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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 
』ひしくけぬあ せか たしあねか そて 

きけてかこつさけ せかうそしけ

》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. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4
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]すさぇくぇすぇ くう っ くぇ すさっすけ きはしすけ こけ 
っゃすうくう ちうゅぇさう ゃ こさっょっかうすっ くぇ 

╄ゃさけこっえしおうは しなのい

╃ぇ けすこぇょくっ ょけこなかくうすっかくけすけ いぇこかぇとぇくっ 
いぇ しすぇあ, ういゃっしすくけ けとっ おぇすけ いぇこかぇとぇくっ 

いぇ おかぇしけゃっ. ╆ぇ すけゃぇ しぇ くぇしすけはかう  こさっょ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ‶さっょかけあっくうっすけ くぇ ぉういくっしぇ っ う ゃ つぇしす-
くうは しっおすけさ ょぇ けすこぇょくっ ょけぉぇゃおぇすぇ いぇ こさけしかせ-
あっくけ ゃさっきっ.
╋けすうゃなす いぇ すけゃぇ うしおぇくっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかう-

すっ, ういさぇいっくけ けそうちうぇかくけ こさっい ういきうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ /
╀]╉/, っ, つっ くっ っ さっょくけ いぇ っょくけ う しなとけ さぇぉけす-
くけ きはしすけ う いぇ っょくぇ う しなとぇ さぇぉけすぇ たけさぇすぇ ょぇ 

『あいそてそおあてかしけ けつさあて そてたあおあせか せあ おそいあうさけてか くあ つてあき 

╁けしなつくぇすぇ ╋ぇょぇき. ]さっょ 
きくけゅけすけ ゃけしなつくう いくぇきっ-

くうすけしすう ゅけしすうすっ くぇ きせいっは ゃ 
╊けくょけく さぇいかうつぇゃぇす う そうゅせさぇ 
くぇ ょさっぉくぇ あっくうちぇ し ゅなさぉぇゃ 
くけし, ぉはかぇ てぇこつうちぇ う しうくは 
さけおかは. 〈けゃぇ っ ╋ぇょぇき 〈のしけ. 
《うゅせさぇすぇ っ くぇこさぇゃっくぇ けす しぇ-
きぇすぇ しおせかこすけさおぇ ょっゃっす ゅけょう-
くう こさっょう しきなさすすぇ え. ╆ぇ ょぇ は 
こけきくはす.

┿くくぇ ╋ぇさうは ╂けさしたけかち. 
╀ぇとぇ え いぇゅうくぇか ゃ ]っ-

ょっきゅけょうてくぇすぇ ゃけえくぇ ょゃぇ きっ-
しっちぇ こさっょう さぇあょぇくっすけ くぇ 
ょなとっさは しう. ╉けゅぇすけ きけきうつっく-
ちっすけ っ くぇ てっしす ゅけょうくう, うい-
こぇょくぇかぇすぇ ゃ おさぇえくぇ ぉっょくけしす 
きぇえおぇ ゅけ けすゃっあょぇ ゃ ╀っさく, 
おなょっすけ こけかせつぇゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
うおけくけきおぇ ゃ ょけきぇ くぇ ょ-さ 《う-
かうこ ╉のさすうのし. 〈けゃぇ ぉうか くっつせ-
ゃぇく おなしきっす...

〉 つうすっかはす ╉のさすうのし.
‶けおさぇえ きっょうちうくぇすぇ, いぇ 

ょぇ うかのしすさうさぇ ぇくぇすけきうつくぇすぇ 
すっけさうは, ょけおすけさなす しっ いぇくうきぇ-
ゃぇか う し ゃけしなつくけ きけょっかうさぇくっ. 
╇いゃぇえゃぇか う ゃけしなつくう そうゅせさう 
くぇ ういゃっしすくう たけさぇ. ╋ぇかおぇすぇ 
╋ぇさう いぇこけつくぇかぇ ょぇ きせ こけ-
きぇゅぇ う しおけさけ すけえ いぇぉっかはいぇか 
ういおかのつうすっかくうすっ え せきっくうは 
くぇ しおせかこすけさ. ‶さっい 1765 ゅ. 
ょ-さ ╉のさすのうし しっ きっしすう ゃ ‶ぇ-
さうあ, ぇ しかっょ ょゃっ ゅけょうくう ╋ぇさう 
う きぇえおぇ え けすうゃぇす こさう くっゅけ. 
╋けきうつっすけ し けゅさけきくけ しすぇさぇ-
くうっ ういせつぇゃぇ ゃけしなつくけすけ うい-
おせしすゃけ. ‶なさゃぇすぇ ういかけあぉぇ くぇ 
ゃけしなつくうすっ そうゅせさう くぇ ╉のさすう-
のし っ けすおさうすぇ こさっい 1770 ゅ. う 
こさっょういゃうおゃぇ  ゅけかはき うくすっさっし. 
]かっょゃぇす けとっ ょゃっ くっゅけゃう うい-
かけあぉう.

‶なさゃぇすぇ え ゃけしなつくぇ そう
ゅせさぇ. ╉けゅぇすけ ╋ぇさう っ くぇ 

17, ょ-さ ╉のさすのうし え こけさなつゃぇ 
ゃけしなつっく こけさすさっす くぇ ╁けかすっさ. 
╀うかけ きぇかおけ こさっょう しきなさすすぇ 
くぇ こさけつせすうは そうかけしけそ. 〈ぇいう 
こなさゃぇ さぇぉけすぇ くぇ ぉなょっとぇすぇ 
╋ぇょぇき 〈のしけ ぉうかぇ ういおかのつう-
すっかくけ すぇかぇくすかうゃぇ. ]かっょ おけく-
つうくぇすぇ くぇ きうしかうすっかは おけこうはすぇ 
くぇ こけさすさっすぇ きせ いぇこけつくぇかう 
かせょけ ょぇ しっ おせこせゃぇす, ぇ こさっょ 

しぇかけくぇ, ゃ おけえすけ ぉうか ういかけ-
あっく けさうゅうくぇかなす, しっ ういゃうゃぇかう 
けこぇておう けす こけしっすうすっかう.                                                                               

╁なゃ ╁っさしぇえ. ╄ょうく ょっく しっ 
こけはゃうか くっけつぇおゃぇく ゅけしす - 

おさぇかはす くぇ 《さぇくちうは ╊せう XVI. 
╋けくぇさたなす けしすぇくぇか ゃないたうすっく 
けす さぇぉけすぇすぇ くぇ きかぇょぇすぇ ╋ぇさう 
う くはおけかおけ ょくう こけ-おなしくけ ょっ-
ゃけえおぇすぇ ぉうかぇ こけおぇくっくぇ ゃ 
ょゃけさっちぇ ょぇ こさっこけょぇゃぇ しおせかこ-
すせさぇ くぇ しっしすさぇすぇ くぇ ゃかぇょっすっ-
かは - きぇょぇき ╄かういぇぉっす. ╃っゃっすすっ 
ゅけょうくう, こさっおぇさぇくう ゃ さぇいおけて-
くうは ょゃけさっち, ぉうかう くぇえ-たせぉぇ-
ゃうすっ けす あうゃけすぇ くぇ ゃぇはすっかおぇすぇ. 
〈は あうゃっっかぇ しさっょ くぇえ-ぉけゅぇすう-
すっ う ゃかうはすっかくう かうつくけしすう くぇ 
《さぇくちうは う ぉなさいけ しっ しぉかうあう-
かぇ し きくけゅけ けす すはた. ]こっつっかう-
かぇ しう う しうきこぇすううすっ くぇ おさぇかは.                                                                                                                    
[ぇぉけすっかぇ くっこさっおなしくぇすけ. ╇い-
ゃぇはかぇ けす ゃけしなお そうゅせさうすっ くぇ 
╅ぇく-╅ぇお [せしけ う ╀っくょあぇ-
きうく 《さぇくおかうく. ‶け ゃさっきっ くぇ 
《さっくしおぇすぇ さっゃけかのちうは しっ 
いぇこけいくぇゃぇ し ′ぇこけかっけく う [け-
ぉっしこうっさ. ╇いゃぇえゃぇ そうゅせさう くぇ 
きくけゅけ けす あっさすゃうすっ ゃ さっゃけかの-
ちうはすぇ.                                                               

¨すくけゃけ ゃ ‶ぇさうあ. ╋ぇさう 
くっ こけしきはかぇ ょぇ しっ こさけ-

すうゃけこけしすぇゃう くぇ ょ-さ ╉のさすのうし, 
おけえすけ うしおぇか すは  ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
‶ぇさうあ. ╇ すけゃぇ え しこぇしうかけ あう-
ゃけすぇ. ‶さっい 1792 ゅ. ╊せう 》V┶ っ 

けすしすさぇくっく けす ゃかぇしす, ぇ こけゃっつっ-
すけ けす けぉうすぇすっかうすっ くぇ ╁っさしぇえ 
ぉうかう せぉうすう けす ぉせくすけゃくうちう-
すっ, ぇ しすけこぇくうすっ きせ くぇきっさうかう 
おさぇは しう くぇ ゅうかけすうくぇすぇ. ‶け-
おなしくけ ゃしうつおけ すけゃぇ きぇおしうきぇか-
くけ ょけしすけゃっさくけ っ こさっょしすぇゃっくけ 
ゃ っょうく けす こぇゃうかうけくうすっ くぇ きせ-
いっは くぇ ╋ぇょぇき 〈のしけ. ]かっょ おぇすけ 
しっ しぇきけさぇいこさぇゃうかう し おさぇかは, 
さっゃけかのちうけくっさうすっ さってうかう 
ょぇ いぇこっつぇすぇす いぇ こけおけかっくうはすぇ 
おなさゃぇゃけすけ しう ょっかけ. ‶けきけかうかう 
きぇょきけぇいっか ╂けさしたけかち ょぇ しくっ-
きっ こけしきなさすくう きぇしおう けす けしな-
ょっくうすっ くぇ しきなさす. ╃くっし っょくぇ 
けす くぇえ-きさぇつくうすっ っおしこけいうちうう 
くぇ きぇょぇき 〈のしけ ういけぉさぇいはゃぇ 
けぉっいゅかぇゃっくう すさせこけゃっ, ぇ っょくぇ 
あっくぇ ょなさあう ゃ さなちっすっ しう けす-
さはいぇくぇすぇ ゅかぇゃぇ くぇ ╋ぇさうは ┿く-
すけぇくっすぇ. ╉さぇかはす う おさぇかうちぇすぇ 
しすぇくぇかう ゅっさけう けす ‶ぇさうあおうは 
きせいっえ くぇ ゃけしなつくうすっ そうゅせさう...                                                                                                         

╋ぇょぇき 〈のしけ. ‶さっい 1794 
ゅ. ょ-さ ╉のさすのうし せきう-

さぇ. ╋ぇさう っ っょうくしすゃっくぇすぇ きせ 
くぇしかっょくうちぇ. 〈は いぇこけつゃぇ ょぇ 
こなすせゃぇ う ょぇ こけおぇいゃぇ ゃけしなつ-
くうすっ こさけういゃっょっくうは. ‶け ゃさっ-
きっ くぇ ╂けかっきうは すっさけさ, おけゅぇすけ 
ぅおけぉうくしおぇすぇ ょうおすぇすせさぇ いぇ-
ゃなさてゃぇ し っおいっおせすうさぇくっすけ くぇ 
35-40 たうかはょう そさぇくちせいう, くぇ 
[けぉっしこうっさ う くっゅけゃうすっ しこけょ-
ゃうあくうちう, ╋ぇさう っ けしなょっくぇ 
くぇ しきなさす つさっい ゅうかけすうくぇ, くけ 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ いぇしすなこくう-
つっしすゃけすけ くぇ ╉けかけ ょ‘╄さぉけぇ 
あうゃけすなす うど っ こけとぇょっく. ]かっょ 
ゅけょうくぇ すは しっ けきなあゃぇ いぇ うく-
あっくっさぇ 《さぇくしけぇ 〈のしけ. ╆ぇ 
すさう ゅけょうくう きせ さぇあょぇ すさう 
ょっちぇ - っょくぇ ょなとっさは, おけはすけ 

こけつうくぇかぇ こけ-おなしくけ, う ょゃぇきぇ 
しうくけゃっ. ′け ぉさぇおなす え くっ こけ-
すさなゅくぇか, ぇ ゃなゃ 《さぇくちうは しすぇ-
ゃぇかけ ゃしっ こけ-すっあおけ ょぇ しっ あう-
ゃっっ. ╋ぇょぇき 〈のしけ さってうかぇ ょぇ 
くぇきっさう こけ-しこけおけえくけ  きはしすけ 
いぇ しゃけっすけ しっきっえしすゃけ う ういぉさぇ-
かぇ ╊けくょけく. ‶さっい 1802 ゅ. しっ 
せしすぇくけゃはゃぇ くぇ せか. „╀っえおなさ”, 
おなょっすけ こさっい 1835 ゅ. とっ けすゃけ-
さう ゃさぇすう こさけつせすうはす え きせいっえ. 
′っういゃっしすくけ いぇとけ, しなこさせゅなす え 
くっ は こけしかっょゃぇか. ╋ぇさう こけゃっつっ 
くっ しっ けきなあうかぇ, くけ いぇこぇいうかぇ 
う けぉっいしきなさすうかぇ そぇきうかうはすぇ 
くぇ くっぉかぇゅけょぇさくうは しう しなこさせゅ. 
‶さっい しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう すは 
こなすせゃぇかぇ しなし しゃけは きせいっえ うい 
┿くゅかうは, くけ おけゅぇすけ せきけさぇすぇ 
くぇょょっかはかぇ, しっ せしすぇくけゃうかぇ ゃ 
╊けくょけく. ‶けつうくぇかぇ くぇ 89 ゅけ-
ょうくう, いぇゃっとぇかぇ ょっかけすけ しう くぇ 
しゃけうすっ しうくけゃっ う ゃくせちう.                                                                                           

╋せいっはす „╋ぇょぇき 〈のしけ”. 
〈けえ っ っょくぇ けす っきぉかっきう-

すっ くぇ ぉさうすぇくしおぇすぇ しすけかうちぇ, 
うしすけさうはすぇ きせ っ くぇょ 200-ゅけ-
ょうてくぇ. ¨す しないょぇゃぇくっすけ きせ 
こさっい くっゅけ しぇ きうくぇかう くぇょ 200 
きうかうけくぇ こけしっすうすっかう. ╇きぇ 
おかけくけゃっ ゃ ┿きしすっさょぇき, ╊ぇし 
╁っゅぇし, 》けくおけくゅ う ′の ╈けさお う 
そうかうぇかう ゃ ╊けくょけく. ╇ ゃしうつ-
おうすっ くけしはす うきっすけ くぇ ╋ぇょぇき 
〈のしけ. ╁ こさけつせすうは きせいっえ しぇ 
ゃけしなつくうすっ そうゅせさう くぇ 》っくさう 
VIII う くっゅけゃうすっ てっしす しなこさせ-
ゅう, くぇ おさぇかうちぇ ╄かういぇぉっす II 
う おさぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ, くぇ 
[けぉっしこうっさ う ╋ぇさぇす, くぇ こけ-
かうすうつっしおうすっ かうょっさう くぇ 20-
すう ゃっお - 』なさつうか, ╂ぇくょう, 〈ぇ-
つなさ, くぇ ういゃっしすくう しこけさすうしすう, 
すっかっゃういうけくくう う そうかきけゃう 
いゃっいょう, ゃおか. う ぇくうきぇちうけくくう.                                                                                                                
‶さっい 1979 ゅ. e けすゃけさっくぇ くけゃぇ 
„╆ぇかぇ くぇ せあぇしうすっ“, こさっょかぇ-
ゅぇとぇ しきさぇいはゃぇとう こさっあう-
ゃはゃぇくうは. ╀うすおぇすぇ  こさう 〈さぇ-
そぇかゅぇさ, ╃あぇお ╇いおけさきゃぇつぇ う 
ょさせゅう ういゃっしすくう こさっしすなこくうちう 
しぇ こさっしないょぇょっくう し こけすさっしぇ-
ゃぇとぇ すけつくけしす. ‶さっい 1993 ゅ. 
っ けすゃけさっくぇ くけゃぇ ぇすさぇおちうは 
„╃せたなす くぇ ╊けくょけく“ - ぇせょうけ-
ぇくうきぇすさけくくけ こなすせゃぇくっ うい 
╊けくょけく けす ]さっょくけゃっおけゃうっすけ 
ょけ ょくっし - し つっさくぇ おけかぇ, ょゃう-
あっとぇ しっ こけ さっかしう. ‶さっしないょぇ-
ょっくう しぇ ╂けかはきぇすぇ っこうょっきうは 
けす つせきぇ, ╂けかっきうはす こけあぇさ けす 
1666 ゅ., こけしかっょくぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ う しなぉうすうは けす 60-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお.                                                                                                                                   

‶さけょぇょっく いぇ 1,5 きかさょ. 
ょけかぇさぇ. ‶さっい 2005 ゅ. 

てっえたなす くぇ ╃せぉぇえ - こさうくち 
╋けたぇきっょ ぇか ╋ぇおすせき, おせこせゃぇ 
こさけつせすうは きせいっえ くぇ ╋ぇょぇき 
〈のしけ いぇ おけかけしぇかくぇすぇ しせきぇ 
けす 1,5 きうかうぇさょぇ ょけかぇさぇ! 〈けえ 
こさうょけぉうゃぇ う そうかうぇかうすっ くぇ 
きせいっは ゃ ′の ╈けさお, ╊ぇし ╁っゅぇし 
う 》けくおけくゅ, おぇおすけ う ょゃぇ せゃっ-
しっかうすっかくう こぇさおぇ ゃ ╊けくょけく. 
【っえたなす  っ いぇはゃうか くぇきっさっくう-
っすけ しう ょぇ うくゃっしすうさぇ ゃ きせいっは.

╁けしなつくけすけ ういおせしすゃけ.
〈けゃぇ しすさぇくくけ ういおせしすゃけ 

ゃないくうおゃぇ, おけゅぇすけ たけさぇすぇ 
ゃっつっ きけあっかう ょぇ いぇこっつぇすゃぇす 
けぉさぇいう ゃ ゅかうくぇ, ゅうこし, おぇきなお, 
きさぇきけさ う ぉさけくい, ゃなさたせ こぇ-
こうさせし, こっさゅぇきっくす, たぇさすうは う 
こかぇすくけ. ‶さうつうくぇすぇ っ ゃ すけゃぇ, 
つっ すっいう ういけぉさぇあっくうは, ょけさう 
すさうういきっさくうすっ, くっ ぉうかう っょくけ 
おなき っょくけ. ╁けしなつくうはす ゃぇさう-
ぇくす ょぇゃぇか きくけゅけ こけ-ゅけかっきう 
ゃないきけあくけしすう. ╆ぇ ょぇ いぇこさう-
かうつぇす きけょっかうすっ すぇおぇ こけさぇいう-
すっかくけ くぇ けさうゅうくぇかうすっ, けぉぇ-
つっ, っ くせあくぇ けゅさけきくぇ さぇぉけすぇ.                                                                                                                            
《うゅせさうすっ しっ こさぇゃはす きぇかおけ 
こけ-っょさう けす けさうゅうくぇかうすっ, 

〉ゃぇあぇっきう ぇさしっくぇかちう, 
 

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

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

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

┿きぉうちうけいくぇすぇ ちっか くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ くう っ ょぇ しないょぇょっき 
┿かっは くぇ たけさぇすぇ, ぉっい おけうすけ くっ きけあっき.
 ╅っかぇっき ゃう ょけぉさう けつう ゃ けいなさすぇくっすけ う

しきっかけしす ゃ けこうしゃぇくっすけ! 
′ぇ ょけぉなさ つぇし! 

¨つぇおゃぇきっ そけすけしうすっ う すっおしすけゃっすっ ゃう
けとっ いぇ しかっょゃぇとうは ぉさけえ! 

【ゃっえちぇさしおぇすぇ しおせかこ
すけさおぇ けす そさっくしおう 

こさけういたけょ う きせいっっく ょっっち 
╋ぇょぇき 〈のしけ っ さけょっくぇ 
こさっい 1761 ゅ. ゃ ]すさぇしぉせさゅ. 
‶さけつせすぇ っ し ゃけしなつくうすっ 
そうゅせさう, おけうすけ しぇきぇ うい
ゃぇえゃぇ. ╁ ╊けくょけく けしくけゃぇ
ゃぇ ╋せいっは くぇ ゃけしなつくうすっ 
そうゅせさう „╋ぇょぇき 〈のしけ”.
〉きうさぇ こさっい 1850 ゅ. ゃ 

╊けくょけく くぇ 89 ゅけょうくう.

╉けゅぇすけ ゃさっきっすけ くっせしっすくけ しう かっすう,
すう しっとぇえ しっ いぇ たせぉぇゃうすっ ょくう!
╀なょう おさぇしうゃぇ う こさっおさぇしくぇ すう,
あうゃっえ ゃ けたけかしすゃけ, さぇょけしす う きっつすう.
′け くっ いぇぉさぇゃはえ - くうっ しきっ し すっぉ.
╅っかぇっき すう かのぉけゃ, さぇょけしす う おなしきっす!!!

╆ぇ ゅけょうくうすっ ぉせえくう くっ すなあう,
ぇ けとっ すけかおけゃぇ くぇこさっょ 
し ょせた う せしすさっき こさけょなかあう!!!

』っしすうす ... ゅけょうてっく のぉうかっえ !!!
‶けしさっとくう ゅけ し ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ ゃしうつおう ょけぉさう
 う うしすうくしおう くっとぇ ゃ あうゃけすぇ すう,
しなし しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ せしこはか つけゃっお,
し せゃっさっくけしす いぇ こさっょしすけはとう とぇしすかうゃう きうゅけゃっ.

′ぇ ‶っこぇ 〈うておけゃぇ
 

╉けかっゅうすっ けす うおけくけきうつっしおう けすょっか くぇ いぇゃけょ 1

ごÑó ó ゑó¢
とí£íÖ¿éü¡ó　ö ½Ü£ñú äÜ¡í£çí 
ÖÜçó ÖíêÜÑ¡ó Üö äÜï¿ñÑÖóöñ 

äëÜÜôçíÖó　 ¡ëíú とí£íÖ¿é¡

╃け 30-すう ぇゃゅせしす ゃ きせかすうきっょうえくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╇╋ ”╇しおさぇ” - 
╉ぇいぇくかなお  きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ういかけあぉぇすぇ „′ぇえ-くけゃうすっ 

こさけせつゃぇくうは くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ おけすかけ-
ゃうくぇ”.  ╋ぇすっさうぇかうすっ, こけおぇいぇくう ゃ くっは, しぇ けす こさけゃっょっくうすっ こさっい 
2012 ゅ. ぇさたっけかけゅうつっしおう こさけせつゃぇくうは くぇ くぇょゅさけぉくう きけゅうかう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ういゅさぇょっくうは 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 しっかぇすぇ ぅしっくけゃけ う ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, おぇおすけ う くぇ さぇいおさうすぇすぇ 
きけくせきっくすぇかくぇ すさぇおうえしおぇ ゅさけぉくうちぇ ゃ す.く. „¨さぇくぇ きけゅうかぇ” ゃ 
いっきかうとっすけ くぇ ╀せいけゃゅさぇょ. [なおけゃけょうすっか くぇ っおうこぇ, こさけせつゃぇか 
けぉっおすうすっ, っ ょけち. ょ-さ ╂っけさゅう ′ったさういけゃ けす ′┿╇╋ こさう ╀┿′, し 
せつぇしすうっすけ くぇ しこっちうぇかうしすう けす ╇╋ ”╇しおさぇ”.
[ぇいゅかっあょぇくっすけ くぇ っおしこけいうちうはすぇ っ ぉっいこかぇすくけ.

こけかせつぇゃぇす さぇいかうつくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ. 〈ぇおぇ しっ くぇさせてぇゃぇか こさうくちうこなす くぇ いぇさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっすけ う いぇこかぇとぇくっ, しこけさっょ こけしすうゅくぇすうは さっいせかすぇす. 
‶さっょかけあっくうっすけ いぇ けすこぇょぇくっ くぇ ょけぉぇゃおぇすぇ いぇ こさけしかせあっくけ ゃさっきっ, ういゃっしすくぇ けとっ おぇすけ 

„おかぇし“, っ っょくけ けす 40-すっ おけくおさっすくう うしおぇくうは くぇ ╀]╉ いぇ こさけきっくう ゃ すさせょけゃけすけ う けしうゅせさうすっか-
くけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ. 
‶ぇおっすなす けす きっさおう ちっかう けゃかぇょはゃぇくっ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ う っ ういこさぇすっく ょけ こさぇゃうすっかしすゃけすけ う 

こぇさかぇきっくすぇ. ╆ぇ こさっきぇたゃぇくっすけ くぇ おかぇしけゃっすっ ゃ つぇしすくうは しっおすけさ こさっょう ゃさっきっ しっ けぉはゃうたぇ けとっ 
╉けくそっょっさぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ う うくょせしすさうぇかちうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは /╉[╇╀/ う ┿しけちうぇちうはすぇ 
くぇ うくょせしすさうぇかくうは おぇこうすぇか ゃ ╀なかゅぇさうは /┿╇╉╀/.
]さっとせ すけゃぇ うしおぇくっ くぇ ぉういくっしぇ, けぉぇつっ, しっ けつぇおゃぇ しうかくうはす けすこけさ くぇ しうくょうおぇすうすっ.
¨す ちっくすさぇかうすっ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ“ゃ けそうちうぇかくう こけいうちうう いぇはゃうたぇ おぇすっゅけさうつくけ, つっ 

ょけさう くはきぇ ょぇ しっょくぇす くぇ こさっゅけゃけさう いぇ こけょけぉくぇ こさけきはくぇ. ‶さうつうくぇすぇ - すけゃぇ とっ くぇきぇかう ょけ-
たけょうすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ.

′ぇえ-っゃすうくうはす たかはぉ う ぇか-
おけたけか くぇ しすぇさうは おけくすう-

くっくす しっ こさけょぇゃぇす ゃ ╀なかゅぇさうは. 
]すさぇくぇすぇ くう っ くぇ すさっすけ きはしすけ 
こけ っゃすうくう ちうゅぇさう ゃ こさっょっかう-
すっ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. 〈けゃぇ 
こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ くぇ ╄ゃさけしすぇす, 
くっいぇゃうしうきけ, つっ いぇ ょあけぉぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは こけすさっぉうすっか くっとぇ-
すぇ くっ ういゅかっあょぇす すぇおぇ. 
╁ きけきっくすぇ くぇえ-っゃすうくう-

すっ ちうゅぇさう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ 
しっ おせこはす せ くぇし, しぇ いぇ けおけかけ 
2 かっゃぇ し - せゅけゃけさおぇすぇ, つっ しぇ 
おけくすさぇぉぇくょくう. [っょけゃくうすっ 
こぇこうさけしう,きうくぇゃぇとう ゃ ゅさぇそぇ-
すぇ „しけちうぇかくう”, しぇ いぇ けおけかけ 4 
かっゃぇ.
‶さう たかはぉぇ しうすせぇちうはすぇ うい-

ゅかっあょぇ すぇおぇ: 70-75 しすけすうくおう っ 
くぇえ-っゃすうくうはす しぇきせく せ くぇし - し 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
ゅさぇきぇあう けす けおけかけ 700 ゅさぇきぇ.  
╇いしかっょゃぇくっすけ くぇ ╄ゃさけしすぇす 

いぇ ちっくうすっ くぇ すっいう ょゃっ しすけおう 
ゃ しすさぇくうすっ けす ╄] こさっい 2012 
ゅけょうくぇ おけくしすぇすうさぇ, つっ こなさ-

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

けすかうゃおぇすぇ っ し 2% けすおかけくっくうっ, すなえ おぇすけ し ゃさっきっすけ ゃけしなおなす 
しっ „しかはゅぇ“. ╆ぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ っょくぇ そうゅせさぇ っ くっけぉたけょうきぇ 
けおけかけ こけかけゃうく ゅけょうくぇ. ′ぇょ くっは さぇぉけすはす さぇいかうつくう しこっちうぇ-
かうしすう - しおせかこすけさう, たせょけあくうちう, ゅさうきぬけさう, そけすけゅさぇそう, しすけ-
きぇすけかけいう, そさういぬけさう, ょういぇえくっさう, けぉせとぇさう, ぉうあせすっさう... [ぇ-
ぉけすぇすぇ いぇこけつゃぇ けす こけいうさぇくっすけ くぇ きけょっかぇ, ぇおけ っ あうゃ. ‶さぇゃはす 
しっ すけつくう ういきっさゃぇくうは くぇ かうちっすけ, さなちっすっ, すはかけすけ - ゃしうつおけ こけ 
250 こなすう. ]かっょ すけゃぇ きけょっかなす しっ しくうきぇ こけ しすけ こなすう けす ゃしうつおう 
ゃないきけあくう さぇおせさしう. ╇ っょゃぇ すけゅぇゃぇ しおせかこすけさなす こさぇゃう おけこうっ 
けす ゅかうくぇ うかう ゃけしなお. ╊うちっすけ う けすおさうすうすっ つぇしすう くぇ すはかけすけ しっ 
ういさぇぉけすゃぇす けす ゃけしなお, ぇ すけさしなす - けす しすなおかけゃかぇおくぇ. ╇ょゃぇ さっょ 
くぇ けつうすっ, おけあぇすぇ, おけしうすっ う いなぉうすっ. ¨つくうすっ はぉなかおう しっ こさぇゃはす 
けす しこっちうぇかくぇ こかぇしすきぇしぇ し すぇおぇゃぇ すけつくけしす, つっ しぇ ゃうょうきう ょけさう 
くぇえ-すなくおうすっ おぇこうかはさつっすぇ. ╉けあぇすぇ しっ けちゃっすはゃぇ ゃ っしすっしすゃっくうは 
ちゃはす くぇ きけょっかぇ. ╉けしうすっ しっ こけょぉうさぇす こけ けぉさぇいちう うかう いぇこぇいっ-
くう そけすけゅさぇそうう. ╁しっおう おけしなき しっ こけしすぇゃは しぇきけしすけはすっかくけ ゃなゃ 
ゃけしなつくうは しおぇかこ, ぇ しかっょ すけゃぇ おけしぇすぇ きけあっ ょぇ しっ きうっ う しさっしゃぇ 
しなとけ おぇおすけ っしすっしすゃっくぇすぇ. ╆なぉくうすっ こさけすっいう しっ ういさぇぉけすゃぇす けす 
しすけきぇすけかけいう こけ しなとうは くぇつうく, おぇおすけ くぇ あうゃうすっ こぇちうっくすう. ╆ぇ 
ょぇ ぉなょっ ゃしうつおけ ぇゃすっくすうつくけ, くはおけう けす ょくってくうすっ いゃっいょう あっさす-
ゃぇす いぇ しゃけうすっ ゃけしなつくう ょゃけえくうちう しおなこう ょさったう けす かうつくうは しう 
ゅぇさょっさけぉ. ╁しっおう ょっく こさっょう けすゃぇさはくっすけ くぇ きせいっは しこっちうぇかくう 
しかせあうすっかう こさぇゃはす すけぇかっす くぇ ゃけしなつくうすっ こっさしけくう - けこさぇゃはす 
ょさったうすっ う こさうつっしおうすっ うき, こけょくけゃはゃぇす きぇくうおのさぇ う ゅさうきぇ.                         

╁けしなつくう そうゅせさう う ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁なゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ しっ 
くぇきうさぇ っょうくしすゃっくうはす くぇ ╀ぇかおぇくうすっ ╋せかすうきっょうっく ちっく-

すなさ, おけえすけ こけおぇいゃぇ うしすけさうはすぇ う ゃっかうつうっすけ くぇ ╁すけさぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ. ┿すさぇおちうけくなす  っ くぇ しすけえくけしす くぇょ 6,2 きかく. 
かゃ., けしうゅせさっくう こけ ¨‶ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ“. [ぇいこけかけあっく っ 
くぇ こかけと けす 870 おゃ. き. う けぉたゃぇとぇ ょゃぇ っすぇあぇ. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
ぇすさぇおちうは しぇ ういさぇぉけすっくうすっ ゃ っしすっしすゃっく さなしす 28 そうゅせさう, こけゃっ-
つっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおう ちぇさっ, おけうすけ ういゅかっあょぇす こけつすう おぇすけ あうゃう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ゃっくしすゃけすけ こけ っゃすうくうは くぇ ちう-
ゅぇさうすっ う たかはぉぇ う おぇすけ ちはかけ くぇ 
たさぇくうすっ う くぇこうすおうすっ, しっ ょなさ-
あう けす ‶けかてぇ. 〈ぇき けしくけゃくうすっ 
こさけょせおすう しぇ しすさせゃぇかう 61% けす 
しさっょくけすけ くうゃけ いぇ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい. 
[せきなくうは っ ゃすけさぇ こけ くうしおう 

ちっくう し さぇゃくうとっ けす 67%, しかっょ-
ゃぇくぇ こかなすくけ けす ╀なかゅぇさうは, おけは-
すけ っ くぇ すさっすけ きはしすけ こけ っゃすうくう 
たさぇくう う くぇこうすおう し ちっくう, ゃない-
かういぇとう くぇ 68% けす しさっょくけっゃ-
さけこっえしおけすけ さぇゃくうとっ.
╃ぇくうは っ しすさぇくぇすぇ し くぇえ-

しおなこう たさぇくう う ぉっいぇかおけたけかくう 
くぇこうすおう, こけおぇいゃぇ ちっくけゃうはす 
きけくうすけさうくゅ くぇ ╄ゃさけしすぇす いぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈ぇき おけて-
くうちぇすぇ けしくけゃくう こさけょせおすう っ 
しすさせゃぇかぇ 143% けす しさっょくけすけ 
くうゃけ いぇ ゃしうつおうすっ 27 しすさぇくう けす 
╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ‶け-ゃうしけ-
おう けす しさっょくけすけ しぇ けとっ ちっくう-
すっ ゃ 【ゃっちうは (124%), ┿ゃしすさうは 
(120%), 《うくかぇくょうは (119%) う 
╇さかぇくょうは (118%).

』ぇゃょぇさ ┿くゅっかけゃ っ こさっょしっょぇすっか くぇ ╁╋[¨ ゃ ╉ぇいぇくかなお, うしすけさうお 
けす ╋せいっえ „╇しおさぇ“. ¨ぉとうくしおう しなゃっすくうお う こさっょしっょぇすっか くぇ 

╉けきうしうはすぇ こけ おせかすせさぇ ゃ こさっょうてくうは きぇくょぇす くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
- ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょう ょくう ┿くゅっかけゃ ぉっ ういぉさぇく いぇ いぇき.- こさっょしっょぇすっか 
くぇ けぉかぇしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╁╋[¨. ┿くゅっかけゃ けす ゅけょうくう さぇぉけすう 
こけ しなしすぇゃはくっすけ くぇ こなかくうは しこうしなお くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃなゃ ゃけえくうすっ 
いぇ くぇちうけくぇかくけ けぉっょうくっくうっ くぇ ╀なかゅぇさうは けす ╉ぇいぇくかなておうは おさぇえ, 
うくうちううさぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ ゃけえくうておう こぇきっすくうちう ゃ さっゅうけくぇ. 
╇いゃっしすっく っ し けしけぉっくうは しう うくすっさっし おなき ぉなかゅぇさしおけすけ ゃけっくくけ う 
こぇすさうけすうつくけ ょっかけ. ‶さっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ ┿くゅっかけゃ いぇこけつくぇ 
ょけおすけさぇくすせさぇ ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす „]ゃ. しゃ. ╉う-
さうか う ╋っすけょうえ“, おけはすけ ういしかっょゃぇ あうゃけすぇ う ょっかけすけ くぇ しないょぇすっかは 
くぇ „┿さしっくぇか“ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ. 
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を╊]¨っ【 „╅『』╊〉╅]” 〈¨ ╊ 』[ぇ》 》]╅ぅ╅〈╊ を╊〉╅【╅ 〉╅ を╊]¨っ 〉╊』》『╅╇╊╉]¨╇ 》『╊｠《╉ 
╉そちあ 』てかなあせそうあ:[そしへそ ぃあにそう:

╉けかぬけ 【ぇたけゃ っ っょくけ けす けくうは きけきつっすぇ けす ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 40-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう 
ゃっお, おけうすけ うょゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお し すけさぉうつおぇ しせたぇ たさぇくぇ いぇ うい こなす けす さぇいくう おさぇうとぇ くぇ ぉっょくぇ 
しかっょゃけっくくぇ ╀なかゅぇさうは ゃ すなさしっくっ くぇ さぇぉけすぇ. ]こぇしっくうっすけ - „┿さしっくぇか”, いぇ くっゅけ うょゃぇ しかっょ 
ょゃっ ぉっいょけきくう くけとう くぇ ゅぇさぇすぇ し きせおぇゃっくうは おせそぇさ, おけえすけ ょけ しおけさけ こぇいう. ╀ぇとぇ きせ ょぇか 
こぇさう いぇ こなす う すぇおぇ, しかっょ ゅうきくぇいうはすぇ ゃ ╀さっいけゃけ, きかぇょっあなす しすなこゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお すけつくけ くぇ 
20-すう しっこすっきゃさう 1948-きぇ. ╃ぇすぇ, おけはすけ くっ いぇぉさぇゃは. ¨とっ こさっょう ゅうきくぇいうはすぇ うしおぇか ょぇ せつう 
ゃ すったくうおせき, くけ くっ ゅけ こさうっかう ゃ ╉ぇさかけゃしおうは. ‶けしかっ, けぉぇつっ, ゅけ こさうっきぇす ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ 
せつうかうとっ しかっょ ういこうす こけ ぉなかゅぇさしおう う かうすっさぇすせさぇ, こけかけあっく ゃ しすけかぇ くぇ いぇゃけょぇ... ╃ぇあっ 
こけょしおぇいぇか くぇ ょゃっ ょさせゅう きけきつっすぇ, おけうすけ きせ ゅけ しこけきくはす ちはか あうゃけす.
17-ゅけょうてっく,  ╉けかぬけ けすうゃぇ ょけぉさけゃけかっち ゃ ぉさうゅぇょうさしおけすけ ょゃうあっくうっ. ╃ゃぇ きっしっちぇ おけこぇっ 

こなすは ぃゅけゃけ-╋けくぇしすうさ ゃ [けょけこうすっ. ‶け ょゃぇ おせぉうおぇ こさなしす ょくっゃくけ - おけこぇっくっ う ういたゃなさかは-
くっ し さなつくぇすぇ おけかうつおぇ. „╆ぇ っょくぇ くけあおぇ さぇぉけすうた う っょうく こかぇす いぇ  おけしすのき, おけえすけ きう ょぇょっ 
こけ しこうしなお おきっすなす ゃ しっかけ, おぇすけ しっ ゃなさくぇた...”, けこうしゃぇ っくすせしうぇいきぇ くぇ ゃさっきっすけ ╀ぇえ ╉けかぬけ 
【ぇたけゃ. ]なとうはす っくすせしうぇいなき くっ きせ ょぇゃぇ きうさぇ う ょくっし, おけゅぇすけ しかっょ 20 ゅけょうくう ぇさしっくぇかしおぇ 
こっくしうは こさけょなかあぇゃぇ けす しせすさうく ょけ ゃっつっさ ょぇ さぇぉけすう ゃ かうつくけすけ しう きぇゅぇいうくつっ ゃ ¨ゃけとくうお, 
おけっすけ けすゃけさうか しかっょ くぇこせしおぇくっすけ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╇くぇつっ - ぇさしっくぇかちう  ゅけ いくぇはす おぇすけ すっ-
たくけかけゅなす けす ╆ぇゃけょ 1. 40 ゅけょうくう くぇゃなさすぇ ╀ぇえ ╉けかぬけ ゃ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか. ‶けおさぇえ すけゃぇ 
しさっとぇ う ょくってくうは ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ]さっとぇ, おけはすけ 
けしすぇゃは すけこかう こさけそっしうけくぇかくう う かうつくう しこけきっくう う いぇ ょゃぇきぇすぇ. ′うとけ, つっ さはょおけ しっ ゃうあょぇす.

ぃさうしす. ╃ゃっ しぇ くぇえ-ゃぇ-
あくうすっ くっとぇ いぇ くっは 

ゃ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ え ぉう-
けゅさぇそうは: ういゃっしすくぇ っ おぇすけ 
っきぉかっきぇすうつくうは おきっす くぇ 
]きけかはく 2 きぇくょぇすぇ, いぇゅせ-
ぉうか すさっすうは けす こさっょしすぇゃう-
すっか くぇ ╀]‶. ╇きっくくけ すぇいう 
いぇゅせぉぇ ゃ ちっくすさぇかぇすぇ くぇ 
╀]‶ こさっあうゃはゃぇす くぇえ-すっあ-
おけ こさっょう 2 ゅけょうくう. ╃なか-
ゅけゅけょうてっく こさっょしっょぇすっか 
くぇ ′]¨[╀, し ょゃぇ せしこって-
くう きぇくょぇすぇ おぇすけ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか こさっょう くぇ-
しすけはとうは. ぅくおけゃぇ っ ぉうかぇ 
つかっく う くぇ 38-すけ, う くぇ 39-すけ 
′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ‶さっ-
ょう ょぇ いぇゃなさてう こさぇゃけ, うきぇ 
ょうこかけき けす 〉′]]. 

53-ゅけょうてくぇ さけょけこつぇく-
おぇ, さけょっくぇ ゃ しきけかはくしおけすけ 
しっかけ ╋けきつうかけゃちう. ‶さっょ 
こさうはすっかう こさういくぇゃぇ う いぇ 
ょさせゅぇ しゃけは しすさぇしす: ぉさけて-
おうすっ. ¨ぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ う けす 

9.823 きかさょ. かゃ. うかう 23.05%  けす けぉとうは  けぉっき くぇ けすこせしくぇすうすっ おさっょうすう 
しぇ す.く. かけてう おさっょうすう こさっい のくう すぇいう ゅけょうくぇ, こけ けそうちうぇかくぇ うくそけさきぇちうは 
くぇ ╀′╀. ╁ しさぇゃくっくうっ し こさっょたけょくうは きっしっち きぇえ, すったくうはす けぉっき っ くぇきぇかはか 
し 41,4 きかく. かっゃぇ. 〈ぇおぇ くうゃけすけ くぇ かけてうすっ う こさっしすさせおすせさうさぇくう おさっょうすう 
ゃ ぉぇくおけゃぇすぇ くう しうしすっきぇ  しぇ くぇ くぇえ-くうしおけすけ しう さぇゃくうとっ いぇ こけしかっょくうすっ 3 
きっしっちぇ. ¨ぉとけ けすこせしくぇすうすっ いぇっきう /し けゃなさょさぇそす/ しぇ くぇ しすけえくけしす 54.454 
きかさょ. かゃ., おぇすけ くぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ うきぇ せゃっかうつっくうっ し 0.8%. ╉さっょうすうさぇくっすけ 
おなき ぉういくっしぇ さぇしすっ し 2% ょけ けぉとけ 34.928 きかさょ. かゃ. ‶さう ょけきぇおうくしすゃぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ すっくょっくちうはすぇ いぇ くぇきぇかはゃぇくっ う こさっい のくう ゅけょうてくうはす しこぇょ っ し 
0.9% ょけ 18.586 きかさょ. かゃ. ‶ぇさぇかっかくけ  し くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ ょっかぇ くぇ かけてうすっ 
おさっょうすう, ゃなこさっおう おさういぇすぇ う けすつっすっくぇすぇ ょっそかぇちうは くぇ こぇいぇさぇ, ょぇくくうすっ いぇ 
ょっこけいうすうすっ こけおぇいゃぇす けぉとけ せゃっかうつっくうっ けす 6.3% ょけ 53.139 きかさょ. かゃ. ╁かけ-
ゅけゃっすっ くぇ おけきこぇくううすっ さぇしすぇす し 1.4% ょけ 13.993 きかさょ. かゃ. [ぇしすぇす う ょっこけいう-
すうすっ くぇ けぉうおくけゃっくうすっ ゅさぇあょぇくう, おけうすけ いぇ こけしかっょくうすっ 3 きっしっちぇ しぇ しっ せゃっ-
かうつう し  9.7% . ╁ おさぇは くぇ のくう ゃ ぉぇくおう ぉなかゅぇさうすっ ょなさあぇす 35.574 きかさょ. かゃ.

- ╂けしこけあけ ぅくおけゃぇ,  ╁うっ しすっ 
ぇゃすけさ くぇ うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ うくしすうすせちうはすぇ くぇ ぉぇくおけゃうは 
けきぉせょしきぇく. ╃け おぇおゃぇ しすっこっく っ 
ゃないきけあくけ すけいう つけゃっお くぇうしすうくぇ 
ょぇ いぇとうすう ゃ しっゅぇてくぇすぇ しうすせぇ
ちうは うくすっさっしうすっ くぇ たけさぇすぇ, おけう
すけ しう ゅせぉはす  うきけすうすっ, くっ いぇとけすけ 
くっ あっかぇはす ょぇ こかぇとぇす おさっょうすうすっ 
しう, ぇ いぇとけすけ こさけしすけ くはおけえ くっ 
うき こかぇとぇ くぇゃさっきっ? 
- ]つうすぇき, つっ っ ゃないきけあくけ, いぇとけすけ 

くぇうしすうくぇ っょくぇ つぇしす けす ぉぇくおうすっ せ くぇし 
しぇ けすゃけさっくう いぇ くけゃう こさっょかけあっくうは 
う いぇ こさっょけゅけゃぇさはくうは くぇ せしかけゃうは こけ 
おさっょうすぇ, けしけぉっくけ こさう いぇすさせょくっくうは. 
╃させゅう しっ ょなさあぇす こけ-ゅさせぉけ. ′ぇかけ-
あうすっかくけ っ こさけしすけ ゃ しうすせぇちうはすぇ, ゃ 
おけはすけ っ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ う 
けすすぇき ぉなかゅぇさしおうはす おさっょうすけこけかせつぇ-
すっか, ょぇ うきぇす ょけ しっぉっ しう うくしすうすせちうは, 
おけはすけ ょぇ ぉさぇくう こさぇゃぇすぇ うき: ぉうかけ 
すけ けさゅぇく いぇ いぇとうすぇ くぇ こけすさっぉうすっ-
かは うかう そうくぇくしけゃ けきぉせょしきぇく. ╃させゅ 
っ ゃなこさけしなす, つっ ゃ おさぇは くぇ おさぇうとぇ-
すぇ くうおけえ くっ っ けこさぇゃょぇく  いぇ すけゃぇ, 
つっ くっ しう いくぇっ こさぇゃぇすぇ, くけ きくけゅけ 
たけさぇ - う こけさぇょう かうこしぇ くぇ そうくぇく-
しけゃ さっしせさし うかう ぉうかけ すけ う こけさぇょう 
さっしこっおすぇ おなき おぇこうすぇかぇ う ぉぇくおうすっ, 
しっ こさうすっしくはゃぇす ょぇ ゃかはいぇす ゃ すぇおなゃ 
ょうぇかけゅ. ]こけさっょ きっく っ ういおかのつうすっか-
くけ ゃぇあくけ しっゅぇ おぇすっゅけさうつくけ ょぇ うき 
ょぇょっき けこけさぇ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけすけ う 
ょうぇかけゅぇ し ぉぇくおうすっ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
そうくぇくしけゃぇ おせかすせさぇ. ╁ すけいう しきうしなか 
ゅけしこけあぇ ╀けぉっゃぇ, ゃうちっこさっきうっさなす, 
こさっょかぇゅぇ ょぇ くぇこさぇゃう う しこっちうぇかくぇ 
おぇきこぇくうは いぇ こけ-ょけぉさけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ こけ けすくけてっくうっ くぇ そうくぇくしけゃぇすぇ 
おせかすせさぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ, けしけぉっくけ ゃ 
ょうぇかけゅぇ し ぉぇくおうすっ. 〈けゃぇ っ っょくぇすぇ 
しすさぇくぇ. ′け, おけゅぇすけ こさっょ すっぉ しすけう 
うかう こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ くぇ 
こけすさっぉうすっかうすっ, うかう そうくぇくしけゃ けき-
ぉせょしきぇく, ゃっつっ っ ょさせゅけ. ╃うぇかけゅなす 
しすぇゃぇ くぇ ょさせゅけ くうゃけ きっあょせ ぉぇくおぇすぇ 
う いぇょかなあくっかうは え おかうっくす. ╇ ぇい しっ 
さぇょゃぇき, つっ ゃ ‶さけゅさぇきぇすぇ くぇ こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ くぇ こさっきうっさぇ ¨さってぇさしおう 
うきぇ いぇかっゅくぇかう すぇおなゃ ゃうょ きっさおう, 
おけうすけ ちっかはす ぉぇかぇくし きっあょせ ぉぇくおうすっ 
う おかうっくすぇ.

- ╆ぇとけすけ ぉなかゅぇさうくなす くっ しっ くぇ
せつう ょぇ つっすっ きっあょせ さっょけゃっすっ くぇ 
ょけゅけゃけさうすっ, おけうすけ こけょこうしゃぇ, かう 
ういこぇょくぇ ゃ すぇいう しうすせぇちうは うかう 
いぇとけすけ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ くう おせか
すせさぇ っ こけょ ゃしはおぇおゃぇ おさうすうおぇ 
ゃ きぇしけゃうは しかせつぇえ  ういこぇょぇきっ ゃ 
すぇいう しうすせぇちうは? 
- ′っ つっすっき. 〈けゃぇ っ うしすうくぇすぇ. ╇ 

つっしすくぇすぇ こけいうちうは っ, おけゅぇすけ しっ くぇ-
かぇゅぇ ょぇ こけょこうしゃぇきっ くっとけ, いぇ おけっ-
すけ くっ しきっ こけょゅけすゃっくう, ょぇ こけすなさしうき 
おけくしせかすぇちうは, うくそけさきぇちうは,  こさっょう 
ょぇ こさうしすなこうき おなき こけょこうしゃぇくっすけ 
きせ. 〈けゃぇ っ くけゃぇすぇ おせかすせさぇ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ. ╁ せしかけゃうはすぇ くぇ おぇこうすぇかぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ いくぇって おぇお ょぇ しっ いぇとう-
すうて, ょぇ こぇいうて しっぉっ しう. ¨すょっかくけ 
くうっ, いぇおけくけょぇすっかうすっ,  すさはぉゃぇ ょぇ 
こさっょかけあうき う しなけすゃっすくうすっ  きっさおう, 
おけうすけ ょぇ くっ こけしすぇゃはす おさっょうすけこけかせ-
つぇすっかは ゃ くっういゅけょくぇ こけいうちうは う ゃ しな-
とけすけ ゃさっきっ ょぇ こさっゃっょっき ぉぇくおうすっ ゃ 
っょくう ぇょっおゃぇすくう けすくけてっくうは. 〈せお とっ 
くぇこさぇゃは せゅけゃけさおぇすぇ, つっ くっ ゃしうつおう 
ぉぇくおう しっ ょなさあぇす くっぇょっおゃぇすくけ くぇ 
こぇいぇさぇ. ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ う すっ しぇ 
いぇうくすっさっしけゃぇくう ょぇ ゅう うきぇ おさっょう-
すけこけかせつぇすっかうすっ.

- ╃け おぇおゃぇ しすっこっく うくしすうすせちう
はすぇ くぇ すけいう ぉぇくおけゃ けきぉせょしきぇく 
とっ うきぇ ゃかうはくうっ ゃなさたせ こさうくせ
ょうすっかくうすっ きったぇくういきう しこさはきけ 
くっおけさっおすくう さぇぉけすけょぇすっかう, おけう
すけ くっ こかぇとぇす くぇ さぇぉけすくうちうすっ しう 
う けすすぇき すっ こなお しすぇゃぇす こけすなさこっゃ
てう ゃ けぉとせゃぇくっすけ しう し ぉぇくおうすっ, 
くっけぉしかせあゃぇえおう ゃいっすうすっ けす すはた 
おさっょうすう? 
- ╆ぇすけゃぇ しきっ いぇこけつくぇかう すぇいう ょうし-

おせしうは. ′ぇうしすうくぇ うきぇ きくけゅけ そうさきう, 

╁けっくくけ そぇぉさうつくけ-いぇゃけょしおけ 
せつうかうとっ. 〈ぇおぇ しっ おぇいゃぇかけ 

せつうかうとっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ こさっい 
1950-すぇ, おけゅぇすけ ╀ぇえ ╉けかぬけ いぇ-
ゃなさてゃぇ う ゃっょくぇゅぇ こけつゃぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ]すぇさぇすぇ けさなょっえくぇ. ╄ょくぇ ゅけょう-
くぇ てかけしっさ, こけしかっ ゃけえくうおかなお う 
こさっい 1952-さぇ - こぇお ゃさなとぇくっ ゃ 
しなとうは ちった. [っきけくすうさぇす  すさけそっえ-
くう けさなょうは, ゃなさくぇすう けす そさけくすぇ う 
ゅう こさうゅぇあょぇす いぇ くけゃぇ っおしこかけぇ-
すぇちうは. 【ぇたけゃ しすぇゃぇ ょっそっおすぇすけさ 
くぇ くっきしおう けさなょうは, うきぇかけ う こけか-
しおう. ‶さっい 1953-54-すぇ ゅけ ういょうゅぇす 
ゃ 〉こさぇゃかっくうっすけ. ]すぇゃぇ すったくけかけゅ 
こけ さぇいたけょくう くけさきう. 〈ぇき うくそけさ-
きぇちうはすぇ けす ちったけゃっすっ しっ けぉけぉとぇ-
ゃぇ, こけ-おなしくけ しっ こけょぇゃぇ ょけ ╃]¨-
すけ いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ きぇすっさうぇかう.  ╁ 
〉こさぇゃかっくうっすけ ╀ぇえ ╉けかぬけ けすうゃぇ 
しかっょ しょなさこゃぇくっ し くぇつぇかくうおぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ こぇさすうえくけ しなぉさぇ-
くうっ ゃ ちったぇ. 】ぇすなす きせ ういゃっょくなあ 
„ういつっいくぇか“. ╉せくつけ ╂せくっゃ „きなく-
おぇ”... ¨ぉぇつっ しっ けすゃぇさは   さぇぉけすぇ 
ゃ 〈ったくけかけゅうつくけ-おけくしすさせおすけさ-
しおうは けすょっか くぇ 〉こさぇゃかっくうっすけ し 
さなおけゃけょうすっか ╋うくつけ ╋うくっゃ. 〈けえ 
こけきぇゅぇ きくけゅけ くぇ 23-ゅけょうてくうは 
【ぇたけゃ う いぇ ょゃっ ゅけょうくう すぇき きかぇ-
ょっあなす すぇおぇ くぇこさっょゃぇ, つっ おけゅぇすけ 
しっ こけかせつぇゃぇす ょゃぇすぇ かうちっくいぇ いぇ 
╀-10 う ┿╉-47, ╀ぇえ ╉けかぬけ けすうゃぇ 
ゅけすけゃ すったくけかけゅ こさう ╋ぇさうく ┿かっお-
しぇくょさけゃ. [ぇぉけすはす こけ ╀-10, ぇゃ-
すけきぇすなす しっ ゃけょう けす ╃けちっゃ. ╁っつっ 
しぇ ゃ くけゃぇすぇ けさなょっえくぇ. ]かっょゃぇす 
[‶╂-7, きっしすっくっすけ ゃ くけゃうは ちった, 
うょゃぇくっすけ くぇ させしくぇおぇ 』せょぇおけゃ, 
けす おけゅけすけ くぇせつぇゃぇす きくけゅけ いぇ ょゃっ 
ゅけょうくう. ‶けしかっ うょゃぇ う ]‶╂ - ]すぇ-
くけつくけすけ けさなょうっ. ┿かっおしぇくょさけゃ 
っ くぇつぇかくうお ぉのさけ ょけ きけきっくすぇ, 
おけゅぇすけ  こさけしかけゃせすうはす  ゅっくっさぇか 
ぅきぇおけゃ, しすけはか くぇつっかけ くぇ ちはかぇ-
すぇ さぇぉけすぇ, ゅけ こさぇゃう くぇつぇかくうお  
ゃっつっ くぇ ちはか けすょっか, おけえすけ けぉっ-
ょうくはゃぇ ょゃっ ぉのさぇ: いぇ こったけすくうすっ 
しうしすっきう くぇつっかけ し 》さうしすけ ‶ぇこぇ-
いけゃ う ぇさすうかっさうえしおうすっ, ゃけょっくう 
けす ╀けゅょぇく ╉けかっゃ. 

╇ょゃぇ ゃさっきっすけ くぇ ╆ぇゃけょうすっ...

┿さしっくぇかしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ 
しっ さぇいてうさはゃぇ う すけゃぇ くぇかぇゅぇ 
こけしすけはくくう しすさせおすせさくう こさけきっくう 
くぇ こさけういゃけょしすゃっくうすっ う ょさせゅうすっ 
いゃっくぇ. ╆ぇゃけょなす しっ さけう ゃ いぇゃけ-
ょう. ¨しくけゃぇゃぇす ╆ぇゃけょ 1. 》さうしすけ 
[ぇておけゃ しすぇゃぇ ょうさっおすけさ, くっゅけゃ 
いぇきっしすくうお - ╀けゅょぇく ╉けかっゃ. 〈ぇおぇ 
きはしすけすけ くぇ ╉けかっゃ, ゃっつっ うくあっ-
くっさ, しっ けしゃけぉけあょぇゃぇ う ╉けかぬけ 
【ぇたけゃ  しすぇゃぇ くぇつぇかくうお くぇ ╀の-
さけすけ いぇ ぇさすうかっさうえしおう しうしすっきう う 
こけっきぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ しすぇくけつくけ-
ぉっいけすおぇすくぇすぇ しうしすっきぇ. ] きくけゅけ 
こさけぉかっきう せしゃけはゃぇくっすけ きうくぇゃぇ 
いぇ ょゃっ-すさう  ゅけょうくう. ′ぇえ-すさせょくけ 
っ こさう ちっゃすぇ. ╂かぇょおけしすすぇ くぇ ちっ-
ゃうすっ, けす おけはすけ いぇゃうしう すけつくけしすすぇ 
くぇ ういしすさっかぇ, しっ こけしすうゅぇ すさせょ-
くけ. ╃ぇゃぇ しっ ゅけかはき ぉさぇお. ╊うつくけ 
ょうさっおすけさなす 』ぇおなさけゃ しっ いぇっきぇ 
し こさけぉかっきぇ: „『っゃうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす しこぇしっくう!“, つせゃぇ 【ぇたけゃ う 
ういぉけさ こさっょ くっゅけ ゃっつっ くはきぇ. ¨す 
5 しせすさうくすぇ ょけ 10 ゃっつっさすぇ すけえ 
っ ゃ いぇゃけょぇ. ]なこさせゅぇすぇ っょゃぇ しっ 
しこさぇゃは し ょゃぇきぇすぇ きぇかおう ぉかうい-
くぇちう. ′け - ちっゃうすっ しぇ しこぇしっくう! 
]ぇきけ っょくぇ けすうゃぇ „くぇ ゃはすなさぇ“. 
‶さけぉかっきなす し さぇいくけしすっくくけしすすぇ っ 
さってっく, しゃっょっくぇ っ ょけ 1 きき. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ うょゃぇ う ]すっそぇく 

╃ぇきはくけゃ, けさなあっえくうおなす, こさけつせか 
しっ こけしかっ し ゅけかはきぇ おぇさうっさぇ, ょゃぇ 
きぇくょぇすぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ょけ 
2011-すぇ. ╀ぇえ ╉けかぬけ うきぇ はさおう 
ゃこっつぇすかっくうは けす くっゅけゃけすけ うょ-
ゃぇくっ, いぇとけすけ, いぇっょくけ し ╂っけさゅう 
╋ぇさおけゃ, すけゃぇ しぇ こなさゃうすっ しなゃっす-
しおう うくあっくっさう. ╋ぇさおけゃ ぉなさいけ 
しっ ういょうゅくぇか, くけ ╀ぇえ ╉けかぬけ しっ 

ゃ おけうすけ たけさぇすぇ くっ しう こかぇとぇす おさっょうすう-
すっ, いぇとけすけ そうさきぇすぇ, ゃ おけはすけ さぇぉけすはす, 
くっ っ こけかせつうかぇ こぇさうすっ しう けす ょなさあぇゃぇ-
すぇ いぇ ういゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ うかう いぇとけすけ 
くはおけえ ょさせゅ ょなかあう こぇさう くぇ しなとぇすぇ 
すぇいう そうさきぇ. ¨きぇゅぬけしぇく おさなゅ. ╁ すぇおぇ-
ゃぇ しうすせぇちうは しぇ きくけゅけ そうさきう せ くぇし, くっ 
しぇきけ しすさけうすっかくう. ′け すせお うきぇ う ょけぉさぇ 
くけゃうくぇ: きうくうしすなさ ╃ぇくうっかぇ ╀けぉっゃぇ 
こさっょかぇゅぇ くぇ そうさきう, おけうすけ うきぇす いぇ-
ょなかあっくうは う くっ しぇ しっ さぇいこかぇすうかう し こけ-
ょういこなかくうすっかうすっ しう, ぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
いぇ せつぇしすうっ ゃ けぉとっしすゃっくう こけさなつおう, 
こさけしすけ ょぇ くっ ぉなょぇす ょけこせしおぇくう. ‶けょ-
ゅけすゃは しっ すぇおぇゃぇ こさけきはくぇ ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ 
けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
ゃうょ ょうしちうこかうくうさぇくっ ゃ すぇいう しさっょぇ.

- ¨すゃなょ ゃなこさけしうすっ いぇ ぉぇくおうすっ, 
おぇお ゅかっょぇすっ おぇすけ くぇさけょっく こさっょ
しすぇゃうすっか けす かっゃうちぇすぇ くぇ しすぇゃぇ
とけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ? ¨つっゃうょくけ っ, つっ 
くっょけゃけかしすゃけすけ くはきぇ ょぇ せすうたくっ し 
うょゃぇくっすけ くぇ っしっくすぇ. ╇いしかっょゃぇくっ 
けす きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ こけおぇいぇ, つっ 
72% けす ぉなかゅぇさうすっ しぇ しすさっしうさぇくう 
けす しすぇゃぇとけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ う けす けつ
ぇおゃぇくぇすぇ こっさしこっおすうゃぇ. ╊うょっさなす 
くぇ ╀]‶ こなお いぇこかぇてう う し うおけくけ
きうつっしおぇ おさういぇ, おぇすけ しかっょしすゃうっ くぇ 
こけかうすうつっしおぇすぇ. ╁うっ しこけおけえくけ かう 
たけょうすっ くぇ さぇぉけすぇ? 
- ╂かっょぇき し  すさっゃけゅぇ くぇ しかせつゃぇとけすけ 

しっ, いぇとけすけ ゃ すっあおけすけ そうくぇくしけゃけ う 
こけかうすうつっしおけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ あうゃっっき,  
くっ きけあっ ょぇ しきっ すけかおけゃぇ さぇいょっかっくう. 
′せあくう しぇ おけくしけかうょうさぇとう こさけちっしう, 
けぉっょうくっくうっ, きなょさけしす. ╇ ぇい かうつくけ くっ 
さぇいぉうさぇき いぇとけ ゃ すけゃぇ  すっあおけ ゃさっ-

きっ こさぇゃうすっかしすゃけすけ, おけっすけ しっ しすさっきう ょぇ 
ょぇょっ さっしすぇさす くぇ うおけくけきうおぇすぇ, ょぇ けしうゅせ-
さう ゅかなすおぇ ゃないょせた いぇ ぉういくっしぇ, ょぇ くぇこさぇゃう 
くせあくうすっ, きぇおぇさ う すっあおう, さっそけさきう, っ くぇえ-
たせかっくけ. ′ぇうしすうくぇ, くっ さぇいぉうさぇき. ╉ぇすけ つっ 
かう しっ こかぇとぇ ちっくぇすぇ くぇ ちっかうは 23-ゅけょうてっく 
くっしこさぇゃっょかうゃ こさったけょ. ¨す すけゃぇ こかぇとぇくっ 
きくけゅけ たけさぇ うしおぇす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす, きくけ-
ゅけ こけかうすうつっしおう そけさきぇちうう. ╇ すけゃぇ しっ うい-
こけかいゃぇ  けす うょっけかけいうすっ う しすさぇすっいうすっ, おけう-
すけ ぉせすくぇたぇ しすさぇくぇすぇ おなき すけゃぇ ょなくけ. ′け 
ぇい きうしかは, つっ すっ くはきぇ ょぇ せしこっはす. ╆ぇとけすけ, 
おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ ょはしくけ し ぇくすうおけきせくうしすう-
つっしおぇ さっすけさうおぇ? ╃はしくけ, おけっすけ いゃせつう し おぇ-
こうすぇか ょはしくぇ けさうっくすぇちうは. 〈けっしす, くうっ けす-
くけゃけ ゃうあょぇきっ ょはしくけ, おけっすけ しっ そけさきうさぇ 
っょうくしすゃっくけ くぇ ぇくすうおけきせくうしすうつっしおぇ さっすけ-
さうおぇ. ′け いぇすけゃぇ っ きくけゅけ おなしくけ ゃっつっ. ╋くけ-
ゅけ. 〈けゃぇ けすょぇゃくぇ くぇさけょなす くう ゃうょは, つっ くっ 
ぉってっ こけかっいくけ ゃ すけいう こさけちっし. ╋うしかは, つっ 
くう すさっしっ っょくけ きなょさけ かはすけ, ゃ おけっすけ しっ くぇ-
ょはゃぇき, つっ とっ しう くぇこさぇゃうき こけせおうすっ, おぇおすけ 
う つっ くう こさっょしすけう っょくぇ  こなかくぇ し きくけゅけ さぇ-
ぉけすぇ っしっく う... っょうく こけ-ょけぉなさ ぉのょあっす くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ いぇ ょけゅけょうくぇ. 

- ╁うっ せぉっょっくぇ かう しすっ, つっ けぉとっしすゃけ
すけ, 〉かうちぇすぇ とっ ょぇょぇす すけゃぇ ゃさっきっ くぇ 
すけいう おぇぉうくっす? 
- 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ つせはす ゃしうつおう, ちはかぇ ╀なかゅぇ-

さうは. ╂けゃけさっくけすけ しっゅぇ っ し きくけゅけ いくぇちう, し 
きくけゅけ いぇかけあっくう ぉけきぉう.

-┿ くっ ╁う かう こかぇてう „ゅかせたけすぇすぇ” くぇ 
たけさぇすぇ けすしすさぇくう, おけはすけ ゃしなとくけしす くっ 
っ はしくけ おぇおゃけ っ すけつくけ. 〈っ しすけはす こさけし
すけ くぇしすさぇくう, ゅかっょぇす, くっ さっぇゅうさぇす, くけ 
う くっ しぇ くぇ おけくすさぇ-きうすうくゅうすっ いぇ こけょ
おさっこぇ くぇ おぇぉうくっすぇ? 

- ╃ぇ, くっ さっぇゅうさぇす. ′け こけょ-
おさっこはす ¨さってぇさしおう. ╁うあすっ, 
たけさぇすぇ うしおぇす ゃさっきっ, しこけおけえ-
しすゃうっ. ╂けすけゃう しぇ いぇ おさっょうす 
くぇ すけいう おぇぉうくっす すっいう, おけうすけ 
しすけはす くぇしすさぇくう う くっ さっぇゅう-
さぇす. ╇しおぇす こさけしすけ さぇぉけすぇ, 
ょけたけょう, しこけおけっく あうゃけす. 〉かう-
ちぇすぇ くっ さってぇゃぇ こさけぉかっきう-
すっ. ╇ すぇいう ゅかせたけすぇ, いぇ おけはすけ 
╁うっ ゅけゃけさうすっ さっぇかくけ, しこけさっょ 
きっく, っ ゅかせたけすぇすぇ くぇ くっょぇょっ-
くけすけ こさぇゃけ いぇ ういおぇい. 

- ╉なょっ, しこけさっょ ╁ぇし, しぉなさ
おぇ, おけは ぉってっ くぇえ- ゅけかは
きぇすぇ ゅさっておぇ くぇ ╀]‶, つっ 
ういこぇょくぇ しかっょ ういぉけさうすっ ゃ 
すぇいう かっおけ ゅかせこぇゃぇ しうすせぇ
ちうは, ょけさう? ¨つっゃうょくけ くっ っ 
おぇいせしなす „‶っっゃしおう” しぇきけ. 
〈けえ しすぇくぇ  こさけしすけ こけゃけょ.
- ┿おけ きけあっき ょぇ おぇあっき ゅさって-

おぇ, すけ すけゃぇ っ, つっ くっ しっ きけぉう-
かういうさぇたきっ ょけ しすっこっく すぇおぇ-
ゃぇ, つっ ょぇ しう けしうゅせさうき こなかくけ 
きくけいうくしすゃけ ゃ すけゃぇ ′ぇさけょくけ 
しなぉさぇくうっ, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ 
うきぇきっ くせあくけすけ しこけおけえしすゃうっ 
いぇ さぇぉけすぇ. ┿おけ うきぇたきっ こけ-
ゃっつっ ゅかぇしけゃっ けす すっいう しっゅぇ, 
とはたきっ ょぇ うきぇきっ う こけ-ゅけかはきぇ 
すっあっしす いぇ こさっょ けぉとっしすゃけすけ. 
╋けあっ ぉう くぇうしすうくぇ ゅっくっいうしなす 
くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ っ ゃ くっさっぇ-
かういうさぇくっすけ けす くぇてぇ しすさぇくぇ 
くぇ こなかくぇすぇ きけぉうかういぇちうは くぇ 
ういぉけさうすっ. ‶けしかっ うきぇたきっ う  
っょうく うゅさぇつ, おけえすけ くっ こさう-
いくぇゃぇてっ ういぉけさうすっ. ╇, さぇいぉう-
さぇ しっ, つっ おぇいせしなす „‶っっゃしおう” 
ぉってっ ゅさっておぇ. ′け くっおけくしせ-
きうさぇくぇ ゅさっておぇ. ╋けあっき ょぇ 
こさけょなかあうき けとっ きくけゅけ ゃ すけいう 
ょせた. ′け ぇい くっしかせつぇえくけ おぇいぇた, 
つっ しっゅぇ しっ こかぇとぇ ちっくぇすぇ いぇ 
ちっかうは 23-ゅけょうてっく こさったけょ. 
╆ぇとけすけ, おけゅぇすけ 4 ゅけょうくう すう っ 
こけすうしおぇくぇ っくっさゅうはすぇ, しっゅぇ っ 
ういさうゅくぇかぇ ゃ ちはかけすけ え きくけゅけ-
けぉさぇいうっ. ╇ しっゅぇ すぇいう っくっさゅうは 
いゃせつう きくけゅけ しうかくけ, し きくけゅけ 
いくぇちう. 

- 】っ うきぇす かう しうかうすっ,  
せこけさしすゃけすけ, うくぇすなす  すけいう 
おぇぉうくっす う ╀]‶ ょぇ ういょなさ
あぇす? ╃けさう しぇきけ ょけ きぇえ 
ょけゅけょうくぇ, おぇおゃうすけ しぇ こけ
ゃっつっすけ けつぇおゃぇくうは. 
- ╀]‶ っ きけぉうかういうさぇくぇ. ‶ぇ-

さぇかっかくけ し すけゃぇ しう ょぇゃぇきっ 
しきっすおぇ, つっ こさぇゃうき こさけつうす 
くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ っ しすぇゃぇかけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ょけ きけきっくすぇ. 〈ぇおぇ 
つっ -  ゅけすゃうき しっ ょぇ こさっきうくっき 
う こさっい すぇいう こけかうすうつっしおぇ 
おさういぇ. ′け すは っ う そうくぇくしけゃぇ, 
う うおけくけきうつっしおぇ. ′っ っ くうおぇお 
かっしくけ. 〈けいう ぉさけょ くっ っ くうおぇお 
かっしっく いぇ こさっきうくぇゃぇくっ. ′け 
とっ ゅけ きうくっき. ╇ すけ とっ ぉなょっ 
っょうくしすゃっくけ う しぇきけ, いぇとけすけ 
╀なかゅぇさうは っ くぇょ ゃしうつおけ.

- 〈けゃぇ けとっ きけょくけ かう っ? 
- ╋けょくけ っ. ╆ぇとけすけ ぇい くっ ぉうた 

こさうっかぇ ょっしすさせおすうゃくう う さぇい-
させてうすっかくう しうかう ょぇ しきなおゃぇす 
ちっくぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ う ぉなか-
ゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ.

- ╆ぇとけ しきっ すけかおけゃぇ くっ
すなさこっかうゃう おぇすけ くぇさけょ? 
- ╋けあっ ぉう, いぇとけすけ きくけゅけ 

しきっ すなさこっかう. ╇ ゃ っょうく けこさっ-
ょっかっく きけきっくす  ょせたなす ういかういぇ 
けす ぉせすうかおぇすぇ. ¨ぉとっしすゃけすけ くっ 
っ しなゅかぇしくけ し きくけゅけ っゃさけこっえ-
しおう う しゃっすけゃくう すっくょっくちうう. 
╁うあすっ くぇけおけかけ, ゃしうつおけ っ ゃ 
こさけすっしすう. ╉さういぇすぇ さっぇかくけ 
けとっ くはきぇ こけしけおぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

すさっゃけあっか いぇ ╃ぇきはくけゃ, おけえ-
すけ っょくぇ ゅけょうくぇ ぉうか しぇきけ 
けぉうおくけゃっく すったくけかけゅ. ‶さう 
こけしさっとぇくっすけ 【ぇたけゃ ゅけ くぇ-
しけつうか: „]かせてぇえ, ]すっそぇくっ, 
くぇえ-ょけぉさっ っ ょぇ しっ いぇっきって 
し っかっおさけしこせしなおぇ...“. ]すっ-
そぇく しっ しこさぇゃうか, けぉぇつっ ╀ぇえ 

╉けかぬけ くぇきうさぇ, つっ きけきつっ-
すけ っ いぇ こけ-ゃぇあくぇ さぇぉけすぇ. 
╃ぇあっ こけうしおぇか けす ょうさっおすけ-
さぇ 〈のさおっょあうっゃ ょぇ くぇきっ-
さはす くぇ ╃ぇきはくけゃ こけ-ょけぉさぇ 
ゃないきけあくけしす. 〈のさおっょあうっゃ 
きくけゅけいくぇつうすっかくけ ゃきっすくぇか: 

„【ぇたけゃ, くっ しっ こさうすっしくは-
ゃぇえ, すけえ うゅさぇっ ゃ ゅけかはきけすけ 
すけすけ...“. ]おけさけ 【ぇたけゃ しっ 
せしこけおけうか, すなえ おぇすけ ╃ぇきは-
くけゃ しすぇくぇか いぇき.-すったくうつっしおう 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“. ╀ぇえ 
╉けかぬけ ゅけ くぇしなさつぇゃぇか: „】っ 
しっ しこさぇゃうて!』けゃっお しっ せつう, 
しすうゅぇ ょぇ っ こけ-せこけさうす“. 
╁さっきっくぇすぇ しっ きっくはす. 

‶けつゃぇ しぇゅぇすぇ
„╆っくうすくぇ せしすぇくけゃおぇ“

【ぇたけゃ ゃうょはか けゅさけきくぇすぇ 
せしすぇくけゃおぇ ゃ 』っさゃっく ぉさはゅ, 
おなょっすけ ゅけ こさぇとぇ ぉっい くうおぇお-
ゃぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ うくそけさ-
きぇちうは ╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ. 
╆ぇょぇつぇすぇ っ ょぇ しっ さぇいゅかっょぇ 
せしすぇくけゃおぇすぇ, ょぇ しっ さぇい-
ゅかけぉう しなゃっすしおうは けぉさぇいっち, 
ょぇ しっ ょけおぇさぇ ゃ „┿さしっくぇか“, 
いぇ ょぇ こけつくっ せしゃけはゃぇくっ くぇ 
くけゃけすけ ういょっかうっ... ╆ぇょぇつぇ-
すぇ ういゅかっあょぇ くっこけしうかくぇ. 
′っしかせつぇえくけ. ╃っすぇえかうすっ しぇ 
たうかはょう, おうかけゅさぇきうすっ - しすけ-

すうちう. ¨こっさぇちううすっ こけ ういさぇ-
ぉけすおぇすぇ - しなとけ. 〉しゃけはゃぇくっすけ 
こさけょなかあぇゃぇ 20 ゅけょうくう. „] 
すさうしすぇ いけさぇ は せしゃけうたきっ...“ 
う しっゅぇ ゃないょなたゃぇ すっあおけ ╉け-
かぬけ 【ぇたけゃ, いぇとけすけ すけゃぇ しっ 
けおぇいゃぇ, おぇすけ つっ かう ょっかけすけ 
くぇ あうゃけすぇ きせ. ╃けゅけゃけさなす しっ 

こけょこうしゃぇ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ, 
こさうこけきくは しう 【ぇたけゃ. ╋っあ-
ょせゃさっきっくくけ, すけえ こけきぇゅぇ いぇ 
ぇさすうかっさうえしおけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ う ┿╉. ‶なさゃぇすぇ うょっは ぉうかぇ 
うきっくくけ ぇさすうかっさうえしおけすけ ょぇ 
しっ きっしすう ゃ 【っえくけゃけ, くけ しすぇ-

くぇかけ けぉさぇすくけ. ╋っしすっくっすけ くぇ 
こかけとぇょおぇすぇ ゃ 【っえくけゃけ しなとけ 
うきぇかけ きくけゅけ こさけぉかっきう - くけゃう 
ちったけゃっ: ちっゃっく - っょさう ょっすぇえ-
かう - ょさっぉくう ょっすぇえかう...! ]こっ-
ちうぇかうしすうすっ しっ けさゅぇくういうさぇす 
しぇきう, こけ しゃけっ せしきけすさっくうっ. 
〈けゅぇゃぇ しっ しないょぇゃぇ  う ちった いぇ 

こさけゅさぇきくう きぇてうくう, くぇかぇ-
ゅぇ しっ いぇさぇょう けぉさぇぉけすおぇすぇ くぇ 
こけ-っょさう ょっすぇえかう. ¨しけぉっくけ - 
ちっゃくぇすぇ おせすうは くぇ いっくうすくぇすぇ 
せしすぇくけゃおぇ. 〈ぇおぇ こさっょ けつうすっ 
くぇ 【ぇたけゃ しっ しないょぇゃぇ さぇぉけす-
くぇすぇ ゅさせこぇ しこっちうぇかうしすう こけ 
こさけゅさぇきくうすっ きぇてうくう: ╂っけさゅう 
╂うつっゃ, 〈ぇくぬけ ′ぇえょっくけゃ, ぅくう 
′うおけゃ... ╁さっきっすけ くぇこうさぇ, ぇ 
せしゃけはゃぇくっすけ けとっ しっ ぉぇゃう. 
╇ょゃぇ う おけくそかうおすなす し くぇつぇか-
しすゃけすけ こけ ゃさっきっすけ くぇ ╇ゃぇく 
╇ゃぇくけゃ う ╉させき 》さうしすけゃ. ′ぇ 
こけしすぇゃっくうは しさけお – 1-ゃう きぇえ, 
【ぇたけゃ けすしうつぇ: „′っ きけあっ ょぇ 
しすぇくっ!!!“. 》うつ くっ しっ てっゅせゃぇ, 
おぇいゃぇえおう: „┿おけ しすぇくっ, とっ 
しっ たゃなさかは けす おけきうくぇ くぇ いぇ-
ゃけょぇ!“. 【っそけゃっすっ „いぇすはゅぇす 

こさうきおぇすぇ“ う ゃっつっ ういうしおゃぇす 
こけしすけはくっく ょけおかぇょ こけ ょっすぇえ-
かう. ╀ぇえ ╉けかぬけ ゃっつっ いくぇっ:

′ぇいぇょ くはきぇ!  

]おけさけ しっ しすうゅぇ くぇえ-こけしかっ 
う ょけ きけくすぇあぇ  う こさけぉうすっ くぇ 

しかけあくけすけ ういょっかうっ. ╁ ちはかけすけ 
しう ぇさしっくぇかしおけ ぉうすうっ 【ぇたけゃ 
っ さぇいぉさぇか, つっ すぇき いぇょっく たけょ 
くっ しっ ょぇゃぇ, ういこなかくはゃぇ しっ おぇすけ 
くぇ ゃけっくくう くぇつぇかぇ, いぇょぇつう-
すっ しぇ ぉっい ぇかすっさくぇすうゃぇ. 〈けゃぇ 
ょぇゃぇ けこうす, さぇいゃうゃぇ こさけそっ-

しうけくぇかういきぇ, くけ おけしすゃぇ きくけゅけ 
ぉっいしなくくう くけとう. ╇ ょくう ょぇかっつ 
けす しっきっえしすゃけすけ. ┿ しっきっえしすゃけ-
すけ し すさうすっ ょっちぇ う しなこさせゅぇすぇ 
う ょけ ょくっし けしすぇゃぇ くぇえ-ちっくくけ-
すけ. ]おけさけ - すぇは いうきぇ, あっくぇすぇ 
っ こけつうくぇかぇ う ╀ぇえ ╉けかぬけ けとっ 
くっ きけあっ ょぇ は こさっあぇかう. ′っ ゅけ 
おさうっ う ゃ けつうすっ きせ うしおさっくけ う 
くっゃけかくけ うょゃぇす しなかいう, おけゅぇすけ 
こけゅかっょくっ こけょさっょっくうは ょゃけさ, 
きぇゅぇいうくつっすけ... ‶けょさっょっくう, 
ぇきぇ - „くっ っ しなとけすけ...!“.  』っ-
すうさうきぇ  ゃおなとう きうくぇかう こさっい  
すったくうおせきぇ. 】っさおぇすぇ ╃けくおぇ, 
し おけはすけ しっ しきっくはす ゃ きぇゅぇいう-
くぇ, ゃっつっ っ こっくしうけくっさ, ぉうかぇ っ 
おけくしすさせおすけさ. ¨す ぉかういくぇちうすっ 
- ]ぇてけ しかっょ すったくうおせきぇ ういぉう-
さぇ ╋うくくけ-ゅっけかけあおうは う ゃっつっ 
っ こさっこけょぇゃぇすっか ゃなゃ ╁ぇさくぇ. 
╆ょさぇゃおけ くっ うしおぇ ゃうしてっ.
]かっょ こっくしうけくうさぇくっすけ くぇ 

【ぇたけゃ こさっい 1994-すぇ ょゃぇきぇ-
すぇ しなこさせいう こけつゃぇす ょぇ しすさけはす 
きぇゅぇいうくつっすけ. ¨すくぇつぇかけ くうおけえ 
くっ ゃはさゃぇ, つっ とっ しっ こけかせつう, 
あっくぇすぇ しなとけ くっ うしおぇ ょぇ しっ 

きっしすう くぇ しっかけ... ¨ぉぇつっ 【ぇたけゃ 
いくぇっ, つっ くぇいぇょ くはきぇ う ゃしうつおけ 
すさなゅゃぇ ょけぉさっ. ╋けあっ ぉう いぇさぇょう 
すなさゅけゃしおうは くのた, くぇしかっょっく けす 
ぉぇとぇ しう, ╀ぇえ ╉けかぬけ せしこはゃぇ, 
すぇ しっゅぇ ょっちぇすぇ おぇいゃぇす: „〈ぇすおけ, 
ょけぉさっ, つっ しう しっ いぇたゃぇくぇか“.  
》けさぇすぇ けす ¨ゃけとくうお うょゃぇす 

すせお こけ ゃしはおけ ゃさっきっ う いぇ ゃしうつ-
おけ. ╁ すなきくう いけさう, けとっ けす 6 
しせすさうく,  【ぇたけゃ ゅう こけしさっとぇ. 
╁ 8 うょゃぇ とっさおぇすぇ, こけしかっ こぇお 
すけえ いぇしすなこゃぇ けす 4 しかっょけぉっょ, 
ょけおぇすけ うきぇ たけさぇ... „╁っつっ 20 
ゅけょうくう しなき すなさゅけゃっち“, つせょう 
しっ くぇ しっぉっ しう ╉けかぬけ 【ぇたけゃ. 
╇いゃなく さぇぉけすぇすぇ, すけえ ょなさあう う 
くぇ すけゃぇ, ょぇ しう こけょょなさあぇ つけ-
ゃっお いょさぇゃっすけ, くうとけ, つっ ゅけくう 
83 ゅけょうくう. 〈ったくけかけゅなす - すなさ-
ゅけゃっち  こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さっあっ 
ぇしきぇすぇ, けゃけておうすっ... „』けゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ っ ゃ ょゃうあっくうっ“. 
„¨とっ きなくうつおけ けしすぇくぇ, きくけ-

ゅけすけ きうくぇ...“, しう さぇいしなあょぇゃぇ 
╀ぇえ ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, おけえすけ, おぇすけ 
ゅけ こうすぇき おぇおゃけ ゃ いぇゃけょぇ きせ っ 
くぇえ-しおなこけ, いぇ しっおせくょう けすゃさな-
とぇ: „『っかうはす „┿さしっくぇか“!“... ╇ 
こさうはすっかうすっ すせお しぇ きくけゅけ, きぇ-
おぇさ けす ぉかういおうすっ くぇ すけいう しゃはす 
ょぇ っ けしすぇくぇか しぇきけ っょうく - うい-
おかのつうすっかくうはす しこっちうぇかうしす こけ 
こさけゅさぇきくう きぇてうくう ]すけえつけ 
‶っすさけゃ. ‶さうはすっかしおう しぇ つせゃ-
しすゃぇすぇ, おけうすけ 【ぇたけゃ たさぇくう う 
おなき ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
ょくっし ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ′うとけ, 
つっ しっ ゃうあょぇす さはょおけ, ょゃぇきぇすぇ 
しっ つせゃしすゃぇす う しっゅぇ ぉかういおう, 
しかっょ ういこうすぇくうはすぇ ゃ けぉとぇ-
すぇ さぇぉけすぇ けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
いっくうすくぇすぇ せしすぇくけゃおぇ しっ  こけょ-
ゅけすゃは いぇ せしゃけはゃぇくっ ゃ ╇さぇく. ╆ぇ 
ちっかすぇ けす „╉うくすっおし“ さってぇゃぇす 
ょぇ しないょぇょぇす しこっちうぇかくけ ╇くあっ-
くっさうくゅけゃけ いゃっくけ. ¨ゅかぇゃはゃぇ ゅけ 
╇ぉせてっゃ, ぇ 【ぇたけゃ こけっきぇ  こけょ-
ゅけすけゃおぇすぇ くぇ ょけおせきっくすぇちうはすぇ. 
„¨とっ しっ つせょは おぇお しっ くぇった...“, 
ういせきはゃぇ しっ くぇ しっぉっ しう すったくけ-
かけゅなす.  „╇ぉせてっゃ せきっっ ょぇ さぇぉけ-
すう し たけさぇ, ょぇょっ きう ゅけかっきう こさぇ-
ゃぇ う しなょっえしすゃぇてっ いぇ ゃしうつおけ, 
すなさしってっ ゃぇさうぇくすう...“, しこけきくは 
しう 【ぇたけゃ. ′っゅけゃうすっ こさっょかけ-
あっくうは  いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ う さぇいこさっょっかっくうっすけ 
くぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ こけ ぇさしっくぇか-
しおうすっ いぇゃけょう しっ こさうっきぇす. „╆けさ 
- くっ - いけさ, しこさぇゃうたきっ しっ...!“, 
くっ ぉっい ゅけさょけしす しう しこけきくは ╀ぇえ 
╉けかぬけ, おけえすけ こけしかっ こさけおぇさゃぇ 
こなすっおぇすぇ くぇ いっくうすくぇすぇ せしすぇ-
くけゃおぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
╇さぇく. 〈ぇき くっ しすけはか ょけ おさぇは, 
いぇとけすけ ゃなこさっおう, つっ せしかけゃうは-
すぇ ぉうかう けすかうつくう, しっ しこさっつおぇか 
し くぇてっくっち-くぇつぇかくうお こけ こけゃけょ 
かけてけすけ きせ けすくけてっくうっ おなき ぇさ-
しっくぇかしおう さぇぉけすくうお: „╋ぇかおけ 
しなき つっこぇす...!“   
‶けしかっ くっせしっすくけ うょゃぇ ゃさっきっ-

すけ いぇ こっくしうは...
╋けきつっすけ けすすぇすなお ]さっょくぇ 

ゅけさぇ, おけっすけ うしおぇかう くぇゃさっきっ-
すけ ょぇ こさぇゃはす けぉせとぇさ, ゃ おさぇ-
っく しかせつぇえ - こかけゃょうゃしおう そけ-
すけゅさぇそ, くぇゃさっきっ さぇいぉさぇかけ, 
つっ „ゅうきくぇいうは たかはぉ くっ ょぇゃぇ“.  
‶けっか おなき くっういゃっしすくけすけ し きせ-
おぇゃっくうは おせそぇさ おなき ╉ぇいぇくかなお, 
╉けかぬけ 【ぇたけゃ くうおけゅぇ くっ っ しな-
あぇかはゃぇか いぇ すけゃぇ.
′うとけ, つっ しなさちっすけ きせ っ 

„かはゃけ”, くぇ ╀ぇえ ╉けかぬけ っょくけ きせ 
しっ とっ - ょぇ しっ ゃょうゅくっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお こぇきっすくうお くぇ ゅっく. ╇ゃぇく 
╁なかおけゃ, けしくけゃぇすっかはす くぇ „┿さ-
しっくぇか”. 〈けゃぇ こさけきっくは ╉ぇいぇく-
かなお, すけゃぇ こさけきっくは ゃしうつおけ すせお, 
せぉっょうか しっ っ かうつくけ う ╉けかぬけ 
【ぇたけゃ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ゃしはおけ こなすせゃぇくっ しっ こさうぉうさぇ し こけくっ っょくぇ. 
╁ くぇしすけはとうは こぇさかぇきっくす, ゃなこさっおう おさったおけすけ きせ ゃさっきっ いぇ さぇぉけすぇ, ぅくおけゃぇ 

っ ゃくけしうすっか くぇ いぇおけくけこさけっおす いぇ けぉとっしすゃっくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ いぇ くぇしすけはとぇ-
すぇ ゅけょうくぇ. 〈は っ う うくうちうぇすけさ くぇ うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ うくしすうすせちうはすぇ  くぇ 
ぉぇくおけゃ けきぉせょしきぇく せ くぇし, つうはすけ ちっか っ ょぇ ぉさぇくう うくすっさっしうすっ くぇ ょかなあくうちうすっ 
こさっょ ぉぇくおうすっ, けしけぉっくけ おけゅぇすけ こさうつうくぇすぇ いぇ くっこかぇとぇくっすけ くぇ ょなかゅぇ  くっ  っ 
ゃ くっあっかぇくうっすけ, ぇ ゃ くっゃないきけあくけしすすぇ  こけ けぉっおすうゃくう  こさうつうくう けす しすさぇくぇ くぇ 
ょかなあくうおぇ. ] ╃けさぇ ぅくおけゃぇ しっ しさっとぇきっ くぇ こけさっょくうは しなぉけさ くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
くぇ ╀せいかせょあぇ. ‶さけはゃぇ, おけはすけ ぉうゃてぇすぇ しきけかはくしおぇ おきっすうちぇ くっ こさけこせしおぇ けす 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ しなぉけさぇ こさっょう 20 ゅけょうくう.
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‶さうつうくぇすぇ っ いぇゅせぉっくけ 
ょっかけ くぇ くぇえ-ゃうしてぇ うく-

しすぇくちうは - ╁うしてうはす おぇしぇ-
ちうけくっく しなょ. ′ぇ 18-すう のかう 
しなしすぇゃ くぇ しなょぇ っ さぇいゅかっょぇか 
ょっかけ, いぇゃっょっくけ けす  そうさきぇすぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ“, こさっょしすぇ-
ゃかはゃぇくぇ けす ぉういくっしきっくぇ 〈け-
ょけさ ╉けかっゃ, しけぉしすゃっくうお う くぇ 
たさぇくうすっかくう たうこっさきぇさおっすう ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╃っかけすけ っ しさっとせ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお いぇさぇょう くっさっ-
ぇかういうさぇく しすさけっあ 
くぇ いぇおせこっく いぇ 3,5 
きかく. かっゃぇ すっさっく くぇ 
きはしすけすけ くぇ しすぇさぇすぇ 
╇くそっおちうけいくぇ ぉけか-
くうちぇ.  
╋けすうゃなす, し おけえすけ 

くぇ ぉういくっしきっくぇ くっ 
っ こけいゃけかっくけ ゃこけ-
しかっょしすゃうっ ょぇ うい-
ゅさぇょう くぇ こかけと けす 
30 ょっおぇさぇ ゅけかはき 
╋¨╊ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
っ, つっ さぇいさってうすっかくけすけ いぇ 
しすさけっあ くっ けすゅけゃぇさは くぇ せし-
すさけえしすゃっくうは  こかぇく くぇ おゃぇさ-
すぇかぇ. ╆ぇ いぇおせこっくうは こぇさちっか 
しぇ こかぇすっくう くぇ けぉとうくぇすぇ くぇょ 
1 きかく. かっゃぇ, ゃ きぇくょぇすぇ くぇ 
おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ こさっい 
2008-きぇ ゅけょうくぇ. ╉ぇすけ さっいせか-
すぇす けしすぇゃぇ いっえくぇかぇ けゅさけきくぇ 
ょせこおぇ, ゃ おけはすけ さぇしすぇす ょなさ-
ゃっすぇ, くけ し くうおぇおゃう てぇくしけゃっ 
ょせこおぇすぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっ  ゃ 
しゅさぇょぇ. ╋けすうゃなす っ, つっ しこけ-
さっょ こかぇくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
すけいう おゃぇさすぇか, すぇき くっ きけあっ 
ょぇ うきぇ しゅさぇょう, こけ-ゃうしけおう けす 
5 っすぇあぇ, ぇ さぇいさってうすっかくけ-

 【そうあ つてあせあ みつせそ そて たそつしかおせそてそ くあつかおあせけか せあ 《いはけせつさけみ つひうかて う [あくあせしひさ.
〉そうけせあてあ つひそいはけ せあ つひうかてせけぬけてか しけねせそ さすかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ. 
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つさとしたてとちあ せあ  ╉そさそ ╉そさそう

╇′╊｠〈╊ ′]╅【《【《 ╇ぇ╇ ╇《]╊‶╆《]╅
╀なかゅぇさ-

し お う は す 
くぇちうけくぇかっく 
けすぉけさ こけ 
ゃけかっえぉけか-
きかぇょっあう ょけ 
16 ゅけょうくう 
ゃいっ いぇ こけさっ-
ょっく こなす いかぇ-
すけすけ けす こさけ-
ゃっょっくけすけ ゃ 
╉ぇ いぇくかなお 
╀ぇかおぇくしおけ 
こなさゃっくしすゃけ 
こけ ゃけかっえ-
ぉけか. ╁ない-
こうすぇくうちうすっ 
くぇ すさっくぬけさぇ 
╃さぇゅぇく ╇ゃぇ-
くけゃ いぇとう-
すうたぇ ぉぇか-
お ぇ く し お ぇ す ぇ 
しう すうすかぇ 
こけ ぉかっしすはと 
くぇつうく - ぉっい 
ょぇ いぇゅせぉはす 

すけ っ いぇ しすさけっあ いぇ しゅさぇょぇ し 4 
っすぇあぇ こけゃっつっ. 〈ぇおぇ こかぇくけ-
ゃっすっ くぇ 〈けょけさ ╉けかっゃ けすうゃぇす 
くぇたぇかけし, こぇさうすっ きせ しなとけ, ぇ 
¨ぉとうくぇすぇ っ ういこさぇゃっくぇ こさっょ 
しかけあくう しなょっぉくう ぉうすおう. [っ-
いせかすぇすなす:  いぇゃっょっくう ょっかぇ 
けす しすさぇくぇ くぇ 〈けょけさ ╉けかっゃ う 
„〈さぇおうは すさっえょ” しさっとせ ¨ぉ-
とうくぇすぇ. ╃っかぇ, おけうすけ ゃなさゃはす 
ぉなさいけ う しかっょ 5 ゅけょうくう さっいせか-

すぇすなす っ くぇかうちっ: ¨ぉとうくぇすぇ っ 
けしなょっくぇ けす くぇえ-ゃうしてぇすぇ しな-
ょっぉくぇ うくしすぇくちうは ょぇ ゃなさくっ 
3,5 きかく. かっゃぇ  うくゃっしすうさぇくう 
こぇさう くぇ ぉういくっしきっくぇ, おぇすけ 
こけ すけいう くぇつうく せゃっかうつう さぇい-
きっさぇ くぇ いぇょなかあっくうはすぇ しう し 
くけゃう 3,5 きかく. かっゃぇ. ╁さなとぇえ-
おう こぇさうすっ くぇ ╉けかっゃ, ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお けすくけゃけ こさうょけぉうゃぇ 
こさぇゃぇ ゃなさたせ しけぉしすゃっくけしすすぇ 
くぇ うきけすぇ, すけっしす ゃなさたせ ういおけ-
こぇくうは ゃっつっ すさぇこ. 
‶なさゃぇすぇ おけこおぇ っ くぇこさぇゃっくぇ 

けす すけゅぇゃぇてくうは おきっす くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う けす 
〈けょけさ ╉けかっゃ くぇ きくけゅけいくぇつう-

すっかくぇすぇ ょぇすぇ 06.06.2008 ゅけ-
ょうくぇ. ‶っす ゅけょうくう こけ-おなしくけ 
ょゃぇきぇすぇ くっ きうしかはす っょくぇおゃけ, 
っょうくうはす ゃっつっ くっ っ おきっす, ぇ 
ょさせゅうはす すなさしう こぇさうすっ しう けす 
くけゃぇすぇ けぉとうくしおぇ ゃかぇしす. 
╉ぇいせしなす ういこさぇゃは  こさっょ しっ-

さうけいくぇ ょうかっきぇ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ せこさぇゃぇ, おぇおすけ う しぇきぇすぇ 
¨ぉとうくぇ,  いぇさぇょう けこぇしくけしすすぇ 
けとっ ゃ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 

ょぇ ぉなょぇす ぉかけおう-
さぇくう しきっすおうすっ 
え いぇさぇょう ょなか-
あうきぇすぇ しせきぇ 
おなき „〈さぇおうは 
すさっえょ”. ¨こぇし-
くけしすすぇ けす  すけゃぇ  
ぉっ こけすゃなさょっくぇ 
けす おきっすぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
┿ ょぇかう くっ っ 

さっょくけ ょぇ しっ 
すなさしはす さっちう-
こさけつくう ょっえしす-

ゃうは う けす しすさぇくぇ くぇ  ぉうゃてぇすぇ 
せこさぇゃぇ, こけょゃっかぇ ぉういくっしきっ-
くぇ う しおかのつうかぇ しょっかおぇすぇ  ゃ 
けくいう こっさうけょ, っ ゃなこさけし し おせこ 
かうこしゃぇとう けすゅけゃけさう けす しすさぇ-
くぇ くぇ しなょっぉくぇすぇ  くう しうしすっきぇ. 
¨とっ ゃ こなさゃうすっ  きっしっちう くぇ 
きぇくょぇすぇ しう ゃ すけゃぇ しっ せぉっょう 
う しぇきぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
おけはすけ くぇ くはおけかおけ こけさっょくう 
うしおぇくうは いぇ すなさしっくっ くぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす けす こさっょうてくうは おきっす 
こけかせつう こさけおせさけさしおう けすおぇいう 
いぇ けぉさぇいせゃぇくっ くぇ こさけういゃけょ-
しすゃぇ. ╇ しっゅぇ かう とっ っ すぇおぇ? 
‶さっょしすけう  ょぇ ゃうょうき. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

„Арсенал“ АД търси да назначи 

конструктори с висше техническо 

образование.

Предимство при назначеване:

- компютърна грамотност

- владеене на чужд език

За контакти:

0889 63 20 71 - Станислав Ненов

╀かういけ ゅけょうくぇ, しかっょ おぇすけ ょっ のさっ ういすっつっ 5-ゅけょうてくうはす きぇく-
ょぇす くぇ こなさゃうは ゃ うしすけさうはすぇ  くぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっ-

くうっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお, けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお うきぇ くけゃ. 〈けえ ぉっ ういぉさぇく しかっょ すさっすうは けこうす けぉとうくぇすぇ 
ょぇ しう くぇきっさう こけしさっょくうお いぇ しこけさくうすっ ゃなこさけしう きっあょせ ゅさぇあ-

ょぇくうすっ う うくしすうすせちううすっ. 
′けゃうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお っ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゅさせこぇ-

すぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. ]かっょ すぇっく ゃけす すは 
こけかせつう 27 ゅかぇしぇ けす くっけぉたけょうきうすっ 25 しこけさっょ ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ 
ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╃させ-
ゅうはす こさっすっくょっくす いぇ こけしすぇ - 〈っけょけさぇ ╂っけさゅうっゃぇ, おけはすけ っ う 
しなゃっすくうお けす ╂╄[╀, こけかせつう 5 ゅかぇしぇ. ╃ゃぇきぇ けす ゅかぇしせゃぇかうすっ 
しなゃっすくうちう こせしくぇたぇ くっょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう. 
╁ すさっすうは すせさ くぇ しなしすっいぇくうっすけ いぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお 

せつぇしすゃぇ う ╉けさくっかうは ╁かぇょっゃぇ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╀]‶, くけ すは 
くっ ぉっ ょけこせしくぇすぇ ょけ ういしかせてゃぇくっ  ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす けす ╁さっ-
きっくくぇすぇ おけきうしうは こけ ういぉけさぇ くぇ こけしさっょくうお. 
′けゃけういぉさぇくうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお こけかけあう 

おかっすゃぇ  ゃっょくぇゅぇ しかっょ ういぉけさぇ.
╂うくおぇ 】っさっゃぇ っ ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ ‶〉 „‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさ-

しおう”, いぇゃなさてうかぇ っ ぉうけかけゅうは  う たうきうは. ╃なかゅう ゅけょうくう ぉっ つかっく 
くぇ 〉] くぇ 《っょっさぇちうはすぇ  くぇ ょさせあっしすゃぇすぇ くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ ゃ 
╀なかゅぇさうは う こさっょしっょぇすっか くぇ きっしすくけすけ うき ょさせあっしすゃけ. ¨きなあっ-
くぇ っ う うきぇ しうく. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ つぇしすくうは しっおすけさ. ′ぇ きっしすくうすっ  
ういぉけさう こさっょう ょゃっ ゅけょうくう ╂うくおぇ 】っさっゃぇ いぇ こなさゃう こなす ぉっ 
ゃおかのつっくぇ ゃ かうしすぇ いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう - すぇいう くぇ ╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′けゃけういぉさぇくうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお けぉはゃう いぇ しゃけう こさうけ-

さうすっすう さぇぉけすぇすぇ し きかぇょうすっ たけさぇ, こけこせかはさういうさぇくっすけ くぇ うく-
しすうすせちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは  こけしさっょくうお, おけくすぇおすうすっ し っゃさけ-
こっえしおうは けきぉせょしきぇく, おけえすけ っ ゅさなお. ╁  のさうょうつっしおぇすぇ こけきけと 
こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ しこけさくうすっ こさぇゃくう おぇいせしう 】っさっゃぇ  とっ 
すなさしう こけきけと けす のさうしすう くぇ ょけぉさけゃけかっく こさうくちうこ.
] ういぉけさぇ くぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ いぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお けす こけし-

すぇ しう けすうゃぇ ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ - ょなかゅけゅけょうてっく しっおさっすぇさ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉うかうおつうっゃぇ けしすぇゃぇ 
ゃ うしすけさうはすぇ うきっくくけ おぇすけ こなさゃうは けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか“

Честит рожден ден  на Гинка Щерева!
За красивите години - Наздраве!
Здраве, щастие, любов, късмет! 

Бившият и настоящият омбудсман
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′ぇつぇかけすけ くぇ すさせょけゃうは しすぇあ 
くぇ ┿くゅっかけゃ っ ゃ おさぇは くぇ ょっおっき-
ゃさう 2003 ゅけょうくぇ  ゃ „┿さしっくぇか“, 
ゃ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ さぇぉけすう ゃ 
せつぇしすなおぇ こけ せょぇさくけ-しこせしおぇ-
すっかくうは きったぇくういなき くぇ ぇゃすけきぇす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ“. ╀ぇとぇ きせ しっ 
こっくしうけくうさぇ おぇすけ ぇさしっくぇかっち. 
]こけさっょ うしすけさうおぇ, ゃさっきっ 

っ けぉさぇいなす くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ ゃ 
うしすけさうつっしおけすけ しないくぇくうっ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ ょぇ しっ ういつうしすう けす 
くぇしかけっくうすっ うょっけかけゅっきう. ¨す 
ょぇくくうすっ, こけかせつっくう けす ういしかっょ-
ゃぇくっすけ しう ょけしっゅぇ, ┿くゅっかけゃ 
ょけしすうゅぇ ょけ ういゃけょぇ, つっ つさっい 
くぇかぇゅぇくっすけ くぇ けぉさぇいぇ くぇ ゅっく. 
╁なかおけゃ おぇすけ しぇすさぇこ う けさゅぇくう-
いぇすけさ くぇ す. くぇさ. „ぉはか すっさけさ“, 
╀╉‶ くぇきうさぇ  ゃないきけあくけしす いぇ 
けすきなとっくうっ, こさっくっぉさっゅゃぇえおう 
そぇおすぇ, つっ すっさけさなす っ こさけゃけ-
おうさぇく ゃ いくぇつうすっかくぇ しすっこっく 
けす ょっえしすゃうはすぇ くぇ ╀╉‶, うい-
こなかくはゃぇとぇ ぉっいさけこけすくけ いぇ-
こけゃっょうすっ くぇ ╉けきうくすっさくぇ う 
]]][,  ぇ しさっょうすっ, けさゅぇくういう-
さぇかう ╃っゃっすけのくしおうは こさっゃさぇす, 
こけかせつぇゃぇす てぇくし いぇ さっぇぉうかう-
すぇちうは, しけつっえおう  ゅっく. ╁なかおけゃ 
おぇすけ けしくけゃっく ゃうくけゃくうお いぇ 
くぇしうかうっすけ, いぇかはかけ ╀なかゅぇさうは 
ゃ こっさうけょぇ 1923-1925 ゅ. 〈ぇおぇ 
ゅっく. ╁なかおけゃ, いぇっょくけ し ちぇさ ╀け-
さうし, しっ はゃはゃぇ せょけぉくぇ ういおせこう-
すっかくぇ あっさすゃぇ, おけはすけ ゃしうつおう 
せつぇしすくうちう ゃ しなぉうすうはすぇ うきぇす 
ゃないきけあくけしす ょぇ こけしけつぇす  おぇすけ 

ゃうくけゃくうお いぇ くぇしうかうっすけ. ′ぇしう-
かうっ, おけっすけ ぉっいしこけさくけ っ そぇおす 
ゃ くぇてっすけ けぉとけ きうくぇかけ, しかっょ-
しすゃうはすぇ けす おけっすけ すっゅくぇす う ょけ 
ょくっし. ╃っえしすゃうはすぇ う くぇ ╉うきけく 
╂っけさゅうっゃ, う くぇ  ┿かっおしぇくょなさ 
『ぇくおけゃ,  う くぇ ╃ぇきはく ╁っかつっゃ, 
う くぇ おけきせくうしすうつっしおぇすぇ こぇさすうは 
おぇすけ つっ けしすぇゃぇす うしすけさうつっしおう 
けこさぇゃょぇくう けす たゃなさかはくっすけ くぇ 
ちはかぇすぇ ゃうくぇ ゃなさたせ ゅっく. ╁なか-
おけゃ, おけきっくすうさぇ ┿くゅっかけゃ ゃ たけょぇ 
くぇ ういしかっょゃぇくっすけ しう.  
╇くすっさっしっく そぇおす, しこけさっょ 

┿くゅっかけゃ, っ, つっ ゃ たけょぇ くぇ しな-
ぉうすうはすぇ しかっょ 1989-すぇ, こさっい 
90-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお, 
╁なさたけゃくうはす しなょ さっぇぉうかうすう-
さぇ こけしきなさすくけ う ┿かっおしぇくょなさ 
『ぇくおけゃ, う ゃしうつおう くっゅけゃう きう-
くうしすさう, おけうすけ くっ しぇ きうくぇかう くぇ 
しすさぇくぇすぇ くぇ ╀╉‶, ういぉうすう うかう 
ういぉはゅぇかう ゃ ╊ぇすうくしおぇ ┿きっさう-
おぇ おぇすけ 『ぇくおけゃ, ぇ ゅっく. ╁なかおけゃ 
けしすぇゃぇ くっさっぇぉうかうすうさぇく. „〈けゃぇ 
っ さっそかっおし けす すさぇゃきぇすぇ, こさっ-
あうゃはくぇ けす ぉなかゅぇさうすっ, おけうすけ 
しかっょゃぇ ょぇ くぇきっさはす ゃうくけゃくうお 
いぇ しかせつゃぇとけすけ うき しっ“, おぇいゃぇ 
ういしかっょけゃぇすっかはす. ╂っく. ╁なかおけゃ, 
しこけさっょ ┿くゅっかけゃ, くっいぇしかせあっくけ 
っ こさっょしすぇゃっく おぇすけ „くぇえ-つっさくけ-
すけ くぇ つっさくけすけ“ ゃ くけゃぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ うしすけさうは, ぇ こさけちっしなす 
しさっとせ くっゅけ しかっょ 9-すう しっこすっき-
ゃさう 1944-すぇ っ こけかうすうつっしおう きぇ-
くうこせかうさぇく う くっ っ うきぇか いぇ ちっか 
せしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ うしすうくぇすぇ. 

¨しくけゃくけすけ けぉゃうくっくうっ しさっとせ 
ゅっく. ╁なかおけゃ っ いぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは くぇ ╃っゃっすけのくしおうは こさっゃさぇす 
こさっい 1923 ゅ. う せぉうえしすゃけすけ くぇ 
┿かっおしぇくょなさ ]すぇきぉけかうえしおう. 
¨ぉゃうくっくうっすけ くぇかぇゅぇ とぇきこぇすぇ 
いぇ ゅっく. ╁なかおけゃ おぇすけ っょうくしすゃっく 
ゃうくけゃくうお う つけゃっお し ういちはかけ 
くっゅぇすうゃっく いくぇお ゃ さけょくぇすぇ うし-
すけさうは. 〈ぇいう とぇきこぇ ゃなさたせ  かう-
つくけしすすぇ くぇ けしくけゃぇすっかは くぇ „┿さ-
しっくぇか“ けす うしすけさうつっしおぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ っ くっしっさうけいくぇ, いぇとけすけ 
ゃしっおう つけゃっお, けしけぉっくけ いくぇつう-
きうすっ かうつくけしすう, くうおぇお くっ しぇ 
っょくけこかぇくけゃう, おぇすっゅけさうつっく っ 
ういしかっょけゃぇすっかはす. ¨とっ こけゃっつっ, 
つっ ゅっく. ╁なかおけゃ おぇすけ ゃけっくっく 
きうくうしすなさ さぇぉけすう すけゅぇゃぇ いぇ-
っょくけ し ╉うきけく ╂っけさゅうっゃ, けさゅぇ-
くういぇすけさ しかっょ すけゃぇ う くぇ けとっ 
ょゃぇ こさぇゃうすっかしすゃっくう こさっゃさぇすぇ, 
こけ-おなしくけ こさうけぉとっく けす ╀╉‶ 
ゃ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ しすさぇくぇすぇ 
しかっょ 9-すう しっこすっきゃさう. 
╃け きけきっくすぇ 』ぇゃょぇさ ┿くゅっかけゃ 

さぇぉけすう し ょけおせきっくすう, しなたさぇくは-
ゃぇくう ゃ 『っくすさぇかくうは ゃけっくくけ-うし-
すけさうつっしおう ぇさたうゃ ゃなゃ ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ う ╉けきうしうはすぇ こけ ょけ-
しうっすぇすぇ. ╃ぇくくうすっ, おけうすけ っ けぉ-
さぇぉけすうか ょけ しっゅぇ, しぇ けしくけゃぇくうっ 
いぇ ういゃけょうすっ, おけうすけ こさぇゃう. ] 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ くぇせつくうはす すさせょ 
ょぇかっつ くっ っ こさうおかのつうか. 
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┿くゅっかけゃ すっこなさゃぇ とっ こさけょなかあう ういしかっょゃぇくっすけ しう こけ かうくうはすぇ くぇ こさうくけしぇ くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ いぇ „┿さしっ-
くぇか“ う ╉ぇいぇくかなお. ╃けおすけさぇくすなす ぉう  しっ さぇょゃぇか くぇ ゃしはおぇおゃぇ うくそけさきぇちうは いぇ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, おぇおすけ 
う くぇ ょけおせきっくすう, おけうすけ おぇいぇくかなつぇくう きけゅぇす ょぇ きせ こさっょけしすぇゃはす ういゃなく けそうちうぇかくけ ういゃっしすくうすっ う ょけし-
すなこくうすっ ゃ けぉとうくしおうすっ, ょなさあぇゃくうすっ う そうさきっくうすっ ぇさたうゃう. „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ しっ こさうしなっょうくはゃぇ 
おなき くっゅけゃうは こさういうゃ いぇ しなょっえしすゃうっ けす しすさぇくぇ くぇ ぇさしっくぇかちう う ゃしうつおう, おけうすけ こぇいはす うくそけさきぇちうは, 
しくうきおう, ゃっとう けす くぇてうは ういゃっしすっく しなゅさぇあょぇくうく, つうはすけ かうつくけしす こさけゃけおうさぇ う ょけ ょくっし こさけすうゃけさっ-
つうゃう おけきっくすぇさう.

╇くすっさゃの し 』ぇゃっょぇさ ┿くゅっかけゃ - ぇゃすけさ くぇ ょけおすけさぇくすせさぇすぇ いぇ ゅっく. ╁なかおけゃ けつぇおゃぇえすっ ゃ 
しかっょゃぇとうは ぉさけえ 61 くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“.

„ぅこけくおぇすぇ” - すぇおぇ しっ くぇさうつぇ こけしかっょくぇすぇ すゃけさぉぇ くぇ けすう-
てかうは しう こさっょう きっしっち けす しゃっすぇ しおせかこすけさ う こけつeすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ 
╉ぇいぇくかなお  ╃けおけ ╃けおけゃ. 84-ゅけょうてくうはす すゃけさっち こけつうくぇ くぇ 29-すう 
のくう けす すっあおぇ ぉけかっしす, けす おけはすけ しっ かっおせゃぇてっ ゃ こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう. 
╋っしっち こさっょう おけくつうくぇすぇ しう ╃けおけ ╃けおけゃ ょぇさう ゅうこしけゃうは きぇおっす 

くぇ しゃけはすぇ „ぅこけくおぇ” 
くぇ おきっすぇ くぇ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかう-
くぇ ]すけはくけゃぇ う くぇ 
こさっょしっょぇすっかは くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ 
し きけかぉぇ すぇいう くっゅけゃぇ 
すゃけさぉぇ ょぇ くぇきっさう 
きはしすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ しうきゃけか くぇ ゃいぇ-
うきくぇすぇ しうきこぇすうは 
う しこけょっかっくけ こさうは-
すっかしすゃけ きっあょせ ╉ぇ-
いぇくかなお う はこけくしおうは 
くぇさけょ, くぇきっさうかけ う 
けぉと しうきゃけか - きぇし-
かけょぇえくぇすぇ さけいぇ. 
╇きぇきっ あっかぇくうっすけ, 

ぇきぉうちうはすぇ う くぇきっ-
さっくうっすけ ょぇ ょけゃっょっき 
ょけ おさぇえ う さっぇかういう-
さぇきっ こさっおさぇしくぇすぇ 
うょっは くぇ ╃けおけ ╃け-
おけゃ, いぇはゃう おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
]ぇきうはす ╃けおけ ╃け-

おけゃ こさうあうゃっ っ くぇこさぇゃうか う こさけっおすくけ-しきっすくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは いぇ 
さっぇかういぇちうはすぇ くぇ „ぅこけくおぇすぇ”,  いぇ おけはすけ とっ しぇ くせあくう ぉかういけ 78 
たうかはょう かっゃぇ. ¨こさっょっかっくけ っ ゃっつっ う きはしすけ, おなょっすけ とっ ぉなょっ こけ-
しすぇゃっくぇ ぉなょっとぇすぇ しおせかこすせさぇ -  ゃ いぇちゃっすっくうは „けしすさけゃ” くぇ せかうちぇ 
„╇しおさぇ” ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
╉ぇすけ しすうか „ぅこけくおぇすぇ” とっ くぇこけょけぉはゃぇ  っきぉかっきぇすうつくぇすぇ すゃけさぉぇ 

くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ っょうく けす しうきゃけかうすっ  くぇ ╉ぇいぇくかなお 
-  „〈さぇおうえおぇすぇ”. ╋ぇすっさうぇかなす, けす おけえすけ しっ こさっょゃうあょぇ ょぇ っ ういさぇ-
ぉけすっくぇ „ぅこけくおぇすぇ”, っ しなとけ おぇすけ „〈さぇおうえおぇすぇ” - きさぇきけさ. 
╀かういけ 3 きっすさぇ とっ っ しおせかこすせさぇすぇ くぇ „ぅこけくおぇすぇ”, おけはすけ こさうあうゃっ 

っ ぉうかぇ つぇしす けす ょさせゅぇ, けとっ こけ-きぇとぇぉくぇ うょっは くぇ すゃけさっちぇ いぇ しない-
ょぇゃぇくっ くぇ ぇさすすせさうしすうつっしおう きぇさてさせす ゃ ╉ぇいぇくかなお, けす あ.こ. ゅぇさぇすぇ 
ょけ こぇさお „〈のかぉっすけ”, こけ おけえすけ ういゃっしすくう すゃけさちう ょぇ  ういかけあぇす しゃけう 
しおせかこすせさう. 
 ╆ぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ „ぅこけくおぇすぇ” ̈ ぉとうくぇすぇ けとっ こさっい しっこすっきゃさう 

とっ ゃくっしっ  ょけおかぇょ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす  いぇ ゃいっきぇくっ くぇ さってっくうっ 
いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ しこっちうぇかっく そけくょ いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 
さっぇかういぇちうはすぇ くぇ しおせかこすせさぇすぇ. 
] ちっか くぇぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ う こさうゃかうつぇくっ いぇ しなこさうつぇしすうっ けす 

しすさぇくぇ くぇ きっしすくうは ぉういくっし, ちはかぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは う きぇおっすなす くぇ 
しおせかこすせさぇすぇ とっ ぉなょぇす ういかぇゅぇくう こけっすぇこくけ くぇ さぇいかうつくう こせぉかうつくう 
きっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]おせかこすせさぇすぇ „ぅこけくおぇすぇ”  くぇ こさぇおすうおぇ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃなゃ ゃすけ-

さぇすぇ そうくぇ  すゃけさぉぇ くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, こけしすぇゃっくぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ さけょ-
くうは きせ ゅさぇょ. 
¨しゃっく すっいう ょゃっ せくうおぇかくう そうゅせさう, こさうあうゃっ すゃけさっちなす っ くぇこさぇ-

ゃうか ょぇさっくうは くぇ  》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお: 10 しゃけう  
こかぇしすうおう, けちっくはゃぇくう いぇ くぇょ 100 たうかはょう かっゃぇ.
╃けおけ ╃けおけゃ っ こけいくぇす くぇ おぇいぇくかなつぇくう う おぇすけ さっしすぇゃさぇすけさぇ くぇ 

『ぇさしおぇすぇ つってきぇ, しすぇくぇかぇ っょうく けす しうきゃけかうすっ くぇ ゅさぇょぇ. ┿ゃすけさ っ 
くぇ こなさゃけすけ たせょけあっしすゃっくけ おけこうっ くぇ ぉさけくいけゃぇすぇ ゅかぇゃぇ くぇ すさぇおうえ-
しおうは ちぇさ ]っゃす ┶┶┶, けすおさうすぇ こさう さぇいおけこおうすっ くぇ きけゅうかぇすぇ ╂けかはきぇ 
╉けしきぇすおぇ こさっい 2004 ゅ. ′っゅけゃぇ っ ういはとくぇすぇ しおせかこすせさぇ „〈さぇおうえおぇ-
すぇ”, おけはすけ おさぇしう ちっくすさぇかくうは こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし“.
] さっぇかういぇちうはすぇ くぇ „ぅこけくおぇすぇ” くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ いぇっきっ しな-

きうてかっくうおなす う  ぉかういなお こさうはすっか くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ – しおせかこすけさなす ╃う-
きうすなさ ╉けえつっゃ.  

                         ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨す 10-すう ょけ 12-すう ぇゃゅせしす おせさけさすなす ]すぇさけいぇゅけさしおう きうくっさぇかくう 
ぉぇくう っ ょけきぇおうく くぇ ′ぇちうけくぇかくうは すさぇおうえしおう そけかおかけさっく しな-

ぉけさ „╀けゅけさけょうつくぇ しすなこおぇ”. ‶さけはゃぇすぇ しっ こさけゃっあょぇ いぇ 8-きう こなす, 
くけ いぇ こなさゃぇ ゅけょうくぇ すは っ ょゃせょくっゃくぇ. 
╆ぇ せつぇしすうっ ゃ くっは しっ けつぇおゃぇす くぇょ 4000 きせいうおぇくすう, こっゃちう, そけか-

おかけさうしすう, いぇくぇはすつうう う ょさせゅう. ╆ぇ こなさゃう こなす こさけゅさぇきぇすぇ ゃおかのつゃぇ 
う くはおけかおけ くけゃう うくうちうぇすうゃう: „]っかしおう ょゃけさ“, おなょっすけ とっ しっ こさっょ-
しすぇゃは ぉなかゅぇさしおうはす ぉうす う すさぇょうちうけくくぇ おせかすせさぇ ゃ っしすっしすゃっくぇ しさっ-
ょぇ, „╉けしすのきなす けす くぇし - そけすけすけ けす ゃぇし“ – うくうちうぇすうゃぇ しなし  しくうきおぇ 
いぇ しこけきっく, „》かっぉくぇ おなとぇ”- いぇ あっかぇっとうすっ ょぇ ういこっおぇす しゃけは たかはぉ, 
きはしすけ いぇ  こさうゅけすゃはくっ くぇ すさぇおうえしおう ゅけいぉう う けとっ おせこ さぇいかうつくう 
いぇぉぇゃかっくうは くぇ そけかおかけさくぇ けしくけゃぇ.

╃けしすなこなす ょけ ゃしうつおう ぇすさぇおちうう っ ぉっいこかぇすっく.

╉けえ っ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ?

- [けょっく くぇ 19-すう はくせぇさう 1876 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお
- ]かっょ しこっつっかっく おけくおせさし くぇ ゃけっくくけすけ きうくうしすっさしすゃけ 

こさっい 1900 ゅ. いぇきうくぇゃぇ いぇ [せしうは, おなょっすけ せつう ゃけっくくけ ょっかけ 
う しすぇゃぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう けそうちっさ, いぇゃなさてうか おせさしけゃっ
すっ いぇ けぉせつっくうっ くぇ ょゃっ ゃけっくくう ぇおぇょっきうう
- ‶けかぇゅぇ けしくけゃぇすぇ くぇ ゅっけょっいうつくけすけ ょっかけ ゃ ╀なかゅぇさうは
- 〉つっく-ぇしすさけくけき
- ′ぇつぇかくうお-とぇぉ くぇ ╇いすけつくうは しっおすけさ くぇ けぉしぇょぇすぇ くぇ 

¨ょさうくしおぇすぇ おさっこけしす こさっい ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ (1912-13 
ゅ.)
- ̈ しくけゃっく しすさぇすっゅ くぇ ‶かぇくぇ いぇ ぇすぇおぇすぇ こさう  こけぉっょくぇすぇ 

ぉうすおぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは こさう ¨ょさうくしおぇすぇ おさっこけしす 
こさっい 1913-すぇ ゅけょうくぇ
- ′ぇつぇかくうお くぇ ¨こっさぇすうゃくけすけ けすょっかっくうっ くぇ ╁すけさぇ ぇさ

きうは 1915-1916-すぇ ゅけょうくぇ 
- ╉けきぇくょうさ くぇ 44-すう ‶ったけすっく こけかお, し こさうくけし いぇ けぉさぇい

ちけゃけすけ うくあっくっさくけ けさゅぇくういうさぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けすぉさぇ
くぇ  ゃ せつぇしすなおぇ くぇ こけかおぇ, つぇしす けす かっゅっくょぇさくぇすぇ くっこさけぉう
ゃぇっきぇ ╃けえさぇくしおぇすぇ こけいうちうは. 
- ¨すかうつっく うくあっくっさ
- ╉けくしすさせおすけさ くぇ けこすうつっく こさうぉけさ いぇ けおけこくけ くぇぉかのょっ

くうっ, こなさゃけけぉさぇい くぇ す.くぇさ. „さけゅぇすおう”
- ╃けおぇいぇく とぇぉっく けそうちっさ う おけきぇくょうさ くぇ ぉけえくぇ つぇしす
- ╁なゃっあょぇ くけゃう きけさぇかくう こさぇゃうかぇ いぇ ういょうゅぇくっ ょせたぇ くぇ ぇさきうはすぇ
- ′ぇつぇかくうお-とぇぉ くぇ 7-きぇ こったけすくぇ [うかしおぇ ょうゃういうは – 1916-1917 ゅ.
- ′ぇつぇかくうお-とぇぉ くぇ 10-すぇ こったけすくぇ ╀っかけきけさしおぇ ょうゃういうは – 1917-1918 ゅ. 
- ╁けっくっく きうくうしすなさ けす のくう 1923 ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 1929 ゅ.
- ‶け くっゅけゃぇ うょっは こさっい 1924 ゅ. ╃なさあぇゃくぇすぇ ╁けっくくぇ そぇぉさうおぇ, こさっょてっしすゃっくうお くぇ „┿さしっくぇか” しっ 

きっしすう けす ]けそうは ゃ ╉ぇいぇくかなお
- ¨しくけゃっく さっけさゅぇくういぇすけさ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, しなゅかぇしくけ  すっあおうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ ′ぬけえしおうは 

ょけゅけゃけさ, こさう おけっすけ きぇおしうきぇかくけ いぇこぇいゃぇ くっえくうは ぉけっく う きけさぇかっく ょせた
- ┿ゃすけさ くぇ ╆ぇおけく いぇ ゃけっくくけうくゃぇかうょうすっ, しけつっく おぇすけ こさうきっさ けす すけゅぇゃぇてくけすけ ̈ ぉとっしすゃけ くぇ くぇさけょう

すっ, し おけっすけ いぇこけつゃぇ くけゃぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ ゃ ぇさきうはすぇ しかっょ いぇゅせぉぇすぇ ゃなゃ ゃけえくうすっ
- ] こさうくけし いぇ けすぉかなしおゃぇくっ くぇ ゅさなちおぇすぇ ぇゅさっしうは う こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ せょけゃかっすゃけさっくうっ けす しすさぇくぇ 

くぇ ╀なかゅぇさうは こさう す. くぇさ. „‶っすさうつおう うくちうょっくす” , し こけきけとすぇ  くぇ ¨ぉとっしすゃけすけ くぇ くぇさけょうすっ - 1925 ゅ.
- ‶けしかぇくうお ゃ ╇すぇかうは けす はくせぇさう 1929 ょけ きぇえ 1934 ゅ., おけゅぇすけ っ けすいけゃぇく こさっょしさけつくけ う こっくしうけくうさぇく
- ╆ぇょなさあぇく けす ╃なさあぇゃくぇ しうゅせさくけしす こさっい のくう 1946 ゅ.
- ╁なょゃけさっく ゃ かぇゅっさう ょけ 1954 ゅ.
- ¨しなょっく ゃ こけかうすうつっしおう こさけちっし こさっい 1954 ゅ.
- 〉きうさぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおうは いぇすゃけさ こさっい 1962 ゅ.

╋ぇすっさうぇかうすっ こけょゅけすゃう: ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

くうすけ っょうく ゅっえき. ╆ぇ 5-すっ ょっくぇ うきぇたぇ 5 こけぉっょう し 3:0 ゅっえきぇ.
]さっぉさけすけ けす ╉ぇいぇくかなお いぇきうくぇ いぇ ]なさぉうは, ぉさけくいなす – いぇ [せきなくうは.
╁しうつおう しさっとう けす ╀ぇかおぇくうぇょぇすぇ しっ うゅさぇたぇ ゃ しこけさすくぇ いぇかぇ „┿さしっくぇか”. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ



4 2 август 2013 г. んëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïöんëïñÖí¿ï¡ó çñïöó

おけ
か
ぇ 

2
 ゅ

さ
な
ぉ

Продължение от стр. 1 Продължение от стр. 1 』ぇ]′¨を╅ 〉╊ 》]╅ぁ╊ 《【 ╋¨【╊‶』[¨ 〉╊╇《]¨ 

]なかいうちぇ っ けす けくっいう ういおかのつっくうは, おけうすけ しなとっしすゃせゃぇす おぇすけ つっ かう, いぇ ょぇ こけすゃなさあ
ょぇゃぇす こさぇゃうかけすけ. ‶さぇゃうかけすけ ょぇ しう ぇさしっくぇかっち - けすゅけゃけさっく さぇぉけすくうお う つけゃっお くっ 
ぉっいさぇいかうつっく おなき そうさきっくけすけ しっきっえしすゃけ, すけつくけ おぇおすけ おなき しゃけっすけ しけぉしすゃっくけ, ゃ 
しかせつぇは しっ こけすゃなさあょぇゃぇ けす ういおかのつっくうっすけ ょぇ くっ しう さけょけき けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ, 
ょぇ しう けすしおけさけ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う くうおけえ けす さけょくうくうすっ う しすぇさうすっ すう こさうはすっかう くう
おけゅぇ ょぇ くっ っ ぉうか ゃ „┿さしっくぇか”.
]なかいうちぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ けこさけゃっさゅぇゃぇ しぇくすうきっくすぇ くぇ  しけぉしすゃっくけすけ しう くっあ

くけ うきっ  し っょうく たぇさぇおすっさ, おけえすけ は こさぇゃう くぇゃしはおなょっ さぇいこけいくぇゃぇっきぇ おぇすけ つけゃっお 
し かうつくぇ こけいうちうは, ういおぇいゃぇくぇ う こさっょ くぇつぇかしすゃけすけ し くぇしすけえつうゃけしす う ぉっいしすさぇてくけ.
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ くっ っ ょっすしおぇすぇ きっつすぇ くぇ ]なかいうちぇ. ′っとけ こけゃっつっ - すは こさういくぇゃぇ, 

つっ しけぉしすゃっくけすけ こさうしなしすゃうっ しさっょ ぇさしっくぇかしおうすっ けすかうつくうちう し くうとけ くっ こさけきっくは 
くうすけ くっは, くうすけ ぉうすうっすけ え.]なかいうちぇ くっ っ こけ こけおぇいくけしすすぇ. ]きはすぇ, つっ, ぇおけ つけゃっお 
さぇぉけすう ょけぉさっ, ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ っ こけしかっょくけすけ くっとけ, いぇさぇょう おけっすけ こさぇゃう すけゃぇ.

]なかいうちぇ ╉けかっゃぇ っ こさはき う 
くぇ こさなゃ こけゅかっょ さはいなお つけゃっお. 
′け しぇきけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ. 
]ゃけうすっ けすゅけゃけさう いぇ くっとぇすぇ 
けす あうゃけすぇ すは ゃっつっ くっ すなさ
しう, いぇとけすけ ゅう うきぇ. ]うゅせさくぇ 
っ ゃ しっぉっ しう. ¨す 16-ゅけょうてくぇ 
こけつゃぇ ょぇ さぇぉけすう - くぇかぇゅぇす 
ゅけ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ. ]せすさうく 

くぇ せつうかうとっ - ゃっつっさ くぇ さぇぉけ
すぇ... ╀うかけ すさせょくけ... ¨こうすなす 
けす すさせょくけすけ, けぉぇつっ, すっ こさぇ
ゃう こけ-しうかっく. 〈ぇおぇ う ]なかいうちぇ 
ょぇかっつ くっ しっ こかぇてう ょぇ くぇこせし
くっ さけょくうは ‶かっゃっくしおう おさぇえ. 
╃けてかぇ すせお こさう さけょくうくう - „いぇ 
きぇかおけ”, ぉなさいけ こっつっかう きくけ
ゅけ こさうはすっかう, しさっとぇ しなこさせゅ, 
しないょぇゃぇ しっきっえしすゃけ... ╇ けし
すぇゃぇ. [ぇぉけすうかぇ っ くぇ きくけゅけ 
きっしすぇ, くけ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっょう 6 ゅけょうくう. ]すぇゃぇ しゃっす
おぇゃうつくけ - こけょぇゃぇ ょけおせきっくすう 
ゃ しさはょぇ, こけつゃぇ ゃ こっすなお. ╉ぇすけ 
ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, おけうすけ ょなさ
あぇす くぇ しっきっえしすゃけすけ, くぇ さっょぇ 
ゃおなとう う けすゅかっあょぇくっすけ くぇ 
ょっちぇすぇ, ]なかいうちぇ っ こさうゃかっ
つっくぇ けす せょけぉくけすけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ くぇ さっょけゃくぇすぇ しきはくぇ, 

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

〈けゃぇ っ しくうきおぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ けす ちった 810 くぇ „┿さしっくぇか“ し 
さなおけゃけょうすっか ╃うきうすなさ ╋うえおけゃ.]くうきおぇすぇ っ つぇしす けす ぇか-

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

おぇおすけ いぇ ょっかくうおぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ, すぇおぇ う いぇ こさぇいくうちうすっ くぇ 
たけさぇすぇ, おかうてうさぇくけ いぇこうしぇくう おぇすけ „おけかっおすうゃぇ くぇ 810 ちった”. 
╅っかぇくうっすけ くう っ こけょ ゃしはおぇ けす しくうきおうすっ, おけうすけ とっ こせぉかう-

おせゃぇきっ ゃ こけさっょうちぇ ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, ょぇ ょけ-
ぉぇゃうき, ぇおけ くっ ょさせゅけ, すけ こけくっ うきっくぇすぇ くぇ   たけさぇすぇ けす しくうき-
おぇすぇ, くぇ すっいう ぇさしっくぇかちう, いぇ おけうすけ うしすけさうはすぇ ょくっし きなかつう. 
┿おけ っ ゃないきけあくけ, う ょぇ ょぇすうさぇきっ こさうぉかういうすっかくけ こけ ゃさっきっ 
しくうきおうすっ けす ぇかぉせきぇ, おけうすけ ゃこけしかっょしすゃうっ とっ こけこなかくはす  きせ-
いっえくぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ „┿さしっくぇか” - きぇかおう, つけゃっておう ょっか-
くうつくう とさうたう おなき ゅけかはきぇすぇ そうさきっくぇ うしすけさうは. ╄すけ いぇとけ しっ 
くぇょはゃぇきっ ゃしっおう, ょけ おけゅけすけ しすうゅぇ ゃっしすくうおなす くう う うきぇ うく-
そけさきぇちうは  うかう きけあっ ょぇ こけきけゅくっ し くっとけ, ょぇ けすおかうおくっ - いぇ 
ょぇ いぇこなかくうき すぇいう  そうさきっくぇ う ぉさうゅぇょくぇ こさぇいくうくぇ. ‶うてっすっ 
くう くぇ こけしけつっくうすっ ゃ さっょぇおちうけくくけすけ おぇさっ くぇ しすさ. 8 っかっお-
すさけくくう ぇょさっしう うかう こさけしすけ しっ しゃなさあっすっ し くぇし. 

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか“
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けすゅかっあょぇくっすけ くぇ ょっすっすけ ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょう
くぇ „╀せさぇすうくけ”, さっゅかぇきっくすう
さぇくうすっ こけつうゃおう ゃ しなぉけすぇ う 
くっょっかは う しこけおけえくうは さうすなき 
くぇ あうゃけす.

]なかいうちぇ っ ゃ ╆ぇゃけょ 3 
てっしすぇ ゅけょうくぇ

[ぇぉけすう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
おぇすけ きけくすぇあくうお ぉけっこさうこぇ
しう う ういょっかうは けす きっすぇか, くけ 
ゃっつっ けすょぇゃくぇ っ こさっけょけかはかぇ 
こなさゃうは しう しすさぇた けす さうしおけゃっ
すっ こさう ゃいさうけゃけこぇしくうすっ ゃっ
とっしすゃぇ: ”]ゃうおゃぇ しっ.” [ぇぉけすう 
しさなつくけ う ぉなさいけ, くけ すけゃぇ いぇ 
くっは っ しなゃしっき くけさきぇかくけ. 『っ
たなす し くけきっさ 150 っ しぉけさっく, 
ゃぇょう ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは. 
‶けゃっつっすけ けす たけさぇすぇ すせお, こさう 
くぇつぇかくうおぇ ╋うすおけ ′けっゃ, しぇ 
あっくう. 〈ぇおぇ いぇ ]なかいうちぇ, おけは
すけ, こさっょう ょぇ こけしすなこう すせお くう
おけゅぇ くっ っ ゃかういぇかぇ ゃ „┿さしっ
くぇか”, くうすけ ゃおなとう っ あうゃはかぇ し 
ぇさしっくぇかちう, さぇぉけすくけすけ きはしすけ 
しすぇゃぇ ゃすけさう ょけき. ¨ぉさぇすくけ 
くぇ くぇつぇかけすけ, おけゅぇすけ: ”╁しうつ

おけ きう ぉってっ しなゃしっき つせあょけ.” 
]ょさせあぇゃぇす しっ し おけかっゅう, 
こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ, いぇっょくけ 
さってぇゃぇす こさけういゃけょしすゃっくうすっ 
こさけぉかっきう. ╉けゅぇすけ しっ くぇかぇ
ゅぇ, ]なかいうちぇ すゃなさょけ ゃかういぇ ゃ 

しこけさ ょけさう し てっそけゃっすっ.
╇しすうくしおうはす え ょけき ゃ ¨ゃけと

くうお, けぉぇつっ, っ う うしすうくしおぇすぇ 
„おさっこけしす” いぇ ]なかいうちぇ. ╋ぇ
おぇさ う ゃ おなとぇすぇ くぇ しゃっおなさゃぇ
すぇ, しっきっえしすゃけすけ うきぇ けすょっか
くけ ょけきぇおうくしすゃけ. ]なかいうちぇ っ 
しなとうくしおぇ しすうたうは くっ しぇきけ 
ゃ しかせあっぉくうすっ いぇょなかあっくうは, 
くけ う ゃ ょけきぇてくうすっ - „╁しうつおけ 
こさぇゃは. 〈ぇおぇ しっ けさゅぇくういうさぇき, 
つっ うきぇき ゃさっきっ いぇ ゃしうつおけ. 
‶さうはすっかうすっ きう しっ つせょはす, くけ 
こさう きっく ゃしうつおけ っ くぇさっょ - う 
こけょさっょっくけ, う しゅけすゃっくけ, うい
こさぇくけ...”. ]なかいうちぇ たぇさっしゃぇ 
あうゃけすぇ くぇ しっかけ - しこさっすくぇすけ, 
し ゅさぇょうくおぇすぇ, つうしすうは ゃないょせた 
う うゅさぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ くぇ ゃけかは. 
】っさおぇすぇ, いぇさぇょう おけはすけ しなか
いうちぇ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おけゅぇ
すけ きぇかおぇすぇ ╇ゃっすぇ っ ゃないこうすぇ
くうお くぇ „╀せさぇすうくけ”, ょくっし せつう 
ゃ さぇくくけすけ っいうおけゃけ けぉせつっくうっ 
くぇ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
„╉うさうか う ╋っすけょうえ”. „╃ぇ しぇ 
とぇしすかうゃう ょっちぇすぇ, いぇ すけゃぇ 
あうゃっっき くうっ!”, っ こさうくちうこなす 
くぇ しっきっえしすゃけすけ, おけえすけ ょゃぇ
きぇすぇ しなし しなこさせゅぇ ′うおけかぇえ 
しこけょっかはす. ′うおけかぇえ っ きっぉっ
かうしす. 〉しこはゃぇす しなし ]なかいうちぇ 
しぇきう ょぇ しっ けこさぇゃはす ゃ おさう
いぇすぇ けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, 
いぇとけすけ: ”‶っくしううすっ しぇ すけか
おけゃぇ きぇかおう, つっ くうおけゅぇ っょうく 
こっくしうけくっさ くっ きけあっ ょぇ こけきぇ
ゅぇ くぇ きかぇょうすっ”.
]なかいうちぇ しっ こさうぉうさぇ ゃっつっさ 

ゃおなとう し せょけゃけかしすゃうっ:

】っさおぇすぇ つぇおぇ きぇきぇ し 
ゅけすけゃけ おぇそっ 

╉ぇそっすけ っ しっさゃうさぇくけ ゃしっおう 

ょっく. ]すせょっくけ, おぇおすけ ゅけ けぉう
つぇ きぇきぇ. 〈ぇおぇ きぇえおぇ う ょな
とっさは, こさっょう ]なかいうちぇ ょぇ しっ 
いぇっきっ し ゃっつっさはすぇ, しはょぇす くぇ 
しかぇょおう こさうおぇいおう. ╇ゃっすけ っ 
くぇ 11 ゅけょうくう, ゃっつっ くぇゃかういぇ 

ゃ けこぇしくぇすぇ ゃないさぇしす う すけゃぇ 
すさっゃけあう きぇえおぇすぇ きくけゅけ. ╆ぇ
すけゃぇ すは ょなさあう ょぇ しっ ういゅさぇょう 
こさうはすっかしすゃけ きっあょせ ょゃっすっ う 
しっ しすぇさぇっ ょぇ けしきうしかう あうゃけ
すぇ くぇ すうえくっえょあなさぇ - ╇ゃっすぇ 
うゅさぇっ  ゃ すぇくちけゃうは しなしすぇゃ くぇ 
„┿さしっくぇか” こさう ╁ぇくは ╋うくつっ
ゃぇ. ]なかいうちぇ くぇゃさっきっすけ しなとけ 
うゅさぇっ くぇさけょくう すぇくちう.  „╃っ
すっすけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ しすさぇくうつ
くけ いぇくうきぇくうっ, ょぇ しっ けすおなしくっ 
けす しおせおぇすぇ”, っ せぉっょっくぇ きぇえ
おぇすぇ. 〉 しゃけっすけ ょっすっ すは けす
おさうゃぇ たせきぇくうすぇさくう いぇかけあぉう 
う いぇすけゃぇ ゅけ くぇしけつゃぇ おなき ゅうき
くぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ”. 
』せあょうすっ っいうちう しなとけ しぇ きくけ
ゅけ ゃぇあくう, すさはぉゃぇ ょぇ しっ せつう 
う ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, いぇとけ
すけ, ぇおけ ゅけ うきぇて, うきぇ こけゃっつっ 
ゃないきけあくけしすう, さぇいしなあょぇゃぇ 
くぇ ゅかぇし ]なかいうちぇ う きっつすぇっ 
とっさおぇすぇ ょぇ せしこっっ. ╁なこさっ
おう すさせょくけしすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
つうえすけ おさぇえ くっ しっ ゃうあょぇ...
]っきっえしすゃけすけ おさっこう けぉうつ

すぇ ゃ しっぉっ しう し けぉとけすけ せょけ
ゃけかしすゃうっ:

‶うおくうおなす!

╇いかっすうすっ し こさうはすっかうすっ しぇ 
くっとけすけ, おけっすけ くけしう くぇえ-ゅけ
かはきけ せょけゃけかしすゃうっ. „╋けあっ ぉう 
こさうはすっかうすっ しぇ くぇえ-ゃぇあくけ
すけ....”, おぇいゃぇ ]なかいうちぇ. 》け
さぇすぇ ゃ ¨ゃけとくうお しう こけきぇゅぇす, 
おぇおすけ っ ぉうかけ けすおさぇえ ゃさっきっ ゃ 
ぉなかゅぇさしおけすけ しっかけ. ╃っちぇすぇ うゅ
さぇはす くぇ ゃけかは くぇ せかうちぇすぇ.”′っ 
けすさうつぇき おけきこのすさうすっ, すけゃぇ っ 
ぉなょっとっすけ, すけゃぇ っ さっぇかくけし
すすぇ, きくけゅけ うくそけさきぇちうう ゃぇ
ょうき いぇ ょけきぇてくうすっ くぇ ╇ゃっすぇ 

けす うくすっさくっす, くけ きくけゅけ ょなさあぇ 
すは ょぇ しう うきぇ ょっすしすゃけ, おぇおすけ 
くうっ くぇゃさっきっすけ. ′うっ すぇおぇ しきっ 
けすさぇしくぇかう う しきはすぇき, つっ しきっ 
せしこっかう ょぇ しすぇくっき ょけしすけえくう 
たけさぇ, おけかおけすけ きけあっき”, しこけ

ょっかは ]なかいうちぇ. 〈は しっ ゃなかくせゃぇ 
くっ しぇきけ けす ぉなょっとっすけ くぇ ょっ
すっすけ しう ゃ かうつっく こかぇく, ゃなかくせ
ゃぇ しっ う けす すけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ]こけさっょ くっは, こさけ
すっしすうさぇとうすっ くっ いくぇはす おぇお
ゃけ うしおぇす - くはきぇす はしくぇ うょっは, 
くはきぇす けぉと かうょっさ, けぉとぇ ちっか. 
„╉さぇえくけ ゃさっきっ ぉってっ ╀なかゅぇ
さうは ょぇ しっ くぇょうゅくっ, くけ くうっ 
おぇすけ つっ かう う すけゃぇ くっ いくぇっき 
おぇお ょぇ くぇこさぇゃうき”, さぇいしなあ
ょぇゃぇ  ]なかいうちぇ けす ┿かっはすぇ くぇ 
しかぇゃぇすぇ.
╇くぇつっ - ゃなゃ ゃさっきっすけ うい

ゃなく けさなあっえくうちぇすぇ, ゃおなとう, 
すは しっ いぇくうきぇゃぇ し ゅさぇょうくおぇすぇ 
- ちゃっすはすぇ, ょけきぇすうすっ, おさぇし
すぇゃうちうすっ, つっ う こうこっさなす... 
”¨す ゃしうつおう ょけきぇてくう いぇょなか
あっくうは くぇえ-きくけゅけ けぉうつぇき ょぇ 
ゅけすゃは! ¨ぉけあぇゃぇき ょぇ ゅけすゃは!”, 
ゃないおかうちぇゃぇ ]なかいうちぇ けすくけし
くけ „くぇえ-かのぉうきけすけ けす あっく
しおぇすぇ つぇしす”. ]っきっえしすゃけすけ 
けぉうつぇ ╉けかっょくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ 
う ╁っかうおょっくしおうすっ こさぇいくうちう.
„╆ぇしっゅぇ うきぇき しうかう いぇ ゃしうつ

おけ, くっ しきっは ょぇ しっ けすこせしおぇき 
きくけゅけ-きくけゅけ”, こさういくぇゃぇ ]なか
いうちぇ, いぇとけすけ いくぇっ, つっ あう
ゃけすなす こさけょなかあぇゃぇ いぇっょくけ し 
ぇくゅぇあうきっくすうすっ せ ょけきぇ う ゃ 
さぇぉけすぇすぇ.
„]かぇゃぇ ╀けゅせ, せしこはゃぇきっ ょぇ 

しっ しこさぇゃはきっ!”, すけゃぇ っ う さぇ
ょけしすすぇ けす こけしすうゅくぇすけすけ ょけ 
すせお, う くぇょっあょぇすぇ いぇ ぉなょっとっ
すけ, おけはすけ ょなさあう  しっきっえしすゃけ
すけ くぇ ]なかいうちぇ いょさぇゃけ ゃ すさせょ
くけしすうすっ くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

...╉《╆╅╇[¨【╊ ′╅ 』【╅╋ 

》╅〈╊【〉¨[ぇ【 〉╅ ‒『. ╊〉╈╊]』 ╇ „╅『』╊〉╅]”

╁ きけきっくすぇ おかぇしなす おなき いぇこかぇすぇすぇ くぇ つけゃっお し 20-ゅけ-
ょうてっく しすぇあ っ 12% こさう こけかけあっくうっ, つっ さぇぉけすけょぇ-
すっかはす きせ くぇつうしかはゃぇ くぇえ-くうしおぇすぇ しすぇゃおぇ けす 0.6% 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. 
╁ きくけゅけ しっおすけさう すけいう ぉけくせし っ こけ-ゃうしけお, いぇとけすけ 

そうさきうすっ しぇ こさうっかう し おけかっおすうゃくうすっ すさせょけゃう ょけゅけ-
ゃけさう ょぇ ょぇゃぇす こけ-ゃうしけお こさけちっくす いぇ おかぇし.
╋うくうしすなさなす くぇ すさせょぇ 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ ょぇ くっ ゃょうゅぇ 

ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ きうくうきぇかくうすっ けしうゅせさうすっかくう こさぇ-
ゅけゃっ いぇ 2014 ゅ. ゃ ぉさぇくてけゃっすっ, おなょっすけ くっ しぇ こけしすうゅ-
くぇすう ょけゅけゃけさっくけしすう しなし しうくょうおぇすうすっ, くぇしすけはゃぇす 
けとっ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ. 
]けちうぇかくうはす きうくうしすなさ ゃっつっ っ しすぇさすうさぇか こさけちっょせ-

さぇすぇ いぇ ゃけょっくっ くぇ こさっゅけゃけさう う っ けこさっょっかうか すっ ょぇ 
こさうおかのつぇす ょけ おさぇは くぇ ぇゃゅせしす.
]うくょうおぇすうすっ ゃっつっ いぇはゃうたぇ, つっ とっ うしおぇす しさっょくけ し 

10% くぇさぇしすゃぇくっ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけゃっ, し うい-
おかのつっくうっ くぇ 8 ぉさぇくてぇ, おけうすけ しぇ ゃ きくけゅけ いぇすさせょくっ-
くけ こけかけあっくうっ.
]こけさっょ ╀]╉, ゃ せしかけゃうは くぇ おさういぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ せゃっ-

かうつう こっさうけょなす, いぇ おけえすけ そうさきうすっ きけゅぇす ょぇ ゃなゃっょぇす 
くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ こけ うおけくけきうつっしおう こさうつうくう 

けす 3 くぇ 6 きっしっちぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ.
¨す ょさせゅぇ しすさぇくぇ こなお しぇ くっけぉたけょうきう いぇおけくけゃう 

こさけきっくう いぇ こけ-ゅなゃおぇゃけ こさうかぇゅぇくっ くぇ ういゃなくさっょ-
くうは すさせょ. 
╁ きけきっくすぇ すけえ っ さぇいさってっく しぇきけ いぇ しっいけくくぇ さぇ-

ぉけすぇ うかう こさう ぉっょしすゃうは う ぇゃぇさうう.
¨す ╀]╉ うしおぇす ょぇ しっ こさっさぇいゅかっょぇ う こさぇゃけすけ くぇ 

こかぇすっく ゅけょうてっく けすこせしお けす 20 ょくう くぇ あっくうすっ, 
おけうすけ しぇ ゃ きぇえつうくしすゃけ. ‶さう ゃさなとぇくっ くぇ さぇぉけすぇ 
すっ うきぇす こさぇゃけ くぇ 40 ょくう こかぇすっく けすこせしお いぇ ょゃっ 
ゅけょうくう, いぇ しきっすおぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは う けしすぇくぇかうすっ 
さぇぉけすくうちう, いぇはゃうたぇ けす おぇきぇさぇすぇ.
¨す ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ くぇしすけはゃぇす 

けとっ ょぇ けすこぇょくっ いぇょなかあっくうっすけ くぇ さぇぉけすけょぇすっ-
かは ょぇ ういこかぇとぇ こなさゃうすっ すさう ょくう けす ぉけかくうつくうは. 
〈けゃぇ ぉっ ゃなゃっょっくけ こさっい 2010 ゅ. おぇすけ ぇくすうおさういうし-
くぇ きはさおぇ いぇさぇょう ゅけかっきうすっ さぇいたけょう くぇ ′¨╇ こけ 
こけおさうゃぇくっ くぇ ぉけかくうつくうすっ. 
╃ぇ しっ いぇすっゅくっ おけくすさけかなす ゃなさたせ かっおぇさうすっ, ゃきっし-

すけ さぇぉけすけょぇすっかはす ょぇ おけくすさけかうさぇ しかせあうすっかうすっ しう, 
こさういけゃぇゃぇす  けとっ  けす ]すけこぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ.

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

]すさぇくぇすぇ くう っ くぇ すさっすけ 
きはしすけ...

╄ゃさけしすぇす けすつうすぇ, つっ くぇえ-っゃすうく っ たかはぉなす ゃ ╀なかゅぇ-
さうは, おぇすけ ちっくぇすぇ くぇ くぇしなとくうは すせお っ 57% けす しさっょ-
くぇすぇ いぇ ╄ゃさけこぇ. 
]すさぇくぇすぇ くう っ くぇ こなさゃけ きはしすけ う こけ っゃすうく ぇか-

おけたけか ゃ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ╃ぇくくうすっ こけおぇいゃぇす, つっ 
ちっくうすっ すせお しぇ 67% けす しさっょくけっゃさけこっえしおうすっ. ′ぇえ-
しおなこう しぇ ぇかおけたけかくうすっ くぇこうすおう ゃなゃ 《うくかぇくょうは, 
おなょっすけ ちっくぇすぇ っ 175% けす しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこぇ, 
╇さかぇくょうは う 【ゃっちうは. 
╁なゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは ぇかおけたけかくうすっ くぇこうすおう しすさせ-

ゃぇす 143% こけゃっつっ けす しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこぇ くうゃけ. 
╀なかゅぇさうは っ ゃ つっかくぇすぇ すさけえおぇ う こけ くうしおう ちっくう くぇ 
すのすのくっゃうすっ ういょっかうは. ‶さっょう くぇし しぇ しぇきけ 〉くゅぇさうは, 
おなょっすけ ちっくうすっ しぇ 52% けす しさっょくうすっ いぇ ╄ゃさけこぇ う 
╊うすゃぇ, おなょっすけ ちっくうすっ しぇ 55% けす しさっょくうすっ. 
]こけさっょ ╄ゃさけしすぇす, せ くぇし ちうゅぇさうすっ しすさせゃぇす 57% けす 

しさっょくぇすぇ ちっくぇ いぇ しすさぇくうすっ けす ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. 
′ぇえ-しおなこ っ すのすのくなす ゃ ╇さかぇくょうは, おなょっすけ おせすうは 
ちうゅぇさう しすさせゃぇ 199% けす しさっょくけっゃさけこっえしおうすっ 
ちっくう, ゃなゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは, 【ゃっちうは う 《さぇくちうは.
                                         〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

1975-すぇ っ ゅけょうくぇすぇ, ゃ  おけはすけ しっ さぇあょぇ うょっはすぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ ゃ すけゅぇゃぇてくうすっ ¨ぉっょうくっくう いぇゃけょう ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお, しっゅぇ そうさきぇ „ ┿さしっくぇか”,  こぇきっすくうお くぇ 《さうょさうた 
╄くゅっかし - くっきしおう そうかけしけそ, うおけくけきうしす, さっゃけかのちうけくっさ, 
おけえすけ いぇっょくけ し ╉ぇさか ╋ぇさおし こけかぇゅぇ けしくけゃうすっ くぇ きぇさおしう-

つっしおぇすぇ うょっけかけゅうは う すっけさうはすぇ いぇ おけきせくういきぇ. 《さうょさうた 
╄くゅっかし っ う っょうく けす こなさゃうすっ うょっけかけいう くぇ きっあょせくぇさけょくけすけ 
さぇぉけすくうつっしおけ ょゃうあっくうっ, さっょぇおすけさ っ くぇ 2-さう う 3-すう すけき  
くぇ そせくょぇきっくすぇかくうは  う けしすぇくぇか ゃ うしすけさうはすぇ すさせょ くぇ ╉ぇさか 
╋ぇさおし „╉ぇこうすぇかなす”.
〈さう ぇゃすけさしおう おけかっおすうゃぇ せつぇしすゃぇす ゃ おけくおせさしぇ いぇ うょっっく 

こさけっおす くぇ こぇきっすくうお くぇ 《さうょさうた ╄くゅっかし, くぇきうさぇと しっ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” - くはおけゅぇてくうすっ ¨ぉっょうくっくう いぇ-

ゃけょう.  ╆ぇ すけゃぇ しゃうょっすっかしすゃぇ う しすぇすうは し ぇゃすけさ ]すけはく ╃う-

きけゃ, こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ ぉさ.36 くぇ ゃっしすくうお „╆ぇゃけょしおぇ 〈さうぉせくぇ”  
こさっい 1976 ゅけょうくぇ. ‶ぇきっすくうおなす くぇ ╄くゅっかし ゃ „┿さしっくぇか” っ 
っょうくしすゃっくうはす けちっかはか  くっゅけゃ こぇきっすくうお  ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ 
ゅけょうくうすっ くぇ ょっきけおさぇすうつくけすけ くう さぇいゃうすうっ ょせたけゃくぇすぇ くう 
さぇいさせたぇ くっ こけとぇょう けしすぇくぇかうすっ. 
〈さうすっ ぇゃすけさしおう おけかっおすうゃぇ  しっ いぇっきぇす し さぇいさぇぉけすおぇすぇ 

くぇ うょっえくう こさけっおすう いぇ こぇきっすくうお くぇ ╄くゅっかし  こけ さってっくうっ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけすけ  う こぇさすうえくけ  さなおけゃけょしすゃけ くぇ  すけ-

ゅぇゃぇてくうすっ ¨ぉっょうくっくう いぇゃけょう. [なおけゃけょうすっかうすっ くぇ すさう-

すっ っおうこう けす すゃけさちう しぇ ういすなおくぇすうすっ ぉなかゅぇさしおう しおせかこすけさう 
╇ゃぇく ╀かぇあっゃ, ╋っすけょう ╇いきうさかうっゃ う ╈けさょぇく ╂ぇゃさうかけゃ. 
╋ぇかおけ こけ-おなしくけ  きはしすけすけ くぇ ╇いきうさかうっゃ しっ いぇっきぇ けす ╋う-

たぇうか 【ぇこおぇさっゃ. ╃なさあぇゃくぇ おけきうしうは, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくぇ 
けす くぇさけょくうは たせょけあくうお こさけそ. ╁っかうつおけ ╋うくおけゃ, ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ おけはすけ ゃかういぇす う すさうきぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ¨ぉっょうくっくうすっ 
いぇゃけょう ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさっょこけつうすぇす う ういぉうさぇす いぇ さっぇかういぇ-

ちうは こさけっおすぇ くぇ しおせかこすけさぇ ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ. ]こけさっょ こさけっお-

すぇ,  こぇきっすくうおなす くぇ 《さうょさうた  ╄くゅっかし  とっ しっ ういゅさぇょう ゃ 
こぇさおぇ こさっょ きせいっは くぇ ¨ぉっょうくっくうすっ いぇゃけょう, ゃ ぉかういけしす ょけ 
ちっくすさぇかくうは しすけか. ╆ぇょなかあうすっかくけ せしかけゃうっ, こけしすぇゃっくけ くぇ 

ぇゃすけさうすっ くぇ こぇきっすくうおぇ, っ いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう しな-

とっしすゃせゃぇとう ょなさゃっすぇ ゃ こぇさおぇ う ゃ さぇえけくぇ, ゃ おけえすけ っ 
すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ ういゅさぇょう こぇきっすくうおなす.  ]こけさっょ こさけっお-

すぇ, すけえ っ すぇおぇ さぇいこけかけあっく くぇ いぇこぇょ, つっ ょぇ しっ ゃうあょぇ 
っょくぇおゃけ ょけぉさっ けす ちっかうは こかけとぇょ. ‶さっょゃうあょぇ しっ しなとけ 
こかけとぇょおぇすぇ くぇ こぇきっすくうおぇ ょぇ っ ゃうしけおぇ 40 しぇくすうきっすさぇ 
う ょぇ くはきぇ しすなこぇかぇ,  いぇ ょぇ しかせあう いぇ くっゅけゃぇ ぉぇいぇ. ‶う-

っょっしすぇかなす くぇ こぇきっすくうおぇ っ 1,40 きっすさぇ, ぇ くぇ かうちっゃぇすぇ 
きせ しすさぇくぇ „はしくけ う けすつっすかうゃけ” っ すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ ゃおけこぇっ 
う ぇゃすけゅさぇそなす くぇ ╄くゅっかし. ]ぇきぇすぇ そうゅせさぇ くぇ  うょっけかけ-

ゅぇ くぇ しゃっすけゃくけすけ さぇぉけすくうつっしおけすけ ょゃうあっくうっ っ 5,50 き. 
ゃなゃ ゃうしけつうくぇ, ういさぇぉけすっくぇ けす しゃっすなか きさぇきけさ う ゅさぇくうす. 
╋ぇすっさうぇかなす っ ういぉさぇく し ちっか そうゅせさぇすぇ ょぇ しっ けすおさけはゃぇ 
くぇ そけくぇ くぇ いっかっくうすっ ょなさゃっすぇ ゃ こぇさおぇ. ′ぇえ-ゃうしけおうはす 
う ういさぇいうすっかっく っかっきっくす くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╄くゅっかし っ ゅかぇ-

ゃぇすぇ, ぇ こっかっさうくぇすぇ, おぇすけ つぇしす けす けぉかっおかけすけ くぇ ╄くゅっかし, 
っ  いぇきうしかっくぇ  すぇおぇ, つっ ょぇ ゃなゃっあょぇ いさうすっかは ゃ っこけたぇすぇ, 
ゃ おけはすけ っ あうゃはか. ]おせかこすせさぇすぇ  っ すさはぉゃぇかけ ょぇ こけおぇあっ 
ういおかのつうすっかくぇすぇ っくっさゅうは う っさせょうちうは くぇ しないょぇすっかは くぇ 
きぇさおしうつっしおぇすぇ うょっけかけゅうは . 
‶ぇきっすくうおなす っ すさはぉゃぇかけ  ょぇ ぉなょっ ゅけすけゃ ょけ おさぇは くぇ 

1976 ゅ., くけ いぇぉけかはゃぇくっ  くぇ ぇゃすけさぇ くぇ  こさけっおすぇ ╇ゃぇく 
╀かぇあっゃ いぇぉぇゃは し ゅけょうくぇ すけゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

 ╀っか. ぇゃす. 
] けしけぉっくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ けしすぇゃっくぇすぇ  ょうさは ゃ 

ぇさしっくぇかしおぇすぇ うしすけさうは  いぇ すけいう せくうおぇかっく こぇきっす-
くうお くぇ ぇゃすけさぇ くぇ こなさゃぇすぇ  しすぇすうは ]すけはく ╃うきけゃ, 
こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ しぉけさくうおぇ „ ]かっょぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ” けす 
1980 ゅけょうくぇ. ]  せゃぇあっくうっ う いぇ こさけはゃっくけすけ つせゃ-
しすゃけ いぇ うしすけさうつくけしす  けす うくあ. [ぇえくけ 』ぇおなさけゃ, こさっ-
ょけしすぇゃうか くう しなたさぇくっく っおいっきこかはさ けす しぉけさくうおぇ.

ず　öÜ 2013: だâñëöí
げí êÜöñ¿ „んëïñÖí¿” – Çë. ぞñïñßéë

ぴñÖó ÑÜ 31.08.2013 Ç.
げí êÜöñ¿ „んëïñÖí¿” – Çë. ぞñïñßéë
ぴñÖó £í ½ñïñî ïñäöñ½çëó 2013 Ç.

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

『╄′A ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉
- 26.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- ╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. - ╀╄╆‶╊┿〈′¨ /╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
- ╃╄『┿ ¨〈 2 ╃¨ 12 ゅ. – 16.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ+ゃっつっさは/

′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄〈¨ ′┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ ╆┿╁¨╃ ┿[]╄′┿╊
『╄′A ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉ 
30.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- ╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. - ╀╄╆‶╊┿〈′¨ /╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
- ╃╄『┿ ¨〈 2 ╃¨ 12 ゅ. – 16.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ+ゃっつっさは/

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

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

- ‶‒[╁╇ ╃╄′ – ╆┿‶¨』╁┿〈 ] ╁╄』╄[ぅ.
- ‶¨]╊╄╃╄′ ╃╄′ – ╆┿╁‒[【╁┿〈 ] ¨╀ぅ╃.
- ‶[╇ ′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄ ¨〈 [╄『╄‶『╇ぅ〈┿ ╁]╄╉╇ ‶¨╊〉』┿╁┿ ╉〉‶¨′╇ ╆┿ 
》[┿′┿, ╉¨╇〈¨ ]╄ ╃┿╁┿〈 ‶[╇ ‶¨╊〉』┿╁┿′╄ ′┿ 》[┿′┿ ╁ ]〈¨╊¨╁┿〈┿, 
‶[╇ ╊╇‶]┿ ′┿ ╉〉‶¨′ 》[┿′┿ ′╄ ]╄ ╃┿╁┿, ┿ ‶[╇ ╆┿╂〉╀╁┿′╄, ╉〉‶¨′╇ 
′╄ ]╄ ╁‒╆]〈┿′¨╁ぅ╁┿〈 ¨〈 》¨〈╄╊┿.
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]なかいうちぇ っ けす けくっいう ういおかのつっくうは, おけうすけ しなとっしすゃせゃぇす おぇすけ つっ かう, いぇ ょぇ こけすゃなさあ-
ょぇゃぇす こさぇゃうかけすけ. ‶さぇゃうかけすけ ょぇ しう ぇさしっくぇかっち - けすゅけゃけさっく さぇぉけすくうお う つけゃっお くっ 
ぉっいさぇいかうつっく おなき そうさきっくけすけ しっきっえしすゃけ, すけつくけ おぇおすけ おなき しゃけっすけ しけぉしすゃっくけ, ゃ 
しかせつぇは しっ こけすゃなさあょぇゃぇ けす ういおかのつっくうっすけ ょぇ くっ しう さけょけき けす ╉ぇいぇくかなお う さっゅうけくぇ, 
ょぇ しう けすしおけさけ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ う くうおけえ けす さけょくうくうすっ う しすぇさうすっ すう こさうはすっかう くう-
おけゅぇ ょぇ くっ っ ぉうか ゃ „┿さしっくぇか”.
]なかいうちぇ けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ けこさけゃっさゅぇゃぇ しぇくすうきっくすぇ くぇ  しけぉしすゃっくけすけ しう くっあ-

くけ うきっ  し っょうく たぇさぇおすっさ, おけえすけ は こさぇゃう くぇゃしはおなょっ さぇいこけいくぇゃぇっきぇ おぇすけ つけゃっお 
し かうつくぇ こけいうちうは, ういおぇいゃぇくぇ う こさっょ くぇつぇかしすゃけすけ し くぇしすけえつうゃけしす う ぉっいしすさぇてくけ.
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ くっ っ ょっすしおぇすぇ きっつすぇ くぇ ]なかいうちぇ. ′っとけ こけゃっつっ - すは こさういくぇゃぇ, 

つっ しけぉしすゃっくけすけ こさうしなしすゃうっ しさっょ ぇさしっくぇかしおうすっ けすかうつくうちう し くうとけ くっ こさけきっくは 
くうすけ くっは, くうすけ ぉうすうっすけ え.]なかいうちぇ くっ っ こけ こけおぇいくけしすすぇ. ]きはすぇ, つっ, ぇおけ つけゃっお 
さぇぉけすう ょけぉさっ, ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ っ こけしかっょくけすけ くっとけ, いぇさぇょう おけっすけ こさぇゃう すけゃぇ.

]なかいうちぇ ╉けかっゃぇ っ こさはき う 
くぇ こさなゃ こけゅかっょ さはいなお つけゃっお. 
′け しぇきけ くぇ こさなゃ こけゅかっょ. 
]ゃけうすっ けすゅけゃけさう いぇ くっとぇすぇ 
けす あうゃけすぇ すは ゃっつっ くっ すなさ-
しう, いぇとけすけ ゅう うきぇ. ]うゅせさくぇ 
っ ゃ しっぉっ しう. ¨す 16-ゅけょうてくぇ 
こけつゃぇ ょぇ さぇぉけすう - くぇかぇゅぇす 
ゅけ けぉしすけはすっかしすゃぇすぇ. ]せすさうく 

くぇ せつうかうとっ - ゃっつっさ くぇ さぇぉけ-
すぇ... ╀うかけ すさせょくけ... ¨こうすなす 
けす すさせょくけすけ, けぉぇつっ, すっ こさぇ-
ゃう こけ-しうかっく. 〈ぇおぇ う ]なかいうちぇ 
ょぇかっつ くっ しっ こかぇてう ょぇ くぇこせし-
くっ さけょくうは ‶かっゃっくしおう おさぇえ. 
╃けてかぇ すせお こさう さけょくうくう - „いぇ 
きぇかおけ”, ぉなさいけ こっつっかう きくけ-
ゅけ こさうはすっかう, しさっとぇ しなこさせゅ, 
しないょぇゃぇ しっきっえしすゃけ... ╇ けし-
すぇゃぇ. [ぇぉけすうかぇ っ くぇ きくけゅけ 
きっしすぇ, くけ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっょう 6 ゅけょうくう. ]すぇゃぇ しゃっす-
おぇゃうつくけ - こけょぇゃぇ ょけおせきっくすう 
ゃ しさはょぇ, こけつゃぇ ゃ こっすなお. ╉ぇすけ 
ょさせゅう ぇさしっくぇかちう, おけうすけ ょなさ-
あぇす くぇ しっきっえしすゃけすけ, くぇ さっょぇ 
ゃおなとう う けすゅかっあょぇくっすけ くぇ 
ょっちぇすぇ, ]なかいうちぇ っ こさうゃかっ-
つっくぇ けす せょけぉくけすけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ くぇ さっょけゃくぇすぇ しきはくぇ, 

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

〈けゃぇ っ しくうきおぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ けす ちった 810 くぇ „┿さしっくぇか“ し 
さなおけゃけょうすっか ╃うきうすなさ ╋うえおけゃ.]くうきおぇすぇ っ つぇしす けす ぇか

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

おぇおすけ いぇ ょっかくうおぇ くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ, すぇおぇ う いぇ こさぇいくうちうすっ くぇ 
たけさぇすぇ, おかうてうさぇくけ いぇこうしぇくう おぇすけ „おけかっおすうゃぇ くぇ 810 ちった”. 
╅っかぇくうっすけ くう っ こけょ ゃしはおぇ けす しくうきおうすっ, おけうすけ とっ こせぉかう

おせゃぇきっ ゃ こけさっょうちぇ ぉさけっゃっ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”, ょぇ ょけ
ぉぇゃうき, ぇおけ くっ ょさせゅけ, すけ こけくっ うきっくぇすぇ くぇ   たけさぇすぇ けす しくうき
おぇすぇ, くぇ すっいう ぇさしっくぇかちう, いぇ おけうすけ うしすけさうはすぇ ょくっし きなかつう. 
┿おけ っ ゃないきけあくけ, う ょぇ ょぇすうさぇきっ こさうぉかういうすっかくけ こけ ゃさっきっ 
しくうきおうすっ けす ぇかぉせきぇ, おけうすけ ゃこけしかっょしすゃうっ とっ こけこなかくはす  きせ
いっえくぇすぇ っおしこけいうちうは くぇ „┿さしっくぇか” - きぇかおう, つけゃっておう ょっか
くうつくう とさうたう おなき ゅけかはきぇすぇ そうさきっくぇ うしすけさうは. ╄すけ いぇとけ しっ 
くぇょはゃぇきっ ゃしっおう, ょけ おけゅけすけ しすうゅぇ ゃっしすくうおなす くう う うきぇ うく
そけさきぇちうは  うかう きけあっ ょぇ こけきけゅくっ し くっとけ, ょぇ けすおかうおくっ - いぇ 
ょぇ いぇこなかくうき すぇいう  そうさきっくぇ う ぉさうゅぇょくぇ こさぇいくうくぇ. ‶うてっすっ 
くう くぇ こけしけつっくうすっ ゃ さっょぇおちうけくくけすけ おぇさっ くぇ しすさ. 8 っかっお
すさけくくう ぇょさっしう うかう こさけしすけ しっ しゃなさあっすっ し くぇし. 

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか“
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けすゅかっあょぇくっすけ くぇ ょっすっすけ ゃ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ ょっすしおぇ ゅさぇょう-
くぇ „╀せさぇすうくけ”, さっゅかぇきっくすう-
さぇくうすっ こけつうゃおう ゃ しなぉけすぇ う 
くっょっかは う しこけおけえくうは さうすなき 
くぇ あうゃけす.

]なかいうちぇ っ ゃ ╆ぇゃけょ 3 
てっしすぇ ゅけょうくぇ

[ぇぉけすう ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ 
おぇすけ きけくすぇあくうお ぉけっこさうこぇ-
しう う ういょっかうは けす きっすぇか, くけ 
ゃっつっ けすょぇゃくぇ っ こさっけょけかはかぇ 
こなさゃうは しう しすさぇた けす さうしおけゃっ-
すっ こさう ゃいさうけゃけこぇしくうすっ ゃっ-
とっしすゃぇ: ”]ゃうおゃぇ しっ.” [ぇぉけすう 
しさなつくけ う ぉなさいけ, くけ すけゃぇ いぇ 
くっは っ しなゃしっき くけさきぇかくけ. 『っ-
たなす し くけきっさ 150 っ しぉけさっく, 
ゃぇょう ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは. 
‶けゃっつっすけ けす たけさぇすぇ すせお, こさう 
くぇつぇかくうおぇ ╋うすおけ ′けっゃ, しぇ 
あっくう. 〈ぇおぇ いぇ ]なかいうちぇ, おけは-
すけ, こさっょう ょぇ こけしすなこう すせお くう-
おけゅぇ くっ っ ゃかういぇかぇ ゃ „┿さしっ-
くぇか”, くうすけ ゃおなとう っ あうゃはかぇ し 
ぇさしっくぇかちう, さぇぉけすくけすけ きはしすけ 
しすぇゃぇ ゃすけさう ょけき. ¨ぉさぇすくけ 
くぇ くぇつぇかけすけ, おけゅぇすけ: ”╁しうつ-

おけ きう ぉってっ しなゃしっき つせあょけ.” 
]ょさせあぇゃぇす しっ し おけかっゅう, 
こさぇいくせゃぇす いぇっょくけ, いぇっょくけ 
さってぇゃぇす こさけういゃけょしすゃっくうすっ 
こさけぉかっきう. ╉けゅぇすけ しっ くぇかぇ-
ゅぇ, ]なかいうちぇ すゃなさょけ ゃかういぇ ゃ 

しこけさ ょけさう し てっそけゃっすっ.
╇しすうくしおうはす え ょけき ゃ ¨ゃけと-

くうお, けぉぇつっ, っ う うしすうくしおぇすぇ 
„おさっこけしす” いぇ ]なかいうちぇ. ╋ぇ-
おぇさ う ゃ おなとぇすぇ くぇ しゃっおなさゃぇ-
すぇ, しっきっえしすゃけすけ うきぇ けすょっか-
くけ ょけきぇおうくしすゃけ. ]なかいうちぇ っ 
しなとうくしおぇ しすうたうは くっ しぇきけ 
ゃ しかせあっぉくうすっ いぇょなかあっくうは, 
くけ う ゃ ょけきぇてくうすっ - „╁しうつおけ 
こさぇゃは. 〈ぇおぇ しっ けさゅぇくういうさぇき, 
つっ うきぇき ゃさっきっ いぇ ゃしうつおけ. 
‶さうはすっかうすっ きう しっ つせょはす, くけ 
こさう きっく ゃしうつおけ っ くぇさっょ - う 
こけょさっょっくけ, う しゅけすゃっくけ, うい-
こさぇくけ...”. ]なかいうちぇ たぇさっしゃぇ 
あうゃけすぇ くぇ しっかけ - しこさっすくぇすけ, 
し ゅさぇょうくおぇすぇ, つうしすうは ゃないょせた 
う うゅさぇすぇ くぇ ょっちぇすぇ くぇ ゃけかは. 
】っさおぇすぇ, いぇさぇょう おけはすけ しなか-
いうちぇ うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おけゅぇ-
すけ きぇかおぇすぇ ╇ゃっすぇ っ ゃないこうすぇ-
くうお くぇ „╀せさぇすうくけ”, ょくっし せつう 
ゃ さぇくくけすけ っいうおけゃけ けぉせつっくうっ 
くぇ 》せきぇくうすぇさくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
„╉うさうか う ╋っすけょうえ”. „╃ぇ しぇ 
とぇしすかうゃう ょっちぇすぇ, いぇ すけゃぇ 
あうゃっっき くうっ!”, っ こさうくちうこなす 
くぇ しっきっえしすゃけすけ, おけえすけ ょゃぇ-
きぇすぇ しなし しなこさせゅぇ ′うおけかぇえ 
しこけょっかはす. ′うおけかぇえ っ きっぉっ-
かうしす. 〉しこはゃぇす しなし ]なかいうちぇ 
しぇきう ょぇ しっ けこさぇゃはす ゃ おさう-
いぇすぇ けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう, 
いぇとけすけ: ”‶っくしううすっ しぇ すけか-
おけゃぇ きぇかおう, つっ くうおけゅぇ っょうく 
こっくしうけくっさ くっ きけあっ ょぇ こけきぇ-
ゅぇ くぇ きかぇょうすっ”.
]なかいうちぇ しっ こさうぉうさぇ ゃっつっさ 

ゃおなとう し せょけゃけかしすゃうっ:

】っさおぇすぇ つぇおぇ きぇきぇ し 
ゅけすけゃけ おぇそっ 

╉ぇそっすけ っ しっさゃうさぇくけ ゃしっおう 

ょっく. ]すせょっくけ, おぇおすけ ゅけ けぉう-
つぇ きぇきぇ. 〈ぇおぇ きぇえおぇ う ょな-
とっさは, こさっょう ]なかいうちぇ ょぇ しっ 
いぇっきっ し ゃっつっさはすぇ, しはょぇす くぇ 
しかぇょおう こさうおぇいおう. ╇ゃっすけ っ 
くぇ 11 ゅけょうくう, ゃっつっ くぇゃかういぇ 

ゃ けこぇしくぇすぇ ゃないさぇしす う すけゃぇ 
すさっゃけあう きぇえおぇすぇ きくけゅけ. ╆ぇ-
すけゃぇ すは ょなさあう ょぇ しっ ういゅさぇょう 
こさうはすっかしすゃけ きっあょせ ょゃっすっ う 
しっ しすぇさぇっ ょぇ けしきうしかう あうゃけ-
すぇ くぇ すうえくっえょあなさぇ - ╇ゃっすぇ 
うゅさぇっ  ゃ すぇくちけゃうは しなしすぇゃ くぇ 
„┿さしっくぇか” こさう ╁ぇくは ╋うくつっ-
ゃぇ. ]なかいうちぇ くぇゃさっきっすけ しなとけ 
うゅさぇっ くぇさけょくう すぇくちう.  „╃っ-
すっすけ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ しすさぇくうつ-
くけ いぇくうきぇくうっ, ょぇ しっ けすおなしくっ 
けす しおせおぇすぇ”, っ せぉっょっくぇ きぇえ-
おぇすぇ. 〉 しゃけっすけ ょっすっ すは けす-
おさうゃぇ たせきぇくうすぇさくう いぇかけあぉう 
う いぇすけゃぇ ゅけ くぇしけつゃぇ おなき ゅうき-
くぇいうは „╉うさうか う ╋っすけょうえ”. 
』せあょうすっ っいうちう しなとけ しぇ きくけ-
ゅけ ゃぇあくう, すさはぉゃぇ ょぇ しっ せつう 
う ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ, いぇとけ-
すけ, ぇおけ ゅけ うきぇて, うきぇ こけゃっつっ 
ゃないきけあくけしすう, さぇいしなあょぇゃぇ 
くぇ ゅかぇし ]なかいうちぇ う きっつすぇっ 
とっさおぇすぇ ょぇ せしこっっ. ╁なこさっ-
おう すさせょくけしすうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは, 
つうえすけ おさぇえ くっ しっ ゃうあょぇ...
]っきっえしすゃけすけ おさっこう けぉうつ-

すぇ ゃ しっぉっ しう し けぉとけすけ せょけ-
ゃけかしすゃうっ:

‶うおくうおなす!

╇いかっすうすっ し こさうはすっかうすっ しぇ 
くっとけすけ, おけっすけ くけしう くぇえ-ゅけ-
かはきけ せょけゃけかしすゃうっ. „╋けあっ ぉう 
こさうはすっかうすっ しぇ くぇえ-ゃぇあくけ-
すけ....”, おぇいゃぇ ]なかいうちぇ. 》け-
さぇすぇ ゃ ¨ゃけとくうお しう こけきぇゅぇす, 
おぇおすけ っ ぉうかけ けすおさぇえ ゃさっきっ ゃ 
ぉなかゅぇさしおけすけ しっかけ. ╃っちぇすぇ うゅ-
さぇはす くぇ ゃけかは くぇ せかうちぇすぇ.”′っ 
けすさうつぇき おけきこのすさうすっ, すけゃぇ っ 
ぉなょっとっすけ, すけゃぇ っ さっぇかくけし-
すすぇ, きくけゅけ うくそけさきぇちうう ゃぇ-
ょうき いぇ ょけきぇてくうすっ くぇ ╇ゃっすぇ 

けす うくすっさくっす, くけ きくけゅけ ょなさあぇ 
すは ょぇ しう うきぇ ょっすしすゃけ, おぇおすけ 
くうっ くぇゃさっきっすけ. ′うっ すぇおぇ しきっ 
けすさぇしくぇかう う しきはすぇき, つっ しきっ 
せしこっかう ょぇ しすぇくっき ょけしすけえくう 
たけさぇ, おけかおけすけ きけあっき”, しこけ-

ょっかは ]なかいうちぇ. 〈は しっ ゃなかくせゃぇ 
くっ しぇきけ けす ぉなょっとっすけ くぇ ょっ-
すっすけ しう ゃ かうつっく こかぇく, ゃなかくせ-
ゃぇ しっ う けす すけゃぇ, おけっすけ しすぇゃぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは. ]こけさっょ くっは, こさけ-
すっしすうさぇとうすっ くっ いくぇはす おぇお-
ゃけ うしおぇす - くはきぇす はしくぇ うょっは, 
くはきぇす けぉと かうょっさ, けぉとぇ ちっか. 
„╉さぇえくけ ゃさっきっ ぉってっ ╀なかゅぇ-
さうは ょぇ しっ くぇょうゅくっ, くけ くうっ 
おぇすけ つっ かう う すけゃぇ くっ いくぇっき 
おぇお ょぇ くぇこさぇゃうき”, さぇいしなあ-
ょぇゃぇ  ]なかいうちぇ けす ┿かっはすぇ くぇ 
しかぇゃぇすぇ.
╇くぇつっ - ゃなゃ ゃさっきっすけ うい-

ゃなく けさなあっえくうちぇすぇ, ゃおなとう, 
すは しっ いぇくうきぇゃぇ し ゅさぇょうくおぇすぇ 
- ちゃっすはすぇ, ょけきぇすうすっ, おさぇし-
すぇゃうちうすっ, つっ う こうこっさなす... 
”¨す ゃしうつおう ょけきぇてくう いぇょなか-
あっくうは くぇえ-きくけゅけ けぉうつぇき ょぇ 
ゅけすゃは! ¨ぉけあぇゃぇき ょぇ ゅけすゃは!”, 
ゃないおかうちぇゃぇ ]なかいうちぇ けすくけし-
くけ „くぇえ-かのぉうきけすけ けす あっく-
しおぇすぇ つぇしす”. ]っきっえしすゃけすけ 
けぉうつぇ ╉けかっょくぇすぇ こけょゅけすけゃおぇ 
う ╁っかうおょっくしおうすっ こさぇいくうちう.
„╆ぇしっゅぇ うきぇき しうかう いぇ ゃしうつ-

おけ, くっ しきっは ょぇ しっ けすこせしおぇき 
きくけゅけ-きくけゅけ”, こさういくぇゃぇ ]なか-
いうちぇ, いぇとけすけ いくぇっ, つっ あう-
ゃけすなす こさけょなかあぇゃぇ いぇっょくけ し 
ぇくゅぇあうきっくすうすっ せ ょけきぇ う ゃ 
さぇぉけすぇすぇ.
„]かぇゃぇ ╀けゅせ, せしこはゃぇきっ ょぇ 

しっ しこさぇゃはきっ!”, すけゃぇ っ う さぇ-
ょけしすすぇ けす こけしすうゅくぇすけすけ ょけ 
すせお, う くぇょっあょぇすぇ いぇ ぉなょっとっ-
すけ, おけはすけ ょなさあう  しっきっえしすゃけ-
すけ くぇ ]なかいうちぇ いょさぇゃけ ゃ すさせょ-
くけしすうすっ くぇ ょくってくけすけ ゃさっきっ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

...╉《╆╅╇[¨【╊ ′╅ 』【╅╋ 

》╅〈╊【〉¨[ぇ【 〉╅ ‒『. ╊〉╈╊]』 ╇ „╅『』╊〉╅]”

╁ きけきっくすぇ おかぇしなす おなき いぇこかぇすぇすぇ くぇ つけゃっお し 20-ゅけ
ょうてっく しすぇあ っ 12% こさう こけかけあっくうっ, つっ さぇぉけすけょぇ
すっかはす きせ くぇつうしかはゃぇ くぇえ-くうしおぇすぇ しすぇゃおぇ けす 0.6% 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. 
╁ きくけゅけ しっおすけさう すけいう ぉけくせし っ こけ-ゃうしけお, いぇとけすけ 

そうさきうすっ しぇ こさうっかう し おけかっおすうゃくうすっ すさせょけゃう ょけゅけ
ゃけさう ょぇ ょぇゃぇす こけ-ゃうしけお こさけちっくす いぇ おかぇし.
╋うくうしすなさなす くぇ すさせょぇ 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ ょぇ くっ ゃょうゅぇ 

ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ きうくうきぇかくうすっ けしうゅせさうすっかくう こさぇ
ゅけゃっ いぇ 2014 ゅ. ゃ ぉさぇくてけゃっすっ, おなょっすけ くっ しぇ こけしすうゅ
くぇすう ょけゅけゃけさっくけしすう しなし しうくょうおぇすうすっ, くぇしすけはゃぇす 
けとっ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ. 
]けちうぇかくうはす きうくうしすなさ ゃっつっ っ しすぇさすうさぇか こさけちっょせ

さぇすぇ いぇ ゃけょっくっ くぇ こさっゅけゃけさう う っ けこさっょっかうか すっ ょぇ 
こさうおかのつぇす ょけ おさぇは くぇ ぇゃゅせしす.
]うくょうおぇすうすっ ゃっつっ いぇはゃうたぇ, つっ とっ うしおぇす しさっょくけ し 

10% くぇさぇしすゃぇくっ くぇ けしうゅせさうすっかくうすっ こさぇゅけゃっ, し うい
おかのつっくうっ くぇ 8 ぉさぇくてぇ, おけうすけ しぇ ゃ きくけゅけ いぇすさせょくっ
くけ こけかけあっくうっ.
]こけさっょ ╀]╉, ゃ せしかけゃうは くぇ おさういぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ せゃっ

かうつう こっさうけょなす, いぇ おけえすけ そうさきうすっ きけゅぇす ょぇ ゃなゃっょぇす 
くっこなかくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ こけ うおけくけきうつっしおう こさうつうくう 

けす 3 くぇ 6 きっしっちぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ っょくぇ ゅけょうくぇ.
¨す ょさせゅぇ しすさぇくぇ こなお しぇ くっけぉたけょうきう いぇおけくけゃう 

こさけきっくう いぇ こけ-ゅなゃおぇゃけ こさうかぇゅぇくっ くぇ ういゃなくさっょ
くうは すさせょ. 
╁ きけきっくすぇ すけえ っ さぇいさってっく しぇきけ いぇ しっいけくくぇ さぇ

ぉけすぇ うかう こさう ぉっょしすゃうは う ぇゃぇさうう.
¨す ╀]╉ うしおぇす ょぇ しっ こさっさぇいゅかっょぇ う こさぇゃけすけ くぇ 

こかぇすっく ゅけょうてっく けすこせしお けす 20 ょくう くぇ あっくうすっ, 
おけうすけ しぇ ゃ きぇえつうくしすゃけ. ‶さう ゃさなとぇくっ くぇ さぇぉけすぇ 
すっ うきぇす こさぇゃけ くぇ 40 ょくう こかぇすっく けすこせしお いぇ ょゃっ 
ゅけょうくう, いぇ しきっすおぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは う けしすぇくぇかうすっ 
さぇぉけすくうちう, いぇはゃうたぇ けす おぇきぇさぇすぇ.
¨す ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ くぇしすけはゃぇす 

けとっ ょぇ けすこぇょくっ いぇょなかあっくうっすけ くぇ さぇぉけすけょぇすっ
かは ょぇ ういこかぇとぇ こなさゃうすっ すさう ょくう けす ぉけかくうつくうは. 
〈けゃぇ ぉっ ゃなゃっょっくけ こさっい 2010 ゅ. おぇすけ ぇくすうおさういうし
くぇ きはさおぇ いぇさぇょう ゅけかっきうすっ さぇいたけょう くぇ ′¨╇ こけ 
こけおさうゃぇくっ くぇ ぉけかくうつくうすっ. 
╃ぇ しっ いぇすっゅくっ おけくすさけかなす ゃなさたせ かっおぇさうすっ, ゃきっし

すけ さぇぉけすけょぇすっかはす ょぇ おけくすさけかうさぇ しかせあうすっかうすっ しう, 
こさういけゃぇゃぇす  けとっ  けす ]すけこぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ.

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

]すさぇくぇすぇ くう っ くぇ すさっすけ 
きはしすけ...

╄ゃさけしすぇす けすつうすぇ, つっ くぇえ-っゃすうく っ たかはぉなす ゃ ╀なかゅぇ
さうは, おぇすけ ちっくぇすぇ くぇ くぇしなとくうは すせお っ 57% けす しさっょ
くぇすぇ いぇ ╄ゃさけこぇ. 
]すさぇくぇすぇ くう っ くぇ こなさゃけ きはしすけ う こけ っゃすうく ぇか

おけたけか ゃ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ╃ぇくくうすっ こけおぇいゃぇす, つっ 
ちっくうすっ すせお しぇ 67% けす しさっょくけっゃさけこっえしおうすっ. ′ぇえ-
しおなこう しぇ ぇかおけたけかくうすっ くぇこうすおう ゃなゃ 《うくかぇくょうは, 
おなょっすけ ちっくぇすぇ っ 175% けす しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこぇ, 
╇さかぇくょうは う 【ゃっちうは. 
╁なゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは ぇかおけたけかくうすっ くぇこうすおう しすさせ

ゃぇす 143% こけゃっつっ けす しさっょくけすけ いぇ ╄ゃさけこぇ くうゃけ. 
╀なかゅぇさうは っ ゃ つっかくぇすぇ すさけえおぇ う こけ くうしおう ちっくう くぇ 
すのすのくっゃうすっ ういょっかうは. ‶さっょう くぇし しぇ しぇきけ 〉くゅぇさうは, 
おなょっすけ ちっくうすっ しぇ 52% けす しさっょくうすっ いぇ ╄ゃさけこぇ う 
╊うすゃぇ, おなょっすけ ちっくうすっ しぇ 55% けす しさっょくうすっ. 
]こけさっょ ╄ゃさけしすぇす, せ くぇし ちうゅぇさうすっ しすさせゃぇす 57% けす 

しさっょくぇすぇ ちっくぇ いぇ しすさぇくうすっ けす ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. 
′ぇえ-しおなこ っ すのすのくなす ゃ ╇さかぇくょうは, おなょっすけ おせすうは 
ちうゅぇさう しすさせゃぇ 199% けす しさっょくけっゃさけこっえしおうすっ 
ちっくう, ゃなゃ ╁っかうおけぉさうすぇくうは, 【ゃっちうは う 《さぇくちうは.
                                         〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

1975-すぇ っ ゅけょうくぇすぇ, ゃ  おけはすけ しっ さぇあょぇ うょっはすぇ いぇ 
ういゅさぇあょぇくっすけ ゃ すけゅぇゃぇてくうすっ ¨ぉっょうくっくう いぇゃけょう ゃ ╉ぇ
いぇくかなお, しっゅぇ そうさきぇ „ ┿さしっくぇか”,  こぇきっすくうお くぇ 《さうょさうた 
╄くゅっかし - くっきしおう そうかけしけそ, うおけくけきうしす, さっゃけかのちうけくっさ, 
おけえすけ いぇっょくけ し ╉ぇさか ╋ぇさおし こけかぇゅぇ けしくけゃうすっ くぇ きぇさおしう
つっしおぇすぇ うょっけかけゅうは う すっけさうはすぇ いぇ おけきせくういきぇ. 《さうょさうた 
╄くゅっかし っ う っょうく けす こなさゃうすっ うょっけかけいう くぇ きっあょせくぇさけょくけすけ 
さぇぉけすくうつっしおけ ょゃうあっくうっ, さっょぇおすけさ っ くぇ 2-さう う 3-すう すけき  
くぇ そせくょぇきっくすぇかくうは  う けしすぇくぇか ゃ うしすけさうはすぇ すさせょ くぇ ╉ぇさか 
╋ぇさおし „╉ぇこうすぇかなす”.
〈さう ぇゃすけさしおう おけかっおすうゃぇ せつぇしすゃぇす ゃ おけくおせさしぇ いぇ うょっっく 

こさけっおす くぇ こぇきっすくうお くぇ 《さうょさうた ╄くゅっかし, くぇきうさぇと しっ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” - くはおけゅぇてくうすっ ¨ぉっょうくっくう いぇ
ゃけょう.  ╆ぇ すけゃぇ しゃうょっすっかしすゃぇ う しすぇすうは し ぇゃすけさ ]すけはく ╃う
きけゃ, こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ ぉさ.36 くぇ ゃっしすくうお „╆ぇゃけょしおぇ 〈さうぉせくぇ”  
こさっい 1976 ゅけょうくぇ. ‶ぇきっすくうおなす くぇ ╄くゅっかし ゃ „┿さしっくぇか” っ 
っょうくしすゃっくうはす けちっかはか  くっゅけゃ こぇきっすくうお  ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ 
ゅけょうくうすっ くぇ ょっきけおさぇすうつくけすけ くう さぇいゃうすうっ ょせたけゃくぇすぇ くう 
さぇいさせたぇ くっ こけとぇょう けしすぇくぇかうすっ. 
〈さうすっ ぇゃすけさしおう おけかっおすうゃぇ  しっ いぇっきぇす し さぇいさぇぉけすおぇすぇ 

くぇ うょっえくう こさけっおすう いぇ こぇきっすくうお くぇ ╄くゅっかし  こけ さってっくうっ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけすけ  う こぇさすうえくけ  さなおけゃけょしすゃけ くぇ  すけ
ゅぇゃぇてくうすっ ¨ぉっょうくっくう いぇゃけょう. [なおけゃけょうすっかうすっ くぇ すさう
すっ っおうこう けす すゃけさちう しぇ ういすなおくぇすうすっ ぉなかゅぇさしおう しおせかこすけさう 
╇ゃぇく ╀かぇあっゃ, ╋っすけょう ╇いきうさかうっゃ う ╈けさょぇく ╂ぇゃさうかけゃ. 
╋ぇかおけ こけ-おなしくけ  きはしすけすけ くぇ ╇いきうさかうっゃ しっ いぇっきぇ けす ╋う
たぇうか 【ぇこおぇさっゃ. ╃なさあぇゃくぇ おけきうしうは, こさっょしっょぇすっかしすゃぇくぇ 
けす くぇさけょくうは たせょけあくうお こさけそ. ╁っかうつおけ ╋うくおけゃ, ゃ しなしすぇゃぇ 
くぇ おけはすけ ゃかういぇす う すさうきぇ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ ¨ぉっょうくっくうすっ 
いぇゃけょう ゃ ╉ぇいぇくかなお, こさっょこけつうすぇす う ういぉうさぇす いぇ さっぇかういぇ
ちうは こさけっおすぇ くぇ しおせかこすけさぇ ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ. ]こけさっょ こさけっお
すぇ,  こぇきっすくうおなす くぇ 《さうょさうた  ╄くゅっかし  とっ しっ ういゅさぇょう ゃ 
こぇさおぇ こさっょ きせいっは くぇ ¨ぉっょうくっくうすっ いぇゃけょう, ゃ ぉかういけしす ょけ 
ちっくすさぇかくうは しすけか. ╆ぇょなかあうすっかくけ せしかけゃうっ, こけしすぇゃっくけ くぇ 

ぇゃすけさうすっ くぇ こぇきっすくうおぇ, っ いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう しな
とっしすゃせゃぇとう ょなさゃっすぇ ゃ こぇさおぇ う ゃ さぇえけくぇ, ゃ おけえすけ っ 
すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ ういゅさぇょう こぇきっすくうおなす.  ]こけさっょ こさけっお
すぇ, すけえ っ すぇおぇ さぇいこけかけあっく くぇ いぇこぇょ, つっ ょぇ しっ ゃうあょぇ 
っょくぇおゃけ ょけぉさっ けす ちっかうは こかけとぇょ. ‶さっょゃうあょぇ しっ しなとけ 
こかけとぇょおぇすぇ くぇ こぇきっすくうおぇ ょぇ っ ゃうしけおぇ 40 しぇくすうきっすさぇ 
う ょぇ くはきぇ しすなこぇかぇ,  いぇ ょぇ しかせあう いぇ くっゅけゃぇ ぉぇいぇ. ‶う
っょっしすぇかなす くぇ こぇきっすくうおぇ っ 1,40 きっすさぇ, ぇ くぇ かうちっゃぇすぇ 
きせ しすさぇくぇ „はしくけ う けすつっすかうゃけ” っ すさはぉゃぇかけ ょぇ しっ ゃおけこぇっ 
う ぇゃすけゅさぇそなす くぇ ╄くゅっかし. ]ぇきぇすぇ そうゅせさぇ くぇ  うょっけかけ
ゅぇ くぇ しゃっすけゃくけすけ さぇぉけすくうつっしおけすけ ょゃうあっくうっ っ 5,50 き. 
ゃなゃ ゃうしけつうくぇ, ういさぇぉけすっくぇ けす しゃっすなか きさぇきけさ う ゅさぇくうす. 
╋ぇすっさうぇかなす っ ういぉさぇく し ちっか そうゅせさぇすぇ ょぇ しっ けすおさけはゃぇ 
くぇ そけくぇ くぇ いっかっくうすっ ょなさゃっすぇ ゃ こぇさおぇ. ′ぇえ-ゃうしけおうはす 
う ういさぇいうすっかっく っかっきっくす くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╄くゅっかし っ ゅかぇ
ゃぇすぇ, ぇ こっかっさうくぇすぇ, おぇすけ つぇしす けす けぉかっおかけすけ くぇ ╄くゅっかし, 
っ  いぇきうしかっくぇ  すぇおぇ, つっ ょぇ ゃなゃっあょぇ いさうすっかは ゃ っこけたぇすぇ, 
ゃ おけはすけ っ あうゃはか. ]おせかこすせさぇすぇ  っ すさはぉゃぇかけ ょぇ こけおぇあっ 
ういおかのつうすっかくぇすぇ っくっさゅうは う っさせょうちうは くぇ しないょぇすっかは くぇ 
きぇさおしうつっしおぇすぇ うょっけかけゅうは . 
‶ぇきっすくうおなす っ すさはぉゃぇかけ  ょぇ ぉなょっ ゅけすけゃ ょけ おさぇは くぇ 

1976 ゅ., くけ いぇぉけかはゃぇくっ  くぇ ぇゃすけさぇ くぇ  こさけっおすぇ ╇ゃぇく 
╀かぇあっゃ いぇぉぇゃは し ゅけょうくぇ すけゃぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╀っか. ぇゃす. 
] けしけぉっくぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ けしすぇゃっくぇすぇ  ょうさは ゃ 

ぇさしっくぇかしおぇすぇ うしすけさうは  いぇ すけいう せくうおぇかっく こぇきっす
くうお くぇ ぇゃすけさぇ くぇ こなさゃぇすぇ  しすぇすうは ]すけはく ╃うきけゃ, 
こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ しぉけさくうおぇ „ ]かっょぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ” けす 
1980 ゅけょうくぇ. ]  せゃぇあっくうっ う いぇ こさけはゃっくけすけ つせゃ
しすゃけ いぇ うしすけさうつくけしす  けす うくあ. [ぇえくけ 』ぇおなさけゃ, こさっ
ょけしすぇゃうか くう しなたさぇくっく っおいっきこかはさ けす しぉけさくうおぇ.

ず　öÜ 2013: だâñëöí
げí êÜöñ¿ „んëïñÖí¿” – Çë. ぞñïñßéë

ぴñÖó ÑÜ 31.08.2013 Ç.
げí êÜöñ¿ „んëïñÖí¿” – Çë. ぞñïñßéë
ぴñÖó £í ½ñïñî ïñäöñ½çëó 2013 Ç.

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

『╄′A ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉
- 26.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- ╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. - ╀╄╆‶╊┿〈′¨ /╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
- ╃╄『┿ ¨〈 2 ╃¨ 12 ゅ. – 16.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ+ゃっつっさは/

′┿]〈┿′ぅ╁┿′╄〈¨ ′┿ ′╄[┿╀¨〈╄】╇ ╁ ╆┿╁¨╃ ┿[]╄′┿╊
『╄′A ′┿ ╃╄′ ′┿ 』¨╁╄╉ 
30.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ + ゃっつっさは/ 
- ╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. - ╀╄╆‶╊┿〈′¨ /╀╄╆ ╊╄╂╊¨ ╇ 》[┿′┿/
- ╃╄『┿ ¨〈 2 ╃¨ 12 ゅ. – 16.00 かゃ./くけと.+いぇおせしおぇ+けぉはょ+ゃっつっさは/

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

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

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

ぶñïöóö¡í!

づíßÜöí!

‶さうつうくぇすぇ っ いぇゅせぉっくけ 
ょっかけ くぇ くぇえ-ゃうしてぇ うく-

しすぇくちうは - ╁うしてうはす おぇしぇ-
ちうけくっく しなょ. ′ぇ 18-すう のかう 
しなしすぇゃ くぇ しなょぇ っ さぇいゅかっょぇか 
ょっかけ, いぇゃっょっくけ けす  そうさきぇすぇ 
„〈さぇおうは すさっえょ“, こさっょしすぇ-
ゃかはゃぇくぇ けす ぉういくっしきっくぇ 〈け-
ょけさ ╉けかっゃ, しけぉしすゃっくうお う くぇ 
たさぇくうすっかくう たうこっさきぇさおっすう ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╃っかけすけ っ しさっとせ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお いぇさぇょう くっさっ-
ぇかういうさぇく しすさけっあ 
くぇ いぇおせこっく いぇ 3,5 
きかく. かっゃぇ すっさっく くぇ 
きはしすけすけ くぇ しすぇさぇすぇ 
╇くそっおちうけいくぇ ぉけか-
くうちぇ.  
╋けすうゃなす, し おけえすけ 

くぇ ぉういくっしきっくぇ くっ 
っ こけいゃけかっくけ ゃこけ-
しかっょしすゃうっ ょぇ うい-
ゅさぇょう くぇ こかけと けす 
30 ょっおぇさぇ ゅけかはき 
╋¨╊ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
っ, つっ さぇいさってうすっかくけすけ いぇ 
しすさけっあ くっ けすゅけゃぇさは くぇ せし-
すさけえしすゃっくうは  こかぇく くぇ おゃぇさ-
すぇかぇ. ╆ぇ いぇおせこっくうは こぇさちっか 
しぇ こかぇすっくう くぇ けぉとうくぇすぇ くぇょ 
1 きかく. かっゃぇ, ゃ きぇくょぇすぇ くぇ 
おきっすぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ こさっい 
2008-きぇ ゅけょうくぇ. ╉ぇすけ さっいせか-
すぇす けしすぇゃぇ いっえくぇかぇ けゅさけきくぇ 
ょせこおぇ, ゃ おけはすけ さぇしすぇす ょなさ-
ゃっすぇ, くけ し くうおぇおゃう てぇくしけゃっ 
ょせこおぇすぇ ょぇ しっ こさっゃなさくっ  ゃ 
しゅさぇょぇ. ╋けすうゃなす っ, つっ しこけ-
さっょ こかぇくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ 
すけいう おゃぇさすぇか, すぇき くっ きけあっ 
ょぇ うきぇ しゅさぇょう, こけ-ゃうしけおう けす 
5 っすぇあぇ, ぇ さぇいさってうすっかくけ-

 【そうあ つてあせあ みつせそ そて たそつしかおせそてそ くあつかおあせけか せあ 《いはけせつさけみ つひうかて う [あくあせしひさ.
〉そうけせあてあ つひそいはけ せあ つひうかてせけぬけてか しけねせそ さすかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ. 

 《いはけせあてあ つひくおあうあ なそせお くあ けくえちあきおあせか せあ たそつしかおせあてあ 
つさとしたてとちあ せあ  ╉そさそ ╉そさそう

╇′╊｠〈╊ ′]╅【《【《 ╇ぇ╇ ╇《]╊‶╆《]╅ 

╀なかゅぇさ-
し お う は す 

くぇちうけくぇかっく 
けすぉけさ こけ 
ゃけかっえぉけか-
きかぇょっあう ょけ 
16 ゅけょうくう 
ゃいっ いぇ こけさっ-
ょっく こなす いかぇ-
すけすけ けす こさけ-
ゃっょっくけすけ ゃ 
╉ぇ いぇくかなお 
╀ぇかおぇくしおけ 
こなさゃっくしすゃけ 
こけ ゃけかっえ-
ぉけか. ╁ない-
こうすぇくうちうすっ 
くぇ すさっくぬけさぇ 
╃さぇゅぇく ╇ゃぇ-
くけゃ いぇとう-
すうたぇ ぉぇか-
お ぇ く し お ぇ す ぇ 
しう すうすかぇ 
こけ ぉかっしすはと 
くぇつうく - ぉっい 
ょぇ いぇゅせぉはす 

すけ っ いぇ しすさけっあ いぇ しゅさぇょぇ し 4 
っすぇあぇ こけゃっつっ. 〈ぇおぇ こかぇくけ-
ゃっすっ くぇ 〈けょけさ ╉けかっゃ けすうゃぇす 
くぇたぇかけし, こぇさうすっ きせ しなとけ, ぇ 
¨ぉとうくぇすぇ っ ういこさぇゃっくぇ こさっょ 
しかけあくう しなょっぉくう ぉうすおう. [っ-
いせかすぇすなす:  いぇゃっょっくう ょっかぇ 
けす しすさぇくぇ くぇ 〈けょけさ ╉けかっゃ う 
„〈さぇおうは すさっえょ” しさっとせ ¨ぉ-
とうくぇすぇ. ╃っかぇ, おけうすけ ゃなさゃはす 
ぉなさいけ う しかっょ 5 ゅけょうくう さっいせか-

すぇすなす っ くぇかうちっ: ¨ぉとうくぇすぇ っ 
けしなょっくぇ けす くぇえ-ゃうしてぇすぇ しな-
ょっぉくぇ うくしすぇくちうは ょぇ ゃなさくっ 
3,5 きかく. かっゃぇ  うくゃっしすうさぇくう 
こぇさう くぇ ぉういくっしきっくぇ, おぇすけ 
こけ すけいう くぇつうく せゃっかうつう さぇい-
きっさぇ くぇ いぇょなかあっくうはすぇ しう し 
くけゃう 3,5 きかく. かっゃぇ. ╁さなとぇえ-
おう こぇさうすっ くぇ ╉けかっゃ, ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお けすくけゃけ こさうょけぉうゃぇ 
こさぇゃぇ ゃなさたせ しけぉしすゃっくけしすすぇ 
くぇ うきけすぇ, すけっしす ゃなさたせ ういおけ-
こぇくうは ゃっつっ すさぇこ. 
‶なさゃぇすぇ おけこおぇ っ くぇこさぇゃっくぇ 

けす すけゅぇゃぇてくうは おきっす くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う けす 
〈けょけさ ╉けかっゃ くぇ きくけゅけいくぇつう-

すっかくぇすぇ ょぇすぇ 06.06.2008 ゅけ-
ょうくぇ. ‶っす ゅけょうくう こけ-おなしくけ 
ょゃぇきぇすぇ くっ きうしかはす っょくぇおゃけ, 
っょうくうはす ゃっつっ くっ っ おきっす, ぇ 
ょさせゅうはす すなさしう こぇさうすっ しう けす 
くけゃぇすぇ けぉとうくしおぇ ゃかぇしす. 
╉ぇいせしなす ういこさぇゃは  こさっょ しっ-

さうけいくぇ ょうかっきぇ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ せこさぇゃぇ, おぇおすけ う しぇきぇすぇ 
¨ぉとうくぇ,  いぇさぇょう けこぇしくけしすすぇ 
けとっ ゃ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 

ょぇ ぉなょぇす ぉかけおう-
さぇくう しきっすおうすっ 
え いぇさぇょう ょなか-
あうきぇすぇ しせきぇ 
おなき „〈さぇおうは 
すさっえょ”. ¨こぇし-
くけしすすぇ けす  すけゃぇ  
ぉっ こけすゃなさょっくぇ 
けす おきっすぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
┿ ょぇかう くっ っ 

さっょくけ ょぇ しっ 
すなさしはす さっちう-
こさけつくう ょっえしす-

ゃうは う けす しすさぇくぇ くぇ  ぉうゃてぇすぇ 
せこさぇゃぇ, こけょゃっかぇ ぉういくっしきっ-
くぇ う しおかのつうかぇ しょっかおぇすぇ  ゃ 
けくいう こっさうけょ, っ ゃなこさけし し おせこ 
かうこしゃぇとう けすゅけゃけさう けす しすさぇ-
くぇ くぇ しなょっぉくぇすぇ  くう しうしすっきぇ. 
¨とっ ゃ こなさゃうすっ  きっしっちう くぇ 
きぇくょぇすぇ しう ゃ すけゃぇ しっ せぉっょう 
う しぇきぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, 
おけはすけ くぇ くはおけかおけ こけさっょくう 
うしおぇくうは いぇ すなさしっくっ くぇ けすゅけ-
ゃけさくけしす けす こさっょうてくうは おきっす 
こけかせつう こさけおせさけさしおう けすおぇいう 
いぇ けぉさぇいせゃぇくっ くぇ こさけういゃけょ-
しすゃぇ. ╇ しっゅぇ かう とっ っ すぇおぇ? 
‶さっょしすけう  ょぇ ゃうょうき. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╀かういけ ゅけょうくぇ, しかっょ おぇすけ ょっ のさっ ういすっつっ 5-ゅけょうてくうはす きぇく-
ょぇす くぇ こなさゃうは ゃ うしすけさうはすぇ  くぇ きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっ-

くうっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお, けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお うきぇ くけゃ. 〈けえ ぉっ ういぉさぇく しかっょ すさっすうは けこうす けぉとうくぇすぇ 
ょぇ しう くぇきっさう こけしさっょくうお いぇ しこけさくうすっ ゃなこさけしう きっあょせ ゅさぇあ-

ょぇくうすっ う うくしすうすせちううすっ. 
′けゃうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお っ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゅさせこぇ-

すぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. ]かっょ すぇっく ゃけす すは 
こけかせつう 27 ゅかぇしぇ けす くっけぉたけょうきうすっ 25 しこけさっょ ′ぇさっょぉぇすぇ いぇ 
ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ╃させ-
ゅうはす こさっすっくょっくす いぇ こけしすぇ - 〈っけょけさぇ ╂っけさゅうっゃぇ, おけはすけ っ う 
しなゃっすくうお けす ╂╄[╀, こけかせつう 5 ゅかぇしぇ. ╃ゃぇきぇ けす ゅかぇしせゃぇかうすっ 
しなゃっすくうちう こせしくぇたぇ くっょっえしすゃうすっかくう ぉのかっすうくう. 
╁ すさっすうは すせさ くぇ しなしすっいぇくうっすけ いぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお 

せつぇしすゃぇ う ╉けさくっかうは ╁かぇょっゃぇ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╀]‶, くけ すは 
くっ ぉっ ょけこせしくぇすぇ ょけ ういしかせてゃぇくっ  ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす けす ╁さっ-
きっくくぇすぇ おけきうしうは こけ ういぉけさぇ くぇ こけしさっょくうお. 
′けゃけういぉさぇくうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお こけかけあう 

おかっすゃぇ  ゃっょくぇゅぇ しかっょ ういぉけさぇ.
╂うくおぇ 】っさっゃぇ っ ゃないこうすぇくうつおぇ くぇ ‶〉 „‶ぇうしうえ 》うかっくょぇさ-

しおう”, いぇゃなさてうかぇ っ ぉうけかけゅうは  う たうきうは. ╃なかゅう ゅけょうくう ぉっ つかっく 
くぇ 〉] くぇ 《っょっさぇちうはすぇ  くぇ ょさせあっしすゃぇすぇ くぇ おぇさぇおぇつぇくうすっ ゃ 
╀なかゅぇさうは う こさっょしっょぇすっか くぇ きっしすくけすけ うき ょさせあっしすゃけ. ¨きなあっ-
くぇ っ う うきぇ しうく. [ぇぉけすうかぇ っ ゃ つぇしすくうは しっおすけさ. ′ぇ きっしすくうすっ  
ういぉけさう こさっょう ょゃっ ゅけょうくう ╂うくおぇ 】っさっゃぇ いぇ こなさゃう こなす ぉっ 
ゃおかのつっくぇ ゃ かうしすぇ いぇ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう - すぇいう くぇ ╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′けゃけういぉさぇくうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお けぉはゃう いぇ しゃけう こさうけ-

さうすっすう さぇぉけすぇすぇ し きかぇょうすっ たけさぇ, こけこせかはさういうさぇくっすけ くぇ うく-
しすうすせちうはすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは  こけしさっょくうお, おけくすぇおすうすっ し っゃさけ-
こっえしおうは けきぉせょしきぇく, おけえすけ っ ゅさなお. ╁  のさうょうつっしおぇすぇ こけきけと 
こさう さってぇゃぇくっすけ くぇ しこけさくうすっ こさぇゃくう おぇいせしう 】っさっゃぇ  とっ 
すなさしう こけきけと けす のさうしすう くぇ ょけぉさけゃけかっく こさうくちうこ.
] ういぉけさぇ くぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ いぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお けす こけし-

すぇ しう けすうゃぇ ╉ぇすは ╉うかうおつうっゃぇ - ょなかゅけゅけょうてっく しっおさっすぇさ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╉うかうおつうっゃぇ けしすぇゃぇ 
ゃ うしすけさうはすぇ うきっくくけ おぇすけ こなさゃうは けきぉせょしきぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお. 

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか“
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′ぇつぇかけすけ くぇ すさせょけゃうは しすぇあ 
くぇ ┿くゅっかけゃ っ ゃ おさぇは くぇ ょっおっき-
ゃさう 2003 ゅけょうくぇ  ゃ „┿さしっくぇか“, 
ゃ ╆ぇゃけょ 1, おなょっすけ さぇぉけすう ゃ 
せつぇしすなおぇ こけ せょぇさくけ-しこせしおぇ-
すっかくうは きったぇくういなき くぇ ぇゃすけきぇす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ“. ╀ぇとぇ きせ しっ 
こっくしうけくうさぇ おぇすけ ぇさしっくぇかっち. 
]こけさっょ うしすけさうおぇ, ゃさっきっ 

っ けぉさぇいなす くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ ゃ 
うしすけさうつっしおけすけ しないくぇくうっ くぇ 
ぉなかゅぇさうくぇ ょぇ しっ ういつうしすう けす 
くぇしかけっくうすっ うょっけかけゅっきう. ¨す 
ょぇくくうすっ, こけかせつっくう けす ういしかっょ-
ゃぇくっすけ しう ょけしっゅぇ, ┿くゅっかけゃ 
ょけしすうゅぇ ょけ ういゃけょぇ, つっ つさっい 
くぇかぇゅぇくっすけ くぇ けぉさぇいぇ くぇ ゅっく. 
╁なかおけゃ おぇすけ しぇすさぇこ う けさゅぇくう-
いぇすけさ くぇ す. くぇさ. „ぉはか すっさけさ“, 
╀╉‶ くぇきうさぇ  ゃないきけあくけしす いぇ 
けすきなとっくうっ, こさっくっぉさっゅゃぇえおう 
そぇおすぇ, つっ すっさけさなす っ こさけゃけ-
おうさぇく ゃ いくぇつうすっかくぇ しすっこっく 
けす ょっえしすゃうはすぇ くぇ ╀╉‶, うい-
こなかくはゃぇとぇ ぉっいさけこけすくけ いぇ-
こけゃっょうすっ くぇ ╉けきうくすっさくぇ う 
]]][,  ぇ しさっょうすっ, けさゅぇくういう-
さぇかう ╃っゃっすけのくしおうは こさっゃさぇす, 
こけかせつぇゃぇす てぇくし いぇ さっぇぉうかう-
すぇちうは, しけつっえおう  ゅっく. ╁なかおけゃ 
おぇすけ けしくけゃっく ゃうくけゃくうお いぇ 
くぇしうかうっすけ, いぇかはかけ ╀なかゅぇさうは 
ゃ こっさうけょぇ 1923-1925 ゅ. 〈ぇおぇ 
ゅっく. ╁なかおけゃ, いぇっょくけ し ちぇさ ╀け-
さうし, しっ はゃはゃぇ せょけぉくぇ ういおせこう-
すっかくぇ あっさすゃぇ, おけはすけ ゃしうつおう 
せつぇしすくうちう ゃ しなぉうすうはすぇ うきぇす 
ゃないきけあくけしす ょぇ こけしけつぇす  おぇすけ 

ゃうくけゃくうお いぇ くぇしうかうっすけ. ′ぇしう-
かうっ, おけっすけ ぉっいしこけさくけ っ そぇおす 
ゃ くぇてっすけ けぉとけ きうくぇかけ, しかっょ-
しすゃうはすぇ けす おけっすけ すっゅくぇす う ょけ 
ょくっし. ╃っえしすゃうはすぇ う くぇ ╉うきけく 
╂っけさゅうっゃ, う くぇ  ┿かっおしぇくょなさ 
『ぇくおけゃ,  う くぇ ╃ぇきはく ╁っかつっゃ, 
う くぇ おけきせくうしすうつっしおぇすぇ こぇさすうは 
おぇすけ つっ けしすぇゃぇす うしすけさうつっしおう 
けこさぇゃょぇくう けす たゃなさかはくっすけ くぇ 
ちはかぇすぇ ゃうくぇ ゃなさたせ ゅっく. ╁なか-
おけゃ, おけきっくすうさぇ ┿くゅっかけゃ ゃ たけょぇ 
くぇ ういしかっょゃぇくっすけ しう.  
╇くすっさっしっく そぇおす, しこけさっょ 

┿くゅっかけゃ, っ, つっ ゃ たけょぇ くぇ しな-
ぉうすうはすぇ しかっょ 1989-すぇ, こさっい 
90-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお, 
╁なさたけゃくうはす しなょ さっぇぉうかうすう-
さぇ こけしきなさすくけ う ┿かっおしぇくょなさ 
『ぇくおけゃ, う ゃしうつおう くっゅけゃう きう-
くうしすさう, おけうすけ くっ しぇ きうくぇかう くぇ 
しすさぇくぇすぇ くぇ ╀╉‶, ういぉうすう うかう 
ういぉはゅぇかう ゃ ╊ぇすうくしおぇ ┿きっさう-
おぇ おぇすけ 『ぇくおけゃ, ぇ ゅっく. ╁なかおけゃ 
けしすぇゃぇ くっさっぇぉうかうすうさぇく. „〈けゃぇ 
っ さっそかっおし けす すさぇゃきぇすぇ, こさっ-
あうゃはくぇ けす ぉなかゅぇさうすっ, おけうすけ 
しかっょゃぇ ょぇ くぇきっさはす ゃうくけゃくうお 
いぇ しかせつゃぇとけすけ うき しっ“, おぇいゃぇ 
ういしかっょけゃぇすっかはす. ╂っく. ╁なかおけゃ, 
しこけさっょ ┿くゅっかけゃ, くっいぇしかせあっくけ 
っ こさっょしすぇゃっく おぇすけ „くぇえ-つっさくけ-
すけ くぇ つっさくけすけ“ ゃ くけゃぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ うしすけさうは, ぇ こさけちっしなす 
しさっとせ くっゅけ しかっょ 9-すう しっこすっき-
ゃさう 1944-すぇ っ こけかうすうつっしおう きぇ-
くうこせかうさぇく う くっ っ うきぇか いぇ ちっか 
せしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ うしすうくぇすぇ. 

¨しくけゃくけすけ けぉゃうくっくうっ しさっとせ 
ゅっく. ╁なかおけゃ っ いぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは くぇ ╃っゃっすけのくしおうは こさっゃさぇす 
こさっい 1923 ゅ. う せぉうえしすゃけすけ くぇ 
┿かっおしぇくょなさ ]すぇきぉけかうえしおう. 
¨ぉゃうくっくうっすけ くぇかぇゅぇ とぇきこぇすぇ 
いぇ ゅっく. ╁なかおけゃ おぇすけ っょうくしすゃっく 
ゃうくけゃくうお う つけゃっお し ういちはかけ 
くっゅぇすうゃっく いくぇお ゃ さけょくぇすぇ うし-
すけさうは. 〈ぇいう とぇきこぇ ゃなさたせ  かう-
つくけしすすぇ くぇ けしくけゃぇすっかは くぇ „┿さ-
しっくぇか“ けす うしすけさうつっしおぇ ゅかっょくぇ 
すけつおぇ っ くっしっさうけいくぇ, いぇとけすけ 
ゃしっおう つけゃっお, けしけぉっくけ いくぇつう-
きうすっ かうつくけしすう, くうおぇお くっ しぇ 
っょくけこかぇくけゃう, おぇすっゅけさうつっく っ 
ういしかっょけゃぇすっかはす. ¨とっ こけゃっつっ, 
つっ ゅっく. ╁なかおけゃ おぇすけ ゃけっくっく 
きうくうしすなさ さぇぉけすう すけゅぇゃぇ いぇ-
っょくけ し ╉うきけく ╂っけさゅうっゃ, けさゅぇ-
くういぇすけさ しかっょ すけゃぇ う くぇ けとっ 
ょゃぇ こさぇゃうすっかしすゃっくう こさっゃさぇすぇ, 
こけ-おなしくけ こさうけぉとっく けす ╀╉‶ 
ゃ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ しすさぇくぇすぇ 
しかっょ 9-すう しっこすっきゃさう. 
╃け きけきっくすぇ 』ぇゃょぇさ ┿くゅっかけゃ 

さぇぉけすう し ょけおせきっくすう, しなたさぇくは-
ゃぇくう ゃ 『っくすさぇかくうは ゃけっくくけ-うし-
すけさうつっしおう ぇさたうゃ ゃなゃ ╁っかうおけ 
〈なさくけゃけ う ╉けきうしうはすぇ こけ ょけ-
しうっすぇすぇ. ╃ぇくくうすっ, おけうすけ っ けぉ-
さぇぉけすうか ょけ しっゅぇ, しぇ けしくけゃぇくうっ 
いぇ ういゃけょうすっ, おけうすけ こさぇゃう. ] 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ くぇせつくうはす すさせょ 
ょぇかっつ くっ っ こさうおかのつうか. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

┿くゅっかけゃ すっこなさゃぇ とっ こさけょなかあう ういしかっょゃぇくっすけ しう こけ かうくうはすぇ くぇ こさうくけしぇ くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ いぇ „┿さしっ-
くぇか“ う ╉ぇいぇくかなお. ╃けおすけさぇくすなす ぉう  しっ さぇょゃぇか くぇ ゃしはおぇおゃぇ うくそけさきぇちうは いぇ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, おぇおすけ 
う くぇ ょけおせきっくすう, おけうすけ おぇいぇくかなつぇくう きけゅぇす ょぇ きせ こさっょけしすぇゃはす ういゃなく けそうちうぇかくけ ういゃっしすくうすっ う ょけし-
すなこくうすっ ゃ けぉとうくしおうすっ, ょなさあぇゃくうすっ う そうさきっくうすっ ぇさたうゃう. „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ しっ こさうしなっょうくはゃぇ 
おなき くっゅけゃうは こさういうゃ いぇ しなょっえしすゃうっ けす しすさぇくぇ くぇ ぇさしっくぇかちう う ゃしうつおう, おけうすけ こぇいはす うくそけさきぇちうは, 
しくうきおう, ゃっとう けす くぇてうは ういゃっしすっく しなゅさぇあょぇくうく, つうはすけ かうつくけしす こさけゃけおうさぇ う ょけ ょくっし こさけすうゃけさっ-
つうゃう おけきっくすぇさう.

╇くすっさゃの し 』ぇゃっょぇさ ┿くゅっかけゃ - ぇゃすけさ くぇ ょけおすけさぇくすせさぇすぇ いぇ ゅっく. ╁なかおけゃ けつぇおゃぇえすっ ゃ 
しかっょゃぇとうは ぉさけえ 61 くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“.

„ぅこけくおぇすぇ” - すぇおぇ しっ くぇさうつぇ こけしかっょくぇすぇ すゃけさぉぇ くぇ けすう-
てかうは しう こさっょう きっしっち けす しゃっすぇ しおせかこすけさ う こけつeすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ 
╉ぇいぇくかなお  ╃けおけ ╃けおけゃ. 84-ゅけょうてくうはす すゃけさっち こけつうくぇ くぇ 29-すう 
のくう けす すっあおぇ ぉけかっしす, けす おけはすけ しっ かっおせゃぇてっ ゃ こけしかっょくうすっ ょゃっ 
ゅけょうくう. 
╋っしっち こさっょう おけくつうくぇすぇ しう ╃けおけ ╃けおけゃ ょぇさう ゅうこしけゃうは きぇおっす 

くぇ しゃけはすぇ „ぅこけくおぇ” 
くぇ おきっすぇ くぇ けぉとう-
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかう-
くぇ ]すけはくけゃぇ う くぇ 
こさっょしっょぇすっかは くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ 
し きけかぉぇ すぇいう くっゅけゃぇ 
すゃけさぉぇ ょぇ くぇきっさう 
きはしすけ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ しうきゃけか くぇ ゃいぇ-
うきくぇすぇ しうきこぇすうは 
う しこけょっかっくけ こさうは-
すっかしすゃけ きっあょせ ╉ぇ-
いぇくかなお う はこけくしおうは 
くぇさけょ, くぇきっさうかけ う 
けぉと しうきゃけか - きぇし-
かけょぇえくぇすぇ さけいぇ. 
╇きぇきっ あっかぇくうっすけ, 

ぇきぉうちうはすぇ う くぇきっ-
さっくうっすけ ょぇ ょけゃっょっき 
ょけ おさぇえ う さっぇかういう-
さぇきっ こさっおさぇしくぇすぇ 
うょっは くぇ ╃けおけ ╃け-
おけゃ, いぇはゃう おきっすなす 
くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
]ぇきうはす ╃けおけ ╃け-

おけゃ こさうあうゃっ っ くぇこさぇゃうか う こさけっおすくけ-しきっすくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは いぇ 
さっぇかういぇちうはすぇ くぇ „ぅこけくおぇすぇ”,  いぇ おけはすけ とっ しぇ くせあくう ぉかういけ 78 
たうかはょう かっゃぇ. ¨こさっょっかっくけ っ ゃっつっ う きはしすけ, おなょっすけ とっ ぉなょっ こけ-
しすぇゃっくぇ ぉなょっとぇすぇ しおせかこすせさぇ -  ゃ いぇちゃっすっくうは „けしすさけゃ” くぇ せかうちぇ 
„╇しおさぇ” ゃ ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお.
╉ぇすけ しすうか „ぅこけくおぇすぇ” とっ くぇこけょけぉはゃぇ  っきぉかっきぇすうつくぇすぇ すゃけさぉぇ 

くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ っょうく けす しうきゃけかうすっ  くぇ ╉ぇいぇくかなお 
-  „〈さぇおうえおぇすぇ”. ╋ぇすっさうぇかなす, けす おけえすけ しっ こさっょゃうあょぇ ょぇ っ ういさぇ-
ぉけすっくぇ „ぅこけくおぇすぇ”, っ しなとけ おぇすけ „〈さぇおうえおぇすぇ” - きさぇきけさ. 
╀かういけ 3 きっすさぇ とっ っ しおせかこすせさぇすぇ くぇ „ぅこけくおぇすぇ”, おけはすけ こさうあうゃっ 

っ ぉうかぇ つぇしす けす ょさせゅぇ, けとっ こけ-きぇとぇぉくぇ うょっは くぇ すゃけさっちぇ いぇ しない-
ょぇゃぇくっ くぇ ぇさすすせさうしすうつっしおう きぇさてさせす ゃ ╉ぇいぇくかなお, けす あ.こ. ゅぇさぇすぇ 
ょけ こぇさお „〈のかぉっすけ”, こけ おけえすけ ういゃっしすくう すゃけさちう ょぇ  ういかけあぇす しゃけう 
しおせかこすせさう. 
 ╆ぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ „ぅこけくおぇすぇ” ̈ ぉとうくぇすぇ けとっ こさっい しっこすっきゃさう 

とっ ゃくっしっ  ょけおかぇょ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす  いぇ ゃいっきぇくっ くぇ さってっくうっ 
いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ しこっちうぇかっく そけくょ いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ 
さっぇかういぇちうはすぇ くぇ しおせかこすせさぇすぇ. 
] ちっか くぇぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ う こさうゃかうつぇくっ いぇ しなこさうつぇしすうっ けす 

しすさぇくぇ くぇ きっしすくうは ぉういくっし, ちはかぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは う きぇおっすなす くぇ 
しおせかこすせさぇすぇ とっ ぉなょぇす ういかぇゅぇくう こけっすぇこくけ くぇ さぇいかうつくう こせぉかうつくう 
きっしすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
]おせかこすせさぇすぇ „ぅこけくおぇすぇ”  くぇ こさぇおすうおぇ とっ しっ こさっゃなさくっ ゃなゃ ゃすけ-

さぇすぇ そうくぇ  すゃけさぉぇ くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, こけしすぇゃっくぇ ゃ ちっくすなさぇ くぇ さけょ-
くうは きせ ゅさぇょ. 
¨しゃっく すっいう ょゃっ せくうおぇかくう そうゅせさう, こさうあうゃっ すゃけさっちなす っ くぇこさぇ-

ゃうか ょぇさっくうは くぇ  》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅぇかっさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお: 10 しゃけう  
こかぇしすうおう, けちっくはゃぇくう いぇ くぇょ 100 たうかはょう かっゃぇ.
╃けおけ ╃けおけゃ っ こけいくぇす くぇ おぇいぇくかなつぇくう う おぇすけ さっしすぇゃさぇすけさぇ くぇ 

『ぇさしおぇすぇ つってきぇ, しすぇくぇかぇ っょうく けす しうきゃけかうすっ くぇ ゅさぇょぇ. ┿ゃすけさ っ 
くぇ こなさゃけすけ たせょけあっしすゃっくけ おけこうっ くぇ ぉさけくいけゃぇすぇ ゅかぇゃぇ くぇ すさぇおうえ-
しおうは ちぇさ ]っゃす ┶┶┶, けすおさうすぇ こさう さぇいおけこおうすっ くぇ きけゅうかぇすぇ ╂けかはきぇ 
╉けしきぇすおぇ こさっい 2004 ゅ. ′っゅけゃぇ っ ういはとくぇすぇ しおせかこすせさぇ „〈さぇおうえおぇ-
すぇ”, おけはすけ おさぇしう ちっくすさぇかくうは こかけとぇょ „]っゃすけこけかうし“.
] さっぇかういぇちうはすぇ くぇ „ぅこけくおぇすぇ” くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ いぇっきっ しな-

きうてかっくうおなす う  ぉかういなお こさうはすっか くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ – しおせかこすけさなす ╃う-
きうすなさ ╉けえつっゃ.  

                         ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨す 10-すう ょけ 12-すう ぇゃゅせしす おせさけさすなす ]すぇさけいぇゅけさしおう きうくっさぇかくう 
ぉぇくう っ ょけきぇおうく くぇ ′ぇちうけくぇかくうは すさぇおうえしおう そけかおかけさっく しな-

ぉけさ „╀けゅけさけょうつくぇ しすなこおぇ”. ‶さけはゃぇすぇ しっ こさけゃっあょぇ いぇ 8-きう こなす, 
くけ いぇ こなさゃぇ ゅけょうくぇ すは っ ょゃせょくっゃくぇ. 
╆ぇ せつぇしすうっ ゃ くっは しっ けつぇおゃぇす くぇょ 4000 きせいうおぇくすう, こっゃちう, そけか-

おかけさうしすう, いぇくぇはすつうう う ょさせゅう. ╆ぇ こなさゃう こなす こさけゅさぇきぇすぇ ゃおかのつゃぇ 
う くはおけかおけ くけゃう うくうちうぇすうゃう: „]っかしおう ょゃけさ“, おなょっすけ とっ しっ こさっょ-
しすぇゃは ぉなかゅぇさしおうはす ぉうす う すさぇょうちうけくくぇ おせかすせさぇ ゃ っしすっしすゃっくぇ しさっ-
ょぇ, „╉けしすのきなす けす くぇし - そけすけすけ けす ゃぇし“ – うくうちうぇすうゃぇ しなし  しくうきおぇ 
いぇ しこけきっく, „》かっぉくぇ おなとぇ”- いぇ あっかぇっとうすっ ょぇ ういこっおぇす しゃけは たかはぉ, 
きはしすけ いぇ  こさうゅけすゃはくっ くぇ すさぇおうえしおう ゅけいぉう う けとっ おせこ さぇいかうつくう 
いぇぉぇゃかっくうは くぇ そけかおかけさくぇ けしくけゃぇ.

╃けしすなこなす ょけ ゃしうつおう ぇすさぇおちうう っ ぉっいこかぇすっく.

╉けえ っ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ?

- [けょっく くぇ 19-すう はくせぇさう 1876 ゅ. ゃ ╉ぇいぇくかなお
- ]かっょ しこっつっかっく おけくおせさし くぇ ゃけっくくけすけ きうくうしすっさしすゃけ 

こさっい 1900 ゅ. いぇきうくぇゃぇ いぇ [せしうは, おなょっすけ せつう ゃけっくくけ ょっかけ 
う しすぇゃぇ こなさゃうはす ぉなかゅぇさしおう けそうちっさ, いぇゃなさてうか おせさしけゃっ-
すっ いぇ けぉせつっくうっ くぇ ょゃっ ゃけっくくう ぇおぇょっきうう
- ‶けかぇゅぇ けしくけゃぇすぇ くぇ ゅっけょっいうつくけすけ ょっかけ ゃ ╀なかゅぇさうは
- 〉つっく-ぇしすさけくけき
- ′ぇつぇかくうお-とぇぉ くぇ ╇いすけつくうは しっおすけさ くぇ けぉしぇょぇすぇ くぇ 

¨ょさうくしおぇすぇ おさっこけしす こさっい ╀ぇかおぇくしおぇすぇ ゃけえくぇ (1912-13 
ゅ.)
- ̈ しくけゃっく しすさぇすっゅ くぇ ‶かぇくぇ いぇ ぇすぇおぇすぇ こさう  こけぉっょくぇすぇ 

ぉうすおぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは こさう ¨ょさうくしおぇすぇ おさっこけしす 
こさっい 1913-すぇ ゅけょうくぇ
- ′ぇつぇかくうお くぇ ¨こっさぇすうゃくけすけ けすょっかっくうっ くぇ ╁すけさぇ ぇさ-

きうは 1915-1916-すぇ ゅけょうくぇ 
- ╉けきぇくょうさ くぇ 44-すう ‶ったけすっく こけかお, し こさうくけし いぇ けぉさぇい-

ちけゃけすけ うくあっくっさくけ けさゅぇくういうさぇくっ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けすぉさぇ-
くぇ  ゃ せつぇしすなおぇ くぇ こけかおぇ, つぇしす けす かっゅっくょぇさくぇすぇ くっこさけぉう-
ゃぇっきぇ ╃けえさぇくしおぇすぇ こけいうちうは. 
- ¨すかうつっく うくあっくっさ
- ╉けくしすさせおすけさ くぇ けこすうつっく こさうぉけさ いぇ けおけこくけ くぇぉかのょっ-

くうっ, こなさゃけけぉさぇい くぇ す.くぇさ. „さけゅぇすおう”
- ╃けおぇいぇく とぇぉっく けそうちっさ う おけきぇくょうさ くぇ ぉけえくぇ つぇしす
- ╁なゃっあょぇ くけゃう きけさぇかくう こさぇゃうかぇ いぇ ういょうゅぇくっ ょせたぇ くぇ ぇさきうはすぇ
- ′ぇつぇかくうお-とぇぉ くぇ 7-きぇ こったけすくぇ [うかしおぇ ょうゃういうは – 1916-1917 ゅ.
- ′ぇつぇかくうお-とぇぉ くぇ 10-すぇ こったけすくぇ ╀っかけきけさしおぇ ょうゃういうは – 1917-1918 ゅ. 
- ╁けっくっく きうくうしすなさ けす のくう 1923 ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 1929 ゅ.
- ‶け くっゅけゃぇ うょっは こさっい 1924 ゅ. ╃なさあぇゃくぇすぇ ╁けっくくぇ そぇぉさうおぇ, こさっょてっしすゃっくうお くぇ „┿さしっくぇか” しっ 

きっしすう けす ]けそうは ゃ ╉ぇいぇくかなお
- ¨しくけゃっく さっけさゅぇくういぇすけさ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは, しなゅかぇしくけ  すっあおうすっ ういうしおゃぇくうは くぇ ′ぬけえしおうは 

ょけゅけゃけさ, こさう おけっすけ きぇおしうきぇかくけ いぇこぇいゃぇ くっえくうは ぉけっく う きけさぇかっく ょせた
- ┿ゃすけさ くぇ ╆ぇおけく いぇ ゃけっくくけうくゃぇかうょうすっ, しけつっく おぇすけ こさうきっさ けす すけゅぇゃぇてくけすけ ̈ ぉとっしすゃけ くぇ くぇさけょう-

すっ, し おけっすけ いぇこけつゃぇ くけゃぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ ゃ ぇさきうはすぇ しかっょ いぇゅせぉぇすぇ ゃなゃ ゃけえくうすっ
- ] こさうくけし いぇ けすぉかなしおゃぇくっ くぇ ゅさなちおぇすぇ ぇゅさっしうは う こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ せょけゃかっすゃけさっくうっ けす しすさぇくぇ 

くぇ ╀なかゅぇさうは こさう す. くぇさ. „‶っすさうつおう うくちうょっくす” , し こけきけとすぇ  くぇ ¨ぉとっしすゃけすけ くぇ くぇさけょうすっ - 1925 ゅ.
- ‶けしかぇくうお ゃ ╇すぇかうは けす はくせぇさう 1929 ょけ きぇえ 1934 ゅ., おけゅぇすけ っ けすいけゃぇく こさっょしさけつくけ う こっくしうけくうさぇく
- ╆ぇょなさあぇく けす ╃なさあぇゃくぇ しうゅせさくけしす こさっい のくう 1946 ゅ.
- ╁なょゃけさっく ゃ かぇゅっさう ょけ 1954 ゅ.
- ¨しなょっく ゃ こけかうすうつっしおう こさけちっし こさっい 1954 ゅ.
- 〉きうさぇ ゃ ]すぇさけいぇゅけさしおうは いぇすゃけさ こさっい 1962 ゅ.

╋ぇすっさうぇかうすっ こけょゅけすゃう: ╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Доко Доков с “ЯПОНКАТА”

сн. Ю. Младенова

くうすけ っょうく ゅっえき. ╆ぇ 5-すっ ょっくぇ うきぇたぇ 5 こけぉっょう し 3:0 ゅっえきぇ.
]さっぉさけすけ けす ╉ぇいぇくかなお いぇきうくぇ いぇ ]なさぉうは, ぉさけくいなす – いぇ [せきなくうは.
╁しうつおう しさっとう けす ╀ぇかおぇくうぇょぇすぇ しっ うゅさぇたぇ ゃ しこけさすくぇ いぇかぇ „┿さしっくぇか”. 

╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ
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╉そちあ 』てかなあせそうあ:[そしへそ ぃあにそう:

╉けかぬけ 【ぇたけゃ っ っょくけ けす けくうは きけきつっすぇ けす ゃすけさぇすぇ こけかけゃうくぇ くぇ 40-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう 
ゃっお, おけうすけ うょゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお し すけさぉうつおぇ しせたぇ たさぇくぇ いぇ うい こなす けす さぇいくう おさぇうとぇ くぇ ぉっょくぇ 
しかっょゃけっくくぇ ╀なかゅぇさうは ゃ すなさしっくっ くぇ さぇぉけすぇ. ]こぇしっくうっすけ - „┿さしっくぇか”, いぇ くっゅけ うょゃぇ しかっょ 
ょゃっ ぉっいょけきくう くけとう くぇ ゅぇさぇすぇ し きせおぇゃっくうは おせそぇさ, おけえすけ ょけ しおけさけ こぇいう. ╀ぇとぇ きせ ょぇか 
こぇさう いぇ こなす う すぇおぇ, しかっょ ゅうきくぇいうはすぇ ゃ ╀さっいけゃけ, きかぇょっあなす しすなこゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお すけつくけ くぇ 
20-すう しっこすっきゃさう 1948-きぇ. ╃ぇすぇ, おけはすけ くっ いぇぉさぇゃは. ¨とっ こさっょう ゅうきくぇいうはすぇ うしおぇか ょぇ せつう 
ゃ すったくうおせき, くけ くっ ゅけ こさうっかう ゃ ╉ぇさかけゃしおうは. ‶けしかっ, けぉぇつっ, ゅけ こさうっきぇす ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ 
せつうかうとっ しかっょ ういこうす こけ ぉなかゅぇさしおう う かうすっさぇすせさぇ, こけかけあっく ゃ しすけかぇ くぇ いぇゃけょぇ... ╃ぇあっ 
こけょしおぇいぇか くぇ ょゃっ ょさせゅう きけきつっすぇ, おけうすけ きせ ゅけ しこけきくはす ちはか あうゃけす.
17-ゅけょうてっく,  ╉けかぬけ けすうゃぇ ょけぉさけゃけかっち ゃ ぉさうゅぇょうさしおけすけ ょゃうあっくうっ. ╃ゃぇ きっしっちぇ おけこぇっ 

こなすは ぃゅけゃけ-╋けくぇしすうさ ゃ [けょけこうすっ. ‶け ょゃぇ おせぉうおぇ こさなしす ょくっゃくけ - おけこぇっくっ う ういたゃなさかは-
くっ し さなつくぇすぇ おけかうつおぇ. „╆ぇ っょくぇ くけあおぇ さぇぉけすうた う っょうく こかぇす いぇ  おけしすのき, おけえすけ きう ょぇょっ 
こけ しこうしなお おきっすなす ゃ しっかけ, おぇすけ しっ ゃなさくぇた...”, けこうしゃぇ っくすせしうぇいきぇ くぇ ゃさっきっすけ ╀ぇえ ╉けかぬけ 
【ぇたけゃ. ]なとうはす っくすせしうぇいなき くっ きせ ょぇゃぇ きうさぇ う ょくっし, おけゅぇすけ しかっょ 20 ゅけょうくう ぇさしっくぇかしおぇ 
こっくしうは こさけょなかあぇゃぇ けす しせすさうく ょけ ゃっつっさ ょぇ さぇぉけすう ゃ かうつくけすけ しう きぇゅぇいうくつっ ゃ ¨ゃけとくうお, 
おけっすけ けすゃけさうか しかっょ くぇこせしおぇくっすけ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. ╇くぇつっ - ぇさしっくぇかちう  ゅけ いくぇはす おぇすけ すっ-
たくけかけゅなす けす ╆ぇゃけょ 1. 40 ゅけょうくう くぇゃなさすぇ ╀ぇえ ╉けかぬけ ゃ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか. ‶けおさぇえ すけゃぇ 
しさっとぇ う ょくってくうは ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ]さっとぇ, おけはすけ 
けしすぇゃは すけこかう こさけそっしうけくぇかくう う かうつくう しこけきっくう う いぇ ょゃぇきぇすぇ. ′うとけ, つっ さはょおけ しっ ゃうあょぇす.

ぃさうしす. ╃ゃっ しぇ くぇえ-ゃぇ-
あくうすっ くっとぇ いぇ くっは 

ゃ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ え ぉう-
けゅさぇそうは: ういゃっしすくぇ っ おぇすけ 
っきぉかっきぇすうつくうは おきっす くぇ 
]きけかはく 2 きぇくょぇすぇ, いぇゅせ-
ぉうか すさっすうは けす こさっょしすぇゃう-
すっか くぇ ╀]‶. ╇きっくくけ すぇいう 
いぇゅせぉぇ ゃ ちっくすさぇかぇすぇ くぇ 
╀]‶ こさっあうゃはゃぇす くぇえ-すっあ-
おけ こさっょう 2 ゅけょうくう. ╃なか-
ゅけゅけょうてっく こさっょしっょぇすっか 
くぇ ′]¨[╀, し ょゃぇ せしこって-
くう きぇくょぇすぇ おぇすけ くぇさけょっく 
こさっょしすぇゃうすっか こさっょう くぇ-
しすけはとうは. ぅくおけゃぇ っ ぉうかぇ 
つかっく う くぇ 38-すけ, う くぇ 39-すけ 
′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ. ‶さっ-
ょう ょぇ いぇゃなさてう こさぇゃけ, うきぇ 
ょうこかけき けす 〉′]]. 

53-ゅけょうてくぇ さけょけこつぇく-
おぇ, さけょっくぇ ゃ しきけかはくしおけすけ 
しっかけ ╋けきつうかけゃちう. ‶さっょ 
こさうはすっかう こさういくぇゃぇ う いぇ 
ょさせゅぇ しゃけは しすさぇしす: ぉさけて-
おうすっ. ¨ぉうつぇ ょぇ こなすせゃぇ う けす 

9.823 きかさょ. かゃ. うかう 23.05%  けす けぉとうは  けぉっき くぇ けすこせしくぇすうすっ おさっょうすう 
しぇ す.く. かけてう おさっょうすう こさっい のくう すぇいう ゅけょうくぇ, こけ けそうちうぇかくぇ うくそけさきぇちうは 
くぇ ╀′╀. ╁ しさぇゃくっくうっ し こさっょたけょくうは きっしっち きぇえ, すったくうはす けぉっき っ くぇきぇかはか 
し 41,4 きかく. かっゃぇ. 〈ぇおぇ くうゃけすけ くぇ かけてうすっ う こさっしすさせおすせさうさぇくう おさっょうすう 
ゃ ぉぇくおけゃぇすぇ くう しうしすっきぇ  しぇ くぇ くぇえ-くうしおけすけ しう さぇゃくうとっ いぇ こけしかっょくうすっ 3 
きっしっちぇ. ¨ぉとけ けすこせしくぇすうすっ いぇっきう /し けゃなさょさぇそす/ しぇ くぇ しすけえくけしす 54.454 
きかさょ. かゃ., おぇすけ くぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ うきぇ せゃっかうつっくうっ し 0.8%. ╉さっょうすうさぇくっすけ 
おなき ぉういくっしぇ さぇしすっ し 2% ょけ けぉとけ 34.928 きかさょ. かゃ. ‶さう ょけきぇおうくしすゃぇすぇ 
こさけょなかあぇゃぇ すっくょっくちうはすぇ いぇ くぇきぇかはゃぇくっ う こさっい のくう ゅけょうてくうはす しこぇょ っ し 
0.9% ょけ 18.586 きかさょ. かゃ. ‶ぇさぇかっかくけ  し くぇきぇかはゃぇくっすけ くぇ ょっかぇ くぇ かけてうすっ 
おさっょうすう, ゃなこさっおう おさういぇすぇ う けすつっすっくぇすぇ ょっそかぇちうは くぇ こぇいぇさぇ, ょぇくくうすっ いぇ 
ょっこけいうすうすっ こけおぇいゃぇす けぉとけ せゃっかうつっくうっ けす 6.3% ょけ 53.139 きかさょ. かゃ. ╁かけ-
ゅけゃっすっ くぇ おけきこぇくううすっ さぇしすぇす し 1.4% ょけ 13.993 きかさょ. かゃ. [ぇしすぇす う ょっこけいう-
すうすっ くぇ けぉうおくけゃっくうすっ ゅさぇあょぇくう, おけうすけ いぇ こけしかっょくうすっ 3 きっしっちぇ しぇ しっ せゃっ-
かうつう し  9.7% . ╁ おさぇは くぇ のくう ゃ ぉぇくおう ぉなかゅぇさうすっ ょなさあぇす 35.574 きかさょ. かゃ.

- ╂けしこけあけ ぅくおけゃぇ,  ╁うっ しすっ 
ぇゃすけさ くぇ うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ 
くぇ うくしすうすせちうはすぇ くぇ ぉぇくおけゃうは 
けきぉせょしきぇく. ╃け おぇおゃぇ しすっこっく っ 
ゃないきけあくけ すけいう つけゃっお くぇうしすうくぇ 
ょぇ いぇとうすう ゃ しっゅぇてくぇすぇ しうすせぇ-
ちうは うくすっさっしうすっ くぇ たけさぇすぇ, おけう-
すけ しう ゅせぉはす  うきけすうすっ, くっ いぇとけすけ 
くっ あっかぇはす ょぇ こかぇとぇす おさっょうすうすっ 
しう, ぇ いぇとけすけ こさけしすけ くはおけえ くっ 
うき こかぇとぇ くぇゃさっきっ? 
- ]つうすぇき, つっ っ ゃないきけあくけ, いぇとけすけ 

くぇうしすうくぇ っょくぇ つぇしす けす ぉぇくおうすっ せ くぇし 
しぇ けすゃけさっくう いぇ くけゃう こさっょかけあっくうは 
う いぇ こさっょけゅけゃぇさはくうは くぇ せしかけゃうは こけ 
おさっょうすぇ, けしけぉっくけ こさう いぇすさせょくっくうは. 
╃させゅう しっ ょなさあぇす こけ-ゅさせぉけ. ′ぇかけ-
あうすっかくけ っ こさけしすけ ゃ しうすせぇちうはすぇ, ゃ 
おけはすけ っ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ う 
けすすぇき ぉなかゅぇさしおうはす おさっょうすけこけかせつぇ-
すっか, ょぇ うきぇす ょけ しっぉっ しう うくしすうすせちうは, 
おけはすけ ょぇ ぉさぇくう こさぇゃぇすぇ うき: ぉうかけ 
すけ けさゅぇく いぇ いぇとうすぇ くぇ こけすさっぉうすっ-
かは うかう そうくぇくしけゃ けきぉせょしきぇく. ╃させゅ 
っ ゃなこさけしなす, つっ ゃ おさぇは くぇ おさぇうとぇ-
すぇ くうおけえ くっ っ けこさぇゃょぇく  いぇ すけゃぇ, 
つっ くっ しう いくぇっ こさぇゃぇすぇ, くけ きくけゅけ 
たけさぇ - う こけさぇょう かうこしぇ くぇ そうくぇく-
しけゃ さっしせさし うかう ぉうかけ すけ う こけさぇょう 
さっしこっおすぇ おなき おぇこうすぇかぇ う ぉぇくおうすっ, 
しっ こさうすっしくはゃぇす ょぇ ゃかはいぇす ゃ すぇおなゃ 
ょうぇかけゅ. ]こけさっょ きっく っ ういおかのつうすっか-
くけ ゃぇあくけ しっゅぇ おぇすっゅけさうつくけ ょぇ うき 
ょぇょっき けこけさぇ ゃ こぇさすくぬけさしすゃけすけ う 
ょうぇかけゅぇ し ぉぇくおうすっ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
そうくぇくしけゃぇ おせかすせさぇ. ╁ すけいう しきうしなか 
ゅけしこけあぇ ╀けぉっゃぇ, ゃうちっこさっきうっさなす, 
こさっょかぇゅぇ ょぇ くぇこさぇゃう う しこっちうぇかくぇ 
おぇきこぇくうは いぇ こけ-ょけぉさけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ こけ けすくけてっくうっ くぇ そうくぇくしけゃぇすぇ 
おせかすせさぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ, けしけぉっくけ ゃ 
ょうぇかけゅぇ し ぉぇくおうすっ. 〈けゃぇ っ っょくぇすぇ 
しすさぇくぇ. ′け, おけゅぇすけ こさっょ すっぉ しすけう 
うかう こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╉けきうしうはすぇ くぇ 
こけすさっぉうすっかうすっ, うかう そうくぇくしけゃ けき-
ぉせょしきぇく, ゃっつっ っ ょさせゅけ. ╃うぇかけゅなす 
しすぇゃぇ くぇ ょさせゅけ くうゃけ きっあょせ ぉぇくおぇすぇ 
う いぇょかなあくっかうは え おかうっくす. ╇ ぇい しっ 
さぇょゃぇき, つっ ゃ ‶さけゅさぇきぇすぇ くぇ こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ くぇ こさっきうっさぇ ¨さってぇさしおう 
うきぇ いぇかっゅくぇかう すぇおなゃ ゃうょ きっさおう, 
おけうすけ ちっかはす ぉぇかぇくし きっあょせ ぉぇくおうすっ 
う おかうっくすぇ.

- ╆ぇとけすけ ぉなかゅぇさうくなす くっ しっ くぇ-
せつう ょぇ つっすっ きっあょせ さっょけゃっすっ くぇ 
ょけゅけゃけさうすっ, おけうすけ こけょこうしゃぇ, かう 
ういこぇょくぇ ゃ すぇいう しうすせぇちうは うかう 
いぇとけすけ ゅさぇあょぇくしおぇすぇ くう おせか-
すせさぇ っ こけょ ゃしはおぇおゃぇ おさうすうおぇ 
ゃ きぇしけゃうは しかせつぇえ  ういこぇょぇきっ ゃ 
すぇいう しうすせぇちうは? 
- ′っ つっすっき. 〈けゃぇ っ うしすうくぇすぇ. ╇ 

つっしすくぇすぇ こけいうちうは っ, おけゅぇすけ しっ くぇ-
かぇゅぇ ょぇ こけょこうしゃぇきっ くっとけ, いぇ おけっ-
すけ くっ しきっ こけょゅけすゃっくう, ょぇ こけすなさしうき 
おけくしせかすぇちうは, うくそけさきぇちうは,  こさっょう 
ょぇ こさうしすなこうき おなき こけょこうしゃぇくっすけ 
きせ. 〈けゃぇ っ くけゃぇすぇ おせかすせさぇ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ. ╁ せしかけゃうはすぇ くぇ おぇこうすぇかぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ いくぇって おぇお ょぇ しっ いぇとう-
すうて, ょぇ こぇいうて しっぉっ しう. ¨すょっかくけ 
くうっ, いぇおけくけょぇすっかうすっ,  すさはぉゃぇ ょぇ 
こさっょかけあうき う しなけすゃっすくうすっ  きっさおう, 
おけうすけ ょぇ くっ こけしすぇゃはす おさっょうすけこけかせ-
つぇすっかは ゃ くっういゅけょくぇ こけいうちうは う ゃ しな-
とけすけ ゃさっきっ ょぇ こさっゃっょっき ぉぇくおうすっ ゃ 
っょくう ぇょっおゃぇすくう けすくけてっくうは. 〈せお とっ 
くぇこさぇゃは せゅけゃけさおぇすぇ, つっ くっ ゃしうつおう 
ぉぇくおう しっ ょなさあぇす くっぇょっおゃぇすくけ くぇ 
こぇいぇさぇ. ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ う すっ しぇ 
いぇうくすっさっしけゃぇくう ょぇ ゅう うきぇ おさっょう-
すけこけかせつぇすっかうすっ.

- ╃け おぇおゃぇ しすっこっく うくしすうすせちう-
はすぇ くぇ すけいう ぉぇくおけゃ けきぉせょしきぇく 
とっ うきぇ ゃかうはくうっ ゃなさたせ こさうくせ-
ょうすっかくうすっ きったぇくういきう しこさはきけ 
くっおけさっおすくう さぇぉけすけょぇすっかう, おけう-
すけ くっ こかぇとぇす くぇ さぇぉけすくうちうすっ しう 
う けすすぇき すっ こなお しすぇゃぇす こけすなさこっゃ-
てう ゃ けぉとせゃぇくっすけ しう し ぉぇくおうすっ, 
くっけぉしかせあゃぇえおう ゃいっすうすっ けす すはた 
おさっょうすう? 
- ╆ぇすけゃぇ しきっ いぇこけつくぇかう すぇいう ょうし-

おせしうは. ′ぇうしすうくぇ うきぇ きくけゅけ そうさきう, 

╁けっくくけ そぇぉさうつくけ-いぇゃけょしおけ 
せつうかうとっ. 〈ぇおぇ しっ おぇいゃぇかけ 

せつうかうとっすけ くぇ „┿さしっくぇか“ こさっい 
1950-すぇ, おけゅぇすけ ╀ぇえ ╉けかぬけ いぇ-
ゃなさてゃぇ う ゃっょくぇゅぇ こけつゃぇ さぇぉけすぇ 
ゃ ]すぇさぇすぇ けさなょっえくぇ. ╄ょくぇ ゅけょう-
くぇ てかけしっさ, こけしかっ ゃけえくうおかなお う 
こさっい 1952-さぇ - こぇお ゃさなとぇくっ ゃ 
しなとうは ちった. [っきけくすうさぇす  すさけそっえ-
くう けさなょうは, ゃなさくぇすう けす そさけくすぇ う 
ゅう こさうゅぇあょぇす いぇ くけゃぇ っおしこかけぇ-
すぇちうは. 【ぇたけゃ しすぇゃぇ ょっそっおすぇすけさ 
くぇ くっきしおう けさなょうは, うきぇかけ う こけか-
しおう. ‶さっい 1953-54-すぇ ゅけ ういょうゅぇす 
ゃ 〉こさぇゃかっくうっすけ. ]すぇゃぇ すったくけかけゅ 
こけ さぇいたけょくう くけさきう. 〈ぇき うくそけさ-
きぇちうはすぇ けす ちったけゃっすっ しっ けぉけぉとぇ-
ゃぇ, こけ-おなしくけ しっ こけょぇゃぇ ょけ ╃]¨-
すけ いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ きぇすっさうぇかう.  ╁ 
〉こさぇゃかっくうっすけ ╀ぇえ ╉けかぬけ けすうゃぇ 
しかっょ しょなさこゃぇくっ し くぇつぇかくうおぇ 
こけ ゃさっきっ くぇ こぇさすうえくけ しなぉさぇ-
くうっ ゃ ちったぇ. 】ぇすなす きせ ういゃっょくなあ 
„ういつっいくぇか“. ╉せくつけ ╂せくっゃ „きなく-
おぇ”... ¨ぉぇつっ しっ けすゃぇさは   さぇぉけすぇ 
ゃ 〈ったくけかけゅうつくけ-おけくしすさせおすけさ-
しおうは けすょっか くぇ 〉こさぇゃかっくうっすけ し 
さなおけゃけょうすっか ╋うくつけ ╋うくっゃ. 〈けえ 
こけきぇゅぇ きくけゅけ くぇ 23-ゅけょうてくうは 
【ぇたけゃ う いぇ ょゃっ ゅけょうくう すぇき きかぇ-
ょっあなす すぇおぇ くぇこさっょゃぇ, つっ おけゅぇすけ 
しっ こけかせつぇゃぇす ょゃぇすぇ かうちっくいぇ いぇ 
╀-10 う ┿╉-47, ╀ぇえ ╉けかぬけ けすうゃぇ 
ゅけすけゃ すったくけかけゅ こさう ╋ぇさうく ┿かっお-
しぇくょさけゃ. [ぇぉけすはす こけ ╀-10, ぇゃ-
すけきぇすなす しっ ゃけょう けす ╃けちっゃ. ╁っつっ 
しぇ ゃ くけゃぇすぇ けさなょっえくぇ. ]かっょゃぇす 
[‶╂-7, きっしすっくっすけ ゃ くけゃうは ちった, 
うょゃぇくっすけ くぇ させしくぇおぇ 』せょぇおけゃ, 
けす おけゅけすけ くぇせつぇゃぇす きくけゅけ いぇ ょゃっ 
ゅけょうくう. ‶けしかっ うょゃぇ う ]‶╂ - ]すぇ-
くけつくけすけ けさなょうっ. ┿かっおしぇくょさけゃ 
っ くぇつぇかくうお ぉのさけ ょけ きけきっくすぇ, 
おけゅぇすけ  こさけしかけゃせすうはす  ゅっくっさぇか 
ぅきぇおけゃ, しすけはか くぇつっかけ くぇ ちはかぇ-
すぇ さぇぉけすぇ, ゅけ こさぇゃう くぇつぇかくうお  
ゃっつっ くぇ ちはか けすょっか, おけえすけ けぉっ-
ょうくはゃぇ ょゃっ ぉのさぇ: いぇ こったけすくうすっ 
しうしすっきう くぇつっかけ し 》さうしすけ ‶ぇこぇ-
いけゃ う ぇさすうかっさうえしおうすっ, ゃけょっくう 
けす ╀けゅょぇく ╉けかっゃ. 

╇ょゃぇ ゃさっきっすけ くぇ ╆ぇゃけょうすっ...

┿さしっくぇかしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ 
しっ さぇいてうさはゃぇ う すけゃぇ くぇかぇゅぇ 
こけしすけはくくう しすさせおすせさくう こさけきっくう 
くぇ こさけういゃけょしすゃっくうすっ う ょさせゅうすっ 
いゃっくぇ. ╆ぇゃけょなす しっ さけう ゃ いぇゃけ-
ょう. ¨しくけゃぇゃぇす ╆ぇゃけょ 1. 》さうしすけ 
[ぇておけゃ しすぇゃぇ ょうさっおすけさ, くっゅけゃ 
いぇきっしすくうお - ╀けゅょぇく ╉けかっゃ. 〈ぇおぇ 
きはしすけすけ くぇ ╉けかっゃ, ゃっつっ うくあっ-
くっさ, しっ けしゃけぉけあょぇゃぇ う ╉けかぬけ 
【ぇたけゃ  しすぇゃぇ くぇつぇかくうお くぇ ╀の-
さけすけ いぇ ぇさすうかっさうえしおう しうしすっきう う 
こけっきぇ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ しすぇくけつくけ-
ぉっいけすおぇすくぇすぇ しうしすっきぇ. ] きくけゅけ 
こさけぉかっきう せしゃけはゃぇくっすけ きうくぇゃぇ 
いぇ ょゃっ-すさう  ゅけょうくう. ′ぇえ-すさせょくけ 
っ こさう ちっゃすぇ. ╂かぇょおけしすすぇ くぇ ちっ-
ゃうすっ, けす おけはすけ いぇゃうしう すけつくけしすすぇ 
くぇ ういしすさっかぇ, しっ こけしすうゅぇ すさせょ-
くけ. ╃ぇゃぇ しっ ゅけかはき ぉさぇお. ╊うつくけ 
ょうさっおすけさなす 』ぇおなさけゃ しっ いぇっきぇ 
し こさけぉかっきぇ: „『っゃうすっ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす しこぇしっくう!“, つせゃぇ 【ぇたけゃ う 
ういぉけさ こさっょ くっゅけ ゃっつっ くはきぇ. ¨す 
5 しせすさうくすぇ ょけ 10 ゃっつっさすぇ すけえ 
っ ゃ いぇゃけょぇ. ]なこさせゅぇすぇ っょゃぇ しっ 
しこさぇゃは し ょゃぇきぇすぇ きぇかおう ぉかうい-
くぇちう. ′け - ちっゃうすっ しぇ しこぇしっくう! 
]ぇきけ っょくぇ けすうゃぇ „くぇ ゃはすなさぇ“. 
‶さけぉかっきなす し さぇいくけしすっくくけしすすぇ っ 
さってっく, しゃっょっくぇ っ ょけ 1 きき. 
‶け すけゃぇ ゃさっきっ うょゃぇ う ]すっそぇく 

╃ぇきはくけゃ, けさなあっえくうおなす, こさけつせか 
しっ こけしかっ し ゅけかはきぇ おぇさうっさぇ, ょゃぇ 
きぇくょぇすぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ょけ 
2011-すぇ. ╀ぇえ ╉けかぬけ うきぇ はさおう 
ゃこっつぇすかっくうは けす くっゅけゃけすけ うょ-
ゃぇくっ, いぇとけすけ, いぇっょくけ し ╂っけさゅう 
╋ぇさおけゃ, すけゃぇ しぇ こなさゃうすっ しなゃっす-
しおう うくあっくっさう. ╋ぇさおけゃ ぉなさいけ 
しっ ういょうゅくぇか, くけ ╀ぇえ ╉けかぬけ しっ 

ゃ おけうすけ たけさぇすぇ くっ しう こかぇとぇす おさっょうすう-
すっ, いぇとけすけ そうさきぇすぇ, ゃ おけはすけ さぇぉけすはす, 
くっ っ こけかせつうかぇ こぇさうすっ しう けす ょなさあぇゃぇ-
すぇ いぇ ういゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ うかう いぇとけすけ 
くはおけえ ょさせゅ ょなかあう こぇさう くぇ しなとぇすぇ 
すぇいう そうさきぇ. ¨きぇゅぬけしぇく おさなゅ. ╁ すぇおぇ-
ゃぇ しうすせぇちうは しぇ きくけゅけ そうさきう せ くぇし, くっ 
しぇきけ しすさけうすっかくう. ′け すせお うきぇ う ょけぉさぇ 
くけゃうくぇ: きうくうしすなさ ╃ぇくうっかぇ ╀けぉっゃぇ 
こさっょかぇゅぇ くぇ そうさきう, おけうすけ うきぇす いぇ-
ょなかあっくうは う くっ しぇ しっ さぇいこかぇすうかう し こけ-
ょういこなかくうすっかうすっ しう, ぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
いぇ せつぇしすうっ ゃ けぉとっしすゃっくう こけさなつおう, 
こさけしすけ ょぇ くっ ぉなょぇす ょけこせしおぇくう. ‶けょ-
ゅけすゃは しっ すぇおぇゃぇ こさけきはくぇ ゃ ╆ぇおけくぇ いぇ 
けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
ゃうょ ょうしちうこかうくうさぇくっ ゃ すぇいう しさっょぇ.

- ¨すゃなょ ゃなこさけしうすっ いぇ ぉぇくおうすっ, 
おぇお ゅかっょぇすっ おぇすけ くぇさけょっく こさっょ-
しすぇゃうすっか けす かっゃうちぇすぇ くぇ しすぇゃぇ-
とけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ? ¨つっゃうょくけ っ, つっ 
くっょけゃけかしすゃけすけ くはきぇ ょぇ せすうたくっ し 
うょゃぇくっすけ くぇ っしっくすぇ. ╇いしかっょゃぇくっ 
けす きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ こけおぇいぇ, つっ 
72% けす ぉなかゅぇさうすっ しぇ しすさっしうさぇくう 
けす しすぇゃぇとけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ う けす けつ-
ぇおゃぇくぇすぇ こっさしこっおすうゃぇ. ╊うょっさなす 
くぇ ╀]‶ こなお いぇこかぇてう う し うおけくけ-
きうつっしおぇ おさういぇ, おぇすけ しかっょしすゃうっ くぇ 
こけかうすうつっしおぇすぇ. ╁うっ しこけおけえくけ かう 
たけょうすっ くぇ さぇぉけすぇ? 
- ╂かっょぇき し  すさっゃけゅぇ くぇ しかせつゃぇとけすけ 

しっ, いぇとけすけ ゃ すっあおけすけ そうくぇくしけゃけ う 
こけかうすうつっしおけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ あうゃっっき,  
くっ きけあっ ょぇ しきっ すけかおけゃぇ さぇいょっかっくう. 
′せあくう しぇ おけくしけかうょうさぇとう こさけちっしう, 
けぉっょうくっくうっ, きなょさけしす. ╇ ぇい かうつくけ くっ 
さぇいぉうさぇき いぇとけ ゃ すけゃぇ  すっあおけ ゃさっ-

きっ こさぇゃうすっかしすゃけすけ, おけっすけ しっ しすさっきう ょぇ 
ょぇょっ さっしすぇさす くぇ うおけくけきうおぇすぇ, ょぇ けしうゅせ-
さう ゅかなすおぇ ゃないょせた いぇ ぉういくっしぇ, ょぇ くぇこさぇゃう 
くせあくうすっ, きぇおぇさ う すっあおう, さっそけさきう, っ くぇえ-
たせかっくけ. ′ぇうしすうくぇ, くっ さぇいぉうさぇき. ╉ぇすけ つっ 
かう しっ こかぇとぇ ちっくぇすぇ くぇ ちっかうは 23-ゅけょうてっく 
くっしこさぇゃっょかうゃ こさったけょ. ¨す すけゃぇ こかぇとぇくっ 
きくけゅけ たけさぇ うしおぇす ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす, きくけ-
ゅけ こけかうすうつっしおう そけさきぇちうう. ╇ すけゃぇ しっ うい-
こけかいゃぇ  けす うょっけかけいうすっ う しすさぇすっいうすっ, おけう-
すけ ぉせすくぇたぇ しすさぇくぇすぇ おなき すけゃぇ ょなくけ. ′け 
ぇい きうしかは, つっ すっ くはきぇ ょぇ せしこっはす. ╆ぇとけすけ, 
おぇおゃけ けいくぇつぇゃぇ ょはしくけ し ぇくすうおけきせくうしすう-
つっしおぇ さっすけさうおぇ? ╃はしくけ, おけっすけ いゃせつう し おぇ-
こうすぇか ょはしくぇ けさうっくすぇちうは. 〈けっしす, くうっ けす-
くけゃけ ゃうあょぇきっ ょはしくけ, おけっすけ しっ そけさきうさぇ 
っょうくしすゃっくけ くぇ ぇくすうおけきせくうしすうつっしおぇ さっすけ-
さうおぇ. ′け いぇすけゃぇ っ きくけゅけ おなしくけ ゃっつっ. ╋くけ-
ゅけ. 〈けゃぇ けすょぇゃくぇ くぇさけょなす くう ゃうょは, つっ くっ 
ぉってっ こけかっいくけ ゃ すけいう こさけちっし. ╋うしかは, つっ 
くう すさっしっ っょくけ きなょさけ かはすけ, ゃ おけっすけ しっ くぇ-
ょはゃぇき, つっ とっ しう くぇこさぇゃうき こけせおうすっ, おぇおすけ 
う つっ くう こさっょしすけう っょくぇ  こなかくぇ し きくけゅけ さぇ-
ぉけすぇ っしっく う... っょうく こけ-ょけぉなさ ぉのょあっす くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ いぇ ょけゅけょうくぇ. 

- ╁うっ せぉっょっくぇ かう しすっ, つっ けぉとっしすゃけ-
すけ, 〉かうちぇすぇ とっ ょぇょぇす すけゃぇ ゃさっきっ くぇ 
すけいう おぇぉうくっす? 
- 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ つせはす ゃしうつおう, ちはかぇ ╀なかゅぇ-

さうは. ╂けゃけさっくけすけ しっゅぇ っ し きくけゅけ いくぇちう, し 
きくけゅけ いぇかけあっくう ぉけきぉう.

-┿ くっ ╁う かう こかぇてう „ゅかせたけすぇすぇ” くぇ 
たけさぇすぇ けすしすさぇくう, おけはすけ ゃしなとくけしす くっ 
っ はしくけ おぇおゃけ っ すけつくけ. 〈っ しすけはす こさけし-
すけ くぇしすさぇくう, ゅかっょぇす, くっ さっぇゅうさぇす, くけ 
う くっ しぇ くぇ おけくすさぇ-きうすうくゅうすっ いぇ こけょ-
おさっこぇ くぇ おぇぉうくっすぇ? 

- ╃ぇ, くっ さっぇゅうさぇす. ′け こけょ-
おさっこはす ¨さってぇさしおう. ╁うあすっ, 
たけさぇすぇ うしおぇす ゃさっきっ, しこけおけえ-
しすゃうっ. ╂けすけゃう しぇ いぇ おさっょうす 
くぇ すけいう おぇぉうくっす すっいう, おけうすけ 
しすけはす くぇしすさぇくう う くっ さっぇゅう-
さぇす. ╇しおぇす こさけしすけ さぇぉけすぇ, 
ょけたけょう, しこけおけっく あうゃけす. 〉かう-
ちぇすぇ くっ さってぇゃぇ こさけぉかっきう-
すっ. ╇ すぇいう ゅかせたけすぇ, いぇ おけはすけ 
╁うっ ゅけゃけさうすっ さっぇかくけ, しこけさっょ 
きっく, っ ゅかせたけすぇすぇ くぇ くっょぇょっ-
くけすけ こさぇゃけ いぇ ういおぇい. 

- ╉なょっ, しこけさっょ ╁ぇし, しぉなさ-
おぇ, おけは ぉってっ くぇえ- ゅけかは-
きぇすぇ ゅさっておぇ くぇ ╀]‶, つっ 
ういこぇょくぇ しかっょ ういぉけさうすっ ゃ 
すぇいう かっおけ ゅかせこぇゃぇ しうすせぇ-
ちうは, ょけさう? ¨つっゃうょくけ くっ っ 
おぇいせしなす „‶っっゃしおう” しぇきけ. 
〈けえ しすぇくぇ  こさけしすけ こけゃけょ.
- ┿おけ きけあっき ょぇ おぇあっき ゅさって-

おぇ, すけ すけゃぇ っ, つっ くっ しっ きけぉう-
かういうさぇたきっ ょけ しすっこっく すぇおぇ-
ゃぇ, つっ ょぇ しう けしうゅせさうき こなかくけ 
きくけいうくしすゃけ ゃ すけゃぇ ′ぇさけょくけ 
しなぉさぇくうっ, いぇ ょぇ きけあっき ょぇ 
うきぇきっ くせあくけすけ しこけおけえしすゃうっ 
いぇ さぇぉけすぇ. ┿おけ うきぇたきっ こけ-
ゃっつっ ゅかぇしけゃっ けす すっいう しっゅぇ, 
とはたきっ ょぇ うきぇきっ う こけ-ゅけかはきぇ 
すっあっしす いぇ こさっょ けぉとっしすゃけすけ. 
╋けあっ ぉう くぇうしすうくぇ ゅっくっいうしなす 
くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ っ ゃ くっさっぇ-
かういうさぇくっすけ けす くぇてぇ しすさぇくぇ 
くぇ こなかくぇすぇ きけぉうかういぇちうは くぇ 
ういぉけさうすっ. ‶けしかっ うきぇたきっ う  
っょうく うゅさぇつ, おけえすけ くっ こさう-
いくぇゃぇてっ ういぉけさうすっ. ╇, さぇいぉう-
さぇ しっ, つっ おぇいせしなす „‶っっゃしおう” 
ぉってっ ゅさっておぇ. ′け くっおけくしせ-
きうさぇくぇ ゅさっておぇ. ╋けあっき ょぇ 
こさけょなかあうき けとっ きくけゅけ ゃ すけいう 
ょせた. ′け ぇい くっしかせつぇえくけ おぇいぇた, 
つっ しっゅぇ しっ こかぇとぇ ちっくぇすぇ いぇ 
ちっかうは 23-ゅけょうてっく こさったけょ. 
╆ぇとけすけ, おけゅぇすけ 4 ゅけょうくう すう っ 
こけすうしおぇくぇ っくっさゅうはすぇ, しっゅぇ っ 
ういさうゅくぇかぇ ゃ ちはかけすけ え きくけゅけ-
けぉさぇいうっ. ╇ しっゅぇ すぇいう っくっさゅうは 
いゃせつう きくけゅけ しうかくけ, し きくけゅけ 
いくぇちう. 

- 】っ うきぇす かう しうかうすっ,  
せこけさしすゃけすけ, うくぇすなす  すけいう 
おぇぉうくっす う ╀]‶ ょぇ ういょなさ-
あぇす? ╃けさう しぇきけ ょけ きぇえ 
ょけゅけょうくぇ, おぇおゃうすけ しぇ こけ-
ゃっつっすけ けつぇおゃぇくうは. 
- ╀]‶ っ きけぉうかういうさぇくぇ. ‶ぇ-

さぇかっかくけ し すけゃぇ しう ょぇゃぇきっ 
しきっすおぇ, つっ こさぇゃうき こさけつうす 
くぇ ゃしうつおけ, おけっすけ っ しすぇゃぇかけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは ょけ きけきっくすぇ. 〈ぇおぇ 
つっ -  ゅけすゃうき しっ ょぇ こさっきうくっき 
う こさっい すぇいう こけかうすうつっしおぇ 
おさういぇ. ′け すは っ う そうくぇくしけゃぇ, 
う うおけくけきうつっしおぇ. ′っ っ くうおぇお 
かっしくけ. 〈けいう ぉさけょ くっ っ くうおぇお 
かっしっく いぇ こさっきうくぇゃぇくっ. ′け 
とっ ゅけ きうくっき. ╇ すけ とっ ぉなょっ 
っょうくしすゃっくけ う しぇきけ, いぇとけすけ 
╀なかゅぇさうは っ くぇょ ゃしうつおけ.

- 〈けゃぇ けとっ きけょくけ かう っ? 
- ╋けょくけ っ. ╆ぇとけすけ ぇい くっ ぉうた 

こさうっかぇ ょっしすさせおすうゃくう う さぇい-
させてうすっかくう しうかう ょぇ しきなおゃぇす 
ちっくぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさうくぇ う ぉなか-
ゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ.

- ╆ぇとけ しきっ すけかおけゃぇ くっ-
すなさこっかうゃう おぇすけ くぇさけょ? 
- ╋けあっ ぉう, いぇとけすけ きくけゅけ 

しきっ すなさこっかう. ╇ ゃ っょうく けこさっ-
ょっかっく きけきっくす  ょせたなす ういかういぇ 
けす ぉせすうかおぇすぇ. ¨ぉとっしすゃけすけ くっ 
っ しなゅかぇしくけ し きくけゅけ っゃさけこっえ-
しおう う しゃっすけゃくう すっくょっくちうう. 
╁うあすっ くぇけおけかけ, ゃしうつおけ っ ゃ 
こさけすっしすう. ╉さういぇすぇ さっぇかくけ 
けとっ くはきぇ こけしけおぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

すさっゃけあっか いぇ ╃ぇきはくけゃ, おけえ-
すけ っょくぇ ゅけょうくぇ ぉうか しぇきけ 
けぉうおくけゃっく すったくけかけゅ. ‶さう 
こけしさっとぇくっすけ 【ぇたけゃ ゅけ くぇ-
しけつうか: „]かせてぇえ, ]すっそぇくっ, 
くぇえ-ょけぉさっ っ ょぇ しっ いぇっきって 
し っかっおさけしこせしなおぇ...“. ]すっ-
そぇく しっ しこさぇゃうか, けぉぇつっ ╀ぇえ 

╉けかぬけ くぇきうさぇ, つっ きけきつっ-
すけ っ いぇ こけ-ゃぇあくぇ さぇぉけすぇ. 
╃ぇあっ こけうしおぇか けす ょうさっおすけ-
さぇ 〈のさおっょあうっゃ ょぇ くぇきっ-
さはす くぇ ╃ぇきはくけゃ こけ-ょけぉさぇ 
ゃないきけあくけしす. 〈のさおっょあうっゃ 
きくけゅけいくぇつうすっかくけ ゃきっすくぇか: 

„【ぇたけゃ, くっ しっ こさうすっしくは-
ゃぇえ, すけえ うゅさぇっ ゃ ゅけかはきけすけ 
すけすけ...“. ]おけさけ 【ぇたけゃ しっ 
せしこけおけうか, すなえ おぇすけ ╃ぇきは-
くけゃ しすぇくぇか いぇき.-すったくうつっしおう 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか“. ╀ぇえ 
╉けかぬけ ゅけ くぇしなさつぇゃぇか: „】っ 
しっ しこさぇゃうて!』けゃっお しっ せつう, 
しすうゅぇ ょぇ っ こけ-せこけさうす“. 
╁さっきっくぇすぇ しっ きっくはす. 

‶けつゃぇ しぇゅぇすぇ
„╆っくうすくぇ せしすぇくけゃおぇ“

【ぇたけゃ ゃうょはか けゅさけきくぇすぇ 
せしすぇくけゃおぇ ゃ 』っさゃっく ぉさはゅ, 
おなょっすけ ゅけ こさぇとぇ ぉっい くうおぇお-
ゃぇ こさっょゃぇさうすっかくぇ うくそけさ-
きぇちうは ╋ぇさうく ┿かっおしぇくょさけゃ. 
╆ぇょぇつぇすぇ っ ょぇ しっ さぇいゅかっょぇ 
せしすぇくけゃおぇすぇ, ょぇ しっ さぇい-
ゅかけぉう しなゃっすしおうは けぉさぇいっち, 
ょぇ しっ ょけおぇさぇ ゃ „┿さしっくぇか“, 
いぇ ょぇ こけつくっ せしゃけはゃぇくっ くぇ 
くけゃけすけ ういょっかうっ... ╆ぇょぇつぇ-
すぇ ういゅかっあょぇ くっこけしうかくぇ. 
′っしかせつぇえくけ. ╃っすぇえかうすっ しぇ 
たうかはょう, おうかけゅさぇきうすっ - しすけ-

すうちう. ¨こっさぇちううすっ こけ ういさぇ-
ぉけすおぇすぇ - しなとけ. 〉しゃけはゃぇくっすけ 
こさけょなかあぇゃぇ 20 ゅけょうくう. „] 
すさうしすぇ いけさぇ は せしゃけうたきっ...“ 
う しっゅぇ ゃないょなたゃぇ すっあおけ ╉け-
かぬけ 【ぇたけゃ, いぇとけすけ すけゃぇ しっ 
けおぇいゃぇ, おぇすけ つっ かう ょっかけすけ 
くぇ あうゃけすぇ きせ. ╃けゅけゃけさなす しっ 

こけょこうしゃぇ ゃ しさっょぇすぇ くぇ 80-すっ, 
こさうこけきくは しう 【ぇたけゃ. ╋っあ-
ょせゃさっきっくくけ, すけえ こけきぇゅぇ いぇ 
ぇさすうかっさうえしおけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ う ┿╉. ‶なさゃぇすぇ うょっは ぉうかぇ 
うきっくくけ ぇさすうかっさうえしおけすけ ょぇ 
しっ きっしすう ゃ 【っえくけゃけ, くけ しすぇ-

くぇかけ けぉさぇすくけ. ╋っしすっくっすけ くぇ 
こかけとぇょおぇすぇ ゃ 【っえくけゃけ しなとけ 
うきぇかけ きくけゅけ こさけぉかっきう - くけゃう 
ちったけゃっ: ちっゃっく - っょさう ょっすぇえ-
かう - ょさっぉくう ょっすぇえかう...! ]こっ-
ちうぇかうしすうすっ しっ けさゅぇくういうさぇす 
しぇきう, こけ しゃけっ せしきけすさっくうっ. 
〈けゅぇゃぇ しっ しないょぇゃぇ  う ちった いぇ 

こさけゅさぇきくう きぇてうくう, くぇかぇ-
ゅぇ しっ いぇさぇょう けぉさぇぉけすおぇすぇ くぇ 
こけ-っょさう ょっすぇえかう. ¨しけぉっくけ - 
ちっゃくぇすぇ おせすうは くぇ いっくうすくぇすぇ 
せしすぇくけゃおぇ. 〈ぇおぇ こさっょ けつうすっ 
くぇ 【ぇたけゃ しっ しないょぇゃぇ さぇぉけす-
くぇすぇ ゅさせこぇ しこっちうぇかうしすう こけ 
こさけゅさぇきくうすっ きぇてうくう: ╂っけさゅう 
╂うつっゃ, 〈ぇくぬけ ′ぇえょっくけゃ, ぅくう 
′うおけゃ... ╁さっきっすけ くぇこうさぇ, ぇ 
せしゃけはゃぇくっすけ けとっ しっ ぉぇゃう. 
╇ょゃぇ う おけくそかうおすなす し くぇつぇか-
しすゃけすけ こけ ゃさっきっすけ くぇ ╇ゃぇく 
╇ゃぇくけゃ う ╉させき 》さうしすけゃ. ′ぇ 
こけしすぇゃっくうは しさけお – 1-ゃう きぇえ, 
【ぇたけゃ けすしうつぇ: „′っ きけあっ ょぇ 
しすぇくっ!!!“. 》うつ くっ しっ てっゅせゃぇ, 
おぇいゃぇえおう: „┿おけ しすぇくっ, とっ 
しっ たゃなさかは けす おけきうくぇ くぇ いぇ-
ゃけょぇ!“. 【っそけゃっすっ „いぇすはゅぇす 

こさうきおぇすぇ“ う ゃっつっ ういうしおゃぇす 
こけしすけはくっく ょけおかぇょ こけ ょっすぇえ-
かう. ╀ぇえ ╉けかぬけ ゃっつっ いくぇっ:

′ぇいぇょ くはきぇ!  

]おけさけ しっ しすうゅぇ くぇえ-こけしかっ 
う ょけ きけくすぇあぇ  う こさけぉうすっ くぇ 

しかけあくけすけ ういょっかうっ. ╁ ちはかけすけ 
しう ぇさしっくぇかしおけ ぉうすうっ 【ぇたけゃ 
っ さぇいぉさぇか, つっ すぇき いぇょっく たけょ 
くっ しっ ょぇゃぇ, ういこなかくはゃぇ しっ おぇすけ 
くぇ ゃけっくくう くぇつぇかぇ, いぇょぇつう-
すっ しぇ ぉっい ぇかすっさくぇすうゃぇ. 〈けゃぇ 
ょぇゃぇ けこうす, さぇいゃうゃぇ こさけそっ-

しうけくぇかういきぇ, くけ おけしすゃぇ きくけゅけ 
ぉっいしなくくう くけとう. ╇ ょくう ょぇかっつ 
けす しっきっえしすゃけすけ. ┿ しっきっえしすゃけ-
すけ し すさうすっ ょっちぇ う しなこさせゅぇすぇ 
う ょけ ょくっし けしすぇゃぇ くぇえ-ちっくくけ-
すけ. ]おけさけ - すぇは いうきぇ, あっくぇすぇ 
っ こけつうくぇかぇ う ╀ぇえ ╉けかぬけ けとっ 
くっ きけあっ ょぇ は こさっあぇかう. ′っ ゅけ 
おさうっ う ゃ けつうすっ きせ うしおさっくけ う 
くっゃけかくけ うょゃぇす しなかいう, おけゅぇすけ 
こけゅかっょくっ こけょさっょっくうは ょゃけさ, 
きぇゅぇいうくつっすけ... ‶けょさっょっくう, 
ぇきぇ - „くっ っ しなとけすけ...!“.  』っ-
すうさうきぇ  ゃおなとう きうくぇかう こさっい  
すったくうおせきぇ. 】っさおぇすぇ ╃けくおぇ, 
し おけはすけ しっ しきっくはす ゃ きぇゅぇいう-
くぇ, ゃっつっ っ こっくしうけくっさ, ぉうかぇ っ 
おけくしすさせおすけさ. ¨す ぉかういくぇちうすっ 
- ]ぇてけ しかっょ すったくうおせきぇ ういぉう-
さぇ ╋うくくけ-ゅっけかけあおうは う ゃっつっ 
っ こさっこけょぇゃぇすっか ゃなゃ ╁ぇさくぇ. 
╆ょさぇゃおけ くっ うしおぇ ゃうしてっ.
]かっょ こっくしうけくうさぇくっすけ くぇ 

【ぇたけゃ こさっい 1994-すぇ ょゃぇきぇ-
すぇ しなこさせいう こけつゃぇす ょぇ しすさけはす 
きぇゅぇいうくつっすけ. ¨すくぇつぇかけ くうおけえ 
くっ ゃはさゃぇ, つっ とっ しっ こけかせつう, 
あっくぇすぇ しなとけ くっ うしおぇ ょぇ しっ 

きっしすう くぇ しっかけ... ¨ぉぇつっ 【ぇたけゃ 
いくぇっ, つっ くぇいぇょ くはきぇ う ゃしうつおけ 
すさなゅゃぇ ょけぉさっ. ╋けあっ ぉう いぇさぇょう 
すなさゅけゃしおうは くのた, くぇしかっょっく けす 
ぉぇとぇ しう, ╀ぇえ ╉けかぬけ せしこはゃぇ, 
すぇ しっゅぇ ょっちぇすぇ おぇいゃぇす: „〈ぇすおけ, 
ょけぉさっ, つっ しう しっ いぇたゃぇくぇか“.  
》けさぇすぇ けす ¨ゃけとくうお うょゃぇす 

すせお こけ ゃしはおけ ゃさっきっ う いぇ ゃしうつ-
おけ. ╁ すなきくう いけさう, けとっ けす 6 
しせすさうく,  【ぇたけゃ ゅう こけしさっとぇ. 
╁ 8 うょゃぇ とっさおぇすぇ, こけしかっ こぇお 
すけえ いぇしすなこゃぇ けす 4 しかっょけぉっょ, 
ょけおぇすけ うきぇ たけさぇ... „╁っつっ 20 
ゅけょうくう しなき すなさゅけゃっち“, つせょう 
しっ くぇ しっぉっ しう ╉けかぬけ 【ぇたけゃ. 
╇いゃなく さぇぉけすぇすぇ, すけえ ょなさあう う 
くぇ すけゃぇ, ょぇ しう こけょょなさあぇ つけ-
ゃっお いょさぇゃっすけ, くうとけ, つっ ゅけくう 
83 ゅけょうくう. 〈ったくけかけゅなす - すなさ-
ゅけゃっち  こさけょなかあぇゃぇ ょぇ さっあっ 
ぇしきぇすぇ, けゃけておうすっ... „』けゃっお 
すさはぉゃぇ ょぇ っ ゃ ょゃうあっくうっ“. 
„¨とっ きなくうつおけ けしすぇくぇ, きくけ-

ゅけすけ きうくぇ...“, しう さぇいしなあょぇゃぇ 
╀ぇえ ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, おけえすけ, おぇすけ 
ゅけ こうすぇき おぇおゃけ ゃ いぇゃけょぇ きせ っ 
くぇえ-しおなこけ, いぇ しっおせくょう けすゃさな-
とぇ: „『っかうはす „┿さしっくぇか“!“... ╇ 
こさうはすっかうすっ すせお しぇ きくけゅけ, きぇ-
おぇさ けす ぉかういおうすっ くぇ すけいう しゃはす 
ょぇ っ けしすぇくぇか しぇきけ っょうく - うい-
おかのつうすっかくうはす しこっちうぇかうしす こけ 
こさけゅさぇきくう きぇてうくう ]すけえつけ 
‶っすさけゃ. ‶さうはすっかしおう しぇ つせゃ-
しすゃぇすぇ, おけうすけ 【ぇたけゃ たさぇくう う 
おなき ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ 
ょくっし ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. ′うとけ, 
つっ しっ ゃうあょぇす さはょおけ, ょゃぇきぇすぇ 
しっ つせゃしすゃぇす う しっゅぇ ぉかういおう, 
しかっょ ういこうすぇくうはすぇ ゃ けぉとぇ-
すぇ さぇぉけすぇ けす ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ 
いっくうすくぇすぇ せしすぇくけゃおぇ しっ  こけょ-
ゅけすゃは いぇ せしゃけはゃぇくっ ゃ ╇さぇく. ╆ぇ 
ちっかすぇ けす „╉うくすっおし“ さってぇゃぇす 
ょぇ しないょぇょぇす しこっちうぇかくけ ╇くあっ-
くっさうくゅけゃけ いゃっくけ. ¨ゅかぇゃはゃぇ ゅけ 
╇ぉせてっゃ, ぇ 【ぇたけゃ こけっきぇ  こけょ-
ゅけすけゃおぇすぇ くぇ ょけおせきっくすぇちうはすぇ. 
„¨とっ しっ つせょは おぇお しっ くぇった...“, 
ういせきはゃぇ しっ くぇ しっぉっ しう すったくけ-
かけゅなす.  „╇ぉせてっゃ せきっっ ょぇ さぇぉけ-
すう し たけさぇ, ょぇょっ きう ゅけかっきう こさぇ-
ゃぇ う しなょっえしすゃぇてっ いぇ ゃしうつおけ, 
すなさしってっ ゃぇさうぇくすう...“, しこけきくは 
しう 【ぇたけゃ. ′っゅけゃうすっ こさっょかけ-
あっくうは  いぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ う さぇいこさっょっかっくうっすけ 
くぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ こけ ぇさしっくぇか-
しおうすっ いぇゃけょう しっ こさうっきぇす. „╆けさ 
- くっ - いけさ, しこさぇゃうたきっ しっ...!“, 
くっ ぉっい ゅけさょけしす しう しこけきくは ╀ぇえ 
╉けかぬけ, おけえすけ こけしかっ こさけおぇさゃぇ 
こなすっおぇすぇ くぇ いっくうすくぇすぇ せしすぇ-
くけゃおぇ ゃ こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
╇さぇく. 〈ぇき くっ しすけはか ょけ おさぇは, 
いぇとけすけ ゃなこさっおう, つっ せしかけゃうは-
すぇ ぉうかう けすかうつくう, しっ しこさっつおぇか 
し くぇてっくっち-くぇつぇかくうお こけ こけゃけょ 
かけてけすけ きせ けすくけてっくうっ おなき ぇさ-
しっくぇかしおう さぇぉけすくうお: „╋ぇかおけ 
しなき つっこぇす...!“   
‶けしかっ くっせしっすくけ うょゃぇ ゃさっきっ-

すけ いぇ こっくしうは...
╋けきつっすけ けすすぇすなお ]さっょくぇ 

ゅけさぇ, おけっすけ うしおぇかう くぇゃさっきっ-
すけ ょぇ こさぇゃはす けぉせとぇさ, ゃ おさぇ-
っく しかせつぇえ - こかけゃょうゃしおう そけ-
すけゅさぇそ, くぇゃさっきっ さぇいぉさぇかけ, 
つっ „ゅうきくぇいうは たかはぉ くっ ょぇゃぇ“.  
‶けっか おなき くっういゃっしすくけすけ し きせ-
おぇゃっくうは おせそぇさ おなき ╉ぇいぇくかなお, 
╉けかぬけ 【ぇたけゃ くうおけゅぇ くっ っ しな-
あぇかはゃぇか いぇ すけゃぇ.
′うとけ, つっ しなさちっすけ きせ っ 

„かはゃけ”, くぇ ╀ぇえ ╉けかぬけ っょくけ きせ 
しっ とっ - ょぇ しっ ゃょうゅくっ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお こぇきっすくうお くぇ ゅっく. ╇ゃぇく 
╁なかおけゃ, けしくけゃぇすっかはす くぇ „┿さ-
しっくぇか”. 〈けゃぇ こさけきっくは ╉ぇいぇく-
かなお, すけゃぇ こさけきっくは ゃしうつおけ すせお, 
せぉっょうか しっ っ かうつくけ う ╉けかぬけ 
【ぇたけゃ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

ゃしはおけ こなすせゃぇくっ しっ こさうぉうさぇ し こけくっ っょくぇ. 
╁ くぇしすけはとうは こぇさかぇきっくす, ゃなこさっおう おさったおけすけ きせ ゃさっきっ いぇ さぇぉけすぇ, ぅくおけゃぇ 

っ ゃくけしうすっか くぇ いぇおけくけこさけっおす いぇ けぉとっしすゃっくけすけ けしうゅせさはゃぇくっ いぇ くぇしすけはとぇ-
すぇ ゅけょうくぇ. 〈は っ う うくうちうぇすけさ くぇ うょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ うくしすうすせちうはすぇ  くぇ 
ぉぇくおけゃ けきぉせょしきぇく せ くぇし, つうはすけ ちっか っ ょぇ ぉさぇくう うくすっさっしうすっ くぇ ょかなあくうちうすっ 
こさっょ ぉぇくおうすっ, けしけぉっくけ おけゅぇすけ こさうつうくぇすぇ いぇ くっこかぇとぇくっすけ くぇ ょなかゅぇ  くっ  っ 
ゃ くっあっかぇくうっすけ, ぇ ゃ くっゃないきけあくけしすすぇ  こけ けぉっおすうゃくう  こさうつうくう けす しすさぇくぇ くぇ 
ょかなあくうおぇ. ] ╃けさぇ ぅくおけゃぇ しっ しさっとぇきっ くぇ こけさっょくうは しなぉけさ くぇ しけちうぇかうしすうすっ 
くぇ ╀せいかせょあぇ. ‶さけはゃぇ, おけはすけ ぉうゃてぇすぇ しきけかはくしおぇ おきっすうちぇ くっ こさけこせしおぇ けす 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ しなぉけさぇ こさっょう 20 ゅけょうくう.
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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„╇《‶╇《╉╅“  》¨ぃ╊ ╉《[【《『╅【 ′╅ 
《』〉《╇╅【╊]っ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 
』ひしくけぬあ せか たしあねか そて 

きけてかこつさけ せかうそしけ

》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. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

〈╅╉╅〈 【ょ』《

]すさぇくぇすぇ くう っ くぇ すさっすけ きはしすけ こけ 
っゃすうくう ちうゅぇさう ゃ こさっょっかうすっ くぇ 

╄ゃさけこっえしおうは しなのい

╃ぇ けすこぇょくっ ょけこなかくうすっかくけすけ いぇこかぇとぇくっ 
いぇ しすぇあ, ういゃっしすくけ けとっ おぇすけ いぇこかぇとぇくっ 

いぇ おかぇしけゃっ. ╆ぇ すけゃぇ しぇ くぇしすけはかう  こさっょ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ こさっょしすぇゃうすっかう 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかしおうすっ けさゅぇくういぇちうう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ‶さっょかけあっくうっすけ くぇ ぉういくっしぇ っ う ゃ つぇしす-
くうは しっおすけさ ょぇ けすこぇょくっ ょけぉぇゃおぇすぇ いぇ こさけしかせ-
あっくけ ゃさっきっ.
╋けすうゃなす いぇ すけゃぇ うしおぇくっ くぇ さぇぉけすけょぇすっかう-

すっ, ういさぇいっくけ けそうちうぇかくけ こさっい ういきうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ /
╀]╉/, っ, つっ くっ っ さっょくけ いぇ っょくけ う しなとけ さぇぉけす-
くけ きはしすけ う いぇ っょくぇ う しなとぇ さぇぉけすぇ たけさぇすぇ ょぇ 

『あいそてそおあてかしけ けつさあて そてたあおあせか せあ おそいあうさけてか くあ つてあき 

╁けしなつくぇすぇ ╋ぇょぇき. ]さっょ 
きくけゅけすけ ゃけしなつくう いくぇきっ-

くうすけしすう ゅけしすうすっ くぇ きせいっは ゃ 
╊けくょけく さぇいかうつぇゃぇす う そうゅせさぇ 
くぇ ょさっぉくぇ あっくうちぇ し ゅなさぉぇゃ 
くけし, ぉはかぇ てぇこつうちぇ う しうくは 
さけおかは. 〈けゃぇ っ ╋ぇょぇき 〈のしけ. 
《うゅせさぇすぇ っ くぇこさぇゃっくぇ けす しぇ-
きぇすぇ しおせかこすけさおぇ ょっゃっす ゅけょう-
くう こさっょう しきなさすすぇ え. ╆ぇ ょぇ は 
こけきくはす.

┿くくぇ ╋ぇさうは ╂けさしたけかち. 
╀ぇとぇ え いぇゅうくぇか ゃ ]っ-

ょっきゅけょうてくぇすぇ ゃけえくぇ ょゃぇ きっ-
しっちぇ こさっょう さぇあょぇくっすけ くぇ 
ょなとっさは しう. ╉けゅぇすけ きけきうつっく-
ちっすけ っ くぇ てっしす ゅけょうくう, うい-
こぇょくぇかぇすぇ ゃ おさぇえくぇ ぉっょくけしす 
きぇえおぇ ゅけ けすゃっあょぇ ゃ ╀っさく, 
おなょっすけ こけかせつぇゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ 
うおけくけきおぇ ゃ ょけきぇ くぇ ょ-さ 《う-
かうこ ╉のさすうのし. 〈けゃぇ ぉうか くっつせ-
ゃぇく おなしきっす...

〉 つうすっかはす ╉のさすうのし. 
‶けおさぇえ きっょうちうくぇすぇ, いぇ 

ょぇ うかのしすさうさぇ ぇくぇすけきうつくぇすぇ 
すっけさうは, ょけおすけさなす しっ いぇくうきぇ-
ゃぇか う し ゃけしなつくけ きけょっかうさぇくっ. 
╇いゃぇえゃぇか う ゃけしなつくう そうゅせさう 
くぇ ういゃっしすくう たけさぇ. ╋ぇかおぇすぇ 
╋ぇさう いぇこけつくぇかぇ ょぇ きせ こけ-
きぇゅぇ う しおけさけ すけえ いぇぉっかはいぇか 
ういおかのつうすっかくうすっ え せきっくうは 
くぇ しおせかこすけさ. ‶さっい 1765 ゅ. 
ょ-さ ╉のさすのうし しっ きっしすう ゃ ‶ぇ-
さうあ, ぇ しかっょ ょゃっ ゅけょうくう ╋ぇさう 
う きぇえおぇ え けすうゃぇす こさう くっゅけ. 
╋けきうつっすけ し けゅさけきくけ しすぇさぇ-
くうっ ういせつぇゃぇ ゃけしなつくけすけ うい-
おせしすゃけ. ‶なさゃぇすぇ ういかけあぉぇ くぇ 
ゃけしなつくうすっ そうゅせさう くぇ ╉のさすう-
のし っ けすおさうすぇ こさっい 1770 ゅ. う 
こさっょういゃうおゃぇ  ゅけかはき うくすっさっし. 
]かっょゃぇす けとっ ょゃっ くっゅけゃう うい-
かけあぉう.

‶なさゃぇすぇ え ゃけしなつくぇ そう-
ゅせさぇ. ╉けゅぇすけ ╋ぇさう っ くぇ 

17, ょ-さ ╉のさすのうし え こけさなつゃぇ 
ゃけしなつっく こけさすさっす くぇ ╁けかすっさ. 
╀うかけ きぇかおけ こさっょう しきなさすすぇ 
くぇ こさけつせすうは そうかけしけそ. 〈ぇいう 
こなさゃぇ さぇぉけすぇ くぇ ぉなょっとぇすぇ 
╋ぇょぇき 〈のしけ ぉうかぇ ういおかのつう-
すっかくけ すぇかぇくすかうゃぇ. ]かっょ おけく-
つうくぇすぇ くぇ きうしかうすっかは おけこうはすぇ 
くぇ こけさすさっすぇ きせ いぇこけつくぇかう 
かせょけ ょぇ しっ おせこせゃぇす, ぇ こさっょ 

しぇかけくぇ, ゃ おけえすけ ぉうか ういかけ-
あっく けさうゅうくぇかなす, しっ ういゃうゃぇかう 
けこぇておう けす こけしっすうすっかう.                                                                               

╁なゃ ╁っさしぇえ. ╄ょうく ょっく しっ 
こけはゃうか くっけつぇおゃぇく ゅけしす - 

おさぇかはす くぇ 《さぇくちうは ╊せう XVI. 
╋けくぇさたなす けしすぇくぇか ゃないたうすっく 
けす さぇぉけすぇすぇ くぇ きかぇょぇすぇ ╋ぇさう 
う くはおけかおけ ょくう こけ-おなしくけ ょっ-
ゃけえおぇすぇ ぉうかぇ こけおぇくっくぇ ゃ 
ょゃけさっちぇ ょぇ こさっこけょぇゃぇ しおせかこ-
すせさぇ くぇ しっしすさぇすぇ くぇ ゃかぇょっすっ-
かは - きぇょぇき ╄かういぇぉっす. ╃っゃっすすっ 
ゅけょうくう, こさっおぇさぇくう ゃ さぇいおけて-
くうは ょゃけさっち, ぉうかう くぇえ-たせぉぇ-
ゃうすっ けす あうゃけすぇ くぇ ゃぇはすっかおぇすぇ. 
〈は あうゃっっかぇ しさっょ くぇえ-ぉけゅぇすう-
すっ う ゃかうはすっかくう かうつくけしすう くぇ 
《さぇくちうは う ぉなさいけ しっ しぉかうあう-
かぇ し きくけゅけ けす すはた. ]こっつっかう-
かぇ しう う しうきこぇすううすっ くぇ おさぇかは.                                                                                                                    
[ぇぉけすっかぇ くっこさっおなしくぇすけ. ╇い-
ゃぇはかぇ けす ゃけしなお そうゅせさうすっ くぇ 
╅ぇく-╅ぇお [せしけ う ╀っくょあぇ-
きうく 《さぇくおかうく. ‶け ゃさっきっ くぇ 
《さっくしおぇすぇ さっゃけかのちうは しっ 
いぇこけいくぇゃぇ し ′ぇこけかっけく う [け-
ぉっしこうっさ. ╇いゃぇえゃぇ そうゅせさう くぇ 
きくけゅけ けす あっさすゃうすっ ゃ さっゃけかの-
ちうはすぇ.                                                               

¨すくけゃけ ゃ ‶ぇさうあ. ╋ぇさう 
くっ こけしきはかぇ ょぇ しっ こさけ-

すうゃけこけしすぇゃう くぇ ょ-さ ╉のさすのうし, 
おけえすけ うしおぇか すは  ょぇ しっ ゃなさくっ ゃ 
‶ぇさうあ. ╇ すけゃぇ え しこぇしうかけ あう-
ゃけすぇ. ‶さっい 1792 ゅ. ╊せう 》V┶ っ 

けすしすさぇくっく けす ゃかぇしす, ぇ こけゃっつっ-
すけ けす けぉうすぇすっかうすっ くぇ ╁っさしぇえ 
ぉうかう せぉうすう けす ぉせくすけゃくうちう-
すっ, ぇ しすけこぇくうすっ きせ くぇきっさうかう 
おさぇは しう くぇ ゅうかけすうくぇすぇ. ‶け-
おなしくけ ゃしうつおけ すけゃぇ きぇおしうきぇか-
くけ ょけしすけゃっさくけ っ こさっょしすぇゃっくけ 
ゃ っょうく けす こぇゃうかうけくうすっ くぇ きせ-
いっは くぇ ╋ぇょぇき 〈のしけ. ]かっょ おぇすけ 
しっ しぇきけさぇいこさぇゃうかう し おさぇかは, 
さっゃけかのちうけくっさうすっ さってうかう 
ょぇ いぇこっつぇすぇす いぇ こけおけかっくうはすぇ 
おなさゃぇゃけすけ しう ょっかけ. ‶けきけかうかう 
きぇょきけぇいっか ╂けさしたけかち ょぇ しくっ-
きっ こけしきなさすくう きぇしおう けす けしな-
ょっくうすっ くぇ しきなさす. ╃くっし っょくぇ 
けす くぇえ-きさぇつくうすっ っおしこけいうちうう 
くぇ きぇょぇき 〈のしけ ういけぉさぇいはゃぇ 
けぉっいゅかぇゃっくう すさせこけゃっ, ぇ っょくぇ 
あっくぇ ょなさあう ゃ さなちっすっ しう けす-
さはいぇくぇすぇ ゅかぇゃぇ くぇ ╋ぇさうは ┿く-
すけぇくっすぇ. ╉さぇかはす う おさぇかうちぇすぇ 
しすぇくぇかう ゅっさけう けす ‶ぇさうあおうは 
きせいっえ くぇ ゃけしなつくうすっ そうゅせさう...                                                                                                         

╋ぇょぇき 〈のしけ. ‶さっい 1794 
ゅ. ょ-さ ╉のさすのうし せきう-

さぇ. ╋ぇさう っ っょうくしすゃっくぇすぇ きせ 
くぇしかっょくうちぇ. 〈は いぇこけつゃぇ ょぇ 
こなすせゃぇ う ょぇ こけおぇいゃぇ ゃけしなつ-
くうすっ こさけういゃっょっくうは. ‶け ゃさっ-
きっ くぇ ╂けかっきうは すっさけさ, おけゅぇすけ 
ぅおけぉうくしおぇすぇ ょうおすぇすせさぇ いぇ-
ゃなさてゃぇ し っおいっおせすうさぇくっすけ くぇ 
35-40 たうかはょう そさぇくちせいう, くぇ 
[けぉっしこうっさ う くっゅけゃうすっ しこけょ-
ゃうあくうちう, ╋ぇさう っ けしなょっくぇ 
くぇ しきなさす つさっい ゅうかけすうくぇ, くけ 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ いぇしすなこくう-
つっしすゃけすけ くぇ ╉けかけ ょ‘╄さぉけぇ 
あうゃけすなす うど っ こけとぇょっく. ]かっょ 
ゅけょうくぇ すは しっ けきなあゃぇ いぇ うく-
あっくっさぇ 《さぇくしけぇ 〈のしけ. ╆ぇ 
すさう ゅけょうくう きせ さぇあょぇ すさう 
ょっちぇ - っょくぇ ょなとっさは, おけはすけ 

こけつうくぇかぇ こけ-おなしくけ, う ょゃぇきぇ 
しうくけゃっ. ′け ぉさぇおなす え くっ こけ-
すさなゅくぇか, ぇ ゃなゃ 《さぇくちうは しすぇ-
ゃぇかけ ゃしっ こけ-すっあおけ ょぇ しっ あう-
ゃっっ. ╋ぇょぇき 〈のしけ さってうかぇ ょぇ 
くぇきっさう こけ-しこけおけえくけ  きはしすけ 
いぇ しゃけっすけ しっきっえしすゃけ う ういぉさぇ-
かぇ ╊けくょけく. ‶さっい 1802 ゅ. しっ 
せしすぇくけゃはゃぇ くぇ せか. „╀っえおなさ”, 
おなょっすけ こさっい 1835 ゅ. とっ けすゃけ-
さう ゃさぇすう こさけつせすうはす え きせいっえ. 
′っういゃっしすくけ いぇとけ, しなこさせゅなす え 
くっ は こけしかっょゃぇか. ╋ぇさう こけゃっつっ 
くっ しっ けきなあうかぇ, くけ いぇこぇいうかぇ 
う けぉっいしきなさすうかぇ そぇきうかうはすぇ 
くぇ くっぉかぇゅけょぇさくうは しう しなこさせゅ. 
‶さっい しかっょゃぇとうすっ ゅけょうくう すは 
こなすせゃぇかぇ しなし しゃけは きせいっえ うい 
┿くゅかうは, くけ おけゅぇすけ せきけさぇすぇ 
くぇょょっかはかぇ, しっ せしすぇくけゃうかぇ ゃ 
╊けくょけく. ‶けつうくぇかぇ くぇ 89 ゅけ-
ょうくう, いぇゃっとぇかぇ ょっかけすけ しう くぇ 
しゃけうすっ しうくけゃっ う ゃくせちう.                                                                                           

╋せいっはす „╋ぇょぇき 〈のしけ”. 
〈けえ っ っょくぇ けす っきぉかっきう-

すっ くぇ ぉさうすぇくしおぇすぇ しすけかうちぇ, 
うしすけさうはすぇ きせ っ くぇょ 200-ゅけ-
ょうてくぇ. ¨す しないょぇゃぇくっすけ きせ 
こさっい くっゅけ しぇ きうくぇかう くぇょ 200 
きうかうけくぇ こけしっすうすっかう. ╇きぇ 
おかけくけゃっ ゃ ┿きしすっさょぇき, ╊ぇし 
╁っゅぇし, 》けくおけくゅ う ′の ╈けさお う 
そうかうぇかう ゃ ╊けくょけく. ╇ ゃしうつ-
おうすっ くけしはす うきっすけ くぇ ╋ぇょぇき 
〈のしけ. ╁ こさけつせすうは きせいっえ しぇ 
ゃけしなつくうすっ そうゅせさう くぇ 》っくさう 
VIII う くっゅけゃうすっ てっしす しなこさせ-
ゅう, くぇ おさぇかうちぇ ╄かういぇぉっす II 
う おさぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ, くぇ 
[けぉっしこうっさ う ╋ぇさぇす, くぇ こけ-
かうすうつっしおうすっ かうょっさう くぇ 20-
すう ゃっお - 』なさつうか, ╂ぇくょう, 〈ぇ-
つなさ, くぇ ういゃっしすくう しこけさすうしすう, 
すっかっゃういうけくくう う そうかきけゃう 
いゃっいょう, ゃおか. う ぇくうきぇちうけくくう.                                                                                                                
‶さっい 1979 ゅ. e けすゃけさっくぇ くけゃぇ 
„╆ぇかぇ くぇ せあぇしうすっ“, こさっょかぇ-
ゅぇとぇ しきさぇいはゃぇとう こさっあう-
ゃはゃぇくうは. ╀うすおぇすぇ  こさう 〈さぇ-
そぇかゅぇさ, ╃あぇお ╇いおけさきゃぇつぇ う 
ょさせゅう ういゃっしすくう こさっしすなこくうちう 
しぇ こさっしないょぇょっくう し こけすさっしぇ-
ゃぇとぇ すけつくけしす. ‶さっい 1993 ゅ. 
っ けすゃけさっくぇ くけゃぇ ぇすさぇおちうは 
„╃せたなす くぇ ╊けくょけく“ - ぇせょうけ-
ぇくうきぇすさけくくけ こなすせゃぇくっ うい 
╊けくょけく けす ]さっょくけゃっおけゃうっすけ 
ょけ ょくっし - し つっさくぇ おけかぇ, ょゃう-
あっとぇ しっ こけ さっかしう. ‶さっしないょぇ-
ょっくう しぇ ╂けかはきぇすぇ っこうょっきうは 
けす つせきぇ, ╂けかっきうはす こけあぇさ けす 
1666 ゅ., こけしかっょくぇすぇ しゃっすけゃ-
くぇ ゃけえくぇ う しなぉうすうは けす 60-すっ 
ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは ゃっお.                                                                                                                                   

‶さけょぇょっく いぇ 1,5 きかさょ. 
ょけかぇさぇ. ‶さっい 2005 ゅ. 

てっえたなす くぇ ╃せぉぇえ - こさうくち 
╋けたぇきっょ ぇか ╋ぇおすせき, おせこせゃぇ 
こさけつせすうは きせいっえ くぇ ╋ぇょぇき 
〈のしけ いぇ おけかけしぇかくぇすぇ しせきぇ 
けす 1,5 きうかうぇさょぇ ょけかぇさぇ! 〈けえ 
こさうょけぉうゃぇ う そうかうぇかうすっ くぇ 
きせいっは ゃ ′の ╈けさお, ╊ぇし ╁っゅぇし 
う 》けくおけくゅ, おぇおすけ う ょゃぇ せゃっ-
しっかうすっかくう こぇさおぇ ゃ ╊けくょけく. 
【っえたなす  っ いぇはゃうか くぇきっさっくう-
っすけ しう ょぇ うくゃっしすうさぇ ゃ きせいっは.

╁けしなつくけすけ ういおせしすゃけ. 
〈けゃぇ しすさぇくくけ ういおせしすゃけ 

ゃないくうおゃぇ, おけゅぇすけ たけさぇすぇ 
ゃっつっ きけあっかう ょぇ いぇこっつぇすゃぇす 
けぉさぇいう ゃ ゅかうくぇ, ゅうこし, おぇきなお, 
きさぇきけさ う ぉさけくい, ゃなさたせ こぇ-
こうさせし, こっさゅぇきっくす, たぇさすうは う 
こかぇすくけ. ‶さうつうくぇすぇ っ ゃ すけゃぇ, 
つっ すっいう ういけぉさぇあっくうは, ょけさう 
すさうういきっさくうすっ, くっ ぉうかう っょくけ 
おなき っょくけ. ╁けしなつくうはす ゃぇさう-
ぇくす ょぇゃぇか きくけゅけ こけ-ゅけかっきう 
ゃないきけあくけしすう. ╆ぇ ょぇ いぇこさう-
かうつぇす きけょっかうすっ すぇおぇ こけさぇいう-
すっかくけ くぇ けさうゅうくぇかうすっ, けぉぇ-
つっ, っ くせあくぇ けゅさけきくぇ さぇぉけすぇ.                                                                                                                            
《うゅせさうすっ しっ こさぇゃはす きぇかおけ 
こけ-っょさう けす けさうゅうくぇかうすっ, 

〉ゃぇあぇっきう ぇさしっくぇかちう, 
 

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

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

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

┿きぉうちうけいくぇすぇ ちっか くぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ くう っ ょぇ しないょぇょっき 
┿かっは くぇ たけさぇすぇ, ぉっい おけうすけ くっ きけあっき.
 ╅っかぇっき ゃう ょけぉさう けつう ゃ けいなさすぇくっすけ う

しきっかけしす ゃ けこうしゃぇくっすけ! 
′ぇ ょけぉなさ つぇし! 

¨つぇおゃぇきっ そけすけしうすっ う すっおしすけゃっすっ ゃう
けとっ いぇ しかっょゃぇとうは ぉさけえ! 

【ゃっえちぇさしおぇすぇ しおせかこ-
すけさおぇ けす そさっくしおう 

こさけういたけょ う きせいっっく ょっっち 
╋ぇょぇき 〈のしけ っ さけょっくぇ 
こさっい 1761 ゅ. ゃ ]すさぇしぉせさゅ. 
‶さけつせすぇ っ し ゃけしなつくうすっ 
そうゅせさう, おけうすけ しぇきぇ うい-
ゃぇえゃぇ. ╁ ╊けくょけく けしくけゃぇ-
ゃぇ ╋せいっは くぇ ゃけしなつくうすっ 
そうゅせさう „╋ぇょぇき 〈のしけ”.
〉きうさぇ こさっい 1850 ゅ. ゃ 

╊けくょけく くぇ 89 ゅけょうくう.

╉けゅぇすけ ゃさっきっすけ くっせしっすくけ しう かっすう,
すう しっとぇえ しっ いぇ たせぉぇゃうすっ ょくう!
╀なょう おさぇしうゃぇ う こさっおさぇしくぇ すう,
あうゃっえ ゃ けたけかしすゃけ, さぇょけしす う きっつすう.
′け くっ いぇぉさぇゃはえ - くうっ しきっ し すっぉ.
╅っかぇっき すう かのぉけゃ, さぇょけしす う おなしきっす!!!

╆ぇ ゅけょうくうすっ ぉせえくう くっ すなあう,
ぇ けとっ すけかおけゃぇ くぇこさっょ 
し ょせた う せしすさっき こさけょなかあう!!!

』っしすうす ... ゅけょうてっく のぉうかっえ !!!
‶けしさっとくう ゅけ し ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ ゃしうつおう ょけぉさう
 う うしすうくしおう くっとぇ ゃ あうゃけすぇ すう,
しなし しぇきけつせゃしすゃうっすけ くぇ せしこはか つけゃっお,
し せゃっさっくけしす いぇ こさっょしすけはとう とぇしすかうゃう きうゅけゃっ.

′ぇ ‶っこぇ 〈うておけゃぇ
 

╉けかっゅうすっ けす うおけくけきうつっしおう けすょっか くぇ いぇゃけょ 1
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╃け 30-すう ぇゃゅせしす ゃ きせかすうきっょうえくぇすぇ いぇかぇ くぇ ╇╋ ”╇しおさぇ” - 
╉ぇいぇくかなお  きけあっ ょぇ ぉなょっ ゃうょはくぇ ういかけあぉぇすぇ „′ぇえ-くけゃうすっ 

こさけせつゃぇくうは くぇ すさぇおうえしおぇすぇ おせかすせさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておぇすぇ おけすかけ-
ゃうくぇ”.  ╋ぇすっさうぇかうすっ, こけおぇいぇくう ゃ くっは, しぇ けす こさけゃっょっくうすっ こさっい 
2012 ゅ. ぇさたっけかけゅうつっしおう こさけせつゃぇくうは くぇ くぇょゅさけぉくう きけゅうかう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ういゅさぇょっくうは 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 しっかぇすぇ ぅしっくけゃけ う ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, おぇおすけ う くぇ さぇいおさうすぇすぇ 
きけくせきっくすぇかくぇ すさぇおうえしおぇ ゅさけぉくうちぇ ゃ す.く. „¨さぇくぇ きけゅうかぇ” ゃ 
いっきかうとっすけ くぇ ╀せいけゃゅさぇょ. [なおけゃけょうすっか くぇ っおうこぇ, こさけせつゃぇか 
けぉっおすうすっ, っ ょけち. ょ-さ ╂っけさゅう ′ったさういけゃ けす ′┿╇╋ こさう ╀┿′, し 
せつぇしすうっすけ くぇ しこっちうぇかうしすう けす ╇╋ ”╇しおさぇ”.
[ぇいゅかっあょぇくっすけ くぇ っおしこけいうちうはすぇ っ ぉっいこかぇすくけ.

                             

こけかせつぇゃぇす さぇいかうつくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ. 〈ぇおぇ しっ くぇさせてぇゃぇか こさうくちうこなす くぇ いぇさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうっすけ う いぇこかぇとぇくっ, しこけさっょ こけしすうゅくぇすうは さっいせかすぇす. 
‶さっょかけあっくうっすけ いぇ けすこぇょぇくっ くぇ ょけぉぇゃおぇすぇ いぇ こさけしかせあっくけ ゃさっきっ, ういゃっしすくぇ けとっ おぇすけ 

„おかぇし“, っ っょくけ けす 40-すっ おけくおさっすくう うしおぇくうは くぇ ╀]╉ いぇ こさけきっくう ゃ すさせょけゃけすけ う けしうゅせさうすっか-
くけすけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ. 
‶ぇおっすなす けす きっさおう ちっかう けゃかぇょはゃぇくっ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ う っ ういこさぇすっく ょけ こさぇゃうすっかしすゃけすけ う 

こぇさかぇきっくすぇ. ╆ぇ こさっきぇたゃぇくっすけ くぇ おかぇしけゃっすっ ゃ つぇしすくうは しっおすけさ こさっょう ゃさっきっ しっ けぉはゃうたぇ けとっ 
╉けくそっょっさぇちうはすぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ う うくょせしすさうぇかちうすっ ゃ ╀なかゅぇさうは /╉[╇╀/ う ┿しけちうぇちうはすぇ 
くぇ うくょせしすさうぇかくうは おぇこうすぇか ゃ ╀なかゅぇさうは /┿╇╉╀/.
]さっとせ すけゃぇ うしおぇくっ くぇ ぉういくっしぇ, けぉぇつっ, しっ けつぇおゃぇ しうかくうはす けすこけさ くぇ しうくょうおぇすうすっ.
¨す ちっくすさぇかうすっ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 „‶けょおさっこぇ“ゃ けそうちうぇかくう こけいうちうう いぇはゃうたぇ おぇすっゅけさうつくけ, つっ 

ょけさう くはきぇ ょぇ しっょくぇす くぇ こさっゅけゃけさう いぇ こけょけぉくぇ こさけきはくぇ. ‶さうつうくぇすぇ - すけゃぇ とっ くぇきぇかう ょけ-
たけょうすっ くぇ さぇぉけすっとうすっ.

′ぇえ-っゃすうくうはす たかはぉ う ぇか-
おけたけか くぇ しすぇさうは おけくすう-

くっくす しっ こさけょぇゃぇす ゃ ╀なかゅぇさうは. 
]すさぇくぇすぇ くう っ くぇ すさっすけ きはしすけ 
こけ っゃすうくう ちうゅぇさう ゃ こさっょっかう-
すっ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい. 〈けゃぇ 
こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ くぇ ╄ゃさけしすぇす, 
くっいぇゃうしうきけ, つっ いぇ ょあけぉぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは こけすさっぉうすっか くっとぇ-
すぇ くっ ういゅかっあょぇす すぇおぇ. 
╁ きけきっくすぇ くぇえ-っゃすうくう-

すっ ちうゅぇさう, おけうすけ きけゅぇす ょぇ 
しっ おせこはす せ くぇし, しぇ いぇ けおけかけ 
2 かっゃぇ し - せゅけゃけさおぇすぇ, つっ しぇ 
おけくすさぇぉぇくょくう. [っょけゃくうすっ 
こぇこうさけしう,きうくぇゃぇとう ゃ ゅさぇそぇ-
すぇ „しけちうぇかくう”, しぇ いぇ けおけかけ 4 
かっゃぇ.
‶さう たかはぉぇ しうすせぇちうはすぇ うい-

ゅかっあょぇ すぇおぇ: 70-75 しすけすうくおう っ 
くぇえ-っゃすうくうはす しぇきせく せ くぇし - し 
せゅけゃけさおぇすぇ, つっ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
ゅさぇきぇあう けす けおけかけ 700 ゅさぇきぇ.  
╇いしかっょゃぇくっすけ くぇ ╄ゃさけしすぇす 

いぇ ちっくうすっ くぇ すっいう ょゃっ しすけおう 
ゃ しすさぇくうすっ けす ╄] こさっい 2012 
ゅけょうくぇ おけくしすぇすうさぇ, つっ こなさ-

  〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

けすかうゃおぇすぇ っ し 2% けすおかけくっくうっ, すなえ おぇすけ し ゃさっきっすけ ゃけしなおなす 
しっ „しかはゅぇ“. ╆ぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ っょくぇ そうゅせさぇ っ くっけぉたけょうきぇ 
けおけかけ こけかけゃうく ゅけょうくぇ. ′ぇょ くっは さぇぉけすはす さぇいかうつくう しこっちうぇ-
かうしすう - しおせかこすけさう, たせょけあくうちう, ゅさうきぬけさう, そけすけゅさぇそう, しすけ-
きぇすけかけいう, そさういぬけさう, ょういぇえくっさう, けぉせとぇさう, ぉうあせすっさう... [ぇ-
ぉけすぇすぇ いぇこけつゃぇ けす こけいうさぇくっすけ くぇ きけょっかぇ, ぇおけ っ あうゃ. ‶さぇゃはす 
しっ すけつくう ういきっさゃぇくうは くぇ かうちっすけ, さなちっすっ, すはかけすけ - ゃしうつおけ こけ 
250 こなすう. ]かっょ すけゃぇ きけょっかなす しっ しくうきぇ こけ しすけ こなすう けす ゃしうつおう 
ゃないきけあくう さぇおせさしう. ╇ っょゃぇ すけゅぇゃぇ しおせかこすけさなす こさぇゃう おけこうっ 
けす ゅかうくぇ うかう ゃけしなお. ╊うちっすけ う けすおさうすうすっ つぇしすう くぇ すはかけすけ しっ 
ういさぇぉけすゃぇす けす ゃけしなお, ぇ すけさしなす - けす しすなおかけゃかぇおくぇ. ╇ょゃぇ さっょ 
くぇ けつうすっ, おけあぇすぇ, おけしうすっ う いなぉうすっ. ¨つくうすっ はぉなかおう しっ こさぇゃはす 
けす しこっちうぇかくぇ こかぇしすきぇしぇ し すぇおぇゃぇ すけつくけしす, つっ しぇ ゃうょうきう ょけさう 
くぇえ-すなくおうすっ おぇこうかはさつっすぇ. ╉けあぇすぇ しっ けちゃっすはゃぇ ゃ っしすっしすゃっくうは 
ちゃはす くぇ きけょっかぇ. ╉けしうすっ しっ こけょぉうさぇす こけ けぉさぇいちう うかう いぇこぇいっ-
くう そけすけゅさぇそうう. ╁しっおう おけしなき しっ こけしすぇゃは しぇきけしすけはすっかくけ ゃなゃ 
ゃけしなつくうは しおぇかこ, ぇ しかっょ すけゃぇ おけしぇすぇ きけあっ ょぇ しっ きうっ う しさっしゃぇ 
しなとけ おぇおすけ っしすっしすゃっくぇすぇ. ╆なぉくうすっ こさけすっいう しっ ういさぇぉけすゃぇす けす 
しすけきぇすけかけいう こけ しなとうは くぇつうく, おぇおすけ くぇ あうゃうすっ こぇちうっくすう. ╆ぇ 
ょぇ ぉなょっ ゃしうつおけ ぇゃすっくすうつくけ, くはおけう けす ょくってくうすっ いゃっいょう あっさす-
ゃぇす いぇ しゃけうすっ ゃけしなつくう ょゃけえくうちう しおなこう ょさったう けす かうつくうは しう 
ゅぇさょっさけぉ. ╁しっおう ょっく こさっょう けすゃぇさはくっすけ くぇ きせいっは しこっちうぇかくう 
しかせあうすっかう こさぇゃはす すけぇかっす くぇ ゃけしなつくうすっ こっさしけくう - けこさぇゃはす 
ょさったうすっ う こさうつっしおうすっ うき, こけょくけゃはゃぇす きぇくうおのさぇ う ゅさうきぇ.                         

╁けしなつくう そうゅせさう う ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁なゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ しっ 
くぇきうさぇ っょうくしすゃっくうはす くぇ ╀ぇかおぇくうすっ ╋せかすうきっょうっく ちっく-

すなさ, おけえすけ こけおぇいゃぇ うしすけさうはすぇ う ゃっかうつうっすけ くぇ ╁すけさぇすぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇ ょなさあぇゃぇ. ┿すさぇおちうけくなす  っ くぇ しすけえくけしす くぇょ 6,2 きかく. 
かゃ., けしうゅせさっくう こけ ¨‶ „[っゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ“. [ぇいこけかけあっく っ 
くぇ こかけと けす 870 おゃ. き. う けぉたゃぇとぇ ょゃぇ っすぇあぇ. ′ぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
ぇすさぇおちうは しぇ ういさぇぉけすっくうすっ ゃ っしすっしすゃっく さなしす 28 そうゅせさう, こけゃっ-
つっすけ くぇ ぉなかゅぇさしおう ちぇさっ, おけうすけ ういゅかっあょぇす こけつすう おぇすけ あうゃう. 

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

ゃっくしすゃけすけ こけ っゃすうくうは くぇ ちう-
ゅぇさうすっ う たかはぉぇ う おぇすけ ちはかけ くぇ 
たさぇくうすっ う くぇこうすおうすっ, しっ ょなさ-
あう けす ‶けかてぇ. 〈ぇき けしくけゃくうすっ 
こさけょせおすう しぇ しすさせゃぇかう 61% けす 
しさっょくけすけ くうゃけ いぇ ╄ゃさけこっえしおうは 
しなのい. 
[せきなくうは っ ゃすけさぇ こけ くうしおう 

ちっくう し さぇゃくうとっ けす 67%, しかっょ-
ゃぇくぇ こかなすくけ けす ╀なかゅぇさうは, おけは-
すけ っ くぇ すさっすけ きはしすけ こけ っゃすうくう 
たさぇくう う くぇこうすおう し ちっくう, ゃない-
かういぇとう くぇ 68% けす しさっょくけっゃ-
さけこっえしおけすけ さぇゃくうとっ.
╃ぇくうは っ しすさぇくぇすぇ し くぇえ-

しおなこう たさぇくう う ぉっいぇかおけたけかくう 
くぇこうすおう, こけおぇいゃぇ ちっくけゃうはす 
きけくうすけさうくゅ くぇ ╄ゃさけしすぇす いぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. 〈ぇき おけて-
くうちぇすぇ けしくけゃくう こさけょせおすう っ 
しすさせゃぇかぇ 143% けす しさっょくけすけ 
くうゃけ いぇ ゃしうつおうすっ 27 しすさぇくう けす 
╄ゃさけこっえしおうは しなのい. ‶け-ゃうしけ-
おう けす しさっょくけすけ しぇ けとっ ちっくう-
すっ ゃ 【ゃっちうは (124%), ┿ゃしすさうは 
(120%), 《うくかぇくょうは (119%) う 
╇さかぇくょうは (118%).

』ぇゃょぇさ ┿くゅっかけゃ っ こさっょしっょぇすっか くぇ ╁╋[¨ ゃ ╉ぇいぇくかなお, うしすけさうお 
けす ╋せいっえ „╇しおさぇ“. ¨ぉとうくしおう しなゃっすくうお う こさっょしっょぇすっか くぇ 

╉けきうしうはすぇ こけ おせかすせさぇ ゃ こさっょうてくうは きぇくょぇす くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす 
- ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょう ょくう ┿くゅっかけゃ ぉっ ういぉさぇく いぇ いぇき.- こさっょしっょぇすっか 
くぇ けぉかぇしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╁╋[¨. ┿くゅっかけゃ けす ゅけょうくう さぇぉけすう 
こけ しなしすぇゃはくっすけ くぇ こなかくうは しこうしなお くぇ いぇゅうくぇかうすっ ゃなゃ ゃけえくうすっ 
いぇ くぇちうけくぇかくけ けぉっょうくっくうっ くぇ ╀なかゅぇさうは けす ╉ぇいぇくかなておうは おさぇえ, 
うくうちううさぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ ゃけえくうておう こぇきっすくうちう ゃ さっゅうけくぇ. 
╇いゃっしすっく っ し けしけぉっくうは しう うくすっさっし おなき ぉなかゅぇさしおけすけ ゃけっくくけ う 
こぇすさうけすうつくけ ょっかけ. ‶さっい こけしかっょくぇすぇ ゅけょうくぇ ┿くゅっかけゃ いぇこけつくぇ 
ょけおすけさぇくすせさぇ ゃなゃ ╁っかうおけすなさくけゃしおうは せくうゃっさしうすっす „]ゃ. しゃ. ╉う-
さうか う ╋っすけょうえ“, おけはすけ ういしかっょゃぇ あうゃけすぇ う ょっかけすけ くぇ しないょぇすっかは 
くぇ „┿さしっくぇか“ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ. 
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