ╃けぉさけゃけかっち っ ゃ 
]さなぉしおけ-ぉなかゅぇさしおぇすぇ ゃけえくぇ.
‶け うくうちうぇすうゃぇ くぇ ‶っすなさ 

〈けこせいけゃ, おぇすけ せつうすっか ゃ ╉ぇか-
こぇおつうえしおけすけ せつうかうとっ, ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお しっ けすおさうゃぇ ゃっつっさくけ 

つうさぇておけ せつうかうとっ. ‶け くっゅけゃけ 
くぇしすけはゃぇくっ しっ しないょぇゃぇ おけきう-
すっす, くぇ おけえすけ すけえ っ しっおさっすぇさ, いぇ 
しすさけっあぇ くぇ すったくうつっしおけ せつうかう-
とっ ゃ ゅさぇょぇ, けすおさうすけ こさっい 1925 
ゅ. - ょくってくぇすぇ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあう-
っくけゃ”.
¨す くぇえ-さぇくくうすっ しう ゅけょうくう 

‶っすなさ 〈けこせいけゃ っ つかっく くぇ 〉つっ-
くけかのぉうゃぇ ょさせあうくぇ „╇しおさぇ”. 
′ぇさうつぇかう ゅけ „ぉせょくけすけ けおけ くぇ 
„╇しおさぇ”, すなえ おぇすけ こさっょかぇゅぇか 
きくけゅけ けぉとっしすゃっくけ こけかっいくう 
うょっう う ゅけゃけさっか くぇ くぇえ-さぇい-
かうつくう すっきう: いぇ こうはくしすゃけすけ, いぇ 
つっさおけゃくうは ゃなこさけし, いぇ たぇえょせ-
すうすっ, いぇ こけかいぇすぇ けす つっすっくっすけ… 
╉ぇすけ ぇおすぬけさ せつぇしすゃぇ ゃ っょくけ けす 
こなさゃうすっ こさっょしすぇゃかっくうは しかっょ 
¨しゃけぉけあょっくうっすけ – „]すけはく ゃけえ-
ゃけょぇ”, ゃ さけかはすぇ くぇ ゃなしすぇくうおぇ.
‶さっい かはすけすけ くぇ 1901 ゅ., ゃ きぇか-

おぇ しすぇうつおぇ おなき すっぇすなさぇ, ‶っ-
すなさ 〈けこせいけゃ こけょさっあょぇ ゃ っょうく 
ておぇそ: っょくぇ しさっょくけゃっおけゃくぇ 
きけくっすぇ けす ゃさっきっすけ くぇ ╇ゃぇく-
┿しっく ┶┶, くはおけかおけ すせさしおう きけくっ-
すう, っょくぇ あっかはいくぇ しすさっかぇ, いくぇ-
きっすけ, ういょうゅくぇすけ くぇ ╀せいかせょあぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ  こなさゃけすけ つっしすゃぇくっ 
くぇ こけょゃうゅぇ くぇ つっすぇすぇ くぇ 》ぇょ-
あう ╃うきうすなさ, くはおけかおけ あっかっい-
くう こさうぉけさぇ いぇ おけく, けしすぇくぇかう 
けす ゃけえくぇすぇ, つぇしす けす きさぇきけさっく 
てぇょさぇゃぇく, っょくぇ 28-おうかけゅさぇ-
きけゃぇ すうおゃぇ う っょくけ ぇゅくっ し てっしす 
おさぇおぇ. 》せょけあくうおなす ╇ゃぇく ╄く-
つっゃ-╁うょの ういさぇぉけすゃぇ おさぇしうゃ 
くぇょこうし „╋せいっえ”, おけえすけ けおぇつ-
ゃぇす くぇ ゃさぇすぇすぇ. 〈けゃぇ っ こなさゃぇ-
すぇ „っおしこけいうちうは” くぇ ょくってくうは 
╇しすけさうつっしおう きせいっえ „╇しおさぇ”, 
つうえすけ 100-ゅけょうてっく のぉうかっえ しっ 

つっしすゃぇ こさっい 2011 ゅ.
′ぇ 1 のくう 1924 ゅ. ういかういぇ こなさ-

ゃうはす ぉさけえ くぇ ゃ. „╉ぇいぇくかなておぇ 
╇しおさぇ”. ‶っすなさ 〈けこせいけゃ っ ゅかぇゃ-
くうはす う っょうくしすゃっく さっょぇおすけさ. 
‶けつすう ちっかうはす ゃっしすくうお っ くぇ-
こうしぇく けす くっゅけ. ]かっょ てっしすうは 
ぉさけえ ゃっしすくうおなす しすぇゃぇ こっつぇすっく 
けさゅぇく くぇ ょさせあうくぇ „╇しおさぇ”. ╁ 
さっょぇおちうけくくうは おけきうすっす ゃかういぇ 
う 〈けこせいけゃ. ╉けゅぇすけ こけ-きかぇょうすっ 
しっ こさけすうゃけこけしすぇゃはす くぇ しすうかぇ 
きせ, すけえ おぇいゃぇ: ”╂けしこけょぇ,  っょうく 
ゃっしすくうお おぇすけ くぇてうは すさはぉゃぇ ょぇ 
っ おぇすけ ぇたつうえくうちぇ /いぇおせしゃぇか-
くは/. 〈ぇき すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ う しせこぇ, 
う ぉせかぬけく, う さぇいくう ょさせゅう すなくおう 
ゅけいぉう, くけ ぇおけ くぇ きのとっさううすっ 
うき しっ こさうはょっ う ておっきぉっ-つけさぉぇ, 
とっ うき しゅけすゃうき! ╇ そぇしせか し かのすぇ 
つせておぇ ょぇ うきぇ! 〈せさはき すけつおぇ!”. 
]ぉなょゃぇ しっ きっつすぇすぇ きせ ゃっしすくう-
おなす ょぇ しすぇくっ しっょきうつくうお.
〈けこせいけゃ ういおかのつうすっかくけ ぇお-

すうゃくけ せつぇしすゃぇ ゃ けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ つっしすゃぇくうはすぇ くぇ 30-ゅけょうて-
くうくぇすぇ う くぇ 50-すぇすぇ ゅけょうて-
くうくぇ くぇ ょさせあうくぇ „╇しおさぇ”, こけ 
ゃさっきっ くぇ おけはすけ けさゅぇくういうさぇ う 
こなさゃぇすぇ けおけかうえしおぇ いっきっょっか-
しおぇ ういかけあぉぇ. ╋っあょせゃさっきっくくけ 
- くっ しこうさぇ ょぇ しなぉうさぇ う けこうしゃぇ 
こさっょきっすう いぇ きせいっは – ちっかう 29 
ゅけょうくう.
‶っすなさ 〈けこせいけゃ せきうさぇ くぇ 22 

のかう 1930 ゅ. ]なゅさぇあょぇくうすっ きせ 
ゅけ ういこさぇとぇす ゃ こけしかっょくうは きせ 
こなす すなさあっしすゃっくけ, し けゅさけきくけ 
せゃぇあっくうっ う こけつうす. ╆ぇ ょゃぇ きっ-
しっちぇ きせいっはす っ いぇこっつぇすぇく, しかっょ 
おけっすけ くっゅけゃ せさっょくうお しすぇゃぇ 』せ-
ょけきうさ.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう:
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ 《せすぉけかっく おかせぉ „┿さしっくぇか 2000” 
けぉはゃはゃぇ こさうっき  くぇ ょっちぇ, さけょっくう こさっい 2000 ゅ. , 2001 
ゅ. う 2002 ゅ., いぇ こけょゅけすゃうすっかくうすっ ゅさせこう くぇ 【おけかぇすぇ 
こけ そせすぉけか.
′っけぉたけょうきけ っ ょぇ こけょぇょっすっ きけかぉぇ こけ けぉさぇいっち, 

おけえすけ きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ けす ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さ-
しっくぇか” ┿╃, おぇおすけ う けす しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ 
いぇゃけょう うかう けす すさっくぬけさぇ ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ                  
すっか. 36 51 う 0887 749 705.
╉なき きけかぉぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ っ こさうかけあっくぇ ぉっかっあおぇ けす 

かうつくうは かっおぇさ - いぇ いょさぇゃくうは しすぇすせし う いぇ きうくぇかう いぇ-
ぉけかはゃぇくうは くぇ おぇくょうょぇすぇ.
╋っしっつくぇすぇ すぇおしぇ いぇ せつぇしすうっ っ 5 /こっす/ かっゃぇ. 〈は とっ 

しっ ういこけかいゃぇ いぇ しくぇぉょはゃぇくっ くぇ ょっちぇすぇ し っおうこうさけゃおぇ.

〉] くぇ 《╉ „┿さしっくぇか 2000”

《╆っ╇╅
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》ちかく 2011-てあ そていかしみくうあすか け  145 え. そて ちそきおかせけか-
てそ せあ そつせそうあてかしみ せあ すとくかこ „¨つさちあ” け せあ う. „¨つさちあ” 

‶さう ゃさなとぇくっすけ きせ ゃ ちった 
130, こさっい 1974-すぇ, ゅっくっさぇかっく 
ょうさっおすけさ くぇ ╃]¨ „╋っすぇかたうき”, 
つぇしす けす おけっすけ っ う ╋╉ „《さ. ╄く
ゅっかし”,  ょくっし „┿さしっくぇか”, っ ╁ぇしうか 
〈のさおっょあうっゃ. 〈けゅぇゃぇ しかせつぇえくけ 
]すけえおけ こさけつうすぇ しすぇすうは, こさっ
ゃっょっくぇ けす ぇきっさうおぇくしおけ しこうしぇ
くうっ, おけはすけ けこうしゃぇ こさうかぇゅぇくっすけ 
くぇ くけゃう しすぇすうしすうつっしおう きっすけょう 
くぇ おけくすさけか ゃなゃ ゃけっくくけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ. ]うかくけ っ ゃこっつぇすかっく 
う きっつすぇっ, すけゃぇ ょぇ しすぇくっ う すせお. 
╉けゅぇすけ こぇお しかせつぇえくけ, ょゃぇ きっ
しっちぇ こけ-おなしくけ, 〈のさおっょあうっゃ 
うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, うょっはすぇ くぇ 
]すけえおけ ╉なくっゃ っ こけょおさっこっくぇ 
くぇ 100% けす ゅっくっさぇかくうは ょう
さっおすけさ. /╃ぇ くっ こけゃはさゃぇて, つっ 
っょうく くぇつぇかくうお ちった きけあっ ょぇ 
ぉなょっ つせす!/. ╉なくっゃ くっ ゃはさゃぇ くぇ 
せてうすっ しう: ”╃さ. 〈のさおっょあうっゃ, いぇ 
くけゃぇすぇ しうしすっきぇ とっ くう すさはぉゃぇす 
くぇえ-きぇかおけ 100 たうかはょう かっゃぇ!”. 
¨すゅけゃけさなす っ: ”╇きぇて ゅう! ╃っえしす
ゃぇえ!”. ]すけえおけ ゃっつっ ぉうか くぇこさぇ
ゃうか したっきぇすぇ いぇ ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ くけゃぇすぇ しうしすっきぇ くぇ „しすぇすおけく
すさけか” う ぉなさいけ いぇこけつゃぇ さっぇかう
いぇちうはすぇ: さぇいきっしすゃぇくっ くぇ ちっかう 
さぇぉけすくう こかけとぇょおう, きぇてうくう..., 
こさう すけゃぇ, ぉっい こさけういゃけょしすゃけ
すけ ょぇ ぉなょっ しこうさぇくけ ういけぉとけ... 
]こっちうぇかくぇ おけきうしうは, ゃ おけはすけ, 
けしゃっく ╉なくっゃ, しぇ けとっ – ょうさっお
すけさなす くぇ いぇゃけょぇ ′うおけかぇえ ╃ぇ

]すけえおけ ╉なくっゃ っ けす 
けくっいう „こっつっくう” 

ぇさしっくぇかちう, いぇ おけうすけ 
くぇゃさっきっすけ し ょなかぉけおけ 
せゃぇあっくうっ さぇぉけすくう
ちうすっ おぇいゃぇたぇ, つっ  う 
ぉっい ょぇ しぇ いぇゃなさてう
かう ╁〉╆, しぇ こけ-ょけぉさう 
うくあっくっさう けす うくあっ
くっさうすっ し ょうこかけきぇ. 
[ぇいぉうさぇき ゅけ ぉなさいけ, 
おけかおけすけ う しおさけきくけ 
すけえ ょぇ こけつゃぇ さぇいおぇ
いぇ いぇ しっぉっ しう. ¨こうす
くけしすすぇ, こけいくぇゃぇくっすけ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, 
おけっすけ っ さなおけゃけょうか 
おぇすけ くぇつぇかくうお くぇ 
ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 2 
– 110 う 130, しっ さぇい
こけいくぇゃぇ ぉなさいけ.
╆ぇこけつゃぇ ゃ „┿さしっ

くぇか” おぇすけ きくけゅけ ょさせ
ゅう こけ すけゃぇ ゃさっきっ 
– こさっょう おぇいぇさきぇすぇ, 
こさっい 1951-ゃぇ. ╁さなとぇ 
しっ こさっい 1955-すぇ しかっょ 
すさう ゅけょうくう しかせあぉぇ ゃ 
〈ぇくおけゃぇすぇ ょうゃういうは ゃ 
]けそうは. ′ぇしすさけえつうお, 
しすぇさてう くぇしすさけえつうお 
ゃ 130 ちった くぇ ╆ぇゃけょ 
2, すったくけかけゅ ゃ しな
とうは ちった, ぇ けす おさぇは 
くぇ 1960-すぇ – う くっゅけゃ 
くぇつぇかくうお. ]かっょ 7 ゅけ
ょうくう ゅけ きっしすはす, おぇお
すけ すけゅぇゃぇ っ こさぇゃっくけ, 
ゃ ちった 110 くぇ しなとうは 
いぇゃけょ, いぇとけすけ ”さぇ
ぉけすぇすぇ すぇき くっとけ くっ 
ゃなさゃう”. ] っょくぇ ょせきぇ 
– ょぇ は „けこさぇゃう”. ╇ 
すぇおぇ – 7 ゅけょうくう, こけ
しかっ こぇお – ゃ ちった 130, 
いぇとけすけ こなお, すぇき くっ
とぇすぇ „いぇおなしゃぇす”.

ごゑんざずん づぎがご ぢだぎどごぶぞご どづぎずご
╆ぇ 16-ゅけょうてくぇすぇ ょっゃけえおぇ 

こけっいうはすぇ っ つぇしす けす  くっとぇ
すぇ, おけうすけ けしきうしかはす ょっかくうおぇ え.  
╇ゃぇえかぇ 〈けょけさけゃぇ っ  ょっゃっ
すけおかぇしくうつおぇ ゃ ]¨〉 „╄おいぇさた 
┿くすうき ‶なさゃう”. ‶うしぇくっすけ くぇ 
しすうたけゃっ ゃっつっ え くけしう  こけさっょう
ちぇ けす くぇゅさぇょう う こさういくぇくうっすけ 
くぇ こけつうすぇすっかうすっ くぇ さうきせゃぇ
くうすっ しすうたけゃっ. ]ぇきけ いぇ こけ
しかっょくうすっ  ょゃぇ きっしっちぇ ╇ゃぇえかぇ 
っ  こけかせつうかぇ ょゃっ  けすかうつうは いぇ  
しゃけは すぇかぇくす:  ゃすけさぇ くぇゅさぇょぇ 
ゃ すさっすぇ ゃないさぇしすけゃぇ  ゅさせこぇ 
くぇ 14-は ′ぇちうけくぇかっく かうすっ
さぇすせさっく おけくおせさし  „╊のぉけゃすぇ 
ゃ くぇし”, けさゅぇくういうさぇく  けす ╋う
くうしすっさしすゃけすけ くぇ  けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ.  

》ちかおしあえあすか うけ かおせそ そて
つてけにそてうそちかせけみてあ せあ ¨うあこしあ

╆ぇぉさぇゃっくけすけ とっ すう こぇいは

╀けかっいくっくけ すせお しう, ゃしなとくけしす すっ くはきぇ. 
‶さけとぇかくうすっ しかけゃぇ けとっ ゃ きっく すせこすはす. 
╊のぉけゃ くっこけおけさくぇ, ゃ おけえ なゅなか しっ ょはくぇ? 
]かはこけ ぉっいしなくうっ, つせゃしすゃぇすぇ きう くっ しこはす.

〉しっとぇき すっ すせお, し ぉせおゃうすっ  すっ ういこうしゃぇき. 
╁なこかなとぇゃぇき しっ ゃ すはた, つさっい くぇさうつぇくっ.
〈う しう すせお, ょぇあっ ゃ おぇかっくょぇさぇ ゅけょうてっく, 
ゃしはおぇ ょぇすぇ けすぉっかはいぇくぇ っ いぇ けぉうつぇくっ. 

]なかいぇ けすさけくゃぇき, ょゃっ すう こけしゃっとぇゃぇき, 
けつうすっ  しう こさっょう いぇゃうくぇゅう ょぇ けしすなおかは.
╆ぇぉさぇゃっくけすけ とっ すう こぇいは, けぉっとぇゃぇき .
′ぇ いぇおぇつぇかおぇすぇ ゃうしう ゃうくけゃくけ かのぉけゃすぇ.

╁ くぇつぇかけすけ くぇ きぇえ ╇ゃぇえかぇ っ し ょうこかけき 
う けす ′ぇちうけくぇかくうは かうすっさぇすせさっく おけく
おせさし  くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ おせかすせさぇすぇ 
う けぉとうくぇ ]かうゃっく  „╋けはすぇ こさうおぇいおぇ いぇ 
ょけぉさけすけ”. 

きはくけゃ, くぇつぇかくうおなす くぇ ¨〈╉ 
– ╅っかぬけ ╃あぇゃゅけゃ う こけかお.  
╉さなしすっゃ けす ╃]¨-すけ, いぇ こけ-
きぇかおけ けす 2 ゅけょうくう „こさっお
さけはゃぇ” ちはかぇすぇ しうしすっきぇ くぇ 

こさけゃっさおぇ くぇ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
こぇすさけくうすっ, おけうすけ ゃっつっ くっ しっ 
ゃさなとぇす くぇちはかけ ょぇ しっ こさっ
けこぇおけゃぇす, ぇおけ ういきっあょせ 4-すっ 
たうかはょう, ゃいっすう いぇ こさけゃっさおぇ 
けす けぉとけ 1 きうかうけく, しっ くぇきっ
さはす くっゅけょくう ぉさけえおう.
‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ, けぉぇつっ,  

ちった 110 こぇお „いぇおなしゃぇ” う 
]すけえおけ ╉なくっゃ – こぇお けぉさぇ
すくけ... ╉けゅぇすけ きせ けしすぇゃぇ きぇか
おけ ゃさっきっ ょけ こっくしうは, きけかう ょぇ 
ぉなょっ こさっきっしすっく くぇ こけ-しこけ
おけえくけ きはしすけ, ゃ ちった 150 /”╆ぇ 
こなさゃう こなす こけきけかうた! ╇ きけか
ぉぇすぇ きう ぉっ せょけゃかっすゃけさっくぇ”./

]すけえおけ ╉なくっゃ くっ しっ ょぇゃぇ 
かっしくけ

╁ しこけきっくうすっ きせ ういくうおゃぇす 
しかせつおう くっ しぇきけ くぇ しかけゃっしくう 
„こさっしすさっかおう” し ゅけかっきうすっ ょう
さっおすけさう おぇすけ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃ, 
くけ う きけさぇかくう こけぉっょう くぇょ 
こけ-ゃうしけおけしすけはとうすっ. ╀うすおう, 
しこっつっかっくう し こさけそっしうけくぇかう
いなき う いぇさぇょう こさけそっしうけくぇ
かういきぇ. 〈ぇおぇ いぇ くっゃないきけあくうは 
いぇ ういこなかくっくうっ こかぇく ゃっつっ くっ 
ゅけ „たけおぇす”, とけすけ こけょ いぇこかぇ
たぇすぇ ょぇ „けしすぇゃう きぇくすぇすぇ しう 
くぇ いぇおぇつぇかおぇすぇ”, ゃうおぇ ╇ゃぇ
くけゃ しぇき ょぇ けこうすぇ おぇお ょぇ うい
おぇさぇ こけ 1 きうかうけく ぉさけえおう くぇ 
きっしっち, こさう 380 たうかはょう ゅけょう
てっく ゃないきけあっく こかぇく. ╇ こぇお: 
”╃け 925 たうかはょう しすうゅくぇた!”..., 
こさっい せしきうゃおぇ おぇいゃぇ ょくっし 
くぇつぇかくうお-ちったなす, こけいくぇす うい 
ちっかうは „┿さしっくぇか”. ′ぇこけさうし
すけしすすぇ くぇ ]すけえおけ ╉なくっゃ ゅけ 
こさぇとぇ つぇお ょけ ゅっくっさぇかしおうすっ 
おぇぉうくっすう ゃ しけそうえしおうすっ きう
くうしすっさしすゃぇ, おなょっすけ こさっょう 
すけゃぇ, ゃ けこうすぇ しう ょぇ こさけきっくはす 
すったくけかけゅうはすぇ くぇ けこぇおけゃぇくっ, 
こけ うょっは くぇ ╉なくっゃ, しっ こさけゃぇ
かはす くっゅけゃうすっ ょうさっおすけさう.
¨ぉぇつっ ╉なくっゃ – くうおけゅぇ. 〈ぇおぇ 

しっ こさっぉけさゃぇ いぇ ゃなゃっあょぇくっすけ 
くぇ くけゃう ゃうょけゃっ けこぇおけゃおう, 
さぇいかうつくう けす しなゃっすしおうは しすぇく
ょぇさす, おけっすけ せゃっかうつぇゃぇ こさけ

ういゃけょうすっかくけしすすぇ くぇ すさせょぇ. 
′け:

”′っ うしおぇき ょぇ つけこかは ゅけ
かっきうすっ こっさうこっすうう”,

こさっい おけうすけ しなき きうくぇか, くぇ
しすけはゃぇ ょくっし ]すけえおけ ╉なくっゃ. 
╋ぇおぇさ つっ うきぇ おぇおゃけ ょぇ さぇい
おぇあっ けす さぇいすぇおぇゃぇくっすけ しう こけ 
けさゅぇくうすっ くぇ さっょぇ, しかっょ っょくけ 
„くっゃうくくけ すけこっくっ” けすしすさぇくぇ 
くぇ しゃけえ おけかっゅぇ, おけっすけ っ きけゅ
かけ ょぇ しなしうこっ あうゃけすぇ きせ ゃ 
けくうは ゅけょうくう くぇ おけくしこうさぇちうは 
う ょけくけしう. ╉なくっゃ, けぉぇつっ, っ いぇ
ゅなさぉうか かけてけすけ う こさっょこけつうすぇ 
ょぇ しう さぇいおぇいゃぇす し こさうはすっかう 
いぇ ょけぉさけすけ ゃ しすぇさけすけ ゃさっきっ: 
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”′っ きう しっ ゅけゃけさう いぇ きさなしけ
すうう...”.
]っゅぇ しっ すさっゃけあう, つっ ぉけかっあ

おう きせ こさっつぇす ょぇ ぉなょっ こけかっいっく 
くぇ しっきっえしすゃけすけ, くけ しっきっえ
しすゃけすけ しっ けこさぇゃは う しぇきけ, とけき 
っ うきぇかけ いぇょ ゅなさぉぇ しう すぇおなゃ 
ぉぇとぇ こさっい ゅけょうくうすっ. ╀ういくっ
しなす くぇ いっすは – しなこさせゅ くぇ ょな
とっさはすぇ ╋ぇさうぇくぇ, こけいくぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなつぇくう おぇすけ ぉうゃて いぇき. 
ゅかぇゃっく さっょぇおすけさ くぇ ゃっしすくうお 
„╇しおさぇ”, ゃなさゃう ょけぉさっ. ╆っすはす 
しなとけ すさなゅゃぇ けす „┿さしっくぇか”, すぇ 
しすうゅぇ ょけ ゃなくてくぇすぇ すなさゅけゃうは 
しかっょ きっくうょあなさしおけ けぉせつっ

くうっ くぇ ういぉさぇくう しこっちうぇかうしすう 
ゃ ╋けしおゃぇ. ]すけえおけ ╉なくっゃ しっ 
ゅけさょっっ し せしこったうすっ くぇ ょっちぇすぇ 
しう. ┿  ゃくせちうすっ しぇ し おゃぇかう
そうおぇちうう けす [せしうは う ┿くゅかうは, 
っょうくうはす っ ゃ ]けそうは, ょさせゅうはす 
こけきぇゅぇ くぇ ぉぇとぇ しう ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ]っきっえしすゃけすけ うきぇ う 
こさぇゃくせお.
]なこさせゅぇすぇ ╃けくおぇ しなとけ っ 

けすゅけゃけさっく つけゃっお, おぇすけ せつう
すっかおぇ は すなさしっかう こけしすけはくくけ 
ょぇ こけょゅけすゃは ょっちぇ いぇ おぇくょう
ょぇすしすゃぇくっ. „╇ ょゃぇきぇすぇ しきっ 
すぇおうゃぇ. ‶け ちっかう くけとう くっ しなき 
しこぇか, おぇすけ こけょゅけすゃはたきっ こさけ
ょせおちうはすぇ いぇ っおしこっょうちうは!”, 
くっ いぇぉさぇゃは ]すけえおけ ╉なくっゃ./
╉ぇお しっ いぇぉさぇゃはす 29 ゅけょうくう 
けすゅけゃけさくけしす おぇすけ くぇつぇかくうお 
ちった ゃ ╆ぇゃけょ 2?/. ′け し さぇぉけす

くうちうすっ くっ っ うきぇか こさけぉかっき 
くうおけゅぇ. ╇ し くっせょけぉしすゃけ おぇい
ゃぇ: „╇ しっゅぇ きっ しさっとぇす, こけゃっ
つっすけ ぉはたぇ あっくう, さなおぇ うしおぇす 
ょぇ きう ちっかせゃぇす..., たかはぉ くう っ 
ょぇゃぇかぇ すぇいう さなおぇ, おぇいゃぇす...”. 
]うゅせさくけ いぇすけゃぇ こさうはすっかう くっ 
しこうさぇす ょぇ うょゃぇす ょぇ ゅけ ゃうあ
ょぇす ゃおなとう. /〈けえ ょなさあう くぇ 
こさうはすっかしすゃぇすぇ/. ]さっとうすっ しなし 
]すけえおけ ╉なくっゃ しぇ うくすっさっしくう. 
′ぇうしすうくぇ. ╇ くっ しぇきけ いぇ すけゃぇ, 
いぇとけすけ: ”┿い しなき けす すっいう, ょっすけ 
きくけゅけ - きくけゅけ くっ しう きなかつぇす”.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ 

]すけえおけ ╉なくっゃ う ょなとっさは きせ ╋ぇさうぇくぇ しっ しすはゅぇす いぇ 
しゃぇすぉぇすぇ くぇ ゃくせおぇ

╉ひはかちみてあ せあ 』てそみせさあ ╅おあすそうあ そて そておかし „》ちそおあきいけ” 
う „╅ちつかせあし” ╅╉ ちかおけ つ とつたかに  たそかてけねせけ つてちそなけ.
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっすぇく 【う
おけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけ
ゃぇ, ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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[╅′╅〉]ぇ[ ╇╊ぁ╊ 
』 【】『¨』【¨ぁ╊』[《 
]《╈《 ¨ 』]《╈╅〉

Ⱥɤɰɟɧɬɢ

╇かてかちあせけ: 』てそこさそ [ひせかう,
29 えそおけせけ せあねあしせけさ ぬかに

ǶǵǯǼǾǶ

[そこ け さあさ?

╊さつたかちてひて ╉ちあえそすけち ╉ちあえせかう

╇ ╊うちそたあ たしあはあて くあ さそしかしそ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

 【あこせそ そちひきけか 

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

╇きっ: [ぇは ]すっそぇくけゃぇ ╉ぇゃぇかけゃぇ

╋っしすけさぇぉけすぇ: „┿さしっくぇか 2000“ ┿╃

╃かなあくけしす: ¨そうし-しなすさせょくうお (しっおさっすぇさ)

╂けょうくう: 24

╆けょうは: [うぉう

》けぉう: こなすってっしすゃぇくっ, すせさういなき, shopping
¨す おけかおけ ゃさっきっ さぇぉけすうて ゃ „┿さしっくぇか“?
1 ゅ. う 3 きぇしっちぇ
╉けえ っ しうかくうはす すう おけい ゃ あうゃけすぇ?
[ぇいつうすぇき くぇ しっぉっ しう, くぇ うくすせうちうはすぇ しう, くぇ せしきうゃおぇすぇ しう

•	 [ひおか おあ つか しかさとうあすか?
•	 ¨せてかちうま つ ｠そちにか ╆とさあこ
•	 ′あ えちけきあてあ け あちつかせあしつさけてか さあおちけ
•	 ¨せてかちうま つ しけおかちあ せあ [〉』╆ 》しあすかせ ╉け-

すけてちそう
•	 ′あ せそうけみ [【╉ う „╅ちつかせあし“ ╅╉

ゑ ï¿ñÑçíàó　 ßëÜú ôñöñöñ:

》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. 5

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

〈[╇╃′╄╁╄′ ‶┿╉╄〈
]こっちうぇかくう ちっくう いぇ ょぇ-
すうすっ: 
22.06 – 25.06; 05.07 – 
08.07; 15.07 – 18.07; 25.07 
– 28.07; 04.08 – 07.08; 
14.08 – 17.08; 24.08 – 
27.08
╆ぇ さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっ-
くぇか” – 90,00 かゃ.
╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっ-
くぇか” – 99,00 かゃ.
╃っちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20 
% けすしすなこおぇ.
『っくぇすぇ っ ゃぇかうょくぇ しぇきけ 
いぇ こけしけつっくうすっ ょぇすう う 
ゃおかのつゃぇ:
- 3 くけとせゃおう しなし いぇおせしおぇ /
ぉかけお きぇしぇ/; けぉはょ /きっくの/; 
ゃっつっさは /ぉかけお きぇしぇ/
- こけかいゃぇくっ くぇ くぇ けすおさうす 
ぉぇしっえく, てっいかけくゅう う つぇょなさう
- internet /かけぉう ぉぇさ/
- itness くぇ けすおさうすけ
- おせささけすくぇ すぇおしぇ

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅
『╄′╇ ¨〈 01.06 2011 ゅ. – 
31.08.2011 ゅ.
1. ╆ぇ さぇぉけすくうちう う しかせ-
あうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” う 
つかっくけゃっ くぇ しっきっえしすゃぇすぇ 
うき – ちっくぇ くぇ ょっく 20,00 
かゃ. – くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /
ぉかけお きぇしぇ/
2. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し ょゃぇきぇ 
こなかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう 
– ちっくぇ くぇ ょっく 10,00 かゃ. – 
くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお 
きぇしぇ/
3. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し っょうく 
さけょうすっか – ちっくぇ くぇ ょっく 
15,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし 
いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
4. ╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ 
„┿さしっくぇか” – ちっくぇ くぇ ょっく 
– 35,00 かゃ.; ょっちぇ ょけ 12 ゅ. 
こけかいゃぇす 20% けすしすなこおぇ.

‶[╇ ╂[〉‶╇ けす 15 いぇこう-
しぇくう ょせてう – ぉけくせし – 1 
ぉっいこかぇすくけ
╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. – ぉっいこかぇすくけ

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ – ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” うかう ゃ 
しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.
]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは – すっか. 21 56; 7 21 56; 0431/6 22 07

しく. ╋. ╋ぇょっくょあうはく

｠】╆╅╇¨を╅ 2011 
╊ 《【 [╅′╅〉]ぇ[

23-ゅけょうてくぇすぇ おぇいぇくかなつぇく-

おぇ ╁ぇくは ╃っすっかうくけゃぇ ‶っくっゃぇ 
しこっつっかう すうすかぇすぇ „╋うし ╀なか-

ゅぇさうは” ゃ くぇちうけくぇかくうは おけく-

おせさし, こさけゃっょっく ゃ しすけかうちぇすぇ, 
ゃ おさぇは くぇ のくう.
╉ぇいぇくかなておけすけ きけきうつっ ょけ-

くっしっ う こなさゃぇすぇ くぇえ-ゅけかはきぇ う 
こさっしすうあくぇ すうすかぇ いぇ おさぇしけすぇ 
くぇ しゃけは ゅさぇょ し そぇおすぇ, つっ しすぇ-

くぇ こなさゃぇすぇ „╋うし ╀なかゅぇさうは” 
けす ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ.
╉ぇすけ くぇゅさぇょぇ いぇ こけぉっょぇすぇ 

しう ╁ぇくは こけかせつう くけゃ ぇゃすけ-

きけぉうか  いっかっくぇ  ╉╇┿ ‶うおぇく-

すけ う こさぇゃけすけ ょぇ こさっょしすぇゃう 
しすさぇくぇすぇ くう ゃ おけくおせさしぇ „╋うし 
]ゃはす”, おけえすけ とっ しっ こさけゃっょっ ゃ 
╊けくょけく こさっい けおすけきゃさう.
¨しゃっく すけゃぇ, すは とっ ぉなょっ こけ-

しかぇくうお う くぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっか-

くぇ おぇせいぇ, おけはすけ すぇいう ゅけょうくぇ 
っ しゃなさいぇくぇ し けこぇいゃぇくっすけ くぇ 
けおけかくぇすぇ しさっょぇ.

〈けゃぇ っ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ すうすかぇ 
ゃ ょけしっゅぇてくぇすぇ おぇさうっさぇ くぇ 
きけょっか いぇ ╁ぇくは. ‶さっい 2007  
ゅけょうくぇ すは しっ はゃう くぇ すさぇょう-

ちうけくくうは おけくおせさし いぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, くけ けしすぇくぇ 
ゃすけさぇ, しかっょ ょさせゅぇ, ゃっつっ こさけ-

つせすぇ  おぇいぇくかなておぇ おさぇしぇゃうちぇ 
- ╊けさぇ ╂っけさゅうっゃぇ.
╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ しなとぇすぇ 

ゅけょうくぇ こけかせつう おけさけくぇすぇ くぇ 
╋うし ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ う 
せつぇしすゃぇ ゃ しゃっすけゃっく おけくおせさし 
いぇ ╋うし 〈せさういなき ゃ ╉うすぇえ.
‶さっい 2008 ゅけょうくぇ ╁ぇくは ‶っ-

くっゃぇ しこっつっかう すうすかぇすぇ „╋け-

きうつっ いぇ きうかうけくう”.
╉ぇいぇくかなておぇすぇ おさぇしぇゃうちぇ っ 

いけょうは ゃけょけかっえ. ╆ぇゃなさてうかぇ っ 
]¨〉 “╄おいぇさた ┿くすうき ‶なさゃう”, ぇ 
ゃ きけきっくすぇ っ しすせょっくすおぇ ゃ すさっ-

すう おせさし - ぉなかゅぇさしおぇ そうかけかけ-

ゅうは ゃ ]〉 „]ゃ. ╉かうきっくす ¨た-

さうょしおう”. ╆ぇ しっぉっ しう すゃなさょう, 

つっ っ ぇきぉうちうけいくぇ, せしきうたくぇすぇ 
う かなつっいぇさくぇ.
╊はすけすけ, おけっすけ こさっょしすけう いぇ 

くけゃぇすぇ くけしうすっかおぇ くぇ すうすかぇ-

すぇ „╋うし ╀なかゅぇさうは” とっ っ „ぉせ-

さくけ”, こけ くっえくう ょせきう. ′ぇ 20-
すう のかう こさっょしすけう ょぇ は ゃうょうき 
ゃ しこっちうぇかくぇ そけすけしっしうは くぇ 
しこうしぇくうっ ¨╉, ぇ けとっ うょくぇすぇ 
しっょきうちぇ う ゃ さけょくうは え ╉ぇいぇく-

かなお.
╆ぇ つうすぇすっかうすっ くぇ „〈┿” ╁ぇくは 

‶っくっゃぇ しこけょっかう, つっ くっ こぇいう 
ょうっすう, くけ  ゃしっ こぇお ゃくうきぇゃぇ 
おぇおゃけ はょっ. ╊のぉうきけすけ え はし-

すうっ っ きせしぇおぇ, けぉうつぇ しなとけ 
う しせてう. ¨す しかぇょおけすけ くっ けす-
おぇいゃぇ しかぇょけかっょ う すうさぇきうしせ.   
╊のぉうきぇすぇ え おくうゅぇ っ „┿くくぇ 
╉ぇさっくうくぇ” くぇ 〈けかしすけえ.
′ぇえ-おさぇしうゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ いぇ 

2011-すぇ ゅけょうくぇ くはきぇ こさうは-

すっか. ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ  きくけ-

ゅけ けぉうつぇ しゃけは ゅさぇょ う ゃうくぇゅう 
し かのぉけゃ しっ ゃさなとぇ ゃ くっゅけ, 
おぇおすけ う ゅけ こさっこけさなつゃぇ くぇ 
しゃけう こさうはすっかう う こけいくぇすう いぇ 
こけしっとっくうっ.
╆ぇ しっぉっ しう あっかぇっ いょさぇゃっ, 

けしすぇくぇかけすけ いぇゃうしう けす くっは 
しぇきぇすぇ. ′ぇ しなゅさぇあょぇくうすっ 
しう こけあっかぇゃぇ ょぇ けぉうつぇす しゃけは 
さけょっく ゅさぇょ う ょぇ ちっくはす ょけ-

しすけえくしすゃぇすぇ きせ.
╁ っょくけ けす こなさゃうすっ しう うく-

すっさゃのすぇ, ょぇょっくう こさっい 2007 
ゅけょうくぇ, くぇしすけはとぇすぇ ╋うし 
╀なかゅぇさうは ╁ぇくは  ‶っくっゃぇ おぇい-
ゃぇ: “ ╉さぇしけすぇすぇ ゃ ょくってくけ 
ゃさっきっ こけきぇゅぇ, くけ くっ っ けし-

くけゃくけすけ. 〈は すう っ ょぇさ, くけ すう 
すさはぉゃぇ ょぇ いぇとうすうて すけいう ょぇさ 
う ょぇ せきっって ょぇ ゅけ こけかいゃぇて 
こさぇゃうかくけ う ょけしすけえくけ”.                             

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╃ぇ すう ょぇゃぇす こぇさう, いぇ ょぇ 
たけょうて くぇ さぇぉけすぇ し おけかっかけ, 
きけあっ ょぇ いゃせつう こさっおぇかっくけ 
たせぉぇゃけ, いぇ ょぇ っ うしすうくぇ, くけ 
すけゃぇ っ つぇしす けす ゃしっ こけ-こけこせ-

かはさくぇ したっきぇ いぇ こなすせゃぇとうすっ 
ょけ さぇぉけすぇ ゃ ちはかぇ ╄ゃさけこぇ, 
こうてっ [けえすっさし. [ぇぉけすけょぇ-

すっかうすっ ゃ ╀っかゅうは, 》けかぇくょうは 
う ょさせゅう っゃさけこっえしおう しすさぇくう 
こかぇとぇす ょけこなかくうすっかくけ くぇ 
しかせあうすっかうすっ, ぇおけ すっ うょゃぇす 
くぇ さぇぉけすぇ し ゃっかけしうこっょ.
《うさきうすっ う おけきこぇくううすっ 

こかぇとぇす いぇ ゃしっおう ういきうくぇす 
おうかけきっすなさ, おぇすけ ちっかすぇ っ ょぇ 

しっ くぇしなさつう ゅさうあぇすぇ いぇ けおけか-

くぇすぇ しさっょぇ う こけ-いょさぇゃけしかけゃ-

くうは くぇつうく くぇ あうゃけす.
′ぇ おけかっいょぇつうすっ しっ こかぇとぇす 

こけ 20 っゃさけちっくすぇ くぇ おうかけ-

きっすなさ ゃ ╀っかゅうは, ゃ 》けかぇくょうは 
こけかせつぇゃぇす 15 ちっくすぇ, ぇ ゃなゃ 
╁っかうおけぉさうすぇくうは ゃっかけこさう-

ゃなさあっくうちうすっ きけゅぇす ょぇ こけ-

かせつぇす ょけ 32 ちっくすぇ くぇ きうかは, 
おぇすけ すっいう “こさうたけょう” くっ しっ 
けぉかぇゅぇす し ょぇくなちう.
╁ ╀っかゅうは, おなょっすけ おけかけ-

っいょっくっすけ っ ういおかのつうすっかくけ 
こけこせかはさっく くぇつうく くぇ こさうょ-

ゃうあゃぇくっ, せつぇしすうっ ゃ したっきぇ-

すぇ しぇ ゃいっかう こけゃっつっ けす 270 
000 ょせてう ゃ しさぇゃくっくうっ しなし 
140 000 こさっい 2006 ゅけょうくぇ, 
しけつぇす ょぇくくう くぇ ╋うくうしすっさ-

しすゃけすけ くぇ そうくぇくしうすっ. 〈けゃぇ 
けいくぇつぇゃぇ, つっ ぉっかゅうえしおうはす 
ょぇくなおけこかぇすっち っ いぇこかぇすうか 
43 きかく. っゃさけ くぇ すっいう, おけう-

すけ しぇ おぇさぇかう ゃっかけしうこっょ ょけ 
さぇぉけすぇ.
“‶け-ゃうしけおうすっ ちっくう くぇ こっ-

すさけかぇ う いぇゅさうあっくけしすすぇ くぇ 
たけさぇすぇ いぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ 
ょけこさうくぇしはす いぇ すけゃぇ ょぇ うきぇ 
こけゃっつっ ゃっかけしうこっょうしすう くぇ 
こなすは”, おぇいゃぇ ╃うすっさ 【くけせ-

ゃっさす, おけけさょうくぇすけさ くぇ ゃっかけ-

しうこっょくぇすぇ したっきぇ ゃ ╀っかゅうは.
╄ょうく けす くぇえ-せしこってくうすっ 

おけさこけさぇすうゃくう こさうゃなさあっ-

くうちう くぇ したっきぇすぇ っ ぉっかゅうえ-

しおぇすぇ ゃっさうゅぇ しせこっさきぇさおっ-

すう Colruyt, おけはすけ こさうかぇゅぇ 
したっきぇすぇ けす つっすうさう ゅけょうくう う 
ゃっつっ うきぇ 2100 せつぇしすくうちう. 
Colruyt けしうゅせさはゃぇ くぇ すっいう 
しかせあうすっかう, おけうすけ あうゃっはす 
ょけ 7 おき けす さぇぉけすぇ, ゃっかけしう-

こっょう う しっ ゅさうあう いぇ すはたくぇすぇ 
こけょょさなあおぇ.

                          〈┿ 
                                                   

‶け うくそけさきぇちうは くぇ しぇえすぇ 
http://www.biolife.bg/

》]╅ぅ╅【, ╅[《 ｠《╉¨ぃ 
〉╅ 『╅╆《【╅ 』 [《]╊]《

]かっょ ゃさっきっ うしすけさうちうすっ  とっ 
こうてぇす うしすけさうはすぇ くぇ すけゃぇ 
ゃさっきっ うきっくくけ こけ すぇおうゃぇ 
おくうゅう. ╆ぇ ょぇ しきっ こけ-ぉかういけ 
ょけ うしすうくぇすぇ, しぇ くせあくう うきっく
くけ すぇおうゃぇ つっすうゃぇ. 
] すっいう ょせきう  いぇとうすう こけ

はゃぇすぇ こさっょ つうすぇすっかうすっ くぇ  
きっきけぇさくぇすぇ おくうゅぇ-うくすっさゃの  
„]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ - あうゃけす ゃ 
ょゃっ っこけたう” かうすっさぇすせさくうはす 
おさうすうお う  ょうさっおすけさ くぇ ういょぇ
すっかしすゃけ „╆ぇたぇさうえ ]すけはくけゃ” 
╇ゃぇく ╂さぇくうすしおう. 
〈けえ ょけえょっ いぇ かうつくぇ しさっとぇ 

し ぇさしっくぇかちう くぇ 27-きう のくう ゃ 
』っさゃっくうは しぇかけく /╃けきなす くぇ 

おせかすせさぇすぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”/, いぇ ょぇ こさっょしすぇゃう 
いぇっょくけ し ぇゃすけさうすっ え くぇえ-くけ
ゃぇすぇ おくうゅぇ くぇ ういょぇすっかしすゃけ 
„〈させょ” -  „]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 
- あうゃけす ゃ ょゃっ っこけたう”. ╉くうゅぇ
すぇ っ こけしゃっすっくぇ くぇ あうゃけすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは おきっす ゃっつっ ょゃぇ 
きぇくょぇすぇ, おけえすけ っ いぇこけつくぇか  
すさせょけゃうは しう う こさけそっしうけくぇ
かっく こなす ゃ „┿さしっくぇか” う っ けしすぇ
くぇか いぇゃうくぇゅう しゃなさいぇく し くっゅけ. 
╁ うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” 

┿╃  ╃ぇきはくけゃ けしすぇゃぇ う おぇすけ 
くぇえ-きかぇょうは くっゅけゃ ゅっくっさぇかっく 
ょうさっおすけさ, ういょうゅくぇか しっ ょけ 
すけいう こけしす っょゃぇ 33-ゅけょうてっく, 

とぞごゎん げん がんぜéぞだゑ ぢづぎがでどんゑごびん ゑ „んづでぎぞんず”
¨いとのかう  すと たそきかしあ け させけえあ くあ „╅ちつかせあし”

]こっちうぇかうしすう けす „┿さしっくぇか” 
┿╃ しぇ こけょゅけすゃうかう ょけおせきっく
すぇちうは こさっょ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, きかぇょっ
あすぇ う くぇせおぇすぇ いぇ けすおさうゃぇくっ 
くぇ おけかっあ こけ きぇてうくけしすさけっくっ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ょっはすぇ っ ょぇ しっ 
けぉせつぇゃぇす おぇょさう いぇ きぇてうくけ
しすさけうすっかくうすっ こさっょこさうはすうは 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ すせお うきぇす 
ゃっつっ ょっしっすうかっすくぇ すさぇょうちうは. 
‶さっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう くぇ 
こさけきっくう, けぉぇつっ, うきぇ けすかうゃ 
けす こさけそっしうはすぇ くぇ きぇてうくけ
しすさけうすっかは う おぇつっしすゃっくけ こけょ
ゅけすゃっくうすっ おぇょさう ゃしっ こけゃっつっ 
くぇきぇかはゃぇす. ‶さぇおすうおぇすぇ こけ
おぇいゃぇ, つっ くっ しぇ しさぇぉけすうかう 
ゃぇさうぇくすうすっ いぇ こけょょさなあおぇすぇ 
くぇ せつっぉっく ちっくすなさ くぇ „┿さ
しっくぇか” ゃ ‶さけそっしうけくぇかくぇすぇ 
ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′っ っ ょけぉなさ う 
ゃないきけあっく う ゃぇさうぇくすなす いぇ 

とだずぎぐ げん だづぺぐぎざぞごぴご
べぎ でぺげがんゑんど ゑ „んづでぎぞんず” ?

ゃさなとぇくっ ゃ しすぇさうは きせ ゃうょ う 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ せつう
かうとっ, つうはすけ しゅさぇょぇ しっゅぇ しすけう 
いぇすゃけさっくぇ くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ.  ╉けかっあなす っ いぇきう
しかっく おぇすけ きっあょうくくけ いゃっくけ 
きっあょせ しさっょくけすけ う ゃうしてっすけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ し くぇきっさっくうっすけ 
ゃ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ うょっはすぇ ょぇ 
しっ けぉっょうくはす せしうかうはすぇ くぇ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, „┿さしっくぇか” 
┿╃ う くぇせつくう おぇょさう けす ぉなか
ゅぇさしおう せくうゃっさしうすっすう. ╉けかっ
あなす きけあっ ょぇ ぉなょっ けぉとうくしおう 
おぇすけ しけぉしすゃっくけしす う ぇょきう
くうしすさうさぇくっ, きっすけょうつっしおぇすぇ 
こけきけと ょぇ しっ ょぇゃぇ けす せくうゃっさ
しうすっすしおう こさっこけょぇゃぇすっかう, ぇ 
„┿さしっくぇか” ょぇ けしうゅせさう ぉぇいぇ 
う おぇょさう いぇ こさぇおすうつっしおけすけ 
けぉせつっくうっ, けぉはしくう ぇゃすけさなす 
くぇ うょっはすぇ うくあ. ′うおけかぇえ ╉せ
ちぇさけゃ, さなおけゃけょうすっか しっおすけさ 
おなき ╉けくしすさせおすうゃっく けすょっか くぇ 
╆ぇゃけょ 1. 〈けえ う ╋ぇさうは ╃けつおけ
ゃぇ, いぇきっしすくうお-さなおけゃけょうすっか 
くぇ ¨すょっか „╉ぇょさう” ゃ „┿さしっ
くぇか” ┿╃, こさけょなかあぇゃぇす ょぇ さぇ
ぉけすはす こけ うょっはすぇ おけかっあなす いぇ 
けさなあっえくうちう ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
しすぇくっ そぇおす, いぇ おけっすけ うきぇす う 
こけょおさっこぇすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけ
すけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇ょっすっ う ゃうあすっ! ╇いかけあぉぇ  くぇ すせさうしすうつっしおう 
かけゅぇ こさっょ ╃╉ „┿さしっくぇか” -11 つぇしぇ, 9-すう のかう

╅うてそちさあてあ か つそなけみせさあ, あ けおかみてあ  くあ しそえそてそ か せあ ╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ. 
〉そうそ せあねあしそ つ けつてそちけみ ╉ぇいぇくかなお しう ゃっつっ しう うきぇ 

すせさうしすうつっしおけ かけゅけ う 
しかけゅぇく. ′っゅけゃ ぇゃすけさ っ 30-ゅけ
ょうてくぇすぇ ╆ぇたぇさうくぇ ‶っすさけゃぇ 
けす ]けそうは. 
╇いさっつっくうっすけ, し おけっすけ とっ 

しっ さっおかぇきうさぇ ╉ぇいぇくかなお, っ 
„′けゃけ くぇつぇかけ し うしすけさうは”.
╆ぇ すせさうしすうつっしおけすけ かけゅけ ぇゃ

すけさおぇすぇ っ つっさこっかぇ ゃょなたくけ
ゃっくうっ う うょっう けす おせこけかぇ くぇ 
〈さぇおうえしおぇすぇ ゅさけぉくうちぇ, けぉ
さけつくうすっ こかけつおう, くぇきっさっくう ゃ 
いっきうすっ おさぇえ ╉ぇいぇくかなお, こさけ
っおすぇ „]っゃすけこけかうし”, さうすせぇかぇ 
[けいけぉっさ.
╅せさう, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくけ  

けす たせょけあくうおぇ ]すっそぇく ╀けあ

おけゃ, つかっく くぇ 〉] くぇ ]╀》, うい
ぉさぇ っょうく けす 30-すっ ういこさぇすっくう 
いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ こさけ
っおすう. ╆ぇっょくけ し ╀けあおけゃ, すゃけさ
ぉうすっ くぇ きかぇょうすっ ょういぇえくっさう, 
こさけぉゃぇかう しっ ょぇ しないょぇょぇす すせ
さうしすうつっしおけ かけゅけ くぇ ╉ぇいぇく
かなお, けちっくはゃぇたぇ: たせょけあくうおなす 
╉けかぬけ ╉ぇさぇきそうかけゃ, ‶っすは 
╋うくっおけゃぇ, ょうさっおすけさ くぇ おぇ
いぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは „┿おぇょ. 
╃っつおけ 〉いせくけゃ”, ‶っすなさ ╁っおけゃ 
- けす ]ょさせあっくうっすけ くぇ さっしすけ
さぇくすぬけさうすっ う たけすっかうっさうすっ ゃ 
╉ぇいぇくなお う ょういぇえくっさなす  ╁っく
おけ ぃくぇおけゃ.  

╂-く ╇ぉせてっゃ, ゃ しさっょぇすぇ くぇ のくう おぇいぇたすっ, つっ ょけ すさう しっょきうちう 
とっ っ はしくけ おぇおゃけ かはすけ けつぇおゃぇ ぇさしっくぇかちう う ょぇかう しかっょゃぇとぇすぇ 
ゅけょうくぇ とっ っ ゅぇさぇくすうさぇくぇ けすおなき ょけゅけゃけさう う こけさなつおう. ] ょくって
くぇ ょぇすぇ /30-すう のくう/ おぇお ういゅかっあょぇす くっとぇすぇ? ╇きぇすっ かう ゃっつっ 
ょけぉさう くけゃうくう?

〈さうすっ しっょきうちう けとっ くっ しぇ しゃなさてうかう. ′はきぇ ょぇ しっ せつせょは, ぇおけ すけいう 
しさけお しっ せょなかあう きぇかおけ. ′っとぇすぇ くっ いぇゃうしはす しぇきけ けす くぇし う くぇてっすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, ぇ う けす ょけしすぇ きっあょせくぇさけょくう そぇおすけさう. 〈けゃぇ っ う っょくぇ 
けす こさうつうくうすっ くうっ ゃしっ けとっ ょぇ しっ おけかっぉぇっき けすおなき おぇすっゅけさうつくけしす. 
〈っいう すさう しっょきうちう, いぇ おけうすけ ぉはた しこけきっくぇか, しぇ きけっすけ あっかぇくうっ.  〈ぇおぇ 
つっ - とっ こけつぇおぇきっ けとっ きぇかおけ.

を╊]【╅ 〉  ̈╊: 》『《』》╊『¨【╊【 
〉╅ „╅『』╊〉╅]”

ゃなゃ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ ゃなゃ そぇ
ぉさうおぇすぇ さぇぉけすはす 23 たうかはょう  
ょせてう. 
 ╉ぇすけ さぇいおぇい くぇ っょうく つけ

ゃっお, いぇ おけゅけすけ こなさゃぇすぇ う こけ
しかっょくぇ かのぉけゃ っ  „┿さしっくぇか”, 
けこさっょっかう おくうゅぇすぇ しう くっえくう
はす ぇゃすけさ -  あせさくぇかうしすなす けす 
ゃっしすくうお „〈させょ” ╊のぉつけ ╇ゃぇ
くけゃ. 
╁ っきけちうけくぇかっく さぇいおぇい こさっょ 

ぇさしっくぇかちう - ゃっすっさぇくう う ょっ
しっすおう しかせあうすっかう う さぇぉけすくう
ちう くぇ そうさきぇすぇ, すけえ しこけょっかう 
きけすうゃうすっ しう いぇ しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ きっきけぇさくぇすぇ おくうゅぇ, おぇおすけ 
う  すさせょくうは  こなす, こけ おけえすけ すは 
っ しないょぇゃぇくぇ.  
„]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ - あうゃけす 

ゃ ょゃっ っこけたう” っ  おくうゅぇ, くぇ

こうしぇくぇ くっ こけ こけかうすうつっしおぇ  
こけさなつおぇ, おぇいぇ けとっ ╊のぉつけ 
╇ゃぇくけゃ, ぇ おくうゅぇ, おけはすけ  っ ぉう
けゅさぇそうは くぇ しすけこぇくしおうは あう
ゃけす くぇ くぇちうはすぇ くう. 
]こけさっょ ╇ゃぇく ╂さぇくうすしおう 

„おくうゅぇすぇ っ つぇしす けす っょくけ こけ-
ゅけかはきけ ゃっすさうかけ けす おくうゅう, 
しないょぇょっくう こけ しこけきっくう くぇ 
うくすっさっしくう かうつくけしすう, あうゃっかう 
くぇ ゅさぇくうちぇすぇ くぇ ょゃっ っこけたう, 
おけうすけ ゃしなとくけしす しないょぇゃぇす うし
すうくしおぇすぇ うしすけさうは くぇ しすさぇくぇ
すぇ くう”.

¨せてかちうま つ けくた. おけちかさてそち せあ “╅ちつかせあし” ╅╉ 〉けさそしあこ ¨いとのかう

うくあ. ′うおけかぇえ ╉せちぇさけゃ

╁ぇくは ‶っくっゃぇ - ╋うし ╀なかゅぇさうは 2011 (ゃ しさっょぇすぇ)

╉けかっかけすけ っ くぇ こけつうす う しさっょ ぇさしっくぇかちう, くけ...

╆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: d_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: 7 24 55


