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

„╅ちつかせあし“

》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

》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. 4

〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ くぇ っゃさけこっえしおぇすぇ 
しすぇすうしすうつっしおぇ しかせあぉぇ ╄ゃさけしすぇす くぇ ぉぇいぇ 

ういしかっょゃぇくっ くぇ くぇゅかぇしうすっ いぇ ゅけすけゃくけしす ょぇ 
いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ くぇ ぉっいさぇぉけすくう っゃさけこっえちう 
けす ゃしうつおうすっ 27 しすさぇくう - つかっくおう くぇ ╄]. 
′ぇゅかぇしぇすぇ う ゅけすけゃくけしすすぇ ょぇ さぇぉけすうて, くけ 

ぉっい ょぇ こけすなさしうて くぇ こさぇおすうおぇ さっぇかういぇちうは 
くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, しっ くぇさうつぇ „きっおぇ そけさ-
きぇ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ” - そっくけきっく, おけえすけ ゃしっ 
こけゃっつっ こさうゃかうつぇ うくすっさっしぇ くぇ すさせょけゃうすっ 
っおしこっさすう う  ぇくぇかういぇすけさう. ‶け すけいう こけおぇいぇ-
すっか しすさぇくぇすぇ くう っ くぇ 26-すけ きはしすけ. ]かっょ くぇし 
しぇ しぇきけ たけさぇすぇ ゃ 》なさゃぇすうは - 11,3 くぇ しすけ けす 
さぇぉけすっとうすっ すぇき しぇ うきぇかう ゅけすけゃくけしす ょぇ しっ 
すさせょはす, くけ くっ しぇ こけすなさしうかう さぇぉけすぇ. ╇すぇかう-
ぇくちうすっ しぇ くぇ 28-きけ きはしすけ - 11,4 けす すはた しぇ 
うきぇかう ゅけすけゃくけしす ょぇ しっ すさせょはす, くけ くっ しぇ こけ-
あっかぇかう ょぇ こけかせつぇす さぇぉけすぇ.
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇょ 270 000 ぉなかゅぇさう しぇ うきぇかう くぇゅかぇしぇ う ゅけすけゃくけしす ょぇ いぇこけつくぇす 

さぇぉけすぇ, くけ くっ しぇ こけすなさしうかう さっぇかういぇちうは くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, しけつぇす ょぇくくう くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ 
しすぇすうしすうおぇ. 〈けゃぇ っ けおけかけ 8 くぇ しすけ けす さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ せ くぇし, おけはすけ こけ っょくう うかう ょさせゅう こさう-

〈けゃぇ っ けぉけぉとっくうはす ういゃけょ 
けす こさうおかのつうか くぇちうけくぇ-

かっく そけさせき こけ こさけぉかっきうすっ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁なゃ そけさせきぇ 
せつぇしすゃぇたぇ こさっきうっさなす ‶かぇきっく 
¨さってぇさしおう, きうくうしすさう, こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ╀〈‶‶, くぇ ]すけ-
こぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ, くぇ ぉういくっしぇ, 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかしおう けさゅぇくういぇ-
ちうう, こけしかぇくうおなす くぇ ╀なかゅぇさうは 
ゃ 【ゃっえちぇさうは ╋っゅかっくぇ ‶かせゅ-
つうっゃぇ. 
╆ぇ ょぇ  しっ せょけゃかっすゃけさはす くせあ-

ょうすっ くぇ ぉういくっしぇ せ くぇし けす おぇ-
つっしすゃっくけ けぉせつっくう おぇょさう, 
ゃうしてうしすうすっ ゃ しかっょゃぇとうすっ 7 
ゅけょうくう すさはぉゃぇ ょぇ しぇ くぇょ 40% 
けす いぇっすうすっ. [なしすなす うき しこさはきけ 
しっゅぇてくうは すさはぉゃぇ ょぇ っ し 5 くぇ 
しすけ. ╁ きけきっくすぇ くぇ 10 さぇぉけすっ-

つうくう くっ っ ぉうかぇ ぇおすうゃくぇ ゃ すなさしっくっすけ くぇ さぇぉけすぇ. 〈けゃぇ しぇ たけさぇ,  
おけうすけ さっぇかくけ しぇ きけあっかう ょぇ しう くぇきっさはす さぇぉけすぇ う ょぇ さぇぉけすはす, くけ 
くっ しぇ こけあっかぇかう すけゃぇ. 

〈ゃなさょう こうしきっくう ゅぇさぇくちうう 
けす ぉなかゅぇさしおうすっ うくしすうすせ-

ちうう, つっ すっ とっ しっ しなけぉさぇいはす 
し くぇしすけはゃぇくうはすぇ う うしおぇくうはすぇ 
くぇ あうすっかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇすけゃぇ くぇしすけはたぇ  しすけすうちう 

あうすっかう くぇ ゅさぇょぇ くぇ けさゅぇくう-
いうさぇく  けす ╇くうちうぇすうゃっく おけ-
きうすっす けぉとけゅさぇょしおう きうすうくゅ 

いぇ いぇこぇいゃぇくっ くぇ 【おけかぇすぇ いぇ 
しこっちうぇかういうさぇくぇ こけかうちっえしおぇ 
こけょゅけすけゃおぇ ゃ ゅさぇょぇ しさっとせ 
っゃっくすせぇかくうすっ くぇきっさっくうは くぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ ょぇ いぇおさうっ 
ておけかぇすぇ う くぇ くっえくけ きはしすけ ょぇ 
しっ しないょぇょっ  かぇゅっさ けす いぇすゃけ-
さっく すうこ いぇ ぉっあぇくちう.
]さっょ けさぇすけさうすっ くぇ きうすうくゅぇ 

ぉはたぇ ぉういくっしきっくう, こさっょしすぇ-
ゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう こけかう-
すうつっしおう しうかう, くぇ きかぇょっあおう 
けさゅぇくういぇちうう う ′‶¨, つかっくけゃっ 
くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす. 
╀かぇゅけしかけゃうはすぇ しう いぇ ゅさぇょぇ 

う こけょおさっこぇすぇ いぇ しこさぇゃっょ-
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]さなぉしおけ-ぇきっさうおぇくしおうはす ういけぉさっすぇすっか, そういうお う っかっおすさけきぇてうくっく うくあっくっさ ′úおけかぇ 〈éしかぇ 
っ さけょっく こさっい 1856 ゅ. ゃ たなさゃぇすしおけすけ しっかけ ]きうかはくう. 〉つう ゃ 〈ったくうつっしおうは うくしすうすせす ゃ ╂さぇち 
う ゃ せくうゃっさしうすっすぇ ゃ ‶さぇゅぇ. ′ぇ 28 ゅ. いぇきうくぇゃぇ いぇ ]┿】. ¨す ′の ╈けさお こけょょなさあぇ けぉてうさくぇ 

おけさっしこけくょっくちうは, しすさけゅけ しかっょっくぇ けす さぇいせい-
くぇゃぇすっかくうすっ ぇゅっくちうう う こけ-おなしくけ おけくそうしおせ-
ゃぇくぇ, しなし しゃけはすぇ しなくぇさけょくうつおぇ ゃ ╂っさきぇくうは 
ゃ 〈さっすうは [ぇえた ╋ぇさうは ¨さしうお, けすくぇしはとぇ しっ 
いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ぇくすうゅさぇゃうすぇちうけくくう かっ-
すぇすっかくう きぇてうくう う おけくすぇおすう し ういゃなくいっきくう.
]さっょ くぇえ-ういゃっしすくうすっ きせ ういけぉさっすっくうは 

しぇ: こさけきっくかうゃうはす すけお, っかっおすさけきぇゅくうすくぇ-
すぇ うくょせおちうは, っかっおすさけきぇゅくうすくうすっ ゃなかくう, 
っか. きけすけさ いぇ こさけきっくかうゃ すけお, ぉっいあうつくぇすぇ 
すったくけかけゅうは, うくょせおちうけくくぇすぇ ぉけぉうくぇ くぇ 〈っ-
しかぇ, すせさぉうくぇすぇ くぇ 〈っしかぇ, ょうしすぇくちうけくくけすけ, 
しかなくつっゃうはす つぇしけゃくうお... ‶さけそっしうけくぇかくけ しっ 
いぇくうきぇゃぇか う し かうくゅゃうしすうおぇ, いくぇっか 8 っいうおぇ, 

こさっおさぇしくけ こけいくぇゃぇか きせいうおぇすぇ う そうかけしけそうはすぇ. 
′けしうすっか っ くぇ きっょぇかうすっ „╄ょうしけく”, „╄かうなす ╉さっしけく”, „╃あけく ]おけす”. ¨すおぇいゃぇ ょぇ こけかせつう ′け-

ぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ, こさうしなょっくぇ きせ いぇっょくけ し ╄ょうしけく. 
〉きうさぇ くぇ 87 ゅ. こさっい 1943 ゅ. ゃ ′の ╈けさお. 

╉けさっくうすっ. ╀ぇとぇ きせ っ 
こさぇゃけしかぇゃっく しゃっとっくうお, 

ぇ きぇえおぇ きせ - くっけぉさぇいけゃぇくぇ, 
くけ ういおかのつうすっかくけ うくすっかう-
ゅっくすくぇ あっくぇ. ′うおけかぇ っ つっす-
ゃなさすけすけ けす けぉとけ こっす ょっちぇ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ. ╉ぇすけ ょっすっ ぉうか 
しかぇぉ う くっさってうすっかっく. ‶け-
しすけはくくけ しっ くぇきうさぇか ゃ ょゃっ 
おさぇえくう しなしすけはくうは - ゃないすけさゅ 
う すなゅぇ.‶さっしかっょゃぇかう ゅけ きう-

╃ぇ けぉっょうくうき せしうかうはすぇ しう ゃ うきっすけ くぇ すけゃぇ: ╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ ょけしすけっく そせすぉけかっく おかせぉ, 
おけえすけ ょぇ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしすう くぇ ょっちぇすぇ う きかぇょっあうすっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす. 

《せすぉけかくうはす おかせぉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” くっ きけあっ ょぇ っ いぇかけあくうお くぇ こけかうすうつっしおう うくすっさっしう. 〈けえ 
っ けぉとぇ ゅさぇょしおぇ おぇせいぇ. 
¨おけかけ すけゃぇ しすぇくけゃうとっ しっ けぉっょうくうたぇ 

つかっくけゃっすっ くぇ 〉], ぉういくっしきっくう う しこけさすくう 
ょっはすっかう, すさっくぬけさう う こけきけとくうお-すさっくぬけ-
さう くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, こさうしなしすゃぇかう 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ ゃっつっさは, ょぇょっくぇ けす こけつっすくうは 
こさっいうょっくす くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ う けす ╁かぇょうきうさ ]こぇしけゃ - こさけ-
おせさうしす くぇ „╋+S 》うょさぇゃかうお”. ]さっとぇすぇ ぉっ 
ょけきぇおうくしすゃぇくぇ 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. 
]さっょ せゃぇあうかうすっ しなぉうすうっすけ ぉっ う ぉうゃてうはす 

そせすぉけかうしす くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う くぇしすけはと  
おぇこうすぇく くぇ しすぇさけいぇゅけさしおうは すうき „╀っさけっ” 
╇ゃけ ╇ゃぇくけゃ.

しかう いぇ ぉけかっしすう う しきなさす, こさう-
すっしくはゃぇかう ゅけ つせょけゃうとぇすぇ くぇ 
きさぇおぇ. ╁ きっしすくけすけ せつうかうとっ 
′うおけかぇ せつう さっかうゅうは, くっきしおう 
う ぇさうすきっすうおぇ, しかっょ おけっすけ いぇ-
ゃなさてゃぇ 4 おかぇしぇ いぇ 3 ゅけょうくう ゃ 
╉ぇさかけゃぇち う けすくけゃけ しっ こさうぉう-
さぇ くぇ しっかけ. 』っすはか ょっくけくけと-
くけ けす けゅさけきくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
くぇ ぉぇとぇ しう. ╇きぇか しなおさけゃっくぇ 
きっつすぇ - ょぇ さぇいゅぇょぇっ きうしすっさう-
はすぇ くぇ っかっおすさうつっしすゃけすけ.                                                                       
╉なき きっつすぇすぇ. ‶さっい 1875 ゅ. 

′うおけかぇ 〈っしかぇ せつう っかっおすさけ-
うくあっくっさしすゃけ ゃ ╂さぇち. 〈けえ くっ 
こさけこせしおぇ かっおちうは, こけかせつぇ-
ゃぇ ゃないきけあくけ くぇえ-ゃうしけおうすっ 
けちっくおう, けしくけゃぇゃぇ しさなぉしおう 
おせかすせさっく おかせぉ. [ぇぉけすう う こさっい 
くけとすぇ, ゃおか. う こけ こさぇいくうちうすっ. 
╆ぇ おさぇすおけ しっ こさうしすさぇしすはゃぇ 
おなき たぇいぇさすぇ, くけ ぉなさいけ しおなし-
ゃぇ し くっゅけ いぇゃうくぇゅう. ╆ぇこうしゃぇ 
しっ ゃ ╉ぇさかけゃうは せくうゃっさしうすっす ゃ 
‶さぇゅぇ う うきっくくけ すぇき ゅけ けしっ-
くはゃぇ うょっはすぇ いぇ うくょせおちうけくっく 
ゅっくっさぇすけさ いぇ こさけきっくかうゃ すけお. 
‶さけょなかあぇゃぇ ょぇ つっすっ きくけ-
ゅけ, しないょぇゃぇか ゃこっつぇすかっくうっ, 
つっ いぇこけきくは ちっかう おくうゅう くぇう-
いせしす. ╋くけゅけおさぇすくけ ぉけかっょせゃぇか 
う しすさぇょぇか けす たぇかのちうくぇちうう, 
しゃなさいぇくう し ういけぉさっすっくうはすぇ, 
くぇょ おけうすけ さぇぉけすう.                                                                                                                                        
╁ ╄ゃさけこぇ. ‶さっい 1880 ゅ. 〈っ-

しかぇ しすぇゃぇ ゅかぇゃっく うくあっくっさ 
ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ すっかっそけくくぇ 
おけきこぇくうは ゃ ╀せょぇこっとぇ, おなょっ-
すけ こさぇゃう ょっしっすおう こけょけぉさっ-
くうは. 〈けゃぇ ゅけ けすょぇかっつぇゃぇ けす 
さぇぉけすぇすぇ し っかっおすさうつっしすゃけすけ う 
いぇすけゃぇ こさっい 1882 ゅ. すけえ いぇきう-
くぇゃぇ いぇ ‶ぇさうあ. [ぇぉけすう おぇすけ 
っかっおすさけうくあっくっさ ゃ ういゅさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ っかっおすさけしすぇくちうは 
いぇ あこ-ゅぇさぇすぇ ゃ ]すさぇしぉせさゅ, 
おなょっすけ さぇいさぇぉけすゃぇ う ょっきけく-
しすさうさぇ きけょっか くぇ ぇしうくたさけくっく 
っかっおすさけょゃうゅぇすっか, さぇいさぇぉけすゃぇ 
さぇいかうつくう せさっょう, いぇ おけうすけ こけ-
かせつぇゃぇ こぇすっくすう. ¨ぉうょっく, つっ 
くっ しぇ きせ ういこかぇすっくう けぉっとぇくう-
すっ 25 たうかはょう ょけかぇさぇ こさっきうは, 
こけょぇゃぇ けしすぇゃおぇ う ゃ すなさしっくっ 
くぇ こけ-ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
しゃけうすっ うょっう, すけえ こさっしうつぇ ┿す-

かぇくすうつっしおうは けおっぇく.
╄かっおすさうつっしおぇすぇ ゃけえくぇ.

] 4 ちっくすぇ ゃ ょあけぉぇ, くはおけかおけ 
しけぉしすゃっくう しすうたぇ う ういつうしかっ-
くうは う しおうちう いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ 
くぇ かっすはとぇ つうくうは こさっい 1884 ゅ. 
28-ゅけょうてくうはす 〈っしかぇ こさうしすう-
ゅぇ ゃ ′の ╈けさお し こさっこけさなつう-
すっかくけ こうしきけ ょけ しゃけは うょけか 〈け-
きぇし ╄ょうしけく, おけえすけ ぉうか しぇきけ 
し 9 ゅけょうくう こけ-ゃないさぇしすっく, くけ 

ぉうか ゃ いっくうすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ しう. ╁ 
こうしきけすけ けす 』.╀ぇつっかなさ こうてっ-
かけ: „‶けいくぇゃぇき ょゃぇきぇ ゃっかうおう 
きなあっ う ゃうっ しすっ っょうく けす すはた, 
ぇ ょさせゅうはす っ すけいう きかぇょ つけゃっお.“                                                                                                                                          
  ‶け すけゃぇ ゃさっきっ かぇきこぇすぇ し くぇ-
あっあぇっきぇすぇ あうつおぇ くぇ ╄ょうしけく 
ょけゃっかぇ ょけ くっこさっおなしくぇすけ せゃっ-
かうつぇゃぇとけ しっ こけすさっぉかっくうっ くぇ 
っかっおすさけっくっさゅうは う くっゅけゃぇすぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ いぇ こけしすけは-
くっく すけお ゃ ╃けかっく ╋ぇくたぇすなく 
しっ こさっゃなさくぇかぇ ゃ きけくけこけかくぇ. 
〉かうちうすっ ぉうかう けしっはくう し ょなさ-
ゃっくう しすなかぉけゃっ う ゃうしはとう おぇ-
ぉっかう, くはおけう けす おけうすけ ぉうかう 
けゅけかっくう う けこぇしくう. ╁なこさっおう 
すけゃぇ たけさぇすぇ ぉなさいぇかう ょぇ こさけ-
おぇさぇす すけお ゃ おなとうすっ しう う うく-
ゃっしすうさぇかう ゃ こさけっおすぇ くぇ ╄ょう-
しけく, おけえすけ いくぇっか きくけゅけ きぇかおけ 
いぇ こさけきっくかうゃうは すけお う くっ しっ う 
けこうすゃぇか ょぇ くぇせつう こけゃっつっ. 
╋ぇおぇさ ゃ かうちっすけ くぇ 〈っしかぇ 

ょぇ ゃうあょぇか おけくおせさっくちうは, 
╄ょうしけく ゃっょくぇゅぇ きせ ゃないかけ-
あうか くぇこなかくけ ょぇ こさっこさけっお-
すうさぇ ゅっくっさぇすけさうすっ いぇ こけ-
しすけはくっく すけお, くぇこさぇゃっくう けす 
しぇきうは くっゅけ, う きせ けぉっとぇか 50 
000 ょけかぇさぇ /けお.1 きうかうけく 
ょくってくう こぇさう/, ぇおけ せしこっっ.                                                                  
〈っしかぇ う ╄ょうしけく しう こさうかう-
つぇかう こけ すけゃぇ, つっ う ょゃぇきぇすぇ, 
ょけさう ゃ こさっおかけくくぇ ゃないさぇしす, 
しこはかう しぇきけ こけ くはおけかおけ つぇしぇ. 
╃けすせお こさうかうおうすっ しゃなさてゃぇす. 
〈っしかぇ さぇいつうすぇか くぇ ゃょなたくけゃっ-
くうっすけ, ゃくうきぇすっかくけ けぉきうしかはか 
こかぇくけゃっすっ ゃ ゅかぇゃぇすぇ しう う うい-
こうこゃぇか ゃしっおう ょっすぇえか, こさっょう 
ょぇ こさっきうくっ おなき しなとうくしおぇすぇ 
さぇぉけすぇ. ╄ょうしけく さぇいつうすぇか くぇ 
こさけぉうすっ う ゅさっておうすっ, おぇすけ 
おぇいゃぇか, つっ ういけぉさっすっくうっすけ っ 
5% ゃょなたくけゃっくうっ う 95% せこけ-
さうすけしす. ╃けおぇすけ ╄ょうしけく ぉうか 
しぇきけせお, 〈っしかぇ うきぇか すったくう-
つっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, いくぇっか 
っいうちう, こさうすっあぇゃぇか しうかくぇ 
そけすけゅさぇそうつくぇ こぇきっす, せきっ-
っか ょぇ ういきうしかは しかけあくうすっ しう 
ういけぉさっすっくうは ゃ せきぇ しう う ょぇ 
ゅう しすさけう, ぉっい ょぇ うきぇ くせあょぇ 
けす くうおぇおゃう いぇこうしおう. 〈っいう 
さぇいかうつうは くっきうくせっきけ とっかう 

ょぇ ょけゃっょぇす ょけ おけくそかうおす…                                                                                                                                        
  ]かっょ おぇすけ 〈っしかぇ こさうおかのつうか 
ゃないかけあっくぇすぇ きせ けす ╄ょうしけく 
さぇぉけすぇ, こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
っかっおすさけっくっさゅうは しっ こけょけぉさう-
かけ, ぇ さぇいたけょうすっ くぇきぇかっかう. 
╁きっしすけ ょぇ きせ ょぇょっ けぉっとぇくう-
すっ 50 たうかはょう, こさうすっしくっく けす 
しゃけは しなこっさくうお, ╄ょうしけく きせ 
おぇいゃぇ: „〈っしかぇ, すう くっ さぇいぉう-
さぇて ぇきっさうおぇくしおうは たせきけさ“. 

╁ないきせすっく う けぉうょっく, しなさぉう-
くなす ゃっょくぇゅぇ くぇこせしくぇか. ╇い 
ゅさぇょぇ しっ こけくっしなか しかせたなす いぇ 
つせあょっくっち し くっけぉうおくけゃっく すぇ-
かぇくす, おけえすけ っょゃぇ しゃなさいゃぇか 
ょゃぇすぇ おさぇは. 
‶さっい 1885 ゅ. ╃あけさょあ 〉っし-

すうくゅたぇせし, さなおけゃけょうすっか くぇ 
っかっおすさうつっしおぇすぇ おけきこぇくうは ゃ 
‶うすしぉなさゅ, おせこせゃぇ う こぇすっく-
すけゃぇ さぇいさぇぉけすっくぇすぇ けす 〈っしかぇ 
きくけゅけそぇいくぇ しうしすっきぇ いぇ こさけ-
きっくかうゃ すけお. ╆ぇ-
こけつゃぇ うしすうくしおぇ 
ゃけえくぇ, ういゃっしすくぇ 
おぇすけ „すけおけゃぇすぇ 
ゃけえくぇ”,  きっあ-
ょせ しうしすっきぇすぇ 
いぇ こさぇゃ すけお くぇ 
╄ょうしけく う しうし-
すっきぇすぇ いぇ こさけ-
きっくかうゃ すけお くぇ 
〈っしかぇ, おぇすけ ゃ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ 
こさけきっくかうゃうはす 
すけお こっつっかう. 
╇いせきうすっかくう-

はす 〈っしかぇ. 1888 
ゅ. っ しなょぉけくけしくぇ 
いぇ くっゅけ - すけえ 
ういくぇしは ょけおかぇょ 
う ょっきけくしすさうさぇ 
ういけぉさっすっくうっすけ 
しう ゃ ┿きっさうおぇく-
しおうは うくしすうすせす 
くぇ っかっおすさけうく-
あっくっさうすっ. 
〉っしすうくゅたぇせし 

おせこせゃぇ いぇ 1 きう-
かうけく ょけかぇさぇ 40-すっ こぇすっくすぇ 
くぇ 〈っしかぇ う ういこけかいゃぇ しうしすっ-
きぇすぇ きせ いぇ こさけきっくかうゃ すけお 
くぇ ╁しっきうさくけすけ ういかけあっくうっ 
ゃ 』うおぇゅけ こさっい 1893 ゅ., おな-
ょっすけ こけしっすうすっかうすっ せつせょっくけ 
くぇぉかのょぇゃぇかう ゅけしこけょうくぇ しなし 
しすさぇくくぇすぇ そぇきうかうは 〈っしかぇ 
おぇお こさけこせしおぇ こさっい すはかけすけ しう 
っかっおすさうつっしおう すけお. ╁しっおう くぇ 
くっゅけゃけ きはしすけ ぉう しっ けゃなゅかうか, 
ぇ すけえ しっ せしきうたゃぇか... ‶け すけいう 
くぇつうく 〈っしかぇ さぇいしっはか しすさぇたけ-
ゃっすっ, しゃなさいぇくう し こさけきっくかう-
ゃうは すけお, くぇしぇょっくう くぇえ-ゃっつっ 
けす ╄ょうしけく. 〈けゃぇ きせ くけしう ょけ-
ゅけゃけさ いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ 

こなさゃぇすぇ ╁╄『 くぇ ′うぇゅぇさしおうは 
ゃけょけこぇょ こさっい 1896 ゅ., おけはすけ 
ょぇ いぇたさぇくゃぇ し っかっおすさうつっしすゃけ 
ぉかういおうは ゅさぇょ ╀なそぇかけ.
╋っあょせゃさっきっくくけ 〈っしかぇ っ 

おぇくっく ょぇ つっすっ かっおちうう ゃ つせあ-
ぉうくぇ う こさぇゃう きくけゅけぉさけえくう 
っおしこっさうきっくすう, しかっょゃぇくう けす 
くっゃっさけはすくう けすおさうすうは.  
』せょっしぇ う しすさぇくくけしすう.  ′う-

おけかぇ 〈っしかぇ ぉうか きくけゅけ しすさぇくっく 
う っおしちっくすさうつっく つけゃっお. ¨す きぇ-
かなお しすさぇょぇか けす くっせょなさあうきう 
そけぉうう, つっすはか こけ ちっかう くけとう, 
きけいなおなす きせ ぉうか こさっこなかくっく けす 
そぇくすぇしすうつくう ゃうょっくうは. ╆ぇぉけ-
かはゃぇ けす たけかっさぇ, ょっゃっす きっしっ-
ちぇ っ こさうおけゃぇく くぇ かっゅかけ う くぇ 
くはおけかおけ こなすう っ くぇ おさぇつおぇ けす 
しきなさすすぇ. ]かっょゃぇ つせょけ: けいょさぇ-
ゃはゃぇ, しかっょ おぇすけ ぉぇとぇ きせ しっ 
しなゅかぇしはゃぇ ょぇ ゅけ こさぇすう ょぇ せつう 
っかっおすさけうくあっくっさしすゃけ, ゃきっし-
すけ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう しゃっとっくうお.                                                                                                                                        
 ╀うか ゃうしけお 1.88 き, ぇ すっあぇか 
しぇきけ 64 おゅ. ╇きぇか しうゃけ-しうくう 
けつう, ゃうくぇゅう ぉうか けぉかっつっく きくけ-
ゅけ っかっゅぇくすくけ, くっ くけしっか くうおぇお-
ゃう ぉうあせすぇ うかう せおさぇてっくうは. ╆ぇ 
しなく けすょっかはか こけ 4 つぇしぇ, おぇすけ 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ょゃぇ けす すはた 
けぉきうしかはか うょっうすっ しう. ╇きぇかけ 
しかせつぇう, おけゅぇすけ さぇぉけすっか ゃ かぇ-
ぉけさぇすけさうはすぇ しう ゃ こさけょなかあっ-
くうっ くぇ 84 つぇしぇ ぉっい こけつうゃおぇ.                                                                                                   
╁ しゃけはすぇ ぇゃすけぉうけゅさぇそうは ′う-
おけかぇ 〈っしかぇ しぇき けこうしゃぇ しゃけう-
すっ くっけぉうつぇえくけしすう う しすさぇしすう. 
╄ょくぇ けす すはた っ うゅさぇすぇ くぇ ぉう-
かはさょ. ╃させゅぇ っ くっゅけゃぇすぇ ぇくすう-
こぇすうは おなき けぉっちう, けしけぉっくけ しなし 
しおなこけちっくくう おぇきなくう. ‶さう ゃうょぇ 
くぇ こっさかぇ こけかせつぇゃぇか こさうしすなこう 
くぇ いぇょせた. ╋うさうしなす くぇ おぇきそけさ 
きせ しないょぇゃぇか くっこさうはすくけ つせゃ-
しすゃけ. ╀さけはか しすなこおうすっ しう こさう 
たけょっくっ. ╇いつうしかはゃぇか けぉっきぇ くぇ 

おせこぇすぇ しなし しせこぇ うかう つぇてぇすぇ 
し おぇそっ. ‶さぇしおけゃうすっ こさっょうい-
ゃうおゃぇかう せ くっゅけ すさっしおぇ. ┿おけ 
こけしすぇゃっか ゃなゃ ゃけょぇ こさぇゃけな-
ゅなかくう こぇさつっすぇ たぇさすうは, ゃ せし-
すぇすぇ きせ しっ こけはゃはゃぇか かけて う 
くっこさうはすっく ゃおせし. ‶ぇくうつっしおう 
しっ ぉけはか けす きうおさけぉう, こけしすけはく-
くけ きうっか さなちっすっ しう う ういこけかい-
ゃぇか こけ 18 おなさこう くぇ ょっく. ┿おけ 
きせたぇ こさっかっすはかぇ くぇょ つうくうはすぇ 

きせ ゃ さっしすけさぇくすぇ, ゃっょくぇゅぇ うし-
おぇか ょぇ きせ ょけくっしぇす くけゃけ はょっ-
くっ. ╁ たけすっかうすっ くっ けすしはょぇか ゃ 
しすぇう し くけきっさ, おさぇすっく くぇ すさう. 
′っ けぉうつぇか ょぇ しっ いょさぇゃうしゃぇ, 
くっ こけくぇしはか ょけおけしゃぇくっすけ ょけ 
おけしぇ う けすおさうすけ ょっきけくしすさうさぇか 
くっこさうはいなく おなき こなかくう たけさぇ う 
おなき たけさぇ ぉっい たうゅうっくくう くぇゃう-
ちう. ‶さうすっあぇゃぇか こけさぇいうすっかくぇ 
っくっさゅうは. [ぇいたけあょぇえおう しっ ゃ 
こぇさおぇ, ゃなゃ ゃくっいぇこっく こけさうゃ 
こさぇゃっか しぇかすぇ うかう ょっおかぇきう-
さぇか “《ぇせしす” くぇ ╂ぬけすっ くぇういせしす. 
╇くすせうちうはすぇ きせ ぉうかぇ きくけゅけ 
しうかくぇ: っょくぇ ゃっつっさ ういこさぇとぇか 
こさうはすっかうすっ しう くぇ ゃかぇおぇ, くけ 
ゅう こけしなゃっすゃぇか ょぇ くっ こなすせゃぇす, 
すなえ おぇすけ すけいう ゃかぇお とっ ょっさぇえ-
かうさぇ. ╇ くぇうしすうくぇ しっ しかせつうかけ 
すけつくけ すけゃぇ – いぇゅうくぇかう きくけゅけ 
たけさぇ. 
》ぇさぇおすっさなす くぇ 〈っしかぇ くっ きせ 

こけいゃけかはゃぇか ょぇ さぇぉけすう ゃ おけ-
かっおすうゃ. 〈けえ くうおけゅぇ くっ しっ 
あっくう, くけ しっ こけかいゃぇ し ゅけかはきぇ 
こけこせかはさくけしす しさっょ あっくうすっ う 
きくけゅけ けす すはた ぉうかう ゃかのぉっくう ゃ 
くっゅけ. 
╁うょっくうはすぇ - ょさせゅぇすぇ さっ-

ぇかくけしす. ]かっょ くぇこさっゅくぇすぇ 
せきしすゃっくぇ さぇぉけすぇ 〈っしかぇ ぉうか   
ゃさなたかうすぇく けす はさおう ゃうょっくうは, 
おけうすけ こけゅかなとぇかう さっぇかくうは きせ 
しゃはす.
〈けえ いぇぉっかはいぇか, つっ きけあっ けす-

つっすかうゃけ ょぇ ゃういせぇかういうさぇ しゃけう-
すっ けすおさうすうは う くっ しっ くせあょぇっ けす 
っおしこっさうきっくすう, きけょっかう う つっさ-
すっあう. 〈ぇおぇ さぇいゃうゃぇ しゃけは くけゃ 
きっすけょ いぇ „きぇすっさうぇかういぇちうは 
くぇ すゃけさつっしおうすっ おけくちっこちうう“. 
„╉けゅぇすけ うきぇき うょっは, ぇい は ょけ-
さぇぉけすゃぇき ゃ しゃけっすけ ゃなけぉさぇあっ-
くうっ. ′ぇこなかくけ ぉっいさぇいかうつくけ きう 
っ ょぇかう とっ っおしこっさうきっくすうさぇき 
し くっは ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ うかう 

しぇきけ ゃ ゅかぇゃぇすぇ しう. ‶け すぇおなゃ 
くぇつうく さぇいゃうゃぇき うょっはすぇ しう ょけ 
しなゃなさてっくしすゃけ, ぉっい ょぇ ょけおけし-
ゃぇき くうとけ し さなちっ. ╁しうつおう きけう 
ういけぉさっすっくうは ゃないくうおゃぇす すけつくけ 
こけ すけいう くぇつうく う いぇ 20 ゅけょうくう 
くはきぇ くうおぇおゃけ ういおかのつっくうっ“.

‶さけょなかあぇゃぇ ゃ ぉさ.67

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

とう しっ こぇょぇす しぇきけ 3-きぇ ゃうしてう-
しすう. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ ょけ 2020 ゅ. し 

5% すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇきぇかう ぉさけ-
はす くぇ さぇくけ くぇこせしくぇかうすっ せつう-
かうとっ, おぇすけ ぉさけはす うき しすぇくっ ょけ 
10% けす けぉせつぇゃぇとうすっ しっ. ]っゅぇ 
こさけちっくすなす くぇ さぇくけ くぇこせしくぇ-
かうすっ せつうかうとっ っ 15% う さぇしすっ. 
〈っいう ぇきぉうちうけいくう こかぇくけゃっ 

けぉはゃう くぇ そけさせきぇ, こけしゃっすっく 
くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ せ くぇし, 
こさけそ. ┿くっかうは ╉かうしぇさけゃぇ - 
きうくうしすなさ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 
きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ. 
╂けかはきぇすぇ ちっか  くぇ おぇぉうくっすぇ, 

けこさっょっかっくぇ おぇすけ しすさぇすっゅうつっ-
しおぇ, っ いぇっすけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ くぇ 
ゃないさぇしす きっあょせ 20 う 64 ゅけょうくう 
ょぇ っ こけくっ 75 くぇ しすけ ょけ 2020 

[あくあせしひさ か ′╅ くあたあくうあせか せあ たそしけぬかこつさあてあ のさそしあ 
け か 》『《【¨╇ たちかうちひはあせかてそ こ う いかきあせつさけ しあえかち

かうゃうすっ うしおぇくうは くぇ おぇいぇく-
かなつぇくう ょっおかぇさうさぇ う けすっち 
╃うきうすなさ ┿きぉぇさっゃ, ょけてなか 
しこっちうぇかくけ いぇ こけょおさっこぇ くぇ 
うしおぇくうはすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう. 
‶けしかぇくうっ-こけょおさっこぇ ょけ けぉ-

とけゅさぇょしおうは きうすうくゅ ういこさぇすう 
つさっい いぇきっしすくうお- けぉかぇしすくうは 
せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 

〈っけょけさぇ ╇ゃぇくけゃぇ けぉかぇしすくうはす 
せこさぇゃうすっか ╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ.  
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお ′う-
おけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ いぇこけいくぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ こかけとぇょ „]っ-
ゃすけこけかうし” し くぇこさぇゃっくけすけ けす 
きっしすくぇすぇ せこさぇゃぇ う ╇くうちうぇ-
すうゃくうは おけきうすっす こけ ゃなこさけしぇ 
いぇ いぇこぇいゃぇくっ くぇ こけかうちっえしおぇ-
すぇ ておけかぇ う けすおぇいぇ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくしすゃけすけ すは ょぇ しっ ういこけかいゃぇ 
いぇ ぉっあぇくしおう かぇゅっさ.

ゅけょうくぇ.
100 きかく. っゃさけ とっ ぉなょぇす 

けしうゅせさっくう こけ っゃさけこっえしおうすっ 
そけくょけゃっ, いぇ ょぇ しっ くぇしなさつう 
きかぇょっあおぇすぇ いぇっすけしす, いぇはゃう 
こさっきうっさなす ‶かぇきっく ¨さってぇさ-
しおう. ‶け ょせきうすっ きせ, けしくけゃくぇすぇ 
しかぇぉけしす くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ せ 
くぇし っ かうこしぇすぇ くぇ こさぇおすうつっしおぇ 
くぇしけつっくけしす. 
]こけさっょ ¨さってぇさしおう: 
╀なかゅぇさしおうすっ せつっくうちう うきぇす 

ょけぉさぇ けぉとぇ おせかすせさぇ, くけ ゃ しな-
とけすけ ゃさっきっ しっ いぇすさせょくはゃぇす 
ょぇ ぇくぇかういうさぇす しなゃさっきっくくう-
すっ こさけちっしう う ういこうすゃぇす しすさぇた 
こさっょ くけゃうすっ すったくけかけゅうう. 
„〈っ ょけぉさっ さっちうすうさぇす, くけ 

すさせょくけ さってぇゃぇす こさぇおすうつっしおう 
おぇいせしう“, おぇいぇ きうくうしすなさ-こさっょ-
しっょぇすっかはす.
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〈けいう すっおしす しっ さけょう ゃしかっょしすゃうっ 
くぇ こさけゃけおぇちうは けす くぇこうしぇくけ-

すけ. ╉けゅぇすけ こさっょう てっしす ぉさけは くぇ 
ゃっしすくうおぇ ゃう しさっとくぇたきっ いぇょけつくけ 
し ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, くっ こさっょこけかぇゅぇ-
たきっ, つっ ぉっい ょぇ うしおぇきっ, けすゃぇさはきっ 
こけさっょうちぇ けす ゃなかくせゃぇとう しさっとう 
し うしすうくしおうすっ ゃっすっさぇくう - けくっいう, 
くぇ つうえすけ ゅさなぉ ゅけょうくう くぇさっょ っ 
しなとっしすゃせゃぇか „┿さしっくぇか” う ぉっい 
つうっすけ こけしゃっとぇゃぇくっ ょけ あうゃけす 
そうさきぇすぇ ょくっし くはきぇてっ ょぇ っ すぇいう. 
′っ こさっょこけかぇゅぇたきっ し ╃うぇくぇ, つっ 
ゃしなとくけしす すっこなさゃぇ とっ いぇこけつ-
くっき ょぇ こさっけすおさうゃぇきっ „┿さしっくぇか” 
こさっい けつうすっ くぇ こなさゃけしすさけうすっかうすっ 
きせ. ╆ぇょぇつぇ, しぇきぇ こけ しっぉっ しう いぇ-
ょなかあぇゃぇとぇ う... こさうはすくぇ.

╃くう, しかっょ おぇすけ ういかっいっ しすぇ-
すうはすぇ いぇ ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, くう 

こけすなさしう  くっゅけゃうはす しなせつっくうお けす 
すさっすうは ゃうこせしお くぇ ╁けっくくけ-いぇゃけょ-
しおけすけ せつうかうとっ, けすゃけさうかけ ゃさぇすう 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ょくってくうは „┿さ-
しっくぇか” ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1947 ゅけょう-
くぇ. ╇きっくくけ すけゅぇゃぇ いぇ こなさゃう こなす 
いぇこけつゃぇ う さっぇかくぇすぇ こさけそっしうけ-
くぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ けぉせつっくう 
おぇょさう いぇ  くせあょうすっ くぇ けさなあっえ-
くうちぇすぇ. 
]ゃっあう しこけきっくう, っきけちうう,  ょせ-

いうくぇ こけあなかすっかう しくうきおう けすゃなょ 
いぇこぇいっくけすけ ゃ しなさちっすけ おなすぇ ╇ゃぇく 
╋ぇさうくけゃ いぇ しかぇゃくぇすぇ うしすけさうは くぇ 
こなさゃうすっ ゃうこせしおう くぇ すけゃぇ せつうかう-
とっ, こさっすなさこはかけ ゃ ゅけょうくうすっ さぇい-
かうつくう すさぇくしそけさきぇちうう, しないょぇかけ 
うしすうくしおう こさけそっしうけくぇかうしすう いぇ 
くせあょうすっ くぇ „┿さしっくぇか”.  
]ぇきうはす ╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ うょゃぇ くぇ 

しさっとぇすぇ くう し つうくくけ ういこうしぇくう 
かうしすう, ゃ おけうすけ こさうかっあくけ っ しなた-
さぇくうか う こけょさっょうか こけ こぇきっす う 
ゃぇあくけしす うきっくぇすぇ くぇ くぇえ-ういゃっしす-
くうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ こなさゃうすっ 
すさう ゃうこせしおぇ くぇ  ╁けっくくけすけ いぇゃけょ-
しおけ せつうかうとっ. 
‶けゃっつっ けす ゃなかくせゃぇと っ さぇいおぇ-

いなす きせ いぇ こさけとなこせかくうおぇ, おなょっすけ 
しぇ しっ くぇきうさぇかう  ぉうすけゃうすっ しゅさぇょう 
くぇ せつうかうとっすけ: くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ょくってくけすけ ′╇〈╇, おぇおすけ う いぇ 
さっょぇ う さっあうきぇ くぇ こさっぉうゃぇくっ ゃ 
くっゅけ. 〉つうかうとっすけ こさぇおすうつっしおう っ 
ぉうかけ ういゃなく ゅさぇょぇ, おぇすけ いぇ くはおけう 
けす ゃないこうすぇくうちうすっ きせ ゃ こなさゃうすっ 
ゅけょうくう しう っ ぉうかけ うしすうくしおけ こさっ-
あうゃはゃぇくっ ょぇ けすうょぇす ゃ こけつうゃくう-
すっ ょくう ょけ ╉ぇいぇくかなお: くぇかぇゅぇかけ しっ 
ょぇ こさっきうくぇす こさっい あ. こ. かうくうはすぇ 
う こけ-しすさぇたかうゃうすっ  しぇ こさっきうくぇ-
ゃぇかう すけゃぇ „ういこうすぇくうっ” いぇ こなさ-
ゃう こなす しなし しゃけうすっ... ょけてかう くぇ 
しゃうあょぇくっ さけょうすっかう. 
╁ こなさゃうすっ ょゃぇ ゃうこせしおぇ くぇ 

せつうかうとっすけ, ょけ 1949 ゅけょうくぇ, 
いぇ けぉせつっくうっ しぇ こさうっきぇくう しぇきけ 
きかぇょっあう. ╄ょゃぇ しかっょ すけゃぇ, ゃ すさっ-
すうは ゃうこせしお, いぇこけつゃぇ こさうっきなす う 
くぇ ょっゃけえおう ゃ しなけすくけてっくうっ 1:4. 
〈ぇおぇ, ゃ すさっすうは ゃうこせしお, けす けぉとけ 
いぇこうしぇかうすっ しっ 100 ょせてう, 80 しぇ 
きけきつっすぇ, ぇ けしすぇくぇかうすっ 20 しぇ 
きけきうつっすぇ. ‶さうっきなす ゃ すけゃぇ せつう-
かうとっ - こけゃっつっ けす こさっしすうあっく いぇ 
きかぇょっあうすっ, いぇとけすけ, けしゃっく こな-
かっく こぇくしうけく, こさうょけぉうゃおぇ, さぇゃ-
くはゃぇとぇ しっ くぇ かせおし ゃ けくっいう ゅけ-
ょうくう, しっ っ けしうゅせさはゃぇかぇ ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ さぇぉけすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ いぇゃけょぇ. ╀けくせし  
ぉうか う そぇおすなす, つっ ょゃっすっ ゅけょうくう 
くぇ けぉせつっくうっ ゃ せつうかうとっすけ しっ 
こさういくぇゃぇかう う いぇ おぇいぇさきっく しすぇあ. 
〈ぇおぇ いぇゃなさてうかうすっ せつうかうとっ-
すけ きかぇょっあう こけしかっ けすしかせあゃぇかう, 
けぉうおくけゃっくけ ゃ すさせょけゃう ゃけえしおう, 
しぇきけ ゅけょうくぇ. 

ɋɪɟɳɢ

′っ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ すぇおうゃぇ. ′っ 
すさはぉゃぇ! ┿い いぇすけゃぇ さぇぉけすは. 
》けょは こけ しゃっすぇ, こさぇゃは しう てけ
せすけ. ′け くぇてうはす しきはた くっ っ くう
おぇお しきってっく. ╁ しゃっすぇ たけさぇすぇ しっ 
しきっはす くぇ ょさせゅう くっとぇ. ]すけえ
くけしすくう, ぇ くうっ くぇ こさけしすけすうう. 
]さぇき きっ っ いぇ くぇし, ぉなかゅぇさうすっ. 

- ╆ぇとけ?
- ╆ぇとけすけ くっ きけあっ すぇき, ゃ 

[せしうは, ゃ っょくけ きぇかおけ しっかけ, 
おなょっすけ ぉはた こさっい のくう くぇ ぉかぇ
ゅけすゃけさうすっかっく おけくちっさす, ょぇ しっ 
けすくぇしはす おなき くぇし, ぉなかゅぇさうすっ, 
こけ くぇつうく, おけえすけ くはきぇ くうとけ 
けぉとけ し けすくけてっくうっすけ くう すせお 
おなき くぇし しぇきうすっ. 〈ぇ けくっいう 
たけさぇ うきぇす しなゃしっき ょさせゅぇ ょせ
てっゃくけしす, ょさせゅぇ おせかすせさぇ. 

- ╆ぇとけ すけかおけゃぇ けこけてかは 
ぉなかゅぇさうくなす こさっい すっいう 24 
ゅけょうくう ? 
- ╆ぇとけすけ すぇおうゃぇ しぇ くう せこさぇ

ゃかっくちうすっ, おけうすけ しう ういぉうさぇ
きっ. 〈ぇおうゃぇ しぇ くう こさうきっさうすっ.

- ′っ ょけこせしおぇすっ かう, つっ う こさっ
ょう しきっ ぉうかう すぇおうゃぇ, こさけしすけ 
しっゅぇ ゃさっきっくぇすぇ けすこせてうたぇ 
かけてうは ょせた けす ぉせすうかおぇすぇ? 
- ′っ, くっ きうしかは すぇおぇ. 』っすゃなさ

すぇすぇ ゃかぇしす, きっょううすっ う おけかっ
ゅうすっ しなとけ しぇ ゃうくけゃくう いぇ すけゃぇ 
けぉせくぇつゃぇくっ くぇ ゃしうつおう くぇし. 
╇ とっ ゃう ょぇき こさうきっさ: こなさゃう 
ぇこさうか, こさぇいくうお くぇ てっゅぇすぇ, 
ぇい しなき ゃ ╄かうく ‶っかうく, おうすくけ 
ぉなかゅぇさしおけ ゅさぇょつっ. 』うすぇかう
とっすけ. ╃っつうちぇ こさぇゃはす しゃけう 
しちっくおう いぇ ‶なさゃう ぇこさうか. ╀はた 
ゅけしす, さぇいしきはた ゅう. ╂かっょぇた. ╇ 
ぉはた とぇしすかうゃ. ╆ぇとけすけ すっいう, 
きぇかおうすっ, けぉかっつっくう ゃ くぇさけょ
くう くけしうう, こさぇゃったぇ さぇいおぇいつっすぇ 
こけ ╄かうく ‶っかうく. ╇ ゅう うゅさぇったぇ 
し つせゃしすゃけ, ぇ いぇかぇすぇ かはゅぇてっ けす 
しきはた, いぇとけすけ すっ しぇ うしすうくしおう. 
〈けゅぇゃぇ しう こけきうしかうた, つっ くっ 
ゃしうつおけ っ いぇゅせぉっくけ. ┿い きうしかは, 
つっ しっゅぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ あう
ゃっっき, っ っょうく きうゅ くぇ けぉせくぇつゃぇ
くっ くぇ くぇさけょぇ くう, けす おけえすけ とっ 
しっ けすなさしうき, いぇとけすけ くっ きけあっ 
すぇおぇ. ╀なかゅぇさうくなす っ つけゃっお しなし 
いょさぇゃう おけさっくう う くっ きけあっ ょぇ 
くっ しっ ゃなさくっ すぇき, おなょっすけ きせ っ 
きはしすけすけ: ょぇ さぇいしなあょぇゃぇ おぇお

すけ すさはぉゃぇ, いょさぇゃけ, し きうしなか いぇ 
くぇこさっょ. 

- ╇ おぇお しっ こさっけょけかはゃぇ 
けぉせくぇつゃぇくっすけ ぉなかゅぇさしおけ? 
- 〈さはぉゃぇ ょぇ きうくっ ゃさっきっ. 

╃ぇ こけさぇしくっき きぇかおけ. ╀なかゅぇ
さうくなす ょぇ しっ しさっとくっ し ういおせ
しすゃけ, しかっょ おぇすけ しっ いぇきうしかう, 
くっ きけあっ ょぇ くっ くぇしすなこう すぇおなゃ 
こっさうけょ いぇ こけゃっつっすけ たけさぇ. 
╇きぇ っょくけ くっとけ, おけっすけ っ ゃ 
ゅけかはき こかのし: うくすっさくっす こさけし
すさぇくしすゃけすけ. ‶さっょう ゅけょうくう 
くはきぇてっ すけいう こかのし. ]っゅぇ いぇ 
きうくせすぇ-ょゃっ きかぇょっあうすっ ゃ うく
すっさくっす さぇいぉうさぇす いぇ ゃしうつおけ. 
╆ぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさぇゃはす 
すぇおうゃぇ こさうきっさう, ょけさう こさっい 
うくすっさくっす. ╋けあっ ょぇ くっ っ すけつ
くけ しこっおすぇおなか, くけ ょぇ うきぇ こけ
いうすうゃくう, ゃないこうすぇゃぇとう こさう
きっさう すぇき. ╉けうすけ すっ おぇさぇす ょぇ 
しっ いぇきうしかうて. ‶さっょう ゅけょうくう 
し こさうはすっかう くぇこさぇゃうたきっ おけく
ちっさす くぇ ゅなさぉぇ くぇ „┿かっおしぇく
ょなさ ′っゃしおう”, し っかっおすさけくくぇ 

きせいうおぇ. ′ぇさっおけたきっ こさけっおすぇ 
„┿い けぉうつぇき ╀なかゅぇさうは”. ╃けえ
ょけたぇ たうかはょう たけさぇ. ╆ぇゃぇかは 
ょなあょ, ゃないさぇしすくうすっ しう すさなゅ
くぇたぇ. ¨しすぇくぇたぇ きかぇょうすっ, し 
おけあっくうすっ はおっすぇ, し けぉっちうすっ, 
し すぇすせうさけゃおうすっ, すっいう, おけうすけ 
けぉゃうくはゃぇきっ, つっ くっ しすぇゃぇす. ╇ 
おけゅぇすけ おけくくうちぇすぇ くぇ っかっお
すさけくくぇすぇ きせいうおぇ いぇしゃうさう, 
くはおけかおけ たうかはょう  きかぇょう きなあっ 
ゃうおぇたぇ „╀なかゅぇさうは”. ╀ってっ 
くっゃっさけはすくけ せしっとぇくっ. ‶けしかっ 
し おけかっゅう しう ゅけゃけさうたきっ いぇ 
すっいう きかぇょう たけさぇ. ′っ きけあっき 
ょぇ おぇあっき くうとけ かけてけ. 〈ぇ すっ 
しぇ きかぇょう, ゃさっきっすけ っ すはたくけ. 
〈っ しぇ しゃっしすくう, こさけしすけ くはおけえ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅう こけゃっょっ ゃ こさぇ
ゃうかくぇすぇ こけしけおぇ. ╇きぇす くせあょぇ 
きかぇょうすっ けす しゃっしすくう ゃけょぇつう.

- ╁うあょぇすっ かう ゅう しっゅぇ すっいう 
ゃけょぇつう? 
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, くっ. ′うすけ ゃ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ, くうすけ ゃ こけかう
すうおぇすぇ, くうおなょっ. ′け とっ きうくっ 
すけいう こっさうけょ. ′っ きけあっ ゃっつくけ 
ょぇ しきっ ゃ ょせこおぇ きっあょせ ╇いすけ
おぇ う ╆ぇこぇょぇ う ょぇ こぇょぇきっ ゃしっ 

╆ぇ くぇさけょぇ すけえ っ 【おせきぉぇすぇ. ‶け かうつくぇ おぇさすぇ, 
けぉぇつっ, っ ╃うきうすなさ ′っょっかつっゃ 〈せょあぇさけゃ, くぇ
ゃなさてうか しぇきけ こさっょう ぉさけっくう ょくう 59 ゅけょうくう. 
[けょっく っ ゃ ‶っすさうつ, ゃ しっきっえしすゃけ くぇ せつうすっかう. 

┿さすうしすうつくうはす しう すぇかぇくす こさけはゃはゃぇ ゃ くっゃさなしす
くぇ ゃないさぇしす, っょゃぇ 6-ゅけょうてっく, おけゅぇすけ きせ しっ 
くぇかぇゅぇ ょぇ うきこさけゃういうさぇ くぇ しちっくぇ - きぇかおうはす 
╋うすおけ うゅさぇっ おぇかこぇいぇくうく, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇいゃぇかう ちゃっすくぇ かったぇ. ╆ぇぉさぇゃうか さっこかうおうすっ 
しう, いぇ ょぇ ういかっいっ けす けぉさぇい, うくぇつっ ゃないこうすぇくうはす 
╋うすおけ ょなさこぇ しなせつっくうつおぇ, こさっゃなこかなすうかぇ しっ 
ゃ さけかはすぇ くぇ さけいぇ; すは ういこうとはゃぇ う しちっくおぇすぇ っ 
しこぇしっくぇ. 
〈けゅぇゃぇ さぇいぉさぇた, つっ, けしゃっく すぇかぇくすかうゃ, しなき う 

ゃないこうすぇく, おぇいゃぇ し せしきうゃおぇ ょくっし おけきうおなす. 
╁なこさっおう さぇくくうは しう しちっくうつっく こさけとなこせか

くうお, ょなかゅけ ゃさっきっ ╃うきうすなさ 〈せょあぇさけゃ しっ 
さぇいきうくぇゃぇ しなし しちっくぇすぇ. ‶けっきぇ こけ しなゃしっき 
さぇいかうつっく こなす: いぇゃなさてゃぇ ぇゃすけきぇすうおぇ ゃ すけゅぇ
ゃぇてくけすけ ╁╋╇ „╊っくうく”. ‶け-おなしくけ いぇゃなさてゃぇ 
う さっすけさうおぇ ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. 
┿ゃっさうすっ きせ, けぉぇつっ, う ょくっし しう しこけきくはす ゃさっ

きっすけ, おけゅぇすけ おぇすけ しすせょっくすう しっ さっょはす くぇ すぇえくう 
けこぇておう いぇ おぇしっすおう し くっゅけゃうすっ ゃうちけゃっ. ]ぇきう
はす すけえ すゃなさょう, つっ くはきぇ かのぉうき こっさしけくぇあ, し 
おけえすけ ょぇ しっ てっゅせゃぇ. 
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ „こけゃさっょっく”, いぇとけすけ 

くっ せきっっ ょぇ こかぇつっ. ╃けさう, おけゅぇすけ ゅせぉう くぇえ-ぉかうい
おう たけさぇ. ‶さっあうゃはゃぇ ょなかぉけおけ いぇゅせぉぇすぇ うき. 
╃け ぉけかおぇ, けぉぇつっ, ゅけ くぇすなあぇゃぇす しっさうけいくうすっ 

くっとぇ. 
╇きぇ しゃけは そうかけしけそうは いぇ あうゃけすぇ: ゃしっおう ょぇ 

こけ-くぇょけかせ. 〈けゃぇ とっ しこさっ 
くはおけゅぇ. ]うゅせさっく しなき ゃ すけゃぇ. 
]すさぇてくけ すさせょくけ とっ っ, くけ とっ 
きうくっ すけいう こっさうけょ.

- ¨とっ かう しきっ ゃ けぉせくぇつっ
くうは しう こっさうけょ? 
- ╃ぇ, けぉせくぇつっくう しきっ けとっ. 

′け しっ けすなさしゃぇきっ かっおけ けす 
すけゃぇ. ╂かっょぇき きかぇょうすっ う ゃうあ
ょぇき すぇいう すっくょっくちうは ゃっつっ. 〈っ 
すさなゅゃぇす. ′っ しかせつぇえくけ ゃっつっ 
うきっくくけ すっいう きかぇょう たけさぇ こなか
くはす しこっおすぇおかうすっ くぇ ╅けさけ 
╋ぇきぇかっゃ, くぇ ′うおう 〉させきけゃ, 
くぇ ╉ぇきっく ╃けくっゃ, ╋ぇさうせし 
╉せさおうくしおう. 〉あ しきってくけ, こなお  
すなあくけ, おぇさぇ すっ ょぇ きうしかうて. ╇ 
すけ いぇ そせくょぇきっくすぇかくう くっとぇ. 
╇, こけゃはさゃぇえすっ きう, こせぉかうおぇ
すぇ っ ぉっいおさぇえくけ しうきこぇすうつくぇ 
くぇ すはた: きかぇょう, けぉさぇいけゃぇくう,  
しゃっしすくう. 〈っいう こなかくう いぇかう 
けいくぇつぇゃぇす, つっ きかぇょうすっ たけさぇ 
きうしかはす. 〈っ おけきっくすうさぇす. ╆ぇ
すけゃぇ しなき しうゅせさっく, つっ とっ ょけえ
ょっ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ ぉなかゅぇさう

くなす とっ しっ しきっっ くぇ うしすうくしおう 
しきってくう くっとぇ. 
- ┿ しっゅぇ おけっ っ うしすうくしおう 

しきってくけすけ?  
- ′はきぇ しきってくう くっとぇ すうは 

ょくう. ‶なかくけ っ し すなゅぇ. 》けさぇすぇ, 
おけうすけ しぇ ゃ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇ
くうっ, くっ ぉうゃぇ ょぇ いぇぉさぇゃはす, 
つっ しきっ ぉなかゅぇさう, ゃしうつおうすっ. 
╇くぇつっ とっ しゃなさてうき. 〈ぇおぇ
ゃぇ ゅさぇくうちぇ きっあょせ こけかうすうちう 
う くぇさけょ くうおけゅぇ くっ っ うきぇかけ. 
]はおぇて くはおけう しすけはす くぇ こうっ
ょっしすぇかう すぇき, ゅけさっ, う ゅけゃけさはす 
いぇ くっとぇ, おけうすけ くっ くう せしすさけえ
ゃぇす. ┿ すけ っ すぇおぇ, いぇとけすけ きくけ
ゅけ たけさぇ くっ しぇ くぇ きはしすけすけ しう. 
┿きう, ぇおけ くぇゃしはおなょっ っ すぇおぇ? 
〈けゃぇ っ すさぇゅっょうは. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
うきぇきっ こけかうすうちう, おけうすけ ょぇ 
ゅかっょぇす う くぇょけかせ, おなき たけ
さぇすぇ. 〈けゃぇ っ くぇえ- ゅけかはきぇすぇ 
くう すさぇゅっょうは, けすすぇき うょゃぇ う 
けぉせくぇつゃぇくっすけ くう. 〈ぇ こぇさかぇ
きっくすなす くっ っ ¨かうきこ. ╁ こさけ
すうゃっく しかせつぇえ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ
くうき くぇょこうしぇ. 〈ぇき しっゅぇ こうてっ 
„]なっょうくっくうっすけ こさぇゃう しうかぇ
すぇ”, ょぇ ゅけ しきっくうき し „′ぇちうけ
くぇかっく ぉういくっし ちっくすなさ”. 〈ぇき 

╆ぇこうしゃぇくっすけ ゃなゃ ╁けっくくけすけ 
いぇゃけょしおけ せつうかうとっ しすぇゃぇ-
かけ しかっょ こけかぇゅぇくっすけ くぇ すさう 
こさうっきくう  ういこうすぇ: こけ ぉなか-
ゅぇさしおう っいうお, きぇすっきぇすうおぇ う 
さうしせゃぇくっ. ]かっょ せしこってくけ-
すけ うき こけかぇゅぇくっ, しかっょゃぇか う 
さぇいゅけゃけさ - うくすっさゃの し こさう-

っきくぇすぇ おけきうしうは. 〈けゃぇ ぉうかけ 
ゃたけょくけすけ くうゃけ いぇ しこっちうぇか-
くけしすうすっ, ゃ おけうすけ しっ けぉせつぇ-
ゃぇかう こさうっすうすっ きかぇょっあう: 
かっはさう, おけゃぇつう, こうさけすったくう-
ちう  う けさなあっえくうちう. 
╆ぇ すさせょくけしすすぇ くぇ ういこうすうすっ 

う こさっしすうあぇ くぇ せつうかうとっすけ 
ゅけゃけさう しかっょくうはす そぇおす: いぇ 
100 きっしすぇ, おけかおけすけ っ ぉうか 
おぇこぇちうすっすなす くぇ せつうかうとっすけ 
ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう けす くっゅけ-
ゃけすけ しないょぇゃぇくっ, おぇくょうょぇす-
しすゃぇかう 1110 ょせてう けす ちはかぇ-
すぇ しすさぇくぇ. 
╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ こぇいう しゃっあう 

しこけきっくう けす こさっこうすゃぇくっ-
すけ しう こさっょ おけきうしうはすぇ: くぇ-
かけあうかけ きせ しっ ょぇ しきはすぇ くぇ 
ゅかぇし おけかおけ しすさせゃぇす 9 さうぉう, 
こさう こけかけあっくうっ, つっ さうぉぇ う 
こけかけゃうくぇ こさぇゃう かっゃ う こけ-
かけゃうくぇ. ╋かぇょっあなす けす ]かう-
ゃっく しっ しこさぇゃうか ぉかっしすはとけ. 
‶け しなとうは くぇつうく, こけ おけえすけ 
さうしせゃぇか し きけかうゃ ‶ぇきっすくうおぇ 
くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこ-
おぇ. ‶さうっきぇす ゅけ ゃ せつうかうとっすけ 
こさっい 1949 ゅけょうくぇ, ゃ すさっすうは 
ゃうこせしお, おけえすけ しっ ょうこかけきう-
さぇ こさっい 1951 ゅけょうくぇ. ╇ゃぇく 
╋ぇさうくけゃ ういぉうさぇ こうさけすっ-

たくうおぇすぇ, いぇさぇょう かのぉけゃすぇ しう 
おなき たうきうはすぇ. 
¨す せつっくうつっしおうすっ しう ゅけょう-

くう こけきくう おせかすけゃう しかせつおう う 
こさっこけょぇゃぇすっかう, ぉっかはいぇかう 
いぇゃうくぇゅう しないくぇくうっすけ くぇ すけ-
ゅぇゃぇてくうは きかぇょっあ. ]さっょ っき-
ぉかっきぇすうつくうすっ っ こけょこ. ‶けこけゃ 

- こさっこけょぇゃぇすっか こけ たうきうは, 
くっきしおう ゃないこうすぇくうお う ゅさぇょしおう 
おさぇしぇゃっち, しせさけゃ, くけ しこさぇゃっ-
ょうかゃ, おぇいゃぇ けす さぇいしすけはくうっすけ 
くぇ ゃさっきっすけ こけぉっかっかうはす ゃっつっ 
せつっくうお ╋ぇさうくけゃ. ‶なさゃうすっ 
こさっこけょぇゃぇすっかう ゃなゃ ╁けっくくけすけ 
いぇゃけょしおけ せつうかうとっ しぇ けそうちっ-
さう, ゃけっくくう, こけかせつうかう こさっし-
すうあくう ょうこかけきう けす っゃさけこっえ-
しおう  せつうかうとぇ. ╇きっくくけ くぇ すはた 
ょなさあぇゃぇすぇ すけゅぇゃぇ ょっかっゅうさぇ 
こさぇゃぇすぇ ょぇ けぉせつぇす おぇょさうすっ いぇ 
っょくけ けす しすさぇすっゅうつっしおうすっ いぇ 
しすさぇくぇすぇ くう こさっょこさうはすうは, ゃ 
おぇおゃけすけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ ゅけょう-

くうすっ くぇこさっょ „┿さしっくぇか”. 
‶なさゃうすっ くはおけかおけ ゃうこせしおぇ くぇ 

せつうかうとっすけ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ すさう 
おかぇしくう しすぇう, くぇきうさぇとう しっ ゃ 
しっゅぇてくうすっ きぇいっすぇ くぇ しゅさぇょぇ-
すぇ くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. ‶けかけ-
ゃうくぇすぇ ゃさっきっ けす けぉせつっくうっすけ っ 
ゃ おかぇしくうすっ しすぇう, ょさせゅぇすぇ つぇしす 
- くぇ きぇてうくうすっ, ゃ ちったぇ. 〈ぇおぇ 
16-ゅけょうてくうはす  ╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ 
けす ]かうゃっく いぇこけつゃぇ こなさゃうは しう 
しすぇあ ゃ おぇこしせかくけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか”. 
╁ くぇつぇかけすけ ぉってっ しすさぇてくけ, 

いぇとけすけ, おぇすけ こうこくって, さぇい-
ぉうさぇて, つっ くっ っ てっゅぇ さぇぉけすぇ, 

しこけきくは しう ょくっし こけぉっかっかうはす 
きなあ. 〉こかぇてっくうすっ きかぇょっあう 
こけょこ. ‶けこけゃ すってぇか し ぉぇくぇか-
くうは あうすっえしおう こさうきっさ いぇ しゃけは 
くっきしおう  こさけそっしけさ, おけえすけ しない-
ょぇゃぇ くはおけう けす くぇえ-けこぇしくうすっ 
ぉぇさせすう, くけ しぇき せきうさぇ いぇさぇょう 
こぇょぇくっ こけさぇょう... ぉっいけぉうょくけ 

こけょたかないゃぇくっ. 
¨す けぉせつっくうっすけ しう ゃ せつうかうとっ-

すけ ╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ こけきくう しなとけ 
たぇさういきぇすうつくうは こさっこけょぇゃぇすっか 
こけ けさなあっえくけ ょっかけ - おぇこうすぇく 
]なぉっゃ, おけえすけ くぇこせしおぇか さぇぉけ-
すぇすぇ しう ゃ ちったぇ, いぇ ょぇ けぉせつぇゃぇ 
こなさゃうすっ ゃうこせしおくうちう くぇ せつう-
かうとっすけ. 
〈さぇょうちうはすぇ - こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ 

けす けぉせつっくうっすけ, けしゃっく こけ しこっ-
ちうぇかくう こさっょきっすう, ょぇ っ ゅけょう-
くぇ, ゃ おけはすけ ょぇ しっ くぇすさせこぇす けし-
くけゃくう いくぇくうは こけ てかけしっさしすゃけ 
う ょさせゅう きぇてうくけしすさけうすっかくう 
せきっくうは, しっ こぇいう ょけ おさぇは くぇ 

しなとっしすゃせゃぇくっすけ くぇ ]‶〈〉 こけ 
きぇてうくけしすさけっくっ こさっい 2000 ゅけ-
ょうくぇ, おけゅぇすけ せつうかうとっすけ っ いぇ-
おさうすけ. ‶けくっ いぇしっゅぇ.
╉ぇすけ とさうた けす きうかうすっ しこけ-

きっくう けす けくっいう  ゃさっきっくぇ, こさっ-
おぇさぇかうはす 40 ゅけょうくう ゃ „┿さしっ-
くぇか” しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 
せつうかうとっすけ こさっい 1951 ゅけょうくぇ 
╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ, しぇ こかっはょぇすぇ 
いくぇきっくうすう しなせつっくうちう, けしすぇ-
ゃうかう すさぇえくぇ ょうさは ゃ しすけこぇく-
しおぇすぇ うしすけさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う くぇ しすさぇくぇすぇ. ╁ くぇつぇかけすけ しっ 
おさなとぇゃぇす し ょけしすけかっこくう こさは-
おけさう, くけしっとう けすかうつうすっかくう 

《╆】〉╅ぁ¨]¨ 』〈╊ 』╊...
しっゅぇ しっ こさぇゃう ぉういくっし. ]すぇゃぇす 
う しっ ういおぇいゃぇす, ゅけゃけさはす さぇい
くう くっとぇ, くぇ しかっょゃぇとうは ょっく 
ういかういぇ うくそけさきぇちうは おぇおゃけ 
こさうすっあぇゃぇす. ┿ たけさぇすぇ し っょくぇ 
こっくしうは しっ つせょはす おぇお ょぇ いぇ
おなさこはす. ‶さけしすけ しっゅぇ あうゃっっき 
ゃ くぇえ-すなあくうは こっさうけょ けす うし
すけさうはすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは.

- ╆ぇとけ ゃかぇしすすぇ こさけきっくは 
たけさぇすぇ? 
- ╆ぇとけすけ しぇ きぇかおう たけさぇ, 

すっいう, おけうすけ けすうゃぇす ゃ ゅけかは
きぇすぇ こけかうすうおぇ. 〈っ くっ しぇ ょけ
しすけえくう くうすけ いぇ こぇさうすっ しう, 
こさっこさぇくう う ういおぇさぇくう こけ 
しすさぇくくう こなすうとぇ. ╃け つけゃっおぇ 
っ ゃしうつおけ. 

- ‶さっょう ゅけょうくう こさぇゃったすっ 
しおっつけゃっ いぇ 〈けょけさ ╅うゃおけゃ. 
]っゅぇ こさぇゃうすっ いぇ くけゃうすっ 
ゃかぇしすゃぇとう. 〉ゃぇあぇゃぇすっ かう 
ゅう? 
- ╄しすっしすゃっくけ. ╋っく きっ おぇくはす 

ゃ さぇいくう きっょうう, ういぉうさぇき しう 

おなょっ ょぇ けすうょぇ, けぉぇつっ. ′ぇし
おけさけ ゃ っょくぇ すっかっゃういうは きっ 
こけこうすぇたぇ: おぇおゃけ きうしかうすっ いぇ 
くけゃけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ? ┿い うき 
けすゅけゃけさうた すぇおぇ: „〉ゃぇあぇゃぇき 
くけゃけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, いぇとけ
すけ すけ しう ょなさあう くぇ ょせきぇすぇ. 
¨とっ し こなさゃうは ょっく けす ゃしすな
こゃぇくっすけ しう ゃなゃ ゃかぇしす すっ けぉっ
とぇたぇ ょぇ こけきけゅくぇす くぇ ょっちぇすぇ 
う きぇえおうすっ. ╇ くうっ けとっ しなとうは 
ょっく さぇいぉさぇたきっ おけっ っ ょっすっ
すけ う おけは きぇえおぇすぇ, くぇ おけうすけ 
こけきぇゅぇす.  ‶さけしすけ きくけゅけ しきっ 
ょぇかっおけ, けす ゃしうつおけ しきっ きくけゅけ 
ょぇかっおけ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ. 

- ╉ぇおゃけ ╁う ょなさあう ゃなゃ ゃっょ
さぇ おけくょうちうは くぇ そけくぇ くぇ おぇ
いぇくぇ, ゃ おけえすけ しっ ょぇゃうき ゃしうつ
おう? 
 - [ぇぉけすぇすぇ. ‶せぉかうおぇすぇ. 》け

さぇすぇ, おけうすけ うょゃぇす くぇ きけうすっ 
しこっおすぇおかう. ¨くいう ょっく, くぇ こけ
さっょくけすけ きう こさっょしすぇゃかっくうっ, 
うょゃぇ っょうく ゅけしこけょうく う きう 
おぇいゃぇ: ”╆ぇ つぇし う こけかけゃうくぇ, 
【おせきぉぇ, きっ ういゃぇょう けす ょっ
こさっしうはすぇ. ╆ぇぉさぇゃうた いぇ すけおぇ, 
いぇ おさっょうすぇ, いぇ たかはぉぇ, いぇ 
ゃしうつおけ. ┿い しなとけ, ょけおぇすけ しなき 

くぇ しちっくぇすぇ, いぇぉさぇゃはき いぇ すっいう 
ぉうすけゃういきう. ╄, すけゃぇ きっ ょなさあう.  

- ╇きぇたすっ さけあょっく ょっく くぇし
おけさけ. ╉ぇおゃけ しう こけあっかぇ
たすっ? 
- ′ぇしおけさけ こさぇゃうた しけちうけ

かけゅうつっしおけ ういしかっょゃぇくっ う せし
すぇくけゃうた, つっ おけかおけすけ こけゃっつっ 
さけあょっくう ょくう うきぇ っょうく つけ
ゃっお, すけかおけゃぇ こけ-ょなかゅけ あう
ゃっっ.../しきっっ しっ/. 
〉しっとぇき, つっ し ゅけょうくうすっ しっ 

ゃょっすうくはゃぇき. 】っ ょけえょっ ょっく, 
ゃ おけえすけ とっ きうくぇ こけょ 18-ゅけ
ょうてくぇ ゃないさぇしす う きけあっ ょぇ きう 
ゃいっきぇす う かうつくぇすぇ おぇさすぇ. ‶け
あっかぇた しう ょぇ しなき いょさぇゃ. 

- ╇ しぇきけ  すけかおけゃぇ? 
-  ╃ぇ, ょけしすぇすなつくけ きう っ. 

 - 》けさぇすぇ うきぇす こけ-ゅけかっきう 
きっつすう, こかぇくけゃっ…
- ╄, きけうすっ しぇ すぇおうゃぇ... きぇかおう. 

- ╇ くうすけ っょくぇ ゅけかはきぇ? 
- ╄, うきぇき: ょぇ うゅさぇは しさっとせ 

╂さうてけ /╂さうゅけさ ╃うきうすさけゃ/ ゃ 
いぇかぇ „┿さきっっち”... ╇ ょぇ ゅけ ぉうは. 

- ′ぇ そうくぇかぇ ょぇえすっ しな
ゃっす: くぇ おぇおゃけ ょぇ しっ しきっっき 
けすすせお くぇすぇすなお, しかっょ おぇすけ 
しっゅぇ しっ しきっっき くぇ けぉせくぇつっ
くう う こけてかう くっとぇ? 
- ]ぇきけ くぇ しっぉっ しう. ╃させゅけ 

しきってくけ くはきぇ. ′け ょぇ くっ しっ 
くぇょしきうゃぇきっ. ┿ ょぇ しっ ゃいっきっき 
くぇしっさうけいくけ. ┿ おぇすけ しっ ゃいっ
きっき くぇしっさうけいくけ, とっ ゃいっきっき 
う しっさうけいくけ ょぇ さぇぉけすうき. ╇ くっ
とぇすぇ とっ しすぇくぇす. ╆ぇとけすけ ゃさっ
きっすけ っ くぇてっ, きぇおぇさ つっ くはおけう 
ゅけ こさけょぇょけたぇ. ‶けきくうすっ かう? 

- 〈なあくけ いぇゃなさてゃぇきっ. 
╊うこしゃぇ ゃっょさうくぇ, くはおぇお. 
‶けあっかぇえすっ くっとけ くぇ おぇ
いぇくかなつぇくう, くぇ ぉなかゅぇさうすっ. 
- ‶けあっかぇゃぇき いょさぇゃっ う おなし

きっす. ╁しはおけ ぉなかゅぇさしおけ しっきっえ
しすゃけ ょぇ うきぇ くぇえ-きぇかおけ すさう 
ょっちぇ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ っょくけすけ 
しっ けおぇあっ ゅっくうえ, ょさせゅうすっ ょゃっ 
すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす, いぇ ょぇ ゅけ 
ういたさぇくゃぇす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

しっ ぉけさう いぇ きはしすけすけ しう, しすうゅぇ ょぇ っ くぇ きはしすけすけ しう. 
╅うゃっっ こさっい しちっくぇすぇ う くぇ しちっくぇすぇ. 
]さっとぇ しなこさせゅぇすぇ しう ゃ ]けそうは, くぇしすけはと せくうゃっさしうすっすしおう こさっこけょぇゃぇ

すっか, こさっょう  こけゃっつっ けす 35 ゅけょうくう: くぇ っょうく しけそうえしおう きけしす, ぉかなしおぇえおう 
は し おけかっかけ ゃ けこうす ょぇ いぇけぉうおけかう しけそうえしおぇ ぉぇぉぇ.  
╊うつくけ こっすさうつおぇすぇ こさけさけつうちぇ ╁ぇくゅぇ きせ こさっょさうつぇ ゃこけしかっょしすゃうっ, つっ 

とっ あうゃっっ ょけぉさっ しなし ]けそうは, おけはすけ とっ ゅけ ゅかっょぇ ょけ ょなかぉけおう しすぇさうくう.

¨す しさっとぇすぇ し けぉっかっくうすっ 
おけかっくっ こけ-おなしくけ しっ さぇあょぇす 
ょゃぇきぇ こけさぇしくぇかう ゃっつっ しうくけ
ゃっ. 
‶なさゃうは しう そうかき 【おせきぉぇ

すぇ こさぇゃう こさっい 1981 ゅけょうくぇ, 
しかっょゃぇく けす ょせいうくぇ たせきけさうし
すうつくう こさっょぇゃぇくうは. 
╇いゃっしすっく てけせきっく う こけかう

ゅかけす, おけえすけ う ょけ ょくっし うゅさぇっ 
しこっおすぇおかうすっ しう くぇ 4 っいうおぇ - 
させしおう, くっきしおう, ぇくゅかうえしおう う 
そさっくしおう. 
╉けゅぇすけ くっ うゅさぇっ, こさっょこけ

つうすぇ ょぇ っ くぇ おけさすぇ - いぇこぇかっく 
すっくうしうしす, くぇ おけゅけすけ きせ っ いぇぉ
さぇくっくけ ょぇ さぇいおぇいゃぇ ゃうちけゃっ 
くぇ おけさすぇ, いぇとけすけ さぇいしきうゃぇ う 
さぇいしっえゃぇ うゅさぇつうすっ.  
]さっょ きぇかおけすけ きせ くっこけいくぇすう 

しすさぇくう っ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくけしす
すぇ きせ  おなき ういけしすぇゃっくう ょっちぇ.
‶けしかっょくうはす きけくけしこっお

すぇおなか, し おけえすけ 【おせきぉぇすぇ 
けぉうおぇかは しすさぇくぇすぇ, っ „ ╊せょぇ 
きけょぇ”- くっゅけゃ こさけつうす くぇ ぇお
すせぇかくうすっ おかうてっすぇ くぇ ょっくは. 
]きってくけ-すなあっく さぇいきうしなか いぇ 
ょなかぉけおぇすぇ こけてかけしす, ゃ おけは
すけ すなくっき おぇすけ けぉとっしすゃけ う 
いぇ こさけしすけすうはすぇ, くぇ おけはすけ しっ 
さぇょゃぇきっ, しぇきけいぇかうゃぇえおう しっ. 

すったくう ぉっかっいう, ょさせゅう - くぇ „すっ-
さうすけさうぇかっく” こさうくちうこ. „‶けしかっ 
しすぇくぇたきっ ゅけかっきう たけさぇ”, おぇいゃぇ 
ょくっし てっゅけゃうすけ ╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ 
- ]かうゃくぇかうはすぇ.   ╄ょうく けす きくけ-
ゅけすけ ╇ゃぇくけゃちう けす こなさゃうすっ すさう 
ゃうこせしおぇ くぇ せつうかうとっすけ. ¨し-
ゃっく くっゅけ, すせお いくぇくうは う すさせょけゃ 
しすぇあ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ さっょはす:  
こけおけえくうはす ゃっつっ ╇ゃぇく ╈けさょぇ-
くけゃ - ╁ぇさくぇすぇ, こけかおけゃくうおなす 
けす ╂さぇくうつくう ゃけえしおう - ╇ゃぇく 
]すぇくつっゃ, ╇ゃぇく [せしっくっちぇ, ╇ゃぇく 
╂うゅっくっちぇ けす しっかけ ╂うゅっく, ╇ゃぇく 
]うかうしすさっくっちなす, ╇ゃぇく ╉けょあぇ-
きぇくけゃ - しなとけ ]かうゃくぇかうはすぇ, 
〈っくぬけ ╁ぇかっくちうはすぇ う ょさせゅう. 
]さっょ しかぇゃくうすっ ゃないこうすぇくうちう 

くぇ こなさゃうすっ すさう ゃうこせしおぇ くぇ ╁け-
っくくけすけ いぇゃけょしおけ せつうかうとっ しぇ: 

1-ゃう ゃうこせしお: 

‶ぇくけ ╉けいぇさけゃ う ]ぇてけ ╃うきう-
すさけゃ, ょけしすうゅくぇかう ょけ さぇくゅ いぇ-
きっしすくうお-ょうさっおすけさう くぇ „┿さしっ-
くぇか” くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ.
 

2-さう ゃうこせしお: 

′うおけかぇえ ╂ぬけおけゃ - ぉうゃて ょう-
さっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 4;
╉けかぬけ 【ぇたけゃ, つけゃっおなす けす 

おけゅけすけ くぇしすけはとうはす ういこなかくう-
すっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
くぇせつぇゃぇ きくけゅけ;
╇ゃぇく ]すぇくつっゃ - こけかおけゃくうお けす 

╂さぇくうつくう ゃけえしおう; 
╇ゃぇく ′っょはかおけゃ - ゅかぇゃっく きっ-

たぇくうお くぇ ╆ぇゃけょ 2, ゃっつっ こけおけえ-
くうお; 
╇ゃぇく ]こうさけゃ - かっはさ けす しっかけ 

[けいけゃけ, しなとけ こけおけえくうお.
 
3-すう ゃうこせしお:

╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ - 20 ゅけょうくう 
おけくしすさせおすけさ ゃ いぇゃけょ 5, ぇ ゃこけ-
しかっょしすゃうっ う こぇさすうっく しっおさっすぇさ 
くぇ 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは;
╀けゅょぇく ╉けかっゃ - しすさせゅぇさ, うい-

ょうゅくぇか しっ ょけ いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょ 1 う ょうさっおすけさ くぇ いぇゃけょ 7 
う ╆ぇゃけょ 2;
 
┿すぇくぇし ′うおけかけゃ -  ぉうゃて くぇ-

つぇかくうお ちった „こなかくうすっか くぇ ╉ぇ-
かぇてくうおけゃ” 

┿くゅっか ╆ぇたぇさうっゃ - ゅか. きっすぇ-
かせさゅ
′うおけかぇえ ╉けかっゃ - くぇつぇかくうお 

╆ぇゃけょ 3

╇  けとっ きくけゅけ ょさせゅう,  いぇ おけう-
すけ しっ くぇょはゃぇきっ ょぇ さぇいおぇあっき し 
こけきけとすぇ くぇ ゃしうつおう, いぇ おけうすけ 
うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” っ っょくぇ 
けす あうすっえしおうすっ うき おぇせいう. ╇, 
さぇいぉうさぇ しっ, し こけきけとすぇ くぇ ゃっ-
すっさぇくうすっ けす ゃうこせしお  ┶┶┶-すう  くぇ 
╁けっくくけすけ いぇゃけょしおけ せつうかうとっ, 
おけうすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ くぇ 23-すう 
きぇえ ゃ 18 つぇしぇ しう ょぇゃぇす しさっとぇ 
ゃ こぇさお [けいぇさうせき. ′っ しぇきけ, いぇ 
ょぇ しっ こさっぉさけはす. ┿ いぇ ょぇ けこぇいはす 
う しなたさぇくはす ゃ しなさちぇすぇ しう あうゃう 
しこけきっくう. 
╆ぇ っょくう けとっ こけ-あうゃう ゅけょう-

くう. 
╉けうすけ うしすけさうはすぇ いぇょなかあう-

すっかくけ しかっょゃぇ ょぇ こけきくう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╀っか. ぇ. - ]さっとぇ し ╇ゃぇく 
╋ぇさうくけゃ - „ゃうくけゃくうおなす” 
いぇ すぇいう こぇきっす, けつぇおゃぇえすっ ゃ 
しかっょゃぇと ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”.

Част от 3-я випуск на 

Заводското училище

(Иван Маринов в средата)

Другарска среща след години
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′ぇ こけしかっょくけすけ しう いぇしっょぇくうっ ¨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 つぇしすうつくけ うい-
きっくっくうっ くぇ ょっえしすゃぇとうは ¨ぉと  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. ╃け 
くっゅけ しっ しすうゅぇ しかっょ こけさっょうちぇ けす けこうすう くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけ-
さうはすぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす ゃ こさっょうてくうは きぇくょぇす くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす - 
2008-2011, おけはすけ くぇしすけはゃぇ いぇ すけゃぇ, すなえ おぇすけ せしかけゃうはすぇ くぇ さぇいゃうすうっ くぇ ゅさぇょぇ 
う けぉとうくぇすぇ ゅけ くぇかぇゅぇす. ╁ こさっょうてくうは きぇくょぇす つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ すぇおぇ う くっ 
っ くぇこさぇゃっくけ. ] こけきけとすぇ くぇ おきっすしおぇすぇ  ぇょきうくうしすさぇちうは すけゅぇゃぇ しっ しすうゅぇ しぇきけ ょけ 
ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ いぇょぇくうっ くぇ つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶, くけ すけ すぇおぇ う くっ しっ 
ゃくぇしは くぇ しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, いぇ ょぇ ぉなょっ さぇいゅかっょぇくけ う こさうっすけ. ‶け すけいう 
くぇつうく くっ しっ しすうゅぇ う しかっょゃぇとうは っすぇこ くぇ ゃないかぇゅぇくっ くぇ つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ 
¨〉‶. ]なけすゃっすくけ - くっ しっ しすうゅぇ う ょけ こさけっおすうさぇくっ. 
╃っえしすゃぇとうはす ¨ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけえすけ しっゅぇ ぉってっ つぇしすうつくけ 

ういきっくっく, っ けす 1990-すぇ, ぇおすせぇかういうさぇく っ こさっい 2003-すぇ.
¨とっ ゃ こなさゃうすっ ょくう けす うょゃぇくっすけ くぇ くけゃうは おきっす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こさっい 2011 ゅけ-

ょうくぇ う くけゃうは ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす ╇ゃっかうく ′っょはかおけゃ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ こけ 
ょけゃなさてゃぇくっ くぇ くっとぇすぇ - けおけくつぇすっかくけ ょぇ ぉなょっ いぇゃなさてっくけ いぇょぇくうっすけ いぇ つぇしすうつ-
くけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶. ]かっょ くっゅけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ, おけはすけ しっ こさうっきぇ くぇ しっしうは, しっ 
ゃないかぇゅぇ う しぇきけすけ ういこなかくっくうっ いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ, おけっすけ しっ 
こさぇゃう けす ]ょさせあっくうっ „]っゃす 2012“. ]かっょ ゃくぇしはくっすけ くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす, すけ ぉってっ こさうっすけ くぇ 30-すう しっこすっきゃさう.
╆ぇ いくぇつっくうっすけ くぇ つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う 

ちはかぇすぇ けぉとうくぇ さぇいゅけゃぇさはきっ し 『ゃっすぇく 【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけ-
っおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ“ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさ-
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす う こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ 
せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ, うくそさぇしすさせおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす ゃ ̈ ぉとうく-
しおうは しなゃっす. ╉ぇすけ こさっょしっょぇすっか くぇ おけきうしうはすぇ ゃ すけいう きぇくょぇす う ゃ こさっょうてくうは, 『ゃっすぇく 
【うおけゃ っ っょうく けす くぇえ-ぇおすうゃくうすっ せつぇしすくうちう ゃ こさけちっしぇ くぇ こさけおぇさゃぇくっすけ くぇ ゃっつっ 
こさうっすけすけ つぇしすうつくけ 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.

ぁ╅』【¨ぁ〉《【《 ̈ ′〈╊〉╊〉¨╊ 〉╅ 《】》 ╊ ′╅[《〉

╉けすけてひち 〉かおかしねかう 【とおきあちそう - ぃさとすいあてあ:

《╆】〉╅ぁ¨]¨ 』〈╊ 』╊. ╆ぇ]╈╅『¨〉ぇ【 』╊
』〈╊╊ 〉╅ ╇』╊ 》《-》『《』【╅ぃ[¨ 〉╊ぅ╅

╋けうかかす う せあこ-てひきせけみ たかちけそお そて けつてそちけみてあ せあ ╆ひしえあちけみ, さあくうあ さそすけさひて, といかおかせ, ねか はか おそこおか うちかすか, う さそかてそ いひしえあちけせひて はか つか つすかか せあ けつてけせつさけ つすかのせけ せかはあ.

- ¨すおなょっ うょゃぇ こさはおけさなす 
╁う - 【おせきぉぇすぇ? 
- ┿い しなき けす ‶うさうくしおうは おさぇえ. 

〈ぇき すぇおぇ くぇさうつぇす ゅっさょぇくぇ くぇ 
しうかくぇすぇ さぇおうは – 64-ゅさぇょせしけ
ゃぇすぇ. 〈は けぉさぇいせゃぇ しうくょあうさ. 
〈けゃぇ こさぇゃう す. くぇさ. しっさす さぇ
おうは, しうかくぇすぇ さぇおうは. ′ぇ すけいう 
ゅっさょぇく ゃ くぇてうは おさぇえ おぇいゃぇす 
ておせきぉぇ. ╀ぇとぇ きう, ′っょっかつけ, 
ぉってっ う そせすぉけかうしす, うきぇてっ  
すさせょっく, しっさす, きぇかおけ かのす たぇ
さぇおすっさ う ゅけ おさなしすうかう くぇ ゅっさ
ょぇくぇ くぇ すぇいう しうかくぇ さぇおうは. ╇ 
けすすぇき. 〈けえ - 【おせきぉぇすぇ, こけしかっ 
ぇい くぇしかっょうた すけいう こさはおけさ. ╇ 
すぇおぇ ょけ ょくっし. ′けしは しう ゅけ. 

- ┿ ╁うっ すぇおなゃ かう しすっ ゃ あう

ゃけすぇ - しっさす? ] かのす たぇさぇおすっさ.
- ┿, くっ. ╋くけゅけ さはょおけ. ′け すっあ

おけ う ゅけさおけ くぇ すっいう, おけうすけ きっ 
ょけおぇさぇす うかう こけこぇょくぇす くぇ きっく, 
おけゅぇすけ しなき ゃ すぇおけゃぇ しなしすけは
くうっ うかう くっ ょぇえ しう, ╀けあっ, きっ 
ょけおぇさぇす ょけ すぇおけゃぇ しなしすけはくうっ.  

- ‶けしかっょくうはす ╁う しこっおすぇ
おなか しっ くぇさうつぇ „╊せょぇ きけょぇ”. 
╆ぇとけ? 
- ╆ぇとけすけ あうゃっっき すぇおぇ, かせょけ. 

╊せょけしすすぇ こけょ ゃしはおぇおゃぇ そけさ
きぇ っ きけょくぇ. ′っ しないくぇゃぇきっ ゃ 
おぇおゃう かせょう う ぇぉしせさょくう ゃさっ
きっくぇ あうゃっっき, おぇおゃう ゅかせこけし
すう う こさけしすぇとうくう けしきうしかはす 
ゅけかはきぇ つぇしす けす あうゃけすぇ くう, 
おなしぇす くっさゃうすっ くう. ‶さうっきぇきっ 

すぇいう かせょけしす いぇ くけさきぇかくぇ, いぇ 
くけさきぇ う きはさおぇ. ╁うあすっ おぇおゃけ 
しすぇゃぇ くぇけおけかけ!

- 》けさぇすぇ ゃ いぇかぇすぇ, けぉぇつっ, 
きくけゅけ しっ しきっはす. ′ぇ しきっ
ておうすっ ゃ しこっおすぇおなかぇ うかう 
くぇ けしないくぇゃぇくっすけ くぇ すなあ
くけ-しきってくけすけ, いぇ おけっすけ こけ 
ゃっょなさ う しきってっく くぇつうく ゅけ
ゃけさうすっ ゃ „╊せょぇ きけょぇ”? 
- ′ぇ けしないくぇすぇすぇ ぇぉしせさょ

くけしす, ゃ おけはすけ あうゃっっき. ′ぇ 
あっしすけおけしすすぇ, ゃ おけはすけ しきっ しっ 
こけすけこうかう. ′ぇ すっいう, おけうすけ せあ 
しきっ ょっかっゅうさぇかう ょぇ さぇぉけすはす 
いぇ こけ-ょけぉさうは くう  あうゃけす, こけ 
こさうくちうこ. ′ぇ ゅかせこけしすうすっ, おけう
すけ ゃなさてぇす. ] くぇょっあょぇすぇ, つっ, 

おぇすけ ゅけ ゃうょはす こけ しきってくうは くぇ
つうく, とっ しっ おけさうゅうさぇす. 

- ‶さけきっくうたぇ かう しっ しきっ
ておうすっ, くぇ おけうすけ しっ しきっっき?  
- ╃ぇ, こさけきっくうたぇ しっ, きくけゅけ. 

╇ すけ ゃ けすさうちぇすっかくぇ こけしけおぇ. 
╀なかゅぇさうくなす しっ しきっっ くぇ ゃしっ こけ
ゃっつっ こさけしすぇておう くっとぇ. ′はきぇ う 
こけきっく けす けくけゃぇ ゃっょさけ つせゃしすゃけ 
いぇ たせきけさ, おけっすけ くう っ おさっこう
かけ: ょぇ しっ しぇきけうさけくういうさぇきっ, 
ょぇ しっ くぇょしきっっき くぇょ しっぉっ しう, 
くぇょ くぇてう ょさっぉくう こけさけちう.  
′っ うしおぇき ょぇ けぉうあょぇき  くはおけう 
おけかっゅう, おけうすけ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し さぇいかうつくう てけせ こさけゅさぇきう ゃ 
さぇいかうつくう そけさきぇすう う すっかっゃう
いうう, くけ しぇきうはす ぇい くっ きけゅぇ ょぇ 

ういょなさあぇき くっとけ, おけっすけ ょっちぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういょなさあぇす ょけ 12 ゃっ
つっさすぇ. ‶さうきっさくけ てけせ, ゃ おけっ
すけ  „しきってくけすけ” っ けす さけょぇ くぇ: 
あっくうすっ, こさっけぉかっつっくう おぇすけ 
きなあっ, きなあっすっ おぇすけ すさぇゃっしすう
すう う ょさせゅう すぇおうゃぇ とせさけすうう.

-… くけ こなかくはす いぇかう すぇおう
ゃぇ しきっておう...
- ╃ぇ しぇ あうゃう う いょさぇゃう すっいう 

しきっておう, くけ, ぇおけ すけゃぇ くう っ ぉな
ょっとっすけ... 〈なあくけ! ╄ょくけ ょっすっ, 
おぇすけ こけさぇしくっ, くっ ぉう すさはぉゃぇかけ, 
しこけさっょ きっく, ょぇ しう きうしかう, つっ 
すけゃぇ っ っしすっしすゃっくけ う しきってくけ, 
たうす う すけえ ょぇ しっ こけおぇあっ. 
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- ╂けしこけょうく 【うおけゃ,  し おぇお-
ゃけ つぇしすうつくけすけ 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 ╉ぇいぇくかなお, こさうっすけ 
くぇ しっこすっきゃさうえしおぇすぇ  しっ-
しうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
っ  ゃぇあくけ いぇ ゅさぇょぇ?

- ╁ぇあくけすけ ゃ ょっえしすゃうはすぇ こけ 
せしおけさはゃぇくっすけ くぇ さぇいさぇぉけすおぇ-
すぇ くぇ つぇしすうつくけすけ 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 し ゃおかのつゃぇ-
くっ くぇ つぇしすう けす いっきかうとっすけ くぇ 
ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお /ういたけょうすっ おなき 
ゅさぇょ ]けそうは, はいけゃうさ ╉けこさうく-
おぇ, ゅさぇょ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゅさぇょ 
【うこおぇ, しっかけ ╄くうくぇ, しっかけ ╀せ-
いけゃゅさぇょ う おゃぇさすぇか “╋うくっさぇか-
くう ぉぇくう”/ しっ しなしすけう ゃ すけゃぇ, つっ 
しかっょ ゃかういぇくっ ゃ しうかぇ くぇ ╆ぇおけ-
くぇ いぇ ういきっくっくうっ う ょけこなかくっ-
くうっ くぇ ╆〉〈/╃なさあぇゃっく ゃっしす-
くうお ぉさ. 82 けす 2012 ゅけょうくぇ/しっ 
こけしすぇゃうたぇ くけゃう, しなとっしすゃっくう 
ういうしおゃぇくうは おなき せしすさけえしすゃけすけ 
くぇ けすょっかくうすっ ゃうょけゃっ すっさう-
すけさうう う いくぇつうすっかくけ しっ けゅさぇ-
くうつぇゃぇす うくゃっしすうちうけくくうすっ 
くぇきっさっくうは くぇ そういうつっしおう う 
のさうょうつっしおう かうちぇ こさう かうこしぇ 
くぇ ょっえしすゃぇと ¨〉‶ くぇ ゅさぇょぇ. 
』ぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ 

¨〉‶ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお しないょぇ-
ゃぇ ぉかぇゅけこさうはすくう せしかけゃうは いぇ 
うくゃっしすうちうけくくけ こさけっおすうさぇくっ 
う しすさけうすっかしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
〈ぇおぇ し くけゃけすけ ういきっくっくうっ ̈ 〉‶  
ょけこさうくぇしは いぇ こけ-っそっおすうゃくけ 
こかぇくうさぇくっ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ すっ-
さうすけさうは, こさうかぇゅぇとけ うくすっゅさう-
さぇく こけょたけょ いぇ せしすけえつうゃけ さぇい-
ゃうすうっ ゃ こっさしこっおすうゃぇ. ╋くけゅけ 
ゃぇあくけ せしかけゃうっ しなとけ っ, つっ 
くぇかうつうっすけ くぇ ぇおすせぇかっく ¨ぉと 
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 っ こさっょこけしすぇゃおぇ いぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ う こけかせつぇゃぇ-
くっ くぇ そうくぇくしうさぇくっ こけ かうくうは 
くぇ けこっさぇすうゃくうすっ こさけゅさぇきう 
くぇ っゃさけこっえしおうすっ しすさせおすせさくう 
そけくょけゃっ.

- ╋けあっ かう ょぇ しっ すゃなさょう 
すけゅぇゃぇ, つっ たぇけすうつくけすけ いぇ-
しすさけはゃぇくっ くぇ きっしすぇ ゃ ゅさぇ-
ょぇ う おさぇえ くっゅけ っ さっいせかすぇす 
うきっくくけ けす かうこしぇすぇ くぇ すぇ-
おけゃぇ つぇしすうつくけ 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 ょけ きけきっくすぇ?
- ╃けおけかおけすけ おぇしぇっ たぇけすうつ-

くけすけ しすさけうすっかしすゃけ くぇ ゃたけょくけ-
ういたけょくうすっ つぇしすう くぇ ゅさぇょ ╉ぇ-
いぇくかなお, すけゃぇ っ すぇおぇ. ╆ぇとけすけ 
ょけ きけきっくすぇ くはきぇてっ おぇお ょぇ しっ 
けすおぇあっ すぇおけゃぇ しすさけうすっかしすゃけ. 
′はきぇてっ いぇおけくけゃけ けしくけゃぇくうっ 
いぇ けすおぇい けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉとう-
くぇすぇ, すぇおぇ, つっ ょぇ くっ ぉなょっ 
さっぇかういうさぇくけ うしおぇくけすけ けす 
さぇいかうつくう かうちぇ すはたくけ うくゃっし-
すうちうけくくけ くぇきっさっくうっ. ╁しっおう 
けすおぇい けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
こさう ゃかういぇくっすけ ゃ しなょぇ とってっ 
ょぇ ぉなょっ いぇゅせぉっくけ ょっかけ. ‶さう 
かうこしぇ くぇ ¨〉‶ う さってぇゃぇくっすけ 
くぇ こぇさつっ くぇ うくゃっしすうちうけく-

くうすっ くぇきっさっくうは くぇ そうさきう う 
ゅさぇあょぇくう くぇ こさうくちうこぇ “くぇ 
こぇさつっ” ゃしうつおけ しっ さってぇゃぇ し 
こけょさけぉくう せしすさけえしすゃっくう こかぇ-
くけゃっ, ぉっい くぇかうつうっすけ くぇ ¨ぉと 
せしすさけえしすゃっく こかぇく う すけゃぇ ゃけょう 
ょけ しなつっすぇゃぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう 

こさけういゃけょしすゃぇ う ょっえくけしすう ゃ 
っょくぇ すっさうすけさうは. ′ぇ すけゃぇ ゃっつっ 
しすぇくぇたきっ しゃうょっすっかう こさっい ゅけ-
ょうくうすっ. ′ぇえ-おさっとはとうはす しかせ-
つぇえ っ こけ こなすは いぇ ¨ゃけとくうお - ゃ 
さぇえけくぇ くぇ かっすうとっすけ, おなょっすけ 
ゃっつっ うきぇ ういゅさぇょっくけ っょくけ きぇか-
おけ こさっょこうさはすうっ ゃ すっさうすけさうは, 

おけはすけ しっゅぇ, し つぇしすうつくけすけ うい-
きっくっくうっ, おけっすけ こさうったきっ くぇ 
30-すう しっこすっきゃさう, っ ういちはかけ 
けすさっょっくぇ いぇ さっおさっぇちうけくくう 
しこぇ  う ょさせゅう こさうょさせあぇゃぇとう 
ょっえくけしすう. 《うさきぇすぇ ぇぉしけかのす-
くけ いぇおけくくけ っ こけしすさけうかぇ いぇゃけ-
ょぇ, いぇとけすけ ょけしっゅぇ くっ っ うきぇ-
かけ すけつくけ さっゅかぇきっくすうさぇくっ くぇ 
そせくおちうけくぇかくけすけ こさっょくぇいくぇ-
つっくうっ くぇ すっさうすけさうはすぇ, ゃなさたせ 
おけはすけ しすさけう. 〈けゃぇ っ ょけおぇいぇくけ 
こけ しなょっぉっく こなす. ]かぇゃぇ ╀けゅせ, 
つっ こさけういゃけょしすゃけすけ くっ っ しゃなさ-
いぇくけ しなし いぇきなさしはゃぇくっ! 〈ぇおうゃぇ 
しかせつぇう くぇ たぇけすうつくけ いぇしすさけ-

はゃぇくっ ゃ すっいう すっさうすけさうう, おけう-
すけ しぇ こさっょきっす くぇ つぇしすうつくけすけ 
ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, ゃっつっ くっ きけあっ ょぇ うきぇ. 

- ╉ぇお こけ-おけくおさっすくけ しっ 
さっゅかぇきっくすうさぇす こけしけつっくう-

すっ ゃ つぇしすうつくけすけ ういきっくっ-
くうっ すっさうすけさうう こけ いけくう? 
- ╉ぇおゃけ ゃおかのつゃぇす けしくけゃくう-

すっ こさけきっくう し すけゃぇ 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 ╉ぇいぇくかなお? ′ぇ こなさゃけ 
きはしすけ, すけいう こかぇく けすさぇいはゃぇ 
ぇおすせぇかくぇすぇ ゅさぇくうちぇ くぇ くぇ-

しっかっくけすけ きはしすけ - ゅさぇょ ╉ぇいぇく-
かなお, さぇいてうさっくうっ くぇ しっゃっさ う 
ゃおかのつゃぇくっ くぇ “╋うくっさぇかくう 
ぉぇくう”. 〈けゃぇ っ くけゃぇすぇ ぇおすせぇか-
くぇ ゅさぇくうちぇ, おけはすけ せすけつくうたきっ 
し すけゃぇ つぇしすうつくけ ういきっくっくうっ. 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ - ゃっつっ っ こさっ-
ちういうさぇくけ そせくおちうけくぇかくけすけ 
こさっょくぇいくぇつっくうっ くぇ すっさうすけ-
さううすっ, し おけっすけ いぇょなかあうすっかくけ 
うくゃっしすうすけさうすっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しなけぉさぇいはゃぇす. 〉すけつくっく っ う すっ-
さうすけさうぇかくうはす けぉたゃぇす くぇ しな-
けすゃっすくうすっ すっさっくう ゃ さぇきおうすっ 
くぇ ゅさぇょぇ ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し ぇお-
すせぇかくけすけ うき しなしすけはくうっ: ちっく-

すさぇかくぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす う ょさせゅう 
おゃぇさすぇかう, ′ぇちうけくぇかっく こぇさお 
くぇ さけいぇすぇ, しっゃっさけいぇこぇょくぇすぇ 
つぇしす くぇ こぇさお „[けいぇさうせき”. 〈ぇき, 
おなょっすけ ぉってっ ぇょきうくうしすさぇすうゃ-
くぇすぇ つぇしす う おなょっすけ ぉっ すっさうすけ-
さうは くぇ “′っかしっく っおけ” う “╉なか-

ゃぇつぇ”, ゃっつっ うきぇ しなけすゃっすくけすけ 
こさっょくぇいくぇつっくうっ. ╃けおけかおけ-
すけ いくぇき, すは しっゅぇ しっ こさけょぇゃぇ 
けす ′┿‶, くけ っ ゃぇあくけ, つっ すぇいう 
つぇしす くぇ こぇさお „[けいぇさうせき” ゃっつっ 
うきぇ しすぇすせす. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ 
ゃしっおう くっ きけあっ ょぇ こさぇゃう すぇき 
おぇおゃけすけ しう うしおぇ, ぇ すさはぉゃぇ ょぇ 

しっ しなけぉさぇいはゃぇ し くけゃけすけ  つぇし-
すうつくけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶. 
╃させゅぇ すっさうすけさうは, おけはすけ こけ-

かせつぇゃぇ しすぇすせす しっゅぇ, っ つぇしす けす 
ゅさぇょうくおぇすぇ くぇ “╇しおさぇ”. ╁っつっ 
っ ういはしくっくけ すぇき おぇおゃけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ こさっょくぇいくぇつっくうっすけ 
くぇ すぇいう すっさうすけさうは. ]なとけすけ しっ 
けすくぇしは, くぇこさうきっさ, う いぇ つぇしす 
けす きっしすくけしすすぇ “]すぇさうすっ かけいは”.
′ぇ すさっすけ きはしすけ - すっさうすけさうう-

すっ, こさうくぇょかっあぇとう くぇ ゃたけょ-
くけ-ういたけょくうすっ すさぇくしこけさすくけ-
おけきせくうおぇちうけくくう ぇさすっさうう くぇ 
ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお しっ せしすさけえゃぇす 
こさっょうきくけ おぇすけ しきっしっくう きくけ-

ゅけそせくおちうけくぇかくう いけくう. ′ぇ 
つっすゃなさすけ きはしすけ - つぇしすうつくけすけ 
ういきっくっくうっ おぇしぇっ きっしすくけしすすぇ 
“┿ぉぇはすぇ”, おなょっすけ しぇ ういゃけさうすっ 
くぇ そぇぉさうおぇ “╀なかゅぇさうは”, しっ-
ゃっさくけ けす “》うょさぇゃかうおぇ”. ╋っしす-
くけしすすぇ “┿ぉぇはすぇ” - すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ういすけお けす “》うょさぇゃかうおぇ” う 
くぇ しっゃっさ けす “]っゃっさくう おゃぇさ-
すぇかう”, しっ こさっょゃうあょぇ ょぇ ぉなょっ 
いけくぇ いぇ きぇかおけっすぇあくけ あうかうと-
くけ いぇしすさけはゃぇくっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ 
すぇおぇ しっ こさけょなかあぇゃぇ しすぇすせすなす 
くぇ しっゃっさくうすっ おゃぇさすぇかう しなし 
しすぇすせす ょけ ょゃぇ っすぇあぇ う こさっょう 
ゃしうつおけ, いぇ あうかうとくけ いぇしすさけ-
はゃぇくっ. 
¨しゃっく すけゃぇ, すっさうすけさううすっ くぇ 

いぇこぇょ けす かっしけこぇさお “〈のかぉっすけ” 
う くぇ ういすけお けす こなすは いぇ しっかけ 
╄くうくぇ しっ せしすさけえゃぇす こさっょうきくけ 
おぇすけ いけくう いぇ しこけさす, ぇすさぇおちうう 
う ょけこなかゃぇとう う けぉしかせあゃぇとう 
ょっえくけしすう. 〈けゃぇ っ すっさうすけさうは-
すぇ きっあょせ こなすは おなき ╄くうくぇ う 
こけ こなすは, おけえすけ きうくぇゃぇ おさぇえ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは う 
こさけょなかあぇゃぇ くぇゅけさっ こけ いぇこぇょ-
くぇすぇ ゅさぇくうちぇ くぇ „〈のかぉっすけ”.
』ぇしす けす きっしすくけしすすぇ “]すぇさうすっ 

かけいは” - きっあょせ せかうちぇ “╉ぇこうすぇく 
‶っすおけ ゃけえゃけょぇ” う かっしけこぇさお 
“〈のかぉっすけ”, おなょっすけ っ けょけぉさっく 
ゃっつっ おぇょぇしすさぇかくうはす こかぇく, しっ 
こさっょゃうあょぇ ょぇ ぉなょっ いけくぇ いぇ 
あうかうとくけ いぇしすさけはゃぇくっ  し きぇか-
おぇ ゃうしけつうくぇ う こかなすくけしす くぇ 
いぇしすさけはゃぇくっ う いぇくうあっくう こけ-
おぇいぇすっかう. 
′ぇ しかっょゃぇとけ きはしすけ - すっさう-

すけさううすっ ゃ ういすけつくぇすぇ /しっゃっさけ-
ういすけつくぇすぇ つぇしす くぇ ゅさぇょぇ/ - くぇ 
ういすけお けす せかうちぇ “╉ぇこうすぇく ‶っす-
おけ ゃけえゃけょぇ”, しっ こさっょゃうあょぇ ょぇ 
ぉなょぇす せしすさけっくう おぇすけ さっおさっ-
ぇちうけくくぇ いけくぇ いぇ ゃうかっく  けすょうた. 
〈けゃぇ っ くぇ しっゃっさ けす ╇いすけつくけすけ 
さぇいてうさっくうっ, おなょっすけ しぇ  ゃしうつ-
おう すっいう  かけいは. 〈っ こけこぇょぇす ゃ 
いけくぇすぇ, おけはすけ しっ こさっょゃうあょぇ 
いぇ ゃうかっく けすょうた - ゃないしすぇくけゃう-
すっかくぇ いけくぇ. 
〈っさうすけさうはすぇ くぇ おゃぇさすぇか 

“╋うくっさぇかくう ぉぇくう”, おぇおすけ う 
すっさっくうすっ くぇ いぇこぇょ う しっゃっさけ-
いぇこぇょ けす かっすうとっすけ, しっ せしすさけえ-
ゃぇす おぇすけ さっおさっぇちうけくくう いけくう 
いぇ おせさけさす う ょけこなかゃぇとう ゅう 
ょっえくけしすう. 
‶けしかっょくぇすぇ こさけきはくぇ, いぇ 

おけはすけ しすぇゃぇ ょせきぇ ゃ こさうっすけすけ 
つぇしすうつくけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういゃなさてっくけ くぇ 
しっしうはすぇ ゃ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう, 
っ さぇいてうさっくうっすけ くぇ ゅさけぉうと-
くうは こぇさお, おけっすけ しっ こさぇゃう ゃ 
くけゃけすけ つぇしすうつくけ ういきっくっくうっ, 
ゃ こけしけおぇ いぇこぇょ う のゅけいぇこぇょ.
┿おけ すさはぉゃぇ し ょゃっ ょせきう ょぇ 

おぇあっき おぇおゃぇ っ こけかいぇすぇ けす 
つぇしすうつくけすけ 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 ╉ぇ-
いぇくかなお いぇ ゃういうはすぇ くぇ ゅさぇょぇ 
う けおけかくけしすうすっ, おぇおゃけ ぉうたきっ 
こけょつっさすぇかう?
- 』ぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ 

¨〉‶ っ いぇおけく. 〈ぇおぇ ╉ぇいぇくかなお 
とっ しっ さぇいゃうゃぇ こけ いぇおけくけしな-
けぉさぇいっく くぇつうく, ぉっい ぉっいけぉ-
さぇいうは, くぇ おぇおゃうすけ, いぇ しなあぇ-
かっくうっ, ゃっつっ しきっ しゃうょっすっかう ゃ 
ういすけつくぇ う いぇこぇょくぇ こけしけおぇ こさう 
ういたけょうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ 
う こけ こなすは いぇ ╄くうくぇ. ′け ゃっつっ 
いぇょなかあっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ っ 
ょぇ くぇこさぇゃう こさけゅさぇきぇ こけ こけ-
っすぇこくけすけ こさうかぇゅぇくっ くぇ すけいう 
¨〉‶, おぇおすけ う しなけすゃっすくけ - いぇ-
ょなかあっくうっ くぇ くっえくぇすぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは っ ょぇ しっ しこぇいゃぇ すぇいう 
こさけゅさぇきぇ.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ  

をうかてあせ ぃけさそう:

26-【¨ 』〈╊ 》《 〈ぇ『′╊]...
‶さうぉかういうすっかくけ けおけかけ 145 000 しぇ ぉうかう きなあっすっ う 

125 000 - あっくうすっ, おけうすけ しぇ ぉうかう くぇ さぇいこけかけあっくうっ 
くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ せ くぇし, くけ くっ しぇ こけあっかぇかう ょぇ 
さぇぉけすはす. ‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ うき くっあっかぇくうっ しぇ さぇい
かうつくう, つっしすけ しすうゅぇとう ょけ ぇぉしせさょ: くぇこさうきっさ - くっせ
ょけゃかっすゃけさはゃぇとけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ うかう せょけゃかっすゃけ
さはゃぇとけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ おぇすけ ぉっいさぇぉけすっく, かうこしぇ くぇ 
せょけぉっく すさぇくしこけさす, くっせょけぉくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, くっけすゅけ
ゃぇさはとぇ くぇ  きけうすっ けつぇおゃぇくうは  さぇぉけすぇ う ょさせゅう. 
╆ぇ けすぉっかはいゃぇくっ っ う ょさせゅ ぉなかゅぇさしおう そっくけきっく: しさっょ  

[╅′╅〉]ぇ[ ¨』[╅ ╉╅ ╆ぇ╉╊ ぁ】【
╆かぇすぇくけゃ こさけつっすっ しこっちう

ぇかくぇ ょっおかぇさぇちうは けす きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす, こさうっすぇ くぇ ういゃなく
さっょくけ いぇしっょぇくうっ, ぇょさっしうさぇくぇ 
ょけ こさっきうっさぇ, ╋うくうしすっさしおうは 
しなゃっす, きうくうしすなさぇ くぇ ゃなすさって
くうすっ さぇぉけすう う ょけ ┿おぇょっきうはすぇ 

くぇ ╋╁[. ╁ ょけおせきっくすぇ しっ こけ
しけつゃぇす 13 さぇいかうつくう きけすうゃぇ 
しさっとせ くぇきっさっくうはすぇ くぇ おぇぉう
くっすぇ, つぇしすうつくけ こけすゃなさょっくう う 
けす きうくうしすなさぇ くぇ ゃなすさってくうすっ 
さぇぉけすう 『ゃっすかうく ╈けゃつっゃ. 
╋うすうくゅなす いぇおさう おきっすなす ]すけ

はくけゃぇ し ょせきうすっ: „╉ぇいぇくかなお っ 
っょくけ, ゃしうつおう しきっ おぇいぇくかなつぇ
くう, くっいぇゃうしうきけ けす こぇさすうえくぇ 
こさうくぇょかっあくけしす う ゃはさぇ. ╉けゅぇ
すけ せこさぇゃかはゃぇとうすっ ゅけゃけさはす いぇ 
╉ぇいぇくかなお, すっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, 
つっ すけゃぇ くっ っ こさけしすけ ╉ぇいぇく
かなお, ぇ しうきゃけかなす くぇ ╀なかゅぇさうは! 
╋けあっ ょぇ くっ しなき くぇえ-とぇしすかう
ゃうはす おきっす, くけ しなき くぇえ-ゅけさょうはす 
おきっす! ╂けさょぇ しなき, つっ しなき ゃぇて 
おきっす!“
5200 しぇ しなぉさぇくうすっ しぇきけ いぇ 

48 つぇしぇ  こけょこうしぇ くぇ ゅさぇあょぇくう 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお し うしおぇ
くっ いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ きっしすっく 
さっそっさっくょせき いぇ すけゃぇ ょぇかう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお ょぇ ぉなょっ さぇいおさうす かぇゅっさ 
けす いぇすゃけさっく  すうこ うかう かぇゅっさ いぇ 

ぉっあぇくちう う ょぇかう ょぇ ぉなょっ いぇ
おさうす 『っくすなさなす いぇ しこっちうぇ
かういぇちうは う こさけそっしうけくぇかくぇ 
こけょゅけすけゃおぇ おなき ┿おぇょっきうはすぇ 
くぇ ╋╁[?
¨す ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす 

けぉはゃうたぇ, つっ しかっょ けぉとけゅさぇょ

しおうは きうすうくゅ くぇ 22 けおすけきゃさう 
いぇしっゅぇ しっ こさっおさぇすはゃぇす こさけ
すっしすくうすっ ょっえしすゃうは くぇ おぇ
いぇくかなつぇくう. ╂さぇょなす けしすぇゃぇ ゃ 
けつぇおゃぇくっ くぇ けすゅけゃけさ けす うく
しすうすせちううすっ う せゃぇあぇゃぇくっ くぇ 
こけしすぇゃっくうすっ うしおぇくうは. 
╆ぇこぇいゃぇ しっ ゅけすけゃくけしすすぇ いぇ 

くけゃう こさけすっしすう, ぇおけ くっ ぉな
ょぇす つせすう うしおぇくうはすぇ くぇ たけ
さぇすぇ けす ╉ぇいぇくかなお. 
¨こぇしくけしすすぇ けす いぇおさうゃぇくっ 

くぇ こけかうちっえしおぇすぇ ておけかぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお ゃうしう くぇょ ゅさぇょぇ けす 
くはおけかおけ ゅけょうくう, おぇすけ こっさう
けょうつくけ こさけぉかっきなす しっ こけゃ
ょうゅぇ けす ゃしはおぇ くけゃぇ ゃかぇしす. 
] けしけぉっくぇ けしすさけすぇ, けぉぇつっ, 
すさっゃけゅぇすぇ いぇすけゃぇ ぉっ ゃないさけ
ょっくぇ きうくぇかうは こけくっょっかくうお, 
しかっょ うくおけゅくうすけ くぇ こさぇおすう
おぇ こけしっとっくうっ くぇ いぇき.-きう
くうしすなさぇ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇ
ぉけすう ╁ぇしうか ╋ぇさうくけゃ. 
49 しぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ておけ

かぇすぇ ゃ きけきっくすぇ, おぇすけ 12 けす 
すはた しぇ こさっこけょぇゃぇすっかう, 8 しぇ 

しっさあぇくすうすっ. ¨しすぇくぇかうすっ いぇっすう しぇ 
しこけきぇゅぇすっかっく こっさしけくぇか. ╂けょうて
くうはす ぉのょあっす くぇ ておけかぇすぇ ゃ ╉ぇ
いぇくかなお っ きぇかおけ くぇょ 900 たうかはょう 
かっゃぇ. ┿こっすうすくうはす うきけす, おけえすけ っ 
こけょ っゅうょぇすぇ くぇ ╋╁[, しっ こさけしすうさぇ 
くぇ 107 ょっおぇさぇ こかけと ゃ くぇえ-おさぇしう
ゃぇすぇ つぇしす くぇ こぇさお „〈のかぉっすけ“.
【おけかぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ し くはおけかおけ 

さっくけゃうさぇくう おけさこせしぇ し ぇこぇさすぇ
きっくすう う しぇきけしすけはすっかくう しぇくうすぇさ
くう ゃないかう, けぉとっあうすうっ, しすけかけゃぇ, 
ぉうぉかうけすっおぇ, せつっぉくう いぇかう, そうすくっし 
いぇかぇ, きけょっさくけ うゅさうとっ う きけょっさくけ 
う さっくけゃうさぇくけ いぇ くぇょ 200 たうかはょう 
かっゃぇ しすさっかぉうとっ. ‶ぇさうすっ いぇすけゃぇ 
しぇ こけ こさけゅさぇきぇ 《┿[. 
【おけかぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ くぇきうさぇ 

くぇ きっすさう けす ゅぇさくういけくくけすけ しすさっか
ぉうとっ ゃ ゅさぇょぇ, くぇ おうかけきっすなさ けす 
あうかうとっく おゃぇさすぇか う くぇ 4 おうかけ
きっすさぇ けす けゅさぇょぇすぇ くぇ けさなあっえくうは 
おけきこかっおし „┿さしっくぇか“.
╄ょくぇ けす ゃっさしううすっ いぇ くっしすうたゃぇ

とうすっ ぇこっすうすう おなき 【おけかぇすぇ いぇ 
こけかうちぇう ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こさけょぇあぉぇ. 
]こけさっょ いぇこけいくぇすう, いっきはすぇ っ けちっ
くっくぇ くぇ しおさけきくうすっ 200 たうかはょう 
かっゃぇ, いぇ ぉかういけ 300 たうかはょう こなお 
ぉうかう こけしすさけえおうすっ ゃ くっは. 
¨ぉとぇすぇ しせきぇ, いぇ おけはすけ すけいう ぇこっ

すうすっく うきけす きけあっかけ ょぇ ぉなょっ こさう
ょけぉうす, っ いぇ けおけかけ こけかけゃうく きうかう
けく かっゃぇ. 
〈せお っ いぇさけゃっくけ おせつっすけ, すゃなさょはす 

ぉうゃてう しかせあうすっかう くぇ ておけかぇすぇ, 
しこけさっょ おけうすけ くうとけ つせょくけ しかせたなす 
いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ ぉっあぇくちう ょぇ っ 
しぇきけ つぇしす けす ゅけかっきうは こないっか う ょぇ 
けぉしかせあゃぇ ょさせゅう うくすっさっしう. 
]こけさっょ ょさせゅぇ うくそけさきぇちうは, おなき 

12-すっ こさっこけょぇゃぇすっかう ゃ ておけかぇすぇ 
ゃっつっ うきぇかけ おけくおさっすくけ けすこさぇゃっくう 
けそっさすう う くぇきっちう いぇ こさっきっしすゃぇくっ
すけ うき ゃ ておけかぇすぇ ゃ ‶ぇいぇさょあうお, ぇおけ 
うしおぇす ょぇ いぇこぇいはす さぇぉけすぇ しう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〉っ〈╅ 『╅╆《【╅...
╃なさあぇゃぇすぇ とっ しすうきせかうさぇ 

こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせつっくうっ 
つさっい ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ す. くぇさ. 
ょせぇかくぇ しうしすっきぇ くぇ けぉせつっくうっ - 
せつっくっ つさっい さぇぉけすぇ. 
╃なさあぇゃぇすぇ とっ しすうきせかうさぇ 

こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ しこっちうぇかう
しすう くぇ さっゅうけくぇかくうは こぇいぇさ くぇ 
すさせょぇ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ 
し こけきけとすぇ くぇ ぉういくっしぇ, っ おぇすっ
ゅけさうつくけすけ しすぇくけゃうとっ くぇ  けぉ
さぇいけゃぇすっかくうは きうくうしすなさ ┿くっ
かうは ╉かうしぇさけゃぇ. 
‶け ょぇくくう くぇ こさけしゃっすくけすけ きう

くうしすっさしすゃけ, しなけぉとっくう くぇ そけ
させきぇ, ゃ きけきっくすぇ くぇえ-すなさしっくう 
しぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ せつうかうとぇ 
こけ すせさういなき う うくそけさきぇちうけくくう 
すったくけかけゅうう, くけ かうこしゃぇす きくけゅけ 
ょさせゅう しこっちうぇかうしすう. 
]すうきせかう いぇ  きかぇょうすっ せつうすっ

かう, さぇぉけすっとう ゃ すったくうおせきうすっ, 
つさっい けしうゅせさはゃぇくっ くぇ あうかうとぇ, 
こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ういこかぇとぇくっ 
くぇ いぇっき いぇ あうかうとっ, しけちうぇか
くう こけょこけきぇゅぇくうは, ゃないきけあ
くけしすう いぇ おさっょうすう, しぇ つぇしす けす 
きっさおうすっ, おけうすけ けぉきうしかはす ゃ 
こさけしゃっすくけすけ きうくうしすっさしすゃけ し 
ちっか いぇょなさあぇくっすけ くぇ きかぇょうすっ 
せつうすっかう ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
せつうかうとぇ. 
╇きぇきっ さぇいきうくぇゃぇくっ きっあょせ 

くせあょうすっ くぇ こぇいぇさぇ う すけゃぇ, 
おけっすけ くう こさっょけしすぇゃは しうしすっ
きぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, っ すっ
いぇすぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは 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 
╀けあうょぇさ ╃ぇくっゃ. ]うすせぇちうはすぇ 
しっゅぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ すけえ 
けぉはしくう すぇおぇ: 
′はきぇ さぇぉけすぇ いぇ たけさぇすぇ, くけ う 

くはきぇ たけさぇ いぇ さぇぉけすぇ. 
『っかすぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ 

けぉさぇいけゃぇくうっ しぇ いくぇくうはすぇ, くけ 
ぉっい けこうす う せきっくうは しなとけ くっ 

きけあっ, っ ょさせゅぇ くっゅけゃぇ すっいぇ. 
╆ぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しすうきせかうさぇ
きっ しうしすっきぇすぇ くぇ せつっくっ こさっい 
ちっかうは あうゃけす, おぇすっゅけさうつっく っ 
╃ぇくっゃ.  
〈なあくうすっ おけくしすぇすぇちうう う ぉけ

ょさう くぇきっさっくうは くぇ こさっょしすぇ
ゃうすっかう くぇ おぇぉうくっすぇ, ぉういくっしぇ, 
′‶¨ う うくしすうすせちうう し けすくけてっ
くうっ おなき こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ うょゃぇ 
くぇ そけくぇ くぇ ゃしっ こけ-くぇきぇかはゃぇ
とうは ぉさけえ せつっくうちう ゃ こさけそっ
しうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう. 
‶さっい 2012 - 2013 ゅ. けぉとう

はす ぉさけえ くぇ せつっくうちうすっ ゃ こさけ
そっしうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう っ し 
50 000 こけ-きぇかなお けす せつっぉくぇすぇ 
2000 - 2001 ゅ. ‶さうつうくうすっ いぇ 
すけゃぇ  しぇ さぇいかうつくう - ょっきけゅさぇそ
しおう, きうゅさぇちうけくくう, しけちうぇかくう. 
′ぇきぇかはゃぇ う ぉさけはす くぇ こさけそっ
しうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう - ゃ しさぇゃ
くっくうっ し 2000 ゅ. すったくうはす ぉさけえ 
っ くぇきぇかはか し 60. ╁ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう すぇいう すっくょっくちうは こさけ
ょなかあぇゃぇ. 
‶け ょぇくくう くぇ ′]╇ ぉさけはす くぇ 

いぇゃなさてうかうすっ し こさけそっしうう っ 
くぇきぇかはか し 20% しこさはきけ 2001 ゅ. 
′っ こけ-きぇかなお こさけぉかっき っ しなし

すぇさはゃぇくっすけ しさっょ せつうすっかうすっ ゃ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ せつうかうとぇ - 
こさっい 2012 - 2013 ゅ. せつうすっかうすっ 
くぇ ゃないさぇしす ょけ 34 ゅ. しぇ くぇきぇかっ
かう し 2860, ぇ きかぇょうすっ せつうすっかう 
ょけ 34 ゅ. しぇ しぇきけ 9.88%. ╃けおぇ
すけ ぉさけはす くぇ せつうすっかうすっ ょけ 60 ゅ. 
っ くぇさぇしくぇか し 1624. 
]さっょ きかぇょうすっ たけさぇ こさうつうくう

すっ しぇ おけきこかっおしくう, くけ う いぇさぇ
ょう かうこしぇ くぇ きけすうゃぇちうは すっ しっ 
くぇしけつゃぇす こさっょうきくけ おなき ょさせゅう 
しそっさう くぇ さっぇかういぇちうは. 

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

たけさぇすぇ せ くぇし, くっあっかぇっとう ょぇ さぇぉけすはす こけ さぇいかうつ
くう こさうつうくう, こけゃっつっ けす 6 こなすう っ こけ-ゃうしけお ぉさけはす 
くぇ たけさぇすぇ しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ けす すけいう くぇ 
ゃうしてうしすうすっ. 『うそさうすっ しぇ おぇすっゅけさうつくう: 
╁うしてうしすうすっ, こけこぇょくぇかう ゃ ゅさぇそぇすぇ „きっおぇ ぉっい

さぇぉけすうちぇ”, おけうすけ しぇ ぉうかう し すぇおうゃぇ くぇゅかぇしう, しぇ 
けおけかけ 20 000, しさっょくうしすうすっ - けおけかけ 130 000, ぇ 
たけさぇすぇ 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 - 
けおけかけ 120 000. ′ぇえ-ゅけかはきぇ ゅさせこぇ けす たけさぇ, おけうすけ 
しぇ うきぇかう ゅけすけゃくけしす ょぇ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ, くけ くっ しぇ 

こけすなさしうかう すぇおぇゃぇ, っ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 25-54 
ゅけょうくう – ぉかういけ 175 000 ょせてう.
′ぇえ-くうしなお こさけちっくす くぇ „きなさいっかうゃちうすっ” っ けすつっ

すっく ゃ 』ったうは, ╃ぇくうは う ╂っさきぇくうは - こけょ 2 くぇ しすけ. 
¨ぉとけ いぇ ╄] っ うきぇかけ けおけかけ 9 きうかうけくぇ ょせてう, 
おけうすけ しぇ ぉうかう くぇ さぇいこけかけあっくうっ いぇ さぇぉけすぇ, くけ 
くっ しぇ こけあっかぇかう ょぇ は こけかせつぇす. ¨す すはた けおけかけ 2 
きうかうけくぇ しぇ ぉうかう くぇ ゃないさぇしす 15-24 ゅ., けおけかけ 5 
きうかうけくぇ - くぇ ゃないさぇしす 25-54 ゅ. う ぉかういけ 2 きうかう
けくぇ - くぇ ゃないさぇしす 55-74 ゅけょうくう.

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか“
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Продължение от стр. 1 『《╉╊〉 〉╅ 【『╊【¨-〉】]╅-【『╊【¨
╁ しっきっえしすゃけすけ くぇ 〈ぇくぬけ ╉ぇ

ゃぇかけゃ うきぇ う ょさせゅう いくぇちう 
くぇ くせきっさけかけゅうはすぇ. ╇ くぇ うしすけ
さうはすぇ. [けょっくうはす くぇ すさっすう-くせ
かぇ-すさっすう あうゃっっ し さけょっくぇ くぇ 
ょっゃっすう-くせかぇ-ょっゃっすう. ╁  ょけきぇ 

くぇ 〈ぇくぬけ う ╃ぇさうくぇ しっ しさっとぇす 
くぇ てっゅぇ う くぇ うしすうくぇ ぉなかゅぇさ
しおぇすぇ うしすけさうは う ぉなかゅぇさしおぇ
すぇ おせたくは, ういけぉとけ - しなょぉぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ. ╇ ぇさしっくぇかしおぇ. ╆ぇ
とけすけ, きぇおぇさ う こけ こさけそっしうは 
しなとけ ゅけすゃぇつ, ╃ぇさうくぇ さぇぉけすう 
ゃ ╆ぇゃけょ 1.
]っきっえしすゃけすけ いぇゃなさいゃぇ ゃさない

おぇすぇ しう こけおさぇえ こさけそっしうけくぇか
くけすけ せつうかうとっ こけ たさぇくっくっ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっょう ゅけょうくう. 
〈ぇくぬけ けしすぇゃぇ ゃっさっく くぇ こさけ
そっしうはすぇ し さぇぉけすぇすぇ しう ゃ ぇさしっ
くぇかしおぇすぇ しすけかけゃぇ, ぇ ╃ぇさうくぇ - 
し ゅけすゃっくっすけ ゃおなとう. „〉 ょけきぇ くっ 
ゅけすゃは!“, けすしうつぇ こけ きなあおう ゅかぇ
ゃぇすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ, くけ いぇすけ
ゃぇ こなお たぇさっしゃぇ ゃしうつおけ, こさう
ゅけすゃっくけ けす ╃ぇさうくぇ. ]すさぇしすすぇ 
おなき すぇえくしすゃぇすぇ くぇ おせたくはすぇ 
しこけょっかはす う ょゃっすっ とっさおう. 
╄ょくぇすぇ てっしすけおかぇしくうつおぇ, ょさせ
ゅぇすぇ てっしすゅけょうてくぇ, う ょゃっすっ 
しっ くぇゃなさすぇす おさぇえ きぇしぇすぇ う 
こっつおぇすぇ し あっかぇくうっ くっとけ ょぇ 
こけきけゅくぇす う ょぇ くぇせつぇす. „╇きぇす 
きっさぇお, たぇさっしゃぇ うき“, さぇょゃぇ しっ 
ぉぇとぇすぇ, くけ こけ こさぇいくうちう うき 
こけさなつゃぇ おせこっくう すけさすう, いぇとけ
すけ きくけゅけ ゅう けぉうつぇす. ╉ぇおすけ う 
こなさあっくうすっ おぇさすけそう, う ぉけく
ぉけくうすっ... ╇くぇつっ - ゃ きっくのすけ 
〈ぇくぬけ こさっょこけつうすぇ ょぇ けしすぇくっ 
ゃっさっく くぇ すさぇょうちうはすぇ. ╄おしこっ
さうきっくすうすっ くぇ つせあょうすっ おせたくう, 
おけうすけ くぇゃかういぇす こさっい すっかっゃう
いうけくくうすっ こさっょぇゃぇくうは う こさっょ
かけあっくうはすぇ くぇ さっしすけさぇくすうすっ, 
くっ しぇ こけ ゃおせしぇ くぇ ぇさしっくぇか
しおうは ゅけすゃぇつ. 〈けえ くっ きけあっ ょぇ 
こさうっきっ しきっしゃぇくっすけ くぇ しかぇょおけ 
う おうしっかけ, くぇこさうきっさ. ┿さしっ
くぇかしおけすけ しすけかけゃけ きっくの しなとけ 
しこぇいゃぇ しすぇさうは さっちっこすせさくうお. 
‶さう すけゃぇ - しこぇいゃぇくっすけ っ しすさけ
ゅけ. „╉けかっおすうゃなす くう っ つせょっしっく. 
′はきぇ おけくそかうおすくう たけさぇ. ╃ぇ しっ 
さぇぉけすう し っおうこぇ くぇ ╈けくおぇ ╁っか

〈っ しぇ おさぇしうゃうすっ けつう う さなちっ 
くぇ „┿さしっくぇか”. 〈ゃけさつっしおけすけ 

ぇすっかうっ くぇ うくぇつっ さっしこっおすうさぇ-
とぇすぇ し こさけういゃけょしすゃけすけ しう そぇ-
ぉさうおぇ. ‶さう すはた ゃしうつおけ っ ぇさす う 
さっすさけ. ╉ぇすけ しっ いぇこけつくっ けす くっ-
けぉうつぇえくけすけ きはしすけ, おなょっすけ しっ 
こけきっとぇゃぇす, う しっ しすうゅくっ ょけ しな-
とうくぇすぇ くぇ くっとぇすぇ, し おけうすけ しっ 
いぇくうきぇゃぇす. 
╆ぇ ゃさっきっすけ いぇっょくけ しぇ せしこっかう 

ょぇ しっ こさっゃなさくぇす ゃ きぇかなお しっき-
こなか, しこかけすっく う きくけゅけ ゃっょなさ すぇく-
ょっき. ╉ぇすけ しっきっえしすゃけ しぇ. ╃けさう 
いゃっいょうすっ うき „くぇきうゅぇす” くぇ しうき-
こぇすうつくぇすぇ う せしこってくぇ おけきぉうくぇ-
ちうは けす ¨ゃっく, [ぇお, ╊なゃ, ╁っいくう う 
[うぉぇ. ]ぇきけ こっすうきぇ しぇ, くけ うきぇす  
さっしこっおすうさぇと ぉさけえ くぇしかっょくうちう: 
12 ょっちぇ う 2-きぇ ゃくせちう. ‶さうつうくぇ-
すぇ: ょゃぇきぇ けす すはた しぇ きくけゅけょっすくう 
さけょうすっかう - っょうくうはす し 3, ぇ ょさせゅう-
はす  し 4 ょっちぇ. 
„]おさうすう” しぇ くぇ „うしすけさうつっしおけ 

きはしすけ”- すぇき, おなょっすけ くはおけゅぇ しっ っ 
こけきっとぇゃぇかけ ╃なさあぇゃくけすけ ゃけっく-
くけ いぇゃけょしおけ せつうかうとっ, ぇ こけしかっ 
しおかぇょ. 
╋っしすっくちっすけ しっ くぇきうさぇ すさせょくけ, 

しおさうすけ いぇょ ゅけかっきう う おさぇしうゃう 
ょなさゃっすぇ, くけ こなお しなし しうゅせさくけしす 
しっ こけきくう - ういかなつゃぇ ぇさす ぇすきけし-
そっさぇ う せのす. ╁ しなさちっすけ くぇ ゅけかは-
きぇすぇ そぇぉさうおぇ.  
]せゃっくうさくうはす ちった くぇ „┿さしっ-

くぇか”- そうさきっくぇすぇ ぇさす いけくぇ, ゃ 
おけはすけ せのす う さぇぉけすぇ しなつっすぇゃぇす 
ゃ っょくけ 5-きぇ きけょっかつうちう. 〈ぇおぇ 
ゅう くぇさうつぇす, しなゅかぇしくけ ゃなすさって-
くけ そうさきっくうすっ おかぇしうそうおぇすけさう. 
╇くぇつっ  ′っかう, ]ゃっすかぇ, ╇ゃぇく, 
╉さぇしうきうさ う ╋うかおけ うきぇす さぇいかうつ-
くう こさけそっしうう: そさっいうしすう, ょなさゃけ-
さっいぉぇさう, ゅさぇゃぬけさう, くけあぇさう. ╇ 
ゃしうつおう ょけ っょうく しぇ し たけぉうすぇ: けす  
ぇさす ょけ すっくっおっょあうえしすゃけ. ╇きぇす 
しう う こけっす - ╋うかおけ.  ╁いぇうきくけ しっ 
ゅけさょっはす し すはた, おぇすけ さっおけさょぬけさ 
こけ たけぉうすぇ っ  ょけぇえっくなす くぇ ゅけ-
ょうくう - そさっいうしすなす ╋うかおけ, おけえすけ 
しおぇくょぇかくけ きかぇょっっ いぇ きなょさうすっ 
しう ゅけょうくう - くぇ 60 っ, くけ いぇさぇょう 
ゃっょさうすっ しう けつう おなき しゃっすぇ う かの-
ぉけゃすぇ おなき ゃけかっえぉけかぇ, しこけおけえ-
くけ きけあっ ょぇ しゃうっ ゃ ておぇそぇ こけくっ 
10-すうくぇ.  ̈ しゃっく すけゃぇ, ╋うかおけ っ う 

つっゃぇ っ せょけゃけかしすゃうっ!“, おぇいゃぇ 
〈ぇくぬけ. ╆ぇ てっそおぇすぇ しう っ おぇすっ
ゅけさうつっく: „′はきぇ ゅさっておぇ!“. 〈は 
しなとけ ゅけ たぇさっしゃぇ, くけ すゃなさょう 
いぇ くっゅけ, つっ っ こさっおぇかっくけ すうた 
う しおさけきっく. 〈ぇおなゃ しっ こけおぇいぇか 

う こさう くけゃうくぇすぇ いぇ ゃかういぇくっすけ 
ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ - こうすぇか 
いぇとけ くっ しっ こさっょかけあう すぇき ょぇ っ 
くはおけえ ょさせゅ.  

„』っしすけ しこけさうき いぇ さっちっこすう
すっ, ょぇゃぇきっ さぇいかうつくう こさっょかけ
あっくうは, ょぇあっ しっ たゃぇとぇきっ くぇ 
ぉぇし..., ゃっしっかけ っ う こさうはすくけ. [ぇ
ぉけすぇすぇ っ きくけゅけ こさうはすくぇ, けしけ

ぉっくけ, おぇすけ ゃっつっ くぇゃかっいって う 
しっ こけくぇせつうて“, おぇいゃぇ 〈ぇくぬけ. 
】ぇしすかうゃっちなす ょぇ さぇぉけすう けくけ
ゃぇ, おけっすけ けぉうつぇ, くっ っ こさうょうさ
つうゃ おなき ぉかのょぇすぇ ゃ さっしすけさぇく
すうすっ う さぇぉけすぇすぇ くぇ おけかっゅうすっ 

しう. 》ぇこゃぇ ゃしうつおけ う ゃしうつおけ 
たぇさっしゃぇ. ′はきぇ う かのぉうきけ はし
すうっ, おけっすけ ょぇ こさうゅけすゃは し こけ
ゃっつっ すさなこおぇ けす けしすぇくぇかうすっ. 

╆ぇ くっゅけ くはきぇ かっしくけ う すさせょくけ. 
‶さけしすけ -  こさけそっしうは: „╁しうつおけ 
きう っ かっしくけ. ╇ すさせょくけすけ しすぇゃぇ 
かっしくけ し けこうすぇ う こさぇおすうおぇすぇ.“ 
╁しっ こぇお, こうかっておけすけ ゃさっすっくけ 

きせ っ しかぇぉけしす. ]かぇぉけしす しぇ きせ 
う せおさぇしうすっ こけ はしすうはすぇ. ‶けゃっ
つっすけ けす せきっくうはすぇ いぇ せおさぇしぇ 
〈ぇくぬけ くぇせつうか けとっ ゃ こさけそっ
しうけくぇかくけすけ せつうかうとっ. ′はおけう 
すなくおけしすう „けすおさぇょくぇか“, ょけおぇすけ 

さぇぉけすっか こけ さっしすけさぇくすうすっ. [ぇ
ぉけすぇすぇ こけ さっしすけさぇくすうすっ, けぉぇ
つっ, いぇ くっゅけ ぉうかぇ ょけ ゃさっきっ. ] 
うょゃぇくっすけ くぇ ょっちぇすぇ ぇくゅぇあう

きっくすうすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ しすぇくぇ
かう こさうけさうすっす. 〈ぇおぇ ょくっゃくぇすぇ 
さっょけゃくぇ しきはくぇ う しこけおけえしすゃう
っすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは さぇぉけすっく 
さうすなき こぇしくぇかう くぇ 〈ぇくぬけ こけゃっ

〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ っ っょうく けす けくっいう ぇさしっ
くぇかちう, おけうすけ ゃ くぇえ-つぇおぇくうは けす ゃしうつおう 
ょっく - そうさきっくうはす こさぇいくうお,  こさぇいくせゃぇす, 
ょけおぇすけ さぇぉけすはす. ╇ こぇお うき っ たせぉぇゃけ. ╄ょうく 
けす たけさぇすぇ くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, 〈ぇくぬけ, こさっ
おぇさぇ う すけいう ╃っく くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは 
こけょ こせてっちうすっ くぇ しおぇさうすっ し おっぉぇこつっすぇ 
う おのそすっすぇ. „20 たうかはょう けこっおけたきっ う こぇお 
くっ しすうゅくぇたぇ...!“, しきっっ しっ 〈ぇくぬけ. ╃なかゅうすっ 
けこぇておう こさっょ しおぇさぇ-ぉうさぇすぇ しぇ いくぇおけゃう 
いぇ ぇさしっくぇかしおうは こさぇいくうお すけつくけ すけかおけゃぇ, 
おけかおけすけ う けゃぇちううすっ けす おけくちっさすぇ くぇ しすぇ
ょうけくぇ. „′はおけう おせこせゃぇたぇ こけ 10-20 おっぉぇこ
つっすぇ, ゃいったきっ こけゃっつっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
う こぇお ぉはたぇ きぇかおけ...!“, つせょう しっ きけきつっすけ けす 
さぇぉけすくうつっしおうは しすけか - „》けさぇすぇ しっ いぇぉぇ
ゃかはゃぇたぇ うしすうくしおう, くうとけ つっ ぉってっ ゅけかはき 
しすせょ“. 
¨しゃっく し ゅけかっきうは しすせょ, 〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ とっ 

いぇこけきくう そうさきっくうは こさぇいくうお こさっい 2013-
すぇ う し っょうく かうつっく しこけきっく - けすかうつうっすけ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ すさせょけゃぇすぇ しかぇゃぇ. 〉しきうゃおぇすぇ きせ 
ちはかぇ ゅけょうくぇ とっ ういこさぇとぇ う こけしさっとぇ ぇさ
しっくぇかちう こさっょ こけさすぇかぇ けす すさっすけすけ きはしすけ, 
すさっすう こけさっょ... „]うゅせさくけ, いぇとけすけ しなき さけ
ょっく くぇ すさっすう ょっく, すさっすう きっしっち...“, てっゅせゃぇ 
しっ しなし しっぉっ しう 〈ぇくぬけ. [けょっくうはす ゃ ╃っくは くぇ 
くぇちうけくぇかくうは くう こさぇいくうお っ すさせょけかのぉうゃ 
つけゃっお, しこけおけっく う せしきうたくぇす, ゃなさてう しう さぇ
ぉけすぇすぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ - ぉっい きくけゅけ てせき. ′っ 
しう う こけきうしかは ょぇ くぇこせしおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ すなさ
しっくっ くぇ こけ-ゃうしけおう ょけたけょう, いぇとけすけ: „]っ
きっえしすゃけすけ っ くぇえ-ゃぇあくけ! 』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
しう しすけう こさう ょっちぇすぇ.“  ╀なかゅぇさうく, おぇおゃうすけ 
ゃっつっ さはょおけ しっ しさっとぇす. 

つっ けす ゃっつっさくうすっ う ちっかけょくっゃくう 
しきっくう こけ いぇゃっょっくうはすぇ う さってっ
くうっすけ ぉうかけ ゃいっすけ: 
¨すうゃぇき ゃ „┿さしっくぇか“!
 ╀かういけ ょっしっす ゅけょうくう こけ-おなしくけ 

〈ぇくぬけ くっ きけあっ ょぇ しう こさっょしすぇ
ゃう ょさせゅけ すさせょけゃけ ぉうすうっ, けしゃっく 
ぇさしっくぇかしおけすけ. [ぇょゃぇ しっ, つっ たけ
さぇすぇ うょゃぇす ょぇ しっ たさぇくはす ゃ しすけ
かけゃぇすぇ し せょけゃけかしすゃうっ, つっ うき っ 
ゃおせしくけ. „『っくうすっ しぇ こけゃっつっ けす 
こさうっきかうゃう, いぇとけすけ こけおさうゃぇす 
しぇきけ さぇいたけょうすっ こけ こさけょせおすう
すっ, いぇ ょゃぇ-すさう かっゃぇ うきぇて ちはか 
けぉはょ“, けぉはしくはゃぇ ゅけすゃぇつなす うく
すっさっしぇ おなき けぉっょくうすっ きっくのすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ おせたくは. ¨ぉはし
くっくうっすけ, けぉぇつっ, うきぇ う ょさせゅう 
すぇえくう: すなさしはす しっ おぇつっしすゃっくう 
こさけょせおすう う しっ しこぇいゃぇす すけつくけ 
すったくけかけゅううすっ. ╇ けとっ くっとけ: 
さぇぉけすう しっ し かのぉけゃ!
╉ぇすけ こさけそっしうけくぇかうしす, ゃなゃ 

ゃさっきっすけ くぇ ╂╋¨ う きくけゅけ ╄-すぇ 
くぇ おけくしっさゃぇくすうすっ う けゃおせしうすっ
かうすっ ゃ たさぇくうすっ こけ きぇゅぇいうくうすっ, 
〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ しなゃっすゃぇ たけさぇすぇ 
ょぇ くっ おせこせゃぇす けす くぇえ-っゃすうくけ
すけ. „‶け-くうしおぇすぇ ちっくぇ っ いくぇお 
いぇ かけてけ おぇつっしすゃけ, きぇおぇさ ゃう
しけおぇすぇ ちっくぇ ょぇ くっ っ ゅぇさぇくちうは 
いぇ くぇえ-ょけぉさけすけ“, おぇいゃぇ ゅけす
ゃぇつなす くぇ ぇさしっくぇかちう. ╃けきぇて
くけすけ っ くぇえ-おぇつっしすゃっくけ, いくぇっ 
しこっちうぇかうしすなす, くけ ゃ きっしっちぇ くぇ 
すせさてううすっ しっきっえしすゃけすけ くぇ 〈ぇ
くぬけ くっ ういこぇょぇ ゃ きぇくうう. ╃ゃぇ
きぇすぇ ゅけすゃぇつう くっ おけくしっさゃうさぇす 
ょけ ぉっいしないくぇくうっ. ‶さうゅけすゃはす しう 
しぇきけ おけきこけすう. ′ぇ ょけきぇてくぇすぇ 
すさぇこっいぇ さっょせゃぇす こけしすくけすけ し 
きっしけすけ. ╁しなとくけしす - くぇ きぇしぇすぇ 
うきぇ ゃうくぇゅう う こけ きぇかおけ きっしけ, 
こさういくぇゃぇ 〈ぇくぬけ, おけえすけ おぇいゃぇ, 
つっ うくぇつっ - たぇさっしゃぇす いっかっくつせ
おけゃぇすぇ たさぇくぇ. ′け くっ つぇお すけか
おけゃぇ... ′はきぇす しこっちうぇかくう きっ
くのすぇ いぇ ゅけしすう. ╋ぇおぇさ ゅけしすうすっ 
ょぇ くっ こさけこせしおぇす ょぇ しっ さぇょゃぇす 
くぇ きぇしぇすぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ ゅけすゃぇつう. 
¨しけぉっくけ こけ こさぇいくうちう. ¨とっ 

こけゃっつっ, つっ こさぇいくうちうすっ くぇ さけ
ょっくうすっ くぇ すさっすう きぇさす う ょっゃっすう 
しっこすっきゃさう くはきぇ おぇお ょぇ しっ いぇ
ぉさぇゃはす ゃ おぇかっくょぇさぇ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ   

』【╅『╅ 』╈『╅╉╅ [ぇ【╅ ╅『【 ╅【╊]¨╊【《 〉╅ „╅『』╊〉╅]” 

╆¨′〉╊』ぇ【 』》╅』っ╇╅ ...
『っかすぇ くぇ しさっとぇすぇ, けすぉっかは-

いぇかぇ う 65-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ 
そせすぉけかくうは おかせぉ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお, ぉっ ょぇ しっ つせはす しすぇくけゃうとぇ 
う きくっくうは いぇ ぉなょっとっすけ くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, おぇすけ しっ すなさ-
しはす さぇいかうつくう ういすけつくうちう くぇ 
ょけこなかくうすっかくけ そうくぇくしうさぇくっ, 
くせあくけ いぇ ょけぉさけすけ さぇいゃうすうっ 
くぇ けすぉけさぇ. 
‶さけつっすっくけ ぉっ う しこっちうぇかくけ 

けぉさなとっくうっ けす うきっすけ くぇ ちっ-
かうは 〉] くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ, 
ゃ おけっすけ しっ おぇいゃぇ: „╁はさゃぇきっ, 
つっ し くぇょっあょぇ う けすくけてっくうっ, し 
かのぉけゃ う ぉかぇゅけさけょしすゃけ, し ゅさう-
あぇ う すなさこっくうっ おぇせいぇすぇ - ょぇ 
ゃなさくっき そせすぉけかくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ 
《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う ょぇ しなた-
さぇくうき けぉとうくしおうは こさっょしすぇ-
ゃうすっかっく けすぉけさ, っ こけゃっつっ けす 
ゃないきけあくぇ”. 
╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう おなき 

こさうしなしすゃぇとうすっ 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 くっ しこっしすう うしすうくぇすぇ いぇ 
しなしすけはくうっすけ くぇ おぇいぇくかなておうは 
けぉとうくしおう そせすぉけかっく おかせぉ 
こさっょう ょゃっ ゅけょうくう う しっゅぇ, くうすけ 
そうくぇくしけゃうすっ きせ こさけぉかっきう, 
くけ ょぇょっ はしくけ ょぇ しっ さぇいぉっさっ, 
つっ そせすぉけかなす くっ きけあっ ょぇ しっ 
ういこけかいゃぇ いぇ こけかうすうつっしおう うかう 
かうつくう ちっかう し ちっか けぉかぇゅけょっ-

すっかしすゃぇくっ.  
╉ぇいぇくかなお きけあっ う うきぇ ゃない-

きけあくけしすう ょぇ しう けすゅかっょぇ けす-
ぉけさ, し おけえすけ ょぇ しっ ゅけさょっっ, 
いぇはゃう ]すけはくけゃぇ.
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ くけゃうは 〉] 

くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ╉なくつけ 
‶ぇこぇいけゃ ぉかぇゅけょぇさう くぇ  そうさ-
きうすっ, ぇくゅぇあうさぇかう しっ こさはおけ う 
ゃいっかう こさうしなさちっ こさけぉかっきうすっ 
くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ, ういこさぇ-
とぇえおう しゃけう こさっょしすぇゃうすっかう 
ゃ くけゃうは 〉]. 〈けえ ゅけゃけさう いぇ 
そうくぇくしけゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ 
けすぉけさぇ, おぇおすけ う いぇ くっけぉたけょう-
きけしすすぇ けす けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ 
90 たうかはょう かっゃぇ, くっけぉたけょうきう 
う くっょけしすうゅぇとう いぇ ういょさなあおぇ-
すぇ くぇ おかせぉぇ. 
60 たうかはょう かっゃぇ っ ゅけょうてくぇ-

すぇ しせぉしうょうは いぇ けすぉけさぇ, けしう-
ゅせさっくぇ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  
25% けす しせきぇすぇ っ いぇ ╃っすしおけ-
のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ, ゃ おけはすけ 
おなき きけきっくすぇ すさっくうさぇす ぉかういけ 
120 ょっちぇ.
╆ぇ ちはかけしすくぇすぇ ういょさなあおぇ 

くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ ゅけょうてくけ 
しぇ くっけぉたけょうきう 150 たうかはょう 
かっゃぇ. 
╆ぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ う しきう-

しなかぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ ょけぉなさ 
けすぉけさ ゅけゃけさうたぇ う けさゅぇくういぇ-
すけさうすっ くぇ ょっかけゃぇすぇ ゃっつっさは 

- こけつっすくうはす こさっいうょっくす くぇ 
《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ′うおけ-
かぇえ  ╇ぉせてっゃ う ╁かぇょうきうさ 
]こぇしけゃ.
╁ういうはすぇ しう いぇ そうくぇくしう-

さぇくっすけ くぇ けすぉけさぇ う ゃない-
きけあくけしすうすっ いぇ ょぇくなつくう  
けぉかっおつっくうは  こさう しこけきけ-
とっしすゃけゃぇすっかしすゃけ しこけょっかう-
たぇ つかっくけゃっすっ くぇ 〉] くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ′うおけかぇえ 
‶ぇくぇえけすけゃ う ぅくおけ ╉けしすぇょう-
くけゃ – うおけくけきうつっしおう ょうさっお-
すけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.  
╆ぇ こけょおさっこぇすぇ, ぇくゅぇあう-

さぇくけしすすぇ う けすくけてっくうっすけ, 
おけっすけ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ 
ゃ こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう 
ょっきけくしすさうさぇ おなき 《╉ „[けいけ-
ゃぇ ょけかうくぇ” おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ぉっ けすかうつっくぇ しなし 
しこっちうぇかっく こかぇおっす. 〈けえ え 
ぉっ ゃさなつっく けす こさっょしっょぇすっかは 
くぇ 〉] くぇ おかせぉぇ ╉なくつけ ‶ぇ-
こぇいけゃ. 
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ ぉはたぇ 

くぇこさぇゃっくう こなさゃうすっ 3 ゅけかっ-
きう ょぇさっくうは けす こけ 10 たうかは-
ょう かっゃぇ. 
¨ぉとけ 30 たうかはょう かっゃぇ ょぇ-

さうたぇ くぇ そせすぉけかくうは けすぉけさ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” すさう ゅけ-
かっきう おぇいぇくかなておう そうさきう: 
„┿さしっくぇか” ┿╃, „╋+] 》う-

ょさぇゃかうお” ┿╃ う „╃ぇくうお” ┿╃.
╅っかぇっとうすっ ょぇ こけょこけきけゅくぇす 

おぇせいぇすぇ - ╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ 
ょけぉなさ そせすぉけかっく こさっょしすぇゃうすっ-
かっく けすぉけさ, きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす 
すけゃぇ つさっい しこっちうぇかくう ょけゅけゃけ-
さう いぇ ょぇさっくうは.  
╁しうつおう ょぇさうすっかう くぇ けすぉけさぇ 

とっ こけかせつぇす ぉっいこかぇすくう おぇさすう, 
ょぇゃぇとう うき こさぇゃけ ょぇ こさうしなしす-
ゃぇす くぇ ゃしうつおう きぇつけゃっ くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. 
]なしすぇゃ くぇ くけゃうは 〉] くぇ 《╉ 

„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - ‶けつっすっく 

こさっいうょっくす くぇ おかせぉぇ 
╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ – ‶さっょしっょぇ-

すっか くぇ 〉]
』かっくけゃっ: 
ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ - „┿さしっくぇか” ┿╃
》さうしすけ ]せかっゃ - „╋+] 》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” 

┿╃
╂っけさゅう ┿くょさっっゃ - „]ぇかぇきぇくょなさ” 

¨¨╃
]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” ┿╃
╉さぇしうきうさ ╉なくっゃ - „ぃ╋〈 〈さっえ-

ょうくゅ” ╄¨¨╃
╉けかっゅう, こさぇとぇき ゃう う しくうきおう. 〈っ 

しぇ くぇ ╇ゃぇく ╀けくっゃ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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и лично за
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празник -
26 октомври
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Ден на строителя!

Здраве,
доволна работа,

щастие и
професионални успехи.

いぇおかっす おぇさすけうゅさぇつ う すぇぉかぇょあうは, 
ゅけさょ こさうすっあぇすっか くぇ きうくうぇすの-
さっく すうぉっすしおう かっすはと かなゃ.  
 ╆ぇ 35-すっ しう ゅけょうくう けす しないょぇ-

ゃぇくっすけ しう, こさっい しせゃっくうさくうは ちった 
しぇ きうくぇかう きくけゅけ けす ういゃっしすくうすっ 
ぇさす うきっくぇ ゃ ゅさぇょぇ: ]こぇし ╋ぇゃ-
さけゃ う 〈っくぬけ 〈っくっゃ しぇ しぇきけ ょゃぇ-
きぇ けす こかっはょぇすぇ.  ╃けぇえっくなす しさっょ 
しっゅぇてくぇすぇ こっすけさおぇ っ てっそおぇすぇ 
′っかう ╈けすけゃぇ - すさっゃくっくしおう ょなさ-

ゃけさっいぉぇさ, し けつう いぇ おさぇしうゃけすけ う 
し てうさけおけ しおさけっくぇ ょせてぇ. 
╉けかっゅうすっ え おぇいゃぇす, つっ  すは っ 

すぇいう, おけはすけ しないょぇゃぇ  せのすぇ, つぇさぇ 
う しこかけすっくけしすすぇ  ゃ きぇかおうは うき おけ-
かっおすうゃ, おけえすけ いぇっょくけ こさぇいくせゃぇ 
ゃしうつおけ: いぇ おせこうとぇすぇ うき かうつくう 
しこけょっかっくう こけゃけょう ゅけゃけさう う おぇ-
きぇさぇすぇ けす こさぇいくう おせすうう けす てけ-
おけかぇょけゃう ぉけくぉけくう, こさっゃなさくぇかぇ 
しっ ゃ つぇしす けす ぇさす  けぉしすぇくけゃおぇすぇ 
ゃ ちったぇ. 
╉けかけくおぇ けす さぇくけ けすうてかう しう けす 

しゃっすぇ おけかっゅう, すぇおうゃぇ, こけっかう こけ 
ょさせゅう こなすうとぇ, おぇさすうくう, きぇかおう 

こかぇしすうおう う っょうくうつくう っおいっき-
こかはさう けす こさっょうてくう いぇょぇつう 
おさぇしはす けとっ しすっくうすっ くぇ ちったぇ. 
]すぇさうすっ きぇてうくう, おせこうとぇすぇ 
しすさせあおう う  きうさうしなす くぇ きぇしかけ 
こなお  しないょぇゃぇす せしっとぇくっすけ いぇ 
こさうくぇょかっあくけしす おなき くっとけ ゅけ-
かはきけ う... しすぇさけ. 
‶さぇゃうかう しきっ きくけゅけ くっとぇ 

こさっょう ゅけょうくう, しこけょっかは けすゅけ-
ゃけさくうつおぇすぇ ′っかう う こけおぇいゃぇ  

おさぇしうゃう おせすうう し うくおさせしすうさぇ-
くう  ょさなあおう くぇ くけあけゃっ, こさう-
おかぇょう くぇ ぇゃすけきぇすう, ういけゅさぇ-
そうしぇくう こうしすけかっすう, さぇいかうつくう 
こかぇおっすう, ういさぇぉけすゃぇくう  こけ 
ゃしっゃないきけあくう こけゃけょう, きぇすさう-
ちう くぇ ぉせおゃう, くぇ けすょっかくう ょっ-
すぇえかう けす こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ 
くけきっくおかぇすせさぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╃けしおけさけ しせゃっくうさくうはす ちった 

っ すけいう, おけえすけ こさぇゃう ょけさう すぇ-
ぉっかおうすっ いぇ ゃさぇすうすっ  くぇ さぇい-
かうつくう うくしすうすせちうう, ぉせおゃうすっ 
くぇ ょせいうくぇ ぉぇくおう ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ゅけかっきうはす そうさきっく いくぇお  くぇ  こけ-

おさうゃぇ くぇ こけつうゃくぇすぇ しすぇくちうは くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ ′っしっぉなさ, すぇぉっかおうすっ 
いぇ しすぇうすっ すぇき, さぇいかうつくう おせこう,  
きぇかおう こかぇしすうおう, ぇさす けすかうゃおう, 
いくぇちうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, くぇ ‶けかう-
ちっえしおぇすぇ ておけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, けゅ-
さけきくう  ょなさゃっくう きせしおぇかう  し さっいぉう 
いぇ こけょぇさなちう くぇ  ╁╇‶-こっさしけくう, 
ょなさゃけさっいぉう し そけかおかけさくう きけすうゃう 
う けとっ おせこ おさぇしけすう, しないょぇゃぇくう けす 
さなちっすっ くぇ こっすうきぇすぇ きけょっかつうちう.

‶さぇゃうたきっ こかぇおっす いぇ ╀けえおけ ╀け-
さうしけゃ, くぇょこうしゃぇたきっ しこっちうぇかくう 
ょぇさけゃっ いぇ こさっいうょっくすぇ ╂っけさゅう 
‶なさゃぇくけゃ, いぇ させしおうは こさっきうっさ 
‶せすうく, いぇ 70-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
くぇ  ╀かぇゅけゃっしす ]っくょけゃ, しこけきくは しう 
]ゃっすかぇ, ゃすけさぇすぇ  くっあくぇ こけかけゃうく-
おぇ ゃ きぇかおうは しせゃっくうさっく けすぉけさ. 〈は 
っ ゅさぇゃぬけさ, ょういぇえくっさ う ゃしうつおけ 
けしすぇくぇかけ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
そうくぇ さぇぉけすぇ. 
╇ ゅけすうくぇ ぉぇぉぇ, おぇいゃぇす おけかっゅうすっ 

え, おけうすけ しっ  ゅけさょっはす し ょゃっすっ ょぇきう 
ゃ っおうこぇ: きぇえおぇすぇ くぇ すさう ょっちぇ 
′っかう う しおけさけてくぇすぇ ぉぇぉぇ ]ゃっすかぇ. 

¨ゃっく すはた ゃ けすぉけさぇ くぇ しせゃっ-
くうさくうは  ちった うきぇ けとっ っょうく きくけ-
ゅけょっすくうお- さっおけさょぬけさ: ╇ゃぇく.   
╀ぇとぇ くぇ 4 ょっちぇ, いぇ おけうすけ しっ 
ゅさうあう しぇき. ╆ぇおかっす さうぉぇさ, こさう 
すけゃぇ けす すっいう, くぇ おけうすけ きくけゅけ 
うき たゃぇとぇ しすさなゃすぇ. [うぉぇさしおう-
すっ きせ すさけそっう しぇ せゃっおけゃっつっくう 
けす おけかっゅうすっ きせ う こさっゃなさくぇすう ゃ 
すさけそっう-しせゃっくうさう. ╆ぇすけゃぇ う くっ 
こさけこせしおぇす ょぇ こけおぇあぇす こけしかっょ-
くうすっ きせ さうぉぇさしおう ゅけさょけしすう,  
こさっゃなさくぇすう ゃ こぇくぇ 11-おうかけゅさぇ-
きけゃう とせおう. 〈うこうつくけ いぇ さうぉぇさ, 
╇ゃぇく ょけこなかゃぇ, つっ くぇえ-ゅけかっきうはす 
きせ すさけそっえ  くっ っ すせお – 16-おうかけ-
ゅさぇきけゃ てぇさぇく, せかけゃっく ゃ はいけゃうさ 
╉けこさうくおぇ. 
〈ゃなさょう, つっ  けすゃなょ さうぉぇさかなおぇ, 

っ ゃかのぉっく ゃ さぇぉけすぇすぇ しう. 》ぇさっし-
ゃぇ きせ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, う しっ 
ょさぇいくう, ぇおけ うきぇ ょくう, ゃ おけうすけ 
しっ ぉっいょっえしすゃぇ. 〈けえ っ っょうく けす 
きぇえしすけさうすっ-くけあぇさう ゃ しせゃっくうさ-
くうは ちった. ╆ぇっょくけ し すさっすうは きなあ ゃ 
っおうこぇ - くぇえ-きかぇょうはす うき おけかっゅぇ 
╉さぇしうきうさ, しぇ ょゃぇきぇすぇ, おけうすけ 
ゃぇはす おさぇしうゃうすっ しせゃっくうさくう くけ-
あけゃっ し さぇいかうつくう うくおさせしすぇちうう, 
おけうすけ ゅさぇぉゃぇす けつうすっ くぇ うしすうく-
しおうすっ ちっくうすっかう. 
′ぇ こさぇおすうおぇ きけあっき ょぇ くぇこさぇ-

ゃうき ゃしうつおけ, おけっすけ っ しゃなさいぇくけ 
しなし しせゃっくうさくぇ さぇぉけすぇ, おぇいゃぇ 
さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ ちったぇ ′っかう 
╈けすけゃぇ: けす ょさっぉくう きぇかおう いくぇつ-
おう ょけ ゅけかっきう こかぇおっすう, そうさきっくう  
いくぇちう, っきぉかっきう, ぉせおゃう, くぇょ-
こうしう, しせゃっくうさくう ょなさゃけさっいぉう, 
こぇくぇ う ょさせゅう. 
′っ  おさうっ, つっ  うき かうこしゃぇ さぇぉけ-

すぇすぇ くぇ こっょぇか う こなかくう けぉけさけすう, 
おぇおすけ っ ぉうかけ こさっょう ゅけょうくう, くけ 
こさうっきぇ, つっ „しっゅぇ しぇ すぇおうゃぇ ゃさっ-
きっくぇすぇ”, ぇ う つぇしすくうすっ きぇかおう さっ-
おかぇきくう おなとう „たぇこはす” せしこってくけ 
けす こけさなつおうすっ うき.
╆ぇしっゅぇ.
′っかう う おけかっゅうすっ え ゃはさゃぇす, 

いくぇはす, せぉっょっくう しぇ, つっ いぇ すはた-
くぇすぇ さぇぉけすぇ  しなとけ とっ くぇしすなこはす 
くけゃう ゃさっきっくぇ. ╃けぉさう. ╇ とっ きけ-
ゅぇす ょぇ けすくけゃけ ょぇ しないょぇゃぇす けくぇ-
いう おさぇしけすぇ, し おけはすけ しぇ こなかくう 
ておぇそけゃっすっ ゃ ちったぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╁ しっきっえしすゃけすけ くぇ 〈ぇくぬけ ╉ぇ-

ゃぇかけゃ うきぇ う ょさせゅう いくぇちう 
くぇ くせきっさけかけゅうはすぇ. ╇ くぇ うしすけ-
さうはすぇ. [けょっくうはす くぇ すさっすう-くせ-
かぇ-すさっすう あうゃっっ し さけょっくぇ くぇ 
ょっゃっすう-くせかぇ-ょっゃっすう. ╁  ょけきぇ 

くぇ 〈ぇくぬけ う ╃ぇさうくぇ しっ しさっとぇす 
くぇ てっゅぇ う くぇ うしすうくぇ ぉなかゅぇさ-
しおぇすぇ うしすけさうは う ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ おせたくは, ういけぉとけ - しなょぉぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ. ╇ ぇさしっくぇかしおぇ. ╆ぇ-
とけすけ, きぇおぇさ う こけ こさけそっしうは 
しなとけ ゅけすゃぇつ, ╃ぇさうくぇ さぇぉけすう 
ゃ ╆ぇゃけょ 1.
]っきっえしすゃけすけ いぇゃなさいゃぇ ゃさない-

おぇすぇ しう こけおさぇえ こさけそっしうけくぇか-
くけすけ せつうかうとっ こけ たさぇくっくっ ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ こさっょう ゅけょうくう. 
〈ぇくぬけ けしすぇゃぇ ゃっさっく くぇ こさけ-
そっしうはすぇ し さぇぉけすぇすぇ しう ゃ ぇさしっ-
くぇかしおぇすぇ しすけかけゃぇ, ぇ ╃ぇさうくぇ - 
し ゅけすゃっくっすけ ゃおなとう. „〉 ょけきぇ くっ 
ゅけすゃは!“, けすしうつぇ こけ きなあおう ゅかぇ-
ゃぇすぇ くぇ しっきっえしすゃけすけ, くけ いぇすけ-
ゃぇ こなお たぇさっしゃぇ ゃしうつおけ, こさう-
ゅけすゃっくけ けす ╃ぇさうくぇ. ]すさぇしすすぇ 
おなき すぇえくしすゃぇすぇ くぇ おせたくはすぇ 
しこけょっかはす う ょゃっすっ とっさおう. 
╄ょくぇすぇ てっしすけおかぇしくうつおぇ, ょさせ-
ゅぇすぇ てっしすゅけょうてくぇ, う ょゃっすっ 
しっ くぇゃなさすぇす おさぇえ きぇしぇすぇ う 
こっつおぇすぇ し あっかぇくうっ くっとけ ょぇ 
こけきけゅくぇす う ょぇ くぇせつぇす. „╇きぇす 
きっさぇお, たぇさっしゃぇ うき“, さぇょゃぇ しっ 
ぉぇとぇすぇ, くけ こけ こさぇいくうちう うき 
こけさなつゃぇ おせこっくう すけさすう, いぇとけ-
すけ きくけゅけ ゅう けぉうつぇす. ╉ぇおすけ う 
こなさあっくうすっ おぇさすけそう, う ぉけく-
ぉけくうすっ... ╇くぇつっ - ゃ きっくのすけ 
〈ぇくぬけ こさっょこけつうすぇ ょぇ けしすぇくっ 
ゃっさっく くぇ すさぇょうちうはすぇ. ╄おしこっ-
さうきっくすうすっ くぇ つせあょうすっ おせたくう, 
おけうすけ くぇゃかういぇす こさっい すっかっゃう-
いうけくくうすっ こさっょぇゃぇくうは う こさっょ-
かけあっくうはすぇ くぇ さっしすけさぇくすうすっ, 
くっ しぇ こけ ゃおせしぇ くぇ ぇさしっくぇか-
しおうは ゅけすゃぇつ. 〈けえ くっ きけあっ ょぇ 
こさうっきっ しきっしゃぇくっすけ くぇ しかぇょおけ 
う おうしっかけ, くぇこさうきっさ. ┿さしっ-
くぇかしおけすけ しすけかけゃけ きっくの しなとけ 
しこぇいゃぇ しすぇさうは さっちっこすせさくうお. 
‶さう すけゃぇ - しこぇいゃぇくっすけ っ しすさけ-
ゅけ. „╉けかっおすうゃなす くう っ つせょっしっく. 
′はきぇ おけくそかうおすくう たけさぇ. ╃ぇ しっ 
さぇぉけすう し っおうこぇ くぇ ╈けくおぇ ╁っか-

〈っ しぇ おさぇしうゃうすっ けつう う さなちっ 
くぇ „┿さしっくぇか”. 〈ゃけさつっしおけすけ 

ぇすっかうっ くぇ うくぇつっ さっしこっおすうさぇ
とぇすぇ し こさけういゃけょしすゃけすけ しう そぇ
ぉさうおぇ. ‶さう すはた ゃしうつおけ っ ぇさす う 
さっすさけ. ╉ぇすけ しっ いぇこけつくっ けす くっ
けぉうつぇえくけすけ きはしすけ, おなょっすけ しっ 
こけきっとぇゃぇす, う しっ しすうゅくっ ょけ しな
とうくぇすぇ くぇ くっとぇすぇ, し おけうすけ しっ 
いぇくうきぇゃぇす. 
╆ぇ ゃさっきっすけ いぇっょくけ しぇ せしこっかう 

ょぇ しっ こさっゃなさくぇす ゃ きぇかなお しっき
こなか, しこかけすっく う きくけゅけ ゃっょなさ すぇく
ょっき. ╉ぇすけ しっきっえしすゃけ しぇ. ╃けさう 
いゃっいょうすっ うき „くぇきうゅぇす” くぇ しうき
こぇすうつくぇすぇ う せしこってくぇ おけきぉうくぇ
ちうは けす ¨ゃっく, [ぇお, ╊なゃ, ╁っいくう う 
[うぉぇ. ]ぇきけ こっすうきぇ しぇ, くけ うきぇす  
さっしこっおすうさぇと ぉさけえ くぇしかっょくうちう: 
12 ょっちぇ う 2-きぇ ゃくせちう. ‶さうつうくぇ
すぇ: ょゃぇきぇ けす すはた しぇ きくけゅけょっすくう 
さけょうすっかう - っょうくうはす し 3, ぇ ょさせゅう
はす  し 4 ょっちぇ. 
„]おさうすう” しぇ くぇ „うしすけさうつっしおけ 

きはしすけ”- すぇき, おなょっすけ くはおけゅぇ しっ っ 
こけきっとぇゃぇかけ ╃なさあぇゃくけすけ ゃけっく
くけ いぇゃけょしおけ せつうかうとっ, ぇ こけしかっ 
しおかぇょ. 
╋っしすっくちっすけ しっ くぇきうさぇ すさせょくけ, 

しおさうすけ いぇょ ゅけかっきう う おさぇしうゃう 
ょなさゃっすぇ, くけ こなお しなし しうゅせさくけしす 
しっ こけきくう - ういかなつゃぇ ぇさす ぇすきけし
そっさぇ う せのす. ╁ しなさちっすけ くぇ ゅけかは
きぇすぇ そぇぉさうおぇ.  
]せゃっくうさくうはす ちった くぇ „┿さしっ

くぇか”- そうさきっくぇすぇ ぇさす いけくぇ, ゃ 
おけはすけ せのす う さぇぉけすぇ しなつっすぇゃぇす 
ゃ っょくけ 5-きぇ きけょっかつうちう. 〈ぇおぇ 
ゅう くぇさうつぇす, しなゅかぇしくけ ゃなすさって
くけ そうさきっくうすっ おかぇしうそうおぇすけさう. 
╇くぇつっ  ′っかう, ]ゃっすかぇ, ╇ゃぇく, 
╉さぇしうきうさ う ╋うかおけ うきぇす さぇいかうつ
くう こさけそっしうう: そさっいうしすう, ょなさゃけ
さっいぉぇさう, ゅさぇゃぬけさう, くけあぇさう. ╇ 
ゃしうつおう ょけ っょうく しぇ し たけぉうすぇ: けす  
ぇさす ょけ すっくっおっょあうえしすゃけ. ╇きぇす 
しう う こけっす - ╋うかおけ.  ╁いぇうきくけ しっ 
ゅけさょっはす し すはた, おぇすけ さっおけさょぬけさ 
こけ たけぉうすぇ っ  ょけぇえっくなす くぇ ゅけ
ょうくう - そさっいうしすなす ╋うかおけ, おけえすけ 
しおぇくょぇかくけ きかぇょっっ いぇ きなょさうすっ 
しう ゅけょうくう - くぇ 60 っ, くけ いぇさぇょう 
ゃっょさうすっ しう けつう おなき しゃっすぇ う かの
ぉけゃすぇ おなき ゃけかっえぉけかぇ, しこけおけえ
くけ きけあっ ょぇ しゃうっ ゃ ておぇそぇ こけくっ 
10-すうくぇ.  ̈ しゃっく すけゃぇ, ╋うかおけ っ う 

つっゃぇ っ せょけゃけかしすゃうっ!“, おぇいゃぇ 
〈ぇくぬけ. ╆ぇ てっそおぇすぇ しう っ おぇすっ-
ゅけさうつっく: „′はきぇ ゅさっておぇ!“. 〈は 
しなとけ ゅけ たぇさっしゃぇ, くけ すゃなさょう 
いぇ くっゅけ, つっ っ こさっおぇかっくけ すうた 
う しおさけきっく. 〈ぇおなゃ しっ こけおぇいぇか 

う こさう くけゃうくぇすぇ いぇ ゃかういぇくっすけ 
ゃ ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ - こうすぇか 
いぇとけ くっ しっ こさっょかけあう すぇき ょぇ っ 
くはおけえ ょさせゅ.  

„』っしすけ しこけさうき いぇ さっちっこすう-
すっ, ょぇゃぇきっ さぇいかうつくう こさっょかけ-
あっくうは, ょぇあっ しっ たゃぇとぇきっ くぇ 
ぉぇし..., ゃっしっかけ っ う こさうはすくけ. [ぇ-
ぉけすぇすぇ っ きくけゅけ こさうはすくぇ, けしけ-

ぉっくけ, おぇすけ ゃっつっ くぇゃかっいって う 
しっ こけくぇせつうて“, おぇいゃぇ 〈ぇくぬけ. 
】ぇしすかうゃっちなす ょぇ さぇぉけすう けくけ-
ゃぇ, おけっすけ けぉうつぇ, くっ っ こさうょうさ-
つうゃ おなき ぉかのょぇすぇ ゃ さっしすけさぇく-
すうすっ う さぇぉけすぇすぇ くぇ おけかっゅうすっ 

しう. 》ぇこゃぇ ゃしうつおけ う ゃしうつおけ 
たぇさっしゃぇ. ′はきぇ う かのぉうきけ はし-
すうっ, おけっすけ ょぇ こさうゅけすゃは し こけ-
ゃっつっ すさなこおぇ けす けしすぇくぇかうすっ. 

╆ぇ くっゅけ くはきぇ かっしくけ う すさせょくけ. 
‶さけしすけ -  こさけそっしうは: „╁しうつおけ 
きう っ かっしくけ. ╇ すさせょくけすけ しすぇゃぇ 
かっしくけ し けこうすぇ う こさぇおすうおぇすぇ.“ 
╁しっ こぇお, こうかっておけすけ ゃさっすっくけ 

きせ っ しかぇぉけしす. ]かぇぉけしす しぇ きせ 
う せおさぇしうすっ こけ はしすうはすぇ. ‶けゃっ-
つっすけ けす せきっくうはすぇ いぇ せおさぇしぇ 
〈ぇくぬけ くぇせつうか けとっ ゃ こさけそっ-
しうけくぇかくけすけ せつうかうとっ. ′はおけう 
すなくおけしすう „けすおさぇょくぇか“, ょけおぇすけ 

さぇぉけすっか こけ さっしすけさぇくすうすっ. [ぇ-
ぉけすぇすぇ こけ さっしすけさぇくすうすっ, けぉぇ-
つっ, いぇ くっゅけ ぉうかぇ ょけ ゃさっきっ. ] 
うょゃぇくっすけ くぇ ょっちぇすぇ ぇくゅぇあう-

きっくすうすっ ゃ しっきっえしすゃけすけ しすぇくぇ-
かう こさうけさうすっす. 〈ぇおぇ ょくっゃくぇすぇ 
さっょけゃくぇ しきはくぇ う しこけおけえしすゃう-
っすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは さぇぉけすっく 
さうすなき こぇしくぇかう くぇ 〈ぇくぬけ こけゃっ-

〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ っ っょうく けす けくっいう ぇさしっ-
くぇかちう, おけうすけ ゃ くぇえ-つぇおぇくうは けす ゃしうつおう 
ょっく - そうさきっくうはす こさぇいくうお,  こさぇいくせゃぇす, 
ょけおぇすけ さぇぉけすはす. ╇ こぇお うき っ たせぉぇゃけ. ╄ょうく 
けす たけさぇすぇ くぇ ╈けくおぇ ╁っかつっゃぇ, 〈ぇくぬけ, こさっ-
おぇさぇ う すけいう ╃っく くぇ きぇてうくけしすさけうすっかは 
こけょ こせてっちうすっ くぇ しおぇさうすっ し おっぉぇこつっすぇ 
う おのそすっすぇ. „20 たうかはょう けこっおけたきっ う こぇお 
くっ しすうゅくぇたぇ...!“, しきっっ しっ 〈ぇくぬけ. ╃なかゅうすっ 
けこぇておう こさっょ しおぇさぇ-ぉうさぇすぇ しぇ いくぇおけゃう 
いぇ ぇさしっくぇかしおうは こさぇいくうお すけつくけ すけかおけゃぇ, 
おけかおけすけ う けゃぇちううすっ けす おけくちっさすぇ くぇ しすぇ-
ょうけくぇ. „′はおけう おせこせゃぇたぇ こけ 10-20 おっぉぇこ-
つっすぇ, ゃいったきっ こけゃっつっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 
う こぇお ぉはたぇ きぇかおけ...!“, つせょう しっ きけきつっすけ けす 
さぇぉけすくうつっしおうは しすけか - „》けさぇすぇ しっ いぇぉぇ-
ゃかはゃぇたぇ うしすうくしおう, くうとけ つっ ぉってっ ゅけかはき 
しすせょ“. 
¨しゃっく し ゅけかっきうは しすせょ, 〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ とっ 

いぇこけきくう そうさきっくうは こさぇいくうお こさっい 2013-
すぇ う し っょうく かうつっく しこけきっく - けすかうつうっすけ ゃ 
┿かっはすぇ くぇ すさせょけゃぇすぇ しかぇゃぇ. 〉しきうゃおぇすぇ きせ 
ちはかぇ ゅけょうくぇ とっ ういこさぇとぇ う こけしさっとぇ ぇさ-
しっくぇかちう こさっょ こけさすぇかぇ けす すさっすけすけ きはしすけ, 
すさっすう こけさっょ... „]うゅせさくけ, いぇとけすけ しなき さけ-
ょっく くぇ すさっすう ょっく, すさっすう きっしっち...“, てっゅせゃぇ 
しっ しなし しっぉっ しう 〈ぇくぬけ. [けょっくうはす ゃ ╃っくは くぇ 
くぇちうけくぇかくうは くう こさぇいくうお っ すさせょけかのぉうゃ 
つけゃっお, しこけおけっく う せしきうたくぇす, ゃなさてう しう さぇ-
ぉけすぇすぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ - ぉっい きくけゅけ てせき. ′っ 
しう う こけきうしかは ょぇ くぇこせしおぇ ╀なかゅぇさうは ゃ すなさ-
しっくっ くぇ こけ-ゃうしけおう ょけたけょう, いぇとけすけ: „]っ-
きっえしすゃけすけ っ くぇえ-ゃぇあくけ! 』けゃっお すさはぉゃぇ ょぇ 
しう しすけう こさう ょっちぇすぇ.“  ╀なかゅぇさうく, おぇおゃうすけ 
ゃっつっ さはょおけ しっ しさっとぇす. 

つっ けす ゃっつっさくうすっ う ちっかけょくっゃくう 
しきっくう こけ いぇゃっょっくうはすぇ う さってっ-
くうっすけ ぉうかけ ゃいっすけ: 
¨すうゃぇき ゃ „┿さしっくぇか“!
 ╀かういけ ょっしっす ゅけょうくう こけ-おなしくけ 

〈ぇくぬけ くっ きけあっ ょぇ しう こさっょしすぇ-
ゃう ょさせゅけ すさせょけゃけ ぉうすうっ, けしゃっく 
ぇさしっくぇかしおけすけ. [ぇょゃぇ しっ, つっ たけ-
さぇすぇ うょゃぇす ょぇ しっ たさぇくはす ゃ しすけ-
かけゃぇすぇ し せょけゃけかしすゃうっ, つっ うき っ 
ゃおせしくけ. „『っくうすっ しぇ こけゃっつっ けす 
こさうっきかうゃう, いぇとけすけ こけおさうゃぇす 
しぇきけ さぇいたけょうすっ こけ こさけょせおすう-
すっ, いぇ ょゃぇ-すさう かっゃぇ うきぇて ちはか 
けぉはょ“, けぉはしくはゃぇ ゅけすゃぇつなす うく-
すっさっしぇ おなき けぉっょくうすっ きっくのすぇ 
くぇ ぇさしっくぇかしおぇすぇ おせたくは. ¨ぉはし-
くっくうっすけ, けぉぇつっ, うきぇ う ょさせゅう 
すぇえくう: すなさしはす しっ おぇつっしすゃっくう 
こさけょせおすう う しっ しこぇいゃぇす すけつくけ 
すったくけかけゅううすっ. ╇ けとっ くっとけ: 
さぇぉけすう しっ し かのぉけゃ!
╉ぇすけ こさけそっしうけくぇかうしす, ゃなゃ 

ゃさっきっすけ くぇ ╂╋¨ う きくけゅけ ╄-すぇ 
くぇ おけくしっさゃぇくすうすっ う けゃおせしうすっ-
かうすっ ゃ たさぇくうすっ こけ きぇゅぇいうくうすっ, 
〈ぇくぬけ ╉ぇゃぇかけゃ しなゃっすゃぇ たけさぇすぇ 
ょぇ くっ おせこせゃぇす けす くぇえ-っゃすうくけ-
すけ. „‶け-くうしおぇすぇ ちっくぇ っ いくぇお 
いぇ かけてけ おぇつっしすゃけ, きぇおぇさ ゃう-
しけおぇすぇ ちっくぇ ょぇ くっ っ ゅぇさぇくちうは 
いぇ くぇえ-ょけぉさけすけ“, おぇいゃぇ ゅけす-
ゃぇつなす くぇ ぇさしっくぇかちう. ╃けきぇて-
くけすけ っ くぇえ-おぇつっしすゃっくけ, いくぇっ 
しこっちうぇかうしすなす, くけ ゃ きっしっちぇ くぇ 
すせさてううすっ しっきっえしすゃけすけ くぇ 〈ぇ-
くぬけ くっ ういこぇょぇ ゃ きぇくうう. ╃ゃぇ-
きぇすぇ ゅけすゃぇつう くっ おけくしっさゃうさぇす 
ょけ ぉっいしないくぇくうっ. ‶さうゅけすゃはす しう 
しぇきけ おけきこけすう. ′ぇ ょけきぇてくぇすぇ 
すさぇこっいぇ さっょせゃぇす こけしすくけすけ し 
きっしけすけ. ╁しなとくけしす - くぇ きぇしぇすぇ 
うきぇ ゃうくぇゅう う こけ きぇかおけ きっしけ, 
こさういくぇゃぇ 〈ぇくぬけ, おけえすけ おぇいゃぇ, 
つっ うくぇつっ - たぇさっしゃぇす いっかっくつせ-
おけゃぇすぇ たさぇくぇ. ′け くっ つぇお すけか-
おけゃぇ... ′はきぇす しこっちうぇかくう きっ-
くのすぇ いぇ ゅけしすう. ╋ぇおぇさ ゅけしすうすっ 
ょぇ くっ こさけこせしおぇす ょぇ しっ さぇょゃぇす 
くぇ きぇしぇすぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ ゅけすゃぇつう. 
¨しけぉっくけ こけ こさぇいくうちう. ¨とっ 

こけゃっつっ, つっ こさぇいくうちうすっ くぇ さけ-
ょっくうすっ くぇ すさっすう きぇさす う ょっゃっすう 
しっこすっきゃさう くはきぇ おぇお ょぇ しっ いぇ-
ぉさぇゃはす ゃ おぇかっくょぇさぇ.  

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ   

』【╅『╅ 』╈『╅╉╅ [ぇ【╅ ╅『【 ╅【╊]¨╊【《 〉╅ „╅『』╊〉╅]” 

╆¨′〉╊』ぇ【 』》╅』っ╇╅ ...
『っかすぇ くぇ しさっとぇすぇ, けすぉっかは

いぇかぇ う 65-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ 
そせすぉけかくうは おかせぉ くぇ ╉ぇいぇく
かなお, ぉっ ょぇ しっ つせはす しすぇくけゃうとぇ 
う きくっくうは いぇ ぉなょっとっすけ くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, おぇすけ しっ すなさ
しはす さぇいかうつくう ういすけつくうちう くぇ 
ょけこなかくうすっかくけ そうくぇくしうさぇくっ, 
くせあくけ いぇ ょけぉさけすけ さぇいゃうすうっ 
くぇ けすぉけさぇ. 
‶さけつっすっくけ ぉっ う しこっちうぇかくけ 

けぉさなとっくうっ けす うきっすけ くぇ ちっ
かうは 〉] くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ, 
ゃ おけっすけ しっ おぇいゃぇ: „╁はさゃぇきっ, 
つっ し くぇょっあょぇ う けすくけてっくうっ, し 
かのぉけゃ う ぉかぇゅけさけょしすゃけ, し ゅさう
あぇ う すなさこっくうっ おぇせいぇすぇ - ょぇ 
ゃなさくっき そせすぉけかくぇすぇ しかぇゃぇ くぇ 
《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う ょぇ しなた
さぇくうき けぉとうくしおうは こさっょしすぇ
ゃうすっかっく けすぉけさ, っ こけゃっつっ けす 
ゃないきけあくぇ”. 
╁ こさうゃっすしすゃうっすけ しう おなき 

こさうしなしすゃぇとうすっ 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 くっ しこっしすう うしすうくぇすぇ いぇ 
しなしすけはくうっすけ くぇ おぇいぇくかなておうは 
けぉとうくしおう そせすぉけかっく おかせぉ 
こさっょう ょゃっ ゅけょうくう う しっゅぇ, くうすけ 
そうくぇくしけゃうすっ きせ こさけぉかっきう, 
くけ ょぇょっ はしくけ ょぇ しっ さぇいぉっさっ, 
つっ そせすぉけかなす くっ きけあっ ょぇ しっ 
ういこけかいゃぇ いぇ こけかうすうつっしおう うかう 
かうつくう ちっかう し ちっか けぉかぇゅけょっ

すっかしすゃぇくっ.  
╉ぇいぇくかなお きけあっ う うきぇ ゃない

きけあくけしすう ょぇ しう けすゅかっょぇ けす
ぉけさ, し おけえすけ ょぇ しっ ゅけさょっっ, 
いぇはゃう ]すけはくけゃぇ.
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ くけゃうは 〉] 

くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ╉なくつけ 
‶ぇこぇいけゃ ぉかぇゅけょぇさう くぇ  そうさ
きうすっ, ぇくゅぇあうさぇかう しっ こさはおけ う 
ゃいっかう こさうしなさちっ こさけぉかっきうすっ 
くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ, ういこさぇ
とぇえおう しゃけう こさっょしすぇゃうすっかう 
ゃ くけゃうは 〉]. 〈けえ ゅけゃけさう いぇ 
そうくぇくしけゃけすけ しなしすけはくうっ くぇ 
けすぉけさぇ, おぇおすけ う いぇ くっけぉたけょう
きけしすすぇ けす けしうゅせさはゃぇくっすけ くぇ 
90 たうかはょう かっゃぇ, くっけぉたけょうきう 
う くっょけしすうゅぇとう いぇ ういょさなあおぇ
すぇ くぇ おかせぉぇ. 
60 たうかはょう かっゃぇ っ ゅけょうてくぇ

すぇ しせぉしうょうは いぇ けすぉけさぇ, けしう
ゅせさっくぇ けす ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.  
25% けす しせきぇすぇ っ いぇ ╃っすしおけ-
のくけてっしおぇすぇ ておけかぇ, ゃ おけはすけ 
おなき きけきっくすぇ すさっくうさぇす ぉかういけ 
120 ょっちぇ.
╆ぇ ちはかけしすくぇすぇ ういょさなあおぇ 

くぇ そせすぉけかくうは おかせぉ ゅけょうてくけ 
しぇ くっけぉたけょうきう 150 たうかはょう 
かっゃぇ. 
╆ぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ う しきう

しなかぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ ょけぉなさ 
けすぉけさ ゅけゃけさうたぇ う けさゅぇくういぇ
すけさうすっ くぇ ょっかけゃぇすぇ ゃっつっさは 

- こけつっすくうはす こさっいうょっくす くぇ 
《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ′うおけ
かぇえ  ╇ぉせてっゃ う ╁かぇょうきうさ 
]こぇしけゃ.
╁ういうはすぇ しう いぇ そうくぇくしう

さぇくっすけ くぇ けすぉけさぇ う ゃない
きけあくけしすうすっ いぇ ょぇくなつくう  
けぉかっおつっくうは  こさう しこけきけ
とっしすゃけゃぇすっかしすゃけ しこけょっかう
たぇ つかっくけゃっすっ くぇ 〉] くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ′うおけかぇえ 
‶ぇくぇえけすけゃ う ぅくおけ ╉けしすぇょう
くけゃ – うおけくけきうつっしおう ょうさっお
すけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.  
╆ぇ こけょおさっこぇすぇ, ぇくゅぇあう

さぇくけしすすぇ う けすくけてっくうっすけ, 
おけっすけ けぉとうくしおぇすぇ せこさぇゃぇ 
ゃ こけしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう 
ょっきけくしすさうさぇ おなき 《╉ „[けいけ
ゃぇ ょけかうくぇ” おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ ぉっ けすかうつっくぇ しなし 
しこっちうぇかっく こかぇおっす. 〈けえ え 
ぉっ ゃさなつっく けす こさっょしっょぇすっかは 
くぇ 〉] くぇ おかせぉぇ ╉なくつけ ‶ぇ
こぇいけゃ. 
‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ ぉはたぇ 

くぇこさぇゃっくう こなさゃうすっ 3 ゅけかっ
きう ょぇさっくうは けす こけ 10 たうかは
ょう かっゃぇ. 
¨ぉとけ 30 たうかはょう かっゃぇ ょぇ

さうたぇ くぇ そせすぉけかくうは けすぉけさ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” すさう ゅけ
かっきう おぇいぇくかなておう そうさきう: 
„┿さしっくぇか” ┿╃, „╋+] 》う

ょさぇゃかうお” ┿╃ う „╃ぇくうお” ┿╃.
╅っかぇっとうすっ ょぇ こけょこけきけゅくぇす 

おぇせいぇすぇ - ╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ 
ょけぉなさ そせすぉけかっく こさっょしすぇゃうすっ
かっく けすぉけさ, きけゅぇす ょぇ くぇこさぇゃはす 
すけゃぇ つさっい しこっちうぇかくう ょけゅけゃけ
さう いぇ ょぇさっくうは.  
╁しうつおう ょぇさうすっかう くぇ けすぉけさぇ 

とっ こけかせつぇす ぉっいこかぇすくう おぇさすう, 
ょぇゃぇとう うき こさぇゃけ ょぇ こさうしなしす
ゃぇす くぇ ゃしうつおう きぇつけゃっ くぇ 《╉ 
„[けいけゃぇ ょけかうくぇ”. 
]なしすぇゃ くぇ くけゃうは 〉] くぇ 《╉ 

„[けいけゃぇ ょけかうくぇ” 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ - ‶けつっすっく 

こさっいうょっくす くぇ おかせぉぇ 
╉なくつけ ‶ぇこぇいけゃ – ‶さっょしっょぇ

すっか くぇ 〉]
』かっくけゃっ: 
ぅくおけ ╉けしすぇょうくけゃ - „┿さしっくぇか” ┿╃
》さうしすけ ]せかっゃ - „╋+] 》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” 

┿╃
╂っけさゅう ┿くょさっっゃ - „]ぇかぇきぇくょなさ” 

¨¨╃
]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” ┿╃
╉さぇしうきうさ ╉なくっゃ - „ぃ╋〈 〈さっえ

ょうくゅ” ╄¨¨╃
╉けかっゅう, こさぇとぇき ゃう う しくうきおう. 〈っ 

しぇ くぇ ╇ゃぇく ╀けくっゃ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

За всички строителни 
работници в „Арсенал“

и лично за
инж. Цветан Шиков

по повод
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празник -
26 октомври
Димитров ден,

Ден на строителя!

Здраве,
доволна работа,

щастие и
професионални успехи.

いぇおかっす おぇさすけうゅさぇつ う すぇぉかぇょあうは, 
ゅけさょ こさうすっあぇすっか くぇ きうくうぇすの
さっく すうぉっすしおう かっすはと かなゃ.  
 ╆ぇ 35-すっ しう ゅけょうくう けす しないょぇ

ゃぇくっすけ しう, こさっい しせゃっくうさくうは ちった 
しぇ きうくぇかう きくけゅけ けす ういゃっしすくうすっ 
ぇさす うきっくぇ ゃ ゅさぇょぇ: ]こぇし ╋ぇゃ
さけゃ う 〈っくぬけ 〈っくっゃ しぇ しぇきけ ょゃぇ
きぇ けす こかっはょぇすぇ.  ╃けぇえっくなす しさっょ 
しっゅぇてくぇすぇ こっすけさおぇ っ てっそおぇすぇ 
′っかう ╈けすけゃぇ - すさっゃくっくしおう ょなさ

ゃけさっいぉぇさ, し けつう いぇ おさぇしうゃけすけ う 
し てうさけおけ しおさけっくぇ ょせてぇ. 
╉けかっゅうすっ え おぇいゃぇす, つっ  すは っ 

すぇいう, おけはすけ しないょぇゃぇ  せのすぇ, つぇさぇ 
う しこかけすっくけしすすぇ  ゃ きぇかおうは うき おけ
かっおすうゃ, おけえすけ いぇっょくけ こさぇいくせゃぇ 
ゃしうつおけ: いぇ おせこうとぇすぇ うき かうつくう 
しこけょっかっくう こけゃけょう ゅけゃけさう う おぇ
きぇさぇすぇ けす こさぇいくう おせすうう けす てけ
おけかぇょけゃう ぉけくぉけくう, こさっゃなさくぇかぇ 
しっ ゃ つぇしす けす ぇさす  けぉしすぇくけゃおぇすぇ 
ゃ ちったぇ. 
╉けかけくおぇ けす さぇくけ けすうてかう しう けす 

しゃっすぇ おけかっゅう, すぇおうゃぇ, こけっかう こけ 
ょさせゅう こなすうとぇ, おぇさすうくう, きぇかおう 

こかぇしすうおう う っょうくうつくう っおいっき
こかはさう けす こさっょうてくう いぇょぇつう 
おさぇしはす けとっ しすっくうすっ くぇ ちったぇ. 
]すぇさうすっ きぇてうくう, おせこうとぇすぇ 
しすさせあおう う  きうさうしなす くぇ きぇしかけ 
こなお  しないょぇゃぇす せしっとぇくっすけ いぇ 
こさうくぇょかっあくけしす おなき くっとけ ゅけ
かはきけ う... しすぇさけ. 
‶さぇゃうかう しきっ きくけゅけ くっとぇ 

こさっょう ゅけょうくう, しこけょっかは けすゅけ
ゃけさくうつおぇすぇ ′っかう う こけおぇいゃぇ  

おさぇしうゃう おせすうう し うくおさせしすうさぇ
くう  ょさなあおう くぇ くけあけゃっ, こさう
おかぇょう くぇ ぇゃすけきぇすう, ういけゅさぇ
そうしぇくう こうしすけかっすう, さぇいかうつくう 
こかぇおっすう, ういさぇぉけすゃぇくう  こけ 
ゃしっゃないきけあくう こけゃけょう, きぇすさう
ちう くぇ ぉせおゃう, くぇ けすょっかくう ょっ
すぇえかう けす こさけういゃけょしすゃっくぇすぇ 
くけきっくおかぇすせさぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╃けしおけさけ しせゃっくうさくうはす ちった 

っ すけいう, おけえすけ こさぇゃう ょけさう すぇ
ぉっかおうすっ いぇ ゃさぇすうすっ  くぇ さぇい
かうつくう うくしすうすせちうう, ぉせおゃうすっ 
くぇ ょせいうくぇ ぉぇくおう ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
ゅけかっきうはす そうさきっく いくぇお  くぇ  こけ

おさうゃぇ くぇ こけつうゃくぇすぇ しすぇくちうは くぇ 
„┿さしっくぇか” ゃ ′っしっぉなさ, すぇぉっかおうすっ 
いぇ しすぇうすっ すぇき, さぇいかうつくう おせこう,  
きぇかおう こかぇしすうおう, ぇさす けすかうゃおう, 
いくぇちうすっ くぇ „┿さしっくぇか”, くぇ ‶けかう
ちっえしおぇすぇ ておけかぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, けゅ
さけきくう  ょなさゃっくう きせしおぇかう  し さっいぉう 
いぇ こけょぇさなちう くぇ  ╁╇‶-こっさしけくう, 
ょなさゃけさっいぉう し そけかおかけさくう きけすうゃう 
う けとっ おせこ おさぇしけすう, しないょぇゃぇくう けす 
さなちっすっ くぇ こっすうきぇすぇ きけょっかつうちう.

‶さぇゃうたきっ こかぇおっす いぇ ╀けえおけ ╀け
さうしけゃ, くぇょこうしゃぇたきっ しこっちうぇかくう 
ょぇさけゃっ いぇ こさっいうょっくすぇ ╂っけさゅう 
‶なさゃぇくけゃ, いぇ させしおうは こさっきうっさ 
‶せすうく, いぇ 70-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ 
くぇ  ╀かぇゅけゃっしす ]っくょけゃ, しこけきくは しう 
]ゃっすかぇ, ゃすけさぇすぇ  くっあくぇ こけかけゃうく
おぇ ゃ きぇかおうは しせゃっくうさっく けすぉけさ. 〈は 
っ ゅさぇゃぬけさ, ょういぇえくっさ う ゃしうつおけ 
けしすぇくぇかけ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ 
そうくぇ さぇぉけすぇ. 
╇ ゅけすうくぇ ぉぇぉぇ, おぇいゃぇす おけかっゅうすっ 

え, おけうすけ しっ  ゅけさょっはす し ょゃっすっ ょぇきう 
ゃ っおうこぇ: きぇえおぇすぇ くぇ すさう ょっちぇ 
′っかう う しおけさけてくぇすぇ ぉぇぉぇ ]ゃっすかぇ. 

¨ゃっく すはた ゃ けすぉけさぇ くぇ しせゃっ
くうさくうは  ちった うきぇ けとっ っょうく きくけ
ゅけょっすくうお- さっおけさょぬけさ: ╇ゃぇく.   
╀ぇとぇ くぇ 4 ょっちぇ, いぇ おけうすけ しっ 
ゅさうあう しぇき. ╆ぇおかっす さうぉぇさ, こさう 
すけゃぇ けす すっいう, くぇ おけうすけ きくけゅけ 
うき たゃぇとぇ しすさなゃすぇ. [うぉぇさしおう
すっ きせ すさけそっう しぇ せゃっおけゃっつっくう 
けす おけかっゅうすっ きせ う こさっゃなさくぇすう ゃ 
すさけそっう-しせゃっくうさう. ╆ぇすけゃぇ う くっ 
こさけこせしおぇす ょぇ こけおぇあぇす こけしかっょ
くうすっ きせ さうぉぇさしおう ゅけさょけしすう,  
こさっゃなさくぇすう ゃ こぇくぇ 11-おうかけゅさぇ
きけゃう とせおう. 〈うこうつくけ いぇ さうぉぇさ, 
╇ゃぇく ょけこなかゃぇ, つっ くぇえ-ゅけかっきうはす 
きせ すさけそっえ  くっ っ すせお – 16-おうかけ
ゅさぇきけゃ てぇさぇく, せかけゃっく ゃ はいけゃうさ 
╉けこさうくおぇ. 
〈ゃなさょう, つっ  けすゃなょ さうぉぇさかなおぇ, 

っ ゃかのぉっく ゃ さぇぉけすぇすぇ しう. 》ぇさっし
ゃぇ きせ すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃう, う しっ 
ょさぇいくう, ぇおけ うきぇ ょくう, ゃ おけうすけ 
しっ ぉっいょっえしすゃぇ. 〈けえ っ っょうく けす 
きぇえしすけさうすっ-くけあぇさう ゃ しせゃっくうさ
くうは ちった. ╆ぇっょくけ し すさっすうは きなあ ゃ 
っおうこぇ - くぇえ-きかぇょうはす うき おけかっゅぇ 
╉さぇしうきうさ, しぇ ょゃぇきぇすぇ, おけうすけ 
ゃぇはす おさぇしうゃうすっ しせゃっくうさくう くけ
あけゃっ し さぇいかうつくう うくおさせしすぇちうう, 
おけうすけ ゅさぇぉゃぇす けつうすっ くぇ うしすうく
しおうすっ ちっくうすっかう. 
′ぇ こさぇおすうおぇ きけあっき ょぇ くぇこさぇ

ゃうき ゃしうつおけ, おけっすけ っ しゃなさいぇくけ 
しなし しせゃっくうさくぇ さぇぉけすぇ, おぇいゃぇ 
さなおけゃけょうすっかおぇすぇ くぇ ちったぇ ′っかう 
╈けすけゃぇ: けす ょさっぉくう きぇかおう いくぇつ
おう ょけ ゅけかっきう こかぇおっすう, そうさきっくう  
いくぇちう, っきぉかっきう, ぉせおゃう, くぇょ
こうしう, しせゃっくうさくう ょなさゃけさっいぉう, 
こぇくぇ う ょさせゅう. 
′っ  おさうっ, つっ  うき かうこしゃぇ さぇぉけ

すぇすぇ くぇ こっょぇか う こなかくう けぉけさけすう, 
おぇおすけ っ ぉうかけ こさっょう ゅけょうくう, くけ 
こさうっきぇ, つっ „しっゅぇ しぇ すぇおうゃぇ ゃさっ
きっくぇすぇ”, ぇ う つぇしすくうすっ きぇかおう さっ
おかぇきくう おなとう „たぇこはす” せしこってくけ 
けす こけさなつおうすっ うき.
╆ぇしっゅぇ.
′っかう う おけかっゅうすっ え ゃはさゃぇす, 

いくぇはす, せぉっょっくう しぇ, つっ いぇ すはた
くぇすぇ さぇぉけすぇ  しなとけ とっ くぇしすなこはす 
くけゃう ゃさっきっくぇ. ╃けぉさう. ╇ とっ きけ
ゅぇす ょぇ けすくけゃけ ょぇ しないょぇゃぇす けくぇ
いう おさぇしけすぇ, し おけはすけ しぇ こなかくう 
ておぇそけゃっすっ ゃ ちったぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ぢÜ£Ñëíç
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′ぇ こけしかっょくけすけ しう いぇしっょぇくうっ ¨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 つぇしすうつくけ うい
きっくっくうっ くぇ ょっえしすゃぇとうは ¨ぉと  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. ╃け 
くっゅけ しっ しすうゅぇ しかっょ こけさっょうちぇ けす けこうすう くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけ
さうはすぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす ゃ こさっょうてくうは きぇくょぇす くぇ きっしすくうは こぇさかぇきっくす - 
2008-2011, おけはすけ くぇしすけはゃぇ いぇ すけゃぇ, すなえ おぇすけ せしかけゃうはすぇ くぇ さぇいゃうすうっ くぇ ゅさぇょぇ 
う けぉとうくぇすぇ ゅけ くぇかぇゅぇす. ╁ こさっょうてくうは きぇくょぇす つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ すぇおぇ う くっ 
っ くぇこさぇゃっくけ. ] こけきけとすぇ くぇ おきっすしおぇすぇ  ぇょきうくうしすさぇちうは すけゅぇゃぇ しっ しすうゅぇ しぇきけ ょけ 
ういさぇぉけすゃぇくっすけ くぇ いぇょぇくうっ くぇ つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶, くけ すけ すぇおぇ う くっ しっ 
ゃくぇしは くぇ しっしうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, いぇ ょぇ ぉなょっ さぇいゅかっょぇくけ う こさうっすけ. ‶け すけいう 
くぇつうく くっ しっ しすうゅぇ う しかっょゃぇとうは っすぇこ くぇ ゃないかぇゅぇくっ くぇ つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ 
¨〉‶. ]なけすゃっすくけ - くっ しっ しすうゅぇ う ょけ こさけっおすうさぇくっ. 
╃っえしすゃぇとうはす ¨ぉと せしすさけえしすゃっく こかぇく くぇ ╉ぇいぇくかなお, おけえすけ しっゅぇ ぉってっ つぇしすうつくけ 

ういきっくっく, っ けす 1990-すぇ, ぇおすせぇかういうさぇく っ こさっい 2003-すぇ.
¨とっ ゃ こなさゃうすっ ょくう けす うょゃぇくっすけ くぇ くけゃうは おきっす ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ こさっい 2011 ゅけ

ょうくぇ う くけゃうは ゅかぇゃっく ぇさたうすっおす ╇ゃっかうく ′っょはかおけゃ ゃ ¨ぉとうくぇすぇ いぇこけつゃぇ さぇぉけすぇ こけ 
ょけゃなさてゃぇくっ くぇ くっとぇすぇ - けおけくつぇすっかくけ ょぇ ぉなょっ いぇゃなさてっくけ いぇょぇくうっすけ いぇ つぇしすうつ
くけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶. ]かっょ くっゅけゃぇすぇ さぇいさぇぉけすおぇ, おけはすけ しっ こさうっきぇ くぇ しっしうは, しっ 
ゃないかぇゅぇ う しぇきけすけ ういこなかくっくうっ いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ, おけっすけ しっ 
こさぇゃう けす ]ょさせあっくうっ „]っゃす 2012“. ]かっょ ゃくぇしはくっすけ くぇ いぇしっょぇくうっ くぇ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす, すけ ぉってっ こさうっすけ くぇ 30-すう しっこすっきゃさう.
╆ぇ いくぇつっくうっすけ くぇ つぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶ いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ ╉ぇいぇくかなお う 

ちはかぇすぇ けぉとうくぇ さぇいゅけゃぇさはきっ し 『ゃっすぇく 【うおけゃ, さなおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけ
っおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ“ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃, つかっく くぇ ゅさせこぇすぇ „╄おしこっさ
すう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす う こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ 
せしすさけえしすゃけ くぇ すっさうすけさうはすぇ, うくそさぇしすさせおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす ゃ ̈ ぉとうく
しおうは しなゃっす. ╉ぇすけ こさっょしっょぇすっか くぇ おけきうしうはすぇ ゃ すけいう きぇくょぇす う ゃ こさっょうてくうは, 『ゃっすぇく 
【うおけゃ っ っょうく けす くぇえ-ぇおすうゃくうすっ せつぇしすくうちう ゃ こさけちっしぇ くぇ こさけおぇさゃぇくっすけ くぇ ゃっつっ 
こさうっすけすけ つぇしすうつくけ 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.

ぁ╅』【¨ぁ〉《【《 ̈ ′〈╊〉╊〉¨╊ 〉╅ 《】》 ╊ ′╅[《〉

╉けすけてひち 〉かおかしねかう 【とおきあちそう - ぃさとすいあてあ:

《╆】〉╅ぁ¨]¨ 』〈╊ 』╊. ╆ぇ]╈╅『¨〉ぇ【 』╊
』〈╊╊ 〉╅ ╇』╊ 》《-》『《』【╅ぃ[¨ 〉╊ぅ╅

╋けうかかす う せあこ-てひきせけみ たかちけそお そて けつてそちけみてあ せあ ╆ひしえあちけみ, さあくうあ さそすけさひて, といかおかせ, ねか はか おそこおか うちかすか, う さそかてそ いひしえあちけせひて はか つか つすかか せあ けつてけせつさけ つすかのせけ せかはあ.

- ¨すおなょっ うょゃぇ こさはおけさなす 
╁う - 【おせきぉぇすぇ? 
- ┿い しなき けす ‶うさうくしおうは おさぇえ. 

〈ぇき すぇおぇ くぇさうつぇす ゅっさょぇくぇ くぇ 
しうかくぇすぇ さぇおうは – 64-ゅさぇょせしけ-
ゃぇすぇ. 〈は けぉさぇいせゃぇ しうくょあうさ. 
〈けゃぇ こさぇゃう す. くぇさ. しっさす さぇ-
おうは, しうかくぇすぇ さぇおうは. ′ぇ すけいう 
ゅっさょぇく ゃ くぇてうは おさぇえ おぇいゃぇす 
ておせきぉぇ. ╀ぇとぇ きう, ′っょっかつけ, 
ぉってっ う そせすぉけかうしす, うきぇてっ  
すさせょっく, しっさす, きぇかおけ かのす たぇ-
さぇおすっさ う ゅけ おさなしすうかう くぇ ゅっさ-
ょぇくぇ くぇ すぇいう しうかくぇ さぇおうは. ╇ 
けすすぇき. 〈けえ - 【おせきぉぇすぇ, こけしかっ 
ぇい くぇしかっょうた すけいう こさはおけさ. ╇ 
すぇおぇ ょけ ょくっし. ′けしは しう ゅけ. 

- ┿ ╁うっ すぇおなゃ かう しすっ ゃ あう-

ゃけすぇ - しっさす? ] かのす たぇさぇおすっさ.
- ┿, くっ. ╋くけゅけ さはょおけ. ′け すっあ-

おけ う ゅけさおけ くぇ すっいう, おけうすけ きっ 
ょけおぇさぇす うかう こけこぇょくぇす くぇ きっく, 
おけゅぇすけ しなき ゃ すぇおけゃぇ しなしすけは-
くうっ うかう くっ ょぇえ しう, ╀けあっ, きっ 
ょけおぇさぇす ょけ すぇおけゃぇ しなしすけはくうっ.  

- ‶けしかっょくうはす ╁う しこっおすぇ-
おなか しっ くぇさうつぇ „╊せょぇ きけょぇ”. 
╆ぇとけ? 
- ╆ぇとけすけ あうゃっっき すぇおぇ, かせょけ. 

╊せょけしすすぇ こけょ ゃしはおぇおゃぇ そけさ-
きぇ っ きけょくぇ. ′っ しないくぇゃぇきっ ゃ 
おぇおゃう かせょう う ぇぉしせさょくう ゃさっ-
きっくぇ あうゃっっき, おぇおゃう ゅかせこけし-
すう う こさけしすぇとうくう けしきうしかはす 
ゅけかはきぇ つぇしす けす あうゃけすぇ くう, 
おなしぇす くっさゃうすっ くう. ‶さうっきぇきっ 

すぇいう かせょけしす いぇ くけさきぇかくぇ, いぇ 
くけさきぇ う きはさおぇ. ╁うあすっ おぇおゃけ 
しすぇゃぇ くぇけおけかけ!

- 》けさぇすぇ ゃ いぇかぇすぇ, けぉぇつっ, 
きくけゅけ しっ しきっはす. ′ぇ しきっ-
ておうすっ ゃ しこっおすぇおなかぇ うかう 
くぇ けしないくぇゃぇくっすけ くぇ すなあ-
くけ-しきってくけすけ, いぇ おけっすけ こけ 
ゃっょなさ う しきってっく くぇつうく ゅけ-
ゃけさうすっ ゃ „╊せょぇ きけょぇ”? 
- ′ぇ けしないくぇすぇすぇ ぇぉしせさょ-

くけしす, ゃ おけはすけ あうゃっっき. ′ぇ 
あっしすけおけしすすぇ, ゃ おけはすけ しきっ しっ 
こけすけこうかう. ′ぇ すっいう, おけうすけ せあ 
しきっ ょっかっゅうさぇかう ょぇ さぇぉけすはす 
いぇ こけ-ょけぉさうは くう  あうゃけす, こけ 
こさうくちうこ. ′ぇ ゅかせこけしすうすっ, おけう-
すけ ゃなさてぇす. ] くぇょっあょぇすぇ, つっ, 

おぇすけ ゅけ ゃうょはす こけ しきってくうは くぇ-
つうく, とっ しっ おけさうゅうさぇす. 

- ‶さけきっくうたぇ かう しっ しきっ-
ておうすっ, くぇ おけうすけ しっ しきっっき?  
- ╃ぇ, こさけきっくうたぇ しっ, きくけゅけ. 

╇ すけ ゃ けすさうちぇすっかくぇ こけしけおぇ. 
╀なかゅぇさうくなす しっ しきっっ くぇ ゃしっ こけ-
ゃっつっ こさけしすぇておう くっとぇ. ′はきぇ う 
こけきっく けす けくけゃぇ ゃっょさけ つせゃしすゃけ 
いぇ たせきけさ, おけっすけ くう っ おさっこう-
かけ: ょぇ しっ しぇきけうさけくういうさぇきっ, 
ょぇ しっ くぇょしきっっき くぇょ しっぉっ しう, 
くぇょ くぇてう ょさっぉくう こけさけちう.  
′っ うしおぇき ょぇ けぉうあょぇき  くはおけう 
おけかっゅう, おけうすけ しっ いぇくうきぇゃぇす 
し さぇいかうつくう てけせ こさけゅさぇきう ゃ 
さぇいかうつくう そけさきぇすう う すっかっゃう-
いうう, くけ しぇきうはす ぇい くっ きけゅぇ ょぇ 

ういょなさあぇき くっとけ, おけっすけ ょっちぇすぇ 
すさはぉゃぇ ょぇ ういょなさあぇす ょけ 12 ゃっ-
つっさすぇ. ‶さうきっさくけ てけせ, ゃ おけっ-
すけ  „しきってくけすけ” っ けす さけょぇ くぇ: 
あっくうすっ, こさっけぉかっつっくう おぇすけ 
きなあっ, きなあっすっ おぇすけ すさぇゃっしすう-
すう う ょさせゅう すぇおうゃぇ とせさけすうう.

-… くけ こなかくはす いぇかう すぇおう-
ゃぇ しきっておう...
- ╃ぇ しぇ あうゃう う いょさぇゃう すっいう 

しきっておう, くけ, ぇおけ すけゃぇ くう っ ぉな-
ょっとっすけ... 〈なあくけ! ╄ょくけ ょっすっ, 
おぇすけ こけさぇしくっ, くっ ぉう すさはぉゃぇかけ, 
しこけさっょ きっく, ょぇ しう きうしかう, つっ 
すけゃぇ っ っしすっしすゃっくけ う しきってくけ, 
たうす う すけえ ょぇ しっ こけおぇあっ. 
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- ╂けしこけょうく 【うおけゃ,  し おぇお
ゃけ つぇしすうつくけすけ 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 ╉ぇいぇくかなお, こさうっすけ 
くぇ しっこすっきゃさうえしおぇすぇ  しっ
しうは くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
っ  ゃぇあくけ いぇ ゅさぇょぇ?

- ╁ぇあくけすけ ゃ ょっえしすゃうはすぇ こけ 
せしおけさはゃぇくっすけ くぇ さぇいさぇぉけすおぇ
すぇ くぇ つぇしすうつくけすけ 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 し ゃおかのつゃぇ
くっ くぇ つぇしすう けす いっきかうとっすけ くぇ 
ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお /ういたけょうすっ おなき 
ゅさぇょ ]けそうは, はいけゃうさ ╉けこさうく
おぇ, ゅさぇょ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, ゅさぇょ 
【うこおぇ, しっかけ ╄くうくぇ, しっかけ ╀せ
いけゃゅさぇょ う おゃぇさすぇか “╋うくっさぇか
くう ぉぇくう”/ しっ しなしすけう ゃ すけゃぇ, つっ 
しかっょ ゃかういぇくっ ゃ しうかぇ くぇ ╆ぇおけ
くぇ いぇ ういきっくっくうっ う ょけこなかくっ
くうっ くぇ ╆〉〈/╃なさあぇゃっく ゃっしす
くうお ぉさ. 82 けす 2012 ゅけょうくぇ/しっ 
こけしすぇゃうたぇ くけゃう, しなとっしすゃっくう 
ういうしおゃぇくうは おなき せしすさけえしすゃけすけ 
くぇ けすょっかくうすっ ゃうょけゃっ すっさう
すけさうう う いくぇつうすっかくけ しっ けゅさぇ
くうつぇゃぇす うくゃっしすうちうけくくうすっ 
くぇきっさっくうは くぇ そういうつっしおう う 
のさうょうつっしおう かうちぇ こさう かうこしぇ 
くぇ ょっえしすゃぇと ¨〉‶ くぇ ゅさぇょぇ. 
』ぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ 

¨〉‶ くぇ ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお しないょぇ
ゃぇ ぉかぇゅけこさうはすくう せしかけゃうは いぇ 
うくゃっしすうちうけくくけ こさけっおすうさぇくっ 
う しすさけうすっかしすゃけ ゃ ╉ぇいぇくかなお. 
〈ぇおぇ し くけゃけすけ ういきっくっくうっ ̈ 〉‶  
ょけこさうくぇしは いぇ こけ-っそっおすうゃくけ 
こかぇくうさぇくっ くぇ ゅさぇょしおぇすぇ すっ
さうすけさうは, こさうかぇゅぇとけ うくすっゅさう
さぇく こけょたけょ いぇ せしすけえつうゃけ さぇい
ゃうすうっ ゃ こっさしこっおすうゃぇ. ╋くけゅけ 
ゃぇあくけ せしかけゃうっ しなとけ っ, つっ 
くぇかうつうっすけ くぇ ぇおすせぇかっく ¨ぉと 
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 っ こさっょこけしすぇゃおぇ いぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっ う こけかせつぇゃぇ
くっ くぇ そうくぇくしうさぇくっ こけ かうくうは 
くぇ けこっさぇすうゃくうすっ こさけゅさぇきう 
くぇ っゃさけこっえしおうすっ しすさせおすせさくう 
そけくょけゃっ.

- ╋けあっ かう ょぇ しっ すゃなさょう 
すけゅぇゃぇ, つっ たぇけすうつくけすけ いぇ
しすさけはゃぇくっ くぇ きっしすぇ ゃ ゅさぇ
ょぇ う おさぇえ くっゅけ っ さっいせかすぇす 
うきっくくけ けす かうこしぇすぇ くぇ すぇ
おけゃぇ つぇしすうつくけ 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 ょけ きけきっくすぇ?
- ╃けおけかおけすけ おぇしぇっ たぇけすうつ

くけすけ しすさけうすっかしすゃけ くぇ ゃたけょくけ-
ういたけょくうすっ つぇしすう くぇ ゅさぇょ ╉ぇ
いぇくかなお, すけゃぇ っ すぇおぇ. ╆ぇとけすけ 
ょけ きけきっくすぇ くはきぇてっ おぇお ょぇ しっ 
けすおぇあっ すぇおけゃぇ しすさけうすっかしすゃけ. 
′はきぇてっ いぇおけくけゃけ けしくけゃぇくうっ 
いぇ けすおぇい けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉとう
くぇすぇ, すぇおぇ, つっ ょぇ くっ ぉなょっ 
さっぇかういうさぇくけ うしおぇくけすけ けす 
さぇいかうつくう かうちぇ すはたくけ うくゃっし
すうちうけくくけ くぇきっさっくうっ. ╁しっおう 
けすおぇい けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ 
こさう ゃかういぇくっすけ ゃ しなょぇ とってっ 
ょぇ ぉなょっ いぇゅせぉっくけ ょっかけ. ‶さう 
かうこしぇ くぇ ¨〉‶ う さってぇゃぇくっすけ 
くぇ こぇさつっ くぇ うくゃっしすうちうけく

くうすっ くぇきっさっくうは くぇ そうさきう う 
ゅさぇあょぇくう くぇ こさうくちうこぇ “くぇ 
こぇさつっ” ゃしうつおけ しっ さってぇゃぇ し 
こけょさけぉくう せしすさけえしすゃっくう こかぇ
くけゃっ, ぉっい くぇかうつうっすけ くぇ ¨ぉと 
せしすさけえしすゃっく こかぇく う すけゃぇ ゃけょう 
ょけ しなつっすぇゃぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう 

こさけういゃけょしすゃぇ う ょっえくけしすう ゃ 
っょくぇ すっさうすけさうは. ′ぇ すけゃぇ ゃっつっ 
しすぇくぇたきっ しゃうょっすっかう こさっい ゅけ
ょうくうすっ. ′ぇえ-おさっとはとうはす しかせ
つぇえ っ こけ こなすは いぇ ¨ゃけとくうお - ゃ 
さぇえけくぇ くぇ かっすうとっすけ, おなょっすけ 
ゃっつっ うきぇ ういゅさぇょっくけ っょくけ きぇか
おけ こさっょこうさはすうっ ゃ すっさうすけさうは, 

おけはすけ しっゅぇ, し つぇしすうつくけすけ うい
きっくっくうっ, おけっすけ こさうったきっ くぇ 
30-すう しっこすっきゃさう, っ ういちはかけ 
けすさっょっくぇ いぇ さっおさっぇちうけくくう 
しこぇ  う ょさせゅう こさうょさせあぇゃぇとう 
ょっえくけしすう. 《うさきぇすぇ ぇぉしけかのす
くけ いぇおけくくけ っ こけしすさけうかぇ いぇゃけ
ょぇ, いぇとけすけ ょけしっゅぇ くっ っ うきぇ
かけ すけつくけ さっゅかぇきっくすうさぇくっ くぇ 
そせくおちうけくぇかくけすけ こさっょくぇいくぇ
つっくうっ くぇ すっさうすけさうはすぇ, ゃなさたせ 
おけはすけ しすさけう. 〈けゃぇ っ ょけおぇいぇくけ 
こけ しなょっぉっく こなす. ]かぇゃぇ ╀けゅせ, 
つっ こさけういゃけょしすゃけすけ くっ っ しゃなさ
いぇくけ しなし いぇきなさしはゃぇくっ! 〈ぇおうゃぇ 
しかせつぇう くぇ たぇけすうつくけ いぇしすさけ

はゃぇくっ ゃ すっいう すっさうすけさうう, おけう
すけ しぇ こさっょきっす くぇ つぇしすうつくけすけ 
ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶ くぇ ╉ぇいぇく
かなお, ゃっつっ くっ きけあっ ょぇ うきぇ. 

- ╉ぇお こけ-おけくおさっすくけ しっ 
さっゅかぇきっくすうさぇす こけしけつっくう

すっ ゃ つぇしすうつくけすけ ういきっくっ
くうっ すっさうすけさうう こけ いけくう? 
- ╉ぇおゃけ ゃおかのつゃぇす けしくけゃくう

すっ こさけきっくう し すけゃぇ 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 ╉ぇいぇくかなお? ′ぇ こなさゃけ 
きはしすけ, すけいう こかぇく けすさぇいはゃぇ 
ぇおすせぇかくぇすぇ ゅさぇくうちぇ くぇ くぇ

しっかっくけすけ きはしすけ - ゅさぇょ ╉ぇいぇく
かなお, さぇいてうさっくうっ くぇ しっゃっさ う 
ゃおかのつゃぇくっ くぇ “╋うくっさぇかくう 
ぉぇくう”. 〈けゃぇ っ くけゃぇすぇ ぇおすせぇか
くぇ ゅさぇくうちぇ, おけはすけ せすけつくうたきっ 
し すけゃぇ つぇしすうつくけ ういきっくっくうっ. 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ - ゃっつっ っ こさっ
ちういうさぇくけ そせくおちうけくぇかくけすけ 
こさっょくぇいくぇつっくうっ くぇ すっさうすけ
さううすっ, し おけっすけ いぇょなかあうすっかくけ 
うくゃっしすうすけさうすっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
しなけぉさぇいはゃぇす. 〉すけつくっく っ う すっ
さうすけさうぇかくうはす けぉたゃぇす くぇ しな
けすゃっすくうすっ すっさっくう ゃ さぇきおうすっ 
くぇ ゅさぇょぇ ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し ぇお
すせぇかくけすけ うき しなしすけはくうっ: ちっく

すさぇかくぇ ゅさぇょしおぇ つぇしす う ょさせゅう 
おゃぇさすぇかう, ′ぇちうけくぇかっく こぇさお 
くぇ さけいぇすぇ, しっゃっさけいぇこぇょくぇすぇ 
つぇしす くぇ こぇさお „[けいぇさうせき”. 〈ぇき, 
おなょっすけ ぉってっ ぇょきうくうしすさぇすうゃ
くぇすぇ つぇしす う おなょっすけ ぉっ すっさうすけ
さうは くぇ “′っかしっく っおけ” う “╉なか

ゃぇつぇ”, ゃっつっ うきぇ しなけすゃっすくけすけ 
こさっょくぇいくぇつっくうっ. ╃けおけかおけ
すけ いくぇき, すは しっゅぇ しっ こさけょぇゃぇ 
けす ′┿‶, くけ っ ゃぇあくけ, つっ すぇいう 
つぇしす くぇ こぇさお „[けいぇさうせき” ゃっつっ 
うきぇ しすぇすせす. 〈けゃぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ 
ゃしっおう くっ きけあっ ょぇ こさぇゃう すぇき 
おぇおゃけすけ しう うしおぇ, ぇ すさはぉゃぇ ょぇ 

しっ しなけぉさぇいはゃぇ し くけゃけすけ  つぇし
すうつくけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶. 
╃させゅぇ すっさうすけさうは, おけはすけ こけ

かせつぇゃぇ しすぇすせす しっゅぇ, っ つぇしす けす 
ゅさぇょうくおぇすぇ くぇ “╇しおさぇ”. ╁っつっ 
っ ういはしくっくけ すぇき おぇおゃけ すさはぉゃぇ 
ょぇ ぉなょっ こさっょくぇいくぇつっくうっすけ 
くぇ すぇいう すっさうすけさうは. ]なとけすけ しっ 
けすくぇしは, くぇこさうきっさ, う いぇ つぇしす 
けす きっしすくけしすすぇ “]すぇさうすっ かけいは”.
′ぇ すさっすけ きはしすけ - すっさうすけさうう

すっ, こさうくぇょかっあぇとう くぇ ゃたけょ
くけ-ういたけょくうすっ すさぇくしこけさすくけ-
おけきせくうおぇちうけくくう ぇさすっさうう くぇ 
ゅさぇょ ╉ぇいぇくかなお しっ せしすさけえゃぇす 
こさっょうきくけ おぇすけ しきっしっくう きくけ

ゅけそせくおちうけくぇかくう いけくう. ′ぇ 
つっすゃなさすけ きはしすけ - つぇしすうつくけすけ 
ういきっくっくうっ おぇしぇっ きっしすくけしすすぇ 
“┿ぉぇはすぇ”, おなょっすけ しぇ ういゃけさうすっ 
くぇ そぇぉさうおぇ “╀なかゅぇさうは”, しっ
ゃっさくけ けす “》うょさぇゃかうおぇ”. ╋っしす
くけしすすぇ “┿ぉぇはすぇ” - すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ういすけお けす “》うょさぇゃかうおぇ” う 
くぇ しっゃっさ けす “]っゃっさくう おゃぇさ
すぇかう”, しっ こさっょゃうあょぇ ょぇ ぉなょっ 
いけくぇ いぇ きぇかおけっすぇあくけ あうかうと
くけ いぇしすさけはゃぇくっ. ′ぇ こさぇおすうおぇ 
すぇおぇ しっ こさけょなかあぇゃぇ しすぇすせすなす 
くぇ しっゃっさくうすっ おゃぇさすぇかう しなし 
しすぇすせす ょけ ょゃぇ っすぇあぇ う こさっょう 
ゃしうつおけ, いぇ あうかうとくけ いぇしすさけ
はゃぇくっ. 
¨しゃっく すけゃぇ, すっさうすけさううすっ くぇ 

いぇこぇょ けす かっしけこぇさお “〈のかぉっすけ” 
う くぇ ういすけお けす こなすは いぇ しっかけ 
╄くうくぇ しっ せしすさけえゃぇす こさっょうきくけ 
おぇすけ いけくう いぇ しこけさす, ぇすさぇおちうう 
う ょけこなかゃぇとう う けぉしかせあゃぇとう 
ょっえくけしすう. 〈けゃぇ っ すっさうすけさうは
すぇ きっあょせ こなすは おなき ╄くうくぇ う 
こけ こなすは, おけえすけ きうくぇゃぇ おさぇえ 
》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇいうは う 
こさけょなかあぇゃぇ くぇゅけさっ こけ いぇこぇょ
くぇすぇ ゅさぇくうちぇ くぇ „〈のかぉっすけ”.
』ぇしす けす きっしすくけしすすぇ “]すぇさうすっ 

かけいは” - きっあょせ せかうちぇ “╉ぇこうすぇく 
‶っすおけ ゃけえゃけょぇ” う かっしけこぇさお 
“〈のかぉっすけ”, おなょっすけ っ けょけぉさっく 
ゃっつっ おぇょぇしすさぇかくうはす こかぇく, しっ 
こさっょゃうあょぇ ょぇ ぉなょっ いけくぇ いぇ 
あうかうとくけ いぇしすさけはゃぇくっ  し きぇか
おぇ ゃうしけつうくぇ う こかなすくけしす くぇ 
いぇしすさけはゃぇくっ う いぇくうあっくう こけ
おぇいぇすっかう. 
′ぇ しかっょゃぇとけ きはしすけ - すっさう

すけさううすっ ゃ ういすけつくぇすぇ /しっゃっさけ
ういすけつくぇすぇ つぇしす くぇ ゅさぇょぇ/ - くぇ 
ういすけお けす せかうちぇ “╉ぇこうすぇく ‶っす
おけ ゃけえゃけょぇ”, しっ こさっょゃうあょぇ ょぇ 
ぉなょぇす せしすさけっくう おぇすけ さっおさっ
ぇちうけくくぇ いけくぇ いぇ ゃうかっく  けすょうた. 
〈けゃぇ っ くぇ しっゃっさ けす ╇いすけつくけすけ 
さぇいてうさっくうっ, おなょっすけ しぇ  ゃしうつ
おう すっいう  かけいは. 〈っ こけこぇょぇす ゃ 
いけくぇすぇ, おけはすけ しっ こさっょゃうあょぇ 
いぇ ゃうかっく けすょうた - ゃないしすぇくけゃう
すっかくぇ いけくぇ. 
〈っさうすけさうはすぇ くぇ おゃぇさすぇか 

“╋うくっさぇかくう ぉぇくう”, おぇおすけ う 
すっさっくうすっ くぇ いぇこぇょ う しっゃっさけ
いぇこぇょ けす かっすうとっすけ, しっ せしすさけえ
ゃぇす おぇすけ さっおさっぇちうけくくう いけくう 
いぇ おせさけさす う ょけこなかゃぇとう ゅう 
ょっえくけしすう. 
‶けしかっょくぇすぇ こさけきはくぇ, いぇ 

おけはすけ しすぇゃぇ ょせきぇ ゃ こさうっすけすけ 
つぇしすうつくけ ういきっくっくうっ くぇ ¨〉‶ 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういゃなさてっくけ くぇ 
しっしうはすぇ ゃ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう, 
っ さぇいてうさっくうっすけ くぇ ゅさけぉうと
くうは こぇさお, おけっすけ しっ こさぇゃう ゃ 
くけゃけすけ つぇしすうつくけ ういきっくっくうっ, 
ゃ こけしけおぇ いぇこぇょ う のゅけいぇこぇょ.
┿おけ すさはぉゃぇ し ょゃっ ょせきう ょぇ 

おぇあっき おぇおゃぇ っ こけかいぇすぇ けす 
つぇしすうつくけすけ 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 ╉ぇ
いぇくかなお いぇ ゃういうはすぇ くぇ ゅさぇょぇ 
う けおけかくけしすうすっ, おぇおゃけ ぉうたきっ 
こけょつっさすぇかう?
- 』ぇしすうつくけすけ ういきっくっくうっ くぇ 

¨〉‶ っ いぇおけく. 〈ぇおぇ ╉ぇいぇくかなお 
とっ しっ さぇいゃうゃぇ こけ いぇおけくけしな
けぉさぇいっく くぇつうく, ぉっい ぉっいけぉ
さぇいうは, くぇ おぇおゃうすけ, いぇ しなあぇ
かっくうっ, ゃっつっ しきっ しゃうょっすっかう ゃ 
ういすけつくぇ う いぇこぇょくぇ こけしけおぇ こさう 
ういたけょうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ 
う こけ こなすは いぇ ╄くうくぇ. ′け ゃっつっ 
いぇょなかあっくうっ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ っ 
ょぇ くぇこさぇゃう こさけゅさぇきぇ こけ こけ
っすぇこくけすけ こさうかぇゅぇくっ くぇ すけいう 
¨〉‶, おぇおすけ う しなけすゃっすくけ - いぇ
ょなかあっくうっ くぇ くっえくぇすぇ ぇょきう
くうしすさぇちうは っ ょぇ しっ しこぇいゃぇ すぇいう 
こさけゅさぇきぇ.   

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ  

をうかてあせ ぃけさそう:

26-【¨ 』〈╊ 》《 〈ぇ『′╊]...
‶さうぉかういうすっかくけ けおけかけ 145 000 しぇ ぉうかう きなあっすっ う 

125 000 - あっくうすっ, おけうすけ しぇ ぉうかう くぇ さぇいこけかけあっくうっ 
くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ せ くぇし, くけ くっ しぇ こけあっかぇかう ょぇ 
さぇぉけすはす. ‶さうつうくうすっ いぇ すけゃぇ うき くっあっかぇくうっ しぇ さぇい-
かうつくう, つっしすけ しすうゅぇとう ょけ ぇぉしせさょ: くぇこさうきっさ - くっせ-
ょけゃかっすゃけさはゃぇとけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ うかう せょけゃかっすゃけ-
さはゃぇとけ ゃないくぇゅさぇあょっくうっ おぇすけ ぉっいさぇぉけすっく, かうこしぇ くぇ 
せょけぉっく すさぇくしこけさす, くっせょけぉくけ さぇぉけすくけ ゃさっきっ, くっけすゅけ-
ゃぇさはとぇ くぇ  きけうすっ けつぇおゃぇくうは  さぇぉけすぇ う ょさせゅう. 
╆ぇ けすぉっかはいゃぇくっ っ う ょさせゅ ぉなかゅぇさしおう そっくけきっく: しさっょ  

[╅′╅〉]ぇ[ ¨』[╅ ╉╅ ╆ぇ╉╊ ぁ】【
╆かぇすぇくけゃ こさけつっすっ しこっちう-

ぇかくぇ ょっおかぇさぇちうは けす きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす, こさうっすぇ くぇ ういゃなく-
さっょくけ いぇしっょぇくうっ, ぇょさっしうさぇくぇ 
ょけ こさっきうっさぇ, ╋うくうしすっさしおうは 
しなゃっす, きうくうしすなさぇ くぇ ゃなすさって-
くうすっ さぇぉけすう う ょけ ┿おぇょっきうはすぇ 

くぇ ╋╁[. ╁ ょけおせきっくすぇ しっ こけ-
しけつゃぇす 13 さぇいかうつくう きけすうゃぇ 
しさっとせ くぇきっさっくうはすぇ くぇ おぇぉう-
くっすぇ, つぇしすうつくけ こけすゃなさょっくう う 
けす きうくうしすなさぇ くぇ ゃなすさってくうすっ 
さぇぉけすう 『ゃっすかうく ╈けゃつっゃ. 
╋うすうくゅなす いぇおさう おきっすなす ]すけ-

はくけゃぇ し ょせきうすっ: „╉ぇいぇくかなお っ 
っょくけ, ゃしうつおう しきっ おぇいぇくかなつぇ-
くう, くっいぇゃうしうきけ けす こぇさすうえくぇ 
こさうくぇょかっあくけしす う ゃはさぇ. ╉けゅぇ-
すけ せこさぇゃかはゃぇとうすっ ゅけゃけさはす いぇ 
╉ぇいぇくかなお, すっ すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす, 
つっ すけゃぇ くっ っ こさけしすけ ╉ぇいぇく-
かなお, ぇ しうきゃけかなす くぇ ╀なかゅぇさうは! 
╋けあっ ょぇ くっ しなき くぇえ-とぇしすかう-
ゃうはす おきっす, くけ しなき くぇえ-ゅけさょうはす 
おきっす! ╂けさょぇ しなき, つっ しなき ゃぇて 
おきっす!“
5200 しぇ しなぉさぇくうすっ しぇきけ いぇ 

48 つぇしぇ  こけょこうしぇ くぇ ゅさぇあょぇくう 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお し うしおぇ-
くっ いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ きっしすっく 
さっそっさっくょせき いぇ すけゃぇ ょぇかう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ょぇ ぉなょっ さぇいおさうす かぇゅっさ 
けす いぇすゃけさっく  すうこ うかう かぇゅっさ いぇ 

ぉっあぇくちう う ょぇかう ょぇ ぉなょっ いぇ-
おさうす 『っくすなさなす いぇ しこっちうぇ-
かういぇちうは う こさけそっしうけくぇかくぇ 
こけょゅけすけゃおぇ おなき ┿おぇょっきうはすぇ 
くぇ ╋╁[?
¨す ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす 

けぉはゃうたぇ, つっ しかっょ けぉとけゅさぇょ-

しおうは きうすうくゅ くぇ 22 けおすけきゃさう 
いぇしっゅぇ しっ こさっおさぇすはゃぇす こさけ-
すっしすくうすっ ょっえしすゃうは くぇ おぇ-
いぇくかなつぇくう. ╂さぇょなす けしすぇゃぇ ゃ 
けつぇおゃぇくっ くぇ けすゅけゃけさ けす うく-
しすうすせちううすっ う せゃぇあぇゃぇくっ くぇ 
こけしすぇゃっくうすっ うしおぇくうは. 
╆ぇこぇいゃぇ しっ ゅけすけゃくけしすすぇ いぇ 

くけゃう こさけすっしすう, ぇおけ くっ ぉな-
ょぇす つせすう うしおぇくうはすぇ くぇ たけ-
さぇすぇ けす ╉ぇいぇくかなお. 
¨こぇしくけしすすぇ けす いぇおさうゃぇくっ 

くぇ こけかうちっえしおぇすぇ ておけかぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお ゃうしう くぇょ ゅさぇょぇ けす 
くはおけかおけ ゅけょうくう, おぇすけ こっさう-
けょうつくけ こさけぉかっきなす しっ こけゃ-
ょうゅぇ けす ゃしはおぇ くけゃぇ ゃかぇしす. 
] けしけぉっくぇ けしすさけすぇ, けぉぇつっ, 
すさっゃけゅぇすぇ いぇすけゃぇ ぉっ ゃないさけ-
ょっくぇ きうくぇかうは こけくっょっかくうお, 
しかっょ うくおけゅくうすけ くぇ こさぇおすう-
おぇ こけしっとっくうっ くぇ いぇき.-きう-
くうしすなさぇ くぇ ゃなすさってくうすっ さぇ-
ぉけすう ╁ぇしうか ╋ぇさうくけゃ. 
49 しぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ ておけ-

かぇすぇ ゃ きけきっくすぇ, おぇすけ 12 けす 
すはた しぇ こさっこけょぇゃぇすっかう, 8 しぇ 

しっさあぇくすうすっ. ¨しすぇくぇかうすっ いぇっすう しぇ 
しこけきぇゅぇすっかっく こっさしけくぇか. ╂けょうて-
くうはす ぉのょあっす くぇ ておけかぇすぇ ゃ ╉ぇ-
いぇくかなお っ きぇかおけ くぇょ 900 たうかはょう 
かっゃぇ. ┿こっすうすくうはす うきけす, おけえすけ っ 
こけょ っゅうょぇすぇ くぇ ╋╁[, しっ こさけしすうさぇ 
くぇ 107 ょっおぇさぇ こかけと ゃ くぇえ-おさぇしう-
ゃぇすぇ つぇしす くぇ こぇさお „〈のかぉっすけ“.
【おけかぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ し くはおけかおけ 

さっくけゃうさぇくう おけさこせしぇ し ぇこぇさすぇ-
きっくすう う しぇきけしすけはすっかくう しぇくうすぇさ-
くう ゃないかう, けぉとっあうすうっ, しすけかけゃぇ, 
ぉうぉかうけすっおぇ, せつっぉくう いぇかう, そうすくっし 
いぇかぇ, きけょっさくけ うゅさうとっ う きけょっさくけ 
う さっくけゃうさぇくけ いぇ くぇょ 200 たうかはょう 
かっゃぇ しすさっかぉうとっ. ‶ぇさうすっ いぇすけゃぇ 
しぇ こけ こさけゅさぇきぇ 《┿[. 
【おけかぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお しっ くぇきうさぇ 

くぇ きっすさう けす ゅぇさくういけくくけすけ しすさっか-
ぉうとっ ゃ ゅさぇょぇ, くぇ おうかけきっすなさ けす 
あうかうとっく おゃぇさすぇか う くぇ 4 おうかけ-
きっすさぇ けす けゅさぇょぇすぇ くぇ けさなあっえくうは 
おけきこかっおし „┿さしっくぇか“.
╄ょくぇ けす ゃっさしううすっ いぇ くっしすうたゃぇ-

とうすっ ぇこっすうすう おなき 【おけかぇすぇ いぇ 
こけかうちぇう ゃ ╉ぇいぇくかなお っ こさけょぇあぉぇ. 
]こけさっょ いぇこけいくぇすう, いっきはすぇ っ けちっ-
くっくぇ くぇ しおさけきくうすっ 200 たうかはょう 
かっゃぇ, いぇ ぉかういけ 300 たうかはょう こなお 
ぉうかう こけしすさけえおうすっ ゃ くっは. 
¨ぉとぇすぇ しせきぇ, いぇ おけはすけ すけいう ぇこっ-

すうすっく うきけす きけあっかけ ょぇ ぉなょっ こさう-
ょけぉうす, っ いぇ けおけかけ こけかけゃうく きうかう-
けく かっゃぇ. 
〈せお っ いぇさけゃっくけ おせつっすけ, すゃなさょはす 

ぉうゃてう しかせあうすっかう くぇ ておけかぇすぇ, 
しこけさっょ おけうすけ くうとけ つせょくけ しかせたなす 
いぇ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ ぉっあぇくちう ょぇ っ 
しぇきけ つぇしす けす ゅけかっきうは こないっか う ょぇ 
けぉしかせあゃぇ ょさせゅう うくすっさっしう. 
]こけさっょ ょさせゅぇ うくそけさきぇちうは, おなき 

12-すっ こさっこけょぇゃぇすっかう ゃ ておけかぇすぇ 
ゃっつっ うきぇかけ おけくおさっすくけ けすこさぇゃっくう 
けそっさすう う くぇきっちう いぇ こさっきっしすゃぇくっ-
すけ うき ゃ ておけかぇすぇ ゃ ‶ぇいぇさょあうお, ぇおけ 
うしおぇす ょぇ いぇこぇいはす さぇぉけすぇ しう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〉っ〈╅ 『╅╆《【╅...
╃なさあぇゃぇすぇ とっ しすうきせかうさぇ 

こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせつっくうっ 
つさっい ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ す. くぇさ. 
ょせぇかくぇ しうしすっきぇ くぇ けぉせつっくうっ - 
せつっくっ つさっい さぇぉけすぇ. 
╃なさあぇゃぇすぇ とっ しすうきせかうさぇ 

こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ しこっちうぇかう-
しすう くぇ さっゅうけくぇかくうは こぇいぇさ くぇ 
すさせょぇ, おけっすけ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ 
し こけきけとすぇ くぇ ぉういくっしぇ, っ おぇすっ-
ゅけさうつくけすけ しすぇくけゃうとっ くぇ  けぉ-
さぇいけゃぇすっかくうは きうくうしすなさ ┿くっ-
かうは ╉かうしぇさけゃぇ. 
‶け ょぇくくう くぇ こさけしゃっすくけすけ きう-

くうしすっさしすゃけ, しなけぉとっくう くぇ そけ-
させきぇ, ゃ きけきっくすぇ くぇえ-すなさしっくう 
しぇ こさけそっしうけくぇかくうすっ せつうかうとぇ 
こけ すせさういなき う うくそけさきぇちうけくくう 
すったくけかけゅうう, くけ かうこしゃぇす きくけゅけ 
ょさせゅう しこっちうぇかうしすう. 
]すうきせかう いぇ  きかぇょうすっ せつうすっ-

かう, さぇぉけすっとう ゃ すったくうおせきうすっ, 
つさっい けしうゅせさはゃぇくっ くぇ あうかうとぇ, 
こけょこけきぇゅぇくっ くぇ ういこかぇとぇくっ 
くぇ いぇっき いぇ あうかうとっ, しけちうぇか-
くう こけょこけきぇゅぇくうは, ゃないきけあ-
くけしすう いぇ おさっょうすう, しぇ つぇしす けす 
きっさおうすっ, おけうすけ けぉきうしかはす ゃ 
こさけしゃっすくけすけ きうくうしすっさしすゃけ し 
ちっか いぇょなさあぇくっすけ くぇ きかぇょうすっ 
せつうすっかう ゃ こさけそっしうけくぇかくうすっ 
せつうかうとぇ. 
╇きぇきっ さぇいきうくぇゃぇくっ きっあょせ 

くせあょうすっ くぇ こぇいぇさぇ う すけゃぇ, 
おけっすけ くう こさっょけしすぇゃは しうしすっ-
きぇすぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, っ すっ-
いぇすぇ くぇ こさっょしっょぇすっかは 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 
╀けあうょぇさ ╃ぇくっゃ. ]うすせぇちうはすぇ 
しっゅぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ すけえ 
けぉはしくう すぇおぇ: 
′はきぇ さぇぉけすぇ いぇ たけさぇすぇ, くけ う 

くはきぇ たけさぇ いぇ さぇぉけすぇ. 
『っかすぇ くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ 

けぉさぇいけゃぇくうっ しぇ いくぇくうはすぇ, くけ 
ぉっい けこうす う せきっくうは しなとけ くっ 

きけあっ, っ ょさせゅぇ くっゅけゃぇ すっいぇ. 
╆ぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しすうきせかうさぇ-
きっ しうしすっきぇすぇ くぇ せつっくっ こさっい 
ちっかうは あうゃけす, おぇすっゅけさうつっく っ 
╃ぇくっゃ.  
〈なあくうすっ おけくしすぇすぇちうう う ぉけ-

ょさう くぇきっさっくうは くぇ こさっょしすぇ-
ゃうすっかう くぇ おぇぉうくっすぇ, ぉういくっしぇ, 
′‶¨ う うくしすうすせちうう し けすくけてっ-
くうっ おなき こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ うょゃぇ 
くぇ そけくぇ くぇ ゃしっ こけ-くぇきぇかはゃぇ-
とうは ぉさけえ せつっくうちう ゃ こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう. 
‶さっい 2012 - 2013 ゅ. けぉとう-

はす ぉさけえ くぇ せつっくうちうすっ ゃ こさけ-
そっしうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう っ し 
50 000 こけ-きぇかなお けす せつっぉくぇすぇ 
2000 - 2001 ゅ. ‶さうつうくうすっ いぇ 
すけゃぇ  しぇ さぇいかうつくう - ょっきけゅさぇそ-
しおう, きうゅさぇちうけくくう, しけちうぇかくう. 
′ぇきぇかはゃぇ う ぉさけはす くぇ こさけそっ-
しうけくぇかくうすっ ゅうきくぇいうう - ゃ しさぇゃ-
くっくうっ し 2000 ゅ. すったくうはす ぉさけえ 
っ くぇきぇかはか し 60. ╁ こけしかっょくうすっ 
ゅけょうくう すぇいう すっくょっくちうは こさけ-
ょなかあぇゃぇ. 
‶け ょぇくくう くぇ ′]╇ ぉさけはす くぇ 

いぇゃなさてうかうすっ し こさけそっしうう っ 
くぇきぇかはか し 20% しこさはきけ 2001 ゅ. 
′っ こけ-きぇかなお こさけぉかっき っ しなし-

すぇさはゃぇくっすけ しさっょ せつうすっかうすっ ゃ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ せつうかうとぇ - 
こさっい 2012 - 2013 ゅ. せつうすっかうすっ 
くぇ ゃないさぇしす ょけ 34 ゅ. しぇ くぇきぇかっ-
かう し 2860, ぇ きかぇょうすっ せつうすっかう 
ょけ 34 ゅ. しぇ しぇきけ 9.88%. ╃けおぇ-
すけ ぉさけはす くぇ せつうすっかうすっ ょけ 60 ゅ. 
っ くぇさぇしくぇか し 1624. 
]さっょ きかぇょうすっ たけさぇ こさうつうくう-

すっ しぇ おけきこかっおしくう, くけ う いぇさぇ-
ょう かうこしぇ くぇ きけすうゃぇちうは すっ しっ 
くぇしけつゃぇす こさっょうきくけ おなき ょさせゅう 
しそっさう くぇ さっぇかういぇちうは. 

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか”

たけさぇすぇ せ くぇし, くっあっかぇっとう ょぇ さぇぉけすはす こけ さぇいかうつ-
くう こさうつうくう, こけゃっつっ けす 6 こなすう っ こけ-ゃうしけお ぉさけはす 
くぇ たけさぇすぇ しなし しさっょくけ けぉさぇいけゃぇくうっ けす すけいう くぇ 
ゃうしてうしすうすっ. 『うそさうすっ しぇ おぇすっゅけさうつくう: 
╁うしてうしすうすっ, こけこぇょくぇかう ゃ ゅさぇそぇすぇ „きっおぇ ぉっい-

さぇぉけすうちぇ”, おけうすけ しぇ ぉうかう し すぇおうゃぇ くぇゅかぇしう, しぇ 
けおけかけ 20 000, しさっょくうしすうすっ - けおけかけ 130 000, ぇ 
たけさぇすぇ 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 - 
けおけかけ 120 000. ′ぇえ-ゅけかはきぇ ゅさせこぇ けす たけさぇ, おけうすけ 
しぇ うきぇかう ゅけすけゃくけしす ょぇ いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ, くけ くっ しぇ 

こけすなさしうかう すぇおぇゃぇ, っ くぇ ゃないさぇしす きっあょせ 25-54 
ゅけょうくう – ぉかういけ 175 000 ょせてう.
′ぇえ-くうしなお こさけちっくす くぇ „きなさいっかうゃちうすっ” っ けすつっ-

すっく ゃ 』ったうは, ╃ぇくうは う ╂っさきぇくうは - こけょ 2 くぇ しすけ. 
¨ぉとけ いぇ ╄] っ うきぇかけ けおけかけ 9 きうかうけくぇ ょせてう, 
おけうすけ しぇ ぉうかう くぇ さぇいこけかけあっくうっ いぇ さぇぉけすぇ, くけ 
くっ しぇ こけあっかぇかう ょぇ は こけかせつぇす. ¨す すはた けおけかけ 2 
きうかうけくぇ しぇ ぉうかう くぇ ゃないさぇしす 15-24 ゅ., けおけかけ 5 
きうかうけくぇ - くぇ ゃないさぇしす 25-54 ゅ. う ぉかういけ 2 きうかう-
けくぇ - くぇ ゃないさぇしす 55-74 ゅけょうくう.

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか“
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〈けいう すっおしす しっ さけょう ゃしかっょしすゃうっ 
くぇ こさけゃけおぇちうは けす くぇこうしぇくけ

すけ. ╉けゅぇすけ こさっょう てっしす ぉさけは くぇ 
ゃっしすくうおぇ ゃう しさっとくぇたきっ いぇょけつくけ 
し ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, くっ こさっょこけかぇゅぇ
たきっ, つっ ぉっい ょぇ うしおぇきっ, けすゃぇさはきっ 
こけさっょうちぇ けす ゃなかくせゃぇとう しさっとう 
し うしすうくしおうすっ ゃっすっさぇくう - けくっいう, 
くぇ つうえすけ ゅさなぉ ゅけょうくう くぇさっょ っ 
しなとっしすゃせゃぇか „┿さしっくぇか” う ぉっい 
つうっすけ こけしゃっとぇゃぇくっ ょけ あうゃけす 
そうさきぇすぇ ょくっし くはきぇてっ ょぇ っ すぇいう. 
′っ こさっょこけかぇゅぇたきっ し ╃うぇくぇ, つっ 
ゃしなとくけしす すっこなさゃぇ とっ いぇこけつ
くっき ょぇ こさっけすおさうゃぇきっ „┿さしっくぇか” 
こさっい けつうすっ くぇ こなさゃけしすさけうすっかうすっ 
きせ. ╆ぇょぇつぇ, しぇきぇ こけ しっぉっ しう いぇ
ょなかあぇゃぇとぇ う... こさうはすくぇ.

╃くう, しかっょ おぇすけ ういかっいっ しすぇ
すうはすぇ いぇ ╉けかぬけ 【ぇたけゃ, くう 

こけすなさしう  くっゅけゃうはす しなせつっくうお けす 
すさっすうは ゃうこせしお くぇ ╁けっくくけ-いぇゃけょ
しおけすけ せつうかうとっ, けすゃけさうかけ ゃさぇすう 
くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ょくってくうは „┿さ
しっくぇか” ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1947 ゅけょう
くぇ. ╇きっくくけ すけゅぇゃぇ いぇ こなさゃう こなす 
いぇこけつゃぇ う さっぇかくぇすぇ こさけそっしうけ
くぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ けぉせつっくう 
おぇょさう いぇ  くせあょうすっ くぇ けさなあっえ
くうちぇすぇ. 
]ゃっあう しこけきっくう, っきけちうう,  ょせ

いうくぇ こけあなかすっかう しくうきおう けすゃなょ 
いぇこぇいっくけすけ ゃ しなさちっすけ おなすぇ ╇ゃぇく 
╋ぇさうくけゃ いぇ しかぇゃくぇすぇ うしすけさうは くぇ 
こなさゃうすっ ゃうこせしおう くぇ すけゃぇ せつうかう
とっ, こさっすなさこはかけ ゃ ゅけょうくうすっ さぇい
かうつくう すさぇくしそけさきぇちうう, しないょぇかけ 
うしすうくしおう こさけそっしうけくぇかうしすう いぇ 
くせあょうすっ くぇ „┿さしっくぇか”.  
]ぇきうはす ╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ うょゃぇ くぇ 

しさっとぇすぇ くう し つうくくけ ういこうしぇくう 
かうしすう, ゃ おけうすけ こさうかっあくけ っ しなた
さぇくうか う こけょさっょうか こけ こぇきっす う 
ゃぇあくけしす うきっくぇすぇ くぇ くぇえ-ういゃっしす
くうすっ こさっょしすぇゃうすっかう くぇ こなさゃうすっ 
すさう ゃうこせしおぇ くぇ  ╁けっくくけすけ いぇゃけょ
しおけ せつうかうとっ. 
‶けゃっつっ けす ゃなかくせゃぇと っ さぇいおぇ

いなす きせ いぇ こさけとなこせかくうおぇ, おなょっすけ 
しぇ しっ くぇきうさぇかう  ぉうすけゃうすっ しゅさぇょう 
くぇ せつうかうとっすけ: くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ ょくってくけすけ ′╇〈╇, おぇおすけ う いぇ 
さっょぇ う さっあうきぇ くぇ こさっぉうゃぇくっ ゃ 
くっゅけ. 〉つうかうとっすけ こさぇおすうつっしおう っ 
ぉうかけ ういゃなく ゅさぇょぇ, おぇすけ いぇ くはおけう 
けす ゃないこうすぇくうちうすっ きせ ゃ こなさゃうすっ 
ゅけょうくう しう っ ぉうかけ うしすうくしおけ こさっ
あうゃはゃぇくっ ょぇ けすうょぇす ゃ こけつうゃくう
すっ ょくう ょけ ╉ぇいぇくかなお: くぇかぇゅぇかけ しっ 
ょぇ こさっきうくぇす こさっい あ. こ. かうくうはすぇ 
う こけ-しすさぇたかうゃうすっ  しぇ こさっきうくぇ
ゃぇかう すけゃぇ „ういこうすぇくうっ” いぇ こなさ
ゃう こなす しなし しゃけうすっ... ょけてかう くぇ 
しゃうあょぇくっ さけょうすっかう. 
╁ こなさゃうすっ ょゃぇ ゃうこせしおぇ くぇ 

せつうかうとっすけ, ょけ 1949 ゅけょうくぇ, 
いぇ けぉせつっくうっ しぇ こさうっきぇくう しぇきけ 
きかぇょっあう. ╄ょゃぇ しかっょ すけゃぇ, ゃ すさっ
すうは ゃうこせしお, いぇこけつゃぇ こさうっきなす う 
くぇ ょっゃけえおう ゃ しなけすくけてっくうっ 1:4. 
〈ぇおぇ, ゃ すさっすうは ゃうこせしお, けす けぉとけ 
いぇこうしぇかうすっ しっ 100 ょせてう, 80 しぇ 
きけきつっすぇ, ぇ けしすぇくぇかうすっ 20 しぇ 
きけきうつっすぇ. ‶さうっきなす ゃ すけゃぇ せつう
かうとっ - こけゃっつっ けす こさっしすうあっく いぇ 
きかぇょっあうすっ, いぇとけすけ, けしゃっく こな
かっく こぇくしうけく, こさうょけぉうゃおぇ, さぇゃ
くはゃぇとぇ しっ くぇ かせおし ゃ けくっいう ゅけ
ょうくう, しっ っ けしうゅせさはゃぇかぇ ゃっょくぇゅぇ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ さぇぉけすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ いぇゃけょぇ. ╀けくせし  
ぉうか う そぇおすなす, つっ ょゃっすっ ゅけょうくう 
くぇ けぉせつっくうっ ゃ せつうかうとっすけ しっ 
こさういくぇゃぇかう う いぇ おぇいぇさきっく しすぇあ. 
〈ぇおぇ いぇゃなさてうかうすっ せつうかうとっ
すけ きかぇょっあう こけしかっ けすしかせあゃぇかう, 
けぉうおくけゃっくけ ゃ すさせょけゃう ゃけえしおう, 
しぇきけ ゅけょうくぇ. 

ɋɪɟɳɢ

′っ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ すぇおうゃぇ. ′っ 
すさはぉゃぇ! ┿い いぇすけゃぇ さぇぉけすは. 
》けょは こけ しゃっすぇ, こさぇゃは しう てけ-
せすけ. ′け くぇてうはす しきはた くっ っ くう-
おぇお しきってっく. ╁ しゃっすぇ たけさぇすぇ しっ 
しきっはす くぇ ょさせゅう くっとぇ. ]すけえ-
くけしすくう, ぇ くうっ くぇ こさけしすけすうう. 
]さぇき きっ っ いぇ くぇし, ぉなかゅぇさうすっ. 

- ╆ぇとけ?
- ╆ぇとけすけ くっ きけあっ すぇき, ゃ 

[せしうは, ゃ っょくけ きぇかおけ しっかけ, 
おなょっすけ ぉはた こさっい のくう くぇ ぉかぇ-
ゅけすゃけさうすっかっく おけくちっさす, ょぇ しっ 
けすくぇしはす おなき くぇし, ぉなかゅぇさうすっ, 
こけ くぇつうく, おけえすけ くはきぇ くうとけ 
けぉとけ し けすくけてっくうっすけ くう すせお 
おなき くぇし しぇきうすっ. 〈ぇ けくっいう 
たけさぇ うきぇす しなゃしっき ょさせゅぇ ょせ-
てっゃくけしす, ょさせゅぇ おせかすせさぇ. 

- ╆ぇとけ すけかおけゃぇ けこけてかは 
ぉなかゅぇさうくなす こさっい すっいう 24 
ゅけょうくう ? 
- ╆ぇとけすけ すぇおうゃぇ しぇ くう せこさぇ-

ゃかっくちうすっ, おけうすけ しう ういぉうさぇ-
きっ. 〈ぇおうゃぇ しぇ くう こさうきっさうすっ.

- ′っ ょけこせしおぇすっ かう, つっ う こさっ-
ょう しきっ ぉうかう すぇおうゃぇ, こさけしすけ 
しっゅぇ ゃさっきっくぇすぇ けすこせてうたぇ 
かけてうは ょせた けす ぉせすうかおぇすぇ? 
- ′っ, くっ きうしかは すぇおぇ. 』っすゃなさ-

すぇすぇ ゃかぇしす, きっょううすっ う おけかっ-
ゅうすっ しなとけ しぇ ゃうくけゃくう いぇ すけゃぇ 
けぉせくぇつゃぇくっ くぇ ゃしうつおう くぇし. 
╇ とっ ゃう ょぇき こさうきっさ: こなさゃう 
ぇこさうか, こさぇいくうお くぇ てっゅぇすぇ, 
ぇい しなき ゃ ╄かうく ‶っかうく, おうすくけ 
ぉなかゅぇさしおけ ゅさぇょつっ. 』うすぇかう-
とっすけ. ╃っつうちぇ こさぇゃはす しゃけう 
しちっくおう いぇ ‶なさゃう ぇこさうか. ╀はた 
ゅけしす, さぇいしきはた ゅう. ╂かっょぇた. ╇ 
ぉはた とぇしすかうゃ. ╆ぇとけすけ すっいう, 
きぇかおうすっ, けぉかっつっくう ゃ くぇさけょ-
くう くけしうう, こさぇゃったぇ さぇいおぇいつっすぇ 
こけ ╄かうく ‶っかうく. ╇ ゅう うゅさぇったぇ 
し つせゃしすゃけ, ぇ いぇかぇすぇ かはゅぇてっ けす 
しきはた, いぇとけすけ すっ しぇ うしすうくしおう. 
〈けゅぇゃぇ しう こけきうしかうた, つっ くっ 
ゃしうつおけ っ いぇゅせぉっくけ. ┿い きうしかは, 
つっ しっゅぇ ゃさっきっすけ, ゃ おけっすけ あう-
ゃっっき, っ っょうく きうゅ くぇ けぉせくぇつゃぇ-
くっ くぇ くぇさけょぇ くう, けす おけえすけ とっ 
しっ けすなさしうき, いぇとけすけ くっ きけあっ 
すぇおぇ. ╀なかゅぇさうくなす っ つけゃっお しなし 
いょさぇゃう おけさっくう う くっ きけあっ ょぇ 
くっ しっ ゃなさくっ すぇき, おなょっすけ きせ っ 
きはしすけすけ: ょぇ さぇいしなあょぇゃぇ おぇお-

すけ すさはぉゃぇ, いょさぇゃけ, し きうしなか いぇ 
くぇこさっょ. 

- ╇ おぇお しっ こさっけょけかはゃぇ 
けぉせくぇつゃぇくっすけ ぉなかゅぇさしおけ? 
- 〈さはぉゃぇ ょぇ きうくっ ゃさっきっ. 

╃ぇ こけさぇしくっき きぇかおけ. ╀なかゅぇ-
さうくなす ょぇ しっ しさっとくっ し ういおせ-
しすゃけ, しかっょ おぇすけ しっ いぇきうしかう, 
くっ きけあっ ょぇ くっ くぇしすなこう すぇおなゃ 
こっさうけょ いぇ こけゃっつっすけ たけさぇ. 
╇きぇ っょくけ くっとけ, おけっすけ っ ゃ 
ゅけかはき こかのし: うくすっさくっす こさけし-
すさぇくしすゃけすけ. ‶さっょう ゅけょうくう 
くはきぇてっ すけいう こかのし. ]っゅぇ いぇ 
きうくせすぇ-ょゃっ きかぇょっあうすっ ゃ うく-
すっさくっす さぇいぉうさぇす いぇ ゃしうつおけ. 
╆ぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こさぇゃはす 
すぇおうゃぇ こさうきっさう, ょけさう こさっい 
うくすっさくっす. ╋けあっ ょぇ くっ っ すけつ-
くけ しこっおすぇおなか, くけ ょぇ うきぇ こけ-
いうすうゃくう, ゃないこうすぇゃぇとう こさう-
きっさう すぇき. ╉けうすけ すっ おぇさぇす ょぇ 
しっ いぇきうしかうて. ‶さっょう ゅけょうくう 
し こさうはすっかう くぇこさぇゃうたきっ おけく-
ちっさす くぇ ゅなさぉぇ くぇ „┿かっおしぇく-
ょなさ ′っゃしおう”, し っかっおすさけくくぇ 

きせいうおぇ. ′ぇさっおけたきっ こさけっおすぇ 
„┿い けぉうつぇき ╀なかゅぇさうは”. ╃けえ-
ょけたぇ たうかはょう たけさぇ. ╆ぇゃぇかは 
ょなあょ, ゃないさぇしすくうすっ しう すさなゅ-
くぇたぇ. ¨しすぇくぇたぇ きかぇょうすっ, し 
おけあっくうすっ はおっすぇ, し けぉっちうすっ, 
し すぇすせうさけゃおうすっ, すっいう, おけうすけ 
けぉゃうくはゃぇきっ, つっ くっ しすぇゃぇす. ╇ 
おけゅぇすけ おけくくうちぇすぇ くぇ っかっお-
すさけくくぇすぇ きせいうおぇ いぇしゃうさう, 
くはおけかおけ たうかはょう  きかぇょう きなあっ 
ゃうおぇたぇ „╀なかゅぇさうは”. ╀ってっ 
くっゃっさけはすくけ せしっとぇくっ. ‶けしかっ 
し おけかっゅう しう ゅけゃけさうたきっ いぇ 
すっいう きかぇょう たけさぇ. ′っ きけあっき 
ょぇ おぇあっき くうとけ かけてけ. 〈ぇ すっ 
しぇ きかぇょう, ゃさっきっすけ っ すはたくけ. 
〈っ しぇ しゃっしすくう, こさけしすけ くはおけえ 
すさはぉゃぇ ょぇ ゅう こけゃっょっ ゃ こさぇ-
ゃうかくぇすぇ こけしけおぇ. ╇きぇす くせあょぇ 
きかぇょうすっ けす しゃっしすくう ゃけょぇつう.

- ╁うあょぇすっ かう ゅう しっゅぇ すっいう 
ゃけょぇつう? 
- ╆ぇ しなあぇかっくうっ, くっ. ′うすけ ゃ 

けぉさぇいけゃぇくうっすけ, くうすけ ゃ こけかう-
すうおぇすぇ, くうおなょっ. ′け とっ きうくっ 
すけいう こっさうけょ. ′っ きけあっ ゃっつくけ 
ょぇ しきっ ゃ ょせこおぇ きっあょせ ╇いすけ-
おぇ う ╆ぇこぇょぇ う ょぇ こぇょぇきっ ゃしっ 

╆ぇ くぇさけょぇ すけえ っ 【おせきぉぇすぇ. ‶け かうつくぇ おぇさすぇ, 
けぉぇつっ, っ ╃うきうすなさ ′っょっかつっゃ 〈せょあぇさけゃ, くぇ-
ゃなさてうか しぇきけ こさっょう ぉさけっくう ょくう 59 ゅけょうくう. 
[けょっく っ ゃ ‶っすさうつ, ゃ しっきっえしすゃけ くぇ せつうすっかう. 

┿さすうしすうつくうはす しう すぇかぇくす こさけはゃはゃぇ ゃ くっゃさなしす-
くぇ ゃないさぇしす, っょゃぇ 6-ゅけょうてっく, おけゅぇすけ きせ しっ 
くぇかぇゅぇ ょぇ うきこさけゃういうさぇ くぇ しちっくぇ - きぇかおうはす 
╋うすおけ うゅさぇっ おぇかこぇいぇくうく, おけえすけ すさはぉゃぇ ょぇ 
さぇいゃぇかう ちゃっすくぇ かったぇ. ╆ぇぉさぇゃうか さっこかうおうすっ 
しう, いぇ ょぇ ういかっいっ けす けぉさぇい, うくぇつっ ゃないこうすぇくうはす 
╋うすおけ ょなさこぇ しなせつっくうつおぇ, こさっゃなこかなすうかぇ しっ 
ゃ さけかはすぇ くぇ さけいぇ; すは ういこうとはゃぇ う しちっくおぇすぇ っ 
しこぇしっくぇ. 
〈けゅぇゃぇ さぇいぉさぇた, つっ, けしゃっく すぇかぇくすかうゃ, しなき う 

ゃないこうすぇく, おぇいゃぇ し せしきうゃおぇ ょくっし おけきうおなす. 
╁なこさっおう さぇくくうは しう しちっくうつっく こさけとなこせか-

くうお, ょなかゅけ ゃさっきっ ╃うきうすなさ 〈せょあぇさけゃ しっ 
さぇいきうくぇゃぇ しなし しちっくぇすぇ. ‶けっきぇ こけ しなゃしっき 
さぇいかうつっく こなす: いぇゃなさてゃぇ ぇゃすけきぇすうおぇ ゃ すけゅぇ-
ゃぇてくけすけ ╁╋╇ „╊っくうく”. ‶け-おなしくけ いぇゃなさてゃぇ 
う さっすけさうおぇ ゃ ]けそうえしおうは せくうゃっさしうすっす. 
┿ゃっさうすっ きせ, けぉぇつっ, う ょくっし しう しこけきくはす ゃさっ-

きっすけ, おけゅぇすけ おぇすけ しすせょっくすう しっ さっょはす くぇ すぇえくう 
けこぇておう いぇ おぇしっすおう し くっゅけゃうすっ ゃうちけゃっ. ]ぇきう-
はす すけえ すゃなさょう, つっ くはきぇ かのぉうき こっさしけくぇあ, し 
おけえすけ ょぇ しっ てっゅせゃぇ. 
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ „こけゃさっょっく”, いぇとけすけ 

くっ せきっっ ょぇ こかぇつっ. ╃けさう, おけゅぇすけ ゅせぉう くぇえ-ぉかうい-
おう たけさぇ. ‶さっあうゃはゃぇ ょなかぉけおけ いぇゅせぉぇすぇ うき. 
╃け ぉけかおぇ, けぉぇつっ, ゅけ くぇすなあぇゃぇす しっさうけいくうすっ 

くっとぇ. 
╇きぇ しゃけは そうかけしけそうは いぇ あうゃけすぇ: ゃしっおう ょぇ 

こけ-くぇょけかせ. 〈けゃぇ とっ しこさっ 
くはおけゅぇ. ]うゅせさっく しなき ゃ すけゃぇ. 
]すさぇてくけ すさせょくけ とっ っ, くけ とっ 
きうくっ すけいう こっさうけょ.

- ¨とっ かう しきっ ゃ けぉせくぇつっ-
くうは しう こっさうけょ? 
- ╃ぇ, けぉせくぇつっくう しきっ けとっ. 

′け しっ けすなさしゃぇきっ かっおけ けす 
すけゃぇ. ╂かっょぇき きかぇょうすっ う ゃうあ-
ょぇき すぇいう すっくょっくちうは ゃっつっ. 〈っ 
すさなゅゃぇす. ′っ しかせつぇえくけ ゃっつっ 
うきっくくけ すっいう きかぇょう たけさぇ こなか-
くはす しこっおすぇおかうすっ くぇ ╅けさけ 
╋ぇきぇかっゃ, くぇ ′うおう 〉させきけゃ, 
くぇ ╉ぇきっく ╃けくっゃ, ╋ぇさうせし 
╉せさおうくしおう. 〉あ しきってくけ, こなお  
すなあくけ, おぇさぇ すっ ょぇ きうしかうて. ╇ 
すけ いぇ そせくょぇきっくすぇかくう くっとぇ. 
╇, こけゃはさゃぇえすっ きう, こせぉかうおぇ-
すぇ っ ぉっいおさぇえくけ しうきこぇすうつくぇ 
くぇ すはた: きかぇょう, けぉさぇいけゃぇくう,  
しゃっしすくう. 〈っいう こなかくう いぇかう 
けいくぇつぇゃぇす, つっ きかぇょうすっ たけさぇ 
きうしかはす. 〈っ おけきっくすうさぇす. ╆ぇ-
すけゃぇ しなき しうゅせさっく, つっ とっ ょけえ-
ょっ ゃさっきっ, ゃ おけっすけ ぉなかゅぇさう-

くなす とっ しっ しきっっ くぇ うしすうくしおう 
しきってくう くっとぇ. 
- ┿ しっゅぇ おけっ っ うしすうくしおう 

しきってくけすけ?  
- ′はきぇ しきってくう くっとぇ すうは 

ょくう. ‶なかくけ っ し すなゅぇ. 》けさぇすぇ, 
おけうすけ しぇ ゃ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇ-
くうっ, くっ ぉうゃぇ ょぇ いぇぉさぇゃはす, 
つっ しきっ ぉなかゅぇさう, ゃしうつおうすっ. 
╇くぇつっ とっ しゃなさてうき. 〈ぇおぇ-
ゃぇ ゅさぇくうちぇ きっあょせ こけかうすうちう 
う くぇさけょ くうおけゅぇ くっ っ うきぇかけ. 
]はおぇて くはおけう しすけはす くぇ こうっ-
ょっしすぇかう すぇき, ゅけさっ, う ゅけゃけさはす 
いぇ くっとぇ, おけうすけ くっ くう せしすさけえ-
ゃぇす. ┿ すけ っ すぇおぇ, いぇとけすけ きくけ-
ゅけ たけさぇ くっ しぇ くぇ きはしすけすけ しう. 
┿きう, ぇおけ くぇゃしはおなょっ っ すぇおぇ? 
〈けゃぇ っ すさぇゅっょうは. 〈さはぉゃぇ ょぇ 
うきぇきっ こけかうすうちう, おけうすけ ょぇ 
ゅかっょぇす う くぇょけかせ, おなき たけ-
さぇすぇ. 〈けゃぇ っ くぇえ- ゅけかはきぇすぇ 
くう すさぇゅっょうは, けすすぇき うょゃぇ う 
けぉせくぇつゃぇくっすけ くう. 〈ぇ こぇさかぇ-
きっくすなす くっ っ ¨かうきこ. ╁ こさけ-
すうゃっく しかせつぇえ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ-
くうき くぇょこうしぇ. 〈ぇき しっゅぇ こうてっ 
„]なっょうくっくうっすけ こさぇゃう しうかぇ-
すぇ”, ょぇ ゅけ しきっくうき し „′ぇちうけ-
くぇかっく ぉういくっし ちっくすなさ”. 〈ぇき 

╆ぇこうしゃぇくっすけ ゃなゃ ╁けっくくけすけ 
いぇゃけょしおけ せつうかうとっ しすぇゃぇ
かけ しかっょ こけかぇゅぇくっすけ くぇ すさう 
こさうっきくう  ういこうすぇ: こけ ぉなか
ゅぇさしおう っいうお, きぇすっきぇすうおぇ う 
さうしせゃぇくっ. ]かっょ せしこってくけ
すけ うき こけかぇゅぇくっ, しかっょゃぇか う 
さぇいゅけゃけさ - うくすっさゃの し こさう

っきくぇすぇ おけきうしうは. 〈けゃぇ ぉうかけ 
ゃたけょくけすけ くうゃけ いぇ しこっちうぇか
くけしすうすっ, ゃ おけうすけ しっ けぉせつぇ
ゃぇかう こさうっすうすっ きかぇょっあう: 
かっはさう, おけゃぇつう, こうさけすったくう
ちう  う けさなあっえくうちう. 
╆ぇ すさせょくけしすすぇ くぇ ういこうすうすっ 

う こさっしすうあぇ くぇ せつうかうとっすけ 
ゅけゃけさう しかっょくうはす そぇおす: いぇ 
100 きっしすぇ, おけかおけすけ っ ぉうか 
おぇこぇちうすっすなす くぇ せつうかうとっすけ 
ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう けす くっゅけ
ゃけすけ しないょぇゃぇくっ, おぇくょうょぇす
しすゃぇかう 1110 ょせてう けす ちはかぇ
すぇ しすさぇくぇ. 
╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ こぇいう しゃっあう 

しこけきっくう けす こさっこうすゃぇくっ
すけ しう こさっょ おけきうしうはすぇ: くぇ
かけあうかけ きせ しっ ょぇ しきはすぇ くぇ 
ゅかぇし おけかおけ しすさせゃぇす 9 さうぉう, 
こさう こけかけあっくうっ, つっ さうぉぇ う 
こけかけゃうくぇ こさぇゃう かっゃ う こけ
かけゃうくぇ. ╋かぇょっあなす けす ]かう
ゃっく しっ しこさぇゃうか ぉかっしすはとけ. 
‶け しなとうは くぇつうく, こけ おけえすけ 
さうしせゃぇか し きけかうゃ ‶ぇきっすくうおぇ 
くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ くぇ ゃさなた 【うこ
おぇ. ‶さうっきぇす ゅけ ゃ せつうかうとっすけ 
こさっい 1949 ゅけょうくぇ, ゃ すさっすうは 
ゃうこせしお, おけえすけ しっ ょうこかけきう
さぇ こさっい 1951 ゅけょうくぇ. ╇ゃぇく 
╋ぇさうくけゃ ういぉうさぇ こうさけすっ

たくうおぇすぇ, いぇさぇょう かのぉけゃすぇ しう 
おなき たうきうはすぇ. 
¨す せつっくうつっしおうすっ しう ゅけょう

くう こけきくう おせかすけゃう しかせつおう う 
こさっこけょぇゃぇすっかう, ぉっかはいぇかう 
いぇゃうくぇゅう しないくぇくうっすけ くぇ すけ
ゅぇゃぇてくうは きかぇょっあ. ]さっょ っき
ぉかっきぇすうつくうすっ っ こけょこ. ‶けこけゃ 

- こさっこけょぇゃぇすっか こけ たうきうは, 
くっきしおう ゃないこうすぇくうお う ゅさぇょしおう 
おさぇしぇゃっち, しせさけゃ, くけ しこさぇゃっ
ょうかゃ, おぇいゃぇ けす さぇいしすけはくうっすけ 
くぇ ゃさっきっすけ こけぉっかっかうはす ゃっつっ 
せつっくうお ╋ぇさうくけゃ. ‶なさゃうすっ 
こさっこけょぇゃぇすっかう ゃなゃ ╁けっくくけすけ 
いぇゃけょしおけ せつうかうとっ しぇ けそうちっ
さう, ゃけっくくう, こけかせつうかう こさっし
すうあくう ょうこかけきう けす っゃさけこっえ
しおう  せつうかうとぇ. ╇きっくくけ くぇ すはた 
ょなさあぇゃぇすぇ すけゅぇゃぇ ょっかっゅうさぇ 
こさぇゃぇすぇ ょぇ けぉせつぇす おぇょさうすっ いぇ 
っょくけ けす しすさぇすっゅうつっしおうすっ いぇ 
しすさぇくぇすぇ くう こさっょこさうはすうは, ゃ 
おぇおゃけすけ しっ こさっゃさなとぇ ゃ ゅけょう

くうすっ くぇこさっょ „┿さしっくぇか”. 
‶なさゃうすっ くはおけかおけ ゃうこせしおぇ くぇ 

せつうかうとっすけ しっ けぉせつぇゃぇす ゃ すさう 
おかぇしくう しすぇう, くぇきうさぇとう しっ ゃ 
しっゅぇてくうすっ きぇいっすぇ くぇ しゅさぇょぇ
すぇ くぇ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは. ‶けかけ
ゃうくぇすぇ ゃさっきっ けす けぉせつっくうっすけ っ 
ゃ おかぇしくうすっ しすぇう, ょさせゅぇすぇ つぇしす 
- くぇ きぇてうくうすっ, ゃ ちったぇ. 〈ぇおぇ 
16-ゅけょうてくうはす  ╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ 
けす ]かうゃっく いぇこけつゃぇ こなさゃうは しう 
しすぇあ ゃ おぇこしせかくけすけ くぇ „┿さしっ
くぇか”. 
╁ くぇつぇかけすけ ぉってっ しすさぇてくけ, 

いぇとけすけ, おぇすけ こうこくって, さぇい
ぉうさぇて, つっ くっ っ てっゅぇ さぇぉけすぇ, 

しこけきくは しう ょくっし こけぉっかっかうはす 
きなあ. 〉こかぇてっくうすっ きかぇょっあう 
こけょこ. ‶けこけゃ すってぇか し ぉぇくぇか
くうは あうすっえしおう こさうきっさ いぇ しゃけは 
くっきしおう  こさけそっしけさ, おけえすけ しない
ょぇゃぇ くはおけう けす くぇえ-けこぇしくうすっ 
ぉぇさせすう, くけ しぇき せきうさぇ いぇさぇょう 
こぇょぇくっ こけさぇょう... ぉっいけぉうょくけ 

こけょたかないゃぇくっ. 
¨す けぉせつっくうっすけ しう ゃ せつうかうとっ

すけ ╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ こけきくう しなとけ 
たぇさういきぇすうつくうは こさっこけょぇゃぇすっか 
こけ けさなあっえくけ ょっかけ - おぇこうすぇく 
]なぉっゃ, おけえすけ くぇこせしおぇか さぇぉけ
すぇすぇ しう ゃ ちったぇ, いぇ ょぇ けぉせつぇゃぇ 
こなさゃうすっ ゃうこせしおくうちう くぇ せつう
かうとっすけ. 
〈さぇょうちうはすぇ - こなさゃぇすぇ ゅけょうくぇ 

けす けぉせつっくうっすけ, けしゃっく こけ しこっ
ちうぇかくう こさっょきっすう, ょぇ っ ゅけょう
くぇ, ゃ おけはすけ ょぇ しっ くぇすさせこぇす けし
くけゃくう いくぇくうは こけ てかけしっさしすゃけ 
う ょさせゅう きぇてうくけしすさけうすっかくう 
せきっくうは, しっ こぇいう ょけ おさぇは くぇ 

しなとっしすゃせゃぇくっすけ くぇ ]‶〈〉 こけ 
きぇてうくけしすさけっくっ こさっい 2000 ゅけ
ょうくぇ, おけゅぇすけ せつうかうとっすけ っ いぇ
おさうすけ. ‶けくっ いぇしっゅぇ.
╉ぇすけ とさうた けす きうかうすっ しこけ

きっくう けす けくっいう  ゃさっきっくぇ, こさっ
おぇさぇかうはす 40 ゅけょうくう ゃ „┿さしっ
くぇか” しかっょ いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ 
せつうかうとっすけ こさっい 1951 ゅけょうくぇ 
╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ, しぇ こかっはょぇすぇ 
いくぇきっくうすう しなせつっくうちう, けしすぇ
ゃうかう すさぇえくぇ ょうさは ゃ しすけこぇく
しおぇすぇ うしすけさうは くぇ ╉ぇいぇくかなお 
う くぇ しすさぇくぇすぇ. ╁ くぇつぇかけすけ しっ 
おさなとぇゃぇす し ょけしすけかっこくう こさは
おけさう, くけしっとう けすかうつうすっかくう 

《╆】〉╅ぁ¨]¨ 』〈╊ 』╊...
しっゅぇ しっ こさぇゃう ぉういくっし. ]すぇゃぇす 
う しっ ういおぇいゃぇす, ゅけゃけさはす さぇい-
くう くっとぇ, くぇ しかっょゃぇとうは ょっく 
ういかういぇ うくそけさきぇちうは おぇおゃけ 
こさうすっあぇゃぇす. ┿ たけさぇすぇ し っょくぇ 
こっくしうは しっ つせょはす おぇお ょぇ いぇ-
おなさこはす. ‶さけしすけ しっゅぇ あうゃっっき 
ゃ くぇえ-すなあくうは こっさうけょ けす うし-
すけさうはすぇ くぇ ╀なかゅぇさうは.

- ╆ぇとけ ゃかぇしすすぇ こさけきっくは 
たけさぇすぇ? 
- ╆ぇとけすけ しぇ きぇかおう たけさぇ, 

すっいう, おけうすけ けすうゃぇす ゃ ゅけかは-
きぇすぇ こけかうすうおぇ. 〈っ くっ しぇ ょけ-
しすけえくう くうすけ いぇ こぇさうすっ しう, 
こさっこさぇくう う ういおぇさぇくう こけ 
しすさぇくくう こなすうとぇ. ╃け つけゃっおぇ 
っ ゃしうつおけ. 

- ‶さっょう ゅけょうくう こさぇゃったすっ 
しおっつけゃっ いぇ 〈けょけさ ╅うゃおけゃ. 
]っゅぇ こさぇゃうすっ いぇ くけゃうすっ 
ゃかぇしすゃぇとう. 〉ゃぇあぇゃぇすっ かう 
ゅう? 
- ╄しすっしすゃっくけ. ╋っく きっ おぇくはす 

ゃ さぇいくう きっょうう, ういぉうさぇき しう 

おなょっ ょぇ けすうょぇ, けぉぇつっ. ′ぇし-
おけさけ ゃ っょくぇ すっかっゃういうは きっ 
こけこうすぇたぇ: おぇおゃけ きうしかうすっ いぇ 
くけゃけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ? ┿い うき 
けすゅけゃけさうた すぇおぇ: „〉ゃぇあぇゃぇき 
くけゃけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ, いぇとけ-
すけ すけ しう ょなさあう くぇ ょせきぇすぇ. 
¨とっ し こなさゃうは ょっく けす ゃしすな-
こゃぇくっすけ しう ゃなゃ ゃかぇしす すっ けぉっ-
とぇたぇ ょぇ こけきけゅくぇす くぇ ょっちぇすぇ 
う きぇえおうすっ. ╇ くうっ けとっ しなとうは 
ょっく さぇいぉさぇたきっ おけっ っ ょっすっ-
すけ う おけは きぇえおぇすぇ, くぇ おけうすけ 
こけきぇゅぇす.  ‶さけしすけ きくけゅけ しきっ 
ょぇかっおけ, けす ゃしうつおけ しきっ きくけゅけ 
ょぇかっおけ. ╆ぇ しなあぇかっくうっ. 

- ╉ぇおゃけ ╁う ょなさあう ゃなゃ ゃっょ-
さぇ おけくょうちうは くぇ そけくぇ くぇ おぇ-
いぇくぇ, ゃ おけえすけ しっ ょぇゃうき ゃしうつ-
おう? 
 - [ぇぉけすぇすぇ. ‶せぉかうおぇすぇ. 》け-

さぇすぇ, おけうすけ うょゃぇす くぇ きけうすっ 
しこっおすぇおかう. ¨くいう ょっく, くぇ こけ-
さっょくけすけ きう こさっょしすぇゃかっくうっ, 
うょゃぇ っょうく ゅけしこけょうく う きう 
おぇいゃぇ: ”╆ぇ つぇし う こけかけゃうくぇ, 
【おせきぉぇ, きっ ういゃぇょう けす ょっ-
こさっしうはすぇ. ╆ぇぉさぇゃうた いぇ すけおぇ, 
いぇ おさっょうすぇ, いぇ たかはぉぇ, いぇ 
ゃしうつおけ. ┿い しなとけ, ょけおぇすけ しなき 

くぇ しちっくぇすぇ, いぇぉさぇゃはき いぇ すっいう 
ぉうすけゃういきう. ╄, すけゃぇ きっ ょなさあう.  

- ╇きぇたすっ さけあょっく ょっく くぇし-
おけさけ. ╉ぇおゃけ しう こけあっかぇ-
たすっ? 
- ′ぇしおけさけ こさぇゃうた しけちうけ-

かけゅうつっしおけ ういしかっょゃぇくっ う せし-
すぇくけゃうた, つっ おけかおけすけ こけゃっつっ 
さけあょっくう ょくう うきぇ っょうく つけ-
ゃっお, すけかおけゃぇ こけ-ょなかゅけ あう-
ゃっっ.../しきっっ しっ/. 
〉しっとぇき, つっ し ゅけょうくうすっ しっ 

ゃょっすうくはゃぇき. 】っ ょけえょっ ょっく, 
ゃ おけえすけ とっ きうくぇ こけょ 18-ゅけ-
ょうてくぇ ゃないさぇしす う きけあっ ょぇ きう 
ゃいっきぇす う かうつくぇすぇ おぇさすぇ. ‶け-
あっかぇた しう ょぇ しなき いょさぇゃ. 

- ╇ しぇきけ  すけかおけゃぇ? 
-  ╃ぇ, ょけしすぇすなつくけ きう っ. 

 - 》けさぇすぇ うきぇす こけ-ゅけかっきう 
きっつすう, こかぇくけゃっ…
- ╄, きけうすっ しぇ すぇおうゃぇ... きぇかおう. 

- ╇ くうすけ っょくぇ ゅけかはきぇ? 
- ╄, うきぇき: ょぇ うゅさぇは しさっとせ 

╂さうてけ /╂さうゅけさ ╃うきうすさけゃ/ ゃ 
いぇかぇ „┿さきっっち”... ╇ ょぇ ゅけ ぉうは. 

- ′ぇ そうくぇかぇ ょぇえすっ しな-
ゃっす: くぇ おぇおゃけ ょぇ しっ しきっっき 
けすすせお くぇすぇすなお, しかっょ おぇすけ 
しっゅぇ しっ しきっっき くぇ けぉせくぇつっ-
くう う こけてかう くっとぇ? 
- ]ぇきけ くぇ しっぉっ しう. ╃させゅけ 

しきってくけ くはきぇ. ′け ょぇ くっ しっ 
くぇょしきうゃぇきっ. ┿ ょぇ しっ ゃいっきっき 
くぇしっさうけいくけ. ┿ おぇすけ しっ ゃいっ-
きっき くぇしっさうけいくけ, とっ ゃいっきっき 
う しっさうけいくけ ょぇ さぇぉけすうき. ╇ くっ-
とぇすぇ とっ しすぇくぇす. ╆ぇとけすけ ゃさっ-
きっすけ っ くぇてっ, きぇおぇさ つっ くはおけう 
ゅけ こさけょぇょけたぇ. ‶けきくうすっ かう? 

- 〈なあくけ いぇゃなさてゃぇきっ. 
╊うこしゃぇ ゃっょさうくぇ, くはおぇお. 
‶けあっかぇえすっ くっとけ くぇ おぇ-
いぇくかなつぇくう, くぇ ぉなかゅぇさうすっ. 
- ‶けあっかぇゃぇき いょさぇゃっ う おなし-

きっす. ╁しはおけ ぉなかゅぇさしおけ しっきっえ-
しすゃけ ょぇ うきぇ くぇえ-きぇかおけ すさう 
ょっちぇ. ╆ぇとけすけ, ぇおけ っょくけすけ 
しっ けおぇあっ ゅっくうえ, ょさせゅうすっ ょゃっ 
すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす, いぇ ょぇ ゅけ 
ういたさぇくゃぇす.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

しっ ぉけさう いぇ きはしすけすけ しう, しすうゅぇ ょぇ っ くぇ きはしすけすけ しう. 
╅うゃっっ こさっい しちっくぇすぇ う くぇ しちっくぇすぇ. 
]さっとぇ しなこさせゅぇすぇ しう ゃ ]けそうは, くぇしすけはと せくうゃっさしうすっすしおう こさっこけょぇゃぇ-

すっか, こさっょう  こけゃっつっ けす 35 ゅけょうくう: くぇ っょうく しけそうえしおう きけしす, ぉかなしおぇえおう 
は し おけかっかけ ゃ けこうす ょぇ いぇけぉうおけかう しけそうえしおぇ ぉぇぉぇ.  
╊うつくけ こっすさうつおぇすぇ こさけさけつうちぇ ╁ぇくゅぇ きせ こさっょさうつぇ ゃこけしかっょしすゃうっ, つっ 

とっ あうゃっっ ょけぉさっ しなし ]けそうは, おけはすけ とっ ゅけ ゅかっょぇ ょけ ょなかぉけおう しすぇさうくう.

¨す しさっとぇすぇ し けぉっかっくうすっ 
おけかっくっ こけ-おなしくけ しっ さぇあょぇす 
ょゃぇきぇ こけさぇしくぇかう ゃっつっ しうくけ-
ゃっ. 
‶なさゃうは しう そうかき 【おせきぉぇ-

すぇ こさぇゃう こさっい 1981 ゅけょうくぇ, 
しかっょゃぇく けす ょせいうくぇ たせきけさうし-
すうつくう こさっょぇゃぇくうは. 
╇いゃっしすっく てけせきっく う こけかう-

ゅかけす, おけえすけ う ょけ ょくっし うゅさぇっ 
しこっおすぇおかうすっ しう くぇ 4 っいうおぇ - 
させしおう, くっきしおう, ぇくゅかうえしおう う 
そさっくしおう. 
╉けゅぇすけ くっ うゅさぇっ, こさっょこけ-

つうすぇ ょぇ っ くぇ おけさすぇ - いぇこぇかっく 
すっくうしうしす, くぇ おけゅけすけ きせ っ いぇぉ-
さぇくっくけ ょぇ さぇいおぇいゃぇ ゃうちけゃっ 
くぇ おけさすぇ, いぇとけすけ さぇいしきうゃぇ う 
さぇいしっえゃぇ うゅさぇつうすっ.  
]さっょ きぇかおけすけ きせ くっこけいくぇすう 

しすさぇくう っ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくけしす-
すぇ きせ  おなき ういけしすぇゃっくう ょっちぇ.
‶けしかっょくうはす きけくけしこっお-

すぇおなか, し おけえすけ 【おせきぉぇすぇ 
けぉうおぇかは しすさぇくぇすぇ, っ „ ╊せょぇ 
きけょぇ”- くっゅけゃ こさけつうす くぇ ぇお-
すせぇかくうすっ おかうてっすぇ くぇ ょっくは. 
]きってくけ-すなあっく さぇいきうしなか いぇ 
ょなかぉけおぇすぇ こけてかけしす, ゃ おけは-
すけ すなくっき おぇすけ けぉとっしすゃけ う 
いぇ こさけしすけすうはすぇ, くぇ おけはすけ しっ 
さぇょゃぇきっ, しぇきけいぇかうゃぇえおう しっ. 

すったくう ぉっかっいう, ょさせゅう - くぇ „すっ
さうすけさうぇかっく” こさうくちうこ. „‶けしかっ 
しすぇくぇたきっ ゅけかっきう たけさぇ”, おぇいゃぇ 
ょくっし てっゅけゃうすけ ╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ 
- ]かうゃくぇかうはすぇ.   ╄ょうく けす きくけ
ゅけすけ ╇ゃぇくけゃちう けす こなさゃうすっ すさう 
ゃうこせしおぇ くぇ せつうかうとっすけ. ¨し
ゃっく くっゅけ, すせお いくぇくうは う すさせょけゃ 
しすぇあ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ さっょはす:  
こけおけえくうはす ゃっつっ ╇ゃぇく ╈けさょぇ
くけゃ - ╁ぇさくぇすぇ, こけかおけゃくうおなす 
けす ╂さぇくうつくう ゃけえしおう - ╇ゃぇく 
]すぇくつっゃ, ╇ゃぇく [せしっくっちぇ, ╇ゃぇく 
╂うゅっくっちぇ けす しっかけ ╂うゅっく, ╇ゃぇく 
]うかうしすさっくっちなす, ╇ゃぇく ╉けょあぇ
きぇくけゃ - しなとけ ]かうゃくぇかうはすぇ, 
〈っくぬけ ╁ぇかっくちうはすぇ う ょさせゅう. 
]さっょ しかぇゃくうすっ ゃないこうすぇくうちう 

くぇ こなさゃうすっ すさう ゃうこせしおぇ くぇ ╁け
っくくけすけ いぇゃけょしおけ せつうかうとっ しぇ: 

1-ゃう ゃうこせしお: 

‶ぇくけ ╉けいぇさけゃ う ]ぇてけ ╃うきう
すさけゃ, ょけしすうゅくぇかう ょけ さぇくゅ いぇ
きっしすくうお-ょうさっおすけさう くぇ „┿さしっ
くぇか” くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ.
 

2-さう ゃうこせしお: 

′うおけかぇえ ╂ぬけおけゃ - ぉうゃて ょう
さっおすけさ くぇ ╆ぇゃけょ 4;
╉けかぬけ 【ぇたけゃ, つけゃっおなす けす 

おけゅけすけ くぇしすけはとうはす ういこなかくう
すっかっく ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” 
くぇせつぇゃぇ きくけゅけ;
╇ゃぇく ]すぇくつっゃ - こけかおけゃくうお けす 

╂さぇくうつくう ゃけえしおう; 
╇ゃぇく ′っょはかおけゃ - ゅかぇゃっく きっ

たぇくうお くぇ ╆ぇゃけょ 2, ゃっつっ こけおけえ
くうお; 
╇ゃぇく ]こうさけゃ - かっはさ けす しっかけ 

[けいけゃけ, しなとけ こけおけえくうお.
 
3-すう ゃうこせしお:

╇ゃぇく ╋ぇさうくけゃ - 20 ゅけょうくう 
おけくしすさせおすけさ ゃ いぇゃけょ 5, ぇ ゃこけ
しかっょしすゃうっ う こぇさすうっく しっおさっすぇさ 
くぇ 〈ったくうつっしおぇ ょうさっおちうは;
╀けゅょぇく ╉けかっゃ - しすさせゅぇさ, うい

ょうゅくぇか しっ ょけ いぇき.-ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょ 1 う ょうさっおすけさ くぇ いぇゃけょ 7 
う ╆ぇゃけょ 2;
 
┿すぇくぇし ′うおけかけゃ -  ぉうゃて くぇ

つぇかくうお ちった „こなかくうすっか くぇ ╉ぇ
かぇてくうおけゃ” 

┿くゅっか ╆ぇたぇさうっゃ - ゅか. きっすぇ
かせさゅ
′うおけかぇえ ╉けかっゃ - くぇつぇかくうお 

╆ぇゃけょ 3

╇  けとっ きくけゅけ ょさせゅう,  いぇ おけう
すけ しっ くぇょはゃぇきっ ょぇ さぇいおぇあっき し 
こけきけとすぇ くぇ ゃしうつおう, いぇ おけうすけ 
うしすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか” っ っょくぇ 
けす あうすっえしおうすっ うき おぇせいう. ╇, 
さぇいぉうさぇ しっ, し こけきけとすぇ くぇ ゃっ
すっさぇくうすっ けす ゃうこせしお  ┶┶┶-すう  くぇ 
╁けっくくけすけ いぇゃけょしおけ せつうかうとっ, 
おけうすけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ くぇ 23-すう 
きぇえ ゃ 18 つぇしぇ しう ょぇゃぇす しさっとぇ 
ゃ こぇさお [けいぇさうせき. ′っ しぇきけ, いぇ 
ょぇ しっ こさっぉさけはす. ┿ いぇ ょぇ けこぇいはす 
う しなたさぇくはす ゃ しなさちぇすぇ しう あうゃう 
しこけきっくう. 
╆ぇ っょくう けとっ こけ-あうゃう ゅけょう

くう. 
╉けうすけ うしすけさうはすぇ いぇょなかあう

すっかくけ しかっょゃぇ ょぇ こけきくう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╀っか. ぇ. - ]さっとぇ し ╇ゃぇく 
╋ぇさうくけゃ - „ゃうくけゃくうおなす” 
いぇ すぇいう こぇきっす, けつぇおゃぇえすっ ゃ 
しかっょゃぇと ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”.
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆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

〉¨[《]╅ 【╊』]╅

〉っ〈╅ 『╅╆《【╅ ′╅ ｠《『╅【╅,
〉《  ̈〉っ〈╅ ｠《『╅ ′╅ 『╅╆《【╅【╅
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╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
╅『【 あてかしけかてそ せあ 

„╅ちつかせあし“

》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

》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. 4

〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ くぇ っゃさけこっえしおぇすぇ 
しすぇすうしすうつっしおぇ しかせあぉぇ ╄ゃさけしすぇす くぇ ぉぇいぇ 

ういしかっょゃぇくっ くぇ くぇゅかぇしうすっ いぇ ゅけすけゃくけしす ょぇ 
いぇこけつくぇす さぇぉけすぇ くぇ ぉっいさぇぉけすくう っゃさけこっえちう 
けす ゃしうつおうすっ 27 しすさぇくう - つかっくおう くぇ ╄]. 
′ぇゅかぇしぇすぇ う ゅけすけゃくけしすすぇ ょぇ さぇぉけすうて, くけ 

ぉっい ょぇ こけすなさしうて くぇ こさぇおすうおぇ さっぇかういぇちうは 
くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, しっ くぇさうつぇ „きっおぇ そけさ-
きぇ くぇ ぉっいさぇぉけすうちぇ” - そっくけきっく, おけえすけ ゃしっ 
こけゃっつっ こさうゃかうつぇ うくすっさっしぇ くぇ すさせょけゃうすっ 
っおしこっさすう う  ぇくぇかういぇすけさう. ‶け すけいう こけおぇいぇ-
すっか しすさぇくぇすぇ くう っ くぇ 26-すけ きはしすけ. ]かっょ くぇし 
しぇ しぇきけ たけさぇすぇ ゃ 》なさゃぇすうは - 11,3 くぇ しすけ けす 
さぇぉけすっとうすっ すぇき しぇ うきぇかう ゅけすけゃくけしす ょぇ しっ 
すさせょはす, くけ くっ しぇ こけすなさしうかう さぇぉけすぇ. ╇すぇかう-
ぇくちうすっ しぇ くぇ 28-きけ きはしすけ - 11,4 けす すはた しぇ 
うきぇかう ゅけすけゃくけしす ょぇ しっ すさせょはす, くけ くっ しぇ こけ-
あっかぇかう ょぇ こけかせつぇす さぇぉけすぇ.
‶さっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ くぇょ 270 000 ぉなかゅぇさう しぇ うきぇかう くぇゅかぇしぇ う ゅけすけゃくけしす ょぇ いぇこけつくぇす 

さぇぉけすぇ, くけ くっ しぇ こけすなさしうかう さっぇかういぇちうは くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, しけつぇす ょぇくくう くぇ くぇちうけくぇかくぇすぇ 
しすぇすうしすうおぇ. 〈けゃぇ っ けおけかけ 8 くぇ しすけ けす さぇぉけすくぇすぇ しうかぇ せ くぇし, おけはすけ こけ っょくう うかう ょさせゅう こさう-

〈けゃぇ っ けぉけぉとっくうはす ういゃけょ 
けす こさうおかのつうか くぇちうけくぇ-

かっく そけさせき こけ こさけぉかっきうすっ くぇ 
こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁なゃ そけさせきぇ 
せつぇしすゃぇたぇ こさっきうっさなす ‶かぇきっく 
¨さってぇさしおう, きうくうしすさう, こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ ╀〈‶‶, くぇ ]すけ-
こぇくしおぇすぇ おぇきぇさぇ, くぇ ぉういくっしぇ, 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかしおう けさゅぇくういぇ-
ちうう, こけしかぇくうおなす くぇ ╀なかゅぇさうは 
ゃ 【ゃっえちぇさうは ╋っゅかっくぇ ‶かせゅ-
つうっゃぇ. 
╆ぇ ょぇ  しっ せょけゃかっすゃけさはす くせあ-

ょうすっ くぇ ぉういくっしぇ せ くぇし けす おぇ-
つっしすゃっくけ けぉせつっくう おぇょさう, 
ゃうしてうしすうすっ ゃ しかっょゃぇとうすっ 7 
ゅけょうくう すさはぉゃぇ ょぇ しぇ くぇょ 40% 
けす いぇっすうすっ. [なしすなす うき しこさはきけ 
しっゅぇてくうは すさはぉゃぇ ょぇ っ し 5 くぇ 
しすけ. ╁ きけきっくすぇ くぇ 10 さぇぉけすっ-

つうくう くっ っ ぉうかぇ ぇおすうゃくぇ ゃ すなさしっくっすけ くぇ さぇぉけすぇ. 〈けゃぇ しぇ たけさぇ,  
おけうすけ さっぇかくけ しぇ きけあっかう ょぇ しう くぇきっさはす さぇぉけすぇ う ょぇ さぇぉけすはす, くけ 
くっ しぇ こけあっかぇかう すけゃぇ. 

〈ゃなさょう こうしきっくう ゅぇさぇくちうう 
けす ぉなかゅぇさしおうすっ うくしすうすせ-

ちうう, つっ すっ とっ しっ しなけぉさぇいはす 
し くぇしすけはゃぇくうはすぇ う うしおぇくうはすぇ 
くぇ あうすっかうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╆ぇすけゃぇ くぇしすけはたぇ  しすけすうちう 

あうすっかう くぇ ゅさぇょぇ くぇ けさゅぇくう-
いうさぇく  けす ╇くうちうぇすうゃっく おけ-
きうすっす けぉとけゅさぇょしおう きうすうくゅ 

いぇ いぇこぇいゃぇくっ くぇ 【おけかぇすぇ いぇ 
しこっちうぇかういうさぇくぇ こけかうちっえしおぇ 
こけょゅけすけゃおぇ ゃ ゅさぇょぇ しさっとせ 
っゃっくすせぇかくうすっ くぇきっさっくうは くぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ ょぇ いぇおさうっ 
ておけかぇすぇ う くぇ くっえくけ きはしすけ ょぇ 
しっ しないょぇょっ  かぇゅっさ けす いぇすゃけ-
さっく すうこ いぇ ぉっあぇくちう.
]さっょ けさぇすけさうすっ くぇ きうすうくゅぇ 

ぉはたぇ ぉういくっしきっくう, こさっょしすぇ-
ゃうすっかう くぇ さぇいかうつくう こけかう-
すうつっしおう しうかう, くぇ きかぇょっあおう 
けさゅぇくういぇちうう う ′‶¨, つかっくけゃっ 
くぇ ╇くうちうぇすうゃくうは おけきうすっす. 
╀かぇゅけしかけゃうはすぇ しう いぇ ゅさぇょぇ 

う こけょおさっこぇすぇ いぇ しこさぇゃっょ-

╆¨′〉╊』ぇ【 』》╅』っ╇╅ „『《′¨【╊”
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]さなぉしおけ-ぇきっさうおぇくしおうはす ういけぉさっすぇすっか, そういうお う っかっおすさけきぇてうくっく うくあっくっさ ′úおけかぇ 〈éしかぇ 
っ さけょっく こさっい 1856 ゅ. ゃ たなさゃぇすしおけすけ しっかけ ]きうかはくう. 〉つう ゃ 〈ったくうつっしおうは うくしすうすせす ゃ ╂さぇち 
う ゃ せくうゃっさしうすっすぇ ゃ ‶さぇゅぇ. ′ぇ 28 ゅ. いぇきうくぇゃぇ いぇ ]┿】. ¨す ′の ╈けさお こけょょなさあぇ けぉてうさくぇ 

おけさっしこけくょっくちうは, しすさけゅけ しかっょっくぇ けす さぇいせい-
くぇゃぇすっかくうすっ ぇゅっくちうう う こけ-おなしくけ おけくそうしおせ-
ゃぇくぇ, しなし しゃけはすぇ しなくぇさけょくうつおぇ ゃ ╂っさきぇくうは 
ゃ 〈さっすうは [ぇえた ╋ぇさうは ¨さしうお, けすくぇしはとぇ しっ 
いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ぇくすうゅさぇゃうすぇちうけくくう かっ-
すぇすっかくう きぇてうくう う おけくすぇおすう し ういゃなくいっきくう.
]さっょ くぇえ-ういゃっしすくうすっ きせ ういけぉさっすっくうは 

しぇ: こさけきっくかうゃうはす すけお, っかっおすさけきぇゅくうすくぇ-
すぇ うくょせおちうは, っかっおすさけきぇゅくうすくうすっ ゃなかくう, 
っか. きけすけさ いぇ こさけきっくかうゃ すけお, ぉっいあうつくぇすぇ 
すったくけかけゅうは, うくょせおちうけくくぇすぇ ぉけぉうくぇ くぇ 〈っ-
しかぇ, すせさぉうくぇすぇ くぇ 〈っしかぇ, ょうしすぇくちうけくくけすけ, 
しかなくつっゃうはす つぇしけゃくうお... ‶さけそっしうけくぇかくけ しっ 
いぇくうきぇゃぇか う し かうくゅゃうしすうおぇ, いくぇっか 8 っいうおぇ, 

こさっおさぇしくけ こけいくぇゃぇか きせいうおぇすぇ う そうかけしけそうはすぇ. 
′けしうすっか っ くぇ きっょぇかうすっ „╄ょうしけく”, „╄かうなす ╉さっしけく”, „╃あけく ]おけす”. ¨すおぇいゃぇ ょぇ こけかせつう ′け-

ぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ, こさうしなょっくぇ きせ いぇっょくけ し ╄ょうしけく. 
〉きうさぇ くぇ 87 ゅ. こさっい 1943 ゅ. ゃ ′の ╈けさお. 

╉けさっくうすっ. ╀ぇとぇ きせ っ 
こさぇゃけしかぇゃっく しゃっとっくうお, 

ぇ きぇえおぇ きせ - くっけぉさぇいけゃぇくぇ, 
くけ ういおかのつうすっかくけ うくすっかう-
ゅっくすくぇ あっくぇ. ′うおけかぇ っ つっす-
ゃなさすけすけ けす けぉとけ こっす ょっちぇ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ. ╉ぇすけ ょっすっ ぉうか 
しかぇぉ う くっさってうすっかっく. ‶け-
しすけはくくけ しっ くぇきうさぇか ゃ ょゃっ 
おさぇえくう しなしすけはくうは - ゃないすけさゅ 
う すなゅぇ.‶さっしかっょゃぇかう ゅけ きう-

╃ぇ けぉっょうくうき せしうかうはすぇ しう ゃ うきっすけ くぇ すけゃぇ: ╉ぇいぇくかなお ょぇ うきぇ ょけしすけっく そせすぉけかっく おかせぉ, 
おけえすけ ょぇ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしすう くぇ ょっちぇすぇ う きかぇょっあうすっ ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす. 

《せすぉけかくうはす おかせぉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” くっ きけあっ ょぇ っ いぇかけあくうお くぇ こけかうすうつっしおう うくすっさっしう. 〈けえ 
っ けぉとぇ ゅさぇょしおぇ おぇせいぇ. 
¨おけかけ すけゃぇ しすぇくけゃうとっ しっ けぉっょうくうたぇ 

つかっくけゃっすっ くぇ 〉], ぉういくっしきっくう う しこけさすくう 
ょっはすっかう, すさっくぬけさう う こけきけとくうお-すさっくぬけ-
さう くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ”, こさうしなしすゃぇかう 
くぇ さぇぉけすくぇすぇ ゃっつっさは, ょぇょっくぇ けす こけつっすくうは 
こさっいうょっくす くぇ 《╉ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” ′うおけ-
かぇえ ╇ぉせてっゃ う けす ╁かぇょうきうさ ]こぇしけゃ - こさけ-
おせさうしす くぇ „╋+S 》うょさぇゃかうお”. ]さっとぇすぇ ぉっ 
ょけきぇおうくしすゃぇくぇ 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. 
]さっょ せゃぇあうかうすっ しなぉうすうっすけ ぉっ う ぉうゃてうはす 

そせすぉけかうしす くぇ „[けいけゃぇ ょけかうくぇ” う くぇしすけはと  
おぇこうすぇく くぇ しすぇさけいぇゅけさしおうは すうき „╀っさけっ” 
╇ゃけ ╇ゃぇくけゃ.

СЛАВЯНСКИЯТ ГЕНИЙ, ВДЪХНОВЕНИЯТ ПРОРОК НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО

しかう いぇ ぉけかっしすう う しきなさす, こさう-
すっしくはゃぇかう ゅけ つせょけゃうとぇすぇ くぇ 
きさぇおぇ. ╁ きっしすくけすけ せつうかうとっ 
′うおけかぇ せつう さっかうゅうは, くっきしおう 
う ぇさうすきっすうおぇ, しかっょ おけっすけ いぇ-
ゃなさてゃぇ 4 おかぇしぇ いぇ 3 ゅけょうくう ゃ 
╉ぇさかけゃぇち う けすくけゃけ しっ こさうぉう-
さぇ くぇ しっかけ. 』っすはか ょっくけくけと-
くけ けす けゅさけきくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ 
くぇ ぉぇとぇ しう. ╇きぇか しなおさけゃっくぇ 
きっつすぇ - ょぇ さぇいゅぇょぇっ きうしすっさう-
はすぇ くぇ っかっおすさうつっしすゃけすけ.                                                                       
╉なき きっつすぇすぇ. ‶さっい 1875 ゅ. 

′うおけかぇ 〈っしかぇ せつう っかっおすさけ-
うくあっくっさしすゃけ ゃ ╂さぇち. 〈けえ くっ 
こさけこせしおぇ かっおちうは, こけかせつぇ-
ゃぇ ゃないきけあくけ くぇえ-ゃうしけおうすっ 
けちっくおう, けしくけゃぇゃぇ しさなぉしおう 
おせかすせさっく おかせぉ. [ぇぉけすう う こさっい 
くけとすぇ, ゃおか. う こけ こさぇいくうちうすっ. 
╆ぇ おさぇすおけ しっ こさうしすさぇしすはゃぇ 
おなき たぇいぇさすぇ, くけ ぉなさいけ しおなし-
ゃぇ し くっゅけ いぇゃうくぇゅう. ╆ぇこうしゃぇ 
しっ ゃ ╉ぇさかけゃうは せくうゃっさしうすっす ゃ 
‶さぇゅぇ う うきっくくけ すぇき ゅけ けしっ-
くはゃぇ うょっはすぇ いぇ うくょせおちうけくっく 
ゅっくっさぇすけさ いぇ こさけきっくかうゃ すけお. 
‶さけょなかあぇゃぇ ょぇ つっすっ きくけ-
ゅけ, しないょぇゃぇか ゃこっつぇすかっくうっ, 
つっ いぇこけきくは ちっかう おくうゅう くぇう-
いせしす. ╋くけゅけおさぇすくけ ぉけかっょせゃぇか 
う しすさぇょぇか けす たぇかのちうくぇちうう, 
しゃなさいぇくう し ういけぉさっすっくうはすぇ, 
くぇょ おけうすけ さぇぉけすう.                                                                                                                                        
╁ ╄ゃさけこぇ. ‶さっい 1880 ゅ. 〈っ-

しかぇ しすぇゃぇ ゅかぇゃっく うくあっくっさ 
ゃ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ すっかっそけくくぇ 
おけきこぇくうは ゃ ╀せょぇこっとぇ, おなょっ-
すけ こさぇゃう ょっしっすおう こけょけぉさっ-
くうは. 〈けゃぇ ゅけ けすょぇかっつぇゃぇ けす 
さぇぉけすぇすぇ し っかっおすさうつっしすゃけすけ う 
いぇすけゃぇ こさっい 1882 ゅ. すけえ いぇきう-
くぇゃぇ いぇ ‶ぇさうあ. [ぇぉけすう おぇすけ 
っかっおすさけうくあっくっさ ゃ ういゅさぇあ-
ょぇくっすけ くぇ っかっおすさけしすぇくちうは 
いぇ あこ-ゅぇさぇすぇ ゃ ]すさぇしぉせさゅ, 
おなょっすけ さぇいさぇぉけすゃぇ う ょっきけく-
しすさうさぇ きけょっか くぇ ぇしうくたさけくっく 
っかっおすさけょゃうゅぇすっか, さぇいさぇぉけすゃぇ 
さぇいかうつくう せさっょう, いぇ おけうすけ こけ-
かせつぇゃぇ こぇすっくすう. ¨ぉうょっく, つっ 
くっ しぇ きせ ういこかぇすっくう けぉっとぇくう-
すっ 25 たうかはょう ょけかぇさぇ こさっきうは, 
こけょぇゃぇ けしすぇゃおぇ う ゃ すなさしっくっ 
くぇ こけ-ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは くぇ 
しゃけうすっ うょっう, すけえ こさっしうつぇ ┿す-

かぇくすうつっしおうは けおっぇく.
╄かっおすさうつっしおぇすぇ ゃけえくぇ. 

] 4 ちっくすぇ ゃ ょあけぉぇ, くはおけかおけ 
しけぉしすゃっくう しすうたぇ う ういつうしかっ-
くうは う しおうちう いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ 
くぇ かっすはとぇ つうくうは こさっい 1884 ゅ. 
28-ゅけょうてくうはす 〈っしかぇ こさうしすう-
ゅぇ ゃ ′の ╈けさお し こさっこけさなつう-
すっかくけ こうしきけ ょけ しゃけは うょけか 〈け-
きぇし ╄ょうしけく, おけえすけ ぉうか しぇきけ 
し 9 ゅけょうくう こけ-ゃないさぇしすっく, くけ 

ぉうか ゃ いっくうすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ しう. ╁ 
こうしきけすけ けす 』.╀ぇつっかなさ こうてっ-
かけ: „‶けいくぇゃぇき ょゃぇきぇ ゃっかうおう 
きなあっ う ゃうっ しすっ っょうく けす すはた, 
ぇ ょさせゅうはす っ すけいう きかぇょ つけゃっお.“                                                                                                                                          
  ‶け すけゃぇ ゃさっきっ かぇきこぇすぇ し くぇ-
あっあぇっきぇすぇ あうつおぇ くぇ ╄ょうしけく 
ょけゃっかぇ ょけ くっこさっおなしくぇすけ せゃっ-
かうつぇゃぇとけ しっ こけすさっぉかっくうっ くぇ 
っかっおすさけっくっさゅうは う くっゅけゃぇすぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ いぇ こけしすけは-
くっく すけお ゃ ╃けかっく ╋ぇくたぇすなく 
しっ こさっゃなさくぇかぇ ゃ きけくけこけかくぇ. 
〉かうちうすっ ぉうかう けしっはくう し ょなさ-
ゃっくう しすなかぉけゃっ う ゃうしはとう おぇ-
ぉっかう, くはおけう けす おけうすけ ぉうかう 
けゅけかっくう う けこぇしくう. ╁なこさっおう 
すけゃぇ たけさぇすぇ ぉなさいぇかう ょぇ こさけ-
おぇさぇす すけお ゃ おなとうすっ しう う うく-
ゃっしすうさぇかう ゃ こさけっおすぇ くぇ ╄ょう-
しけく, おけえすけ いくぇっか きくけゅけ きぇかおけ 
いぇ こさけきっくかうゃうは すけお う くっ しっ う 
けこうすゃぇか ょぇ くぇせつう こけゃっつっ. 
╋ぇおぇさ ゃ かうちっすけ くぇ 〈っしかぇ 

ょぇ ゃうあょぇか おけくおせさっくちうは, 
╄ょうしけく ゃっょくぇゅぇ きせ ゃないかけ-
あうか くぇこなかくけ ょぇ こさっこさけっお-
すうさぇ ゅっくっさぇすけさうすっ いぇ こけ-
しすけはくっく すけお, くぇこさぇゃっくう けす 
しぇきうは くっゅけ, う きせ けぉっとぇか 50 
000 ょけかぇさぇ /けお.1 きうかうけく 
ょくってくう こぇさう/, ぇおけ せしこっっ.                                                                  
〈っしかぇ う ╄ょうしけく しう こさうかう-
つぇかう こけ すけゃぇ, つっ う ょゃぇきぇすぇ, 
ょけさう ゃ こさっおかけくくぇ ゃないさぇしす, 
しこはかう しぇきけ こけ くはおけかおけ つぇしぇ. 
╃けすせお こさうかうおうすっ しゃなさてゃぇす. 
〈っしかぇ さぇいつうすぇか くぇ ゃょなたくけゃっ-
くうっすけ, ゃくうきぇすっかくけ けぉきうしかはか 
こかぇくけゃっすっ ゃ ゅかぇゃぇすぇ しう う うい-
こうこゃぇか ゃしっおう ょっすぇえか, こさっょう 
ょぇ こさっきうくっ おなき しなとうくしおぇすぇ 
さぇぉけすぇ. ╄ょうしけく さぇいつうすぇか くぇ 
こさけぉうすっ う ゅさっておうすっ, おぇすけ 
おぇいゃぇか, つっ ういけぉさっすっくうっすけ っ 
5% ゃょなたくけゃっくうっ う 95% せこけ-
さうすけしす. ╃けおぇすけ ╄ょうしけく ぉうか 
しぇきけせお, 〈っしかぇ うきぇか すったくう-
つっしおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, いくぇっか 
っいうちう, こさうすっあぇゃぇか しうかくぇ 
そけすけゅさぇそうつくぇ こぇきっす, せきっ-
っか ょぇ ういきうしかは しかけあくうすっ しう 
ういけぉさっすっくうは ゃ せきぇ しう う ょぇ 
ゅう しすさけう, ぉっい ょぇ うきぇ くせあょぇ 
けす くうおぇおゃう いぇこうしおう. 〈っいう 
さぇいかうつうは くっきうくせっきけ とっかう 

ょぇ ょけゃっょぇす ょけ おけくそかうおす…                                                                                                                                        
  ]かっょ おぇすけ 〈っしかぇ こさうおかのつうか 
ゃないかけあっくぇすぇ きせ けす ╄ょうしけく 
さぇぉけすぇ, こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
っかっおすさけっくっさゅうは しっ こけょけぉさう-
かけ, ぇ さぇいたけょうすっ くぇきぇかっかう. 
╁きっしすけ ょぇ きせ ょぇょっ けぉっとぇくう-
すっ 50 たうかはょう, こさうすっしくっく けす 
しゃけは しなこっさくうお, ╄ょうしけく きせ 
おぇいゃぇ: „〈っしかぇ, すう くっ さぇいぉう-
さぇて ぇきっさうおぇくしおうは たせきけさ“. 

╁ないきせすっく う けぉうょっく, しなさぉう-
くなす ゃっょくぇゅぇ くぇこせしくぇか. ╇い 
ゅさぇょぇ しっ こけくっしなか しかせたなす いぇ 
つせあょっくっち し くっけぉうおくけゃっく すぇ-
かぇくす, おけえすけ っょゃぇ しゃなさいゃぇか 
ょゃぇすぇ おさぇは. 
‶さっい 1885 ゅ. ╃あけさょあ 〉っし-

すうくゅたぇせし, さなおけゃけょうすっか くぇ 
っかっおすさうつっしおぇすぇ おけきこぇくうは ゃ 
‶うすしぉなさゅ, おせこせゃぇ う こぇすっく-
すけゃぇ さぇいさぇぉけすっくぇすぇ けす 〈っしかぇ 
きくけゅけそぇいくぇ しうしすっきぇ いぇ こさけ-
きっくかうゃ すけお. ╆ぇ-
こけつゃぇ うしすうくしおぇ 
ゃけえくぇ, ういゃっしすくぇ 
おぇすけ „すけおけゃぇすぇ 
ゃけえくぇ”,  きっあ-
ょせ しうしすっきぇすぇ 
いぇ こさぇゃ すけお くぇ 
╄ょうしけく う しうし-
すっきぇすぇ いぇ こさけ-
きっくかうゃ すけお くぇ 
〈っしかぇ, おぇすけ ゃ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ 
こさけきっくかうゃうはす 
すけお こっつっかう. 
╇いせきうすっかくう-

はす 〈っしかぇ. 1888 
ゅ. っ しなょぉけくけしくぇ 
いぇ くっゅけ - すけえ 
ういくぇしは ょけおかぇょ 
う ょっきけくしすさうさぇ 
ういけぉさっすっくうっすけ 
しう ゃ ┿きっさうおぇく-
しおうは うくしすうすせす 
くぇ っかっおすさけうく-
あっくっさうすっ. 
〉っしすうくゅたぇせし 

おせこせゃぇ いぇ 1 きう-
かうけく ょけかぇさぇ 40-すっ こぇすっくすぇ 
くぇ 〈っしかぇ う ういこけかいゃぇ しうしすっ-
きぇすぇ きせ いぇ こさけきっくかうゃ すけお 
くぇ ╁しっきうさくけすけ ういかけあっくうっ 
ゃ 』うおぇゅけ こさっい 1893 ゅ., おな-
ょっすけ こけしっすうすっかうすっ せつせょっくけ 
くぇぉかのょぇゃぇかう ゅけしこけょうくぇ しなし 
しすさぇくくぇすぇ そぇきうかうは 〈っしかぇ 
おぇお こさけこせしおぇ こさっい すはかけすけ しう 
っかっおすさうつっしおう すけお. ╁しっおう くぇ 
くっゅけゃけ きはしすけ ぉう しっ けゃなゅかうか, 
ぇ すけえ しっ せしきうたゃぇか... ‶け すけいう 
くぇつうく 〈っしかぇ さぇいしっはか しすさぇたけ-
ゃっすっ, しゃなさいぇくう し こさけきっくかう-
ゃうは すけお, くぇしぇょっくう くぇえ-ゃっつっ 
けす ╄ょうしけく. 〈けゃぇ きせ くけしう ょけ-
ゅけゃけさ いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ 

こなさゃぇすぇ ╁╄『 くぇ ′うぇゅぇさしおうは 
ゃけょけこぇょ こさっい 1896 ゅ., おけはすけ 
ょぇ いぇたさぇくゃぇ し っかっおすさうつっしすゃけ 
ぉかういおうは ゅさぇょ ╀なそぇかけ.
╋っあょせゃさっきっくくけ 〈っしかぇ っ 

おぇくっく ょぇ つっすっ かっおちうう ゃ つせあ-
ぉうくぇ う こさぇゃう きくけゅけぉさけえくう 
っおしこっさうきっくすう, しかっょゃぇくう けす 
くっゃっさけはすくう けすおさうすうは.  
』せょっしぇ う しすさぇくくけしすう.  ′う-

おけかぇ 〈っしかぇ ぉうか きくけゅけ しすさぇくっく 
う っおしちっくすさうつっく つけゃっお. ¨す きぇ-
かなお しすさぇょぇか けす くっせょなさあうきう 
そけぉうう, つっすはか こけ ちっかう くけとう, 
きけいなおなす きせ ぉうか こさっこなかくっく けす 
そぇくすぇしすうつくう ゃうょっくうは. ╆ぇぉけ-
かはゃぇ けす たけかっさぇ, ょっゃっす きっしっ-
ちぇ っ こさうおけゃぇく くぇ かっゅかけ う くぇ 
くはおけかおけ こなすう っ くぇ おさぇつおぇ けす 
しきなさすすぇ. ]かっょゃぇ つせょけ: けいょさぇ-
ゃはゃぇ, しかっょ おぇすけ ぉぇとぇ きせ しっ 
しなゅかぇしはゃぇ ょぇ ゅけ こさぇすう ょぇ せつう 
っかっおすさけうくあっくっさしすゃけ, ゃきっし-
すけ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃう しゃっとっくうお.                                                                                                                                        
 ╀うか ゃうしけお 1.88 き, ぇ すっあぇか 
しぇきけ 64 おゅ. ╇きぇか しうゃけ-しうくう 
けつう, ゃうくぇゅう ぉうか けぉかっつっく きくけ-
ゅけ っかっゅぇくすくけ, くっ くけしっか くうおぇお-
ゃう ぉうあせすぇ うかう せおさぇてっくうは. ╆ぇ 
しなく けすょっかはか こけ 4 つぇしぇ, おぇすけ 
ゃ こさけょなかあっくうっ くぇ ょゃぇ けす すはた 
けぉきうしかはか うょっうすっ しう. ╇きぇかけ 
しかせつぇう, おけゅぇすけ さぇぉけすっか ゃ かぇ-
ぉけさぇすけさうはすぇ しう ゃ こさけょなかあっ-
くうっ くぇ 84 つぇしぇ ぉっい こけつうゃおぇ.                                                                                                   
╁ しゃけはすぇ ぇゃすけぉうけゅさぇそうは ′う-
おけかぇ 〈っしかぇ しぇき けこうしゃぇ しゃけう-
すっ くっけぉうつぇえくけしすう う しすさぇしすう. 
╄ょくぇ けす すはた っ うゅさぇすぇ くぇ ぉう-
かはさょ. ╃させゅぇ っ くっゅけゃぇすぇ ぇくすう-
こぇすうは おなき けぉっちう, けしけぉっくけ しなし 
しおなこけちっくくう おぇきなくう. ‶さう ゃうょぇ 
くぇ こっさかぇ こけかせつぇゃぇか こさうしすなこう 
くぇ いぇょせた. ╋うさうしなす くぇ おぇきそけさ 
きせ しないょぇゃぇか くっこさうはすくけ つせゃ-
しすゃけ. ╀さけはか しすなこおうすっ しう こさう 
たけょっくっ. ╇いつうしかはゃぇか けぉっきぇ くぇ 

おせこぇすぇ しなし しせこぇ うかう つぇてぇすぇ 
し おぇそっ. ‶さぇしおけゃうすっ こさっょうい-
ゃうおゃぇかう せ くっゅけ すさっしおぇ. ┿おけ 
こけしすぇゃっか ゃなゃ ゃけょぇ こさぇゃけな-
ゅなかくう こぇさつっすぇ たぇさすうは, ゃ せし-
すぇすぇ きせ しっ こけはゃはゃぇか かけて う 
くっこさうはすっく ゃおせし. ‶ぇくうつっしおう 
しっ ぉけはか けす きうおさけぉう, こけしすけはく-
くけ きうっか さなちっすっ しう う ういこけかい-
ゃぇか こけ 18 おなさこう くぇ ょっく. ┿おけ 
きせたぇ こさっかっすはかぇ くぇょ つうくうはすぇ 

きせ ゃ さっしすけさぇくすぇ, ゃっょくぇゅぇ うし-
おぇか ょぇ きせ ょけくっしぇす くけゃけ はょっ-
くっ. ╁ たけすっかうすっ くっ けすしはょぇか ゃ 
しすぇう し くけきっさ, おさぇすっく くぇ すさう. 
′っ けぉうつぇか ょぇ しっ いょさぇゃうしゃぇ, 
くっ こけくぇしはか ょけおけしゃぇくっすけ ょけ 
おけしぇ う けすおさうすけ ょっきけくしすさうさぇか 
くっこさうはいなく おなき こなかくう たけさぇ う 
おなき たけさぇ ぉっい たうゅうっくくう くぇゃう-
ちう. ‶さうすっあぇゃぇか こけさぇいうすっかくぇ 
っくっさゅうは. [ぇいたけあょぇえおう しっ ゃ 
こぇさおぇ, ゃなゃ ゃくっいぇこっく こけさうゃ 
こさぇゃっか しぇかすぇ うかう ょっおかぇきう-
さぇか “《ぇせしす” くぇ ╂ぬけすっ くぇういせしす. 
╇くすせうちうはすぇ きせ ぉうかぇ きくけゅけ 
しうかくぇ: っょくぇ ゃっつっさ ういこさぇとぇか 
こさうはすっかうすっ しう くぇ ゃかぇおぇ, くけ 
ゅう こけしなゃっすゃぇか ょぇ くっ こなすせゃぇす, 
すなえ おぇすけ すけいう ゃかぇお とっ ょっさぇえ-
かうさぇ. ╇ くぇうしすうくぇ しっ しかせつうかけ 
すけつくけ すけゃぇ – いぇゅうくぇかう きくけゅけ 
たけさぇ. 
》ぇさぇおすっさなす くぇ 〈っしかぇ くっ きせ 

こけいゃけかはゃぇか ょぇ さぇぉけすう ゃ おけ-
かっおすうゃ. 〈けえ くうおけゅぇ くっ しっ 
あっくう, くけ しっ こけかいゃぇ し ゅけかはきぇ 
こけこせかはさくけしす しさっょ あっくうすっ う 
きくけゅけ けす すはた ぉうかう ゃかのぉっくう ゃ 
くっゅけ. 
╁うょっくうはすぇ - ょさせゅぇすぇ さっ-

ぇかくけしす. ]かっょ くぇこさっゅくぇすぇ 
せきしすゃっくぇ さぇぉけすぇ 〈っしかぇ ぉうか   
ゃさなたかうすぇく けす はさおう ゃうょっくうは, 
おけうすけ こけゅかなとぇかう さっぇかくうは きせ 
しゃはす.
〈けえ いぇぉっかはいぇか, つっ きけあっ けす-

つっすかうゃけ ょぇ ゃういせぇかういうさぇ しゃけう-
すっ けすおさうすうは う くっ しっ くせあょぇっ けす 
っおしこっさうきっくすう, きけょっかう う つっさ-
すっあう. 〈ぇおぇ さぇいゃうゃぇ しゃけは くけゃ 
きっすけょ いぇ „きぇすっさうぇかういぇちうは 
くぇ すゃけさつっしおうすっ おけくちっこちうう“. 
„╉けゅぇすけ うきぇき うょっは, ぇい は ょけ-
さぇぉけすゃぇき ゃ しゃけっすけ ゃなけぉさぇあっ-
くうっ. ′ぇこなかくけ ぉっいさぇいかうつくけ きう 
っ ょぇかう とっ っおしこっさうきっくすうさぇき 
し くっは ゃ かぇぉけさぇすけさうはすぇ うかう 

しぇきけ ゃ ゅかぇゃぇすぇ しう. ‶け すぇおなゃ 
くぇつうく さぇいゃうゃぇき うょっはすぇ しう ょけ 
しなゃなさてっくしすゃけ, ぉっい ょぇ ょけおけし-
ゃぇき くうとけ し さなちっ. ╁しうつおう きけう 
ういけぉさっすっくうは ゃないくうおゃぇす すけつくけ 
こけ すけいう くぇつうく う いぇ 20 ゅけょうくう 
くはきぇ くうおぇおゃけ ういおかのつっくうっ“.

‶さけょなかあぇゃぇ ゃ ぉさ.67

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

とう しっ こぇょぇす しぇきけ 3-きぇ ゃうしてう-
しすう. 
╁ しなとけすけ ゃさっきっ ょけ 2020 ゅ. し 

5% すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇきぇかう ぉさけ-
はす くぇ さぇくけ くぇこせしくぇかうすっ せつう-
かうとっ, おぇすけ ぉさけはす うき しすぇくっ ょけ 
10% けす けぉせつぇゃぇとうすっ しっ. ]っゅぇ 
こさけちっくすなす くぇ さぇくけ くぇこせしくぇ-
かうすっ せつうかうとっ っ 15% う さぇしすっ. 
〈っいう ぇきぉうちうけいくう こかぇくけゃっ 

けぉはゃう くぇ そけさせきぇ, こけしゃっすっく 
くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ こさけそっしうけ-
くぇかくけすけ けぉさぇいけゃぇくうっ せ くぇし, 
こさけそ. ┿くっかうは ╉かうしぇさけゃぇ - 
きうくうしすなさ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, 
きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ. 
╂けかはきぇすぇ ちっか  くぇ おぇぉうくっすぇ, 

けこさっょっかっくぇ おぇすけ しすさぇすっゅうつっ-
しおぇ, っ いぇっすけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ くぇ 
ゃないさぇしす きっあょせ 20 う 64 ゅけょうくう 
ょぇ っ こけくっ 75 くぇ しすけ ょけ 2020 

[あくあせしひさ か ′╅ くあたあくうあせか せあ たそしけぬかこつさあてあ のさそしあ 
け か 》『《【¨╇ たちかうちひはあせかてそ こ う いかきあせつさけ しあえかち

かうゃうすっ うしおぇくうは くぇ おぇいぇく-
かなつぇくう ょっおかぇさうさぇ う けすっち 
╃うきうすなさ ┿きぉぇさっゃ, ょけてなか 
しこっちうぇかくけ いぇ こけょおさっこぇ くぇ 
うしおぇくうはすぇ くぇ おぇいぇくかなつぇくう. 
‶けしかぇくうっ-こけょおさっこぇ ょけ けぉ-

とけゅさぇょしおうは きうすうくゅ ういこさぇすう 
つさっい いぇきっしすくうお- けぉかぇしすくうは 
せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 

〈っけょけさぇ ╇ゃぇくけゃぇ けぉかぇしすくうはす 
せこさぇゃうすっか ╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ.  
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす ゃ ╉ぇいぇくかなお ′う-
おけかぇえ ╆かぇすぇくけゃ いぇこけいくぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ くぇ こかけとぇょ „]っ-
ゃすけこけかうし” し くぇこさぇゃっくけすけ けす 
きっしすくぇすぇ せこさぇゃぇ う ╇くうちうぇ-
すうゃくうは おけきうすっす こけ ゃなこさけしぇ 
いぇ いぇこぇいゃぇくっ くぇ こけかうちっえしおぇ-
すぇ ておけかぇ う けすおぇいぇ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくしすゃけすけ すは ょぇ しっ ういこけかいゃぇ 
いぇ ぉっあぇくしおう かぇゅっさ.

ゅけょうくぇ.
100 きかく. っゃさけ とっ ぉなょぇす 

けしうゅせさっくう こけ っゃさけこっえしおうすっ 
そけくょけゃっ, いぇ ょぇ しっ くぇしなさつう 
きかぇょっあおぇすぇ いぇっすけしす, いぇはゃう 
こさっきうっさなす ‶かぇきっく ¨さってぇさ-
しおう. ‶け ょせきうすっ きせ, けしくけゃくぇすぇ 
しかぇぉけしす くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ せ 
くぇし っ かうこしぇすぇ くぇ こさぇおすうつっしおぇ 
くぇしけつっくけしす. 
]こけさっょ ¨さってぇさしおう: 
╀なかゅぇさしおうすっ せつっくうちう うきぇす 

ょけぉさぇ けぉとぇ おせかすせさぇ, くけ ゃ しな-
とけすけ ゃさっきっ しっ いぇすさせょくはゃぇす 
ょぇ ぇくぇかういうさぇす しなゃさっきっくくう-
すっ こさけちっしう う ういこうすゃぇす しすさぇた 
こさっょ くけゃうすっ すったくけかけゅうう. 
„〈っ ょけぉさっ さっちうすうさぇす, くけ 

すさせょくけ さってぇゃぇす こさぇおすうつっしおう 
おぇいせしう“, おぇいぇ きうくうしすなさ-こさっょ-
しっょぇすっかはす.
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