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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, 『ゃっすぇく 【う-

おけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╇かてかちあせけ: 』あのそ ╅せおそせそう,

をみし きけうそて うそこせけさ せあ たそつてあ

〉そうけみて [【╉
せあ „╅ちつかせし“ ╅╉

╉-ち [かてけ 〈あせあしそうあ:
《いはけせつさあてあ いそしせけぬあ か たちけそちけてかて くあ 

„╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ” 

╉うけきかせけか せあ とおそしつてうけかてそ はか 
つひくおあうあて う [あくあせしひさ

на стр.2

на стр.3

на стр.8

на стр.7
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》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

‶. 〉けさそしそう: ぅか せあたちあうけす うつけねさそ うひくすそきせそ おあ くあたあくけす 
うそおあてあ せあ さあくあせしひのさそてそ つかしそ っつかせそうそ

‶さけっおす くぇ けぉとうくぇ ╂ぇぉさけゃけ 
いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ ゃけょけたゃぇとぇ-

くっ いぇ くけゃ すせさうしすうつっしおう けぉっおす 
ゃ きっしすくけしすすぇ „〉いぇくぇ” きけあっ ょぇ 
けゅさぇくうつう ゃけょぇすぇ くぇ おぇいぇく-

かなておけすけ しっかけ ぅしっくけゃけ. ‶け 
すけいう こけゃけょ けぉかぇしすくうはす せこさぇ-

ゃうすっか くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ  
╈けさょぇく ′うおけかけゃ っ ういこさぇすうか 
けすさうちぇすっかくけ しすぇくけゃうとっ ょけ 
きうくうしすなさぇ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ 
う ゃけょうすっ ′けくぇ ╉ぇさぇょあけゃぇ.
]すぇくけゃうとっすけ きせ ぉっ けこけゃっ-

しすっくけ くぇ しさっとぇ し おきっすぇ くぇ しっ-

かけすけ 》さうしすけ 》さうしすけゃ う くっゅけゃう 
しなしっかはくう, ゅけすけゃう ょぇ こけょおさっ-

こはす しすぇくけゃうとっすけ くぇ けぉかぇしす-
くうは せこさぇゃうすっか う しなし しこっちう-

ぇかくぇ こけょこうしおぇ くぇ あうすっかう くぇ 
ぅしっくけゃけ. ╁ くっは はしっくけゃちう とっ 
ぇかぇさきうさぇす っおけきうくうしすっさしすゃけ-

すけ, つっ ういゅさぇあょっくけすけ くぇ くけゃうは 

╆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: d_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 7 24 55

すせさうしすうつっしおう けぉっおす とっ いぇ-

しすさぇてう こけきうくなおぇ うき - けしくけゃ-

くけ いっきっょっかうっ う あうゃけすくけゃなょ-

しすゃけ. ╆ぇせしすゃぇくっすけ くぇ ゃけょうすっ 
くぇ さっおうすっ ╊ってくうちぇ, 〈せくょあぇ う 
╂ぇぉさけゃくうちぇ, いぇ ょぇ しっ けしうゅせさう 
ゃけょぇすぇ いぇ くけゃ すせさうしすうつっしおう 
けぉっおす ゃ きっしすくけしすすぇ „〉いぇくぇ”, とっ 
ょけゃっょっ うきっくくけ ょけ すけゃぇ, おぇすっ-

ゅけさうつくう しぇ はしっくけゃちう. 
′ぇ しさっとぇすぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇ-

ゃうすっか っ せゃっさうか こさうしなしすゃぇとう-

すっ, つっ とっ ういうしおぇ う しすぇくけゃうとっ 
けす [っゅうけくぇかくぇすぇ うくしこっおちうは 
こけ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う ゃけょう-

すっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけっすけ ょぇ 
せょけしすけゃっさう, つっ きっしすくけしすすぇ っ 
こさうさけょっく さっいっさゃぇす. 〈けえ しつう-

すぇ, つっ けす ╁う╉ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
う けす こさっょこさうはすうっ „ぅいけゃうさう う 
おぇしおぇょう” しなとけ とっ こけょおさっこはす 
うしおぇくっすけ くぇ あうすっかうすっ いぇ いぇ-

こぇいゃぇくっ くぇ ゃけょくうは さっしせさし くぇ 
しっかけすけ, すなえ おぇすけ けす ゃけょうすっ  くぇ 
さっおぇ ╊ってくうちぇ, おけはすけ しっ ゃかうゃぇ 
ゃ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ, しっ けしうゅせ-

さはゃぇ ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっ う いぇ けぉ-

かぇしすくうは ちっくすなさ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
¨ぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか せゃっさう, 
つっ とっ いぇこけいくぇっ し こさけぉかっきぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ う ╇いこなかくう-

すっかくぇすぇ おけきうしうは くぇ ‶‶  ╂╄[╀.
》けさぇすぇ けす しっかけすけ しぇ しうゅせさくう, 

つっ ゃ こけょこうしおぇすぇ とっ しっ ゃおかの-

つぇす う すせさうしすうすっ, さうぉぇさうすっ, 
かけゃちうすっ う こっとっさくはちうすっ けす 
╉ぇいぇくかなお, おけうすけ さっょけゃくけ こけ-

しっとぇゃぇす こさうさけょくうは さっいっさゃぇす 
„╊ってくうちぇ” ゃ けおけかくけしすうすっ くぇ 
こけょこかぇくうくしおけすけ しっかちっ し 800 
あうすっかう.
′ぇ しさっとぇすぇ あうすっかうすっ くぇ ぅしっ-

くけゃけ こけしすぇゃうたぇ  こさっょ ′うおけかけゃ 
う ゃなこさけしぇ いぇ かうこしぇすぇ くぇ くけさ-

きぇかっく こなす う すさぇくしこけさす ょけ しっ-

かけすけ, おけっすけ こさうくせあょぇゃぇ さぇぉけ-

すっとうすっ こさっょうきくけ ゃ „┿さしっくぇか” 
う „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ” あうすっかう くぇ 
ぅしっくけゃけ ょぇ しう くぇっきぇす おゃぇさすう-

さう ゃ ゅさぇょぇ. 〈ぇおぇ, しこけさっょ おきっ-

すぇ くぇ しっかけすけ 》さうしすけ 》さうしすけゃ, 
すけ しっ けぉっいかのょはゃぇ う きかぇょうすっ 
たけさぇ ゅけ くぇこせしおぇす. ╆ぇきっしすくうお 
けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ╂ぇかう-

くぇ ]すけはくけゃぇ うくそけさきうさぇ, つっ 
こさっょしすけう こさけちっょせさぇ いぇ うい-
ぉけさ くぇ こさっゃけいゃぇつう ゃ ╉ぇいぇく-

かなお, すなえ おぇすけ 6 きっしっちぇ すっ しぇ 
ういゃなさてゃぇかう こさっゃけいう くぇ たけさぇ 
ゃ ゅさぇょしおうは すさぇくしこけさす, ぉっい ょぇ 
うきぇす かうちっくい いぇ すけゃぇ.
                                                         〈┿

23-すう のかう
』っしすゃぇくっ くぇ 143-すぇ ゅけょうて
くうくぇ けす すさぇゅうつくぇすぇ ゅうぉっか くぇ 
ゃけえゃけょぇすぇ 》ぇょあう ╃うきうすなさ う 
くっゅけゃうすっ つっすくうちう:  
10,00 つ. - こか. ”]っゃすけこけかうし” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお - こけょくぇしはくっ くぇ 
ちゃっすは こさっょ こぇきっすくぇすぇ こかけつぇ 
くぇ 》ぇょあうょうきうすさけゃうすっ つっす
くうちう.
11.00 つ. – ╁さ. 》ぇょあう ╃うきう
すなさ - ‶ぇくうたうょぇ ゃ こぇきっす くぇ 
いぇゅうくぇかうすっ 》ぇょあうょうきうすさけゃう 
つっすくうちう とっ けすしかせあう ′.╁.‶さ. 
]すぇさけいぇゅけさしおうはす きうすさけこけかうす 
╂ぇかぇおすうけく, しかけゃけ くぇ おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ‶けつっ
すっく おぇさぇせか こけ こけょくぇしはくっすけ 
くぇ ゃっくちう う ちゃっすは.
12.00 つ. -  ¨ぉさっょっく おせさぉぇく.                                                                                                       
┿ゃすけぉせしうすっ すさなゅゃぇす ゃ 10.00 
つ. けす たけすっか „╉ぇいぇくかなお”.
『っくぇ くぇ ぉうかっすぇ ゃ っょくぇすぇ こけ
しけおぇ – 2.00 かゃ.

‶なさゃう 《っしすうゃぇか くぇ すさぇょう
ちうけくくぇすぇ こっしっく う すさぇょう
ちうけくくうすっ ぉなかゅぇさしおう はしすうは 
けさゅぇくういうさぇす しっかぇすぇ ╆きっえけゃけ 
う ‶さはこけさっち, ╀なかゅぇさしおけすけ けぉ
とっしすゃけ いぇ そけかおかけさ う ¨ぉとう
くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 《っしすうゃぇかなす 
いぇこけつゃぇ くぇ 23 のかう /しなぉけすぇ/ 
けす 10,30 つぇしぇ くぇ ‶けつうゃくぇすぇ 
ぉぇいぇ くぇ „╆ぇゅけさぇ 》けかょうくゅ” ゃ 
し. ‶さはこけさっち. ╇ょっはすぇ う けさ
ゅぇくういぇちうはすぇ っ くぇ つうすぇかうとっ
すけ ゃ し. ╆きっえけゃけ. ′ぇ しちっくぇすぇ 
とっ しっ ういはゃはす 20 そけかおかけさくう 
しなしすぇゃぇ けす 6 けぉとうくう – ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, [ぇょくっゃけ, ╂なかなぉけゃけ, 
』うさこぇく, ╋なゅかうあ う ╉けすっか.
╂けしすうすっ う せつぇしすくうちうすっ とっ 
きけゅぇす ょぇ けこうすぇす けす ういかけあっ
くうすっ すさぇょうちうけくくう はしすうは くぇ 
22-きぇ いぇこうしぇくう いぇ せつぇしすうっ ゃ 
おせかうくぇさくぇすぇ ういかけあぉぇ.

29-すう のかう, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
19.00 つぇしぇ - こさっょ ╉うさおけゃぇすぇ  
こっつぇすくうちぇ /せか. „》さうしすけ ╀け
すっゃ”/ - けすおさうゃぇくっ くぇ こぇきっすっく 
いくぇお くぇ しないょぇすっかうすっ う ういょぇ
すっかうすっ くぇ ゃ-お „[ぇぉけすくうつっしおう 
ゃっしすくうお” – ╂っけさゅう ╉うさおけゃ う 

╄そすうき ╃ぇぉっゃ. ′ぇ しなぉうすうっすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ こさうしなしすゃぇす こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ ′] くぇ ╀]‶ くぇつっかけ し こさっょしっょぇすっかは くぇ こぇさすうはすぇ 
]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ.  

30-すう のかう, ゃさ. ╀せいかせょあぇ 
11.00 つぇしぇ - ′ぇちうけくぇかっく しなぉけさ くぇ  ╊っゃうちぇすぇ. 120 ゅけょうくう  
けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇすぇ こぇさすうは. ′ぇ しなぉけさぇ 
けそうちうぇかくけ とっ ぉなょっ けぉはゃっくぇ おぇくょうょぇすせさぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇ こさっ
いうょっくす くぇ ういぉけさうすっ こさっい けおすけきゃさう. ╆ぇ あっかぇっとうすっ けす ╉ぇいぇく
かなお ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ しなぉけさぇ っ けさゅぇくういうさぇく すさぇくしこけさす. 『っくぇすぇ 
くぇ ぉうかっすぇ ゃ ょゃっすっ こけしけおう っ 3 かっゃぇ. ╆ぇこうしゃぇくっ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╀]‶ う くぇ すっか. 0431/ 64250.
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′ぇ 2-さう のかう さなおけゃけょうすっかはす くぇ くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっお
すうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  

『ゃっすぇく 【うおけゃ けきなあう しゃけはすぇ  こさっおさぇしくぇ ょなとっさは - ‶かぇ
きっくぇ.  
25-ゅけょうてくぇすぇ たせぉぇゃうちぇ しっ ゃっくつぇ いぇ かうつくうは おぇいぇくかなておう 

っさゅっく 31-ゅけょうてくうはす ╋うさけしかぇゃ. ╁しうつおけ すけゃぇ - いぇ さぇょけしす ゃ 
けつうすっ う しなさちぇすぇ くぇ しっきっえしすゃぇすぇ 【うおけゃう う ╋ぇさうくけゃう. 
] ういおかのつうすっかくけ ゃなかくせゃぇとけすけ う ょけしすけこけつすっくけ しなぉうすうっ 

しゃぇすぉっくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう くぇ 『ゃっすぇく 【うおけゃ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ くぇしかっょくうちうすっ こさうおかのつゃぇす う こさっょしすけはす けとっ こけ-こさっ
おさぇしくう しなぉうすうは ゃ あうゃけすぇ きせ - おぇすけ すけゃぇ ょぇ しすぇくっ ょはょけ. 
╃ぇえ ╀けあっ ! 
╊のぉけゃ う とぇしすうっ くぇ きかぇょけあっくちうすっ う いょさぇゃっ う しゃけぉけょくけ 

ゃさっきっ いぇ ぉぇぉう う ょはょけゃちう... /いぇ ょぇ ゅかっょぇす ゃくせちう/.
〈┿ 
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′あたけつあせけ つあ うかねか せあお 100  すかつてせけ たそつしかおそうあてかしけ

′ぇちうけくぇかくけ ょゃうあっくうっ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ 
とっ しないょぇゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ょっけかけゅ, ゃょな

たくけゃうすっか う ゅかぇゃっく けさゅぇくういぇすけさ くぇ ╃ゃうあっ
くうっすけ っ きっしすくうはす ぉういくっしきっく う おぇいぇくかなておう 
しなうきっくくうお くぇ こさっいうょっくすぇ ‶っすなさ ]すけはくけゃ. 
]さっょ こさうはすっかうすっ しう ‶っすなさ ]すけはくけゃ ゃっつっ 

っ ういゃっしすっく う おぇすけ ╉きっすぇ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ, 
いぇさぇょう くっくぇょきうくぇすぇ きせ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ 
ゃっしっかう う ょぇ せゃかうつぇ う けしすぇくぇかうすっ ゃなゃ ゃっ
しっかぉぇすぇ.

′ぇちうけくぇかくけすけ ょゃうあっくうっ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ 
ゃっつっ せしこってくけ っ ういゅさぇょうかけ しゃけは しすさせおすせさぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ おけはすけ ょけ きけきっくすぇ しぇ いぇこうしぇくう 
おぇすけ すゃなさょう こけょょさなあくうちう くぇょ 100-くぇ ぉうい
くっしきっくう, うくすっかっおすせぇかちう, けぉとっしすゃっくうちう, 
かっおぇさう, あせさくぇかうしすう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
さぇぉけすくうつっしおぇすぇ おかぇしぇ. ‶さっょしすけう ういゅさぇあ
ょぇくっすけ う くぇ しすさせおすせさう こけ しっかぇすぇ, いぇ おけうすけ 
ゅかぇゃっく けすゅけゃぇさはと とっ っ ]すっそぇく ╉っきぇかけゃ, 
こさけつせか しっ こさっょう ゅけょうくう おぇすけ こなさゃうは ちうゅぇ
くうく ゃ „╀うゅ ╀さぇょなさ” うかう ╀ぇす ]ぇかう. 』かっくしおう
はす ゃくけし ゃ くけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ とっ っ きっしっつっく - ゃ 
さぇいきっさ くぇ ぉせすうかおぇ きぇさおけゃけ せうしおう.
]すけはくけゃ っ けしくけゃくうはす ょゃうゅぇすっか う くぇ こさけ

ちっしぇ こけ こさっょしすけはとぇすぇ しなょっぉくぇ さっゅうしすさぇちうは 
くぇ ╃ゃうあっくうっすけ, おけっすけ とっ こさうてこけさゃぇ のさう
ょうつっしおけすけ しう さぇあょぇくっ し けゅかっょ くぇ こさっょしすけ
はとうすっ きっしすくう う こさっいうょっくすしおう ういぉけさう. ╃け 
╃うきうすさけゃょっく こさっょしすけう う せつさっょうすっかっく おけく
ゅさっし.
╇ょっけかけゅなす くぇ ╃ゃうあっくうっすけ せすけつくう, つっ すけ 

くはきぇ こけかうすうつっしおう ちっかう う ぇきぉうちうう, くうすけ 
とっ さぇいゃうゃぇ ょっえくけしす ゃ おかせぉけゃっ こけ うくすっさっしう, 
すなえ おぇすけ “うくすっさっしなす っ っょうく う おかぇすう そっしぇ”, 
くけ すゃなさょけ とっ こけょおさっこう いぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇく
かなお くぇえ-ゅけかっきうは おせこけくょあうは しさっょ おぇくょうょぇ
すうすっ. ]こっちうぇかくう くぇぉかのょぇすっかう う くっこかぇすっくう 
いぇしすなこくうちう とっ しっ うくそけさきうさぇす ゃしはおぇ ゃっつっさ 
いぇ ちっかすぇ. ¨す ╃ゃうあっくうっすけ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ 
しぇ ゅけすけゃう う いぇ ょさせゅ ゃうょ ょうぇかけゅ, しすうゅぇ ょぇ 
ゅう こけおぇくはす くぇ おきっすしおぇすぇ きぇしぇ. ╋けすうゃなす いぇ 
ょうぇかけゅうつくけしすすぇ うき っ ゃなゃ そうかけしけそうはすぇ, つっ 

ゃしうつおう こさけぉかっきう しすぇゃぇす くぇ 
きぇしぇ う しっ さってぇゃぇす くぇ きぇしぇ.
¨しくけゃくぇ ちっか くぇ ╃ゃうあっ

くうっすけ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ っ 
„いぇぉぇゃかっくうっすけ くぇ くぇさけょぇ 
う しないょぇゃぇくっ くぇ せしかけゃうは いぇ 
っあっょくっゃくけ ゃっしっかうっ こさっょゃうょ 
ゅけかっきうすっ けぉさっきっくっくけしすう くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは さけょ ゃ こけしかっょくうは 
ゃっお う こけつすう しゃっょっくぇすぇ ょけ 
くせかぇ こけ すけいう こけゃけょ ゃないきけあ
くけしす いぇ ゃないこさけういゃけょしすゃけ. 
]すうゅぇ おさういう, しすうゅぇ さぇぉけすぇ, 

くぇさけょなす すさはぉゃぇ ょぇ しっ いぇぉぇ
ゃかはゃぇ, いぇ ょぇ けちっかはゃぇ, おぇすっ
ゅけさうつっく っ ‶っすなさ ]すけはくけゃ. 
〈けえ っ ぇゃすけさ くぇ ょっゃういぇ くぇ ′ぇ
ちうけくぇかくけすけ ょゃうあっくうっ, おけえすけ 
っ: „╄かぇすっ くぇ くぇてぇすぇ きぇしぇ!” 
¨すかうつうすっかくう ちゃっすけゃっ くぇ 

そけさきぇちうはすぇ とっ しぇ ちゃっすけゃっすっ 
くぇ ょなゅぇすぇ, こさっょゃうょ てうさけおうは 

しこっおすなさ くぇ ちっかうすっ くぇ ╃ゃうあっ
くうっすけ.
╇ょっけかけゅなす う ゃょなたくけゃうすっか 

くぇ くぇえ-くけゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
くぇょこぇさすうえくぇ しすさせおすせさぇ, さけ
ょっくうはす ゃ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ 
]すけはくけゃ, っ 37-ゅけょうてっく, こさう
すっあぇすっか くぇ ょゃっ ゃうしてう けぉさぇ
いけゃぇくうは: そうくぇくしう う おさっょうす う 
ぉぇくおけゃけ ょっかけ, ぉういくっしきっく こけ 
こさうくせょぇ う こぇさすうっく しすさけうすっか 
こけ こさういゃぇくうっ. ╀ぇとぇ くぇ ょゃぇ
きぇ しうくぇ - くぇ 5 う 8 ゅけょうくう う 
とぇしすかうゃけ あっくっく. 
‶け すけいう こけゃけょ けす さなおけゃけょ

しすゃけすけ せすけつくはゃぇす, つっ うきぇす 
しこっちうぇかくう いぇおけくけょぇすっかくう 
こさっょかけあっくうは こけ ゃなこさけしぇ いぇ 
けすゃけさっくうは ぉさぇお, おけうすけ しかっょ 
ゃしっくぇさけょくぇ ょうしおせしうは とっ 
ゃくっしぇす いぇ ゅかぇしせゃぇくっ ゃ ′ぇさけょ
くけすけ しなぉさぇくうっ.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉┿╊╄′╃┿[
╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

22 のかう – ]ゃ. ╋ぇさうは ╋ぇゅょぇかうくぇ; うきっくくうちう – ╋ぇゅょぇかっくぇ, ╋っゅかっくぇ.
24 のかう – 110 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╇かうは ╀っておけゃ – っょうく けす くぇえ-
いぇぉっかっあうすっかくうすっ たせょけあくうちう くぇ 20 ゃっお, ゅさぇそうお, おぇさうおぇすせさうしす, 
こうしぇすっか.
25 のかう – 〉しこっくうっ くぇ ]ゃ. ┿くくぇ, きぇえおぇすぇ くぇ ]ゃ. ╃っゃぇ ╋ぇさうは - こけ
おさけゃうすっかおぇ くぇ ぉさっきっくくけしすすぇ, さぇあょぇくっすけ う きぇえつうくしすゃけすけ. ′ぇ すけいう 
ょっく くっ しっ さぇぉけすう, いぇとけすけ あっくうすっ とっ さぇあょぇす すさせょくけ うかう とっ こけ
きはすぇす.
26 のかう – 1200 ゅ. けす さぇいゅさけきぇ くぇ ゃういぇくすうえちうすっ こさう ╁なさぉうておうは 
こさけたけょ けす たぇく ╉させき. ╇きこっさぇすけさ ′うおうそけさ ┶ いぇゅうゃぇ ゃ ぉうすおぇすぇ, ぇ ゅかぇ
ゃぇすぇ きせ っ けすさはいぇくぇ う けす つっさっこぇ きせ っ ういさぇぉけすっくぇ さうすせぇかくぇ つぇてぇ; 
155 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╃あけさょあ ╀なさくぇさょ 【けせ - ぉさうすぇくしおう こうしぇ
すっか, くけしうすっか くぇ ′けぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ; くっゅけゃう しっくすっくちうう: ┿かおけたけかなす 
っ せこけえおぇ, おけはすけ こけきぇゅぇ ょぇ しっ ういすなさこう けこっさぇちうはすぇ, くぇさっつっくぇ あう
ゃけす. ‶せしおぇえすっ おけかおけすけ うしおぇすっ ゃさぇゅけゃっ こさっょ ゃぇし, くけ くっ けしすぇゃはえ
すっ くうおけえ けす すはた いぇょ ゅなさぉぇ しう! ╉けかおけすけ こけゃっつっ けこけいくぇゃぇき たけさぇすぇ, 
すけかおけゃぇ こけゃっつっ けぉうつぇき あうゃけすくうすっ. 】ぇしすうっ こさっい ちっかうは あうゃけす?! 
′うおけえ くっ ぉう こけくっしなか すぇおけゃぇ くっとけ!
27 のかう – ]ゃ. ゃきつお. ‶ぇくすっかっえきけく, けいく. „きうかけしすうゃ”. ╃ぇすぇすぇ しっ 
しゃなさいゃぇ し けすかうすぇくっすけ くぇ となさおっかうすっ う かはしすけゃうつおうすっ. 》けさぇすぇ おぇい
ゃぇす, つっ ‶ぇくすっかっえきけく っ こなすくうお, おけえすけ すさなゅゃぇ いぇっょくけ し こすうちうすっ „いぇ 
しくはゅ“. ]ゃっすっちなす っ ういゃっしすっく う おぇすけ ゅけかはき ちっさうすっか. ╆ぇすけゃぇ ゃ すけいう 
ょっく こさぇいくせゃぇす ゃさぇつおうすっ, ぉぇはつおうすっ う つぇおさなおつううすっ; 165 ゅけょうくう けす 
さけあょっくうっすけ くぇ ╂っけさゅう ╃ぇくつけゃ (╆けゅさぇそうくぇ) - ゃないさけあょっくしおう たせ
ょけあくうお, ういけゅさぇそうしぇか しゃけょぇ くぇ ╃っゃうつっしおうは きぇくぇしすうさ ゃ ╉ぇいぇくかなお; 
70 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╇かおけ ╃せくょぇおけゃ – しちっくぇさうしす う さっあうしぬけさ, 
さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, こ. 2008 ゅ. /”╃けかうくぇすぇ くぇ しけちさっぇかういきぇ” – ゅけかは
きぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ きっあょせくぇさけょっく そっしすうゃぇか いぇ ょけおせきっくすぇかくけ おうくけ ゃ 
╂っさきぇくうは, „]おさうすけ つせゃしすゃけ” – しこっちうぇかっく ょうこかけき くぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ 
]ぇく 《さぇくちうしおけ/.
28 のかう – 270 ゅ. けす しき. くぇ ┿くすけくうけ ╁うゃぇかょう – ゃっくっちうぇくしおう ぉぇさけ
おけゃ おけきこけいうすけさ う ちうゅせかぇさ /“╂けょうてくうすっ ゃさっきっくぇ“/, くぇこうしぇか っ 40 
けこっさう.
29 のかう – 505 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╋ぇさすうく ╀ったぇうき – ゅっさきぇくしおう おぇさすけ
ゅさぇそ, しないょぇすっか くぇ こなさゃうは ゅかけぉせし; ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ ゅかけぉせ
しなす っ ゃなゃっょっく こさっい 1836 ゅ. けす ′っけそうす [うかしおう.
31 のかう – 40 ゅ. けす こなさゃけすけ „ゃけいっくっ” こけ かせくくぇすぇ こけゃなさたくけしす - ぇし
すさけくぇゃすうすっ けす “┿こけかけ 15” ╃っゃうょ ]おけす う ╃あっえきし ‒させうく いぇ こさなゃ こなす 
しっ ゃけいはす こけ こけゃなさたくけしすすぇ くぇ ╊せくぇすぇ し かせくけたけょ, くぇさっつっく “かせくくけ 
ぉなゅう”.
01 ぇゃゅせしす – ╋つちう 7-すっ ぉさぇすは ╋ぇおぇゃっう; ゃ くぇさけょくぇすぇ すさぇょうちうは - 
╋ぇおぇゃっえ うかう 〈うおゃぇさ - こさぇいくせゃぇす しっ 12-すっ ょくう ╋ぇおぇゃっう. ╁しっおう けす 
すはた っ くぇさっつっく くぇ っょうく けす 12-すっ きっしっちぇ けす ゅけょうくぇすぇ う こけ すけゃぇ, おぇお
ゃけ とっ ぉなょっ ゃさっきっすけ こさっい すっいう ょくう, しっ ゅぇょぇっ いぇ ゃさっきっすけ こさっい しなけす
ゃっすくうは きっしっち; ╆っすぬけゃょっく - ゃしうつおう いっすぬけゃっ すさはぉゃぇ ょぇ うょぇす くぇ ゅけしすう 
せ しゃけは すなしす, ょぇ きせ いぇくっしぇす こけょぇさなお, ょぇ きせ ちっかせくぇす さなおぇ, ぇ すけえ けす 
しゃけは しすさぇくぇ ょぇ ゅう ゅけしすう し ゃうくけ う こうすおう.; ′ぇつぇかけ くぇ ╀けゅけさけょうつくうは 
こけしす – すさぇっ 15 ょくう; ╃っく くぇ ゅさぇょうくぇさは; 30 ゅ. けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
╃けき-こぇきっすくうおぇ くぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ.
02 ぇゃゅせしす – 120 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╀]╃‶ – こけしすぇゃっくけ っ くぇ
つぇかけすけ くぇ けさゅぇくういうさぇくけ しけちうぇかうしすうつっしおけ ょゃうあっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは; 
‶さぇいくうお くぇ ╀]‶.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ                                                           

╇いぉさぇくぇすぇ いぇ ╋うし ╀なかゅぇ-

さうは ╁ぇくは ‶っくっゃぇ こけしっすう  
„┿さしっくぇか” こけ こけおぇくぇ くぇ さなおけ-

ゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ′ぇ 
しさっとぇすぇ こさうしなしすゃぇたぇ ういこなか-

くうすっかくうすっ ょうさっおすけさう くぇ „┿さ-

しっくぇか” ┿╃ う „┿さしっくぇか 2000” 
┿╃ - ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う 》さうし-
すけ ╇ぉせてっゃ, おぇおすけ う ょうさっおすけ-

さなす こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう 
》さうしすけ ]すさっておけゃ. 

╉ぇいぇくかなておぇすぇ おさぇしぇゃうちぇ 
こけかせつう こさっょかけあっくうっ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ゃうしてっすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ, こさう あっかぇくうっ 
けす くっえくぇ しすさぇくぇ, ょぇ いぇこけつ-

くっ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╃させゅ 
ょぇさ いぇ たせぉぇゃうちぇすぇ ぉっ う けそっさ-

すぇ いぇ っょくけしっょきうつくぇ こけつうゃおぇ 
ゃ たけすっか „┿さしっくぇか” ゃ ′っしっぉなさ.  
‶けしっとっくうっすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
ぉっ こなさゃけすけ いぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは 

2011-すぇ, ゃなこさっおう  つっ あうゃっっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
] けしけぉっくけ ゃなかくっくうっ ╁ぇくは ‶っ-

くっゃぇ さぇいゅかっょぇ っおしこけいうちうはすぇ 
ゃなゃ そうさきっくうは きせいっえ, いぇこけいくぇ 
しっ し うしすけさうはすぇ くぇ けさなあっえくう-

ちぇすぇ う し こさけういゃっあょぇくうすっ ゃ 
くっは くぇえ-くけゃう ういょっかうは. ╀っい 
こさうすっしくっくうっ ╁ぇくは こけいうさぇ う 
し くぇえ-くけゃうすっ こさけういゃけょしすゃっくう  
きけょっかう くぇ そうさきぇすぇ, こさけはゃう 
うくすっさっし う おなき くはおけう きけきっくすう 
けす うしすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
 ╁ぇくは こけかせつう う しうきゃけかうつっく 
こけょぇさなお けす „┿さしっくぇか” - ぇゃすけ-

ゅさぇそ けす ういこなかくうすっかくうは ょう-

さっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃなさたせ 
ぉさ. 5 くぇ ゃ. „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.  
′ぇ おぇいぇくかなておけすけ きけきうつっ すけえ 
くぇこうしぇ: „′ぇ くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさおぇ けす ╉ぇいぇくかなお し こけあっ-

かぇくうっ いぇ ゃっつくぇ おさぇしけすぇ – ょせ-

てっゃくぇ う そういうつっしおぇ. ╉さぇしけすぇ-

すぇ とっ しこぇしう しゃっすぇ”.
《けすけ-さぇいおぇい いぇ こけしっとっくう-

っすけ くぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは 2011 ゃ 
„┿さしっくぇか” う さぇいゅけゃけさ し くっは 
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 〈┿. ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈¨』 ╆ぇ]╈╅『¨っ 2011 》《』╊【  ̈„╅『』╊〉╅]”
„‶けあっかぇゃぇき くぇ 
„┿さしっくぇか” う ぇさしっ-
くぇかちう  きくけゅけ せしこっ-
たう, しこけさくぇ さぇぉけすぇ, 
ゃっかうおう くけゃう うょっう 
う てうさけおう たけさういけく-
すう”, すけゃぇ くぇこうしぇ くぇえ-
おさぇしうゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ 
いぇ 2011-すぇ ゅけょうくぇ, 
さけょっくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
23-ゅけょうてくぇ ╁ぇくは ‶っ-

くっゃぇ. ╃せきうすっ え けし-
すぇくぇたぇ いぇこっつぇすぇくう ゃ 
かっすけこうしくぇすぇ おくうゅぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, おけはすけ しっ 
こぇいう ゃなゃ そうさきっくうは 
きせいっえ.

╈╊《『╈  ̈ [╅]¨ぁ[《╇ - 
〉╊《╆｠《╉¨〈¨っ【  [〈╊【
¨すあす たそ-おそいちけ けおかけ くあ そいはけせつさそてそ とたちあうしかせけか

╁うっ しっ おぇくょうょぇすうさぇすっ いぇ 
おきっす いぇ ゃすけさう こなす.  ╆ぇとけ? 

‶さうつうくぇすぇ っ こさけしすぇ: ゃうあょぇき 
おぇお くっこさぇゃうかくけ しっゅぇ しっ せこさぇ-

ゃかはゃぇ けぉとうくぇすぇ. ]つうすぇき, つっ 
うきぇき こけ-ょけぉさう こさっょかけあっくうは 
いぇ こけ-ょけぉさけすけ え さぇいゃうすうっ. ╇ 
すけゃぇ ゃぇあう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう けぉ-

とっしすゃっくう こけさなつおう, こけ けすくけてっ-

くうっ くぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ くぇ せかう-

ちうすっ. ╇きぇき こけ-さぇいかうつくぇ ゃういうは  
けす しっゅぇてくぇすぇ う いぇ けすくけてっくうっすけ 
くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
おなき ゅさぇあょぇくうすっ: しっゅぇ ゅう さぇい-
おぇさゃぇす こけ くはおけかおけ こなすう, ょけおぇ-

すけ しっ しゃなさてう さぇぉけすぇすぇ うかう  いぇ 
っょくぇ っかっきっくすぇさくぇ しこさぇゃおぇ.  ╆ぇ 

ゃしうつおけ すけゃぇ しつうすぇき, つっ うきぇき こけ-はしくぇ こさっょしすぇゃぇ う ゃうあょぇき 
くぇつうく すけゃぇ ょぇ くっ っ すぇおぇ. 

╉けえ っ くぇつうくなす? ¨こうてっすっ  ゅけ し っょくけ ういさっつっくうっ. ╁ くぇ-
しすけはとうは きぇくょぇす くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす うきぇてっ ょけしすぇ おけ-
きうしうう いぇ さぇいかうつくう  おけくすさけかくう ょっえくけしすう. ╉けくすさけか かう 
っ ょせきぇすぇ うかう しっ けすくぇしは いぇ くっとけ ょさせゅけ? 

╀っい おけくすさけか くっ きけあっ. ╇ ぇい ょぇ しすぇくぇ おきっす, くぇえ-ょけぉさっ っ 
ょぇ うきぇ しうかくぇ けこけいうちうは, おけはすけ ょぇ くぇこなすしすゃぇ, ょぇ おけさうゅうさぇ, 
ょぇ すう おぇいゃぇ ゅさっておうすっ. ╁しっおう こさぇゃう ゅさっておう, ぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
けこけいうちうはすぇ っ ょぇ すなさしう  しかぇぉうすっ きっしすぇ くぇ ゃしはおけ せこさぇゃかっくうっ.  

′け くぇかう ゃうょはたすっ ゃ すけいう ¨ぉとうくしおう しなゃっす おぇおゃけ しすぇ-
ゃぇ? ╂けかはきぇ けこけいうちうは しさっとせ っょうく おきっす う  おさぇっく さっ-
いせかすぇす っょうく くっこけかっいっく いぇ たけさぇすぇ きぇくょぇす.

┿い すゃなさょは, つっ ゃ すけいう きぇくょぇす しすぇくぇたぇ きくけゅけ こけかっいくう くっとぇ, 
けしけぉっくけ けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ‶なさゃけ: こさっおさぇすう-

たきっ ぉっいしすけこぇくしすゃっくけすけ けすくけてっくうっ おなき たぇさつっくっすけ くぇ けぉ-

とうくしおうすっ こぇさう こけ けすくけてっくうっ くぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ. ¨おぇいぇ しっ, 
つっ しぇ こかぇとぇくう こぇさう いぇ くっけこさっょっかっくう おけかうつっしすゃぇ こけかけあっく 
ぇしそぇかす. ‶かぇとぇくう しぇ こぇさう いぇ しおなこう たさぇくう う けすけこかっくうっ ゃ 
ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう こさう こけかけあっくうっ, つっ っ うきぇかけ ういぉけさ いぇ こけ-
っゃすうく ゃぇさうぇくす. ′け すぇおぇ うかう うくぇつっ, ぉけさぉぇすぇ し すっいう こけさけつ-

くう けぉとうくしおう こさぇおすうおう すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃけょう さっょけゃくけ, けしけぉっくけ 
こさう こさけゃっあょぇくっすけ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう. ‶け けすくけてっ-

くうっ  ょけしっゅぇてくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす, いぇ きっく かうつくけ 
すは っ こけかいけすゃけさくぇ, きぇおぇさ ょぇ しっ しないょぇゃぇ ゃこっつぇすかっくうっ いぇ しこけ-

さけゃっ きっあょせ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ う ]なゃっすぇ. ′け ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
すけゃぇ っ こけ-っそっおすうゃくぇすぇ そけさきせかぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ. ╁ しこけさぇ 
しっ さぇあょぇ うしすうくぇすぇ.

╈. ′うおけかけゃ う ╂. ]すけはくけゃぇ しさっょ はしっくけゃちう

╋かぇょけあっくちうすっ ‶かぇきっくぇ う ╋うさけしかぇゃ

‶っすなさ ]すけはくけゃ (しっょくぇかうはす) ゃなゃ 
ゃうたなさぇ くぇ おせこけくぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは 2011 ╁ぇくは ‶っくっゃぇ
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′っゃっょけきう こなすうとぇ ょけゃっあょぇす っょうく 
しぇきけおけゃかうは, ┿かっおしぇくょなさ ┿くょけ-

くけゃ, ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′っゃっょけきう う くっ すけか-
おけゃぇ, いぇとけすけ けとっ ゃっょくぇゅぇ しかっょ しう-
すせうさぇくっすけ くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ 
そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1924 ゅけょうくぇ 
すせお いぇこけつゃぇす ょぇ こさううあょぇす きぇえしすけさう 
きっすぇかけけぉさぇぉけすつうちう けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. 
‶さうつうくぇすぇ っ こさけしすぇ – ゃ „┿さしっくぇか” 
うきぇ さぇぉけすぇ う すけ いぇ ょけぉさうすっ しこっちうぇかう-
しすう, おぇおゃうすけ すけゅぇゃぇ うきぇ きぇかおけ. ┿ こさう 
おさういぇすぇ う ゃけえくぇすぇ こさっい 40-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお すけゃぇ くうおぇお くっ っ きぇ-
かけゃぇあくけ. ╉ぇおすけ, ゃこさけつっき, う しっゅぇ. ╆ぇ 
しうくぇ けす さぇぉけすくうつっしおけすけ しっきっえしすゃけ しなし 
7 ょっちぇ, おけっすけ しっ こさったさぇくゃぇ すさせょくけ ゃ 
こけょくけあうっすけ くぇ [うかぇ, こけくはおけゅぇ ょけさう 
しぇきけ し こさっくぇしはくっ くぇ ょなさゃぇ けす ╀けさけ-
ゃっち, ╉ぇいぇくかなお し „┿さしっくぇか” しっ けおぇいゃぇ 
しこぇしっくうっ. ╇ ょけ しっゅぇ, おけゅぇすけ ╀ぇえ ]ぇてけ 
┿くょけくけゃ, おぇおすけ ゅけ いくぇはす すせお こけゃっつっ けす 
こけかけゃうく ゃっお, ゃっつっ っ くぇ こなす ょぇ いぇおさなゅ-
かう ちっかう 93 ゅけょうくう.

¨くうひせちかおせけみて てちとお, たちけおそいけてけみて てちとおそう つてあき け たちそなかつけそせあしせけみて 
そたけて  う „╅ちつかせあし” ╅╉ つか くあたしあはあて たそ-うけつそさそ, そてさそしさそてそ う つてちあせあてあ
]っょっき しぇ さぇいょっかうすっ ゃ こけょ-

こうしぇくうは ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
╉けかっおすうゃっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ. 
¨しくけゃくけすけ, いぇ おけっすけ しすさぇくう

すっ しっ ょけゅけゃけさうたぇ こけ さぇいょっか 
 - 〈させょけゃぇ いぇっすけしす う こさけそっ

しうけくぇかっく さぇしすっあ, っ しゃなさいぇくけ 
しなし いぇょなかあっくうっすけ くぇ さぇぉけすけ
ょぇすっかは ょぇ けしうゅせさはゃぇ せしかけゃうは 
いぇ くけさきぇかくけすけ ういこなかくっくうっ 
くぇ すさせょけゃうすっ いぇょなかあっくうは くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ, 
おけうすけ すっ けす しゃけは しすさぇくぇ すさはぉ
ゃぇ ょぇ ういこなかくはゃぇす すけつくけ う ょけ
ぉさけしなゃっしすくけ ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し 
ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ つか. 126 けす ╉〈. 
‶さう くぇかけあうすっかくけ きぇしけゃけ せゃけか
くっくうっ くぇ こっさしけくぇかぇ さぇぉけすけょぇ
すっかはす っ ょかなあっく 45 ょくう こさっょう 
ういゃなさてゃぇくっすけ きせ ょぇ こさっょしすぇゃう 
くぇ しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう 
こうしきっくぇ うくそけさきぇちうは し きけすう
ゃうすっ しう  う ょけ 3 ょくう ょぇ いぇこけつくっ 
おけくしせかすぇちうは し すはた. [っゅかぇきっく
すうさぇく っ う さっょなす, こけ おけえすけ しすさぇ
くうすっ こさけちっょうさぇす こさう くぇかうつうっ 
くぇ くけゃけけすおさうすう うかう くっいぇっすう 
さぇぉけすくう きっしすぇ, おぇおすけ う こさう 
けしゃけぉけあょぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう, くぇ おけうすけ けしすぇゃぇ 
っょくぇ ゅけょうくぇ ょけ こっくしうは. ╆ぇょなか
あっくうっ くぇ しすさぇくうすっ こけ ╉〈╃ っ ょぇ 
けしうゅせさはゃぇす せしかけゃうは いぇ こけゃう
てぇゃぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは, こさけそっしうけくぇか
くけ けぉせつっくうっ ゃ 『っくすなさぇ いぇ こさけ
そっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ /『‶¨/ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ う いぇ こさうょけぉう
ゃぇくっ くぇ おかのつけゃう おけきこっすっくちうう 
いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇかういぇちうは 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, ぇ いぇょなかあっくうっ 
くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかう
すっ っ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃなゃ そけさきうすっ 
くぇ けぉせつっくうっ う おゃぇかうそうおぇちうは 
う ょぇ こけゃうてぇゃぇす せきっくうはすぇ しう 
ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し たぇさぇおすっさぇ くぇ 
ういこなかくはゃぇくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけっすけ っ 
ゃないきけあくけしす いぇ せしすけえつうゃぇ いぇっ
すけしす. ╄あっゅけょくけ さぇぉけすけょぇすっかはす 
けこさっょっかは さぇぉけすくうすっ きっしすぇ う 
ょかなあくけしすう いぇ かうちぇ し くぇきぇかっくぇ 
すさせょけしこけしけぉくけしす - 6% けす しさっょ
くけしこうしなつくうは しなしすぇゃ, ぇ しうくょう
おぇすうすっ せつぇしすゃぇす ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
おけきうしううすっ. 

‶け さぇいょっか 2 - [ぇぉけすくけ ゃさっ
きっ, さっあうき くぇ すさせょ う こけつうゃおぇ, 
さぇぉけすけょぇすっかはす う しうくょうおぇすうすっ 
こけしすうゅくぇたぇ ょけゅけゃけさっくけしす いぇ 
しかっょくけすけ: くけさきぇかくぇすぇ こさけょなか
あうすっかくけしす くぇ しっょきうつくけすけ さぇ
ぉけすくけ ゃさっきっ こさう こっすょくっゃくぇ さぇ
ぉけすくぇ しっょきうちぇ ょぇ っ 40 つぇしぇ, ぇ 
くけさきぇかくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
いぇ ょっくは – 8 つぇしぇ, し けしうゅせさっくぇ 
こけつうゃおぇ いぇ たさぇくっくっ くっ こけ-きぇか
おけ けす 30 きうく.; こさう くけさきぇすうゃくけ 
せしすぇくけゃっくけ くぇきぇかっくけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ いぇ けこさっょっかっくう こさけそっ
しうう さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ っ 35 つぇしぇ, 
ぇ ょくっゃくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
– 7 つぇしぇ. [ぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ 
ょくっゃくけすけ う しっょきうつくけすけ さぇ
ぉけすくけ ゃさっきっ, ゅさぇそうちうすっ いぇ 
さぇぉけすぇ くぇ しきっくう う こけつうゃおうすっ, 
おぇおすけ う しうしすっきぇすぇ いぇ おけくすさけか, 
しぇ さっゅかぇきっくすうさぇくう ゃ ‶さうかけ
あっくうっ 1 くぇ ╉〈╃ – ‶さぇゃうかくうお 
いぇ ゃなすさってくうは すさせょけゃ さっょ. ╃け
ゅけゃけさっくけすけ くっこなかくけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ, くぇかけあっくけ けす くぇきぇかっく 
けぉっき くぇ さぇぉけすぇ, っ いぇ こっさうけょ ょけ 
すさう きっしっちぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ っょくぇ 
ゅけょうくぇ. ‶さう けこさっょっかっくう しうすせ
ぇちうう, おけゅぇすけ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ ういうしおゃぇ すけゃぇ, さぇぉけすけ

ょぇすっかはす きけあっ ょぇ ゃなゃっあょぇ しせきう
さぇくけ ういつうしかはゃぇくっ くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ  うかう ょぇ せしすぇくけゃう くっくけさ
きうさぇく さぇぉけすっく ょっく いぇ くはおけう 
ょかなあくけしすう – しかっょ おけくしせかすぇちうう 
しなし しうくょうおぇすうすっ. ]なゅかぇしくけ こけ
ょこうしぇくうは ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  ╉〈╃  
ういゃなくさっょっく すさせょ しっ こけかぇゅぇ ゃ 
しかせつぇうすっ, こさっょゃうょっくう ゃ ╉〈 – 
しなし いぇこけゃっょ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, 
しなゅかぇしせゃぇくぇ しなし しうくょうおぇすうすっ.                                                            
╁ くけゃうは ╉〈╃  しこっちうぇかくけ ゃくう

きぇくうっ っ けすょっかっくけ くぇ けすこせしおうすっ. 
¨こさっょっかっくけ っ  こさぇゃけすけ くぇ こかぇ
すっく ゅけょうてっく けすこせしお  くぇ さぇぉけす
くうちうすっ う しかせあうすっかうすっ – 21, 22 

う 23 さぇぉけすくう ょくう こさう すさせょけゃ 
しすぇあ しなけすゃっすくけ – 10, けす 10 ょけ 
15 ゅ. う くぇょ 15 ゅ., ゃおか. う くぇ すっいう 
しなし いぇゅせぉっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす  
50 うかう くぇょ 50% - 27, 28 う 29 
さぇぉけすくう ょくう こさう すさせょけゃ しすぇあ 
しなけすゃっすくけ – 10, けす 10 ょけ 15 ゅ. う 
くぇょ 15 ゅ. ‶さぇゃけ くぇ ょけこなかくうすっ
かっく こかぇすっく ゅけょうてっく けすこせしお けす 
5 ょけ 15 さぇぉけすくう ょくう  うきぇす さぇ

ぉけすっとうすっ くぇ さうしおけゃう さぇぉけすくう 
きっしすぇ しなゅかぇしくけ つか. 156 ぇか. 1, 
す. 1 けす ╉〈, ぇ さぇぉけすっとうすっ くぇ くっ
くけさきうさぇく さぇぉけすっく ょっく こけかいゃぇす 
ょけこなかくうすっかくけ 5 さぇぉけすくう ょくう. 
′ぇ 2 うかう 4 ょくう こかぇすっく けすこせしお 
いぇ ゃしはおぇ おぇかっくょぇさくぇ ゅけょうくぇ 
うきぇす さぇぉけすくうつおうすっ う しかせあう
すっかおうすっ しなけすゃっすくけ し 2 うかう し 3 
う こけゃっつっ ょっちぇ ょけ 18-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす. ‶さう さぇあょぇくっ くぇ ょっすっ 
ぉぇとぇすぇ うきぇ こさぇゃけ くぇ 15-ょくっ
ゃっく けすこせしお. ‶かぇすっく けすこせしお いぇ 
けぉせつっくうっ しなゅかぇしくけ つか. 169 けす 
╉〈 しっ こけかぇゅぇ くぇ けぉせつぇゃぇとうすっ 
しっ ゃ しさっょくう うかう ゃうしてう せつっぉくう 
いぇゃっょっくうは, ぇおけ しこっちうぇかくけしすすぇ 
けすゅけゃぇさは くぇ くせあょうすっ くぇ „┿さしっ
くぇか” ┿╃. ╆ぇ おさなゃけょぇさはゃぇくっ こさう 
すさせょけゃぇ いかけこけかせおぇ しっ こけかいゃぇす 
ょけこなかくうすっかくけ 2 ょくう こかぇすっく けす
こせしお. ‶け ゃさっきっ くぇ こさっしすけえ さぇ
ぉけすけょぇすっかはす うきぇ こさぇゃけ ょぇ ょぇょっ 
こかぇすっく ゅけょうてっく けすこせしお くっ こけ-
きぇかおけ けす 5 さぇぉけすくう ょくう う ぉっい 
しなゅかぇしうっすけ くぇ さぇぉけすくうおぇ うかう 
しかせあうすっかは.             

]すさぇくうすっ, こけょこうしぇかう ╉〈╃, しっ 
しこけさぇいせきはたぇ う こけ けすくけてっくうっ 
くぇ いぇこかぇとぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 

– [ぇいょっか 3 - [ぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, 
ょけこなかくうすっかくう すさせょけゃう ゃない
くぇゅさぇあょっくうは う けぉっいとっすっくうは. 
╋うくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇ
すぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ っ さぇゃくぇ くぇ 
きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
いぇ しすさぇくぇすぇ. 〈させょけゃけすけ ゃない
くぇゅさぇあょっくうっ いぇ おぇかっくょぇさっく 
きっしっち さぇぉけすけょぇすっかはす ういこかぇとぇ 
くぇ ょゃぇ こなすう – ぇゃぇくしなす っ ゃ すっ
おせとうは, ぇ いぇこかぇすぇすぇ – ょけ おさぇは 
くぇ しかっょゃぇとうは きっしっち. ¨しくけゃ
くぇすぇ /ょけゅけゃけさっくぇすぇ/ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ しっ ょう
そっさっくちうさぇ こけ おぇすっゅけさうう こっさ
しけくぇか しなゅかぇしくけ おかぇしうそうちうさぇ

くうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ こけ ゅさせこう う 
しすっこっくう しなゅかぇしくけ ╁なすさってくうすっ 
こさぇゃうかぇ いぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ /╁‶¨[╆/, 
こさっょしすぇゃっくう ゃ ‶さうかけあっくうっ 2.
]すさぇくうすっ こけしすうゅくぇたぇ しな

ゅかぇしうっ /つか. 44 けす ╉〈╃/ いぇ うい
こかぇとぇくっ くぇ ょけこなかくうすっかくう 
すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ – 

しうくょうおぇかくう つかっくけゃっ う こさうしなっ
ょうくうかう しっ, おぇおすけ しかっょゃぇ: 
- ╆ぇ こさうょけぉうす すさせょけゃ しすぇあ う 

こさけそっしうけくぇかっく けこうす – 0,8% /
いぇ しすさぇくぇすぇ っ 0,6/ ゃなさたせ けしくけゃ
くぇすぇ いぇこかぇすぇ こさう しすぇあ, くっ こけ-
きぇかおけ けす っょくぇ ゅけょうくぇ;
- ╆ぇ くけとっく すさせょ - いぇこかぇとぇ しっ 

ゃ さぇいきっさ くぇ 25% けす きうくうきぇか
くぇすぇ つぇしけゃぇ いぇこかぇすぇ ゃなゃ そうさ
きぇすぇ;
- ╆ぇ ういゃなくさっょっく すさせょ – いぇ 

ゃしっおう つぇし しっ ういこかぇとぇ せゃっかう
つっくけ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょぇくうっ 
いぇ おぇすっゅけさうはすぇ „[ぇぉけすくうちう”: 
]ょっかつうちう – ゃ ょっかくうつくう ょくう – 
60%, ゃ こけつうゃくう – 85%, ゃ こさぇい
くうつくう – 110%; ‶けゃさっきっくくうちう 
- しなけすゃっすくけ ╉ – 1,6, ╉ - 1,85 う 
╉ – 2,1. 
‶さう しせきうさぇくけ ういつうしかはゃぇくっ 

くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ 60% - 1,6 
/いぇ しすさぇくぇすぇ  e 1,5/. 
╃けゅけゃけさっく っ う くぇつうくなす いぇ 

おけきこっくしうさぇくっ し こけつうゃおぇ, ぇおけ 
ういゃなくさっょくうはす すさせょ っ こけかけあっく 
ゃ ょゃぇ こけしかっょけゃぇすっかくう こけつうゃくう 
ょくう, おぇおすけ う くぇつうくなす くぇ いぇ
こかぇとぇくっ う きぇおしうきぇかくぇすぇ こさけ
ょなかあうすっかくけしす くぇ ゃさっきっすけ くぇ 
さぇいこけかけあっくうっ - 100 つぇしぇ けぉとけ 

いぇ っょうく おぇかっくょぇさっく きっしっち; 12 
つぇしぇ いぇ っょくけ ょっくけくけとうっ こさっい 
さぇぉけすくうすっ ょくう う 48 つ. こさっい こけ
つうゃくうすっ ょくう.

[ぇいょっか 4 ゃ ╉〈╃ っ いぇ ╀っいけこぇし
くう う いょさぇゃけしかけゃくう せしかけゃうは くぇ 
すさせょ. 』か. 45 ゅかぇしう: „[ぇぉけすけょぇ
すっかはす さぇいさぇぉけすゃぇ こさけゅさぇきう いぇ 
けすしすさぇくはゃぇくっ, けゅさぇくうつぇゃぇくっ 
うかう くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さうしおけゃっ
すっ くぇ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ いぇ けしう
ゅせさはゃぇくっ くぇ いょさぇゃけしかけゃくう う 
ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ し 
おけくおさっすくう きっさおう いぇ ういこなかくっ
くうっ しかっょ おけくしせかすぇちうう しなし しうく
ょうおぇすうすっ”. ┿かうくっうすっ こけ つか. 46 
さっゅかぇきっくすうさぇす せつさっょはゃぇくっすけ, 
けぉせつっくうっすけ う ょっえくけしすすぇ  くぇ 
おけきうすっすう う ゅさせこう こけ せしかけゃうはすぇ 
くぇ すさせょ ゃ いぇゃけょうすっ う ちったけゃっすっ. 
╁ すけいう さぇいょっか っ いぇこうしぇくけ けとっ, 
つっ: さぇぉけすけょぇすっかはす けしうゅせさはゃぇ 
しさっょしすゃぇ う けさゅぇくういうさぇ こさけ
そうかぇおすうつくう きっょうちうくしおう こさっ
ゅかっょう くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせ
あうすっかうすっ; いぇしすさぇたけゃぇ いぇ しゃけは 
しきっすおぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう 
ゃ いぇゃうしうきけしす けす しすっこっくすぇ くぇ 
さうしおぇ くぇ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ うかう 
こさけそっしうう; けしうゅせさはゃぇ かうつくう 
こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う しこっちう
ぇかくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ ゃ くっけぉ
たけょうきうすっ しかせつぇう, し こさぇゃけ くぇ 
しぇくおちうう, ぇおけ すっ くっ しっ こけかいゃぇす.

]つうすぇえおう, つっ しけちうぇかくけ-ぉう
すけゃけすけ けぉしかせあゃぇくっ う こけょこけ
きぇゅぇくっ くぇ こっさしけくぇかぇ っ ゃぇあくぇ 
こさっょこけしすぇゃおぇ いぇ しすけこぇくしおけすけ 
さぇいゃうすうっ う おぇょさけゃけすけ けぉっいこっ
つぇゃぇくっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, しすさぇ
くうすっ こけ ╉〈╃ しっ しこけさぇいせきはたぇ: 
ょけ 10% けす くぇつうしかっくうすっ しさっょ
しすゃぇ いぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ょぇ 
しっ ういさぇいたけょゃぇす いぇ しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう – [ぇいょっか 5  - ]け
ちうぇかくけ-ぉうすけゃけ けぉしかせあゃぇくっ, 
しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ う こけょ
こけきぇゅぇくっ.  ]なゅかぇしくけ つか. 52 けす 
╉〈╃ そうくぇくしけゃう しさっょしすゃぇ しっ 
ういさぇいたけょゃぇす いぇ: しすけかけゃけ たさぇ
くっくっ, すさぇくしこけさすくけ けぉしかせあ
ゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃっくうすっ 
こけょっかっくうは ういゃなく すっさうすけさうは
すぇ くぇ „┿さしっくぇか” – ╉ぇいぇくかなお, 
こけょょさなあおぇ くぇ きっょうちうくしおう 
ちっくすなさ, けさゅぇくういうさぇくっ くぇ 
かっすっく けすょうた う さっきけくす う こけょ
ょさなあおぇ くぇ ぉぇいうすっ いぇ こけつうゃ
おぇ, ぉっいこかぇすくう きっょうちうくしおう 
う かっおぇさしすゃっくう おけくしせきぇすうゃう 
ゃしかっょしすゃうっ くぇ すさせょけゃぇ いかけ
こけかせおぇ うかう こさけそっしうけくぇかくけ 
いぇぉけかはゃぇくっ ゃ さぇいきっさ くぇ ょゃっ 
きうくうきぇかくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう 
いぇ しすさぇくぇすぇ いぇ しさけお けす っょくぇ 
ゅけょうくぇ. ‶さう そうくぇくしけゃぇ ゃない
きけあくけしす さぇぉけすけょぇすっかはす こさっ
ょけしすぇゃは ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ. ‶け 
くっゅけゃぇ こさっちっくおぇ しっ いぇこかぇとぇ 
つぇしす うかう ちっかうはす くぇっき くぇ しこっ
ちうぇかうしすう けす ょさせゅけ くぇしっかっくけ 
きはしすけ. ╋けかぉう いぇ こけきけとう しっ 
さぇいゅかっあょぇす こけ さっょ, せしすぇくけ
ゃっく ゃ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ しけちうぇか
くけ こけょこけきぇゅぇくっ.

[ぇいょっか 6 さっゅかぇきっくすうさぇ 
╁いぇうきけけすくけてっくうはすぇ きっあ
ょせ しすさぇくうすっ う せしかけゃうはすぇ いぇ 
しうくょうおぇかくぇ ょっえくけしす. 〈っいう 
ゃいぇうきけけすくけてっくうは しっ けしくけ
ゃぇゃぇす くぇ ゃいぇうきくけ ょけゃっさうっ, 
しなすさせょくうつっしすゃけ, ゃいぇうきくう けす
しすなこおう う いぇつうすぇくっ くぇ うくすっ
さっしうすっ くぇ ゃしはおぇ けす しすさぇくうすっ, 

おぇすけ すっ しっ いぇょなかあぇゃぇす ょぇ くっ 
ょけこせしおぇす ょっえしすゃうは, ゃけょっとう 
ょけ おけくそかうおすう う くっういこなかくっ
くうっ くぇ ょけゅけゃけさっくうすっ おかぇせいう, 
ぇ ょぇ さってぇゃぇす ゃないくうおくぇかう
すっ しこけさけゃっ つさっい こさっゅけゃけさう. 
]うくょうおぇすうすっ しっ いぇょなかあぇゃぇす 
ぇおすうゃくけ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ さってぇ
ゃぇくっすけ くぇ ゃないくうおくぇかう しけちう
ぇかくう, うおけくけきうつっしおう, すさせょけ
ゃけこさぇゃくう う ょさせゅう ゃなこさけしう う 
ょぇ くっ こさっょこさうっきぇす しすぇつくう 
ょっえしすゃうは, こさっょう ょぇ しぇ ういつっさ
こぇくう ゃしうつおう きうさくう しさっょしすゃぇ. 
′ぇ けしくけゃぇくうっ つか. 46 けす ╉〈 
さぇぉけすけょぇすっかはす, おぇすけ しすさぇくぇ 
こけ ╉〈╃, けしうゅせさはゃぇ せしかけゃうは いぇ 
けしなとっしすゃはゃぇくっ くぇ しうくょうおぇか
くぇ ょっえくけしす ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╃け 
5 さぇぉけすくう ょくう こかぇすっく けすこせしお 
こけかいゃぇ つかっく くぇ しうくょうおぇか
くぇ けさゅぇくういぇちうは いぇ せつぇしすうっ 
ゃ しっきうくぇさう, おけくそっさっくちうう, 
おけくゅさっしう う ょさ. ゃ しすさぇくぇすぇ う 
ゃ つせあぉうくぇ. [ぇぉけすけょぇすっかはす 
ゅぇさぇくすうさぇ かけはかくけしす う さぇゃくけ
こけしすぇゃっくけしす おなき しうくょうおぇか
くうすっ つかっくけゃっ, くっいぇゃうしうきけ けす 
しうくょうおぇかくぇすぇ うき こさうくぇょかっあ
くけしす, ぇ しうくょうおぇすうすっ ういうしおゃぇす 
けす しゃけうすっ つかっくけゃっ ょぇ しこぇいゃぇす 
せしすぇくけゃっくぇすぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ 
すさせょけゃぇ, すったくけかけゅうつくぇ う ょけ
ゅけゃけさくぇ ょうしちうこかうくぇ. 

]なゅかぇしくけ さぇいょっか 7 - ‶さっ
たけょくう う いぇおかのつうすっかくう さぇいこけ
さっょぉう, こさう こさけきっくう ゃ しけちうぇか
くけ-うおけくけきうつっしおうすっ せしかけゃうは 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, ゃしはおぇ けす しすさぇくう
すっ うきぇ こさぇゃけ くぇ うくうちうぇすうゃぇ 
いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ こさっゅけゃけさう 
う しおかのつゃぇくっ くぇ ょけこなかくうすっか
くう しこけさぇいせきっくうは おなき ╉〈╃. 
‶けょこうしぇくうはす ╉〈╃ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ けゅかぇしっく ゃなゃ そうさきぇすぇ こけ 
こけょたけょはと くぇつうく. 〈けえ ゃぇあう 
いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, しかっょ おけっすけ 
しさけおなす  きせ くぇ ょっえしすゃうっ こさけ
ょなかあぇゃぇ こけ ゃいぇうきくけ こうしきっ
くけ しなゅかぇしうっ きっあょせ しすさぇくうすっ 
ょけ こけょこうしゃぇくっすけ くぇ くけゃ ╉〈╃. 
╉けかっおすうゃくうはす すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
っ しおかのつっく ゃ 4 っおいっきこかはさぇ – 
こけ っょうく いぇ ゃしはおぇ けす しすさぇくうすっ 
う いぇ しなけすゃっすくぇすぇ [ぇえけくくぇ うく
しこっおちうは こけ すさせょぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁ しかっょゃぇとうは ぉさけえ つっすっすっ:
′ぇえ-ゃぇあくうすっ きけきっくすう けす 

‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ゃなすさってくうは 
すさせょけゃ さっょ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ – 
‶さうかけあっくうっ わ1 けす ╉〈╃.

╉〈╃ ぉっ こけょこうしぇく くぇ 04. 
07. 2011 ゅ. きっあょせ „┿さしっ
くぇか” ┿╃, こさっょしすぇゃかはゃぇ
くけ けす ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ  
- „[ぇぉけすけょぇすっか”, けす っょくぇ 
しすさぇくぇ, う けす ]うくょうおぇかくぇ
すぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀, 
こさっょしすぇゃかはゃぇくぇ けす ┿すぇ
くぇし ╀けいけゃ, ‶さっょしっょぇすっか, 
う 《うさきっくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ 
けさゅぇくういぇちうは „‶けょおさっこぇ”, 
こさっょしすぇゃかはゃぇくぇ けす ╊のぉけ
きうさ ╊ぇかっゃ, ‶さっょしっょぇすっか 
– „]うくょうおぇすう”, けす ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ. ╉〈╃ しっ こさうかぇゅぇ いぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっ
かうすっ – つかっくけゃっ くぇ ]うくょう
おぇすうすっ – しすさぇくぇ こけ くっゅけ, 
おぇおすけ う おなき こさうしなっょうくう
かうすっ しっ こけ さっょぇ くぇ つか. 57 
ぇか. 2 けす ╉〈.

╉けかっおすうゃくうはす すさせょけゃ ょけゅけゃけさ っ のさうょうつっしおう ぇおす, おけえ
すけ ういさぇいはゃぇ しなゅかぇしうっ, こけしすうゅくぇすけ ゃ こさけちっし くぇ ょけゅけゃぇさはくっ 
きっあょせ さぇゃくけこけしすぇゃっくう しすさぇくう – さぇぉけすけょぇすっか う しうくょうおぇかくぇ 
けさゅぇくういぇちうは. 〈けゃぇ っ くぇえ-ゃぇあくうはす くっょなさあぇゃっく ういすけつくうお くぇ 
すさせょけゃけすけ こさぇゃけ. ]おかのつゃぇ しっ し けゅかっょ すさぇえくけ う こけゃすぇさはとけ 
しっ ういこなかくっくうっ う しっ こさうかぇゅぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ こさっょこさうはすうっすけ.  
]さけおなす くぇ ょっえしすゃうっ こけ しうかぇすぇ くぇ つか. 54 ぇか. 2 ╉〈 っ こけ こさぇゃう
かけ っょくぇ ゅけょうくぇ うかう くっ こけゃっつっ けす ょゃっ ゅけょうくう – ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす  うおけくけきうつっしおうすっ せしかけゃうは. ╉けかっおすうゃくうはす すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
きけあっ ょぇ しっ こさけきっくは こけ ゃしはおけ ゃさっきっ けす しすさぇくうすっ – つか. 56 ╉〈. 
]なゅかぇしくけ つか. 60 ゃしはおぇ けす しすさぇくうすっ こけ ╉〈╃, おぇおすけ う ゃしっおう 
さぇぉけすくうお うかう しかせあうすっか, しこさはきけ おけゅけすけ ょけゅけゃけさなす しっ こさうかぇ
ゅぇ, うきぇす こさぇゃけ ょぇ こさっょはゃはす うしお こさっょ しなょぇ いぇ けぉはゃはゃぇくっ くぇ 
くっょっえしすゃうすっかくけしす くぇ ╉〈╃  うかう くぇ けすょっかくう くっゅけゃう おかぇせいう, 
ぇおけ こさけすうゃけさっつぇす くぇ いぇおけくぇ.

╆ぇゃなさてうか いぇくぇはすつうえしおけ-
すけ せつうかうとっ ゃ ]ぇきけおけゃ, 

こさっきうくぇか こさっい つうさぇおせゃぇくっ う 
おぇかそぇ, ょけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ きぇえ-
しすけさかなおぇ, ]ぇてけ ┿くょけくけゃ うょゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 1939-すぇ おぇすけ 
さぇぉけすくうお ゃ しすさせゅけゃぇ さぇぉけすうか-
くうちぇ. ╂けかっきう こっさうこっすうう こさう 
ゃけえくうおかなおぇ ゃ ]けそうは ゅけ こさう-
くせあょぇゃぇす ょぇ つせっ: ”〈う くっ しう いぇ 
すせおぇ!”. „╆ぇ おなょっ しなき?”, さっおなか 
しう きかぇょっあなす う こぇお – ゃ ╉ぇいぇく-
かなお. ‶けしかっ 3 きっしっちぇ ゃ すさせょけ-
ゃぇすぇ ょさせあうくぇ ゃ こかけゃょうゃしおけすけ 
╋うたぇかおけゃけ, おなょっすけ しさっょ きけたぇ-
きっょぇくう ぉうか しぇき ぉなかゅぇさうく こさう 
しすさけっあぇ くぇ てけしっすけ ╉さうつうき – 
╃っゃうく. [ぇいぉうさぇ, つっ すぇき くっ っ 
いぇ くっゅけ, こぇお つせゃぇ: ”〈う くっ しう いぇ 
すせおぇ”, しかっょ おぇすけ しすぇゃぇ はしくけ, つっ 
いくぇっ ゃけっくくけすけ ょっかけ こけゃっつっ けす 
こけさせつうおぇ, くぇ おけゅけすけ けすおぇいゃぇ ょぇ 
きぇさてうさせゃぇ... 〈ぇおぇ ゅけ こさぇとぇす ゃ 
こなさゃぇ さけすぇ, おけはすけ くぇきうさぇ しかっょ  
ょなかなゅ こさったけょ しぇきけ ゃ くけとくぇ-
すぇ ゅけさぇ おさぇえ ぉせえくぇすぇ う すなきくぇ 
╁なつぇ, ょけおぇすけ しすうゅくっ しゃっすかうく-
おぇすぇ う 58-ゅけょうてくうは „しすぇさっち”, 
こさう おけゅけすけ しっ けおぇいゃぇ, つっ とっ 
しかせあう... ╁ っょくぇ ぉぇさぇおぇ こさう 
ょっょけ ¨しきぇく, し おけゅけすけ こけょょなさ-
あぇす きっすぇかくうすっ うくしすさせきっくすう いぇ 
ゃけえくうちうすっ – さぇぉけすくうちう. /‶ぇお 
っょうくしすゃっく ぉなかゅぇさうく し 2000 
ょせてう きけたぇきっょぇくう/. ¨とっ すせお 
╀ぇえ ]ぇてけ ┿くょけくけゃ こさけせきはゃぇ, 
つっ うきぇ くっとけ おぇすけ きうしうは - ょぇ 
こけきぇゅぇ くぇ たけさぇすぇ. /′っとけ, おけっ-
すけ こけ-おなしくけ, おぇすけ こさけそしなのいっく 
ょっはすっか けす ゃうしけおけ けぉとうくしおけ 
くうゃけ, くっ しこうさぇ ょぇ こさぇゃう/. ╃なさ-
あぇす ゃけえくうちうすっ ゅかぇょくう, おさぇ-
ょっ しっ ぉっいけゅかっょくけ... 〈ぇおぇ っょくぇ 
くけと し くけゃうは ゃけえくうお ┿しこぇさせた 
けす ]けそうえしおけ ゃょうゅぇす こけさせつうおぇ, 
いぇこかぇてゃぇす ょけさう ょぇ ゅけ せぉうはす... 
う – おさぇえ くぇ ゅかぇょぇ う きういっさう-
はすぇ. ╇ – けしゃけぉけあょぇゃぇす ╃っょけ 
¨しきぇく けす ょけあうゃけすくうは ゃけえくうお-
かなお. /”╄た, ぉかぇゅけょぇさは くぇ ょっょけ 
¨しきぇく, つっ きっ くぇせつう ょぇ こさぇゃは 
ょなさゃっくう ゃなゅかうとぇ! ╉ぇおゃけすけ 
おぇすけ っ すせさつうく, つけゃっお っ! ′はきぇ 
ょぇ しかせあう ちはか あうゃけす, は!”/. „〈う 
くはきぇ かう ょぇ きうさはしぇて, くぇえ-こけ-
しかっ?”, こうすぇ さけすくうはす しかっょ すけいう 
しかせつぇえ. ”╆ぇとけ ょぇ きうさはしぇき?”, 
つせょう しっ ]ぇてけ けす ]ぇきけおけゃ う すけ-

ゅぇゃぇ, う きくけゅけ こなすう こけ-おなし-
くけ こさっい あうゃけすぇ しう. 
╇ – こぇお ゃ „┿さしっくぇか”
╄ょゃぇ しかっょ ゃけえくうおかなおぇ 

くぇせつぇゃぇ, つっ くっ っ こけかせつうか 
すっかっゅさぇきうすっ いぇ しきなさすすぇ 
くぇ しっしすさぇ きせ う ょはょけ きせ... 
′け – „‶さうぉさぇた しっ ゃ ╆ぇゃけょ 

10, いぇとけすけ – しすぇぉうかくけ 
こさっょこさうはすうっ, ぇ くぇけおけかけ – 
ぉっいさぇぉけすうちぇ, ゃけえくぇ う きう-
いっさうは”. ╁ けさなあっえくうちぇすぇ: 
„[ぇぉけすぇすぇ すさなゅくぇ”, こけしかっ 
– こさっい 1942-さぇ しかっょゃぇ 1 
ゅけょうくぇ おぇょさけゃぇ ておけかぇ ゃ 
]けそうは う いぇきうくぇゃぇ いぇ ]け-
こけす. ╇ すぇき – おぇすけ きっすぇかけ-
さぇぉけすくうお. ╇ こけ すけゃぇ ゃさっ-
きっ あうすっえしおうすっ ういくっくぇょう 
くっ しっおゃぇす. ╆ぇこけいくぇゃぇ しっ 
しなし しなこさせゅぇすぇ こさう こけしっ-
とっくうっ ゃ しすぇさけいぇゅけさしおけすけ 
〈さなくおけゃけ いぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ しなぉさぇくうっ. ╁うょはか は ょぇ 
こかっすっ つけさぇこう: ”╆ぇ きっくっ 
かう ゅう こかっすって?” – „′はきぇ 
ょぇ すう しすぇくぇす”... ╇ – しっ-
きっえしすゃけすけ しっ しなぉうさぇ. ′け 
ゃけえくぇすぇ すっつっ: ”╂っさけうつっく, 
すさせょっく きけきっくす!”, せしゃけはゃぇ-

くっすけ くぇ くけゃけ こさけういゃけょしすゃけ 
ゃなさゃう すっあおけ, くけ しっ しこさぇゃはす 
いぇっょくけ し うくあっくっさぇ けす っおうこぇ 
すぇき, おけえすけ こけ-おなしくけ しすぇゃぇ 
╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ. 〈せお ╀ぇえ ]ぇてけ ┿くょけくけゃ 
こけっきぇ う こさけそしなのいくぇすぇ ょっえ-
くけしす, おけはすけ しかっょ っょくぇ おけく-
そっさっくちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 

1951-ゃぇ けすくけゃけ ゅけ ゃさなとぇ 
すせお. ╁っつっ おぇすけ こさっょしっょぇ-
すっか くぇ ╂さぇょしおうは こさけそしなの-
いっく おけきうすっす, おけえすけ すけゅぇゃぇ 
っ う けおさなあっく. [っゅうけくなす, いぇ 
おけえすけ けす ╉ぇいぇくかなお けすゅけゃぇさは 
]ぇてけ ┿くょけくけゃ,  っ けゅさけきっく – 
けす ╀せさゅぇし こさっい ]かうゃっく, ′けゃぇ 
╆ぇゅけさぇ, ぅきぉけか, 』うさこぇく… ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′け – „]こさぇゃうた 
しっ. ╄ょうく おぇきなお, くぇかう いくぇって, 
おけかおけすけ こけゃっつっ しっ すなさおぇかは, 
すけかおけゃぇ こけ-ゅかぇょなお しすぇゃぇ...”. 
╉ぇすけ しっおさっすぇさ くぇ ¨おさなあくうは 
おけきうすっす くぇ こさけそしなのいうすっ, こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ し ちっくすなさ – ╉ぇ-
いぇくかなお, ┿くょけくけゃ けすゅけゃけさは 
う いぇ こさけきうてかっくうすっ しっおすけ-
さう こけ ゃうょけゃっ こさけういゃけょしすゃぇ, 
う ょけさう いぇ せつぇとうすっ ゃ しなとうは 
いぇくぇはす ぉなょっとう おぇょさう. „╋くけ-
ゅけ さぇぉけすぇ, きくけゅけ おけきぇく-
ょうさけゃおう, きくけゅけ けぉせつっくうは, 
きくけゅけ...!”.
„╇ ょくっし ぉさぇくてけゃぇすぇ そけさきぇ 

くぇ けさゅぇくういぇちうは っ くぇえ-こけか-
いけすゃけさくぇすぇ”, おけきっくすうさぇ けこ-
うすくうはす しうくょうおぇかうしす, 

╇いゅさぇょうか 17 ょさせあっしすゃぇ 
こけ こさけそっしうう

いぇ ゃさっきっすけ ょけ 1960-すぇ. 
¨ぉぇつっ っょうく ょっく いゃなくう こぇさ-
すうえくうはす しっおさっすぇさ くぇ ¨おさなあ-
くうは おけきうすっす くぇ ╀╉‶ - ╂っけさ-
ゅう ╀ぇかおぇくしおう: „╄かぇ すせお!”, 
いぇこけゃはょゃぇ すけえ し すけく ゃ ょせたぇ 
くぇ けくけゃぇ ゃさっきっ, おけっすけ ょゃう-
あう  たけさぇすぇ ゃ けさゅぇくういぇちうけく-
くぇすぇ さぇぉけすぇ けす きはしすけ くぇ 
きはしすけ, ぉっい きくけゅけ-きくけゅけ ょぇ 
ゅう こうすぇ, うしおぇす かう, くっ うしおぇす 
かう. ┿くょけくけゃ, けぉぇつっ, ゃ くっゅけゃ 
しすうか, くっ とっ う ょぇ つせっ, おけゅぇすけ 
さぇいぉうさぇ, つっ ゅけ こさぇとぇす ゃ... 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”. „╉けえ とっ 
きっ いぇきっしすう ゃ こさけそしなのいうすっ? 
′はきぇ かう ょさせゅ? ╉ぇおゃけ さぇいぉう-
さぇき ぇい けす つうすぇかうとぇ?”, くぇ-
こさぇいくけ こうすぇ ぉぇえ ]ぇてけ, くけ 
╀ぇかおぇくしおう っ おぇすっゅけさうつっく: 
こさっょしすけう 100-ゅけょうてくうくぇ くぇ 
つうすぇかうとっすけ う せゃけかくうか せこ-
さぇゃぇすぇ, とけすけ すぇき くっ こさぇゃはす 
くうとけ いぇ のぉうかっは, こなお: ”╁さっ-
きっ くっ けしすぇくぇ. ]ぇきけ すう とっ しっ 
しこさぇゃうて”. ╇ くぇえ-ゃっつっ:

„┿おけ くっ こけっきって つうすぇかう-
とっ „╇しおさぇ”, とっ すっ ういゅけくは 
けす ╉ぇいぇくかなお!”

′ぇ すぇは ょうさっおすくぇ いぇこかぇたぇ ┿く-
ょけくけゃ けすゅけゃぇさは ゃ しゃけえ しすうか: 
”′っ きけあって きっ ういゅけくう!”. ′け 
– こけっきぇ „╇しおさぇ”. 〈けかおけゃぇ きせ 
っ くっせょけぉくけ ゃ くけゃぇすぇ „こさけそっ-

しうは”, つっ ょゃっ しっょきうちう くっ しっ 
こさっょしすぇゃは けそうちうぇかくけ こさっょ 
おけかっおすうゃぇ, きぇおぇさ ょぇ たけょう くぇ 
さぇぉけすぇ. ¨ぉぇつっ いぇ ょゃっ しっょきう-
ちう „おけかっおすうゃなす” „かなしゃぇ” こさっょ 
くっゅけ ゃ ちっかうは しう „ぉかはしなお”: 
„╉かのおう, こけょきぇいゃぇつう!”, けとっ しっ 
ゃないきせとぇゃぇ ╀ぇえ ]ぇてけ, おけえすけ し 
こけょさけぉくけしすう こけきくう ゃしうつおけ けす 
すけゃぇ ゃさっきっ, おぇおすけ う けす ちっかうは 
しう こさけそっしうけくぇかっく こなす – こけ 
ょぇすう, つぇしけゃっ, ょせきう う しかせつおう! 
]なぉさぇか ゅう, くぇたけおぇか ゅう, いぇしさぇ-
きうか ゅう う いぇぉさぇくうか おかのおうすっ 
ゃっょくなあ いぇゃうくぇゅう: ”』ぇおぇたぇ くう 
ゅけかっきう いぇょぇつう, ぇ ゅけかっきう いぇょぇ-
つう しっ ういこなかくはゃぇす しぇきけ し たせぉぇゃ 
おけかっおすうゃ, くっ し おかのおぇさしすゃけ う 
こけょきぇいゃぇつっしすゃけ!”. /„╃けぉさっ, つっ 
うきぇた けこうす ゃ けさゅぇくういぇちうけくくぇ-
すぇ さぇぉけすぇ けす こさけそしなのいうすっ!”/. 
[ぇいさぇぉけすゃぇ こかぇく いぇ のぉうかっは, 
さぇいょぇゃぇ いぇょぇつうすっ こけ たけさぇ う 
しさけおけゃっ, ういこけかいゃぇ おけくすぇおすう 
し こさっょこさうはすうはすぇ う すぇおぇ こけつ-
すう ぉっい こぇさう う し けぉとぇすぇ こけきけと 
くぇ ゃしうつおう きうくぇゃぇ 100-ゅけ-
ょうてくうはす のぉうかっえ. ‶けかせつぇゃぇす 
ょけさう ょなさあぇゃくぇ くぇゅさぇょぇ - けさ-
ょっく „╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ”, ぇ ╀ぇえ 
]ぇてけ – かうつくぇ. ′っ おぇいゃぇ おぇおゃぇ 
– „╉ぇおゃけ いくぇつっくうっ うきぇ, うきぇき 
きくけゅけ くぇゅさぇょう. ′ぇゃしはおなょっ しぇ 
きっ くぇゅさぇあょぇゃぇかう – けさょっくう, 
きっょぇかう...” /”′っ きっ こけおぇくう-
たぇ こさっょう こけかけゃうく ゅけょうくぇ くぇ 
150-は のぉうかっえ. ╁っょくなあ たけょうた, 
こけうしおぇたぇ ょぇ つぇおぇき ょぇ きっ こさう-
っきぇす. ╉ぇすけ さぇいぉさぇた – けぉさぇすくけ 
こけ しすなかぉうすっ! – „┿い くっ しなき けす 
すうは, ょっすけ つぇおぇす!” - „′ぇ ぇょきう-
くうしすさぇすけさう, くっとけ, きぇえ しぇ しっ 
こさっゃなさくぇかう...”/. ╀けかう ゅけ, くけ 
くっ きくけゅけ, ゅかっょぇ けすゃうしけおけ くぇ 
くっとぇすぇ, くけ くっ っ いぇぉさぇゃうか おぇお 
かうつくけ くぇきうさぇ すったくうつっしおけ さっ-
てっくうっ くぇ 

ゅけかっきうは こさけぉかっき し つうすぇ-
かうとくけすけ けすけこかっくうっ

╂けかっきうはす こけあぇさ ゃ つうすぇかう-
とっすけ こさっい 50-すっ /”》けさぇすぇ 
ゃなさくぇたぇ ゃしうつおけ, おけっすけ ういくっ-
しけたきっ いぇ さっきけくすぇ. ╉ぇおゃぇ かの-
ぉけゃ おなき さけょくけすけ つうすぇかうとっ!”/, 
こぇょくぇかうはす けす しくっゅぇ こけおさうゃ 
/”╀ってっ しすさぇてくけ!”/.  ╋ういっさくう-

はす ぉのょあっす, おけえすけ けすうゃぇ しぇきけ 
いぇ いぇこかぇすう, くっ しっ ぉさけう おぇすけ 
こさけぉかっき – こさっょこさうはすうはすぇ こけ-
きぇゅぇす... ╇ すぇおぇ – しさっとうすっ しなし 
]すっそぇく ╂っちけゃ, ╁うょっく ╃ぇしおぇ-
かけゃ, こなかくぇすぇ いぇかぇ こさう しこっお-
すぇおかうすっ くぇ ╄しすさぇょくけ-しぇすう-
さうつくうは すっぇすなさ, ╋せいうおぇかくうは, 
╉せおかっくうは...      
¨ぉぇつっ うょゃぇ っょくけ しなぉさぇくうっ 

くぇ ちっかうは おけきしけきけかしおう, こぇさ-
すうっく, こさけそしなのいっく う こさけつうっ 
ぇおすうゃ, おけゅぇすけ っょうくしすゃっくけ ╀ぇえ 
]ぇてけ ┿くょけくけゃ けすおぇいゃぇ ょぇ „せし-
ゃけう っょくう 60 たうかはょう かっゃぇ”, いぇ 
ょぇ しっ いぇしすさけう いぇょくうはす ょゃけさ 
くぇ つうすぇかうとっすけ. ”╉ぇお! ╀っい 
きっく! ┿い くはきぇ ょぇ しなしうこは ちっかうは 
ぉうぉかうけすっつっく う きせいっっく そけくょ し 
ゃかぇゅぇすぇ, おけはすけ とっ ょけえょっ しかっょ 
しすさけっあぇ!”. ′ぇこせしおぇ しなぉさぇくうっ-
すけ し 

„』うすぇかうとくう ょっはすっかう, 
しかっょ きっく!”

„╄ゃぇかぇ くはきぇ ょぇ こさぇゃは くぇ 
ぉっいけぉさぇいうはすぇ. ”╇ おなょっ-おな-
ょっ: こぇお ゃ „┿さしっくぇか”. ╂っくつけ 
┿しすぇょあけゃ ゅけ こけしさっとぇ ょけぉさっ, 
こけしかっ ゃうおぇす ╃っくぬけ ╃うきうすさけゃ 
ょぇ こさけこさぇゃう こなす くぇ こさけちっ-
ょせさぇすぇ. ╇ ╀ぇえ ]ぇてけ ┿くょけくけゃ 
いぇゃなさてゃぇ こさけそっしうけくぇかくうは 
しう こなす すぇき, けおなょっすけ っ すさなゅ-
くぇか – ゃ „┿さしっくぇか”. ”〈けゅぇゃぇ しっ 
こさぇゃってっ ╆ぇゃけょ 5. ‶けつくぇた しう 
さぇぉけすぇ すなおきけ こけ いぇくぇはすぇ, こけ 
いなぉくうすっ おけかっかぇ”. ]ぇきけ しかっょ 
8 ょくう ゅけ くぇきうさぇす せこさぇゃくう-
ちうすっ くぇ おけきぉうくぇすぇ: ”┿きぇく – 
いぇきぇく!” – うしおぇす ょぇ ゅけ こさぇゃはす 
こぇさすうっく しっおさっすぇさ くぇ ちったぇ. 
┿くょけくけゃ こさうっきぇ, くけ し せゅけ-
ゃけさおぇすぇ - ょぇ しすっゅくっ けさゅぇくう-
いぇちうはすぇ いぇ 3 ゅけょうくう  う – すけか-
おけゃぇ! ╋うくぇかう 3-すっ ゅけょうくう う 
すけえ: ”]ょぇゃぇき! ‶けゃっつっ くっ きう 
すさはぉゃぇすっ!”. 
┿かっおしぇくょなさ ┿くょけくけゃ しっ こっく-

しうけくうさぇ こさっい 1979-すぇ. ‶け-
しかっょくうはす しう けさょっく けすおぇいぇか ょぇ 
こさうっきっ, とけすけ ょさせゅ ゅけ いぇしかせ-
あぇゃぇか こけゃっつっ. ¨すしすなこゃぇ ゅけ. 
„╁けえくうお くぇ こけしすぇ!”, いぇおかのつゃぇ 
うしすけさうはすぇ くぇ あうゃけすぇ しう ╀ぇえ 
]ぇてけ ┿くょけくけゃ, おけえすけ くうおけ-
ゅぇ くっ っ けすしなしすゃぇか けす さぇぉけすぇ, 
っょうく こなす  いぇおなしくはか - いぇさぇょう 
ちはかぇ くけと こさけそしなのいくぇ さぇぉけ-
すぇ, くけ こけしかっ しう けすさぇぉけすうか. 
╆ぇすけゃぇ こけしかっょくうは ょっく こさっょう 
こっくしうは こけうしおぇか けす くぇつぇかくうおぇ 
ょぇ けすしなしすゃぇ. ‶けかぇゅぇかけ きせ しっ 
くぇえ-こけしかっ ゃっょくなあ ゃ あうゃけすぇ.
╅うゃけす, こさっい おけえすけ こけしすけはく-

くけ つせゃぇか: ”〈う くっ しう いぇ すせお!”, 
けとっ けす こなさゃけかぇておぇすぇ こっえおぇ, 
おけゅぇすけ ちはかぇ しっょきうちぇ ぉけかっょせ-
ゃぇか いぇさぇょう っょうく ゅけかはき ぉけえ けす 
せつうすっかは しかっょ けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
くけゃけすけ しぇきけおけゃしおけ せつうかうとっ, 
おけゅぇ ょけてなか かうつくけ ちぇさ ╀けさうし. 
„╅うゃけすなす きう っ ゃなさゃはか きくけゅけ 
すさせょくけ.”, おぇいゃぇ し ょけしすけかっこうっ 
┿かっおしぇくょなさ ┿くょけくけゃ, おけえすけ 
しっ けおぇいゃぇ っょうく くっけつぇおゃぇくけ 
うくすっさっしっく う ょけぉなさ, おさけすなお 
さぇいおぇいゃぇつ くぇ あうすっえしおうすっ 
こっさうこっすうう, いぇ おけうすけ ゅけゃけ-
さう すぇおぇ, おぇおすけ っ う こさっきうくぇか 
こさっい すはた – すうたけ, くけ すゃなさょけ, 
し つせゃしすゃけ いぇ ょなかぉけお しきうしなか, 
し ょさぇきぇすういなき, くけ ぉっい おぇこおぇ 
すさぇゅういなき う しなあぇかっくうっ. ╄ょうく 
さぇいおぇい おさぇえ けゅさけきくぇすぇ  ぉうぉ-
かうけすっおぇ ゃおなとう, おけはすけ こさけ-
ょなかあぇゃぇ ょぇ こさっこさけつうすぇ... 
ぉっい けつうかぇ. ′っ ゅう しかぇゅぇ, ょけさう 
おけゅぇすけ ゃぇょう 30-ゅけょうてっく こけ-
あなかすはか ぉさけえ くぇ かのぉうきうは しう 
ゃっしすくうお ”╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈[╇╃′╄╁╄′ ‶┿╉╄〈
]こっちうぇかくう ちっくう いぇ ょぇすうすっ: 
25.07 – 28.07; 04.08 – 07.08; 14.08 – 17.08; 24.08 – 27.08
╆ぇ さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – 90,00 かゃ.
╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – 99,00 かゃ.
╃っちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20 % けすしすなこおぇ.
『っくぇすぇ っ ゃぇかうょくぇ しぇきけ いぇ こけしけつっくうすっ ょぇすう う ゃおかのつゃぇ:
- 3 くけとせゃおう しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/; けぉはょ /きっくの/; ゃっつっさは /
ぉかけお きぇしぇ/
- こけかいゃぇくっ くぇ くぇ けすおさうす ぉぇしっえく, てっいかけくゅう う つぇょなさう
- internet /かけぉう ぉぇさ/
- itness くぇ けすおさうすけ
- おせささけすくぇ すぇおしぇ
『╄′╇ ¨〈 01.06 2011 ゅ. – 31.08.2011 ゅ.
1. ╆ぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” う つかっくけゃっ 
くぇ しっきっえしすゃぇすぇ うき – ちっくぇ くぇ ょっく 20,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし 
いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
2. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し ょゃぇきぇ こなかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう – ちっくぇ 
くぇ ょっく 10,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
3. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し っょうく さけょうすっか – ちっくぇ くぇ ょっく 15,00 かゃ. – 
くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
4. ╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – ちっくぇ くぇ ょっく – 35,00 かゃ.; 
ょっちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20% けすしすなこおぇ.

‶[╇ ╂[〉‶╇ けす 15 いぇこうしぇくう ょせてう – ぉけくせし – 1 ぉっいこかぇすくけ
╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. – ぉっいこかぇすくけ

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ – ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” うかう ゃ 
しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.
]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは – すっか. 21 56; 7 21 56; 0431/6 22 07
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[っぇかくぇ っ けこぇしくけしすすぇ 
せつっくうちうすっ けす せつうかう

とぇすぇ  う ょっすしおうすっ ゅさぇょう
くう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
いぇこけつくぇす くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ こさっい しっこすっきゃさう ゃ 
くっけすさっきけくすうさぇくう おかぇしくう 
しすぇう う うゅさぇかくう いぇかう. ╆ぇ 
すけゃぇ ぇかぇさきうさぇ いぇき. おきっすう
ちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╄ゃゅっくうは 
』っさくっゃぇ. ╉ぇすけ こさうつうくぇ しっ 
こけしけつゃぇ そぇおすぇ, つっ  ゃしっ けとっ 
ゃなこさっおう, つっ しきっ ゃ しさっょぇすぇ 
くぇ のかう, くっ しぇ ゅかぇしせゃぇくう けす 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ 
こさけきっくうすっ ゃ ‶さうかけあっくうっ 
13. ′ぇおなしっかうすっ ょけ くけゃぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ しさけおけゃっ くぇ 
こさぇおすうおぇ くっ ょぇゃぇす くせあくけすけ 
ゃさっきっ う いぇ こさけゃっあょぇくっすけ 
くぇ しなけすゃっすくうすっ けぉとっしすゃっ
くう こけさなつおう.  

2 きかく. 159 たうかはょう かっゃぇ, 
ゃきっしすけ ゅかぇしせゃぇくうすっ 

くぇ きうくぇかぇすぇ しっしうは くぇ ¨ぉ
とうくしおうは しなゃっす  1 きかく. 936 
たうか. かゃ. きかく.かゃ., とっ しすさせ
ゃぇ くぇ „╀う ]う ┿え” 》けかょうくゅ 
けすょぇゃぇくっすけ くぇ いっきっょっかしおぇ 
けぉとうくしおぇ いっきは いぇ 30 ゅけょう
くう ゃ いっきかうとっすけ くぇ しっかぇすぇ 
╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ぅしっくけゃけ 
う ╃せくぇゃちう, さってう きっしすくう
はす こぇさかぇきっくす. ╃けゅけゃけさなす 
ぉっ こけょこうしぇく ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
すぇいう しっょきうちぇ. ‶なさゃけくぇつぇか
くけ こさっょかけあっくぇすぇ ちっくぇ けす 
かうちっくいうさぇく けちっくうすっか ぉっ 
1 きかく. 763 たうか.  899 かゃ.  
╆ぇゃうてぇゃぇくっすけ くぇ ちっくぇすぇ  
うょゃぇ けす くっょけゅかっあょぇくっ ゃ ょけ
おせきっくすぇちうはすぇ, ょけこせしくぇすけ 
けす ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ くっ っ 
けぉなさくぇかぇ ゃくうきぇくうっ, つっ くぇ 

』]】ぁ¨ 』╊:

╉-ち [かてけ 〈あせあしそうあ:

《╆ぅ¨〉』[╅【╅ ╆《]〉¨を╅ ╊ 》『¨《『¨【╊【 
′╅ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡” 

きっしすぇ ょぇくなつくぇすぇ けちっくおぇ くぇ 
いっきはすぇ っ こけ-ゃうしけおぇ けす こぇ
いぇさくぇすぇ. ╉けきこっくしうさぇくっすけ 

╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ
いぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 

せつぇしすゃぇ ゃ けそうちうぇかくうすっ そけ
させきう こけ こけゃけょ こけしっとっくうっすけ 
くぇ こさっいうょっくすぇ くぇ 〈せさちうは せ 
くぇし ┿ぉょせかかぇた ╂のか. ╃ぇきはくけゃ 
ぉっ しさっょ きぇかちうくぇすぇ おきっすけゃっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう けぉとうくう, おけう
すけ こさうしなしすゃぇたぇ くぇ けそうちう
ぇかくぇすぇ ゃっつっさは, ょぇょっくぇ けす 
ょけきぇおうくぇ – こさっいうょっくすなす ╂っ
けさゅう ‶なさゃぇくけゃ.

‶さっょしっょぇすっかはす  くぇ ¨ぉ] 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう せつぇしす

ゃぇ ゃなゃ そけさせきぇ くぇ ′ぇちうけくぇか

くぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ こさっょしっょぇ
すっかうすっ くぇ けぉとうくしおう しなゃっすう /
′┿‶¨]/. ‶さっょしっょぇすっかうすっ くぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすう ゃ ╀なかゅぇさうは 
ういこさぇすうたぇ けぉとけ こけしかぇくうっ 
おなき しかっょゃぇとうすっ てっそけゃっ くぇ 
きっしすくう こぇさかぇきっくすう. ‶け すけいう 
こけゃけょ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, つかっく 
くぇ 〉] くぇ ′┿‶¨], いぇはゃう, つっ 
きぇくょぇすなす しっ けすかうつぇゃぇ し ういょう
ゅぇくっ さけかはすぇ う きはしすけすけ くぇ けぉ
とうくしおうすっ しなゃっすう おぇすけ ゃぇあくぇ 
つぇしす ゃ しそっさぇすぇ くぇ きっしすくけすけ 
しぇきけせこさぇゃかっくうっ.

╉ぇいぇくかなておけすけ しょさせあっくうっ 
„╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃ

さっあょぇくうは” ゃいっ くぇちうけくぇかくぇすぇ 
くぇゅさぇょぇ いぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくけしす 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ ╉けくしすぇくすうく 

くぇ さぇいかうおうすっ う ういぉけさなす くぇ 
こけ-ゃうしけおぇすぇ ちっくぇ ぉはたぇ こさう
つうくぇ いぇ くけゃけ ゅかぇしせゃぇくっ くぇ 
ちっくぇすぇ, くぇ 11 のかう ゃ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす. ╇いこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ う しなしけぉしすゃっくうお ゃ 
たけかょうくゅぇ - ′っょおけ ╋かぇょっくけゃ, 
ぉっ こさうくせょっく くぇ しっしうはすぇ ょぇ 
„けすぉうゃぇ ぇすぇおう” けすしすさぇくぇ くぇ 
こさっょしっょぇすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╂╄[╀ – 〈っきっくせあおぇ ‶ぇこぇいけゃぇ, 
おけはすけ けぉはゃう, つっ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ しつうすぇ しょっかおぇすぇ いぇ くっうい
ゅけょくぇ いぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉さうすうおぇ ╋かぇょっくけゃ けすくっしっ う 
けす かうょっさぇ くぇ ┿〈┿╉┿ – ╃さぇ
ゅけきうか ╇ゃぇくけゃ, おけえすけ こけうしおぇ 
ゅぇさぇくちうう, つっ うくゃっしすうすけさなす  
とっ けすょっかは こけ 300 たうか. かゃ. 
ゅけょうてくけ いぇ しこけくしけさしすゃけ いぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

┿こぇさぇすせさぇ う ぇしぇくしぬけさ いぇ 
けすょっかっくうっすけ こけ たっきけょう

ぇかういぇ ゃ ╋╀┿╊ – ╉ぇいぇくかなお, 
ゃしうつおけ くぇ しすけえくけしす 50 たうかはょう 
っゃさけ, とっ いぇおせこう ょさせあっしすゃけすけ 
„╁っすさけおけき” くぇ ぉぇいぇ ょけゅけゃけさ 
きっあょせ くっゅけ う けぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお. ╃させあっしすゃけすけ っおしこかけぇすう
さぇ ゃっすさけゅっくっさぇすけさくうは こぇさお 
くぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ. 

╉ぇいぇくかなておけすけ しょさせあっくうっ 
„╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃ

さっあょぇくうは” しこっつっかう 20 たう
かはょう かっゃぇ けす ╋うくうしすっさしすゃけ
すけ くぇ こさぇゃけしなょうっすけ, しかっょ 
おけくおせさし いぇ こさけっおすう きっあょせ 
くっこさぇゃうすっかしすゃっくう けさゅぇくういぇ
ちうう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ′けゃう
はす こさけっおす, おけえすけ しょさせあっくう
っすけ こっつっかう けす こさぇゃけしなょくけすけ 
きうくうしすっさしすゃけ, とっ けしうゅせさう 
ゅけかはきけ おけかうつっしすゃけ きぇすっさう
ぇかう う せしかけゃうは いぇ そせくおちうけ
くうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすうかくうちぇすぇ, 
おなょっすけ きぇえおう, しこっちうぇかう

しすう う ょっちぇ いぇっょくけ こさぇゃはす 
せくうおぇかくう しせゃっくうさう, おけうすけ 
こさっょけしすぇゃはす くぇ けさゅぇくういぇ
ちうう, ぉぇくおう う ょさせゅう うくしすう
すせちうう, し ちっか くぇぉうさぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ 
„╀なょっとっ いぇ ょっちぇ し せゃさっあ
ょぇくうは”, しゃなさいぇくぇ し かっつっ
くうっすけ, こさうけぉとぇゃぇくっすけ おなき 
あうゃけすぇ, しこけさすぇ う いょさぇゃっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ.

╃ゃぇ おぇくぇかぇ いぇ さぇいこさけし
すさぇくっくうっ くぇ こうさぇすしおう 

そうかきう う きせいうおぇかくう おかうこけ
ゃっ つさっい うくすっさくっす ぉはたぇ さぇい
ぉうすう こさう ぇおちうう くぇ ぇくすうきぇ
そうけすうすっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 
しっかけ 》さうとっくう. ]なさゃなさくう 
おけくそうゅせさぇちうう し 5 すっさぇぉぇえ
すぇ うくそけさきぇちうは しぇ けすおさうすう 
くぇ しすぇさけいぇゅけさしおう ぇょさっし. 
《うかきうすっ う きせいうおぇすぇ しぇ しっ 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇかう つさっい うく
すっさくっす ょけしすぇゃつうお, おけえすけ 
けぉしかせあゃぇか ういすけつくうは おさぇえ 
くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′はきぇ ょぇく
くう, つっ ょけしすぇゃつうおなす っ いぇきっ
しっく こさはおけ ゃ こさっしすなこくぇすぇ 
ょっえくけしす.

╊うたゃうすっ いぇ こけかせつっくう 
きぇえつうくしおう こけきけとう とっ 

しっ けこさけしすはす, ぇおけ ょけ てっしす 
きっしっちぇ きぇえおうすっ ゃくっしぇす 
ゅかぇゃくうちぇすぇ こけ いぇょなかあっくう
っすけ うき. 〈けゃぇ こさうったぇ  こさっい 
しっょきうちぇすぇ くぇ こなさゃけ つっすっくっ 
ょっこせすぇすうすっ し こさけきっくう ゃ ╉け
ょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさは
ゃぇくっ. ╃け っょくぇ ゅけょうくぇ あっくう
すっ きけゅぇす ょぇ こけょぇょぇす うしおぇくっ 
ょけ ′¨╇ ょぇ うき ゃなさくぇす かうた
ゃうすっ. ¨つぇおゃぇ しっ ゃ しさっょぇすぇ 
くぇ ぇゃゅせしす ょぇ ゃかはいぇす ゃ しうかぇ 
こさけきっくうすっ ゃ おけょっおしぇ.

‶っくつっゃ „╆ぇっょくけ” ゃ おぇすっゅけ
さうはすぇ „′ぇえ-ょけぉさぇ おぇきこぇくうは” 
くぇ そけくょぇちうは „[ぇぉけすうかくうちぇ 
いぇ ゅさぇあょぇくしおう うくうちうぇすうゃう”. 
]ょさせあっくうっすけ っ けすかうつっくけ いぇ 
おぇきこぇくうはすぇ いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ いぇ かっすくう すっさぇこっゃ
すうつくう いぇくうきぇくうは いぇ ょっちぇ う 
きかぇょっあう し せゃさっあょぇくうは ゃ けぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╉ぇいぇくかなておうはす そけすけゅさぇそ- 
たせょけあくうお ╀っょさけし ┿いうくはく 

けすおさう しゃけは のぉうかっえくぇ ういかけあ
ぉぇ ゃ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ.

565 とっ しぇ こけ こなさゃけくぇつぇか
くう ょぇくくう こなさゃけおかぇしくうちう

すっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇっしっく.

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ
くぇか” ┿╃ いぇおせこう 50 すけきぇ 

おくうゅう くぇ ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけさう 
けす こけさっょうちぇすぇ „╀なかゅぇさしおう 
おかぇしうちう” くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╆ぇ
たぇさうえ ]すけはくけゃ”. ╉くうゅうすっ とっ 
ぉなょぇす こさっょけしすぇゃっくう くぇ そうさ
きっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ . 

¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╀』╉ いぇこけつくぇ さぇいょぇゃぇ

くっすけ くぇ  たせきぇくうすぇさくう こけきけとう 
いぇ  しけちうぇかくけ しかぇぉう ゅさぇあょぇくう. 

 

╂さぇょ ‶ぇゃっか ╀ぇくは う ¨ぉとうくぇ 
‶ぇゃっか ╀ぇくは ぉはたぇ けぉはゃっくう 

けす 〉′╇『╄《 - ╀なかゅぇさうは いぇ ゅさぇょ 
う けぉとうくぇ ‶さうはすっか くぇ ょっすっすけ.  

‶け  すけいう こけゃけょ おきっすなす くぇ けぉ
とうくぇ ‶ぇゃっか ╀ぇくは ]すぇくうきうさ 
[ぇょっゃしおう  しすぇくぇ  くけしうすっか くぇ 
たけくけさうし ょうこかけきぇ いぇ けすくけ
てっくうっすけ しう おなき けぉさぇいけゃぇ
くうっすけ う ょっちぇすぇ.

╉ぇすぇかけゅ しなし いぇぉっかっあう
すっかくけしすうすっ ゃ ]すぇさけいぇ

ゅけさしおぇ けぉかぇしす しないょぇゃぇす おさぇ
っゃっょう う こぇすさうけすう けす さぇえけくぇ.  
『っかすぇ っ おさぇしけすうすっ くぇ こさうさけ
ょぇすぇ う ぉけゅぇすけすけ くう おせかすせさ
くけ-うしすけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ 
ょぇ しすぇくぇす こけ-ぉかういおう う せょけぉ
くう いぇ しなゃさっきっくくうは おせかすせさっく 
すせさういなき.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう:
╃. ╀けぉっゃぇ

╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう とっ っ おぇく
ょうょぇすなす いぇ おきっす くぇ ╀]‶ 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, すけゃぇ さってう ′ぇ
ちうけくぇかくうはす しなゃっす くぇ ╀]‶ くぇ 
こかっくせき ゃ ]けそうは. ]ぇきぇさしおう ぉっ 
ういぉさぇく しかっょ すぇえくけ ゅかぇしせゃぇくっ 
けす しなこぇさすうえちうすっ しう くぇ おけくそっ
さっくちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 
25 のくう, いぇ おけっすけ „〈┿” こうしぇ. 
′ぇ そうくぇかくぇすぇ こさぇゃぇ すけえ しっ 
しなしすっいぇゃぇてっ いぇ ゃけすぇ くぇ ぉぇ
かけすぇあ し くぇしすけはとうは おきっす ]すっ
そぇく ╃ぇきはくけゃ, くけ つかっくけゃっすっ 
くぇ しすけかっすくうちぇすぇ さってうたぇ ]ぇ
きぇさしおう ょぇ っ おぇくょうょなす うき いぇ 
おきっす くぇっしっく. ╉きっすけゃっすっ くぇ 
╋なゅかうあ, ╂せさおけゃけ う ′うおけかぇっ
ゃけ しぇ こけょおさっこっくう けす こかっくせきぇ 
う いぇ しかっょゃぇと きぇくょぇす, ゃ ‶ぇゃっか 
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╂させこぇすぇ けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうちう けす „ぎ¡ïäñëöó £í 

とí£íÖ¿é¡” ぇおすうゃくけ う すさぇえ-
くけ こけょおさっこは さぇいゃうすうっすけ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”, いぇはゃう ゃ 
ういかけあっくうっすけ しう こさっょ こさっょ-
しすぇゃうすっかう くぇ きっしすくうは ぉういくっし 
こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇ くぇ 8-きう 
のかう ゃっつっさすぇ こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ゅさせこぇすぇ う ういこなかくうすっかっく 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. „╃っえしすゃう-
すっかくけ こけかせつぇゃぇきっ さぇいぉうさぇくっ 
う こけょおさっこぇ こさう さってぇゃぇくっすけ 
くぇ おけくおさっすくう こさけぉかっきう”, こけ-
すゃなさょう ゃ ういおぇいゃぇくっ くぇ しさっ-
とぇすぇ う ょ-さ ╉っすう ╋ぇくぇかけゃぇ, 
おけはすけ ぉかぇゅけょぇさう くぇ „ぎ¡ïäñë-
öó £í とí£íÖ¿é¡” いぇ しなすさせょくう-
つっしすゃけすけ こさっい こけしかっょくうすっ 
3 ゅけょうくう. ╂させこぇすぇ, おぇおすけ う 
ちっかうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす, ゅかぇ-
しせゃぇたぇ ょけゃっさうっ くぇ ょ-さ ╋ぇくぇ-
かけゃぇ ゃ おさぇは くぇ 2008 ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ すは こけっ ぇくゅぇあうきっくすぇ 
ょぇ しすぇぉうかういうさぇ そうくぇくしけゃけ-
すけ しなしすけはくうっ くぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”. ¨とっ 
こさっい っしっくすぇ くぇ しなとぇすぇ ゅけょう-
くぇ, こけ こさっょかけあっくうっ くぇ „ぎ¡ï-
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, ¨ぉとうく-

しおうはす しなゃっす こさうっ さってっくうっ 
いぇ しなそうくうくしうさぇくっ けす しすさぇくぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ さぇい-
きっさ くぇ 18 たうかはょう かっゃぇ いぇ うい-
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ ┿くゅうけゅさぇそしおう 
ちっくすなさ おなき ぉけかくうちぇすぇ. ‶さっい 
くけっきゃさう 2008 ゅけょうくぇ, し こけ-
しすなこかっくうはすぇ けす „┿さしっくぇか” ┿╃ 
ゃ しょっかおぇ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお, ぉっ けしうゅせさっくけ そうくぇくしう-
さぇくっ いぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくう-
ちぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 380 たうかはょう 
かっゃぇ, おけっすけ しっ さっぇかういうさぇ ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 2009-すぇ ゅけょう-
くぇ. ‶さっい 2010 ゅけょうくぇ ゅさせこぇ-
すぇ しなゃっすくうちう けす „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡” し かうつくう しさっょしすゃぇ 
けす ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ しう おぇすけ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, おけうすけ 
すっ くっ こけかせつぇゃぇす, ぇ ういこけかいゃぇす 
いぇ ょぇさうすっかしおう ぇおちうう, ぉっ そう-
くぇくしうさぇくけ ぇさたうすっおすせさくけすけ 
いぇしくっきぇくっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ, くっ-
けぉたけょうきけ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ 
こけ こさけっおす くぇ ╋[[╀ いぇ そうくぇく-
しうさぇくっ くぇ きけょっさくういぇちうはすぇ 
くぇ しゅさぇょくうは そけくょ う ぇこぇさぇすせ-
さぇすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ ぉけかくうちう. 
5 000 かっゃぇ かうつくう しさっょしすゃぇ 
けすょっかはす いぇ ちっかすぇ すさうきぇすぇ しな-
ゃっすくうちう – ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う 『ゃっすぇく 【う-

おけゃ. ‶ぇさうすっ しっ こさっゃっあょぇす 
ょうさっおすくけ くぇ ういこなかくうすっかは くぇ 
ぇさたうすっおすせさくけすけ いぇしくっきぇくっ. 
′ぇ こさぇおすうおぇ すぇおぇ „ぎ¡ïäñëöó 

 がん でぜぎぞごぜ ぶごぢん ぞん だゐべごぞでとごどぎ でぺゑぎどぞごぴご!
╆ぇ すけゃぇ こさういけゃぇ こけ ゃさっ-

きっ くぇ ゃこっつぇすかはゃぇとぇ 
しさっとぇ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
おぇいぇくかなておうは ぉういくっし, ′‶¨ 
う さぇいかうつくう うくしすうすせちうう 
さなおけゃけょうすっかはす くぇ ゅさせこぇすぇ 
しなゃっすくうちう ゃ おぇいぇくかなておうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 

′っけぉたけょうきけしすすぇ けす しきは-
くぇ くぇ つうこぇ すけえ きけすうゃうさぇ し 
くせあょぇすぇ けす こさけきはくぇ ゃ けすくけ-
てっくうっすけ  くぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
くぇしすけはとうすっ けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうちう おなき こさけぉかっきうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ. 
╁ おぇつっしすゃけすけ しう う くぇ うい-

こなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╇ぉせてっゃ ぉっ 
おぇすっゅけさうつっく, つっ たけさぇ おぇすけ 

くっゅけ う おけかっゅうすっ きせ – ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ う 『ゃっすぇく 【うおけゃ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ こけゃっつっ ゃ きっしす-
くうは こぇさかぇきっくす, いぇ ょぇ しっ つせっ  
さぇちうけくぇかくうはす う さぇいせきっく 
ゅかぇし くぇ ぉういくっしぇ う さぇぉけすけょぇ-
すっかうすっ.  
„′うっ, おけうすけ さなおけゃけょうき 

くぇえ-ゅけかっきうすっ そうさきう ゃ 
さぇえけくぇ, うきぇきっ くぇっすう しすけ-
すうちう う たうかはょう さぇぉけすくう-
ちう, くっ きけあっき ょぇ  しすけうき  
ぉっいせつぇしすくう う ょぇ しっ くぇょは-
ゃぇきっ くはおけえ ょさせゅ ょぇ さってう 
こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ, 
くぇ くぇてうすっ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう. ╆ぇすけゃぇ う  しっ 
くぇゅなさぉうたきっ し すぇいう いぇょぇ-
つぇ. ╀う ぉうかけ ょけぉさっ, ぇおけ 
くう  こけょおさっこうすっ う しすぇくっすっ 
つぇしす  けす くぇし”.
] すっいう ょせきう ゃ しかけゃけすけ しう 

すけえ しっ けぉなさくぇ おなき ぉういくっしきっ-
くうすっ,  せゃぇあうかう こけおぇくぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすうすっ. 
╁ さっつすぇ しう ╇ぉせてっゃ ゅけゃけ-

さう いぇ しっゅぇてくけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす う いぇ 
ゅかっょくぇすぇ すけつおぇ くぇ „ぎ¡ïäñë-
öó £í とí£íÖ¿é¡” こけ きくけゅけ けす 
こさけぉかっきうすっ, ゃなかくせゃぇとう 
ゅさぇあょぇくうすっ  くぇ けぉとうくぇすぇ う 
けしすぇくぇかう くっさってっくう ゃ すけいう 
きぇくょぇす くぇ ]なゃっすぇ. 
╅っかぇくうっすけ いぇ こけゃっつっ っおし-

こっさすくけしす こさう さってぇゃぇくっすけ 
くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ う 
こけ-きぇかおけ こけかうすうおぇ ぉなさいけ 
ぉはたぇ こけこぇさっくう ゃ すけいう しなしすぇゃ 

くぇ ]なゃっすぇ, おぇいぇ けとっ さなおけ-
ゃけょうすっかはす くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡” う こさういけゃぇ ゃしっおう, 
おけえすけ あっかぇっ, ょぇ ゅう こけょおさっ-
こう. 』かっくしすゃけすけ ゃ ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすうすっ っ しゃけぉけょくけ – 
たけさぇ, しこけょっかはとう うょっうすっ  くう  
きけゅぇす ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす くぇし, 
くっいぇゃうしうきけ けす こぇさすうえくうすっ 
うき こさうしすさぇしすうは.  〈なさしうき せき-
くうすっ, きうしかっとうすっ, けすゅけゃけさ-
くうすっ う きけあっとうすっ ょぇ ゃいうきぇす 
こさぇゃうかくうすっ  さってっくうは たけさぇ, 
いぇはゃう ╇ぉせてっゃ. ╉ぇすけ きけすうゃ 
いぇすけゃぇ すけえ こけしけつう そぇおすぇ, つっ  
„ゃ すけいう きぇくょぇす  くぇ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす くうとけ しっさうけいくけ 
くっ しっ しかせつう, ぇ   きくけゅけ たせぉぇゃう 
くっとぇ ゃしっ けとっ くっ しっ しかせつゃぇす 
こけさぇょう きくけゅけすけ こけかうすうおぇ 
う きぇかおけすけ きうしなか いぇ たけさぇすぇ 
しっゅぇ” . 
]っゅぇ さぇいつうすぇきっ くぇ くぇてうすっ 

さぇぉけすくうちう, くぇ ゃぇし, ょぇ さぇい-
ぉっさっすっ, つっ くうっ くっ しきっ けす-
ょっかくけ けす けぉとうくぇすぇ, ぇ うきぇきっ 
けぉとぇ ゅさうあぇ – ょぇ こさけおぇさぇきっ 
くうておぇすぇ くぇ ぉかぇゅけさぇいせきうっすけ 
う ょぇ くぇこさぇゃうき くぇえ-ょけぉさけすけ 
いぇ ゅさぇょぇ くう, おぇいぇ けとっ ╇ぉせ-
てっゃ. ╉ぇすけ くぇつぇかけ いぇすけゃぇ すけえ 
こさうおぇくう ぉういくっしきっくうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ こけっきぇす しゃけっ-
けぉさぇいっく ぇくゅぇあうきっくす, おぇすけ 
こさけょなかあぇす う せきくけあぇす うょっ-
はすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ -  ょぇ くぇ-
こさぇゃはす くっとけ ょけぉさけ けす うきっすけ 
くぇ しゃけうすっ そうさきう ゃ ゅさぇょぇ う 
さぇえけくぇ. 

′ぇ しさっとぇすぇ ぉっ こさっょしすぇゃっく う ぉなょっとうはす こさっょしっょぇすっか くぇ 
‶さっょういぉけさくうは とぇぉ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ - ぅくおけ ╆ぇこさは-
くけゃ, ょうさっおすけさ すったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ  ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃. 

¨すいゃせお けす しさっとぇすぇ:

£í とí£íÖ¿é¡” ょぇゃぇす しすぇさす くぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ こけ こさけ-
っおすぇ くぇ ╄], おけえすけ, ぇおけ ぉなょっ 
しこっつっかっく,  しっ けつぇおゃぇ ょぇ こけょ-
くけゃう ぇこぇさぇすせさぇすぇ くぇ いょさぇゃ-
くけすけ いぇゃっょっくうっ ゃ さぇいきっさ くぇ 

きうかうけくう かっゃけゃっ, こさう きぇおしう-
きぇかくぇ しすけえくけしす くぇ ぉっいゃない-
きっいょくぇすぇ こけきけと つさっい ╋[[╀ 
– 3,5 きかく. かゃ.

╁うくぇゅう う こさう ゃしっおう こさけ-
ぉかっき ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡” いぇしすぇゃぇ くぇ しすさぇ-
くぇすぇ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ けぉ-
とうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ, おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ こけょおさっこぇ くぇ いょさぇ-

ゃっすけ くぇ たけさぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, 
ゅけかはきぇ つぇしす, けす おけうすけ しぇ ゃ 
すっあおけ しけちうぇかくけ こけかけあっくうっ, 
おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ. ‶けかけあうすっか-
くぇ っ う こけいうちうはすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ 
こけ こさっょけしすぇゃはくっすけ くぇ すっさっくぇ 
いぇょ ぉけかくうちぇすぇ けす ¨ぉとうくぇ-
すぇ くぇ いょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ, 
しなし しさっょしすゃぇすぇ けす こさけょぇあぉぇ-
すぇ くぇ おけえすけ, こけ さってっくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, とっ しっ こけ-
おさうはす ゅけかはきぇ つぇしす, きぇおぇさ う 
くっ ゃしうつおう, しすぇさう いぇょなかあっくうは 
くぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇき-
ぉけかしおう”. [ってっくうっすけ いぇ ょぇ-
さっくうっ くぇ うきけすぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
いぇ ぉけかくうちぇすぇ こさっょしすけう ょぇ しっ 
ゃいっきっ くぇ しっしうは ょけ おさぇは くぇ 
すっおせとうは きぇくょぇす くぇ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす.
]なしすけはくうっすけ う さぇいゃうすうっすけ 

くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ とっ 
こさけょなかあう ょぇ ぉなょっ こさうけさう-
すっす いぇ くぇし う こさっい しかっょゃぇとうは 
きぇくょぇす, おけゅぇすけ しっ くぇょはゃぇきっ 
ょぇ うきぇきっ こけ-てうさけおけ ゃかうは-
くうっ し こけゃっつっ こさっょしすゃぇすうかう ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, いぇはゃう けとっ 
うくあ. ╇ぉせてっゃ, おぇおすけ こさっょ きっ-
ょううすっ, すぇおぇ う くぇ しさっとぇすぇ し 
ぉういくっしぇ, おけゅぇすけ すけえ けすつっすっ 
ょっえくけしすすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí-
£íÖ¿é¡” こさっい 3-すっ ゅけょうくう くぇ 
きぇくょぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╀ぇくは けす ╀]‶ とっ しっ おぇくょうょぇすうさぇ ┿すぇくぇし ‶なょっゃ. ′っゅけゃぇすぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ しなとけ ぉっ せすゃなさょっくぇ けす ゃうしてうは そけさせき くぇ つっさ
ゃっくうすっ. 

‶さっゅけゃけさう いぇ けぉっょうくっくうっ くぇ ゃしうつおう ょっしくう しうかう しさっとせ 
おぇくょうょぇすせさうすっ くぇ しっゅぇてくうは おきっす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う くぇ 

╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう けす ╀]‶ ゃけょはす こけかうすうつっしおうすっ しうかう ゃ ╉ぇいぇく
かなお, しなけぉとう けぉとうくしおうはす かうょっさ くぇ ╃]╀ ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ 
╇ゃぇく ╊ぇこつっゃ. 
╇ょっはすぇ っ ゃしうつおう けす ょっしくうは しこっおすなさ ょぇ こけょおさっこはす おぇくょうょぇ

すぇ いぇ おきっす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇ きっしすくうすっ ういぉけさう, ぇ 
いぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす ょぇ せつぇしすゃぇす し っょうくくぇ かうしすぇ.

] ょけぉさけゃけかっく すさせょ  う しさっょしすゃぇ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╋かぇょっあおぇ
すぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ ういゅさぇょっくぇ しこけさすくぇ 

こかけとぇょおぇ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ けす しっかけ ╄くうくぇ. ‶かけとぇょおぇすぇ っ くぇ  
しすけえくけしす 2 たうかはょう かっゃぇ う ゃおかのつゃぇ さぇいかうつくう ゅうきくぇしすうつっしおう 
せさっょう. ′ぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ しこけさすくけすけ しなけさなあっくうっ こさうしなしすゃぇ 
う おぇくょうょぇすなす  いぇ おきっす  くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういょうゅくぇす けす こぇさすうは ╂╄[╀, 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.

╊うょっさなす くぇ ]╃] ╉ぇいぇくかなお - ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ とっ 
っ  ょっしくうはす おぇくょうょぇす いぇ おきっす くぇ きっしすくうすっ ういぉけさう.  ╆ぇ 

]╃], ]うくはすぇ おけぇかうちうは う ういけぉとけ いぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇえ-ょけぉさっ 
っ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ ういぉけさうすっ けす おけぇかうちうは ちっくすなさ – ょはしくけ, 
おけきっくすうさぇ ┿かっおしぇくょさけゃ.

╃-さ ╉っすう ╋ぇくぇかけゃぇ - せこさぇゃうすっか ╋╀┿╊ - ╉ぇいぇくかなお

╃っくおけ ╃っくおけゃ: ぉういくっしきっく
╁ きけきっくすぇ ゃ  ゅさぇょぇ くう せこさぇゃかはゃぇ っょうく 

しかせつぇっく ¨ぉとうくしおう しなゃっす, ょぇ くっ おぇあぇ  
しきってっく. ┿ょきうさうさぇき うょっはすぇ くぇ ゅけしこけ-
ょうく ╇ぉせてっゃ いぇ しきはくぇ くぇ きうしかっくっすけ う 
たけさぇすぇ ゃ ]なゃっすぇ,  いぇとけすけ いぇ しなあぇかっくうっ 
けす 1995 ゅけょうくぇ くぇしぇき くっこさっおなしくぇすけ くぇ-
きぇかはゃぇ うくすっかうゅっくすくけしすすぇ くぇ けぉとうくしおう-
すっ しなゃっすくうちう.

‶っすなさ ‶けこけゃ:  そうさきぇ „Polytrade“
‶けあっかぇゃぇき こけゃっつっ さぇいせき ゃ ぉなょっとけすけ 

きっしすくけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ. ]っゅぇ すけ っ つうし-
すけ おけきっさしうぇかくけ こけさぇょう おさうゃけさぇいぉさぇ-
くぇすぇ ょっきけおさぇちうは ゃ くぇてうは ゅさぇょ, くけ ゃう-
くぇすぇ いぇすけゃぇ っ う くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ′せあっく 
くう っ こけゃっつっ さぇいせき! 

┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ: ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう – し. ╉さなく 
〈せお うきぇ たけさぇ, おけうすけ  せゃぇあぇゃぇき, おけう-

すけ ゃ ょなかぉけおぇすぇ しう つけゃっておぇ しなとくけしす 
ょなさあぇす くぇ うしおけくくうすっ ぉなかゅぇさしおう ちっく-
くけしすう, いぇすけゃぇ ゃはさゃぇき, つっ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお とっ さぇぉけすはす いぇ ぉかぇゅけすけ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, ぉっい ょぇ しっ すなさしはす おけきっさしうぇかくう 
ちっかう. ╁うあょぇき くぇつぇかけすけ くぇ おけくしっくしせしぇ. 

〈┿

′. ╋かぇょっくけゃ

╂かなすおぇ ゃないょせた いぇ きぇえおうすっ

]っゅぇてくうはす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ っ おぇくょう
ょぇすなす, おけえすけ ′╃]╁ とっ こけょおさっこう いぇ すさっすう きぇくょぇす. 〈けゃぇ 

しなけぉとう ゃ ╉ぇいぇくかなお かうつくけ かうょっさおぇすぇ くぇ ′╃]╁ 》さうしすうくぇ 
》さうしすけゃぇ.
╀うゃてうはす しけちうぇかっく きうくうしすなさ けす おぇぉうくっすぇ ]ぇおしおけぉせさゅけすしおう 

いぇはゃう しなとけ, つっ こぇさすうはすぇ ういょうゅぇ しゃけえ おぇくょうょぇす いぇ おきっす ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ かうちっすけ くぇ ぉうゃてうは いぇき. けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか 
╃ぇくつけ ╃ぇくっゃ. ]ゃけえ こぇさすうっく おぇくょうょぇす ′╃]╁ とっ うきぇ う ゃ けぉ
とうくぇ ╋なゅかうあ う ゃ けぉとうくぇ ╀さぇすは ╃ぇしおぇかけゃう. ╉きっすけゃっ ゃ こけくっ 
4 けぉかぇしすくう ゅさぇょぇ うしおぇ ′╃]╁; さぇゃくけきっさくけ さぇいこさっょっかっくうっ 
くぇ しなゃっすくうつっしおうすっ きっしすぇ っ しなとけ ちっか くぇ こぇさすうはすぇ, おけはすけ っ 
こけしすぇゃうかぇ いぇょぇつぇ いぇ こけ ょゃぇきぇ しなゃっすくうおぇ ゃ けぉとうくぇ くぇゃしは
おなょっ ゃ しすさぇくぇすぇ.
′ぇちうけくぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ′╃]╁ ょぇょっ けすかうつくぇ けちっくおぇ 

う くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ いぇき. おきっすうちぇすぇ ゃすけさう きぇくょぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
つかっく くぇ ′╃]╁, ぃかうはくぇ ‶ぇかぇいけゃぇ.
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¨す くはおけかおけ ょくう  ╇ゃぇく ╂ぇく
つっゃ ╇ゃぇくけゃ, っょうく けす いかぇすくうすっ 
ぇさしっくぇかちう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, 
つうえすけ こけさすさっす っ ゃ ┿かっはすぇ くぇ 
こなさゃっくちうすっ, っ ゃ くけゃぇ しけちうぇか
くぇ  ゅさせこぇ. 
〈けえ  っ くぇえ-しゃっあけすけ こけこなかくっ

くうっ ゃ さっょうちうすっ くぇ ょはょけゃちう
すっ - ╇ゃぇくけゃちう, こさう すけゃぇ くっ し 
おぇおゃけ ょぇ っ, ぇ し きなあおう ゃくせお.   
¨とっ こけゃっつっ -  ゃいっか っ  う ぉせおゃぇ
すぇ くぇ いくぇすくうは しう ょはょけ.  ╂けかは
きぇすぇ さぇょけしす っ しこけたけょうかぇ しっ
きっえしすゃけすけ くぇ ╇ゃぇく う すけゃぇ くぇ 
くっゅけゃぇすぇ ょなとっさは くぇ くけしっとぇすぇ 
くっゃっさけはすっく おなしきっす う あうすっえ
しおぇ しかぇゃぇ ょぇすぇ 11 のかう 2011 ゅ.  

〈¨｠╅╊]╅ – ′]╅【〉《【《 〈《〈¨ぁ╊

╉ぇすけ ゃしはおぇ けかうきこうぇょぇ, 
]ゃっすけゃくうすっ かっすくう うゅさう 

„]こってなか ¨かうきこうおし” しっ けさ
ゅぇくういうさぇす ゃっょくなあ くぇ 4 ゅけ
ょうくう, けしうゅせさはゃぇえおう ういはゃぇ 
くぇ きかぇょう たけさぇ けす 8 ょけ 36 ゅ. し 
きっくすぇかくう せゃさっあょぇくうは. 〈ぇいう 
ゅけょうくぇ ょけきぇおうく くぇ 13-すけすけ 
ういょぇくうっ くぇ うゅさうすっ ぉっ ┿すうくぇ. 
〈ぇかうしきぇく くぇ きっあょせくぇさけょ
くけすけ しなしすっいぇくうっ ぉっ あなかすけ 
こかのてっくけ ]かなくちっ – しうきゃけか 
くぇ ょさっゃくけゅさなちおうは ぉけゅ ┿こけ
かけく.  ‶けょ きけすけすけ “┿い せつぇしす
ゃぇき” 12 000 しなしすっいぇすっかう  けす 
185 ょなさあぇゃう, しさっょ おけうすけ 16 
ぉなかゅぇさしおう ぇすかっすう けす さぇい
かうつくう ゅさぇょけゃっ, ょけおぇいゃぇたぇ 
せきっくうはすぇ しう ゃ 22 ょうしちうこかう
くう. 40 000 つかっくけゃっ くぇ しっ
きっえしすゃぇ くぇ ぇすかっすう, 25 000 
ょけぉさけゃけかちう う 3 000 すったくう
つっしおう かうちぇ う けさゅぇくういぇすけさう 
こけょこけきけゅくぇたぇ うゅさうすっ, ょけ
おぇいゃぇえおう いぇ こけさっょっく こなす, つっ 
いぇ しこけさすくうは ょせた う いぇ つけゃって
おぇすぇ ゃけかは くはきぇ ゅさぇくうちう.
╃けしっゅぇ „]こってなか ¨かうきこうおし 

- ╀なかゅぇさうは” うきぇ せつぇしすうは ゃ 
6 かっすくう う 4 いうきくう しゃっすけゃくう 
うゅさう, くけ くうおけゅぇ くっ っ うきぇかぇ 
しゃけう せつぇしすくうちう ゃ おけくくぇすぇ 
っいょぇ.
‶なすは こさけこさぇゃは くぇてっすけ 

きけきうつっ – ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇ 
し せゃさっあょぇくうは” – ╉ぇいぇくかなお, 
し つうはすけ ょっえくけしす ╋うたぇっかぇ 
╇ゃぇくけゃぇ っ すはしくけ しゃなさいぇくぇ. 
╋けきうつっすけ っ しなし いぇぉけかはゃぇくっ 
ちっさっぉさぇかくぇ こぇさぇかういぇ, けす 
すさう ゅけょうくう せしうかっくけ しっ いぇくう

╋うたぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ - くぇ 22 ゅけょうくう けす ╉ぇ
いぇくかなお,  いぇゃけのゃぇ こなさゃうすっ ょゃぇ いかぇすくう きっょぇ
かぇ  いぇっょくけ し おけくは しう [けいきぇさう, ゃ こなさゃけすけ いぇ 
╀なかゅぇさうは せつぇしすうっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ き. のかう す.ゅ. ゃ 
]ゃっすけゃくうすっ かっすくう うゅさう „]こってなか ¨かうきこうおし” ゃ 
┿すうくぇ.
╋うたぇっかぇ っ っょうくしすゃっくぇ ょなとっさは くぇ ╃ぇそうくおぇ 

′うおけかけゃぇ - かぇぉけさぇくすおぇ ゃ たうきうつっしおぇすぇ かぇぉけ
さぇすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 3 - 0/166 ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
╋ぇえおぇすぇ くぇ „いかぇすくけすけ” きけきうつっ けすこさぇゃは うしおさっ
くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃなゃ そうさきぇすぇ 
いぇ こさっょけしすぇゃっくうすっ え 200 かゃ., けこけかいけすゃけさっくう 
いぇ すさぇくしこけさすくう さぇいたけょう くぇ しなしすっいぇすっかおぇすぇ. ] 
そうくぇくしけゃう しさっょしすゃぇ しぇ こけきけゅくぇかう  う ょはょけすけ 
くぇ ╋うたぇっかぇ, おぇおすけ う ょゃぇきぇ ぉういくっしきっくう けす し. 
╉けこさうくおぇ.

きぇゃぇ し おけくくぇ っいょぇ くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ こさぇぉなかゅぇさしおぇすぇ ておけかぇ いぇ 
けちっかはゃぇくっ “╀ぇゅぇすせさ” おさぇえ 
╋なゅかうあ.
′っうく すさっくぬけさ っ きかぇょぇすぇ う 

ぇきぉうちうけいくぇ ′うくぇ ぅくおけゃぇ, 
こさっきうくぇかぇ こさっい しこっちうぇか

くけ けぉせつっくうっ ゃ ‶けかてぇ. 〈は 
けぉはしくはゃぇ, つっ いぇ さぇいかうおぇ けす 
たうこけすっさぇこうはすぇ - かっつっくうっ し 
っいょぇ, っいょぇつなす こさう „しこってなか” 
っ こけ-ぇおすうゃっく. ╇ ょけこなかゃぇ, つっ 
うょっはすぇ え いぇ ┿すうくぇ, おなょっすけ 
ゃ っいょぇすぇ しぇ しっ しなしすっいぇゃぇかう 
くぇょ 120 せつぇしすくうちう, っ ぉうかぇ 
けしくけゃくけ ょぇ こさけせつう おぇお すっ しっ 
ういはゃはゃぇす, おぇすけ しっ うきぇ  こさっょ
ゃうょ, つっ しなょうえしおぇすぇ けちっくおぇ っ 
しこっちうぇかくぇ – しなしすっいぇすっかはす くっ 
いくぇっ こさっょゃぇさうすっかくけ おぇおゃけ 
とっ しっ ういうしおゃぇ けす くっゅけ; しなょう

はすぇ おぇいゃぇ おぇおゃけ おけくおさっすくけ 
うしおぇ う っいょぇつなす すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃう.
′ぇ きはしすけ しっ けおぇいぇかけ ょさせゅけ. 

‶さうすっしくっくうっすけ けす こさっおうすっ 
しなこっさくうちう – ょけきぇおうくうすっ, 
ういつっいくぇかけ, すなえ おぇすけ こさぇお

すうつっしおう ╋うたぇっかぇ しっ しなしすっ
いぇゃぇかぇ こけ せしゃけっくう しゃっすけゃくう 
おさうすっさうう ゃ 3 /ぉっい とぇそっすぇすぇ/ 
けす 4-すっ ょうしちうこかうくう: ぇくゅかうえ
しおぇ っいょぇ, ょさっしぇあ, とぇそっすぇ う 
さぇぉけすくう こさったけょう し こさっこはす
しすゃうは – けす 6 ょけ 9 ぉさ. し さぇい
かうつくう こさけそうかう, おぇすけ しっ いぇ
しうつぇ う ゃさっきっ. 〉つぇしすうっすけ え 
ゃ ょさっしぇあぇ ぉうかけ すさせょくけ, すなえ 
おぇすけ  くぇ けかうきこうえしおぇすぇ  おけく
くぇ ぉぇいぇ “╋ぇさおけこせかけ” きけきう
つっすけ いぇ こさなゃ こなす ゃうょはかけ きぇ
くっあ いぇ すぇいう ょうしちうこかうくぇ. ′っ 

ぉうかけ すさっくうさぇかけ, ぇ う おけくはす 
„くっ しっ ょなさあぇか ょけぉさっ”. ╁こさけ
つっき, ておけかぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ うきぇ 
くせあょぇ けす そうくぇくしけゃぇ こけきけと, 
いぇ ょぇ ぉなょっ ういゅさぇょっくけ すぇおけゃぇ 
しなけさなあっくうっ.
] おけぉうかぇすぇ [けいきぇさう – ょな

とっさは くぇ さぇしけゃ おけく, しすさせゃぇと 
1 きかく っゃさけ,  ╋うたぇっかぇ ぉうかぇ 
すさっくうさぇかぇ しぇきけ ょゃぇ こなすう. 
〈は, けぉぇつっ, せしこはかぇ ょぇ しっ しさぇ
ぉけすう し おさけすおぇすぇ う ょけしすぇすなつ
くけ すっあおぇ, おけっすけ いぇ しかせつぇは 
ぉうかけ ょけぉさっ, [けいきぇさう. ╇ さっ
いせかすぇすなす っ: ょゃぇ いかぇすくう きっょぇ
かぇ いぇ ╀なかゅぇさうは けす „]こってなか 
¨かうきこうおし”! ╆ぇゃけのゃぇ ゅう ╋う
たぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ くぇ „ぇくゅかうえ
しおぇ っいょぇ” う „さぇぉけすくう こさっ
たけょう し こさっこはすしすゃうは”. ╃させゅ 
ぉなかゅぇさしおう っいょぇつ – ┿しこぇさせた 
╁ぇしうかっゃ, くぇ 31 ゅ. けす ╇たすう
きぇく, こっつっかう ぉさけくいけゃ きっょぇか.
〈っきぇすぇ いぇ つけゃっおぇ う おけくは – 

しうきゃけか くぇ しうかぇすぇ, ぉなさいうくぇ

すぇ う ゃかぇしすすぇ, っ くっけぉはすくぇ. ╉け
ゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こけょけぉくぇ 
くぇょこさっゃぇさぇ, けぉぇつっ, ゃぇあくけ っ 
ょぇ しっ いくぇっ, つっ „おけくはす っ けゅかっ
ょぇかけ くぇ っいょぇつぇ”, こけ ょせきうすっ くぇ 
ゅけかっきうは しなしすっいぇすっか ╋うてっか 
[けぉっさ. ‶さけぉかっき きけあっ ょぇ うきぇ 
おぇおすけ ゃ つけゃっおぇ, すぇおぇ う ゃ おけくは 
うかう う ゃ ょゃぇきぇすぇ. ¨す いくぇつっくうっ 
っ ゃいぇうきけょっえしすゃうっすけ くぇ っくっさ
ゅうえくうすっ しうしすっきう きっあょせ すはた, 
すなえ おぇすけ おけくはす せしっとぇ たぇさぇお
すっさぇ くぇ しゃけは っいょぇつ う けぉさぇすくけ, 
ぇ ゃ すけゃぇ っ いょさぇゃけしかけゃくうはす 
っそっおす けす っいょぇすぇ.

╆ぇ ╋うたぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ すさっ
くぬけさおぇすぇ ′うくぇ ぅくおけゃぇ おぇいゃぇ: 
„╁ くっは ぇい さぇいこけいくぇた かうょっさぇ. 
〈は せきっっ ょぇ せこさぇゃかはゃぇ. ╇  ゃ 
あうゃけすぇ しう すは しっ しすさっきう おなき 
かうょっさしおう こけいうちうう, おけうすけ くぇえ-
つっしすけ こさけはゃはゃぇ ゃ おかせぉぇ. ╆ぇすけ
ゃぇ ぉなさいけ せしこは ょぇ しっ しさぇぉけすう し 
[けいきぇさう う こけぉっょうたぇ”.
〈なえ おぇすけ ╂なさちうは くっ っ きけ

ゅかぇ ょぇ けしうゅせさう くっけぉたけょうきうすっ 
100 こけょたけょはとう おけくっ, くぇてぇすぇ 
しすさぇくぇ っ こけょこけきけゅくぇかぇ うゅさうすっ 
ゃ ゅさなちおぇすぇ しすけかうちぇ し 50 ぉなか
ゅぇさしおう おけくは /6 けす すはた しぇ くぇ 
„╀ぇゅぇすせさ”/.
╋うたぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ こけかせつう 

しこっちうぇかくうすっ こけいょさぇゃかっくうは くぇ 
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ ′] 『っちおぇ 
『ぇつっゃぇ う こかぇおっす „130 ゅけょうくう 
′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ” こけ ゃさっきっ 
くぇ こさけゃっょっくうは ゃ こぇさかぇきっくすぇ 
くぇ 6 のかう  ‶なさゃう くぇちうけくぇかっく 
そけさせき „]けちうぇかくぇすぇ きうしうは くぇ 
しこけさすぇ”, ゃ おけえすけ せつぇしすうっ ゃいっ

たぇ ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう ぇすかっすう 
けす ]こってなか ¨かうきこうおし`2011. 
‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ きっょうう
すっ こけょこうしぇたぇ ╃っおかぇさぇちうは いぇ 
ょけしすなこ ょけ しこけさすぇ ゃ ╀なかゅぇ
さうは. ╃け 3-すう ょっおっきゃさう, ╋っあ
ょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ たけさぇすぇ 
し せゃさっあょぇくうは, とっ こさけょなかあう 
しすぇさすうさぇかぇすぇ くぇ そけさせきぇ くぇ
ちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは „]こけょっかう 
せしっとぇくっすけ” - いぇ こさうゃかうつぇくっ 
くぇ しこけょゃうあくうちう う こさうはすっかう 
くぇ ぇすかっすうすっ し うくすっかっおすせぇかくう 
いぇすさせょくっくうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

]かぇゃくうはす  う きくけゅけ こけしかせてっく /いぇしっゅぇ/ くぇしかっょくうお くぇ ょはょけ 
╇ゃぇく くけしう うきっすけ きせ - /し こなさゃぇすぇ ぉせおゃうつおぇ/ ╇ゃっかうく [け
しっくけゃ 《うかうこけゃ う っ ゅけかはき きなあ:  し すっゅかけ 3360 ゅ う さなしす 50 
しぇくすうきっすさぇ, おぇすけ こけ ゃしうつおけ かうつう, つっ ゃ いさっかうすっ しう ゅけょうくう 
とっ いぇょきうくっ つっしすうすうはす しう ょはょけ. 
╃ぇ っ あうゃ う いょさぇゃ くぇしかっょくうおなす くぇ ╇ゃぇく ╂ぇくつっゃ ╇ゃぇくけゃ, 

ょぇ さぇょゃぇ  さけょうすっかうすっ う そぇきうかうはすぇ しう, ょぇ くけしう し つっしす 
うきっすけ しう う ょぇ  しなすゃけさう こかぇくうくう けす ょけぉさうくう  こけ こなすは しう. 
』っしすうすけ くぇ さけょうすっかうすっ! 
╇ いょさぇゃぇ こけつっさこおぇ けす ょはょけすけ…

                        〈┿   

╋うたぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ っ いぇゃなさてうかぇ ‶けきけとくけすけ せつうかうとっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ぇ しかっょ くっゅけ う ‶けきけとくけすけ せつうかうとっ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ╀うかぇ っ きくけゅけ ょけぉさぇ せつっくうつおぇ, し ょうこかけき - 5,33. 
╋ぇすっきぇすうおぇすぇ くっ っ ぉうかぇ しさっょ かのぉうきうすっ え こさっょきっすう, おぇお
すけ しこけょっかは すは, うしおぇかけ え しっ ょぇ うきぇ こけゃっつっ つぇしけゃっ こけ きせ
いうおぇ. 》ぇさっしゃぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけこきせいうおぇ う おけゅぇすけ っ ゃおなとう, 
くっ しこうさぇ ょぇ こっっ くぇ きうおさけそけく こっしくうすっ くぇ かのぉうきうは しう 
ういこなかくうすっか ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ.
╃させゅけ くっえくけ かのぉうきけ いぇくうきぇくうっ っ ょぇ しっょう こさっょ おけきこの

すなさぇ, し おけっすけ, けぉぇつっ, くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ こさっおぇ
かはゃぇ いぇさぇょう いょさぇゃっすけ. ╃けきぇおうくしすゃぇくっすけ くっ え っ つせあょけ, 
ゃなこさっおう くぇかけあうすっかくうすっ  けゅさぇくうつっくうは – きけきうつっすけ うい
こなかくはゃぇ ゃしうつおう  こけさなつっくうは くぇ きぇえおぇ しう いぇ ょっくは, ょぇょっくう 
こさっょう ょぇ こけっきっ おなき „┿さしっくぇか”.
′ぇょっあょうすっ しう いぇ さっぇかういぇちうは ╋うたぇっかぇ  しゃなさいゃぇ し きっしす

くけすけ ]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは”.  ′ぇ 
ゃなこさけしぇ - おなき おけは しかっょゃぇとぇ こけぉっょぇ とっ しっ しすさっきうて けすすせお 
くぇすぇすなお, くっえくうはす けすゅけゃけさ っ: „[ぇぉけすぇすぇ とっ ぉなょっ きけはすぇ 
こけぉっょぇ - すさっくうさけゃおう ょけ しかっょゃぇとぇすぇ けかうきこうぇょぇ!”

╁ せしかけゃうはすぇ くぇ ょくってくぇすぇ ょう-
くぇきうつくぇ しさっょぇ う こけゃっつっ しゃけ-
ぉけょぇ こさう ゃいうきぇくっすけ くぇ さってっ-
くうっ いぇ ういぉけさ くぇ さぇぉけすくけ きはしすけ 
う こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇかういぇちうは 
“┿さしっくぇか” すさはぉゃぇ くっ しぇきけ ょぇ 

ゃけょう, くけ う ょぇ こっつっかう „ぉうすおぇ-
すぇ” し ょさせゅうすっ さぇぉけすけょぇすっかう 
いぇ おぇつっしすゃっくう おぇょさう, おぇいゃぇ 
いぇきっしすくうお-さなおけゃけょうすっかはす くぇ 
¨すょっか „╉ぇょさう” ゃ ょさせあっしすゃけすけ 
╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ. ¨こうすなす え こけ-
おぇいゃぇ, つっ すせお ゃしっ けとっ さぇぉけすはす 
すさぇょうちうけくくうすっ きっすけょう いぇ こけょ-
ぉけさ くぇ おぇょさうすっ – こさっこけさなおう 
けす ぉかういおう う こさうはすっかう, おぇおすけ う 
すっあっしすすぇ くぇ しっきっえくぇすぇ くぇゅかぇ-
しぇ くぇ „くぇしかっょしすゃっくうすっ” ぇさしっ-
くぇかちう, おけうすけ こさっょこけつうすぇす う 
しなゃっすゃぇす ょっちぇすぇ しう ょぇ こさけょなか-
あぇす こけ こさけそっしうけくぇかくうは うき 
こなす.  ‶けくはおけゅぇ しっ こさぇゃう しさっとぇ 
し ぉなょっとうは こさはお さなおけゃけょうすっか, 
おけえすけ くぇ きはしすけ ょぇ くぇこさぇゃう 
こさっちっくおぇ ょぇかう しなけすゃっすくうはす 
おぇくょうょぇす っ こけょたけょはと すけつくけ いぇ 
すぇいう さぇぉけすぇ, いぇ おけはすけ ゃっつっ っ 
くぇこさぇゃっくぇ いぇはゃおぇ けす しなけすゃっす-
くけすけ こさけういゃけょしすゃっくけ いゃっくけ, 
けぉはしくはゃぇ ╃けつおけゃぇ. 〈けゃぇ けぉぇ-
つっ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ そうさきっくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くっ すなさしう う くけゃう 
くぇつうくう いぇ こさうゃかうつぇくっ くぇ さぇ-
ぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう, ぇ すけつ-
くけ けぉさぇすくけすけ, こけおぇいゃぇ しさっとぇ-
すぇ し ╃けつおけゃぇ う うくあ. ′うおけかぇえ 
╉せちぇさけゃ, さなおけゃけょうすっか しっおすけさ 
おなき ╉けくしすさせおすうゃっく けすょっか くぇ 

╆ぇゃけょ 1, つけゃっお, おけえすけ っ せぉっ-
ょっく, つっ すぇかぇくすかうゃうすっ きかぇょう 
たけさぇ, いぇ ょぇ けしすぇくぇす ゃ „┿さしっ-
くぇか”, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす くっ しぇきけ 
こけけとさはゃぇくう う くぇしけつゃぇくう ょぇ 
こさぇゃはす しけぉしすゃっくう さぇいさぇぉけす-
おう, くけ う ょぇ うき ぉなょぇす けしうゅせさっ-
くう せしかけゃうは いぇ すけゃぇ - すったくうすっ 
うょっう ょぇ しすうゅくぇす おさぇえくぇすぇ しう 
さっぇかういぇちうは おぇすけ くけゃう, ゃっつっ 
ゅけすけゃう ういょっかうは. „′うっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ょぇゃぇきっ てぇくし くぇ 

きかぇょうすっ 
うくあっくっさう ょぇ ういこうすぇす せょけ-

ゃけかしすゃうっすけ けす そぇおすぇ, つっ しぇ 
ょけゃっかう さぇぉけすぇすぇ しう ょけおさぇえ, ぇ 
くっ こさぇゃうき すけゃぇ ゃ ょけしすぇすなつくぇ 
しすっこっく”, おぇいゃぇ し ぉけかおぇ けこうす-
くうはす おけくしすさせおすけさ. 〈けえ っ こけょぇか 
さなおぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ こっさしこっお-
すうゃくう おぇょさう, けすおさうゃぇ ゅう おぇおすけ 
ゃ „┿さしっくぇか”, すぇおぇ う ゃ こさっこけ-
ょぇゃぇすっかしおぇすぇ しう さぇぉけすぇ ゃなゃ 
《ぇおせかすっすぇ こけ きぇてうくけしすさけっくっ 
おなき ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしう-
すっす, おなょっすけ せつぇす うくあっくっさう-
すっ – けさなあっえくうちう せ くぇし, しかっょ 
おぇすけ ぉはたぇ こさっおさぇすっくう ゃいぇうきけ-
けすくけてっくうはすぇ し 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ 〈せかぇ, おけゅぇすけ 
╀なかゅぇさうは しすぇくぇ つかっく くぇ ′┿〈¨.    
╇きっくくけ すぇおけゃぇ „けすおさうすうっ” いぇ 

ぉなょっとうは くぇせつっく こけすっくちうぇか 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ っ う きかぇょうはす 
うくあっくっさ ╋うかっく ╉けしすぇょうくけゃ, 
ょけてなか けす ╃けぉさうつ ゃ ╉ぇいぇくかなお - 
くっ いぇ ょさせゅけ, ぇ いぇとけすけ けす きぇかなお 
うしおぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し さぇいさぇ-
ぉけすおうすっ う こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
けさなあうっ. ┿ おなょっ ょさせゅぇょっ, けしゃっく 
ゃ „┿さしっくぇか”?! 〈せお ゃっつっ さぇぉけすう 
う しなこさせゅぇすぇ きせ – うおけくけきうしす し 
ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ╇ょゃぇす 
う けとっ ょゃぇきぇ くっゅけゃう おけかっゅう けす 
ょさせゅう ゅさぇょけゃっ. „]かぇゃぇ ╀けゅせ, 
つっ きかぇょうはす しこっちうぇかうしす すせお っ 
こさうおさっこっく おなき ゃっつっ „せいさはか” 
しこっちうぇかうしす, しこけょっかは ╋うかっく, 
う っ うしすうくしおけ とぇしすうっ つけゃっお ょぇ 
ゃうょう こかけょぇ けす すさせょぇ しう”. 〈けえ 

さぇぉけすう こけ おけくしすさせうさぇくっすけ くぇ 
けさなあうはすぇ し けゅさけきっく うくすっさっし 
こけ さぇいくけけぉさぇいくうすっ いぇょぇつう, 
しゃなさいぇくう し ちっかうは こさけちっし くぇ 
ょっえくけしすすぇ. 
„′っとぇすぇ し こけょぉけさぇ くぇ おぇ-

ょさうすっ くっ しぇ ぉうかう くうおけゅぇ 
ゅかぇょおう, くけ しぇ ぉうかう う ょけしすぇ 
こけ-くっぉかぇゅけこさうはすくう けす しっゅぇ. 
╋かぇょうすっ しこっちうぇかうしすう すさはぉゃぇ 
くっこさっきっくくけ ょぇ しっ こさぇとぇす ゃ 
つせあぉうくぇ, ょぇ ゃうょはす おぇおゃけ しっ 
こさぇゃう こけ しゃっすぇ, っゅけういなき けす 
しすさぇくぇ くぇ こけ-けこうすくうすっ っ ょぇ しっ 
きうしかう, つっ くうおけえ くはきぇ ょぇ くぇ-
こさぇゃう くっとけ こけ-ょけぉさけ けす すっぉ”, 
せぉっょっく っ うくあ. ╉せちぇさけゃ, おけえすけ 
しっ さぇょゃぇ, つっ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ しっ ゃしかせてゃぇ ゃ 
こさっょかけあっくうはすぇ - くぇ けさなあっえ-
くうすっ ういかけあっくうは こけ しゃっすぇ, ょぇ 
ぉなょぇす おけきぇくょうさけゃぇくう う きかぇ-
ょう たけさぇ. 
╉せちぇさけゃ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ 

ょぇゃぇ うょっう, 
くっ しぇきけ おぇすけ せくうゃっさしうすっすしおう 

こさっこけょぇゃぇすっか う おけくしすさせおすけさ, 
こっつっかうか くぇゅさぇょう, う いぇすけゃぇ 
- ょけぉさっ こけいくぇす しさっょ おけかっ-
ゅうすっ しう. ] うしすうくしおけ ぉぇとうく-
しおけ つせゃしすゃけ う いぇゅさうあっくけしす 
いぇ ぉなょっとっすけ くぇ すゃけさつっしおうすっ 
さぇいさぇぉけすおう ゃ „┿さしっくぇか” すけえ 
こさけおぇさゃぇ こなすは くぇ けとっ っょくけ 
くけゃけ しなすさせょくうつっしすゃけ – しっゅぇ う 
し 《ぇおせかすっす „┿さすうかっさうは, ‶╁¨ 
う ╉╇]” – 【せきっく, つぇしす けす ′ぇ-
ちうけくぇかくけすけ ゃけっくくけ せつうかうとっ 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. 『っか-
すぇ っ すぇき  ょぇ ぉなょっ しないょぇょっくぇ 
おぇすっょさぇ しなし しこっちうぇかくけしすう いぇ 
おぇょさけゃうすっ くせあょう くぇ きぇてう-
くけしすさけうすっかくうは ぉさぇくて. 〈けゃぇ 
っ こさけょなかあっくうっ くぇ さぇぉけすぇ-
すぇ けす 2004 ゅけょうくぇ くぇしぇき こけ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ きぇゅうしすさう う 
ぉぇおぇかぇゃさう しなし しこっちうぇかくけしす 
„‶さけういゃけょしすゃけ くぇ しすさっかおけ-
ゃけ けさなあうっ” ゃなゃ そうかうぇかぇ くぇ 
しけそうえしおうは 〈ったくうつっしおう せくう-

ゃっさしうすっす ゃ ‶かけゃょうゃ, おなょっすけ 
うくあ. ╉せちぇさけゃ こさっこけょぇゃぇ. ′ぇ 
いぇゃなさてうかうすっ すぇき, おぇおすけ う いぇ 
うくあっくっさう, せつうかう ゃ ╂ぇぉさけゃけ, 
こさう すはたくけ しなゅかぇしうっ いぇ ぉなょっとぇ 
さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, けす ゅけょうくう 
しっ けしうゅせさはゃぇ しすうこっくょうは けす 150 
- 250 かゃ., しこけさっょ せしこったぇ - う 
いぇこかぇとぇくっ くぇ しっきっしすさうぇかくうすっ 
すぇおしう. 〉しかけゃうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ しすうこっくょうはすぇ 
っ ょぇ しっ さぇぉけすう ゃなゃ そうさきぇすぇ 
こけくっ すけかおけゃぇ ゅけょうくう, おけかおけ-
すけ っ こけかせつぇゃぇくぇ しすうこっくょうはすぇ. 
╇くあ. ╉せちぇさけゃ こけいくぇゃぇ ょけぉさっ 
くぇゅかぇしうすっ くぇ きかぇょうすっ 

たけさぇ. 
¨とっ し こけしすなこゃぇくっすけ くぇ さぇ-

ぉけすぇ すっ さぇいぉうさぇす, つっ ゃっつっ くっ 
しぇ ゅさせこぇ, ぇ ゃしっおう うくょうゃうょせ-
ぇかくけ しっ ょけおぇいゃぇ う こけょたけょなす 
おなき ゃしっおう しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ 
うくょうゃうょせぇかっく, おぇおすけ しぇ さぇい-
くけけぉさぇいくう しそっさうすっ くぇ さぇぉけ-
すぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, せぉっょっく 
っ すけえ. [ぇいかうつくう しぇ くうゃぇすぇ くぇ 
けすゅけゃけさくけしす う いぇこかぇとぇくっすけ, 
すったくけかけゅううすっ こけしすけはくくけ しっ 
せしなゃなさてっくしすゃぇす う しぇきけ きかぇ-
ょうすっ たけさぇ きけゅぇす ょぇ ゅう こさうかぇゅぇす 
ぉなさいけ う くぇえ-せしこってくけ, こけおぇいゃぇ 
けこうすなす くぇ こさっこけょぇゃぇすっかは. ′け 
っょくけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇぉさぇゃは 
うしすうくしおうはす こさけそっしうけくぇかうしす 
– けさなあっえくうお: ぇおけ っ くぇうしすう-
くぇ ょけぉなさ, っょうく ょっく とっ きせ しっ 
くぇかけあう ょぇ せこさぇゃかはゃぇ たけさぇ う 
いぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけいくぇゃぇ 
ちっかうは こさけういゃけょしすゃっく こさけちっし 
...すけゃぇ っ „ゃうしてうはす こうかけすぇあ”. 
╇ - くっ くっこさっきっくくけ ょぇ けつぇおゃぇ 
きくけゅけ ゃうしけおけ いぇこかぇとぇくっ. ╆ぇ-
とけすけ こさけそっしうけくぇかくけすけ さぇいゃう-
すうっ う せょけゃかっすゃけさっくうっすけ しなとけ 
しぇ ゃぇあくう, ぇ くうゃぇすぇ くぇ ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうはすぇ くっ ゃうくぇゅう きけゅぇす 

ょぇ ぉなょぇす こけしすうゅくぇすう. ╇ けとっ – 
きかぇょうはす しこっちうぇかうしす ょぇ ぉなょっ 
ゅなゃおぇゃ, いぇとけすけ こさぇおすうおぇすぇ くぇ 
うくあ. ╉せちぇさけゃ っ こけおぇいぇかぇ, つっ 
うきぇ しかせつぇう, おけゅぇすけ せすゃなさょっ-
くぇすぇ し ょっしっすうかっすうは さぇぉけすぇ こけ 
こさけおぇさぇくうは けす させしおうすっ すったくけ-
かけゅうう う しうしすっきう くぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは くぇ さぇぉけすぇ う おけくすさけか こなす 
きけあっ ょぇ しっ けおぇあっ こけ-きぇかおけ 
っそっおすうゃっく けす くけゃうすっ こさぇおすう-
おう. 〈ぇおぇ しっ けおぇいぇかけ, くぇこさう-
きっさ, し くけゃうは ‶かぇく いぇ くぇょっあょ-
くけしすすぇ くぇ ういょっかうはすぇ, ゃなゃっょっく 
しかっょ こさうっきぇくっすけ くぇ ′ぇすけゃしおう-
すっ しすぇくょぇさすう.
′っ っ きぇかけゃぇあくけ う ゃ おぇおなゃ 

ゅさぇょ あうゃっっき, ょぇかう すせお うきぇ-
きっ ゃないきけあくけしすう いぇ しけちうぇかっく 
う おせかすせさっく あうゃけす, しこけょっかはす 

ょけてかうすっ けす ょさせゅう ゅさぇょけゃっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお ╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ う 
╋うかっく ╉けしすぇょうくけゃ.
╇ くぇ ょゃぇきぇすぇ ╉ぇいぇくかなお うき 

たぇさっしゃぇ. ]きはすぇす, つっ すっあぇす くぇ 
きはしすけすけ しう おぇすけ こさけそっしうけくぇ-
かうしすう. ′け, さぇいぉうさぇ しっ, ぇおけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお うきぇ こけ-ぇおすうゃっく あう-
ゃけす う こけょたけょはとう さぇいゃかっつっくうは, 
とっ しっ つせゃしすゃぇす けとっ こけ-ょけぉさっ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ  

′ぇえ-ゅけかはきけすけ しこっちうぇかういう-
さぇくけ いぇゃっょっくうっ いぇ しなさょっつくう 
う しなょけゃう  ぉけかっしすう せ くぇし. [ぇ-
ぉけすう こけ ゃしうつおう おぇさょうけかけゅうつ-
くう う おぇさょうけたうさせさゅうつくう こなすっ-
おう いぇ ゃないさぇしすくう う ょっちぇ.
╉かうくうおぇすぇ こけ おぇさょうけかけゅうは 

さぇいこけかぇゅぇ し 90 かっゅかぇ, さぇい-
こさっょっかっくう ゃ 3 けしくけゃくう すっさぇ-
こっゃすうつくう けすょっかっくうは う 1 うく-
すっくいうゃくけ. ′ぇえ-つっしすけ さうっきぇ 
ぉけかくう いぇ ょっすぇえかくぇ ょうぇゅくけし-
すうお, おぇおすけ う すさせょくうすっ すっさぇ-
こっゃすうつくう しかせつぇう. ]さっょ すはた しぇ 
う たけさぇすぇ し っくょけおぇさょうす- ゃない-
こぇかっくうっ くぇ しなさょっつくうは きせし-
おせか. ‶けかけゃうくぇすぇ こぇちうっくすう 
くぇ おかうくうおぇすぇ しぇ くぇしけつっくう けす 
しすさぇくぇすぇ, ぇ ょけ 60% しぇ しこって-
くう.
]さっょ せくうおぇかくうすっ いゃっくぇ っ 

うくすっくいうゃくけすけ おぇさょうけかけゅうつくけ 
けすょっかっくうっ, おなょっすけ こけしすなこゃぇす 
しなさょっつくけ ぉけかくう ゃ しこってくう 

しなしすけはくうは. 〈ぇき しっ ゅさうあぇす いぇ 
こぇちうっくすうすっ しかっょ おけさけくぇさくう 
うくすっさゃっくちうう う けこっさぇちうう. 
[ぇいこけかぇゅぇす し 10 かっゅかぇ. ╁ 
╉かうくうおぇすぇ こけ けぉさぇいくぇ ょうぇゅ-
くけしすうおぇ  こさっょう ょくう いぇさぇぉけすう 
64-しさっいけゃ おけきこのすなさっく すけ-
きけゅさぇそ, っょうくしすゃっく しなし しけそ-
すせっさくう ゃないきけあくけしすう せ くぇし. 
〈けゃぇ いくぇつう, つっ こさけういゃっあょぇ 
こけ 64 „しくうきおう” くぇ しなさちっすけ いぇ 
しっおせくょぇ.  〈っ こさっょしすぇゃかはゃぇす 
しさっいけゃっ くぇ すなおぇくすぇ くぇ おさな-
ゃけくけしくうすっ しなょけゃっ し ょっぉっかう-
くぇ 1-2 きき. ]おっくっさなす けすしはゃぇ 
こぇちうっくすうすっ し けしすさぇ ゅさなょくぇ 
ぉけかおぇ - ょぇかう っ くぇかうちっ  けしすなさ 
おけさけくぇさっく  しうくょさけき,  こけいくぇす 
おぇすけ „こさっょうくそぇさおすくけ しなしすけは-
くうっ”, うかう こさけぉかっきなす っ ょさせゅ. 
〈けゃぇ っ こけ-ぉなさい う こけ-きぇかおけ 
うくゃぇいうゃっく きっすけょ いぇ ょうぇゅくけ-
しすうおぇ, おけえすけ しっ こさうかぇゅぇ  こけ 
おさうすっさうう う くっ しっ こかぇとぇ  けす 
╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. 『っくぇすぇ いぇ 
こぇちうっくすぇ っ けおけかけ 250 かっゃぇ. 
╉なき ╉かうくうおぇすぇ うきぇ 3 おけく-

しせかすぇすうゃくう おぇぉうくっすぇ, きっあょせ 
おけうすけ う ょっくけくけとっく しこってっく.  
]かっょけぉっょ すっ さぇぉけすはす おぇすけ 
つぇしす けす ╋っょうちうくしおうは ちっくすなさ 
くぇ ぉけかくうちぇすぇ し くぇこさぇゃかっくうは 
けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. ╁しっおう こぇ-
ちうっくす, くっいぇゃうしうきけ こけ おぇおなゃ 

さっょ っ ょけてなか, しっ こさっゅかっあょぇ 
ゃ 52-さう おぇぉうくっす くぇ こぇさすっ-
さぇ. 〈ぇき こさっちっくはゃぇす いぇ こさうっき 
ゃっょくぇゅぇ, いぇ ゃさっきっくくけ けしすぇゃぇ-
くっ こけょ くぇぉかのょっくうっ う ういしかっょ-
ゃぇくうは うかう ょぇゃぇす ょぇすぇ いぇ くけゃ 
こさっゅかっょ. 
╁ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ おぇさょうけかけ-

ゅうつくぇ ぉけかくうちぇ  うきぇ けすょっかっ-
くうっ う こけ うくゃぇいうゃくぇ おぇさょう-
けかけゅうは. 〈ぇおけゃぇ うきぇ う けす すさう 
ゅけょうくう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけか-
くうちぇ. 
╁ しけそうえしおけすけ けすょっかっくうっ しっ 

かっおせゃぇす う たさけくうつくけ しすっしくっくう 
ぇさすっさうう, おぇおすけ う しすっしくっくうは 
くぇ さぇいおかけくっくう おさなゃけくけしくう 
しなょけゃっ-ぉうそせさおぇちうう. ¨すしおけ-
さけ っ けすおさうすう おぇぉうくっす いぇ おけく-
しせかすぇちうう う こさけしかっょはゃぇくっ くぇ 
しすっくすうさぇくうすっ こぇちうっくすう. 
╁ けすょっかっくうっすけ こけ おぇさょう-

けたうさせさゅうは いぇ ゃないさぇしすくう しっ 
ういゃなさてゃぇす ゃしうつおう おぇさょうけたう-
させさゅうつくう ょっえくけしすう, ゃおかのつう-
すっかくけ おかぇこくけ こさけすっいうさぇくっ う 
こさっきぇたゃぇくっ くぇ しなさょっつっく すせ-
きけさ. 
╉かうくうおぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ う し 

ょっすしおぇ しなさょっつくぇ たうさせさゅうは.  
╁しうつおう ょっえくけしすう ゃ くっは しぇ こけ 
おかうくうつくう こなすっおう. ′っ ゃさな-
とぇす, ぇおけ くはきぇ くぇこさぇゃかっくうっ. 
                                                  〈┿

[ひおか  しかさとうあて?  〉あこ-おそいちけてか, つ せあこ-つひうちかすかせせけ すかてそおけ
〉あぬけそせあしせあ さあちおけそしそえけねせあ いそしせけぬあ - 』そなけみ

… くけ すぇいう うしすうくぇ しっゅぇ くっ さぇ-
ぉけすう いぇ たけさぇすぇ…

 〈は っ すぇおぇゃぇ くっ いぇさぇょう くぇし, けぉ-
とうくしおうすっ しなゃっすくうちう, ぇ いぇとけすけ  
けすしすさぇくぇ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
くっ しっ さぇぉけすう おぇおすけ すさはぉゃぇ. ┿おけ 
けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう しっ こさけ-
ゃっあょぇたぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ, しっゅぇ とは-
たきっ ょぇ うきぇきっ くぇょ 1,5 きうかうけくぇ  

こけゃっつっ こぇさう, ぇおけ すっいう こけさなつおう 
ぉはたぇ こさけゃっあょぇくう し はしくぇすぇ ちっか 
ょぇ しっ こけしすうゅくっ くうしおぇ ちっくぇ う 
ょけぉさけ おぇつっしすゃけ. ┿おけ  すけゃぇ ぉってっ 
そうかけしけそうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ う 
くぇ おきっすぇ, とはたぇ ょぇ しっ けこさぇゃはす 
せかうちうすっ, いぇとけすけ いぇ すはた ゅけょうて-
くけ しぇ くう くせあくう くっ 1,5 きうかうけくぇ 
かっゃぇ,  ぇ しぇきけ 500 たうかはょう かっゃぇ. 
┿ くうっ しっゅぇ こかぇとぇきっ 1,5 きかく. 
かっゃぇ ゅけょうてくけ しぇきけ いぇさぇょう くっ-
ういゅけょくう ょけゅけゃけさう. ′はきぇ ょぇ しっ 
けこさぇゃはす せかうちうすっ, とけき くっ しっ 
きっさう ぇしそぇかすなす, とけき しっ たゃなさ-
かはす こぇさう くぇ ゃはすなさぇ う とけき くはきぇ 
けすつっすくけしす. ¨しくけゃくぇ しかぇぉけしす くぇ 
せこさぇゃかっくうっすけ ょけ すけいう きけきっくす っ 
くっしうゅせさくけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ, あうゃっ-
っとう ゃ けぉとうくぇすぇ. ┿ すはたくぇすぇ しう-
ゅせさくけしす っ くぇ こなさゃけ きはしすけ. 

╁しうつおけ すけゃぇ, おけっすけ ょけしっゅぇ 
ういぉさけうたすっ おぇすけ くっゅぇすうゃ, おぇお 
とっ ゅけ こさけきっくうすっ? 

‶け けすくけてっくうっ くぇ けしくけゃくうは 
こさけぉかっき – しなしすけはくうっすけ くぇ せかう-
ちうすっ う すさけすけぇさうすっ, くぇ こなすくうすっ 
くぇしすうかおう, しこけさっょ きっく, くぇえ-
くぇこさっょ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
けぉとうくしおけ いゃっくけ いぇ すはたくぇすぇ 
こけょょさなあおぇ. ╁  きけきっくすぇ すぇおけゃぇ 
いゃっくけ くはきぇ, ぇ くっとぇすぇ しっ こさぇ-
ゃはす おぇきこぇくうえくけ. ╇きぇ ょせこおう 
こけ せかうちうすっ, ゃうおぇきっ っょくぇ そうさ-
きぇ, すは ぇしそぇかすうさぇ, かなあっ くう ゃ 
おけかうつっしすゃぇすぇ, さぇぉけすう 1 きっしっち 
ゃ ゅけょうくぇすぇ, ぇ こさっい けしすぇくぇかうは 
こっさうけょ くうとけ. 』っ うきぇ ょせこおう... 

...くうおけえ くっ しっ ゃなかくせゃぇ けす すけゃぇ. 
╆ぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ けぉとうく
しおけ いゃっくけ, おけっすけ ちっかけゅけょうてくけ 
ょぇ こけょょなさあぇ こなすうとぇすぇ う ょぇ っ 
くぇ すさう ゅさせこう – いぇ さぇいかうつくうすっ 
さぇえけくう けす けぉとうくぇすぇ: くぇ しっゃっさ 
けす ゅさぇょぇ, くぇ のゅ う ゃ しぇきうは ゅさぇょ.
〈けゃぇ いゃっくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅさうあう 
いぇ ぇしそぇかすけゃうすっ う いぇ すさけすけぇさくう
すっ くぇしすうかおう. ┿ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ けぉとっしすゃっくう
すっ こけさなつおう, すけ すぇき っ くっけぉたけょう
きけ ぇおちっくすなす ょぇ っ ゃなさたせ ちっくぇすぇ 
う おぇつっしすゃけすけ, ぇ くっ ゃなさたせ すけゃぇ 
ょぇかう こかぇとぇくっすけ っ さぇいしさけつっくけ  
くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ うかう くっ.

╉けえ いぇょぇゃぇ すけいう こけさけつっく 
ょせた ? 

〈けいう ょせた ゅけ いぇょぇゃぇ ゃないかけあうすっ
かはす, ゃ しかせつぇは おきっすなす くぇ けぉとう
くぇすぇ. 〈けえ こうてっ こさうけさうすっすうすっ, 
こけ おけうすけ ょぇ しっ こさけゃっょっ こけさなつ
おぇすぇ.

... すけっしす, ぇおけ おきっすなす うきぇ 
しおかけくくけしす おなき おけさせこちうけく
くう こさぇおすうおう, すけえ くぇこうしゃぇ う 
しなけすゃっすくうすっ せょけぉくう おさうすっ
さうう? 

〈けつくけ すぇおぇ. ┿おけ うしおぇて すゃけえ つけ
ゃっお ょぇ しこっつっかう, ぇ すう ょぇ こけかせ

つうて くっとけ ゃ いぇきはくぇ, きせ くぇこうし
ゃぇて すぇおうゃぇ おさうすっさうう, おけうすけ ょぇ 
ゅけ せしすさけえゃぇす う ょぇ しこっつっかう  すけえ.  
╁しうつおけ すけゃぇ くっ いぇゃうしう しぇきけ 
けす おきっすぇ, ぇ う けす っおうこぇ きせ. ′け 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ いくぇっ, つっ おきっすなす 
いぇょぇゃぇ こけかうすうおぇすぇ う たけさぇすぇ 
けおけかけ くっゅけ は ういこなかくはゃぇす. ┿ ゃ 
しかせつぇは こけかうすうおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ しきっくう. ‶け けすくけてっくうっ くぇ けぉ
とっしすゃっくうすっ こけさなつおう すは すさはぉゃぇ 
ょぇ っ しかっょくぇすぇ: ょぇ しっ ょぇゃぇす こけ-
きぇかおけ こぇさう けす しすさぇくぇ くぇ ¨ぉ
とうくぇすぇ, こさう すけゃぇ いぇ こけ-ゃうしけおけ 
おぇつっしすゃけ.

╁っつっ ょゃぇ きぇくょぇすぇ しすっ  けぉ
とうくしおう しなゃっすくうお. ╇きぇ かう 
くぇつうく, しこけさっょ ╁ぇし,  おきっすなす 
ょぇ うきぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ さぇい
かうつくう こけかうすうつっしおう しうかう ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, ぉっい ょぇ 
しすぇゃぇ すったっく いぇかけあくうお うかう  
こなお くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ, 
おけはすけ くっ ういぉうさぇ すけえ, ぇ きせ っ 
こぇさすうえくけ こけしけつっくぇ? ╁うあ
ょぇすっ, つっ きくけゅけ つっしすけ うきっく
くけ すけゃぇ こさけゃぇかは ょけぉさうすっ 
うょっう.

]こけさっょ きっく くっとぇすぇ しぇ しぉなさおぇ
くう ういくぇつぇかくけ. ′っ っ くせあくけ おきっ
すなす ょぇ しっ こさうくせあょぇゃぇ  ょぇ すなさしう 
こけょおさっこぇ くぇ てうさけお おさなゅ たけさぇ 
う こぇさすうう, ぇ ゅさぇあょぇくうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ ういぉうさぇす いぇ おきっす つけゃっお くぇ 
こさうくちうこぇ: おけえ とっ しゃなさてう こけ

ゃっつっ う こけ-ょけぉさぇ さぇぉけすぇ. 

… ぇ くっ つうえ つけゃっお っ すけいう 
つけゃっお...? 

╃ぇ, すぇき っ ちはかぇすぇ さぇぉけすぇ. ╇いぉう
さぇすっかうすっ すさはぉゃぇ ょぇ こさけきっくはす 
くぇゅかぇしぇすぇ しう ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. 
〈さはぉゃぇ ょぇ しっ すなさしう つけゃっお, おけえ
すけ とっ  しゃなさてう こけ-ょけぉさっ ょぇょっくぇ 
さぇぉけすぇ  う ょぇ こさっちっくうき ょぇかう けす 
すけいう つけゃっお しっゅぇ けぉとうくぇすぇ うきぇ 
くせあょぇ. 〈せお すけゃぇ きうしかっくっ しっ うい
おさうゃう う ゃうあょぇきっ さっいせかすぇすうすっ. 
′け うきぇ う ょさせゅけ: ぇおけ つけゃっおなす 
っ しゃっしすっく, ょけさう ょぇ ういぉっさぇす いぇ 
おきっす すぇおなゃ, おけえすけ くはきぇ こけょ
おさっこぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
くけ こさぇゃう しゃっしすくう くっとぇ, すけえ とっ 
っ ょけぉなさ おきっす う とっ こけかせつう すぇいう 
こけょおさっこぇ. 

╁うっ ゃはさゃぇすっ かう ゃ すけゃぇ? 

╃ぇ, ゃはさゃぇき. ]っゅぇ けしくけゃくうはす うく
すっさっし くぇ ゃしうつおう くう すさはぉゃぇ ょぇ っ 
ょぇ しっ けこさぇゃはす ゅさぇょなす う しっかぇすぇ. 
¨す すけゃぇ いぇゃうしう おぇおゃう いぇこかぇすう 
とっ しっ こかぇとぇす すせお, おぇおゃう うく
ゃっしすうすけさう とっ ょけえょぇす, おけかおけ とっ 
しすさせゃぇす すせお うきけすうすっ. ┿ すけゃぇ おぇ
しぇっ ゃしうつおう.

┿おけ ゃう ういぉっさぇす ゅさぇあょぇくうすっ, 
とけ いぇ おきっす とっ しすっ? 

′っけぉたけょうきうはす おきっす.

                                                         ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

げÑëíçñ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╂っけさゅう ╉ぇかうつおけゃ っ くぇ 
53 ゅけょうくう. ╆ぇゃなさてうか っ  
‶けかうすったくうつっしおうは せくう-
ゃっさしうすっす ゃ ゅさ. 〈せかぇ, [せ-
しうは. ╇くあっくっさ. ╀ぇとぇ くぇ 
ょゃっ ょっちぇ – しうく, しすせょっくす 
ゃ こけしかっょっく おせさし, う ょな-
とっさは ゃ 4-すう おかぇし. 
╆ぇ おきっす しっ おぇくょうょぇ-

すうさぇ いぇ ゃすけさう こなす. ╃ゃぇ 
きぇくょぇすぇ っ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお けす [╆].

〉╊《╆｠《╉¨〈¨っ【 [〈╊【

′. ╉せちぇさけゃ
╋. ╉けしすぇょうくけゃ

ごゑんぞ でどんぞん がéがだ
′あ すひきさそ うせとねか つか ねかちたけ つかおすけぬあ
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¨す くはおけかおけ ょくう  ╇ゃぇく ╂ぇく-
つっゃ ╇ゃぇくけゃ, っょうく けす いかぇすくうすっ 
ぇさしっくぇかちう こさっい すぇいう ゅけょうくぇ, 
つうえすけ こけさすさっす っ ゃ ┿かっはすぇ くぇ 
こなさゃっくちうすっ, っ ゃ くけゃぇ しけちうぇか-
くぇ  ゅさせこぇ. 
〈けえ  っ くぇえ-しゃっあけすけ こけこなかくっ-

くうっ ゃ さっょうちうすっ くぇ ょはょけゃちう-
すっ - ╇ゃぇくけゃちう, こさう すけゃぇ くっ し 
おぇおゃけ ょぇ っ, ぇ し きなあおう ゃくせお.   
¨とっ こけゃっつっ -  ゃいっか っ  う ぉせおゃぇ-
すぇ くぇ いくぇすくうは しう ょはょけ.  ╂けかは-
きぇすぇ さぇょけしす っ しこけたけょうかぇ しっ-
きっえしすゃけすけ くぇ ╇ゃぇく う すけゃぇ くぇ 
くっゅけゃぇすぇ ょなとっさは くぇ くけしっとぇすぇ 
くっゃっさけはすっく おなしきっす う あうすっえ-
しおぇ しかぇゃぇ ょぇすぇ 11 のかう 2011 ゅ.  

〈¨｠╅╊]╅ – ′]╅【〉《【《 〈《〈¨ぁ╊

╉ぇすけ ゃしはおぇ けかうきこうぇょぇ, 
]ゃっすけゃくうすっ かっすくう うゅさう 

„]こってなか ¨かうきこうおし” しっ けさ-
ゅぇくういうさぇす ゃっょくなあ くぇ 4 ゅけ-
ょうくう, けしうゅせさはゃぇえおう ういはゃぇ 
くぇ きかぇょう たけさぇ けす 8 ょけ 36 ゅ. し 
きっくすぇかくう せゃさっあょぇくうは. 〈ぇいう 
ゅけょうくぇ ょけきぇおうく くぇ 13-すけすけ 
ういょぇくうっ くぇ うゅさうすっ ぉっ ┿すうくぇ. 
〈ぇかうしきぇく くぇ きっあょせくぇさけょ-
くけすけ しなしすっいぇくうっ ぉっ あなかすけ 
こかのてっくけ ]かなくちっ – しうきゃけか 
くぇ ょさっゃくけゅさなちおうは ぉけゅ ┿こけ-
かけく.  ‶けょ きけすけすけ “┿い せつぇしす-
ゃぇき” 12 000 しなしすっいぇすっかう  けす 
185 ょなさあぇゃう, しさっょ おけうすけ 16 
ぉなかゅぇさしおう ぇすかっすう けす さぇい-
かうつくう ゅさぇょけゃっ, ょけおぇいゃぇたぇ 
せきっくうはすぇ しう ゃ 22 ょうしちうこかう-
くう. 40 000 つかっくけゃっ くぇ しっ-
きっえしすゃぇ くぇ ぇすかっすう, 25 000 
ょけぉさけゃけかちう う 3 000 すったくう-
つっしおう かうちぇ う けさゅぇくういぇすけさう 
こけょこけきけゅくぇたぇ うゅさうすっ, ょけ-
おぇいゃぇえおう いぇ こけさっょっく こなす, つっ 
いぇ しこけさすくうは ょせた う いぇ つけゃって-
おぇすぇ ゃけかは くはきぇ ゅさぇくうちう.
╃けしっゅぇ „]こってなか ¨かうきこうおし 

- ╀なかゅぇさうは” うきぇ せつぇしすうは ゃ 
6 かっすくう う 4 いうきくう しゃっすけゃくう 
うゅさう, くけ くうおけゅぇ くっ っ うきぇかぇ 
しゃけう せつぇしすくうちう ゃ おけくくぇすぇ 
っいょぇ.
‶なすは こさけこさぇゃは くぇてっすけ 

きけきうつっ – ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇ 
し せゃさっあょぇくうは” – ╉ぇいぇくかなお, 
し つうはすけ ょっえくけしす ╋うたぇっかぇ 
╇ゃぇくけゃぇ っ すはしくけ しゃなさいぇくぇ. 
╋けきうつっすけ っ しなし いぇぉけかはゃぇくっ 
ちっさっぉさぇかくぇ こぇさぇかういぇ, けす 
すさう ゅけょうくう せしうかっくけ しっ いぇくう-

╋うたぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ - くぇ 22 ゅけょうくう けす ╉ぇ-
いぇくかなお,  いぇゃけのゃぇ こなさゃうすっ ょゃぇ いかぇすくう きっょぇ-
かぇ  いぇっょくけ し おけくは しう [けいきぇさう, ゃ こなさゃけすけ いぇ 
╀なかゅぇさうは せつぇしすうっ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ き. のかう す.ゅ. ゃ 
]ゃっすけゃくうすっ かっすくう うゅさう „]こってなか ¨かうきこうおし” ゃ 
┿すうくぇ.
╋うたぇっかぇ っ っょうくしすゃっくぇ ょなとっさは くぇ ╃ぇそうくおぇ 

′うおけかけゃぇ - かぇぉけさぇくすおぇ ゃ たうきうつっしおぇすぇ かぇぉけ-
さぇすけさうは くぇ ╆ぇゃけょ 3 - 0/166 ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃. 
╋ぇえおぇすぇ くぇ „いかぇすくけすけ” きけきうつっ けすこさぇゃは うしおさっ-
くぇ ぉかぇゅけょぇさくけしす おなき ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃなゃ そうさきぇすぇ 
いぇ こさっょけしすぇゃっくうすっ え 200 かゃ., けこけかいけすゃけさっくう 
いぇ すさぇくしこけさすくう さぇいたけょう くぇ しなしすっいぇすっかおぇすぇ. ] 
そうくぇくしけゃう しさっょしすゃぇ しぇ こけきけゅくぇかう  う ょはょけすけ 
くぇ ╋うたぇっかぇ, おぇおすけ う ょゃぇきぇ ぉういくっしきっくう けす し. 
╉けこさうくおぇ.

きぇゃぇ し おけくくぇ っいょぇ くぇ ぉぇいぇすぇ 
くぇ こさぇぉなかゅぇさしおぇすぇ ておけかぇ いぇ 
けちっかはゃぇくっ “╀ぇゅぇすせさ” おさぇえ 
╋なゅかうあ.
′っうく すさっくぬけさ っ きかぇょぇすぇ う 

ぇきぉうちうけいくぇ ′うくぇ ぅくおけゃぇ, 
こさっきうくぇかぇ こさっい しこっちうぇか-

くけ けぉせつっくうっ ゃ ‶けかてぇ. 〈は 
けぉはしくはゃぇ, つっ いぇ さぇいかうおぇ けす 
たうこけすっさぇこうはすぇ - かっつっくうっ し 
っいょぇ, っいょぇつなす こさう „しこってなか” 
っ こけ-ぇおすうゃっく. ╇ ょけこなかゃぇ, つっ 
うょっはすぇ え いぇ ┿すうくぇ, おなょっすけ 
ゃ っいょぇすぇ しぇ しっ しなしすっいぇゃぇかう 
くぇょ 120 せつぇしすくうちう, っ ぉうかぇ 
けしくけゃくけ ょぇ こさけせつう おぇお すっ しっ 
ういはゃはゃぇす, おぇすけ しっ うきぇ  こさっょ-
ゃうょ, つっ しなょうえしおぇすぇ けちっくおぇ っ 
しこっちうぇかくぇ – しなしすっいぇすっかはす くっ 
いくぇっ こさっょゃぇさうすっかくけ おぇおゃけ 
とっ しっ ういうしおゃぇ けす くっゅけ; しなょう-

はすぇ おぇいゃぇ おぇおゃけ おけくおさっすくけ 
うしおぇ う っいょぇつなす すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ 
くぇこさぇゃう.
′ぇ きはしすけ しっ けおぇいぇかけ ょさせゅけ. 

‶さうすっしくっくうっすけ けす こさっおうすっ 
しなこっさくうちう – ょけきぇおうくうすっ, 
ういつっいくぇかけ, すなえ おぇすけ こさぇお-

すうつっしおう ╋うたぇっかぇ しっ しなしすっ-
いぇゃぇかぇ こけ せしゃけっくう しゃっすけゃくう 
おさうすっさうう ゃ 3 /ぉっい とぇそっすぇすぇ/ 
けす 4-すっ ょうしちうこかうくう: ぇくゅかうえ-
しおぇ っいょぇ, ょさっしぇあ, とぇそっすぇ う 
さぇぉけすくう こさったけょう し こさっこはす-
しすゃうは – けす 6 ょけ 9 ぉさ. し さぇい-
かうつくう こさけそうかう, おぇすけ しっ いぇ-
しうつぇ う ゃさっきっ. 〉つぇしすうっすけ え 
ゃ ょさっしぇあぇ ぉうかけ すさせょくけ, すなえ 
おぇすけ  くぇ けかうきこうえしおぇすぇ  おけく-
くぇ ぉぇいぇ “╋ぇさおけこせかけ” きけきう-
つっすけ いぇ こさなゃ こなす ゃうょはかけ きぇ-
くっあ いぇ すぇいう ょうしちうこかうくぇ. ′っ 

ぉうかけ すさっくうさぇかけ, ぇ う おけくはす 
„くっ しっ ょなさあぇか ょけぉさっ”. ╁こさけ-
つっき, ておけかぇすぇ ゃ ╋なゅかうあ うきぇ 
くせあょぇ けす そうくぇくしけゃぇ こけきけと, 
いぇ ょぇ ぉなょっ ういゅさぇょっくけ すぇおけゃぇ 
しなけさなあっくうっ.
] おけぉうかぇすぇ [けいきぇさう – ょな-

とっさは くぇ さぇしけゃ おけく, しすさせゃぇと 
1 きかく っゃさけ,  ╋うたぇっかぇ ぉうかぇ 
すさっくうさぇかぇ しぇきけ ょゃぇ こなすう. 
〈は, けぉぇつっ, せしこはかぇ ょぇ しっ しさぇ-
ぉけすう し おさけすおぇすぇ う ょけしすぇすなつ-
くけ すっあおぇ, おけっすけ いぇ しかせつぇは 
ぉうかけ ょけぉさっ, [けいきぇさう. ╇ さっ-
いせかすぇすなす っ: ょゃぇ いかぇすくう きっょぇ-
かぇ いぇ ╀なかゅぇさうは けす „]こってなか 
¨かうきこうおし”! ╆ぇゃけのゃぇ ゅう ╋う-
たぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ くぇ „ぇくゅかうえ-
しおぇ っいょぇ” う „さぇぉけすくう こさっ-
たけょう し こさっこはすしすゃうは”. ╃させゅ 
ぉなかゅぇさしおう っいょぇつ – ┿しこぇさせた 
╁ぇしうかっゃ, くぇ 31 ゅ. けす ╇たすう-
きぇく, こっつっかう ぉさけくいけゃ きっょぇか.
〈っきぇすぇ いぇ つけゃっおぇ う おけくは – 

しうきゃけか くぇ しうかぇすぇ, ぉなさいうくぇ-

すぇ う ゃかぇしすすぇ, っ くっけぉはすくぇ. ╉け-
ゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ こけょけぉくぇ 
くぇょこさっゃぇさぇ, けぉぇつっ, ゃぇあくけ っ 
ょぇ しっ いくぇっ, つっ „おけくはす っ けゅかっ-
ょぇかけ くぇ っいょぇつぇ”, こけ ょせきうすっ くぇ 
ゅけかっきうは しなしすっいぇすっか ╋うてっか 
[けぉっさ. ‶さけぉかっき きけあっ ょぇ うきぇ 
おぇおすけ ゃ つけゃっおぇ, すぇおぇ う ゃ おけくは 
うかう う ゃ ょゃぇきぇすぇ. ¨す いくぇつっくうっ 
っ ゃいぇうきけょっえしすゃうっすけ くぇ っくっさ-
ゅうえくうすっ しうしすっきう きっあょせ すはた, 
すなえ おぇすけ おけくはす せしっとぇ たぇさぇお-
すっさぇ くぇ しゃけは っいょぇつ う けぉさぇすくけ, 
ぇ ゃ すけゃぇ っ いょさぇゃけしかけゃくうはす 
っそっおす けす っいょぇすぇ.

╆ぇ ╋うたぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ すさっ-
くぬけさおぇすぇ ′うくぇ ぅくおけゃぇ おぇいゃぇ: 
„╁ くっは ぇい さぇいこけいくぇた かうょっさぇ. 
〈は せきっっ ょぇ せこさぇゃかはゃぇ. ╇  ゃ 
あうゃけすぇ しう すは しっ しすさっきう おなき 
かうょっさしおう こけいうちうう, おけうすけ くぇえ-
つっしすけ こさけはゃはゃぇ ゃ おかせぉぇ. ╆ぇすけ-
ゃぇ ぉなさいけ せしこは ょぇ しっ しさぇぉけすう し 
[けいきぇさう う こけぉっょうたぇ”.
〈なえ おぇすけ ╂なさちうは くっ っ きけ-

ゅかぇ ょぇ けしうゅせさう くっけぉたけょうきうすっ 
100 こけょたけょはとう おけくっ, くぇてぇすぇ 
しすさぇくぇ っ こけょこけきけゅくぇかぇ うゅさうすっ 
ゃ ゅさなちおぇすぇ しすけかうちぇ し 50 ぉなか-
ゅぇさしおう おけくは /6 けす すはた しぇ くぇ 
„╀ぇゅぇすせさ”/.
╋うたぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ こけかせつう 

しこっちうぇかくうすっ こけいょさぇゃかっくうは くぇ 
こさっょしっょぇすっかおぇすぇ くぇ ′] 『っちおぇ 
『ぇつっゃぇ う こかぇおっす „130 ゅけょうくう 
′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ” こけ ゃさっきっ 
くぇ こさけゃっょっくうは ゃ こぇさかぇきっくすぇ 
くぇ 6 のかう  ‶なさゃう くぇちうけくぇかっく 
そけさせき „]けちうぇかくぇすぇ きうしうは くぇ 
しこけさすぇ”, ゃ おけえすけ せつぇしすうっ ゃいっ-

たぇ ゃしうつおう ぉなかゅぇさしおう ぇすかっすう 
けす ]こってなか ¨かうきこうおし`2011. 
‶さっょしすぇゃうすっかう くぇ きっょうう-
すっ こけょこうしぇたぇ ╃っおかぇさぇちうは いぇ 
ょけしすなこ ょけ しこけさすぇ ゃ ╀なかゅぇ-
さうは. ╃け 3-すう ょっおっきゃさう, ╋っあ-
ょせくぇさけょくうはす ょっく くぇ たけさぇすぇ 
し せゃさっあょぇくうは, とっ こさけょなかあう 
しすぇさすうさぇかぇすぇ くぇ そけさせきぇ くぇ-
ちうけくぇかくぇ おぇきこぇくうは „]こけょっかう 
せしっとぇくっすけ” - いぇ こさうゃかうつぇくっ 
くぇ しこけょゃうあくうちう う こさうはすっかう 
くぇ ぇすかっすうすっ し うくすっかっおすせぇかくう 
いぇすさせょくっくうは.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

]かぇゃくうはす  う きくけゅけ こけしかせてっく /いぇしっゅぇ/ くぇしかっょくうお くぇ ょはょけ 
╇ゃぇく くけしう うきっすけ きせ - /し こなさゃぇすぇ ぉせおゃうつおぇ/ ╇ゃっかうく [け-
しっくけゃ 《うかうこけゃ う っ ゅけかはき きなあ:  し すっゅかけ 3360 ゅ う さなしす 50 
しぇくすうきっすさぇ, おぇすけ こけ ゃしうつおけ かうつう, つっ ゃ いさっかうすっ しう ゅけょうくう 
とっ いぇょきうくっ つっしすうすうはす しう ょはょけ. 
╃ぇ っ あうゃ う いょさぇゃ くぇしかっょくうおなす くぇ ╇ゃぇく ╂ぇくつっゃ ╇ゃぇくけゃ, 

ょぇ さぇょゃぇ  さけょうすっかうすっ う そぇきうかうはすぇ しう, ょぇ くけしう し つっしす 
うきっすけ しう う ょぇ  しなすゃけさう こかぇくうくう けす ょけぉさうくう  こけ こなすは しう. 
』っしすうすけ くぇ さけょうすっかうすっ! 
╇ いょさぇゃぇ こけつっさこおぇ けす ょはょけすけ…

                        〈┿   

╋うたぇっかぇ ╇ゃぇくけゃぇ っ いぇゃなさてうかぇ ‶けきけとくけすけ せつうかうとっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ぇ しかっょ くっゅけ う ‶けきけとくけすけ せつうかうとっ ゃ ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ. ╀うかぇ っ きくけゅけ ょけぉさぇ せつっくうつおぇ, し ょうこかけき - 5,33. 
╋ぇすっきぇすうおぇすぇ くっ っ ぉうかぇ しさっょ かのぉうきうすっ え こさっょきっすう, おぇお-
すけ しこけょっかは すは, うしおぇかけ え しっ ょぇ うきぇ こけゃっつっ つぇしけゃっ こけ きせ-
いうおぇ. 》ぇさっしゃぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ こけこきせいうおぇ う おけゅぇすけ っ ゃおなとう, 
くっ しこうさぇ ょぇ こっっ くぇ きうおさけそけく こっしくうすっ くぇ かのぉうきうは しう 
ういこなかくうすっか ╁っしっかうく ╋ぇさうくけゃ.
╃させゅけ くっえくけ かのぉうきけ いぇくうきぇくうっ っ ょぇ しっょう こさっょ おけきこの-

すなさぇ, し おけっすけ, けぉぇつっ, くっ きけあっ ょぇ しう こけいゃけかう ょぇ こさっおぇ-
かはゃぇ いぇさぇょう いょさぇゃっすけ. ╃けきぇおうくしすゃぇくっすけ くっ え っ つせあょけ, 
ゃなこさっおう くぇかけあうすっかくうすっ  けゅさぇくうつっくうは – きけきうつっすけ うい-
こなかくはゃぇ ゃしうつおう  こけさなつっくうは くぇ きぇえおぇ しう いぇ ょっくは, ょぇょっくう 
こさっょう ょぇ こけっきっ おなき „┿さしっくぇか”.
′ぇょっあょうすっ しう いぇ さっぇかういぇちうは ╋うたぇっかぇ  しゃなさいゃぇ し きっしす-

くけすけ ]ょさせあっくうっ „╀なょっとっ いぇ ょっちぇ し せゃさっあょぇくうは”.  ′ぇ 
ゃなこさけしぇ - おなき おけは しかっょゃぇとぇ こけぉっょぇ とっ しっ しすさっきうて けすすせお 
くぇすぇすなお, くっえくうはす けすゅけゃけさ っ: „[ぇぉけすぇすぇ とっ ぉなょっ きけはすぇ 
こけぉっょぇ - すさっくうさけゃおう ょけ しかっょゃぇとぇすぇ けかうきこうぇょぇ!”

╁ せしかけゃうはすぇ くぇ ょくってくぇすぇ ょう
くぇきうつくぇ しさっょぇ う こけゃっつっ しゃけ
ぉけょぇ こさう ゃいうきぇくっすけ くぇ さってっ
くうっ いぇ ういぉけさ くぇ さぇぉけすくけ きはしすけ 
う こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇかういぇちうは 
“┿さしっくぇか” すさはぉゃぇ くっ しぇきけ ょぇ 

ゃけょう, くけ う ょぇ こっつっかう „ぉうすおぇ
すぇ” し ょさせゅうすっ さぇぉけすけょぇすっかう 
いぇ おぇつっしすゃっくう おぇょさう, おぇいゃぇ 
いぇきっしすくうお-さなおけゃけょうすっかはす くぇ 
¨すょっか „╉ぇょさう” ゃ ょさせあっしすゃけすけ 
╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ. ¨こうすなす え こけ
おぇいゃぇ, つっ すせお ゃしっ けとっ さぇぉけすはす 
すさぇょうちうけくくうすっ きっすけょう いぇ こけょ
ぉけさ くぇ おぇょさうすっ – こさっこけさなおう 
けす ぉかういおう う こさうはすっかう, おぇおすけ う 
すっあっしすすぇ くぇ しっきっえくぇすぇ くぇゅかぇ
しぇ くぇ „くぇしかっょしすゃっくうすっ” ぇさしっ
くぇかちう, おけうすけ こさっょこけつうすぇす う 
しなゃっすゃぇす ょっちぇすぇ しう ょぇ こさけょなか
あぇす こけ こさけそっしうけくぇかくうは うき 
こなす.  ‶けくはおけゅぇ しっ こさぇゃう しさっとぇ 
し ぉなょっとうは こさはお さなおけゃけょうすっか, 
おけえすけ くぇ きはしすけ ょぇ くぇこさぇゃう 
こさっちっくおぇ ょぇかう しなけすゃっすくうはす 
おぇくょうょぇす っ こけょたけょはと すけつくけ いぇ 
すぇいう さぇぉけすぇ, いぇ おけはすけ ゃっつっ っ 
くぇこさぇゃっくぇ いぇはゃおぇ けす しなけすゃっす
くけすけ こさけういゃけょしすゃっくけ いゃっくけ, 
けぉはしくはゃぇ ╃けつおけゃぇ. 〈けゃぇ けぉぇ
つっ くっ けいくぇつぇゃぇ, つっ そうさきっくけすけ 
さなおけゃけょしすゃけ くっ すなさしう う くけゃう 
くぇつうくう いぇ こさうゃかうつぇくっ くぇ さぇ
ぉけすくうちう う しこっちうぇかうしすう, ぇ すけつ
くけ けぉさぇすくけすけ, こけおぇいゃぇ しさっとぇ
すぇ し ╃けつおけゃぇ う うくあ. ′うおけかぇえ 
╉せちぇさけゃ, さなおけゃけょうすっか しっおすけさ 
おなき ╉けくしすさせおすうゃっく けすょっか くぇ 

╆ぇゃけょ 1, つけゃっお, おけえすけ っ せぉっ
ょっく, つっ すぇかぇくすかうゃうすっ きかぇょう 
たけさぇ, いぇ ょぇ けしすぇくぇす ゃ „┿さしっ
くぇか”, すさはぉゃぇ ょぇ ぉなょぇす くっ しぇきけ 
こけけとさはゃぇくう う くぇしけつゃぇくう ょぇ 
こさぇゃはす しけぉしすゃっくう さぇいさぇぉけす
おう, くけ う ょぇ うき ぉなょぇす けしうゅせさっ
くう せしかけゃうは いぇ すけゃぇ - すったくうすっ 
うょっう ょぇ しすうゅくぇす おさぇえくぇすぇ しう 
さっぇかういぇちうは おぇすけ くけゃう, ゃっつっ 
ゅけすけゃう ういょっかうは. „′うっ 
すさはぉゃぇ ょぇ ょぇゃぇきっ てぇくし くぇ 

きかぇょうすっ 
うくあっくっさう ょぇ ういこうすぇす せょけ

ゃけかしすゃうっすけ けす そぇおすぇ, つっ しぇ 
ょけゃっかう さぇぉけすぇすぇ しう ょけおさぇえ, ぇ 
くっ こさぇゃうき すけゃぇ ゃ ょけしすぇすなつくぇ 
しすっこっく”, おぇいゃぇ し ぉけかおぇ けこうす
くうはす おけくしすさせおすけさ. 〈けえ っ こけょぇか 
さなおぇ くぇ ょけしすぇすなつくけ こっさしこっお
すうゃくう おぇょさう, けすおさうゃぇ ゅう おぇおすけ 
ゃ „┿さしっくぇか”, すぇおぇ う ゃ こさっこけ
ょぇゃぇすっかしおぇすぇ しう さぇぉけすぇ ゃなゃ 
《ぇおせかすっすぇ こけ きぇてうくけしすさけっくっ 
おなき ‶かけゃょうゃしおうは せくうゃっさしう
すっす, おなょっすけ せつぇす うくあっくっさう
すっ – けさなあっえくうちう せ くぇし, しかっょ 
おぇすけ ぉはたぇ こさっおさぇすっくう ゃいぇうきけ
けすくけてっくうはすぇ し 〈ったくうつっしおうは 
せくうゃっさしうすっす ゃ 〈せかぇ, おけゅぇすけ 
╀なかゅぇさうは しすぇくぇ つかっく くぇ ′┿〈¨.    
╇きっくくけ すぇおけゃぇ „けすおさうすうっ” いぇ 

ぉなょっとうは くぇせつっく こけすっくちうぇか 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ っ う きかぇょうはす 
うくあっくっさ ╋うかっく ╉けしすぇょうくけゃ, 
ょけてなか けす ╃けぉさうつ ゃ ╉ぇいぇくかなお - 
くっ いぇ ょさせゅけ, ぇ いぇとけすけ けす きぇかなお 
うしおぇ ょぇ しっ いぇくうきぇゃぇ し さぇいさぇ
ぉけすおうすっ う こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ 
けさなあうっ. ┿ おなょっ ょさせゅぇょっ, けしゃっく 
ゃ „┿さしっくぇか”?! 〈せお ゃっつっ さぇぉけすう 
う しなこさせゅぇすぇ きせ – うおけくけきうしす し 
ゃうしけおぇ おゃぇかうそうおぇちうは. ╇ょゃぇす 
う けとっ ょゃぇきぇ くっゅけゃう おけかっゅう けす 
ょさせゅう ゅさぇょけゃっ. „]かぇゃぇ ╀けゅせ, 
つっ きかぇょうはす しこっちうぇかうしす すせお っ 
こさうおさっこっく おなき ゃっつっ „せいさはか” 
しこっちうぇかうしす, しこけょっかは ╋うかっく, 
う っ うしすうくしおけ とぇしすうっ つけゃっお ょぇ 
ゃうょう こかけょぇ けす すさせょぇ しう”. 〈けえ 

さぇぉけすう こけ おけくしすさせうさぇくっすけ くぇ 
けさなあうはすぇ し けゅさけきっく うくすっさっし 
こけ さぇいくけけぉさぇいくうすっ いぇょぇつう, 
しゃなさいぇくう し ちっかうは こさけちっし くぇ 
ょっえくけしすすぇ. 
„′っとぇすぇ し こけょぉけさぇ くぇ おぇ

ょさうすっ くっ しぇ ぉうかう くうおけゅぇ 
ゅかぇょおう, くけ しぇ ぉうかう う ょけしすぇ 
こけ-くっぉかぇゅけこさうはすくう けす しっゅぇ. 
╋かぇょうすっ しこっちうぇかうしすう すさはぉゃぇ 
くっこさっきっくくけ ょぇ しっ こさぇとぇす ゃ 
つせあぉうくぇ, ょぇ ゃうょはす おぇおゃけ しっ 
こさぇゃう こけ しゃっすぇ, っゅけういなき けす 
しすさぇくぇ くぇ こけ-けこうすくうすっ っ ょぇ しっ 
きうしかう, つっ くうおけえ くはきぇ ょぇ くぇ
こさぇゃう くっとけ こけ-ょけぉさけ けす すっぉ”, 
せぉっょっく っ うくあ. ╉せちぇさけゃ, おけえすけ 
しっ さぇょゃぇ, つっ さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ ょさせあっしすゃけすけ しっ ゃしかせてゃぇ ゃ 
こさっょかけあっくうはすぇ - くぇ けさなあっえ
くうすっ ういかけあっくうは こけ しゃっすぇ, ょぇ 
ぉなょぇす おけきぇくょうさけゃぇくう う きかぇ
ょう たけさぇ. 
╉せちぇさけゃ くっ こさっしすぇゃぇ ょぇ 

ょぇゃぇ うょっう, 
くっ しぇきけ おぇすけ せくうゃっさしうすっすしおう 

こさっこけょぇゃぇすっか う おけくしすさせおすけさ, 
こっつっかうか くぇゅさぇょう, う いぇすけゃぇ 
- ょけぉさっ こけいくぇす しさっょ おけかっ
ゅうすっ しう. ] うしすうくしおけ ぉぇとうく
しおけ つせゃしすゃけ う いぇゅさうあっくけしす 
いぇ ぉなょっとっすけ くぇ すゃけさつっしおうすっ 
さぇいさぇぉけすおう ゃ „┿さしっくぇか” すけえ 
こさけおぇさゃぇ こなすは くぇ けとっ っょくけ 
くけゃけ しなすさせょくうつっしすゃけ – しっゅぇ う 
し 《ぇおせかすっす „┿さすうかっさうは, ‶╁¨ 
う ╉╇]” – 【せきっく, つぇしす けす ′ぇ
ちうけくぇかくけすけ ゃけっくくけ せつうかうとっ 
ゃなゃ ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ. 『っか
すぇ っ すぇき  ょぇ ぉなょっ しないょぇょっくぇ 
おぇすっょさぇ しなし しこっちうぇかくけしすう いぇ 
おぇょさけゃうすっ くせあょう くぇ きぇてう
くけしすさけうすっかくうは ぉさぇくて. 〈けゃぇ 
っ こさけょなかあっくうっ くぇ さぇぉけすぇ
すぇ けす 2004 ゅけょうくぇ くぇしぇき こけ 
こけょゅけすけゃおぇすぇ くぇ きぇゅうしすさう う 
ぉぇおぇかぇゃさう しなし しこっちうぇかくけしす 
„‶さけういゃけょしすゃけ くぇ しすさっかおけ
ゃけ けさなあうっ” ゃなゃ そうかうぇかぇ くぇ 
しけそうえしおうは 〈ったくうつっしおう せくう

ゃっさしうすっす ゃ ‶かけゃょうゃ, おなょっすけ 
うくあ. ╉せちぇさけゃ こさっこけょぇゃぇ. ′ぇ 
いぇゃなさてうかうすっ すぇき, おぇおすけ う いぇ 
うくあっくっさう, せつうかう ゃ ╂ぇぉさけゃけ, 
こさう すはたくけ しなゅかぇしうっ いぇ ぉなょっとぇ 
さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, けす ゅけょうくう 
しっ けしうゅせさはゃぇ しすうこっくょうは けす 150 
- 250 かゃ., しこけさっょ せしこったぇ - う 
いぇこかぇとぇくっ くぇ しっきっしすさうぇかくうすっ 
すぇおしう. 〉しかけゃうっすけ くぇ „┿さしっくぇか” 
いぇ ういこかぇとぇくっ くぇ しすうこっくょうはすぇ 
っ ょぇ しっ さぇぉけすう ゃなゃ そうさきぇすぇ 
こけくっ すけかおけゃぇ ゅけょうくう, おけかおけ
すけ っ こけかせつぇゃぇくぇ しすうこっくょうはすぇ. 
╇くあ. ╉せちぇさけゃ こけいくぇゃぇ ょけぉさっ 
くぇゅかぇしうすっ くぇ きかぇょうすっ 

たけさぇ. 
¨とっ し こけしすなこゃぇくっすけ くぇ さぇ

ぉけすぇ すっ さぇいぉうさぇす, つっ ゃっつっ くっ 
しぇ ゅさせこぇ, ぇ ゃしっおう うくょうゃうょせ
ぇかくけ しっ ょけおぇいゃぇ う こけょたけょなす 
おなき ゃしっおう しかっょゃぇ ょぇ ぉなょっ 
うくょうゃうょせぇかっく, おぇおすけ しぇ さぇい
くけけぉさぇいくう しそっさうすっ くぇ さぇぉけ
すぇ ゃ けさなあっえくうちぇすぇ, せぉっょっく 
っ すけえ. [ぇいかうつくう しぇ くうゃぇすぇ くぇ 
けすゅけゃけさくけしす う いぇこかぇとぇくっすけ, 
すったくけかけゅううすっ こけしすけはくくけ しっ 
せしなゃなさてっくしすゃぇす う しぇきけ きかぇ
ょうすっ たけさぇ きけゅぇす ょぇ ゅう こさうかぇゅぇす 
ぉなさいけ う くぇえ-せしこってくけ, こけおぇいゃぇ 
けこうすなす くぇ こさっこけょぇゃぇすっかは. ′け 
っょくけ くっ すさはぉゃぇ ょぇ いぇぉさぇゃは 
うしすうくしおうはす こさけそっしうけくぇかうしす 
– けさなあっえくうお: ぇおけ っ くぇうしすう
くぇ ょけぉなさ, っょうく ょっく とっ きせ しっ 
くぇかけあう ょぇ せこさぇゃかはゃぇ たけさぇ う 
いぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけいくぇゃぇ 
ちっかうは こさけういゃけょしすゃっく こさけちっし 
...すけゃぇ っ „ゃうしてうはす こうかけすぇあ”. 
╇ - くっ くっこさっきっくくけ ょぇ けつぇおゃぇ 
きくけゅけ ゃうしけおけ いぇこかぇとぇくっ. ╆ぇ
とけすけ こさけそっしうけくぇかくけすけ さぇいゃう
すうっ う せょけゃかっすゃけさっくうっすけ しなとけ 
しぇ ゃぇあくう, ぇ くうゃぇすぇ くぇ ゃないくぇ
ゅさぇあょっくうはすぇ くっ ゃうくぇゅう きけゅぇす 

ょぇ ぉなょぇす こけしすうゅくぇすう. ╇ けとっ – 
きかぇょうはす しこっちうぇかうしす ょぇ ぉなょっ 
ゅなゃおぇゃ, いぇとけすけ こさぇおすうおぇすぇ くぇ 
うくあ. ╉せちぇさけゃ っ こけおぇいぇかぇ, つっ 
うきぇ しかせつぇう, おけゅぇすけ せすゃなさょっ
くぇすぇ し ょっしっすうかっすうは さぇぉけすぇ こけ 
こさけおぇさぇくうは けす させしおうすっ すったくけ
かけゅうう う しうしすっきう くぇ けさゅぇくういぇ
ちうは くぇ さぇぉけすぇ う おけくすさけか こなす 
きけあっ ょぇ しっ けおぇあっ こけ-きぇかおけ 
っそっおすうゃっく けす くけゃうすっ こさぇおすう
おう. 〈ぇおぇ しっ けおぇいぇかけ, くぇこさう
きっさ, し くけゃうは ‶かぇく いぇ くぇょっあょ
くけしすすぇ くぇ ういょっかうはすぇ, ゃなゃっょっく 
しかっょ こさうっきぇくっすけ くぇ ′ぇすけゃしおう
すっ しすぇくょぇさすう.
′っ っ きぇかけゃぇあくけ う ゃ おぇおなゃ 

ゅさぇょ あうゃっっき, ょぇかう すせお うきぇ
きっ ゃないきけあくけしすう いぇ しけちうぇかっく 
う おせかすせさっく あうゃけす, しこけょっかはす 

ょけてかうすっ けす ょさせゅう ゅさぇょけゃっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお ╋ぇさうは ╃けつおけゃぇ う 
╋うかっく ╉けしすぇょうくけゃ.
╇ くぇ ょゃぇきぇすぇ ╉ぇいぇくかなお うき 

たぇさっしゃぇ. ]きはすぇす, つっ すっあぇす くぇ 
きはしすけすけ しう おぇすけ こさけそっしうけくぇ
かうしすう. ′け, さぇいぉうさぇ しっ, ぇおけ ゃ 
╉ぇいぇくかなお うきぇ こけ-ぇおすうゃっく あう
ゃけす う こけょたけょはとう さぇいゃかっつっくうは, 
とっ しっ つせゃしすゃぇす けとっ こけ-ょけぉさっ. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ  

′ぇえ-ゅけかはきけすけ しこっちうぇかういう
さぇくけ いぇゃっょっくうっ いぇ しなさょっつくう 
う しなょけゃう  ぉけかっしすう せ くぇし. [ぇ
ぉけすう こけ ゃしうつおう おぇさょうけかけゅうつ
くう う おぇさょうけたうさせさゅうつくう こなすっ
おう いぇ ゃないさぇしすくう う ょっちぇ.
╉かうくうおぇすぇ こけ おぇさょうけかけゅうは 

さぇいこけかぇゅぇ し 90 かっゅかぇ, さぇい
こさっょっかっくう ゃ 3 けしくけゃくう すっさぇ
こっゃすうつくう けすょっかっくうは う 1 うく
すっくいうゃくけ. ′ぇえ-つっしすけ さうっきぇ 
ぉけかくう いぇ ょっすぇえかくぇ ょうぇゅくけし
すうお, おぇおすけ う すさせょくうすっ すっさぇ
こっゃすうつくう しかせつぇう. ]さっょ すはた しぇ 
う たけさぇすぇ し っくょけおぇさょうす- ゃない
こぇかっくうっ くぇ しなさょっつくうは きせし
おせか. ‶けかけゃうくぇすぇ こぇちうっくすう 
くぇ おかうくうおぇすぇ しぇ くぇしけつっくう けす 
しすさぇくぇすぇ, ぇ ょけ 60% しぇ しこって
くう.
]さっょ せくうおぇかくうすっ いゃっくぇ っ 

うくすっくいうゃくけすけ おぇさょうけかけゅうつくけ 
けすょっかっくうっ, おなょっすけ こけしすなこゃぇす 
しなさょっつくけ ぉけかくう ゃ しこってくう 

しなしすけはくうは. 〈ぇき しっ ゅさうあぇす いぇ 
こぇちうっくすうすっ しかっょ おけさけくぇさくう 
うくすっさゃっくちうう う けこっさぇちうう. 
[ぇいこけかぇゅぇす し 10 かっゅかぇ. ╁ 
╉かうくうおぇすぇ こけ けぉさぇいくぇ ょうぇゅ
くけしすうおぇ  こさっょう ょくう いぇさぇぉけすう 
64-しさっいけゃ おけきこのすなさっく すけ
きけゅさぇそ, っょうくしすゃっく しなし しけそ
すせっさくう ゃないきけあくけしすう せ くぇし. 
〈けゃぇ いくぇつう, つっ こさけういゃっあょぇ 
こけ 64 „しくうきおう” くぇ しなさちっすけ いぇ 
しっおせくょぇ.  〈っ こさっょしすぇゃかはゃぇす 
しさっいけゃっ くぇ すなおぇくすぇ くぇ おさな
ゃけくけしくうすっ しなょけゃっ し ょっぉっかう
くぇ 1-2 きき. ]おっくっさなす けすしはゃぇ 
こぇちうっくすうすっ し けしすさぇ ゅさなょくぇ 
ぉけかおぇ - ょぇかう っ くぇかうちっ  けしすなさ 
おけさけくぇさっく  しうくょさけき,  こけいくぇす 
おぇすけ „こさっょうくそぇさおすくけ しなしすけは
くうっ”, うかう こさけぉかっきなす っ ょさせゅ. 
〈けゃぇ っ こけ-ぉなさい う こけ-きぇかおけ 
うくゃぇいうゃっく きっすけょ いぇ ょうぇゅくけ
しすうおぇ, おけえすけ しっ こさうかぇゅぇ  こけ 
おさうすっさうう う くっ しっ こかぇとぇ  けす 
╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. 『っくぇすぇ いぇ 
こぇちうっくすぇ っ けおけかけ 250 かっゃぇ. 
╉なき ╉かうくうおぇすぇ うきぇ 3 おけく

しせかすぇすうゃくう おぇぉうくっすぇ, きっあょせ 
おけうすけ う ょっくけくけとっく しこってっく.  
]かっょけぉっょ すっ さぇぉけすはす おぇすけ 
つぇしす けす ╋っょうちうくしおうは ちっくすなさ 
くぇ ぉけかくうちぇすぇ し くぇこさぇゃかっくうは 
けす ╆ょさぇゃくぇすぇ おぇしぇ. ╁しっおう こぇ
ちうっくす, くっいぇゃうしうきけ こけ おぇおなゃ 

さっょ っ ょけてなか, しっ こさっゅかっあょぇ 
ゃ 52-さう おぇぉうくっす くぇ こぇさすっ
さぇ. 〈ぇき こさっちっくはゃぇす いぇ こさうっき 
ゃっょくぇゅぇ, いぇ ゃさっきっくくけ けしすぇゃぇ
くっ こけょ くぇぉかのょっくうっ う ういしかっょ
ゃぇくうは うかう ょぇゃぇす ょぇすぇ いぇ くけゃ 
こさっゅかっょ. 
╁ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ おぇさょうけかけ

ゅうつくぇ ぉけかくうちぇ  うきぇ けすょっかっ
くうっ う こけ うくゃぇいうゃくぇ おぇさょう
けかけゅうは. 〈ぇおけゃぇ うきぇ う けす すさう 
ゅけょうくう ゃ おぇいぇくかなておぇすぇ ぉけか
くうちぇ. 
╁ しけそうえしおけすけ けすょっかっくうっ しっ 

かっおせゃぇす う たさけくうつくけ しすっしくっくう 
ぇさすっさうう, おぇおすけ う しすっしくっくうは 
くぇ さぇいおかけくっくう おさなゃけくけしくう 
しなょけゃっ-ぉうそせさおぇちうう. ¨すしおけ
さけ っ けすおさうすう おぇぉうくっす いぇ おけく
しせかすぇちうう う こさけしかっょはゃぇくっ くぇ 
しすっくすうさぇくうすっ こぇちうっくすう. 
╁ けすょっかっくうっすけ こけ おぇさょう

けたうさせさゅうは いぇ ゃないさぇしすくう しっ 
ういゃなさてゃぇす ゃしうつおう おぇさょうけたう
させさゅうつくう ょっえくけしすう, ゃおかのつう
すっかくけ おかぇこくけ こさけすっいうさぇくっ う 
こさっきぇたゃぇくっ くぇ しなさょっつっく すせ
きけさ. 
╉かうくうおぇすぇ さぇいこけかぇゅぇ う し 

ょっすしおぇ しなさょっつくぇ たうさせさゅうは.  
╁しうつおう ょっえくけしすう ゃ くっは しぇ こけ 
おかうくうつくう こなすっおう. ′っ ゃさな
とぇす, ぇおけ くはきぇ くぇこさぇゃかっくうっ. 
                                                  〈┿

[ひおか  しかさとうあて?  〉あこ-おそいちけてか, つ せあこ-つひうちかすかせせけ すかてそおけ
〉あぬけそせあしせあ さあちおけそしそえけねせあ いそしせけぬあ - 』そなけみ

… くけ すぇいう うしすうくぇ しっゅぇ くっ さぇ
ぉけすう いぇ たけさぇすぇ…

 〈は っ すぇおぇゃぇ くっ いぇさぇょう くぇし, けぉ
とうくしおうすっ しなゃっすくうちう, ぇ いぇとけすけ  
けすしすさぇくぇ くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ 
くっ しっ さぇぉけすう おぇおすけ すさはぉゃぇ. ┿おけ 
けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう しっ こさけ
ゃっあょぇたぇ おぇおすけ すさはぉゃぇ, しっゅぇ とは
たきっ ょぇ うきぇきっ くぇょ 1,5 きうかうけくぇ  

こけゃっつっ こぇさう, ぇおけ すっいう こけさなつおう 
ぉはたぇ こさけゃっあょぇくう し はしくぇすぇ ちっか 
ょぇ しっ こけしすうゅくっ くうしおぇ ちっくぇ う 
ょけぉさけ おぇつっしすゃけ. ┿おけ  すけゃぇ ぉってっ 
そうかけしけそうはすぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ う 
くぇ おきっすぇ, とはたぇ ょぇ しっ けこさぇゃはす 
せかうちうすっ, いぇとけすけ いぇ すはた ゅけょうて
くけ しぇ くう くせあくう くっ 1,5 きうかうけくぇ 
かっゃぇ,  ぇ しぇきけ 500 たうかはょう かっゃぇ. 
┿ くうっ しっゅぇ こかぇとぇきっ 1,5 きかく. 
かっゃぇ ゅけょうてくけ しぇきけ いぇさぇょう くっ
ういゅけょくう ょけゅけゃけさう. ′はきぇ ょぇ しっ 
けこさぇゃはす せかうちうすっ, とけき くっ しっ 
きっさう ぇしそぇかすなす, とけき しっ たゃなさ
かはす こぇさう くぇ ゃはすなさぇ う とけき くはきぇ 
けすつっすくけしす. ¨しくけゃくぇ しかぇぉけしす くぇ 
せこさぇゃかっくうっすけ ょけ すけいう きけきっくす っ 
くっしうゅせさくけしすすぇ くぇ たけさぇすぇ, あうゃっ
っとう ゃ けぉとうくぇすぇ. ┿ すはたくぇすぇ しう
ゅせさくけしす っ くぇ こなさゃけ きはしすけ. 

╁しうつおけ すけゃぇ, おけっすけ ょけしっゅぇ 
ういぉさけうたすっ おぇすけ くっゅぇすうゃ, おぇお 
とっ ゅけ こさけきっくうすっ? 

‶け けすくけてっくうっ くぇ けしくけゃくうは 
こさけぉかっき – しなしすけはくうっすけ くぇ せかう
ちうすっ う すさけすけぇさうすっ, くぇ こなすくうすっ 
くぇしすうかおう, しこけさっょ きっく, くぇえ-
くぇこさっょ すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃう 
けぉとうくしおけ いゃっくけ いぇ すはたくぇすぇ 
こけょょさなあおぇ. ╁  きけきっくすぇ すぇおけゃぇ 
いゃっくけ くはきぇ, ぇ くっとぇすぇ しっ こさぇ
ゃはす おぇきこぇくうえくけ. ╇きぇ ょせこおう 
こけ せかうちうすっ, ゃうおぇきっ っょくぇ そうさ
きぇ, すは ぇしそぇかすうさぇ, かなあっ くう ゃ 
おけかうつっしすゃぇすぇ, さぇぉけすう 1 きっしっち 
ゃ ゅけょうくぇすぇ, ぇ こさっい けしすぇくぇかうは 
こっさうけょ くうとけ. 』っ うきぇ ょせこおう... 

...くうおけえ くっ しっ ゃなかくせゃぇ けす すけゃぇ. 
╆ぇすけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ うきぇ けぉとうく-
しおけ いゃっくけ, おけっすけ ちっかけゅけょうてくけ 
ょぇ こけょょなさあぇ こなすうとぇすぇ う ょぇ っ 
くぇ すさう ゅさせこう – いぇ さぇいかうつくうすっ 
さぇえけくう けす けぉとうくぇすぇ: くぇ しっゃっさ 
けす ゅさぇょぇ, くぇ のゅ う ゃ しぇきうは ゅさぇょ.
〈けゃぇ いゃっくけ すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゅさうあう 
いぇ ぇしそぇかすけゃうすっ う いぇ すさけすけぇさくう-
すっ くぇしすうかおう. ┿ こけ けすくけてっくうっ くぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ けぉとっしすゃっくう-
すっ こけさなつおう, すけ すぇき っ くっけぉたけょう-
きけ ぇおちっくすなす ょぇ っ ゃなさたせ ちっくぇすぇ 
う おぇつっしすゃけすけ, ぇ くっ ゃなさたせ すけゃぇ 
ょぇかう こかぇとぇくっすけ っ さぇいしさけつっくけ  
くぇこさっょ ゃなゃ ゃさっきっすけ うかう くっ.

╉けえ いぇょぇゃぇ すけいう こけさけつっく 
ょせた ? 

〈けいう ょせた ゅけ いぇょぇゃぇ ゃないかけあうすっ-
かはす, ゃ しかせつぇは おきっすなす くぇ けぉとう-
くぇすぇ. 〈けえ こうてっ こさうけさうすっすうすっ, 
こけ おけうすけ ょぇ しっ こさけゃっょっ こけさなつ-
おぇすぇ.

... すけっしす, ぇおけ おきっすなす うきぇ 
しおかけくくけしす おなき おけさせこちうけく-
くう こさぇおすうおう, すけえ くぇこうしゃぇ う 
しなけすゃっすくうすっ せょけぉくう おさうすっ-
さうう? 

〈けつくけ すぇおぇ. ┿おけ うしおぇて すゃけえ つけ-
ゃっお ょぇ しこっつっかう, ぇ すう ょぇ こけかせ-

つうて くっとけ ゃ いぇきはくぇ, きせ くぇこうし-
ゃぇて すぇおうゃぇ おさうすっさうう, おけうすけ ょぇ 
ゅけ せしすさけえゃぇす う ょぇ しこっつっかう  すけえ.  
╁しうつおけ すけゃぇ くっ いぇゃうしう しぇきけ 
けす おきっすぇ, ぇ う けす っおうこぇ きせ. ′け 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ いくぇっ, つっ おきっすなす 
いぇょぇゃぇ こけかうすうおぇすぇ う たけさぇすぇ 
けおけかけ くっゅけ は ういこなかくはゃぇす. ┿ ゃ 
しかせつぇは こけかうすうおぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ 
しっ しきっくう. ‶け けすくけてっくうっ くぇ けぉ-
とっしすゃっくうすっ こけさなつおう すは すさはぉゃぇ 
ょぇ っ しかっょくぇすぇ: ょぇ しっ ょぇゃぇす こけ-
きぇかおけ こぇさう けす しすさぇくぇ くぇ ¨ぉ-
とうくぇすぇ, こさう すけゃぇ いぇ こけ-ゃうしけおけ 
おぇつっしすゃけ.

╁っつっ ょゃぇ きぇくょぇすぇ しすっ  けぉ-
とうくしおう しなゃっすくうお. ╇きぇ かう 
くぇつうく, しこけさっょ ╁ぇし,  おきっすなす 
ょぇ うきぇ こけょおさっこぇすぇ くぇ さぇい-
かうつくう こけかうすうつっしおう しうかう ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, ぉっい ょぇ 
しすぇゃぇ すったっく いぇかけあくうお うかう  
こなお くぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ, 
おけはすけ くっ ういぉうさぇ すけえ, ぇ きせ っ 
こぇさすうえくけ こけしけつっくぇ? ╁うあ-
ょぇすっ, つっ きくけゅけ つっしすけ うきっく-
くけ すけゃぇ こさけゃぇかは ょけぉさうすっ 
うょっう.

]こけさっょ きっく くっとぇすぇ しぇ しぉなさおぇ-
くう ういくぇつぇかくけ. ′っ っ くせあくけ おきっ-
すなす ょぇ しっ こさうくせあょぇゃぇ  ょぇ すなさしう 
こけょおさっこぇ くぇ てうさけお おさなゅ たけさぇ 
う こぇさすうう, ぇ ゅさぇあょぇくうすっ すさはぉゃぇ 
ょぇ ういぉうさぇす いぇ おきっす つけゃっお くぇ 
こさうくちうこぇ: おけえ とっ しゃなさてう こけ-

ゃっつっ う こけ-ょけぉさぇ さぇぉけすぇ. 

… ぇ くっ つうえ つけゃっお っ すけいう 
つけゃっお...? 

╃ぇ, すぇき っ ちはかぇすぇ さぇぉけすぇ. ╇いぉう-
さぇすっかうすっ すさはぉゃぇ ょぇ こさけきっくはす 
くぇゅかぇしぇすぇ しう ゃ すけゃぇ けすくけてっくうっ. 
〈さはぉゃぇ ょぇ しっ すなさしう つけゃっお, おけえ-
すけ とっ  しゃなさてう こけ-ょけぉさっ ょぇょっくぇ 
さぇぉけすぇ  う ょぇ こさっちっくうき ょぇかう けす 
すけいう つけゃっお しっゅぇ けぉとうくぇすぇ うきぇ 
くせあょぇ. 〈せお すけゃぇ きうしかっくっ しっ うい-
おさうゃう う ゃうあょぇきっ さっいせかすぇすうすっ. 
′け うきぇ う ょさせゅけ: ぇおけ つけゃっおなす 
っ しゃっしすっく, ょけさう ょぇ ういぉっさぇす いぇ 
おきっす すぇおなゃ, おけえすけ くはきぇ こけょ-
おさっこぇすぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす, 
くけ こさぇゃう しゃっしすくう くっとぇ, すけえ とっ 
っ ょけぉなさ おきっす う とっ こけかせつう すぇいう 
こけょおさっこぇ. 

╁うっ ゃはさゃぇすっ かう ゃ すけゃぇ? 

╃ぇ, ゃはさゃぇき. ]っゅぇ けしくけゃくうはす うく-
すっさっし くぇ ゃしうつおう くう すさはぉゃぇ ょぇ っ 
ょぇ しっ けこさぇゃはす ゅさぇょなす う しっかぇすぇ. 
¨す すけゃぇ いぇゃうしう おぇおゃう いぇこかぇすう 
とっ しっ こかぇとぇす すせお, おぇおゃう うく-
ゃっしすうすけさう とっ ょけえょぇす, おけかおけ とっ 
しすさせゃぇす すせお うきけすうすっ. ┿ すけゃぇ おぇ-
しぇっ ゃしうつおう.

┿おけ ゃう ういぉっさぇす ゅさぇあょぇくうすっ, 
とけ いぇ おきっす とっ しすっ? 

′っけぉたけょうきうはす おきっす.

                                                         ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

げÑëíçñ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╂っけさゅう ╉ぇかうつおけゃ っ くぇ 
53 ゅけょうくう. ╆ぇゃなさてうか っ  
‶けかうすったくうつっしおうは せくう
ゃっさしうすっす ゃ ゅさ. 〈せかぇ, [せ
しうは. ╇くあっくっさ. ╀ぇとぇ くぇ 
ょゃっ ょっちぇ – しうく, しすせょっくす 
ゃ こけしかっょっく おせさし, う ょな
とっさは ゃ 4-すう おかぇし. 
╆ぇ おきっす しっ おぇくょうょぇ

すうさぇ いぇ ゃすけさう こなす. ╃ゃぇ 
きぇくょぇすぇ っ けぉとうくしおう 
しなゃっすくうお けす [╆].

〉╊《╆｠《╉¨〈¨っ【 [〈╊【

′. ╉せちぇさけゃ
╋. ╉けしすぇょうくけゃ

ごゑんぞ でどんぞん がéがだ
′あ すひきさそ うせとねか つか ねかちたけ つかおすけぬあ
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[っぇかくぇ っ けこぇしくけしすすぇ 
せつっくうちうすっ けす せつうかう-

とぇすぇ  う ょっすしおうすっ ゅさぇょう-
くう ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ょぇ 
いぇこけつくぇす くけゃぇすぇ せつっぉくぇ 
ゅけょうくぇ こさっい しっこすっきゃさう ゃ 
くっけすさっきけくすうさぇくう おかぇしくう 
しすぇう う うゅさぇかくう いぇかう. ╆ぇ 
すけゃぇ ぇかぇさきうさぇ いぇき. おきっすう-
ちぇすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお ╄ゃゅっくうは 
』っさくっゃぇ. ╉ぇすけ こさうつうくぇ しっ 
こけしけつゃぇ そぇおすぇ, つっ  ゃしっ けとっ 
ゃなこさっおう, つっ しきっ ゃ しさっょぇすぇ 
くぇ のかう, くっ しぇ ゅかぇしせゃぇくう けす 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす ゃ ゅさぇょぇ 
こさけきっくうすっ ゃ ‶さうかけあっくうっ 
13. ′ぇおなしっかうすっ ょけ くけゃぇすぇ 
せつっぉくぇ ゅけょうくぇ しさけおけゃっ くぇ 
こさぇおすうおぇ くっ ょぇゃぇす くせあくけすけ 
ゃさっきっ う いぇ こさけゃっあょぇくっすけ 
くぇ しなけすゃっすくうすっ けぉとっしすゃっ-
くう こけさなつおう.  

2 きかく. 159 たうかはょう かっゃぇ, 
ゃきっしすけ ゅかぇしせゃぇくうすっ 

くぇ きうくぇかぇすぇ しっしうは くぇ ¨ぉ-
とうくしおうは しなゃっす  1 きかく. 936 
たうか. かゃ. きかく.かゃ., とっ しすさせ-
ゃぇ くぇ „╀う ]う ┿え” 》けかょうくゅ 
けすょぇゃぇくっすけ くぇ いっきっょっかしおぇ 
けぉとうくしおぇ いっきは いぇ 30 ゅけょう-
くう ゃ いっきかうとっすけ くぇ しっかぇすぇ 
╂けかはきけ ╃さはくけゃけ, ぅしっくけゃけ 
う ╃せくぇゃちう, さってう きっしすくう-
はす こぇさかぇきっくす. ╃けゅけゃけさなす 
ぉっ こけょこうしぇく ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 
すぇいう しっょきうちぇ. ‶なさゃけくぇつぇか-
くけ こさっょかけあっくぇすぇ ちっくぇ けす 
かうちっくいうさぇく けちっくうすっか ぉっ 
1 きかく. 763 たうか.  899 かゃ.  
╆ぇゃうてぇゃぇくっすけ くぇ ちっくぇすぇ  
うょゃぇ けす くっょけゅかっあょぇくっ ゃ ょけ-
おせきっくすぇちうはすぇ, ょけこせしくぇすけ 
けす ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ くぇ ¨ぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお, おけはすけ くっ っ 
けぉなさくぇかぇ ゃくうきぇくうっ, つっ くぇ 

』]】ぁ¨ 』╊:

╉-ち [かてけ 〈あせあしそうあ
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きっしすぇ ょぇくなつくぇすぇ けちっくおぇ くぇ 
いっきはすぇ っ こけ-ゃうしけおぇ けす こぇ-
いぇさくぇすぇ. ╉けきこっくしうさぇくっすけ 

╉きっすなす くぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ 

せつぇしすゃぇ ゃ けそうちうぇかくうすっ そけ-
させきう こけ こけゃけょ こけしっとっくうっすけ 
くぇ こさっいうょっくすぇ くぇ 〈せさちうは せ 
くぇし ┿ぉょせかかぇた ╂のか. ╃ぇきはくけゃ 
ぉっ しさっょ きぇかちうくぇすぇ おきっすけゃっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう けぉとうくう, おけう-
すけ こさうしなしすゃぇたぇ くぇ けそうちう-
ぇかくぇすぇ ゃっつっさは, ょぇょっくぇ けす 
ょけきぇおうくぇ – こさっいうょっくすなす ╂っ-
けさゅう ‶なさゃぇくけゃ.

‶さっょしっょぇすっかはす  くぇ ¨ぉ] 
╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう せつぇしす-

ゃぇ ゃなゃ そけさせきぇ くぇ ′ぇちうけくぇか-

くぇすぇ ぇしけちうぇちうは くぇ こさっょしっょぇ-
すっかうすっ くぇ けぉとうくしおう しなゃっすう /
′┿‶¨]/. ‶さっょしっょぇすっかうすっ くぇ 
けぉとうくしおう しなゃっすう ゃ ╀なかゅぇさうは 
ういこさぇすうたぇ けぉとけ こけしかぇくうっ 
おなき しかっょゃぇとうすっ てっそけゃっ くぇ 
きっしすくう こぇさかぇきっくすう. ‶け すけいう 
こけゃけょ ╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう, つかっく 
くぇ 〉] くぇ ′┿‶¨], いぇはゃう, つっ 
きぇくょぇすなす しっ けすかうつぇゃぇ し ういょう-
ゅぇくっ さけかはすぇ う きはしすけすけ くぇ けぉ-
とうくしおうすっ しなゃっすう おぇすけ ゃぇあくぇ 
つぇしす ゃ しそっさぇすぇ くぇ きっしすくけすけ 
しぇきけせこさぇゃかっくうっ.

╉ぇいぇくかなておけすけ しょさせあっくうっ 
„╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃ-

さっあょぇくうは” ゃいっ くぇちうけくぇかくぇすぇ 
くぇゅさぇょぇ いぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかくけしす 
くぇ けきぉせょしきぇくぇ ╉けくしすぇくすうく 

くぇ さぇいかうおうすっ う ういぉけさなす くぇ 
こけ-ゃうしけおぇすぇ ちっくぇ ぉはたぇ こさう-
つうくぇ いぇ くけゃけ ゅかぇしせゃぇくっ くぇ 
ちっくぇすぇ, くぇ 11 のかう ゃ ¨ぉとうく-
しおうは しなゃっす. ╇いこなかくうすっかくうはす 
ょうさっおすけさ う しなしけぉしすゃっくうお ゃ 
たけかょうくゅぇ - ′っょおけ ╋かぇょっくけゃ, 
ぉっ こさうくせょっく くぇ しっしうはすぇ ょぇ 
„けすぉうゃぇ ぇすぇおう” けすしすさぇくぇ くぇ 
こさっょしっょぇすっかは くぇ ゅさせこぇすぇ くぇ 
╂╄[╀ – 〈っきっくせあおぇ ‶ぇこぇいけゃぇ, 
おけはすけ けぉはゃう, つっ こさけょなかあぇゃぇ 
ょぇ しつうすぇ しょっかおぇすぇ いぇ くっうい-
ゅけょくぇ いぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╉さうすうおぇ ╋かぇょっくけゃ けすくっしっ う 
けす かうょっさぇ くぇ ┿〈┿╉┿ – ╃さぇ-
ゅけきうか ╇ゃぇくけゃ, おけえすけ こけうしおぇ 
ゅぇさぇくちうう, つっ うくゃっしすうすけさなす  
とっ けすょっかは こけ 300 たうか. かゃ. 
ゅけょうてくけ いぇ しこけくしけさしすゃけ いぇ 
けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお.

┿こぇさぇすせさぇ う ぇしぇくしぬけさ いぇ 
けすょっかっくうっすけ こけ たっきけょう-

ぇかういぇ ゃ ╋╀┿╊ – ╉ぇいぇくかなお, 
ゃしうつおけ くぇ しすけえくけしす 50 たうかはょう 
っゃさけ, とっ いぇおせこう ょさせあっしすゃけすけ 
„╁っすさけおけき” くぇ ぉぇいぇ ょけゅけゃけさ 
きっあょせ くっゅけ う けぉとうくぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ╃させあっしすゃけすけ っおしこかけぇすう-
さぇ ゃっすさけゅっくっさぇすけさくうは こぇさお 
くぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ. 

╉ぇいぇくかなておけすけ しょさせあっくうっ 
„╀なょっとっ いぇ ょっちぇすぇ し せゃ-

さっあょぇくうは” しこっつっかう 20 たう-
かはょう かっゃぇ けす ╋うくうしすっさしすゃけ-
すけ くぇ こさぇゃけしなょうっすけ, しかっょ 
おけくおせさし いぇ こさけっおすう きっあょせ 
くっこさぇゃうすっかしすゃっくう けさゅぇくういぇ-
ちうう けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ. ′けゃう-
はす こさけっおす, おけえすけ しょさせあっくう-
っすけ こっつっかう けす こさぇゃけしなょくけすけ 
きうくうしすっさしすゃけ, とっ けしうゅせさう 
ゅけかはきけ おけかうつっしすゃけ きぇすっさう-
ぇかう う せしかけゃうは いぇ そせくおちうけ-
くうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすうかくうちぇすぇ, 
おなょっすけ きぇえおう, しこっちうぇかう-

しすう う ょっちぇ いぇっょくけ こさぇゃはす 
せくうおぇかくう しせゃっくうさう, おけうすけ 
こさっょけしすぇゃはす くぇ けさゅぇくういぇ-
ちうう, ぉぇくおう う ょさせゅう うくしすう-
すせちうう, し ちっか くぇぉうさぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ いぇ ょっえくけしすすぇ くぇ 
„╀なょっとっ いぇ ょっちぇ し せゃさっあ-
ょぇくうは”, しゃなさいぇくぇ し かっつっ-
くうっすけ, こさうけぉとぇゃぇくっすけ おなき 
あうゃけすぇ, しこけさすぇ う いょさぇゃっすけ 
くぇ ょっちぇすぇ.

╃ゃぇ おぇくぇかぇ いぇ さぇいこさけし-
すさぇくっくうっ くぇ こうさぇすしおう 

そうかきう う きせいうおぇかくう おかうこけ-
ゃっ つさっい うくすっさくっす ぉはたぇ さぇい-
ぉうすう こさう ぇおちうう くぇ ぇくすうきぇ-
そうけすうすっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ う 
しっかけ 》さうとっくう. ]なさゃなさくう 
おけくそうゅせさぇちうう し 5 すっさぇぉぇえ-
すぇ うくそけさきぇちうは しぇ けすおさうすう 
くぇ しすぇさけいぇゅけさしおう ぇょさっし. 
《うかきうすっ う きせいうおぇすぇ しぇ しっ 
さぇいこさけしすさぇくはゃぇかう つさっい うく-
すっさくっす ょけしすぇゃつうお, おけえすけ 
けぉしかせあゃぇか ういすけつくうは おさぇえ 
くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′はきぇ ょぇく-
くう, つっ ょけしすぇゃつうおなす っ いぇきっ-
しっく こさはおけ ゃ こさっしすなこくぇすぇ 
ょっえくけしす.

╊うたゃうすっ いぇ こけかせつっくう 
きぇえつうくしおう こけきけとう とっ 

しっ けこさけしすはす, ぇおけ ょけ てっしす 
きっしっちぇ きぇえおうすっ ゃくっしぇす 
ゅかぇゃくうちぇすぇ こけ いぇょなかあっくう-
っすけ うき. 〈けゃぇ こさうったぇ  こさっい 
しっょきうちぇすぇ くぇ こなさゃけ つっすっくっ 
ょっこせすぇすうすっ し こさけきっくう ゃ ╉け-
ょっおしぇ いぇ しけちうぇかくけ けしうゅせさは-
ゃぇくっ. ╃け っょくぇ ゅけょうくぇ あっくう-
すっ きけゅぇす ょぇ こけょぇょぇす うしおぇくっ 
ょけ ′¨╇ ょぇ うき ゃなさくぇす かうた-
ゃうすっ. ¨つぇおゃぇ しっ ゃ しさっょぇすぇ 
くぇ ぇゃゅせしす ょぇ ゃかはいぇす ゃ しうかぇ 
こさけきっくうすっ ゃ おけょっおしぇ.

‶っくつっゃ „╆ぇっょくけ” ゃ おぇすっゅけ-
さうはすぇ „′ぇえ-ょけぉさぇ おぇきこぇくうは” 
くぇ そけくょぇちうは „[ぇぉけすうかくうちぇ 
いぇ ゅさぇあょぇくしおう うくうちうぇすうゃう”. 
]ょさせあっくうっすけ っ けすかうつっくけ いぇ 
おぇきこぇくうはすぇ いぇ くぇぉうさぇくっ くぇ 
しさっょしすゃぇ いぇ かっすくう すっさぇこっゃ-
すうつくう いぇくうきぇくうは いぇ ょっちぇ う 
きかぇょっあう し せゃさっあょぇくうは ゃ けぉ-
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╉ぇいぇくかなておうはす そけすけゅさぇそ- 
たせょけあくうお ╀っょさけし ┿いうくはく 

けすおさう しゃけは のぉうかっえくぇ ういかけあ-
ぉぇ ゃ ′ぇさけょくけすけ しなぉさぇくうっ.

565 とっ しぇ こけ こなさゃけくぇつぇか-
くう ょぇくくう こなさゃけおかぇしくうちう-

すっ ゃ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお くぇっしっく.

[なおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ┿╃ いぇおせこう 50 すけきぇ 

おくうゅう くぇ ぉなかゅぇさしおう ぇゃすけさう 
けす こけさっょうちぇすぇ „╀なかゅぇさしおう 
おかぇしうちう” くぇ ういょぇすっかしすゃけ „╆ぇ-
たぇさうえ ]すけはくけゃ”. ╉くうゅうすっ とっ 
ぉなょぇす こさっょけしすぇゃっくう くぇ そうさ-
きっくぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ . 

¨ぉとうくしおぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ ╀』╉ いぇこけつくぇ さぇいょぇゃぇ-

くっすけ くぇ  たせきぇくうすぇさくう こけきけとう 
いぇ  しけちうぇかくけ しかぇぉう ゅさぇあょぇくう. 

 

╂さぇょ ‶ぇゃっか ╀ぇくは う ¨ぉとうくぇ 
‶ぇゃっか ╀ぇくは ぉはたぇ けぉはゃっくう 

けす 〉′╇『╄《 - ╀なかゅぇさうは いぇ ゅさぇょ 
う けぉとうくぇ ‶さうはすっか くぇ ょっすっすけ.  

‶け  すけいう こけゃけょ おきっすなす くぇ けぉ-
とうくぇ ‶ぇゃっか ╀ぇくは ]すぇくうきうさ 
[ぇょっゃしおう  しすぇくぇ  くけしうすっか くぇ 
たけくけさうし ょうこかけきぇ いぇ けすくけ-
てっくうっすけ しう おなき けぉさぇいけゃぇ-
くうっすけ う ょっちぇすぇ.

╉ぇすぇかけゅ しなし いぇぉっかっあう-
すっかくけしすうすっ ゃ ]すぇさけいぇ-

ゅけさしおぇ けぉかぇしす しないょぇゃぇす おさぇ-
っゃっょう う こぇすさうけすう けす さぇえけくぇ.  
『っかすぇ っ おさぇしけすうすっ くぇ こさうさけ-
ょぇすぇ う ぉけゅぇすけすけ くう おせかすせさ-
くけ-うしすけさうつっしおけ くぇしかっょしすゃけ 
ょぇ しすぇくぇす こけ-ぉかういおう う せょけぉ-
くう いぇ しなゃさっきっくくうは おせかすせさっく 
すせさういなき.

]すさぇくうちぇすぇ こけょゅけすゃう:
╃. ╀けぉっゃぇ

╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう とっ っ おぇく-
ょうょぇすなす いぇ おきっす くぇ ╀]‶ 

ゃ ╉ぇいぇくかなお, すけゃぇ さってう ′ぇ-
ちうけくぇかくうはす しなゃっす くぇ ╀]‶ くぇ 
こかっくせき ゃ ]けそうは. ]ぇきぇさしおう ぉっ 
ういぉさぇく しかっょ すぇえくけ ゅかぇしせゃぇくっ 
けす しなこぇさすうえちうすっ しう くぇ おけくそっ-
さっくちうは くぇ ╀]‶ ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇ 
25 のくう, いぇ おけっすけ „〈┿” こうしぇ. 
′ぇ そうくぇかくぇすぇ こさぇゃぇ すけえ しっ 
しなしすっいぇゃぇてっ いぇ ゃけすぇ くぇ ぉぇ-
かけすぇあ し くぇしすけはとうは おきっす ]すっ-
そぇく ╃ぇきはくけゃ, くけ つかっくけゃっすっ 
くぇ しすけかっすくうちぇすぇ さってうたぇ ]ぇ-
きぇさしおう ょぇ っ おぇくょうょなす うき いぇ 
おきっす くぇっしっく. ╉きっすけゃっすっ くぇ 
╋なゅかうあ, ╂せさおけゃけ う ′うおけかぇっ-
ゃけ しぇ こけょおさっこっくう けす こかっくせきぇ 
う いぇ しかっょゃぇと きぇくょぇす, ゃ ‶ぇゃっか 

｠『《〉¨[╅
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╂させこぇすぇ けぉとうくしおう しな
ゃっすくうちう けす „ぎ¡ïäñëöó £í 

とí£íÖ¿é¡” ぇおすうゃくけ う すさぇえ
くけ こけょおさっこは さぇいゃうすうっすけ くぇ 
けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”, いぇはゃう ゃ 
ういかけあっくうっすけ しう こさっょ こさっょ
しすぇゃうすっかう くぇ きっしすくうは ぉういくっし 
こけ ゃさっきっ くぇ しさっとぇ くぇ 8-きう 
のかう ゃっつっさすぇ こさっょしっょぇすっかはす 
くぇ ゅさせこぇすぇ う ういこなかくうすっかっく 
ょうさっおすけさ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ. „╃っえしすゃう
すっかくけ こけかせつぇゃぇきっ さぇいぉうさぇくっ 
う こけょおさっこぇ こさう さってぇゃぇくっすけ 
くぇ おけくおさっすくう こさけぉかっきう”, こけ
すゃなさょう ゃ ういおぇいゃぇくっ くぇ しさっ
とぇすぇ う ょ-さ ╉っすう ╋ぇくぇかけゃぇ, 
おけはすけ ぉかぇゅけょぇさう くぇ „ぎ¡ïäñë
öó £í とí£íÖ¿é¡” いぇ しなすさせょくう
つっしすゃけすけ こさっい こけしかっょくうすっ 
3 ゅけょうくう. ╂させこぇすぇ, おぇおすけ う 
ちっかうはす ¨ぉとうくしおう しなゃっす, ゅかぇ
しせゃぇたぇ ょけゃっさうっ くぇ ょ-さ ╋ぇくぇ
かけゃぇ ゃ おさぇは くぇ 2008 ゅけょうくぇ, 
おけゅぇすけ すは こけっ ぇくゅぇあうきっくすぇ 
ょぇ しすぇぉうかういうさぇ そうくぇくしけゃけ
すけ しなしすけはくうっ くぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 
》さうしすけ ]すぇきぉけかしおう”. ¨とっ 
こさっい っしっくすぇ くぇ しなとぇすぇ ゅけょう
くぇ, こけ こさっょかけあっくうっ くぇ „ぎ¡ï
äñëöó £í とí£íÖ¿é¡”, ¨ぉとうく

しおうはす しなゃっす こさうっ さってっくうっ 
いぇ しなそうくうくしうさぇくっ けす しすさぇくぇ 
くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお ゃ さぇい
きっさ くぇ 18 たうかはょう かっゃぇ いぇ うい
ゅさぇあょぇくっすけ くぇ ┿くゅうけゅさぇそしおう 
ちっくすなさ おなき ぉけかくうちぇすぇ. ‶さっい 
くけっきゃさう 2008 ゅけょうくぇ, し こけ
しすなこかっくうはすぇ けす „┿さしっくぇか” ┿╃ 
ゃ しょっかおぇ し ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇく
かなお, ぉっ けしうゅせさっくけ そうくぇくしう
さぇくっ いぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくう
ちぇ ゃ さぇいきっさ くぇ 380 たうかはょう 
かっゃぇ, おけっすけ しっ さっぇかういうさぇ ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 2009-すぇ ゅけょう
くぇ. ‶さっい 2010 ゅけょうくぇ ゅさせこぇ
すぇ しなゃっすくうちう けす „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡” し かうつくう しさっょしすゃぇ 
けす ゃないくぇゅさぇあょっくうはすぇ しう おぇすけ 
けぉとうくしおう しなゃっすくうちう, おけうすけ 
すっ くっ こけかせつぇゃぇす, ぇ ういこけかいゃぇす 
いぇ ょぇさうすっかしおう ぇおちうう, ぉっ そう
くぇくしうさぇくけ ぇさたうすっおすせさくけすけ 
いぇしくっきぇくっ くぇ ぉけかくうちぇすぇ, くっ
けぉたけょうきけ いぇ おぇくょうょぇすしすゃぇくっ 
こけ こさけっおす くぇ ╋[[╀ いぇ そうくぇく
しうさぇくっ くぇ きけょっさくういぇちうはすぇ 
くぇ しゅさぇょくうは そけくょ う ぇこぇさぇすせ
さぇすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ ぉけかくうちう. 
5 000 かっゃぇ かうつくう しさっょしすゃぇ 
けすょっかはす いぇ ちっかすぇ すさうきぇすぇ しな
ゃっすくうちう – ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ う 『ゃっすぇく 【う

おけゃ. ‶ぇさうすっ しっ こさっゃっあょぇす 
ょうさっおすくけ くぇ ういこなかくうすっかは くぇ 
ぇさたうすっおすせさくけすけ いぇしくっきぇくっ. 
′ぇ こさぇおすうおぇ すぇおぇ „ぎ¡ïäñëöó 

 がん でぜぎぞごぜ ぶごぢん ぞん だゐべごぞでとごどぎ でぺゑぎどぞごぴご!
╆ぇ すけゃぇ こさういけゃぇ こけ ゃさっ

きっ くぇ ゃこっつぇすかはゃぇとぇ 
しさっとぇ し こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
おぇいぇくかなておうは ぉういくっし, ′‶¨ 
う さぇいかうつくう うくしすうすせちうう 
さなおけゃけょうすっかはす くぇ ゅさせこぇすぇ 
しなゃっすくうちう ゃ おぇいぇくかなておうは 
¨ぉとうくしおう しなゃっす ′うおけかぇえ 
╇ぉせてっゃ. 

′っけぉたけょうきけしすすぇ けす しきは
くぇ くぇ つうこぇ すけえ きけすうゃうさぇ し 
くせあょぇすぇ けす こさけきはくぇ ゃ けすくけ
てっくうっすけ  くぇ ゅけかはきぇ つぇしす けす 
くぇしすけはとうすっ けぉとうくしおう しな
ゃっすくうちう おなき こさけぉかっきうすっ くぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ ゃ けぉとうくぇすぇ. 
╁ おぇつっしすゃけすけ しう う くぇ うい

こなかくうすっかっく ょうさっおすけさ くぇ 
くぇえ-ゅけかはきぇすぇ そうさきぇ ゃ ¨ぉ
とうくぇ ╉ぇいぇくかなお ╇ぉせてっゃ ぉっ 
おぇすっゅけさうつっく, つっ たけさぇ おぇすけ 

くっゅけ う おけかっゅうすっ きせ – ぅくおけ 
╆ぇこさはくけゃ う 『ゃっすぇく 【うおけゃ, 
すさはぉゃぇ ょぇ しぇ こけゃっつっ ゃ きっしす
くうは こぇさかぇきっくす, いぇ ょぇ しっ つせっ  
さぇちうけくぇかくうはす う さぇいせきっく 
ゅかぇし くぇ ぉういくっしぇ う さぇぉけすけょぇ
すっかうすっ.  
„′うっ, おけうすけ さなおけゃけょうき 

くぇえ-ゅけかっきうすっ そうさきう ゃ 
さぇえけくぇ, うきぇきっ くぇっすう しすけ-
すうちう う たうかはょう さぇぉけすくう-
ちう, くっ きけあっき ょぇ  しすけうき  
ぉっいせつぇしすくう う ょぇ しっ くぇょは-
ゃぇきっ くはおけえ ょさせゅ ょぇ さってう 
こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ, 
くぇ くぇてうすっ さぇぉけすくうちう う 
しかせあうすっかう. ╆ぇすけゃぇ う  しっ 
くぇゅなさぉうたきっ し すぇいう いぇょぇ-
つぇ. ╀う ぉうかけ ょけぉさっ, ぇおけ 
くう  こけょおさっこうすっ う しすぇくっすっ 
つぇしす  けす くぇし”.
] すっいう ょせきう ゃ しかけゃけすけ しう 

すけえ しっ けぉなさくぇ おなき ぉういくっしきっ
くうすっ,  せゃぇあうかう こけおぇくぇすぇ くぇ 
╄おしこっさすうすっ. 
╁ さっつすぇ しう ╇ぉせてっゃ ゅけゃけ

さう いぇ しっゅぇてくけすけ しなしすけはくうっ 
くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす う いぇ 
ゅかっょくぇすぇ すけつおぇ くぇ „ぎ¡ïäñë
öó £í とí£íÖ¿é¡” こけ きくけゅけ けす 
こさけぉかっきうすっ, ゃなかくせゃぇとう 
ゅさぇあょぇくうすっ  くぇ けぉとうくぇすぇ う 
けしすぇくぇかう くっさってっくう ゃ すけいう 
きぇくょぇす くぇ ]なゃっすぇ. 
╅っかぇくうっすけ いぇ こけゃっつっ っおし

こっさすくけしす こさう さってぇゃぇくっすけ 
くぇ こさけぉかっきうすっ くぇ たけさぇすぇ う 
こけ-きぇかおけ こけかうすうおぇ ぉなさいけ 
ぉはたぇ こけこぇさっくう ゃ すけいう しなしすぇゃ 

くぇ ]なゃっすぇ, おぇいぇ けとっ さなおけ
ゃけょうすっかはす くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡” う こさういけゃぇ ゃしっおう, 
おけえすけ あっかぇっ, ょぇ ゅう こけょおさっ
こう. 』かっくしすゃけすけ ゃ ゅさせこぇすぇ 
くぇ ╄おしこっさすうすっ っ しゃけぉけょくけ – 
たけさぇ, しこけょっかはとう うょっうすっ  くう  
きけゅぇす ょぇ しすぇくぇす つぇしす けす くぇし, 
くっいぇゃうしうきけ けす こぇさすうえくうすっ 
うき こさうしすさぇしすうは.  〈なさしうき せき
くうすっ, きうしかっとうすっ, けすゅけゃけさ
くうすっ う きけあっとうすっ ょぇ ゃいうきぇす 
こさぇゃうかくうすっ  さってっくうは たけさぇ, 
いぇはゃう ╇ぉせてっゃ. ╉ぇすけ きけすうゃ 
いぇすけゃぇ すけえ こけしけつう そぇおすぇ, つっ  
„ゃ すけいう きぇくょぇす  くぇ ¨ぉとうく
しおうは しなゃっす くうとけ しっさうけいくけ 
くっ しっ しかせつう, ぇ   きくけゅけ たせぉぇゃう 
くっとぇ ゃしっ けとっ くっ しっ しかせつゃぇす 
こけさぇょう きくけゅけすけ こけかうすうおぇ 
う きぇかおけすけ きうしなか いぇ たけさぇすぇ 
しっゅぇ” . 
]っゅぇ さぇいつうすぇきっ くぇ くぇてうすっ 

さぇぉけすくうちう, くぇ ゃぇし, ょぇ さぇい
ぉっさっすっ, つっ くうっ くっ しきっ けす
ょっかくけ けす けぉとうくぇすぇ, ぇ うきぇきっ 
けぉとぇ ゅさうあぇ – ょぇ こさけおぇさぇきっ 
くうておぇすぇ くぇ ぉかぇゅけさぇいせきうっすけ 
う ょぇ くぇこさぇゃうき くぇえ-ょけぉさけすけ 
いぇ ゅさぇょぇ くう, おぇいぇ けとっ ╇ぉせ
てっゃ. ╉ぇすけ くぇつぇかけ いぇすけゃぇ すけえ 
こさうおぇくう ぉういくっしきっくうすっ くぇ 
╉ぇいぇくかなお ょぇ こけっきぇす しゃけっ
けぉさぇいっく ぇくゅぇあうきっくす, おぇすけ 
こさけょなかあぇす う せきくけあぇす うょっ
はすぇ くぇ ╄おしこっさすうすっ -  ょぇ くぇ
こさぇゃはす くっとけ ょけぉさけ けす うきっすけ 
くぇ しゃけうすっ そうさきう ゃ ゅさぇょぇ う 
さぇえけくぇ. 

′ぇ しさっとぇすぇ ぉっ こさっょしすぇゃっく う ぉなょっとうはす こさっょしっょぇすっか くぇ 
‶さっょういぉけさくうは とぇぉ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí£íÖ¿é¡“ - ぅくおけ ╆ぇこさは
くけゃ, ょうさっおすけさ すったくけかけゅうつくけ う うくけゃぇちうけくくけ けぉけさせょゃぇくっ  ゃ 
„┿さしっくぇか” ┿╃. 

¨すいゃせお けす しさっとぇすぇ:

£í とí£íÖ¿é¡” ょぇゃぇす しすぇさす くぇ 
おぇくょうょぇすしすゃぇくっすけ こけ こさけ
っおすぇ くぇ ╄], おけえすけ, ぇおけ ぉなょっ 
しこっつっかっく,  しっ けつぇおゃぇ ょぇ こけょ
くけゃう ぇこぇさぇすせさぇすぇ くぇ いょさぇゃ
くけすけ いぇゃっょっくうっ ゃ さぇいきっさ くぇ 

きうかうけくう かっゃけゃっ, こさう きぇおしう
きぇかくぇ しすけえくけしす くぇ ぉっいゃない
きっいょくぇすぇ こけきけと つさっい ╋[[╀ 
– 3,5 きかく. かゃ.

╁うくぇゅう う こさう ゃしっおう こさけ
ぉかっき ゅさせこぇすぇ „ぎ¡ïäñëöó £í 
とí£íÖ¿é¡” いぇしすぇゃぇ くぇ しすさぇ
くぇすぇ くぇ うくすっさっしうすっ くぇ けぉ
とうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ, おけっすけ 
けいくぇつぇゃぇ こけょおさっこぇ くぇ いょさぇ

ゃっすけ くぇ たけさぇすぇ ゃ けぉとうくぇすぇ, 
ゅけかはきぇ つぇしす, けす おけうすけ しぇ ゃ 
すっあおけ しけちうぇかくけ こけかけあっくうっ, 
おぇいぇ いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか” 
ょ-さ ╋ぇくぇかけゃぇ. ‶けかけあうすっか
くぇ っ う こけいうちうはすぇ くぇ ゅさせこぇすぇ 
こけ こさっょけしすぇゃはくっすけ くぇ すっさっくぇ 
いぇょ ぉけかくうちぇすぇ けす ¨ぉとうくぇ
すぇ くぇ いょさぇゃくけすけ いぇゃっょっくうっ, 
しなし しさっょしすゃぇすぇ けす こさけょぇあぉぇ
すぇ くぇ おけえすけ, こけ さってっくうっ くぇ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, とっ しっ こけ
おさうはす ゅけかはきぇ つぇしす, きぇおぇさ う 
くっ ゃしうつおう, しすぇさう いぇょなかあっくうは 
くぇ ╋╀┿╊ „╃-さ 》さうしすけ ]すぇき
ぉけかしおう”. [ってっくうっすけ いぇ ょぇ
さっくうっ くぇ うきけすぇ けす ¨ぉとうくぇすぇ 
いぇ ぉけかくうちぇすぇ こさっょしすけう ょぇ しっ 
ゃいっきっ くぇ しっしうは ょけ おさぇは くぇ 
すっおせとうは きぇくょぇす くぇ きっしすくうは 
こぇさかぇきっくす.
]なしすけはくうっすけ う さぇいゃうすうっすけ 

くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぉけかくうちぇ とっ 
こさけょなかあう ょぇ ぉなょっ こさうけさう
すっす いぇ くぇし う こさっい しかっょゃぇとうは 
きぇくょぇす, おけゅぇすけ しっ くぇょはゃぇきっ 
ょぇ うきぇきっ こけ-てうさけおけ ゃかうは
くうっ し こけゃっつっ こさっょしすゃぇすうかう ゃ 
¨ぉとうくしおうは しなゃっす, いぇはゃう けとっ 
うくあ. ╇ぉせてっゃ, おぇおすけ こさっょ きっ
ょううすっ, すぇおぇ う くぇ しさっとぇすぇ し 
ぉういくっしぇ, おけゅぇすけ すけえ けすつっすっ 
ょっえくけしすすぇ くぇ „ぎ¡ïäñëöó £í とí
£íÖ¿é¡” こさっい 3-すっ ゅけょうくう くぇ 
きぇくょぇすぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

╀ぇくは けす ╀]‶ とっ しっ おぇくょうょぇすうさぇ ┿すぇくぇし ‶なょっゃ. ′っゅけゃぇすぇ 
おぇくょうょぇすせさぇ しなとけ ぉっ せすゃなさょっくぇ けす ゃうしてうは そけさせき くぇ つっさ-
ゃっくうすっ. 

‶さっゅけゃけさう いぇ けぉっょうくっくうっ くぇ ゃしうつおう ょっしくう しうかう しさっとせ 
おぇくょうょぇすせさうすっ くぇ しっゅぇてくうは おきっす ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ う くぇ 

╁ぇしうか ]ぇきぇさしおう けす ╀]‶ ゃけょはす こけかうすうつっしおうすっ しうかう ゃ ╉ぇいぇく-
かなお, しなけぉとう けぉとうくしおうはす かうょっさ くぇ ╃]╀ ゃ ゅさぇょぇ くぇ さけいうすっ 
╇ゃぇく ╊ぇこつっゃ. 
╇ょっはすぇ っ ゃしうつおう けす ょっしくうは しこっおすなさ ょぇ こけょおさっこはす おぇくょうょぇ-

すぇ いぇ おきっす くぇ ╂╄[╀ ╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ くぇ きっしすくうすっ ういぉけさう, ぇ 
いぇ ¨ぉとうくしおう しなゃっす ょぇ せつぇしすゃぇす し っょうくくぇ かうしすぇ.

] ょけぉさけゃけかっく すさせょ  う しさっょしすゃぇ くぇ つかっくけゃっすっ くぇ ╋かぇょっあおぇ-
すぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╂╄[╀ ゃ ╉ぇいぇくかなお ぉっ ういゅさぇょっくぇ しこけさすくぇ 

こかけとぇょおぇ いぇ きかぇょうすっ たけさぇ けす しっかけ ╄くうくぇ. ‶かけとぇょおぇすぇ っ くぇ  
しすけえくけしす 2 たうかはょう かっゃぇ う ゃおかのつゃぇ さぇいかうつくう ゅうきくぇしすうつっしおう 
せさっょう. ′ぇ けすおさうゃぇくっすけ くぇ しこけさすくけすけ しなけさなあっくうっ こさうしなしすゃぇ 
う おぇくょうょぇすなす  いぇ おきっす  くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういょうゅくぇす けす こぇさすうは ╂╄[╀, 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ.

╊うょっさなす くぇ ]╃] ╉ぇいぇくかなお - ′うおけかぇえ ┿かっおしぇくょさけゃ とっ 
っ  ょっしくうはす おぇくょうょぇす いぇ おきっす くぇ きっしすくうすっ ういぉけさう.  ╆ぇ 

]╃], ]うくはすぇ おけぇかうちうは う ういけぉとけ いぇ ╉ぇいぇくかなお, くぇえ-ょけぉさっ 
っ しこっつっかゃぇくっすけ くぇ ういぉけさうすっ けす おけぇかうちうは ちっくすなさ – ょはしくけ, 
おけきっくすうさぇ ┿かっおしぇくょさけゃ.

╃-さ ╉っすう ╋ぇくぇかけゃぇ - せこさぇゃうすっか ╋╀┿╊ - ╉ぇいぇくかなお

╃っくおけ ╃っくおけゃ: ぉういくっしきっく
╁ きけきっくすぇ ゃ  ゅさぇょぇ くう せこさぇゃかはゃぇ っょうく 

しかせつぇっく ¨ぉとうくしおう しなゃっす, ょぇ くっ おぇあぇ  
しきってっく. ┿ょきうさうさぇき うょっはすぇ くぇ ゅけしこけ
ょうく ╇ぉせてっゃ いぇ しきはくぇ くぇ きうしかっくっすけ う 
たけさぇすぇ ゃ ]なゃっすぇ,  いぇとけすけ いぇ しなあぇかっくうっ 
けす 1995 ゅけょうくぇ くぇしぇき くっこさっおなしくぇすけ くぇ
きぇかはゃぇ うくすっかうゅっくすくけしすすぇ くぇ けぉとうくしおう
すっ しなゃっすくうちう.

‶っすなさ ‶けこけゃ:  そうさきぇ „Polytrade“
‶けあっかぇゃぇき こけゃっつっ さぇいせき ゃ ぉなょっとけすけ 

きっしすくけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ. ]っゅぇ すけ っ つうし
すけ おけきっさしうぇかくけ こけさぇょう おさうゃけさぇいぉさぇ
くぇすぇ ょっきけおさぇちうは ゃ くぇてうは ゅさぇょ, くけ ゃう
くぇすぇ いぇすけゃぇ っ う くぇ ゅさぇあょぇくうすっ. ′せあっく 
くう っ こけゃっつっ さぇいせき! 

┿かっおしぇくょなさ ╋うくつっゃ: ょうさっおすけさ くぇ 
╆ぇゃけょ いぇ こさせあうくう – し. ╉さなく 
〈せお うきぇ たけさぇ, おけうすけ  せゃぇあぇゃぇき, おけう

すけ ゃ ょなかぉけおぇすぇ しう つけゃっておぇ しなとくけしす 
ょなさあぇす くぇ うしおけくくうすっ ぉなかゅぇさしおう ちっく
くけしすう, いぇすけゃぇ ゃはさゃぇき, つっ ╄おしこっさすう いぇ 
╉ぇいぇくかなお とっ さぇぉけすはす いぇ ぉかぇゅけすけ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお, ぉっい ょぇ しっ すなさしはす おけきっさしうぇかくう 
ちっかう. ╁うあょぇき くぇつぇかけすけ くぇ おけくしっくしせしぇ. 

〈┿

′. ╋かぇょっくけゃ

╂かなすおぇ ゃないょせた いぇ きぇえおうすっ

]っゅぇてくうはす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ っ おぇくょう-
ょぇすなす, おけえすけ ′╃]╁ とっ こけょおさっこう いぇ すさっすう きぇくょぇす. 〈けゃぇ 

しなけぉとう ゃ ╉ぇいぇくかなお かうつくけ かうょっさおぇすぇ くぇ ′╃]╁ 》さうしすうくぇ 
》さうしすけゃぇ.
╀うゃてうはす しけちうぇかっく きうくうしすなさ けす おぇぉうくっすぇ ]ぇおしおけぉせさゅけすしおう 

いぇはゃう しなとけ, つっ こぇさすうはすぇ ういょうゅぇ しゃけえ おぇくょうょぇす いぇ おきっす ゃ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ ゃ かうちっすけ くぇ ぉうゃてうは いぇき. けぉかぇしすっく せこさぇゃうすっか 
╃ぇくつけ ╃ぇくっゃ. ]ゃけえ こぇさすうっく おぇくょうょぇす ′╃]╁ とっ うきぇ う ゃ けぉ-
とうくぇ ╋なゅかうあ う ゃ けぉとうくぇ ╀さぇすは ╃ぇしおぇかけゃう. ╉きっすけゃっ ゃ こけくっ 
4 けぉかぇしすくう ゅさぇょぇ うしおぇ ′╃]╁; さぇゃくけきっさくけ さぇいこさっょっかっくうっ 
くぇ しなゃっすくうつっしおうすっ きっしすぇ っ しなとけ ちっか くぇ こぇさすうはすぇ, おけはすけ っ 
こけしすぇゃうかぇ いぇょぇつぇ いぇ こけ ょゃぇきぇ しなゃっすくうおぇ ゃ けぉとうくぇ くぇゃしは-
おなょっ ゃ しすさぇくぇすぇ.
′ぇちうけくぇかくけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ ′╃]╁ ょぇょっ けすかうつくぇ けちっくおぇ 

う くぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ いぇき. おきっすうちぇすぇ ゃすけさう きぇくょぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお, 
つかっく くぇ ′╃]╁, ぃかうはくぇ ‶ぇかぇいけゃぇ.
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′っゃっょけきう こなすうとぇ ょけゃっあょぇす っょうく 
しぇきけおけゃかうは, ┿かっおしぇくょなさ ┿くょけ

くけゃ, ゃ ╉ぇいぇくかなお. ′っゃっょけきう う くっ すけか
おけゃぇ, いぇとけすけ けとっ ゃっょくぇゅぇ しかっょ しう
すせうさぇくっすけ くぇ ╃なさあぇゃくぇすぇ ゃけっくくぇ 
そぇぉさうおぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 1924 ゅけょうくぇ 
すせお いぇこけつゃぇす ょぇ こさううあょぇす きぇえしすけさう 
きっすぇかけけぉさぇぉけすつうちう けす ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. 
‶さうつうくぇすぇ っ こさけしすぇ – ゃ „┿さしっくぇか” 
うきぇ さぇぉけすぇ う すけ いぇ ょけぉさうすっ しこっちうぇかう
しすう, おぇおゃうすけ すけゅぇゃぇ うきぇ きぇかおけ. ┿ こさう 
おさういぇすぇ う ゃけえくぇすぇ こさっい 40-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお すけゃぇ くうおぇお くっ っ きぇ
かけゃぇあくけ. ╉ぇおすけ, ゃこさけつっき, う しっゅぇ. ╆ぇ 
しうくぇ けす さぇぉけすくうつっしおけすけ しっきっえしすゃけ しなし 
7 ょっちぇ, おけっすけ しっ こさったさぇくゃぇ すさせょくけ ゃ 
こけょくけあうっすけ くぇ [うかぇ, こけくはおけゅぇ ょけさう 
しぇきけ し こさっくぇしはくっ くぇ ょなさゃぇ けす ╀けさけ
ゃっち, ╉ぇいぇくかなお し „┿さしっくぇか” しっ けおぇいゃぇ 
しこぇしっくうっ. ╇ ょけ しっゅぇ, おけゅぇすけ ╀ぇえ ]ぇてけ 
┿くょけくけゃ, おぇおすけ ゅけ いくぇはす すせお こけゃっつっ けす 
こけかけゃうく ゃっお, ゃっつっ っ くぇ こなす ょぇ いぇおさなゅ
かう ちっかう 93 ゅけょうくう.

¨くうひせちかおせけみて てちとお, たちけおそいけてけみて てちとおそう つてあき け たちそなかつけそせあしせけみて 
そたけて  う „╅ちつかせあし” ╅╉ つか くあたしあはあて たそ-うけつそさそ, そてさそしさそてそ う つてちあせあてあ
]っょっき しぇ さぇいょっかうすっ ゃ こけょ-

こうしぇくうは ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 
╉けかっおすうゃっく すさせょけゃ ょけゅけゃけさ. 
¨しくけゃくけすけ, いぇ おけっすけ しすさぇくう-

すっ しっ ょけゅけゃけさうたぇ こけ さぇいょっか 
1 - 〈させょけゃぇ いぇっすけしす う こさけそっ-
しうけくぇかっく さぇしすっあ, っ しゃなさいぇくけ 
しなし いぇょなかあっくうっすけ くぇ さぇぉけすけ-
ょぇすっかは ょぇ けしうゅせさはゃぇ せしかけゃうは 
いぇ くけさきぇかくけすけ ういこなかくっくうっ 
くぇ すさせょけゃうすっ いぇょなかあっくうは くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ, 
おけうすけ すっ けす しゃけは しすさぇくぇ すさはぉ-
ゃぇ ょぇ ういこなかくはゃぇす すけつくけ う ょけ-
ぉさけしなゃっしすくけ ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し 
ういうしおゃぇくうはすぇ くぇ つか. 126 けす ╉〈. 
‶さう くぇかけあうすっかくけ きぇしけゃけ せゃけか-
くっくうっ くぇ こっさしけくぇかぇ さぇぉけすけょぇ-
すっかはす っ ょかなあっく 45 ょくう こさっょう 
ういゃなさてゃぇくっすけ きせ ょぇ こさっょしすぇゃう 
くぇ しうくょうおぇかくうすっ けさゅぇくういぇちうう 
こうしきっくぇ うくそけさきぇちうは し きけすう-
ゃうすっ しう  う ょけ 3 ょくう ょぇ いぇこけつくっ 
おけくしせかすぇちうは し すはた. [っゅかぇきっく-
すうさぇく っ う さっょなす, こけ おけえすけ しすさぇ-
くうすっ こさけちっょうさぇす こさう くぇかうつうっ 
くぇ くけゃけけすおさうすう うかう くっいぇっすう 
さぇぉけすくう きっしすぇ, おぇおすけ う こさう 
けしゃけぉけあょぇゃぇくっ くぇ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう, くぇ おけうすけ けしすぇゃぇ 
っょくぇ ゅけょうくぇ ょけ こっくしうは. ╆ぇょなか-
あっくうっ くぇ しすさぇくうすっ こけ ╉〈╃ っ ょぇ 
けしうゅせさはゃぇす せしかけゃうは いぇ こけゃう-
てぇゃぇくっ くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ 
おゃぇかうそうおぇちうは, こさけそっしうけくぇか-
くけ けぉせつっくうっ ゃ 『っくすなさぇ いぇ こさけ-
そっしうけくぇかくけ けぉせつっくうっ /『‶¨/ 
ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ う いぇ こさうょけぉう-
ゃぇくっ くぇ おかのつけゃう おけきこっすっくちうう 
いぇ こさけそっしうけくぇかくぇ さっぇかういぇちうは 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, ぇ いぇょなかあっくうっ 
くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかう-
すっ っ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃなゃ そけさきうすっ 
くぇ けぉせつっくうっ う おゃぇかうそうおぇちうは 
う ょぇ こけゃうてぇゃぇす せきっくうはすぇ しう 
ゃ しなけすゃっすしすゃうっ し たぇさぇおすっさぇ くぇ 
ういこなかくはゃぇくぇすぇ さぇぉけすぇ, おけっすけ っ 
ゃないきけあくけしす いぇ せしすけえつうゃぇ いぇっ-
すけしす. ╄あっゅけょくけ さぇぉけすけょぇすっかはす 
けこさっょっかは さぇぉけすくうすっ きっしすぇ う 
ょかなあくけしすう いぇ かうちぇ し くぇきぇかっくぇ 
すさせょけしこけしけぉくけしす - 6% けす しさっょ-
くけしこうしなつくうは しなしすぇゃ, ぇ しうくょう-
おぇすうすっ せつぇしすゃぇす ゃ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
おけきうしううすっ. 

‶け さぇいょっか 2 - [ぇぉけすくけ ゃさっ-
きっ, さっあうき くぇ すさせょ う こけつうゃおぇ, 
さぇぉけすけょぇすっかはす う しうくょうおぇすうすっ 
こけしすうゅくぇたぇ ょけゅけゃけさっくけしす いぇ 
しかっょくけすけ: くけさきぇかくぇすぇ こさけょなか-
あうすっかくけしす くぇ しっょきうつくけすけ さぇ-
ぉけすくけ ゃさっきっ こさう こっすょくっゃくぇ さぇ-
ぉけすくぇ しっょきうちぇ ょぇ っ 40 つぇしぇ, ぇ 
くけさきぇかくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
いぇ ょっくは – 8 つぇしぇ, し けしうゅせさっくぇ 
こけつうゃおぇ いぇ たさぇくっくっ くっ こけ-きぇか-
おけ けす 30 きうく.; こさう くけさきぇすうゃくけ 
せしすぇくけゃっくけ くぇきぇかっくけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ いぇ けこさっょっかっくう こさけそっ-
しうう さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ っ 35 つぇしぇ, 
ぇ ょくっゃくぇすぇ こさけょなかあうすっかくけしす 
– 7 つぇしぇ. [ぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ 
ょくっゃくけすけ う しっょきうつくけすけ さぇ-
ぉけすくけ ゃさっきっ, ゅさぇそうちうすっ いぇ 
さぇぉけすぇ くぇ しきっくう う こけつうゃおうすっ, 
おぇおすけ う しうしすっきぇすぇ いぇ おけくすさけか, 
しぇ さっゅかぇきっくすうさぇくう ゃ ‶さうかけ-
あっくうっ 1 くぇ ╉〈╃ – ‶さぇゃうかくうお 
いぇ ゃなすさってくうは すさせょけゃ さっょ. ╃け-
ゅけゃけさっくけすけ くっこなかくけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ, くぇかけあっくけ けす くぇきぇかっく 
けぉっき くぇ さぇぉけすぇ, っ いぇ こっさうけょ ょけ 
すさう きっしっちぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ っょくぇ 
ゅけょうくぇ. ‶さう けこさっょっかっくう しうすせ-
ぇちうう, おけゅぇすけ けさゅぇくういぇちうはすぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ ういうしおゃぇ すけゃぇ, さぇぉけすけ-

ょぇすっかはす きけあっ ょぇ ゃなゃっあょぇ しせきう-
さぇくけ ういつうしかはゃぇくっ くぇ さぇぉけすくけすけ 
ゃさっきっ  うかう ょぇ せしすぇくけゃう くっくけさ-
きうさぇく さぇぉけすっく ょっく いぇ くはおけう 
ょかなあくけしすう – しかっょ おけくしせかすぇちうう 
しなし しうくょうおぇすうすっ. ]なゅかぇしくけ こけ-
ょこうしぇくうは ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  ╉〈╃  
ういゃなくさっょっく すさせょ しっ こけかぇゅぇ ゃ 
しかせつぇうすっ, こさっょゃうょっくう ゃ ╉〈 – 
しなし いぇこけゃっょ くぇ さぇぉけすけょぇすっかは, 
しなゅかぇしせゃぇくぇ しなし しうくょうおぇすうすっ.                                                            
╁ くけゃうは ╉〈╃  しこっちうぇかくけ ゃくう-

きぇくうっ っ けすょっかっくけ くぇ けすこせしおうすっ. 
¨こさっょっかっくけ っ  こさぇゃけすけ くぇ こかぇ-
すっく ゅけょうてっく けすこせしお  くぇ さぇぉけす-
くうちうすっ う しかせあうすっかうすっ – 21, 22 

う 23 さぇぉけすくう ょくう こさう すさせょけゃ 
しすぇあ しなけすゃっすくけ – 10, けす 10 ょけ 
15 ゅ. う くぇょ 15 ゅ., ゃおか. う くぇ すっいう 
しなし いぇゅせぉっくぇ さぇぉけすけしこけしけぉくけしす  
50 うかう くぇょ 50% - 27, 28 う 29 
さぇぉけすくう ょくう こさう すさせょけゃ しすぇあ 
しなけすゃっすくけ – 10, けす 10 ょけ 15 ゅ. う 
くぇょ 15 ゅ. ‶さぇゃけ くぇ ょけこなかくうすっ-
かっく こかぇすっく ゅけょうてっく けすこせしお けす 
5 ょけ 15 さぇぉけすくう ょくう  うきぇす さぇ-

ぉけすっとうすっ くぇ さうしおけゃう さぇぉけすくう 
きっしすぇ しなゅかぇしくけ つか. 156 ぇか. 1, 
す. 1 けす ╉〈, ぇ さぇぉけすっとうすっ くぇ くっ-
くけさきうさぇく さぇぉけすっく ょっく こけかいゃぇす 
ょけこなかくうすっかくけ 5 さぇぉけすくう ょくう. 
′ぇ 2 うかう 4 ょくう こかぇすっく けすこせしお 
いぇ ゃしはおぇ おぇかっくょぇさくぇ ゅけょうくぇ 
うきぇす さぇぉけすくうつおうすっ う しかせあう-
すっかおうすっ しなけすゃっすくけ し 2 うかう し 3 
う こけゃっつっ ょっちぇ ょけ 18-ゅけょうてくぇ 
ゃないさぇしす. ‶さう さぇあょぇくっ くぇ ょっすっ 
ぉぇとぇすぇ うきぇ こさぇゃけ くぇ 15-ょくっ-
ゃっく けすこせしお. ‶かぇすっく けすこせしお いぇ 
けぉせつっくうっ しなゅかぇしくけ つか. 169 けす 
╉〈 しっ こけかぇゅぇ くぇ けぉせつぇゃぇとうすっ 
しっ ゃ しさっょくう うかう ゃうしてう せつっぉくう 
いぇゃっょっくうは, ぇおけ しこっちうぇかくけしすすぇ 
けすゅけゃぇさは くぇ くせあょうすっ くぇ „┿さしっ-
くぇか” ┿╃. ╆ぇ おさなゃけょぇさはゃぇくっ こさう 
すさせょけゃぇ いかけこけかせおぇ しっ こけかいゃぇす 
ょけこなかくうすっかくけ 2 ょくう こかぇすっく けす-
こせしお. ‶け ゃさっきっ くぇ こさっしすけえ さぇ-
ぉけすけょぇすっかはす うきぇ こさぇゃけ ょぇ ょぇょっ 
こかぇすっく ゅけょうてっく けすこせしお くっ こけ-
きぇかおけ けす 5 さぇぉけすくう ょくう う ぉっい 
しなゅかぇしうっすけ くぇ さぇぉけすくうおぇ うかう 
しかせあうすっかは.             

]すさぇくうすっ, こけょこうしぇかう ╉〈╃, しっ 
しこけさぇいせきはたぇ う こけ けすくけてっくうっ 
くぇ いぇこかぇとぇくっすけ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ 

– [ぇいょっか 3 - [ぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ, 
ょけこなかくうすっかくう すさせょけゃう ゃない-
くぇゅさぇあょっくうは う けぉっいとっすっくうは. 
╋うくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇ-
すぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ っ さぇゃくぇ くぇ 
きうくうきぇかくぇすぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ 
いぇ しすさぇくぇすぇ. 〈させょけゃけすけ ゃない-
くぇゅさぇあょっくうっ いぇ おぇかっくょぇさっく 
きっしっち さぇぉけすけょぇすっかはす ういこかぇとぇ 
くぇ ょゃぇ こなすう – ぇゃぇくしなす っ ゃ すっ-
おせとうは, ぇ いぇこかぇすぇすぇ – ょけ おさぇは 
くぇ しかっょゃぇとうは きっしっち. ¨しくけゃ-
くぇすぇ /ょけゅけゃけさっくぇすぇ/ さぇぉけすくぇ 
いぇこかぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ しっ ょう-
そっさっくちうさぇ こけ おぇすっゅけさうう こっさ-
しけくぇか しなゅかぇしくけ おかぇしうそうちうさぇ-

くうすっ さぇぉけすくう きっしすぇ こけ ゅさせこう う 
しすっこっくう しなゅかぇしくけ ╁なすさってくうすっ 
こさぇゃうかぇ いぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ 
さぇぉけすくぇすぇ いぇこかぇすぇ /╁‶¨[╆/, 
こさっょしすぇゃっくう ゃ ‶さうかけあっくうっ 2.
]すさぇくうすっ こけしすうゅくぇたぇ しな-

ゅかぇしうっ /つか. 44 けす ╉〈╃/ いぇ うい-
こかぇとぇくっ くぇ ょけこなかくうすっかくう 
すさせょけゃう ゃないくぇゅさぇあょっくうは くぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっかうすっ – 

しうくょうおぇかくう つかっくけゃっ う こさうしなっ-
ょうくうかう しっ, おぇおすけ しかっょゃぇ: 
- ╆ぇ こさうょけぉうす すさせょけゃ しすぇあ う 

こさけそっしうけくぇかっく けこうす – 0,8% /
いぇ しすさぇくぇすぇ っ 0,6/ ゃなさたせ けしくけゃ-
くぇすぇ いぇこかぇすぇ こさう しすぇあ, くっ こけ-
きぇかおけ けす っょくぇ ゅけょうくぇ;
- ╆ぇ くけとっく すさせょ - いぇこかぇとぇ しっ 

ゃ さぇいきっさ くぇ 25% けす きうくうきぇか-
くぇすぇ つぇしけゃぇ いぇこかぇすぇ ゃなゃ そうさ-
きぇすぇ;
- ╆ぇ ういゃなくさっょっく すさせょ – いぇ 

ゃしっおう つぇし しっ ういこかぇとぇ せゃっかう-
つっくけ すさせょけゃけ ゃないくぇゅさぇあょぇくうっ 
いぇ おぇすっゅけさうはすぇ „[ぇぉけすくうちう”: 
]ょっかつうちう – ゃ ょっかくうつくう ょくう – 
60%, ゃ こけつうゃくう – 85%, ゃ こさぇい-
くうつくう – 110%; ‶けゃさっきっくくうちう 
- しなけすゃっすくけ ╉ – 1,6, ╉ - 1,85 う 
╉ – 2,1. 
‶さう しせきうさぇくけ ういつうしかはゃぇくっ 

くぇ さぇぉけすくけすけ ゃさっきっ 60% - 1,6 
/いぇ しすさぇくぇすぇ  e 1,5/. 
╃けゅけゃけさっく っ う くぇつうくなす いぇ 

おけきこっくしうさぇくっ し こけつうゃおぇ, ぇおけ 
ういゃなくさっょくうはす すさせょ っ こけかけあっく 
ゃ ょゃぇ こけしかっょけゃぇすっかくう こけつうゃくう 
ょくう, おぇおすけ う くぇつうくなす くぇ いぇ-
こかぇとぇくっ う きぇおしうきぇかくぇすぇ こさけ-
ょなかあうすっかくけしす くぇ ゃさっきっすけ くぇ 
さぇいこけかけあっくうっ - 100 つぇしぇ けぉとけ 

いぇ っょうく おぇかっくょぇさっく きっしっち; 12 
つぇしぇ いぇ っょくけ ょっくけくけとうっ こさっい 
さぇぉけすくうすっ ょくう う 48 つ. こさっい こけ-
つうゃくうすっ ょくう.

[ぇいょっか 4 ゃ ╉〈╃ っ いぇ ╀っいけこぇし-
くう う いょさぇゃけしかけゃくう せしかけゃうは くぇ 
すさせょ. 』か. 45 ゅかぇしう: „[ぇぉけすけょぇ-
すっかはす さぇいさぇぉけすゃぇ こさけゅさぇきう いぇ 
けすしすさぇくはゃぇくっ, けゅさぇくうつぇゃぇくっ 
うかう くぇきぇかはゃぇくっ くぇ さうしおけゃっ-
すっ くぇ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ いぇ けしう-
ゅせさはゃぇくっ くぇ いょさぇゃけしかけゃくう う 
ぉっいけこぇしくう せしかけゃうは くぇ すさせょ し 
おけくおさっすくう きっさおう いぇ ういこなかくっ-
くうっ しかっょ おけくしせかすぇちうう しなし しうく-
ょうおぇすうすっ”. ┿かうくっうすっ こけ つか. 46 
さっゅかぇきっくすうさぇす せつさっょはゃぇくっすけ, 
けぉせつっくうっすけ う ょっえくけしすすぇ  くぇ 
おけきうすっすう う ゅさせこう こけ せしかけゃうはすぇ 
くぇ すさせょ ゃ いぇゃけょうすっ う ちったけゃっすっ. 
╁ すけいう さぇいょっか っ いぇこうしぇくけ けとっ, 
つっ: さぇぉけすけょぇすっかはす けしうゅせさはゃぇ 
しさっょしすゃぇ う けさゅぇくういうさぇ こさけ-
そうかぇおすうつくう きっょうちうくしおう こさっ-
ゅかっょう くぇ さぇぉけすくうちうすっ う しかせ-
あうすっかうすっ; いぇしすさぇたけゃぇ いぇ しゃけは 
しきっすおぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう 
ゃ いぇゃうしうきけしす けす しすっこっくすぇ くぇ 
さうしおぇ くぇ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ うかう 
こさけそっしうう; けしうゅせさはゃぇ かうつくう 
こさっょこぇいくう しさっょしすゃぇ う しこっちう-
ぇかくけ さぇぉけすくけ けぉかっおかけ ゃ くっけぉ-
たけょうきうすっ しかせつぇう, し こさぇゃけ くぇ 
しぇくおちうう, ぇおけ すっ くっ しっ こけかいゃぇす.

]つうすぇえおう, つっ しけちうぇかくけ-ぉう-
すけゃけすけ けぉしかせあゃぇくっ う こけょこけ-
きぇゅぇくっ くぇ こっさしけくぇかぇ っ ゃぇあくぇ 
こさっょこけしすぇゃおぇ いぇ しすけこぇくしおけすけ 
さぇいゃうすうっ う おぇょさけゃけすけ けぉっいこっ-
つぇゃぇくっ くぇ ょさせあっしすゃけすけ, しすさぇ-
くうすっ こけ ╉〈╃ しっ しこけさぇいせきはたぇ: 
ょけ 10% けす くぇつうしかっくうすっ しさっょ-
しすゃぇ いぇ さぇぉけすくぇ いぇこかぇすぇ ょぇ 
しっ ういさぇいたけょゃぇす いぇ しけちうぇかくう 
ょっえくけしすう – [ぇいょっか 5  - ]け-
ちうぇかくけ-ぉうすけゃけ けぉしかせあゃぇくっ, 
しけちうぇかくけ けしうゅせさはゃぇくっ う こけょ-
こけきぇゅぇくっ.  ]なゅかぇしくけ つか. 52 けす 
╉〈╃ そうくぇくしけゃう しさっょしすゃぇ しっ 
ういさぇいたけょゃぇす いぇ: しすけかけゃけ たさぇ-
くっくっ, すさぇくしこけさすくけ けぉしかせあ-
ゃぇくっ くぇ こさけういゃけょしすゃっくうすっ 
こけょっかっくうは ういゃなく すっさうすけさうは-
すぇ くぇ „┿さしっくぇか” – ╉ぇいぇくかなお, 
こけょょさなあおぇ くぇ きっょうちうくしおう 
ちっくすなさ, けさゅぇくういうさぇくっ くぇ 
かっすっく けすょうた う さっきけくす う こけょ-
ょさなあおぇ くぇ ぉぇいうすっ いぇ こけつうゃ-
おぇ, ぉっいこかぇすくう きっょうちうくしおう 
う かっおぇさしすゃっくう おけくしせきぇすうゃう 
ゃしかっょしすゃうっ くぇ すさせょけゃぇ いかけ-
こけかせおぇ うかう こさけそっしうけくぇかくけ 
いぇぉけかはゃぇくっ ゃ さぇいきっさ くぇ ょゃっ 
きうくうきぇかくう さぇぉけすくう いぇこかぇすう 
いぇ しすさぇくぇすぇ いぇ しさけお けす っょくぇ 
ゅけょうくぇ. ‶さう そうくぇくしけゃぇ ゃない-
きけあくけしす さぇぉけすけょぇすっかはす こさっ-
ょけしすぇゃは ゃぇせつっさう いぇ たさぇくぇ. ‶け 
くっゅけゃぇ こさっちっくおぇ しっ いぇこかぇとぇ 
つぇしす うかう ちっかうはす くぇっき くぇ しこっ-
ちうぇかうしすう けす ょさせゅけ くぇしっかっくけ 
きはしすけ. ╋けかぉう いぇ こけきけとう しっ 
さぇいゅかっあょぇす こけ さっょ, せしすぇくけ-
ゃっく ゃ ‶さぇゃうかくうおぇ いぇ しけちうぇか-
くけ こけょこけきぇゅぇくっ.

[ぇいょっか 6 さっゅかぇきっくすうさぇ 
╁いぇうきけけすくけてっくうはすぇ きっあ-
ょせ しすさぇくうすっ う せしかけゃうはすぇ いぇ 
しうくょうおぇかくぇ ょっえくけしす. 〈っいう 
ゃいぇうきけけすくけてっくうは しっ けしくけ-
ゃぇゃぇす くぇ ゃいぇうきくけ ょけゃっさうっ, 
しなすさせょくうつっしすゃけ, ゃいぇうきくう けす-
しすなこおう う いぇつうすぇくっ くぇ うくすっ-
さっしうすっ くぇ ゃしはおぇ けす しすさぇくうすっ, 

おぇすけ すっ しっ いぇょなかあぇゃぇす ょぇ くっ 
ょけこせしおぇす ょっえしすゃうは, ゃけょっとう 
ょけ おけくそかうおすう う くっういこなかくっ-
くうっ くぇ ょけゅけゃけさっくうすっ おかぇせいう, 
ぇ ょぇ さってぇゃぇす ゃないくうおくぇかう-
すっ しこけさけゃっ つさっい こさっゅけゃけさう. 
]うくょうおぇすうすっ しっ いぇょなかあぇゃぇす 
ぇおすうゃくけ ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ さってぇ-
ゃぇくっすけ くぇ ゃないくうおくぇかう しけちう-
ぇかくう, うおけくけきうつっしおう, すさせょけ-
ゃけこさぇゃくう う ょさせゅう ゃなこさけしう う 
ょぇ くっ こさっょこさうっきぇす しすぇつくう 
ょっえしすゃうは, こさっょう ょぇ しぇ ういつっさ-
こぇくう ゃしうつおう きうさくう しさっょしすゃぇ. 
′ぇ けしくけゃぇくうっ つか. 46 けす ╉〈 
さぇぉけすけょぇすっかはす, おぇすけ しすさぇくぇ 
こけ ╉〈╃, けしうゅせさはゃぇ せしかけゃうは いぇ 
けしなとっしすゃはゃぇくっ くぇ しうくょうおぇか-
くぇ ょっえくけしす ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╃け 
5 さぇぉけすくう ょくう こかぇすっく けすこせしお 
こけかいゃぇ つかっく くぇ しうくょうおぇか-
くぇ けさゅぇくういぇちうは いぇ せつぇしすうっ 
ゃ しっきうくぇさう, おけくそっさっくちうう, 
おけくゅさっしう う ょさ. ゃ しすさぇくぇすぇ う 
ゃ つせあぉうくぇ. [ぇぉけすけょぇすっかはす 
ゅぇさぇくすうさぇ かけはかくけしす う さぇゃくけ-
こけしすぇゃっくけしす おなき しうくょうおぇか-
くうすっ つかっくけゃっ, くっいぇゃうしうきけ けす 
しうくょうおぇかくぇすぇ うき こさうくぇょかっあ-
くけしす, ぇ しうくょうおぇすうすっ ういうしおゃぇす 
けす しゃけうすっ つかっくけゃっ ょぇ しこぇいゃぇす 
せしすぇくけゃっくぇすぇ ゃ ょさせあっしすゃけすけ 
すさせょけゃぇ, すったくけかけゅうつくぇ う ょけ-
ゅけゃけさくぇ ょうしちうこかうくぇ. 

]なゅかぇしくけ さぇいょっか 7 - ‶さっ-
たけょくう う いぇおかのつうすっかくう さぇいこけ-
さっょぉう, こさう こさけきっくう ゃ しけちうぇか-
くけ-うおけくけきうつっしおうすっ せしかけゃうは 
ゃなゃ そうさきぇすぇ, ゃしはおぇ けす しすさぇくう-
すっ うきぇ こさぇゃけ くぇ うくうちうぇすうゃぇ 
いぇ こさけゃっあょぇくっ くぇ こさっゅけゃけさう 
う しおかのつゃぇくっ くぇ ょけこなかくうすっか-
くう しこけさぇいせきっくうは おなき ╉〈╃. 
‶けょこうしぇくうはす ╉〈╃ すさはぉゃぇ ょぇ 
ぉなょっ けゅかぇしっく ゃなゃ そうさきぇすぇ こけ 
こけょたけょはと くぇつうく. 〈けえ ゃぇあう 
いぇ っょくぇ ゅけょうくぇ, しかっょ おけっすけ 
しさけおなす  きせ くぇ ょっえしすゃうっ こさけ-
ょなかあぇゃぇ こけ ゃいぇうきくけ こうしきっ-
くけ しなゅかぇしうっ きっあょせ しすさぇくうすっ 
ょけ こけょこうしゃぇくっすけ くぇ くけゃ ╉〈╃. 
╉けかっおすうゃくうはす すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
っ しおかのつっく ゃ 4 っおいっきこかはさぇ – 
こけ っょうく いぇ ゃしはおぇ けす しすさぇくうすっ 
う いぇ しなけすゃっすくぇすぇ [ぇえけくくぇ うく-
しこっおちうは こけ すさせょぇ.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╁ しかっょゃぇとうは ぉさけえ つっすっすっ:
′ぇえ-ゃぇあくうすっ きけきっくすう けす 

‶さぇゃうかくうおぇ いぇ ゃなすさってくうは 
すさせょけゃ さっょ ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃ – 
‶さうかけあっくうっ わ1 けす ╉〈╃.

╉〈╃ ぉっ こけょこうしぇく くぇ 04. 
07. 2011 ゅ. きっあょせ „┿さしっ-
くぇか” ┿╃, こさっょしすぇゃかはゃぇ-
くけ けす ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, 
╇いこなかくうすっかっく ょうさっおすけさ  
- „[ぇぉけすけょぇすっか”, けす っょくぇ 
しすさぇくぇ, う けす ]うくょうおぇかくぇ-
すぇ けさゅぇくういぇちうは くぇ ╉′]╀, 
こさっょしすぇゃかはゃぇくぇ けす ┿すぇ-
くぇし ╀けいけゃ, ‶さっょしっょぇすっか, 
う 《うさきっくぇすぇ しうくょうおぇかくぇ 
けさゅぇくういぇちうは „‶けょおさっこぇ”, 
こさっょしすぇゃかはゃぇくぇ けす ╊のぉけ-
きうさ ╊ぇかっゃ, ‶さっょしっょぇすっか 
– „]うくょうおぇすう”, けす ょさせゅぇ 
しすさぇくぇ. ╉〈╃ しっ こさうかぇゅぇ いぇ 
さぇぉけすくうちうすっ う しかせあうすっ-
かうすっ – つかっくけゃっ くぇ ]うくょう-
おぇすうすっ – しすさぇくぇ こけ くっゅけ, 
おぇおすけ う おなき こさうしなっょうくう-
かうすっ しっ こけ さっょぇ くぇ つか. 57 
ぇか. 2 けす ╉〈.

╉けかっおすうゃくうはす すさせょけゃ ょけゅけゃけさ っ のさうょうつっしおう ぇおす, おけえ-
すけ ういさぇいはゃぇ しなゅかぇしうっ, こけしすうゅくぇすけ ゃ こさけちっし くぇ ょけゅけゃぇさはくっ 
きっあょせ さぇゃくけこけしすぇゃっくう しすさぇくう – さぇぉけすけょぇすっか う しうくょうおぇかくぇ 
けさゅぇくういぇちうは. 〈けゃぇ っ くぇえ-ゃぇあくうはす くっょなさあぇゃっく ういすけつくうお くぇ 
すさせょけゃけすけ こさぇゃけ. ]おかのつゃぇ しっ し けゅかっょ すさぇえくけ う こけゃすぇさはとけ 
しっ ういこなかくっくうっ う しっ こさうかぇゅぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ こさっょこさうはすうっすけ.  
]さけおなす くぇ ょっえしすゃうっ こけ しうかぇすぇ くぇ つか. 54 ぇか. 2 ╉〈 っ こけ こさぇゃう-
かけ っょくぇ ゅけょうくぇ うかう くっ こけゃっつっ けす ょゃっ ゅけょうくう – ゃ いぇゃうしうきけしす 
けす  うおけくけきうつっしおうすっ せしかけゃうは. ╉けかっおすうゃくうはす すさせょけゃ ょけゅけゃけさ 
きけあっ ょぇ しっ こさけきっくは こけ ゃしはおけ ゃさっきっ けす しすさぇくうすっ – つか. 56 ╉〈. 
]なゅかぇしくけ つか. 60 ゃしはおぇ けす しすさぇくうすっ こけ ╉〈╃, おぇおすけ う ゃしっおう 
さぇぉけすくうお うかう しかせあうすっか, しこさはきけ おけゅけすけ ょけゅけゃけさなす しっ こさうかぇ-
ゅぇ, うきぇす こさぇゃけ ょぇ こさっょはゃはす うしお こさっょ しなょぇ いぇ けぉはゃはゃぇくっ くぇ 
くっょっえしすゃうすっかくけしす くぇ ╉〈╃  うかう くぇ けすょっかくう くっゅけゃう おかぇせいう, 
ぇおけ こさけすうゃけさっつぇす くぇ いぇおけくぇ.

╆ぇゃなさてうか いぇくぇはすつうえしおけ
すけ せつうかうとっ ゃ ]ぇきけおけゃ, 

こさっきうくぇか こさっい つうさぇおせゃぇくっ う 
おぇかそぇ, ょけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ きぇえ
しすけさかなおぇ, ]ぇてけ ┿くょけくけゃ うょゃぇ 
ゃ „┿さしっくぇか” こさっい 1939-すぇ おぇすけ 
さぇぉけすくうお ゃ しすさせゅけゃぇ さぇぉけすうか
くうちぇ. ╂けかっきう こっさうこっすうう こさう 
ゃけえくうおかなおぇ ゃ ]けそうは ゅけ こさう
くせあょぇゃぇす ょぇ つせっ: ”〈う くっ しう いぇ 
すせおぇ!”. „╆ぇ おなょっ しなき?”, さっおなか 
しう きかぇょっあなす う こぇお – ゃ ╉ぇいぇく
かなお. ‶けしかっ 3 きっしっちぇ ゃ すさせょけ
ゃぇすぇ ょさせあうくぇ ゃ こかけゃょうゃしおけすけ 
╋うたぇかおけゃけ, おなょっすけ しさっょ きけたぇ
きっょぇくう ぉうか しぇき ぉなかゅぇさうく こさう 
しすさけっあぇ くぇ てけしっすけ ╉さうつうき – 
╃っゃうく. [ぇいぉうさぇ, つっ すぇき くっ っ 
いぇ くっゅけ, こぇお つせゃぇ: ”〈う くっ しう いぇ 
すせおぇ”, しかっょ おぇすけ しすぇゃぇ はしくけ, つっ 
いくぇっ ゃけっくくけすけ ょっかけ こけゃっつっ けす 
こけさせつうおぇ, くぇ おけゅけすけ けすおぇいゃぇ ょぇ 
きぇさてうさせゃぇ... 〈ぇおぇ ゅけ こさぇとぇす ゃ 
こなさゃぇ さけすぇ, おけはすけ くぇきうさぇ しかっょ  
ょなかなゅ こさったけょ しぇきけ ゃ くけとくぇ
すぇ ゅけさぇ おさぇえ ぉせえくぇすぇ う すなきくぇ 
╁なつぇ, ょけおぇすけ しすうゅくっ しゃっすかうく
おぇすぇ う 58-ゅけょうてくうは „しすぇさっち”, 
こさう おけゅけすけ しっ けおぇいゃぇ, つっ とっ 
しかせあう... ╁ っょくぇ ぉぇさぇおぇ こさう 
ょっょけ ¨しきぇく, し おけゅけすけ こけょょなさ
あぇす きっすぇかくうすっ うくしすさせきっくすう いぇ 
ゃけえくうちうすっ – さぇぉけすくうちう. /‶ぇお 
っょうくしすゃっく ぉなかゅぇさうく し 2000 
ょせてう きけたぇきっょぇくう/. ¨とっ すせお 
╀ぇえ ]ぇてけ ┿くょけくけゃ こさけせきはゃぇ, 
つっ うきぇ くっとけ おぇすけ きうしうは - ょぇ 
こけきぇゅぇ くぇ たけさぇすぇ. /′っとけ, おけっ
すけ こけ-おなしくけ, おぇすけ こさけそしなのいっく 
ょっはすっか けす ゃうしけおけ けぉとうくしおけ 
くうゃけ, くっ しこうさぇ ょぇ こさぇゃう/. ╃なさ
あぇす ゃけえくうちうすっ ゅかぇょくう, おさぇ
ょっ しっ ぉっいけゅかっょくけ... 〈ぇおぇ っょくぇ 
くけと し くけゃうは ゃけえくうお ┿しこぇさせた 
けす ]けそうえしおけ ゃょうゅぇす こけさせつうおぇ, 
いぇこかぇてゃぇす ょけさう ょぇ ゅけ せぉうはす... 
う – おさぇえ くぇ ゅかぇょぇ う きういっさう
はすぇ. ╇ – けしゃけぉけあょぇゃぇす ╃っょけ 
¨しきぇく けす ょけあうゃけすくうは ゃけえくうお
かなお. /”╄た, ぉかぇゅけょぇさは くぇ ょっょけ 
¨しきぇく, つっ きっ くぇせつう ょぇ こさぇゃは 
ょなさゃっくう ゃなゅかうとぇ! ╉ぇおゃけすけ 
おぇすけ っ すせさつうく, つけゃっお っ! ′はきぇ 
ょぇ しかせあう ちはか あうゃけす, は!”/. „〈う 
くはきぇ かう ょぇ きうさはしぇて, くぇえ-こけ
しかっ?”, こうすぇ さけすくうはす しかっょ すけいう 
しかせつぇえ. ”╆ぇとけ ょぇ きうさはしぇき?”, 
つせょう しっ ]ぇてけ けす ]ぇきけおけゃ う すけ

ゅぇゃぇ, う きくけゅけ こなすう こけ-おなし
くけ こさっい あうゃけすぇ しう. 
╇ – こぇお ゃ „┿さしっくぇか”
╄ょゃぇ しかっょ ゃけえくうおかなおぇ 

くぇせつぇゃぇ, つっ くっ っ こけかせつうか 
すっかっゅさぇきうすっ いぇ しきなさすすぇ 
くぇ しっしすさぇ きせ う ょはょけ きせ... 
′け – „‶さうぉさぇた しっ ゃ ╆ぇゃけょ 

10, いぇとけすけ – しすぇぉうかくけ 
こさっょこさうはすうっ, ぇ くぇけおけかけ – 
ぉっいさぇぉけすうちぇ, ゃけえくぇ う きう
いっさうは”. ╁ けさなあっえくうちぇすぇ: 
„[ぇぉけすぇすぇ すさなゅくぇ”, こけしかっ 
– こさっい 1942-さぇ しかっょゃぇ 1 
ゅけょうくぇ おぇょさけゃぇ ておけかぇ ゃ 
]けそうは う いぇきうくぇゃぇ いぇ ]け
こけす. ╇ すぇき – おぇすけ きっすぇかけ
さぇぉけすくうお. ╇ こけ すけゃぇ ゃさっ
きっ あうすっえしおうすっ ういくっくぇょう 
くっ しっおゃぇす. ╆ぇこけいくぇゃぇ しっ 
しなし しなこさせゅぇすぇ こさう こけしっ
とっくうっ ゃ しすぇさけいぇゅけさしおけすけ 
〈さなくおけゃけ いぇ けさゅぇくういぇちうは 
くぇ しなぉさぇくうっ. ╁うょはか は ょぇ 
こかっすっ つけさぇこう: ”╆ぇ きっくっ 
かう ゅう こかっすって?” – „′はきぇ 
ょぇ すう しすぇくぇす”... ╇ – しっ
きっえしすゃけすけ しっ しなぉうさぇ. ′け 
ゃけえくぇすぇ すっつっ: ”╂っさけうつっく, 
すさせょっく きけきっくす!”, せしゃけはゃぇ

くっすけ くぇ くけゃけ こさけういゃけょしすゃけ 
ゃなさゃう すっあおけ, くけ しっ しこさぇゃはす 
いぇっょくけ し うくあっくっさぇ けす っおうこぇ 
すぇき, おけえすけ こけ-おなしくけ しすぇゃぇ 
╂っさけえ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおうは 
すさせょ. 〈せお ╀ぇえ ]ぇてけ ┿くょけくけゃ 
こけっきぇ う こさけそしなのいくぇすぇ ょっえ
くけしす, おけはすけ しかっょ っょくぇ おけく
そっさっくちうは ゃ ╉ぇいぇくかなお こさっい 

1951-ゃぇ けすくけゃけ ゅけ ゃさなとぇ 
すせお. ╁っつっ おぇすけ こさっょしっょぇ
すっか くぇ ╂さぇょしおうは こさけそしなの
いっく おけきうすっす, おけえすけ すけゅぇゃぇ 
っ う けおさなあっく. [っゅうけくなす, いぇ 
おけえすけ けす ╉ぇいぇくかなお けすゅけゃぇさは 
]ぇてけ ┿くょけくけゃ,  っ けゅさけきっく – 
けす ╀せさゅぇし こさっい ]かうゃっく, ′けゃぇ 
╆ぇゅけさぇ, ぅきぉけか, 』うさこぇく… ょけ 
]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. ′け – „]こさぇゃうた 
しっ. ╄ょうく おぇきなお, くぇかう いくぇって, 
おけかおけすけ こけゃっつっ しっ すなさおぇかは, 
すけかおけゃぇ こけ-ゅかぇょなお しすぇゃぇ...”. 
╉ぇすけ しっおさっすぇさ くぇ ¨おさなあくうは 
おけきうすっす くぇ こさけそしなのいうすっ, こけ 
すけゃぇ ゃさっきっ し ちっくすなさ – ╉ぇ
いぇくかなお, ┿くょけくけゃ けすゅけゃけさは 
う いぇ こさけきうてかっくうすっ しっおすけ
さう こけ ゃうょけゃっ こさけういゃけょしすゃぇ, 
う ょけさう いぇ せつぇとうすっ ゃ しなとうは 
いぇくぇはす ぉなょっとう おぇょさう. „╋くけ
ゅけ さぇぉけすぇ, きくけゅけ おけきぇく
ょうさけゃおう, きくけゅけ けぉせつっくうは, 
きくけゅけ...!”.
„╇ ょくっし ぉさぇくてけゃぇすぇ そけさきぇ 

くぇ けさゅぇくういぇちうは っ くぇえ-こけか
いけすゃけさくぇすぇ”, おけきっくすうさぇ けこ
うすくうはす しうくょうおぇかうしす, 

╇いゅさぇょうか 17 ょさせあっしすゃぇ 
こけ こさけそっしうう

いぇ ゃさっきっすけ ょけ 1960-すぇ. 
¨ぉぇつっ っょうく ょっく いゃなくう こぇさ
すうえくうはす しっおさっすぇさ くぇ ¨おさなあ
くうは おけきうすっす くぇ ╀╉‶ - ╂っけさ
ゅう ╀ぇかおぇくしおう: „╄かぇ すせお!”, 
いぇこけゃはょゃぇ すけえ し すけく ゃ ょせたぇ 
くぇ けくけゃぇ ゃさっきっ, おけっすけ ょゃう
あう  たけさぇすぇ ゃ けさゅぇくういぇちうけく
くぇすぇ さぇぉけすぇ けす きはしすけ くぇ 
きはしすけ, ぉっい きくけゅけ-きくけゅけ ょぇ 
ゅう こうすぇ, うしおぇす かう, くっ うしおぇす 
かう. ┿くょけくけゃ, けぉぇつっ, ゃ くっゅけゃ 
しすうか, くっ とっ う ょぇ つせっ, おけゅぇすけ 
さぇいぉうさぇ, つっ ゅけ こさぇとぇす ゃ... 
つうすぇかうとっ „╇しおさぇ”. „╉けえ とっ 
きっ いぇきっしすう ゃ こさけそしなのいうすっ? 
′はきぇ かう ょさせゅ? ╉ぇおゃけ さぇいぉう
さぇき ぇい けす つうすぇかうとぇ?”, くぇ
こさぇいくけ こうすぇ ぉぇえ ]ぇてけ, くけ 
╀ぇかおぇくしおう っ おぇすっゅけさうつっく: 
こさっょしすけう 100-ゅけょうてくうくぇ くぇ 
つうすぇかうとっすけ う せゃけかくうか せこ
さぇゃぇすぇ, とけすけ すぇき くっ こさぇゃはす 
くうとけ いぇ のぉうかっは, こなお: ”╁さっ
きっ くっ けしすぇくぇ. ]ぇきけ すう とっ しっ 
しこさぇゃうて”. ╇ くぇえ-ゃっつっ:

„┿おけ くっ こけっきって つうすぇかう
とっ „╇しおさぇ”, とっ すっ ういゅけくは 
けす ╉ぇいぇくかなお!”

′ぇ すぇは ょうさっおすくぇ いぇこかぇたぇ ┿く
ょけくけゃ けすゅけゃぇさは ゃ しゃけえ しすうか: 
”′っ きけあって きっ ういゅけくう!”. ′け 
– こけっきぇ „╇しおさぇ”. 〈けかおけゃぇ きせ 
っ くっせょけぉくけ ゃ くけゃぇすぇ „こさけそっ

しうは”, つっ ょゃっ しっょきうちう くっ しっ 
こさっょしすぇゃは けそうちうぇかくけ こさっょ 
おけかっおすうゃぇ, きぇおぇさ ょぇ たけょう くぇ 
さぇぉけすぇ. ¨ぉぇつっ いぇ ょゃっ しっょきう
ちう „おけかっおすうゃなす” „かなしゃぇ” こさっょ 
くっゅけ ゃ ちっかうは しう „ぉかはしなお”: 
„╉かのおう, こけょきぇいゃぇつう!”, けとっ しっ 
ゃないきせとぇゃぇ ╀ぇえ ]ぇてけ, おけえすけ し 
こけょさけぉくけしすう こけきくう ゃしうつおけ けす 
すけゃぇ ゃさっきっ, おぇおすけ う けす ちっかうは 
しう こさけそっしうけくぇかっく こなす – こけ 
ょぇすう, つぇしけゃっ, ょせきう う しかせつおう! 
]なぉさぇか ゅう, くぇたけおぇか ゅう, いぇしさぇ
きうか ゅう う いぇぉさぇくうか おかのおうすっ 
ゃっょくなあ いぇゃうくぇゅう: ”』ぇおぇたぇ くう 
ゅけかっきう いぇょぇつう, ぇ ゅけかっきう いぇょぇ
つう しっ ういこなかくはゃぇす しぇきけ し たせぉぇゃ 
おけかっおすうゃ, くっ し おかのおぇさしすゃけ う 
こけょきぇいゃぇつっしすゃけ!”. /„╃けぉさっ, つっ 
うきぇた けこうす ゃ けさゅぇくういぇちうけくくぇ
すぇ さぇぉけすぇ けす こさけそしなのいうすっ!”/. 
[ぇいさぇぉけすゃぇ こかぇく いぇ のぉうかっは, 
さぇいょぇゃぇ いぇょぇつうすっ こけ たけさぇ う 
しさけおけゃっ, ういこけかいゃぇ おけくすぇおすう 
し こさっょこさうはすうはすぇ う すぇおぇ こけつ
すう ぉっい こぇさう う し けぉとぇすぇ こけきけと 
くぇ ゃしうつおう きうくぇゃぇ 100-ゅけ
ょうてくうはす のぉうかっえ. ‶けかせつぇゃぇす 
ょけさう ょなさあぇゃくぇ くぇゅさぇょぇ - けさ
ょっく „╂っけさゅう ╃うきうすさけゃ”, ぇ ╀ぇえ 
]ぇてけ – かうつくぇ. ′っ おぇいゃぇ おぇおゃぇ 
– „╉ぇおゃけ いくぇつっくうっ うきぇ, うきぇき 
きくけゅけ くぇゅさぇょう. ′ぇゃしはおなょっ しぇ 
きっ くぇゅさぇあょぇゃぇかう – けさょっくう, 
きっょぇかう...” /”′っ きっ こけおぇくう
たぇ こさっょう こけかけゃうく ゅけょうくぇ くぇ 
150-は のぉうかっえ. ╁っょくなあ たけょうた, 
こけうしおぇたぇ ょぇ つぇおぇき ょぇ きっ こさう
っきぇす. ╉ぇすけ さぇいぉさぇた – けぉさぇすくけ 
こけ しすなかぉうすっ! – „┿い くっ しなき けす 
すうは, ょっすけ つぇおぇす!” - „′ぇ ぇょきう
くうしすさぇすけさう, くっとけ, きぇえ しぇ しっ 
こさっゃなさくぇかう...”/. ╀けかう ゅけ, くけ 
くっ きくけゅけ, ゅかっょぇ けすゃうしけおけ くぇ 
くっとぇすぇ, くけ くっ っ いぇぉさぇゃうか おぇお 
かうつくけ くぇきうさぇ すったくうつっしおけ さっ
てっくうっ くぇ 

ゅけかっきうは こさけぉかっき し つうすぇ
かうとくけすけ けすけこかっくうっ

╂けかっきうはす こけあぇさ ゃ つうすぇかう
とっすけ こさっい 50-すっ /”》けさぇすぇ 
ゃなさくぇたぇ ゃしうつおけ, おけっすけ ういくっ
しけたきっ いぇ さっきけくすぇ. ╉ぇおゃぇ かの
ぉけゃ おなき さけょくけすけ つうすぇかうとっ!”/, 
こぇょくぇかうはす けす しくっゅぇ こけおさうゃ 
/”╀ってっ しすさぇてくけ!”/.  ╋ういっさくう

はす ぉのょあっす, おけえすけ けすうゃぇ しぇきけ 
いぇ いぇこかぇすう, くっ しっ ぉさけう おぇすけ 
こさけぉかっき – こさっょこさうはすうはすぇ こけ
きぇゅぇす... ╇ すぇおぇ – しさっとうすっ しなし 
]すっそぇく ╂っちけゃ, ╁うょっく ╃ぇしおぇ
かけゃ, こなかくぇすぇ いぇかぇ こさう しこっお
すぇおかうすっ くぇ ╄しすさぇょくけ-しぇすう
さうつくうは すっぇすなさ, ╋せいうおぇかくうは, 
╉せおかっくうは...      
¨ぉぇつっ うょゃぇ っょくけ しなぉさぇくうっ 

くぇ ちっかうは おけきしけきけかしおう, こぇさ
すうっく, こさけそしなのいっく う こさけつうっ 
ぇおすうゃ, おけゅぇすけ っょうくしすゃっくけ ╀ぇえ 
]ぇてけ ┿くょけくけゃ けすおぇいゃぇ ょぇ „せし
ゃけう っょくう 60 たうかはょう かっゃぇ”, いぇ 
ょぇ しっ いぇしすさけう いぇょくうはす ょゃけさ 
くぇ つうすぇかうとっすけ. ”╉ぇお! ╀っい 
きっく! ┿い くはきぇ ょぇ しなしうこは ちっかうは 
ぉうぉかうけすっつっく う きせいっっく そけくょ し 
ゃかぇゅぇすぇ, おけはすけ とっ ょけえょっ しかっょ 
しすさけっあぇ!”. ′ぇこせしおぇ しなぉさぇくうっ
すけ し 

„』うすぇかうとくう ょっはすっかう, 
しかっょ きっく!”

„╄ゃぇかぇ くはきぇ ょぇ こさぇゃは くぇ 
ぉっいけぉさぇいうはすぇ. ”╇ おなょっ-おな
ょっ: こぇお ゃ „┿さしっくぇか”. ╂っくつけ 
┿しすぇょあけゃ ゅけ こけしさっとぇ ょけぉさっ, 
こけしかっ ゃうおぇす ╃っくぬけ ╃うきうすさけゃ 
ょぇ こさけこさぇゃう こなす くぇ こさけちっ
ょせさぇすぇ. ╇ ╀ぇえ ]ぇてけ ┿くょけくけゃ 
いぇゃなさてゃぇ こさけそっしうけくぇかくうは 
しう こなす すぇき, けおなょっすけ っ すさなゅ
くぇか – ゃ „┿さしっくぇか”. ”〈けゅぇゃぇ しっ 
こさぇゃってっ ╆ぇゃけょ 5. ‶けつくぇた しう 
さぇぉけすぇ すなおきけ こけ いぇくぇはすぇ, こけ 
いなぉくうすっ おけかっかぇ”. ]ぇきけ しかっょ 
8 ょくう ゅけ くぇきうさぇす せこさぇゃくう
ちうすっ くぇ おけきぉうくぇすぇ: ”┿きぇく – 
いぇきぇく!” – うしおぇす ょぇ ゅけ こさぇゃはす 
こぇさすうっく しっおさっすぇさ くぇ ちったぇ. 
┿くょけくけゃ こさうっきぇ, くけ し せゅけ
ゃけさおぇすぇ - ょぇ しすっゅくっ けさゅぇくう
いぇちうはすぇ いぇ 3 ゅけょうくう  う – すけか
おけゃぇ! ╋うくぇかう 3-すっ ゅけょうくう う 
すけえ: ”]ょぇゃぇき! ‶けゃっつっ くっ きう 
すさはぉゃぇすっ!”. 
┿かっおしぇくょなさ ┿くょけくけゃ しっ こっく

しうけくうさぇ こさっい 1979-すぇ. ‶け
しかっょくうはす しう けさょっく けすおぇいぇか ょぇ 
こさうっきっ, とけすけ ょさせゅ ゅけ いぇしかせ
あぇゃぇか こけゃっつっ. ¨すしすなこゃぇ ゅけ. 
„╁けえくうお くぇ こけしすぇ!”, いぇおかのつゃぇ 
うしすけさうはすぇ くぇ あうゃけすぇ しう ╀ぇえ 
]ぇてけ ┿くょけくけゃ, おけえすけ くうおけ
ゅぇ くっ っ けすしなしすゃぇか けす さぇぉけすぇ, 
っょうく こなす  いぇおなしくはか - いぇさぇょう 
ちはかぇ くけと こさけそしなのいくぇ さぇぉけ
すぇ, くけ こけしかっ しう けすさぇぉけすうか. 
╆ぇすけゃぇ こけしかっょくうは ょっく こさっょう 
こっくしうは こけうしおぇか けす くぇつぇかくうおぇ 
ょぇ けすしなしすゃぇ. ‶けかぇゅぇかけ きせ しっ 
くぇえ-こけしかっ ゃっょくなあ ゃ あうゃけすぇ.
╅うゃけす, こさっい おけえすけ こけしすけはく

くけ つせゃぇか: ”〈う くっ しう いぇ すせお!”, 
けとっ けす こなさゃけかぇておぇすぇ こっえおぇ, 
おけゅぇすけ ちはかぇ しっょきうちぇ ぉけかっょせ
ゃぇか いぇさぇょう っょうく ゅけかはき ぉけえ けす 
せつうすっかは しかっょ けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
くけゃけすけ しぇきけおけゃしおけ せつうかうとっ, 
おけゅぇ ょけてなか かうつくけ ちぇさ ╀けさうし. 
„╅うゃけすなす きう っ ゃなさゃはか きくけゅけ 
すさせょくけ.”, おぇいゃぇ し ょけしすけかっこうっ 
┿かっおしぇくょなさ ┿くょけくけゃ, おけえすけ 
しっ けおぇいゃぇ っょうく くっけつぇおゃぇくけ 
うくすっさっしっく う ょけぉなさ, おさけすなお 
さぇいおぇいゃぇつ くぇ あうすっえしおうすっ 
こっさうこっすうう, いぇ おけうすけ ゅけゃけ
さう すぇおぇ, おぇおすけ っ う こさっきうくぇか 
こさっい すはた – すうたけ, くけ すゃなさょけ, 
し つせゃしすゃけ いぇ ょなかぉけお しきうしなか, 
し ょさぇきぇすういなき, くけ ぉっい おぇこおぇ 
すさぇゅういなき う しなあぇかっくうっ. ╄ょうく 
さぇいおぇい おさぇえ けゅさけきくぇすぇ  ぉうぉ
かうけすっおぇ ゃおなとう, おけはすけ こさけ
ょなかあぇゃぇ ょぇ こさっこさけつうすぇ... 
ぉっい けつうかぇ. ′っ ゅう しかぇゅぇ, ょけさう 
おけゅぇすけ ゃぇょう 30-ゅけょうてっく こけ
あなかすはか ぉさけえ くぇ かのぉうきうは しう 
ゃっしすくうお ”╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”.  

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

〈[╇╃′╄╁╄′ ‶┿╉╄〈
]こっちうぇかくう ちっくう いぇ ょぇすうすっ: 
25.07 – 28.07; 04.08 – 07.08; 14.08 – 17.08; 24.08 – 27.08
╆ぇ さぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – 90,00 かゃ.
╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – 99,00 かゃ.
╃っちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20 % けすしすなこおぇ.
『っくぇすぇ っ ゃぇかうょくぇ しぇきけ いぇ こけしけつっくうすっ ょぇすう う ゃおかのつゃぇ:
- 3 くけとせゃおう しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/; けぉはょ /きっくの/; ゃっつっさは /
ぉかけお きぇしぇ/
- こけかいゃぇくっ くぇ くぇ けすおさうす ぉぇしっえく, てっいかけくゅう う つぇょなさう
- internet /かけぉう ぉぇさ/
- itness くぇ けすおさうすけ
- おせささけすくぇ すぇおしぇ
『╄′╇ ¨〈 01.06 2011 ゅ. – 31.08.2011 ゅ.
1. ╆ぇ さぇぉけすくうちう う しかせあうすっかう くぇ „┿さしっくぇか” う つかっくけゃっ 
くぇ しっきっえしすゃぇすぇ うき – ちっくぇ くぇ ょっく 20,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし 
いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
2. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し ょゃぇきぇ こなかくけこかぇとぇとう さけょうすっかう – ちっくぇ 
くぇ ょっく 10,00 かゃ. – くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
3. ╆ぇ ょっすっ ょけ 12 ゅ. し っょうく さけょうすっか – ちっくぇ くぇ ょっく 15,00 かゃ. – 
くけとせゃおぇ しなし いぇおせしおぇ /ぉかけお きぇしぇ/
4. ╆ぇ くっさぇぉけすっとう ゃ „┿さしっくぇか” – ちっくぇ くぇ ょっく – 35,00 かゃ.; 
ょっちぇ ょけ 12 ゅ. こけかいゃぇす 20% けすしすなこおぇ.

‶[╇ ╂[〉‶╇ けす 15 いぇこうしぇくう ょせてう – ぉけくせし – 1 ぉっいこかぇすくけ
╃╄『┿ ╃¨ 2 ゅ. – ぉっいこかぇすくけ

｠《【╊] „╅『』╊〉╅]” – 〉╊』╊╆ぇ『

《‒╊『【╅

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ – ゃ ]╉ くぇ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか” うかう ゃ 
しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.
]こさぇゃおう う うくそけさきぇちうは – すっか. 21 56; 7 21 56; 0431/6 22 07
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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”┿╃.

22  2011 .•  I •  7

》『《╆]╊〈 』 ╇《╉╅【╅ 
〈《『¨ っ』╊〉《╇を¨

ん¡îñÖöó
╇かてかちあせけ: 』あのそ ╅せおそせそう,

をみし きけうそて うそこせけさ せあ たそつてあ

〉そうけみて [【╉
せあ „╅ちつかせし“ ╅╉

╉-ち [かてけ 〈あせあしそうあ:
《いはけせつさあてあ いそしせけぬあ か たちけそちけてかて くあ 

„╊さつたかちてけ くあ [あくあせしひさ” 

╉うけきかせけか せあ とおそしつてうけかてそ はか 
つひくおあうあて う [あくあせしひさ

╇ ╆『《っ ぁ╊【╊【╊:

おけ
か
ぇ 

1
 か

う
ち
っ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

‶. 〉けさそしそう: ぅか せあたちあうけす うつけねさそ うひくすそきせそ おあ くあたあくけす 
うそおあてあ せあ さあくあせしひのさそてそ つかしそ っつかせそうそ

‶さけっおす くぇ けぉとうくぇ ╂ぇぉさけゃけ 
いぇ ういゅさぇあょぇくっ くぇ ゃけょけたゃぇとぇ
くっ いぇ くけゃ すせさうしすうつっしおう けぉっおす 
ゃ きっしすくけしすすぇ „〉いぇくぇ” きけあっ ょぇ 
けゅさぇくうつう ゃけょぇすぇ くぇ おぇいぇく
かなておけすけ しっかけ ぅしっくけゃけ. ‶け 
すけいう こけゃけょ けぉかぇしすくうはす せこさぇ
ゃうすっか くぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ  
╈けさょぇく ′うおけかけゃ っ ういこさぇすうか 
けすさうちぇすっかくけ しすぇくけゃうとっ ょけ 
きうくうしすなさぇ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ 
う ゃけょうすっ ′けくぇ ╉ぇさぇょあけゃぇ.
]すぇくけゃうとっすけ きせ ぉっ けこけゃっ

しすっくけ くぇ しさっとぇ し おきっすぇ くぇ しっ
かけすけ 》さうしすけ 》さうしすけゃ う くっゅけゃう 
しなしっかはくう, ゅけすけゃう ょぇ こけょおさっ
こはす しすぇくけゃうとっすけ くぇ けぉかぇしす
くうは せこさぇゃうすっか う しなし しこっちう
ぇかくぇ こけょこうしおぇ くぇ あうすっかう くぇ 
ぅしっくけゃけ. ╁ くっは はしっくけゃちう とっ 
ぇかぇさきうさぇす っおけきうくうしすっさしすゃけ
すけ, つっ ういゅさぇあょっくけすけ くぇ くけゃうは 

╆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: d_ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 7 24 55

すせさうしすうつっしおう けぉっおす とっ いぇ
しすさぇてう こけきうくなおぇ うき - けしくけゃ
くけ いっきっょっかうっ う あうゃけすくけゃなょ
しすゃけ. ╆ぇせしすゃぇくっすけ くぇ ゃけょうすっ 
くぇ さっおうすっ ╊ってくうちぇ, 〈せくょあぇ う 
╂ぇぉさけゃくうちぇ, いぇ ょぇ しっ けしうゅせさう 
ゃけょぇすぇ いぇ くけゃ すせさうしすうつっしおう 
けぉっおす ゃ きっしすくけしすすぇ „〉いぇくぇ”, とっ 
ょけゃっょっ うきっくくけ ょけ すけゃぇ, おぇすっ
ゅけさうつくう しぇ はしっくけゃちう. 
′ぇ しさっとぇすぇ けぉかぇしすくうはす せこさぇ

ゃうすっか っ せゃっさうか こさうしなしすゃぇとう
すっ, つっ とっ ういうしおぇ う しすぇくけゃうとっ 
けす [っゅうけくぇかくぇすぇ うくしこっおちうは 
こけ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う ゃけょう
すっ ゃ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, おけっすけ ょぇ 
せょけしすけゃっさう, つっ きっしすくけしすすぇ っ 
こさうさけょっく さっいっさゃぇす. 〈けえ しつう
すぇ, つっ けす ╁う╉ – ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ 
う けす こさっょこさうはすうっ „ぅいけゃうさう う 
おぇしおぇょう” しなとけ とっ こけょおさっこはす 
うしおぇくっすけ くぇ あうすっかうすっ いぇ いぇ

こぇいゃぇくっ くぇ ゃけょくうは さっしせさし くぇ 
しっかけすけ, すなえ おぇすけ けす ゃけょうすっ  くぇ 
さっおぇ ╊ってくうちぇ, おけはすけ しっ ゃかうゃぇ 
ゃ はいけゃうさ ╉けこさうくおぇ, しっ けしうゅせ
さはゃぇ ゃけょけしくぇぉょはゃぇくっ う いぇ けぉ
かぇしすくうは ちっくすなさ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
¨ぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか せゃっさう, 
つっ とっ いぇこけいくぇっ し こさけぉかっきぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ う ╇いこなかくう
すっかくぇすぇ おけきうしうは くぇ ‶‶  ╂╄[╀.
》けさぇすぇ けす しっかけすけ しぇ しうゅせさくう, 

つっ ゃ こけょこうしおぇすぇ とっ しっ ゃおかの
つぇす う すせさうしすうすっ, さうぉぇさうすっ, 
かけゃちうすっ う こっとっさくはちうすっ けす 
╉ぇいぇくかなお, おけうすけ さっょけゃくけ こけ
しっとぇゃぇす こさうさけょくうは さっいっさゃぇす 
„╊ってくうちぇ” ゃ けおけかくけしすうすっ くぇ 
こけょこかぇくうくしおけすけ しっかちっ し 800 
あうすっかう.
′ぇ しさっとぇすぇ あうすっかうすっ くぇ ぅしっ

くけゃけ こけしすぇゃうたぇ  こさっょ ′うおけかけゃ 
う ゃなこさけしぇ いぇ かうこしぇすぇ くぇ くけさ
きぇかっく こなす う すさぇくしこけさす ょけ しっ
かけすけ, おけっすけ こさうくせあょぇゃぇ さぇぉけ
すっとうすっ こさっょうきくけ ゃ „┿さしっくぇか” 
う „╀なかゅぇさしおぇ さけいぇ” あうすっかう くぇ 
ぅしっくけゃけ ょぇ しう くぇっきぇす おゃぇさすう
さう ゃ ゅさぇょぇ. 〈ぇおぇ, しこけさっょ おきっ
すぇ くぇ しっかけすけ 》さうしすけ 》さうしすけゃ, 
すけ しっ けぉっいかのょはゃぇ う きかぇょうすっ 
たけさぇ ゅけ くぇこせしおぇす. ╆ぇきっしすくうお 
けぉかぇしすくうはす せこさぇゃうすっか ╂ぇかう
くぇ ]すけはくけゃぇ うくそけさきうさぇ, つっ 
こさっょしすけう こさけちっょせさぇ いぇ うい
ぉけさ くぇ こさっゃけいゃぇつう ゃ ╉ぇいぇく
かなお, すなえ おぇすけ 6 きっしっちぇ すっ しぇ 
ういゃなさてゃぇかう こさっゃけいう くぇ たけさぇ 
ゃ ゅさぇょしおうは すさぇくしこけさす, ぉっい ょぇ 
うきぇす かうちっくい いぇ すけゃぇ.

     〈┿

23-すう のかう 

』っしすゃぇくっ くぇ 143-すぇ ゅけょうて-

くうくぇ けす すさぇゅうつくぇすぇ ゅうぉっか くぇ 
ゃけえゃけょぇすぇ 》ぇょあう ╃うきうすなさ う 
くっゅけゃうすっ つっすくうちう:  
10,00 つ. - こか. ”]っゃすけこけかうし” 
ゃ ╉ぇいぇくかなお - こけょくぇしはくっ くぇ 
ちゃっすは こさっょ こぇきっすくぇすぇ こかけつぇ 
くぇ 》ぇょあうょうきうすさけゃうすっ つっす-
くうちう.
11.00 つ. – ╁さ. 》ぇょあう ╃うきう-

すなさ - ‶ぇくうたうょぇ ゃ こぇきっす くぇ 
いぇゅうくぇかうすっ 》ぇょあうょうきうすさけゃう 
つっすくうちう とっ けすしかせあう ′.╁.‶さ. 
]すぇさけいぇゅけさしおうはす きうすさけこけかうす 
╂ぇかぇおすうけく, しかけゃけ くぇ おきっすぇ 
くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, ‶けつっ-

すっく おぇさぇせか こけ こけょくぇしはくっすけ 
くぇ ゃっくちう う ちゃっすは.
12.00 つ. -  ¨ぉさっょっく おせさぉぇく.                                                                                                       
┿ゃすけぉせしうすっ すさなゅゃぇす ゃ 10.00 
つ. けす たけすっか „╉ぇいぇくかなお”.
『っくぇ くぇ ぉうかっすぇ ゃ っょくぇすぇ こけ-

しけおぇ – 2.00 かゃ.

***

‶なさゃう 《っしすうゃぇか くぇ すさぇょう-

ちうけくくぇすぇ こっしっく う すさぇょう-

ちうけくくうすっ ぉなかゅぇさしおう はしすうは 
けさゅぇくういうさぇす しっかぇすぇ ╆きっえけゃけ 
う ‶さはこけさっち, ╀なかゅぇさしおけすけ けぉ-

とっしすゃけ いぇ そけかおかけさ う ¨ぉとう-

くぇ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 《っしすうゃぇかなす 
いぇこけつゃぇ くぇ 23 のかう /しなぉけすぇ/ 
けす 10,30 つぇしぇ くぇ ‶けつうゃくぇすぇ 
ぉぇいぇ くぇ „╆ぇゅけさぇ 》けかょうくゅ” ゃ 
し. ‶さはこけさっち. ╇ょっはすぇ う けさ-

ゅぇくういぇちうはすぇ っ くぇ つうすぇかうとっ-

すけ ゃ し. ╆きっえけゃけ. ′ぇ しちっくぇすぇ 
とっ しっ ういはゃはす 20 そけかおかけさくう 
しなしすぇゃぇ けす 6 けぉとうくう – ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, [ぇょくっゃけ, ╂なかなぉけゃけ, 
』うさこぇく, ╋なゅかうあ う ╉けすっか.
╂けしすうすっ う せつぇしすくうちうすっ とっ 
きけゅぇす ょぇ けこうすぇす けす ういかけあっ-

くうすっ すさぇょうちうけくくう はしすうは くぇ 
22-きぇ いぇこうしぇくう いぇ せつぇしすうっ ゃ 
おせかうくぇさくぇすぇ ういかけあぉぇ.

***

29-すう のかう, ゅさ. ╉ぇいぇくかなお
19.00 つぇしぇ - こさっょ ╉うさおけゃぇすぇ  
こっつぇすくうちぇ /せか. „》さうしすけ ╀け-

すっゃ”/ - けすおさうゃぇくっ くぇ こぇきっすっく 
いくぇお くぇ しないょぇすっかうすっ う ういょぇ-

すっかうすっ くぇ ゃ-お „[ぇぉけすくうつっしおう 
ゃっしすくうお” – ╂っけさゅう ╉うさおけゃ う 

╄そすうき ╃ぇぉっゃ. ′ぇ しなぉうすうっすけ しっ けつぇおゃぇ ょぇ こさうしなしすゃぇす こさっょ-

しすぇゃうすっかう くぇ ′] くぇ ╀]‶ くぇつっかけ し こさっょしっょぇすっかは くぇ こぇさすうはすぇ 
]っさゅっえ ]すぇくうてっゃ.  

***

30-すう のかう, ゃさ. ╀せいかせょあぇ 
11.00 つぇしぇ - ′ぇちうけくぇかっく しなぉけさ くぇ  ╊っゃうちぇすぇ. 120 ゅけょうくう  
けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ しけちうぇかうしすうつっしおぇすぇ こぇさすうは. ′ぇ しなぉけさぇ 
けそうちうぇかくけ とっ ぉなょっ けぉはゃっくぇ おぇくょうょぇすせさぇすぇ くぇ ╀]‶ いぇ こさっ-

いうょっくす くぇ ういぉけさうすっ こさっい けおすけきゃさう. ╆ぇ あっかぇっとうすっ けす ╉ぇいぇく-

かなお ょぇ せつぇしすゃぇす ゃ しなぉけさぇ っ けさゅぇくういうさぇく すさぇくしこけさす. 『っくぇすぇ 
くぇ ぉうかっすぇ ゃ ょゃっすっ こけしけおう っ 3 かっゃぇ. ╆ぇこうしゃぇくっ ゃ ¨ぉとうくしおうは 
しなゃっす くぇ ╀]‶ う くぇ すっか. 0431/ 64250.

ぶñïöóöÜ!

ぃ¨[《╇ ╇╉¨╈〉╅ 』╇╅【╆╅

′ぇ 2-さう のかう さなおけゃけょうすっかはす くぇ くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっお-

すうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっかしすゃけ” ゃ „┿さしっくぇか” ┿╃  
『ゃっすぇく 【うおけゃ けきなあう しゃけはすぇ  こさっおさぇしくぇ ょなとっさは - ‶かぇ-

きっくぇ.  
25-ゅけょうてくぇすぇ たせぉぇゃうちぇ しっ ゃっくつぇ いぇ かうつくうは おぇいぇくかなておう 

っさゅっく 31-ゅけょうてくうはす ╋うさけしかぇゃ. ╁しうつおけ すけゃぇ - いぇ さぇょけしす ゃ 
けつうすっ う しなさちぇすぇ くぇ しっきっえしすゃぇすぇ 【うおけゃう う ╋ぇさうくけゃう. 
] ういおかのつうすっかくけ ゃなかくせゃぇとけすけ う ょけしすけこけつすっくけ しなぉうすうっ 

しゃぇすぉっくうすっ ぇくゅぇあうきっくすう くぇ 『ゃっすぇく 【うおけゃ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ くぇしかっょくうちうすっ こさうおかのつゃぇす う こさっょしすけはす けとっ こけ-こさっ-

おさぇしくう しなぉうすうは ゃ あうゃけすぇ きせ - おぇすけ すけゃぇ ょぇ しすぇくっ ょはょけ. 
╃ぇえ ╀けあっ ! 
╊のぉけゃ う とぇしすうっ くぇ きかぇょけあっくちうすっ う いょさぇゃっ う しゃけぉけょくけ 

ゃさっきっ いぇ ぉぇぉう う ょはょけゃちう... /いぇ ょぇ ゅかっょぇす ゃくせちう/.
                                                      〈┿ 

╉╇¨╋╊〉¨╊ 〉╅ 】╉《╇《]』【╇¨╊【《
』ぇ′╉╅╇╅  [╅′╅〉]ぇぃ[  ̈╆¨′〉╊』〈╊〉
′あたけつあせけ つあ うかねか せあお 100  すかつてせけ たそつしかおそうあてかしけ

′ぇちうけくぇかくけ ょゃうあっくうっ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ 
とっ しないょぇゃぇす ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ょっけかけゅ, ゃょな-

たくけゃうすっか う ゅかぇゃっく けさゅぇくういぇすけさ くぇ ╃ゃうあっ-

くうっすけ っ きっしすくうはす ぉういくっしきっく う おぇいぇくかなておう 
しなうきっくくうお くぇ こさっいうょっくすぇ ‶っすなさ ]すけはくけゃ. 
]さっょ こさうはすっかうすっ しう ‶っすなさ ]すけはくけゃ ゃっつっ 

っ ういゃっしすっく う おぇすけ ╉きっすぇ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ, 
いぇさぇょう くっくぇょきうくぇすぇ きせ ゃないきけあくけしす ょぇ しっ 
ゃっしっかう う ょぇ せゃかうつぇ う けしすぇくぇかうすっ ゃなゃ ゃっ-

しっかぉぇすぇ.

′ぇちうけくぇかくけすけ ょゃうあっくうっ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ 
ゃっつっ せしこってくけ っ ういゅさぇょうかけ しゃけは しすさせおすせさぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお, ゃ おけはすけ ょけ きけきっくすぇ しぇ いぇこうしぇくう 
おぇすけ すゃなさょう こけょょさなあくうちう くぇょ 100-くぇ ぉうい-
くっしきっくう, うくすっかっおすせぇかちう, けぉとっしすゃっくうちう, 
かっおぇさう, あせさくぇかうしすう う こさっょしすぇゃうすっかう くぇ 
さぇぉけすくうつっしおぇすぇ おかぇしぇ. ‶さっょしすけう ういゅさぇあ-

ょぇくっすけ う くぇ しすさせおすせさう こけ しっかぇすぇ, いぇ おけうすけ 
ゅかぇゃっく けすゅけゃぇさはと とっ っ ]すっそぇく ╉っきぇかけゃ, 
こさけつせか しっ こさっょう ゅけょうくう おぇすけ こなさゃうは ちうゅぇ-

くうく ゃ „╀うゅ ╀さぇょなさ” うかう ╀ぇす ]ぇかう. 』かっくしおう-

はす ゃくけし ゃ くけゃぇすぇ しすさせおすせさぇ とっ っ きっしっつっく - ゃ 
さぇいきっさ くぇ ぉせすうかおぇ きぇさおけゃけ せうしおう.
]すけはくけゃ っ けしくけゃくうはす ょゃうゅぇすっか う くぇ こさけ-

ちっしぇ こけ こさっょしすけはとぇすぇ しなょっぉくぇ さっゅうしすさぇちうは 
くぇ ╃ゃうあっくうっすけ, おけっすけ とっ こさうてこけさゃぇ のさう-

ょうつっしおけすけ しう さぇあょぇくっ し けゅかっょ くぇ こさっょしすけ-

はとうすっ きっしすくう う こさっいうょっくすしおう ういぉけさう. ╃け 
╃うきうすさけゃょっく こさっょしすけう う せつさっょうすっかっく おけく-

ゅさっし.
╇ょっけかけゅなす くぇ ╃ゃうあっくうっすけ せすけつくう, つっ すけ 

くはきぇ こけかうすうつっしおう ちっかう う ぇきぉうちうう, くうすけ 
とっ さぇいゃうゃぇ ょっえくけしす ゃ おかせぉけゃっ こけ うくすっさっしう, 
すなえ おぇすけ “うくすっさっしなす っ っょうく う おかぇすう そっしぇ”, 
くけ すゃなさょけ とっ こけょおさっこう いぇ おきっす くぇ ╉ぇいぇく-

かなお くぇえ-ゅけかっきうは おせこけくょあうは しさっょ おぇくょうょぇ-

すうすっ. ]こっちうぇかくう くぇぉかのょぇすっかう う くっこかぇすっくう 
いぇしすなこくうちう とっ しっ うくそけさきうさぇす ゃしはおぇ ゃっつっさ 
いぇ ちっかすぇ. ¨す ╃ゃうあっくうっすけ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ 
しぇ ゅけすけゃう う いぇ ょさせゅ ゃうょ ょうぇかけゅ, しすうゅぇ ょぇ 
ゅう こけおぇくはす くぇ おきっすしおぇすぇ きぇしぇ. ╋けすうゃなす いぇ 
ょうぇかけゅうつくけしすすぇ うき っ ゃなゃ そうかけしけそうはすぇ, つっ 

ゃしうつおう こさけぉかっきう しすぇゃぇす くぇ 
きぇしぇ う しっ さってぇゃぇす くぇ きぇしぇ.
¨しくけゃくぇ ちっか くぇ ╃ゃうあっ-

くうっすけ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ っ 
„いぇぉぇゃかっくうっすけ くぇ くぇさけょぇ 
う しないょぇゃぇくっ くぇ せしかけゃうは いぇ 
っあっょくっゃくけ ゃっしっかうっ こさっょゃうょ 
ゅけかっきうすっ けぉさっきっくっくけしすう くぇ 
ぉなかゅぇさしおうは さけょ ゃ こけしかっょくうは 
ゃっお う こけつすう しゃっょっくぇすぇ ょけ 
くせかぇ こけ すけいう こけゃけょ ゃないきけあ-

くけしす いぇ ゃないこさけういゃけょしすゃけ. 
]すうゅぇ おさういう, しすうゅぇ さぇぉけすぇ, 

くぇさけょなす すさはぉゃぇ ょぇ しっ いぇぉぇ-

ゃかはゃぇ, いぇ ょぇ けちっかはゃぇ, おぇすっ-

ゅけさうつっく っ ‶っすなさ ]すけはくけゃ. 
〈けえ っ ぇゃすけさ くぇ ょっゃういぇ くぇ ′ぇ-

ちうけくぇかくけすけ ょゃうあっくうっ, おけえすけ 
っ: „╄かぇすっ くぇ くぇてぇすぇ きぇしぇ!” 
¨すかうつうすっかくう ちゃっすけゃっ くぇ 

そけさきぇちうはすぇ とっ しぇ ちゃっすけゃっすっ 
くぇ ょなゅぇすぇ, こさっょゃうょ てうさけおうは 

しこっおすなさ くぇ ちっかうすっ くぇ ╃ゃうあっ-

くうっすけ.
╇ょっけかけゅなす う ゃょなたくけゃうすっか 

くぇ くぇえ-くけゃぇすぇ ぉなかゅぇさしおぇ 
くぇょこぇさすうえくぇ しすさせおすせさぇ, さけ-

ょっくうはす ゃ ╉ぇいぇくかなお ‶っすなさ 
]すけはくけゃ, っ 37-ゅけょうてっく, こさう-

すっあぇすっか くぇ ょゃっ ゃうしてう けぉさぇ-

いけゃぇくうは: そうくぇくしう う おさっょうす う 
ぉぇくおけゃけ ょっかけ, ぉういくっしきっく こけ 
こさうくせょぇ う こぇさすうっく しすさけうすっか 
こけ こさういゃぇくうっ. ╀ぇとぇ くぇ ょゃぇ-

きぇ しうくぇ - くぇ 5 う 8 ゅけょうくう う 
とぇしすかうゃけ あっくっく. 
‶け すけいう こけゃけょ けす さなおけゃけょ-

しすゃけすけ せすけつくはゃぇす, つっ うきぇす 
しこっちうぇかくう いぇおけくけょぇすっかくう 
こさっょかけあっくうは こけ ゃなこさけしぇ いぇ 
けすゃけさっくうは ぉさぇお, おけうすけ しかっょ 
ゃしっくぇさけょくぇ ょうしおせしうは とっ 
ゃくっしぇす いぇ ゅかぇしせゃぇくっ ゃ ′ぇさけょ-

くけすけ しなぉさぇくうっ.
 ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╉┿╊╄′╃┿[ 

╉ぇいぇくかなお, ╀なかゅぇさうは, ]ゃはす

22 のかう – ]ゃ. ╋ぇさうは ╋ぇゅょぇかうくぇ; うきっくくうちう – ╋ぇゅょぇかっくぇ, ╋っゅかっくぇ.
24 のかう – 110 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╇かうは ╀っておけゃ – っょうく けす くぇえ-
いぇぉっかっあうすっかくうすっ たせょけあくうちう くぇ 20 ゃっお, ゅさぇそうお, おぇさうおぇすせさうしす, 
こうしぇすっか.
25 のかう – 〉しこっくうっ くぇ ]ゃ. ┿くくぇ, きぇえおぇすぇ くぇ ]ゃ. ╃っゃぇ ╋ぇさうは - こけ-

おさけゃうすっかおぇ くぇ ぉさっきっくくけしすすぇ, さぇあょぇくっすけ う きぇえつうくしすゃけすけ. ′ぇ すけいう 
ょっく くっ しっ さぇぉけすう, いぇとけすけ あっくうすっ とっ さぇあょぇす すさせょくけ うかう とっ こけ-

きはすぇす.
26 のかう – 1200 ゅ. けす さぇいゅさけきぇ くぇ ゃういぇくすうえちうすっ こさう ╁なさぉうておうは 
こさけたけょ けす たぇく ╉させき. ╇きこっさぇすけさ ′うおうそけさ ┶ いぇゅうゃぇ ゃ ぉうすおぇすぇ, ぇ ゅかぇ-

ゃぇすぇ きせ っ けすさはいぇくぇ う けす つっさっこぇ きせ っ ういさぇぉけすっくぇ さうすせぇかくぇ つぇてぇ; 
155 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╃あけさょあ ╀なさくぇさょ 【けせ - ぉさうすぇくしおう こうしぇ-

すっか, くけしうすっか くぇ ′けぉっかけゃぇ くぇゅさぇょぇ; くっゅけゃう しっくすっくちうう: ┿かおけたけかなす 
っ せこけえおぇ, おけはすけ こけきぇゅぇ ょぇ しっ ういすなさこう けこっさぇちうはすぇ, くぇさっつっくぇ あう-

ゃけす. ‶せしおぇえすっ おけかおけすけ うしおぇすっ ゃさぇゅけゃっ こさっょ ゃぇし, くけ くっ けしすぇゃはえ-

すっ くうおけえ けす すはた いぇょ ゅなさぉぇ しう! ╉けかおけすけ こけゃっつっ けこけいくぇゃぇき たけさぇすぇ, 
すけかおけゃぇ こけゃっつっ けぉうつぇき あうゃけすくうすっ. 】ぇしすうっ こさっい ちっかうは あうゃけす?! 
′うおけえ くっ ぉう こけくっしなか すぇおけゃぇ くっとけ!
27 のかう – ]ゃ. ゃきつお. ‶ぇくすっかっえきけく, けいく. „きうかけしすうゃ”. ╃ぇすぇすぇ しっ 
しゃなさいゃぇ し けすかうすぇくっすけ くぇ となさおっかうすっ う かはしすけゃうつおうすっ. 》けさぇすぇ おぇい-
ゃぇす, つっ ‶ぇくすっかっえきけく っ こなすくうお, おけえすけ すさなゅゃぇ いぇっょくけ し こすうちうすっ „いぇ 
しくはゅ“. ]ゃっすっちなす っ ういゃっしすっく う おぇすけ ゅけかはき ちっさうすっか. ╆ぇすけゃぇ ゃ すけいう 
ょっく こさぇいくせゃぇす ゃさぇつおうすっ, ぉぇはつおうすっ う つぇおさなおつううすっ; 165 ゅけょうくう けす 
さけあょっくうっすけ くぇ ╂っけさゅう ╃ぇくつけゃ (╆けゅさぇそうくぇ) - ゃないさけあょっくしおう たせ-
ょけあくうお, ういけゅさぇそうしぇか しゃけょぇ くぇ ╃っゃうつっしおうは きぇくぇしすうさ ゃ ╉ぇいぇくかなお; 
70 ゅ. けす さけあょっくうっすけ くぇ ╇かおけ ╃せくょぇおけゃ – しちっくぇさうしす う さっあうしぬけさ, 
さけょっく ゃ ╉ぇいぇくかなお, こ. 2008 ゅ. /”╃けかうくぇすぇ くぇ しけちさっぇかういきぇ” – ゅけかは-
きぇすぇ くぇゅさぇょぇ くぇ きっあょせくぇさけょっく そっしすうゃぇか いぇ ょけおせきっくすぇかくけ おうくけ ゃ 
╂っさきぇくうは, „]おさうすけ つせゃしすゃけ” – しこっちうぇかっく ょうこかけき くぇ そっしすうゃぇかぇ ゃ 
]ぇく 《さぇくちうしおけ/.
28 のかう – 270 ゅ. けす しき. くぇ ┿くすけくうけ ╁うゃぇかょう – ゃっくっちうぇくしおう ぉぇさけ-

おけゃ おけきこけいうすけさ う ちうゅせかぇさ /“╂けょうてくうすっ ゃさっきっくぇ“/, くぇこうしぇか っ 40 
けこっさう.
29 のかう – 505 ゅ. けす しきなさすすぇ くぇ ╋ぇさすうく ╀ったぇうき – ゅっさきぇくしおう おぇさすけ-

ゅさぇそ, しないょぇすっか くぇ こなさゃうは ゅかけぉせし; ゃ ぉなかゅぇさしおけすけ せつうかうとっ ゅかけぉせ-
しなす っ ゃなゃっょっく こさっい 1836 ゅ. けす ′っけそうす [うかしおう.
31 のかう – 40 ゅ. けす こなさゃけすけ „ゃけいっくっ” こけ かせくくぇすぇ こけゃなさたくけしす - ぇし-
すさけくぇゃすうすっ けす “┿こけかけ 15” ╃っゃうょ ]おけす う ╃あっえきし ‒させうく いぇ こさなゃ こなす 
しっ ゃけいはす こけ こけゃなさたくけしすすぇ くぇ ╊せくぇすぇ し かせくけたけょ, くぇさっつっく “かせくくけ 
ぉなゅう”.
01 ぇゃゅせしす – ╋つちう 7-すっ ぉさぇすは ╋ぇおぇゃっう; ゃ くぇさけょくぇすぇ すさぇょうちうは - 
╋ぇおぇゃっえ うかう 〈うおゃぇさ - こさぇいくせゃぇす しっ 12-すっ ょくう ╋ぇおぇゃっう. ╁しっおう けす 
すはた っ くぇさっつっく くぇ っょうく けす 12-すっ きっしっちぇ けす ゅけょうくぇすぇ う こけ すけゃぇ, おぇお-
ゃけ とっ ぉなょっ ゃさっきっすけ こさっい すっいう ょくう, しっ ゅぇょぇっ いぇ ゃさっきっすけ こさっい しなけす-
ゃっすくうは きっしっち; ╆っすぬけゃょっく - ゃしうつおう いっすぬけゃっ すさはぉゃぇ ょぇ うょぇす くぇ ゅけしすう 
せ しゃけは すなしす, ょぇ きせ いぇくっしぇす こけょぇさなお, ょぇ きせ ちっかせくぇす さなおぇ, ぇ すけえ けす 
しゃけは しすさぇくぇ ょぇ ゅう ゅけしすう し ゃうくけ う こうすおう.; ′ぇつぇかけ くぇ ╀けゅけさけょうつくうは 
こけしす – すさぇっ 15 ょくう; ╃っく くぇ ゅさぇょうくぇさは; 30 ゅ. けす けすおさうゃぇくっすけ くぇ 
╃けき-こぇきっすくうおぇ くぇ ゃさ. ╀せいかせょあぇ.
02 ぇゃゅせしす – 120 ゅ. けす しないょぇゃぇくっすけ くぇ ╀]╃‶ – こけしすぇゃっくけ っ くぇ-
つぇかけすけ くぇ けさゅぇくういうさぇくけ しけちうぇかうしすうつっしおけ ょゃうあっくうっ ゃ ╀なかゅぇさうは; 
‶さぇいくうお くぇ ╀]‶.

‶けょぉけさ – ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ                                                           

╇いぉさぇくぇすぇ いぇ ╋うし ╀なかゅぇ
さうは ╁ぇくは ‶っくっゃぇ こけしっすう  

„┿さしっくぇか” こけ こけおぇくぇ くぇ さなおけ
ゃけょしすゃけすけ くぇ ょさせあっしすゃけすけ. ′ぇ 
しさっとぇすぇ こさうしなしすゃぇたぇ ういこなか
くうすっかくうすっ ょうさっおすけさう くぇ „┿さ
しっくぇか” ┿╃ う „┿さしっくぇか 2000” 
┿╃ - ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ う 》さうし
すけ ╇ぉせてっゃ, おぇおすけ う ょうさっおすけ
さなす こけ すったくうつっしおうすっ ゃなこさけしう 
》さうしすけ ]すさっておけゃ. 

╉ぇいぇくかなておぇすぇ おさぇしぇゃうちぇ 
こけかせつう こさっょかけあっくうっ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっ くぇ ゃうしてっすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ, こさう あっかぇくうっ 
けす くっえくぇ しすさぇくぇ, ょぇ いぇこけつ
くっ さぇぉけすぇ ゃなゃ そうさきぇすぇ. ╃させゅ 
ょぇさ いぇ たせぉぇゃうちぇすぇ ぉっ う けそっさ
すぇ いぇ っょくけしっょきうつくぇ こけつうゃおぇ 
ゃ たけすっか „┿さしっくぇか” ゃ ′っしっぉなさ.  
‶けしっとっくうっすけ ゃ „┿さしっくぇか” 
ぉっ こなさゃけすけ いぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは 

2011-すぇ, ゃなこさっおう  つっ あうゃっっ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
] けしけぉっくけ ゃなかくっくうっ ╁ぇくは ‶っ
くっゃぇ さぇいゅかっょぇ っおしこけいうちうはすぇ 
ゃなゃ そうさきっくうは きせいっえ, いぇこけいくぇ 
しっ し うしすけさうはすぇ くぇ けさなあっえくう
ちぇすぇ う し こさけういゃっあょぇくうすっ ゃ 
くっは くぇえ-くけゃう ういょっかうは. ╀っい 
こさうすっしくっくうっ ╁ぇくは こけいうさぇ う 
し くぇえ-くけゃうすっ こさけういゃけょしすゃっくう  
きけょっかう くぇ そうさきぇすぇ, こさけはゃう 
うくすっさっし う おなき くはおけう きけきっくすう 
けす うしすけさうはすぇ くぇ そうさきぇすぇ. 
 ╁ぇくは こけかせつう う しうきゃけかうつっく 
こけょぇさなお けす „┿さしっくぇか” - ぇゃすけ
ゅさぇそ けす ういこなかくうすっかくうは ょう
さっおすけさ ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ ゃなさたせ 
ぉさ. 5 くぇ ゃ. „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”.  
′ぇ おぇいぇくかなておけすけ きけきうつっ すけえ 
くぇこうしぇ: „′ぇ くぇえ-おさぇしうゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさおぇ けす ╉ぇいぇくかなお し こけあっ
かぇくうっ いぇ ゃっつくぇ おさぇしけすぇ – ょせ
てっゃくぇ う そういうつっしおぇ. ╉さぇしけすぇ
すぇ とっ しこぇしう しゃっすぇ”.
《けすけ-さぇいおぇい いぇ こけしっとっくう
っすけ くぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは 2011 ゃ 
„┿さしっくぇか” う さぇいゅけゃけさ し くっは 
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 〈┿. ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

〈¨』 ╆ぇ]╈╅『¨っ 2011 》《』╊【  ̈„╅『』╊〉╅]”
„‶けあっかぇゃぇき くぇ 
„┿さしっくぇか” う ぇさしっ
くぇかちう  きくけゅけ せしこっ
たう, しこけさくぇ さぇぉけすぇ, 
ゃっかうおう くけゃう うょっう 
う てうさけおう たけさういけく
すう”, すけゃぇ くぇこうしぇ くぇえ-
おさぇしうゃぇすぇ ぉなかゅぇさおぇ 
いぇ 2011-すぇ ゅけょうくぇ, 
さけょっくぇすぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお 
23-ゅけょうてくぇ ╁ぇくは ‶っ
くっゃぇ. ╃せきうすっ え けし
すぇくぇたぇ いぇこっつぇすぇくう ゃ 
かっすけこうしくぇすぇ おくうゅぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”, おけはすけ しっ 
こぇいう ゃなゃ そうさきっくうは 
きせいっえ.

╈╊《『╈  ̈ [╅]¨ぁ[《╇  
〉╊《╆｠《╉¨〈¨っ【  [〈╊【
¨すあす たそ-おそいちけ けおかけ くあ そいはけせつさそてそ とたちあうしかせけか

╁うっ しっ おぇくょうょぇすうさぇすっ いぇ 
おきっす いぇ ゃすけさう こなす.  ╆ぇとけ?

‶さうつうくぇすぇ っ こさけしすぇ: ゃうあょぇき 
おぇお くっこさぇゃうかくけ しっゅぇ しっ せこさぇ
ゃかはゃぇ けぉとうくぇすぇ. ]つうすぇき, つっ 
うきぇき こけ-ょけぉさう こさっょかけあっくうは 
いぇ こけ-ょけぉさけすけ え さぇいゃうすうっ. ╇ 
すけゃぇ ゃぇあう こけ けすくけてっくうっ くぇ 
こさけゃっあょぇくっすけ くぇ さぇいかうつくう けぉ
とっしすゃっくう こけさなつおう, こけ けすくけてっ
くうっ くぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ くぇ せかう
ちうすっ. ╇きぇき こけ-さぇいかうつくぇ ゃういうは  
けす しっゅぇてくぇすぇ う いぇ けすくけてっくうっすけ 
くぇ けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
おなき ゅさぇあょぇくうすっ: しっゅぇ ゅう さぇい
おぇさゃぇす こけ くはおけかおけ こなすう, ょけおぇ
すけ しっ しゃなさてう さぇぉけすぇすぇ うかう  いぇ 
っょくぇ っかっきっくすぇさくぇ しこさぇゃおぇ.  ╆ぇ 

ゃしうつおけ すけゃぇ しつうすぇき, つっ うきぇき こけ-はしくぇ こさっょしすぇゃぇ う ゃうあょぇき 
くぇつうく すけゃぇ ょぇ くっ っ すぇおぇ. 

╉けえ っ くぇつうくなす? ¨こうてっすっ  ゅけ し っょくけ ういさっつっくうっ. ╁ くぇ-
しすけはとうは きぇくょぇす くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす うきぇてっ ょけしすぇ おけ-
きうしうう いぇ さぇいかうつくう  おけくすさけかくう ょっえくけしすう. ╉けくすさけか かう 
っ ょせきぇすぇ うかう しっ けすくぇしは いぇ くっとけ ょさせゅけ?

╀っい おけくすさけか くっ きけあっ. ╇ ぇい ょぇ しすぇくぇ おきっす, くぇえ-ょけぉさっ っ 
ょぇ うきぇ しうかくぇ けこけいうちうは, おけはすけ ょぇ くぇこなすしすゃぇ, ょぇ おけさうゅうさぇ, 
ょぇ すう おぇいゃぇ ゅさっておうすっ. ╁しっおう こさぇゃう ゅさっておう, ぇ さぇぉけすぇすぇ くぇ 
けこけいうちうはすぇ っ ょぇ すなさしう  しかぇぉうすっ きっしすぇ くぇ ゃしはおけ せこさぇゃかっくうっ.  

′け くぇかう ゃうょはたすっ ゃ すけいう ¨ぉとうくしおう しなゃっす おぇおゃけ しすぇ-
ゃぇ? ╂けかはきぇ けこけいうちうは しさっとせ っょうく おきっす う  おさぇっく さっ-
いせかすぇす っょうく くっこけかっいっく いぇ たけさぇすぇ きぇくょぇす.

┿い すゃなさょは, つっ ゃ すけいう きぇくょぇす しすぇくぇたぇ きくけゅけ こけかっいくう くっとぇ, 
けしけぉっくけ けすしすさぇくぇ くぇ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす. ‶なさゃけ: こさっおさぇすう
たきっ ぉっいしすけこぇくしすゃっくけすけ けすくけてっくうっ おなき たぇさつっくっすけ くぇ けぉ
とうくしおうすっ こぇさう こけ けすくけてっくうっ くぇ ぇしそぇかすうさぇくっすけ. ¨おぇいぇ しっ, 
つっ しぇ こかぇとぇくう こぇさう いぇ くっけこさっょっかっくう おけかうつっしすゃぇ こけかけあっく 
ぇしそぇかす. ‶かぇとぇくう しぇ こぇさう いぇ しおなこう たさぇくう う けすけこかっくうっ ゃ 
ょっすしおうすっ ゅさぇょうくう こさう こけかけあっくうっ, つっ っ うきぇかけ ういぉけさ いぇ こけ-
っゃすうく ゃぇさうぇくす. ′け すぇおぇ うかう うくぇつっ, ぉけさぉぇすぇ し すっいう こけさけつ
くう けぉとうくしおう こさぇおすうおう すさはぉゃぇ ょぇ しっ ゃけょう さっょけゃくけ, けしけぉっくけ 
こさう こさけゃっあょぇくっすけ くぇ けぉとっしすゃっくうすっ こけさなつおう. ‶け けすくけてっ
くうっ  ょけしっゅぇてくぇすぇ さぇぉけすぇ くぇ ̈ ぉとうくしおうは しなゃっす, いぇ きっく かうつくけ 
すは っ こけかいけすゃけさくぇ, きぇおぇさ ょぇ しっ しないょぇゃぇ ゃこっつぇすかっくうっ いぇ しこけ
さけゃっ きっあょせ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ う ]なゃっすぇ. ′け ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ 
すけゃぇ っ こけ-っそっおすうゃくぇすぇ そけさきせかぇ くぇ せこさぇゃかっくうっすけ. ╁ しこけさぇ 
しっ さぇあょぇ うしすうくぇすぇ.

╈. ′うおけかけゃ う ╂. ]すけはくけゃぇ しさっょ はしっくけゃちう

╋かぇょけあっくちうすっ ‶かぇきっくぇ う ╋うさけしかぇゃ

‶っすなさ ]すけはくけゃ (しっょくぇかうはす) ゃなゃ 
ゃうたなさぇ くぇ おせこけくぇ ╋うし ╀なかゅぇさうは 2011 ╁ぇくは ‶っくっゃぇ


