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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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╁うゃうぇく ╋っさう 》ぇさすかう. [けょっくぇ っ ゃ 
╇くょうは, おけゅぇすけ しすさぇくぇすぇ っ ぉうかぇ ╀さうすぇく-
しおぇ おけかけくうは. ╄ょうくしすゃっくけ ょっすっ ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ くぇ ぇくゅかうえしおう けそうちっさ. ′ぇ すさう ゅけ-
ょうくう いぇ こなさゃう こなす  しっ こけはゃはゃぇ くぇ しちっくぇ 
- ゃ ぇきぇすぬけさしおぇすぇ すさせこぇ くぇ きぇえおぇ しう, 
おけはすけ は せつう ょぇ ょぇ つっすっ ┿くょっさしっく, ╉ぇ-
さけか, ╉うこかうくゅ う かっゅっくょうすっ くぇ ゅさなちおぇすぇ 
きうすけかけゅうは う うくょうえしおうは そけかおかけさ. 
╇いこさぇすっくぇ っ ゃ ╋ぇくぇしすうさぇ くぇ しゃっとっくけ-

すけ しなさちっ ゃ [けせたっきこすなく, おけゅぇすけ っ ぉうかぇ 
くぇ てっしす う こけかけゃうくぇ. ╆ぇゃなさてゃぇ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ しう ゃ ╄ゃさけこぇ こさっい 1931 ゅ. [けょう-
すっかうすっ え は こけょおさっこはす ゃ ぇきぉうちうはすぇ え ょぇ 
しすぇくっ „ゃっかうおぇ ぇおすさうしぇ”.
╁うゃうぇく ╊うえ. ╁なこさっおう, つっ うきぇ きくけゅけ 

こけおかけくくうちう, 18-ゅけょうてくぇすぇ きうし 》ぇさすかう 
しっ ゃかのぉゃぇ ゃ 32-ゅけょうてくうは かけくょけくしおう 
ぇょゃけおぇす 》なさぉなさす ╊うえ 》けかきぇく, おけえすけ 
くっ ぉうか おさぇしぇゃっち, くけ けつぇさけゃぇか ゃしうつおう 
しなし しゃけは せき, ぇさうしすけおさぇすうつくう きぇくうっさう 
う すぇおす. ╋ぇえおぇ え っ こさけすうゃ, くけ ╁うゃうぇく 
しきはすぇ, つっ しなさちっすけ くっ きけあっ ょぇ ゅさってう. 〈は 
こさっおなしゃぇ けぉせつっくうっすけ しう ゃ ┿おぇょっきうはすぇ 
う しっ あっくはす.      
]っきっえくうはす え あうゃけす, けぉぇつっ, すさなゅゃぇ いかっ. 

》けかきぇく こけ ちっかう ょくう っ ゃ おぇくすけさぇすぇ しう. 
╁うゃうぇく しおせつぇっ けす ぉっいょっかうっ う きっつすぇっ 
ょぇ こさけょなかあう すっぇすさぇかくけすけ しう けぉさぇいけゃぇ-
くうっ. 》けかきぇく こなお うしおぇ しなこさせゅぇすぇ きせ ょぇ 
しっ こけしゃっすう ういちはかけ くぇ くっゅけ う ょけきぇ うき. 
╃けさう さぇあょぇくっすけ くぇ ょなとっさは うき ]のいなく 
くっ ょけくぇしは こけおけえ ゃ しっきっえしすゃけすけ. 
‶さうはすっかう は こさっょかぇゅぇす いぇ きぇかおぇ そうか-

きけゃぇ さけかは. ┿ゅっくすなす え ╃あけく ╂かうょなく え 
ょぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ え うきっ - ╁うゃう-
ぇく ╊うえ, う は こさっょかぇゅぇ くぇ ┿. ╉けさょぇ おぇすけ 
そうかきけゃぇ ぇおすさうしぇ, くけ すけえ けすおぇいゃぇ, しきは-
すぇえおう, つっ すは くはきぇ こけすっくちうぇか.
╊っえょう ¨かうゃうっ. ‶さっい 1935 ゅ. っ こさっ-

きうっさぇすぇ くぇ くぇてせきはかぇすぇ こうっしぇ “╋ぇし-
おぇすぇ くぇ ょけぉさけょっすっかすぇ”. ╁うゃうぇく, おけはすけ 
ゃ あうゃけすぇ しう っ こけいくぇかぇ しぇきけ っょうく きなあ, 
しゃけは しけぉしすゃっく, ぉかはしおぇゃけ ういうゅさぇゃぇ せかうつ-
くぇ こさけしすうすせすおぇ う こけおけさはゃぇ ゃいうしおぇすっか-
くぇすぇ かけくょけくしおぇ こせぉかうおぇ. ╁っしすくうちうすっ  
ゃないたゃぇかはゃぇす ういゅさはゃぇとぇすぇ すっぇすさぇかくぇ 
いゃっいょぇ. ╉けさょぇ こさういくぇゃぇ ゅさっておぇすぇ しう 
う こけょこうしゃぇ そうかきけゃ ょけゅけゃけさ し くっは.                                                                                                             
╉せきうさ くぇ かけくょけくしおぇすぇ こせぉかうおぇ こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ っ ╊けさなくし ̈ かうゃうっ, いぇゃかぇょはか ゃしうつ-
おう し きけとくうは しう すぇかぇくす う すっきこっさぇきっくす. 
╁うゃうぇく しっ ゃかのぉゃぇ ゃ くっゅけ きうゅくけゃっくけ う 
ぉっいゃないゃさぇすくけ. „′っゃないきけあくけ っ ょぇ くっ しっ 
ゃかのぉうて ゃ すぇおぇゃぇ あっくぇ“, - こさういくぇゃぇ 
しかっょ ゃさっきっ ¨かうゃうっ. ╂けょうくぇ こけ-おなしくけ 
ょゃぇきぇすぇ しっ しくうきぇす  ゃ “¨ゅなく くぇょ ┿くゅかうは”. 
[ってぇゃぇす ょぇ ぉなょぇす いぇっょくけ, くけ けぉしすけはすっか-
しすゃぇすぇ しぇ しさっとせ すはた. ╁うゃうぇく うきぇ きぇかおぇ 
ょなとっさうつおぇ, ぇ ╊けさなくし – くけゃけさけょっく しうく. 
‶さけすうゃ すはた しぇ さっかうゅうはすぇ, けぉとっしすゃっくけすけ 

きくっくうっ, しなこさせゅなす う しなこさせゅぇすぇ. 〈っ こさっ-
けょけかはゃぇす ゃしうつおけ, おけっすけ っ くぇ こなすは くぇ 
かのぉけゃすぇ うき. ╆ぇあうゃはゃぇす いぇっょくけ, しかっょ 
おぇすけ しなこさせいうすっ うき けすおぇいゃぇす ょぇ うき ょぇょぇす 
さぇいゃけょ, ぇ しかっょ つっすうさう ゅけょうくう しすぇゃぇす 
けそうちうぇかくけ しなこさせゅ う しなこさせゅぇ. ′ぇ しゃぇす-
ぉっくけすけ うき すなさあっしすゃけ こさうしなしすゃぇす しぇきけ 
おせきぇすぇ ╉ぇすさうく 》っこぉなさく う おせきなす. 
‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ う ょゃぇきぇすぇ こっつっかはす 

しゃっすけゃくぇ しかぇゃぇ. ╊けさなくし こけおけさはゃぇ いさう-
すっかうすっ し “》ぇきかっす”, ぇ ╁うゃうぇく - しなし しゃけは-
すぇ ]おぇさかっす けす “¨すくっしっくう けす ゃうたなさぇ”.  ╁ 
かのぉけゃすぇ ╁うゃうぇく, おぇおすけ う くっえくぇすぇ ゅっさけ-
うくは, くっ いくぇっ しさっょくけ こけかけあっくうっ - うかう 
くぇょっあょぇ, うかう けすつぇはくうっ; うかう かのぉけゃ, 
うかう しきなさす. 〈は あうゃっっ う ょうてぇ し かのぉけゃすぇ 

しう う ゃはさゃぇ ゃ うょっぇかくぇすぇ かのぉけゃ, おけはすけ 
ういこうすゃぇ おなき ╊けさなくし. ╃ゃぇきぇすぇ あうゃっはす 
っょうく し ょさせゅ う っょうく いぇ ょさせゅ. ′っえくうはす 
あうゃけす しすぇゃぇ かのぉけゃすぇ え おなき ╊ぇさう. ╇ 
すけゃぇ は こけゅせぉゃぇ…
]きっくはとう しっ くぇしすさけっくうは. ╁うゃうぇく 

ぉうかぇ ゃないたゃぇかはゃぇくぇ こさっょうきくけ いぇさぇ-
ょう おさぇしけすぇすぇ しう, おけっすけ すは しきはすぇかぇ いぇ 

こさっつおぇ ゃ こさうっきぇくっすけ え おぇすけ しっさうけいくぇ 
ぇおすさうしぇ. ′け ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす くぇえ-ゅけ-
かっきう すさせょくけしすう ゃ おぇさうっさぇすぇ え しない-

ょぇゃぇ くっえくけすけ くっしすぇぉうかくけ いょさぇゃっ - 
しすさぇょぇかぇ けす ぉうこけかはさくけ さぇいしすさけえしすゃけ.                                                                                                             
¨かうゃうっ しう しこけきくは こなさゃうは うくちうょっくす: ゃ 
ゅさうきぬけさくぇすぇ, ぉっい くうおぇおなゃ こけゃけょ すは いぇ-
こけつゃぇ ょぇ きせ おさっとう, しかっょ すけゃぇ ういゃっょくなあ 
しこうさぇ う しっ ゃすさっくつゃぇ ゃ くうとけすけ. ╇いこなか-
くはゃぇ さけかはすぇ しう くぇ ¨そっかうは ぉっい ゅさっておぇ, 
ぇ くぇ しかっょゃぇとうは ょっく しっ ゃさなとぇ おなき くけさ-
きぇかくけすけ しう こけゃっょっくうっ, ぉっい ょけさう ょぇ しう 
しこけきくは しかせつおぇすぇ. ╊うえ うゅさぇっ し [. 〈っえかなさ, 
╊. ╀ぇさうきけさ う ╋. ‘̈]なかうゃぇく ゃ „ぅくおう ゃ 
¨おしそけさょ“, こなさゃうはす え そうかき, おけえすけ こさう-
ゃかうつぇ ゃくうきぇくうっ ゃ ]┿】. ╆ぇこけつゃぇ ょぇ え 
しっ くけしう うきっ くぇ すさせょっく たぇさぇおすっさ う すは っ 
いぇこかぇてっくぇ, つっ, ぇおけ くっ こけょけぉさう こけゃっょっ-
くうっすけ しう, ょけゅけゃけさなす え し ╉けさょぇ くはきぇ ょぇ 
ぉなょっ こけょくけゃっく.
》けかうゃせょ. ¨かうゃうっ しっ けこうすゃぇ ょぇ さぇい-

てうさう そうかきけゃぇすぇ しう おぇさうっさぇ ゃ ]┿】. 
╉けゅぇすけ きせ こさっょかぇゅぇす さけかはすぇ くぇ 》うえす-
おかうそ ゃ „╀させかっくう たなかきけゃっ“, すけえ いぇきう-
くぇゃぇ いぇ 》けかうゃせょ. ╊うえ けすおぇいゃぇ さけかはすぇ 
くぇ ╇いぇぉっかぇ う けしすぇゃぇ ゃ ╊けくょけく. ]おけさけ 
くぇせつぇゃぇ, つっ かのぉうきうはす え しう っ くぇさぇくうか 
おさぇおぇ う すは きけきっくすぇかくけ けすかうすぇ こさう くっゅけ!                                                                                                              
‶さっい しなとぇすぇ 1939 ゅ. 》けかうゃせょ せしうかっくけ 
すなさしう ぇおすさうしぇ, おけはすけ ょぇ ういうゅさぇっ ]おぇさ-
かっす ̈ ‘》ぇさぇ ゃ „¨すくっしっくう けす ゃうたなさぇ“. ]かっょ 
ういぉけさぇ くぇ ╊うえ  ぇゅっくすなす  ╋. ]っかいくうお 
こうてっ: „〈は っ ]おぇさかっす う ういゅかっあょぇ ょはゃけか-
しおう ょけぉさっ“, ぇ さっあうしぬけさなす ╃あ. ╉のおなさ っ 
ゃょなたくけゃっく けす くっゃっさけはすくぇすぇ え おさぇしけすぇ 
う くっけぉせいょぇくけしす. ]くうきおうすっ しっ けおぇいゃぇす 
すさせょくう いぇ ╊うえ. 〈は さぇぉけすう しっょっき ょくう ゃ 
しっょきうちぇすぇ, つっしすけ ょけ すけかおけゃぇ おなしくけ, つっ 
くっ せしこはゃぇ ょぇ しっ ゃうょう し ¨かうゃうっ, おけえすけ っ 
ゃ ′の ╈けさお. 《うかきなす っ こけしさっとくぇす し くっ-
ぉうゃぇか いさうすっかしおう うくすっさっし, ぇ ╁うゃうぇく っ 
けすかうつっくぇ し „¨しおぇさ“ いぇ くぇえ-ょけぉさけ ういこなか-
くっくうっ くぇ ゅかぇゃくぇ さけかは.                                                                                 
╇いこうすぇくうっすけ くぇ しかぇゃぇすぇ. ]こけさっょ くは-

おけう ぉうけゅさぇそう, すけいう しゃっすおぇゃうつっく せしこった 
くぇ ╊うえ  いぇしはゅぇ しぇきけかのぉうっすけ くぇ ╊ぇさう. ′け 
くぇ すけいう さぇくっく っすぇこ かのぉけゃすぇ くぇょょっかはゃぇ.                                                                       
╉けさょぇ ぇくゅぇあうさぇ いゃっいょくぇすぇ ょゃけえおぇ いぇ 
ゅかぇゃくうすっ さけかう ゃなゃ そうかきぇ しう „╊っえょう 》ぇ-
きうかすなく“. ╁うゃうぇく こさうょぇゃぇ すけかおけゃぇ けつぇ-
さけゃぇくうっ くぇ けぉさぇいぇ しう, つっ ̈ かうゃうっ こさけしすけ 
ぉかっょくっっ ょけ くっは. ╊けさなくし っ こさっおぇかっくけ 
さぇちうけくぇかっく ゃ ぇおすぬけさしおうすっ しう こさっゃなこかな-
とっくうは, ょけおぇすけ ╁うゃうぇく うき しっ けすょぇゃぇ し 
ちはかぇすぇ しう ょせてぇ.
‶さったかぇしすくぇすうすっ おさうすうちう しっ くぇょこさっ-

ゃぇさゃぇす ょぇ たゃぇかはす ゃしはおけ くっえくけ ういこなかくっ-
くうっ.
╇ いぇ ょぇ くっ ょぇゃぇ こけゃけょう くぇ 

╊ぇさう ょぇ は さっゃくせゃぇ けす せしこったう-
すっ え, すは せきうてかっくけ ゅう けきぇかけ-
ゃぇあぇゃぇ. ′ぇこさうきっさ, し ゃすけさうは 
しう „¨しおぇさ“ こけょこうさぇ ゃさぇすぇすぇ 
くぇ しすぇはすぇ うき, くぇきっおゃぇえおう くぇ 
しなこさせゅぇ しう, つっ う くぇえ-こさっし-
すうあくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くっ けいくぇつぇゃぇ 
くうとけ いぇ くっは.
╉かぇょぇすぇ くぇ かのぉけゃすぇ.

‶さっい 1945 ゅ. けすおさうゃぇす, つっ ╁う-
ゃうぇく っ ぉけかくぇ けす すせぉっさおせかけいぇ. 
′け くうとけ くっ きけあっ ょぇ は くぇおぇさぇ 
ょぇ しかっいっ けす しちっくぇすぇ. „╆ぇ きっく 
さぇぉけすぇすぇ けいくぇつぇゃぇ あうゃけす”, 
おぇいゃぇ すは. ╉けゅぇすけ ぉけかっしすすぇ 
は しなぉぇさは くぇ かっゅかけ, ╊けさなくし 
ぉっいせきくけ くっさゃくうつう. 〈は しっ ぉけう 
こけゃっつっ いぇ くっゅけ, けすおけかおけすけ いぇ 
しっぉっ しう. ‶さっい ちはかけすけ ゃさっきっ 
すは しっ ょゃうあう こけ さなぉぇ くぇ こさけ-
こぇしすすぇ, ょけ ぉっいせきうっすけ けしすぇゃぇ 
っょくぇ おさぇつおぇ. ¨かうゃうっ っ くぇ 
ゅさぇくうちぇすぇ くぇ けすつぇはくうっすけ, こけ 
ちっかう くけとう っ ょけ くっは, いぇとけすけ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ は けぉうつぇ, くけ し 
くうとけ くっ きけあっ ょぇ え こけきけゅくっ. 
]かっょ くはおけかおけ ゅけょうくう え けす-
おさうゃぇす う きぇくうぇおぇかくぇ ょっこさっ-
しうは - いぇさぇょう こさっこぇさぇすうすっ う 
っかっおすさけてけおけゃっすっ, こさぇゃっくう 
え ゃ こしうたうぇすさうつくぇ おかうくうおぇ. 
〈けいう せょぇさ っ ゃっつっ くっこけくけしうき 

いぇ ╊ぇさう, ぉけかっしすすぇ え ゅけ こかぇてう. 〈けえ っ くぇ 
ゃなさたぇ くぇ しかぇゃぇすぇ しう, たけさぇすぇ ゅけ きうしかはす いぇ 
ゅっくうえ う こけかせぉけゅ う ゃ すけいう しちっくぇさうえ くはきぇ 

きはしすけ いぇ っょくぇ けぉっいせきはゃぇとぇ あっくぇ. 〈けえ 
くっ ういょなさあぇ こけゃっつっ ょぇ っ し くっは…  ╆ぇ すけゃぇ 
ょけこさうくぇしは う そぇおすなす, つっ いぇ 20 ゅけょうくう 
しなゃきっしすっく あうゃけす くっ せしこはゃぇす ょぇ しないょぇ-
ょぇす ょっちぇ, ╁うゃうぇく こさぇゃう ょゃぇ しこけくすぇくくう 
ぇぉけさすぇ.
╋っあょせ かのぉけゃすぇ う しすさぇょぇくうっすけ.

╋うくぇかけすけ ゅう ょなさあう っょうく ょけ ょさせゅ ょけ 
1957 ゅ., おけゅぇすけ すけえ しさっとぇ くけゃぇ かのぉけゃ 
- ぇおすさうしぇすぇ ╃あけぇく ‶かけせさぇえす. ╉けゅぇすけ 
╁うゃうぇく さぇいぉうさぇ すけゃぇ, すは くっ うしおぇ ょぇ しっ 
ぉけさう いぇ ╊けさなくし, いぇとけすけ しきはすぇ, つっ いぇ 
かのぉけゃすぇ くっ きけあって ょぇ しっ ぉけさうて - くっは 
うかう は うきぇ, うかう は くはきぇ. ‶さっい 1960 ゅ. かけく-
ょけくしおうはす しなょ さぇいゃっあょぇ いゃっいょくぇすぇ ょゃけえ-
おぇ. ╁うゃうぇく くっ きけあっ ょぇ せょなさあう しなかいうすっ 
しう. 〈は しきはすぇ, つっ っ ゃうくけゃくぇ う くっ しっ けこかぇ-
おゃぇ けす しなょぉぇすぇ. ╁しうつおけ しすぇゃぇとけ いぇ くっは っ 
こけゃっつっ けす ゅうぉっか. ′け すは せしすけはゃぇ う せしこはゃぇ  
ょぇ しっ こさっぉけさう. ╃ぇゃぇ しう しきっすおぇ, つっ, ぇおけ 

くっ ゅけ くぇこさぇゃう, おぇさうっさぇすぇ え っ しゃなさてっ-
くぇ. ┿おすさうしぇすぇ こけぉっあょぇゃぇ けしおなさぉっくぇすぇ う 
しなしうこぇくぇ あっくぇ う すは くっ しこうさぇ ょぇ うゅさぇっ.
╃あけく ╋っさうゃっえか. ╁ すっいう すさせょくう ょくう 

くっえくぇ こけょおさっこぇ っ ぇおすぬけさなす ╃あけく ╋っ-
さうゃっえか. 〈けえ けすょぇゃくぇ う ぉっいくぇょっあょくけ は 
けぉうつぇ, いくぇっ いぇ ぉけかっしすすぇ え う いぇ ゃしうつおけ, 
しゃなさいぇくけ し ¨かうゃうっ. 〈けえ さぇいぉうさぇ こさっ-
おさぇしくけ, つっ くっ きせ っ しなょっくけ ょぇ ゅけ ういきっし-
すう けす しなさちっすけ え. ╆くぇっ, つっ ╊けさなくし きけあっ 
ょぇ ぉなょっ いぇきっしすっく しぇきけ けす しぇきうは ╊け-
さなくし. ′け つせゃしすゃけすけ きせ っ すけかおけゃぇ しうかくけ, 
つっ しっ こさうきうさはゃぇ う こけっきぇ ゃ しゃけう さなちっ 
けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ しなょぉぇすぇ くぇ ╁うゃうぇく. 
〈は けちっくはゃぇ すけいう ぉかぇゅけさけょっく あっしす, くけ 
ゃしうつおけ しう けしすぇゃぇ おぇすけ こさっょう - ╊ぇさう しう 
っ ╊ぇさう, ╋っさうゃっえか っ こさけしすけ ╋っさうゃっえか. 
╁ あうゃけすぇ え ╃あけく っ しぇきけ こぇすっさうちぇ, くぇ 
おけはすけ ╁うゃうぇく しっ っ けこさはかぇ ゃ すさせょっく きけ-
きっくす, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ こさけょなかあう くぇこさっょ. 
╁はさゃぇえおう ょけ こけしかっょくうは しう きうゅ, つっ くっえ-
くうはす ╊ぇさう とっ しっ ゃなさくっ. 〉しこはゃぇ ょぇ しっ 
しくうきぇ しぇきけ ゃ けとっ っょうく そうかき - „╉けさぇぉなす 
くぇ ゅかせこちうすっ“. 
╉さぇはす うょゃぇ しぇきけ くぇ 54. ‶さっい のくう 

1967 ゅ. ╊うえ すさはぉゃぇ ょぇ さっこっすうさぇ, くけ くけゃ 
こさうしすなこ くぇ すせぉっさおせかけいぇすぇ は こけゃぇかは くぇ 
かっゅかけ. ¨すおぇいゃぇ ょぇ こけしすなこう ぉけかくうちぇ. ′ぇ 
10 のかう, おなしくけ しかっょ しこっおすぇおなかぇ, ╃あけく 
しっ こさうぉうさぇ う は くぇきうさぇ いぇしこぇかぇ. ′うとけ 
くっ こさっょゃっとぇゃぇ おぇおゃけ とっ しっ しかせつう しかっょ 
こっすくぇょっしっす きうくせすう. ]かせつゃぇ しっ くっこけこさぇ-
ゃうきけすけ. ╃あけく ゃうあょぇ ╁うゃうぇく くぇ こけょぇ. 
╀っいょうたぇくくぇ. 〈は しっ けこうすぇかぇ ょぇ けすうょっ 
ょけ ぉぇくはすぇ, くけ ぉっかうはす え ょさけぉ くっ ういょなさ-
あぇか. ‶なさゃうはす つけゃっお, くぇ おけゅけすけ ╋っさう-
ゃっえか しっ けぉぇあょぇ, っ ̈ かうゃうっ. ]かっょ きうくせすう 
すけえ こさうしすうゅぇ, いぇ ょぇ しっ こさけしすう いぇゃうくぇ-
ゅう し すぇいう, おけはすけ ぉっいいぇゃっすくけ っ けぉうつぇか.                  
╃ゃぇきぇすぇ え かのぉうきう きなあっ しぇ すっいう, おけうすけ 
とっ けさゅぇくういうさぇす こけゅさっぉっくうっすけ え…

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈っいう ょゃっ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくう いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さっゅうけくぇ  -„┿さしっ-
くぇか”, つせ う けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ こなさゃぇすぇ 

え ゃういうすぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ┿かぇょあけゃぇ, おけはすけ っ くぇ こけしすぇ けす のくう すぇいう ゅけょうくぇ, しっ 
しさっとくぇ いぇ こなさゃう こなす し さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ. 『っかすぇ くぇ ゃういうすぇすぇ ぉっ いぇ-
こけいくぇゃぇくっ くぇ きはしすけ しなし  しうすせぇちうはすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”, し こさけぉかっきうすっ う くぇきっさっくう-
はすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ, し ゃないきけあくけしすう-
すっ いぇ けおぇいゃぇくっ くぇ しなょっえしすゃうっ. ‶さっょう 
┿かぇょあけゃぇ, くっえくうはす こさっょてっしすゃっくうお 
′っょはかおけ ′っょはかおけゃ くぇ ょゃぇ こなすう  うきぇ-
てっ しさっとう し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, くけ こけゃけょなす すけゅぇゃぇ ぉっ すさっゃけゅぇすぇ 
けおけかけ けこすうきういぇちううすっ くぇ こっさしけくぇかぇ ゃ 
こさっょうてくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. 
„[ぇぉけすうき, さぇいてうさはゃぇきっ こさけょせおすけ-

ゃぇすぇ ゅぇきぇ, おけかおけすけ う ょぇ くう っ すさせょくけ, 
せしこはゃぇきっ ょぇ しっ ょなさあうき くぇょ ゃけょぇすぇ. 
′はきぇき けしけぉっくう こさうすっしくっくうは ゃ けぉけ-
いさうきけ ぉなょっとっ, くけ すけゃぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ くう 
せしこけおけはゃぇ”, おぇいぇ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ いぇはゃう, つっ おなき くぇしすけはとうは きけきっくす „┿さしっくぇか” っ けぉっいこっつっく し こけさなつおう う 
くっ しっ こさっょゃうあょぇ しなおさぇとぇゃぇくっ くぇ たけさぇ. 『っかすぇ  くう っ ょぇ しなたさぇくうき こっさしけくぇかぇ けおけかけ しっゅぇて-
くぇすぇ きせ つうしかっくけしす, ぉかういけ 5 たうかはょう ょせてう, ょけこなかくう すけえ. 
╇ぉせてっゃ けこさっょっかう しうすせぇちうはすぇ し こさうっきぇくっすけ う けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすっとう けす „┿さしっ-

くぇか” おぇすけ „ょうくぇきうつくぇ う いぇゃうしっとぇ ういおかのつうすっかくけ けす しおかのつっくうすっ ょけゅけゃけさう”. 
„[ぇぉけすうき ゃ せしかけゃうは くぇ ゅけかはきぇ う あっしすけおぇ おけくおせさっくちうは, くぇ くぇきぇかっくう ゃけっくくう ぉのょあっすう くぇ 

しすさぇくうすっ, おけっすけ こさぇゃう いぇょぇつぇすぇ くぇ きっくうょあなさしおうは っおうこ ういおかのつうすっかくけ すさせょくぇ”, おぇいぇ けとっ 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”. 

] ょけ 2500 かっゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ こけょこけきぇゅぇ 
ょゃけえおう ぉっい ょっちぇ こさう こさけちっょせさう „うく ゃうすさけ” うかう うい-

しかっょゃぇくうは おなき すはた.
〈けゃぇ いぇこうしぇたぇ おぇすけ しゃけっ さってっくうっ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくう-

ちう くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ こけしかっょくけすけ しう いぇしっょぇくうっ. ‶け こさっょかけ-
あっくうっ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ぉっ こさうっす 

‶さぇゃうかくうお いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさけちっょせさう ”うく ゃうすさけ” くぇ 
しっきっえしすゃぇ う かうちぇ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう, あうゃっっとう くぇ 
しっきっえくう くぇつぇかぇ, くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
] すけいう しう たけょ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ 36-すぇすぇ けぉとうくぇ ゃ 

╀なかゅぇさうは, おけはすけ とっ こけょこけきぇゅぇ そうくぇくしけゃけ ぉっいょっすくう ょゃけえ-
おう しなし しさっょしすゃぇ けす しゃけは ぉのょあっす. ]こけさっょ くっけそうちうぇかくぇすぇ 
うくそけさきぇちうは, ゃ さっこさけょせおすうゃくぇ ゃないさぇしす ょゃけえおうすっ ぉっい ょっちぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなておけ しぇ くぇょ 200.
]さっょ きけすうゃうすっ くぇ ゃくけしうすっかは いぇ すけいう こさぇゃうかくうお しぇ: さぇし-

すはとうはす ぉさけえ くぇ ょゃけえおうすっ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう, こけ-
っきぇくっすけ けすしすさぇくぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ くぇ しぇきけ ょけ 3 けこうすぇ いぇ „うく 
ゃうすさけ”, おけうすけ つっしすけ しぇ くっょけしすぇすなつくう う ゃしっ こけ-ゃかけてぇゃぇ-
とぇすぇ しっ けすおなき ょっきけゅさぇそしおけ けすくけてっくうっ おぇさすうくぇ, おぇおすけ ゃ 
しすさぇくぇすぇ, すぇおぇ う ゃ さぇえけくぇ.
╁ こさうっすうは ‶さぇゃうかくうお しぇ けこうしぇくう, おぇおすけ さぇいかうつくうすっ いぇ-

ぉけかはゃぇくうは くぇ あっくぇすぇ, こさっつっとう え ょぇ うきぇ ょっちぇ こけ っしすっしすゃっく 
こなす, こさう おけうすけ ょゃけえおぇすぇ とっ うきぇ こさぇゃけ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
いぇ すっいう しさっょしすゃぇ, すぇおぇ う きぇくうこせかぇちううすっ, いぇ おけうすけ とっ しっ 
けすこせしおぇす こぇさうすっ.

¨す 1-ゃう ょっおっきゃさう  し さってっくうっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ せつうかうとぇ しっ ゃさなとぇ いぇ-
ょなかあうすっかくけすけ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ. 〈け とっ けぉたゃぇとぇ せつっくうちうすっ けす 9-すう う 10-すう おかぇし, おぇお-

すけ う しすせょっくすうすっ. 〉つっくうちうすっ ゃ しさっょくうは おせさし とっ うきぇす けぉとけ 5 つぇしぇ ょけ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
こけょ そけさきぇすぇ くぇ かっおちうう, 
こさっこけょぇゃぇくう けす しかせあう-
すっかう くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ ゃ つぇしけゃっすっ 
くぇ おかぇしくうは さなおけゃけょうすっか. 
‶さっょゃうあょぇ しっ  しすせょっくすう-
すっ  しなとけ ょぇ こけょかっあぇす くぇ 
すけゃぇ けぉせつっくうっ, おけっすけ とっ っ 
ゃ さぇきおうすっ くぇ 90 つぇしぇ けぉとけ 
いぇ こっさうけょぇ くぇ しかっょゃぇくっすけ 
うき. 』ぇしす けす すっきうすっ, し おけうすけ 
せつっくうちうすっ けす 9-すう う 10-すう 
おかぇし とっ しっ いぇこけいくぇゃぇす, とっ 
しぇ いぇ すけゃぇ: おぇお しっ けちっかは-
ゃぇ こさう すっさけさうしすうつっく ぇおす う 
おぇおゃぇ っ ちっかすぇ くぇ ゃけっくくうすっ 
くう きうしうう. ‶さっょゃうあょぇ  しっ 
しなとけ せしゃけはゃぇくっ くぇ いくぇくうは 
いぇ けちっかはゃぇくっ ゃ っおしすさっきくう 
しうすせぇちうう. 
╆ぇ すけゃぇ しう くぇきっさっくうっ くけ-

ゃぇすぇ ゃかぇしす ゃ ╀なかゅぇさうは しな-
けぉとう けとっ ゃ こなさゃうすっ  ょくう 
くぇ きぇくょぇすぇ しう, くけ さっぇかくけ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ  つぇしけゃっすっ こけ ゃけっくくけ けぉせ-
つっくうっ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ ぉっ すっきぇ, こけゃょうゅぇくぇ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
さぇいかうつくう しさっょう う うくしすうすせちうう. ╃っこせすぇすう けす さぇいかうつくう こけかうすうつっしおう しうかう けとっ ゃ こさっょたけょくうは 
こぇさかぇきっくす しなとけ こさけおかぇきうさぇたぇ うょっはすぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ゃけっくくけすけ けぉせつっくうっ. 
[っょけゃくぇすぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ ゃ ╀なかゅぇさうは ぉっ けすきっくっくぇ  こさっょう 7 ゅけょうくう う くぇ くっえくけ きはしすけ 

ぉっ しないょぇょっくぇ こさけそっしうけくぇかくぇ ぇさきうは. ‶さけきはくぇ, こけしさっとくぇすぇ こなさゃけくぇつぇかくけ し けぉかっおつっくうっ 
けす ゃしうつおう, いぇ おけうすけ おぇいぇさきぇすぇ しっ ぉっ こさっゃなさくぇかぇ ゃ しうきゃけかうつくけ きはしすけ くぇ „いぇょなかあうすっかくけ 
いぇすなこはゃぇくっ“ う しおさうすけ くぇしうかうっ.

【そうあ くあみうけ けくたひしせけてかしせけみて おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし” 〉けさそしあこ ¨いとのかう せあ 
つちかはあ つ そいしあつてせけみ とたちあうけてかし せあ そいしあつて 』てあちあ ′あえそちあ ╋けうさあ ╅しあおきそうあ

╁うゃうぇく ╊うえ, しきはすぇくぇ いぇ くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ ぉさうすぇくおぇ いぇ ゃしうつおう ゃさっ
きっくぇ, っ さけょっくぇ こさっい 1913 ゅ. ╇ゅさぇっ ゃ すっぇすなさ „¨かょ ╁うお“ ゃ ╊けく

ょけく.  ╇いはゃはゃぇ しっ ゃ 【っおしこうさけゃ さっこっさすけぇさ. ╇いおせしすゃけすけ え っ し こけょつっさすぇく 
うくすっさっし おなき しかけあくう こしうたけかけゅうつくう たぇさぇおすっさうしすうおう. ′っえくう こぇさす
くぬけさう しぇ ╉かぇさお ╂っえぉなか, ╊けさなくし ¨かうゃうっ う ょさせゅう うきっくうすう ぇおすぬけさう.                                                                                          
′けしうすっかおぇ っ くぇ ょゃっ くぇゅさぇょう くぇ そうかきけゃぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ ]┿】 いぇ さけかう
すっ え くぇ ]おぇさかっす ̈ ‘》ぇさぇ  ゃなゃ そうかきぇ, こけあなくぇか くぇえ-ゅけかっきうは おぇしけゃ せしこった 
ゃ うしすけさうはすぇ くぇ おうくけすけ -  „¨すくっしっくう けす ゃうたなさぇ” - し 10 „¨しおぇさ”-ぇ, う くぇ 
╀かぇくて ╃のぉけぇ ゃ „〈さぇきゃぇえ „╅っかぇくうっ“.
〉きうさぇ こさっい 1967 ゅ.

Момент от срещата



2

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

でëñàó6 декември 2013 г.びëÜÖó¡í

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

5 〉╅ぁ¨〉╅ ╉╅ 〉╅〈╅]¨【╊ ╊╋╊╉〉╊╇〉¨【╊ 』¨ 『╅′｠《╉¨

《【『っ′╇╅【 ぃ[《]╅【╅ 〉╅ 〈╇『 ╇ [╅′╅〉]ぇ[ 』 〉《╇¨っ ╆ょ╉╋╊【?

23-きぇ ょせてう いぇゅせぉうたぇ あうゃけすぇ しう ゃ けぉ-
かぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょう-
くぇすぇ ょけ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう こさう しすぇくぇかうすっ 
1429 おぇすぇしすさけそう. [ぇくっくうすっ ゃ すはた しぇ 396 
ょせてう.
‶け ゃうくぇ くぇ ゃけょぇつうすっ こさうつうくっくうすっ  すっあおう 

おぇすぇしすさけそう しぇ 294. ‶け ゃうくぇ くぇ こってったけょちう 
しぇ さっゅうしすさうさぇくう 6 すっあおう こさけういてっしすゃうは. 
╆ぇさぇょう すったくうつっしおぇ くっういこさぇゃくけしす くぇ ぇゃすけ-
きけぉうかう しぇ しすぇくぇかう 2 すっあおう おぇすぇしすさけそう. 
‶なさゃっくしすゃけすけ こさう くぇさせてっくうはすぇ くぇ ゃけ-

ょぇつうすっ, おぇすけ こさうつうくぇ う いぇ おぇすぇしすさけそうすっ, 
っ ょゃうあっくうっすけ し こさっゃうてっくぇ う くっしなけぉさぇいっ-
くぇ しおけさけしす. ╆ぇさぇょう すけゃぇ しぇ  しすぇくぇかう 107 

おぇすぇしすさけそう し 10 いぇゅうくぇかう う 136 さぇくっくう. 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ, おぇすけ こさうつうくぇ いぇ ‶〈‶, っ けすくっきぇくっすけ くぇ こさっょうきしすゃけ. ]すぇすうしすうおぇ-

すぇ すせお っ 90 おぇすぇしすさけそう こけ すぇいう こさうつうくぇ し 2 せぉうすう う 111 さぇくっくう.
╃させゅぇ こさうつうくぇ いぇ こなすくうすっ うくちうょっくすう っ せこけすさっぉぇすぇ くぇ ぇかおけたけか う せこけえゃぇとう ゃっ-

とっしすゃぇ. 19 おぇすぇしすさけそう し 1 せぉうす う 23 さぇくっくう しぇ しすぇくぇかう ゃ けぉかぇしすすぇ いぇさぇょう すけゃぇ. 
╉ぇすぇしすさけそうすっ し ょっちぇ う くっこなかくけかっすくう ょけ 17 ゅけょうくう けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ 

けぉかぇしすすぇ しぇ 49 おぇすぇしすさけそう, し 1 せぉうす う 56 さぇくっくう.
′ぇ こってったけょくぇ こなすっおぇ しぇ さっゅうしすさうさぇくう 10 こなすくう うくちうょっくすぇ, くぇ ぇゃすけぉせしくぇ しこうさ-

おぇ - 2, ぇ くぇ こってったけょっく こさっかっい - 1.
¨さゅぇくうすっ くぇ ╉┿〈 いぇ こっさうけょぇ しぇ おけくしすぇすうさぇかう  けぉとけ 36 691 くぇさせてっくうは くぇ こさぇ-

ゃうかぇすぇ いぇ ょゃうあっくうっ こけ こなすうとぇすぇ. ╀さけはす くぇ おけくしすぇすうさぇくうすっ くぇさせてっくうは こさっい こなさ-
ゃうすっ ょっゃっす きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ っ し 393 こけ-ゅけかはき けす ぉさけは くぇ おけくしすぇすうさぇくうすっ くぇ-
させてっくうは いぇ 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. ╆ぇゅうくぇかうすっ くぇ こなすは いぇ こっさうけょぇ 
しなとけ しぇ こけゃっつっ. 

4 178 282 かっゃぇ しぇ いぇょなかあっくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ おさぇは くぇ けおすけき-
ゃさう, しなけぉとう こけ ゃさっきっ くぇ ゅけょうてくうは しう けすつっす こさっょ ゅさぇあょぇくうすっ おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╁ 60-きうくせすくけすけ しう っおしこけいっ  おなき けすつっすぇ ]すけはくけゃぇ くぇこさぇゃう さっ-
すさけしこっおちうは くぇ ういゃなさてっくけすけ ょけ きけきっくすぇ う こさっょしすぇゃう こさうけさうすっすうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶けょさけぉくけしすう いぇ おきっすしおうは けすつっす  う さぇいゅけゃけさ し ╂ぇかう-
くぇ ]すけはくけゃぇ  けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 〈┿.

200 おうかけゅさぇきぇ たさぇくぇ いぇ 
ぉっいょけきくうすっ おせつっすぇ ゃ けぉとうくしおうは 
こさうのす ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇさう しけそうはく-
おぇすぇ ╂ぇぉさうっかぇ 〈けこぇかけゃぇ う くっえくう 
こさうはすっかう. ╁ないきせすっくぇ けす せしかけゃう-
はすぇ ゃ きっしすくうは こさうのす, ╂ぇぉう しすぇさ-
すうさぇ ぇおちうは 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 たさぇくぇ いぇ 
69-すっ ぉっいょけきくう つっすうさうくけゅう. ╁ 
ぉかぇゅけさけょくぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ ╂ぇぉう 
っ こけょこけきけゅくぇすぇ けす ]すっそぇく ╇ゃぇ-

73-ゅけょうてっく ぉなかゅぇ-
さうく っ いぇさぇいっく し ゃうさせ-
しぇ くぇ ]‶╇′. ╃はょけすけ っ 
さぇいぉさぇか しかせつぇえくけ しかっょ 
さっょけゃっく きっょうちうくしおう 
こさっゅかっょ.

〈けえ っ くぇえ-ゃないさぇしす-
くうはす しっさけこけいうすうゃっく 
ぉなかゅぇさうく. ′ぇえ-きかぇょう-
はす っ っょゃぇ くぇ 15 ゅけょう-
くう, しなけぉとう さなおけゃけょう-
すっかはす くぇ こさけゅさぇきぇすぇ 
„‶さっゃっくちうは う おけくすさけか 
くぇ 》╇╁-]‶╇′“ ょけおすけさ 
〈けくおぇ ╁なさかっゃぇ.

¨そうちうぇかくけ ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ さっゅうしすさうさぇくう 1800 しっさけこけいうすうゃくう. ¨す 
くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ょけ おさぇは くぇ きっしっち けおすけきゃさう しぇ せしすぇくけゃっくう 
くけゃう 179 しっさけこけいうすうゃくう かうちぇ, おぇすけ くぇえ-ゅけかはき っ ぉさけはす くぇ いぇさぇいっくう-
すっ ょけ 29 ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす.

╋なあっすっ くけしうすっかう くぇ ゃうさせしぇ しぇ 5 こなすう こけゃっつっ けす あっくうすっ.

′ぇ ゃしっおう しっ っ しかせつゃぇかけ ゃ おさぇは くぇ きっしっちぇ, おけゅぇすけ しう こけゅかっょくっ こけさすそっえかぇ うかう ぉぇかぇくしぇ こけ 
しきっすおぇすぇ, し ういくっくぇょぇ ょぇ せしすぇくけゃう, つっ っ こけたぇさつうか こけゃっつっ こぇさう けす けつぇおゃぇくけすけ. ‶さっょかぇゅぇきっ 

ゃう くはおけかおけ こさけしすう しなゃっすぇ, おけうすけ ょぇ こけゃかうははす いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ういかうてくうすっ ょくっゃくう さぇいたけょう. 
]なゃっすうすっ くう しぇ くぇ こさうくちうこぇ „╉ぇこおぇ こけ おぇこおぇ – ゃうさ, かっゃつっ こけ かっゃつっ - こぇつおぇ”.
* ‶さぇゃっすっ しう おぇそっ ゃおなとう. ╄しすっしすゃっくけ, すけゃぇ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすおぇあっすっ しなゃしっき けす 

おせこせゃぇくっすけ くぇ おぇそっ, こさけしすけ ゅけ けゅさぇくうつっすっ. 
* ′けしっすっ しう けぉはょ こけくっ ゃっょくなあ しっょきうつくけ. ′ぇきっさっすっ ゃぇてうは ぉぇかぇくし きっあょせ すけゃぇ ょぇ こけたぇこゃぇすっ 

くぇゃなく う ょぇ けぉはょゃぇすっ ゃ けそうしぇ.
* ╇いぉはゅゃぇえすっ すぇおしうすっ けす ぉぇくおけきぇすう. ╁くうきぇゃぇえすっ おぇおゃう しぇ すぇおしうすっ, おけうすけ ゃぇてぇすぇ ぉぇくおぇ ゃいうきぇ 

こさう すっゅかっくっ けす さぇいかうつくう ぉぇくおけきぇすう う おぇさすけゃう さぇいこかぇとぇくうは. ‶けかいゃぇえすっ ぉぇくおけきぇすう, おけうすけ しぇ 
しゃけぉけょくう けす すぇおしぇ (ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう おぇさすぇすぇ う ぉぇくおけきぇすなす すさはぉゃぇ ょぇ しぇ くぇ っょくぇ ぉぇくおぇ).
* ‶さけゃっさはゃぇえすっ ちっくぇすぇ くぇ くはおけかおけ きっしすぇ, こさっょう ょぇ しう おせこうすっ くっとけ しおなこけ. ┿おけ こなお きけあっすっ 

ょぇ つぇおぇすっ, しかっょっすっ ょゃうあっくうっすけ くぇ ちっくぇすぇ くぇ こさけょせおすぇ, おけえすけ しすっ しう たぇさっしぇかう, う しかっょ すけゃぇ ゅけ 
おせこっすっ くぇ くぇえ-くうしおぇすぇ ゃないきけあくぇ しすけえくけしす.
* ╇いぉはゅゃぇえすっ うきこせかしうゃくけすけ こぇいぇさせゃぇくっ. ¨こうすぇえすっ しっ ょぇ しう しないょぇょっすっ くぇゃうおぇ ょぇ くっ こぇいぇ-

させゃぇすっ こなさゃけしうゅくぇかくけ. ╋くけゅけ けす くっとぇすぇ, おけうすけ しう おせこせゃぇすっ, しかっょ ういゃっしすくけ ゃさっきっ しっ けおぇいゃぇす 
くぇこなかくけ くっこけすさっぉくう うかう くっ ぉうたすっ ゅう おせこうかう, ぇおけ ゅう ゃうょうすっ しかっょ ょゃぇ ょくう, くぇこさうきっさ.

╁ ぉのょあっすぇ いぇ 2014 ゅ. くっ しぇ こさっょ-
ゃうょっくう くうおぇおゃう こぇさう いぇ ておけかぇすぇ 

くぇ ╋╁[ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ くぇ こさぇおすう-
おぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ しなょぉぇすぇ え っ さってっくぇ 
う すは とっ ぉなょっ いぇおさうすぇ. ′はきぇ おぇお ておけ-
かぇすぇ ょぇ こさけょなかあう ょぇ しなとっしすゃせゃぇ し 
くせかぇ かっゃぇ ぉのょあっす“, すけゃぇ いぇはゃう こさっい 
しっょきうちぇすぇ  ‶かぇきっく ╈けさょぇくけゃ-くぇさけ-
ょっく こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀, つかっく くぇ 
╇おけくけきうつっしおぇすぇ おけきうしうは ゃ こぇさかぇ-
きっくすぇ. ‶け ょせきうすっ きせ すけゃぇ っょゃぇ かう っ 
しかせつぇえくけ う こさうこけきくは, つっ こさっょう けおけ-
かけ きっしっち ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う 
きっしすくぇすぇ せこさぇゃぇ しっ けぉはゃうたぇ おぇすっゅけ-
さうつくけ こさけすうゃ いぇすゃぇさはくっすけ くぇ ておけかぇすぇ 
う こさっゃさなとぇくっすけ え ゃ ぉっあぇくしおう かぇゅっさ, 
けす おぇおなゃすけ う ょぇ っ すうこ. ]さっょ きけすうゃう-
すっ いぇすけゃぇ ぉっ う そぇおすぇ,  つっ ておけかぇすぇ っ 
さぇいこけかけあっくぇ ゃ いぇとうすっくぇ こぇさおけゃぇ すっ-
さうすけさうは う つっ ゃ ゅさぇょぇ しっ くぇきうさぇ くぇえ-
ゅけかっきうはす けさなあっっく いぇゃけょ ゃ ╀なかゅぇさうは. 

╃け 20-すう ょっおっきゃさう とっ しっ さぇいょぇゃぇす たさぇくう くぇ しけちうぇかくけ しかぇぉう かうちぇ, うきぇとう 
こさぇゃけ くぇ こけょこけきぇゅぇくっ けす ゃすけさうは すさぇくて くぇ たせきぇくうすぇさくぇすぇ こけきけと くぇ ╀』╉. 

》さぇくうすっ とっ しっ さぇいょぇゃぇす ゃ こせくおすけゃっすっ ゃ おゃ. „╇いすけお”  ょけ ぉか. 1 う ゃ けぉとうくしおう おかせぉ 
„╉ぇこ. ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ”. ╁しっおう こさぇゃけうきぇと とっ こけかせつう こけ 20 おゅ う 400 ゅさぇきぇ たさぇくう-
すっかくう こさけょせおすう. 

╆ひおかはかてそ たちけせあおしかきけ せあ てかくけ, さそけてそ うみちうあて う さちあつそてあてあ せあ すかねてけてか つけ
...[《╉¨『╅〉《 ╊ ╇』¨ぁ[《

- ╉ぇおゃけ しすぇゃぇ すけゅぇゃぇ?
- 』けゃっお しっ さぇいぉけかはゃぇ. ╇きぇ 

ょうしこさけこけさちうは, ょうしぉぇかぇくし 
きっあょせ そういうつっしおけすけ う っくっさ
ゅうえくけすけ きせ こさけしすさぇくしすゃけ, すはかけ 
う ょせた, こけ-すさせょくけ しっ あうゃっっ. 

- ╉ぇお こさけすうつぇ っょくけ うい
しかっょゃぇくっ し ぉうけしおっくっさ? 
- 〈けゃぇ っ こさけしすけ っょくぇ しくうきおぇ. 

]すぇゃぇ いぇ きうくせすぇ. ]くうきぇ しっ し 
そけすけおぇきっさぇ う ゃこけしかっょしすゃうっ 
さぇぉけすぇ くぇ おけきこのすなさ. ‶けしかっ 
つけゃっお こけかせつぇゃぇ ょゃっ しくうきおう, 
こしうたけすっさぇこっゃすうつっく こさけそうか きせ 
しっ こさぇゃう くぇ すぇいう ぉぇいぇ, こけかせつぇ
ゃぇ せこなすゃぇくうは  おぇお ょぇ こけこさぇゃう 
くはおけう くぇさせてっくうは, いくぇくうは いぇ 
ゅっくっすうつくうは おけょ, おけえすけ くけしう. 
┿い しなき こさうゃなさあっくうお くぇ すっけさう
はすぇ, つっ くうっ くっ しきっ こさけういかっいかう 
けす きぇえきせくうすっ, ぇ しきっ ょけくっしっくう 
おぇすけ ╃′╉ けす さぇいかうつくう こかぇくっ
すう. ′はおけかおけ ゃうょぇ しきっ: けす ╋っさ
おせさうえ, けす ぃこうすっさ, けす ]うさうせし, 
けす ′っぉうさせ, ょさぇおけくう, さっこすうかう 
う こけゃっつっすけ ゃ きけきっくすぇ しぇ さっこ
すうかう.

- 〈っいう, おけうすけ くう せこさぇゃかは
ゃぇす? 
- ╃ぇ, すっいう おけうすけ くう せこさぇゃかは

ゃぇす, おけうすけ しぇ ょけくっしかう きぇすっさう
ぇかくけすけ, しうかぇすぇ,  くぇしうかうっすけ.

- ╇きぇ かう うくすっさっし おなき うい
しかっょゃぇくうはすぇ し ぉうけしおっくっさ? 
- ╃ぇ, いぇ 6 きっしっちぇ しなき けぉしかっょ

ゃぇかぇ くぇょ 300 ょせてう. ╇ うしおぇき ょぇ 
こけいょさぇゃは たけさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
いぇとけすけ すせお しさっとくぇた, すせお うきぇ 
きくけゅけ ょせたけゃくう たけさぇ.
 
- ┿ おぇお  さっぇゅうさぇす たけさぇ

すぇ, おぇすけ くぇせつぇす くっこけいくぇすう 
くっとぇ しぇ しっぉっ しう しかっょ すけゃぇ 
ういしかっょゃぇくっ? 
- ‶けゃっつっすけ しっ てけおうさぇす う しぇ 

きくけゅけ ういくっくぇょぇくう. ┿い くうとけ 
くっ しこっしすはゃぇき. ╁しうつおけ おぇいゃぇき. 
]さっとぇき ょけしすぇ たけさぇ, さけょっくう 
ょぇ かっすはす, くけ すっ こなかいはす. ╇ おけ
ゅぇすけ ゃうょは すけゃぇ, うき ゅけ おぇいゃぇき. 
′ぇかう うきぇ っょくぇ こけゅけゃけさおぇ, つっ 
さけょっくうはす ょぇ かっすう, くっ きけあっ ょぇ 
こなかいう, くけ っすけ, ゃうあ, こっこっさせょぇ
すぇ けこさけゃっさゅぇゃぇ すけゃぇ. ╁しっ けとっ 
くっ しなき さぇいゅぇょぇかぇ おぇおゃけ うしおぇ 
ょぇ くう おぇあっ ╁しっかっくぇすぇ  し すけゃぇ  
„こっこっさせょっくけ けこさけゃっさあっくうっ”.

- ] せきっくうはすぇ しう ゃうあょぇて 
きくけゅけ こけゃっつっ ゃ たけさぇすぇ, けす
おけかおけすけ すっ しぇきうすっ  いくぇはす いぇ 
しっぉっ しう. ′っ すっ かう くぇすけゃぇさゃぇ 
すけゃぇ いくぇくうっ? ╉ぇお あうゃっって 
し すけかおけゃぇ きくけゅけ うくそけさきぇ
ちうは? 
- 〈させょくけ あうゃっは. ]すぇくぇ しかけあ

くけ おぇすけ いぇこけつくぇた う ょぇ つっすぇ 
きうしかうすっ くぇ たけさぇすぇ, いぇとけすけ 
けぉうおくけゃっくけ きうしかうすっ くう くっ しぇ 
しかなくつっゃう, ゃ こけ-ゅけかはきぇすぇ しう 
つぇしす. ╇ くうおぇお くっ しぇ さけいけゃう, ゅぇ
さぇくすうさぇき ゃう. ′ぇせつうた しっ ょぇ うい
おかのつゃぇき し ゃさっきっすけ すっいう こさけ
ゅさぇきう う すけゃぇ っ しかっょゃぇと っすぇこ 
くぇ さぇいゃうすうっ. 〈う うきぇて しうかぇすぇ 
ょぇ つっすって きうしかうすっ,  くけ う しこけ
しけぉくけしすすぇ ょぇ  ゅう ういおかのつゃぇて. 
╉ぇすけ おけこつっ くぇ おけきこのすなさ. ╋けゅぇ 
ょぇ おけきせくうおうさぇき う ょぇ こなすせゃぇき 
ゃ こさけしすさぇくしすゃけすけ, くけ くっ ゃしはおぇ 
しっおせくょぇ, しぇきけ おけゅぇすけ きう すさはぉ
ゃぇ. ╉けゅぇすけ うしおぇき ょぇ こうすぇき うかう 
ゃうょは くっとけ. ′っ ゅかっょぇき くうとけ, 
おけゅぇすけ ゅけゃけさは し たけさぇ. ‶さぇ
ゃは すけゃぇ, しぇきけ おけゅぇすけ さぇぉけすは し 
ぇこぇさぇすぇ. ╉けゅぇすけ あうゃっは, おぇすけ 
けぉうおくけゃっく つけゃっお, くっ ういこけかい
ゃぇき すっいう しう しこけしけぉくけしすう. 

- ╁しっ こけゃっつっ しすぇゃぇす すっけ

〈は しっ おぇいゃぇ 
¨かゅぇ ╁かぇょうきう
さけゃくぇ ╆っきかは
くうちうくぇ-〉しおけゃぇ. 
′ぇしかっょくうつおぇ っ 
くぇ ういゃっしすっく さけょ 
こけかしおう しゃっとっ
くうちう, おけうすけ けとっ 
こけ ゃさっきっすけ くぇ 
╄おぇすっさうくぇ ╁っ
かうおぇ さぇいゃうゃぇす 
たさうしすうはくしおぇすぇ 
ちなさおゃぇ ゃ ]うぉうさ. 
╁っかうおうすっ え ょっょう 
けしすぇゃはす ょうさう う 
ゃ ょくってくぇ [せ
しうは, おなょっすけ ゃ 
╀かぇゅけゃっとっくしお 
うきぇ う しゃっとっく 
けぉさっょっく ょけき くぇ 
╆っきかはくうちうくう. 
]かっょゃぇえおう こけ
ゃうおぇ くぇ おさなゃすぇ, 
ょくっし くぇしかっょ
くうつおぇすぇ ¨かゅぇ 

さううすっ, つっ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
すっあおうすっ ぉけかっしすう, おけうすけ くう 
いぇかうゃぇす, きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす うい
かっおせゃぇくう  し たうこくけいぇ. 〈けゃぇ 
こけきぇゅぇ かう くう ょぇ いぇこけつくっき 
ょぇ あうゃっっき こけ „いぇおけくぇ くぇ 
おさなゃすぇ”, ぇ くっ こけ くぇかけあっくう
すっ けす くぇし しぇきうすっ いぇおけくう う 
こさぇゃうかぇ? 
- ╁しはおぇ ぉけかっしす うきぇ こなさゃけこ

さうつうくぇ. ‶なさゃけこさうつうくぇすぇ いぇ 
ぉけかっしすすぇ ゃなゃ そういうつっしおう こかぇく 
きけあっ ょぇ しっ ういしかっょゃぇ  しなし しこっ
ちうぇかくう おゃぇくすけゃう ぇこぇさぇすう, し 
おけうすけ う ぇい さぇぉけすは, すけゃぇ っ こさっょ
ょうぇゅくけしすうつくけ ういしかっょゃぇくっ. 
‶さう すけゃぇ ういしかっょゃぇくっ しっ ゃかういぇ 
ゃなゃ ゃうぉさぇちううすっ くぇ おかっすおぇすぇ 
う しっ こけかせつぇゃぇ うくそけさきぇちうは いぇ 
しなしすけはくうっすけ くぇ  そういうつっしおけすけ 
すはかけ, し 200 こけおぇいぇすっかは ゃ きう
くせすぇ. ╃ぇゃぇ しっ うくそけさきぇちうは いぇ 
きうおさけっかっきっくすうすっ ゃ けさゅぇくういきぇ, 
しなしすけはくうっすけ くぇ しなさちっすけ, けつうすっ. 
′け こさう ぉけかっしすうすっ ゃうくぇゅう こなさ

ゃけこさうつうくぇすぇ しっ おさうっ ゃ っくっさ
ゅうっく こかぇく. ‶さっょう ょぇ しっ さぇいぉけ
かっっすっ, ゃうくぇゅう うきぇ っくっさゅうえくけ 
くぇさせてっくうっ. ぅゃっく こさうきっさ いぇ 
すけゃぇ っ あかなつおぇすぇ. ′ぇぉかのょぇゃぇかぇ 
しなき きくけゅけ たけさぇ し すぇおなゃ こさけ
ぉかっき うかう し おうしっかうくう ゃ あかなつ
おぇすぇ. ╁しっおう っょうく けす すっいう ぉけかくう 
たけさぇ おさうっ けぉうょぇ ゃ しっぉっ しう. ┿ 
ゃしはおぇ しおさうすぇ けぉうょぇ  しっ おさうっ ゃ 
あかなつおぇすぇ. ¨ぉうょぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ ういおぇいぇくぇ, ういこかぇおぇくぇ. ┿おけ 
くっ きけあっすっ ょぇ は おぇあっすっ  こせぉ
かうつくけ うかう くぇ つけゃっお, けすうょっすっ ゃ 
ぉぇくはすぇ, こせしくっすっ ょせてぇ う ういおぇ
あっすっ ゃしうつおう けぉうょう, おけうすけ うきぇ
すっ, いぇとけすけ こけすうしくぇすぇ, しおさうすぇすぇ 
けぉうょぇ いぇこせてゃぇ あかなつおぇすぇ う けす
すぇき しかっょゃぇす きくけゅけ こさけぉかっきう, 
おぇきなくう ゃ あかなつおぇすぇ. ╇いおかのつう
すっかくけ きくけゅけ すぇおうゃぇ こさけぉかっきう 
うきぇす たけさぇ, おけうすけ おさうはす, すぇはす 
けぉうょぇ ゃ しっぉっ しう. ╉けゅぇすけ うきぇ 
いぇぉけかはゃぇくっ くぇ けゅかっょぇかくう けさ
ゅぇくう - ぉなぉさっちう, ぉっかう ょさけぉけゃっ, 
すけゃぇ こなお けいくぇつぇゃぇ こけすうしくぇすう, 
しおさうすう う くっういおぇいぇくう こさけぉかっきう 
し こぇさすくぬけさしすゃけすけ. 
╇きぇき う しゃけは すっけさうは いぇ きうけきぇ

すぇ - すけいう ぉうつ いぇ しなゃさっきっくくぇすぇ 
あっくぇ. ╋けあっ ぉう し くっは とっ せつせょは 
あっくうすっ, くけ しつうすぇき, つっ きうけきぇすぇ 

っ っおしこっさうきっくす くぇ ういゃなくいっき
くうすっ ょぇ しう いぇこかけょはゃぇす あっくう
すっ, くけ くっせしこってっく. ╋うけきぇすぇ っ 
ゃしっ っょくけ しう ぉさっきっくくぇ し くっとけ, 
おけっすけ くっ きけあっ ょぇ しっ ょけさぇいゃうっ, 
いぇとけすけ くぇてうはす けさゅぇくういなき ゅけ 
こさっおなしゃぇ.  ′け こけ こさうくちうこ, ぇおけ 
くはきぇたきっ すぇおうゃぇ いぇとうすくう きっ
たぇくういきう, きうしかは, つっ とはたきっ ょぇ 
さぇあょぇきっ くはおぇおゃう きぇゅうつっしおう 
ういゃなくいっきくう しなとっしすゃぇ. 〈けゃぇ 
っ っょうく くっせしこってっく っおしこっさう
きっくす くぇ ういゃなくいっきくうすっ. ╆ぇすけ
ゃぇ あっくうすっ うきぇす きうけきう. 〈けゃぇ 
ゅけ けぉはしくはゃぇき う くぇ っくっさゅうっく 
こかぇく. ╅っくう, おけうすけ うきぇす きう
けきう, しぇ おけくすぇおすぬけさおう うかう しぇ 
ぉうかう けすゃかっつっくう けす ういゃなくいっき
くうすっ うかう すっ しぇ うょゃぇかう こさう すはた. 
〈けゃぇ っ きけっすけ かうつくけ きくっくうっ. ╇ 
くっ しかせつぇえくけ う きっょうちうくぇすぇ くっ 
ょぇゃぇ かけゅうつくけ くぇせつくけ けぉはしくっ
くうっ いぇ すはた. 

- 』せゃぇかぇ しなき, つっ しすさぇくくけ 

ちうゅぇくおうすっ くっ さぇいゃうゃぇす きう
けきう  ゃ すけいう こさけちっくす, ゃ おけえ
すけ すけゃぇ しすぇゃぇ し ぉなかゅぇさおうすっ. 
╇きぇて かう けぉはしくっくうっ? 
- 『うゅぇくうすっ しぇ し きくけゅけ しこっ

ちうぇかくけ こけしかぇくうっ くぇ くぇてぇすぇ 
こかぇくっすぇ. ╆ぇぉっかはいぇかぇ かう しう, 
つっ おぇおゃけすけ う ょぇ こさぇゃうき いぇ うく
すっゅさうさぇくっすけ くぇ ちうゅぇくうすっ, すっ 
ゃうくぇゅう とっ しう けしすぇくぇす しなとうすっ. 
′はきぇ ょぇ しっ こさけきっくはす. ╆ぇとけすけ 
すっ ういつうしすゃぇす くぇてうすっ ゅさったけゃっ. 
〈っ しぇ こけしぇょっくう くぇ いっきはすぇ  し 
すぇいう ちっか. ╁しうつおう くうっ ゃなさてうき 
ゅさったけゃっ, いぇすけゃぇ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ ゅう 
ういつうしすゃぇきっ. ┿ ゅさったなす しっ つうしすう 
し ういこけゃっょ. ]ぇきけ つっ ういこけゃっょすぇ 
っ しかけあくけ くっとけ, すさはぉゃぇ ょぇ しこけ
ょっかうて ゅさはた し くっこけいくぇす, つせあょ  
つけゃっお, ぇ すけゃぇ くうおぇお くっ っ かっし
くけ. 〈けゃぇ っ っおしこっさうきっくす し ょせ
てぇすぇ. ¨こうすぇえすっ う とっ ゃうょうすっ. 
╃せきう くっ すう ういかういぇす けす せしすぇすぇ. 
┿ し ういこけゃっょすぇ つっさくぇすぇ っくっさ
ゅうは, おけはすけ くぇさせてぇゃぇ すゃけはすぇ 
ぇせさぇ う すっ さぇいぉけかはゃぇ, ういかういぇ 
けす すっぉ う こさっい しゃっとっくうおぇ けすう
ゃぇ ゃ ゅけさくうすっ しかけっゃっ. ╇ こけ すけいう 
くぇつうく ちうゅぇくうすっ しっ „こけすぇこはす” う 
„こさうぉうさぇす” つっさくぇすぇ っくっさゅうは, 
いぇとけすけ すは すさはぉゃぇ くはおなょっ ょぇ 
けすうょっ. ╇ すはたくけすけ  こさっょくぇいくぇ

つっくうっ っ すっ ょぇ つうしすはす くぇてうすっ 
ゅさったけゃっ. 〈っ こけっきぇす くぇてぇすぇ 
つっさくぇ っくっさゅうは. ╇ けす すぇいう ゅかっょ
くぇ すけつおぇ すっ くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ 
ういかはいぇす けす きさなしけすうはすぇ う きういっ
さうはすぇ う ゃうくぇゅう とっ ぉなょぇす こなさ
ゃうつくう, うしすうくしおう, こけゅかなとぇとう 
くぇてぇすぇ つっさくぇ っくっさゅうは. ╇ くうっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しきっ うき ぉかぇゅけょぇさくう 
いぇ すけゃぇ. 〈っ しぇ ぉかぇすけすけ, ゃ おけっすけ 
しう こけすぇこはきっ つっさくぇすぇ っくっさゅうは, 
いぇ ょぇ しっ つうしすうき.

- ...╇ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ うき 
ぉかぇゅけょぇさくう いぇすけゃぇ?
- ╁しはおけ っょくけ あうゃけ しなとっしすゃけ 

すさはぉゃぇ ょぇ しっ せゃぇあぇゃぇ.

- ╆ぇすけゃぇ かう ちうゅぇくしおうすっ 
おかっすゃう しぇ せあぇしくう う しすうゅぇす? 
- ╃ぇ, ょぇ, いぇとけすけ しぇ きくけゅけ 

しうかくう. 〈っ しぇ しなぉさぇかう ちはかぇすぇ 
くぇてぇ つっさくぇ っくっさゅうは.

- ′ぇこけしかっょなお きくけゅけ たけさぇ 

ゃ しすさぇくぇすぇ ぉせおゃぇかくけ „こさっ
ゅぇさはす”, こけしはゅぇす くぇ あうゃけすぇ 
しう うかう けすおかのつゃぇす さぇいかうつ
くう こしうたうつっしおう いぇぉけかはゃぇ
くうは.  ‶さっゃなさくぇかう しきっ しっ ゃ 
くぇえ-くっとぇしすくうは くぇさけょ くぇ 
しゃっすぇ, ゃ くぇえ-しすさぇょぇとぇすぇ 
くぇちうは. ╇きぇて かう けぉはしくっくうっ 
いぇとけ っ ゃしうつおけすけ すけゃぇ: うい
こうすぇくうっ うかう きなおぇ? 
- ╁うあょぇき, つっ ╀なかゅぇさうは しっ 

っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ っょくぇ そせくうは, 
おけはすけ ゃなさゃう くぇょけかせ う くうっ 
しきっ いぇしきせおぇくう くぇえ-けすょけかせ くぇ 
そせくうはすぇ. ╋くけゅけ くう っ すっあおけ. 
╇ たけさぇすぇ し こけ-しかぇぉぇ こしうたうおぇ 
こさっゃなさすぇす. ╇ すけゃぇ くっ っ しぇきけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ╆くぇっすっ, つっ けす 21-
ゃう ょっおっきゃさう 2012 ゅけょうくぇ くうっ 
ゃかはいけたきっ ゃ くけゃけ ゃうぉさぇちうけくくけ 
ういきっさっくうっ. 〈けゃぇ ういきっさっくうっ っ 
きくけゅけ すさせょくけ. 》けさぇすぇ ぉせおゃぇか
くけ せきうさぇす おぇすけ おさぇしすぇゃうちう 
こけ せかうちうすっ. ‶さうっきっすっ, つっ しきっ 
せさっょう, こさうしこけしけぉっくう ょぇ さぇぉけ
すうき し 220 ゃけかすぇ, くけ けす きうくぇ
かうは ょっおっきゃさう しぇ くう くぇおぇさぇかう 
ょぇ さぇぉけすうき し 1000 ゃけかすぇ. ╇い
ゅぇさはきっ! 〈さはぉゃぇ ょぇ しきっ きくけゅけ 
しうかくう. ╇ ょぇ こさけきっくうき いぇょなか
あうすっかくけ くぇつうくぇ しう くぇ たさぇくっ
くっ. ╇ くっこさっきっくくけ ょぇ ょけぉぇゃうき 

きくけゅけ くっとぇ ゃ たさぇくぇすぇ しう, おけう
すけ しっゅぇ くう かうこしゃぇす. ′ぇ こなさゃけ 
きはしすけ  ちうくお, しっかっく, けきっゅぇ すさう. 
〈っいう っかっきっくすう ゃっつっ ゅう くはきぇ 
くぇ こかぇくっすぇすぇ くう う しなけすゃっすくけ 
ゅう くはきぇ う ゃ たさぇくぇすぇ くう. ╇ し 
すっいう かうこしう ゃっつっ くぇてぇすぇ おかっす
おぇ ゃうぉさうさぇ こけ ょさせゅ くぇつうく. 〈は 
ういょぇゃぇ ゃっつっ きくけゅけ こけ-しうかくぇ 
ゃうぉさぇちうは う すさはぉゃぇ ょぇ しう こさうし
こけしけぉうて おさうしすぇかぇ くぇ くけゃぇすぇ 
ゃうぉさぇちうは. ]かぇぉっっき, ょっぉっかっ
っき, さぇいぉけかはゃぇきっ しっ う ゃしうつおけ 
すけゃぇ っ, いぇとけすけ しきっ しゃうおくぇかう 
けす ょっちぇ くぇ っょくぇ ゃうぉさぇちうは, ぇ 
しっゅぇ くぇし くう すさっしっ けすゃなすさっ. ╆ぇ
ょなかあうすっかっく っ う くはおぇおなゃ しこけさす. 
1600 おさぇつおう くぇ ょっく いぇょなかあう
すっかくけ いぇ ゃしっおう, おけえすけ くっ きけあっ 
ょぇ しう こけいゃけかう そうすくっしぇ. ‶け すぇ
おなゃ くぇつうく こさけゅさぇきぇすぇ くう こぇお 
しっ いぇょっえしすゃぇ. 』けゃっておうはす けさゅぇ
くういなき っ おぇすけ おけきこのすなさ: おぇすけ 
ゅけ こさっすけゃぇさうて - こけつうしすゃぇて う 
こぇお すさなゅゃぇ. ′うっ しきっ こっさそっおす
くぇすぇ, しこっちうぇかくぇ ういゃなくいっき
くぇ きぇてうくぇ! ╇きぇきっ ゃなかてっぉくう 
すっかぇ. ¨さゅぇくういきなす くう きけあっ ょぇ 
しっ ゃないしすぇくけゃはゃぇ う すけ くぇこなかくけ. 
╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ こさぇゃうき 
くっこさぇゃうかくけ, っ かけてぇすぇ っおけかけ
ゅうは, いぇ おけはすけ うきぇきっ こさうくけし う 
かけてぇすぇ くう たさぇくぇ. ┿おけ ゃないしすぇ
くけゃうき すけゃぇ, とっ しきっ ぇぉしけかのすくけ 
いょさぇゃう.

- ╋けあっ かう ょぇ しっ ういつうしすう 
おぇさきぇすぇ? 
- ′っ. ╉ぇさきぇすぇ くっ きけあっ ょぇ 

ぉなょっ ういつうしすっくぇ. 〈は しっ くけしう こけ 
おさなゃすぇ ゅっくっすうつくけ, すは っ しゃなさ
いぇくぇ し ゃしうつおう  さけょけゃっ くぇいぇょ. 
╉ぇさきぇすぇ っ っくっさゅうえくぇすぇ くう くぇ
しかっょしすゃっくけしす. ′っ きけあっ ょぇ しっ 
つうしすう.  

- ╉ぇおゃぇ っ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くう 
おぇさきぇ - おぇすけ くぇさけょ? [ぇいつう
すぇかぇ かう しう は? ╆ぇとけ すぇおぇ しっ 
けぉなさおぇたぇ しなゃしっき くっとぇすぇ 
くぇこけしかっょなお?
- ]かけあくけ っ. ′うっ くぇゃかういぇ

きっ くぇえ-くぇょけかせ ゃなゃ そせくうはすぇ, 
ゃ おけはすけ ょなさあぇゃぇすぇ っ こなたくぇ
すぇ. ╉けえすけ ういょなさあう - ういょなさあう. 
╁なさゃう しっ こけ こなすは くぇ しぇきけ
さぇいさせてっくうっすけ. ′ぇさけょなす くぇきぇ
かはゃぇ, くぇきぇかはゃぇ. 〈なあくけ っ. ‶け
すさっしっくぇ しなき. ╂せぉは しっ ゃ  すぇいう 
きさなしけすうは. ]すさぇょぇき けす すけゃぇ, 
いぇとけすけ けぉけあぇゃぇき ぉなかゅぇさしおうは 
くぇさけょ. ╁うあょぇき おけかおけ しすっ こさっ
おさぇしくう, おけかおけ ょせた うきぇすっ ゃ しっぉっ 
しう, おけかおけ っ おさぇしうゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ
すぇ いっきは. ╆ぇとけ すぇおぇ しっ いぇゃなさすは 
っくっさゅうはすぇ? ╃ぇくけ こけ-ぉなさいけ ょぇ 
しっ しこさっ すけいう こさけちっし う ょぇ ぉなょぇ 
し くっとけ こけ-こけかっいくぇ. 

- ╇きぇ かう しこぇしうすっかくぇ そう
かけしけそうは  けす すけいう おけてきぇさ? 
- ]こぇしうすっかくぇすぇ そうかけしけそうは いぇ 

きっく っ: しこけさす, こさぇゃうかくけ たさぇくっ
くっ, いょさぇゃ くぇつうく くぇ あうゃけす, うい
こけゃっょ, ゃはさぇ, かのぉけゃ, しゃっすかうくぇ. 
‶けつうしすっくけ こさけしすさぇくしすゃけ けおけかけ 
くぇし, おぇおすけ ょせたけゃくけ, すぇおぇ う そう
いうつっしおけ. ╇ ょけぉさけすぇ. ╉けかおけすけ 
しっ きけあっ こけゃっつっ. 〈させょくけ っ, くっ
ゃないきけあくけ こさぇおすうつっしおう, くけ しう 
しすさせゃぇ. ╁しっ こぇお うきぇ おさぇえ すぇいう 
そせくうは. 〈は くっ っ ぉっいょなくくぇ. ╁ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ ぉなょっとっすけ こさう
くぇょかっあう くぇ すっいう, おけうすけ ゃはさゃぇす 
ゃ おさぇしけすぇすぇ くぇ きっつすうすっ しう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╀っか. ぇ. ¨かゅぇ 〉しおけゃぇ とっ 
ぉなょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 13-すう う 

14-すう ょっおっきゃさう.
╆ぇ おけくしせかすぇちうう し くっは すっか: 

0878 915 788

だ¿Çí ばï¡Üçí:

〉しおけゃぇ っ しなゃしっき ょさせゅ つけゃっお. ╂けさょっっ しっ し 15-ゅけょうてくうは しう しうく ′うおうすぇ う し ぉっいちっくくう
すっ  たけさぇ, し おけうすけ こさけそっしうはすぇ う しなょぉぇすぇ え は しさっとぇす っあっょくっゃくけ. ╋っつすぇっ. [ぇいゃうかぇ っ 
ょぇさぉぇすぇ しう ょぇ けぉとせゃぇ し こさうさけょぇすぇ う あうゃけすくうすっ う ょぇ つせゃぇ きうしかうすっ うき, ゃ すけゃぇ つうしかけ 
う くぇてうすっ, おけうすけ しなゃしっき くっ しぇ さけいけゃう. ╀けかう は いぇ あっしすけおけすけ けすくけてっくうっ くぇ たけさぇすぇ せ 
くぇし おなき あうゃけすくうすっ う しっ くぇょはゃぇ っょうく ょっく ょぇ しすうゅくっき すせさちうすっ こけ けすくけてっくうっすけ しう おなき 
ぉっいょけきくうすっ つっすうさうくけゅう. „〈ぇき うきぇ とぇしすかうゃう おせつっすぇ, おけうすけ しっ せしきうたゃぇす くぇ たけさぇすぇ. 
┿ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ しこうさおう しぇ いぇかけあっくう こぇくうつおう  し たさぇくぇ う ゃけょぇ, ょけさう ゃ すけゃぇ いうきくけ 
ゃさっきっ”, さぇいおぇいゃぇ し せきうかっくうっ ぉかけくょうくおぇすぇ. 

くけゃ ╇ゃぇくけゃ, しけぉしすゃっくうお くぇ そうさきぇ „〈さうゅかぇゃ ╄ょっかゃぇえし’’, ]うきけくぇ ╉けっ-
ゃぇ, ′っゃっくぇ ╋ぇさおけゃぇ, ╈けぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ, ゃしうつおう けす ╉ぇいぇくかなお. ╃くっゃくけ 
こうすけきちうすっ ゃ こさうのすぇ しっ くせあょぇはす けす 1 つせゃぇか たさぇくぇ. ╁しっおう, おけえすけ うしおぇ 
ょぇ けぉかっおつう しなょぉぇすぇ うき, きけあっ ょぇ ょぇさう  たさぇくぇ いぇ すはたくけすけ けちっかはゃぇくっ.

[そえあてそ えちひす とおあちけ, さあさ かにそてそ くあえしひにうあ

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈ぇおなゃ くっけぉきうしかっく ぇおす けす しすさぇくぇ くぇ せこさぇ-
ゃかはゃぇとうすっ おぇすけ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ ぉっあぇくちう 
ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ ぉう いぇしすさぇてうか くぇちうけ-
くぇかくぇすぇ しうゅせさくけしす くぇ ╀なかゅぇさうは, すゃなさょは-
たぇ こさけすっしすうさぇとうすっ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
きっしすくぇすぇ せこさぇゃぇ.
]こけさっょ ╈けさょぇくけゃ, ゃ くけゃうは さっこせぉかうおぇく-

しおう ぉのょあっす くっ しぇ こさっょゃうょっくう くうおぇおゃう 
しさっょしすゃぇ いぇ さぇいてうさっくうっすけ くぇ けすしっつおぇ-
すぇ けす ぇゃすけきぇゅうしすさぇかぇ „〈さぇおうは“ ょけ ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ. ╁さないおぇすぇ っ けす しすさぇすっゅうつっしおけ 
いくぇつっくうっ, すなえ おぇすけ せつぇしすなおなす ゃけょう う ょけ 
╊っすうとっ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, いぇ おけっすけ  くぇきっさっ-
くうはすぇ くぇ こさっょうてくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ ぉはたぇ 
ょぇ  しっ こさっゃなさくっ  ゃ おぇさゅけ すっさきうくぇか. ¨す 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ 5-おうかけきっすさけゃうはす しすっしくっく 
せつぇしすなお っ ゃ つっかくうすっ さっょうちう こけ すっあおう 
こなすくけ-すさぇくしこけさすくう こさけういてっしすゃうは う っ 
っょうくしすゃっくぇすぇ ぇさすっさうは, おけはすけ しゃなさいゃぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し ┿╋ „〈さぇおうは“.
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〉けさそしあこ ¨いとのかう - けくたひしせけてかしかせ おけちかさてそち „╅ちつかせあし“:

《ぅ╊ 11 ｠¨]っ╉¨ ]╊╇╅ ╇ぇ╇ ‒《〉╉╅ ′╅ 【╅]╅〉【¨【╊ 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[

》ちそおひしきあうあ そて つてち. 1

′けゃう 11 100 かっゃぇ ゃかういぇす ゃなゃ 《けくょぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ すぇかぇくすかうゃうすっ ょっちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しかっょ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ ゃっつっさ ゃ こけょおさっこぇ くぇ おぇせいぇすぇ, けさゅぇくういうさぇくぇ 
きうくぇかうは こっすなお けす おかせぉけゃっすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ [けすぇさう  う ょぇきうすっ けす ╇くくぇさ 〉うえか. 《けくょなす, けしくけゃぇく こさっい 2011 ゅけょうくぇ, けすくけゃけ しなぉさぇ さけすぇさうぇくちう う すったくうすっ こさうは-

すっかう, おけうすけ こけょおさっこうたぇ ょぇさけゃうすうすっ ょっちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお し かうつくう ゃくけしおう う し せつぇしすうっすけ しう ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくうは すなさゅ. 〈なさゅなす ぉっ こけょゅさはゃぇく けす おかぇしうつっしおう っゃなさゅさうえ-
くう う させしおう こっしくう ゃ ういこなかくっくうっ くぇ すさうけ „]けこさぇくけ“ けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ゃけょっく けす あせさくぇかうしすぇ ╂っけさゅう ╋ぇくっゃ し きくけゅけ たなし う こけょおさっこぇ いぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ. ‶さっょきっすう う 
こさけういゃっょっくうは くぇ ういおせしすゃけすけ いぇ すなさゅぇ こさっょけしすぇゃうたぇ さけすぇさうぇくちうすっ ╇かうはく ╃けくつっゃ, ]すっそぇく ]すぇくっゃ, ょ-さ ╈けさょぇく ╂っつっゃ, ‶っくおけ ╂けゃっょぇさけゃ, ′うおけかぇえ ╋けくつっゃ, ╀っょさけし 
┿いうくはく. 〉くうおぇかくぇ すけさすぇ - たせょけあっしすゃっくぇ ういさぇぉけすおぇ, ょぇさう ╇ゃっすぇ 』っさゃっくおけゃぇ. ‶さうはすっかう けす ╇すぇかうは う こさうはすっかおう けす ╁ぇさくぇ  ょけこなかくうたぇ かうしすぇすぇ くぇ すなさゅぇ. ╉けかっょくう 
おぇさすうつおう さなつくぇ ういさぇぉけすおぇ こさっょけしすぇゃうたぇ いぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ けすおせこおぇ ょっちぇすぇ けす ]′『 „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは“ し こさっょしっょぇすっか ╋ぇさうは ╂うくっゃぇ, ′ぇちうけくぇか-
くぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ こかぇしすうつくう ういおせしすゃぇ う ょういぇえく „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ“ し ょうさっおすけさ ‶っすは ╋うくっおけゃぇ う 【おけかぇすぇ こけ ういけぉさぇいうすっかくう う こさうかけあくう ういおせしすゃぇ „┿さす かうくうは“ 
くぇ ╁ぇくは ╆ぇこさはくけゃぇ.
〈ぇいゅけょうてくうはす こさっいうょっくす くぇ [けすぇさう ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお, ╂ぇくつけ ╂ぇくっゃ, ょぇさう 3 000 かっゃぇ いぇ すぇかぇくすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ┿おすうゃくけ くぇょょぇゃぇたぇ う けすおせこうたぇ し ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ 

ちっか さけすぇさうぇくちうすっ ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ, ]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ, ょ-さ ╈けさょぇく ╂っつっゃ. ╀ういくっしきっくなす ]すっそぇく ]すぇくっゃ けすくけゃけ ぉっ しさっょ くぇえ-ぇおすうゃくうすっ せつぇしすくうちう う ゃかけあうすっかう 
ゃなゃ そけくょぇ. 〈けえ しっ ゃおかのつう ゃ すなさゅぇ し ょうさっおすくぇ ゃさないおぇ こけ すっかっそけくぇ けす ╂っさきぇくうは. ╃-さ ╉っすう ╋ぇくぇかけゃぇ けす ╇くくぇさ 〉うえか ╉かせぉ, ゅけしすうすっ ╋ぇさうは ╇ゃぇくけゃぇ, ╃けくおぇ ╋せおぇくけゃぇ 
う ‶っすは ╋うくつっゃぇ けすぉっかはいぇたぇ ょぇきしおうは こさうくけし  けす けすおせこおう いぇ そけくょぇ ゃ こけょおさっこぇ くぇ ょっちぇすぇ-すぇかぇくすう けす ╉ぇいぇくかなお. ¨す ゅけしすうすっ くぇえ-ぇおすうゃっく ぉっ ╀けさうし ╉なさつっゃ, おけえすけ 
しなとけ くぇこさぇゃう ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ けすおせこおぇ. 
‶けゃっつっ けす 45 たうかはょう かっゃぇ しぇ くぇぉさぇくう ゃっつっ ゃなゃ そけくょぇ,  けしくけゃぇく けす [けすぇさう ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお う こけょおさっこっく けす くっゅけゃうは ゃなすさってっく ょぇきしおう おさなゅ - ╇くくぇさ 〉うえか. ]さっょ-

しすゃぇすぇ しっ さぇいこさっょっかはす しかっょ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こさっょ [けすぇさう こけ しこっちうぇかくう こさぇゃうかぇ, せすゃなさょっくう けす ょゃぇすぇ おかせぉぇ. 《けくょなす そうくぇくしうさぇ せつぇしすうは くぇ きかぇょう くぇょぇさっくう おぇ-
いぇくかなておう ょっちぇ けす ゃしうつおう けぉかぇしすう くぇ くぇせおぇすぇ う ういおせしすゃけすけ - きぇすっきぇすうちう, そういうちう, きせいうおぇくすう, しちっくうつくう ぇさすうしすう, たせょけあくうちう. ‶けょこけきぇゅぇす しっ きかぇょっあう し ゃうしけおう 
くぇせつくう う たせょけあっしすゃっくう こけしすうあっくうは, おかぇしうさぇくう いぇ せつぇしすうっ ゃ こさっしすうあくう きっあょせくぇさけょくう そけさせきう う こけおさうゃぇとう おさうすっさううすっ くぇ そけくょぇ. 
╀かぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ ゃっつっさ くぇ 29-すう くけっきゃさう, おけはすけ しなゃこぇょくぇ し 11-は さけあょっく ょっく くぇ ╇くくぇさ 〉うえか, ぉってっ けすおさうすぇ けす こさっいうょっくすうすっ くぇ ょゃぇすぇ おかせぉぇ - ╂ぇくつけ ╂ぇくっゃ う 

]くっあうくぇ ╋ぇくつけさけゃぇ. ╂けしす くぇ しなぉうすうっすけ ぉっ くぇちうけくぇかくうはす こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╇くくぇさ 〉うえか いぇ ╀なかゅぇさうは - ′っかう ╀さぇすけっゃぇ けす おかせぉぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ̈ す うきっすけ くぇ けさゅぇくういぇすけ-
さうすっ ょゃぇきぇすぇ こさっいうょっくすう - ╂ぇくっゃ う ╋ぇくつけさけゃぇ, ぉかぇゅけょぇさうたぇ くぇ ゃしうつおう ゅけしすう くぇ ぉぇかぇ う くぇ ゃしうつおう ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけょおさっこはとう おぇせいぇすぇ こさっい ゅけょうくうすっ し せぉっあょっくうっすけ, 
つっ すっいう ょっちぇ ゅけ いぇしかせあぇゃぇす し せしこったうすっ しう, おけうすけ こさけおかぇきうさぇす さけょくうは ゅさぇょ こけ しゃっすぇ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

45 にけしみおけ しかうあ くあ てちけ えそおけせけ つあ せあいちあせけ う おあちけてかしつさけみ なそせお せあ 『そてあちけ

...〉╊ 』╊ 》『╊╉╇¨╋╉╅【 』ぇ[『╅ぅ╊〉¨っ 
¨ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃうすっかおぇ ぉっ いぇこけいくぇすぇ し さぇぉけすぇすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

そうさきぇすぇ こけ きけょっさくういうさぇくっすけ くぇ くはおけう こさけういゃけょしすゃぇ う ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ 
くけゃう. 
′はきぇ いくぇつっくうっ ゅさぇあょぇくしおけ うかう ゃけっくくけ っ ういょっかうっすけ, おけっすけ こさけういゃっあょぇ-

きっ,  ゃぇあくけ っ おけっ っ おけくおせさっくすくけ. ′うっ すなさしうき ゃしうつおう ゃないきけあくけしすう う こぇ-
いぇさくう くうてう いぇ さっぇかういぇちうは くぇ こさけょせおちうはすぇ くう, くけ こさけそうかなす くぇ そうさきぇすぇ, 
ういゅさぇあょぇく こけゃっつっ けす 130 ゅけょうくう, っ  ゃけっくっく, いぇはゃう ╇ぉせてっゃ, こけ こけゃけょ くぇ 
すけゃぇ - くぇ おけっ しっ ぇおちっくすうさぇ こけゃっつっ ゃ こさけょぇあぉうすっ.  
╂さぇあょぇくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ うきぇ きくけゅけ こけ-きぇかなお  ょはか ゃ くぇてぇすぇ こさけょせ-

おすけゃぇ おけてくうちぇ, けすおけかおけすけ ゃけっくくうすっ くう ういょっかうは. ]すぇさぇっき しっ ょぇ しきっ くぇ 
しゃっすけゃくけ くうゃけ, ょけこなかくう すけえ. 
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” けすたゃなさかう ゃないきけあくけしすすぇ ゃなゃ 

そうさきぇすぇ けすくけゃけ ょぇ しっ こさけういゃっあょぇす ぇゃすけきけぉうかう, おぇおすけ すけゃぇ っ しすぇゃぇかけ  
こさっょう 47 ゅけょうくう, し  きけすうゃぇ, つっ „すけゃぇ っ うくょせしすさうは し ういおかのつうすっかくけ ょなさ-
あぇゃくぇ くぇきっしぇ う くはきぇ おぇお „┿さしっくぇか” ょぇ っ おけくおせさっくすくけしこけしけぉっく ゃ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ, くうすけ けすおなき すったくけかけゅうう, くうすけ けすおなき ちっくう”.  ‶さっい 1966 ゅ. ゃ 
すけゅぇゃぇてくうすっ  ̈ ぉっょうくっくう いぇゃけょう しぇ しっ こさけういゃっあょぇかう ぇゃすけきけぉうかう し きぇさおぇ 
„╀せかゅぇさ [っくけ”.
 ‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ けしすさけ ぉっ こけしすぇゃっく ゃなこさけしなす いぇ  ょっそうちうすぇ う こけょゅけ-

すけゃおぇすぇ くぇ おぇつっしすゃっくう おぇょさう いぇ くせあょうすっ くぇ しこっちうぇかくけすけ う きぇてうくけしすさけ-
うすっかくけ こさけういゃけょしすゃけ う いぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しさっとぇ し 
きうくうしすなさぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ, くぇ おけはすけ ょぇ しっ けぉしなょはす ゃぇさうぇくすう 
いぇ けぉせつっくうっ くぇ さぇぉけすくうちう う しさっょくう すったくうちう いぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ]ないょぇゃぇ-
くっすけ くぇ さぇぉけすくう きっしすぇ う  さっぇかういうさぇくっすけ くぇ こけかうすうおぇ くぇ いぇっすけしす しぇ こさう-
けさうすっす いぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ, こけょつっさすぇ ┿かぇょあけゃぇ.
¨すょっかっくけ ぉっ う しこっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ くぇ しっさうけいくぇすぇ さっしすさうおちうは こけ けすくけ-

てっくうっ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ  う こさうゃかうつぇくっ くぇ っゃさけこっえしおう 
しさっょしすゃぇ いぇ しけちうぇかくう おぇせいう う こさけゅさぇきう, こさっょゃうょ そけさきぇすぇ くぇ しけぉしすゃっ-
くけしす ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ういさぇいう しゃけっすけ 
ういおかのつうすっかくけ ゃこっつぇすかっくうっ けす しけちうぇかくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう, こけっすう けす さなおけ-
ゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ こさけゃっあょぇくぇすぇ しけちうぇかくぇ こけかうすう-
おぇ, おけはすけ っ くぇ ういおかのつうすっかくけ ょけぉさけゃけかっく こさうくちうこ.  „┿さしっくぇか” こけょょなさあぇ 
そせすぉけかっく きかぇょっあおう おかせぉ, しこけさすくぇ ておけかぇ, ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, きっょうちうくしおう 
ちっくすなさ, しすけかけゃぇ いぇ けぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ, ょけき くぇ おせかすせさぇすぇ, ういょぇゃぇ しっ 

う ぉっいこかぇすっく ゃっしすくうお. ′ぇ そうくぇかぇ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか” けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか こけしっすう う そうさきっくうは きせいっえ. ┿かぇょあけゃぇ くっ しおさう ゃないたうとっくうっすけ しう けす 
さっしこっおすうさぇとぇすぇ そうさきっくぇ うしすけさうは う こさけういゃけょしすゃけ. 

                                                     „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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┿さしっくぇかしおうすっ きけきつっすぇ くぇ-
ぉけさ 99-2000, ゃけょっくう けす 

╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ, しっ おかぇしうさぇたぇ 
くぇ 5-すけ きはしすけ けす 12 けすぉけさぇ し 6 
こけぉっょう 1 さぇゃっくしすゃけ, 4 いぇゅせぉう う 
ぇおすうゃ けす 19 すけつおう.
‶さう くぇぉけさ 2001-2002 ゅ. きぇか-

おうすっ ぇさしっくぇかちう, ゃけょっくう けす ]すぇ-
くうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ (╃あけくう), 
いぇゃなさてうたぇ し っょくぇ っょうくしすゃっくぇ 
いぇゅせぉぇ う すぇおぇ しっ おかぇしうさぇたぇ くぇ 
ゃすけさけ きはしすけ しかっょ けすぉけさぇ くぇ 《╉ 
“╀っさけっ“ し ぇおすうゃ けす 19 すけつおう う 
ゅけかけゃぇ さぇいかうおぇ 31:5.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく
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Изп. директор на “Арсенал” Никой Ибушев показва част от 
продукцията на фирмата на Живка Аладжова - областен 

управител,
по време на
посещението в музея

Арсеналският тим - Деца Арсеналският тим - Подготвителна група деца

』っさくけ-ぉはかぇ しくうきおぇ けす さなおぇ くぇ さなおぇ こさったゃなさかは 30-ゅけょうてくぇすぇ さぇょけしす くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
っかうすっく けすぉけさ, くぇちうけくぇかっく こなさゃっくっち ゃ くぇえ-こさっしすうあくうは しこけさすっく さぇぉけすくうつっしおう こさっゅかっょ 
けす けくけゃぇ ゃさっきっ: おぇこうすぇくなす くぇ けすぉけさぇ ╉なくつけ ╋うくおけゃ こけっきぇ ╉せこぇすぇ くぇ こけぉっょうすっかうすっ! 
]こけきっくうすっ しっ しかうゃぇす し うしおさっくうすっ しなかいう, くっ しぇきけ いぇとけすけ ╉なくつけ ゃっつっ くっ っ しさっょ しなけすぉけさ-
くうちうすっ しう くぇ すけいう しゃはす... ┿ しなとけ う いぇとけすけ こさうはすっかしおうすっ こさっゅさなょおう う せしきうゃおうすっ けす のぉう-
かっえくぇすぇ しさっとぇ くぇ 20-すう くけっきゃさう ょなかゅけ とっ しゅさはゃぇす ょくうすっ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ぇさしっくぇかしおうは 
けすぉけさ, くぇちうけくぇかっく こなさゃっくっち こさっい 1983-すぇ ゃ „╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇぉけすけしこけしけぉくう“ ゃ ╃うきう-
すさけゃゅさぇょ. ‶さっょう 30 ゅけょうくう けすぉけさなす くぇ おぇいぇくかなておうは ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし“, おぇおすけ すけゅぇゃぇ 
しっ くぇさうつぇ けさなあっえくうちぇすぇ, いぇゃけのゃぇ いぇ すさっすう こなす こさったけょくけすけ いくぇきっ くぇ けさゅぇくういぇすけさぇ くぇ 
くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ - 『っくすさぇかくうはす しなゃっす くぇ ╀なかゅぇさしおうすっ こさけそっしうけくぇかくう しなのいう. ‶け 
しうかぇすぇ くぇ こさぇゃうかぇすぇ, しこっつっかっくけ すさう こなすう こけさっょ, こさったけょくけすけ こさっしすうあくけ けすかうつうっ けしすぇゃぇ 
いぇゃうくぇゅう ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ しこけさすうしすう, おけうすけ ゅけ こさっょぇゃぇす いぇ くぇょかっあくけ しなたさぇくっくうっ ゃ きせいっは 
くぇ こさっょこさうはすうっすけ.

 ょせてう けす っかうすくうは しこけさ
すっく けすぉけさ けす けくけゃぇ ゃさっきっ しっ 
しなぉうさぇす ょぇ しっ こけさぇょゃぇす いぇ
っょくけ くぇ しこけきっくうすっ くぇ 20-すう 
くけっきゃさう ゃ ういゃっしすっく おぇいぇく
かなておう さっしすけさぇくす. ]さっとぇすぇ っ 
こけょおさっこっくぇ う けす ╉′]╀ ゃ „┿さ
しっくぇか“, つうえすけ こさっょしっょぇすっか 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ っ しおなこ ゅけしす くぇ 
しなぉうすうっすけ. ¨さゅぇくういぇすけさう くぇ 
しさっとぇすぇ しぇ ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ, 
しっおさっすぇさ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
すせさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さ
かけゃけ ゅくっいょけ“, ょなかゅけゅけょうてっく 
しこけさすっく う すせさうしすうつっしおう けさゅぇ
くういぇすけさ ゃ „┿さしっくぇか“, う ╋ぇか
つけ ╇ゃぇくけゃ, しこけさすくけすけ しなさちっ 
くぇ けさなあっえくうちぇすぇ けす 1958-きぇ 
ょけ 1990-すぇ. ╃ゃぇきぇすぇ しぇ おぇすっ
ゅけさうつくう, つっ しなぉうさぇす し せょけ
ゃけかしすゃうっ たけさぇすぇ けす っかうすくうは 
けすぉけさ くぇ „╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇ
ぉけすけしこけしけぉくう“ ゃ いくぇお くぇ せゃぇ
あっくうっ おなき すさせょぇ う せしこったうすっ 
くぇ すけゅぇゃぇてくうすっ きかぇょっあう, 
すさっくうさぇかう くっせきけさくけ う ぇぉ
しけかのすくけ ぉっいゃないきっいょくけ しかっょ 
さぇぉけすぇ, っょうくしすゃっくけ ゃ うきっすけ 
くぇ しこけさすぇ う くぇ こさっしすうあぇ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ. ╁なゃ ゃさっきっくぇ
すぇ, おけゅぇすけ っくすせしうぇいきなす ぉってっ 
きけすうゃ いぇ さぇぉけすぇ, ぇ くっ こけゃけょ 
いぇ こけょうゅさぇゃおう, しすけすうちう ぇさしっ
くぇかしおう きかぇょっあう せつぇしすゃぇす ゃ 
くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ こけ ちっ
かうは „ゃっさすうおぇか“ くぇ しなぉうすうっすけ: 
けす しなしすっいぇくうはすぇ こけ ちったけゃっ 
う ぉさうゅぇょう, こさっい いぇゃけょしおうすっ 
おさなゅけゃっ, おけきぉうくぇすしおぇすぇ くぇょ
こさっゃぇさぇ, すぇ ょけ くぇちうけくぇかくけすけ 
こさっょしすぇゃはくっ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ 
くぇ 『] くぇ ╀‶] せゃかうつぇ たうかはょう 
さぇぉけすくうちう. ‶なさゃぇすぇ くぇちうけ
くぇかくぇ しさっとぇ くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ 
っ ゃ [せょぇさちう こさっい 1971-ゃぇ. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ うきっくくけ こさけそしな
のいうすっ しぇ すっいう, おけうすけ けぉゅさうあ
ゃぇす たけさぇすぇ ゃ すったくうすっ ょせたけゃくう 
う しけちうぇかくう こけすさっぉくけしすう, けさ
ゅぇくういうさぇす ょっえくけしすう, しゃなさいぇ
くう しなし いょさぇゃっすけ, かっつっくうっすけ, 
おせかすせさくうすっ ういはゃう, あうかうとくう
すっ くせあょう, すぇ ょけ しこけさすぇ.
╁ „┿さしっくぇか“ しなとけ すっおぇす 

しこけさすくう しなしすっいぇくうは こけ おぇおゃけ 
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╁ぇあくけ っ ょぇ しっ いくぇっ,つっ こさぇゃけ くぇ すぇおぇゃぇ こけきけと けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす とっ うきぇす 
しぇきけ ょゃけえおう, おけうすけ あうゃっはす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけゃっつっ けす 3 ゅけょう
くう, おけうすけ しぇ ゃ ぉさぇお うかう ゃなゃ そぇおすうつっしおけ しなあうすっかしすゃけ, くはきぇす くっこかぇすっくう いょさぇゃくう 
けしうゅせさけゃおう う くっこかぇすっくう いぇょなかあっくうは おなき ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ′はきぇ ょぇ ぉなょぇす こけょ
こけきぇゅぇくう ょゃけえおう, おけうすけ こけかせつぇゃぇす おなき きけきっくすぇ そうくぇくしうさぇくっ けす 『っくすなさ „《けくょ 
いぇ ぇしうしすうさぇくぇ さっこさけょせおちうは”, くけ こなお けすこせしおぇくっすけ くぇ すぇおぇゃぇ こけきけと けす ¨ぉとうくぇすぇ 
くはきぇ ょぇ っ こさっつおぇ ょゃけえおぇすぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ いぇ  こけょこけきぇゅぇくっ う けす そけくょぇ. 
‶ぇさうつくぇすぇ こけきけと ょけ 2 500 かっゃぇ とっ しっ けすこせしおぇ っょくけおさぇすくけ ゃ さぇきおうすっ くぇ おぇかっく

ょぇさくぇ ゅけょうくぇ う ょゃけえおぇすぇ くはきぇ ょぇ うきぇ こさぇゃけ くぇ ゃすけさぇ こけきけと いぇ すっいう 12 きっしっちぇ. 
╅っかぇっとうすっ ょぇ ぉなょぇす こけょこけきぇゅぇくう いぇ こさけちっょせさぇすぇ „うく ゃうすさけ” けす ¨ぉとうくぇすぇ, とっ 

こけょぇゃぇす さっょうちぇ ょけおせきっくすう, けこうしぇくう ゃ こさうっすうは ‶さぇゃうかくうお けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
]っょっきつかっくくぇ おけきうしうは, ゃおかのつゃぇとぇ う けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, とっ さぇいゅかっあょぇ きけかぉうすっ 
くぇ おぇくょうょぇすうすっ. ╉けきうしうはすぇ しっ いぇょなかあぇゃぇ ょぇ けこぇいゃぇ ゃ すぇえくぇ う ょぇ くっ さぇいゅかぇしはゃは  
うくそけさきぇちうは いぇ ょゃけえおうすっ, おぇくょうょぇすしすゃぇとう いぇ こけょこけきぇゅぇくっ こけ すけいう こさぇゃうかくうお. 
′ぇ しゃけえ さっょ けょけぉさっくうすっ いぇ こけきけと, こさう おけうすけ こさけちっょせさぇすぇ „うく ゃうすさけ” っ ぉうかぇ 

せしこってくぇ, とっ しぇ ょかなあくう ょぇ うくそけさきうさぇす いぇ すけゃぇ おけきうしうはすぇ, し ちっか こけしすぇゃはくっすけ くぇ 
けしくけゃぇ いぇ しすさぇすっゅうつっしおう こさけせつゃぇくうは. 
‶けゃっつっ けす 3 たうかはょう しぇ さけょっくうすっ „うく ゃうすさけ” ぉっぉっすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは けす 1988 ゅけょうくぇ 

くぇしぇき, おけゅぇすけ ぉっ こなさゃうはす せしこってっく けこうす いぇ „うく ゃうすさけ” けこかけあょぇくっ. ╀ぇとぇすぇ くぇ „うく 
ゃうすさけすけ” せ くぇし っ ょ-さ ┿すぇくぇし 】っさっゃ. ]ぇきけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ さけょっくう 436 
„うく ゃうすさけ ぉっぉっすぇ” ゃ しすさぇくぇすぇ. ╋っあょせ 5 う 10 たうかはょう かっゃぇ しぇ くせあくう くぇ しっきっえしすゃけ 
ぉっい ょっちぇ, いぇ ょぇ しっ しょけぉうっ しなし いぇゃっすくぇすぇ さけあぉぇ. 』っしすけ っょうく けこうす くっ っ ょけしすぇすなつっく. 

                      ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╀かぇゅけすゃけさうすっかくぇ うくう
ちうぇすうゃぇ こけょ くぇょしかけゃ 

„┿おちうは ╃はょけ ╉けかっょぇ” 
しすぇさすうさぇす ]ょさせあっくうっ „╀な
ょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあ
ょぇくうは” - ╉ぇいぇくかなお う せこさぇ
ゃかはゃぇくうはす けす くっゅけ 『っくすなさ 
いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ, 
し こけきけとすぇ くぇ きっしすくう そうさ
きう.  
『っかすぇ くぇ ぇおちうはすぇ っ ょぇ 

しっ しなぉっさぇす こけ うくすっさっしっく 
くぇつうく こけょぇさなちう いぇ 30 ょっ
ちぇ-しうさぇちう しなし しこっちうそうつ
くう こけすさっぉくけしすう, しけちうぇかくう 
こさけぉかっきう, ょっちぇ ゃ さうしお, 
あうゃっっとう くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╅っかぇっとうすっ ょぇ けしすぇゃはす しゃけは こけょぇさなお いぇ ょっすっ ゃ くせあょぇ, っ くっけぉたけょうきけ ょぇ 

こけしっすはす  きっしすぇすぇ, し こけしすぇゃっくう ╁なかてっぉくう っかたう. 
〈っいう っかたう しぇ せおさぇしっくう しなし しこっちうぇかくう うゅさぇつおう, おなき おけうすけ うきぇ こさうおさっこっくう 

おぇさすうつおう し うしすけさうはすぇ くぇ くせあょぇっとうすっ しっ きぇかつせゅぇくう. ╁しっおう きけあっ ょぇ しう たぇ
さっしぇ うゅさぇつおぇ う うしすけさうは, くぇ おけはすけ ょぇ こけきけゅくっ.  ╆ぇしっゅぇ ╁なかてっぉくう っかたう うきぇ 
こけしすぇゃっくう ゃ ╉かうっくすしおうは ちっくすなさ くぇ おぇぉっかっく けこっさぇすけさ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” 
くぇ ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお” わ11, ゃ  けそうしぇ くぇ ]ょさせあっくうっすけ 

かう くっ - こけぉっょうすっかうすっ けす すはた, 
おぇすけ くぇえ-ょけぉさう しこけさすうしすう, しっ 
ういかなつゃぇす おぇすけ つかっくけゃっ くぇ おけき

ぉうくぇすしおうは けすぉけさ ゃ „╆ょさぇゃう, 
しうかくう, さぇぉけすけしこけしけぉくう“. 〈ぇおぇ 
けすぉけさなす, おけえすけ きっさう しうかう くぇ 
くぇちうけくぇかくけ くうゃけ, けぉっょうくはゃぇ 
8 きかぇょう あっくう う きなあっ, こけぉっょう
すっかう けす 14 ぇさしっくぇかしおう しっおちうう 
こけ ゃうょけゃっ しこけさす. ]こけさすせゃぇかけ 
しっ こけゅけかけゃくけ - くぇ こけつうす ぉうかう 
ょっしっすおう ゃうょけゃっ ょうしちうこかうくう 
- けす ゃけかっえぉけかぇ ょけ すっくうしぇ くぇ 
きぇしぇ, こかせゃぇくっすけ, さぇいこなゃぇくっすけ 
くぇ こぇかぇすおう う すせさうしすうつっしおけすけ 
けさうっくすうさぇくっ, すぇ ょけ とぇくゅうすっ... 
〈ぇおぇ こけょぉさぇく ういきっあょせ くぇえ-
ょけぉさうすっ, すうきなす しすぇゃぇ くっとけ 
おぇすけ:

¨すぉけさなす くぇ けすぉけさうすっ             

╇いかなつっく きっあょせ たうかはょうすっ 
しこけさすせゃぇとう ぇさしっくぇかちう, すけいう 
っおうこ しっ ゅけすゃう せしうかっくけ いぇ くぇ
ちうけくぇかくうは こさっゅかっょ くぇ ╀‶], 
しこけきくはす しう ょくっし ╉さなしすぬけ ‶っ
すおけゃ う ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ, おけえすけ 
しなし しぇくすうきっくす おぇいゃぇ: „╀はたきっ 
しすさぇてうかうとっすけ くぇ けすぉけさうすっ! 
¨すぉけさなす ぉってっ くぇちうけくぇかくうはす 
こさっしすうあ くぇ „┿さしっくぇか“, くぇえ-ょけ
ぉさぇすぇ さっおかぇきぇ くぇ こさっょこさうはすう
っすけ しさっょ たけさぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは“. 
〈けは こさっしすうあ くはおけゅぇ しすさせゃぇか 
う しさっょくけとくう すさっくうさけゃおう... 
〈ぇおぇ しっ しすうゅぇ ょけ くぇちうけくぇかくけ
すけ こなさゃっくしすゃけ ゃ すさう こけさっょくう 
ゅけょうくう, おけっすけ ょぇゃぇ こさぇゃけすけ 
こさっい 1983-すぇ こさったけょくけすけ いくぇ

きっ くぇ けさゅぇくういぇすけさぇ ょぇ ぉなょっ 
こさうぉさぇくけ いぇゃうくぇゅう すせお. ] 
すけいう そぇおす ょっしっすおうすっ, きうくぇかう 

こさっい こさっょしすぇゃうすっかくうは ぇさしっ
くぇかしおう けすぉけさ ゃ くぇちうけくぇかくうは 
こさっゅかっょ, しっ ゅけさょっはす う ょくっし. 
]さっょ すはた うきぇ けとっ たけさぇ, おけう
すけ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ さぇぉけすはす 
ゃ „┿さしっくぇか“. ╆ぇっょくけ し ゃっつっ 

こっくしうけくうさぇくうすっ しこけさすうしすう, 
すっ さぇいゅさなとぇす しこけきっくう けす 
しくうきおうすっ, ょけくっしっくう しこっちう
ぇかくけ くぇ しさっとぇすぇ こさっい きうくぇ
かぇすぇ しっょきうちぇ, いぇ おけはすけ ╇ゃぇ
くけゃ しっ てっゅせゃぇ: „╁なさくぇたきっ しっ 
ゃ きかぇょけしすすぇ う しう こさっぉさけうたきっ 
ぉっかうすっ おけしう...“. ╆ぇっょくけ し おけ
しうすっ, せしこったうすっ う しこけきっくうすっ, 

„╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは” くぇ せか. „╁けえくうておぇ” /ぉうゃてぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 2/, おぇおすけ う くぇ せか. „╇しおさぇ” 4 ゃ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ. ¨さゅぇくういぇすけさうすっ 
くぇ ぇおちうはすぇ さぇいつうすぇす, つっ こけょぇさなちうすっ, おけうすけ とっ しっ けしすぇゃはす, とっ しぇ すぇおうゃぇ, おけうすけ ょぇ しぇ こけかっいくう ゃ っあっょくっゃうっすけ くぇ ょっちぇすぇ ゃ くせあょぇ うかう すぇおうゃぇ, くぇ おけうすけ すっ とっ しっ さぇょゃぇす: 
うゅさぇつおう, こけしけぉうは いぇ せつうかうとっ, きぇすっさうぇかう いぇ きぇえしすけさっくっ, おくうあおう, こけきけとくう きぇすっさうぇかう う ょさせゅう. ╃ぇさっくうすっ う けこぇおけゃぇくう こさっょきっすう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こさうょさせあっくう し こけしかぇくうっ 
うかう さうしせくおぇ, くぇこさぇゃっくう けす ょぇさうすっかうすっ うかう  すったくうすっ しっきっえしすゃぇ しこっちうぇかくけ いぇ ょっすっすけ-こけかせつぇすっか. 
‶けょぇさなちうすっ とっ しっ しなぉうさぇす こけょ っかたぇすぇ, けす おけはすけ っ ゃいっすぇ うゅさぇつおぇすぇ- ょっすしおぇ うしすけさうは, /しなけすゃっすくけ けす けぉっおすうすっ, ゃ  おけうすけ っ  たぇさっしぇくぇ しぇきぇすぇ  うしすけさうは/. ′はきぇ けゅさぇくうつっくうっ 

いぇ ぉさけは こけょぇさなちう, くうすけ いぇ ぉさけは ょっちぇ, くぇ おけうすけ ょぇ  しっ けしすぇゃう こけょぇさなお. ‶け あっかぇくうっ ょぇさうすっかうすっ きけゅぇす ょぇ けしすぇゃはす う しゃけう おけけさょうくぇすう.  
〈ぇおぇ しなぉさぇくうすっ こけょぇさなちう とっ しすうゅくぇす ょけ ょっちぇすぇ, いぇ おけうすけ しぇ こさっょくぇいくぇつっくう, ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╉けかっょぇ. ╊うつくけ ╃はょけ ╉けかっょぇ とっ ゅう さぇいくっしっ こけ ょけきけゃっすっ くぇ くせあょぇっとうすっ 

しっ. 
¨す ]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは” ぉかぇゅけょぇさはす くぇ ゃしうつおう ょけぉさう たけさぇ, おけうすけ とっ ゅう こけょおさっこはす ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ う とっ けしすぇゃはす こけょぇさなお いぇ くせあょぇっとけ しっ ょっすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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ゃっすっさぇくうすっ けす ¨すぉけさぇ くぇ けす
ぉけさうすっ, ぉさけはす う ょくってくうすっ しう 
ぇさしっくぇかしおう こけしかっょけゃぇすっかう. 

╇しおぇ うき しっ すっ ょぇ しぇ こけゃっつおけ. 
╇しおぇ うき しっ けとっ ゃ けさなあっえくう
ちぇすぇ ょぇ しっ ういゅさぇょう しすさせおすせさぇ 
おなき ╀なかゅぇさしおぇすぇ さぇぉけすくう
つっしおぇ しこけさすくぇ そっょっさぇちうは, 
おけはすけ うきぇ こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ 

ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ
さぇ. ‶けあっかぇゃぇす しう ゅけ, いぇとけすけ 
しこけさすなす う ょくっし っ くぇ こけつうす ゃ 
„┿さしっくぇか“. [ぇいぉうさぇ しっ, きぇえ
しすけさしすゃけすけ くぇ くはおけゅぇてくうすっ 
いょさぇゃう, しうかくう う さぇぉけすけしこけ
しけぉくう, くぇ おけうすけ くっ うき しっ けこう
さぇ くうとけ - けす さぇいこなゃぇくっすけ くぇ 
こぇかぇすおうすっ, ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 

ぉぇいけゃう かぇゅっさう ょけ しこさうくすう
さぇくっすけ う ゅうきくぇしすうおぇすぇ, きけあっ 
ぉう っ ょぇかっつ けす ょくっし ゃないきけあくけ
すけ. ‶け けくけゃぇ ゃさっきっ しっ さっょはす 
っょくけ しかっょ ょさせゅけ しなしすっいぇくうは, 
しこぇさすぇおうぇょう, おさけしけゃっ, きぇつけ
ゃっ, すせさくうさう... ′ぇえ-きぇしけゃぇすぇ 
こさけはゃぇ っ しこけさすくうはす こさぇいくうお 
くぇ ぇさしっくぇかちう くぇ はいけゃうさ „╉けこ
さうくおぇ“, おなょっすけ しっ ういくぇしはす たう
かはょう さぇぉけすくうちう, いぇ ょぇ すうつぇす, 
しおぇつぇす ゃ つせゃぇかう, „ぉうはす しっ“ くぇ 
くぇさけょくぇ すけこおぇ, ょなさこぇす ゃなあっ
すぇ, けぉうおぇかはす ゅけさぇすぇ ゃ すせさうし
すうつっしおけ けさうっくすうさぇくっ, うゅさぇはす 
たけさぇ... ╆ぇっょくけ し とぇすくうすっ けさ
ゅぇくういぇすけさう こけ しこけさす う すせさう
いなき, „┿さしっくぇか“ すけゅぇゃぇ しう うきぇ 
う しゃけえ しこけさすっく おかせぉ - „〈けさ
こっょけ“, おけえすけ っ „ゃ ょなくけすけ“ くぇ 
ゃしうつおけ こけしすうゅくぇすけ. ]こっちうぇか
くけ きうくうしすっさしおけ こけしすぇくけゃかっ
くうっ - わ36, さっゅかぇきっくすうさぇ そう
くぇくしうさぇくっすけ う けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ さぇぉけすくうつっしおうは しこけさす. ¨す
こせしおぇす しっ しさっょしすゃぇ こさう くけさきぇ
すうゃ 4 かゃ. くぇ つけゃっお いぇ すせさういなき 
う 6 かゃ. いぇ しこけさす. ╆ぇ きぇとぇぉうすっ 
けす たうかはょう いぇっすう ゃ „┿さしっくぇか“ 
すけゃぇ しぇ きくけゅけ こぇさう う すっ しっ 
ゃかぇゅぇす いぇ いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ 
つさっい きぇしけゃうは しこけさす, おぇおすけ う 
いぇ ゃけょっとう こけしすうあっくうは ゃ けす
ょっかくうすっ ょうしちうこかうくう. ╃くっし 
すけゃぇ いゃせつう おぇすけ こさうおぇいおぇ けす 
ぉぇくぇかくぇ しけちうぇかくぇ せすけこうは. ′け 
いぇ こなさゃっくちうすっ けす 1983-すぇ すは 
っ そぇおす けす あうゃけすぇ うき. ]こけきっく, 
くぇ おけえすけ うきぇ いぇとけ ょぇ しっ さぇょ
ゃぇす. ╂けさょけしす, おけはすけ くっ っ しせっ
すぇ, いぇとけすけ っ せしっすっくぇ こけ くぇえ-
こけつすっくうは くぇつうく - けすゃけのゃぇくぇ 
し つっしすっく う けしきうしかっく すさせょ. 
[ぇょけしす, おけはすけ くっ しっ おせこせゃぇ し 
こぇさう. 〈けつくけ おぇすけ いょさぇゃっすけ. 
╆ぇすけゃぇ しっゅぇてくぇすぇ きっつすぇ くぇ 
っかうすくうは ぇさしっくぇかしおう けすぉけさ けす
こさっょう 30 ゅけょうくう っ しぇきけ っょくぇ: 
„╃ぇ しきっ いょさぇゃう!“ ] くぇゃうちうすっ 
けす しこけさすせゃぇくっすけ ゃ けさなあっえくう
ちぇすぇ すぇいう きっつすぇ くっ っ すけかおけゃぇ 
すさせょくぇ いぇ こけしすうゅぇくっ. ‶けくっ ょけ 
しかっょゃぇとぇすぇ しぉうさおぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 
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〈╊╋╉】〉╅『《╉〉《 《【]¨ぁ¨╊ ′╅ 』【╊]╅ 《【 ′╅╇《╉ 5
] くぇゅさぇょぇ いぇ くぇえ- ょけぉさぇ こさっいっくすぇちうは しっ いぇゃなさくぇ けす きっあょせくぇさけょっく そけさせき ゃ させ-

しおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう ]すっかぇ ╇かつっゃぇ - 27-ゅけょうてくぇすぇ てかけしっさおぇ けす ちった 610 くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ 
„┿さしっくぇか”.
 ╆ぇっょくけ し ぅゃけさ 》さうしすけゃ けす „╋+] 》うょさぇゃかうお”, ょゃぇきぇすぇ ぉはたぇ っょうくしすゃっくうすっ きかぇょう たけさぇ けす ╉ぇ-

いぇくかなお う ╀なかゅぇさうは, こさっょしすぇゃうかう しすさぇくぇすぇ くう う ゅさぇょぇ  ゃ きっあょせくぇさけょくぇすぇ くぇせつくけ-こさぇおすうつっしおぇ 
おけくそっさっくちうは いぇ きかぇょう たけさぇ けす こさけきうてかっくうすっ  こさっょこさうはすうは. ╃っかっゅぇすうすっ ゃ すけいう そけさせき しぇ ぉうかう 
くぇ ゃないさぇしす けす 20 ょけ 35 ゅけょうくう.
‶さっいっくすぇちうはすぇ, ょけくっしかぇ う こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ ]すっかぇ, っ ぉうかぇ くぇ すっきぇ:
„[ぇぉけすぇ し きかぇょうすっ たけさぇ ゃ こさけきうてかっくうすっ こさっょこさうはすうは”. ╁ くっは きかぇょぇすぇ ぇさしっくぇかおぇ っ こさっょしすぇ-

ゃうかぇ さぇいかうつくうすっ こさけゅさぇきう いぇ きかぇょっあおぇ いぇっすけしす, ょけ 29 ゅけょうくう, おけうすけ そせくおちうけくうさぇす くぇ すっさうすけ-
さうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ょぇゃぇす てぇくし いぇ さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ たけさぇ. ╁ こさっいっくすぇちうはすぇ しう 
っ いぇしすなこうかぇ う こさけぉかっきうすっ, おけうすけ きかぇょうすっ たけさぇ すせお しさっとぇす こさう くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ, こさけぉかっ-
きうすっ し おぇょさうすっ, かうこしぇすぇ くぇ きけすうゃぇちうは しさっょ すはた う しすさっきっあなす おなき おけきっさしうぇかくぇ さぇぉけすぇ. ┿おちっくす ゃ 
こさっいっくすぇちうはすぇ え しぇ ぉうかう さぇいかうつくう こさっょかけあっくうは いぇ さぇぉけすぇ し きかぇょっあうすっ, いぇゃなさてうかう すったくうつっ-
しおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, し ちっか きけすうゃぇちうはすぇ うき いぇ けしすぇゃぇくっ ゃ こさけきうてかっくうすっ こさっょこさうはすうは. 
╁しうつおう ぉはたぇ きくけゅけ ゃこっつぇすかっくう, しこけょっかは ]すっかぇ, いぇ おけはすけ こけょけぉくぇ ういはゃぇ っ ゃなかくせゃぇとけ こさっあう-

ゃはゃぇくっ, おけっすけ くけしう けこうす, ょけぉさう っきけちうう う うくすっさっしくう こさうはすっかしすゃぇ. 
]ぇきぇすぇ ]すっかぇ, ゃなこさっおう つぇさけゃくうすっ しう 27, ゅけょうくう うきぇ こけつすう 5-ゅけょうてっく ぇさしっくぇかしおう しすぇあ. ╆ぇ-

ゃなさてうかぇ っ ‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせさういなき, ゃ こぇさぇかっかおぇ „きっくうょあきなくす くぇ たけすっかうっさしすゃけすけ”, 
くけ くぇきうさぇ しゃけはすぇ ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは うきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか”. 》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇ しう. 〈せお しさっとぇ う かの-
ぉけゃすぇ, し おけはすけ ょっかはす ょけき う さぇぉけすぇ う けす おけはすけ しっ さぇあょぇ 3-ゅけょうてくぇすぇ え ゃっつっ ょなとっさは ╋ぇさすうくぇ.

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” 
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〈は っ けす けくっいう あっくう, おけうすけ すっ さぇいすさうしぇす. ╁こっつぇすかはゃぇす ょけ 
すぇおぇゃぇ しすっこっく, つっ しぇ ゃ しなしすけはくうっ ょぇ けぉなさおぇす うくぇつっ こけょ-

さっょっくうはす くう すゃなさょっ さっかしけゃ かうつっく しゃはす. ]かっょ しさっとぇすぇ しう し  
くっは くはおぇお こó うくぇつっ いぇこけつゃぇて ょぇ つせゃしすゃぇて くっとぇすぇ, おけうすけ すっ 
いぇけぉうおぇかはす. ╉さぇしぇゃうちぇ っ う くぇ こなさゃけ つっすっくっ しっゃっさくぇすぇ え せお-

さぇうくしおぇ かっょっくぇ たせぉけしす 
こけおけさはゃぇ こけ くっいぇぉさぇ-
ゃうき ぉかけくょうくしおう くぇつうく. 
¨すゃなょ  すけゃぇ, つっ っ くぇえ- 
かうつくぇすぇ ぉかけくょうくおぇ つうし-
すけ けさゅぇくういぇちうけくくけ, っ 
う ういゃっしすくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.  
╀かけくょうこさけそうかなす え, けぉぇ-
つっ, っ しぇきけ こさうゃうょっく. ╆ぇょ  
すっきっくせあっくうすっ え けつう う 
こっこっかはゃけさせしぇすぇ おけしぇ しっ 
おさうはす くっゃっさけはすくけ しなさちっ, 
うくすっさっしくぇ ょせてぇ, うきぇとぇ 
しこけしけぉくけしすすぇ ょぇ  こなすせゃぇ 
ゃ  くっこけいくぇすう くぇ けぉうおくけ-

ゃっくうすっ つけゃっちう しゃっすけゃっ う ういきっさっくうは, こけいゃけかっくう う ょけしすなこくう 
しぇきけ いぇ  たけさぇ, くぇさっつっくう おけしきけっくっさゅっすう.  
〈は っ きぇゅうしすなさ  こけ きっあょせくぇさけょくけ こさぇゃけ, さぇぉけすうかぇ っ おぇすけ 

こさけおせさけさ う しかっょけゃぇすっか  ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ. ]こっちうぇかういうさぇかぇ 
っ きぇさおっすうくゅ. ¨ぉとっしすゃっくぇ かうつくけしす, つかっく くぇ さっょうちぇ きっあょせくぇ-
さけょくう けさゅぇくういぇちうう, しさっょ おけうすけ: ╋っあょせくぇさけょっく そけくょ ”╅うゃぇ 
‶かぇくっすぇ”,╋けしおゃぇ; つかっく っ くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす う けしくけゃぇすっか 
くぇ „』けゃっお くぇ 21ゃっお“; こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╀ぇかおぇくうすっ くぇ ぇしけちう-
ぇちうはすぇ くぇ させしおうすっ おきっすけゃっ;  つかっく くぇ ╋っあょせくぇさけょくうは しなゃっす 
くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ ぇしぇきぉかっは くぇ しすけかうちうすっ う ゅさぇょけゃっすっ (IAC) 
- [せしうは.  ‶さっょしっょぇすっか っ くぇ [せしおうは ぉういくっし おかせぉ ゃ ]けそうは う くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ぉかけくょうくおうすっ. ╆ぇ おさぇすおけ ゃ 
あうすっえしおぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは うきぇ う けこうす おぇす ょうしすさうぉせすけさ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおう ぉせかつうくしおう さけおかう. ╇きっすけ え  くぇてせきは ゃ ╀なかゅぇさうは こさっょう 
くはおけかおけ ゅけょうくう おぇすけ しけぉしすゃっくうお くぇ こなさゃぇすぇ う っょうくしすゃっくぇ くぇ 
╀ぇかおぇくしおうは こけかせけしすさけゃ そっさきぇ いぇ こっこっさせょう. ╇きっくくけ つさっい すはた 
ぉかけくょうくおぇすぇ, さけょっくぇ ゃなゃ ゃけっくくうは しっおさっすっく ゅさぇょ こけょ うきっすけ 
こ. お. 26 ゃ ╉さぇしくけはさしおうは おさぇえ, /ょくってっく ╅っかっいくけゅけさしお/ くぇ ぉう-
ゃてうすっ しなゃっすしおう さっこせぉかうおう こさっょう 44 ゅけょうくう,  こさぇゃう ゅけかはきけすけ 
けすおさうすうっ くぇ あうゃけすぇ しう - ょぇ しっ こけしゃっすう くぇ ょせたけゃくけすけ う くぇ たけ-
さぇすぇ, おけうすけ すなさしはす すけいう こなす. 
[けょっくぇ ゃ けぉうおくけゃっくけ さぇぉけすくうつっしおけ しっきっえしすゃけ, ょっゃけえおぇすぇ 

うきぇ ゃしうつおう てぇくしけゃっ くぇ しなょぉぇすぇ ょぇ しぉなょくっ こさうおぇいおぇすぇ いぇ ‶っ-
こっかはておぇ, くっ しぇきけ いぇとけすけ しっ あっくう いぇ しうくぇ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
しっおさっすくうは いぇゃけょ, こさけういゃっあょぇと 70% けす っかっきっくすうすっ いぇ させしおぇすぇ 
おけしきうつっしおぇ うくょせしすさうは. ′け こけくっあっ あうゃけすなす つっしすけ くう こけおぇいゃぇ, 
つっ こなすはす くう くっ っ すけいう, こけ おけえすけ ゃなさゃうき, ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ 
こさったけょぇ こけこぇょぇ  せ くぇし おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ しきっしっくけすけ させしおけ-ぉなか-
ゅぇさしおけ ょさせあっしすゃけ „[うょけうきこっおし”. ¨しくけゃくぇすぇ きせ  ちっか っ ういくけし 
くぇ しっおさっすくう すったくけかけゅうう. ¨かゅぇ うょゃぇ ゃしっおう きっしっち いぇ こけ ょっく ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ こさぇゃう おけくしせかすぇちうう う しっ しさっとぇ しなし しゃけう しな-
きうてかっくうちう う こけすなさしうかう は いぇ こけきけと すせお, ゃ っょうく けす きっしすくうすっ 
ちっくすさけゃっ いぇ こさうさけょけしなけぉさぇいっく あうゃけす. 

- ¨かは, いぇとけ すけつくけ こっこっさせょうすっ しぇ すっいう, おけうすけ うきぇす 
しこけしけぉくけしすすぇ ょぇ くう こけきけゅくぇす ょぇ さぇいゃうっき せ くぇし ょさせゅぇ, 
こけ-ゃうしてぇ う そうくぇ しっすうゃくけしす? 
- ╁なゃ ゃしっおう つけゃっお しぇ いぇかけあっくう しこけしけぉくけしすう ょぇ さぇいゃうっ  

せきっくうっすけ しう ょぇ つせゃぇ きうしかう, ょぇ ゃうあょぇ ょさせゅう ういきっさっくうは, ょぇ 
ゅけゃけさう し おぇきなくう, ょなさゃっすぇ, あうゃけすくう, ょぇ せしっとぇ  こかぇくっすぇすぇ う  
╉けしきけしぇ. ′ぇょ くぇし う ゃ くぇし. ′け くっ ゃしうつおう ゅけ さぇいぉうさぇす. ′はおけう 
しう けしすぇゃぇす こぇておせかう, くっ しっ こさっゃさなとぇす ゃ こっこっさせょう, いぇとけすけ 
くっ せしこはゃぇす ょぇ しっ くぇせつぇす ょぇ かっすはす う ょぇ せしっすはす こけかっすぇ, こけかな-
たぇ くぇ っょくぇ こっこっさせょぇ.

╉けゅぇすけ しう ゅけゃけさうて し ょさせゅう-
すっ ういきっさっくうは う おけゅぇすけ うきぇて 
ゃないきけあくけしす ょぇ おけくすぇおすせゃぇて 
し すっいう しなとっしすゃぇ, し こさうさけ-
ょぇすぇ う こかぇくっすぇすぇ おぇすけ すゃけえ 
ょけき, すけ すけゅぇゃぇ う いぇこけつゃぇて 
ょぇ さぇいゃうゃぇて しこけしけぉくけしすうすっ 
しう. ‶なさゃけすけ, おけっすけ いぇこけつくぇ 
ょぇ ょけきうくうさぇ ゃ きっく こさう さぇい-
ゃうすうっすけ きう おぇすけ おけしきけっくっさ-
ゅっす, う すけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ う くぇ 
さぇぉけすぇすぇ きう し こっこっさせょうすっ 
ゃ きけはすぇ そっさきぇ, ぉっ せきっくう-
っすけ きう ょぇ つせゃぇき う ゃうあょぇき 
きうしかうすっ くぇ たけさぇすぇ.〈けゃぇ ぉっ 
くぇえ-すさせょくけすけ ういこうすぇくうっ ゃ 
あうゃけすぇ きう, いぇとけすけ ゅかぇゃぇすぇ 
きう ぉさなきつってっ おぇすけ さぇいゃぇ-
かっくけ さぇょうけ, おけっすけ ういょぇゃぇ 
きくけゅけ いゃせちう. ]すうゅくぇた ょけさう 
ょけ くっけぉたけょうきけしす けす こけきけと 
けす こしうたけぇくぇかうすうお, おけえすけ きっ 
こけしなゃっすゃぇ: „╇いおかのつう おけこつっ-
すけ くぇ すけゃぇ さぇょうけ”. 〈ぇおぇ こけ-
しすっこっくくけ しっ くぇせつうた, おけゅぇすけ 
くっ きう すさはぉゃぇす すっいう きけう しこけ-
しけぉくけしすう, ょぇ くっ ゅう こけかいゃぇき. 
╋けゅぇ ょぇ ゅけゃけさは し おせつっすぇ, し 
おけすっすぇ, くぇせつうた しっ ょぇ つせゃぇき 
きうしかうすっ うき, ょぇ ゅけゃけさは し すはた. 
〈ぇいう きけは けすおかのつっくぇ しこけしけぉ-
くけしす きっ くぇせつう ょぇ けぉとせゃぇき 
しなし しなとっしすゃぇ けす ょさせゅう こかぇ-
くっすう, ょぇ きけゅぇ ょぇ こなすせゃぇき くぇ 
ょさせゅう きっしすぇ... ゃなゃ ╁しっかっくぇ-
すぇ し きうしかうすっ しう. ┿ いぇとけ すけつ-
くけ こっこっさせょうすっ? 〈っ あうゃっはす 
きくけゅけ きぇかおけ: っょゃぇ 4 しっょきう-
ちう. ╇ ゃしっおう こなす, おけゅぇすけ っょくぇ 
こっこっさせょぇ せきうさぇ, ぉけかっょせゃぇた, 
しすさぇょぇた. ╃せてぇすぇ きう こかぇつっ-
てっ. ′け ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すはた 
さぇいぉさぇた おぇおゃけ いくぇつう ぉっい-
しきなさすうっ, こさっくけし ゃ こさけしすさぇく-
しすゃけすけ, ゃなゃ ゃさっきっすけ う おぇおゃけ 
いくぇつう ょぇ しっ こさっさけょうて. ╇ 
ゃしっおう こなす, つせゃしすゃぇえおう そういう-
つっしおぇすぇ しきなさす う ぉかういけしす くぇ 
ょせたけゃくけすけ, くぇ ょさせゅけすけ ういきっ-
さっくうっ, つさっい しきなさすすぇ くぇ すっいう 
こっこっさせょう ぇい さぇいぉさぇた きくけゅけ 
くっとぇ いぇ しっぉっ しう, いぇ こさっさぇあ-
ょぇくうはすぇ う ぉっいしきなさすうっすけ くぇ 
ょせてうすっ. ╁ すけいう しきうしなか きくけ-
ゅけ っ  ゃぇあくけ いぇ くぇし おぇすけ つけゃっ-
ちう, ょけおぇすけ しきっ あうゃう くぇ すぇいう 
こかぇくっすぇ, ょぇ さぇいぉっさっき おけう 
しきっ, おぇおゃう しぇ ぉうかう くぇてうすっ 
こさっょちう. ╃ぇ ういせつうき さけょけ-
しかけゃくけすけ しう ょなさゃけ, いぇとけすけ 
すぇき っ おけょうさぇくけ ゃしうつおけ, おけっ-
すけ とっ くう しっ しかせつう. ╇きっくくけ 
つさっい さけょけしかけゃくけすけ くう ょなさゃけ 
とっ さぇいぉっさっき おぇおゃぇ くう っ おぇ-
さきぇすぇ, おぇおゃう せさけちう うきぇきっ 
ょぇ せつうき, おぇおなゃ っ ゅっくっすうつ-

くうはす くう おけょ, おぇおゃけ くけしうき. 
╄すけ, すけゃぇ いぇ くぇし, たけさぇすぇ, すせお 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ. ┿ ょくってくうすっ 
たけさぇ くはおぇお くっ こさぇゃうき すけゃぇ, 
いぇゅなさぉうかう しきっ ゅけ. ╉ぇお きけあっ 
ゃ っょうく ょさっゃっく ╄ゅうこっす ょぇ 
うきぇ うくそけさきぇちうは いぇ ゃしうつおけ 
すけゃぇ うかう おけゅぇすけ しう おせこせゃぇきっ 
おせつっ, ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇきっ ょけ 
29-すけ, こさうきっさくけ, おけかはくけ おけう 
しぇ ぉぇぉうすっ う ょはょけゃちうすっ きせ, ぇ 
いぇ くぇし, つけゃっちうすっ ょぇ くっ くう 
うくすっさっしせゃぇ? 〈ぇ うきっくくけ すぇき 
っ いぇこうしぇくけ, おけょうさぇくけ ゃしうつ-
おけ - ゃ さけょけしかけゃうっすけ くう. 〈ぇき 
しぇ いぇこうしぇくう すっあっしすうすっ くう, 
おけうすけ くけしうき, せさけちうすっ, しなょ-
ぉうすっ くう. 

- ╉ぇおゃけ とっ くう ょぇょっ すけゃぇ 
いくぇくうっ? 
- ╂っくっすうつくうはす おけょ, おけえすけ くけ-

しうき ゃ しっぉっ しう, っ くっこさけきっくうき. 
〈けえ っ いぇおけくなす くぇ  おさなゃすぇ. ┿ 
いくぇっき, つっ おさなゃすぇ ゃけょぇ くっ しすぇ-
ゃぇ. ┿おけ ょはょけ, こさぇょはょけ, こさぇ-
ぉぇぉぇ しぇ ぉうかう ゃっかうおう, ょさっゃくう 
たけさぇ, すっ しすけはす, すっ ょっぉくぇす, ょう-
てぇす ゃ ゅなさぉぇ くう, けつぇおゃぇす けす くぇし 
ょぇ しきっ こけしかっょけゃぇすっかう くぇ すった-
くうは さけょ. ╃ぇ こさぇゃうき しなとけ ょけ-
ぉさけ, おぇおすけ すっ しぇ こさぇゃうかう. ′うっ 
くけしうき すはたくけすけ ╃′╉, しなけすゃっすくけ 
すけ っ ぉっかはいぇかけ う しなょぉぇすぇ くう. 

- ╄すけ いぇとけ, すう, ¨かゅぇ ╆っき
かはくうちうくぇ, しっ いぇくうきぇゃぇて し 
すけゃぇ おけしきうつっしおけ いくぇくうっ - 
ゃなさくぇかぇ しう しっ こさう おけさっくう
すっ しう. 
- ╃ぇ. ]っゅぇ さぇいぉうさぇき う ぇい いぇとけ 

しっ いぇくうきぇゃぇき し すけゃぇ. ╀かぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ ゃさなとぇくっすけ しう くぇいぇょ 
おなき おけさっくうすっ, こさう ょっょうすっ, ぇい 
さぇいぉさぇた きけっすけ けすくけてっくうっ おなき 
こぇさうすっ. ╆ぇとけ こさう ゃしうつおけすけ きう 
ぉういくっしきっくしすゃぇくっ ぇい しなき こさう-
っきぇかぇ こぇさうすっ おぇすけ  ゃないきけあ-
くけしす ょぇ くぇこさぇゃは ょさせゅう おさぇえ 
きっく とぇしすかうゃう. ′うおけゅぇ くっ しなき 
こさうっきぇかぇ こぇさうすっ おぇすけ こぇさう, ゃ 
すはたくけすけ きぇすっさうぇかくけ ういきっさっ-
くうっ. ′っ しぇ きっ ういおせてぇゃぇかう, くっ 
しなき すさせこぇかぇ. ╆ぇ きっく こぇさうすっ しぇ 
こさったけょくけ くっとけ, きうくぇゃぇ ぉなさいけ. 
╋ぇおぇさ, つっ しっゅぇ しなあぇかはゃぇき, つっ 
くっ しなき ゅう くぇすさせこぇかぇ, いぇとけすけ, 
ぇおけ ゅう うきぇた, しっゅぇ とはた ょぇ しゃなさ-
てぇ きくけゅけ こけ-こけかっいくう くっとぇ, けす  
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃは しっゅぇ. 

- ╉ぇあう くう こけゃっつっ いぇ すけゃぇ 
- おぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ おけし
きけっくっさゅっすうおぇすぇ?
- ‶けおさぇえ きけうすっ いぇくうきぇくうは し 

こっこっさせょうすっ  ょけ きっく しすうゅぇたぇ ゃしっ 

こけ-うくすっさっしくう たけさぇ, ょせたけゃくう 
たけさぇ. 〈っ きう ょけくっしけたぇ っょくけ くけゃけ 
ういけぉさっすっくうっ けす [せしうは, おけっすけ しっ 
くぇさうつぇ „ぉうけしおっくっさ おけくょうちうは”. 
〈けえ こさぇゃう ょせたけゃっく う あういくっく 
こさけそうか くぇ つけゃっおぇ.  ‶さう すけゃぇ 
ういしかっょゃぇくっ しっ ういこけかいゃぇす う こしう-
たけすっさぇこっゃすうつくう  きっすけょう, おぇおすけ 
う ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しっ さぇいょっかう 
つけゃっておけすけ かうちっ, つうしすけ ゃういせぇか-
くけ, くぇ ょゃっ こけかけゃうくう: ょはしくぇ う 
かはゃぇ, おぇすけ けぉっょうくはゃぇす かはゃけすけ 
し かはゃけ, ょはしくけすけ し ょはしくけ こけかせ-
おなかぉけ う しっ こけかせつぇゃぇす すぇおぇ ょゃぇ 
こさけそうかぇ - あういくっく う ょせたけゃっく. 
]かっょ けぉさぇぉけすおぇ くぇ すっいう ょゃぇ 
こさけそうかぇ しっ こけかせつぇゃぇ っょうく 
こけさすさっす, おけえすけ ぇい, おけしきけっくっさ-
ゅっすなす, さぇいつうすぇき おぇすけ ういゃなくいっき-
くう う いっきくう おけょけゃっ くぇ つけゃって-
おぇすぇ ゅっくっすうおぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ すっいう しう せきっくうは う けこうす ゃっつっ 
こけょゅけすゃはき う っょくぇ きっあょせくぇさけょ-
くぇ ういかけあぉぇ, ゃ おけはすけ うょっはすぇ きう 
っ ょぇ こけおぇあぇ おけえ せこさぇゃかはゃぇ 
ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ [ってっすおぇすぇ 
くぇ ]ないくぇくうっすけ くぇ こかぇくっすぇすぇ. 
¨こさっょっかっくけ しつうすぇき, つっ こかぇくっ-
すぇすぇ くう っ こさけゅさぇきうさぇくぇ ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ ゃ けこさっょっかっくぇ こけしけおぇ 
う けこさっょっかっくう かうょっさう くぇ ょなさ-
あぇゃう くぇしけつゃぇす うくそけさきぇちうは ゃ 
しこっちうぇかくう くうゃぇ, こけ しこっちうぇかくう 
くぇつうくう, すぇおぇ, つっ ょぇ しっ しかっょゃぇ 
こさけゅさぇきうさぇくけすけ さぇいゃうすうっ. ╇きぇ 
きくけゅけ ういしかっょゃぇくうは けす せつっくうすっ 
ゃ すぇいう こけしけおぇ, きくけゅけ たけさぇ しぇ しっ 
こけしゃっすうかう くぇ すけゃぇ ょぇ ょけおぇあぇす  
おぇお  くぇてぇすぇ こかぇくっすぇ っ さぇいょっ-
かっくぇ くぇ しそっさう くぇ ゃかうはくうっ, ゃなゃ 
ゃさないおぇ しなし しっさううすっ くぇ ゃかうはくうっ 
くぇ おけしきうつっしおうすっ しうかう.

- ╉けゅぇ とっ ゃうょうき すぇいう 
しすさぇくくぇ ういかけあぉぇ? 
- ╁しっ けとっ しなき ゃ こさけっおす くぇ  うい-

つうしすゃぇくっ くぇ うょっはすぇ. ′け ゃっつっ 
しなき くぇこさぇゃうかぇ こけさすさっすう し すっいう 
ぉうけしおっくっさう くぇ ‶せすうく, ¨ぉぇきぇ, 
]ぇさおけいう, ]ぇょょぇき 》のしっうく う 
ゃうあょぇき… きくけゅけ くっとぇ.

- ╉ぇおゃけ きけあっき ょぇ くぇせつうき 
いぇ しっぉっ しう, ぇおけ しっ こけょかけあうき 
くぇ ぉうけしおっくっさ? 
- 』けゃっお くぇせつぇゃぇ ょぇかう ゃ あうゃけ-

すぇ すけゃぇ そういうつっしおけ すはかけ, ゃ おけっ-
すけ すけえ しっ ゃけいう, しなけすゃっすしすゃぇ くぇ 
ょせたぇ, おけえすけ っ ゃなすさっ. ╆ぇとけすけ すう 
きけあっ ょぇ しっ こさぇゃうて くぇ しうかっく, 
しせさけゃ, ぇ ゃしなとくけしす ょぇ しう っょうく 
くっあっく, こさっおさぇしっく ょせた, ょぇ しう 
こっこっさせょぇ, そっは.

...╇《╊〉〉《【《 《╆】ぁ╊〉¨╊
╃くっし, けぉぇつっ, しきっ しゃうょっすっかう, つっ けすこぇょぇくっすけ くぇ いぇょなかあうすっかくぇすぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ いぇ きかぇょっあうすっ くけしう う 

くっゅぇすうゃう. ′ぇ こなさゃけ きはしすけ たけさぇすぇ くぇ すぇいう ゃないさぇしす, けしけぉっくけ くっょけけぉさぇいけゃぇくうすっ う ぉっいさぇぉけすくうすっ, くっ いくぇはす 
ゃ おぇおゃけ ょぇ ゃかけあぇす っくっさゅうはすぇ しう う くぇえ-つっしすけ は すさぇくしそけさきうさぇす ゃ ぇゅさっしうゃくけ こけゃっょっくうっ, させてぇす は しなし しぇきけ-
せぉうえしすゃっくう こけさけちう, こけこうかはゃぇす は ぉっい しきうしなか う ちっか. ‶けぉけうとぇすぇ こけ しすぇょうけくう う ぇゅさっしうはすぇ こけ せかうちうすっ う くぇ 
こけかうすうつっしおう こさけはゃう, ゃ おけうすけ けしくけゃくけ せつぇしすくうちう しぇ きかぇょう たけさぇ, しぇ しぇきけ とさうたう おなき すけゃぇ. 
〉つっくうちう う せつうすっかう くっ こけしさっとぇす っょくけいくぇつくけ くけゃぇすぇ きはさおぇ. ‶けゃっつっすけ ょけさう くっ しぇ つせかう けとっ いぇ  くっは, きぇおぇさ 

つっ こなさゃうすっ かっおすけさう こけ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ とっ しぇ おかぇしくうすっ さなおけゃけょうすっかう くぇ ょっゃっすけおかぇしくうちうすっ う ょっしっすけおかぇ-
しくうちうすっ, おけうすけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃはす し すけゃぇ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ.
′ぇてぇ  うきこさけゃういうさぇくぇ ぇくおっすぇ し おぇいぇくかなておう せつっくうちう, ぉっい こさっすっくちうは いぇ ういつっさこぇすっかくけしす,  こけおぇいゃぇ, つっ 

ゃっしすすぇ いぇ いぇょなかあうすっかくけすけ けぉせつっくうっ  しっ こけしさっとぇ, きっおけ おぇいぇくけ, し  „くっゃっあ くっこせおういなき”. ╋くっくうはすぇ ゃぇさうさぇす 
けす ”すけゃぇ っ こけさっょくぇすぇ すなこくは”  こさっい „ きけあっ ぉう くっけぉたけょうきけ くっとけ”, „とけき おぇいゃぇす, いくぇつう すさはぉゃぇ”  う さっょ ょさせゅう.  
╁ きぇしけゃうは しかせつぇえ, けぉぇつっ, こけょさぇしすゃぇとうすっ くはきぇす きくっくうっ うかう つうしすけしなさょっつくけ こさういくぇゃぇす, つっ うき っ   „ゃしっ すぇは”.  
〉つうすっかうすっ しなとけ しぇ さぇいょゃけっくう, くけ こけゃっつっすけ しぇ こけ-しおかけくくう ょぇ こさうっきぇす さぇちうけくぇかくけすけ ゃなゃ ゃないしすぇくけゃはゃぇ-

くっすけ くぇ すけいう ゃうょ けぉせつっくうっ. 
〈っ, けぉぇつっ, しぇ おぇすっゅけさうつくう つっ „ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ ゃ せつうかうとぇすぇ くはきぇ くうおぇおなゃ しきうしなか, ぇおけ 

くっ っ しゃなさいぇくけ し さっぇゅうさぇくっすけ こさう ぉっょしすゃうは う ぇゃぇさうう”. 
╉ぇおゃう すけつくけ とっ しぇ すっきうすっ う けすおなょっ とっ しっ くぇぉうさぇ くせあくうはす きぇすっさうぇか いぇ すはた,  おけえ とっ ゅけ こさっちういうさぇ う こさっ-

ちっくはゃぇ ょけおけかおけ ゃけっくくうすっ いくぇくうは しぇ せしゃけはっきう いぇ きかぇょっあうすっ, すっこなさゃぇ とっ しっ せすけつくはゃぇ ゃ ょっすぇえかう. ′ぇ たけょ 
しぇ さっゅうけくぇかくうすっ うくしこっおすけさぇすう こけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おけうすけ とっ ょぇゃぇす うくしすさせおちうう くぇ かっおすけさう う けぉせつうすっかう. 
╆ぇしっゅぇ こけくっ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ  くぇ いぇょなかあうすっかくけすけ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ くっ こさっょゃうあょぇ こけいくぇすうすっ けす ぉかういおけすけ 
きうくぇかけ ゃけっくくう ょゃせしっょきうつくう かぇゅっさう いぇ こさぇおすうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ.
╉ぇお う ょぇかう くけゃぇすぇ きはさおぇ しなし いくぇくうはすぇ, おけうすけ とっ ょぇゃぇ くぇ きかぇょっあうすっ, ぉう こけきけゅくぇかぇ くぇ そうさきう しなし しこっちう-

ぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ, おぇおゃぇすけ っ „┿さしっくぇか”, ょけさう ゃ っかっきっくすぇさくぇ けこけいくぇゃぇすっかくぇ こけしけおぇ いぇ ゃうょけゃっすっ けさなあうは 
う すはたくけすけ せしすさけえしすゃけ, こさっょしすけう ょぇ こけおぇあっ ゃさっきっすけ. 

                                                                        ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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]すけすうちう たうかはょう おけかっょくう しゃっすかうくおう う すぇいう ゅけょうくぇ  
さぇょゃぇす ぇさしっくぇかちう こさっょう [けあょっしすゃけ こけ ゅかぇゃくうすっ ぇかっう 
くぇ そうさきぇすぇ けす くはおけかおけ ょくう くぇしぇき. ‶け てうさけおうすっ ぇさ-
すっさうう きっあょせ ちっくすさぇかくうは う しっゃっさくうは こけさすぇか  おなき ゃな-
すさってくうすっ ゃたけょけゃっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ ゅさっはす かぇきこうつおう 
こけ ょっおけさぇすうゃくう きっすぇかくう おけくしすさせおちうう, ゃうしせかおう けす 
けしゃっすうすっかくうすっ しすなかぉけゃっ, せおさぇしう こけ おけかっょくぇすぇ っかたぇ. 
]ゃっすう けす ょけかせ ょけ ゅけさっ う ちはかぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ゅかぇゃくけすけ 
せこさぇゃかっくうっ, ゃっつっ くはおけかおけ ゅけょうくう こけ っゃさけこっえしおう くぇ-
ゅういょっくぇ, ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ こさぇいくうちうすっ.

╉ぇおすけ いぇょ ゃしはおぇ おさぇしけすぇ, 
おけはすけ くっ うょゃぇ けす こさうさけょぇ-
すぇ, う ゃ すけいう しかせつぇえ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ こさうおぇいおぇ ゃ しゃっすかうくう 
っ „ういこうしぇくぇ“ けす くっつうう ゅさう-
あけゃくう さなちっ. 〈けゃぇ しぇ さなちっ-
すっ くぇ たけさぇすぇ くぇ ╉なくつけ ╉さぇ-
つぇくけゃ. „]ないょぇゃぇきっ さぇょけしす 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ くっ すなさしはす 
ょせたぇ くぇ ╉けかっょぇ ょぇ ういしおけ-

つう くっこさっきっくくけ う っょうくしすゃっ-
くけ けす ぉぇくおけきぇすぇ...“, てっゅせゃぇ 
しっ ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 12 
うくあ. ╉さぇつぇくけゃ. ‶けょ くっゅけゃけ 
さなおけゃけょしすゃけ, きっしっち こさっょう 
[けあょっしすゃけ, いぇこけつくぇ う けそぇく-
いうゃぇすぇ こけ こさぇいくうつくけすけ けしゃっ-
すはゃぇくっ くぇ こさけしすさぇくしすゃぇすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“.  
‶さっょおけかっょくけ しゃっすう ぉかう-
いけ 12-きっすさけゃぇすぇ っしすっしすゃっくぇ 
っかたぇ ういすけつくけ けす せこさぇゃかっくうっ-
すけ, ゃうしせかおうすっ きっあょせ しすなかぉけ-
ゃっすっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ-
きっくはす ょっきけょうさぇくうすっ しゃっすっとう 
きぇさおせつう し ょうけょくう かぇきこうつおう, 
しゃけすけょうけょう しっ しこせしおぇす う こけ 
ちはかけすけ こさけすっあっくうっ くぇ おせかぇ-
すぇ くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ... 
′はおけう けす っかっきっくすうすっ くぇ おけ-
かっょくぇすぇ せおさぇしぇ しぇ うしすうく-
しおけ ういこうすぇくうっ いぇ たけさぇすぇ くぇ 
うくあ. ╉さぇつぇくけゃ - こけしすぇゃはくっすけ 
っ すさせょくけ う ういうしおゃぇ くっ しぇきけ 
っかっおすさうつぇさしおう せきっくうは, くけ 
う ぇかこうくうしすおう おぇつっしすゃぇ - こけ 
ぇさしっくぇかしおうすっ ゃうておう, こけ おけう-
すけ しっ おぇすっさはす さぇぉけすくうちうすっ 
- けしゃっすうすっかう, しぇ くぇこさぇゃっくう 
しこっちうぇかくう こさうしこけしけぉかっくうは 
いぇ ちっかすぇ. ′け うくあ. ╉さぇつぇくけゃ 
くっ おさうっ, つっ いぇ こけゃっつっすけ さぇ-
ぉけすくうちう こけ おけかっょくぇすぇ せおさぇ-
しぇ すぇいう さぇぉけすぇ っ うしすうくしおけ 
せょけゃけかしすゃうっ, いぇとけすけ さぇょゃぇ 
たけさぇすぇ. 

〉おさぇしぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“
っ きけょっさくぇ

[なおけゃけょしすゃけすけ  くぇ そうさきぇすぇ 
こけしすけはくくけ こけょくけゃはゃぇ おけかっょ-
くぇすぇ せおさぇしぇ, こさっい きうくぇかぇすぇ 

ゅけょうくぇ いぇきっくうたきっ しすぇさう-
すっ しゃっすっとう きぇさおせつう し くけゃけ 
ょうけょくけ けしゃっすかっくうっ, おけっすけ っ 
きくけゅけ こけ-っそっおすくけ う こけ-おさぇ-
しうゃけ, けぉはしくはゃぇ うくあ. ╉さぇつぇ-
くけゃ. ‶さっい ゅけょうくうすっ, けすおぇおすけ 
しゃっすっとぇすぇ せおさぇしぇ っ すさぇょう-
ちうは すせお, きけょぇすぇ ゃ ぉさぇくてぇ しっ 
しかっょゃぇ くっけすきっくくけ. 
╆ぇすけゃぇ „┿さしっくぇか“ こけ くぇえ-

っしすっしすゃっくうは くぇつうく しっ ゃおかの-
つう う ゃ おきっすしおぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ 
こさっょう ょゃっ ゅけょうくう いぇ こさぇい-
くうつくぇすぇ けょっあょぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょう [けあょっしすゃけ. 
╉けかっょくぇすぇ せおさぇしぇ くぇ „┿さ-

しっくぇか“ しゃっすゃぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
しこせしおぇくっすけ くぇ っしっくくうは きさぇお. 
〈は っ こさうおぇつっくぇ おなき さぇえけく-
くけすけ けしゃっすかっくうっ うい こさっょこさう-
はすうっすけ, おけっすけ ぇゃすけきぇすうつくけ 
しっ ゃおかのつゃぇ こさう しすなきゃぇくっ. 
[ぇえけくくけすけ けしゃっすかっくうっ, おぇお-
すけ う ちはかぇすぇ っくっさゅっすうおぇ くぇ 
„┿さしっくぇか“, しぇ ゅさうあぇ くぇ 148-
すっ ょせてう けす ╆ぇゃけょ 12. ‶さっょう 
けこすうきういぇちうはすぇ くぇ こっさしけくぇ-
かぇ, いぇさぇょう おさういぇすぇ, たけさぇすぇ 
ゃ いぇゃけょぇ しぇ ぉうかう 220. [ぇぉけ-
すぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ っ しなとぇすぇ 
こけ けぉっき う しっゅぇ, くけ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ しっ ゃなさてう けす こけ-きぇかけぉさけ-
っく こっさしけくぇか, おけえすけ っ ぇくゅぇ-
あうさぇく こけしすけはくくけ くぇ ちはかぇすぇ 
すっさうすけさうは くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 
‶けかけゃうくぇすぇ けす たけさぇすぇ しぇ しなし 
しすぇちうけくぇさくけ さぇぉけすくけ きはしすけ 
おさぇえ すったくうおぇすぇ う けぉけさせょゃぇ-
くっすけ, けおけかけ 40 ょせてう うきぇす 
ぇくゅぇあうきっくす こけ こけょょさなあおぇすぇ 
う ちうさおせかうさぇす こけしすけはくくけ こけ 
ちはかぇすぇ こさけういゃけょしすゃっくぇ こかけ-
とぇょおぇ. ╁ すぇいう きなあおぇ さぇぉけすぇ 
しぇ しっ いぇたゃぇくぇかう う あっくう, こけ-
はしくはゃぇ ょうさっおすけさなす うくあ. ╉さぇ-
つぇくけゃ. 〈っ さぇぉけすはす こけ おけきこさっ-
しけさうすっ,  うきぇ ょけさう う けゅくはさおう. 
‶さけそっしうけくぇかうしすう しぇ くぇさぇゃ-
くけ し きなあっすっ, いぇとけすけ うきぇす 
くせあくぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは, せし-
すぇくけゃっくぇ う し ょけおせきっくす.
╇ ゃ すぇは おゃぇかうそうちうさぇくぇ さぇ-

ぉけすぇ こさけぉかっきなす し かうこしぇすぇ くぇ 

こけょゅけすゃっくう きかぇょう おぇょさう 
っ こさけぉかっき, おぇおすけ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ おぇすけ ちはかけ. ╋ぇか-
おけ しぇ っかっおすさけうくあっくっさうすっ, 
いぇゃぇさつうちうすっ, けおしうあっくうし-
すうすっ... 〈させょくけ しっ せしゃけはゃぇす 
すっいう  いぇくぇはすう, ぇ う ょなさあぇゃぇ-
すぇ っ ぇぉしけかのすくけ ぇぉょうおうさぇかぇ 
けす こさけちっしぇ くぇ ゃさないおぇすぇ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ し さっぇかくうすっ 
くせあょう くぇ こさけきうてかっくけしすすぇ, 
おけきっくすうさぇ うくあ. ╉さぇつぇくけゃ. 
╉けゅぇすけ しっ すなさしう こっさしけくぇか, 
きせ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ ういぉうさぇ 
すったくうつっしおう おぇょさう きっあょせ 
きくけゅけぉさけえくうすっ おぇくょうょぇすう 
し ょうこかけきう いぇ ゅけすゃぇつう, たけ-
すっかうっさう, さっしすけさぇくすぬけさう う 
こさけつうっ きけょっさくう ょうこかけきう... 
„╇くあっくっさくうすっ しこっちうぇか-
くけしす しぇ くっぇすさぇおすうゃくう...“, っ 
すなあくうはす ういゃけょ くぇ っかっおさけ-
うくあっくっさぇ ╉さぇつぇくけゃ. 〈けえ っ 

くぇきっさうか しっぉっ しう おぇすけ こさけ-
そっしうけくぇかうしす ゃ „┿さしっくぇか“ 
けとっ こさっょう 17 ゅけょうくう, 13 
けす おけうすけ - ゃ ‶ぇさけしうかけゃぇすぇ 
ちっくすさぇかぇ. ╀うか っ っくっさゅっすうお 
ゃ ╆ぇゃけょ 12, ぉはゅしすゃけすけ きせ ゃ 
しけぉしすゃっく ぉういくっし すさぇっ しぇきけ 
ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ. 

‶けゃっつっ けす 10
こけょしすぇくちうう う

くぇょ 100 すさぇそけこけしすぇ

〈けゃぇ っ しぇきけ つぇしす けす っくっさゅうえ-
くぇすぇ しうしすっきぇ ゃ こさっょこさうはすう-
っすけ, しすさせおすせさうさぇくぇ うい ちっかうは 
„┿さしっくぇか“ う こけょょなさあぇくぇ けす 
しこっちうぇかうしすうすっ けす ╆ぇゃけょ 12. 
╀ぇいぇすぇ っ ういゅさぇょっくぇ いぇ おぇこぇ-
ちうすっす くぇ こさっょこうさはすうっすけ けす 
18-20 たうかはょう ょせてう さぇぉけすくぇ 
さなおぇ う くぇ こさぇおすうおぇ, きぇおぇさ 
しっゅぇ いぇっすけしすすぇ ょぇ っ こけ-きぇかおぇ, 
きぇすっさうぇかくぇすぇ つぇしす しっ こけょ-
ょなさあぇ ゃ ゅけすけゃくけしす いぇ しなとう-
すっ くうゃぇ. ‶ぇさけこさけういゃけょしすゃけ-
すけ, おけきこさっしけさくうすっ しすぇくちうう, 
っかっおすさうつぇさしおうはす ちった, きさっ-
あぇすぇ し くうしおけ くぇこさっあっくうっ, 
っかっおすさけしくぇぉょうすっかくうすっ きさっ-
あう, さっゅせかぇちうはすぇ くぇ ちはかぇすぇ 
ゃなすさってくぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ  すさぇ-

そけこけしすけゃっすっ, うくしすぇかぇちううすっ, 
200 きっすさぇ おぇぉっかくう すさぇしっすぇ しぇ 
こけょ けこっおぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ, おけえすけ 
っ こさうのすうか う いゃっくけすけ こけ ╁う╉. 
¨ぉとけそうさきっくうすっ しなけさなあっくうは, 
おけうすけ こけょょなさあぇ ╆ぇゃけょ 12, くぇ-
かぇゅぇす 24-つぇしけゃ さっあうき くぇ さぇ-
ぉけすぇ. ╇きぇ たけさぇ くぇ しきっくう, うきぇ 
う くぇ さっょけゃっく さぇぉけすっく ょっく. 

′け けすゅけゃけさくけしすすぇ っ っょくぇおゃけ 
しっさうけいくぇ う ゃ ょゃぇすぇ しかせつぇは. 
╂けかはきぇ つぇしす けす ょっえくけしすすぇ しっ 
ゃなさてう くぇゃなく - くはきぇ いうきぇ, 
くはきぇ かはすけ, せしきうたゃぇ しっ うくあ. 
╉さぇつぇくけゃ, くけ こさういくぇゃぇ, つっ 
いうきぇすぇ っ こけ-すっあおうはす しっいけく 
いぇ くっゅけゃうすっ たけさぇ. 〈させょくけ-
しすうすっ う すせお しっ こさっけょけかはゃぇす 
こけ っょうく-っょうくしすゃっく くぇつうく - 
おぇすけ こさっゃさなとぇて さぇぉけすぇすぇ しう 
ゃ せょけゃけかしすゃうっ う いぇぉぇゃかっくうっ 
けす しこさぇゃはくっすけ  し こさけぉかっきうすっ, 
うょゃぇとう けす たぇさぇおすっさぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ, くぇせつぇゃぇき すぇえくうすっ くぇ 
いぇくぇはすぇ けす うくあ. ╉さぇつぇくけゃ. 
〈けえ っ ょけゃけかっく, つっ ゃなこさっおう 
さうしおけゃっすっ, すっあおう うくちうょっく-
すう こさう くっゅけ くっ しぇ しすぇゃぇかう. 
′ぇつうくなす ょぇ しっ さぇぉけすう ぉっいけ-
こぇしくけ っ ょぇ しっ しこぇいゃぇす すけつくけ 
こさぇゃうかぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ, ょぇ しっ 
こさぇゃう ういうしおせっきうはす うくしすさせお-
すぇあ. ¨こぇしくけしすうすっ うょゃぇす, おけ-
ゅぇすけ ょけえょっ させすうくぇすぇ う たけ-
さぇすぇ こけつゃぇす こけしすっこっくくけ ょぇ 
こけょちっくはゃぇす さうしおぇ, くぇせつうか 
っ さなおけゃけょうすっかはす くぇ っくっさゅっ-
すうちうすっ ゃ ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ しう 
こさぇおすうおぇ. ╇きっくくけ けこうすなす う 
こさぇおすうおぇすぇ しぇ こなすはす おなき くぇ-
せつぇゃぇくっすけ くぇ こさけそっしうはすぇ, っ 
ょさせゅぇすぇ こけせおぇ くぇ うくあ. ╉さぇ-
つぇくけゃ, おけえすけ しっ てっゅせゃぇ, つっ 
すせおぇ しすぇゃぇて ょけぉなさ しこっちうぇ-
かうしす, っょゃぇ しかっょ おぇすけ ういすなさ-
おぇて こけくっ ょゃぇ つうそすぇ けぉせゃおう 
うい „┿さしっくぇか“.  „′けゃうすっ うく-
あっくっさう うょゃぇす おぇすけ ぉはか かうしす, 
ゃなさたせ おけえすけ すっこなさゃぇ いぇこけつ-
ゃぇきっ ょぇ こうてっき“, けぉはしくはゃぇ 
けとっ ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 
12. 〈っおせつっしすゃけすけ くぇ おぇょさう-
すっ, こさうゃかっつっくう けす こけ-おけくおせ-
さっくすくう こさけういゃけょしすゃぇ, っ こさけ-
ぉかっき, おけえすけ しなとけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ さってぇゃぇ こけしすけはくくけ. 
》けさぇすぇ, おけうすけ すさぇしうさぇす 

おなき ちったけゃっすっ くぇ „┿さしっくぇか“ 
きうかうけくう おうかけゃぇすつぇしぇ っかっお-
すさけっくっさゅうは ゅけょうてくけ, おせこせ-
ゃぇくぇ けす そうさきぇすぇ, おぇすけ ゅけかはき 
こけすさっぉうすっか くぇ しゃけぉけょくうは 
っかっおすさけこぇいぇさ, しっ さぇょゃぇす, つっ 
うきっくくけ すっ しぇ う たけさぇすぇ, おけうすけ 
さぇょゃぇす おけかっゅうすっ しう けす ちはかけ-
すけ こさっょこうさはすうっ し おさぇしけすぇすぇ 
くぇ きぇゅうはすぇ ゃ こさっょおけかっょくうすっ 
くけとう. 〈けゃぇ っ くぇえ-しゃっすかぇ-
すぇ  こさぇいくうつくぇ さぇょけしす, おけはすけ 
けゅさけきくけすけ っくっさゅうえくけ しなさちっ 
くぇ „┿さしっくぇか“ こさっかうゃぇ  おなき 
しなさちぇすぇ くぇ ゃしうつおう けさなあっえ-
くうちう ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ 』せょけすけ 
くぇ [けあょっしすゃけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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] くぇゅさぇょぇ いぇ くぇえ- ょけぉさぇ こさっいっくすぇちうは しっ いぇゃなさくぇ けす きっあょせくぇさけょっく そけさせき ゃ させ-

しおうは ゅさぇょ 〈けかうぇすう ]すっかぇ ╇かつっゃぇ - 27-ゅけょうてくぇすぇ てかけしっさおぇ けす ちった 610 くぇ ╆ぇゃけょ 5 ゃ 
„┿さしっくぇか”.
 ╆ぇっょくけ し ぅゃけさ 》さうしすけゃ けす „╋+] 》うょさぇゃかうお”, ょゃぇきぇすぇ ぉはたぇ っょうくしすゃっくうすっ きかぇょう たけさぇ けす ╉ぇ-

いぇくかなお う ╀なかゅぇさうは, こさっょしすぇゃうかう しすさぇくぇすぇ くう う ゅさぇょぇ  ゃ きっあょせくぇさけょくぇすぇ くぇせつくけ-こさぇおすうつっしおぇ 
おけくそっさっくちうは いぇ きかぇょう たけさぇ けす こさけきうてかっくうすっ  こさっょこさうはすうは. ╃っかっゅぇすうすっ ゃ すけいう そけさせき しぇ ぉうかう 
くぇ ゃないさぇしす けす 20 ょけ 35 ゅけょうくう.
‶さっいっくすぇちうはすぇ, ょけくっしかぇ う こなさゃぇすぇ くぇゅさぇょぇ いぇ ]すっかぇ, っ ぉうかぇ くぇ すっきぇ:
„[ぇぉけすぇ し きかぇょうすっ たけさぇ ゃ こさけきうてかっくうすっ こさっょこさうはすうは”. ╁ くっは きかぇょぇすぇ ぇさしっくぇかおぇ っ こさっょしすぇ-

ゃうかぇ さぇいかうつくうすっ こさけゅさぇきう いぇ きかぇょっあおぇ いぇっすけしす, ょけ 29 ゅけょうくう, おけうすけ そせくおちうけくうさぇす くぇ すっさうすけ-
さうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ょぇゃぇす てぇくし いぇ さっぇかういぇちうは くぇ きかぇょうすっ たけさぇ. ╁ こさっいっくすぇちうはすぇ しう 
っ いぇしすなこうかぇ う こさけぉかっきうすっ, おけうすけ きかぇょうすっ たけさぇ すせお しさっとぇす こさう くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ, こさけぉかっ-
きうすっ し おぇょさうすっ, かうこしぇすぇ くぇ きけすうゃぇちうは しさっょ すはた う しすさっきっあなす おなき おけきっさしうぇかくぇ さぇぉけすぇ. ┿おちっくす ゃ 
こさっいっくすぇちうはすぇ え しぇ ぉうかう さぇいかうつくう こさっょかけあっくうは いぇ さぇぉけすぇ し きかぇょっあうすっ, いぇゃなさてうかう すったくうつっ-
しおけ けぉさぇいけゃぇくうっ, し ちっか きけすうゃぇちうはすぇ うき いぇ けしすぇゃぇくっ ゃ こさけきうてかっくうすっ こさっょこさうはすうは. 
╁しうつおう ぉはたぇ きくけゅけ ゃこっつぇすかっくう, しこけょっかは ]すっかぇ, いぇ おけはすけ こけょけぉくぇ ういはゃぇ っ ゃなかくせゃぇとけ こさっあう-

ゃはゃぇくっ, おけっすけ くけしう けこうす, ょけぉさう っきけちうう う うくすっさっしくう こさうはすっかしすゃぇ. 
]ぇきぇすぇ ]すっかぇ, ゃなこさっおう つぇさけゃくうすっ しう 27, ゅけょうくう うきぇ こけつすう 5-ゅけょうてっく ぇさしっくぇかしおう しすぇあ. ╆ぇ-

ゃなさてうかぇ っ ‶╂ こけ かっおぇ こさけきうてかっくけしす う すせさういなき, ゃ こぇさぇかっかおぇ „きっくうょあきなくす くぇ たけすっかうっさしすゃけすけ”, 
くけ くぇきうさぇ しゃけはすぇ ょけぉさぇ さっぇかういぇちうは うきっくくけ ゃ „┿さしっくぇか”. 》ぇさっしゃぇ さぇぉけすぇ しう. 〈せお しさっとぇ う かの-
ぉけゃすぇ, し おけはすけ ょっかはす ょけき う さぇぉけすぇ う けす おけはすけ しっ さぇあょぇ 3-ゅけょうてくぇすぇ え ゃっつっ ょなとっさは ╋ぇさすうくぇ.

〈さうぉせくぇ „┿さしっくぇか” 
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〈は っ けす けくっいう あっくう, おけうすけ すっ さぇいすさうしぇす. ╁こっつぇすかはゃぇす ょけ 
すぇおぇゃぇ しすっこっく, つっ しぇ ゃ しなしすけはくうっ ょぇ けぉなさおぇす うくぇつっ こけょ-

さっょっくうはす くう すゃなさょっ さっかしけゃ かうつっく しゃはす. ]かっょ しさっとぇすぇ しう し  
くっは くはおぇお こó うくぇつっ いぇこけつゃぇて ょぇ つせゃしすゃぇて くっとぇすぇ, おけうすけ すっ 
いぇけぉうおぇかはす. ╉さぇしぇゃうちぇ っ う くぇ こなさゃけ つっすっくっ しっゃっさくぇすぇ え せお-

さぇうくしおぇ かっょっくぇ たせぉけしす 
こけおけさはゃぇ こけ くっいぇぉさぇ-
ゃうき ぉかけくょうくしおう くぇつうく. 
¨すゃなょ  すけゃぇ, つっ っ くぇえ- 
かうつくぇすぇ ぉかけくょうくおぇ つうし-
すけ けさゅぇくういぇちうけくくけ, っ 
う ういゃっしすくぇ ゃ ╀なかゅぇさうは.  
╀かけくょうこさけそうかなす え, けぉぇ-
つっ, っ しぇきけ こさうゃうょっく. ╆ぇょ  
すっきっくせあっくうすっ え けつう う 
こっこっかはゃけさせしぇすぇ おけしぇ しっ 
おさうはす くっゃっさけはすくけ しなさちっ, 
うくすっさっしくぇ ょせてぇ, うきぇとぇ 
しこけしけぉくけしすすぇ ょぇ  こなすせゃぇ 
ゃ  くっこけいくぇすう くぇ けぉうおくけ-

ゃっくうすっ つけゃっちう しゃっすけゃっ う ういきっさっくうは, こけいゃけかっくう う ょけしすなこくう 
しぇきけ いぇ  たけさぇ, くぇさっつっくう おけしきけっくっさゅっすう.  
〈は っ きぇゅうしすなさ  こけ きっあょせくぇさけょくけ こさぇゃけ, さぇぉけすうかぇ っ おぇすけ 

こさけおせさけさ う しかっょけゃぇすっか  ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ. ]こっちうぇかういうさぇかぇ 
っ きぇさおっすうくゅ. ¨ぉとっしすゃっくぇ かうつくけしす, つかっく くぇ さっょうちぇ きっあょせくぇ-
さけょくう けさゅぇくういぇちうう, しさっょ おけうすけ: ╋っあょせくぇさけょっく そけくょ ”╅うゃぇ 
‶かぇくっすぇ”,╋けしおゃぇ; つかっく っ くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす う けしくけゃぇすっか 
くぇ „』けゃっお くぇ 21ゃっお“; こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╀ぇかおぇくうすっ くぇ ぇしけちう-
ぇちうはすぇ くぇ させしおうすっ おきっすけゃっ;  つかっく くぇ ╋っあょせくぇさけょくうは しなゃっす 
くぇ ╋っあょせくぇさけょくぇすぇ ぇしぇきぉかっは くぇ しすけかうちうすっ う ゅさぇょけゃっすっ (IAC) 
- [せしうは.  ‶さっょしっょぇすっか っ くぇ [せしおうは ぉういくっし おかせぉ ゃ ]けそうは う くぇ 
きっあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ぉかけくょうくおうすっ. ╆ぇ おさぇすおけ ゃ 
あうすっえしおぇすぇ しう ぉうけゅさぇそうは うきぇ う けこうす おぇす ょうしすさうぉせすけさ くぇ ぉなか-
ゅぇさしおう ぉせかつうくしおう さけおかう. ╇きっすけ え  くぇてせきは ゃ ╀なかゅぇさうは こさっょう 
くはおけかおけ ゅけょうくう おぇすけ しけぉしすゃっくうお くぇ こなさゃぇすぇ う っょうくしすゃっくぇ くぇ 
╀ぇかおぇくしおうは こけかせけしすさけゃ そっさきぇ いぇ こっこっさせょう. ╇きっくくけ つさっい すはた 
ぉかけくょうくおぇすぇ, さけょっくぇ ゃなゃ ゃけっくくうは しっおさっすっく ゅさぇょ こけょ うきっすけ 
こ. お. 26 ゃ ╉さぇしくけはさしおうは おさぇえ, /ょくってっく ╅っかっいくけゅけさしお/ くぇ ぉう-
ゃてうすっ しなゃっすしおう さっこせぉかうおう こさっょう 44 ゅけょうくう,  こさぇゃう ゅけかはきけすけ 
けすおさうすうっ くぇ あうゃけすぇ しう - ょぇ しっ こけしゃっすう くぇ ょせたけゃくけすけ う くぇ たけ-
さぇすぇ, おけうすけ すなさしはす すけいう こなす. 
[けょっくぇ ゃ けぉうおくけゃっくけ さぇぉけすくうつっしおけ しっきっえしすゃけ, ょっゃけえおぇすぇ 

うきぇ ゃしうつおう てぇくしけゃっ くぇ しなょぉぇすぇ ょぇ しぉなょくっ こさうおぇいおぇすぇ いぇ ‶っ-
こっかはておぇ, くっ しぇきけ いぇとけすけ しっ あっくう いぇ しうくぇ くぇ ょうさっおすけさぇ くぇ 
しっおさっすくうは いぇゃけょ, こさけういゃっあょぇと 70% けす っかっきっくすうすっ いぇ させしおぇすぇ 
おけしきうつっしおぇ うくょせしすさうは. ′け こけくっあっ あうゃけすなす つっしすけ くう こけおぇいゃぇ, 
つっ こなすはす くう くっ っ すけいう, こけ おけえすけ ゃなさゃうき, ゃ こなさゃうすっ ゅけょうくう くぇ 
こさったけょぇ こけこぇょぇ  せ くぇし おぇすけ ょうさっおすけさ くぇ しきっしっくけすけ させしおけ-ぉなか-
ゅぇさしおけ ょさせあっしすゃけ „[うょけうきこっおし”. ¨しくけゃくぇすぇ きせ  ちっか っ ういくけし 
くぇ しっおさっすくう すったくけかけゅうう. ¨かゅぇ うょゃぇ ゃしっおう きっしっち いぇ こけ ょっく ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ こさぇゃう おけくしせかすぇちうう う しっ しさっとぇ しなし しゃけう しな-
きうてかっくうちう う こけすなさしうかう は いぇ こけきけと すせお, ゃ っょうく けす きっしすくうすっ 
ちっくすさけゃっ いぇ こさうさけょけしなけぉさぇいっく あうゃけす. 

- ¨かは, いぇとけ すけつくけ こっこっさせょうすっ しぇ すっいう, おけうすけ うきぇす 
しこけしけぉくけしすすぇ ょぇ くう こけきけゅくぇす ょぇ さぇいゃうっき せ くぇし ょさせゅぇ, 
こけ-ゃうしてぇ う そうくぇ しっすうゃくけしす? 
- ╁なゃ ゃしっおう つけゃっお しぇ いぇかけあっくう しこけしけぉくけしすう ょぇ さぇいゃうっ  

せきっくうっすけ しう ょぇ つせゃぇ きうしかう, ょぇ ゃうあょぇ ょさせゅう ういきっさっくうは, ょぇ 
ゅけゃけさう し おぇきなくう, ょなさゃっすぇ, あうゃけすくう, ょぇ せしっとぇ  こかぇくっすぇすぇ う  
╉けしきけしぇ. ′ぇょ くぇし う ゃ くぇし. ′け くっ ゃしうつおう ゅけ さぇいぉうさぇす. ′はおけう 
しう けしすぇゃぇす こぇておせかう, くっ しっ こさっゃさなとぇす ゃ こっこっさせょう, いぇとけすけ 
くっ せしこはゃぇす ょぇ しっ くぇせつぇす ょぇ かっすはす う ょぇ せしっすはす こけかっすぇ, こけかな-
たぇ くぇ っょくぇ こっこっさせょぇ.

╉けゅぇすけ しう ゅけゃけさうて し ょさせゅう-
すっ ういきっさっくうは う おけゅぇすけ うきぇて 
ゃないきけあくけしす ょぇ おけくすぇおすせゃぇて 
し すっいう しなとっしすゃぇ, し こさうさけ-
ょぇすぇ う こかぇくっすぇすぇ おぇすけ すゃけえ 
ょけき, すけ すけゅぇゃぇ う いぇこけつゃぇて 
ょぇ さぇいゃうゃぇて しこけしけぉくけしすうすっ 
しう. ‶なさゃけすけ, おけっすけ いぇこけつくぇ 
ょぇ ょけきうくうさぇ ゃ きっく こさう さぇい-
ゃうすうっすけ きう おぇすけ おけしきけっくっさ-
ゅっす, う すけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ う くぇ 
さぇぉけすぇすぇ きう し こっこっさせょうすっ 
ゃ きけはすぇ そっさきぇ, ぉっ せきっくう-
っすけ きう ょぇ つせゃぇき う ゃうあょぇき 
きうしかうすっ くぇ たけさぇすぇ.〈けゃぇ ぉっ 
くぇえ-すさせょくけすけ ういこうすぇくうっ ゃ 
あうゃけすぇ きう, いぇとけすけ ゅかぇゃぇすぇ 
きう ぉさなきつってっ おぇすけ さぇいゃぇ-
かっくけ さぇょうけ, おけっすけ ういょぇゃぇ 
きくけゅけ いゃせちう. ]すうゅくぇた ょけさう 
ょけ くっけぉたけょうきけしす けす こけきけと 
けす こしうたけぇくぇかうすうお, おけえすけ きっ 
こけしなゃっすゃぇ: „╇いおかのつう おけこつっ-
すけ くぇ すけゃぇ さぇょうけ”. 〈ぇおぇ こけ-
しすっこっくくけ しっ くぇせつうた, おけゅぇすけ 
くっ きう すさはぉゃぇす すっいう きけう しこけ-
しけぉくけしすう, ょぇ くっ ゅう こけかいゃぇき. 
╋けゅぇ ょぇ ゅけゃけさは し おせつっすぇ, し 
おけすっすぇ, くぇせつうた しっ ょぇ つせゃぇき 
きうしかうすっ うき, ょぇ ゅけゃけさは し すはた. 
〈ぇいう きけは けすおかのつっくぇ しこけしけぉ-
くけしす きっ くぇせつう ょぇ けぉとせゃぇき 
しなし しなとっしすゃぇ けす ょさせゅう こかぇ-
くっすう, ょぇ きけゅぇ ょぇ こなすせゃぇき くぇ 
ょさせゅう きっしすぇ... ゃなゃ ╁しっかっくぇ-
すぇ し きうしかうすっ しう. ┿ いぇとけ すけつ-
くけ こっこっさせょうすっ? 〈っ あうゃっはす 
きくけゅけ きぇかおけ: っょゃぇ 4 しっょきう-
ちう. ╇ ゃしっおう こなす, おけゅぇすけ っょくぇ 
こっこっさせょぇ せきうさぇ, ぉけかっょせゃぇた, 
しすさぇょぇた. ╃せてぇすぇ きう こかぇつっ-
てっ. ′け ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すはた 
さぇいぉさぇた おぇおゃけ いくぇつう ぉっい-
しきなさすうっ, こさっくけし ゃ こさけしすさぇく-
しすゃけすけ, ゃなゃ ゃさっきっすけ う おぇおゃけ 
いくぇつう ょぇ しっ こさっさけょうて. ╇ 
ゃしっおう こなす, つせゃしすゃぇえおう そういう-
つっしおぇすぇ しきなさす う ぉかういけしす くぇ 
ょせたけゃくけすけ, くぇ ょさせゅけすけ ういきっ-
さっくうっ, つさっい しきなさすすぇ くぇ すっいう 
こっこっさせょう ぇい さぇいぉさぇた きくけゅけ 
くっとぇ いぇ しっぉっ しう, いぇ こさっさぇあ-
ょぇくうはすぇ う ぉっいしきなさすうっすけ くぇ 
ょせてうすっ. ╁ すけいう しきうしなか きくけ-
ゅけ っ  ゃぇあくけ いぇ くぇし おぇすけ つけゃっ-
ちう, ょけおぇすけ しきっ あうゃう くぇ すぇいう 
こかぇくっすぇ, ょぇ さぇいぉっさっき おけう 
しきっ, おぇおゃう しぇ ぉうかう くぇてうすっ 
こさっょちう. ╃ぇ ういせつうき さけょけ-
しかけゃくけすけ しう ょなさゃけ, いぇとけすけ 
すぇき っ おけょうさぇくけ ゃしうつおけ, おけっ-
すけ とっ くう しっ しかせつう. ╇きっくくけ 
つさっい さけょけしかけゃくけすけ くう ょなさゃけ 
とっ さぇいぉっさっき おぇおゃぇ くう っ おぇ-
さきぇすぇ, おぇおゃう せさけちう うきぇきっ 
ょぇ せつうき, おぇおなゃ っ ゅっくっすうつ-

くうはす くう おけょ, おぇおゃけ くけしうき. 
╄すけ, すけゃぇ いぇ くぇし, たけさぇすぇ, すせお 
っ きくけゅけ ゃぇあくけ. ┿ ょくってくうすっ 
たけさぇ くはおぇお くっ こさぇゃうき すけゃぇ, 
いぇゅなさぉうかう しきっ ゅけ. ╉ぇお きけあっ 
ゃ っょうく ょさっゃっく ╄ゅうこっす ょぇ 
うきぇ うくそけさきぇちうは いぇ ゃしうつおけ 
すけゃぇ うかう おけゅぇすけ しう おせこせゃぇきっ 
おせつっ, ょぇ しっ うくすっさっしせゃぇきっ ょけ 
29-すけ, こさうきっさくけ, おけかはくけ おけう 
しぇ ぉぇぉうすっ う ょはょけゃちうすっ きせ, ぇ 
いぇ くぇし, つけゃっちうすっ ょぇ くっ くう 
うくすっさっしせゃぇ? 〈ぇ うきっくくけ すぇき 
っ いぇこうしぇくけ, おけょうさぇくけ ゃしうつ-
おけ - ゃ さけょけしかけゃうっすけ くう. 〈ぇき 
しぇ いぇこうしぇくう すっあっしすうすっ くう, 
おけうすけ くけしうき, せさけちうすっ, しなょ-
ぉうすっ くう. 

- ╉ぇおゃけ とっ くう ょぇょっ すけゃぇ 
いくぇくうっ? 
- ╂っくっすうつくうはす おけょ, おけえすけ くけ-

しうき ゃ しっぉっ しう, っ くっこさけきっくうき. 
〈けえ っ いぇおけくなす くぇ  おさなゃすぇ. ┿ 
いくぇっき, つっ おさなゃすぇ ゃけょぇ くっ しすぇ-
ゃぇ. ┿おけ ょはょけ, こさぇょはょけ, こさぇ-
ぉぇぉぇ しぇ ぉうかう ゃっかうおう, ょさっゃくう 
たけさぇ, すっ しすけはす, すっ ょっぉくぇす, ょう-
てぇす ゃ ゅなさぉぇ くう, けつぇおゃぇす けす くぇし 
ょぇ しきっ こけしかっょけゃぇすっかう くぇ すった-
くうは さけょ. ╃ぇ こさぇゃうき しなとけ ょけ-
ぉさけ, おぇおすけ すっ しぇ こさぇゃうかう. ′うっ 
くけしうき すはたくけすけ ╃′╉, しなけすゃっすくけ 
すけ っ ぉっかはいぇかけ う しなょぉぇすぇ くう. 

- ╄すけ いぇとけ, すう, ¨かゅぇ ╆っき-
かはくうちうくぇ, しっ いぇくうきぇゃぇて し 
すけゃぇ おけしきうつっしおけ いくぇくうっ - 
ゃなさくぇかぇ しう しっ こさう おけさっくう-
すっ しう. 
- ╃ぇ. ]っゅぇ さぇいぉうさぇき う ぇい いぇとけ 

しっ いぇくうきぇゃぇき し すけゃぇ. ╀かぇゅけょぇ-
さっくうっ くぇ ゃさなとぇくっすけ しう くぇいぇょ 
おなき おけさっくうすっ, こさう ょっょうすっ, ぇい 
さぇいぉさぇた きけっすけ けすくけてっくうっ おなき 
こぇさうすっ. ╆ぇとけ こさう ゃしうつおけすけ きう 
ぉういくっしきっくしすゃぇくっ ぇい しなき こさう-
っきぇかぇ こぇさうすっ おぇすけ  ゃないきけあ-
くけしす ょぇ くぇこさぇゃは ょさせゅう おさぇえ 
きっく とぇしすかうゃう. ′うおけゅぇ くっ しなき 
こさうっきぇかぇ こぇさうすっ おぇすけ こぇさう, ゃ 
すはたくけすけ きぇすっさうぇかくけ ういきっさっ-
くうっ. ′っ しぇ きっ ういおせてぇゃぇかう, くっ 
しなき すさせこぇかぇ. ╆ぇ きっく こぇさうすっ しぇ 
こさったけょくけ くっとけ, きうくぇゃぇ ぉなさいけ. 
╋ぇおぇさ, つっ しっゅぇ しなあぇかはゃぇき, つっ 
くっ しなき ゅう くぇすさせこぇかぇ, いぇとけすけ, 
ぇおけ ゅう うきぇた, しっゅぇ とはた ょぇ しゃなさ-
てぇ きくけゅけ こけ-こけかっいくう くっとぇ, けす  
すけゃぇ, おけっすけ こさぇゃは しっゅぇ. 

- ╉ぇあう くう こけゃっつっ いぇ すけゃぇ 
- おぇおゃけ こさっょしすぇゃかはゃぇ おけし-
きけっくっさゅっすうおぇすぇ?
- ‶けおさぇえ きけうすっ いぇくうきぇくうは し 

こっこっさせょうすっ  ょけ きっく しすうゅぇたぇ ゃしっ 

こけ-うくすっさっしくう たけさぇ, ょせたけゃくう 
たけさぇ. 〈っ きう ょけくっしけたぇ っょくけ くけゃけ 
ういけぉさっすっくうっ けす [せしうは, おけっすけ しっ 
くぇさうつぇ „ぉうけしおっくっさ おけくょうちうは”. 
〈けえ こさぇゃう ょせたけゃっく う あういくっく 
こさけそうか くぇ つけゃっおぇ.  ‶さう すけゃぇ 
ういしかっょゃぇくっ しっ ういこけかいゃぇす う こしう-
たけすっさぇこっゃすうつくう  きっすけょう, おぇおすけ 
う ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ しっ さぇいょっかう 
つけゃっておけすけ かうちっ, つうしすけ ゃういせぇか-
くけ, くぇ ょゃっ こけかけゃうくう: ょはしくぇ う 
かはゃぇ, おぇすけ けぉっょうくはゃぇす かはゃけすけ 
し かはゃけ, ょはしくけすけ し ょはしくけ こけかせ-
おなかぉけ う しっ こけかせつぇゃぇす すぇおぇ ょゃぇ 
こさけそうかぇ - あういくっく う ょせたけゃっく. 
]かっょ けぉさぇぉけすおぇ くぇ すっいう ょゃぇ 
こさけそうかぇ しっ こけかせつぇゃぇ っょうく 
こけさすさっす, おけえすけ ぇい, おけしきけっくっさ-
ゅっすなす, さぇいつうすぇき おぇすけ ういゃなくいっき-
くう う いっきくう おけょけゃっ くぇ つけゃって-
おぇすぇ ゅっくっすうおぇ. ╀かぇゅけょぇさっくうっ 
くぇ すっいう しう せきっくうは う けこうす ゃっつっ 
こけょゅけすゃはき う っょくぇ きっあょせくぇさけょ-
くぇ ういかけあぉぇ, ゃ おけはすけ うょっはすぇ きう 
っ ょぇ こけおぇあぇ おけえ せこさぇゃかはゃぇ 
ゃ しゃっすけゃっく きぇとぇぉ [ってっすおぇすぇ 
くぇ ]ないくぇくうっすけ くぇ こかぇくっすぇすぇ. 
¨こさっょっかっくけ しつうすぇき, つっ こかぇくっ-
すぇすぇ くう っ こさけゅさぇきうさぇくぇ ょぇ しっ 
さぇいゃうゃぇ ゃ けこさっょっかっくぇ こけしけおぇ 
う けこさっょっかっくう かうょっさう くぇ ょなさ-
あぇゃう くぇしけつゃぇす うくそけさきぇちうは ゃ 
しこっちうぇかくう くうゃぇ, こけ しこっちうぇかくう 
くぇつうくう, すぇおぇ, つっ ょぇ しっ しかっょゃぇ 
こさけゅさぇきうさぇくけすけ さぇいゃうすうっ. ╇きぇ 
きくけゅけ ういしかっょゃぇくうは けす せつっくうすっ 
ゃ すぇいう こけしけおぇ, きくけゅけ たけさぇ しぇ しっ 
こけしゃっすうかう くぇ すけゃぇ ょぇ ょけおぇあぇす  
おぇお  くぇてぇすぇ こかぇくっすぇ っ さぇいょっ-
かっくぇ くぇ しそっさう くぇ ゃかうはくうっ, ゃなゃ 
ゃさないおぇ しなし しっさううすっ くぇ ゃかうはくうっ 
くぇ おけしきうつっしおうすっ しうかう.

- ╉けゅぇ とっ ゃうょうき すぇいう 
しすさぇくくぇ ういかけあぉぇ? 
- ╁しっ けとっ しなき ゃ こさけっおす くぇ  うい-

つうしすゃぇくっ くぇ うょっはすぇ. ′け ゃっつっ 
しなき くぇこさぇゃうかぇ こけさすさっすう し すっいう 
ぉうけしおっくっさう くぇ ‶せすうく, ¨ぉぇきぇ, 
]ぇさおけいう, ]ぇょょぇき 》のしっうく う 
ゃうあょぇき… きくけゅけ くっとぇ.

- ╉ぇおゃけ きけあっき ょぇ くぇせつうき 
いぇ しっぉっ しう, ぇおけ しっ こけょかけあうき 
くぇ ぉうけしおっくっさ? 
- 』けゃっお くぇせつぇゃぇ ょぇかう ゃ あうゃけ-

すぇ すけゃぇ そういうつっしおけ すはかけ, ゃ おけっ-
すけ すけえ しっ ゃけいう, しなけすゃっすしすゃぇ くぇ 
ょせたぇ, おけえすけ っ ゃなすさっ. ╆ぇとけすけ すう 
きけあっ ょぇ しっ こさぇゃうて くぇ しうかっく, 
しせさけゃ, ぇ ゃしなとくけしす ょぇ しう っょうく 
くっあっく, こさっおさぇしっく ょせた, ょぇ しう 
こっこっさせょぇ, そっは.

...╇《╊〉〉《【《 《╆】ぁ╊〉¨╊
╃くっし, けぉぇつっ, しきっ しゃうょっすっかう, つっ けすこぇょぇくっすけ くぇ いぇょなかあうすっかくぇすぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ いぇ きかぇょっあうすっ くけしう う 

くっゅぇすうゃう. ′ぇ こなさゃけ きはしすけ たけさぇすぇ くぇ すぇいう ゃないさぇしす, けしけぉっくけ くっょけけぉさぇいけゃぇくうすっ う ぉっいさぇぉけすくうすっ, くっ いくぇはす 
ゃ おぇおゃけ ょぇ ゃかけあぇす っくっさゅうはすぇ しう う くぇえ-つっしすけ は すさぇくしそけさきうさぇす ゃ ぇゅさっしうゃくけ こけゃっょっくうっ, させてぇす は しなし しぇきけ-
せぉうえしすゃっくう こけさけちう, こけこうかはゃぇす は ぉっい しきうしなか う ちっか. ‶けぉけうとぇすぇ こけ しすぇょうけくう う ぇゅさっしうはすぇ こけ せかうちうすっ う くぇ 
こけかうすうつっしおう こさけはゃう, ゃ おけうすけ けしくけゃくけ せつぇしすくうちう しぇ きかぇょう たけさぇ, しぇ しぇきけ とさうたう おなき すけゃぇ. 
〉つっくうちう う せつうすっかう くっ こけしさっとぇす っょくけいくぇつくけ くけゃぇすぇ きはさおぇ. ‶けゃっつっすけ ょけさう くっ しぇ つせかう けとっ いぇ  くっは, きぇおぇさ 

つっ こなさゃうすっ かっおすけさう こけ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ とっ しぇ おかぇしくうすっ さなおけゃけょうすっかう くぇ ょっゃっすけおかぇしくうちうすっ う ょっしっすけおかぇ-
しくうちうすっ, おけうすけ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ しこさぇゃはす し すけゃぇ こさっょういゃうおぇすっかしすゃけ.
′ぇてぇ  うきこさけゃういうさぇくぇ ぇくおっすぇ し おぇいぇくかなておう せつっくうちう, ぉっい こさっすっくちうは いぇ ういつっさこぇすっかくけしす,  こけおぇいゃぇ, つっ 

ゃっしすすぇ いぇ いぇょなかあうすっかくけすけ けぉせつっくうっ  しっ こけしさっとぇ, きっおけ おぇいぇくけ, し  „くっゃっあ くっこせおういなき”. ╋くっくうはすぇ ゃぇさうさぇす 
けす ”すけゃぇ っ こけさっょくぇすぇ すなこくは”  こさっい „ きけあっ ぉう くっけぉたけょうきけ くっとけ”, „とけき おぇいゃぇす, いくぇつう すさはぉゃぇ”  う さっょ ょさせゅう.  
╁ きぇしけゃうは しかせつぇえ, けぉぇつっ, こけょさぇしすゃぇとうすっ くはきぇす きくっくうっ うかう つうしすけしなさょっつくけ こさういくぇゃぇす, つっ うき っ   „ゃしっ すぇは”.  
〉つうすっかうすっ しなとけ しぇ さぇいょゃけっくう, くけ こけゃっつっすけ しぇ こけ-しおかけくくう ょぇ こさうっきぇす さぇちうけくぇかくけすけ ゃなゃ ゃないしすぇくけゃはゃぇ-

くっすけ くぇ すけいう ゃうょ けぉせつっくうっ. 
〈っ, けぉぇつっ, しぇ おぇすっゅけさうつくう つっ „ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ ゃ せつうかうとぇすぇ くはきぇ くうおぇおなゃ しきうしなか, ぇおけ 

くっ っ しゃなさいぇくけ し さっぇゅうさぇくっすけ こさう ぉっょしすゃうは う ぇゃぇさうう”. 
╉ぇおゃう すけつくけ とっ しぇ すっきうすっ う けすおなょっ とっ しっ くぇぉうさぇ くせあくうはす きぇすっさうぇか いぇ すはた,  おけえ とっ ゅけ こさっちういうさぇ う こさっ-

ちっくはゃぇ ょけおけかおけ ゃけっくくうすっ いくぇくうは しぇ せしゃけはっきう いぇ きかぇょっあうすっ, すっこなさゃぇ とっ しっ せすけつくはゃぇ ゃ ょっすぇえかう. ′ぇ たけょ 
しぇ さっゅうけくぇかくうすっ うくしこっおすけさぇすう こけ けぉさぇいけゃぇくうっすけ, おけうすけ とっ ょぇゃぇす うくしすさせおちうう くぇ かっおすけさう う けぉせつうすっかう. 
╆ぇしっゅぇ こけくっ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっすけ  くぇ いぇょなかあうすっかくけすけ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ くっ こさっょゃうあょぇ こけいくぇすうすっ けす ぉかういおけすけ 
きうくぇかけ ゃけっくくう ょゃせしっょきうつくう かぇゅっさう いぇ こさぇおすうつっしおぇ こけょゅけすけゃおぇ.
╉ぇお う ょぇかう くけゃぇすぇ きはさおぇ しなし いくぇくうはすぇ, おけうすけ とっ ょぇゃぇ くぇ きかぇょっあうすっ, ぉう こけきけゅくぇかぇ くぇ そうさきう しなし しこっちう-

ぇかくけ こさけういゃけょしすゃけ, おぇおゃぇすけ っ „┿さしっくぇか”, ょけさう ゃ っかっきっくすぇさくぇ けこけいくぇゃぇすっかくぇ こけしけおぇ いぇ ゃうょけゃっすっ けさなあうは 
う すはたくけすけ せしすさけえしすゃけ, こさっょしすけう ょぇ こけおぇあっ ゃさっきっすけ. 

                                                                        ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

[《]╊╉〉╅ 『╅╉《』【 ╇ 』╇╊【]¨〉¨ 》】]』¨『╅ 《【 ′╅╇《╉ 12

]すけすうちう たうかはょう おけかっょくう しゃっすかうくおう う すぇいう ゅけょうくぇ  
さぇょゃぇす ぇさしっくぇかちう こさっょう [けあょっしすゃけ こけ ゅかぇゃくうすっ ぇかっう 
くぇ そうさきぇすぇ けす くはおけかおけ ょくう くぇしぇき. ‶け てうさけおうすっ ぇさ
すっさうう きっあょせ ちっくすさぇかくうは う しっゃっさくうは こけさすぇか  おなき ゃな
すさってくうすっ ゃたけょけゃっ くぇ けさなあっえくうちぇすぇ ゅさっはす かぇきこうつおう 
こけ ょっおけさぇすうゃくう きっすぇかくう おけくしすさせおちうう, ゃうしせかおう けす 
けしゃっすうすっかくうすっ しすなかぉけゃっ, せおさぇしう こけ おけかっょくぇすぇ っかたぇ. 
]ゃっすう けす ょけかせ ょけ ゅけさっ う ちはかぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ゅかぇゃくけすけ 
せこさぇゃかっくうっ, ゃっつっ くはおけかおけ ゅけょうくう こけ っゃさけこっえしおう くぇ
ゅういょっくぇ, ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ こさぇいくうちうすっ.

╉ぇおすけ いぇょ ゃしはおぇ おさぇしけすぇ, 
おけはすけ くっ うょゃぇ けす こさうさけょぇ-
すぇ, う ゃ すけいう しかせつぇえ ぇさしっくぇか-
しおぇすぇ こさうおぇいおぇ ゃ しゃっすかうくう 
っ „ういこうしぇくぇ“ けす くっつうう ゅさう-
あけゃくう さなちっ. 〈けゃぇ しぇ さなちっ-
すっ くぇ たけさぇすぇ くぇ ╉なくつけ ╉さぇ-
つぇくけゃ. „]ないょぇゃぇきっ さぇょけしす 
くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ くっ すなさしはす 
ょせたぇ くぇ ╉けかっょぇ ょぇ ういしおけ-

つう くっこさっきっくくけ う っょうくしすゃっ-
くけ けす ぉぇくおけきぇすぇ...“, てっゅせゃぇ 
しっ ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 12 
うくあ. ╉さぇつぇくけゃ. ‶けょ くっゅけゃけ 
さなおけゃけょしすゃけ, きっしっち こさっょう 
[けあょっしすゃけ, いぇこけつくぇ う けそぇく-
いうゃぇすぇ こけ こさぇいくうつくけすけ けしゃっ-
すはゃぇくっ くぇ こさけしすさぇくしすゃぇすぇ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ „┿さしっくぇか“.  
‶さっょおけかっょくけ しゃっすう ぉかう-
いけ 12-きっすさけゃぇすぇ っしすっしすゃっくぇ 
っかたぇ ういすけつくけ けす せこさぇゃかっくうっ-
すけ, ゃうしせかおうすっ きっあょせ しすなかぉけ-
ゃっすっ けす きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ いぇ-
きっくはす ょっきけょうさぇくうすっ しゃっすっとう 
きぇさおせつう し ょうけょくう かぇきこうつおう, 
しゃけすけょうけょう しっ しこせしおぇす う こけ 
ちはかけすけ こさけすっあっくうっ くぇ おせかぇ-
すぇ くぇ ちっくすさぇかくぇすぇ しゅさぇょぇ... 
′はおけう けす っかっきっくすうすっ くぇ おけ-
かっょくぇすぇ せおさぇしぇ しぇ うしすうく-
しおけ ういこうすぇくうっ いぇ たけさぇすぇ くぇ 
うくあ. ╉さぇつぇくけゃ - こけしすぇゃはくっすけ 
っ すさせょくけ う ういうしおゃぇ くっ しぇきけ 
っかっおすさうつぇさしおう せきっくうは, くけ 
う ぇかこうくうしすおう おぇつっしすゃぇ - こけ 
ぇさしっくぇかしおうすっ ゃうておう, こけ おけう-
すけ しっ おぇすっさはす さぇぉけすくうちうすっ 
- けしゃっすうすっかう, しぇ くぇこさぇゃっくう 
しこっちうぇかくう こさうしこけしけぉかっくうは 
いぇ ちっかすぇ. ′け うくあ. ╉さぇつぇくけゃ 
くっ おさうっ, つっ いぇ こけゃっつっすけ さぇ-
ぉけすくうちう こけ おけかっょくぇすぇ せおさぇ-
しぇ すぇいう さぇぉけすぇ っ うしすうくしおけ 
せょけゃけかしすゃうっ, いぇとけすけ さぇょゃぇ 
たけさぇすぇ. 

〉おさぇしぇすぇ くぇ „┿さしっくぇか“
っ きけょっさくぇ

[なおけゃけょしすゃけすけ  くぇ そうさきぇすぇ 
こけしすけはくくけ こけょくけゃはゃぇ おけかっょ-
くぇすぇ せおさぇしぇ, こさっい きうくぇかぇすぇ 

ゅけょうくぇ いぇきっくうたきっ しすぇさう-
すっ しゃっすっとう きぇさおせつう し くけゃけ 
ょうけょくけ けしゃっすかっくうっ, おけっすけ っ 
きくけゅけ こけ-っそっおすくけ う こけ-おさぇ-
しうゃけ, けぉはしくはゃぇ うくあ. ╉さぇつぇ-
くけゃ. ‶さっい ゅけょうくうすっ, けすおぇおすけ 
しゃっすっとぇすぇ せおさぇしぇ っ すさぇょう-
ちうは すせお, きけょぇすぇ ゃ ぉさぇくてぇ しっ 
しかっょゃぇ くっけすきっくくけ. 
╆ぇすけゃぇ „┿さしっくぇか“ こけ くぇえ-

っしすっしすゃっくうは くぇつうく しっ ゃおかの-
つう う ゃ おきっすしおぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ 
こさっょう ょゃっ ゅけょうくう いぇ こさぇい-
くうつくぇすぇ けょっあょぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっょう [けあょっしすゃけ. 
╉けかっょくぇすぇ せおさぇしぇ くぇ „┿さ-

しっくぇか“ しゃっすゃぇ ゃっょくぇゅぇ しかっょ 
しこせしおぇくっすけ くぇ っしっくくうは きさぇお. 
〈は っ こさうおぇつっくぇ おなき さぇえけく-
くけすけ けしゃっすかっくうっ うい こさっょこさう-
はすうっすけ, おけっすけ ぇゃすけきぇすうつくけ 
しっ ゃおかのつゃぇ こさう しすなきゃぇくっ. 
[ぇえけくくけすけ けしゃっすかっくうっ, おぇお-
すけ う ちはかぇすぇ っくっさゅっすうおぇ くぇ 
„┿さしっくぇか“, しぇ ゅさうあぇ くぇ 148-
すっ ょせてう けす ╆ぇゃけょ 12. ‶さっょう 
けこすうきういぇちうはすぇ くぇ こっさしけくぇ-
かぇ, いぇさぇょう おさういぇすぇ, たけさぇすぇ 
ゃ いぇゃけょぇ しぇ ぉうかう 220. [ぇぉけ-
すぇすぇ くぇ こさぇおすうおぇ っ しなとぇすぇ 
こけ けぉっき う しっゅぇ, くけ しっ くぇかぇゅぇ 
ょぇ しっ ゃなさてう けす こけ-きぇかけぉさけ-
っく こっさしけくぇか, おけえすけ っ ぇくゅぇ-
あうさぇく こけしすけはくくけ くぇ ちはかぇすぇ 
すっさうすけさうは くぇ けさなあっえくうちぇすぇ. 
‶けかけゃうくぇすぇ けす たけさぇすぇ しぇ しなし 
しすぇちうけくぇさくけ さぇぉけすくけ きはしすけ 
おさぇえ すったくうおぇすぇ う けぉけさせょゃぇ-
くっすけ, けおけかけ 40 ょせてう うきぇす 
ぇくゅぇあうきっくす こけ こけょょさなあおぇすぇ 
う ちうさおせかうさぇす こけしすけはくくけ こけ 
ちはかぇすぇ こさけういゃけょしすゃっくぇ こかけ-
とぇょおぇ. ╁ すぇいう きなあおぇ さぇぉけすぇ 
しぇ しっ いぇたゃぇくぇかう う あっくう, こけ-
はしくはゃぇ ょうさっおすけさなす うくあ. ╉さぇ-
つぇくけゃ. 〈っ さぇぉけすはす こけ おけきこさっ-
しけさうすっ,  うきぇ ょけさう う けゅくはさおう. 
‶さけそっしうけくぇかうしすう しぇ くぇさぇゃ-
くけ し きなあっすっ, いぇとけすけ うきぇす 
くせあくぇすぇ おゃぇかうそうおぇちうは, せし-
すぇくけゃっくぇ う し ょけおせきっくす.
╇ ゃ すぇは おゃぇかうそうちうさぇくぇ さぇ-

ぉけすぇ こさけぉかっきなす し かうこしぇすぇ くぇ 

こけょゅけすゃっくう きかぇょう おぇょさう 
っ こさけぉかっき, おぇおすけ ゃ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ おぇすけ ちはかけ. ╋ぇか-
おけ しぇ っかっおすさけうくあっくっさうすっ, 
いぇゃぇさつうちうすっ, けおしうあっくうし-
すうすっ... 〈させょくけ しっ せしゃけはゃぇす 
すっいう  いぇくぇはすう, ぇ う ょなさあぇゃぇ-
すぇ っ ぇぉしけかのすくけ ぇぉょうおうさぇかぇ 
けす こさけちっしぇ くぇ ゃさないおぇすぇ くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっすけ し さっぇかくうすっ 
くせあょう くぇ こさけきうてかっくけしすすぇ, 
おけきっくすうさぇ うくあ. ╉さぇつぇくけゃ. 
╉けゅぇすけ しっ すなさしう こっさしけくぇか, 
きせ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ ういぉうさぇ 
すったくうつっしおう おぇょさう きっあょせ 
きくけゅけぉさけえくうすっ おぇくょうょぇすう 
し ょうこかけきう いぇ ゅけすゃぇつう, たけ-
すっかうっさう, さっしすけさぇくすぬけさう う 
こさけつうっ きけょっさくう ょうこかけきう... 
„╇くあっくっさくうすっ しこっちうぇか-
くけしす しぇ くっぇすさぇおすうゃくう...“, っ 
すなあくうはす ういゃけょ くぇ っかっおさけ-
うくあっくっさぇ ╉さぇつぇくけゃ. 〈けえ っ 

くぇきっさうか しっぉっ しう おぇすけ こさけ-
そっしうけくぇかうしす ゃ „┿さしっくぇか“ 
けとっ こさっょう 17 ゅけょうくう, 13 
けす おけうすけ - ゃ ‶ぇさけしうかけゃぇすぇ 
ちっくすさぇかぇ. ╀うか っ っくっさゅっすうお 
ゃ ╆ぇゃけょ 12, ぉはゅしすゃけすけ きせ ゃ 
しけぉしすゃっく ぉういくっし すさぇっ しぇきけ 
ゅけょうくぇ う こけかけゃうくぇ. 

‶けゃっつっ けす 10
こけょしすぇくちうう う

くぇょ 100 すさぇそけこけしすぇ

〈けゃぇ っ しぇきけ つぇしす けす っくっさゅうえ-
くぇすぇ しうしすっきぇ ゃ こさっょこさうはすう-
っすけ, しすさせおすせさうさぇくぇ うい ちっかうは 
„┿さしっくぇか“ う こけょょなさあぇくぇ けす 
しこっちうぇかうしすうすっ けす ╆ぇゃけょ 12. 
╀ぇいぇすぇ っ ういゅさぇょっくぇ いぇ おぇこぇ-
ちうすっす くぇ こさっょこうさはすうっすけ けす 
18-20 たうかはょう ょせてう さぇぉけすくぇ 
さなおぇ う くぇ こさぇおすうおぇ, きぇおぇさ 
しっゅぇ いぇっすけしすすぇ ょぇ っ こけ-きぇかおぇ, 
きぇすっさうぇかくぇすぇ つぇしす しっ こけょ-
ょなさあぇ ゃ ゅけすけゃくけしす いぇ しなとう-
すっ くうゃぇ. ‶ぇさけこさけういゃけょしすゃけ-
すけ, おけきこさっしけさくうすっ しすぇくちうう, 
っかっおすさうつぇさしおうはす ちった, きさっ-
あぇすぇ し くうしおけ くぇこさっあっくうっ, 
っかっおすさけしくぇぉょうすっかくうすっ きさっ-
あう, さっゅせかぇちうはすぇ くぇ ちはかぇすぇ 
ゃなすさってくぇ ょけしすぇゃおぇ くぇ  すさぇ-

そけこけしすけゃっすっ, うくしすぇかぇちううすっ, 
200 きっすさぇ おぇぉっかくう すさぇしっすぇ しぇ 
こけょ けこっおぇすぇ くぇ いぇゃけょぇ, おけえすけ 
っ こさうのすうか う いゃっくけすけ こけ ╁う╉. 
¨ぉとけそうさきっくうすっ しなけさなあっくうは, 
おけうすけ こけょょなさあぇ ╆ぇゃけょ 12, くぇ-
かぇゅぇす 24-つぇしけゃ さっあうき くぇ さぇ-
ぉけすぇ. ╇きぇ たけさぇ くぇ しきっくう, うきぇ 
う くぇ さっょけゃっく さぇぉけすっく ょっく. 

′け けすゅけゃけさくけしすすぇ っ っょくぇおゃけ 
しっさうけいくぇ う ゃ ょゃぇすぇ しかせつぇは. 
╂けかはきぇ つぇしす けす ょっえくけしすすぇ しっ 
ゃなさてう くぇゃなく - くはきぇ いうきぇ, 
くはきぇ かはすけ, せしきうたゃぇ しっ うくあ. 
╉さぇつぇくけゃ, くけ こさういくぇゃぇ, つっ 
いうきぇすぇ っ こけ-すっあおうはす しっいけく 
いぇ くっゅけゃうすっ たけさぇ. 〈させょくけ-
しすうすっ う すせお しっ こさっけょけかはゃぇす 
こけ っょうく-っょうくしすゃっく くぇつうく - 
おぇすけ こさっゃさなとぇて さぇぉけすぇすぇ しう 
ゃ せょけゃけかしすゃうっ う いぇぉぇゃかっくうっ 
けす しこさぇゃはくっすけ  し こさけぉかっきうすっ, 
うょゃぇとう けす たぇさぇおすっさぇ くぇ さぇ-
ぉけすぇすぇ, くぇせつぇゃぇき すぇえくうすっ くぇ 
いぇくぇはすぇ けす うくあ. ╉さぇつぇくけゃ. 
〈けえ っ ょけゃけかっく, つっ ゃなこさっおう 
さうしおけゃっすっ, すっあおう うくちうょっく-
すう こさう くっゅけ くっ しぇ しすぇゃぇかう. 
′ぇつうくなす ょぇ しっ さぇぉけすう ぉっいけ-
こぇしくけ っ ょぇ しっ しこぇいゃぇす すけつくけ 
こさぇゃうかぇすぇ いぇ さぇぉけすぇ, ょぇ しっ 
こさぇゃう ういうしおせっきうはす うくしすさせお-
すぇあ. ¨こぇしくけしすうすっ うょゃぇす, おけ-
ゅぇすけ ょけえょっ させすうくぇすぇ う たけ-
さぇすぇ こけつゃぇす こけしすっこっくくけ ょぇ 
こけょちっくはゃぇす さうしおぇ, くぇせつうか 
っ さなおけゃけょうすっかはす くぇ っくっさゅっ-
すうちうすっ ゃ ょなかゅけゅけょうてくぇすぇ しう 
こさぇおすうおぇ. ╇きっくくけ けこうすなす う 
こさぇおすうおぇすぇ しぇ こなすはす おなき くぇ-
せつぇゃぇくっすけ くぇ こさけそっしうはすぇ, っ 
ょさせゅぇすぇ こけせおぇ くぇ うくあ. ╉さぇ-
つぇくけゃ, おけえすけ しっ てっゅせゃぇ, つっ 
すせおぇ しすぇゃぇて ょけぉなさ しこっちうぇ-
かうしす, っょゃぇ しかっょ おぇすけ ういすなさ-
おぇて こけくっ ょゃぇ つうそすぇ けぉせゃおう 
うい „┿さしっくぇか“.  „′けゃうすっ うく-
あっくっさう うょゃぇす おぇすけ ぉはか かうしす, 
ゃなさたせ おけえすけ すっこなさゃぇ いぇこけつ-
ゃぇきっ ょぇ こうてっき“, けぉはしくはゃぇ 
けとっ ょうさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 
12. 〈っおせつっしすゃけすけ くぇ おぇょさう-
すっ, こさうゃかっつっくう けす こけ-おけくおせ-
さっくすくう こさけういゃけょしすゃぇ, っ こさけ-
ぉかっき, おけえすけ しなとけ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ さってぇゃぇ こけしすけはくくけ. 
》けさぇすぇ, おけうすけ すさぇしうさぇす 

おなき ちったけゃっすっ くぇ „┿さしっくぇか“ 
きうかうけくう おうかけゃぇすつぇしぇ っかっお-
すさけっくっさゅうは ゅけょうてくけ, おせこせ-
ゃぇくぇ けす そうさきぇすぇ, おぇすけ ゅけかはき 
こけすさっぉうすっか くぇ しゃけぉけょくうは 
っかっおすさけこぇいぇさ, しっ さぇょゃぇす, つっ 
うきっくくけ すっ しぇ う たけさぇすぇ, おけうすけ 
さぇょゃぇす おけかっゅうすっ しう けす ちはかけ-
すけ こさっょこうさはすうっ し おさぇしけすぇすぇ 
くぇ きぇゅうはすぇ ゃ こさっょおけかっょくうすっ 
くけとう. 〈けゃぇ っ くぇえ-しゃっすかぇ-
すぇ  こさぇいくうつくぇ さぇょけしす, おけはすけ 
けゅさけきくけすけ っくっさゅうえくけ しなさちっ 
くぇ „┿さしっくぇか“ こさっかうゃぇ  おなき 
しなさちぇすぇ くぇ ゃしうつおう けさなあっえ-
くうちう ゃ けつぇおゃぇくっ くぇ 』せょけすけ 
くぇ [けあょっしすゃけ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ
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〉けさそしあこ ¨いとのかう - けくたひしせけてかしかせ おけちかさてそち „╅ちつかせあし“:

《ぅ╊ 11 ｠¨]っ╉¨ ]╊╇╅ ╇ぇ╇ ‒《〉╉╅ ′╅ 【╅]╅〉【¨【╊ 〉╅ [╅′╅〉]ぇ[

》ちそおひしきあうあ そて つてち. 1

′けゃう 11 100 かっゃぇ ゃかういぇす ゃなゃ 《けくょぇ いぇ こけょこけきぇゅぇくっ くぇ すぇかぇくすかうゃうすっ ょっちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお しかっょ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ ゃっつっさ ゃ こけょおさっこぇ くぇ おぇせいぇすぇ, けさゅぇくういうさぇくぇ 
きうくぇかうは こっすなお けす おかせぉけゃっすっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ [けすぇさう  う ょぇきうすっ けす ╇くくぇさ 〉うえか. 《けくょなす, けしくけゃぇく こさっい 2011 ゅけょうくぇ, けすくけゃけ しなぉさぇ さけすぇさうぇくちう う すったくうすっ こさうは

すっかう, おけうすけ こけょおさっこうたぇ ょぇさけゃうすうすっ ょっちぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお し かうつくう ゃくけしおう う し せつぇしすうっすけ しう ゃ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくうは すなさゅ. 〈なさゅなす ぉっ こけょゅさはゃぇく けす おかぇしうつっしおう っゃなさゅさうえ
くう う させしおう こっしくう ゃ ういこなかくっくうっ くぇ すさうけ „]けこさぇくけ“ けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う ゃけょっく けす あせさくぇかうしすぇ ╂っけさゅう ╋ぇくっゃ し きくけゅけ たなし う こけょおさっこぇ いぇ うくうちうぇすうゃぇすぇ. ‶さっょきっすう う 
こさけういゃっょっくうは くぇ ういおせしすゃけすけ いぇ すなさゅぇ こさっょけしすぇゃうたぇ さけすぇさうぇくちうすっ ╇かうはく ╃けくつっゃ, ]すっそぇく ]すぇくっゃ, ょ-さ ╈けさょぇく ╂っつっゃ, ‶っくおけ ╂けゃっょぇさけゃ, ′うおけかぇえ ╋けくつっゃ, ╀っょさけし 
┿いうくはく. 〉くうおぇかくぇ すけさすぇ - たせょけあっしすゃっくぇ ういさぇぉけすおぇ, ょぇさう ╇ゃっすぇ 』っさゃっくおけゃぇ. ‶さうはすっかう けす ╇すぇかうは う こさうはすっかおう けす ╁ぇさくぇ  ょけこなかくうたぇ かうしすぇすぇ くぇ すなさゅぇ. ╉けかっょくう 
おぇさすうつおう さなつくぇ ういさぇぉけすおぇ こさっょけしすぇゃうたぇ いぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ けすおせこおぇ ょっちぇすぇ けす ]′『 „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは“ し こさっょしっょぇすっか ╋ぇさうは ╂うくっゃぇ, ′ぇちうけくぇか
くぇすぇ ゅうきくぇいうは こけ こかぇしすうつくう ういおせしすゃぇ う ょういぇえく „┿おぇょ. ╃っつおけ 〉いせくけゃ“ し ょうさっおすけさ ‶っすは ╋うくっおけゃぇ う 【おけかぇすぇ こけ ういけぉさぇいうすっかくう う こさうかけあくう ういおせしすゃぇ „┿さす かうくうは“ 
くぇ ╁ぇくは ╆ぇこさはくけゃぇ.
〈ぇいゅけょうてくうはす こさっいうょっくす くぇ [けすぇさう ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお, ╂ぇくつけ ╂ぇくっゃ, ょぇさう 3 000 かっゃぇ いぇ すぇかぇくすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ┿おすうゃくけ くぇょょぇゃぇたぇ う けすおせこうたぇ し ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ 

ちっか さけすぇさうぇくちうすっ ┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ, ]すっそぇく ╋ぇくつけさけゃ, ょ-さ ╈けさょぇく ╂っつっゃ. ╀ういくっしきっくなす ]すっそぇく ]すぇくっゃ けすくけゃけ ぉっ しさっょ くぇえ-ぇおすうゃくうすっ せつぇしすくうちう う ゃかけあうすっかう 
ゃなゃ そけくょぇ. 〈けえ しっ ゃおかのつう ゃ すなさゅぇ し ょうさっおすくぇ ゃさないおぇ こけ すっかっそけくぇ けす ╂っさきぇくうは. ╃-さ ╉っすう ╋ぇくぇかけゃぇ けす ╇くくぇさ 〉うえか ╉かせぉ, ゅけしすうすっ ╋ぇさうは ╇ゃぇくけゃぇ, ╃けくおぇ ╋せおぇくけゃぇ 
う ‶っすは ╋うくつっゃぇ けすぉっかはいぇたぇ ょぇきしおうは こさうくけし  けす けすおせこおう いぇ そけくょぇ ゃ こけょおさっこぇ くぇ ょっちぇすぇ-すぇかぇくすう けす ╉ぇいぇくかなお. ¨す ゅけしすうすっ くぇえ-ぇおすうゃっく ぉっ ╀けさうし ╉なさつっゃ, おけえすけ 
しなとけ くぇこさぇゃう ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ けすおせこおぇ. 
‶けゃっつっ けす 45 たうかはょう かっゃぇ しぇ くぇぉさぇくう ゃっつっ ゃなゃ そけくょぇ,  けしくけゃぇく けす [けすぇさう ╉かせぉ ╉ぇいぇくかなお う こけょおさっこっく けす くっゅけゃうは ゃなすさってっく ょぇきしおう おさなゅ - ╇くくぇさ 〉うえか. ]さっょ

しすゃぇすぇ しっ さぇいこさっょっかはす しかっょ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ こさっょ [けすぇさう こけ しこっちうぇかくう こさぇゃうかぇ, せすゃなさょっくう けす ょゃぇすぇ おかせぉぇ. 《けくょなす そうくぇくしうさぇ せつぇしすうは くぇ きかぇょう くぇょぇさっくう おぇ
いぇくかなておう ょっちぇ けす ゃしうつおう けぉかぇしすう くぇ くぇせおぇすぇ う ういおせしすゃけすけ - きぇすっきぇすうちう, そういうちう, きせいうおぇくすう, しちっくうつくう ぇさすうしすう, たせょけあくうちう. ‶けょこけきぇゅぇす しっ きかぇょっあう し ゃうしけおう 
くぇせつくう う たせょけあっしすゃっくう こけしすうあっくうは, おかぇしうさぇくう いぇ せつぇしすうっ ゃ こさっしすうあくう きっあょせくぇさけょくう そけさせきう う こけおさうゃぇとう おさうすっさううすっ くぇ そけくょぇ. 
╀かぇゅけすゃけさうすっかくぇすぇ ゃっつっさ くぇ 29-すう くけっきゃさう, おけはすけ しなゃこぇょくぇ し 11-は さけあょっく ょっく くぇ ╇くくぇさ 〉うえか, ぉってっ けすおさうすぇ けす こさっいうょっくすうすっ くぇ ょゃぇすぇ おかせぉぇ - ╂ぇくつけ ╂ぇくっゃ う 

]くっあうくぇ ╋ぇくつけさけゃぇ. ╂けしす くぇ しなぉうすうっすけ ぉっ くぇちうけくぇかくうはす こさっょしすぇゃうすっか くぇ ╇くくぇさ 〉うえか いぇ ╀なかゅぇさうは - ′っかう ╀さぇすけっゃぇ けす おかせぉぇ ゃなゃ ╁ぇさくぇ. ̈ す うきっすけ くぇ けさゅぇくういぇすけ
さうすっ ょゃぇきぇすぇ こさっいうょっくすう - ╂ぇくっゃ う ╋ぇくつけさけゃぇ, ぉかぇゅけょぇさうたぇ くぇ ゃしうつおう ゅけしすう くぇ ぉぇかぇ う くぇ ゃしうつおう ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけょおさっこはとう おぇせいぇすぇ こさっい ゅけょうくうすっ し せぉっあょっくうっすけ, 
つっ すっいう ょっちぇ ゅけ いぇしかせあぇゃぇす し せしこったうすっ しう, おけうすけ こさけおかぇきうさぇす さけょくうは ゅさぇょ こけ しゃっすぇ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

45 にけしみおけ しかうあ くあ てちけ えそおけせけ つあ せあいちあせけ う おあちけてかしつさけみ なそせお せあ 『そてあちけ

...〉╊ 』╊ 》『╊╉╇¨╋╉╅【 』ぇ[『╅ぅ╊〉¨っ 
¨ぉかぇしすくぇすぇ せこさぇゃうすっかおぇ ぉっ いぇこけいくぇすぇ し さぇぉけすぇすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ 

そうさきぇすぇ こけ きけょっさくういうさぇくっすけ くぇ くはおけう こさけういゃけょしすゃぇ う ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ 
くけゃう. 
′はきぇ いくぇつっくうっ ゅさぇあょぇくしおけ うかう ゃけっくくけ っ ういょっかうっすけ, おけっすけ こさけういゃっあょぇ

きっ,  ゃぇあくけ っ おけっ っ おけくおせさっくすくけ. ′うっ すなさしうき ゃしうつおう ゃないきけあくけしすう う こぇ
いぇさくう くうてう いぇ さっぇかういぇちうは くぇ こさけょせおちうはすぇ くう, くけ こさけそうかなす くぇ そうさきぇすぇ, 
ういゅさぇあょぇく こけゃっつっ けす 130 ゅけょうくう, っ  ゃけっくっく, いぇはゃう ╇ぉせてっゃ, こけ こけゃけょ くぇ 
すけゃぇ - くぇ おけっ しっ ぇおちっくすうさぇ こけゃっつっ ゃ こさけょぇあぉうすっ.  
╂さぇあょぇくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ うきぇ きくけゅけ こけ-きぇかなお  ょはか ゃ くぇてぇすぇ こさけょせ

おすけゃぇ おけてくうちぇ, けすおけかおけすけ ゃけっくくうすっ くう ういょっかうは. ]すぇさぇっき しっ ょぇ しきっ くぇ 
しゃっすけゃくけ くうゃけ, ょけこなかくう すけえ. 
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” けすたゃなさかう ゃないきけあくけしすすぇ ゃなゃ 

そうさきぇすぇ けすくけゃけ ょぇ しっ こさけういゃっあょぇす ぇゃすけきけぉうかう, おぇおすけ すけゃぇ っ しすぇゃぇかけ  
こさっょう 47 ゅけょうくう, し  きけすうゃぇ, つっ „すけゃぇ っ うくょせしすさうは し ういおかのつうすっかくけ ょなさ
あぇゃくぇ くぇきっしぇ う くはきぇ おぇお „┿さしっくぇか” ょぇ っ おけくおせさっくすくけしこけしけぉっく ゃ すけゃぇ 
こさけういゃけょしすゃけ, くうすけ けすおなき すったくけかけゅうう, くうすけ けすおなき ちっくう”.  ‶さっい 1966 ゅ. ゃ 
すけゅぇゃぇてくうすっ  ̈ ぉっょうくっくう いぇゃけょう しぇ しっ こさけういゃっあょぇかう ぇゃすけきけぉうかう し きぇさおぇ 
„╀せかゅぇさ [っくけ”.
 ‶け ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ けしすさけ ぉっ こけしすぇゃっく ゃなこさけしなす いぇ  ょっそうちうすぇ う こけょゅけ

すけゃおぇすぇ くぇ おぇつっしすゃっくう おぇょさう いぇ くせあょうすっ くぇ しこっちうぇかくけすけ う きぇてうくけしすさけ
うすっかくけ こさけういゃけょしすゃけ う いぇ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しさっとぇ し 
きうくうしすなさぇ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ う くぇせおぇすぇ, くぇ おけはすけ ょぇ しっ けぉしなょはす ゃぇさうぇくすう 
いぇ けぉせつっくうっ くぇ さぇぉけすくうちう う しさっょくう すったくうちう いぇ „┿さしっくぇか” ┿╃. ]ないょぇゃぇ
くっすけ くぇ さぇぉけすくう きっしすぇ う  さっぇかういうさぇくっすけ くぇ こけかうすうおぇ くぇ いぇっすけしす しぇ こさう
けさうすっす いぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ, こけょつっさすぇ ┿かぇょあけゃぇ.
¨すょっかっくけ ぉっ う しこっちうぇかくけ ゃくうきぇくうっ くぇ しっさうけいくぇすぇ さっしすさうおちうは こけ けすくけ

てっくうっ ゃないきけあくけしすうすっ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ  う こさうゃかうつぇくっ くぇ っゃさけこっえしおう 
しさっょしすゃぇ いぇ しけちうぇかくう おぇせいう う こさけゅさぇきう, こさっょゃうょ そけさきぇすぇ くぇ しけぉしすゃっ
くけしす ゃ „┿さしっくぇか”. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ういさぇいう しゃけっすけ 
ういおかのつうすっかくけ ゃこっつぇすかっくうっ けす しけちうぇかくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう, こけっすう けす さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ そうさきぇすぇ こけ けすくけてっくうっ くぇ こさけゃっあょぇくぇすぇ しけちうぇかくぇ こけかうすう
おぇ, おけはすけ っ くぇ ういおかのつうすっかくけ ょけぉさけゃけかっく こさうくちうこ.  „┿さしっくぇか” こけょょなさあぇ 
そせすぉけかっく きかぇょっあおう おかせぉ, しこけさすくぇ ておけかぇ, ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ, きっょうちうくしおう 
ちっくすなさ, しすけかけゃぇ いぇ けぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ, ょけき くぇ おせかすせさぇすぇ, ういょぇゃぇ しっ 

う ぉっいこかぇすっく ゃっしすくうお. ′ぇ そうくぇかぇ くぇ ゃういうすぇすぇ しう ゃ „┿さしっくぇか” けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか こけしっすう う そうさきっくうは きせいっえ. ┿かぇょあけゃぇ くっ しおさう ゃないたうとっくうっすけ しう けす 
さっしこっおすうさぇとぇすぇ そうさきっくぇ うしすけさうは う こさけういゃけょしすゃけ. 

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

′╅╇ぇ『ぃ¨ 》ぇ『╇¨っ【 》《]】』╊′《〉 《【 【╅′╈《╉¨ぃ〉《【《
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┿さしっくぇかしおうすっ きけきつっすぇ くぇ
ぉけさ 99-2000, ゃけょっくう けす 

╉さぇかぬけ ¨さけいけゃ, しっ おかぇしうさぇたぇ 
くぇ 5-すけ きはしすけ けす 12 けすぉけさぇ し 6 
こけぉっょう 1 さぇゃっくしすゃけ, 4 いぇゅせぉう う 
ぇおすうゃ けす 19 すけつおう.
‶さう くぇぉけさ 2001-2002 ゅ. きぇか

おうすっ ぇさしっくぇかちう, ゃけょっくう けす ]すぇ
くうしかぇゃ ‶ったかうゃぇくけゃ (╃あけくう), 
いぇゃなさてうたぇ し っょくぇ っょうくしすゃっくぇ 
いぇゅせぉぇ う すぇおぇ しっ おかぇしうさぇたぇ くぇ 
ゃすけさけ きはしすけ しかっょ けすぉけさぇ くぇ 《╉ 
“╀っさけっ“ し ぇおすうゃ けす 19 すけつおう う 
ゅけかけゃぇ さぇいかうおぇ 31:5.

╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく
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Продължение от стр. 1

』っさくけ-ぉはかぇ しくうきおぇ けす さなおぇ くぇ さなおぇ こさったゃなさかは 30-ゅけょうてくぇすぇ さぇょけしす くぇ ぇさしっくぇかしおうは 
っかうすっく けすぉけさ, くぇちうけくぇかっく こなさゃっくっち ゃ くぇえ-こさっしすうあくうは しこけさすっく さぇぉけすくうつっしおう こさっゅかっょ 
けす けくけゃぇ ゃさっきっ: おぇこうすぇくなす くぇ けすぉけさぇ ╉なくつけ ╋うくおけゃ こけっきぇ ╉せこぇすぇ くぇ こけぉっょうすっかうすっ! 
]こけきっくうすっ しっ しかうゃぇす し うしおさっくうすっ しなかいう, くっ しぇきけ いぇとけすけ ╉なくつけ ゃっつっ くっ っ しさっょ しなけすぉけさ-
くうちうすっ しう くぇ すけいう しゃはす... ┿ しなとけ う いぇとけすけ こさうはすっかしおうすっ こさっゅさなょおう う せしきうゃおうすっ けす のぉう-
かっえくぇすぇ しさっとぇ くぇ 20-すう くけっきゃさう ょなかゅけ とっ しゅさはゃぇす ょくうすっ くぇ ゃっすっさぇくうすっ けす ぇさしっくぇかしおうは 
けすぉけさ, くぇちうけくぇかっく こなさゃっくっち こさっい 1983-すぇ ゃ „╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇぉけすけしこけしけぉくう“ ゃ ╃うきう-
すさけゃゅさぇょ. ‶さっょう 30 ゅけょうくう けすぉけさなす くぇ おぇいぇくかなておうは ╋╉ „《さうょさうた ╄くゅっかし“, おぇおすけ すけゅぇゃぇ 
しっ くぇさうつぇ けさなあっえくうちぇすぇ, いぇゃけのゃぇ いぇ すさっすう こなす こさったけょくけすけ いくぇきっ くぇ けさゅぇくういぇすけさぇ くぇ 
くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ - 『っくすさぇかくうはす しなゃっす くぇ ╀なかゅぇさしおうすっ こさけそっしうけくぇかくう しなのいう. ‶け 
しうかぇすぇ くぇ こさぇゃうかぇすぇ, しこっつっかっくけ すさう こなすう こけさっょ, こさったけょくけすけ こさっしすうあくけ けすかうつうっ けしすぇゃぇ 
いぇゃうくぇゅう ゃ ぇさしっくぇかしおうすっ しこけさすうしすう, おけうすけ ゅけ こさっょぇゃぇす いぇ くぇょかっあくけ しなたさぇくっくうっ ゃ きせいっは 
くぇ こさっょこさうはすうっすけ.

34 ょせてう けす っかうすくうは しこけさ-
すっく けすぉけさ けす けくけゃぇ ゃさっきっ しっ 
しなぉうさぇす ょぇ しっ こけさぇょゃぇす いぇ-
っょくけ くぇ しこけきっくうすっ くぇ 20-すう 
くけっきゃさう ゃ ういゃっしすっく おぇいぇく-
かなておう さっしすけさぇくす. ]さっとぇすぇ っ 
こけょおさっこっくぇ う けす ╉′]╀ ゃ „┿さ-
しっくぇか“, つうえすけ こさっょしっょぇすっか 
┿すぇくぇし ╀けいけゃ っ しおなこ ゅけしす くぇ 
しなぉうすうっすけ. ¨さゅぇくういぇすけさう くぇ 
しさっとぇすぇ しぇ ╉さなしすぬけ ‶っすおけゃ, 
しっおさっすぇさ くぇ おぇいぇくかなておけすけ 
すせさうしすうつっしおけ ょさせあっしすゃけ „¨さ-
かけゃけ ゅくっいょけ“, ょなかゅけゅけょうてっく 
しこけさすっく う すせさうしすうつっしおう けさゅぇ-
くういぇすけさ ゃ „┿さしっくぇか“, う ╋ぇか-
つけ ╇ゃぇくけゃ, しこけさすくけすけ しなさちっ 
くぇ けさなあっえくうちぇすぇ けす 1958-きぇ 
ょけ 1990-すぇ. ╃ゃぇきぇすぇ しぇ おぇすっ-
ゅけさうつくう, つっ しなぉうさぇす し せょけ-
ゃけかしすゃうっ たけさぇすぇ けす っかうすくうは 
けすぉけさ くぇ „╆ょさぇゃう, しうかくう, さぇ-
ぉけすけしこけしけぉくう“ ゃ いくぇお くぇ せゃぇ-
あっくうっ おなき すさせょぇ う せしこったうすっ 
くぇ すけゅぇゃぇてくうすっ きかぇょっあう, 
すさっくうさぇかう くっせきけさくけ う ぇぉ-
しけかのすくけ ぉっいゃないきっいょくけ しかっょ 
さぇぉけすぇ, っょうくしすゃっくけ ゃ うきっすけ 
くぇ しこけさすぇ う くぇ こさっしすうあぇ くぇ 
こさっょこさうはすうっすけ. ╁なゃ ゃさっきっくぇ-
すぇ, おけゅぇすけ っくすせしうぇいきなす ぉってっ 
きけすうゃ いぇ さぇぉけすぇ, ぇ くっ こけゃけょ 
いぇ こけょうゅさぇゃおう, しすけすうちう ぇさしっ-
くぇかしおう きかぇょっあう せつぇしすゃぇす ゃ 
くぇちうけくぇかくうは こさっゅかっょ こけ ちっ-
かうは „ゃっさすうおぇか“ くぇ しなぉうすうっすけ: 
けす しなしすっいぇくうはすぇ こけ ちったけゃっ 
う ぉさうゅぇょう, こさっい いぇゃけょしおうすっ 
おさなゅけゃっ, おけきぉうくぇすしおぇすぇ くぇょ-
こさっゃぇさぇ, すぇ ょけ くぇちうけくぇかくけすけ 
こさっょしすぇゃはくっ. ╇くうちうぇすうゃぇすぇ 
くぇ 『] くぇ ╀‶] せゃかうつぇ たうかはょう 
さぇぉけすくうちう. ‶なさゃぇすぇ くぇちうけ-
くぇかくぇ しさっとぇ くぇ くぇえ-ょけぉさうすっ 
っ ゃ [せょぇさちう こさっい 1971-ゃぇ. ‶け 
すけゃぇ ゃさっきっ うきっくくけ こさけそしな-
のいうすっ しぇ すっいう, おけうすけ けぉゅさうあ-
ゃぇす たけさぇすぇ ゃ すったくうすっ ょせたけゃくう 
う しけちうぇかくう こけすさっぉくけしすう, けさ-
ゅぇくういうさぇす ょっえくけしすう, しゃなさいぇ-
くう しなし いょさぇゃっすけ, かっつっくうっすけ, 
おせかすせさくうすっ ういはゃう, あうかうとくう-
すっ くせあょう, すぇ ょけ しこけさすぇ.
╁ „┿さしっくぇか“ しなとけ すっおぇす 

しこけさすくう しなしすっいぇくうは こけ おぇおゃけ 
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╁ぇあくけ っ ょぇ しっ いくぇっ,つっ こさぇゃけ くぇ すぇおぇゃぇ こけきけと けす けぉとうくしおうは ぉのょあっす とっ うきぇす 
しぇきけ ょゃけえおう, おけうすけ あうゃっはす くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけゃっつっ けす 3 ゅけょう-
くう, おけうすけ しぇ ゃ ぉさぇお うかう ゃなゃ そぇおすうつっしおけ しなあうすっかしすゃけ, くはきぇす くっこかぇすっくう いょさぇゃくう 
けしうゅせさけゃおう う くっこかぇすっくう いぇょなかあっくうは おなき ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. ′はきぇ ょぇ ぉなょぇす こけょ-
こけきぇゅぇくう ょゃけえおう, おけうすけ こけかせつぇゃぇす おなき きけきっくすぇ そうくぇくしうさぇくっ けす 『っくすなさ „《けくょ 
いぇ ぇしうしすうさぇくぇ さっこさけょせおちうは”, くけ こなお けすこせしおぇくっすけ くぇ すぇおぇゃぇ こけきけと けす ¨ぉとうくぇすぇ 
くはきぇ ょぇ っ こさっつおぇ ょゃけえおぇすぇ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ いぇ  こけょこけきぇゅぇくっ う けす そけくょぇ. 
‶ぇさうつくぇすぇ こけきけと ょけ 2 500 かっゃぇ とっ しっ けすこせしおぇ っょくけおさぇすくけ ゃ さぇきおうすっ くぇ おぇかっく-

ょぇさくぇ ゅけょうくぇ う ょゃけえおぇすぇ くはきぇ ょぇ うきぇ こさぇゃけ くぇ ゃすけさぇ こけきけと いぇ すっいう 12 きっしっちぇ. 
╅っかぇっとうすっ ょぇ ぉなょぇす こけょこけきぇゅぇくう いぇ こさけちっょせさぇすぇ „うく ゃうすさけ” けす ¨ぉとうくぇすぇ, とっ 

こけょぇゃぇす さっょうちぇ ょけおせきっくすう, けこうしぇくう ゃ こさうっすうは ‶さぇゃうかくうお けす ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. 
]っょっきつかっくくぇ おけきうしうは, ゃおかのつゃぇとぇ う けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, とっ さぇいゅかっあょぇ きけかぉうすっ 
くぇ おぇくょうょぇすうすっ. ╉けきうしうはすぇ しっ いぇょなかあぇゃぇ ょぇ けこぇいゃぇ ゃ すぇえくぇ う ょぇ くっ さぇいゅかぇしはゃは  
うくそけさきぇちうは いぇ ょゃけえおうすっ, おぇくょうょぇすしすゃぇとう いぇ こけょこけきぇゅぇくっ こけ すけいう こさぇゃうかくうお. 
′ぇ しゃけえ さっょ けょけぉさっくうすっ いぇ こけきけと, こさう おけうすけ こさけちっょせさぇすぇ „うく ゃうすさけ” っ ぉうかぇ 

せしこってくぇ, とっ しぇ ょかなあくう ょぇ うくそけさきうさぇす いぇ すけゃぇ おけきうしうはすぇ, し ちっか こけしすぇゃはくっすけ くぇ 
けしくけゃぇ いぇ しすさぇすっゅうつっしおう こさけせつゃぇくうは. 
‶けゃっつっ けす 3 たうかはょう しぇ さけょっくうすっ „うく ゃうすさけ” ぉっぉっすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは けす 1988 ゅけょうくぇ 

くぇしぇき, おけゅぇすけ ぉっ こなさゃうはす せしこってっく けこうす いぇ „うく ゃうすさけ” けこかけあょぇくっ. ╀ぇとぇすぇ くぇ „うく 
ゃうすさけすけ” せ くぇし っ ょ-さ ┿すぇくぇし 】っさっゃ. ]ぇきけ こさっい きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ しぇ さけょっくう 436 
„うく ゃうすさけ ぉっぉっすぇ” ゃ しすさぇくぇすぇ. ╋っあょせ 5 う 10 たうかはょう かっゃぇ しぇ くせあくう くぇ しっきっえしすゃけ 
ぉっい ょっちぇ, いぇ ょぇ しっ しょけぉうっ しなし いぇゃっすくぇすぇ さけあぉぇ. 』っしすけ っょうく けこうす くっ っ ょけしすぇすなつっく. 

                      ╃っかはくぇ ╁ぇしうかっゃぇ

╀かぇゅけすゃけさうすっかくぇ うくう-
ちうぇすうゃぇ こけょ くぇょしかけゃ 

„┿おちうは ╃はょけ ╉けかっょぇ” 
しすぇさすうさぇす ]ょさせあっくうっ „╀な-
ょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあ-
ょぇくうは” - ╉ぇいぇくかなお う せこさぇ-
ゃかはゃぇくうはす けす くっゅけ 『っくすなさ 
いぇ けぉとっしすゃっくぇ こけょおさっこぇ, 
し こけきけとすぇ くぇ きっしすくう そうさ-
きう.  
『っかすぇ くぇ ぇおちうはすぇ っ ょぇ 

しっ しなぉっさぇす こけ うくすっさっしっく 
くぇつうく こけょぇさなちう いぇ 30 ょっ-
ちぇ-しうさぇちう しなし しこっちうそうつ-
くう こけすさっぉくけしすう, しけちうぇかくう 
こさけぉかっきう, ょっちぇ ゃ さうしお, 
あうゃっっとう くぇ すっさうすけさうはすぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╅っかぇっとうすっ ょぇ けしすぇゃはす しゃけは こけょぇさなお いぇ ょっすっ ゃ くせあょぇ, っ くっけぉたけょうきけ ょぇ 

こけしっすはす  きっしすぇすぇ, し こけしすぇゃっくう ╁なかてっぉくう っかたう. 
〈っいう っかたう しぇ せおさぇしっくう しなし しこっちうぇかくう うゅさぇつおう, おなき おけうすけ うきぇ こさうおさっこっくう 

おぇさすうつおう し うしすけさうはすぇ くぇ くせあょぇっとうすっ しっ きぇかつせゅぇくう. ╁しっおう きけあっ ょぇ しう たぇ-
さっしぇ うゅさぇつおぇ う うしすけさうは, くぇ おけはすけ ょぇ こけきけゅくっ.  ╆ぇしっゅぇ ╁なかてっぉくう っかたう うきぇ 
こけしすぇゃっくう ゃ ╉かうっくすしおうは ちっくすなさ くぇ おぇぉっかっく けこっさぇすけさ „╀う ╀う ]う ╉っえぉなか” 
くぇ ぉせか. „23-すう ‶ったけすっく 【うこつっくしおう こけかお” わ11, ゃ  けそうしぇ くぇ ]ょさせあっくうっすけ 

かう くっ - こけぉっょうすっかうすっ けす すはた, 
おぇすけ くぇえ-ょけぉさう しこけさすうしすう, しっ 
ういかなつゃぇす おぇすけ つかっくけゃっ くぇ おけき-

ぉうくぇすしおうは けすぉけさ ゃ „╆ょさぇゃう, 
しうかくう, さぇぉけすけしこけしけぉくう“. 〈ぇおぇ 
けすぉけさなす, おけえすけ きっさう しうかう くぇ 
くぇちうけくぇかくけ くうゃけ, けぉっょうくはゃぇ 
8 きかぇょう あっくう う きなあっ, こけぉっょう-
すっかう けす 14 ぇさしっくぇかしおう しっおちうう 
こけ ゃうょけゃっ しこけさす. ]こけさすせゃぇかけ 
しっ こけゅけかけゃくけ - くぇ こけつうす ぉうかう 
ょっしっすおう ゃうょけゃっ ょうしちうこかうくう 
- けす ゃけかっえぉけかぇ ょけ すっくうしぇ くぇ 
きぇしぇ, こかせゃぇくっすけ, さぇいこなゃぇくっすけ 
くぇ こぇかぇすおう う すせさうしすうつっしおけすけ 
けさうっくすうさぇくっ, すぇ ょけ とぇくゅうすっ... 
〈ぇおぇ こけょぉさぇく ういきっあょせ くぇえ-
ょけぉさうすっ, すうきなす しすぇゃぇ くっとけ 
おぇすけ:

¨すぉけさなす くぇ けすぉけさうすっ             

╇いかなつっく きっあょせ たうかはょうすっ 
しこけさすせゃぇとう ぇさしっくぇかちう, すけいう 
っおうこ しっ ゅけすゃう せしうかっくけ いぇ くぇ-
ちうけくぇかくうは こさっゅかっょ くぇ ╀‶], 
しこけきくはす しう ょくっし ╉さなしすぬけ ‶っ-
すおけゃ う ╋ぇかつけ ╇ゃぇくけゃ, おけえすけ 
しなし しぇくすうきっくす おぇいゃぇ: „╀はたきっ 
しすさぇてうかうとっすけ くぇ けすぉけさうすっ! 
¨すぉけさなす ぉってっ くぇちうけくぇかくうはす 
こさっしすうあ くぇ „┿さしっくぇか“, くぇえ-ょけ-
ぉさぇすぇ さっおかぇきぇ くぇ こさっょこさうはすう-
っすけ しさっょ たけさぇすぇ ゃ ╀なかゅぇさうは“. 
〈けは こさっしすうあ くはおけゅぇ しすさせゃぇか 
う しさっょくけとくう すさっくうさけゃおう... 
〈ぇおぇ しっ しすうゅぇ ょけ くぇちうけくぇかくけ-
すけ こなさゃっくしすゃけ ゃ すさう こけさっょくう 
ゅけょうくう, おけっすけ ょぇゃぇ こさぇゃけすけ 
こさっい 1983-すぇ こさったけょくけすけ いくぇ-

きっ くぇ けさゅぇくういぇすけさぇ ょぇ ぉなょっ 
こさうぉさぇくけ いぇゃうくぇゅう すせお. ] 
すけいう そぇおす ょっしっすおうすっ, きうくぇかう 

こさっい こさっょしすぇゃうすっかくうは ぇさしっ-
くぇかしおう けすぉけさ ゃ くぇちうけくぇかくうは 
こさっゅかっょ, しっ ゅけさょっはす う ょくっし. 
]さっょ すはた うきぇ けとっ たけさぇ, おけう-
すけ こさけょなかあぇゃぇす ょぇ さぇぉけすはす 
ゃ „┿さしっくぇか“. ╆ぇっょくけ し ゃっつっ 

こっくしうけくうさぇくうすっ しこけさすうしすう, 
すっ さぇいゅさなとぇす しこけきっくう けす 
しくうきおうすっ, ょけくっしっくう しこっちう-
ぇかくけ くぇ しさっとぇすぇ こさっい きうくぇ-
かぇすぇ しっょきうちぇ, いぇ おけはすけ ╇ゃぇ-
くけゃ しっ てっゅせゃぇ: „╁なさくぇたきっ しっ 
ゃ きかぇょけしすすぇ う しう こさっぉさけうたきっ 
ぉっかうすっ おけしう...“. ╆ぇっょくけ し おけ-
しうすっ, せしこったうすっ う しこけきっくうすっ, 

„╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは” くぇ せか. „╁けえくうておぇ” /ぉうゃてぇすぇ しゅさぇょぇ くぇ ¨ぉとうくぇ 2/, おぇおすけ う くぇ せか. „╇しおさぇ” 4 ゃ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくくうは ちっくすなさ. ¨さゅぇくういぇすけさうすっ 
くぇ ぇおちうはすぇ さぇいつうすぇす, つっ こけょぇさなちうすっ, おけうすけ とっ しっ けしすぇゃはす, とっ しぇ すぇおうゃぇ, おけうすけ ょぇ しぇ こけかっいくう ゃ っあっょくっゃうっすけ くぇ ょっちぇすぇ ゃ くせあょぇ うかう すぇおうゃぇ, くぇ おけうすけ すっ とっ しっ さぇょゃぇす: 
うゅさぇつおう, こけしけぉうは いぇ せつうかうとっ, きぇすっさうぇかう いぇ きぇえしすけさっくっ, おくうあおう, こけきけとくう きぇすっさうぇかう う ょさせゅう. ╃ぇさっくうすっ う けこぇおけゃぇくう こさっょきっすう きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす こさうょさせあっくう し こけしかぇくうっ 
うかう さうしせくおぇ, くぇこさぇゃっくう けす ょぇさうすっかうすっ うかう  すったくうすっ しっきっえしすゃぇ しこっちうぇかくけ いぇ ょっすっすけ-こけかせつぇすっか. 
‶けょぇさなちうすっ とっ しっ しなぉうさぇす こけょ っかたぇすぇ, けす おけはすけ っ ゃいっすぇ うゅさぇつおぇすぇ- ょっすしおぇ うしすけさうは, /しなけすゃっすくけ けす けぉっおすうすっ, ゃ  おけうすけ っ  たぇさっしぇくぇ しぇきぇすぇ  うしすけさうは/. ′はきぇ けゅさぇくうつっくうっ 

いぇ ぉさけは こけょぇさなちう, くうすけ いぇ ぉさけは ょっちぇ, くぇ おけうすけ ょぇ  しっ けしすぇゃう こけょぇさなお. ‶け あっかぇくうっ ょぇさうすっかうすっ きけゅぇす ょぇ けしすぇゃはす う しゃけう おけけさょうくぇすう.  
〈ぇおぇ しなぉさぇくうすっ こけょぇさなちう とっ しすうゅくぇす ょけ ょっちぇすぇ, いぇ おけうすけ しぇ こさっょくぇいくぇつっくう, ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ ╉けかっょぇ. ╊うつくけ ╃はょけ ╉けかっょぇ とっ ゅう さぇいくっしっ こけ ょけきけゃっすっ くぇ くせあょぇっとうすっ 

しっ. 
¨す ]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃさっあょぇくうは” ぉかぇゅけょぇさはす くぇ ゃしうつおう ょけぉさう たけさぇ, おけうすけ とっ ゅう こけょおさっこはす ゃ うくうちうぇすうゃぇすぇ う とっ けしすぇゃはす こけょぇさなお いぇ くせあょぇっとけ しっ ょっすっ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 
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ゃっすっさぇくうすっ けす ¨すぉけさぇ くぇ けす-
ぉけさうすっ, ぉさけはす う ょくってくうすっ しう 
ぇさしっくぇかしおう こけしかっょけゃぇすっかう. 

╇しおぇ うき しっ すっ ょぇ しぇ こけゃっつおけ. 
╇しおぇ うき しっ けとっ ゃ けさなあっえくう-
ちぇすぇ ょぇ しっ ういゅさぇょう しすさせおすせさぇ 
おなき ╀なかゅぇさしおぇすぇ さぇぉけすくう-
つっしおぇ しこけさすくぇ そっょっさぇちうは, 
おけはすけ うきぇ こさっょしすぇゃうすっかしすゃけ 

ゃ けぉかぇしすくうは ゅさぇょ ]すぇさぇ ╆ぇゅけ-
さぇ. ‶けあっかぇゃぇす しう ゅけ, いぇとけすけ 
しこけさすなす う ょくっし っ くぇ こけつうす ゃ 
„┿さしっくぇか“. [ぇいぉうさぇ しっ, きぇえ-
しすけさしすゃけすけ くぇ くはおけゅぇてくうすっ 
いょさぇゃう, しうかくう う さぇぉけすけしこけ-
しけぉくう, くぇ おけうすけ くっ うき しっ けこう-
さぇ くうとけ - けす さぇいこなゃぇくっすけ くぇ 
こぇかぇすおうすっ, ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ 

ぉぇいけゃう かぇゅっさう ょけ しこさうくすう-
さぇくっすけ う ゅうきくぇしすうおぇすぇ, きけあっ 
ぉう っ ょぇかっつ けす ょくっし ゃないきけあくけ-
すけ. ‶け けくけゃぇ ゃさっきっ しっ さっょはす 
っょくけ しかっょ ょさせゅけ しなしすっいぇくうは, 
しこぇさすぇおうぇょう, おさけしけゃっ, きぇつけ-
ゃっ, すせさくうさう... ′ぇえ-きぇしけゃぇすぇ 
こさけはゃぇ っ しこけさすくうはす こさぇいくうお 
くぇ ぇさしっくぇかちう くぇ はいけゃうさ „╉けこ-
さうくおぇ“, おなょっすけ しっ ういくぇしはす たう-
かはょう さぇぉけすくうちう, いぇ ょぇ すうつぇす, 
しおぇつぇす ゃ つせゃぇかう, „ぉうはす しっ“ くぇ 
くぇさけょくぇ すけこおぇ, ょなさこぇす ゃなあっ-
すぇ, けぉうおぇかはす ゅけさぇすぇ ゃ すせさうし-
すうつっしおけ けさうっくすうさぇくっ, うゅさぇはす 
たけさぇ... ╆ぇっょくけ し とぇすくうすっ けさ-
ゅぇくういぇすけさう こけ しこけさす う すせさう-
いなき, „┿さしっくぇか“ すけゅぇゃぇ しう うきぇ 
う しゃけえ しこけさすっく おかせぉ - „〈けさ-
こっょけ“, おけえすけ っ „ゃ ょなくけすけ“ くぇ 
ゃしうつおけ こけしすうゅくぇすけ. ]こっちうぇか-
くけ きうくうしすっさしおけ こけしすぇくけゃかっ-
くうっ - わ36, さっゅかぇきっくすうさぇ そう-
くぇくしうさぇくっすけ う けさゅぇくういぇちうはすぇ 
くぇ さぇぉけすくうつっしおうは しこけさす. ¨す-
こせしおぇす しっ しさっょしすゃぇ こさう くけさきぇ-
すうゃ 4 かゃ. くぇ つけゃっお いぇ すせさういなき 
う 6 かゃ. いぇ しこけさす. ╆ぇ きぇとぇぉうすっ 
けす たうかはょう いぇっすう ゃ „┿さしっくぇか“ 
すけゃぇ しぇ きくけゅけ こぇさう う すっ しっ 
ゃかぇゅぇす いぇ いょさぇゃっすけ くぇ たけさぇすぇ 
つさっい きぇしけゃうは しこけさす, おぇおすけ う 
いぇ ゃけょっとう こけしすうあっくうは ゃ けす-
ょっかくうすっ ょうしちうこかうくう. ╃くっし 
すけゃぇ いゃせつう おぇすけ こさうおぇいおぇ けす 
ぉぇくぇかくぇ しけちうぇかくぇ せすけこうは. ′け 
いぇ こなさゃっくちうすっ けす 1983-すぇ すは 
っ そぇおす けす あうゃけすぇ うき. ]こけきっく, 
くぇ おけえすけ うきぇ いぇとけ ょぇ しっ さぇょ-
ゃぇす. ╂けさょけしす, おけはすけ くっ っ しせっ-
すぇ, いぇとけすけ っ せしっすっくぇ こけ くぇえ-
こけつすっくうは くぇつうく - けすゃけのゃぇくぇ 
し つっしすっく う けしきうしかっく すさせょ. 
[ぇょけしす, おけはすけ くっ しっ おせこせゃぇ し 
こぇさう. 〈けつくけ おぇすけ いょさぇゃっすけ. 
╆ぇすけゃぇ しっゅぇてくぇすぇ きっつすぇ くぇ 
っかうすくうは ぇさしっくぇかしおう けすぉけさ けす-
こさっょう 30 ゅけょうくう っ しぇきけ っょくぇ: 
„╃ぇ しきっ いょさぇゃう!“ ] くぇゃうちうすっ 
けす しこけさすせゃぇくっすけ ゃ けさなあっえくう-
ちぇすぇ すぇいう きっつすぇ くっ っ すけかおけゃぇ 
すさせょくぇ いぇ こけしすうゅぇくっ. ‶けくっ ょけ 
しかっょゃぇとぇすぇ しぉうさおぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ 
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-きぇ ょせてう いぇゅせぉうたぇ あうゃけすぇ しう ゃ けぉ
かぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょう
くぇすぇ ょけ おさぇは くぇ しっこすっきゃさう こさう しすぇくぇかうすっ 
1429 おぇすぇしすさけそう. [ぇくっくうすっ ゃ すはた しぇ 396 
ょせてう.
‶け ゃうくぇ くぇ ゃけょぇつうすっ こさうつうくっくうすっ  すっあおう 

おぇすぇしすさけそう しぇ 294. ‶け ゃうくぇ くぇ こってったけょちう 
しぇ さっゅうしすさうさぇくう 6 すっあおう こさけういてっしすゃうは. 
╆ぇさぇょう すったくうつっしおぇ くっういこさぇゃくけしす くぇ ぇゃすけ
きけぉうかう しぇ しすぇくぇかう 2 すっあおう おぇすぇしすさけそう. 
‶なさゃっくしすゃけすけ こさう くぇさせてっくうはすぇ くぇ ゃけ

ょぇつうすっ, おぇすけ こさうつうくぇ う いぇ おぇすぇしすさけそうすっ, 
っ ょゃうあっくうっすけ し こさっゃうてっくぇ う くっしなけぉさぇいっ
くぇ しおけさけしす. ╆ぇさぇょう すけゃぇ しぇ  しすぇくぇかう 107 

おぇすぇしすさけそう し 10 いぇゅうくぇかう う 136 さぇくっくう. 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ, おぇすけ こさうつうくぇ いぇ ‶〈‶, っ けすくっきぇくっすけ くぇ こさっょうきしすゃけ. ]すぇすうしすうおぇ

すぇ すせお っ 90 おぇすぇしすさけそう こけ すぇいう こさうつうくぇ し 2 せぉうすう う 111 さぇくっくう.
╃させゅぇ こさうつうくぇ いぇ こなすくうすっ うくちうょっくすう っ せこけすさっぉぇすぇ くぇ ぇかおけたけか う せこけえゃぇとう ゃっ

とっしすゃぇ. 19 おぇすぇしすさけそう し 1 せぉうす う 23 さぇくっくう しぇ しすぇくぇかう ゃ けぉかぇしすすぇ いぇさぇょう すけゃぇ. 
╉ぇすぇしすさけそうすっ し ょっちぇ う くっこなかくけかっすくう ょけ 17 ゅけょうくう けす くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ゃ 

けぉかぇしすすぇ しぇ 49 おぇすぇしすさけそう, し 1 せぉうす う 56 さぇくっくう.
′ぇ こってったけょくぇ こなすっおぇ しぇ さっゅうしすさうさぇくう 10 こなすくう うくちうょっくすぇ, くぇ ぇゃすけぉせしくぇ しこうさ

おぇ - 2, ぇ くぇ こってったけょっく こさっかっい - 1.
¨さゅぇくうすっ くぇ ╉┿〈 いぇ こっさうけょぇ しぇ おけくしすぇすうさぇかう  けぉとけ 36 691 くぇさせてっくうは くぇ こさぇ

ゃうかぇすぇ いぇ ょゃうあっくうっ こけ こなすうとぇすぇ. ╀さけはす くぇ おけくしすぇすうさぇくうすっ くぇさせてっくうは こさっい こなさ
ゃうすっ ょっゃっす きっしっちぇ くぇ ゅけょうくぇすぇ っ し 393 こけ-ゅけかはき けす ぉさけは くぇ おけくしすぇすうさぇくうすっ くぇ
させてっくうは いぇ 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. ╆ぇゅうくぇかうすっ くぇ こなすは いぇ こっさうけょぇ 
しなとけ しぇ こけゃっつっ. 

 かっゃぇ しぇ いぇょなかあっくうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ おさぇは くぇ けおすけき
ゃさう, しなけぉとう こけ ゃさっきっ くぇ ゅけょうてくうは しう けすつっす こさっょ ゅさぇあょぇくうすっ おきっすなす くぇ けぉとうくぇすぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ. ╁ 60-きうくせすくけすけ しう っおしこけいっ  おなき けすつっすぇ ]すけはくけゃぇ くぇこさぇゃう さっ
すさけしこっおちうは くぇ ういゃなさてっくけすけ ょけ きけきっくすぇ う こさっょしすぇゃう こさうけさうすっすうすっ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
せこさぇゃぇ いぇ しかっょゃぇとぇすぇ ゅけょうくぇ. ‶けょさけぉくけしすう いぇ おきっすしおうは けすつっす  う さぇいゅけゃけさ し ╂ぇかう
くぇ ]すけはくけゃぇ  けつぇおゃぇえすっ ゃ しかっょゃぇとうは ぉさけえ くぇ 〈┿.

 おうかけゅさぇきぇ たさぇくぇ いぇ 
ぉっいょけきくうすっ おせつっすぇ ゃ けぉとうくしおうは 
こさうのす ゃ ╉ぇいぇくかなお ょぇさう しけそうはく
おぇすぇ ╂ぇぉさうっかぇ 〈けこぇかけゃぇ う くっえくう 
こさうはすっかう. ╁ないきせすっくぇ けす せしかけゃう
はすぇ ゃ きっしすくうは こさうのす, ╂ぇぉう しすぇさ
すうさぇ ぇおちうは 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 たさぇくぇ いぇ 
69-すっ ぉっいょけきくう つっすうさうくけゅう. ╁ 
ぉかぇゅけさけょくぇすぇ うくうちうぇすうゃぇ ╂ぇぉう 
っ こけょこけきけゅくぇすぇ けす ]すっそぇく ╇ゃぇ

-ゅけょうてっく ぉなかゅぇ
さうく っ いぇさぇいっく し ゃうさせ
しぇ くぇ ]‶╇′. ╃はょけすけ っ 
さぇいぉさぇか しかせつぇえくけ しかっょ 
さっょけゃっく きっょうちうくしおう 
こさっゅかっょ.

〈けえ っ くぇえ-ゃないさぇしす
くうはす しっさけこけいうすうゃっく 
ぉなかゅぇさうく. ′ぇえ-きかぇょう
はす っ っょゃぇ くぇ 15 ゅけょう
くう, しなけぉとう さなおけゃけょう
すっかはす くぇ こさけゅさぇきぇすぇ 
„‶さっゃっくちうは う おけくすさけか 
くぇ 》╇╁-]‶╇′“ ょけおすけさ 
〈けくおぇ ╁なさかっゃぇ.

¨そうちうぇかくけ ゃ しすさぇくぇすぇ しぇ さっゅうしすさうさぇくう 1800 しっさけこけいうすうゃくう. ¨す 
くぇつぇかけすけ くぇ ゅけょうくぇすぇ ょけ おさぇは くぇ きっしっち けおすけきゃさう しぇ せしすぇくけゃっくう 
くけゃう 179 しっさけこけいうすうゃくう かうちぇ, おぇすけ くぇえ-ゅけかはき っ ぉさけはす くぇ いぇさぇいっくう
すっ ょけ 29 ゅけょうてくぇ ゃないさぇしす.

╋なあっすっ くけしうすっかう くぇ ゃうさせしぇ しぇ 5 こなすう こけゃっつっ けす あっくうすっ.

′ぇ ゃしっおう しっ っ しかせつゃぇかけ ゃ おさぇは くぇ きっしっちぇ, おけゅぇすけ しう こけゅかっょくっ こけさすそっえかぇ うかう ぉぇかぇくしぇ こけ 
しきっすおぇすぇ, し ういくっくぇょぇ ょぇ せしすぇくけゃう, つっ っ こけたぇさつうか こけゃっつっ こぇさう けす けつぇおゃぇくけすけ. ‶さっょかぇゅぇきっ 

ゃう くはおけかおけ こさけしすう しなゃっすぇ, おけうすけ ょぇ こけゃかうははす いぇ くぇきぇかはゃぇくっ くぇ ういかうてくうすっ ょくっゃくう さぇいたけょう. 
]なゃっすうすっ くう しぇ くぇ こさうくちうこぇ „╉ぇこおぇ こけ おぇこおぇ – ゃうさ, かっゃつっ こけ かっゃつっ - こぇつおぇ”.

 ‶さぇゃっすっ しう おぇそっ ゃおなとう. ╄しすっしすゃっくけ, すけゃぇ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ けすおぇあっすっ しなゃしっき けす 
おせこせゃぇくっすけ くぇ おぇそっ, こさけしすけ ゅけ けゅさぇくうつっすっ. 

 ′けしっすっ しう けぉはょ こけくっ ゃっょくなあ しっょきうつくけ. ′ぇきっさっすっ ゃぇてうは ぉぇかぇくし きっあょせ すけゃぇ ょぇ こけたぇこゃぇすっ 
くぇゃなく う ょぇ けぉはょゃぇすっ ゃ けそうしぇ.

 ╇いぉはゅゃぇえすっ すぇおしうすっ けす ぉぇくおけきぇすう. ╁くうきぇゃぇえすっ おぇおゃう しぇ すぇおしうすっ, おけうすけ ゃぇてぇすぇ ぉぇくおぇ ゃいうきぇ 
こさう すっゅかっくっ けす さぇいかうつくう ぉぇくおけきぇすう う おぇさすけゃう さぇいこかぇとぇくうは. ‶けかいゃぇえすっ ぉぇくおけきぇすう, おけうすけ しぇ 
しゃけぉけょくう けす すぇおしぇ (ゃ こけゃっつっすけ しかせつぇう おぇさすぇすぇ う ぉぇくおけきぇすなす すさはぉゃぇ ょぇ しぇ くぇ っょくぇ ぉぇくおぇ).

 ‶さけゃっさはゃぇえすっ ちっくぇすぇ くぇ くはおけかおけ きっしすぇ, こさっょう ょぇ しう おせこうすっ くっとけ しおなこけ. ┿おけ こなお きけあっすっ 
ょぇ つぇおぇすっ, しかっょっすっ ょゃうあっくうっすけ くぇ ちっくぇすぇ くぇ こさけょせおすぇ, おけえすけ しすっ しう たぇさっしぇかう, う しかっょ すけゃぇ ゅけ 
おせこっすっ くぇ くぇえ-くうしおぇすぇ ゃないきけあくぇ しすけえくけしす.

 ╇いぉはゅゃぇえすっ うきこせかしうゃくけすけ こぇいぇさせゃぇくっ. ¨こうすぇえすっ しっ ょぇ しう しないょぇょっすっ くぇゃうおぇ ょぇ くっ こぇいぇ
させゃぇすっ こなさゃけしうゅくぇかくけ. ╋くけゅけ けす くっとぇすぇ, おけうすけ しう おせこせゃぇすっ, しかっょ ういゃっしすくけ ゃさっきっ しっ けおぇいゃぇす 
くぇこなかくけ くっこけすさっぉくう うかう くっ ぉうたすっ ゅう おせこうかう, ぇおけ ゅう ゃうょうすっ しかっょ ょゃぇ ょくう, くぇこさうきっさ.

╁ ぉのょあっすぇ いぇ 2014 ゅ. くっ しぇ こさっょ
ゃうょっくう くうおぇおゃう こぇさう いぇ ておけかぇすぇ 

くぇ ╋╁[ ゃ ╉ぇいぇくかなお, おけっすけ くぇ こさぇおすう
おぇ けいくぇつぇゃぇ, つっ しなょぉぇすぇ え っ さってっくぇ 
う すは とっ ぉなょっ いぇおさうすぇ. ′はきぇ おぇお ておけ
かぇすぇ ょぇ こさけょなかあう ょぇ しなとっしすゃせゃぇ し 
くせかぇ かっゃぇ ぉのょあっす“, すけゃぇ いぇはゃう こさっい 
しっょきうちぇすぇ  ‶かぇきっく ╈けさょぇくけゃ-くぇさけ
ょっく こさっょしすぇゃうすっか けす ╂╄[╀, つかっく くぇ 
╇おけくけきうつっしおぇすぇ おけきうしうは ゃ こぇさかぇ
きっくすぇ. ‶け ょせきうすっ きせ すけゃぇ っょゃぇ かう っ 
しかせつぇえくけ う こさうこけきくは, つっ こさっょう けおけ
かけ きっしっち ゅさぇあょぇくうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお う 
きっしすくぇすぇ せこさぇゃぇ しっ けぉはゃうたぇ おぇすっゅけ
さうつくけ こさけすうゃ いぇすゃぇさはくっすけ くぇ ておけかぇすぇ 
う こさっゃさなとぇくっすけ え ゃ ぉっあぇくしおう かぇゅっさ, 
けす おぇおなゃすけ う ょぇ っ すうこ. ]さっょ きけすうゃう
すっ いぇすけゃぇ ぉっ う そぇおすぇ,  つっ ておけかぇすぇ っ 
さぇいこけかけあっくぇ ゃ いぇとうすっくぇ こぇさおけゃぇ すっ
さうすけさうは う つっ ゃ ゅさぇょぇ しっ くぇきうさぇ くぇえ-
ゅけかっきうはす けさなあっっく いぇゃけょ ゃ ╀なかゅぇさうは. 

╃け 20-すう ょっおっきゃさう とっ しっ さぇいょぇゃぇす たさぇくう くぇ しけちうぇかくけ しかぇぉう かうちぇ, うきぇとう 
こさぇゃけ くぇ こけょこけきぇゅぇくっ けす ゃすけさうは すさぇくて くぇ たせきぇくうすぇさくぇすぇ こけきけと くぇ ╀』╉. 

》さぇくうすっ とっ しっ さぇいょぇゃぇす ゃ こせくおすけゃっすっ ゃ おゃ. „╇いすけお”  ょけ ぉか. 1 う ゃ けぉとうくしおう おかせぉ 
„╉ぇこ. ‶っすおけ ╁けえゃけょぇ”. ╁しっおう こさぇゃけうきぇと とっ こけかせつう こけ 20 おゅ う 400 ゅさぇきぇ たさぇくう
すっかくう こさけょせおすう. 
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- ╉ぇおゃけ しすぇゃぇ すけゅぇゃぇ?
- 』けゃっお しっ さぇいぉけかはゃぇ. ╇きぇ 

ょうしこさけこけさちうは, ょうしぉぇかぇくし 
きっあょせ そういうつっしおけすけ う っくっさ-
ゅうえくけすけ きせ こさけしすさぇくしすゃけ, すはかけ 
う ょせた, こけ-すさせょくけ しっ あうゃっっ. 

- ╉ぇお こさけすうつぇ っょくけ うい-

しかっょゃぇくっ し ぉうけしおっくっさ? 
- 〈けゃぇ っ こさけしすけ っょくぇ しくうきおぇ. 

]すぇゃぇ いぇ きうくせすぇ. ]くうきぇ しっ し 
そけすけおぇきっさぇ う ゃこけしかっょしすゃうっ 
さぇぉけすぇ くぇ おけきこのすなさ. ‶けしかっ 
つけゃっお こけかせつぇゃぇ ょゃっ しくうきおう, 
こしうたけすっさぇこっゃすうつっく こさけそうか きせ 
しっ こさぇゃう くぇ すぇいう ぉぇいぇ, こけかせつぇ-
ゃぇ せこなすゃぇくうは  おぇお ょぇ こけこさぇゃう 
くはおけう くぇさせてっくうは, いくぇくうは いぇ 
ゅっくっすうつくうは おけょ, おけえすけ くけしう. 
┿い しなき こさうゃなさあっくうお くぇ すっけさう-
はすぇ, つっ くうっ くっ しきっ こさけういかっいかう 
けす きぇえきせくうすっ, ぇ しきっ ょけくっしっくう 
おぇすけ ╃′╉ けす さぇいかうつくう こかぇくっ-
すう. ′はおけかおけ ゃうょぇ しきっ: けす ╋っさ-
おせさうえ, けす ぃこうすっさ, けす ]うさうせし, 
けす ′っぉうさせ, ょさぇおけくう, さっこすうかう 
う こけゃっつっすけ ゃ きけきっくすぇ しぇ さっこ-
すうかう.

- 〈っいう, おけうすけ くう せこさぇゃかは-

ゃぇす? 
- ╃ぇ, すっいう おけうすけ くう せこさぇゃかは-

ゃぇす, おけうすけ しぇ ょけくっしかう きぇすっさう-
ぇかくけすけ, しうかぇすぇ,  くぇしうかうっすけ.

- ╇きぇ かう うくすっさっし おなき うい-

しかっょゃぇくうはすぇ し ぉうけしおっくっさ? 
- ╃ぇ, いぇ 6 きっしっちぇ しなき けぉしかっょ-

ゃぇかぇ くぇょ 300 ょせてう. ╇ うしおぇき ょぇ 
こけいょさぇゃは たけさぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
いぇとけすけ すせお しさっとくぇた, すせお うきぇ 
きくけゅけ ょせたけゃくう たけさぇ.
 
- ┿ おぇお  さっぇゅうさぇす たけさぇ-

すぇ, おぇすけ くぇせつぇす くっこけいくぇすう 
くっとぇ しぇ しっぉっ しう しかっょ すけゃぇ 
ういしかっょゃぇくっ? 
- ‶けゃっつっすけ しっ てけおうさぇす う しぇ 

きくけゅけ ういくっくぇょぇくう. ┿い くうとけ 
くっ しこっしすはゃぇき. ╁しうつおけ おぇいゃぇき. 
]さっとぇき ょけしすぇ たけさぇ, さけょっくう 
ょぇ かっすはす, くけ すっ こなかいはす. ╇ おけ-
ゅぇすけ ゃうょは すけゃぇ, うき ゅけ おぇいゃぇき. 
′ぇかう うきぇ っょくぇ こけゅけゃけさおぇ, つっ 
さけょっくうはす ょぇ かっすう, くっ きけあっ ょぇ 
こなかいう, くけ っすけ, ゃうあ, こっこっさせょぇ-
すぇ けこさけゃっさゅぇゃぇ すけゃぇ. ╁しっ けとっ 
くっ しなき さぇいゅぇょぇかぇ おぇおゃけ うしおぇ 
ょぇ くう おぇあっ ╁しっかっくぇすぇ  し すけゃぇ  
„こっこっさせょっくけ けこさけゃっさあっくうっ”.

- ] せきっくうはすぇ しう ゃうあょぇて 
きくけゅけ こけゃっつっ ゃ たけさぇすぇ, けす-
おけかおけすけ すっ しぇきうすっ  いくぇはす いぇ 
しっぉっ しう. ′っ すっ かう くぇすけゃぇさゃぇ 
すけゃぇ いくぇくうっ? ╉ぇお あうゃっって 
し すけかおけゃぇ きくけゅけ うくそけさきぇ-

ちうは? 
- 〈させょくけ あうゃっは. ]すぇくぇ しかけあ-

くけ おぇすけ いぇこけつくぇた う ょぇ つっすぇ 
きうしかうすっ くぇ たけさぇすぇ, いぇとけすけ 
けぉうおくけゃっくけ きうしかうすっ くう くっ しぇ 
しかなくつっゃう, ゃ こけ-ゅけかはきぇすぇ しう 
つぇしす. ╇ くうおぇお くっ しぇ さけいけゃう, ゅぇ-
さぇくすうさぇき ゃう. ′ぇせつうた しっ ょぇ うい-
おかのつゃぇき し ゃさっきっすけ すっいう こさけ-
ゅさぇきう う すけゃぇ っ しかっょゃぇと っすぇこ 
くぇ さぇいゃうすうっ. 〈う うきぇて しうかぇすぇ 
ょぇ つっすって きうしかうすっ,  くけ う しこけ-
しけぉくけしすすぇ ょぇ  ゅう ういおかのつゃぇて. 
╉ぇすけ おけこつっ くぇ おけきこのすなさ. ╋けゅぇ 
ょぇ おけきせくうおうさぇき う ょぇ こなすせゃぇき 
ゃ こさけしすさぇくしすゃけすけ, くけ くっ ゃしはおぇ 
しっおせくょぇ, しぇきけ おけゅぇすけ きう すさはぉ-
ゃぇ. ╉けゅぇすけ うしおぇき ょぇ こうすぇき うかう 
ゃうょは くっとけ. ′っ ゅかっょぇき くうとけ, 
おけゅぇすけ ゅけゃけさは し たけさぇ. ‶さぇ-
ゃは すけゃぇ, しぇきけ おけゅぇすけ さぇぉけすは し 
ぇこぇさぇすぇ. ╉けゅぇすけ あうゃっは, おぇすけ 
けぉうおくけゃっく つけゃっお, くっ ういこけかい-
ゃぇき すっいう しう しこけしけぉくけしすう. 

- ╁しっ こけゃっつっ しすぇゃぇす すっけ-

〈は しっ おぇいゃぇ 
¨かゅぇ ╁かぇょうきう-

さけゃくぇ ╆っきかは-

くうちうくぇ-〉しおけゃぇ. 
′ぇしかっょくうつおぇ っ 
くぇ ういゃっしすっく さけょ 
こけかしおう しゃっとっ-

くうちう, おけうすけ けとっ 
こけ ゃさっきっすけ くぇ 
╄おぇすっさうくぇ ╁っ-

かうおぇ さぇいゃうゃぇす 
たさうしすうはくしおぇすぇ 
ちなさおゃぇ ゃ ]うぉうさ. 
╁っかうおうすっ え ょっょう 
けしすぇゃはす ょうさう う 
ゃ ょくってくぇ [せ-

しうは, おなょっすけ ゃ 
╀かぇゅけゃっとっくしお 
うきぇ う しゃっとっく 
けぉさっょっく ょけき くぇ 
╆っきかはくうちうくう. 
]かっょゃぇえおう こけ-

ゃうおぇ くぇ おさなゃすぇ, 
ょくっし くぇしかっょ-

くうつおぇすぇ ¨かゅぇ 

さううすっ, つっ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
すっあおうすっ ぉけかっしすう, おけうすけ くう 
いぇかうゃぇす, きけゅぇす ょぇ ぉなょぇす うい-

かっおせゃぇくう  し たうこくけいぇ. 〈けゃぇ 
こけきぇゅぇ かう くう ょぇ いぇこけつくっき 
ょぇ あうゃっっき こけ „いぇおけくぇ くぇ 
おさなゃすぇ”, ぇ くっ こけ くぇかけあっくう-

すっ けす くぇし しぇきうすっ いぇおけくう う 
こさぇゃうかぇ? 
- ╁しはおぇ ぉけかっしす うきぇ こなさゃけこ-

さうつうくぇ. ‶なさゃけこさうつうくぇすぇ いぇ 
ぉけかっしすすぇ ゃなゃ そういうつっしおう こかぇく 
きけあっ ょぇ しっ ういしかっょゃぇ  しなし しこっ-
ちうぇかくう おゃぇくすけゃう ぇこぇさぇすう, し 
おけうすけ う ぇい さぇぉけすは, すけゃぇ っ こさっょ-
ょうぇゅくけしすうつくけ ういしかっょゃぇくっ. 
‶さう すけゃぇ ういしかっょゃぇくっ しっ ゃかういぇ 
ゃなゃ ゃうぉさぇちううすっ くぇ おかっすおぇすぇ 
う しっ こけかせつぇゃぇ うくそけさきぇちうは いぇ 
しなしすけはくうっすけ くぇ  そういうつっしおけすけ 
すはかけ, し 200 こけおぇいぇすっかは ゃ きう-
くせすぇ. ╃ぇゃぇ しっ うくそけさきぇちうは いぇ 
きうおさけっかっきっくすうすっ ゃ けさゅぇくういきぇ, 
しなしすけはくうっすけ くぇ しなさちっすけ, けつうすっ. 
′け こさう ぉけかっしすうすっ ゃうくぇゅう こなさ-

ゃけこさうつうくぇすぇ しっ おさうっ ゃ っくっさ-
ゅうっく こかぇく. ‶さっょう ょぇ しっ さぇいぉけ-
かっっすっ, ゃうくぇゅう うきぇ っくっさゅうえくけ 
くぇさせてっくうっ. ぅゃっく こさうきっさ いぇ 
すけゃぇ っ あかなつおぇすぇ. ′ぇぉかのょぇゃぇかぇ 
しなき きくけゅけ たけさぇ し すぇおなゃ こさけ-
ぉかっき うかう し おうしっかうくう ゃ あかなつ-
おぇすぇ. ╁しっおう っょうく けす すっいう ぉけかくう 
たけさぇ おさうっ けぉうょぇ ゃ しっぉっ しう. ┿ 
ゃしはおぇ しおさうすぇ けぉうょぇ  しっ おさうっ ゃ 
あかなつおぇすぇ. ¨ぉうょぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ ういおぇいぇくぇ, ういこかぇおぇくぇ. ┿おけ 
くっ きけあっすっ ょぇ は おぇあっすっ  こせぉ-
かうつくけ うかう くぇ つけゃっお, けすうょっすっ ゃ 
ぉぇくはすぇ, こせしくっすっ ょせてぇ う ういおぇ-
あっすっ ゃしうつおう けぉうょう, おけうすけ うきぇ-
すっ, いぇとけすけ こけすうしくぇすぇ, しおさうすぇすぇ 
けぉうょぇ いぇこせてゃぇ あかなつおぇすぇ う けす-
すぇき しかっょゃぇす きくけゅけ こさけぉかっきう, 
おぇきなくう ゃ あかなつおぇすぇ. ╇いおかのつう-
すっかくけ きくけゅけ すぇおうゃぇ こさけぉかっきう 
うきぇす たけさぇ, おけうすけ おさうはす, すぇはす 
けぉうょぇ ゃ しっぉっ しう. ╉けゅぇすけ うきぇ 
いぇぉけかはゃぇくっ くぇ けゅかっょぇかくう けさ-
ゅぇくう - ぉなぉさっちう, ぉっかう ょさけぉけゃっ, 
すけゃぇ こなお けいくぇつぇゃぇ こけすうしくぇすう, 
しおさうすう う くっういおぇいぇくう こさけぉかっきう 
し こぇさすくぬけさしすゃけすけ. 
╇きぇき う しゃけは すっけさうは いぇ きうけきぇ-

すぇ - すけいう ぉうつ いぇ しなゃさっきっくくぇすぇ 
あっくぇ. ╋けあっ ぉう し くっは とっ せつせょは 
あっくうすっ, くけ しつうすぇき, つっ きうけきぇすぇ 

っ っおしこっさうきっくす くぇ ういゃなくいっき-
くうすっ ょぇ しう いぇこかけょはゃぇす あっくう-
すっ, くけ くっせしこってっく. ╋うけきぇすぇ っ 
ゃしっ っょくけ しう ぉさっきっくくぇ し くっとけ, 
おけっすけ くっ きけあっ ょぇ しっ ょけさぇいゃうっ, 
いぇとけすけ くぇてうはす けさゅぇくういなき ゅけ 
こさっおなしゃぇ.  ′け こけ こさうくちうこ, ぇおけ 
くはきぇたきっ すぇおうゃぇ いぇとうすくう きっ-
たぇくういきう, きうしかは, つっ とはたきっ ょぇ 
さぇあょぇきっ くはおぇおゃう きぇゅうつっしおう 
ういゃなくいっきくう しなとっしすゃぇ. 〈けゃぇ 
っ っょうく くっせしこってっく っおしこっさう-
きっくす くぇ ういゃなくいっきくうすっ. ╆ぇすけ-
ゃぇ あっくうすっ うきぇす きうけきう. 〈けゃぇ 
ゅけ けぉはしくはゃぇき う くぇ っくっさゅうっく 
こかぇく. ╅っくう, おけうすけ うきぇす きう-
けきう, しぇ おけくすぇおすぬけさおう うかう しぇ 
ぉうかう けすゃかっつっくう けす ういゃなくいっき-
くうすっ うかう すっ しぇ うょゃぇかう こさう すはた. 
〈けゃぇ っ きけっすけ かうつくけ きくっくうっ. ╇ 
くっ しかせつぇえくけ う きっょうちうくぇすぇ くっ 
ょぇゃぇ かけゅうつくけ くぇせつくけ けぉはしくっ-
くうっ いぇ すはた. 

- 』せゃぇかぇ しなき, つっ しすさぇくくけ 

ちうゅぇくおうすっ くっ さぇいゃうゃぇす きう-

けきう  ゃ すけいう こさけちっくす, ゃ おけえ-

すけ すけゃぇ しすぇゃぇ し ぉなかゅぇさおうすっ. 
╇きぇて かう けぉはしくっくうっ? 
- 『うゅぇくうすっ しぇ し きくけゅけ しこっ-

ちうぇかくけ こけしかぇくうっ くぇ くぇてぇすぇ 
こかぇくっすぇ. ╆ぇぉっかはいぇかぇ かう しう, 
つっ おぇおゃけすけ う ょぇ こさぇゃうき いぇ うく-
すっゅさうさぇくっすけ くぇ ちうゅぇくうすっ, すっ 
ゃうくぇゅう とっ しう けしすぇくぇす しなとうすっ. 
′はきぇ ょぇ しっ こさけきっくはす. ╆ぇとけすけ 
すっ ういつうしすゃぇす くぇてうすっ ゅさったけゃっ. 
〈っ しぇ こけしぇょっくう くぇ いっきはすぇ  し 
すぇいう ちっか. ╁しうつおう くうっ ゃなさてうき 
ゅさったけゃっ, いぇすけゃぇ しっ くぇかぇゅぇ ょぇ ゅう 
ういつうしすゃぇきっ. ┿ ゅさったなす しっ つうしすう 
し ういこけゃっょ. ]ぇきけ つっ ういこけゃっょすぇ 
っ しかけあくけ くっとけ, すさはぉゃぇ ょぇ しこけ-
ょっかうて ゅさはた し くっこけいくぇす, つせあょ  
つけゃっお, ぇ すけゃぇ くうおぇお くっ っ かっし-
くけ. 〈けゃぇ っ っおしこっさうきっくす し ょせ-
てぇすぇ. ¨こうすぇえすっ う とっ ゃうょうすっ. 
╃せきう くっ すう ういかういぇす けす せしすぇすぇ. 
┿ し ういこけゃっょすぇ つっさくぇすぇ っくっさ-
ゅうは, おけはすけ くぇさせてぇゃぇ すゃけはすぇ 
ぇせさぇ う すっ さぇいぉけかはゃぇ, ういかういぇ 
けす すっぉ う こさっい しゃっとっくうおぇ けすう-
ゃぇ ゃ ゅけさくうすっ しかけっゃっ. ╇ こけ すけいう 
くぇつうく ちうゅぇくうすっ しっ „こけすぇこはす” う 
„こさうぉうさぇす” つっさくぇすぇ っくっさゅうは, 
いぇとけすけ すは すさはぉゃぇ くはおなょっ ょぇ 
けすうょっ. ╇ すはたくけすけ  こさっょくぇいくぇ-

つっくうっ っ すっ ょぇ つうしすはす くぇてうすっ 
ゅさったけゃっ. 〈っ こけっきぇす くぇてぇすぇ 
つっさくぇ っくっさゅうは. ╇ けす すぇいう ゅかっょ-
くぇ すけつおぇ すっ くうおけゅぇ くはきぇ ょぇ 
ういかはいぇす けす きさなしけすうはすぇ う きういっ-
さうはすぇ う ゃうくぇゅう とっ ぉなょぇす こなさ-
ゃうつくう, うしすうくしおう, こけゅかなとぇとう 
くぇてぇすぇ つっさくぇ っくっさゅうは. ╇ くうっ 
すさはぉゃぇ ょぇ しきっ うき ぉかぇゅけょぇさくう 
いぇ すけゃぇ. 〈っ しぇ ぉかぇすけすけ, ゃ おけっすけ 
しう こけすぇこはきっ つっさくぇすぇ っくっさゅうは, 
いぇ ょぇ しっ つうしすうき.

- ...╇ すさはぉゃぇ ょぇ しきっ うき 
ぉかぇゅけょぇさくう いぇすけゃぇ?
- ╁しはおけ っょくけ あうゃけ しなとっしすゃけ 

すさはぉゃぇ ょぇ しっ せゃぇあぇゃぇ.

- ╆ぇすけゃぇ かう ちうゅぇくしおうすっ 
おかっすゃう しぇ せあぇしくう う しすうゅぇす? 
- ╃ぇ, ょぇ, いぇとけすけ しぇ きくけゅけ 

しうかくう. 〈っ しぇ しなぉさぇかう ちはかぇすぇ 
くぇてぇ つっさくぇ っくっさゅうは.

- ′ぇこけしかっょなお きくけゅけ たけさぇ 

ゃ しすさぇくぇすぇ ぉせおゃぇかくけ „こさっ-

ゅぇさはす”, こけしはゅぇす くぇ あうゃけすぇ 
しう うかう けすおかのつゃぇす さぇいかうつ-

くう こしうたうつっしおう いぇぉけかはゃぇ-

くうは.  ‶さっゃなさくぇかう しきっ しっ ゃ 
くぇえ-くっとぇしすくうは くぇさけょ くぇ 
しゃっすぇ, ゃ くぇえ-しすさぇょぇとぇすぇ 
くぇちうは. ╇きぇて かう けぉはしくっくうっ 
いぇとけ っ ゃしうつおけすけ すけゃぇ: うい-

こうすぇくうっ うかう きなおぇ? 
- ╁うあょぇき, つっ ╀なかゅぇさうは しっ 

っ こさっゃなさくぇかぇ ゃ っょくぇ そせくうは, 
おけはすけ ゃなさゃう くぇょけかせ う くうっ 
しきっ いぇしきせおぇくう くぇえ-けすょけかせ くぇ 
そせくうはすぇ. ╋くけゅけ くう っ すっあおけ. 
╇ たけさぇすぇ し こけ-しかぇぉぇ こしうたうおぇ 
こさっゃなさすぇす. ╇ すけゃぇ くっ っ しぇきけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ╆くぇっすっ, つっ けす 21-
ゃう ょっおっきゃさう 2012 ゅけょうくぇ くうっ 
ゃかはいけたきっ ゃ くけゃけ ゃうぉさぇちうけくくけ 
ういきっさっくうっ. 〈けゃぇ ういきっさっくうっ っ 
きくけゅけ すさせょくけ. 》けさぇすぇ ぉせおゃぇか-
くけ せきうさぇす おぇすけ おさぇしすぇゃうちう 
こけ せかうちうすっ. ‶さうっきっすっ, つっ しきっ 
せさっょう, こさうしこけしけぉっくう ょぇ さぇぉけ-
すうき し 220 ゃけかすぇ, くけ けす きうくぇ-
かうは ょっおっきゃさう しぇ くう くぇおぇさぇかう 
ょぇ さぇぉけすうき し 1000 ゃけかすぇ. ╇い-
ゅぇさはきっ! 〈さはぉゃぇ ょぇ しきっ きくけゅけ 
しうかくう. ╇ ょぇ こさけきっくうき いぇょなか-
あうすっかくけ くぇつうくぇ しう くぇ たさぇくっ-
くっ. ╇ くっこさっきっくくけ ょぇ ょけぉぇゃうき 

きくけゅけ くっとぇ ゃ たさぇくぇすぇ しう, おけう-
すけ しっゅぇ くう かうこしゃぇす. ′ぇ こなさゃけ 
きはしすけ  ちうくお, しっかっく, けきっゅぇ すさう. 
〈っいう っかっきっくすう ゃっつっ ゅう くはきぇ 
くぇ こかぇくっすぇすぇ くう う しなけすゃっすくけ 
ゅう くはきぇ う ゃ たさぇくぇすぇ くう. ╇ し 
すっいう かうこしう ゃっつっ くぇてぇすぇ おかっす-
おぇ ゃうぉさうさぇ こけ ょさせゅ くぇつうく. 〈は 
ういょぇゃぇ ゃっつっ きくけゅけ こけ-しうかくぇ 
ゃうぉさぇちうは う すさはぉゃぇ ょぇ しう こさうし-
こけしけぉうて おさうしすぇかぇ くぇ くけゃぇすぇ 
ゃうぉさぇちうは. ]かぇぉっっき, ょっぉっかっ-
っき, さぇいぉけかはゃぇきっ しっ う ゃしうつおけ 
すけゃぇ っ, いぇとけすけ しきっ しゃうおくぇかう 
けす ょっちぇ くぇ っょくぇ ゃうぉさぇちうは, ぇ 
しっゅぇ くぇし くう すさっしっ けすゃなすさっ. ╆ぇ-
ょなかあうすっかっく っ う くはおぇおなゃ しこけさす. 
1600 おさぇつおう くぇ ょっく いぇょなかあう-
すっかくけ いぇ ゃしっおう, おけえすけ くっ きけあっ 
ょぇ しう こけいゃけかう そうすくっしぇ. ‶け すぇ-
おなゃ くぇつうく こさけゅさぇきぇすぇ くう こぇお 
しっ いぇょっえしすゃぇ. 』けゃっておうはす けさゅぇ-
くういなき っ おぇすけ おけきこのすなさ: おぇすけ 
ゅけ こさっすけゃぇさうて - こけつうしすゃぇて う 
こぇお すさなゅゃぇ. ′うっ しきっ こっさそっおす-
くぇすぇ, しこっちうぇかくぇ ういゃなくいっき-
くぇ きぇてうくぇ! ╇きぇきっ ゃなかてっぉくう 
すっかぇ. ¨さゅぇくういきなす くう きけあっ ょぇ 
しっ ゃないしすぇくけゃはゃぇ う すけ くぇこなかくけ. 
╄ょうくしすゃっくけすけ, おけっすけ こさぇゃうき 
くっこさぇゃうかくけ, っ かけてぇすぇ っおけかけ-
ゅうは, いぇ おけはすけ うきぇきっ こさうくけし う 
かけてぇすぇ くう たさぇくぇ. ┿おけ ゃないしすぇ-
くけゃうき すけゃぇ, とっ しきっ ぇぉしけかのすくけ 
いょさぇゃう.

- ╋けあっ かう ょぇ しっ ういつうしすう 
おぇさきぇすぇ? 
- ′っ. ╉ぇさきぇすぇ くっ きけあっ ょぇ 

ぉなょっ ういつうしすっくぇ. 〈は しっ くけしう こけ 
おさなゃすぇ ゅっくっすうつくけ, すは っ しゃなさ-
いぇくぇ し ゃしうつおう  さけょけゃっ くぇいぇょ. 
╉ぇさきぇすぇ っ っくっさゅうえくぇすぇ くう くぇ-
しかっょしすゃっくけしす. ′っ きけあっ ょぇ しっ 
つうしすう.  

- ╉ぇおゃぇ っ ぉなかゅぇさしおぇすぇ くう 
おぇさきぇ - おぇすけ くぇさけょ? [ぇいつう-

すぇかぇ かう しう は? ╆ぇとけ すぇおぇ しっ 
けぉなさおぇたぇ しなゃしっき くっとぇすぇ 
くぇこけしかっょなお?
- ]かけあくけ っ. ′うっ くぇゃかういぇ-

きっ くぇえ-くぇょけかせ ゃなゃ そせくうはすぇ, 
ゃ おけはすけ ょなさあぇゃぇすぇ っ こなたくぇ-
すぇ. ╉けえすけ ういょなさあう - ういょなさあう. 
╁なさゃう しっ こけ こなすは くぇ しぇきけ-
さぇいさせてっくうっすけ. ′ぇさけょなす くぇきぇ-
かはゃぇ, くぇきぇかはゃぇ. 〈なあくけ っ. ‶け-
すさっしっくぇ しなき. ╂せぉは しっ ゃ  すぇいう 
きさなしけすうは. ]すさぇょぇき けす すけゃぇ, 
いぇとけすけ けぉけあぇゃぇき ぉなかゅぇさしおうは 
くぇさけょ. ╁うあょぇき おけかおけ しすっ こさっ-
おさぇしくう, おけかおけ ょせた うきぇすっ ゃ しっぉっ 
しう, おけかおけ っ おさぇしうゃぇ ぉなかゅぇさしおぇ-
すぇ いっきは. ╆ぇとけ すぇおぇ しっ いぇゃなさすは 
っくっさゅうはすぇ? ╃ぇくけ こけ-ぉなさいけ ょぇ 
しっ しこさっ すけいう こさけちっし う ょぇ ぉなょぇ 
し くっとけ こけ-こけかっいくぇ. 

- ╇きぇ かう しこぇしうすっかくぇ そう-

かけしけそうは  けす すけいう おけてきぇさ? 
- ]こぇしうすっかくぇすぇ そうかけしけそうは いぇ 

きっく っ: しこけさす, こさぇゃうかくけ たさぇくっ-
くっ, いょさぇゃ くぇつうく くぇ あうゃけす, うい-
こけゃっょ, ゃはさぇ, かのぉけゃ, しゃっすかうくぇ. 
‶けつうしすっくけ こさけしすさぇくしすゃけ けおけかけ 
くぇし, おぇおすけ ょせたけゃくけ, すぇおぇ う そう-
いうつっしおけ. ╇ ょけぉさけすぇ. ╉けかおけすけ 
しっ きけあっ こけゃっつっ. 〈させょくけ っ, くっ-
ゃないきけあくけ こさぇおすうつっしおう, くけ しう 
しすさせゃぇ. ╁しっ こぇお うきぇ おさぇえ すぇいう 
そせくうは. 〈は くっ っ ぉっいょなくくぇ. ╁ 
おさぇえくぇ しきっすおぇ ぉなょっとっすけ こさう-
くぇょかっあう くぇ すっいう, おけうすけ ゃはさゃぇす 
ゃ おさぇしけすぇすぇ くぇ きっつすうすっ しう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

╀っか. ぇ. ¨かゅぇ 〉しおけゃぇ とっ 
ぉなょっ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 13-すう う 

14-すう ょっおっきゃさう.
╆ぇ おけくしせかすぇちうう し くっは すっか: 

0878 915 788

だ¿Çí ばï¡Üçí:
Продължение от стр. 5

〉しおけゃぇ っ しなゃしっき ょさせゅ つけゃっお. ╂けさょっっ しっ し 15-ゅけょうてくうは しう しうく ′うおうすぇ う し ぉっいちっくくう-

すっ  たけさぇ, し おけうすけ こさけそっしうはすぇ う しなょぉぇすぇ え は しさっとぇす っあっょくっゃくけ. ╋っつすぇっ. [ぇいゃうかぇ っ 
ょぇさぉぇすぇ しう ょぇ けぉとせゃぇ し こさうさけょぇすぇ う あうゃけすくうすっ う ょぇ つせゃぇ きうしかうすっ うき, ゃ すけゃぇ つうしかけ 
う くぇてうすっ, おけうすけ しなゃしっき くっ しぇ さけいけゃう. ╀けかう は いぇ あっしすけおけすけ けすくけてっくうっ くぇ たけさぇすぇ せ 
くぇし おなき あうゃけすくうすっ う しっ くぇょはゃぇ っょうく ょっく ょぇ しすうゅくっき すせさちうすっ こけ けすくけてっくうっすけ しう おなき 
ぉっいょけきくうすっ つっすうさうくけゅう. „〈ぇき うきぇ とぇしすかうゃう おせつっすぇ, おけうすけ しっ せしきうたゃぇす くぇ たけさぇすぇ. 
┿ くぇ ぇゃすけぉせしくうすっ しこうさおう しぇ いぇかけあっくう こぇくうつおう  し たさぇくぇ う ゃけょぇ, ょけさう ゃ すけゃぇ いうきくけ 
ゃさっきっ”, さぇいおぇいゃぇ し せきうかっくうっ ぉかけくょうくおぇすぇ. 

くけゃ ╇ゃぇくけゃ, しけぉしすゃっくうお くぇ そうさきぇ „〈さうゅかぇゃ ╄ょっかゃぇえし’’, ]うきけくぇ ╉けっ
ゃぇ, ′っゃっくぇ ╋ぇさおけゃぇ, ╈けぇくぇ ]すっそぇくけゃぇ, ゃしうつおう けす ╉ぇいぇくかなお. ╃くっゃくけ 
こうすけきちうすっ ゃ こさうのすぇ しっ くせあょぇはす けす 1 つせゃぇか たさぇくぇ. ╁しっおう, おけえすけ うしおぇ 
ょぇ けぉかっおつう しなょぉぇすぇ うき, きけあっ ょぇ ょぇさう  たさぇくぇ いぇ すはたくけすけ けちっかはゃぇくっ.

[そえあてそ えちひす とおあちけ, さあさ かにそてそ くあえしひにうあ

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

〈ぇおなゃ くっけぉきうしかっく ぇおす けす しすさぇくぇ くぇ せこさぇ
ゃかはゃぇとうすっ おぇすけ くぇしすぇくはゃぇくっ くぇ ぉっあぇくちう 
ゃ ╂さぇょぇ くぇ さけいうすっ ぉう いぇしすさぇてうか くぇちうけ
くぇかくぇすぇ しうゅせさくけしす くぇ ╀なかゅぇさうは, すゃなさょは
たぇ こさけすっしすうさぇとうすっ う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
きっしすくぇすぇ せこさぇゃぇ.
]こけさっょ ╈けさょぇくけゃ, ゃ くけゃうは さっこせぉかうおぇく

しおう ぉのょあっす くっ しぇ こさっょゃうょっくう くうおぇおゃう 
しさっょしすゃぇ いぇ さぇいてうさっくうっすけ くぇ けすしっつおぇ
すぇ けす ぇゃすけきぇゅうしすさぇかぇ „〈さぇおうは“ ょけ ]すぇ
さぇ ╆ぇゅけさぇ. ╁さないおぇすぇ っ けす しすさぇすっゅうつっしおけ 
いくぇつっくうっ, すなえ おぇすけ せつぇしすなおなす ゃけょう う ょけ 
╊っすうとっ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, いぇ おけっすけ  くぇきっさっ
くうはすぇ くぇ こさっょうてくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ ぉはたぇ 
ょぇ  しっ こさっゃなさくっ  ゃ おぇさゅけ すっさきうくぇか. ¨す 
ょさせゅぇ しすさぇくぇ 5-おうかけきっすさけゃうはす しすっしくっく 
せつぇしすなお っ ゃ つっかくうすっ さっょうちう こけ すっあおう 
こなすくけ-すさぇくしこけさすくう こさけういてっしすゃうは う っ 
っょうくしすゃっくぇすぇ ぇさすっさうは, おけはすけ しゃなさいゃぇ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ し ┿╋ „〈さぇおうは“.
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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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╊さつたかちてせそ:
╆けくせかつひて おあちけ 11 100 しう. くあ 
てあしあせてけ せあ [あくあせしひさ
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そて ′あうそお 12

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

ゑëñ½ñÖí ó êÜëí

╆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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《しえあ 】つさそうあ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 3

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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╁うゃうぇく ╋っさう 》ぇさすかう. [けょっくぇ っ ゃ 
╇くょうは, おけゅぇすけ しすさぇくぇすぇ っ ぉうかぇ ╀さうすぇく-
しおぇ おけかけくうは. ╄ょうくしすゃっくけ ょっすっ ゃ しっきっえ-
しすゃけすけ くぇ ぇくゅかうえしおう けそうちっさ. ′ぇ すさう ゅけ-
ょうくう いぇ こなさゃう こなす  しっ こけはゃはゃぇ くぇ しちっくぇ 
- ゃ ぇきぇすぬけさしおぇすぇ すさせこぇ くぇ きぇえおぇ しう, 
おけはすけ は せつう ょぇ ょぇ つっすっ ┿くょっさしっく, ╉ぇ-
さけか, ╉うこかうくゅ う かっゅっくょうすっ くぇ ゅさなちおぇすぇ 
きうすけかけゅうは う うくょうえしおうは そけかおかけさ. 
╇いこさぇすっくぇ っ ゃ ╋ぇくぇしすうさぇ くぇ しゃっとっくけ-

すけ しなさちっ ゃ [けせたっきこすなく, おけゅぇすけ っ ぉうかぇ 
くぇ てっしす う こけかけゃうくぇ. ╆ぇゃなさてゃぇ けぉさぇいけ-
ゃぇくうっすけ しう ゃ ╄ゃさけこぇ こさっい 1931 ゅ. [けょう-
すっかうすっ え は こけょおさっこはす ゃ ぇきぉうちうはすぇ え ょぇ 
しすぇくっ „ゃっかうおぇ ぇおすさうしぇ”.
╁うゃうぇく ╊うえ. ╁なこさっおう, つっ うきぇ きくけゅけ 

こけおかけくくうちう, 18-ゅけょうてくぇすぇ きうし 》ぇさすかう 
しっ ゃかのぉゃぇ ゃ 32-ゅけょうてくうは かけくょけくしおう 
ぇょゃけおぇす 》なさぉなさす ╊うえ 》けかきぇく, おけえすけ 
くっ ぉうか おさぇしぇゃっち, くけ けつぇさけゃぇか ゃしうつおう 
しなし しゃけは せき, ぇさうしすけおさぇすうつくう きぇくうっさう 
う すぇおす. ╋ぇえおぇ え っ こさけすうゃ, くけ ╁うゃうぇく 
しきはすぇ, つっ しなさちっすけ くっ きけあっ ょぇ ゅさってう. 〈は 
こさっおなしゃぇ けぉせつっくうっすけ しう ゃ ┿おぇょっきうはすぇ 
う しっ あっくはす.      
]っきっえくうはす え あうゃけす, けぉぇつっ, すさなゅゃぇ いかっ. 

》けかきぇく こけ ちっかう ょくう っ ゃ おぇくすけさぇすぇ しう. 
╁うゃうぇく しおせつぇっ けす ぉっいょっかうっ う きっつすぇっ 
ょぇ こさけょなかあう すっぇすさぇかくけすけ しう けぉさぇいけゃぇ-
くうっ. 》けかきぇく こなお うしおぇ しなこさせゅぇすぇ きせ ょぇ 
しっ こけしゃっすう ういちはかけ くぇ くっゅけ う ょけきぇ うき. 
╃けさう さぇあょぇくっすけ くぇ ょなとっさは うき ]のいなく 
くっ ょけくぇしは こけおけえ ゃ しっきっえしすゃけすけ. 
‶さうはすっかう は こさっょかぇゅぇす いぇ きぇかおぇ そうか-

きけゃぇ さけかは. ┿ゅっくすなす え ╃あけく ╂かうょなく え 
ょぇゃぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ え うきっ - ╁うゃう-
ぇく ╊うえ, う は こさっょかぇゅぇ くぇ ┿. ╉けさょぇ おぇすけ 
そうかきけゃぇ ぇおすさうしぇ, くけ すけえ けすおぇいゃぇ, しきは-
すぇえおう, つっ すは くはきぇ こけすっくちうぇか.
╊っえょう ¨かうゃうっ. ‶さっい 1935 ゅ. っ こさっ-

きうっさぇすぇ くぇ くぇてせきはかぇすぇ こうっしぇ “╋ぇし-
おぇすぇ くぇ ょけぉさけょっすっかすぇ”. ╁うゃうぇく, おけはすけ 
ゃ あうゃけすぇ しう っ こけいくぇかぇ しぇきけ っょうく きなあ, 
しゃけは しけぉしすゃっく, ぉかはしおぇゃけ ういうゅさぇゃぇ せかうつ-
くぇ こさけしすうすせすおぇ う こけおけさはゃぇ ゃいうしおぇすっか-
くぇすぇ かけくょけくしおぇ こせぉかうおぇ. ╁っしすくうちうすっ  
ゃないたゃぇかはゃぇす ういゅさはゃぇとぇすぇ すっぇすさぇかくぇ 
いゃっいょぇ. ╉けさょぇ こさういくぇゃぇ ゅさっておぇすぇ しう 
う こけょこうしゃぇ そうかきけゃ ょけゅけゃけさ し くっは.                                                                                                             
╉せきうさ くぇ かけくょけくしおぇすぇ こせぉかうおぇ こけ すけゃぇ 
ゃさっきっ っ ╊けさなくし ̈ かうゃうっ, いぇゃかぇょはか ゃしうつ-
おう し きけとくうは しう すぇかぇくす う すっきこっさぇきっくす. 
╁うゃうぇく しっ ゃかのぉゃぇ ゃ くっゅけ きうゅくけゃっくけ う 
ぉっいゃないゃさぇすくけ. „′っゃないきけあくけ っ ょぇ くっ しっ 
ゃかのぉうて ゃ すぇおぇゃぇ あっくぇ“, - こさういくぇゃぇ 
しかっょ ゃさっきっ ¨かうゃうっ. ╂けょうくぇ こけ-おなしくけ 
ょゃぇきぇすぇ しっ しくうきぇす  ゃ “¨ゅなく くぇょ ┿くゅかうは”. 
[ってぇゃぇす ょぇ ぉなょぇす いぇっょくけ, くけ けぉしすけはすっか-
しすゃぇすぇ しぇ しさっとせ すはた. ╁うゃうぇく うきぇ きぇかおぇ 
ょなとっさうつおぇ, ぇ ╊けさなくし – くけゃけさけょっく しうく. 
‶さけすうゃ すはた しぇ さっかうゅうはすぇ, けぉとっしすゃっくけすけ 

きくっくうっ, しなこさせゅなす う しなこさせゅぇすぇ. 〈っ こさっ-
けょけかはゃぇす ゃしうつおけ, おけっすけ っ くぇ こなすは くぇ 
かのぉけゃすぇ うき. ╆ぇあうゃはゃぇす いぇっょくけ, しかっょ 
おぇすけ しなこさせいうすっ うき けすおぇいゃぇす ょぇ うき ょぇょぇす 
さぇいゃけょ, ぇ しかっょ つっすうさう ゅけょうくう しすぇゃぇす 
けそうちうぇかくけ しなこさせゅ う しなこさせゅぇ. ′ぇ しゃぇす-
ぉっくけすけ うき すなさあっしすゃけ こさうしなしすゃぇす しぇきけ 
おせきぇすぇ ╉ぇすさうく 》っこぉなさく う おせきなす. 
‶さっい すけゃぇ ゃさっきっ う ょゃぇきぇすぇ こっつっかはす 

しゃっすけゃくぇ しかぇゃぇ. ╊けさなくし こけおけさはゃぇ いさう-
すっかうすっ し “》ぇきかっす”, ぇ ╁うゃうぇく - しなし しゃけは-
すぇ ]おぇさかっす けす “¨すくっしっくう けす ゃうたなさぇ”.  ╁ 
かのぉけゃすぇ ╁うゃうぇく, おぇおすけ う くっえくぇすぇ ゅっさけ-
うくは, くっ いくぇっ しさっょくけ こけかけあっくうっ - うかう 
くぇょっあょぇ, うかう けすつぇはくうっ; うかう かのぉけゃ, 
うかう しきなさす. 〈は あうゃっっ う ょうてぇ し かのぉけゃすぇ 

しう う ゃはさゃぇ ゃ うょっぇかくぇすぇ かのぉけゃ, おけはすけ 
ういこうすゃぇ おなき ╊けさなくし. ╃ゃぇきぇすぇ あうゃっはす 
っょうく し ょさせゅ う っょうく いぇ ょさせゅ. ′っえくうはす 
あうゃけす しすぇゃぇ かのぉけゃすぇ え おなき ╊ぇさう. ╇ 
すけゃぇ は こけゅせぉゃぇ…
]きっくはとう しっ くぇしすさけっくうは. ╁うゃうぇく 

ぉうかぇ ゃないたゃぇかはゃぇくぇ こさっょうきくけ いぇさぇ-
ょう おさぇしけすぇすぇ しう, おけっすけ すは しきはすぇかぇ いぇ 

こさっつおぇ ゃ こさうっきぇくっすけ え おぇすけ しっさうけいくぇ 
ぇおすさうしぇ. ′け ゃ ょっえしすゃうすっかくけしす くぇえ-ゅけ-
かっきう すさせょくけしすう ゃ おぇさうっさぇすぇ え しない-

ょぇゃぇ くっえくけすけ くっしすぇぉうかくけ いょさぇゃっ - 
しすさぇょぇかぇ けす ぉうこけかはさくけ さぇいしすさけえしすゃけ.                                                                                                             
¨かうゃうっ しう しこけきくは こなさゃうは うくちうょっくす: ゃ 
ゅさうきぬけさくぇすぇ, ぉっい くうおぇおなゃ こけゃけょ すは いぇ-
こけつゃぇ ょぇ きせ おさっとう, しかっょ すけゃぇ ういゃっょくなあ 
しこうさぇ う しっ ゃすさっくつゃぇ ゃ くうとけすけ. ╇いこなか-
くはゃぇ さけかはすぇ しう くぇ ¨そっかうは ぉっい ゅさっておぇ, 
ぇ くぇ しかっょゃぇとうは ょっく しっ ゃさなとぇ おなき くけさ-
きぇかくけすけ しう こけゃっょっくうっ, ぉっい ょけさう ょぇ しう 
しこけきくは しかせつおぇすぇ. ╊うえ うゅさぇっ し [. 〈っえかなさ, 
╊. ╀ぇさうきけさ う ╋. ‘̈]なかうゃぇく ゃ „ぅくおう ゃ 
¨おしそけさょ“, こなさゃうはす え そうかき, おけえすけ こさう-
ゃかうつぇ ゃくうきぇくうっ ゃ ]┿】. ╆ぇこけつゃぇ ょぇ え 
しっ くけしう うきっ くぇ すさせょっく たぇさぇおすっさ う すは っ 
いぇこかぇてっくぇ, つっ, ぇおけ くっ こけょけぉさう こけゃっょっ-
くうっすけ しう, ょけゅけゃけさなす え し ╉けさょぇ くはきぇ ょぇ 
ぉなょっ こけょくけゃっく.
》けかうゃせょ. ¨かうゃうっ しっ けこうすゃぇ ょぇ さぇい-

てうさう そうかきけゃぇすぇ しう おぇさうっさぇ ゃ ]┿】. 
╉けゅぇすけ きせ こさっょかぇゅぇす さけかはすぇ くぇ 》うえす-
おかうそ ゃ „╀させかっくう たなかきけゃっ“, すけえ いぇきう-
くぇゃぇ いぇ 》けかうゃせょ. ╊うえ けすおぇいゃぇ さけかはすぇ 
くぇ ╇いぇぉっかぇ う けしすぇゃぇ ゃ ╊けくょけく. ]おけさけ 
くぇせつぇゃぇ, つっ かのぉうきうはす え しう っ くぇさぇくうか 
おさぇおぇ う すは きけきっくすぇかくけ けすかうすぇ こさう くっゅけ!                                                                                                              
‶さっい しなとぇすぇ 1939 ゅ. 》けかうゃせょ せしうかっくけ 
すなさしう ぇおすさうしぇ, おけはすけ ょぇ ういうゅさぇっ ]おぇさ-
かっす ̈ ‘》ぇさぇ ゃ „¨すくっしっくう けす ゃうたなさぇ“. ]かっょ 
ういぉけさぇ くぇ ╊うえ  ぇゅっくすなす  ╋. ]っかいくうお 
こうてっ: „〈は っ ]おぇさかっす う ういゅかっあょぇ ょはゃけか-
しおう ょけぉさっ“, ぇ さっあうしぬけさなす ╃あ. ╉のおなさ っ 
ゃょなたくけゃっく けす くっゃっさけはすくぇすぇ え おさぇしけすぇ 
う くっけぉせいょぇくけしす. ]くうきおうすっ しっ けおぇいゃぇす 
すさせょくう いぇ ╊うえ. 〈は さぇぉけすう しっょっき ょくう ゃ 
しっょきうちぇすぇ, つっしすけ ょけ すけかおけゃぇ おなしくけ, つっ 
くっ せしこはゃぇ ょぇ しっ ゃうょう し ¨かうゃうっ, おけえすけ っ 
ゃ ′の ╈けさお. 《うかきなす っ こけしさっとくぇす し くっ-
ぉうゃぇか いさうすっかしおう うくすっさっし, ぇ ╁うゃうぇく っ 
けすかうつっくぇ し „¨しおぇさ“ いぇ くぇえ-ょけぉさけ ういこなか-
くっくうっ くぇ ゅかぇゃくぇ さけかは.                                                                                 
╇いこうすぇくうっすけ くぇ しかぇゃぇすぇ. ]こけさっょ くは-

おけう ぉうけゅさぇそう, すけいう しゃっすおぇゃうつっく せしこった 
くぇ ╊うえ  いぇしはゅぇ しぇきけかのぉうっすけ くぇ ╊ぇさう. ′け 
くぇ すけいう さぇくっく っすぇこ かのぉけゃすぇ くぇょょっかはゃぇ.                                                                       
╉けさょぇ ぇくゅぇあうさぇ いゃっいょくぇすぇ ょゃけえおぇ いぇ 
ゅかぇゃくうすっ さけかう ゃなゃ そうかきぇ しう „╊っえょう 》ぇ-
きうかすなく“. ╁うゃうぇく こさうょぇゃぇ すけかおけゃぇ けつぇ-
さけゃぇくうっ くぇ けぉさぇいぇ しう, つっ ̈ かうゃうっ こさけしすけ 
ぉかっょくっっ ょけ くっは. ╊けさなくし っ こさっおぇかっくけ 
さぇちうけくぇかっく ゃ ぇおすぬけさしおうすっ しう こさっゃなこかな-
とっくうは, ょけおぇすけ ╁うゃうぇく うき しっ けすょぇゃぇ し 
ちはかぇすぇ しう ょせてぇ.
‶さったかぇしすくぇすうすっ おさうすうちう しっ くぇょこさっ-

ゃぇさゃぇす ょぇ たゃぇかはす ゃしはおけ くっえくけ ういこなかくっ-
くうっ.
╇ いぇ ょぇ くっ ょぇゃぇ こけゃけょう くぇ 

╊ぇさう ょぇ は さっゃくせゃぇ けす せしこったう-
すっ え, すは せきうてかっくけ ゅう けきぇかけ-
ゃぇあぇゃぇ. ′ぇこさうきっさ, し ゃすけさうは 
しう „¨しおぇさ“ こけょこうさぇ ゃさぇすぇすぇ 
くぇ しすぇはすぇ うき, くぇきっおゃぇえおう くぇ 
しなこさせゅぇ しう, つっ う くぇえ-こさっし-
すうあくぇすぇ くぇゅさぇょぇ くっ けいくぇつぇゃぇ 
くうとけ いぇ くっは.
╉かぇょぇすぇ くぇ かのぉけゃすぇ. 

‶さっい 1945 ゅ. けすおさうゃぇす, つっ ╁う-
ゃうぇく っ ぉけかくぇ けす すせぉっさおせかけいぇ. 
′け くうとけ くっ きけあっ ょぇ は くぇおぇさぇ 
ょぇ しかっいっ けす しちっくぇすぇ. „╆ぇ きっく 
さぇぉけすぇすぇ けいくぇつぇゃぇ あうゃけす”, 
おぇいゃぇ すは. ╉けゅぇすけ ぉけかっしすすぇ 
は しなぉぇさは くぇ かっゅかけ, ╊けさなくし 
ぉっいせきくけ くっさゃくうつう. 〈は しっ ぉけう 
こけゃっつっ いぇ くっゅけ, けすおけかおけすけ いぇ 
しっぉっ しう. ‶さっい ちはかけすけ ゃさっきっ 
すは しっ ょゃうあう こけ さなぉぇ くぇ こさけ-
こぇしすすぇ, ょけ ぉっいせきうっすけ けしすぇゃぇ 
っょくぇ おさぇつおぇ. ¨かうゃうっ っ くぇ 
ゅさぇくうちぇすぇ くぇ けすつぇはくうっすけ, こけ 
ちっかう くけとう っ ょけ くっは, いぇとけすけ 
こさけょなかあぇゃぇ ょぇ は けぉうつぇ, くけ し 
くうとけ くっ きけあっ ょぇ え こけきけゅくっ. 
]かっょ くはおけかおけ ゅけょうくう え けす-
おさうゃぇす う きぇくうぇおぇかくぇ ょっこさっ-
しうは - いぇさぇょう こさっこぇさぇすうすっ う 
っかっおすさけてけおけゃっすっ, こさぇゃっくう 
え ゃ こしうたうぇすさうつくぇ おかうくうおぇ. 
〈けいう せょぇさ っ ゃっつっ くっこけくけしうき 

いぇ ╊ぇさう, ぉけかっしすすぇ え ゅけ こかぇてう. 〈けえ っ くぇ 
ゃなさたぇ くぇ しかぇゃぇすぇ しう, たけさぇすぇ ゅけ きうしかはす いぇ 
ゅっくうえ う こけかせぉけゅ う ゃ すけいう しちっくぇさうえ くはきぇ 

きはしすけ いぇ っょくぇ けぉっいせきはゃぇとぇ あっくぇ. 〈けえ 
くっ ういょなさあぇ こけゃっつっ ょぇ っ し くっは…  ╆ぇ すけゃぇ 
ょけこさうくぇしは う そぇおすなす, つっ いぇ 20 ゅけょうくう 
しなゃきっしすっく あうゃけす くっ せしこはゃぇす ょぇ しないょぇ-
ょぇす ょっちぇ, ╁うゃうぇく こさぇゃう ょゃぇ しこけくすぇくくう 
ぇぉけさすぇ.
╋っあょせ かのぉけゃすぇ う しすさぇょぇくうっすけ. 

╋うくぇかけすけ ゅう ょなさあう っょうく ょけ ょさせゅ ょけ 
1957 ゅ., おけゅぇすけ すけえ しさっとぇ くけゃぇ かのぉけゃ 
- ぇおすさうしぇすぇ ╃あけぇく ‶かけせさぇえす. ╉けゅぇすけ 
╁うゃうぇく さぇいぉうさぇ すけゃぇ, すは くっ うしおぇ ょぇ しっ 
ぉけさう いぇ ╊けさなくし, いぇとけすけ しきはすぇ, つっ いぇ 
かのぉけゃすぇ くっ きけあって ょぇ しっ ぉけさうて - くっは 
うかう は うきぇ, うかう は くはきぇ. ‶さっい 1960 ゅ. かけく-
ょけくしおうはす しなょ さぇいゃっあょぇ いゃっいょくぇすぇ ょゃけえ-
おぇ. ╁うゃうぇく くっ きけあっ ょぇ せょなさあう しなかいうすっ 
しう. 〈は しきはすぇ, つっ っ ゃうくけゃくぇ う くっ しっ けこかぇ-
おゃぇ けす しなょぉぇすぇ. ╁しうつおけ しすぇゃぇとけ いぇ くっは っ 
こけゃっつっ けす ゅうぉっか. ′け すは せしすけはゃぇ う せしこはゃぇ  
ょぇ しっ こさっぉけさう. ╃ぇゃぇ しう しきっすおぇ, つっ, ぇおけ 

くっ ゅけ くぇこさぇゃう, おぇさうっさぇすぇ え っ しゃなさてっ-
くぇ. ┿おすさうしぇすぇ こけぉっあょぇゃぇ けしおなさぉっくぇすぇ う 
しなしうこぇくぇ あっくぇ う すは くっ しこうさぇ ょぇ うゅさぇっ.
╃あけく ╋っさうゃっえか. ╁ すっいう すさせょくう ょくう 

くっえくぇ こけょおさっこぇ っ ぇおすぬけさなす ╃あけく ╋っ-
さうゃっえか. 〈けえ けすょぇゃくぇ う ぉっいくぇょっあょくけ は 
けぉうつぇ, いくぇっ いぇ ぉけかっしすすぇ え う いぇ ゃしうつおけ, 
しゃなさいぇくけ し ¨かうゃうっ. 〈けえ さぇいぉうさぇ こさっ-
おさぇしくけ, つっ くっ きせ っ しなょっくけ ょぇ ゅけ ういきっし-
すう けす しなさちっすけ え. ╆くぇっ, つっ ╊けさなくし きけあっ 
ょぇ ぉなょっ いぇきっしすっく しぇきけ けす しぇきうは ╊け-
さなくし. ′け つせゃしすゃけすけ きせ っ すけかおけゃぇ しうかくけ, 
つっ しっ こさうきうさはゃぇ う こけっきぇ ゃ しゃけう さなちっ 
けすゅけゃけさくけしすすぇ いぇ しなょぉぇすぇ くぇ ╁うゃうぇく. 
〈は けちっくはゃぇ すけいう ぉかぇゅけさけょっく あっしす, くけ 
ゃしうつおけ しう けしすぇゃぇ おぇすけ こさっょう - ╊ぇさう しう 
っ ╊ぇさう, ╋っさうゃっえか っ こさけしすけ ╋っさうゃっえか. 
╁ あうゃけすぇ え ╃あけく っ しぇきけ こぇすっさうちぇ, くぇ 
おけはすけ ╁うゃうぇく しっ っ けこさはかぇ ゃ すさせょっく きけ-
きっくす, いぇ ょぇ きけあっ ょぇ こさけょなかあう くぇこさっょ. 
╁はさゃぇえおう ょけ こけしかっょくうは しう きうゅ, つっ くっえ-
くうはす ╊ぇさう とっ しっ ゃなさくっ. 〉しこはゃぇ ょぇ しっ 
しくうきぇ しぇきけ ゃ けとっ っょうく そうかき - „╉けさぇぉなす 
くぇ ゅかせこちうすっ“. 
╉さぇはす うょゃぇ しぇきけ くぇ 54. ‶さっい のくう 

1967 ゅ. ╊うえ すさはぉゃぇ ょぇ さっこっすうさぇ, くけ くけゃ 
こさうしすなこ くぇ すせぉっさおせかけいぇすぇ は こけゃぇかは くぇ 
かっゅかけ. ¨すおぇいゃぇ ょぇ こけしすなこう ぉけかくうちぇ. ′ぇ 
10 のかう, おなしくけ しかっょ しこっおすぇおなかぇ, ╃あけく 
しっ こさうぉうさぇ う は くぇきうさぇ いぇしこぇかぇ. ′うとけ 
くっ こさっょゃっとぇゃぇ おぇおゃけ とっ しっ しかせつう しかっょ 
こっすくぇょっしっす きうくせすう. ]かせつゃぇ しっ くっこけこさぇ-
ゃうきけすけ. ╃あけく ゃうあょぇ ╁うゃうぇく くぇ こけょぇ. 
╀っいょうたぇくくぇ. 〈は しっ けこうすぇかぇ ょぇ けすうょっ 
ょけ ぉぇくはすぇ, くけ ぉっかうはす え ょさけぉ くっ ういょなさ-
あぇか. ‶なさゃうはす つけゃっお, くぇ おけゅけすけ ╋っさう-
ゃっえか しっ けぉぇあょぇ, っ ̈ かうゃうっ. ]かっょ きうくせすう 
すけえ こさうしすうゅぇ, いぇ ょぇ しっ こさけしすう いぇゃうくぇ-
ゅう し すぇいう, おけはすけ ぉっいいぇゃっすくけ っ けぉうつぇか.                  
╃ゃぇきぇすぇ え かのぉうきう きなあっ しぇ すっいう, おけうすけ 
とっ けさゅぇくういうさぇす こけゅさっぉっくうっすけ え…

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

〈っいう ょゃっ ういおかのつうすっかくけ ゃぇあくう いぇ さぇぉけすっとうすっ ゃ くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ さっゅうけくぇ  -„┿さしっ-
くぇか”, つせ う けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ╅うゃおぇ ┿かぇょあけゃぇ こけ ゃさっきっ くぇ こなさゃぇすぇ 

え ゃういうすぇ ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ けさなあっえくうちぇ. ┿かぇょあけゃぇ, おけはすけ っ くぇ こけしすぇ けす のくう すぇいう ゅけょうくぇ, しっ 
しさっとくぇ いぇ こなさゃう こなす し さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ そうさきぇすぇ. 『っかすぇ くぇ ゃういうすぇすぇ ぉっ いぇ-
こけいくぇゃぇくっ くぇ きはしすけ しなし  しうすせぇちうはすぇ ゃ 
„┿さしっくぇか”, し こさけぉかっきうすっ う くぇきっさっくう-
はすぇ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ, し ゃないきけあくけしすう-
すっ いぇ けおぇいゃぇくっ くぇ しなょっえしすゃうっ. ‶さっょう 
┿かぇょあけゃぇ, くっえくうはす こさっょてっしすゃっくうお 
′っょはかおけ ′っょはかおけゃ くぇ ょゃぇ こなすう  うきぇ-
てっ しさっとう し さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか”, くけ こけゃけょなす すけゅぇゃぇ ぉっ すさっゃけゅぇすぇ 
けおけかけ けこすうきういぇちううすっ くぇ こっさしけくぇかぇ ゃ 
こさっょうてくうすっ ょゃっ ゅけょうくう. 
„[ぇぉけすうき, さぇいてうさはゃぇきっ こさけょせおすけ-

ゃぇすぇ ゅぇきぇ, おけかおけすけ う ょぇ くう っ すさせょくけ, 
せしこはゃぇきっ ょぇ しっ ょなさあうき くぇょ ゃけょぇすぇ. 
′はきぇき けしけぉっくう こさうすっしくっくうは ゃ けぉけ-
いさうきけ ぉなょっとっ, くけ すけゃぇ くっ ぉうゃぇ ょぇ くう 
せしこけおけはゃぇ”, おぇいぇ こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇすぇ 

′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. 〈けえ いぇはゃう, つっ おなき くぇしすけはとうは きけきっくす „┿さしっくぇか” っ けぉっいこっつっく し こけさなつおう う 
くっ しっ こさっょゃうあょぇ しなおさぇとぇゃぇくっ くぇ たけさぇ. 『っかすぇ  くう っ ょぇ しなたさぇくうき こっさしけくぇかぇ けおけかけ しっゅぇて-
くぇすぇ きせ つうしかっくけしす, ぉかういけ 5 たうかはょう ょせてう, ょけこなかくう すけえ. 
╇ぉせてっゃ けこさっょっかう しうすせぇちうはすぇ し こさうっきぇくっすけ う けしゃけぉけあょぇゃぇくっすけ くぇ さぇぉけすっとう けす „┿さしっ-

くぇか” おぇすけ „ょうくぇきうつくぇ う いぇゃうしっとぇ ういおかのつうすっかくけ けす しおかのつっくうすっ ょけゅけゃけさう”. 
„[ぇぉけすうき ゃ せしかけゃうは くぇ ゅけかはきぇ う あっしすけおぇ おけくおせさっくちうは, くぇ くぇきぇかっくう ゃけっくくう ぉのょあっすう くぇ 

しすさぇくうすっ, おけっすけ こさぇゃう いぇょぇつぇすぇ くぇ きっくうょあなさしおうは っおうこ ういおかのつうすっかくけ すさせょくぇ”, おぇいぇ けとっ 
ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか”. 

] ょけ 2500 かっゃぇ ¨ぉとうくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお とっ こけょこけきぇゅぇ 
ょゃけえおう ぉっい ょっちぇ こさう こさけちっょせさう „うく ゃうすさけ” うかう うい-

しかっょゃぇくうは おなき すはた.
〈けゃぇ いぇこうしぇたぇ おぇすけ しゃけっ さってっくうっ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくう-

ちう くぇ ╉ぇいぇくかなお くぇ こけしかっょくけすけ しう いぇしっょぇくうっ. ‶け こさっょかけ-
あっくうっ くぇ おきっすぇ くぇ けぉとうくぇすぇ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, ぉっ こさうっす 

‶さぇゃうかくうお いぇ そうくぇくしうさぇくっ くぇ こさけちっょせさう ”うく ゃうすさけ” くぇ 
しっきっえしすゃぇ う かうちぇ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう, あうゃっっとう くぇ 
しっきっえくう くぇつぇかぇ, くぇ すっさうすけさうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
] すけいう しう たけょ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお しすぇくぇ 36-すぇすぇ けぉとうくぇ ゃ 

╀なかゅぇさうは, おけはすけ とっ こけょこけきぇゅぇ そうくぇくしけゃけ ぉっいょっすくう ょゃけえ-
おう しなし しさっょしすゃぇ けす しゃけは ぉのょあっす. ]こけさっょ くっけそうちうぇかくぇすぇ 
うくそけさきぇちうは, ゃ さっこさけょせおすうゃくぇ ゃないさぇしす ょゃけえおうすっ ぉっい ょっちぇ 
ゃ ╉ぇいぇくかなておけ しぇ くぇょ 200.
]さっょ きけすうゃうすっ くぇ ゃくけしうすっかは いぇ すけいう こさぇゃうかくうお しぇ: さぇし-

すはとうはす ぉさけえ くぇ ょゃけえおうすっ し さっこさけょせおすうゃくう こさけぉかっきう, こけ-
っきぇくっすけ けすしすさぇくぇ くぇ ょなさあぇゃぇすぇ くぇ しぇきけ ょけ 3 けこうすぇ いぇ „うく 
ゃうすさけ”, おけうすけ つっしすけ しぇ くっょけしすぇすなつくう う ゃしっ こけ-ゃかけてぇゃぇ-
とぇすぇ しっ けすおなき ょっきけゅさぇそしおけ けすくけてっくうっ おぇさすうくぇ, おぇおすけ ゃ 
しすさぇくぇすぇ, すぇおぇ う ゃ さぇえけくぇ.
╁ こさうっすうは ‶さぇゃうかくうお しぇ けこうしぇくう, おぇおすけ さぇいかうつくうすっ いぇ-

ぉけかはゃぇくうは くぇ あっくぇすぇ, こさっつっとう え ょぇ うきぇ ょっちぇ こけ っしすっしすゃっく 
こなす, こさう おけうすけ ょゃけえおぇすぇ とっ うきぇ こさぇゃけ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇ 
いぇ すっいう しさっょしすゃぇ, すぇおぇ う きぇくうこせかぇちううすっ, いぇ おけうすけ とっ しっ 
けすこせしおぇす こぇさうすっ.

¨す 1-ゃう ょっおっきゃさう  し さってっくうっ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ せつうかうとぇ しっ ゃさなとぇ いぇ-
ょなかあうすっかくけすけ ゃけっくくけ けぉせつっくうっ. 〈け とっ けぉたゃぇとぇ せつっくうちうすっ けす 9-すう う 10-すう おかぇし, おぇお-

すけ う しすせょっくすうすっ. 〉つっくうちうすっ ゃ しさっょくうは おせさし とっ うきぇす けぉとけ 5 つぇしぇ ょけ おさぇは くぇ すぇいう ゅけょうくぇ 
こけょ そけさきぇすぇ くぇ かっおちうう, 
こさっこけょぇゃぇくう けす しかせあう-
すっかう くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ 
くぇ けすぉさぇくぇすぇ ゃ つぇしけゃっすっ 
くぇ おかぇしくうは さなおけゃけょうすっか. 
‶さっょゃうあょぇ しっ  しすせょっくすう-
すっ  しなとけ ょぇ こけょかっあぇす くぇ 
すけゃぇ けぉせつっくうっ, おけっすけ とっ っ 
ゃ さぇきおうすっ くぇ 90 つぇしぇ けぉとけ 
いぇ こっさうけょぇ くぇ しかっょゃぇくっすけ 
うき. 』ぇしす けす すっきうすっ, し おけうすけ 
せつっくうちうすっ けす 9-すう う 10-すう 
おかぇし とっ しっ いぇこけいくぇゃぇす, とっ 
しぇ いぇ すけゃぇ: おぇお しっ けちっかは-
ゃぇ こさう すっさけさうしすうつっく ぇおす う 
おぇおゃぇ っ ちっかすぇ くぇ ゃけっくくうすっ 
くう きうしうう. ‶さっょゃうあょぇ  しっ 
しなとけ せしゃけはゃぇくっ くぇ いくぇくうは 
いぇ けちっかはゃぇくっ ゃ っおしすさっきくう 
しうすせぇちうう. 
╆ぇ すけゃぇ しう くぇきっさっくうっ くけ-

ゃぇすぇ ゃかぇしす ゃ ╀なかゅぇさうは しな-
けぉとう けとっ ゃ こなさゃうすっ  ょくう 
くぇ きぇくょぇすぇ しう, くけ さっぇかくけ くっけぉたけょうきけしすすぇ けす ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ  つぇしけゃっすっ こけ ゃけっくくけ けぉせ-
つっくうっ ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ ぉっ すっきぇ, こけゃょうゅぇくぇ くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ けす こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
さぇいかうつくう しさっょう う うくしすうすせちうう. ╃っこせすぇすう けす さぇいかうつくう こけかうすうつっしおう しうかう けとっ ゃ こさっょたけょくうは 
こぇさかぇきっくす しなとけ こさけおかぇきうさぇたぇ うょっはすぇ いぇ ゃないしすぇくけゃはゃぇくっ くぇ ゃけっくくけすけ けぉせつっくうっ. 
[っょけゃくぇすぇ ゃけっくくぇ しかせあぉぇ ゃ ╀なかゅぇさうは ぉっ けすきっくっくぇ  こさっょう 7 ゅけょうくう う くぇ くっえくけ きはしすけ 

ぉっ しないょぇょっくぇ こさけそっしうけくぇかくぇ ぇさきうは. ‶さけきはくぇ, こけしさっとくぇすぇ こなさゃけくぇつぇかくけ し けぉかっおつっくうっ 
けす ゃしうつおう, いぇ おけうすけ おぇいぇさきぇすぇ しっ ぉっ こさっゃなさくぇかぇ ゃ しうきゃけかうつくけ きはしすけ くぇ „いぇょなかあうすっかくけ 
いぇすなこはゃぇくっ“ う しおさうすけ くぇしうかうっ.

【そうあ くあみうけ けくたひしせけてかしせけみて おけちかさてそち せあ „╅ちつかせあし” 〉けさそしあこ ¨いとのかう せあ 
つちかはあ つ そいしあつてせけみ とたちあうけてかし せあ そいしあつて 』てあちあ ′あえそちあ ╋けうさあ ╅しあおきそうあ

Оскари в кладата на любовта

╁うゃうぇく ╊うえ, しきはすぇくぇ いぇ くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ ぉさうすぇくおぇ いぇ ゃしうつおう ゃさっ-
きっくぇ, っ さけょっくぇ こさっい 1913 ゅ. ╇ゅさぇっ ゃ すっぇすなさ „¨かょ ╁うお“ ゃ ╊けく-

ょけく.  ╇いはゃはゃぇ しっ ゃ 【っおしこうさけゃ さっこっさすけぇさ. ╇いおせしすゃけすけ え っ し こけょつっさすぇく 
うくすっさっし おなき しかけあくう こしうたけかけゅうつくう たぇさぇおすっさうしすうおう. ′っえくう こぇさす-
くぬけさう しぇ ╉かぇさお ╂っえぉなか, ╊けさなくし ¨かうゃうっ う ょさせゅう うきっくうすう ぇおすぬけさう.                                                                                          
′けしうすっかおぇ っ くぇ ょゃっ くぇゅさぇょう くぇ そうかきけゃぇすぇ ぇおぇょっきうは くぇ ]┿】 いぇ さけかう-
すっ え くぇ ]おぇさかっす ̈ ‘》ぇさぇ  ゃなゃ そうかきぇ, こけあなくぇか くぇえ-ゅけかっきうは おぇしけゃ せしこった 
ゃ うしすけさうはすぇ くぇ おうくけすけ -  „¨すくっしっくう けす ゃうたなさぇ” - し 10 „¨しおぇさ”-ぇ, う くぇ 
╀かぇくて ╃のぉけぇ ゃ „〈さぇきゃぇえ „╅っかぇくうっ“.
〉きうさぇ こさっい 1967 ゅ.
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