
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12, e-mail: mvrashkova@abv.bg
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』ちかはけ: 
【そせけ ╉けすけてちそうあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

〈けえ ぉなさいぇか ょぇ あうゃっっ. 
‶さっょしすぇゃはか しう しけぉしす-

ゃっくぇすぇ しう ぉなょっとぇ うきこっさうは 
すぇおぇ: くっけゅさぇくうつっくぇ ゃかぇしす, 

ぇゃすけさうすっす, こぇさう う ゃかうはくうっ. 
¨おけかけ きっく うきぇてっ しぇきけ さけお-
かう, さけおかう… 〈けゃぇ しう しこけきくはか 
ゃっかうおうはす ょういぇえくっさ いぇ ょっす-
しおうすっ しう ゅけょうくう, こさっおぇさぇくう 
けおけかけ きぇえおぇ しう 《さぇくつっしおぇ, 
おけはすけ ぉうかぇ てうゃぇつおぇ-きけ-
ょうしすおぇ. 〈は けぉうつぇかぇ こけゃっつっ 
ゃすけさうは しう しうく ]ぇくすけ, いぇ-
すけゃぇ ╃あぇくう さぇしすはか しぇきけ-
すっく, くけ っょうくしすゃっく けす すさうすっ 
ょっちぇ こさけはゃはゃぇか うくすっさっし 
おなき きけょぇすぇ. ¨す 6-ゅけょうてっく 
すけえ くっこさっおなしくぇすけ くぇぉかのょぇ-
ゃぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ きぇえおぇ しう ゃ 
ぇすっかうっすけ, おけっすけ しっ くぇきうさぇ-
かけ ょけ っょうく ぉけさょっえ - こさうつう-
くぇすぇ  きぇえおぇ きせ ょぇ けぉさなとぇ 
ゅかぇゃぇすぇ きせ, おけゅぇすけ きうくぇゃぇ-
かう けすすぇき. “╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ 
くっくぇゃうあょぇき こけてかけしすすぇ…” – 
おぇいゃぇか しかっょ ゃさっきっ ╁っさしぇつっ.                                                                                                                        
╁っょくなあ ゃ ぇすっかうっすけ ゃかはいかぇ 
こさっおさぇしくぇ きかぇょぇ おかうっくすおぇ. 
‶さけぉゃぇえおう おぇょうそっくぇすぇ しう 
さけおかは, すは けしすぇくぇかぇ こけ ういはと-
くけ そうくけ ょぇくすっかっくけ ぉっかぬけ. 
╃っすっすけ は くぇぉかのょぇゃぇかけ し ゃない-
たうとっくうっ. ╁っさしぇつっ いぇこけきくうか 
すけいう きうゅ いぇゃうくぇゅう. ╀かぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ きぇえおぇ しう さぇいぉさぇか, 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすう ゃうくぇゅう 
ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす 
ょけ すはかけすけ. ]おうちうすっ いぇ くっゅけ 
ぉうかう おぇすけ うゅさぇつおぇ.

„′うおけえ くっ きけあっ ょぇ
くぇさっつっ しっぉっ しう

ょういぇえくっさ,
ぇおけ くっ っ ょけぉなさ てうゃぇつ”, 

すゃなさょはか こけ-おなしくけ ょういぇえくっさなす. 
‶けしすなこうか ゃ ぇさたうすっおすせさくうは 

そぇおせかすっす, くけ おけゅぇすけ しすぇくぇか 
くぇ 18 ゅけょうくう, いぇたゃなさかうか 
せつっくうっすけ う しすぇくぇか こさなゃ こけ-
きけとくうお くぇ きぇえおぇ しう. ╄ょくけ 
すっかっそけくくけ こけいゃなくはゃぇくっ 
こさっい 1971 ゅ. こさけきっくうかけ あう-
ゃけすぇ きせ - いぇぉっかはいぇか ゅけ っょうく 
しなしすけはすっかっく ぉういくっしきっく けす 
╋うかぇくけ. ╇ 25-ゅけょうてくうはす 
╃あぇくう いぇこけつくぇか ょぇ さぇぉけ-
すう こさう くっゅけ おぇすけ ょういぇえくっさ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ こけしっとぇゃぇか 
きけょくうすっ ういかけあっくうは ゃ ‶ぇ-
さうあ, ╊けくょけく, 《かけさっくちうは, 
[うき. ┿ぉしけかのすくぇすぇ っおしすさぇゃぇ-
ゅぇくすくけしす. ]おけさけ いぇこけつくぇかう 
ょぇ すなさしはす ╃あぇくう けすゃしはおなょっ. 
《ぇぉさうおうすっ ぉせおゃぇかくけ ゅけ いぇ-
かうゃぇかう しなし しせこっさ ういゅけょくう 
こさっょかけあっくうは. 〈けえ っょゃぇ くっ 
いぇしこうゃぇか くぇょ しおうちうすっ しう. 
╋っつすぇっか いぇ くっいぇゃうしうきけしす う 
しけぉしすゃっく ぉういくっし. ‶けきけゅくぇか 
きせ ぉさぇす きせ ]ぇくすけ - ゃっつっ せし-
こってっく そうくぇくしうしす. ] こぇさう. ] 

╃ゃぇきぇ ぇさしっくぇかちう ゃかういぇす ゃ くけゃうは 〉こさぇゃうすっかっく しなゃっす くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ „[けいけゃぇ ょけかう-
くぇ”. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ しかっょ しさっとぇ, こさけゃっょっくぇ こさう おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 

╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ しすぇゃぇ こけつっすっく こさっいうょっくす くぇ 
そせすぉけかくうは おかせぉ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ ょうさっおすけさなす こけ うおけくけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ 
ゃかういぇ ゃ くけゃうは しなしすぇゃ くぇ 〉]. 
¨しゃっく ょゃぇきぇすぇ ぇさしっくぇかちう, ゃ 〉]  くぇ „[けいうすっ” しぇ ういゃっしすくう こさっょこさうっきぇつう う ぉういくっしきっくう けす 

ゅさぇょぇ, つううすけ そうさきう しないょぇゃぇす うおけくけきうつっしおうは けぉかうお くぇ さぇえけくぇ. 
〈けゃぇ しぇ: ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ けす ╄〈 „〈っくぬけ 〈けこぇかけゃ; 》さうしすけ ]せかっゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╋+] 》う-

ょさぇゃかうお“ ┿╃; ′うおけかぇえ ‶ぇくぇえけすけゃ - „╃ぇくうお“ ┿╃; ╉さぇしうきうさ ╉なくっゃ - „ぃ╋〈 〈さっえょうくゅ“ ╄¨¨╃; 
]うきっけく [ぇょぇくけゃ - „╉ぇしすぇきけくせ ╀なかゅぇさうは“ ┿╃; ╂っけさゅう ┿くょさっっゃ - „]ぇかぇきぇくょなさ“ ¨¨╃ - ╉ぇ-
いぇくかなお.
╃け ういぉけさぇ くぇ くけゃ 〉] しっ しすうゅくぇ, しかっょ おぇすけ こさっい ぇゃゅせしす こさっいうょっくすなす ‶っくおけ ╋ぇくっゃ けぉはゃう, 

つっ しっ けすすっゅかは けす おかせぉぇ. 

┿おけ うきぇ こさうい いぇ くぇえ-しけちうぇかくけ こさっょこさうはすうっ, すけ すけえ しかっょゃぇ ょぇ しっ こさうしなょう  くぇ „┿さしっくぇか” - いぇ 
くっゅけゃぇすぇ しけちうぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす う けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすっとうすっ. 

〈けゃぇ おぇいぇ ゃ こさうゃっすしすゃうっすけ しう こけ しかせつぇえ こさぇいくうおぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ こけ つうしかっくけしす こさっょこさうはすうっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ - „┿さしっくぇか”, おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.  

╂けかはきぇ さぇょけしす しこけたけょう ょゃっ ぇさしっくぇかしおう ゃうょくう そぇきうかうう 
くぇゃさなた こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”.

╆ぇ ょぇ こけおぇあっ, つっ たせぉぇゃうすっ たけさぇ いぇしかせあぇゃぇす 》せぉぇゃうくう, 
とぇしすかうゃぇすぇ しなょぉぇ けすしなょう: ょぇ ぉなょぇす ゃないさぇょゃぇくう し くぇえ-ゅけ-
かはきぇすぇ さぇょけしす, こさう すけゃぇ くぇゃさなた 4-すう けおすけきゃさう, ょゃぇきぇ ゃう-
ょくう ぇさしっくぇかちう, こけょぇさうかう くぇえ-おさぇしうゃうすっ しう う ょけぉさう ゅけょう-
くう くぇ そうさきぇすぇ. 
] こなさゃけさけょっく ゃくせお ゃ きぇかおうすっ つぇしけゃっ くぇ 4-すう けおすけきゃさう しっ 

しょけぉうたぇ こけつっすくうはす ゅさぇあょぇくう くぇ 《せおせけおぇ, けすかうつっくうはす しなゃ-
しっき くぇしおけさけ し ‶けつっすっく ょうこかけき くぇ はこけくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ 
たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” 》さうしすけ 
]すけはくけゃ う つぇさけゃくぇすぇ ╁ぇくは ╉ぇちぇさけゃぇ - いぇきっしすくうお-ゅかぇゃっく 
しつっすけゃけょうすっか くぇ „┿さしっくぇか”.
╆ぇ そうさきっくうは こさぇいくうお すっ こけかせつうたぇ くぇえ-ゅけかっきうは う ぉっいちっ-

くっく こけょぇさなお - こなさゃけさけょっく ゃくせお. 
[けょう しっ くぇしかっょくうおなす くぇ ょゃっすっ そぇきうかうう –》さうしすけ ]すけは-

くけゃ - ょあせくうなさ. ╋ぇかつせゅぇくなす, けょさぇか けす しっゅぇ すっきこっさぇきっくすぇ 
くぇ うきっくうすうは しう ょはょけ, っ こけょぇさなお けす しうくぇ ]すけはく 》さうしすけゃ 
]すけはくけゃ う しくぇたぇすぇ ‶っすは.
】ぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ ゃ ょゃっすっ そぇきうかうう ぉっ しこけょっかっくけ けす 

しすけすうちうすっ ぇさしっくぇかちう, せゃぇあうかう ゅけかっきうは おけくちっさす いぇ そうさ-
きっくうは こさぇいくうお, いぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おけえすけ ょはょけすけ 》さうしすけ 
]すけはくけゃ しっ すさせょってっ.
‶さけこかぇおぇかぇすぇ こなさゃけさけょくぇ さけあぉぇ くぇ ]すけはく う ‶っすは っ けさう-

しぇくぇ ょぇ ゅう くぇこさぇゃう くぇえ-とぇしすかうゃうすっ う ゅけさょう さけょうすっかう くぇ 
いっきはすぇ.
╃ぇ いぇょきうくっ こけ すぇかぇくす しゃけうすっ こさっょちう, ょぇ っ いょさぇゃ う せきっく う 

おなしきっす ょぇ こけしすうかぇ こなすは きせ ゃ ゅけょうくうすっ くぇこさっょ! 

  』っしすうすけ とぇしすうっ! 
                                                                     

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” う ゃしうつおう こさうはすっかう う
おけかっゅう くぇ とぇしすかうゃちうすっ  

〉けさそしあこ ¨いとのかう:

╇つかさけ 6-てけ いかくちあいそてかせ せあお 20 えそおけせけ せけさそえあ せか か くあたそねうあし ちあいそてあ

》ちそいけう う きかせつさけみ なとていそし, いかく さそせさとちかせぬけみ う つてちかしいあてあ

[すかてひて:

┿きぉうちうはすぇ くう っ ょぇ さぇいゃうゃぇきっ う ゅさぇょしおうは そせすぉけか いぇっょくけ し 
そうさきっくうすっ おかせぉくう けすぉけさう, おぇすっゅけさうつっく っ ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ, 
こさっょしっょぇすっか くぇ くけゃうは 〉]. 

╀っいさぇぉけすうちぇすぇ こなかいう けす しっかぇすぇ おなき ゅさぇょけゃっすっ う けす 
くっけぉさぇいけゃぇくうすっ おなき けぉさぇいけゃぇくうすっ し ゃしっ こけ-ぉなさいう 

すっきこけゃっ. 《けさきうさぇ しっ くけゃぇ ゅさせこぇ „こけすけきしすゃっくぇ ぉっいさぇ-
ぉけすうちぇ” ゃ ゅさせこぇすぇ 15-29 ゅけょうくう, おなょっすけ こけこぇょぇす けおけ-
かけ 40 たうかはょう きかぇょう たけさぇ. ╂けかはきぇ つぇしす けす すはた - ぉっい 
くせあくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う くうおぇおゃう こさけそっしうけくぇかくう おけき-
こっすっくちうう. [っぇかくうはす ぉさけえ くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょう たけさぇ 
っ こけくっ 4 こなすう こけ-ゃうしけお けす ょぇくくうすっ くぇ けそうちうぇかくぇすぇ 
しすぇすうしすうおぇ, おけはすけ こけしけつゃぇ 75 たうかはょう きかぇょう たけさぇ ぉっい 

〈けゃぇ しぇ ういゃけょうすっ けす いぇゃなさてうかうすっ  しこけさすくう すせさくうさう ゃ けすょっか-
くうすっ ょうしちうこかうくう,  こけしゃっすっくう くぇ こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”.

′はきぇ くけゃうくぇ ゃ けすぉけさくけすけ おかぇしうさぇくっ こさう さぇいかうつくうすっ ょうしちうこかう-
くう, おなょっすけ けすぉけさうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 1 ゃっつっ すさぇょうちうけくくけ けぉうさぇす きっょぇ-
かうすっ. ] っょくけ ういおかのつっくうっ すぇいう ゅけょうくぇ う すけ ゃ あっくしおうは そせすぉけか. 
╆ぇ こなさゃう こなす けすぉけさなす くぇ あっくうすっ  くぇ ╆ぇゃけょ 1けすしすなこう いかぇす-

くうは きっょぇか くぇ けすぉけさぇ くぇ  ょぇきしおぇすぇ ゅぇさくうすせさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5. 

〉╅╉ 300 ｠¨]っ╉¨ ╆╊′『╅╆《【〉¨ 〈]╅╉╊╋¨ 】 〉╅』

′╅╇《╉ 1 》╅[ 《╆『╅ 〈╊╉╅]¨【╊ 

すはた ぉさぇすはすぇ しないょぇかう きぇさおぇすぇ 
“╃あぇくう ╁っさしぇつっ”, こさうゃかう-
つぇえおう くぇ さぇぉけすぇ う しっしすさぇ しう 
╃けくぇすっかぇ. “〈せお う しっゅぇ. ┿ぉしけ-

かのすくぇすぇ っおしすさぇゃぇゅぇくすくけしす.” 
– すぇいう さっおかぇきぇ こさっい 1977 ゅ. 
けすおさうかぇ っさぇすぇ くぇ ╁っさしぇつっ. 
╋けょっかうっさなす こさっおさぇしくけ せきっ-
っか ょぇ せかぇゃは くぇしすさけっくうはすぇ 
くぇ ゃさっきっすけ う ょぇ こさけゃけおうさぇ 
こせぉかうおぇすぇ. 〉 くっゅけ ゃしうつおけ 
ぉうかけ ゃ こけゃっつっ, きぇおぇさ う くぇ 
ゅさぇくうちぇすぇ くぇ おうつぇ – さけおかう-
すっ きせ ぉうかう こさっおぇかっくけ しきっ-
かう う はさおう, すっ こけょつっさすぇゃぇかう 
そけさきうすっ くぇ おさぇしうゃけすけ すはかけ. 
]おぇくょぇかっく う ょなさいなお, きぇえ-
しすけさなす いぇょけゃけかはゃぇか う くぇえ-
おぇこさういくうすっ ゃおせしけゃっ. ]ぇきうはす 
╁っさしぇつっ こさういくぇゃぇか, つっ くっ-
ゅけゃう ゃょなたくけゃうすっかおう つっしすけ 
ぉうかう こさけしすうすせすおうすっ, くぇぉかの-
ょぇゃぇくう ゃ ょっすしすゃけすけ. ╆ぇすけゃぇ 
くっ きぇかおけ こなすう しゃっすけゃくぇすぇ 
こさっしぇ けこさっょっかは  ょさったうすっ きせ 
おぇすけ こさっおぇかっくけ ぉさせすぇかくう. 
′け すけえ すゃなさょけ しきはすぇか, つっ 
すけゃぇ っ きくっくうっ くぇ たけさぇ, おけうすけ 
„くっ きけゅぇす ょぇ しっ けしきっかはゃぇす“.                                                                               
‶なさゃぇすぇ あっくしおぇ おけかっおちうは. 
╃あぇくう ╁っさしぇつっ は こさっょしすぇゃは 
こさっい 1978 ゅ. ゃ ╋うかぇくけ. 》け-
さぇすぇ けす こなさゃうは さっょ しかぇゅぇかう 
しかなくつっゃう けつうかぇ, いぇ ょぇ いぇとう-
すはす けつうすっ しう けす はさおけすけ ゃっ-
かうおけかっこうっ. 〈ぇおぇ いぇこけつくぇかけ 
ゃしうつおけ... ╁っさしぇつっ ういおぇさゃぇか 
くぇ しちっくぇすぇ 16 けす くぇえ-ょけぉさう-
すっ しう きぇくっおっくおう, こかぇとぇか うき 
こけ 10 たうかはょう ょけかぇさぇ くぇ ょっく. 
╋けょっかうすっ きせ ゃないょっえしすゃぇかう 
きぇゅうつっしおう!

‶さっい 1982 ゅ. ╁っさしぇつっ 
こっつっかう くぇゅさぇょぇ いぇ
くぇえ-ょけぉなさ ょういぇえくっさ

くぇ ょぇきしおぇ おけかっおちうは いぇ こっ-
さうけょぇ っしっく/ いうきぇ 1982/83. 
‶さっい 1986 ゅ. こさっいうょっく-
すなす くぇ ╇すぇかうぇくしおぇすぇ さっこせ-
ぉかうおぇ ゅけ せょけしすけしすけはゃぇ しなし 
いゃぇくうっすけ „Commendatore 
della Repubblica Italiana“, 
ぇ こさっい 1993 ゅ. ゅけかっきうはす 
ょういぇえくっさ こけかせつぇゃぇ ぇきっ-
さうおぇくしおうは きけょっく ¨しおぇさ.                                                                                                       
╋けょくぇ おなとぇ „╁っさしぇつっ”. ′ぇ 
25 はくせぇさう 1989 ゅ. きけょくうはす 
ぇし けぉはゃはゃぇ けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ 
ょういぇえくっさしおぇすぇ おなとぇ „╁っさ-
しぇつっ”. ′ぇ 13 ぇこさうか し. ゅ. ゃ 
╋うかぇくけ っ けすおさうすぇ ういかけあぉぇ, 
こさっょしすぇゃはとぇ 25 ゅけょうくう ぇお-
すうゃくぇ ょっえくけしす ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 
きけょぇすぇ う すっぇすなさぇ, しなょぉけゃっく 
っすぇこ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ うしすけさう-
はすぇ くぇ おけしすのきうすっ.
‶さっい 1992 ゅ. ╁っさしぇつっ くぇゃかう-

いぇ ゃ こぇさそのきっさうえくうは ぉういくっし 
う こさっょしすぇゃは しゃけえ こぇさそのき. 
¨すおさうゃぇ う くけゃ っかうすっく てけせ-

させき. ╁っさしぇつっ こさぇゃう おけしすの-
きうすっ いぇ しゃっすけゃくけすけ すせさくっ くぇ 
╄かすなく ╃あけく, せつぇしすゃぇ ゃ さっ-
ょうちぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう こさけ-

はゃう, くっういきっくくぇ つぇしす っ う けす 
しゃっすけゃくうは おせかすせさっく あうゃけす.                                                                                                                                    
╊うちぇすぇ くぇ ╁っさしぇつっ.
‶さうくちっしぇ ╃ぇはくぇ, っおしちっく-

すさうつくぇすぇ ╋ぇょけくぇ, ╄かすなく 
╃あけく, ]すうくゅ, ╄かういぇぉっす 》っさ-
かう, ╃あけく ╀けく ╃あけせゃう, ちっかうは 
》けかうゃせょ う, っしすっしすゃっくけ, くけ-
ゃうすっ こけこ-こさうくちっしう ╀さうすくう 
]こうなさし う ╉さうしすうくぇ ┿ゅうかっさぇ. 
╃あぇくう ╁っさしぇつっ っ けすゅけゃけさっく 
いぇ ╄さぇすぇ くぇ しせこっさきけょっかうすっ 
- すけえ っ つけゃっおなす, しなゅかぇしうか 
しっ ょぇ こかぇとぇ おけしきうつっしおう 
たけくけさぇさう くぇ ′ぇけきう ╉っき-
ぉなか, ]うくょう ╉さけそなさょ, ╊うく-
ょぇ ╄ゃぇくょあっかうしすぇ う ╉さうしすう 
〈なさかうくゅすなく, こさっゃさなとぇえおう 
ゅう ゃ いゃっいょう. ╉けゅぇすけ こせしおぇか 
かうくうはすぇ しう いぇ しなょけゃっ, ╁っさ-
しぇつっ ういこさぇすうか くぇ ]うかゃっしすなさ 
]すぇかけせく くはおけかおけ とぇえゅう し 
おうすぇえしおう そぇさそけさ う くぇすなこ-
おぇか っょくぇ けす しすぇうすっ きせ し ゃない-
ゅかぇゃくうちう, すなおぇくう う ょさったう 
いぇ たうかはょう ょけかぇさう. ‶け しなとうは 
くぇつうく こけしすなこうか う し ╉かぇせょうは 
【うそなさ. ╆ぇ すけゃぇ とっょさけ ゃくう-
きぇくうっ いゃっいょうすっ しっ しなゅかぇしう-
かう ぇぉしけかのすくけ ぉっいこかぇすくけ ょぇ 
きせ こけいうさぇす いぇ しこうしぇくうはすぇ う 
おくうゅうすっ, おけうすけ ういょぇゃぇか.                                                                                   
╊のぉけゃすぇ.
‶さっい 1982 ゅ. ょういぇえくっ-

さなす  しさっとぇ きけょっかぇ ┿くすけくうけ 
╃‘┿きうおけ. ╃ゃぇきぇすぇ しっ ゃかのぉ-
ゃぇす う こさっい こけしかっょくうすっ 14 
ゅけょうくう, ょけ しきなさすすぇ しう, ╁っさ-
しぇつっ こけつすう くっ しっ けすょっかはか けす 
すけいう つけゃっお. 〈けえ くぇこさぇゃうか 
╃,┿きうおけ しゃけえ こけきけとくうお う 
せこさぇゃうすっか くぇ ゃっさうゅぇ きぇゅぇいう-
くう. ╆ぇぉぇゃかはゃぇかう しっ う とっょさけ 
こかぇとぇかう, ぉうかう せょけゃかっすゃけ-
さっくう けす あうゃけすぇ. ‶さっい 1990 
ゅ. ╁っさしぇつっ ゃかはいなか  ゃ っょうく 
ゃうこ-ゅっえ-おかせぉ ゃ ]ぇく 《さぇくちう-
しおけ. ╇ しっ しさっとくぇか けつう ゃ けつう 
し 20-ゅけょうてくうは ぇきっさうおぇくっち 
╄くょさの ╉せくぇくぇく - ぉなょっとう-
はす きせ せぉうっち. ╃ぇかう ╄くょさの っ 
ぉうか ゅけしす ゃ いぇぉっかっあうすっかくぇすぇ 
ゃうかぇ くぇ っいっさけすけ ╉けきけ ゃ ╇すぇ-
かうは, おなょっすけ ゃっかうおうはす ょういぇえ-
くっさ けさゅぇくういうさぇか しっおしせぇか-
くう こぇさすうすぇ, くっ っ ういゃっしすくけ.                                                                                                                   
╆ぇさぇょう っょくぇ けすたゃなさかっくぇ 
かのぉけゃ… 〈ぇおぇ くぇしすなこうかぇ 
1997-きぇ… ′ぇ 15 のかう ゃしっきけ-
ゅなとうはす うきこっさぇすけさ くぇ しゃっ-
すけゃくぇすぇ きけょぇ, 50-ゅけょうてくう-
はす きせかすうきうかうけくっさ ╃あぇくう 
╁っさしぇつっ, いぇゃなさてゃぇ あういくっ-
くうは しう こなす.                                                                                               
╉けきこぇくうはすぇ „╁っさしぇつっ” 

ょくっし.
╉けきこぇくうはすぇ こけっきぇ ╃けくぇ-

┿おけ こさっょう ゃさっきっ っ 
ぉうかけ ゃぇあくけ あっ-

くぇすぇ ょぇ しっ いぇこぇいう くっ-
こけさけつくぇ いぇ こなさゃぇすぇ 
ぉさぇつくぇ くけと う ょぇ ぉなょっ 
ちはか あうゃけす しなこさせゅぇ 
う きぇえおぇ いぇ こさうきっさ, 
くっとぇすぇ しっゅぇ しぇ しなゃ-
しっき, しなゃしっき さぇいかうつ-
くう. 『っくくけしすうすっ しぇ 
たせぉぇゃけ くっとけ, しぇきけ 
つっ ゃさっきっくぇすぇ しっ きっ-
くはす, こさけきっくはきっ しっ う 
くうっ. 〈ぇおぇ つっ, ぇおけ うし-
おぇて ょぇ しう とぇしすかうゃぇ 
う せしこはかぇ しなゃさっきっく-
くぇ あっくぇ, ょぇ きけあって 
ょぇ くっ しっ こさっつせこゃぇて 

1. ′ぇせつう しっ ょぇ ういおぇさゃぇて しぇきぇ こぇさうすっ しう. ]ぇきけ すぇおぇ とっ 
きけあって ょぇ ゅう たぇさつうて おぇおすけ しきっすくって いぇ ょけぉさっ う くはきぇ ょぇ 
いぇゅせぉうて くっいぇゃうしうきけしすすぇ しう.
2. ′うおけゅぇ くっ しう ゅせぉう ゃさっきっすけ し きなあっ, おけうすけ: ゅけゃけさはす 

すゃなさょっ きくけゅけ, ぇ くっ こさぇゃはす ぇぉしけかのすくけ くうとけ; しぇ こさっおぇかっ-
くけ いぇゃうしうきう けす さけょうすっかうすっ しう; すっ おぇさぇす ょぇ しっ つせゃしすゃぇて 
きぇかけちっくくぇ; せこさぇあくはゃぇす っきけちうけくぇかくけ うかう そういうつっしおけ くぇ-
しうかうっ ゃなさたせ すっぉ.
3. ′っ ゃうくぇゅう とっ ぉなょって さぇいぉうさぇくぇ, こけょおさっこはくぇ うかう 

けちっくっくぇ. ′け すけゃぇ くっ すさはぉゃぇ ょぇ っ こさうつうくぇ ょぇ しっ けすおぇいゃぇて!
4. ]すけえ ょぇかっつっ けす たけさぇすぇ, おけうすけ こけしすけはくくけ しっ しなさっゃくけ-

ゃぇゃぇす し すっぉ うかう すっ おさうすうおせゃぇす. ╀なょう し すっいう, おけうすけ くぇうし-
すうくぇ すう きうしかはす ょけぉさけすけ う しっ さぇょゃぇす くぇ せしこったうすっ すう.
5. ╉ぇおなゃすけ う ういぉけさ ょぇ くぇこさぇゃうて, くっ しっ しさぇきせゃぇえ! 〈けえ 

ゃうくぇゅう とっ すっ くぇせつう くぇ くっとけ こけかっいくけ.
6. ]きっかけ ちっかせゃぇえ あぇぉうすっ こけ こなすは しう. ]ぇきけ すぇおぇ とっ けす-

おさうって こさうくちぇ.
7. ′っ しう こけいゃけかはゃぇえ ょぇ あうゃっって ゃ きうくぇかけすけ. 〈け くうおけゅぇ 

くはきぇ ょぇ しっ ゃなさくっ, ぇ すう ゅせぉうて ちっくくけ ゃさっきっ!
8. 【けおけかぇょなす っ くぇえ-ゃおせしっく しかっょ そうすくっし.
9. ‶さうはすっかおうすっ くっ しぇ すけゃぇ, おけっすけ ぉはたぇ. ╀なょう ゅけすけゃぇ いぇ 

こさっょぇすっかしすゃぇ う さぇいけつぇさけゃぇくうは.
10. ╅うゃっえ あうゃけすぇ しう いぇさぇょう すっぉ しぇきぇすぇ! ′っ いぇさぇょう さけ-

ょうすっかうすっ すう, こけかけゃうくおぇすぇ すう, こさうはすっかうすっ すう うかう ょけさう ょっ-
ちぇすぇ すう.
11. 〈なさしう ぉぇかぇくしぇ. ‶さっおぇかっくけ きくけゅけ いぇぉぇゃかっくうは うかう 

こさっおぇかっくけ きくけゅけ さぇぉけすぇ くうおけゅぇ くっ ゃけょはす ょけ くっとけ ょけぉさけ!
12. ]っおしぇこうかなす う おさぇしけすぇすぇ すう いぇゃうしはす しぇきけ う っょうく-

しすゃっくけ けす すっぉ!
13. ′はきぇ くうとけ かけてけ ゃ すけゃぇ ょぇ しう くっけぉゃなさいぇくぇ, ょぇ こさぇ-

ゃうて しっおし いぇ っょくぇ くけと うかう こなお ょぇ くっ ぉなさいぇて ょぇ うきぇて 
ょっちぇ.
14. 》けさぇすぇ ゃうくぇゅう とっ ゅけゃけさはす! ╆ぇすけゃぇ こさぇゃう くっとぇすぇ 

すぇおぇ, おぇおすけ ゅう つせゃしすゃぇて, ぉっい ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇて きくけゅけ, 
きくけゅけ し つせあょけすけ きくっくうっ.
15. ╉ぇおゃけすけ う ょぇ こさぇゃうて, こけきくう っょくけ - くはきぇ くうとけ こけ-

たせぉぇゃけ けす すけゃぇ ょぇ すっ こけょちっくはゃぇす!
16. ′ぇ おけかおけすけ う ゅけょうくう ょぇ しう, くうおけゅぇ くっ ゅせぉう ょっすしおけすけ 

ゃ しっぉっ しう.
17. ╄ょうくしすゃっくうはす きなあ, いぇさぇょう おけゅけすけ しう しすさせゃぇ ょぇ こけ-

あっさすゃぇて ゃしうつおけ, っ しうくなす すう.
 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

さぇぉけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは おなき きけきっくすぇ. 〈けゃぇ しぇ こさっおぇかっくけ ゃっょさう ちうそさう, すなえ おぇすけ こけくっ 300 たうかは-
ょう しぇ きかぇょうすっ たけさぇ ぉっい さぇぉけすぇ せ くぇし. 
〈っいう しすさはしおぇとう ょぇくくう しぇ けこけゃっしすっくう こけ ゃさっきっ くぇ しっきうくぇさ, けさゅぇくういうさぇく けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 

しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ, いぇ さけかはすぇ くぇ ぉういくっしぇ ゃ ぉけさぉぇすぇ し きかぇょっあおぇすぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ. ]こけさっょ ょぇ-
くくうすっ, こさっょしすぇゃっくう くぇ しさっとぇすぇ, ゃしっおう 6-すう けす ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょう くぇょ 20 ゅ. くうおけゅぇ くっ っ 
いぇこけつゃぇか さぇぉけすぇ う くはきぇ ういゅかっょう すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう ゃ しかっょゃぇとうすっ こけくっ 3 きっしっちぇ.

╀かういけ 46% けす ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょう たけさぇ しぇ こけゃっつっ けす っょくぇ 
ゅけょうくぇ ぉっい さぇぉけすぇ.

Честито!

こさっょ すさせょくけしすう う あうすっえしおう くっゃけかう, ょぇ しう せゃぇあぇゃぇくぇ う ょぇ 
ゃはさゃぇて ゃ しっぉっ しう,  ゃうあ おけう „こさぇゃうかぇ“ すさはぉゃぇ ょぇ しかっょゃぇて.
╆ぇ こけ-おけくしっさゃぇすうゃくうすっ すけゃぇ つっすうゃけ きけあっ ょぇ っ こさっおぇ-

かっくけ, くけ あうゃけすなす くう ょけおぇいゃぇ, つっ こさぇゃうかぇすぇ さぇぉけすはす. ╇ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ ょぇゃぇす さっいせかすぇす. ╇ すぇおぇ:

╇いゃっしすくうはす ゃ ちっかうは しゃはす 
きけょっく ょういぇえくっさ くぇ ょさっ
たう う しちっくうつくう おけしすのきう 
╃あぇくう ╁っさしぇつっ っ さけょっく 
こさっい 1946 ゅ. ゃ [っょあけ ょう 
╉ぇかぇぉさうは, ╇すぇかうは. ‶け
ゃかうはく っ けす すゃけさつっしすゃけすけ 
くぇ ┿くょう 〉けさたけか, けす ょさっゃ
くけさうきしおぇすぇ う ょさっゃくけゅ
さなちおぇ おせかすせさぇ /きぇさおぇ
すぇ-しうきゃけか くぇ ╁っさしぇつっ っ 
くぇえ-ういゃっしすくぇすぇ けす しっし
すさうすっ ゅけさゅけくう - ╋っょせいぇ/, 
おぇおすけ う けす ぇぉしすさぇおすくけすけ 
ういおせしすゃけ.
]きはすぇく っ いぇ っょうく けす くぇえ-

おけかけさうすくうすっ う すぇかぇくすかうゃう 
ょういぇえくっさう くぇ 20-すう ゃっお.                                                                                                                                            
〉ぉうす っ こさっょ ょけきぇ しう ゃ ╋ぇ
はきう こさっい 1997 ゅ.

すっかぇ ╁っさしぇつっ, おけはすけ こさけょなか-
あぇゃぇ すさぇょうちうはすぇ ゃ こさぇゃっくっ-
すけ くぇ ぉっいせこさっつくう ょさったう いぇ 
ぉかはしおぇゃう たけさぇ う こけ こさうきっさぇ 
くぇ かっゅっくょぇさくうは しう ぉさぇす - ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう 

ぇおちうう. ‶け-おなし-
くけ „╁っさしぇつっ” 
こさっさぇしすゃぇ ゃ 
たけかょうくゅ, こさっょ-
かぇゅぇと う せくう-
おぇかくう おけかっお-
ちうう けす かせおしけいくう 
ぇおしっしけぇさう いぇ 
ょけきぇ. ╉けきこぇくう-
はすぇ うきぇ けおけかけ 
300 しこっちうぇかう-
いうさぇくう ぉせすうちう 
ゃ しゃっすぇ, ぇ おけ-
かっおちううすっ え きけ-

ゅぇす ょぇ ぉなょぇす くぇきっさっくう ゃ くぇょ 
3200 けぉっおすぇ いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ 
かせおしけいくう しすけおう.

╋ぇさうは [ぇておけゃa
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5 ぁ╅』╅ [《〉[】『』 ′╅ 》╅〈╊【〉¨[╅ 〉╅ ╊〉╈╊]』 【そせけ ╉けすけてちそうあ:

╁ ぉさけは しう けす 2 ぇゃゅせしす 2013 ゅけ-
ょうくぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さ-

しっくぇか“ こけょ させぉさうおぇすぇ „╇しすけさう-
はすぇ こけきくう“ こせぉかうおせゃぇ きぇすっさうぇか 
くぇ ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, しゃなさいぇく し 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ 
《さうょさうた ╄くゅっかし ゃ „┿さしっくぇか“, 
こけいけゃぇゃぇえおう しっ くぇ しすぇすうは くぇ 
]すけはく ╃うきけゃ, こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ 
しぉけさくうおぇ „]かっょぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ“ 
けす 1980 ゅけょうくぇ.
] くぇしすけはとぇすぇ しう しすぇすうは しう こけ-

しすぇゃうた いぇ ちっか ょぇ いぇこけいくぇは つうすぇ-
すっかうすっ しなし しおせかこすけさぇ ╇ゃぇく ╀かぇ-
あっゃ, し おけゅけすけ ぉかういけ 30 ゅけょうくう 
うきぇた ょさせあっしおう ゃさないおう. ┿ゃすけさなす 
くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╄くゅっかし ゃ „┿さ-
しっくぇか“ いぇっきぇ こけょけぉぇゃぇとけ きはしすけ 
しさっょ きぇえしすけさうすっ くぇ しなゃさっきっく-
くぇすぇ しおせかこすせさぇ う きけくせきっくすぇかくぇ 
こかぇしすうおぇ くっ しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ 
う ゃ くぇてうは ゅさぇょ. ′っ くぇ こけしかっょくけ 
きはしすけ うしおぇき う ょぇ さぇいおぇあぇ くはおけう 
こけ-きぇかおけ ういゃっしすくう こけょさけぉくけしすう, 
しゃなさいぇくう しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ こぇ-
きっすくうおぇ, くぇ おけうすけ ぉはた しゃうょっすっか. 

╀けくつけ ‶っしっゃ

╀かぇあっゃ せゃっおけゃっつぇゃぇ ぅゃけさけゃ, 
╁ぇいけゃ う ╄かうく ‶っかうく.
╇ゃぇく ╀かぇあっゃ っ さけょっく こさっい 

1926 ゅけょうくぇ ゃ し. ╋っつおぇ, ‶かっゃっく-
しおけ. ╆ぇゃなさてゃぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは, しこっちうぇかくけしす 
„]おせかこすせさぇ“ こさう こさけそ. ╋ぇさ-
おけ ╋ぇさおけゃ こさっい 1950 ゅけょうくぇ, ぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ しすぇゃぇ つかっく 
くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たせ-
ょけあくうちう. 〉つぇしすゃぇ ゃ こけつすう ゃしうつ-
おう けぉとう たせょけあっしすゃっくう ういかけあぉう 
しなし しゃけう しおせかこすせさくう そうゅせさう, 
おけきこけいうちうう, こけさすさっすう くぇ おせか-
すせさくう ょっえちう, こうしぇすっかう, こけっすう, 
たせょけあくうちう. ‶けおぇいゃぇ さぇぉけすう ゃ 
きっあょせくぇさけょくう ういかけあぉう. ╆くぇつう-
すっかくぇ つぇしす けす すゃけさつっしすゃけすけ きせ っ 
ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きけくせきっくすぇかくぇすぇ 
しおせかこすせさぇ. [っょうちぇ こぇきっすくうちう 
くぇ ゃうょくう うしすけさうつっしおう かうつくけしすう 
う しなぉうすうは, くぇ こうしぇすっかう う こけっすう, 
しぇ ういさぇぉけすっくう しかっょ しこっつっかゃぇくっ-
すけ くぇ くぇちうけくぇかくう おけくおせさしう. ′っ-
ゅけゃう しぇ こぇきっすくちうすっ くぇ ╇ゃぇく ╁ぇ-
いけゃ ゃ ]けこけす う ]けそうは, しないょぇょっくう 
こさっい 50-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは 
ゃっお. ]かっょ しこっつっかっく おけくおせさし 
╀かぇあっゃ ういさぇぉけすゃぇ こけさすさっすくぇ 
おけきこけいうちうは くぇ ╃うきうすなさ ╀かぇゅけ-
っゃ う ′うおけかぇ ╂ぇぉさけゃしおう - こぇきっ-
すくうおなす ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, けす-
おさうす こさっい 1975-すぇ ゅ., こけさすさっすくぇ 
そうゅせさぇ - こぇきっすくうお くぇ 《さうょさうた 
╄くゅっかし - こさっい 1980 ゅけょうくぇ.
‶けおぇいぇくぇすぇ ゃ ¨ぉとぇ たせょけあっしす-

ゃっくぇ ういかけあぉぇ こさっい 1957 ゅけょうくぇ 
こけさすさっすくぇ そうゅせさぇ くぇ ‶っえけ ぅゃけ-
さけゃ しすぇゃぇ こぇきっすくうお こさっょ  おな-
とぇすぇ-きせいっえ くぇ こけっすぇ ゃ ]けそうは 
う ゃ ‶けきけさうっ. ╀かぇあっゃ ういさぇぉけすゃぇ 
ゃしうつおう しおせかこすせさくう そうゅせさう くぇ 
こけっすぇ ゃ さけょくうは 』うさこぇく, おぇおすけ う 
くぇ けとっ きくけゅけ きっしすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ.

ɋɪɟɳɢ

』【『╊〈っ 』╊ ╉╅ ╇ぇ『╇っ 《【 』╇╊【]╅【╅ 』【『╅〉╅ 〉╅ ╋¨╇《【╅

‶さっい 60-すっ う 70-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ 
しないょぇゃぇ  う ょさせゅう きけくせきっく-
すぇかくう すゃけさぉう. 〈ぇおうゃぇ しぇ 
そうゅせさうすっ - こぇきっすくうちう くぇ 
『ぇくおけ 『っさおけゃしおう ゃ ╀はかぇ 
つっさおゃぇ, くぇ ′ぇえょっく ╂っさけゃ - ゃ 
╊けき, くぇ ╄かうく ‶っかうく ゃ さけょ-
くけすけ ╀ぇえかけゃけ, くぇ ′うおけかぇ 
╁ぇこちぇさけゃ ゃ ╀ぇくしおけ, くぇ ╉ぇさか 
╋ぇさおし ゃ ]けそうは, くぇ ╂っけさゅう 
╉うさおけゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╀かぇあっゃ 
しないょぇゃぇ う さっょうちぇ けぉさぇいちう 
くぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ.
‶さっい 1986-すぇ ╇ゃぇく ╀かぇ-

あっゃ こけおぇいゃぇ ゃ ゅけかはきぇ しぇ-
きけしすけはすっかくぇ ういかけあぉぇ けさう-
ゅうくぇかうすっ くぇ ぉかういけ 100 しゃけう 
こかぇしすうおう, おぇおすけ う そけすけしう 
くぇ くはおけう けす こぇきっすくうちうすっ 
しう. ╋くけゅけ けす すはた しっゅぇ しぇ 
つぇしす けす っおしこけいうちううすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおう う つせあょっしすさぇくくう 
ゅぇかっさうう, つぇしすくう おけかっおちうう ゃ 
》けかぇくょうは, ╂っさきぇくうは, ]┿】 
う ょさせゅう.
╇ゃぇく ╀かぇあっゃ っ くけしうすっか くぇ 

けさょっく „╉うさうか う ╋っすけょうえ“ 
こなさゃぇ う ゃすけさぇ しすっこっく. 〉きう-
さぇ こさっい 2006-すぇ ゅけょうくぇ. 

]すぇくつけ ╉けっゃ ゃけょう 
╀かぇあっゃ いぇ

ゅかぇゃっく たせょけあくうお
くぇ ╉ぇいぇくかなお

╂けかっきうはす ╇ゃぇく ╀かぇ-
あっゃ, つううすけ おかぇしうつっしおう 

しおせかこすせさう う こぇきっすくうちう ょぇ-
ゃぇす ゃういうは くぇ くっ っょうく ぉなか-
ゅぇさしおう ゅさぇょ, しこけきくはえおう 
うしすけさうつっしおけすけ きうくぇかけ, っ う 
ゅかぇゃっく たせょけあくうお くぇ ╉ぇいぇく-
かなお. 〈けいう きぇかおけ ういゃっしすっく 
そぇおす っ けす 80-すっ ゅけょうくう くぇ 
20-すう ゃっお, おけゅぇすけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお おきっすせゃぇ ╉きっすなす くぇ しすけ-
かっすうっすけ  ]すぇくつけ ╉けっゃ. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ ╀かぇあっゃ こさぇゃう 
いくぇおけゃう いぇ ╉ぇいぇくかなお こかぇし-
すうおう, おぇすけ ╂けかはきぇすぇ きっつ-
おぇ くぇ 〈のかぉっすけ う  あっくぇすぇ 
くぇ ゅぇさけゃうは こかけとぇょ, おけはすけ 
こけしさっとぇ ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ 
う ╃けかうくぇすぇ し こうすぇ たかはぉ ゃ 
さなちっ.
] ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ しっ いぇこけい-

くぇた こさっい こさけかっすすぇ くぇ 1976-
すぇ ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇ „┿さしっくぇか“ 
くけしってっ うきっすけ „《さうょさうた 
╄くゅっかし“. [なおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ こさっょこさうはすうっすけ こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ けぉはゃう おけくおせさし つさっい 
]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たせ-
ょけあくうちう いぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ こぇきっすくうお くぇ こぇすさけくぇ くぇ 
いぇゃけょぇ. ‶さうしなしすゃぇた くぇ あせ-
さうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ おぇすけ 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゃないかけあう-
すっかは - うくゃっしすうすけさ, し こさぇゃけ 
くぇ ゅかぇし. ╉けきうしうはすぇ こけ あせ-
さうさぇくっすけ ぉってっ し こさっょしっょぇ-
すっか くぇさけょくうはす たせょけあくうお, 
しっゅぇてくうはす ぇおぇょっきうお, ╁っ-
かうつおけ ╋うくっおけゃ. 
12 ぇゃすけさう ぉはたぇ こさっょかけあう-

かう すゃけさぉうすっ しう ゃ ういおかのつう-
すっかくけ けすゅけゃけさくうは おけくおせさし. 
╆ぇ いぇとうすぇすぇ くぇ こさけっおすうすっ 
さぇぉけすうすっ, ういさぇぉけすっくう けす 
ゅうこし,  ぉはたぇ ういかけあっくう ゃ さぇい-
きっさう けおけかけ 1.5 きっすさぇ. ╆ぇ-
とうすぇすぇ しっ こさけゃっょっ ゃ っょくぇ けす 
いぇかうすっ くぇ ]╀》 くぇ „【うこおぇ“ 6 
ゃ ]けそうは う こさけょなかあう けおけかけ 
5 つぇしぇ.  ]かっょ いぇとうすぇすぇ う 
けぉしなあょぇくっすけ くぇ こさけっおすうすっ 

7-つかっくくけすけ あせさう, こかのし きけは 
きうかけしす, けぉはゃう さっいせかすぇすうすっ, 
こさぇゃっえおう おさうすうつくぇ けちっくおぇ 
う ぇくぇかうすうつっく さぇいぉけさ. ╇ゃぇく 
╀かぇあっゃ しっ はゃう くぇ おけくおせさしぇ し 
ょゃぇ こさけっおすぇ. ‶なさゃけすけ きはしすけ 
ぉっ けこさっょっかっくけ いぇ くっゅけ. ‶さっょ-

しっょぇすっかはす くぇ あせさうすけ ゅけ こさけ-
ゃけおうさぇ: „╇ゃぇくっ, すう しっ こさっょ-
しすぇゃう し ょゃぇ こさけっおすぇ, おけうすけ, 
けぉさぇいくけ おぇいぇくけ, けぉうつぇて おぇすけ 
しゃけうすっ ょゃっ ょっちぇ. ╉けえ けす すはた 
こさっょこけつうすぇて う おぇお とっ しっ 
きけすうゃうさぇて?“. ╀かぇあっゃ しぇきけ 
こけしけつう こけ-ょけぉさうは しう こさけっおす, 
おけえすけ しなゃこぇょぇてっ う し けちっくおぇ-
すぇ くぇ おけきうしうはすぇ. 
╇いおかのつうすっかくけ さぇょけしすっく けす 

しこっつっかゃぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ, ゃ 
おけえすけ うきぇてっ う

こぇさうつくぇ くぇゅさぇょぇ
けす 5 000 かっゃぇ,

╇ゃぇく ╀かぇあっゃ きっ いぇゃっょっ ゃ 
ういうしおぇく しすけかうつっく さっしすけさぇくす, 
いぇ ょぇ „こけかっっき“ こけぉっょぇすぇ. 〈け-
ゅぇゃぇ きう さぇいおぇいぇ, つっ こけゃっつっ 
けす こけかけゃうく ゅけょうくぇ っ さぇぉけすうか 
こけ こさけっおすうすっ, くぇこさぇゃうか こさけ-
せつゃぇくっ こけ ちっかうは しゃはす - おぇおゃう 
こぇきっすくうちう うきぇ くぇ 《さうょさうた 
╄くゅっかし, しなぉさぇか しくうきおう. ¨おぇ-
いぇかけ しっ, つっ ゃしうつおう こぇきっすくう-
ちう ょけすけゅぇゃぇ しぇ しぇきけ ぉのしすけゃっ, 
くはきぇ こぇきっすくうお ゃ ちはか さなしす. ╆ぇ 
ょぇ こけょゅけすゃう こさけっおすうすっ しう いぇ 
こぇきっすくうおぇ くぇ ╄くゅっかし ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, しおせかこすけさなす ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ 
ういつっか いぇょなかぉけつっくけ ぉうけゅさぇ-
そうはすぇ きせ. 〈ぇおぇ けすおさうか, つっ ╄く-
ゅっかし うきぇ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ 
すさせょけゃっ くぇ ゃけっくくぇ すっきぇすうおぇ, 
ぇ ぉかういおうすっ きせ こさうはすっかう, しっ 
けぉさなとぇかう おなき くっゅけ し „╂っくっ-
さぇかっ!“.
〈ぇおぇ せ ぇゃすけさぇ しっ けそけさきは 

うょっはすぇ ょぇ ういぉっさっ いぇ こさけっおすぇ 
しう こけいぇすぇ くぇ ゅっくっさぇかぇ し こっかっ-

さうくぇ, いぇしすぇくぇか きうさくけ, くぇぉかの-
ょぇゃぇえおう こぇさぇょ.
╂させぉけすけ ういつせおゃぇくっ  くぇ ゅさぇ-

くうすくうすっ きけさっくう いぇこけつくぇ 
くはおなょっ こさっい きぇえ けす ょゃぇきぇ 
きぇえしすけさう-おぇきっくけょっかちう ゃ ぇすっ-
かうっすけ くぇ ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ ゃ ╀けは-

くぇ. ╁ おさぇは くぇ のかう ゅさせぉけ けそけさ-
きっくうはす こぇきっすくうお ぉっ ょけおぇさぇく ゃ 
„┿さしっくぇか“ くぇ きはしすけすけ きせ - くぇ 
こかけとぇょおぇすぇ こさっょ 〉こさぇゃかっ-
くうっすけ. ╀かういけ ょゃぇ きっしっちぇ, こけょ-
こけきぇゅぇく けす しうくぇ しう ╊のょきうか, 
しすせょっくす ゃ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぇおぇょっきうは, „おけくすさけかうさぇく“ けす 
おさうすうつくうすっ こけゅかっょう くぇ きうくぇ-
ゃぇとうすっ こけおさぇえ くっゅけ さぇぉけすくう-
ちう, ╀かぇあっゃ けそけさきう, おぇおすけ っ 
こけ こさけっおすぇ, いぇゃなさてっくうは ゃうょ 
くぇ こぇきっすくうおぇ.
╊うつくけ こさうしなしすゃぇた くぇ こさう-

っきぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ けす しな-
とぇすぇ おけきうしうは, おけはすけ けょけぉさう 
こさけっおすぇ. ‶さうっきぇくっすけ くぇ ゅけ-
すけゃうは こぇきっすくうお しすぇくぇ ゃ しな-
とうは ょっく, おけゅぇすけ ぉっ こさうっす う 
きっきけさうぇかくうは おけきこかっおし ゃ けぉ-
かぇしすくうは ゅさぇょ - „╀さぇくうすっかうすっ 
くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ“. ╉けきうしうはすぇ 
ょぇょっ けすかうつくぇ けちっくおぇ くぇ うい-
こなかくっくうっすけ. ┿おぇょっきうお ╋うくっ-
おけゃ こさっゅなさくぇ ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ う 
きせ おぇいぇ しぇきけ ょゃっ ょせきう: „╀さぇ-
ゃけ, ╇ゃぇくっ!“.
‶け くっこけくはすくう こさうつうくう, くけ 

っ う こけさぇょう ぉけかっしす くぇ ぇゃすけさぇ, 
こぇきっすくうおなす ぉっ けそうちうぇかくけ けす-
おさうす っょゃぇ こさっい 1980 ゅけょうくぇ けす 
]すけはく ╋うたぇえかけゃ, しっおさっすぇさ くぇ 
『╉ くぇ ╀╉‶.
╂さぇくうすくぇすぇ そうゅせさぇ くぇ ╄く-

ゅっかし - こぇすさけく くぇ おぇいぇくかなておうは 
╋ぇてうくけしすさけうすっかっく おけきぉう-
くぇす, おぇおすけ すけゅぇゃぇ しっ くぇさうつぇ-
てっ こさっょこうさはすうっすけ, っ ゃうしけおぇ 
5 きっすさぇ, ぇ こけしすぇきっくすなす っ 1.30 
きっすさぇ. ‶さぇゃけなゅなかくぇすぇ こかけ-
とぇょおぇ おさぇえ こぇきっすくうおぇ っ けそ-
けさきっくぇ けす ぇさた. ╇ゃぇく ╃うきけゃ. 

〈ぇおぇ, くぇ そけくぇ くぇ けゅさけきくうすっ 
ょなさゃっしくう おけさけくう ゃ しなしっょしすゃけ, 
そうゅせさぇすぇ くぇ ╄くゅっかし うきぇ ゃっかう-
つっしすゃっく ゃうょ.
╁っつっ ょっしっすおう ゅけょうくう, ゃしっおう 

さぇぉけすっく ょっく, こけおさぇえ こぇきっす-
くうおぇ くぇ ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ ゃ おぇいぇく-

かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ きうくぇゃぇす  
すさせょけゃうすっ  たけさぇ くぇ „┿さしっくぇか“, 
おけうすけ ╄くゅっかし こけしさっとぇ う うい-
こさぇとぇ ゃ ゅっくっさぇかしおぇすぇ しう こけいぇ. 
‶ぇお すぇき, こさっょ くっゅけ, ゃしはおぇ ゅけ-
ょうくぇ ぇさしっくぇかちう しっ しなぉうさぇす いぇ 
こさけそっしうけくぇかくうは しう こさぇいくうお.
‶ぇきっすくうおなす くぇ 《さうょさうた ╄く-

ゅっかし けちっかは ゃ ぉせさくうすっ ゅけょうくう 
くぇ こさけきっくうすっ, きぇおぇさ つっ こけ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ ]けそうは ぉっ 
しなぉけさっく きぇゃいけかっは くぇ ╂っけさゅう 
╃うきうすさけゃ こさう こさぇゃうすっかしすゃけすけ 
くぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ, ぉっ こけさなつぇくけ 
くぇ  おぇいぇくかなつぇくうくぇ ╃ぇくつけ ╋ぇ-
さうくけゃ, ういゃっしすっく おぇすけ „╇しすうくぇ-
すぇ“, ょぇ „ぉせすくっ“ こぇきっすくうおぇ くぇ 
╄くゅっかし おぇすけ „おけきせくうしすうつっしおう 
こぇきっすくうお“. ‶さけいけさかうゃけしすすぇ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
くっ きせ こけいゃけかう いぇ ういこなかくう こけ-
しすぇゃっくけすけ こけさなつっくうっ.
′ぇしおけさけ, こけゃっつっ けす こっす きう-

くせすう, ゅかっょぇえおう けす しっゃっさ 〉こさぇ-
ゃかっくうっすけ くぇ そうさきぇすぇ う ゃっかう-
つっしすゃっくけしすすぇ くぇ こぇきっすくうおぇ, 
おけくしすぇすうさぇた いぇ しっぉっ しう, つっ 
╇ゃぇく ╀かぇあっゃ っ はさなお こさうきっさ いぇ 
たせょけあくうお, ぉっいこさっょっかくけ けすょぇか 
しっぉっ しう くぇ しけゃっすけ ういおせしすゃけ. ╆ぇ 
くっゅけ, おけゅけすけ こけいくぇゃぇき, ゃぇあう 
ういちはかけ っょくぇ きぇおしうきぇ くぇ ╁かぇ-
ょうきうさ ╃うきうすさけゃ - ╋ぇえしすけさぇ: 
„‶け-ゃぇあくけ っ すゃけさぉぇすぇ ょぇ ぉなょっ 
しないょぇょっくぇ, ょぇ ゃないょっえしすゃぇ, けす-
おけかおけすけ ょぇ しっ いくぇっ くっえくうはす 
ぇゃすけさ“.

╀けくつけ ‶っしっゃ
┿さしっくぇかっち-ゃっすっさぇく,

しゃうょっすっか くぇ ゅさぇょっあぇ くぇ 
こぇきっすくうおぇ くぇ ╄くゅっかし

- 〈けくう, „いぇ すっぉっ たけさぇすぇ 
ゅけゃけさはす”...?
- ╋くけゅけ さぇぉけすう. ╄ょくう おぇい

ゃぇす, つっ しなき おけそすう つけゃっお. 
╃させゅう, つっ しなき ゅけすうくぇ, すさっ
すう - つっ しなき きなあっきっかぇつおぇ, 
つっすゃなさすう - つっ くっ しなき. ′っおぇ 

╆ひしえあちけてか つすか えそしかすけ すちひせさあしあ, さあくうあ かおせあ そて しまいけすけてか たかうけぬけ せあ せあちそおあ 【そせけ ╉けすけてちそうあ《はか くあ たあすかてせけさあ せあ ‒ちけおちけに ╊せえかしつ う „╅ちつかせあし“ け せかえそうけみ あうてそち う つたそすかせけてか せあ ╆そせねそ 》かつかう
たけさぇすぇ しう ゅけゃけさはす おぇおゃけすけ 
しう うしおぇす. ┿い こさっょう しすさぇょぇた 
けす すけゃぇ, くけ くぇこけしかっょなお ゃっつっ, 
すなえ おぇすけ うきぇき しすさぇたけすくけ 
つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, し おけっすけ しっ 
ゅけさょっは, こさうっきぇき ゃしうつおけ くぇ 
てっゅぇ: う たせぉぇゃけすけ, う かけてけ
すけ. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ きう おぇあぇす, 
つっ しなき きくけゅけ けすしかぇぉくぇかぇ, ぇい 
おぇいゃぇき: „╃ぇ, せきしすゃっくけ!” ╇かう 
こなお, おぇすけ つせは: „¨かっかっ, おけかおけ 
しう ゅけすうくぇ!”, けすゃさなとぇき: „╃ぇ, 
すけゃぇ きう っ こけ さけあょっくうっ!” - 
ゃしっ ゅかっょぇき ょぇ いぇゃなさすぇき くっ
とぇすぇ. ╉ぇすけ こっは „╊せょ しなき, 
かせょ しなき こけ すっぉっ ぇい” う くはおけえ 
きなあ は こさうこはゃぇ う しっ っ ゃすさっく
つうか ゃ きっく, ぇ くっ ゃ あっくぇ しう, 
ゃうくぇゅう おぇいゃぇき: „╅っくぇすぇ! ′っ 
きっく, いぇとけすけ あなかすうすっ ゃっしす
くうちう つぇおぇす!”. ‶さっょこけつうすぇき 
ょぇ こさっゃさなとぇき ゃしうつおけ ゃ っょくぇ 
せしきうゃおぇ. ′け, おぇおゃけすけ ゅけゃけ
さはす, ょぇ ゅけゃけさはす, ぇい くぇかう しう 
いくぇき おぇおゃけ っ.
- ╆ぇとけ すっ けぉうつぇす すけかおけ

ゃぇ きくけゅけ たけさぇ? ╇ きかぇょう, 
う しすぇさう…?
- ┿い ういけぉとけ くっ あうゃっは し 

きうしなかすぇ, つっ ゃしうつおう きっ けぉう
つぇす. ¨ぉうつすぇ くぇ たけさぇすぇ うかう は 
うきぇ, うかう は くはきぇ. ‶さけしすけ すっ 
さってぇゃぇす, いぇけぉうつゃぇす すっ うかう 
すっ さぇいかのぉゃぇす. 〈は っ たうきうは, 
ぇ くっ きっょうっく ‶[ う ういおせしすゃっ
くけ こけきこぇくっ くぇ くっしなとっしすゃせ
ゃぇとう おぇつっしすゃぇ. ╁しなとくけしす, 
すっいう, おけうすけ きっ たぇさっしゃぇす, 
こなさゃけ けぉうおゃぇす こっしくうすっ きう, 
ぇ こけおさぇえ すはた う きっくっ. ′っ あっ
かぇは ょぇ しなき ‶さうきぇょけくぇ. ╆ぇ 
„こさうきぇょけくとうくぇすぇ“ しぇ くせあ
くう おぇつっしすゃぇ, おけうすけ くっ こさう
すっあぇゃぇき, ぇ う くっ ゅう うしおぇき. 
┿い ゃうくぇゅう しなき しっ しすさっきうかぇ 
おなき くけさきぇかっく あうゃけす, ぇ くっ 
おなき すぇおなゃ, おけえすけ っ こけょつうくっく 
しぇきけ う っょうくしすゃっくけ くぇ しちっくぇ
すぇ, しせっすぇすぇ う けぉけあぇくうっすけ.
-  ′ぇ しちっくぇすぇ う ゃ あうゃけすぇ 

いぇさぇいはゃぇて し うしおさっくけしす. 
〈けゃぇ くっ こさっつう かう こけゃっつっ, 
けすおけかおけすけ ょぇ こけきぇゅぇ? 
- ╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ すゃなさ

ょは いぇ しっぉっ しう, っ, つっ しなき すけつくぇ 
ゃ けすくけてっくうはすぇ しう. 】け しっ けす
くぇしは ょけ うしおさっくけしすすぇ, ぇおけ くっ 
きけゅぇ ょぇ しう は こけいゃけかは, いくぇつう 
しなき きくけゅけ いかっ, ぇ けこさっょっかっくけ 
くっ しなき. 〈けゃぇ, つっ くっ しっ おさうは 
いぇょ かうちっきっさうっすけ, こさうきうさっ
くけしすすぇ う しすさぇたぇ, くぇうしすうくぇ きう 
こけきぇゅぇ.
- ╉ぇおゃけ こさぇゃう 〈けくう ╃う

きうすさけゃぇ けすゃなょ こっっくっすけ? 
- ╁なゃ ゃさっきっすけ ういゃなく こっっ

くっすけ しう しすけは ゃおなとう, し きけう
すっ ぉうすけゃういきう. ╄しすっしすゃっくけ, 
つっ くぇ こなさゃけ きはしすけ っ ょなとっさは 
きう う ゅさうあうすっ こけ くっは, きぇおぇさ 
う ゃっつっ こけさぇしくぇかけ きけきうつっ. 
╇くぇつっ - けすゃなょ すけゃぇ: こさっい くけ
っきゃさう とっ けすうょぇ いぇ 10 ょくう ょけ 
ぃ┿[ う ╆うきぉぇぉゃっ. 〈けゃぇ っ きけは 
しすぇさぇ けすおけかってくぇ きっつすぇ, しっゅぇ 
は しぉなょゃぇき. 』けゃっお すさはぉゃぇ  ょぇ 
しっ しすさっきう ょぇ しぉなょゃぇ きっつすうすっ 
しう.
- ╆ぇさぇいはゃぇて しなし しかなく

つっゃけ くぇしすさけっくうっ, し けこすう
きういなき. ¨すおなょっ つっさこうて 
ゃしうつおけ すけゃぇ, ょけさう う おけゅぇ
すけ すう っ くぇえ-„おせちけ”? 
- ┿, くっ きう っ ゃうくぇゅう しかなくつっ

ゃけ う ぉかはしおぇゃけ ゃ ょせてぇすぇ. ╉け
ゅぇすけ くっ きう っ すぇおけゃぇ, しう しすけは ゃ 
おなとう う きなかつぇ. ′っ ゅけゃけさは こけ 
すっかっそけくうすっ, くっ しっ ゃうあょぇき し 
くうおけゅけ, いぇさっあょぇき ぉぇすっさうう
すっ. ′っ きけあっ ょぇ しう ゃうくぇゅう う 
くっ っ くけさきぇかくけ ょぇ しう ゃしっ ょゃぇ 
こさなしすぇ くぇょ いっきはすぇ. ′っ きけあっ. 

┿い すぇおうゃぇ たけさぇ くっ ゅう くぇきう
さぇき いぇ うしすうくしおう. ‶さけしすけ, 
いぇとけすけ ゃなすさっ ゃ しっぉっ しう ゅけ 
つせゃしすゃぇき う ゅけ おぇいゃぇき, つっ しっ 
しすさっきは ょぇ ゃなさゃは けす しゃっすかぇすぇ 
しすさぇくぇ くぇ あうゃけすぇ. 〈け, ゃしっおう 
きけあっ ょぇ こけすなくっ ゃ すなきくけすけ. 
╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ ういゅかっあょぇき  
ゃっょさぇ. 
- ¨すゃなょ すけゃぇ, し おぇおゃけ 

こなかくうて ょくうすっ しう - けしゃっく 
し こっしくう う きなかつぇくうっ? 
- ′っ しこうさぇき ょぇ つっすぇ. ╋くけゅけ 

つっすぇ. ┿い しなき すうた つけゃっお, あう
ゃっは こけ すうた くぇつうく: ゅかっょぇき しう 
しせすさってくうすっ ぉかけおけゃっ, くけさきぇ

かっく つけゃっお しなき. ‶さけしすけ おぇくぇ
かういうさぇた くっとぇすぇ しう, いぇ さぇい
かうおぇ けす こさっょうてくう ゅけょうくう う 
ゅかっょぇき ょぇ あうゃっは あうゃけすぇ しう, 
けすゃなょ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ くっ 
こっは. 
- ┿ こぇいうて かう けとっ ょうっすう? 
- ′っ. ╋うくぇた こさっい きくけゅけ 

ゅかぇょ. ‶かせゃぇき ゃしはおぇ しせすさうく, 
おけゅぇすけ くっ こなすせゃぇき. 〈さっくう
さぇき こかせゃぇくっ けす きくけゅけ ゅけょう
くう, こさぇゃは しう きけう せこさぇあくっ
くうは. ′はきぇき ゃさっきっ いぇ くけゃう 
こけしっとっくうは こさう ょ-さ ╄きうかけゃぇ, 
きぇおぇさ つっ いぇ きっく すけゃぇ っ きっすけ
ょなす. ¨しけぉっくけ, ぇおけ うしおぇて ょぇ 
しう こさけつうしすうて けさゅぇくういきぇ. 
- ′ぇ しちっくぇすぇ しう けしくけゃくけ 

ゃ つっさくけ. 〈けゃぇ かう っ かのぉう
きうはす すう ちゃはす? 
- ′っ. 』っさくけすけ っ くぇえ-せゃぇ

あうすっかくけ いぇ しちっくぇすぇ. ′け かの
ぉうきうはす きう ちゃはす っ ちゃっすなす くぇ 
しかなくちっすけ - あなかすけすけ.  
- ┿ さけぉせゃぇて かう くぇ きけょ

くう きぇさおう, くぇ きけょぇすぇ こけ 
こさうくちうこ?  
- ′けしは さぇいかうつくう くっとぇ, くけ 

ゅかっょぇき ゃしうつおけ ょぇ っ しっきこかけ, 
し ゃおせし, ょぇ きう しすけう ょけぉさっ. 
′っ さけぉせゃぇき う くっ しかせゅせゃぇき 
くぇ きけょくう こうしなちう う こさっょさぇい
しなょなちう. ╆ぇ きっく すけぇかっすなす くっ 
しっ けこさっょっかは けす きぇさおぇすぇ. ╁ぇ
あくけすけ っ ょさったぇすぇ ょぇ きっ こけゃう
おぇ. ╉ぇすけ は ゃうょは う しう は たぇさっ
しぇき, いくぇつう っ きけはすぇ. ╃させゅけすけ 
くっ きっ うくすっさっしせゃぇ. 
- ′ぇしおけさけ ゃけょう う しっ こさけ

つせ しなし いぇょけつくうは しう ょっぉぇす 
し すゃけえ おけかっゅぇ - こっゃっちなす 
╃っはく ′っょっかつっゃ-╇おっぉぇ
くぇすぇ, おけえすけ ういさっつっ ゅさけい
くう ょせきう こけ けすくけてっくうっ 
くぇ すけゃぇ おけえ おけえ っ う くぇ
こぇょくぇ かうつくけ こけおけえくぇすぇ 
ゃっつっ ┿くぇ-╋ぇさうは 〈けくおけゃぇ. 
╆ぇとけ ? ╇ ゃなゃ ゃぇてうすっ しさっ

ょう かう しっ きっさう ゃっかうつうっすけ? 
- 〈け くっ っ けす ゃっかうつうっ, すけ っ 

けす くうとけあっしすゃけ. ′っゅけゃぇすぇ 
さっぇおちうは っ さっぇおちうは くぇ くうとけ
あっしすゃけすけ. ′はおなょっ ぉはた つっかぇ, 
つっ ゃしはおけ ょあせょあっ うしおぇ ょぇ っ 
ゃっかうおぇく. ╇ こけくっあっ すけえ うきぇ 
しせこっさ きくっくうっ いぇ しっぉっ しう, ぇ 
くうとけ くっ きせ しっ っ しかせつうかけ ゃっ
かうおぇくしおけ, っしすっしすゃっくけ すけゅぇ
ゃぇ ょさせゅう ょぇ しぇ きせ ゃうくけゃくう: 
おぇすけ きっく, おぇすけ こけおけえくぇすぇ 
┿くぇ-╋ぇさうは. ╁しうつおう ょさせゅう しぇ 
くっおぇょなさくう, しぇきけ すけえ っ ゃなさ
たなす - う ゃなこさっおう すけゃぇ っ くっ
こさういくぇす. ] っょくぇ ょせきぇ - こぇいう, 

╀けあっ, ゅけかはき すぇかぇくす! ╇ ゃきっし
すけ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し きせいうおぇ, 
すけえ しっ いぇくうきぇゃぇ し きさなしけすうう. 
╆ぇとけすけ すけゃぇ, おけっすけ ういぉなかゃぇ 
しかっょ きけうすっ ょせきう ゃ しけちうぇか
くうすっ きさっあう う ゃ さぇいかうつくうすっ 
こさっょぇゃぇくうは, すけゃぇ しぇ しすさっかう 
くぇ っょくけ くうとけ. ′ぇ っょくぇ くう
しおぇ すけこおぇ. 
- ¨いかけぉはゃぇくっすけ くっ っ かう 

くぇて こぇすっくす? 
- ╇いゅかっあょぇ. ╄ょくぇ けす けしくけゃ

くうすっ くう たぇさぇおすっさうしすうおう.
- 〈けゃぇ けす かうこしぇ くぇ こぇさう 

かう っ? 
- ′っ. ┿い しなき たけょうかぇ くぇ きっし

すぇ, おなょっすけ うきぇ ょけしすぇ ぉっょくう 
たけさぇ, くけ すっ しぇ せしきうたくぇすう. 
╀うかぇ しなき くぇ きっしすぇ, おなょっすけ 
たけさぇすぇ くはきぇす う 100 ょけかぇさぇ 
いぇこかぇすぇ, くけ しぇ せしきうたくぇすう. ┿ 
くうっ うきぇきっ くはおぇおゃけ ゃさけょっくけ 
くっょけゃけかしすゃけ, おけっすけ くう こさっ
つう ょぇ しきっ とぇしすかうゃう. ╋くけゅけ 
しきっ いぇゃうしすかうゃう. ]かせつぇえくけ, 
ぇおけ つけゃっおなす ょけ すっぉ っ きぇかおけ 
こけ-せしこはか けす すっぉ, すけ すけえ すう っ 
ゃさぇゅ いぇゃうくぇゅう. ]ぇきけ いぇとけすけ 
っ こけ-ょけぉなさ けす すっぉ. ‶けおなさすう
すっかくけ っ! ╁きっしすけ ょぇ しっ ゃゅかっ
ょぇきっ ゃ しっぉっ しう, くうっ ゃ つせあょぇ
すぇ こぇくうちぇ ゃしっ いぇくうつぇきっ.

- ╇きぇて かう けしくけゃぇくうは 
ょくっし こぇお ょぇ おぇあって „あう
ゃっっき のくぇておう あうゃけす しう
さけきぇておう”?
- ╁しっ しっ くぇょはゃぇき ょぇ ゅけ 

あうゃっっき のくぇておう, けぉぇつっ, 
くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, しきっ ゅけかっきう 
きさなくおぇかぇ. ]ぇきけ きさなくおぇきっ, 
しぇきけ しっ けこかぇおゃぇきっ, ぇ くうとけ 
くっ こさぇゃうき. ‶なお あうゃけすなす 
くう ゃっつっ くっ っ すけかおけゃぇ しうさけ
きぇておう, おぇすけ ゅかっょぇき かなしおぇ
ゃうすっ おけかう う おけけこっさぇちううすっ, 
う たけすっかうすっ. ′っ いくぇき おなょっ っ 
うしすうくぇすぇ ゃしなとくけしす. ╋ぇえおう

〈は しっ おぇいゃぇ ┿くすけぇくっすぇ 
╃うきうすさけゃぇ ‶っすおけゃぇ, 

うくぇつっ おぇいぇくけ: 〈けくう ╃うきう
すさけゃぇ. ╊のぉうきぇ こっゃうちぇ くぇ 
こけおけかっくうは ぉなかゅぇさう. 》ぇさっし
ゃぇす は う きかぇょう, う しすぇさう. 
[けょっくぇ こけょ いくぇおぇ くぇ ╉け

いうさけゅぇ, すは っ おなしきっすかうえおぇ 
ゃ あうゃけすぇ, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
すけえ くっ ゃうくぇゅう っ ぉかぇゅけしおかけ
くっく おなき くっは. ╋うくぇゃぇ いぇ 
しかなくつっゃ つけゃっお う っ すなさしっくぇ 
けす こさうはすっかう. ¨すおさうすぇ っ いぇ 
きせいうおぇすぇ しさぇゃくうすっかくけ おなし
くけ - くぇ 33 ゅけょうくう, おけゅぇすけ 
こっつっかう おけくおせさし いぇ こけこなか
ゃぇくっ しなしすぇゃぇ くぇ ゅさせこぇ „〈け
くうおぇ” こさっい 1995 ゅけょうくぇ. 
╉けくおせさしなす っ けさゅぇくういうさぇく 
けす ╄ゃぇ う ╂けゅけ ′ぇえょっくけゃう けす 
っょくけうきっくくぇすぇ ゅさせこぇ, ぇ つけ
ゃっおなす, おけえすけ しないうさぇ すぇかぇく
すぇ え, っ おけきこけいうすけさなす ]すっ
そぇく ╃うけきけゃ. ‶さっょう すけゃぇ 
〈けくう ╃うきうすさけゃぇ こっっ ゃ ぉせさ
ゅぇしおうすっ いぇゃっょっくうは, ぇ ょっくっき 
ういおぇさゃぇ たかはぉぇ しう おぇすけ きぇ
てうくけこうしおぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ╀せさゅぇし. 
╆ぇゃなさてうかぇ っ ゅうきくぇいうは, 
さけょうすっかうすっ え しぇ ゃけっくっく う 
せつうすっかおぇ. 
‶さけそっしうけくぇかくけ し きせいうおぇ 

しっ いぇくうきぇゃぇ けす 17 ゅけょう
くう, ぇ こなさゃうはす え ぇかぉせき „┿た, 
きけさっすけ” ゃうあょぇ ぉはか しゃはす 
こさっい 1997 ゅけょうくぇ. ¨すすけゅぇ
ゃぇ ょけしっゅぇ っ ういこはかぇ しすけすうちう 
こっしくう, くぇこさぇゃうかぇ っ いぇぉっ
かっあうすっかくう ょせっすう し こけおけえ
くうは ゃっつっ ‶かぇきっく ]すぇゃさっゃ, 
こさうはすっか, おけえすけ くっ っ こさっ
あぇかうかぇ, し ¨さかうく ╂けさぇくけゃ, 
し ╀けさうし ╂けょあせくけゃ, し ╁ぇしうか 
′ぇえょっくけゃ う ╁っしっかうく ╋ぇさう
くけゃ.
╁なゃ ゃさっきっすけ けすゃなょ きせいう

おぇすぇ こさういくぇゃぇ, つっ しっ いぇくう
きぇゃぇ し ぉうすけゃういきう う し ゅさうあう 
こけ こけさぇしくぇかぇすぇ しう ゃっつっ ょな
とっさは ╋ぇゅょぇかっくぇ. 
′っ おさうっ, つっ うょゃぇ し あっ

かぇくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ 
せゃぇあう こけおぇくぇすぇ 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, いぇ 
おけゅけすけ ういこは  っょくぇ けす っきぉかっ
きぇすうつくうすっ しう こっしくう - „╆ぇ 
すっぉっ たけさぇすぇ ゅけゃけさはす”. ‶け
しかっょくけ っ ぉうかぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっょう 2 ゅけょうくう. ]こけょっかは, 
つっ っ ゃこっつぇすかっくぇ けす せしうかう
はすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ ょぇ ょぇゃぇ たかはぉ くぇ 
すけかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ. ′ぇ さぇ
ぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” っょくぇ 
けす かのぉうきうすっ ぉなかゅぇさしおう こっ
ゃうちう こけあっかぇ  いょさぇゃっ, しう
ゅせさくけしす, きくけゅけ せしきうゃおう う 
すけこかう ょくう くぇこさっょ. 
╆ぇこけつゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ し 

〈けくう ╃うきうすさけゃぇ, しゅせてっくう 
ゃ すはしくぇ ゅさうきぬけさくぇ ゃ おけき
こぇくうはすぇ くぇ けとっ ょせいうくぇ 
せつぇしすくうちう ゃ こさぇいくうつくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ ょっくは くぇ „┿さしっ
くぇか”. ′ぇ つぇてぇ おぇそっ, し せのすぇ 
くぇ っかっおすさうつっしおぇ ょせたぇかおぇ, 
„しこっつっかうかぇ” ゃさっきっくくけ ぉうす
おぇすぇ しなし いうきくうすっ すっきこっさぇ
すせさう ゃ さぇくくうは けおすけきゃさう, う 
し こけいくぇすうは くう さっそさっく けす 
っきぉかっきぇすうつくぇすぇ え こっしっく:

すっ う ぉぇとうすっ くう おぇすっゅけさうつ
くけ あうゃっはす しうさけきぇておう う ぉう 
ぉうかけ けとっ こけ-いかっ, ぇおけ くっ しきっ 
くうっ, ょぇ うき こけきぇゅぇきっ. ╋くけゅけ 
たけさぇ あうゃっはす しうさけきぇておう, くけ 
う きくけゅけ たけさぇ あうゃっはす ょっぉっ
かぇておう.
- ┿ こさけょなかあぇゃぇ かう ょぇ っ 

ゃぇかうょくけ, つっ っょうく しう こうっ, 
ぇ ょさせゅ きせ こかぇとぇ?
- ╃ぇ! 〈けゃぇ しう けしすぇくぇ くっせ

くうとけあうきぇ ぉなかゅぇさしおぇ つっさすぇ, 
けす かけてうすっ! ┿い けぉぇつっ しなき けす 
けくっいう, おけうすけ しう こうはす, くけ ゃう
くぇゅう しう こかぇとぇす...
- ┿おけ くはおけえ うしおぇ ょぇ しこっ

つっかう しなさちっすけ すう, おぇおなゃ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ? 
- ‶さけしすけ ゅけ しこっつっかゃぇ, ぉっい 

くうおぇおゃう せゅけゃけさおう. ′はきぇ ぇおけ. 
╁ぇあくけすけ っ ょぇ せしっすは, つっ すけゃぇ 
っ つけゃっおなす. 〈けゃぇ っ きぇゅうは, おけは
すけ くはきぇ くせあょぇ けす けぉはしくっくうは. 
- ┿ くぇ おけゅけ しう しおかけくくぇ ょぇ 

おぇあって „すさなゅゃぇえ, とけき さっ
てうか しう...”?
- ¨, ぇい くぇ おけゅけすけ っ すさはぉゃぇ

かけ, しなき ゅけ おぇいゃぇかぇ. ‶けくはおけゅぇ 
う ぇい しなき しう すさなゅゃぇかぇ. ╉ぇすけ 
つっ かう こさう きっく くっとぇすぇ しぇ 
そうそすう- そうそすう. ╉けかおけすけ ぇい 
しなき しう すさなゅゃぇかぇ, すけかおけゃぇ う けす 
きっく しぇ しう すさなゅゃぇかう. ‶さう きっく 
っ すぇおぇ, つっ おけゅぇすけ くうとけ くっ きっ 
いぇょなさあぇ, くっ せょなかあぇゃぇき ぇゅけ
くうはすぇ, ぇ しう すさなゅゃぇき. ╇ おけゅぇ
すけ くはおけえ うしおぇ ょぇ しう すさなゅくっ 
けす きっく, ぇい ゅけ こせしおぇき. 》けさぇすぇ 
しぇ ゅけ おぇいぇかう: „‶せしくう ゅけ, ぇおけ 
すっ けぉうつぇ, こぇお とっ しっ ゃなさくっ”. 
╇ すぇおうゃぇ しかせつぇう うきぇ. ′け, おけ
ゅぇすけ しう すさなゅくぇ けすくはおなょっ, くっ 
しっ けぉさなとぇき くぇいぇょ. ╉けゅぇすけ しっ 
ういつっさこはす くっとぇすぇ, かのぉけゃすぇ, 
ゃいぇうきくうすっ うくすっさっしう, おけゅぇすけ 
くっ ゅかっょぇきっ ゃ っょくぇ こけしけおぇ, 
おけゅぇすけ きっつすぇっき こけ さぇいかうつっく 
くぇつうく, すけゅぇゃぇ すぇは こっしっく しっ 
けおぇいゃぇ こさけさけつっしおぇ - „〈さなゅ
ゃぇえ, とけき さってうか しう - くはきぇ ょぇ 
すっ しこさぇ”. ′け すぇいう こっしっく っ ゃ 
しうかぇ くっ しぇきけ こさう きっあょせかうつ
くけしすくうすっ けすくけてっくうは, くけ う ゃ 
こさけそっしうけくぇかっく こかぇく. ╉ぇいゃぇ
かぇ しなき しう, つっ, ぇおけ しこさっ ょぇ きう 
こせおぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ, ぇおけ いぇ
こけつくぇ ょぇ きうしかは しぇきけ いぇ すけゃぇ 
おぇお ょぇ しう ゃいっきぇ たけくけさぇさぇ, し 
きっく とっ っ しゃなさてっくけ. ′け ゃしっ 
けとっ くっ しなき しすうゅくぇかぇ ょけ すけいう 
っすぇこ ょぇ きうしかは しぇきけ ゃ ちうそさう 
う うしおさっくけ しっ くぇょはゃぇき ょぇ くっ 
しすうゅくぇ くうおけゅぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
4-すう けおすけきゃさう, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
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]こけさっょ こさっょしすぇゃっくうすっ ょぇく

くう, ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょっあう し 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ しぇ 23,4% 
けす ゃしうつおう さっゅうしすさうさぇくう ぉっい
さぇぉけすくう ゃうしてうしすう, ぇ ょっかなす 
くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょっあう ぉっい 
おゃぇかうそうおぇちうは う しこっちうぇかくけしす 
っ 62%. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ ゃしっ
おう ゃすけさう きかぇょ ゃうしてうしす くぇ 
こさぇおすうおぇ さぇぉけすう さぇぉけすぇ, おけは
すけ っ こけょ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ きせ 
うかう くっ けすゅけゃぇさは くぇ くっゅけゃうすっ 

こさけそっしうけくぇかくう おけきこっすっく
ちうう. 《ぇおす, おけえすけ こなお けす しゃけは 
しすさぇくぇ こけしすぇゃは し けゅさけきくぇ けし
すさけすぇ ゃなこさけしぇ いぇ おぇつっしすゃけすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ ゃうしてっ けぉさぇ
いけゃぇくうっ う いぇ っそっおすうゃくけしすすぇ 
けす ょっしっすおうすっ くぇ こさぇおすうおぇ くっ
くせあくう しこっちうぇかくけしすう いぇ うおけ
くけきうおぇすぇ くう. 
‶け ょぇくくう くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ 

しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ, ぉかういけ こけ
かけゃうくぇすぇ けす さっゅうしすさうさぇくう
すっ ぉっいさぇぉけすくう きかぇょう たけさぇ 
しぇ し けしくけゃくけ うかう こけ-くうしおけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╃っきけゅさぇそしおぇ
すぇ おぇさすうくぇ せ くぇし こさけょなかあぇ
ゃぇ ょぇ しないょぇゃぇ こさうすっしくっくうは 
いぇ ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. ]っ
さうけいっく っ こさけぉかっきなす う し さけき
しおぇすぇ きかぇょっあおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ, 
いぇしうかゃぇく う けす かうこしぇすぇ くぇ おぇ
おゃうすけ う ょぇ っ こさけそっしうけくぇかくう 
うかう けぉさぇいけゃぇすっかくう せきっくうは ゃ 
けしくけゃくぇすぇ つぇしす くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ けす すけいう っすくけし. 
╄おしこっさすうすっ しぇ おぇすっゅけさうつくう, 

つっ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ 
し きかぇょっあおぇすぇ いぇっすけしす きけゅぇす 
ょぇ しっ すなさしはす ゃ せしおけさっくけ しない
ょぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすくう きっしすぇ いぇ 
たけさぇ し くうしおぇ おゃぇかうそうおぇちうは, 
こさけきはくぇ くぇ すさせょけゃけすけ いぇおけ

╋さぇつくう こっさしこっおすうゃう こさっょ きかぇょっあうすっ こけ しゃっすぇ けつっさすぇ ゃ しゃけえ ょけおかぇょ う ╋っあ
ょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ. ╃けおかぇょなす っ さぇいこさけしすさぇくっく ゃ うくすっさくっす.
- ╂かけぉぇかくぇすぇ きかぇょっあおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ とっ こさけょなかあう ょぇ さぇしすっ う こさっい しかっょゃぇ

とうすっ こっす ゅけょうくう, こさけゅくけいうさぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ.
- ╉さういぇすぇ ゃ っゃさけいけくぇすぇ とっ いぇしっゅくっ うくょうさっおすくけ う さぇいゃうゃぇとうすっ しっ しすさぇくう, 

おけっすけ とっ せゃっかうつう ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ しさっょ きかぇょうすっ こけ しゃっすぇ ょけ こけつすう 13% こさっい 
2017, けすぉっかはいゃぇす っおしこっさすうすっ けす ╋¨〈.
- ‶け-こさうすっしくうすっかくけすけ けぉぇつっ っ, つっ ゃしっ こけゃっつっ きかぇょっあう しっ つせゃしすゃぇす けぉっいおせさぇ

あっくう - ょぇかう くはおけゅぇ とっ しう くぇきっさはす さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ けす ╋¨〈 こさういけゃぇゃぇす ょなさあぇ
ゃうすっ ょぇ くぇしなさつぇす きかぇょっあおぇすぇ いぇっすけしす.
╁ ょけおかぇょぇ しっ こけしけつゃぇ けとっ, つっ, きぇおぇさ う きかぇょっあおぇすぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ ゃ ╄ゃさけこぇ 

こさっい しかっょゃぇとうすっ 5 ゅけょうくう ょぇ けすつっすっ かっお しこぇょ, すけゃぇ くはきぇ ょぇ っ ゃ さっいせかすぇす くぇ 
こけょけぉさっくうっ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. ]こぇょなす ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく とっ しっ ょなかあう くぇ ゅけ
かっきうは ぉさけえ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ とっ しっ けすょさなこくぇす けす こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, いぇとけすけ しっ 
つせゃしすゃぇす けぉっいおせさぇあっくう, しっ おぇいゃぇ ゃ ょけおかぇょぇ. 
- ╁ きけきっくすぇ っょくぇ つっすゃなさす けす きかぇょっあうすっ ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ ぉっい さぇぉけすぇ. ′ぇえ-すっあおけ 

っ こけかけあっくうっすけ ゃ ╇しこぇくうは う ╂なさちうは, おなょっすけ こけつすう ゃしっおう ゃすけさう きかぇょ つけゃっお っ 
ういゃなく こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ.

くけょぇすっかしすゃけ, さっそけさきぇ ゃ 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, 
こさけきはくぇ ゃ きけょっかぇ くぇ そうくぇく
しうさぇくっ くぇ せくうゃっさしうすっすうすっ, 
おぇおすけ う ゃ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
くぇ しすぇあぇくすしおうすっ こさけゅさぇきう.
] ちっか ょぇ こけょこけきけゅくっ さぇい

ゃうすうっすけ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせ
ょぇ, うきっくくけ ゃ つぇしすすぇ きかぇ
ょっあおぇ いぇっすけしす, ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ しないょぇょっ 
うくそけさきぇちうけくくぇ しうしすっきぇ 

いぇ けちっくおぇ くぇ おけきこっすっくちう
うすっ MyCompetence – www.
mycompetence.bg. ╇くそけさきぇ
ちうけくくぇすぇ しうしすっきぇ っ けくかぇえく 
ぉぇいうさぇくぇ こかぇすそけさきぇ, おけはすけ 
こけいゃけかはゃぇ くぇ いぇっすうすっ, しすせ
ょっくすうすっ う きっくうょあなさうすっ ょぇ 
しさぇゃくはす いくぇくうはすぇ, せきっくうはすぇ 
う おけきこっすっくちううすっ しう し ういうし
おゃぇくうはすぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ.
╇いうしおゃぇくうはすぇ しぇ けこうしぇくう ゃ 

こけゃっつっ けす 400 こさけそっしうけくぇか
くう しすぇくょぇさすう, ゃ さぇいさぇぉけすゃぇ
くっすけ くぇ おけうすけ しぇ ゃおかのつっくう 
こさっょこさうはすうは けす さっぇかくぇすぇ 
うおけくけきうおぇ.
‶け すけいう くぇつうく ぉういくっしなす 

こさぇゃう いぇはゃおぇ おなき けぉとっしすゃけ
すけ おぇおゃう しぇ いくぇくうはすぇ, おけきこっ
すっくちううすっ う せきっくうはすぇ, おけうすけ 
しぇ くせあくう くぇ うおけくけきうおぇすぇ. ╁ 
きけきっくすぇ ╀]╉ さぇぉけすう しなゃきっしす
くけ し けしっき せくうゃっさしうすっすぇ いぇ 
ぇおすせぇかういうさぇくっ くぇ せつっぉくうすっ 
こさけゅさぇきう ゃ しうくたさけく し こさけそっ
しうけくぇかくうすっ しすぇくょぇさすう いぇ 20 
しっおすけさぇ くぇ うおけくけきうおぇすぇ.
╆ぇ すっいう こけゃっつっ けす しすさはしおぇ

とう そせくょぇきっくすぇかくう こさけぉかっ
きう, こさっょ おけうすけ しぇ  ういこさぇゃっくう 
ぉなかゅぇさしおうはす ぉういくっし う さっぇか
くぇすぇ うおけくけきうおぇ, ょなさあぇゃぇ
すぇ くう   こさぇゃう しおさけきくう う さっ

たぇゃう けこうすう ょぇ しっ くぇきっしう. ╁ 
ゅかせたけすぇ すなくっ う ]すさぇすっゅうはすぇ 
20/20,  ゃ おけはすけ すっいう ゃなこさけ
しう しかっょゃぇてっ ょぇ うきぇす てうさけ
おぇ こさっょしすぇゃうすっかくけしす, こぇさう う 
しっさうけいくけ けすくけてっくうっ. ╃けおぇすけ 
すっつっ っょくけしすさぇくくけ  すけいう せゅさう
あっく きけくけかけゅ, こけ かっすうとぇすぇ う 
ゅぇさうすっ くぇ しすさぇくぇすぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ いぇきう
くぇゃぇす. 〈っいう けす しっかぇすぇ - おなき 
ゅさぇょぇ, ぇ おぇつっしすゃっくうすっ けす 

ゅさぇょぇ - ういゃなく しすさぇくぇすぇ.  ‶け 
ょぇくくう くぇ けそうちうぇかくぇすぇ しすぇ
すうしすうおぇ, すゃなさょっ  しおさけきくう う 
ょぇかっつ けす さっぇかくけしすすぇ, いぇ きう
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ  しすさぇくぇすぇ くう 
けおけくつぇすっかくけ しぇ くぇこせしくぇかう 
12 150 ょせてう, 70% けす おけうすけ 
しぇ きかぇょっあう. 82 250 たうかはょう 
ょせてう こさっい  2012 ゅけょうくぇ けそう
ちうぇかくけ しぇ しきっくうかう きっしすけあう
ゃっっくっすけ しう せ くぇし. 74% けす すはた 
しなとけ しぇ きかぇょう たけさぇ, こさっけぉ
かぇょぇゃぇとぇすぇ つぇしす しすせょっくすう. 
′ぇ そけくぇ くぇ ょぇくくうすっ けす こけ

しかっょくけすけ こさっぉさけはゃぇくっ, しこけ
さっょ おけっすけ 73% けす しなくぇさけょくう
ちうすっ くう あうゃっはす ゃ ゅさぇょけゃっすっ, 
ぇ 27%  ゃ しっかぇすぇ, すっくょっくちうは
すぇ くっ しっ くせあょぇっ けす おけきっくすぇさ. 
′ぇ すけいう そけく こけゃっつっ けす 

しおさけきくう う けぉさっつっくう くぇ くっ
いぇぉっかっあうきう さっいせかすぇすう しぇ 
せしうかうはすぇ くぇ ╀のさぇすぇ こけ すさせ
ょぇ う こけさっょうちぇすぇ こさけゅさぇきう いぇ 
きかぇょっあおぇ いぇっすけしす せ くぇし. ╆ぇ 
すけいう きっしっち こけ っょくぇ すぇおぇゃぇ 
こさけゅさぇきぇ てぇくし ょぇ しう くぇきっ
さはす さぇぉけすぇ うきぇす… 6-きぇ きかぇょう 
ゃうしてうしすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇこかぇ
すぇすぇ, おけはすけ すっ とっ こけかせつぇゃぇす 
っ 400 かっゃぇ. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

′ぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ う っすっさうつくけ-きぇしかっくうすっ おせかすせさう っ  
しかけあっく おさなしす. 

〈けゃぇ っ きくっくうっすけ くぇ ぃかうは ╈けくおけゃぇ, こさっょしっょぇすっか くぇ しすさせお
すせさぇすぇ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ っょうくしすゃっくうは くぇ ╀ぇかおぇくうすっ ╇くしすう
すせす こけ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ おぇすけ しすぇくぇ はしくけ, つっ 6-きぇ けす 
8-すっ くぇせつくう さぇぉけすくうちう くぇ ╇くしすうすせすぇ しぇ こけょぇかう けしすぇゃおうすっ しう 
くぇ 7-きう けおすけきゃさう ゃ いくぇお くぇ こさけすっしす しさっとせ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ 
こさけそ. ′っょおけ ′っょおけゃ - ぉうゃて ょうさっおすけさ くぇ うくしすうすせすぇ, けすくけゃけ くぇ 
こけしすぇ. 

′っょおけゃ っ くぇいくぇつっく けすくけゃけ くぇ こけしすぇ しなし いぇこけゃっょ けす しなとうは ょっく  
くぇ  ょけちっくす-ょ-さ 》さうしすけ ╀けいせおけゃ-こさっょしっょぇすっか くぇ ]っかしおけしすけこぇく
しおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは. ╆ぇこけゃっょすぇ くぇ ′っょおけゃ っ ょけ こさけゃっあ
ょぇくっすけ くぇ おけくおせさし.
╃け おさぇは くぇ すぇいう しっょきうちぇ 〉] くぇ ]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっ

きうは とっ けぉはゃう おけくおせさし いぇ ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ,  
おけえすけ とっ っ ゃ っょくけきっしっつっく しさけお. ╁ すけゃぇ っ せゃっさうか こさっい しっょ
きうちぇすぇ かうつくけ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは 
ょけち. ╀けいせおけゃ ゃ かうつっく さぇいゅけゃけさ し ょっこせすぇすおぇすぇ けす ╂╄[╀ ┿おしっくうは 
〈うかっゃぇ.
╃けしっゅぇてくうはす ╁[╇╃ ′ぇすぇてぇ ╉けゃぇつっゃぇ っ けしゃけぉけょっくぇ けす こけしすぇ  

し きけすうゃぇ, つっ くはきぇ くっけぉたけょうきけすけ くぇせつくけ いゃぇくうっ, おぇおゃけすけ しっ  
ういうしおゃぇ いぇ  いぇっきぇくっすけ くぇ すぇいう こけいうちうは.
[けおぇょぇすぇ ゃ うくしすうすせすぇ こけさけょう くぇこさっあっくうっ う くぇ こさぇおすうおぇ  

ゃしうつおう さぇぉけすっとう すぇき しぇ ゃ しすぇつくぇ ゅけすけゃくけしす.
]さっとせ ゅけすゃっくぇすぇ さけおぇょぇ, けつぇおゃぇくぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ しっょ

きうちう, おけかっおすうゃなす くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ っ ういこさぇすうか こさけすっしす
くう こうしきぇ う こけょこうしおう ょけ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ 
ぇおぇょっきうは, ょけ しうくょうおぇすうすっ う ょけ いっきっょっかしおけすけ きうくうしすっさしすゃけ.  
╃け きけきっくすぇ けすゅけゃけさ くはきぇ.
′ぇいくぇつっくうはす けす ょくっし こさけそ. ′っょおけゃ っ し 39-ゅけょうてっく すさせょけゃ 

しすぇあ. ‶けっきぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ いぇ 4-すう こなす. ‶なさゃうはす こなす っ 
ぉうか こさっい 1996 ゅけょうくぇ, ゃ おぇつっしすゃけすけ しう しなとけ くぇ ╁[╇╃.
‶け ょせきうすっ きせ, いぇょ くぇいくぇつっくうっすけ きせ くっ しすけはす くうおぇおゃう うおけくけ

きうつっしおう う こけかうすうつっしおう うくすっさっしう, ゃ おぇおゃうすけ ゅけ けぉゃうくうたぇ くっ
ゅけゃうすっ おけかっゅう.
]こけさっょ ′っょおけゃ, ゃ ょなくけすけ くぇ くぇこさっあっくうっすけ ゃ うくしすうすせすぇ しすけはす 

くうしおうすっ いぇこかぇすう う くっょけゃけかしすゃけすけ くぇ くぇせつくうすっ さぇぉけすくうちう けす  
すけゃぇ.
╋っあょせ 300 う 350 かっゃぇ しぇ きぇしけゃうすっ いぇこかぇすう ゃ うくしすうすせすぇ, おぇすけ 

すっ くはきぇ ょぇ ぉなょぇす せゃっかうつっくう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ.
105-ゅけょうてくうはす ╇くしすうすせす こけ さけいぇすぇ っ しすけこぇくうく くぇ 500 ょっおぇさぇ 

きぇしかけょぇえくう さけいう, くけ くぇ こさぇおすうおぇ すぇいう ゅけょうくぇ くはきぇ くうすけ おうかけ
ゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ いぇ こさけょぇあぉぇ.
╃っしすうかっさうはすぇ おなき うくしすうすせすなす こさっい すぇいう ゅけょうくぇ さぇぉけすう うい

ちはかけ くぇ うてかっきっ, ぇ いぇ さっぇかういぇちうは ゃ きけきっくすぇ うくしすうすせすぇ うきぇ 
40 おうかけゅさぇきぇ かぇゃぇくょせかけゃけ きぇしかけ う こけ 30 たうかはょう さっいくうおぇ けす 
かぇゃぇくょせかぇ う  きぇしかけょぇえくう さけいう.

╃けきなす  くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さ-
しっくぇか” ょけきぇおうくしすゃぇ 

╃くうすっ くぇ はこけくしおぇすぇ おせかすせさぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ しっ こさけゃっ-
ょけたぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ けおすけき-

ゃさう. ╃っかっゅぇちうはすぇ けす 《せおせはきぇ 
こさうしすうゅくぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ すせさ-
くっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは そけかおかけ-
さっく すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか ゃ ]すさぇ-
くぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ. 
╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ すぇくちぬけ-
さうすっ し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけ-
ょうすっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ, ゃうょっく 
つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさ-
すうすっ いぇ ╉ぇいぇくかなお, こけおぇいぇたぇ 
おさぇしけすぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ くぇ-

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ ′ぇ-
さっょぉぇ いぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ゅけさしおうすっ すっさう-

すけさうう, しけぉしすゃっくけしす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]なゃっすくうちうすっ ゅかぇしせゃぇたぇ う ょけゅけゃけさぇ, おけえすけ ̈ ぉ-

とうくぇすぇ とっ こけょこうてっ いぇ しすけこぇくうしゃぇくっすけ くぇ ゅけさ-
しおうは そけくょ いぇ しさけお けす 10 ゅけょうくう.
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ こさっょけしすぇゃう ゅけさしおうすっ しう 

すっさうすけさうう いぇ しすけこぇくうしゃぇくっ, せこさぇゃかっくうっ, こけかい-
ゃぇくっ う けこぇいゃぇくっ くぇ そうさきぇ, しこっつっかうかぇ おけくおせさし, 
おけえすけ とっ ぉなょっ こさけゃっょっく こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしす-
ゃっくうすっ こけさなつおう.
„¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ょぇょっ すぇいう ょっえくけしす くぇ 

ういこなかくうすっか, おけえすけ とっ さぇぉけすう こさっょう ゃしうつおけ いぇ 
けこぇいゃぇくっ くぇ けぉとうくしおうすっ ゅけさう う いぇ しけちうぇかくぇ 
ょっえくけしす“, いぇはゃう おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は 
ょけこなかくう, つっ ょなさゃっしうくぇすぇ, ょけぉうゃぇくぇ けす けぉとうく-
しおうすっ ゅけさう, こなさゃけ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ ういこけかいゃぇくぇ 
いぇ くせあょうすっ くぇ しけちうぇかくけ しかぇぉうすっ う くせあょぇっとう-
すっ しっ けす こけょこけきぇゅぇくっ, ぇ つぇお しかっょ すけゃぇ ょぇ ぉなょっ 
すなさしっくぇ ゃないきけあくけしす いぇ こっつぇかぉぇ.
╁ たけょぇ くぇ ょっぉぇすうすっ くぇえ-ょうしおせすうさぇく ぉっ ゃな-

こさけしなす いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ ゅけさしおうすっ すっさうすけさうう. 
』ぇしす けす しなゃっすくうちうすっ くぇしすけはたぇ ょぇ  ぉなょっ いぇこう-
しぇくぇ おかぇせいぇ, しこけさっょ おけはすけ 1/3 けす ょなさゃっしうくぇすぇ 
ょぇ ぉなょっ ょけぉうゃぇくぇ けす けぉとうくしおう そうさきう, くけ きくけ-
いうくしすゃけすけ くっ こさうっ すけゃぇ ょけこなかくっくうっ.
‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ╃け-

ぉさうく ╃さぇゅくっゃ こさっょかけあう, こさっょゃうょ こけさっょうちぇすぇ 
ゃぇあくう ゃなこさけしう う いくぇつうきけしす いぇ くぇしっかっくうっすけ くぇ 
けぉとうくぇすぇ, おけうすけ こけさぇあょぇ くけゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ, すは 
ょぇ しっ こさうっきぇ ゃ ょゃっ けすょっかくう いぇしっょぇくうは, くぇ ょゃっ 
つっすっくうは, くけ こさっょかけあっくうっすけ きせ くっ ぉっ こさうっすけ. 
‶けゃっつっ いぇ こさうっすぇすぇ けぉとうくしおぇ ′ぇさっょぉぇ いぇ しすけ-

こぇくうしゃぇくっすけ う せこさぇゃかっくうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ 
ゅけさう きけあっすっ こさけつっすっすっ ゃ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお - http://obs.kazanlak.bg/

‶け ょせきうすっ きせ, くぇえ-ゃぇあくぇすぇ いぇょぇつぇ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ くけゃうは 〉] 
っ ょぇ こさうゃかうつぇす くけゃう たけさぇ う しなきうてかっくうちう, いぇ ょぇ しっ ゃないさけょう 
そせすぉけかなす ゃ けぉとうくぇすぇ う いぇっょくけ し ゃしっ こけ-こさけしこっさうさぇとぇすぇ ょっす
しおけ-のくけてっしおぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ ゃ „┿さしっくぇか” う ぉなさいけ くぇぉうさぇ
とぇすぇ しおけさけしす ょっすしおぇ ておけかぇ くぇ „[けいうすっ”, ょぇ しっ ういゅさぇょう くけゃうはす 
きなあおう こさっょしすぇゃうすっかっく けすぉけさ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′けゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ ゃっつっ けぉきうしかは う さぇいかうつくう うくうちうぇすうゃう う 

うょっう いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ, こけょょさなあくうちう  う こけこせかはさくけしす.
]さっょ こなさゃうすっ うくうちうぇすうゃう くぇ くけゃうは 〉], しなゃきっしすくけ し けぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお, っ こさうはすっかしおう きぇつ きっあょせ けすぉけさうすっ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う „╀っさけっ”. ‶さうはすっかしおうはす きぇつ っ くぇしさけつっく いぇ 
12-すう けおすけきゃさう けす 16 つぇしぇ くぇ ゅさぇょしおうは しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし”.
]さっとぇすぇ っ けさゅぇくういうさぇくぇ こけ しかせつぇえ くぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 30 ゅけ

ょうくう けす ゃかういぇくっすけ くぇ „[けいうすっ“ ゃ „┿“ ‶さけそっしうけくぇかくぇ そせすぉけかくぇ 
ゅさせこぇ (‶《╂). 
]なとうは ょっく, 12 けおすけきゃさう 2013 ゅ., けす 19.00 つぇしぇ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇいぇくかなお“ こさっょしすぇゃうすっかう 

くぇ おぇいぇくかなておうは ぉういくっし しぇ こけおぇくっくう くぇ しさっとぇ し くけゃうは 〉こさぇゃうすっかっく しなゃっす くぇ そせすぉけかくうは 
おかせぉ.
 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╋ぇさうは ╃けぉさうくけゃぇ ╃けぉさっゃぇ 
e くぇ  こけつすう 2 ゅけょうくう. ╋けきうつっくちっ
すけ しすさぇょぇ けす ょっすしおぇ ちっさっぉさぇかくぇ 
こぇさぇかういぇ /しこぇしすうつくぇ ょうこかっゅうは/.
〈っあおぇすぇ ょうぇゅくけいぇ っ こけしすぇゃっくぇ 

こさっょう きっしっち, くけ かっおぇさうすっ ょぇゃぇす 
せくうおぇかくう てぇくしけゃっ くぇ ょっすっすけ ょぇ 
こさけたけょう. ╆ぇ ちっかすぇ っ くせあくけ すけ ょぇ 
ぉなょっ こけょかけあっくけ くぇ 12 こさけちっょせ
さう ゃ しこっちうぇかういうさぇくぇ ぉけかくうちぇ ゃ 
]けそうは. ╁しはおぇ けす っあっきっしっつくうすっ 
こさけちっょせさう とっ しすさせゃぇ こけ 1000 
かっゃぇ, しさっょしすゃぇ, し おけうすけ しっきっえ
しすゃけすけ くぇ ╋ぇさうは くっ さぇいこけかぇゅぇ. 
] こけきけとすぇ くぇ しさっょしすゃぇ, しなぉさぇくう 
ゃなゃ ゃけっくくけすけ こけょっかっくうっ ゃ ╉ぇ

いぇくかなお, っ いぇおせこっくぇ しこっちうぇかくぇ こさけたけょうかおぇ, いぇ ょぇ きけあっ 
きぇかおぇすぇ ╋ぇさうは ょぇ しっ こさうょゃうあゃぇ. 
╆ぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ こぇさうすっ, くせあくう いぇ こさけちっょせさうすっ ゃ ]け

そうは, っ けすおさうすぇ ょぇさうすっかしおぇ しきっすおぇ: 
〈は っ ゃ ╉けさこけさぇすうゃくぇ ぉぇくおぇ - ╉ぇいぇくかなお
IBAN: BG17 KORP 9220 1008 7587 01
BIC: KORPBGSF

〈っかっそけく いぇ ゃさないおぇ しなし ╆けさくうちぇ ┿くゅっかけゃぇ
/きぇえおぇすぇ くぇ ╋ぇさうは/ - 0899 313 096

〉《╇ 】』 〉╅ ‒[ „ 『《′《╇╅ ╉《]¨〉╅” 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

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

さけょくう こっしくう う すぇくちう ゃ ぅこけくうは 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ぉかういけ きっ-
しっち. „〈ぇいゅけょうてくうすっ おけくちっさすう 
うきぇたぇ ういおかのつうすっかくけ くぇすけゃぇ-
さっくぇ こさけゅさぇきぇ, こさけゃっょけたきっ 

くぇえ-すっあおけすけ すせさくっ けす くぇつぇ-
かけすけ くぇ くぇてっすけ こさうはすっかしすゃけ し 
ぅこけくうは”, しこけょっかう ]すけはくけゃ いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
〈けえ っ う ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ  けさ-

ゅぇくういぇちうはすぇ くぇ こけしっとっくうっすけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ょっかっゅぇちうは けす 
《せおせはきぇ, ゃけょっくぇ けす ]ぇしぇおう 
【うゅっちせくぇ, こさっょしっょぇすっか くぇ 
┿しけちうぇちうはすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ 
„《せおせはきぇ-╀なかゅぇさうは“ う  しっおさっ-

すぇさは くぇ ぇしけちうぇちうはすぇ ╋うつうはしせ 
╃ぇすっ, おけはすけ しっ しさっとくぇ こさっい 
しっょきうちぇすぇ し おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╂させこぇすぇ けす きせいうおぇくすう, ゃけょっ-

くう けす おせかすせさくうすっ こさっょしすぇ-
ゃうすっかう, ういくっしっ すさう おけくちっさすぇ 
せ くぇし, こなさゃうはす けす おけうすけ いぇ-
さぇょゃぇ ぇさしっくぇかちう くぇ すったくうは 
こさけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお – 
╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. 
╃させゅうすっ ょゃぇ おけくちっさすぇ ぉはたぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う ‶ぇゃっか ぉぇくは, つうは-
すけ こせぉかうおぇ ぉっ ゃこっつぇすかっくぇ けす 
せくうおぇかくうすっ いぇ っゃさけこっえしおうは 
しかせた, くけ – すさぇょうちうけくくう いぇ 

ぅこけくうは, きせいうおぇかくう うくしすさせ-
きっくすう おけすけ う てぇおせたぇつう.
ぅこけくしおうすっ ゅけしすう ぉはたぇ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお ゃ さぇきおうすっ くぇ こさけゅさぇ-
きぇすぇ くぇ ╃くうすっ くぇ はこけくしおぇすぇ 

おせかすせさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈っ ぉはたぇ 
こけしさっとくぇすう けす おきっすぇ くぇ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけ-
はくけゃぇ, おけはすけ ういさぇいう しゃけっすけ 
ういおかのつうすっかくけ せょけゃかっすゃけさっ-
くうっ, つっ ゅけしすうすっ けす 《せおせはきぇ しぇ 
ういぉさぇかう ╉ぇいぇくかなお いぇ しゃけっすけ 
こけしっとっくうっ. ]すけはくけゃぇ ぉかぇゅけ-
ょぇさう いぇ けおぇいぇくけすけ ゅけしすけこさう-
っきしすゃけ こけ ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ょっかっゅぇちうは 

ゃなゃ 《せおせはきぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょう-
くぇ う ういさぇいう しゃけはすぇ せゃっさっくけしす, 
つっ う いぇくぇこさっょ ゃいぇうきけけすくけてっ-
くうはすぇ きっあょせ ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ とっ 
しっ さぇいゃうゃぇす.
‶けいょさぇゃうすっかっく ぇょさっし けす 

おきっすぇ くぇ 《せおせはきぇ ┿おうさぇ 》ぇょぇ 
ょけ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ぉっ ゃさなつっく けす ]ぇしぇ-
おう 【うゅっちせくぇ. ╁ くっゅけ ゅ-く 》ぇょぇ 
ういおぇいゃぇ しゃけはすぇ さぇょけしす けす 
ぉかういおうすっ おけくすぇおすう きっあょせ ╉ぇ-
いぇくかなお う 《せおせはきぇ う こけょつっさ-
すぇゃぇ, つっ こさっい 2016 ゅ. ゃ はこけく-
しおうは ゅさぇょ, ういゃっしすっく しなとけ しなし 
しゃけは 《っしすうゃぇか くぇ さけいぇすぇ, とっ 
こさぇいくせゃぇす 100-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ ゅさぇょぇ う こけ すけいう こけゃけょ とっ 
せきくけあぇす きくけゅけおさぇすくけ くぇしぇあ-
ょっくうはすぇ けす さけいう ゃ くっゅけ.
』さっい こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 

《せおせはきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお おきっすなす 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ けすこさぇゃう こけ-
おぇくぇ おなき ┿おうさぇ 》ぇょぇ ょぇ ぉなょっ 
ゅけしす くぇ ゅさぇょぇ.
╃っかっゅぇちうはすぇ けす こけぉさぇすう-

きっくうは はこけくしおう ゅさぇょ くぇきっ-
さう うしすうくしおう こさうはすっかう う ゃ し. 
╉けこさうくおぇ.  〈ぇき こっくしうけくっさしおう 
おかせぉ „′ぇょっあょぇ“ こけしさっとくぇ 
ゅけしすうすっ けす ]すさぇくぇすぇ くぇ うい-
ゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ し こうすぇ う 
しけか, し くぇさけょくう こっしくう う すぇくちう, 
ういこなかくっくう けす ょっすしおけ-のくけてっ-
しおぇすぇ そけさきぇちうは „]かぇゃっえつっ“ 
こさう ′』 „‶さけぉせょぇ 1920“, う し 
ぉなかゅぇさしおう くぇちうけくぇかくう はしすうは. 
‶けいょさぇゃかっくうは けすこさぇゃう う ゃけ-
おぇかくぇすぇ そけさきぇちうは ゃ し. ╉けこ-
さうくおぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

Оркестърът от град Фукуяма - Япония

] さってっくうっ くぇ けぉとうくしおう-
すっ しなゃっすくうちう ぉっ こさうっすけ 

ういきっくっくうっ くぇ ¨ぉとうは せしすさけえ-
しすゃっく こかぇく (¨〉‶) くぇ ゅさぇょ ╉ぇ-
いぇくかなお, ゃ おけえすけ しぇ ゃおかのつっくう 
ゃたけょくけ-ういたけょくうすっ すっさうすけさうう 
こけ ゅかぇゃくう う けぉとうくしおう こなすう-
とぇ. 〈けゃぇ しぇ こなすくうすっ ぇさすっさうう 
ゃ こけしけおうすっ: ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
╂ぇぉさけゃけ, ]けそうは, ╀せいけゃゅさぇょ う 
╋うくっさぇかくう ぉぇくう ¨ゃけとくうお.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ すけいう きぇく-

ょぇす くぇ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ う 
きっしすくうは こぇさかぇきっくす しぇ  さぇいさぇ-
ぉけすっくう つっすうさう  ょなかゅけしさけつくう 
ょけおせきっくすぇ, しゃなさいぇくう し  せし-
すさけえしすゃけすけ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
う し さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ う 
くぇ けぉとうくぇすぇ. 〈けゃぇ っ ¨ぉとう-
はす せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, こさうっす くぇ こけしかっょくけすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ, ╇くすっゅ-
さうさぇくうはす こかぇく いぇ ゅさぇょしおけ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ う さぇいゃうすうっ 
(╇‶╂╁[), おけえすけ しなとけ っ こさうっす 
う いぇ おけえすけ っ けぉはゃっく おけくおせさし 
いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ しこっちうぇかう-
いうさぇくうすっ こさけっおすう いぇ けぉっおすう 
ゃ すさうすっ いけくう くぇ ゃないょっえしすゃうっ. 
‶さっょしすけう こさうっきぇくっすけ くぇ ¨〉‶ 
くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ. ╁くっしっくぇ っ ょけおかぇょくぇ いぇ-
こうしおぇ いぇ けょけぉさはゃぇくっ くぇ いぇょぇ-
くうっすけ いぇ ういゅけすゃはくっ くぇ ¨〉‶ くぇ 
ちはかぇすぇ すっさうすけさうは くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.

80% けす おきっすしおぇすぇ いぇこかぇすぇ とっ  こけかせつぇゃぇ おぇすけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ すさせ-
ょぇ しう けきぉせょしきぇくなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 】っさっゃぇ っ こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお  う ぉっ ういぉさぇくぇ し  すぇっく ゃけす けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす こさっい 
のかう. 
 [ぇいきっさなす くぇ きっしっつくけすけ え ゃないくぇゅさぇあょっくうっ  ぉっ けこさっょっかっくけ こけ  こさっょかけあっ-

くうっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ]なゃっすぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ╃けしっゅぇ けぉとっしすゃっくうはす 
こけしさっょくうお こけかせつぇゃぇてっ きっしっつくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ おけかおけすけ くぇ おきっすぇ.   
]なゅかぇしくけ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお いぇっきぇ-

とうはす すけいう こけしす くはきぇ こさぇゃけ くぇ くうおぇおゃぇ ょさせゅぇ ょっえくけしす - くうすけ くぇ すなさゅけゃしおぇ, 
くうすけ くぇ ょさせゅう  こかぇすっくう ぇくゅぇあうきっくすう. ╋ぇくょぇすなす くぇ けきぉせょしきぇくぇ っ 5 ゅけょうくう, 
ぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっすけ きせ しっ けこさっょっかは し さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 

 ╄あっょくっゃくけ, 5 ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, こけ 4 つぇしぇ, けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うく-
おぇ 】っさっゃぇ とっ こさうっきぇ ゅさぇあょぇくう し すったくうすっ ゃなこさけしう, あぇかぉう, きけかぉう いぇ こけきけと. 
 『っかすぇ くぇ すけゃぇ つぇしけゃけ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こさうっきくぇすぇ っ ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ たけさぇ 

し さぇいかうつくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ょぇ きけゅぇす ょぇ しっ しさっとぇす し けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 

‶けくっょっかくうお    14.00 - 18.00 つ.
╁すけさくうお          13.30 - 17.30 つ.
]さはょぇ               08.30 - 12.30 つ. 
』っすゃなさすなお       11.30 - 15.30 つ. 
 ‶っすなお              09.00 - 13.00 つ. 

 
┿ょさっし:  

 ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „ ┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, っす. 3
すっかっそけく  いぇ ゃさないおぇ  0431/  98 340 
 e-mail:  ombudsman@minicipality-kz.org

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

- くぇ ゃたけょぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ4, 
おぇおすけ う くぇ っすぇあぇ こさっょ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ゃ しな-
とぇすぇ しゅさぇょぇ, っす. 3
- くぇ ぉせか. „ [けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ 4, いぇょ ぉうゃてぇすぇ させしおぇ おくうあぇさくうちぇ. 
]うゅくぇかうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす せしすくけ 

うかう ゃ こうしきっく ゃうょ.
┿くけくうきくう しうゅくぇかう くっ しっ こさうっきぇす う くっ しっ さぇいゅかっあょぇす.

╆ぇゃっとぇくうっすけ くぇ こけおけえくうは こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお - しおせかこすけ-
さなす ╃けおけ ╃けおけゃ, とっ  ゃうょう ぉはか しゃはす, しかっょ おぇすけ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくう-

ちう けょけぉさうたぇ こさっょかけあっくうっすけ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ゃ ゅさぇょうくおぇすぇ くぇ 
せか. „╇しおさぇ” ょぇ ぉなょっ こけしすぇゃっくぇ しおせかこすせさぇすぇ くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ – „ぅこけくおぇすぇ”. 

╂うこしけゃうはす きぇおっす くぇ こけしかっょくぇすぇ しう 
すゃけさぉぇ ╃けおけ こけょぇさう くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお こさう こけしかっょくぇすぇ しう しさっ-
とぇ し おきっすぇ ゃ おさぇは くぇ きぇえ. ╋っしっち 
こけ –おなしくけ  すけえ くぇこせしくぇ あうゃけすぇ 
いぇゃうくぇゅう. ]おせかこすせさぇすぇ しうきゃけかう-
いうさぇ ょなかゅけゅけょうてくうすっ こさうはすっかしおう 
ゃさないおう きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う すさうすぇ 
はこけくしおう ゅさぇょぇ 《せおせはきぇ, ╋せくぇおぇすぇ 
う 》うさけてうきぇ う くっけぉはしくうきけすけ, くけ 
ういおかのつうすっかくけ しうかくけ こさうゃかうつぇくっ, 
おけっすけ はこけくしおうはす くぇさけょ ういこうすゃぇ 
おなき ╀なかゅぇさうは う おなき ╉ぇいぇくかなお. 
„ぅこけくおぇすぇ”  とっ ぉなょっ ういさぇぉけすっくぇ 
けす しゃっすなか おぇきなお う とっ しう おけさっし-
こけくょうさぇ し ういはとくぇすぇ „〈さぇおうえおぇ“, 
しなとけ ょっかけ くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, くぇきう-

さぇとぇ しっ くぇ こか. „]っゃすけこけかうし“. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ え とっ しっ けしうゅせ-
さはす けす ょぇさうすっかしおぇ おぇきこぇくうは.
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┿さしっくぇかしおぇすぇ きかぇょっあおぇ 

そせすぉけかくぇ ておけかぇ しなぉうさぇ 
ぉかういけ 100 ょっちぇ ゃ ょゃぇすぇ けすぉけ
さぇ くぇ こさっょこけょゅけすゃうすっかくぇすぇ う 
こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこう. ╂けかっ
きうすっ しぇ くぇ ゃないさぇしす 10 - 15 ゅけ
ょうくう, きぇかおうすっ しぇ さけょっくう こさっい 
2001-ゃぇ - 2002-さぇ ゅけょうくぇ. 

╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ さぇぉけすう いぇっょくけ 
ゃ すさっくぬけさしおぇ ょゃけえおぇ し おけかっゅぇ
すぇ しう ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ. 
【おけかぇすぇ うきぇ けすょぇゃくぇてくう 
すさぇょうちうう, くけ っ ゃないしすぇくけゃっくぇ 
けす ょゃっ ゅけょうくう くぇしぇき. ‶なさゃぇ
すぇ っ しぇきけ こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅけ
ょうくぇ, こさっい ゃすけさぇすぇ こけつゃぇす う 
うしすうくしおうすっ きぇつけゃっ, けぉはしくはゃぇ 
すさっくぬけさなす ¨さけいけゃ. ╃っちぇすぇ 
けす つっすうさう ゃないさぇしすう しぇ さぇい
こさっょっかっくう ゃ ょゃっ ゃないさぇしすけゃう 
ゅさせこう. ╆ぇしっゅぇ „┿さしっくぇか“ くはきぇ 
きなあおう けすぉけさ. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ きなあおうすっ けすぉけさう っ ょけしすぇ 
しかけあくぇ う しおなこぇ. ╁ せしかけゃうはすぇ 
くぇ ぇぉょうおぇちうは くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
けす そせすぉけかぇ っ ういおかのつうすっかくけ 
すさせょくけ ょぇ しっ こけょょなさあぇ きなあおう 
けすぉけさ, くうおけえ けすぉけさ くっ きけあっ 
ょぇ しっ しぇきけういょなさあぇ しぇきけ けす 
うゅさぇ, けぉはしくはゃぇ ¨さけいけゃ せし
かけゃうはすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ くぇえ-
けぉうつぇくうは しこけさす  ゃ ╀なかゅぇさうは.
„〉しかけゃうはすぇ, おけうすけ くう こさっ

ょけしすぇゃは „┿さしっくぇか“, しぇ けすかうつ
くう, うきぇきっ ゃしうつおけ くっけぉたけょうきけ 
いぇ さぇぉけすぇ. ╇きぇきっ くっ しぇきけ つせ
ょっしくう せしかけゃうは いぇ さぇぉけすぇ, くけ 
う くけさきぇかっく せつっぉくけ-すさっくうさけ
ゃなつっく こさけちっし“, おぇすっゅけさうつっく 
っ すさっくぬけさなす くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
そせすぉけかくう くぇょっあょう. ]すぇょうけく
なす くぇ „┿さしっくぇか“ っ きくけゅけ こけ-
ょけぉなさ おぇすけ すっさっく けす ゅさぇょしおうは 
しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし“, きくけゅけ 
けすぉけさう けす „┿“ ゅさせこぇ ゃ ╀なかゅぇ
さうは くはきぇす すぇおうゃぇ しすぇょうけくう, 
っ けちっくおぇすぇ くぇ しすぇさてう-すさっ
くぬけさなす. ╃っちぇすぇ すさっくうさぇす ゃしっ
おう ょっく ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ,  
しこけさっょ せつっぉくぇすぇ しう こさけゅさぇきぇ 
ゃ せつうかうとっ. ╇ょゃぇす しぇきう う し けゅ
さけきくけ あっかぇくうっ. ╇きぇ けす ゅさぇょぇ, 
おぇおすけ う けす しっかぇすぇ おさぇえ ╉ぇいぇく
かなお. ╇きぇ せつっくうちう けす ゃしうつおう 
せつうかうとぇ. ╋くけゅけ けす きけきつっすぇすぇ 

うきぇす う ょさせゅう いぇくうきぇくうは - せつぇす 
ぇくゅかうえしおう, うゅさぇはす くぇさけょくう 
すぇくちう, くけ ゃなこさっおう すけゃぇ しっ 
しこさぇゃはす う さぇぉけすはす しっさうけいくけ くぇ 
すさっくうさけゃおうすっ, けぉはしくはゃぇ ¨さけ
いけゃ: „╇きぇきっ すぇかぇくすう! ╁しっおう 
けす すはた きけあっ ょぇ けすぉっかっあう ゅけか, 
おけっすけ っ こさっおさぇしくけ“.  〈けえ っ 

きくけゅけ ょけゃけかっく けす さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ょっちぇすぇ う っ しうゅせさっく, つっ すせお すっ 
きけゅぇす ょぇ くぇせつぇす きくけゅけ, こさっょう 
くぇえ-ょけぉさうすっ けす すはた ょぇ ぉなょぇす 
こけゃうおぇくう ゃ ゅけかっきうすっ けすぉけさう.  
]こけさっょ ¨さけいけゃ, ゃ すぇいう きかぇょぇ 
ゃないさぇしす こけ-ょけぉさっ いぇ さぇいゃう
すうっすけ くぇ ぉなょっとうは そせすぉけかうしす 
っ ょぇ くぇせつう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 
ゃ すぇいう ておけかぇ, けすおけかおけすけ ょぇ 
ぉなさいぇ おなき ゅけかっきうすっ けすぉけさう, 
おなょっすけ つっしすけ こけゃっつっすけ きかぇょっ
あう けしすぇゃぇす くぇ こっえおぇすぇ くぇ さっ
いっさゃうすっ う ゅせぉはす ちっくくけ ゃさっきっ, 

ょけおぇすけ くぇおさぇは しっ けすおぇいゃぇす けす 
しこけさすぇ. „╃けぉさうはす しこっちうぇかうしす 
きけあっ しぇき ょぇ こさっちっくう おけゅぇ ょぇ 
こけしなゃっすゃぇ きかぇょっあぇ ょぇ うょっ ゃ 
ゅけかはき けすぉけさ, くけ すけゃぇ くっ すさはぉ
ゃぇ ょぇ しすぇゃぇ こさっょう ゃ こけ-きぇかおうは 
けすぉけさ ょぇ ぉなょっ くぇせつっくけ ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ“, しなゃっすゃぇ すさっくぬけさなす 
¨さけいけゃ, つううすけ ゃないこうすぇくうちう 
こさっい ゅけょうくうすっ いぇたさぇくゃぇす けすぉけ

さう おぇすけ „╀っさけっ“, うきぇ うゅさぇつう 
ゃ 『]╉┿, ゃ ╊けゃっつ う „′っそすけたう
きうお“. 【ぇきこうけくうすっ くぇ ¨さけいけゃ 
けす 1992-さぇ うゅさぇはす ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ っ 
ゃいっす けす 『]╉┿, ┿くすけく ]こぇしけゃ 
しすぇゃぇ ゅけかきぇえしすけさ くぇ „┿“ ゅさせ
こぇ, ╃ぇくうっか 》さうしすけゃ けすうゃぇ 

ゃ ╀せさゅぇし. ╆ぇすけゃぇ し すさっくぬけさ 
おぇすけ ¨さけいけゃ くぇょっあょうすっ くぇ 
きかぇょうすっ ぇさしっくぇかしおう そせすぉけ
かうしすう しぇ ゅけかっきう. ╋けきつっすぇすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか“ しっ しなしすっいぇゃぇす 
ゃ けぉかぇしすくけすけ こなさゃっくしすゃけ ゃ 
ゅさせこぇ し 12 けすぉけさぇ, おけうすけ しう 
こさぇゃはす さぇいきっくくう ゅけしすせゃぇくうは 
こさっい ょゃぇすぇ しっいけくぇ. ╁ しなとぇすぇ 
ゅさせこぇ うきぇ けすぉけさ くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“, おなょっすけ っ さぇぉけすうか 
¨さけいけゃ こさっょう ょぇ ょけえょっ ゃ 
„┿さしっくぇか“. ╋くけゅけ けす ゃないこう
すぇくうちうすっ きせ ゅけ こけしかっょゃぇす う 

しきっくはす „[けいうすっ“ し „┿さしっくぇか“.  
╋っしすくけすけ おぇいぇくかなておけ ょっさぉう 
きっあょせ ょゃぇすぇ けすぉけさぇ こさっょしすけう 
すぇいう っしっく くぇ ゅさぇょしおうは しすぇょう
けく. ‶けょゅけすけゃおぇすぇ くぇ けすぉけさぇ 
ゃなさゃう けすかうつくけ: „¨ぉっいこっつっくう 
しきっ. 〉こさぇゃうすっかくうはす しなゃっす, 
おけえすけ ゃおかのつゃぇ さなおけゃけょうすっかう 
けす „┿さしっくぇか“, ぉっいさっいっさゃくけ くう 
こけょおさっこは う けしうゅせさはゃぇ ゃしうつおけ 

くっけぉたけょうきけ. ′はきぇきっ こさけぉかっ
きう くうすけ し すぇおしうすっ いぇ せつぇしすうっ, 
くうすけ し くっけぉたけょうきうは すさぇくし
こけさす, けしうゅせさっくけ くう っ う せつぇし
すうっ ゃ すせさくうさう. ╁しうつおう けす 〉] 
しぇ いぇゅさうあっくう う し ゅけかはきけ あっ
かぇくうっ くう こけきぇゅぇす, しすぇさぇはす しっ 
くうとけ ょぇ くっ くう かうこしゃぇ, ょっちぇ

すぇ ょぇ しぇ しこけおけえくう う ょぇ きけゅぇす 
ょぇ こさぇゃはす こけぉっょう“, ょけゃけかっく っ 
すさっくぬけさなす. [けょうすっかう しなとけ こけ
きぇゅぇす くぇ けすぉけさぇ. ╇きっくくけ さけ
ょうすっか っ こけきけゅくぇか しなし しこけさす
くぇすぇ っおうこうさけゃおぇ. 
¨しゃっく ゃ つうしすけ しこけさすくけ-すった

くうつっしおう せきっくうは, ¨さけいけゃ ゃない
こうすぇゃぇ せ きぇかおうすっ そせすぉけかうしすう 
う ょさせゅう おぇつっしすゃぇ, くせあくう くぇ 
ゅけかっきうは しこけさすうしす - せこけさうすけしす, 
しこけおけえしすゃうっすけ ょぇ しっ こさうっきぇす  
いぇゅせぉぇすぇ う こけぉっょぇすぇ おぇすけ くけさ
きぇかくう くっとぇ ゃ しなしすっいぇくうっすけ, 

いぇとけすけ: „╁ しこけさすぇ くはきぇ こけ
ぉっょっく う こけぉっょうすっか.“ ╋かぇょうすっ 
しぇ けしけぉっくけ つせゃしすゃうすっかくう おなき 
くっしこさぇゃっょかうゃけしすすぇ くぇ すっさっくぇ, 
いぇぉっかはいゃぇ けとっ すさっくぬけさなす くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけ
かぇ. ╋けきつっすぇすぇ しっ すっさいぇはす けす 
しさっとうすっ しう し こさっょくぇきっさっくう 
しなょうう, さっぇゅうさぇす ぉせさくけ, ょけさう 
くっさゃくけ こけくはおけゅぇ, ゅけすけゃう しぇ ょぇ 

‶さっょう きぇかおけ こけゃっつっ けす こけかけゃうく ゅけょうくぇ さなおけゃけょしすゃけ
すけ くぇ “┿さしっくぇか” こさうゃかうつぇ いぇ すさっくぬけさ くぇ ╃っすしおけ-のくけ
てっしおぇすぇ しう そせすぉけかくぇ ておけかぇ うしすうくしおぇ きっしすくぇ かっゅっくょぇ. 
╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ っ っきぉかっきぇ いぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか. 

]すけこさけちっくすけゃ おぇょなさ くぇ “[けいけゃぇ ょけかうくぇ” - いぇこけつくぇか 
ゃ ╃っすしおけ-のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ, すけえ こさっあうゃはゃぇ し おぇこう
すぇくしおぇすぇ かっくすぇ くぇ さなおぇすぇ しう くぇえ-ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ “[けいうすっ” - ゃかういぇくっすけ ゃ “┿” ゅさせこぇ こさっい 
1982-さぇ. ‶けきくう ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ おぇいぇくかなつぇくう すけか
おけゃぇ しすさけゅけ しかっょはす きぇつけゃっすっ くぇ かのぉうきうは けすぉけさ, つっ 
ょけさう さっあぇす ゅさっょうすっ くぇ ゃさぇすうすっ くぇ すっさっくぇ しかっょ っょくぇ 
そせすぉけかくぇ いぇゅせぉぇ う こかぇてぇす し さぇいけさぇゃぇくっ くぇ すさっゃぇすぇ う 
いぇしぇあょぇくっ くぇ おぇさすけそう こさう こけゃすけさっくうっ くぇ “さっいうかぇ”. 
╉ぇさうっさぇすぇ くぇ ¨さけいけゃ おぇすけ うゅさぇつ しゃなさてゃぇ すぇき, おなょっすけ 
こけつゃぇ - こぇお ゃ “[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. ‶けしかっ しすぇゃぇ こさけそっしう
けくぇかっく すさっくぬけさ こけ そせすぉけか し ょうこかけき けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
しこけさすくぇ ぇおぇょっきうは. ╉ぇすけ すさっくぬけさ, すけえ ういゃっあょぇ おぇいぇく
かなておうすっ のくけてう - しすぇさてぇ ゃないさぇしす ょけ くぇえ-ゃうしけおけすけ 
きっしすくけ こけしすうあっくうっ - てぇきこうけくしおぇすぇ すうすかぇ くぇ ╀なかゅぇ
さうは こさっい 1992-さぇ.
╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ っ すさっくうさぇか “[けいうすっ”, “╀っさけっ - 2000”, 

“┿しおっくす” - ╂せさおけゃけ.  
〈ぇいう ゅけょうくぇ ¨さけいけゃ こさぇゃう かうつくけすけ しう いぇゃさなとぇくっ 

ゃ “┿さしっくぇか”, しかっょ おぇすけ くはおけゅぇ いぇゃなさてゃぇ そうさきっくけすけ 
せつうかうとっ - ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ. 
]ぇきけ すさう きっしっちぇ, しかっょ おぇすけ こさっい そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょう

くぇ すけえ しすぇゃぇ すさっくぬけさ くぇ  ╃っすしおけ-のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ くぇ 
“┿さしっくぇか” - 2000, けとっ しかっょ こなさゃうは こけかせしっいけく, けすぉけ
さなす しすぇゃぇ こさけかっすっく こなさゃっくっち, つっすゃなさすう ゃ おかぇしうさぇくっすけ 
いぇ ちっかうは しっいけく. ] すけいう しっさうけいっく “おぇこうすぇか” ぇさしっくぇか
しおうすっ そせすぉけかうしすう しすぇさすうさぇたぇ くけゃうは しっいけく し ぇきぉうちうは 
いぇ つっかくけ おかぇしうさぇくっ ょけ おさぇは くぇ すぇいゅけょうてくうは てぇきこうけ
くぇす. ╁っつっ いぇこうしぇたぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう こけぉっょぇすぇ, 
し おけはすけ けすぉけさなす こっつっかう すせさくうさぇ “╆ぇ ╉せこぇすぇ くぇ おきっすぇ” 
ゃ ╂せさおけゃけ.

しっ けすおぇあぇす, おけゅぇすけ せしうかうはすぇ 
うき くっ  しぇ ゃないくぇゅさぇょっくう しこけ
さっょ けつぇおゃぇくうはすぇ. ╁ しさぇゃくっくうっ 
し きうくぇかけすけ, ょくってくけすけ こけおけ
かっくうっ っ こけ-つせゃしすゃうすっかくけ う, 
おぇおすけ くぇゃしはおなょっ, きけすうゃぇちうはすぇ 
こけくはおけゅぇ っ こさけぉかっき, いぇとけ
すけ っあっょくっゃくうすっ すさせょくけしすう いぇ 
くはおけう しぇ くっこけしうかくう, しこけょっかは 
けとっ けこうすくうはす すさっくぬけさ.  ‶け
ぉっょうすっ けぉぇつっ ょぇゃぇす くぇょっあょう 
う けゅさけきくけ あっかぇくうっ いぇ うゅさぇ. 
′ぇえ-ゅけかっきうすっ おけくおせさっくすう, し 
おけうすけ ぇさしっくぇかちう とっ しっ ぉけさはす 
いぇ つっかくうすっ きっしすぇ ゃ ゅさせこぇすぇ, 
しぇ ょゃぇすぇ けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ“, 
]かうゃっく, 《╉ „]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ“. 
¨すぉけさうすっ くぇ 』うさこぇく, ╂なかな
ぉけゃけ う [ぇょくっゃけ しなとけ くっ しぇ 
いぇ こさっくっぉさっゅゃぇくっ. ╋ぇつけゃっすっ 
すけいう こけかせしっいけく しぇ ょけ おさぇは くぇ 
くけっきゃさう.
„‶さう くぇし うょゃぇす ょっちぇ,  „いぇさぇ

いっくう“ し そせすぉけかぇ. ╇きぇす けゅさけきくけ 
あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ, おぇすけ ょけぉぇ
ゃうき  う こけょおさっこぇすぇ くぇ ぇさしっくぇか
しおけすけ さなおけゃけょしすゃけ, きけあっき ょぇ 
けつぇおゃぇきっ くけゃう こけぉっょう う せしこっ
たう. ╁ ゅさせこぇすぇ ょけさう きぇかおけ ゅう っ 
しすさぇた けす くぇてうは けすぉけさ, いぇとけすけ 
しぇ しゃうおくぇかう ゃしっ „╀っさけっ“ ょぇ しぇ 
こなさゃう, ぇ くうっ ゃっつっ こけつくぇたきっ 
ょぇ ゅう ぉうっき“, おぇいゃぇ こさっい せし
きうゃおぇ すさっくぬけさなす くぇ ぇさしっくぇか
しおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ, おけはすけ 
し ぉぇいぇ けす っょゃぇ すさう すけつおう こさっい 
そっゃさせぇさう さっぇかういうさぇ  ょけ おさぇは 
くぇ きうくぇかうは こけかせしっいけく 9 こけぉっ
ょう う っょうく さぇゃっく きぇつ. ╇きっくくけ 
すぇおぇ せしこはゃぇ ょぇ くぇゃぇおしぇ いぇ
ゅせぉうすっ けす っしっくすぇ くぇ 2012-すぇ 
う ょぇ しっ おかぇしうさぇ くぇ つっすゃなさすけ 
きはしすけ ゃ けおけくつぇすっかくぇすぇ すぇぉかう
ちぇ いぇ こさっょうてくけすけ こなさゃっくしすゃけ 
ゃ ゅさせこぇすぇ. „『っかすぇ こさっい くけゃうは 
しっいけく, おけはすけ きけあっき ょぇ こけしすうゅ
くっき, いぇゃうしう くっ しぇきけ けす くぇし, くけ 
う けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ
くぇか“. ╀っい くっゅけゃぇすぇ こけょおさっこぇ 
くっ きけあっき ょぇ うきぇきっ せしこったう“, 
おけきっくすうさぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ
くぇか“ ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ.
〉しこったうすっ くぇ すっさっくぇ けぉぇつっ 

ょぇかっつ くっ しぇ っょうくしすゃっくぇすぇ こけか
いぇ いぇ きけきつっすぇすぇ, こけょおさっこっくう 
いぇ そせすぉけかくけすけ しう さぇいゃうすうっ 
けす „┿さしっくぇか“.  „]こけさすなす ょぇゃぇ 
ゅけかっきう ゃないきけあくけしすう, うきぇきっ 

きけきつっすぇ, おけうすけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ そせすぉけかぇ せつぇす ゃ こさっしすうあくう 
ぇきっさうおぇくしおう せくうゃっさしうすっすう“, 
しこけょっかは けこうす ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ, 
し おけっすけ ょぇゃぇ けとっ っょくぇ くぇょっあ
ょぇ くぇ きかぇょうすっ そせすぉけかうしすう ゃ 
すはたくぇすぇ きけすうゃぇちうは いぇ くけゃう 
こけぉっょう  し そかぇくっかおぇすぇ くぇ „┿さ
しっくぇか“.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

′╅╇《╉ 1 》╅[
《╆『╅ 〈╊╉╅]¨【╊ 
╆ぇしかせあっくぇすぇ こけぉっょぇ しっ ょなかあう くぇ ょっぉの-

すぇくすおぇすぇ けす けすぉけさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5 - 〈っけょけさぇ 
╂ぇきうてっゃぇ, おけはすけ ゃおぇさぇ こけぉっょくうは ゅけか いぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかうすっ. 
‶けぉっょぇすぇ ょけくっしっ くぇ いぇゃけょ 5 こぇさうつくぇ 

くぇゅさぇょぇ けす 130 かっゃぇ う ゅさぇきけすぇ. ‶っつっ-
かうゃてうはす けすぉけさ,  こさっぉけさうか しっ う いぇ いぇしかせ-
あっくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ すさっくぬけさうすっ ]かぇゃう 》さう-
しすけゃ う ぅしっく ╀けはくけゃ, ぉっ ゃ しなしすぇゃ: ╅ぇくぇ 
╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ - ゃさぇすぇさ, ]すっそおぇ ╆かぇすっゃぇ, 
′っておぇ ╀けくっゃぇ, ╉ぇきっかうは ╉なくつっゃぇ, [けしう-
ちぇ ╂っけさゅうっゃぇ, ╂っくおぇ 』ぇおなさけゃぇ, 〈っけょけさぇ 
╂ぇきうてっゃぇ う ╋うきぇ ╋ぇちぇかけゃぇ.
╁ けしすぇくぇかうすっ ょうしちうこかうくう いぇしかせゅぇすぇ っ 

くぇ しこかけすっくうは おけかっおすうゃ くぇ ╆ぇゃけょ 1, こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ すったくうは こさっょしっょぇすっか くぇ 
╉′]╀ ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ, おぇおすけ う くぇ  こっさ-
そっおすくうすっ しすさっかちう けす ╆ぇゃけょ 0. 
 
《せすぉけか あっくう
I きはしすけ - いぇゃけょ 5
II きはしすけ - いぇゃけょ 1

《せすぉけか きなあっ
I きはしすけ - いぇゃけょ 1
II きはしすけ - いぇゃけょ 5
III きはしすけ - いぇゃけょ 6

╁けかっえぉけか
I きはしすけ - いぇゃけょ 5
II きはしすけ - いぇゃけょ 5
III きはしすけ - いぇゃけょ 0

′ぇさけょくぇ すけこおぇ
I きはしすけ - いぇゃけょ 1
II きはしすけ - いぇゃけょ 2

Tっゅかっくっ くぇ ゃなあっ
I きはしすけ - いぇゃけょ 1
II きはしすけ - いぇゃけょ 5
III きはしすけ - いぇゃけょ 2

]すさっかぉぇ
╇くょうゃうょせぇかくけ あっくう:
 ╁っしっかうくぇ ‶ぇしおぇかっゃぇ
╇くょうゃうょせぇかくけ きなあっ:
 ╃けぉさうく 〈けょけさけゃ

¨すぉけさくぇ しすさっかぉぇ あっくう
I きはしすけ - いぇゃけょ 0
II きはしすけ - いぇゃけょ 1
III きはしすけ - いぇゃけょ 6

¨すぉけさくぇ しすさっかぉぇ きなあっ
I きはしすけ - いぇゃけょ 0
II きはしすけ - いぇゃけょ 1
III きはしすけ - いぇゃけょ 6

                       ╋うさけ ╋ぇょっくょあうはく

〈〉《╈《 ╊ ╇╅╋╊〉 ╇╅ぃ¨っ【 【『】╉
〉けさそしあこ ¨いとのかう:

‶け すさぇょうちうは, ぇさしっくぇかしおうはす こさぇい-
くうお しっ こさけゃっょっ ゃ こなさゃうは こっすなお くぇ 
けおすけきゃさう, おぇすけ かけゅうつくけ こさけょなかあっ-
くうっ くぇ  つっしすゃぇくうは こさっょう ゅけょうくう 

こさぇいくうお くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. ′ぇ 
4-すう けおすけきゃさう „┿さしっくぇか” けすぉっかはいぇ  
135 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ しう.
╁ しかけゃけすけ しう  おきっすなす こさうこけき-

くう  しけちうぇかくうすっ こさうょけぉうゃおう, おけうすけ 
こけかいゃぇす ぉかういけ 5-すっ たうかはょう ぇくゅぇあう-
さぇくう ゃなゃ そうさきぇすぇ: ょっすしおぇ ゅさぇょう-
くぇ, いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ, そせすぉけかっく 
おかせぉ う ょっすしおぇ ておけかぇ, こけょょさなあおぇ くぇ 
しけぉしすゃっく ぇくしぇきぉなか, こけつうゃくぇ しすぇく-
ちうは ゃ ′っしっぉなさ.
 ╉きっすなす ぇこっかうさぇ おなき ぇさしっくぇかちう 

う あうすっかうすっ くぇ ゅさぇょぇ ょぇ けちっくはゃぇす 
けおぇいゃぇくうすっ あっしすけゃっ う ゃないきけあくけしす-
うすっ, おけうすけ „┿さしっくぇか” こさっょけしすぇゃは.
 ]すけはくけゃぇ ういさぇいう せょけゃかっすゃけさっ-

くうっ  う けす ょけぉさけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ 
きっあょせ けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, おぇおすけ 
う けす こけょおさっこぇすぇ こさう ゃいっきぇくっすけ くぇ 
ゃぇあくうすっ いぇ けぉとうくぇすぇ さってっくうは けす 
しすさぇくぇ くぇ ゅさせこぇすぇ けぉとうくしおう  しなゃっす-
くうちう, つぇしす けす っおうこぇ くぇ „┿さしっくぇか” - 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうくぇすぇ ゃなさゃう くぇこさっょ ぉかぇゅけょぇ-

さっくうっ くぇ „┿さしっくぇか”, いぇはゃう  おぇすっゅけ-
さうつくけ けす すさうぉせくぇすぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃさな-

つう くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ′う-
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ しうきゃけかうつっく ょぇさ  くぇ 

„┿さしっくぇか” いぇ こさぇいくうおぇ - おぇさすうくぇすぇ 
„[けいけぉっさぇつおぇ” くぇ きっしすくぇすぇ たせょけあ-
くうつおぇ ╁っしぇ ╁なかけゃぇ.
 „╉ぇいぇくかなお うきぇ ょゃぇ しうきゃけかぇ - さけ-

いうすっ う „┿さしっくぇか“ う すっいう ょゃぇ しうきゃけ-
かぇ すさはぉゃぇ ょぇ くう  しこかけすはゃぇす ゃ けぉとう-
すっ くう せしうかうは ゅさぇょなす う けぉとうくぇすぇ ょぇ 
しすぇくぇす くぇえ-ょけぉさけすけ う くぇえ-おぇつっしす-
ゃっくけすけ きはしすけ, ゃ おけっすけ うきぇ ぉなょっとっ”, 

おぇいぇ ]すけはくけゃぇ.
„╋くけゅけ っ ゃぇあっく ゃぇてうはす すさせょ - おぇ-

つっしすゃっく う おけかうつっしすゃっく, おけえすけ っ うい-
ゃっか „┿さしっくぇか” ょけ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくぇ 

きぇさおぇ う おけえすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゅけ くぇ-
さっあょぇ しさっょ ゃけょっとうすっ こさけういゃけょうすっ-
かう ゃ しゃっすぇ,” おぇいぇ ゃ  こけいょさぇゃかっくうっすけ 

しう おなき ぇさしっくぇかちう ╇いこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ. 〈けえ せゃっさう おけかっおすうゃぇ くぇ ょさせあっ-
しすゃけすけ, つっ, ゃなこさっおう しっさうけいくぇすぇ  おさう-
いぇ,  さぇぉけすぇすぇ とっ こさけょなかあぇゃぇ. ╇きぇきっ 

ょけゅけゃけさう, さぇぉけすうき, ょぇあっ しう こけいゃけ-
かはゃぇきっ う ょぇ くぇいくぇつぇゃぇきっ たけさぇ, きぇ-
おぇさ う こけ-きぇかおけ, おぇいぇ けとっ すけえ こさっょ 
たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう, しなぉさぇかう しっ くぇ 
そうさきっくうは しすぇょうけく.
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ぉかぇゅけ-

ょぇさう くぇ すぇいゅけょうてくうすっ こなさゃっくちう けす 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ いぇ すさせょぇ, せしなさょう-

っすけ う かうつくうは こさうきっさ. 
 ‶けいょさぇゃうすっかくう ぇょさっしう こけ こけ-

ゃけょ ゅけかはきぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか” ういこさぇすうたぇ  ょっしっすおう こぇさす-
くぬけさう う こさうはすっかう くぇ „┿さしっくぇか”, 
しさっょ おけうすけ ′.‶さ. こけしかぇくうおなす くぇ 
ぅこけくうは ゃ ╀なかゅぇさうは 〈ぇおぇてう ╉けうょ-
いせきう う けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ.
 ‶さぇいくうおなす くぇ そうさきぇすぇ ぉっ せゃぇ-

あっく けす けきぉせょしきぇくぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ, おけはすけ っ つぇしす けす 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, けす こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ さなおけゃけょしすゃぇすぇ くぇ 
さっゅうけくぇかくうすっ しうくょうおぇかくう けさゅぇ-
くういぇちうう, けす  つかっくけゃっ くぇ ゅさせこぇすぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお う けす きくけゅけ 
ぉうゃてう ぇさしっくぇかちう, さなおけゃけょくう おぇ-
ょさう う こぇさすくぬけさう.  
 ‶け すさぇょうちうは こさぇいくうおなす ぉっ けぉうか-

くけ しこけょっかっく けす くはおけかおけ てぇすさう, ゃ 
おけうすけ さぇぉけすっとうすっ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ 
しすけかけゃけ たさぇくっくっ しっ こさっょしすぇゃうたぇ 
ぉかっしすはとけ. 
  ]すせょっくけすけ ゃさっきっ くっ せこかぇてう  

さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ う ゅけし-
すうすっ, おけうすけ ういゅかっょぇたぇ  し うくすっ-
さっし こさけょなかあうかうは  ぉかういけ 3 つぇしぇ  
こさぇいくうつっく おけくちっさす くぇ けすおさうすけ. ╁ 
おけくちっさすぇ せつぇしすゃぇたぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
っきぉかっきう – すぇくちけゃうすっ そけさきぇちうう 
くぇ „┿さしっくぇか”, ょっちぇ けす そうさきっくぇ-
すぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „ ╀せさぇすうくけ”, 
こっゃうちぇすぇ 〈けくう ╃うきうすさけゃぇ, 〈さうけ 

╂さぇくょう 〈っくけさう けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
すぇくちぬけさうすっ けす おかせぉ „[けいぇ”, きかぇょぇ-
すぇ ういこなかくうすっかおぇ 
′ぇょっあょぇ ╃うきう-
すさけゃぇ, おかせぉなす いぇ 
くぇさけょくう すぇくちう 
„〈っきっくせゅぇ たけこ-
すさけこ”. ╁なこさっおう 
しすせょぇ, ぉかういけ 40 
きうく. こさけょなかあう 
すさぇょうちうけくくけすけ 
こさぇいくうつくけ ぇさしっ-
くぇかしおけ たけさけ - し 
こっしくうすっ くぇ すぇ-
かぇくすかうゃぇすぇ うい-
こなかくうすっかおぇ くぇ 
くぇさけょくう こっしくう 
╁うおすけさうは ╂うすっ-
ゃぇ.
] こ っ ち う ぇ か っ く 

あっしす くぇ ぉかぇゅけ-
ょぇさくけしす う  こさうは-
すっかしすゃけ ぉっ う きう-
くう-おけくちっさすなす くぇ 
ゅさせこぇ きせいうおぇくすう 
けす こけぉさぇすうきっ-
くうは くぇ ╉ぇいぇくかなお 
はこけくしおう ゅさぇょ 
《せおせはきぇ.  ╇いこなかくうすっかうすっ しゃう-
さうたぇ くぇ すさぇょうちうけくくうすっ はこけくしおう 
うくしすさせきっくすう おけすけ う てぇおせたぇつう. 
ぅこけくちうすっ ゃこっつぇすかうたぇ こせぉかうおぇすぇ 
し けさうゅうくぇかくけすけ しう ういこなかくっくうっ くぇ 
„》せぉぇゃぇ しう, きけは ゅけさけ”.

╂けしすせゃぇとうすっ くぇ „┿さしっくぇか”  う ╉ぇいぇくかなお ぇすさぇお-
すうゃくう  きせいうおぇくすう けす ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ 
しかなくちっ ょぇさうたぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう う しこっちうぇかっく 
おけくちっさす ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, ゃ さぇきおうすっ くぇ ╃くうすっ くぇ 
はこけくしおぇすぇ おせかすせさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
                    

〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか
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┿さしっくぇかしおぇすぇ きかぇょっあおぇ 

そせすぉけかくぇ ておけかぇ しなぉうさぇ 
ぉかういけ 100 ょっちぇ ゃ ょゃぇすぇ けすぉけ-
さぇ くぇ こさっょこけょゅけすゃうすっかくぇすぇ う 
こけょゅけすゃうすっかくぇすぇ ゅさせこう. ╂けかっ-
きうすっ しぇ くぇ ゃないさぇしす 10 - 15 ゅけ-
ょうくう, きぇかおうすっ しぇ さけょっくう こさっい 
2001-ゃぇ - 2002-さぇ ゅけょうくぇ. 

╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ さぇぉけすう いぇっょくけ 
ゃ すさっくぬけさしおぇ ょゃけえおぇ し おけかっゅぇ-
すぇ しう ]すぇくうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ. 
【おけかぇすぇ うきぇ けすょぇゃくぇてくう 
すさぇょうちうう, くけ っ ゃないしすぇくけゃっくぇ 
けす ょゃっ ゅけょうくう くぇしぇき. ‶なさゃぇ-
すぇ っ しぇきけ こけょゅけすゃうすっかくぇ ゅけ-
ょうくぇ, こさっい ゃすけさぇすぇ こけつゃぇす う 
うしすうくしおうすっ きぇつけゃっ, けぉはしくはゃぇ 
すさっくぬけさなす ¨さけいけゃ. ╃っちぇすぇ 
けす つっすうさう ゃないさぇしすう しぇ さぇい-
こさっょっかっくう ゃ ょゃっ ゃないさぇしすけゃう 
ゅさせこう. ╆ぇしっゅぇ „┿さしっくぇか“ くはきぇ 
きなあおう けすぉけさ. ¨さゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ きなあおうすっ けすぉけさう っ ょけしすぇ 
しかけあくぇ う しおなこぇ. ╁ せしかけゃうはすぇ 
くぇ ぇぉょうおぇちうは くぇ ょなさあぇゃぇすぇ 
けす そせすぉけかぇ っ ういおかのつうすっかくけ 
すさせょくけ ょぇ しっ こけょょなさあぇ きなあおう 
けすぉけさ, くうおけえ けすぉけさ くっ きけあっ 
ょぇ しっ しぇきけういょなさあぇ しぇきけ けす 
うゅさぇ, けぉはしくはゃぇ ¨さけいけゃ せし-
かけゃうはすぇ いぇ さぇいゃうすうっ くぇ くぇえ-
けぉうつぇくうは しこけさす  ゃ ╀なかゅぇさうは.
„〉しかけゃうはすぇ, おけうすけ くう こさっ-

ょけしすぇゃは „┿さしっくぇか“, しぇ けすかうつ-
くう, うきぇきっ ゃしうつおけ くっけぉたけょうきけ 
いぇ さぇぉけすぇ. ╇きぇきっ くっ しぇきけ つせ-
ょっしくう せしかけゃうは いぇ さぇぉけすぇ, くけ 
う くけさきぇかっく せつっぉくけ-すさっくうさけ-
ゃなつっく こさけちっし“, おぇすっゅけさうつっく 
っ すさっくぬけさなす くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
そせすぉけかくう くぇょっあょう. ]すぇょうけく-
なす くぇ „┿さしっくぇか“ っ きくけゅけ こけ-
ょけぉなさ おぇすけ すっさっく けす ゅさぇょしおうは 
しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし“, きくけゅけ 
けすぉけさう けす „┿“ ゅさせこぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは くはきぇす すぇおうゃぇ しすぇょうけくう, 
っ けちっくおぇすぇ くぇ しすぇさてう-すさっ-
くぬけさなす. ╃っちぇすぇ すさっくうさぇす ゃしっ-
おう ょっく ゃ しゃけぉけょくけすけ ゃさっきっ,  
しこけさっょ せつっぉくぇすぇ しう こさけゅさぇきぇ 
ゃ せつうかうとっ. ╇ょゃぇす しぇきう う し けゅ-
さけきくけ あっかぇくうっ. ╇きぇ けす ゅさぇょぇ, 
おぇおすけ う けす しっかぇすぇ おさぇえ ╉ぇいぇく-
かなお. ╇きぇ せつっくうちう けす ゃしうつおう 
せつうかうとぇ. ╋くけゅけ けす きけきつっすぇすぇ 

うきぇす う ょさせゅう いぇくうきぇくうは - せつぇす 
ぇくゅかうえしおう, うゅさぇはす くぇさけょくう 
すぇくちう, くけ ゃなこさっおう すけゃぇ しっ 
しこさぇゃはす う さぇぉけすはす しっさうけいくけ くぇ 
すさっくうさけゃおうすっ, けぉはしくはゃぇ ¨さけ-
いけゃ: „╇きぇきっ すぇかぇくすう! ╁しっおう 
けす すはた きけあっ ょぇ けすぉっかっあう ゅけか, 
おけっすけ っ こさっおさぇしくけ“.  〈けえ っ 

きくけゅけ ょけゃけかっく けす さぇぉけすぇすぇ くぇ 
ょっちぇすぇ う っ しうゅせさっく, つっ すせお すっ 
きけゅぇす ょぇ くぇせつぇす きくけゅけ, こさっょう 
くぇえ-ょけぉさうすっ けす すはた ょぇ ぉなょぇす 
こけゃうおぇくう ゃ ゅけかっきうすっ けすぉけさう.  
]こけさっょ ¨さけいけゃ, ゃ すぇいう きかぇょぇ 
ゃないさぇしす こけ-ょけぉさっ いぇ さぇいゃう-
すうっすけ くぇ ぉなょっとうは そせすぉけかうしす 
っ ょぇ くぇせつう ゃしうつおけ ゃないきけあくけ 
ゃ すぇいう ておけかぇ, けすおけかおけすけ ょぇ 
ぉなさいぇ おなき ゅけかっきうすっ けすぉけさう, 
おなょっすけ つっしすけ こけゃっつっすけ きかぇょっ-
あう けしすぇゃぇす くぇ こっえおぇすぇ くぇ さっ-
いっさゃうすっ う ゅせぉはす ちっくくけ ゃさっきっ, 

ょけおぇすけ くぇおさぇは しっ けすおぇいゃぇす けす 
しこけさすぇ. „╃けぉさうはす しこっちうぇかうしす 
きけあっ しぇき ょぇ こさっちっくう おけゅぇ ょぇ 
こけしなゃっすゃぇ きかぇょっあぇ ょぇ うょっ ゃ 
ゅけかはき けすぉけさ, くけ すけゃぇ くっ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ しすぇゃぇ こさっょう ゃ こけ-きぇかおうは 
けすぉけさ ょぇ ぉなょっ くぇせつっくけ ゃしうつおけ 
ゃないきけあくけ“, しなゃっすゃぇ すさっくぬけさなす 
¨さけいけゃ, つううすけ ゃないこうすぇくうちう 
こさっい ゅけょうくうすっ いぇたさぇくゃぇす けすぉけ-

さう おぇすけ „╀っさけっ“, うきぇ うゅさぇつう 
ゃ 『]╉┿, ゃ ╊けゃっつ う „′っそすけたう-
きうお“. 【ぇきこうけくうすっ くぇ ¨さけいけゃ 
けす 1992-さぇ うゅさぇはす ゃ ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ. ′うおけかぇえ ′うおけかけゃ っ 
ゃいっす けす 『]╉┿, ┿くすけく ]こぇしけゃ 
しすぇゃぇ ゅけかきぇえしすけさ くぇ „┿“ ゅさせ-
こぇ, ╃ぇくうっか 》さうしすけゃ けすうゃぇ 

ゃ ╀せさゅぇし. ╆ぇすけゃぇ し すさっくぬけさ 
おぇすけ ¨さけいけゃ くぇょっあょうすっ くぇ 
きかぇょうすっ ぇさしっくぇかしおう そせすぉけ-
かうしすう しぇ ゅけかっきう. ╋けきつっすぇすぇ 
くぇ „┿さしっくぇか“ しっ しなしすっいぇゃぇす 
ゃ けぉかぇしすくけすけ こなさゃっくしすゃけ ゃ 
ゅさせこぇ し 12 けすぉけさぇ, おけうすけ しう 
こさぇゃはす さぇいきっくくう ゅけしすせゃぇくうは 
こさっい ょゃぇすぇ しっいけくぇ. ╁ しなとぇすぇ 
ゅさせこぇ うきぇ けすぉけさ くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“, おなょっすけ っ さぇぉけすうか 
¨さけいけゃ こさっょう ょぇ ょけえょっ ゃ 
„┿さしっくぇか“. ╋くけゅけ けす ゃないこう-
すぇくうちうすっ きせ ゅけ こけしかっょゃぇす う 

しきっくはす „[けいうすっ“ し „┿さしっくぇか“.  
╋っしすくけすけ おぇいぇくかなておけ ょっさぉう 
きっあょせ ょゃぇすぇ けすぉけさぇ こさっょしすけう 
すぇいう っしっく くぇ ゅさぇょしおうは しすぇょう-
けく. ‶けょゅけすけゃおぇすぇ くぇ けすぉけさぇ 
ゃなさゃう けすかうつくけ: „¨ぉっいこっつっくう 
しきっ. 〉こさぇゃうすっかくうはす しなゃっす, 
おけえすけ ゃおかのつゃぇ さなおけゃけょうすっかう 
けす „┿さしっくぇか“, ぉっいさっいっさゃくけ くう 
こけょおさっこは う けしうゅせさはゃぇ ゃしうつおけ 

くっけぉたけょうきけ. ′はきぇきっ こさけぉかっ-
きう くうすけ し すぇおしうすっ いぇ せつぇしすうっ, 
くうすけ し くっけぉたけょうきうは すさぇくし-
こけさす, けしうゅせさっくけ くう っ う せつぇし-
すうっ ゃ すせさくうさう. ╁しうつおう けす 〉] 
しぇ いぇゅさうあっくう う し ゅけかはきけ あっ-
かぇくうっ くう こけきぇゅぇす, しすぇさぇはす しっ 
くうとけ ょぇ くっ くう かうこしゃぇ, ょっちぇ-

すぇ ょぇ しぇ しこけおけえくう う ょぇ きけゅぇす 
ょぇ こさぇゃはす こけぉっょう“, ょけゃけかっく っ 
すさっくぬけさなす. [けょうすっかう しなとけ こけ-
きぇゅぇす くぇ けすぉけさぇ. ╇きっくくけ さけ-
ょうすっか っ こけきけゅくぇか しなし しこけさす-
くぇすぇ っおうこうさけゃおぇ. 
¨しゃっく ゃ つうしすけ しこけさすくけ-すった-

くうつっしおう せきっくうは, ¨さけいけゃ ゃない-
こうすぇゃぇ せ きぇかおうすっ そせすぉけかうしすう 
う ょさせゅう おぇつっしすゃぇ, くせあくう くぇ 
ゅけかっきうは しこけさすうしす - せこけさうすけしす, 
しこけおけえしすゃうっすけ ょぇ しっ こさうっきぇす  
いぇゅせぉぇすぇ う こけぉっょぇすぇ おぇすけ くけさ-
きぇかくう くっとぇ ゃ しなしすっいぇくうっすけ, 

いぇとけすけ: „╁ しこけさすぇ くはきぇ こけ-
ぉっょっく う こけぉっょうすっか.“ ╋かぇょうすっ 
しぇ けしけぉっくけ つせゃしすゃうすっかくう おなき 
くっしこさぇゃっょかうゃけしすすぇ くぇ すっさっくぇ, 
いぇぉっかはいゃぇ けとっ すさっくぬけさなす くぇ 
ぇさしっくぇかしおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけ-
かぇ. ╋けきつっすぇすぇ しっ すっさいぇはす けす 
しさっとうすっ しう し こさっょくぇきっさっくう 
しなょうう, さっぇゅうさぇす ぉせさくけ, ょけさう 
くっさゃくけ こけくはおけゅぇ, ゅけすけゃう しぇ ょぇ 

‶さっょう きぇかおけ こけゃっつっ けす こけかけゃうく ゅけょうくぇ さなおけゃけょしすゃけ-
すけ くぇ “┿さしっくぇか” こさうゃかうつぇ いぇ すさっくぬけさ くぇ ╃っすしおけ-のくけ-
てっしおぇすぇ しう そせすぉけかくぇ ておけかぇ うしすうくしおぇ きっしすくぇ かっゅっくょぇ. 
╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ っ っきぉかっきぇ いぇ おぇいぇくかなておうは そせすぉけか. 

]すけこさけちっくすけゃ おぇょなさ くぇ “[けいけゃぇ ょけかうくぇ” - いぇこけつくぇか 
ゃ ╃っすしおけ-のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ, すけえ こさっあうゃはゃぇ し おぇこう-
すぇくしおぇすぇ かっくすぇ くぇ さなおぇすぇ しう くぇえ-ゅけかはきぇすぇ さぇょけしす ゃ 
うしすけさうはすぇ くぇ “[けいうすっ” - ゃかういぇくっすけ ゃ “┿” ゅさせこぇ こさっい 
1982-さぇ. ‶けきくう ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ おぇいぇくかなつぇくう すけか-
おけゃぇ しすさけゅけ しかっょはす きぇつけゃっすっ くぇ かのぉうきうは けすぉけさ, つっ 
ょけさう さっあぇす ゅさっょうすっ くぇ ゃさぇすうすっ くぇ すっさっくぇ しかっょ っょくぇ 
そせすぉけかくぇ いぇゅせぉぇ う こかぇてぇす し さぇいけさぇゃぇくっ くぇ すさっゃぇすぇ う 
いぇしぇあょぇくっ くぇ おぇさすけそう こさう こけゃすけさっくうっ くぇ “さっいうかぇ”. 
╉ぇさうっさぇすぇ くぇ ¨さけいけゃ おぇすけ うゅさぇつ しゃなさてゃぇ すぇき, おなょっすけ 
こけつゃぇ - こぇお ゃ “[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. ‶けしかっ しすぇゃぇ こさけそっしう-
けくぇかっく すさっくぬけさ こけ そせすぉけか し ょうこかけき けす ′ぇちうけくぇかくぇすぇ 
しこけさすくぇ ぇおぇょっきうは. ╉ぇすけ すさっくぬけさ, すけえ ういゃっあょぇ おぇいぇく-
かなておうすっ のくけてう - しすぇさてぇ ゃないさぇしす ょけ くぇえ-ゃうしけおけすけ 
きっしすくけ こけしすうあっくうっ - てぇきこうけくしおぇすぇ すうすかぇ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは こさっい 1992-さぇ.
╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ っ すさっくうさぇか “[けいうすっ”, “╀っさけっ - 2000”, 

“┿しおっくす” - ╂せさおけゃけ.  
〈ぇいう ゅけょうくぇ ¨さけいけゃ こさぇゃう かうつくけすけ しう いぇゃさなとぇくっ 

ゃ “┿さしっくぇか”, しかっょ おぇすけ くはおけゅぇ いぇゃなさてゃぇ そうさきっくけすけ 
せつうかうとっ - ]‶〈〉 こけ きぇてうくけしすさけっくっ. 
]ぇきけ すさう きっしっちぇ, しかっょ おぇすけ こさっい そっゃさせぇさう すぇいう ゅけょう-

くぇ すけえ しすぇゃぇ すさっくぬけさ くぇ  ╃っすしおけ-のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ くぇ 
“┿さしっくぇか” - 2000, けとっ しかっょ こなさゃうは こけかせしっいけく, けすぉけ-
さなす しすぇゃぇ こさけかっすっく こなさゃっくっち, つっすゃなさすう ゃ おかぇしうさぇくっすけ 
いぇ ちっかうは しっいけく. ] すけいう しっさうけいっく “おぇこうすぇか” ぇさしっくぇか-
しおうすっ そせすぉけかうしすう しすぇさすうさぇたぇ くけゃうは しっいけく し ぇきぉうちうは 
いぇ つっかくけ おかぇしうさぇくっ ょけ おさぇは くぇ すぇいゅけょうてくうは てぇきこうけ-
くぇす. ╁っつっ いぇこうしぇたぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ しっこすっきゃさう こけぉっょぇすぇ, 
し おけはすけ けすぉけさなす こっつっかう すせさくうさぇ “╆ぇ ╉せこぇすぇ くぇ おきっすぇ” 
ゃ ╂せさおけゃけ.

しっ けすおぇあぇす, おけゅぇすけ せしうかうはすぇ 
うき くっ  しぇ ゃないくぇゅさぇょっくう しこけ-
さっょ けつぇおゃぇくうはすぇ. ╁ しさぇゃくっくうっ 
し きうくぇかけすけ, ょくってくけすけ こけおけ-
かっくうっ っ こけ-つせゃしすゃうすっかくけ う, 
おぇおすけ くぇゃしはおなょっ, きけすうゃぇちうはすぇ 
こけくはおけゅぇ っ こさけぉかっき, いぇとけ-
すけ っあっょくっゃくうすっ すさせょくけしすう いぇ 
くはおけう しぇ くっこけしうかくう, しこけょっかは 
けとっ けこうすくうはす すさっくぬけさ.  ‶け-
ぉっょうすっ けぉぇつっ ょぇゃぇす くぇょっあょう 
う けゅさけきくけ あっかぇくうっ いぇ うゅさぇ. 
′ぇえ-ゅけかっきうすっ おけくおせさっくすう, し 
おけうすけ ぇさしっくぇかちう とっ しっ ぉけさはす 
いぇ つっかくうすっ きっしすぇ ゃ ゅさせこぇすぇ, 
しぇ ょゃぇすぇ けすぉけさぇ くぇ „╀っさけっ“, 
]かうゃっく, 《╉ „]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ“. 
¨すぉけさうすっ くぇ 』うさこぇく, ╂なかな-
ぉけゃけ う [ぇょくっゃけ しなとけ くっ しぇ 
いぇ こさっくっぉさっゅゃぇくっ. ╋ぇつけゃっすっ 
すけいう こけかせしっいけく しぇ ょけ おさぇは くぇ 
くけっきゃさう.
„‶さう くぇし うょゃぇす ょっちぇ,  „いぇさぇ-

いっくう“ し そせすぉけかぇ. ╇きぇす けゅさけきくけ 
あっかぇくうっ いぇ さぇぉけすぇ, おぇすけ ょけぉぇ-
ゃうき  う こけょおさっこぇすぇ くぇ ぇさしっくぇか-
しおけすけ さなおけゃけょしすゃけ, きけあっき ょぇ 
けつぇおゃぇきっ くけゃう こけぉっょう う せしこっ-
たう. ╁ ゅさせこぇすぇ ょけさう きぇかおけ ゅう っ 
しすさぇた けす くぇてうは けすぉけさ, いぇとけすけ 
しぇ しゃうおくぇかう ゃしっ „╀っさけっ“ ょぇ しぇ 
こなさゃう, ぇ くうっ ゃっつっ こけつくぇたきっ 
ょぇ ゅう ぉうっき“, おぇいゃぇ こさっい せし-
きうゃおぇ すさっくぬけさなす くぇ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ, おけはすけ 
し ぉぇいぇ けす っょゃぇ すさう すけつおう こさっい 
そっゃさせぇさう さっぇかういうさぇ  ょけ おさぇは 
くぇ きうくぇかうは こけかせしっいけく 9 こけぉっ-
ょう う っょうく さぇゃっく きぇつ. ╇きっくくけ 
すぇおぇ せしこはゃぇ ょぇ くぇゃぇおしぇ いぇ-
ゅせぉうすっ けす っしっくすぇ くぇ 2012-すぇ 
う ょぇ しっ おかぇしうさぇ くぇ つっすゃなさすけ 
きはしすけ ゃ けおけくつぇすっかくぇすぇ すぇぉかう-
ちぇ いぇ こさっょうてくけすけ こなさゃっくしすゃけ 
ゃ ゅさせこぇすぇ. „『っかすぇ こさっい くけゃうは 
しっいけく, おけはすけ きけあっき ょぇ こけしすうゅ-
くっき, いぇゃうしう くっ しぇきけ けす くぇし, くけ 
う けす さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか“. ╀っい くっゅけゃぇすぇ こけょおさっこぇ 
くっ きけあっき ょぇ うきぇきっ せしこったう“, 
おけきっくすうさぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっ-
くぇか“ ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ.
〉しこったうすっ くぇ すっさっくぇ けぉぇつっ 

ょぇかっつ くっ しぇ っょうくしすゃっくぇすぇ こけか-
いぇ いぇ きけきつっすぇすぇ, こけょおさっこっくう 
いぇ そせすぉけかくけすけ しう さぇいゃうすうっ 
けす „┿さしっくぇか“.  „]こけさすなす ょぇゃぇ 
ゅけかっきう ゃないきけあくけしすう, うきぇきっ 

きけきつっすぇ, おけうすけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ そせすぉけかぇ せつぇす ゃ こさっしすうあくう 
ぇきっさうおぇくしおう せくうゃっさしうすっすう“, 
しこけょっかは けこうす ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ, 
し おけっすけ ょぇゃぇ けとっ っょくぇ くぇょっあ-
ょぇ くぇ きかぇょうすっ そせすぉけかうしすう ゃ 
すはたくぇすぇ きけすうゃぇちうは いぇ くけゃう 
こけぉっょう  し そかぇくっかおぇすぇ くぇ „┿さ-
しっくぇか“.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

′╅╇《╉ 1 》╅[
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╆ぇしかせあっくぇすぇ こけぉっょぇ しっ ょなかあう くぇ ょっぉの

すぇくすおぇすぇ けす けすぉけさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5 - 〈っけょけさぇ 
╂ぇきうてっゃぇ, おけはすけ ゃおぇさぇ こけぉっょくうは ゅけか いぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかうすっ. 
‶けぉっょぇすぇ ょけくっしっ くぇ いぇゃけょ 5 こぇさうつくぇ 

くぇゅさぇょぇ けす 130 かっゃぇ う ゅさぇきけすぇ. ‶っつっ
かうゃてうはす けすぉけさ,  こさっぉけさうか しっ う いぇ いぇしかせ
あっくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ すさっくぬけさうすっ ]かぇゃう 》さう
しすけゃ う ぅしっく ╀けはくけゃ, ぉっ ゃ しなしすぇゃ: ╅ぇくぇ 
╉ぇさぇうゃぇくけゃぇ - ゃさぇすぇさ, ]すっそおぇ ╆かぇすっゃぇ, 
′っておぇ ╀けくっゃぇ, ╉ぇきっかうは ╉なくつっゃぇ, [けしう
ちぇ ╂っけさゅうっゃぇ, ╂っくおぇ 』ぇおなさけゃぇ, 〈っけょけさぇ 
╂ぇきうてっゃぇ う ╋うきぇ ╋ぇちぇかけゃぇ.
╁ けしすぇくぇかうすっ ょうしちうこかうくう いぇしかせゅぇすぇ っ 

くぇ しこかけすっくうは おけかっおすうゃ くぇ ╆ぇゃけょ 1, こけょ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ すったくうは こさっょしっょぇすっか くぇ 
╉′]╀ ┿すぇくぇし ╉ぇしぇぉけゃ, おぇおすけ う くぇ  こっさ
そっおすくうすっ しすさっかちう けす ╆ぇゃけょ 0. 
 
《せすぉけか あっくう
I きはしすけ - いぇゃけょ 5
II きはしすけ - いぇゃけょ 1

《せすぉけか きなあっ
I きはしすけ - いぇゃけょ 1
II きはしすけ - いぇゃけょ 5
III きはしすけ - いぇゃけょ 6

╁けかっえぉけか
I きはしすけ - いぇゃけょ 5
II きはしすけ - いぇゃけょ 5
III きはしすけ - いぇゃけょ 0

′ぇさけょくぇ すけこおぇ
I きはしすけ - いぇゃけょ 1
II きはしすけ - いぇゃけょ 2

Tっゅかっくっ くぇ ゃなあっ
I きはしすけ - いぇゃけょ 1
II きはしすけ - いぇゃけょ 5
III きはしすけ - いぇゃけょ 2

]すさっかぉぇ
╇くょうゃうょせぇかくけ あっくう:
 ╁っしっかうくぇ ‶ぇしおぇかっゃぇ
╇くょうゃうょせぇかくけ きなあっ:
 ╃けぉさうく 〈けょけさけゃ

¨すぉけさくぇ しすさっかぉぇ あっくう
I きはしすけ - いぇゃけょ 0
II きはしすけ - いぇゃけょ 1
III きはしすけ - いぇゃけょ 6

¨すぉけさくぇ しすさっかぉぇ きなあっ
I きはしすけ - いぇゃけょ 0
II きはしすけ - いぇゃけょ 1
III きはしすけ - いぇゃけょ 6

                       ╋うさけ ╋ぇょっくょあうはく

〈〉《╈《 ╊ ╇╅╋╊〉 ╇╅ぃ¨っ【 【『】╉
〉けさそしあこ ¨いとのかう:

‶け すさぇょうちうは, ぇさしっくぇかしおうはす こさぇい
くうお しっ こさけゃっょっ ゃ こなさゃうは こっすなお くぇ 
けおすけきゃさう, おぇすけ かけゅうつくけ こさけょなかあっ
くうっ くぇ  つっしすゃぇくうは こさっょう ゅけょうくう 

こさぇいくうお くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. ′ぇ 
4-すう けおすけきゃさう „┿さしっくぇか” けすぉっかはいぇ  
135 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ しう.
╁ しかけゃけすけ しう  おきっすなす こさうこけき

くう  しけちうぇかくうすっ こさうょけぉうゃおう, おけうすけ 
こけかいゃぇす ぉかういけ 5-すっ たうかはょう ぇくゅぇあう
さぇくう ゃなゃ そうさきぇすぇ: ょっすしおぇ ゅさぇょう
くぇ, いょさぇゃくけ いぇゃっょっくうっ, そせすぉけかっく 
おかせぉ う ょっすしおぇ ておけかぇ, こけょょさなあおぇ くぇ 
しけぉしすゃっく ぇくしぇきぉなか, こけつうゃくぇ しすぇく
ちうは ゃ ′っしっぉなさ.
 ╉きっすなす ぇこっかうさぇ おなき ぇさしっくぇかちう 

う あうすっかうすっ くぇ ゅさぇょぇ ょぇ けちっくはゃぇす 
けおぇいゃぇくうすっ あっしすけゃっ う ゃないきけあくけしす
うすっ, おけうすけ „┿さしっくぇか” こさっょけしすぇゃは.
 ]すけはくけゃぇ ういさぇいう せょけゃかっすゃけさっ

くうっ  う けす ょけぉさけすけ こぇさすくぬけさしすゃけ 
きっあょせ けぉとうくしおけすけ さなおけゃけょしすゃけ う 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ, おぇおすけ 
う けす こけょおさっこぇすぇ こさう ゃいっきぇくっすけ くぇ 
ゃぇあくうすっ いぇ けぉとうくぇすぇ さってっくうは けす 
しすさぇくぇ くぇ ゅさせこぇすぇ けぉとうくしおう  しなゃっす
くうちう, つぇしす けす っおうこぇ くぇ „┿さしっくぇか” - 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. 
¨ぉとうくぇすぇ ゃなさゃう くぇこさっょ ぉかぇゅけょぇ

さっくうっ くぇ „┿さしっくぇか”, いぇはゃう  おぇすっゅけ
さうつくけ けす すさうぉせくぇすぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 
╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃさな

つう くぇ ╇いこなかくうすっかくうは ょうさっおすけさ ′う
おけかぇえ ╇ぉせてっゃ しうきゃけかうつっく ょぇさ  くぇ 

„┿さしっくぇか” いぇ こさぇいくうおぇ - おぇさすうくぇすぇ 
„[けいけぉっさぇつおぇ” くぇ きっしすくぇすぇ たせょけあ
くうつおぇ ╁っしぇ ╁なかけゃぇ.
 „╉ぇいぇくかなお うきぇ ょゃぇ しうきゃけかぇ - さけ

いうすっ う „┿さしっくぇか“ う すっいう ょゃぇ しうきゃけ
かぇ すさはぉゃぇ ょぇ くう  しこかけすはゃぇす ゃ けぉとう
すっ くう せしうかうは ゅさぇょなす う けぉとうくぇすぇ ょぇ 
しすぇくぇす くぇえ-ょけぉさけすけ う くぇえ-おぇつっしす
ゃっくけすけ きはしすけ, ゃ おけっすけ うきぇ ぉなょっとっ”, 

おぇいぇ ]すけはくけゃぇ.
„╋くけゅけ っ ゃぇあっく ゃぇてうはす すさせょ - おぇ

つっしすゃっく う おけかうつっしすゃっく, おけえすけ っ うい
ゃっか „┿さしっくぇか” ょけ しゃっすけゃくけ ういゃっしすくぇ 

きぇさおぇ う おけえすけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ゅけ くぇ
さっあょぇ しさっょ ゃけょっとうすっ こさけういゃけょうすっ
かう ゃ しゃっすぇ,” おぇいぇ ゃ  こけいょさぇゃかっくうっすけ 

しう おなき ぇさしっくぇかちう ╇いこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ そうさきぇすぇ ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ. 〈けえ せゃっさう おけかっおすうゃぇ くぇ ょさせあっ
しすゃけすけ, つっ, ゃなこさっおう しっさうけいくぇすぇ  おさう
いぇ,  さぇぉけすぇすぇ とっ こさけょなかあぇゃぇ. ╇きぇきっ 

ょけゅけゃけさう, さぇぉけすうき, ょぇあっ しう こけいゃけ
かはゃぇきっ う ょぇ くぇいくぇつぇゃぇきっ たけさぇ, きぇ
おぇさ う こけ-きぇかおけ, おぇいぇ けとっ すけえ こさっょ 
たうかはょうすっ ぇさしっくぇかちう, しなぉさぇかう しっ くぇ 
そうさきっくうは しすぇょうけく.
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ ぉかぇゅけ

ょぇさう くぇ すぇいゅけょうてくうすっ こなさゃっくちう けす 
┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ いぇ すさせょぇ, せしなさょう

っすけ う かうつくうは こさうきっさ. 
 ‶けいょさぇゃうすっかくう ぇょさっしう こけ こけ

ゃけょ ゅけかはきぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ „┿さ
しっくぇか” ういこさぇすうたぇ  ょっしっすおう こぇさす
くぬけさう う こさうはすっかう くぇ „┿さしっくぇか”, 
しさっょ おけうすけ ′.‶さ. こけしかぇくうおなす くぇ 
ぅこけくうは ゃ ╀なかゅぇさうは 〈ぇおぇてう ╉けうょ
いせきう う けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ.
 ‶さぇいくうおなす くぇ そうさきぇすぇ ぉっ せゃぇ

あっく けす けきぉせょしきぇくぇ くぇ けぉとうくぇすぇ 
╂うくおぇ 】っさっゃぇ, おけはすけ っ つぇしす けす 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, けす こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ さなおけゃけょしすゃぇすぇ くぇ 
さっゅうけくぇかくうすっ しうくょうおぇかくう けさゅぇ
くういぇちうう, けす  つかっくけゃっ くぇ ゅさせこぇすぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお う けす きくけゅけ 
ぉうゃてう ぇさしっくぇかちう, さなおけゃけょくう おぇ
ょさう う こぇさすくぬけさう.  
 ‶け すさぇょうちうは こさぇいくうおなす ぉっ けぉうか

くけ しこけょっかっく けす くはおけかおけ てぇすさう, ゃ 
おけうすけ さぇぉけすっとうすっ ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ 
しすけかけゃけ たさぇくっくっ しっ こさっょしすぇゃうたぇ 
ぉかっしすはとけ. 
  ]すせょっくけすけ ゃさっきっ くっ せこかぇてう  

さぇぉけすっとうすっ ゃなゃ そうさきぇすぇ う ゅけし
すうすっ, おけうすけ ういゅかっょぇたぇ  し うくすっ
さっし こさけょなかあうかうは  ぉかういけ 3 つぇしぇ  
こさぇいくうつっく おけくちっさす くぇ けすおさうすけ. ╁ 
おけくちっさすぇ せつぇしすゃぇたぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
っきぉかっきう – すぇくちけゃうすっ そけさきぇちうう 
くぇ „┿さしっくぇか”, ょっちぇ けす そうさきっくぇ
すぇ ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „ ╀せさぇすうくけ”, 
こっゃうちぇすぇ 〈けくう ╃うきうすさけゃぇ, 〈さうけ 

╂さぇくょう 〈っくけさう けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
すぇくちぬけさうすっ けす おかせぉ „[けいぇ”, きかぇょぇ
すぇ ういこなかくうすっかおぇ 
′ぇょっあょぇ ╃うきう
すさけゃぇ, おかせぉなす いぇ 
くぇさけょくう すぇくちう 
„〈っきっくせゅぇ たけこ-
すさけこ”. ╁なこさっおう 
しすせょぇ, ぉかういけ 40 
きうく. こさけょなかあう 
すさぇょうちうけくくけすけ 
こさぇいくうつくけ ぇさしっ
くぇかしおけ たけさけ - し 
こっしくうすっ くぇ すぇ
かぇくすかうゃぇすぇ うい
こなかくうすっかおぇ くぇ 
くぇさけょくう こっしくう 
╁うおすけさうは ╂うすっ
ゃぇ.
] こ っ ち う ぇ か っ く 

あっしす くぇ ぉかぇゅけ
ょぇさくけしす う  こさうは
すっかしすゃけ ぉっ う きう
くう-おけくちっさすなす くぇ 
ゅさせこぇ きせいうおぇくすう 
けす こけぉさぇすうきっ
くうは くぇ ╉ぇいぇくかなお 
はこけくしおう ゅさぇょ 
《せおせはきぇ.  ╇いこなかくうすっかうすっ しゃう
さうたぇ くぇ すさぇょうちうけくくうすっ はこけくしおう 
うくしすさせきっくすう おけすけ う てぇおせたぇつう. 
ぅこけくちうすっ ゃこっつぇすかうたぇ こせぉかうおぇすぇ 
し けさうゅうくぇかくけすけ しう ういこなかくっくうっ くぇ 
„》せぉぇゃぇ しう, きけは ゅけさけ”.

╂けしすせゃぇとうすっ くぇ „┿さしっくぇか”  う ╉ぇいぇくかなお ぇすさぇお
すうゃくう  きせいうおぇくすう けす ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ 
しかなくちっ ょぇさうたぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう う しこっちうぇかっく 
おけくちっさす ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, ゃ さぇきおうすっ くぇ ╃くうすっ くぇ 
はこけくしおぇすぇ おせかすせさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 
                    

〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか
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]こけさっょ こさっょしすぇゃっくうすっ ょぇく-

くう, ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょっあう し 
ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ しぇ 23,4% 
けす ゃしうつおう さっゅうしすさうさぇくう ぉっい-
さぇぉけすくう ゃうしてうしすう, ぇ ょっかなす 
くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょっあう ぉっい 
おゃぇかうそうおぇちうは う しこっちうぇかくけしす 
っ 62%. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ ゃしっ-
おう ゃすけさう きかぇょ ゃうしてうしす くぇ 
こさぇおすうおぇ さぇぉけすう さぇぉけすぇ, おけは-
すけ っ こけょ おゃぇかうそうおぇちうはすぇ きせ 
うかう くっ けすゅけゃぇさは くぇ くっゅけゃうすっ 

こさけそっしうけくぇかくう おけきこっすっく-
ちうう. 《ぇおす, おけえすけ こなお けす しゃけは 
しすさぇくぇ こけしすぇゃは し けゅさけきくぇ けし-
すさけすぇ ゃなこさけしぇ いぇ おぇつっしすゃけすけ 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ ゃうしてっ けぉさぇ-
いけゃぇくうっ う いぇ っそっおすうゃくけしすすぇ 
けす ょっしっすおうすっ くぇ こさぇおすうおぇ くっ-
くせあくう しこっちうぇかくけしすう いぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ くう. 
‶け ょぇくくう くぇ ╀なかゅぇさしおぇすぇ 

しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ, ぉかういけ こけ-
かけゃうくぇすぇ けす さっゅうしすさうさぇくう-
すっ ぉっいさぇぉけすくう きかぇょう たけさぇ 
しぇ し けしくけゃくけ うかう こけ-くうしおけ 
けぉさぇいけゃぇくうっ. ╃っきけゅさぇそしおぇ-
すぇ おぇさすうくぇ せ くぇし こさけょなかあぇ-
ゃぇ ょぇ しないょぇゃぇ こさうすっしくっくうは 
いぇ ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. ]っ-
さうけいっく っ こさけぉかっきなす う し さけき-
しおぇすぇ きかぇょっあおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ, 
いぇしうかゃぇく う けす かうこしぇすぇ くぇ おぇ-
おゃうすけ う ょぇ っ こさけそっしうけくぇかくう 
うかう けぉさぇいけゃぇすっかくう せきっくうは ゃ 
けしくけゃくぇすぇ つぇしす くぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ けす すけいう っすくけし. 
╄おしこっさすうすっ しぇ おぇすっゅけさうつくう, 

つっ さってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきうすっ 
し きかぇょっあおぇすぇ いぇっすけしす きけゅぇす 
ょぇ しっ すなさしはす ゃ せしおけさっくけ しない-
ょぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすくう きっしすぇ いぇ 
たけさぇ し くうしおぇ おゃぇかうそうおぇちうは, 
こさけきはくぇ くぇ すさせょけゃけすけ いぇおけ-

╋さぇつくう こっさしこっおすうゃう こさっょ きかぇょっあうすっ こけ しゃっすぇ けつっさすぇ ゃ しゃけえ ょけおかぇょ う ╋っあ-
ょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ すさせょぇ. ╃けおかぇょなす っ さぇいこさけしすさぇくっく ゃ うくすっさくっす.
- ╂かけぉぇかくぇすぇ きかぇょっあおぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ とっ こさけょなかあう ょぇ さぇしすっ う こさっい しかっょゃぇ-

とうすっ こっす ゅけょうくう, こさけゅくけいうさぇ けさゅぇくういぇちうはすぇ.
- ╉さういぇすぇ ゃ っゃさけいけくぇすぇ とっ いぇしっゅくっ うくょうさっおすくけ う さぇいゃうゃぇとうすっ しっ しすさぇくう, 

おけっすけ とっ せゃっかうつう ぉっいさぇぉけすうちぇすぇ しさっょ きかぇょうすっ こけ しゃっすぇ ょけ こけつすう 13% こさっい 
2017, けすぉっかはいゃぇす っおしこっさすうすっ けす ╋¨〈.
- ‶け-こさうすっしくうすっかくけすけ けぉぇつっ っ, つっ ゃしっ こけゃっつっ きかぇょっあう しっ つせゃしすゃぇす けぉっいおせさぇ-

あっくう - ょぇかう くはおけゅぇ とっ しう くぇきっさはす さぇぉけすぇ. ╆ぇすけゃぇ けす ╋¨〈 こさういけゃぇゃぇす ょなさあぇ-
ゃうすっ ょぇ くぇしなさつぇす きかぇょっあおぇすぇ いぇっすけしす.
╁ ょけおかぇょぇ しっ こけしけつゃぇ けとっ, つっ, きぇおぇさ う きかぇょっあおぇすぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ ゃ ╄ゃさけこぇ 

こさっい しかっょゃぇとうすっ 5 ゅけょうくう ょぇ けすつっすっ かっお しこぇょ, すけゃぇ くはきぇ ょぇ っ ゃ さっいせかすぇす くぇ 
こけょけぉさっくうっ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. ]こぇょなす ょけ ゅけかはきぇ しすっこっく とっ しっ ょなかあう くぇ ゅけ-
かっきうは ぉさけえ きかぇょう たけさぇ, おけうすけ とっ しっ けすょさなこくぇす けす こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, いぇとけすけ しっ 
つせゃしすゃぇす けぉっいおせさぇあっくう, しっ おぇいゃぇ ゃ ょけおかぇょぇ. 
- ╁ きけきっくすぇ っょくぇ つっすゃなさす けす きかぇょっあうすっ ゃ ╄ゃさけこぇ しぇ ぉっい さぇぉけすぇ. ′ぇえ-すっあおけ 

っ こけかけあっくうっすけ ゃ ╇しこぇくうは う ╂なさちうは, おなょっすけ こけつすう ゃしっおう ゃすけさう きかぇょ つけゃっお っ 
ういゃなく こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ.

くけょぇすっかしすゃけ, さっそけさきぇ ゃ 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, 
こさけきはくぇ ゃ きけょっかぇ くぇ そうくぇく-
しうさぇくっ くぇ せくうゃっさしうすっすうすっ, 
おぇおすけ う ゃ せしなゃなさてっくしすゃぇくっ 
くぇ しすぇあぇくすしおうすっ こさけゅさぇきう.
] ちっか ょぇ こけょこけきけゅくっ さぇい-

ゃうすうっすけ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせ-
ょぇ, うきっくくけ ゃ つぇしすすぇ きかぇ-
ょっあおぇ いぇっすけしす, ╀なかゅぇさしおぇすぇ 
しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ しないょぇょっ 
うくそけさきぇちうけくくぇ しうしすっきぇ 

いぇ けちっくおぇ くぇ おけきこっすっくちう-
うすっ MyCompetence – www.
mycompetence.bg. ╇くそけさきぇ-
ちうけくくぇすぇ しうしすっきぇ っ けくかぇえく 
ぉぇいうさぇくぇ こかぇすそけさきぇ, おけはすけ 
こけいゃけかはゃぇ くぇ いぇっすうすっ, しすせ-
ょっくすうすっ う きっくうょあなさうすっ ょぇ 
しさぇゃくはす いくぇくうはすぇ, せきっくうはすぇ 
う おけきこっすっくちううすっ しう し ういうし-
おゃぇくうはすぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ.
╇いうしおゃぇくうはすぇ しぇ けこうしぇくう ゃ 

こけゃっつっ けす 400 こさけそっしうけくぇか-
くう しすぇくょぇさすう, ゃ さぇいさぇぉけすゃぇ-
くっすけ くぇ おけうすけ しぇ ゃおかのつっくう 
こさっょこさうはすうは けす さっぇかくぇすぇ 
うおけくけきうおぇ.
‶け すけいう くぇつうく ぉういくっしなす 

こさぇゃう いぇはゃおぇ おなき けぉとっしすゃけ-
すけ おぇおゃう しぇ いくぇくうはすぇ, おけきこっ-
すっくちううすっ う せきっくうはすぇ, おけうすけ 
しぇ くせあくう くぇ うおけくけきうおぇすぇ. ╁ 
きけきっくすぇ ╀]╉ さぇぉけすう しなゃきっしす-
くけ し けしっき せくうゃっさしうすっすぇ いぇ 
ぇおすせぇかういうさぇくっ くぇ せつっぉくうすっ 
こさけゅさぇきう ゃ しうくたさけく し こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ しすぇくょぇさすう いぇ 20 
しっおすけさぇ くぇ うおけくけきうおぇすぇ.
╆ぇ すっいう こけゃっつっ けす しすさはしおぇ-

とう そせくょぇきっくすぇかくう こさけぉかっ-
きう, こさっょ おけうすけ しぇ  ういこさぇゃっくう 
ぉなかゅぇさしおうはす ぉういくっし う さっぇか-
くぇすぇ うおけくけきうおぇ, ょなさあぇゃぇ-
すぇ くう   こさぇゃう しおさけきくう う さっ-

たぇゃう けこうすう ょぇ しっ くぇきっしう. ╁ 
ゅかせたけすぇ すなくっ う ]すさぇすっゅうはすぇ 
20/20,  ゃ おけはすけ すっいう ゃなこさけ-
しう しかっょゃぇてっ ょぇ うきぇす てうさけ-
おぇ こさっょしすぇゃうすっかくけしす, こぇさう う 
しっさうけいくけ けすくけてっくうっ. ╃けおぇすけ 
すっつっ っょくけしすさぇくくけ  すけいう せゅさう-
あっく きけくけかけゅ, こけ かっすうとぇすぇ う 
ゅぇさうすっ くぇ しすさぇくぇすぇ きかぇょうすっ 
たけさぇ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ いぇきう-
くぇゃぇす. 〈っいう けす しっかぇすぇ - おなき 
ゅさぇょぇ, ぇ おぇつっしすゃっくうすっ けす 

ゅさぇょぇ - ういゃなく しすさぇくぇすぇ.  ‶け 
ょぇくくう くぇ けそうちうぇかくぇすぇ しすぇ-
すうしすうおぇ, すゃなさょっ  しおさけきくう う 
ょぇかっつ けす さっぇかくけしすすぇ, いぇ きう-
くぇかぇすぇ ゅけょうくぇ  しすさぇくぇすぇ くう 
けおけくつぇすっかくけ しぇ くぇこせしくぇかう 
12 150 ょせてう, 70% けす おけうすけ 
しぇ きかぇょっあう. 82 250 たうかはょう 
ょせてう こさっい  2012 ゅけょうくぇ けそう-
ちうぇかくけ しぇ しきっくうかう きっしすけあう-
ゃっっくっすけ しう せ くぇし. 74% けす すはた 
しなとけ しぇ きかぇょう たけさぇ, こさっけぉ-
かぇょぇゃぇとぇすぇ つぇしす しすせょっくすう. 
′ぇ そけくぇ くぇ ょぇくくうすっ けす こけ-

しかっょくけすけ こさっぉさけはゃぇくっ, しこけ-
さっょ おけっすけ 73% けす しなくぇさけょくう-
ちうすっ くう あうゃっはす ゃ ゅさぇょけゃっすっ, 
ぇ 27%  ゃ しっかぇすぇ, すっくょっくちうは-
すぇ くっ しっ くせあょぇっ けす おけきっくすぇさ. 
′ぇ すけいう そけく こけゃっつっ けす 

しおさけきくう う けぉさっつっくう くぇ くっ-
いぇぉっかっあうきう さっいせかすぇすう しぇ 
せしうかうはすぇ くぇ ╀のさぇすぇ こけ すさせ-
ょぇ う こけさっょうちぇすぇ こさけゅさぇきう いぇ 
きかぇょっあおぇ いぇっすけしす せ くぇし. ╆ぇ 
すけいう きっしっち こけ っょくぇ すぇおぇゃぇ 
こさけゅさぇきぇ てぇくし ょぇ しう くぇきっ-
さはす さぇぉけすぇ うきぇす… 6-きぇ きかぇょう 
ゃうしてうしすう ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╆ぇこかぇ-
すぇすぇ, おけはすけ すっ とっ こけかせつぇゃぇす 
っ 400 かっゃぇ. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか 

′ぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ う っすっさうつくけ-きぇしかっくうすっ おせかすせさう っ  
しかけあっく おさなしす. 

〈けゃぇ っ きくっくうっすけ くぇ ぃかうは ╈けくおけゃぇ, こさっょしっょぇすっか くぇ しすさせお-
すせさぇすぇ くぇ ╉〈 „‶けょおさっこぇ” ゃ っょうくしすゃっくうは くぇ ╀ぇかおぇくうすっ ╇くしすう-
すせす こけ さけいぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, しかっょ おぇすけ しすぇくぇ はしくけ, つっ 6-きぇ けす 
8-すっ くぇせつくう さぇぉけすくうちう くぇ ╇くしすうすせすぇ しぇ こけょぇかう けしすぇゃおうすっ しう 
くぇ 7-きう けおすけきゃさう ゃ いくぇお くぇ こさけすっしす しさっとせ くぇいくぇつぇゃぇくっすけ くぇ 
こさけそ. ′っょおけ ′っょおけゃ - ぉうゃて ょうさっおすけさ くぇ うくしすうすせすぇ, けすくけゃけ くぇ 
こけしすぇ. 

′っょおけゃ っ くぇいくぇつっく けすくけゃけ くぇ こけしすぇ しなし いぇこけゃっょ けす しなとうは ょっく  
くぇ  ょけちっくす-ょ-さ 》さうしすけ ╀けいせおけゃ-こさっょしっょぇすっか くぇ ]っかしおけしすけこぇく-
しおぇすぇ ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは. ╆ぇこけゃっょすぇ くぇ ′っょおけゃ っ ょけ こさけゃっあ-
ょぇくっすけ くぇ おけくおせさし.
╃け おさぇは くぇ すぇいう しっょきうちぇ 〉] くぇ ]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっ-

きうは とっ けぉはゃう おけくおせさし いぇ ょうさっおすけさ くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ,  
おけえすけ とっ っ ゃ っょくけきっしっつっく しさけお. ╁ すけゃぇ っ せゃっさうか こさっい しっょ-
きうちぇすぇ かうつくけ こさっょしっょぇすっかはす くぇ ]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ ぇおぇょっきうは 
ょけち. ╀けいせおけゃ ゃ かうつっく さぇいゅけゃけさ し ょっこせすぇすおぇすぇ けす ╂╄[╀ ┿おしっくうは 
〈うかっゃぇ.
╃けしっゅぇてくうはす ╁[╇╃ ′ぇすぇてぇ ╉けゃぇつっゃぇ っ けしゃけぉけょっくぇ けす こけしすぇ  

し きけすうゃぇ, つっ くはきぇ くっけぉたけょうきけすけ くぇせつくけ いゃぇくうっ, おぇおゃけすけ しっ  
ういうしおゃぇ いぇ  いぇっきぇくっすけ くぇ すぇいう こけいうちうは.
[けおぇょぇすぇ ゃ うくしすうすせすぇ こけさけょう くぇこさっあっくうっ う くぇ こさぇおすうおぇ  

ゃしうつおう さぇぉけすっとう すぇき しぇ ゃ しすぇつくぇ ゅけすけゃくけしす.
]さっとせ ゅけすゃっくぇすぇ さけおぇょぇ, けつぇおゃぇくぇ こさっい こけしかっょくうすっ ょゃっ しっょ-

きうちう, おけかっおすうゃなす くぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ っ ういこさぇすうか こさけすっしす-
くう こうしきぇ う こけょこうしおう ょけ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ ]っかしおけしすけこぇくしおぇすぇ 
ぇおぇょっきうは, ょけ しうくょうおぇすうすっ う ょけ いっきっょっかしおけすけ きうくうしすっさしすゃけ.  
╃け きけきっくすぇ けすゅけゃけさ くはきぇ.
′ぇいくぇつっくうはす けす ょくっし こさけそ. ′っょおけゃ っ し 39-ゅけょうてっく すさせょけゃ 

しすぇあ. ‶けっきぇ ╇くしすうすせすぇ こけ さけいぇすぇ いぇ 4-すう こなす. ‶なさゃうはす こなす っ 
ぉうか こさっい 1996 ゅけょうくぇ, ゃ おぇつっしすゃけすけ しう しなとけ くぇ ╁[╇╃.
‶け ょせきうすっ きせ, いぇょ くぇいくぇつっくうっすけ きせ くっ しすけはす くうおぇおゃう うおけくけ-

きうつっしおう う こけかうすうつっしおう うくすっさっしう, ゃ おぇおゃうすけ ゅけ けぉゃうくうたぇ くっ-
ゅけゃうすっ おけかっゅう.
]こけさっょ ′っょおけゃ, ゃ ょなくけすけ くぇ くぇこさっあっくうっすけ ゃ うくしすうすせすぇ しすけはす 

くうしおうすっ いぇこかぇすう う くっょけゃけかしすゃけすけ くぇ くぇせつくうすっ さぇぉけすくうちう けす  
すけゃぇ.
╋っあょせ 300 う 350 かっゃぇ しぇ きぇしけゃうすっ いぇこかぇすう ゃ うくしすうすせすぇ, おぇすけ 

すっ くはきぇ ょぇ ぉなょぇす せゃっかうつっくう ょけ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ.
105-ゅけょうてくうはす ╇くしすうすせす こけ さけいぇすぇ っ しすけこぇくうく くぇ 500 ょっおぇさぇ 

きぇしかけょぇえくう さけいう, くけ くぇ こさぇおすうおぇ すぇいう ゅけょうくぇ くはきぇ くうすけ おうかけ-
ゅさぇき さけいけゃけ きぇしかけ いぇ こさけょぇあぉぇ.
╃っしすうかっさうはすぇ おなき うくしすうすせすなす こさっい すぇいう ゅけょうくぇ さぇぉけすう うい-

ちはかけ くぇ うてかっきっ, ぇ いぇ さっぇかういぇちうは ゃ きけきっくすぇ うくしすうすせすぇ うきぇ 
40 おうかけゅさぇきぇ かぇゃぇくょせかけゃけ きぇしかけ う こけ 30 たうかはょう さっいくうおぇ けす 
かぇゃぇくょせかぇ う  きぇしかけょぇえくう さけいう.

╃けきなす  くぇ おせかすせさぇすぇ „┿さ
しっくぇか” ょけきぇおうくしすゃぇ 

╃くうすっ くぇ はこけくしおぇすぇ おせかすせさぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけうすけ しっ こさけゃっ
ょけたぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ けおすけき

ゃさう. ╃っかっゅぇちうはすぇ けす 《せおせはきぇ 
こさうしすうゅくぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ すせさ
くっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは そけかおかけ
さっく すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか ゃ ]すさぇ
くぇすぇ くぇ ういゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ. 
╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ すぇくちぬけ
さうすっ し たせょけあっしすゃっく さなおけゃけ
ょうすっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ, ゃうょっく 
つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ ╄おしこっさ
すうすっ いぇ ╉ぇいぇくかなお, こけおぇいぇたぇ 
おさぇしけすぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ くぇ

¨ぉとうくしおうはす しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお こさうっ ′ぇ
さっょぉぇ いぇ せこさぇゃかっくうっすけ くぇ ゅけさしおうすっ すっさう

すけさうう, しけぉしすゃっくけしす くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
]なゃっすくうちうすっ ゅかぇしせゃぇたぇ う ょけゅけゃけさぇ, おけえすけ ̈ ぉ

とうくぇすぇ とっ こけょこうてっ いぇ しすけこぇくうしゃぇくっすけ くぇ ゅけさ
しおうは そけくょ いぇ しさけお けす 10 ゅけょうくう.
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ こさっょけしすぇゃう ゅけさしおうすっ しう 

すっさうすけさうう いぇ しすけこぇくうしゃぇくっ, せこさぇゃかっくうっ, こけかい
ゃぇくっ う けこぇいゃぇくっ くぇ そうさきぇ, しこっつっかうかぇ おけくおせさし, 
おけえすけ とっ ぉなょっ こさけゃっょっく こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしす
ゃっくうすっ こけさなつおう.
„¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお とっ ょぇょっ すぇいう ょっえくけしす くぇ 

ういこなかくうすっか, おけえすけ とっ さぇぉけすう こさっょう ゃしうつおけ いぇ 
けこぇいゃぇくっ くぇ けぉとうくしおうすっ ゅけさう う いぇ しけちうぇかくぇ 
ょっえくけしす“, いぇはゃう おきっすなす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 〈は 
ょけこなかくう, つっ ょなさゃっしうくぇすぇ, ょけぉうゃぇくぇ けす けぉとうく
しおうすっ ゅけさう, こなさゃけ すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょっ ういこけかいゃぇくぇ 
いぇ くせあょうすっ くぇ しけちうぇかくけ しかぇぉうすっ う くせあょぇっとう
すっ しっ けす こけょこけきぇゅぇくっ, ぇ つぇお しかっょ すけゃぇ ょぇ ぉなょっ 
すなさしっくぇ ゃないきけあくけしす いぇ こっつぇかぉぇ.
╁ たけょぇ くぇ ょっぉぇすうすっ くぇえ-ょうしおせすうさぇく ぉっ ゃな

こさけしなす いぇ こけかいゃぇくっすけ くぇ ゅけさしおうすっ すっさうすけさうう. 
』ぇしす けす しなゃっすくうちうすっ くぇしすけはたぇ ょぇ  ぉなょっ いぇこう
しぇくぇ おかぇせいぇ, しこけさっょ おけはすけ 1/3 けす ょなさゃっしうくぇすぇ 
ょぇ ぉなょっ ょけぉうゃぇくぇ けす けぉとうくしおう そうさきう, くけ きくけ
いうくしすゃけすけ くっ こさうっ すけゃぇ ょけこなかくっくうっ.
‶さっょしすぇゃうすっかはす くぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ╃け

ぉさうく ╃さぇゅくっゃ こさっょかけあう, こさっょゃうょ こけさっょうちぇすぇ 
ゃぇあくう ゃなこさけしう う いくぇつうきけしす いぇ くぇしっかっくうっすけ くぇ 
けぉとうくぇすぇ, おけうすけ こけさぇあょぇ くけゃぇすぇ ′ぇさっょぉぇ, すは 
ょぇ しっ こさうっきぇ ゃ ょゃっ けすょっかくう いぇしっょぇくうは, くぇ ょゃっ 
つっすっくうは, くけ こさっょかけあっくうっすけ きせ くっ ぉっ こさうっすけ. 
‶けゃっつっ いぇ こさうっすぇすぇ けぉとうくしおぇ ′ぇさっょぉぇ いぇ しすけ

こぇくうしゃぇくっすけ う せこさぇゃかっくうっすけ くぇ けぉとうくしおうすっ 
ゅけさう きけあっすっ こさけつっすっすっ ゃ しぇえすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╉ぇいぇくかなお - http://obs.kazanlak.bg/

‶け ょせきうすっ きせ, くぇえ-ゃぇあくぇすぇ いぇょぇつぇ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ くけゃうは 〉] 
っ ょぇ こさうゃかうつぇす くけゃう たけさぇ う しなきうてかっくうちう, いぇ ょぇ しっ ゃないさけょう 
そせすぉけかなす ゃ けぉとうくぇすぇ う いぇっょくけ し ゃしっ こけ-こさけしこっさうさぇとぇすぇ ょっす-
しおけ-のくけてっしおぇ そせすぉけかくぇ ておけかぇ ゃ „┿さしっくぇか” う ぉなさいけ くぇぉうさぇ-
とぇすぇ しおけさけしす ょっすしおぇ ておけかぇ くぇ „[けいうすっ”, ょぇ しっ ういゅさぇょう くけゃうはす 
きなあおう こさっょしすぇゃうすっかっく けすぉけさ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
′けゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ ゃっつっ けぉきうしかは う さぇいかうつくう うくうちうぇすうゃう う 

うょっう いぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ しさっょしすゃぇ, こけょょさなあくうちう  う こけこせかはさくけしす.
]さっょ こなさゃうすっ うくうちうぇすうゃう くぇ くけゃうは 〉], しなゃきっしすくけ し けぉとうくぇ 

╉ぇいぇくかなお, っ こさうはすっかしおう きぇつ きっあょせ けすぉけさうすっ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う „╀っさけっ”. ‶さうはすっかしおうはす きぇつ っ くぇしさけつっく いぇ 
12-すう けおすけきゃさう けす 16 つぇしぇ くぇ ゅさぇょしおうは しすぇょうけく „]っゃすけこけかうし”.
]さっとぇすぇ っ けさゅぇくういうさぇくぇ こけ しかせつぇえ くぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 30 ゅけ-

ょうくう けす ゃかういぇくっすけ くぇ „[けいうすっ“ ゃ „┿“ ‶さけそっしうけくぇかくぇ そせすぉけかくぇ 
ゅさせこぇ (‶《╂). 
]なとうは ょっく, 12 けおすけきゃさう 2013 ゅ., けす 19.00 つぇしぇ ゃ さっしすけさぇくす „╉ぇいぇくかなお“ こさっょしすぇゃうすっかう 

くぇ おぇいぇくかなておうは ぉういくっし しぇ こけおぇくっくう くぇ しさっとぇ し くけゃうは 〉こさぇゃうすっかっく しなゃっす くぇ そせすぉけかくうは 
おかせぉ.
 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

╋ぇさうは ╃けぉさうくけゃぇ ╃けぉさっゃぇ 
e くぇ  こけつすう 2 ゅけょうくう. ╋けきうつっくちっ-
すけ しすさぇょぇ けす ょっすしおぇ ちっさっぉさぇかくぇ 
こぇさぇかういぇ /しこぇしすうつくぇ ょうこかっゅうは/.
〈っあおぇすぇ ょうぇゅくけいぇ っ こけしすぇゃっくぇ 

こさっょう きっしっち, くけ かっおぇさうすっ ょぇゃぇす 
せくうおぇかくう てぇくしけゃっ くぇ ょっすっすけ ょぇ 
こさけたけょう. ╆ぇ ちっかすぇ っ くせあくけ すけ ょぇ 
ぉなょっ こけょかけあっくけ くぇ 12 こさけちっょせ-
さう ゃ しこっちうぇかういうさぇくぇ ぉけかくうちぇ ゃ 
]けそうは. ╁しはおぇ けす っあっきっしっつくうすっ 
こさけちっょせさう とっ しすさせゃぇ こけ 1000 
かっゃぇ, しさっょしすゃぇ, し おけうすけ しっきっえ-
しすゃけすけ くぇ ╋ぇさうは くっ さぇいこけかぇゅぇ. 
] こけきけとすぇ くぇ しさっょしすゃぇ, しなぉさぇくう 
ゃなゃ ゃけっくくけすけ こけょっかっくうっ ゃ ╉ぇ-

いぇくかなお, っ いぇおせこっくぇ しこっちうぇかくぇ こさけたけょうかおぇ, いぇ ょぇ きけあっ 
きぇかおぇすぇ ╋ぇさうは ょぇ しっ こさうょゃうあゃぇ. 
╆ぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ こぇさうすっ, くせあくう いぇ こさけちっょせさうすっ ゃ ]け-

そうは, っ けすおさうすぇ ょぇさうすっかしおぇ しきっすおぇ: 
〈は っ ゃ ╉けさこけさぇすうゃくぇ ぉぇくおぇ - ╉ぇいぇくかなお
IBAN: BG17 KORP 9220 1008 7587 01
BIC: KORPBGSF

〈っかっそけく いぇ ゃさないおぇ しなし ╆けさくうちぇ ┿くゅっかけゃぇ
/きぇえおぇすぇ くぇ ╋ぇさうは/ - 0899 313 096

〉《╇ 】』 〉╅ ‒[ „ 『《′《╇╅ ╉《]¨〉╅” 

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

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

さけょくう こっしくう う すぇくちう ゃ ぅこけくうは 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ぉかういけ きっ
しっち. „〈ぇいゅけょうてくうすっ おけくちっさすう 
うきぇたぇ ういおかのつうすっかくけ くぇすけゃぇ
さっくぇ こさけゅさぇきぇ, こさけゃっょけたきっ 

くぇえ-すっあおけすけ すせさくっ けす くぇつぇ
かけすけ くぇ くぇてっすけ こさうはすっかしすゃけ し 
ぅこけくうは”, しこけょっかう ]すけはくけゃ いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
〈けえ っ う ゃ けしくけゃぇすぇ くぇ  けさ

ゅぇくういぇちうはすぇ くぇ こけしっとっくうっすけ 
ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ ょっかっゅぇちうは けす 
《せおせはきぇ, ゃけょっくぇ けす ]ぇしぇおう 
【うゅっちせくぇ, こさっょしっょぇすっか くぇ 
┿しけちうぇちうはすぇ いぇ こさうはすっかしすゃけ 
„《せおせはきぇ-╀なかゅぇさうは“ う  しっおさっ

すぇさは くぇ ぇしけちうぇちうはすぇ ╋うつうはしせ 
╃ぇすっ, おけはすけ しっ しさっとくぇ こさっい 
しっょきうちぇすぇ し おきっすぇ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 
╂させこぇすぇ けす きせいうおぇくすう, ゃけょっ

くう けす おせかすせさくうすっ こさっょしすぇ
ゃうすっかう, ういくっしっ すさう おけくちっさすぇ 
せ くぇし, こなさゃうはす けす おけうすけ いぇ
さぇょゃぇ ぇさしっくぇかちう くぇ すったくうは 
こさけそっしうけくぇかっく こさぇいくうお – 
╃っくはす くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは. 
╃させゅうすっ ょゃぇ おけくちっさすぇ ぉはたぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお う ‶ぇゃっか ぉぇくは, つうは
すけ こせぉかうおぇ ぉっ ゃこっつぇすかっくぇ けす 
せくうおぇかくうすっ いぇ っゃさけこっえしおうは 
しかせた, くけ – すさぇょうちうけくくう いぇ 

ぅこけくうは, きせいうおぇかくう うくしすさせ
きっくすう おけすけ う てぇおせたぇつう.
ぅこけくしおうすっ ゅけしすう ぉはたぇ ゃ ╉ぇ

いぇくかなお ゃ さぇきおうすっ くぇ こさけゅさぇ
きぇすぇ くぇ ╃くうすっ くぇ はこけくしおぇすぇ 

おせかすせさぇ ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈っ ぉはたぇ 
こけしさっとくぇすう けす おきっすぇ くぇ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけ
はくけゃぇ, おけはすけ ういさぇいう しゃけっすけ 
ういおかのつうすっかくけ せょけゃかっすゃけさっ
くうっ, つっ ゅけしすうすっ けす 《せおせはきぇ しぇ 
ういぉさぇかう ╉ぇいぇくかなお いぇ しゃけっすけ 
こけしっとっくうっ. ]すけはくけゃぇ ぉかぇゅけ
ょぇさう いぇ けおぇいぇくけすけ ゅけしすけこさう
っきしすゃけ こけ ゃさっきっ くぇ ゃういうすぇすぇ 
くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ ょっかっゅぇちうは 

ゃなゃ 《せおせはきぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょう
くぇ う ういさぇいう しゃけはすぇ せゃっさっくけしす, 
つっ う いぇくぇこさっょ ゃいぇうきけけすくけてっ
くうはすぇ きっあょせ ょゃぇすぇ ゅさぇょぇ とっ 
しっ さぇいゃうゃぇす.
‶けいょさぇゃうすっかっく ぇょさっし けす 

おきっすぇ くぇ 《せおせはきぇ ┿おうさぇ 》ぇょぇ 
ょけ おきっすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ぉっ ゃさなつっく けす ]ぇしぇ
おう 【うゅっちせくぇ. ╁ くっゅけ ゅ-く 》ぇょぇ 
ういおぇいゃぇ しゃけはすぇ さぇょけしす けす 
ぉかういおうすっ おけくすぇおすう きっあょせ ╉ぇ
いぇくかなお う 《せおせはきぇ う こけょつっさ
すぇゃぇ, つっ こさっい 2016 ゅ. ゃ はこけく
しおうは ゅさぇょ, ういゃっしすっく しなとけ しなし 
しゃけは 《っしすうゃぇか くぇ さけいぇすぇ, とっ 
こさぇいくせゃぇす 100-ゅけょうてくうくぇすぇ 
くぇ ゅさぇょぇ う こけ すけいう こけゃけょ とっ 
せきくけあぇす きくけゅけおさぇすくけ くぇしぇあ
ょっくうはすぇ けす さけいう ゃ くっゅけ.
』さっい こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 

《せおせはきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお おきっすなす 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ けすこさぇゃう こけ
おぇくぇ おなき ┿おうさぇ 》ぇょぇ ょぇ ぉなょっ 
ゅけしす くぇ ゅさぇょぇ.
╃っかっゅぇちうはすぇ けす こけぉさぇすう

きっくうは はこけくしおう ゅさぇょ くぇきっ
さう うしすうくしおう こさうはすっかう う ゃ し. 
╉けこさうくおぇ.  〈ぇき こっくしうけくっさしおう 
おかせぉ „′ぇょっあょぇ“ こけしさっとくぇ 
ゅけしすうすっ けす ]すさぇくぇすぇ くぇ うい
ゅさはゃぇとけすけ しかなくちっ し こうすぇ う 
しけか, し くぇさけょくう こっしくう う すぇくちう, 
ういこなかくっくう けす ょっすしおけ-のくけてっ
しおぇすぇ そけさきぇちうは „]かぇゃっえつっ“ 
こさう ′』 „‶さけぉせょぇ 1920“, う し 
ぉなかゅぇさしおう くぇちうけくぇかくう はしすうは. 
‶けいょさぇゃかっくうは けすこさぇゃう う ゃけ
おぇかくぇすぇ そけさきぇちうは ゃ し. ╉けこ
さうくおぇ. 

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 

] さってっくうっ くぇ けぉとうくしおう
すっ しなゃっすくうちう ぉっ こさうっすけ 

ういきっくっくうっ くぇ ¨ぉとうは せしすさけえ
しすゃっく こかぇく (¨〉‶) くぇ ゅさぇょ ╉ぇ
いぇくかなお, ゃ おけえすけ しぇ ゃおかのつっくう 
ゃたけょくけ-ういたけょくうすっ すっさうすけさうう 
こけ ゅかぇゃくう う けぉとうくしおう こなすう
とぇ. 〈けゃぇ しぇ こなすくうすっ ぇさすっさうう 
ゃ こけしけおうすっ: ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, 
╂ぇぉさけゃけ, ]けそうは, ╀せいけゃゅさぇょ う 
╋うくっさぇかくう ぉぇくう ¨ゃけとくうお.
¨す くぇつぇかけすけ くぇ すけいう きぇく

ょぇす くぇ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ う 
きっしすくうは こぇさかぇきっくす しぇ  さぇいさぇ
ぉけすっくう つっすうさう  ょなかゅけしさけつくう 
ょけおせきっくすぇ, しゃなさいぇくう し  せし
すさけえしすゃけすけ くぇ すっさうすけさうはすぇ 
う し さぇいゃうすうっすけ くぇ ゅさぇょぇ う 
くぇ けぉとうくぇすぇ. 〈けゃぇ っ ¨ぉとう
はす せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ ╉ぇ
いぇくかなお, こさうっす くぇ こけしかっょくけすけ 
いぇしっょぇくうっ くぇ ]なゃっすぇ, ╇くすっゅ
さうさぇくうはす こかぇく いぇ ゅさぇょしおけ 
ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ う さぇいゃうすうっ 
(╇‶╂╁[), おけえすけ しなとけ っ こさうっす 
う いぇ おけえすけ っ けぉはゃっく おけくおせさし 
いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ しこっちうぇかう
いうさぇくうすっ こさけっおすう いぇ けぉっおすう 
ゃ すさうすっ いけくう くぇ ゃないょっえしすゃうっ. 
‶さっょしすけう こさうっきぇくっすけ くぇ ¨〉‶ 
くぇ ╃けかうくぇすぇ くぇ すさぇおうえしおうすっ 
ちぇさっ. ╁くっしっくぇ っ ょけおかぇょくぇ いぇ
こうしおぇ いぇ けょけぉさはゃぇくっ くぇ いぇょぇ
くうっすけ いぇ ういゅけすゃはくっ くぇ ¨〉‶ くぇ 
ちはかぇすぇ すっさうすけさうは くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお.

80% けす おきっすしおぇすぇ いぇこかぇすぇ とっ  こけかせつぇゃぇ おぇすけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ いぇ すさせ
ょぇ しう けきぉせょしきぇくなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うくおぇ 】っさっゃぇ. 】っさっゃぇ っ こさっょしすぇゃうすっか くぇ 
╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお  う ぉっ ういぉさぇくぇ し  すぇっく ゃけす けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす こさっい 
のかう. 
 [ぇいきっさなす くぇ きっしっつくけすけ え ゃないくぇゅさぇあょっくうっ  ぉっ けこさっょっかっくけ こけ  こさっょかけあっ

くうっ くぇ こさっょしっょぇすっかは くぇ ]なゃっすぇ ′うおけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ. ╃けしっゅぇ けぉとっしすゃっくうはす 
こけしさっょくうお こけかせつぇゃぇてっ きっしっつくけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ おけかおけすけ くぇ おきっすぇ.   
]なゅかぇしくけ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお いぇっきぇ

とうはす すけいう こけしす くはきぇ こさぇゃけ くぇ くうおぇおゃぇ ょさせゅぇ ょっえくけしす - くうすけ くぇ すなさゅけゃしおぇ, 
くうすけ くぇ ょさせゅう  こかぇすっくう ぇくゅぇあうきっくすう. ╋ぇくょぇすなす くぇ けきぉせょしきぇくぇ っ 5 ゅけょうくう, 
ぇ ゃないくぇゅさぇあょっくうっすけ きせ しっ けこさっょっかは し さってっくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 

 ╄あっょくっゃくけ, 5 ょくう ゃ しっょきうちぇすぇ, こけ 4 つぇしぇ, けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂うく
おぇ 】っさっゃぇ とっ こさうっきぇ ゅさぇあょぇくう し すったくうすっ ゃなこさけしう, あぇかぉう, きけかぉう いぇ こけきけと. 
 『っかすぇ くぇ すけゃぇ つぇしけゃけ さぇいこさっょっかっくうっ くぇ こさうっきくぇすぇ っ ょぇ しっ ょぇょっ ゃないきけあくけしす くぇ たけさぇ 

し さぇいかうつくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ ょぇ きけゅぇす ょぇ しっ しさっとぇす し けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. 

‶けくっょっかくうお    14.00 - 18.00 つ.
╁すけさくうお          13.30 - 17.30 つ.
]さはょぇ               08.30 - 12.30 つ. 
』っすゃなさすなお       11.30 - 15.30 つ. 
 ‶っすなお              09.00 - 13.00 つ. 

 
┿ょさっし:  

 ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, ぉせか. „ ┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ 4, っす. 3
すっかっそけく  いぇ ゃさないおぇ  0431/  98 340 
 e-mail:  ombudsman@minicipality-kz.org

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

- くぇ ゃたけょぇ くぇ けぉとっしすゃっくぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ぉせか. „┿か. ╀ぇすっくぉっさゅ” わ4, 
おぇおすけ う くぇ っすぇあぇ こさっょ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお ゃ しな
とぇすぇ しゅさぇょぇ, っす. 3
- くぇ ぉせか. „ [けいけゃぇ ょけかうくぇ” わ 4, いぇょ ぉうゃてぇすぇ させしおぇ おくうあぇさくうちぇ. 
]うゅくぇかうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお きけゅぇす ょぇ しっ こけょぇゃぇす せしすくけ 

うかう ゃ こうしきっく ゃうょ.
┿くけくうきくう しうゅくぇかう くっ しっ こさうっきぇす う くっ しっ さぇいゅかっあょぇす.

╆ぇゃっとぇくうっすけ くぇ こけおけえくうは こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ╉ぇいぇくかなお - しおせかこすけ
さなす ╃けおけ ╃けおけゃ, とっ  ゃうょう ぉはか しゃはす, しかっょ おぇすけ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくう

ちう けょけぉさうたぇ こさっょかけあっくうっすけ くぇ おきっすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ ゃ ゅさぇょうくおぇすぇ くぇ 
せか. „╇しおさぇ” ょぇ ぉなょっ こけしすぇゃっくぇ しおせかこすせさぇすぇ くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ – „ぅこけくおぇすぇ”. 

╂うこしけゃうはす きぇおっす くぇ こけしかっょくぇすぇ しう 
すゃけさぉぇ ╃けおけ こけょぇさう くぇ ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお こさう こけしかっょくぇすぇ しう しさっ
とぇ し おきっすぇ ゃ おさぇは くぇ きぇえ. ╋っしっち 
こけ –おなしくけ  すけえ くぇこせしくぇ あうゃけすぇ 
いぇゃうくぇゅう. ]おせかこすせさぇすぇ しうきゃけかう
いうさぇ ょなかゅけゅけょうてくうすっ こさうはすっかしおう 
ゃさないおう きっあょせ ╉ぇいぇくかなお う すさうすぇ 
はこけくしおう ゅさぇょぇ 《せおせはきぇ, ╋せくぇおぇすぇ 
う 》うさけてうきぇ う くっけぉはしくうきけすけ, くけ 
ういおかのつうすっかくけ しうかくけ こさうゃかうつぇくっ, 
おけっすけ はこけくしおうはす くぇさけょ ういこうすゃぇ 
おなき ╀なかゅぇさうは う おなき ╉ぇいぇくかなお. 
„ぅこけくおぇすぇ”  とっ ぉなょっ ういさぇぉけすっくぇ 
けす しゃっすなか おぇきなお う とっ しう おけさっし
こけくょうさぇ し ういはとくぇすぇ „〈さぇおうえおぇ“, 
しなとけ ょっかけ くぇ ╃けおけ ╃けおけゃ, くぇきう

さぇとぇ しっ くぇ こか. „]っゃすけこけかうし“. ]さっょしすゃぇすぇ いぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ え とっ しっ けしうゅせ
さはす けす ょぇさうすっかしおぇ おぇきこぇくうは.



711 октомври 2013 г.Ⱦɢɪɢ

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

5 ぁ╅』╅ [《〉[】『』 ′╅ 》╅〈╊【〉¨[╅ 〉╅ ╊〉╈╊]』 【そせけ ╉けすけてちそうあ:

╁ ぉさけは しう けす 2 ぇゃゅせしす 2013 ゅけ
ょうくぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さ

しっくぇか“ こけょ させぉさうおぇすぇ „╇しすけさう
はすぇ こけきくう“ こせぉかうおせゃぇ きぇすっさうぇか 
くぇ ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ, しゃなさいぇく し 
ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ 
《さうょさうた ╄くゅっかし ゃ „┿さしっくぇか“, 
こけいけゃぇゃぇえおう しっ くぇ しすぇすうは くぇ 
]すけはく ╃うきけゃ, こせぉかうおせゃぇくぇ ゃ 
しぉけさくうおぇ „]かっょぇ ゃなゃ ゃさっきっすけ“ 
けす 1980 ゅけょうくぇ.
] くぇしすけはとぇすぇ しう しすぇすうは しう こけ

しすぇゃうた いぇ ちっか ょぇ いぇこけいくぇは つうすぇ
すっかうすっ しなし しおせかこすけさぇ ╇ゃぇく ╀かぇ
あっゃ, し おけゅけすけ ぉかういけ 30 ゅけょうくう 
うきぇた ょさせあっしおう ゃさないおう. ┿ゃすけさなす 
くぇ こぇきっすくうおぇ くぇ ╄くゅっかし ゃ „┿さ
しっくぇか“ いぇっきぇ こけょけぉぇゃぇとけ きはしすけ 
しさっょ きぇえしすけさうすっ くぇ しなゃさっきっく
くぇすぇ しおせかこすせさぇ う きけくせきっくすぇかくぇ 
こかぇしすうおぇ くっ しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは, くけ 
う ゃ くぇてうは ゅさぇょ. ′っ くぇ こけしかっょくけ 
きはしすけ うしおぇき う ょぇ さぇいおぇあぇ くはおけう 
こけ-きぇかおけ ういゃっしすくう こけょさけぉくけしすう, 
しゃなさいぇくう しなし しないょぇゃぇくっすけ くぇ こぇ
きっすくうおぇ, くぇ おけうすけ ぉはた しゃうょっすっか. 

╀けくつけ ‶っしっゃ

╀かぇあっゃ せゃっおけゃっつぇゃぇ ぅゃけさけゃ, 
╁ぇいけゃ う ╄かうく ‶っかうく.
╇ゃぇく ╀かぇあっゃ っ さけょっく こさっい 

1926 ゅけょうくぇ ゃ し. ╋っつおぇ, ‶かっゃっく
しおけ. ╆ぇゃなさてゃぇ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぇおぇょっきうは ゃ ]けそうは, しこっちうぇかくけしす 
„]おせかこすせさぇ“ こさう こさけそ. ╋ぇさ
おけ ╋ぇさおけゃ こさっい 1950 ゅけょうくぇ, ぇ 
しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ しすぇゃぇ つかっく 
くぇ ]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たせ
ょけあくうちう. 〉つぇしすゃぇ ゃ こけつすう ゃしうつ
おう けぉとう たせょけあっしすゃっくう ういかけあぉう 
しなし しゃけう しおせかこすせさくう そうゅせさう, 
おけきこけいうちうう, こけさすさっすう くぇ おせか
すせさくう ょっえちう, こうしぇすっかう, こけっすう, 
たせょけあくうちう. ‶けおぇいゃぇ さぇぉけすう ゃ 
きっあょせくぇさけょくう ういかけあぉう. ╆くぇつう
すっかくぇ つぇしす けす すゃけさつっしすゃけすけ きせ っ 
ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きけくせきっくすぇかくぇすぇ 
しおせかこすせさぇ. [っょうちぇ こぇきっすくうちう 
くぇ ゃうょくう うしすけさうつっしおう かうつくけしすう 
う しなぉうすうは, くぇ こうしぇすっかう う こけっすう, 
しぇ ういさぇぉけすっくう しかっょ しこっつっかゃぇくっ
すけ くぇ くぇちうけくぇかくう おけくおせさしう. ′っ
ゅけゃう しぇ こぇきっすくちうすっ くぇ ╇ゃぇく ╁ぇ
いけゃ ゃ ]けこけす う ]けそうは, しないょぇょっくう 
こさっい 50-すっ ゅけょうくう くぇ きうくぇかうは 
ゃっお. ]かっょ しこっつっかっく おけくおせさし 
╀かぇあっゃ ういさぇぉけすゃぇ こけさすさっすくぇ 
おけきこけいうちうは くぇ ╃うきうすなさ ╀かぇゅけ
っゃ う ′うおけかぇ ╂ぇぉさけゃしおう - こぇきっ
すくうおなす ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, けす
おさうす こさっい 1975-すぇ ゅ., こけさすさっすくぇ 
そうゅせさぇ - こぇきっすくうお くぇ 《さうょさうた 
╄くゅっかし - こさっい 1980 ゅけょうくぇ.
‶けおぇいぇくぇすぇ ゃ ¨ぉとぇ たせょけあっしす

ゃっくぇ ういかけあぉぇ こさっい 1957 ゅけょうくぇ 
こけさすさっすくぇ そうゅせさぇ くぇ ‶っえけ ぅゃけ
さけゃ しすぇゃぇ こぇきっすくうお こさっょ  おな
とぇすぇ-きせいっえ くぇ こけっすぇ ゃ ]けそうは 
う ゃ ‶けきけさうっ. ╀かぇあっゃ ういさぇぉけすゃぇ 
ゃしうつおう しおせかこすせさくう そうゅせさう くぇ 
こけっすぇ ゃ さけょくうは 』うさこぇく, おぇおすけ う 
くぇ けとっ きくけゅけ きっしすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ.

ɋɪɟɳɢ

』【『╊〈っ 』╊ ╉╅ ╇ぇ『╇っ 《【 』╇╊【]╅【╅ 』【『╅〉╅ 〉╅ ╋¨╇《【╅

‶さっい 60-すっ う 70-すっ ゅけょうくう 
くぇ 20-すう ゃっお ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ 
しないょぇゃぇ  う ょさせゅう きけくせきっく
すぇかくう すゃけさぉう. 〈ぇおうゃぇ しぇ 
そうゅせさうすっ - こぇきっすくうちう くぇ 
『ぇくおけ 『っさおけゃしおう ゃ ╀はかぇ 
つっさおゃぇ, くぇ ′ぇえょっく ╂っさけゃ - ゃ 
╊けき, くぇ ╄かうく ‶っかうく ゃ さけょ
くけすけ ╀ぇえかけゃけ, くぇ ′うおけかぇ 
╁ぇこちぇさけゃ ゃ ╀ぇくしおけ, くぇ ╉ぇさか 
╋ぇさおし ゃ ]けそうは, くぇ ╂っけさゅう 
╉うさおけゃ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╀かぇあっゃ 
しないょぇゃぇ う さっょうちぇ けぉさぇいちう 
くぇ ぉなかゅぇさおぇすぇ.
‶さっい 1986-すぇ ╇ゃぇく ╀かぇ

あっゃ こけおぇいゃぇ ゃ ゅけかはきぇ しぇ
きけしすけはすっかくぇ ういかけあぉぇ けさう
ゅうくぇかうすっ くぇ ぉかういけ 100 しゃけう 
こかぇしすうおう, おぇおすけ う そけすけしう 
くぇ くはおけう けす こぇきっすくうちうすっ 
しう. ╋くけゅけ けす すはた しっゅぇ しぇ 
つぇしす けす っおしこけいうちううすっ くぇ 
ぉなかゅぇさしおう う つせあょっしすさぇくくう 
ゅぇかっさうう, つぇしすくう おけかっおちうう ゃ 
》けかぇくょうは, ╂っさきぇくうは, ]┿】 
う ょさせゅう.
╇ゃぇく ╀かぇあっゃ っ くけしうすっか くぇ 

けさょっく „╉うさうか う ╋っすけょうえ“ 
こなさゃぇ う ゃすけさぇ しすっこっく. 〉きう
さぇ こさっい 2006-すぇ ゅけょうくぇ. 

]すぇくつけ ╉けっゃ ゃけょう 
╀かぇあっゃ いぇ

ゅかぇゃっく たせょけあくうお
くぇ ╉ぇいぇくかなお

╂けかっきうはす ╇ゃぇく ╀かぇ
あっゃ, つううすけ おかぇしうつっしおう 

しおせかこすせさう う こぇきっすくうちう ょぇ
ゃぇす ゃういうは くぇ くっ っょうく ぉなか
ゅぇさしおう ゅさぇょ, しこけきくはえおう 
うしすけさうつっしおけすけ きうくぇかけ, っ う 
ゅかぇゃっく たせょけあくうお くぇ ╉ぇいぇく
かなお. 〈けいう きぇかおけ ういゃっしすっく 
そぇおす っ けす 80-すっ ゅけょうくう くぇ 
20-すう ゃっお, おけゅぇすけ ゃ ╉ぇいぇく
かなお おきっすせゃぇ ╉きっすなす くぇ しすけ
かっすうっすけ  ]すぇくつけ ╉けっゃ. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ ╀かぇあっゃ こさぇゃう 
いくぇおけゃう いぇ ╉ぇいぇくかなお こかぇし
すうおう, おぇすけ ╂けかはきぇすぇ きっつ
おぇ くぇ 〈のかぉっすけ う  あっくぇすぇ 
くぇ ゅぇさけゃうは こかけとぇょ, おけはすけ 
こけしさっとぇ ゅけしすうすっ くぇ ゅさぇょぇ 
う ╃けかうくぇすぇ し こうすぇ たかはぉ ゃ 
さなちっ.
] ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ しっ いぇこけい

くぇた こさっい こさけかっすすぇ くぇ 1976-
すぇ ゅけょうくぇ. 〈けゅぇゃぇ „┿さしっくぇか“ 
くけしってっ うきっすけ „《さうょさうた 
╄くゅっかし“. [なおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ こさっょこさうはすうっすけ こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ けぉはゃう おけくおせさし つさっい 
]なのいぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ たせ
ょけあくうちう いぇ ういさぇぉけすゃぇくっすけ 
くぇ こぇきっすくうお くぇ こぇすさけくぇ くぇ 
いぇゃけょぇ. ‶さうしなしすゃぇた くぇ あせ
さうさぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ おぇすけ 
こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゃないかけあう
すっかは - うくゃっしすうすけさ, し こさぇゃけ 
くぇ ゅかぇし. ╉けきうしうはすぇ こけ あせ
さうさぇくっすけ ぉってっ し こさっょしっょぇ
すっか くぇさけょくうはす たせょけあくうお, 
しっゅぇてくうはす ぇおぇょっきうお, ╁っ
かうつおけ ╋うくっおけゃ. 
12 ぇゃすけさう ぉはたぇ こさっょかけあう

かう すゃけさぉうすっ しう ゃ ういおかのつう
すっかくけ けすゅけゃけさくうは おけくおせさし. 
╆ぇ いぇとうすぇすぇ くぇ こさけっおすうすっ 
さぇぉけすうすっ, ういさぇぉけすっくう けす 
ゅうこし,  ぉはたぇ ういかけあっくう ゃ さぇい
きっさう けおけかけ 1.5 きっすさぇ. ╆ぇ
とうすぇすぇ しっ こさけゃっょっ ゃ っょくぇ けす 
いぇかうすっ くぇ ]╀》 くぇ „【うこおぇ“ 6 
ゃ ]けそうは う こさけょなかあう けおけかけ 
5 つぇしぇ.  ]かっょ いぇとうすぇすぇ う 
けぉしなあょぇくっすけ くぇ こさけっおすうすっ 

7-つかっくくけすけ あせさう, こかのし きけは 
きうかけしす, けぉはゃう さっいせかすぇすうすっ, 
こさぇゃっえおう おさうすうつくぇ けちっくおぇ 
う ぇくぇかうすうつっく さぇいぉけさ. ╇ゃぇく 
╀かぇあっゃ しっ はゃう くぇ おけくおせさしぇ し 
ょゃぇ こさけっおすぇ. ‶なさゃけすけ きはしすけ 
ぉっ けこさっょっかっくけ いぇ くっゅけ. ‶さっょ

しっょぇすっかはす くぇ あせさうすけ ゅけ こさけ
ゃけおうさぇ: „╇ゃぇくっ, すう しっ こさっょ
しすぇゃう し ょゃぇ こさけっおすぇ, おけうすけ, 
けぉさぇいくけ おぇいぇくけ, けぉうつぇて おぇすけ 
しゃけうすっ ょゃっ ょっちぇ. ╉けえ けす すはた 
こさっょこけつうすぇて う おぇお とっ しっ 
きけすうゃうさぇて?“. ╀かぇあっゃ しぇきけ 
こけしけつう こけ-ょけぉさうは しう こさけっおす, 
おけえすけ しなゃこぇょぇてっ う し けちっくおぇ
すぇ くぇ おけきうしうはすぇ. 
╇いおかのつうすっかくけ さぇょけしすっく けす 

しこっつっかゃぇくっすけ くぇ おけくおせさしぇ, ゃ 
おけえすけ うきぇてっ う

こぇさうつくぇ くぇゅさぇょぇ
けす 5 000 かっゃぇ,

╇ゃぇく ╀かぇあっゃ きっ いぇゃっょっ ゃ 
ういうしおぇく しすけかうつっく さっしすけさぇくす, 
いぇ ょぇ „こけかっっき“ こけぉっょぇすぇ. 〈け
ゅぇゃぇ きう さぇいおぇいぇ, つっ こけゃっつっ 
けす こけかけゃうく ゅけょうくぇ っ さぇぉけすうか 
こけ こさけっおすうすっ, くぇこさぇゃうか こさけ
せつゃぇくっ こけ ちっかうは しゃはす - おぇおゃう 
こぇきっすくうちう うきぇ くぇ 《さうょさうた 
╄くゅっかし, しなぉさぇか しくうきおう. ¨おぇ
いぇかけ しっ, つっ ゃしうつおう こぇきっすくう
ちう ょけすけゅぇゃぇ しぇ しぇきけ ぉのしすけゃっ, 
くはきぇ こぇきっすくうお ゃ ちはか さなしす. ╆ぇ 
ょぇ こけょゅけすゃう こさけっおすうすっ しう いぇ 
こぇきっすくうおぇ くぇ ╄くゅっかし ゃ ╉ぇいぇく
かなお, しおせかこすけさなす ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ 
ういつっか いぇょなかぉけつっくけ ぉうけゅさぇ
そうはすぇ きせ. 〈ぇおぇ けすおさうか, つっ ╄く
ゅっかし うきぇ ういおかのつうすっかくけ きくけゅけ 
すさせょけゃっ くぇ ゃけっくくぇ すっきぇすうおぇ, 
ぇ ぉかういおうすっ きせ こさうはすっかう, しっ 
けぉさなとぇかう おなき くっゅけ し „╂っくっ
さぇかっ!“.
〈ぇおぇ せ ぇゃすけさぇ しっ けそけさきは 

うょっはすぇ ょぇ ういぉっさっ いぇ こさけっおすぇ 
しう こけいぇすぇ くぇ ゅっくっさぇかぇ し こっかっ

さうくぇ, いぇしすぇくぇか きうさくけ, くぇぉかの
ょぇゃぇえおう こぇさぇょ.
╂させぉけすけ ういつせおゃぇくっ  くぇ ゅさぇ

くうすくうすっ きけさっくう いぇこけつくぇ 
くはおなょっ こさっい きぇえ けす ょゃぇきぇ 
きぇえしすけさう-おぇきっくけょっかちう ゃ ぇすっ
かうっすけ くぇ ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ ゃ ╀けは

くぇ. ╁ おさぇは くぇ のかう ゅさせぉけ けそけさ
きっくうはす こぇきっすくうお ぉっ ょけおぇさぇく ゃ 
„┿さしっくぇか“ くぇ きはしすけすけ きせ - くぇ 
こかけとぇょおぇすぇ こさっょ 〉こさぇゃかっ
くうっすけ. ╀かういけ ょゃぇ きっしっちぇ, こけょ
こけきぇゅぇく けす しうくぇ しう ╊のょきうか, 
しすせょっくす ゃ 》せょけあっしすゃっくぇすぇ 
ぇおぇょっきうは, „おけくすさけかうさぇく“ けす 
おさうすうつくうすっ こけゅかっょう くぇ きうくぇ
ゃぇとうすっ こけおさぇえ くっゅけ さぇぉけすくう
ちう, ╀かぇあっゃ けそけさきう, おぇおすけ っ 
こけ こさけっおすぇ, いぇゃなさてっくうは ゃうょ 
くぇ こぇきっすくうおぇ.
╊うつくけ こさうしなしすゃぇた くぇ こさう

っきぇくっすけ くぇ こぇきっすくうおぇ けす しな
とぇすぇ おけきうしうは, おけはすけ けょけぉさう 
こさけっおすぇ. ‶さうっきぇくっすけ くぇ ゅけ
すけゃうは こぇきっすくうお しすぇくぇ ゃ しな
とうは ょっく, おけゅぇすけ ぉっ こさうっす う 
きっきけさうぇかくうは おけきこかっおし ゃ けぉ
かぇしすくうは ゅさぇょ - „╀さぇくうすっかうすっ 
くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ“. ╉けきうしうはすぇ 
ょぇょっ けすかうつくぇ けちっくおぇ くぇ うい
こなかくっくうっすけ. ┿おぇょっきうお ╋うくっ
おけゃ こさっゅなさくぇ ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ う 
きせ おぇいぇ しぇきけ ょゃっ ょせきう: „╀さぇ
ゃけ, ╇ゃぇくっ!“.
‶け くっこけくはすくう こさうつうくう, くけ 

っ う こけさぇょう ぉけかっしす くぇ ぇゃすけさぇ, 
こぇきっすくうおなす ぉっ けそうちうぇかくけ けす
おさうす っょゃぇ こさっい 1980 ゅけょうくぇ けす 
]すけはく ╋うたぇえかけゃ, しっおさっすぇさ くぇ 
『╉ くぇ ╀╉‶.
╂さぇくうすくぇすぇ そうゅせさぇ くぇ ╄く

ゅっかし - こぇすさけく くぇ おぇいぇくかなておうは 
╋ぇてうくけしすさけうすっかっく おけきぉう
くぇす, おぇおすけ すけゅぇゃぇ しっ くぇさうつぇ
てっ こさっょこうさはすうっすけ, っ ゃうしけおぇ 
5 きっすさぇ, ぇ こけしすぇきっくすなす っ 1.30 
きっすさぇ. ‶さぇゃけなゅなかくぇすぇ こかけ
とぇょおぇ おさぇえ こぇきっすくうおぇ っ けそ
けさきっくぇ けす ぇさた. ╇ゃぇく ╃うきけゃ. 

〈ぇおぇ, くぇ そけくぇ くぇ けゅさけきくうすっ 
ょなさゃっしくう おけさけくう ゃ しなしっょしすゃけ, 
そうゅせさぇすぇ くぇ ╄くゅっかし うきぇ ゃっかう
つっしすゃっく ゃうょ.
╁っつっ ょっしっすおう ゅけょうくう, ゃしっおう 

さぇぉけすっく ょっく, こけおさぇえ こぇきっす
くうおぇ くぇ ╇ゃぇく ╀かぇあっゃ ゃ おぇいぇく

かなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ きうくぇゃぇす  
すさせょけゃうすっ  たけさぇ くぇ „┿さしっくぇか“, 
おけうすけ ╄くゅっかし こけしさっとぇ う うい
こさぇとぇ ゃ ゅっくっさぇかしおぇすぇ しう こけいぇ. 
‶ぇお すぇき, こさっょ くっゅけ, ゃしはおぇ ゅけ
ょうくぇ ぇさしっくぇかちう しっ しなぉうさぇす いぇ 
こさけそっしうけくぇかくうは しう こさぇいくうお.
‶ぇきっすくうおなす くぇ 《さうょさうた ╄く

ゅっかし けちっかは ゃ ぉせさくうすっ ゅけょうくう 
くぇ こさけきっくうすっ, きぇおぇさ つっ こけ 
ゃさっきっすけ, おけゅぇすけ ゃ ]けそうは ぉっ 
しなぉけさっく きぇゃいけかっは くぇ ╂っけさゅう 
╃うきうすさけゃ こさう こさぇゃうすっかしすゃけすけ 
くぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ, ぉっ こけさなつぇくけ 
くぇ  おぇいぇくかなつぇくうくぇ ╃ぇくつけ ╋ぇ
さうくけゃ, ういゃっしすっく おぇすけ „╇しすうくぇ
すぇ“, ょぇ „ぉせすくっ“ こぇきっすくうおぇ くぇ 
╄くゅっかし おぇすけ „おけきせくうしすうつっしおう 
こぇきっすくうお“. ‶さけいけさかうゃけしすすぇ くぇ 
さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか“ 
くっ きせ こけいゃけかう いぇ ういこなかくう こけ
しすぇゃっくけすけ こけさなつっくうっ.
′ぇしおけさけ, こけゃっつっ けす こっす きう

くせすう, ゅかっょぇえおう けす しっゃっさ 〉こさぇ
ゃかっくうっすけ くぇ そうさきぇすぇ う ゃっかう
つっしすゃっくけしすすぇ くぇ こぇきっすくうおぇ, 
おけくしすぇすうさぇた いぇ しっぉっ しう, つっ 
╇ゃぇく ╀かぇあっゃ っ はさなお こさうきっさ いぇ 
たせょけあくうお, ぉっいこさっょっかくけ けすょぇか 
しっぉっ しう くぇ しけゃっすけ ういおせしすゃけ. ╆ぇ 
くっゅけ, おけゅけすけ こけいくぇゃぇき, ゃぇあう 
ういちはかけ っょくぇ きぇおしうきぇ くぇ ╁かぇ
ょうきうさ ╃うきうすさけゃ - ╋ぇえしすけさぇ: 
„‶け-ゃぇあくけ っ すゃけさぉぇすぇ ょぇ ぉなょっ 
しないょぇょっくぇ, ょぇ ゃないょっえしすゃぇ, けす
おけかおけすけ ょぇ しっ いくぇっ くっえくうはす 
ぇゃすけさ“.

╀けくつけ ‶っしっゃ
┿さしっくぇかっち-ゃっすっさぇく,

しゃうょっすっか くぇ ゅさぇょっあぇ くぇ 
こぇきっすくうおぇ くぇ ╄くゅっかし

- 〈けくう, „いぇ すっぉっ たけさぇすぇ 
ゅけゃけさはす”...?
- ╋くけゅけ さぇぉけすう. ╄ょくう おぇい-

ゃぇす, つっ しなき おけそすう つけゃっお. 
╃させゅう, つっ しなき ゅけすうくぇ, すさっ-
すう - つっ しなき きなあっきっかぇつおぇ, 
つっすゃなさすう - つっ くっ しなき. ′っおぇ 

╆ひしえあちけてか つすか えそしかすけ すちひせさあしあ, さあくうあ かおせあ そて しまいけすけてか たかうけぬけ せあ せあちそおあ 【そせけ ╉けすけてちそうあ《はか くあ たあすかてせけさあ せあ ‒ちけおちけに ╊せえかしつ う „╅ちつかせあし“ け せかえそうけみ あうてそち う つたそすかせけてか せあ ╆そせねそ 》かつかう
たけさぇすぇ しう ゅけゃけさはす おぇおゃけすけ 
しう うしおぇす. ┿い こさっょう しすさぇょぇた 
けす すけゃぇ, くけ くぇこけしかっょなお ゃっつっ, 
すなえ おぇすけ うきぇき しすさぇたけすくけ 
つせゃしすゃけ いぇ たせきけさ, し おけっすけ しっ 
ゅけさょっは, こさうっきぇき ゃしうつおけ くぇ 
てっゅぇ: う たせぉぇゃけすけ, う かけてけ-
すけ. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ きう おぇあぇす, 
つっ しなき きくけゅけ けすしかぇぉくぇかぇ, ぇい 
おぇいゃぇき: „╃ぇ, せきしすゃっくけ!” ╇かう 
こなお, おぇすけ つせは: „¨かっかっ, おけかおけ 
しう ゅけすうくぇ!”, けすゃさなとぇき: „╃ぇ, 
すけゃぇ きう っ こけ さけあょっくうっ!” - 
ゃしっ ゅかっょぇき ょぇ いぇゃなさすぇき くっ-
とぇすぇ. ╉ぇすけ こっは „╊せょ しなき, 
かせょ しなき こけ すっぉっ ぇい” う くはおけえ 
きなあ は こさうこはゃぇ う しっ っ ゃすさっく-
つうか ゃ きっく, ぇ くっ ゃ あっくぇ しう, 
ゃうくぇゅう おぇいゃぇき: „╅っくぇすぇ! ′っ 
きっく, いぇとけすけ あなかすうすっ ゃっしす-
くうちう つぇおぇす!”. ‶さっょこけつうすぇき 
ょぇ こさっゃさなとぇき ゃしうつおけ ゃ っょくぇ 
せしきうゃおぇ. ′け, おぇおゃけすけ ゅけゃけ-
さはす, ょぇ ゅけゃけさはす, ぇい くぇかう しう 
いくぇき おぇおゃけ っ.
- ╆ぇとけ すっ けぉうつぇす すけかおけ-

ゃぇ きくけゅけ たけさぇ? ╇ きかぇょう, 
う しすぇさう…?
- ┿い ういけぉとけ くっ あうゃっは し 

きうしなかすぇ, つっ ゃしうつおう きっ けぉう-
つぇす. ¨ぉうつすぇ くぇ たけさぇすぇ うかう は 
うきぇ, うかう は くはきぇ. ‶さけしすけ すっ 
さってぇゃぇす, いぇけぉうつゃぇす すっ うかう 
すっ さぇいかのぉゃぇす. 〈は っ たうきうは, 
ぇ くっ きっょうっく ‶[ う ういおせしすゃっ-
くけ こけきこぇくっ くぇ くっしなとっしすゃせ-
ゃぇとう おぇつっしすゃぇ. ╁しなとくけしす, 
すっいう, おけうすけ きっ たぇさっしゃぇす, 
こなさゃけ けぉうおゃぇす こっしくうすっ きう, 
ぇ こけおさぇえ すはた う きっくっ. ′っ あっ-
かぇは ょぇ しなき ‶さうきぇょけくぇ. ╆ぇ 
„こさうきぇょけくとうくぇすぇ“ しぇ くせあ-
くう おぇつっしすゃぇ, おけうすけ くっ こさう-
すっあぇゃぇき, ぇ う くっ ゅう うしおぇき. 
┿い ゃうくぇゅう しなき しっ しすさっきうかぇ 
おなき くけさきぇかっく あうゃけす, ぇ くっ 
おなき すぇおなゃ, おけえすけ っ こけょつうくっく 
しぇきけ う っょうくしすゃっくけ くぇ しちっくぇ-
すぇ, しせっすぇすぇ う けぉけあぇくうっすけ.
-  ′ぇ しちっくぇすぇ う ゃ あうゃけすぇ 

いぇさぇいはゃぇて し うしおさっくけしす. 
〈けゃぇ くっ こさっつう かう こけゃっつっ, 
けすおけかおけすけ ょぇ こけきぇゅぇ? 
- ╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ すゃなさ-

ょは いぇ しっぉっ しう, っ, つっ しなき すけつくぇ 
ゃ けすくけてっくうはすぇ しう. 】け しっ けす-
くぇしは ょけ うしおさっくけしすすぇ, ぇおけ くっ 
きけゅぇ ょぇ しう は こけいゃけかは, いくぇつう 
しなき きくけゅけ いかっ, ぇ けこさっょっかっくけ 
くっ しなき. 〈けゃぇ, つっ くっ しっ おさうは 
いぇょ かうちっきっさうっすけ, こさうきうさっ-
くけしすすぇ う しすさぇたぇ, くぇうしすうくぇ きう 
こけきぇゅぇ.
- ╉ぇおゃけ こさぇゃう 〈けくう ╃う-

きうすさけゃぇ けすゃなょ こっっくっすけ? 
- ╁なゃ ゃさっきっすけ ういゃなく こっっ-

くっすけ しう しすけは ゃおなとう, し きけう-
すっ ぉうすけゃういきう. ╄しすっしすゃっくけ, 
つっ くぇ こなさゃけ きはしすけ っ ょなとっさは 
きう う ゅさうあうすっ こけ くっは, きぇおぇさ 
う ゃっつっ こけさぇしくぇかけ きけきうつっ. 
╇くぇつっ - けすゃなょ すけゃぇ: こさっい くけ-
っきゃさう とっ けすうょぇ いぇ 10 ょくう ょけ 
ぃ┿[ う ╆うきぉぇぉゃっ. 〈けゃぇ っ きけは 
しすぇさぇ けすおけかってくぇ きっつすぇ, しっゅぇ 
は しぉなょゃぇき. 』けゃっお すさはぉゃぇ  ょぇ 
しっ しすさっきう ょぇ しぉなょゃぇ きっつすうすっ 
しう.
- ╆ぇさぇいはゃぇて しなし しかなく-

つっゃけ くぇしすさけっくうっ, し けこすう-
きういなき. ¨すおなょっ つっさこうて 
ゃしうつおけ すけゃぇ, ょけさう う おけゅぇ-
すけ すう っ くぇえ-„おせちけ”? 
- ┿, くっ きう っ ゃうくぇゅう しかなくつっ-

ゃけ う ぉかはしおぇゃけ ゃ ょせてぇすぇ. ╉け-
ゅぇすけ くっ きう っ すぇおけゃぇ, しう しすけは ゃ 
おなとう う きなかつぇ. ′っ ゅけゃけさは こけ 
すっかっそけくうすっ, くっ しっ ゃうあょぇき し 
くうおけゅけ, いぇさっあょぇき ぉぇすっさうう-
すっ. ′っ きけあっ ょぇ しう ゃうくぇゅう う 
くっ っ くけさきぇかくけ ょぇ しう ゃしっ ょゃぇ 
こさなしすぇ くぇょ いっきはすぇ. ′っ きけあっ. 

┿い すぇおうゃぇ たけさぇ くっ ゅう くぇきう-
さぇき いぇ うしすうくしおう. ‶さけしすけ, 
いぇとけすけ ゃなすさっ ゃ しっぉっ しう ゅけ 
つせゃしすゃぇき う ゅけ おぇいゃぇき, つっ しっ 
しすさっきは ょぇ ゃなさゃは けす しゃっすかぇすぇ 
しすさぇくぇ くぇ あうゃけすぇ. 〈け, ゃしっおう 
きけあっ ょぇ こけすなくっ ゃ すなきくけすけ. 
╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ ういゅかっあょぇき  
ゃっょさぇ. 
- ¨すゃなょ すけゃぇ, し おぇおゃけ 

こなかくうて ょくうすっ しう - けしゃっく 
し こっしくう う きなかつぇくうっ? 
- ′っ しこうさぇき ょぇ つっすぇ. ╋くけゅけ 

つっすぇ. ┿い しなき すうた つけゃっお, あう-
ゃっは こけ すうた くぇつうく: ゅかっょぇき しう 
しせすさってくうすっ ぉかけおけゃっ, くけさきぇ-

かっく つけゃっお しなき. ‶さけしすけ おぇくぇ-
かういうさぇた くっとぇすぇ しう, いぇ さぇい-
かうおぇ けす こさっょうてくう ゅけょうくう う 
ゅかっょぇき ょぇ あうゃっは あうゃけすぇ しう, 
けすゃなょ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ くっ 
こっは. 
- ┿ こぇいうて かう けとっ ょうっすう? 
- ′っ. ╋うくぇた こさっい きくけゅけ 

ゅかぇょ. ‶かせゃぇき ゃしはおぇ しせすさうく, 
おけゅぇすけ くっ こなすせゃぇき. 〈さっくう-
さぇき こかせゃぇくっ けす きくけゅけ ゅけょう-
くう, こさぇゃは しう きけう せこさぇあくっ-
くうは. ′はきぇき ゃさっきっ いぇ くけゃう 
こけしっとっくうは こさう ょ-さ ╄きうかけゃぇ, 
きぇおぇさ つっ いぇ きっく すけゃぇ っ きっすけ-
ょなす. ¨しけぉっくけ, ぇおけ うしおぇて ょぇ 
しう こさけつうしすうて けさゅぇくういきぇ. 
- ′ぇ しちっくぇすぇ しう けしくけゃくけ 

ゃ つっさくけ. 〈けゃぇ かう っ かのぉう-
きうはす すう ちゃはす? 
- ′っ. 』っさくけすけ っ くぇえ-せゃぇ-

あうすっかくけ いぇ しちっくぇすぇ. ′け かの-
ぉうきうはす きう ちゃはす っ ちゃっすなす くぇ 
しかなくちっすけ - あなかすけすけ.  
- ┿ さけぉせゃぇて かう くぇ きけょ-

くう きぇさおう, くぇ きけょぇすぇ こけ 
こさうくちうこ?  
- ′けしは さぇいかうつくう くっとぇ, くけ 

ゅかっょぇき ゃしうつおけ ょぇ っ しっきこかけ, 
し ゃおせし, ょぇ きう しすけう ょけぉさっ. 
′っ さけぉせゃぇき う くっ しかせゅせゃぇき 
くぇ きけょくう こうしなちう う こさっょさぇい-
しなょなちう. ╆ぇ きっく すけぇかっすなす くっ 
しっ けこさっょっかは けす きぇさおぇすぇ. ╁ぇ-
あくけすけ っ ょさったぇすぇ ょぇ きっ こけゃう-
おぇ. ╉ぇすけ は ゃうょは う しう は たぇさっ-
しぇき, いくぇつう っ きけはすぇ. ╃させゅけすけ 
くっ きっ うくすっさっしせゃぇ. 
- ′ぇしおけさけ ゃけょう う しっ こさけ-

つせ しなし いぇょけつくうは しう ょっぉぇす 
し すゃけえ おけかっゅぇ - こっゃっちなす 
╃っはく ′っょっかつっゃ-╇おっぉぇ-
くぇすぇ, おけえすけ ういさっつっ ゅさけい-
くう ょせきう こけ けすくけてっくうっ 
くぇ すけゃぇ おけえ おけえ っ う くぇ-
こぇょくぇ かうつくけ こけおけえくぇすぇ 
ゃっつっ ┿くぇ-╋ぇさうは 〈けくおけゃぇ. 
╆ぇとけ ? ╇ ゃなゃ ゃぇてうすっ しさっ-

ょう かう しっ きっさう ゃっかうつうっすけ? 
- 〈け くっ っ けす ゃっかうつうっ, すけ っ 

けす くうとけあっしすゃけ. ′っゅけゃぇすぇ 
さっぇおちうは っ さっぇおちうは くぇ くうとけ-
あっしすゃけすけ. ′はおなょっ ぉはた つっかぇ, 
つっ ゃしはおけ ょあせょあっ うしおぇ ょぇ っ 
ゃっかうおぇく. ╇ こけくっあっ すけえ うきぇ 
しせこっさ きくっくうっ いぇ しっぉっ しう, ぇ 
くうとけ くっ きせ しっ っ しかせつうかけ ゃっ-
かうおぇくしおけ, っしすっしすゃっくけ すけゅぇ-
ゃぇ ょさせゅう ょぇ しぇ きせ ゃうくけゃくう: 
おぇすけ きっく, おぇすけ こけおけえくぇすぇ 
┿くぇ-╋ぇさうは. ╁しうつおう ょさせゅう しぇ 
くっおぇょなさくう, しぇきけ すけえ っ ゃなさ-
たなす - う ゃなこさっおう すけゃぇ っ くっ-
こさういくぇす. ] っょくぇ ょせきぇ - こぇいう, 

╀けあっ, ゅけかはき すぇかぇくす! ╇ ゃきっし-
すけ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し きせいうおぇ, 
すけえ しっ いぇくうきぇゃぇ し きさなしけすうう. 
╆ぇとけすけ すけゃぇ, おけっすけ ういぉなかゃぇ 
しかっょ きけうすっ ょせきう ゃ しけちうぇか-
くうすっ きさっあう う ゃ さぇいかうつくうすっ 
こさっょぇゃぇくうは, すけゃぇ しぇ しすさっかう 
くぇ っょくけ くうとけ. ′ぇ っょくぇ くう-
しおぇ すけこおぇ. 
- ¨いかけぉはゃぇくっすけ くっ っ かう 

くぇて こぇすっくす? 
- ╇いゅかっあょぇ. ╄ょくぇ けす けしくけゃ-

くうすっ くう たぇさぇおすっさうしすうおう.
- 〈けゃぇ けす かうこしぇ くぇ こぇさう 

かう っ? 
- ′っ. ┿い しなき たけょうかぇ くぇ きっし-

すぇ, おなょっすけ うきぇ ょけしすぇ ぉっょくう 
たけさぇ, くけ すっ しぇ せしきうたくぇすう. 
╀うかぇ しなき くぇ きっしすぇ, おなょっすけ 
たけさぇすぇ くはきぇす う 100 ょけかぇさぇ 
いぇこかぇすぇ, くけ しぇ せしきうたくぇすう. ┿ 
くうっ うきぇきっ くはおぇおゃけ ゃさけょっくけ 
くっょけゃけかしすゃけ, おけっすけ くう こさっ-
つう ょぇ しきっ とぇしすかうゃう. ╋くけゅけ 
しきっ いぇゃうしすかうゃう. ]かせつぇえくけ, 
ぇおけ つけゃっおなす ょけ すっぉ っ きぇかおけ 
こけ-せしこはか けす すっぉ, すけ すけえ すう っ 
ゃさぇゅ いぇゃうくぇゅう. ]ぇきけ いぇとけすけ 
っ こけ-ょけぉなさ けす すっぉ. ‶けおなさすう-
すっかくけ っ! ╁きっしすけ ょぇ しっ ゃゅかっ-
ょぇきっ ゃ しっぉっ しう, くうっ ゃ つせあょぇ-
すぇ こぇくうちぇ ゃしっ いぇくうつぇきっ.

- ╇きぇて かう けしくけゃぇくうは 
ょくっし こぇお ょぇ おぇあって „あう-
ゃっっき のくぇておう あうゃけす しう-
さけきぇておう”?
- ╁しっ しっ くぇょはゃぇき ょぇ ゅけ 

あうゃっっき のくぇておう, けぉぇつっ, 
くうっ, ぉなかゅぇさうすっ, しきっ ゅけかっきう 
きさなくおぇかぇ. ]ぇきけ きさなくおぇきっ, 
しぇきけ しっ けこかぇおゃぇきっ, ぇ くうとけ 
くっ こさぇゃうき. ‶なお あうゃけすなす 
くう ゃっつっ くっ っ すけかおけゃぇ しうさけ-
きぇておう, おぇすけ ゅかっょぇき かなしおぇ-
ゃうすっ おけかう う おけけこっさぇちううすっ, 
う たけすっかうすっ. ′っ いくぇき おなょっ っ 
うしすうくぇすぇ ゃしなとくけしす. ╋ぇえおう-

〈は しっ おぇいゃぇ ┿くすけぇくっすぇ 
╃うきうすさけゃぇ ‶っすおけゃぇ, 

うくぇつっ おぇいぇくけ: 〈けくう ╃うきう-
すさけゃぇ. ╊のぉうきぇ こっゃうちぇ くぇ 
こけおけかっくうは ぉなかゅぇさう. 》ぇさっし-
ゃぇす は う きかぇょう, う しすぇさう. 
[けょっくぇ こけょ いくぇおぇ くぇ ╉け-

いうさけゅぇ, すは っ おなしきっすかうえおぇ 
ゃ あうゃけすぇ, くっいぇゃうしうきけ, つっ 
すけえ くっ ゃうくぇゅう っ ぉかぇゅけしおかけ-
くっく おなき くっは. ╋うくぇゃぇ いぇ 
しかなくつっゃ つけゃっお う っ すなさしっくぇ 
けす こさうはすっかう. ¨すおさうすぇ っ いぇ 
きせいうおぇすぇ しさぇゃくうすっかくけ おなし-
くけ - くぇ 33 ゅけょうくう, おけゅぇすけ 
こっつっかう おけくおせさし いぇ こけこなか-
ゃぇくっ しなしすぇゃぇ くぇ ゅさせこぇ „〈け-
くうおぇ” こさっい 1995 ゅけょうくぇ. 
╉けくおせさしなす っ けさゅぇくういうさぇく 
けす ╄ゃぇ う ╂けゅけ ′ぇえょっくけゃう けす 
っょくけうきっくくぇすぇ ゅさせこぇ, ぇ つけ-
ゃっおなす, おけえすけ しないうさぇ すぇかぇく-
すぇ え, っ おけきこけいうすけさなす ]すっ-
そぇく ╃うけきけゃ. ‶さっょう すけゃぇ 
〈けくう ╃うきうすさけゃぇ こっっ ゃ ぉせさ-
ゅぇしおうすっ いぇゃっょっくうは, ぇ ょっくっき 
ういおぇさゃぇ たかはぉぇ しう おぇすけ きぇ-
てうくけこうしおぇ ゃ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは くぇ ╀せさゅぇし. 
╆ぇゃなさてうかぇ っ ゅうきくぇいうは, 
さけょうすっかうすっ え しぇ ゃけっくっく う 
せつうすっかおぇ. 
‶さけそっしうけくぇかくけ し きせいうおぇ 

しっ いぇくうきぇゃぇ けす 17 ゅけょう-
くう, ぇ こなさゃうはす え ぇかぉせき „┿た, 
きけさっすけ” ゃうあょぇ ぉはか しゃはす 
こさっい 1997 ゅけょうくぇ. ¨すすけゅぇ-
ゃぇ ょけしっゅぇ っ ういこはかぇ しすけすうちう 
こっしくう, くぇこさぇゃうかぇ っ いぇぉっ-
かっあうすっかくう ょせっすう し こけおけえ-
くうは ゃっつっ ‶かぇきっく ]すぇゃさっゃ, 
こさうはすっか, おけえすけ くっ っ こさっ-
あぇかうかぇ, し ¨さかうく ╂けさぇくけゃ, 
し ╀けさうし ╂けょあせくけゃ, し ╁ぇしうか 
′ぇえょっくけゃ う ╁っしっかうく ╋ぇさう-
くけゃ.
╁なゃ ゃさっきっすけ けすゃなょ きせいう-

おぇすぇ こさういくぇゃぇ, つっ しっ いぇくう-
きぇゃぇ し ぉうすけゃういきう う し ゅさうあう 
こけ こけさぇしくぇかぇすぇ しう ゃっつっ ょな-
とっさは ╋ぇゅょぇかっくぇ. 
′っ おさうっ, つっ うょゃぇ し あっ-

かぇくうっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ 
せゃぇあう こけおぇくぇすぇ 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, いぇ 
おけゅけすけ ういこは  っょくぇ けす っきぉかっ-
きぇすうつくうすっ しう こっしくう - „╆ぇ 
すっぉっ たけさぇすぇ ゅけゃけさはす”. ‶け-
しかっょくけ っ ぉうかぇ ゃ „┿さしっくぇか” 
こさっょう 2 ゅけょうくう. ]こけょっかは, 
つっ っ ゃこっつぇすかっくぇ けす せしうかう-
はすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 
そうさきぇすぇ ょぇ ょぇゃぇ たかはぉ くぇ 
すけかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ. ′ぇ さぇ-
ぉけすっとうすっ ゃ „┿さしっくぇか” っょくぇ 
けす かのぉうきうすっ ぉなかゅぇさしおう こっ-
ゃうちう こけあっかぇ  いょさぇゃっ, しう-
ゅせさくけしす, きくけゅけ せしきうゃおう う 
すけこかう ょくう くぇこさっょ. 
╆ぇこけつゃぇきっ さぇいゅけゃけさぇ し 

〈けくう ╃うきうすさけゃぇ, しゅせてっくう 
ゃ すはしくぇ ゅさうきぬけさくぇ ゃ おけき-
こぇくうはすぇ くぇ けとっ ょせいうくぇ 
せつぇしすくうちう ゃ こさぇいくうつくぇすぇ 
こさけゅさぇきぇ いぇ ょっくは くぇ „┿さしっ-
くぇか”. ′ぇ つぇてぇ おぇそっ, し せのすぇ 
くぇ っかっおすさうつっしおぇ ょせたぇかおぇ, 
„しこっつっかうかぇ” ゃさっきっくくけ ぉうす-
おぇすぇ しなし いうきくうすっ すっきこっさぇ-
すせさう ゃ さぇくくうは けおすけきゃさう, う 
し こけいくぇすうは くう さっそさっく けす 
っきぉかっきぇすうつくぇすぇ え こっしっく:

すっ う ぉぇとうすっ くう おぇすっゅけさうつ-
くけ あうゃっはす しうさけきぇておう う ぉう 
ぉうかけ けとっ こけ-いかっ, ぇおけ くっ しきっ 
くうっ, ょぇ うき こけきぇゅぇきっ. ╋くけゅけ 
たけさぇ あうゃっはす しうさけきぇておう, くけ 
う きくけゅけ たけさぇ あうゃっはす ょっぉっ-
かぇておう.
- ┿ こさけょなかあぇゃぇ かう ょぇ っ 

ゃぇかうょくけ, つっ っょうく しう こうっ, 
ぇ ょさせゅ きせ こかぇとぇ?
- ╃ぇ! 〈けゃぇ しう けしすぇくぇ くっせ-

くうとけあうきぇ ぉなかゅぇさしおぇ つっさすぇ, 
けす かけてうすっ! ┿い けぉぇつっ しなき けす 
けくっいう, おけうすけ しう こうはす, くけ ゃう-
くぇゅう しう こかぇとぇす...
- ┿おけ くはおけえ うしおぇ ょぇ しこっ-

つっかう しなさちっすけ すう, おぇおなゃ 
すさはぉゃぇ ょぇ っ? 
- ‶さけしすけ ゅけ しこっつっかゃぇ, ぉっい 

くうおぇおゃう せゅけゃけさおう. ′はきぇ ぇおけ. 
╁ぇあくけすけ っ ょぇ せしっすは, つっ すけゃぇ 
っ つけゃっおなす. 〈けゃぇ っ きぇゅうは, おけは-
すけ くはきぇ くせあょぇ けす けぉはしくっくうは. 
- ┿ くぇ おけゅけ しう しおかけくくぇ ょぇ 

おぇあって „すさなゅゃぇえ, とけき さっ-
てうか しう...”?
- ¨, ぇい くぇ おけゅけすけ っ すさはぉゃぇ-

かけ, しなき ゅけ おぇいゃぇかぇ. ‶けくはおけゅぇ 
う ぇい しなき しう すさなゅゃぇかぇ. ╉ぇすけ 
つっ かう こさう きっく くっとぇすぇ しぇ 
そうそすう- そうそすう. ╉けかおけすけ ぇい 
しなき しう すさなゅゃぇかぇ, すけかおけゃぇ う けす 
きっく しぇ しう すさなゅゃぇかう. ‶さう きっく 
っ すぇおぇ, つっ おけゅぇすけ くうとけ くっ きっ 
いぇょなさあぇ, くっ せょなかあぇゃぇき ぇゅけ-
くうはすぇ, ぇ しう すさなゅゃぇき. ╇ おけゅぇ-
すけ くはおけえ うしおぇ ょぇ しう すさなゅくっ 
けす きっく, ぇい ゅけ こせしおぇき. 》けさぇすぇ 
しぇ ゅけ おぇいぇかう: „‶せしくう ゅけ, ぇおけ 
すっ けぉうつぇ, こぇお とっ しっ ゃなさくっ”. 
╇ すぇおうゃぇ しかせつぇう うきぇ. ′け, おけ-
ゅぇすけ しう すさなゅくぇ けすくはおなょっ, くっ 
しっ けぉさなとぇき くぇいぇょ. ╉けゅぇすけ しっ 
ういつっさこはす くっとぇすぇ, かのぉけゃすぇ, 
ゃいぇうきくうすっ うくすっさっしう, おけゅぇすけ 
くっ ゅかっょぇきっ ゃ っょくぇ こけしけおぇ, 
おけゅぇすけ きっつすぇっき こけ さぇいかうつっく 
くぇつうく, すけゅぇゃぇ すぇは こっしっく しっ 
けおぇいゃぇ こさけさけつっしおぇ - „〈さなゅ-
ゃぇえ, とけき さってうか しう - くはきぇ ょぇ 
すっ しこさぇ”. ′け すぇいう こっしっく っ ゃ 
しうかぇ くっ しぇきけ こさう きっあょせかうつ-
くけしすくうすっ けすくけてっくうは, くけ う ゃ 
こさけそっしうけくぇかっく こかぇく. ╉ぇいゃぇ-
かぇ しなき しう, つっ, ぇおけ しこさっ ょぇ きう 
こせおぇ いぇ こせぉかうおぇすぇ, ぇおけ いぇ-
こけつくぇ ょぇ きうしかは しぇきけ いぇ すけゃぇ 
おぇお ょぇ しう ゃいっきぇ たけくけさぇさぇ, し 
きっく とっ っ しゃなさてっくけ. ′け ゃしっ 
けとっ くっ しなき しすうゅくぇかぇ ょけ すけいう 
っすぇこ ょぇ きうしかは しぇきけ ゃ ちうそさう 
う うしおさっくけ しっ くぇょはゃぇき ょぇ くっ 
しすうゅくぇ くうおけゅぇ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
4-すう けおすけきゃさう, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14,
e-mail: diana_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12, e-mail: mvrashkova@abv.bg
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』ちかはけ: 
【そせけ ╉けすけてちそうあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

〈けえ ぉなさいぇか ょぇ あうゃっっ. 
‶さっょしすぇゃはか しう しけぉしす-

ゃっくぇすぇ しう ぉなょっとぇ うきこっさうは 
すぇおぇ: くっけゅさぇくうつっくぇ ゃかぇしす, 

ぇゃすけさうすっす, こぇさう う ゃかうはくうっ. 
¨おけかけ きっく うきぇてっ しぇきけ さけお-
かう, さけおかう… 〈けゃぇ しう しこけきくはか 
ゃっかうおうはす ょういぇえくっさ いぇ ょっす-
しおうすっ しう ゅけょうくう, こさっおぇさぇくう 
けおけかけ きぇえおぇ しう 《さぇくつっしおぇ, 
おけはすけ ぉうかぇ てうゃぇつおぇ-きけ-
ょうしすおぇ. 〈は けぉうつぇかぇ こけゃっつっ 
ゃすけさうは しう しうく ]ぇくすけ, いぇ-
すけゃぇ ╃あぇくう さぇしすはか しぇきけ-
すっく, くけ っょうくしすゃっく けす すさうすっ 
ょっちぇ こさけはゃはゃぇか うくすっさっし 
おなき きけょぇすぇ. ¨す 6-ゅけょうてっく 
すけえ くっこさっおなしくぇすけ くぇぉかのょぇ-
ゃぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ きぇえおぇ しう ゃ 
ぇすっかうっすけ, おけっすけ しっ くぇきうさぇ-
かけ ょけ っょうく ぉけさょっえ - こさうつう-
くぇすぇ  きぇえおぇ きせ ょぇ けぉさなとぇ 
ゅかぇゃぇすぇ きせ, おけゅぇすけ きうくぇゃぇ-
かう けすすぇき. “╋けあっ ぉう いぇすけゃぇ 
くっくぇゃうあょぇき こけてかけしすすぇ…” – 
おぇいゃぇか しかっょ ゃさっきっ ╁っさしぇつっ.                                                                                                                        
╁っょくなあ ゃ ぇすっかうっすけ ゃかはいかぇ 
こさっおさぇしくぇ きかぇょぇ おかうっくすおぇ. 
‶さけぉゃぇえおう おぇょうそっくぇすぇ しう 
さけおかは, すは けしすぇくぇかぇ こけ ういはと-
くけ そうくけ ょぇくすっかっくけ ぉっかぬけ. 
╃っすっすけ は くぇぉかのょぇゃぇかけ し ゃない-
たうとっくうっ. ╁っさしぇつっ いぇこけきくうか 
すけいう きうゅ いぇゃうくぇゅう. ╀かぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ きぇえおぇ しう さぇいぉさぇか, 
つっ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすう ゃうくぇゅう 
ゃ くっこけしさっょしすゃっくぇ ぉかういけしす 
ょけ すはかけすけ. ]おうちうすっ いぇ くっゅけ 
ぉうかう おぇすけ うゅさぇつおぇ.

„′うおけえ くっ きけあっ ょぇ
くぇさっつっ しっぉっ しう

ょういぇえくっさ,
ぇおけ くっ っ ょけぉなさ てうゃぇつ”, 

すゃなさょはか こけ-おなしくけ ょういぇえくっさなす. 
‶けしすなこうか ゃ ぇさたうすっおすせさくうは 

そぇおせかすっす, くけ おけゅぇすけ しすぇくぇか 
くぇ 18 ゅけょうくう, いぇたゃなさかうか 
せつっくうっすけ う しすぇくぇか こさなゃ こけ-
きけとくうお くぇ きぇえおぇ しう. ╄ょくけ 
すっかっそけくくけ こけいゃなくはゃぇくっ 
こさっい 1971 ゅ. こさけきっくうかけ あう-
ゃけすぇ きせ - いぇぉっかはいぇか ゅけ っょうく 
しなしすけはすっかっく ぉういくっしきっく けす 
╋うかぇくけ. ╇ 25-ゅけょうてくうはす 
╃あぇくう いぇこけつくぇか ょぇ さぇぉけ-
すう こさう くっゅけ おぇすけ ょういぇえくっさ. 
╋っあょせゃさっきっくくけ こけしっとぇゃぇか 
きけょくうすっ ういかけあっくうは ゃ ‶ぇ-
さうあ, ╊けくょけく, 《かけさっくちうは, 
[うき. ┿ぉしけかのすくぇすぇ っおしすさぇゃぇ-
ゅぇくすくけしす. ]おけさけ いぇこけつくぇかう 
ょぇ すなさしはす ╃あぇくう けすゃしはおなょっ. 
《ぇぉさうおうすっ ぉせおゃぇかくけ ゅけ いぇ-
かうゃぇかう しなし しせこっさ ういゅけょくう 
こさっょかけあっくうは. 〈けえ っょゃぇ くっ 
いぇしこうゃぇか くぇょ しおうちうすっ しう. 
╋っつすぇっか いぇ くっいぇゃうしうきけしす う 
しけぉしすゃっく ぉういくっし. ‶けきけゅくぇか 
きせ ぉさぇす きせ ]ぇくすけ - ゃっつっ せし-
こってっく そうくぇくしうしす. ] こぇさう. ] 

╃ゃぇきぇ ぇさしっくぇかちう ゃかういぇす ゃ くけゃうは 〉こさぇゃうすっかっく しなゃっす くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ „[けいけゃぇ ょけかう-
くぇ”. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ しかっょ しさっとぇ, こさけゃっょっくぇ こさう おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 

╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ しすぇゃぇ こけつっすっく こさっいうょっくす くぇ 
そせすぉけかくうは おかせぉ くぇ ╉ぇいぇくかなお, ぇ ょうさっおすけさなす こけ うおけくけきうつっしおうすっ ゃなこさけしう ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ 
ゃかういぇ ゃ くけゃうは しなしすぇゃ くぇ 〉]. 
¨しゃっく ょゃぇきぇすぇ ぇさしっくぇかちう, ゃ 〉]  くぇ „[けいうすっ” しぇ ういゃっしすくう こさっょこさうっきぇつう う ぉういくっしきっくう けす 

ゅさぇょぇ, つううすけ そうさきう しないょぇゃぇす うおけくけきうつっしおうは けぉかうお くぇ さぇえけくぇ. 
〈けゃぇ しぇ: ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ けす ╄〈 „〈っくぬけ 〈けこぇかけゃ; 》さうしすけ ]せかっゃ, こさっょしすぇゃうすっか くぇ „╋+] 》う-

ょさぇゃかうお“ ┿╃; ′うおけかぇえ ‶ぇくぇえけすけゃ - „╃ぇくうお“ ┿╃; ╉さぇしうきうさ ╉なくっゃ - „ぃ╋〈 〈さっえょうくゅ“ ╄¨¨╃; 
]うきっけく [ぇょぇくけゃ - „╉ぇしすぇきけくせ ╀なかゅぇさうは“ ┿╃; ╂っけさゅう ┿くょさっっゃ - „]ぇかぇきぇくょなさ“ ¨¨╃ - ╉ぇ-
いぇくかなお.
╃け ういぉけさぇ くぇ くけゃ 〉] しっ しすうゅくぇ, しかっょ おぇすけ こさっい ぇゃゅせしす こさっいうょっくすなす ‶っくおけ ╋ぇくっゃ けぉはゃう, 

つっ しっ けすすっゅかは けす おかせぉぇ. 

┿おけ うきぇ こさうい いぇ くぇえ-しけちうぇかくけ こさっょこさうはすうっ, すけ すけえ しかっょゃぇ ょぇ しっ こさうしなょう  くぇ „┿さしっくぇか” - いぇ 
くっゅけゃぇすぇ しけちうぇかくぇ ぇくゅぇあうさぇくけしす う けすくけてっくうっ おなき さぇぉけすっとうすっ. 

〈けゃぇ おぇいぇ ゃ こさうゃっすしすゃうっすけ しう こけ しかせつぇえ こさぇいくうおぇ くぇ くぇえ-ゅけかはきけすけ こけ つうしかっくけしす こさっょこさうはすうっ 
ゃ しすさぇくぇすぇ - „┿さしっくぇか”, おきっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.  

╂けかはきぇ さぇょけしす しこけたけょう ょゃっ ぇさしっくぇかしおう ゃうょくう そぇきうかうう 
くぇゃさなた こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”.

╆ぇ ょぇ こけおぇあっ, つっ たせぉぇゃうすっ たけさぇ いぇしかせあぇゃぇす 》せぉぇゃうくう, 
とぇしすかうゃぇすぇ しなょぉぇ けすしなょう: ょぇ ぉなょぇす ゃないさぇょゃぇくう し くぇえ-ゅけ-
かはきぇすぇ さぇょけしす, こさう すけゃぇ くぇゃさなた 4-すう けおすけきゃさう, ょゃぇきぇ ゃう-
ょくう ぇさしっくぇかちう, こけょぇさうかう くぇえ-おさぇしうゃうすっ しう う ょけぉさう ゅけょう-
くう くぇ そうさきぇすぇ. 
] こなさゃけさけょっく ゃくせお ゃ きぇかおうすっ つぇしけゃっ くぇ 4-すう けおすけきゃさう しっ 

しょけぉうたぇ こけつっすくうはす ゅさぇあょぇくう くぇ 《せおせけおぇ, けすかうつっくうはす しなゃ-
しっき くぇしおけさけ し ‶けつっすっく ょうこかけき くぇ はこけくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ 
たせょけあっしすゃっく さなおけゃけょうすっか くぇ ぇくしぇきぉなか „┿さしっくぇか” 》さうしすけ 
]すけはくけゃ う つぇさけゃくぇすぇ ╁ぇくは ╉ぇちぇさけゃぇ - いぇきっしすくうお-ゅかぇゃっく 
しつっすけゃけょうすっか くぇ „┿さしっくぇか”.
╆ぇ そうさきっくうは こさぇいくうお すっ こけかせつうたぇ くぇえ-ゅけかっきうは う ぉっいちっ-

くっく こけょぇさなお - こなさゃけさけょっく ゃくせお. 
[けょう しっ くぇしかっょくうおなす くぇ ょゃっすっ そぇきうかうう –》さうしすけ ]すけは-

くけゃ - ょあせくうなさ. ╋ぇかつせゅぇくなす, けょさぇか けす しっゅぇ すっきこっさぇきっくすぇ 
くぇ うきっくうすうは しう ょはょけ, っ こけょぇさなお けす しうくぇ ]すけはく 》さうしすけゃ 
]すけはくけゃ う しくぇたぇすぇ ‶っすは.
】ぇしすかうゃけすけ しなぉうすうっ ゃ ょゃっすっ そぇきうかうう ぉっ しこけょっかっくけ けす 

しすけすうちうすっ ぇさしっくぇかちう, せゃぇあうかう ゅけかっきうは おけくちっさす いぇ そうさ-
きっくうは こさぇいくうお, いぇ こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ おけえすけ ょはょけすけ 》さうしすけ 
]すけはくけゃ しっ すさせょってっ.
‶さけこかぇおぇかぇすぇ こなさゃけさけょくぇ さけあぉぇ くぇ ]すけはく う ‶っすは っ けさう-

しぇくぇ ょぇ ゅう くぇこさぇゃう くぇえ-とぇしすかうゃうすっ う ゅけさょう さけょうすっかう くぇ 
いっきはすぇ.
╃ぇ いぇょきうくっ こけ すぇかぇくす しゃけうすっ こさっょちう, ょぇ っ いょさぇゃ う せきっく う 

おなしきっす ょぇ こけしすうかぇ こなすは きせ ゃ ゅけょうくうすっ くぇこさっょ! 

』っしすうすけ とぇしすうっ!

„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” う ゃしうつおう こさうはすっかう う
おけかっゅう くぇ とぇしすかうゃちうすっ  

〉けさそしあこ ¨いとのかう:

╇つかさけ 6-てけ いかくちあいそてかせ せあお 20 えそおけせけ せけさそえあ せか か くあたそねうあし ちあいそてあ

》ちそいけう う きかせつさけみ なとていそし, いかく さそせさとちかせぬけみ う つてちかしいあてあ

[すかてひて:

┿きぉうちうはすぇ くう っ ょぇ さぇいゃうゃぇきっ う ゅさぇょしおうは そせすぉけか いぇっょくけ し 
そうさきっくうすっ おかせぉくう けすぉけさう, おぇすっゅけさうつっく っ ╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ, 
こさっょしっょぇすっか くぇ くけゃうは 〉]. 

╀っいさぇぉけすうちぇすぇ こなかいう けす しっかぇすぇ おなき ゅさぇょけゃっすっ う けす 
くっけぉさぇいけゃぇくうすっ おなき けぉさぇいけゃぇくうすっ し ゃしっ こけ-ぉなさいう 

すっきこけゃっ. 《けさきうさぇ しっ くけゃぇ ゅさせこぇ „こけすけきしすゃっくぇ ぉっいさぇ-
ぉけすうちぇ” ゃ ゅさせこぇすぇ 15-29 ゅけょうくう, おなょっすけ こけこぇょぇす けおけ-
かけ 40 たうかはょう きかぇょう たけさぇ. ╂けかはきぇ つぇしす けす すはた - ぉっい 
くせあくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ う くうおぇおゃう こさけそっしうけくぇかくう おけき-
こっすっくちうう. [っぇかくうはす ぉさけえ くぇ ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょう たけさぇ 
っ こけくっ 4 こなすう こけ-ゃうしけお けす ょぇくくうすっ くぇ けそうちうぇかくぇすぇ 
しすぇすうしすうおぇ, おけはすけ こけしけつゃぇ 75 たうかはょう きかぇょう たけさぇ ぉっい 

〈けゃぇ しぇ ういゃけょうすっ けす いぇゃなさてうかうすっ  しこけさすくう すせさくうさう ゃ けすょっか-
くうすっ ょうしちうこかうくう,  こけしゃっすっくう くぇ こさぇいくうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”.

′はきぇ くけゃうくぇ ゃ けすぉけさくけすけ おかぇしうさぇくっ こさう さぇいかうつくうすっ ょうしちうこかう-
くう, おなょっすけ けすぉけさうすっ くぇ ╆ぇゃけょ 1 ゃっつっ すさぇょうちうけくくけ けぉうさぇす きっょぇ-
かうすっ. ] っょくけ ういおかのつっくうっ すぇいう ゅけょうくぇ う すけ ゃ あっくしおうは そせすぉけか. 
╆ぇ こなさゃう こなす けすぉけさなす くぇ あっくうすっ  くぇ ╆ぇゃけょ 1けすしすなこう いかぇす-

くうは きっょぇか くぇ けすぉけさぇ くぇ  ょぇきしおぇすぇ ゅぇさくうすせさぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5. 

〉╅╉ 300 ｠¨]っ╉¨ ╆╊′『╅╆《【〉¨ 〈]╅╉╊╋¨ 】 〉╅』

′╅╇《╉ 1 》╅[ 《╆『╅ 〈╊╉╅]¨【╊ 

すはた ぉさぇすはすぇ しないょぇかう きぇさおぇすぇ 
“╃あぇくう ╁っさしぇつっ”, こさうゃかう-
つぇえおう くぇ さぇぉけすぇ う しっしすさぇ しう 
╃けくぇすっかぇ. “〈せお う しっゅぇ. ┿ぉしけ-

かのすくぇすぇ っおしすさぇゃぇゅぇくすくけしす.” 
– すぇいう さっおかぇきぇ こさっい 1977 ゅ. 
けすおさうかぇ っさぇすぇ くぇ ╁っさしぇつっ. 
╋けょっかうっさなす こさっおさぇしくけ せきっ-
っか ょぇ せかぇゃは くぇしすさけっくうはすぇ 
くぇ ゃさっきっすけ う ょぇ こさけゃけおうさぇ 
こせぉかうおぇすぇ. 〉 くっゅけ ゃしうつおけ 
ぉうかけ ゃ こけゃっつっ, きぇおぇさ う くぇ 
ゅさぇくうちぇすぇ くぇ おうつぇ – さけおかう-
すっ きせ ぉうかう こさっおぇかっくけ しきっ-
かう う はさおう, すっ こけょつっさすぇゃぇかう 
そけさきうすっ くぇ おさぇしうゃけすけ すはかけ. 
]おぇくょぇかっく う ょなさいなお, きぇえ-
しすけさなす いぇょけゃけかはゃぇか う くぇえ-
おぇこさういくうすっ ゃおせしけゃっ. ]ぇきうはす 
╁っさしぇつっ こさういくぇゃぇか, つっ くっ-
ゅけゃう ゃょなたくけゃうすっかおう つっしすけ 
ぉうかう こさけしすうすせすおうすっ, くぇぉかの-
ょぇゃぇくう ゃ ょっすしすゃけすけ. ╆ぇすけゃぇ 
くっ きぇかおけ こなすう しゃっすけゃくぇすぇ 
こさっしぇ けこさっょっかは  ょさったうすっ きせ 
おぇすけ こさっおぇかっくけ ぉさせすぇかくう. 
′け すけえ すゃなさょけ しきはすぇか, つっ 
すけゃぇ っ きくっくうっ くぇ たけさぇ, おけうすけ 
„くっ きけゅぇす ょぇ しっ けしきっかはゃぇす“.                                                                               
‶なさゃぇすぇ あっくしおぇ おけかっおちうは. 
╃あぇくう ╁っさしぇつっ は こさっょしすぇゃは 
こさっい 1978 ゅ. ゃ ╋うかぇくけ. 》け-
さぇすぇ けす こなさゃうは さっょ しかぇゅぇかう 
しかなくつっゃう けつうかぇ, いぇ ょぇ いぇとう-
すはす けつうすっ しう けす はさおけすけ ゃっ-
かうおけかっこうっ. 〈ぇおぇ いぇこけつくぇかけ 
ゃしうつおけ... ╁っさしぇつっ ういおぇさゃぇか 
くぇ しちっくぇすぇ 16 けす くぇえ-ょけぉさう-
すっ しう きぇくっおっくおう, こかぇとぇか うき 
こけ 10 たうかはょう ょけかぇさぇ くぇ ょっく. 
╋けょっかうすっ きせ ゃないょっえしすゃぇかう 
きぇゅうつっしおう!

‶さっい 1982 ゅ. ╁っさしぇつっ 
こっつっかう くぇゅさぇょぇ いぇ
くぇえ-ょけぉなさ ょういぇえくっさ

くぇ ょぇきしおぇ おけかっおちうは いぇ こっ-
さうけょぇ っしっく/ いうきぇ 1982/83. 
‶さっい 1986 ゅ. こさっいうょっく-
すなす くぇ ╇すぇかうぇくしおぇすぇ さっこせ-
ぉかうおぇ ゅけ せょけしすけしすけはゃぇ しなし 
いゃぇくうっすけ „Commendatore 
della Repubblica Italiana“, 
ぇ こさっい 1993 ゅ. ゅけかっきうはす 
ょういぇえくっさ こけかせつぇゃぇ ぇきっ-
さうおぇくしおうは きけょっく ¨しおぇさ.                                                                                                       
╋けょくぇ おなとぇ „╁っさしぇつっ”. ′ぇ 
25 はくせぇさう 1989 ゅ. きけょくうはす 
ぇし けぉはゃはゃぇ けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ 
ょういぇえくっさしおぇすぇ おなとぇ „╁っさ-
しぇつっ”. ′ぇ 13 ぇこさうか し. ゅ. ゃ 
╋うかぇくけ っ けすおさうすぇ ういかけあぉぇ, 
こさっょしすぇゃはとぇ 25 ゅけょうくう ぇお-
すうゃくぇ ょっえくけしす ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ 
きけょぇすぇ う すっぇすなさぇ, しなょぉけゃっく 
っすぇこ ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ うしすけさう-
はすぇ くぇ おけしすのきうすっ.
‶さっい 1992 ゅ. ╁っさしぇつっ くぇゃかう-

いぇ ゃ こぇさそのきっさうえくうは ぉういくっし 
う こさっょしすぇゃは しゃけえ こぇさそのき. 
¨すおさうゃぇ う くけゃ っかうすっく てけせ-

させき. ╁っさしぇつっ こさぇゃう おけしすの-
きうすっ いぇ しゃっすけゃくけすけ すせさくっ くぇ 
╄かすなく ╃あけく, せつぇしすゃぇ ゃ さっ-
ょうちぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう こさけ-

はゃう, くっういきっくくぇ つぇしす っ う けす 
しゃっすけゃくうは おせかすせさっく あうゃけす.                                                                                                                                    
╊うちぇすぇ くぇ ╁っさしぇつっ.
‶さうくちっしぇ ╃ぇはくぇ, っおしちっく-

すさうつくぇすぇ ╋ぇょけくぇ, ╄かすなく 
╃あけく, ]すうくゅ, ╄かういぇぉっす 》っさ-
かう, ╃あけく ╀けく ╃あけせゃう, ちっかうは 
》けかうゃせょ う, っしすっしすゃっくけ, くけ-
ゃうすっ こけこ-こさうくちっしう ╀さうすくう 
]こうなさし う ╉さうしすうくぇ ┿ゅうかっさぇ. 
╃あぇくう ╁っさしぇつっ っ けすゅけゃけさっく 
いぇ ╄さぇすぇ くぇ しせこっさきけょっかうすっ 
- すけえ っ つけゃっおなす, しなゅかぇしうか 
しっ ょぇ こかぇとぇ おけしきうつっしおう 
たけくけさぇさう くぇ ′ぇけきう ╉っき-
ぉなか, ]うくょう ╉さけそなさょ, ╊うく-
ょぇ ╄ゃぇくょあっかうしすぇ う ╉さうしすう 
〈なさかうくゅすなく, こさっゃさなとぇえおう 
ゅう ゃ いゃっいょう. ╉けゅぇすけ こせしおぇか 
かうくうはすぇ しう いぇ しなょけゃっ, ╁っさ-
しぇつっ ういこさぇすうか くぇ ]うかゃっしすなさ 
]すぇかけせく くはおけかおけ とぇえゅう し 
おうすぇえしおう そぇさそけさ う くぇすなこ-
おぇか っょくぇ けす しすぇうすっ きせ し ゃない-
ゅかぇゃくうちう, すなおぇくう う ょさったう 
いぇ たうかはょう ょけかぇさう. ‶け しなとうは 
くぇつうく こけしすなこうか う し ╉かぇせょうは 
【うそなさ. ╆ぇ すけゃぇ とっょさけ ゃくう-
きぇくうっ いゃっいょうすっ しっ しなゅかぇしう-
かう ぇぉしけかのすくけ ぉっいこかぇすくけ ょぇ 
きせ こけいうさぇす いぇ しこうしぇくうはすぇ う 
おくうゅうすっ, おけうすけ ういょぇゃぇか.                                                                                   
╊のぉけゃすぇ.
‶さっい 1982 ゅ. ょういぇえくっ-

さなす  しさっとぇ きけょっかぇ ┿くすけくうけ 
╃‘┿きうおけ. ╃ゃぇきぇすぇ しっ ゃかのぉ-
ゃぇす う こさっい こけしかっょくうすっ 14 
ゅけょうくう, ょけ しきなさすすぇ しう, ╁っさ-
しぇつっ こけつすう くっ しっ けすょっかはか けす 
すけいう つけゃっお. 〈けえ くぇこさぇゃうか 
╃,┿きうおけ しゃけえ こけきけとくうお う 
せこさぇゃうすっか くぇ ゃっさうゅぇ きぇゅぇいう-
くう. ╆ぇぉぇゃかはゃぇかう しっ う とっょさけ 
こかぇとぇかう, ぉうかう せょけゃかっすゃけ-
さっくう けす あうゃけすぇ. ‶さっい 1990 
ゅ. ╁っさしぇつっ ゃかはいなか  ゃ っょうく 
ゃうこ-ゅっえ-おかせぉ ゃ ]ぇく 《さぇくちう-
しおけ. ╇ しっ しさっとくぇか けつう ゃ けつう 
し 20-ゅけょうてくうは ぇきっさうおぇくっち 
╄くょさの ╉せくぇくぇく - ぉなょっとう-
はす きせ せぉうっち. ╃ぇかう ╄くょさの っ 
ぉうか ゅけしす ゃ いぇぉっかっあうすっかくぇすぇ 
ゃうかぇ くぇ っいっさけすけ ╉けきけ ゃ ╇すぇ-
かうは, おなょっすけ ゃっかうおうはす ょういぇえ-
くっさ けさゅぇくういうさぇか しっおしせぇか-
くう こぇさすうすぇ, くっ っ ういゃっしすくけ.                                                                                                                   
╆ぇさぇょう っょくぇ けすたゃなさかっくぇ 
かのぉけゃ… 〈ぇおぇ くぇしすなこうかぇ 
1997-きぇ… ′ぇ 15 のかう ゃしっきけ-
ゅなとうはす うきこっさぇすけさ くぇ しゃっ-
すけゃくぇすぇ きけょぇ, 50-ゅけょうてくう-
はす きせかすうきうかうけくっさ ╃あぇくう 
╁っさしぇつっ, いぇゃなさてゃぇ あういくっ-
くうは しう こなす.                                                                                               
╉けきこぇくうはすぇ „╁っさしぇつっ” 

ょくっし.
╉けきこぇくうはすぇ こけっきぇ ╃けくぇ-

┿おけ こさっょう ゃさっきっ っ 
ぉうかけ ゃぇあくけ あっ-

くぇすぇ ょぇ しっ いぇこぇいう くっ-
こけさけつくぇ いぇ こなさゃぇすぇ 
ぉさぇつくぇ くけと う ょぇ ぉなょっ 
ちはか あうゃけす しなこさせゅぇ 
う きぇえおぇ いぇ こさうきっさ, 
くっとぇすぇ しっゅぇ しぇ しなゃ-
しっき, しなゃしっき さぇいかうつ-
くう. 『っくくけしすうすっ しぇ 
たせぉぇゃけ くっとけ, しぇきけ 
つっ ゃさっきっくぇすぇ しっ きっ-
くはす, こさけきっくはきっ しっ う 
くうっ. 〈ぇおぇ つっ, ぇおけ うし-
おぇて ょぇ しう とぇしすかうゃぇ 
う せしこはかぇ しなゃさっきっく-
くぇ あっくぇ, ょぇ きけあって 
ょぇ くっ しっ こさっつせこゃぇて 

1. ′ぇせつう しっ ょぇ ういおぇさゃぇて しぇきぇ こぇさうすっ しう. ]ぇきけ すぇおぇ とっ 
きけあって ょぇ ゅう たぇさつうて おぇおすけ しきっすくって いぇ ょけぉさっ う くはきぇ ょぇ 
いぇゅせぉうて くっいぇゃうしうきけしすすぇ しう.
2. ′うおけゅぇ くっ しう ゅせぉう ゃさっきっすけ し きなあっ, おけうすけ: ゅけゃけさはす 

すゃなさょっ きくけゅけ, ぇ くっ こさぇゃはす ぇぉしけかのすくけ くうとけ; しぇ こさっおぇかっ-
くけ いぇゃうしうきう けす さけょうすっかうすっ しう; すっ おぇさぇす ょぇ しっ つせゃしすゃぇて 
きぇかけちっくくぇ; せこさぇあくはゃぇす っきけちうけくぇかくけ うかう そういうつっしおけ くぇ-
しうかうっ ゃなさたせ すっぉ.
3. ′っ ゃうくぇゅう とっ ぉなょって さぇいぉうさぇくぇ, こけょおさっこはくぇ うかう 

けちっくっくぇ. ′け すけゃぇ くっ すさはぉゃぇ ょぇ っ こさうつうくぇ ょぇ しっ けすおぇいゃぇて!
4. ]すけえ ょぇかっつっ けす たけさぇすぇ, おけうすけ こけしすけはくくけ しっ しなさっゃくけ-

ゃぇゃぇす し すっぉ うかう すっ おさうすうおせゃぇす. ╀なょう し すっいう, おけうすけ くぇうし-
すうくぇ すう きうしかはす ょけぉさけすけ う しっ さぇょゃぇす くぇ せしこったうすっ すう.
5. ╉ぇおなゃすけ う ういぉけさ ょぇ くぇこさぇゃうて, くっ しっ しさぇきせゃぇえ! 〈けえ 

ゃうくぇゅう とっ すっ くぇせつう くぇ くっとけ こけかっいくけ.
6. ]きっかけ ちっかせゃぇえ あぇぉうすっ こけ こなすは しう. ]ぇきけ すぇおぇ とっ けす-

おさうって こさうくちぇ.
7. ′っ しう こけいゃけかはゃぇえ ょぇ あうゃっって ゃ きうくぇかけすけ. 〈け くうおけゅぇ 

くはきぇ ょぇ しっ ゃなさくっ, ぇ すう ゅせぉうて ちっくくけ ゃさっきっ!
8. 【けおけかぇょなす っ くぇえ-ゃおせしっく しかっょ そうすくっし.
9. ‶さうはすっかおうすっ くっ しぇ すけゃぇ, おけっすけ ぉはたぇ. ╀なょう ゅけすけゃぇ いぇ 

こさっょぇすっかしすゃぇ う さぇいけつぇさけゃぇくうは.
10. ╅うゃっえ あうゃけすぇ しう いぇさぇょう すっぉ しぇきぇすぇ! ′っ いぇさぇょう さけ-

ょうすっかうすっ すう, こけかけゃうくおぇすぇ すう, こさうはすっかうすっ すう うかう ょけさう ょっ-
ちぇすぇ すう.
11. 〈なさしう ぉぇかぇくしぇ. ‶さっおぇかっくけ きくけゅけ いぇぉぇゃかっくうは うかう 

こさっおぇかっくけ きくけゅけ さぇぉけすぇ くうおけゅぇ くっ ゃけょはす ょけ くっとけ ょけぉさけ!
12. ]っおしぇこうかなす う おさぇしけすぇすぇ すう いぇゃうしはす しぇきけ う っょうく-

しすゃっくけ けす すっぉ!
13. ′はきぇ くうとけ かけてけ ゃ すけゃぇ ょぇ しう くっけぉゃなさいぇくぇ, ょぇ こさぇ-

ゃうて しっおし いぇ っょくぇ くけと うかう こなお ょぇ くっ ぉなさいぇて ょぇ うきぇて 
ょっちぇ.
14. 》けさぇすぇ ゃうくぇゅう とっ ゅけゃけさはす! ╆ぇすけゃぇ こさぇゃう くっとぇすぇ 

すぇおぇ, おぇおすけ ゅう つせゃしすゃぇて, ぉっい ょぇ しっ しなけぉさぇいはゃぇて きくけゅけ, 
きくけゅけ し つせあょけすけ きくっくうっ.
15. ╉ぇおゃけすけ う ょぇ こさぇゃうて, こけきくう っょくけ - くはきぇ くうとけ こけ-

たせぉぇゃけ けす すけゃぇ ょぇ すっ こけょちっくはゃぇす!
16. ′ぇ おけかおけすけ う ゅけょうくう ょぇ しう, くうおけゅぇ くっ ゅせぉう ょっすしおけすけ 

ゃ しっぉっ しう.
17. ╄ょうくしすゃっくうはす きなあ, いぇさぇょう おけゅけすけ しう しすさせゃぇ ょぇ こけ-

あっさすゃぇて ゃしうつおけ, っ しうくなす すう.
                           „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

さぇぉけすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは おなき きけきっくすぇ. 〈けゃぇ しぇ こさっおぇかっくけ ゃっょさう ちうそさう, すなえ おぇすけ こけくっ 300 たうかは-
ょう しぇ きかぇょうすっ たけさぇ ぉっい さぇぉけすぇ せ くぇし. 
〈っいう しすさはしおぇとう ょぇくくう しぇ けこけゃっしすっくう こけ ゃさっきっ くぇ しっきうくぇさ, けさゅぇくういうさぇく けす ╀なかゅぇさしおぇすぇ 

しすけこぇくしおぇ おぇきぇさぇ, いぇ さけかはすぇ くぇ ぉういくっしぇ ゃ ぉけさぉぇすぇ し きかぇょっあおぇすぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ. ]こけさっょ ょぇ-
くくうすっ, こさっょしすぇゃっくう くぇ しさっとぇすぇ, ゃしっおう 6-すう けす ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょう くぇょ 20 ゅ. くうおけゅぇ くっ っ 
いぇこけつゃぇか さぇぉけすぇ う くはきぇ ういゅかっょう すけゃぇ ょぇ しっ しかせつう ゃ しかっょゃぇとうすっ こけくっ 3 きっしっちぇ.

╀かういけ 46% けす ぉっいさぇぉけすくうすっ きかぇょう たけさぇ しぇ こけゃっつっ けす っょくぇ 
ゅけょうくぇ ぉっい さぇぉけすぇ.

こさっょ すさせょくけしすう う あうすっえしおう くっゃけかう, ょぇ しう せゃぇあぇゃぇくぇ う ょぇ 
ゃはさゃぇて ゃ しっぉっ しう,  ゃうあ おけう „こさぇゃうかぇ“ すさはぉゃぇ ょぇ しかっょゃぇて.
╆ぇ こけ-おけくしっさゃぇすうゃくうすっ すけゃぇ つっすうゃけ きけあっ ょぇ っ こさっおぇ-

かっくけ, くけ あうゃけすなす くう ょけおぇいゃぇ, つっ こさぇゃうかぇすぇ さぇぉけすはす. ╇ 
くぇえ-ゃぇあくけすけ ょぇゃぇす さっいせかすぇす. ╇ すぇおぇ:

╇いゃっしすくうはす ゃ ちっかうは しゃはす 
きけょっく ょういぇえくっさ くぇ ょさっ-
たう う しちっくうつくう おけしすのきう 
╃あぇくう ╁っさしぇつっ っ さけょっく 
こさっい 1946 ゅ. ゃ [っょあけ ょう 
╉ぇかぇぉさうは, ╇すぇかうは. ‶け-
ゃかうはく っ けす すゃけさつっしすゃけすけ 
くぇ ┿くょう 〉けさたけか, けす ょさっゃ-
くけさうきしおぇすぇ う ょさっゃくけゅ-
さなちおぇ おせかすせさぇ /きぇさおぇ-
すぇ-しうきゃけか くぇ ╁っさしぇつっ っ 
くぇえ-ういゃっしすくぇすぇ けす しっし-
すさうすっ ゅけさゅけくう - ╋っょせいぇ/, 
おぇおすけ う けす ぇぉしすさぇおすくけすけ 
ういおせしすゃけ.
]きはすぇく っ いぇ っょうく けす くぇえ-

おけかけさうすくうすっ う すぇかぇくすかうゃう 
ょういぇえくっさう くぇ 20-すう ゃっお.                                                                                                                                            
〉ぉうす っ こさっょ ょけきぇ しう ゃ ╋ぇ-
はきう こさっい 1997 ゅ.

ЛЕГЕНДАТА НА СВЕТОВНИЯ МОДЕН ПОДИУМ

すっかぇ ╁っさしぇつっ, おけはすけ こさけょなか-
あぇゃぇ すさぇょうちうはすぇ ゃ こさぇゃっくっ-
すけ くぇ ぉっいせこさっつくう ょさったう いぇ 
ぉかはしおぇゃう たけさぇ う こけ こさうきっさぇ 
くぇ かっゅっくょぇさくうは しう ぉさぇす - ょぇ 
せつぇしすゃぇ ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくう 

ぇおちうう. ‶け-おなし-
くけ „╁っさしぇつっ” 
こさっさぇしすゃぇ ゃ 
たけかょうくゅ, こさっょ-
かぇゅぇと う せくう-
おぇかくう おけかっお-
ちうう けす かせおしけいくう 
ぇおしっしけぇさう いぇ 
ょけきぇ. ╉けきこぇくう-
はすぇ うきぇ けおけかけ 
300 しこっちうぇかう-
いうさぇくう ぉせすうちう 
ゃ しゃっすぇ, ぇ おけ-
かっおちううすっ え きけ-

ゅぇす ょぇ ぉなょぇす くぇきっさっくう ゃ くぇょ 
3200 けぉっおすぇ いぇ こさけょぇあぉぇ くぇ 
かせおしけいくう しすけおう.

╋ぇさうは [ぇておけゃa


