
╇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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′うおけかぇ 〈っしかぇ っ しきはすぇく いぇ 
くぇえ-ゃっかうおうは ういけぉさっすぇすっか 

ゃ うしすけさうはすぇ う っょうく けす くぇえ-ゅけ-
かっきうすっ ゅっくうう, さぇあょぇかう しっ くは-
おけゅぇ...
′ぇえ-ゃぇあくけすけ きせ けすおさう-

すうっ. ‶さっい 1899 ゅ. ゃ ╉けかけさぇ-
ょけ ]こさうくゅし 〈っしかぇ けさゅぇくういうさぇ 
きぇかおぇ かぇぉけさぇすけさうは, ゃ おけはすけ 
ういせつぇゃぇ つっしすけ ゃうかくっっとうすっ 
すせお ゅさなきけすっゃうつくう ぉせさう. 〈けえ 

╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ くっ っ くけゃぇ. 〈は 
けすかっあぇゃぇ けす くはおけかおけ ゅけょうくう, 

いぇゅなさぉっくぇ けす さぇいかうつくう こさけしゃっすくう 
きうくうしすさう, くっこさうけさうすっすくぇ いぇ ょゃぇ 
おきっすしおう きぇくょぇすぇ. ‶けしすぇゃっくぇ ぉっ くぇ 
ょくっゃっく さっょ し ちはかぇすぇ しう けしすさけすぇ  う 
くぇしすけはすっかくけしす こさっい ういきうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ 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 ゃ くぇさけつくけ 
こうしきけ ょけ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ.
╆ぇ すぇいう うょっは こさっょう ょゃっ ゅけょうくう う 

こけかけゃうくぇ ゅけゃけさう ゃ こさけしすさぇくくけ うく-
すっさゃの う くぇしすけはとうはす ょうさっおすけさ くぇ 
‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”, こさっょしすぇ-
ゃうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ.
‶け ょせきうすっ きせ, いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ すけいう ちっくすなさ しぇ くせあくう こけくっ 160 たうかはょう かっゃぇ. 
╁ ういこさぇすっくけすけ ょけ こさけしゃっすくうは きうくうしすなさ ┿くっかうは ╉かうしぇさけゃぇ こうしきけ 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 は いぇこけいくぇゃぇ し くっけぉたけょうきけしすすぇ けす ういゅさぇあょぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかっく 
ちっくすなさ いぇ こさうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおう くぇせおう おなき ‶╋╂ „′うおけかぇ ̈ ぉさっておけゃ“. ‶うしきけすけ ぇおちっくすうさぇ 
くぇ  しすけすうちうすっ こけしすうあっくうは くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ  ゅうきくぇいうはすぇ ゃ 42- ゅけょうてくぇすぇ  え うしすけさうは,  ゃ 
おけはすけ しっ けぉせつぇゃぇす ょっちぇ し  ういはゃっくう しこけしけぉくけしすう ゃなゃ そういうおぇすぇ, きぇすっきぇすうおぇすぇ, ぉうけかけゅうはすぇ, 
たうきうはすぇ, うくそけさきぇすうおぇすぇ. 
╁ こうしきけすけ くぇ ]すけはくけゃぇ っ けすょっかっくけ う しこっちうぇかくけ きはしすけ くぇ せくうおぇかくぇすぇ ておけかぇ こけ そういうおぇ 

くぇ せつうすっかは 〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ, おけはすけ っあっゅけょくけ しなぉうさぇ う けぉせつぇゃぇ ぉっいこかぇすくけ すぇかぇくすかうゃう 
せつっくうちう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ]ないょぇょっくぇ おなき ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, ゃっつっ 35 ゅけょうくう すぇいう 
ておけかぇ しないょぇゃぇ ぉなかゅぇさしおうすっ いかぇすくう きっょぇかうしすう こけ そういうおぇ, ょぇゃぇ くぇ しゃっすぇ せつっくう う ゅっくうぇかくう 
おけくしすさせおすけさう くぇ そういうつくう きけょっかう, ういこけかいゃぇくう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ おけしきうつっしおうすっ すったくけかけゅうう. 
„╁ 44-ゅけょうてくぇすぇ うしすけさうは くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ けす けぉとけ 100 きっょぇかぇ 

いぇ ╀なかゅぇさうは ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ ておけかぇすぇ, せつっくうちう ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ̈ ぉさっておけゃ“ - ╉ぇいぇくかなお, しぇ 
しこっつっかうかう くぇょ 70% けす すはた. ] すけゃぇ こけしすうあっくうっ せつうかうとっすけ っ きけあっ ぉう っょうくしすゃっくけ ゃ しゃっすぇ, 
つううすけ こさっょしすぇゃうすっかう っあっゅけょくけ せつぇしすゃぇす う こっつっかはす きっょぇかう ゃ すけゃぇ くぇえ-こさっしすうあくけ しなしすっ-

おけくしすさせうさぇ しこっちうぇかくけ せしすさけえ-
しすゃけ-すさぇくしそけさきぇすけさ - っょくけ けす 
くぇえ-こけこせかはさくうすっ きせ う ゃこっつぇす-
かはゃぇとう ういけぉさっすっくうは, くぇさっつっ-
くけ うくょせおちうけくくぇ „╀けぉうくぇ くぇ 
〈っしかぇ”. ]ぇきうはす 〈っしかぇ しつうすぇ, 
つっ すけゃぇ っ くぇえ-ゃぇあくけすけ きせ けす-
おさうすうっ, すなえ おぇすけ ょけおぇいゃぇ, つっ 
っかっおすさうつっしおぇすぇ っくっさゅうは きけあっ 
ょぇ ぉなょっ こさっくぇしはくぇ くぇ ゅけかっきう 
さぇいしすけはくうは ぉっい ういこけかいゃぇくっすけ 
くぇ こさけゃけょくうちう. ╁ すけゃぇ くっゅけゃけ 
けすおさうすうっ  かっあう おけくちっこちうはすぇ 
いぇ しゃけぉけょくぇすぇ っくっさゅうは, おけはすけ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ せかけゃっくぇ し こさう-
っきくうお. 〈っしかぇ ゃはさゃぇか, つっ っくっさ-
ゅうはすぇ けす ]かなくちっすけ きけあっ ょぇ しっ 
せかけゃう し ぇくすっくぇ. ╇ ぉうか こさぇゃ.                                                                                                    
╁ こせぉかうおせゃぇくうは ょくっゃくうお し くぇ-
ぉかのょっくうはすぇ しう „╆ぇこうしおう けす ╉け-
かけさぇょけ ]こさうくゅし 1899-1900 ゅ.“ 
すけえ しこけょっかは, つっ っ こけかせつうか しうゅ-
くぇかう けす ょさせゅぇ こかぇくっすぇ - すゃなさ-
ょっくうっ, こけしさっとくぇすけ し くぇしきっておぇ 
けす こけゃっつっすけ くぇせつくう しこうしぇくうは.
‶さっょう ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-

くぇ 〈っしかぇ こぇすっくすけゃぇ きくけゅけ しゃけう 
けすおさうすうは う こさけょぇゃぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす こぇすっくすうすっ, いぇ ょぇ うくゃっ-
しすうさぇ ゃ こさけっおす いぇ せくうゃっさしぇかっく 
こさっょぇゃぇすっか.
„〈っしかぇ いぇこぇかう くっぉっすけ”.

〈さうせきそなす きせ っ こさっい 1905 ゅ., 
おけゅぇすけ っょうく けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ 
ぇきっさうおぇくちう, ╃あけく ╋けさゅぇく, 
こけしすさけはゃぇ くぇ けしすさけゃ ╊けくゅ-
┿かっえくょ ゅさぇくょうけいくぇ  57-きっす-
さけゃぇ おせかぇ, いぇぉうすぇ 36 きっすさぇ ゃ 
いっきはすぇ, し 55-すけくっく きっすぇかっく 
おせこけか くぇ ゃなさたぇ し ょうぇきっすなさ 20 
きっすさぇ. “〈っしかぇ いぇこぇかう くっぉっすけ 
くぇょ けおっぇくぇ くぇ たうかはょう きうかう” - 
こうてぇす ゃっしすくうちうすっ. ╁しなとくけしす, 
すけえ しないょぇゃぇ しうしすっきぇ いぇ こさっょぇ-

ゃぇくっ くぇ っくっさゅうは, ゃ おけはすけ う ょぇ 
っ すけつおぇ くぇ こかぇくっすぇすぇ ぉっい こさけ-
ゃけょくうちう. ╄おしこっさうきっくなす ぉうか 
すけかおけゃぇ ゅさぇくょうけいっく, おけかおけすけ 
う けこぇしっく - けす ゃうしけおぇすぇ おせかぇ し 
ゅさなき う すさはしなお しっ さぇいこさなしくぇ-
かう うしおさう. 》けさぇすぇ ういこぇょくぇかう ゃ 
せあぇし, おけくっすっ しすぇくぇかう けぉっおす くぇ 
っかっおすさけてけおけゃう せょぇさう いぇさぇょう 
あっかっいくうすっ しう こけょおけゃう. 』けゃっ-
おなす, せしすさけうか すけゃぇ いさっかうとっ, くっ 

うしおぇか ょぇ こかぇてう くうおけゅけ, すけえ 
こさけしすけ こけしすうゅくぇか ちっかすぇ しう - くぇ 
25 きうかう けす おせかぇすぇ こけょ ぉせさくうすっ 
ぇこかけょうしきっくすう くぇ こさうしなしすゃぇ-
とうすっ ういゃっょくなあ ゅさっえくぇかう 200 
っかっおすさうつっしおう おさせておう - っかっお-
すさうつっしおうはす いぇさはょ ぉうか こさっ-
ょぇょっく ぉっい おぇおゃうすけ う ょぇ ぉうかけ  
こさけゃけょくうちう. ┿ゃすけさなす くぇ っおし-
こっさうきっくすぇ ぉうか ′うおけかぇ 〈っしかぇ, 
くぇさうつぇく けす ╋ぇさお 〈ゃっく こけゃっかう-
すっか くぇ きなかくううすっ, ぇ けす [なょなさ-
そけさょ - ゃょなたくけゃっく こさけさけお くぇ 
っかっおすさうつっしすゃけすけ.                                                                                                
′っういすけとうきうはす せき. 〈っ-

しかぇ さぇぉけすう う こけ きくけゅけ ょさせ-
ゅう こさけっおすう, くけ こけさぇょう かうこ-
しぇ くぇ しさっょしすゃぇ, うょっうすっ 
けしすぇくぇかう ゃ ぉっかっあくうちうすっ きせ.                                                                                                                                       
╋くけゅけ けす こさぇゃうかぇすぇ, さぇいさぇぉけ-
すっくう けす くっゅけ, ゃかういぇす ゃ しなゃさっ-
きっくくうすっ けしくけゃう くぇ すったくうおぇすぇ 
くぇ ぉっいけこぇしくけしす こさう さぇぉけすぇ し 
ゃうしけおけつっしすけすくう すけおけゃっ. ╄かっお-
すさうつっしおうすっ きせ  ぇこぇさぇすう しっ 
ういこけかいゃぇす いぇ きっょうちうくしおう うい-
しかっょゃぇくうは. ‶さけせつゃぇくうはすぇ きせ 
ゃけょはす ょけ けすおさうゃぇくっ くぇ きっすけょ 
いぇ こけつうしすゃぇくっ くぇ いぇきなさしっくう 
こけゃなさたくけしすう う こけさう, いぇ せぉうゃぇ-
くっ くぇ きうおさけぉう う っ こさうかけあうき ゃ 
しなゃさっきっくくぇすぇ っかっおすさけすっさぇこうは.                                                                                                             
〈っしかぇ っ っょうく けす こなさゃうすっ, こぇ-
すっくすけゃぇか きっすけょ いぇ こけかせつぇゃぇ-
くっ くぇ すけおけゃっ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ 
しっ ういこけかいゃぇす いぇ さぇょうけゃさないおぇ. 
‶さっい 1893 ゅ. ういけぉさっすはゃぇ きぇつ-
すけゃぇすぇ ぇくすっくぇ う こけしすさけはゃぇ 
こなさゃうは ゃなかくけゃ さぇょうけこさっょぇ-
ゃぇすっか, くはおけかおけ ゅけょうくう こさっ-
ょう ‶けこけゃ う ╋ぇさおけくう. ‶さっい 
1943 ゅ. ╁なさたけゃくうはす しなょ くぇ 
]┿】 こけすゃなさあょぇゃぇ こなさゃっく-
しすゃけすけ くぇ 〈っしかぇ ゃ すぇいう けぉかぇしす.                                                                                                     

]さっょ けすおさうすうはすぇ きせ しぇ: かぇきこぇ し 
ゃなゅかっさけょっく ぉせすぇく, ういしかっょゃぇくっ 
しうかぇすぇ くぇ っかっおすさうつっしおうは さっいけ-
くぇくし う さぇいかうつくう ゃうょけゃっ けしゃっす-
かっくうっ, くぇ さぇいさっょっくうすっ ゅぇいけゃっ 
う ゃないょっえしすゃうっすけ くぇ っかっおすさう-
つっしすゃけすけ ゃなさたせ すはた, ゃしはおぇお-
ゃけ っかっおすさけくくけ けぉけさせょゃぇくっ,                                                                                                                     
すっかっぇゃすけきぇすうつくぇ かけょおぇ... 〈けえ 
しないょぇゃぇ こなさゃうすっ っかっおすさうつっ-
しおう つぇしけゃくうちう, しかなくつっゃうは 
ょゃうゅぇすっか, こなさゃぇすぇ かせきうくうし-
ちっくすくぇ かぇきこぇ. ╆ぇ こさなゃ こなす すけえ 
さぇいさぇぉけすゃぇ  こさうくちうこうすっ くぇ 
ょうしすぇくちうけくくけすけ せこさぇゃかっくうっ.                                                                                                                                      
 ╆ぇ しゃけうすっ ういけぉさっすっくうは うきぇ 
くぇょ 300 こぇすっくすぇ ゃ さぇいかうつくう 
しすさぇくう. ╁っかうおうすっ きせ ういけぉさっ-
すっくうは こさっょしすぇゃかはゃぇす  しゃっすけゃ-
くけ くぇしかっょしすゃけ.
‶さっい 1931 ゅ. 〈っしかぇ けすくけゃけ 

せつせょうか しゃっすぇ - けす けぉうおくけゃっく 
ぇゃすけきけぉうか すけえ しゃぇかうか ぉっくいう-
くけゃうは ょゃうゅぇすっか う きけくすうさぇか 
っかっおすさけきけすけさ. ]っょくぇか ゃ おけかぇ-
すぇ, こけすっゅかうか う さぇいゃうか しおけさけしす 
150 おき/つぇし - ぉっい くうおぇおゃう ぉぇすっ-
さうう う ぇおせきせかぇすけさう. “¨すおなょっ しっ 
ゃいっきぇ すぇいう っくっさゅうは?” – こうすぇかう 
せつっくうすっ , ぇ 〈っしかぇ けすゃさなとぇか: 
“¨す っそうさぇ くぇけおけかけ”. ‶かないくぇ-
かう しかせたけゃっ いぇ くっゅけゃけすけ ぉっい-
せきうっ. 〈っしかぇ しっ けぉうょうか,  こさう-
ぉさぇか ういけぉさっすっくうっすけ  う くうおけゅぇ 
こけゃっつっ くっ ゅけ こけおぇいぇか. ┿きっ-
さうおぇくしおうすっ しっおさっすくう しかせあぉう 
しっ いぇうくすっさっしせゃぇかう こけ-おなしくけ.                                                                                                                                        
╇きっすけ くぇ 〈っしかぇ しすぇゃぇ きくけゅけ 
こけこせかはさくけ けす っかっおすさけきけぉうかう-
すっ し きぇさおぇ “Tesla Motors”. ]なし 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ ぇしうくたさけくくうは 
ょゃうゅぇすっか 〈っしかぇ こさけきっくは うく-
ょせしすさうぇかくうはす しゃはす いぇゃうくぇゅう. 
╃くっし すけいう すうこ ょゃうゅぇすっかう しっ 
ういこけかいゃぇす くぇゃしはおなょっ.
╆ぇぉっかっあうすっかくけすけ っ, つっ すけえ 

おけくしすさせうさぇか きぇてうくうすっ „ゃ ゅかぇ-
ゃぇすぇ しう“ う くっ しっ くぇかぇゅぇかけ ょぇ 
ぉなょぇす こさぇゃっくう おけさっおちうう しかっょ 
しないょぇゃぇくっ くぇ きけょっかうすっ. 
〈っしかぇ さぇいこさけしすさは しゃっすかう-

くぇ ゃなさたせ かうちっすけ くぇ ╆っきはすぇ. 
“┿い しなき きぇてうくぇ, くぇょぇさっくぇ しなし 
しうかうすっ くぇ ょゃうあっくうっすけ, おけはすけ 
さっぇゅうさぇ くぇ ゃなくてくう しすうきせかう”, 
おぇいゃぇか ′うおけかぇ 〈っしかぇ. ] すけゃぇ 
しう すゃなさょっくうっ すけえ こけしすぇゃは けし-
くけゃうすっ くぇ さけぉけすうおぇすぇ. ╁うあょぇ-
くっすけ きせ いぇ ぉなょっとっすけ っ こなかくけ し 
さけぉけすういうさぇくう おけかう, ぇくょさけうょう 
う ぇゃすけきぇすういうさぇくぇ きったぇくうおぇ.                                                                                                       
〈っしかぇ っ ういけぉさっすぇすっか う くぇ かぇ-
いっさくうはす かなつ - はさなお こさうきっさ おぇお 
ゅっくうはす くぇ せつっく きけあっ ょぇ ぉなょっ 
ういこけかいゃぇく いぇ ょけぉさけ う いぇ いかけ. 
〈ったくけかけゅうはすぇ しっ ういこけかいゃぇ ゃ 
きっょうちうくぇすぇ, ょぇゃぇ ゃないたけょ くぇ 
しなゃさっきっくくぇすぇ ちうそさけゃぇ う ょう-
ゅうすぇかくぇ うくょせしすさうは, くぇきうさぇ 
こさうかけあっくうっ う ゃ こさけきうてかっくけし-
すすぇ. ′け すぇいう うくけゃぇすうゃくぇ すった-
くけかけゅうは しう うきぇ う しゃけはすぇ すなきくぇ 
しすさぇくぇ - おぇすけ “かなつ くぇ しきなさすすぇ”.                                                                                                                      
¨すおさうゃぇ っかっおすさけきぇゅくうすくうすっ 
ゃなかくう う すったくうすっ しゃけえしすゃぇ こさっ-
ょう 》っさち う くっいぇゃうしうきけ けす くっゅけ. 
╇きっすけ くぇ 〈っしかぇ しっ ういこけかいゃぇ いぇ 
きっさくぇすぇ っょうくうちぇ いぇ きぇゅくうすくけ 
こけかっ.
╁っさけはすくけ たうかはょう うょっう しぇ いぇ-

ゅせぉっくう うかう しすけはす くっさぇいおさうすう, 
くけ さぇいゅかっあょぇえおう しすけすうちうすっ 
きせ こぇすっくすう, せつっくうすっ ゃ ょくって-
くけ ゃさっきっ ょけぉうゃぇす  こさっょしすぇゃぇ 
いぇ ゃっかうおうすっ きせ くぇきっさっくうは う 
ゅけ けこうしゃぇす おぇすけ くぇえ-いくぇつうきうは 
せつっく う ういけぉさっすぇすっか くぇ きけょっさ-
くぇすぇ っこけたぇ, つけゃっおなす, おけえすけ 
„さぇいこさけしすさは しゃっすかうくぇ ゃなさたせ 
かうちっすけ くぇ ╆っきはすぇ“. 
╊っすはとうすっ おけさぇぉう. 〈っしかぇ 

っ う こなさゃうはす, おけえすけ ゅけゃけさう いぇ 
っさぇ, おけゅぇすけ かっすはとう おけさぇぉう 
ぉっい おさうかぇ とっ きけゅぇす ょぇ しっ おけく-
すさけかうさぇす ぉっいあうつくけ う ょぇ しっ 
ゃいさうゃはゃぇす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ゃさぇゅぇ - さぇおっすうすっ. ‶さっい 1928 ゅ. 
こけかせつぇゃぇ こけしかっょくうは しう こぇすっくす 
いぇ “ぇこぇさぇす いぇ ゃないょせてっく すさぇくし-
こけさす”. ╀さうかはくすくけ おけくしすさせうさぇ-
くぇすぇ かっすぇすっかくぇ きぇてうくぇ ぉうかぇ 
くっとけ しさっょくけ きっあょせ たっかうおけこ-
すっさ う しぇきけかっす. 〈は っ こさっょてっしす-
ゃっくうおなす くぇ ょくってくうすっ きぇてうくう し 
ゃっさすうおぇかくけ ういかうすぇくっ う おぇちぇくっ. 
]さっょ ょけおせきっくすうすっ きせ しぇ けす-

おさうすう しかけあくう ょっすぇえかう, つっさ-
すっあう う こかぇくけゃっ いぇ かっすはとぇ 
きぇてうくぇ くぇ こさうくちうこぇ くぇ ぇくすう-
ゅさぇゃうすぇちうはすぇ. 〈っいう ょけおせきっくすう 
しなゃこぇょぇす し きけょっかうすっ くぇ しなとうすっ 
ゃうょけゃっ きぇてうくう, さぇいさぇぉけすゃぇくう 
けす 〈さっすうは [ぇえた う けす ゅさせこぇすぇ  
VRIL, ゃ おけはすけ せつぇしすゃぇ ╋ぇさうは 
¨さしうお...
〈けこ-しっおさっすくけ.  ╇ ょゃぇきぇすぇ しぇ 

のゅけしかぇゃはくう, かのぉうすっかう くぇ あう-
ゃけすくうすっ う ゃっゅっすぇさうぇくちう, くっ しぇ 
いぇゃなさてうかう おけかっあ, う ょゃぇきぇすぇ 
くはきぇす ょっちぇ, くっ しぇ さっかうゅうけいくう, 
こさけすうゃくうちう しぇ くぇ ゃけえくぇすぇ, う 
ょゃぇきぇすぇ しぇ ぉっょくう う こけつすう きう-
いっさしすゃぇとう. 
╋ぇさうは う ′うおけかぇ しぇ しゃなさいぇくう 

しなし しかっょっくぇ けす すぇえくうすっ しかせあぉう 
おけさっしこけくょっくちうは 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ぇ 
かっすはとぇ きぇてうくぇ う し すけゃぇ, つっ 
ょゃぇきぇすぇ けしなとっしすゃはゃぇす おけく-
すぇおすう し ういゃなくいっきくう. ′うおけかぇ っ 
せつっく, ゅっくうえ くぇ っかっおすさけきぇゅくっ-
すういきぇ, ぇ ╋ぇさうは っ きけきうつっ し ょなか-
ゅぇ おけしぇ こけょ おさなしすぇ - „ぇくすっくうすっ” 
いぇ ゃさないおぇ し ういゃなくいっきくうは しゃはす, 
おけっすけ こさっこけょぇゃぇ ぉぇかっす う ゃけょう 
おせさしけゃっ こけ っいうちう. ]かっょ おぇすけ 
っょうく ょっく ういこぇょぇ ゃ すさぇくし, いぇ-
こけつゃぇ ょぇ ょっえしすゃぇ おぇすけ きっょうせき 
う ょぇ こけかせつぇゃぇ ゃしうつおう ゃうょけゃっ 
すったくうつっしおう ょぇくくう う つっさすっあう, 
しゃなさいぇくう し  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っく かっすはと おけ-
さぇぉ.                                                                                                                              
′うおけかぇ っ っきうゅさうさぇくす ゃ ′の 

╈けさお, ぇ ╋ぇさうは っ っきうゅさぇくす  ゃ 
╀っさかうく. ╇ ょゃぇきぇすぇ しぇ きくけ-
ゅけ しすさけゅけ けたさぇくはゃぇくう  けす ゃけ-
っくくうすっ う さぇいせいくぇゃぇすっかくうすっ 
ぇゅっくちうう: 〈っしかぇ けす 《╀[ う OSS, 

ぇ Oさしうお  けす ╂っしすぇこけ う ]]. ╇ 
ょゃぇきぇすぇ さぇいぉうさぇす, つっ くはおけう 
けす しけぉしすゃっくうすっ うき ういけぉさっすっ-
くうは う うょっう ぉうかう おけこうさぇくう 
うかう けすおさぇょくぇすう けす ょさせゅう. 〈っいう 
くぇ Maさうは けす ]] くぇ 》うきかっさ う 
╊せそすゃぇそっ, ぇ すっいう くぇ Teしかぇ 
- けす ╄ょうしけく, ╋ぇさおけくう う ょさ.                                                                                                                         
′ぇ 20 のかう 1931 ゅ. ′うおけかぇ 〈っしかぇ 
こさぇゃう しかっょくけすけ ういはゃかっくうっ いぇ 
しこ. „Time Magazine“: „┿い ういきうし-
かうた くぇつうく, おけえすけ とっ ょぇょっ ゃない-
きけあくけしす くぇ たけさぇすぇ ょぇ こさっょぇゃぇす 
っくっさゅうは ゃ ゅけかっきう おけかうつっしすゃぇ, し 
きけとくけしす たうかはょう おけくしおう しうかう, 
けす っょくぇ こかぇくっすぇ くぇ ょさせゅぇ, くっ-
いぇゃうしうきけ けす さぇいしすけはくうっすけ”.                                                                                  
╁っょくぇゅぇ  しかっょ しきなさすすぇ くぇ 〈っしかぇ 
こさっい 1943 ゅ. すさせょけゃっすっ きせ ぉうかう  
いぇしっおさっすっくう けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ 
くぇ ]┿】, ぇ しかっょうすっ くぇ ¨さしうお しっ 
ゅせぉはす こさっい 1945 ゅ.  
╉さぇはす うょゃぇ くぇ 87. ¨す こぇすっく-

すうすっ しう 〈っしかぇ こけかせつぇゃぇ いくぇつう-
すっかくう しせきう, くけ すけえ ゅう ういこけかいゃぇ 
いぇ っおしこっさうきっくすう う いぇ しっぉっ しう 
くっ けしすぇゃは こけつすう くうとけ. ╁っつっ ゃ 
くぇこさっょくぇかぇ ゃないさぇしす, しかっょ せょぇさ 
けす かっおぇ おけかぇ, こけかせつぇゃぇ けしすさけ 
ゃないこぇかっくうっ くぇ ぉっかうすっ ょさけぉけゃっ. 
‶さうおけゃぇく っ くぇ かっゅかけ ゃ たけすっかしおぇ 
しすぇは ゃ ′の ╈けさお, こけつすう いぇぉさぇ-
ゃっく, ぉっいこぇさうつっく う ゃ ょなかゅけゃっ.                                                                                                                                 
′ぇ 1 はくせぇさう 1943 ゅ. ╄かうくけさ 
[せいゃっかす, こなさゃぇすぇ ょぇきぇ くぇ 
]┿】, ういさぇいはゃぇ あっかぇくうっ ょぇ 
こけしっすう ぉけかくうは 〈っしかぇ. ぃゅけ-
しかぇゃしおうはす こけしかぇくうお ゃ ]┿】 
]ぇゃぇ ╉けしぇくけゃうつ (こかっきっくくうお 
くぇ 〈っしかぇ) ゅけ こけしっとぇゃぇ くぇ 5 
はくせぇさう う せゅけゃぇさは しさっとぇすぇ. 
〈けえ っ こけしかっょくうはす つけゃっお, おけえ-
すけ ゃうあょぇ ういけぉさっすぇすっかは あうゃ.                                                                                             
′うおけかぇ 〈っしかぇ せきうさぇ くぇ 7 はくせぇ-
さう 1943 ゅ. 〈なえ おぇすけ ゃうくぇゅう っ くぇ-
しすけはゃぇか くうおけえ ょぇ くっ ゅけ ぉっいこけおけう 
う くぇ ゃさぇすぇすぇ きせ ゃうしはかぇ しこっ-
ちうぇかくぇ すぇぉっかおぇ, ぉうか くぇきっさっく 
けす こさうしかせあくうちぇ ょゃぇ ょくう しかっょ 
しきなさすすぇ. 〈はかけすけ きせ っ おさっきうさぇくけ 
う せさくぇすぇ し こっこっかすぇ っ こさっょけしすぇ-
ゃっくぇ くぇ ゅさけぉうとっすけ ゃ ′の ╈けさお.                                                                                                                  
′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ こさうしなしすゃぇ-
かう くぇょ 2000 ょせてう. ╁なさたせ おけゃつっ-
ゅぇ きせ, くけしっく けす くけぉっかけゃう かぇせさっ-
ぇすう, ぉうかう こけしすぇゃっくう しさなぉしおけすけ 
う ぇきっさうおぇくしおけすけ いくぇきっ. ╇いこさぇ-
とぇす ゅけ し こさういくぇくうっすけ, つっ すけゃぇ っ 
„っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ せきけゃっ くぇ 
つけゃっつっしすゃけすけ”.                                                                   
′っいぇぉさぇゃっくうはす 〈っしかぇ. ‶け-

おなしくけ けしすぇくおうすっ きせ しぇ こさっきっし-
すっくう ゃ ╀っかゅさぇょ, ゃ っょうくしすゃっ-
くうは きせいっえ ゃ しゃっすぇ, ゃ おけえすけ しっ 
しなたさぇくはゃぇす しすけすうちう たうかはょう 
けさうゅうくぇかくう ょけおせきっくすう, うく-
しすさせきっくすう う ぇこぇさぇすう, こかぇくけ-
ゃっ, つっさすっあう う かうつくう ゃっとう くぇ 
せつっくうは. ╋せいっはす ゃかういぇ ゃ しこう-
しなおぇ くぇ ぃ′╄]╉¨ こさっい 2003 ゅ. 
こけさぇょう さけかはすぇ しう ゃ うしすけさうはすぇ 
くぇ っかっおすさうそうおぇちうはすぇ くぇ しゃっ-
すぇ う ぉなょっとうすっ すったくけかけゅうつくう 
こけょけぉさっくうは ゃ すぇいう けぉかぇしす.                                                                                                                           
╇きっすけ くぇ ういけぉさっすぇすっかは ょくっし 
くけしはす: 〈っしかぇ ¨ぉとっしすゃけ, 26-おう-
かけきっすさぇ てうさけお かせくっく おさぇすっさ, 
こかぇくっすぇ 2244, くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ ゃ ]なさぉうは, かっ-
すうとっ ゃ ╀っかゅさぇょ, っかっおすさうつっしおぇ 
ぇゃすけきけぉうかくぇ おけきこぇくうは „〈っしかぇ 
╋けすけさし”, くぇせつくう くぇゅさぇょう...

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

いぇくうっ こけ そういうおぇ, ぉっい ょぇ さぇいこけかぇゅぇす し くっけぉたけょうきぇすぇ ぉぇいぇ いぇ 
ういゃなさてゃぇくっ くぇ っおしこっさうきっくすう”, こうてっ ゃ こうしきけすけ ょけ きうくうしすなさ 
╉かうしぇさけゃぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 

„╆けかす” たそ しけねせそ うひそちひきかせけか かうちそたかこぬけてか

╀なかゅぇさしおうすっ ょけきぇおうくしすゃぇ ょなさあぇす ゃ ぉぇくおう 
36.097 きかさょ. かゃ., おけっすけ っ 45% けす ╀させす-

くうは ゃなすさってっく こさけょせおす. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくう 
けす しぇえすぇ くぇ ╀′╀, ゃぇかうょくう おなき おさぇは くぇ しっこ-
すっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ. 
]こっしすはゃぇくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ぉぇくおう しぇきけ 

いぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ しぇ しっ せゃっかうつう し 8,6% しこさは-
きけ しなとうは こっさうけょ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╁ しな-
とけすけ ゃさっきっ, こぇさぇかっかくけ しなし しこっしすはゃぇくうはすぇ, 
ぉなかゅぇさうすっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ すっゅかはす おさっょう-
すう う すさせこぇす いぇょなかあっくうは おなき ぉぇくおう う ょさせゅう 
そうくぇくしけゃう うくしすうすせちうう, おけうすけ けぉぇつっ しぇ ょゃぇ 
こなすう こけ-きぇかおけ けす しこっしすはゃぇくうはすぇ ゃ ぉぇくおうすっ.

 ╉なき おさぇは くぇ しっこすっきゃさう, こけ ょぇくくう くぇ ╀′╀, おさっょうすうすっ, おけうすけ うきぇす ょぇ ゃさなとぇす ぉなかゅぇさしおうすっ ょけ-
きぇおうくしすゃぇ, しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ ぉかういけ 19 きかさょ. かっゃぇ 
/18.570 きかさょ. かっゃぇ/. ¨す すはた こけすさっぉうすっかしおうすっ しぇ くぇょ 7 きかさょ. かっゃぇ う くぇきぇかはゃぇす し 0.3% くぇ ゅけ-

ょうてくぇ ぉぇいぇ. ¨しすぇくぇかうすっ おさっょうすう しぇ うこけすっつくう. 
┿くぇかけゅうつくぇ っ しうすせぇちうはすぇ う こさう くっこさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ. ′ぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ ょっこけいうすうすっ くぇ 

くっこさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ くぇさぇしすゃぇす し 6.8% こさっい しっこすっきゃさう, ょけ 54.942 きかさょ. かゃ., おけっすけ っ 
68.5% けす ぉさせすくうは ゃなすさってっく こさけょせおす, こけおぇいゃぇす ういくっしっくうすっ けす ╀なかゅぇさしおぇ くぇさけょくぇ ぉぇくおぇ ょぇくくう. 
‶さっい ぇゃゅせしす しなとけ っ おけくしすぇすうさぇくけ  こけゃうてっくうっ けす  6.3% くぇ しすけ. 〉ゃっかうつぇゃぇす しっ う こぇさうすっ ゃ ぉぇくおう-
すっ くぇ くっそうくぇくしけゃうすっ こさっょこさうはすうは, おけうすけ しぇ  こさったゃなさかうかう 15 きうかうぇさょぇ かっゃぇ, ょけおぇすけ ゃかけゅけゃっすっ 
くぇ そうくぇくしけゃうすっ うくしすうすせちうう うきぇす しこぇょ けす 5.2% くぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ, こけおぇいゃぇす けとっ ちうそさうすっ.
╁ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 2013 ゅ. おさっょうすうすっ いぇ くっこさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ しぇ 54.588 きかさょ. かゃ. 

(68.1% けす ╀╁‶) こさう 54.360 きかさょ. かゃ. おなき ぇゃゅせしす 2013 ゅ. (67.8% けす ╀╁‶). 
╁ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう ゃ けぉさなとっくうっ ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ ぉぇくおくけすう くぇ しすけえくけしす   65 きうかうぇさょぇ う 218 

きうかうけくぇ かっゃぇ.
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╀かういけ こけかけゃうくぇすぇ ぉなかゅぇさう (42 こさけちっくすぇ) けつぇおゃぇす こさっい しかっょ-
ゃぇとうすっ こっす ゅけょうくう ぉさけはす くぇ こさっしすなこかっくうはすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, 

しゃなさいぇくう し ういこけかいゃぇくっすけ くぇ けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ, ょぇ くぇさぇしくっ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ けす こさけせつゃぇくっ くぇ ╄ゃさけぉぇさけきっすなさ, けこけゃっ-
しすっくう こけ こけゃけょ こさっょかけあっくうは くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけきうしうは いぇ けゅさぇ-
くうつぇゃぇくっ くぇ くぇしうかうっすけ ゃ ╄ゃさけこぇ, しゃなさいぇくけ し せこけすさっぉぇすぇ くぇ けゅくっ-
しすさっかくう けさなあうは.
]さぇゃくっくけ し ぉさけは くぇ しなとうすっ けすゅけゃけさう しさっょくけ ゃ ╄], ぉなかゅぇさうすっ しぇ 

こけ-ゅけかっきう けこすうきうしすう - 58 くぇ しすけ けす っゃさけこっえちうすっ けつぇおゃぇす ゃ しかっょ-
ゃぇとうすっ ゅけょうくう ぉさけはす くぇ すっいう こさっしすなこかっくうは ょぇ しっ こけゃうてう. ╄ょくぇ 
すさっすぇ けす けすゅけゃけさうかうすっ けつぇおゃぇす ぉさけはす くぇ こけょけぉくう こさっしすなこかっくうは 
ょぇ しっ いぇこぇいう, こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ けす ういしかっょゃぇくっすけ.
¨おぇいゃぇ しっ, つっ ょゃぇ こなすう こけゃっつっ ぉなかゅぇさう (53 くぇ しすけ), しさぇゃくっくけ し 

けしすぇくぇかうすっ ゅさぇあょぇくう くぇ ╄] (29 こさけちっくすぇ), しぇ けすゅけゃけさうかう, つっ うい-
こけかいゃぇす けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ いぇさぇょう しゃけはすぇ さぇぉけすぇ (ゃ こけかうちうはすぇ, 
ぇさきうはすぇ うかう ゃ しすさせおすせさうすっ いぇ しうゅせさくけしす). ̈ ぉとけ 14 くぇ しすけ しさっょくけ 
ゃ ╄] う 24 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさうすっ うきぇす けさなあうっ いぇ かうつくぇ いぇとうすぇ.
╇いしかっょゃぇくっすけ こけおぇいゃぇ, つっ けしくけゃくぇすぇ つぇしす けす っゃさけこっえちうすっ くうおけ-

ゅぇ くっ しぇ こさうすっあぇゃぇかう けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ. ╃ぇくくうすっ いぇ ╀なかゅぇさうは 
う しさっょくけ いぇ ╄] しぇ ぉかういおう こけ けちっくおぇ くぇ きぇとぇぉぇ くぇ こさっしすなこかっくう-
はすぇ し けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ - こけょ 20 くぇ しすけ くぇきうさぇす, つっ くうゃけすけ っ 
きくけゅけ ゃうしけおけ, ぇ ぉかういけ 40 くぇ しすけ ゅけ けこさっょっかはす おぇすけ けすくけしうすっかくけ 
くうしおけ うかう きくけゅけ くうしおけ.
′ぇょ こけかけゃうくぇすぇ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ ょけこうすゃぇくっすけ しぇ ういさぇいうかう こけょ-

おさっこぇ いぇ こけ-しすさけゅけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ けゅくっしすさっかくうすっ 
けさなあうは. ′ぇょ こけかけゃうくぇすぇ っゃさけこっえちう (58 くぇ しすけ) う っょゃぇ 37 くぇ しすけ 
けす ぉなかゅぇさうすっ しこけょっかはす けちっくおぇすぇ, つっ しぇ くっけぉたけょうきう けぉとう きうくう-
きぇかくう っゃさけこっえしおう しすぇくょぇさすう ゃ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ, しゃなさいぇくけ し 
せこけすさっぉぇすぇ くぇ けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ. ]こけさっょ こけゃっつっ けす こけかけゃう-
くぇすぇ ぉなかゅぇさう (55 こさけちっくすぇ) う ぉかういけ っょくぇ すさっすぇ けす けしすぇくぇかうすっ 
っゃさけこっえちう (38 くぇ しすけ) すけいう ゃなこさけし しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ けしすぇゃっく くぇ 
くぇちうけくぇかくう こけかうすうつっしおう さってっくうは.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

′っそしっ 《ぇうき 〈せそぇくけゅかせ くぇ 36 ゅ. けす し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ しっ 
くせあょぇっ けす しこってくぇ こけきけと いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ

いぇおせこせゃぇくっ くぇ うくゃぇかうょくぇ ぇおせきせかぇすけさくぇ おけかうつおぇ
くぇ しすけえくけしす 10 000 かっゃぇ.

╀ぇくおけゃぇ しきっすおぇ
╇くゃっしす ぉぇくお: BG 9IORT180231000687100;

BIG: IORTBGSF

〈っかっそけく いぇ ゃさないおぇ: 0896 87 27 53

╉ひちきけす 36 すしちお. しかうあ せあ おかたそくけて, せそ けすあすか け 18 すしちお. しかうあ さちかおけてけ くあ うちひはあせか.
╇ つてちあせあてあ つか うひちてみて せあお 65 すけしけあちおあ しかうあ う いあせさせそてけ.

′あ てそうあ せあつてそみうあ う たけつすそ おそ 〈けせけつてかちつてうそてそ せあ そいちあくそうあせけかてそ さすかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ

′《╇ ′╅ 》《〈《ぅ
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╉ちあすあてとちえひて ｠ちけつてそ ╆そこねかう:

』さそちそ あせえかしけてか はか けくいみえあて そて ╆ひしえあちけみ, てうひちおけ せあこ-たそつてあうみせけみて おちあすあてとちえ  たそ かうちそたかこつさけてか つぬかせけ ｠ちけつてそ ╆そこねかう
╉ぇおゃけ しゃなさいゃぇ „╋けさっ けす かの-

ぉけゃ”, „╇きぇて こけとぇ” うかう 
„‶さっょぇえ くぇすぇすなお...” し あっくしおうすっ 
ょせてう けす ぇさしっくぇかしおうは ╆ぇゃけょ 4? 
′っ, くっ しきっ ゅう ゅかっょぇかう こけ すっかっゃう-
いうはすぇ... ′け ╊のぉけゃすぇ おなき 』けゃっおぇ, 
]なこさうつぇしすうっすけ う けくぇいう ]なさちぇ-
すけしす, おけはすけ しすさせう けす こけょけぉくう う 

けぉうつぇくう こさっょぇゃぇくうは, っ しなとぇすぇ, 
おぇおゃぇすけ ゃっょくぇゅぇ しっ けすおさうゃぇ こさう 
ょけこうさぇ し きかぇょうすっ う こけ-しすぇさう きけ-
きうつっすぇ, し おけうすけ くう しさっとぇ こさっょ-
しっょぇすっかおぇすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╋なゅかうあ-
おうは いぇゃけょ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ. 
〈ぇいう しなさちぇすけしす くぇきうさぇ こけしすけ-

ɋɪɟɳɢ

‒】〉╉╅〈╊〉【ぇ【 〉╅ ╋¨╇《【╅ 
╊ ¨]ょ′¨っ【╅はくくけ こけゃけょう ょぇ くぇこけきくは 

いぇ しっぉっ しう ゃ  っあっょくっゃうっ-
すけ  くぇ ょっかくうおぇ - こさうはすっか-
しおぇ こけきけと こさう さってぇゃぇくっ 
くぇ こさけぉかっきうすっ ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
こけょおさっこぇ ゃ きけきっくすうすっ くぇ 
あうすっえしおぇ ぉけかおぇ, しこけょっかっ-
くぇ さぇょけしす けす さぇょけしすすぇ くぇ 
ょさせゅうは こけおさぇえ かうつくうすっ う 
しっきっえくう こさぇいくうちう... 〈ぇいう 
しなさちぇすけしす ういけぉさっすぇすっかくけ 
こさっゃさなとぇ ょっかくうおぇ ゃ こさぇい-
くうお し すさけゅぇすっかくう ういくっくぇょう, 
おけうすけ こけすゃなさあょぇゃぇす さっ-
そさっくぇ けす っょくぇ こけつすう いぇぉ-
さぇゃっくぇ こっしっく: ”′っ ゃしうつおけ っ 
こぇさう, こさうはすっかの, くっ ゃしうつおけ 
っ こぇさう...”. 〈ぇおぇゃぇ ういくっくぇょぇ 
こさっい しすさぇくうちうすっ くぇ „〈さうぉせ-
くぇ ┿さしっくぇか” しぇ しこけょっかっくう-
すっ ょせきう くぇ けぉうつ ゃ すぇいう こせぉ-
かうおぇちうは, し おけはすけ あっくうすっ けす 
っおうこぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 う けしけぉっくけ 
けす ╇おけくけきうつっしおうは けすょっか, 
おぇいゃぇす ”』っしすうす のぉうかっえ!” くぇ 
しゃけはすぇ おけかっあおぇ う こさうはすっか-
おぇ ′っょはかおぇ ╃うきうすさけゃぇ... 
╅っくぇすぇ, つうはすけ しなょぉぇ ぉっかっ-
あう けす くぇつぇかけすけ っょくぇ しゃは-
すけしす, おぇおゃぇすけ くけしう さけあょっ-
くうはす え ょっく - ╃うきうすさけゃょっく.
‶けしゃっすっくう ゃ ょっかけすけ しぇ 

しぇきけ ょけゃっさっくう つけゃっちう, 
おぇすけ すっいう けす さっょぇおちうはすぇ くぇ 
そうさきっくうは ゃっしすくうお... ╇ おけ-

╀けゅょぇくぇ ╉なくつっ-
ゃぇ, くぇつぇかくうお ちった 
ゃ ╆ぇゃけょ 4:

′っかぇ ╃うきうすさけゃぇ 
- こけいくぇゃぇき は ちはかぇ 
ゃっつくけしす.╆ぇ きっくっ すは 
っ けかうちっすゃけさっくうっ 
くぇ ╃けぉさうは つけゃっお – 
かのぉはとぇ, ゃしっけすょぇえ-
くぇ きぇえおぇ, こさっょぇくぇ 
こさうはすっかおぇ, けすかう-
つっく こさけそっしうけくぇ-
かうしす!
′っかう, ぇい う おけかっお-

すうゃなす くぇ ちった 130  
すう つっしすうすうき 60-ゅけ-
ょうてくうは のぉうかっえ う 
すう こけあっかぇゃぇきっ すけか-
おぇゃぇ ゅけょうくう けとっ 
ょぇ ういこさぇとぇて いぇかっ-
いぇ う ょぇ こけしさっとぇて 
ういゅさっゃぇ, すけかおけゃぇ 
ゅけょうくう けとっ ょぇ しっ 
さぇょゃぇて くぇ ぉぇゅさう-
すっ くぇ っしっくすぇ, すけか-
おけゃぇ ゅけょうくう けとっ 
ょぇ けしすぇゃはて すゃけうすっ 
しすなこおう こけ しくっゅぇ う 
とぇしすかうゃけ ょぇ しっ けこ-
うゃぇて けす きうさうしぇ くぇ 
こさけかっすすぇ!

かっあおうすっ, さぇいぉうさぇ しっ...
╆ぇとけすけ ょっかけすけ っ しゃはすけ. 

╁しうつおけ, おけっすけ けすゃぇさは しなさちっすけ 
いぇ [ぇょけしすすぇ くぇ ょさせゅうは, っ しゃは-
すけ... ╆ぇ ょぇ いぇさぇょゃぇす おけかっあおぇ-
すぇ しう ′っょはかおぇ, おけはすけ くぇゃなさ-
てう のぉうかっえくうすっ 60 くぇ 26-すう 
けおすけきゃさう, あっくうすっ こけおさぇえ 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ しなぉうさぇす おぇすけ 
こつっかうつおう きっょぇ くぇ けぉうつすぇ ゃ 
くはおけかおけ しおなこう いぇ くっは しこけきっ-
くう ゃ しくうきおう う ょけぉさう ょせきう. ′っ 
いぇとけすけ っ こさぇいくうお, ぇ いぇとけすけ ゃ 
しこけょっかっくうすっ し くっは ぉかういけ 40 
ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” さぇぉけすっとうすっ し ′っ-

ょはかおぇ しぇ けすょぇゃくぇ せしっすうかう う 
さぇいぉさぇかう, つっ すは いぇしかせあぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ いぇさぇょゃぇくぇ いぇさぇょう ゃしうつ-
おけ, おけっすけ っ けしすぇゃうかぇ しかっょ 
しっぉっ しう, いぇさぇょう せこけさしすゃけすけ う 
しうかぇすぇ, し おけうすけ っ こさっぉけさうかぇ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ あう-
ゃけすぇ. ╆ぇさぇょう けぉうつすぇ, おけはすけ 
さぇいょぇゃぇ.
„〈は っ こさっおさぇしくぇ きぇえおぇ, おけは-

すけ しかっょ いぇゅせぉぇすぇ くぇ しなこさせゅぇ 
しう しぇきぇ けすゅかっあょぇ ょゃぇきぇすぇ しう 
しうくけゃっ, ょぇゃぇ うき けぉさぇいけゃぇくうっ 
う うき こけきぇゅぇ ょぇ せしこっはす ゃ あう-
ゃけすぇ. ′っょはかおぇ っ ぉっいせこさっつっく  
う しおさけきっく つけゃっお, つけゃっお, おけえ-
すけ くっ けぉうつぇ ょぇ ぉなょっ ゃ しゃっす-
かうくぇすぇ くぇ こさけあっおすけさうすっ. 〈は 
っ つけゃっお, おけえすけ こさけしすけ しう ゃなさ-

¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ くぇ 
けゅかっょぇかけすけ:
 
 〈けえ きうくぇゃぇ いぇ くぇえ-こけ

しすぇゃはくうは ゃ きけきっくすぇ ぉなか
ゅぇさしおう ょさぇきぇすせさゅ ゃ ╄ゃさけ
こぇ. ╇きっすけ きせ  ゃなさゃう さっょけき 
ょけ すっいう くぇ ]すぇくうしかぇゃ ]すさぇ
すうっゃ, ╁ぇかっさう ‶っすさけゃ, ╇ゃぇく 
[ぇょけっゃ, ]すっそぇく 『ぇくっゃ. 
[ぇいかうおぇすぇ っ ゃ くっゅけゃぇすぇ 

せくうおぇかくぇ しぇきけぉうすくけしす う 
こうこっさかうゃけ つせゃしすゃけ いぇ たせ
きけさ, おけうすけ こさぇゃはす すっおしすけ
ゃっすっ きせ さぇいこけいくぇゃぇっきう, 
ぉっいせきくけ しきってくう くぇ こけ
ゃなさたくけしすすぇ う こぇさっとけ ぇおすせ
ぇかくう ゃ ょなかぉけつうくぇ. 
《ぇおす, ゃうょうき  う けす こけ

さっょくけすけ くっゅけゃけ いぇゅかぇゃうっ, 
こけしすぇゃっくけ いぇ こなさゃう こなす 
すけいう しっいけく くぇ おぇいぇくかなておぇ 
しちっくぇ - こさっきうっさぇすぇ くぇ けぉ
とうくしおう すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ”, こけしゃっすっくぇ くぇ 
15-すぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ すっぇすな
さぇ - „‒くょなさゅさぇせくょ”. 
╆ぇょ せくうおぇかくうは こさけつうす くぇ 

くはおけかおけすけ きうくうぇすのさう くぇ 
》さうしすけ ╀けえつっゃ, けぉっょうくっくう 
こけょ うきっすけ „‒くょなさゅさぇせくょ”, 
しすけう  こさっおさぇしくぇすぇ さっあう
しぬけさしおぇ さぇぉけすぇ くぇ こなさゃうは 
„╂けしこけょぇさ くぇ っそうさぇ” ╃っえ
ゃうょ ]かぇゃつっゃ う すさせこぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ.
 „‒くょなさゅさぇせくょ” っ せくうおぇ

かっく こけゅかっょ ゃなさたせ こさけぉかっ
きうすっ いぇ しきうしなかぇ くぇ つけ
ゃっておうは あうゃけす う きっつすうすっ, 
いぇ ゃさっきっすけ, ょさっぉくうすっ くう 
っあぉう う しすさっきっあう, いぇ ゃすけ
さぇつゃぇくっすけ くう ゃ きぇすっさうぇか
くけすけ おぇすけ ちっか う しきうしなか くぇ 
ょせたけゃくけすけ ゃ あうゃけすぇ くう. ╆ぇ 
きっつすうすっ  - つぇくすう けす ういおせしす
ゃっくぇ おけあぇ, けぉさっつっくう くぇ 
くっしぉなょゃぇくっ, こけさぇょう すはた
くぇすぇ くうとけあくけしす. 
╆ぇ うくっさすくけしすすぇ くう う こけ

しけつゃぇくっすけ し こさなしす くぇ ょさせ
ゅうすっ,  かうてっくう けす きぇすっさうぇか
くぇすぇ しせっすぇ くぇ あうゃけすぇ. 

》さうしすけ ╀けえつっゃ - くはきぇ こさはおけさ.  ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきっすけ きせ 
しこけおけえくけ きけあっ ょぇ ぉなょっ いぇきっしすっくけ おぇすけ っきぉかっきぇ いぇ さぇいこけい

くぇゃぇっきけしす し うきっすけ くぇ くっゅけゃぇ こうっしぇ „‶けかおけかゃうくなおす-こすうちぇ” うかう し 
„¨くけゃぇ くっとけ”. 
 ╃ゃっ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ きせ すゃけさぉう, おけうすけ しっ うゅさぇはす こけゃっつっ けす 2 

ょっしっすうかっすうは くぇ っゃさけこっえしおぇ しちっくぇ. 
╇くぇつっ: くっこけこさぇゃうき ¨ゃっく. 》かぇこぇておう ゃうさけゅかぇゃ , ゃなこさっおう 63-すっ 

しう かぇいぇさくうおぇ う ょせいうくぇすぇ すゃけさつっしおう けこうす いぇょ すはた. 
[けょっく っ ゃ ╂けさくけけさはたけゃしおけ, しっかけ ┿ゅかぇゃっち ょけ ‶けかしおう 〈さなきぉって. 
13-ゅけょうてっく, しすぇゃぇ ゅさぇあょぇくうく - し さけょうすっかうすっ しう しっ きっしすう ゃ ‶けか

しおう 〈さなきぉって, おなょっすけ せつう ゃ すったくうおせき, ぇ しかっょ すけゃぇ いぇゃなさてゃぇ う 
きぇてうくくけ うくあっくっさしすゃけ ゃ [せしっ. 
╇きぇ  しけかうょっく  しすぇあ  おぇすけ きぇてうくっく うくあっくっさ. ‶さっい 1985 ゅ.  いぇ

こうしゃぇ ゃすけさけ ゃうしてっ - すっぇすさぇかくぇ おさうすうおぇ ゃなゃ ╁╇〈╇╆, くけ すぇおぇ う くっ 
しすうゅぇ ょけ ょうこかけきうさぇくっ. ╃うこかけきうすっ きせ しぇ  ょっしっすおうすっ  きせ しこっおすぇおかう 
, おけうすけ こなかくはす すっぇすさうすっ くぇ ╄ゃさけこぇ.  
╆ゃっいょぇすぇ きせ ういゅさはゃぇ けとっ ゃ っこけたぇすぇ くぇ いさっかうは しけちうぇかういなき - 

こさっい 1980 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ こさぇゃう そせさけさ し こなさゃぇすぇ しう こうっしぇ けとっ 
„¨くけゃぇ くっとけ“. ‶さっい 1989 ゅ. こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇすぇ „╃さぇきぇすせさゅ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ“.
‶さけきはくぇすぇ 9 ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゅけ こさっゃさなとぇ ゃ くぇえ-せしこってくうは すなさ

ゅけゃしおう ぇゅっくす せ くぇし - し こさうはすっか ういょぇゃぇ ゃっしすくうお „╉なょっ っ くぇえ-っゃすう
くけ“. ┿きぉうちううすっ きせ, けぉぇつっ, くっ しこうさぇす ょけ すせお う こさっい 1996 ゅ.  いぇっょくけ 
し ╇ゃぇく ╉せかっおけゃ しっ おぇくょうょぇすうさぇ ゃ こさっいうょっくすしおぇすぇ おぇきこぇくうは. ′ぇ 
くっゅけ っ けすさっょっくぇ さけかはすぇ くぇ ゃうちっ. 〈ぇくょっきなす, こさけつせか しっ し おせかすけゃけすけ 
„【な しな けこさぇゃうき” ゃ すっかっゃういうけくくけすけ ういょぇくうっ くぇ „╁ぇさうぇくす 3” う こけ
おけえくぇすぇ ゃっつっ あせさくぇかうしすおぇ ╅うゃおぇ ╂うつっゃぇ, こっつっかう  100 000 ゅかぇしぇ.
‶けしかっょくぇすぇ きせ こうっしぇ „‶けかおけゃくうおなす-こすうちぇ“ うきぇ 17 こけしすぇくけゃ

おう ゃ つせあぉうくぇ - ゃ ╋ぇおっょけくうは, ╀っかゅさぇょ, ‶さぇゅぇ, ╊けくょけく, ‶ぇさうあ, 
【ゃっちうは, ╂ぬけすっぉけさゅ, [うき, ╀ぇさしっかけくぇ, ╉ぇくぇょぇ, ょゃっ ゃ ╊けし ┿くあっかうし, 
]┿】, ╂なさちうは, ╉うこなさ, ╀さのおしっか. 
╆ぇ こけさっょうちぇすぇ しう せしこってくう こけしすぇくけゃおう くぇ っゃさけこっえしおうすっ しちっくう 

》さうしすけ ╀けえつっゃ っ くけしうすっか くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ ょさぇきぇすせさ
ゅうは くぇ ╀さうすぇくしおうは しなゃっす. 
╀けえつっゃ っ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ‶けかしおう 〈さなきぉって う つかっく くぇ 

‶っすさけゃしおぇすぇ ぇおぇょっきうは いぇ くぇせおぇ う ういおせしすゃけ, けしくけゃぇくぇ けす ‶っすなさ I.

》さうしすけ╀けえつけゃういきう:  

- 〈けかおけゃぇ かう っ ゃったす あう
ゃけすなす くう う 〈せお う 〈ぇき, ╂けさっ 
う ╃けかせ, つっ  つけゃっておうすっ くう 
いっきくう きっつすう しっ けおぇいゃぇす 
こさっおぇかっくけ きぇすっさうぇかくう, くけ, 
いぇ あぇかけしす, ゅけ さぇいぉうさぇきっ  
そぇすぇかくけ おなしくけ? 
- ‶なさゃけ ょぇ ぉかぇゅけょぇさは いぇ 

ぉかっしすはとぇすぇ こけしすぇくけゃおぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ. ╂かっょぇき 
いぇ こなさゃう こなす こけしすぇくけゃおぇ くぇ 
ゃぇてうは すっぇすなさ う しなき ういおかの
つうすっかくけ ゃこっつぇすかっく. ‶けしすぇ
くけゃおぇすぇ „‒くょなさゅさぇせくょ” っ 
ういおかのつうすっかくぇ. ′ぇこけしかっょなお 
うきぇ ょけしすぇ ょけぉさう こさけつうすう くぇ 
すけいう しこっおすぇおなか. ╋けあっ ぉう いぇ
とけすけ っ くっせしすけうき, くっこさっしなた
ゃぇと つけゃっておうはす しすさっきっあ ょぇ 
しっ ぉけさうき, すゃけさちうすっ すなさしはす, 
たけさぇすぇ すなさしはす. ′っ しっ こさうきう
さはゃぇ つけゃっておうはす さけょ し すけゃぇ, 
おけっすけ うきぇ.  [ぇょゃぇき しっ, つっ すけいう 
すっおしす, おけえすけ しっ うゅさぇっ ゃっつっ 20 
ゅけょうくう こけ っゃさけこっえしおうすっ すっ
ぇすさぇかくう しちっくう, くけしう すぇおけゃぇ 
こけしかぇくうっ う くぇょっあょぇ. [ぇょゃぇき 
しっ, つっ すけゃぇ こけしかぇくうっ, せきっかけ 
こさっょぇょっくけ けす さっあうしぬけさ う ぇお
すぬけさう, しすうゅくぇ ょけ こせぉかうおぇすぇ.

- ╉なょっ つっすぇす „‒くょなさゅさぇ
せくょ” し こけゃっつっ しなかいう - ゃ ゅけ
かっきうすっ ゅさぇょけゃっ うかう ゃ こさけ
ゃうくちうはすぇ?
- ┿い くっ ょっかは きっしすぇすぇ すぇおぇ. 

′っとけ こけゃっつっ: くぇこけしかっょなお 
ょけさう いぇぉっかはいゃぇき, つっ ゃうしけおう
すっ こけしすうあっくうは  ゃ すっぇすなさぇ しぇ 
うきっくくけ ゃ こさけゃうくちうはすぇ, ぇおけ 
ゃなけぉとっ きけあっき すぇおぇ ょぇ ゅけゃけ

さうき.  〈けゃぇ っ っゃさけこっえしおけ はゃかっ
くうっ. ]っゅぇ しっ ゃさなとぇき けす [せしうは 
う すぇき ゃうょはた しなとけすけ: こさうきっさ
くけ ゅさぇょ こけょ 2 きうかうけくぇ あうすっ
かう しっ しきはすぇ いぇ こさけゃうくちうは, すぇき 
しなとけ ゃうょはた こさっおさぇしくう こけしすぇ
くけゃおう.  ]なし しなとぇすぇ すぇいう きけは 
こけしすぇくけゃおぇ „‒くょなさゅさぇせくょ” 
ぉはた こけおぇくっく ゃ ]すさせきうちぇ - ╋ぇ
おっょけくうは, ゃ くぇつぇかけすけ くぇ かはすけ
すけ. ¨すうゃぇき すぇき, ぉっい おぇおゃうすけ 

てう けすかうつくけ さぇぉけすぇすぇ, ゅさうあう 
しっ くっ しぇきけ いぇ ょっちぇすぇ しう, くけ 
う いぇ ゃしっおう, おけえすけ うきぇ くせあょぇ 
- ゃしっけすょぇえくぇ っ. ╇しおぇきっ ょぇ くぇ-
こさぇゃうき くっとけ いぇ くっは し ょけぉさけ, 
おけっすけ ょぇ は いぇさぇょゃぇ, いぇとけすけ すは 
ゅけ いぇしかせあぇゃぇ. 】っ くう しっ, おぇすけ 
くっえくう おけかっあおう, おけうすけ いくぇはす 
すけゃぇ, ょぇ くぇせつうき, つっ くっ しぇきけ 
くうっ う くぇえ-ぉかういおうすっ たけさぇ,  くけ 
う ゃしうつおう, おけうすけ こけいくぇゃぇす ′っ-
ょはかおぇ, きうしかはす すけゃぇ いぇ くっは!” – 
さっょう ょせきうすっ しうくょうおぇかうしすおぇすぇ 
╋ぇさうは. ╇ くぇこなかくけ しこけょっかは 
おぇいぇくけすけ けす いぇきっしすくうお-ょうさっお-
すけさぇ くぇ いぇゃけょぇ ╋ぇさうくぇ ]っか-
ょぇさけゃぇ: ”╆ぇ ′っかう ╃うきうすさけゃぇ 
- ょゃっ ょせきう: ╋ぇえおぇ 〈っさっいぇ いぇ 
ゃしうつおう けす ╆ぇゃけょ 4”.
╉けゅぇすけ けぉうつすぇ っ ゃいぇうきくぇ, 

すは しっ せしっとぇ. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ 
うきっくくけ し おけかっあおうすっ ′っょはかおぇ 
しこけょっかは かうつくうは しう こさぇいくうお う 
ゅう しなぉうさぇ くぇ すなさあっしすゃけ ゃ おぇ-
いぇくかなておう さっしすけさぇくす. ′け こさぇい-
くうおなす こけつゃぇ こさっょう すけゃぇ. ¨とっ 
ゃ こなさゃうは さぇぉけすっく ょっく しかっょ 
しなぉけすくうは ╃うきうすさけゃょっく, ゃ おぇ-
ぉうくっすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╋なゅかうあおうは 
いぇゃけょ, ′っかう は けつぇおゃぇ ういくっくぇ-
ょぇ おぇすけ こけ そうかきうすっ. ╉けかっあ-
おうすっ しぇ こさうゅけすゃうかう すけさすぇ, 
しゃっとう, そけっえさゃっさおう... ╃ぇあっ 
こせさうつおう し こけあっかぇくうは, おけうすけ 
ゃしはおぇ けす すはた すっゅかう いぇ おなしきっすぇ 

くぇ のぉうかはさおぇすぇ. ╆ぇとけすけ は けぉう-
つぇす う ちっくはす.       
╃けてかぇ おぇすけ こかぇくけゃうお ゃ „┿さ-

しっくぇか” しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 
╇おけくけきうつっしおうは ゃ ]けそうは こさっい 
1976-すぇ, ぇ こさっょう すけゃぇ - くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは „╉う-
さうか う ╋っすけょうえ”, こさっい 1992-
さぇ, ′っょはかおぇ ╃うきうすさけゃぇ しすぇゃぇ 
くぇつぇかくうお くぇ けすょっかぇ. ¨す 2001 
ゅけょうくぇ さぇぉけすう おぇすけ うおけくけきうしす 
ゃ ╆ぇゃけょ 4 ょけこさっょう こっす ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ こけっきぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ けすょっか „╇おけくけきうつっしおう”. ╆ぇ 
ゃすけさう こなす すぇいう ゅけょうくぇ ′っかう 
とっ しっ せしきうたゃぇ くぇ ぇさしっくぇかちう 
けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╅う-
ゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ しっ さぇょゃぇ 
くぇ こけさぇしくぇかうすっ しうくけゃっ, おけう-
すけ, こさっぉけさうかう あうすっえしおうすっ 
けぉしすけはすっかしすゃぇ, ょくっし しぇ ゃっつっ 
うしすうくしおぇすぇ きぇえつうくぇ けこけさぇ. 
╉けゅぇすけ いぇ のぉうかっは ょゃぇきぇすぇ こけ-
ょぇさはゃぇす くぇ ′っかう いかぇすくけ ぉうあせ 
し そけさきぇすぇ くぇ しなかいぇ, こけあっかぇ-
くうっすけ っ こさけしすけ う しきうしかっくけ, いぇ-
とけすけ こさっい くっゅけ こさけいうさぇ ̈ ぉうつ: 
”′っおぇ すけゃぇ ぉなょっ こけしかっょくぇすぇ 
きぇえつうくぇ しなかいぇ!”. ¨ぉうつ, おなき 
おけはすけ けす しなさちっ しっ こさうしなっょう-
くはゃぇ う おけかっおすうゃなす けす ╆ぇゃけょ 4. 
[ぇいぉうさぇ しっ - う さっょぇおちうはすぇ くぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

〈けくう ‶っすおけゃぇ, うおけくけきうしす ゃ ╆ぇゃけょ 4:

╁うくぇゅう せしきうたくぇすぇ, いくぇっとぇ おぇおゃけ うしおぇ, おぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ, ゃうくぇゅう し こけいうすうゃくぇ くぇゅかぇしぇ! 〈けゃぇ っ すは - ′っかう ╃うきうすさけゃぇ. 
〈させょけ っ し きぇかおけ ょせきう ょぇ さぇいおぇあって いぇ つけゃっお, し おけゅけすけ さぇぉけすうて 37 ゅけょうくう.
]おなこぇ ′っかう, ゃうくぇゅう っ ぉうかけ こさうはすくけ う かっしくけ ょぇ しっ さぇぉけすう し すっぉ, けすかうつっく こさけそっしうけくぇかうしす う ょけぉなさ こさうはすっか.

╀かぇゅけょぇさは すう, つっ すっ うきぇ!

╅っかぇは すう けすかうつくけ いょさぇゃっ う ょなかゅけかっすうっ, とぇしすうっ う しぉなょゃぇくっ くぇ きっつすうすっ!

╁ぇくは ╃けしっゃぇ, 
くぇつぇかくうお ¨〈╉ 
╆ぇゃけょ 4:

╃けぉなさ こさうはすっか, 
けすかうつっく こさけそっ-
しうけくぇかうしす う せゃぇ-
あぇゃぇく さなおけゃけょう-
すっか. 〈なさこっかうゃぇ う 
こけしかっょけゃぇすっかくぇ 
ゃ しすさっきっあぇ しう 
ょぇ せぉっょう ょさせゅう-
すっ ゃ こさぇゃけすぇすぇ くぇ 
しゃけうすっ さってっくうは.
╋ぇえおぇ いぇ こさうきっさ! 
╁ないこうすぇかぇ ょゃぇきぇ 
ょけぉさう う せしこっかう 
しうくけゃっ. ╁しっけすょぇえ-
くぇ おなき しっきっえしすゃけ-
すけ う ぉかういおうすっ しう, 
けこけさぇ いぇ ゃしうつおう ゃ 
あうゃけすぇ.
′っかう, つっしすうす 

のぉうかっえ! ╀なょう 
あうゃぇ う いょさぇゃぇ う 
ゃしっ すぇおぇ けぉうつぇ-
くぇ う くっけぉたけょうきぇ 
くぇ しっきっえしすゃけすけ う 
こさうはすっかうすっ しう!

╋ぇさうくぇ ]っかょぇ-
さけゃぇ, いぇき.-ょうさっお-
すけさ くぇ ╆ぇゃけょ 4:

╆ぇ ′っかう ╃うきうすさけ-
ゃぇ ょゃっ ょせきう: ╋ぇえおぇ 
〈っさっいぇ いぇ ゃしうつおう けす 
いぇゃけょ 4!

Недялка с колежките

う ょぇ っ ぉうかけ けつぇおゃぇくうは. ]すさせ
きうちぇ っ きぇかおけ ゅさぇょつっ, ゃ こなすう 
こけ-きぇかおけ けす ╉ぇいぇくかなお. ¨すう
ゃぇき, ゅかっょぇき つうすぇかうとっすけ, おせか
すせさくうは ょけき, ゃしうつおけ こかぇつっ いぇ 
さっきけくす. ╀っょくけしす!  ╉ぇいゃぇき しう, 
おぇお しっ きなつぇす すっいう たけさうちぇ. ╆ぇ
こけつくぇ  しこっおすぇおなかなす - けくっきはた! 
〈ぇおけゃぇ ゃうしけおけ こけしすうあっくうっ くっ 
きけあって ょぇ ゃうょうて ゃ しすけかうつくう 
ゅけかっきう すっぇすさう.  〈ぇ, くはきぇ いくぇ
つっくうっ おなょっ っ すっぇすなさなす, ぇ し 
おぇおゃぇ ょせてぇ しっ こなかくう すけえ.
 
- ╉ぇお しう けぉはしくはゃぇすっ すけゃぇ, 

ゅ-く ╀けえつっゃ? ┿くゅっかうすっ きぇえ 
ゃっつっ あうゃっはす ゃ こさけゃうくちうは
すぇ, くっ ゃ しすけかうちうすっ? 
- ┿きう, すけ ]けそうは ゃっつっ くっ っ いぇ 

あうゃけす. ‶さけすっしすう ゃしっおう ょっく, 
しこうさぇ しっ ょゃうあっくうっすけ, くぇこさっ
あっくうっ, きなつくけ しっ あうゃっっ ゃっつっ 
すぇき. ╇ ぇくゅっかうすっ ゃっつっ ゅう くはきぇ 
すぇき. 〈け, しなゃしっき しおけさけ くっ けす 
]けそうは, けす ╀なかゅぇさうは とっ ういぉは
ゅぇす ぇくゅっかうすっ.

- ╆ぇとけ  くけしうき けとっ きっつすう
すっ しう う ょけおけゅぇ ゃ つぇくすう けす 
ういおせしすゃっくぇ おけあぇ? 
- 〈ぇおぇ とっ ゅう くけしうき, ょけおぇすけ 

いぇこけつくっき ょぇ きうしかうき いぇ こけ-
ゃうしけおう くっとぇ ゃ っあっょくっゃうっすけ 
しう, けしゃっく ぉうすけゃうすっ. ╇ おけゅぇすけ 
きうしかうすっ くう くっ しぇ ゃすけさぇつっくう 
しぇきけ ゃ すけゃぇ ょぇ ういおぇさぇきっ くは
おぇおゃう こぇさう, ぇ すなさしうき くっとけ 
こけゃっつっ, うしおぇきっ くっとけ こけゃっつっ 
けす あうゃけすぇ. 

- ╁ ╀さぇいうかうは ゃっつっ くぇ
こさぇゃうたぇ ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ 
とぇしすうっすけ う しうすせぇちうはすぇ し 
くぇしすさけっくうはすぇ くぇ くぇさけょぇ 
すぇき しっ こけょけぉさうかぇ いくぇつう
すっかくけ. ┿おけ くうっ すせお くぇこさぇ
ゃうき くぇてっ しう きうくうしすっさしすゃけ 
くぇ きっつすうすっ, とっ しっ しこぇしうき 
かう けす くぇちうけくぇかくぇすぇ ょせたけゃ
くぇ くうとっすぇ? 
- ¨, ょぇ. ╋うくうしすっさしすゃけ きけあっ 

ょぇ しっ けすゃけさう ゃうくぇゅう, こさう 
ゃしうつおう しかせつぇう, いぇとけすけ くぇえ-
きぇかおけすけ とっ しっ さぇいおさうはす けとっ 
とぇすけゃっ - いぇ きうくうしすさう う つう
くけゃくうちう おなき すけゃぇ きうくうしすっさ
しすゃけ. ┿ すけゃぇ しぇきけ こけ しっぉっ しう 
こさぇゃう とぇしすかうゃう  ょけしすぇ たけさぇ.  
〈っ う ぉっい  すけゃぇ  しぇきけ しっ おぇさぇす 
おけえ おなょっ ょぇ っ, いぇとけ くはきぇ こけしす 
いぇ ょぇょっくう たけさぇ.

- ┿ ╁うっ くっ しっ うかう ういおせてぇ
ゃぇすっ けす すけゃぇ きうくうしすっさしすゃけ 
くぇ きっつすうすっ? ╀なかゅぇさうすっ 
けぉうつぇきっ こけしすけゃっすっ.
- ┿きぇ すけ けとっ くっ っ けすおさうすけ, 

すけゅぇゃぇ とっ ゃうょうき ょぇかう とっ きう 
しっ せしかぇょう すけゃぇ うかう くっ. ‶け 
こさうくちうこ, ゃ ╀なかゅぇさうは きうくうし
すっさしすゃぇすぇ しぇきけ くう ゃゅけさつぇゃぇす 
あうゃけすぇ. ┿きぇ すけ いぇゃうしう う けす 
きうくうしすさうすっ うき.  

- ┿ いぇとけ くけしうき きっつすう
すっ しう ゃ すぇおうゃぇ ぉせすぇそけさくう 
つぇくすう, し おぇおゃうすけ しっ さぇい
たけあょぇす ゅっさけうすっ ╁う ゃ „‒く
ょなさゅさぇせくょ”? ′はきぇきっ けつう 
ょぇ しう おせこうき おぇつっしすゃっくう 
うかう いぇとけすけ くっ ちっくうき きっつ
すうすっ しう? 
- ╋っつすうすっ くう くっ しぇ ゃうくけゃくう, 

いぇょっすけ ゅう くぇぉせすゃぇきっ ゃ すぇおうゃぇ 
っゃすうくうう. ┿ いぇ ょぇ ゅけ こさぇゃうき, 
はゃくけ きっつすうすっ くう しぇ っゃすうくう. ′け 
きっつすぇすぇ ゃうくぇゅう くけしう くぇょっあょぇ 

くぇ つけゃっおぇ ょぇ こさけょなかあう. 

- ╁ぇてうすっ きっつすう ゃ おぇおゃけ 
ゅう くけしうすっ? 
- ╋けうすっ ぇい しなき ゅう さぇいょぇか くぇ 

こせぉかうおぇすぇ.

- 』せゃしすゃぇすっ かう しっ こさっせしこはか?
- 』せゃしすゃぇき, つっ しなき こけしすうゅ

くぇか くっとけ. ╆ぇかうすっ きう  しぇ こなか
くう. ╇きぇき さぇぉけすぇ.

- 】ぇしすかうゃ かう しすっ?
- ′っ. ′っとけ きう こさっつう ょぇ しっ 

こけつせゃしすゃぇき とぇしすかうゃ. ╉ぇお きけ
あって ょぇ ぉなょって とぇしすかうゃ しさっょ 
くっとぇしすくう たけさぇ?

- ‶さっい 1996 ゅ. ╁うっ くう 
けぉっとぇたすっ, いぇっょくけ し ╇ゃぇく 
╉せかっおけゃ おぇすけ おぇくょうょぇす-
こさっいうょっくすう: „【な しな けこさぇ
ゃうき”! ╆ぇとけ くう ういかなゅぇたすっ? 
- 〈けいう かけいせくゅ くっ しなき ゅけ うい

きうしかうか ぇい. ╇いきうしかう ゅけ ╉せかっ
おけゃ. 〈けえ ゃう ういかなゅぇ, つっ くぇせつう 
う ]かぇゃう 〈さうそけくけゃ ょぇ かなあっ. 

- ╁うっ  おなょっ しっ ゃこうしゃぇ
すっ ゃ ちはかぇすぇ すぇいう かなあかうゃぇ 
ぉけいぇ? ╄すけ, ょくっし しっ けおぇいぇ, 
つっ っょくぇ こけかうすうつおぇ うきぇ
かぇ こけゃっつっ きなあおう たけさきけく, 
いぇすけゃぇ ぉうかぇ ぇゅさっしうゃくぇ, 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ かなあっ, こさっ
きうっさなす ¨さってぇさしおう かなあっ, 
かなあぇす たけさぇすぇ, こせしくぇかう ╂な
かなぉうく ╀けっゃしおう くぇ しゃけぉけ
ょぇ, ゃしうつおう かなあぇす… ╉ぇおゃけ 
けしすぇゃぇ けすゃなょ かなあぇすぇ? 
- ┿い しう おぇさぇき くぇ すゃなさょ ぇか

おけたけか. ′っ きっ たゃぇとぇす かなあうすっ 
くぇ ういきうしかっくうすっ ゅっさけう くぇ ゃさっ
きっすけ くう. 

- ╀うたすっ かう いぇおぇつうか くぇ 
さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ うかう ゃ 
ょけきぇ しう こけさすさっすぇ くぇ くはおけえ 
しなゃさっきっくっく こけかうすうつっしおう 
ゅせさせ?
- ]っとぇき しっ いぇ こっくしうけくっさおぇ

すぇ, おけはすけ こけしすけはくくけ うしおぇかぇ 
ょぇ は しゃなさあぇす し こさっいうょっくすぇ 
‶っすなさ ]すけはくけゃ. ╇ ゃしっ え おぇい
ゃぇかう: „╂けしこけあけ, くっ さぇいぉさぇたすっ 
かう, ‶っすなさ ]すけはくけゃ ゃっつっ くっ 
っ こさっいうょっくす“. ┿ すは ゃうおぇかぇ: 
„╆くぇき, いくぇき, くけ きう っ こさうはすくけ 
ょぇ つせゃぇき, つっ ゃっつっ ゅけ くはきぇ“. 〈ぇ 
う ぇい ぉうた しう しかけあうか こけさすさっすぇ 
くぇ くはおけえ くっせょぇつくうお, いぇ ょぇ しっ 
さぇょゃぇき, つっ ゃっつっ ゅけ くはきぇ.

- ╆ぇとけ „‒くょなさゅさぇせくょ”? 
- ╆ぇとけすけ あうゃっっき ゃ っょうく なく

ょなさゅさぇせくょ う しっ くぇょはゃぇき くぇえ-
こけしかっ ょぇ ういかっいっき くぇ こけゃなさた
くけしすすぇ くぇ すけいう なくょなさゅさぇせくょ. 
╇ ゃう おぇいゃぇき, つっ くぇょっあょぇ うきぇ, 
とっ せしこっっき. ′うっ しきっ こさっあうゃっ
かう おけきせくういきぇ, とっ こさっあうゃっっき 
う ょっきけおさぇちうはすぇ. ╂けさっ ゅかぇゃうすっ! 

- ]ぇきけ いぇとけすけ っょうくしすゃっ
くけ きぇそうはすぇ かう っ うしすうくしおぇ 
せ くぇし, あうゃっっき ゃ すけいう なく
ょなさゅさぇせくょ? 
- ╋ぇそうはすぇ  っ うしすうくしおぇ くぇ

ゃしはおなょっ. ╃させゅうすっ さっぇかくけしすう  
こさけしすけ しぇ そぇくすぇいうは. 〈ぇき っ 
こさけぉかっきなす くう.

- 〈けゅぇゃぇ ゃ おぇおゃけ ゃはさゃぇすっ?
- 《せくょぇきっくすなす くぇ あうゃけすぇ っ 

うかのいうはすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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かう ぉってっ さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ 
しう こさっょしすぇゃはたすっ? ╇いくっくぇ-
ょぇくぇ かう しすっ けす こさけぉかっきうすっ, 
おけうすけ ╁う こけしすぇゃはす たけさぇすぇ?
-  ′っ, すけつくけ  すぇおうゃぇ しう ゅう 

こさっょしすぇゃはた う けつぇおゃぇた ょぇ 
ぉなょぇす. 〈けゃぇ, おけっすけ きっ ういくっ-
くぇょゃぇ, っ, つっ  たけさぇすぇ くっ いくぇ-
はす おなき おけゅけ ょぇ しっ けぉなさくぇす いぇ 
さぇいさってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきぇ. 
¨しすぇゃぇき し ゃこっつぇすかっくうっすけ, 
つっ しこけさっょ すはた けぉとっしすゃっくうはす 
こけしさっょくうお っ かうちっすけ, おけっすけ 
きけあっ ょぇ さぇいさってう ゃしはおぇおゃう 
こさけぉかっきう けす ゃしはおぇおゃけ っし-
すっしすゃけ う こさっょ ゃしはおぇ うくしすぇく-
ちうは. ╉けっすけ こなお きっ くぇゃっあょぇ 
くぇ きうしなかすぇ, つっ ゃしっ けとっ くっ しぇ 
こけこせかはさくう そせくおちううすっ くぇ けぉ-
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお う しかせ-
つぇうすっ, こさう おけうすけ すけえ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ  こけかっいっく  くぇ たけさぇすぇ. 

- 〈けっしす, ゅさぇあょぇくうすっ こさけ-
ょなかあぇゃぇす ょぇ こさうっきぇす すぇいう 
うくしすぇくちうは おぇすけ こけしかっょくぇ, 
けす っょくぇ しすさぇくぇ, ぇ けす ょさせゅぇ 
- おぇすけ „ぇさきっくしおうは こけこ”? 
- ╃ぇあっ  くっ おぇすけ こけしかっょくぇ. 

╆くぇっえおう いぇ しなとっしすゃせゃぇくっすけ 
え, くはおけう は こけかいゃぇす おぇすけ けす-
こさぇゃくぇ すけつおぇ. ╇ょゃぇす すせお, いぇ 
ょぇ しっ けさうっくすうさぇす くぇおなょっ ょぇ  
すさなゅくぇす. 

- ╇きぇてっ きくけゅけ ょっぉぇすう 
こさっょう  ういぉけさぇ ╁う いぇ けぉ-
とっしすゃっく こけしさっょくうお けす-
くけしくけ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
すぇいう うくしすうすせちうは ういけぉとけ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]っゅぇ, 
3 きっしっちぇ こけ-おなしくけ, おぇおゃけ 
っ ╁ぇてっすけ きくっくうっ くぇ ぉぇいぇ 
くぇぉかのょっくうはすぇ ╁う? ╇きぇ かう 
くせあょぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお? 
- ¨こさっょっかっくけ, しなょっえおう けす 

すけゃぇ, つっ  ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
くぇきっしぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ-
しさっょくうお  ゃっつっ うきぇ くはおけかおけ 
さぇいさってっくう おぇいせしぇ しかっょ こけょぇ-
ょっくぇ あぇかぉぇ. 〈けっしす, けこさぇゃょぇくぇ 
っ くっけぉたけょうきけしすすぇ. ′け, いぇ ょぇ 
きけあっ けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょ-
くうお  ょぇ うきぇ こけ-しきっかぇ う こけ-
っそっおすうゃくぇ くぇきっしぇ, すけゃぇ きけあっ 
ょぇ しっ こけかせつう し こさけきはくぇ ゃ 
‶さぇゃうかくうおぇ いぇ けさゅぇくういぇちうは-
すぇ う ょっえくけしすすぇ  くぇ けぉとっしすゃっ-
くうは こけしさっょくうお, ゃ おけはすけ はしくけ 
ょぇ しっ さっゅかぇきっくすうさぇす こさぇゃけ-
きけとうはすぇ  きせ, いぇ ょぇ いくぇっ ゅさぇあ-
ょぇくうくなす いぇ おぇおゃけ おけくおさっすくけ 
きけあっ ょぇ しっ けぉなさくっ おなき  くっゅけ. 
〈けゃぇ すさはぉゃぇ はしくけ, すけつくけ, うい-
さうつくけ う おけくおさっすくけ ょぇ っ うい-
こうしぇくけ. 〈っいう こさぇゃけきけとうはすぇ 
しつうすぇき, つっ しかっょゃぇ はしくけ ょぇ しっ 
さぇいこうてぇす, いぇ ょぇ くっ しっ  こさう-
っきぇ, つっ しぇきけ ゃ っょうく しかせつぇえ  
きけゅぇす ょぇ すなさしはす こけしさっょくうおぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ -  いぇ ょっえしすゃうは 
うかう  ぉっいょっえしすゃうは くぇ きっしすくぇ-
すぇ ゃかぇしす. ′け, おけゅぇすけ しっ おぇしぇっ 
う いぇ ょけしすぇゃつうちう くぇ おけくおさっす-
くう せしかせゅう, すけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
せこけきっくっ すけつくけ  う はしくけ ゃ おけう 
しかせつぇう こけきぇゅぇ こけしさっょくうおなす, 
いぇ ょぇ きけあっ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ しっ 
けぉなさくぇす おけくおさっすくけ う はしくけ いぇ 
すけつくけ すっいう しかせつぇう. ′ぇかけあう-
すっかくけ っ しなとけ ょぇ しっ おけくおさっ-
すういうさぇ う すっさうすけさうぇかくうはす きせ 
けぉたゃぇす. ╆ぇとけすけ ぉっい すぇいう おけく-
おさっすうおぇ  しっ けしすぇゃぇ しぇきけ し ょけ-
ぉさけすけ くぇきっさっくうっ,  ぉっい ょぇ うきぇ 
ゃなきけあくけしす いぇ けおぇいゃぇくっ くぇ しな-
ょっえしすゃうっ. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ 
しっ こさっゃさなとぇき ゃ っょくぇ こけとっく-
しおぇ おせすうは, おけはすけ こさっこさぇとぇ 
あぇかぉぇすぇ, くけ けすしさっとぇ しっ こけかせ-
つぇゃぇ きなかつぇかうゃ けすおぇい. ‶けきけと 
くうおぇおゃぇ. ′はきぇ おけくおさっすうおぇ ゃ 
くけさきぇすうゃくぇすぇ さぇきおぇ, こけさぇょう 

おけはすけ ょぇょっくぇ うくしすうすせちうは ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇ ょかなあくぇ ょぇ きう けすゅけ-
ゃけさう. ╁ こさけすうゃっく  しかせつぇえ しなき 
し ゃなさいぇくう さなちっ. 

- ╉ぇお しっ けすくぇしはす うくしすうすせ-
ちううすっ おなき ╁ぇてっすけ こけしさっょ-
くうつっしすゃけ? 
- ╇いおかのつうすっかくけ しなき ょけゃけか-

くぇ けす  きっしすけこけかけあっくうっすけ くぇ 
けそうしぇ くぇ けぉとっしすゃっくうはす こけ-
しさっょくうお. ‶さっょたけょくうはす けぉ-
とうくしおう しなゃっす, けこさっょっかうか 
きはしすけすけ くぇ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉ-
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお, しう っ 
しゃなさてうか きくけゅけ ょけぉさっ さぇぉけ-
すぇすぇ, こけさぇょう こさけしすぇすぇ こさう-
つうくぇ, つっ すせお, ゃ すぇいう しゅさぇょぇ, 
しっ くぇきうさぇす くぇえ-つっしすけ こけしっ-
とぇゃぇくうすっ こせぉかうつくう うくしすうすせ-
ちうう: ょぇくなつくぇ しかせあぉぇ, ╀のさけ 
こけ すさせょぇ, ょうさっおちうは „]けちう-
ぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ”, しかせあぉぇ 
╂[┿¨.  ¨とっ けす しぇきけすけ くぇつぇかけ 
すせお こさけゃっょけた しさっとぇ し ょうさっお-
すけさうすっ くぇ すっいう うくしすうすせちうう, 
しさっとぇき ょけぉさけくぇきっさっくけ けす-
くけてっくうっ, ぇぉしけかのすくけ さぇいぉう-
さぇくっ, あっかぇくうっ ゃいぇうきくけ ょぇ しう 
こけきぇゅぇきっ う ゃ うきっすけ くぇ さぇいさっ-
てぇゃぇくっ こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇあ-
ょぇくうすっ. ╇ くぇえ-つっしすけ しっ しすう-
ゅぇ ょけ さぇいさってぇゃぇくっ くぇ しこけさぇ 
うきっくくけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ ょけ-
ぉさけすけ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ きっあょせ 
くぇし. ╃させゅけ, おけっすけ きう こさぇゃう 
ゃこっつぇすかっくうっ, っ, つっ こけくはおけ-
ゅぇ しかせあうすっかう くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは,  おなき おけうすけ しっ 
けぉさなとぇき こけ こけゃけょ こけしすぇゃっく 
こさけぉかっき, あぇかぉぇ, すっ しつうすぇす, 
つっ すけゃぇ っ ぇすっしすぇす いぇ すはたくぇすぇ 
ゃ しかせつぇは くっょけぉさっ しゃなさてっくぇ 
さぇぉけすぇ. ╉さうすうおぇ, っょうく ゃうょ. 
┿ すけゃぇ くっ っ すぇおぇ. ′っ ゃうくぇゅう 
っ いぇさぇょう かけてけ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくけ けぉしかせあゃぇくっ. ╆ぇすけゃぇ 

しっ けこうすゃぇき ょぇ ょっえしすゃぇき う ゃ 
すぇいう こけしけおぇ: ょぇ こさけきっくは けす-
くけてっくうっすけ くぇ くはおけう けぉとうく-
しおう しかせあうすっかう, つっ すなさしっくっ-
すけ うき ゃ しかせつぇは くっ っ おさうすうおぇ 
おなき すはたくぇすぇ さぇぉけすぇ, ぇ けすくけゃけ 
けこうす いぇっょくけ ょぇ さってうき ょぇょっく 
こさけぉかっき くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.  ╃け 
すけいう きけきっくす さぇぉけすは こっさそっおす-
くけ し けぉとうくしおぇすぇ  ぇょきうくう-
しすさぇちうは, くけ うきぇ くはおけう しかせ-
あうすっかう, おけうすけ しう きうしかはす, つっ 
しかっょ おぇすけ しなき しっ くぇきっしうかぇ, 
すけ  すけゃぇ っ くはおぇおゃぇ けちっくおぇ いぇ 
くっょけぉさっ しゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ けす 
すはたくぇ しすさぇくぇ.

- ‶さうっきぇす ゅけ かうつくけ? 
- ╃ぇ, きけあっ ぉう.

- ╉ぇおゃう しかせつぇう ゃっつっ うきぇ 
さぇいさってっくう ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ╁ぇてぇすぇ くぇきっしぇ? 
- ‶け-しおけさけ かうつくう ゃなこさけしう.

- ′ぇうしすうくぇ かう ぉなかゅぇさう-
くなす くっ いくぇっ こさぇゃぇすぇ しう? 
- ╃ぇ, うきぇ う すぇおなゃ きけきっくす. 

╆ぇすけゃぇ おぇいゃぇき, つっ さけかはすぇ くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお っ う 
ょぇ こけゃうてぇゃぇ こさぇゃくぇすぇ おせかすせ-
さぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ‶さぇゃう きう 
ゃこっつぇすかっくうっ, つっ きくけゅけ つっしすけ 
ゅさぇあょぇくうくなす うょゃぇ う けつぇおゃぇ 
ょぇ こけかせつう けす きっく うくそけさきぇ-
ちうは おぇおゃけ うきぇ ょぇ こけかいゃぇ  おぇすけ 
しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ, こさう-
きっさくけ. ‶けくはおけゅぇ ういこぇょぇ う ゃ 
しうすせぇちうは くぇ くはおぇおゃぇ そけさきぇ 
くぇ くっせょけゃかっすゃけさっくけしす, けしけぉっ-
くけ, ぇおけ さぇいぉっさぇす, つっ くぇ こさぇお-
すうおぇ くはきぇす こさぇゃけ ょぇ こけかいゃぇす 
ょぇょっくぇ しけちうぇかくぇ こけきけと うかう 
せしかせゅぇ.  ╉けゅぇすけ うき けすおぇいゃぇき.  
╄すけ ゃう う っょうく こさうきっさ: おぇすけ つっ 
かう くぇえ-きくけゅけぉさけえくう しぇ  こう-
すぇくうはすぇ う ゃないさぇあっくうはすぇ いぇ 

こけかいゃぇくっすけ くぇ しけちうぇかくぇすぇ せし-
かせゅぇ けぉとっしすゃっくぇ すさぇこっいぇさうは. 
‶けょぇゃぇくう しぇ きぇしけゃけ  きけかぉう,  
あぇかぉう けす すけゃぇ, つっ  すったくうすっ 
うしおぇくうは くっ しぇ せょけゃかっすゃけさっ-
くう.  ╉ぇすけ すさなゅくっき, けぉぇつっ, ょぇ  
さぇいゅかっあょぇきっ おけくおさっすくうは こさう-
きっさ こけ しなとっしすゃけ, しっ しすうゅぇ ょけ 
すけゃぇ, つっ  あぇかゃぇとうすっ しっ かうちぇ 
くっ こけこぇょぇす ゃ  くうすけ っょくぇ けす ちっ-
かっゃうすっ ゅさせこう, おけうすけ うきぇす こさぇ-
ゃけ ょぇ こけかいゃぇす すぇいう しけちうぇかくぇ 
せしかせゅぇ. ′け うきぇ たけさぇ, おけうすけ くっ 
きけゅぇす ょぇ ゅけ こさけせきっはす. ╁ おさぇえ-
くぇ しきっすおぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ  
すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 
っ けこさっょっかうかけ おけう しぇ ぉっくっそう-
ちうっくすうすっ いぇ すぇいう せしかせゅぇ, おきっ-
すうちぇすぇ しなし しゃけは いぇこけゃっょ しなとけ 
っ けこさっょっかうかぇ おけう しぇ ちっかっゃうすっ 
ゅさせこう し すけゃぇ こさぇゃけ. ¨ぉはゃっくう 
しぇ しさけおけゃっすっ, ょけしすぇゃつうちうすっ, 
くけ たけさぇすぇ こぇお けしすぇゃぇす くっせょけ-
ゃかっすゃけさっくう う  こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
しう すなさしはす こさぇゃぇすぇ, ぉっい いくぇつっ-
くうっ, つっ くっ こけこぇょぇす ゃ ゅさせこうすっ 
くぇ こけかぇゅぇとうすっ うき しっ すけゃぇ こさぇ-
ゃけ . 』せゃしすゃぇす しっ けとっすっくう たけさぇ-
すぇ くぇ 50-60 ゅけょうくう, おけうすけ くっ 
しぇ ゃ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす, おけうすけ 
しぇ ぇおすうゃくけ すなさしっとう さぇぉけすぇ, 
くけ こけさぇょう ゃないさぇしすすぇ くっ しぇ くぇ-
いくぇつぇゃぇくう.  》けさぇ し くうしおう しけ-
ちうぇかくう ょけたけょう, おけうすけ, けぉぇつっ, 
くっ こけこぇょぇす ゃ ちっかっゃぇすぇ ゅさせこぇ 
いぇ すぇいう せしかせゅぇ. ╇ すけゃぇ っ きくけゅけ 
すさせょくけ ょぇ しっ ぇしうきうかうさぇ.

- ┿ こけ こさうくちうこ あぇかゃぇと 
しっ つけゃっお かう っ ぉなかゅぇさうくなす? 
- ╃ぇ. 〈なあっく つけゃっお, つけゃっお, 

おけえすけ けぉうつぇ ょぇ しっ あぇかゃぇ. 』け-
ゃっお, おけえすけ けぉうつぇ ょぇ せこさっおゃぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ う しつうすぇ, つっ すは っ 
きぇとったぇ う くっ しっ ゅさうあう ょけし-
すぇすなつくけ. ╀うすせゃぇ う きくっくうっすけ, 
つっ うきぇ こさっけぉかぇょぇゃぇとぇ  っす-

くうつっしおぇ こさけしかけえおぇ, おけはすけ しっ 
こけかいゃぇ けす ゃしうつおう ゃないきけあくう 
こさぇゃぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇ-
ゅぇくっ う っょゃぇ かう くっ いぇ けしすぇ-
くぇかうすっ ゅさぇあょぇくう くっ けしすぇゃぇす 
しさっょしすゃぇ. 

- ┿ こけょぇゃぇす かう しっ ぇくけ-
くうきくう しうゅくぇかう? ╇きぇ っょくぇ 
すぇおぇゃぇ  けしけぉっくけしす くぇてうはす 
ぉなかゅぇさしおう たぇさぇおすっさ - ょぇ 
しっ あぇかゃぇきっ ぇくけくうきくけ, ぇ 
くはおけえ ょさせゅ ょぇ くう しゃなさてう 
さぇぉけすぇすぇ. ╃ぇ しっ しおさうっき いぇょ 
くっつうえ ゅさなぉ.
- ┿くけくうきくけしすすぇ  しっ こさけはゃはゃぇ 

ゃ しかっょくぇすぇ そけさきぇ: くっ しすさぇた 
けす ょなさあぇゃぇすぇ うかう ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくうは けさゅぇく, ぇ しすさぇたなす 
こさけういすうつぇ けす すけゃぇ ょぇ くっ しっ 
さぇいゃぇかはす ょけぉさけしなしっょしおう けす-
くけてっくうは.

- ...すけっしす, すけこうき しなしっょぇ, くけ 
くっ あっかぇっき ょぇ さぇいぉっさっ, つっ 
すけゃぇ しきっ くぇこさぇゃうかう くうっ? 
- ¨こさっょっかっくけ.  ╅ぇかゃぇくっすけ 

けぉうおくけゃっくけ うょゃぇ けす すけゃぇ, つっ 
しなしっょなす くう こけ くはおぇおなゃ くぇつうく 
くう っ くぇさせてうか, しこけさっょ くぇし, 
こさぇゃぇすぇ う, すなえ おぇすけ くっ くぇきう-
さぇきっ ょさせゅう くぇつうくう う しさっょしすゃぇ 
ょぇ さぇいさってうき すけいう しこけさ きっあ-
ょせ くぇし しう, すけ しっ あぇかゃぇきっ けす 
くっゅけ, くけ ぇくけくうきくけ. ′ぇょはゃぇきっ 
しっ ょさせゅ ょぇ ゅう さぇいさってう こさけ-
ぉかっきうすっ, ぇ くうっ ょぇ けしすぇくっき ゃ 
しはくおぇ, ういゃなく こけかっいさっくうっ. 

- ¨す おぇおなゃ すうこ しぇ こけょけぉくう 
ぇくけくうきくう あぇかぉけこけょぇすっかう?
- [ぇいかうつくう しぇ しうゅくぇかうすっ: 

っすぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす, しこけさ いぇ 
うきけす, こさけぉかっきう し あうゃけすくう. 

- ┿ おけえ しっ あぇかゃぇ こけゃっつっ? 
╋なあっ, あっくう? 
- ‶さぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ あっ-

くうすっ しぇ こけ-しきっかう ゃ ういさぇいはゃぇ-
くっすけ くぇ  くっゅけょせゃぇくうっ うかう こなお 
ょさせゅう こさっすっくちうう, ゃ こうしきっくぇ 
うかう ゃ せしすくぇ そけさきぇ, ょけおぇすけ きな-
あっすっ こけょぇゃぇす ぇくけくうきくう しうゅ-
くぇかう うかう ょぇゃぇす うょっえくう こさっょ-
かけあっくうは. 〈っ しつうすぇす, つっ すけゃぇ くっ 
おぇしぇっ しぇきけ すはた, ぇ う けしすぇくぇかう-
すっ, くけ きくけゅけ ょなさあぇす ょぇ けしすぇくっ 
くっさぇいおさうすぇ しぇきけかうつくけしすすぇ うき. 
╁ すけいう しきうしなか きなあっすっ こけ-つっし-
すけ しっ おさうはす いぇょ ぇくけくうきくけしすすぇ, 
いぇ さぇいかうおぇ けす あっくうすっ. 

- ┿ うきぇ かう  あぇかぉう しさっとせ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは  ゃ ╉ぇいぇく-
かなお? ╁ たけょぇ くぇ ょっぉぇすぇ けす-
くけしくけ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
うくしすうすせちうはすぇ くぇ けぉとっしす-
ゃっくうは こけしさっょくうお うきぇてっ 
ういさぇいっくう すっいう, つっ っょゃぇ かう 
くっ すぇいう うくしすうすせちうは しっ うい-
こけかいゃぇ いぇ あぇかぉう しさっとせ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは.  ╁うっ おぇお さぇぉけすうすっ し 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは, こさけぉかっきう うきぇすっ かう? 
- ‶さぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ 

ゅさぇあょぇくうすっ きくけゅけ つっしすけ ょせぉ-
かうさぇす あぇかぉうすっ しう, いぇとけすけ すっ 
うきぇす こさぇゃけ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす, 
おぇすけ こけょぇょぇす あぇかぉぇ しさっとせ 
しなけすゃっすくぇすぇ  ょうさっおちうは ゃ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 
╉ぇすけ つっ かう くはきぇす すなさこっくうっ 
ょぇ こさうおかのつう あぇかぉぇすぇ うき, ぇ 
っょくけゃさっきっくくけ こけょぇゃぇす . ╉なき 
くぇしすけはとうは きけきっくす くはきぇ けすおぇい 
けす しすさぇくぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうは こけ ょぇょっくぇ あぇか-
ぉぇ. ]かせつゃぇかけ しっ っ ょぇあっ ょぇ さっ-
てぇゃぇきっ う  ゃなこさけしう, しうゅくぇかう, 
おけうすけ くっ しぇ こけしすぇゃっくう ゃ こうし-
きっくぇ そけさきぇ, くけ ゃ こさけちっしぇ くぇ 
さぇいゅけゃけさぇ すけえ っ ゃないくうおくぇか.  

- ┿ うきぇすっ かう しうゅくぇかう いぇ おけさせこちうは? ╁  
きぇくょぇすぇ くぇ こさっょてっしすゃっくうおぇ ╁う ぉはたぇ 
こけしすぇゃっくう しこっちうぇかくう おせすうう いぇ すけゃぇ. ╁ 
こなさゃうは ╁う さぇぉけすっく ょっく ╁うっ しぇきぇすぇ しこけ
ょっかうたすっ, つっ しかっょ けすゃぇさはくっすけ うき すぇき しすっ 
くぇきっさうかう  しうゅくぇか けす さけょぇ くぇ: „╂けてけ 
おさぇょっ くぇそすぇ”.  ]っゅぇ おぇお っ? 
- ‶さぇゃう きう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ ゅさぇあょぇくうすっ くっ 

こけかいゃぇす すっいう おせすうう. ‶けさぇょう すぇいう こさうつうくぇ 
きうしかは ょぇ っかうきうくうさぇき けす せこけすさっぉぇ おせすうはすぇ, 
さぇいこけかけあっくぇ くぇ いぇこぇょくうは おさぇえ くぇ しゅさぇょぇすぇ 
くぇ ′〈] - ぉうゃてぇすぇ させしおぇ おくうあぇさくうちぇ. 〈は くぇ 
すけゃぇ きはしすけ しすぇゃぇ くっういこけかいゃぇっきぇ. 

- ‶さうっきくう こけ しっかぇすぇ うきぇたすっ かう ゃっつっ? 
- ╁ くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ きう こさっょしすけう しさっとぇ し 

おきっすけゃっすっ くぇ くぇしっかっくうすっ  きっしすぇ, いぇ ょぇ せすけつ
くうき おけくおさっすくけ おぇお う ゃ おぇおゃう しさけおけゃっ とっ しすぇ
ゃぇ すけゃぇ, ょぇ ょけゅけゃけさうき う おけくおさっすくう こさうっきくう 
ょくう ゃ しっかぇすぇ. 

- ╁っつっ 3 きっしっちぇ しすっ くぇ すけいう こけしす. ╆ぇ 
すけゃぇ ゃさっきっ けすおさうたすっ かう くうてぇすぇ ゃなゃ ╁ぇ
てぇすぇ さぇぉけすぇ, ゃ おけはすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ たゃなさ
かはす くぇえ-きくけゅけ せしうかうは? 
- 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ  さぇぉけすう いぇ せすゃなさあょぇゃぇくっ

すけ くぇ うくしすうすせちうはすぇ. ╋くけゅけ. ′ぇ こさぇおすうおぇ し 
きけは ういぉけさ しっ いぇとうすう しぇきぇすぇ うくしすうすせちうは くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, くけ いぇ せすゃなさあょぇゃぇ
くっすけ え う ょけおぇいゃぇくっすけ くぇ くっえくぇすぇ こけかっいくけしす  
いぇ  ゅさぇあょぇくうすっ, こさっょしすけう きくけゅけ さぇぉけすぇ. ╁ 
くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ とっ いぇさぇぉけすう う しぇえす くぇ けぉ
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお, おけえすけ とっ っ おなき しぇえすぇ 

¨す 3 きっしっちぇ すは っ けぉとっしすゃっくうはす こけ-
しさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇いぉけさなす え  

くぇ 31-ゃう のかう すぇいう ゅけょうくぇ ぉっ こさっょてっ-
しすゃぇく けす  ょなかゅぇ ょうしおせしうは, ういかういぇとぇ くぇ 
きけきっくすう けす ょけぉさうは すけく. ╇いぉさぇくぇ ぉっ し 
きくけいうくしすゃけ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす すさっ-
すうは けこうす. ]ぇきうはす ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお  しっ こさけすけつう こけつすう ゅけょうくぇ.
】っさっゃぇ ゃこっつぇすかう しそけさきうさぇくぇすぇ いぇ 

ういぉけさぇ ╁さっきっくくぇ おけきうしうは けす しなゃっす-
くうちう, あせさくぇかうしすう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
′‶¨ し ぇきぉうちうけいくぇすぇ しう おけくちっこちうは, いぇ-
かぇゅぇとぇ くぇ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ, しなすさせょくう-
つっしすゃけ う さぇぉけすぇ くぇ ょけぉさけゃけかっく こさうく-
ちうこ けす きかぇょう のさうしすう.
╆ぇゃなさてうかぇ っ たうきうは う ぉうけかけゅうは ゃ ‶かけ-

ゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす, しかっょ おけっすけ う 
しつっすけゃけょしすゃけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ ゃ ╇おけ-
くけきうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃなゃ ╁ぇさくぇ.
╇きぇ ぉけゅぇす けこうす ゃ ′‶¨ う ゃ つぇしすくうは 

しっおすけさ. 
╉けきせくうおぇすうゃっく う けすおさうす つけゃっお. ¨きな-

あっくぇ っ, し っょうく しうく. ╀っいこぇさすうえくぇ.
╂うくおぇ 】っさっゃぇ っ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゅさせ-

こぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょう ょゃっ 
ゅけょうくう ぉっ う おぇくょうょぇす  いぇ けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうお けす すぇいう ゅさせこぇ.

...〉╅】[¨ ╇ [╅′╅〉]ぇ[? 
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〈は うくそけさきうさぇ こさけしゃっすくうは きうくうしすなさ いぇ しっさうけいくうすっ こさけ
ぉかっきう くぇ ぉぇいぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ けぉせつぇゃぇす せつっくうちうすっ けす ておけかぇ
すぇ くぇ 〈っけょけしうっゃ, おぇおすけ う いぇ ういゅけすゃっくうは こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
しなし しさっょしすゃぇ けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす ゃ さぇいきっさ くぇ 12 たうかはょう 
かっゃぇ ╇くゃっしすうちうけくっく こさけっおす いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかっく 
ちっくすなさ いぇ こさうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおう くぇせおう おなき ‶╋╂ „′うおけ
かぇ ¨ぉさっておけゃ“. ╂うきくぇいうはすぇ さぇいこけかぇゅぇ し そうくぇくしけゃ さっしせさし いぇ 
こけょょなさあぇくっ う そせくおちうけくうさぇくっ くぇ  すぇおなゃ ちっくすなさ, くけ くっ う 
いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ きぇすっさうぇかくぇすぇ きせ ぉぇいぇ, しっ せすけつくはゃぇ ゃ 
こうしきけすけ.
„╁しうつおう こけしすうあっくうは くぇ せつっくうちうすっ う せつうすっかうすっ ゃ ゅうきくぇ

いうはすぇ ょぇゃぇす けしくけゃぇくうっ くぇ くっゅけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ う くぇ さな
おけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ さぇぉけすはす ゃなさたせ うょっはすぇ 
いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかっく ちっくすなさ こけ こさうさけょけ-きぇすっきぇすう
つっしおう くぇせおう おなき せつうかうとっすけ”, こうてっ ゃ こうしきけすけ しう おきっすなす ょけ 
きうくうしすなさ ╉かうしぇさけゃぇ.  
¨ぉとうくぇすぇ けつぇおゃぇ こけょおさっこぇ けすしすさぇくぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 

くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ ょぇ しなょっえしすゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ すけいう ちっくすなさ, すなえ おぇすけ しせきぇすぇ っ くっこけしうかくぇ いぇ けぉとうくしおうは 
ぉのょあっす, ぇ くっゅけゃぇすぇ いくぇつうきけしす けすょぇゃくぇ うきぇ くぇちうけくぇかくう うい
きっさっくうは.

〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか

╉ぇお ょぇ 
し き っ 

とぇしすかうゃう 
つさっい たさぇ
くぇすぇ, おけはすけ 
おけくしせきうさぇ
きっ? 
╉けう しぇ 

とぇしすかうゃう
すっ たさぇくう 
う おぇおゃけ 
こけしかぇくうっ 
ういこさぇとぇ
きっ ょけ ょさせ
ゅうすっ つさっい 
すけゃぇ, おけっすけ 
はょっき? ╉ぇお
ゃけ っ いぇ くぇし 
た さ ぇ く ぇ す ぇ ? 
‶なさゃうつくぇ 
こ け す さ っ ぉ

くけしす, たさぇくうすっかくぇ しすけえくけしす, ゃうすぇきうくう, こさっあうゃはゃぇくっ, ういさぇい 
くぇ かのぉけゃ, しうゅせさくけしす う ゅさうあぇ うかう こさけしすけ いぇこなかゃぇくっ くぇ かうこ
しう, おけうすけ くう すけさきけいはす?
¨すゅけゃけさう くぇ すっいう う くぇ けとっ ょっしっすおう ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう し 

たさぇくぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ う たぇさぇおすっさうすっ, ょぇゃぇ こなさゃぇすぇ こけ さけょぇ 
しう おくうゅぇ せ くぇし „╉せかうくぇさくぇ こしうたけかけゅうは“. 
┿ゃすけさ くぇ すけおせ-とけ ういかはいかぇすぇ けす こっつぇす おくうゅぇ っ こしうたけかけあおぇ

すぇ けす ╉ぇいぇくかなお ╋ぇさうは ]すっそぇくけゃぇ [ぇつっゃぇ.
„》さぇくぇすぇ, おけはすけ つけゃっお こさっょこけつうすぇ, こけょしおぇいゃぇ いぇ くっゅけゃうは 

たぇさぇおすっさ う こさけういたけょ”, っ すっいぇすぇ くぇ こしうたけかけゅぇ ╋ぇさうは [ぇつっゃぇ.
]こけさっょ くっは, たけさぇすぇ けす ]っゃっさけいぇこぇょぇ けぉうつぇす こけゃっつっ かのすう

ゃう う こうおぇくすくう こけょこさぇゃおう, おけっすけ こなお けぉはしくはゃぇ すったくうは こけ-けし
すなさ う こうこっさかうゃ っいうお - いぇ さぇいかうおぇ けす たけさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ, 
おなょっすけ しっ おけくしせきうさぇ こけゃっつっ しかぇょおけ う すっしすけ, たさぇくぇ, たぇさぇお
すっさくぇ いぇ ゅけしすけこさうっきくう う しこけおけえくう たけさぇ, しこけょっかう ぇゃすけさおぇすぇ 
くぇ „╉せかうくぇさくぇ こしうたけかけゅうは“. 
』っすうゃけすけ, „いぇつっくぇすけ“ こさっょう ょゃっ ゅけょうくう, っ し ぇきぉうちうはすぇ ょぇ 

しっ こさっゃなさくっ ゃ くぇしすけかくぇ おくうゅぇ いぇ ゃしっおう せゃぇあぇゃぇと う けぉう
つぇと しっぉっ しう う いょさぇゃっすけ しう つけゃっお, ゃ しゃけっけぉさぇいっく せつっぉくうお こけ 
こしうたけかけゅうは う さぇいゅぇょぇゃぇくっ くぇ たぇさぇおすっさけゃうすっ けしけぉっくけしすう, ゃ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ おせかうくぇさう. 
╄くちうおかけこっょうはすぇ さぇいゅかっあょぇ う ゃなこさけしうすっ いぇ さぇいかうつくうすっ ゃう

ょけゃっ たさぇくっくうは くぇ つけゃっお: しけちうぇかくけ, うょっえくけ, しゃけぉけょくけ, すなさ
しう けすゅけゃけさうすっ くぇ そせくょぇきっくすぇかくうすっ ゃなこさけしう: 
„╂さはた かう っ つさっゃけせゅけょくうつっしすゃけすけ, おぇおゃけ っ こさっはあょぇくっすけ う 

おぇおゃけ きけあっ ょぇ くう こさうつうくう くぇしうかしすゃっくけすけ たさぇくっくっ?“
]こっちうぇかくぇ ゅかぇゃぇ ゃ おくうゅぇすぇ っ こけしゃっすっくぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 

たさうしすうはくしおう こさぇいくうちう う はしすうはすぇ, おけうすけ しっ こさうゅけすゃはす いぇ すはた. 
┿ゃすけさおぇすぇ っ こけょぉさぇかぇ うくすっさっしくう う いぇぉさぇゃっくう さっちっこすう けす 
さぇいかうつくう っすくけゅさぇそしおう けぉかぇしすう くぇ ╀なかゅぇさうは, こさうゅけすゃはくう けす 
ょっょうすっ くう いぇ さぇいかうつくうすっ こさぇいくうちう う くけしっとう しなけすゃっすくうすっ 
っくっさゅうう.
╁しうつおう しさっょしすゃぇ けす こさけょぇあぉぇすぇ くぇ „╉せかうくぇさくぇすぇ こしうたけかけ

ゅうは“ とっ しっ ういこけかいゃぇす いぇ ういょぇゃぇくっすけ う くぇ ╉ぇすぇかけゅ くぇ とぇしす
かうゃうすっ たさぇくう, おけえすけ とっ っ つぇしす けす ゅけかはきぇ くぇちうけくぇかくぇ おぇき
こぇくうは.
╉くうゅぇすぇ くぇ ╋ぇさうは ]すっそぇくけゃぇ っ しゃけっけぉさぇいっく さっゃっさぇくし おなき 

こさけういゃけょうすっかうすっ くぇ ぉうけたさぇくう う こけつうすぇすっかうすっ くぇ いょさぇゃけ
しかけゃくけすけ たさぇくっくっ.
¨そうちうぇかくぇすぇ しさっとぇ くぇ つうすぇすっかうすっ し „╉せかうくぇさくぇすぇ こしうたけ

かけゅうは“ くぇ ╋ぇさうは ]すっそぇくけゃぇ ぉっ くぇ 7-きう くけっきゃさう ゃ ╉ぇいぇくかなお.

                                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

《すいとおつすあせひて ╈けせさあ ぅかちかうあ:

╁きっしすけ けすつっす: 

 93-きぇ ゅさぇあょぇくう しぇ こけしっすうかう こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお けす 31-ゃう のかう ょけ  おさぇは 
くぇ きっしっち けおすけきゃさう. 
╁ 21 けす しかせつぇうすっ あぇかぉうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお しぇ ぉうかう ゃ こうしきっくぇ そけさきぇ. ╆ぇゃっょっ-

くうすっ いぇ こっさうけょぇ こさっこうしおう こけ あぇかぉう しぇ 26. ¨しくけゃくうすっ ゃなこさけしう,  こけ おけうすけ しっ あぇかゃぇす う すなさ-
しはす しなょっえしすゃうっ ゅさぇあょぇくうすっ, しぇ しゃなさいぇくう しなし しけちうぇかくけすけ こけょこけきぇゅぇくっ, うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ, 
すさぇくしこけさすぇ, おぇおすけ う し  あぇかぉう しさっとせ ういおせこせゃぇくっすけ くぇ いぇょなかあっくうは  くぇ ゅさぇあょぇくう  おなき きけぉうか-
くう けこっさぇすけさう けす そうさきぇ う かうこしぇすぇ くぇ せゃっょけきかっくうっ いぇ すけゃぇ. ]さっょ こけ-っおいけすうつくうすっ きけかぉう, けす-
こさぇゃはくう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, しぇ う きけかぉう いぇ しなょっえしすゃうっ こさう くぇいくぇつぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ.
  〈なさしっくっすけ くぇ ゃないきけあくけしすう いぇ ういょぇゃぇくっ くぇ ╄╂′ くぇ  さけきしおう ょっちぇ, さけょっくう ゃ ╂なさちうは う 

すさぇくしこけさすうさぇくう  ょけ ╀なかゅぇさうは ぉっい くせあくうすっ ょけおせきっくすう, くけ かうてっくう ゃ きけきっくすぇ こけ すぇいう こさうつう-
くぇ けす おぇおゃうすけ う ょぇ っ こさぇゃぇ う せしかせゅう, っ ょさせゅ ゃなこさけし, ぇくゅぇあうさぇと ゃ きけきっくすぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお.  
] ╂うくおぇ 】っさっゃぇ さぇいゅけゃぇさはき ゃ こぇせいぇすぇ  きっあょせ しっしうは くぇ けぉとうくしおうは しなゃっす う こけさっょくぇ しさっとぇ 

し ゅさぇあょぇくう. ╆ぇ こなさゃうすっ ゃこっつぇすかっくうは, いぇ こさけぉかっきうすっ, こけせおうすっ う くぇしけおうすっ くぇ さぇぉけすぇすぇ え ゃ 
ぉなょっとっ. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ すぇいう こさっこさぇすおぇ とっ 
うきぇ ゃしうつおけ ゃぇあくけ う おぇしぇっとけ ゅさぇあょぇくうすっ こけ 
けすくけてっくうっ さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ
くうお, けこさっょっかっくう させぉさうおう. ┿い かうつくけ きくけゅけ 
くぇしすけはゃぇき いぇ けくかぇえく- あぇかぉぇすぇ. ╇きぇ ぇおすうゃくぇ 
っかっおすさけくくぇ こけとっくしおぇ おせすうは, すぇおぇ つっ ゅさぇあょぇ
くうくなす, おけえすけ ぉう あっかぇか ょぇ こうてっ, くはきぇ くうおぇおゃぇ 
こさっつおぇ. ′ぇょはゃぇき しっ し すけいう しぇえす ょぇ しっ こけこせかは
さういうさぇ けとっ ょっえくけしすすぇ. ╁ くけゃぇすぇ こさっこさぇすおぇ とっ 
うきぇ う させぉさうおぇ „┿おすせぇかくけ” - し くけゃうくう, ゃっしすう いぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. ‶さっょ
ゃうあょぇき こさっい ょっおっきゃさう ょぇ うくうちううさぇき しさっとぇ し 
ぉなょっとうすっ のさうしすう けす ╉ぇいぇくかなお - しっゅぇ しすせょっくすう 
ゃ ぃさうょうつっしおうすっ そぇおせかすっすう, くぇ おけはすけ しさっとぇ ょぇ 
けぉしなょうき ぉなょっとけすけ くう しなすさせょくうつっしすゃけ. ‶かぇ
くうさぇき しなとけ ょぇ ゃないしすぇくけゃは つかっくしすゃけすけ くぇ うく
しすうすせちうはすぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ ]ょさせあっくうっすけ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけしさっょくう
ちう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ こかぇくうさぇき 
う しこっちうぇかくぇ こさっいっくすぇちうは いぇ こけょさぇしすゃぇとうすっ, 
くぇゃなさてうかう 14 ゅけょうくう う こけかせつうかう こさぇゃけ くぇ 
こなさゃう ょけおせきっくす いぇ しぇきけかうつくけしす. 〈ぇいう しさっとぇ 
ういちはかけ とっ っ ぇょさっしうさぇくぇ おなき  すったくうすっ こさぇゃぇ 
う いぇょなかあっくうは, こさけういすうつぇとう けす こさうすっあぇゃぇくっすけ 
くぇ こなさゃうは ょけおせきっくす いぇ しぇきけかうつくけしす. ‶かぇくう
さぇき う しさっとぇ いぇ ういぉうさぇすっかくうすっ こさぇゃぇ くぇ  くぇ
ゃなさてうかうすっ こなかくけかっすうっ. ╃させゅぇ きけは うくうちうぇすうゃぇ 
とっ しぇ う しなゃきっしすくう  こさうっきくう  - きけう し ょっこせすぇすう 
けす さっゅうけくぇ こけ さぇいかうつくう ゃなこさけしう う こさけぉかっきう 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 『っかすぇ  っ うくしすうすせちうはすぇ, おけはすけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇき, ょぇ くけしう さっぇかくぇ こけかいぇ くぇ たけさぇ
すぇ.  ′ぇょはゃぇき しっ し けぉとう せしうかうは ょぇ せしこっっき. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 かっゃぇ いぇ こさぇいくうおぇ くぇ ゅさぇょ ╉さなく ょぇさうたぇ つかっくけゃっ
すっ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお.
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけょけぉくう しこけきけとっしすゃけゃぇすっかしすゃぇ あう

すっかうすっ くぇ ╉さなく う すったくうすっ ゅけしすう しう こけょぇさうたぇ ょゃぇ くっ
ゃっさけはすくう こさぇいくうつくう ょくう, くぇ 2-さう う 3-すう くけっきゃさう. ‶け 
すさぇょうちうは ゅさぇょ ╉さなく こさぇいくせゃぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こさぇゃけ
しかぇゃくうは こさぇいくうお ┿さたぇくゅっかけゃょっく.
‶っしくう, すぇくちう, くぇしすさけっくうっ ういこなかくうたぇ こかけとぇょぇ う ょけ

きけゃっすっ くぇ おさなくつぇくう ゃ つっしす くぇ けぉとけゅさぇょしおけすけ ゃっしっかうっ.

╋╊』【《╇╊

¨╉¨ ¨ ╇¨╋

╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇゃぇす さぇきけ くぇ 
しゃけうすっ こさうはすっかう けす Kかせぉa こけ しこけさすくう すぇくちう „╉うぇさぇ-′“, 

し さなおけゃけょうすっかう ┿くすけくうは ╉ぇはさけゃぇ う ′うおけかぇえ 〈っくっゃ, おけうすけ 
し きくけゅけ っくすせしうぇいなき う せこけさしすゃけ けさゅぇくういうさぇす いぇ ゃすけさう こけさっ
ょっく こなす ゃ ╉ぇいぇくかなお ′ぇちうけくぇかっく すせさくうさ こけ しこけさすくう すぇくちう.
‶さけはゃぇすぇ しなぉうさぇ くぇょ 100 すぇくちけゃう ょゃけえおう けす ちはかぇすぇ しすさぇ

くぇ, ゃ さぇいかうつくう ゃないさぇしすう. ]なぉうすうっすけ っ くぇ 16-すう くけっきゃさう, 
しなぉけすぇ, ゃ しこけさすくぇ いぇかぇ “┿さしっくぇか“. ′ぇつぇかけすけ っ けす 10 つぇしぇ.
╅っしすなす くぇ ╄おしこっさすうすっ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 300 かっゃぇ.

╇いかけあぉう
╃け 19-すう くけっきゃさう ゃ  ╂さぇょしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ 

ゅぇかっさうは ゃ ╉ぇいぇくかなお - ょけおせきっくすぇかくぇ そけすけ-ういかけあ
ぉぇ  こけょ くぇょしかけゃ „╁け しかぇゃくけっ うきは ぉけかゅぇさしおけっ - 
ぉせょうすっかう けす ╉ぇいぇくかなておうは おさぇえ“. ╄おしこけいうちうはすぇ 
さぇいおぇいゃぇ いぇ かうつくけしすうすっ, ょけこさうくっしかう しなし いくぇくうっ
すけ, すさせょぇ う ょぇさうすっかしすゃけすけ しう いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ ぉなか
ゅぇさしおぇすぇ うょっくすうつくけしす. 

21-ゃう くけっきゃさう - 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは, ╉ぇ
いぇくかなお, 17. 30 つぇしぇ
╇いかけあぉぇ くぇ ╇ゃぇく ╂ぇえょぇさけゃ 

╉けくちっさすう

′ぇ 12-すう くけっきゃさう, 16.00 つぇしぇ, こか. „]っゃすけこけ
かうし” ゃ ╉ぇいぇくかなお 
╁けっくくうはす ょせたけゃ けさおっしすなさ う ]きっしっくうはす ゃけえくうて

おう たけさ くぇ 61-ゃぇ ]すさはきしおぇ きったぇくういうさぇくぇ ぉさうゅぇょぇ 
- ╉ぇさかけゃけ, とっ ういくっしっ こさぇいくうつっく おけくちっさす, こけしゃっ
すっく  くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ しせたけこなすくうすっ ゃけえしおう - 19-すう 
くけっきゃさう. 

21-ゃう くけっきゃさう – 17.30 つぇしぇ,  ′』 „╁ないさけょっくぇ 
╇しおさぇ”
╉けくちっさす いぇ ╃っくは くぇ たさうしすうはくしおけすけ しっきっえしすゃけ 

╉うくけ

11-13 くけっきゃさう, 
╁けっくっく おかせぉ - ╉ぇいぇく
かなお, 15.30 つぇしぇ 
‶さけあっおちうう くぇ ょけ

おせきっくすぇかくう そうかきう, 
こけしゃっすっくう くぇ うしすけさう
はすぇ くぇ ]せたけこなすくうすっ 
ゃけえしおう 

〈っぇすなさ

14-すう くけっきゃさう, ╁けっくっく おかせぉ ╉ぇいぇくかなお, 
19.00 つぇしぇ „‒くょなさゅさぇせくょ” - しこっおすぇおなか こけ 
すっおしす くぇ 》さうしすけ ╀けえつっゃ - ¨ぉとうくしおう すっぇすなさ 
„╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ” 
21-ゃう くけっきゃさう - ╁けっくっく おかせぉ - ╉ぇいぇく

かなお – 19.00 つぇしぇ  - „]ゃっおなさゃぇ” – しこっおすぇおなか 
くぇ ╃さぇきぇすうつっく すっぇすなさ - ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ 

〈ぇくちう

14-すう くけっきゃさう - 17.00 つぇしぇ ′』 „╁ないさけ
ょっくぇ ╇しおさぇ” - ╉ぇいぇくかなお – ╆せきぉぇ - ょっきけく
しすさぇちうう いぇ ょっちぇ 
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30 っ[¨ 〈《〈ぁ╊【╅ ╉ぇ『╋╅【 ′╉『╅╇《
′╇╊〉《 „』》╊╉¨を¨っ“ 

]なさちっすけ きせ うゅさぇっ けとっ けす 
きぇかなお, くけ こなさゃうはす すぇくちけゃ 

しなしすぇゃ, ゃ おけえすけ しっ いぇこうしゃぇ, っ 
せつうかうとくうはす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
》けさけすけ けす ゅけょうくう, くぇくういぇくう 
ゃ あうゃけすぇ くぇ ╃はくおけ ′ぇせきけゃ ゃ 

さうすきうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかお
かけさ, しっ ゃうっ こさっい ぇくしぇきぉなかぇ 
くぇ すのすのくっゃうは いぇゃけょ „]かなくちっ” 
ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ う すぇきけてくうは 
╃なさあぇゃっく ぇくしぇきぉなか „╆ぇゅけさっ”, 
こさっい おぇいぇくかなておうすっ そけさきぇちうう 
くぇ いぇゃけょうすっ „》うょさぇゃかうおぇ” う 
„╃うきうすなさ ╀かぇゅけっゃ”. ′け うしすうく
しおう ゅけかっきうはす ゃうたなさ ゃ しっょっきすっ 
けしきう くぇ さけょくけすけ こけゃかうつぇ きかぇ
ょうは すぇくちぬけさ っょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
10 ゅけょうくう ╃はくおけ ′ぇせきけゃ っ 
こけきけとくうお くぇ たせょけあっしすゃっくうは 
さなおけゃけょうすっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ. 
╆ぇ ょぇ せしゃけう こさけそっしうけくぇかくうすっ 
こさぇゃうかぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, ╃はくおけ いぇ
ゃなさてゃぇ 【おけかぇすぇ いぇ たせょけあっしす
ゃっくう さなおけゃけょうすっかう ゃ ‶かけゃょうゃ. 
] こさぇゃぇすぇ くぇ ょうこかけきぇすぇ しう, 
′ぇせきけゃ こけかせつぇゃぇ ゃないきけあくけしす
すぇ ょぇ さなおけゃけょう すぇくちけゃう そけさ
きぇちうう う くっ こさけこせしおぇ てぇくしぇ ょぇ 
けぉせつう しすけすうちう きかぇょう たけさぇ けす 
╋ったぇくけすったくうおせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
けす しっかぇすぇ ╀せいけゃゅさぇょ う ¨ゃけと
くうお う ょぇ ゅう いぇこぇかう いぇゃうくぇゅう いぇ 
おさぇしけすぇすぇ くぇ しちっくうつくけすけ うい
おせしすゃけ. ╉さぇしけすぇ, おけはすけ すけえ こけ 
こさうさけょぇ くけしう ゃ しっぉっ しう. 〈けゃぇ しっ 
ゃうあょぇ う つせゃぇ ゃっょくぇゅぇ けとっ こさう 
こなさゃぇすぇ しさっとぇ し ╃はくおけ. ╇いょぇ
ゃぇ ゅけ ういくっくぇょゃぇとうはす こうしなお くぇ 
さけょけこしおぇ ゅぇえょぇ, おけえすけ ういゃうさぇ 
けす ょあけぉぇ きせ, おなょっすけ っ しおさうす きけ
ぉうかくうはす すっかっそけく... ╇いょぇゃぇす ゅけ 
う しかなくちっすけ ゃ けつうすっ, とけき しすぇくっ 
ょせきぇ いぇ ぇくしぇきぉなかぇ, すさっこっすなす, し 
おけえすけ こさなしすうすっ けすゃぇさはす しこけきっ
くうすっ けす ぇかぉせきぇ しなし しくうきおう けす 
しすけすうちうすっ おけくちっさすう う すせさくっすぇ. 
]くうきおう, しすぇさぇすっかくけ こけょさっょっ
くう けす しなこさせゅぇすぇ ╂ぇかうくぇ, しなとけ 
こけ こさけそっしうは う しなょぉぇ けすょぇょっくぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ すぇくちけゃけ ういおせ
しすゃけ. ]くうきおう し くぇさけょくう くけ
しうう - しくうきおう こさっょ ゅさぇょしおうすっ 
そけくすぇくう うい ╀なかゅぇさうは う ╄ゃこけさぇ 
- しくうきおう けす くぇてうすっ う つせあょっし
すさぇくくう しちっくう...

]こけきっくうすっ しきっしゃぇす
┿えそっかけゃぇすぇ おせかぇ
し ╇くょうさぇ ╂ぇくょう   

┿こかけょうしきっくすうすっ いぇ  ぇさしっ
くぇかしおうは ぇくしぇきぉなか いぇ くぇさけょくう 
こっしくう う すぇくちう こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ うょゃぇす ゃ しなさちっすけ くぇ ╃はく
おけ けす ゃしうつおう こけしけおう くぇ しゃっすぇ. 
〉くゅぇさうは, ‶けかてぇ, ╋けしおけゃしおぇ
すぇ „[せしおぇ いうきぇ”, ‶ぇさうあ, 【さう 
╊ぇくおぇ... ╆ぇ おけくちっさすうすっ ゃ ╇くょうは 
こけきけゅくぇかぇ かうつくけ ╇くょうさぇ ╂ぇく
ょう. ‶なすせゃぇくっすけ ぉうかけ しこっちうぇか

くけ せさっょっくけ けす さぇいゅけゃけさ きっあょせ 
くっは う 〈けょけさ ╅うゃおけゃ, さぇいおぇいゃぇ 
′ぇせきけゃ. ]ぇきけ しっょきうちう しかっょ 
いぇゃさなとぇくっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
すぇくちぬけさう  ょけてかぇ う ゃっしすすぇ いぇ 
せぉうえしすゃけすけ くぇ ╇くょうさぇ ╂ぇくょう, 

しこけきくは しう けとっ ╃はくおけ, っょうく けす 
ょっしっすおうすっ ぇさしっくぇかちう, ういこさぇ
ゃうかう し きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ ういおせ
しすゃけすけ しう くぇ おさぇおぇ けゅさけきくうすっ 
うくょうえしおう しすぇょうけくう ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
1980-すっ. 
]こけきっくうすっ しぇ すけかおけゃぇ あうゃう, 

つっ ういしおぇつぇす っょうく こさっい ょさせゅ けとっ 
こさっょう ╃はくおけ ′ぇせきけゃ ょぇ さぇいゅなさ
くっ ぇかぉせきぇ う こけあなかすっかうすっ ゃっしす
くうおぇさしおう しすさぇくうちう くぇ ぉさけっゃっ けす 
うくょうえしおうすっ „ぃくうけく” う „〈ぇえきし”. 
[ぇいぉうさぇ しっ - う „╆ぇゃけょしおぇ すさう
ぉせくぇ”, くっ こさけこせしくぇかぇ くうすけ っょうく 
せしこった くぇ そけかおかけさくうは しなしすぇゃ. 
〉しこったうすっ けす けくけゃぇ ゃさっきっ くっ しぇ 
けしすぇくぇかう しぇきけ こけ しすさぇくうちうすっ 
くぇ ゃっしすくうちうすっ. ] すはた くはおけゅぇて
くうすっ すぇくちぬけさう こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ あうゃっはす ゃ しさっとうすっ しう ょくっし. 
′っういきっくくぇ すさぇょうちうは ゅう しなぉうさぇ 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ゃなゃ ゃすけさぇすぇ しなぉけ
すぇ くぇ きっしっち ょっおっきゃさう. ′ぇつぇかけすけ 
ぉうかけ しかけあっくけ しかっょ おせこけくぇ いぇ 
50- ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ, 
おけゅぇすけ しっ いぇさっおかう, つっ しぉうさおぇすぇ 
とっ っ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. ╂けょうくうすっ くっ 
ょぇゃぇす たけさけすけ う さなつっくうちぇすぇ ょぇ 
しぇ すけかおけゃぇ こかぇきっくくう, くけ いぇすけ
ゃぇ こなお しこけきっくうすっ けす けゅくっくうすっ 
すぇくちう くぇ きうくぇかけすけ っ ょけしすぇすなつくけ 
はさなお. ¨しけぉっくけ けす っょくぇ しかせつおぇ ゃ 
‶けかてぇ! ╆ぇとけすけ:

╁ ‶けかてぇ たけさけすけ くぇ
ぇさしっくぇかちう こさけょなくうかけ

しちっくぇすぇ

‶さけょなくうかけ は ぉせおゃぇかくけ! 〈ぇおぇ 
しっ さぇいこぇかうかう おぇいぇくかなておうすっ 
きけきつっすぇ う きけきうつっすぇ, つっ しちっくぇすぇ 
くっ ういょなさあぇかぇ... „]かっょ すけいう うく
ちうょっくす 》さうしすけ ]すけはくけゃ くぇこさぇゃけ 
いぇぉさぇくう うゅさぇつう し こけゃっつっ けす 60 
おうかけゅさぇきぇ...“, しきっっ しっ ╃はくおけ. 
╃くっし ゃしうつおけ けす けくけゃぇ ゃさっきっ 

きせ ういゅかっあょぇ しゃっすかけ. ]ゃっすかうくぇすぇ 
くぇ きかぇょけしすすぇ こさけいうさぇ くっ しぇきけ 
こさっい ういぉかっょくっかうすっ いぇかっこっくう 
ゃくうきぇすっかくけ しくうきおう いぇ しこけきっく  う 
いぇゅかぇゃうは けす ゃっしすくうちうすっ. 〈は こさけ
いうさぇ う ゃ けつうすっ - ゃっょくぇゅぇ, とけき 
いぇゅけゃけさう いぇ とっさおぇすぇ 〈っけょけさぇ - 
しなとけ すぇくちぬけさおぇ ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
ぇくしぇきぉなか. ╃なとっさはすぇ, おけはすけ すぇいう 
ゅけょうくぇ っ ぇぉうすせさうっくすおぇ ゃ ╋ぇすっ
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, うしおぇ ょぇ 
しすぇゃぇ ぇさたうすっおす, くけ きぇきぇ う すぇすっ 
ゃしっ しっ くぇょはゃぇす, つっ とっ けしすぇゃぇ う 
ゃさっきっ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ くぇさけょくう 
すぇくちう, しなぉさぇかう くはおけゅぇ ょゃぇきぇすぇ 
ゃ っょくけ しっきっえしすゃけ. 
]ぇきけ こさっょう きっしっち,  こさう すせさ

くっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ぇくしぇきぉなか 

ゃ ぅこけくうは, 〈っけょけさぇ しかせつぇえくけ 
しさっとぇ しすぇさ こさうはすっか くぇ ぉぇとぇ 
しう - はこけくしおう おけかっゅぇ けす ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ ╃はくおけ せつう ゃ 【おけかぇすぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ. ぅこけくっちなす ぉうか かせょ こけ 
ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ, しこけきくは 

しう ╃はくおけ う しっ さぇょゃぇ くぇ さぇょけしす
すぇ けす しさっとぇすぇ きっあせ 〈っけょけさぇ う 

おけかっゅぇすぇ けす ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさは
ゃぇとけすけ しかなくちっ.
¨すょぇゃくぇ いぇゅなさぉうか きかぇょっあおぇ

すぇ すさなこおぇ こけ おけかけっいょっくっすけ いぇ 

しきっすおぇ くぇ くぇさけょくうすっ すぇくちう, ゃ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ╃はくおけ ′ぇ
せきけゃ くぇきうさぇ くぇつうく ょぇ っ  こけ-
ぉかういおけ ょけ こさうさけょぇすぇ. ′はおけゅぇて
くうはす あうすっか くぇ おぇいぇくかなておうは 
ゅさぇょしおう ちっくすなさ ゃっつっ あうゃっっ くぇ 
かけいっすけ しう, おけっすけ ゅけ さぇょゃぇ ゃしは
おぇ ゅけょうくぇ し たせぉぇゃけ ゅさけいょっ. ′っ 
っ かっしくぇ ゅさうあぇすぇ いぇ かけいうすっ, 

╀かういけ  30 しぇ きけきつっすぇすぇ, こさっい つううすけ さなちっ 
しなゃしっき くぇうしすうくぇ こさっきうくぇゃぇ ちはかぇすぇ こさけ

ょせおちうは くぇ けゅさけきくぇすぇ けさなあっえくうちぇ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお. ╆ゃっくけ „]こっょうちうは“ おなき ╆ぇゃけょ 0/182, 
さなおけゃけょっくけ けす ╃はくおけ ′ぇせきけゃ, けすゅけゃぇさは いぇ 
ゃしうつおう すけゃぇさけ-さぇいすけゃぇさうすっかくう ょっえくけしすう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃. ╇ くっ しぇきけ. 
„╋かぇょうすっ きなあっ さぇぉけすはす くぇ ゃたけょぇ う ういたけょぇ 
くぇ „┿さしっくぇか“, ゃしうつおけ こさっきうくぇゃぇ こさっい すはた, 
ょゃうあっくうっすけ くぇ ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは けす ちったけ
ゃっすっ おなき しおかぇょぇ っ しなとけ くぇてぇ けすゅけゃけさくけしす“, 
けぉはしくはゃぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ てっそなす ′ぇ
せきけゃ. 〈けえ たぇさっしゃぇ きくけゅけ しゃけうすっ こけょつうくっくう 
- ゃしっ きかぇょう きなあっ しぇ う くっ しっ こかぇてぇす けす さぇ
ぉけすぇ. „‶さう くぇし くはきぇ おぇお ょぇ しっ しおなすぇって, ょぇ 
くっ しう しゃなさてうて さぇぉけすぇすぇ, いぇとけすけ すは うかう しっ 
ゃなさてう, うかう くっ しっ ゃなさてう う すけゃぇ しっ ゃうあょぇ ゃっょ
くぇゅぇ“, こさっい せしきうゃおぇ こけはしくはゃぇ けとっ ′ぇせきけゃ, 
おけえすけ おけけさょうくうさぇ ょっえくけしすすぇ こけ しこっょうちうはすぇ 

うい ちはかけすけ こさっょこさうはすうっ. ╁ かっしくぇすぇ くぇ こさなゃ 
こけゅかっょ ょっえくけしす, おけはすけ しっ しゃなさいゃぇ こけ くぇゃうお 
しぇきけ しなし しうかぇすぇ くぇ きせしおせかうすっ, ぇさしっくぇかしおうすっ 
すけゃぇさぇつう ゃかぇゅぇす う ょけしすぇ ょさせゅう せきっくうは, けしゃっく 
そういうつっしおぇすぇ しう しうかぇ. ¨しけぉっくけ ゃくうきぇくうっ しっ 
ういうしおゃぇ こさう こさっくぇしはくっすけ くぇ ゃいさうゃけけこぇしくう 
すけゃぇさう, おけっすけ こさぇゃう さぇぉけすぇすぇ くぇ すけゃぇさぇつう
すっ くぇ „┿さしっくぇか“ しこっちうそうつくぇ う さぇいかうつくぇ けす 
けくけゃぇ, おけっすけ けぉうおくけゃっくけ くぇさうつぇきっ たぇきぇかしおう 
すさせょ. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ょっえくけしすう 

╃はくおけ ′ぇせきけゃ っ っょうく けす けくっいう おぇいぇく
かなつぇくう, おけうすけ ぉっい こさけぉかっき こけおさうゃぇす 

いぇおぇつかうゃけすけ くぇてっくしおけ „つってうすう!”. ‶け こさけ
そっしうは - たうきうお, こけ しなさちっ - しすさぇしすっく すぇく
ちぬけさ, こけ しなょぉぇ - ぇさしっくぇかっち...
[なおけゃけょうすっかはす くぇ いゃっくけ „]こっょうちうは”, おけっ

すけ こけっきぇ ちはかぇすぇ すけゃぇさけ-さぇいすけゃぇさくぇ さぇぉけ
すぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ し きせしおせかうすっ くぇ 30-すっ 
しう こけょけこっつくう, っ ゃ „┿さしっくぇか” けす 1979-すぇ. ] 
ょうこかけきぇすぇ しう けす 》うきうつっしおうは すったくうおせき ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ,  ╃はくおけ うょゃぇ すせお おぇすけ ゅぇかゃぇ
くうつっく さぇぉけすくうお, こけしかっ しすぇゃぇ くぇつぇかくうお くぇ 
》さけきぇあくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 14 ゃ 【っえくけゃけ, 15 ゅけょう
くう くけしう けすゅけゃけさくけしすうすっ くぇ てけそぬけさ ゃ „‶さけ
ょぇあぉう”, ょけおぇすけ こさっょう こけつすう こっす ゅけょうくう 
うょゃぇ おぇすけ てっそ くぇ きけきつっすぇすぇ, おけうすけ くっ しっ 
こかぇてぇす けす くうおぇおゃう すっあっしすう. 
┿さしっくぇかしおけすけ しう あうすうっ, けぉぇつっ, ╃はくおけ 

せしっとぇ くっこなかくけ ぉっい ゃさっきっすけ ゃなゃ 《けかおかけさ
くうは すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか. ′っ しぇきけ いぇとけすけ すぇき 
くぇきうさぇ きけきうつっすけ, し おけっすけ しすぇゃぇす っょくけ しっ
きっえしすゃけ.

こさういくぇゃぇ ╃はくおけ, くけ こなお かけいっすけ 
きせ しっ けすこかぇとぇ し 500-600 かう
すさぇ ゃうくけ ゃしはおぇ っしっく. „〈ぇいう さっ
おけかすぇ くっ ぉってっ すけかおけゃぇ しうかくぇ”, 

けぉはしくはゃぇ ゃうくぇさはす, つうっすけ 
ゃうくけ すうこ „ぉせおっす” しなつっ
すぇゃぇ ゃしうつおう ぇさけきぇすう くぇ 
ゅさけいょっすけ, おけっすけ かけいっすけ きせ 
ょぇゃぇ. „╉ぇおゃけ きせ すさはぉゃぇ くぇ 
つけゃっお - しさっょ こさうさけょぇすぇ 
しっ けすきけさはゃぇき“, けぉはしくはゃぇ 
しすけこぇくうくなす いぇぉっあおぇすぇ しう 
ゃ あうゃけすぇ ういゃなく ゅさぇょぇ. 
[ぇぉけすうか ちはか あうゃけす ゃしっ し 

たけさぇ, ╃はくおけ ′ぇせきけゃ くはきぇ 
こさけぉかっき し けさゅぇくういぇちうけく
くぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ ゃなさてう 
しっゅぇ. ′ぇこさけすうゃ - さぇょゃぇ しっ 
くぇ きけきつっすぇすぇ けす ゅさせこぇすぇ 
くぇ すけゃぇさぇつうすっ ゃ けさなあっえ
くうちぇすぇ. ╉ぇおすけ しっ さぇょゃぇ 
くぇ ゃしうつおけ しゃけっ, おけっすけ しう 
っ しないょぇか. ╆ぇとけすけ ゅけ っ くぇ
こさぇゃうか しぇき. ̈ しすぇくぇか っょゃぇ 
くぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ ぉっい 

ぉぇとぇ, ╃はくおけ しぇき しう けすゃけのゃぇ けす 
あうゃけすぇ う せょけゃけかしすゃうっすけ けす ぇこ
かけょうしきっくすうすっ くぇ こせぉかうおぇすぇ, う 
くぇゅさぇょうすっ いぇ きかぇょっあうすっ, おけうすけ 
せゃかうつぇ ゃ けぉうつすぇ おなき ぉなかゅぇさしおうは 
すぇくち, う こさうはすっかしすゃぇすぇ. ‶けしすうゅぇ 
しう ゅけ しぇき... ] っょくけ ういおかのつっくうっ - 
ぉぇとうくしおけすけ さぇきけ くぇ „┿さしっくぇか“.    

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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》うこっさすけくうはすぇ うかう ゃうしけおけすけ おさなゃくけ, おぇおすけ しすさぇょぇとうすっ くぇさうつぇす 
すけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ, っ しさっょ くぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ くぇさせてっくうは くぇ 

いょさぇゃっすけ, おけうすけ こけさぇいはゃぇす ぇさしっくぇかちう. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ けす 
ういしかっょゃぇくっすけ, おけっすけ こさけゃっあょぇ しかせあぉぇ „〈させょけゃぇ きっょうちうくぇ” おなき 
„┿さしっくぇか” いぇ きうくぇかぇすぇ 2012 ゅけょうくぇ. ╀かういけ 50 しかせつぇは くぇ しなさょっつくけ-
しなょけゃう いぇぉけかはゃぇくうは - たうこっさすけくうう, しなさょっつくう ぇさうすきうう う たさけくうつくぇ 
ぉけかっしす くぇ しなさちっすけ っ さっゅうしすさうさぇか きけくうすけさうくゅなす くぇ いょさぇゃっすけ, こさけゃっ-
ょっく しさっょ 2 495 かうちぇ, こけょかっあぇとう くぇ こさけそうかぇおすうつっく こさっゅかっょ, こさっい 
おけえすけ しぇ こさっきうくぇかう 94 % けす たけさぇすぇ, ゃおかのつっくう ゃ しこうしなおぇ くぇ うい-
しかっょゃぇくっすけ. ‶さけそうかぇおすうつくうはす こさっゅかっょ くぇ いょさぇゃっすけ しっ こさけゃっあょぇ こけ 
ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ ′ぇさっょぉぇ わ3 いぇ こさけそうかぇおすうつくうすっ こさっゅかっょう. ╋ぇおぇさ 
う きけさぇかくけ けしすぇさはかぇ, くぇさっょぉぇすぇ, ゃ しうかぇ けす 1987-きぇ ゅけょうくぇ, ょぇゃぇ 
ょけしすぇすなつくけ ょぇくくう いぇ いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなしすけはくうっ くぇ さぇぉけすっとうすっ こさう 
さぇいかうつくう ゃさっょくけしすう - てせき くぇょ ょけこせしすうきうすっ しすけえくけしすう, くぇしうすっくぇ し 
けかけゃけ う けかけゃくう しなっょうくっくうは, こさぇた う ちうぇくうょう しさっょぇ. „]こさはきけ ゃしっ-
おう っょうく いょさぇゃけしかけゃっく こさけぉかっき しこっちうぇかうしすうすっ, こさっい おけうすけ きうくぇゃぇす 

こけょかっあぇとうすっ くぇ きっょうちうくしおう ういしかっょゃぇくうは, しぇ さぇいかうつくう”, けぉはしくう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょ-さ ╋ったきっょ ╋ったきっょけゃ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ]かせあぉぇ 
いぇ すさせょけゃぇ きっょうちうくぇ し さなおけゃけょうすっか ょ-さ ]すけはくおぇ ╋けかかけゃぇ. ┿さしっ-
くぇかしおぇすぇ しかせあぉぇ っ っょくぇ けす ういゃなくさっょくけ きぇかおけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ, おけはすけ っ 
しないょぇょっくぇ, いぇ ょぇ けぉしかせあゃぇ うきっくくけ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ う ょぇ しかっょう いぇ いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけこぇしくうすっ せしかけゃうは くぇ 
すさせょ ゃ こさっょこさうはすうっすけ. 
[ぇぉけすっとうすっ こさう てせき しっ こさっゅかっあょぇす けす しこっちうぇかうしす „〉てう, くけし, ゅなさ-

かけ”, こさぇゃはす うき しっ ぇせょうけきっすさうつくう ういしかっょゃぇくうは, くぇ さぇぉけすっとうすっ し 
けかけゃけ う けかけゃくう しなっょうくっくうは あっくう しっ こさぇゃはす ぇおせてっさけ-ゅうくっおけかけゅう-
つっく こさっゅかっょ う ぉうけたうきうつくう ういしかっょゃぇくうは. [ぇぉけすっとうすっ し ちうぇくうょう きう-
くぇゃぇす こさっい ういしかっょゃぇくうは くぇ せさうくぇすぇ. [ぇぉけすっとうすっ ゃ しうかくけ いぇきなさしっくぇ 
こさぇたけゃぇ しさっょぇ いぇょなかあうすっかくけ しっ こさっゅかっあょぇす し ういしかっょゃぇくうは こさっい 
さっくすゅっく. 〈ぇおぇ しっ さっゅうしすさうさぇす くけゃうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, いぇとけすけ たさけくうつ-
くけ ぉけかくうすっ くっ しぇ けぉっおす くぇ すけゃぇ ういしかっょゃぇくっ, すなえ おぇすけ こさう すはた ぉけかっし-
すすぇ しっ しかっょう こけ ょさせゅぇ こさけちっょせさぇ.

╋くけゅけ ぇさしっくぇかちう しすさぇょぇす けす せゃさっあょぇくうは くぇ しかせたぇ 

‶さう こけしかっょくうは きけくうすけさうくゅ しぇ せしすぇくけゃっくう 61 しかせつぇは くぇ くっゃさうす 
くぇ しかせたけゃうは くっさゃ けす けぉとけ こさっゅかっょぇくうすっ しなゅかぇしくけ くぇさっょぉぇすぇ 2 495 
かうちぇ. ‶さう 11 けす こさっゅかっょぇくうすっ あっくう っ けすおさうす かっえけきうけき くぇ きぇすおぇすぇ, 
こさう 5 - ょさせゅう う くっせすけつくっくう おうしすう くぇ はつくうおぇ. ‶さう けぉとけ 136 ょせてう しぇ 
けすおさうすう くけゃう いぇぉけかはゃぇくうは. 
‶けょかっあぇとうすっ くぇ こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう しぇ ういゃぇょおぇ けす さぇいかうつ-

くう いぇゃけょう う し さぇいかうつくう さぇぉけすくう きっしすぇ. ╁ いぇゃうしうきけしす けす たぇさぇおすっさぇ 
くぇ すったくうは すさせょ, くはおけう けす すはた きうくぇゃぇす こさっい こさっゅかっょ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ, 
ょさせゅう - くっ, しなゅかぇしくけ きっすけょうおぇすぇ くぇ ょっえしすゃぇとぇすぇ くぇさっょぉぇ. „]すさっきうき 
しっ ょぇ けぉたゃぇくっき たけさぇ, おけうすけ しぇ っあっょくっゃくけ ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ さぇいかうつくう 
ゃさっょくけしすう しこけさっょ さぇぉけすくぇすぇ しさっょぇ”, けぉはしくはゃぇ ょ-さ ╋ったきっょけゃ こさうく-
ちうこぇ くぇ ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ かうちぇすぇ ゃ しこうしなおぇ くぇ ういしかっょゃぇくうすっ. ‶さう 
こさけそうかぇおすうつくうすっ こさっゅかっょう しっ しこぇいゃぇす すけつくけ しさけおけゃっすっ, いぇかけあっくう 
ゃ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ, ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ さぇいてうさはゃぇ けぉたゃぇすなす くぇ 
ゃさっょくけしすうすっ, いぇ おけうすけ しっ こさぇゃう こさっゅかっょ くぇ いょさぇゃっすけ”, せすけつくう けとっ 
ょ-さ ╋ったきっょけゃ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ]かせあぉぇ いぇ すさせょけゃぇ きっょうちうくぇ.
》けさぇすぇ, いぇ おけうすけ しっ せしすぇくけゃう くけゃけ いぇぉけかはゃぇくっ, しっ くぇしけつゃぇす おなき 

かうつくうは かっおぇさ いぇ せすけつくっくうっ くぇ ょうぇゅくけいぇすぇ う こさっょこうしゃぇくっ くぇ こけょたけ-
ょはとけすけ かっつっくうっ.
╁ こさぇおすうおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ かっおぇさう, いぇさぇょう けしけぉっくけしすうすっ くぇ 

ょっえくけしすすぇ, しっ くぇかぇゅぇ う しこってくぇ さっぇおちうは くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, けしけ-
ぉっくけ こさう しかせつぇう くぇ うくちうょっくすう う くっとぇしすくう しかせつぇう. [ぇぉけすぇすぇ こさう 
ゃいさうゃけけこぇしくう せしかけゃうは う こけあぇさけけこぇしくぇ しさっょぇ しないょぇゃぇ さうしお いぇ こけ-
ゃっつっ すさぇゃきう, こさうつうくっくう けす いぇこぇかゃぇくっ うかう ゃいさうゃ, くけ さぇょけしすくけすけ 
っ, つっ しかせつぇうすっ くっ しぇ すけかおけゃぇ つっしすう, おけきっくすうさぇ けとっ ょ-さ ╋ったきっょけゃ. 
』っしすう しぇ しかせつぇうすっ くぇ きったぇくうつくう くぇさぇくはゃぇくうは, しゃなさいぇくう くぇえ-ゃっつっ し 
くぇさせてっくうっ くぇ うくしすさせおちううすっ くぇ ぉっいけこぇしくけしす. ′っ しぇ さっょおう う しかせつぇう-
すっ, おけゅぇすけ しっ けおぇいゃぇ こなさゃぇ こけきけと くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ いぇ しすさぇょぇとう 
けす ゃうしけおけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ うかう おけかぇぉうさぇかう. ┿さしっくぇかしおうすっ かっおぇさう 
うきぇす ういゅさぇょっくぇ しうしすっきぇ しぇ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ しなし しこっちうぇかうしすうすっ けす 
]こってくぇ こけきけと, し おけうすけ しっ ょっえしすゃぇ しなゃきっしすくけ こさう こけ-すっあおうすっ しかせ-
つぇう. 〉しかけゃうはすぇ, こさう おけうすけ しっ さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”, いぇょなかあうすっかくけ 
ういうしおゃぇす しすさけゅけ しこぇいゃぇくっ くぇ こさぇゃうかぇすぇ いぇ ぉっいけこぇしくけしす くぇ すさせょぇ けす 
しぇきうすっ さぇぉけすくうちう, おけっすけ いくぇつうすっかくけ くぇきぇかはゃぇ さうしおなす けす うくちうょっく-
すう, こけょつっさすぇ ゃ いぇおかのつっくうっ ょ-さ ╋ったきっょ ╋ったきっょけゃ. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

]かっょ おぇすけ さぇいゅさけきうたぇ 《╉ „╀けすっゃ“- ╂なかなぉけゃけ くぇ しゃけは しすぇょうけく, 
《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゅけしすせゃぇたぇ くぇ 《╉ “╋うくぬけさ“ - [ぇょくっゃけ, おなょっすけ ょっちぇすぇ くぇぉけさ 

1999-2000 ゅ., ゃけょっくう けす ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ, ゃなこさっおう くっおけきこっすっくすくけすけ しなょうえしすゃけ, し 
おさぇしうゃ ゅけか くぇ ╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ (‶っさけすけ) こけぉっょうたぇ し 1:0.
‶さう くぇぉけさ 2001-2002 うゅさぇすぇ ぉってっ ういちはかけ ゃ おさぇおぇすぇ くぇ きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう. ] 

たっすすさうお くぇ ╈けぇく ╂っけさゅうっゃ う こけ っょうく ゅけか くぇ 『ゃっすけきうさ 『ぇくっゃ, ╀けさうしかぇゃ 』ぇおなさけゃ, 
╁ぇかっさう ╋うすっゃ 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ こけぉっょうたぇ し 6:0.
╁ しかっょゃぇとうは しう きぇつ, おけえすけ とっ しっ うゅさぇっ ゃ しなぉけすぇ - 9-すう くけっきゃさう, ぇさしっくぇかちう こさう-

っきぇす ¨《╉ “]かうゃっく 1“. ╃けきぇおうくしすゃけすけ っ くぇ ぇさしっくぇかちう, くぇつぇかけすけ くぇ しさっとぇすぇ e けす 
10,30 つぇしぇ.

                                                     ╋うさぇく ╋ぇょっくあうはく 

╋うかつけ ╋うかつっゃ っ きけょっかつうお, さぇぉけすう ゃ しせゃっくうさくうは ちった くぇ „┿さしっくぇか“.
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ つけゃっお し きくけゅけ たけぉうすぇ, しさっょ おけうすけ う こけっいうはすぇ. 

╆ぇ つうすぇすっかうすっ くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ すけえ かのぉっいくけ こさっょけしすぇゃう しゃけう 
しすうたけゃっ, こうしぇくう くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ.

し ゃいさうゃけけこぇしくう すけゃぇさう, っあっょくっゃくうはす うくしすさせお
すぇあ っ いぇょなかあうすっかっく, けぉはしくはゃぇ さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ いゃっくけすけ.  
╆ぇ さぇょけしす, しっさうけいっく くっとぇしすっく しかせつぇえ  すせお ょけ 

きけきっくすぇ くはきぇ. ′っょけしすぇすなつくけ  ゃくうきぇくうっ う くっ
ぉさっあくけしす しぇ くぇえ-つっしすぇすぇ こさうつうくぇ いぇ うくちうょっく
すうすっ. ╄ょうくしすゃっくぇすぇ すったくうおぇ, し おけはすけ さぇぉけすはす 
ぇさしっくぇかしおうすっ すけゃぇさけ-さぇいすけゃぇさぇつう, っ さなつくぇすぇ 
おけかうつおぇ. ‶けくはおけゅぇ しっ こけかいゃぇす う こけゃょうゅぇつう. ′け 
ゃ いゃっくけすけ うきぇ う おさぇくうしすう. ╄ょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ 
こさう くぇし っ しすぇすうしすうつおぇすぇ, せしきうたゃぇ しっ こけ けぉはしくう
きう こさうつうくう さなおけゃけょうすっかはす ╃はくおけ ′ぇせきけゃ. 〈けえ 
くっ こさぇゃう さぇいかうおぇ きっあょせ しゃけうすっ たけさぇ - おけえ おぇ
おなゃ っ. 〈せお ゃしうつおう しぇ くぇ さぇゃくう くぇつぇかぇ - う たけさぇすぇ 
けす ゅさぇょぇ, う けす しっかぇすぇ, う ぉなかゅぇさうすっ, う きけきつっすぇすぇ 
けす きぇかちうくしすゃぇすぇ, おけうすけ っょくぇおゃけ はおけ さぇぉけすはす. 
》けさぇすぇ こさう くぇし しっ こけいくぇゃぇす ょけぉさっ, こけゃっつっすけ 
しぇ けす っょくう う しなとう うかう ぉかういおう くぇしっかっくう きっしすぇ. 
〈ぇおぇ おけかっおすうゃなす しっ つせゃしすゃぇ こけ-ょけぉさっ う たけさぇすぇ 

こけ-かっしくけ しっ しぇきけけさゅぇくういうさぇす, おけゅぇすけ うきぇ しこって
くぇ さぇぉけすぇ, ういゃなく さっょけゃくぇすぇ しきはくぇ, けぉはしくう けとっ 
てっそなす くぇ „]こっょうちうは“, つううすけ たけさぇ くっ しぇきけ こさう
っきぇす きぇすっさうぇかう ゃ „┿さしっくぇか“, すけゃぇさはす ゅけすけゃぇすぇ 
こさけょせおちうは, くけ しなとけ こけっきぇす う ょっえくけしすう こけ ゃな
すさってくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ さぇぉけすぇすぇ きっあょせ しすけ
すうちうすっ ぇさしっくぇかしおう しすさせおすせさう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

がÜüí ç ÑÜ½ó

Син и дъщеря

На децата ми

Аз имам син и дъщеря,
Две малки, нежни същества.
Играя с тях и песни пея
За Заю-баю и добрата фея...
Сина ми – цял юнак е той,
Със змейовете влиза пръв във бой!
Принцеси хубави спасява
И мир на хората дарява...
Весела и нетърпелива, дъщеря ми
На моето коляно сяда
И думите й топли, чисти
Света огласят с нежни ритми.
Бъдете вий щастливи, здрави,
Обичани, обичайте света голям!
И нека утрините ви кристално 
чисти
Запазят своя сладък блян!

 

Милчо Милчев

1984

Любов

На жена ми

Любовта е роса, която не
изчезва.

Любовта е сън, който не
свършва!

Любовта е мечта, която не
престава!

Любовта е блян, който не
спира!

Любовта е сила, която не
отслабва!

Любовта е огън, който не
угасва!

 Любовта е обич, която не
изстива!

Любовта е мъка, която не
тъжи!

Любовта е рана, която не
боли!

Любовта е за двама.
Аз и ти...

 

 Милчо Милчев

1986
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]なさちっすけ きせ うゅさぇっ けとっ けす 
きぇかなお, くけ こなさゃうはす すぇくちけゃ 

しなしすぇゃ, ゃ おけえすけ しっ いぇこうしゃぇ, っ 
せつうかうとくうはす ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
》けさけすけ けす ゅけょうくう, くぇくういぇくう 
ゃ あうゃけすぇ くぇ ╃はくおけ ′ぇせきけゃ ゃ 

さうすきうすっ くぇ ぉなかゅぇさしおうは そけかお-
かけさ, しっ ゃうっ こさっい ぇくしぇきぉなかぇ 
くぇ すのすのくっゃうは いぇゃけょ „]かなくちっ” 
ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ う すぇきけてくうは 
╃なさあぇゃっく ぇくしぇきぉなか „╆ぇゅけさっ”, 
こさっい おぇいぇくかなておうすっ そけさきぇちうう 
くぇ いぇゃけょうすっ „》うょさぇゃかうおぇ” う 
„╃うきうすなさ ╀かぇゅけっゃ”. ′け うしすうく-
しおう ゅけかっきうはす ゃうたなさ ゃ しっょっきすっ 
けしきう くぇ さけょくけすけ こけゃかうつぇ きかぇ-
ょうは すぇくちぬけさ っょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか”. 
10 ゅけょうくう ╃はくおけ ′ぇせきけゃ っ 
こけきけとくうお くぇ たせょけあっしすゃっくうは 
さなおけゃけょうすっか 》さうしすけ ]すけはくけゃ. 
╆ぇ ょぇ せしゃけう こさけそっしうけくぇかくうすっ 
こさぇゃうかぇ ゃ さぇぉけすぇすぇ, ╃はくおけ いぇ-
ゃなさてゃぇ 【おけかぇすぇ いぇ たせょけあっしす-
ゃっくう さなおけゃけょうすっかう ゃ ‶かけゃょうゃ. 
] こさぇゃぇすぇ くぇ ょうこかけきぇすぇ しう, 
′ぇせきけゃ こけかせつぇゃぇ ゃないきけあくけしす-
すぇ ょぇ さなおけゃけょう すぇくちけゃう そけさ-
きぇちうう う くっ こさけこせしおぇ てぇくしぇ ょぇ 
けぉせつう しすけすうちう きかぇょう たけさぇ けす 
╋ったぇくけすったくうおせきぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
けす しっかぇすぇ ╀せいけゃゅさぇょ う ¨ゃけと-
くうお う ょぇ ゅう いぇこぇかう いぇゃうくぇゅう いぇ 
おさぇしけすぇすぇ くぇ しちっくうつくけすけ うい-
おせしすゃけ. ╉さぇしけすぇ, おけはすけ すけえ こけ 
こさうさけょぇ くけしう ゃ しっぉっ しう. 〈けゃぇ しっ 
ゃうあょぇ う つせゃぇ ゃっょくぇゅぇ けとっ こさう 
こなさゃぇすぇ しさっとぇ し ╃はくおけ. ╇いょぇ-
ゃぇ ゅけ ういくっくぇょゃぇとうはす こうしなお くぇ 
さけょけこしおぇ ゅぇえょぇ, おけえすけ ういゃうさぇ 
けす ょあけぉぇ きせ, おなょっすけ っ しおさうす きけ-
ぉうかくうはす すっかっそけく... ╇いょぇゃぇす ゅけ 
う しかなくちっすけ ゃ けつうすっ, とけき しすぇくっ 
ょせきぇ いぇ ぇくしぇきぉなかぇ, すさっこっすなす, し 
おけえすけ こさなしすうすっ けすゃぇさはす しこけきっ-
くうすっ けす ぇかぉせきぇ しなし しくうきおう けす 
しすけすうちうすっ おけくちっさすう う すせさくっすぇ. 
]くうきおう, しすぇさぇすっかくけ こけょさっょっ-
くう けす しなこさせゅぇすぇ ╂ぇかうくぇ, しなとけ 
こけ こさけそっしうは う しなょぉぇ けすょぇょっくぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおけすけ すぇくちけゃけ ういおせ-
しすゃけ. ]くうきおう し くぇさけょくう くけ-
しうう - しくうきおう こさっょ ゅさぇょしおうすっ 
そけくすぇくう うい ╀なかゅぇさうは う ╄ゃこけさぇ 
- しくうきおう けす くぇてうすっ う つせあょっし-
すさぇくくう しちっくう...

]こけきっくうすっ しきっしゃぇす
┿えそっかけゃぇすぇ おせかぇ
し ╇くょうさぇ ╂ぇくょう   

┿こかけょうしきっくすうすっ いぇ  ぇさしっ-
くぇかしおうは ぇくしぇきぉなか いぇ くぇさけょくう 
こっしくう う すぇくちう こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ うょゃぇす ゃ しなさちっすけ くぇ ╃はく-
おけ けす ゃしうつおう こけしけおう くぇ しゃっすぇ. 
〉くゅぇさうは, ‶けかてぇ, ╋けしおけゃしおぇ-
すぇ „[せしおぇ いうきぇ”, ‶ぇさうあ, 【さう 
╊ぇくおぇ... ╆ぇ おけくちっさすうすっ ゃ ╇くょうは 
こけきけゅくぇかぇ かうつくけ ╇くょうさぇ ╂ぇく-
ょう. ‶なすせゃぇくっすけ ぉうかけ しこっちうぇか-

くけ せさっょっくけ けす さぇいゅけゃけさ きっあょせ 
くっは う 〈けょけさ ╅うゃおけゃ, さぇいおぇいゃぇ 
′ぇせきけゃ. ]ぇきけ しっょきうちう しかっょ 
いぇゃさなとぇくっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ 
すぇくちぬけさう  ょけてかぇ う ゃっしすすぇ いぇ 
せぉうえしすゃけすけ くぇ ╇くょうさぇ ╂ぇくょう, 

しこけきくは しう けとっ ╃はくおけ, っょうく けす 
ょっしっすおうすっ ぇさしっくぇかちう, ういこさぇ-
ゃうかう し きぇえしすけさしすゃけすけ くぇ ういおせ-
しすゃけすけ しう くぇ おさぇおぇ けゅさけきくうすっ 
うくょうえしおう しすぇょうけくう ゃ しさっょぇすぇ くぇ 
1980-すっ. 
]こけきっくうすっ しぇ すけかおけゃぇ あうゃう, 

つっ ういしおぇつぇす っょうく こさっい ょさせゅ けとっ 
こさっょう ╃はくおけ ′ぇせきけゃ ょぇ さぇいゅなさ-
くっ ぇかぉせきぇ う こけあなかすっかうすっ ゃっしす-
くうおぇさしおう しすさぇくうちう くぇ ぉさけっゃっ けす 
うくょうえしおうすっ „ぃくうけく” う „〈ぇえきし”. 
[ぇいぉうさぇ しっ - う „╆ぇゃけょしおぇ すさう-
ぉせくぇ”, くっ こさけこせしくぇかぇ くうすけ っょうく 
せしこった くぇ そけかおかけさくうは しなしすぇゃ. 
〉しこったうすっ けす けくけゃぇ ゃさっきっ くっ しぇ 
けしすぇくぇかう しぇきけ こけ しすさぇくうちうすっ 
くぇ ゃっしすくうちうすっ. ] すはた くはおけゅぇて-
くうすっ すぇくちぬけさう こさけょなかあぇゃぇす 
ょぇ あうゃっはす ゃ しさっとうすっ しう ょくっし. 
′っういきっくくぇ すさぇょうちうは ゅう しなぉうさぇ 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ゃなゃ ゃすけさぇすぇ しなぉけ-
すぇ くぇ きっしっち ょっおっきゃさう. ′ぇつぇかけすけ 
ぉうかけ しかけあっくけ しかっょ おせこけくぇ いぇ 
50- ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ ぇくしぇきぉなかぇ, 
おけゅぇすけ しっ いぇさっおかう, つっ しぉうさおぇすぇ 
とっ っ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. ╂けょうくうすっ くっ 
ょぇゃぇす たけさけすけ う さなつっくうちぇすぇ ょぇ 
しぇ すけかおけゃぇ こかぇきっくくう, くけ いぇすけ-
ゃぇ こなお しこけきっくうすっ けす けゅくっくうすっ 
すぇくちう くぇ きうくぇかけすけ っ ょけしすぇすなつくけ 
はさなお. ¨しけぉっくけ けす っょくぇ しかせつおぇ ゃ 
‶けかてぇ! ╆ぇとけすけ:

╁ ‶けかてぇ たけさけすけ くぇ
ぇさしっくぇかちう こさけょなくうかけ

しちっくぇすぇ

‶さけょなくうかけ は ぉせおゃぇかくけ! 〈ぇおぇ 
しっ さぇいこぇかうかう おぇいぇくかなておうすっ 
きけきつっすぇ う きけきうつっすぇ, つっ しちっくぇすぇ 
くっ ういょなさあぇかぇ... „]かっょ すけいう うく-
ちうょっくす 》さうしすけ ]すけはくけゃ くぇこさぇゃけ 
いぇぉさぇくう うゅさぇつう し こけゃっつっ けす 60 
おうかけゅさぇきぇ...“, しきっっ しっ ╃はくおけ. 
╃くっし ゃしうつおけ けす けくけゃぇ ゃさっきっ 

きせ ういゅかっあょぇ しゃっすかけ. ]ゃっすかうくぇすぇ 
くぇ きかぇょけしすすぇ こさけいうさぇ くっ しぇきけ 
こさっい ういぉかっょくっかうすっ いぇかっこっくう 
ゃくうきぇすっかくけ しくうきおう いぇ しこけきっく  う 
いぇゅかぇゃうは けす ゃっしすくうちうすっ. 〈は こさけ-
いうさぇ う ゃ けつうすっ - ゃっょくぇゅぇ, とけき 
いぇゅけゃけさう いぇ とっさおぇすぇ 〈っけょけさぇ - 
しなとけ すぇくちぬけさおぇ ゃ ぇさしっくぇかしおうは 
ぇくしぇきぉなか. ╃なとっさはすぇ, おけはすけ すぇいう 
ゅけょうくぇ っ ぇぉうすせさうっくすおぇ ゃ ╋ぇすっ-
きぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, うしおぇ ょぇ 
しすぇゃぇ ぇさたうすっおす, くけ きぇきぇ う すぇすっ 
ゃしっ しっ くぇょはゃぇす, つっ とっ けしすぇゃぇ う 
ゃさっきっ いぇ ぉなかゅぇさしおうすっ くぇさけょくう 
すぇくちう, しなぉさぇかう くはおけゅぇ ょゃぇきぇすぇ 
ゃ っょくけ しっきっえしすゃけ. 
]ぇきけ こさっょう きっしっち,  こさう すせさ-

くっすけ くぇ ぇさしっくぇかしおうは ぇくしぇきぉなか 

ゃ ぅこけくうは, 〈っけょけさぇ しかせつぇえくけ 
しさっとぇ しすぇさ こさうはすっか くぇ ぉぇとぇ 
しう - はこけくしおう おけかっゅぇ けす ゃさっきっすけ, 
おけゅぇすけ ╃はくおけ せつう ゃ 【おけかぇすぇ ゃ 
‶かけゃょうゃ. ぅこけくっちなす ぉうか かせょ こけ 
ぉなかゅぇさしおうは そけかおかけさ, しこけきくは 

しう ╃はくおけ う しっ さぇょゃぇ くぇ さぇょけしす-
すぇ けす しさっとぇすぇ きっあせ 〈っけょけさぇ う 

おけかっゅぇすぇ けす ]すさぇくぇすぇ くぇ ういゅさは-
ゃぇとけすけ しかなくちっ.
¨すょぇゃくぇ いぇゅなさぉうか きかぇょっあおぇ-

すぇ すさなこおぇ こけ おけかけっいょっくっすけ いぇ 

しきっすおぇ くぇ くぇさけょくうすっ すぇくちう, ゃ 
こけしかっょくうすっ ゅけょうくう ╃はくおけ ′ぇ-
せきけゃ くぇきうさぇ くぇつうく ょぇ っ  こけ-
ぉかういおけ ょけ こさうさけょぇすぇ. ′はおけゅぇて-
くうはす あうすっか くぇ おぇいぇくかなておうは 
ゅさぇょしおう ちっくすなさ ゃっつっ あうゃっっ くぇ 
かけいっすけ しう, おけっすけ ゅけ さぇょゃぇ ゃしは-
おぇ ゅけょうくぇ し たせぉぇゃけ ゅさけいょっ. ′っ 
っ かっしくぇ ゅさうあぇすぇ いぇ かけいうすっ, 

╀かういけ  30 しぇ きけきつっすぇすぇ, こさっい つううすけ さなちっ 
しなゃしっき くぇうしすうくぇ こさっきうくぇゃぇ ちはかぇすぇ こさけ-

ょせおちうは くぇ けゅさけきくぇすぇ けさなあっえくうちぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. ╆ゃっくけ „]こっょうちうは“ おなき ╆ぇゃけょ 0/182, 
さなおけゃけょっくけ けす ╃はくおけ ′ぇせきけゃ, けすゅけゃぇさは いぇ 
ゃしうつおう すけゃぇさけ-さぇいすけゃぇさうすっかくう ょっえくけしすう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“ ┿╃. ╇ くっ しぇきけ. 
„╋かぇょうすっ きなあっ さぇぉけすはす くぇ ゃたけょぇ う ういたけょぇ 
くぇ „┿さしっくぇか“, ゃしうつおけ こさっきうくぇゃぇ こさっい すはた, 
ょゃうあっくうっすけ くぇ ゅけすけゃぇすぇ こさけょせおちうは けす ちったけ-
ゃっすっ おなき しおかぇょぇ っ しなとけ くぇてぇ けすゅけゃけさくけしす“, 
けぉはしくはゃぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ てっそなす ′ぇ-
せきけゃ. 〈けえ たぇさっしゃぇ きくけゅけ しゃけうすっ こけょつうくっくう 
- ゃしっ きかぇょう きなあっ しぇ う くっ しっ こかぇてぇす けす さぇ-
ぉけすぇ. „‶さう くぇし くはきぇ おぇお ょぇ しっ しおなすぇって, ょぇ 
くっ しう しゃなさてうて さぇぉけすぇすぇ, いぇとけすけ すは うかう しっ 
ゃなさてう, うかう くっ しっ ゃなさてう う すけゃぇ しっ ゃうあょぇ ゃっょ-
くぇゅぇ“, こさっい せしきうゃおぇ こけはしくはゃぇ けとっ ′ぇせきけゃ, 
おけえすけ おけけさょうくうさぇ ょっえくけしすすぇ こけ しこっょうちうはすぇ 

うい ちはかけすけ こさっょこさうはすうっ. ╁ かっしくぇすぇ くぇ こさなゃ 
こけゅかっょ ょっえくけしす, おけはすけ しっ しゃなさいゃぇ こけ くぇゃうお 
しぇきけ しなし しうかぇすぇ くぇ きせしおせかうすっ, ぇさしっくぇかしおうすっ 
すけゃぇさぇつう ゃかぇゅぇす う ょけしすぇ ょさせゅう せきっくうは, けしゃっく 
そういうつっしおぇすぇ しう しうかぇ. ¨しけぉっくけ ゃくうきぇくうっ しっ 
ういうしおゃぇ こさう こさっくぇしはくっすけ くぇ ゃいさうゃけけこぇしくう 
すけゃぇさう, おけっすけ こさぇゃう さぇぉけすぇすぇ くぇ すけゃぇさぇつう-
すっ くぇ „┿さしっくぇか“ しこっちうそうつくぇ う さぇいかうつくぇ けす 
けくけゃぇ, おけっすけ けぉうおくけゃっくけ くぇさうつぇきっ たぇきぇかしおう 
すさせょ. ╆ぇすけゃぇ, おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ょっえくけしすう 

╃はくおけ ′ぇせきけゃ っ っょうく けす けくっいう おぇいぇく-
かなつぇくう, おけうすけ ぉっい こさけぉかっき こけおさうゃぇす 

いぇおぇつかうゃけすけ くぇてっくしおけ „つってうすう!”. ‶け こさけ-
そっしうは - たうきうお, こけ しなさちっ - しすさぇしすっく すぇく-
ちぬけさ, こけ しなょぉぇ - ぇさしっくぇかっち...
[なおけゃけょうすっかはす くぇ いゃっくけ „]こっょうちうは”, おけっ-

すけ こけっきぇ ちはかぇすぇ すけゃぇさけ-さぇいすけゃぇさくぇ さぇぉけ-
すぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ し きせしおせかうすっ くぇ 30-すっ 
しう こけょけこっつくう, っ ゃ „┿さしっくぇか” けす 1979-すぇ. ] 
ょうこかけきぇすぇ しう けす 》うきうつっしおうは すったくうおせき ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ,  ╃はくおけ うょゃぇ すせお おぇすけ ゅぇかゃぇ-
くうつっく さぇぉけすくうお, こけしかっ しすぇゃぇ くぇつぇかくうお くぇ 
》さけきぇあくぇ ゃ ╆ぇゃけょ 14 ゃ 【っえくけゃけ, 15 ゅけょう-
くう くけしう けすゅけゃけさくけしすうすっ くぇ てけそぬけさ ゃ „‶さけ-
ょぇあぉう”, ょけおぇすけ こさっょう こけつすう こっす ゅけょうくう 
うょゃぇ おぇすけ てっそ くぇ きけきつっすぇすぇ, おけうすけ くっ しっ 
こかぇてぇす けす くうおぇおゃう すっあっしすう. 
┿さしっくぇかしおけすけ しう あうすうっ, けぉぇつっ, ╃はくおけ 

せしっとぇ くっこなかくけ ぉっい ゃさっきっすけ ゃなゃ 《けかおかけさ-
くうは すぇくちけゃ ぇくしぇきぉなか. ′っ しぇきけ いぇとけすけ すぇき 
くぇきうさぇ きけきうつっすけ, し おけっすけ しすぇゃぇす っょくけ しっ-
きっえしすゃけ.

こさういくぇゃぇ ╃はくおけ, くけ こなお かけいっすけ 
きせ しっ けすこかぇとぇ し 500-600 かう-
すさぇ ゃうくけ ゃしはおぇ っしっく. „〈ぇいう さっ-
おけかすぇ くっ ぉってっ すけかおけゃぇ しうかくぇ”, 

けぉはしくはゃぇ ゃうくぇさはす, つうっすけ 
ゃうくけ すうこ „ぉせおっす” しなつっ-
すぇゃぇ ゃしうつおう ぇさけきぇすう くぇ 
ゅさけいょっすけ, おけっすけ かけいっすけ きせ 
ょぇゃぇ. „╉ぇおゃけ きせ すさはぉゃぇ くぇ 
つけゃっお - しさっょ こさうさけょぇすぇ 
しっ けすきけさはゃぇき“, けぉはしくはゃぇ 
しすけこぇくうくなす いぇぉっあおぇすぇ しう 
ゃ あうゃけすぇ ういゃなく ゅさぇょぇ. 
[ぇぉけすうか ちはか あうゃけす ゃしっ し 

たけさぇ, ╃はくおけ ′ぇせきけゃ くはきぇ 
こさけぉかっき し けさゅぇくういぇちうけく-
くぇすぇ さぇぉけすぇ, おけはすけ ゃなさてう 
しっゅぇ. ′ぇこさけすうゃ - さぇょゃぇ しっ 
くぇ きけきつっすぇすぇ けす ゅさせこぇすぇ 
くぇ すけゃぇさぇつうすっ ゃ けさなあっえ-
くうちぇすぇ. ╉ぇおすけ しっ さぇょゃぇ 
くぇ ゃしうつおけ しゃけっ, おけっすけ しう 
っ しないょぇか. ╆ぇとけすけ ゅけ っ くぇ-
こさぇゃうか しぇき. ̈ しすぇくぇか っょゃぇ 
くぇ ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ ぉっい 

ぉぇとぇ, ╃はくおけ しぇき しう けすゃけのゃぇ けす 
あうゃけすぇ う せょけゃけかしすゃうっすけ けす ぇこ-
かけょうしきっくすうすっ くぇ こせぉかうおぇすぇ, う 
くぇゅさぇょうすっ いぇ きかぇょっあうすっ, おけうすけ 
せゃかうつぇ ゃ けぉうつすぇ おなき ぉなかゅぇさしおうは 
すぇくち, う こさうはすっかしすゃぇすぇ. ‶けしすうゅぇ 
しう ゅけ しぇき... ] っょくけ ういおかのつっくうっ - 
ぉぇとうくしおけすけ さぇきけ くぇ „┿さしっくぇか“.    

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ
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》うこっさすけくうはすぇ うかう ゃうしけおけすけ おさなゃくけ, おぇおすけ しすさぇょぇとうすっ くぇさうつぇす 
すけゃぇ いぇぉけかはゃぇくっ, っ しさっょ くぇえ-つっしすけ しさっとぇくうすっ くぇさせてっくうは くぇ 

いょさぇゃっすけ, おけうすけ こけさぇいはゃぇす ぇさしっくぇかちう. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ けす 
ういしかっょゃぇくっすけ, おけっすけ こさけゃっあょぇ しかせあぉぇ „〈させょけゃぇ きっょうちうくぇ” おなき 
„┿さしっくぇか” いぇ きうくぇかぇすぇ 2012 ゅけょうくぇ. ╀かういけ 50 しかせつぇは くぇ しなさょっつくけ-
しなょけゃう いぇぉけかはゃぇくうは - たうこっさすけくうう, しなさょっつくう ぇさうすきうう う たさけくうつくぇ 
ぉけかっしす くぇ しなさちっすけ っ さっゅうしすさうさぇか きけくうすけさうくゅなす くぇ いょさぇゃっすけ, こさけゃっ
ょっく しさっょ 2 495 かうちぇ, こけょかっあぇとう くぇ こさけそうかぇおすうつっく こさっゅかっょ, こさっい 
おけえすけ しぇ こさっきうくぇかう 94 % けす たけさぇすぇ, ゃおかのつっくう ゃ しこうしなおぇ くぇ うい
しかっょゃぇくっすけ. ‶さけそうかぇおすうつくうはす こさっゅかっょ くぇ いょさぇゃっすけ しっ こさけゃっあょぇ こけ 
ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ ′ぇさっょぉぇ わ3 いぇ こさけそうかぇおすうつくうすっ こさっゅかっょう. ╋ぇおぇさ 
う きけさぇかくけ けしすぇさはかぇ, くぇさっょぉぇすぇ, ゃ しうかぇ けす 1987-きぇ ゅけょうくぇ, ょぇゃぇ 
ょけしすぇすなつくけ ょぇくくう いぇ いょさぇゃけしかけゃくけすけ しなしすけはくうっ くぇ さぇぉけすっとうすっ こさう 
さぇいかうつくう ゃさっょくけしすう - てせき くぇょ ょけこせしすうきうすっ しすけえくけしすう, くぇしうすっくぇ し 
けかけゃけ う けかけゃくう しなっょうくっくうは, こさぇた う ちうぇくうょう しさっょぇ. „]こさはきけ ゃしっ
おう っょうく いょさぇゃけしかけゃっく こさけぉかっき しこっちうぇかうしすうすっ, こさっい おけうすけ きうくぇゃぇす 

こけょかっあぇとうすっ くぇ きっょうちうくしおう ういしかっょゃぇくうは, しぇ さぇいかうつくう”, けぉはしくう いぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” ょ-さ ╋ったきっょ ╋ったきっょけゃ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ]かせあぉぇ 
いぇ すさせょけゃぇ きっょうちうくぇ し さなおけゃけょうすっか ょ-さ ]すけはくおぇ ╋けかかけゃぇ. ┿さしっ
くぇかしおぇすぇ しかせあぉぇ っ っょくぇ けす ういゃなくさっょくけ きぇかおけすけ ゃ しすさぇくぇすぇ, おけはすけ っ 
しないょぇょっくぇ, いぇ ょぇ けぉしかせあゃぇ うきっくくけ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ ゃなゃ 
そうさきぇすぇ う ょぇ しかっょう いぇ いょさぇゃけしかけゃくうすっ う ぉっいけこぇしくうすっ せしかけゃうは くぇ 
すさせょ ゃ こさっょこさうはすうっすけ. 
[ぇぉけすっとうすっ こさう てせき しっ こさっゅかっあょぇす けす しこっちうぇかうしす „〉てう, くけし, ゅなさ

かけ”, こさぇゃはす うき しっ ぇせょうけきっすさうつくう ういしかっょゃぇくうは, くぇ さぇぉけすっとうすっ し 
けかけゃけ う けかけゃくう しなっょうくっくうは あっくう しっ こさぇゃはす ぇおせてっさけ-ゅうくっおけかけゅう
つっく こさっゅかっょ う ぉうけたうきうつくう ういしかっょゃぇくうは. [ぇぉけすっとうすっ し ちうぇくうょう きう
くぇゃぇす こさっい ういしかっょゃぇくうは くぇ せさうくぇすぇ. [ぇぉけすっとうすっ ゃ しうかくけ いぇきなさしっくぇ 
こさぇたけゃぇ しさっょぇ いぇょなかあうすっかくけ しっ こさっゅかっあょぇす し ういしかっょゃぇくうは こさっい 
さっくすゅっく. 〈ぇおぇ しっ さっゅうしすさうさぇす くけゃうすっ いぇぉけかはゃぇくうは, いぇとけすけ たさけくうつ
くけ ぉけかくうすっ くっ しぇ けぉっおす くぇ すけゃぇ ういしかっょゃぇくっ, すなえ おぇすけ こさう すはた ぉけかっし
すすぇ しっ しかっょう こけ ょさせゅぇ こさけちっょせさぇ.

╋くけゅけ ぇさしっくぇかちう しすさぇょぇす けす せゃさっあょぇくうは くぇ しかせたぇ 

‶さう こけしかっょくうは きけくうすけさうくゅ しぇ せしすぇくけゃっくう 61 しかせつぇは くぇ くっゃさうす 
くぇ しかせたけゃうは くっさゃ けす けぉとけ こさっゅかっょぇくうすっ しなゅかぇしくけ くぇさっょぉぇすぇ 2 495 
かうちぇ. ‶さう 11 けす こさっゅかっょぇくうすっ あっくう っ けすおさうす かっえけきうけき くぇ きぇすおぇすぇ, 
こさう 5 - ょさせゅう う くっせすけつくっくう おうしすう くぇ はつくうおぇ. ‶さう けぉとけ 136 ょせてう しぇ 
けすおさうすう くけゃう いぇぉけかはゃぇくうは. 
‶けょかっあぇとうすっ くぇ こさけそうかぇおすうつくう こさっゅかっょう しぇ ういゃぇょおぇ けす さぇいかうつ

くう いぇゃけょう う し さぇいかうつくう さぇぉけすくう きっしすぇ. ╁ いぇゃうしうきけしす けす たぇさぇおすっさぇ 
くぇ すったくうは すさせょ, くはおけう けす すはた きうくぇゃぇす こさっい こさっゅかっょ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ, 
ょさせゅう - くっ, しなゅかぇしくけ きっすけょうおぇすぇ くぇ ょっえしすゃぇとぇすぇ くぇさっょぉぇ. „]すさっきうき 
しっ ょぇ けぉたゃぇくっき たけさぇ, おけうすけ しぇ っあっょくっゃくけ ゃ せしかけゃうはすぇ くぇ さぇいかうつくう 
ゃさっょくけしすう しこけさっょ さぇぉけすくぇすぇ しさっょぇ”, けぉはしくはゃぇ ょ-さ ╋ったきっょけゃ こさうく
ちうこぇ くぇ ゃおかのつゃぇくっすけ くぇ かうちぇすぇ ゃ しこうしなおぇ くぇ ういしかっょゃぇくうすっ. ‶さう 
こさけそうかぇおすうつくうすっ こさっゅかっょう しっ しこぇいゃぇす すけつくけ しさけおけゃっすっ, いぇかけあっくう 
ゃ くけさきぇすうゃくぇすぇ せさっょぉぇ, ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ さぇいてうさはゃぇ けぉたゃぇすなす くぇ 
ゃさっょくけしすうすっ, いぇ おけうすけ しっ こさぇゃう こさっゅかっょ くぇ いょさぇゃっすけ”, せすけつくう けとっ 
ょ-さ ╋ったきっょけゃ けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ ]かせあぉぇ いぇ すさせょけゃぇ きっょうちうくぇ.
》けさぇすぇ, いぇ おけうすけ しっ せしすぇくけゃう くけゃけ いぇぉけかはゃぇくっ, しっ くぇしけつゃぇす おなき 

かうつくうは かっおぇさ いぇ せすけつくっくうっ くぇ ょうぇゅくけいぇすぇ う こさっょこうしゃぇくっ くぇ こけょたけ
ょはとけすけ かっつっくうっ.
╁ こさぇおすうおぇすぇ くぇ ぇさしっくぇかしおうすっ かっおぇさう, いぇさぇょう けしけぉっくけしすうすっ くぇ 

ょっえくけしすすぇ, しっ くぇかぇゅぇ う しこってくぇ さっぇおちうは くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ, けしけ
ぉっくけ こさう しかせつぇう くぇ うくちうょっくすう う くっとぇしすくう しかせつぇう. [ぇぉけすぇすぇ こさう 
ゃいさうゃけけこぇしくう せしかけゃうは う こけあぇさけけこぇしくぇ しさっょぇ しないょぇゃぇ さうしお いぇ こけ
ゃっつっ すさぇゃきう, こさうつうくっくう けす いぇこぇかゃぇくっ うかう ゃいさうゃ, くけ さぇょけしすくけすけ 
っ, つっ しかせつぇうすっ くっ しぇ すけかおけゃぇ つっしすう, おけきっくすうさぇ けとっ ょ-さ ╋ったきっょけゃ. 
』っしすう しぇ しかせつぇうすっ くぇ きったぇくうつくう くぇさぇくはゃぇくうは, しゃなさいぇくう くぇえ-ゃっつっ し 
くぇさせてっくうっ くぇ うくしすさせおちううすっ くぇ ぉっいけこぇしくけしす. ′っ しぇ さっょおう う しかせつぇう
すっ, おけゅぇすけ しっ けおぇいゃぇ こなさゃぇ こけきけと くぇ さぇぉけすくけすけ きはしすけ いぇ しすさぇょぇとう 
けす ゃうしけおけ おさなゃくけ くぇかはゅぇくっ うかう おけかぇぉうさぇかう. ┿さしっくぇかしおうすっ かっおぇさう 
うきぇす ういゅさぇょっくぇ しうしすっきぇ しぇ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ しなし しこっちうぇかうしすうすっ けす 
]こってくぇ こけきけと, し おけうすけ しっ ょっえしすゃぇ しなゃきっしすくけ こさう こけ-すっあおうすっ しかせ
つぇう. 〉しかけゃうはすぇ, こさう おけうすけ しっ さぇぉけすう ゃ „┿さしっくぇか”, いぇょなかあうすっかくけ 
ういうしおゃぇす しすさけゅけ しこぇいゃぇくっ くぇ こさぇゃうかぇすぇ いぇ ぉっいけこぇしくけしす くぇ すさせょぇ けす 
しぇきうすっ さぇぉけすくうちう, おけっすけ いくぇつうすっかくけ くぇきぇかはゃぇ さうしおなす けす うくちうょっく
すう, こけょつっさすぇ ゃ いぇおかのつっくうっ ょ-さ ╋ったきっょ ╋ったきっょけゃ. 

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

]かっょ おぇすけ さぇいゅさけきうたぇ 《╉ „╀けすっゃ“- ╂なかなぉけゃけ くぇ しゃけは しすぇょうけく, 
《╉ “┿さしっくぇか 2000“ ゅけしすせゃぇたぇ くぇ 《╉ “╋うくぬけさ“ - [ぇょくっゃけ, おなょっすけ ょっちぇすぇ くぇぉけさ 

1999-2000 ゅ., ゃけょっくう けす ╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ, ゃなこさっおう くっおけきこっすっくすくけすけ しなょうえしすゃけ, し 
おさぇしうゃ ゅけか くぇ ╁かぇょうしかぇゃ ╃うきうすさけゃ (‶っさけすけ) こけぉっょうたぇ し 1:0.
‶さう くぇぉけさ 2001-2002 うゅさぇすぇ ぉってっ ういちはかけ ゃ おさぇおぇすぇ くぇ きぇかおうすっ ぇさしっくぇかちう. ] 

たっすすさうお くぇ ╈けぇく ╂っけさゅうっゃ う こけ っょうく ゅけか くぇ 『ゃっすけきうさ 『ぇくっゃ, ╀けさうしかぇゃ 』ぇおなさけゃ, 
╁ぇかっさう ╋うすっゃ 《╉ “┿さしっくぇか 2000“ こけぉっょうたぇ し 6:0.
╁ しかっょゃぇとうは しう きぇつ, おけえすけ とっ しっ うゅさぇっ ゃ しなぉけすぇ - 9-すう くけっきゃさう, ぇさしっくぇかちう こさう

っきぇす ¨《╉ “]かうゃっく 1“. ╃けきぇおうくしすゃけすけ っ くぇ ぇさしっくぇかちう, くぇつぇかけすけ くぇ しさっとぇすぇ e けす 
10,30 つぇしぇ.

                                                     ╋うさぇく ╋ぇょっくあうはく 

╋うかつけ ╋うかつっゃ っ きけょっかつうお, さぇぉけすう ゃ しせゃっくうさくうは ちった くぇ „┿さしっくぇか“.
¨こさっょっかは しっぉっ しう おぇすけ つけゃっお し きくけゅけ たけぉうすぇ, しさっょ おけうすけ う こけっいうはすぇ. 

╆ぇ つうすぇすっかうすっ くぇ ゃっしすくうお „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ すけえ かのぉっいくけ こさっょけしすぇゃう しゃけう 
しすうたけゃっ, こうしぇくう くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ.

し ゃいさうゃけけこぇしくう すけゃぇさう, っあっょくっゃくうはす うくしすさせお-
すぇあ っ いぇょなかあうすっかっく, けぉはしくはゃぇ さなおけゃけょうすっかはす 
くぇ いゃっくけすけ.  
╆ぇ さぇょけしす, しっさうけいっく くっとぇしすっく しかせつぇえ  すせお ょけ 

きけきっくすぇ くはきぇ. ′っょけしすぇすなつくけ  ゃくうきぇくうっ う くっ-
ぉさっあくけしす しぇ くぇえ-つっしすぇすぇ こさうつうくぇ いぇ うくちうょっく-
すうすっ. ╄ょうくしすゃっくぇすぇ すったくうおぇ, し おけはすけ さぇぉけすはす 
ぇさしっくぇかしおうすっ すけゃぇさけ-さぇいすけゃぇさぇつう, っ さなつくぇすぇ 
おけかうつおぇ. ‶けくはおけゅぇ しっ こけかいゃぇす う こけゃょうゅぇつう. ′け 
ゃ いゃっくけすけ うきぇ う おさぇくうしすう. ╄ょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ 
こさう くぇし っ しすぇすうしすうつおぇすぇ, せしきうたゃぇ しっ こけ けぉはしくう-
きう こさうつうくう さなおけゃけょうすっかはす ╃はくおけ ′ぇせきけゃ. 〈けえ 
くっ こさぇゃう さぇいかうおぇ きっあょせ しゃけうすっ たけさぇ - おけえ おぇ-
おなゃ っ. 〈せお ゃしうつおう しぇ くぇ さぇゃくう くぇつぇかぇ - う たけさぇすぇ 
けす ゅさぇょぇ, う けす しっかぇすぇ, う ぉなかゅぇさうすっ, う きけきつっすぇすぇ 
けす きぇかちうくしすゃぇすぇ, おけうすけ っょくぇおゃけ はおけ さぇぉけすはす. 
》けさぇすぇ こさう くぇし しっ こけいくぇゃぇす ょけぉさっ, こけゃっつっすけ 
しぇ けす っょくう う しなとう うかう ぉかういおう くぇしっかっくう きっしすぇ. 
〈ぇおぇ おけかっおすうゃなす しっ つせゃしすゃぇ こけ-ょけぉさっ う たけさぇすぇ 

こけ-かっしくけ しっ しぇきけけさゅぇくういうさぇす, おけゅぇすけ うきぇ しこって-
くぇ さぇぉけすぇ, ういゃなく さっょけゃくぇすぇ しきはくぇ, けぉはしくう けとっ 
てっそなす くぇ „]こっょうちうは“, つううすけ たけさぇ くっ しぇきけ こさう-
っきぇす きぇすっさうぇかう ゃ „┿さしっくぇか“, すけゃぇさはす ゅけすけゃぇすぇ 
こさけょせおちうは, くけ しなとけ こけっきぇす う ょっえくけしすう こけ ゃな-
すさってくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ さぇぉけすぇすぇ きっあょせ しすけ-
すうちうすっ ぇさしっくぇかしおう しすさせおすせさう くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
けさなあっえくうちぇすぇ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

がÜüí ç ÑÜ½ó
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╋╊〉¨【╊ 』╅ 》《-』〈╊]¨... - ╂けしこけあけ 】っさっゃぇ, すけゃぇ 

かう ぉってっ さぇぉけすぇすぇ, おけはすけ 
しう こさっょしすぇゃはたすっ? ╇いくっくぇ
ょぇくぇ かう しすっ けす こさけぉかっきうすっ, 
おけうすけ ╁う こけしすぇゃはす たけさぇすぇ?
-  ′っ, すけつくけ  すぇおうゃぇ しう ゅう 

こさっょしすぇゃはた う けつぇおゃぇた ょぇ 
ぉなょぇす. 〈けゃぇ, おけっすけ きっ ういくっ
くぇょゃぇ, っ, つっ  たけさぇすぇ くっ いくぇ
はす おなき おけゅけ ょぇ しっ けぉなさくぇす いぇ 
さぇいさってぇゃぇくっ くぇ こさけぉかっきぇ. 
¨しすぇゃぇき し ゃこっつぇすかっくうっすけ, 
つっ しこけさっょ すはた けぉとっしすゃっくうはす 
こけしさっょくうお っ かうちっすけ, おけっすけ 
きけあっ ょぇ さぇいさってう ゃしはおぇおゃう 
こさけぉかっきう けす ゃしはおぇおゃけ っし
すっしすゃけ う こさっょ ゃしはおぇ うくしすぇく
ちうは. ╉けっすけ こなお きっ くぇゃっあょぇ 
くぇ きうしなかすぇ, つっ ゃしっ けとっ くっ しぇ 
こけこせかはさくう そせくおちううすっ くぇ けぉ
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお う しかせ
つぇうすっ, こさう おけうすけ すけえ きけあっ ょぇ 
ぉなょっ  こけかっいっく  くぇ たけさぇすぇ. 

- 〈けっしす, ゅさぇあょぇくうすっ こさけ
ょなかあぇゃぇす ょぇ こさうっきぇす すぇいう 
うくしすぇくちうは おぇすけ こけしかっょくぇ, 
けす っょくぇ しすさぇくぇ, ぇ けす ょさせゅぇ 
- おぇすけ „ぇさきっくしおうは こけこ”? 
- ╃ぇあっ  くっ おぇすけ こけしかっょくぇ. 

╆くぇっえおう いぇ しなとっしすゃせゃぇくっすけ 
え, くはおけう は こけかいゃぇす おぇすけ けす
こさぇゃくぇ すけつおぇ. ╇ょゃぇす すせお, いぇ 
ょぇ しっ けさうっくすうさぇす くぇおなょっ ょぇ  
すさなゅくぇす. 

- ╇きぇてっ きくけゅけ ょっぉぇすう 
こさっょう  ういぉけさぇ ╁う いぇ けぉ
とっしすゃっく こけしさっょくうお けす
くけしくけ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
すぇいう うくしすうすせちうは ういけぉとけ 
ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ]っゅぇ, 
3 きっしっちぇ こけ-おなしくけ, おぇおゃけ 
っ ╁ぇてっすけ きくっくうっ くぇ ぉぇいぇ 
くぇぉかのょっくうはすぇ ╁う? ╇きぇ かう 
くせあょぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお 
けす けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお? 
- ¨こさっょっかっくけ, しなょっえおう けす 

すけゃぇ, つっ  ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
くぇきっしぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけ
しさっょくうお  ゃっつっ うきぇ くはおけかおけ 
さぇいさってっくう おぇいせしぇ しかっょ こけょぇ
ょっくぇ あぇかぉぇ. 〈けっしす, けこさぇゃょぇくぇ 
っ くっけぉたけょうきけしすすぇ. ′け, いぇ ょぇ 
きけあっ けぉとっしすゃっくうはす こけしさっょ
くうお  ょぇ うきぇ こけ-しきっかぇ う こけ-
っそっおすうゃくぇ くぇきっしぇ, すけゃぇ きけあっ 
ょぇ しっ こけかせつう し こさけきはくぇ ゃ 
‶さぇゃうかくうおぇ いぇ けさゅぇくういぇちうは
すぇ う ょっえくけしすすぇ  くぇ けぉとっしすゃっ
くうは こけしさっょくうお, ゃ おけはすけ はしくけ 
ょぇ しっ さっゅかぇきっくすうさぇす こさぇゃけ
きけとうはすぇ  きせ, いぇ ょぇ いくぇっ ゅさぇあ
ょぇくうくなす いぇ おぇおゃけ おけくおさっすくけ 
きけあっ ょぇ しっ けぉなさくっ おなき  くっゅけ. 
〈けゃぇ すさはぉゃぇ はしくけ, すけつくけ, うい
さうつくけ う おけくおさっすくけ ょぇ っ うい
こうしぇくけ. 〈っいう こさぇゃけきけとうはすぇ 
しつうすぇき, つっ しかっょゃぇ はしくけ ょぇ しっ 
さぇいこうてぇす, いぇ ょぇ くっ しっ  こさう
っきぇ, つっ しぇきけ ゃ っょうく しかせつぇえ  
きけゅぇす ょぇ すなさしはす こけしさっょくうおぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ -  いぇ ょっえしすゃうは 
うかう  ぉっいょっえしすゃうは くぇ きっしすくぇ
すぇ ゃかぇしす. ′け, おけゅぇすけ しっ おぇしぇっ 
う いぇ ょけしすぇゃつうちう くぇ おけくおさっす
くう せしかせゅう, すけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
せこけきっくっ すけつくけ  う はしくけ ゃ おけう 
しかせつぇう こけきぇゅぇ こけしさっょくうおなす, 
いぇ ょぇ きけあっ ゅさぇあょぇくうすっ ょぇ しっ 
けぉなさくぇす おけくおさっすくけ う はしくけ いぇ 
すけつくけ すっいう しかせつぇう. ′ぇかけあう
すっかくけ っ しなとけ ょぇ しっ おけくおさっ
すういうさぇ う すっさうすけさうぇかくうはす きせ 
けぉたゃぇす. ╆ぇとけすけ ぉっい すぇいう おけく
おさっすうおぇ  しっ けしすぇゃぇ しぇきけ し ょけ
ぉさけすけ くぇきっさっくうっ,  ぉっい ょぇ うきぇ 
ゃなきけあくけしす いぇ けおぇいゃぇくっ くぇ しな
ょっえしすゃうっ. ╁ こさけすうゃっく しかせつぇえ 
しっ こさっゃさなとぇき ゃ っょくぇ こけとっく
しおぇ おせすうは, おけはすけ こさっこさぇとぇ 
あぇかぉぇすぇ, くけ けすしさっとぇ しっ こけかせ
つぇゃぇ きなかつぇかうゃ けすおぇい. ‶けきけと 
くうおぇおゃぇ. ′はきぇ おけくおさっすうおぇ ゃ 
くけさきぇすうゃくぇすぇ さぇきおぇ, こけさぇょう 

おけはすけ ょぇょっくぇ うくしすうすせちうは ょぇ 
しっ つせゃしすゃぇ ょかなあくぇ ょぇ きう けすゅけ
ゃけさう. ╁ こさけすうゃっく  しかせつぇえ しなき 
し ゃなさいぇくう さなちっ. 

- ╉ぇお しっ けすくぇしはす うくしすうすせ
ちううすっ おなき ╁ぇてっすけ こけしさっょ
くうつっしすゃけ? 
- ╇いおかのつうすっかくけ しなき ょけゃけか

くぇ けす  きっしすけこけかけあっくうっすけ くぇ 
けそうしぇ くぇ けぉとっしすゃっくうはす こけ
しさっょくうお. ‶さっょたけょくうはす けぉ
とうくしおう しなゃっす, けこさっょっかうか 
きはしすけすけ くぇ こさうっきくぇすぇ くぇ けぉ
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお, しう っ 
しゃなさてうか きくけゅけ ょけぉさっ さぇぉけ
すぇすぇ, こけさぇょう こさけしすぇすぇ こさう
つうくぇ, つっ すせお, ゃ すぇいう しゅさぇょぇ, 
しっ くぇきうさぇす くぇえ-つっしすけ こけしっ
とぇゃぇくうすっ こせぉかうつくう うくしすうすせ
ちうう: ょぇくなつくぇ しかせあぉぇ, ╀のさけ 
こけ すさせょぇ, ょうさっおちうは „]けちう
ぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ”, しかせあぉぇ 
╂[┿¨.  ¨とっ けす しぇきけすけ くぇつぇかけ 
すせお こさけゃっょけた しさっとぇ し ょうさっお
すけさうすっ くぇ すっいう うくしすうすせちうう, 
しさっとぇき ょけぉさけくぇきっさっくけ けす
くけてっくうっ, ぇぉしけかのすくけ さぇいぉう
さぇくっ, あっかぇくうっ ゃいぇうきくけ ょぇ しう 
こけきぇゅぇきっ う ゃ うきっすけ くぇ さぇいさっ
てぇゃぇくっ こさけぉかっきうすっ くぇ ゅさぇあ
ょぇくうすっ. ╇ くぇえ-つっしすけ しっ しすう
ゅぇ ょけ さぇいさってぇゃぇくっ くぇ しこけさぇ 
うきっくくけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ ょけ
ぉさけすけ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ きっあょせ 
くぇし. ╃させゅけ, おけっすけ きう こさぇゃう 
ゃこっつぇすかっくうっ, っ, つっ こけくはおけ
ゅぇ しかせあうすっかう くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは,  おなき おけうすけ しっ 
けぉさなとぇき こけ こけゃけょ こけしすぇゃっく 
こさけぉかっき, あぇかぉぇ, すっ しつうすぇす, 
つっ すけゃぇ っ ぇすっしすぇす いぇ すはたくぇすぇ 
ゃ しかせつぇは くっょけぉさっ しゃなさてっくぇ 
さぇぉけすぇ. ╉さうすうおぇ, っょうく ゃうょ. 
┿ すけゃぇ くっ っ すぇおぇ. ′っ ゃうくぇゅう 
っ いぇさぇょう かけてけ ぇょきうくうしすさぇ
すうゃくけ けぉしかせあゃぇくっ. ╆ぇすけゃぇ 

しっ けこうすゃぇき ょぇ ょっえしすゃぇき う ゃ 
すぇいう こけしけおぇ: ょぇ こさけきっくは けす
くけてっくうっすけ くぇ くはおけう けぉとうく
しおう しかせあうすっかう, つっ すなさしっくっ
すけ うき ゃ しかせつぇは くっ っ おさうすうおぇ 
おなき すはたくぇすぇ さぇぉけすぇ, ぇ けすくけゃけ 
けこうす いぇっょくけ ょぇ さってうき ょぇょっく 
こさけぉかっき くぇ ゅさぇあょぇくうすっ.  ╃け 
すけいう きけきっくす さぇぉけすは こっさそっおす
くけ し けぉとうくしおぇすぇ  ぇょきうくう
しすさぇちうは, くけ うきぇ くはおけう しかせ
あうすっかう, おけうすけ しう きうしかはす, つっ 
しかっょ おぇすけ しなき しっ くぇきっしうかぇ, 
すけ  すけゃぇ っ くはおぇおゃぇ けちっくおぇ いぇ 
くっょけぉさっ しゃなさてっくぇ さぇぉけすぇ けす 
すはたくぇ しすさぇくぇ.

- ‶さうっきぇす ゅけ かうつくけ? 
- ╃ぇ, きけあっ ぉう.

- ╉ぇおゃう しかせつぇう ゃっつっ うきぇ 
さぇいさってっくう ぉかぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ ╁ぇてぇすぇ くぇきっしぇ? 
- ‶け-しおけさけ かうつくう ゃなこさけしう.

- ′ぇうしすうくぇ かう ぉなかゅぇさう
くなす くっ いくぇっ こさぇゃぇすぇ しう? 
- ╃ぇ, うきぇ う すぇおなゃ きけきっくす. 

╆ぇすけゃぇ おぇいゃぇき, つっ さけかはすぇ くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお っ う 
ょぇ こけゃうてぇゃぇ こさぇゃくぇすぇ おせかすせ
さぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ‶さぇゃう きう 
ゃこっつぇすかっくうっ, つっ きくけゅけ つっしすけ 
ゅさぇあょぇくうくなす うょゃぇ う けつぇおゃぇ 
ょぇ こけかせつう けす きっく うくそけさきぇ
ちうは おぇおゃけ うきぇ ょぇ こけかいゃぇ  おぇすけ 
しけちうぇかくけ こけょこけきぇゅぇくっ, こさう
きっさくけ. ‶けくはおけゅぇ ういこぇょぇ う ゃ 
しうすせぇちうは くぇ くはおぇおゃぇ そけさきぇ 
くぇ くっせょけゃかっすゃけさっくけしす, けしけぉっ
くけ, ぇおけ さぇいぉっさぇす, つっ くぇ こさぇお
すうおぇ くはきぇす こさぇゃけ ょぇ こけかいゃぇす 
ょぇょっくぇ しけちうぇかくぇ こけきけと うかう 
せしかせゅぇ.  ╉けゅぇすけ うき けすおぇいゃぇき.  
╄すけ ゃう う っょうく こさうきっさ: おぇすけ つっ 
かう くぇえ-きくけゅけぉさけえくう しぇ  こう
すぇくうはすぇ う ゃないさぇあっくうはすぇ いぇ 

こけかいゃぇくっすけ くぇ しけちうぇかくぇすぇ せし
かせゅぇ けぉとっしすゃっくぇ すさぇこっいぇさうは. 
‶けょぇゃぇくう しぇ きぇしけゃけ  きけかぉう,  
あぇかぉう けす すけゃぇ, つっ  すったくうすっ 
うしおぇくうは くっ しぇ せょけゃかっすゃけさっ
くう.  ╉ぇすけ すさなゅくっき, けぉぇつっ, ょぇ  
さぇいゅかっあょぇきっ おけくおさっすくうは こさう
きっさ こけ しなとっしすゃけ, しっ しすうゅぇ ょけ 
すけゃぇ, つっ  あぇかゃぇとうすっ しっ かうちぇ 
くっ こけこぇょぇす ゃ  くうすけ っょくぇ けす ちっ
かっゃうすっ ゅさせこう, おけうすけ うきぇす こさぇ
ゃけ ょぇ こけかいゃぇす すぇいう しけちうぇかくぇ 
せしかせゅぇ. ′け うきぇ たけさぇ, おけうすけ くっ 
きけゅぇす ょぇ ゅけ こさけせきっはす. ╁ おさぇえ
くぇ しきっすおぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ  
すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ 
っ けこさっょっかうかけ おけう しぇ ぉっくっそう
ちうっくすうすっ いぇ すぇいう せしかせゅぇ, おきっ
すうちぇすぇ しなし しゃけは いぇこけゃっょ しなとけ 
っ けこさっょっかうかぇ おけう しぇ ちっかっゃうすっ 
ゅさせこう し すけゃぇ こさぇゃけ. ¨ぉはゃっくう 
しぇ しさけおけゃっすっ, ょけしすぇゃつうちうすっ, 
くけ たけさぇすぇ こぇお けしすぇゃぇす くっせょけ
ゃかっすゃけさっくう う  こさけょなかあぇゃぇす ょぇ 
しう すなさしはす こさぇゃぇすぇ, ぉっい いくぇつっ
くうっ, つっ くっ こけこぇょぇす ゃ ゅさせこうすっ 
くぇ こけかぇゅぇとうすっ うき しっ すけゃぇ こさぇ
ゃけ . 』せゃしすゃぇす しっ けとっすっくう たけさぇ
すぇ くぇ 50-60 ゅけょうくう, おけうすけ くっ 
しぇ ゃ こっくしうけくくぇ ゃないさぇしす, おけうすけ 
しぇ ぇおすうゃくけ すなさしっとう さぇぉけすぇ, 
くけ こけさぇょう ゃないさぇしすすぇ くっ しぇ くぇ
いくぇつぇゃぇくう.  》けさぇ し くうしおう しけ
ちうぇかくう ょけたけょう, おけうすけ, けぉぇつっ, 
くっ こけこぇょぇす ゃ ちっかっゃぇすぇ ゅさせこぇ 
いぇ すぇいう せしかせゅぇ. ╇ すけゃぇ っ きくけゅけ 
すさせょくけ ょぇ しっ ぇしうきうかうさぇ.

- ┿ こけ こさうくちうこ あぇかゃぇと 
しっ つけゃっお かう っ ぉなかゅぇさうくなす? 
- ╃ぇ. 〈なあっく つけゃっお, つけゃっお, 

おけえすけ けぉうつぇ ょぇ しっ あぇかゃぇ. 』け
ゃっお, おけえすけ けぉうつぇ ょぇ せこさっおゃぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ う しつうすぇ, つっ すは っ 
きぇとったぇ う くっ しっ ゅさうあう ょけし
すぇすなつくけ. ╀うすせゃぇ う きくっくうっすけ, 
つっ うきぇ こさっけぉかぇょぇゃぇとぇ  っす

くうつっしおぇ こさけしかけえおぇ, おけはすけ しっ 
こけかいゃぇ けす ゃしうつおう ゃないきけあくう 
こさぇゃぇ いぇ しけちうぇかくけ こけょこけきぇ
ゅぇくっ う っょゃぇ かう くっ いぇ けしすぇ
くぇかうすっ ゅさぇあょぇくう くっ けしすぇゃぇす 
しさっょしすゃぇ. 

- ┿ こけょぇゃぇす かう しっ ぇくけ
くうきくう しうゅくぇかう? ╇きぇ っょくぇ 
すぇおぇゃぇ  けしけぉっくけしす くぇてうはす 
ぉなかゅぇさしおう たぇさぇおすっさ - ょぇ 
しっ あぇかゃぇきっ ぇくけくうきくけ, ぇ 
くはおけえ ょさせゅ ょぇ くう しゃなさてう 
さぇぉけすぇすぇ. ╃ぇ しっ しおさうっき いぇょ 
くっつうえ ゅさなぉ.
- ┿くけくうきくけしすすぇ  しっ こさけはゃはゃぇ 

ゃ しかっょくぇすぇ そけさきぇ: くっ しすさぇた 
けす ょなさあぇゃぇすぇ うかう ぇょきうくう
しすさぇすうゃくうは けさゅぇく, ぇ しすさぇたなす 
こさけういすうつぇ けす すけゃぇ ょぇ くっ しっ 
さぇいゃぇかはす ょけぉさけしなしっょしおう けす
くけてっくうは.

- ...すけっしす, すけこうき しなしっょぇ, くけ 
くっ あっかぇっき ょぇ さぇいぉっさっ, つっ 
すけゃぇ しきっ くぇこさぇゃうかう くうっ? 
- ¨こさっょっかっくけ.  ╅ぇかゃぇくっすけ 

けぉうおくけゃっくけ うょゃぇ けす すけゃぇ, つっ 
しなしっょなす くう こけ くはおぇおなゃ くぇつうく 
くう っ くぇさせてうか, しこけさっょ くぇし, 
こさぇゃぇすぇ う, すなえ おぇすけ くっ くぇきう
さぇきっ ょさせゅう くぇつうくう う しさっょしすゃぇ 
ょぇ さぇいさってうき すけいう しこけさ きっあ
ょせ くぇし しう, すけ しっ あぇかゃぇきっ けす 
くっゅけ, くけ ぇくけくうきくけ. ′ぇょはゃぇきっ 
しっ ょさせゅ ょぇ ゅう さぇいさってう こさけ
ぉかっきうすっ, ぇ くうっ ょぇ けしすぇくっき ゃ 
しはくおぇ, ういゃなく こけかっいさっくうっ. 

- ¨す おぇおなゃ すうこ しぇ こけょけぉくう 
ぇくけくうきくう あぇかぉけこけょぇすっかう?
- [ぇいかうつくう しぇ しうゅくぇかうすっ: 

っすぇあくぇ しけぉしすゃっくけしす, しこけさ いぇ 
うきけす, こさけぉかっきう し あうゃけすくう. 

- ┿ おけえ しっ あぇかゃぇ こけゃっつっ? 
╋なあっ, あっくう? 
- ‶さぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ あっ

くうすっ しぇ こけ-しきっかう ゃ ういさぇいはゃぇ
くっすけ くぇ  くっゅけょせゃぇくうっ うかう こなお 
ょさせゅう こさっすっくちうう, ゃ こうしきっくぇ 
うかう ゃ せしすくぇ そけさきぇ, ょけおぇすけ きな
あっすっ こけょぇゃぇす ぇくけくうきくう しうゅ
くぇかう うかう ょぇゃぇす うょっえくう こさっょ
かけあっくうは. 〈っ しつうすぇす, つっ すけゃぇ くっ 
おぇしぇっ しぇきけ すはた, ぇ う けしすぇくぇかう
すっ, くけ きくけゅけ ょなさあぇす ょぇ けしすぇくっ 
くっさぇいおさうすぇ しぇきけかうつくけしすすぇ うき. 
╁ すけいう しきうしなか きなあっすっ こけ-つっし
すけ しっ おさうはす いぇょ ぇくけくうきくけしすすぇ, 
いぇ さぇいかうおぇ けす あっくうすっ. 

- ┿ うきぇ かう  あぇかぉう しさっとせ 
さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは  ゃ ╉ぇいぇく
かなお? ╁ たけょぇ くぇ ょっぉぇすぇ けす
くけしくけ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす 
うくしすうすせちうはすぇ くぇ けぉとっしす
ゃっくうは こけしさっょくうお うきぇてっ 
ういさぇいっくう すっいう, つっ っょゃぇ かう 
くっ すぇいう うくしすうすせちうは しっ うい
こけかいゃぇ いぇ あぇかぉう しさっとせ 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ
ちうは.  ╁うっ おぇお さぇぉけすうすっ し 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇ
ちうは, こさけぉかっきう うきぇすっ かう? 
- ‶さぇゃう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ 

ゅさぇあょぇくうすっ きくけゅけ つっしすけ ょせぉ
かうさぇす あぇかぉうすっ しう, いぇとけすけ すっ 
うきぇす こさぇゃけ ょぇ ゅけ くぇこさぇゃはす, 
おぇすけ こけょぇょぇす あぇかぉぇ しさっとせ 
しなけすゃっすくぇすぇ  ょうさっおちうは ゃ けぉ
とうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは. 
╉ぇすけ つっ かう くはきぇす すなさこっくうっ 
ょぇ こさうおかのつう あぇかぉぇすぇ うき, ぇ 
っょくけゃさっきっくくけ こけょぇゃぇす . ╉なき 
くぇしすけはとうは きけきっくす くはきぇ けすおぇい 
けす しすさぇくぇ くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょ
きうくうしすさぇちうは こけ ょぇょっくぇ あぇか
ぉぇ. ]かせつゃぇかけ しっ っ ょぇあっ ょぇ さっ
てぇゃぇきっ う  ゃなこさけしう, しうゅくぇかう, 
おけうすけ くっ しぇ こけしすぇゃっくう ゃ こうし
きっくぇ そけさきぇ, くけ ゃ こさけちっしぇ くぇ 
さぇいゅけゃけさぇ すけえ っ ゃないくうおくぇか.  

- ┿ うきぇすっ かう しうゅくぇかう いぇ おけさせこちうは? ╁  
きぇくょぇすぇ くぇ こさっょてっしすゃっくうおぇ ╁う ぉはたぇ 
こけしすぇゃっくう しこっちうぇかくう おせすうう いぇ すけゃぇ. ╁ 
こなさゃうは ╁う さぇぉけすっく ょっく ╁うっ しぇきぇすぇ しこけ-
ょっかうたすっ, つっ しかっょ けすゃぇさはくっすけ うき すぇき しすっ 
くぇきっさうかう  しうゅくぇか けす さけょぇ くぇ: „╂けてけ 
おさぇょっ くぇそすぇ”.  ]っゅぇ おぇお っ? 
- ‶さぇゃう きう ゃこっつぇすかっくうっ, つっ ゅさぇあょぇくうすっ くっ 

こけかいゃぇす すっいう おせすうう. ‶けさぇょう すぇいう こさうつうくぇ 
きうしかは ょぇ っかうきうくうさぇき けす せこけすさっぉぇ おせすうはすぇ, 
さぇいこけかけあっくぇ くぇ いぇこぇょくうは おさぇえ くぇ しゅさぇょぇすぇ 
くぇ ′〈] - ぉうゃてぇすぇ させしおぇ おくうあぇさくうちぇ. 〈は くぇ 
すけゃぇ きはしすけ しすぇゃぇ くっういこけかいゃぇっきぇ. 

- ‶さうっきくう こけ しっかぇすぇ うきぇたすっ かう ゃっつっ? 
- ╁ くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ きう こさっょしすけう しさっとぇ し 

おきっすけゃっすっ くぇ くぇしっかっくうすっ  きっしすぇ, いぇ ょぇ せすけつ-
くうき おけくおさっすくけ おぇお う ゃ おぇおゃう しさけおけゃっ とっ しすぇ-
ゃぇ すけゃぇ, ょぇ ょけゅけゃけさうき う おけくおさっすくう こさうっきくう 
ょくう ゃ しっかぇすぇ. 

- ╁っつっ 3 きっしっちぇ しすっ くぇ すけいう こけしす. ╆ぇ 
すけゃぇ ゃさっきっ けすおさうたすっ かう くうてぇすぇ ゃなゃ ╁ぇ-
てぇすぇ さぇぉけすぇ, ゃ おけはすけ しかっょゃぇ ょぇ しっ たゃなさ-
かはす くぇえ-きくけゅけ せしうかうは? 
- 〈さはぉゃぇ ょぇ しっ  さぇぉけすう いぇ せすゃなさあょぇゃぇくっ-

すけ くぇ うくしすうすせちうはすぇ. ╋くけゅけ. ′ぇ こさぇおすうおぇ し 
きけは ういぉけさ しっ いぇとうすう しぇきぇすぇ うくしすうすせちうは くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, くけ いぇ せすゃなさあょぇゃぇ-
くっすけ え う ょけおぇいゃぇくっすけ くぇ くっえくぇすぇ こけかっいくけしす  
いぇ  ゅさぇあょぇくうすっ, こさっょしすけう きくけゅけ さぇぉけすぇ. ╁ 
くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ とっ いぇさぇぉけすう う しぇえす くぇ けぉ-
とっしすゃっくうは こけしさっょくうお, おけえすけ とっ っ おなき しぇえすぇ 

¨す 3 きっしっちぇ すは っ けぉとっしすゃっくうはす こけ
しさっょくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお. ╇いぉけさなす え  

くぇ 31-ゃう のかう すぇいう ゅけょうくぇ ぉっ こさっょてっ
しすゃぇく けす  ょなかゅぇ ょうしおせしうは, ういかういぇとぇ くぇ 
きけきっくすう けす ょけぉさうは すけく. ╇いぉさぇくぇ ぉっ し 
きくけいうくしすゃけ けぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす すさっ
すうは けこうす. ]ぇきうはす ういぉけさ くぇ けぉとっしすゃっく 
こけしさっょくうお  しっ こさけすけつう こけつすう ゅけょうくぇ.
】っさっゃぇ ゃこっつぇすかう しそけさきうさぇくぇすぇ いぇ 

ういぉけさぇ ╁さっきっくくぇ おけきうしうは けす しなゃっす
くうちう, あせさくぇかうしすう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
′‶¨ し ぇきぉうちうけいくぇすぇ しう おけくちっこちうは, いぇ
かぇゅぇとぇ くぇ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ, しなすさせょくう
つっしすゃけ う さぇぉけすぇ くぇ ょけぉさけゃけかっく こさうく
ちうこ けす きかぇょう のさうしすう.
╆ぇゃなさてうかぇ っ たうきうは う ぉうけかけゅうは ゃ ‶かけ

ゃょうゃしおうは せくうゃっさしうすっす, しかっょ おけっすけ う 
しつっすけゃけょしすゃけ くぇ こさっょこさうはすうっすけ ゃ ╇おけ
くけきうつっしおうは せくうゃっさしうすっす ゃなゃ ╁ぇさくぇ.
╇きぇ ぉけゅぇす けこうす ゃ ′‶¨ う ゃ つぇしすくうは 

しっおすけさ. 
╉けきせくうおぇすうゃっく う けすおさうす つけゃっお. ¨きな

あっくぇ っ, し っょうく しうく. ╀っいこぇさすうえくぇ.
╂うくおぇ 】っさっゃぇ っ こさっょしすぇゃうすっか くぇ ゅさせ

こぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお. ‶さっょう ょゃっ 
ゅけょうくう ぉっ う おぇくょうょぇす  いぇ けぉとうくしおう しな
ゃっすくうお けす すぇいう ゅさせこぇ.

...〉╅】[¨ ╇ [╅′╅〉]ぇ[? 
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〈は うくそけさきうさぇ こさけしゃっすくうは きうくうしすなさ いぇ しっさうけいくうすっ こさけ-
ぉかっきう くぇ ぉぇいぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ けぉせつぇゃぇす せつっくうちうすっ けす ておけかぇ-
すぇ くぇ 〈っけょけしうっゃ, おぇおすけ う いぇ ういゅけすゃっくうは こさっい すぇいう ゅけょうくぇ 
しなし しさっょしすゃぇ けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす ゃ さぇいきっさ くぇ 12 たうかはょう 
かっゃぇ ╇くゃっしすうちうけくっく こさけっおす いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかっく 
ちっくすなさ いぇ こさうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおう くぇせおう おなき ‶╋╂ „′うおけ-
かぇ ¨ぉさっておけゃ“. ╂うきくぇいうはすぇ さぇいこけかぇゅぇ し そうくぇくしけゃ さっしせさし いぇ 
こけょょなさあぇくっ う そせくおちうけくうさぇくっ くぇ  すぇおなゃ ちっくすなさ, くけ くっ う 
いぇ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ きぇすっさうぇかくぇすぇ きせ ぉぇいぇ, しっ せすけつくはゃぇ ゃ 
こうしきけすけ.
„╁しうつおう こけしすうあっくうは くぇ せつっくうちうすっ う せつうすっかうすっ ゃ ゅうきくぇ-

いうはすぇ ょぇゃぇす けしくけゃぇくうっ くぇ くっゅけゃけすけ さなおけゃけょしすゃけ う くぇ さな-
おけゃけょしすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ さぇぉけすはす ゃなさたせ うょっはすぇ 
いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかっく ちっくすなさ こけ こさうさけょけ-きぇすっきぇすう-
つっしおう くぇせおう おなき せつうかうとっすけ”, こうてっ ゃ こうしきけすけ しう おきっすなす ょけ 
きうくうしすなさ ╉かうしぇさけゃぇ.  
¨ぉとうくぇすぇ けつぇおゃぇ こけょおさっこぇ けすしすさぇくぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 

くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ ょぇ しなょっえしすゃぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ すけいう ちっくすなさ, すなえ おぇすけ しせきぇすぇ っ くっこけしうかくぇ いぇ けぉとうくしおうは 
ぉのょあっす, ぇ くっゅけゃぇすぇ いくぇつうきけしす けすょぇゃくぇ うきぇ くぇちうけくぇかくう うい-
きっさっくうは.

〈さうぉせくぇ  ┿さしっくぇか

╉ぇお ょぇ 
し き っ 

とぇしすかうゃう 
つさっい たさぇ-
くぇすぇ, おけはすけ 
おけくしせきうさぇ-
きっ? 
╉けう しぇ 

とぇしすかうゃう-
すっ たさぇくう 
う おぇおゃけ 
こけしかぇくうっ 
ういこさぇとぇ -
きっ ょけ ょさせ-
ゅうすっ つさっい 
すけゃぇ, おけっすけ 
はょっき? ╉ぇお-
ゃけ っ いぇ くぇし 
た さ ぇ く ぇ す ぇ ? 
‶なさゃうつくぇ 
こ け す さ っ ぉ -

くけしす, たさぇくうすっかくぇ しすけえくけしす, ゃうすぇきうくう, こさっあうゃはゃぇくっ, ういさぇい 
くぇ かのぉけゃ, しうゅせさくけしす う ゅさうあぇ うかう こさけしすけ いぇこなかゃぇくっ くぇ かうこ-
しう, おけうすけ くう すけさきけいはす?
¨すゅけゃけさう くぇ すっいう う くぇ けとっ ょっしっすおう ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう し 

たさぇくぇすぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ う たぇさぇおすっさうすっ, ょぇゃぇ こなさゃぇすぇ こけ さけょぇ 
しう おくうゅぇ せ くぇし „╉せかうくぇさくぇ こしうたけかけゅうは“. 
┿ゃすけさ くぇ すけおせ-とけ ういかはいかぇすぇ けす こっつぇす おくうゅぇ っ こしうたけかけあおぇ-

すぇ けす ╉ぇいぇくかなお ╋ぇさうは ]すっそぇくけゃぇ [ぇつっゃぇ.
„》さぇくぇすぇ, おけはすけ つけゃっお こさっょこけつうすぇ, こけょしおぇいゃぇ いぇ くっゅけゃうは 

たぇさぇおすっさ う こさけういたけょ”, っ すっいぇすぇ くぇ こしうたけかけゅぇ ╋ぇさうは [ぇつっゃぇ.
]こけさっょ くっは, たけさぇすぇ けす ]っゃっさけいぇこぇょぇ けぉうつぇす こけゃっつっ かのすう-

ゃう う こうおぇくすくう こけょこさぇゃおう, おけっすけ こなお けぉはしくはゃぇ すったくうは こけ-けし-
すなさ う こうこっさかうゃ っいうお - いぇ さぇいかうおぇ けす たけさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなておけ, 
おなょっすけ しっ おけくしせきうさぇ こけゃっつっ しかぇょおけ う すっしすけ, たさぇくぇ, たぇさぇお-
すっさくぇ いぇ ゅけしすけこさうっきくう う しこけおけえくう たけさぇ, しこけょっかう ぇゃすけさおぇすぇ 
くぇ „╉せかうくぇさくぇ こしうたけかけゅうは“. 
』っすうゃけすけ, „いぇつっくぇすけ“ こさっょう ょゃっ ゅけょうくう, っ し ぇきぉうちうはすぇ ょぇ 

しっ こさっゃなさくっ ゃ くぇしすけかくぇ おくうゅぇ いぇ ゃしっおう せゃぇあぇゃぇと う けぉう-
つぇと しっぉっ しう う いょさぇゃっすけ しう つけゃっお, ゃ しゃけっけぉさぇいっく せつっぉくうお こけ 
こしうたけかけゅうは う さぇいゅぇょぇゃぇくっ くぇ たぇさぇおすっさけゃうすっ けしけぉっくけしすう, ゃ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ いぇ おせかうくぇさう. 
╄くちうおかけこっょうはすぇ さぇいゅかっあょぇ う ゃなこさけしうすっ いぇ さぇいかうつくうすっ ゃう-

ょけゃっ たさぇくっくうは くぇ つけゃっお: しけちうぇかくけ, うょっえくけ, しゃけぉけょくけ, すなさ-
しう けすゅけゃけさうすっ くぇ そせくょぇきっくすぇかくうすっ ゃなこさけしう: 
„╂さはた かう っ つさっゃけせゅけょくうつっしすゃけすけ, おぇおゃけ っ こさっはあょぇくっすけ う 

おぇおゃけ きけあっ ょぇ くう こさうつうくう くぇしうかしすゃっくけすけ たさぇくっくっ?“
]こっちうぇかくぇ ゅかぇゃぇ ゃ おくうゅぇすぇ っ こけしゃっすっくぇ くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ 

たさうしすうはくしおう こさぇいくうちう う はしすうはすぇ, おけうすけ しっ こさうゅけすゃはす いぇ すはた. 
┿ゃすけさおぇすぇ っ こけょぉさぇかぇ うくすっさっしくう う いぇぉさぇゃっくう さっちっこすう けす 
さぇいかうつくう っすくけゅさぇそしおう けぉかぇしすう くぇ ╀なかゅぇさうは, こさうゅけすゃはくう けす 
ょっょうすっ くう いぇ さぇいかうつくうすっ こさぇいくうちう う くけしっとう しなけすゃっすくうすっ 
っくっさゅうう.
╁しうつおう しさっょしすゃぇ けす こさけょぇあぉぇすぇ くぇ „╉せかうくぇさくぇすぇ こしうたけかけ-

ゅうは“ とっ しっ ういこけかいゃぇす いぇ ういょぇゃぇくっすけ う くぇ ╉ぇすぇかけゅ くぇ とぇしす-
かうゃうすっ たさぇくう, おけえすけ とっ っ つぇしす けす ゅけかはきぇ くぇちうけくぇかくぇ おぇき-
こぇくうは.
╉くうゅぇすぇ くぇ ╋ぇさうは ]すっそぇくけゃぇ っ しゃけっけぉさぇいっく さっゃっさぇくし おなき 

こさけういゃけょうすっかうすっ くぇ ぉうけたさぇくう う こけつうすぇすっかうすっ くぇ いょさぇゃけ-
しかけゃくけすけ たさぇくっくっ.
¨そうちうぇかくぇすぇ しさっとぇ くぇ つうすぇすっかうすっ し „╉せかうくぇさくぇすぇ こしうたけ-

かけゅうは“ くぇ ╋ぇさうは ]すっそぇくけゃぇ ぉっ くぇ 7-きう くけっきゃさう ゃ ╉ぇいぇくかなお.

                                                      ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

《すいとおつすあせひて ╈けせさあ ぅかちかうあ:

╁きっしすけ けすつっす: 

 93-きぇ ゅさぇあょぇくう しぇ こけしっすうかう こさうっきくぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお けす 31-ゃう のかう ょけ  おさぇは 
くぇ きっしっち けおすけきゃさう. 
╁ 21 けす しかせつぇうすっ あぇかぉうすっ ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお しぇ ぉうかう ゃ こうしきっくぇ そけさきぇ. ╆ぇゃっょっ

くうすっ いぇ こっさうけょぇ こさっこうしおう こけ あぇかぉう しぇ 26. ¨しくけゃくうすっ ゃなこさけしう,  こけ おけうすけ しっ あぇかゃぇす う すなさ
しはす しなょっえしすゃうっ ゅさぇあょぇくうすっ, しぇ しゃなさいぇくう しなし しけちうぇかくけすけ こけょこけきぇゅぇくっ, うくそさぇしすさせおすせさぇすぇ, 
すさぇくしこけさすぇ, おぇおすけ う し  あぇかぉう しさっとせ ういおせこせゃぇくっすけ くぇ いぇょなかあっくうは  くぇ ゅさぇあょぇくう  おなき きけぉうか
くう けこっさぇすけさう けす そうさきぇ う かうこしぇすぇ くぇ せゃっょけきかっくうっ いぇ すけゃぇ. ]さっょ こけ-っおいけすうつくうすっ きけかぉう, けす
こさぇゃはくう ょけ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお, しぇ う きけかぉう いぇ しなょっえしすゃうっ こさう くぇいくぇつぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすぇ.
  〈なさしっくっすけ くぇ ゃないきけあくけしすう いぇ ういょぇゃぇくっ くぇ ╄╂′ くぇ  さけきしおう ょっちぇ, さけょっくう ゃ ╂なさちうは う 

すさぇくしこけさすうさぇくう  ょけ ╀なかゅぇさうは ぉっい くせあくうすっ ょけおせきっくすう, くけ かうてっくう ゃ きけきっくすぇ こけ すぇいう こさうつう
くぇ けす おぇおゃうすけ う ょぇ っ こさぇゃぇ う せしかせゅう, っ ょさせゅ ゃなこさけし, ぇくゅぇあうさぇと ゃ きけきっくすぇ ゃくうきぇくうっすけ くぇ 
けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお.  
] ╂うくおぇ 】っさっゃぇ さぇいゅけゃぇさはき ゃ こぇせいぇすぇ  きっあょせ しっしうは くぇ けぉとうくしおうは しなゃっす う こけさっょくぇ しさっとぇ 

し ゅさぇあょぇくう. ╆ぇ こなさゃうすっ ゃこっつぇすかっくうは, いぇ こさけぉかっきうすっ, こけせおうすっ う くぇしけおうすっ くぇ さぇぉけすぇすぇ え ゃ 
ぉなょっとっ. 

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ′ぇ すぇいう こさっこさぇすおぇ とっ 
うきぇ ゃしうつおけ ゃぇあくけ う おぇしぇっとけ ゅさぇあょぇくうすっ こけ 
けすくけてっくうっ さぇぉけすぇすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょ-
くうお, けこさっょっかっくう させぉさうおう. ┿い かうつくけ きくけゅけ 
くぇしすけはゃぇき いぇ けくかぇえく- あぇかぉぇすぇ. ╇きぇ ぇおすうゃくぇ 
っかっおすさけくくぇ こけとっくしおぇ おせすうは, すぇおぇ つっ ゅさぇあょぇ-
くうくなす, おけえすけ ぉう あっかぇか ょぇ こうてっ, くはきぇ くうおぇおゃぇ 
こさっつおぇ. ′ぇょはゃぇき しっ し すけいう しぇえす ょぇ しっ こけこせかは-
さういうさぇ けとっ ょっえくけしすすぇ. ╁ くけゃぇすぇ こさっこさぇすおぇ とっ 
うきぇ う させぉさうおぇ „┿おすせぇかくけ” - し くけゃうくう, ゃっしすう いぇ 
ょっえくけしすすぇ くぇ けぉとっしすゃっくうは こけしさっょくうお. ‶さっょ-
ゃうあょぇき こさっい ょっおっきゃさう ょぇ うくうちううさぇき しさっとぇ し 
ぉなょっとうすっ のさうしすう けす ╉ぇいぇくかなお - しっゅぇ しすせょっくすう 
ゃ ぃさうょうつっしおうすっ そぇおせかすっすう, くぇ おけはすけ しさっとぇ ょぇ 
けぉしなょうき ぉなょっとけすけ くう しなすさせょくうつっしすゃけ. ‶かぇ-
くうさぇき しなとけ ょぇ ゃないしすぇくけゃは つかっくしすゃけすけ くぇ うく-
しすうすせちうはすぇ けぉとっしすゃっく こけしさっょくうお ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ゃ ]ょさせあっくうっすけ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけしさっょくう-
ちう ゃ ╀なかゅぇさうは. ╁ くぇえ-しおけさけ ゃさっきっ こかぇくうさぇき 
う しこっちうぇかくぇ こさっいっくすぇちうは いぇ こけょさぇしすゃぇとうすっ, 
くぇゃなさてうかう 14 ゅけょうくう う こけかせつうかう こさぇゃけ くぇ 
こなさゃう ょけおせきっくす いぇ しぇきけかうつくけしす. 〈ぇいう しさっとぇ 
ういちはかけ とっ っ ぇょさっしうさぇくぇ おなき  すったくうすっ こさぇゃぇ 
う いぇょなかあっくうは, こさけういすうつぇとう けす こさうすっあぇゃぇくっすけ 
くぇ こなさゃうは ょけおせきっくす いぇ しぇきけかうつくけしす. ‶かぇくう-
さぇき う しさっとぇ いぇ ういぉうさぇすっかくうすっ こさぇゃぇ くぇ  くぇ-
ゃなさてうかうすっ こなかくけかっすうっ. ╃させゅぇ きけは うくうちうぇすうゃぇ 
とっ しぇ う しなゃきっしすくう  こさうっきくう  - きけう し ょっこせすぇすう 
けす さっゅうけくぇ こけ さぇいかうつくう ゃなこさけしう う こさけぉかっきう 
くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. 『っかすぇ  っ うくしすうすせちうはすぇ, おけはすけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇき, ょぇ くけしう さっぇかくぇ こけかいぇ くぇ たけさぇ-
すぇ.  ′ぇょはゃぇき しっ し けぉとう せしうかうは ょぇ せしこっっき. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

300 かっゃぇ いぇ こさぇいくうおぇ くぇ ゅさぇょ ╉さなく ょぇさうたぇ つかっくけゃっ-
すっ くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお.
╀かぇゅけょぇさっくうっ くぇ こけょけぉくう しこけきけとっしすゃけゃぇすっかしすゃぇ あう-

すっかうすっ くぇ ╉さなく う すったくうすっ ゅけしすう しう こけょぇさうたぇ ょゃぇ くっ-
ゃっさけはすくう こさぇいくうつくう ょくう, くぇ 2-さう う 3-すう くけっきゃさう. ‶け 
すさぇょうちうは ゅさぇょ ╉さなく こさぇいくせゃぇ ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ こさぇゃけ-
しかぇゃくうは こさぇいくうお ┿さたぇくゅっかけゃょっく.
‶っしくう, すぇくちう, くぇしすさけっくうっ ういこなかくうたぇ こかけとぇょぇ う ょけ-

きけゃっすっ くぇ おさなくつぇくう ゃ つっしす くぇ けぉとけゅさぇょしおけすけ ゃっしっかうっ.

╋╊』【《╇╊

¨╉¨ ¨ ╇¨╋

╆ぇ こけさっょくぇ ゅけょうくぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇゃぇす さぇきけ くぇ 
しゃけうすっ こさうはすっかう けす Kかせぉa こけ しこけさすくう すぇくちう „╉うぇさぇ-′“, 

し さなおけゃけょうすっかう ┿くすけくうは ╉ぇはさけゃぇ う ′うおけかぇえ 〈っくっゃ, おけうすけ 
し きくけゅけ っくすせしうぇいなき う せこけさしすゃけ けさゅぇくういうさぇす いぇ ゃすけさう こけさっ-
ょっく こなす ゃ ╉ぇいぇくかなお ′ぇちうけくぇかっく すせさくうさ こけ しこけさすくう すぇくちう.
‶さけはゃぇすぇ しなぉうさぇ くぇょ 100 すぇくちけゃう ょゃけえおう けす ちはかぇすぇ しすさぇ-

くぇ, ゃ さぇいかうつくう ゃないさぇしすう. ]なぉうすうっすけ っ くぇ 16-すう くけっきゃさう, 
しなぉけすぇ, ゃ しこけさすくぇ いぇかぇ “┿さしっくぇか“. ′ぇつぇかけすけ っ けす 10 つぇしぇ.
╅っしすなす くぇ ╄おしこっさすうすっ っ ゃ さぇいきっさ くぇ 300 かっゃぇ.

╇いかけあぉう
╃け 19-すう くけっきゃさう ゃ  ╂さぇょしおぇすぇ たせょけあっしすゃっくぇ 

ゅぇかっさうは ゃ ╉ぇいぇくかなお - ょけおせきっくすぇかくぇ そけすけ-ういかけあ-
ぉぇ  こけょ くぇょしかけゃ „╁け しかぇゃくけっ うきは ぉけかゅぇさしおけっ - 
ぉせょうすっかう けす ╉ぇいぇくかなておうは おさぇえ“. ╄おしこけいうちうはすぇ 
さぇいおぇいゃぇ いぇ かうつくけしすうすっ, ょけこさうくっしかう しなし いくぇくうっ-
すけ, すさせょぇ う ょぇさうすっかしすゃけすけ しう いぇ けこぇいゃぇくっ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおぇすぇ うょっくすうつくけしす. 

21-ゃう くけっきゃさう - 》せょけあっしすゃっくぇ ゅぇかっさうは, ╉ぇ-
いぇくかなお, 17. 30 つぇしぇ
╇いかけあぉぇ くぇ ╇ゃぇく ╂ぇえょぇさけゃ 

╉けくちっさすう

′ぇ 12-すう くけっきゃさう, 16.00 つぇしぇ, こか. „]っゃすけこけ-
かうし” ゃ ╉ぇいぇくかなお 
╁けっくくうはす ょせたけゃ けさおっしすなさ う ]きっしっくうはす ゃけえくうて-

おう たけさ くぇ 61-ゃぇ ]すさはきしおぇ きったぇくういうさぇくぇ ぉさうゅぇょぇ 
- ╉ぇさかけゃけ, とっ ういくっしっ こさぇいくうつっく おけくちっさす, こけしゃっ-
すっく  くぇ ‶さぇいくうおぇ くぇ しせたけこなすくうすっ ゃけえしおう - 19-すう 
くけっきゃさう. 

21-ゃう くけっきゃさう – 17.30 つぇしぇ,  ′』 „╁ないさけょっくぇ 
╇しおさぇ”
╉けくちっさす いぇ ╃っくは くぇ たさうしすうはくしおけすけ しっきっえしすゃけ 

╉うくけ

11-13 くけっきゃさう, 
╁けっくっく おかせぉ - ╉ぇいぇく-
かなお, 15.30 つぇしぇ 
‶さけあっおちうう くぇ ょけ-

おせきっくすぇかくう そうかきう, 
こけしゃっすっくう くぇ うしすけさう-
はすぇ くぇ ]せたけこなすくうすっ 
ゃけえしおう 

〈っぇすなさ

14-すう くけっきゃさう, ╁けっくっく おかせぉ ╉ぇいぇくかなお, 
19.00 つぇしぇ „‒くょなさゅさぇせくょ” - しこっおすぇおなか こけ 
すっおしす くぇ 》さうしすけ ╀けえつっゃ - ¨ぉとうくしおう すっぇすなさ 
„╊. ╉ぇぉぇおつうっゃ” 
21-ゃう くけっきゃさう - ╁けっくっく おかせぉ - ╉ぇいぇく-

かなお – 19.00 つぇしぇ  - „]ゃっおなさゃぇ” – しこっおすぇおなか 
くぇ ╃さぇきぇすうつっく すっぇすなさ - ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ 

〈ぇくちう

14-すう くけっきゃさう - 17.00 つぇしぇ ′』 „╁ないさけ-
ょっくぇ ╇しおさぇ” - ╉ぇいぇくかなお – ╆せきぉぇ - ょっきけく-
しすさぇちうう いぇ ょっちぇ 
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╉ちあすあてとちえひて ｠ちけつてそ ╆そこねかう:

』さそちそ あせえかしけてか はか けくいみえあて そて ╆ひしえあちけみ, てうひちおけ せあこ-たそつてあうみせけみて おちあすあてとちえ  たそ かうちそたかこつさけてか つぬかせけ ｠ちけつてそ ╆そこねかう
╉ぇおゃけ しゃなさいゃぇ „╋けさっ けす かの

ぉけゃ”, „╇きぇて こけとぇ” うかう 
„‶さっょぇえ くぇすぇすなお...” し あっくしおうすっ 
ょせてう けす ぇさしっくぇかしおうは ╆ぇゃけょ 4? 
′っ, くっ しきっ ゅう ゅかっょぇかう こけ すっかっゃう
いうはすぇ... ′け ╊のぉけゃすぇ おなき 』けゃっおぇ, 
]なこさうつぇしすうっすけ う けくぇいう ]なさちぇ
すけしす, おけはすけ しすさせう けす こけょけぉくう う 

けぉうつぇくう こさっょぇゃぇくうは, っ しなとぇすぇ, 
おぇおゃぇすけ ゃっょくぇゅぇ しっ けすおさうゃぇ こさう 
ょけこうさぇ し きかぇょうすっ う こけ-しすぇさう きけ
きうつっすぇ, し おけうすけ くう しさっとぇ こさっょ
しっょぇすっかおぇすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╋なゅかうあ
おうは いぇゃけょ ╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ. 
〈ぇいう しなさちぇすけしす くぇきうさぇ こけしすけ

ɋɪɟɳɢ

‒】〉╉╅〈╊〉【ぇ【 〉╅ ╋¨╇《【╅ 
╊ ¨]ょ′¨っ【╅はくくけ こけゃけょう ょぇ くぇこけきくは 

いぇ しっぉっ しう ゃ  っあっょくっゃうっ
すけ  くぇ ょっかくうおぇ - こさうはすっか
しおぇ こけきけと こさう さってぇゃぇくっ 
くぇ こさけぉかっきうすっ ゃ さぇぉけすぇすぇ, 
こけょおさっこぇ ゃ きけきっくすうすっ くぇ 
あうすっえしおぇ ぉけかおぇ, しこけょっかっ
くぇ さぇょけしす けす さぇょけしすすぇ くぇ 
ょさせゅうは こけおさぇえ かうつくうすっ う 
しっきっえくう こさぇいくうちう... 〈ぇいう 
しなさちぇすけしす ういけぉさっすぇすっかくけ 
こさっゃさなとぇ ょっかくうおぇ ゃ こさぇい
くうお し すさけゅぇすっかくう ういくっくぇょう, 
おけうすけ こけすゃなさあょぇゃぇす さっ
そさっくぇ けす っょくぇ こけつすう いぇぉ
さぇゃっくぇ こっしっく: ”′っ ゃしうつおけ っ 
こぇさう, こさうはすっかの, くっ ゃしうつおけ 
っ こぇさう...”. 〈ぇおぇゃぇ ういくっくぇょぇ 
こさっい しすさぇくうちうすっ くぇ „〈さうぉせ
くぇ ┿さしっくぇか” しぇ しこけょっかっくう
すっ ょせきう くぇ けぉうつ ゃ すぇいう こせぉ
かうおぇちうは, し おけはすけ あっくうすっ けす 
っおうこぇ くぇ ╆ぇゃけょ 4 う けしけぉっくけ 
けす ╇おけくけきうつっしおうは けすょっか, 
おぇいゃぇす ”』っしすうす のぉうかっえ!” くぇ 
しゃけはすぇ おけかっあおぇ う こさうはすっか
おぇ ′っょはかおぇ ╃うきうすさけゃぇ... 
╅っくぇすぇ, つうはすけ しなょぉぇ ぉっかっ
あう けす くぇつぇかけすけ っょくぇ しゃは
すけしす, おぇおゃぇすけ くけしう さけあょっ
くうはす え ょっく - ╃うきうすさけゃょっく.
‶けしゃっすっくう ゃ ょっかけすけ しぇ 

しぇきけ ょけゃっさっくう つけゃっちう, 
おぇすけ すっいう けす さっょぇおちうはすぇ くぇ 
そうさきっくうは ゃっしすくうお... ╇ おけ

╀けゅょぇくぇ ╉なくつっ
ゃぇ, くぇつぇかくうお ちった 
ゃ ╆ぇゃけょ 4:

′っかぇ ╃うきうすさけゃぇ 
- こけいくぇゃぇき は ちはかぇ 
ゃっつくけしす.╆ぇ きっくっ すは 
っ けかうちっすゃけさっくうっ 
くぇ ╃けぉさうは つけゃっお – 
かのぉはとぇ, ゃしっけすょぇえ
くぇ きぇえおぇ, こさっょぇくぇ 
こさうはすっかおぇ, けすかう
つっく こさけそっしうけくぇ
かうしす!
′っかう, ぇい う おけかっお

すうゃなす くぇ ちった 130  
すう つっしすうすうき 60-ゅけ
ょうてくうは のぉうかっえ う 
すう こけあっかぇゃぇきっ すけか
おぇゃぇ ゅけょうくう けとっ 
ょぇ ういこさぇとぇて いぇかっ
いぇ う ょぇ こけしさっとぇて 
ういゅさっゃぇ, すけかおけゃぇ 
ゅけょうくう けとっ ょぇ しっ 
さぇょゃぇて くぇ ぉぇゅさう
すっ くぇ っしっくすぇ, すけか
おけゃぇ ゅけょうくう けとっ 
ょぇ けしすぇゃはて すゃけうすっ 
しすなこおう こけ しくっゅぇ う 
とぇしすかうゃけ ょぇ しっ けこ
うゃぇて けす きうさうしぇ くぇ 
こさけかっすすぇ!

かっあおうすっ, さぇいぉうさぇ しっ...
╆ぇとけすけ ょっかけすけ っ しゃはすけ. 

╁しうつおけ, おけっすけ けすゃぇさは しなさちっすけ 
いぇ [ぇょけしすすぇ くぇ ょさせゅうは, っ しゃは
すけ... ╆ぇ ょぇ いぇさぇょゃぇす おけかっあおぇ
すぇ しう ′っょはかおぇ, おけはすけ くぇゃなさ
てう のぉうかっえくうすっ 60 くぇ 26-すう 
けおすけきゃさう, あっくうすっ こけおさぇえ 
╋ぇさうは ╋ぇいくっゃぇ しなぉうさぇす おぇすけ 
こつっかうつおう きっょぇ くぇ けぉうつすぇ ゃ 
くはおけかおけ しおなこう いぇ くっは しこけきっ
くう ゃ しくうきおう う ょけぉさう ょせきう. ′っ 
いぇとけすけ っ こさぇいくうお, ぇ いぇとけすけ ゃ 
しこけょっかっくうすっ し くっは ぉかういけ 40 
ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか” さぇぉけすっとうすっ し ′っ

ょはかおぇ しぇ けすょぇゃくぇ せしっすうかう う 
さぇいぉさぇかう, つっ すは いぇしかせあぇゃぇ ょぇ 
ぉなょっ いぇさぇょゃぇくぇ いぇさぇょう ゃしうつ
おけ, おけっすけ っ けしすぇゃうかぇ しかっょ 
しっぉっ しう, いぇさぇょう せこけさしすゃけすけ う 
しうかぇすぇ, し おけうすけ っ こさっぉけさうかぇ 
こさっょういゃうおぇすっかしすゃぇすぇ くぇ あう
ゃけすぇ. ╆ぇさぇょう けぉうつすぇ, おけはすけ 
さぇいょぇゃぇ.
„〈は っ こさっおさぇしくぇ きぇえおぇ, おけは

すけ しかっょ いぇゅせぉぇすぇ くぇ しなこさせゅぇ 
しう しぇきぇ けすゅかっあょぇ ょゃぇきぇすぇ しう 
しうくけゃっ, ょぇゃぇ うき けぉさぇいけゃぇくうっ 
う うき こけきぇゅぇ ょぇ せしこっはす ゃ あう
ゃけすぇ. ′っょはかおぇ っ ぉっいせこさっつっく  
う しおさけきっく つけゃっお, つけゃっお, おけえ
すけ くっ けぉうつぇ ょぇ ぉなょっ ゃ しゃっす
かうくぇすぇ くぇ こさけあっおすけさうすっ. 〈は 
っ つけゃっお, おけえすけ こさけしすけ しう ゃなさ

¨す ょさせゅぇすぇ しすさぇくぇ くぇ 
けゅかっょぇかけすけ:
 
 〈けえ きうくぇゃぇ いぇ くぇえ-こけ-

しすぇゃはくうは ゃ きけきっくすぇ ぉなか-
ゅぇさしおう ょさぇきぇすせさゅ ゃ ╄ゃさけ-
こぇ. ╇きっすけ きせ  ゃなさゃう さっょけき 
ょけ すっいう くぇ ]すぇくうしかぇゃ ]すさぇ-
すうっゃ, ╁ぇかっさう ‶っすさけゃ, ╇ゃぇく 
[ぇょけっゃ, ]すっそぇく 『ぇくっゃ. 
[ぇいかうおぇすぇ っ ゃ くっゅけゃぇすぇ 

せくうおぇかくぇ しぇきけぉうすくけしす う 
こうこっさかうゃけ つせゃしすゃけ いぇ たせ-
きけさ, おけうすけ こさぇゃはす すっおしすけ-
ゃっすっ きせ さぇいこけいくぇゃぇっきう, 
ぉっいせきくけ しきってくう くぇ こけ-
ゃなさたくけしすすぇ う こぇさっとけ ぇおすせ-
ぇかくう ゃ ょなかぉけつうくぇ. 
《ぇおす, ゃうょうき  う けす こけ-

さっょくけすけ くっゅけゃけ いぇゅかぇゃうっ, 
こけしすぇゃっくけ いぇ こなさゃう こなす 
すけいう しっいけく くぇ おぇいぇくかなておぇ 
しちっくぇ - こさっきうっさぇすぇ くぇ けぉ-
とうくしおう すっぇすなさ „╊のぉけきうさ 
╉ぇぉぇおつうっゃ”, こけしゃっすっくぇ くぇ 
15-すぇ ゅけょうてくうくぇ くぇ すっぇすな-
さぇ - „‒くょなさゅさぇせくょ”. 
╆ぇょ せくうおぇかくうは こさけつうす くぇ 

くはおけかおけすけ きうくうぇすのさう くぇ 
》さうしすけ ╀けえつっゃ, けぉっょうくっくう 
こけょ うきっすけ „‒くょなさゅさぇせくょ”, 
しすけう  こさっおさぇしくぇすぇ さっあう-
しぬけさしおぇ さぇぉけすぇ くぇ こなさゃうは 
„╂けしこけょぇさ くぇ っそうさぇ” ╃っえ-
ゃうょ ]かぇゃつっゃ う すさせこぇすぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ.
 „‒くょなさゅさぇせくょ” っ せくうおぇ-

かっく こけゅかっょ ゃなさたせ こさけぉかっ-
きうすっ いぇ しきうしなかぇ くぇ つけ-
ゃっておうは あうゃけす う きっつすうすっ, 
いぇ ゃさっきっすけ, ょさっぉくうすっ くう 
っあぉう う しすさっきっあう, いぇ ゃすけ-
さぇつゃぇくっすけ くう ゃ きぇすっさうぇか-
くけすけ おぇすけ ちっか う しきうしなか くぇ 
ょせたけゃくけすけ ゃ あうゃけすぇ くう. ╆ぇ 
きっつすうすっ  - つぇくすう けす ういおせしす-
ゃっくぇ おけあぇ, けぉさっつっくう くぇ 
くっしぉなょゃぇくっ, こけさぇょう すはた-
くぇすぇ くうとけあくけしす. 
╆ぇ うくっさすくけしすすぇ くう う こけ-

しけつゃぇくっすけ し こさなしす くぇ ょさせ-
ゅうすっ,  かうてっくう けす きぇすっさうぇか-
くぇすぇ しせっすぇ くぇ あうゃけすぇ. 

》さうしすけ ╀けえつっゃ - くはきぇ こさはおけさ.  ╆ぇ しきっすおぇ くぇ すけゃぇ うきっすけ きせ 
しこけおけえくけ きけあっ ょぇ ぉなょっ いぇきっしすっくけ おぇすけ っきぉかっきぇ いぇ さぇいこけい-

くぇゃぇっきけしす し うきっすけ くぇ くっゅけゃぇ こうっしぇ „‶けかおけかゃうくなおす-こすうちぇ” うかう し 
„¨くけゃぇ くっとけ”. 
 ╃ゃっ けす っきぉかっきぇすうつくうすっ きせ すゃけさぉう, おけうすけ しっ うゅさぇはす こけゃっつっ けす 2 

ょっしっすうかっすうは くぇ っゃさけこっえしおぇ しちっくぇ. 
╇くぇつっ: くっこけこさぇゃうき ¨ゃっく. 》かぇこぇておう ゃうさけゅかぇゃ , ゃなこさっおう 63-すっ 

しう かぇいぇさくうおぇ う ょせいうくぇすぇ すゃけさつっしおう けこうす いぇょ すはた. 
[けょっく っ ゃ ╂けさくけけさはたけゃしおけ, しっかけ ┿ゅかぇゃっち ょけ ‶けかしおう 〈さなきぉって. 
13-ゅけょうてっく, しすぇゃぇ ゅさぇあょぇくうく - し さけょうすっかうすっ しう しっ きっしすう ゃ ‶けか-

しおう 〈さなきぉって, おなょっすけ せつう ゃ すったくうおせき, ぇ しかっょ すけゃぇ いぇゃなさてゃぇ う 
きぇてうくくけ うくあっくっさしすゃけ ゃ [せしっ. 
╇きぇ  しけかうょっく  しすぇあ  おぇすけ きぇてうくっく うくあっくっさ. ‶さっい 1985 ゅ.  いぇ-

こうしゃぇ ゃすけさけ ゃうしてっ - すっぇすさぇかくぇ おさうすうおぇ ゃなゃ ╁╇〈╇╆, くけ すぇおぇ う くっ 
しすうゅぇ ょけ ょうこかけきうさぇくっ. ╃うこかけきうすっ きせ しぇ  ょっしっすおうすっ  きせ しこっおすぇおかう 
, おけうすけ こなかくはす すっぇすさうすっ くぇ ╄ゃさけこぇ.  
╆ゃっいょぇすぇ きせ ういゅさはゃぇ けとっ ゃ っこけたぇすぇ くぇ いさっかうは しけちうぇかういなき - 

こさっい 1980 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ こさぇゃう そせさけさ し こなさゃぇすぇ しう こうっしぇ けとっ 
„¨くけゃぇ くっとけ“. ‶さっい 1989 ゅ. こけかせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇすぇ „╃さぇきぇすせさゅ くぇ 
ゅけょうくぇすぇ“.
‶さけきはくぇすぇ 9 ゅけょうくう こけ-おなしくけ ゅけ こさっゃさなとぇ ゃ くぇえ-せしこってくうは すなさ-

ゅけゃしおう ぇゅっくす せ くぇし - し こさうはすっか ういょぇゃぇ ゃっしすくうお „╉なょっ っ くぇえ-っゃすう-
くけ“. ┿きぉうちううすっ きせ, けぉぇつっ, くっ しこうさぇす ょけ すせお う こさっい 1996 ゅ.  いぇっょくけ 
し ╇ゃぇく ╉せかっおけゃ しっ おぇくょうょぇすうさぇ ゃ こさっいうょっくすしおぇすぇ おぇきこぇくうは. ′ぇ 
くっゅけ っ けすさっょっくぇ さけかはすぇ くぇ ゃうちっ. 〈ぇくょっきなす, こさけつせか しっ し おせかすけゃけすけ 
„【な しな けこさぇゃうき” ゃ すっかっゃういうけくくけすけ ういょぇくうっ くぇ „╁ぇさうぇくす 3” う こけ-
おけえくぇすぇ ゃっつっ あせさくぇかうしすおぇ ╅うゃおぇ ╂うつっゃぇ, こっつっかう  100 000 ゅかぇしぇ.
‶けしかっょくぇすぇ きせ こうっしぇ „‶けかおけゃくうおなす-こすうちぇ“ うきぇ 17 こけしすぇくけゃ-

おう ゃ つせあぉうくぇ - ゃ ╋ぇおっょけくうは, ╀っかゅさぇょ, ‶さぇゅぇ, ╊けくょけく, ‶ぇさうあ, 
【ゃっちうは, ╂ぬけすっぉけさゅ, [うき, ╀ぇさしっかけくぇ, ╉ぇくぇょぇ, ょゃっ ゃ ╊けし ┿くあっかうし, 
]┿】, ╂なさちうは, ╉うこなさ, ╀さのおしっか. 
╆ぇ こけさっょうちぇすぇ しう せしこってくう こけしすぇくけゃおう くぇ っゃさけこっえしおうすっ しちっくう 

》さうしすけ ╀けえつっゃ っ くけしうすっか くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇ くぇゅさぇょぇ いぇ ょさぇきぇすせさ-
ゅうは くぇ ╀さうすぇくしおうは しなゃっす. 
╀けえつっゃ っ こけつっすっく ゅさぇあょぇくうく くぇ ‶けかしおう 〈さなきぉって う つかっく くぇ 

‶っすさけゃしおぇすぇ ぇおぇょっきうは いぇ くぇせおぇ う ういおせしすゃけ, けしくけゃぇくぇ けす ‶っすなさ I.

》さうしすけ╀けえつけゃういきう:  

Казанлък не е провинция. 
Любов, сиромашия и простотия не могат да се скрият.
Всичко е суета.
Наркомани и проститутки има там, където има мафия. 

А бездомни кучета видиш ли някъде по улиците, да знаеш, че 
въобще няма държава.

Живея с усещането, че съм временно тук, но не съм открил 
още мястото, където да искам да остана. 

- 〈けかおけゃぇ かう っ ゃったす あう-
ゃけすなす くう う 〈せお う 〈ぇき, ╂けさっ 
う ╃けかせ, つっ  つけゃっておうすっ くう 
いっきくう きっつすう しっ けおぇいゃぇす 
こさっおぇかっくけ きぇすっさうぇかくう, くけ, 
いぇ あぇかけしす, ゅけ さぇいぉうさぇきっ  
そぇすぇかくけ おなしくけ? 
- ‶なさゃけ ょぇ ぉかぇゅけょぇさは いぇ 

ぉかっしすはとぇすぇ こけしすぇくけゃおぇ くぇ 
おぇいぇくかなておうは すっぇすなさ. ╂かっょぇき 
いぇ こなさゃう こなす こけしすぇくけゃおぇ くぇ 
ゃぇてうは すっぇすなさ う しなき ういおかの-
つうすっかくけ ゃこっつぇすかっく. ‶けしすぇ-
くけゃおぇすぇ „‒くょなさゅさぇせくょ” っ 
ういおかのつうすっかくぇ. ′ぇこけしかっょなお 
うきぇ ょけしすぇ ょけぉさう こさけつうすう くぇ 
すけいう しこっおすぇおなか. ╋けあっ ぉう いぇ-
とけすけ っ くっせしすけうき, くっこさっしなた-
ゃぇと つけゃっておうはす しすさっきっあ ょぇ 
しっ ぉけさうき, すゃけさちうすっ すなさしはす, 
たけさぇすぇ すなさしはす. ′っ しっ こさうきう-
さはゃぇ つけゃっておうはす さけょ し すけゃぇ, 
おけっすけ うきぇ.  [ぇょゃぇき しっ, つっ すけいう 
すっおしす, おけえすけ しっ うゅさぇっ ゃっつっ 20 
ゅけょうくう こけ っゃさけこっえしおうすっ すっ-
ぇすさぇかくう しちっくう, くけしう すぇおけゃぇ 
こけしかぇくうっ う くぇょっあょぇ. [ぇょゃぇき 
しっ, つっ すけゃぇ こけしかぇくうっ, せきっかけ 
こさっょぇょっくけ けす さっあうしぬけさ う ぇお-
すぬけさう, しすうゅくぇ ょけ こせぉかうおぇすぇ.

- ╉なょっ つっすぇす „‒くょなさゅさぇ-
せくょ” し こけゃっつっ しなかいう - ゃ ゅけ-
かっきうすっ ゅさぇょけゃっ うかう ゃ こさけ-
ゃうくちうはすぇ?
- ┿い くっ ょっかは きっしすぇすぇ すぇおぇ. 

′っとけ こけゃっつっ: くぇこけしかっょなお 
ょけさう いぇぉっかはいゃぇき, つっ ゃうしけおう-
すっ こけしすうあっくうは  ゃ すっぇすなさぇ しぇ 
うきっくくけ ゃ こさけゃうくちうはすぇ, ぇおけ 
ゃなけぉとっ きけあっき すぇおぇ ょぇ ゅけゃけ-

さうき.  〈けゃぇ っ っゃさけこっえしおけ はゃかっ-
くうっ. ]っゅぇ しっ ゃさなとぇき けす [せしうは 
う すぇき ゃうょはた しなとけすけ: こさうきっさ-
くけ ゅさぇょ こけょ 2 きうかうけくぇ あうすっ-
かう しっ しきはすぇ いぇ こさけゃうくちうは, すぇき 
しなとけ ゃうょはた こさっおさぇしくう こけしすぇ-
くけゃおう.  ]なし しなとぇすぇ すぇいう きけは 
こけしすぇくけゃおぇ „‒くょなさゅさぇせくょ” 
ぉはた こけおぇくっく ゃ ]すさせきうちぇ - ╋ぇ-
おっょけくうは, ゃ くぇつぇかけすけ くぇ かはすけ-
すけ. ¨すうゃぇき すぇき, ぉっい おぇおゃうすけ 

てう けすかうつくけ さぇぉけすぇすぇ, ゅさうあう 
しっ くっ しぇきけ いぇ ょっちぇすぇ しう, くけ 
う いぇ ゃしっおう, おけえすけ うきぇ くせあょぇ 
- ゃしっけすょぇえくぇ っ. ╇しおぇきっ ょぇ くぇ
こさぇゃうき くっとけ いぇ くっは し ょけぉさけ, 
おけっすけ ょぇ は いぇさぇょゃぇ, いぇとけすけ すは 
ゅけ いぇしかせあぇゃぇ. 】っ くう しっ, おぇすけ 
くっえくう おけかっあおう, おけうすけ いくぇはす 
すけゃぇ, ょぇ くぇせつうき, つっ くっ しぇきけ 
くうっ う くぇえ-ぉかういおうすっ たけさぇ,  くけ 
う ゃしうつおう, おけうすけ こけいくぇゃぇす ′っ
ょはかおぇ, きうしかはす すけゃぇ いぇ くっは!” – 
さっょう ょせきうすっ しうくょうおぇかうしすおぇすぇ 
╋ぇさうは. ╇ くぇこなかくけ しこけょっかは 
おぇいぇくけすけ けす いぇきっしすくうお-ょうさっお
すけさぇ くぇ いぇゃけょぇ ╋ぇさうくぇ ]っか
ょぇさけゃぇ: ”╆ぇ ′っかう ╃うきうすさけゃぇ 
- ょゃっ ょせきう: ╋ぇえおぇ 〈っさっいぇ いぇ 
ゃしうつおう けす ╆ぇゃけょ 4”.
╉けゅぇすけ けぉうつすぇ っ ゃいぇうきくぇ, 

すは しっ せしっとぇ. ]うゅせさくけ いぇすけゃぇ 
うきっくくけ し おけかっあおうすっ ′っょはかおぇ 
しこけょっかは かうつくうは しう こさぇいくうお う 
ゅう しなぉうさぇ くぇ すなさあっしすゃけ ゃ おぇ
いぇくかなておう さっしすけさぇくす. ′け こさぇい
くうおなす こけつゃぇ こさっょう すけゃぇ. ¨とっ 
ゃ こなさゃうは さぇぉけすっく ょっく しかっょ 
しなぉけすくうは ╃うきうすさけゃょっく, ゃ おぇ
ぉうくっすぇ くぇ ╉′]╀ ゃ ╋なゅかうあおうは 
いぇゃけょ, ′っかう は けつぇおゃぇ ういくっくぇ
ょぇ おぇすけ こけ そうかきうすっ. ╉けかっあ
おうすっ しぇ こさうゅけすゃうかう すけさすぇ, 
しゃっとう, そけっえさゃっさおう... ╃ぇあっ 
こせさうつおう し こけあっかぇくうは, おけうすけ 
ゃしはおぇ けす すはた すっゅかう いぇ おなしきっすぇ 

くぇ のぉうかはさおぇすぇ. ╆ぇとけすけ は けぉう
つぇす う ちっくはす.       
╃けてかぇ おぇすけ こかぇくけゃうお ゃ „┿さ

しっくぇか” しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
ゃうしてっすけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ ゃ 
╇おけくけきうつっしおうは ゃ ]けそうは こさっい 
1976-すぇ, ぇ こさっょう すけゃぇ - くぇ 
おぇいぇくかなておぇすぇ ゅうきくぇいうは „╉う
さうか う ╋っすけょうえ”, こさっい 1992-
さぇ, ′っょはかおぇ ╃うきうすさけゃぇ しすぇゃぇ 
くぇつぇかくうお くぇ けすょっかぇ. ¨す 2001 
ゅけょうくぇ さぇぉけすう おぇすけ うおけくけきうしす 
ゃ ╆ぇゃけょ 4 ょけこさっょう こっす ゅけょうくう, 
おけゅぇすけ こけっきぇ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ けすょっか „╇おけくけきうつっしおう”. ╆ぇ 
ゃすけさう こなす すぇいう ゅけょうくぇ ′っかう 
とっ しっ せしきうたゃぇ くぇ ぇさしっくぇかちう 
けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇゃぇすぇ. ╅う
ゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ しっ さぇょゃぇ 
くぇ こけさぇしくぇかうすっ しうくけゃっ, おけう
すけ, こさっぉけさうかう あうすっえしおうすっ 
けぉしすけはすっかしすゃぇ, ょくっし しぇ ゃっつっ 
うしすうくしおぇすぇ きぇえつうくぇ けこけさぇ. 
╉けゅぇすけ いぇ のぉうかっは ょゃぇきぇすぇ こけ
ょぇさはゃぇす くぇ ′っかう いかぇすくけ ぉうあせ 
し そけさきぇすぇ くぇ しなかいぇ, こけあっかぇ
くうっすけ っ こさけしすけ う しきうしかっくけ, いぇ
とけすけ こさっい くっゅけ こさけいうさぇ ̈ ぉうつ: 
”′っおぇ すけゃぇ ぉなょっ こけしかっょくぇすぇ 
きぇえつうくぇ しなかいぇ!”. ¨ぉうつ, おなき 
おけはすけ けす しなさちっ しっ こさうしなっょう
くはゃぇ う おけかっおすうゃなす けす ╆ぇゃけょ 4. 
[ぇいぉうさぇ しっ - う さっょぇおちうはすぇ くぇ 
„〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

〈けくう ‶っすおけゃぇ, うおけくけきうしす ゃ ╆ぇゃけょ 4:

╁うくぇゅう せしきうたくぇすぇ, いくぇっとぇ おぇおゃけ うしおぇ, おぇおゃけ すさはぉゃぇ ょぇ しすぇくっ, ゃうくぇゅう し こけいうすうゃくぇ くぇゅかぇしぇ! 〈けゃぇ っ すは - ′っかう ╃うきうすさけゃぇ. 
〈させょけ っ し きぇかおけ ょせきう ょぇ さぇいおぇあって いぇ つけゃっお, し おけゅけすけ さぇぉけすうて 37 ゅけょうくう.
]おなこぇ ′っかう, ゃうくぇゅう っ ぉうかけ こさうはすくけ う かっしくけ ょぇ しっ さぇぉけすう し すっぉ, けすかうつっく こさけそっしうけくぇかうしす う ょけぉなさ こさうはすっか.

╀かぇゅけょぇさは すう, つっ すっ うきぇ!

╅っかぇは すう けすかうつくけ いょさぇゃっ う ょなかゅけかっすうっ, とぇしすうっ う しぉなょゃぇくっ くぇ きっつすうすっ!

╁ぇくは ╃けしっゃぇ, 
くぇつぇかくうお ¨〈╉ 
╆ぇゃけょ 4:

╃けぉなさ こさうはすっか, 
けすかうつっく こさけそっ
しうけくぇかうしす う せゃぇ
あぇゃぇく さなおけゃけょう
すっか. 〈なさこっかうゃぇ う 
こけしかっょけゃぇすっかくぇ 
ゃ しすさっきっあぇ しう 
ょぇ せぉっょう ょさせゅう
すっ ゃ こさぇゃけすぇすぇ くぇ 
しゃけうすっ さってっくうは.
╋ぇえおぇ いぇ こさうきっさ! 
╁ないこうすぇかぇ ょゃぇきぇ 
ょけぉさう う せしこっかう 
しうくけゃっ. ╁しっけすょぇえ
くぇ おなき しっきっえしすゃけ
すけ う ぉかういおうすっ しう, 
けこけさぇ いぇ ゃしうつおう ゃ 
あうゃけすぇ.
′っかう, つっしすうす 

のぉうかっえ! ╀なょう 
あうゃぇ う いょさぇゃぇ う 
ゃしっ すぇおぇ けぉうつぇ
くぇ う くっけぉたけょうきぇ 
くぇ しっきっえしすゃけすけ う 
こさうはすっかうすっ しう!

╋ぇさうくぇ ]っかょぇ
さけゃぇ, いぇき.-ょうさっお
すけさ くぇ ╆ぇゃけょ 4:

╆ぇ ′っかう ╃うきうすさけ
ゃぇ ょゃっ ょせきう: ╋ぇえおぇ 
〈っさっいぇ いぇ ゃしうつおう けす 
いぇゃけょ 4!

う ょぇ っ ぉうかけ けつぇおゃぇくうは. ]すさせ-
きうちぇ っ きぇかおけ ゅさぇょつっ, ゃ こなすう 
こけ-きぇかおけ けす ╉ぇいぇくかなお. ¨すう-
ゃぇき, ゅかっょぇき つうすぇかうとっすけ, おせか-
すせさくうは ょけき, ゃしうつおけ こかぇつっ いぇ 
さっきけくす. ╀っょくけしす!  ╉ぇいゃぇき しう, 
おぇお しっ きなつぇす すっいう たけさうちぇ. ╆ぇ-
こけつくぇ  しこっおすぇおなかなす - けくっきはた! 
〈ぇおけゃぇ ゃうしけおけ こけしすうあっくうっ くっ 
きけあって ょぇ ゃうょうて ゃ しすけかうつくう 
ゅけかっきう すっぇすさう.  〈ぇ, くはきぇ いくぇ-
つっくうっ おなょっ っ すっぇすなさなす, ぇ し 
おぇおゃぇ ょせてぇ しっ こなかくう すけえ.
 
- ╉ぇお しう けぉはしくはゃぇすっ すけゃぇ, 

ゅ-く ╀けえつっゃ? ┿くゅっかうすっ きぇえ 
ゃっつっ あうゃっはす ゃ こさけゃうくちうは-
すぇ, くっ ゃ しすけかうちうすっ? 
- ┿きう, すけ ]けそうは ゃっつっ くっ っ いぇ 

あうゃけす. ‶さけすっしすう ゃしっおう ょっく, 
しこうさぇ しっ ょゃうあっくうっすけ, くぇこさっ-
あっくうっ, きなつくけ しっ あうゃっっ ゃっつっ 
すぇき. ╇ ぇくゅっかうすっ ゃっつっ ゅう くはきぇ 
すぇき. 〈け, しなゃしっき しおけさけ くっ けす 
]けそうは, けす ╀なかゅぇさうは とっ ういぉは-
ゅぇす ぇくゅっかうすっ.

- ╆ぇとけ  くけしうき けとっ きっつすう-
すっ しう う ょけおけゅぇ ゃ つぇくすう けす 
ういおせしすゃっくぇ おけあぇ? 
- 〈ぇおぇ とっ ゅう くけしうき, ょけおぇすけ 

いぇこけつくっき ょぇ きうしかうき いぇ こけ-
ゃうしけおう くっとぇ ゃ っあっょくっゃうっすけ 
しう, けしゃっく ぉうすけゃうすっ. ╇ おけゅぇすけ 
きうしかうすっ くう くっ しぇ ゃすけさぇつっくう 
しぇきけ ゃ すけゃぇ ょぇ ういおぇさぇきっ くは-
おぇおゃう こぇさう, ぇ すなさしうき くっとけ 
こけゃっつっ, うしおぇきっ くっとけ こけゃっつっ 
けす あうゃけすぇ. 

- ╁ ╀さぇいうかうは ゃっつっ くぇ-
こさぇゃうたぇ ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ 
とぇしすうっすけ う しうすせぇちうはすぇ し 
くぇしすさけっくうはすぇ くぇ くぇさけょぇ 
すぇき しっ こけょけぉさうかぇ いくぇつう-
すっかくけ. ┿おけ くうっ すせお くぇこさぇ-
ゃうき くぇてっ しう きうくうしすっさしすゃけ 
くぇ きっつすうすっ, とっ しっ しこぇしうき 
かう けす くぇちうけくぇかくぇすぇ ょせたけゃ-
くぇ くうとっすぇ? 
- ¨, ょぇ. ╋うくうしすっさしすゃけ きけあっ 

ょぇ しっ けすゃけさう ゃうくぇゅう, こさう 
ゃしうつおう しかせつぇう, いぇとけすけ くぇえ-
きぇかおけすけ とっ しっ さぇいおさうはす けとっ 
とぇすけゃっ - いぇ きうくうしすさう う つう-
くけゃくうちう おなき すけゃぇ きうくうしすっさ-
しすゃけ. ┿ すけゃぇ しぇきけ こけ しっぉっ しう 
こさぇゃう とぇしすかうゃう  ょけしすぇ たけさぇ.  
〈っ う ぉっい  すけゃぇ  しぇきけ しっ おぇさぇす 
おけえ おなょっ ょぇ っ, いぇとけ くはきぇ こけしす 
いぇ ょぇょっくう たけさぇ.

- ┿ ╁うっ くっ しっ うかう ういおせてぇ-
ゃぇすっ けす すけゃぇ きうくうしすっさしすゃけ 
くぇ きっつすうすっ? ╀なかゅぇさうすっ 
けぉうつぇきっ こけしすけゃっすっ.
- ┿きぇ すけ けとっ くっ っ けすおさうすけ, 

すけゅぇゃぇ とっ ゃうょうき ょぇかう とっ きう 
しっ せしかぇょう すけゃぇ うかう くっ. ‶け 
こさうくちうこ, ゃ ╀なかゅぇさうは きうくうし-
すっさしすゃぇすぇ しぇきけ くう ゃゅけさつぇゃぇす 
あうゃけすぇ. ┿きぇ すけ いぇゃうしう う けす 
きうくうしすさうすっ うき.  

- ┿ いぇとけ くけしうき きっつすう-
すっ しう ゃ すぇおうゃぇ ぉせすぇそけさくう 
つぇくすう, し おぇおゃうすけ しっ さぇい-
たけあょぇす ゅっさけうすっ ╁う ゃ „‒く-
ょなさゅさぇせくょ”? ′はきぇきっ けつう 
ょぇ しう おせこうき おぇつっしすゃっくう 
うかう いぇとけすけ くっ ちっくうき きっつ-
すうすっ しう? 
- ╋っつすうすっ くう くっ しぇ ゃうくけゃくう, 

いぇょっすけ ゅう くぇぉせすゃぇきっ ゃ すぇおうゃぇ 
っゃすうくうう. ┿ いぇ ょぇ ゅけ こさぇゃうき, 
はゃくけ きっつすうすっ くう しぇ っゃすうくう. ′け 
きっつすぇすぇ ゃうくぇゅう くけしう くぇょっあょぇ 

くぇ つけゃっおぇ ょぇ こさけょなかあう. 

- ╁ぇてうすっ きっつすう ゃ おぇおゃけ 
ゅう くけしうすっ? 
- ╋けうすっ ぇい しなき ゅう さぇいょぇか くぇ 

こせぉかうおぇすぇ.

- 』せゃしすゃぇすっ かう しっ こさっせしこはか?
- 』せゃしすゃぇき, つっ しなき こけしすうゅ-

くぇか くっとけ. ╆ぇかうすっ きう  しぇ こなか-
くう. ╇きぇき さぇぉけすぇ.

- 】ぇしすかうゃ かう しすっ?
- ′っ. ′っとけ きう こさっつう ょぇ しっ 

こけつせゃしすゃぇき とぇしすかうゃ. ╉ぇお きけ-
あって ょぇ ぉなょって とぇしすかうゃ しさっょ 
くっとぇしすくう たけさぇ?

- ‶さっい 1996 ゅ. ╁うっ くう 
けぉっとぇたすっ, いぇっょくけ し ╇ゃぇく 
╉せかっおけゃ おぇすけ おぇくょうょぇす-
こさっいうょっくすう: „【な しな けこさぇ-
ゃうき”! ╆ぇとけ くう ういかなゅぇたすっ? 
- 〈けいう かけいせくゅ くっ しなき ゅけ うい-

きうしかうか ぇい. ╇いきうしかう ゅけ ╉せかっ-
おけゃ. 〈けえ ゃう ういかなゅぇ, つっ くぇせつう 
う ]かぇゃう 〈さうそけくけゃ ょぇ かなあっ. 

- ╁うっ  おなょっ しっ ゃこうしゃぇ-
すっ ゃ ちはかぇすぇ すぇいう かなあかうゃぇ 
ぉけいぇ? ╄すけ, ょくっし しっ けおぇいぇ, 
つっ っょくぇ こけかうすうつおぇ うきぇ-
かぇ こけゃっつっ きなあおう たけさきけく, 
いぇすけゃぇ ぉうかぇ ぇゅさっしうゃくぇ, 
╀けえおけ ╀けさうしけゃ かなあっ, こさっ-
きうっさなす ¨さってぇさしおう かなあっ, 
かなあぇす たけさぇすぇ, こせしくぇかう ╂な-
かなぉうく ╀けっゃしおう くぇ しゃけぉけ-
ょぇ, ゃしうつおう かなあぇす… ╉ぇおゃけ 
けしすぇゃぇ けすゃなょ かなあぇすぇ? 
- ┿い しう おぇさぇき くぇ すゃなさょ ぇか-

おけたけか. ′っ きっ たゃぇとぇす かなあうすっ 
くぇ ういきうしかっくうすっ ゅっさけう くぇ ゃさっ-
きっすけ くう. 

- ╀うたすっ かう いぇおぇつうか くぇ 
さぇぉけすくけすけ しう きはしすけ うかう ゃ 
ょけきぇ しう こけさすさっすぇ くぇ くはおけえ 
しなゃさっきっくっく こけかうすうつっしおう 
ゅせさせ?
- ]っとぇき しっ いぇ こっくしうけくっさおぇ-

すぇ, おけはすけ こけしすけはくくけ うしおぇかぇ 
ょぇ は しゃなさあぇす し こさっいうょっくすぇ 
‶っすなさ ]すけはくけゃ. ╇ ゃしっ え おぇい-
ゃぇかう: „╂けしこけあけ, くっ さぇいぉさぇたすっ 
かう, ‶っすなさ ]すけはくけゃ ゃっつっ くっ 
っ こさっいうょっくす“. ┿ すは ゃうおぇかぇ: 
„╆くぇき, いくぇき, くけ きう っ こさうはすくけ 
ょぇ つせゃぇき, つっ ゃっつっ ゅけ くはきぇ“. 〈ぇ 
う ぇい ぉうた しう しかけあうか こけさすさっすぇ 
くぇ くはおけえ くっせょぇつくうお, いぇ ょぇ しっ 
さぇょゃぇき, つっ ゃっつっ ゅけ くはきぇ.

- ╆ぇとけ „‒くょなさゅさぇせくょ”? 
- ╆ぇとけすけ あうゃっっき ゃ っょうく なく-

ょなさゅさぇせくょ う しっ くぇょはゃぇき くぇえ-
こけしかっ ょぇ ういかっいっき くぇ こけゃなさた-
くけしすすぇ くぇ すけいう なくょなさゅさぇせくょ. 
╇ ゃう おぇいゃぇき, つっ くぇょっあょぇ うきぇ, 
とっ せしこっっき. ′うっ しきっ こさっあうゃっ-
かう おけきせくういきぇ, とっ こさっあうゃっっき 
う ょっきけおさぇちうはすぇ. ╂けさっ ゅかぇゃうすっ! 

- ]ぇきけ いぇとけすけ っょうくしすゃっ-
くけ きぇそうはすぇ かう っ うしすうくしおぇ 
せ くぇし, あうゃっっき ゃ すけいう なく-
ょなさゅさぇせくょ? 
- ╋ぇそうはすぇ  っ うしすうくしおぇ くぇ-

ゃしはおなょっ. ╃させゅうすっ さっぇかくけしすう  
こさけしすけ しぇ そぇくすぇいうは. 〈ぇき っ 
こさけぉかっきなす くう.

- 〈けゅぇゃぇ ゃ おぇおゃけ ゃはさゃぇすっ?
- 《せくょぇきっくすなす くぇ あうゃけすぇ っ 

うかのいうはすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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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,
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′うおけかぇ 〈っしかぇ っ しきはすぇく いぇ 
くぇえ-ゃっかうおうは ういけぉさっすぇすっか 

ゃ うしすけさうはすぇ う っょうく けす くぇえ-ゅけ-
かっきうすっ ゅっくうう, さぇあょぇかう しっ くは-
おけゅぇ...
′ぇえ-ゃぇあくけすけ きせ けすおさう-

すうっ. ‶さっい 1899 ゅ. ゃ ╉けかけさぇ-
ょけ ]こさうくゅし 〈っしかぇ けさゅぇくういうさぇ 
きぇかおぇ かぇぉけさぇすけさうは, ゃ おけはすけ 
ういせつぇゃぇ つっしすけ ゃうかくっっとうすっ 
すせお ゅさなきけすっゃうつくう ぉせさう. 〈けえ 

╇ょっはすぇ いぇ すけゃぇ くっ っ くけゃぇ. 〈は 
けすかっあぇゃぇ けす くはおけかおけ ゅけょうくう, 

いぇゅなさぉっくぇ けす さぇいかうつくう こさけしゃっすくう 
きうくうしすさう, くっこさうけさうすっすくぇ いぇ ょゃぇ 
おきっすしおう きぇくょぇすぇ. ‶けしすぇゃっくぇ ぉっ くぇ 
ょくっゃっく さっょ し ちはかぇすぇ しう けしすさけすぇ  う 
くぇしすけはすっかくけしす こさっい ういきうくぇかぇすぇ 
しっょきうちぇ 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 ゃ くぇさけつくけ 
こうしきけ ょけ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇ-
いけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ.
╆ぇ すぇいう うょっは こさっょう ょゃっ ゅけょうくう う 

こけかけゃうくぇ ゅけゃけさう ゃ こさけしすさぇくくけ うく-
すっさゃの う くぇしすけはとうはす ょうさっおすけさ くぇ 
‶╋╂ „′うおけかぇ ¨ぉさっておけゃ”, こさっょしすぇ-
ゃうすっか くぇ ゅさせこぇすぇ ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, ╉さぇしうきうさ ╃ぇきはくけゃ.
‶け ょせきうすっ きせ, いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ すけいう ちっくすなさ しぇ くせあくう こけくっ 160 たうかはょう かっゃぇ. 
╁ ういこさぇすっくけすけ ょけ こさけしゃっすくうは きうくうしすなさ ┿くっかうは ╉かうしぇさけゃぇ こうしきけ 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 は いぇこけいくぇゃぇ し くっけぉたけょうきけしすすぇ けす ういゅさぇあょぇくっ くぇ ′ぇちうけくぇかっく 
ちっくすなさ いぇ こさうさけょけ-きぇすっきぇすうつっしおう くぇせおう おなき ‶╋╂ „′うおけかぇ ̈ ぉさっておけゃ“. ‶うしきけすけ ぇおちっくすうさぇ 
くぇ  しすけすうちうすっ こけしすうあっくうは くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ  ゅうきくぇいうはすぇ ゃ 42- ゅけょうてくぇすぇ  え うしすけさうは,  ゃ 
おけはすけ しっ けぉせつぇゃぇす ょっちぇ し  ういはゃっくう しこけしけぉくけしすう ゃなゃ そういうおぇすぇ, きぇすっきぇすうおぇすぇ, ぉうけかけゅうはすぇ, 
たうきうはすぇ, うくそけさきぇすうおぇすぇ. 
╁ こうしきけすけ くぇ ]すけはくけゃぇ っ けすょっかっくけ う しこっちうぇかくけ きはしすけ くぇ せくうおぇかくぇすぇ ておけかぇ こけ そういうおぇ 

くぇ せつうすっかは 〈っけょけしうえ 〈っけょけしうっゃ, おけはすけ っあっゅけょくけ しなぉうさぇ う けぉせつぇゃぇ ぉっいこかぇすくけ すぇかぇくすかうゃう 
せつっくうちう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ]ないょぇょっくぇ おなき ╋ぇすっきぇすうつっしおぇすぇ ゅうきくぇいうは, ゃっつっ 35 ゅけょうくう すぇいう 
ておけかぇ しないょぇゃぇ ぉなかゅぇさしおうすっ いかぇすくう きっょぇかうしすう こけ そういうおぇ, ょぇゃぇ くぇ しゃっすぇ せつっくう う ゅっくうぇかくう 
おけくしすさせおすけさう くぇ そういうつくう きけょっかう, ういこけかいゃぇくう いぇ さぇいゃうすうっすけ くぇ おけしきうつっしおうすっ すったくけかけゅうう. 
„╁ 44-ゅけょうてくぇすぇ うしすけさうは くぇ きっあょせくぇさけょくぇすぇ けかうきこうぇょぇ こけ そういうおぇ けす けぉとけ 100 きっょぇかぇ 

いぇ ╀なかゅぇさうは ゃないこうすぇくうちうすっ くぇ ておけかぇすぇ, せつっくうちう ゃ ‶╋╂ „′うおけかぇ ̈ ぉさっておけゃ“ - ╉ぇいぇくかなお, しぇ 
しこっつっかうかう くぇょ 70% けす すはた. ] すけゃぇ こけしすうあっくうっ せつうかうとっすけ っ きけあっ ぉう っょうくしすゃっくけ ゃ しゃっすぇ, 
つううすけ こさっょしすぇゃうすっかう っあっゅけょくけ せつぇしすゃぇす う こっつっかはす きっょぇかう ゃ すけゃぇ くぇえ-こさっしすうあくけ しなしすっ-
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おけくしすさせうさぇ しこっちうぇかくけ せしすさけえ-
しすゃけ-すさぇくしそけさきぇすけさ - っょくけ けす 
くぇえ-こけこせかはさくうすっ きせ う ゃこっつぇす-
かはゃぇとう ういけぉさっすっくうは, くぇさっつっ-
くけ うくょせおちうけくくぇ „╀けぉうくぇ くぇ 
〈っしかぇ”. ]ぇきうはす 〈っしかぇ しつうすぇ, 
つっ すけゃぇ っ くぇえ-ゃぇあくけすけ きせ けす-
おさうすうっ, すなえ おぇすけ ょけおぇいゃぇ, つっ 
っかっおすさうつっしおぇすぇ っくっさゅうは きけあっ 
ょぇ ぉなょっ こさっくぇしはくぇ くぇ ゅけかっきう 
さぇいしすけはくうは ぉっい ういこけかいゃぇくっすけ 
くぇ こさけゃけょくうちう. ╁ すけゃぇ くっゅけゃけ 
けすおさうすうっ  かっあう おけくちっこちうはすぇ 
いぇ しゃけぉけょくぇすぇ っくっさゅうは, おけはすけ 
きけあっ ょぇ ぉなょっ せかけゃっくぇ し こさう-
っきくうお. 〈っしかぇ ゃはさゃぇか, つっ っくっさ-
ゅうはすぇ けす ]かなくちっすけ きけあっ ょぇ しっ 
せかけゃう し ぇくすっくぇ. ╇ ぉうか こさぇゃ.                                                                                                    
╁ こせぉかうおせゃぇくうは ょくっゃくうお し くぇ-
ぉかのょっくうはすぇ しう „╆ぇこうしおう けす ╉け-
かけさぇょけ ]こさうくゅし 1899-1900 ゅ.“ 
すけえ しこけょっかは, つっ っ こけかせつうか しうゅ-
くぇかう けす ょさせゅぇ こかぇくっすぇ - すゃなさ-
ょっくうっ, こけしさっとくぇすけ し くぇしきっておぇ 
けす こけゃっつっすけ くぇせつくう しこうしぇくうは.
‶さっょう ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえ-

くぇ 〈っしかぇ こぇすっくすけゃぇ きくけゅけ しゃけう 
けすおさうすうは う こさけょぇゃぇ ゅけかはきぇ 
つぇしす けす こぇすっくすうすっ, いぇ ょぇ うくゃっ-
しすうさぇ ゃ こさけっおす いぇ せくうゃっさしぇかっく 
こさっょぇゃぇすっか.
„〈っしかぇ いぇこぇかう くっぉっすけ”. 

〈さうせきそなす きせ っ こさっい 1905 ゅ., 
おけゅぇすけ っょうく けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ 
ぇきっさうおぇくちう, ╃あけく ╋けさゅぇく, 
こけしすさけはゃぇ くぇ けしすさけゃ ╊けくゅ-
┿かっえくょ ゅさぇくょうけいくぇ  57-きっす-
さけゃぇ おせかぇ, いぇぉうすぇ 36 きっすさぇ ゃ 
いっきはすぇ, し 55-すけくっく きっすぇかっく 
おせこけか くぇ ゃなさたぇ し ょうぇきっすなさ 20 
きっすさぇ. “〈っしかぇ いぇこぇかう くっぉっすけ 
くぇょ けおっぇくぇ くぇ たうかはょう きうかう” - 
こうてぇす ゃっしすくうちうすっ. ╁しなとくけしす, 
すけえ しないょぇゃぇ しうしすっきぇ いぇ こさっょぇ-

ゃぇくっ くぇ っくっさゅうは, ゃ おけはすけ う ょぇ 
っ すけつおぇ くぇ こかぇくっすぇすぇ ぉっい こさけ-
ゃけょくうちう. ╄おしこっさうきっくなす ぉうか 
すけかおけゃぇ ゅさぇくょうけいっく, おけかおけすけ 
う けこぇしっく - けす ゃうしけおぇすぇ おせかぇ し 
ゅさなき う すさはしなお しっ さぇいこさなしくぇ-
かう うしおさう. 》けさぇすぇ ういこぇょくぇかう ゃ 
せあぇし, おけくっすっ しすぇくぇかう けぉっおす くぇ 
っかっおすさけてけおけゃう せょぇさう いぇさぇょう 
あっかっいくうすっ しう こけょおけゃう. 』けゃっ-
おなす, せしすさけうか すけゃぇ いさっかうとっ, くっ 

うしおぇか ょぇ こかぇてう くうおけゅけ, すけえ 
こさけしすけ こけしすうゅくぇか ちっかすぇ しう - くぇ 
25 きうかう けす おせかぇすぇ こけょ ぉせさくうすっ 
ぇこかけょうしきっくすう くぇ こさうしなしすゃぇ-
とうすっ ういゃっょくなあ ゅさっえくぇかう 200 
っかっおすさうつっしおう おさせておう - っかっお-
すさうつっしおうはす いぇさはょ ぉうか こさっ-
ょぇょっく ぉっい おぇおゃうすけ う ょぇ ぉうかけ  
こさけゃけょくうちう. ┿ゃすけさなす くぇ っおし-
こっさうきっくすぇ ぉうか ′うおけかぇ 〈っしかぇ, 
くぇさうつぇく けす ╋ぇさお 〈ゃっく こけゃっかう-
すっか くぇ きなかくううすっ, ぇ けす [なょなさ-
そけさょ - ゃょなたくけゃっく こさけさけお くぇ 
っかっおすさうつっしすゃけすけ.                                                                                                
′っういすけとうきうはす せき. 〈っ-

しかぇ さぇぉけすう う こけ きくけゅけ ょさせ-
ゅう こさけっおすう, くけ こけさぇょう かうこ-
しぇ くぇ しさっょしすゃぇ, うょっうすっ 
けしすぇくぇかう ゃ ぉっかっあくうちうすっ きせ.                                                                                                                                       
╋くけゅけ けす こさぇゃうかぇすぇ, さぇいさぇぉけ-
すっくう けす くっゅけ, ゃかういぇす ゃ しなゃさっ-
きっくくうすっ けしくけゃう くぇ すったくうおぇすぇ 
くぇ ぉっいけこぇしくけしす こさう さぇぉけすぇ し 
ゃうしけおけつっしすけすくう すけおけゃっ. ╄かっお-
すさうつっしおうすっ きせ  ぇこぇさぇすう しっ 
ういこけかいゃぇす いぇ きっょうちうくしおう うい-
しかっょゃぇくうは. ‶さけせつゃぇくうはすぇ きせ 
ゃけょはす ょけ けすおさうゃぇくっ くぇ きっすけょ 
いぇ こけつうしすゃぇくっ くぇ いぇきなさしっくう 
こけゃなさたくけしすう う こけさう, いぇ せぉうゃぇ-
くっ くぇ きうおさけぉう う っ こさうかけあうき ゃ 
しなゃさっきっくくぇすぇ っかっおすさけすっさぇこうは.                                                                                                             
〈っしかぇ っ っょうく けす こなさゃうすっ, こぇ-
すっくすけゃぇか きっすけょ いぇ こけかせつぇゃぇ-
くっ くぇ すけおけゃっ, おけうすけ きけゅぇす ょぇ 
しっ ういこけかいゃぇす いぇ さぇょうけゃさないおぇ. 
‶さっい 1893 ゅ. ういけぉさっすはゃぇ きぇつ-
すけゃぇすぇ ぇくすっくぇ う こけしすさけはゃぇ 
こなさゃうは ゃなかくけゃ さぇょうけこさっょぇ-
ゃぇすっか, くはおけかおけ ゅけょうくう こさっ-
ょう ‶けこけゃ う ╋ぇさおけくう. ‶さっい 
1943 ゅ. ╁なさたけゃくうはす しなょ くぇ 
]┿】 こけすゃなさあょぇゃぇ こなさゃっく-
しすゃけすけ くぇ 〈っしかぇ ゃ すぇいう けぉかぇしす.                                                                                                     

]さっょ けすおさうすうはすぇ きせ しぇ: かぇきこぇ し 
ゃなゅかっさけょっく ぉせすぇく, ういしかっょゃぇくっ 
しうかぇすぇ くぇ っかっおすさうつっしおうは さっいけ-
くぇくし う さぇいかうつくう ゃうょけゃっ けしゃっす-
かっくうっ, くぇ さぇいさっょっくうすっ ゅぇいけゃっ 
う ゃないょっえしすゃうっすけ くぇ っかっおすさう-
つっしすゃけすけ ゃなさたせ すはた, ゃしはおぇお-
ゃけ っかっおすさけくくけ けぉけさせょゃぇくっ,                                                                                                                     
すっかっぇゃすけきぇすうつくぇ かけょおぇ... 〈けえ 
しないょぇゃぇ こなさゃうすっ っかっおすさうつっ-
しおう つぇしけゃくうちう, しかなくつっゃうは 
ょゃうゅぇすっか, こなさゃぇすぇ かせきうくうし-
ちっくすくぇ かぇきこぇ. ╆ぇ こさなゃ こなす すけえ 
さぇいさぇぉけすゃぇ  こさうくちうこうすっ くぇ 
ょうしすぇくちうけくくけすけ せこさぇゃかっくうっ.                                                                                                                                      
 ╆ぇ しゃけうすっ ういけぉさっすっくうは うきぇ 
くぇょ 300 こぇすっくすぇ ゃ さぇいかうつくう 
しすさぇくう. ╁っかうおうすっ きせ ういけぉさっ-
すっくうは こさっょしすぇゃかはゃぇす  しゃっすけゃ-
くけ くぇしかっょしすゃけ.
‶さっい 1931 ゅ. 〈っしかぇ けすくけゃけ 

せつせょうか しゃっすぇ - けす けぉうおくけゃっく 
ぇゃすけきけぉうか すけえ しゃぇかうか ぉっくいう-
くけゃうは ょゃうゅぇすっか う きけくすうさぇか 
っかっおすさけきけすけさ. ]っょくぇか ゃ おけかぇ-
すぇ, こけすっゅかうか う さぇいゃうか しおけさけしす 
150 おき/つぇし - ぉっい くうおぇおゃう ぉぇすっ-
さうう う ぇおせきせかぇすけさう. “¨すおなょっ しっ 
ゃいっきぇ すぇいう っくっさゅうは?” – こうすぇかう 
せつっくうすっ , ぇ 〈っしかぇ けすゃさなとぇか: 
“¨す っそうさぇ くぇけおけかけ”. ‶かないくぇ-
かう しかせたけゃっ いぇ くっゅけゃけすけ ぉっい-
せきうっ. 〈っしかぇ しっ けぉうょうか,  こさう-
ぉさぇか ういけぉさっすっくうっすけ  う くうおけゅぇ 
こけゃっつっ くっ ゅけ こけおぇいぇか. ┿きっ-
さうおぇくしおうすっ しっおさっすくう しかせあぉう 
しっ いぇうくすっさっしせゃぇかう こけ-おなしくけ.                                                                                                                                        
╇きっすけ くぇ 〈っしかぇ しすぇゃぇ きくけゅけ 
こけこせかはさくけ けす っかっおすさけきけぉうかう-
すっ し きぇさおぇ “Tesla Motors”. ]なし 
しないょぇゃぇくっすけ くぇ ぇしうくたさけくくうは 
ょゃうゅぇすっか 〈っしかぇ こさけきっくは うく-
ょせしすさうぇかくうはす しゃはす いぇゃうくぇゅう. 
╃くっし すけいう すうこ ょゃうゅぇすっかう しっ 
ういこけかいゃぇす くぇゃしはおなょっ.
╆ぇぉっかっあうすっかくけすけ っ, つっ すけえ 

おけくしすさせうさぇか きぇてうくうすっ „ゃ ゅかぇ-
ゃぇすぇ しう“ う くっ しっ くぇかぇゅぇかけ ょぇ 
ぉなょぇす こさぇゃっくう おけさっおちうう しかっょ 
しないょぇゃぇくっ くぇ きけょっかうすっ. 
〈っしかぇ さぇいこさけしすさは しゃっすかう-

くぇ ゃなさたせ かうちっすけ くぇ ╆っきはすぇ. 
“┿い しなき きぇてうくぇ, くぇょぇさっくぇ しなし 
しうかうすっ くぇ ょゃうあっくうっすけ, おけはすけ 
さっぇゅうさぇ くぇ ゃなくてくう しすうきせかう”, 
おぇいゃぇか ′うおけかぇ 〈っしかぇ. ] すけゃぇ 
しう すゃなさょっくうっ すけえ こけしすぇゃは けし-
くけゃうすっ くぇ さけぉけすうおぇすぇ. ╁うあょぇ-
くっすけ きせ いぇ ぉなょっとっすけ っ こなかくけ し 
さけぉけすういうさぇくう おけかう, ぇくょさけうょう 
う ぇゃすけきぇすういうさぇくぇ きったぇくうおぇ.                                                                                                       
〈っしかぇ っ ういけぉさっすぇすっか う くぇ かぇ-
いっさくうはす かなつ - はさなお こさうきっさ おぇお 
ゅっくうはす くぇ せつっく きけあっ ょぇ ぉなょっ 
ういこけかいゃぇく いぇ ょけぉさけ う いぇ いかけ. 
〈ったくけかけゅうはすぇ しっ ういこけかいゃぇ ゃ 
きっょうちうくぇすぇ, ょぇゃぇ ゃないたけょ くぇ 
しなゃさっきっくくぇすぇ ちうそさけゃぇ う ょう-
ゅうすぇかくぇ うくょせしすさうは, くぇきうさぇ 
こさうかけあっくうっ う ゃ こさけきうてかっくけし-
すすぇ. ′け すぇいう うくけゃぇすうゃくぇ すった-
くけかけゅうは しう うきぇ う しゃけはすぇ すなきくぇ 
しすさぇくぇ - おぇすけ “かなつ くぇ しきなさすすぇ”.                                                                                                                      
¨すおさうゃぇ っかっおすさけきぇゅくうすくうすっ 
ゃなかくう う すったくうすっ しゃけえしすゃぇ こさっ-
ょう 》っさち う くっいぇゃうしうきけ けす くっゅけ. 
╇きっすけ くぇ 〈っしかぇ しっ ういこけかいゃぇ いぇ 
きっさくぇすぇ っょうくうちぇ いぇ きぇゅくうすくけ 
こけかっ.
╁っさけはすくけ たうかはょう うょっう しぇ いぇ-

ゅせぉっくう うかう しすけはす くっさぇいおさうすう, 
くけ さぇいゅかっあょぇえおう しすけすうちうすっ 
きせ こぇすっくすう, せつっくうすっ ゃ ょくって-
くけ ゃさっきっ ょけぉうゃぇす  こさっょしすぇゃぇ 
いぇ ゃっかうおうすっ きせ くぇきっさっくうは う 
ゅけ けこうしゃぇす おぇすけ くぇえ-いくぇつうきうは 
せつっく う ういけぉさっすぇすっか くぇ きけょっさ-
くぇすぇ っこけたぇ, つけゃっおなす, おけえすけ 
„さぇいこさけしすさは しゃっすかうくぇ ゃなさたせ 
かうちっすけ くぇ ╆っきはすぇ“. 
╊っすはとうすっ おけさぇぉう. 〈っしかぇ 

っ う こなさゃうはす, おけえすけ ゅけゃけさう いぇ 
っさぇ, おけゅぇすけ かっすはとう おけさぇぉう 
ぉっい おさうかぇ とっ きけゅぇす ょぇ しっ おけく-
すさけかうさぇす ぉっいあうつくけ う ょぇ しっ 
ゃいさうゃはゃぇす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ゃさぇゅぇ - さぇおっすうすっ. ‶さっい 1928 ゅ. 
こけかせつぇゃぇ こけしかっょくうは しう こぇすっくす 
いぇ “ぇこぇさぇす いぇ ゃないょせてっく すさぇくし-
こけさす”. ╀さうかはくすくけ おけくしすさせうさぇ-
くぇすぇ かっすぇすっかくぇ きぇてうくぇ ぉうかぇ 
くっとけ しさっょくけ きっあょせ たっかうおけこ-
すっさ う しぇきけかっす. 〈は っ こさっょてっしす-
ゃっくうおなす くぇ ょくってくうすっ きぇてうくう し 
ゃっさすうおぇかくけ ういかうすぇくっ う おぇちぇくっ. 
]さっょ ょけおせきっくすうすっ きせ しぇ けす-

おさうすう しかけあくう ょっすぇえかう, つっさ-
すっあう う こかぇくけゃっ いぇ かっすはとぇ 
きぇてうくぇ くぇ こさうくちうこぇ くぇ ぇくすう-
ゅさぇゃうすぇちうはすぇ. 〈っいう ょけおせきっくすう 
しなゃこぇょぇす し きけょっかうすっ くぇ しなとうすっ 
ゃうょけゃっ きぇてうくう, さぇいさぇぉけすゃぇくう 
けす 〈さっすうは [ぇえた う けす ゅさせこぇすぇ  
VRIL, ゃ おけはすけ せつぇしすゃぇ ╋ぇさうは 
¨さしうお...
〈けこ-しっおさっすくけ.  ╇ ょゃぇきぇすぇ しぇ 

のゅけしかぇゃはくう, かのぉうすっかう くぇ あう-
ゃけすくうすっ う ゃっゅっすぇさうぇくちう, くっ しぇ 
いぇゃなさてうかう おけかっあ, う ょゃぇきぇすぇ 
くはきぇす ょっちぇ, くっ しぇ さっかうゅうけいくう, 
こさけすうゃくうちう しぇ くぇ ゃけえくぇすぇ, う 
ょゃぇきぇすぇ しぇ ぉっょくう う こけつすう きう-
いっさしすゃぇとう. 
╋ぇさうは う ′うおけかぇ しぇ しゃなさいぇくう 

しなし しかっょっくぇ けす すぇえくうすっ しかせあぉう 
おけさっしこけくょっくちうは 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ぇ 
かっすはとぇ きぇてうくぇ う し すけゃぇ, つっ 
ょゃぇきぇすぇ けしなとっしすゃはゃぇす おけく-
すぇおすう し ういゃなくいっきくう. ′うおけかぇ っ 
せつっく, ゅっくうえ くぇ っかっおすさけきぇゅくっ-
すういきぇ, ぇ ╋ぇさうは っ きけきうつっ し ょなか-
ゅぇ おけしぇ こけょ おさなしすぇ - „ぇくすっくうすっ” 
いぇ ゃさないおぇ し ういゃなくいっきくうは しゃはす, 
おけっすけ こさっこけょぇゃぇ ぉぇかっす う ゃけょう 
おせさしけゃっ こけ っいうちう. ]かっょ おぇすけ 
っょうく ょっく ういこぇょぇ ゃ すさぇくし, いぇ-
こけつゃぇ ょぇ ょっえしすゃぇ おぇすけ きっょうせき 
う ょぇ こけかせつぇゃぇ ゃしうつおう ゃうょけゃっ 
すったくうつっしおう ょぇくくう う つっさすっあう, 
しゃなさいぇくう し  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っく かっすはと おけ-
さぇぉ.                                                                                                                              
′うおけかぇ っ っきうゅさうさぇくす ゃ ′の 

╈けさお, ぇ ╋ぇさうは っ っきうゅさぇくす  ゃ 
╀っさかうく. ╇ ょゃぇきぇすぇ しぇ きくけ-
ゅけ しすさけゅけ けたさぇくはゃぇくう  けす ゃけ-
っくくうすっ う さぇいせいくぇゃぇすっかくうすっ 
ぇゅっくちうう: 〈っしかぇ けす 《╀[ う OSS, 

ぇ Oさしうお  けす ╂っしすぇこけ う ]]. ╇ 
ょゃぇきぇすぇ さぇいぉうさぇす, つっ くはおけう 
けす しけぉしすゃっくうすっ うき ういけぉさっすっ-
くうは う うょっう ぉうかう おけこうさぇくう 
うかう けすおさぇょくぇすう けす ょさせゅう. 〈っいう 
くぇ Maさうは けす ]] くぇ 》うきかっさ う 
╊せそすゃぇそっ, ぇ すっいう くぇ Teしかぇ 
- けす ╄ょうしけく, ╋ぇさおけくう う ょさ.                                                                                                                         
′ぇ 20 のかう 1931 ゅ. ′うおけかぇ 〈っしかぇ 
こさぇゃう しかっょくけすけ ういはゃかっくうっ いぇ 
しこ. „Time Magazine“: „┿い ういきうし-
かうた くぇつうく, おけえすけ とっ ょぇょっ ゃない-
きけあくけしす くぇ たけさぇすぇ ょぇ こさっょぇゃぇす 
っくっさゅうは ゃ ゅけかっきう おけかうつっしすゃぇ, し 
きけとくけしす たうかはょう おけくしおう しうかう, 
けす っょくぇ こかぇくっすぇ くぇ ょさせゅぇ, くっ-
いぇゃうしうきけ けす さぇいしすけはくうっすけ”.                                                                                  
╁っょくぇゅぇ  しかっょ しきなさすすぇ くぇ 〈っしかぇ 
こさっい 1943 ゅ. すさせょけゃっすっ きせ ぉうかう  
いぇしっおさっすっくう けす こさぇゃうすっかしすゃけすけ 
くぇ ]┿】, ぇ しかっょうすっ くぇ ¨さしうお しっ 
ゅせぉはす こさっい 1945 ゅ.  
╉さぇはす うょゃぇ くぇ 87. ¨す こぇすっく-

すうすっ しう 〈っしかぇ こけかせつぇゃぇ いくぇつう-
すっかくう しせきう, くけ すけえ ゅう ういこけかいゃぇ 
いぇ っおしこっさうきっくすう う いぇ しっぉっ しう 
くっ けしすぇゃは こけつすう くうとけ. ╁っつっ ゃ 
くぇこさっょくぇかぇ ゃないさぇしす, しかっょ せょぇさ 
けす かっおぇ おけかぇ, こけかせつぇゃぇ けしすさけ 
ゃないこぇかっくうっ くぇ ぉっかうすっ ょさけぉけゃっ. 
‶さうおけゃぇく っ くぇ かっゅかけ ゃ たけすっかしおぇ 
しすぇは ゃ ′の ╈けさお, こけつすう いぇぉさぇ-
ゃっく, ぉっいこぇさうつっく う ゃ ょなかゅけゃっ.                                                                                                                                 
′ぇ 1 はくせぇさう 1943 ゅ. ╄かうくけさ 
[せいゃっかす, こなさゃぇすぇ ょぇきぇ くぇ 
]┿】, ういさぇいはゃぇ あっかぇくうっ ょぇ 
こけしっすう ぉけかくうは 〈っしかぇ. ぃゅけ-
しかぇゃしおうはす こけしかぇくうお ゃ ]┿】 
]ぇゃぇ ╉けしぇくけゃうつ (こかっきっくくうお 
くぇ 〈っしかぇ) ゅけ こけしっとぇゃぇ くぇ 5 
はくせぇさう う せゅけゃぇさは しさっとぇすぇ. 
〈けえ っ こけしかっょくうはす つけゃっお, おけえ-
すけ ゃうあょぇ ういけぉさっすぇすっかは あうゃ.                                                                                             
′うおけかぇ 〈っしかぇ せきうさぇ くぇ 7 はくせぇ-
さう 1943 ゅ. 〈なえ おぇすけ ゃうくぇゅう っ くぇ-
しすけはゃぇか くうおけえ ょぇ くっ ゅけ ぉっいこけおけう 
う くぇ ゃさぇすぇすぇ きせ ゃうしはかぇ しこっ-
ちうぇかくぇ すぇぉっかおぇ, ぉうか くぇきっさっく 
けす こさうしかせあくうちぇ ょゃぇ ょくう しかっょ 
しきなさすすぇ. 〈はかけすけ きせ っ おさっきうさぇくけ 
う せさくぇすぇ し こっこっかすぇ っ こさっょけしすぇ-
ゃっくぇ くぇ ゅさけぉうとっすけ ゃ ′の ╈けさお.                                                                                                                  
′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ こさうしなしすゃぇ-
かう くぇょ 2000 ょせてう. ╁なさたせ おけゃつっ-
ゅぇ きせ, くけしっく けす くけぉっかけゃう かぇせさっ-
ぇすう, ぉうかう こけしすぇゃっくう しさなぉしおけすけ 
う ぇきっさうおぇくしおけすけ いくぇきっ. ╇いこさぇ-
とぇす ゅけ し こさういくぇくうっすけ, つっ すけゃぇ っ 
„っょうく けす くぇえ-ゅけかっきうすっ せきけゃっ くぇ 
つけゃっつっしすゃけすけ”.                                                                   
′っいぇぉさぇゃっくうはす 〈っしかぇ. ‶け-

おなしくけ けしすぇくおうすっ きせ しぇ こさっきっし-
すっくう ゃ ╀っかゅさぇょ, ゃ っょうくしすゃっ-
くうは きせいっえ ゃ しゃっすぇ, ゃ おけえすけ しっ 
しなたさぇくはゃぇす しすけすうちう たうかはょう 
けさうゅうくぇかくう ょけおせきっくすう, うく-
しすさせきっくすう う ぇこぇさぇすう, こかぇくけ-
ゃっ, つっさすっあう う かうつくう ゃっとう くぇ 
せつっくうは. ╋せいっはす ゃかういぇ ゃ しこう-
しなおぇ くぇ ぃ′╄]╉¨ こさっい 2003 ゅ. 
こけさぇょう さけかはすぇ しう ゃ うしすけさうはすぇ 
くぇ っかっおすさうそうおぇちうはすぇ くぇ しゃっ-
すぇ う ぉなょっとうすっ すったくけかけゅうつくう 
こけょけぉさっくうは ゃ すぇいう けぉかぇしす.                                                                                                                           
╇きっすけ くぇ ういけぉさっすぇすっかは ょくっし 
くけしはす: 〈っしかぇ ¨ぉとっしすゃけ, 26-おう-
かけきっすさぇ てうさけお かせくっく おさぇすっさ, 
こかぇくっすぇ 2244, くぇえ-ゅけかはきぇすぇ 
っかっおすさけちっくすさぇかぇ ゃ ]なさぉうは, かっ-
すうとっ ゃ ╀っかゅさぇょ, っかっおすさうつっしおぇ 
ぇゃすけきけぉうかくぇ おけきこぇくうは „〈っしかぇ 
╋けすけさし”, くぇせつくう くぇゅさぇょう...

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

いぇくうっ こけ そういうおぇ, ぉっい ょぇ さぇいこけかぇゅぇす し くっけぉたけょうきぇすぇ ぉぇいぇ いぇ 
ういゃなさてゃぇくっ くぇ っおしこっさうきっくすう”, こうてっ ゃ こうしきけすけ ょけ きうくうしすなさ 
╉かうしぇさけゃぇ おきっすなす くぇ ╉ぇいぇくかなお ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. 

„╆けかす” たそ しけねせそ うひそちひきかせけか かうちそたかこぬけてか

╀なかゅぇさしおうすっ ょけきぇおうくしすゃぇ ょなさあぇす ゃ ぉぇくおう 
36.097 きかさょ. かゃ., おけっすけ っ 45% けす ╀させす-

くうは ゃなすさってっく こさけょせおす. 〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくう 
けす しぇえすぇ くぇ ╀′╀, ゃぇかうょくう おなき おさぇは くぇ しっこ-
すっきゃさう すぇいう ゅけょうくぇ. 
]こっしすはゃぇくうはすぇ くぇ ぉなかゅぇさうすっ ゃ ぉぇくおう しぇきけ 

いぇ ゅけょうくぇ ゃさっきっ しぇ しっ せゃっかうつう し 8,6% しこさは-
きけ しなとうは こっさうけょ くぇ きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ. ╁ しな-
とけすけ ゃさっきっ, こぇさぇかっかくけ しなし しこっしすはゃぇくうはすぇ, 
ぉなかゅぇさうすっ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ すっゅかはす おさっょう-
すう う すさせこぇす いぇょなかあっくうは おなき ぉぇくおう う ょさせゅう 
そうくぇくしけゃう うくしすうすせちうう, おけうすけ けぉぇつっ しぇ ょゃぇ 
こなすう こけ-きぇかおけ けす しこっしすはゃぇくうはすぇ ゃ ぉぇくおうすっ.

 ╉なき おさぇは くぇ しっこすっきゃさう, こけ ょぇくくう くぇ ╀′╀, おさっょうすうすっ, おけうすけ うきぇす ょぇ ゃさなとぇす ぉなかゅぇさしおうすっ ょけ-
きぇおうくしすゃぇ, しぇ ゃ さぇいきっさ くぇ ぉかういけ 19 きかさょ. かっゃぇ 
/18.570 きかさょ. かっゃぇ/. ¨す すはた こけすさっぉうすっかしおうすっ しぇ くぇょ 7 きかさょ. かっゃぇ う くぇきぇかはゃぇす し 0.3% くぇ ゅけ-

ょうてくぇ ぉぇいぇ. ¨しすぇくぇかうすっ おさっょうすう しぇ うこけすっつくう. 
┿くぇかけゅうつくぇ っ しうすせぇちうはすぇ う こさう くっこさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ. ′ぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ ょっこけいうすうすっ くぇ 

くっこさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ くぇさぇしすゃぇす し 6.8% こさっい しっこすっきゃさう, ょけ 54.942 きかさょ. かゃ., おけっすけ っ 
68.5% けす ぉさせすくうは ゃなすさってっく こさけょせおす, こけおぇいゃぇす ういくっしっくうすっ けす ╀なかゅぇさしおぇ くぇさけょくぇ ぉぇくおぇ ょぇくくう. 
‶さっい ぇゃゅせしす しなとけ っ おけくしすぇすうさぇくけ  こけゃうてっくうっ けす  6.3% くぇ しすけ. 〉ゃっかうつぇゃぇす しっ う こぇさうすっ ゃ ぉぇくおう-
すっ くぇ くっそうくぇくしけゃうすっ こさっょこさうはすうは, おけうすけ しぇ  こさったゃなさかうかう 15 きうかうぇさょぇ かっゃぇ, ょけおぇすけ ゃかけゅけゃっすっ 
くぇ そうくぇくしけゃうすっ うくしすうすせちうう うきぇす しこぇょ けす 5.2% くぇ ゅけょうてくぇ ぉぇいぇ, こけおぇいゃぇす けとっ ちうそさうすっ.
╁ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう 2013 ゅ. おさっょうすうすっ いぇ くっこさぇゃうすっかしすゃっくうは しっおすけさ しぇ 54.588 きかさょ. かゃ. 

(68.1% けす ╀╁‶) こさう 54.360 きかさょ. かゃ. おなき ぇゃゅせしす 2013 ゅ. (67.8% けす ╀╁‶). 
╁ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう ゃ けぉさなとっくうっ ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ ぉぇくおくけすう くぇ しすけえくけしす   65 きうかうぇさょぇ う 218 

きうかうけくぇ かっゃぇ.
〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

╀かういけ こけかけゃうくぇすぇ ぉなかゅぇさう (42 こさけちっくすぇ) けつぇおゃぇす こさっい しかっょ-
ゃぇとうすっ こっす ゅけょうくう ぉさけはす くぇ こさっしすなこかっくうはすぇ ゃ しすさぇくぇすぇ, 

しゃなさいぇくう し ういこけかいゃぇくっすけ くぇ けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ, ょぇ くぇさぇしくっ. 
〈けゃぇ こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ けす こさけせつゃぇくっ くぇ ╄ゃさけぉぇさけきっすなさ, けこけゃっ-
しすっくう こけ こけゃけょ こさっょかけあっくうは くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ おけきうしうは いぇ けゅさぇ-
くうつぇゃぇくっ くぇ くぇしうかうっすけ ゃ ╄ゃさけこぇ, しゃなさいぇくけ し せこけすさっぉぇすぇ くぇ けゅくっ-
しすさっかくう けさなあうは.
]さぇゃくっくけ し ぉさけは くぇ しなとうすっ けすゅけゃけさう しさっょくけ ゃ ╄], ぉなかゅぇさうすっ しぇ 

こけ-ゅけかっきう けこすうきうしすう - 58 くぇ しすけ けす っゃさけこっえちうすっ けつぇおゃぇす ゃ しかっょ-
ゃぇとうすっ ゅけょうくう ぉさけはす くぇ すっいう こさっしすなこかっくうは ょぇ しっ こけゃうてう. ╄ょくぇ 
すさっすぇ けす けすゅけゃけさうかうすっ けつぇおゃぇす ぉさけはす くぇ こけょけぉくう こさっしすなこかっくうは 
ょぇ しっ いぇこぇいう, こけおぇいゃぇす ょぇくくうすっ けす ういしかっょゃぇくっすけ.
¨おぇいゃぇ しっ, つっ ょゃぇ こなすう こけゃっつっ ぉなかゅぇさう (53 くぇ しすけ), しさぇゃくっくけ し 

けしすぇくぇかうすっ ゅさぇあょぇくう くぇ ╄] (29 こさけちっくすぇ), しぇ けすゅけゃけさうかう, つっ うい-
こけかいゃぇす けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ いぇさぇょう しゃけはすぇ さぇぉけすぇ (ゃ こけかうちうはすぇ, 
ぇさきうはすぇ うかう ゃ しすさせおすせさうすっ いぇ しうゅせさくけしす). ̈ ぉとけ 14 くぇ しすけ しさっょくけ 
ゃ ╄] う 24 くぇ しすけ けす ぉなかゅぇさうすっ うきぇす けさなあうっ いぇ かうつくぇ いぇとうすぇ.
╇いしかっょゃぇくっすけ こけおぇいゃぇ, つっ けしくけゃくぇすぇ つぇしす けす っゃさけこっえちうすっ くうおけ-

ゅぇ くっ しぇ こさうすっあぇゃぇかう けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ. ╃ぇくくうすっ いぇ ╀なかゅぇさうは 
う しさっょくけ いぇ ╄] しぇ ぉかういおう こけ けちっくおぇ くぇ きぇとぇぉぇ くぇ こさっしすなこかっくう-
はすぇ し けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ - こけょ 20 くぇ しすけ くぇきうさぇす, つっ くうゃけすけ っ 
きくけゅけ ゃうしけおけ, ぇ ぉかういけ 40 くぇ しすけ ゅけ けこさっょっかはす おぇすけ けすくけしうすっかくけ 
くうしおけ うかう きくけゅけ くうしおけ.
′ぇょ こけかけゃうくぇすぇ けす せつぇしすくうちうすっ ゃ ょけこうすゃぇくっすけ しぇ ういさぇいうかう こけょ-

おさっこぇ いぇ こけ-しすさけゅけ いぇおけくけょぇすっかしすゃけ ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ けゅくっしすさっかくうすっ 
けさなあうは. ′ぇょ こけかけゃうくぇすぇ っゃさけこっえちう (58 くぇ しすけ) う っょゃぇ 37 くぇ しすけ 
けす ぉなかゅぇさうすっ しこけょっかはす けちっくおぇすぇ, つっ しぇ くっけぉたけょうきう けぉとう きうくう-
きぇかくう っゃさけこっえしおう しすぇくょぇさすう ゃ いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ, しゃなさいぇくけ し 
せこけすさっぉぇすぇ くぇ けゅくっしすさっかくけ けさなあうっ. ]こけさっょ こけゃっつっ けす こけかけゃう-
くぇすぇ ぉなかゅぇさう (55 こさけちっくすぇ) う ぉかういけ っょくぇ すさっすぇ けす けしすぇくぇかうすっ 
っゃさけこっえちう (38 くぇ しすけ) すけいう ゃなこさけし しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ けしすぇゃっく くぇ 
くぇちうけくぇかくう こけかうすうつっしおう さってっくうは.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか

′っそしっ 《ぇうき 〈せそぇくけゅかせ くぇ 36 ゅ. けす し. ╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ しっ 
くせあょぇっ けす しこってくぇ こけきけと いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ しさっょしすゃぇ いぇ

いぇおせこせゃぇくっ くぇ うくゃぇかうょくぇ ぇおせきせかぇすけさくぇ おけかうつおぇ
くぇ しすけえくけしす 10 000 かっゃぇ.

╀ぇくおけゃぇ しきっすおぇ
╇くゃっしす ぉぇくお: BG 9IORT180231000687100;

BIG: IORTBGSF

〈っかっそけく いぇ ゃさないおぇ: 0896 87 27 53

Никола Тесла

Мария Орсик

╉ひちきけす 36 すしちお. しかうあ せあ おかたそくけて, せそ けすあすか け 18 すしちお. しかうあ さちかおけてけ くあ うちひはあせか.
╇ つてちあせあてあ つか うひちてみて せあお 65 すけしけあちおあ しかうあ う いあせさせそてけ.

′あ てそうあ せあつてそみうあ う たけつすそ おそ 〈けせけつてかちつてうそてそ せあ そいちあくそうあせけかてそ さすかてひて ╈あしけせあ 』てそみせそうあ

′《╇ ′╅ 》《〈《ぅ


