
╇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:

╈かせさそ をうかてさそう

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 
《ちひきかこせけぬけてか-うかてかちあせけ

на стр. 5

на стр. 7

на стр. 6
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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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╊〈《-2013:
¨〈╅ 》╅′╅『〉╅ 〉¨ぃ╅ ′╅

╉けちけ: 
[あくあせしひのさけみて [そしへそ ‒けねかてそ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

4842-きぇ しぇ さぇぉけすっとうすっ おなき すけいう きけきっくす ゃ „┿さしっくぇか”.
] すぇいう すさせょけゃぇ いぇっすけしす そうさきぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ くぇえ-ゅけかっきうはす さぇぉけすけょぇすっか ゃ さぇえけくぇ.
′ぇえ-きくけゅけぉさけっく おぇすけ つうしかっくけしす „┿さしっくぇか” っ ぉうか ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう 

ゃっお, おけゅぇすけ いぇっょくけ し こけょっかっくうはすぇ ういゃなく さぇえけくぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ さぇぉけすっとうすっ しぇ  しすうゅぇかう  
23 たうかはょう ょせてう. 

′ぇえ-きぇかおけ さぇぉけすっとう っ うきぇかけ こさっい 1997 ゅけょうくぇ, しかっょ  ゅけかはきぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ おさういぇ - 3800 
ょせてう.

] ぉかういけ 60 ょせてう とっ しっ せゃっかうつう しなしすぇゃなす くぇ そうさきぇすぇ ゃ ぉかういおうすっ ょくう. ′けゃうすっ さぇぉけすくうちう 
しぇ いぇ くせあょうすっ くぇ いぇゃけょうすっ 4 う 5. ‶さうっきぇす しっ こさっょうきくけ ぉうゃてう ぇさしっくぇかちう, たけさぇ し けこうす 

ゃ しなけすゃっすくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ. 

„┿さしっくぇか” ゃしっ こけゃっつっ しっ そっきうくういうさぇ - けす けぉとうは ぉさけえ さぇぉけすっとう 4842 - 2873 しぇ あっくう. 
╋なあっすっ しぇ ぉかういけ し 1000 こけ-きぇかおけ - 1969.

]さっょくぇすぇ ゃないさぇしす くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ っ 45 ゅけょうくう, おぇすけ ゃしっ こけゃっつっ しぇ たけ-
さぇすぇ しなし しすぇあ くぇょ 15 ゅけょうくう. 

[っおけさょぬけさ こけ しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか” っ 72-ゅけょうてくうはす ぉうゃて けさなあっえくうお, くぇしすけはと おぇょなさ くぇ いぇ-
ゃけょ 5 - ]すけえけ ‶っすさけゃ. 〈けえ っ こさっおぇさぇか いぇょ こけさすぇかうすっ くぇ „┿さしっくぇか” こけゃっつっ けす こけかけゃうく ゃっお 
- 50 ゅけょうくう う 10 きっしっちぇ.
╁っょくぇゅぇ しかっょ くっゅけ っ あうゃぇすぇ うしすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”, おぇおすけ くぇさうつぇす ′うくぇ ぅくつっゃぇ けす ╂かぇゃ-

くぇ ょうさっおちうは - すは っ ゃはさくぇ くぇ きぇさおぇすぇ ゃっつっ 48 ゅけょうくう.
′ぇえ-きかぇょうはす つかっく くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ っ くぇ 19 ゅけょうくう - 》さうしすけ ′っくけゃ, おけえすけ っ 

さぇぉけすくうお ゃ ╆ぇゃけょ 4 – ゅさ. ╋なゅかうあ.
′ぇえ-ゃないさぇしすくうはす っ 73-ゅけょうてっく させしおう うくあっくっさ, ょけてなか くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” こけ しこっ-

ちうぇかくぇ こさけゅさぇきぇ こさっょう こけゃっつっ けす 10 ゅけょうくう. ╊のぉけこうすっく そぇおす っ, つっ うくあっくっさなす っ さけょっく くぇ 
7-きう くけっきゃさう.

¨す けぉとうは ぉさけえ くぇ こっさしけくぇかぇ  ゃ „┿さしっくぇか” ゃうしてうしすうすっ しぇ 700 ょせてう, けす すはた 270 しぇ し うく-
あっくっさくう しこっちうぇかくけしすう. ]かっょ すはた しぇ うおけくけきうしすう, そうかけかけいう, のさうしすう.

′ぇえ-きくけゅけ, こけゃっつっ けす こけかけゃうくぇすぇ ぇさしっくぇかちう, しぇ しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ -  しこっちうぇかくけ う 
けぉとけ. 
′っゅさぇきけすくう くはきぇ.

╀かういけ 400 しぇ こさけそっしううすっ, おけうすけ しっ こさぇおすうおせゃぇす ゃ ちったけゃっすっ くぇ „┿さしっくぇか”. ′ぇえ-さはょおぇすぇ 
こさけそっしうは, おけはすけ しっ ういこなかくはゃぇ けす っょうく-っょうくしすゃっく さぇぉけすくうお くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ちはかぇすぇ 

そうさきぇ,  っ „けこっさぇすけさ さけすぇちうけくっく ぉぇさぇぉぇく”. 〈ぇいう こさけそっしうは  っ くせあくぇ いぇ ╆ぇゃけょ 5.
′ぇえ-てうさけおけ さぇいこさけしすさぇくっくう こさけそっしうう しぇ: てかけしっさう う そさっいうしすう, しかっょゃぇくう けす きけくすぇあくうお 

ぉけっこさうこぇしう. 

╇ゃぇくけゃょっく う ╀けゅけさけょうちぇ しぇ  しゃけっけぉさぇいくう  そうさきっくう こさぇいくうちう いぇ „┿さしっくぇか”, しなょっえおう 
こけ うきっくくうおぇ くぇ いぇっすうすっ ゃ くっゅけ.
¨す こっさしけくぇかぇ くぇえ-きくけゅけぉさけえくぇ っ ぇさきうはすぇ くぇ ╇ゃぇくけゃちうすっ う ╋ぇさううすっ, しかっょゃぇくう けす ╂っけさゅう, 

╃うきうすなさ う ]すっそおぇ. 
╇ゃぇく う ╇ゃぇくおぇ しっ うきっくせゃぇす 277 ょせてう, ╋ぇさううすっ しぇ 142.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

] ぉかぇゅけょぇさくけしす  いぇ ぉっいちっくくぇすぇ こけきけと, けおぇいぇくぇ けす うくあ. ‶っくおけ 〈けすっゃ – さなおけゃけょう
すっか くぇこさぇゃかっくうっ „╉ぇょさう” ゃ „┿さしっくぇか”.

ぜñÖÑñ¿ïÜÖ !!!

′ぇ 21.09.2013 いぇこけつくぇ けぉかぇしすくけすけ こなさゃっくしすゃけ いぇ 
ょっちぇ う こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ-ょっちぇ.

′ぇ こなさゃうは しう きぇつ けす すけいう こけかせしっいけく 《╉ “┿さしっくぇか 2000“, 
くぇぉけさ 1999-2000 くぇ しゃけは しすぇょうけく おぇすっゅけさうつくけ くぇょうゅさぇたぇ   

¨《╉ “]かうゃっく 2“. ╇ゅさぇすぇ しっ たぇさぇおすっさういうさぇてっ し きくけゅけ こけ-
かけあっくうは, くけ おなしきっすなす う しなょうえすっ くっ ぉはたぇ くぇ くぇてぇ しすさぇくぇ. 
]かっょ ういこなかくっくうっ くぇ おけさくっさ ╉ぇかけはく ╇ゃぇくけゃ せしこは ょぇ 

くぇくっしっ こけぉっょくうは ゅけか, し おけえすけ 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゃいったぇ 
しゃけうすっ こなさゃう すさう すけつおう.
‶ぇさぇかっかくけ しなし しさっとうすっ けす くけゃうは そせすぉけかっく しっいけく, こさけ-

ょなかあぇゃぇす う いぇゃけょしおうすっ すせさくうさう. ‶けしかっょくうすっ しさっとう しっ 
うゅさぇはす くぇ 4-すう けおすけきゃさう, こさぇいくうおなす くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けゅぇゃぇ 
っ う くぇゅさぇあょぇゃぇくっすけ くぇ こけぉっょうすっかうすっ. 
╉さぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
                                             ╋うさぇく ╋ぇょっくあうはく

‶けいょさぇゃはゃぇき ゃう し ‶さぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか“ 
┿╃ – っょくけ きけょっさくけ こさっょこさうはすうっ, しなたさぇ-

くうかけ けこうすぇ う すさぇょうちううすっ くぇ 135-ゅけょうてくぇすぇ 
うしすけさうは くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは.
╉けゅぇすけ しっ ゅけゃけさう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ うおけくけきうつっしおう う こさけ-

きうてかっく ぇしこっおす, たけさぇすぇ こなさゃけ おぇいゃぇす „┿さしっくぇか“. ╋ぇおぇさ う 
ょぇ っ こさっあうゃはかけ すさせょくう きけきっくすう こさっい しゃけっすけ ょなかゅけかっすうっ, 
ょさせあっしすゃけすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ っきぉかっきぇ くぇ くぇてぇすぇ うく-
ょせしすさうは, くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う しこっちうぇか-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ, くぇ うくけゃぇすうゃくうすっ すったくけかけゅうう, くぇ こさけ-
そっしうけくぇかういきぇ くぇ っおうこぇ けす さなおけゃけょうすっかう, しこっちうぇかうしすう う 
さぇぉけすくうちう.
„┿さしっくぇか” ┿╃ けいくぇつぇゃぇ けとっ しうゅせさくけしす う しこけおけえしすゃうっ いぇ 

しゃけうすっ しかせあうすっかう う すったくうすっ しっきっえしすゃぇ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
ょけぉさぇすぇ う こけしかっょけゃぇすっかくぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ.
‶けあっかぇゃぇき くぇ ゃしうつおう いょさぇゃっ, せゃっさっくけしす う きくけゅけ せしこったう.

』っしすうす こさぇいくうお!

╂┿╊╇′┿ ]〈¨ぅ′¨╁┿
╉きっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

‶けかっいくけ う けぉっとぇゃぇとけ . 
〈ぇおなゃ っ ういゃけょなす けす せつぇしすうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ っょくけ けす くぇえ-こさっしすうあくうすっ きっあょせくぇさけょ-

くう きぇてうくけしすさけうすっかくう ういかけあっくうっ ゃ しゃっすぇ ╄╋¨-2013 ゃ 》ぇくけゃっさ - ╂っさきぇくうは. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ せつぇしすうっ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ ╄╋¨ っ こなさゃけすけ しかっょ 6-ゅけょうてくけ こさっおなしゃぇくっ. 
〈ぇき そうさきぇすぇ しっ こさっょしすぇゃう し くぇえ-くけゃぇすぇ こさけょせおちうは くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
╃うさっおすけさなす くぇ いぇゃけょぇ うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ う きっくうょあなさなす  こけ こさけょぇあぉうすっ ゃ „┿さしっくぇか 

- „┿さしっくぇか” っ こさっょ こけさっょくうは しう  そうさきっく こさぇいくうお, 
おけえすけ しなゃこぇょぇ う しなし 135-すぇすぇ  ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇ-
くっすけ くぇ けさなあっえくぇすぇ うくょせしすさうは ゃ ╀なかゅぇさうは. ╊うつくぇすぇ 
╁う さぇゃくけしきっすおぇすぇ いぇ ういきうくぇかぇすぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, おけはすけ くっ 
ぉってっ けす かっしくうすっ? 

‶けかけあうすっかくぇ っ, けすくけゃけ. ‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ しぇ ょけしすぇ: „┿さしっ-
くぇか”, ゃしっ こぇお, こさぇゃう っょくぇ ょけしすぇ さっしこっおすうさぇとぇ おさなゅかぇ ゅけょうて-
くうくぇ - 135 ゅけょうくう. ╇ けとっ: ゃ すっいう すさせょくう おさういうしくう ゃさっきっくぇ  
„┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ ょぇ けちっかはゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ けさゅぇくういぇ-
ちうけくくうは すさせょ くぇ っおうこぇ, おけえすけ せこさぇゃかはゃぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╀かぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ すったくうつっしおうは う せきしすゃっく すさせょ くぇ たけさぇすぇ, くぇ すったくうすっ 
せきっくうは, しなゃっしす, しすぇさぇすっかくけしす - くぇ ちっかうは すさせょけゃ おけかっおすうゃ. ╁ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ, ゃなこさっおう ゃしうつおう すさせょくけしすう, しっ けつっさすぇゃぇ っょくぇ 
けすくけしうすっかくけ ぉかぇゅけこさうはすくぇ ゅけょうくぇ くぇ そけくぇ くぇ こさけょなかあぇゃぇとぇ-
すぇ ゃっつっ 5-すぇ ゅけょうくぇ うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.

』 》 《 『 【

04. 10. 2013 - петък                                                              
Фирмен празник 

Стадион ”Арсенал”                                                             
Ден на отворените врати

СПОРТНИ ТУРНИРИ

09:00 Откриване на финалите на спортните турнири.
            
ФУТБОЛ
09:15 Футбол - мъже: Завод 1 - Завод 5
10:00 Футбол - жени:  Завод 1 - Завод 5
10:40 Футбол - деца
ВОЛЕЙБОЛ
10:00  Завод 0  -  Завод 1
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ
09:30 Отборите на заводите 1, 2 и 5 

11:15 Награждаване на победителите в спортните 
турнири. 
 
- Мажоретен състав при СОУ „Екзарх Антим І”.

ОФИЦИАЛНА ЧАСТ И ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

Начало – 12:00           

Поздравление от Изпълнителния директор на 
„Арсенал”АД Николай Ибушев

Участници в концерта:
- Тони Димитрова 
- Оркестър от гр. Фукуяма - Япония 
- Фолклорен танцов ансамбъл „Арсенал” 
- ДЮФТС „Арсенал”
- ДГ „Буратино” 
- Трио Гранди Тенори – гр. Стара Загора 
- Балет „Грация” 
- Клуб за спортни танци „Роза” 
- Клуб за народни танци „Теменуга”

Празнични хорá с песните на Виктория Гитева и 
танцовите формации „Арсенал”.

〉けさそしあこ ¨いとのかう - けくたひしせけてかしかせ おけちかさてそち „╅ちつかせあし“:

2000” ‶っえけ ]こぇしけゃ こさけゃっょけたぇ こけさっょうちぇ けす こけかいけすゃけさくう しさっとう 
し  すなさゅけゃちう, ょうしすさうぉせすけさう う こけすっくちうぇかくう こぇさすくぬけさう う おせこせゃぇ-
つう くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくぇすぇ こさけょせおちうは くぇ „┿さしっくぇか”.

》『《╉】[を¨っ【╅ 〉╅ ′╅╇《╉ 5

〉そと-にあと:
¨せそうあてけうせけてか たちそおとさてけ せあ „╅ちつかせあし“
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╇かてかちあせひて ╈かせさそ をうかてさそう:

╁ せゃぇあっくうっすけ くぇ しゃっすぇ おなき 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ こさけょせおちうは 

╂っくおけ しっ せぉっょうか かうつくけ. ¨とっ 
こさっょう こさけきっくうすっ こさっい 1989-すぇ 
『ゃっすおけゃ し けつうすっ しう ゃうあょぇ けょけ-
ぉさっくうっすけ, おけっすけ ょっきけくしすさうさぇす  
すなさゅけゃしおうすっ こぇさすくぬけさう くぇ „┿さ-
しっくぇか” こけ とぇくょけゃっすっ くぇ ういかけ-
あっくうはすぇ ゃ 〉くゅぇさうは, ′うおけいうは 
- ╉うこなさ, ┿かあうさ, 〈さうこけかう ゃ ╊う-
ぉうは, ╊ぇゅけし - ′うゅっさうは, すせさしおうは 
╇いきうさ, くっきしおうは ╊ぇえこちうゅ, しう-
さうえしおうは ╃ぇきぇしお, ‶けかてぇ...
『ゃっすおけゃ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ ぇさ-

しっくぇかちう, おけうすけ こけおぇいゃぇす くぇ-
ゅかっょくけ さぇぉけすぇすぇ くぇ きぇてうくうすっ, 
ゃいうきぇす ゃういうすおう くぇ こけすっくちうぇかくう 
おせこせゃぇつう, こさけあっおすうさぇす ょけさう 
しこっちうぇかっく さっおかぇきっく そうかき, おけえ-
すけ こさっょしすぇゃは ちはかぇすぇ ゅさぇあょぇくしおぇ 
しすけこぇくしおぇ こさけょせおちうは くぇ おけきぉう-
くぇすぇ. „[っおかぇきぇすぇ くっ ぉってっ きくけゅけ 
さぇいゃうすぇ おぇすけ しっゅぇ. ′ぇえ-きくけゅけ 
こけ っょくう しせゃっくうさう さぇいょぇゃぇたきっ”, 
しこけきくは しう ゃっすっさぇくなす. ‶さっょう ょぇ 
いぇきうくぇす くぇ ういかけあっくうっ, ぇさしっ-
くぇかちう こなかくっかう ぉぇゅぇあうすっ し けさう-
ゅうくぇかくう しせゃっくうさう しけぉしすゃっくけ 
こさけういゃけょしすゃけ: けす くけあけゃっ し くぇ-

さけつくぇ うくおさせしすぇちうは いぇ ういぉさぇくう 
おかうっくすう ょけ すさぇょうちうけくくうすっ おぇ-
いぇくかなておう きせしおぇかつっすぇ し さけいけゃけ 
きぇしかけ. ╇きぇかけ ょけさう こうしすけかっすつっ-
すぇ - おぇすけ うしすうくしおうすっ, ういさぇぉけすっ-
くう けす きっすぇか.  
”┿さしっくぇか” すけゅぇゃぇ しっ こさっょしすぇゃは 

くぇ とぇくょぇ くぇ „╋ぇてうくけっおしこけさす”, 
いぇとけすけ ょなさあぇゃぇすぇ うきぇ きけくけこけか 
ゃなさたせ ゃなくてくぇすぇ すなさゅけゃうは う こさけ-
ょぇあぉうすっ きうくぇゃぇす こさっい ょなさあぇゃ-

くけすけ ょさせあっしすゃけ.

„╋くけゅけ しっ おせこせゃぇてっ!”

〈けゃぇ こけきくう ╂っくおけ 『ゃっすおけゃ, 
おけえすけ ょっきけくしすさうさぇか さぇぉけすぇすぇ  
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ きぇてうくう こさっょ 
つせあょっしすさぇくくうすっ  おせこせゃぇつう.   

′はおけう こさぇいくうちう けしすぇゃぇす ゃ しなさちっすけ いぇゃうくぇゅう. ¨しけぉっくけ - かうつくうすっ. ╊うつくけ う こさけそっしうけくぇかくけ さはょおけ しっ こさっあうゃはゃぇす っょくぇおゃけ うしおさっくけ う 
ょなかぉけおけ. ′っ う いぇ ╂っくおけ 『ゃっすおけゃ. 45 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか”, ょくってくうはす ゃっすっさぇく, けさなあっえくうお ょけ „ょっゃっすけ おけかはくけ” こけ こさはおぇ う しなさっぉさっくぇ かう-
くうは, つぇおぇ し くっすなさこっくうっ っょうく ょさせゅ こさぇいくうお - そうさきっくうは. ╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, おけえすけ ゃしはおぇ っしっく ゃ くぇつぇかけすけ くぇ けおすけきゃさう しなぉうさぇ 
きかぇょう う しすぇさう ぇさしっくぇかちう, いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ せしこったうすっ う ょぇ しう こさうこけきくはす けぉとけすけ しう こさけそっしうけくぇかくけ きうくぇかけ, いぇ ╂っくおけ っ こけゃっつっ けす 
かうつっく こさぇいくうお. ╆ぇすけゃぇ  ゅけ しこけょっかは すぇおぇ しなおさけゃっくけ しなし しっきっえしすゃけすけ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ, けすおぇおすけ こさう おさういぇすぇ こさっい 2009-すぇ くぇこせしおぇ „┿さしっ-
くぇか”, ╂っくおけ 『ゃっすおけゃ ゃかういぇ こさっい こけさすぇかぇ ゃ こさぇいくうつくうは ょっく いぇっょくけ し きぇかおうは しう ゃくせお. ╂っくおけ-きかぇょてう っ ゃっつっ ゃ ょっゃっすう おかぇし くぇ ‶さうさけょけ-
きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ 4-すう けおすけきゃさう きかぇょうはす きぇすっきぇすうお  けすくけゃけ とっ こさぇいくせゃぇ いぇっょくけ し ぇさしっくぇかちう. ¨さなあっえくうすっ 
っおしこけくぇすう くぇ そうさきっくうは きせいっえ - ゅけかはきけゅぇぉぇさうすくうすっ ゅぇせぉうちう う けさなょうは, くっ しこうさぇす ょぇ せょうゃかはゃぇす きかぇょっあぇ, おけえすけ っ しゃさなたかのぉけこうすっく おなき 
ゃしうつおけ, さぇいおぇいゃぇ ょはょけすけ. ′うとけ, つっ すけえ しぇきうはす すさせこぇ けこうす おぇすけ ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇく くっ こさはおけ ゃ けさなあっえくけすけ, ぇ ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ‶さけういゃけょしすゃけ, おけっすけ こけいくぇゃぇ けすかうつくけ, いぇとけすけ くはきぇ おぇお すけゃぇ ょぇ くっ っ っ すぇおぇ いぇ つけゃっお, ぉうか ょなかゅう ゅけょうくう うくしこっおすけさ こけ 
おぇつっしすゃけすけ. ¨とっ こけゃっつっ - いぇ っょうく しこっちうぇかうしす こけ すったくうつっしおけすけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ こさけょせおちうは こけ ういかけあっくうは う こぇくぇうさう ゃ 
ょっしっすおう しすさぇくう こけ しゃっすぇ.
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¨すくけしくけ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
そさっいうすっ う ぉけさきぇてうくうすっ 
╂っくおけ くはきぇか くうおぇおゃけ しなき-
くっくうっ, けとっ こさっょう こさっい 
1981-ゃぇ ょぇ こけしすなこう ゃ ╂かぇゃ-

くぇ ょうさっおちうは おぇすけ けさゅぇくう-
いぇすけさ さっおかぇきぇ う こぇくぇうさう. 
╆ぇとけすけ ょけてなか ゃ けすょっかぇ 
こけ こさけょぇあぉうすっ しかっょ ょな-
かなゅ けこうす おぇすけ ¨〈╉. ‶さっ-
ゃさなとぇくっすけ きせ ゃ っおしこっさす 
こけ おぇつっしすゃけすけ しすぇくぇかけ こけ 
くっゅけゃけ あっかぇくうっ. ╆ぇはゃうか 
ゅけ せあ くぇ てっゅぇ こさっょ さなおけ-
ゃけょうすっかは くぇ けすょっかぇ 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ. ╀ぇとぇすぇ くぇ しっゅぇて-

くうは ういこなかくうすっかっく ょうさっお-
すけさ くぇ „┿さしっくぇか” けとっ くぇ 
ょさせゅうは ょっく ういゃうおぇか ╂っくおけ 
し ょせきうすっ: ”》ゃなさかはえ おけかうつ-
おぇすぇ! ╇ょゃぇて すせお!”. ′うとけ, 
つっ こさっょくうは ょっく こけしさっと-
くぇか あっかぇくうっすけ くぇ 『ゃっすおけゃ 
し かっおぇ せしきうゃおぇ. ]くうきおぇ けす 

こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ 
う ょけ しっゅぇ っ ゃ ぇかぉせきぇ くぇ ╂っくおけ. 
„╇いすせおぇかう しきっ しっ ゃ おけしすのきう”, 
てっゅせゃぇ しっ すけえ いぇ おけかっゅうすっ, 
けすうてかう くぇさけつくけ ょけ ゅさぇょしおけすけ 

そけすけ, いぇ ょぇ しっ そけすけゅさぇそうさぇす 
いぇ しこけきっく. ╇いけぉとけ, とけ しっ けす-
くぇしは ょけ 45-すっ しう ゅけょうくう しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか”, ╂っくおけ ゃないょうてぇ:

„]こけきっくう - きくけゅけ!”

¨す こけしさっとぇくっすけ くぇ 〈けょけさ 
╅うゃおけゃ ょけ しけぉしすゃっくけすけ しう 
こっくしうけくっさしおけ ういこさぇとぇくっ 
ゃっすっさぇくなす-きぇてうくけしすさけうすっか 
さっょう: いぇょけつくけすけ けぉせつっくうっ ゃ 
すったくうおせきぇ; きけくすぇあくうは ちった 
くぇ ╆ぇゃけょ 5, おなょっすけ さぇぉけすっ-
かう 150 ょせてう; ちったぇ ゃ ╄くうくぇ; 
ぉぇいぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ おぇいぇく-
かなておけすけ 〈‶╉; さぇぉけすぇすぇ こけ 
こさうぉけさうすっ; ょなかゅうすっ う けしすさう 
しこけさけゃっ くぇ ¨〈╉-すけ し ょなさあぇゃ-
くうすっ こさうっきつうちう; こさけぉかっきうすっ 
し ゅけかっきうは ぉさぇお けす かっはさくぇすぇ, 
おけえすけ ぉうか „しかぇぉけすけ いゃっくけ” 
こさう ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ そさっいうすっ 
う ぉけさきぇてうくうすっ; けぉうおけかおうすっ 
こけ しっさゃういくけすけ けぉしかせあゃぇくっ せ 
くぇし う ゃ つせあぉうくぇ; こさぇいくっく-
しすゃぇすぇ し おけかっゅう う おけかっあおう... 
]なかいうすっ ゃ けつうすっ, けぉぇつっ, 

うょゃぇす しぇきけ ゃっょくなあ: し  ぉかぇ-
ゅけょぇさくけしすすぇ おなき ぇさしっくぇか-
ちう, こけきけゅくぇかう しなし しさっょしすゃぇ 
いぇ けちっかはゃぇくっすけ くぇ ゅけかはきぇすぇ 
とっさおぇ くぇ 『ゃっすおけゃ, こさっすなさこは-
かぇ けこっさぇちうは いぇ すさぇくしこかぇくすぇ-
ちうは. „╋くけゅけ しなき ぉかぇゅけょぇさっく 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, つっ こけきけゅくぇ くぇ ょなとっさは 
きう!...” -  う しっゅぇ し こさっしっつっく 
ょなた しこけょっかは ぉぇとぇすぇ, くうとけ, 
つっ けす けくいう すっあなお きけきっくす しぇ 
きうくぇかう こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう.
¨すおぇおすけ っ こっくしうけくっさ, きぇ-

てうくけしすさけうすっかはす, けぉうおけかうか 
くはおけゅぇ ちっかうは しゃはす, いぇ ょぇ 
ょっきけくしすさうさぇ すったくうつっしおうすっ 
こさっょうきしすゃぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
きぇてうくう, ょくっし けぉうおぇかは ぉなか-
ゅぇさしおうすっ こかぇくうくう. ╀ぇくしおけ, 

[ぇゃくぇ - ‶うさうく, [けょけこうすっ, ]すぇ-
さぇ こかぇくうくぇ... ╆ぇっょくけ し ぉうゃてう 
おけかっゅう う こさうはすっかう ╂っくおけ くっ 
しこうさぇ ょぇ しう すさせこぇ くけゃう さぇ-
ょけしすくう こさっあうゃはゃぇくうは, ゃな-

こさっおう こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす. 
‶けつすう ゃしっおう ょっく こっくしうけくっ-
さなす すさっくうさぇ ういょさなあかうゃけしす し 

おさぇすおう こけたけょう うい ╀ぇかおぇくぇ 
くぇょ ╄くうくぇ, おなょっすけ あうゃっっ こさっい 
かはすけすけ. ╉なとぇすぇ ゃなゃ ゃうかくぇすぇ 
いけくぇ 『ゃっすおけゃ ゃょうゅぇ しなし しけぉしす-
ゃっくうすっ しう さなちっ. ¨す けしくけゃうすっ, 
こさっい すさっゅっさうすっ, ょけ こけおさうゃぇ. 
‶けきぇゅぇす きせ けとっ ょゃぇ つうそすぇ 
さなちっ くぇ ぇさしっくぇかしおう きぇえしすけ-
さう - ぉぇとぇ きせ, こけ こさけそっしうは 

ょなさゃけょっかっち, う すなしすなす. 『はかぇ-
すぇ さけょぇ くぇ ╂っくおけ っ しゃなさいぇくぇ 
し „┿さしっくぇか”:  „[けょうすっかうすっ きう, 
さけょうすっかうすっ くぇ あっくぇ きう, ぉさぇす, 
しくぇたぇ, ゃしうつおう しぇ ぇさしっくぇかちう う 
ゃしうつおう すぇき しぇ しっ こっくしうけくうさぇ-
かう”, さぇいおぇいゃぇ ╂っくおけ 『ゃっすおけゃ. 
╆ぇ くっゅけ ぇぉしけかのすくけ ゃぇあう きぇお-
しうきぇすぇ:

„┿さしっくぇかっち
こけ さけあょっくうっ”

╂っくおけ 『ゃっすおけゃ いぇおかのつぇゃぇ 
あうゃけすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ, ぉかうい-
おうすっ う こさうはすっかうすっ しう し っょくけ 
ういさっつっくうっ: ”╁しうつおう しきっ くぇ-
しかっょくうちう くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ-
すけゃぇ くうおぇお くっ っ つせょくけ, つっ 
くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお, おけえ-
すけ すぇいう ゅけょうくぇ しっ けすぉっかはいゃぇ 
くぇ 4-すう けおすけきゃさう, ゃっすっさぇくなす 
╂っくおけ けすくけゃけ とっ ゃけょう しゃけは 
ゃくせお, すさなこくっと  ゃ うくすっさっし おなき 
すったくうおぇすぇ, そういうおぇすぇ う ぇしすさけ-
くけきうはすぇ, おけうすけ しすさぇくくけ こさっ-
こかうすぇ し せゃかっつっくうっ こけ こしうたけ-
かけゅうはすぇ. 
]ぇきけ ょくう こけ-おなしくけ, くぇ 12-

すう けおすけきゃさう, こさっょう しなぉけさぇ 
くぇ ╄くうくぇ こけ ‶っすおけゃょっく, ゅけ-
かはきけすけ しっきっえしすゃけ とっ けすぉっかっ-

あう 70-ゅけょうてくうは のぉうかっえ くぇ 
╂っくおけ 『ゃっすおけゃ. ┿さしっくぇかっちなす, 
おけえすけ ゃしはおぇ っしっく ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ けおすけきゃさう こさぇいくせゃぇ ょゃけえ-
くけ: かうつくけすけ しう う ぇさしっくぇかしおけ-
すけ しう さけあょっくうっ. ╉けっすけ いぇ くっゅけ 
けすょぇゃくぇ っ っょくけ う しなとけ.     

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„′うとけ くっ っ しなとけすけ, ゃしうつおけ っ 
おけさっくくけ さぇいかうつくけ”- おぇいゃぇ ╇い-
こなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ. 
╇ すけゃぇ し こなかくぇ しうかぇ しっ けす-

くぇしは う おなき こさけょせおすけゃぇすぇ 
かうしすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ╆ぇ-
とけすけ けす くぇつぇかけすけ くぇ  90-すっ 
ゅけょうくう そうさきぇすぇ くぇ こさぇおすう-
おぇ しっ さぇいゃうゃぇ しぇきけしすけはすっか-
くけ ゃ ぉけっこさうこぇしくけすけ う けさな-
あっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ]かっょ 
1999 ゅ. ゃしうつおけ しないょぇょっくけ ゃ 
すっいう けぉかぇしすう っ こかけょ くぇ すった-

„╁くっょさはゃぇくっ くぇ うくけゃぇちうう ゃ こさっょ-
こさうはすうはすぇ”- すぇおぇ しっ くぇさうつぇ きぇとぇぉくう-
はす こさけっおす いぇ くけゃけ けぉけさせょゃぇくっ, し おけえすけ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ  „┿さしっくぇか”. ‶さけっおすなす っ くぇ 
しすけえくけしす  3 きかく. 919 たうか. 040 かっゃぇ う っ 
こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ 

おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ うおけくけきうおぇ” 2007-2013 ゅけょうくぇ.  
〉こさぇゃかはゃぇと けさゅぇく くぇ こさけっおすぇ っ ╂かぇゃ-
くぇ ょうさっおちうは „╄ゃさけこっえしおう そけくょけゃっ いぇ 
おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしす“ おなき ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ, っくっさゅっすうおぇすぇ う 
すせさういきぇ. 
『っかすぇ くぇ こさけっおすぇ っ こけょけぉさはゃぇくっ おけく-

おせさっくすくけしすすぇ くぇ „┿さしっくぇか”くぇ しゃっすけゃ-
くうすっ こぇいぇさう つさっい ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ょゃぇ 
うくけゃぇすうゃくう こさけょせおすぇ けす しこっちうぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか“ う ょけしすぇゃおぇ 
くぇ くけゃけ すったくけかけゅうつくけ けぉけさせょゃぇくっ いぇ 
すはたくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
]なとっしすゃせゃぇとけすけ ゃ きけきっくすぇ くぇかうつくけ 

すぇおけゃぇ くっ っ ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ いぇょけゃけ-
かう くせあょうすっ けす ゃうしけおけ おぇつっしすゃけ くぇ こさけ-

Генко Цветков с приятели

Генко Цветков с колеги на поредното 

международно изложение

Генко Цветков (вдясно)

- ぇゃすけきぇすうつくけ けさなあうっ 
/7,62た39 きき ぇゃすけきぇす  „┿さ-
しっくぇか” AR-M4/ し こさうけさうすっす 
けす 2001 ゅ. - すけいう ぇゃすけきぇす 
ょぇゃぇ しうゅせさくけしす う こさっしすうあ 
くぇ しこっちうぇかくうすっ しうかう いぇ 
ぉけさぉぇ し すっさけさういきぇ.

- 9た19 きき こうしすけかっす „┿さ-
しっくぇか ╉けきこぇおす” P-M02 し 
こさうけさうすっす けす 2006 ゅ. 〈けゃぇ 
っ ぇぉしけかのすくけ しぇきけしすけはすっか-
くぇ さぇいさぇぉけすおぇ, おけくしすさせ-
うさぇくぇ こけ しなゃさっきっくくぇ きっ-
すけょうおぇ う こさけういゃっょっくぇ くぇ 
くぇえ-くけゃけすけ うくしすぇかうさぇくけ 
けぉけさせょゃぇくっ.

╋っあょせ しゃうょっすっかしすゃぇすぇ いぇ 
こさけきうてかっく ょういぇえく しぇ:

- 40た46 きき しぇきけしすけはすっ-
かっく ゅさぇくぇすけきっす „┿さしっくぇか” 
UGGL-M1 し こさうけさうすっす けす 
2013 ゅ. - さぇいさぇぉけすおぇ, おけはすけ 
さぇいてうさはゃぇ ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ ゃなけさなあぇゃぇくっ う くぇ こけかう-
ちっえしおう しうかう.

- „すっさきけぉぇさうつくぇ ぉけえくぇ 
つぇしす” し こさうけさうすっす けす 2012 
ゅ. 〈けゃぇ ういょっかうっ ゃかういぇ ゃ 
しなしすぇゃぇ くぇ さぇいかうつくう おぇかう-
ぉさう ぉけっこさうこぇしう, おぇすけ こけ-
ゃうてぇゃぇ いくぇつうすっかくけ すはたくけ-
すけ っそっおすうゃくけ ょっえしすゃうっ.

- さなつくぇ すっさきけぉぇさうつくぇ ゅさぇ-
くぇすぇ し こさうけさうすっす けす 2012 ゅ.

¨す しゃうょっすっかしすゃぇすぇ いぇ こけかっ-
いっく きけょっか きけあっき ょぇ けすかうつうき:

- 40た46 きき こけょちっゃっくう 
ゅさぇくぇすけきっすう „┿さしっくぇか” 
U╁GL-M6 し こさうけさうすっす けす 
2006 ゅ.

- 40た46 きき さっゃけかゃっさっく 
ゅさぇくぇすけきっす „┿さしっくぇか” MSGL 
し こさうけさうすっす けす 2008 ゅ.

- 40た46 きき けしゃっすうすっかくう 
ゅさぇくぇすう RLV-SMK-O, RLV-
SMK-W, RLV-SMK-R し こさうけ-
さうすっす けす 2013 ゅ.

- 40た46 きき こさけすうゃけゃけょけ-
かぇいくぇ ゅさぇくぇすぇ RLV-AD し こさう-
けさうすっす けす 2013 ゅ.

′っけすょぇゃくぇ っ さっゅうしすさうさぇくぇ 
いぇはゃおぇ いぇ こさけきうてかっく ょういぇえく 
くぇ ゅぇきぇ おぇさぇぉうくう かけゃくう しぇ-
きけいぇさはょくう.
„┿さしっくぇか” ┿╃ っ こけいくぇす ゃ 

しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ う おぇすけ 
そかぇゅきぇく くぇ きぇてうくけしすさけうすっか-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ しっ 
さぇいゃうゃぇ こぇさぇかっかくけ し ぉけっこさう-
こぇしくけすけ う けさなあっえくけすけ. 
╃っしっすおう さぇいさぇぉけすおう うきぇ う ゃ 

けぉかぇしすすぇ くぇ  せくうゃっさしぇかくうすっ 
そさっいけゃう きぇてうくう, そさっいけゃうすっ 
きぇてうくう し 『‶〉, ゃっさすうおぇかくう-
すっ こさけぉうゃくう きぇてうくう, さぇょう-
ぇかくけ こさけぉうゃくうすっ きぇてうくう, 
いなぉけそさっいけゃうすっ きぇてうくう, けぉ-
さぇぉけすゃぇとうすっ ちっくすさう, ぇゅさっ-
ゅぇすくうすっ っょうくうちう う きぇてうくう, 
おけけさょうくぇすくけ ういきっさゃぇすっかくうすっ 
きぇてうくう, おけうすけ しなとけ しぇ さっゅう-
しすさうさぇくう ゃ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけき-
しすゃけ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは. 

〈っいう こさけょせおすう こっつっかはす きくけ-
あっしすゃけ こさういくぇくうは くぇ さぇいかうつ-
くう きっあょせくぇさけょくう ういかけあっくうは. 
╋けあっき ょぇ こけしけつうき いかぇすくうすっ 
きっょぇかう けす ╋っあょせくぇさけょくうすっ 
すったくうつっしおう こぇくぇうさう ゃ ‶かけゃ-
ょうゃ くぇ „》けさういけくすぇかっく けぉさぇ-
ぉけすゃぇと ちっくすなさ – 『╋ 522.61”, 
„╉けけさょうくぇすくぇ ういきっさゃぇすっかくぇ 
きけょせかくぇ しうしすっきぇ – ╉╇╋] 2”, 
„╁っさすうおぇかくぇ そさっいけゃぇ きぇてうくぇ 
– 『‶〉 《╁ 361 04”. 
] ゅけかはきぇ こけこせかはさくけしす しっ 

こけかいゃぇす う こけしかっょくうすっ さぇい-
さぇぉけすおう くぇ せくうゃっさしぇかくうすっ 
そさっいけゃう きぇてうくう - FU 251M, 
FU 321M, FU 401; くぇ ゃっさすう-
おぇかくうすっ そさっいけゃう きぇてうくう - FV 
321M, FV 401; くぇ せくうゃっさしぇか-
くけ-ゃっさすうおぇかくうすっ きぇてうくう – 
FUV 321M, FUV 401.
╁しうつおう すっいう うくけゃぇすうゃ-

くう こさけょせおすう, すなさゅせゃぇくう くぇ 
ゃしうつおう おけくすうくっくすう, くう ょぇゃぇす 
こけゃけょ いぇ いぇしかせあっくう ゅけさょけしす 
う しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ ぇさしっくぇか-
ちう! 〈けゃぇ っ う ょけおぇいぇすっかしすゃけ, 
つっ ょけさう う ゃ すさせょくう ゃさっきっくぇ, 
おけゅぇすけ うきぇ ょけぉなさ しうくたさけく 
きっあょせ さなおけゃけょしすゃけ う すさせょけゃ 
おけかっおすうゃ, こさけしこっさうすっすなす っ 
ゅぇさぇくすうさぇく.

 ╇くあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ

くうつっしおうは う せきしすゃっく すさせょ くぇ 
ちっかうは おけかっおすうゃ う けぉっおす くぇ 
うくょせしすさうぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす, 
くけしっと すなさゅけゃしおぇすぇ きぇさおぇすぇ 
„┿さしっくぇか”, いぇとうすっくぇ ゃ ╄ゃ-
さけこっえしおうは しなのい, ]┿】 う けとっ 
19 しすさぇくう こけ しゃっすぇ. ╁しうつおうすっ 
すっいう ういょっかうは しぇ さっゅうしすさうさぇ-
くう ゃ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ しぇ 
ういょぇょっくう 5 こぇすっくすぇ いぇ ういけ-
ぉさっすっくうは, 32 しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ 
こけかっいっく きけょっか, 40 しゃうょっすっか-
しすゃぇ いぇ こさけきうてかっく ょういぇえく. 
]さっょ こぇすっくすうすっ いぇ ういけぉさっすっ-

くうは しぇ: 

ょせおちうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ.  〈けゃぇ っ  しっさうけい-
くけ けしくけゃぇくうっ ょぇ すなさしうき ゃないきけあくけしすう いぇ 
いぇおせこせゃぇくっすけ くぇ くけゃぇ, きけょっさくぇ すったくうおぇ, 
おけはすけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく とっ くう くぇこさぇゃう こけ-
おけくおせさっくすくけしこけしけぉくう くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇ-
いぇさう, いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, ょうさっお-
すけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う 
うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょ-
ゃぇくっ”. 
┿おけ „┿さしっくぇか” ぉなょっ 

けょけぉさっく う しこっつっかう きぇ-
とぇぉくうは こさけっおす, しなし 
しさっょしすゃぇすぇ けす ぉかういけ 
4 きうかうけくぇ かっゃぇ とっ しっ 
いぇおせこはす: かうくうは いぇ うく-
あっおちうけくくけ そけさきけゃぇくっ 
う しうくすっさけゃぇくっ /すけゃぇ っ 
ゃうしけおけすったくけかけゅうつっく 
きっすけょ いぇ こけかせつぇゃぇくっ 
くぇ いぇゅけすけゃおう, ういゃっしすっく 
けとっ おぇすけ ╋IM こさけちっし/;  
かうくうは いぇ すっさきうつくぇ けぉ-
さぇぉけすおぇ ゃ しけかくう ゃぇくう, 
つさっい  おけはすけ  とっ しっ けぉ-
くけゃう つぇしす  けす しっゅぇ しな-
とっしすゃせゃぇとうは せつぇしすなお 
いぇ すっさきうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ 
ゃ いぇゃけょ 1; けこすうおけっきう-
しうけくっく しこっおすさけきっすなさ, 
こさっょくぇいくぇつっく いぇ っおし-
こさっしっく たうきうつっく ぇくぇ-
かうい くぇ きっすぇかくう こさけぉう, 

おぇおすけ う しこっちうぇかういうさぇくぇ しけそすせっさくぇ しうし-
すっきぇ いぇ こさけっおすうさぇくっ, すったくけかけゅうつくぇ こけょ-
ゅけすけゃおぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う  しけそすせっさ いぇ 
きけょっかうさぇくっ う ぇくぇかうい くぇ  きっすぇかせさゅうつくう 
こさけちっしう. 
]さっょしすゃぇすぇ いぇ うくけゃぇちうけくくうすっ すったくけかけ-

ゅうう とっ しっ うくゃっしすうさぇす こなさゃけくぇつぇかくけ けす 
„┿さしっくぇか”. ]かっょ こさっちういくぇ  こさけゃっさおぇ こけ 
ういこなかくっくうっすけ くぇ  こさけっおすぇ, けす っゃさけこっえ-
しおぇすぇ こさけゅさぇきぇ とっ しっ ゃないしすぇくけゃはす ょけ 
50% けす うくゃっしすうさぇくぇすぇ しせきぇ.
¨おけくつぇすっかくうすっ さっいせかすぇすう けす せつぇしすうっすけ 

ゃおけくおせさしぇ とっ しぇ はしくう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇ-
すぇ, ぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ うきぇ ゅけ-
すけゃくけしす ょぇ いぇこけつくっ しおかのつゃぇくっすけ くぇ ょけゅけ-
ゃけさう  いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ くけゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 

 〉《╇╅ 《『╈╅〉¨′╅を¨っ 〉╅ 
╉╇¨╋╊〉¨╊【《 ╇ [╅′╅〉]ぇ[

′けゃぇ  すさぇくしこけさすくぇ したっきぇ し っょくけこけしけつくけしす くぇ せかうちうすっ, いぇ 
ょぇ しっ けすこせてぇす きぇかおうすっ せかうちう ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす, 

ゃなゃっあょぇ しかっょ こさうおかのつゃぇくっすけ くぇ さっきけくすくうすっ ょっえくけしすう ゃ さぇえけ-
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 『っかすぇ っ  ょぇ しっ けぉかっおつう ょゃうあっくうっすけ う ょぇ 

しっ さっゅかぇきっく-
すうさぇ こぇさおう-
さぇくっすけ. 〉つぇし-
すなおなす し くけゃうは 
さっょ くぇ ょゃうあっ-
くうっ けぉたゃぇとぇ 
せか. „『ぇさ ]う-
きっけく ╁っかうおう“, 
せか. „》さうしすけ 
ぅくなおけゃ“, せか. 
„╂っく. ╂せさおけ“, 
せか. „╂っけさゅう 
╀っくおけゃしおう“ , 
せか. „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ“ う うい-
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
こぇさおうくゅぇ くぇ 
せか. „╂っく. ╂せさ-
おけ“. 
╆ぇ ちっかすぇ 

ゃっつっ いぇこけつくぇ 
こ け し す ぇ ゃ は く っ -
すけ くぇ くけゃうすっ 
こなすくう いくぇちう, 
おぇすけ ゅさぇあょぇ-
くうすっ とっ ぉなょぇす 
せゃっょけきっくう いぇ 

ゃかういぇくっすけ ゃ しうかぇ くぇ くけゃぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ょゃうあっくうっ.
╄ょくけこけしけつくう しすぇゃぇす せかうちうすっ „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう“, „『ぇさ ]うきっ-

けく ╁っかうおう“, „》ぇく ╉させき“, „┿かっおけ ╉けくしすぇくすうくけゃ“ う „╂っく. ╂せさおけ“ 
ゃ せつぇしすなおぇ けす こぇさおうくゅぇ いぇょ ‶けとぇすぇ ょけ せか. „》ぇく ╉させき“. ‶け 
せか. „‶っすおけ ]すぇえくけゃ“, おけはすけ ぉってっ っょくけこけしけつくぇ, こけしけおぇすぇ くぇ 
ょゃうあっくうっ しっ こさけきっくは. 〈ぇき ょゃうあっくうっすけ とっ ぉなょっ さぇいさってっくけ 
ゃ こけしけおぇ けす こぇさおうくゅぇ いぇょ ‶けとぇすぇ おなき ぉせか. „23 ‶ったけすっく 【うこ-
つっくしおう こけかお“.
〉か. „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう“ う せか. „》ぇく ╉させき“ とっ ぉなょぇす けすゃけさっくう 

ゃ こけしけおぇ おなき ちっくすなさぇ, ぇ せか. „┿かっおけ ╉けくしすぇくすうくけゃ“ う せか. 『ぇさ 
]うきっけく ╁っかうおう“ - ゃ けぉさぇすくぇ こけしけおぇ. 〉か. „》さうしすけ ぅくなおけゃ“とっ っ 
けすゃけさっくぇ いぇ ょゃうあっくうっ ゃ こけしけおぇ しっゃっさ, せか. „╂っく ╂せさおけ“ っ っょくけ-
こけしけつくぇ けす せか. „》ぇく ╉させき“ ょけ こぇさおうくゅぇ いぇょ ‶けとぇすぇ, ゃ こけしけおぇ 
おなき こぇさおうくゅぇ.

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

╇ひうかきおあ つか せそうあてあ てちあせつたそちてせあ つにかすあ う 
ちかすそせてけちあせけみ とねあつてひさ くあお 》そはあてあ

》『《〈╊〉¨
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Продължение от стр. 1〉╅』]╊╉〉¨[ 〉╅ [╅′╅〉]ぇぃ[¨っ
╅っ〉¨〉 』【『《¨ ╈『╅╉』[¨【╊ 〈《』【《╇╊
〈けえ っ けす ういゃっしすくぇ おぇいぇくかなておぇ そぇきうかうは. ′ぇ いぇきけあくう すせさちう, つうえすけ さけょ こさっょう ゅけょうくう くぇ

きうさぇ きはしすけ う ゃ さけきぇくぇ くぇ ╁っさぇ ╋せすぇそつうっゃぇ „╉なさょあぇかうえしおけ ゃさっきっ”. [けょなす ╀ぇおう ょぇゃぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ぇはくうくぇ (せこさぇゃうすっかは) くぇ ゅさぇょぇ ┿ぉょせか ╀ぇおう, せこさぇゃかはゃぇか ╉ぇいぇくかなお ゃなゃ ゃさっきっすけ, ゃ 
おけっすけ ‶ぇうしうえ こうてっ しゃけはすぇ „╇しすけさうは しかぇゃはくけぉなかゅぇさしおぇ” こさっい 1762 ゅ.  
╆ぇしかせゅぇ くぇ きっしすくうは ぇはくうく けす さけょぇ ╀ぇおう っ きうさくけすけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ きっしすくけすけ くぇしっかっくうっ あうゃっっ 

ゃ うくぇつっ しかけあくうすっ う さぇいきうさくう ゃさっきっくぇ くぇ さけぉしすゃけすけ. ′ぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ ょっょうすっ きせ ぉうかう しさっょ 
しかぇゃくうすっ う こけつうすぇくう あうすっかう くぇ ╉ぇいぇくかなお, っょくう けす こなさゃうすっ きぇえしすけさう う しけぉしすゃっくうちう くぇ さぇぉけ
すうかくうち. ╃け すはた しっ ょけこうすゃぇかう いぇ しなゃっす, くせあょぇ, こさうきっさ.

] せょけゃけかしすゃうっ ╁う こけいょさぇゃはゃぇき こけ しかせつぇえ 135-ゅけ-
ょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか“. ╁ぇてっすけ 
ょさせあっしすゃけ っ っょくけ けす くぇえ-しすぇさうすっ ゃ ゅさぇょぇ くう う けす 
きぇかおけすけ, おけうすけ こさっあうゃはたぇ しかけあくうすっ ゅけょうくう くぇ こさっ-
たけょぇ しかっょ 1989 ゅけょうくぇ. „┿さしっくぇか“ っ っょくけゃさっきっくくけ 
いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお う くっゅけゃ うおけくけきう-
つっしおう しうきゃけか.
‶けょくぇしはき こけいょさぇゃかっくうはすぇ しう し くぇえ-ょなかぉけおけ せゃぇ-

あっくうっ おなき さなおけゃけょしすゃけすけ う さぇぉけすっとうすっ ゃ ょさせあっ-
しすゃけすけ.
‶けあっかぇゃぇき ╁う いょさぇゃっ う しすぇぉうかくう うおけくけきうつっしおう 

さっいせかすぇすう!

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ
‶さっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ╉ぇいぇくかなお

╃け
╂けしこけょうく ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ

╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
„┿さしっくぇか” ┿╃

』っしすうす こさぇいくうお, ぇさしっくぇかちう! 
 』っしすうすぇ 135-すぇ くぇてぇ ゅけょうてくうくぇ!

 
╅うゃう う いょさぇゃう, ょなかゅけかっすくう う とぇしすかうゃう! 
[ぇょけしす ゃ ょけきけゃっすっ ゃう う しこけおけえしすゃうっ いぇ たかはぉぇ くぇ 
しっきっえしすゃぇすぇ う ょっちぇすぇ ゃう! 
] くぇょっあょぇ いぇ くけゃう ゃなさたけゃっ! 

]╉ くぇ ╉′]╀ 
„┿さしっくぇか” ┿╃

 ‶さっょしっょぇすっか - ┿すぇくぇし ╀けいけゃ

 ]おなこう おけかっゅう, ぇさしっくぇかちう, 
しなきうてかっくうちう う こさうはすっかう,

 つっしすうす くう こさぇいくうお! 

 ] ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ すさせょぇ う 
しっぉっけすょぇえくけしすすぇ ゃ うきっすけ くぇ 

きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
 ╀なょっすっ あうゃう う いょさぇゃう! 

╁かぇゅぇえすっ ょせてぇ う しなさちっ ゃ 
すけゃぇ, おけっすけ すゃけさうすっ! 

 ]ぇきけ すぇおぇ とっ くう うきぇ う いぇ-
くぇこさっょ う とっ ゅぇさぇくすうさぇきっ こけ-

ょけぉさう ょくう いぇ くぇし, いぇ ょっちぇすぇ 
くう う すっいう しかっょ くぇし! 

ゑ½ñïöÜ çó£óö¡í: 
〈けえ っ こけすけきしすゃっく おぇいぇくかなつぇくうく. [けょっく っ ゃ 

しっきっえしすゃけ くぇ  さぇぉけすくうちう, ぉうゃてう ぇさしっくぇか-
ちう. ╋ぇえおぇ きせ っ けしくけゃぇすっか くぇ ╁いぇうきけしこけきぇ-
ゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ さぇぉけすう 
ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう, ぇ ぉぇとぇ きせ – 》さうしすけ 
- すったくうお, せつぇしすゃぇか ゃ せしゃけはゃぇくっすけ う こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ そさっいけゃう きぇてうくう ゃ „┿さしっくぇか“. 
╁ さけょぇ きせ うきぇ けとっ っょうく うくすっさっしっく つけゃっお - 

ょはょけすけ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - 〈っくぬけ ╇ぉせてっゃ. 
╁うょっく おぇきっくけょっかっち う きぇえしすけさ くぇ こぇきっす-
くうちう けす けくけゃぇ ゃさっきっ. 〉つぇしすゃぇか ゃ しすさけうすっか-
しすゃけすけ くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ 【うこおぇ, くぇ こぇきっすくう-
おぇ  „╋ぇえおぇ ╀なかゅぇさうは” ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 
ゅさぇょうか っ しなとけ う きけしす ゃ ╂ぇぉさけゃけ. 
┿さしっくぇかしおうはす ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ っ 

ゃないこうすぇくうお くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ╋ぇすっきぇすうつっ-
しおぇ ゅうきくぇいうは. ╆ぇゃなさてゃぇ し けすかうつうっ う ‶けかう-
すったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 〈せかぇ, [せしうは. ╁ 
„┿さしっくぇか” っ ぉかういけ 40 ゅけょうくう. ‶さっきうくぇか っ 
こさっい ゃしうつおう ゃないきけあくう しすなかぉうつおう ゃ ういょう-
ゅぇくっすけ しう: けす  さぇぉけすくうお ょけ ういこなかくうすっかっく 
ょうさっおすけさ. ╀うか っ すったくけかけゅ, くぇつぇかくうお-けすょっか, 
いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさ, ょうさっおすけさ くぇ ╇くあっくっ-
さうくゅ, けしくけゃぇすっか っ くぇ ╇くあっくっさうくゅけゃぇすぇ ょう-
さっおちうは  ゃ „┿さしっくぇか” . ̈ す 16 ゅけょうくう っ ういこなか-
くうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╁すけさう きぇくょぇす っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお, こさっょしっょぇすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╇しすうくしおう こけかうゅかけす. ╁かぇょっっ 4 っいうおぇ: させしおう, 

くっきしおう, ぇくゅかうえしおう う ぇさぇぉしおう.  
╇きぇ すさうきぇ しうくぇ, っょくぇ ょなとっさは, ょゃっ ゃくせつおう 

う っょうく ゃくせお. 
¨すかうつうすっかくぇ つっさすぇ: うきぇ うくすっかうゅっくすくけ う 

すなくおけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, くっこけこさぇゃうき けこすう-
きうしす. 
 ┿さしっくぇかしおうすっ こさぇいくうちう しぇ う くっゅけゃう かうつ-

くう. 〈ぇおぇ しっ っ しさぇしくぇか し そうさきぇすぇ, つっ こさぇいくう-
ちうすっ きせ きうくぇゃぇす すせお.
╇きぇ たけぉう: かけゃっち, おけえすけ くっ かけゃせゃぇ. ‶さういくぇ-

ゃぇ, つっ くっ せきっっ ょぇ せぉうゃぇ.
 ╊っおけゃけょけかぇいくうはす しこけさす っ ょさせゅぇすぇ きせ すっさう-

すけさうは いぇ さっかぇおし. ╆ぇ くっゅけ こさけしすけ くはきぇ ゃさっきっ. 
╋ぇおぇさ „ゃけょくうはす しゃはす ょぇ っ きくけゅけ こけ-おさぇしうゃ 
けす つっしすけ ゅさせぉぇすぇ さっぇかくけしす くぇ くぇしすけはとうは”. 
╃けこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう こぇいう う けすゅかっあょぇ 

けゅさけきくぇ おけかっおちうは けす くぇょ 100 おぇおすせしぇ. ¨す-
しなしすゃうっ いぇ ょなかゅけ けす ょけきぇ しかぇゅぇ おさぇえ くぇ きぇか-
おぇすぇ きせ ぉけすぇくうつっしおぇ ゅさぇょうくぇ.  
‶さっょしすけはとうはす ぇさしっくぇかしおう こさぇいくうお っ こけ-

ゃけょ いぇ っょうく けすおさけゃっく さぇいゅけゃけさ いぇ ゃぇあくうすっ 
くっとぇ いぇ „┿さしっくぇか” う いぇ たけさぇすぇ, さぇぉけすっとう ゃ 
そうさきぇすぇ.
‶さっょしすけはとうはす ぇさしっくぇかしおう こさぇいくうお う さけあ-

ょっくうはす きせ ょっく くぇ 1-ゃう けおすけきゃさう しぇ こけゃけょ いぇ 
っょうく けすおさけゃっく さぇいゅけゃけさ いぇ ゃぇ¬あくうすっ くっとぇ 
いぇ „┿さしっくぇか” う いぇ たけさぇすぇ, さぇぉけすっとう ゃ そうさ-
きぇすぇ.

『╅╆《【¨〈. ′〉╅ぁ¨ 》《』《[╅【╅ ╊ 》『╅╇¨]〉╅.
╁なこさっおう すけゃぇ, ゃなこさっおう すさせょくうすっ せしかけゃうは, „┿さ-

しっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ょぇゃぇ さぇぉけすぇ う たかはぉ くぇ 
たうかはょう しっきっえしすゃぇ けす さぇえけくぇ, こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ 
しきっ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, ゃしっ こけ-
けしっいぇっきけ しっ つせゃしすゃぇ かうこしぇすぇ くぇ おゃぇかうそうちうさぇくう 
おぇょさう, くぇ たけさぇ し せきっくうは - いぇさぇょう すけゃぇ, つっ ょなかゅう 
ゅけょうくう ゃ しすさぇくぇすぇ 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  っ こけょ ゃしはおぇおゃぇ おさうすうおぇ, すけ っ こけょちっくはゃぇくけ う 
ぉっい しっさうけいくけ けすくけてっくうっ けすしすさぇくぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 

おなき くっゅけ. ‶けつすう くっ しっ こけょゅけすゃはす すったくうつっしおう おぇ-
ょさう くぇ こさけういゃけょしすゃっくけ う くぇ くうしおけ すったくうつっしおけ 
くうゃけ. ′はきぇ ゅう けくっいう すったくうおせきう う ]‶〈〉-すぇ, おけうすけ 
ぉはたぇ う けす おけうすけ うょゃぇたぇ ゅけすけゃう おぇょさう いぇ さぇぉけすぇ. 
〈ぇいう かうこしぇ しっ つせゃしすゃぇ ゃしっ こけ-けしっいぇっきけ. ′け くっ-
いぇゃうしうきけ けす ゃしうつおけ すけゃぇ, そぇおすなす, つっ „┿さしっくぇか”, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ う くぇ うくゃっしすうちうけくくぇすぇ しう こけかうすう-
おぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう - いぇ おけきこのすなさういうさぇくっ う 
ちうそさけゃういうさぇくっ くぇ  ゅけかはきぇ つぇしす けす しゃけっすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ, ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく しかっょゃぇ しゃっすけゃくけすけ 
さぇいゃうすうっ. 〈けゃぇ っ う あっかぇくうっすけ くぇ こけゃっつっすけ くう 
きかぇょう おぇょさう - ょぇ さぇぉけすはす ゃ しなゃさっきっくくう, ゃ くぇうし-
すうくぇ ょけぉさう っゃさけこっえしおう せしかけゃうは. ╇くゃっしすうちうけく-
くぇすぇ くう こけかうすうおぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく ょけこさうくぇしは 
いぇ すけゃぇ けすくけしうすっかくけ ょけぉさけ しなしすけはくうっ, ゃ おけっすけ 
ゃ きけきっくすぇ しっ くぇきうさぇ „┿さしっくぇか”. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ こさっょ くぇし しぇ きくけゅけ. 》せぉぇ-
ゃけすけ, けぉぇつっ, っ, つっ う ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ, いぇ  くぇてぇ 
さぇょけしす, くぇゃかういぇす きくけゅけ きかぇょう, おゃぇかうそうちうさぇくう 
たけさぇ, おけうすけ しっ しこさぇゃはす ぉかっしすはとけ し こけしすぇゃっくう-
すっ いぇょぇつう, さぇぉけすはす し っくすせしうぇいなき. ′ぇょはゃぇき しっ, つっ 
こさっい すったくうすっ けつう ぉなょっとっすけ とっ ういゅかっあょぇ ょけしすぇ-
すなつくけ ぇきぉうちうけいくけ う ょけぉさけ, いぇ ょぇ こさけょなかあぇす ょぇ 
さぇぉけすはす ゃしっ ゃ すけいう ょせた - ゃしっけすょぇえくけ う けすゅけゃけさくけ. 

- „┿さしっくぇか” うきぇてっ すさせょくぇ いうきぇ: けこすうきう-
いぇちうう くぇ こっさしけくぇか, くぇきぇかっく さぇぉけすっく ょっく, 
こけ-くうしおう ょけたけょう. 』せたぇ しっ ょけしすぇ せこさっちう けす 
しぇきうすっ さぇぉけすっとう こけ けすくけてっくうっ さなおけゃけょ-
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う ういぉさぇくうは こけょたけょ ゃ くっ-
かっおぇすぇ しうすせぇちうは. 
╁ すけいう しきうしなか, おぇお かうつくけ - けす ╁ぇてぇ ゅかっょくぇ 

すけつおぇ, ういゅかっあょぇ しうすせぇちうはすぇ: くぇこさぇゃうたすっ 
ゃしうつおけ くっけぉたけょうきけ, いぇ ょぇ しなたさぇくうすっ そうさ-
きぇすぇ う しけちうぇかくうは きうさ ゃ くっは う さぇえけくぇ うかう 
くぇこさぇゃうたすっ こけさっょくうは おけきこさけきうし? 〈さはぉゃぇ 
かう ょぇ しぇ ょけゃけかくう ぇさしっくぇかちう けす  すけゃぇ, おけっすけ 
うきぇす ゃ きけきっくすぇ? 
┿さしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇうしすうくぇ こさぇゃう 

おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ う おぇおゃけすけ っ くっけぉたけょうきけ, くぇ こなさ-
ゃけ きはしすけ - いぇ ょぇ しなたさぇくう そうさきぇすぇ, し きぇおしうきぇか-
くけ おけかうつっしすゃけ さぇぉけすくう きっしすぇ. ′ぇうしすうくぇ こさぇゃうき 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ. ╃ぇ, くっょけゃけかくう うきぇ う ゃうくぇゅう 

〉けさそしあこ ¨いとのかう - けくたひしせけてかしかせ おけちかさてそち „╅ちつかせあし“:】うあきあかすけ えそつたそおけせ ¨いとのかう,
とうあきあかすけ あちつかせあしぬけ,

とっ うきぇ. ╃けさう, おけゅぇすけ くぇいくぇつぇゃぇきっ たけさぇ, こぇお うきぇ 
くっょけゃけかくう – けす すけゃぇ, つっ しぇ  こさっょこけつっすっくう っょくう  
たけさぇ いぇ しきっすおぇ くぇ ょさせゅう. ╉けゅぇすけ しなおさぇとぇゃぇきっ 
たけさぇ, こぇお うきぇ くっょけゃけかくう. ╁うくぇゅう とっ うきぇ すぇおうゃぇ 
きけきっくすう. [ぇぉけすうき し たけさぇ, くっ し さけぉけすう. ′うっ, おぇすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, けす っょくぇ しすさぇくぇ しっ ゃしかせてゃぇきっ ゃ すけゃぇ, 
ゃいっきぇきっ こさっょゃうょ うくそけさきぇちうはすぇ, くけ けす ょさせゅぇ - くっ っ 
ゃないきけあくけ ょぇ せょけゃかっすゃけさうき ぇぉしけかのすくけ ゃしうつおう きう-
しかう, あっかぇくうは う うしおぇくうは くぇ たけさぇすぇ. ╉けかおけすけ たけさぇ, 
すけかおけゃぇ うしおぇくうは, あっかぇくうは う こさっこけさなおう. ′はきぇ おぇお 
ょぇ しっ いぇょけゃけかはす ゃしうつおう うしおぇくうは, さぇいぉうさぇすっ かう?  
′はきぇ さってっくうっ, おけっすけ ょぇ せょけゃかっすゃけさう ぇぉしけかのすくけ 
ゃしうつおう. ╆ぇすけゃぇ くうっ こさぇゃうき けくけゃぇ, おけっすけ しつうすぇきっ 
いぇ くっけぉたけょうきけ. ╁っつっ 17-すぇ ゅけょうくぇ しなき ょうさっおすけさ 
くぇ  „┿さしっくぇか”. ‶けょ きけっ さなおけゃけょしすゃけ しっ こさぇゃはす う しぇ 
しっ こさぇゃうかう くっとぇ, おけうすけ つっしすけ しぇ ぉうかう おさうすうおせゃぇ-
くう. ╁ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, こけつすう くっ しなき つせか くっとけ 
ょけぉさけ. ‶さっすさなこくぇか しなき けすょぇゃくぇ こけ すけいう ゃなこさけし. 
′け しつうすぇき, つっ, しかっょ おぇすけ „┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ う ょぇ っ くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ 
╀なかゅぇさうは, ょぇ っ くぇえ-ゅけかっきうはす いぇゃけょ ゃ しすさぇくぇすぇ けす 
ゃけっくくぇすぇ うくょせしすさうは, ょぇ っ きぇさおぇ, ぉさっくょ くぇ しゃっすけゃ-
くけ くうゃけ, すけ すけゃぇ いくぇつう, つっ ょっえしすゃうはすぇ くう しぇ こさぇ-
ゃうかくう. ‶けしけおぇすぇ くう っ こさぇゃうかくぇ. ╁いっきぇきっ ゃっさくうすっ 
さってっくうは. ′っいぇゃうしうきけ おけかおけ せこさっちう ゃ ゅけょうくうすっ 
くぇいぇょ しきっ こけかせつぇゃぇかう. ′っ うしおぇき ょぇ しっ ゃさなとぇき 
くぇ おさうすうおうすっ けすしすさぇくぇ う くぇ こぇさすうえくう そせくおちうけ-
くっさう, くぇ くぇえ-さぇいかうつくう ぇおすうゃうしすう, きうくぇかう こさっい 
すけいう こさったけょ. ′け うしすけさうはすぇ, ゃさっきっすけ う さぇいゃうすうっすけ 
くぇ  しうすせぇちうはすぇ こけおぇいゃぇす, つっ くうっ しきっ ぉうかう こさぇ-
ゃう. 〈ぇいう いうきぇ, おけはすけ きうくぇ, くっ ぉってっ かっしくぇ, ょぇえ, 

╀けあっ, ょぇ くはきぇ すぇおぇゃぇ. ╁っさけはすくけ こぇお とっ うきぇ しなおさぇとっ-
くうは, くっ おぇいゃぇき ゃ おけう こっさうけょう, くけ ょぇくけ う し すけゃぇ ょぇ しっ 
さぇいきうくっき. ]うすせぇちうはすぇ っ ょうくぇきうつくぇ. ╄すけ, ゃ きけきっくすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” しっ くぇいくぇつぇゃぇす たけさぇ. ‶さぇゃうき ゅけ すうたけきなかおけき, 
ぉっい きくけゅけ ゅかぇしくけしす, てせき くっ けぉうつぇきっ, くっ けぉうつぇきっ う こけ-
おぇいくけしすすぇ. ′け さぇぉけすうき. ‶さぇゃうき おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ, おぇおゃけすけ 
っ ょけぉさけ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ そうさきぇすぇ. 〈せお とっ おぇあぇ くっとけ: 
ゃっつっ 17 ゅけょうくう くうっ こさぇゃうき けつっゃうょくけ くっとぇ, おけうすけ しぇ 
ょけぉさう. ╆ぇとけすけ こさっょう 17 ゅけょうくう „┿さしっくぇか” ぉっ ゃ ょぇかっつ 
こけ-かけてけ しなしすけはくうっ, けすおけかおけすけ っ しっゅぇ  ╁╋╆ - ]けこけす. ′ぇ 
1-ゃう しっこすっきゃさう 1999 ゅけょうくぇ ゃ こさっょこさうはすうっすけ すさはぉゃぇ-
てっ ょぇ ゃかっいっ しうくょうお. ‶さけしすけ ょくっし „┿さしっくぇか” くはきぇてっ ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇ, とってっ ょぇ っ ゃ うしすけさうはすぇ. ′っ っ はしくけ, くっ いくぇき 
ょぇかう とはたぇ ょぇ しぇ けしすぇくぇかう ょけしっゅぇ  おぇきなくうすっ こけ けゅさぇょう-
すっ, さぇいぉうさぇすっ かう? ‶さけしすけ くはきぇてっ ょぇ ゅけ うきぇ „┿さしっくぇか”, 
くけ くうっ せしこはたきっ.  ╇ せしこはゃぇきっ. ╁しうつおう いぇっょくけ.

- ╉ぇおゃけ ╁う おけしすゃぇ すけゃぇ ゃ かうつっく こかぇく, ゅけしこけょうく 
╇ぉせてっゃ? 
╉けしすゃぇ きくけゅけ. ′ぇえ-ゃっつっ いぇゅせぉぇ くぇ いょさぇゃっ, くぇ しなく, くぇ 

くっさゃう. ╆ぇゅせぉぇ くぇ しっきっえくけ とぇしすうっ, けす ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ 
けすょぇょっくけしす くぇ そうさきぇすぇ, ゃしうつおけ っ ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けさう くけ-
とっき きうしかは う しきはすぇき くぇせき おぇおゃけ とっ  っ せすさっ, しかっょ っょうく 
きっしっち, しかっょ ゅけょうくぇ. ╉ぇおゃけ とっ こさぇゃうき, おぇお とっ しっ さぇいゃう-
ゃぇきっ, くぇおなょっ.  ′っとけ, おけっすけ くはきぇ おぇお ょぇ しっ ゃうょう う さぇい-
ぉっさっ けすしすさぇくう. 〈けゃぇ っ くぇこさっあっくうっ, おけっすけ さぇぉけすっとうすっ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ くっ ゃうあょぇす う くっ こけいくぇゃぇす, くけ くっ っ かっしくけ, 
せゃっさはゃぇき ゃう, くっ っ くうおぇお かっしくけ. ]ぇきけ ぇい しう いくぇき おぇおゃけ 
きう しすさせゃぇ すけゃぇ. ]ぇきけ ぇい. ′っ しっ けこかぇおゃぇき. ′けしは しう おさな-
しすぇ. 〈ぇおぇゃぇ っ はゃくけ しなょぉぇすぇ きう. 

- ′っ ╁う かう っ うょゃぇかけ くぇ きけきっくすう ょぇ いぇさっあっすっ 
ゃしうつおけ う ょぇ しう おぇあっすっ: しすうゅぇ すけかおけゃぇ, ょけしすぇすなつ-
くけ? ╀はた ょけすせお. ╉けっ ╁う ょなさあう ういこさぇゃっく ゃ すぇおぇゃぇ 
しうすせぇちうは? 
』っしすけ しなき うきぇか すぇおうゃぇ きけきっくすう. ╇ょゃぇかけ きう っ ょぇ こけすな-

くぇ, ょぇ ういつっいくぇ, ょぇ しっ ういこぇさは. ′け ゃ しかっょゃぇとうは きうゅ きっ っ 
ょなさあぇかぇ こさぇゃ けすゅけゃけさくけしすすぇ, おけはすけ くけしは くぇ こかっとうすっ しう. 
¨すゅけゃけさくけしすすぇ いぇ たうかはょうすっ しなょぉう くぇ たけさぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
くっ きう こけいゃけかはゃぇ ょぇ こさけょなかあぇ ょぇ きうしかは こけ すけいう くぇつうく. 
′ぇょはゃぇき しっ, つっ すけゃぇ くはきぇ ょぇ しっ しかせつう, くっいぇゃうしうきけ, つっ, 
おぇすけ ゃしっおう つけゃっお こけょ けゅさけきくけ くぇこさっあっくうっ, きう きうくぇゃぇす 
すぇおうゃぇ きうしかう. 

- ]なゃしっき くぇしおけさけ „┿さしっくぇか” せつぇしすゃぇ ゃ くはおけかおけ 
しゃっすけゃくう ういかけあっくうは う ういかけあぉう ゃ ╊けくょけく, 》ぇくけ-
ゃっさ. ╉ぇおゃう しぇ くけゃうくうすっ けす すぇき いぇ そうさきぇすぇ? 
′ぇ こけしかっょくけすけ ういかけあっくうっ ゃ ╊けくょけく, くぇ おけっすけ こさうしなしす-

ゃぇ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ し っおうこ しこっちうぇかうしすう, さぇいぉさぇた, つっ しぇ 
くぇこさぇゃっくう ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ こけかいけすゃけさくう おけくすぇおすう 
し きうくうしすっさしすゃぇ くぇ けすぉさぇくぇすぇ くぇ さっょうちう しすさぇくう, ょけさう う 
し すっいう, おけうすけ ょけしっゅぇ しっ ょなさあぇたぇ きぇかおけ くぇしすさぇくう けす くぇし. 
〈けえ かうつくけ っ けぉくぇょっあょっく. ╃けぉさけ ぉなょっとっ しっ けつぇおゃぇ けす 
おけくすぇおすうすっ, しないょぇょっくう くぇ ういかけあっくうっすけ „DSEI” ゃ ╊けく-
ょけく. 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ っ つけゃっお, おけえすけ しう ゃなさてう さぇぉけすぇすぇ 
おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╆くぇっ は. [ぇいぉうさぇ は. ╁はさゃぇき きせ. ̈ しすぇくぇかけすけ 
こさけしすけ っ しうすせぇちうは. ╃け ゅけかはきぇ しすっこっく ゃなさたせ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ すけいう けすさぇしなか ゃかうははす しうすせぇちううすっ. ′うおけゅぇ くっ しなき ぉうか 
こっしうきうしす. ┿い しなき けこすうきうしす つけゃっお. ╁うくぇゅう ゃはさゃぇき ゃ こけ-
ょけぉさけすけ. 

- ╁ぇてっすけ こけあっかぇくうっ いぇ すけいう こけさっょっく ぇさしっくぇかしおう 
こさぇいくうお? 
 』けゃっておけ っ. ‶けあっかぇゃぇき しう ょなかゅう ゅけょうくう ょぇ こさけょなかあぇ-

ゃぇきっ ょぇ こさぇいくせゃぇきっ いぇっょくけ. ╇ ぇい ょぇ しなき しさっょ こさぇいくせ-
ゃぇとうすっ. ╃ぇ しきっ あうゃう う いょさぇゃう ょなかゅう ゅけょうくう. ╆ぇょなかあっく 
しなき くぇ たけさぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╀っい すはた, ぉっい すはたくけすけ さぇいぉう-
さぇくっ, くうとけ くはきぇてっ ょぇ っ しなとけすけ. ╇いこけかいゃぇき „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ  ういさぇいは ぉかぇゅけょぇさくけしすすぇ しう おなき ぇさしっ-
くぇかちう, おなき ょゃっすっ けしくけゃくう しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ - ╉′]╀ う ╉〈 ”‶けょおさっこぇ”, おなき さなおけゃけょしすゃけすけ, いぇ 
さぇいぉうさぇくっすけ けす すはたくぇ しすさぇくぇ, いぇ こけょおさっこぇすぇ  ゃ すさせょくう-
すっ さってっくうは  う きけきっくすう ゃ こさっしかっょゃぇくっすけ くぇ っょくぇ-っょうく-
しすゃっくぇ ちっか: こさけしこっさうすっすなす くぇ „┿さしっくぇか”.

- ╁けょうき さぇいゅけゃけさぇ しかっょ しさっとぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ-
けさなあっえくうちう. ╋うかぇ, っきけちうけくぇかくぇ, きぇかおけ すなあくぇ. 
¨ぉっとぇたぇ しう, けぉっとぇたすっ しう しさっとぇ しかっょ ゅけょうくぇ こぇお. 
╉ぇすけ ゅう ゅかっょぇすっ - こけ-ょけぉさうすっ ゃさっきっくぇ しゃなさてうかう 
かう しぇ うかう くぇこさけすうゃ - すっいう, しっゅぇ, しぇ こけ-うくすっさっしくう? 
┿い きうしかは, つっ ういきうくぇかうすっ ゃさっきっくぇ ぉはたぇ うくすっさっしくう. ╇く-

すっさっしくう しなし しゃけっすけ しゃけっけぉさぇいうっ, し ゅけかっきうすっ せしゃけはゃぇ-
くうは, し ゅけかっきうすっ うくゃっしすうちうう, おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ ゃかぇゅぇてっ 
う しすけってっ いぇょ すけいう ぉういくっし. ╃なさあぇゃぇすぇ ぉってっ すぇいう, おけはすけ 
くぇきうさぇてっ こぇいぇさうすっ, けこさっょっかはてっ ゅう. 〈は うくゃっしすうさぇてっ ゃ 
すっいう こぇいぇさう. ]っゅぇ っ おけさっくくけ さぇいかうつくけ. ╁しうつおけ こさぇゃうき 
くうっ, しぇきう. ′はきぇ は ょなさあぇゃぇすぇ いぇょ ゅなさぉぇ くう. ′け しっゅぇ こなお 
っ うくすっさっしくけ, きぇおぇさ う くっ かっしくけ. ′はきぇ は けくぇいう こさっかっしす 
くぇ しうゅせさくけしすすぇ, おけはすけ ょぇゃぇてっ ょなさあぇゃぇすぇ いぇょ ゅなさぉぇ くう, 
くけ こなお うきぇ ょさせゅう こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. ]っゅぇ ゃしうつおけ っ ゃ 
くぇてうすっ さなちっ: けす ┿ ょけ ぅ. ¨す すなさしっくっすけ くぇ こぇいぇさう ょけ こけ-
おせこおぇすぇ くぇ しせさけゃうくう, ょけ うくけゃぇちううすっ う  さっぇかういぇちうはすぇ 
くぇ ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは. [ぇいかうつくう しぇ ゃさっきっくぇすぇ. ′け う 
しっゅぇてくけすけ ゃさっきっ しう うきぇ しゃけはすぇ こさっかっしす. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さっい けおすけきゃさう くぇしかっょくうおなす くぇ さけょぇ 
╀ぇおう, ょけしすけかっこくうはす ゃないさぇしすっく ゅけしこけ
ょうく けす せすさぇすぇ くぇ ╉せかっくしおけすけ おぇそっくっ, 
とっ くぇゃなさてう 93 ゅけょうくう. ‶けょ くっうい
きっくくぇすぇ きせ ぉはかぇ かっくっくぇ てぇこおぇ うかう 
おぇしおっす, し おけうすけ くっ しっ さぇいょっかは, しっ おさう
はす あうゃう, きけきつっておう う こぇかぇゃう けつう. ╇ 
けしすなさ, しゃっあ せき, おぇすけ ぉさなしくぇつ. ╋けあっ 
し つぇしけゃっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ ゃなかくせゃぇとう うし
すけさうう いぇ しすぇさう たけさぇ, ゃさっきっくぇ, きけしすけ
ゃっ. ╁しなとくけしす, けしゃっく しすさぇしす, すけゃぇ っ う 
すっきぇ くぇ あうゃけすぇ きせ, う こさけそっしうは. ╆ぇ
こぇいっくぇ きぇさおぇ う けすかうつうすっかっく ぉっかっゅ くぇ 
くぇえ-しすぇさうは あうゃ しすさけうすっか くぇ きけしすけ
ゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ う っょうく けす こなさゃうすっ  
しすさけうすっかくう うくあっくっさう ゃ さぇえけくぇ.
‶けつすう 93-ゅけょうてくうはす 《ぇさせお ╀ぇおけゃ - 

くぇしかっょくうお くぇ さけょぇ ╀ぇおう. ]すさけうすっか, 
こさけっおすうさぇか う さなおけゃけょうか ういゅさぇあょぇ
くっすけ くぇ ょゃぇ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ きけ
しすけゃっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, せつぇしすゃぇか ゃ せおさっこ
ゃぇくっすけ くぇ けとっ っょうく, こさけっおすうさぇか けとっ 
ょせいうくぇ きけしすけゃっ ゃ さぇえけくぇ. ]さっょ „つっ
ょぇすぇ” きせ しぇ う こってったけょくうはす きけしす くぇょ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ しっゅぇてくぇすぇ 
》せょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇいうは, せおさっこゃぇくっ
すけ う さぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ きけしすぇ くぇ ]すぇ
さぇすぇ さっおぇ ょけ ╉けけこっさぇすうゃくうは こぇいぇさ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお.

╃ゃっ, けぉぇつっ, しぇ ゅけさょけしすうすっ くぇ ぉぇえ 《ぇさせお, おぇおすけ ゅけ いくぇはす ょくってくうすっ おぇいぇくかなつぇくう: きけしすなす くぇ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ ょけ せか. „〈さぇおうは” う きけしすなす ょけ 〈のかぉっすけ. ╇ ゃ ょゃぇすぇ ょうこかけきうさぇくうはす けす ゃうしてっすけ しすさけ
うすっかくけ せつうかうとっ ゃ ]けそうは こさっい 1952 ゅ. うくあっくっさ ゃかぇゅぇ っくっさゅうは, しなさちっ う くぇえ-くけゃうすっ いぇ ゃさっきっすけ 
しう すったくうおう う こけしすうあっくうは.
] つぇしけゃっ ぉぇえ 《ぇさせお きけあっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ こさっょういゃうおぇすっかくぇすぇ いぇょぇつぇ, し おけはすけ ゅけ くぇすけゃぇさうかう 

こさっい 1955 ゅ. けす すけゅぇゃぇてくぇすぇ ゅさぇょしおぇ せこさぇゃぇ - ょぇ こさけっおすうさぇ きけしす くぇょ ]すぇさぇすぇ さっおぇ ゃ さぇえけくぇ 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ╉けくしっさゃっく おけきぉうくぇす う せかうちぇ „〈さぇおうは”. ╃けすけゅぇゃぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ょくってくうは きけしす 
っ うきぇかけ きぇかおけ ょなさゃっくけ きけしすつっ. ′けゃけすけ しなけさなあっくうっ きかぇょうはす しすさけうすっかっく うくあっくっさ こさけっおすうさぇ し 
こぇえくっさけゃう ゅさっょう, ういこけかいゃぇくう う こさう ゅさぇょっあぇ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. ╁ くぇつぇかけすけ きけしすなす しっ こさぇゃう 
し ぉっすけく, くけ し こぇえくっさけゃうすっ ゅさっょう しなけさなあっくうっすけ しっ さぇいてうさはゃぇ, ょぇゃぇ しっ ゃないきけあくけしす いぇ ういゅさぇあ
ょぇくっ う くぇ こってったけょくぇ こなすっおぇ こけ きけしすぇ. 
╋ぇかおけ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ すけいう きけしす 《ぇさせお ╀ぇおけゃ いぇこけつゃぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ょくってくうは 

ゃうょ くぇ きけしすぇ くぇ ]すぇさぇすぇ さっおぇ ょけ 〈のかぉっすけ. ╃けすけゅぇゃぇ すけえ っ ぉうか しぇきけ こってったけょっく, ういゅさぇょっく けす 
あこ さっかしう. ]すぇくぇ すぇおぇ, つっ くぇ こさぇおすうおぇ いぇ ょゃっ ゅけょうくう すさはぉゃぇてっ ょぇ さなおけゃけょは ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ょゃぇ きけしすぇ, しこけきくは しう しすさけうすっかはす.
╇ ゃ ょゃぇすぇ しかせつぇは きかぇょうはす すけゅぇゃぇ 《ぇさせお しう こけしすぇゃは いぇ ちっか きけしすけゃっすっ ょぇ ういょなさあぇす こけくっ 200 

ゅけょうくう. ╆ぇぉうすうすっ くぇ きっすなさ う こけかけゃうくぇ ゃ いっきはすぇ けしくけゃう くぇ きけしすけゃっすっ しぇ つぇしす けす ゅぇさぇくちうはすぇ 
いぇ すけゃぇ. 
╋けしすなす っ しきっすおぇ, こけしかっ そぇくすぇいうは, こさっょう ゃしうつおけ しっ ゅけくう しうゅせさくけしす. 〈さはぉゃぇ すぇおぇ ょぇ ゅけ しきっす

くって, つっ ょぇ ういょなさあう くぇ ゃけえくぇ, おぇいゃぇ 《ぇさせお ╀ぇおけゃ. ╇ おぇすけ くぇ てっゅぇ し ゅけょうくうすっ しう っ ゅけすけゃ ゃっょ
くぇゅぇ ょぇ いぇこけつくっ し そけさきせかぇすぇ いぇ こさっしきはすぇくっ くぇ きぇおしうきぇかくけすけ くぇすけゃぇさゃぇくっ う ょけこせしすうきけすけ くぇ
こさっあっくうっ. ‶けきくう は ょけ ょくっし, いぇ さっしこっおす くぇ せすゃなさょっくうすっ う すけおせ-とけ こさけたけあょぇとう ゃ こさけそっしうはすぇ 
しゃけう おけかっゅう. 
‶ぇさぇかっかくけ し ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ょゃぇすぇ おぇいぇくかなておう きけしすぇ しすさけうすっかくうはす うくあっくっさ いぇこけつゃぇ う 

こさけっおすうさぇくっすけ う さぇぉけすぇすぇ こけ せおさっこゃぇくっすけ くぇ おけさうすけ くぇ ]すぇさぇすぇ さっおぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ぉっ
すけくくう しすっくう, おけうすけ う ょくっし しこうさぇす ゃうしけおうすっ ゃけょう くぇ さっおぇすぇ. 
╁ おさぇは くぇ 50-すっ う くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ ゅけょうくう 《ぇさせお ╀ぇおけゃ っ こさけっおすぇくすなす う くぇ すさうすっ っょくけすうこくう 

あうかうとくう ぉかけおぇ, さぇょゃぇとう しなし いょさぇゃうくぇ, おけきそけさす う ういつうしすっくぇ けすおなき ぇさたうすっおすせさぇ, こけしすさけっくう 
こけ こさけすっあっくうっすけ くぇ ]すぇさぇすぇ さっおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╄きぉかっきぇすうつくうすっ きぇかおう あうかうとくうすっ おけけこっさぇちうう 
こけ おぇいぇくかなておぇすぇ せかうちぇ „]おけぉっかっゃ” しなとけ しぇ さけあぉう くぇ しすさけうすっかくうは うくあっくっさ う こさけっおすぇくす. 
╆ぇ ちっかうは しう こさうくけし ゃ ゅさぇょっあぇ くぇ きけしすけゃっ くぇしかっょくうおなす くぇ ういゃっしすくぇすぇ すせさしおぇ そぇきうかうは ╀ぇおう 

こけかせつぇゃぇ さっょけゃくぇすぇ しう いぇこかぇすぇ けす 80 かっゃぇ いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. ╁っょくなあ ぉうか くぇゅさぇょっく う し ゅさぇきけすぇ 
くぇ っょくけ しなぉさぇくうっ. ╆ぇ せしこったうすっ きせ さっょけゃくけ ゅけ しこけきっくぇゃぇかう し „ぉさぇゃけ” ゃ  こぇさすうえくうすっ う けすつっすくう 
ょけおかぇょう. ╆ぇ しすさけうすっかは くぇ きけしすけゃっ すけゃぇ っ ょけしすぇすなつくけ. ′っ すなさしう しきっすおぇ う しかぇゃぇ しなし いぇょくぇ ょぇすぇ, 
いぇとけすけ ゃはさゃぇ, つっ ゃしうつおけ ゃ すけいう しゃはす っ こさったけょくけ, くけ しなゅさぇょっくけすけ し かのぉけゃ う すゃなさょけしす けしすぇゃぇ.
╆ぇさぇょう いかぇすくうすっ さなちっ, ょけ 80-すぇすぇ しう ゅけょうくぇ, しすさけうすっかはす くぇ きけしすけゃっ っ すなさしっく ょぇ こさけっおすうさぇ 

さぇいかうつくう くっとぇ. ‶けしかっょくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ っ しすけかなす くぇ ぉうゃてっすけ 〈╉╆] ゃ しっかけ ¨ゃけとくうお.
╃くっし, すさう ょっしっすうかっすうは しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう, しすさけうすっかはす くぇ きけしすけゃっ けす ╉ぇいぇくかなお くっ こさっし

すぇゃぇ ょぇ ゃょうゅぇ けつう おなき すけゃぇ, おけっすけ ょくってくうすっ きぇえしすけさう しなゅさぇあょぇす. [ぇょゃぇ しっ くぇ くけゃうすっ すったくけ
かけゅうう ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ う あぇかう いぇ きかぇょけしす, いぇとけすけ „ょくってくうすっ こけしすうあっくうは ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ 
ょぇゃぇす きくけゅけ ゃないきけあくけしすう”. 
¨すゃなょ ゃさっきっすけ いぇ ょっあせさくけ おぇそっ こけょ かうこうすっ, ぉぇえ 《ぇさせお くっ しこうさぇ ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇ けす ゃしうつおけ, 

おけっすけ しすぇゃぇ ゃ ゅさぇょぇ う ょぇ うきぇ きくっくうっ いぇ すけゃぇ: ゃなかくせゃぇす ゅけ たけさぇすぇ, こさけぉかっきうすっ, ぉなょっとっすけ. ╆ぇ 
くはおけゅぇてくうは ゃないこうすぇくうお くぇ おぇさかけゃしおうは きったぇくけすったくうおせき くっ しぇ つせあょう う いっきっょっかしおうすっ ゃなこさけしう: 
けとっ こけゃっつっ, つっ っ ゅけさょ くぇしかっょくうお くぇ ょせいうくぇ ょっおぇさぇ いっきは, ぇ ゅけょうくう しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう 
しすぇゃぇ う けしくけゃぇすっか う こなさゃう こさっょしっょぇすっか くぇ いっきっょっかしおぇすぇ おけけこっさぇちうは ゃ ゅさぇょぇ. [ぇぉけすう ぉっいゃない
きっいょくけ, ゃ うきっすけ くぇ うょっはすぇ う てぇくしぇ いぇ すっいう しかっょ くっゅけ.    
╃けおぇすけ ゃなさゃう こさうおぇいおぇすぇ し おぇいぇくかなておうは ╉けかぬけ 《うつっすけ, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす すっいう, おけうすけ いくぇはす 

けしすぇゃっくけすけ けす くっゅけ, くっ こさっきうくぇゃぇ う しはくおぇ くぇ すなゅぇ ゃ けつうすっ きせ. ′はきぇ は あうすっえしおぇすぇ せきけさぇ くぇ 
ゅけょうくうすっ, くうすけ すっあっしすすぇ くぇ さっしこっおすぇ いぇ 93-すっ きせ ゅけょうくう. ′ぇこさけすうゃ, うきぇて せしっとぇくっすけ, つっ こさっょ 
すっぉ しすけう きかぇょっあ, ゅけすけゃ いぇ くけゃう 93 ゅけょうくう あうゃけす. ′はきぇ う しかっょぇ けす くぇさぇくっくけ っゅけ, つっ くっ っ こけつっ
すっく おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ くぇ ゃさっきっすけ, くうすけ ゅけさつうかおぇすぇ, つっ くっ っ こけかせつうか こけかぇゅぇとうすっ きせ しっ きうくせすう 
しかぇゃぇ. ╇かう こなお しぇ ゅけ いぇぉさぇゃうかう. 
′っ ゃ すけゃぇ っ しきうしなかなす くぇ あうゃけすぇ, おぇいゃぇ ぉぇえ 《ぇさせお, とぇしすかうゃ けす そぇおすぇ, つっ っ くぇ おさぇおぇ う しさっょ 

こさうはすっかう. ′っ しなあぇかはゃぇ う いぇすけゃぇ, つっ くうおけえ けす くぇしかっょくうちうすっ きせ くっ っ こけっか こけ くっゅけゃうは こなす. ╁しっ
おう しぇき ういぉうさぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ ょぇ っ とぇしすかうゃ う ょぇ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, きなょさけ けすしうつぇ しすさけうすっかはす 
くぇ きけしすけゃっ, いぇ おけゅけすけ „ゃしうつおけ, おけっすけ すっつっ, しっ う こさけきっくは”.

                                   ╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

 
 ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ

 ‶さっょしっょぇすっか 《]¨ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”   „┿さしっくぇか” ┿╃



4 1 октомври 2013 г. んëïñÖí¿ï¡í ÇÜëÑÜïöんëïñÖí¿ï¡ó çñïöó

おけ
か
ぇ 

2
 ゅ

さ
な
ぉ
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どÜ£ó, ßñ£ ¡ÜúöÜ...
Здравейте ! 
Казвам се Янка Гьонева, работя в цех 
150 на завод 2.
За рубриката „Този, без който” ви 
изпращам моя поема, посветена на 
колежката ни - Желка Александрова, 
старша контрола в цех 150 на завод 2.
Тази поема написах по случай нейния 
рожден ден и с цялата си обич и 
признателност й я прочетохме от 
името на целия колектив !
Всички ние от 150 цех много я ценим 
и уважаваме и се възхищаваме на 
нейния силен дух, неизчерпаема 

енергия и добро сърце !

]せすさうく とけき いけさぇ ういゅさっっ 
う こなさゃうはす こっすっか こさけこっっ 
しおぇつぇ すは しなし ぉなさいうくぇ, 

いぇ ょぇ ゃおぇさぇ ゃ さっょ ょけきぇ.
‶けしかっ ぉなさいけ こけ ゃけえくうておう
ゅさぇぉゃぇ つぇくすう う すけさぉうつおう

う たせおゃぇ おなき かのぉうきうは こけさすぇか-
くぇて ぉぇとうちぇ ┿さしっくぇか.
』っ ょぇ うょっ ょぇ しっ しゃうっ

っょくけ おぇそっくちっ ょぇ ういこうっ
う ょぇ ょさなこくっ くはおけえ そぇし,
いぇ ょぇ ゃかっいっ こけしかっ ゃ つぇし.
┿ いぇょぇつうすっ おぇすけ こけっきっ

くはきぇ ゃさっきっ すぇ ょぇ ょさっきっ.
‶け すっすさぇょおう う あせさくぇかう-

おなょっ かう こけ-くぇこさっょ ょぇ しゃぇさう ?
′っとけ すは ょぇ くっ けぉなさおぇ,

つっ う かっこうかけ とっ いぇぉなさおぇ,
こけしかっ ょけ いぇおぇすくけ とっ けすしおけつう

ゅさぇそうおぇ ょぇ くっ こさけしさけつう.
ぅ ょぇ ゃうょう ゃ けこぇおけゃおぇ

くはきぇ かう すぇき おけそすう ぉさけえおぇ?
′ぇゃしはおなょっ すは とっ くぇょいなさくっ-

くうおけえ けす こさぇゃうは こなす くっ きけあっ ょぇ しゃなさくっ!
╃ぇかう けす かはゃけ , ょぇかう けす ょはしくけ

とっ すっ たゃぇくっ すは くぇ すはしくけ:
„╉けかおけ ぉさけえおう ょくっし しう ょぇか 

う いぇとけ しう いぇおなしくはか?“
『はか ょっく おさぇつっすぇ くっ こけょゃうゃぇ.

〈ぇい あっくぇ おけゅぇ こけつうゃぇ ?!
┿ いぇ いぇおなしぇかう ょさせゅぇさう

すは っ おぇすけ ぉぇくおぇ ┿くすうくぇさう,
いぇ ゃしっおうゅけ こけ くはおけえ かっゃ とっ ういゃぇょう,

いぇっきつっ とっ しこさっすくっ くぇ きけきっくすぇ,
とけき しう くぇ くせかぇ ゃ すゃけえすぇ かっくすぇ.

┿た ,╂けしこけょう, ╀かぇゅけょぇさは すう!
] おけえ ┿くゅっか は ういこさぇすう?
╃ぇ くう ゅかっいう う ょせくょせさおぇ

ゃきっしすけ すは ょぇ しう あうゃせさおぇ?
╀かぇゅけょぇさうき すう , ╅っかおっ きうかぇ !
╆ぇ すゃけは ょせた , いぇ すゃけえすぇ しうかぇ,

いぇ すゃけはすぇ かのぉけゃ ゅけかはきぇ
けす くぇし こけ-ぉかぇゅけょぇさくう くはきぇ !

                                               ぅくおぇ ╂ぬけくっゃぇ

〈╅][¨【╊ 【╅〉をゃ《『¨ 〉╅ „╅『』╊〉╅]” - 』 
〉╅╈『╅╉╅ 《【 〈╊╋╉】〉╅『《╉╊〉 [《〉[】『』

 ぉうゃてう  う くぇしすけはとう ぇさ
しっくぇかちう, さぇぉけすっとう ゃ ╆ぇゃけょ 1, 
しっ しなぉさぇたぇ くぇ こなさゃぇすぇ こけ さけょぇ 
しう  しさっとぇ くぇ けさなあっえくうちうすっ-
ゃっすっさぇくう. 
‶けゃけょ ょぇ しっ しなぉっさぇす しすぇくぇ 

55-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ こなさゃうは ぇゃすけきぇす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ” ゃ „┿さしっくぇか”. 
╇くうちうぇすけさ くぇ しさっとぇすぇ ぉっ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇ
ゃけょ 1 ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ.
‶さけはゃぇすぇ ぉっ せゃぇあっくぇ けす ぉう

ゃてう  けさなあっえくうちう, すさせこぇかう 
けこうす ゃ ╆ぇゃけょ 1, ゃ かうちっすけ くぇ 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
ょうさっおすけさぇ こけ すったくうつっしおうすっ 
ゃなこさけしう 》さうしすけ ]すさっておけゃ う 
くぇしすけはとうは ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 
1- ╃うくおけ ╉のきのさっゃ. ╃ぇ せゃぇあう 
ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえくうちう ょけえょっ 
う ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉′]╀.
╇いおかのつうすっかくけ きくけゅけ しなき 

さぇいゃなかくせゃぇく  けす しさっとぇすぇ しう し 
ゃぇし, ゃっすっさぇくうすっ, おぇいぇ ゃ こさう
ゃっすしすゃうっすけ しう ′うおけかぇ ╇ぉせてっゃ 
う こけょつっさすぇ, つっ しなゃしっき しおけさけ けす 
ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 1 とっ ういかっいっ 
3-きうかうけくくうはす ぇゃすけきぇす, こさけうい
ゃっょっく けす おぇいぇくかなておうすっ けさな
あっえくうちう. ′ぇつぇかけすけ こけしすぇゃうたすっ 
ゃうっ, すさはぉゃぇ ょぇ しすっ しこけおけえくう, 
いぇとけすけ すけゃぇ, おけっすけ けしすぇゃうたすっ, 
しっ さぇいゃうゃぇ う こぇいう, おぇいぇ すけえ 
こさっょ ぉっかけおけしうすっ ゃっすっさぇくう う 
こけあっかぇ 4-きうかうけくくうは ぇさしっくぇか
しおう ぇゃすけきぇす  ょぇ こさけういゃっょぇす 
うきっくくけ ゃっすっさぇくうすっ, こけしすぇゃうかう 
くぇつぇかけすけ くぇ けさなあっえくけすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか”.
1-ゃう ょっおっきゃさう  1958 ゅけょうくぇ 

っ ょぇすぇすぇ, ゃ おけはすけ いぇ こなさゃう こなす 
こさけったすはゃぇ  ういしすさっか けす  ぇゃすけきぇす, 
こさけういゃっょっく ゃ „┿さしっくぇか”. 
]っゅぇ  ╆ぇゃけょ 1 しっ さぇいゃうゃぇ せし

こってくけ, ぇすさぇおすうゃくう しきっ くぇ しゃっ
すけゃくうすっ こぇいぇさう, ぇ ぉかぇゅけょぇさっ
くうっ くぇ けしすぇゃっくぇすぇ けす ゃぇし しかっょぇ 
„┿さしっくぇか” しっ こさっゃなさくぇ ゃ しゃっ
すけゃくけ うきっ, おぇいぇ けとっ ゃ こさうゃっす
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′っしおさうす うくすっさっし おなき こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ いぇ-

ゃけょぇ  っ ょっきけくしすさうさぇく う けす 3  ゅけかっきう させしおう 
そうさきう, おけうすけ しぇ ういさぇいうかう あっかぇくうっ ょぇ しっ けす-
おさうっ こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ [せしうは. 
╇くすっさっし けす 》けかぇくょうは う ╇くょけくっいうは しなとけ っ 

こさけはゃっく おなき こさけょせおちうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5.
╆ぇ きっく っ ういおかのつうすっかくぇ つっしす, つっ こさっょしすぇ-

ゃうすっかはす くぇ ╇くょけくっいうは こぇいう ょけぉさう ゃこっつぇすかっ-
くうは けす くぇてぇすぇ こさけょせおちうは けすこさっょう ゅけょうくう う 
くっ しおさう さぇょけしすすぇ しう けす すけゃぇ, つっ くう ゃうあょぇ くぇ 
ういかけあっくうっすけ, おぇいぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ  しう けす 
╂っさきぇくうは うくあ. 】うさはくけゃ.
╁なこさっおう, つっ くぇすうしおなす くぇ おうすぇえしおうすっ きぇてう-

くけしすさけうすっかう う ゃ すぇいう しそっさぇ っ  けゅさけきっく, うくすっ-
さっし おなき くぇてぇすぇ こさけょせおちうは うきぇ, っ ゃこっつぇすかっ-
くうっすけ くぇ うくあ. 】うさはくけゃ. 

〈ぇくちぬけさうすっ けす きかぇょっあおぇすぇ ゅさせこぇ くぇ ╃っすしおけ-
のくけてっしおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さ-

しっくぇか” しっ いぇゃなさくぇたぇ し すさっすけ きはしすけ けす おけくおせさし-
くうは ╋っあょせくぇさけょっく そっしすうゃぇか „‶なしすなさ しゃはす” ゃ 
‶ぇくぇゅのさうとっ, しなけぉとう たせょけあっしすゃっくうはす さなおけ-
ゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ. „‶けおぇくぇすぇ いぇ そっしすうゃぇ-
かぇ, つうっすけ こなさゃけ ういょぇくうっ きうくぇ ゃ ょくうすっ きっあょせ 
6-すう う 8-きう しっこすっきゃさう, っ けしけぉっくけ ちっくくぇ いぇ くぇし, 
いぇとけすけ おけくおせさっくちうはすぇ ぉっ きくけゅけ しっさうけいくぇ”, 

おけきっくすうさぇ たせょけあっしすゃっくうはす さなおけゃけょうすっか ╋うく-
つっゃぇ こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ╀かういけ 30 ょっちぇ 
きっあょせ 15 う 16 ゅけょうくう  せつぇしすゃぇす ゃ 20-きうくせすくぇすぇ 
おけくおせさしくぇ  こさけゅさぇきぇ, おけはすけ くけしう こさっしすうあくけすけ 
すさっすけ きはしすけ くぇ ぇさしっくぇかちう, しこけさうかう いぇ くぇゅさぇょう-
すっ し 11 しなしすぇゃぇ, しさっょ おけうすけ - けす 〉おさぇえくぇ, ╋けか-

ょけゃぇ, しさなぉしおうは ╀けしうかっゅさぇょ, しすけかうちぇすぇ ]けそうは, 
そけさきぇちうう けす ‶っさくうお, ╉のしすっくょうか う こさっょしすぇ-
ゃうすっかう くぇ ょけきぇおうくうすっ. ╃っちぇすぇ けす きかぇょっあおぇすぇ 
ゅさせこぇ くぇ ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” せつぇしすゃぇす ゃ こけょけぉっく 
そっしすうゃぇか いぇ こさなゃ こなす う すけゃぇ けとっ こけゃっつっ さぇょ-
ゃぇ - いぇさぇょう しこっつっかっくけすけ すさっすけ きはしすけ, しこけょっかう 
けとっ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ けす ‶ぇくぇ-
ゅのさうとっ. ¨すかうつうはすぇ しっ さぇいょぇゃぇす けす こさっしすうあくけ 
あせさう し こさっょしっょぇすっか  ょけち. ╂っけさゅう 》うくけゃ. ‶っすは 
┿かっおしぇくょさけゃぇ けす ╃なさあぇゃくけすけ たけさっけゅさぇそしおけ 
せつうかうとっ う たけさっけゅさぇそなす ┿くぇすけかうえ ╉かうつおけゃ しぇ 
ょさせゅうすっ ょゃぇきぇ ゃ あせさうすけ, ょぇかけ こなさゃけすけ きはしすけ 
くぇ ぇくしぇきぉなか „╂けちっ ╃っかつっゃ” けす ]けそうは, ゃすけさけすけ 
- くぇ „╂さぇけゃけ” - ‶っさくうお う すさっすけすけ - くぇ おぇいぇくかな-
つぇくう. 
╉ぇいぇくかなておうすっ すぇくちぬけさう けす „┿さしっくぇか” ょっそう-

かうさぇす う ゃ  こさぇいくうつくけすけ ゅさぇょしおけ せかうつくけ てっしす-
ゃうっ ゃ ‶ぇくぇゅのさうとっ.  
]ぇきけ ょっく しかっょ くぇゅさぇょぇすぇ けす „‶なしすなさ しゃはす” 

きかぇょうすっ すぇくちぬけさう くぇ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ いぇこうしぇたぇ 
すさぇょうちうけくくけ せつぇしすうっ う ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ ゃ ‶さう-
きけさしおけ „¨さそっえ こっっ し きけさっすけ”. 〉くうおぇかくけすけ いぇ 
すけいう そっしすうゃぇか っ くっゅけゃうはす ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく 
たぇさぇおすっさ, しなこさうつぇしすっく おなき おけえすけ っ う ぇさしっくぇか-
しおうはす そけかおかけさっく おけかっおすうゃ. ╁っつっ てっしすぇ ゅけょうくぇ 
ょっちぇ けす こさっょうきくけ きぇかおう ゅさぇょつっすぇ う しっかぇ ゃ くぇえ-
くっょけしすなこくうすっ ぉなかゅぇさしおう おさぇうとぇ, しっ しなぉうさぇす し 

]こけさっょ くっゅけ, せつぇしすうっすけ ゃ  ╄╋¨-2013 ゃ 》ぇくけゃっさ 
っ こけおぇいぇかけ, つっ  うきぇ くうてぇ くぇ こぇいぇさぇ いぇ ういょっかうは-
すぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうは ╆ぇゃけょ 5. 
 „┿さしっくぇか” すさはぉゃぇ ょぇ せつぇしすゃぇ くぇ こけょけぉくう  きっあ-

ょせくぇさけょくう そけさせきう, きぇおぇさ う し きぇかおぇ っおしこけいう-
ちうけくくぇ こかけと. ′うっ  すさはぉゃぇ ょぇ しっ ぉけさうき いぇ こぇ-
いぇさくぇすぇ くうてぇ, おけはすけ  さっぇかくけ うきぇきっ う きけあっき ょぇ 
いぇゃけのゃぇきっ, せぉっょっく っ うくあ. 】うさはくけゃ. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ ういかけあっくうっ ゃ 》ぇくけゃっさ しなぉさぇ きぇ-

てうくけしすさけうすっかくう そうさきう けす 39 しすさぇくう ゃ しゃっすぇ, 
おけうすけ こけおぇいぇたぇ しゃけはすぇ こさけょせおちうは ゃ 27 っおしこけいう-
ちうけくくう いぇかう. 
╃っきけくしすさうさぇくう ぉはたぇ くはおけかおけ たうかはょう ういょっかうは 

くぇ しすけすうちう しゃっすけゃくう きぇさおう けす きぇてうくけしすさけうすっか-
くぇすぇ うくょせしすさうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ょぇ いぇ しすぇさてうくおぇすぇ 

Желка Александрова

しすゃうっすけ しう ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う 
こけあっかぇ ょなかゅけかっすうっ う いょさぇゃっ くぇ 
ぉうゃてうすっ けさなあっえくうちう, けす おけうすけ 
しぇきうはす すけえ しっ っ せつうか う しなぉうさぇか 
けこうす. 
╇ぉせてっゃ ゅけゃけさう う いぇ おぇつっしす

ゃぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ けさなあうっ, 

ういかはいかけ ういこけょ さなちっすっ くぇ ゃっすっ
さぇくうすっ う すったくうすっ くぇしかっょくうちう. 
╉ぇつっしすゃぇ, こさっゃなさくぇかう こさけうい
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ っすぇ
かけく う しゃっすけゃくぇ きぇさおぇ, くぇ おけは
すけ しゃっすけゃくうはす おぇくぇか Discovery 
こけしゃっとぇゃぇ しこっちうぇかっく そうかき.
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

こけあっかぇ こけしすぇゃっくけすけ くぇつぇかけ いぇ 

しさっとう くぇ ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえ
くうちう けす ╆ぇゃけょ 1 ょぇ  しっ こさっゃなさくっ 
ゃ すさぇょうちうは - ゃしっおう しっこすっきゃさう.
╉ぇすけ つぇしす けす こけしすぇゃっくけすけ ょけ

ぉさけ くぇつぇかけ ぉっ う けぉっとぇくうっすけ 
けとっ ょけゅけょうくぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
しこっちうぇかっく ぇかぉせき しなし しくうきおう くぇ 
ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえくうちう,  けしすぇ
ゃうかう しゃけは こさうくけし いぇ さぇいゃうすうっすけ 

くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 
¨す うきっすけ くぇ ゃっすっさぇくうすっ こなさ

ゃう ゃいっ ょせきぇすぇ ょけぇえっくなす くぇ 
けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ 
„┿さしっくぇか”, つけゃっおなす-ておけかぇ いぇ 
こけおけかっくうは けさなあっえくうちう う こなさ

ゃう ゃないこうすぇくうお くぇ 〈せかしおぇすぇ こけ
かうすったくうおぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇこけ
つくぇか こさっい 1958 ゅけょうくぇ - うくあ. 
╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ. 
〈けえ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ぉうゃてうすっ しう 

おけかっゅう う しなさぇすくうちう, し おけうすけ 
いぇっょくけ しぇ こけしすぇゃうかう くぇつぇかけすけ, 
こけあっかぇゃぇえおう うき いょさぇゃっ う ょなか
ゅけかっすうっ. 

] っきけちうは う ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ 
しこけょっかっくうすっ ゅけょうくう  しう しこけき
くう う ゃっすっさぇくおぇすぇ ]すっそおぇ ╉さぇ
つぇくけゃぇ けす 【うこおぇ.  ╄きけちうけくぇか
くけ ぉっ しかけゃけすけ くぇ ╀けくつけ ‶っしっゃ, 
っょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ くぇ けさな
あっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 
1. ] ぉかぇゅけょぇさくけしす すけえ しう しこけき
くう いぇ こなさゃうすっ: ╋ぇさうく ┿かっお

しぇくょさけゃ - こなさゃうはす ゅっさけえ くぇ 
しけちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ ゃ „┿さ
しっくぇか” , 》さうしすけ ‶ぇこぇいけゃ, ╂っ
けさゅう ╋ぇさおけゃ, ‶っくぬけ ╉ぇちぇさけゃ, 
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ-ぉぇとぇ, ╀けゅょぇく 
╉けかっゃ, 〈けょけさ ╃けちっゃ, 》さうしすけ 
[ぇておけゃ.

‶っしっゃ ゅけゃけさう う いぇ すさせょくうは う 
しかけあっく こさけぉかっき しっゅぇ し おぇょさうすっ 
う いぇ かうこしぇすぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしす 
ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ こさけそっ
しうう.
╁ しなとうは ょせた, し ゅさうあぇ う ぉけかおぇ 

こけ かうこしぇすぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしす, 
ぉっ う しこけょっかっくけすけ けす うくあ. ′う
おけかぇえ ╉せちぇさけゃ - ゃっすっさぇく, けす

ゅけゃぇさはと いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ しすぇ
あぇくすう う くぇぉうさぇくっすけ くぇ きかぇょう 
おぇょさう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
¨す うきっすけ くぇ ゃっすっさぇくうすっ すけえ 

こけあっかぇ 3-きうかうけくくうはす ぇゃすけきぇす 
ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく けす ゃくせちうすっ 
くぇ こなさゃうすっ, こけしすぇゃうかう くぇつぇ
かけすけ くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょ
しすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 

╋けすうゃぇちうはすぇ, いくぇくうはすぇ, せきっ
くうはすぇ, すさぇょうちううすっ, かうこしぇすぇ くぇ 
あっかぇくうっ しぇ ゃしっ こさけぉかっきう, し 
おけうすけ ょくってくうすっ こけしかっょけゃぇすっ
かう くぇ こなさゃうすっ しっ しぉかなしおゃぇす ゃ 
けすしすけはゃぇくっすけ う いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ 
すさぇょうちううすっ う ょけぉさうすっ こさぇおすう
おう ゃ  けさなあっえくうちぇすぇ, しこけょっかう 
けとっ ╉せちぇさけゃ.
╆ぇ こさうくけしぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 

けさなあっえくけすけ ょっかけ ゃ „┿さしっくぇか”, 
けす うきっすけ くぇ そうさきっくけすけ さなおけ
ゃけょしすゃけ, ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃさな
つう こけつっすくう ゅさぇきけすう くぇ ゃっすっさぇ
くうすっ けす さなおけゃけょくうすっ っおうこう くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくう
すっ: 
¨すかうつっくう ぉはたぇ: ╂っけさゅう ╋ぇさ

おけゃ, ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ, 》さうし
すけ ]すさっておけゃ, ╂っけさゅう ]すけはくけゃ, 
》さうしすけ ╉ぇさぇぉぇょあぇおけゃ, ╁かぇょう
きうさ 』せつせきうてっゃ, ╃うくおけ ╉のきの
さっゃ, ‶っすおけ 》さうしすけゃ, [せしう ╉け
かっゃ, ]すっそぇく ]すっそぇくけゃ, ╀ぇえつけ 
╀ぇえつっゃ, ]すけえけ ‶っすさけゃ, ╂っけさゅう 
′っくけゃ, ]こぇし ]こぇしけゃ, ′っくおけ ╋う
たぇかっゃ, ╆ぇさおけ ╉けしすぇょうくけゃ, 〈け
ょけさ ┿つうかけゃ, ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, ┿く
すけく ╅っおけゃ, ┿くすけく ]かぇゃけゃしおう.
]こっちうぇかくけ ぇさしっくぇかしおけ けす

かうつうっ こけかせつう くぇしすけはとうはす ょう
さっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1- うくあ. ╃うくおけ 
╉のきのさっゃ. ¨す うきっすけ くぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う けす うきっ
すけ くぇ ゃっすっさぇくうすっ, し こけしかぇくうっすけ 
ょぇ こぇいう つっしすすぇ くぇ けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, うくあ. ╉のきのさっゃ 
ぉっ けすかうつっく しなし しこっちうぇかっく こかぇ
おっす くぇ こさけすけすうこぇ くぇ ぇゃすけきぇす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ” - すぇおなゃ, おぇおなゃすけ 
しぇ ゅけ こさけういゃっあょぇかう こなさゃうすっ 
けさなあっえくうちう こさっい 1958 ゅけょうくぇ. 
]  くぇいょさぇゃうちぇ, し こけあっかぇくうは う 

ょけゅけょうくぇ ょぇ しっ しなぉっさぇす う こぇお 
ょぇ しぇ すけかおけゃぇ,  おぇおすけ う し こさぇい
くうつっく けぉはょ, こさけょなかあう こなさゃぇすぇ 
しさっとぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ- けさなあっえ
くうちう けす „┿さしっくぇか”.
]かっょゃぇとぇすぇ うき しさっとぇ っ ゃ おさぇは 

くぇ しっこすっきゃさう 2014 ゅけょうくぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ゃさなしすくうちう - かのぉうすっかう くぇ そけかおかけさぇ おさぇえ きけさっすけ. 
╇ょっはすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさぇ う ょぇさうすっか くぇ そっしすうゃぇかぇ - 
‶かぇきっく ╂っけさゅうっゃ, っ ょぇ しぉうかうあう ょっちぇすぇ けす ╉させきけゃ-
ゅさぇょ, ┿さょうくけ, ╅なかすせてぇ, ┿ゃさっく, ‶さうこっお, ′っょっかうくけ, 
]ぇょけゃけ, ¨きせさすぇゅ, ╋ぇかなお ╃っゃうしうか..., ょぇ うき こけおぇあっ 
たせぉけしすすぇ くぇ きけさっすけ う ょぇ ゅう しさっとくっ し ゃさなしすくうちう けす 
ゅさぇょけゃっ おぇすけ ╉ぇいぇくかなお. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ すさう ょくう 
おさぇえ ‶さうきけさしおけ きかぇょうすっ そけかおかけさうしすう こっはす う すぇく-
ちせゃぇす ぉっい けゅさぇくうつっくうっ くぇ しちっくぇすぇ くぇ たけすっか „》っかう-

けし” ゃ ╋っあょせくぇさけょくうは きかぇょっあおう ちっくすなさ, ぇ けちっくおぇ 
くぇ すったくうは すぇかぇくす ょぇゃぇす うきっくうすう しこっちうぇかうしすう おぇすけ 
╋ぇさうは ╂さぇょってかうっゃぇ - ょうさっおすけさ くぇ ′ぇちうけくぇかくけ-
すけ せつうかうとっ いぇ そけかおかけさくう ういこなかくうすっかう ゃ ╉けすっか, 
う ]すけはくおぇ 〈っくけゃぇ -  ょうさっおすけさ くぇ ′〉《╇ ゃ 【うさけおぇ 
かなおぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ しさっょ しこっちうぇかくけすけ あせさう, くぇぉかの-

ょぇゃぇかけ ょっちぇすぇ ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ, っ う ╁ぇくは ╋けくっゃぇ, 
きぇえおぇすぇ くぇ ╋ぇさうは ╇かうっゃぇ, ういゃっしすくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ たけさけゃ ょうさうゅっくす, しっゅぇ - きせいうおぇかっく こさけょせちっくす 
ゃ ╀′[. 
¨とっ っょくけ うくすっさっしくけ せつぇしすうっ うきぇたぇ ゃ こなさゃうすっ 

ょくう くぇ しっこすっきゃさう う せつぇしすくうちうすっ ゃなゃ そけかおかけさくぇすぇ 
ゅさせこぇ „〈っきっくせゅぇ たけこ-すさけこ”, おなょっすけ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ 
しなぉうさぇ う こけ-ゃないさぇしすくう  „いぇこぇかっくう” かのぉうすっかう くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ さうすきう, いぇ ょぇ すぇくちせゃぇす いぇっょくけ ゃ しゃけ-
ぉけょくけすけ しう ゃさっきっ. ]かっょ こさっしすうあくけすけ しう こさっょしすぇ-
ゃはくっ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかうは すゃけさつっしおう しっいけく ゃ  こさっ-
ょぇゃぇくっすけ くぇ ╀′〈 „′ぇょうゅさぇえ きっ!”, „すっきっくせゅうすっ”, 
さぇょゃぇたぇ こせぉかうおぇすぇ くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ゃ すぇきけてくけすけ 
くぇょうゅさぇゃぇくっ くぇ 7-きう しっこすっきゃさう. 
╁っつっ 6-ゅけょうてくぇすぇ „〈っきっくせゅぇ たけこ-すさけこ” うきぇ せつぇし-

すうは ゃ くぇちうけくぇかくうすっ くぇょうゅさぇゃぇくうは くぇ かのぉうすっかしおう 
おかせぉけゃっ ゃ ‶ぇいぇさょあうお う ╉ぇいぇくかなお う こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ くぇぉうさぇ こけこせかはさくけしす しさっょ おぇいぇくかなつぇくう けす くぇえ-
さぇいかうつくう こさけそっしうう, おけうすけ ゃしはおぇ しなぉけすぇ しせすさうく しっ 
しなぉうさぇす ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ すぇくちせゃぇす 
いぇっょくけ ぉなかゅぇさしおう たけさぇ.
╃っちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおうは すぇくちけゃ そけかおかけさっく しなし-

すぇゃ, おぇおすけ う すぇくちぬけさうすっ けす „〈っきっくせゅぇ たけこ-すさけこ”, 
とっ さぇょゃぇす ゅけしすうすっ くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお いぇ ╃っくは 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは くぇ 4-すう けおすけきゃさう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

Клуб за народни танци “Теменуга хоп-троп”
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]せすさうく とけき いけさぇ ういゅさっっ 
う こなさゃうはす こっすっか こさけこっっ 
しおぇつぇ すは しなし ぉなさいうくぇ, 

いぇ ょぇ ゃおぇさぇ ゃ さっょ ょけきぇ.
‶けしかっ ぉなさいけ こけ ゃけえくうておう
ゅさぇぉゃぇ つぇくすう う すけさぉうつおう

う たせおゃぇ おなき かのぉうきうは こけさすぇか-
くぇて ぉぇとうちぇ ┿さしっくぇか.
』っ ょぇ うょっ ょぇ しっ しゃうっ

っょくけ おぇそっくちっ ょぇ ういこうっ
う ょぇ ょさなこくっ くはおけえ そぇし,
いぇ ょぇ ゃかっいっ こけしかっ ゃ つぇし.
┿ いぇょぇつうすっ おぇすけ こけっきっ

くはきぇ ゃさっきっ すぇ ょぇ ょさっきっ.
‶け すっすさぇょおう う あせさくぇかう-

おなょっ かう こけ-くぇこさっょ ょぇ しゃぇさう ?
′っとけ すは ょぇ くっ けぉなさおぇ,

つっ う かっこうかけ とっ いぇぉなさおぇ,
こけしかっ ょけ いぇおぇすくけ とっ けすしおけつう

ゅさぇそうおぇ ょぇ くっ こさけしさけつう.
ぅ ょぇ ゃうょう ゃ けこぇおけゃおぇ

くはきぇ かう すぇき おけそすう ぉさけえおぇ?
′ぇゃしはおなょっ すは とっ くぇょいなさくっ-

くうおけえ けす こさぇゃうは こなす くっ きけあっ ょぇ しゃなさくっ!
╃ぇかう けす かはゃけ , ょぇかう けす ょはしくけ

とっ すっ たゃぇくっ すは くぇ すはしくけ:
„╉けかおけ ぉさけえおう ょくっし しう ょぇか 

う いぇとけ しう いぇおなしくはか?“
『はか ょっく おさぇつっすぇ くっ こけょゃうゃぇ.

〈ぇい あっくぇ おけゅぇ こけつうゃぇ ?!
┿ いぇ いぇおなしぇかう ょさせゅぇさう

すは っ おぇすけ ぉぇくおぇ ┿くすうくぇさう,
いぇ ゃしっおうゅけ こけ くはおけえ かっゃ とっ ういゃぇょう,

いぇっきつっ とっ しこさっすくっ くぇ きけきっくすぇ,
とけき しう くぇ くせかぇ ゃ すゃけえすぇ かっくすぇ.

┿た ,╂けしこけょう, ╀かぇゅけょぇさは すう!
] おけえ ┿くゅっか は ういこさぇすう?
╃ぇ くう ゅかっいう う ょせくょせさおぇ

ゃきっしすけ すは ょぇ しう あうゃせさおぇ?
╀かぇゅけょぇさうき すう , ╅っかおっ きうかぇ !
╆ぇ すゃけは ょせた , いぇ すゃけえすぇ しうかぇ,

いぇ すゃけはすぇ かのぉけゃ ゅけかはきぇ
けす くぇし こけ-ぉかぇゅけょぇさくう くはきぇ !

                                               ぅくおぇ ╂ぬけくっゃぇ
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120 ぉうゃてう  う くぇしすけはとう ぇさ-
しっくぇかちう, さぇぉけすっとう ゃ ╆ぇゃけょ 1, 
しっ しなぉさぇたぇ くぇ こなさゃぇすぇ こけ さけょぇ 
しう  しさっとぇ くぇ けさなあっえくうちうすっ-
ゃっすっさぇくう. 
‶けゃけょ ょぇ しっ しなぉっさぇす しすぇくぇ 

55-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ こなさゃうは ぇゃすけきぇす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ” ゃ „┿さしっくぇか”. 
╇くうちうぇすけさ くぇ しさっとぇすぇ ぉっ 
こさっょしっょぇすっかはす くぇ ╉′]╀ ゃ ╆ぇ-
ゃけょ 1 ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ.
‶さけはゃぇすぇ ぉっ せゃぇあっくぇ けす ぉう-

ゃてう  けさなあっえくうちう, すさせこぇかう 
けこうす ゃ ╆ぇゃけょ 1, ゃ かうちっすけ くぇ 
ういこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
ょうさっおすけさぇ こけ すったくうつっしおうすっ 
ゃなこさけしう 》さうしすけ ]すさっておけゃ う 
くぇしすけはとうは ょうさっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 
1- ╃うくおけ ╉のきのさっゃ. ╃ぇ せゃぇあう 
ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえくうちう ょけえょっ 
う ┿すぇくぇし ╀けいけゃ - こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉′]╀.
╇いおかのつうすっかくけ きくけゅけ しなき 

さぇいゃなかくせゃぇく  けす しさっとぇすぇ しう し 
ゃぇし, ゃっすっさぇくうすっ, おぇいぇ ゃ こさう-
ゃっすしすゃうっすけ しう ′うおけかぇ ╇ぉせてっゃ 
う こけょつっさすぇ, つっ しなゃしっき しおけさけ けす 
ちったけゃっすっ くぇ ╆ぇゃけょ 1 とっ ういかっいっ 
3-きうかうけくくうはす ぇゃすけきぇす, こさけうい-
ゃっょっく けす おぇいぇくかなておうすっ けさな-
あっえくうちう. ′ぇつぇかけすけ こけしすぇゃうたすっ 
ゃうっ, すさはぉゃぇ ょぇ しすっ しこけおけえくう, 
いぇとけすけ すけゃぇ, おけっすけ けしすぇゃうたすっ, 
しっ さぇいゃうゃぇ う こぇいう, おぇいぇ すけえ 
こさっょ ぉっかけおけしうすっ ゃっすっさぇくう う 
こけあっかぇ 4-きうかうけくくうは ぇさしっくぇか-
しおう ぇゃすけきぇす  ょぇ こさけういゃっょぇす 
うきっくくけ ゃっすっさぇくうすっ, こけしすぇゃうかう 
くぇつぇかけすけ くぇ けさなあっえくけすけ こさけ-
ういゃけょしすゃけ ゃ „┿さしっくぇか”.
1-ゃう ょっおっきゃさう  1958 ゅけょうくぇ 

っ ょぇすぇすぇ, ゃ おけはすけ いぇ こなさゃう こなす 
こさけったすはゃぇ  ういしすさっか けす  ぇゃすけきぇす, 
こさけういゃっょっく ゃ „┿さしっくぇか”. 
]っゅぇ  ╆ぇゃけょ 1 しっ さぇいゃうゃぇ せし-

こってくけ, ぇすさぇおすうゃくう しきっ くぇ しゃっ-
すけゃくうすっ こぇいぇさう, ぇ ぉかぇゅけょぇさっ-
くうっ くぇ けしすぇゃっくぇすぇ けす ゃぇし しかっょぇ 
„┿さしっくぇか” しっ こさっゃなさくぇ ゃ しゃっ-
すけゃくけ うきっ, おぇいぇ けとっ ゃ こさうゃっす-
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′っしおさうす うくすっさっし おなき こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ いぇ

ゃけょぇ  っ ょっきけくしすさうさぇく う けす 3  ゅけかっきう させしおう 
そうさきう, おけうすけ しぇ ういさぇいうかう あっかぇくうっ ょぇ しっ けす
おさうっ こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ [せしうは. 
╇くすっさっし けす 》けかぇくょうは う ╇くょけくっいうは しなとけ っ 

こさけはゃっく おなき こさけょせおちうはすぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5.
╆ぇ きっく っ ういおかのつうすっかくぇ つっしす, つっ こさっょしすぇ

ゃうすっかはす くぇ ╇くょけくっいうは こぇいう ょけぉさう ゃこっつぇすかっ
くうは けす くぇてぇすぇ こさけょせおちうは けすこさっょう ゅけょうくう う 
くっ しおさう さぇょけしすすぇ しう けす すけゃぇ, つっ くう ゃうあょぇ くぇ 
ういかけあっくうっすけ, おぇいぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ  しう けす 
╂っさきぇくうは うくあ. 】うさはくけゃ.
╁なこさっおう, つっ くぇすうしおなす くぇ おうすぇえしおうすっ きぇてう

くけしすさけうすっかう う ゃ すぇいう しそっさぇ っ  けゅさけきっく, うくすっ
さっし おなき くぇてぇすぇ こさけょせおちうは うきぇ, っ ゃこっつぇすかっ
くうっすけ くぇ うくあ. 】うさはくけゃ. 

〈ぇくちぬけさうすっ けす きかぇょっあおぇすぇ ゅさせこぇ くぇ ╃っすしおけ-
のくけてっしおうは そけかおかけさっく すぇくちけゃ しなしすぇゃ „┿さ

しっくぇか” しっ いぇゃなさくぇたぇ し すさっすけ きはしすけ けす おけくおせさし
くうは ╋っあょせくぇさけょっく そっしすうゃぇか „‶なしすなさ しゃはす” ゃ 
‶ぇくぇゅのさうとっ, しなけぉとう たせょけあっしすゃっくうはす さなおけ
ゃけょうすっか ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ. „‶けおぇくぇすぇ いぇ そっしすうゃぇ
かぇ, つうっすけ こなさゃけ ういょぇくうっ きうくぇ ゃ ょくうすっ きっあょせ 
6-すう う 8-きう しっこすっきゃさう, っ けしけぉっくけ ちっくくぇ いぇ くぇし, 
いぇとけすけ おけくおせさっくちうはすぇ ぉっ きくけゅけ しっさうけいくぇ”, 

おけきっくすうさぇ たせょけあっしすゃっくうはす さなおけゃけょうすっか ╋うく
つっゃぇ こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. ╀かういけ 30 ょっちぇ 
きっあょせ 15 う 16 ゅけょうくう  せつぇしすゃぇす ゃ 20-きうくせすくぇすぇ 
おけくおせさしくぇ  こさけゅさぇきぇ, おけはすけ くけしう こさっしすうあくけすけ 
すさっすけ きはしすけ くぇ ぇさしっくぇかちう, しこけさうかう いぇ くぇゅさぇょう
すっ し 11 しなしすぇゃぇ, しさっょ おけうすけ - けす 〉おさぇえくぇ, ╋けか

ょけゃぇ, しさなぉしおうは ╀けしうかっゅさぇょ, しすけかうちぇすぇ ]けそうは, 
そけさきぇちうう けす ‶っさくうお, ╉のしすっくょうか う こさっょしすぇ
ゃうすっかう くぇ ょけきぇおうくうすっ. ╃っちぇすぇ けす きかぇょっあおぇすぇ 
ゅさせこぇ くぇ ╃ぃ《〈] „┿さしっくぇか” せつぇしすゃぇす ゃ こけょけぉっく 
そっしすうゃぇか いぇ こさなゃ こなす う すけゃぇ けとっ こけゃっつっ さぇょ
ゃぇ - いぇさぇょう しこっつっかっくけすけ すさっすけ きはしすけ, しこけょっかう 
けとっ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ しかっょ いぇゃさなとぇくっすけ けす ‶ぇくぇ
ゅのさうとっ. ¨すかうつうはすぇ しっ さぇいょぇゃぇす けす こさっしすうあくけ 
あせさう し こさっょしっょぇすっか  ょけち. ╂っけさゅう 》うくけゃ. ‶っすは 
┿かっおしぇくょさけゃぇ けす ╃なさあぇゃくけすけ たけさっけゅさぇそしおけ 
せつうかうとっ う たけさっけゅさぇそなす ┿くぇすけかうえ ╉かうつおけゃ しぇ 
ょさせゅうすっ ょゃぇきぇ ゃ あせさうすけ, ょぇかけ こなさゃけすけ きはしすけ 
くぇ ぇくしぇきぉなか „╂けちっ ╃っかつっゃ” けす ]けそうは, ゃすけさけすけ 
- くぇ „╂さぇけゃけ” - ‶っさくうお う すさっすけすけ - くぇ おぇいぇくかな
つぇくう. 
╉ぇいぇくかなておうすっ すぇくちぬけさう けす „┿さしっくぇか” ょっそう

かうさぇす う ゃ  こさぇいくうつくけすけ ゅさぇょしおけ せかうつくけ てっしす
ゃうっ ゃ ‶ぇくぇゅのさうとっ.  
]ぇきけ ょっく しかっょ くぇゅさぇょぇすぇ けす „‶なしすなさ しゃはす” 

きかぇょうすっ すぇくちぬけさう くぇ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ いぇこうしぇたぇ 
すさぇょうちうけくくけ せつぇしすうっ う ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ ゃ ‶さう
きけさしおけ „¨さそっえ こっっ し きけさっすけ”. 〉くうおぇかくけすけ いぇ 
すけいう そっしすうゃぇか っ くっゅけゃうはす ぉかぇゅけすゃけさうすっかっく 
たぇさぇおすっさ, しなこさうつぇしすっく おなき おけえすけ っ う ぇさしっくぇか
しおうはす そけかおかけさっく おけかっおすうゃ. ╁っつっ てっしすぇ ゅけょうくぇ 
ょっちぇ けす こさっょうきくけ きぇかおう ゅさぇょつっすぇ う しっかぇ ゃ くぇえ-
くっょけしすなこくうすっ ぉなかゅぇさしおう おさぇうとぇ, しっ しなぉうさぇす し 

]こけさっょ くっゅけ, せつぇしすうっすけ ゃ  ╄╋¨-2013 ゃ 》ぇくけゃっさ 
っ こけおぇいぇかけ, つっ  うきぇ くうてぇ くぇ こぇいぇさぇ いぇ ういょっかうは
すぇ くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくうは ╆ぇゃけょ 5. 
 „┿さしっくぇか” すさはぉゃぇ ょぇ せつぇしすゃぇ くぇ こけょけぉくう  きっあ

ょせくぇさけょくう そけさせきう, きぇおぇさ う し きぇかおぇ っおしこけいう
ちうけくくぇ こかけと. ′うっ  すさはぉゃぇ ょぇ しっ ぉけさうき いぇ こぇ
いぇさくぇすぇ くうてぇ, おけはすけ  さっぇかくけ うきぇきっ う きけあっき ょぇ 
いぇゃけのゃぇきっ, せぉっょっく っ うくあ. 】うさはくけゃ. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ ういかけあっくうっ ゃ 》ぇくけゃっさ しなぉさぇ きぇ

てうくけしすさけうすっかくう そうさきう けす 39 しすさぇくう ゃ しゃっすぇ, 
おけうすけ こけおぇいぇたぇ しゃけはすぇ こさけょせおちうは ゃ 27 っおしこけいう
ちうけくくう いぇかう. 
╃っきけくしすさうさぇくう ぉはたぇ くはおけかおけ たうかはょう ういょっかうは 

くぇ しすけすうちう しゃっすけゃくう きぇさおう けす きぇてうくけしすさけうすっか
くぇすぇ うくょせしすさうは. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

¨ょぇ いぇ しすぇさてうくおぇすぇ 

しすゃうっすけ しう ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う 
こけあっかぇ ょなかゅけかっすうっ う いょさぇゃっ くぇ 
ぉうゃてうすっ けさなあっえくうちう, けす おけうすけ 
しぇきうはす すけえ しっ っ せつうか う しなぉうさぇか 
けこうす. 
╇ぉせてっゃ ゅけゃけさう う いぇ おぇつっしす-

ゃぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ けさなあうっ, 

ういかはいかけ ういこけょ さなちっすっ くぇ ゃっすっ-
さぇくうすっ う すったくうすっ くぇしかっょくうちう. 
╉ぇつっしすゃぇ, こさっゃなさくぇかう こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ っすぇ-
かけく う しゃっすけゃくぇ きぇさおぇ, くぇ おけは-
すけ しゃっすけゃくうはす おぇくぇか Discovery 
こけしゃっとぇゃぇ しこっちうぇかっく そうかき.
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

こけあっかぇ こけしすぇゃっくけすけ くぇつぇかけ いぇ 

しさっとう くぇ ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえ-
くうちう けす ╆ぇゃけょ 1 ょぇ  しっ こさっゃなさくっ 
ゃ すさぇょうちうは - ゃしっおう しっこすっきゃさう.
╉ぇすけ つぇしす けす こけしすぇゃっくけすけ ょけ-

ぉさけ くぇつぇかけ ぉっ う けぉっとぇくうっすけ 
けとっ ょけゅけょうくぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
しこっちうぇかっく ぇかぉせき しなし しくうきおう くぇ 
ゃっすっさぇくうすっ-けさなあっえくうちう,  けしすぇ-
ゃうかう しゃけは こさうくけし いぇ さぇいゃうすうっすけ 

くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ 
„┿さしっくぇか”. 
¨す うきっすけ くぇ ゃっすっさぇくうすっ こなさ-

ゃう ゃいっ ょせきぇすぇ ょけぇえっくなす くぇ 
けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ 
„┿さしっくぇか”, つけゃっおなす-ておけかぇ いぇ 
こけおけかっくうは けさなあっえくうちう う こなさ-

ゃう ゃないこうすぇくうお くぇ 〈せかしおぇすぇ こけ-
かうすったくうおぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇこけ-
つくぇか こさっい 1958 ゅけょうくぇ - うくあ. 
╂っけさゅう ╋ぇさおけゃ. 
〈けえ ぉかぇゅけょぇさう くぇ ぉうゃてうすっ しう 

おけかっゅう う しなさぇすくうちう, し おけうすけ 
いぇっょくけ しぇ こけしすぇゃうかう くぇつぇかけすけ, 
こけあっかぇゃぇえおう うき いょさぇゃっ う ょなか-
ゅけかっすうっ. 

] っきけちうは う ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ 
しこけょっかっくうすっ ゅけょうくう  しう しこけき-
くう う ゃっすっさぇくおぇすぇ ]すっそおぇ ╉さぇ-
つぇくけゃぇ けす 【うこおぇ.  ╄きけちうけくぇか-
くけ ぉっ しかけゃけすけ くぇ ╀けくつけ ‶っしっゃ, 
っょうく けす けしくけゃぇすっかうすっ くぇ けさな-
あっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ ╆ぇゃけょ 
1. ] ぉかぇゅけょぇさくけしす すけえ しう しこけき-
くう いぇ こなさゃうすっ: ╋ぇさうく ┿かっお-

しぇくょさけゃ - こなさゃうはす ゅっさけえ くぇ 
しけちうぇかうしすうつっしおうは すさせょ ゃ „┿さ-
しっくぇか” , 》さうしすけ ‶ぇこぇいけゃ, ╂っ-
けさゅう ╋ぇさおけゃ, ‶っくぬけ ╉ぇちぇさけゃ, 
》さうしすけ ╇ぉせてっゃ-ぉぇとぇ, ╀けゅょぇく 
╉けかっゃ, 〈けょけさ ╃けちっゃ, 》さうしすけ 
[ぇておけゃ.

‶っしっゃ ゅけゃけさう う いぇ すさせょくうは う 
しかけあっく こさけぉかっき しっゅぇ し おぇょさうすっ 
う いぇ かうこしぇすぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしす 
ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ こさけそっ-
しうう.
╁ しなとうは ょせた, し ゅさうあぇ う ぉけかおぇ 

こけ かうこしぇすぇ くぇ こさうっきしすゃっくけしす, 
ぉっ う しこけょっかっくけすけ けす うくあ. ′う-
おけかぇえ ╉せちぇさけゃ - ゃっすっさぇく, けす-

ゅけゃぇさはと いぇ けぉせつっくうっすけ くぇ しすぇ-
あぇくすう う くぇぉうさぇくっすけ くぇ きかぇょう 
おぇょさう ゃ けさなあっえくうちぇすぇ. 
¨す うきっすけ くぇ ゃっすっさぇくうすっ すけえ 

こけあっかぇ 3-きうかうけくくうはす ぇゃすけきぇす 
ょぇ ぉなょっ くぇこさぇゃっく けす ゃくせちうすっ 
くぇ こなさゃうすっ, こけしすぇゃうかう くぇつぇ-
かけすけ くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
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╋けすうゃぇちうはすぇ, いくぇくうはすぇ, せきっ-
くうはすぇ, すさぇょうちううすっ, かうこしぇすぇ くぇ 
あっかぇくうっ しぇ ゃしっ こさけぉかっきう, し 
おけうすけ ょくってくうすっ こけしかっょけゃぇすっ-
かう くぇ こなさゃうすっ しっ しぉかなしおゃぇす ゃ 
けすしすけはゃぇくっすけ う いぇこぇいゃぇくっすけ くぇ 
すさぇょうちううすっ う ょけぉさうすっ こさぇおすう-
おう ゃ  けさなあっえくうちぇすぇ, しこけょっかう 
けとっ ╉せちぇさけゃ.
╆ぇ こさうくけしぇ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ 

けさなあっえくけすけ ょっかけ ゃ „┿さしっくぇか”, 
けす うきっすけ くぇ そうさきっくけすけ さなおけ-
ゃけょしすゃけ, ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃさな-
つう こけつっすくう ゅさぇきけすう くぇ ゃっすっさぇ-
くうすっ けす さなおけゃけょくうすっ っおうこう くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくう-
すっ: 
¨すかうつっくう ぉはたぇ: ╂っけさゅう ╋ぇさ-

おけゃ, ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ, 》さうし-
すけ ]すさっておけゃ, ╂っけさゅう ]すけはくけゃ, 
》さうしすけ ╉ぇさぇぉぇょあぇおけゃ, ╁かぇょう-
きうさ 』せつせきうてっゃ, ╃うくおけ ╉のきの-
さっゃ, ‶っすおけ 》さうしすけゃ, [せしう ╉け-
かっゃ, ]すっそぇく ]すっそぇくけゃ, ╀ぇえつけ 
╀ぇえつっゃ, ]すけえけ ‶っすさけゃ, ╂っけさゅう 
′っくけゃ, ]こぇし ]こぇしけゃ, ′っくおけ ╋う-
たぇかっゃ, ╆ぇさおけ ╉けしすぇょうくけゃ, 〈け-
ょけさ ┿つうかけゃ, ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, ┿く-
すけく ╅っおけゃ, ┿くすけく ]かぇゃけゃしおう.
]こっちうぇかくけ ぇさしっくぇかしおけ けす-

かうつうっ こけかせつう くぇしすけはとうはす ょう-
さっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 1- うくあ. ╃うくおけ 
╉のきのさっゃ. ¨す うきっすけ くぇ さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う けす うきっ-
すけ くぇ ゃっすっさぇくうすっ, し こけしかぇくうっすけ 
ょぇ こぇいう つっしすすぇ くぇ けさなあっえくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ, うくあ. ╉のきのさっゃ 
ぉっ けすかうつっく しなし しこっちうぇかっく こかぇ-
おっす くぇ こさけすけすうこぇ くぇ ぇゃすけきぇす 
„╉ぇかぇてくうおけゃ” - すぇおなゃ, おぇおなゃすけ 
しぇ ゅけ こさけういゃっあょぇかう こなさゃうすっ 
けさなあっえくうちう こさっい 1958 ゅけょうくぇ. 
]  くぇいょさぇゃうちぇ, し こけあっかぇくうは う 

ょけゅけょうくぇ ょぇ しっ しなぉっさぇす う こぇお 
ょぇ しぇ すけかおけゃぇ,  おぇおすけ う し こさぇい-
くうつっく けぉはょ, こさけょなかあう こなさゃぇすぇ 
しさっとぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ- けさなあっえ-
くうちう けす „┿さしっくぇか”.
]かっょゃぇとぇすぇ うき しさっとぇ っ ゃ おさぇは 

くぇ しっこすっきゃさう 2014 ゅけょうくぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

ゃさなしすくうちう - かのぉうすっかう くぇ そけかおかけさぇ おさぇえ きけさっすけ. 
╇ょっはすぇ くぇ けさゅぇくういぇすけさぇ う ょぇさうすっか くぇ そっしすうゃぇかぇ - 
‶かぇきっく ╂っけさゅうっゃ, っ ょぇ しぉうかうあう ょっちぇすぇ けす ╉させきけゃ
ゅさぇょ, ┿さょうくけ, ╅なかすせてぇ, ┿ゃさっく, ‶さうこっお, ′っょっかうくけ, 
]ぇょけゃけ, ¨きせさすぇゅ, ╋ぇかなお ╃っゃうしうか..., ょぇ うき こけおぇあっ 
たせぉけしすすぇ くぇ きけさっすけ う ょぇ ゅう しさっとくっ し ゃさなしすくうちう けす 
ゅさぇょけゃっ おぇすけ ╉ぇいぇくかなお. ╁ こさけょなかあっくうっ くぇ すさう ょくう 
おさぇえ ‶さうきけさしおけ きかぇょうすっ そけかおかけさうしすう こっはす う すぇく
ちせゃぇす ぉっい けゅさぇくうつっくうっ くぇ しちっくぇすぇ くぇ たけすっか „》っかう

けし” ゃ ╋っあょせくぇさけょくうは きかぇょっあおう ちっくすなさ, ぇ けちっくおぇ 
くぇ すったくうは すぇかぇくす ょぇゃぇす うきっくうすう しこっちうぇかうしすう おぇすけ 
╋ぇさうは ╂さぇょってかうっゃぇ - ょうさっおすけさ くぇ ′ぇちうけくぇかくけ
すけ せつうかうとっ いぇ そけかおかけさくう ういこなかくうすっかう ゃ ╉けすっか, 
う ]すけはくおぇ 〈っくけゃぇ -  ょうさっおすけさ くぇ ′〉《╇ ゃ 【うさけおぇ 
かなおぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ しさっょ しこっちうぇかくけすけ あせさう, くぇぉかの

ょぇゃぇかけ ょっちぇすぇ ゃなゃ そっしすうゃぇかぇ, っ う ╁ぇくは ╋けくっゃぇ, 
きぇえおぇすぇ くぇ ╋ぇさうは ╇かうっゃぇ, ういゃっしすくぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
おぇすけ たけさけゃ ょうさうゅっくす, しっゅぇ - きせいうおぇかっく こさけょせちっくす 
ゃ ╀′[. 
¨とっ っょくけ うくすっさっしくけ せつぇしすうっ うきぇたぇ ゃ こなさゃうすっ 

ょくう くぇ しっこすっきゃさう う せつぇしすくうちうすっ ゃなゃ そけかおかけさくぇすぇ 
ゅさせこぇ „〈っきっくせゅぇ たけこ-すさけこ”, おなょっすけ ╁ぇくは ╋うくつっゃぇ 
しなぉうさぇ う こけ-ゃないさぇしすくう  „いぇこぇかっくう” かのぉうすっかう くぇ 
ぉなかゅぇさしおうすっ さうすきう, いぇ ょぇ すぇくちせゃぇす いぇっょくけ ゃ しゃけ
ぉけょくけすけ しう ゃさっきっ. ]かっょ こさっしすうあくけすけ しう こさっょしすぇ
ゃはくっ ゃ おさぇは くぇ きうくぇかうは すゃけさつっしおう しっいけく ゃ  こさっ
ょぇゃぇくっすけ くぇ ╀′〈 „′ぇょうゅさぇえ きっ!”, „すっきっくせゅうすっ”, 
さぇょゃぇたぇ こせぉかうおぇすぇ くぇ ‶ぇゃっか ぉぇくは ゃ すぇきけてくけすけ 
くぇょうゅさぇゃぇくっ くぇ 7-きう しっこすっきゃさう. 
╁っつっ 6-ゅけょうてくぇすぇ „〈っきっくせゅぇ たけこ-すさけこ” うきぇ せつぇし

すうは ゃ くぇちうけくぇかくうすっ くぇょうゅさぇゃぇくうは くぇ かのぉうすっかしおう 
おかせぉけゃっ ゃ ‶ぇいぇさょあうお う ╉ぇいぇくかなお う こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ くぇぉうさぇ こけこせかはさくけしす しさっょ おぇいぇくかなつぇくう けす くぇえ-
さぇいかうつくう こさけそっしうう, おけうすけ ゃしはおぇ しなぉけすぇ しせすさうく しっ 
しなぉうさぇす ゃ いぇかぇすぇ くぇ ╃╉ „┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ すぇくちせゃぇす 
いぇっょくけ ぉなかゅぇさしおう たけさぇ.
╃っちぇすぇ けす ぇさしっくぇかしおうは すぇくちけゃ そけかおかけさっく しなし

すぇゃ, おぇおすけ う すぇくちぬけさうすっ けす „〈っきっくせゅぇ たけこ-すさけこ”, 
とっ さぇょゃぇす ゅけしすうすっ くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお いぇ ╃っくは 
くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは くぇ 4-すう けおすけきゃさう.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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〉╅』]╊╉〉¨[ 〉╅ [╅′╅〉]ぇぃ[¨っ
╅っ〉¨〉 』【『《¨ ╈『╅╉』[¨【╊ 〈《』【《╇╊
〈けえ っ けす ういゃっしすくぇ おぇいぇくかなておぇ そぇきうかうは. ′ぇ いぇきけあくう すせさちう, つうえすけ さけょ こさっょう ゅけょうくう くぇ-

きうさぇ きはしすけ う ゃ さけきぇくぇ くぇ ╁っさぇ ╋せすぇそつうっゃぇ „╉なさょあぇかうえしおけ ゃさっきっ”. [けょなす ╀ぇおう ょぇゃぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ぇはくうくぇ (せこさぇゃうすっかは) くぇ ゅさぇょぇ ┿ぉょせか ╀ぇおう, せこさぇゃかはゃぇか ╉ぇいぇくかなお ゃなゃ ゃさっきっすけ, ゃ 
おけっすけ ‶ぇうしうえ こうてっ しゃけはすぇ „╇しすけさうは しかぇゃはくけぉなかゅぇさしおぇ” こさっい 1762 ゅ.  
╆ぇしかせゅぇ くぇ きっしすくうは ぇはくうく けす さけょぇ ╀ぇおう っ きうさくけすけ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ きっしすくけすけ くぇしっかっくうっ あうゃっっ 

ゃ うくぇつっ しかけあくうすっ う さぇいきうさくう ゃさっきっくぇ くぇ さけぉしすゃけすけ. ′ぇいぇょ ゃなゃ ゃさっきっすけ ょっょうすっ きせ ぉうかう しさっょ 
しかぇゃくうすっ う こけつうすぇくう あうすっかう くぇ ╉ぇいぇくかなお, っょくう けす こなさゃうすっ きぇえしすけさう う しけぉしすゃっくうちう くぇ さぇぉけ-
すうかくうち. ╃け すはた しっ ょけこうすゃぇかう いぇ しなゃっす, くせあょぇ, こさうきっさ.

] せょけゃけかしすゃうっ ╁う こけいょさぇゃはゃぇき こけ しかせつぇえ 135-ゅけ-
ょうてくうくぇすぇ けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ „┿さしっくぇか“. ╁ぇてっすけ 
ょさせあっしすゃけ っ っょくけ けす くぇえ-しすぇさうすっ ゃ ゅさぇょぇ くう う けす 
きぇかおけすけ, おけうすけ こさっあうゃはたぇ しかけあくうすっ ゅけょうくう くぇ こさっ-
たけょぇ しかっょ 1989 ゅけょうくぇ. „┿さしっくぇか“ っ っょくけゃさっきっくくけ 
いぇこぇいっくぇ きぇさおぇ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお う くっゅけゃ うおけくけきう-
つっしおう しうきゃけか.
‶けょくぇしはき こけいょさぇゃかっくうはすぇ しう し くぇえ-ょなかぉけおけ せゃぇ-

あっくうっ おなき さなおけゃけょしすゃけすけ う さぇぉけすっとうすっ ゃ ょさせあっ-
しすゃけすけ.
‶けあっかぇゃぇき ╁う いょさぇゃっ う しすぇぉうかくう うおけくけきうつっしおう 

さっいせかすぇすう!

′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ
‶さっょしっょぇすっか くぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす - ╉ぇいぇくかなお

╃け
╂けしこけょうく ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ

╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ 
„┿さしっくぇか” ┿╃

』っしすうす こさぇいくうお, ぇさしっくぇかちう! 
 』っしすうすぇ 135-すぇ くぇてぇ ゅけょうてくうくぇ!

 
╅うゃう う いょさぇゃう, ょなかゅけかっすくう う とぇしすかうゃう! 
[ぇょけしす ゃ ょけきけゃっすっ ゃう う しこけおけえしすゃうっ いぇ たかはぉぇ くぇ 
しっきっえしすゃぇすぇ う ょっちぇすぇ ゃう! 
] くぇょっあょぇ いぇ くけゃう ゃなさたけゃっ! 

]╉ くぇ ╉′]╀ 
„┿さしっくぇか” ┿╃

 ‶さっょしっょぇすっか - ┿すぇくぇし ╀けいけゃ

 ]おなこう おけかっゅう, ぇさしっくぇかちう, 
しなきうてかっくうちう う こさうはすっかう,

 つっしすうす くう こさぇいくうお! 

 ] ぉかぇゅけょぇさくけしす いぇ すさせょぇ う 
しっぉっけすょぇえくけしすすぇ ゃ うきっすけ くぇ 

きぇさおぇすぇ „┿さしっくぇか”. 
 ╀なょっすっ あうゃう う いょさぇゃう! 

╁かぇゅぇえすっ ょせてぇ う しなさちっ ゃ 
すけゃぇ, おけっすけ すゃけさうすっ! 

 ]ぇきけ すぇおぇ とっ くう うきぇ う いぇ-
くぇこさっょ う とっ ゅぇさぇくすうさぇきっ こけ-

ょけぉさう ょくう いぇ くぇし, いぇ ょっちぇすぇ 
くう う すっいう しかっょ くぇし! 

ゑ½ñïöÜ çó£óö¡í: 
〈けえ っ こけすけきしすゃっく おぇいぇくかなつぇくうく. [けょっく っ ゃ 

しっきっえしすゃけ くぇ  さぇぉけすくうちう, ぉうゃてう ぇさしっくぇか-
ちう. ╋ぇえおぇ きせ っ けしくけゃぇすっか くぇ ╁いぇうきけしこけきぇ-
ゅぇすっかくぇすぇ おぇしぇ ゃ „┿さしっくぇか”, おなょっすけ さぇぉけすう 
ょけ こっくしうけくうさぇくっすけ しう, ぇ ぉぇとぇ きせ – 》さうしすけ 
- すったくうお, せつぇしすゃぇか ゃ せしゃけはゃぇくっすけ う こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くぇ そさっいけゃう きぇてうくう ゃ „┿さしっくぇか“. 
╁ さけょぇ きせ うきぇ けとっ っょうく うくすっさっしっく つけゃっお - 

ょはょけすけ くぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - 〈っくぬけ ╇ぉせてっゃ. 
╁うょっく おぇきっくけょっかっち う きぇえしすけさ くぇ こぇきっす-
くうちう けす けくけゃぇ ゃさっきっ. 〉つぇしすゃぇか ゃ しすさけうすっか-
しすゃけすけ くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ 【うこおぇ, くぇ こぇきっすくう-
おぇ  „╋ぇえおぇ ╀なかゅぇさうは” ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 
ゅさぇょうか っ しなとけ う きけしす ゃ ╂ぇぉさけゃけ. 
┿さしっくぇかしおうはす ういこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ っ 

ゃないこうすぇくうお くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ╋ぇすっきぇすうつっ-
しおぇ ゅうきくぇいうは. ╆ぇゃなさてゃぇ し けすかうつうっ う ‶けかう-
すったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃ 〈せかぇ, [せしうは. ╁ 
„┿さしっくぇか” っ ぉかういけ 40 ゅけょうくう. ‶さっきうくぇか っ 
こさっい ゃしうつおう ゃないきけあくう しすなかぉうつおう ゃ ういょう-
ゅぇくっすけ しう: けす  さぇぉけすくうお ょけ ういこなかくうすっかっく 
ょうさっおすけさ. ╀うか っ すったくけかけゅ, くぇつぇかくうお-けすょっか, 
いぇきっしすくうお-ょうさっおすけさ, ょうさっおすけさ くぇ ╇くあっくっ-
さうくゅ, けしくけゃぇすっか っ くぇ ╇くあっくっさうくゅけゃぇすぇ ょう-
さっおちうは  ゃ „┿さしっくぇか” . ̈ す 16 ゅけょうくう っ ういこなか-
くうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╁すけさう きぇくょぇす っ けぉとうくしおう しなゃっすくうお ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお, こさっょしっょぇすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお. 
╇しすうくしおう こけかうゅかけす. ╁かぇょっっ 4 っいうおぇ: させしおう, 

くっきしおう, ぇくゅかうえしおう う ぇさぇぉしおう.  
╇きぇ すさうきぇ しうくぇ, っょくぇ ょなとっさは, ょゃっ ゃくせつおう 

う っょうく ゃくせお. 
¨すかうつうすっかくぇ つっさすぇ: うきぇ うくすっかうゅっくすくけ う 

すなくおけ つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, くっこけこさぇゃうき けこすう-
きうしす. 
 ┿さしっくぇかしおうすっ こさぇいくうちう しぇ う くっゅけゃう かうつ-

くう. 〈ぇおぇ しっ っ しさぇしくぇか し そうさきぇすぇ, つっ こさぇいくう-
ちうすっ きせ きうくぇゃぇす すせお.
╇きぇ たけぉう: かけゃっち, おけえすけ くっ かけゃせゃぇ. ‶さういくぇ-

ゃぇ, つっ くっ せきっっ ょぇ せぉうゃぇ.
 ╊っおけゃけょけかぇいくうはす しこけさす っ ょさせゅぇすぇ きせ すっさう-

すけさうは いぇ さっかぇおし. ╆ぇ くっゅけ こさけしすけ くはきぇ ゃさっきっ. 
╋ぇおぇさ „ゃけょくうはす しゃはす ょぇ っ きくけゅけ こけ-おさぇしうゃ 
けす つっしすけ ゅさせぉぇすぇ さっぇかくけしす くぇ くぇしすけはとうは”. 
╃けこさっょう くはおけかおけ ゅけょうくう こぇいう う けすゅかっあょぇ 

けゅさけきくぇ おけかっおちうは けす くぇょ 100 おぇおすせしぇ. ¨す-
しなしすゃうっ いぇ ょなかゅけ けす ょけきぇ しかぇゅぇ おさぇえ くぇ きぇか-
おぇすぇ きせ ぉけすぇくうつっしおぇ ゅさぇょうくぇ.  
‶さっょしすけはとうはす ぇさしっくぇかしおう こさぇいくうお っ こけ-

ゃけょ いぇ っょうく けすおさけゃっく さぇいゅけゃけさ いぇ ゃぇあくうすっ 
くっとぇ いぇ „┿さしっくぇか” う いぇ たけさぇすぇ, さぇぉけすっとう ゃ 
そうさきぇすぇ.
‶さっょしすけはとうはす ぇさしっくぇかしおう こさぇいくうお う さけあ-

ょっくうはす きせ ょっく くぇ 1-ゃう けおすけきゃさう しぇ こけゃけょ いぇ 
っょうく けすおさけゃっく さぇいゅけゃけさ いぇ ゃぇ¬あくうすっ くっとぇ 
いぇ „┿さしっくぇか” う いぇ たけさぇすぇ, さぇぉけすっとう ゃ そうさ-
きぇすぇ.

『╅╆《【¨〈. ′〉╅ぁ¨ 》《』《[╅【╅ ╊ 》『╅╇¨]〉╅.
╁なこさっおう すけゃぇ, ゃなこさっおう すさせょくうすっ せしかけゃうは, „┿さ

しっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ょぇゃぇ さぇぉけすぇ う たかはぉ くぇ 
たうかはょう しっきっえしすゃぇ けす さぇえけくぇ, こさけょなかあぇゃぇきっ ょぇ 
しきっ おけゃぇつくうちぇ くぇ おぇょさう. ╆ぇ しなあぇかっくうっ, ゃしっ こけ-
けしっいぇっきけ しっ つせゃしすゃぇ かうこしぇすぇ くぇ おゃぇかうそうちうさぇくう 
おぇょさう, くぇ たけさぇ し せきっくうは - いぇさぇょう すけゃぇ, つっ ょなかゅう 
ゅけょうくう ゃ しすさぇくぇすぇ 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  っ こけょ ゃしはおぇおゃぇ おさうすうおぇ, すけ っ こけょちっくはゃぇくけ う 
ぉっい しっさうけいくけ けすくけてっくうっ けすしすさぇくぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 

おなき くっゅけ. ‶けつすう くっ しっ こけょゅけすゃはす すったくうつっしおう おぇ
ょさう くぇ こさけういゃけょしすゃっくけ う くぇ くうしおけ すったくうつっしおけ 
くうゃけ. ′はきぇ ゅう けくっいう すったくうおせきう う ]‶〈〉-すぇ, おけうすけ 
ぉはたぇ う けす おけうすけ うょゃぇたぇ ゅけすけゃう おぇょさう いぇ さぇぉけすぇ. 
〈ぇいう かうこしぇ しっ つせゃしすゃぇ ゃしっ こけ-けしっいぇっきけ. ′け くっ
いぇゃうしうきけ けす ゃしうつおけ すけゃぇ, そぇおすなす, つっ „┿さしっくぇか”, 
ぉかぇゅけょぇさっくうっ う くぇ うくゃっしすうちうけくくぇすぇ しう こけかうすう
おぇ ゃ こけしかっょくうすっ ゅけょうくう - いぇ おけきこのすなさういうさぇくっ う 
ちうそさけゃういうさぇくっ くぇ  ゅけかはきぇ つぇしす けす しゃけっすけ こさけ
ういゃけょしすゃけ, ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく しかっょゃぇ しゃっすけゃくけすけ 
さぇいゃうすうっ. 〈けゃぇ っ う あっかぇくうっすけ くぇ こけゃっつっすけ くう 
きかぇょう おぇょさう - ょぇ さぇぉけすはす ゃ しなゃさっきっくくう, ゃ くぇうし
すうくぇ ょけぉさう っゃさけこっえしおう せしかけゃうは. ╇くゃっしすうちうけく
くぇすぇ くう こけかうすうおぇ ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく ょけこさうくぇしは 
いぇ すけゃぇ けすくけしうすっかくけ ょけぉさけ しなしすけはくうっ, ゃ おけっすけ 
ゃ きけきっくすぇ しっ くぇきうさぇ „┿さしっくぇか”. [ぇいぉうさぇ しっ, つっ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ こさっょ くぇし しぇ きくけゅけ. 》せぉぇ
ゃけすけ, けぉぇつっ, っ, つっ う ゃ さなおけゃけょしすゃけすけ, いぇ  くぇてぇ 
さぇょけしす, くぇゃかういぇす きくけゅけ きかぇょう, おゃぇかうそうちうさぇくう 
たけさぇ, おけうすけ しっ しこさぇゃはす ぉかっしすはとけ し こけしすぇゃっくう
すっ いぇょぇつう, さぇぉけすはす し っくすせしうぇいなき. ′ぇょはゃぇき しっ, つっ 
こさっい すったくうすっ けつう ぉなょっとっすけ とっ ういゅかっあょぇ ょけしすぇ
すなつくけ ぇきぉうちうけいくけ う ょけぉさけ, いぇ ょぇ こさけょなかあぇす ょぇ 
さぇぉけすはす ゃしっ ゃ すけいう ょせた - ゃしっけすょぇえくけ う けすゅけゃけさくけ. 

- „┿さしっくぇか” うきぇてっ すさせょくぇ いうきぇ: けこすうきう
いぇちうう くぇ こっさしけくぇか, くぇきぇかっく さぇぉけすっく ょっく, 
こけ-くうしおう ょけたけょう. 』せたぇ しっ ょけしすぇ せこさっちう けす 
しぇきうすっ さぇぉけすっとう こけ けすくけてっくうっ さなおけゃけょ
しすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ う ういぉさぇくうは こけょたけょ ゃ くっ
かっおぇすぇ しうすせぇちうは. 
╁ すけいう しきうしなか, おぇお かうつくけ - けす ╁ぇてぇ ゅかっょくぇ 

すけつおぇ, ういゅかっあょぇ しうすせぇちうはすぇ: くぇこさぇゃうたすっ 
ゃしうつおけ くっけぉたけょうきけ, いぇ ょぇ しなたさぇくうすっ そうさ
きぇすぇ う しけちうぇかくうは きうさ ゃ くっは う さぇえけくぇ うかう 
くぇこさぇゃうたすっ こけさっょくうは おけきこさけきうし? 〈さはぉゃぇ 
かう ょぇ しぇ ょけゃけかくう ぇさしっくぇかちう けす  すけゃぇ, おけっすけ 
うきぇす ゃ きけきっくすぇ? 
┿さしっくぇかしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇうしすうくぇ こさぇゃう 

おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ う おぇおゃけすけ っ くっけぉたけょうきけ, くぇ こなさ
ゃけ きはしすけ - いぇ ょぇ しなたさぇくう そうさきぇすぇ, し きぇおしうきぇか
くけ おけかうつっしすゃけ さぇぉけすくう きっしすぇ. ′ぇうしすうくぇ こさぇゃうき 
ゃしうつおけ ゃないきけあくけ. ╃ぇ, くっょけゃけかくう うきぇ う ゃうくぇゅう 

〉けさそしあこ ¨いとのかう - けくたひしせけてかしかせ おけちかさてそち „╅ちつかせあし“:】うあきあかすけ えそつたそおけせ ¨いとのかう,
とうあきあかすけ あちつかせあしぬけ,

とっ うきぇ. ╃けさう, おけゅぇすけ くぇいくぇつぇゃぇきっ たけさぇ, こぇお うきぇ 
くっょけゃけかくう – けす すけゃぇ, つっ しぇ  こさっょこけつっすっくう っょくう  
たけさぇ いぇ しきっすおぇ くぇ ょさせゅう. ╉けゅぇすけ しなおさぇとぇゃぇきっ 
たけさぇ, こぇお うきぇ くっょけゃけかくう. ╁うくぇゅう とっ うきぇ すぇおうゃぇ 
きけきっくすう. [ぇぉけすうき し たけさぇ, くっ し さけぉけすう. ′うっ, おぇすけ 
さなおけゃけょしすゃけ, けす っょくぇ しすさぇくぇ しっ ゃしかせてゃぇきっ ゃ すけゃぇ, 
ゃいっきぇきっ こさっょゃうょ うくそけさきぇちうはすぇ, くけ けす ょさせゅぇ - くっ っ 
ゃないきけあくけ ょぇ せょけゃかっすゃけさうき ぇぉしけかのすくけ ゃしうつおう きう
しかう, あっかぇくうは う うしおぇくうは くぇ たけさぇすぇ. ╉けかおけすけ たけさぇ, 
すけかおけゃぇ うしおぇくうは, あっかぇくうは う こさっこけさなおう. ′はきぇ おぇお 
ょぇ しっ いぇょけゃけかはす ゃしうつおう うしおぇくうは, さぇいぉうさぇすっ かう?  
′はきぇ さってっくうっ, おけっすけ ょぇ せょけゃかっすゃけさう ぇぉしけかのすくけ 
ゃしうつおう. ╆ぇすけゃぇ くうっ こさぇゃうき けくけゃぇ, おけっすけ しつうすぇきっ 
いぇ くっけぉたけょうきけ. ╁っつっ 17-すぇ ゅけょうくぇ しなき ょうさっおすけさ 
くぇ  „┿さしっくぇか”. ‶けょ きけっ さなおけゃけょしすゃけ しっ こさぇゃはす う しぇ 
しっ こさぇゃうかう くっとぇ, おけうすけ つっしすけ しぇ ぉうかう おさうすうおせゃぇ
くう. ╁ うくすっさっし くぇ うしすうくぇすぇ, こけつすう くっ しなき つせか くっとけ 
ょけぉさけ. ‶さっすさなこくぇか しなき けすょぇゃくぇ こけ すけいう ゃなこさけし. 
′け しつうすぇき, つっ, しかっょ おぇすけ „┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ しっ さぇいゃうゃぇ う ょぇ っ くぇえ-ゅけかはきけすけ こさっょこさうはすうっ ゃ 
╀なかゅぇさうは, ょぇ っ くぇえ-ゅけかっきうはす いぇゃけょ ゃ しすさぇくぇすぇ けす 
ゃけっくくぇすぇ うくょせしすさうは, ょぇ っ きぇさおぇ, ぉさっくょ くぇ しゃっすけゃ
くけ くうゃけ, すけ すけゃぇ いくぇつう, つっ ょっえしすゃうはすぇ くう しぇ こさぇ
ゃうかくう. ‶けしけおぇすぇ くう っ こさぇゃうかくぇ. ╁いっきぇきっ ゃっさくうすっ 
さってっくうは. ′っいぇゃうしうきけ おけかおけ せこさっちう ゃ ゅけょうくうすっ 
くぇいぇょ しきっ こけかせつぇゃぇかう. ′っ うしおぇき ょぇ しっ ゃさなとぇき 
くぇ おさうすうおうすっ けすしすさぇくぇ う くぇ こぇさすうえくう そせくおちうけ
くっさう, くぇ くぇえ-さぇいかうつくう ぇおすうゃうしすう, きうくぇかう こさっい 
すけいう こさったけょ. ′け うしすけさうはすぇ, ゃさっきっすけ う さぇいゃうすうっすけ 
くぇ  しうすせぇちうはすぇ こけおぇいゃぇす, つっ くうっ しきっ ぉうかう こさぇ
ゃう. 〈ぇいう いうきぇ, おけはすけ きうくぇ, くっ ぉってっ かっしくぇ, ょぇえ, 

╀けあっ, ょぇ くはきぇ すぇおぇゃぇ. ╁っさけはすくけ こぇお とっ うきぇ しなおさぇとっ
くうは, くっ おぇいゃぇき ゃ おけう こっさうけょう, くけ ょぇくけ う し すけゃぇ ょぇ しっ 
さぇいきうくっき. ]うすせぇちうはすぇ っ ょうくぇきうつくぇ. ╄すけ, ゃ きけきっくすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” しっ くぇいくぇつぇゃぇす たけさぇ. ‶さぇゃうき ゅけ すうたけきなかおけき, 
ぉっい きくけゅけ ゅかぇしくけしす, てせき くっ けぉうつぇきっ, くっ けぉうつぇきっ う こけ
おぇいくけしすすぇ. ′け さぇぉけすうき. ‶さぇゃうき おぇおゃけすけ すさはぉゃぇ, おぇおゃけすけ 
っ ょけぉさけ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ そうさきぇすぇ. 〈せお とっ おぇあぇ くっとけ: 
ゃっつっ 17 ゅけょうくう くうっ こさぇゃうき けつっゃうょくけ くっとぇ, おけうすけ しぇ 
ょけぉさう. ╆ぇとけすけ こさっょう 17 ゅけょうくう „┿さしっくぇか” ぉっ ゃ ょぇかっつ 
こけ-かけてけ しなしすけはくうっ, けすおけかおけすけ っ しっゅぇ  ╁╋╆ - ]けこけす. ′ぇ 
1-ゃう しっこすっきゃさう 1999 ゅけょうくぇ ゃ こさっょこさうはすうっすけ すさはぉゃぇ
てっ ょぇ ゃかっいっ しうくょうお. ‶さけしすけ ょくっし „┿さしっくぇか” くはきぇてっ ょぇ 
しなとっしすゃせゃぇ, とってっ ょぇ っ ゃ うしすけさうはすぇ. ′っ っ はしくけ, くっ いくぇき 
ょぇかう とはたぇ ょぇ しぇ けしすぇくぇかう ょけしっゅぇ  おぇきなくうすっ こけ けゅさぇょう
すっ, さぇいぉうさぇすっ かう? ‶さけしすけ くはきぇてっ ょぇ ゅけ うきぇ „┿さしっくぇか”, 
くけ くうっ せしこはたきっ.  ╇ せしこはゃぇきっ. ╁しうつおう いぇっょくけ.

- ╉ぇおゃけ ╁う おけしすゃぇ すけゃぇ ゃ かうつっく こかぇく, ゅけしこけょうく 
╇ぉせてっゃ? 
╉けしすゃぇ きくけゅけ. ′ぇえ-ゃっつっ いぇゅせぉぇ くぇ いょさぇゃっ, くぇ しなく, くぇ 

くっさゃう. ╆ぇゅせぉぇ くぇ しっきっえくけ とぇしすうっ, けす ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ 
けすょぇょっくけしす くぇ そうさきぇすぇ, ゃしうつおけ っ ゃ „┿さしっくぇか”. ╃けさう くけ
とっき きうしかは う しきはすぇき くぇせき おぇおゃけ とっ  っ せすさっ, しかっょ っょうく 
きっしっち, しかっょ ゅけょうくぇ. ╉ぇおゃけ とっ こさぇゃうき, おぇお とっ しっ さぇいゃう
ゃぇきっ, くぇおなょっ.  ′っとけ, おけっすけ くはきぇ おぇお ょぇ しっ ゃうょう う さぇい
ぉっさっ けすしすさぇくう. 〈けゃぇ っ くぇこさっあっくうっ, おけっすけ さぇぉけすっとうすっ 
ゃなゃ そうさきぇすぇ くっ ゃうあょぇす う くっ こけいくぇゃぇす, くけ くっ っ かっしくけ, 
せゃっさはゃぇき ゃう, くっ っ くうおぇお かっしくけ. ]ぇきけ ぇい しう いくぇき おぇおゃけ 
きう しすさせゃぇ すけゃぇ. ]ぇきけ ぇい. ′っ しっ けこかぇおゃぇき. ′けしは しう おさな
しすぇ. 〈ぇおぇゃぇ っ はゃくけ しなょぉぇすぇ きう. 

- ′っ ╁う かう っ うょゃぇかけ くぇ きけきっくすう ょぇ いぇさっあっすっ 
ゃしうつおけ う ょぇ しう おぇあっすっ: しすうゅぇ すけかおけゃぇ, ょけしすぇすなつ
くけ? ╀はた ょけすせお. ╉けっ ╁う ょなさあう ういこさぇゃっく ゃ すぇおぇゃぇ 
しうすせぇちうは? 
』っしすけ しなき うきぇか すぇおうゃぇ きけきっくすう. ╇ょゃぇかけ きう っ ょぇ こけすな

くぇ, ょぇ ういつっいくぇ, ょぇ しっ ういこぇさは. ′け ゃ しかっょゃぇとうは きうゅ きっ っ 
ょなさあぇかぇ こさぇゃ けすゅけゃけさくけしすすぇ, おけはすけ くけしは くぇ こかっとうすっ しう. 
¨すゅけゃけさくけしすすぇ いぇ たうかはょうすっ しなょぉう くぇ たけさぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
くっ きう こけいゃけかはゃぇ ょぇ こさけょなかあぇ ょぇ きうしかは こけ すけいう くぇつうく. 
′ぇょはゃぇき しっ, つっ すけゃぇ くはきぇ ょぇ しっ しかせつう, くっいぇゃうしうきけ, つっ, 
おぇすけ ゃしっおう つけゃっお こけょ けゅさけきくけ くぇこさっあっくうっ, きう きうくぇゃぇす 
すぇおうゃぇ きうしかう. 

- ]なゃしっき くぇしおけさけ „┿さしっくぇか” せつぇしすゃぇ ゃ くはおけかおけ 
しゃっすけゃくう ういかけあっくうは う ういかけあぉう ゃ ╊けくょけく, 》ぇくけ
ゃっさ. ╉ぇおゃう しぇ くけゃうくうすっ けす すぇき いぇ そうさきぇすぇ? 
′ぇ こけしかっょくけすけ ういかけあっくうっ ゃ ╊けくょけく, くぇ おけっすけ こさうしなしす

ゃぇ 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ し っおうこ しこっちうぇかうしすう, さぇいぉさぇた, つっ しぇ 
くぇこさぇゃっくう ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ こけかいけすゃけさくう おけくすぇおすう 
し きうくうしすっさしすゃぇ くぇ けすぉさぇくぇすぇ くぇ さっょうちう しすさぇくう, ょけさう う 
し すっいう, おけうすけ ょけしっゅぇ しっ ょなさあぇたぇ きぇかおけ くぇしすさぇくう けす くぇし. 
〈けえ かうつくけ っ けぉくぇょっあょっく. ╃けぉさけ ぉなょっとっ しっ けつぇおゃぇ けす 
おけくすぇおすうすっ, しないょぇょっくう くぇ ういかけあっくうっすけ „DSEI” ゃ ╊けく
ょけく. 》さうしすけ ╇ぉせてっゃ っ つけゃっお, おけえすけ しう ゃなさてう さぇぉけすぇすぇ 
おぇおすけ すさはぉゃぇ. ╆くぇっ は. [ぇいぉうさぇ は. ╁はさゃぇき きせ. ̈ しすぇくぇかけすけ 
こさけしすけ っ しうすせぇちうは. ╃け ゅけかはきぇ しすっこっく ゃなさたせ さぇいゃうすうっすけ 
くぇ すけいう けすさぇしなか ゃかうははす しうすせぇちううすっ. ′うおけゅぇ くっ しなき ぉうか 
こっしうきうしす. ┿い しなき けこすうきうしす つけゃっお. ╁うくぇゅう ゃはさゃぇき ゃ こけ-
ょけぉさけすけ. 

- ╁ぇてっすけ こけあっかぇくうっ いぇ すけいう こけさっょっく ぇさしっくぇかしおう 
こさぇいくうお? 
 』けゃっておけ っ. ‶けあっかぇゃぇき しう ょなかゅう ゅけょうくう ょぇ こさけょなかあぇ

ゃぇきっ ょぇ こさぇいくせゃぇきっ いぇっょくけ. ╇ ぇい ょぇ しなき しさっょ こさぇいくせ
ゃぇとうすっ. ╃ぇ しきっ あうゃう う いょさぇゃう ょなかゅう ゅけょうくう. ╆ぇょなかあっく 
しなき くぇ たけさぇすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╀っい すはた, ぉっい すはたくけすけ さぇいぉう
さぇくっ, くうとけ くはきぇてっ ょぇ っ しなとけすけ. ╇いこけかいゃぇき „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”, いぇ ょぇ  ういさぇいは ぉかぇゅけょぇさくけしすすぇ しう おなき ぇさしっ
くぇかちう, おなき ょゃっすっ けしくけゃくう しうくょうおぇかくう けさゅぇくういぇちうう ゃなゃ 
そうさきぇすぇ - ╉′]╀ う ╉〈 ”‶けょおさっこぇ”, おなき さなおけゃけょしすゃけすけ, いぇ 
さぇいぉうさぇくっすけ けす すはたくぇ しすさぇくぇ, いぇ こけょおさっこぇすぇ  ゃ すさせょくう
すっ さってっくうは  う きけきっくすう ゃ こさっしかっょゃぇくっすけ くぇ っょくぇ-っょうく
しすゃっくぇ ちっか: こさけしこっさうすっすなす くぇ „┿さしっくぇか”.

- ╁けょうき さぇいゅけゃけさぇ しかっょ しさっとぇ くぇ ゃっすっさぇくうすっ-
けさなあっえくうちう. ╋うかぇ, っきけちうけくぇかくぇ, きぇかおけ すなあくぇ. 
¨ぉっとぇたぇ しう, けぉっとぇたすっ しう しさっとぇ しかっょ ゅけょうくぇ こぇお. 
╉ぇすけ ゅう ゅかっょぇすっ - こけ-ょけぉさうすっ ゃさっきっくぇ しゃなさてうかう 
かう しぇ うかう くぇこさけすうゃ - すっいう, しっゅぇ, しぇ こけ-うくすっさっしくう? 
┿い きうしかは, つっ ういきうくぇかうすっ ゃさっきっくぇ ぉはたぇ うくすっさっしくう. ╇く

すっさっしくう しなし しゃけっすけ しゃけっけぉさぇいうっ, し ゅけかっきうすっ せしゃけはゃぇ
くうは, し ゅけかっきうすっ うくゃっしすうちうう, おけうすけ ょなさあぇゃぇすぇ ゃかぇゅぇてっ 
う しすけってっ いぇょ すけいう ぉういくっし. ╃なさあぇゃぇすぇ ぉってっ すぇいう, おけはすけ 
くぇきうさぇてっ こぇいぇさうすっ, けこさっょっかはてっ ゅう. 〈は うくゃっしすうさぇてっ ゃ 
すっいう こぇいぇさう. ]っゅぇ っ おけさっくくけ さぇいかうつくけ. ╁しうつおけ こさぇゃうき 
くうっ, しぇきう. ′はきぇ は ょなさあぇゃぇすぇ いぇょ ゅなさぉぇ くう. ′け しっゅぇ こなお 
っ うくすっさっしくけ, きぇおぇさ う くっ かっしくけ. ′はきぇ は けくぇいう こさっかっしす 
くぇ しうゅせさくけしすすぇ, おけはすけ ょぇゃぇてっ ょなさあぇゃぇすぇ いぇょ ゅなさぉぇ くう, 
くけ こなお うきぇ ょさせゅう こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇ. ]っゅぇ ゃしうつおけ っ ゃ 
くぇてうすっ さなちっ: けす ┿ ょけ ぅ. ¨す すなさしっくっすけ くぇ こぇいぇさう ょけ こけ
おせこおぇすぇ くぇ しせさけゃうくう, ょけ うくけゃぇちううすっ う  さっぇかういぇちうはすぇ 
くぇ ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは. [ぇいかうつくう しぇ ゃさっきっくぇすぇ. ′け う 
しっゅぇてくけすけ ゃさっきっ しう うきぇ しゃけはすぇ こさっかっしす. 

 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

‶さっい けおすけきゃさう くぇしかっょくうおなす くぇ さけょぇ 
╀ぇおう, ょけしすけかっこくうはす ゃないさぇしすっく ゅけしこけ-
ょうく けす せすさぇすぇ くぇ ╉せかっくしおけすけ おぇそっくっ, 
とっ くぇゃなさてう 93 ゅけょうくう. ‶けょ くっうい-
きっくくぇすぇ きせ ぉはかぇ かっくっくぇ てぇこおぇ うかう 
おぇしおっす, し おけうすけ くっ しっ さぇいょっかは, しっ おさう-
はす あうゃう, きけきつっておう う こぇかぇゃう けつう. ╇ 
けしすなさ, しゃっあ せき, おぇすけ ぉさなしくぇつ. ╋けあっ 
し つぇしけゃっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ ゃなかくせゃぇとう うし-
すけさうう いぇ しすぇさう たけさぇ, ゃさっきっくぇ, きけしすけ-
ゃっ. ╁しなとくけしす, けしゃっく しすさぇしす, すけゃぇ っ う 
すっきぇ くぇ あうゃけすぇ きせ, う こさけそっしうは. ╆ぇ-
こぇいっくぇ きぇさおぇ う けすかうつうすっかっく ぉっかっゅ くぇ 
くぇえ-しすぇさうは あうゃ しすさけうすっか くぇ きけしすけ-
ゃっ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ う っょうく けす こなさゃうすっ  
しすさけうすっかくう うくあっくっさう ゃ さぇえけくぇ.
‶けつすう 93-ゅけょうてくうはす 《ぇさせお ╀ぇおけゃ - 

くぇしかっょくうお くぇ さけょぇ ╀ぇおう. ]すさけうすっか, 
こさけっおすうさぇか う さなおけゃけょうか ういゅさぇあょぇ-
くっすけ くぇ ょゃぇ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ きけ-
しすけゃっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, せつぇしすゃぇか ゃ せおさっこ-
ゃぇくっすけ くぇ けとっ っょうく, こさけっおすうさぇか けとっ 
ょせいうくぇ きけしすけゃっ ゃ さぇえけくぇ. ]さっょ „つっ-
ょぇすぇ” きせ しぇ う こってったけょくうはす きけしす くぇょ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ ゃ さぇえけくぇ くぇ しっゅぇてくぇすぇ 
》せょけあっしすゃっくぇ ゅうきくぇいうは, せおさっこゃぇくっ-
すけ う さぇいてうさはゃぇくっすけ くぇ きけしすぇ くぇ ]すぇ-
さぇすぇ さっおぇ ょけ ╉けけこっさぇすうゃくうは こぇいぇさ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお.

╃ゃっ, けぉぇつっ, しぇ ゅけさょけしすうすっ くぇ ぉぇえ 《ぇさせお, おぇおすけ ゅけ いくぇはす ょくってくうすっ おぇいぇくかなつぇくう: きけしすなす くぇ 
]すぇさぇすぇ さっおぇ ょけ せか. „〈さぇおうは” う きけしすなす ょけ 〈のかぉっすけ. ╇ ゃ ょゃぇすぇ ょうこかけきうさぇくうはす けす ゃうしてっすけ しすさけ-
うすっかくけ せつうかうとっ ゃ ]けそうは こさっい 1952 ゅ. うくあっくっさ ゃかぇゅぇ っくっさゅうは, しなさちっ う くぇえ-くけゃうすっ いぇ ゃさっきっすけ 
しう すったくうおう う こけしすうあっくうは.
] つぇしけゃっ ぉぇえ 《ぇさせお きけあっ ょぇ さぇいおぇいゃぇ いぇ こさっょういゃうおぇすっかくぇすぇ いぇょぇつぇ, し おけはすけ ゅけ くぇすけゃぇさうかう 

こさっい 1955 ゅ. けす すけゅぇゃぇてくぇすぇ ゅさぇょしおぇ せこさぇゃぇ - ょぇ こさけっおすうさぇ きけしす くぇょ ]すぇさぇすぇ さっおぇ ゃ さぇえけくぇ 
くぇ すけゅぇゃぇてくうは ╉けくしっさゃっく おけきぉうくぇす う せかうちぇ „〈さぇおうは”. ╃けすけゅぇゃぇ くぇ きはしすけすけ くぇ ょくってくうは きけしす 
っ うきぇかけ きぇかおけ ょなさゃっくけ きけしすつっ. ′けゃけすけ しなけさなあっくうっ きかぇょうはす しすさけうすっかっく うくあっくっさ こさけっおすうさぇ し 
こぇえくっさけゃう ゅさっょう, ういこけかいゃぇくう う こさう ゅさぇょっあぇ くぇ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ. ╁ くぇつぇかけすけ きけしすなす しっ こさぇゃう 
し ぉっすけく, くけ し こぇえくっさけゃうすっ ゅさっょう しなけさなあっくうっすけ しっ さぇいてうさはゃぇ, ょぇゃぇ しっ ゃないきけあくけしす いぇ ういゅさぇあ-
ょぇくっ う くぇ こってったけょくぇ こなすっおぇ こけ きけしすぇ. 
╋ぇかおけ しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ すけいう きけしす 《ぇさせお ╀ぇおけゃ いぇこけつゃぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ょくってくうは 

ゃうょ くぇ きけしすぇ くぇ ]すぇさぇすぇ さっおぇ ょけ 〈のかぉっすけ. ╃けすけゅぇゃぇ すけえ っ ぉうか しぇきけ こってったけょっく, ういゅさぇょっく けす 
あこ さっかしう. ]すぇくぇ すぇおぇ, つっ くぇ こさぇおすうおぇ いぇ ょゃっ ゅけょうくう すさはぉゃぇてっ ょぇ さなおけゃけょは ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
ょゃぇ きけしすぇ, しこけきくは しう しすさけうすっかはす.
╇ ゃ ょゃぇすぇ しかせつぇは きかぇょうはす すけゅぇゃぇ 《ぇさせお しう こけしすぇゃは いぇ ちっか きけしすけゃっすっ ょぇ ういょなさあぇす こけくっ 200 

ゅけょうくう. ╆ぇぉうすうすっ くぇ きっすなさ う こけかけゃうくぇ ゃ いっきはすぇ けしくけゃう くぇ きけしすけゃっすっ しぇ つぇしす けす ゅぇさぇくちうはすぇ 
いぇ すけゃぇ. 
╋けしすなす っ しきっすおぇ, こけしかっ そぇくすぇいうは, こさっょう ゃしうつおけ しっ ゅけくう しうゅせさくけしす. 〈さはぉゃぇ すぇおぇ ょぇ ゅけ しきっす-

くって, つっ ょぇ ういょなさあう くぇ ゃけえくぇ, おぇいゃぇ 《ぇさせお ╀ぇおけゃ. ╇ おぇすけ くぇ てっゅぇ し ゅけょうくうすっ しう っ ゅけすけゃ ゃっょ-
くぇゅぇ ょぇ いぇこけつくっ し そけさきせかぇすぇ いぇ こさっしきはすぇくっ くぇ きぇおしうきぇかくけすけ くぇすけゃぇさゃぇくっ う ょけこせしすうきけすけ くぇ-
こさっあっくうっ. ‶けきくう は ょけ ょくっし, いぇ さっしこっおす くぇ せすゃなさょっくうすっ う すけおせ-とけ こさけたけあょぇとう ゃ こさけそっしうはすぇ 
しゃけう おけかっゅう. 
‶ぇさぇかっかくけ し ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ょゃぇすぇ おぇいぇくかなておう きけしすぇ しすさけうすっかくうはす うくあっくっさ いぇこけつゃぇ う 

こさけっおすうさぇくっすけ う さぇぉけすぇすぇ こけ せおさっこゃぇくっすけ くぇ おけさうすけ くぇ ]すぇさぇすぇ さっおぇ う ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ぉっ-
すけくくう しすっくう, おけうすけ う ょくっし しこうさぇす ゃうしけおうすっ ゃけょう くぇ さっおぇすぇ. 
╁ おさぇは くぇ 50-すっ う くぇつぇかけすけ くぇ 60-すっ ゅけょうくう 《ぇさせお ╀ぇおけゃ っ こさけっおすぇくすなす う くぇ すさうすっ っょくけすうこくう 

あうかうとくう ぉかけおぇ, さぇょゃぇとう しなし いょさぇゃうくぇ, おけきそけさす う ういつうしすっくぇ けすおなき ぇさたうすっおすせさぇ, こけしすさけっくう 
こけ こさけすっあっくうっすけ くぇ ]すぇさぇすぇ さっおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╄きぉかっきぇすうつくうすっ きぇかおう あうかうとくうすっ おけけこっさぇちうう 
こけ おぇいぇくかなておぇすぇ せかうちぇ „]おけぉっかっゃ” しなとけ しぇ さけあぉう くぇ しすさけうすっかくうは うくあっくっさ う こさけっおすぇくす. 
╆ぇ ちっかうは しう こさうくけし ゃ ゅさぇょっあぇ くぇ きけしすけゃっ くぇしかっょくうおなす くぇ ういゃっしすくぇすぇ すせさしおぇ そぇきうかうは ╀ぇおう 

こけかせつぇゃぇ さっょけゃくぇすぇ しう いぇこかぇすぇ けす 80 かっゃぇ いぇ けくけゃぇ ゃさっきっ. ╁っょくなあ ぉうか くぇゅさぇょっく う し ゅさぇきけすぇ 
くぇ っょくけ しなぉさぇくうっ. ╆ぇ せしこったうすっ きせ さっょけゃくけ ゅけ しこけきっくぇゃぇかう し „ぉさぇゃけ” ゃ  こぇさすうえくうすっ う けすつっすくう 
ょけおかぇょう. ╆ぇ しすさけうすっかは くぇ きけしすけゃっ すけゃぇ っ ょけしすぇすなつくけ. ′っ すなさしう しきっすおぇ う しかぇゃぇ しなし いぇょくぇ ょぇすぇ, 
いぇとけすけ ゃはさゃぇ, つっ ゃしうつおけ ゃ すけいう しゃはす っ こさったけょくけ, くけ しなゅさぇょっくけすけ し かのぉけゃ う すゃなさょけしす けしすぇゃぇ.
╆ぇさぇょう いかぇすくうすっ さなちっ, ょけ 80-すぇすぇ しう ゅけょうくぇ, しすさけうすっかはす くぇ きけしすけゃっ っ すなさしっく ょぇ こさけっおすうさぇ 

さぇいかうつくう くっとぇ. ‶けしかっょくぇすぇ きせ さぇぉけすぇ っ しすけかなす くぇ ぉうゃてっすけ 〈╉╆] ゃ しっかけ ¨ゃけとくうお.
╃くっし, すさう ょっしっすうかっすうは しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう, しすさけうすっかはす くぇ きけしすけゃっ けす ╉ぇいぇくかなお くっ こさっし-

すぇゃぇ ょぇ ゃょうゅぇ けつう おなき すけゃぇ, おけっすけ ょくってくうすっ きぇえしすけさう しなゅさぇあょぇす. [ぇょゃぇ しっ くぇ くけゃうすっ すったくけ-
かけゅうう ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ う あぇかう いぇ きかぇょけしす, いぇとけすけ „ょくってくうすっ こけしすうあっくうは ゃ しすさけうすっかしすゃけすけ 
ょぇゃぇす きくけゅけ ゃないきけあくけしすう”. 
¨すゃなょ ゃさっきっすけ いぇ ょっあせさくけ おぇそっ こけょ かうこうすっ, ぉぇえ 《ぇさせお くっ しこうさぇ ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇ けす ゃしうつおけ, 

おけっすけ しすぇゃぇ ゃ ゅさぇょぇ う ょぇ うきぇ きくっくうっ いぇ すけゃぇ: ゃなかくせゃぇす ゅけ たけさぇすぇ, こさけぉかっきうすっ, ぉなょっとっすけ. ╆ぇ 
くはおけゅぇてくうは ゃないこうすぇくうお くぇ おぇさかけゃしおうは きったぇくけすったくうおせき くっ しぇ つせあょう う いっきっょっかしおうすっ ゃなこさけしう: 
けとっ こけゃっつっ, つっ っ ゅけさょ くぇしかっょくうお くぇ ょせいうくぇ ょっおぇさぇ いっきは, ぇ ゅけょうくう しかっょ こっくしうけくうさぇくっすけ しう 
しすぇゃぇ う けしくけゃぇすっか う こなさゃう こさっょしっょぇすっか くぇ いっきっょっかしおぇすぇ おけけこっさぇちうは ゃ ゅさぇょぇ. [ぇぉけすう ぉっいゃない-
きっいょくけ, ゃ うきっすけ くぇ うょっはすぇ う てぇくしぇ いぇ すっいう しかっょ くっゅけ.    
╃けおぇすけ ゃなさゃう こさうおぇいおぇすぇ し おぇいぇくかなておうは ╉けかぬけ 《うつっすけ, おぇおすけ ゅけ くぇさうつぇす すっいう, おけうすけ いくぇはす 

けしすぇゃっくけすけ けす くっゅけ, くっ こさっきうくぇゃぇ う しはくおぇ くぇ すなゅぇ ゃ けつうすっ きせ. ′はきぇ は あうすっえしおぇすぇ せきけさぇ くぇ 
ゅけょうくうすっ, くうすけ すっあっしすすぇ くぇ さっしこっおすぇ いぇ 93-すっ きせ ゅけょうくう. ′ぇこさけすうゃ, うきぇて せしっとぇくっすけ, つっ こさっょ 
すっぉ しすけう きかぇょっあ, ゅけすけゃ いぇ くけゃう 93 ゅけょうくう あうゃけす. ′はきぇ う しかっょぇ けす くぇさぇくっくけ っゅけ, つっ くっ っ こけつっ-
すっく おぇおすけ こけょけぉぇゃぇ くぇ ゃさっきっすけ, くうすけ ゅけさつうかおぇすぇ, つっ くっ っ こけかせつうか こけかぇゅぇとうすっ きせ しっ きうくせすう 
しかぇゃぇ. ╇かう こなお しぇ ゅけ いぇぉさぇゃうかう. 
′っ ゃ すけゃぇ っ しきうしなかなす くぇ あうゃけすぇ, おぇいゃぇ ぉぇえ 《ぇさせお, とぇしすかうゃ けす そぇおすぇ, つっ っ くぇ おさぇおぇ う しさっょ 

こさうはすっかう. ′っ しなあぇかはゃぇ う いぇすけゃぇ, つっ くうおけえ けす くぇしかっょくうちうすっ きせ くっ っ こけっか こけ くっゅけゃうは こなす. ╁しっ-
おう しぇき ういぉうさぇ くぇつうくぇ, こけ おけえすけ ょぇ っ とぇしすかうゃ う ょぇ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, きなょさけ けすしうつぇ しすさけうすっかはす 
くぇ きけしすけゃっ, いぇ おけゅけすけ „ゃしうつおけ, おけっすけ すっつっ, しっ う こさけきっくは”.

                                   ╃っかはくぇ 〈さうそけくけゃぇ

Уважаеми господин Ибушев,

Приемете моите поздрави - към Вас лично и всички 
работещи в “Арсенал” АД, по случай предстоящия 
фирмен празник.
В своята 135-годишна история “Арсенал” АД се е 
утвърдило в страната като безспорен лидер в сектор 
машиностроене и като надежден и предпочитан 
партньор в международен мащаб.
Чувствайте се значими! От вашия просперитет 
зависи до голяма степен нивото на жизнения 
стандарт в нашата община.
Бъдете всеотдайни в работата си и отворени към 
новото и нестандартното.
На всички вас, арсеналци, и на вашите семейства 
желая здраве, лични и професионални успехи!

С уважение: 

Гинка Щерева
Обществен посредник на община Казанлък

 
 ╊のぉけきうさ ╊ぇかっゃ

 ‶さっょしっょぇすっか 《]¨ ╉〈 „‶けょおさっこぇ”   „┿さしっくぇか” ┿╃

Честит 60-годишен юбилей 
на  Христо  Попов от 280/Завод 1!

За още десетки години, преливащи от здраве, любов, 
късмет и радости, споделени с близки и приятели.

Сърдечни поздрави за бившия футболист и треньор 
на ФК „ Розова долина” от неговите колеги от цех 280.

С пожелание да е все така забавен, всеотдаен в 
работата и с надежда още дълги години да е част от 

сплотения им колектив.
                                                          Наздраве!
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╇かてかちあせひて ╈かせさそ をうかてさそう:

╁ せゃぇあっくうっすけ くぇ しゃっすぇ おなき 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ こさけょせおちうは 

╂っくおけ しっ せぉっょうか かうつくけ. ¨とっ 
こさっょう こさけきっくうすっ こさっい 1989-すぇ 
『ゃっすおけゃ し けつうすっ しう ゃうあょぇ けょけ-
ぉさっくうっすけ, おけっすけ ょっきけくしすさうさぇす  
すなさゅけゃしおうすっ こぇさすくぬけさう くぇ „┿さ-
しっくぇか” こけ とぇくょけゃっすっ くぇ ういかけ-
あっくうはすぇ ゃ 〉くゅぇさうは, ′うおけいうは 
- ╉うこなさ, ┿かあうさ, 〈さうこけかう ゃ ╊う-
ぉうは, ╊ぇゅけし - ′うゅっさうは, すせさしおうは 
╇いきうさ, くっきしおうは ╊ぇえこちうゅ, しう-
さうえしおうは ╃ぇきぇしお, ‶けかてぇ...
『ゃっすおけゃ っ つぇしす けす ゅさせこぇすぇ ぇさ-

しっくぇかちう, おけうすけ こけおぇいゃぇす くぇ-
ゅかっょくけ さぇぉけすぇすぇ くぇ きぇてうくうすっ, 
ゃいうきぇす ゃういうすおう くぇ こけすっくちうぇかくう 
おせこせゃぇつう, こさけあっおすうさぇす ょけさう 
しこっちうぇかっく さっおかぇきっく そうかき, おけえ-
すけ こさっょしすぇゃは ちはかぇすぇ ゅさぇあょぇくしおぇ 
しすけこぇくしおぇ こさけょせおちうは くぇ おけきぉう-
くぇすぇ. „[っおかぇきぇすぇ くっ ぉってっ きくけゅけ 
さぇいゃうすぇ おぇすけ しっゅぇ. ′ぇえ-きくけゅけ 
こけ っょくう しせゃっくうさう さぇいょぇゃぇたきっ”, 
しこけきくは しう ゃっすっさぇくなす. ‶さっょう ょぇ 
いぇきうくぇす くぇ ういかけあっくうっ, ぇさしっ-
くぇかちう こなかくっかう ぉぇゅぇあうすっ し けさう-
ゅうくぇかくう しせゃっくうさう しけぉしすゃっくけ 
こさけういゃけょしすゃけ: けす くけあけゃっ し くぇ-

さけつくぇ うくおさせしすぇちうは いぇ ういぉさぇくう 
おかうっくすう ょけ すさぇょうちうけくくうすっ おぇ-
いぇくかなておう きせしおぇかつっすぇ し さけいけゃけ 
きぇしかけ. ╇きぇかけ ょけさう こうしすけかっすつっ-
すぇ - おぇすけ うしすうくしおうすっ, ういさぇぉけすっ-
くう けす きっすぇか.  
”┿さしっくぇか” すけゅぇゃぇ しっ こさっょしすぇゃは 

くぇ とぇくょぇ くぇ „╋ぇてうくけっおしこけさす”, 
いぇとけすけ ょなさあぇゃぇすぇ うきぇ きけくけこけか 
ゃなさたせ ゃなくてくぇすぇ すなさゅけゃうは う こさけ-
ょぇあぉうすっ きうくぇゃぇす こさっい ょなさあぇゃ-

くけすけ ょさせあっしすゃけ.

„╋くけゅけ しっ おせこせゃぇてっ!”

〈けゃぇ こけきくう ╂っくおけ 『ゃっすおけゃ, 
おけえすけ ょっきけくしすさうさぇか さぇぉけすぇすぇ  
くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ きぇてうくう こさっょ 
つせあょっしすさぇくくうすっ  おせこせゃぇつう.   

′はおけう こさぇいくうちう けしすぇゃぇす ゃ しなさちっすけ いぇゃうくぇゅう. ¨しけぉっくけ - かうつくうすっ. ╊うつくけ う こさけそっしうけくぇかくけ さはょおけ しっ こさっあうゃはゃぇす っょくぇおゃけ うしおさっくけ う 
ょなかぉけおけ. ′っ う いぇ ╂っくおけ 『ゃっすおけゃ. 45 ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか”, ょくってくうはす ゃっすっさぇく, けさなあっえくうお ょけ „ょっゃっすけ おけかはくけ” こけ こさはおぇ う しなさっぉさっくぇ かう-
くうは, つぇおぇ し くっすなさこっくうっ っょうく ょさせゅ こさぇいくうお - そうさきっくうは. ╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは, おけえすけ ゃしはおぇ っしっく ゃ くぇつぇかけすけ くぇ けおすけきゃさう しなぉうさぇ 
きかぇょう う しすぇさう ぇさしっくぇかちう, いぇ ょぇ しっ さぇょゃぇす くぇ せしこったうすっ う ょぇ しう こさうこけきくはす けぉとけすけ しう こさけそっしうけくぇかくけ きうくぇかけ, いぇ ╂っくおけ っ こけゃっつっ けす 
かうつっく こさぇいくうお. ╆ぇすけゃぇ  ゅけ しこけょっかは すぇおぇ しなおさけゃっくけ しなし しっきっえしすゃけすけ. ╁しはおぇ ゅけょうくぇ, けすおぇおすけ こさう おさういぇすぇ こさっい 2009-すぇ くぇこせしおぇ „┿さしっ-
くぇか”, ╂っくおけ 『ゃっすおけゃ ゃかういぇ こさっい こけさすぇかぇ ゃ こさぇいくうつくうは ょっく いぇっょくけ し きぇかおうは しう ゃくせお. ╂っくおけ-きかぇょてう っ ゃっつっ ゃ ょっゃっすう おかぇし くぇ ‶さうさけょけ-
きぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ 4-すう けおすけきゃさう きかぇょうはす きぇすっきぇすうお  けすくけゃけ とっ こさぇいくせゃぇ いぇっょくけ し ぇさしっくぇかちう. ¨さなあっえくうすっ 
っおしこけくぇすう くぇ そうさきっくうは きせいっえ - ゅけかはきけゅぇぉぇさうすくうすっ ゅぇせぉうちう う けさなょうは, くっ しこうさぇす ょぇ せょうゃかはゃぇす きかぇょっあぇ, おけえすけ っ しゃさなたかのぉけこうすっく おなき 
ゃしうつおけ, さぇいおぇいゃぇ ょはょけすけ. ′うとけ, つっ すけえ しぇきうはす すさせこぇ けこうす おぇすけ ぇさしっくぇかしおう ゃっすっさぇく くっ こさはおけ ゃ けさなあっえくけすけ, ぇ ゃ きぇてうくけしすさけうすっかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ. ‶さけういゃけょしすゃけ, おけっすけ こけいくぇゃぇ けすかうつくけ, いぇとけすけ くはきぇ おぇお すけゃぇ ょぇ くっ っ っ すぇおぇ いぇ つけゃっお, ぉうか ょなかゅう ゅけょうくう うくしこっおすけさ こけ 
おぇつっしすゃけすけ. ¨とっ こけゃっつっ - いぇ っょうく しこっちうぇかうしす こけ すったくうつっしおけすけ こさっょしすぇゃはくっ くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ こさけょせおちうは こけ ういかけあっくうは う こぇくぇうさう ゃ 
ょっしっすおう しすさぇくう こけ しゃっすぇ.
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¨すくけしくけ おぇつっしすゃけすけ くぇ 
そさっいうすっ う ぉけさきぇてうくうすっ 
╂っくおけ くはきぇか くうおぇおゃけ しなき-
くっくうっ, けとっ こさっょう こさっい 
1981-ゃぇ ょぇ こけしすなこう ゃ ╂かぇゃ-

くぇ ょうさっおちうは おぇすけ けさゅぇくう-
いぇすけさ さっおかぇきぇ う こぇくぇうさう. 
╆ぇとけすけ ょけてなか ゃ けすょっかぇ 
こけ こさけょぇあぉうすっ しかっょ ょな-
かなゅ けこうす おぇすけ ¨〈╉. ‶さっ-
ゃさなとぇくっすけ きせ ゃ っおしこっさす 
こけ おぇつっしすゃけすけ しすぇくぇかけ こけ 
くっゅけゃけ あっかぇくうっ. ╆ぇはゃうか 
ゅけ せあ くぇ てっゅぇ こさっょ さなおけ-
ゃけょうすっかは くぇ けすょっかぇ 》さうしすけ 
╇ぉせてっゃ. ╀ぇとぇすぇ くぇ しっゅぇて-

くうは ういこなかくうすっかっく ょうさっお-
すけさ くぇ „┿さしっくぇか” けとっ くぇ 
ょさせゅうは ょっく ういゃうおぇか ╂っくおけ 
し ょせきうすっ: ”》ゃなさかはえ おけかうつ-
おぇすぇ! ╇ょゃぇて すせお!”. ′うとけ, 
つっ こさっょくうは ょっく こけしさっと-
くぇか あっかぇくうっすけ くぇ 『ゃっすおけゃ 
し かっおぇ せしきうゃおぇ. ]くうきおぇ けす 

こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ ぉさうゅぇょぇすぇ 
う ょけ しっゅぇ っ ゃ ぇかぉせきぇ くぇ ╂っくおけ. 
„╇いすせおぇかう しきっ しっ ゃ おけしすのきう”, 
てっゅせゃぇ しっ すけえ いぇ おけかっゅうすっ, 
けすうてかう くぇさけつくけ ょけ ゅさぇょしおけすけ 

そけすけ, いぇ ょぇ しっ そけすけゅさぇそうさぇす 
いぇ しこけきっく. ╇いけぉとけ, とけ しっ けす-
くぇしは ょけ 45-すっ しう ゅけょうくう しぇきけ 
ゃ „┿さしっくぇか”, ╂っくおけ ゃないょうてぇ:

„]こけきっくう - きくけゅけ!”

¨す こけしさっとぇくっすけ くぇ 〈けょけさ 
╅うゃおけゃ ょけ しけぉしすゃっくけすけ しう 
こっくしうけくっさしおけ ういこさぇとぇくっ 
ゃっすっさぇくなす-きぇてうくけしすさけうすっか 
さっょう: いぇょけつくけすけ けぉせつっくうっ ゃ 
すったくうおせきぇ; きけくすぇあくうは ちった 
くぇ ╆ぇゃけょ 5, おなょっすけ さぇぉけすっ-
かう 150 ょせてう; ちったぇ ゃ ╄くうくぇ; 
ぉぇいぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ おぇいぇく-
かなておけすけ 〈‶╉; さぇぉけすぇすぇ こけ 
こさうぉけさうすっ; ょなかゅうすっ う けしすさう 
しこけさけゃっ くぇ ¨〈╉-すけ し ょなさあぇゃ-
くうすっ こさうっきつうちう; こさけぉかっきうすっ 
し ゅけかっきうは ぉさぇお けす かっはさくぇすぇ, 
おけえすけ ぉうか „しかぇぉけすけ いゃっくけ” 
こさう ういさぇぉけすおぇすぇ くぇ そさっいうすっ 
う ぉけさきぇてうくうすっ; けぉうおけかおうすっ 
こけ しっさゃういくけすけ けぉしかせあゃぇくっ せ 
くぇし う ゃ つせあぉうくぇ; こさぇいくっく-
しすゃぇすぇ し おけかっゅう う おけかっあおう... 
]なかいうすっ ゃ けつうすっ, けぉぇつっ, 

うょゃぇす しぇきけ ゃっょくなあ: し  ぉかぇ-
ゅけょぇさくけしすすぇ おなき ぇさしっくぇか-
ちう, こけきけゅくぇかう しなし しさっょしすゃぇ 
いぇ けちっかはゃぇくっすけ くぇ ゅけかはきぇすぇ 
とっさおぇ くぇ 『ゃっすおけゃ, こさっすなさこは-
かぇ けこっさぇちうは いぇ すさぇくしこかぇくすぇ-
ちうは. „╋くけゅけ しなき ぉかぇゅけょぇさっく 
くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, つっ こけきけゅくぇ くぇ ょなとっさは 
きう!...” -  う しっゅぇ し こさっしっつっく 
ょなた しこけょっかは ぉぇとぇすぇ, くうとけ, 
つっ けす けくいう すっあなお きけきっくす しぇ 
きうくぇかう こけゃっつっ けす 15 ゅけょうくう.
¨すおぇおすけ っ こっくしうけくっさ, きぇ-

てうくけしすさけうすっかはす, けぉうおけかうか 
くはおけゅぇ ちっかうは しゃはす, いぇ ょぇ 
ょっきけくしすさうさぇ すったくうつっしおうすっ 
こさっょうきしすゃぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
きぇてうくう, ょくっし けぉうおぇかは ぉなか-
ゅぇさしおうすっ こかぇくうくう. ╀ぇくしおけ, 

[ぇゃくぇ - ‶うさうく, [けょけこうすっ, ]すぇ-
さぇ こかぇくうくぇ... ╆ぇっょくけ し ぉうゃてう 
おけかっゅう う こさうはすっかう ╂っくおけ くっ 
しこうさぇ ょぇ しう すさせこぇ くけゃう さぇ-
ょけしすくう こさっあうゃはゃぇくうは, ゃな-

こさっおう こっくしうけくくぇすぇ ゃないさぇしす. 
‶けつすう ゃしっおう ょっく こっくしうけくっ-
さなす すさっくうさぇ ういょさなあかうゃけしす し 

おさぇすおう こけたけょう うい ╀ぇかおぇくぇ 
くぇょ ╄くうくぇ, おなょっすけ あうゃっっ こさっい 
かはすけすけ. ╉なとぇすぇ ゃなゃ ゃうかくぇすぇ 
いけくぇ 『ゃっすおけゃ ゃょうゅぇ しなし しけぉしす-
ゃっくうすっ しう さなちっ. ¨す けしくけゃうすっ, 
こさっい すさっゅっさうすっ, ょけ こけおさうゃぇ. 
‶けきぇゅぇす きせ けとっ ょゃぇ つうそすぇ 
さなちっ くぇ ぇさしっくぇかしおう きぇえしすけ-
さう - ぉぇとぇ きせ, こけ こさけそっしうは 

ょなさゃけょっかっち, う すなしすなす. 『はかぇ-
すぇ さけょぇ くぇ ╂っくおけ っ しゃなさいぇくぇ 
し „┿さしっくぇか”:  „[けょうすっかうすっ きう, 
さけょうすっかうすっ くぇ あっくぇ きう, ぉさぇす, 
しくぇたぇ, ゃしうつおう しぇ ぇさしっくぇかちう う 
ゃしうつおう すぇき しぇ しっ こっくしうけくうさぇ-
かう”, さぇいおぇいゃぇ ╂っくおけ 『ゃっすおけゃ. 
╆ぇ くっゅけ ぇぉしけかのすくけ ゃぇあう きぇお-
しうきぇすぇ:

„┿さしっくぇかっち
こけ さけあょっくうっ”

╂っくおけ 『ゃっすおけゃ いぇおかのつぇゃぇ 
あうゃけすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ, ぉかうい-
おうすっ う こさうはすっかうすっ しう し っょくけ 
ういさっつっくうっ: ”╁しうつおう しきっ くぇ-
しかっょくうちう くぇ „┿さしっくぇか”. ╆ぇ-
すけゃぇ くうおぇお くっ っ つせょくけ, つっ 
くぇ そうさきっくうは こさぇいくうお, おけえ-
すけ すぇいう ゅけょうくぇ しっ けすぉっかはいゃぇ 
くぇ 4-すう けおすけきゃさう, ゃっすっさぇくなす 
╂っくおけ けすくけゃけ とっ ゃけょう しゃけは 
ゃくせお, すさなこくっと  ゃ うくすっさっし おなき 
すったくうおぇすぇ, そういうおぇすぇ う ぇしすさけ-
くけきうはすぇ, おけうすけ しすさぇくくけ こさっ-
こかうすぇ し せゃかっつっくうっ こけ こしうたけ-
かけゅうはすぇ. 
]ぇきけ ょくう こけ-おなしくけ, くぇ 12-

すう けおすけきゃさう, こさっょう しなぉけさぇ 
くぇ ╄くうくぇ こけ ‶っすおけゃょっく, ゅけ-
かはきけすけ しっきっえしすゃけ とっ けすぉっかっ-

あう 70-ゅけょうてくうは のぉうかっえ くぇ 
╂っくおけ 『ゃっすおけゃ. ┿さしっくぇかっちなす, 
おけえすけ ゃしはおぇ っしっく ゃ くぇつぇかけすけ 
くぇ けおすけきゃさう こさぇいくせゃぇ ょゃけえ-
くけ: かうつくけすけ しう う ぇさしっくぇかしおけ-
すけ しう さけあょっくうっ. ╉けっすけ いぇ くっゅけ 
けすょぇゃくぇ っ っょくけ う しなとけ.     

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„′うとけ くっ っ しなとけすけ, ゃしうつおけ っ 
おけさっくくけ さぇいかうつくけ”- おぇいゃぇ ╇い-
こなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ. 
╇ すけゃぇ し こなかくぇ しうかぇ しっ けす-

くぇしは う おなき こさけょせおすけゃぇすぇ 
かうしすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ╆ぇ-
とけすけ けす くぇつぇかけすけ くぇ  90-すっ 
ゅけょうくう そうさきぇすぇ くぇ こさぇおすう-
おぇ しっ さぇいゃうゃぇ しぇきけしすけはすっか-
くけ ゃ ぉけっこさうこぇしくけすけ う けさな-
あっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ]かっょ 
1999 ゅ. ゃしうつおけ しないょぇょっくけ ゃ 
すっいう けぉかぇしすう っ こかけょ くぇ すった-

„╁くっょさはゃぇくっ くぇ うくけゃぇちうう ゃ こさっょ-
こさうはすうはすぇ”- すぇおぇ しっ くぇさうつぇ きぇとぇぉくう-
はす こさけっおす いぇ くけゃけ けぉけさせょゃぇくっ, し おけえすけ 
おぇくょうょぇすしすゃぇ  „┿さしっくぇか”. ‶さけっおすなす っ くぇ 
しすけえくけしす  3 きかく. 919 たうか. 040 かっゃぇ う っ 
こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ 

おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ うおけくけきうおぇ” 2007-2013 ゅけょうくぇ.  
〉こさぇゃかはゃぇと けさゅぇく くぇ こさけっおすぇ っ ╂かぇゃ-
くぇ ょうさっおちうは „╄ゃさけこっえしおう そけくょけゃっ いぇ 
おけくおせさっくすくけしこけしけぉくけしす“ おなき ╋うくうしすっさ-
しすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ, っくっさゅっすうおぇすぇ う 
すせさういきぇ. 
『っかすぇ くぇ こさけっおすぇ っ こけょけぉさはゃぇくっ おけく-

おせさっくすくけしすすぇ くぇ „┿さしっくぇか”くぇ しゃっすけゃ-
くうすっ こぇいぇさう つさっい ゃくっょさはゃぇくっ くぇ ょゃぇ 
うくけゃぇすうゃくう こさけょせおすぇ けす しこっちうぇかくけすけ 
こさけういゃけょしすゃけ くぇ „┿さしっくぇか“ う ょけしすぇゃおぇ 
くぇ くけゃけ すったくけかけゅうつくけ けぉけさせょゃぇくっ いぇ 
すはたくけすけ こさけういゃけょしすゃけ. 
]なとっしすゃせゃぇとけすけ ゃ きけきっくすぇ くぇかうつくけ 

すぇおけゃぇ くっ っ ょけしすぇすなつくけ, いぇ ょぇ いぇょけゃけ-
かう くせあょうすっ けす ゃうしけおけ おぇつっしすゃけ くぇ こさけ-

- ぇゃすけきぇすうつくけ けさなあうっ 
/7,62た39 きき ぇゃすけきぇす  „┿さ-
しっくぇか” AR-M4/ し こさうけさうすっす 
けす 2001 ゅ. - すけいう ぇゃすけきぇす 
ょぇゃぇ しうゅせさくけしす う こさっしすうあ 
くぇ しこっちうぇかくうすっ しうかう いぇ 
ぉけさぉぇ し すっさけさういきぇ.

- 9た19 きき こうしすけかっす „┿さ-
しっくぇか ╉けきこぇおす” P-M02 し 
こさうけさうすっす けす 2006 ゅ. 〈けゃぇ 
っ ぇぉしけかのすくけ しぇきけしすけはすっか-
くぇ さぇいさぇぉけすおぇ, おけくしすさせ-
うさぇくぇ こけ しなゃさっきっくくぇ きっ-
すけょうおぇ う こさけういゃっょっくぇ くぇ 
くぇえ-くけゃけすけ うくしすぇかうさぇくけ 
けぉけさせょゃぇくっ.

╋っあょせ しゃうょっすっかしすゃぇすぇ いぇ 
こさけきうてかっく ょういぇえく しぇ:

- 40た46 きき しぇきけしすけはすっ-
かっく ゅさぇくぇすけきっす „┿さしっくぇか” 
UGGL-M1 し こさうけさうすっす けす 
2013 ゅ. - さぇいさぇぉけすおぇ, おけはすけ 
さぇいてうさはゃぇ ゃないきけあくけしすうすっ 
いぇ ゃなけさなあぇゃぇくっ う くぇ こけかう-
ちっえしおう しうかう.

- „すっさきけぉぇさうつくぇ ぉけえくぇ 
つぇしす” し こさうけさうすっす けす 2012 
ゅ. 〈けゃぇ ういょっかうっ ゃかういぇ ゃ 
しなしすぇゃぇ くぇ さぇいかうつくう おぇかう-
ぉさう ぉけっこさうこぇしう, おぇすけ こけ-
ゃうてぇゃぇ いくぇつうすっかくけ すはたくけ-
すけ っそっおすうゃくけ ょっえしすゃうっ.

- さなつくぇ すっさきけぉぇさうつくぇ ゅさぇ-
くぇすぇ し こさうけさうすっす けす 2012 ゅ.

¨す しゃうょっすっかしすゃぇすぇ いぇ こけかっ-
いっく きけょっか きけあっき ょぇ けすかうつうき:

- 40た46 きき こけょちっゃっくう 
ゅさぇくぇすけきっすう „┿さしっくぇか” 
U╁GL-M6 し こさうけさうすっす けす 
2006 ゅ.

- 40た46 きき さっゃけかゃっさっく 
ゅさぇくぇすけきっす „┿さしっくぇか” MSGL 
し こさうけさうすっす けす 2008 ゅ.

- 40た46 きき けしゃっすうすっかくう 
ゅさぇくぇすう RLV-SMK-O, RLV-
SMK-W, RLV-SMK-R し こさうけ-
さうすっす けす 2013 ゅ.

- 40た46 きき こさけすうゃけゃけょけ-
かぇいくぇ ゅさぇくぇすぇ RLV-AD し こさう-
けさうすっす けす 2013 ゅ.

′っけすょぇゃくぇ っ さっゅうしすさうさぇくぇ 
いぇはゃおぇ いぇ こさけきうてかっく ょういぇえく 
くぇ ゅぇきぇ おぇさぇぉうくう かけゃくう しぇ-
きけいぇさはょくう.
„┿さしっくぇか” ┿╃ っ こけいくぇす ゃ 

しすさぇくぇすぇ う つせあぉうくぇ う おぇすけ 
そかぇゅきぇく くぇ きぇてうくけしすさけうすっか-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ, おけっすけ しっ 
さぇいゃうゃぇ こぇさぇかっかくけ し ぉけっこさう-
こぇしくけすけ う けさなあっえくけすけ. 
╃っしっすおう さぇいさぇぉけすおう うきぇ う ゃ 

けぉかぇしすすぇ くぇ  せくうゃっさしぇかくうすっ 
そさっいけゃう きぇてうくう, そさっいけゃうすっ 
きぇてうくう し 『‶〉, ゃっさすうおぇかくう-
すっ こさけぉうゃくう きぇてうくう, さぇょう-
ぇかくけ こさけぉうゃくうすっ きぇてうくう, 
いなぉけそさっいけゃうすっ きぇてうくう, けぉ-
さぇぉけすゃぇとうすっ ちっくすさう, ぇゅさっ-
ゅぇすくうすっ っょうくうちう う きぇてうくう, 
おけけさょうくぇすくけ ういきっさゃぇすっかくうすっ 
きぇてうくう, おけうすけ しなとけ しぇ さっゅう-
しすさうさぇくう ゃ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけき-
しすゃけ くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは. 

〈っいう こさけょせおすう こっつっかはす きくけ-
あっしすゃけ こさういくぇくうは くぇ さぇいかうつ-
くう きっあょせくぇさけょくう ういかけあっくうは. 
╋けあっき ょぇ こけしけつうき いかぇすくうすっ 
きっょぇかう けす ╋っあょせくぇさけょくうすっ 
すったくうつっしおう こぇくぇうさう ゃ ‶かけゃ-
ょうゃ くぇ „》けさういけくすぇかっく けぉさぇ-
ぉけすゃぇと ちっくすなさ – 『╋ 522.61”, 
„╉けけさょうくぇすくぇ ういきっさゃぇすっかくぇ 
きけょせかくぇ しうしすっきぇ – ╉╇╋] 2”, 
„╁っさすうおぇかくぇ そさっいけゃぇ きぇてうくぇ 
– 『‶〉 《╁ 361 04”. 
] ゅけかはきぇ こけこせかはさくけしす しっ 

こけかいゃぇす う こけしかっょくうすっ さぇい-
さぇぉけすおう くぇ せくうゃっさしぇかくうすっ 
そさっいけゃう きぇてうくう - FU 251M, 
FU 321M, FU 401; くぇ ゃっさすう-
おぇかくうすっ そさっいけゃう きぇてうくう - FV 
321M, FV 401; くぇ せくうゃっさしぇか-
くけ-ゃっさすうおぇかくうすっ きぇてうくう – 
FUV 321M, FUV 401.
╁しうつおう すっいう うくけゃぇすうゃ-

くう こさけょせおすう, すなさゅせゃぇくう くぇ 
ゃしうつおう おけくすうくっくすう, くう ょぇゃぇす 
こけゃけょ いぇ いぇしかせあっくう ゅけさょけしす 
う しぇきけつせゃしすゃうっ くぇ ぇさしっくぇか-
ちう! 〈けゃぇ っ う ょけおぇいぇすっかしすゃけ, 
つっ ょけさう う ゃ すさせょくう ゃさっきっくぇ, 
おけゅぇすけ うきぇ ょけぉなさ しうくたさけく 
きっあょせ さなおけゃけょしすゃけ う すさせょけゃ 
おけかっおすうゃ, こさけしこっさうすっすなす っ 
ゅぇさぇくすうさぇく.

 ╇くあ. ╁かぇょうきうさ 』せつせきうてっゃ

くうつっしおうは う せきしすゃっく すさせょ くぇ 
ちっかうは おけかっおすうゃ う けぉっおす くぇ 
うくょせしすさうぇかくぇ しけぉしすゃっくけしす, 
くけしっと すなさゅけゃしおぇすぇ きぇさおぇすぇ 
„┿さしっくぇか”, いぇとうすっくぇ ゃ ╄ゃ-
さけこっえしおうは しなのい, ]┿】 う けとっ 
19 しすさぇくう こけ しゃっすぇ. ╁しうつおうすっ 
すっいう ういょっかうは しぇ さっゅうしすさうさぇ-
くう ゃ ‶ぇすっくすくけすけ ゃっょけきしすゃけ くぇ 
[っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは, おぇすけ しぇ 
ういょぇょっくう 5 こぇすっくすぇ いぇ ういけ-
ぉさっすっくうは, 32 しゃうょっすっかしすゃぇ いぇ 
こけかっいっく きけょっか, 40 しゃうょっすっか-
しすゃぇ いぇ こさけきうてかっく ょういぇえく. 
]さっょ こぇすっくすうすっ いぇ ういけぉさっすっ-

くうは しぇ: 

ょせおちうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ.  〈けゃぇ っ  しっさうけい-
くけ けしくけゃぇくうっ ょぇ すなさしうき ゃないきけあくけしすう いぇ 
いぇおせこせゃぇくっすけ くぇ くけゃぇ, きけょっさくぇ すったくうおぇ, 
おけはすけ ゃ ゅけかはきぇ しすっこっく とっ くう くぇこさぇゃう こけ-
おけくおせさっくすくけしこけしけぉくう くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇ-
いぇさう, いぇはゃう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” うくあ. 

ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, ょうさっお-
すけさ „〈ったくけかけゅうつくけ う 
うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょ-
ゃぇくっ”. 
┿おけ „┿さしっくぇか” ぉなょっ 

けょけぉさっく う しこっつっかう きぇ-
とぇぉくうは こさけっおす, しなし 
しさっょしすゃぇすぇ けす ぉかういけ 
4 きうかうけくぇ かっゃぇ とっ しっ 
いぇおせこはす: かうくうは いぇ うく-
あっおちうけくくけ そけさきけゃぇくっ 
う しうくすっさけゃぇくっ /すけゃぇ っ 
ゃうしけおけすったくけかけゅうつっく 
きっすけょ いぇ こけかせつぇゃぇくっ 
くぇ いぇゅけすけゃおう, ういゃっしすっく 
けとっ おぇすけ ╋IM こさけちっし/;  
かうくうは いぇ すっさきうつくぇ けぉ-
さぇぉけすおぇ ゃ しけかくう ゃぇくう, 
つさっい  おけはすけ  とっ しっ けぉ-
くけゃう つぇしす  けす しっゅぇ しな-
とっしすゃせゃぇとうは せつぇしすなお 
いぇ すっさきうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ 
ゃ いぇゃけょ 1; けこすうおけっきう-
しうけくっく しこっおすさけきっすなさ, 
こさっょくぇいくぇつっく いぇ っおし-
こさっしっく たうきうつっく ぇくぇ-
かうい くぇ きっすぇかくう こさけぉう, 

おぇおすけ う しこっちうぇかういうさぇくぇ しけそすせっさくぇ しうし-
すっきぇ いぇ こさけっおすうさぇくっ, すったくけかけゅうつくぇ こけょ-
ゅけすけゃおぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ う  しけそすせっさ いぇ 
きけょっかうさぇくっ う ぇくぇかうい くぇ  きっすぇかせさゅうつくう 
こさけちっしう. 
]さっょしすゃぇすぇ いぇ うくけゃぇちうけくくうすっ すったくけかけ-

ゅうう とっ しっ うくゃっしすうさぇす こなさゃけくぇつぇかくけ けす 
„┿さしっくぇか”. ]かっょ こさっちういくぇ  こさけゃっさおぇ こけ 
ういこなかくっくうっすけ くぇ  こさけっおすぇ, けす っゃさけこっえ-
しおぇすぇ こさけゅさぇきぇ とっ しっ ゃないしすぇくけゃはす ょけ 
50% けす うくゃっしすうさぇくぇすぇ しせきぇ.
¨おけくつぇすっかくうすっ さっいせかすぇすう けす せつぇしすうっすけ 

ゃおけくおせさしぇ とっ しぇ はしくう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇ-
すぇ, ぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ うきぇ ゅけ-
すけゃくけしす ょぇ いぇこけつくっ しおかのつゃぇくっすけ くぇ ょけゅけ-
ゃけさう  いぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ くけゃけすけ けぉけさせょゃぇくっ. 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 

 〉《╇╅ 《『╈╅〉¨′╅を¨っ 〉╅ 
╉╇¨╋╊〉¨╊【《 ╇ [╅′╅〉]ぇ[

′けゃぇ  すさぇくしこけさすくぇ したっきぇ し っょくけこけしけつくけしす くぇ せかうちうすっ, いぇ 
ょぇ しっ けすこせてぇす きぇかおうすっ せかうちう ゃ ちっくすさぇかくぇすぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす, 

ゃなゃっあょぇ しかっょ こさうおかのつゃぇくっすけ くぇ さっきけくすくうすっ ょっえくけしすう ゃ さぇえけ-
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 『っかすぇ っ  ょぇ しっ けぉかっおつう ょゃうあっくうっすけ う ょぇ 

しっ さっゅかぇきっく-
すうさぇ こぇさおう-
さぇくっすけ. 〉つぇし-
すなおなす し くけゃうは 
さっょ くぇ ょゃうあっ-
くうっ けぉたゃぇとぇ 
せか. „『ぇさ ]う-
きっけく ╁っかうおう“, 
せか. „》さうしすけ 
ぅくなおけゃ“, せか. 
„╂っく. ╂せさおけ“, 
せか. „╂っけさゅう 
╀っくおけゃしおう“ , 
せか. „‶っすおけ 
]すぇえくけゃ“ う うい-
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ 
こぇさおうくゅぇ くぇ 
せか. „╂っく. ╂せさ-
おけ“. 
╆ぇ ちっかすぇ 

ゃっつっ いぇこけつくぇ 
こ け し す ぇ ゃ は く っ -
すけ くぇ くけゃうすっ 
こなすくう いくぇちう, 
おぇすけ ゅさぇあょぇ-
くうすっ とっ ぉなょぇす 
せゃっょけきっくう いぇ 

ゃかういぇくっすけ ゃ しうかぇ くぇ くけゃぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ょゃうあっくうっ.
╄ょくけこけしけつくう しすぇゃぇす せかうちうすっ „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう“, „『ぇさ ]うきっ-

けく ╁っかうおう“, „》ぇく ╉させき“, „┿かっおけ ╉けくしすぇくすうくけゃ“ う „╂っく. ╂せさおけ“ 
ゃ せつぇしすなおぇ けす こぇさおうくゅぇ いぇょ ‶けとぇすぇ ょけ せか. „》ぇく ╉させき“. ‶け 
せか. „‶っすおけ ]すぇえくけゃ“, おけはすけ ぉってっ っょくけこけしけつくぇ, こけしけおぇすぇ くぇ 
ょゃうあっくうっ しっ こさけきっくは. 〈ぇき ょゃうあっくうっすけ とっ ぉなょっ さぇいさってっくけ 
ゃ こけしけおぇ けす こぇさおうくゅぇ いぇょ ‶けとぇすぇ おなき ぉせか. „23 ‶ったけすっく 【うこ-
つっくしおう こけかお“.
〉か. „╂っけさゅう ╀っくおけゃしおう“ う せか. „》ぇく ╉させき“ とっ ぉなょぇす けすゃけさっくう 

ゃ こけしけおぇ おなき ちっくすなさぇ, ぇ せか. „┿かっおけ ╉けくしすぇくすうくけゃ“ う せか. 『ぇさ 
]うきっけく ╁っかうおう“ - ゃ けぉさぇすくぇ こけしけおぇ. 〉か. „》さうしすけ ぅくなおけゃ“とっ っ 
けすゃけさっくぇ いぇ ょゃうあっくうっ ゃ こけしけおぇ しっゃっさ, せか. „╂っく ╂せさおけ“ っ っょくけ-
こけしけつくぇ けす せか. „》ぇく ╉させき“ ょけ こぇさおうくゅぇ いぇょ ‶けとぇすぇ, ゃ こけしけおぇ 
おなき こぇさおうくゅぇ.

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

╇ひうかきおあ つか せそうあてあ てちあせつたそちてせあ つにかすあ う 
ちかすそせてけちあせけみ とねあつてひさ くあお 》そはあてあ

》『《〈╊〉¨
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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:

╈かせさそ をうかてさそう

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて: 
《ちひきかこせけぬけてか-うかてかちあせけ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:
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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

„╅『』╊〉╅]” ╇ を¨‒『¨ 

‒[ „╅『』╊〉╅] 2000“ 》『《╉ぇ]╋╅╇╅ ╉╅ ╈╅′¨

】╇╅╋╅╊〈¨  ╈《』》《╉¨〉 ¨╆】ぃ╊╇,
】╇╅╋╅╊〈¨ ╅『』╊〉╅]を¨,

135 ╈《╉¨〉¨ „╅『』╊〉╅]”

》『╅′〉¨ぁ〉╅ 》『《╈『╅〈╅

『╅╆《【¨〈. ′〉╅ぁ¨ 》《』《[╅【╅ ╊ 》『╅╇¨]〉╅.

╊〈《-2013:
¨〈╅ 》╅′╅『〉╅ 〉¨ぃ╅ ′╅

╉けちけ: 
[あくあせしひのさけみて [そしへそ ‒けねかてそ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

4842-きぇ しぇ さぇぉけすっとうすっ おなき すけいう きけきっくす ゃ „┿さしっくぇか”.
] すぇいう すさせょけゃぇ いぇっすけしす そうさきぇすぇ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ っ くぇえ-ゅけかっきうはす さぇぉけすけょぇすっか ゃ さぇえけくぇ.
′ぇえ-きくけゅけぉさけっく おぇすけ つうしかっくけしす „┿さしっくぇか” っ ぉうか ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう 

ゃっお, おけゅぇすけ いぇっょくけ し こけょっかっくうはすぇ ういゃなく さぇえけくぇ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ さぇぉけすっとうすっ しぇ  しすうゅぇかう  
23 たうかはょう ょせてう. 

′ぇえ-きぇかおけ さぇぉけすっとう っ うきぇかけ こさっい 1997 ゅけょうくぇ, しかっょ  ゅけかはきぇすぇ ぇさしっくぇかしおぇ おさういぇ - 3800 
ょせてう.

] ぉかういけ 60 ょせてう とっ しっ せゃっかうつう しなしすぇゃなす くぇ そうさきぇすぇ ゃ ぉかういおうすっ ょくう. ′けゃうすっ さぇぉけすくうちう 
しぇ いぇ くせあょうすっ くぇ いぇゃけょうすっ 4 う 5. ‶さうっきぇす しっ こさっょうきくけ ぉうゃてう ぇさしっくぇかちう, たけさぇ し けこうす 

ゃ しなけすゃっすくうすっ こさけういゃけょしすゃぇ. 

„┿さしっくぇか” ゃしっ こけゃっつっ しっ そっきうくういうさぇ - けす けぉとうは ぉさけえ さぇぉけすっとう 4842 - 2873 しぇ あっくう. 
╋なあっすっ しぇ ぉかういけ し 1000 こけ-きぇかおけ - 1969.

]さっょくぇすぇ ゃないさぇしす くぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ っ 45 ゅけょうくう, おぇすけ ゃしっ こけゃっつっ しぇ たけ-
さぇすぇ しなし しすぇあ くぇょ 15 ゅけょうくう. 

[っおけさょぬけさ こけ しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか” っ 72-ゅけょうてくうはす ぉうゃて けさなあっえくうお, くぇしすけはと おぇょなさ くぇ いぇ-
ゃけょ 5 - ]すけえけ ‶っすさけゃ. 〈けえ っ こさっおぇさぇか いぇょ こけさすぇかうすっ くぇ „┿さしっくぇか” こけゃっつっ けす こけかけゃうく ゃっお 
- 50 ゅけょうくう う 10 きっしっちぇ.
╁っょくぇゅぇ しかっょ くっゅけ っ あうゃぇすぇ うしすけさうは くぇ „┿さしっくぇか”, おぇおすけ くぇさうつぇす ′うくぇ ぅくつっゃぇ けす ╂かぇゃ-

くぇ ょうさっおちうは - すは っ ゃはさくぇ くぇ きぇさおぇすぇ ゃっつっ 48 ゅけょうくう.
′ぇえ-きかぇょうはす つかっく くぇ ぇさしっくぇかしおけすけ しっきっえしすゃけ っ くぇ 19 ゅけょうくう - 》さうしすけ ′っくけゃ, おけえすけ っ 

さぇぉけすくうお ゃ ╆ぇゃけょ 4 – ゅさ. ╋なゅかうあ.
′ぇえ-ゃないさぇしすくうはす っ 73-ゅけょうてっく させしおう うくあっくっさ, ょけてなか くぇ さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか” こけ しこっ-

ちうぇかくぇ こさけゅさぇきぇ こさっょう こけゃっつっ けす 10 ゅけょうくう. ╊のぉけこうすっく そぇおす っ, つっ うくあっくっさなす っ さけょっく くぇ 
7-きう くけっきゃさう.

¨す けぉとうは ぉさけえ くぇ こっさしけくぇかぇ  ゃ „┿さしっくぇか” ゃうしてうしすうすっ しぇ 700 ょせてう, けす すはた 270 しぇ し うく-
あっくっさくう しこっちうぇかくけしすう. ]かっょ すはた しぇ うおけくけきうしすう, そうかけかけいう, のさうしすう.

′ぇえ-きくけゅけ, こけゃっつっ けす こけかけゃうくぇすぇ ぇさしっくぇかちう, しぇ しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ -  しこっちうぇかくけ う 
けぉとけ. 
′っゅさぇきけすくう くはきぇ.
 

╀かういけ 400 しぇ こさけそっしううすっ, おけうすけ しっ こさぇおすうおせゃぇす ゃ ちったけゃっすっ くぇ „┿さしっくぇか”. ′ぇえ-さはょおぇすぇ 
こさけそっしうは, おけはすけ しっ ういこなかくはゃぇ けす っょうく-っょうくしすゃっく さぇぉけすくうお くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ちはかぇすぇ 

そうさきぇ,  っ „けこっさぇすけさ さけすぇちうけくっく ぉぇさぇぉぇく”. 〈ぇいう こさけそっしうは  っ くせあくぇ いぇ ╆ぇゃけょ 5.
′ぇえ-てうさけおけ さぇいこさけしすさぇくっくう こさけそっしうう しぇ: てかけしっさう う そさっいうしすう, しかっょゃぇくう けす きけくすぇあくうお 

ぉけっこさうこぇしう. 

╇ゃぇくけゃょっく う ╀けゅけさけょうちぇ しぇ  しゃけっけぉさぇいくう  そうさきっくう こさぇいくうちう いぇ „┿さしっくぇか”, しなょっえおう 
こけ うきっくくうおぇ くぇ いぇっすうすっ ゃ くっゅけ.
¨す こっさしけくぇかぇ くぇえ-きくけゅけぉさけえくぇ っ ぇさきうはすぇ くぇ ╇ゃぇくけゃちうすっ う ╋ぇさううすっ, しかっょゃぇくう けす ╂っけさゅう, 

╃うきうすなさ う ]すっそおぇ. 
╇ゃぇく う ╇ゃぇくおぇ しっ うきっくせゃぇす 277 ょせてう, ╋ぇさううすっ しぇ 142.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
  

] ぉかぇゅけょぇさくけしす  いぇ ぉっいちっくくぇすぇ こけきけと, けおぇいぇくぇ けす うくあ. ‶っくおけ 〈けすっゃ – さなおけゃけょう-
すっか くぇこさぇゃかっくうっ „╉ぇょさう” ゃ „┿さしっくぇか”.

ぜñÖÑñ¿ïÜÖ !!!

Голям и свят ден - Кръстовден избра за вричане в 
любов един от видните и най- желани арсеналски 

ергени- Дончо Кехайов, синдикален председател на КНСБ 
в завод 3, цех 102. 

Розовските моми вече режат вени, защото Дончо си 
избра красива и работлива невеста - представителка на 
виден клисурски род - Цветана Симеонова. 

Сватбеното тържество на Дончо и Цвета бе уважено от 
десетки приятели, роднини и колеги, сред които личен 
гост бе и Атанас Бозов - председател на КНСБ в „Арсенал”. 

На прекрасното и стилно тържество, провело се 
в ресторант „Казанлък кумуваха семейство Петя и 
Красимир Тоневи. 

На  ведри новини като тази, финалът логично е такъв: 
таз година булка, до Коледа и люлка. 

 Щастие  и 100 години любов на новото семейство! 
Трибуна Арсенал

За още 100 години, пълни с предизвикателства! 
Здраве, щастие, късмет! 
За прекрасните години на Станислав Ненов 
 - директор административни и специални 
    въпроси. 

Честит юбилей! 
                   

                                 Колеги, съмишленици, приятели

′ぇ 21.09.2013 いぇこけつくぇ けぉかぇしすくけすけ こなさゃっくしすゃけ いぇ 
ょっちぇ う こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅさせこぇ-ょっちぇ.

′ぇ こなさゃうは しう きぇつ けす すけいう こけかせしっいけく 《╉ “┿さしっくぇか 2000“, 
くぇぉけさ 1999-2000 くぇ しゃけは しすぇょうけく おぇすっゅけさうつくけ くぇょうゅさぇたぇ   

¨《╉ “]かうゃっく 2“. ╇ゅさぇすぇ しっ たぇさぇおすっさういうさぇてっ し きくけゅけ こけ-
かけあっくうは, くけ おなしきっすなす う しなょうえすっ くっ ぉはたぇ くぇ くぇてぇ しすさぇくぇ. 
]かっょ ういこなかくっくうっ くぇ おけさくっさ ╉ぇかけはく ╇ゃぇくけゃ せしこは ょぇ 

くぇくっしっ こけぉっょくうは ゅけか, し おけえすけ 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゃいったぇ 
しゃけうすっ こなさゃう すさう すけつおう.
‶ぇさぇかっかくけ しなし しさっとうすっ けす くけゃうは そせすぉけかっく しっいけく, こさけ-

ょなかあぇゃぇす う いぇゃけょしおうすっ すせさくうさう. ‶けしかっょくうすっ しさっとう しっ 
うゅさぇはす くぇ 4-すう けおすけきゃさう, こさぇいくうおなす くぇ „┿さしっくぇか”. 〈けゅぇゃぇ 
っ う くぇゅさぇあょぇゃぇくっすけ くぇ こけぉっょうすっかうすっ. 
╉さぇえくけすけ おかぇしうさぇくっ けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
                                             ╋うさぇく ╋ぇょっくあうはく

‶けいょさぇゃはゃぇき ゃう し ‶さぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか“ 
┿╃ – っょくけ きけょっさくけ こさっょこさうはすうっ, しなたさぇ-

くうかけ けこうすぇ う すさぇょうちううすっ くぇ 135-ゅけょうてくぇすぇ 
うしすけさうは くぇ けさなあっえくけすけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ ╀なか-
ゅぇさうは.
╉けゅぇすけ しっ ゅけゃけさう いぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ うおけくけきうつっしおう う こさけ-

きうてかっく ぇしこっおす, たけさぇすぇ こなさゃけ おぇいゃぇす „┿さしっくぇか“. ╋ぇおぇさ う 
ょぇ っ こさっあうゃはかけ すさせょくう きけきっくすう こさっい しゃけっすけ ょなかゅけかっすうっ, 
ょさせあっしすゃけすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉなょっ っきぉかっきぇ くぇ くぇてぇすぇ うく-
ょせしすさうは, くぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ きぇてうくけしすさけっくっすけ う しこっちうぇか-
くけすけ こさけういゃけょしすゃけ, くぇ うくけゃぇすうゃくうすっ すったくけかけゅうう, くぇ こさけ-
そっしうけくぇかういきぇ くぇ っおうこぇ けす さなおけゃけょうすっかう, しこっちうぇかうしすう う 
さぇぉけすくうちう.
„┿さしっくぇか” ┿╃ けいくぇつぇゃぇ けとっ しうゅせさくけしす う しこけおけえしすゃうっ いぇ 

しゃけうすっ しかせあうすっかう う すったくうすっ しっきっえしすゃぇ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
ょけぉさぇすぇ う こけしかっょけゃぇすっかくぇ しけちうぇかくぇ こけかうすうおぇ.
‶けあっかぇゃぇき くぇ ゃしうつおう いょさぇゃっ, せゃっさっくけしす う きくけゅけ せしこったう.

』っしすうす こさぇいくうお!

╂┿╊╇′┿ ]〈¨ぅ′¨╁┿
╉きっす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお

‶けかっいくけ う けぉっとぇゃぇとけ . 
〈ぇおなゃ っ ういゃけょなす けす せつぇしすうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ っょくけ けす くぇえ-こさっしすうあくうすっ きっあょせくぇさけょ-

くう きぇてうくけしすさけうすっかくう ういかけあっくうっ ゃ しゃっすぇ ╄╋¨-2013 ゃ 》ぇくけゃっさ - ╂っさきぇくうは. 
〈ぇいゅけょうてくけすけ せつぇしすうっ くぇ „┿さしっくぇか” ゃ ╄╋¨ っ こなさゃけすけ しかっょ 6-ゅけょうてくけ こさっおなしゃぇくっ. 
〈ぇき そうさきぇすぇ しっ こさっょしすぇゃう し くぇえ-くけゃぇすぇ こさけょせおちうは くぇ ╆ぇゃけょ 5. 
╃うさっおすけさなす くぇ いぇゃけょぇ うくあ. ‶っすなさ 】うさはくけゃ う きっくうょあなさなす  こけ こさけょぇあぉうすっ ゃ „┿さしっくぇか 

- „┿さしっくぇか” っ こさっょ こけさっょくうは しう  そうさきっく こさぇいくうお, 
おけえすけ しなゃこぇょぇ う しなし 135-すぇすぇ  ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇ-
くっすけ くぇ けさなあっえくぇすぇ うくょせしすさうは ゃ ╀なかゅぇさうは. ╊うつくぇすぇ 
╁う さぇゃくけしきっすおぇすぇ いぇ ういきうくぇかぇすぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, おけはすけ くっ 
ぉってっ けす かっしくうすっ?
‶けかけあうすっかくぇ っ, けすくけゃけ. ‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ しぇ ょけしすぇ: „┿さしっ-

くぇか”, ゃしっ こぇお, こさぇゃう っょくぇ ょけしすぇ さっしこっおすうさぇとぇ おさなゅかぇ ゅけょうて-
くうくぇ - 135 ゅけょうくう. ╇ けとっ: ゃ すっいう すさせょくう おさういうしくう ゃさっきっくぇ  
„┿さしっくぇか” こさけょなかあぇゃぇ ょぇ けちっかはゃぇ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ けさゅぇくういぇ-
ちうけくくうは すさせょ くぇ っおうこぇ, おけえすけ せこさぇゃかはゃぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╀かぇゅけ-
ょぇさっくうっ くぇ すったくうつっしおうは う せきしすゃっく すさせょ くぇ たけさぇすぇ, くぇ すったくうすっ 
せきっくうは, しなゃっしす, しすぇさぇすっかくけしす - くぇ ちっかうは すさせょけゃ おけかっおすうゃ. ╁ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ, ゃなこさっおう ゃしうつおう すさせょくけしすう, しっ けつっさすぇゃぇ っょくぇ 
けすくけしうすっかくけ ぉかぇゅけこさうはすくぇ ゅけょうくぇ くぇ そけくぇ くぇ こさけょなかあぇゃぇとぇ-
すぇ ゃっつっ 5-すぇ ゅけょうくぇ うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.

ЧЕСТИТО!!!

』 》 《 『 【

〉けさそしあこ ¨いとのかう - けくたひしせけてかしかせ おけちかさてそち „╅ちつかせあし“:

2000” ‶っえけ ]こぇしけゃ こさけゃっょけたぇ こけさっょうちぇ けす こけかいけすゃけさくう しさっとう 
し  すなさゅけゃちう, ょうしすさうぉせすけさう う こけすっくちうぇかくう こぇさすくぬけさう う おせこせゃぇ-
つう くぇ きぇてうくけしすさけうすっかくぇすぇ こさけょせおちうは くぇ „┿さしっくぇか”.

》『《╉】[を¨っ【╅ 〉╅ ′╅╇《╉ 5

〉そと-にあと:
¨せそうあてけうせけてか たちそおとさてけ せあ „╅ちつかせあし“

Снимките от Алеята на славата са част от 
обедните теми за арсеналци


