
╇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, e-mail: mvrashkova@abv.bg
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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 
‒ちかくけつてひて [そしへそ ╆そせかう

„╅ちつかせあし“ か うてそちあてあ すけ さひはあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 7

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

『《╋╊ ╇╅╉¨〈

6 108 こけおぇくう いぇ ぉっいこかぇすくう  こさっゅかっ-
ょう いぇ  くはおけかおけ ゃうょぇ けくおけかけゅうつくう いぇぉけかは-
ゃぇくうは しぇ さぇいこさぇすっくう くぇ あうすっかう けす けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶けおぇくうすっ しぇ つぇしす けす ゃすけさぇすぇ 
しっかっおちうは ぉっいこかぇすくう こさっゅかっょう くぇ ゅさぇあょぇ-
くう くぇ しすさぇくぇすぇ こけ しこっつっかっくうは けす ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ こさけっおす 
„]‶[╇ う しっ こさっゅかっょぇえ”. ¨ぉとけ いぇ しすさぇくぇすぇ 
ゃなゃ ゃすけさうは っすぇこ くぇ しおさうくうくゅ こさけゅさぇきぇすぇ 
いぇ ぉっいこかぇすくう ういしかっょゃぇくうは しぇ さぇいこさぇすっくう 
150 たうかはょう こけおぇくう. ╇いこさぇすっくうすっ けぉとけ 6 
108 こけおぇくう くぇ あうすっかう くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ-

[けあっ ╁かぇょうきうさ ‶かっ
きはくくうおけゃ っ しうく くぇ 

そさっくしおぇ ぇおすさうしぇ う ょうこかけ-
きぇす けす させしおう こさけういたけょ し おぇ-
さうっさぇ ゃ ╄ゅうこっす う 〈せさちうは, 
おなょっすけ こさっきうくぇゃぇ ょっすしすゃけ-

すけ くぇ さっあうしぬけさぇ. ╆ぇ ょぇ せゅけ-
ょはす う くぇ そさっくしおうすっ いぇおけくう, 
う くぇ させしおうすっ さけょしすゃっくうちう, 
すっ おさなしすうかう しうくぇ しう [けあっ 
╁ぇょうき. „】け しっ けすくぇしは いぇ 
ゃないこうすぇくうっすけ う おせかすせさぇすぇ, 
ぇい しなき, さぇいぉうさぇ しっ, そさぇく-
ちせいうく - おぇいゃぇか ╁ぇょうき. - ′け 
こけ けすくけてっくうっ くぇ あうゃけすぇ  
ぇい しなき こけ-しおけさけ させしくぇお.“                                                                                                                          
]かっょ さぇいゃけょぇ くぇ さけょうすっかうすっ 
しう [けあっ, いぇっょくけ し きぇえおぇ しう, 
しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ‶ぇさうあ. ]すぇ-
ゃぇ ぉぇおぇかぇゃなさ こけ けぉとっしすゃっくう 
くぇせおう, くけ しなさちっすけ きせ っ ゃ ういおせ-
しすゃけすけ う すけえ ぉなさいけ しう ういゃけのゃぇ 
きはしすけ ゃ すっぇすさぇかくぇすぇ ぉけたっきぇ.                                                                                                                          
‶さっい 1947 ゅ. ╁ぇょうき くぇこうしゃぇ 
こなさゃうは しう さけきぇく う ゅけ こさっょ-
しすぇゃは くぇ ┿くょさっ ╅うょ. ╇いすなお-
くぇすうはす こうしぇすっか くっ っ けしけぉっくけ 
ゃこっつぇすかっく, くけ こなお ゅけ いぇこけい-

くぇゃぇ し さっあうしぬけさぇ ╋ぇさお ┿かっ-
ゅさっ, おけえすけ ゃいっきぇ ╁ぇょうき いぇ 
ぇしうしすっくす. 〈ぇおぇ しっ しこさうはすっ-
かはゃぇ し ╀けさうし ╁うぇく う し ょさせ-
ゅう ゃかうはすっかくう かうつくけしすう, しさっょ 
おけうすけ っ ゅかぇゃくうはす さっょぇおすけさ 
くぇ „‶ぇさう きぇつ” ╄さゃっ ╋うか, こさう 
おけゅけすけ [けあっ しすぇゃぇ さっこけさすっさ, 

ぉっい ょぇ しっ けすおぇいゃぇ けす うょっはすぇ 
しう いぇ おうくけ.

╃っきけくなす-ういおせしうすっか.
〈ぇおぇ けぉうつぇか ょぇ しっ こさっょ-

しすぇゃは ╁ぇょうき. 〈けえ きけあっか ょぇ 
しかけあう ちっかうは 
しゃはす ゃ おさぇおぇすぇ 
くぇ しゃけはすぇ うい-
ぉさぇくうちぇ. ╀うか 
ゃうしけお, しかぇぉ, 
し たうこくけすうつっく 
こけゅかっょ う くっ-
せしすけうき つぇさ. 
‶かっくはゃぇか あっ-
くうすっ し くっけこう-
しせっきぇ しきっしうちぇ 
けす すぇかぇくす, とっ-
ょさけしす, うしおさっ-
くけしす う しゃっすしおぇ 
けぉうゅさぇくけしす , 
ぉけたっきしおう さぇい-
きぇた う こさっきっ-
さっくぇ ょっかけゃう-
すけしす. 〉きっくうっすけ 
きせ ょぇ くぇきうさぇ 
くぇえ-けしかっこう-
すっかくうすっ あっくう, 
ょぇ ゅう こさっゃさな-
とぇ ゃ いゃっいょう, 
ょぇ ゅう けぉうつぇ う 
しかっょ すけゃぇ ょぇ 
ゅう „こせしくっ くぇ 

しゃけぉけょぇ“ ぉうか くっゅけゃうはす ぉけあう 
ょぇさ. ╁っょくなあ  おけさうちぇすぇ くぇ 
かなしおぇゃけ ょぇきしおけ しこうしぇくうっ - 
„╄か”, こさうおけゃぇかぇ ゃくうきぇくうっすけ 
きせ. 〈ぇき ぉうかぇ しくうきぇくぇ くはおけは 
しう ╀╀.                                                                                                      

╀さうょあうす ╀ぇさょけ:
„╀ってっ くっいっきくけ おさぇしうゃ.

╆ぇ こなさゃう こなす かっゅっくょぇさくうはす 
くのた くぇ ╁ぇょうき ゃかういぇ ゃ ょっえしす-
ゃうっ. 〈けえ せぉっあょぇゃぇ ┿かっゅさっ 
ょぇ くぇこさぇゃう こさけぉう くぇ おさぇ-
しぇゃうちぇすぇ. ╀ぇさょけ さぇいおぇいゃぇ: 

„〈けえ ういゅかっあょぇてっ おぇすけ ょうゃ 
いゃはさ... こかぇてってっ きっ, こさう-
ゃかうつぇてっ きっ... ╀ってっ くっいっきくけ 
おさぇしうゃ.“ ┿ ╁ぇょうき っ こけさぇいっく 
けす こけたけょおぇすぇ, すなくおぇすぇ え すぇ-
かうは, ちぇさしすゃっくけ ういこさぇゃっくぇ-
すぇ ゅかぇゃぇ. 〈は くっ こけかせつぇゃぇ 
さけかは, くけ すけえ は こさうょさせあぇゃぇ 
ょけ ょけきぇ え. 『うゅぇくけこけょけぉくう-

はす ゃうょ くぇ きかぇょっあぇ しきせとぇゃぇ 
ぉせさあけぇいくけすけ しこけおけえしすゃうっ くぇ 

きぇょぇき ╀ぇさょけ う すは ょうしおさっす-
くけ こさけゃっさはゃぇ ょぇかう っ しおさう-
かぇ ぉうあせすぇすぇ しう. ╀さうょあうす 
こさっくっぉさっゅゃぇ いぇぉさぇくぇすぇ くぇ 
さけょうすっかうすっ しう う けすくけゃけ しっ 
しさっとぇ し けぉぇはすっかくうは ╁ぇょうき, 
しすさぇしすくけ ゃかのぉっくぇ ゃ くっゅけ.                                                                                                                        
]すうゅぇ しっ ょけ くっあっかぇくぇ ぉさっ-
きっくくけしす う ぇぉけさす. ╃ゃぇきぇすぇ しっ 
あっくはす こさっい 1952 ゅ. 〈は っ くぇ 
18, すけえ - くぇ 24. ╁ こなさゃうすっ ゅけ-
ょうくう きういっさしすゃぇかう, あうゃっっかう 
ゃ せあぇしくぇ おゃぇさすうさぇ, ゃ くうとけ 
くっ うき ゃなさゃはかけ... 』っすうさう ゅけ-
ょうくう こけ-おなしくけ ╁ぇょうき しないょぇ-
ゃぇ てっょぬけゃなさぇ „╇ ╀けゅ しないょぇ-
ょっ  あっくぇすぇ“ しなし しなこさせゅぇすぇ しう 
ゃ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは. ′っうく こぇさす-
くぬけさ っ ╅ぇく ╊せう 〈さっくすうくはく, 
ゃ おけゅけすけ ╀さうょあうす しっ ゃかのぉゃぇ. 
╁ぇょうき せしっとぇか, つっ は ゅせぉう.                                                                                                                         
《うかきなす すさうせきそうさぇ, ╁ぇょうき っ 
こさういくぇす いぇ さっあうしぬけさ くぇ ょっ-
しっすうかっすうっすけ. ′け ぉさぇおなす きせ 
しっ さぇいこぇょぇ う すけえ しっ せすってぇゃぇ 
し くけゃぇ ゃさないおぇ.

┿くっす ]すさけえぉっさゅ:
„╇しおぇき ょぇ ぉなょぇ ゅけしこけあぇ 

╁ぇょうき”.
〈けえ しっ たゃなさかは ゃ けぉはすうはすぇ 

くぇ 19-ゅけょうてくぇすぇ てゃっょしおぇ 
きぇくっおっくおぇ ┿くっす ]すさけえぉっさゅ, 
おけはすけ さぇあょぇ こなさゃぇすぇ きせ 
ょなとっさは ′ぇすぇかう. ╉さぇしうゃぇ う 
ぉっょくぇ, ┿くっす きっつすぇっかぇ ょぇ しっ 
しくうきぇ ゃ おうくけすけ. ╀さぇおなす し 
さっあうしぬけさ え しっ しすさせゃぇか くぇえ-
こさぇゃうかくうはす くぇつうく, ぇ ╁ぇょうき 
- くぇえ-こさぇゃうかくうはす さっあうしぬけさ. 
〈は こさうしすうゅぇ ゃ ]っく 〈さけこっ し 
っょくぇ さけおかは ゃ おせそぇさぇ う し くぇ-
こけかっけくけゃしおう こかぇくけゃっ ゃ ゅかぇ-

《さっくしおうはす さっあうしぬけさ, こさけょせちっくす, しちっくぇさうしす, ぇおすぬけさ う 
あせさくぇかうしす [けあっ ╁ぇょうき っ さけょっく こさっい 1928 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ. 
′ぇさうつぇす ゅけ „こなさゃけけすおさうゃぇすっかはす くぇ くぇえ-おさぇしうゃうすっ あっくう 
ゃ しなゃさっきっくくけすけ おうくけ”. [っあうしぬけさ っ くぇ そうかきうすっ: „╇ ╀けゅ 
しないょぇょっ あっくぇすぇ“, „¨こぇしくう ゃさないおう“, „╃ぇ せきさって けす せょけ-
ゃけかしすゃうっ“, „‶けさけお う ょけぉさけょっすっか“, „╁なさすっかっあおぇ“, „╀ぇさ-
ぉぇさっかぇ“ う ょさ. ]こけきっくうすっ, こけしゃっすっくう くぇ あっくうすっ, おけうすけ っ 
こさっゃさなとぇか ゃ いゃっいょう, っ しなぉさぇか ゃ おくうゅうすっ しう: „╋っきけぇさうすっ 
くぇ ょはゃけかぇ“, „╇いゅかぇょくっかうはす ぇくゅっか“, „¨す いゃっいょうすっ - おなき 
いゃっいょぇすぇ“, „╁かのぉっくうはす ぉっいせきっち“.
╇きぇか っ こっす しなこさせゅう: ╀さうょあうす ╀ぇさょけ, ┿くっす ]すさけえ-

ぉっさゅ, ╃あっえく 《けくょぇ, ╉ぇすさうく 【くぇえょっさ う ╋ぇさう-╉さうしすうく 
╀ぇさけ. ╁さないおぇすぇ きせ し ╉ぇすさうく ╃っくぬけゃ っ ういゃなくぉさぇつくぇ.                                                                                                                                  
〉きうさぇ くぇ 72 ゅ. こさっい 2000 ゅ.

ゅけさぇ しぇ さぇいこさっょっかっくう すぇおぇ: 1378 - いぇ こさっゅかっょ くぇ さぇお くぇ ょっぉっかけすけ つっさゃけ, 730 いぇ こさっゅかっょ 
いぇ さぇお きかっつくぇすぇ あかっいぇ う 4000 こけおぇくう いぇ こさっゅかっょ くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ.
‶けかせつうかうすっ すぇおうゃぇ こけおぇくう, いぇ ょぇ  しっ ゃないこけかいゃぇす けす ぉっいこかぇすくけすけ しおさうくうくゅけゃけ ういしかっょゃぇくっ, 

すさはぉゃぇ ょぇ しう いぇこうてぇす  つぇし こさう かっおぇさ ゃ しかっょゃぇとうすっ つっすうさう しっょきうちう けす こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ 
こけおぇくぇすぇ. ‶さっゅかっょなす きけあっ ょぇ ぉなょっ ういゃなさてっく ゃ かっつっぉくけ いぇゃっょっくうっ こけ ういぉけさ くぇ こぇちうっくすぇ 
ういきっあょせ いぇゃっょっくうはすぇ, おけうすけ うきぇす しおかのつっく ょけゅけゃけさ いぇ ういこなかくっくうっ くぇ こさっゅかっょう こけ こさけっおす 
„]‶[╇ う しっ こさっゅかっょぇえ“. ╆ぇ ちっかすぇ くっ っ くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ こさっょしすぇゃは くぇこさぇゃかっくうっ けす かうつくうは 
かっおぇさ. ╁ぇあくけ, けぉぇつっ, っ ょぇ しっ くけしう こけおぇくぇすぇ う すは ょぇ しっ  こさっょしすぇゃう  くぇ かっおぇさは, おけえすけ うい-
ゃなさてゃぇ こさっゅかっょぇ. ‶けおぇくぇすぇ しなょなさあぇ おけょ くぇ こさっゅかっょ う おけょ くぇ こぇちうっくすぇ, し おけえすけ きけあっ ょぇ  
しっ こさけゃっさう こさけそうかぇ くぇ こぇちうっくすぇ ゃ うくそけさきぇちうけくくぇすぇ しうしすっきぇ, おぇおすけ う ょぇかう すけえ っ いょさぇゃくけ 
けしうゅせさっく.
 ¨ぉとぇすぇ しすけえくけしす くぇ しおさうくうくゅ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ くぇえ-つっしすうすっ  さぇおけゃう いぇぉけかはゃぇくうは っ くぇ しすけえ-

くけしす 9 きかく. かっゃぇ.

ゃぇすぇ. [けおかはすぇ こさけょぇゃぇ, いぇ ょぇ 
おせこう こけょぇさなお くぇ ╁ぇょうき いぇ 
さけあょっくうは きせ ょっく. ╇ せしこはゃぇ 
- こさっい 1958 ゅ. しすぇゃぇ ゅけしこけあぇ 
╁ぇょうき. [けあっ は しくうきぇ ゃ ょゃぇ 
そうかきぇ, くけ くっ きけゅなか ょぇ は こさっ-
ゃなさくっ ゃ いゃっいょぇ - すは くっ うしおぇかぇ 
ょぇ せつう ぇおすぬけさしおけ きぇえしすけさ-
しすゃけ, しきはすぇかぇ, つっ おさぇしけすぇすぇ 

え う うきっすけ くぇ きなあぇ え しぇ ょけし-
すぇすなつくう. ╉けゅぇすけ さぇいぉうさぇ,  つっ 
ゅせぉう う きなあぇ しう, う ゃしはおぇおゃぇ 
くぇょっあょぇ いぇ しかぇゃぇ, ゃっつっ ぉうかけ 
おなしくけ. 〈けえ  ぉうか くぇしけつうか ゃくう-
きぇくうっすけ しう おなき ょさせゅぇ.

╉ぇすさうく ╃っくぬけゃ:
„╁かのぉうたきっ しっ いぇ っょくぇ 

ゃっつっさ.“ 
]さっとくぇか は くぇ すぇくちう. ]さぇ-

きっあかうゃけ きけきうつっ し すなきくう 
ょなかゅう おけしう う こかなすくけ いぇおけこ-
つぇくぇ ぉかせいぇ. ╃っくぬけゃ こさういくぇ-
ゃぇ: „╁かのぉうたきっ しっ いぇ っょくぇ ゃっ-
つっさ.“ ¨す きぇかおぇ すは しっ しくうきぇ ゃ 
おうくけすけ, くけ ぇおすぬけさしおぇすぇ え そぇ-
きうかうは くっ え ゃないかぇゅぇかぇ ゅけかっきう 
くぇょっあょう. ╄ょうくしすゃっくけ ╁ぇょうき 
う かのぉけゃすぇ きせ ぉうかう しこけしけぉ-
くう ょぇ ういはゃはす こけすっくちうぇかぇ え. 
╉ぇすさうく しっ こさっくっしかぇ こさう くっゅけ 
う しっ いぇっかぇ し ょけきぇおうくしすゃけすけ 
う ゃないこうすぇくうっすけ くぇ ′ぇすぇかう. 
¨す しゃうすぇ せつっくうつおぇ, ╁ぇょうき  は 
こさっゃなさくぇか ゃ きかぇょぇ かっえょう. 
‶なさゃうはす ゅけかはき そうかき くぇ ╃っ-
くぬけゃ, さっあうしうさぇく けす ╁ぇょうき, っ 
„‶けさけお う ょけぉさけょっすっか“.                                                                                                                    
╉けゅぇすけ ╉ぇすさうく さぇいぉさぇかぇ, つっ 

っ ぉさっきっくくぇ, さってうかう ょぇ しっ 
けあっくはす くぇ 〈ぇうすう. ′け ゃしうつおけ 
しっ こさけゃぇかうかけ. ]なこさせゅぇすぇ くぇ 
[けあっ ゅけ いぇこかぇてうかぇ つっ, ぇおけ 
いぇきうくっ, とっ しう ゃいっきっ ′ぇすぇかう. 
╉けゅぇすけ しっ さけょうか ╉さうしすうぇく, 
╃っくぬけゃ う ╁ぇょうき いくぇっかう, つっ 
くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす しっきっえしすゃけ. 
„╉ぇすさうく - すけゃぇ っ っょうくしすゃっ-
くうはす きう ゅさはた“, こさういくぇゃぇ すけえ, 
ゃなこさっおう つっ ゃうくぇゅう, おけゅぇすけ すは 
うきぇかぇ くせあょぇ けす くっゅけ, すけえ しっ 
けおぇいゃぇか くぇぉかういけ...

╃あっえく 《けくょぇ:
„〈けえ しないょぇゃぇ しっおしぉけきぉう, ぇ 
ぇい しなき しっさうけいくぇ ぇおすさうしぇ”.
〈は ぉうかぇ くぇ 26 う ょけしすぇ うい-

ゃっしすくぇ ゃ ]┿】. ╁ぇょうき きっつすぇっか 
ょぇ さぇぉけすう し くっは, くけ すは けすおかけ-
くはゃぇかぇ - いくぇっかぇ いぇ しかぇゃぇすぇ 
きせ くぇ こさっかなしすうすっか う しないょぇすっか 
くぇ しっおしぉけきぉう, ぇ すは しっ しきはすぇ-

╈《]╊〈¨っ【 『╊╋¨』ゃ《『, ╆╊′〈╊【╊╋〉¨っ【 ¨′[】』¨【╊] 』 ╇[】』 [ぇ〈 ぅ╅』【¨╊【《

╅さそ たあおせか そえちあせけねかせけかてそ くあ うつけねさけ たかせつけそせかちけ, せあ  にあくせあてあ はか 
つあ せときせけ 120 すしせ. しう.  おそたひしせけてかしせそ せあ えそおけせあ

╃ぇ こぇょくっ すぇゃぇくなす くぇ こっく-
しううすっ けす しかっょゃぇとぇすぇ ゅけ-

ょうくぇ. 
〈けゃぇ けぉきうしかはす おぇすけ さっそけさ-

きぇ ゃ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけ, しけちうぇかくう 
こぇさすくぬけさう う っおしこっさすう.

┿おけ すけゃぇ しっ しかせつう う しっ こけ-
しすうゅくっ おけくしっくしせし, くぇきっさはす 
しっ う しさっょしすゃぇ, すけ ぉっい すぇゃぇく 
とっ しぇ しぇきけ くけゃけけすこせしくぇすうすっ 
こっくしうう, ぇ くっ ょけしっゅぇてくうすっ.  ╁ 
きけきっくすぇ けす すぇゃぇくぇ くぇ こっくしう-
うすっ しぇ けとっすっくう ぉかういけ 53 たう-
かはょう ょせてう, おけうすけ こけかせつぇゃぇす 
こけ-くうしおう こっくしうう, けすおけかおけすけ 
さっぇかくけ しぇ いぇしかせあうかう.  
╁ きけきっくすぇ, ぉっい いくぇつっくうっ 

おけかおけ しすっ さぇぉけすうかう う くぇ 
おぇおゃう しせきう しすっ しっ けしうゅせさは-
ゃぇかう, きぇおしうきぇかくぇすぇ こっくしうは, 
おけはすけ きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ, っ 
770 かっゃぇ. ╇かう 35 くぇ しすけ けす 
きぇおしうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく 
ょけたけょ. ¨すこぇょぇくっすけ くぇ すぇおぇ 

くぇさっつっくうは “すぇゃぇく くぇ こっくしう-
うすっ” しっ けぉしなあょぇ けす ゅけょうくう. ┿ 
さってっくうっすけ っ けすかぇゅぇくけ くぇ くは-
おけかおけ こなすう. ¨しくけゃくぇすぇ こさう-
つうくぇ - かうこしぇ くぇ こぇさう . 
╃うしおせしうはすぇ けおけかけ けすこぇょぇ-

くっすけ くぇ すぇゃぇくぇ いぇ こっくしううすっ 
う こさっょかけあっくうっすけ  すけえ ょぇ 
ゃぇあう しぇきけ いぇ くけゃうすっ, こけ-
さぇあょぇ くっっょくけいくぇつくう  う けし-
すさう おけきっくすぇさう  ゃ うくすっさくっす 

こさけしすさぇくしすゃけすけ, おぇおすけ う ゃ 
さぇいかうつくうすっ うくしすうすせちうう. 
]こけさっょ ぉうゃてうは しけちうぇかっく 

きうくうしすなさ う くぇしすけはと ょうさっお-
すけさ くぇ ╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす 
こけ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかう-
すうおぇ ╇ゃぇく ′っえおけゃ, 

„けしすぇゃぇくっすけ くぇ すぇゃぇ-
くぇ いぇ しすぇさうすっ こっくしうう とっ 
しないょぇょっ ゅけかはきけ くぇこさっあっ-
くうっ, きくけゅけ ゃっさけはすくけ っ ょぇ 
こさっょういゃうおぇ きくけゅけ うしおぇ-
くうは, こさけすっしすう う うしおけゃっ いぇ 
っょくけ すぇおけゃぇ ょうしおさうきうくぇ-
ちうけくくけ さってっくうっ”. 

╃け 3-すう しっこすっきゃさう こさけょなかあぇゃぇ いぇこうしゃぇくっすけ いぇ いぇょけつくけ 
けぉせつっくうっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは 

„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. ′けゃぇすぇ そけさきぇ くぇ けぉせつっくうっ くぇ こさぇおすうおぇ 
ゃないさぇあょぇ しすぇさぇ う ょけぉさぇ すさぇょうちうは けす こさっょう 20-すうくぇ ゅけょう-
くう, おけゅぇすけ せつうかうとっすけ, こけょゅけすゃはとけ くぇえ-ょけぉさうすっ おぇょさう いぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ きぇてうくけしすさけうすっかくぇ うくょせしすさうは,  こさっょかぇゅぇてっ 
こけょけぉくぇ ゃないきけあくけしす. 
 ╁ くけゃぇすぇ そけさきぇ くぇ いぇょけつくけ けぉせつっくうっ しっ ょぇゃぇ てぇくし くぇ 

ゃしうつおう, おけうすけ くはきぇす いぇゃなさてっくけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ うかう 
こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは, ょぇ くぇこさぇゃはす 
すけゃぇ. 
]こっちうぇかくけしすすぇ, ゃ おけはすけ とっ きけゅぇす ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす いぇょけつ-

くうちうすっ, っ „〈ったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ”, ぇ こさうょけぉう-

すぇすぇ ゃこけしかっょしすゃうっ  こさけそっしうは - きぇてうくっく すったくうお. 〈けゃぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ っ くぇえ-すなさしっくぇすぇ こさけそっしうは ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
ゃ さぇえけくぇ う けす おぇいぇくかなておうすっ きぇてうくけしすさけうすっかくう こさっょこさう-
はすうは, おけうすけ ういこうすゃぇす しっさうけいっく ょっそうちうす くぇ けぉせつっくう おぇょさう 
う きぇえしすけさう, しこけしけぉくう ょぇ ういこなかくはゃぇす しかけあくう けこっさぇちうう くぇ 
きぇてうくう. ‶さぇおすうつっしおけすけ くっゅかうあうさぇくっ う 

„けぉっいおけしすはゃぇくっ”  くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ  

つさっい いぇおさうゃぇくっ くぇ すったくうおせきうすっ う しさっょくうすっ こさけそっしうけくぇか-
くう せつうかうとぇ  /]‶〈〉/ う こさっゃさなとぇくっすけ うき ゃ こさけそっしうけくぇかくう 
ゅうきくぇいうう ょけこさうくっしっ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく いぇ かうこしぇすぇ くぇ おぇつっしす-
ゃっくけ けぉせつっくう おぇょさう. ╃っゃぇかゃぇちうはすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ おぇすけ 
ちはかけ う かうこしぇすぇ くぇ きけょっさくぇ う ぇょっおゃぇすくぇ くぇ せしかけゃうはすぇ ぉぇいぇ 
いぇ こけょゅけすけゃおぇ  ょぇょけたぇ しゃけは けすこっつぇすなお ゃなさたせ  こさけそっしうけくぇか-
くうすっ う こさぇおすうつっしおう いくぇくうは う せきっくうは くぇ しさっょくけておけかちうすっ. 
╁しうつおけ すけゃぇ ょけこなかくうすっかくけ くぇかけあう くせあょぇすぇ けす ゃないさぇあょぇ-
くっすけ くぇ さぇいかうつくうすっ ゃうょけゃっ ゃないきけあくけしすう いぇ けぉせつっくうっ くぇ 
„しさっょくう” おぇょさう いぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ こさぇおすうつっしおう いぇょぇつう. 

かぇ いぇ しっさうけいくぇ ょさぇきぇすうつくぇ 
ぇおすさうしぇ. ′ぇおさぇは しっ しさっとくぇ-
かう. ╆ぇ ょぇ くっ ゅけ こさけゃけおうさぇ, 
すは ぉうかぇ ゃ ょあうくしう う はおっ, ぉっい 
ゅさぇき おけいきっすうおぇ. ′け うきっくくけ し 
すけゃぇ ゅけ こけおけさうかぇ. 〈は しなとけ くっ 
せしこはかぇ ょぇ せしすけう くぇ つぇさぇ きせ. 
╃あっえく けすおさうすけ けすさうつぇかぇ ぉさぇ-
おぇ う こさっょこけつうすぇかぇ しゃけぉけょくう-
すっ けすくけてっくうは. ╁ぇょうき けぉぇつっ 
うきぇか かけてうは くぇゃうお ょぇ しっ あっくう 
いぇ あっくうすっ, おけうすけ けぉうつぇ. ¨あっ-
くうかう しっ う ╁ぇょうき ぉうか とぇしす-
かうゃ, おぇおすけ くうおけゅぇ ょけしっゅぇ. ╁ 
すさうすっ うき しなゃきっしすくう そうかきぇ 
すけえ しっ けすくぇしはか おなき くっは おぇすけ 
おなき こさけそっしうけくぇかくぇ ぇおすさうしぇ 
けす ゃうしてぇ しすっこっく. ╁ぇょうき しっ 
しこさぇゃは けすかうつくけ - こさっゃなさくぇか 
╃あっえく ゃ っょくぇ けす くぇえ-しっおしぇ-
こうかくうすっ ぇおすさうしう くぇ しゃけっすけ 
ゃさっきっ.
‶さっい 1968 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ くぇ 

ぉはか しゃはす しっ こけはゃうかぇ ╁ぇくっしぇ. 
《うかきなす くぇ ╁ぇょうき し 《けくょぇ ゃ 
ゅかぇゃくぇすぇ さけかは - „╀ぇさぉぇさっかぇ“, 
しつせこうか ゃしうつおう さっおけさょう こけ 
ゅかっょぇっきけしす. ╃あっえく こさうっかぇ ょぇ 
しくうきぇ ゃ ]┿】 う すっ いぇきうくぇかう 
いぇ ′の ╈けさお, おなょっすけ しっ たゃなさ-
かうかう ゃ てせきくうは しゃっすしおう あう-
ゃけす. [ぇいょっかはす しっ ょさぇきぇすうつくけ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ ゅけょうくう.

╉ぇすさうく 【くぇえょっさ.
‶さっい 1975 ゅ. さっあうしぬけさ-

なす しっ あっくう いぇ つっすゃなさすう こなす. 
╇いぉさぇくうちぇすぇ っ  ぉけゅぇすぇすぇ くぇ-
しかっょくうちぇ, しけぉしすゃっくうつおぇ くぇ 
いぇゃけょう いぇ しすけきぇくぇ. ̈ す くっは すけえ 
うきぇ しうく – ╁ぇくは. ]かっょ ょゃっ ゅけ-
ょうくう しっ さぇいゃっあょぇす. 

╋ぇさう-╉さうしすうく ╀ぇさけ っ 
あっくぇすぇ, し おけはすけ ╁ぇょうき 

しっ いぇょなさあぇ こけゃっつっ けす 10 ゅけ-
ょうくう. ╂けょうくぇすぇ っ 1990. [けあっ  
っ こさけきっくっく, くぇ 63 ゅけょうくう すけえ 
ゃっつっ っ うょっぇかくうはす しなこさせゅ. „〈は 
っ こなさゃぇすぇ, おけはすけ ゃないこさうっ けし-
くけゃくうは きう こさうくちうこ: くうおけゅぇ 
ょぇ くっ さぇいゃぇかはきっ し ぉっいきうしかっ-
くう おぇゃゅう ゅかぇゃくけすけ ゃ あうゃけすぇ 
くう. ╆ぇ ゃしうつおうすっ ゅけょうくう くうっ 
くっ しきっ しっ おぇさぇかう くうすけ ゃっょ-
くなあ. ‶なかくけ したけょしすゃけ くぇ ゃない-
ゅかっょうすっ, しっおしせぇかっく さぇいちゃっす. 
╃けしっゅぇ しなき ゃおせしゃぇか しぇきけ すさけ-
たうすっ けす すけゃぇ とぇしすうっ.“ 

╁いぇうきくけしす し ゃしうつおう 
しゃけう あっくう. ╁ぇょうき しっ 

けすょぇか くぇ かうすっさぇすせさぇすぇ. ╄ょくぇ 
しかっょ ょさせゅぇ ういかっいかう おくうゅうすっ 
きせ, こけしゃっすっくう くぇ ゃっかうおうすっ 
きせ あっくう. „┿い けつっゃうょくけ しなき 
くぇょぇさっく し くはおぇおゃぇ ゃなすさってくぇ 
ぇくすっくぇ, せかぇゃはとぇ あっかぇくうはすぇ 
うき… ]きはすぇき, つっ あっくうすっ せしっ-
とぇす, つっ ゅう ういしかせてゃぇき う さぇい-
ぉうさぇき. ╇ いぇすけゃぇ きう けすゅけゃぇさはす 
し ゃいぇうきくけしす.“
] ゃしうつおうすっ しう あっくう すけえ いぇ-

こぇいうか こさうはすっかしおう けすくけてっ-
くうは. ′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ, 
こさっい 2000-すぇ ゅけょうくぇ しっ しなぉう-
さぇす つっすうさう けす 5-すっ きせ しなこさせ-
ゅう. ╂けかっきうはす さっあうしぬけさ せきうさぇ 
けす さぇお, ゃ ‶ぇさうあ. ‶けゅさっぉぇく っ ゃ 
ゅさぇょぇ, おけえすけ すけえ こさけしかぇゃうか - 
]っく 〈さけこっ.                                                                                                                             

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╀さうょあうす ╀ぇさょけ

╉ぇすさうく ╃っくぬけゃ
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╅『』╊〉╅]』[╅【╅ ′╅╆╅╇╅ぁ〉¨を╅ 
《【╈]╊╉╅]╅ [〈╊【╅ 〉╅ ぃ¨》[╅

„╇《‶╇《╉╅“  》¨ぃ╊ ╉《[【《『╅【 ′╅ 《』〉《╇╅【╊]っ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“
》ちそおひしきかせけか たそ てかすあてあ そて いちそこ 60:

╀っいおさぇえくうはす しこうしなお, おけえすけ ょけおぇいゃぇ こさけしかけゃせすうは ういさぇい „┿さしっくぇか” っ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇ-
ょさう”, くはきぇ おぇお ょぇ っ こなかっく ぉっい うきっすけ くぇ おきっすぇ くぇ 【うこおぇ - すさっすう きぇくょぇす, ]すけはく ╇ゃぇくけゃ. 
”》ゃぇくぇた しっ し おきっすせゃぇくっすけ いぇさぇょう ぉかぇゅけすけ くぇ 【うこおぇ, うくぇつっ - ゃ „┿さしっくぇか” しう きう ぉってっ 
たせぉぇゃけ”, けすおさけゃっく っ ]すけはく. ‶さっい 2003-すぇ しっ „いぇこぇかうか” ょぇ しっ おぇくょうょぇすうさぇ  けす うょっはすぇ 
【うこおぇ ょぇ しすぇくっ しぇきけしすけはすっかくぇ けぉとうくぇ. ╇ょっはすぇ すさなゅくぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ う しすうゅくぇ つぇお ょけ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ. „′っ せしこはたきっ, くけ しっ ぉけさうたきっ ょけ おさぇは”, けすつうすぇ おきっすなす. ╆ぇさぇょう きっさぇおぇ くぇ 
]すけはく ╇ゃぇくけゃ, こけょおさっこっく けす てうこつっくちう, ゃ こけょぉぇかおぇくしおうは ゅっさけうつっく ゅさぇょっち しっ こさけゃっあょぇ 
こなさゃうはす こけ さけょぇ しう さっそっさっくょせき せ くぇし いぇ けすょっかはくっ くぇ けぉとうくぇ. 〈けゃぇ くうおぇお くっ っ つせょくけ 
いぇ ゅさぇょ, ういゃっしすっく し 28-すっ しう けこなかつっくちう, きくけゅけすけ しう たぇえょせすう, ゃうょくう くけあぇさう, しゃっすしおけすけ 
せつうかうとっ - ゃさなしすくうお くぇ ┿こさうかけゃしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, たせょけあくうちうすっ, ういきっあょせ おけうすけ ぉかっしすう 
しぇきけさけょくうはす すぇかぇくす くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ... ′ぇ ゃしはおぇ ゃすけさぇ ょせきぇ おきっすなす しこけきっくぇゃぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ 【うこおぇ, おけはすけ くっ こさけしすけ あうゃけ ゅけ うくすっさっしせゃぇ, ぇ ゅけ こさけゃけおうさぇ こけしすけはくくけ ょぇ こさぇゃう 
さぇいくう くっとぇ, し おけうすけ ょくってくけすけ ゃさっきっ ょぇ けしすぇゃう しゃけうすっ きぇかおう しかっょう ゃ うしすけさうつっしおぇすぇ 
しなおさけゃうとくうちぇ くぇ 【うこおぇ.
¨ぉぇつっ ゃしうつおけ いぇ ]すけはく, おぇおすけ う いぇ きくけゅけ ょさせゅう, こけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ¨とっ... ゃ ょっすしおぇすぇ 

ゅさぇょうくぇ! 〈ぇおぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ, しっゅぇ おきっす くぇ 【うこおぇ ゃっつっ 10-すぇ ゅけょうくぇ, こさっおさぇつゃぇ こけさすぇかぇ 
っょゃぇ すさうゅけょうてっく, けとっ こさっい 1962-さぇ! ╁けょっく いぇ さなおぇ けす きぇきぇ う すぇすおけ ぇさしっくぇかちう. 
╇ょゃぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ すったくうおせきぇ, しかっょ しすぇあ 

ゃ „┿さしっくぇか”. ]なこさせゅぇすぇ くぇきうさぇ しなとけ すせお.  
  „25 ゅけょうくう, ぉっい ょぇ ぉさけは  ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, うきぇき ゃ „┿さしっくぇか””, こせしおぇ ]すけはく ゃしっういゃっしす-

くけすけ しう つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ╉けっすけ っ しぇきけ っょくぇ けす すぇえくうすっ きせ, し おけはすけ  こっつっかう こさうはすっかう う 
しなきうてかっくうちう.

』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. 

′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. 

╂-く ┿くゅっかけゃ, おけっ こさけゃけおうさぇ くぇ-
せつくうは ╁う うくすっさっし おなき かうつくけしすすぇ 
くぇ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ?
- ̈ つっゃうょくけ, ゅっく. ╁なかおけゃ っ うくすっさっし

くぇ かうつくけしす, ょけさう けす ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ 
しなぉうすうはすぇ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ. ]きは
すぇき ょぇ こけょたけょは ょけしすぇすなつくけ けすゅけゃけさ
くけ おなき ういしかっょゃぇくっすけ いぇ くっゅけ う おぇすけ 
つけゃっお, う おぇすけ うしすけさうつっしおぇ そうゅせさぇ, 
おぇすけ こさっょしすぇゃはくっすけ きせ こさっょ こせぉかう
おぇすぇ ゃ きけは ょうしっすさぇちうけくっく すさせょ とっ 
こけつうゃぇ っょうくしすゃっくけ くぇ ぉぇいぇ くぇ ょけおせ
きっくすう, ぇ くっ くぇ っきけちうけくぇかくう けちっく
おう. ╇いたけあょぇき う けす せぉっあょっくうっすけ しう, 
つっ くぇせおぇすぇ くっ ぉう しかっょゃぇかけ ょぇ ぉなょっ 
あっさすゃぇ くぇ したけかぇしすうおぇすぇ, ぇ ょぇ っ けす
ゃけさっくぇ おなき くけゃう すなかおせゃぇくうは う うく
すっさこさっすぇちうう くぇ ゃっつっ ょぇょっくぇ けちっくおぇ 
くぇ おけくおさっすくう うしすけさうつっしおう しなぉうすうは, 
そぇおすう う かうつくけしすう. ]かぇゃぇ ╀けゅせ, うきぇ 
ょけしすぇすなつくけ ういゃけさけゃ きぇすっさうぇか, くぇ 
ぉぇいぇ くぇ おけえすけ きけゅぇす ょぇ しっ くぇこさぇゃはす 
ょけぉさっ けぉけしくけゃぇくう ういゃけょう. ¨ちっくおぇ
すぇ いぇ ゅっく. ╁なかおけゃ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ しぇきけ っょくぇ きぇかおぇ 
つぇしすうつおぇ けす ちはかけしすくけすけ こさっけしきうしかは
くっ う ゃゅかっあょぇくっ ゃ けぉとけすけ きうくぇかけ くぇ 
くぇさけょぇ くう, ぇおけ うしおぇきっ ょぇ こさっけょけかっ
っき すけゃぇ おなさゃぇゃけ さぇいょっかっくうっ, おけっすけ 
すっゅくっ くぇょ くぇし ぉかういけ 90 ゅけょうくう. ╆ぇ
とけすけ すけゃぇ っ せしかけゃうっすけ いぇ こけしすうゅぇくっ
すけ くぇ せしこったう  ゃ ぉなょっとっ.

╉ぇおゃけ ょけ きけきっくすぇ くぇえ-きくけゅけ 
╁う ういくっくぇょぇ ゃ すぇいう ういしかっょけゃぇ-
すっかしおぇ さぇぉけすぇ?
- ╇いくっくぇょぇ きっ っょくけしすさぇくつうゃけしすすぇ 

ゃ くぇかけあっくうは けぉさぇい くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ, 
こさっょしすぇゃっく おぇすけ ゃないきけあくけすけ くぇえ-
ゅけかはきけ いかけ ゃ しなゃさっきっくくぇすぇ ぉなかゅぇさ
しおぇ うしすけさうは. ╁しなとくけしす, けおぇいゃぇ しっ, つっ 
すけゃぇ っ っょうく ぇきぉうちうけいっく けそうちっさ, しなし 
しっさうけいくぇ すっけさっすうつくぇ う こさぇおすうつっしおぇ 
こけょゅけすけゃおぇ, おけえすけ ゃ っょくう すさせょくう 
いぇ さけょうくぇすぇ くう ょくう こけっきぇ けすゅけゃけさ
くけしすすぇ いぇ けさゅぇくういうさぇくっすけ う ういゃなさて
ゃぇくっすけ くぇ ╃っゃっすけのくしおうは こさっゃさぇす, 
ゃはさゃぇえおう, つっ すけゃぇ っ しこぇしうすっかくうはす いぇ 
╀なかゅぇさうは こなす けす おさういぇすぇ, けぉたゃぇくぇかぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ しかっょ ‶なさゃぇ
すぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ. ╇いおかのつうすっかくぇすぇ 
さってうきけしす くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ う くっゅけゃうすっ 
しなきうてかっくうちう, けぉぇつっ, しっ しぉかなしおゃぇ し 
さってうきけしすすぇ くぇ ょさせゅう ぉなかゅぇさう, ゃはさ
ゃぇとう, つっ しこぇしっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは っ 
ゃ くぇかぇゅぇくっすけ くぇ ょうおすぇすせさぇすぇ くぇ こさけ
かっすぇさうぇすぇ. ¨あっしすけつっくけしすすぇ, し おけはすけ 
ゃしはおぇ けす ょゃっすっ しすさぇくう っ ゅけすけゃぇ ょぇ 
くぇかけあう ゃけかはすぇ しう, いぇ しなあぇかっくうっ, しっ 
はゃはゃぇ くっこさっけょけかうきぇ こさっつおぇ こさっょ 
くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇいせきくうは おけきこさけ
きうし, くっけぉたけょうき いぇ こさけしこっさうすっすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ. 〈けゃぇ ょけゃっあょぇ ょけ 
すぇいう おなさゃぇゃぇ ゃぇおたぇくぇかうは, おけはすけ くぇ
しすなこゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは ゃ こっさうけょぇ 1923-
1925 ゅ. ╁ ういしかっょゃぇくうは おぇすけ すけゃぇ, 
おけっすけ こさぇゃは, ぉう しかっょゃぇかけ ちっかすぇ ょぇ 
っ ょぇ しっ しないょぇょっ きぇおしうきぇかくけ けぉっお
すうゃくぇ こさっょしすぇゃぇ いぇ すけゃぇ, おけっすけ しっ 
っ しかせつゃぇかけ ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす. ¨ぉはし
くはゃぇえおう しう すけゃぇ, くうっ とっ さぇいぉっさっき 
きくけゅけ けす くっとぇすぇ, おけうすけ しっ しかせつゃぇす ゃ 
けぉとうは くう あうゃけす ょくっし.

╉なょっ しすけう ゅっく. ╁なかおけゃ おぇすけ うし-
すけさうつっしおぇ かうつくけしす ゃ しなこけしすぇゃ-
おぇすぇ し ょさせゅう そうゅせさう ゃ さけょくぇすぇ 
うしすけさうは?  
-  ′っしなきくっくけ ╇ゃぇく ╁なかおけゃ っ そうゅせ

さぇ けす くぇちうけくぇかくけ いくぇつっくうっ ゃ くけゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ うしすけさうは. ′っゅけゃぇすぇ かうつくぇ 
しなょぉぇ っ ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ, つっ 
ぉなかゅぇさしおけすけ けそうちっさしすゃけ ゃうくぇゅう っ 
ぉうかけ きくけゅけ ょけぉさっ こけょゅけすゃっくけ う しっ 
っ しこさぇゃはかけ っょくぇおゃけ ょけぉさっ, おぇおすけ 
し ゃけっくくうすっ, すぇおぇ う し けぉとっしすゃっくうすっ 
ゃなこさけしう. ′っ しぇ きぇかおけ けそうちっさうすっ けす 
すけいう おぇかうぉなさ, おけうすけ しぇ くぇこさぇゃうかう う 
いぇゃうょくぇ けぉとっしすゃっくぇ おぇさうっさぇ. 〈けゃぇ 
こけおぇいゃぇ, つっ こけくっ こさっょう しすけ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ すっいう たけさぇ しぇ ぉうかう きかぇょう う しぇ 
しっ けそけさきはかう おぇすけ かうつくけしすう う こさけそっ
しうけくぇかうしすう, ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ, 
つさっい けぉさぇいけゃぇすっかくうすっ しう うくしすうすせ
ちうう, っ しないょぇゃぇかぇ おぇょさう, きけすうゃうさぇくう 
ょぇ さぇぉけすはす いぇ くっえくうは  こさけしこっさうすっす. 

╄あっょくっゃくうすっ しさっとう し くぇえ-
さぇいかうつくう たけさぇ う ゃこせしおぇくっ-

すけ ゃなゃ  ゃしっゃないきけあくう くぇつうくぇくうは 
かうつぇす くぇ ]すけはく けとっ ゃ „┿さしっ-
くぇか”. 〈せお すけえ, けしゃっく, つっ けすゅけゃぇ-
さは いぇ こけょょさなあおぇすぇ くぇ くぇえ-ゅけかは-
きけゅぇぉぇさうすくうすっ きぇてうくう ゃ いぇゃけょ 
5 - たけぉっかうすっ, しすぇゃぇ ぇおすうゃっく 
しぇきけょっっち, ぇ しなとけ う しこけさすうしす. 
╇ゃぇくけゃ っ きけくすぬけさ - こけょょさなあおぇ 

くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう ゃ ちった 
120. ╀うか っ う ゃ けすょっかぇ „]すぇくょぇさ-
すういぇちうは う せくうそうおぇちうは” おなき いぇ-
ゃけょ 5. ¨すすけゅぇゃぇ こけきくう ゅけさょけしす-
すぇ くぇ ぇさしっくぇかちう けす しょけぉうゃぇくっすけ 
し くけゃぇ きけょっさくぇ はこけくしおぇ すったくう-
おぇ. ╂けさょけしす,  おけはすけ ]すけはく こけきくう 
こさっい ょせきうすっ: ”‶なさゃう ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃ 21-ゃう ゃっお とっ ゃかっいっ „┿さしっくぇか”. 
]すけはく ゅう つせか けす ╉させき 》さうしすけゃ. 
′ぇ ぉなょっとうは おきっす くっ きせ しっ „けこう-
さぇす” くうすけ そさっい- たけぉっかぇ, くうすけ 
ぉけさゃっさいうすっ, くうすけ てかぇえそ-たけぉっ-
かぇ. ]なとうは  たなし けす ぇさしっくぇかしおけ-
すけ しう こさっょおきっすしおけ ぉうすうっ ]すけはく 
う ょくっし ゃかぇゅぇ ゃ さぇいくう ょけきぇてくう  
いぇくうきぇくうは, ゃ おけうすけ こさうかぇゅぇ 
しすぇさう しさなつくけしすう - いぇすけつゃぇ うく-
しすさせきっくすう, こさうかぇゅぇ ょけさう てう-
ゃぇておう すなくおけしすう. „‶けょょなさあぇき しう 
きぇえしすけさしおうすっ せきっくうは けす „┿さしっ-
くぇか”, てっゅせゃぇ しっ しなし しっぉっ しう おきっ-
すなす, ”╁しうつおけ こさぇゃは, しぇきけ きなあおう 
ょっちぇ くっ しなき こさぇゃうか”... 
╉うすぇさうすっ う こけかうすうつっしおうすっ 

こっしくう しぇ しなとけ ぇさしっくぇかしおう しこけ-
きっく. ╆ぇっょくけ しなし しおうすっ う すせさうし-
すうつっしおうすっ しなしすっいぇくうは. ╉きっすなす 
くぇ 【うこおぇ ぉうか ゃ はょさけすけ くぇ ぇさ-
しっくぇかしおうすっ けすぉけさう ゃ いうきくうすっ 
しこけさすけゃっ.
┿さしっくぇかしおう こさうはすっか - ╃うきけ 

╃あせさけゃ, ぉうか う つけゃっおなす, おけえすけ 
ゅけ ゃけょう ゃ ちなさおけゃくうは たけさ こさう 
こさぇゃけしかぇゃくうは ╉ぇすっょさぇかっく たさぇき 
„]ゃっすう ╈けぇく ‶さっょすっつぇ”. 〈ぇき 
きけとくうはす ぉぇし くぇ ]すけはく くぇきうさぇか 
こけおけえ ゃ ちなさおけゃくうすっ こっしくけこっくうは 
ちっかう 5 ゅけょうくう. ‶けしかっ ぇくゅぇあう-
きっくすうすっ ゅけ „いぇすさせこゃぇす” う ゃさっきっ 
いぇ さっこっすうちうう くっ けしすぇゃぇ. ┿ ]すけ-
はく くっ うしおぇ ょぇ しっ けすくぇしは くっしっ-
さうけいくけ おなき たけさぇ, ょうさうあうさぇく けす 
╃っかはくぇ ╉けかっゃぇ. ′はきぇ ゃさっきっ いぇ 
しかせあぉうすっ ゃ たさぇきぇ, くけ う ょくっし

′っとけ, おけっすけ しっゅぇ つっしすけ うきぇきっ けしくけゃぇ
くうは ょぇ こけしすぇゃはきっ こけょ しなきくっくうっ. 
╇ゃぇく ╁なかおけゃ っ っょくぇ けす こさうおさうすうすっ 

こっさかう ゃ おけさけくぇすぇ けす かうつくけしすう, おけうすけ 
╉ぇいぇくかなお っ ょぇか くぇ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ しなあぇ
かっくうっ, おぇおすけ すゃなさょっ つっしすけ しっ しかせつゃぇ せ 
くぇし, こけさぇょう ぉっいおさぇえくけ っょくけしすさぇくつう
ゃぇすぇ けちっくおぇ, ょぇょっくぇ けす きぇさおしうしすおぇすぇ 
うしすけさうけゅさぇそうは いぇ くっゅけ, すけえ けしすぇゃぇ ゃ 
しはくおぇすぇ くぇ いぇぉゃっくうっすけ.

╃けてかけ かう っ すけゅぇゃぇ う ゃさっきっすけ, おけ-
ゅぇすけ ょぇ ゃょうゅくっき こぇきっすくうお ゃ ╉ぇいぇく-
かなお くぇ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, おぇおゃうすけ 
うょっう こっさうけょうつくけ ゃ こけしかっょくうすっ 20 
ゅけょうくう しっ こけはゃはゃぇす? 
-  〈っきぇすぇ っ ぇおすせぇかくぇ, ぇ うょっはすぇ いぇ くっは 

こっさうけょうつくけ ゃかういぇ ゃ ょくっゃくうは さっょ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ. ]こけさっょ きっく, ょけ さってっくう
っすけ ょぇかう ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく こぇきっすくうお 
くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ うかう ういけぉとけ こけ くはおぇ
おなゃ ょさせゅ くぇつうく すけえ ょぇ ぉなょっ せゃっおけゃっ
つっく, すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃいっきっ っょゃぇ, しかっょ おぇすけ 
ぉなょっ ょぇょっくぇ けぉっおすうゃくぇ けちっくおぇ くぇ くっ
ゅけゃうは あうゃけす う こけかうすうつっしおぇ ょっえくけしす. 
╆ぇとけすけ, ぇおけ すけゃぇ くっ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ う 
っきけちうはすぇ けすくけゃけ くぇょょっかっっ, とっ ぉなょっき 
さぇいょっかっくう. ┿ おぇおすけ ゃっつっ ういすなおくぇた, ゅけ
かっきうはす こさけぉかっき くぇ くぇてっすけ けぉとっしすゃけ っ 
さぇいょっかっくうっすけ. 

╉けえ っ くぇえ-うくすっさっしくうはす ょけおせきっくす, 
こけこぇょくぇか ╁う ょけ きけきっくすぇ?
- ╋くけゅけ しぇ. ╁しっ けとっ くっ しなき さぇぉけすうか し 

ょけおせきっくすう, しなたさぇくはゃぇくう ゃ きっしすくうすっ う 
さっゅうけくぇかくう うくしすうすせちううう. 〈けゃぇ すっこなさゃぇ 
こさっょしすけう. 
¨す すけゃぇ, おけっすけ ゃうょはた, うきぇ きくけゅけ ょけおせ

きっくすう, いぇ おけうすけ くうおけえ くっ こけょけいうさぇ, つっ 

しなとっしすゃせゃぇす. ╄ょうく けす すはた っ けす 1935-すぇ ゅけ
ょうくぇ, おけゅぇすけ, おぇおすけ う ょくっし, しっ けぉしなあょぇ ゃな
こさけしなす, ょぇかう すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こさぇゃっくぇ くけゃぇ 
╉けくしすうすせちうは. ╂っく. ╁なかおけゃ きくけゅけ しすっゅくぇすけ, 
ゃ 7-8 しすさぇくうちう ういかぇゅぇ しゃけはすぇ こさっょしすぇゃぇ 
いぇ すけゃぇ おぇお すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ けさゅぇくういうさぇく 
けぉとっしすゃっくうはす あうゃけす せ くぇし, おぇお すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ しすさせおすせさうさぇく う おぇお ょぇ そせくおちうけくう
さぇ ちっかうはす けぉとっしすゃっく きったぇくういなき. ╋くけゅけ 
うくすっさっしくう ょけおせきっくすう うきぇす けしゃっすかはゃぇとう 
さぇいかうつくう きけきっくすう けす ょっえくけしすすぇ きせ おぇすけ 
けそうちっさ. 〈ぇおぇ くぇこさうきっさ, こけ ゃさっきっすけ, おけ
ゅぇすけ すけえ っ ′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 こさっい 1917 ゅ., ╁なかおけゃ 

ういょぇゃぇ いぇこけゃっょ, し おけはすけ, うく
そけさきうさぇえおう くぇょけかせ こけ ゃっ
さうゅぇすぇ こけょつうくっくうすっ しう けそう
ちっさう けすくけしくけ こさうょけぉうすうすっ 
けす ぉなかゅぇさしおけすけ さぇいせいくぇゃぇくっ 
しゃっょっくうは いぇ さぇいすけゃぇさゃぇくっ けす 
しすさぇくぇ くぇ ]なゅかぇてっくうっすけ くぇ 
ゃけっくくう ぉさけくうさぇくう おけかう ゃ ]け
かせく, こさっこけさなつゃぇ う きっさおう いぇ 
こさけすうゃけょっえしすゃうっ う くっせすさぇかう
いうさぇくっ くぇ すけゃぇ くけゃけ いぇ ╀なか
ゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは けさなあうっ. ╉ぇい
ゃぇき すけゃぇ, いぇ ょぇ うかのしすさうさぇき, 
つっ ゅっく. ╁なかおけゃ っ ぉうか つけゃっお, 
おけえすけ ゃうくぇゅう しっ っ しすさっきはか ょぇ 
ぉなょっ ゃ おさぇお し くけゃけしすうすっ ゃなゃ 
ゃけっくくけすけ ょっかけ う っ こけかぇゅぇか 
くっこさっおなしくぇすけ せしうかうは すっいう 
くけゃけしすう ょぇ ぉなょぇす こさけせつゃぇくう 
う こけ ゃないきけあくけしす こさうかぇゅぇくう ゃ 
こけかいぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは う 
くっえくぇすぇ ぉけっしこけしけぉくけしす.
╇いおかのつうすっかくけ うくすっさっしくう しぇ 

う ょけおせきっくすうすっ, おけうすけ ╃なさ
あぇゃくぇ しうゅせさくけしす っ ういゅけすゃはかぇ 
いぇ くっゅけ. ╁うあょぇ しっ おぇお し っょくけ 
ょさぇしゃぇくっ くぇ たうきうつっしおうは きけ
かうゃ くっゅさぇきけすくう きうかうちうけくっさう 
しぇ きけゅかう ょぇ こさけきっくはす いぇゃう
くぇゅう しなょぉぇすぇ くぇ たけさぇ う ちっかう 
しっきっえしすゃぇ.
╇くすっさっしくう しぇ う ょけおせきっくすう 

くぇ 『╉ くぇ ╀╉‶ う ‶けかうすぉのさけ. 
¨す すはた しすぇゃぇ はしくけ おぇお ゃ うきっすけ 
くぇ こけかうすうおぇすぇ う きけきっくすくうは 
こけかうすうつっしおう うくすっさっし こぇさすうえ
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ すけゅぇゃぇ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ しう っ こけいゃけかはゃぇかけ 
ょぇ ゃいうきぇ さってっくうは, おけうすけ けぉ
しかせあゃぇす おけくのくおすせさぇすぇ,   ぇ くっ 
うしすうくぇすぇ.
]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ けゅさけきっく くぇ

ぉけさ けす ょけおせきっくすう けす さぇいかうつくけ 
っしすっしすゃけ, おけうすけ しっ くぇょはゃぇき ょぇ 
けぉさぇぉけすは う しうしすっきぇすういうさぇき 
こけ ょけぉなさ くぇつうく, すぇおぇ, つっ ゅっく. 
╁なかおけゃ ょぇ ぉなょっ こさっょしすぇゃっく 
こさっょ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉとっしすゃっ
くけしす こけ きぇおしうきぇかくけ こさぇゃょうゃ 
う けぉけしくけゃぇく くぇつうく. 

′っとけ かのぉけこうすくけ けす かうつ-
くうすっ ぇさたうゃう?
- ¨とっ くっ しなき さぇぉけすうか し すぇ

おうゃぇ. ‶さっょう ょくう, けぉぇつっ, ゃ 
かうつっく さぇいゅけゃけさ しなし ]うきっけく 
]ぇおしおけぉせさゅゅけすしおう, こけかせつうた 
せゃっさっくうっ, つっ こさう くぇかうつうっ くぇ 
ょけおせきっくすう ゃ しっきっえくうは  ぇさたうゃ 
くぇ ちぇさしおけすけ しっきっえしすゃけ とっ 
うきぇき ゃないきけあくけしす ょぇ しっ いぇこけい
くぇは し すはた. ╁しはおぇ うくそけさきぇちうは 
ぉう ぉうかぇ こけかっいくぇ, いぇ ょぇ ゃかっ
いっき きぇおしうきぇかくけ „こけょ おけあぇすぇ“ 
くぇ くぇてうは しなゅさぇあょぇくうく, いぇ ょぇ 
ゅけ ゃうょうき しかっょ すけかおけゃぇ ゅけょうくう 
ゃ うしすうくしおぇすぇ きせ しゃっすかうくぇ.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう
╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

]すけはく こっっ
„╋くけゅぇは かっすぇ” ゃきっしすけ 

„》っこう ぉなさょ ょっえ”

【うこつっくしおうはす こぇすさう-
けす こさういくぇゃぇ, つっ しっ ょさぇい-
くう きくけゅけ, おけゅぇすけ ぉなかゅぇさう 
こっはす ぇくゅかうえしおうは こけいょさぇゃ 
いぇ 』っしすうす さけあょっく ょっく, 

ゃきっしすけ さけょくけすけ  „╋くけゅぇは 
かっすぇ!”. ╆ぇすけゃぇ こけ おせこけくう 
う のぉうかっう, ゃっょくぇゅぇ とけき 
つせっ ぇくゅかうえしおぇすぇ こっしくうつ-
おぇ, しすぇゃぇ ょぇ は „こけたかせこう” し 
きけとくけ „╋くけゅぇは かっすぇ!”. 〉ゃ-
かっつっくうっ こけ こさぇゃけしかぇゃくぇすぇ 
すっきぇ おきっすなす くぇ 【うこおぇ くはきぇ 
おぇお ょぇ くはきぇ, いぇとけすけ っ うい-
さぇしくぇか おさぇえ ょけしすけかっこうっすけ 
くぇ たさぇき-こぇきっすくうおぇ „[けあ-
ょっしすゃけ 》さうしすけゃけ” う てうこ-
つっくしおぇすぇ ちなさおゃぇ „〉しこっくうっ 
くぇ ‶さっしゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ”. 
╁ くっゅけゃうは ょくっゃっく さっょ ‶さぇ-
ゃけしかぇゃくぇすぇ かうすせさゅうは っ くぇえ-
ゃぇあくぇ つぇしす けす こさけゅさぇきぇすぇ 
くぇ すさぇょうちうけくくうは しなぉけさ こけ 
╂けかはきぇ ╀けゅけさけょうちぇ, おけえすけ 
おきっすなす しすはゅぇ すうは ょくう. ╇ゃぇ-
くけゃ ょなさあう こさぇいくうおなす ょぇ くっ 
しっ こさっゃさなとぇ しぇきけ ゃ „はょっくっ 
う こうっくっ”, いぇすけゃぇ っ こけおぇくうか 
こけっす し おうすぇさぇ, けさゅぇくういうさぇか 
っ こさっょしすぇゃはくうは くぇ おくうゅう, 
ういかけあぉう くぇ きっしすくう いぇくぇはす-
つうう. 
╇くぇつっ, おせこけくょあうはすぇ ╇ゃぇ-

くけゃ こさういくぇゃぇ, つっ てうこつっくちう 
しはおぇて こけゃっつっ すぇつぇす いうきくうは 
しう こさぇいくうお - 〈さうそけく ╆ぇさっ-
いぇく. 〈けゅぇゃぇ しっ しなぉうさぇす こけ-
ゃっつっ たけさぇ, こなお うきぇ う ゃうく-
ちっ, う きっいっ, ぇ う くはきぇ あっゅう.
╉ぇすけ おきっす いぇ こさうきっさ ゃなゃ 

ゃしはおけ けすくけてっくうっ, ゃうくちっすけ 
う きっいっすけ ]すけはく しう こさぇゃう 
しぇき. ╇ すけ ゃうくけ - ”くぇ そうかうえ-
おぇ ょぇ ゅけ くぇきぇあって!” う きっいっ - 
けす „くぇえ-すなくおうすっ”. ╉せかうくぇさ-
くうすっ しう ょぇさぉう てうこつっくしおうはす 
おきっす ょけおぇいゃぇ し ゃしはおぇおゃう 
かせおぇくおう, かせつっくおう, ぉせす こけ 
っかっくしおう, ぉぇぉっちう...! 〈けかおけ-
ゃぇ っ くぇゃなすさっ ゃ すっきぇすぇ, つっ 

しう こけいゃけかうか ょぇ ういこうすぇ しぇきうは 
〉すう ╀なつゃぇさけゃ こけ ゃなこさけしぇ: 
”】け っ すけ „おぇゃぇさょうしゃぇくっすけ?”. 
〉すう ういくっくぇょゃぇとけ けすゅけゃけさうか 
こさぇゃうかくけ, おけっすけ ゃょうゅぇ うきう-
ょあぇ くぇ てけせきっくぇ きせ ゃ けつうすっ 
くぇ ]すけはく いぇ おけかっゅぇすぇ-かけゃっち. 
╉ぇおすけ 〉すう, すぇおぇ う てうこつっくしおう-
はす おきっす, しぇ „しすぇさう こせておう”. 

╉きっすなす っ う かけゃっち わ1
くぇ 【うこおぇ       

]すけはくつけ, おぇおすけ し けぉうつ ゅけ 
くぇさうつぇす ぉかういおう こさうはすっかう, 
けゅかぇゃはゃぇ ╊けゃくぇすぇ ょさせあうくおぇ 
くぇ 【うこおぇ けす 2000-すぇ ゅけょう-
くぇ. ‶け ゅけさうすっ し こせておぇ ゃ さなちっ 
すさなゅくぇか けとっ けす ぇさしっくぇかしおけすけ 
しう ゃさっきっ - 1982-さぇ. ╆ぇ ]すけはく 
╇ゃぇくけゃ かけゃょあうえしすゃけすけ っ けす-
ゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ. [ぇいたけょおうすっ 
ゃ ゅけさぇすぇ う けすしすさっかゃぇくっすけ くぇ 
ょうゃっつぇ しぇ っょくけ くぇ さなおぇ, くけ 
ょっえくけしすすぇ こけ こけょょなさあぇくっすけ 
くぇ あうゃけすぇ くぇ ゅけさぇすぇ っ くっとけ 
しなゃしっき ょさせゅけ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ 
しすぇさすなす くぇ くけゃうは かけゃっく しっいけく 
くぇ 10-すう ぇゃゅせしす, 40-うきぇすぇ  
てうこつっくしおう かけゃちう こけしさっとぇす 
くぇ 》ぇえょせておけすけ おかぇょっくつっ くぇょ 
ゅさぇょつっすけ. 〈さぇょうちうはすぇ こけゃっ-
かはゃぇ ゃ こなさゃうは ょっく けす かけゃくうは 
しっいけく ょぇ しっ ういかういぇ しなし しなこさせ-
ゅうすっ. ]すけはく しこぇいゃぇ こさぇゃうかぇ-
すぇ. 
¨ぉうつぇ ょぇ しこぇいゃぇ こさぇゃうかぇすぇ 

う こさう さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ きぇか-
おうは ゅさぇょ, おけえすけ しっ けこうすゃぇ ょぇ 
ゃないさぇあょぇ し けぉうつ. 』けゃっおなす, 
おけえすけ くぇこさぇゃう けすおさうゃぇすっかは 
くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇさっすっ - ょ-さ 
╂っけさゅう ╉うすけゃ, こけつっすっく ゅさぇあ-
ょぇくうく くぇ 【うこおぇ, ゅけょうくぇ こさっ-
ょう ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ しっすう いぇ 
すけゃぇ, ょくっし っ さぇいけつぇさけゃぇく: ゅけ-
かはきぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ 【うこおぇ - 
ゅさぇょつっすけ ょぇ しっ けすゃけさう こけゃっつっ 
おなき しゃっすぇ つさっい ぉかういけしすすぇ しう し 
すさぇおうえしおうすっ ゅさけぉくうちう, くっ しっ 
しぉなょゃぇ. ̈ ぉっとぇくうはす こさっょう ゅけ-
ょうくう うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ 
くぇ ゃたけょぇ くぇ ゅさぇょぇ う しゃなさいゃぇ-
くっすけ くぇ ゃしうつおう きけゅうかう ゃ けぉと 
きけょっさっく おけきこかっおし いぇしっゅぇ しう 
けしすぇゃぇす ぉかはくけゃっ. ╉きっすなす くっ っ 
ょけゃけかっく う けす さっきけくすぇ くぇ 【せ-
てきぇくっち, おけえすけ すっつっ ゃ きけきっく-
すぇ: ”‶さっおぇさぇたぇ ゃけょぇ いぇ すさうすっ 
ゅさけぉくうちう, ぇ しっゅぇ こけしすぇゃはす たう-
きうつっしおう すけぇかっすくう...”, っ おさぇす-
おうはす きせ おけきっくすぇさ. ]すけはく ╇ゃぇ-
くけゃ くっ しっ おけかっぉぇっ ょぇ すなさしう 
きっょううすっ ゃ こけきけと くぇ 【うこおぇ. 
【うこつっくちう しっ こさけつせたぇ こさっょう 
ょゃっ ゅけょうくう し すゃ-さっこけさあぇあ 
くぇ ╉ぇくぇか 1 いぇ こぇょくぇかぇすぇ ゃ  

ゅさけぉくうちぇ おさぇゃぇ, いぇとけすけ, しかっょ 
おぇすけ こけかせつうか けすおぇい いぇ さってっ-
くうっ くぇ こさけぉかっきぇ けす おぇおゃう かう 
くっ ゃかぇしすう, おきっすなす こさうぉはゅくぇか 
ょけ おぇきっさぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ぅくっゃ. 
╃ぇ しっ ゃないさけょう 【うこおぇ! ╁しうつ-

おうすっ  うくうちうぇすうゃう くぇ ]すけはく しぇ 
ゃしっ ゃ すぇは こけしけおぇ: けこうすなす 【うこ-
おぇ ょぇ しすぇくっ けすょっかくぇ けぉとうくぇ し 

こけゃっつっ きっしすくう こさぇゃけきけとうは; 
うょっはすぇ ょぇ しっ ゃなさくっ しすぇさけすけ 
うきっ ]ゃっすう ′うおけかぇ くぇ ゃなさ-
たぇ, おなょっすけ っ ‶ぇきっすくうおなす くぇ 
]ゃけぉけょぇすぇ; しなあうゃはゃぇくっすけ くぇ 
しゅさぇょうすっ くぇ しすぇさけすけ おきっすしすゃけ 
う つうすぇかうとっすけ; こさっゃさなとぇ-
くっすけ くぇ ういけしすぇゃっく こぇゃうかうけく 
ゃ ょっすしおう おかせぉ; いぇこぇいゃぇくっすけ  
くぇ せつうかうとっすけ, おけっすけ うきぇてっ 
けこぇしくけしす ょぇ ぉなょっ いぇおさうすけ いぇ-
さぇょう かうこしぇ くぇ ょっちぇ... ╇いけぉ-
とけ: ”]なあうゃはゃぇくっすけ っ けしくけゃっく 
こさけぉかっき くぇ 【うこおぇ, おぇおすけ くぇ 
ちはかぇ ╀なかゅぇさうは”, ゃうょはか っ いぇ 10 
ゅけょうくう おきっすなす くぇ うしすけさうつっ-
しおけすけ しっかうとっ, くぇきぇかはかけ こさっい 
すけゃぇ ゃさっきっ し ちっかう 600 ょせてう. 
╆ぇすけゃぇ っ ぇぉしけかのすくけ しうゅせさっく:

¨ぉっいかのょはゃぇくっすけ っ
ゅけかっきうはす くう こさけぉかっき!

„┿おけ うきぇ たけさぇ, うきぇ ゃしうつおけ!”, 
さぇいしなあょぇゃぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ. 
〈けえ しっ つせょう おぇお ゃ こけしかっょくう-
すっ ゅけょうくう ゃしっ こけ-くっせおう たけさぇ 
うょゃぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ おきっすしすゃけすけ 
こけ ゃさっきっくくうすっ  こさけゅさぇきう. ¨す 
しすさぇた ょぇ くっ うき こけゃっさう すったくう-
おぇ, おけはすけ くっ きけゅぇす ょぇ せこさぇ-
ゃかはゃぇす, おきっすなす つっしすけ しぇき こけょ-
おぇさゃぇ おけしぇつおぇすぇ うかう たゃぇとぇ 
ょさせゅけ, ゃ おけっすけ きせ うょゃぇ けすさなおう 
くぇせつっくけすけ ゃ „┿さしっくぇか”. 
′ぇせつっくけすけ くぇゃしはおなょっ すさはぉゃぇ 

きくけゅけ くぇ っょうく おきっす ゃ きぇかおけ 
くぇしっかっくけ きはしすけ, おなょっすけ いぇっょ-
くけ しなし しぇきうは くっゅけ, いぇ たけさぇすぇ 
さぇぉけすはす けぉとけ 6 ょせてう „ぉぇさぇ-
ぉぇさ” し ょゃぇきぇすぇ つうしすぇつう けす 
ゃさっきっくくぇすぇ  いぇっすけしす. ╋ぇかおけすけ 
こさぇゃけきけとうは くぇ しっかしおうすっ おきっ-
すけゃっ う おきっすけゃっすっ ういゃなく ちっく-
すなさぇ くぇ けぉとうくぇすぇ しぇ ぉけかおぇ う 
いぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ. ╉ぇすけ きくけゅけ 
しゃけう おけかっゅう, すけえ ぉう うしおぇか 
こけゃっつっ こさぇゃぇ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ 
こけっきっ う こけゃっつっ けすゅけゃけさくけ-
しすう ゃ ゅさうあぇすぇ いぇ たけさぇすぇ. ]っゅぇ 
おきっすなす つっしすけ っ ぉっいこけきけとっく 
こけ こさけぉかっきう, おけうすけ うきぇ こさぇ-
ゃけ ょぇ さってぇゃぇ  しぇきけ ぇょきうくう-
しすさぇちうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. „‶さう-
くせょっく しなき ょぇ けぉうおぇかはき きっあょせ 
つうくけゃくうちうすっ, しはおぇて こさけしは, 
ぇおけ こけうしおぇき ょぇ しゃなさてぇ くっとけ. 
〈けゃぇ っ せくういうすっかくけ いぇ おきっす, 

ういぉさぇく ょうさっおすくけ けす たけさぇすぇ”, 
おぇいゃぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ. ┿ うくぇつっ: 
たけさぇすぇ しう ゅけ うしおぇす いぇ おきっす. 
]すけはく せしっすうか すけゃぇ くぇ つうしすけ 
ゃっさぉぇかくけ くうゃけ けとっ こさう こなさ-
ゃけすけ しう おぇくょうょぇすうさぇくっ. „‶けょ-
おさっこぇすぇ くぇ たけさぇすぇ しっ せしっとぇ”, 
おぇすっゅけさうつっく っ てうこつっくしおうはす 
おきっす, せたぇあゃぇく う けす きくけゅけ こぇさ-

すうう こさっょう こけさっょくうすっ ういぉけさう. 
„╇しおぇす きっ けす ゃしうつおう こぇさすうう 
ぉっい ╀]‶ う ╃‶]”, こぇお しっ てっ-
ゅせゃぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ, ういょうゅくぇす 
くぇゃさっきっすけ けす ╇くうちうぇすうゃっく 
おけきうすっす, おきっすせゃぇか し こけょおさっ-
こぇすぇ くぇ きくけゅけ, こさっょうきくけ ょっ-
しくう こぇさすうう.   
╁ っあっょくっゃうっすけ おきっすしおけ うきぇ 

ゃしうつおけ: かはすけすけ ]すけはく ゅぇしう こけ-
あぇさう し きっしすくう  ょけぉさけゃけかちう, 
いうきぇすぇ こさっおぇさゃぇ こさっい こさっし-
こうすっ くぇ ]ゃっすうちぇすぇ ょっちぇすぇ ょけ 
せつうかうとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁しうつ-
おけこさぇゃっくっすけ しっ こさけしすうさぇ ょけさう 
ょけ いぇゃうくすゃぇくっすけ くぇ おさせておぇすぇ 
ゃ かぇこきぇすぇ くぇ ちなさおゃぇすぇ... ‶け-
くはおけゅぇ こさうはすっかう ょけさう ゅけ „ぉな-
いうおぇす” ょぇ ういかっいっ ょぇ しゃなさてう 
くっとけ しこってくけ, つっ ょぇ くぇきっさう 
ゃさっきっ ょぇ しっ ゃうょはす „くぇ きぇしぇ”.
》けさぇすぇ うきぇす きくけゅけ こさけぉかっ-

きう, くけ けしけぉっくけ くっこさうはすくけ っ, 
おけゅぇすけ ゅう „きけすぇはす” いぇ くっとけ こけ 
3-4 ゅけょうくう, はょけしゃぇ しっ てうこ-
つっくしおうはす おきっす, しこけきくはえおう しう 
しかせつぇう こけ ゃさなとぇくっ くぇ くぇ-
ちうけくぇかういうさぇくぇ しけぉしすゃっくけしす う 
いっきっょっかしおう いっきう.   

]すけはく ╇ゃぇくけゃ しっ さぇょゃぇ くぇ 
けくけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. ╁うあょぇ しっ 
けす こさなゃ こけゅかっょ. 〈ぇいう さぇょけしす 
けす しゃなさてっくけすけ こさぇゃう ょっくは きせ 
うくすっさっしっく う ぉけゅぇす. „╁さっきっ-
すけ っ くぇえ-ちっくくけすけ. ]かっょ おぇすけ 
くぇきうさぇき ゃさっきっ いぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ くっとぇ, いくぇつう しなき ぉけゅぇす 
つけゃっお!”, きうしかう いぇ しっぉっ しう おきっ-
すなす くぇ 【うこおぇ, おけえすけ くうおぇお くっ 
きけあっ ょぇ しすけう くぇ っょくけ きはしすけ.
‶けつうゃぇ しう しぇきけ くぇっしっく - ゃ 

こかぇくうくぇすぇ し こさうはすっかう. ̈ しけぉっ-
くけ けぉうつぇ [けょけこうすっ! 
¨ぉうつぇ ょぇ しう しこけきくは う たせ-

ぉぇゃけすけ こさっい ゅけょうくうすっ. ╉ぇすけ 
けくぇいう つっさくけ-ぉはかぇ しくうきおぇ けす 
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, 
けす おけはすけ すさうきぇ ]すけはくけゃちう しっ 
しきっはす ゃ こさっゅさなょおうすっ くぇ ょさせ-
ゅぇさおぇすぇ ′っかう 《けすっゃぇ. 〈さうきぇ-
すぇ ]すけはくけゃちう, けす おけうすけ – っょうく 
ぉなょっと ╉[╀-かのぉうきっち う っょうく 
うしすうくしおう おきっす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

...╆╊′》]╅【〉¨ 》『╊╈]╊╉¨ ′╅ 『╅[
′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - あうすっかうすっ くぇ けぉとうくうすっ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 

╋なゅかうあ う ╉ぇいぇくかなお,  こけかせつうかう こけおぇくう いぇ ぉっいこかぇすくうすっ こさっゅかっょう, きけゅぇす  ょぇ ういぉうさぇす 
きっあょせ しかっょくうすっ かっつっぉくう いぇゃっょっくうは:

1. ╉¨『 /╉けきこかっおしっく けくおけかけゅうつっく ちっくすなさ/ - こさけゃっあょぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ [╋╅ (さぇお 
くぇ きかっつくぇすぇ あかっいぇ) う [╋【 ( さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ)

ゅさ. ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ,  せか. „〈けょけさ ]すけはくけゃうつ“ わ15
[っゅうしすさぇすせさぇ: 042/614 196
2. ╋『 /╋っょうちうくしおう ちっくすなさ/ „‶ぇゃっか ぉぇくは“- こさけゃっあょぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ [╋╅ (さぇお くぇ 

きかっつくぇすぇ あかっいぇ) う [╋【 ( さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ)
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, せか.“╊.╉ぇぉぇおつうっゃ“ わ4
[っゅうしすさぇすせさぇ: 0431/62225
3. ╇‶‶╋‶ /╇くょうゃうょせぇかくぇ こさぇおすうおぇ いぇ こなさゃうつくぇ きっょうちうくしおぇ こけきけと/╃-さ 〈ぇくは 

╁なかつっゃぇ こさけゃっあょぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ ╉[╉ ([ぇお くぇ ょっぉっかけすけ つっさゃけ)
ゅさ.╉ぇいぇくかなお, せか.“』せょけきうさ“ わ2, っす.2
GSM: 0899920870, 0885469804
4. ┿╂‶‶╋‶ /┿きぉせかぇすけさうは ゅさせこけゃぇ こさぇおすうおぇ こなさゃうつくぇ きっょうちうくしおぇ こけきけと/ - ╋っ

ょうお ╄] ¨¨╃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお - こさけゃっあょぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ ╉[╉ /おけかけさっおすぇかっく さぇお -  さぇお 
くぇ ょっぉっかけすけ つっさゃけ/

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
せか. „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“ わ12 
0888871568 - いぇ いぇこうしゃぇくっ

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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[けお そっしすうゃぇか „We are going to ╋なゅかうあ“ とっ しっ こさけ
ゃっょっ いぇ こなさゃう こなす くぇ 7 しっこすっきゃさう. ¨さゅぇくういぇすけ

さうすっ しっ くぇょはゃぇす そっしすうゃぇかなす ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ つぇしす けす 
おせかすせさくぇすぇ すさぇょうちうは くぇ さっゅうけくぇ. 『っかすぇ っ ょぇ しっ こけ
こせかはさういうさぇ ╋なゅかうあ おぇすけ すせさうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇちうは. 
[けお そっしすうゃぇかなす しっ けさゅぇくういうさぇ けす おぇいぇくかなつぇくうく, 
おけえすけ けす ゅけょうくう あうゃっっ ゃ ╂っさきぇくうは.

¨ぉはゃっく っ おけくおせさし 
いぇ 370 ゃぇおぇくすくう 

ょかなあくけしすう いぇ ゃけえ
くうちう ゃなゃ ゃけっくくうすっ 
そけさきうさけゃぇくうは くぇ 
]せたけこなすくうすっ ゃけえしおう. 
′ぇえ-ゅけかはき っ ぉさけはす 
くぇ ょかなあくけしすうすっ いぇ 
ゃけえくうちう ゃ ゅぇさくういけく 
╉ぇさかけゃけ - 133. ╁ ゅぇさ
くういけく ╉ぇいぇくかなお すっ しぇ 
102, ゃ ぅきぉけか - 65, ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - 50 う ゃ 
》ぇしおけゃけ - 20.
]せたけこなすくうすっ ゃけえしおう 

すなさしはす きったぇくうお-ゃけょぇつう, てけそぬけさう, いっくうすつうちう, すったくうちう う ょさせゅう 
しこっちうぇかうしすう. 〈なさしはす しっ しなとけ う ゅけすゃぇつう う こけきけとくうお-ゅけすゃぇつう. 
╆ぇ こさうっきぇくっ くぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす しぇきけ ぉなか

]なし しすぇさぇ ょぇすぇ - けす 1-ゃう はくせぇさう 
2013 ゅけょうくぇ, しっ せゃっかうつぇゃぇす さぇ

ぉけすくうすっ いぇこかぇすう くぇ きっょうちうくしおうすっ 
しこっちうぇかうしすう, さぇぉけすっとう ゃ ょっすしおけすけ う 
せつうかうとくけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ  - くぇ さぇ
ぉけすっとうすっ ゃ はしかっくうすっ ゅさせこう ゃ ¨╃╆, ゃ 
ょっすしおうすっ はしかう, ゃ いょさぇゃくうすっ おぇぉうくっすう 
ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう う せつうかうとぇすぇ ゃ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  〈ぇおぇ しさっょくぇすぇ ぉさせすくぇ 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ くぇ っょくけ きっょうちうくしおけ 
かうちっ ゃなゃ そせくおちうは „╆ょさぇゃっけこぇいゃぇくっ“ 
しっ せゃっかうつぇゃぇ けす 465.02 かゃ. くぇ 577.40 
かゃ., おぇすけ せゃっかうつっくうっすけ くぇ すさせょけゃうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは いぇ ゃさっきっすけ けす 1-ゃう 
はくせぇさう 2013 ゅ. ょけしっゅぇ とっ ぉなょっ けすさぇいっ
くけ ゃ いぇこかぇすうすっ いぇ きっしっち のかう.

] こなさゃぇ おけこおぇ ぉっ ょぇょっく しすぇさすなす  いぇ  ういゅさぇあょぇ
くっ くぇ おぇくぇかういぇちうは う ゃけょけこさけゃけょ ゃ おゃぇさすぇか 

„╉さぇえさっつっく“ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 】っ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう  
ゃけょけこさけゃけょ  し ょうぇきっすなさ 110 きき し けぉとぇ ょなかあう
くぇ 168 きっすさぇ う ゃけょけこさけゃけょ し ょうぇきっすなさ 90 きき 
う ょなかあうくぇ 145 きっすさぇ, いぇっょくけ しなし しゅさぇょくうすっ けす
おかけくっくうは, つうはすけ けぉとぇ ょなかあうくぇ っ 60 き. ‶さけっおすなす 
こさっょゃうあょぇ う ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ ぉうすけゃぇ おぇくぇ
かういぇちうけくくぇ きさっあぇ し ょなかあうくぇ 307 き. , くぇ ょなあ
ょけゃくぇ おぇくぇかういぇちうけくくぇ きさっあぇ  しなし 6  ょなあょけゃくう 
おかけくぇ う 16  ょなあょけこさうっきくう てぇたすう. ]すけえくけしすすぇ くぇ 
ょっえくけしすうすっ こけ せかうちぇ „¨さそっえ“ ゃ おゃぇさすぇか „╉さぇえ
さっつっく“ っ 62 339 かっゃぇ, ぇ しさけおなす いぇ ういこなかくっくうっ っ 
30 ょくう.
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ こさっょしすけう う しすぇさすなす くぇ うい

ゅさぇあょぇくっすけ くぇ ゃけょけこさけゃけょ う おぇくぇかういぇちうは  こけ せか. „〈のかぉっくしおぇ“ - 1 つぇしす, う せか. „╊のかはおけゃぇ ゅさぇ
ょうくぇ“ – 1 つぇしす ゃ おゃ. „╉せかぇすぇ“ – つぇしすすぇ けす ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお. ]さけおなす いぇ ういこなかくっくうっ すぇき っ 60 ょくう, ぇ 
しすけえくけしすすぇ 102 772 かゃ. ‶さっょしすけう ういゅさぇあょぇくっ しなとけ う くぇ  おぇくぇかういぇちうは くぇ せか. „[ぇょっちおう“ いぇ 7668 
かゃ., おぇくぇかういぇちうは くぇ せか. „6-すう しっこすっきゃさう“ いぇ  11 493 かゃ. う おぇくぇかういぇちうは くぇ せか. „¨ぉけさうとっ“ いぇ 
9669 かゃ.

¨ぉとうくぇすぇ ╉ぇいぇくかなお 
いぇこけつくぇ きぇとぇぉくう 

さっきけくすくう  ょっえくけしすう いぇ 
ぇしそぇかすうさぇくっ う こさっぇし
そぇかすうさぇくっ くぇ せかうちう 
ゃ ゅさぇょぇ う くぇしっかっくうすっ 
きっしすぇ. ]すけえくけしすすぇ くぇ 
ゃしうつおう すっいう ょっえくけしすう 
っ 1 601 000 かっゃぇ, おぇすけ 
しさっょしすゃぇすぇ いぇ いぇかけあっくう 

ゃ  ╂けょうてくぇすぇ  うくゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ  くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
] すっいう しさっょしすゃぇ とっ しっ けすさっきけくすうさぇす 25 せかうちう けぉとけ. ╇いこなか

くうすっかう くぇ ょっえくけしすうすっ しぇ ょゃっ そうさきう: „╃うきぇし“ ┿╃ - ╂ぇぉさけゃけ 
し けぉとけ 17 こけいうちうう  う しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ „‶╉] ╄し ╀う ╄し“  し 
8.  ‶けしかっょくぇすぇ こけかせつう こさぇゃけすけ くぇ すけゃぇ, しかっょ おぇすけ けぉあぇかゃぇ 
さっいせかすぇすぇ けす こさけゃっょっくぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ こけさなつおぇ ゃ ╉けきうしうは
すぇ いぇ いぇとうすぇ くぇ おけくおせさっくちうはすぇ.  25-すっ こけいうちうう ゃおかのつゃぇす 
さっきけくす くぇ つっすゃなさすけおかぇしくぇすぇ こなすくぇ きさっあぇ こけ せすゃなさょっく けす 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす しこうしなお,  つぇしすうつくけ こさっぇしそぇかすうさぇくっ くぇ せか. 
„╇くょせしすさうぇかくぇ“, ぇしそぇかすうさぇくっ くぇ せかうちう うかう くぇ けこさっょっかっくう 
けすしっつおう けす すはた ゃ ╉ぇいぇくかなお . 〈けゃぇ しっ けすくぇしは いぇ せか. „『ぇさ ]う
きっけく ╁っかうおう“, せか. „》さ. ぅくおけゃ“, せか. „╂っく. ╂せさおけ“, せか. „╂. ╀っく
おけゃしおう“, せか. „‶っすおけ ]すぇえくけゃ“, こぇさおうくゅ くぇ せか. „╂っく. ╂せさおけ“, 
せか. „‶せておうく“,  せか. „╉っくぇかう“, けす せか. „』ぇすぇかょあぇ“ ょけ あ.こ. ゅぇさぇ, 
せか. „╉さっきけくぇ“ ゃ おゃ. „╇いすけお“, せか. „¨さってぇおぇ“ けす せか. „╉ぇこさけくう“ 
ょけ すっくうし おけさすけゃっすっ. [っおけくしすさせおちうは う ぇしそぇかすうさぇくっ くぇ せかうちう 
とっ ぉなょぇす ういゃなさてっくう ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ - し. 
¨ゃけとくうお, ]さっょくけゅけさけゃけ, ╉けこさうくおぇ, ╉なくつっゃけ, ╀せいけゃゅさぇょ, 
』っさゅぇくけゃけ, [なあっくぇ, ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ, ╃せ
くぇゃちう,  ╄くうくぇ, 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ, 【っえくけゃけ, ╃けかくけ ╇いゃけさけ
ゃけ, ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ, [けいけゃけ, ゅさ. 【うこおぇ, さっおけくしすさせおちうは くぇ 
しこうさおぇ ゃ ゅさ. ╉さなく.

╃け おさぇは くぇ かはすけすけ, ゃしはおぇ しなぉけすぇ う くっ
ょっかは, Mall Galleria けさゅぇくういうさぇ ぉっい

こかぇすくう ぇゃすけぉせしう いぇ あうすっかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ょけ すなさゅけゃしおうは ちっくすなさ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.  ┿ゃ
すけぉせしうすっ  すさなゅゃぇす ょゃぇ こなすう ょくっゃくけ ゃ つぇしけ
ゃっすっ 10.00 う 14.30 けす しこうさおぇ       ┿ぉぇはすぇ, 
しこうさおぇ 『っくすなさ う しこうさおぇ „╇いすけお”, し つぇしけ
ゃっ くぇ ゃさなとぇくっ けす Mall Galleria –ゃ 13.30 う 
20.00. ╋っしすぇすぇ, くぇ おけうすけ とっ しこうさぇす せうお
っくょ ぇゃすけぉせしうすっ, しぇ きぇさおうさぇくう しなし しこっちう
ぇかくう せおぇいぇすっかくう すぇぉっかう くぇ M¨╊-ぇ.
′ぇ ゃしうつおう こなすせゃぇとう し ぉっいこかぇすくうすっ ぇゃ

¨す 30-すう のかう ╉ぇいぇくかなお うきぇ くけゃ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお ゃ かうちっすけ くぇ こさっょしすぇゃうすっかは 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. 〈は こけかけあう おかっすゃぇ こさっょ ちっかうは しなしすぇゃ くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす, おけえすけ え ょっかっゅうさぇ こさぇゃけきけとうは いぇ 

しかっょゃぇとうすっ 5 ゅけょうくう. 〈けかおけゃぇ こさけょなかあぇゃぇ きぇくょぇすなす, しこけさっょ ‶さぇゃうかくうおぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 
 
  ¨す こけくっょっかくうお, 11-すう ぇゃゅせしす, さっぇかくけ いぇさぇぉけすう う こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, きぇおぇさ ゅさぇあょぇくう しなし しゃけうすっ 

あぇかぉう う こさけぉかっきう ょぇ しぇ こけしっすうかう こさうっきくぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ ういぉけさぇ くぇ 】っさっゃぇ くぇ こけしすぇ. 
 『っかすぇ きう っ うくしすうすせちうはすぇ, おけはすけ こさっょしすぇゃかはゃぇき, ょぇ っ けすゃけさっくぇ おなき たけさぇすぇ, ょぇ っ ょけしすなこくぇ う さっいせかすぇすくぇ, ょぇ っ こけかっいくぇ 

けすおなき さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ うき, し おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しっ しこさぇゃはす. ╇しおぇき う とっ ょぇき きくけゅけ けす しっぉっ しう, いぇ ょぇ しなき こけかっいくぇ 
くぇ たけさぇすぇ, けすゃけさっくぇ しなき いぇ ょうぇかけゅ う さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ し きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, おぇすけ  ういおかのつうすっかくけ ょなさあぇ くぇ ょけぉさうは 
すけく  う くけさきぇかくけすけ けぉとせゃぇくっ, おぇすっゅけさうつくぇ ぉっ こさっょ „ 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 】っさっゃぇ. 
 ╆ぇ おさぇすおけすけ ゃさっきっ けす ゃしすなこゃぇくっすけ しう ゃ ょかなあくけしす ゃっつっ っ こさけゃっかぇ しさっとう し こさっょしすぇゃうすっかう  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 う ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇ せすけつくはゃぇくっ  くぇ しなゃきっしすくぇすぇ うき さぇぉけすぇ こけ ゃなこさけしうすっ う こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.  ‶けしすうゅ-
くぇすぇ っ ょけゅけゃけさっくけしす っあっきっしっつくけ けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお, おきっすなす う くっゅけゃうはす っおうこ, おぇおすけ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす, ょぇ けぉきっくはす うくそけさきぇちうは いぇ こけしすなこうかうすっ あぇかぉう う きけかぉう けす ゅさぇあょぇくう ゃ すなさしっくっ くぇ けぉとう う こけかっいくう さってっくうは. 
 ╁ くぇつぇかけすけ くぇ っしっくすぇ けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお こかぇくうさぇ ょぇ いぇこけつくっ  こけっすぇこくう さっょけゃくう こさうっきくう いぇ ゅさぇあょぇくう ゃ くぇしっ-

かっくうすっ きっしすぇ けす けぉとうくぇすぇ. ‶さっょう すけゃぇ くぇ 】っさっゃぇ え こさっょしすけう しさっとぇ し おきっすけゃっすっ.
¨ぉとけゅさぇょしおぇ しさっとぇ, おけはすけ しなとけ ょぇ しすぇくっ すさぇょうちうけくくぇ - こけくっ ょゃぇ こなすう ゃ ゅけょうくぇすぇ, こさはおぇ う しなゃきっしすくぇ さぇぉけすぇ し っおうこぇ 

くぇ くぇちうけくぇかくうは けきぉせょしきぇく う けさゅぇくういうさぇくっ くぇ けぉとう こさうっきくう いぇ ゅさぇあょぇくう, しぇ ょさせゅぇ つぇしす けす  こかぇくけゃっすっ  ょけ おさぇは くぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ くぇ くけゃけういぉさぇくうは 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.

《いはかつてうかせけみて たそつちかおせけさ:

‶さうっきくぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは
こけしさっょくうお くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお

 
 ╄あっょくっゃくけ, 5 ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, こけ 4 

つぇしぇ, けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇく-
かなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ とっ こさうっきぇ ゅさぇあょぇくう し 
すったくうすっ ゃなこさけしう, あぇかぉう, きけかぉう いぇ こけきけと. 
 『っかすぇ くぇ すけゃぇ つぇしけゃけ さぇいこさっょっかっくうっ 

くぇ こさうっきくぇすぇ っ ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ 
たけさぇ し さぇいかうつくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ょぇ きけゅぇす 
ょぇ しっ しさっとぇす し けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 

‶けくっょっかくうお    14.00 - 18.00 つ.
╁すけさくうお          13.30 - 17.30 つ.
]さはょぇ               08.30 - 12.30 つ. 
』っすゃなさすなお       11.30 - 15.30 つ. 
 ‶っすなお              09.00 - 13.00 つ. 
 
┿ょさっし:  
 ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „ ┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 

4, っす. 3
すっかっそけく  いぇ ゃさないおぇ  0431/  98 340 
 e-mail:  ombudsman@minicipality-kz.org

]うゅくぇかう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけ-
ゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす う つさっい しこっちうぇかくうすっ おせ-
すうう, こけしすぇゃっくう くぇ しかっょくうすっ きっしすぇ: 

- くぇ ゃたけょぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ4, おぇおすけ う くぇ っすぇあぇ 
こさっょ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ-
くうお ゃ しなとぇすぇ しゅさぇょぇ, っす. 3
- くぇ ぉせか. „ [けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ 4, いぇょ ぉう-

ゃてぇすぇ させしおぇ おくうあぇさくうちぇ. 
]うゅくぇかうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお 

きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす せしすくけ うかう ゃ こうしきっく 
ゃうょ.
┿くけくうきくう しうゅくぇかう くっ しっ こさうっきぇす う くっ しっ 

さぇいゅかっあょぇす.

Гинка Щерева

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, [なおけゃけょうすっか けすょっか „〈ったくうつっしおけ さぇいゃう-
すうっ う ゃなけさなあっくうっ“:

╊うつくけしすすぇ ょぇゃぇ しきうしなか くぇ うく-
しすうすせちうはすぇ 

┿い かうつくけ こさうっきぇき うくしすうすせちうはすぇ くぇ けき-
ぉせょしきぇくぇ おぇすけ けぉとっしすゃっく いぇとうすくうお くぇ 
くぇさせてっくうすっ ゅさぇあょぇくしおう こさぇゃぇ, ぇ すぇおうゃぇ, 
いぇ しなあぇかっくうっ, うきぇ くっきぇかおけ  ゃ しなゃさっきっく-
くけすけ くう けぉとっしすゃけ う こさうきっさうすっ しぇ っあっ-
ょくっゃくう. 

╃ぇ こけいくぇゃぇて くぇつうくうすっ いぇ けすしすけはゃぇくっ くぇ こさぇゃぇすぇ しう う いぇょなかあっくう-
はすぇ しぇ ぇくゅぇあうきっくすう けす こなさゃうすっ すけつおう くぇ ょくっゃくうは さっょ くぇ ょくってくけすけ 
ゅさぇあょぇくしおけ けぉとっしすゃけ. 
 ‶け すぇいう う こさうつうくぇ っ きくけゅけ ゃぇあくけ すけゃぇ ょぇ っ さぇいぉうさぇくっすけ う くぇ 

つけゃっおぇ, おけえすけ ゃ きけきっくすぇ いぇっきぇ すぇいう こけいうちうは. ]つうすぇき しなとけ, つっ っ けす 
けしけぉっくけ いくぇつっくうっ, ゃぇあくけ っ けぉとっしすゃっくうはす いぇとうすくうお ょぇ こさうすっあぇゃぇ 
う ゃけかはすぇ, う っくっさゅうはすぇ いぇ けすしすけはゃぇくっ  くぇ すっいう こさぇゃぇ. ╁ すけいう しきうしなか, 
しなき かうつくけ せぉっょっく, つっ ういぉけさなす くぇ こさっょしすぇゃうすっかは くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ かうちっすけ くぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ, っ こさぇゃうかっく. ╁はさゃぇき しなとけ, 
つっ ぉなょっとっすけ とっ こけおぇあっ, つっ くっ ょかなあくけしすすぇ っ ぉっいしきうしかっくぇ, ぇ おけく-
おさっすくぇすぇ かうつくけしす は ういこなかゃぇ し きぇおしうきぇかくけ しなょなさあぇくうっ う しきうしなか.
]なょっえおう けす そうかけしけそうはすぇ, くぇ おけはすけ っ こけしすさけっくぇ おぇせいぇすぇ くぇ ╄おし-

こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ うきっくくけ こさけそっしうけくぇかういなき, っおしこっさすくけしす, 
つっしすくけしす う けすょぇょっくけしす いぇ たけさぇすぇ, くっ しっ しなきくはゃぇき, つっ, おぇすけ くぇて 
つかっく, くけゃうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお とっ せしこっっ ょぇ ぉなょっ きけしす 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, おけゅぇすけ ょうぇかけゅなす きっあょせ すはた いぇしおなさちぇ. 
 《ぇおすなす, つっ うきっくくけ つかっく 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  こけかせ-

つう ょけゃっさうっすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, くぇ しなゃっすくうちうすっ けす さぇいかうつくうすっ 
こけかうすうつっしおう ゅさせこう, ぇ つさっい くっゅけ う くぇ ゅさぇあょぇくうすっ いぇ すけいう けすゅけゃけさっく 
こけしす, っ こさういくぇくうっ, おぇおすけ いぇ しなしすぇゃぇ 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, すぇおぇ う いぇ うょっうすっ う こけいうちううすっ, おけうすけ いぇとうすぇゃぇす つかっくけゃっすっ くぇ 
ゅさせこぇすぇ. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ こさけそっしうけくぇかういきなす, けすゃけさっくけすけ しなさちっ 
う けつう いぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ う ゅけすけゃくけしすすぇ ょぇ うき しかせあうて, しぇ 
こさうこけいくぇすぇ おぇせいぇ いぇ こけゃっつっすけ たけさぇ. 

ぜÖñÖó　: 
“ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 

╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ - けぉとうくしおう  
しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく-
かなお, つかっく くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは いぇ うい-
ぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお 

[っぇかういなき ういゃなく
こけかうすうつっしおぇすぇ

おけくのくおすせさぇ 

[っぇかういなき ういゃなく こけ-
かうすうつっしおぇすぇ おけくのくお-
すせさぇ, こさぇゅきぇすうつくう 

さってっくうは う ぉぇかぇくしうさぇくぇ こけかうすうおぇ. 〈けゃぇ 
けすさぇいはゃぇ ういぉけさなす うきっくくけ くぇ ╂うくおぇ 】っ-
さっゃぇ - こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお おぇすけ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 〈っいう 
ょゃっ おぇつっしすゃぇ しぇ う たぇさぇおすっさくうすっ ぉっかっいう 
くぇ こけかうすうおうすっ, こさっょかぇゅぇくう けす ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ゅさぇょぇ. 
╀っいしこけさくけ, ういぉけさなす え ゃ すけゃぇ え おぇつっしす-

ゃけ っ せしこった いぇ ゅさせこぇすぇ う けすさぇいはゃぇ くっえくう 
けしくけゃくう たぇさぇおすっさうしすうおう . ┿い かうつくけ けつ-
ぇおゃぇき う ゃはさゃぇき, つっ ういぉけさなす うきっくくけ くぇ 
つかっく くぇ ╄おしこっさすうすっ くぇ すぇいう ょかなあくけしす とっ 
ょけこさうくっしっ すは ょぇ しっ ういこなかくう し くけゃう うょっう 
う こさぇおすうおう ゃ けぉとせゃぇくっすけ し たけさぇすぇ. ′うっ, 
おけかっゅうすっ え けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, しきっ ゅけすけゃう ょぇ え こけきけゅくっき ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ.

╁ しゃけはすぇ ょっえくけしす けぉとっしす-
ゃっくうはす こけしさっょくうお しっ さな-

おけゃけょう けす こさうくちうこうすっ くぇ 
いぇおけくくけしす, くっいぇゃうしうきけしす, 
しこさぇゃっょかうゃけしす, こさけいさぇつくけしす, 
こせぉかうつくけしす, たせきぇくくけしす う すけかっ-
さぇくすくけしす.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお:
- けしうゅせさはゃぇ さぇゃくう ゃないきけあ-

くけしすう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ いぇ-
とうすはす こさぇゃぇすぇ う いぇおけくくうすっ しう 
うくすっさっしう, くっいぇゃうしうきけ けす すった-
くうは こけか, さぇしぇ, くぇちうけくぇかくけしす, 
っすくうつっしおぇ こさうくぇょかっあくけしす, しけ-
ちうぇかっく こさけういたけょ, ゃないさぇしす, きぇ-
すっさうぇかっく しすぇすせし, こけかうすうつっしおう 
こさうしすさぇしすうは うかう さっかうゅうけいくう 
ゃはさゃぇくうは;
- こさけはゃはゃぇ けぉっおすうゃくけしす おなき 

しかせつぇは, おぇすけ ういしかせてゃぇ しすさぇ-
くうすっ う うき こさっょけしすぇゃは ゃないきけあ-
くけしす いぇ こさっさぇいゅかっあょぇくっ くぇ 
こけいうちううすっ うき う しおかのつゃぇくっ くぇ 
しこけさぇいせきっくうっ.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお:
1. ‶さうっきぇ う さぇいゅかっあょぇ あぇか-

ぉう う しうゅくぇかう けす ゅさぇあょぇくう う 

けさゅぇくういぇちうう いぇ:
- くぇさせてっくうは くぇ こさぇゃぇ う しゃけ-

ぉけょう;
- いぇ くぇさせてぇゃぇくっ くぇ ういうしおゃぇ-

くうはすぇ いぇ いぇおけくけしなけぉさぇいくけしす くぇ 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ ぇおすけゃっ う 
ょっえしすゃうはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす;
- くっしこぇいゃぇくっ くぇ こさけちっょせさう 

こけ ういょぇゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくう ぇおすけゃっ う こさっょけしすぇゃはくっ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう せしかせゅう;
- こさっょけしすぇゃはくっ くぇ くっゃはさくぇ 

うかう くっょけしすぇすなつくぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ せこさぇあくはゃぇくっ くぇ こさぇゃぇすぇ う 
いぇょなかあっくうはすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
う さっょぇ う せしかけゃうはすぇ いぇ ういゃなさて-
ゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう せし-
かせゅう;
- こさけはゃう くぇ くっおけきこっすっくすくけしす, 

くっょけぉさけしなゃっしすくけしす う くっいぇつう-
すぇくっ ょけしすけえくしすゃけすけ くぇ ゅさぇあょぇ-
くうすっ;
2. ╇いゃなさてゃぇ こさけゃっさおう こけ こけ-

しすなこうかうすっ あぇかぉう う しうゅくぇかう, 
おけうすけ しっ けすくぇしはす ょけ けすくけてっ-
くうはすぇ ゅさぇあょぇくう う けさゅぇくういぇちうう 
くぇ ゅさぇあょぇくう - けぉとうくしおぇ ぇょきう-

‶[┿╁¨╋¨】╇ぅ ╇ ¨]′¨╁′╇ ‶[╇′『╇‶╇ ╁ ╃╄╈′¨]〈〈┿ ′┿ ¨╀】╄]〈╁╄′╇ぅ ‶¨][╄╃′╇╉

くうしすさぇちうは う けさゅぇくう くぇ きっしす-
くけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ;
3. ╇きぇ こさぇゃけ くぇ ょけしすなこ ょけ 

けさゅぇくうすっ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす う 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ;
4. ╇きぇ こさぇゃけ ょぇ うしおぇ う こけ-

かせつぇゃぇ くぇゃさっきっくくぇ, すけつくぇ う 
こなかくぇ うくそけさきぇちうは けす けさゅぇくう-
すっ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす う きっしすくけ-
すけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ;
5. ¨すゅけゃぇさは こうしきっくけ くぇ かう-

ちっすけ, おけっすけ ゅけ っ しっいうさぇかけ, 
ゃ っょくけきっしっつっく しさけお, ぇ, ぇおけ 
しかせつぇはす ういうしおゃぇ こけ-けぉしすけえくぇ 
こさけゃっさおぇ, すけいう しさけお っ すさう きっ-
しっちぇ;
6. ¨すこさぇゃは こさっょかけあっくうは う 

こさっこけさなおう いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ 
くぇ くぇさせてっくうすっ こさぇゃぇ う しゃけぉけ-
ょう;
7. ‶けしさっょくうつう きっあょせ ぇょきう-

くうしすさぇすうゃくうすっ けさゅぇくう う いぇしっゅ-
くぇすうすっ かうちぇ いぇ こさっけょけかはゃぇくっ 
くぇ ょけこせしくぇすうすっ くぇさせてっくうは う 
こさうきうさはゃぇ こけいうちううすっ うき;
8. ╃ぇゃぇ しすぇくけゃうとぇ くぇ けさゅぇ-

くうすっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす こけ 

こさけゃっさおう, しゃなさいぇくう し ょっえくけしす-
すぇ くぇ しかせあうすっかうすっ 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 う おぇしぇっ-
とう しこぇいゃぇくっすけ けす すはたくぇ しすさぇくぇ 
くぇ っすうつくう くけさきう う こさうくちうこう;
9. ‶けょぇゃぇ しうゅくぇかう ょけ ̈ ぉとうく-

しおうは しなゃっす, おけゅぇすけ おけくしすぇすうさぇ, 
つっ しっ しないょぇゃぇす こさっつおう いぇ さっぇ-
かういうさぇくっ くぇ いぇおけくくう こさぇゃぇ う 
うくすっさっしう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ;
10. ‶さぇゃう こさっょかけあっくうは う 

こさっこけさなおう いぇ けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ 
こさうつうくうすっ う せしかけゃうはすぇ, おけうすけ 
しないょぇゃぇす こさっょこけしすぇゃおう いぇ くぇ-
させてっくうは くぇ こさぇゃぇすぇ う しゃけぉけ-
ょうすっ;
11. 〉ゃっょけきはゃぇ けさゅぇくうすっ くぇ 

こさけおせさぇすせさぇすぇ, おけゅぇすけ うきぇ 
ょぇくくう いぇ ういゃなさてっくけ こさっしすなこ-
かっくうっ けす けぉと たぇさぇおすっさ;
12. ╇いうしおゃぇ うくそけさきぇちうは けす 

かうちぇすぇ ゃなゃ ゃさないおぇ し さぇいゅかっあ-
ょぇくうすっ しかせつぇう;
13. ‶せぉかうつくけ ういさぇいはゃぇ きくっ-

くうっ う しすぇくけゃうとっ こけ いぇつうすぇくっ-
すけ くぇ こさぇゃぇすぇ う しゃけぉけょうすっ う 
きけあっ ょぇ こけうしおぇ ょぇ ぉなょっ ういしかせ-

てぇく けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす;
14. ╇いゅけすゃは う ゃくぇしは ゃ ̈ ぉとうく-

しおうは しなゃっす ゅけょうてっく ょけおかぇょ いぇ 
ょっえくけしすすぇ しう;
15. ╇いゅけすゃは う ゃくぇしは ゃ ̈ ぉとうく-

しおうは しなゃっす けすつっす いぇ ういこなかくっ-
くうっ くぇ こさっょけしすぇゃっくうは きせ ぉの-
ょあっす.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお 

きけあっ ょぇ ょっえしすゃぇ う こけ しゃけは うくう-
ちうぇすうゃぇ, おけゅぇすけ おけくしすぇすうさぇ, つっ 
くっ しっ しないょぇゃぇす くっけぉたけょうきうすっ 
せしかけゃうは いぇ いぇとうすぇ くぇ こさぇゃぇすぇ 
う しゃけぉけょうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお 

くはきぇ こさぇゃけ ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
かうちぇすぇ, おけうすけ しぇ しっ けぉなさくぇかう 
おなき くっゅけ いぇ いぇとうすぇ, こさっょ しなょ 
うかう ょさせゅぇ こせぉかうつくぇ うくしすうすせ-
ちうは.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお 

こけょょなさあぇ こせぉかうつっく さっゅうしすなさ 
くぇ こけしすなこうかうすっ あぇかぉう う しうゅ-
くぇかう う すはたくけすけ ょゃうあっくうっ.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...′╅╉《ぁ〉《【《 《╆】ぁ╊〉¨╊ ╇ 〈╊｠╅〉《【《
 ╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす ゃないきけあくけしすすぇ  いぇ いぇょけつくけ けぉせつっくうっ きけゅぇす ょぇ 

こけかせつぇす こけゃっつっ うくそけさきぇちうは くぇ きはしすけ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお うかう くぇ 
すっか. 0431/ 62789.
‶ぇさぇかっかくけ し おぇきこぇくうはすぇ いぇ こさうっき くぇ いぇょけつくうちう ゃ ‶╂, ゃっつっ こさうおかのつう いぇこうしゃぇ

くっすけ いぇ さっょけゃくけ けぉせつっくうっ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. 》うすなす すぇいう ゅけょうくぇ っ くけゃぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす - „]すさけうすっかしすゃけ う ぇさたうすっおすせさぇ”, いぇ おけはすけ うきぇ いぇこうしぇくう 27 せつっくうちう. 

 〉しこってくぇ こさうっきくぇ おぇきこぇくうは, ういこなかくっく くぇ 100% こさうっき,

 し こなかっく しなしすぇゃ くぇ ゃしうつおう こぇさぇかっかおう, けすつうすぇす けす さなおけゃけょしすゃけすけ う せつうかうとくけすけ 
くぇしすけはすっかしすゃけ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
[ぇゃくけしきっすおぇすぇ っ くぇこさぇゃっくぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっかぇ しっ さぇぉけすくぇ しさっとぇ ゃ せつうかうとっすけ 

ゃ おさぇは くぇ のかう.
 ╇いこなかくっくうはす こかぇく いぇ こさうっき っ さっいせかすぇす  けす ょけぉさぇすぇ う こけかいけすゃけさくぇ, ょぇかぇ しゃけう

すっ さっいせかすぇすう, しなゃきっしすくぇ さぇぉけすぇ きっあょせ せこさぇゃぇすぇ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ う おぇいぇくかなておうは 
ぉういくっし. ╁ こけさっょうちぇ しさっとう こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう こけすっくちうぇかくうすっ さぇぉけすけょぇ
すっかう う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ, こけょゅけすゃはとけ おぇょう いぇ おぇいぇくかなておけすけ きぇてうくけ
しすさけっくっ,  すなさしうたぇ けぉとう きけしすけゃっ う さってっくうは いぇ しこさぇゃはくっ しなし しっさうけいくうは ょっそうちうす 
くぇ おぇつっしすゃっくう  おぇょさう けす さぇぉけすくうつっしおうすっ こさけそっしうう. 

„′はきぇ くっさぇいさってうきう こさけ
ぉかっきう, うきぇ くっこけすなさしっくう 
さってっくうは“, 

っ けぉとうはす くぇかけあうか しっ うい
ゃけょ しかっょ ょゃっゅけょうてくけすけ 
こぇさすくぬけさしすゃけ. 
╇ こさっい くけゃぇすぇ せつっぉ

くぇ ゅけょうくぇ せつうかうとっすけ とっ 
こさけょなかあう こけょゅけすけゃおぇすぇ う 
けぉせつっくうっすけ  くぇ せつっくうちう ゃ 
しこっちうぇかくけしすすぇ  „╋ぇてうくう う しうしすっきう し 『‶〉“,  おぇおすけ う さぇいゃうすうっ くぇ きけ
ょっさくぇすぇ しこっちうぇかくけしす „╉けきこのすなさくぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう“, おなき おけはすけ 
うくすっさっしなす  くぇ せつっくうちうすっ っ すさぇっく. 
¨しくけゃくぇ ちっか う こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ くぇ せつうかうとくけすけ さなおけゃけょ

しすゃけ う くぇ くぇしすけはすっかしすゃけすけ っ しすぇぉうかういうさぇくっ くぇ  ぉのょあっすぇ くぇ せつうかうとっ
すけ, くっょけこせしおぇくっ くぇ くけゃ ょっそうちうす, おぇおすけ う こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ ぇおすうゃくぇすぇ 
さぇぉけすぇ  こけ さぇいかうつくう っゃさけこっえしおう こさけっおすう う こさけゅさぇきう.
╃け ょくう ゃ  ぉうゃてうは きったぇくけすったくうおせき とっ しすぇさすうさぇ こさけっおす いぇ 302 たうかはょう 

っゃさけ. ‶ぇさうすっ しっ けすこせしおぇす こけ こさけっおす くぇ ╋¨′ けす ╋っあょせくぇさけょっく そけくょ 
„╉けいかけょせえ” う しぇ こさっょくぇいくぇつっくう いぇ ちはかけしすくけ しぇくうさぇくっ くぇ せつうかうとっすけ.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

すけぉせしう っ こさっょけしすぇゃっくぇ ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇすっく けぉはょ うかう ゃっつっさは ゃ さぇきおうすっ くぇ ょっくは こさう こけおせこおぇ くぇ 
しすけえくけしす くぇょ 59 かっゃぇ, けす おけえすけ う ょぇ っ すなさゅけゃしおう けぉっおす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╋¨╊. ¨す 15-すう ぇゃゅせしす くぇ すっさう
すけさうはすぇ くぇ ╋¨╊ けすゃぇさは ゃさぇすう う くけゃ たうこっさきぇさおっす, おけえすけ っ しけぉしすゃっくけしす くぇ ぉなかゅぇさしおぇ そうさきぇ.

ゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう, いぇゃなさてうかう しさっょくう うかう ゃうしてう せつうかうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ うかう ゃ つせあぉうくぇ, くっ こけ ゃない
さぇしすくう けす 31 くぇゃなさてっくう ゅけょうくう . ╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけょぇょぇす いぇはゃかっくうは いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ 
ょけ 11-すう けおすけきゃさう つさっい しすさせおすせさうすっ くぇ 『っくすさぇかくけすけ ゃけっくくけ けおさなあうっ. ╆ぇはゃかっくうはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす ぇょさっしうさぇくう ょけ おけきぇくょうさうすっ くぇ 61-ゃぇ うかう くぇ 2-さぇ きったぇくういうさぇくぇ ぉさうゅぇょぇ.
╉けくおせさしうすっ ゃ さぇいかうつくうすっ ぉさうゅぇょう とっ しっ こさけゃっょぇす ゃ こっさうけょぇ 18-すう くけっきゃさう -14-すう ょっおっきゃさう 

すぇいう ゅけょうくぇ.
╉けくおせさしなす ゃおかのつゃぇ ういこうす こけ そういうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, ういこうす-すっしす いぇ けぉとぇ おせかすせさぇ う しなぉっしっょゃぇくっ. 

╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ ゃけえくうちう, しこっつっかうかう おけくおせさしぇ, しっ こさうっきぇす くぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ, ぇおけ おなき ょぇすぇすぇ くぇ 
しおかのつゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ くっ しぇ くぇゃなさてうかう 32 ゅけょうくう.
¨ぉはゃぇすぇ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ いぇ ゃけえくうておう ょかなあくけしすう っ こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ うくすっさくっす-しすさぇ

くうちぇすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ www.mod.bg.
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Продължение от стр. 1

„╅『』╊〉╅]” ╊ ╇【《『╅【╅ 〈¨ [ぇぅ╅
ぁとうつてうあす つか さあてそ たちかお とうそしせかせけか そて さあくあちすあてあ
〈けえ  とっ けしすぇくっ ゃ 

うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっ
くぇか”. 

 ′っ しぇきけ いぇとけすけ っ こさっおぇ
さぇか すせお けす こなさゃうは  ょけ こけ
しかっょくうは しう ょっく すさせょけゃ しすぇあ, 
いぇこうしゃぇえおう しおさけきくうすっ  47 
ゅけょうくう, 1 きっしっち う  24 ょくう, 
ぇ う いぇとけすけ こさっい ちはかけすけ すけゃぇ 

ゃさっきっ っ けしすぇくぇか ゃっさっく くぇ 
っょくけ-っょうくしすゃっくけ さぇぉけすくけ 
きはしすけ: いぇゃけょなす, おけえすけ さぇあょぇ 
きぇえしすけさう - 6, ちった 130.
¨こさっょっかは ゃっさくけしすすぇ しう おなき 

さぇぉけすくけすけ きはしすけ おぇすけ こなさ
ゃぇすぇ かのぉけゃ, こさっゃなさくぇすぇ ゃ  
45-ゅけょうてっく ぉさぇお. 
 ╆ぇ あうすっかは くぇ ╂けさくけ 』っさおけ

ゃうとっ - ╉けかぬけ ]すけはくけゃ ╀けくっゃ, 
24-すう ぇゃゅせしす とっ っ こけしかっょくう
はす さぇぉけすっく ょっく ゃ „┿さしっくぇか”. 
¨つぇおゃぇ ゅけ し けしけぉっくけ ゃなかくっ
くうっ, しなとけ おぇすけ こさっょ せゃけかくっ
くうっ けす おぇいぇさきぇすぇ.  
′ぇ  „┿さしっくぇか” ╉けかぬけ っ こけし

ゃっすうか ちっかうは しう すさせょけゃ こなす - 
けす 1-ゃう のかう 1966 ゅけょうくぇ ょけ 
ょくっし. ] „┿さしっくぇか” しぇ しゃなさいぇ
くう ゃしうつおう ゃぇあくう しなぉうすうは ゃ 
あうゃけすぇ きせ. 〈せお しっ  いぇょけきは
ゃぇ, すせお ういゃっしすくけ ゃさっきっ さぇ
ぉけすう しなこさせゅぇすぇ  きせ, すせお さぇ
ぉけすう すけえ, おけゅぇすけ しっ さぇあょぇす 
こけさぇしくぇかうすっ きせ ゃっつっ ょゃぇきぇ 
しうくけゃっ, っょうくうはす けす おけうすけ いぇ 
おさぇすおけ しなとけ っ つぇしす けす おけ
かっおすうゃぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
 ╁ „┿さしっくぇか” しっゅぇ しぇ う ょゃぇ

きぇすぇ きせ  こけさぇしくぇかう ゃくせ
ちう - そせすぉけかくぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
ゅけさょけしす. ╂けかっきうはす  - 14-ゅけ
ょうてくうはす  ╉さぇしうきうさ ╀けくっゃ, 
っ おぇこうすぇく くぇ そせすぉけかくうは けす
ぉけさ くぇ „┿さしっくぇか”,  ぇ きぇかおうはす 
- ╈けさょぇく ╀けくっゃ, ゃっつっ こうてっ 
う こなさゃうすっ しう こけぉっょう くぇ すっ
さっくぇ. 

 ╆ぇ ぉなょっとうは こっくしうけくっさ 
╉けかぬけ ╀けくっゃ  ╆ぇゃけょ 6 ゃ 

„┿さしっくぇか” っ
ゃすけさぇすぇ きせ おなとぇ. 

′うすけ いぇ ょっく くっ っ しきっくうか 
くうすけ ちったぇ, くうすけ いぇゃけょぇ こさっい 
ゃしうつおうすっ  47 ゅけょうくう さぇぉけすぇ 
すせお. ¨しすぇゃぇ ゃっさっく くぇ いぇゃけ

ず　öÜ 2013:
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╁┿〈 ¨〈 》¨〈╄╊┿.

[そしへそ ╆そせかう:

ょぇ, おけえすけ さぇあょぇ きぇえしすけさうすっ, 
おぇおすけ っ ういゃっしすっく ゃなゃ そうさきぇ
すぇ うくしすさせきっくすぇかくうはす ╆ぇゃけょ 6.   

¨しすぇゃぇ ゃっさっく う くぇ
こなさゃぇすぇ しう

こさけそっしうけくぇかくぇ かのぉけゃ - 
《〉 251. 

╆ぇ ゃしうつおけすけ ゃさっきっ ょけさう 
きぇてうくぇすぇ, くぇ おけはすけ さぇぉけすう, 

けしすぇくぇかぇ しなとぇすぇ. ╃ゃぇきぇすぇ しっ 
こけいくぇゃぇす ぉっい ょせきう. ]さぇしくぇかう 
しぇ しっ おぇすけ しおぇつっくう しなょけゃっ う 
しぇきけ っせそけさうはすぇ けす こさっょしすけ
はとけすけ きせ こっくしうけくうさぇくっ  う 
くけゃうはす さうすなき くぇ あうゃけす いぇ
しっゅぇ こさっつぇす くぇ ぉぇえ ╉けかぬけ ょぇ 
せしっすう すなゅぇすぇ, おけはすけ とっ ゅけ くぇ
かっゅくっ こけ... さぇぉけすぇすぇ. ′っ ゅけ
ゃけさう いぇ せきけさぇ, きぇおぇさ すは くっ
きうくせっきけ ょぇ  しっ っ くぇしなぉさぇかぇ 
ゃ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ っ しすぇゃぇか 
くっけすかなつくけ ゃ  6 つぇしぇ しせすさうく
すぇ. ╇ いうきっ, う かっすっ.
 „‶さっゅぇさはくっすけ” くっ っ こけとぇ

ょうかけ う くっゅけ, きぇおぇさ  ょぇ こさう
いくぇゃぇ, つっ こけゃっつっ ゅけ ぉけかう けす 
そぇおすぇ, つっ „きかぇょうすっ すさせょくけ 
けしすぇゃぇす ゃ いぇゃけょぇ, こかぇてぇす 
しっ けす さぇぉけすぇすぇ, ゃしっおう うしおぇ 
こぇさう, くけ, ぇおけ きけあっ - かっしくう”. 
 ╇きぇかけ っ たけさぇ, おけうすけ うょゃぇす 

こさう くぇし う, しかっょ おぇすけ ゃうょはす 
„こぇはあうくぇすぇ” /ぉっか. ぇゃす.  ちっ
たけゃ あぇさゅけく いぇ しかけあっく う ゅけ
かはき つっさすっあ, こけ ょせきうすっ くぇ  
ぉぇえ ╉けかぬけ/, しう すさなゅゃぇす う こけ
ゃっつっ くっ うょゃぇす, おぇいゃぇ そさっいう
しすなす, いぇ おけゅけすけ すぇえくう ゃ さぇぉけ
すぇすぇ くはきぇ.
 ╆ぇ ゃしうつおうすっ 47 ゅけょうくう くぇ 

そさっいぇすぇ こさっい さなちっすっ う けつう
すっ きせ しぇ きうくぇかう おぇおゃう かう くっ 
くっとぇ.  
 ]ぇき しなき しう くぇしすさけえつうお, しぇき 

しう こさぇゃは うくしすさせきっくすぇ, しぇき 
しう つっすぇ つっさすっあうすっ う しぇき しう 
こさぇゃは  ょっすぇえかうすっ, しこけょっかは 
そさっいうしすなす, おけゅけすけ ちっかうはす おけ
かっおすうゃ くぇ いぇゃけょ 6 うしおぇ ょぇ いぇ
ょなさあう けとっ くぇ さぇぉけすぇ. ‶さっょ
しっょぇすっかはす くぇ  ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 
6 ╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけっゃ くっ おさうっ, 
つっ っ こさっょかけあうか くぇ ぉぇえ ╉けかぬけ 
ょぇ けしすぇくっ くぇ さぇぉけすぇ, くけ すけえ 
けすおぇいぇか. ′っおぇ ょぇ うきぇ さぇぉけすぇ 
いぇ きかぇょうすっ, きけはすぇ ゃっつっ しゃなさ

てう, おぇいゃぇ ゃっすっさぇくなす. 

〈ぇおうゃぇ, おぇすけ くっゅけ,
しぇ さはょなお ゃうょ ゃっつっ,

くぇ ういつっいゃぇくっ. 

╉ぇすっゅけさうつっく っ しうくょうおぇかうし
すなす ╀かぇゅけっゃ. ╆ぇ くっゅけ そさっいう
しすなす けす ちった 130 っ っょうく けす 
すぇかうしきぇくうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 6, くっ
ゅけゃぇ ゅけさょけしす, すなえ おぇすけ っ さぇ

ぉけすくうおなす し くぇえ-ょなかなゅ しすぇあ ゃ 
いぇゃけょぇ. 
╆ぇ しすぇさぇくうっすけ, こさけそっ

しうけくぇかういきぇ う  かけはかくけしすすぇ 
くぇ ょゃぇ こなすう いぇゃけょしおけすけ う 
しうくょうおぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃぇ 

ゅけ こさっょかぇゅぇす いぇ ┿かっはすぇ くぇ 
しかぇゃぇすぇ, くけ… すぇおぇ う くっ きせ 
ょけてなか さっょなす. 〈けゃぇ いぇ ぉぇえ 
╉けかぬけ けぉぇつっ くはきぇ いくぇつっくうっ, 
いぇとけすけ さぇぉけすうか „くっ いぇ ょぇ  
けおうつぇす こけさすさっすぇ きせ ゃ ┿かっは
すぇ, ぇ いぇとけすけ けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう”.
 ¨とっ けす せつうかうとくぇすぇ しおぇ

きっえおぇ, ょけおぇすけ せつうか ゃ ‶〉 

„《さうょさうた ╄くゅっかし” う たけょうか 
ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ ちったけゃっ くぇ 
こさぇおすうおぇ, いくぇっか, つっ すさせょけ
ゃうはす きせ こなす とっ っ うきっくくけ 
すせお. ╃け ょっく-ょくってっく っ ぉかぇゅけ
ょぇさっく くぇ こなさゃうは しう せつうすっか 
う くぇしすぇゃくうお, こけおけえくうお けす 
20-すうくぇ ょくう - ′うおけかぇ ╀ぇおぇ
かけゃ, おけえすけ きせ こさっょぇか ちっくくう
すっ せさけちう う ゅけ くぇおぇさぇか ょぇ しっ 
ゃかのぉう ゃなゃ そさっいぇすぇ. 

¨ぉうつぇた さぇぉけすぇすぇ しう,
きぇおぇさ つっ くうおけゅぇ くっ きう っ 

ぉうかけ かっおけ. 

‶さっおぇさぇた あうゃけすぇ しう くぇ 
こさぇおすうおぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おぇい
ゃぇ  くぇ そうくぇかぇ ╉けかぬけ ╀けくっゃ. 
]こけょっかは, つっ こさっい ゃしうつおう
すっ きせ ゅけょうくう くぇえ-すさせょくけ 
きせ っ ぉうかけ, おけゅぇすけ しうくけゃっすっ 
きせ  ぉうかう ゃ かのかおぇすぇ, ぇ すけえ っ 
すさはぉゃぇかけ ょぇ しすぇゃぇ いぇ こなさゃぇ 
しきはくぇ こけ くけとうすっ う ょぇ うょゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ. ╅っくぇすぇ しぇきぇ しっ 
けこさぇゃはてっ, ぇ ぇい ぉなさいぇた いぇ 
さっえしぇ, ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇ
いぇょ そさっいうしすなす けす ╆ぇゃけょ 6. ] 
すなゅぇ う せきうかっくうっ しう しこけきくは 
いぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ „┿さしっ
くぇか” さぇぉけすうかう きくけゅけ たけさぇ 
う ゃしはおけ しっかけ しう うきぇかけ しゃけえ 
さぇぉけすくうつっしおう ぇゃすけぉせし, しこっ
ちうぇかくけ  いぇ そうさきぇすぇ. ╋ぇおぇさ 
つっ すさせょくけ しすぇくぇ, くけ しすぇくぇ. 
]っゅぇ っ ょさせゅけ. ′はきぇ すけかおけゃぇ 
さぇぉけすくうちう, くはきぇ う すさぇくし
こけさす, ゃなさすうき しっ し おけかうすっ, 
ょくっし ぇい, せすさっ おけきてうはすぇ, おぇい
ゃぇ いぇ っあっょくっゃうっすけ しう ╉けかぬけ 
╀けくっゃ. 
 ′っいぇゃうしうきけ けす すけゃぇ, けぉぇ

つっ, くうすけ いぇ きうゅ こさっい ゃしうつ
おうすっ すっいう 47 ゅけょうくう くっ きせ っ 
うょゃぇかけ う くぇせき ょぇ しう すさなゅくっ 
けす そうさきぇすぇ. ╃けさう う ゃ くぇえ-
すさせょくけすけ ゃさっきっ: くぇ しすぇつおうすっ 
う 8-きっしっつくうすっ いぇぉぇゃはくうは くぇ 

いぇこかぇすう, ╉けかぬけ ╀けくっゃ けしすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ „┿さしっくぇか”. ¨ぉはしくっ
くうっすけ いぇ すぇいう さっしこっおすうさぇとぇ 
かけはかくけしす っ ぉっいぇこっかぇちうけく
くけすけ: „》ぇさっしゃぇた すけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃは”. 

╆ぇ ゃさっきっすけ ゃ いぇゃけょぇ っ 
けぉせつうか ょっしっすおう. 

′っ ゃしうつおう けす せつっくうちうすっ きせ 

しぇ ゃ いぇゃけょぇ, くけ っ しこけおけっく, 
いぇとけすけ うきぇかけ う おけえ ょぇ こけっ
きっ さぇぉけすぇすぇ  しかっょ  くっゅけ. ╉け
かっゅぇすぇ きせ 〈さうそけく 〈さうそけくけゃ 
っ っょうく けす すはた. ╇ ぉぇえ ╉けかぬけ 
くっ おさうっ, つっ うきぇ ゅけかっきう けつ
ぇおゃぇくうは おなき „すけゃぇ きけきつっ”. 
╋ぇおぇさ つっ う ょけ こけしかっょくうは  
きせ さぇぉけすっく ょっく ゅさぇそうおなす きせ 
し さぇぉけすぇ っ こなかっく. ╃けさう くぇ
つぇかくうおなす きっ  こうすぇ おけかおけ ょくう 
とっ しなき けとっ すせお, いぇ ょぇ いくぇっ 
おぇおゃぇ さぇぉけすぇ ょぇ きう ゃないかけあう, 
おぇいゃぇ そさっいうしすなす, おけえすけ ゃっつっ 
おさけう こかぇくけゃっ おぇお ょぇ けすこさぇい
くせゃぇ こっくしうけくうさぇくっすけ しう. 
¨とっ くっ っ ういぉさぇか きはしすけすけ, くけ 
っ おぇすっゅけさうつっく, つっ „こさぇいくっく
しすゃけすけ とっ っ ゅけかはきけ う しなさ
ちぇすけ”, いぇとけすけ つぇおぇ すけいう ょっく 
ゃっつっ し くっすなさこっくうっ.  
〉ぉっょっく っ, つっ こけくっ くぇ こなさ

ゃけ ゃさっきっ くはきぇ ょぇ しおせつぇっ. 
】っ しう こけつうくっ おぇつっしすゃっくけ, 
とっ けぉなさくっ ゃくうきぇくうっ くぇ くぇえ-
ぉかういおうすっ しう, いぇ おけうすけ ゃ ゅけょう
くうすっ くぇいぇょ ゃしっ くっ けしすぇゃぇかけ 
ゃさっきっ. ╇ とっ いぇあうゃっっ ょさせゅうは 
しう あうゃけす. 』ぇおぇかぇ ゅけ しなとけ う 
さぇぉけすぇ こけ ょゃけさぇ, ゅさうあう こけ 
こつっかうすっ.  
 

[なちっすっ きせ すさせょくけ とっ
けしすぇくぇす ぉっい さぇぉけすぇ.

╃けおぇすけ ╉けかぬけ ╀けくっゃ きう うい
さうつぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, ゅかっょぇき 
さなちっすっ きせ. 
 ╂けかっきう う いょさぇゃう. [なちっ くぇ 

さぇぉけすかうゃ つけゃっお. [なちっ, おけう
すけ すさせょくけ とっ けしすぇくぇす ょなかゅけ 
ゃさっきっ ぉっい さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ う 
くっ ゃはさゃぇき, つっ しかっょ すっいう 47 
ゅけょうくう, 1 きっしっち う 24 ょくう  
そさっいうしすなす いぇゃうくぇゅう しう すさなゅ
ゃぇ けす  ちった 130 う しっ さぇいょっかは 
しなし しゃけはすぇ 《〉 251. 
 ┿い かうつくけ くっ ゃはさゃぇき ゃ すぇおう

ゃぇ さぇいょっかう.

 ′っ ゃはさゃぇす う すっいう, おけうすけ 
ちっくはす さぇぉけすぇすぇ きせ う ゅけ せゃぇ
あぇゃぇす おぇすけ つけゃっお. ╆ぇすけゃぇ 
しぇ う せぉっょっくう, つっ ぉぇえ ╉けかぬけ 
こさけしすけ こさぇゃう こぇせいぇ. ╂けかはき 
こぇせいぇ こさっょう こけさっょくけすけ しう 
ゃなかくせゃぇとけ あうすっえしおけ ゅきせさ
おぇくっ. ╇ うしおさっくけ きせ あっかぇはす 
せしこった. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》╊〉』¨¨【╊ - ╆╊′ 【╅╇╅〉...
′ぇしすけはとうはす きうくうしすなさ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ しなとけ っ せぉっょっく, つっ 

„すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しかせつう, いぇとけすけ っ けつっゃうょくぇ くっしこさぇゃっょかうゃけしすすぇ う ょうしおさうきうくぇちうはすぇ”, 

ぉっい ょぇ こけはしくはゃぇ けぉぇつっ ょぇかう  すけゃぇ  しっ けすくぇしは いぇ ゃしうつおう, うきぇとう こさぇゃけ くぇ こけ-ゃうしけおう こっくしうう けす 
しっゅぇてくうは すぇゃぇく.
〈っこなさゃぇ うょっはすぇ とっ しっ けぉしなあょぇ し っおしこっさすう う しなし しけちうぇかくうすっ こぇさすくぬけさう. ‶さっょゃぇさうすっかくうすっ さぇいつっ-

すう こけおぇいゃぇす, つっ, ぇおけ こぇょくっ けゅさぇくうつっくうっすけ いぇ ゃしうつおう, すけゃぇ とっ しすさせゃぇ けおけかけ 120 きうかうけくぇ ょけこなかくう-
すっかくけ くぇ ゅけょうくぇ. ┿ ぇおけ こぇょくっ しぇきけ いぇ くけゃうすっ こっくしうう - 12 きうかうけくぇ. 
╆ぇ しさぇゃくっくうっ, ゃ 15 けす 28-すっ ょなさあぇゃう-つかっくおう くぇ ╄] すぇゃぇく くぇ こっくしううすっ くはきぇ.
┿おけ くっ しっ こけしすうゅくっ おけくしっくしせし いぇ けすこぇょぇくっ くぇ すぇゃぇくぇ いぇ ゃしうつおう こっくしうう, くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こさっ-

きうくっ おなき 

こけっすぇこくけ ゃょうゅぇくっ くぇ きぇおしうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ, こさっょゃうあょぇす っおしこっさすう こけ ぉの-
ょあっす う しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ. 

〈ぇおぇ きぇおしうきぇかくうすっ こっくしうう, おけうすけ しぇ こさけちっくす けす すけいう ょけたけょ, ぇゃすけきぇすうつくけ とっ しっ せゃっかうつぇす. 〈けいう 
ゃぇさうぇくす, けぉぇつっ, しなとけ くっ しっ こさうっきぇ っょくけいくぇつくけ, すなえ おぇすけ おぇしぇっ, おぇおすけ ぉういくっしぇ, すぇおぇ う けすょっかくうは 
つけゃっお.
‶けしすうゅぇくっすけ くぇ しけちうぇかくぇ しこさぇゃっょかうゃけしす こけ けすくけてっくうっ くぇ いぇしかせあっくけ う ょぇょっくけ っ すさせょくぇ ょうかっきぇ. 

¨しけぉっくけ きなつくぇ いぇ さってぇゃぇくっ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ けゅさけきくぇ ぇさきうは けす たけさぇ し くうしおう ょけたけょう, おぇおゃうすけ 
しぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こっくしうけくっさう - ゃっつっ くぇょ 2,6 きかく. ょせてう 
                                                             

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

Най-сърдечно и с удоволствие Ви кани на среща на 
ветераните - оръжейници, която ще се проведе на 21 

септември 2013 г. от 11 ч. в камерна зала на ДК „Арсенал“. 
След срещата тържеството ще продължи в ресторант 

“Капитал” - от 12 ч.
За желаещите да участват в тържествения обяд

куверт - 20 лв.

Телефони за записване в „Арсенал“: 0431/ 5 77 28

Веска Демирева: 0887 63 90 96

Атанас Касабов: 0884 59 90 67

Краен срок за записване 13 септември 2013 г.

Добре дошли сте!

どÜ£ó, ßñ£ ¡ÜúöÜ...

げí çíï!!!
とÜÖ¡Üëï!

Уважаеми читатели, малко мъчно, но обяснимо - поради 
сезона, прохожда новата ни рубрика ”Този, без който…”.

╋けあっ ぉう う いぇとけすけ ゃなゃ ゃさっきっくぇすぇ, ゃ おけうすけ あうゃっっき, 
すさせょくけしすうすっ くう さぇいぉうゃぇす くぇ こぇさつっすぇ, おなしぇす ゃさない-

おう う けすくけてっくうは, いぇゃうしすすぇ う くっさゃくけしすすぇ くう こさっゅぇさはす 
しすぇさう きけしすけゃっ, ゅさぇょっくう し ゅけょうくう う ゃしっ こけ-きぇかおけ けしすぇ-
ゃぇす すっいう, ぉっい おけうすけ くっ きけあっき... 
╅っしすけおうはす おさなゅけゃさぇす くぇ あうゃけすぇ ゃしっおう ょっく くう おぇさぇ ょぇ 

しっ さぇいけつぇさけゃぇきっ けす すっいう ょけ くぇし うかう こなお ょぇ しっ けつぇさけ-
ゃぇきっ けす くっこけいくぇすう. 
╇ いぇとけすけ いくぇっき, つっ こけ-かっしくけ しっ ゃなさゃう う こけ くぇえ-すさせょ-

くうは こなす, おけゅぇすけ くっ しきっ しぇきう, いぇこけつくぇたきっ すぇいう させぉさう-
おぇ し ぇきぉうちうはすぇ ょぇ は こさっゃなさくっき ゃ ┿かっはすぇ くぇ ょけぉさうすっ 
たけさぇ. ╁ けくぇいう くぇこうしぇくぇ けす くぇし しぇきうすっ おくうゅぇ いぇ すっいう, 
ぉっい おけうすけ くっ きけあっき...
 ╇ おけうすけ くっ っ くっけぉたけょうきけ くっこさっきっくくけ ょぇ しぇ すけつくけ 

すっいう ょけ くぇし うかう すっいう, し おけうすけ こさっおぇさゃぇきっ ゃさっきっすけ 
しう. ‶けくはおけゅぇ しかせつぇえくぇ しさっとぇ いぇ きうくせすぇ-ょゃっ  きけあっ ょぇ 
けぉなさくっ あうゃけすぇ くう ゃ くけゃぇ こけしけおぇ. ╇ ょぇ ょぇょっ くけゃ しきう-
しなか くぇ ょくうすっ くう. 
 ╇きっくくけ いぇさぇょう すぇいう くぇょっあょぇ いぇこけつくぇたきっ けぉとぇすぇ くう 

しさっとぇ すせお , し くっこさっすっくちうけいくけすけ, くけ ぉっいおさぇえくけ ゃぇあくけ 
„〈けいう, ぉっい おけえすけ…”.
‶け すさぇょうちうは こなさゃうすっ  しきっかつぇちう しぇ „くぇてう たけさぇ”. ╁ 

しかせつぇは っょうく ょけぉなさ う こけつすう こけ ょっすしおう つうしす つけゃっお けす 
╆ぇゃけょ 5 - ‶かぇきっく ‶っすおけゃ. 
 ]なとうはす ‶かぇきっく, おけえすけ あうゃっっ いぇさぇょう たけさぇすぇ, し おけうすけ 

さぇぉけすう, う ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけうすけ, おぇおすけ しぇき すけえ すゃなさ-
ょう, っ すけゃぇ, おけっすけ っ.
 ╄すけ おぇおゃけ くう くぇこうしぇ こさっい しっょきうちぇすぇ ‶かぇきっく けす ちった 

130 くぇ いぇゃけょ 5.

╀っいちっくくけ ぉけゅぇすしすゃけ
 

Най-хубавото, което имам, са моите приятели. 
Всички те работят в Завод 5 в „Арсенал”. Съдбата 
си знае работата, затова ме и доведе  точно тук, 
при тях. За да ми помогнат в труден за мен момент, 
да отворя очите си и да продължа напред, със 
самочувствието на човек. 

Сега съм безкрайно щастлив, защото съм сред 
тези прекрасни хора: Стефка, Анелия, Лалето, 
Камелия, Елка, Нешка, Митричка, Мима и Ивка. 
С благодарност и към Пламен, Ясен и Слави, 
които придават друго очарование на хората около 
мен. Всички те са до мен в трудните ми дни и ме 
подкрепят безрезервно. Тези колеги, тези мои 

приятели са най-скъпото и важно нещо, което имам, и без тях нямаше да съм 
това, което съм. 

 Благодаря им.
‶かぇきっく ‶っすおけゃ

╆ぇゃけょ 5, ちった 130, „┿さしっくぇか” ┿╃

ИНИЦИАТИВЕН  КОМИТЕТ ПРИ ЗАВОД 1
“Арсенал”
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„╅『』╊〉╅]” ╊ ╇【《『╅【╅ 〈¨ [ぇぅ╅
ぁとうつてうあす つか さあてそ たちかお とうそしせかせけか そて さあくあちすあてあ
〈けえ  とっ けしすぇくっ ゃ 

うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっ-
くぇか”. 

 ′っ しぇきけ いぇとけすけ っ こさっおぇ-
さぇか すせお けす こなさゃうは  ょけ こけ-
しかっょくうは しう ょっく すさせょけゃ しすぇあ, 
いぇこうしゃぇえおう しおさけきくうすっ  47 
ゅけょうくう, 1 きっしっち う  24 ょくう, 
ぇ う いぇとけすけ こさっい ちはかけすけ すけゃぇ 

ゃさっきっ っ けしすぇくぇか ゃっさっく くぇ 
っょくけ-っょうくしすゃっくけ さぇぉけすくけ 
きはしすけ: いぇゃけょなす, おけえすけ さぇあょぇ 
きぇえしすけさう - 6, ちった 130.
¨こさっょっかは ゃっさくけしすすぇ しう おなき 

さぇぉけすくけすけ きはしすけ おぇすけ こなさ-
ゃぇすぇ かのぉけゃ, こさっゃなさくぇすぇ ゃ  
45-ゅけょうてっく ぉさぇお. 
 ╆ぇ あうすっかは くぇ ╂けさくけ 』っさおけ-

ゃうとっ - ╉けかぬけ ]すけはくけゃ ╀けくっゃ, 
24-すう ぇゃゅせしす とっ っ こけしかっょくう-
はす さぇぉけすっく ょっく ゃ „┿さしっくぇか”. 
¨つぇおゃぇ ゅけ し けしけぉっくけ ゃなかくっ-
くうっ, しなとけ おぇすけ こさっょ せゃけかくっ-
くうっ けす おぇいぇさきぇすぇ.  
′ぇ  „┿さしっくぇか” ╉けかぬけ っ こけし-

ゃっすうか ちっかうは しう すさせょけゃ こなす - 
けす 1-ゃう のかう 1966 ゅけょうくぇ ょけ 
ょくっし. ] „┿さしっくぇか” しぇ しゃなさいぇ-
くう ゃしうつおう ゃぇあくう しなぉうすうは ゃ 
あうゃけすぇ きせ. 〈せお しっ  いぇょけきは-
ゃぇ, すせお ういゃっしすくけ ゃさっきっ さぇ-
ぉけすう しなこさせゅぇすぇ  きせ, すせお さぇ-
ぉけすう すけえ, おけゅぇすけ しっ さぇあょぇす 
こけさぇしくぇかうすっ きせ ゃっつっ ょゃぇきぇ 
しうくけゃっ, っょうくうはす けす おけうすけ いぇ 
おさぇすおけ しなとけ っ つぇしす けす おけ-
かっおすうゃぇ くぇ いぇゃけょぇ. 
 ╁ „┿さしっくぇか” しっゅぇ しぇ う ょゃぇ-

きぇすぇ きせ  こけさぇしくぇかう ゃくせ-
ちう - そせすぉけかくぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
ゅけさょけしす. ╂けかっきうはす  - 14-ゅけ-
ょうてくうはす  ╉さぇしうきうさ ╀けくっゃ, 
っ おぇこうすぇく くぇ そせすぉけかくうは けす-
ぉけさ くぇ „┿さしっくぇか”,  ぇ きぇかおうはす 
- ╈けさょぇく ╀けくっゃ, ゃっつっ こうてっ 
う こなさゃうすっ しう こけぉっょう くぇ すっ-
さっくぇ. 

 ╆ぇ ぉなょっとうは こっくしうけくっさ 
╉けかぬけ ╀けくっゃ  ╆ぇゃけょ 6 ゃ 

„┿さしっくぇか” っ
ゃすけさぇすぇ きせ おなとぇ. 

′うすけ いぇ ょっく くっ っ しきっくうか 
くうすけ ちったぇ, くうすけ いぇゃけょぇ こさっい 
ゃしうつおうすっ  47 ゅけょうくう さぇぉけすぇ 
すせお. ¨しすぇゃぇ ゃっさっく くぇ いぇゃけ-

ず　öÜ 2013:
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╁┿〈 ¨〈 》¨〈╄╊┿.

[そしへそ ╆そせかう:

ょぇ, おけえすけ さぇあょぇ きぇえしすけさうすっ, 
おぇおすけ っ ういゃっしすっく ゃなゃ そうさきぇ-
すぇ うくしすさせきっくすぇかくうはす ╆ぇゃけょ 6.   

¨しすぇゃぇ ゃっさっく う くぇ
こなさゃぇすぇ しう

こさけそっしうけくぇかくぇ かのぉけゃ - 
《〉 251. 

╆ぇ ゃしうつおけすけ ゃさっきっ ょけさう 
きぇてうくぇすぇ, くぇ おけはすけ さぇぉけすう, 

けしすぇくぇかぇ しなとぇすぇ. ╃ゃぇきぇすぇ しっ 
こけいくぇゃぇす ぉっい ょせきう. ]さぇしくぇかう 
しぇ しっ おぇすけ しおぇつっくう しなょけゃっ う 
しぇきけ っせそけさうはすぇ けす こさっょしすけ-
はとけすけ きせ こっくしうけくうさぇくっ  う 
くけゃうはす さうすなき くぇ あうゃけす いぇ-
しっゅぇ こさっつぇす くぇ ぉぇえ ╉けかぬけ ょぇ 
せしっすう すなゅぇすぇ, おけはすけ とっ ゅけ くぇ-
かっゅくっ こけ... さぇぉけすぇすぇ. ′っ ゅけ-
ゃけさう いぇ せきけさぇ, きぇおぇさ すは くっ-
きうくせっきけ ょぇ  しっ っ くぇしなぉさぇかぇ 
ゃ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ っ しすぇゃぇか 
くっけすかなつくけ ゃ  6 つぇしぇ しせすさうく-
すぇ. ╇ いうきっ, う かっすっ.
 „‶さっゅぇさはくっすけ” くっ っ こけとぇ-

ょうかけ う くっゅけ, きぇおぇさ  ょぇ こさう-
いくぇゃぇ, つっ こけゃっつっ ゅけ ぉけかう けす 
そぇおすぇ, つっ „きかぇょうすっ すさせょくけ 
けしすぇゃぇす ゃ いぇゃけょぇ, こかぇてぇす 
しっ けす さぇぉけすぇすぇ, ゃしっおう うしおぇ 
こぇさう, くけ, ぇおけ きけあっ - かっしくう”. 
 ╇きぇかけ っ たけさぇ, おけうすけ うょゃぇす 

こさう くぇし う, しかっょ おぇすけ ゃうょはす 
„こぇはあうくぇすぇ” /ぉっか. ぇゃす.  ちっ-
たけゃ あぇさゅけく いぇ しかけあっく う ゅけ-
かはき つっさすっあ, こけ ょせきうすっ くぇ  
ぉぇえ ╉けかぬけ/, しう すさなゅゃぇす う こけ-
ゃっつっ くっ うょゃぇす, おぇいゃぇ そさっいう-
しすなす, いぇ おけゅけすけ すぇえくう ゃ さぇぉけ-
すぇすぇ くはきぇ.
 ╆ぇ ゃしうつおうすっ 47 ゅけょうくう くぇ 

そさっいぇすぇ こさっい さなちっすっ う けつう-
すっ きせ しぇ きうくぇかう おぇおゃう かう くっ 
くっとぇ.  
 ]ぇき しなき しう くぇしすさけえつうお, しぇき 

しう こさぇゃは うくしすさせきっくすぇ, しぇき 
しう つっすぇ つっさすっあうすっ う しぇき しう 
こさぇゃは  ょっすぇえかうすっ, しこけょっかは 
そさっいうしすなす, おけゅけすけ ちっかうはす おけ-
かっおすうゃ くぇ いぇゃけょ 6 うしおぇ ょぇ いぇ-
ょなさあう けとっ くぇ さぇぉけすぇ. ‶さっょ-
しっょぇすっかはす くぇ  ╉′]╀ ゃ ╆ぇゃけょ 
6 ╀かぇゅけゃっしす ╀かぇゅけっゃ くっ おさうっ, 
つっ っ こさっょかけあうか くぇ ぉぇえ ╉けかぬけ 
ょぇ けしすぇくっ くぇ さぇぉけすぇ, くけ すけえ 
けすおぇいぇか. ′っおぇ ょぇ うきぇ さぇぉけすぇ 
いぇ きかぇょうすっ, きけはすぇ ゃっつっ しゃなさ-

てう, おぇいゃぇ ゃっすっさぇくなす. 

〈ぇおうゃぇ, おぇすけ くっゅけ,
しぇ さはょなお ゃうょ ゃっつっ,

くぇ ういつっいゃぇくっ. 

╉ぇすっゅけさうつっく っ しうくょうおぇかうし-
すなす ╀かぇゅけっゃ. ╆ぇ くっゅけ そさっいう-
しすなす けす ちった 130 っ っょうく けす 
すぇかうしきぇくうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 6, くっ-
ゅけゃぇ ゅけさょけしす, すなえ おぇすけ っ さぇ-

ぉけすくうおなす し くぇえ-ょなかなゅ しすぇあ ゃ 
いぇゃけょぇ. 
╆ぇ しすぇさぇくうっすけ, こさけそっ-

しうけくぇかういきぇ う  かけはかくけしすすぇ 
くぇ ょゃぇ こなすう いぇゃけょしおけすけ う 
しうくょうおぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃぇ 

ゅけ こさっょかぇゅぇす いぇ ┿かっはすぇ くぇ 
しかぇゃぇすぇ, くけ… すぇおぇ う くっ きせ 
ょけてなか さっょなす. 〈けゃぇ いぇ ぉぇえ 
╉けかぬけ けぉぇつっ くはきぇ いくぇつっくうっ, 
いぇとけすけ さぇぉけすうか „くっ いぇ ょぇ  
けおうつぇす こけさすさっすぇ きせ ゃ ┿かっは-
すぇ, ぇ いぇとけすけ けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ 
しう”.
 ¨とっ けす せつうかうとくぇすぇ しおぇ-

きっえおぇ, ょけおぇすけ せつうか ゃ ‶〉 

„《さうょさうた ╄くゅっかし” う たけょうか 
ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ ちったけゃっ くぇ 
こさぇおすうおぇ, いくぇっか, つっ すさせょけ-
ゃうはす きせ こなす とっ っ うきっくくけ 
すせお. ╃け ょっく-ょくってっく っ ぉかぇゅけ-
ょぇさっく くぇ こなさゃうは しう せつうすっか 
う くぇしすぇゃくうお, こけおけえくうお けす 
20-すうくぇ ょくう - ′うおけかぇ ╀ぇおぇ-
かけゃ, おけえすけ きせ こさっょぇか ちっくくう-
すっ せさけちう う ゅけ くぇおぇさぇか ょぇ しっ 
ゃかのぉう ゃなゃ そさっいぇすぇ. 

¨ぉうつぇた さぇぉけすぇすぇ しう,
きぇおぇさ つっ くうおけゅぇ くっ きう っ 

ぉうかけ かっおけ. 

‶さっおぇさぇた あうゃけすぇ しう くぇ 
こさぇおすうおぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おぇい-
ゃぇ  くぇ そうくぇかぇ ╉けかぬけ ╀けくっゃ. 
]こけょっかは, つっ こさっい ゃしうつおう-
すっ きせ ゅけょうくう くぇえ-すさせょくけ 
きせ っ ぉうかけ, おけゅぇすけ しうくけゃっすっ 
きせ  ぉうかう ゃ かのかおぇすぇ, ぇ すけえ っ 
すさはぉゃぇかけ ょぇ しすぇゃぇ いぇ こなさゃぇ 
しきはくぇ こけ くけとうすっ う ょぇ うょゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ. ╅っくぇすぇ しぇきぇ しっ 
けこさぇゃはてっ, ぇ ぇい ぉなさいぇた いぇ 
さっえしぇ, ゃさなとぇ かっくすぇすぇ くぇ-
いぇょ そさっいうしすなす けす ╆ぇゃけょ 6. ] 
すなゅぇ う せきうかっくうっ しう しこけきくは 
いぇ ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ „┿さしっ-
くぇか” さぇぉけすうかう きくけゅけ たけさぇ 
う ゃしはおけ しっかけ しう うきぇかけ しゃけえ 
さぇぉけすくうつっしおう ぇゃすけぉせし, しこっ-
ちうぇかくけ  いぇ そうさきぇすぇ. ╋ぇおぇさ 
つっ すさせょくけ しすぇくぇ, くけ しすぇくぇ. 
]っゅぇ っ ょさせゅけ. ′はきぇ すけかおけゃぇ 
さぇぉけすくうちう, くはきぇ う すさぇくし-
こけさす, ゃなさすうき しっ し おけかうすっ, 
ょくっし ぇい, せすさっ おけきてうはすぇ, おぇい-
ゃぇ いぇ っあっょくっゃうっすけ しう ╉けかぬけ 
╀けくっゃ. 
 ′っいぇゃうしうきけ けす すけゃぇ, けぉぇ-

つっ, くうすけ いぇ きうゅ こさっい ゃしうつ-
おうすっ すっいう 47 ゅけょうくう くっ きせ っ 
うょゃぇかけ う くぇせき ょぇ しう すさなゅくっ 
けす そうさきぇすぇ. ╃けさう う ゃ くぇえ-
すさせょくけすけ ゃさっきっ: くぇ しすぇつおうすっ 
う 8-きっしっつくうすっ いぇぉぇゃはくうは くぇ 

いぇこかぇすう, ╉けかぬけ ╀けくっゃ けしすぇゃぇ 
ゃっさっく くぇ „┿さしっくぇか”. ¨ぉはしくっ-
くうっすけ いぇ すぇいう さっしこっおすうさぇとぇ 
かけはかくけしす っ ぉっいぇこっかぇちうけく-
くけすけ: „》ぇさっしゃぇた すけゃぇ, おけっすけ 
こさぇゃは”. 

╆ぇ ゃさっきっすけ ゃ いぇゃけょぇ っ 
けぉせつうか ょっしっすおう. 

′っ ゃしうつおう けす せつっくうちうすっ きせ 

しぇ ゃ いぇゃけょぇ, くけ っ しこけおけっく, 
いぇとけすけ うきぇかけ う おけえ ょぇ こけっ-
きっ さぇぉけすぇすぇ  しかっょ  くっゅけ. ╉け-
かっゅぇすぇ きせ 〈さうそけく 〈さうそけくけゃ 
っ っょうく けす すはた. ╇ ぉぇえ ╉けかぬけ 
くっ おさうっ, つっ うきぇ ゅけかっきう けつ-
ぇおゃぇくうは おなき „すけゃぇ きけきつっ”. 
╋ぇおぇさ つっ う ょけ こけしかっょくうは  
きせ さぇぉけすっく ょっく ゅさぇそうおなす きせ 
し さぇぉけすぇ っ こなかっく. ╃けさう くぇ-
つぇかくうおなす きっ  こうすぇ おけかおけ ょくう 
とっ しなき けとっ すせお, いぇ ょぇ いくぇっ 
おぇおゃぇ さぇぉけすぇ ょぇ きう ゃないかけあう, 
おぇいゃぇ そさっいうしすなす, おけえすけ ゃっつっ 
おさけう こかぇくけゃっ おぇお ょぇ けすこさぇい-
くせゃぇ こっくしうけくうさぇくっすけ しう. 
¨とっ くっ っ ういぉさぇか きはしすけすけ, くけ 
っ おぇすっゅけさうつっく, つっ „こさぇいくっく-
しすゃけすけ とっ っ ゅけかはきけ う しなさ-
ちぇすけ”, いぇとけすけ つぇおぇ すけいう ょっく 
ゃっつっ し くっすなさこっくうっ.  
〉ぉっょっく っ, つっ こけくっ くぇ こなさ-

ゃけ ゃさっきっ くはきぇ ょぇ しおせつぇっ. 
】っ しう こけつうくっ おぇつっしすゃっくけ, 
とっ けぉなさくっ ゃくうきぇくうっ くぇ くぇえ-
ぉかういおうすっ しう, いぇ おけうすけ ゃ ゅけょう-
くうすっ くぇいぇょ ゃしっ くっ けしすぇゃぇかけ 
ゃさっきっ. ╇ とっ いぇあうゃっっ ょさせゅうは 
しう あうゃけす. 』ぇおぇかぇ ゅけ しなとけ う 
さぇぉけすぇ こけ ょゃけさぇ, ゅさうあう こけ 
こつっかうすっ.  
 

[なちっすっ きせ すさせょくけ とっ
けしすぇくぇす ぉっい さぇぉけすぇ.

╃けおぇすけ ╉けかぬけ ╀けくっゃ きう うい-
さうつぇ ゃしうつおけ すけゃぇ, ゅかっょぇき 
さなちっすっ きせ. 
 ╂けかっきう う いょさぇゃう. [なちっ くぇ 

さぇぉけすかうゃ つけゃっお. [なちっ, おけう-
すけ すさせょくけ とっ けしすぇくぇす ょなかゅけ 
ゃさっきっ ぉっい さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ う 
くっ ゃはさゃぇき, つっ しかっょ すっいう 47 
ゅけょうくう, 1 きっしっち う 24 ょくう  
そさっいうしすなす いぇゃうくぇゅう しう すさなゅ-
ゃぇ けす  ちった 130 う しっ さぇいょっかは 
しなし しゃけはすぇ 《〉 251. 
 ┿い かうつくけ くっ ゃはさゃぇき ゃ すぇおう-

ゃぇ さぇいょっかう.

 ′っ ゃはさゃぇす う すっいう, おけうすけ 
ちっくはす さぇぉけすぇすぇ きせ う ゅけ せゃぇ-
あぇゃぇす おぇすけ つけゃっお. ╆ぇすけゃぇ 
しぇ う せぉっょっくう, つっ ぉぇえ ╉けかぬけ 
こさけしすけ こさぇゃう こぇせいぇ. ╂けかはき 
こぇせいぇ こさっょう こけさっょくけすけ しう 
ゃなかくせゃぇとけ あうすっえしおけ ゅきせさ-
おぇくっ. ╇ うしおさっくけ きせ あっかぇはす 
せしこった. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》╊〉』¨¨【╊ - ╆╊′ 【╅╇╅〉...
′ぇしすけはとうはす きうくうしすなさ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 》ぇしぇく ┿ょっきけゃ しなとけ っ せぉっょっく, つっ 

„すけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しかせつう, いぇとけすけ っ けつっゃうょくぇ くっしこさぇゃっょかうゃけしすすぇ う ょうしおさうきうくぇちうはすぇ”, 

ぉっい ょぇ こけはしくはゃぇ けぉぇつっ ょぇかう  すけゃぇ  しっ けすくぇしは いぇ ゃしうつおう, うきぇとう こさぇゃけ くぇ こけ-ゃうしけおう こっくしうう けす 
しっゅぇてくうは すぇゃぇく.
〈っこなさゃぇ うょっはすぇ とっ しっ けぉしなあょぇ し っおしこっさすう う しなし しけちうぇかくうすっ こぇさすくぬけさう. ‶さっょゃぇさうすっかくうすっ さぇいつっ

すう こけおぇいゃぇす, つっ, ぇおけ こぇょくっ けゅさぇくうつっくうっすけ いぇ ゃしうつおう, すけゃぇ とっ しすさせゃぇ けおけかけ 120 きうかうけくぇ ょけこなかくう
すっかくけ くぇ ゅけょうくぇ. ┿ ぇおけ こぇょくっ しぇきけ いぇ くけゃうすっ こっくしうう - 12 きうかうけくぇ. 
╆ぇ しさぇゃくっくうっ, ゃ 15 けす 28-すっ ょなさあぇゃう-つかっくおう くぇ ╄] すぇゃぇく くぇ こっくしううすっ くはきぇ.
┿おけ くっ しっ こけしすうゅくっ おけくしっくしせし いぇ けすこぇょぇくっ くぇ すぇゃぇくぇ いぇ ゃしうつおう こっくしうう, くぇえ-ゃっさけはすくけ とっ しっ こさっ

きうくっ おなき 

こけっすぇこくけ ゃょうゅぇくっ くぇ きぇおしうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく ょけたけょ, こさっょゃうあょぇす っおしこっさすう こけ ぉの
ょあっす う しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ. 

〈ぇおぇ きぇおしうきぇかくうすっ こっくしうう, おけうすけ しぇ こさけちっくす けす すけいう ょけたけょ, ぇゃすけきぇすうつくけ とっ しっ せゃっかうつぇす. 〈けいう 
ゃぇさうぇくす, けぉぇつっ, しなとけ くっ しっ こさうっきぇ っょくけいくぇつくけ, すなえ おぇすけ おぇしぇっ, おぇおすけ ぉういくっしぇ, すぇおぇ う けすょっかくうは 
つけゃっお.
‶けしすうゅぇくっすけ くぇ しけちうぇかくぇ しこさぇゃっょかうゃけしす こけ けすくけてっくうっ くぇ いぇしかせあっくけ う ょぇょっくけ っ すさせょくぇ ょうかっきぇ. 

¨しけぉっくけ きなつくぇ いぇ さってぇゃぇくっ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ けゅさけきくぇ ぇさきうは けす たけさぇ し くうしおう ょけたけょう, おぇおゃうすけ 
しぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こっくしうけくっさう - ゃっつっ くぇょ 2,6 きかく. ょせてう 
                                                             

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

どÜ£ó, ßñ£ ¡ÜúöÜ...
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╋けあっ ぉう う いぇとけすけ ゃなゃ ゃさっきっくぇすぇ, ゃ おけうすけ あうゃっっき, 
すさせょくけしすうすっ くう さぇいぉうゃぇす くぇ こぇさつっすぇ, おなしぇす ゃさない

おう う けすくけてっくうは, いぇゃうしすすぇ う くっさゃくけしすすぇ くう こさっゅぇさはす 
しすぇさう きけしすけゃっ, ゅさぇょっくう し ゅけょうくう う ゃしっ こけ-きぇかおけ けしすぇ
ゃぇす すっいう, ぉっい おけうすけ くっ きけあっき... 
╅っしすけおうはす おさなゅけゃさぇす くぇ あうゃけすぇ ゃしっおう ょっく くう おぇさぇ ょぇ 

しっ さぇいけつぇさけゃぇきっ けす すっいう ょけ くぇし うかう こなお ょぇ しっ けつぇさけ
ゃぇきっ けす くっこけいくぇすう. 
╇ いぇとけすけ いくぇっき, つっ こけ-かっしくけ しっ ゃなさゃう う こけ くぇえ-すさせょ

くうは こなす, おけゅぇすけ くっ しきっ しぇきう, いぇこけつくぇたきっ すぇいう させぉさう
おぇ し ぇきぉうちうはすぇ ょぇ は こさっゃなさくっき ゃ ┿かっはすぇ くぇ ょけぉさうすっ 
たけさぇ. ╁ けくぇいう くぇこうしぇくぇ けす くぇし しぇきうすっ おくうゅぇ いぇ すっいう, 
ぉっい おけうすけ くっ きけあっき...
 ╇ おけうすけ くっ っ くっけぉたけょうきけ くっこさっきっくくけ ょぇ しぇ すけつくけ 

すっいう ょけ くぇし うかう すっいう, し おけうすけ こさっおぇさゃぇきっ ゃさっきっすけ 
しう. ‶けくはおけゅぇ しかせつぇえくぇ しさっとぇ いぇ きうくせすぇ-ょゃっ  きけあっ ょぇ 
けぉなさくっ あうゃけすぇ くう ゃ くけゃぇ こけしけおぇ. ╇ ょぇ ょぇょっ くけゃ しきう
しなか くぇ ょくうすっ くう. 
 ╇きっくくけ いぇさぇょう すぇいう くぇょっあょぇ いぇこけつくぇたきっ けぉとぇすぇ くう 

しさっとぇ すせお , し くっこさっすっくちうけいくけすけ, くけ ぉっいおさぇえくけ ゃぇあくけ 
„〈けいう, ぉっい おけえすけ…”.
‶け すさぇょうちうは こなさゃうすっ  しきっかつぇちう しぇ „くぇてう たけさぇ”. ╁ 

しかせつぇは っょうく ょけぉなさ う こけつすう こけ ょっすしおう つうしす つけゃっお けす 
╆ぇゃけょ 5 - ‶かぇきっく ‶っすおけゃ. 
 ]なとうはす ‶かぇきっく, おけえすけ あうゃっっ いぇさぇょう たけさぇすぇ, し おけうすけ 

さぇぉけすう, う ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ おけうすけ, おぇおすけ しぇき すけえ すゃなさ
ょう, っ すけゃぇ, おけっすけ っ.
 ╄すけ おぇおゃけ くう くぇこうしぇ こさっい しっょきうちぇすぇ ‶かぇきっく けす ちった 

130 くぇ いぇゃけょ 5.

╀っいちっくくけ ぉけゅぇすしすゃけ
 

‶かぇきっく ‶っすおけゃ
╆ぇゃけょ 5, ちった 130, „┿さしっくぇか” ┿╃
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[けお そっしすうゃぇか „We are going to ╋なゅかうあ“ とっ しっ こさけ-
ゃっょっ いぇ こなさゃう こなす くぇ 7 しっこすっきゃさう. ¨さゅぇくういぇすけ-

さうすっ しっ くぇょはゃぇす そっしすうゃぇかなす ょぇ しっ こさっゃなさくっ ゃ つぇしす けす 
おせかすせさくぇすぇ すさぇょうちうは くぇ さっゅうけくぇ. 『っかすぇ っ ょぇ しっ こけ-
こせかはさういうさぇ ╋なゅかうあ おぇすけ すせさうしすうつっしおぇ ょっしすうくぇちうは. 
[けお そっしすうゃぇかなす しっ けさゅぇくういうさぇ けす おぇいぇくかなつぇくうく, 
おけえすけ けす ゅけょうくう あうゃっっ ゃ ╂っさきぇくうは.

¨ぉはゃっく っ おけくおせさし 
いぇ 370 ゃぇおぇくすくう 

ょかなあくけしすう いぇ ゃけえ-
くうちう ゃなゃ ゃけっくくうすっ 
そけさきうさけゃぇくうは くぇ 
]せたけこなすくうすっ ゃけえしおう. 
′ぇえ-ゅけかはき っ ぉさけはす 
くぇ ょかなあくけしすうすっ いぇ 
ゃけえくうちう ゃ ゅぇさくういけく 
╉ぇさかけゃけ - 133. ╁ ゅぇさ-
くういけく ╉ぇいぇくかなお すっ しぇ 
102, ゃ ぅきぉけか - 65, ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - 50 う ゃ 
》ぇしおけゃけ - 20.
]せたけこなすくうすっ ゃけえしおう 

すなさしはす きったぇくうお-ゃけょぇつう, てけそぬけさう, いっくうすつうちう, すったくうちう う ょさせゅう 
しこっちうぇかうしすう. 〈なさしはす しっ しなとけ う ゅけすゃぇつう う こけきけとくうお-ゅけすゃぇつう. 
╆ぇ こさうっきぇくっ くぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす しぇきけ ぉなか-

]なし しすぇさぇ ょぇすぇ - けす 1-ゃう はくせぇさう 
2013 ゅけょうくぇ, しっ せゃっかうつぇゃぇす さぇ-

ぉけすくうすっ いぇこかぇすう くぇ きっょうちうくしおうすっ 
しこっちうぇかうしすう, さぇぉけすっとう ゃ ょっすしおけすけ う 
せつうかうとくけすけ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっ  - くぇ さぇ-
ぉけすっとうすっ ゃ はしかっくうすっ ゅさせこう ゃ ¨╃╆, ゃ 
ょっすしおうすっ はしかう, ゃ いょさぇゃくうすっ おぇぉうくっすう 
ゃ ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう う せつうかうとぇすぇ ゃ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  〈ぇおぇ しさっょくぇすぇ ぉさせすくぇ 
さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ くぇ っょくけ きっょうちうくしおけ 
かうちっ ゃなゃ そせくおちうは „╆ょさぇゃっけこぇいゃぇくっ“ 
しっ せゃっかうつぇゃぇ けす 465.02 かゃ. くぇ 577.40 
かゃ., おぇすけ せゃっかうつっくうっすけ くぇ すさせょけゃうすっ 
ゃないくぇゅさぇあょっくうは いぇ ゃさっきっすけ けす 1-ゃう 
はくせぇさう 2013 ゅ. ょけしっゅぇ とっ ぉなょっ けすさぇいっ-
くけ ゃ いぇこかぇすうすっ いぇ きっしっち のかう.

] こなさゃぇ おけこおぇ ぉっ ょぇょっく しすぇさすなす  いぇ  ういゅさぇあょぇ-
くっ くぇ おぇくぇかういぇちうは う ゃけょけこさけゃけょ ゃ おゃぇさすぇか 

„╉さぇえさっつっく“ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 】っ ぉなょぇす ういゅさぇょっくう  
ゃけょけこさけゃけょ  し ょうぇきっすなさ 110 きき し けぉとぇ ょなかあう-
くぇ 168 きっすさぇ う ゃけょけこさけゃけょ し ょうぇきっすなさ 90 きき 
う ょなかあうくぇ 145 きっすさぇ, いぇっょくけ しなし しゅさぇょくうすっ けす-
おかけくっくうは, つうはすけ けぉとぇ ょなかあうくぇ っ 60 き. ‶さけっおすなす 
こさっょゃうあょぇ う ういゅさぇあょぇくっ くぇ くけゃぇ ぉうすけゃぇ おぇくぇ-
かういぇちうけくくぇ きさっあぇ し ょなかあうくぇ 307 き. , くぇ ょなあ-
ょけゃくぇ おぇくぇかういぇちうけくくぇ きさっあぇ  しなし 6  ょなあょけゃくう 
おかけくぇ う 16  ょなあょけこさうっきくう てぇたすう. ]すけえくけしすすぇ くぇ 
ょっえくけしすうすっ こけ せかうちぇ „¨さそっえ“ ゃ おゃぇさすぇか „╉さぇえ-
さっつっく“ っ 62 339 かっゃぇ, ぇ しさけおなす いぇ ういこなかくっくうっ っ 
30 ょくう.
‶ぇさぇかっかくけ し すけゃぇ こさっょしすけう う しすぇさすなす くぇ うい-

ゅさぇあょぇくっすけ くぇ ゃけょけこさけゃけょ う おぇくぇかういぇちうは  こけ せか. „〈のかぉっくしおぇ“ - 1 つぇしす, う せか. „╊のかはおけゃぇ ゅさぇ-
ょうくぇ“ – 1 つぇしす ゃ おゃ. „╉せかぇすぇ“ – つぇしすすぇ けす ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお. ]さけおなす いぇ ういこなかくっくうっ すぇき っ 60 ょくう, ぇ 
しすけえくけしすすぇ 102 772 かゃ. ‶さっょしすけう ういゅさぇあょぇくっ しなとけ う くぇ  おぇくぇかういぇちうは くぇ せか. „[ぇょっちおう“ いぇ 7668 
かゃ., おぇくぇかういぇちうは くぇ せか. „6-すう しっこすっきゃさう“ いぇ  11 493 かゃ. う おぇくぇかういぇちうは くぇ せか. „¨ぉけさうとっ“ いぇ 
9669 かゃ.

¨ぉとうくぇすぇ ╉ぇいぇくかなお 
いぇこけつくぇ きぇとぇぉくう 

さっきけくすくう  ょっえくけしすう いぇ 
ぇしそぇかすうさぇくっ う こさっぇし-
そぇかすうさぇくっ くぇ せかうちう 
ゃ ゅさぇょぇ う くぇしっかっくうすっ 
きっしすぇ. ]すけえくけしすすぇ くぇ 
ゃしうつおう すっいう ょっえくけしすう 
っ 1 601 000 かっゃぇ, おぇすけ 
しさっょしすゃぇすぇ いぇ いぇかけあっくう 

ゃ  ╂けょうてくぇすぇ  うくゃっしすうちうけくくぇ こさけゅさぇきぇ  くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. 
] すっいう しさっょしすゃぇ とっ しっ けすさっきけくすうさぇす 25 せかうちう けぉとけ. ╇いこなか-

くうすっかう くぇ ょっえくけしすうすっ しぇ ょゃっ そうさきう: „╃うきぇし“ ┿╃ - ╂ぇぉさけゃけ 
し けぉとけ 17 こけいうちうう  う しすぇさけいぇゅけさしおぇすぇ „‶╉] ╄し ╀う ╄し“  し 
8.  ‶けしかっょくぇすぇ こけかせつう こさぇゃけすけ くぇ すけゃぇ, しかっょ おぇすけ けぉあぇかゃぇ 
さっいせかすぇすぇ けす こさけゃっょっくぇすぇ けぉとっしすゃっくぇ こけさなつおぇ ゃ ╉けきうしうは-
すぇ いぇ いぇとうすぇ くぇ おけくおせさっくちうはすぇ.  25-すっ こけいうちうう ゃおかのつゃぇす 
さっきけくす くぇ つっすゃなさすけおかぇしくぇすぇ こなすくぇ きさっあぇ こけ せすゃなさょっく けす 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす しこうしなお,  つぇしすうつくけ こさっぇしそぇかすうさぇくっ くぇ せか. 
„╇くょせしすさうぇかくぇ“, ぇしそぇかすうさぇくっ くぇ せかうちう うかう くぇ けこさっょっかっくう 
けすしっつおう けす すはた ゃ ╉ぇいぇくかなお . 〈けゃぇ しっ けすくぇしは いぇ せか. „『ぇさ ]う-
きっけく ╁っかうおう“, せか. „》さ. ぅくおけゃ“, せか. „╂っく. ╂せさおけ“, せか. „╂. ╀っく-
おけゃしおう“, せか. „‶っすおけ ]すぇえくけゃ“, こぇさおうくゅ くぇ せか. „╂っく. ╂せさおけ“, 
せか. „‶せておうく“,  せか. „╉っくぇかう“, けす せか. „』ぇすぇかょあぇ“ ょけ あ.こ. ゅぇさぇ, 
せか. „╉さっきけくぇ“ ゃ おゃ. „╇いすけお“, せか. „¨さってぇおぇ“ けす せか. „╉ぇこさけくう“ 
ょけ すっくうし おけさすけゃっすっ. [っおけくしすさせおちうは う ぇしそぇかすうさぇくっ くぇ せかうちう 
とっ ぉなょぇす ういゃなさてっくう ゃ くぇしっかっくうすっ きっしすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ - し. 
¨ゃけとくうお, ]さっょくけゅけさけゃけ, ╉けこさうくおぇ, ╉なくつっゃけ, ╀せいけゃゅさぇょ, 
』っさゅぇくけゃけ, [なあっくぇ, ╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ╂けさくけ ╇いゃけさけゃけ, ╃せ-
くぇゃちう,  ╄くうくぇ, 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ, 【っえくけゃけ, ╃けかくけ ╇いゃけさけ-
ゃけ, ╂けさくけ 』っさおけゃうとっ, [けいけゃけ, ゅさ. 【うこおぇ, さっおけくしすさせおちうは くぇ 
しこうさおぇ ゃ ゅさ. ╉さなく.

╃け おさぇは くぇ かはすけすけ, ゃしはおぇ しなぉけすぇ う くっ-
ょっかは, Mall Galleria けさゅぇくういうさぇ ぉっい-

こかぇすくう ぇゃすけぉせしう いぇ あうすっかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
ょけ すなさゅけゃしおうは ちっくすなさ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ.  ┿ゃ-
すけぉせしうすっ  すさなゅゃぇす ょゃぇ こなすう ょくっゃくけ ゃ つぇしけ-
ゃっすっ 10.00 う 14.30 けす しこうさおぇ       ┿ぉぇはすぇ, 
しこうさおぇ 『っくすなさ う しこうさおぇ „╇いすけお”, し つぇしけ-
ゃっ くぇ ゃさなとぇくっ けす Mall Galleria –ゃ 13.30 う 
20.00. ╋っしすぇすぇ, くぇ おけうすけ とっ しこうさぇす せうお-
っくょ ぇゃすけぉせしうすっ, しぇ きぇさおうさぇくう しなし しこっちう-
ぇかくう せおぇいぇすっかくう すぇぉっかう くぇ M¨╊-ぇ.
′ぇ ゃしうつおう こなすせゃぇとう し ぉっいこかぇすくうすっ ぇゃ-
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¨す 30-すう のかう ╉ぇいぇくかなお うきぇ くけゃ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお ゃ かうちっすけ くぇ こさっょしすぇゃうすっかは 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. 〈は こけかけあう おかっすゃぇ こさっょ ちっかうは しなしすぇゃ くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす, おけえすけ え ょっかっゅうさぇ こさぇゃけきけとうは いぇ 

しかっょゃぇとうすっ 5 ゅけょうくう. 〈けかおけゃぇ こさけょなかあぇゃぇ きぇくょぇすなす, しこけさっょ ‶さぇゃうかくうおぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 
 
  ¨す こけくっょっかくうお, 11-すう ぇゃゅせしす, さっぇかくけ いぇさぇぉけすう う こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, きぇおぇさ ゅさぇあょぇくう しなし しゃけうすっ 

あぇかぉう う こさけぉかっきう ょぇ しぇ こけしっすうかう こさうっきくぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ ういぉけさぇ くぇ 】っさっゃぇ くぇ こけしすぇ. 
 『っかすぇ きう っ うくしすうすせちうはすぇ, おけはすけ こさっょしすぇゃかはゃぇき, ょぇ っ けすゃけさっくぇ おなき たけさぇすぇ, ょぇ っ ょけしすなこくぇ う さっいせかすぇすくぇ, ょぇ っ こけかっいくぇ 

けすおなき さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ うき, し おけうすけ くっ きけゅぇす ょぇ しっ しこさぇゃはす. ╇しおぇき う とっ ょぇき きくけゅけ けす しっぉっ しう, いぇ ょぇ しなき こけかっいくぇ 
くぇ たけさぇすぇ, けすゃけさっくぇ しなき いぇ ょうぇかけゅ う さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ し きっしすくぇすぇ ゃかぇしす, おぇすけ  ういおかのつうすっかくけ ょなさあぇ くぇ ょけぉさうは 
すけく  う くけさきぇかくけすけ けぉとせゃぇくっ, おぇすっゅけさうつくぇ ぉっ こさっょ „ 〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 】っさっゃぇ. 
 ╆ぇ おさぇすおけすけ ゃさっきっ けす ゃしすなこゃぇくっすけ しう ゃ ょかなあくけしす ゃっつっ っ こさけゃっかぇ しさっとう し こさっょしすぇゃうすっかう  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 う ¨ぉとうくしおうは しなゃっす いぇ せすけつくはゃぇくっ  くぇ しなゃきっしすくぇすぇ うき さぇぉけすぇ こけ ゃなこさけしうすっ う こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.  ‶けしすうゅ
くぇすぇ っ ょけゅけゃけさっくけしす っあっきっしっつくけ けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお, おきっすなす う くっゅけゃうはす っおうこ, おぇおすけ う こさっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす, ょぇ けぉきっくはす うくそけさきぇちうは いぇ こけしすなこうかうすっ あぇかぉう う きけかぉう けす ゅさぇあょぇくう ゃ すなさしっくっ くぇ けぉとう う こけかっいくう さってっくうは. 
 ╁ くぇつぇかけすけ くぇ っしっくすぇ けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお こかぇくうさぇ ょぇ いぇこけつくっ  こけっすぇこくう さっょけゃくう こさうっきくう いぇ ゅさぇあょぇくう ゃ くぇしっ

かっくうすっ きっしすぇ けす けぉとうくぇすぇ. ‶さっょう すけゃぇ くぇ 】っさっゃぇ え こさっょしすけう しさっとぇ し おきっすけゃっすっ.
¨ぉとけゅさぇょしおぇ しさっとぇ, おけはすけ しなとけ ょぇ しすぇくっ すさぇょうちうけくくぇ - こけくっ ょゃぇ こなすう ゃ ゅけょうくぇすぇ, こさはおぇ う しなゃきっしすくぇ さぇぉけすぇ し っおうこぇ 

くぇ くぇちうけくぇかくうは けきぉせょしきぇく う けさゅぇくういうさぇくっ くぇ けぉとう こさうっきくう いぇ ゅさぇあょぇくう, しぇ ょさせゅぇ つぇしす けす  こかぇくけゃっすっ  ょけ おさぇは くぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ くぇ くけゃけういぉさぇくうは 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.

《いはかつてうかせけみて たそつちかおせけさ:

‶さうっきくぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは
こけしさっょくうお くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお

 
 ╄あっょくっゃくけ, 5 ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, こけ 4 

つぇしぇ, けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇく
かなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ とっ こさうっきぇ ゅさぇあょぇくう し 
すったくうすっ ゃなこさけしう, あぇかぉう, きけかぉう いぇ こけきけと. 
 『っかすぇ くぇ すけゃぇ つぇしけゃけ さぇいこさっょっかっくうっ 

くぇ こさうっきくぇすぇ っ ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ 
たけさぇ し さぇいかうつくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ょぇ きけゅぇす 
ょぇ しっ しさっとぇす し けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 

‶けくっょっかくうお    14.00 - 18.00 つ.
╁すけさくうお          13.30 - 17.30 つ.
]さはょぇ               08.30 - 12.30 つ. 
』っすゃなさすなお       11.30 - 15.30 つ. 
 ‶っすなお              09.00 - 13.00 つ. 
 
┿ょさっし:  
 ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „ ┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 

4, っす. 3
すっかっそけく  いぇ ゃさないおぇ  0431/  98 340 
 e-mail:  ombudsman@minicipality-kz.org

]うゅくぇかう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけ
ゅぇす ょぇ しっ ういこさぇとぇす う つさっい しこっちうぇかくうすっ おせ
すうう, こけしすぇゃっくう くぇ しかっょくうすっ きっしすぇ: 

- くぇ ゃたけょぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ 
ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ4, おぇおすけ う くぇ っすぇあぇ 
こさっょ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ
くうお ゃ しなとぇすぇ しゅさぇょぇ, っす. 3
- くぇ ぉせか. „ [けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ 4, いぇょ ぉう

ゃてぇすぇ させしおぇ おくうあぇさくうちぇ. 
]うゅくぇかうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお 

きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす せしすくけ うかう ゃ こうしきっく 
ゃうょ.
┿くけくうきくう しうゅくぇかう くっ しっ こさうっきぇす う くっ しっ 

さぇいゅかっあょぇす.

╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ, [なおけゃけょうすっか けすょっか „〈ったくうつっしおけ さぇいゃう
すうっ う ゃなけさなあっくうっ“:

╊うつくけしすすぇ ょぇゃぇ しきうしなか くぇ うく
しすうすせちうはすぇ 

┿い かうつくけ こさうっきぇき うくしすうすせちうはすぇ くぇ けき
ぉせょしきぇくぇ おぇすけ けぉとっしすゃっく いぇとうすくうお くぇ 
くぇさせてっくうすっ ゅさぇあょぇくしおう こさぇゃぇ, ぇ すぇおうゃぇ, 
いぇ しなあぇかっくうっ, うきぇ くっきぇかおけ  ゃ しなゃさっきっく
くけすけ くう けぉとっしすゃけ う こさうきっさうすっ しぇ っあっ
ょくっゃくう. 

╃ぇ こけいくぇゃぇて くぇつうくうすっ いぇ けすしすけはゃぇくっ くぇ こさぇゃぇすぇ しう う いぇょなかあっくう
はすぇ しぇ ぇくゅぇあうきっくすう けす こなさゃうすっ すけつおう くぇ ょくっゃくうは さっょ くぇ ょくってくけすけ 
ゅさぇあょぇくしおけ けぉとっしすゃけ. 
 ‶け すぇいう う こさうつうくぇ っ きくけゅけ ゃぇあくけ すけゃぇ ょぇ っ さぇいぉうさぇくっすけ う くぇ 

つけゃっおぇ, おけえすけ ゃ きけきっくすぇ いぇっきぇ すぇいう こけいうちうは. ]つうすぇき しなとけ, つっ っ けす 
けしけぉっくけ いくぇつっくうっ, ゃぇあくけ っ けぉとっしすゃっくうはす いぇとうすくうお ょぇ こさうすっあぇゃぇ 
う ゃけかはすぇ, う っくっさゅうはすぇ いぇ けすしすけはゃぇくっ  くぇ すっいう こさぇゃぇ. ╁ すけいう しきうしなか, 
しなき かうつくけ せぉっょっく, つっ ういぉけさなす くぇ こさっょしすぇゃうすっかは くぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ かうちっすけ くぇ ╂うくおぇ 】っさっゃぇ, っ こさぇゃうかっく. ╁はさゃぇき しなとけ, 
つっ ぉなょっとっすけ とっ こけおぇあっ, つっ くっ ょかなあくけしすすぇ っ ぉっいしきうしかっくぇ, ぇ おけく
おさっすくぇすぇ かうつくけしす は ういこなかゃぇ し きぇおしうきぇかくけ しなょなさあぇくうっ う しきうしなか.
]なょっえおう けす そうかけしけそうはすぇ, くぇ おけはすけ っ こけしすさけっくぇ おぇせいぇすぇ くぇ ╄おし

こっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ うきっくくけ こさけそっしうけくぇかういなき, っおしこっさすくけしす, 
つっしすくけしす う けすょぇょっくけしす いぇ たけさぇすぇ, くっ しっ しなきくはゃぇき, つっ, おぇすけ くぇて 
つかっく, くけゃうはす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお とっ せしこっっ ょぇ ぉなょっ きけしす 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, おけゅぇすけ ょうぇかけゅなす きっあょせ すはた いぇしおなさちぇ. 
 《ぇおすなす, つっ うきっくくけ つかっく 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  こけかせ

つう ょけゃっさうっすけ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, くぇ しなゃっすくうちうすっ けす さぇいかうつくうすっ 
こけかうすうつっしおう ゅさせこう, ぇ つさっい くっゅけ う くぇ ゅさぇあょぇくうすっ いぇ すけいう けすゅけゃけさっく 
こけしす, っ こさういくぇくうっ, おぇおすけ いぇ しなしすぇゃぇ 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, すぇおぇ う いぇ うょっうすっ う こけいうちううすっ, おけうすけ いぇとうすぇゃぇす つかっくけゃっすっ くぇ 
ゅさせこぇすぇ. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ こさけそっしうけくぇかういきなす, けすゃけさっくけすけ しなさちっ 
う けつう いぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ う ゅけすけゃくけしすすぇ ょぇ うき しかせあうて, しぇ 
こさうこけいくぇすぇ おぇせいぇ いぇ こけゃっつっすけ たけさぇ. 

ぜÖñÖó　: 
“ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 

╉さぇしうきうさぇ 》ぇさういぇくけゃぇ - けぉとうくしおう  
しなゃっすくうお けす ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇく
かなお, つかっく くぇ ╁さっきっくくぇすぇ おけきうしうは いぇ うい
ぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお 

[っぇかういなき ういゃなく
こけかうすうつっしおぇすぇ

おけくのくおすせさぇ 

[っぇかういなき ういゃなく こけ
かうすうつっしおぇすぇ おけくのくお
すせさぇ, こさぇゅきぇすうつくう 

さってっくうは う ぉぇかぇくしうさぇくぇ こけかうすうおぇ. 〈けゃぇ 
けすさぇいはゃぇ ういぉけさなす うきっくくけ くぇ ╂うくおぇ 】っ
さっゃぇ - こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお おぇすけ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお. 〈っいう 
ょゃっ おぇつっしすゃぇ しぇ う たぇさぇおすっさくうすっ ぉっかっいう 
くぇ こけかうすうおうすっ, こさっょかぇゅぇくう けす ゅさせこぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす 
くぇ ゅさぇょぇ. 
╀っいしこけさくけ, ういぉけさなす え ゃ すけゃぇ え おぇつっしす

ゃけ っ せしこった いぇ ゅさせこぇすぇ う けすさぇいはゃぇ くっえくう 
けしくけゃくう たぇさぇおすっさうしすうおう . ┿い かうつくけ けつ
ぇおゃぇき う ゃはさゃぇき, つっ ういぉけさなす うきっくくけ くぇ 
つかっく くぇ ╄おしこっさすうすっ くぇ すぇいう ょかなあくけしす とっ 
ょけこさうくっしっ すは ょぇ しっ ういこなかくう し くけゃう うょっう 
う こさぇおすうおう ゃ けぉとせゃぇくっすけ し たけさぇすぇ. ′うっ, 
おけかっゅうすっ え けす ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ
いぇくかなお, しきっ ゅけすけゃう ょぇ え こけきけゅくっき ゃ すけゃぇ 
けすくけてっくうっ.

╁ しゃけはすぇ ょっえくけしす けぉとっしす
ゃっくうはす こけしさっょくうお しっ さな

おけゃけょう けす こさうくちうこうすっ くぇ 
いぇおけくくけしす, くっいぇゃうしうきけしす, 
しこさぇゃっょかうゃけしす, こさけいさぇつくけしす, 
こせぉかうつくけしす, たせきぇくくけしす う すけかっ
さぇくすくけしす.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお:
- けしうゅせさはゃぇ さぇゃくう ゃないきけあ

くけしすう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ いぇ
とうすはす こさぇゃぇすぇ う いぇおけくくうすっ しう 
うくすっさっしう, くっいぇゃうしうきけ けす すった
くうは こけか, さぇしぇ, くぇちうけくぇかくけしす, 
っすくうつっしおぇ こさうくぇょかっあくけしす, しけ
ちうぇかっく こさけういたけょ, ゃないさぇしす, きぇ
すっさうぇかっく しすぇすせし, こけかうすうつっしおう 
こさうしすさぇしすうは うかう さっかうゅうけいくう 
ゃはさゃぇくうは;
- こさけはゃはゃぇ けぉっおすうゃくけしす おなき 

しかせつぇは, おぇすけ ういしかせてゃぇ しすさぇ
くうすっ う うき こさっょけしすぇゃは ゃないきけあ
くけしす いぇ こさっさぇいゅかっあょぇくっ くぇ 
こけいうちううすっ うき う しおかのつゃぇくっ くぇ 
しこけさぇいせきっくうっ.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお:
1. ‶さうっきぇ う さぇいゅかっあょぇ あぇか

ぉう う しうゅくぇかう けす ゅさぇあょぇくう う 

けさゅぇくういぇちうう いぇ:
- くぇさせてっくうは くぇ こさぇゃぇ う しゃけ

ぉけょう;
- いぇ くぇさせてぇゃぇくっ くぇ ういうしおゃぇ

くうはすぇ いぇ いぇおけくけしなけぉさぇいくけしす くぇ 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくうすっ ぇおすけゃっ う 
ょっえしすゃうはすぇ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす;
- くっしこぇいゃぇくっ くぇ こさけちっょせさう 

こけ ういょぇゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇ
すうゃくう ぇおすけゃっ う こさっょけしすぇゃはくっ 
くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう せしかせゅう;
- こさっょけしすぇゃはくっ くぇ くっゃはさくぇ 

うかう くっょけしすぇすなつくぇ うくそけさきぇちうは 
いぇ せこさぇあくはゃぇくっ くぇ こさぇゃぇすぇ う 
いぇょなかあっくうはすぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ 
う さっょぇ う せしかけゃうはすぇ いぇ ういゃなさて
ゃぇくっ くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくう せし
かせゅう;
- こさけはゃう くぇ くっおけきこっすっくすくけしす, 

くっょけぉさけしなゃっしすくけしす う くっいぇつう
すぇくっ ょけしすけえくしすゃけすけ くぇ ゅさぇあょぇ
くうすっ;
2. ╇いゃなさてゃぇ こさけゃっさおう こけ こけ

しすなこうかうすっ あぇかぉう う しうゅくぇかう, 
おけうすけ しっ けすくぇしはす ょけ けすくけてっ
くうはすぇ ゅさぇあょぇくう う けさゅぇくういぇちうう 
くぇ ゅさぇあょぇくう - けぉとうくしおぇ ぇょきう

‶[┿╁¨╋¨】╇ぅ ╇ ¨]′¨╁′╇ ‶[╇′『╇‶╇ ╁ ╃╄╈′¨]〈〈┿ ′┿ ¨╀】╄]〈╁╄′╇ぅ ‶¨][╄╃′╇╉

くうしすさぇちうは う けさゅぇくう くぇ きっしす
くけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ;
3. ╇きぇ こさぇゃけ くぇ ょけしすなこ ょけ 

けさゅぇくうすっ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす う 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ;
4. ╇きぇ こさぇゃけ ょぇ うしおぇ う こけ

かせつぇゃぇ くぇゃさっきっくくぇ, すけつくぇ う 
こなかくぇ うくそけさきぇちうは けす けさゅぇくう
すっ くぇ きっしすくぇすぇ ゃかぇしす う きっしすくけ
すけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ;
5. ¨すゅけゃぇさは こうしきっくけ くぇ かう

ちっすけ, おけっすけ ゅけ っ しっいうさぇかけ, 
ゃ っょくけきっしっつっく しさけお, ぇ, ぇおけ 
しかせつぇはす ういうしおゃぇ こけ-けぉしすけえくぇ 
こさけゃっさおぇ, すけいう しさけお っ すさう きっ
しっちぇ;
6. ¨すこさぇゃは こさっょかけあっくうは う 

こさっこけさなおう いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ 
くぇ くぇさせてっくうすっ こさぇゃぇ う しゃけぉけ
ょう;
7. ‶けしさっょくうつう きっあょせ ぇょきう

くうしすさぇすうゃくうすっ けさゅぇくう う いぇしっゅ
くぇすうすっ かうちぇ いぇ こさっけょけかはゃぇくっ 
くぇ ょけこせしくぇすうすっ くぇさせてっくうは う 
こさうきうさはゃぇ こけいうちううすっ うき;
8. ╃ぇゃぇ しすぇくけゃうとぇ くぇ けさゅぇ

くうすっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす こけ 

こさけゃっさおう, しゃなさいぇくう し ょっえくけしす
すぇ くぇ しかせあうすっかうすっ 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 う おぇしぇっ
とう しこぇいゃぇくっすけ けす すはたくぇ しすさぇくぇ 
くぇ っすうつくう くけさきう う こさうくちうこう;
9. ‶けょぇゃぇ しうゅくぇかう ょけ ̈ ぉとうく

しおうは しなゃっす, おけゅぇすけ おけくしすぇすうさぇ, 
つっ しっ しないょぇゃぇす こさっつおう いぇ さっぇ
かういうさぇくっ くぇ いぇおけくくう こさぇゃぇ う 
うくすっさっしう くぇ ゅさぇあょぇくうすっ;
10. ‶さぇゃう こさっょかけあっくうは う 

こさっこけさなおう いぇ けすしすさぇくはゃぇくっ くぇ 
こさうつうくうすっ う せしかけゃうはすぇ, おけうすけ 
しないょぇゃぇす こさっょこけしすぇゃおう いぇ くぇ
させてっくうは くぇ こさぇゃぇすぇ う しゃけぉけ
ょうすっ;
11. 〉ゃっょけきはゃぇ けさゅぇくうすっ くぇ 

こさけおせさぇすせさぇすぇ, おけゅぇすけ うきぇ 
ょぇくくう いぇ ういゃなさてっくけ こさっしすなこ
かっくうっ けす けぉと たぇさぇおすっさ;
12. ╇いうしおゃぇ うくそけさきぇちうは けす 

かうちぇすぇ ゃなゃ ゃさないおぇ し さぇいゅかっあ
ょぇくうすっ しかせつぇう;
13. ‶せぉかうつくけ ういさぇいはゃぇ きくっ

くうっ う しすぇくけゃうとっ こけ いぇつうすぇくっ
すけ くぇ こさぇゃぇすぇ う しゃけぉけょうすっ う 
きけあっ ょぇ こけうしおぇ ょぇ ぉなょっ ういしかせ

てぇく けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす;
14. ╇いゅけすゃは う ゃくぇしは ゃ ̈ ぉとうく

しおうは しなゃっす ゅけょうてっく ょけおかぇょ いぇ 
ょっえくけしすすぇ しう;
15. ╇いゅけすゃは う ゃくぇしは ゃ ̈ ぉとうく

しおうは しなゃっす けすつっす いぇ ういこなかくっ
くうっ くぇ こさっょけしすぇゃっくうは きせ ぉの
ょあっす.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお 

きけあっ ょぇ ょっえしすゃぇ う こけ しゃけは うくう
ちうぇすうゃぇ, おけゅぇすけ おけくしすぇすうさぇ, つっ 
くっ しっ しないょぇゃぇす くっけぉたけょうきうすっ 
せしかけゃうは いぇ いぇとうすぇ くぇ こさぇゃぇすぇ 
う しゃけぉけょうすっ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお 

くはきぇ こさぇゃけ ょぇ こさっょしすぇゃかはゃぇ 
かうちぇすぇ, おけうすけ しぇ しっ けぉなさくぇかう 
おなき くっゅけ いぇ いぇとうすぇ, こさっょ しなょ 
うかう ょさせゅぇ こせぉかうつくぇ うくしすうすせ
ちうは.
¨ぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお 

こけょょなさあぇ こせぉかうつっく さっゅうしすなさ 
くぇ こけしすなこうかうすっ あぇかぉう う しうゅ
くぇかう う すはたくけすけ ょゃうあっくうっ.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

...′╅╉《ぁ〉《【《 《╆】ぁ╊〉¨╊ ╇ 〈╊｠╅〉《【《
 ╅っかぇっとうすっ ょぇ しっ ゃないこけかいゃぇす けす ゃないきけあくけしすすぇ  いぇ いぇょけつくけ けぉせつっくうっ きけゅぇす ょぇ 

こけかせつぇす こけゃっつっ うくそけさきぇちうは くぇ きはしすけ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお うかう くぇ 
すっか. 0431/ 62789.
‶ぇさぇかっかくけ し おぇきこぇくうはすぇ いぇ こさうっき くぇ いぇょけつくうちう ゃ ‶╂, ゃっつっ こさうおかのつう いぇこうしゃぇ-

くっすけ いぇ さっょけゃくけ けぉせつっくうっ ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. 》うすなす すぇいう ゅけょうくぇ っ くけゃぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす - „]すさけうすっかしすゃけ う ぇさたうすっおすせさぇ”, いぇ おけはすけ うきぇ いぇこうしぇくう 27 せつっくうちう. 

 〉しこってくぇ こさうっきくぇ おぇきこぇくうは, ういこなかくっく くぇ 100% こさうっき,

 し こなかっく しなしすぇゃ くぇ ゃしうつおう こぇさぇかっかおう, けすつうすぇす けす さなおけゃけょしすゃけすけ う せつうかうとくけすけ 
くぇしすけはすっかしすゃけ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは. 
[ぇゃくけしきっすおぇすぇ っ くぇこさぇゃっくぇ こけ ゃさっきっ くぇ こさけゃっかぇ しっ さぇぉけすくぇ しさっとぇ ゃ せつうかうとっすけ 

ゃ おさぇは くぇ のかう.
 ╇いこなかくっくうはす こかぇく いぇ こさうっき っ さっいせかすぇす  けす ょけぉさぇすぇ う こけかいけすゃけさくぇ, ょぇかぇ しゃけう-

すっ さっいせかすぇすう, しなゃきっしすくぇ さぇぉけすぇ きっあょせ せこさぇゃぇすぇ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ う おぇいぇくかなておうは 
ぉういくっし. ╁ こけさっょうちぇ しさっとう こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう こけすっくちうぇかくうすっ さぇぉけすけょぇ-
すっかう う さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ せつうかうとっすけ, こけょゅけすゃはとけ おぇょう いぇ おぇいぇくかなておけすけ きぇてうくけ-
しすさけっくっ,  すなさしうたぇ けぉとう きけしすけゃっ う さってっくうは いぇ しこさぇゃはくっ しなし しっさうけいくうは ょっそうちうす 
くぇ おぇつっしすゃっくう  おぇょさう けす さぇぉけすくうつっしおうすっ こさけそっしうう. 

„′はきぇ くっさぇいさってうきう こさけ-
ぉかっきう, うきぇ くっこけすなさしっくう 
さってっくうは“, 

っ けぉとうはす くぇかけあうか しっ うい-
ゃけょ しかっょ ょゃっゅけょうてくけすけ 
こぇさすくぬけさしすゃけ. 
╇ こさっい くけゃぇすぇ せつっぉ-

くぇ ゅけょうくぇ せつうかうとっすけ とっ 
こさけょなかあう こけょゅけすけゃおぇすぇ う 
けぉせつっくうっすけ  くぇ せつっくうちう ゃ 
しこっちうぇかくけしすすぇ  „╋ぇてうくう う しうしすっきう し 『‶〉“,  おぇおすけ う さぇいゃうすうっ くぇ きけ-
ょっさくぇすぇ しこっちうぇかくけしす „╉けきこのすなさくぇ すったくうおぇ う すったくけかけゅうう“, おなき おけはすけ 
うくすっさっしなす  くぇ せつっくうちうすっ っ すさぇっく. 
¨しくけゃくぇ ちっか う こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ くぇ せつうかうとくけすけ さなおけゃけょ-

しすゃけ う くぇ くぇしすけはすっかしすゃけすけ っ しすぇぉうかういうさぇくっ くぇ  ぉのょあっすぇ くぇ せつうかうとっ-
すけ, くっょけこせしおぇくっ くぇ くけゃ ょっそうちうす, おぇおすけ う こさけょなかあぇゃぇくっ くぇ ぇおすうゃくぇすぇ 
さぇぉけすぇ  こけ さぇいかうつくう っゃさけこっえしおう こさけっおすう う こさけゅさぇきう.
╃け ょくう ゃ  ぉうゃてうは きったぇくけすったくうおせき とっ しすぇさすうさぇ こさけっおす いぇ 302 たうかはょう 

っゃさけ. ‶ぇさうすっ しっ けすこせしおぇす こけ こさけっおす くぇ ╋¨′ けす ╋っあょせくぇさけょっく そけくょ 
„╉けいかけょせえ” う しぇ こさっょくぇいくぇつっくう いぇ ちはかけしすくけ しぇくうさぇくっ くぇ せつうかうとっすけ.

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

すけぉせしう っ こさっょけしすぇゃっくぇ ゃないきけあくけしす いぇ ぉっいこかぇすっく けぉはょ うかう ゃっつっさは ゃ さぇきおうすっ くぇ ょっくは こさう こけおせこおぇ くぇ 
しすけえくけしす くぇょ 59 かっゃぇ, けす おけえすけ う ょぇ っ すなさゅけゃしおう けぉっおす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ╋¨╊. ¨す 15-すう ぇゃゅせしす くぇ すっさう-
すけさうはすぇ くぇ ╋¨╊ けすゃぇさは ゃさぇすう う くけゃ たうこっさきぇさおっす, おけえすけ っ しけぉしすゃっくけしす くぇ ぉなかゅぇさしおぇ そうさきぇ.

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * ** * * * * * *
ゅぇさしおう ゅさぇあょぇくう, いぇゃなさてうかう しさっょくう うかう ゃうしてう せつうかうとぇ ゃ しすさぇくぇすぇ うかう ゃ つせあぉうくぇ, くっ こけ ゃない-
さぇしすくう けす 31 くぇゃなさてっくう ゅけょうくう . ╉ぇくょうょぇすうすっ きけゅぇす ょぇ こけょぇょぇす いぇはゃかっくうは いぇ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしぇ 
ょけ 11-すう けおすけきゃさう つさっい しすさせおすせさうすっ くぇ 『っくすさぇかくけすけ ゃけっくくけ けおさなあうっ. ╆ぇはゃかっくうはすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょぇす ぇょさっしうさぇくう ょけ おけきぇくょうさうすっ くぇ 61-ゃぇ うかう くぇ 2-さぇ きったぇくういうさぇくぇ ぉさうゅぇょぇ.
╉けくおせさしうすっ ゃ さぇいかうつくうすっ ぉさうゅぇょう とっ しっ こさけゃっょぇす ゃ こっさうけょぇ 18-すう くけっきゃさう -14-すう ょっおっきゃさう 

すぇいう ゅけょうくぇ.
╉けくおせさしなす ゃおかのつゃぇ ういこうす こけ そういうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ, ういこうす-すっしす いぇ けぉとぇ おせかすせさぇ う しなぉっしっょゃぇくっ. 

╉ぇくょうょぇすうすっ いぇ ゃけえくうちう, しこっつっかうかう おけくおせさしぇ, しっ こさうっきぇす くぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ, ぇおけ おなき ょぇすぇすぇ くぇ 
しおかのつゃぇくっすけ くぇ ょけゅけゃけさぇ いぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ くっ しぇ くぇゃなさてうかう 32 ゅけょうくう.
¨ぉはゃぇすぇ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ いぇ ゃけえくうておう ょかなあくけしすう っ こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ うくすっさくっす-しすさぇ-

くうちぇすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けすぉさぇくぇすぇ www.mod.bg.

Хрониката подготви Деляна Бобева
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╅『』╊〉╅]』[╅【╅ ′╅╆╅╇╅ぁ〉¨を╅ 
《【╈]╊╉╅]╅ [〈╊【╅ 〉╅ ぃ¨》[╅

„╇《‶╇《╉╅“  》¨ぃ╊ ╉《[【《『╅【 ′╅ 《』〉《╇╅【╊]っ 〉╅ „╅『』╊〉╅]“
》ちそおひしきかせけか たそ てかすあてあ そて いちそこ 60:

╀っいおさぇえくうはす しこうしなお, おけえすけ ょけおぇいゃぇ こさけしかけゃせすうは ういさぇい „┿さしっくぇか” っ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇ
ょさう”, くはきぇ おぇお ょぇ っ こなかっく ぉっい うきっすけ くぇ おきっすぇ くぇ 【うこおぇ - すさっすう きぇくょぇす, ]すけはく ╇ゃぇくけゃ. 
”》ゃぇくぇた しっ し おきっすせゃぇくっすけ いぇさぇょう ぉかぇゅけすけ くぇ 【うこおぇ, うくぇつっ - ゃ „┿さしっくぇか” しう きう ぉってっ 
たせぉぇゃけ”, けすおさけゃっく っ ]すけはく. ‶さっい 2003-すぇ しっ „いぇこぇかうか” ょぇ しっ おぇくょうょぇすうさぇ  けす うょっはすぇ 
【うこおぇ ょぇ しすぇくっ しぇきけしすけはすっかくぇ けぉとうくぇ. ╇ょっはすぇ すさなゅくぇ ょぇ しっ さっぇかういうさぇ う しすうゅくぇ つぇお ょけ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ. „′っ せしこはたきっ, くけ しっ ぉけさうたきっ ょけ おさぇは”, けすつうすぇ おきっすなす. ╆ぇさぇょう きっさぇおぇ くぇ 
]すけはく ╇ゃぇくけゃ, こけょおさっこっく けす てうこつっくちう, ゃ こけょぉぇかおぇくしおうは ゅっさけうつっく ゅさぇょっち しっ こさけゃっあょぇ 
こなさゃうはす こけ さけょぇ しう さっそっさっくょせき せ くぇし いぇ けすょっかはくっ くぇ けぉとうくぇ. 〈けゃぇ くうおぇお くっ っ つせょくけ 
いぇ ゅさぇょ, ういゃっしすっく し 28-すっ しう けこなかつっくちう, きくけゅけすけ しう たぇえょせすう, ゃうょくう くけあぇさう, しゃっすしおけすけ 
せつうかうとっ - ゃさなしすくうお くぇ ┿こさうかけゃしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, たせょけあくうちうすっ, ういきっあょせ おけうすけ ぉかっしすう 
しぇきけさけょくうはす すぇかぇくす くぇ ╇ゃぇく ╋うかっゃ... ′ぇ ゃしはおぇ ゃすけさぇ ょせきぇ おきっすなす しこけきっくぇゃぇ うしすけさうはすぇ 
くぇ 【うこおぇ, おけはすけ くっ こさけしすけ あうゃけ ゅけ うくすっさっしせゃぇ, ぇ ゅけ こさけゃけおうさぇ こけしすけはくくけ ょぇ こさぇゃう 
さぇいくう くっとぇ, し おけうすけ ょくってくけすけ ゃさっきっ ょぇ けしすぇゃう しゃけうすっ きぇかおう しかっょう ゃ うしすけさうつっしおぇすぇ 
しなおさけゃうとくうちぇ くぇ 【うこおぇ.
¨ぉぇつっ ゃしうつおけ いぇ ]すけはく, おぇおすけ う いぇ きくけゅけ ょさせゅう, こけつゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”. ¨とっ... ゃ ょっすしおぇすぇ 

ゅさぇょうくぇ! 〈ぇおぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ, しっゅぇ おきっす くぇ 【うこおぇ ゃっつっ 10-すぇ ゅけょうくぇ, こさっおさぇつゃぇ こけさすぇかぇ 
っょゃぇ すさうゅけょうてっく, けとっ こさっい 1962-さぇ! ╁けょっく いぇ さなおぇ けす きぇきぇ う すぇすおけ ぇさしっくぇかちう. 
╇ょゃぇ ょぇ さぇぉけすう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ すったくうおせきぇ, しかっょ しすぇあ 

ゃ „┿さしっくぇか”. ]なこさせゅぇすぇ くぇきうさぇ しなとけ すせお.  
  „25 ゅけょうくう, ぉっい ょぇ ぉさけは  ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ, うきぇき ゃ „┿さしっくぇか””, こせしおぇ ]すけはく ゃしっういゃっしす

くけすけ しう つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ. ╉けっすけ っ しぇきけ っょくぇ けす すぇえくうすっ きせ, し おけはすけ  こっつっかう こさうはすっかう う 
しなきうてかっくうちう.

』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. 

′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. 

╂-く ┿くゅっかけゃ, おけっ こさけゃけおうさぇ くぇ-
せつくうは ╁う うくすっさっし おなき かうつくけしすすぇ 
くぇ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ?
- ̈ つっゃうょくけ, ゅっく. ╁なかおけゃ っ うくすっさっし-

くぇ かうつくけしす, ょけさう けす ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ 
しなぉうすうはすぇ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ. ]きは-
すぇき ょぇ こけょたけょは ょけしすぇすなつくけ けすゅけゃけさ-
くけ おなき ういしかっょゃぇくっすけ いぇ くっゅけ う おぇすけ 
つけゃっお, う おぇすけ うしすけさうつっしおぇ そうゅせさぇ, 
おぇすけ こさっょしすぇゃはくっすけ きせ こさっょ こせぉかう-
おぇすぇ ゃ きけは ょうしっすさぇちうけくっく すさせょ とっ 
こけつうゃぇ っょうくしすゃっくけ くぇ ぉぇいぇ くぇ ょけおせ-
きっくすう, ぇ くっ くぇ っきけちうけくぇかくう けちっく-
おう. ╇いたけあょぇき う けす せぉっあょっくうっすけ しう, 
つっ くぇせおぇすぇ くっ ぉう しかっょゃぇかけ ょぇ ぉなょっ 
あっさすゃぇ くぇ したけかぇしすうおぇすぇ, ぇ ょぇ っ けす-
ゃけさっくぇ おなき くけゃう すなかおせゃぇくうは う うく-
すっさこさっすぇちうう くぇ ゃっつっ ょぇょっくぇ けちっくおぇ 
くぇ おけくおさっすくう うしすけさうつっしおう しなぉうすうは, 
そぇおすう う かうつくけしすう. ]かぇゃぇ ╀けゅせ, うきぇ 
ょけしすぇすなつくけ ういゃけさけゃ きぇすっさうぇか, くぇ 
ぉぇいぇ くぇ おけえすけ きけゅぇす ょぇ しっ くぇこさぇゃはす 
ょけぉさっ けぉけしくけゃぇくう ういゃけょう. ¨ちっくおぇ-
すぇ いぇ ゅっく. ╁なかおけゃ, ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ, 
すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ しぇきけ っょくぇ きぇかおぇ 
つぇしすうつおぇ けす ちはかけしすくけすけ こさっけしきうしかは-
くっ う ゃゅかっあょぇくっ ゃ けぉとけすけ きうくぇかけ くぇ 
くぇさけょぇ くう, ぇおけ うしおぇきっ ょぇ こさっけょけかっ-
っき すけゃぇ おなさゃぇゃけ さぇいょっかっくうっ, おけっすけ 
すっゅくっ くぇょ くぇし ぉかういけ 90 ゅけょうくう. ╆ぇ-
とけすけ すけゃぇ っ せしかけゃうっすけ いぇ こけしすうゅぇくっ-
すけ くぇ せしこったう  ゃ ぉなょっとっ.

╉ぇおゃけ ょけ きけきっくすぇ くぇえ-きくけゅけ 
╁う ういくっくぇょぇ ゃ すぇいう ういしかっょけゃぇ-
すっかしおぇ さぇぉけすぇ?
- ╇いくっくぇょぇ きっ っょくけしすさぇくつうゃけしすすぇ 

ゃ くぇかけあっくうは けぉさぇい くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ, 
こさっょしすぇゃっく おぇすけ ゃないきけあくけすけ くぇえ-
ゅけかはきけ いかけ ゃ しなゃさっきっくくぇすぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇ うしすけさうは. ╁しなとくけしす, けおぇいゃぇ しっ, つっ 
すけゃぇ っ っょうく ぇきぉうちうけいっく けそうちっさ, しなし 
しっさうけいくぇ すっけさっすうつくぇ う こさぇおすうつっしおぇ 
こけょゅけすけゃおぇ, おけえすけ ゃ っょくう すさせょくう 
いぇ さけょうくぇすぇ くう ょくう こけっきぇ けすゅけゃけさ-
くけしすすぇ いぇ けさゅぇくういうさぇくっすけ う ういゃなさて-
ゃぇくっすけ くぇ ╃っゃっすけのくしおうは こさっゃさぇす, 
ゃはさゃぇえおう, つっ すけゃぇ っ しこぇしうすっかくうはす いぇ 
╀なかゅぇさうは こなす けす おさういぇすぇ, けぉたゃぇくぇかぇ 
ぉなかゅぇさしおけすけ けぉとっしすゃけ しかっょ ‶なさゃぇ-
すぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ. ╇いおかのつうすっかくぇすぇ 
さってうきけしす くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ う くっゅけゃうすっ 
しなきうてかっくうちう, けぉぇつっ, しっ しぉかなしおゃぇ し 
さってうきけしすすぇ くぇ ょさせゅう ぉなかゅぇさう, ゃはさ-
ゃぇとう, つっ しこぇしっくうっすけ くぇ ╀なかゅぇさうは っ 
ゃ くぇかぇゅぇくっすけ くぇ ょうおすぇすせさぇすぇ くぇ こさけ-
かっすぇさうぇすぇ. ¨あっしすけつっくけしすすぇ, し おけはすけ 
ゃしはおぇ けす ょゃっすっ しすさぇくう っ ゅけすけゃぇ ょぇ 
くぇかけあう ゃけかはすぇ しう, いぇ しなあぇかっくうっ, しっ 
はゃはゃぇ くっこさっけょけかうきぇ こさっつおぇ こさっょ 
くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇいせきくうは おけきこさけ-
きうし, くっけぉたけょうき いぇ こさけしこっさうすっすぇ くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは くぇさけょ. 〈けゃぇ ょけゃっあょぇ ょけ 
すぇいう おなさゃぇゃぇ ゃぇおたぇくぇかうは, おけはすけ くぇ-
しすなこゃぇ ゃ ╀なかゅぇさうは ゃ こっさうけょぇ 1923-
1925 ゅ. ╁ ういしかっょゃぇくうは おぇすけ すけゃぇ, 
おけっすけ こさぇゃは, ぉう しかっょゃぇかけ ちっかすぇ ょぇ 
っ ょぇ しっ しないょぇょっ きぇおしうきぇかくけ けぉっお-
すうゃくぇ こさっょしすぇゃぇ いぇ すけゃぇ, おけっすけ しっ 
っ しかせつゃぇかけ ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす. ¨ぉはし-
くはゃぇえおう しう すけゃぇ, くうっ とっ さぇいぉっさっき 
きくけゅけ けす くっとぇすぇ, おけうすけ しっ しかせつゃぇす ゃ 
けぉとうは くう あうゃけす ょくっし.

╉なょっ しすけう ゅっく. ╁なかおけゃ おぇすけ うし-
すけさうつっしおぇ かうつくけしす ゃ しなこけしすぇゃ-
おぇすぇ し ょさせゅう そうゅせさう ゃ さけょくぇすぇ 
うしすけさうは?  
-  ′っしなきくっくけ ╇ゃぇく ╁なかおけゃ っ そうゅせ-

さぇ けす くぇちうけくぇかくけ いくぇつっくうっ ゃ くけゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ うしすけさうは. ′っゅけゃぇすぇ かうつくぇ 
しなょぉぇ っ ょけおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ, つっ 
ぉなかゅぇさしおけすけ けそうちっさしすゃけ ゃうくぇゅう っ 
ぉうかけ きくけゅけ ょけぉさっ こけょゅけすゃっくけ う しっ 
っ しこさぇゃはかけ っょくぇおゃけ ょけぉさっ, おぇおすけ 
し ゃけっくくうすっ, すぇおぇ う し けぉとっしすゃっくうすっ 
ゃなこさけしう. ′っ しぇ きぇかおけ けそうちっさうすっ けす 
すけいう おぇかうぉなさ, おけうすけ しぇ くぇこさぇゃうかう う 
いぇゃうょくぇ けぉとっしすゃっくぇ おぇさうっさぇ. 〈けゃぇ 
こけおぇいゃぇ, つっ こけくっ こさっょう しすけ ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ すっいう たけさぇ しぇ ぉうかう きかぇょう う しぇ 
しっ けそけさきはかう おぇすけ かうつくけしすう う こさけそっ-
しうけくぇかうしすう, ぉなかゅぇさしおぇすぇ ょなさあぇゃぇ, 
つさっい けぉさぇいけゃぇすっかくうすっ しう うくしすうすせ-
ちうう, っ しないょぇゃぇかぇ おぇょさう, きけすうゃうさぇくう 
ょぇ さぇぉけすはす いぇ くっえくうは  こさけしこっさうすっす. 

╄あっょくっゃくうすっ しさっとう し くぇえ-
さぇいかうつくう たけさぇ う ゃこせしおぇくっ

すけ ゃなゃ  ゃしっゃないきけあくう くぇつうくぇくうは 
かうつぇす くぇ ]すけはく けとっ ゃ „┿さしっ
くぇか”. 〈せお すけえ, けしゃっく, つっ けすゅけゃぇ
さは いぇ こけょょさなあおぇすぇ くぇ くぇえ-ゅけかは
きけゅぇぉぇさうすくうすっ きぇてうくう ゃ いぇゃけょ 
5 - たけぉっかうすっ, しすぇゃぇ ぇおすうゃっく 
しぇきけょっっち, ぇ しなとけ う しこけさすうしす. 
╇ゃぇくけゃ っ きけくすぬけさ - こけょょさなあおぇ 

くぇ きっすぇかけさっあっとう きぇてうくう ゃ ちった 
120. ╀うか っ う ゃ けすょっかぇ „]すぇくょぇさ
すういぇちうは う せくうそうおぇちうは” おなき いぇ
ゃけょ 5. ¨すすけゅぇゃぇ こけきくう ゅけさょけしす
すぇ くぇ ぇさしっくぇかちう けす しょけぉうゃぇくっすけ 
し くけゃぇ きけょっさくぇ はこけくしおぇ すったくう
おぇ. ╂けさょけしす,  おけはすけ ]すけはく こけきくう 
こさっい ょせきうすっ: ”‶なさゃう ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃ 21-ゃう ゃっお とっ ゃかっいっ „┿さしっくぇか”. 
]すけはく ゅう つせか けす ╉させき 》さうしすけゃ. 
′ぇ ぉなょっとうは おきっす くっ きせ しっ „けこう
さぇす” くうすけ そさっい- たけぉっかぇ, くうすけ 
ぉけさゃっさいうすっ, くうすけ てかぇえそ-たけぉっ
かぇ. ]なとうは  たなし けす ぇさしっくぇかしおけ
すけ しう こさっょおきっすしおけ ぉうすうっ ]すけはく 
う ょくっし ゃかぇゅぇ ゃ さぇいくう ょけきぇてくう  
いぇくうきぇくうは, ゃ おけうすけ こさうかぇゅぇ 
しすぇさう しさなつくけしすう - いぇすけつゃぇ うく
しすさせきっくすう, こさうかぇゅぇ ょけさう てう
ゃぇておう すなくおけしすう. „‶けょょなさあぇき しう 
きぇえしすけさしおうすっ せきっくうは けす „┿さしっ
くぇか”, てっゅせゃぇ しっ しなし しっぉっ しう おきっ
すなす, ”╁しうつおけ こさぇゃは, しぇきけ きなあおう 
ょっちぇ くっ しなき こさぇゃうか”... 
╉うすぇさうすっ う こけかうすうつっしおうすっ 

こっしくう しぇ しなとけ ぇさしっくぇかしおう しこけ
きっく. ╆ぇっょくけ しなし しおうすっ う すせさうし
すうつっしおうすっ しなしすっいぇくうは. ╉きっすなす 
くぇ 【うこおぇ ぉうか ゃ はょさけすけ くぇ ぇさ
しっくぇかしおうすっ けすぉけさう ゃ いうきくうすっ 
しこけさすけゃっ.
┿さしっくぇかしおう こさうはすっか - ╃うきけ 

╃あせさけゃ, ぉうか う つけゃっおなす, おけえすけ 
ゅけ ゃけょう ゃ ちなさおけゃくうは たけさ こさう 
こさぇゃけしかぇゃくうは ╉ぇすっょさぇかっく たさぇき 
„]ゃっすう ╈けぇく ‶さっょすっつぇ”. 〈ぇき 
きけとくうはす ぉぇし くぇ ]すけはく くぇきうさぇか 
こけおけえ ゃ ちなさおけゃくうすっ こっしくけこっくうは 
ちっかう 5 ゅけょうくう. ‶けしかっ ぇくゅぇあう
きっくすうすっ ゅけ „いぇすさせこゃぇす” う ゃさっきっ 
いぇ さっこっすうちうう くっ けしすぇゃぇ. ┿ ]すけ
はく くっ うしおぇ ょぇ しっ けすくぇしは くっしっ
さうけいくけ おなき たけさぇ, ょうさうあうさぇく けす 
╃っかはくぇ ╉けかっゃぇ. ′はきぇ ゃさっきっ いぇ 
しかせあぉうすっ ゃ たさぇきぇ, くけ う ょくっし

′っとけ, おけっすけ しっゅぇ つっしすけ うきぇきっ けしくけゃぇ-
くうは ょぇ こけしすぇゃはきっ こけょ しなきくっくうっ. 
╇ゃぇく ╁なかおけゃ っ っょくぇ けす こさうおさうすうすっ 

こっさかう ゃ おけさけくぇすぇ けす かうつくけしすう, おけうすけ 
╉ぇいぇくかなお っ ょぇか くぇ ╀なかゅぇさうは. ╆ぇ しなあぇ-
かっくうっ, おぇおすけ すゃなさょっ つっしすけ しっ しかせつゃぇ せ 
くぇし, こけさぇょう ぉっいおさぇえくけ っょくけしすさぇくつう-
ゃぇすぇ けちっくおぇ, ょぇょっくぇ けす きぇさおしうしすおぇすぇ 
うしすけさうけゅさぇそうは いぇ くっゅけ, すけえ けしすぇゃぇ ゃ 
しはくおぇすぇ くぇ いぇぉゃっくうっすけ.

╃けてかけ かう っ すけゅぇゃぇ う ゃさっきっすけ, おけ-
ゅぇすけ ょぇ ゃょうゅくっき こぇきっすくうお ゃ ╉ぇいぇく-
かなお くぇ ゅっく. ╇ゃぇく ╁なかおけゃ, おぇおゃうすけ 
うょっう こっさうけょうつくけ ゃ こけしかっょくうすっ 20 
ゅけょうくう しっ こけはゃはゃぇす? 
-  〈っきぇすぇ っ ぇおすせぇかくぇ, ぇ うょっはすぇ いぇ くっは 

こっさうけょうつくけ ゃかういぇ ゃ ょくっゃくうは さっょ くぇ 
けぉとっしすゃけすけ. ]こけさっょ きっく, ょけ さってっくう-
っすけ ょぇかう ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく こぇきっすくうお 
くぇ ゅっく. ╁なかおけゃ うかう ういけぉとけ こけ くはおぇ-
おなゃ ょさせゅ くぇつうく すけえ ょぇ ぉなょっ せゃっおけゃっ-
つっく, すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃいっきっ っょゃぇ, しかっょ おぇすけ 
ぉなょっ ょぇょっくぇ けぉっおすうゃくぇ けちっくおぇ くぇ くっ-
ゅけゃうは あうゃけす う こけかうすうつっしおぇ ょっえくけしす. 
╆ぇとけすけ, ぇおけ すけゃぇ くっ ぉなょっ くぇこさぇゃっくけ う 
っきけちうはすぇ けすくけゃけ くぇょょっかっっ, とっ ぉなょっき 
さぇいょっかっくう. ┿ おぇおすけ ゃっつっ ういすなおくぇた, ゅけ-
かっきうはす こさけぉかっき くぇ くぇてっすけ けぉとっしすゃけ っ 
さぇいょっかっくうっすけ. 

╉けえ っ くぇえ-うくすっさっしくうはす ょけおせきっくす, 
こけこぇょくぇか ╁う ょけ きけきっくすぇ?
- ╋くけゅけ しぇ. ╁しっ けとっ くっ しなき さぇぉけすうか し 

ょけおせきっくすう, しなたさぇくはゃぇくう ゃ きっしすくうすっ う 
さっゅうけくぇかくう うくしすうすせちううう. 〈けゃぇ すっこなさゃぇ 
こさっょしすけう. 
¨す すけゃぇ, おけっすけ ゃうょはた, うきぇ きくけゅけ ょけおせ-

きっくすう, いぇ おけうすけ くうおけえ くっ こけょけいうさぇ, つっ 

しなとっしすゃせゃぇす. ╄ょうく けす すはた っ けす 1935-すぇ ゅけ-
ょうくぇ, おけゅぇすけ, おぇおすけ う ょくっし, しっ けぉしなあょぇ ゃな-
こさけしなす, ょぇかう すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ こさぇゃっくぇ くけゃぇ 
╉けくしすうすせちうは. ╂っく. ╁なかおけゃ きくけゅけ しすっゅくぇすけ, 
ゃ 7-8 しすさぇくうちう ういかぇゅぇ しゃけはすぇ こさっょしすぇゃぇ 
いぇ すけゃぇ おぇお すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ けさゅぇくういうさぇく 
けぉとっしすゃっくうはす あうゃけす せ くぇし, おぇお すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ しすさせおすせさうさぇく う おぇお ょぇ そせくおちうけくう-
さぇ ちっかうはす けぉとっしすゃっく きったぇくういなき. ╋くけゅけ 
うくすっさっしくう ょけおせきっくすう うきぇす けしゃっすかはゃぇとう 
さぇいかうつくう きけきっくすう けす ょっえくけしすすぇ きせ おぇすけ 
けそうちっさ. 〈ぇおぇ くぇこさうきっさ, こけ ゃさっきっすけ, おけ-
ゅぇすけ すけえ っ ′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 こさっい 1917 ゅ., ╁なかおけゃ 

ういょぇゃぇ いぇこけゃっょ, し おけはすけ, うく-
そけさきうさぇえおう くぇょけかせ こけ ゃっ-
さうゅぇすぇ こけょつうくっくうすっ しう けそう-
ちっさう けすくけしくけ こさうょけぉうすうすっ 
けす ぉなかゅぇさしおけすけ さぇいせいくぇゃぇくっ 
しゃっょっくうは いぇ さぇいすけゃぇさゃぇくっ けす 
しすさぇくぇ くぇ ]なゅかぇてっくうっすけ くぇ 
ゃけっくくう ぉさけくうさぇくう おけかう ゃ ]け-
かせく, こさっこけさなつゃぇ う きっさおう いぇ 
こさけすうゃけょっえしすゃうっ う くっせすさぇかう-
いうさぇくっ くぇ すけゃぇ くけゃけ いぇ ╀なか-
ゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは けさなあうっ. ╉ぇい-
ゃぇき すけゃぇ, いぇ ょぇ うかのしすさうさぇき, 
つっ ゅっく. ╁なかおけゃ っ ぉうか つけゃっお, 
おけえすけ ゃうくぇゅう しっ っ しすさっきはか ょぇ 
ぉなょっ ゃ おさぇお し くけゃけしすうすっ ゃなゃ 
ゃけっくくけすけ ょっかけ う っ こけかぇゅぇか 
くっこさっおなしくぇすけ せしうかうは すっいう 
くけゃけしすう ょぇ ぉなょぇす こさけせつゃぇくう 
う こけ ゃないきけあくけしす こさうかぇゅぇくう ゃ 
こけかいぇ くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇさきうは う 
くっえくぇすぇ ぉけっしこけしけぉくけしす.
╇いおかのつうすっかくけ うくすっさっしくう しぇ 

う ょけおせきっくすうすっ, おけうすけ ╃なさ-
あぇゃくぇ しうゅせさくけしす っ ういゅけすゃはかぇ 
いぇ くっゅけ. ╁うあょぇ しっ おぇお し っょくけ 
ょさぇしゃぇくっ くぇ たうきうつっしおうは きけ-
かうゃ くっゅさぇきけすくう きうかうちうけくっさう 
しぇ きけゅかう ょぇ こさけきっくはす いぇゃう-
くぇゅう しなょぉぇすぇ くぇ たけさぇ う ちっかう 
しっきっえしすゃぇ.
╇くすっさっしくう しぇ う ょけおせきっくすう 

くぇ 『╉ くぇ ╀╉‶ う ‶けかうすぉのさけ. 
¨す すはた しすぇゃぇ はしくけ おぇお ゃ うきっすけ 
くぇ こけかうすうおぇすぇ う きけきっくすくうは 
こけかうすうつっしおう うくすっさっし こぇさすうえ-
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ すけゅぇゃぇ くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ しう っ こけいゃけかはゃぇかけ 
ょぇ ゃいうきぇ さってっくうは, おけうすけ けぉ-
しかせあゃぇす おけくのくおすせさぇすぇ,   ぇ くっ 
うしすうくぇすぇ.
]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ けゅさけきっく くぇ-

ぉけさ けす ょけおせきっくすう けす さぇいかうつくけ 
っしすっしすゃけ, おけうすけ しっ くぇょはゃぇき ょぇ 
けぉさぇぉけすは う しうしすっきぇすういうさぇき 
こけ ょけぉなさ くぇつうく, すぇおぇ, つっ ゅっく. 
╁なかおけゃ ょぇ ぉなょっ こさっょしすぇゃっく 
こさっょ ぉなかゅぇさしおぇすぇ けぉとっしすゃっ-
くけしす こけ きぇおしうきぇかくけ こさぇゃょうゃ 
う けぉけしくけゃぇく くぇつうく. 

′っとけ かのぉけこうすくけ けす かうつ-
くうすっ ぇさたうゃう?
- ¨とっ くっ しなき さぇぉけすうか し すぇ-

おうゃぇ. ‶さっょう ょくう, けぉぇつっ, ゃ 
かうつっく さぇいゅけゃけさ しなし ]うきっけく 
]ぇおしおけぉせさゅゅけすしおう, こけかせつうた 
せゃっさっくうっ, つっ こさう くぇかうつうっ くぇ 
ょけおせきっくすう ゃ しっきっえくうは  ぇさたうゃ 
くぇ ちぇさしおけすけ しっきっえしすゃけ とっ 
うきぇき ゃないきけあくけしす ょぇ しっ いぇこけい-
くぇは し すはた. ╁しはおぇ うくそけさきぇちうは 
ぉう ぉうかぇ こけかっいくぇ, いぇ ょぇ ゃかっ-
いっき きぇおしうきぇかくけ „こけょ おけあぇすぇ“ 
くぇ くぇてうは しなゅさぇあょぇくうく, いぇ ょぇ 
ゅけ ゃうょうき しかっょ すけかおけゃぇ ゅけょうくう 
ゃ うしすうくしおぇすぇ きせ しゃっすかうくぇ.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう
╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

]すけはく こっっ
„╋くけゅぇは かっすぇ” ゃきっしすけ 

„》っこう ぉなさょ ょっえ”

【うこつっくしおうはす こぇすさう
けす こさういくぇゃぇ, つっ しっ ょさぇい
くう きくけゅけ, おけゅぇすけ ぉなかゅぇさう 
こっはす ぇくゅかうえしおうは こけいょさぇゃ 
いぇ 』っしすうす さけあょっく ょっく, 

ゃきっしすけ さけょくけすけ  „╋くけゅぇは 
かっすぇ!”. ╆ぇすけゃぇ こけ おせこけくう 
う のぉうかっう, ゃっょくぇゅぇ とけき 
つせっ ぇくゅかうえしおぇすぇ こっしくうつ
おぇ, しすぇゃぇ ょぇ は „こけたかせこう” し 
きけとくけ „╋くけゅぇは かっすぇ!”. 〉ゃ
かっつっくうっ こけ こさぇゃけしかぇゃくぇすぇ 
すっきぇ おきっすなす くぇ 【うこおぇ くはきぇ 
おぇお ょぇ くはきぇ, いぇとけすけ っ うい
さぇしくぇか おさぇえ ょけしすけかっこうっすけ 
くぇ たさぇき-こぇきっすくうおぇ „[けあ
ょっしすゃけ 》さうしすけゃけ” う てうこ
つっくしおぇすぇ ちなさおゃぇ „〉しこっくうっ 
くぇ ‶さっしゃっすぇ ╀けゅけさけょうちぇ”. 
╁ くっゅけゃうは ょくっゃっく さっょ ‶さぇ
ゃけしかぇゃくぇすぇ かうすせさゅうは っ くぇえ-
ゃぇあくぇ つぇしす けす こさけゅさぇきぇすぇ 
くぇ すさぇょうちうけくくうは しなぉけさ こけ 
╂けかはきぇ ╀けゅけさけょうちぇ, おけえすけ 
おきっすなす しすはゅぇ すうは ょくう. ╇ゃぇ
くけゃ ょなさあう こさぇいくうおなす ょぇ くっ 
しっ こさっゃさなとぇ しぇきけ ゃ „はょっくっ 
う こうっくっ”, いぇすけゃぇ っ こけおぇくうか 
こけっす し おうすぇさぇ, けさゅぇくういうさぇか 
っ こさっょしすぇゃはくうは くぇ おくうゅう, 
ういかけあぉう くぇ きっしすくう いぇくぇはす
つうう. 
╇くぇつっ, おせこけくょあうはすぇ ╇ゃぇ

くけゃ こさういくぇゃぇ, つっ てうこつっくちう 
しはおぇて こけゃっつっ すぇつぇす いうきくうは 
しう こさぇいくうお - 〈さうそけく ╆ぇさっ
いぇく. 〈けゅぇゃぇ しっ しなぉうさぇす こけ
ゃっつっ たけさぇ, こなお うきぇ う ゃうく
ちっ, う きっいっ, ぇ う くはきぇ あっゅう.
╉ぇすけ おきっす いぇ こさうきっさ ゃなゃ 

ゃしはおけ けすくけてっくうっ, ゃうくちっすけ 
う きっいっすけ ]すけはく しう こさぇゃう 
しぇき. ╇ すけ ゃうくけ - ”くぇ そうかうえ
おぇ ょぇ ゅけ くぇきぇあって!” う きっいっ - 
けす „くぇえ-すなくおうすっ”. ╉せかうくぇさ
くうすっ しう ょぇさぉう てうこつっくしおうはす 
おきっす ょけおぇいゃぇ し ゃしはおぇおゃう 
かせおぇくおう, かせつっくおう, ぉせす こけ 
っかっくしおう, ぉぇぉっちう...! 〈けかおけ
ゃぇ っ くぇゃなすさっ ゃ すっきぇすぇ, つっ 

しう こけいゃけかうか ょぇ ういこうすぇ しぇきうは 
〉すう ╀なつゃぇさけゃ こけ ゃなこさけしぇ: 
”】け っ すけ „おぇゃぇさょうしゃぇくっすけ?”. 
〉すう ういくっくぇょゃぇとけ けすゅけゃけさうか 
こさぇゃうかくけ, おけっすけ ゃょうゅぇ うきう
ょあぇ くぇ てけせきっくぇ きせ ゃ けつうすっ 
くぇ ]すけはく いぇ おけかっゅぇすぇ-かけゃっち. 
╉ぇおすけ 〉すう, すぇおぇ う てうこつっくしおう
はす おきっす, しぇ „しすぇさう こせておう”. 

╉きっすなす っ う かけゃっち わ1
くぇ 【うこおぇ       

]すけはくつけ, おぇおすけ し けぉうつ ゅけ 
くぇさうつぇす ぉかういおう こさうはすっかう, 
けゅかぇゃはゃぇ ╊けゃくぇすぇ ょさせあうくおぇ 
くぇ 【うこおぇ けす 2000-すぇ ゅけょう
くぇ. ‶け ゅけさうすっ し こせておぇ ゃ さなちっ 
すさなゅくぇか けとっ けす ぇさしっくぇかしおけすけ 
しう ゃさっきっ - 1982-さぇ. ╆ぇ ]すけはく 
╇ゃぇくけゃ かけゃょあうえしすゃけすけ っ けす
ゅけゃけさくぇ さぇぉけすぇ. [ぇいたけょおうすっ 
ゃ ゅけさぇすぇ う けすしすさっかゃぇくっすけ くぇ 
ょうゃっつぇ しぇ っょくけ くぇ さなおぇ, くけ 
ょっえくけしすすぇ こけ こけょょなさあぇくっすけ 
くぇ あうゃけすぇ くぇ ゅけさぇすぇ っ くっとけ 
しなゃしっき ょさせゅけ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ 
しすぇさすなす くぇ くけゃうは かけゃっく しっいけく 
くぇ 10-すう ぇゃゅせしす, 40-うきぇすぇ  
てうこつっくしおう かけゃちう こけしさっとぇす 
くぇ 》ぇえょせておけすけ おかぇょっくつっ くぇょ 
ゅさぇょつっすけ. 〈さぇょうちうはすぇ こけゃっ
かはゃぇ ゃ こなさゃうは ょっく けす かけゃくうは 
しっいけく ょぇ しっ ういかういぇ しなし しなこさせ
ゅうすっ. ]すけはく しこぇいゃぇ こさぇゃうかぇ
すぇ. 
¨ぉうつぇ ょぇ しこぇいゃぇ こさぇゃうかぇすぇ 

う こさう さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ きぇか
おうは ゅさぇょ, おけえすけ しっ けこうすゃぇ ょぇ 
ゃないさぇあょぇ し けぉうつ. 』けゃっおなす, 
おけえすけ くぇこさぇゃう けすおさうゃぇすっかは 
くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ ちぇさっすっ - ょ-さ 
╂っけさゅう ╉うすけゃ, こけつっすっく ゅさぇあ
ょぇくうく くぇ 【うこおぇ, ゅけょうくぇ こさっ
ょう ╉ぇいぇくかなお ょぇ しっ しっすう いぇ 
すけゃぇ, ょくっし っ さぇいけつぇさけゃぇく: ゅけ
かはきぇすぇ くぇょっあょぇ くぇ 【うこおぇ - 
ゅさぇょつっすけ ょぇ しっ けすゃけさう こけゃっつっ 
おなき しゃっすぇ つさっい ぉかういけしすすぇ しう し 
すさぇおうえしおうすっ ゅさけぉくうちう, くっ しっ 
しぉなょゃぇ. ̈ ぉっとぇくうはす こさっょう ゅけ
ょうくう うくそけさきぇちうけくっく ちっくすなさ 
くぇ ゃたけょぇ くぇ ゅさぇょぇ う しゃなさいゃぇ
くっすけ くぇ ゃしうつおう きけゅうかう ゃ けぉと 
きけょっさっく おけきこかっおし いぇしっゅぇ しう 
けしすぇゃぇす ぉかはくけゃっ. ╉きっすなす くっ っ 
ょけゃけかっく う けす さっきけくすぇ くぇ 【せ
てきぇくっち, おけえすけ すっつっ ゃ きけきっく
すぇ: ”‶さっおぇさぇたぇ ゃけょぇ いぇ すさうすっ 
ゅさけぉくうちう, ぇ しっゅぇ こけしすぇゃはす たう
きうつっしおう すけぇかっすくう...”, っ おさぇす
おうはす きせ おけきっくすぇさ. ]すけはく ╇ゃぇ
くけゃ くっ しっ おけかっぉぇっ ょぇ すなさしう 
きっょううすっ ゃ こけきけと くぇ 【うこおぇ. 
【うこつっくちう しっ こさけつせたぇ こさっょう 
ょゃっ ゅけょうくう し すゃ-さっこけさあぇあ 
くぇ ╉ぇくぇか 1 いぇ こぇょくぇかぇすぇ ゃ  

ゅさけぉくうちぇ おさぇゃぇ, いぇとけすけ, しかっょ 
おぇすけ こけかせつうか けすおぇい いぇ さってっ
くうっ くぇ こさけぉかっきぇ けす おぇおゃう かう 
くっ ゃかぇしすう, おきっすなす こさうぉはゅくぇか 
ょけ おぇきっさぇすぇ くぇ ╇ゃぇく ぅくっゃ. 
╃ぇ しっ ゃないさけょう 【うこおぇ! ╁しうつ

おうすっ  うくうちうぇすうゃう くぇ ]すけはく しぇ 
ゃしっ ゃ すぇは こけしけおぇ: けこうすなす 【うこ
おぇ ょぇ しすぇくっ けすょっかくぇ けぉとうくぇ し 

こけゃっつっ きっしすくう こさぇゃけきけとうは; 
うょっはすぇ ょぇ しっ ゃなさくっ しすぇさけすけ 
うきっ ]ゃっすう ′うおけかぇ くぇ ゃなさ
たぇ, おなょっすけ っ ‶ぇきっすくうおなす くぇ 
]ゃけぉけょぇすぇ; しなあうゃはゃぇくっすけ くぇ 
しゅさぇょうすっ くぇ しすぇさけすけ おきっすしすゃけ 
う つうすぇかうとっすけ; こさっゃさなとぇ
くっすけ くぇ ういけしすぇゃっく こぇゃうかうけく 
ゃ ょっすしおう おかせぉ; いぇこぇいゃぇくっすけ  
くぇ せつうかうとっすけ, おけっすけ うきぇてっ 
けこぇしくけしす ょぇ ぉなょっ いぇおさうすけ いぇ
さぇょう かうこしぇ くぇ ょっちぇ... ╇いけぉ
とけ: ”]なあうゃはゃぇくっすけ っ けしくけゃっく 
こさけぉかっき くぇ 【うこおぇ, おぇおすけ くぇ 
ちはかぇ ╀なかゅぇさうは”, ゃうょはか っ いぇ 10 
ゅけょうくう おきっすなす くぇ うしすけさうつっ
しおけすけ しっかうとっ, くぇきぇかはかけ こさっい 
すけゃぇ ゃさっきっ し ちっかう 600 ょせてう. 
╆ぇすけゃぇ っ ぇぉしけかのすくけ しうゅせさっく:

¨ぉっいかのょはゃぇくっすけ っ
ゅけかっきうはす くう こさけぉかっき!

„┿おけ うきぇ たけさぇ, うきぇ ゃしうつおけ!”, 
さぇいしなあょぇゃぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ. 
〈けえ しっ つせょう おぇお ゃ こけしかっょくう
すっ ゅけょうくう ゃしっ こけ-くっせおう たけさぇ 
うょゃぇす ょぇ さぇぉけすはす ゃ おきっすしすゃけすけ 
こけ ゃさっきっくくうすっ  こさけゅさぇきう. ¨す 
しすさぇた ょぇ くっ うき こけゃっさう すったくう
おぇ, おけはすけ くっ きけゅぇす ょぇ せこさぇ
ゃかはゃぇす, おきっすなす つっしすけ しぇき こけょ
おぇさゃぇ おけしぇつおぇすぇ うかう たゃぇとぇ 
ょさせゅけ, ゃ おけっすけ きせ うょゃぇ けすさなおう 
くぇせつっくけすけ ゃ „┿さしっくぇか”. 
′ぇせつっくけすけ くぇゃしはおなょっ すさはぉゃぇ 

きくけゅけ くぇ っょうく おきっす ゃ きぇかおけ 
くぇしっかっくけ きはしすけ, おなょっすけ いぇっょ
くけ しなし しぇきうは くっゅけ, いぇ たけさぇすぇ 
さぇぉけすはす けぉとけ 6 ょせてう „ぉぇさぇ
ぉぇさ” し ょゃぇきぇすぇ つうしすぇつう けす 
ゃさっきっくくぇすぇ  いぇっすけしす. ╋ぇかおけすけ 
こさぇゃけきけとうは くぇ しっかしおうすっ おきっ
すけゃっ う おきっすけゃっすっ ういゃなく ちっく
すなさぇ くぇ けぉとうくぇすぇ しぇ ぉけかおぇ う 
いぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ. ╉ぇすけ きくけゅけ 
しゃけう おけかっゅう, すけえ ぉう うしおぇか 
こけゃっつっ こさぇゃぇ, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ 
こけっきっ う こけゃっつっ けすゅけゃけさくけ
しすう ゃ ゅさうあぇすぇ いぇ たけさぇすぇ. ]っゅぇ 
おきっすなす つっしすけ っ ぉっいこけきけとっく 
こけ こさけぉかっきう, おけうすけ うきぇ こさぇ
ゃけ ょぇ さってぇゃぇ  しぇきけ ぇょきうくう
しすさぇちうはすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. „‶さう
くせょっく しなき ょぇ けぉうおぇかはき きっあょせ 
つうくけゃくうちうすっ, しはおぇて こさけしは, 
ぇおけ こけうしおぇき ょぇ しゃなさてぇ くっとけ. 
〈けゃぇ っ せくういうすっかくけ いぇ おきっす, 

ういぉさぇく ょうさっおすくけ けす たけさぇすぇ”, 
おぇいゃぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ. ┿ うくぇつっ: 
たけさぇすぇ しう ゅけ うしおぇす いぇ おきっす. 
]すけはく せしっすうか すけゃぇ くぇ つうしすけ 
ゃっさぉぇかくけ くうゃけ けとっ こさう こなさ
ゃけすけ しう おぇくょうょぇすうさぇくっ. „‶けょ
おさっこぇすぇ くぇ たけさぇすぇ しっ せしっとぇ”, 
おぇすっゅけさうつっく っ てうこつっくしおうはす 
おきっす, せたぇあゃぇく う けす きくけゅけ こぇさ

すうう こさっょう こけさっょくうすっ ういぉけさう. 
„╇しおぇす きっ けす ゃしうつおう こぇさすうう 
ぉっい ╀]‶ う ╃‶]”, こぇお しっ てっ
ゅせゃぇ ]すけはく ╇ゃぇくけゃ, ういょうゅくぇす 
くぇゃさっきっすけ けす ╇くうちうぇすうゃっく 
おけきうすっす, おきっすせゃぇか し こけょおさっ
こぇすぇ くぇ きくけゅけ, こさっょうきくけ ょっ
しくう こぇさすうう.   
╁ っあっょくっゃうっすけ おきっすしおけ うきぇ 

ゃしうつおけ: かはすけすけ ]すけはく ゅぇしう こけ
あぇさう し きっしすくう  ょけぉさけゃけかちう, 
いうきぇすぇ こさっおぇさゃぇ こさっい こさっし
こうすっ くぇ ]ゃっすうちぇすぇ ょっちぇすぇ ょけ 
せつうかうとぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╁しうつ
おけこさぇゃっくっすけ しっ こさけしすうさぇ ょけさう 
ょけ いぇゃうくすゃぇくっすけ くぇ おさせておぇすぇ 
ゃ かぇこきぇすぇ くぇ ちなさおゃぇすぇ... ‶け
くはおけゅぇ こさうはすっかう ょけさう ゅけ „ぉな
いうおぇす” ょぇ ういかっいっ ょぇ しゃなさてう 
くっとけ しこってくけ, つっ ょぇ くぇきっさう 
ゃさっきっ ょぇ しっ ゃうょはす „くぇ きぇしぇ”.
》けさぇすぇ うきぇす きくけゅけ こさけぉかっ

きう, くけ けしけぉっくけ くっこさうはすくけ っ, 
おけゅぇすけ ゅう „きけすぇはす” いぇ くっとけ こけ 
3-4 ゅけょうくう, はょけしゃぇ しっ てうこ
つっくしおうはす おきっす, しこけきくはえおう しう 
しかせつぇう こけ ゃさなとぇくっ くぇ くぇ
ちうけくぇかういうさぇくぇ しけぉしすゃっくけしす う 
いっきっょっかしおう いっきう.   

]すけはく ╇ゃぇくけゃ しっ さぇょゃぇ くぇ 
けくけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう. ╁うあょぇ しっ 
けす こさなゃ こけゅかっょ. 〈ぇいう さぇょけしす 
けす しゃなさてっくけすけ こさぇゃう ょっくは きせ 
うくすっさっしっく う ぉけゅぇす. „╁さっきっ
すけ っ くぇえ-ちっくくけすけ. ]かっょ おぇすけ 
くぇきうさぇき ゃさっきっ いぇ すけかおけゃぇ 
きくけゅけ くっとぇ, いくぇつう しなき ぉけゅぇす 
つけゃっお!”, きうしかう いぇ しっぉっ しう おきっ
すなす くぇ 【うこおぇ, おけえすけ くうおぇお くっ 
きけあっ ょぇ しすけう くぇ っょくけ きはしすけ.
‶けつうゃぇ しう しぇきけ くぇっしっく - ゃ 

こかぇくうくぇすぇ し こさうはすっかう. ̈ しけぉっ
くけ けぉうつぇ [けょけこうすっ! 
¨ぉうつぇ ょぇ しう しこけきくは う たせ

ぉぇゃけすけ こさっい ゅけょうくうすっ. ╉ぇすけ 
けくぇいう つっさくけ-ぉはかぇ しくうきおぇ けす 
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, 
けす おけはすけ すさうきぇ ]すけはくけゃちう しっ 
しきっはす ゃ こさっゅさなょおうすっ くぇ ょさせ
ゅぇさおぇすぇ ′っかう 《けすっゃぇ. 〈さうきぇ
すぇ ]すけはくけゃちう, けす おけうすけ – っょうく 
ぉなょっと ╉[╀-かのぉうきっち う っょうく 
うしすうくしおう おきっす. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Продължение от стр. 1

...╆╊′》]╅【〉¨ 》『╊╈]╊╉¨ ′╅ 『╅[
′ぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ - あうすっかうすっ くぇ けぉとうくうすっ ‶ぇゃっか ぉぇくは, 

╋なゅかうあ う ╉ぇいぇくかなお,  こけかせつうかう こけおぇくう いぇ ぉっいこかぇすくうすっ こさっゅかっょう, きけゅぇす  ょぇ ういぉうさぇす 
きっあょせ しかっょくうすっ かっつっぉくう いぇゃっょっくうは:

1. ╉¨『 /╉けきこかっおしっく けくおけかけゅうつっく ちっくすなさ/ - こさけゃっあょぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ [╋╅ (さぇお 
くぇ きかっつくぇすぇ あかっいぇ) う [╋【 ( さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ)

ゅさ. ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ,  せか. „〈けょけさ ]すけはくけゃうつ“ わ15
[っゅうしすさぇすせさぇ: 042/614 196
2. ╋『 /╋っょうちうくしおう ちっくすなさ/ „‶ぇゃっか ぉぇくは“- こさけゃっあょぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ [╋╅ (さぇお くぇ 

きかっつくぇすぇ あかっいぇ) う [╋【 ( さぇお くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ)
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, せか.“╊.╉ぇぉぇおつうっゃ“ わ4
[っゅうしすさぇすせさぇ: 0431/62225
3. ╇‶‶╋‶ /╇くょうゃうょせぇかくぇ こさぇおすうおぇ いぇ こなさゃうつくぇ きっょうちうくしおぇ こけきけと/╃-さ 〈ぇくは 

╁なかつっゃぇ こさけゃっあょぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ ╉[╉ ([ぇお くぇ ょっぉっかけすけ つっさゃけ)
ゅさ.╉ぇいぇくかなお, せか.“』せょけきうさ“ わ2, っす.2
GSM: 0899920870, 0885469804
4. ┿╂‶‶╋‶ /┿きぉせかぇすけさうは ゅさせこけゃぇ こさぇおすうおぇ こなさゃうつくぇ きっょうちうくしおぇ こけきけと/ - ╋っ-

ょうお ╄] ¨¨╃ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお - こさけゃっあょぇ ういしかっょゃぇくうは いぇ ╉[╉ /おけかけさっおすぇかっく さぇお -  さぇお 
くぇ ょっぉっかけすけ つっさゃけ/

ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
せか. „]すぇさぇ こかぇくうくぇ“ わ12 
0888871568 - いぇ いぇこうしゃぇくっ

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╇かてかちあせけ:

[すかてひて 』てそみせ ¨うあせそう

╊さつたかちてせそ くあ 
けせつてけてとぬけみてあ 

《すいとおつすあせ

╇ちかすかせあ け にそちあ:
¨くさとつけてかしみて つ うさとつ
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6 108 こけおぇくう いぇ ぉっいこかぇすくう  こさっゅかっ-
ょう いぇ  くはおけかおけ ゃうょぇ けくおけかけゅうつくう いぇぉけかは-
ゃぇくうは しぇ さぇいこさぇすっくう くぇ あうすっかう けす けぉかぇしす 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ‶けおぇくうすっ しぇ つぇしす けす ゃすけさぇすぇ 
しっかっおちうは ぉっいこかぇすくう こさっゅかっょう くぇ ゅさぇあょぇ-
くう くぇ しすさぇくぇすぇ こけ しこっつっかっくうは けす ╋うくうし-
すっさしすゃけすけ くぇ いょさぇゃっけこぇいゃぇくっすけ こさけっおす 
„]‶[╇ う しっ こさっゅかっょぇえ”. ¨ぉとけ いぇ しすさぇくぇすぇ 
ゃなゃ ゃすけさうは っすぇこ くぇ しおさうくうくゅ こさけゅさぇきぇすぇ 
いぇ ぉっいこかぇすくう ういしかっょゃぇくうは しぇ さぇいこさぇすっくう 
150 たうかはょう こけおぇくう. ╇いこさぇすっくうすっ けぉとけ 6 
108 こけおぇくう くぇ あうすっかう くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇ-

[けあっ ╁かぇょうきうさ ‶かっ-
きはくくうおけゃ っ しうく くぇ 

そさっくしおぇ ぇおすさうしぇ う ょうこかけ-
きぇす けす させしおう こさけういたけょ し おぇ-
さうっさぇ ゃ ╄ゅうこっす う 〈せさちうは, 
おなょっすけ こさっきうくぇゃぇ ょっすしすゃけ-

すけ くぇ さっあうしぬけさぇ. ╆ぇ ょぇ せゅけ-
ょはす う くぇ そさっくしおうすっ いぇおけくう, 
う くぇ させしおうすっ さけょしすゃっくうちう, 
すっ おさなしすうかう しうくぇ しう [けあっ 
╁ぇょうき. „】け しっ けすくぇしは いぇ 
ゃないこうすぇくうっすけ う おせかすせさぇすぇ, 
ぇい しなき, さぇいぉうさぇ しっ, そさぇく-
ちせいうく - おぇいゃぇか ╁ぇょうき. - ′け 
こけ けすくけてっくうっ くぇ あうゃけすぇ  
ぇい しなき こけ-しおけさけ させしくぇお.“                                                                                                                          
]かっょ さぇいゃけょぇ くぇ さけょうすっかうすっ 
しう [けあっ, いぇっょくけ し きぇえおぇ しう, 
しっ せしすぇくけゃはゃぇ ゃ ‶ぇさうあ. ]すぇ-
ゃぇ ぉぇおぇかぇゃなさ こけ けぉとっしすゃっくう 
くぇせおう, くけ しなさちっすけ きせ っ ゃ ういおせ-
しすゃけすけ う すけえ ぉなさいけ しう ういゃけのゃぇ 
きはしすけ ゃ すっぇすさぇかくぇすぇ ぉけたっきぇ.                                                                                                                          
‶さっい 1947 ゅ. ╁ぇょうき くぇこうしゃぇ 
こなさゃうは しう さけきぇく う ゅけ こさっょ-
しすぇゃは くぇ ┿くょさっ ╅うょ. ╇いすなお-
くぇすうはす こうしぇすっか くっ っ けしけぉっくけ 
ゃこっつぇすかっく, くけ こなお ゅけ いぇこけい-

くぇゃぇ し さっあうしぬけさぇ ╋ぇさお ┿かっ-
ゅさっ, おけえすけ ゃいっきぇ ╁ぇょうき いぇ 
ぇしうしすっくす. 〈ぇおぇ しっ しこさうはすっ-
かはゃぇ し ╀けさうし ╁うぇく う し ょさせ-
ゅう ゃかうはすっかくう かうつくけしすう, しさっょ 
おけうすけ っ ゅかぇゃくうはす さっょぇおすけさ 
くぇ „‶ぇさう きぇつ” ╄さゃっ ╋うか, こさう 
おけゅけすけ [けあっ しすぇゃぇ さっこけさすっさ, 

ぉっい ょぇ しっ けすおぇいゃぇ けす うょっはすぇ 
しう いぇ おうくけ.

╃っきけくなす-ういおせしうすっか. 
〈ぇおぇ けぉうつぇか ょぇ しっ こさっょ-

しすぇゃは ╁ぇょうき. 〈けえ きけあっか ょぇ 
しかけあう ちっかうは 
しゃはす ゃ おさぇおぇすぇ 
くぇ しゃけはすぇ うい-
ぉさぇくうちぇ. ╀うか 
ゃうしけお, しかぇぉ, 
し たうこくけすうつっく 
こけゅかっょ う くっ-
せしすけうき つぇさ. 
‶かっくはゃぇか あっ-
くうすっ し くっけこう-
しせっきぇ しきっしうちぇ 
けす すぇかぇくす, とっ-
ょさけしす, うしおさっ-
くけしす う しゃっすしおぇ 
けぉうゅさぇくけしす , 
ぉけたっきしおう さぇい-
きぇた う こさっきっ-
さっくぇ ょっかけゃう-
すけしす. 〉きっくうっすけ 
きせ ょぇ くぇきうさぇ 
くぇえ-けしかっこう-
すっかくうすっ あっくう, 
ょぇ ゅう こさっゃさな-
とぇ ゃ いゃっいょう, 
ょぇ ゅう けぉうつぇ う 
しかっょ すけゃぇ ょぇ 
ゅう „こせしくっ くぇ 

しゃけぉけょぇ“ ぉうか くっゅけゃうはす ぉけあう 
ょぇさ. ╁っょくなあ  おけさうちぇすぇ くぇ 
かなしおぇゃけ ょぇきしおけ しこうしぇくうっ - 
„╄か”, こさうおけゃぇかぇ ゃくうきぇくうっすけ 
きせ. 〈ぇき ぉうかぇ しくうきぇくぇ くはおけは 
しう ╀╀.                                                                                                      

╀さうょあうす ╀ぇさょけ:
„╀ってっ くっいっきくけ おさぇしうゃ.

╆ぇ こなさゃう こなす かっゅっくょぇさくうはす 
くのた くぇ ╁ぇょうき ゃかういぇ ゃ ょっえしす-
ゃうっ. 〈けえ せぉっあょぇゃぇ ┿かっゅさっ 
ょぇ くぇこさぇゃう こさけぉう くぇ おさぇ-
しぇゃうちぇすぇ. ╀ぇさょけ さぇいおぇいゃぇ: 

„〈けえ ういゅかっあょぇてっ おぇすけ ょうゃ 
いゃはさ... こかぇてってっ きっ, こさう-
ゃかうつぇてっ きっ... ╀ってっ くっいっきくけ 
おさぇしうゃ.“ ┿ ╁ぇょうき っ こけさぇいっく 
けす こけたけょおぇすぇ, すなくおぇすぇ え すぇ-
かうは, ちぇさしすゃっくけ ういこさぇゃっくぇ-
すぇ ゅかぇゃぇ. 〈は くっ こけかせつぇゃぇ 
さけかは, くけ すけえ は こさうょさせあぇゃぇ 
ょけ ょけきぇ え. 『うゅぇくけこけょけぉくう-

はす ゃうょ くぇ きかぇょっあぇ しきせとぇゃぇ 
ぉせさあけぇいくけすけ しこけおけえしすゃうっ くぇ 

きぇょぇき ╀ぇさょけ う すは ょうしおさっす-
くけ こさけゃっさはゃぇ ょぇかう っ しおさう-
かぇ ぉうあせすぇすぇ しう. ╀さうょあうす 
こさっくっぉさっゅゃぇ いぇぉさぇくぇすぇ くぇ 
さけょうすっかうすっ しう う けすくけゃけ しっ 
しさっとぇ し けぉぇはすっかくうは ╁ぇょうき, 
しすさぇしすくけ ゃかのぉっくぇ ゃ くっゅけ.                                                                                                                        
]すうゅぇ しっ ょけ くっあっかぇくぇ ぉさっ-
きっくくけしす う ぇぉけさす. ╃ゃぇきぇすぇ しっ 
あっくはす こさっい 1952 ゅ. 〈は っ くぇ 
18, すけえ - くぇ 24. ╁ こなさゃうすっ ゅけ-
ょうくう きういっさしすゃぇかう, あうゃっっかう 
ゃ せあぇしくぇ おゃぇさすうさぇ, ゃ くうとけ 
くっ うき ゃなさゃはかけ... 』っすうさう ゅけ-
ょうくう こけ-おなしくけ ╁ぇょうき しないょぇ-
ゃぇ てっょぬけゃなさぇ „╇ ╀けゅ しないょぇ-
ょっ  あっくぇすぇ“ しなし しなこさせゅぇすぇ しう 
ゃ ゅかぇゃくぇすぇ さけかは. ′っうく こぇさす-
くぬけさ っ ╅ぇく ╊せう 〈さっくすうくはく, 
ゃ おけゅけすけ ╀さうょあうす しっ ゃかのぉゃぇ. 
╁ぇょうき せしっとぇか, つっ は ゅせぉう.                                                                                                                         
《うかきなす すさうせきそうさぇ, ╁ぇょうき っ 
こさういくぇす いぇ さっあうしぬけさ くぇ ょっ-
しっすうかっすうっすけ. ′け ぉさぇおなす きせ 
しっ さぇいこぇょぇ う すけえ しっ せすってぇゃぇ 
し くけゃぇ ゃさないおぇ.

┿くっす ]すさけえぉっさゅ:
„╇しおぇき ょぇ ぉなょぇ ゅけしこけあぇ 

╁ぇょうき”. 
〈けえ しっ たゃなさかは ゃ けぉはすうはすぇ 

くぇ 19-ゅけょうてくぇすぇ てゃっょしおぇ 
きぇくっおっくおぇ ┿くっす ]すさけえぉっさゅ, 
おけはすけ さぇあょぇ こなさゃぇすぇ きせ 
ょなとっさは ′ぇすぇかう. ╉さぇしうゃぇ う 
ぉっょくぇ, ┿くっす きっつすぇっかぇ ょぇ しっ 
しくうきぇ ゃ おうくけすけ. ╀さぇおなす し 
さっあうしぬけさ え しっ しすさせゃぇか くぇえ-
こさぇゃうかくうはす くぇつうく, ぇ ╁ぇょうき 
- くぇえ-こさぇゃうかくうはす さっあうしぬけさ. 
〈は こさうしすうゅぇ ゃ ]っく 〈さけこっ し 
っょくぇ さけおかは ゃ おせそぇさぇ う し くぇ-
こけかっけくけゃしおう こかぇくけゃっ ゃ ゅかぇ-

《さっくしおうはす さっあうしぬけさ, こさけょせちっくす, しちっくぇさうしす, ぇおすぬけさ う 
あせさくぇかうしす [けあっ ╁ぇょうき っ さけょっく こさっい 1928 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ. 
′ぇさうつぇす ゅけ „こなさゃけけすおさうゃぇすっかはす くぇ くぇえ-おさぇしうゃうすっ あっくう 
ゃ しなゃさっきっくくけすけ おうくけ”. [っあうしぬけさ っ くぇ そうかきうすっ: „╇ ╀けゅ 
しないょぇょっ あっくぇすぇ“, „¨こぇしくう ゃさないおう“, „╃ぇ せきさって けす せょけ-
ゃけかしすゃうっ“, „‶けさけお う ょけぉさけょっすっか“, „╁なさすっかっあおぇ“, „╀ぇさ-
ぉぇさっかぇ“ う ょさ. ]こけきっくうすっ, こけしゃっすっくう くぇ あっくうすっ, おけうすけ っ 
こさっゃさなとぇか ゃ いゃっいょう, っ しなぉさぇか ゃ おくうゅうすっ しう: „╋っきけぇさうすっ 
くぇ ょはゃけかぇ“, „╇いゅかぇょくっかうはす ぇくゅっか“, „¨す いゃっいょうすっ - おなき 
いゃっいょぇすぇ“, „╁かのぉっくうはす ぉっいせきっち“.
╇きぇか っ こっす しなこさせゅう: ╀さうょあうす ╀ぇさょけ, ┿くっす ]すさけえ-

ぉっさゅ, ╃あっえく 《けくょぇ, ╉ぇすさうく 【くぇえょっさ う ╋ぇさう-╉さうしすうく 
╀ぇさけ. ╁さないおぇすぇ きせ し ╉ぇすさうく ╃っくぬけゃ っ ういゃなくぉさぇつくぇ.                                                                                                                                  
〉きうさぇ くぇ 72 ゅ. こさっい 2000 ゅ.

ゅけさぇ しぇ さぇいこさっょっかっくう すぇおぇ: 1378 - いぇ こさっゅかっょ くぇ さぇお くぇ ょっぉっかけすけ つっさゃけ, 730 いぇ こさっゅかっょ 
いぇ さぇお きかっつくぇすぇ あかっいぇ う 4000 こけおぇくう いぇ こさっゅかっょ くぇ きぇすけつくぇすぇ てうえおぇ.
‶けかせつうかうすっ すぇおうゃぇ こけおぇくう, いぇ ょぇ  しっ ゃないこけかいゃぇす けす ぉっいこかぇすくけすけ しおさうくうくゅけゃけ ういしかっょゃぇくっ, 

すさはぉゃぇ ょぇ しう いぇこうてぇす  つぇし こさう かっおぇさ ゃ しかっょゃぇとうすっ つっすうさう しっょきうちう けす こけかせつぇゃぇくっすけ くぇ 
こけおぇくぇすぇ. ‶さっゅかっょなす きけあっ ょぇ ぉなょっ ういゃなさてっく ゃ かっつっぉくけ いぇゃっょっくうっ こけ ういぉけさ くぇ こぇちうっくすぇ 
ういきっあょせ いぇゃっょっくうはすぇ, おけうすけ うきぇす しおかのつっく ょけゅけゃけさ いぇ ういこなかくっくうっ くぇ こさっゅかっょう こけ こさけっおす 
„]‶[╇ う しっ こさっゅかっょぇえ“. ╆ぇ ちっかすぇ くっ っ くっけぉたけょうきけ ょぇ しっ こさっょしすぇゃは くぇこさぇゃかっくうっ けす かうつくうは 
かっおぇさ. ╁ぇあくけ, けぉぇつっ, っ ょぇ しっ くけしう こけおぇくぇすぇ う すは ょぇ しっ  こさっょしすぇゃう  くぇ かっおぇさは, おけえすけ うい-
ゃなさてゃぇ こさっゅかっょぇ. ‶けおぇくぇすぇ しなょなさあぇ おけょ くぇ こさっゅかっょ う おけょ くぇ こぇちうっくすぇ, し おけえすけ きけあっ ょぇ  
しっ こさけゃっさう こさけそうかぇ くぇ こぇちうっくすぇ ゃ うくそけさきぇちうけくくぇすぇ しうしすっきぇ, おぇおすけ う ょぇかう すけえ っ いょさぇゃくけ 
けしうゅせさっく.
 ¨ぉとぇすぇ しすけえくけしす くぇ しおさうくうくゅ こさけゅさぇきぇすぇ いぇ くぇえ-つっしすうすっ  さぇおけゃう いぇぉけかはゃぇくうは っ くぇ しすけえ-

くけしす 9 きかく. かっゃぇ.

ゃぇすぇ. [けおかはすぇ こさけょぇゃぇ, いぇ ょぇ 
おせこう こけょぇさなお くぇ ╁ぇょうき いぇ 
さけあょっくうは きせ ょっく. ╇ せしこはゃぇ 
- こさっい 1958 ゅ. しすぇゃぇ ゅけしこけあぇ 
╁ぇょうき. [けあっ は しくうきぇ ゃ ょゃぇ 
そうかきぇ, くけ くっ きけゅなか ょぇ は こさっ-
ゃなさくっ ゃ いゃっいょぇ - すは くっ うしおぇかぇ 
ょぇ せつう ぇおすぬけさしおけ きぇえしすけさ-
しすゃけ, しきはすぇかぇ, つっ おさぇしけすぇすぇ 

え う うきっすけ くぇ きなあぇ え しぇ ょけし-
すぇすなつくう. ╉けゅぇすけ さぇいぉうさぇ,  つっ 
ゅせぉう う きなあぇ しう, う ゃしはおぇおゃぇ 
くぇょっあょぇ いぇ しかぇゃぇ, ゃっつっ ぉうかけ 
おなしくけ. 〈けえ  ぉうか くぇしけつうか ゃくう-
きぇくうっすけ しう おなき ょさせゅぇ.

╉ぇすさうく ╃っくぬけゃ:
„╁かのぉうたきっ しっ いぇ っょくぇ 

ゃっつっさ.“ 
]さっとくぇか は くぇ すぇくちう. ]さぇ-

きっあかうゃけ きけきうつっ し すなきくう 
ょなかゅう おけしう う こかなすくけ いぇおけこ-
つぇくぇ ぉかせいぇ. ╃っくぬけゃ こさういくぇ-
ゃぇ: „╁かのぉうたきっ しっ いぇ っょくぇ ゃっ-
つっさ.“ ¨す きぇかおぇ すは しっ しくうきぇ ゃ 
おうくけすけ, くけ ぇおすぬけさしおぇすぇ え そぇ-
きうかうは くっ え ゃないかぇゅぇかぇ ゅけかっきう 
くぇょっあょう. ╄ょうくしすゃっくけ ╁ぇょうき 
う かのぉけゃすぇ きせ ぉうかう しこけしけぉ-
くう ょぇ ういはゃはす こけすっくちうぇかぇ え. 
╉ぇすさうく しっ こさっくっしかぇ こさう くっゅけ 
う しっ いぇっかぇ し ょけきぇおうくしすゃけすけ 
う ゃないこうすぇくうっすけ くぇ ′ぇすぇかう. 
¨す しゃうすぇ せつっくうつおぇ, ╁ぇょうき  は 
こさっゃなさくぇか ゃ きかぇょぇ かっえょう. 
‶なさゃうはす ゅけかはき そうかき くぇ ╃っ-
くぬけゃ, さっあうしうさぇく けす ╁ぇょうき, っ 
„‶けさけお う ょけぉさけょっすっか“.                                                                                                                    
╉けゅぇすけ ╉ぇすさうく さぇいぉさぇかぇ, つっ 

っ ぉさっきっくくぇ, さってうかう ょぇ しっ 
けあっくはす くぇ 〈ぇうすう. ′け ゃしうつおけ 
しっ こさけゃぇかうかけ. ]なこさせゅぇすぇ くぇ 
[けあっ ゅけ いぇこかぇてうかぇ つっ, ぇおけ 
いぇきうくっ, とっ しう ゃいっきっ ′ぇすぇかう. 
╉けゅぇすけ しっ さけょうか ╉さうしすうぇく, 
╃っくぬけゃ う ╁ぇょうき いくぇっかう, つっ 
くっ きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす しっきっえしすゃけ. 
„╉ぇすさうく - すけゃぇ っ っょうくしすゃっ-
くうはす きう ゅさはた“, こさういくぇゃぇ すけえ, 
ゃなこさっおう つっ ゃうくぇゅう, おけゅぇすけ すは 
うきぇかぇ くせあょぇ けす くっゅけ, すけえ しっ 
けおぇいゃぇか くぇぉかういけ...

╃あっえく 《けくょぇ:
„〈けえ しないょぇゃぇ しっおしぉけきぉう, ぇ 
ぇい しなき しっさうけいくぇ ぇおすさうしぇ”.
〈は ぉうかぇ くぇ 26 う ょけしすぇ うい-

ゃっしすくぇ ゃ ]┿】. ╁ぇょうき きっつすぇっか 
ょぇ さぇぉけすう し くっは, くけ すは けすおかけ-
くはゃぇかぇ - いくぇっかぇ いぇ しかぇゃぇすぇ 
きせ くぇ こさっかなしすうすっか う しないょぇすっか 
くぇ しっおしぉけきぉう, ぇ すは しっ しきはすぇ-

╈《]╊〈¨っ【 『╊╋¨』ゃ《『, ╆╊′〈╊【╊╋〉¨っ【 ¨′[】』¨【╊] 』 ╇[】』 [ぇ〈 ぅ╅』【¨╊【《

╅さそ たあおせか そえちあせけねかせけかてそ くあ うつけねさけ たかせつけそせかちけ, せあ  にあくせあてあ はか 
つあ せときせけ 120 すしせ. しう.  おそたひしせけてかしせそ せあ えそおけせあ

╃ぇ こぇょくっ すぇゃぇくなす くぇ こっく-
しううすっ けす しかっょゃぇとぇすぇ ゅけ-

ょうくぇ. 
〈けゃぇ けぉきうしかはす おぇすけ さっそけさ-

きぇ ゃ こっくしうけくくぇすぇ しうしすっきぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけ, しけちうぇかくう 
こぇさすくぬけさう う っおしこっさすう.

┿おけ すけゃぇ しっ しかせつう う しっ こけ-
しすうゅくっ おけくしっくしせし, くぇきっさはす 
しっ う しさっょしすゃぇ, すけ ぉっい すぇゃぇく 
とっ しぇ しぇきけ くけゃけけすこせしくぇすうすっ 
こっくしうう, ぇ くっ ょけしっゅぇてくうすっ.  ╁ 
きけきっくすぇ けす すぇゃぇくぇ くぇ こっくしう-
うすっ しぇ けとっすっくう ぉかういけ 53 たう-
かはょう ょせてう, おけうすけ こけかせつぇゃぇす 
こけ-くうしおう こっくしうう, けすおけかおけすけ 
さっぇかくけ しぇ いぇしかせあうかう.  
╁ きけきっくすぇ, ぉっい いくぇつっくうっ 

おけかおけ しすっ さぇぉけすうかう う くぇ 
おぇおゃう しせきう しすっ しっ けしうゅせさは-
ゃぇかう, きぇおしうきぇかくぇすぇ こっくしうは, 
おけはすけ きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ, っ 
770 かっゃぇ. ╇かう 35 くぇ しすけ けす 
きぇおしうきぇかくうは けしうゅせさうすっかっく 
ょけたけょ. ¨すこぇょぇくっすけ くぇ すぇおぇ 

くぇさっつっくうは “すぇゃぇく くぇ こっくしう-
うすっ” しっ けぉしなあょぇ けす ゅけょうくう. ┿ 
さってっくうっすけ っ けすかぇゅぇくけ くぇ くは-
おけかおけ こなすう. ¨しくけゃくぇすぇ こさう-
つうくぇ - かうこしぇ くぇ こぇさう . 
╃うしおせしうはすぇ けおけかけ けすこぇょぇ-

くっすけ くぇ すぇゃぇくぇ いぇ こっくしううすっ 
う こさっょかけあっくうっすけ  すけえ ょぇ 
ゃぇあう しぇきけ いぇ くけゃうすっ, こけ-
さぇあょぇ くっっょくけいくぇつくう  う けし-
すさう おけきっくすぇさう  ゃ うくすっさくっす 

こさけしすさぇくしすゃけすけ, おぇおすけ う ゃ 
さぇいかうつくうすっ うくしすうすせちうう. 
]こけさっょ ぉうゃてうは しけちうぇかっく 

きうくうしすなさ う くぇしすけはと ょうさっお-
すけさ くぇ ╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす 
こけ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかう-
すうおぇ ╇ゃぇく ′っえおけゃ, 

„けしすぇゃぇくっすけ くぇ すぇゃぇ-
くぇ いぇ しすぇさうすっ こっくしうう とっ 
しないょぇょっ ゅけかはきけ くぇこさっあっ-
くうっ, きくけゅけ ゃっさけはすくけ っ ょぇ 
こさっょういゃうおぇ きくけゅけ うしおぇ-
くうは, こさけすっしすう う うしおけゃっ いぇ 
っょくけ すぇおけゃぇ ょうしおさうきうくぇ-
ちうけくくけ さってっくうっ”.

╃け 3-すう しっこすっきゃさう こさけょなかあぇゃぇ いぇこうしゃぇくっすけ いぇ いぇょけつくけ 
けぉせつっくうっ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは 

„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. ′けゃぇすぇ そけさきぇ くぇ けぉせつっくうっ くぇ こさぇおすうおぇ 
ゃないさぇあょぇ しすぇさぇ う ょけぉさぇ すさぇょうちうは けす こさっょう 20-すうくぇ ゅけょう-
くう, おけゅぇすけ せつうかうとっすけ, こけょゅけすゃはとけ くぇえ-ょけぉさうすっ おぇょさう いぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ きぇてうくけしすさけうすっかくぇ うくょせしすさうは,  こさっょかぇゅぇてっ 
こけょけぉくぇ ゃないきけあくけしす. 
 ╁ くけゃぇすぇ そけさきぇ くぇ いぇょけつくけ けぉせつっくうっ しっ ょぇゃぇ てぇくし くぇ 

ゃしうつおう, おけうすけ くはきぇす いぇゃなさてっくけ しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ うかう 
こさうょけぉうすぇ こさけそっしうけくぇかくぇ おゃぇかうそうおぇちうは, ょぇ くぇこさぇゃはす 
すけゃぇ. 
]こっちうぇかくけしすすぇ, ゃ おけはすけ とっ きけゅぇす ょぇ しっ けぉせつぇゃぇす いぇょけつ-

くうちうすっ, っ „〈ったくけかけゅうは くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ”, ぇ こさうょけぉう-

すぇすぇ ゃこけしかっょしすゃうっ  こさけそっしうは - きぇてうくっく すったくうお. 〈けゃぇ くぇ 
こさぇおすうおぇ っ くぇえ-すなさしっくぇすぇ こさけそっしうは ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
ゃ さぇえけくぇ う けす おぇいぇくかなておうすっ きぇてうくけしすさけうすっかくう こさっょこさう-
はすうは, おけうすけ ういこうすゃぇす しっさうけいっく ょっそうちうす くぇ けぉせつっくう おぇょさう 
う きぇえしすけさう, しこけしけぉくう ょぇ ういこなかくはゃぇす しかけあくう けこっさぇちうう くぇ 
きぇてうくう. ‶さぇおすうつっしおけすけ くっゅかうあうさぇくっ う 

„けぉっいおけしすはゃぇくっ”  くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ

つさっい いぇおさうゃぇくっ くぇ すったくうおせきうすっ う しさっょくうすっ こさけそっしうけくぇか-
くう せつうかうとぇ  /]‶〈〉/ う こさっゃさなとぇくっすけ うき ゃ こさけそっしうけくぇかくう 
ゅうきくぇいうう ょけこさうくっしっ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく いぇ かうこしぇすぇ くぇ おぇつっしす-
ゃっくけ けぉせつっくう おぇょさう. ╃っゃぇかゃぇちうはすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ おぇすけ 
ちはかけ う かうこしぇすぇ くぇ きけょっさくぇ う ぇょっおゃぇすくぇ くぇ せしかけゃうはすぇ ぉぇいぇ 
いぇ こけょゅけすけゃおぇ  ょぇょけたぇ しゃけは けすこっつぇすなお ゃなさたせ  こさけそっしうけくぇか-
くうすっ う こさぇおすうつっしおう いくぇくうは う せきっくうは くぇ しさっょくけておけかちうすっ. 
╁しうつおけ すけゃぇ ょけこなかくうすっかくけ くぇかけあう くせあょぇすぇ けす ゃないさぇあょぇ-
くっすけ くぇ さぇいかうつくうすっ ゃうょけゃっ ゃないきけあくけしすう いぇ けぉせつっくうっ くぇ 
„しさっょくう” おぇょさう いぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ こさぇおすうつっしおう いぇょぇつう. 

かぇ いぇ しっさうけいくぇ ょさぇきぇすうつくぇ 
ぇおすさうしぇ. ′ぇおさぇは しっ しさっとくぇ-
かう. ╆ぇ ょぇ くっ ゅけ こさけゃけおうさぇ, 
すは ぉうかぇ ゃ ょあうくしう う はおっ, ぉっい 
ゅさぇき おけいきっすうおぇ. ′け うきっくくけ し 
すけゃぇ ゅけ こけおけさうかぇ. 〈は しなとけ くっ 
せしこはかぇ ょぇ せしすけう くぇ つぇさぇ きせ. 
╃あっえく けすおさうすけ けすさうつぇかぇ ぉさぇ-
おぇ う こさっょこけつうすぇかぇ しゃけぉけょくう-
すっ けすくけてっくうは. ╁ぇょうき けぉぇつっ 
うきぇか かけてうは くぇゃうお ょぇ しっ あっくう 
いぇ あっくうすっ, おけうすけ けぉうつぇ. ¨あっ-
くうかう しっ う ╁ぇょうき ぉうか とぇしす-
かうゃ, おぇおすけ くうおけゅぇ ょけしっゅぇ. ╁ 
すさうすっ うき しなゃきっしすくう そうかきぇ 
すけえ しっ けすくぇしはか おなき くっは おぇすけ 
おなき こさけそっしうけくぇかくぇ ぇおすさうしぇ 
けす ゃうしてぇ しすっこっく. ╁ぇょうき しっ 
しこさぇゃは けすかうつくけ - こさっゃなさくぇか 
╃あっえく ゃ っょくぇ けす くぇえ-しっおしぇ-
こうかくうすっ ぇおすさうしう くぇ しゃけっすけ 
ゃさっきっ.
‶さっい 1968 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ くぇ 

ぉはか しゃはす しっ こけはゃうかぇ ╁ぇくっしぇ. 
《うかきなす くぇ ╁ぇょうき し 《けくょぇ ゃ 
ゅかぇゃくぇすぇ さけかは - „╀ぇさぉぇさっかぇ“, 
しつせこうか ゃしうつおう さっおけさょう こけ 
ゅかっょぇっきけしす. ╃あっえく こさうっかぇ ょぇ 
しくうきぇ ゃ ]┿】 う すっ いぇきうくぇかう 
いぇ ′の ╈けさお, おなょっすけ しっ たゃなさ-
かうかう ゃ てせきくうは しゃっすしおう あう-
ゃけす. [ぇいょっかはす しっ ょさぇきぇすうつくけ 
ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ ゅけょうくう.

╉ぇすさうく 【くぇえょっさ.
‶さっい 1975 ゅ. さっあうしぬけさ-

なす しっ あっくう いぇ つっすゃなさすう こなす. 
╇いぉさぇくうちぇすぇ っ  ぉけゅぇすぇすぇ くぇ-
しかっょくうちぇ, しけぉしすゃっくうつおぇ くぇ 
いぇゃけょう いぇ しすけきぇくぇ. ̈ す くっは すけえ 
うきぇ しうく – ╁ぇくは. ]かっょ ょゃっ ゅけ-
ょうくう しっ さぇいゃっあょぇす. 

╋ぇさう-╉さうしすうく ╀ぇさけ っ 
あっくぇすぇ, し おけはすけ ╁ぇょうき 

しっ いぇょなさあぇ こけゃっつっ けす 10 ゅけ-
ょうくう. ╂けょうくぇすぇ っ 1990. [けあっ  
っ こさけきっくっく, くぇ 63 ゅけょうくう すけえ 
ゃっつっ っ うょっぇかくうはす しなこさせゅ. „〈は 
っ こなさゃぇすぇ, おけはすけ ゃないこさうっ けし-
くけゃくうは きう こさうくちうこ: くうおけゅぇ 
ょぇ くっ さぇいゃぇかはきっ し ぉっいきうしかっ-
くう おぇゃゅう ゅかぇゃくけすけ ゃ あうゃけすぇ 
くう. ╆ぇ ゃしうつおうすっ ゅけょうくう くうっ 
くっ しきっ しっ おぇさぇかう くうすけ ゃっょ-
くなあ. ‶なかくけ したけょしすゃけ くぇ ゃない-
ゅかっょうすっ, しっおしせぇかっく さぇいちゃっす. 
╃けしっゅぇ しなき ゃおせしゃぇか しぇきけ すさけ-
たうすっ けす すけゃぇ とぇしすうっ.“ 

╁いぇうきくけしす し ゃしうつおう 
しゃけう あっくう. ╁ぇょうき しっ 

けすょぇか くぇ かうすっさぇすせさぇすぇ. ╄ょくぇ 
しかっょ ょさせゅぇ ういかっいかう おくうゅうすっ 
きせ, こけしゃっすっくう くぇ ゃっかうおうすっ 
きせ あっくう. „┿い けつっゃうょくけ しなき 
くぇょぇさっく し くはおぇおゃぇ ゃなすさってくぇ 
ぇくすっくぇ, せかぇゃはとぇ あっかぇくうはすぇ 
うき… ]きはすぇき, つっ あっくうすっ せしっ-
とぇす, つっ ゅう ういしかせてゃぇき う さぇい-
ぉうさぇき. ╇ いぇすけゃぇ きう けすゅけゃぇさはす 
し ゃいぇうきくけしす.“
] ゃしうつおうすっ しう あっくう すけえ いぇ-

こぇいうか こさうはすっかしおう けすくけてっ-
くうは. ′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ, 
こさっい 2000-すぇ ゅけょうくぇ しっ しなぉう-
さぇす つっすうさう けす 5-すっ きせ しなこさせ-
ゅう. ╂けかっきうはす さっあうしぬけさ せきうさぇ 
けす さぇお, ゃ ‶ぇさうあ. ‶けゅさっぉぇく っ ゃ 
ゅさぇょぇ, おけえすけ すけえ こさけしかぇゃうか - 
]っく 〈さけこっ.                                                                                                                             

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╀さうょあうす ╀ぇさょけ

╉ぇすさうく ╃っくぬけゃ


