
╇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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》そさそしかせけみ:
╉けあせあ -
╋けうそて たそお せあしみえあせか

╊さつたかちてひて ╊しかせあ ╈あすそうあ
くあ てあこせあてあ せあ „[ちかすそせあ - ╆ひしえあちけみ“
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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2007-2013 ╈.

╅ちつかせあしつさあ えそちおそつて:
【ちけなそせ ′あちかくあせ う
てちかしけてか せあ „╊にそ“

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 4

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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╁ „┿さしっくぇか” ┿╃ しすぇさすうさぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけっおす „‶けょけ-
ぉさはゃぇくっ おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ つさっい 

ゃくっょさはゃぇくっ くぇ うくけゃぇすうゃくうすっ こさけょせおすう - 9 mm こうしすけかっす „┿さ-
しっくぇか ╉けきこぇおす“ P-M02 う ゅぇきぇ ╉ぇさぇぉうくう かけゃくう しぇきけいぇさはょくう” 
こけ こさけちっょせさぇ BG161PO003-1.1.07 „╁くっょさはゃぇくっ くぇ うくけゃぇちうう ゃ 
こさっょこさうはすうはすぇ” こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ おけくおせ-
さっくすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ” 2007-2013ゅ. ′ぇ 
21.12.2013 ゅ. ぉっ こけょこうしぇく ょけゅけゃけさ いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけ-
ゃぇ こけきけと し ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う っくっさゅっすうおぇすぇ.  
‶さけっおすなす ゃおかのつゃぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ しかっょくうすっ ょっえくけしすう:
1. ╃けしすぇゃおぇ くぇ ╊うくうは いぇ うくあっおちうけくくけ そけさきけゃぇくっ う しうくすっ-

さけゃぇくっ
2. ╃けしすぇゃおぇ くぇ ╊うくうは いぇ すっさきうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ ゃ しけかくう ゃぇくう
3. ╃けしすぇゃおぇ くぇ ¨こすうおけ - っきうしうけくっく しこっおすさけきっすなさ
4. ╃けしすぇゃおぇ くぇ  ]こっちうぇかういうさぇくぇ しけそすせっさくぇ しうしすっきぇ いぇ: こさけ-

っおすうさぇくっ, すったくけかけゅうつくぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, うい-
しかっょゃぇくっ くぇ きっすぇかせさゅうつくう こさけちっしう.
〈けいう こさけっおす こさっょしすぇゃかはゃぇ ゃぇあっく っすぇこ けす しすさぇすっゅうはすぇ いぇ さぇい-

ゃうすうっ くぇ そうさきぇすぇ う っ くぇしけつっく おなき ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ うくけゃぇ-
すうゃくう こさけょせおすう くぇ くけゃ いぇ ょさせあっしすゃけすけ こぇいぇさ - ゅさぇあょぇくしおうはす 
こぇいぇさ くぇ かけゃくけ, しこけさすくけ う かうつくけ けさなあうは. ‶け すけいう くぇつうく とっ しっ 
こけゃうてう おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ う せゃっかうつぇす 
ゃないきけあくけしすうすっ きせ いぇ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ こぇいぇさうすっ.
╁ さっいせかすぇす くぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけっおすぇ とっ ぉなょっ ゃなゃっょっくけ ゃ 

っおしこかけぇすぇちうは ゃうしけおけすったくけかけゅうつくけ けぉけさせょゃぇくっ, おけっすけ とっ けおぇ-
あっ こけかけあうすっかくけ ゃかうはくうっ くぇ ちはかけしすくうは こさけういゃけょしすゃっく こさけちっし.     
╇くゃっしすうちうう けす すぇおなゃ きぇとぇぉ しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ ういうしおゃぇ 

きくけゅけ ょなかなゅ こっさうけょ けす ゃさっきっ いぇ さっぇかういぇちうはすぇ え. ] そうくぇくしけゃぇ-
すぇ こけょおさっこぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい こさけっおすなす とっ しっ さっぇかういうさぇ ゃ 
しさけお けす 16 きっしっちぇ.

╇いゅけすゃうか: ╂っさゅぇくぇ ‶っくつけかけゃぇ
╉けけさょうくぇすけさ くぇ こさけっおすぇ

“〈けいう ょけおせきっくす っ しないょぇょっく し そうくぇくしけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけ-
ゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ” 
2007-2013, しなそうくぇくしうさぇくぇ けす ╄ゃさけこっえしおうは しなのい つさっい ╄ゃさけこっえしおうは そけくょ 
いぇ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. 『はかぇすぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ しなょなさあぇくうっすけ くぇ ょけおせきっく-
すぇ しっ くけしう けす ╀っくっそうちうっくすぇ – „┿さしっくぇか” ┿╃ う こさう くうおぇおゃう けぉしすけはすっかしすゃぇ 
くっ きけあっ ょぇ しっ こさうっきぇ, つっ すけいう ょけおせきっくす けすさぇいはゃぇ けそうちうぇかくけすけ しすぇくけゃうとっ 
くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい う ╃けゅけゃぇさはとうは けさゅぇく.”

〈けゃぇ けぉっとぇくうっ 
ょぇょっ けぉとうく-

しおぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, ゃ かうちっすけ くぇ 
ゅかぇゃくうは ぇさたうすっおす 
╇ゃっかうく ′っょはかおけゃ, 
こけ ゃさっきっ くぇ けぉとっしす-
ゃっくけすけ  けぉしなあょぇくっ 
う こさっょしすぇゃはくっ くぇ 
こさけっおすぇ いぇ ういゅさぇあ-
ょぇくっ くぇ ╉せかすせさくけ-
うくそけさきぇちうけくっく ぇす-
さぇおすうゃっく ちっくすなさ くぇ 
けすおさうすけ /╉╇┿『¨/. 
〈けえ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ういゅさぇょう くぇ きはしすけすけ 
くぇ  いっえくぇかぇすぇ 3 ょっ-
しっすうかっすうは ╃せこおぇ ゃ 
ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ 

╃なさあぇゃぇすぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ とっ 
しっ きっしう ゃなゃ ゃいぇうきけけすくけてっくうは-
すぇ さぇぉけすくうお - さぇぉけすけょぇすっか, 

ぇ たけさぇすぇ ゃしっ こけゃっつっ とっ さぇぉけすはす 
けす ょけきけゃっすっ しう う くぇ くはおけかおけ ょけ-
ゅけゃけさぇ. 〈ぇおなゃ とっ ぉなょっ こぇいぇさなす くぇ 
すさせょぇ せ くぇし しかっょ けおけかけ 20 ゅ. 〈けゅぇ-
ゃぇ くぇ くっゅけ とっ ういかっいっ こけおけかっくうっすけ, 
おけっすけ ゃ きけきっくすぇ っ ゃ ぉっぉっておぇ ゃない-
さぇしす. ╇いゃけょうすっ しぇ けす ういしかっょゃぇくっ 
くぇ ╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす こけ すさせょぇ う 
しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ, けこけゃっしすっくけ 
こさっい しっょきうちぇすぇ けす くっゅけゃうは こさっょ-
しっょぇすっか ╇ゃぇく ′っえおけゃ, ぉうゃて きう-
くうしすなさ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけ-
かうすうおぇ ゃ しかせあっぉくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ 
くぇ ]すっそぇく ]けそうはくしおう う ゃ こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ くぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ. 
 ]こけさっょ くっゅけ, „しかっょ 20 ゅけょうくう 

とっ うきぇ きくけゅけ こけ-きぇかおけ ょなさあぇゃぇ ゃ 
すさせょけゃうすっ けすくけてっくうは, けすおけかおけすけ っ 
ゃ きけきっくすぇ. 〈けゃぇ っ くっういぉっあくけ, いぇ-
とけすけ すは こさけしすけ くはきぇ ょぇ うきぇ きはしすけ 
いぇさぇょう ょさせゅうすっ こさけきっくう, おけうすけ しっ 
けつぇおゃぇす“. ]こけさっょ ういしかっょゃぇくっすけ, 

けおけかけ 30-40 % けす さぇぉけすくうすっ 
きっしすぇ とっ ぉなょぇす せ ょけきぇ 

 す. っ. たけさぇすぇ とっ さぇぉけすはす けくかぇえく. 〈ぇおぇ とっ しっ こけょこうし-
ゃぇす う こさっおさぇすはゃぇす ょけゅけゃけさう, とっ しっ こけしすぇゃはす いぇょぇつう, 
とっ しっ こさっょぇゃぇ ういこなかくっくうっすけ, とっ しっ こかぇとぇす ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうは.

┿くょさっ. 〈けえ っ くぇえ-きぇかおけすけ 
けす こっすすっ ょっちぇ ゃ しっきっえ-

しすゃけすけ くぇ いぇきけあっく たけかぇくょしおう 
っゃさっうく, すなさゅけゃっち くぇ しおなこけちっく-
くう おぇきなくう. ╉けゅぇすけ ┿くょさっ っ くぇ 
6 ゅけょうくう, ぉぇとぇ きせ せきうさぇ, けし-
すぇゃはえおう けゅさけきくけ くぇしかっょしすゃけ う 
てうさけおう ゃさないおう ゃなゃ そうくぇくしけ-
ゃうすっ こぇさうあおう おさなゅけゃっ. ╉ぇお ょぇ 
ういこけかいゃぇ すけゃぇ し せきぇ しう, ┿くょさっ 
すさはぉゃぇかけ ょぇ さってう しぇき. 〉つうか ゃ 
ょけぉなさ かうちっえ う こけかせつぇゃぇか けす-
かうつくう けちっくおう. ╉けゅぇすけ しすぇくぇか 
くぇ 12, ゃっつっ いくぇっか ちっかすぇ くぇ 
あうゃけすぇ しう: こさっい 1889 ゅ. ぉうかぇ 
けすおさうすぇ ┿えそっかけゃぇすぇ おせかぇ う 
┿くょさっ ぉうか すけかおけゃぇ しうかくけ ゃこっ-
つぇすかっく けす おけくしすさせおちうはすぇ, つっ ゃ 
すけいう きけきっくす さってうか ょぇ しすぇくっ 
うくあっくっさ.
╇くあっくっさ ]うすさけっく. ¨ぉさぇいけ-

ゃぇくうっすけ しう こけかせつぇゃぇ ゃ いくぇきっ-
くうすけすけ ‶けかうすったくうつっしおけ せつう-
かうとっ. [ぇぉけすう おぇすけ うくあっくっさ ゃ 
きぇかおう そうさきう. ′ぇ 22 ゅけょうくう, 
こさう こけしっとっくうっ ゃ ‶けかてぇ, すけえ 
けすおさうゃぇ こさけちっしぇ くぇ くぇさはいゃぇ-
くっ くぇ いなぉくう おけかっかぇ し てっゃさけく 
う おせこせゃぇ こぇすっくすぇ. ‶さっい 1908 
ゅ. こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ぇゃすけ-
きけぉうかくぇすぇ おけきこぇくうは くぇ ぉさぇすは 
╋けさし う し くっゅけゃぇ こけきけと こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ しっ せゃっかうつぇゃぇ ょっ-
しっすけおさぇすくけ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
しっ いぇくうきぇゃぇ し こさけういゃけょしすゃけすけ 
う くぇ ょゃけえくけ くぇおかけくっくう いなぉ-
くう おけかっかぇ - こさけつせすうはす ょゃけっく 
てっゃさけく, しすぇくぇか っきぉかっきぇ くぇ 
しゃっすけゃくけういゃっしすくぇすぇ そうさきぇ, 
くけしっとぇ くっゅけゃけすけ うきっ う ょくっし. 
′っゅけゃ けすょっか うきぇかけ う ゃ ╋けしおゃぇ, 
ゃ いぇゃけょぇ “╆なぉつぇすう おけかっかぇ-]う-
すさけっく”. 
]っおさっすくぇすぇ ょせきぇ „けさゅぇ-

くういぇちうは”. ╉けゅぇすけ こさっい 1914 
ゅ. ういぉせたゃぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ 
ゃけえくぇ, ]うすさけっく いぇきうくぇゃぇ くぇ 
そさけくすぇ し つうく ぇさすうかっさうえしおう 

おぇこうすぇく. ╁うあょぇえおう くっょけしすうゅぇ 
けす ぇきせくうちうう, すけえ しっ ぇくゅぇあうさぇ 
こさっょ ょっこぇさすぇきっくすぇ くぇ ぇさすう-
かっさうはすぇ ゃ しさけお けす すさう きっしっちぇ 
ょぇ けさゅぇくういうさぇ こさけういゃけょしすゃけ - 
ょけ 10 たうかはょう しくぇさはょぇ くぇ ょっく. 
╂かぇしせゃぇす きせ ょけゃっさうっ う ゃ うい-
ゅさぇょっくうすっ おさぇえ ‶ぇさうあ いぇゃけょう 
いぇこけつゃぇす ょぇ しっ こさけういゃっあょぇす 
こけゃっつっ しくぇさはょう, けすおけかおけすけ 
ゃなゃ ゃしうつおう けしすぇくぇかう ゃけっくくう 
こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ, ゃいっ-
すう いぇっょくけ. ╃け くけっきゃさう 1918 ゅ. 
]うすさけっく こさけういゃっあょぇ 24 きうかう-
けくぇ しくぇさはょぇ. ╁しうつおう しっ つせょっかう 
おぇお こけしすうゅぇ すけゃぇ, ぇ ]うすさけっく ゅけ 
けぉはしくはゃぇか し  っょくぇ ょせきぇ – けさ-
ゅぇくういぇちうは. ‶さっょう ゃしうつおけ すけゃぇ 
けいくぇつぇゃぇかけ おけかけしぇかくぇ うおけくけ-
きうは くぇ ゃさっきっ – こさっょうきくけ けす 
けこっさぇちうう, おけうすけ くはきぇかう くっ-
こけしさっょしすゃっくけ けすくけてっくうっ おなき 
こさけういゃけょしすゃけすけ.                                                                
‶っょぇくすうつくけ けさゅぇくういうさぇ-

くうはす けぉはょ. ¨ぉはょなす ぉうか こかぇ-
くうさぇく ょけ すぇおうゃぇ こけょさけぉくけしすう, 
つっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ ゃ くっゅけゃうすっ 
いぇゃけょう うき ぉうかう くっけぉたけょうきう くっ 

こけゃっつっ けす 30 きうくせすう. ]うすさけ-
っく こけしすさけうか ゅけかはきぇ しすけかけゃぇ 
し こかけと けす 3000 おゃ. き., きぇしうすっ 
ぉうかう こけょさっょっくう ゃ ょっしっす さっょぇ. 
》さぇくぇすぇ ぉうかぇ こけょぇゃぇくぇ くぇ くは-
おけかおけ しきっくう, おぇすけ ゃしはおぇ しきはくぇ 
しう うきぇかぇ ちゃはす - いぇ こけおさうゃおうすっ, 
いぇ しぇかそっすおうすっ, いぇ かっくすうすっ くぇ 
しっさゃうすぬけさうすっ う しすけかせゃぇとうすっ. 
‶さう すけゃぇ, たさぇくぇすぇ ぉうかぇ っょくぇお-
ゃぇ いぇ ゃしうつおう - う いぇ うくあっくっさう-
すっ, う いぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ, う いぇ 
さぇぉけすくうちうすっ.                                                                        
«『ゃっすくけすけ» さぇいょぇゃぇくっ くぇ 

いぇこかぇすうすっ. ╃け すけいう きけきっくす 
おぇしうっさうすっ けぉうおぇかはかう さぇぉけすくう-
ちうすっ こけ きぇてうくうすっ う うき ょぇゃぇかう 
こぇさうすっ. 〈けゃぇ けすくっきぇかけ くはおけかおけ 
つぇしぇ. ]うすさけっく せしなゃなさてっくしすゃぇか 
う すけいう こさけちっしし. ╁ くっゅけゃうすっ いぇ-
ゃけょう こっさしけくぇかなす こけかせつぇゃぇか いぇ-
こかぇすうすっ しう ゃ ういゃなくさぇぉけすくけ ゃさっ-
きっ. ╆ぇおさなゅかはかう しせきぇすぇ ょけ ょっしっす 
そさぇくおぇ う しぇくすうきぇ, ぇ けしすぇすなおなす 
しっ いぇつうしかはゃぇか いぇ しかっょゃぇとうは 
きっしっち. 『ゃっすけゃぇすぇ しうしすっきぇ ぉうかぇ 
ゃなゃっょっくぇ う すせお: すぇかけく いぇ こけかせ-
つぇゃぇくっ くぇ いぇこかぇすぇ し けこさっょっかっく 
ちゃはす しっ こさうっきぇか くぇ けこさっょっかっくけ 
ゅうてっ. 〈ぇおぇ 2500 きなあっ せしこは-
ゃぇかう ょぇ こけかせつぇす いぇこかぇすうすっ しう 
いぇ けおけかけ 10 きうくせすう, ぇ あっくうすっ, 
おけうすけ ぉうかう し けおけかけ 100 こけゃっつっ 
– いぇ 15.
╁ いぇゃけょうすっ くぇ ]うすさけっく ぉうかう 

しないょぇょっくう しすぇう いぇ おなさきっくっ 
くぇ きぇかおう ょっちぇ, ょくっゃくう はしかう, 
こっさぇつくぇ, きぇゅぇいうくう, こけかうおかう-
くうおぇ, ぉっいこかぇすくけ いなぉけかっつっくうっ.                                                                                      
╆ぇ こぇすさうけすうつくうすっ きせ せしうかうは 
そさっくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ ゅけ くぇ-
ゅさぇょうかけ し けさょっくぇ くぇ ‶けつっすくうは 
かっゅうけく. 
‶なさゃうはす ぇゃすけきけぉうか. ‶さっい 

1912 ゅ. ゃ いぇゃけょうすっ くぇ 《けさょ ゃ 
]┿】 ]うすさけっく し けつうすっ しう ゃうょはか 
おぇお しぇきけ いぇ 1 ゅけょうくぇ ゃ すけゃぇ 
こさっょこさうはすうっ しっ こさけういゃっあょぇす 

150 000 けす かっゅっく-
ょぇさくうは きけょっか „T“. 
〈けゃぇ っ 71 こなすう こけ-
ゃっつっ けす こさけょせおちう-
はすぇ くぇ かうょっさぇ ゃなゃ 
《さぇくちうは ゃ すけいう 
きけきっくす „[っくけ”.
¨す こさけういゃけょ-

しすゃけすけ くぇ しくぇさはょう 
]うすさけっく くぇすさせこぇか 
きくけゅけ こぇさう. ¨とっ 
ゃ さぇいゅぇさぇ くぇ ぉけえ-
くうすっ ょっえしすゃうは すけえ 
ゃないかけあうか くぇ うく-
あっくっさうすっ しう つっさ-

すっあうすっ くぇ ぇゃすけきけぉうかぇ, おけえすけ 
ゃこけしかっょしすゃうっ こさうっきぇ くっゅけゃけすけ 
うきっ. ╉けゅぇすけ けさなょうはすぇ いぇきかなお-
くぇかう, すけえ うきぇか ゃしうつおけ, いぇ ょぇ 
けさゅぇくういうさぇ しけぉしすゃっくくけ ぇゃすけ-
きけぉうかくけ こさけういゃけょしすゃけ: けこうす, 
ゃうしけおけ おゃぇかうそうちうさぇく っおうこ, 
こさけういゃけょしすゃっくう こけきっとっくうは う 
けゅさけきくう しさっょしすゃぇ.   
‶なさゃうはす ぇゃすけきけぉうか, し おけえ-

すけ ゃっかうおうはす おけくしすさせおすけさ うい-
ゃなさてうか うしすうくしおぇ さっゃけかのちうは, 
ょっおけさうさぇく しなし いくぇおぇ くぇ おけき-
こぇくうはすぇ «]うすさけっく» う くぇさうつぇく 
こさけしすけ «┿», しっ こけはゃうか こさっい 
1919 ゅ. 〈けゃぇ っ こなさゃうはす ぇゃすけきけ-
ぉうか ゃ しっさうえくけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ 
╄ゃさけこぇ, こなさゃうはす うおけくけきうつっく 
ぇゃすけきけぉうか, ういちはかけ けぉけさせょゃぇく 
し っかっおすさうつっしおけ けしゃっすかっくうっ う 
しすぇさすっさ, こさっょっく おぇこぇお, けぉかう-
ちけゃぇくぇ さっいっさゃくぇ ゅせきぇ う す.く. 
〈けゃぇ っ う こなさゃうはす そさっくしおう ぇゃ-
すけきけぉうか し かはゃ ゃけかぇく う こなさゃうはす 
ぇゃすけきけぉうか, おけくしすさせうさぇく すぇおぇ, 
つっ ょぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ せこさぇゃかは-
ゃぇく けす ゃしっおう. ╃けしすうゅぇか きぇお-
しうきぇかくぇ しおけさけしす 65 おき/つ. ╋ぇ-

てうくぇすぇ ぉうかぇ っゃすうくぇ /こぇいぇさくぇ 
ちっくぇ 7950 そさぇくおぇ/ – すは ぉうかぇ 
ょけしすなこくぇ う いぇ ぇさうしすけおさぇすう-
すっ, う いぇ たけさぇすぇ けす «しさっょくぇすぇ» 
おかぇしぇ. ╁っょくなあ, こけ ゃさっきっ くぇ 
ゃっつっさは, ╅けいっそうくぇ ╀っおっさ うい-
こなかくうかぇ ゃ つっしす くぇ しゃけは ゅけしす 
„╇きぇき ょゃっ かのぉけゃう – きけっすけ 
¨すっつっしすゃけ う ]うすさけっく”.                                                                                                                             
╃させゅうすっ いぇゃけょう ゃ ╄ゃさけこぇ 

こさけういゃっあょぇかう こけ 100 ぇゃすけ-
きけぉうかぇ くぇ ゅけょうくぇ, ぇ ]うすさけっく 
こさけういゃっあょぇか こけ 100 くぇ ょっく! 
′ぇさうつぇかう ゅけ «っゃさけこっえしおうはす 
《けさょ». 
′け... すさはぉゃぇかけ ょぇ いぇこぇかう 

]っくぇ! 〈なえ おぇすけ  きけょっか ┿ ぉうか 
こさぇゃっく くぇぉなさいけ, ぉうかう ょけこせし-
くぇすう ょさっぉくう ょっそっおすう. ╆ぇすけゃぇ 
]うすさけっく ういゅさぇょうか こなさゃぇすぇ 
ゃ ╄ゃさけこぇ そうさきっくぇ しっさゃういくぇ 
きさっあぇ. ╁さっきっすけ きうくぇゃぇかけ う 
くぇ しゃっすけゃくうは こぇいぇさ しっ こけはゃう-
かう くけゃう きぇさおう. 
┿ゃすけきけぉうかうすっ „]うすさけっく” 

こさけょなかあぇゃぇかう ょぇ ぉなょぇす たぇ-
さっしゃぇくう, くけ ゃなくてくけ, こけ ういさぇ-
いぇ くぇ そさぇくちせいうすっ, くっ きけあっかう 
„ょぇ いぇこぇかはす ]っくぇ”. ╆ぇ ょぇ しっ 
しこさぇゃう し おけくおせさっくちうはすぇ, ]う-
すさけっく ゃないかけあうか さぇいさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ ょういぇえくぇ くぇ 《かぇきうくうけ ╀っさ-
すけくう, おけえすけ しないょぇゃぇ ぉっしすしっかな-
さぇ «]うすさけっく 〈さぇおしぬけく ┿ゃぇく». 
〈けえ さっゃけかのちうけくういうさぇ しゃっすぇ, 
すなえ おぇすけ っ こなさゃうはす きけょっか けす 
しっさうはすぇ し こさっょくけ こさっょぇゃぇくっ. 
¨しゃっく すけゃぇ, こさうすっあぇゃぇ う さっ-
ゃけかのちうけくくう いぇ ゃさっきっすけ しう 
たぇさぇおすっさうしすうおう - ぇっさけょうくぇ-
きうつくぇ おぇさけしっさうは, けおぇつゃぇくっ し 
すけさしうけくくう とぇくゅう, たうょさぇゃかうつ-
くぇ しこうさぇつくぇ しうしすっきぇ, こさっょくう 
いぇょゃうあゃぇとう う くぇしけつゃぇとう おけ-
かっかぇ  う ょさ.
╉なき おさぇは くぇ 20-すっ ゅけょうくう 

そうさきうすっ くぇ ]うすさけっく いぇっきぇす  
こなさゃけ きはしすけ ゃ ╄ゃさけこぇ こけ けぉっき 
こさけょせおちうは. ‶さっい 1925 ゅ. うい-
かういぇす けす こさけういゃけょしすゃけ 60 たう-
かはょう きぇてうくう, ぇ こさっい 1929 ゅ. 
- くぇょ 100 たうかはょう. ‶さっい 1933 
- 34 ゅ. っ こせしくしぇす きけょっかなす 8 
CV, おけえすけ ゃかういぇ ゃ うしすけさうはすぇ 
こけょ うきっすけ „[けいぇかう“. ‶さっい けお-
すけきゃさう っ しないょぇょっく ╁12 し おぇ-
さけしっさうは ういちはかけ けす しすけきぇくぇ. 
]うすさけっく ういくぇしは ゃ つせあぉうくぇ 3 
000 ぇゃすけきけぉうかぇ ]4G う ]6G, 
けぉけさせょゃぇくう し こなさゃうすっ ょゃうゅぇ-
すっかう し っかぇしすうつくけ そうおしうさぇくっ, 
いくぇつうすっかくけ くぇきぇかはゃぇとけ ゃう-
ぉさぇちううすっ. 

╂かぇゃけいぇえきぇゃぇとぇすぇ さっおかぇきぇ. 
╆ぇ さっおかぇきぇ ]うすさけっく くっ こっしすはか 
こぇさう. ╆ぇ ょっちぇすぇ - ぉなょっとうすっ 
きせ おかうっくすう, すけえ こせしくぇか くぇ こぇ-
いぇさぇ うゅさぇつおぇ «]うすさけっく» - 1:1 
くぇ うしすうくしおうは ぇゃすけきけぉうか. ╆ぇ 
ょぇ ぉなょっ そうさきっくうはす いくぇお «]う-
すさけっく» くっこさっおなしくぇすけ こさっょ 
けつうすっ くぇ てけそぬけさうすっ, うい ちはかぇ 
《さぇくちうは ぉうかう きけくすうさぇくう こなす-

くう いくぇちう う せおぇいぇすっかくう すぇぉっかう 
し ょゃけっく てっゃさけく. 〉しすさけえゃぇくう 
ぉうかう さっおかぇきくう さぇかうすぇ. ‶け ゃう-
しけおけゅけゃけさうすっかう しこっちうぇかうしすう 
けす おけきこぇくうはすぇ さぇいおぇいゃぇかう いぇ 
こさっょうきしすゃぇすぇ くぇ っょうく うかう 
ょさせゅ きけょっか «]うすさけっく», こさう-
ょさせあっくう けす ぇそうてう, こかぇおぇすう, 
いぇくうきぇすっかくう ゃうおすけさうくう う かけ-
すぇさうう こけ ゃさっきっ くぇ こさっしすけうすっ. 
╉ぇすけ さっいせかすぇす: けす 3 ょけ 15% 
けす こけしっすうすっかうすっ しう すさなゅゃぇかう 
しなし しけぉしすゃっく ぇゃすけきけぉうか う こけ-
ょぇさなお: ゅさぇきけそけくくぇ こかけつぇ, くぇ 
おけはすけ けす っょくぇすぇ しすさぇくぇ うきぇかけ 
いぇこうしぇくう てかぇゅっさう, ぇ けす ょさせゅぇ-
すぇ さっおかぇきくう こっしくうつおう, おけうすけ 
ゃしっおう ゃすけさう そさぇくちせいうく しう すぇ-
くぇくうおぇか.
‶さっい 1929 ゅ. すけえ こけしすさけうか ぇゃ-

すけきけぉうかっく しぇかけく-きぇゅぇいうく, つう-
はすけ しすなおかっくぇ ゃうすさうくぇ ぉうかぇ ゃう-
しけおぇ 21 き う てうさけおぇ 10 きっすさぇ. 
‶さっい すぇいう こさけいさぇつくぇ しすっくぇ, いぇ 
おけはすけ ぉうかう ういこけかいゃぇくう 19 すけくぇ 
しすなおかけ, くぇこさぇゃけ けす せかうちぇすぇ 
きけあっかけ ょぇ しっ ゃうょはす  っおしこけくう-
さぇくうすっ ぇゃすけきけぉうかう. 〈とっしかぇゃう-
っすけ きせ こさうょけぉうかけ ゅさぇくょうけいくう 
さぇいきっさう. ╁っょくなあ くぇょ くっぉっすけ 
くぇ ‶ぇさうあ  し 400-きっすさけゃう ぉせお-
ゃう けす ぉはか ょうき, さぇいこなくぇすう こけ 
ょなかあうくぇ くぇ 5 おうかけきっすさぇ, ぉうか 
ういこうしぇく くぇょこうしなす ]╇〈[¨╄′. 
╇いこなかくうすっか くぇ すけいう てっょぬけゃなさ 
ぉうか しこっちうぇかくけ くぇっす ぇくゅかうえしおう 
かっすっち. ]かっょ くはおけかおけ きうくせすう 
くぇょこうしなす, いぇ おけえすけ ぉうかう こけ-
たぇさつっくう けゅさけきくう こぇさう, しっ さぇい-
すゃけさうか ゃなゃ ゃないょせたぇ... ╁っくっち くぇ 
くっゅけゃうすっ さっおかぇきくう すなさしっくうは 
ぉうか こさけっおすなす „┿えそっかけゃぇ おせかぇ”. 
╂けかっきうはす きぇゅくぇす こけょぇさうか すけゃぇ 
いさっかうとっ くぇ しゃけうすっ しなゃさっきっく-
くうちう: くぇ おせかぇすぇ ぉうかう きけくすう-

さぇくう 125 たうかはょう っかっおすさうつっしおう 
おさせておう, おけうすけ ぉうかう いぇこぇかゃぇくう 
っょくぇ しかっょ ょさせゅぇ すぇおぇ, つっ けぉ-
さぇいせゃぇかう ょっしっす ういけぉさぇあっくうは: 
しうかせっすなす くぇ ┿えそっかけゃぇすぇ おせかぇ 
う ゅけょうくぇすぇ くぇ しないょぇゃぇくっすけ え, 
いゃっいょっく ょなあょ, いくぇちうすっ くぇ ╆け-
ょうぇおぇ... う くぇおさぇは そぇきうかうはすぇ 
]うすさけっく. 〈ぇおうゃぇ きぇとぇぉくう う 
ういけぉさっすぇすっかくう „さっおかぇきくう すさう-
おけゃっ” くはきぇかけ くうすけ こさっょう, くうすけ 
しかっょ ]うすさけっく.
┿ゃすけきけぉうか うかう しっょっき しせ?  

╉ぇすけ ゃしっおう しぇきけせゃっさっく つけゃっお, 
┿くょさっ ]うすさけっく くっ しっ こかぇてっか 
けす おさうすうおう う うさけくうは こけ しゃけえ 
ぇょさっし. 〈けえ こけいゃけかはゃぇか ゃ いぇ-
ゃけょしおうは ゃっしすくうお ょぇ こせぉかうおせゃぇす 
ぇくっおょけすう いぇ くっゅけ. ╄すけ っょうく けす 
すはた: «╁っょくなあ ゅ-く ]うすさけっく けぉは-
ゃうか, つっ こせしおぇ ゃ けぉさぇとっくうっ しっ-
ょっき きけくっすう, ゃしはおぇ さぇゃくけしすけえくぇ 
くぇ っょくけ しせ. ′ぇ ゃしはおぇ けす きけくっ-
すうすっ ぉうかぇ ゅさぇゃうさぇくぇ こけ っょくぇ 
けす しっょっきすっ ぉせおゃう くぇ くっゅけゃぇすぇ 
そぇきうかうは. 〈けいう, おけえすけ いぇくっしっ ゃ 
ょうさっおちうはすぇ くぇ いぇゃけょぇ ゃしうつおうすっ 
しっょっき きけくっすう, とっ こけかせつう ぉっい-
こかぇすくけ ぇゃすけきけぉうか. ╇ しっ くぇきっ-
さうか すぇおなゃ. «‶さっおさぇしくけ, - おぇいぇか 
]うすさけっく, - さぇいたけょっすっ しっ うい いぇ-
ゃけょぇ う しう ういぉっさっすっ ぇゃすけきけぉうか». 
]かっょ こけかけゃうく つぇし つけゃっおなす しっ 
ゃなさくぇか う いぇはゃうか: «╀かぇゅけょぇさは, 
くけ ぇい こさっょこけつうすぇき ょぇ ょなさあぇ ゃ 
さなちっすっ しう くっ ゃけかぇくぇ くぇ ゃぇてうは 
ぇゃすけきけぉうか, ぇ きけうすっ しっょっき しせ».
╀かぇゅけすゃけさうすっかくけしす. ′ぇこ-

さっょくうつぇゃ ゃなゃ ゃしはおけ けすくけてっ-
くうっ, ]うすさけっく しないょぇゃぇ すぇおしう-
きっすさけゃぇ う ぇゃすけぉせしくぇ おけきこぇくうう 
う しけぉしすゃっくぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくぇ 
おけきこぇくうは. 〈けえ そうくぇくしうさぇか 
さぇいかうつくう くぇせつくう っおしこっょうちうう, 
せゃかうつぇか しっ けす ぇゃすけさぇかうすぇ. ]ゃっ-
すけゃくぇ ういゃっしすくけしす こさうょけぉうゃぇす 
けさゅぇくういうさぇくうはす けす くっゅけ こさっい 
1932 ゅ. ぇゃすけこさけぉっゅ ╀っえさせす-‶っ-
おうく う こさけっおすなす きせ けす ┿かあうさ 
ょけ そさっくしおぇすぇ ╆ぇこぇょくぇ ┿そさうおぇ 
こさっい こはしなちうすっ くぇ ]ぇたぇさぇ. ]う-
すさけっく こけょぇさうか くぇ ‶ぇさうあ 〈さう-
せきそぇかくぇすぇ ぇさおぇ う こかけとぇょぇ くぇ 
]なゅかぇしうっすけ.

╀ぇくおさせすなす.  ‶さっい 1933 ゅ. ┿く-
ょさっ ]うすさけっく ういさぇいたけょうか おさせこ-
くう しせきう, くけ いぇ 5 きっしっちぇ せしこはか 
ょぇ こさっせしすさけう いぇゃけょうすっ しう. ′ぇ 
こかけと けす 55 たうかはょう おゃ. き. ぉうかぇ 
こせしくぇすぇ ゅうゅぇくすしおぇ くっこさっおなし-
くぇすぇ こけすけつくぇ かうくうは し こさけうい-
ゃけょうすっかくけしす 1000 きぇてうくう くぇ 
ょっく. 〈けかおけゃぇ ぉうかけ こけすさっぉかっ-
くうっすけ くぇ ちっかうは そさっくしおう こぇいぇさ.                                                                                                                                 
╂うゅぇくすけきぇくうはすぇ きせ くはきぇかぇ 
おさぇえ. ′け ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ すは 
しっ けぉなさくぇかぇ しさっとせ くっゅけ. ‶さっい 
1934 ゅ., こけ ゃさっきっ くぇ しゃっすけゃくぇすぇ 
うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ, すけえ しない-
ょぇゃぇ くけゃ きけょっか „]うすさけっく-7”. 
′け こけかせつうか けすおぇいう けす おさっょうすけ-
さうすっ, すなさしっくっすけ くぇ ぇゃすけきけぉう-
かう くぇきぇかはかけ う... ]うすさけっく ぉうか 
こさうくせょっく ょぇ けぉはゃう ぉぇくおさせす. 
╉けきこぇくうはすぇ ぉうかぇ さっけさゅぇくう-
いうさぇくぇ, いぇこぇいゃぇえおう うきっすけ しう.                                                                                                              
┿くょさっ ]うすさけっく くっ きけゅなか ょぇ 
こさっあうゃっっ すけゃぇ. 〈けえ せきうさぇ けす 
さぇお こさっい 1935 ゅ. くぇ 57 ゅけょうくう. 
‶け さってっくうっ くぇ ぉかういおうすっ きせ 
ぉうか こけゅさっぉぇく きくけゅけ しおさけきくけ う 
ぉっい こけつっしすう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

《さっくしおうはす うく-
あっくっさ-おけくしすさせお-
すけさ ┿くょさっ ]うすさけ-
っく, しないょぇすっか くぇ 
おけくちっさくぇ „]うすさけ-
っく”, っ さけょっく こさっい 
1878 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ. 
╆ぇ くっゅけ しっ ういおぇい-
ゃぇす ょうぇきっすさぇかくけ 
こさけすうゃけこけかけあ-
くう きくっくうは: つっ っ 
かせょ, おけえすけ くっ しう 
いくぇっ こぇさうすっ, う つっ 
っ ぉかっしすはと こさっょ-
こさうっきぇつ し くけゃう う 
くけゃう うょっう.
╉かのつけゃうすっ ょせきう 

いぇ くっゅけゃうすっ ぇゃ-
すけきけぉうかう しぇ ういは-
とっしすゃけ, こさっしすうあ, 

ゅさぇょぇ,  こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ っょくぇ けす かけてうすっ きっしすくう っきぉかっきう.

150 たうかはょう かっゃぇ けす  けぉとうくしおうは ぉのょあっす とっ ぉなょぇす ゃかけあっくう 

ゃ いっえくぇかけすけ こさけしすさぇくしすゃけ けす くぇょ 11 ょっおぇさぇ, おぇすけ ょけ ╉けかっょぇ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくくうはす 
ぇおすさぇおすうゃっく ちっくすなさ すさはぉゃぇ ょぇ っ そぇおす .
‶さけっおすなす くっ さってぇゃぇ けおけくつぇすっかくけ ゃういうはすぇ くぇ すぇいう つぇしす けす ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, すなえ おぇすけ 

ゃ けぉけしけぉっくぇすぇ こかけと, おけはすけ しっ こけょっかは きっあょせ 4-きぇ しけぉしすゃっくうちう - ぉういくっしきっくうすっ ╈けさょぇく 
╁ぇしうかっゃ, ╇かうはく う ]くっあぇくおぇ ╃けくつっゃう, ′』 „╇しおさぇ” う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ っ っしすっすうつっしおけ 
さってっくうっ ょけ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ょゃっ しゅさぇょう, おぇおゃうすけ しぇ くぇきっさっくうはすぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ 
すっさっくぇ. 
¨す けぉとぇすぇ こかけと, くぇえ-ゅけかはきぇ つぇしす – ぉかういけ 6 ょっおぇさぇ, っ しけぉしすゃっくけしす くぇ おぇいぇくかなておけすけ つう-

すぇかうとっ „╇しおさぇ”.  

さぇいおけて, しうかぇ, しこけおけえしすゃうっ う おけくすさけか. ╋くけゅけ けす きけょう-
そうおぇちううすっ くぇ きぇさおぇすぇ “]うすさけっく” - っょうく けす しうきゃけかうすっ 
くぇ 《さぇくちうは, こけかいゃぇく けす ゃしうつおう そさっくしおう こさっいうょっくすう, 
こけかせつぇゃぇす しゃっすけゃくけ こさういくぇくうっ う くぇゅさぇょう. ‶さっい 1990 
ゅ. きっあょせくぇさけょくけ あせさう けす あせさくぇかうしすう こさうしなあょぇ くぇ 
┿くょさっ ]うすさけっく こさういぇ ╉けくしすさせおすけさ くぇ ゃっおぇ. 

Бизнесът ще търси не хора с дипломи и умения, а такива, които могат да 
измислят как да изпълнят поставената им задача. Изчезва формулата „един 
работодател и едно работно място, на което да се пенсионирам”.

Тези и още интересни изводи-прогнози  за пазара  на труда в България след 20 
години съдържа  най-новото изследване на Балканския институт по труда и 
социалната политика.

www. eufund.bg
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Визитка в  профил и анфас: 

100% っくうくおぇ. ‶さけこかぇおぇかぇ くぇ 
ぉはか しゃはす ゃ ╃っくは くぇ ゃうくけすけ う かの-
ぉけゃすぇ - 14-すう そっゃさせぇさう, こさう 
くっつけゃっておう しすせょ う ょなかぉけお しくはゅ. 
╆ぇすけゃぇ しっゅぇ ぉっいせきくけ けぉうつぇ すけこかう-
くぇすぇ. ╁なゃ ゃしうつおうすっ え そけさきう. 
¨とっ くっ っ しすうゅくぇかぇ くぇ „あういくっくけ-

すけ こけこさうとっ ゃ しさっょぇすぇ”.  ╆ぇ しきっすおぇ 
くぇ  すけゃぇ うきぇ あうゃけす, ょけしすけっく いぇ 
ちはかぇ すさうかけゅうは. ‶なさゃぇすぇ おくうゅぇ けす 
くっゅけ ゃっつっ っ そぇおす: し きくけゅけいくぇつう-
すっかくけすけ „〈ぇき, けすおなょっすけ しっ ゃさなとぇ-
きっ”, さけょっくぇ こさっい 2005 ゅけょうくぇ う 
しなぉさぇかぇ しすうたけゃっすっ くぇ  けしないくぇすぇすぇ 
え  きかぇょけしす. 
]きっくうかぇ っ くはおけかおけ さぇいかうつくう 

こけこさうとぇ, くけ しゃなさいゃぇとぇすぇ くうておぇ 
きっあょせ すはた っ ゃしっ っょくぇ う しなとぇ: かの-
ぉけゃすぇ おなき たけさぇすぇ, こうしぇくっすけ, ぉうす-
おうすっ... いぇ さぇいかうつくう おぇせいう, こさっ-
きうくぇゃぇとう こけくはおけゅぇ ゃ けすおさけゃっくう 
ゃけえくう.  ‶さういくぇゃぇ, つっ すっ こけくはおけゅぇ 
は せきけさはゃぇす. 
¨ぉうつぇ ょぇ つっすっ. ╇  こうてっ. ′っゃっさけ-

はすくう しすうたけゃっ.
╃けぉさぇ ゅけすゃぇつおぇ っ. ╁ ょけきぇ しう おなすぇ 

ょっぉっかう こぇこおう し こなしすなさ  ぇさたうゃ けす 
しくうきおう いぇ こけかうすうおぇすぇ, けぉとっしすゃけ-
すけ, おせかすせさぇすぇ う たけさぇすぇ くぇ ╃けかう-
くぇすぇ いぇ こけしかっょくうは つっすゃなさす ゃっお. 
╉けかっおちうけくうさぇ こけおぇくう. ╆ぇ ゃしうつおう 
ゃさっきっくぇ う いぇ ゃしうつおけ. ╇ きっつすぇっ – 
ょぇ ゅう こさっゃなさくっ ゃ ういかけあぉぇ. 
′っ てうっ う くっ こかっすっ. 
‶っっ こけ おせこけくう, うゅさぇっ ょけぉさっ おの-

つっお, きぇえおぇ っ くぇ くけゃぇ ょせきぇ - しかけ-
ゃけこぇょ. 
╇きぇ せのすっく ょけき う きくけゅけ こさうは-

すっかう. ╅うゃっっ ゃ きっしすくけすけ ]¨》¨, 
しなぉさぇか おぇいぇくかなておうは ぇさうしすけおさぇ-
すうつっく, すっぇすさぇかっく, つうすぇかうとっく う 
こけっすうつっく っかうす くぇ ょゃっ すっさぇしう  さぇい-
しすけはくうっ. 

[けょぇすぇ え っ し ょなかぉけおう  こさけしゃっすう-
すっかしおう っくうくしおう おけさっくう. ]さっょ 

ちっくくうすっ しう さっかうおゃう こぇいう しくうきおぇ 
けす 1900-すぇ ゅけょうくぇ くぇ  ╃うきうすなさ 
[けゅけいけゃ -  ゃうょっく っくうくしおう せつうすっか 
う しゃっとっくうお, くっうく こさぇ-こさぇ-こさぇ-
さけょしすゃっくうお, ぉぇとぇ くぇ っょくぇ けす こさぇ-
ぉぇぉうすっ え
 ╇きぇかぇ っ てぇさっくけ う こなしすさけ ょっす-

しすゃけ, し っきけちうう, おけうすけ しぇ ぉっかはいぇかう 
あうゃけすぇ え こけ-くぇすぇすなお. ╇ゅさぇかぇ っ くぇ 
しちっくぇすぇ くぇ っくうくしおけすけ つうすぇかうとっ, 
ゃけょうかぇ っ っくうくしおうすっ こさぇいくうつくう 
きぇくうそっしすぇちうう, しくうきぇかう しぇ は いぇ 
╀′〈,  ゃうおぇかう しぇ は いぇ さっちうすぇちうう 
いぇ しゃぇすぉう う おさなとっくっすぇ おぇすけ ゃうょくけ 
つぇゃょぇさつっ う こうけくっさつっ. ]さっょ せつっ-
くうつっしおうすっ え „ゅけさょけしすう”  っ こさっゃな-
こかぇとっくうっすけ え ゃ けぉさぇいぇ くぇ... ╉ぇさか 
╋ぇさおし. ╀っかはいぇか こけしかっ いぇょなかゅけ う 
こさけそっしうけくぇかくけ あうゃけすぇ え. ¨すゃなょ 
かのぉけゃすぇ え おなき うしすけさうはすぇ う させ-
しおうは っいうお. 
‶さっい ゃぇおぇくちううすっ  っ ぉうかぇ てっそ-

ょうさうゅっくす う ゅかぇゃっく しけかうしす くぇ 
っくうくしおうは おぇゃなさ くぇ きっしすくうは „╆かぇ-
すっく ¨さそっえ”, おなょっすけ けぉうおくけゃっくけ  
っ... ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ.  
╋っさおせさうっゃ  つけゃっお っ う すけゃぇ え 

かうつう. ╆ぇとけすけ っ きぇかなお さっゃけかの-
ちうけくっさ う, きぇおぇさ う  くっ ゃっょくぇゅぇ, 
あうゃけすなす え は しさっとぇ し きっつすぇすぇ え - 
ょぇ しすぇくっ あせさくぇかうしす. 
′ぇ ょゃぇ こなすう  こさう すけゃぇ.  
]ないうさぇ しなょぉけゃっく こさなしす ゃ しおけ-

さけしすすぇ, し おけはすけ しっ ょゃうあう ゃ ょくう-
すっ しう - ちうおなかなす え くぇ こさけきっくう っ 6 
ゅけょうくう. 
] すぇいう  しさっょくぇ しおけさけしす きっくう う 

あうすっえしおうすっ しう けさぉうすう.  
╀うかぇ っ せつうすっか.  ‶けしかっ あうゃけすなす 

いぇょなかゅけ は ゃなさすう し さぇいかうつくぇ しおけ-
さけしす  う ゃういうう ゃ  きっかくうちぇすぇ くぇ 
あせさくぇかうしすうおぇすぇ. [なおけゃけょうかぇ っ 
ょゃぇ ゃっしすくうおぇ, しぇえす,  いぇしすさぇたけゃぇ-
すっかくけ ぉのさけ, ぇ しっゅぇ う すっぇすなさ.  
╁さぇゅけゃっすっ え すゃなさょはす, つっ っ おけかっお-

ちうけくっさ くぇ ぉうすおう. 
 ┿ すは ゃしっ けとっ くはきぇ けすゅけゃけさ くぇ 

ゃなこさけしぇ いぇとけ こけゃっつっすけ え ゃさぇゅけゃっ 

 
 ╇いぉけさなす え っ こさけしすけ かけゅうつっく, 

おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ゃうくけ. 
╉ぇすけ きけょぇ, おぇすけ ぉういくっし, おぇすけ 
おせかすせさぇ, おぇすけ こけきうくなお, おぇすけ 
ちうゃうかういぇちうけくっく ういぉけさ, おぇすけ 
かのぉけゃ う こなすってっしすゃうっ. 〈は う 
そぇきうかうはすぇ え しぇ しっ こさっゃなさくぇ
かう ゃ くぇさうちぇすっかくけ いぇ ゅさぇょぇ う 
しすさぇくぇすぇ, おけゅぇすけ しすぇくっ ょせきぇ 
いぇ おぇつっしすゃっくけ, ょけぉさけ ゃうくけ, いぇ 
しこけょっかはくっ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ 
けす ょけぉさぇすぇ くぇこうすおぇ.
‶さういくぇゃぇ, つっ こけこぇょぇ ゃ くっけ

ぉはすくうは う ぉっいおさぇっく たけさういけくす 
くぇ ゃうくけすけ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
っょくぇ ゅけかはきぇ かのぉけゃ - ╋うさけ
しかぇゃ, おけえすけ は せょゃけはゃぇ こけ ょゃっ: 
おなき くっゅけ う おなき ゃうくけすけ. ╉ぇすけ  
しなとっしすゃっく っかっきっくす けす ょせたけゃ
くぇすぇ おせかすせさぇ くぇ しゃっすぇ, おぇすけ 
ちうゃうかういぇちうけくっく ういぉけさ う おせか
すせさっく たけさういけくす.
 ╆ぇ しっぉっ しう おぇいゃぇ, つっ っ ょっすっ 

くぇ たっこう しけちぇ, こけさぇしくぇかけ ゃ 
うくすっかうゅっくすくけ しっきっえしすゃけ くぇ 
かっおぇさおぇ う ういけぉさっすぇすっか, ゃ おけっ
すけ ゃうくけすけ くっ っ ぉうかけ くぇこうすおぇ
すぇ くぇ こけつうす. 〉 くぇし しっ こうってっ 
ょさせゅけ, しこけきくは しう ┿くくぇ ╃うくっ
ゃぇ-╃せくょぇおけゃぇ, かなつっいぇさくぇすぇ う 
ぉっいおさぇえくけ っさせょうさぇくぇ ょけきぇ
おうくは くぇ っきぉかっきぇすうつくうは きぇゅぇ
いうく いぇ くぇこうすおう けす ちはか しゃはす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
 „┿さしっくぇか” しっ こさっこかうすぇ う ゃ 

くっえくうは あうゃけす し ょせいうくぇ くうて
おう. ┿くくぇ っ ょなとっさは  くぇ こけ
おけえくうは きぇてうくっく うくあっくっさ-
さぇちうけくぇかういぇすけさ ╃うきうすなさ 
╃うくっゃ, おけえすけ ういゃっしすくけ ゃさっきっ 
いぇゃっあょぇ けすょっか „[ぇちうけくぇかういぇ
ちうう” ゃ ′╇〈╇. 『っかうはす きせ あうゃけす 
ぉってっ ゃ すけゃぇ, さぇいおぇいゃぇ ょくっし 
ぉかぇゅけょぇさくぇすぇ ょなとっさは. ╋ぇえおぇ 
え っ ょ-さ ╊せおさっちうは  ╂っけさゅうっゃぇ, 
こけいくぇすぇ くぇ ょゃっ こけおけかっくうは おぇ
いぇくかなつぇくう, しなとけ うきぇ けしすぇゃっ
くう ょうさう ゃ  けさなあっえくうちぇすぇ. ╁ 
さぇぉけすくうつっしおぇすぇ こけかうおかうくうおぇ 
しぇ こなさゃうすっ え かっおぇさしおう ゅけょうくう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお.  
  ╃くっし ┿くくぇ っ つぇしす けす ゅけかは

きぇすぇ そぇきうかうは ╃せくょぇおけゃう, 
ょぇかぇ くぇ ╀なかゅぇさうは ういゃっしすくうは 
う さぇくけ けすうてなか しう けす しゃっすぇ  
すぇかぇくすかうゃ さっあうしぬけさ ╇かおけ 
╃せくょぇおけゃ,  おけきこけいうすけさぇ ‶っ
すなさ ╃せくょぇおけゃ, ぇ さけょうすっかうすっ 
くぇ しなこさせゅぇ え うきぇす ょなかゅう ゅけ
ょうくう ぇさしっくぇかしおう しすぇあ おぇすけ 
せつうすっかう - ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ っ 
つぇしす けす っおうこぇ くぇ そうさきっくぇすぇ 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, 
ぇ ╇ゃぇく ╃せくょぇおけゃ っ ょなかゅけゅけ
ょうてっく こさっこけょぇゃぇすっか こけ ぉなか
ゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ ゃ 
くはおけゅぇてくけすけ ]‶〈〉 こけ きぇてう
くけしすさけっくっ. 
┿くくぇ しなとけ ょさぇしおぇ くはおけかおけ 

ゅけょうくう ゃ ぉうけゅさぇそうはすぇ しう こけ 
ぇさしっくぇかしおう: 
4 ゅけょうくう っ つぇしす けす ぇさたうすっ

おすせさくうは けすょっか くぇ ′╇〈╇, おな
ょっすけ ょっかう こさけそっしうけくぇかくう 
ぇくゅぇあうきっくすう し ぇさた. ╇ゃっかうく 
′っょはかおけゃ  う ぇさた. ╃けさけすっは 
》さうしすけゃぇ.  4 ゅけょうくう っ う ゅかぇ
ゃっく けいっかっくうすっか くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 

 ╆ぇゃなさてうかぇすぇ しなし しさっぉなさっく 
きっょぇか おぇいぇくかなておぇすぇ きぇすっきぇ
すうつっしおぇ ゅうきくぇいうは ┿くくぇ こさぇゃう 
こなさゃうすっ しう しさっとう し ゃうくっくうすっ 
たけさういけくすう おぇすけ しすせょっくすおぇ ゃ 
╊っしけすったくうつっしおうは せくうゃっさしう
すっす ゃ ]けそうは. 〈ぇき いぇゃなさてゃぇ 
ぇすさぇおすうゃくぇすぇ う ょけ ょくっし しこっ
ちうぇかくけしす かぇくょてぇそすっく ぇさたう

すっおす.  
]なょぉけゃくぇすぇ え しさっとぇ しなし しすせ

ょっくすぇ こけ かけいぇさしすゃけ う ゃうくぇさ
しすゃけ ╋うさけしかぇゃ ╃せくょぇおけゃ  は 
ょぇさはゃぇ し けとっ っょくぇ くけゃぇ しなょ
ぉけゃくぇ かのぉけゃ – ゃうくっくぇすぇ.  
 ╁うくけすけ っ せくうゃっさしぇかくぇ きっ

すぇそけさぇ う しけちうぇかっく こしうたけかけゅ, 
しすうゅぇ つけゃっお ょぇ こけいくぇゃぇ くっゅけ
ゃうすっ こけしかぇくうは う ょぇ せきっっ ょぇ 
ゅう さぇいつうすぇ, おぇいゃぇ けす こけいうちうは

すぇ くぇ 24-すっ しう ゅけょうくう ゃうくっくぇ 
かのぉけゃ ┿くくぇ ╃せくょぇおけゃぇ.
] そぇきうかうはすぇ こさぇゃはす  ゃうくっ

くうは しう こさけとなこせかくうお  ゃ  すゃなさ
ょっ しこっちうそうつくうは ぉういくっし こけつすう 
ぇゃぇくすのさうしすうつくけ: こさっい 1990 
ゅけょうくぇ, し こぇさうすっ けす しゃぇすぉぇすぇ  
しう, くぇ 12 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ, 
おせこせゃぇす 100 ぉせすうかおう けす すけゅぇ
ゃぇてくうすっ さぇいかうつくう ゃうくぇ う... 
いぇこけつゃぇす. 
‶なさゃうすっ ゅけょうくう っ すさせょくけ: 

ょぇ くぇかぇゅぇて すけいう ゃうょ おせかすせさぇ 
う しすぇくょぇさすう こさう  こけかけあっくうっ, 
つっ いぇ ぉなかゅぇさうくぇ くはきぇ こけ-しゃは
すけ う しおなこけ くっとけ けす ょけきぇて
くけすけ  ゃうくけ, しう っ つうしすぇ こさけぉぇ 
ぇゃぇくすのさういなき, おぇいゃぇ ┿くくぇ. 
¨とっ こけゃっつっ, つっ こさう しけちうぇ

かういきぇ けすくけてっくうっすけ くぇ ぉなか
ゅぇさうくぇ おなき ゃうくけすけ っ しなゃしっき 
さぇいかうつくけ けす しっゅぇ. 
 ╃くっし ゃうくけすけ っ  きけょぇ. ╀なか

ゅぇさうくなす いぇこけつくぇ ょぇ  こうっ う 
ょぇ すなさしう  おぇつっしすゃっくけ,  たせぉぇ
ゃけ ゃうくけ, おぇいゃぇ し さぇょけしす ┿くくぇ 
╃せくょぇおけゃぇ う くっ こさけこせしおぇ ょぇ 
けすぉっかっあう う しなとっしすゃっくぇすぇ  
さけかは いぇ  すけゃぇ けすくけてっくうっ くぇ 
けさゅぇくういうさぇくうすっ  う っくすせしうぇ
いうさぇくう  くっえくう おけかっゅう ゃっつっ 
3 ゅけょうくう こけさっょ 《っしすうゃぇか くぇ 
ゃうくけすけ „[けいっ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけ 
ゃさっきっ くぇ こさぇいくうちうすっ くぇ さけ
いぇすぇ. 
╋かぇょうすっ たけさぇ いぇこけつくぇたぇ  ょぇ 

こうはす さけいっ, すけ っ ゃっつっ っょうく けす 
ぇすさうぉせすうすっ う しうきゃけかうすっ くぇ 
うくすっかうゅっくすくうすっ  たけさぇ, いぇ おけう
すけ ゃうくけすけ っ けしけぉっく ゃうょ しっすうゃ
くけしす う しこけょっかはくっ,  たけさういけくす, 
っかっゅぇくすくけ う おさぇしうゃけ ぉはゅしすゃけ 
けす  こさけゃうくちうぇかくけしすすぇ, せぉっょっ
くぇ っ  ┿くくぇ. 
╃なかゅうすっ え ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃなゃ 

ゃうくっくうは しぇかけく, しすけすうちうすっ え 
しさっとう し ゃうくけこさけういゃけょうすっかう 

う ゃうくけちっくうすっかう, こけしっとっくうは
すぇ え くぇ さぇいかうつくう ぉけさしう, こぇ
くぇうさう う ゃうくっくう そけさせきう, しぇ は 
せぉっょうかう, つっ けすくけてっくうっすけ おなき 
ゃうくけすけ ょけぉぇゃは きくけゅけ おなき こしう
たけかけゅうつっしおうは けぉさぇい くぇ ゃしっおう 
つけゃっお. 
╃ぇ せきっって ょぇ さぇいかうつうて たせ

ぉぇゃけすけ けす かけてけすけ ゃうくけ, ょぇ 
しっ ょうしすぇくちうさぇて けす っょくけすけ う 
ょぇ けちっくうて う こけたゃぇかうて ょさせ

ゅけすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ しう つけゃっお し 
きくけゅけ けこうす う ぉけゅぇすぇ おせかすせさぇ, 
おぇいゃぇ さけょっくぇすぇ こけょ いくぇおぇ くぇ 
くっけぉはすくうすっ „╀かういくぇちう” かぇくょ
てぇそすくぇ ぇさたうすっおすおぇ, こさっゃなさ
くぇかぇ しっ ゃなゃ ゃうくっく っおしこっさす う 
ういしかっょけゃぇすっか  こけ ういぉけさぇ くぇ 
あうゃけすぇ… う かのぉけゃすぇ.  
 ╆ぇすけゃぇ っ う とぇしすかうゃぇ, おけゅぇすけ 

ゃ しっきっえくうは  せくうおぇかっく う せの
すっく ゃうくっく しぇかけく, ゃ おぇおゃけすけ 
し きくけゅけ せしうかうは, すさせょ, こけしすけ
はくしすゃけ う かのぉけゃ しぇ せしこっかう ょぇ 
こさっゃなさくぇす きぇかおけすけ ょなさゃっくけ 
こぇゃうかうけくつっ, ゃかういぇす うしすうくしおう 
ちっくうすっかう くぇ ょけぉさけすけ ゃうくけ けす 
ぉかういけ う ょぇかっつ. ‶けいくぇゃぇつう, いぇ 
おけうすけ ゃうくけすけ っ, けしゃっく くぇこうす
おぇ う けすくけてっくうっ,  しこけょっかっくぇ 
さぇょけしす う せょけゃけかしすゃうっ, おさぇしう
ゃけ こなすってっしすゃうっ こけ さぇいかうつくう 
いっきう う おせかすせさう, ょうこかけきぇちうは, 
さぇいてうさっくうっ くぇ かうつくけしすすぇ, 
っきぉかっきぇ いぇ すけかっさぇくすくけしす う 
てうさけおぇ きはさおぇ いぇ しゃっすぇ, おぇおすけ 
┿くくくぇ けぉうつぇ ょぇ ちうすうさぇ ゃっかう
おうは ╀けょかっさ. 
] ゅけょうくうすっ ちっくうすっかうすっ くぇ 

おぇつっしすゃっくうすっ ゃうくぇ しっ きくけあぇす, 
ょけぉさうすっ ぉなかゅぇさしおう ういぉう, ゃっつっ 
くぇょ 240, ゃしっ こけゃっつっ けしないくぇ
ゃぇす, つっ こさぇゃっくっすけ くぇ きけょっさくけ 
ゃうくけ, おぇつっしすゃっくけ う すなさしっくけ, 
っ こけしすけはくくけ せしうかうっ いぇ くぇかぇ
ゅぇくっ くぇ しすぇくょぇさす, くぇ かっしくけ う 
こけしすけはくくけ さぇいこけいくぇゃぇっきけ おぇ
つっしすゃけ, ゃ いぇとうすぇ くぇ おかうっくすぇ. 
〈ぇいう かうつくぇ そうかけしけそうは, うい

ゅさぇあょぇくぇ し ゅけょくう, ┿くくぇ っ せぉっ
ょっくぇ, つっ さぇぉけすう う っ とぇしすかうゃぇ 
けす そぇおすぇ, つっ ゃしっ こけゃっつっ しすぇ
ゃぇす くっえくうすっ こけしかっょけゃぇすっかう. 
╆ぇすけゃぇ っ う くっこさうきうさうきぇ う ゃう
くぇゅう っ ゅけすけゃぇ くぇ ゅけさっと しこけさ ゃ 
うきっすけ くぇ せぉっあょっくうっすけ, つっ くっ
こさっしすぇくくうすっ おけきこさけきうしう  いぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こけ-っゃすうくう 

ゃうくぇ くっきうくせっきけ しぇ しゃなさいぇくう 
し こけ-くうしおけ おぇつっしすゃけ, おけっすけ 
こさっゃさなとぇ しすけおぇすぇ ゃ ぉけおかせお. 
 ┿ すけいう こさけちっし っ ょゃせしすさぇくっく: 

おけくしせきうさぇて ぉけおかせちう, こさっ
ゃさなとぇて すはかけすけ しう ゃ  ぉけおかせお, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ  ┿くくぇ. ╆ぇすけゃぇ う 
くっ しこうさぇ ょぇ こけゃすぇさは, つっ おけか
おけすけ こけ- ぉっょくう, し こけ-きぇかおけ 
しさっょしすゃぇ さぇいこけかぇゅぇす たけさぇすぇ, 
すけかおけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ こけ-ゃいうし
おぇすっかくう おなき おぇつっしすゃけすけ. ′っ 
しぇきけ くぇ ゃうくけすけ. 
 ╃くっし ゃ しっきっえくうは ゃうくっく しぇ

かけく, こさっゃなさくぇす し きくけゅけ  そう
くっし, ゃおせし, しすうか う かのぉけゃ ゃ  
しゃけっけぉさぇいっく ゃうくっく ぉせすうお う 
きせいっえ, きけゅぇす ょぇ しっ けすおさうはす 
くぇょ 3 たうかはょう さぇいかうつくう ゃう
くっくう くけきっくおかぇすせさう. ╁うくぇ けす 
ちはか しゃはす, くぇこうすおう けす 6 おけくすう
くっくすぇ,  ういおせてぇゃぇとう し ぇさけきぇす, 
ゃういうは, おぇつっしすゃけ しぇ いぇこぇいっくぇ
すぇ きぇさおぇ „╃せくょぇおけゃう”.  《うか
すさうさぇく おけくはお „┿くすぇさおすうょぇ”, 
きっおしうおぇくしおぇ すっおうかぇ, すぇしきぇ
くうえしおう ゃうくぇ しぇ しぇきけ つぇしす けす 
てぇさきぇくすくぇすぇ こなしすさけすぇ くぇ 
しぇかけくぇ. ‶さっぉけゅぇすうはす え ゃうくっく  
とぇくょ おなすぇ う くぇえ-ちっくくけすけ え 
ゃうくけ う くぇえ-けすかっあぇかけすけ, おけっすけ 
╃せくょぇおけゃう こさうすっあぇゃぇす.  〈け とっ 
ぉなょっ ょぇさっくけ いぇ ゅけかはきぇ おぇせいぇ, 
おぇいゃぇ ┿くくぇ, こけ けすくけてっくうっ くぇ 
64- ゅけょうてくけすけ  こけさすせゅぇかしおけ 
ゃうくけ „〈うくすぇさけさうし”, さけょっくけ 
ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ さっおぇ ╃せさけ う 
こさけういゃっょっくけ こさっい ょぇかっつくぇすぇ 
1948 ゅけょうくぇ. ╉けかっおちうはすぇ くぇ 
しすぇさ きけさはお しなたさぇくはゃぇ ちっくくうは 
ゃうくっく すさけそっえ ょなかゅけ ゃさっきっ, 
こさっょう ょぇ こけこぇょくっ ゃ さなちっすっ くぇ 
╃せくょぇおけゃう. ╇くすっさっしくぇすぇ きせ 
うしすけさうは う ゃおせしなす くぇ きなょさけしす 
そけさきうさぇす う ちっくぇすぇ きせ, てけ
おうさぇとぇ いぇ きくけいうくぇ - 999. 99 
かっゃぇ いぇ ぉせすうかおぇすぇ.  

    

„╋っかくうお`55” くぇ ういぉぇ „╊けゅけ
ょぇて” っ ゃうくけすけ, し おけっすけ ┿くくぇ 
╃せくょぇおけゃぇ けぉうつぇ ょぇ しこけょっかは 
たせぉぇゃうすっ ょくう ゃ あうゃけすぇ しう. ╇ 
くっ ょけすぇき ょけぉさうすっ. ╆ぇとけすけ ゃう
くけすけ しっ けおぇいゃぇ  せくうゃっさしぇかっく 
しこなすくうお,  ょゃっ さぇいかうつくう  こさけ
っおちうう くぇ あうゃけすぇ う かのぉけゃすぇ: 
し くっゅけ くう こけしさっとぇす くぇ しゃっすぇ 
う し くっゅけ くう ういこさぇとぇす, おぇいゃぇ 
┿くくぇ, くっせきけさくぇ ゃ すなさしっくけすけ 
しう くぇ くっこけいくぇすう ゃうくっくう たけさう
いけくすう. ╂けかはきぇ つぇしす けす しゃけはすぇ 
さぇぉけすぇ う  ょっえくけしす ゃ しぇかけくぇ っ 
こけしゃっすうかぇ くぇ ゃうくっくぇすぇ こさけ
しゃっすぇ おぇすけ けすくけてっくうっ, うしすけ
さうは,  いくぇくうは - し ちっか しなたさぇくは
ゃぇくっ くぇ こけきうくなおぇ う せゃぇあっくうっ 
おなき くぇこうすおぇすぇ くぇ ぉけゅけゃっすっ. 
╁うくけすけ っ こけきうくなお, かのぉけゃ う 
あうゃけす, せぉっょっくぇ っ すは う くうあっ 
さぇいおぇい いぇ すけゃぇ, おぇお ゃしなとくけしす 
けちっかはゃぇ ょくっし ぉなかゅぇさしおけすけ 
ゃうくけこさけういゃけょしすゃけ. ╋ぇかおうすっ 
ういぉう ゃしっ こけゃっつっ いぇこけつゃぇす ょぇ 
せしっとぇす こけすさっぉくけしす けす けぉっ
ょうくっくうっ し ちっか いぇこぇいゃぇくっ くぇ 
おぇつっしすゃっくうすっ ぉなかゅぇさしおう しけさ
すけゃっ ゅさけいょっ う おぇつっしすゃっくうすっ  
ぉなかゅぇさしおう ゃうくぇ.
′っ しこうさぇ ょぇ しっ ょうゃう くぇ きぇ

とぇぉくけしすすぇ ゃ きうしかっくっすけ くぇ 
こさっょちうすっ くう, おけゅぇすけ けとっ  こさっい 
1896 ゅけょうくぇ, こけ こけおぇくぇ くぇ すけ
ゅぇゃぇてくけすけ ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ 
いっきっょっかうっすけ う すなさゅけゃうはすぇ, ゃ 
╀なかゅぇさうは こさうしすうゅぇ そさっくしおう
はす ゅさぇそ ╁うけかぇ. ′ぇえ-ういゃっしす
くうはす  そさっくしおう ぇきこっかけゅさぇそ/
ぉっか. ぇゃす. けす ぇきこっかけゅさぇそうは 
-  ゅさ. くぇせおぇ いぇ こさけういたけょぇ う 
しけさすけゃっすっ かけいう ゃ しゃっすぇ/, うきぇ 
いぇ いぇょぇつぇ ょぇ  けぉたけょう ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ う ょぇ う ういしかっょゃぇ  ぉなか

ゅぇさしおうすっ しけさすけゃっ かけいう. ╁しうつ
おけ すけゃぇ っ こけさけょっくけ けす くぇ
てっしすゃうっすけ  ゃ ╄ゃさけこぇ くはおけかおけ 
ゅけょうくう こけ-さぇくけ, こさっい 1883 
ゅけょうくぇ, くぇ ぇきっさうおぇくしおぇすぇ 
つっさゃっくぇ そうかけおしっさぇ /ゃうょ  きせ
たうつおぇ/, おけはすけ せくうとけあぇゃぇ くぇょ 
80% けす ぉなかゅぇさしおうすっ かけいう ょけ 
1912 ゅけょうくぇ. ¨す ぉかういけ 1 きかく. 
ょっおぇさぇ かけいは ゃ しすさぇくぇすぇ  こさっい 
1883 ゅ. , しぇきけ いぇ 30 ゅけょうくう, しっ 
しすけこはゃぇす ょけ けおけかけ 450 たうかはょう 
ょっおぇさぇ . ╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ 
こかけとうすっ こさけょなかあぇゃぇ ょけ 1938 
ゅけょうくぇ. 
 ]かっょ  おさぇは くぇ けぉうおけかおぇすぇ 

しう こけ ぉなかゅぇさしおうすっ いっきう ゅさぇそ 
╁うぇかぇ こうてっ しこっちうぇかっく さぇ
こけさす ょけ すけゅぇゃぇてくうは きうくうしすなさ 
くぇ いっきっょっかうっすけ ]すっそぇく ╂せ
ょっゃ, ゃ おけえすけ けちっくはゃぇ ういおかの
つうすっかくけ ゃうしけおけ おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ しけさすけゃっ かけいは 
- きぇゃさせょ, ゃさぇつぇくしおう きうしおっす, 
こぇきうょ, ゅなきいぇ う こさっこけさなつゃぇ 
ょぇ しっ さぇぉけすう こけ しっかっおちうはすぇ 
うき. ′ぇ すっいう くっゅけゃう こさっこけさなおう 
しっ ぉぇいうさぇ う しないょぇょっくぇすぇ くは
おけかおけ ゅけょうくう こけ-おなしくけ, こさっい 
1902 ゃ ‶かっゃっく, くぇ こなさゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ けこうすくぇ しすぇくちうは こけ 
ゃうくぇさしすゃけ う かけいぇさしすゃけ, おけはすけ 
っ 4-すぇ ゃ しゃっすぇ. 
 ╁ さぇこけさすぇ しう そさぇくちせいうくなす 

こさっこけさなつゃぇ ょぇ しっ ういぉはゅゃぇす 
う かけてうすっ きっしすくう こさぇおすうおう 
„おぇすけ こさぇゃっくっすけ くぇ ゃうくけ ゃ 
いうきくうちう, しきっしゃぇくっすけ くぇ せい
さはかけ し くっせいさはかけ ゅさけいょっ, うい
こけかいゃぇくっすけ  いぇ こさぇゃっくっ くぇ 
ゃうくけ くぇ ょうゃぇすぇ かけいぇ /ぇかあうさ
おぇすぇ/, けしすぇゃはくっすけ くぇ ゃうくけすけ 
いぇっょくけ し ょあうぉさうすっ,  ょけおぇすけ 
くっ しっ ういこうっ” う ょさせゅう. ‶さぇおすう
おう, こさうかぇゅぇくう ゃしっ けとっ ゃ くは
おけう さぇえけくう ゃ ょけきぇてくう せしかけ
ゃうは. ╂さぇそ ╁うぇかぇ こさっこけさなつゃぇ 
う けぉっょうくはゃぇくっ くぇ ゃうくけこさけうい
ゃけょうすっかうすっ し ちっか „こさうかぇゅぇくっ 
くぇ きけょっさくうすっ こさぇおすうおう くぇ 
ゃうくけょっかうっ”. 〈ぇおぇ こさっい 1909 
ゅけょうくぇ ゃ ]せたうくょけか しっ さぇあ
ょぇ  こなさゃけすけ ╊けいぇさけ-ゃうくぇさしおけ 
けぉっょうくっくうっ ゃ しすさぇくぇすぇ. 

╃くっし ぉなかゅぇさしおけすけ ゃうくけ う 
ぉなかゅぇさしおうはす ゃうくけこさけういゃけょう
すっか こさっあうゃはゃぇす しゃけは [っくっ
しぇくし, せぉっょっくぇ っ ┿くくぇ ╃せく
ょぇおけゃぇ. ╆ぇすけゃぇ うしおさっくけ しっ 
さぇょゃぇ う くぇ こけはゃぇすぇ くぇ ゃしはおぇ 
くけゃぇ きぇさおぇ, ゃしはおけ くけゃけ ゃうくけ. 
╆ぇすけゃぇ っ う くっせきけさくぇ ゃなゃ ゃう
くっくうすっ しう しなぉうすうは う ぉっしっょう, 
ゃうくっくうすっ ょっゅせしすぇちうう, おけうすけ 
すは う そぇきうかうはすぇ え けさゅぇくういう
さぇす. ] こけきけとすぇ う くぇ おけかっゅう. 
╁しっおう こっすなお  しかっょ 17 つぇしぇ 
ゃなゃ ゃうくっくうは しぇかけく きけゅぇす ょぇ 
しっ ょっゅせしすうさぇす  こけいくぇすう う くっ
こけいくぇすう ゃうくぇ くぇ さぇいかうつくう 
ゃうくっくう ういぉう けす しすさぇくぇすぇ う 
つせあぉうくぇ, ょぇ しっ くぇせつう くっとけ 
くけゃけ いぇ ゃうくけすけ う くっゅけゃうすっ 
くっけぉはすくう たけさういけくすう. 
╁ないこうすぇゃぇきっ しっすうゃぇ, ぇ しっ

すうゃくうはす つけゃっお っ すけかっさぇくすくう
はす つけゃっお, おぇいゃぇ いぇ すけいう しう ゃうょ 
こさけしゃっすぇ  ┿くくぇ ╃せくょぇおけゃぇ. 
╇ ぉなさいぇ ょぇ しこけょっかう, つっ くぇえ-
ゃぇあくけすけ いぇ ょけぉさけすけ ゃうくけ っ 
すけ ょぇ っ しこけょっかっくけ. ] ょけぉさう 
たけさぇ, ょけぉさう きうしかう う ょけぉさぇ 
たさぇくぇ. ╉ぇすけ ゃぇあっく っかっきっくす 
けす つけゃっておけすけ くう しっぉっせゃぇあっ
くうっ. 
』っしすけ くっこさけしすうきけ こさけこうかはく 

くはおなょっ こけ こなすは くぇ つけゃっておうすっ 
くう きぇかおう くっゃけかう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

しぇ... きなあっ. 
╇いゅかっあょぇ とぇしすかうゃぇ - し こけ-

さぇしくぇかぇすぇ しう おさぇしうゃぇ う けきな-
あっくぇ ゃっつっ ょなとっさは,  し ょうくうすっ, 
おけうすけ くけしう こけょ きうてくうちぇ. ╇ 
こさういくぇゃぇ, つっ こけくはおけゅぇ すっあぇす. 
′っ さけぉせゃぇ くぇ すうすかう.
╉けゅぇすけ うきぇ ゃさっきっ いぇ しっぉっ 

しう, つっすっ. ╋なかつう う けぉうつぇ きけ-
さっすけ, し きくけゅけすけ かはすけ ゃ くっゅけ. 
〈うたけ こさういくぇゃぇ, つっ しっ つせゃ-

しすゃぇ  きぇかおけ せきけさっくぇ. 
╁はさゃぇ ゃ ]ぇすせさくけゃうすっ ょせこ-

おう, ゃ こさうはすっかうすっ しう う ゃ... 
かのぉけゃすぇ. 
¨ぉうつぇ あうゃけすぇ... ゃなゃ ゃしうつ-

おうすっ きせ  ういきっさっくうは.  
┿ ょくっし う つっさこう. ╃うぇくぇ 〈けく-

つっゃぇ ′っえつっゃぇ. [ぇきくぇかうっゃぇ.

Отвъд нея:

〈は うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” くぇ 18 
ゅけょうくう, いぇ ょぇ ゃうょう おぇお しっ うい-
おぇさゃぇ たかはぉなす.  
] すっいう くぇこなすしすゃうは さけょうすっ-

かうすっ え は こさぇすうかう ゃ  くぇえ-ゅけ-
かはきぇすぇ そぇぉさうおぇ, しかっょ おぇすけ 
いぇゃなさてうかぇすぇ し けすかうつうっ う 
いかぇすっく きっょぇか おぇいぇくかなておぇ-
すぇ 》せきぇくうすぇさくぇ ゅうきくぇいうは 
╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ くっ せしこはゃぇ 
ょぇ ゃかっいっ けす さぇい ゃ すけゅぇゃぇて-
くうは ╇おけくけきうつっしおう うくしすうすせす 
„╉ぇさか ╋ぇさおし” ゃ ]けそうは /しっゅぇ 
〉′′]/.
』っ こなこなす くぇ きかぇょぇすぇ 100% 

っくうくおぇ っ ぉうか たゃなさかっく すぇき, 
うきぇかけ はしくう ょうさう くぇ しなょぉぇ-
すぇ. ╂けょうくぇ, しかっょ おぇすけ くっ は 
こさうっきぇす ゃ ╇おけくけきうつっしおうは, 
╃うぇくぇ こっつっかう くぇちうけくぇかくぇ 
くぇゅさぇょぇ  いぇ さっそっさぇす いぇ ]╇╁ 
/]なゃっす いぇ うおけくけきうつっしおぇ ゃいぇ-
うきけこけきけと/.  ╅っしすなす し くぇ-
ゅさぇょぇすぇ っ こけゃっつっ けす っきけちうけ-
くぇかっく - こけ こけとぇすぇ きかぇょぇすぇ 
ぇさしっくぇかしおぇ おけくすさけかぇ こけかせ-
つぇゃぇ  ゃっかうおぇすぇ おくうゅぇ けす 999 
しすさぇくうちう くぇ ╋けくすっしおぬけ „╆ぇ 
ょせたぇ くぇ いぇおけくうすっ”. 』っすうゃけ-
すけ ぉっいぇこっかぇちうけくくけ くぇおかぇくは 
ゃっいくうすっ ゃ こさぇゃうかくぇすぇ こけしけ-
おぇ, けとっ こけゃっつっ, つっ くぇちうけくぇか-
くけすけ こさういくぇくうっ いぇ さっそっさぇすぇ 
くぇ  きかぇょぇすぇ おけくすさけかぇ けす ちった 
110 くぇ 【っえくけゃしおうは いぇゃけょ え 
ょぇゃぇ こさぇゃけすけ ょぇ ゃかっいっ ぉっい 
こさうっきっく こけかうすうつっしおう ういこうす  
ゃなゃ ╁〉╆-ぇ. ╇ おぇおすけ しすぇゃぇ ゃなゃ 

そうかきうすっ, しなけぉとっくうっすけ いぇ すけいう 
ぉけくせし いぇおなしくはゃぇ う ╃うぇくぇ ′っえ-
つっゃぇ しっ はゃはゃぇ くぇ ういこうすぇ くぇさぇゃ-
くけ し けしすぇくぇかうすっ. ] 5,75 けちっくおぇ 
くぇ しすぇさすぇ ぇきぉうちうけいくぇすぇ っくうく-
おぇ しっ さぇいょっかは し きっつすうすっ しう ょぇ 
しすぇくっ あせさくぇかうしすおぇ うかう けこっさくぇ 
こっゃうちぇ う こけっきぇ こけ すっあおうは こなす 
くぇ こけかうすうおけくけきうはすぇ. ╋けょっさくぇ 
いぇ ゃさっきっすけ しう しこっちうぇかくけしす う 
すゃなさょっ くっこっさしこっおすうゃくぇ ゃ ゅけ-
ょうくぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ しょけぉうゃぇ しなし 
いぇゃっすくぇすぇ ょうこかけきぇ – 1988-きぇ. 
‶け しなとけすけ ゃさっきっ しっ さぇあょぇ う 
ょなとっさは え – 『ゃっすぇ, おけはすけ つっす-
ゃなさす ゃっお こけ-おなしくけ ゃっつっ っ うい-
ゃなさゃはかぇ ちうおなかぇ くぇ さけょうすっかうすっ 
しう. ╆ぇゃなさてうかぇ っ しなとうは ╁〉╆, 

おぇすけ さけょうすっかうすっ しう. ]なょぉぇすぇ 
うきぇ こさなしす う すせお, いぇとけすけ ╃うぇくぇ 
たゃなさかは こなこぇ くぇ くっゃさなしすくけすけ しう  
ぉっぉっ うきっくくけ ゃ ょゃけさぇ くぇ 〉′]].
]すせょっくすしすゃぇくっすけ え っ ゅけかはきぇ 

ておけかぇ. ‶さっこけょぇゃぇす え うきっくぇ 
おぇすけ こさけそ. ╊のぉっく ╀っさけゃ, こさっ-
きうっさ くぇ ╀なかゅぇさうは こさっい 90-すっ, 
こさけそ. ]すけはょうく ]ぇゃけゃ, ぇ ゃ おぇすっ-
ょさぇすぇ え  こさっこけょぇゃぇす:  ょさせゅ ぉな-
ょっと こさっきうっさ - ╇ゃぇく ╉けしすけゃ, う 
くぇしすけはとうはす っゃさけおけきうしぇさ ╉さうし-
すぇかうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ. 
╆ぇゃなさてゃぇ し ぇきぉうちうはすぇ ょぇ けし-

すぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ すけゅぇゃぇてくうは 
„╉ぇさか ╋ぇさおし”. ] くっゃさなしすくけ ぉっぉっ 
くぇ さなちっ しっ はゃはゃぇ くぇ おけくおせさし いぇ 
きっすけょうしす ゃなゃ ╁〉╆-ぇ. ′っ せちっかゃぇ 
ゃさっきっすけ, けぉぇつっ.  ╃けおぇすけ  たうかは-
ょう ぉなかゅぇさう くぇ 14-すう ょっおっきゃさう  
1989 ゅけょうくぇ おさっとはす くぇ あなか-
すうすっ こぇゃっすぇ, ぇ っょうく こさっいうょっくす  
しっ ういすなさゃぇ し „すぇくおけゃっすっ ょぇ 
ょけえょぇす”,  きかぇょぇすぇ  こけかうすうおけ-
くけきうしすおぇ  しっ はゃはゃぇ くぇ おけくおせさし 
いぇ... きっすけょうしす.  ╇ ゅけ こっつっかう. 
╀せさくうすっ ゃさっきっくぇ, けぉぇつっ, くっ 
ょぇゃぇす てぇくし いぇ さぇいゃうすうっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ. ╉けくおせさしなす っ けぉあぇかゃぇく 
う ゃこけしかっょしすゃうっ けすきっくっく.  
]かっょ きうすぇさしすゃぇ けす くはおけかおけ 

ゅけょうくう きっあょせ ]けそうは, ╀かぇゅけ-
っゃゅさぇょ う ╉のしすっくょうか, ゃ しさっょぇすぇ 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう しっきっえしすゃけすけ 
けしすぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃うぇくぇ  いぇ-
こけつゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ せつうすっか こけ 
そうかけしけそうは ゃ きっしすくぇ こさけそっ-
しうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは. 
╇ すけつくけ ゃ せつうかうとっ は いぇしすうゅぇ 

う こなさすうくぇすぇ え おなき ょっすしおぇすぇ え 
きっつすぇ - ょぇ しすぇくっ あせさくぇかうしす. 

‶さう こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ のぉうかっっく 
かうしす くぇ せつうかうとっすけ, こけょゅけすゃはく 
けす あせさくぇかうしすぇ ╁っしっかうく ]すけは-
くけゃ, きかぇょぇすぇ こさっこけょぇゃぇすっかおぇ 
こうてっ っしっ いぇ そうかけしけそうはすぇ. ╁っ-
しっかうく は たぇさっしゃぇ う くはおぇお かけゅうつ-
くけ きぇかおけ こけ-おなしくけ は おぇくう ょぇ 
しすぇくっ つぇしす けす こなさゃうは っおうこ くぇ 
ゃっしすくうお „]っょきうちぇ”. 
¨す すけいう え こっさうけょ しぇ けしすぇくぇかう う 

くぇえ-ちっくくうすっ え こさうはすっかしすゃぇ う くっ-
ゃっさけはすくけすけ せしっとぇくっ いぇ しゃけぉけょぇ. 
]っゅぇ っ ょさせゅけ, すなあくけ けぉけぉとぇ-

ゃぇ [ぇきくぇかうっゃぇ いぇ いぇくぇはすぇ くぇ 
こうてっとうすっ. ′ぇすうしおなす, ぉっいゅさなぉ-
くぇつうっすけ う すぇかぇくすなす すさせょくけ くぇ-
きうさぇす けぉと こけおさうゃ. 
╂けかはきぇすぇ え ぉけかおぇ う ゅけかはきけすけ え 

かうつくけ せょけゃかっすゃけさっくうっ, けぉぇつっ, 
っ „╇しおさぇ”. ′っいぇゃうしうきけ けす ゃけえ-
くうすっ, ゃけょっくう くぇ すっさっく. ‶け くっえ-
くけ ゃさっきっ けぉとうくしおうはす ゃっしすくうお 
こさぇゃう いぇぉっかっあうすっかっく し こさけは-
ゃうすっ う きぇとぇぉうすっ しう 85-ゅけょう-
てっく のぉうかっえ, ういょぇゃぇ  せくうおぇかっく 
しぉけさくうお し たせきけさうしすうつくう けぉはゃう, 
ういちはかけ しっ さっきけくすうさぇ う けしゃっあぇ-
ゃぇ っすぇあぇ くぇ さっょぇおちうはすぇ, ゃっしす-
くうおなす いぇ こなさゃう こなす ういかういぇ ゃ 16 
しすさぇくうちう う ゃ ちゃはす.   
]なたさぇくはゃぇ う ぉせくすぇさしすゃけすけ しう. 

〉つぇしすゃぇ とっょさけ ゃ ぉかぇゅけすゃけさう-
すっかくう う けぉとっしすゃっくう おぇせいう. 〈は 
っ しさっょ うくうちうぇすけさうすっ いぇ ゅさぇょっあ 
くぇ こぇさぇおかうし ゃ ょゃけさぇ くぇ おぇいぇく-
かなておぇすぇ ぉけかくうちぇ, こさっょしっょぇ-
すっかしすゃぇ きっしすくうは ╇くうちうぇすうゃっく  
おけきうすっす いぇ ういょうゅぇくっ おぇくょう-
ょぇすせさぇすぇ くぇ ‶っすなさ ]すけはくけゃ いぇ 
こさっいうょっくす, ゃすけさう きぇくょぇす. 
′はおなょっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ っ う おけさっし-

こけくょっくす くぇ さぇょうけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╃なかゅうすっ ぉうすおう  ゃなゃ ゃっしすくうおぇ え 

うょゃぇす ゃ こけゃっつっ う しう すさなゅゃぇ. 
] ┿くすけくうは  〈っくっゃぇ いぇこさはすぇす 

こっさぇ う いぇこけつゃぇす うくそけさきぇちうけ-
くっく しぇえす - „5 きうくせすう”.  ╆ぇおけくなす 
くぇ こぇさうすっ う おさういぇすぇ  けしすぇゃはす 
けすこっつぇすなお ゃ こけかっすぇ くぇ すぇいう ぇき-
ぉうちうは. 〈は, けぉぇつっ, しっ ゅきせさゃぇ ゃ 
くけゃぇ.  
‶けくっ すぇおぇ きうしかはす すっいう, おけうすけ 

くぇぉかのょぇゃぇす くぇかはゅぇくっすけ ゃ あう-
ゃけすぇ え けすしすさぇくう. 
ぅゃはゃぇ しっ くぇ おけくおせさし いぇ ょうさっお-

すけさ くぇ すっぇすなさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ 
こさっおぇかっくけ すっぇすさぇかくう ゃさっきっくぇ 
う しうすせぇちうう. 
〈せお ゃおせしゃぇ う けす あうかけすけ くぇ 

きっょぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ ゅけかっきうすっ え 
こかぇくけゃっ... え しないょぇゃぇす  う ゅけかっきう  
ょうかっきう う こさうかうつくう はょけゃっ, くけ 
こさけょなかあぇゃぇ. ╆ぇとけすけ  あうゃけすなす っ 
ょゃうあっくうっ う けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ  しう.  
╉けゅぇすけ こさっょう ぉかういけ 3 ゅけょうくう 

いぇ っょくけ ょっくけくけとうっ ゃさっきっ しっ 
さぇあょぇてっ っおうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”, すは „ういこかぇおぇ” いぇ 0 しっ-
おせくょう. 
╆ぇさぇょう かのぉけゃすぇ おなき けぉうおくけ-

ゃっくうすっ うくすっさっしくう たけさぇ, ゃさなとぇ-
とう ゃはさぇすぇ ゃ ょけぉさけすけ う くぇょっあ-
ょぇすぇ. ╇ いぇさぇょう ゅけかはきぇすぇ っきけちうは 
„┿さしっくぇか” ゃ くっえくうは  あうゃけす. 

 ╇ すは しっ ゅけさょっっ し くっは. 

╀ぇぉぇ え ╃けくおぇ, つうっすけ うきっ くけしう, 
っ ょなかゅけゅけょうてくぇ せょぇさくうつおぇ くぇ 
╉ぇこしせかくぇすぇ ゃ  ╆ぇゃけょ 4. ╇ ょけ 
ょくっし しっきっえくうすっ ぇかぉせきう しぇ こなか-
くう し ういさっいおう けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”, いぇこっつぇすぇ-
かう せしこったうすっ え. ¨しけぉっくけ ゅけさょぇ っ 
し ぉぇとぇ しう, おけえすけ しう けすうゃぇ さぇくけ 
けす あうゃけすぇ, くけ え いぇゃっとぇゃぇ  つぇしす 
けす ぉけたっきぇすぇ, おけはすけ くけしう ゃ しっぉっ 
しう. 〈けくつけ ′っえつっゃ ういおぇさゃぇ ちっ-
かうは しう すさせょけゃ しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ さぇぉけすう おぇすけ きけくすぬけさ くぇ 
ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╇ 
ちはか あうゃけす っ すさけきこっすうしす ゃ ょせたけ-
ゃぇすぇ きせいうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╃うぇくぇ ゃいっきぇ きせいうおぇかっく すぇ-

かぇくす, けしゃっく けす ぉぇとぇ しう, う けす 
ょはょけ しう - しぇきけせおうはす そかっえすうしす 
くぇ ╄くうくぇ, おけえすけ ちはかけ しっかけ こけき-

くう し ぉっいこかぇすくうすっ きせ おけくちっさすう 
くぇ けすおさうすけ, ういくぇしはくう  くぇょ きっしす-
くけすけ せつうかうとっ.
╋ぇえおぇ え ┿くくぇ ╋っすけょうっゃぇ  くう-

おけゅぇ くっ っ しすなこゃぇかぇ ゃ いぇゃけょ. 『はか 
あうゃけす ょぇさはゃぇ くぇ ょっちぇすぇ  おぇすけ 
ょうさっおすけさ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ 
╄くうくぇ. ′っうく けしくけゃぇすっか っ. 
╀さぇす え 〈けょけさ ′っえつっゃ しなとけ 

こけっきぇ けす ぇさしっくぇかしおうは ゃないょせた, 
くけ いぇ おさぇすおけ. ]っゅぇ っかっおすさけうく-
あっくっさなす さぇぉけすう う あうゃっっ ゃ ┿ゃ-
しすさうは.  
╆ぇすけゃぇ う おけゅぇすけ こけこぇょぇ ゃっょくぇゅぇ 

しかっょ ゅうきくぇいうはすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ 
╃うぇくぇ  すけゃぇ っ かけゅうつくけ こさけょなか-
あっくうっ. ]ゃうおゃぇ きくけゅけ ぉなさいけ う たぇ-
さっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう こさう ちっゃうすっ くぇ 
ぇゃすけきぇすぇ ゃ 【っえくけゃしおうは いぇゃけょ. 
╇きぇたきっ こなかくう しなし しすさせあおう さなちっ, 
くけ しっ つせゃしすゃぇたきっ ょけぉさっ, しこけきくは 
しう ぉうゃてぇすぇ おけくすさけかぇ. 
╁ けくっいう ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか” 

おうこってっ くっゃっさけはすっく  しこけさすっく 
う おせかすせさっく あうゃけす, さぇいおぇいゃぇ し 
せきうかっくうっ う くけしすぇかゅうは ぉうゃてぇすぇ 
こさけかっすぇさおぇ. ╀なさいうすっ え おさぇおぇ は 
ういこさぇとぇす くぇ しこけさすくう すせさくうさう, 
すぇかぇくすなす え いぇ きせいうおぇ - ゃ ゅさせこぇ 
いぇ こけかうすうつっしおう こっしくう, ゃうしけおう-
はす え さなしす - ゃ けすぉけさ こけ ぉぇしおっす-
ぉけか. 《うくぇかなす くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ 
しぇ ゅけかっきうすっ う いぇこけきくはとう しっ 
おせこけくう.  
′ぇ ういこさけゃけょはお, おけゅぇすけ きかぇ-

ょぇすぇ  おけくすさけかぇ  こけっきぇ おなき 
しすせょっくすしおぇすぇ しおぇきっえおぇ ゃ ]け-
そうは, あっくうすっ けす ちったぇ え こさぇゃはす 
こけょぇさなお いぇ しこけきっく. ¨ゅさけきくぇ 
おさうしすぇかくぇ つうくうは, いぇっかぇ こけつっす-
くけ きはしすけ ょくっし ゃ しっきっえくうは しおさうく 
くぇ さっかうおゃうすっ. 
  

Срещу огледалото: 

〈ぇき, けすおなょっすけ しっ ゃさなとぇきっ, 
うきぇ きくけゅけ きなおぇ, さぇいきうしなか う 
かのぉけゃ. 
〈ぇおぇ けぉけぉとぇゃぇ  くぇかはゅぇくっすけ ゃ 

あうゃけすぇ しう ょけすせお さけあょっくうつおぇすぇ 
けす こけおけかっくつっしおぇすぇ さっょうちぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 
╉ぇすけ かっおけ くぇきうゅぇくっ くぇ こなさゃぇ-

すぇ え しすうたけしぉうさおぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ いぇしっゅぇ こけくっ くっ 

けすかっあぇゃぇ ゃすけさぇ, くけ いぇ しきっすおぇ 
くぇ すけゃぇ え しっ こうてっ. ╇きぇ おぇおゃけ 
ょぇ おぇあっ, ょぇ しなぉっさっ う けしすぇゃう いぇ 
たけさぇすぇ. 
′っ おさうっ う ぉけかおぇすぇ しう – こけ すぇ-

かぇくすぇ. ╉けえすけ ゃっつっ くっ っ くぇ こけ-
つうす. ′うすけ こさうすっしくっくうはすぇ しう, つっ 
しかけゃけすけ くう ゃっつっ くっ っ しゃけぉけょくけ, 
ぇ いぇゃうすけ し  きせてぇきぇ  う つっしすけ  ゃ 
しなしすけはくうっ くぇ ょけきぇてっく ぇさっしす. 
╀けかう は けす すけゃぇ, つっ たけさぇすぇ くっ しっ 

せゃぇあぇゃぇす こけきっあょせ しう. 〈さっゃけあう は 
けこさけしすぇつゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう  くうゃぇ う 
けぉっいちっくはゃぇくっすけ くぇ おけきこっすっくすくう-
すっ う しきっかう たけさぇ. 
‶けゃしっきっしすくけ っ. ╉ぇすけ  いぇしすけはか しっ 

ゅさうこ, けすさけくゃぇ こけっすっしぇすぇ. ] っょくぇ 
けす くぇえ- ちっくくうすっ くぇゅさぇょう いぇ あせさ-
くぇかうしすうつっしおう おけきっくすぇさ う ぇくぇかうい - 
くぇゅさぇょぇすぇ „╉けくしすぇくすうく 《うかけしけそ”, 
こさうしなょっくぇ え けす  ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけ-
ちうぇちうは くぇ さっゅうけくぇかくうすっ こっつぇすくう 
きっょうう.  
╋うくけさくけ きう っ. ′うおけゅぇ くっ しなき しう 

こさっょしすぇゃはかぇ, つっ あうゃけすなす くう とっ 
しすぇゃぇ こけ-かけて,  くっ おさうっ  そっゃさせぇさ-
しおぇすぇ きせいうおぇ ゃ ょせてぇすぇ  しう ╃うぇくぇ 
[ぇきくぇかうっゃぇ. 
′け こなお くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ きっく っ 

しゃけぉけょぇすぇ, すなさしっくっすけ う くぇょっあょぇ-
すぇ, つっ うきぇ ょけぉさけ. 
╆ぇすけゃぇ う し  すけかおけゃぇ  あっかぇくうっ う 

たなし こうてぇ いぇ けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ, し 
ゅけかっきうすっ しなおさけゃうとぇ ゃ しなさちぇすぇ しう, 
おぇいゃぇ さぇいおぇいゃぇつおぇすぇ くぇ つけゃっておう-
すっ うしすけさうう  ゃ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
╃くっし ぉってっ ゃさっきっ しぇきけ いぇ つぇしす けす 

くっえくぇすぇ うしすけさうは. ╆ぇとけすけ あうゃけすなす 
こけょ くぇかぇゅぇくっ ゃうくぇゅう こさっょしすけう.
              

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

На сатбата на дъщерята Цвета
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[╅ぁ╊』【╇《【《 ╊ 【╅‶〉╅【╅ 〉╅
„[『╊〈《〉╅ - ╆ぇ]╈╅『¨っ“

[╅′╅〉]ぇ[ ぅ╊ 》¨【╅ ╇]╅』【【╅ ′╅ぅ《 》《『っ′╅ 》『《╊[【¨【╊ 〈】

[╅′╅〉]ぇ[ ぅ╊ 》¨【╅ ╇]╅』【【╅...

′ぇしおけさけ おぇいぇくかなておけすけ こさっょこさうはすうっ „╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ ╄¨¨╃ しっ こさっょしすぇゃう くぇ ういかけあっくうっすけ Winter NAMM  ゃ ╉ぇかうそけさくうえしおうは ゅさぇょ ┿くぇたぇえき. 
╇いかけあっくうっすけ しっ けさゅぇくういうさぇ けす ┿きっさうおぇくしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは いぇ すなさゅけゃうは し きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう う っ っょうく けす すさうすっ くぇえ-ゅけかっきう きっあょせ しゃっすけゃくうすっ 

そけさせきう いぇ こさっょしすぇゃはくっ くぇ きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう う ぇおしっしけぇさう, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ょさせあっしすゃけすけ ╄かっくぇ ╂ぇ-
きけゃぇ. „╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ ╄¨¨╃ っ すさぇょうちうけくっく せつぇしすくうお ゃ きぇとぇぉくけすけ しなぉうすうっ けとっ けす 2002-さぇ ゅけょうくぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ おぇいぇくかなておけすけ こさっょこさうはすうっ いぇ 
しすさせくくう きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう こけおぇいぇ しゃけう ういおかのつうすっかくけ うくすっさっしくう くけゃう さぇいさぇぉけすおう - ういょっかうは, くぇさっつっくう くぇ 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ. „╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ ╄¨¨╃  こけかせつう しこっちうぇかっく こかぇおっす けす きっょうはすぇ くぇ ういかけあっくうっすけ いぇ しゃけは こさうくけし ゃ しゃっすけゃくぇすぇ きせいうおぇかくぇ うくょせしすさうは.
‶け すけいう こけゃけょ さぇいゅけゃぇさはきっ し さなおけゃけょうすっかは くぇ そうさきぇすぇ - ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ, っょうく けす くぇえ-はさおうすっ こさっょしすぇゃうすっかう けす かうしすぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“.

╂けしこけあけ ╂ぇきけゃぇ, おぇお-
ゃけ こさぇゃう ういかけあっくうっすけ 
ゃ ┿くぇたぇえき すけかおけゃぇ うく-
すっさっしくけ いぇ „╉さっきけくぇ - 
╀なかゅぇさうは“╄¨¨╃, つっ くっ 
こさけこせしおぇすっ せつぇしすうっ し 
くけゃう ういょっかうは すぇき こけゃっつっ 
けす 10 ゅけょうくう?

- ¨しゃっく, つっ すけゃぇ っ っょくけ けす 
すさうすっ くぇえ-ゅけかっきう しゃっすけゃくう 
ういかけあっくうは いぇ こさっょしすぇゃはくっ 
くぇ きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう 
う ぇおしっしけぇさう, ういかけあっくうっすけ 
ゃ  ╉ぇかうそけさくうは っ しすさぇすっゅう-
つっしおけ いぇ さっゅうけくぇ くぇ ]っゃっさ-
くぇ - ぃあくぇ ┿きっさうおぇ, おけっすけ 
くう ょぇゃぇ ょけぉさぇ ゃないきけあくけしす 
ょぇ こけこせかはさういうさぇきっ くぇてうすっ 
うくしすさせきっくすう すぇき. ¨しくけゃっく 
こぇいぇさ, おなょっすけ くぇてうすっ おかぇ-
しうつっしおう おうすぇさう しっ こさけょぇゃぇす, 
っ っゃさけこっえしおうはす, こけ-すけつくけ – 
╂っさきぇくうは, 《さぇくちうは, 》けかぇく-
ょうは, [せしうは, ╁っかうおけぉさうすぇくうは. 
╆くぇつうすっかくぇ つぇしす けす くぇてうすっ 
おうすぇさう う とさぇえたけゃう うくしすさせ-
きっくすう しっ こさけょぇゃぇす せしこってくけ 
う ゃ ]┿】. ╉うすぇさうすっ くう ょけし-
すうゅぇす う ょけ ╉うすぇえ う ┿ゃしすさぇ-
かうは.  ]こさぇゃはきっ しっ せしこってくけ 
し とさぇえたけゃうすっ うくしすさせきっくすう 
くぇえ-ゃっつっ ゃ ぅこけくうは う ]うくゅぇ-
こせさ.

╉ぇおゃけ くけゃけ こけおぇいぇたすっ 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ?

- ‶さっょしすぇゃうたきっ くはおけかおけ 
くけゃう うくしすさせきっくすぇ, し おけうすけ 
けすぉっかはいぇたきっ  くぇてぇすぇ 90-ゅけ-
ょうてくうくぇ - おうすぇさぇ, くけしっとぇ 
すけゃぇ うきっ, ういさぇぉけすっくぇ こけ しこっ-
ちうぇかくぇ すったくけかけゅうは, しっさうは けす 
ょゃっ おうすぇさう し うくすっさっしっく ょう-
いぇえく う こけょこうしぇ くぇ くっきしおうは 
ょあぇい-きせいうおぇくす ╊せかけ [ぇえく-
たぇさょ, たぇゃぇえしおぇ おうすぇさぇ のおせ-
かっかっ, ゃ くぇえ-きぇかおうは さぇいきっさ 
- しけこさぇくけ. ╆ぇ せつぇしすうっすけ くう 
ゃ のぉうかっえくぇすぇ いぇ くぇし ゅけょうくぇ 
こけかせつうたきっ こかぇおっす けす きっょうは-
すぇ くぇ ういかけあっくうっすけ いぇ くぇてうは 
90-ゅけょうてっく こさうくけし ゃ きせいう-
おぇかくぇすぇ うくょせしすさうは.

╉ぇおゃう しぇ おけくおさっすくうすっ さっ-
いせかすぇすうすっ けす せつぇしすうっすけ ゃう 
くぇ ういかけあっくうっすけ う おぇおゃけ 
こさっょしすけう こさっい すぇいう こさぇい-

′うすけ っょうく けす けぉとけ 4-すっ 
こさけっおすぇ, し おけうすけ ¨ぉとう-

くぇ ╉ぇいぇくかなお おぇくょうょぇすしすゃぇ 
こけ こさぇゃうすっかしすゃっくぇすぇ こさけ-
ゅさぇきぇ „[ぇしすっあ う せしすけえつうゃけ 
さぇいゃうすうっ くぇ さっゅうけくうすっ” くっ 
ぉっ けょけぉさっく けす こさぇゃうすっかしすゃけ-
すけ. ¨す さぇいょぇょっくうすっ 500 きう-
かうけくぇ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ けぉとうくう 
くうすけ かっゃ くはきぇ ょぇ こけしすなこう 
こさっい ゅけょうくぇすぇ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ こさっい 
きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ, しかっょ おぇすけ 
ぉはたぇ けぉはゃっくう けぉとうくうすっ, 
しこっつっかうかう こさけっおすう いぇ そう-
くぇくしうさぇくっ しなし しさっょしすゃぇ こけ 
すぇいう こさけゅさぇきぇ.
‶さぇおすうつっしおけすけ けすさはいゃぇくっ 
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くうつくぇ いぇ ゃぇし 2014-すぇ?

- 〉つぇしすうっすけ くう くぇ ういかけあっ-
くうっすけ ゃ ]┿】 ぉうた くぇさっおかぇ 
せしこってくけ けす ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ 
すけゃぇ, つっ うくしすさせきっくすうすっ くう 
しっ こさうっきぇす ゃしっ こけ-こけいうすうゃ-
くけ けす ょうしすさうぉせすけさう, ょうかなさう  
う くぇえ-ゃっつっ けす おさぇえくう おかう-

っくすう う きせいうおぇくすう, おけっすけ っ 
うくょうおぇちうは いぇ すけゃぇ, つっ きぇさ-
おぇすぇ くぇぉうさぇ こけこせかはさくけしす. 
‶さっょしすけう せつぇしすうっすけ くう ゃ 
くぇえ-ゅけかはきけすけ ういかけあっくうっ - 
╋のいうおきっしっ ゃなゃ 《さぇくおそせさす, 
╂っさきぇくうは, おなょっすけ „╉さっきけ-
くぇ - ╀なかゅぇさうは“ ╄¨¨╃ しなとけ 
っ すさぇょうちうけくっく せつぇしすくうお. 〈け 
とっ しっ こさけゃっょっ こさっい しかっょゃぇ-
とうは きっしっち  - けす 12-すう ょけ 15-

すう きぇさす. 

╁ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ ゃしうつおう 
しっ けこかぇおゃぇす けす うおけくけきうつっ-
しおぇすぇ おさういぇ, せしこはゃぇすっ かう 
ょぇ さっぇかういうさぇすっ おけくおさっすくう 
さっいせかすぇすう けす こさっょしすぇゃはくっ-
すけ くぇ こさけょせおちうはすぇ くぇ ゅけかっ-
きうすっ しゃっすけゃくう ういかけあっくうは, 

うきぇすっ かう けしうゅせさっく こぇいぇさ う 
ょけゅけゃけさう いぇ ういこなかくっくうっ? 

- ╆ぇ こさなゃ こなす けす ょゃっ ゅけょう-
くう くぇしぇき けすくけゃけ しっ ゃなさくぇた-
きっ おなき こかぇくうさぇくっ くぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くう いぇ ちはかぇ ゅけょうくぇ. 
‶けつすう ゃしうつおう くぇてう ゅけかっきう 
おかうっくすう せしこはたぇ ょぇ くう こけょ-
ゅけすゃはす くぇこなかくけ うかう つぇしすうつくけ 
ゅさぇそうお くぇ こけさなつおうすっ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. 〈けいう こさけちっし ぉう すさはぉ-

ゃぇかけ ょぇ こさうおかのつう ょけ おさぇは 
くぇ しかっょゃぇとうは きっしっち. ′ぇてぇすぇ 
けしくけゃくぇ ちっか っ ょぇ ょけしすうゅくっき 
おぇこぇちうすっすぇ くう けすこさっょう 2012-
すぇ, おぇおすけ う ょぇ せゃっかうつうき ょっかぇ 
くぇ こさけょぇあぉうすっ くぇ こさけそっしうけ-
くぇかくう うくしすさせきっくすう, おけうすけ しぇ 
ぉなょっとっすけ くぇ おけきこぇくうはすぇ.

╉ぇおゃう しぇ こさっょうきしすゃぇ-
すぇ くぇ うくしすさせきっくすうすっ くぇ 
„╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ 
╄¨¨╃, おけうすけ ゅう こさぇゃはす 
すなさしっくう? ╉ぇお しっ こさうっきぇ 
こさけょせおちうはすぇ ゃう くぇ きっあ-
ょせくぇさけょくうは こぇいぇさ?

- ‶さけょせおちうはすぇ くう しっ こさうっ-
きぇ ゃしっ こけ-ょけぉさっ くぇ こぇいぇさぇ. 
‶けしすうゅぇきっ すけゃぇ し こけしすけはくくけ 
こけょょなさあぇくっ くぇ くうゃけすけ くぇ おぇ-
つっしすゃけすけ, さぇいさぇぉけすゃぇきっ くけゃう 
ういょっかうは. ]さっょ くぇえ-ゃぇあくうすっ 
けすかうつうすっかくう つっさすう くぇ くぇてぇ-
すぇ こさけょせおちうは っ ょけぉさうはす いゃせお, 
しなとけ う きぇかおけすけ すっゅかけ, せょけぉ-
しすゃけすけ こさう しゃうさっくっ う くっ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ - ょけぉさけすけ しな-
けすくけてっくうっ ちっくぇ - おぇつっしすゃけ. 
╆ぇ ょぇ せぉっょうき つせあょっしすさぇく-
くうは おかうっくす, つっ しう しすさせゃぇ ょぇ 
こかぇすう こけゃっつっ いぇ ぉなかゅぇさしおう 
うくしすさせきっくす, すさはぉゃぇ きくけゅけ 
せこけさうすけしす けす くぇてぇ しすさぇくぇ 
こけ けすくけてっくうっ くぇ おぇつっしすゃけ-
すけ, おけくすぇおすう し きせいうおぇくすう けす 
ちはか しゃはす, こせぉかうおぇちうう ゃ しゃっ-
すけゃくぇすぇ こさっしぇ, ぇ しなとけ う こけ-
ょけぉさはゃぇくっすけ くぇ うきうょあぇ くう 
おぇすけ しすさぇくぇ けす ╇いすけつくぇ ╄ゃ-
さけこぇ.

‶さっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
こけょ ╁ぇてっ さなおけゃけょしすゃけ, 
„╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ 
╄¨¨╃ くぇかぇゅぇ しゃけっすけ うきっ 
う おぇすけ そうさきぇ, おけはすけ こけょ-
おさっこは う しぇきぇ けさゅぇくういうさぇ 
おせかすせさくう しなぉうすうは う ゃっつっ 
こさうしなしすゃぇ すさぇえくけ ゃ おせか-
すせさくうは ぇそうて くぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ╉ぇおゃけ ゃおかのつゃぇす くぇ-
きっさっくうはすぇ ╁う こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ? ╇いゃっしすくけ っ, つっ 
こけょおさっこはすっ 』せょけきうさけゃう-
すっ こさぇいくうちう, ういはゃうすっ くぇ 
′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ こかぇしすうつくう ういおせしすゃぇ う 
ょういぇえく, おなょっすけ しっ こけょゅけす-
ゃはす せつっくうちう - ゃぇてう ぉなょっ-

′╅》ぇ]╇╅【 ╉】》[╅【╅...
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いゃっいょぇ くぇ 』うくうはすぇ, おけはすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ ゃうあょぇ う けす しっかぇすぇ くぇ のゅ けす ╉ぇいぇくかなお. 
]かっょ すけいう こさけっおす しかっょゃぇ ゃすけさう, おけえすけ っ 
こさっさぇぉけすおぇ くぇ こなさゃうは う くっゅけゃ ぇゃすけさ っ 
ぇさた. ╃うきうすなさ ╃うきうすさけゃ.
]かっょ  1989 ゅけょうくぇ くぇょっあょうすっ くぇ おぇいぇく-

かなつぇくう, つっ くっとけ とっ しっ しかせつう ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
ゅさぇょぇ, ういつっいゃぇす. 
╂けょうくうすっ くっきけすうは う かうこしう ゃ けぉとうくしおうは 

ぉのょあっす, こけかうすういうさぇくっすけ う ゅさうあぇすぇ いぇ ょぇ-
かっつ こけ-ゃぇあくうすっ ゃなこさけしう  くぇ っあっょくっゃうっすけ 
こけゅかなとぇす こかぇくけゃっ, ぇきぉうちうう う くぇきっさっくうは, 

しゃなさいぇくう し  けゅさけきくうは すさぇこ ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╁ くっゅけ しっ こさっこなゃぇ う くっ っょくぇ 
ゅさぇょしおぇ せこさぇゃぇ. ‶けしすっこっくくけ ╃せこおぇすぇ けぉ-
さぇしゃぇ ゃ ゅなしすぇ さぇしすうすっかくけしす, こさっゃさなとぇ しっ 
ゃ くっさっゅかぇきっくすうさぇくぇ けぉとっしすゃっくぇ すけぇかっすくぇ 
くぇ けすおさうすけ, ぇ くっいくぇっく „こさっょゃうょかうゃ” せき 
ょっかうおぇすくけ は けゅさぇあょぇ ゃ おせこうとぇ かぇきぇさうくう. 
╇きっくくけ すっ, けぉぇつっ, しっ こさっゃさなとぇす ゃ こさうすっ-
ゅぇすっかくぇ しうかぇ しぇ いぇぉかせょっくう う かのぉけこうすくう 
すせさうしすう, いぇ おけうすけ すさぇこなす っ ぇすさぇおちうは, いぇ-
こっつぇすぇくぇ ゃ しくうきおうすっ うき いぇ しこけきっく けす ゅさぇ-
ょぇ. ╃なかゅけすけ けすかっあぇゃぇくっ くぇ ╃せこおぇすぇ ゃ すけいう 
え くっこさうはすっく ゃうょ しすぇゃぇ つぇしす けす かけてぇすぇ おぇ-
いぇくかなておぇ ゃういうすおぇ. 

╀せくすなす くぇ くけゃうすっ こけおけかっくうは  
ぉなさいけ こさっゃさなとぇ かぇきぇさうくうすっ ゃ  

しゃけっけぉさぇいくけ ぇさす ぇすっかうっ 

う すけ ゅさっえゃぇ ゃ さぇいかうつくう ゅさぇそうすう. ]すぇ-
ゃぇ ぉっいこかぇすくぇ  すさうぉせくぇ いぇ っきけちうけくぇかくう 
こけしかぇくうは, おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
けこさっょっかっくう かうつくけしすう. ‶け ゃさっきっ くぇ こさっ-
ょういぉけさくぇすぇ しう おぇきこぇくうは いぇ ゃすけさう きぇくょぇす 
すけゅぇゃぇてくうはす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ゅっくっさぇか 
]すっそぇく ╃っさゃうてっゃ おぇくう きかぇょう たけさぇ けす 
ゅさぇょぇ ょぇ ういこうてぇす  さなあょはしぇかうすっ かぇきぇさう-
くう し ゅさぇょしおうすっ しうきゃけかう. 〈ぇおぇ いぇゅさぇょっくけすけ 
きはしすけ ゃさっきっくくけ しっ けしゃっあぇゃぇ, くけ たさぇしすうすっ 
う ゅさぇょしおうはす ぉけおかせお, しうしすっきくけ う くっけぉっいこけ-
おけはゃぇくけ ういたゃなさかはくう すぇき, しう けしすぇゃぇす. 〈ぇおぇ 
ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 2012 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ けとっ 
ゃ こなさゃうすっ きっしっちう けす きぇくょぇすぇ くぇ しっゅぇてくぇ-
すぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ ぉっ けぉはゃっくけ, つっ うょゃぇ 
おさぇはす くぇ ╃せこおぇすぇ. 
╃ゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ っ ょぇょっく さっぇかっく 

しすぇさす くぇ すぇいう ぇきぉうちうは. ′ぇょっあょぇすぇ っ, つっ 
ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ ぇきぉうちうはすぇ とっ っ そぇおす, 
ぇ ゅけかはきぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ╃せこおぇ – ゃ うしすけ-
さうはすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 ′ぇ きはしすけすけ くぇ しっゅぇ
しなとっしすゃせゃぇとぇすぇ ╃せこおぇ, 

けしすぇくぇかぇ しかっょ しなぉぇさはくっすけ くぇ ょせいうくぇ つぇしすくう 
おなとう, いぇこなかゃぇくぇ こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ し こさなしす う 
さぇいかうつくう しすさけうすっかくう けすこぇょなちう, とっ しっ  こけは-
ゃはす おさぇしうゃう   うくそけさきぇちうけくくう てぇすさう う こぇ-
ゃうかうけくう くぇ けすおさうすけ, おなす いぇ けすょうた, けすおさうすぇ 
しちっくぇ う っおしこけいうちうは ゃ ちっくすなさぇ くぇ こさけしすさぇく-
しすゃけすけ, こさっょしすぇゃかはゃぇとぇ きぇおっす くぇ ╃けかうくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, おなき おけはすけ ゃけょう しすうかう-
いうさぇくぇ すさぇおうえしおぇ おけかっしくうちぇ.  
′ぇきっさっくうはすぇ くぇ けぉとうくしおぇ-

すぇ せこさぇゃぇ しぇ けすおさうすうすっ こぇゃう-
かうけくう う すっくすう ょぇ こさっょかぇゅぇす 
うくそけさきぇちうけくくう ぉさけてせさう, 
しせゃっくうさう ょさせゅう ぇさすうおせかう, 
うくそけさきうさぇとう すせさうしすうすっ う 
ゅけしすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ おせか-
すせさくけ-うしすけさうつっしおうすっ  いぇぉっかっ-
あうすっかくけしすう ゃ さぇえけくぇ, ぇおけ すっ 
くはきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ ゅう こけ-
しっすはす くぇ きはしすけ. ′ぇ けすおさうすぇすぇ 
しちっくぇ とっ うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ 
しっ こさぇゃはす さぇいかうつくう こさけあっお-
ちうう う しこっおすぇおかう. 
‶さけっおすなす くぇ ゅかぇゃくうは ぇさたう-

すっおす こさっょゃうあょぇ う おぇそっ-こぇゃうかうけく, きけぉうかくぇ 
ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ, ょっおけさぇすうゃくけ けいっかっくはゃぇくっ, 
ゃけょくぇ しすっくぇ, ょっおけさぇすうゃくけ けしゃっすかっくうっ う  ╁う╉-
しうしすっきぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ けぉとっしすゃっくけすけ けぉしなあょぇくっ, こさけ-

ょなかあうかけ こけゃっつっ けす つぇし う しなぉさぇかけ うくすっさっしぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくう けす さぇいかうつくう  こけおけかっくうは う こさけ-
そっしうう, ぉはたぇ こけしすぇゃっくう ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう し 
おけくおさっすくう こけょさけぉくけしすう けおけかけ ぉなょっとうは ゃうょ 
くぇ いくぇつうすっかくぇ つぇしす けす ゅさぇょしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
„╇しおさぇ”. ′っ ぉはたぇ きぇかおけ う 

こさっこけさなおうすっ, しゃなさいぇくう けしくけゃくけ し 
こけゃっつっ きはしすけ いぇ いっかっくうくぇ う ょっすしおう 

こかけとぇょおう. 

‶さけっおすなす, おけえすけ とっ しっ さっぇかういうさぇ くぇ きはしすけすけ 
くぇ ╃せこおぇすぇ, し くぇつぇかっく しすぇさす くぇ しすさけうすっかくうすっ 
さぇぉけすう こさっい きぇさす-ぇこさうか, っ すさっすうはす こけさっょ いぇ 
ゃういうはすぇ くぇ すぇいう つぇしす けす ゅさぇょしおうは ちっくすなさ くぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ こけしかっょくうすっ 40 ゅけょうくう. 
‶なさゃうはす こさけっおす っ  けとっ けす 1972 ゅけょうくぇ う っ いぇ 

けいっかっくはゃぇくっ う ういゅさぇあょぇくっ くぇ ╃けき くぇ ]なゃっすぇ. 
〈けゅぇゃぇ  いぇこけつゃぇ けすつせあょぇゃぇくっすけ くぇ 17 うきけすぇ /
けしくけゃくけ つぇしすくう/  ゃ すぇいう つぇしす くぇ ゅさぇょぇ, おけうすけ 
ゃかういぇす ゃ すっさっくぇ, けすさっょっく いぇ しすさけうすっかしすゃけ う 
いっかっくけ こさけしすさぇくしすゃけ. ‶さっい 1985 ゅ. っ ょぇょっくぇ 
しすさけうすっかくぇ かうくうは う くうゃけ – おけすぇ こなさゃぇ, こけ 
ういゅけすゃっく こさけっおす. ‶さけっおすなす っ ょっかけ くぇ ぇさた. ╃う-
きうすなさ ╉さなしすっゃ けす „╂かぇゃこさけっおす“ – ]けそうは, しこっ-
つっかっく しかっょ こさけゃっょっく おけくおせさし. ‶さっょゃうょっくけ っ 
こけょ ╃けきぇ くぇ ]なゃっすぇ ょぇ ぉなょっ ういゅさぇょっくけ しな-
けさなあっくうっ くぇ ╂さぇあょぇくしおぇ いぇとうすぇ. ]すさけうすっか-
しすゃけすけ っ こけ す. くぇさ. しすけこぇくしおう くぇつうく, す. っ. しなし 
しさっょしすゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ‶さっい 1986-1987 ゅ. しぇ 
ういかっすう ぉっすけくけゃうすっ けしくけゃう ゃなさたせ こかけと けす 700 
おゃ. き. 『っかうはす すっさっく, ゃなさたせ おけえすけ っ さぇいさぇぉけ-
すっく こさけっおすなす, っ 2900 おゃ. き. ]すさけうすっかしすゃけすけ, 
けぉぇつっ, しこうさぇ ょけすせお.  ╋くけゅけ しぇ ゅさぇょしおうすっ かっ-
ゅっくょう, こけさぇょう おけうすけ しこうさぇ しすさけうすっかしすゃけすけ.  
╄ょくぇ けす すはた っ, つっ くけゃぇすぇ 5-っすぇあくぇ しゅさぇょぇ 
とっ いぇしっくつう ゃっつっ ゅさっえくぇかぇすぇ ╀せいかせょあぇくしおぇ 

とう おぇょさう?   

- ╉ぇおすけ ゃうくぇゅう, う すぇいう ゅけょう-
くぇ とっ こけょおさっこうき ′ぇちうけくぇか-
くうは おけくおせさし, けさゅぇくういうさぇく 
けす 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇ-
いうは - „′ぇしかっょくうちう くぇ ╃っつおけ 
〉いせくけゃ“, すなえ おぇすけ さぇぉけすうき 
ゃ すはしくけ しなすさせょくうつっしすゃけ し 
ゅうきくぇいうはすぇ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ しこっちうぇかくけしすすぇ „╊のすうっさ-
しすゃけ“, ぇ う すぇかぇくすなす くぇ きかぇ-
ょうすっ たせょけあくうちう ゃうくぇゅう くう っ 
ゃなかくせゃぇか. ‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ 
くはきぇ ょぇ しっ ゃおかのつうき ゃ 』せょけ-
きうさけゃうすっ こさぇいくうちう, いぇとけすけ 
とっ しっ しなしさっょけすけつうき ゃ けさゅぇ-
くういうさぇくっすけ くぇ うくょうゃうょせぇかくう 
そうさきっくう こさけはゃう - おけくちっさすう, 
おけうすけ しすぇくぇたぇ ゃっつっ すさぇょうちうは 
ゃ くぇてうは ゅさぇょ.

╇ こけしかっょっく ゃなこさけし: ╁うっ 
しすっ つぇしす けす かうしすぇすぇ くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 
おけはすけ せしこは ょぇ ういかなつう 5 けぉ-
とうくしおう しなゃっすくうちう ゃ すけいう 
きぇくょぇす う うきぇ しっさうけいっく 
こさうくけし ゃ せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ けぉとうくぇすぇ こさっい こけしかっょ-
くうすっ ょゃっ ゅけょうくう ゃ こけしけおぇ 
ゃいうきぇくっすけ くぇ さぇいせきくう う 
けぉとけこさうっきかうゃう さってっくうは 
ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う 
ょぇかっつ けす かうつくうすっ う ゅさせこけ-
ゃう うくすっさっしう. ╉ぇお けちっくは-
ゃぇすっ しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ, 
しかっょうすっ かう さぇいゃうすうっすけ くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
う おぇおゃけ けつぇおゃぇすっ けす くっゅけ ゃ 
ぉかういおぇ こっさしこっおすうゃぇ?

- ╉ぇすけ けぉうおくけゃっく ゅさぇあょぇ-
くうく, おけえすけ くっ っ ゃ おせたくはすぇ 
くぇ くっとぇすぇ, きけゅぇ ょぇ おぇあぇ, つっ 
ゅさぇょなす ういゅかっあょぇ こけ-こさうゃっす-
かうゃ う こけ-ょうくぇきうつっく こさっい こけ-
しかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう, おけっすけ 
っ こけかけあうすっかくぇ すっくょっくちうは. 
[ぇぉけすう しっ こけ っゃさけこっえしおう 
こさけっおすう, おぇおすけ う ゃ こけしけおぇ 
くぇ せすゃなさあょぇゃぇくっすけ くぇ ゅさぇょぇ 
おぇすけ おせかすせさくぇ すせさうしすうつっしおぇ 
ょっしすうくぇちうは, こけょけぉさはゃぇ しっ 
いくぇつうすっかくけ う うくそさぇしすさせおすせ-
さぇすぇ きせ, ぇ すけゃぇ くうおぇお くっ  っ 
きぇかおけ...

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす すけゃぇ 
さぇいこさっょっかっくうっ しすぇくぇ こけゃけょ 
こさけぉかっきなす ょぇ しっ ょうしおせすうさぇ 
う くぇ こけしかっょくぇすぇ しっしうは くぇ 
¨ぉとうくしおうは  しなゃっす.
』っすうさうすっ こさけっおすぇ, くっけょけ-

ぉさっくう いぇ そうくぇくしうさぇくっ, くぇ 
けぉとぇ しすけえくけしす 15 きうかうけくぇ 
かっゃぇ, しぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ ╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ, さっおけく-
しすさせおちうは くぇ ぉせか. „′うおけかぇ 
‶っすおけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ 
う くぇ こなすは ╉ぇいぇくかなお – ╄くうくぇ 
– ╉さなく - 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ 
う いぇ ょけゃなさてゃぇくっ くぇ くけゃけすけ 
おさうかけ くぇ ╃けきぇ いぇ ょっきっくすくけ 
ぉけかくう ゃ ╉ぇいぇくかなお.
‶け すけいう こけゃけょ けぉとうくしおう-

すっ しなゃっすくうちう  くぇ ╉ぇいぇくかなお 
さってうたぇ  ょぇ ぉなょっ ういこさぇすっくけ 
けそうちうぇかくけ こうすぇくっ ょけ ¨ぉかぇしす-
くうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ, ょけ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす 
くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは  う ょけ 
╋っあょせゃっょけきしすゃっくうは しなゃっす. ¨す 
うきっすけ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ すっ いぇょぇゃぇす ゃなこさけしぇ: 
いぇとけ くうすけ っょうく けす 4-すっ こさけ-
っおすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ 
‶せぉかうつくぇすぇ うくゃっしすうちうけくくぇ 
こさけゅさぇきぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ 
„[ぇしすっあ う せしすけえつうゃけ さぇいゃう-
すうっ くぇ さっゅうけくうすっ“  くっ っ けょけ-
ぉさっく. ¨ぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす 
╂╄[╀, ╀]‶, ╂〉]╁ う „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ういさぇいうたぇ しゃけっ-

すけ くっょけせきっくうっ おぇお すけつくけ しぇ 
けちっくはゃぇくう こさけっおすうすっ, おぇお しぇ 
こさうかぇゅぇくう 11-すっ おさうすっさうは, 
こけしけつっくう ゃ しこっちうぇかくけ こけしすぇ-
くけゃかっくうっ くぇ ╋]. 
ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, けぉとうくしおう 

しなゃっすくうお けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお う いぇき.- こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ こさうゃぇすう-
いぇちうは う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉ-
とうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす こさういけゃぇ 
いぇ けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしぇ: いぇとけ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ くっ けょけぉさう 
こさけっおすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
おけくおさっすくけ こけしけつう くぇ おけう 
おさうすっさうう すっ くっ しぇ けすゅけゃぇさは-
かう.  „┿ぉしけかのすくぇ こさぇゃょぇ くっ 
っ ういきうしかっくぇ ゃ しゃっすぇ, くうすけ 

きけあっ ょぇ しっ こさうかけあう, くけ くうっ 
しきっ  ょかなあくう ょぇ は こけすなさしうき”, 
いぇはゃう こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ  
╄おしこっさすうすっ. 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇ-
くけゃ こけょつっさすぇ, つっ けょけぉさっくうすっ 
10 こさけっおすぇ いぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ こさっょしすぇゃかはゃぇす っょゃぇ 
2% けす けぉとうは さぇいきっさ くぇ うく-
ゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ, ゃなこさっおう つっ 
けぉかぇしすすぇ っ くぇ 5-すけ きはしすけ ゃ 
╀なかゅぇさうは. 

[ぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ しすぇくぇ こけゃけょ ╉ぇいぇくかなお 
ょぇ ょけきぇおうくしすゃぇ くぇちうけくぇかくぇ しさっとぇ くぇ おきっすけゃっすっ けす ╂╄[╀ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╊うょっ-
さなす くぇ ╂╄[╀ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, ぉうゃてう きうくうしすさう けす くっゅけゃうは おぇぉうくっす う ょっこせすぇ-
すう ょけえょけたぇ いぇ そけさせきぇ, くぇ おけえすけ ぉっ こさうっすぇ  しこっちうぇかくぇ ょっおかぇさぇちうは し うしおぇくっ 
いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しこってくけ ういゃなくさっょくけ いぇしっょぇくうっ くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす 
くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ けぉとうくうすっ う しさっとぇ し きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっ-
かは ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう う そうくぇくしけゃうは きうくうしすなさ ‶っすなさ 』けぉぇくけゃ. 
]こけさっょ ょぇくくうすっ, こさっょしすぇゃっくう くぇ しさっとぇすぇ けす ぉうゃてうは きうくうしすなさ こけ っゃさけ-

そけくょけゃっすっ ゃ おぇぉうくっすぇ „╀けさうしけゃ” 〈けきうしかぇゃ ╃けくつっゃ, けす さぇいこさっょっかっくうすっ 500 
きかく. かっゃぇ こけ こさぇゃうすっかしすゃっくぇすぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇしすっあ う せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ“ 
ぉかういけ 132 きうかうけくぇ かっゃぇ けすうゃぇす いぇ 175 くぇしっかっくう きっしすぇ し おきっすけゃっ けす ╀]‶. 
71 きうかうけくぇ しぇ いぇ 120 くぇしっかっくう きっしすぇ し おきっすけゃっ くぇ ╃‶], おけっすけ っ くぇ 100 
こさけちっくすぇ こけおさうすうっ. 58 きうかうけくぇ しぇ いぇ 38 くぇしっかっくう きっしすぇ, せこさぇゃかはゃぇくう けす 
╂╄[╀, 25きかく. う 700 たうかはょう かっゃぇ しぇ いぇ 28 くぇしっかっくう きっしすぇ し くっいぇゃうしうきう 
おきっすけゃっ う 2 きかく. 700 たうかはょう かっゃぇ  いぇ 7 くぇしっかっくう きっしすぇ し おきっすけゃっ けす ょさせゅう 
こけかうすうつっしおう しうかう.
′ぇつうくなす, こけ おけえすけ しぇ さぇいこさっょっかっくう しさっょしすゃぇすぇ けす こさけゅさぇきぇすぇ,  ╃けくつっゃ 

けこさっょっかう おぇすけ „けこうす いぇ うきうすぇちうは くぇ おけくおせさっくすくぇ こさけちっょせさぇ“ う こけうしおぇ 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ そうくぇくしうすっ ょぇ こさっょしすぇゃう おさうすっさううすっ, こけ おけうすけ しぇ けちっくは-
ゃぇくう こさけっおすうすっ, こさっゅかっあょぇくう し くっゃっさけはすくぇ しおけさけしす けす ぉかういけ 100 こさけっおすぇ 
くぇ ょっく.
‶ぇさうすっ しぇ くぇちうけくぇかっく さっしせさし, いぇはゃう ゃ おけきっくすぇさ くぇ せこさっちうすっ くぇ ╂╄[╀ きう-

くうしすなさなす くぇ そうくぇくしうすっ ‶っすなさ 』けぉぇくけゃ, しこけさっょ おけゅけすけ こさうつうくぇすぇ おきっすけゃっ 
くぇ ╂╄[╀ ょぇ くっょけゃけかしすゃぇす けす さぇいこさっょっかっくうっすけ うき っ, つっ ゃっつっ くっ ゅう さぇいこさっょっ-

かはす すっ. ╊うょっさなす くぇ ╂╄[╀ ゃっつっ くっ きけあっ ょぇ おぇいゃぇ „ぇい ゃう ょぇょけた すっいう こぇさう, ぇい 
こけしすさけうた すけいう こなす”, おぇいぇ 』けぉぇくけゃ. 〈けえ いぇはゃう けとっ, つっ こぇさうすっ しぇ こせぉかうつっく 
さっしせさし, こぇさうすっ しぇ くぇちうけくぇかくう う いぇすけゃぇ しっ さぇいこさっょっかはす こけ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ.
′っいぇゃうしうきけ けす ゃしうつおけ, ょけぉさけすけ とっ しっ しかせつゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃなこさっおう こさぇゃう-

すっかしすゃけすけ, おけっすけ ょぇゃぇ うかう くっ ょぇゃぇ. 】っ しっ ぉけさうき くっけょけぉさっくうすっ こさけっおすう ょぇ 
くぇきっさはす そうくぇくしうさぇくっ, きぇおぇさ う すさせょくけ, くけ すぇおぇゃぇ っ しなょぉぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ - ょぇ 
きせ っ すさせょくけ, おぇいぇ こけ こけゃけょ けさはいぇくうすっ こぇさう いぇ けぉとうくぇすぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 〈は いぇはゃう, つっ ╉ぇいぇくかなお っ ょうくぇきうつくけ さぇいゃうゃぇと しっ ゅさぇょ う くはきぇ ょぇ 
こけいゃけかう „くはおけえ ょぇ きせ しかけあう こさなす ゃ おけかっかけすけ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╇きぇ たけさぇ, おけうすけ くはきぇす おなしきっすぇ ょぇ さぇぉけすはす けくけゃぇ, おけっすけ けぉうつぇす. 〈っ こさけしすけ けちっかはゃぇす し 
さぇぉけすぇすぇ しう. ′け うきぇ う とぇしすかうゃちう, いぇ おけうすけ さぇぉけすぇすぇ っ せょけゃけかしすゃうっ. ╆ぇ すぇおうゃぇ たけさぇ 

こしうたけかけいうすっ おぇいゃぇす, つっ すっ くうおけゅぇ くっ さぇぉけすはす, いぇとけすけ せしっとぇす こさけそっしうはすぇ しう おぇすけ つうしすぇ 
こさけぉぇ さぇょけしす, ぉっい ょぇ ういこうすゃぇす くぇしうかうっすけ ょぇ しゃなさてうて くっとけ こさけしすけ こけ いぇょなかあっくうっ.
╇きっくくけ すぇおうゃぇ とぇしすかうゃおう けすおさうゃぇき ゃっょくぇゅぇ ゃ かうちぇすぇ くぇ ゃっすっさぇくおうすっ けす 〈ったくけかけ

ゅうつくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2 – 〈けすおぇ 〈せさかぇおけゃぇ う ╉うくぇ ]すけはくけゃぇ. ]さっとぇすぇ し すはた „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ ょなかあう くぇ っょくぇ ょさせゅぇ とぇしすかうゃおぇ – ╀けあうょぇさぇ ╂っくぇょうっゃぇ. ╀けあうょぇさぇ こなさゃぇ しう 
しこけきくは, つっ こさっい いうきぇすぇ くぇ  2014-すぇ しっ くぇゃなさてゃぇす 50 ゅけょうくう けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ 〈ったくけ
かけゅうつくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2. ′け くっえくけすけ しなさちっ しう けしすぇゃぇ すぇき, おなょっすけ っ ょぇかぇ ゃしうつおけ けす 
しっぉっ しう ゃ こさけそっしうはすぇ, おなょっすけ っ しさっとくぇかぇ こさうはすっかう, おなょっすけ せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ さぇぉけすうて 
し こっさそっおちうけくうしすう っ っあっょくっゃくけ. ╆ぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, つっ せ ╀けあうょぇさぇ しなゃしっき しこけくすぇくくけ, 
くけ すけつくけ くぇゃさっきっ, しっ さぇあょぇ うょっはすぇ こけかけゃうくゃっおけゃくうはす のぉうかっえ くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか 
ょぇ くっ しっ こけょきうくぇゃぇ ぉっいしかっょくけ, ぇ ょぇ ぉなょっ けすこさぇいくせゃぇく. ‶さう すけゃぇ – こけょけぉぇゃぇとけ. ╉ぇおすけ 
きせ こけょたけあょぇ. ]さっとぇすぇ っ くぇしさけつっくぇ いぇ 21-ゃう そっゃさせぇさう ゃ さっしすけさぇくすぇ くぇ ╃′┿ – しっゅぇ ╁け
っくっく おかせぉ – ╉ぇいぇくかなお. ╃っくはす – こっすなお う つぇしなす – 16.30 しぇ こけょぉさぇくう せょけぉくけ, いぇ ょぇ きけあっ 
こさぇいくうおなす ょぇ ぉなょっ ょなかなゅ う ゃっょなさ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6
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おぇすけ ゃっつっ ゃしうつおう こさけぉかっきう こけ せしゃけはゃぇくっすけ しぇ さってっくう う きけあっ ょぇ しっ こさうしすな-
こう おなき きぇしけゃけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ╂けかはきぇすぇ けすゅけゃけさくけしす, おぇおすけ う くぇゃしはおなょっ ゃ 
„┿さしっくぇか“, くっ こさっつう くうおぇお くぇ たけさぇすぇ すせお ょぇ しう けすこせしおぇす ょせてぇすぇ う しなさちっすけ 
ゃ けぉとうすっ こさぇいくうちう. ╇ けぉとうすっ こなすせゃぇくうは. ]おさけきくうすっ しさっょしすゃぇ, さぇいょぇゃぇくう 
おぇすけ こさっきうう う くぇゅさぇょう, しなぉうさぇす ゃ けぉとぇ おぇしぇ /“╂けかっきうすっ いぇこかぇすう くうおけゅぇ 
くっ しぇ ぉうかう いぇ くぇし. ╀はたきっ しおさけきくう ゃ いぇこかぇとぇくっすけ.“/ ] けぉとうすっ しさっょしすゃぇ しっ 
けさゅぇくういうさぇす っおしおせさいうう う すぇおぇ こさっい ゅけょうくうすっ おけかっおすうゃなす けぉうおぇかは ょっしっすおう 
おさぇしうゃう きっしすぇ ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. [せしっ, 〈さはゃくぇ, ╃さはくけゃけ, ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 

′っしっぉなさ, 》ぇしおけゃけ, ╉ぇさかけゃけ, ]けそうは しぇ けしすぇくぇかう くぇ しくうきおうすっ けす けくっいう ゅけょう-
くう. ¨しすぇくぇか っ う こさぇいくうおなす ゃ しなさちぇすぇ.
╇くうちうぇすけさうすっ くぇ しぉうさおぇすぇ いぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか けす 

╆ぇゃけょ 2 ゃはさゃぇす, つっ こさぇいくうおなす とっ しっ こけゃすけさう くぇ 21-ゃう そっゃさせぇさう, おけゅぇすけ ゃっ-
すっさぇくうすっ けつぇおゃぇす う しっゅぇてくうすっ しう おけかっゅう ょぇ しっ こさうしなっょうくはす おなき のぉうかっえくぇすぇ 
ゃっつっさ. ‶さけぉかっき しなし いょさぇゃっすけ ゃ しっきっえしすゃけすけ こけこさっつう くぇ うくうちうぇすけさぇ ╀けあう-
ょぇさぇ ╂っくぇょうっゃぇ ょぇ こけっきっ ちはかぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, くけ, こけ すさぇょうちうは, ょさせゅぇさしおぇすぇ 
こけょおさっこぇ, おけはすけ ゃうくぇゅう っ うきぇかけ ゃ けすょっかぇ, しっゅぇ うょゃぇ けす ′ぇょっあょぇ 『ぇちぇさかうっゃぇ 
/╃あぇゃゅけゃぇ/, おけはすけ けぉっとぇゃぇ, つっ おけえすけ ょけえょっ ょさせゅうは こっすなお ゃ さっしすけさぇくすぇ くぇ 
╁けっくくうは おかせぉ ゃ ╉ぇいぇくかなお くうおぇお くはきぇ ょぇ しなあぇかはゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

¨すゅけゃけさくけしすすぇ くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか っ けゅさけきくぇ

》けさぇすぇ すせお こけっきぇす ちはかぇすぇ さぇぉけすぇ けす こなさゃけすけ こけっきぇくっ くぇ ょけおせきっくすぇちうはすぇ こさっい ちはかけしすくぇすぇ 
さぇいさぇぉけすおぇ ょけ こさうっきおぇすぇ くぇ ゃけっくくうすっ. ╄ょゃぇ すけゅぇゃぇ こけつゃぇ う うしすうくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ - しかっょ 

Елена Гамова с член от групата “Джипси Кингс”
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╇きぇ う すぇおぇゃぇ こけさけょぇ たけさぇ:  
すぇおうゃぇ, おけうすけ  あうすっえしおぇすぇ ぉさけっくうちぇ くぇ ゅけょうくうすっ こさっゃさなとぇ ゃ けとっ 

こけ-こさっおさぇしくう, しかなくつっゃう う かなつっいぇさくう.
╃ぇさはゃぇ ゅう し っくっさゅうは う いぇさぇいはゃぇ しなし いょさぇゃっ, ういこなかゃぇ けつうすっ うき しなし 

しゃっすかうくぇ, ぇ しなさちぇすぇ し ゃょなたくけゃっくうっ う おさぇしけすぇ.
╇ うき かうつう. 

╇ っ いぇさぇいうすっかくけ! 
╇ けゃおせしはゃぇ し せしきうゃおぇ しゃっすぇ ゃ すはた う けおけかけ すはた. 

╇ くはきぇ ょさせゅけ こけ-ゅけかはきけ とぇしすうっ う くぇゅさぇょぇ いぇ っょくぇ こなしすさぇ あうすっえしおぇ 
ぉさけっくうちぇ  くぇ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ しう は ういくういぇかぇ し こけょけぉくう こっさかう.

╇ ゃしっ すぇおぇ ょぇ こさけょなかあう ょぇ は くうあっ くぇこさっょ ゃ ゅけょうくうすっ - しなし しなとうは 
きけきうつっておう こかぇき う ぉかはしなお, し きかぇょっあおけ くぇしすなさゃっくうっ う たなし, し くっせきけ-

かうき あっくしおう そうくっし... う ょぇ は こさっゃさなとぇ ゃ ょうさは. 

′ぇ きくけゅぇは かっすぇ! 

 ′ぇ  あっくぇすぇ, ぉっい おけはすけ  „┿さしっくぇか” とっ いぇゅせぉう けす... ゃおせしぇ しう -

╈けくおぇ ╈けくつっゃぇ,

さなおけゃけょうすっか くぇ ¨ぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ ゃ „┿さしっくぇか”. 
』っしすうすう ゃっょさう 60 ゅけょうくう! 
╊のぉけゃ, いょさぇゃっ, しゃっすかうくぇ! 

¨す おけかっゅうすっ, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃,
こさうはすっかうすっ, こけつうすぇすっかうすっ う „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

』]╊╉ 20 ╈《╉¨〉¨...

』【っ╈╅【 ょ╆¨]╊‶〉╅
』╆¨『[╅ ╇

【╊｠〉《]《╈¨ぁ〉¨っ ╇
′╅╇《╉ 2

〈けゃぇ とっ くぇこさぇゃう ぉういくっしぇ こけ-おけく-
おせさっくすっく, すなえ おぇすけ さぇぉけすくうすっ きっし-
すぇ, おけうすけ すけえ すさはぉゃぇ ょぇ こけょょなさあぇ 
ゃ けそうしう う こさっょこさうはすうは, しぇ ゃ こなすう 
こけ-しおなこう. ]こけさっょ こさけゅくけいぇすぇ くぇ 
╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす こけ すさせょぇ, ゃしっ 
こけ-きぇしけゃけ とっ しっ さぇぉけすう くぇ しさけつくう 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう う すけ くぇ くはおけかおけ, 
おぇおすけ う くぇ きくけゅけ こけ-ゅなゃおぇゃけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ.  〈けゃぇ とっ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ 
たけさぇすぇ ょぇ うきぇす こけゃっつっ ゃさっきっ う ょぇ しっ 
ょけゅけゃぇさはす う し ょさせゅ さぇぉけすけょぇすっか. 
╆ぇょなかあうすっかくけ 

とっ うきぇ う こさけきはくぇ くぇ
いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ. 

〈け とっ っ けすょっかくけ いぇ ゅけかっきうすっ そうさ-
きう う いぇ きうおさけこさっょこさうはすうはすぇ. 〈けゃぇ 
しっ けすかぇゅぇ けす ょっしっすうかっすうは, くけ しこけさっょ 
っおしこっさすうすっ くぇ うくしすうすせすぇ ゃ しかっょゃぇ-
とうすっ 20-25 ゅ. とっ しすぇくっ くっういぉっあくけ. ╁ 

こさけすうゃっく しかせつぇえ きうおさけこさっょこさうはすうは-
すぇ とっ しぇ こさうくせょっくう こさけしすけ ょぇ いぇけ-
ぉうおぇかはす いぇおけくぇ, くっ いぇとけすけ しぇ かけてう 
う うしおぇす, ぇ いぇとけすけ すけえ っ くっこさうかけあうき 
いぇ すはた, しっ  けすぉっかはいゃぇ ゃ ぇくぇかういぇ くぇ 
╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす. 
╃ぇくくうすっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しすぇすうしすう-

つっしおう うくしすうすせす /′]╇/ せ くぇし こけすゃなさあ-
ょぇゃぇす すぇいう すっくょっくちうは. ]こけさっょ しすぇ-
すうしすうおぇすぇ こさっい 2012 ゅ.,  けす 372 000 
こさっょこさうはすうは  せ くぇし 343 000 しぇ ぉうかう 
し ょけ 9 いぇっすう. ¨とっ 24 000 しぇ し ょけ 59 
ょせてう こっさしけくぇか.
 ╁ しかっょゃぇとうすっ 2 ょっしっすうかっすうは こぇいぇ-

さなす くぇ すさせょぇ とっ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-ゅなゃおぇゃ, 
おぇすけ ゃしっ こけゃっつっ とっ しっ さぇいてうさはゃぇす 
う ょけゅけゃけさうすっ いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ けこ-
さっょっかっくぇ さぇぉけすぇ おぇすけ ちはかけ, ぇ くっ いぇ 
おけくおさっすくぇ こけいうちうは, くぇ おけはすけ ょぇ しっ 
さぇぉけすう ちはか あうゃけす. 《けさきせかぇすぇ „っょうく 
さぇぉけすけょぇすっか う っょくけ さぇぉけすくけ きはしすけ, 
くぇ おけっすけ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇき” とっ うい-
つっいくっ. 《ぇおす, おけえすけ ゃっつっ っ けしっいぇっき 
いぇ きくけゅけ ぉなかゅぇさしおう そうさきう う しっゅぇ. 
‶けしすっこっくくけ とっ しっ ゃなさゃう おなき ゃなゃっあ-
ょぇくっ くぇ しすぇくょぇさす いぇ くうしおけおゃぇかうそう-
ちうさぇく, しさっょくけおゃぇかうそうちうさぇく う ゃうしけ-
おけおゃぇかうそうちうさぇく さぇぉけすくうお, おぇおなゃすけ 
ゃ きけきっくすぇ くはきぇ.

[ぇぉけすけょぇすっかうすっ とっ すなさしはす くっ 
たけさぇ し ょうこかけきう, ぇ し おさっぇすうゃくう 

ゃないきけあくけしすう ょぇ さってぇゃぇす
こけしすぇゃっくぇすぇ うき いぇょぇつぇ. 

]こけさっょ っおしこっさすうすっ くぇ うくしすうすせすぇ, 
すっくょっくちうはすぇ ょぇ くっ しっ ゅかっょぇ ょうこかけ-
きぇすぇ, ぇ ょぇかう つけゃっお きけあっ ょぇ ういきうしかう 
おぇお ょぇ けさゅぇくういうさぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ 
ょぇょっくぇ いぇょぇつぇ, とっ ぉなょっ ゃなゃ ゃうたなさぇ 

しう ゃ しかっょゃぇとうすっ 20 ゅけょうくう. 
╄おしこっさすうすっ  けす ╀ぇかおぇくしおうは うく-

しすうすせす  しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ゃ しかっょ-
ゃぇとうすっ くはおけかおけ ゅけょうくう とっ しっ 
こけはゃはす う きくけゅけ ぉなさいけ とっ しっ さぇい-
てうさはゃぇす っかっおすさけくくう さっゅうしすさう くぇ 
くぇっきくうすっ さぇぉけすくうちう, ゃ おけうすけ とっ 
ぉなょぇす けこうしぇくう こさうすっあぇゃぇくうすっ けす 
すはた せきっくうは. ╁ っかっおすさけくっく くけしうすっか, 
けす すうこぇ くぇ かうつくぇすぇ おぇさすぇ, とっ ゃかう-
いぇす ゃしうつおう いくぇくうは う せきっくうは, おけう-
すけ つけゃっお っ こさうょけぉうか ゃ こさけちっしぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ しう, ょうこかけきうすっ, おけうすけ うきぇ 
う すけゃぇ とっ ょぇゃぇ きくけゅけ こけ-はしくぇ おぇさ-
すうくぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ きせ.

╋ぇしけゃけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
けさうっくすうさぇくっ, おけっすけ ゃ

きけきっくすぇ っ ぇぉしけかのすくけ ぉはかけ 
こっすくけ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, とっ 

しすぇくっ いぇょなかあうすっかくけ いぇ
くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ, 

いぇ おけはすけ つけゃっお うきぇ いぇかけあぉう. ]っゅぇ 
しなけすくけてっくうっすけ っ っょゃぇ 1 くぇ 10 000 
ょせてう さぇぉけすっとう ゃ ╀なかゅぇさうは, きうくぇか 
こさっい しうしすっきぇすぇ いぇ こさけそっしうけくぇか-
くけ けさうっくすうさぇくっ う けぉさぇいけゃぇくうっ, 
こけ くっけそうちうぇかくう ょぇくくう. ╁ ぉなょっとっ 
すけゃぇ とっ ぉなょっ すけつくけ すけかおけゃぇ いぇょなか-
あうすっかくけ, おけかおけすけ う ょぇ しう けぉさぇいけ-
ゃぇく. ╋けすうゃなす: すけ しこっしすはゃぇ けゅさけきくう 
さっしせさしう くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, おけはすけ とっ 
けぉせつぇゃぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ たけさぇ.
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 

たけさぇすぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ
けぉせつぇゃぇす ちはか あうゃけす, 

くけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すったくけかけゅうう-
すっ とっ きけゅぇす ょぇ ゅけ こさぇゃはす けくかぇえく 
せ ょけきぇ う とっ うきぇす こけゃっつっ ゃさっきっ いぇ 
すけゃぇ. 
〈けゃぇ ゃ こなかくぇ しうかぇ とっ ゃぇあう いぇ す. 

くぇさ. „こぇきこっさ ぇえこけょ こけおけかっくうっすけ“, 
おぇおすけ くぇ しなゃさっきっくっく あぇさゅけく  しっ 
くぇさうつぇす さけょっくうすっ しかっょ 2009 ゅけ-
ょうくぇ. ╂けかはきぇ つぇしす けす いくぇくうはすぇ う 
せきっくうはすぇ たけさぇすぇ とっ しっ こさうょけぉう-
ゃぇす つさっい しぇきけけぉせつっくうっ, とっ ぉなょぇす 
くぇかけあうすっかくう さぇいかうつくうすっ けこちうう 
いぇ ょけおぇいゃぇくっ くぇ いくぇくうは う せきっくうは, 
こさうょけぉうすう こけ くっそけさきぇかっく こなす. 
╁ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇ-

くうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ  ゃっつっ 
っ さぇいさぇぉけすっくぇ こけょけぉくぇ しうしすっきぇ, 
おけはすけ いぇしっゅぇ とっ っ しぇきけ いぇ くはおけう 
しこっちうぇかくけしすう う とっ しっ こさうかぇゅぇ 
しぇきけ ゃ くはおけう こさけそっしうけくぇかくう ゅうき-
くぇいうう ゃ しすさぇくぇすぇ.
 ╇いゃけょうすっ けす くぇえ-くけゃけすけ ういしかっょ-

ゃぇくっ くぇ ╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす ゃ 
きけきっくすぇ いぇ こけゃっつっすけ さぇぉけすっとう せ 
くぇし きけあっ ぉう いゃせつぇす そせすせさうしすうつくけ, 
くけ ういしかっょけゃぇすっかうすっ  くぇ すさせょけゃうは 
こぇいぇさ う こさけちっしうすっ ゃ くっゅけ しぇ おぇすっ-
ゅけさうつくう, つっ すゃなさょっ しおけさけ  そせすせさう-
いきなす  しっゅぇ とっ しすぇくっ しせさけゃぇ う くぇ-
かけあうすっかくぇ さっぇかくけしす. [っちっこすぇすぇ いぇ 
けちっかはゃぇくっ ゃ くっは ゃしっおう とっ しう ういぉう-
さぇ しぇき. 〉つっくっ ちはか あうゃけす, おさっぇすうゃ-
くけしす, けすゅけゃけさくけしす - しぇ しぇきけ きぇかおぇ 
つぇしす けす くせあくうすっ え おけきこけくっくすう. 
                            ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

Юбилей!

„′うっ しきっ けす しすぇさぇすぇ ゅゃぇさょうは...! ╆ぇすけゃぇ ょけさう しっゅぇ くはきぇ ょぇ ういょぇょっき すぇえくうすっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, こけょ おけうすけ しきっ しっ こけょこうしぇかう, つっ とっ こぇいうき ゃっつくけ...“, いぇ-
こけつゃぇ し てっゅぇ けとっ けす ゃさぇすぇすぇ くぇ ゅけしすけこさうっきくうは しう ょけき ╉うくぇ ]すけはくけゃぇ. ╃ゃっすっ 
し 〈けすおぇ 〈せさかぇおけゃぇ しぇ こさうゅけすゃうかう いぇ さっこけさすっさぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ こなか-
くぇ きぇしぇ し こけつっさこおう おなき ぇさけきぇすくうは つぇえ けす さなつくけ ぉさぇくう ぉうかおう, おけえすけ おなおさう 
くぇ すけこかけ ゃなさたせ こっつおぇすぇ. ‶っくしうけくっさしおけすけ ぉうすうっ くぇ くはおけゅぇてくうすっ しかせあうすっかう 
くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは くぇ ╆ぇゃけょ 2 くっ っ くうすけ しおせつくけ, くうすけ こけすなくぇかけ ゃ くっさぇょけしす. 
‶さうはすっかしすゃけすけ くぇ ぉうゃてうすっ おけかっあおう – しっゅぇ こっくしうけくっさおう, ゅう しなぉうさぇ  つっしすけ くぇ 
しこけきっくう う しこけょっかはくうは いぇ ょくってくけすけ すさせょくけ ゃさっきっ. ‶けょょなさあぇす しう ゃさないおうすっ 

‶けゃっつっ けす 10 ゅけょうくう ゅさせこぇ-
すぇ „╄たけ“ しっ しなぉうさぇ ゃ しなぉけすくうは 
ょっく しかっょ 〈さうそけく ╆ぇさっいぇく くぇ 
ゃたけょぇ くぇ 〈のかぉっすけ すけつくけ ゃ 10 
つぇしぇ. ]かっょ おさぇすなお こさったけょ ょけ 
かけいっすけ くぇ たせょけあっしすゃっくうは さな-
おけゃけょうすっか ╁ぇかっくすうく 〉いせくけゃ 

– しなとけ ぉうゃて ぇさしっくぇかっち, すせ-
さうしすうすっ ぇおせしすうさぇす こさっょ きぇか-
おぇすぇ おなとうつおぇ ゃ いぇゃっすくけすけ 
かけいっ, おなょっすけ こけつゃぇ う  さぇょけしす-
くぇすぇ てっすくは – しすなおゃぇくっすけ くぇ 
けゅなくは いぇ きっいっすぇすぇ, さっょっくっすけ 
くぇ すさぇこっいぇすぇ... ╇ ゃしうつおけ すけゃぇ 
– くぇいょさぇゃうちぇ しかっょ くぇいょさぇ-
ゃうちぇ し つっさゃっくけ ゃうくけ. 〈けつくけ 
くぇ けぉはょ ょけぇえっくなす しさっょ かけいぇ-
さうすっ - ゃっすっさぇくなす けす ╆ぇゃけょ 6 
┿かっおしぇくょなさ ╉けしっゃ, さうすせぇかくけ 
とさぇおゃぇ くけあうちぇすぇ う いぇゃうゃぇ 
かけいけゃうは ゃっくっち, おけえすけ こけかぇゅぇ 
くぇょ つっかけすけ くぇ ょけきぇおうくぇ ╁ぇ-
かぬけ, おけえすけ こけ っゃさけこっえしおうすっ 
くう くけゃう こさぇゃうかぇ うきぇ う うきっく 
ょっく くぇ 14-すう そっゃさせぇさう. ‶け-
あっかぇくうはすぇ いぇ いょさぇゃっ う ぉっさっ-
おっす しっ くけしはす しさっょ けゅかぇしぇ くぇ 
しなさちぇすけすけ こっっくっ くぇ すせさうしすう-
すっ, ゃけょっくけ けす ぇおけさょっけくぇ くぇ 
ょけきぇおうくぇ う きっおうは ゅかぇし くぇ しけ-
かうしすぇ – こっくしうけくっさなす-ぇさしっくぇ-
かっち ╃うきうすなさ ‶けこけゃ.  ┿ こけしかっ 
いっきはすぇ こけょ かけいうすっ すさっこっさう けす 

さぇょけしすくうすっ たけさぇ う さなつっくうちう. 
‶さぇいくうおなす っ すぇおぇ かのぉうき, つっ 
こさけゃけおうさぇ ╋ぇさうぇく ゃ こうしぇくっ-
すけ う すけえ きせ こけしゃっとぇゃぇ たうきく:

〈さうそけく ╆ぇさっいぇく っ
せゃっおけゃっつっく ゃ

ぇさしっくぇかしおう しすうた

]すうたけすゃけさっくうっすけ こけつっすくけ 
ゃうしう ゃ さぇきおぇ くぇ かけいっすけ くぇ 
╁ぇかぬけ, おけっすけ う すぇいう しなぉけすぇ – 
くぇ 15-すう そっゃさせぇさう つぇおぇ ゃっ-
しっかうすっ ゅけしすう. ╄たけすけ けす こっしくう-
すっ う ゃっしっかぉぇすぇ こけ すなきくけ, こけ 
すさぇょうちうは, しっ こさっくぇしは ゃ ょけきぇ 
くぇ ゃっすっさぇくぇ ]ぇてけ, おなょっすけ 
ゃしうつおけ こけつゃぇ けすくぇつぇかけ...
¨ぉぇつっ くぇえ-ょぇかっつくけすけ くぇつぇ-

かけ くぇ ゅさせこぇすぇ いぇ すせさうしすうつっ-
しおう こっしくう すさはぉゃぇ ょぇ しっ すなさしう 
こけ-ょぇかっつ – ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ 
„[ぇぉけすくうつっしおけ ったけ“ けす 1985-
すぇ. ╇ ょくっし ゃ „╄たけ” こっはす 》さうし-
すけ ╉ぇさぇゅはせさけゃ う ╋ぇさうは 〈ぇくっ-

ゃぇ けす ╆ぇゃけょ 1, ╃うきけ ╃あせさけゃ 
けす ╆ぇゃけょ 5, 〈けょけさ ]すけえつっゃ けす 
╆ぇゃけょ 3, ╁っしっかうくぇ ]おけさょっゃぇ 
けす ╆ぇゃけょ 0. ‶っしっくくけすけ はょさけ 
くぇ ゅさせこぇすぇ けぉっょうくはゃぇ う ぉう-
ゃてうすっ ぇさしっくぇかちう けす ╆ぇゃけょ 3 
- ╁ぇかは 〉いせくけゃぇ う ╈けさょぇくおぇ 

╉っさっしすっかうっゃぇ, ‶っくおぇ ╃なさ-
いっゃぇ う ╃っかうくおぇ 《せすぇさしおぇ けす 
╆ぇゃけょ 0. ╆ぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, 
つっ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか“ う かうつ-
くけ こさっょしっょぇすっかはす ┿すぇくぇし ╀け-
いけゃ こけょおさっこはす うくうちうぇすうゃうすっ 
くぇ „╄たけ“. 〈さぇょうちうけくくうはす こっ-
しっくっく こさぇいくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお 
„‶さっおさぇしくぇ しう, きうかぇ [けょう-
くけ“, こけょおさっこっく う けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, っ こけょ おさうかけすけ う くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ しうくょうおぇすう. ╃け 
20 しなしすぇゃぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 
こけしさっとぇ っあっゅけょくけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ╁╂〈‶ „╄たけ“.  ′ぇょこはゃぇくっ-
すけ ゃ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ - 1860“ 
すぇいう ゅけょうくぇ とっ ぉなょっ こさっい ぇこ-
さうか. 『はかけしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
こけ こけしさっとぇくっすけ, くぇしすぇくはゃぇ-
くっすけ, おせかすせさくぇすぇ こさけゅさぇきぇ う 
しちっくうつくうすっ ういこなかくっくうは ゃっつっ 
ゃすけさぇ ゅけょうくぇ っ ゃ さなちっすっ くぇ 
╋ぇさうぇく ′っくおけゃ. ‶けおぇくっく ゃ 
ゅさせこぇすぇ こさっょう 15 ゅけょうくう, ぇさ-
しっくぇかしおうはす うくあっくっさ-たうきうお し 
32 ゅけょうくう しすぇあ こさう けさなあっえ-

くうちうすっ, っ  さっょせゃぇか けすゅけゃけさくう 
ょかなあくけしすう くぇ すったくけかけゅ, いぇき.-
くぇつぇかくうお くぇ ちった ゃ ╆ぇゃけょ 3 し 
ういしかっょゃぇくうはすぇ くぇ くぇせつっく しな-
すさせょくうお ゃ ′╇〈╇. [なおけゃけょうか 
っ っおうこ いぇ くけゃう さぇいさぇぉけすおう, 
おぇおすけ う すったくけかけいうすっ けす ぉぇ-
させすくうはいぇゃけょ. ]っゅぇ せこさぇゃかはゃぇ 
╉けくしすさせおすうゃくけ-すったくけかけゅうつ-
くうは けすょっか. ╉けっすけ くっ きせ こさっつう 
ょぇ  くぇきっしすゃぇ う こけょしうゅせさはゃぇ  
ちっかけゅけょうてくぇすぇ こさけゅさぇきぇすぇ 
くぇ „╄たけ“.
〈さなこおぇすぇ こけ いょさぇゃうは ょせた ゃ 

いょさぇゃけ すはかけ いぇ ╋ぇさうぇく っ けとっ 
けす きかぇょけしすすぇ. ╁ しすせょっくしおうすっ 
ゅけょうくう っ くっういきっくくけ つぇしす  けす 
けすぉけさぇ くぇ ╀せさゅぇしおけすけ ╁》〈╇, 
うゅさぇっ ゃけかっえぉけか う いぇ こさっょしすぇ-
ゃうすっかくうすっ けすぉけさう くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“. ╆ぇすけゃぇ くっ きせ すっあう 
けさゅぇくういぇちうけくくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„╄たけ“.
┿ すは くっ っ いぇ こけょちっくはゃぇくっ: 

╁っつっさ くぇ すせさうしすうつっしおぇすぇ こっ-

しっく いぇ ‶なさゃぇ こさけかっす, せつぇし-
すうっ ゃ ′ぇちうけくぇかくうは こっしっくっく 
こさぇいくうお „‶っしくうすっ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは“ う すさぇょうちうけくくけ ゅけしすせゃぇ-
くっ くぇ しすぇさけいぇゅけさしおうすっ こさうは-
すっかう くぇ „]さっょくけゅけさしおけ ったけ“ 
ゃ ╃っくは くは ]なっょうくっくうっすけ, 

けぉうつぇくうはす ╉けかっょっく おけくちっさす 
„╄たけ う こさうはすっかう“ しぇ ゃっつっ 
こかぇくせゃぇくう ゃ おぇかっくょぇさぇ いぇ 
すぇいう ゅけょうくぇ. ╉ぇいぇくかなておぇすぇ 
ゅさせこぇ うきぇ  こけおぇくぇ いぇ 《っし-
すうゃぇかぇ くぇ ]ぇきけおけゃ „╀はかぇすぇ 
こけさすぇ くぇ [うかぇ“, おなょっすけ ゃしはおぇ 
ゅけょうくぇ っ しさっょ くぇえ-つぇおぇくうすっ 
ゅけしすう. 〈さぇょうちうけくくけ こっゃちうすっ 
くぇ „╄たけ“ しぇ ょけぉさっ ょけてかう う くぇ 
′ぇちうけくぇかくうは こっしっくっく こさぇい-
くうお ゃ ‶かけゃょうゃ, おけえすけ ぇおちっく-
すうさぇ ゃなさたせ こぇすさうけすうつくうは 
さっこっさすけぇさ. ]ゃっあうすっ こっしくう 
くぇ „╄たけ“ つっしすけ さぇょゃぇす おぇいぇく-
かなつぇくう ゃ ゅけかっきうすっ ゅさぇょしおう 
こさぇいくうちう – ╃くうすっ くぇ すさぇおうえ-
しおぇすぇ おせかすせさぇ, ‶さぇいくうおなす くぇ 
さけいぇすぇ う ‶さぇいくうおなす くぇ ちな-
そくぇかうすっ ゃうてくう. 』っしすけ こっはす 
いぇっょくけ し ゅさせこぇ „]っゃすけこけかうし“ 
くぇ ′』 „╇しおさぇ – 1860“, しっゅぇ 
さなおけゃけょっくぇ けす けしくけゃぇすっかは くぇ 
„╄たけ“ ╃っつおけ ╀ぇおけっゃ. ╆くぇおけゃけ 
いぇ ゅさせこぇすぇ ゃ すっいう こさぇいくうちう う 
さぇいこけいくぇゃぇっきけ いぇ けぉうつくぇすぇ 

こせぉかうおぇ っ こさうしなしすゃうっすけ くぇ 
╋ぇさゅぇさうすぇ ╃けたつっゃぇ, しちっくぇ-
さうしす う ゃけょっと くぇ おけくちっさすくう-
すっ こさけはゃう くぇ „╄たけ“. ╆くぇおけゃけ 
っ う けくけゃぇ いゃせつくけ „╋くけゅぇは 
かっすぇ!“, おけっすけ おなくすう けす こさけ-
いけさちうすっ くぇ ╁けっくくうは おかせぉ 
おなき ゅさぇょしおうは こかけとぇょ ゃしっおう 
こなす, おけゅぇすけ しかっょ ゃっつっさくうすっ 
さっこっすうちうう, こっゃちうすっ-こかぇくう-
くぇさう こさぇいくせゃぇす さけあょっくうすっ 
う うきっくくう ょくう くぇ くはおけゅけ けす 
ゅさせこぇすぇ. ╊うつくうすっ こさぇいくうちう 
ゃ „╄たけ“ し さけょけかのぉうゃぇ けぉうつ 
こさっかうゃぇす ゃ けぉとけぉなかゅぇさしおうすっ 
くう こさぇいくうちう.

‶ぇすさうけすうすっ けす „╄たけ“
ゃうくぇゅう おぇつゃぇす

【うこおぇ くぇ 3-すう きぇさす

[けょくうはす すさうぉぇゅさっくうお ょぇゃぇ 
しすぇさすぇ くぇ っあっゅけょくうは こけたけょ 
くぇ すせさうしすうすっ けす „╄たけ“ けす こけょ-
くけあうっすけ おなき ゃさなた 【うこおぇ 

けとっ しせすさうくすぇ  くぇゃさなた くぇちうけ-
くぇかくうは こさぇいくうお 〈さっすう きぇさす. 
╉ぇつゃぇくっすけ う しかういぇくっすけ こって 
しぇ いぇょなかあうすっかくう, おぇおすけ う 
せつぇしすうっすけ ゃ つっしすゃぇくうはすぇ おさぇえ 
‶ぇきっすくうおぇ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ. 
′っ きうくぇゃぇ ぉっい こぇすさうけすうつ-

くうは ゃないすけさゅ くぇ ぇさしっくぇかちうすっ 
けす „╄たけ“ う ゅけょうてくけすけ こけおかけ-
くっくうっ こさっい のかう  くぇ ╀せいかせょあぇ 
こさっょ ょっかけすけ くぇ つっすくうちうすっ 
くぇ 》ぇょあう ╃うきうすなさ う ]すっそぇく 
╉ぇさぇょあぇ. ╁ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ 
しかぇょおけこけえくうすっ すせさうしすう しこけく-
すぇくくうすっ ういかっすう う きぇさてさせすうすっ 
いぇ さぇいたけょおう ゃ さっゅうけくぇ くっ しっ 
ぉさけはす おぇすけ ゅけかっきう きっさけこさう-
はすうは, くけ しぇ うしすうくしおぇ さぇょけしす 
う いょさぇゃっ いぇ せつぇしすくうちうすっ. “╁ 
ゅさせこぇすぇ ちぇさう さぇいぉうさぇすっか-
しすゃけ う しゅけゃけさ. ╆ぇっょくけ こさぇい-
くせゃぇきっ さけあょっくう ょくう, かうつくう  
のぉうかっう, こっしっくくう こさぇいくうちう. 
╋くけいうくぇ くう いぇゃうあょぇす うしおさっ-
くけ いぇ しこかけすっくけしすすぇ, ょけぉさうすっ 
けすくけてっくうは う うしすうくしおけすけ こさう-
はすっかしすゃけ きっあょせ くぇし“, しこけょっ-
かは こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
こさっょしっょぇすっかはす うくあ. ╋ぇさうぇく 
′っくおけゃ. ╆ぇっょくけ し ╁っしっかうくぇ 
]おけさょっゃぇ すけえ しなしすぇゃは „10 
こさぇゃうかぇ くぇ ¨さょっくぇ くぇ こかぇ-
くうくぇさうすっ“, ゃ おけうすけ – おなょっ 
くぇ てっゅぇ, おなょっ くぇ うしすうくぇ, しっ 
こけょさっあょぇす こさうくちうこうすっ くぇ 
けすくけてっくうはすぇ, おけうすけ ゅさぇょはす 
ょせたぇ くぇ ╁けおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ いぇ 
すせさうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ“. 
‶さうくちうこう, おけうすけ つかっくけゃっすっ 
しこぇいゃぇす, くっ いぇとけすけ しぇ いぇょなか-
あうすっかくう, ぇ いぇとけすけ うき うょゃぇす 
„けすゃなすさっ“. ╉ぇおすけ けすゃなすさっ うき 
うょゃぇす ゃっしっかうすっ う ぉけょさう すさっ-
かう, せしきうゃおうすっ こけ かうちぇすぇ う 
ゃ けつうすっ, しなこさうつぇしすうっすけ おなき 
ぉけかおぇすぇ くぇ ょさせゅうは う しこけくすぇく-
くうはす あっしす くぇ こけきけと こさう くせあ-
ょぇ. ]うゅせさくけ う いぇすけゃぇ, ぇ くっ 
しぇきけ いぇさぇょう ゃっょさうは さっこっさ-
すけぇさ, こけょぉさぇく けす ╁ぇかっくすうく 
〉いせくけゃ, ゅさせこぇすぇ っ けぉうつぇくぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは う うきぇ ゃ ぇさたうゃぇ しう 

きくけゅけ こけいょさぇゃかっくうは う くぇ-
ゅさぇょう. ╊っすくう すっぇすさう, けすおさう-
すう しちっくう, こかぇくうくしおう こけかはくう, 
つうすぇかうとくう いぇかう う こかけとぇょう 
しぇ けゅかぇしはかう こっしくけこけえちうすっ 
けす „╄たけ“ ゃ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ, 
‶うさうく, [うかぇ, ‶かけゃょうゃ, ╂けさ-
くぇ ¨さはたけゃうちぇ, ]けそうは, ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ, ]かうゃっく, 〈さはゃくぇ, 
╇しこっさうた, ╀せさゅぇし... ′ぇえ-ちっ-
くっくうはす けす すはた そっしすうゃぇか っ くぇ 
¨さってぇおぇ, おなょっすけ ょけきぇおうくうすっ 
けす „]すぇさけこかぇくうくしおう いゃせちう“ 
くぇょこはゃぇす ゃしうつおう し たなし う きぇえ-
しすけさしすゃけ. 『っくくう しぇ う しさっとうすっ 
しなし しすけかうつぇくうすっ けす „┿おせしすう-
おぇ“ う „]さっょくけゅけさしおう いゃせちう“ 
けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こかけゃょうゃつぇ-
くうすっ けす „╆ょさぇゃっち“ う ょぇきしおうは 
たけさ くぇ ゃっすっさぇくおうすっ けす ]ぇきけ-
おけゃ. ‶さっい ゅけょうくうすっ おぇいぇくかな-
つぇくう こっはす ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ 
ぇすさぇおすうゃくう ゅさせこう けす 』ったうは, 
‶っさせ, 〈せさちうは, ┿かぉぇくうは,   
′ぇゅさぇょう  くぇ ╋うくうしすっさしすゃけ-

こけきっあょせ しう. ╁さないおうすっ し あうゃうすっ... ╆ぇとけすけ くっ ぉっい ぉけかおぇ, くけ しなし しきうさっくうっすけ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ, 〈けすおぇ う ╉うくぇ ゃないょなたゃぇす: “‶けゃっつっすけ くっ しぇ ゃっつっ きっあょせ くぇし...“. 》け-
さぇすぇ, おけうすけ うしおぇす ょぇ しこけきっくぇす, しぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ, つっ こさうすっしくっくうっすけ せ すはた ょぇ 
くっ ぉなょっ こさけこせしくぇす くはおけえ, ぇ せ きっく – ょぇ くっ けぉなさおぇき うきっくぇすぇ, っ けゅさけきくけ... ′ぇ 
こなさゃけ きはしすけ – うくあっくっさ ╀うかはさけゃ! – ういさぇしくぇか けす すったくけかけゅ ょけ ゅかぇゃっく うくあっくっさ 
くぇ ╆ぇゃけょ 2. ╃うさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 2 ╇ゃぇく ╉うさっゃ, くぇつぇかくうおなす くぇ ¨すょっか すったくけ-
かけゅうつっく うくあ. ‶っっゃ, くぇつぇかくうおなす くぇ ╀のさけ - ╇ゃぇく ‶ぇゃかけゃ, さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
ゅさせこう [ぇょう ]すっそぇくけゃ う ┿すぇくぇし [せっゃ, ょうさっおすけさなす ╋うたぇうか ╋うたぇえかけゃ, ′うおけ-
かぇえ ╃ぇきはくけゃ..., たうきうつおぇすぇ ╁ぇくは ╋うすっゃぇ... ′っこさっきっくくけ ゃ しこけきっくうすっ ういくうおゃぇ 
ぇおけさょっけくなす くぇ ‶っすぬけ ′けゃぇおけゃ けす ]くぇぉょはゃぇくっすけ, おぇおすけ う っくうくしおうすっ おぇょさう 
]すっそぇく ╀けぉつっゃ う ╉けしすぇ ╃いなくけゃ. “〈けかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ しぇ きうくぇかう こさっい けすょっかぇ, 
うきぇたきっ う ょゃっ きぇてうくけこうしおう こさっい ゅけょうくうすっ...“. ╂けょうくぇ しかっょ ゅけょうくぇ すせおぇ うょゃぇす 
′ぇょおぇ ╃あぇゃゅけゃぇ, ]すけはくおぇ 〈さうそけくけゃぇ, ╇ゃぇく ]すぇくっゃ, ╁うけかっすぇ ]かぇゃけゃぇ. ̈ おけかけ 
20 ょせてう ぉうか しなしすぇゃなす くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか, おけえすけ こけしすけはくくけ しっ けぉけゅぇすは-
ゃぇか し うょゃぇくっすけ くぇ くけゃう きかぇょう たけさぇ.

]くうきおうすっ こけきぇゅぇす しこけきっくうすっ ょぇ しっ ゃなさくぇす あうゃう

╉ぇおすけ つっしすけ しっ しかせつゃぇ, いぇ ぇさしっくぇかちう しくうきおうすっ し おけかっゅうすっ しぇ しゃっとっくう. 〈けすおぇ 
う ╉うくつっすけ くっ こさぇゃはす ういおかのつっくうっ う ゃくうきぇすっかくけ ゃぇょはす こぇいっくうすっ つっさくけ-ぉっかう う 
ちゃっすくう そけすけゅさぇそうう けす っおしおせさいうう う こさぇいくうちう. 〉しきうゃおう う ゃっょさけしす くぇこうさぇす こさっい 
いぇしすうくぇかうすっ けぉさぇいう くぇ っょくう けす せつぇしすくうちうすっ ゃ くぇえ-きけとくけすけ ぇさしっくぇかしおけ さぇいゃうすうっ 
けす 60-すっ,  70-すっ う 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお – すったくけかけいうすっ けす ╆ぇゃけょ 2. ╂けかっきうはす 
ぇさしっくぇかしおう くぇこなく こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃぇ くっ っ こけょきうくぇか う すはた. ′っ 
しぇ ゅう こけょきうくぇかう う ぉせょくうすっ くけとう くぇ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ. [ぇいつうすぇくっすけ くぇ ょけおせ-
きっくすぇちうはすぇ, ょけくぇしはくぇ けす ]]][, う こさうかぇゅぇくっすけ え ゃ さけょくうすっ せしかけゃうは くっ ぉうかけ 
かっしくぇ さぇぉけすぇ. ]なゃっすしおうすっ こぇさすくぬけさう こけょぇゃぇかう ういょっかうはすぇ しぇきけ くぇ „たぇさすうは“, 
ょけおぇさゃぇくっすけ うき けす こさけすけすうこぇ ょけ おぇつっしすゃっくぇすぇ ゅけすけゃぇ しっさうえくぇ こさけょせおちうは 
ぉうかけ くぇてぇ さぇぉけすぇ. ╃けこなかくうすっかくけ しうすせぇちうはすぇ しっ せしかけあくはゃぇかぇ けす そぇおすぇ, つっ 
ゃ くぇつぇかけすけ させしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは, さぇいさぇぉけすっくぇ いぇ すったくうすっ きぇてうくう, せ くぇし 
すさはぉゃぇかけ ょぇ こぇしくっ くぇ しなとっしすゃせゃぇとぇすぇ すったくうおぇ う けぉけさせょゃぇくっ, くぇしかっょっくけ ゃ 
„┿さしっくぇか“ けとっ  けす ゅっさきぇくしおけすけ こさうしなしすゃうっ ゃ ゅけょうくうすっ こさっょう 9-すう しっこすっきゃさう. 
╋ぇえしすけさしすゃけすけ くぇ ぇさしっくぇかちう う おぇつっしすゃけすけ くぇ くっきしおけすけ けぉけさせょゃぇくっ くぇこさぇゃう-
かう つせょっしぇ ゃ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ しなゃっすしおぇすぇ けさなあっえくぇ ょけおせきっくすぇちうは ゃ ぉぇさせすくうは 
いぇゃけょ... ╀うかけ すさせょくけすけ ゃさっきっ こさっょう ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ さけすけさくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ. “‶けくはおけゅぇ せしゃけはゃぇたきっ っょくけゃさっきっくくけ こけ ょゃっ-すさう ういょっかうは“, こけきくう ╉うくぇ 
]すけはくけゃぇ. 〉しなゃなさてっくしすゃぇえおう しっ っょくけゃさっきっくくけ ゃ こさぇおすうおぇすぇ う ゃ すっけさうはすぇ, 
おぇすけ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう, すは いぇゃなさてゃぇ いぇょけつくけ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ. ‶っくしうけくう-
さぇ しっ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1989-すぇ  おぇすけ たうきうお すせお, ゃ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか. 
〈せさかぇおけゃぇ こなお こさけょなかあぇゃぇ ゃ けすょっか „]すぇくょぇさすう“ おぇすけ くけさきけ-おけくすさけか くぇ 

すったくけかけゅうつくぇすぇ う おけくしすさせおすうゃくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは ょけ こっく-
しうけくうさぇくっすけ しう こさっい 1988-きぇ. 〈は っ ゃ けすょっかぇ けす しぇきけすけ きせ しないょぇゃぇくっ.
〈せさかぇおけゃぇ っ おけくしすさせおすけさ-つっさすけあくうお. ╉けゅぇすけ けすうゃぇす ゃ ╆ぇゃけょ 2, ぇょきうくうしすさぇ-

すうゃくぇすぇ しゅさぇょぇ けとっ くっ ぉうかぇ けおけくつぇすっかくけ ゅけすけゃぇ. 〈ぇおぇ 〈せさかぇおけゃぇ っ ゃ けすょっかぇ 
けとっ けす こなさゃうすっ きせ ょくう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 1964-すぇ. [ぇぉけすはす し おけかっゅぇすぇ ╂っけさゅう 
[ぇつっゃ. 〈けすおぇ うきぇ おなしきっすぇ ょぇ ぉなょっ っょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ けすょっかぇ. 
′っ おさうっ, つっ さぇぉけすうかぇ ょけぉさっ こけょ おさうかけすけ くぇ きなあっすっ-こなさゃけこさけたけょちう. ┿さしっ-
くぇかしおぇすぇ うしすけさうは くぇ ょくっし 80-ゅけょうてくぇすぇ のぉうかはさおぇ こけつゃぇ こさっい 1958-きぇ しかっょ 
うょゃぇくっすけ くぇ ょっすっすけ. ╉ぇくはす は くぇ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ っ ょけぉなさ しこっちうぇかうしす – いぇゃなさ-
てうかぇ っ おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくうおせき. 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

〈さぇょうちううすっ せ くぇし くっ しぇ すけゃぇ, おけっすけ ぉはたぇ, くけ けとっ うきぇ けしすさけゃつっすぇ  ゃ ょっかくうおぇ, おなょっすけ 
ゃさっきっすけ しはおぇて っ しこさはかけ. ╉なょっすけ, おぇすけ ゃ こさうおぇいおうすっ, せしきうゃおぇすぇ ぉけさう けすつぇはくうっすけ, こさう-
はすっかしすゃけすけ くっ ょけこせしおぇ こさっょぇすっかしすゃけ, ゃっしっかぉぇすぇ っ ゃなかてっぉくうはす かっお しさっとせ ゃしうつおけ, ╃け-
ぉさけすけ っ こけゃっつっ けす ╆かけすけ. ╆ぇとけすけ: ╉けえすけ こっっ いかけ くっ きうしかう.  ̈ すょぇゃくぇ せしっすうか しなし しなさちっすけ 
しう しうかぇすぇ くぇ すぇは しすぇさぇ うしすうくぇ, ╃っつおけ ╀ぇおけっゃ しなぉうさぇ おさぇえ しっぉっ しう ゃかのぉっくう ゃ こっしっくすぇ 
ぇさしっくぇかちう けとっ こさっい 1985-すぇ. ′っけぉうおくけゃっくう ぇさしっくぇかちう. ╉けうすけ, けしゃっく こさけそっしうけくぇかうい-
きぇ くぇ けさなあっえくうちう う ょぇさぉぇすぇ くぇ しかぇょおけゅかぇしくう, うきぇす けとっ っょくぇ けぉとぇ しすさぇしす – こかぇくう-
くぇすぇ. ╃くっし, おけゅぇすけ ゅさせこぇすぇ いぇ すせさうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ“ /けす   1993-すぇ/  っ ゃっつっ ゅさぇょしおぇ 
そけさきぇちうは おなき 〈╃ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ“, ぇ けす 1997-きぇ – しぇきけょっっく おけかっおすうゃ おなき ╁けっくっく 
╉かせぉ – ╉ぇいぇくかなお, くっえくけすけ しなさちっ しう けしすぇゃぇ ぇさしっくぇかしおけ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ こさっょしっょぇすっかはす 
╋ぇさうぇく ′っくおけゃ っ さなおけゃけょうすっか くぇ ¨すょっか ╉けくしすさせおすうゃくけ-すったくけかけゅうつっく くぇ ╆ぇゃけょ 3, ぇ う 
いぇとけすけ けす  ょゃぇえしっすうくぇすぇ しっゅぇてくう こっしくけこけえちう ゃなゃ ╁╂〈‶ „╄たけ“, 13 しぇ しっゅぇてくう う ぉうゃてう 
ぇさしっくぇかちう. ╆ぇ すはた ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇさけょくぇ すさぇょうちうは っ ゃしっ すぇおぇ しおなこぇ, おぇおすけ う こさっょう. ╆ぇ-
とけすけ すけこかう. ╇ いぇとけすけ かっおせゃぇ ょせてぇすぇ. ┿ ょせてぇすぇ しっ かっおせゃぇ し こっしっく けとっ こけ-かっしくけ, おけゅぇ-
すけ こっしっくすぇ うきぇ すさなこつうゃうは ゃおせし くぇ つっさゃっくけ ゃうくけ. ╆ぇすけゃぇ „╄たけ“ くっ こさけこせしおぇ ょぇ けすこせしくっ 
しなさちっすけ う ょせてぇすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおうは ╃っく くぇ ゃうくけすけ – ╃っくはす くぇ 〈さうそけく ╆ぇさっいぇく. ‶さぇいくせゃぇす 
し こっしくう, たけさぇ う ゃうくけ いぇさはいゃぇくっすけ くぇ かけいはすぇ – ょぇ っ くぇ ぉっさっおっす.

すけ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う ゃけょう-
すっ う ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ, けすかうつうっ – し こさぇゃけ 
くぇ せつぇしすうっ ゃなゃ そっしすうゃぇか ゃ 
〈せさちうは こさっい 2005-すぇ, こさういけ-
ゃう きっしすぇ けす そっしすうゃぇかうすっ くぇ 
╁けっくくうすっ おかせぉけゃっ せ くぇし しぇ ゃ 

ぇさたうゃぇ くぇ ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ, 
ういくっしかぇ くぇょ 400 おけくちっさすぇ 
こさっょ こせぉかうおぇ. „‶さっおさぇしくぇ 
しう, きうかぇ [けょうくけ“, けす しなさちぇ-
すぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ すせさうしすう, 
しっ くけしう くぇょ たうあぇ „]けおけかくぇ“, 
ゃなさたけゃっすっ ╀せいかせょあぇ, ╀っかぇしう-
ちぇ, ╋せしぇかぇ, ╋ぇいぇかぇす, たうあうすっ 
„[ぇえ“ う „┿きぉぇさうちぇ“, „[ぇゃくぇ“ 
こけょ 〈さうゅかぇゃ... ¨ぉうつぇくう けす 
おぇいぇくかなておぇすぇ こせぉかうおぇ しぇ う 
けぉとうすっ おけくちっさすう し きっしすくうすっ 
ゅさせこう こけょ きけすけすけ „╄たけ“ う こさう-
はすっかう“. [っこっさすけぇさなす, ゃくうきぇ-
すっかくけ こけょぉうさぇく けす ╁ぇかぬけ 〉いせ-
くけゃ, さっょせゃぇ すうさけかしおう こっしくう, 
ぉなかゅぇさしおう こかぇくうくぇさしおう こっし-
くう, こぇすさうけすうつくう, ゃっしっかはておう, 
ぇ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ – う さけょっく 
そけかおかけさ.
]ちっくうつくうすっ ういはゃう しっ こけょ-

ゅけすゃはす くぇ しっょきうつくうすっ さっ-
こっすうちうう ゃなゃ ╁けっくくうは おかせぉ, 
おけうすけ しっ こさっゃさなとぇす ゃ さぇょけしす-
くう こっゃつっしおう しさっとう. “╁っしっかう 
しきっ. ╋ぇかおけ いぇしすぇさはゃぇきっ ゃっつっ, 
いぇ しなあぇかっくうっ, きかぇょうすっ たけさぇ 
くっ しぇ こさうゃかうつぇくう けす こけょけぉくう 
いぇくうきぇくうは う さっこっさすけぇさ, くけ 
くうっ しっ つせゃしすゃぇきっ けすかうつくけ いぇ-
っょくけ う しっ くぇょはゃぇきっ,ょぇ くけしうき 
さぇょけしす う くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ くう 
しかせてぇす“, せしきうたゃぇ しっ ╋ぇさうぇく 
′っくおけゃ, おけえすけ けす 1999-すぇ ょけ 
しっゅぇ うきぇ くぇょ 80 こっしくう ゃ かうつ-
くぇすぇ しう さっこっさすけぇさくぇ こぇこおぇ. 
╁っすっさぇくうすっ-けしくけゃぇすっかう うきぇす 
きくけゅけ こけゃっつっ... ′け けぉうつすぇ 
くぇ ゃしうつおう つかっくけゃ くぇ „╄たけ“ 
おなき ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさうさけょぇ う 
こっしっくすぇ っ っょくぇおゃけ ゅけかはきぇ. 
′っういきっさうきぇ. ╉ぇすけ ゃしはおぇ うし-
すうくしおぇすぇ かのぉけゃ. ╆ぇ おけはすけ けす-
かっあぇかけすけ ゃうくけ くぇ 〈さうそけく ╆ぇ-
さっいぇく っ いぇょなかあうすっかくけ, おぇおすけ  
う いぇ ゃかのぉっくうすっ くぇ ]ゃっすう ╁ぇ-
かっくすうく. ‶け しすぇさぇ すさぇょうちうは. 
╉けはすけ すせお しっ しかっょゃぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ    

╃っしっす こさぇゃうかぇ くぇ
¨さょっくぇ くぇ こかぇくうくぇさうすっ 
けす „╄たけ“

 ‶さうさけょぇすぇ しう くっおぇ 
こぇいうき, すなえ おぇおすけ すは っ しなす-
ゃけさっくぇ, くっ きけあっき くうゃゅぇ 
は くぇきさぇいう, いぇとけすけ すは っ 
しなゃなさてっくぇ!

 ╉けかおけすけ こけゃっつっ たけょうて 
こけ こかぇくうくうすっ, すけかおけゃぇ しう 
こけ-ぉかういけ ょけ ╀けゅぇ!

 〈さなゅくぇか かう しう くぇ こなす, 
くっ しっ ゃさなとぇえ けす しさっょぇすぇ!

 ]きっえすっ しっ! ]きったなす っ 
しかなくちっ う こさけゅけくゃぇ いうきぇすぇ 
けす かうちぇすぇ くぇ たけさぇすぇ!

 ぅあ, こうえ う しう くけしう くけゃぇ-
すぇ さぇくうちぇ!

 ぅあ, こうえ う こっえ, いぇ ょぇ 
うきぇ おぇおゃけ ょぇ くぇこうてって くぇ 
くけゃぇすぇ しすさぇくうちぇ!

 ′っ こけあっかぇゃぇえ あっくぇすぇ 
くぇ ぉかうあくうは しう! /‶さけしすっくけ 
ょぇ すう っ!/

 ′っ こけあっかぇゃえ きなあぇ くぇ 
ぉかうあくぇすぇ しう! /〈けかおけゃぇ かう 
しう ゅけ いぇおなしぇかぇ...!/

 ╀なょう つけゃっつっく! 〈けゃぇ っ 
こさうゃうかっゅうは, ぇ くっ けこさぇゃ-
ょぇくうっ!

 ‶けこぇょくっ かう ゃ ぉっょぇ 
っょうく けす くぇし, ょぇ きせ こけょぇき 
さなおぇ う ゃ かけて いぇ きっくっ つぇし! 

╉なかくっき しっ!
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╇きぇ う すぇおぇゃぇ こけさけょぇ たけさぇ:  
すぇおうゃぇ, おけうすけ  あうすっえしおぇすぇ ぉさけっくうちぇ くぇ ゅけょうくうすっ こさっゃさなとぇ ゃ けとっ 

こけ-こさっおさぇしくう, しかなくつっゃう う かなつっいぇさくう.
╃ぇさはゃぇ ゅう し っくっさゅうは う いぇさぇいはゃぇ しなし いょさぇゃっ, ういこなかゃぇ けつうすっ うき しなし 

しゃっすかうくぇ, ぇ しなさちぇすぇ し ゃょなたくけゃっくうっ う おさぇしけすぇ.
╇ うき かうつう. 

╇ っ いぇさぇいうすっかくけ! 
╇ けゃおせしはゃぇ し せしきうゃおぇ しゃっすぇ ゃ すはた う けおけかけ すはた. 

╇ くはきぇ ょさせゅけ こけ-ゅけかはきけ とぇしすうっ う くぇゅさぇょぇ いぇ っょくぇ こなしすさぇ あうすっえしおぇ 
ぉさけっくうちぇ  くぇ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ しう は ういくういぇかぇ し こけょけぉくう こっさかう.

╇ ゃしっ すぇおぇ ょぇ こさけょなかあう ょぇ は くうあっ くぇこさっょ ゃ ゅけょうくうすっ - しなし しなとうは 
きけきうつっておう こかぇき う ぉかはしなお, し きかぇょっあおけ くぇしすなさゃっくうっ う たなし, し くっせきけ-

かうき あっくしおう そうくっし... う ょぇ は こさっゃさなとぇ ゃ ょうさは. 

′ぇ きくけゅぇは かっすぇ! 

 ′ぇ  あっくぇすぇ, ぉっい おけはすけ  „┿さしっくぇか” とっ いぇゅせぉう けす... ゃおせしぇ しう -

╈けくおぇ ╈けくつっゃぇ,

さなおけゃけょうすっか くぇ ¨ぉとっしすゃっくけ たさぇくっくっ ゃ „┿さしっくぇか”. 
』っしすうすう ゃっょさう 60 ゅけょうくう! 
╊のぉけゃ, いょさぇゃっ, しゃっすかうくぇ! 

¨す おけかっゅうすっ, さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃,
こさうはすっかうすっ, こけつうすぇすっかうすっ う „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”

』]╊╉ 20 ╈《╉¨〉¨

』【っ╈╅【 ょ╆¨]╊‶〉╅
』╆¨『[╅ ╇

【╊｠〉《]《╈¨ぁ〉¨っ ╇
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〈けゃぇ とっ くぇこさぇゃう ぉういくっしぇ こけ-おけく-
おせさっくすっく, すなえ おぇすけ さぇぉけすくうすっ きっし-
すぇ, おけうすけ すけえ すさはぉゃぇ ょぇ こけょょなさあぇ 
ゃ けそうしう う こさっょこさうはすうは, しぇ ゃ こなすう 
こけ-しおなこう. ]こけさっょ こさけゅくけいぇすぇ くぇ 
╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす こけ すさせょぇ, ゃしっ 
こけ-きぇしけゃけ とっ しっ さぇぉけすう くぇ しさけつくう 
すさせょけゃう ょけゅけゃけさう う すけ くぇ くはおけかおけ, 
おぇおすけ う くぇ きくけゅけ こけ-ゅなゃおぇゃけ さぇぉけすくけ 
ゃさっきっ.  〈けゃぇ とっ ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす くぇ 
たけさぇすぇ ょぇ うきぇす こけゃっつっ ゃさっきっ う ょぇ しっ 
ょけゅけゃぇさはす う し ょさせゅ さぇぉけすけょぇすっか. 
╆ぇょなかあうすっかくけ 

とっ うきぇ う こさけきはくぇ くぇ
いぇおけくけょぇすっかしすゃけすけ. 

〈け とっ っ けすょっかくけ いぇ ゅけかっきうすっ そうさ-
きう う いぇ きうおさけこさっょこさうはすうはすぇ. 〈けゃぇ 
しっ けすかぇゅぇ けす ょっしっすうかっすうは, くけ しこけさっょ 
っおしこっさすうすっ くぇ うくしすうすせすぇ ゃ しかっょゃぇ-
とうすっ 20-25 ゅ. とっ しすぇくっ くっういぉっあくけ. ╁ 

こさけすうゃっく しかせつぇえ きうおさけこさっょこさうはすうは-
すぇ とっ しぇ こさうくせょっくう こさけしすけ ょぇ いぇけ-
ぉうおぇかはす いぇおけくぇ, くっ いぇとけすけ しぇ かけてう 
う うしおぇす, ぇ いぇとけすけ すけえ っ くっこさうかけあうき 
いぇ すはた, しっ  けすぉっかはいゃぇ ゃ ぇくぇかういぇ くぇ 
╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす. 
╃ぇくくうすっ くぇ ′ぇちうけくぇかくうは しすぇすうしすう-

つっしおう うくしすうすせす /′]╇/ せ くぇし こけすゃなさあ-
ょぇゃぇす すぇいう すっくょっくちうは. ]こけさっょ しすぇ-
すうしすうおぇすぇ こさっい 2012 ゅ.,  けす 372 000 
こさっょこさうはすうは  せ くぇし 343 000 しぇ ぉうかう 
し ょけ 9 いぇっすう. ¨とっ 24 000 しぇ し ょけ 59 
ょせてう こっさしけくぇか.
 ╁ しかっょゃぇとうすっ 2 ょっしっすうかっすうは こぇいぇ-

さなす くぇ すさせょぇ とっ しすぇゃぇ ゃしっ こけ-ゅなゃおぇゃ, 
おぇすけ ゃしっ こけゃっつっ とっ しっ さぇいてうさはゃぇす 
う ょけゅけゃけさうすっ いぇ ういゃなさてゃぇくっ くぇ けこ-
さっょっかっくぇ さぇぉけすぇ おぇすけ ちはかけ, ぇ くっ いぇ 
おけくおさっすくぇ こけいうちうは, くぇ おけはすけ ょぇ しっ 
さぇぉけすう ちはか あうゃけす. 《けさきせかぇすぇ „っょうく 
さぇぉけすけょぇすっか う っょくけ さぇぉけすくけ きはしすけ, 
くぇ おけっすけ ょぇ しっ こっくしうけくうさぇき” とっ うい-
つっいくっ. 《ぇおす, おけえすけ ゃっつっ っ けしっいぇっき 
いぇ きくけゅけ ぉなかゅぇさしおう そうさきう う しっゅぇ. 
‶けしすっこっくくけ とっ しっ ゃなさゃう おなき ゃなゃっあ-
ょぇくっ くぇ しすぇくょぇさす いぇ くうしおけおゃぇかうそう-
ちうさぇく, しさっょくけおゃぇかうそうちうさぇく う ゃうしけ-
おけおゃぇかうそうちうさぇく さぇぉけすくうお, おぇおなゃすけ 
ゃ きけきっくすぇ くはきぇ.

[ぇぉけすけょぇすっかうすっ とっ すなさしはす くっ 
たけさぇ し ょうこかけきう, ぇ し おさっぇすうゃくう 

ゃないきけあくけしすう ょぇ さってぇゃぇす
こけしすぇゃっくぇすぇ うき いぇょぇつぇ. 

]こけさっょ っおしこっさすうすっ くぇ うくしすうすせすぇ, 
すっくょっくちうはすぇ ょぇ くっ しっ ゅかっょぇ ょうこかけ-
きぇすぇ, ぇ ょぇかう つけゃっお きけあっ ょぇ ういきうしかう 
おぇお ょぇ けさゅぇくういうさぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ 
ょぇょっくぇ いぇょぇつぇ, とっ ぉなょっ ゃなゃ ゃうたなさぇ 

しう ゃ しかっょゃぇとうすっ 20 ゅけょうくう. 
╄おしこっさすうすっ  けす ╀ぇかおぇくしおうは うく-

しすうすせす  しぇ おぇすっゅけさうつくう, つっ ゃ しかっょ-
ゃぇとうすっ くはおけかおけ ゅけょうくう とっ しっ 
こけはゃはす う きくけゅけ ぉなさいけ とっ しっ さぇい-
てうさはゃぇす っかっおすさけくくう さっゅうしすさう くぇ 
くぇっきくうすっ さぇぉけすくうちう, ゃ おけうすけ とっ 
ぉなょぇす けこうしぇくう こさうすっあぇゃぇくうすっ けす 
すはた せきっくうは. ╁ っかっおすさけくっく くけしうすっか, 
けす すうこぇ くぇ かうつくぇすぇ おぇさすぇ, とっ ゃかう-
いぇす ゃしうつおう いくぇくうは う せきっくうは, おけう-
すけ つけゃっお っ こさうょけぉうか ゃ こさけちっしぇ くぇ 
さぇぉけすぇすぇ しう, ょうこかけきうすっ, おけうすけ うきぇ 
う すけゃぇ とっ ょぇゃぇ きくけゅけ こけ-はしくぇ おぇさ-
すうくぇ くぇ さぇぉけすけょぇすっかうすっ きせ.

╋ぇしけゃけすけ こさけそっしうけくぇかくけ 
けさうっくすうさぇくっ, おけっすけ ゃ

きけきっくすぇ っ ぇぉしけかのすくけ ぉはかけ 
こっすくけ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, とっ 

しすぇくっ いぇょなかあうすっかくけ いぇ
くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ, 

いぇ おけはすけ つけゃっお うきぇ いぇかけあぉう. ]っゅぇ 
しなけすくけてっくうっすけ っ っょゃぇ 1 くぇ 10 000 
ょせてう さぇぉけすっとう ゃ ╀なかゅぇさうは, きうくぇか 
こさっい しうしすっきぇすぇ いぇ こさけそっしうけくぇか-
くけ けさうっくすうさぇくっ う けぉさぇいけゃぇくうっ, 
こけ くっけそうちうぇかくう ょぇくくう. ╁ ぉなょっとっ 
すけゃぇ とっ ぉなょっ すけつくけ すけかおけゃぇ いぇょなか-
あうすっかくけ, おけかおけすけ う ょぇ しう けぉさぇいけ-
ゃぇく. ╋けすうゃなす: すけ しこっしすはゃぇ けゅさけきくう 
さっしせさしう くぇ ょなさあぇゃぇすぇ, おけはすけ とっ 
けぉせつぇゃぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ たけさぇ.
 ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 

たけさぇすぇ とっ すさはぉゃぇ ょぇ しっ
けぉせつぇゃぇす ちはか あうゃけす, 

くけ ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ すったくけかけゅうう-
すっ とっ きけゅぇす ょぇ ゅけ こさぇゃはす けくかぇえく 
せ ょけきぇ う とっ うきぇす こけゃっつっ ゃさっきっ いぇ 
すけゃぇ. 
〈けゃぇ ゃ こなかくぇ しうかぇ とっ ゃぇあう いぇ す. 

くぇさ. „こぇきこっさ ぇえこけょ こけおけかっくうっすけ“, 
おぇおすけ くぇ しなゃさっきっくっく あぇさゅけく  しっ 
くぇさうつぇす さけょっくうすっ しかっょ 2009 ゅけ-
ょうくぇ. ╂けかはきぇ つぇしす けす いくぇくうはすぇ う 
せきっくうはすぇ たけさぇすぇ とっ しっ こさうょけぉう-
ゃぇす つさっい しぇきけけぉせつっくうっ, とっ ぉなょぇす 
くぇかけあうすっかくう さぇいかうつくうすっ けこちうう 
いぇ ょけおぇいゃぇくっ くぇ いくぇくうは う せきっくうは, 
こさうょけぉうすう こけ くっそけさきぇかっく こなす. 
╁ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ けぉさぇいけゃぇ-

くうっすけ, きかぇょっあすぇ う くぇせおぇすぇ  ゃっつっ 
っ さぇいさぇぉけすっくぇ こけょけぉくぇ しうしすっきぇ, 
おけはすけ いぇしっゅぇ とっ っ しぇきけ いぇ くはおけう 
しこっちうぇかくけしすう う とっ しっ こさうかぇゅぇ 
しぇきけ ゃ くはおけう こさけそっしうけくぇかくう ゅうき-
くぇいうう ゃ しすさぇくぇすぇ.
 ╇いゃけょうすっ けす くぇえ-くけゃけすけ ういしかっょ-

ゃぇくっ くぇ ╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす ゃ 
きけきっくすぇ いぇ こけゃっつっすけ さぇぉけすっとう せ 
くぇし きけあっ ぉう いゃせつぇす そせすせさうしすうつくけ, 
くけ ういしかっょけゃぇすっかうすっ  くぇ すさせょけゃうは 
こぇいぇさ う こさけちっしうすっ ゃ くっゅけ しぇ おぇすっ-
ゅけさうつくう, つっ すゃなさょっ しおけさけ  そせすせさう-
いきなす  しっゅぇ とっ しすぇくっ しせさけゃぇ う くぇ-
かけあうすっかくぇ さっぇかくけしす. [っちっこすぇすぇ いぇ 
けちっかはゃぇくっ ゃ くっは ゃしっおう とっ しう ういぉう-
さぇ しぇき. 〉つっくっ ちはか あうゃけす, おさっぇすうゃ-
くけしす, けすゅけゃけさくけしす - しぇ しぇきけ きぇかおぇ 
つぇしす けす くせあくうすっ え おけきこけくっくすう. 
                            ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

„′うっ しきっ けす しすぇさぇすぇ ゅゃぇさょうは...! ╆ぇすけゃぇ ょけさう しっゅぇ くはきぇ ょぇ ういょぇょっき すぇえくうすっ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, こけょ おけうすけ しきっ しっ こけょこうしぇかう, つっ とっ こぇいうき ゃっつくけ...“, いぇ-
こけつゃぇ し てっゅぇ けとっ けす ゃさぇすぇすぇ くぇ ゅけしすけこさうっきくうは しう ょけき ╉うくぇ ]すけはくけゃぇ. ╃ゃっすっ 
し 〈けすおぇ 〈せさかぇおけゃぇ しぇ こさうゅけすゃうかう いぇ さっこけさすっさぇ くぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ こなか-
くぇ きぇしぇ し こけつっさこおう おなき ぇさけきぇすくうは つぇえ けす さなつくけ ぉさぇくう ぉうかおう, おけえすけ おなおさう 
くぇ すけこかけ ゃなさたせ こっつおぇすぇ. ‶っくしうけくっさしおけすけ ぉうすうっ くぇ くはおけゅぇてくうすっ しかせあうすっかう 
くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは くぇ ╆ぇゃけょ 2 くっ っ くうすけ しおせつくけ, くうすけ こけすなくぇかけ ゃ くっさぇょけしす. 
‶さうはすっかしすゃけすけ くぇ ぉうゃてうすっ おけかっあおう – しっゅぇ こっくしうけくっさおう, ゅう しなぉうさぇ  つっしすけ くぇ 
しこけきっくう う しこけょっかはくうは いぇ ょくってくけすけ すさせょくけ ゃさっきっ. ‶けょょなさあぇす しう ゃさないおうすっ 

‶けゃっつっ けす 10 ゅけょうくう ゅさせこぇ-
すぇ „╄たけ“ しっ しなぉうさぇ ゃ しなぉけすくうは 
ょっく しかっょ 〈さうそけく ╆ぇさっいぇく くぇ 
ゃたけょぇ くぇ 〈のかぉっすけ すけつくけ ゃ 10 
つぇしぇ. ]かっょ おさぇすなお こさったけょ ょけ 
かけいっすけ くぇ たせょけあっしすゃっくうは さな-
おけゃけょうすっか ╁ぇかっくすうく 〉いせくけゃ 

– しなとけ ぉうゃて ぇさしっくぇかっち, すせ-
さうしすうすっ ぇおせしすうさぇす こさっょ きぇか-
おぇすぇ おなとうつおぇ ゃ いぇゃっすくけすけ 
かけいっ, おなょっすけ こけつゃぇ う  さぇょけしす-
くぇすぇ てっすくは – しすなおゃぇくっすけ くぇ 
けゅなくは いぇ きっいっすぇすぇ, さっょっくっすけ 
くぇ すさぇこっいぇすぇ... ╇ ゃしうつおけ すけゃぇ 
– くぇいょさぇゃうちぇ しかっょ くぇいょさぇ-
ゃうちぇ し つっさゃっくけ ゃうくけ. 〈けつくけ 
くぇ けぉはょ ょけぇえっくなす しさっょ かけいぇ-
さうすっ - ゃっすっさぇくなす けす ╆ぇゃけょ 6 
┿かっおしぇくょなさ ╉けしっゃ, さうすせぇかくけ 
とさぇおゃぇ くけあうちぇすぇ う いぇゃうゃぇ 
かけいけゃうは ゃっくっち, おけえすけ こけかぇゅぇ 
くぇょ つっかけすけ くぇ ょけきぇおうくぇ ╁ぇ-
かぬけ, おけえすけ こけ っゃさけこっえしおうすっ 
くう くけゃう こさぇゃうかぇ うきぇ う うきっく 
ょっく くぇ 14-すう そっゃさせぇさう. ‶け-
あっかぇくうはすぇ いぇ いょさぇゃっ う ぉっさっ-
おっす しっ くけしはす しさっょ けゅかぇしぇ くぇ 
しなさちぇすけすけ こっっくっ くぇ すせさうしすう-
すっ, ゃけょっくけ けす ぇおけさょっけくぇ くぇ 
ょけきぇおうくぇ う きっおうは ゅかぇし くぇ しけ-
かうしすぇ – こっくしうけくっさなす-ぇさしっくぇ-
かっち ╃うきうすなさ ‶けこけゃ.  ┿ こけしかっ 
いっきはすぇ こけょ かけいうすっ すさっこっさう けす 

さぇょけしすくうすっ たけさぇ う さなつっくうちう. 
‶さぇいくうおなす っ すぇおぇ かのぉうき, つっ 
こさけゃけおうさぇ ╋ぇさうぇく ゃ こうしぇくっ-
すけ う すけえ きせ こけしゃっとぇゃぇ たうきく:

〈さうそけく ╆ぇさっいぇく っ
せゃっおけゃっつっく ゃ

ぇさしっくぇかしおう しすうた

]すうたけすゃけさっくうっすけ こけつっすくけ 
ゃうしう ゃ さぇきおぇ くぇ かけいっすけ くぇ 
╁ぇかぬけ, おけっすけ う すぇいう しなぉけすぇ – 
くぇ 15-すう そっゃさせぇさう つぇおぇ ゃっ-
しっかうすっ ゅけしすう. ╄たけすけ けす こっしくう-
すっ う ゃっしっかぉぇすぇ こけ すなきくけ, こけ 
すさぇょうちうは, しっ こさっくぇしは ゃ ょけきぇ 
くぇ ゃっすっさぇくぇ ]ぇてけ, おなょっすけ 
ゃしうつおけ こけつゃぇ けすくぇつぇかけ...
¨ぉぇつっ くぇえ-ょぇかっつくけすけ くぇつぇ-

かけ くぇ ゅさせこぇすぇ いぇ すせさうしすうつっ-
しおう こっしくう すさはぉゃぇ ょぇ しっ すなさしう 
こけ-ょぇかっつ – ゃ ぇさしっくぇかしおけすけ 
„[ぇぉけすくうつっしおけ ったけ“ けす 1985-
すぇ. ╇ ょくっし ゃ „╄たけ” こっはす 》さうし-
すけ ╉ぇさぇゅはせさけゃ う ╋ぇさうは 〈ぇくっ-

ゃぇ けす ╆ぇゃけょ 1, ╃うきけ ╃あせさけゃ 
けす ╆ぇゃけょ 5, 〈けょけさ ]すけえつっゃ けす 
╆ぇゃけょ 3, ╁っしっかうくぇ ]おけさょっゃぇ 
けす ╆ぇゃけょ 0. ‶っしっくくけすけ はょさけ 
くぇ ゅさせこぇすぇ けぉっょうくはゃぇ う ぉう-
ゃてうすっ ぇさしっくぇかちう けす ╆ぇゃけょ 3 
- ╁ぇかは 〉いせくけゃぇ う ╈けさょぇくおぇ 

╉っさっしすっかうっゃぇ, ‶っくおぇ ╃なさ-
いっゃぇ う ╃っかうくおぇ 《せすぇさしおぇ けす 
╆ぇゃけょ 0. ╆ぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, 
つっ ╉′]╀ ゃ „┿さしっくぇか“ う かうつ-
くけ こさっょしっょぇすっかはす ┿すぇくぇし ╀け-
いけゃ こけょおさっこはす うくうちうぇすうゃうすっ 
くぇ „╄たけ“. 〈さぇょうちうけくくうはす こっ-
しっくっく こさぇいくうお くぇ ╉ぇいぇくかなお 
„‶さっおさぇしくぇ しう, きうかぇ [けょう-
くけ“, こけょおさっこっく う けす ¨ぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお, っ こけょ おさうかけすけ う くぇ 
ぇさしっくぇかしおうすっ しうくょうおぇすう. ╃け 
20 しなしすぇゃぇ けす ちはかぇすぇ しすさぇくぇ 
こけしさっとぇ っあっゅけょくけ ゃ ╉ぇいぇく-
かなお ╁╂〈‶ „╄たけ“.  ′ぇょこはゃぇくっ-
すけ ゃ つうすぇかうとっ „╇しおさぇ - 1860“ 
すぇいう ゅけょうくぇ とっ ぉなょっ こさっい ぇこ-
さうか. 『はかけしすくぇすぇ けさゅぇくういぇちうは 
こけ こけしさっとぇくっすけ, くぇしすぇくはゃぇ-
くっすけ, おせかすせさくぇすぇ こさけゅさぇきぇ う 
しちっくうつくうすっ ういこなかくっくうは ゃっつっ 
ゃすけさぇ ゅけょうくぇ っ ゃ さなちっすっ くぇ 
╋ぇさうぇく ′っくおけゃ. ‶けおぇくっく ゃ 
ゅさせこぇすぇ こさっょう 15 ゅけょうくう, ぇさ-
しっくぇかしおうはす うくあっくっさ-たうきうお し 
32 ゅけょうくう しすぇあ こさう けさなあっえ-

くうちうすっ, っ  さっょせゃぇか けすゅけゃけさくう 
ょかなあくけしすう くぇ すったくけかけゅ, いぇき.-
くぇつぇかくうお くぇ ちった ゃ ╆ぇゃけょ 3 し 
ういしかっょゃぇくうはすぇ くぇ くぇせつっく しな-
すさせょくうお ゃ ′╇〈╇. [なおけゃけょうか 
っ っおうこ いぇ くけゃう さぇいさぇぉけすおう, 
おぇおすけ う すったくけかけいうすっ けす ぉぇ-
させすくうはいぇゃけょ. ]っゅぇ せこさぇゃかはゃぇ 
╉けくしすさせおすうゃくけ-すったくけかけゅうつ-
くうは けすょっか. ╉けっすけ くっ きせ こさっつう 
ょぇ  くぇきっしすゃぇ う こけょしうゅせさはゃぇ  
ちっかけゅけょうてくぇすぇ こさけゅさぇきぇすぇ 
くぇ „╄たけ“.
〈さなこおぇすぇ こけ いょさぇゃうは ょせた ゃ 

いょさぇゃけ すはかけ いぇ ╋ぇさうぇく っ けとっ 
けす きかぇょけしすすぇ. ╁ しすせょっくしおうすっ 
ゅけょうくう っ くっういきっくくけ つぇしす  けす 
けすぉけさぇ くぇ ╀せさゅぇしおけすけ ╁》〈╇, 
うゅさぇっ ゃけかっえぉけか う いぇ こさっょしすぇ-
ゃうすっかくうすっ けすぉけさう くぇ „[けいけゃぇ 
ょけかうくぇ“. ╆ぇすけゃぇ くっ きせ すっあう 
けさゅぇくういぇちうけくくぇすぇ さぇぉけすぇ ゃ 
„╄たけ“.
┿ すは くっ っ いぇ こけょちっくはゃぇくっ: 

╁っつっさ くぇ すせさうしすうつっしおぇすぇ こっ-

しっく いぇ ‶なさゃぇ こさけかっす, せつぇし-
すうっ ゃ ′ぇちうけくぇかくうは こっしっくっく 
こさぇいくうお „‶っしくうすっ くぇ ╀なかゅぇ-
さうは“ う すさぇょうちうけくくけ ゅけしすせゃぇ-
くっ くぇ しすぇさけいぇゅけさしおうすっ こさうは-
すっかう くぇ „]さっょくけゅけさしおけ ったけ“ 
ゃ ╃っくは くは ]なっょうくっくうっすけ, 

けぉうつぇくうはす ╉けかっょっく おけくちっさす 
„╄たけ う こさうはすっかう“ しぇ ゃっつっ 
こかぇくせゃぇくう ゃ おぇかっくょぇさぇ いぇ 
すぇいう ゅけょうくぇ. ╉ぇいぇくかなておぇすぇ 
ゅさせこぇ うきぇ  こけおぇくぇ いぇ 《っし-
すうゃぇかぇ くぇ ]ぇきけおけゃ „╀はかぇすぇ 
こけさすぇ くぇ [うかぇ“, おなょっすけ ゃしはおぇ 
ゅけょうくぇ っ しさっょ くぇえ-つぇおぇくうすっ 
ゅけしすう. 〈さぇょうちうけくくけ こっゃちうすっ 
くぇ „╄たけ“ しぇ ょけぉさっ ょけてかう う くぇ 
′ぇちうけくぇかくうは こっしっくっく こさぇい-
くうお ゃ ‶かけゃょうゃ, おけえすけ ぇおちっく-
すうさぇ ゃなさたせ こぇすさうけすうつくうは 
さっこっさすけぇさ. ]ゃっあうすっ こっしくう 
くぇ „╄たけ“ つっしすけ さぇょゃぇす おぇいぇく-
かなつぇくう ゃ ゅけかっきうすっ ゅさぇょしおう 
こさぇいくうちう – ╃くうすっ くぇ すさぇおうえ-
しおぇすぇ おせかすせさぇ, ‶さぇいくうおなす くぇ 
さけいぇすぇ う ‶さぇいくうおなす くぇ ちな-
そくぇかうすっ ゃうてくう. 』っしすけ こっはす 
いぇっょくけ し ゅさせこぇ „]っゃすけこけかうし“ 
くぇ ′』 „╇しおさぇ – 1860“, しっゅぇ 
さなおけゃけょっくぇ けす けしくけゃぇすっかは くぇ 
„╄たけ“ ╃っつおけ ╀ぇおけっゃ. ╆くぇおけゃけ 
いぇ ゅさせこぇすぇ ゃ すっいう こさぇいくうちう う 
さぇいこけいくぇゃぇっきけ いぇ けぉうつくぇすぇ 

こせぉかうおぇ っ こさうしなしすゃうっすけ くぇ 
╋ぇさゅぇさうすぇ ╃けたつっゃぇ, しちっくぇ-
さうしす う ゃけょっと くぇ おけくちっさすくう-
すっ こさけはゃう くぇ „╄たけ“. ╆くぇおけゃけ 
っ う けくけゃぇ いゃせつくけ „╋くけゅぇは 
かっすぇ!“, おけっすけ おなくすう けす こさけ-
いけさちうすっ くぇ ╁けっくくうは おかせぉ 
おなき ゅさぇょしおうは こかけとぇょ ゃしっおう 
こなす, おけゅぇすけ しかっょ ゃっつっさくうすっ 
さっこっすうちうう, こっゃちうすっ-こかぇくう-
くぇさう こさぇいくせゃぇす さけあょっくうすっ 
う うきっくくう ょくう くぇ くはおけゅけ けす 
ゅさせこぇすぇ. ╊うつくうすっ こさぇいくうちう 
ゃ „╄たけ“ し さけょけかのぉうゃぇ けぉうつ 
こさっかうゃぇす ゃ けぉとけぉなかゅぇさしおうすっ 
くう こさぇいくうちう.

‶ぇすさうけすうすっ けす „╄たけ“
ゃうくぇゅう おぇつゃぇす

【うこおぇ くぇ 3-すう きぇさす

[けょくうはす すさうぉぇゅさっくうお ょぇゃぇ 
しすぇさすぇ くぇ っあっゅけょくうは こけたけょ 
くぇ すせさうしすうすっ けす „╄たけ“ けす こけょ-
くけあうっすけ おなき ゃさなた 【うこおぇ 

けとっ しせすさうくすぇ  くぇゃさなた くぇちうけ-
くぇかくうは こさぇいくうお 〈さっすう きぇさす. 
╉ぇつゃぇくっすけ う しかういぇくっすけ こって 
しぇ いぇょなかあうすっかくう, おぇおすけ う 
せつぇしすうっすけ ゃ つっしすゃぇくうはすぇ おさぇえ 
‶ぇきっすくうおぇ くぇ ]ゃけぉけょぇすぇ. 
′っ きうくぇゃぇ ぉっい こぇすさうけすうつ-

くうは ゃないすけさゅ くぇ ぇさしっくぇかちうすっ 
けす „╄たけ“ う ゅけょうてくけすけ こけおかけ-
くっくうっ こさっい のかう  くぇ ╀せいかせょあぇ 
こさっょ ょっかけすけ くぇ つっすくうちうすっ 
くぇ 》ぇょあう ╃うきうすなさ う ]すっそぇく 
╉ぇさぇょあぇ. ╁ こさけゅさぇきぇすぇ くぇ 
しかぇょおけこけえくうすっ すせさうしすう しこけく-
すぇくくうすっ ういかっすう う きぇさてさせすうすっ 
いぇ さぇいたけょおう ゃ さっゅうけくぇ くっ しっ 
ぉさけはす おぇすけ ゅけかっきう きっさけこさう-
はすうは, くけ しぇ うしすうくしおぇ さぇょけしす 
う いょさぇゃっ いぇ せつぇしすくうちうすっ. “╁ 
ゅさせこぇすぇ ちぇさう さぇいぉうさぇすっか-
しすゃけ う しゅけゃけさ. ╆ぇっょくけ こさぇい-
くせゃぇきっ さけあょっくう ょくう, かうつくう  
のぉうかっう, こっしっくくう こさぇいくうちう. 
╋くけいうくぇ くう いぇゃうあょぇす うしおさっ-
くけ いぇ しこかけすっくけしすすぇ, ょけぉさうすっ 
けすくけてっくうは う うしすうくしおけすけ こさう-
はすっかしすゃけ きっあょせ くぇし“, しこけょっ-
かは こさっょ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ 
こさっょしっょぇすっかはす うくあ. ╋ぇさうぇく 
′っくおけゃ. ╆ぇっょくけ し ╁っしっかうくぇ 
]おけさょっゃぇ すけえ しなしすぇゃは „10 
こさぇゃうかぇ くぇ ¨さょっくぇ くぇ こかぇ-
くうくぇさうすっ“, ゃ おけうすけ – おなょっ 
くぇ てっゅぇ, おなょっ くぇ うしすうくぇ, しっ 
こけょさっあょぇす こさうくちうこうすっ くぇ 
けすくけてっくうはすぇ, おけうすけ ゅさぇょはす 
ょせたぇ くぇ ╁けおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ いぇ 
すせさうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ“. 
‶さうくちうこう, おけうすけ つかっくけゃっすっ 
しこぇいゃぇす, くっ いぇとけすけ しぇ いぇょなか-
あうすっかくう, ぇ いぇとけすけ うき うょゃぇす 
„けすゃなすさっ“. ╉ぇおすけ けすゃなすさっ うき 
うょゃぇす ゃっしっかうすっ う ぉけょさう すさっ-
かう, せしきうゃおうすっ こけ かうちぇすぇ う 
ゃ けつうすっ, しなこさうつぇしすうっすけ おなき 
ぉけかおぇすぇ くぇ ょさせゅうは う しこけくすぇく-
くうはす あっしす くぇ こけきけと こさう くせあ-
ょぇ. ]うゅせさくけ う いぇすけゃぇ, ぇ くっ 
しぇきけ いぇさぇょう ゃっょさうは さっこっさ-
すけぇさ, こけょぉさぇく けす ╁ぇかっくすうく 
〉いせくけゃ, ゅさせこぇすぇ っ けぉうつぇくぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは う うきぇ ゃ ぇさたうゃぇ しう 

きくけゅけ こけいょさぇゃかっくうは う くぇ-
ゅさぇょう. ╊っすくう すっぇすさう, けすおさう-
すう しちっくう, こかぇくうくしおう こけかはくう, 
つうすぇかうとくう いぇかう う こかけとぇょう 
しぇ けゅかぇしはかう こっしくけこけえちうすっ 
けす „╄たけ“ ゃ ]すぇさぇ こかぇくうくぇ, 
‶うさうく, [うかぇ, ‶かけゃょうゃ, ╂けさ-
くぇ ¨さはたけゃうちぇ, ]けそうは, ]すぇ-
さぇ ╆ぇゅけさぇ, ]かうゃっく, 〈さはゃくぇ, 
╇しこっさうた, ╀せさゅぇし... ′ぇえ-ちっ-
くっくうはす けす すはた そっしすうゃぇか っ くぇ 
¨さってぇおぇ, おなょっすけ ょけきぇおうくうすっ 
けす „]すぇさけこかぇくうくしおう いゃせちう“ 
くぇょこはゃぇす ゃしうつおう し たなし う きぇえ-
しすけさしすゃけ. 『っくくう しぇ う しさっとうすっ 
しなし しすけかうつぇくうすっ けす „┿おせしすう-
おぇ“ う „]さっょくけゅけさしおう いゃせちう“ 
けす ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ, こかけゃょうゃつぇ-
くうすっ けす „╆ょさぇゃっち“ う ょぇきしおうは 
たけさ くぇ ゃっすっさぇくおうすっ けす ]ぇきけ-
おけゃ. ‶さっい ゅけょうくうすっ おぇいぇくかな-
つぇくう こっはす ゃ おけきこぇくうはすぇ くぇ 
ぇすさぇおすうゃくう ゅさせこう けす 』ったうは, 
‶っさせ, 〈せさちうは, ┿かぉぇくうは,   
′ぇゅさぇょう  くぇ ╋うくうしすっさしすゃけ-

こけきっあょせ しう. ╁さないおうすっ し あうゃうすっ... ╆ぇとけすけ くっ ぉっい ぉけかおぇ, くけ しなし しきうさっくうっすけ くぇ 
ゃないさぇしすすぇ, 〈けすおぇ う ╉うくぇ ゃないょなたゃぇす: “‶けゃっつっすけ くっ しぇ ゃっつっ きっあょせ くぇし...“. 》け-
さぇすぇ, おけうすけ うしおぇす ょぇ しこけきっくぇす, しぇ すけかおけゃぇ きくけゅけ, つっ こさうすっしくっくうっすけ せ すはた ょぇ 
くっ ぉなょっ こさけこせしくぇす くはおけえ, ぇ せ きっく – ょぇ くっ けぉなさおぇき うきっくぇすぇ, っ けゅさけきくけ... ′ぇ 
こなさゃけ きはしすけ – うくあっくっさ ╀うかはさけゃ! – ういさぇしくぇか けす すったくけかけゅ ょけ ゅかぇゃっく うくあっくっさ 
くぇ ╆ぇゃけょ 2. ╃うさっおすけさなす くぇ ╆ぇゃけょ 2 ╇ゃぇく ╉うさっゃ, くぇつぇかくうおなす くぇ ¨すょっか すったくけ-
かけゅうつっく うくあ. ‶っっゃ, くぇつぇかくうおなす くぇ ╀のさけ - ╇ゃぇく ‶ぇゃかけゃ, さなおけゃけょうすっかうすっ くぇ 
ゅさせこう [ぇょう ]すっそぇくけゃ う ┿すぇくぇし [せっゃ, ょうさっおすけさなす ╋うたぇうか ╋うたぇえかけゃ, ′うおけ-
かぇえ ╃ぇきはくけゃ..., たうきうつおぇすぇ ╁ぇくは ╋うすっゃぇ... ′っこさっきっくくけ ゃ しこけきっくうすっ ういくうおゃぇ 
ぇおけさょっけくなす くぇ ‶っすぬけ ′けゃぇおけゃ けす ]くぇぉょはゃぇくっすけ, おぇおすけ う っくうくしおうすっ おぇょさう 
]すっそぇく ╀けぉつっゃ う ╉けしすぇ ╃いなくけゃ. “〈けかおけゃぇ きくけゅけ たけさぇ しぇ きうくぇかう こさっい けすょっかぇ, 
うきぇたきっ う ょゃっ きぇてうくけこうしおう こさっい ゅけょうくうすっ...“. ╂けょうくぇ しかっょ ゅけょうくぇ すせおぇ うょゃぇす 
′ぇょおぇ ╃あぇゃゅけゃぇ, ]すけはくおぇ 〈さうそけくけゃぇ, ╇ゃぇく ]すぇくっゃ, ╁うけかっすぇ ]かぇゃけゃぇ. ̈ おけかけ 
20 ょせてう ぉうか しなしすぇゃなす くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか, おけえすけ こけしすけはくくけ しっ けぉけゅぇすは-
ゃぇか し うょゃぇくっすけ くぇ くけゃう きかぇょう たけさぇ.

]くうきおうすっ こけきぇゅぇす しこけきっくうすっ ょぇ しっ ゃなさくぇす あうゃう

╉ぇおすけ つっしすけ しっ しかせつゃぇ, いぇ ぇさしっくぇかちう しくうきおうすっ し おけかっゅうすっ しぇ しゃっとっくう. 〈けすおぇ 
う ╉うくつっすけ くっ こさぇゃはす ういおかのつっくうっ う ゃくうきぇすっかくけ ゃぇょはす こぇいっくうすっ つっさくけ-ぉっかう う 
ちゃっすくう そけすけゅさぇそうう けす っおしおせさいうう う こさぇいくうちう. 〉しきうゃおう う ゃっょさけしす くぇこうさぇす こさっい 
いぇしすうくぇかうすっ けぉさぇいう くぇ っょくう けす せつぇしすくうちうすっ ゃ くぇえ-きけとくけすけ ぇさしっくぇかしおけ さぇいゃうすうっ 
けす 60-すっ,  70-すっ う 80-すっ ゅけょうくう くぇ 20-すう ゃっお – すったくけかけいうすっ けす ╆ぇゃけょ 2. ╂けかっきうはす 
ぇさしっくぇかしおう くぇこなく こけ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ こさけういゃけょしすゃぇ くっ っ こけょきうくぇか う すはた. ′っ 
しぇ ゅう こけょきうくぇかう う ぉせょくうすっ くけとう くぇ さぇぉけすくうすっ きっしすぇ. [ぇいつうすぇくっすけ くぇ ょけおせ-
きっくすぇちうはすぇ, ょけくぇしはくぇ けす ]]][, う こさうかぇゅぇくっすけ え ゃ さけょくうすっ せしかけゃうは くっ ぉうかけ 
かっしくぇ さぇぉけすぇ. ]なゃっすしおうすっ こぇさすくぬけさう こけょぇゃぇかう ういょっかうはすぇ しぇきけ くぇ „たぇさすうは“, 
ょけおぇさゃぇくっすけ うき けす こさけすけすうこぇ ょけ おぇつっしすゃっくぇすぇ ゅけすけゃぇ しっさうえくぇ こさけょせおちうは 
ぉうかけ くぇてぇ さぇぉけすぇ. ╃けこなかくうすっかくけ しうすせぇちうはすぇ しっ せしかけあくはゃぇかぇ けす そぇおすぇ, つっ 
ゃ くぇつぇかけすけ させしおぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは, さぇいさぇぉけすっくぇ いぇ すったくうすっ きぇてうくう, せ くぇし 
すさはぉゃぇかけ ょぇ こぇしくっ くぇ しなとっしすゃせゃぇとぇすぇ すったくうおぇ う けぉけさせょゃぇくっ, くぇしかっょっくけ ゃ 
„┿さしっくぇか“ けとっ  けす ゅっさきぇくしおけすけ こさうしなしすゃうっ ゃ ゅけょうくうすっ こさっょう 9-すう しっこすっきゃさう. 
╋ぇえしすけさしすゃけすけ くぇ ぇさしっくぇかちう う おぇつっしすゃけすけ くぇ くっきしおけすけ けぉけさせょゃぇくっ くぇこさぇゃう-
かう つせょっしぇ ゃ こさうかぇゅぇくっすけ くぇ しなゃっすしおぇすぇ けさなあっえくぇ ょけおせきっくすぇちうは ゃ ぉぇさせすくうは 
いぇゃけょ... ╀うかけ すさせょくけすけ ゃさっきっ こさっょう ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ さけすけさくけすけ こさけういゃけょ-
しすゃけ. “‶けくはおけゅぇ せしゃけはゃぇたきっ っょくけゃさっきっくくけ こけ ょゃっ-すさう ういょっかうは“, こけきくう ╉うくぇ 
]すけはくけゃぇ. 〉しなゃなさてっくしすゃぇえおう しっ っょくけゃさっきっくくけ ゃ こさぇおすうおぇすぇ う ゃ すっけさうはすぇ, 
おぇすけ きくけゅけ ぇさしっくぇかちう, すは いぇゃなさてゃぇ いぇょけつくけ ゃうしてっ けぉさぇいけゃぇくうっ. ‶っくしうけくう-
さぇ しっ ゃ ょぇかっつくぇすぇ 1989-すぇ  おぇすけ たうきうお すせお, ゃ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか. 
〈せさかぇおけゃぇ こなお こさけょなかあぇゃぇ ゃ けすょっか „]すぇくょぇさすう“ おぇすけ くけさきけ-おけくすさけか くぇ 

すったくけかけゅうつくぇすぇ う おけくしすさせおすうゃくぇすぇ ょけおせきっくすぇちうは ゃ ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは ょけ こっく-
しうけくうさぇくっすけ しう こさっい 1988-きぇ. 〈は っ ゃ けすょっかぇ けす しぇきけすけ きせ しないょぇゃぇくっ.
〈せさかぇおけゃぇ っ おけくしすさせおすけさ-つっさすけあくうお. ╉けゅぇすけ けすうゃぇす ゃ ╆ぇゃけょ 2, ぇょきうくうしすさぇ-

すうゃくぇすぇ しゅさぇょぇ けとっ くっ ぉうかぇ けおけくつぇすっかくけ ゅけすけゃぇ. 〈ぇおぇ 〈せさかぇおけゃぇ っ ゃ けすょっかぇ 
けとっ けす こなさゃうすっ きせ ょくう ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 1964-すぇ. [ぇぉけすはす し おけかっゅぇすぇ ╂っけさゅう 
[ぇつっゃ. 〈けすおぇ うきぇ おなしきっすぇ ょぇ ぉなょっ っょうくしすゃっくぇすぇ あっくぇ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ けすょっかぇ. 
′っ おさうっ, つっ さぇぉけすうかぇ ょけぉさっ こけょ おさうかけすけ くぇ きなあっすっ-こなさゃけこさけたけょちう. ┿さしっ-
くぇかしおぇすぇ うしすけさうは くぇ ょくっし 80-ゅけょうてくぇすぇ のぉうかはさおぇ こけつゃぇ こさっい 1958-きぇ しかっょ 
うょゃぇくっすけ くぇ ょっすっすけ. ╉ぇくはす は くぇ さぇぉけすぇ, いぇとけすけ っ ょけぉなさ しこっちうぇかうしす – いぇゃなさ-
てうかぇ っ おぇいぇくかなておうは きったぇくけすったくうおせき. 》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

〈さぇょうちううすっ せ くぇし くっ しぇ すけゃぇ, おけっすけ ぉはたぇ, くけ けとっ うきぇ けしすさけゃつっすぇ  ゃ ょっかくうおぇ, おなょっすけ 
ゃさっきっすけ しはおぇて っ しこさはかけ. ╉なょっすけ, おぇすけ ゃ こさうおぇいおうすっ, せしきうゃおぇすぇ ぉけさう けすつぇはくうっすけ, こさう-
はすっかしすゃけすけ くっ ょけこせしおぇ こさっょぇすっかしすゃけ, ゃっしっかぉぇすぇ っ ゃなかてっぉくうはす かっお しさっとせ ゃしうつおけ, ╃け-
ぉさけすけ っ こけゃっつっ けす ╆かけすけ. ╆ぇとけすけ: ╉けえすけ こっっ いかけ くっ きうしかう.  ̈ すょぇゃくぇ せしっすうか しなし しなさちっすけ 
しう しうかぇすぇ くぇ すぇは しすぇさぇ うしすうくぇ, ╃っつおけ ╀ぇおけっゃ しなぉうさぇ おさぇえ しっぉっ しう ゃかのぉっくう ゃ こっしっくすぇ 
ぇさしっくぇかちう けとっ こさっい 1985-すぇ. ′っけぉうおくけゃっくう ぇさしっくぇかちう. ╉けうすけ, けしゃっく こさけそっしうけくぇかうい-
きぇ くぇ けさなあっえくうちう う ょぇさぉぇすぇ くぇ しかぇょおけゅかぇしくう, うきぇす けとっ っょくぇ けぉとぇ しすさぇしす – こかぇくう-
くぇすぇ. ╃くっし, おけゅぇすけ ゅさせこぇすぇ いぇ すせさうしすうつっしおう こっしくう „╄たけ“ /けす   1993-すぇ/  っ ゃっつっ ゅさぇょしおぇ 
そけさきぇちうは おなき 〈╃ „¨さかけゃけ ゅくっいょけ“, ぇ けす 1997-きぇ – しぇきけょっっく おけかっおすうゃ おなき ╁けっくっく 
╉かせぉ – ╉ぇいぇくかなお, くっえくけすけ しなさちっ しう けしすぇゃぇ ぇさしっくぇかしおけ. ′っ しぇきけ いぇとけすけ こさっょしっょぇすっかはす 
╋ぇさうぇく ′っくおけゃ っ さなおけゃけょうすっか くぇ ¨すょっか ╉けくしすさせおすうゃくけ-すったくけかけゅうつっく くぇ ╆ぇゃけょ 3, ぇ う 
いぇとけすけ けす  ょゃぇえしっすうくぇすぇ しっゅぇてくう こっしくけこけえちう ゃなゃ ╁╂〈‶ „╄たけ“, 13 しぇ しっゅぇてくう う ぉうゃてう 
ぇさしっくぇかちう. ╆ぇ すはた ぉなかゅぇさしおぇすぇ くぇさけょくぇ すさぇょうちうは っ ゃしっ すぇおぇ しおなこぇ, おぇおすけ う こさっょう. ╆ぇ-
とけすけ すけこかう. ╇ いぇとけすけ かっおせゃぇ ょせてぇすぇ. ┿ ょせてぇすぇ しっ かっおせゃぇ し こっしっく けとっ こけ-かっしくけ, おけゅぇ-
すけ こっしっくすぇ うきぇ すさなこつうゃうは ゃおせし くぇ つっさゃっくけ ゃうくけ. ╆ぇすけゃぇ „╄たけ“ くっ こさけこせしおぇ ょぇ けすこせしくっ 
しなさちっすけ う ょせてぇすぇ ゃ ぉなかゅぇさしおうは ╃っく くぇ ゃうくけすけ – ╃っくはす くぇ 〈さうそけく ╆ぇさっいぇく. ‶さぇいくせゃぇす 
し こっしくう, たけさぇ う ゃうくけ いぇさはいゃぇくっすけ くぇ かけいはすぇ – ょぇ っ くぇ ぉっさっおっす.

すけ くぇ けおけかくぇすぇ しさっょぇ う ゃけょう-
すっ う ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけ-
くけきうおぇすぇ, けすかうつうっ – し こさぇゃけ 
くぇ せつぇしすうっ ゃなゃ そっしすうゃぇか ゃ 
〈せさちうは こさっい 2005-すぇ, こさういけ-
ゃう きっしすぇ けす そっしすうゃぇかうすっ くぇ 
╁けっくくうすっ おかせぉけゃっ せ くぇし しぇ ゃ 

ぇさたうゃぇ くぇ ゃけおぇかくぇすぇ ゅさせこぇ, 
ういくっしかぇ くぇょ 400 おけくちっさすぇ 
こさっょ こせぉかうおぇ. „‶さっおさぇしくぇ 
しう, きうかぇ [けょうくけ“, けす しなさちぇ-
すぇ くぇ おぇいぇくかなておうすっ すせさうしすう, 
しっ くけしう くぇょ たうあぇ „]けおけかくぇ“, 
ゃなさたけゃっすっ ╀せいかせょあぇ, ╀っかぇしう-
ちぇ, ╋せしぇかぇ, ╋ぇいぇかぇす, たうあうすっ 
„[ぇえ“ う „┿きぉぇさうちぇ“, „[ぇゃくぇ“ 
こけょ 〈さうゅかぇゃ... ¨ぉうつぇくう けす 
おぇいぇくかなておぇすぇ こせぉかうおぇ しぇ う 
けぉとうすっ おけくちっさすう し きっしすくうすっ 
ゅさせこう こけょ きけすけすけ „╄たけ“ う こさう-
はすっかう“. [っこっさすけぇさなす, ゃくうきぇ-
すっかくけ こけょぉうさぇく けす ╁ぇかぬけ 〉いせ-
くけゃ, さっょせゃぇ すうさけかしおう こっしくう, 
ぉなかゅぇさしおう こかぇくうくぇさしおう こっし-
くう, こぇすさうけすうつくう, ゃっしっかはておう, 
ぇ ゃ こけしかっょくけ ゃさっきっ – う さけょっく 
そけかおかけさ.
]ちっくうつくうすっ ういはゃう しっ こけょ-

ゅけすゃはす くぇ しっょきうつくうすっ さっ-
こっすうちうう ゃなゃ ╁けっくくうは おかせぉ, 
おけうすけ しっ こさっゃさなとぇす ゃ さぇょけしす-
くう こっゃつっしおう しさっとう. “╁っしっかう 
しきっ. ╋ぇかおけ いぇしすぇさはゃぇきっ ゃっつっ, 
いぇ しなあぇかっくうっ, きかぇょうすっ たけさぇ 
くっ しぇ こさうゃかうつぇくう けす こけょけぉくう 
いぇくうきぇくうは う さっこっさすけぇさ, くけ 
くうっ しっ つせゃしすゃぇきっ けすかうつくけ いぇ-
っょくけ う しっ くぇょはゃぇきっ,ょぇ くけしうき 
さぇょけしす う くぇ たけさぇすぇ, おけうすけ くう 
しかせてぇす“, せしきうたゃぇ しっ ╋ぇさうぇく 
′っくおけゃ, おけえすけ けす 1999-すぇ ょけ 
しっゅぇ うきぇ くぇょ 80 こっしくう ゃ かうつ-
くぇすぇ しう さっこっさすけぇさくぇ こぇこおぇ. 
╁っすっさぇくうすっ-けしくけゃぇすっかう うきぇす 
きくけゅけ こけゃっつっ... ′け けぉうつすぇ 
くぇ ゃしうつおう つかっくけゃ くぇ „╄たけ“ 
おなき ぉなかゅぇさしおぇすぇ こさうさけょぇ う 
こっしっくすぇ っ っょくぇおゃけ ゅけかはきぇ. 
′っういきっさうきぇ. ╉ぇすけ ゃしはおぇ うし-
すうくしおぇすぇ かのぉけゃ. ╆ぇ おけはすけ けす-
かっあぇかけすけ ゃうくけ くぇ 〈さうそけく ╆ぇ-
さっいぇく っ いぇょなかあうすっかくけ, おぇおすけ  
う いぇ ゃかのぉっくうすっ くぇ ]ゃっすう ╁ぇ-
かっくすうく. ‶け しすぇさぇ すさぇょうちうは. 
╉けはすけ すせお しっ しかっょゃぇ.

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ    

╃っしっす こさぇゃうかぇ くぇ
¨さょっくぇ くぇ こかぇくうくぇさうすっ 
けす „╄たけ“

1. ‶さうさけょぇすぇ しう くっおぇ 
こぇいうき, すなえ おぇおすけ すは っ しなす-
ゃけさっくぇ, くっ きけあっき くうゃゅぇ 
は くぇきさぇいう, いぇとけすけ すは っ 
しなゃなさてっくぇ!
2. ╉けかおけすけ こけゃっつっ たけょうて 
こけ こかぇくうくうすっ, すけかおけゃぇ しう 
こけ-ぉかういけ ょけ ╀けゅぇ!
3. 〈さなゅくぇか かう しう くぇ こなす, 
くっ しっ ゃさなとぇえ けす しさっょぇすぇ!
4. ]きっえすっ しっ! ]きったなす っ 
しかなくちっ う こさけゅけくゃぇ いうきぇすぇ 
けす かうちぇすぇ くぇ たけさぇすぇ!
5. ぅあ, こうえ う しう くけしう くけゃぇ-
すぇ さぇくうちぇ!
6. ぅあ, こうえ う こっえ, いぇ ょぇ 
うきぇ おぇおゃけ ょぇ くぇこうてって くぇ 
くけゃぇすぇ しすさぇくうちぇ!
7. ′っ こけあっかぇゃぇえ あっくぇすぇ 
くぇ ぉかうあくうは しう! /‶さけしすっくけ 
ょぇ すう っ!/
8. ′っ こけあっかぇゃえ きなあぇ くぇ 
ぉかうあくぇすぇ しう! /〈けかおけゃぇ かう 
しう ゅけ いぇおなしぇかぇ...!/
9. ╀なょう つけゃっつっく! 〈けゃぇ っ 
こさうゃうかっゅうは, ぇ くっ けこさぇゃ-
ょぇくうっ!
10. ‶けこぇょくっ かう ゃ ぉっょぇ 
っょうく けす くぇし, ょぇ きせ こけょぇき 
さなおぇ う ゃ かけて いぇ きっくっ つぇし! 

╉なかくっき しっ!

Група “Ехо” в действие
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[╅ぁ╊』【╇《【《 ╊ 【╅‶〉╅【╅ 〉╅
„[『╊〈《〉╅ - ╆ぇ]╈╅『¨っ“

[╅′╅〉]ぇ[ ぅ╊ 》¨【╅ ╇]╅』【【╅ ′╅ぅ《 》《『っ′╅ 》『《╊[【¨【╊ 〈】

[╅′╅〉]ぇ[ ぅ╊ 》¨【╅ ╇]╅』【【╅...

′ぇしおけさけ おぇいぇくかなておけすけ こさっょこさうはすうっ „╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ ╄¨¨╃ しっ こさっょしすぇゃう くぇ ういかけあっくうっすけ Winter NAMM  ゃ ╉ぇかうそけさくうえしおうは ゅさぇょ ┿くぇたぇえき. 
╇いかけあっくうっすけ しっ けさゅぇくういうさぇ けす ┿きっさうおぇくしおぇすぇ ぇしけちうぇちうは いぇ すなさゅけゃうは し きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう う っ っょうく けす すさうすっ くぇえ-ゅけかっきう きっあょせ しゃっすけゃくうすっ 

そけさせきう いぇ こさっょしすぇゃはくっ くぇ きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう う ぇおしっしけぇさう, しなけぉとう いぇ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ ういこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ ょさせあっしすゃけすけ ╄かっくぇ ╂ぇ-
きけゃぇ. „╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ ╄¨¨╃ っ すさぇょうちうけくっく せつぇしすくうお ゃ きぇとぇぉくけすけ しなぉうすうっ けとっ けす 2002-さぇ ゅけょうくぇ. 〈ぇいう ゅけょうくぇ おぇいぇくかなておけすけ こさっょこさうはすうっ いぇ 
しすさせくくう きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう こけおぇいぇ しゃけう ういおかのつうすっかくけ うくすっさっしくう くけゃう さぇいさぇぉけすおう - ういょっかうは, くぇさっつっくう くぇ 90-すぇすぇ ゅけょうてくうくぇ けす しないょぇゃぇくっすけ 
くぇ そうさきぇすぇ. „╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ ╄¨¨╃  こけかせつう しこっちうぇかっく こかぇおっす けす きっょうはすぇ くぇ ういかけあっくうっすけ いぇ しゃけは こさうくけし ゃ しゃっすけゃくぇすぇ きせいうおぇかくぇ うくょせしすさうは.
‶け すけいう こけゃけょ さぇいゅけゃぇさはきっ し さなおけゃけょうすっかは くぇ そうさきぇすぇ - ╄かっくぇ ╂ぇきけゃぇ, っょうく けす くぇえ-はさおうすっ こさっょしすぇゃうすっかう けす かうしすぇすぇ くぇ „╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“.

╂けしこけあけ ╂ぇきけゃぇ, おぇお
ゃけ こさぇゃう ういかけあっくうっすけ 
ゃ ┿くぇたぇえき すけかおけゃぇ うく
すっさっしくけ いぇ „╉さっきけくぇ - 
╀なかゅぇさうは“╄¨¨╃, つっ くっ 
こさけこせしおぇすっ せつぇしすうっ し 
くけゃう ういょっかうは すぇき こけゃっつっ 
けす 10 ゅけょうくう?

- ¨しゃっく, つっ すけゃぇ っ っょくけ けす 
すさうすっ くぇえ-ゅけかっきう しゃっすけゃくう 
ういかけあっくうは いぇ こさっょしすぇゃはくっ 
くぇ きせいうおぇかくう うくしすさせきっくすう 
う ぇおしっしけぇさう, ういかけあっくうっすけ 
ゃ  ╉ぇかうそけさくうは っ しすさぇすっゅう-
つっしおけ いぇ さっゅうけくぇ くぇ ]っゃっさ-
くぇ - ぃあくぇ ┿きっさうおぇ, おけっすけ 
くう ょぇゃぇ ょけぉさぇ ゃないきけあくけしす 
ょぇ こけこせかはさういうさぇきっ くぇてうすっ 
うくしすさせきっくすう すぇき. ¨しくけゃっく 
こぇいぇさ, おなょっすけ くぇてうすっ おかぇ-
しうつっしおう おうすぇさう しっ こさけょぇゃぇす, 
っ っゃさけこっえしおうはす, こけ-すけつくけ – 
╂っさきぇくうは, 《さぇくちうは, 》けかぇく-
ょうは, [せしうは, ╁っかうおけぉさうすぇくうは. 
╆くぇつうすっかくぇ つぇしす けす くぇてうすっ 
おうすぇさう う とさぇえたけゃう うくしすさせ-
きっくすう しっ こさけょぇゃぇす せしこってくけ 
う ゃ ]┿】. ╉うすぇさうすっ くう ょけし-
すうゅぇす う ょけ ╉うすぇえ う ┿ゃしすさぇ-
かうは.  ]こさぇゃはきっ しっ せしこってくけ 
し とさぇえたけゃうすっ うくしすさせきっくすう 
くぇえ-ゃっつっ ゃ ぅこけくうは う ]うくゅぇ-
こせさ.

╉ぇおゃけ くけゃけ こけおぇいぇたすっ 
こさっい すぇいう ゅけょうくぇ?

- ‶さっょしすぇゃうたきっ くはおけかおけ 
くけゃう うくしすさせきっくすぇ, し おけうすけ 
けすぉっかはいぇたきっ  くぇてぇすぇ 90-ゅけ-
ょうてくうくぇ - おうすぇさぇ, くけしっとぇ 
すけゃぇ うきっ, ういさぇぉけすっくぇ こけ しこっ-
ちうぇかくぇ すったくけかけゅうは, しっさうは けす 
ょゃっ おうすぇさう し うくすっさっしっく ょう-
いぇえく う こけょこうしぇ くぇ くっきしおうは 
ょあぇい-きせいうおぇくす ╊せかけ [ぇえく-
たぇさょ, たぇゃぇえしおぇ おうすぇさぇ のおせ-
かっかっ, ゃ くぇえ-きぇかおうは さぇいきっさ 
- しけこさぇくけ. ╆ぇ せつぇしすうっすけ くう 
ゃ のぉうかっえくぇすぇ いぇ くぇし ゅけょうくぇ 
こけかせつうたきっ こかぇおっす けす きっょうは-
すぇ くぇ ういかけあっくうっすけ いぇ くぇてうは 
90-ゅけょうてっく こさうくけし ゃ きせいう-
おぇかくぇすぇ うくょせしすさうは.

╉ぇおゃう しぇ おけくおさっすくうすっ さっ
いせかすぇすうすっ けす せつぇしすうっすけ ゃう 
くぇ ういかけあっくうっすけ う おぇおゃけ 
こさっょしすけう こさっい すぇいう こさぇい

′うすけ っょうく けす けぉとけ 4-すっ 
こさけっおすぇ, し おけうすけ ¨ぉとう-

くぇ ╉ぇいぇくかなお おぇくょうょぇすしすゃぇ 
こけ こさぇゃうすっかしすゃっくぇすぇ こさけ-
ゅさぇきぇ „[ぇしすっあ う せしすけえつうゃけ 
さぇいゃうすうっ くぇ さっゅうけくうすっ” くっ 
ぉっ けょけぉさっく けす こさぇゃうすっかしすゃけ-
すけ. ¨す さぇいょぇょっくうすっ 500 きう-
かうけくぇ ゃ ぉなかゅぇさしおうすっ けぉとうくう 
くうすけ かっゃ くはきぇ ょぇ こけしすなこう 
こさっい ゅけょうくぇすぇ いぇ けぉとうくぇ ╉ぇ-
いぇくかなお. 〈けゃぇ しすぇくぇ はしくけ こさっい 
きうくぇかぇすぇ しっょきうちぇ, しかっょ おぇすけ 
ぉはたぇ けぉはゃっくう けぉとうくうすっ, 
しこっつっかうかう こさけっおすう いぇ そう-
くぇくしうさぇくっ しなし しさっょしすゃぇ こけ 
すぇいう こさけゅさぇきぇ.
‶さぇおすうつっしおけすけ けすさはいゃぇくっ 
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くうつくぇ いぇ ゃぇし 2014-すぇ?

- 〉つぇしすうっすけ くう くぇ ういかけあっ-
くうっすけ ゃ ]┿】 ぉうた くぇさっおかぇ 
せしこってくけ けす ゅかっょくぇ すけつおぇ くぇ 
すけゃぇ, つっ うくしすさせきっくすうすっ くう 
しっ こさうっきぇす ゃしっ こけ-こけいうすうゃ-
くけ けす ょうしすさうぉせすけさう, ょうかなさう  
う くぇえ-ゃっつっ けす おさぇえくう おかう-

っくすう う きせいうおぇくすう, おけっすけ っ 
うくょうおぇちうは いぇ すけゃぇ, つっ きぇさ-
おぇすぇ くぇぉうさぇ こけこせかはさくけしす. 
‶さっょしすけう せつぇしすうっすけ くう ゃ 
くぇえ-ゅけかはきけすけ ういかけあっくうっ - 
╋のいうおきっしっ ゃなゃ 《さぇくおそせさす, 
╂っさきぇくうは, おなょっすけ „╉さっきけ-
くぇ - ╀なかゅぇさうは“ ╄¨¨╃ しなとけ 
っ すさぇょうちうけくっく せつぇしすくうお. 〈け 
とっ しっ こさけゃっょっ こさっい しかっょゃぇ-
とうは きっしっち  - けす 12-すう ょけ 15-

すう きぇさす. 

╁ ゅけょうくうすっ, おけゅぇすけ ゃしうつおう 
しっ けこかぇおゃぇす けす うおけくけきうつっ
しおぇすぇ おさういぇ, せしこはゃぇすっ かう 
ょぇ さっぇかういうさぇすっ おけくおさっすくう 
さっいせかすぇすう けす こさっょしすぇゃはくっ
すけ くぇ こさけょせおちうはすぇ くぇ ゅけかっ
きうすっ しゃっすけゃくう ういかけあっくうは, 

うきぇすっ かう けしうゅせさっく こぇいぇさ う 
ょけゅけゃけさう いぇ ういこなかくっくうっ? 

- ╆ぇ こさなゃ こなす けす ょゃっ ゅけょう-
くう くぇしぇき けすくけゃけ しっ ゃなさくぇた-
きっ おなき こかぇくうさぇくっ くぇ こさけうい-
ゃけょしすゃけすけ くう いぇ ちはかぇ ゅけょうくぇ. 
‶けつすう ゃしうつおう くぇてう ゅけかっきう 
おかうっくすう せしこはたぇ ょぇ くう こけょ-
ゅけすゃはす くぇこなかくけ うかう つぇしすうつくけ 
ゅさぇそうお くぇ こけさなつおうすっ いぇ すぇいう 
ゅけょうくぇ. 〈けいう こさけちっし ぉう すさはぉ-

ゃぇかけ ょぇ こさうおかのつう ょけ おさぇは 
くぇ しかっょゃぇとうは きっしっち. ′ぇてぇすぇ 
けしくけゃくぇ ちっか っ ょぇ ょけしすうゅくっき 
おぇこぇちうすっすぇ くう けすこさっょう 2012-
すぇ, おぇおすけ う ょぇ せゃっかうつうき ょっかぇ 
くぇ こさけょぇあぉうすっ くぇ こさけそっしうけ-
くぇかくう うくしすさせきっくすう, おけうすけ しぇ 
ぉなょっとっすけ くぇ おけきこぇくうはすぇ.

╉ぇおゃう しぇ こさっょうきしすゃぇ
すぇ くぇ うくしすさせきっくすうすっ くぇ 
„╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ 
╄¨¨╃, おけうすけ ゅう こさぇゃはす 
すなさしっくう? ╉ぇお しっ こさうっきぇ 
こさけょせおちうはすぇ ゃう くぇ きっあ
ょせくぇさけょくうは こぇいぇさ?

- ‶さけょせおちうはすぇ くう しっ こさうっ-
きぇ ゃしっ こけ-ょけぉさっ くぇ こぇいぇさぇ. 
‶けしすうゅぇきっ すけゃぇ し こけしすけはくくけ 
こけょょなさあぇくっ くぇ くうゃけすけ くぇ おぇ-
つっしすゃけすけ, さぇいさぇぉけすゃぇきっ くけゃう 
ういょっかうは. ]さっょ くぇえ-ゃぇあくうすっ 
けすかうつうすっかくう つっさすう くぇ くぇてぇ-
すぇ こさけょせおちうは っ ょけぉさうはす いゃせお, 
しなとけ う きぇかおけすけ すっゅかけ, せょけぉ-
しすゃけすけ こさう しゃうさっくっ う くっ くぇ 
こけしかっょくけ きはしすけ - ょけぉさけすけ しな-
けすくけてっくうっ ちっくぇ - おぇつっしすゃけ. 
╆ぇ ょぇ せぉっょうき つせあょっしすさぇく-
くうは おかうっくす, つっ しう しすさせゃぇ ょぇ 
こかぇすう こけゃっつっ いぇ ぉなかゅぇさしおう 
うくしすさせきっくす, すさはぉゃぇ きくけゅけ 
せこけさうすけしす けす くぇてぇ しすさぇくぇ 
こけ けすくけてっくうっ くぇ おぇつっしすゃけ-
すけ, おけくすぇおすう し きせいうおぇくすう けす 
ちはか しゃはす, こせぉかうおぇちうう ゃ しゃっ-
すけゃくぇすぇ こさっしぇ, ぇ しなとけ う こけ-
ょけぉさはゃぇくっすけ くぇ うきうょあぇ くう 
おぇすけ しすさぇくぇ けす ╇いすけつくぇ ╄ゃ-
さけこぇ.

‶さっい こけしかっょくうすっ ゅけょうくう 
こけょ ╁ぇてっ さなおけゃけょしすゃけ, 
„╉さっきけくぇ - ╀なかゅぇさうは“ 
╄¨¨╃ くぇかぇゅぇ しゃけっすけ うきっ 
う おぇすけ そうさきぇ, おけはすけ こけょ
おさっこは う しぇきぇ けさゅぇくういうさぇ 
おせかすせさくう しなぉうすうは う ゃっつっ 
こさうしなしすゃぇ すさぇえくけ ゃ おせか
すせさくうは ぇそうて くぇ ╉ぇいぇく
かなお. ╉ぇおゃけ ゃおかのつゃぇす くぇ
きっさっくうはすぇ ╁う こさっい すぇいう 
ゅけょうくぇ? ╇いゃっしすくけ っ, つっ 
こけょおさっこはすっ 』せょけきうさけゃう
すっ こさぇいくうちう, ういはゃうすっ くぇ 
′ぇちうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは 
こけ こかぇしすうつくう ういおせしすゃぇ う 
ょういぇえく, おなょっすけ しっ こけょゅけす
ゃはす せつっくうちう - ゃぇてう ぉなょっ

′╅》ぇ]╇╅【 ╉】》[╅【╅...
》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1 》ちそおひしきかせけか そて つてち. 3

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 4

いゃっいょぇ くぇ 』うくうはすぇ, おけはすけ っ すさはぉゃぇかけ ょぇ 
しっ ゃうあょぇ う けす しっかぇすぇ くぇ のゅ けす ╉ぇいぇくかなお. 
]かっょ すけいう こさけっおす しかっょゃぇ ゃすけさう, おけえすけ っ 
こさっさぇぉけすおぇ くぇ こなさゃうは う くっゅけゃ ぇゃすけさ っ 
ぇさた. ╃うきうすなさ ╃うきうすさけゃ.
]かっょ  1989 ゅけょうくぇ くぇょっあょうすっ くぇ おぇいぇく-

かなつぇくう, つっ くっとけ とっ しっ しかせつう ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
ゅさぇょぇ, ういつっいゃぇす. 
╂けょうくうすっ くっきけすうは う かうこしう ゃ けぉとうくしおうは 

ぉのょあっす, こけかうすういうさぇくっすけ う ゅさうあぇすぇ いぇ ょぇ-
かっつ こけ-ゃぇあくうすっ ゃなこさけしう  くぇ っあっょくっゃうっすけ 
こけゅかなとぇす こかぇくけゃっ, ぇきぉうちうう う くぇきっさっくうは, 

しゃなさいぇくう し  けゅさけきくうは すさぇこ ゃ ちっくすなさぇ くぇ 
╉ぇいぇくかなお. ╁ くっゅけ しっ こさっこなゃぇ う くっ っょくぇ 
ゅさぇょしおぇ せこさぇゃぇ. ‶けしすっこっくくけ ╃せこおぇすぇ けぉ-
さぇしゃぇ ゃ ゅなしすぇ さぇしすうすっかくけしす, こさっゃさなとぇ しっ 
ゃ くっさっゅかぇきっくすうさぇくぇ けぉとっしすゃっくぇ すけぇかっすくぇ 
くぇ けすおさうすけ, ぇ くっいくぇっく „こさっょゃうょかうゃ” せき 
ょっかうおぇすくけ は けゅさぇあょぇ ゃ おせこうとぇ かぇきぇさうくう. 
╇きっくくけ すっ, けぉぇつっ, しっ こさっゃさなとぇす ゃ こさうすっ-
ゅぇすっかくぇ しうかぇ しぇ いぇぉかせょっくう う かのぉけこうすくう 
すせさうしすう, いぇ おけうすけ すさぇこなす っ ぇすさぇおちうは, いぇ-
こっつぇすぇくぇ ゃ しくうきおうすっ うき いぇ しこけきっく けす ゅさぇ-
ょぇ. ╃なかゅけすけ けすかっあぇゃぇくっ くぇ ╃せこおぇすぇ ゃ すけいう 
え くっこさうはすっく ゃうょ しすぇゃぇ つぇしす けす かけてぇすぇ おぇ-
いぇくかなておぇ ゃういうすおぇ. 

╀せくすなす くぇ くけゃうすっ こけおけかっくうは  
ぉなさいけ こさっゃさなとぇ かぇきぇさうくうすっ ゃ  

しゃけっけぉさぇいくけ ぇさす ぇすっかうっ 

う すけ ゅさっえゃぇ ゃ さぇいかうつくう ゅさぇそうすう. ]すぇ-
ゃぇ ぉっいこかぇすくぇ  すさうぉせくぇ いぇ っきけちうけくぇかくう 
こけしかぇくうは, おけうすけ しかっょゃぇ ょぇ しすうゅくぇす ょけ 
けこさっょっかっくう かうつくけしすう. ‶け ゃさっきっ くぇ こさっ-
ょういぉけさくぇすぇ しう おぇきこぇくうは いぇ ゃすけさう きぇくょぇす 
すけゅぇゃぇてくうはす おきっす くぇ ╉ぇいぇくかなお ゅっくっさぇか 
]すっそぇく ╃っさゃうてっゃ おぇくう きかぇょう たけさぇ けす 
ゅさぇょぇ ょぇ ういこうてぇす  さなあょはしぇかうすっ かぇきぇさう-
くう し ゅさぇょしおうすっ しうきゃけかう. 〈ぇおぇ いぇゅさぇょっくけすけ 
きはしすけ ゃさっきっくくけ しっ けしゃっあぇゃぇ, くけ たさぇしすうすっ 
う ゅさぇょしおうはす ぉけおかせお, しうしすっきくけ う くっけぉっいこけ-
おけはゃぇくけ ういたゃなさかはくう すぇき, しう けしすぇゃぇす. 〈ぇおぇ 
ょけ くぇつぇかけすけ くぇ 2012 ゅけょうくぇ, おけゅぇすけ けとっ 
ゃ こなさゃうすっ きっしっちう けす きぇくょぇすぇ くぇ しっゅぇてくぇ-
すぇ けぉとうくしおぇ せこさぇゃぇ ぉっ けぉはゃっくけ, つっ うょゃぇ 
おさぇはす くぇ ╃せこおぇすぇ. 
╃ゃっ ゅけょうくう こけ-おなしくけ っ ょぇょっく さっぇかっく 

しすぇさす くぇ すぇいう ぇきぉうちうは. ′ぇょっあょぇすぇ っ, つっ 
ゃ おさぇは くぇ ゅけょうくぇすぇ ぇきぉうちうはすぇ とっ っ そぇおす, 
ぇ ゅけかはきぇすぇ おぇいぇくかなておぇ ╃せこおぇ – ゃ うしすけ-
さうはすぇ. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

 ′ぇ きはしすけすけ くぇ しっゅぇ
しなとっしすゃせゃぇとぇすぇ ╃せこおぇ, 

けしすぇくぇかぇ しかっょ しなぉぇさはくっすけ くぇ ょせいうくぇ つぇしすくう 
おなとう, いぇこなかゃぇくぇ こけゃっつっ けす ゅけょうくぇ し こさなしす う 
さぇいかうつくう しすさけうすっかくう けすこぇょなちう, とっ しっ  こけは-
ゃはす おさぇしうゃう   うくそけさきぇちうけくくう てぇすさう う こぇ-
ゃうかうけくう くぇ けすおさうすけ, おなす いぇ けすょうた, けすおさうすぇ 
しちっくぇ う っおしこけいうちうは ゃ ちっくすなさぇ くぇ こさけしすさぇく-
しすゃけすけ, こさっょしすぇゃかはゃぇとぇ きぇおっす くぇ ╃けかうくぇすぇ 
くぇ すさぇおうえしおうすっ ちぇさっ, おなき おけはすけ ゃけょう しすうかう-
いうさぇくぇ すさぇおうえしおぇ おけかっしくうちぇ.  
′ぇきっさっくうはすぇ くぇ けぉとうくしおぇ-

すぇ せこさぇゃぇ しぇ けすおさうすうすっ こぇゃう-
かうけくう う すっくすう ょぇ こさっょかぇゅぇす 
うくそけさきぇちうけくくう ぉさけてせさう, 
しせゃっくうさう ょさせゅう ぇさすうおせかう, 
うくそけさきうさぇとう すせさうしすうすっ う 
ゅけしすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお いぇ おせか-
すせさくけ-うしすけさうつっしおうすっ  いぇぉっかっ-
あうすっかくけしすう ゃ さぇえけくぇ, ぇおけ すっ 
くはきぇす ゃないきけあくけしす ょぇ ゅう こけ-
しっすはす くぇ きはしすけ. ′ぇ けすおさうすぇすぇ 
しちっくぇ とっ うきぇ ゃないきけあくけしす ょぇ 
しっ こさぇゃはす さぇいかうつくう こさけあっお-
ちうう う しこっおすぇおかう. 
‶さけっおすなす くぇ ゅかぇゃくうは ぇさたう-

すっおす こさっょゃうあょぇ う おぇそっ-こぇゃうかうけく, きけぉうかくぇ 
ょっすしおぇ こかけとぇょおぇ, ょっおけさぇすうゃくけ けいっかっくはゃぇくっ, 
ゃけょくぇ しすっくぇ, ょっおけさぇすうゃくけ けしゃっすかっくうっ う  ╁う╉-
しうしすっきぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ けぉとっしすゃっくけすけ けぉしなあょぇくっ, こさけ-

ょなかあうかけ こけゃっつっ けす つぇし う しなぉさぇかけ うくすっさっしぇ 
くぇ ゅさぇあょぇくう けす さぇいかうつくう  こけおけかっくうは う こさけ-
そっしうう, ぉはたぇ こけしすぇゃっくう ゃなこさけしう, しゃなさいぇくう し 
おけくおさっすくう こけょさけぉくけしすう けおけかけ ぉなょっとうは ゃうょ 
くぇ いくぇつうすっかくぇ つぇしす けす ゅさぇょしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ 
„╇しおさぇ”. ′っ ぉはたぇ きぇかおけ う 

こさっこけさなおうすっ, しゃなさいぇくう けしくけゃくけ し 
こけゃっつっ きはしすけ いぇ いっかっくうくぇ う ょっすしおう 

こかけとぇょおう. 

‶さけっおすなす, おけえすけ とっ しっ さっぇかういうさぇ くぇ きはしすけすけ 
くぇ ╃せこおぇすぇ, し くぇつぇかっく しすぇさす くぇ しすさけうすっかくうすっ 
さぇぉけすう こさっい きぇさす-ぇこさうか, っ すさっすうはす こけさっょ いぇ 
ゃういうはすぇ くぇ すぇいう つぇしす けす ゅさぇょしおうは ちっくすなさ くぇ 
╉ぇいぇくかなお いぇ こけしかっょくうすっ 40 ゅけょうくう. 
‶なさゃうはす こさけっおす っ  けとっ けす 1972 ゅけょうくぇ う っ いぇ 

けいっかっくはゃぇくっ う ういゅさぇあょぇくっ くぇ ╃けき くぇ ]なゃっすぇ. 
〈けゅぇゃぇ  いぇこけつゃぇ けすつせあょぇゃぇくっすけ くぇ 17 うきけすぇ /
けしくけゃくけ つぇしすくう/  ゃ すぇいう つぇしす くぇ ゅさぇょぇ, おけうすけ 
ゃかういぇす ゃ すっさっくぇ, けすさっょっく いぇ しすさけうすっかしすゃけ う 
いっかっくけ こさけしすさぇくしすゃけ. ‶さっい 1985 ゅ. っ ょぇょっくぇ 
しすさけうすっかくぇ かうくうは う くうゃけ – おけすぇ こなさゃぇ, こけ 
ういゅけすゃっく こさけっおす. ‶さけっおすなす っ ょっかけ くぇ ぇさた. ╃う-
きうすなさ ╉さなしすっゃ けす „╂かぇゃこさけっおす“ – ]けそうは, しこっ-
つっかっく しかっょ こさけゃっょっく おけくおせさし. ‶さっょゃうょっくけ っ 
こけょ ╃けきぇ くぇ ]なゃっすぇ ょぇ ぉなょっ ういゅさぇょっくけ しな-
けさなあっくうっ くぇ ╂さぇあょぇくしおぇ いぇとうすぇ. ]すさけうすっか-
しすゃけすけ っ こけ す. くぇさ. しすけこぇくしおう くぇつうく, す. っ. しなし 
しさっょしすゃぇ くぇ ¨ぉとうくぇすぇ. ‶さっい 1986-1987 ゅ. しぇ 
ういかっすう ぉっすけくけゃうすっ けしくけゃう ゃなさたせ こかけと けす 700 
おゃ. き. 『っかうはす すっさっく, ゃなさたせ おけえすけ っ さぇいさぇぉけ-
すっく こさけっおすなす, っ 2900 おゃ. き. ]すさけうすっかしすゃけすけ, 
けぉぇつっ, しこうさぇ ょけすせお.  ╋くけゅけ しぇ ゅさぇょしおうすっ かっ-
ゅっくょう, こけさぇょう おけうすけ しこうさぇ しすさけうすっかしすゃけすけ.  
╄ょくぇ けす すはた っ, つっ くけゃぇすぇ 5-っすぇあくぇ しゅさぇょぇ 
とっ いぇしっくつう ゃっつっ ゅさっえくぇかぇすぇ ╀せいかせょあぇくしおぇ 

とう おぇょさう?   

- ╉ぇおすけ ゃうくぇゅう, う すぇいう ゅけょう-
くぇ とっ こけょおさっこうき ′ぇちうけくぇか-
くうは おけくおせさし, けさゅぇくういうさぇく 
けす 》せょけあっしすゃっくぇすぇ ゅうきくぇ-
いうは - „′ぇしかっょくうちう くぇ ╃っつおけ 
〉いせくけゃ“, すなえ おぇすけ さぇぉけすうき 
ゃ すはしくけ しなすさせょくうつっしすゃけ し 
ゅうきくぇいうはすぇ こけ けすくけてっくうっ 
くぇ しこっちうぇかくけしすすぇ „╊のすうっさ-
しすゃけ“, ぇ う すぇかぇくすなす くぇ きかぇ-
ょうすっ たせょけあくうちう ゃうくぇゅう くう っ 
ゃなかくせゃぇか. ‶さっい すぇいう ゅけょうくぇ 
くはきぇ ょぇ しっ ゃおかのつうき ゃ 』せょけ-
きうさけゃうすっ こさぇいくうちう, いぇとけすけ 
とっ しっ しなしさっょけすけつうき ゃ けさゅぇ-
くういうさぇくっすけ くぇ うくょうゃうょせぇかくう 
そうさきっくう こさけはゃう - おけくちっさすう, 
おけうすけ しすぇくぇたぇ ゃっつっ すさぇょうちうは 
ゃ くぇてうは ゅさぇょ.

╇ こけしかっょっく ゃなこさけし: ╁うっ 
しすっ つぇしす けす かうしすぇすぇ くぇ 
„╄おしこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“, 
おけはすけ せしこは ょぇ ういかなつう 5 けぉ
とうくしおう しなゃっすくうちう ゃ すけいう 
きぇくょぇす う うきぇ しっさうけいっく 
こさうくけし ゃ せこさぇゃかっくうっすけ 
くぇ けぉとうくぇすぇ こさっい こけしかっょ
くうすっ ょゃっ ゅけょうくう ゃ こけしけおぇ 
ゃいうきぇくっすけ くぇ さぇいせきくう う 
けぉとけこさうっきかうゃう さってっくうは 
ゃ こけかいぇ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ う 
ょぇかっつ けす かうつくうすっ う ゅさせこけ
ゃう うくすっさっしう. ╉ぇお けちっくは
ゃぇすっ しかせつゃぇとけすけ しっ ゃ ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお う けぉとうくぇすぇ, 
しかっょうすっ かう さぇいゃうすうっすけ くぇ 
きっしすくけすけ しぇきけせこさぇゃかっくうっ 
う おぇおゃけ けつぇおゃぇすっ けす くっゅけ ゃ 
ぉかういおぇ こっさしこっおすうゃぇ?

- ╉ぇすけ けぉうおくけゃっく ゅさぇあょぇ-
くうく, おけえすけ くっ っ ゃ おせたくはすぇ 
くぇ くっとぇすぇ, きけゅぇ ょぇ おぇあぇ, つっ 
ゅさぇょなす ういゅかっあょぇ こけ-こさうゃっす-
かうゃ う こけ-ょうくぇきうつっく こさっい こけ-
しかっょくうすっ ょゃっ ゅけょうくう, おけっすけ 
っ こけかけあうすっかくぇ すっくょっくちうは. 
[ぇぉけすう しっ こけ っゃさけこっえしおう 
こさけっおすう, おぇおすけ う ゃ こけしけおぇ 
くぇ せすゃなさあょぇゃぇくっすけ くぇ ゅさぇょぇ 
おぇすけ おせかすせさくぇ すせさうしすうつっしおぇ 
ょっしすうくぇちうは, こけょけぉさはゃぇ しっ 
いくぇつうすっかくけ う うくそさぇしすさせおすせ-
さぇすぇ きせ, ぇ すけゃぇ くうおぇお くっ  っ 
きぇかおけ...

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

くぇ ̈ ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお けす すけゃぇ 
さぇいこさっょっかっくうっ しすぇくぇ こけゃけょ 
こさけぉかっきなす ょぇ しっ ょうしおせすうさぇ 
う くぇ こけしかっょくぇすぇ しっしうは くぇ 
¨ぉとうくしおうは  しなゃっす.
』っすうさうすっ こさけっおすぇ, くっけょけ-

ぉさっくう いぇ そうくぇくしうさぇくっ, くぇ 
けぉとぇ しすけえくけしす 15 きうかうけくぇ 
かっゃぇ, しぇ いぇ ういゅさぇあょぇくっすけ 
くぇ ╋せいっえ くぇ さけいぇすぇ, さっおけく-
しすさせおちうは くぇ ぉせか. „′うおけかぇ 
‶っすおけゃ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, おぇおすけ 
う くぇ こなすは ╉ぇいぇくかなお – ╄くうくぇ 
– ╉さなく - 》ぇょあう ╃うきうすさけゃけ 
う いぇ ょけゃなさてゃぇくっ くぇ くけゃけすけ 
おさうかけ くぇ ╃けきぇ いぇ ょっきっくすくけ 
ぉけかくう ゃ ╉ぇいぇくかなお.
‶け すけいう こけゃけょ けぉとうくしおう-

すっ しなゃっすくうちう  くぇ ╉ぇいぇくかなお 
さってうたぇ  ょぇ ぉなょっ ういこさぇすっくけ 
けそうちうぇかくけ こうすぇくっ ょけ ¨ぉかぇしす-
くうは せこさぇゃうすっか くぇ ]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ, ょけ ╋うくうしすっさしおうは しなゃっす 
くぇ [っこせぉかうおぇ ╀なかゅぇさうは  う ょけ 
╋っあょせゃっょけきしすゃっくうは しなゃっす. ¨す 
うきっすけ くぇ ゅさぇあょぇくうすっ くぇ けぉ-
とうくぇすぇ すっ いぇょぇゃぇす ゃなこさけしぇ: 
いぇとけ くうすけ っょうく けす 4-すっ こさけ-
っおすぇ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお こけ 
‶せぉかうつくぇすぇ うくゃっしすうちうけくくぇ 
こさけゅさぇきぇ くぇ こさぇゃうすっかしすゃけすけ 
„[ぇしすっあ う せしすけえつうゃけ さぇいゃう-
すうっ くぇ さっゅうけくうすっ“  くっ っ けょけ-
ぉさっく. ¨ぉとうくしおう しなゃっすくうちう けす 
╂╄[╀, ╀]‶, ╂〉]╁ う „╄おしこっさすう 
いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ういさぇいうたぇ しゃけっ-

すけ くっょけせきっくうっ おぇお すけつくけ しぇ 
けちっくはゃぇくう こさけっおすうすっ, おぇお しぇ 
こさうかぇゅぇくう 11-すっ おさうすっさうは, 
こけしけつっくう ゃ しこっちうぇかくけ こけしすぇ-
くけゃかっくうっ くぇ ╋]. 
ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ, けぉとうくしおう 

しなゃっすくうお けす ╄おしこっさすう いぇ ╉ぇ-
いぇくかなお う いぇき.- こさっょしっょぇすっか 
くぇ ╉けきうしうはすぇ こけ こさうゃぇすう-
いぇちうは う さぇいこけさっあょぇくっ し けぉ-
とうくしおぇ しけぉしすゃっくけしす こさういけゃぇ 
いぇ けすゅけゃけさ くぇ ゃなこさけしぇ: いぇとけ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ くっ けょけぉさう 
こさけっおすう いぇ ╉ぇいぇくかなお, おぇすけ 
おけくおさっすくけ こけしけつう くぇ おけう 
おさうすっさうう すっ くっ しぇ けすゅけゃぇさは-
かう.  „┿ぉしけかのすくぇ こさぇゃょぇ くっ 
っ ういきうしかっくぇ ゃ しゃっすぇ, くうすけ 

きけあっ ょぇ しっ こさうかけあう, くけ くうっ 
しきっ  ょかなあくう ょぇ は こけすなさしうき”, 
いぇはゃう こさっょしすぇゃうすっかはす くぇ  
╄おしこっさすうすっ. 
‶さっょしっょぇすっかはす くぇ ¨ぉとうく-

しおうは しなゃっす ′うおけかぇえ ╆かぇすぇ-
くけゃ こけょつっさすぇ, つっ けょけぉさっくうすっ 
10 こさけっおすぇ いぇ けぉかぇしす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ こさっょしすぇゃかはゃぇす っょゃぇ 
2% けす けぉとうは さぇいきっさ くぇ うく-
ゃっしすうちうけくくぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ 
こさぇゃうすっかしすゃけすけ, ゃなこさっおう つっ 
けぉかぇしすすぇ っ くぇ 5-すけ きはしすけ ゃ 
╀なかゅぇさうは. 

[ぇいこさっょっかっくうっすけ くぇ しさっょしすゃぇすぇ こけ すぇいう こさけゅさぇきぇ しすぇくぇ こけゃけょ ╉ぇいぇくかなお 
ょぇ ょけきぇおうくしすゃぇ くぇちうけくぇかくぇ しさっとぇ くぇ おきっすけゃっすっ けす ╂╄[╀ ゃ しすさぇくぇすぇ. ╊うょっ-
さなす くぇ ╂╄[╀ ╀けえおけ ╀けさうしけゃ, ぉうゃてう きうくうしすさう けす くっゅけゃうは おぇぉうくっす う ょっこせすぇ-
すう ょけえょけたぇ いぇ そけさせきぇ, くぇ おけえすけ ぉっ こさうっすぇ  しこっちうぇかくぇ ょっおかぇさぇちうは し うしおぇくっ 
いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ しこってくけ ういゃなくさっょくけ いぇしっょぇくうっ くぇ 〉こさぇゃうすっかくうは しなゃっす 
くぇ ′ぇちうけくぇかくけすけ しょさせあっくうっ くぇ けぉとうくうすっ う しさっとぇ し きうくうしすなさ-こさっょしっょぇすっ-
かは ‶かぇきっく ¨さってぇさしおう う そうくぇくしけゃうは きうくうしすなさ ‶っすなさ 』けぉぇくけゃ. 
]こけさっょ ょぇくくうすっ, こさっょしすぇゃっくう くぇ しさっとぇすぇ けす ぉうゃてうは きうくうしすなさ こけ っゃさけ-

そけくょけゃっすっ ゃ おぇぉうくっすぇ „╀けさうしけゃ” 〈けきうしかぇゃ ╃けくつっゃ, けす さぇいこさっょっかっくうすっ 500 
きかく. かっゃぇ こけ こさぇゃうすっかしすゃっくぇすぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇしすっあ う せしすけえつうゃけ さぇいゃうすうっ“ 
ぉかういけ 132 きうかうけくぇ かっゃぇ けすうゃぇす いぇ 175 くぇしっかっくう きっしすぇ し おきっすけゃっ けす ╀]‶. 
71 きうかうけくぇ しぇ いぇ 120 くぇしっかっくう きっしすぇ し おきっすけゃっ くぇ ╃‶], おけっすけ っ くぇ 100 
こさけちっくすぇ こけおさうすうっ. 58 きうかうけくぇ しぇ いぇ 38 くぇしっかっくう きっしすぇ, せこさぇゃかはゃぇくう けす 
╂╄[╀, 25きかく. う 700 たうかはょう かっゃぇ しぇ いぇ 28 くぇしっかっくう きっしすぇ し くっいぇゃうしうきう 
おきっすけゃっ う 2 きかく. 700 たうかはょう かっゃぇ  いぇ 7 くぇしっかっくう きっしすぇ し おきっすけゃっ けす ょさせゅう 
こけかうすうつっしおう しうかう.
′ぇつうくなす, こけ おけえすけ しぇ さぇいこさっょっかっくう しさっょしすゃぇすぇ けす こさけゅさぇきぇすぇ,  ╃けくつっゃ 

けこさっょっかう おぇすけ „けこうす いぇ うきうすぇちうは くぇ おけくおせさっくすくぇ こさけちっょせさぇ“ う こけうしおぇ 
╋うくうしすっさしすゃけ くぇ そうくぇくしうすっ ょぇ こさっょしすぇゃう おさうすっさううすっ, こけ おけうすけ しぇ けちっくは-
ゃぇくう こさけっおすうすっ, こさっゅかっあょぇくう し くっゃっさけはすくぇ しおけさけしす けす ぉかういけ 100 こさけっおすぇ 
くぇ ょっく.
‶ぇさうすっ しぇ くぇちうけくぇかっく さっしせさし, いぇはゃう ゃ おけきっくすぇさ くぇ せこさっちうすっ くぇ ╂╄[╀ きう-

くうしすなさなす くぇ そうくぇくしうすっ ‶っすなさ 』けぉぇくけゃ, しこけさっょ おけゅけすけ こさうつうくぇすぇ おきっすけゃっ 
くぇ ╂╄[╀ ょぇ くっょけゃけかしすゃぇす けす さぇいこさっょっかっくうっすけ うき っ, つっ ゃっつっ くっ ゅう さぇいこさっょっ-

かはす すっ. ╊うょっさなす くぇ ╂╄[╀ ゃっつっ くっ きけあっ ょぇ おぇいゃぇ „ぇい ゃう ょぇょけた すっいう こぇさう, ぇい 
こけしすさけうた すけいう こなす”, おぇいぇ 』けぉぇくけゃ. 〈けえ いぇはゃう けとっ, つっ こぇさうすっ しぇ こせぉかうつっく 
さっしせさし, こぇさうすっ しぇ くぇちうけくぇかくう う いぇすけゃぇ しっ さぇいこさっょっかはす こけ すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ちはかぇすぇ しすさぇくぇ.
′っいぇゃうしうきけ けす ゃしうつおけ, ょけぉさけすけ とっ しっ しかせつゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃなこさっおう こさぇゃう-

すっかしすゃけすけ, おけっすけ ょぇゃぇ うかう くっ ょぇゃぇ. 】っ しっ ぉけさうき くっけょけぉさっくうすっ こさけっおすう ょぇ 
くぇきっさはす そうくぇくしうさぇくっ, きぇおぇさ う すさせょくけ, くけ すぇおぇゃぇ っ しなょぉぇすぇ くぇ ゅさぇょぇ - ょぇ 
きせ っ すさせょくけ, おぇいぇ こけ こけゃけょ けさはいぇくうすっ こぇさう いぇ けぉとうくぇすぇ おきっすなす ╂ぇかうくぇ 
]すけはくけゃぇ. 〈は いぇはゃう, つっ ╉ぇいぇくかなお っ ょうくぇきうつくけ さぇいゃうゃぇと しっ ゅさぇょ う くはきぇ ょぇ 
こけいゃけかう „くはおけえ ょぇ きせ しかけあう こさなす ゃ おけかっかけすけ”.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╇きぇ たけさぇ, おけうすけ くはきぇす おなしきっすぇ ょぇ さぇぉけすはす けくけゃぇ, おけっすけ けぉうつぇす. 〈っ こさけしすけ けちっかはゃぇす し 
さぇぉけすぇすぇ しう. ′け うきぇ う とぇしすかうゃちう, いぇ おけうすけ さぇぉけすぇすぇ っ せょけゃけかしすゃうっ. ╆ぇ すぇおうゃぇ たけさぇ 

こしうたけかけいうすっ おぇいゃぇす, つっ すっ くうおけゅぇ くっ さぇぉけすはす, いぇとけすけ せしっとぇす こさけそっしうはすぇ しう おぇすけ つうしすぇ 
こさけぉぇ さぇょけしす, ぉっい ょぇ ういこうすゃぇす くぇしうかうっすけ ょぇ しゃなさてうて くっとけ こさけしすけ こけ いぇょなかあっくうっ.
╇きっくくけ すぇおうゃぇ とぇしすかうゃおう けすおさうゃぇき ゃっょくぇゅぇ ゃ かうちぇすぇ くぇ ゃっすっさぇくおうすっ けす 〈ったくけかけ-

ゅうつくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2 – 〈けすおぇ 〈せさかぇおけゃぇ う ╉うくぇ ]すけはくけゃぇ. ]さっとぇすぇ し すはた „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“ ょなかあう くぇ っょくぇ ょさせゅぇ とぇしすかうゃおぇ – ╀けあうょぇさぇ ╂っくぇょうっゃぇ. ╀けあうょぇさぇ こなさゃぇ しう 
しこけきくは, つっ こさっい いうきぇすぇ くぇ  2014-すぇ しっ くぇゃなさてゃぇす 50 ゅけょうくう けす けしくけゃぇゃぇくっすけ くぇ 〈ったくけ-
かけゅうつくうは けすょっか くぇ ╆ぇゃけょ 2. ′け くっえくけすけ しなさちっ しう けしすぇゃぇ すぇき, おなょっすけ っ ょぇかぇ ゃしうつおけ けす 
しっぉっ しう ゃ こさけそっしうはすぇ, おなょっすけ っ しさっとくぇかぇ こさうはすっかう, おなょっすけ せょけゃけかしすゃうっすけ ょぇ さぇぉけすうて 
し こっさそっおちうけくうしすう っ っあっょくっゃくけ. ╆ぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, つっ せ ╀けあうょぇさぇ しなゃしっき しこけくすぇくくけ, 
くけ すけつくけ くぇゃさっきっ, しっ さぇあょぇ うょっはすぇ こけかけゃうくゃっおけゃくうはす のぉうかっえ くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか 
ょぇ くっ しっ こけょきうくぇゃぇ ぉっいしかっょくけ, ぇ ょぇ ぉなょっ けすこさぇいくせゃぇく. ‶さう すけゃぇ – こけょけぉぇゃぇとけ. ╉ぇおすけ 
きせ こけょたけあょぇ. ]さっとぇすぇ っ くぇしさけつっくぇ いぇ 21-ゃう そっゃさせぇさう ゃ さっしすけさぇくすぇ くぇ ╃′┿ – しっゅぇ ╁け-
っくっく おかせぉ – ╉ぇいぇくかなお. ╃っくはす – こっすなお う つぇしなす – 16.30 しぇ こけょぉさぇくう せょけぉくけ, いぇ ょぇ きけあっ 
こさぇいくうおなす ょぇ ぉなょっ ょなかなゅ う ゃっょなさ.

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

...╇ 【╊｠〉《]《╈¨ぁ〉¨っ ╇ ′╅╇《╉ 2

おぇすけ ゃっつっ ゃしうつおう こさけぉかっきう こけ せしゃけはゃぇくっすけ しぇ さってっくう う きけあっ ょぇ しっ こさうしすな-
こう おなき きぇしけゃけすけ こさけういゃけょしすゃけ. ╂けかはきぇすぇ けすゅけゃけさくけしす, おぇおすけ う くぇゃしはおなょっ ゃ 
„┿さしっくぇか“, くっ こさっつう くうおぇお くぇ たけさぇすぇ すせお ょぇ しう けすこせしおぇす ょせてぇすぇ う しなさちっすけ 
ゃ けぉとうすっ こさぇいくうちう. ╇ けぉとうすっ こなすせゃぇくうは. ]おさけきくうすっ しさっょしすゃぇ, さぇいょぇゃぇくう 
おぇすけ こさっきうう う くぇゅさぇょう, しなぉうさぇす ゃ けぉとぇ おぇしぇ /“╂けかっきうすっ いぇこかぇすう くうおけゅぇ 
くっ しぇ ぉうかう いぇ くぇし. ╀はたきっ しおさけきくう ゃ いぇこかぇとぇくっすけ.“/ ] けぉとうすっ しさっょしすゃぇ しっ 
けさゅぇくういうさぇす っおしおせさいうう う すぇおぇ こさっい ゅけょうくうすっ おけかっおすうゃなす けぉうおぇかは ょっしっすおう 
おさぇしうゃう きっしすぇ ゃ ちはかぇ ╀なかゅぇさうは. [せしっ, 〈さはゃくぇ, ╃さはくけゃけ, ╁っかうおけ 〈なさくけゃけ, 

′っしっぉなさ, 》ぇしおけゃけ, ╉ぇさかけゃけ, ]けそうは しぇ けしすぇくぇかう くぇ しくうきおうすっ けす けくっいう ゅけょう-
くう. ¨しすぇくぇか っ う こさぇいくうおなす ゃ しなさちぇすぇ.
╇くうちうぇすけさうすっ くぇ しぉうさおぇすぇ いぇ 50-ゅけょうてくうくぇすぇ くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか けす 

╆ぇゃけょ 2 ゃはさゃぇす, つっ こさぇいくうおなす とっ しっ こけゃすけさう くぇ 21-ゃう そっゃさせぇさう, おけゅぇすけ ゃっ-
すっさぇくうすっ けつぇおゃぇす う しっゅぇてくうすっ しう おけかっゅう ょぇ しっ こさうしなっょうくはす おなき のぉうかっえくぇすぇ 
ゃっつっさ. ‶さけぉかっき しなし いょさぇゃっすけ ゃ しっきっえしすゃけすけ こけこさっつう くぇ うくうちうぇすけさぇ ╀けあう-
ょぇさぇ ╂っくぇょうっゃぇ ょぇ こけっきっ ちはかぇすぇ けさゅぇくういぇちうは, くけ, こけ すさぇょうちうは, ょさせゅぇさしおぇすぇ 
こけょおさっこぇ, おけはすけ ゃうくぇゅう っ うきぇかけ ゃ けすょっかぇ, しっゅぇ うょゃぇ けす ′ぇょっあょぇ 『ぇちぇさかうっゃぇ 
/╃あぇゃゅけゃぇ/, おけはすけ けぉっとぇゃぇ, つっ おけえすけ ょけえょっ ょさせゅうは こっすなお ゃ さっしすけさぇくすぇ くぇ 
╁けっくくうは おかせぉ ゃ ╉ぇいぇくかなお くうおぇお くはきぇ ょぇ しなあぇかはゃぇ.

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

¨すゅけゃけさくけしすすぇ くぇ 〈ったくけかけゅうつくうは けすょっか っ けゅさけきくぇ

》けさぇすぇ すせお こけっきぇす ちはかぇすぇ さぇぉけすぇ けす こなさゃけすけ こけっきぇくっ くぇ ょけおせきっくすぇちうはすぇ こさっい ちはかけしすくぇすぇ 
さぇいさぇぉけすおぇ ょけ こさうっきおぇすぇ くぇ ゃけっくくうすっ. ╄ょゃぇ すけゅぇゃぇ こけつゃぇ う うしすうくしおけすけ こさけういゃけょしすゃけ - しかっょ 

Момент от общественото обсъждане

Колективът на Технологичен отдел при Завод 2 сега



714 февруари 2014 г.ɉɨɤɨɥɟɧɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ

おけ
か
ぇ 

1
 ゅ

さ
な
ぉ

╉¨╅〉╅: ╋¨╇《【  》《╉ 〉╅]っ╈╅〉╊ 《╉╅ ′╅ ╇¨〉《【《. ¨ ′╅ ╅〉〉╅.
 

100% っくうくおぇ. ‶さけこかぇおぇかぇ くぇ 
ぉはか しゃはす ゃ ╃っくは くぇ ゃうくけすけ う かの
ぉけゃすぇ - 14-すう そっゃさせぇさう, こさう 
くっつけゃっておう しすせょ う ょなかぉけお しくはゅ. 
╆ぇすけゃぇ しっゅぇ ぉっいせきくけ けぉうつぇ すけこかう
くぇすぇ. ╁なゃ ゃしうつおうすっ え そけさきう. 
¨とっ くっ っ しすうゅくぇかぇ くぇ „あういくっくけ

すけ こけこさうとっ ゃ しさっょぇすぇ”.  ╆ぇ しきっすおぇ 
くぇ  すけゃぇ うきぇ あうゃけす, ょけしすけっく いぇ 
ちはかぇ すさうかけゅうは. ‶なさゃぇすぇ おくうゅぇ けす 
くっゅけ ゃっつっ っ そぇおす: し きくけゅけいくぇつう
すっかくけすけ „〈ぇき, けすおなょっすけ しっ ゃさなとぇ
きっ”, さけょっくぇ こさっい 2005 ゅけょうくぇ う 
しなぉさぇかぇ しすうたけゃっすっ くぇ  けしないくぇすぇすぇ 
え  きかぇょけしす. 
]きっくうかぇ っ くはおけかおけ さぇいかうつくう 

こけこさうとぇ, くけ しゃなさいゃぇとぇすぇ くうておぇ 
きっあょせ すはた っ ゃしっ っょくぇ う しなとぇ: かの
ぉけゃすぇ おなき たけさぇすぇ, こうしぇくっすけ, ぉうす
おうすっ... いぇ さぇいかうつくう おぇせいう, こさっ
きうくぇゃぇとう こけくはおけゅぇ ゃ けすおさけゃっくう 
ゃけえくう.  ‶さういくぇゃぇ, つっ すっ こけくはおけゅぇ 
は せきけさはゃぇす. 
¨ぉうつぇ ょぇ つっすっ. ╇  こうてっ. ′っゃっさけ

はすくう しすうたけゃっ.
╃けぉさぇ ゅけすゃぇつおぇ っ. ╁ ょけきぇ しう おなすぇ 

ょっぉっかう こぇこおう し こなしすなさ  ぇさたうゃ けす 
しくうきおう いぇ こけかうすうおぇすぇ, けぉとっしすゃけ
すけ, おせかすせさぇすぇ う たけさぇすぇ くぇ ╃けかう
くぇすぇ いぇ こけしかっょくうは つっすゃなさす ゃっお. 
╉けかっおちうけくうさぇ こけおぇくう. ╆ぇ ゃしうつおう 
ゃさっきっくぇ う いぇ ゃしうつおけ. ╇ きっつすぇっ – 
ょぇ ゅう こさっゃなさくっ ゃ ういかけあぉぇ. 
′っ てうっ う くっ こかっすっ. 
‶っっ こけ おせこけくう, うゅさぇっ ょけぉさっ おの

つっお, きぇえおぇ っ くぇ くけゃぇ ょせきぇ - しかけ
ゃけこぇょ. 
╇きぇ せのすっく ょけき う きくけゅけ こさうは

すっかう. ╅うゃっっ ゃ きっしすくけすけ ]¨》¨, 
しなぉさぇか おぇいぇくかなておうは ぇさうしすけおさぇ
すうつっく, すっぇすさぇかっく, つうすぇかうとっく う 
こけっすうつっく っかうす くぇ ょゃっ すっさぇしう  さぇい
しすけはくうっ. 

[けょぇすぇ え っ し ょなかぉけおう  こさけしゃっすう
すっかしおう っくうくしおう おけさっくう. ]さっょ 

ちっくくうすっ しう さっかうおゃう こぇいう しくうきおぇ 
けす 1900-すぇ ゅけょうくぇ くぇ  ╃うきうすなさ 
[けゅけいけゃ -  ゃうょっく っくうくしおう せつうすっか 
う しゃっとっくうお, くっうく こさぇ-こさぇ-こさぇ
さけょしすゃっくうお, ぉぇとぇ くぇ っょくぇ けす こさぇ
ぉぇぉうすっ え
 ╇きぇかぇ っ てぇさっくけ う こなしすさけ ょっす

しすゃけ, し っきけちうう, おけうすけ しぇ ぉっかはいぇかう 
あうゃけすぇ え こけ-くぇすぇすなお. ╇ゅさぇかぇ っ くぇ 
しちっくぇすぇ くぇ っくうくしおけすけ つうすぇかうとっ, 
ゃけょうかぇ っ っくうくしおうすっ こさぇいくうつくう 
きぇくうそっしすぇちうう, しくうきぇかう しぇ は いぇ 
╀′〈,  ゃうおぇかう しぇ は いぇ さっちうすぇちうう 
いぇ しゃぇすぉう う おさなとっくっすぇ おぇすけ ゃうょくけ 
つぇゃょぇさつっ う こうけくっさつっ. ]さっょ せつっ
くうつっしおうすっ え „ゅけさょけしすう”  っ こさっゃな
こかぇとっくうっすけ え ゃ けぉさぇいぇ くぇ... ╉ぇさか 
╋ぇさおし. ╀っかはいぇか こけしかっ いぇょなかゅけ う 
こさけそっしうけくぇかくけ あうゃけすぇ え. ¨すゃなょ 
かのぉけゃすぇ え おなき うしすけさうはすぇ う させ
しおうは っいうお. 
‶さっい ゃぇおぇくちううすっ  っ ぉうかぇ てっそ-

ょうさうゅっくす う ゅかぇゃっく しけかうしす くぇ 
っくうくしおうは おぇゃなさ くぇ きっしすくうは „╆かぇ
すっく ¨さそっえ”, おなょっすけ けぉうおくけゃっくけ  
っ... ╊うかう ╇ゃぇくけゃぇ.  
╋っさおせさうっゃ  つけゃっお っ う すけゃぇ え 

かうつう. ╆ぇとけすけ っ きぇかなお さっゃけかの
ちうけくっさ う, きぇおぇさ う  くっ ゃっょくぇゅぇ, 
あうゃけすなす え は しさっとぇ し きっつすぇすぇ え - 
ょぇ しすぇくっ あせさくぇかうしす. 
′ぇ ょゃぇ こなすう  こさう すけゃぇ.  
]ないうさぇ しなょぉけゃっく こさなしす ゃ しおけ

さけしすすぇ, し おけはすけ しっ ょゃうあう ゃ ょくう
すっ しう - ちうおなかなす え くぇ こさけきっくう っ 6 
ゅけょうくう. 
] すぇいう  しさっょくぇ しおけさけしす きっくう う 

あうすっえしおうすっ しう けさぉうすう.  
╀うかぇ っ せつうすっか.  ‶けしかっ あうゃけすなす 

いぇょなかゅけ は ゃなさすう し さぇいかうつくぇ しおけ
さけしす  う ゃういうう ゃ  きっかくうちぇすぇ くぇ 
あせさくぇかうしすうおぇすぇ. [なおけゃけょうかぇ っ 
ょゃぇ ゃっしすくうおぇ, しぇえす,  いぇしすさぇたけゃぇ
すっかくけ ぉのさけ, ぇ しっゅぇ う すっぇすなさ.  
╁さぇゅけゃっすっ え すゃなさょはす, つっ っ おけかっお

ちうけくっさ くぇ ぉうすおう. 
 ┿ すは ゃしっ けとっ くはきぇ けすゅけゃけさ くぇ 

ゃなこさけしぇ いぇとけ こけゃっつっすけ え ゃさぇゅけゃっ 

  Увертюра. 
 
 ╇いぉけさなす え っ こさけしすけ かけゅうつっく, 

おけゅぇすけ しすぇゃぇ ょせきぇ いぇ ゃうくけ. 
╉ぇすけ きけょぇ, おぇすけ ぉういくっし, おぇすけ 
おせかすせさぇ, おぇすけ こけきうくなお, おぇすけ 
ちうゃうかういぇちうけくっく ういぉけさ, おぇすけ 
かのぉけゃ う こなすってっしすゃうっ. 〈は う 
そぇきうかうはすぇ え しぇ しっ こさっゃなさくぇ-
かう ゃ くぇさうちぇすっかくけ いぇ ゅさぇょぇ う 
しすさぇくぇすぇ, おけゅぇすけ しすぇくっ ょせきぇ 
いぇ おぇつっしすゃっくけ, ょけぉさけ ゃうくけ, いぇ 
しこけょっかはくっ くぇ せょけゃけかしすゃうっすけ 
けす ょけぉさぇすぇ くぇこうすおぇ.
‶さういくぇゃぇ, つっ こけこぇょぇ ゃ くっけ-

ぉはすくうは う ぉっいおさぇっく たけさういけくす 
くぇ ゃうくけすけ, ぉかぇゅけょぇさっくうっ くぇ 
っょくぇ ゅけかはきぇ かのぉけゃ - ╋うさけ-
しかぇゃ, おけえすけ は せょゃけはゃぇ こけ ょゃっ: 
おなき くっゅけ う おなき ゃうくけすけ. ╉ぇすけ  
しなとっしすゃっく っかっきっくす けす ょせたけゃ-
くぇすぇ おせかすせさぇ くぇ しゃっすぇ, おぇすけ 
ちうゃうかういぇちうけくっく ういぉけさ う おせか-
すせさっく たけさういけくす.
 ╆ぇ しっぉっ しう おぇいゃぇ, つっ っ ょっすっ 

くぇ たっこう しけちぇ, こけさぇしくぇかけ ゃ 
うくすっかうゅっくすくけ しっきっえしすゃけ くぇ 
かっおぇさおぇ う ういけぉさっすぇすっか, ゃ おけっ-
すけ ゃうくけすけ くっ っ ぉうかけ くぇこうすおぇ-
すぇ くぇ こけつうす. 〉 くぇし しっ こうってっ 
ょさせゅけ, しこけきくは しう ┿くくぇ ╃うくっ-
ゃぇ-╃せくょぇおけゃぇ, かなつっいぇさくぇすぇ う 
ぉっいおさぇえくけ っさせょうさぇくぇ ょけきぇ-
おうくは くぇ っきぉかっきぇすうつくうは きぇゅぇ-
いうく いぇ くぇこうすおう けす ちはか しゃはす ゃ 
╉ぇいぇくかなお. 
 „┿さしっくぇか” しっ こさっこかうすぇ う ゃ 

くっえくうは あうゃけす し ょせいうくぇ くうて-
おう. ┿くくぇ っ ょなとっさは  くぇ こけ-
おけえくうは きぇてうくっく うくあっくっさ-
さぇちうけくぇかういぇすけさ ╃うきうすなさ 
╃うくっゃ, おけえすけ ういゃっしすくけ ゃさっきっ 
いぇゃっあょぇ けすょっか „[ぇちうけくぇかういぇ-
ちうう” ゃ ′╇〈╇. 『っかうはす きせ あうゃけす 
ぉってっ ゃ すけゃぇ, さぇいおぇいゃぇ ょくっし 
ぉかぇゅけょぇさくぇすぇ ょなとっさは. ╋ぇえおぇ 
え っ ょ-さ ╊せおさっちうは  ╂っけさゅうっゃぇ, 
こけいくぇすぇ くぇ ょゃっ こけおけかっくうは おぇ-
いぇくかなつぇくう, しなとけ うきぇ けしすぇゃっ-
くう ょうさう ゃ  けさなあっえくうちぇすぇ. ╁ 
さぇぉけすくうつっしおぇすぇ こけかうおかうくうおぇ 
しぇ こなさゃうすっ え かっおぇさしおう ゅけょうくう 
ゃ ╉ぇいぇくかなお.  
  ╃くっし ┿くくぇ っ つぇしす けす ゅけかは-

きぇすぇ そぇきうかうは ╃せくょぇおけゃう, 
ょぇかぇ くぇ ╀なかゅぇさうは ういゃっしすくうは 
う さぇくけ けすうてなか しう けす しゃっすぇ  
すぇかぇくすかうゃ さっあうしぬけさ ╇かおけ 
╃せくょぇおけゃ,  おけきこけいうすけさぇ ‶っ-
すなさ ╃せくょぇおけゃ, ぇ さけょうすっかうすっ 
くぇ しなこさせゅぇ え うきぇす ょなかゅう ゅけ-
ょうくう ぇさしっくぇかしおう しすぇあ おぇすけ 
せつうすっかう - ╃けくおぇ ╃せくょぇおけゃぇ っ 
つぇしす けす っおうこぇ くぇ そうさきっくぇすぇ 
ょっすしおぇ ゅさぇょうくぇ „╀せさぇすうくけ”, 
ぇ ╇ゃぇく ╃せくょぇおけゃ っ ょなかゅけゅけ-
ょうてっく こさっこけょぇゃぇすっか こけ ぉなか-
ゅぇさしおう っいうお う かうすっさぇすせさぇ ゃ 
くはおけゅぇてくけすけ ]‶〈〉 こけ きぇてう-
くけしすさけっくっ. 
┿くくぇ しなとけ ょさぇしおぇ くはおけかおけ 

ゅけょうくう ゃ ぉうけゅさぇそうはすぇ しう こけ 
ぇさしっくぇかしおう: 
4 ゅけょうくう っ つぇしす けす ぇさたうすっ-

おすせさくうは けすょっか くぇ ′╇〈╇, おな-
ょっすけ ょっかう こさけそっしうけくぇかくう 
ぇくゅぇあうきっくすう し ぇさた. ╇ゃっかうく 
′っょはかおけゃ  う ぇさた. ╃けさけすっは 
》さうしすけゃぇ.  4 ゅけょうくう っ う ゅかぇ-
ゃっく けいっかっくうすっか くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお. 

 Част 1.

 ╆ぇゃなさてうかぇすぇ しなし しさっぉなさっく 
きっょぇか おぇいぇくかなておぇすぇ きぇすっきぇ-
すうつっしおぇ ゅうきくぇいうは ┿くくぇ こさぇゃう 
こなさゃうすっ しう しさっとう し ゃうくっくうすっ 
たけさういけくすう おぇすけ しすせょっくすおぇ ゃ 
╊っしけすったくうつっしおうは せくうゃっさしう-
すっす ゃ ]けそうは. 〈ぇき いぇゃなさてゃぇ 
ぇすさぇおすうゃくぇすぇ う ょけ ょくっし しこっ-
ちうぇかくけしす かぇくょてぇそすっく ぇさたう-

„Виното е разширение на личността.” 
               Шарл Бодлер

すっおす.  
]なょぉけゃくぇすぇ え しさっとぇ しなし しすせ-

ょっくすぇ こけ かけいぇさしすゃけ う ゃうくぇさ-
しすゃけ ╋うさけしかぇゃ ╃せくょぇおけゃ  は 
ょぇさはゃぇ し けとっ っょくぇ くけゃぇ しなょ-
ぉけゃくぇ かのぉけゃ – ゃうくっくぇすぇ.  
 ╁うくけすけ っ せくうゃっさしぇかくぇ きっ-

すぇそけさぇ う しけちうぇかっく こしうたけかけゅ, 
しすうゅぇ つけゃっお ょぇ こけいくぇゃぇ くっゅけ-
ゃうすっ こけしかぇくうは う ょぇ せきっっ ょぇ 
ゅう さぇいつうすぇ, おぇいゃぇ けす こけいうちうは-

すぇ くぇ 24-すっ しう ゅけょうくう ゃうくっくぇ 
かのぉけゃ ┿くくぇ ╃せくょぇおけゃぇ.
] そぇきうかうはすぇ こさぇゃはす  ゃうくっ-

くうは しう こさけとなこせかくうお  ゃ  すゃなさ-
ょっ しこっちうそうつくうは ぉういくっし こけつすう 
ぇゃぇくすのさうしすうつくけ: こさっい 1990 
ゅけょうくぇ, し こぇさうすっ けす しゃぇすぉぇすぇ  
しう, くぇ 12 おゃぇょさぇすくう きっすさぇ, 
おせこせゃぇす 100 ぉせすうかおう けす すけゅぇ-
ゃぇてくうすっ さぇいかうつくう ゃうくぇ う... 
いぇこけつゃぇす. 
‶なさゃうすっ ゅけょうくう っ すさせょくけ: 

ょぇ くぇかぇゅぇて すけいう ゃうょ おせかすせさぇ 
う しすぇくょぇさすう こさう  こけかけあっくうっ, 
つっ いぇ ぉなかゅぇさうくぇ くはきぇ こけ-しゃは-
すけ う しおなこけ くっとけ けす ょけきぇて-
くけすけ  ゃうくけ, しう っ つうしすぇ こさけぉぇ 
ぇゃぇくすのさういなき, おぇいゃぇ ┿くくぇ. 
¨とっ こけゃっつっ, つっ こさう しけちうぇ-

かういきぇ けすくけてっくうっすけ くぇ ぉなか-
ゅぇさうくぇ おなき ゃうくけすけ っ しなゃしっき 
さぇいかうつくけ けす しっゅぇ. 
 ╃くっし ゃうくけすけ っ  きけょぇ. ╀なか-

ゅぇさうくなす いぇこけつくぇ ょぇ  こうっ う 
ょぇ すなさしう  おぇつっしすゃっくけ,  たせぉぇ-
ゃけ ゃうくけ, おぇいゃぇ し さぇょけしす ┿くくぇ 
╃せくょぇおけゃぇ う くっ こさけこせしおぇ ょぇ 
けすぉっかっあう う しなとっしすゃっくぇすぇ  
さけかは いぇ  すけゃぇ けすくけてっくうっ くぇ 
けさゅぇくういうさぇくうすっ  う っくすせしうぇ-
いうさぇくう  くっえくう おけかっゅう ゃっつっ 
3 ゅけょうくう こけさっょ 《っしすうゃぇか くぇ 
ゃうくけすけ „[けいっ” ゃ ╉ぇいぇくかなお, こけ 
ゃさっきっ くぇ こさぇいくうちうすっ くぇ さけ-
いぇすぇ. 
╋かぇょうすっ たけさぇ いぇこけつくぇたぇ  ょぇ 

こうはす さけいっ, すけ っ ゃっつっ っょうく けす 
ぇすさうぉせすうすっ う しうきゃけかうすっ くぇ 
うくすっかうゅっくすくうすっ  たけさぇ, いぇ おけう-
すけ ゃうくけすけ っ けしけぉっく ゃうょ しっすうゃ-
くけしす う しこけょっかはくっ,  たけさういけくす, 
っかっゅぇくすくけ う おさぇしうゃけ ぉはゅしすゃけ 
けす  こさけゃうくちうぇかくけしすすぇ, せぉっょっ-
くぇ っ  ┿くくぇ. 
╃なかゅうすっ え ゅけょうくう さぇぉけすぇ ゃなゃ 

ゃうくっくうは しぇかけく, しすけすうちうすっ え 
しさっとう し ゃうくけこさけういゃけょうすっかう 

う ゃうくけちっくうすっかう, こけしっとっくうは-
すぇ え くぇ さぇいかうつくう ぉけさしう, こぇ-
くぇうさう う ゃうくっくう そけさせきう, しぇ は 
せぉっょうかう, つっ けすくけてっくうっすけ おなき 
ゃうくけすけ ょけぉぇゃは きくけゅけ おなき こしう-
たけかけゅうつっしおうは けぉさぇい くぇ ゃしっおう 
つけゃっお. 
╃ぇ せきっって ょぇ さぇいかうつうて たせ-

ぉぇゃけすけ けす かけてけすけ ゃうくけ, ょぇ 
しっ ょうしすぇくちうさぇて けす っょくけすけ う 
ょぇ けちっくうて う こけたゃぇかうて ょさせ-

ゅけすけ けいくぇつぇゃぇ, つっ しう つけゃっお し 
きくけゅけ けこうす う ぉけゅぇすぇ おせかすせさぇ, 
おぇいゃぇ さけょっくぇすぇ こけょ いくぇおぇ くぇ 
くっけぉはすくうすっ „╀かういくぇちう” かぇくょ-
てぇそすくぇ ぇさたうすっおすおぇ, こさっゃなさ-
くぇかぇ しっ ゃなゃ ゃうくっく っおしこっさす う 
ういしかっょけゃぇすっか  こけ ういぉけさぇ くぇ 
あうゃけすぇ… う かのぉけゃすぇ.  
 ╆ぇすけゃぇ っ う とぇしすかうゃぇ, おけゅぇすけ 

ゃ しっきっえくうは  せくうおぇかっく う せの-
すっく ゃうくっく しぇかけく, ゃ おぇおゃけすけ 
し きくけゅけ せしうかうは, すさせょ, こけしすけ-
はくしすゃけ う かのぉけゃ しぇ せしこっかう ょぇ 
こさっゃなさくぇす きぇかおけすけ ょなさゃっくけ 
こぇゃうかうけくつっ, ゃかういぇす うしすうくしおう 
ちっくうすっかう くぇ ょけぉさけすけ ゃうくけ けす 
ぉかういけ う ょぇかっつ. ‶けいくぇゃぇつう, いぇ 
おけうすけ ゃうくけすけ っ, けしゃっく くぇこうす-
おぇ う けすくけてっくうっ,  しこけょっかっくぇ 
さぇょけしす う せょけゃけかしすゃうっ, おさぇしう-
ゃけ こなすってっしすゃうっ こけ さぇいかうつくう 
いっきう う おせかすせさう, ょうこかけきぇちうは, 
さぇいてうさっくうっ くぇ かうつくけしすすぇ, 
っきぉかっきぇ いぇ すけかっさぇくすくけしす う 
てうさけおぇ きはさおぇ いぇ しゃっすぇ, おぇおすけ 
┿くくくぇ けぉうつぇ ょぇ ちうすうさぇ ゃっかう-
おうは ╀けょかっさ. 
] ゅけょうくうすっ ちっくうすっかうすっ くぇ 

おぇつっしすゃっくうすっ ゃうくぇ しっ きくけあぇす, 
ょけぉさうすっ ぉなかゅぇさしおう ういぉう, ゃっつっ 
くぇょ 240, ゃしっ こけゃっつっ けしないくぇ-
ゃぇす, つっ こさぇゃっくっすけ くぇ きけょっさくけ 
ゃうくけ, おぇつっしすゃっくけ う すなさしっくけ, 
っ こけしすけはくくけ せしうかうっ いぇ くぇかぇ-
ゅぇくっ くぇ しすぇくょぇさす, くぇ かっしくけ う 
こけしすけはくくけ さぇいこけいくぇゃぇっきけ おぇ-
つっしすゃけ, ゃ いぇとうすぇ くぇ おかうっくすぇ. 
〈ぇいう かうつくぇ そうかけしけそうは, うい-

ゅさぇあょぇくぇ し ゅけょくう, ┿くくぇ っ せぉっ-
ょっくぇ, つっ さぇぉけすう う っ とぇしすかうゃぇ 
けす そぇおすぇ, つっ ゃしっ こけゃっつっ しすぇ-
ゃぇす くっえくうすっ こけしかっょけゃぇすっかう. 
╆ぇすけゃぇ っ う くっこさうきうさうきぇ う ゃう-
くぇゅう っ ゅけすけゃぇ くぇ ゅけさっと しこけさ ゃ 
うきっすけ くぇ せぉっあょっくうっすけ, つっ くっ-
こさっしすぇくくうすっ おけきこさけきうしう  いぇ 
こさけういゃけょしすゃけすけ くぇ こけ-っゃすうくう 

ゃうくぇ くっきうくせっきけ しぇ しゃなさいぇくう 
し こけ-くうしおけ おぇつっしすゃけ, おけっすけ 
こさっゃさなとぇ しすけおぇすぇ ゃ ぉけおかせお. 
 ┿ すけいう こさけちっし っ ょゃせしすさぇくっく: 

おけくしせきうさぇて ぉけおかせちう, こさっ-
ゃさなとぇて すはかけすけ しう ゃ  ぉけおかせお, 
おぇすっゅけさうつくぇ っ  ┿くくぇ. ╆ぇすけゃぇ う 
くっ しこうさぇ ょぇ こけゃすぇさは, つっ おけか-
おけすけ こけ- ぉっょくう, し こけ-きぇかおけ 
しさっょしすゃぇ さぇいこけかぇゅぇす たけさぇすぇ, 
すけかおけゃぇ すさはぉゃぇ ょぇ しぇ こけ-ゃいうし-
おぇすっかくう おなき おぇつっしすゃけすけ. ′っ 
しぇきけ くぇ ゃうくけすけ. 
 ╃くっし ゃ しっきっえくうは ゃうくっく しぇ-

かけく, こさっゃなさくぇす し きくけゅけ  そう-
くっし, ゃおせし, しすうか う かのぉけゃ ゃ  
しゃけっけぉさぇいっく ゃうくっく ぉせすうお う 
きせいっえ, きけゅぇす ょぇ しっ けすおさうはす 
くぇょ 3 たうかはょう さぇいかうつくう ゃう-
くっくう くけきっくおかぇすせさう. ╁うくぇ けす 
ちはか しゃはす, くぇこうすおう けす 6 おけくすう-
くっくすぇ,  ういおせてぇゃぇとう し ぇさけきぇす, 
ゃういうは, おぇつっしすゃけ しぇ いぇこぇいっくぇ-
すぇ きぇさおぇ „╃せくょぇおけゃう”.  《うか-
すさうさぇく おけくはお „┿くすぇさおすうょぇ”, 
きっおしうおぇくしおぇ すっおうかぇ, すぇしきぇ-
くうえしおう ゃうくぇ しぇ しぇきけ つぇしす けす 
てぇさきぇくすくぇすぇ こなしすさけすぇ くぇ 
しぇかけくぇ. ‶さっぉけゅぇすうはす え ゃうくっく  
とぇくょ おなすぇ う くぇえ-ちっくくけすけ え 
ゃうくけ う くぇえ-けすかっあぇかけすけ, おけっすけ 
╃せくょぇおけゃう こさうすっあぇゃぇす.  〈け とっ 
ぉなょっ ょぇさっくけ いぇ ゅけかはきぇ おぇせいぇ, 
おぇいゃぇ ┿くくぇ, こけ けすくけてっくうっ くぇ 
64- ゅけょうてくけすけ  こけさすせゅぇかしおけ 
ゃうくけ „〈うくすぇさけさうし”, さけょっくけ 
ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ さっおぇ ╃せさけ う 
こさけういゃっょっくけ こさっい ょぇかっつくぇすぇ 
1948 ゅけょうくぇ. ╉けかっおちうはすぇ くぇ 
しすぇさ きけさはお しなたさぇくはゃぇ ちっくくうは 
ゃうくっく すさけそっえ ょなかゅけ ゃさっきっ, 
こさっょう ょぇ こけこぇょくっ ゃ さなちっすっ くぇ 
╃せくょぇおけゃう. ╇くすっさっしくぇすぇ きせ 
うしすけさうは う ゃおせしなす くぇ きなょさけしす 
そけさきうさぇす う ちっくぇすぇ きせ, てけ-
おうさぇとぇ いぇ きくけいうくぇ - 999. 99 
かっゃぇ いぇ ぉせすうかおぇすぇ.  

   Част 2. 

„╋っかくうお`55” くぇ ういぉぇ „╊けゅけ-
ょぇて” っ ゃうくけすけ, し おけっすけ ┿くくぇ 
╃せくょぇおけゃぇ けぉうつぇ ょぇ しこけょっかは 
たせぉぇゃうすっ ょくう ゃ あうゃけすぇ しう. ╇ 
くっ ょけすぇき ょけぉさうすっ. ╆ぇとけすけ ゃう-
くけすけ しっ けおぇいゃぇ  せくうゃっさしぇかっく 
しこなすくうお,  ょゃっ さぇいかうつくう  こさけ-
っおちうう くぇ あうゃけすぇ う かのぉけゃすぇ: 
し くっゅけ くう こけしさっとぇす くぇ しゃっすぇ 
う し くっゅけ くう ういこさぇとぇす, おぇいゃぇ 
┿くくぇ, くっせきけさくぇ ゃ すなさしっくけすけ 
しう くぇ くっこけいくぇすう ゃうくっくう たけさう-
いけくすう. ╂けかはきぇ つぇしす けす しゃけはすぇ 
さぇぉけすぇ う  ょっえくけしす ゃ しぇかけくぇ っ 
こけしゃっすうかぇ くぇ ゃうくっくぇすぇ こさけ-
しゃっすぇ おぇすけ けすくけてっくうっ, うしすけ-
さうは,  いくぇくうは - し ちっか しなたさぇくは-
ゃぇくっ くぇ こけきうくなおぇ う せゃぇあっくうっ 
おなき くぇこうすおぇすぇ くぇ ぉけゅけゃっすっ. 
╁うくけすけ っ こけきうくなお, かのぉけゃ う 
あうゃけす, せぉっょっくぇ っ すは う くうあっ 
さぇいおぇい いぇ すけゃぇ, おぇお ゃしなとくけしす 
けちっかはゃぇ ょくっし ぉなかゅぇさしおけすけ 
ゃうくけこさけういゃけょしすゃけ. ╋ぇかおうすっ 
ういぉう ゃしっ こけゃっつっ いぇこけつゃぇす ょぇ 
せしっとぇす こけすさっぉくけしす けす けぉっ-
ょうくっくうっ し ちっか いぇこぇいゃぇくっ くぇ 
おぇつっしすゃっくうすっ ぉなかゅぇさしおう しけさ-
すけゃっ ゅさけいょっ う おぇつっしすゃっくうすっ  
ぉなかゅぇさしおう ゃうくぇ.
′っ しこうさぇ ょぇ しっ ょうゃう くぇ きぇ-

とぇぉくけしすすぇ ゃ きうしかっくっすけ くぇ 
こさっょちうすっ くう, おけゅぇすけ けとっ  こさっい 
1896 ゅけょうくぇ, こけ こけおぇくぇ くぇ すけ-
ゅぇゃぇてくけすけ ╋うくうしすっさしすゃけ くぇ 
いっきっょっかうっすけ う すなさゅけゃうはすぇ, ゃ 
╀なかゅぇさうは こさうしすうゅぇ そさっくしおう-
はす ゅさぇそ ╁うけかぇ. ′ぇえ-ういゃっしす-
くうはす  そさっくしおう ぇきこっかけゅさぇそ/
ぉっか. ぇゃす. けす ぇきこっかけゅさぇそうは 
-  ゅさ. くぇせおぇ いぇ こさけういたけょぇ う 
しけさすけゃっすっ かけいう ゃ しゃっすぇ/, うきぇ 
いぇ いぇょぇつぇ ょぇ  けぉたけょう ちはかぇすぇ 
しすさぇくぇ う ょぇ う ういしかっょゃぇ  ぉなか-

ゅぇさしおうすっ しけさすけゃっ かけいう. ╁しうつ-
おけ すけゃぇ っ こけさけょっくけ けす くぇ-
てっしすゃうっすけ  ゃ ╄ゃさけこぇ くはおけかおけ 
ゅけょうくう こけ-さぇくけ, こさっい 1883 
ゅけょうくぇ, くぇ ぇきっさうおぇくしおぇすぇ 
つっさゃっくぇ そうかけおしっさぇ /ゃうょ  きせ-
たうつおぇ/, おけはすけ せくうとけあぇゃぇ くぇょ 
80% けす ぉなかゅぇさしおうすっ かけいう ょけ 
1912 ゅけょうくぇ. ¨す ぉかういけ 1 きかく. 
ょっおぇさぇ かけいは ゃ しすさぇくぇすぇ  こさっい 
1883 ゅ. , しぇきけ いぇ 30 ゅけょうくう, しっ 
しすけこはゃぇす ょけ けおけかけ 450 たうかはょう 
ょっおぇさぇ . ╁ないしすぇくけゃはゃぇくっすけ くぇ 
こかけとうすっ こさけょなかあぇゃぇ ょけ 1938 
ゅけょうくぇ. 
 ]かっょ  おさぇは くぇ けぉうおけかおぇすぇ 

しう こけ ぉなかゅぇさしおうすっ いっきう ゅさぇそ 
╁うぇかぇ こうてっ しこっちうぇかっく さぇ-
こけさす ょけ すけゅぇゃぇてくうは きうくうしすなさ 
くぇ いっきっょっかうっすけ ]すっそぇく ╂せ-
ょっゃ, ゃ おけえすけ けちっくはゃぇ ういおかの-
つうすっかくけ ゃうしけおけ おぇつっしすゃぇすぇ 
くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ しけさすけゃっ かけいは 
- きぇゃさせょ, ゃさぇつぇくしおう きうしおっす, 
こぇきうょ, ゅなきいぇ う こさっこけさなつゃぇ 
ょぇ しっ さぇぉけすう こけ しっかっおちうはすぇ 
うき. ′ぇ すっいう くっゅけゃう こさっこけさなおう 
しっ ぉぇいうさぇ う しないょぇょっくぇすぇ くは-
おけかおけ ゅけょうくう こけ-おなしくけ, こさっい 
1902 ゃ ‶かっゃっく, くぇ こなさゃぇすぇ 
ぉなかゅぇさしおぇ けこうすくぇ しすぇくちうは こけ 
ゃうくぇさしすゃけ う かけいぇさしすゃけ, おけはすけ 
っ 4-すぇ ゃ しゃっすぇ. 
 ╁ さぇこけさすぇ しう そさぇくちせいうくなす 

こさっこけさなつゃぇ ょぇ しっ ういぉはゅゃぇす 
う かけてうすっ きっしすくう こさぇおすうおう 
„おぇすけ こさぇゃっくっすけ くぇ ゃうくけ ゃ 
いうきくうちう, しきっしゃぇくっすけ くぇ せい-
さはかけ し くっせいさはかけ ゅさけいょっ, うい-
こけかいゃぇくっすけ  いぇ こさぇゃっくっ くぇ 
ゃうくけ くぇ ょうゃぇすぇ かけいぇ /ぇかあうさ-
おぇすぇ/, けしすぇゃはくっすけ くぇ ゃうくけすけ 
いぇっょくけ し ょあうぉさうすっ,  ょけおぇすけ 
くっ しっ ういこうっ” う ょさせゅう. ‶さぇおすう-
おう, こさうかぇゅぇくう ゃしっ けとっ ゃ くは-
おけう さぇえけくう ゃ ょけきぇてくう せしかけ-
ゃうは. ╂さぇそ ╁うぇかぇ こさっこけさなつゃぇ 
う けぉっょうくはゃぇくっ くぇ ゃうくけこさけうい-
ゃけょうすっかうすっ し ちっか „こさうかぇゅぇくっ 
くぇ きけょっさくうすっ こさぇおすうおう くぇ 
ゃうくけょっかうっ”. 〈ぇおぇ こさっい 1909 
ゅけょうくぇ ゃ ]せたうくょけか しっ さぇあ-
ょぇ  こなさゃけすけ ╊けいぇさけ-ゃうくぇさしおけ 
けぉっょうくっくうっ ゃ しすさぇくぇすぇ. 

   Финални акорди.

╃くっし ぉなかゅぇさしおけすけ ゃうくけ う 
ぉなかゅぇさしおうはす ゃうくけこさけういゃけょう-
すっか こさっあうゃはゃぇす しゃけは [っくっ-
しぇくし, せぉっょっくぇ っ ┿くくぇ ╃せく-
ょぇおけゃぇ. ╆ぇすけゃぇ うしおさっくけ しっ 
さぇょゃぇ う くぇ こけはゃぇすぇ くぇ ゃしはおぇ 
くけゃぇ きぇさおぇ, ゃしはおけ くけゃけ ゃうくけ. 
╆ぇすけゃぇ っ う くっせきけさくぇ ゃなゃ ゃう-
くっくうすっ しう しなぉうすうは う ぉっしっょう, 
ゃうくっくうすっ ょっゅせしすぇちうう, おけうすけ 
すは う そぇきうかうはすぇ え けさゅぇくういう-
さぇす. ] こけきけとすぇ う くぇ おけかっゅう. 
╁しっおう こっすなお  しかっょ 17 つぇしぇ 
ゃなゃ ゃうくっくうは しぇかけく きけゅぇす ょぇ 
しっ ょっゅせしすうさぇす  こけいくぇすう う くっ-
こけいくぇすう ゃうくぇ くぇ さぇいかうつくう 
ゃうくっくう ういぉう けす しすさぇくぇすぇ う 
つせあぉうくぇ, ょぇ しっ くぇせつう くっとけ 
くけゃけ いぇ ゃうくけすけ う くっゅけゃうすっ 
くっけぉはすくう たけさういけくすう. 
╁ないこうすぇゃぇきっ しっすうゃぇ, ぇ しっ-

すうゃくうはす つけゃっお っ すけかっさぇくすくう-
はす つけゃっお, おぇいゃぇ いぇ すけいう しう ゃうょ 
こさけしゃっすぇ  ┿くくぇ ╃せくょぇおけゃぇ. 
╇ ぉなさいぇ ょぇ しこけょっかう, つっ くぇえ-
ゃぇあくけすけ いぇ ょけぉさけすけ ゃうくけ っ 
すけ ょぇ っ しこけょっかっくけ. ] ょけぉさう 
たけさぇ, ょけぉさう きうしかう う ょけぉさぇ 
たさぇくぇ. ╉ぇすけ ゃぇあっく っかっきっくす 
けす つけゃっておけすけ くう しっぉっせゃぇあっ-
くうっ. 
』っしすけ くっこさけしすうきけ こさけこうかはく 

くはおなょっ こけ こなすは くぇ つけゃっておうすっ 
くう きぇかおう くっゃけかう. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

しぇ... きなあっ. 
╇いゅかっあょぇ とぇしすかうゃぇ - し こけ

さぇしくぇかぇすぇ しう おさぇしうゃぇ う けきな
あっくぇ ゃっつっ ょなとっさは,  し ょうくうすっ, 
おけうすけ くけしう こけょ きうてくうちぇ. ╇ 
こさういくぇゃぇ, つっ こけくはおけゅぇ すっあぇす. 
′っ さけぉせゃぇ くぇ すうすかう.
╉けゅぇすけ うきぇ ゃさっきっ いぇ しっぉっ 

しう, つっすっ. ╋なかつう う けぉうつぇ きけ
さっすけ, し きくけゅけすけ かはすけ ゃ くっゅけ. 
〈うたけ こさういくぇゃぇ, つっ しっ つせゃ

しすゃぇ  きぇかおけ せきけさっくぇ. 
╁はさゃぇ ゃ ]ぇすせさくけゃうすっ ょせこ

おう, ゃ こさうはすっかうすっ しう う ゃ... 
かのぉけゃすぇ. 
¨ぉうつぇ あうゃけすぇ... ゃなゃ ゃしうつ

おうすっ きせ  ういきっさっくうは.  
┿ ょくっし う つっさこう. ╃うぇくぇ 〈けく

つっゃぇ ′っえつっゃぇ. [ぇきくぇかうっゃぇ.

〈は うょゃぇ ゃ „┿さしっくぇか” くぇ 18 
ゅけょうくう, いぇ ょぇ ゃうょう おぇお しっ うい
おぇさゃぇ たかはぉなす.  
] すっいう くぇこなすしすゃうは さけょうすっ

かうすっ え は こさぇすうかう ゃ  くぇえ-ゅけ
かはきぇすぇ そぇぉさうおぇ, しかっょ おぇすけ 
いぇゃなさてうかぇすぇ し けすかうつうっ う 
いかぇすっく きっょぇか おぇいぇくかなておぇ
すぇ 》せきぇくうすぇさくぇ ゅうきくぇいうは 
╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ くっ せしこはゃぇ 
ょぇ ゃかっいっ けす さぇい ゃ すけゅぇゃぇて
くうは ╇おけくけきうつっしおう うくしすうすせす 
„╉ぇさか ╋ぇさおし” ゃ ]けそうは /しっゅぇ 
〉′′]/.
』っ こなこなす くぇ きかぇょぇすぇ 100% 

っくうくおぇ っ ぉうか たゃなさかっく すぇき, 
うきぇかけ はしくう ょうさう くぇ しなょぉぇ
すぇ. ╂けょうくぇ, しかっょ おぇすけ くっ は 
こさうっきぇす ゃ ╇おけくけきうつっしおうは, 
╃うぇくぇ こっつっかう くぇちうけくぇかくぇ 
くぇゅさぇょぇ  いぇ さっそっさぇす いぇ ]╇╁ 
/]なゃっす いぇ うおけくけきうつっしおぇ ゃいぇ
うきけこけきけと/.  ╅っしすなす し くぇ
ゅさぇょぇすぇ っ こけゃっつっ けす っきけちうけ
くぇかっく - こけ こけとぇすぇ きかぇょぇすぇ 
ぇさしっくぇかしおぇ おけくすさけかぇ こけかせ
つぇゃぇ  ゃっかうおぇすぇ おくうゅぇ けす 999 
しすさぇくうちう くぇ ╋けくすっしおぬけ „╆ぇ 
ょせたぇ くぇ いぇおけくうすっ”. 』っすうゃけ
すけ ぉっいぇこっかぇちうけくくけ くぇおかぇくは 
ゃっいくうすっ ゃ こさぇゃうかくぇすぇ こけしけ
おぇ, けとっ こけゃっつっ, つっ くぇちうけくぇか
くけすけ こさういくぇくうっ いぇ さっそっさぇすぇ 
くぇ  きかぇょぇすぇ おけくすさけかぇ けす ちった 
110 くぇ 【っえくけゃしおうは いぇゃけょ え 
ょぇゃぇ こさぇゃけすけ ょぇ ゃかっいっ ぉっい 
こさうっきっく こけかうすうつっしおう ういこうす  
ゃなゃ ╁〉╆-ぇ. ╇ おぇおすけ しすぇゃぇ ゃなゃ 

そうかきうすっ, しなけぉとっくうっすけ いぇ すけいう 
ぉけくせし いぇおなしくはゃぇ う ╃うぇくぇ ′っえ
つっゃぇ しっ はゃはゃぇ くぇ ういこうすぇ くぇさぇゃ
くけ し けしすぇくぇかうすっ. ] 5,75 けちっくおぇ 
くぇ しすぇさすぇ ぇきぉうちうけいくぇすぇ っくうく
おぇ しっ さぇいょっかは し きっつすうすっ しう ょぇ 
しすぇくっ あせさくぇかうしすおぇ うかう けこっさくぇ 
こっゃうちぇ う こけっきぇ こけ すっあおうは こなす 
くぇ こけかうすうおけくけきうはすぇ. ╋けょっさくぇ 
いぇ ゃさっきっすけ しう しこっちうぇかくけしす う 
すゃなさょっ くっこっさしこっおすうゃくぇ ゃ ゅけ
ょうくぇすぇ, ゃ おけはすけ しっ しょけぉうゃぇ しなし 
いぇゃっすくぇすぇ ょうこかけきぇ – 1988-きぇ. 
‶け しなとけすけ ゃさっきっ しっ さぇあょぇ う 
ょなとっさは え – 『ゃっすぇ, おけはすけ つっす
ゃなさす ゃっお こけ-おなしくけ ゃっつっ っ うい
ゃなさゃはかぇ ちうおなかぇ くぇ さけょうすっかうすっ 
しう. ╆ぇゃなさてうかぇ っ しなとうは ╁〉╆, 

おぇすけ さけょうすっかうすっ しう. ]なょぉぇすぇ 
うきぇ こさなしす う すせお, いぇとけすけ ╃うぇくぇ 
たゃなさかは こなこぇ くぇ くっゃさなしすくけすけ しう  
ぉっぉっ うきっくくけ ゃ ょゃけさぇ くぇ 〉′]].
]すせょっくすしすゃぇくっすけ え っ ゅけかはきぇ 

ておけかぇ. ‶さっこけょぇゃぇす え うきっくぇ 
おぇすけ こさけそ. ╊のぉっく ╀っさけゃ, こさっ
きうっさ くぇ ╀なかゅぇさうは こさっい 90-すっ, 
こさけそ. ]すけはょうく ]ぇゃけゃ, ぇ ゃ おぇすっ
ょさぇすぇ え  こさっこけょぇゃぇす:  ょさせゅ ぉな
ょっと こさっきうっさ - ╇ゃぇく ╉けしすけゃ, う 
くぇしすけはとうはす っゃさけおけきうしぇさ ╉さうし
すぇかうくぇ ╂っけさゅうっゃぇ. 
╆ぇゃなさてゃぇ し ぇきぉうちうはすぇ ょぇ けし

すぇくっ くぇ さぇぉけすぇ ゃ すけゅぇゃぇてくうは 
„╉ぇさか ╋ぇさおし”. ] くっゃさなしすくけ ぉっぉっ 
くぇ さなちっ しっ はゃはゃぇ くぇ おけくおせさし いぇ 
きっすけょうしす ゃなゃ ╁〉╆-ぇ. ′っ せちっかゃぇ 
ゃさっきっすけ, けぉぇつっ.  ╃けおぇすけ  たうかは
ょう ぉなかゅぇさう くぇ 14-すう ょっおっきゃさう  
1989 ゅけょうくぇ おさっとはす くぇ あなか
すうすっ こぇゃっすぇ, ぇ っょうく こさっいうょっくす  
しっ ういすなさゃぇ し „すぇくおけゃっすっ ょぇ 
ょけえょぇす”,  きかぇょぇすぇ  こけかうすうおけ
くけきうしすおぇ  しっ はゃはゃぇ くぇ おけくおせさし 
いぇ... きっすけょうしす.  ╇ ゅけ こっつっかう. 
╀せさくうすっ ゃさっきっくぇ, けぉぇつっ, くっ 
ょぇゃぇす てぇくし いぇ さぇいゃうすうっ ゃ すぇいう 
こけしけおぇ. ╉けくおせさしなす っ けぉあぇかゃぇく 
う ゃこけしかっょしすゃうっ けすきっくっく.  
]かっょ きうすぇさしすゃぇ けす くはおけかおけ 

ゅけょうくう きっあょせ ]けそうは, ╀かぇゅけ
っゃゅさぇょ う ╉のしすっくょうか, ゃ しさっょぇすぇ 
くぇ 90-すっ ゅけょうくう しっきっえしすゃけすけ 
けしすぇゃぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╃うぇくぇ  いぇ
こけつゃぇ さぇぉけすぇ おぇすけ せつうすっか こけ 
そうかけしけそうは ゃ きっしすくぇ こさけそっ
しうけくぇかくぇ ゅうきくぇいうは. 
╇ すけつくけ ゃ せつうかうとっ は いぇしすうゅぇ 

う こなさすうくぇすぇ え おなき ょっすしおぇすぇ え 
きっつすぇ - ょぇ しすぇくっ あせさくぇかうしす. 

‶さう こけょゅけすけゃおぇすぇ いぇ のぉうかっっく 
かうしす くぇ せつうかうとっすけ, こけょゅけすゃはく 
けす あせさくぇかうしすぇ ╁っしっかうく ]すけは
くけゃ, きかぇょぇすぇ こさっこけょぇゃぇすっかおぇ 
こうてっ っしっ いぇ そうかけしけそうはすぇ. ╁っ
しっかうく は たぇさっしゃぇ う くはおぇお かけゅうつ
くけ きぇかおけ こけ-おなしくけ は おぇくう ょぇ 
しすぇくっ つぇしす けす こなさゃうは っおうこ くぇ 
ゃっしすくうお „]っょきうちぇ”. 
¨す すけいう え こっさうけょ しぇ けしすぇくぇかう う 

くぇえ-ちっくくうすっ え こさうはすっかしすゃぇ う くっ
ゃっさけはすくけすけ せしっとぇくっ いぇ しゃけぉけょぇ. 
]っゅぇ っ ょさせゅけ, すなあくけ けぉけぉとぇ

ゃぇ [ぇきくぇかうっゃぇ いぇ いぇくぇはすぇ くぇ 
こうてっとうすっ. ′ぇすうしおなす, ぉっいゅさなぉ
くぇつうっすけ う すぇかぇくすなす すさせょくけ くぇ
きうさぇす けぉと こけおさうゃ. 
╂けかはきぇすぇ え ぉけかおぇ う ゅけかはきけすけ え 

かうつくけ せょけゃかっすゃけさっくうっ, けぉぇつっ, 
っ „╇しおさぇ”. ′っいぇゃうしうきけ けす ゃけえ
くうすっ, ゃけょっくう くぇ すっさっく. ‶け くっえ
くけ ゃさっきっ けぉとうくしおうはす ゃっしすくうお 
こさぇゃう いぇぉっかっあうすっかっく し こさけは
ゃうすっ う きぇとぇぉうすっ しう 85-ゅけょう
てっく のぉうかっえ, ういょぇゃぇ  せくうおぇかっく 
しぉけさくうお し たせきけさうしすうつくう けぉはゃう, 
ういちはかけ しっ さっきけくすうさぇ う けしゃっあぇ
ゃぇ っすぇあぇ くぇ さっょぇおちうはすぇ, ゃっしす
くうおなす いぇ こなさゃう こなす ういかういぇ ゃ 16 
しすさぇくうちう う ゃ ちゃはす.   
]なたさぇくはゃぇ う ぉせくすぇさしすゃけすけ しう. 

〉つぇしすゃぇ とっょさけ ゃ ぉかぇゅけすゃけさう
すっかくう う けぉとっしすゃっくう おぇせいう. 〈は 
っ しさっょ うくうちうぇすけさうすっ いぇ ゅさぇょっあ 
くぇ こぇさぇおかうし ゃ ょゃけさぇ くぇ おぇいぇく
かなておぇすぇ ぉけかくうちぇ, こさっょしっょぇ
すっかしすゃぇ きっしすくうは ╇くうちうぇすうゃっく  
おけきうすっす いぇ ういょうゅぇくっ おぇくょう
ょぇすせさぇすぇ くぇ ‶っすなさ ]すけはくけゃ いぇ 
こさっいうょっくす, ゃすけさう きぇくょぇす. 
′はおなょっ こけ すけゃぇ ゃさっきっ っ う おけさっし

こけくょっくす くぇ さぇょうけ ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ. 
╃なかゅうすっ ぉうすおう  ゃなゃ ゃっしすくうおぇ え 

うょゃぇす ゃ こけゃっつっ う しう すさなゅゃぇ. 
] ┿くすけくうは  〈っくっゃぇ いぇこさはすぇす 

こっさぇ う いぇこけつゃぇす うくそけさきぇちうけ
くっく しぇえす - „5 きうくせすう”.  ╆ぇおけくなす 
くぇ こぇさうすっ う おさういぇすぇ  けしすぇゃはす 
けすこっつぇすなお ゃ こけかっすぇ くぇ すぇいう ぇき
ぉうちうは. 〈は, けぉぇつっ, しっ ゅきせさゃぇ ゃ 
くけゃぇ.  
‶けくっ すぇおぇ きうしかはす すっいう, おけうすけ 

くぇぉかのょぇゃぇす くぇかはゅぇくっすけ ゃ あう
ゃけすぇ え けすしすさぇくう. 
ぅゃはゃぇ しっ くぇ おけくおせさし いぇ ょうさっお

すけさ くぇ すっぇすなさぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ゃ 
こさっおぇかっくけ すっぇすさぇかくう ゃさっきっくぇ 
う しうすせぇちうう. 
〈せお ゃおせしゃぇ う けす あうかけすけ くぇ 

きっょぇ. ‶さういくぇゃぇ, つっ ゅけかっきうすっ え 
こかぇくけゃっ... え しないょぇゃぇす  う ゅけかっきう  
ょうかっきう う こさうかうつくう はょけゃっ, くけ 
こさけょなかあぇゃぇ. ╆ぇとけすけ  あうゃけすなす っ 
ょゃうあっくうっ う けぉうつぇ さぇぉけすぇすぇ  しう.  
╉けゅぇすけ こさっょう ぉかういけ 3 ゅけょうくう 

いぇ っょくけ ょっくけくけとうっ ゃさっきっ しっ 
さぇあょぇてっ っおうこなす くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか”, すは „ういこかぇおぇ” いぇ 0 しっ
おせくょう. 
╆ぇさぇょう かのぉけゃすぇ おなき けぉうおくけ

ゃっくうすっ うくすっさっしくう たけさぇ, ゃさなとぇ
とう ゃはさぇすぇ ゃ ょけぉさけすけ う くぇょっあ
ょぇすぇ. ╇ いぇさぇょう ゅけかはきぇすぇ っきけちうは 
„┿さしっくぇか” ゃ くっえくうは  あうゃけす. 

 ╇ すは しっ ゅけさょっっ し くっは. 

╀ぇぉぇ え ╃けくおぇ, つうっすけ うきっ くけしう, 
っ ょなかゅけゅけょうてくぇ せょぇさくうつおぇ くぇ 
╉ぇこしせかくぇすぇ ゃ  ╆ぇゃけょ 4. ╇ ょけ 
ょくっし しっきっえくうすっ ぇかぉせきう しぇ こなか
くう し ういさっいおう けす ぇさしっくぇかしおぇすぇ 
„╆ぇゃけょしおぇ すさうぉせくぇ”, いぇこっつぇすぇ
かう せしこったうすっ え. ¨しけぉっくけ ゅけさょぇ っ 
し ぉぇとぇ しう, おけえすけ しう けすうゃぇ さぇくけ 
けす あうゃけすぇ, くけ え いぇゃっとぇゃぇ  つぇしす 
けす ぉけたっきぇすぇ, おけはすけ くけしう ゃ しっぉっ 
しう. 〈けくつけ ′っえつっゃ ういおぇさゃぇ ちっ
かうは しう すさせょけゃ しすぇあ ゃ „┿さしっくぇか”, 
おなょっすけ さぇぉけすう おぇすけ きけくすぬけさ くぇ 
ぇゅさっゅぇすくう きぇてうくう ゃ ╆ぇゃけょ 5. ╇ 
ちはか あうゃけす っ すさけきこっすうしす ゃ ょせたけ
ゃぇすぇ きせいうおぇ くぇ „┿さしっくぇか”. 
╃うぇくぇ ゃいっきぇ きせいうおぇかっく すぇ

かぇくす, けしゃっく けす ぉぇとぇ しう, う けす 
ょはょけ しう - しぇきけせおうはす そかっえすうしす 
くぇ ╄くうくぇ, おけえすけ ちはかけ しっかけ こけき

くう し ぉっいこかぇすくうすっ きせ おけくちっさすう 
くぇ けすおさうすけ, ういくぇしはくう  くぇょ きっしす
くけすけ せつうかうとっ.
╋ぇえおぇ え ┿くくぇ ╋っすけょうっゃぇ  くう

おけゅぇ くっ っ しすなこゃぇかぇ ゃ いぇゃけょ. 『はか 
あうゃけす ょぇさはゃぇ くぇ ょっちぇすぇ  おぇすけ 
ょうさっおすけさ くぇ ょっすしおぇすぇ ゅさぇょうくぇ ゃ 
╄くうくぇ. ′っうく けしくけゃぇすっか っ. 
╀さぇす え 〈けょけさ ′っえつっゃ しなとけ 

こけっきぇ けす ぇさしっくぇかしおうは ゃないょせた, 
くけ いぇ おさぇすおけ. ]っゅぇ っかっおすさけうく
あっくっさなす さぇぉけすう う あうゃっっ ゃ ┿ゃ
しすさうは.  
╆ぇすけゃぇ う おけゅぇすけ こけこぇょぇ ゃっょくぇゅぇ 

しかっょ ゅうきくぇいうはすぇ ゃ „┿さしっくぇか”, いぇ 
╃うぇくぇ  すけゃぇ っ かけゅうつくけ こさけょなか
あっくうっ. ]ゃうおゃぇ きくけゅけ ぉなさいけ う たぇ
さっしゃぇ さぇぉけすぇすぇ しう こさう ちっゃうすっ くぇ 
ぇゃすけきぇすぇ ゃ 【っえくけゃしおうは いぇゃけょ. 
╇きぇたきっ こなかくう しなし しすさせあおう さなちっ, 
くけ しっ つせゃしすゃぇたきっ ょけぉさっ, しこけきくは 
しう ぉうゃてぇすぇ おけくすさけかぇ. 
╁ けくっいう ゅけょうくう ゃ „┿さしっくぇか” 

おうこってっ くっゃっさけはすっく  しこけさすっく 
う おせかすせさっく あうゃけす, さぇいおぇいゃぇ し 
せきうかっくうっ う くけしすぇかゅうは ぉうゃてぇすぇ 
こさけかっすぇさおぇ. ╀なさいうすっ え おさぇおぇ は 
ういこさぇとぇす くぇ しこけさすくう すせさくうさう, 
すぇかぇくすなす え いぇ きせいうおぇ - ゃ ゅさせこぇ 
いぇ こけかうすうつっしおう こっしくう, ゃうしけおう
はす え さなしす - ゃ けすぉけさ こけ ぉぇしおっす
ぉけか. 《うくぇかなす くぇ ゃしうつおけ すけゃぇ 
しぇ ゅけかっきうすっ う いぇこけきくはとう しっ 
おせこけくう.  
′ぇ ういこさけゃけょはお, おけゅぇすけ きかぇ

ょぇすぇ  おけくすさけかぇ  こけっきぇ おなき 
しすせょっくすしおぇすぇ しおぇきっえおぇ ゃ ]け
そうは, あっくうすっ けす ちったぇ え こさぇゃはす 
こけょぇさなお いぇ しこけきっく. ¨ゅさけきくぇ 
おさうしすぇかくぇ つうくうは, いぇっかぇ こけつっす
くけ きはしすけ ょくっし ゃ しっきっえくうは しおさうく 
くぇ さっかうおゃうすっ. 
  

 

〈ぇき, けすおなょっすけ しっ ゃさなとぇきっ, 
うきぇ きくけゅけ きなおぇ, さぇいきうしなか う 
かのぉけゃ. 
〈ぇおぇ けぉけぉとぇゃぇ  くぇかはゅぇくっすけ ゃ 

あうゃけすぇ しう ょけすせお さけあょっくうつおぇすぇ 
けす こけおけかっくつっしおぇすぇ さっょうちぇ くぇ 
„┿さしっくぇか”. 
╉ぇすけ かっおけ くぇきうゅぇくっ くぇ こなさゃぇ

すぇ え しすうたけしぉうさおぇ. 
‶さういくぇゃぇ, つっ いぇしっゅぇ こけくっ くっ 

けすかっあぇゃぇ ゃすけさぇ, くけ いぇ しきっすおぇ 
くぇ すけゃぇ え しっ こうてっ. ╇きぇ おぇおゃけ 
ょぇ おぇあっ, ょぇ しなぉっさっ う けしすぇゃう いぇ 
たけさぇすぇ. 
′っ おさうっ う ぉけかおぇすぇ しう – こけ すぇ

かぇくすぇ. ╉けえすけ ゃっつっ くっ っ くぇ こけ
つうす. ′うすけ こさうすっしくっくうはすぇ しう, つっ 
しかけゃけすけ くう ゃっつっ くっ っ しゃけぉけょくけ, 
ぇ いぇゃうすけ し  きせてぇきぇ  う つっしすけ  ゃ 
しなしすけはくうっ くぇ ょけきぇてっく ぇさっしす. 
╀けかう は けす すけゃぇ, つっ たけさぇすぇ くっ しっ 

せゃぇあぇゃぇす こけきっあょせ しう. 〈さっゃけあう は 
けこさけしすぇつゃぇくっすけ くぇ ゃしうつおう  くうゃぇ う 
けぉっいちっくはゃぇくっすけ くぇ おけきこっすっくすくう
すっ う しきっかう たけさぇ. 
‶けゃしっきっしすくけ っ. ╉ぇすけ  いぇしすけはか しっ 

ゅさうこ, けすさけくゃぇ こけっすっしぇすぇ. ] っょくぇ 
けす くぇえ- ちっくくうすっ くぇゅさぇょう いぇ あせさ
くぇかうしすうつっしおう おけきっくすぇさ う ぇくぇかうい - 
くぇゅさぇょぇすぇ „╉けくしすぇくすうく 《うかけしけそ”, 
こさうしなょっくぇ え けす  ╀なかゅぇさしおぇすぇ ぇしけ
ちうぇちうは くぇ さっゅうけくぇかくうすっ こっつぇすくう 
きっょうう.  
╋うくけさくけ きう っ. ′うおけゅぇ くっ しなき しう 

こさっょしすぇゃはかぇ, つっ あうゃけすなす くう とっ 
しすぇゃぇ こけ-かけて,  くっ おさうっ  そっゃさせぇさ
しおぇすぇ きせいうおぇ ゃ ょせてぇすぇ  しう ╃うぇくぇ 
[ぇきくぇかうっゃぇ. 
′け こなお くぇえ-ゃぇあくけすけ いぇ きっく っ 

しゃけぉけょぇすぇ, すなさしっくっすけ う くぇょっあょぇ
すぇ, つっ うきぇ ょけぉさけ. 
╆ぇすけゃぇ う し  すけかおけゃぇ  あっかぇくうっ う 

たなし こうてぇ いぇ けぉうおくけゃっくうすっ たけさぇ, し 
ゅけかっきうすっ しなおさけゃうとぇ ゃ しなさちぇすぇ しう, 
おぇいゃぇ さぇいおぇいゃぇつおぇすぇ くぇ つけゃっておう
すっ うしすけさうう  ゃ „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”. 
╃くっし ぉってっ ゃさっきっ しぇきけ いぇ つぇしす けす 

くっえくぇすぇ うしすけさうは. ╆ぇとけすけ あうゃけすなす 
こけょ くぇかぇゅぇくっ ゃうくぇゅう こさっょしすけう.
              

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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》そさそしかせけみ:
╉けあせあ -
╋けうそて たそお せあしみえあせか

╊さつたかちてひて ╊しかせあ ╈あすそうあ
くあ てあこせあてあ せあ „[ちかすそせあ - ╆ひしえあちけみ“

《おあ くあ うけせそてそ. ¨ くあ ╅せせあ.
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╁ „┿さしっくぇか” ┿╃ しすぇさすうさぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけっおす „‶けょけ-
ぉさはゃぇくっ おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃ つさっい 

ゃくっょさはゃぇくっ くぇ うくけゃぇすうゃくうすっ こさけょせおすう - 9 mm こうしすけかっす „┿さ-
しっくぇか ╉けきこぇおす“ P-M02 う ゅぇきぇ ╉ぇさぇぉうくう かけゃくう しぇきけいぇさはょくう” 
こけ こさけちっょせさぇ BG161PO003-1.1.07 „╁くっょさはゃぇくっ くぇ うくけゃぇちうう ゃ 
こさっょこさうはすうはすぇ” こけ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ おけくおせ-
さっくすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ” 2007-2013ゅ. ′ぇ 
21.12.2013 ゅ. ぉっ こけょこうしぇく ょけゅけゃけさ いぇ ぉっいゃないきっいょくぇ そうくぇくしけ-
ゃぇ こけきけと し ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ うおけくけきうおぇすぇ う っくっさゅっすうおぇすぇ.  
‶さけっおすなす ゃおかのつゃぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ しかっょくうすっ ょっえくけしすう:
1. ╃けしすぇゃおぇ くぇ ╊うくうは いぇ うくあっおちうけくくけ そけさきけゃぇくっ う しうくすっ-

さけゃぇくっ
2. ╃けしすぇゃおぇ くぇ ╊うくうは いぇ すっさきうつくぇ けぉさぇぉけすおぇ ゃ しけかくう ゃぇくう
3. ╃けしすぇゃおぇ くぇ ¨こすうおけ - っきうしうけくっく しこっおすさけきっすなさ
4. ╃けしすぇゃおぇ くぇ  ]こっちうぇかういうさぇくぇ しけそすせっさくぇ しうしすっきぇ いぇ: こさけ-

っおすうさぇくっ, すったくけかけゅうつくぇ こけょゅけすけゃおぇ くぇ こさけういゃけょしすゃけすけ, うい-
しかっょゃぇくっ くぇ きっすぇかせさゅうつくう こさけちっしう.
〈けいう こさけっおす こさっょしすぇゃかはゃぇ ゃぇあっく っすぇこ けす しすさぇすっゅうはすぇ いぇ さぇい-

ゃうすうっ くぇ そうさきぇすぇ う っ くぇしけつっく おなき ゃくっょさはゃぇくっすけ くぇ うくけゃぇ-
すうゃくう こさけょせおすう くぇ くけゃ いぇ ょさせあっしすゃけすけ こぇいぇさ - ゅさぇあょぇくしおうはす 
こぇいぇさ くぇ かけゃくけ, しこけさすくけ う かうつくけ けさなあうは. ‶け すけいう くぇつうく とっ しっ 
こけゃうてう おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ こさっょこさうはすうっすけ う せゃっかうつぇす 
ゃないきけあくけしすうすっ きせ いぇ さぇいてうさはゃぇくっ くぇ こぇいぇさうすっ.
╁ さっいせかすぇす くぇ ういこなかくっくうっすけ くぇ こさけっおすぇ とっ ぉなょっ ゃなゃっょっくけ ゃ 

っおしこかけぇすぇちうは ゃうしけおけすったくけかけゅうつくけ けぉけさせょゃぇくっ, おけっすけ とっ けおぇ-
あっ こけかけあうすっかくけ ゃかうはくうっ くぇ ちはかけしすくうは こさけういゃけょしすゃっく こさけちっし.     
╇くゃっしすうちうう けす すぇおなゃ きぇとぇぉ しなし しけぉしすゃっくう しさっょしすゃぇ ういうしおゃぇ 

きくけゅけ ょなかなゅ こっさうけょ けす ゃさっきっ いぇ さっぇかういぇちうはすぇ え. ] そうくぇくしけゃぇ-
すぇ こけょおさっこぇ くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい こさけっおすなす とっ しっ さっぇかういうさぇ ゃ 
しさけお けす 16 きっしっちぇ.

╇いゅけすゃうか: ╂っさゅぇくぇ ‶っくつけかけゃぇ
╉けけさょうくぇすけさ くぇ こさけっおすぇ

“〈けいう ょけおせきっくす っ しないょぇょっく し そうくぇくしけゃぇすぇ こけょおさっこぇ くぇ ¨こっさぇすうゃくぇ こさけ
ゅさぇきぇ „[ぇいゃうすうっ くぇ おけくおせさっくすけしこけしけぉくけしすすぇ くぇ ぉなかゅぇさしおぇすぇ うおけくけきうおぇ” 
2007-2013, しなそうくぇくしうさぇくぇ けす ╄ゃさけこっえしおうは しなのい つさっい ╄ゃさけこっえしおうは そけくょ 
いぇ さっゅうけくぇかくけ さぇいゃうすうっ. 『はかぇすぇ けすゅけゃけさくけしす いぇ しなょなさあぇくうっすけ くぇ ょけおせきっく
すぇ しっ くけしう けす ╀っくっそうちうっくすぇ – „┿さしっくぇか” ┿╃ う こさう くうおぇおゃう けぉしすけはすっかしすゃぇ 
くっ きけあっ ょぇ しっ こさうっきぇ, つっ すけいう ょけおせきっくす けすさぇいはゃぇ けそうちうぇかくけすけ しすぇくけゃうとっ 
くぇ ╄ゃさけこっえしおうは しなのい う ╃けゅけゃぇさはとうは けさゅぇく.”

〈けゃぇ けぉっとぇくうっ 
ょぇょっ けぉとうく-

しおぇすぇ せこさぇゃぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお, ゃ かうちっすけ くぇ 
ゅかぇゃくうは ぇさたうすっおす 
╇ゃっかうく ′っょはかおけゃ, 
こけ ゃさっきっ くぇ けぉとっしす-
ゃっくけすけ  けぉしなあょぇくっ 
う こさっょしすぇゃはくっ くぇ 
こさけっおすぇ いぇ ういゅさぇあ-
ょぇくっ くぇ ╉せかすせさくけ-
うくそけさきぇちうけくっく ぇす-
さぇおすうゃっく ちっくすなさ くぇ 
けすおさうすけ /╉╇┿『¨/. 
〈けえ すさはぉゃぇ ょぇ しっ 
ういゅさぇょう くぇ きはしすけすけ 
くぇ  いっえくぇかぇすぇ 3 ょっ-
しっすうかっすうは ╃せこおぇ ゃ 
ちっくすさぇかくぇすぇ つぇしす くぇ 

╃なさあぇゃぇすぇ ゃしっ こけ-きぇかおけ とっ 
しっ きっしう ゃなゃ ゃいぇうきけけすくけてっくうは-
すぇ さぇぉけすくうお - さぇぉけすけょぇすっか,

ぇ たけさぇすぇ ゃしっ こけゃっつっ とっ さぇぉけすはす 
けす ょけきけゃっすっ しう う くぇ くはおけかおけ ょけ-
ゅけゃけさぇ. 〈ぇおなゃ とっ ぉなょっ こぇいぇさなす くぇ 
すさせょぇ せ くぇし しかっょ けおけかけ 20 ゅ. 〈けゅぇ-
ゃぇ くぇ くっゅけ とっ ういかっいっ こけおけかっくうっすけ, 
おけっすけ ゃ きけきっくすぇ っ ゃ ぉっぉっておぇ ゃない-
さぇしす. ╇いゃけょうすっ しぇ けす ういしかっょゃぇくっ 
くぇ ╀ぇかおぇくしおうは うくしすうすせす こけ すさせょぇ う 
しけちうぇかくぇすぇ こけかうすうおぇ, けこけゃっしすっくけ 
こさっい しっょきうちぇすぇ けす くっゅけゃうは こさっょ-
しっょぇすっか ╇ゃぇく ′っえおけゃ, ぉうゃて きう-
くうしすなさ くぇ すさせょぇ う しけちうぇかくぇすぇ こけ-
かうすうおぇ ゃ しかせあっぉくけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ 
くぇ ]すっそぇく ]けそうはくしおう う ゃ こさぇゃう-
すっかしすゃけすけ くぇ ╇ゃぇく ╉けしすけゃ. 
 ]こけさっょ くっゅけ, „しかっょ 20 ゅけょうくう 

とっ うきぇ きくけゅけ こけ-きぇかおけ ょなさあぇゃぇ ゃ 
すさせょけゃうすっ けすくけてっくうは, けすおけかおけすけ っ 
ゃ きけきっくすぇ. 〈けゃぇ っ くっういぉっあくけ, いぇ-
とけすけ すは こさけしすけ くはきぇ ょぇ うきぇ きはしすけ 
いぇさぇょう ょさせゅうすっ こさけきっくう, おけうすけ しっ 
けつぇおゃぇす“. ]こけさっょ ういしかっょゃぇくっすけ, 

けおけかけ 30-40 % けす さぇぉけすくうすっ 
きっしすぇ とっ ぉなょぇす せ ょけきぇ

 す. っ. たけさぇすぇ とっ さぇぉけすはす けくかぇえく. 〈ぇおぇ とっ しっ こけょこうし-
ゃぇす う こさっおさぇすはゃぇす ょけゅけゃけさう, とっ しっ こけしすぇゃはす いぇょぇつう, 
とっ しっ こさっょぇゃぇ ういこなかくっくうっすけ, とっ しっ こかぇとぇす ゃないくぇ-
ゅさぇあょっくうは.

┿くょさっ. 〈けえ っ くぇえ-きぇかおけすけ 
けす こっすすっ ょっちぇ ゃ しっきっえ-

しすゃけすけ くぇ いぇきけあっく たけかぇくょしおう 
っゃさっうく, すなさゅけゃっち くぇ しおなこけちっく-
くう おぇきなくう. ╉けゅぇすけ ┿くょさっ っ くぇ 
6 ゅけょうくう, ぉぇとぇ きせ せきうさぇ, けし-
すぇゃはえおう けゅさけきくけ くぇしかっょしすゃけ う 
てうさけおう ゃさないおう ゃなゃ そうくぇくしけ-
ゃうすっ こぇさうあおう おさなゅけゃっ. ╉ぇお ょぇ 
ういこけかいゃぇ すけゃぇ し せきぇ しう, ┿くょさっ 
すさはぉゃぇかけ ょぇ さってう しぇき. 〉つうか ゃ 
ょけぉなさ かうちっえ う こけかせつぇゃぇか けす-
かうつくう けちっくおう. ╉けゅぇすけ しすぇくぇか 
くぇ 12, ゃっつっ いくぇっか ちっかすぇ くぇ 
あうゃけすぇ しう: こさっい 1889 ゅ. ぉうかぇ 
けすおさうすぇ ┿えそっかけゃぇすぇ おせかぇ う 
┿くょさっ ぉうか すけかおけゃぇ しうかくけ ゃこっ-
つぇすかっく けす おけくしすさせおちうはすぇ, つっ ゃ 
すけいう きけきっくす さってうか ょぇ しすぇくっ 
うくあっくっさ.
╇くあっくっさ ]うすさけっく. ¨ぉさぇいけ-

ゃぇくうっすけ しう こけかせつぇゃぇ ゃ いくぇきっ-
くうすけすけ ‶けかうすったくうつっしおけ せつう-
かうとっ. [ぇぉけすう おぇすけ うくあっくっさ ゃ 
きぇかおう そうさきう. ′ぇ 22 ゅけょうくう, 
こさう こけしっとっくうっ ゃ ‶けかてぇ, すけえ 
けすおさうゃぇ こさけちっしぇ くぇ くぇさはいゃぇ-
くっ くぇ いなぉくう おけかっかぇ し てっゃさけく 
う おせこせゃぇ こぇすっくすぇ. ‶さっい 1908 
ゅ. こけしすなこゃぇ くぇ さぇぉけすぇ ゃ ぇゃすけ-
きけぉうかくぇすぇ おけきこぇくうは くぇ ぉさぇすは 
╋けさし う し くっゅけゃぇ こけきけと こさけ-
ういゃけょしすゃけすけ しっ せゃっかうつぇゃぇ ょっ-
しっすけおさぇすくけ. ╁ しなとけすけ ゃさっきっ 
しっ いぇくうきぇゃぇ し こさけういゃけょしすゃけすけ 
う くぇ ょゃけえくけ くぇおかけくっくう いなぉ-
くう おけかっかぇ - こさけつせすうはす ょゃけっく 
てっゃさけく, しすぇくぇか っきぉかっきぇ くぇ 
しゃっすけゃくけういゃっしすくぇすぇ そうさきぇ, 
くけしっとぇ くっゅけゃけすけ うきっ う ょくっし. 
′っゅけゃ けすょっか うきぇかけ う ゃ ╋けしおゃぇ, 
ゃ いぇゃけょぇ “╆なぉつぇすう おけかっかぇ-]う-
すさけっく”. 
]っおさっすくぇすぇ ょせきぇ „けさゅぇ-

くういぇちうは”. ╉けゅぇすけ こさっい 1914 
ゅ. ういぉせたゃぇ ‶なさゃぇすぇ しゃっすけゃくぇ 
ゃけえくぇ, ]うすさけっく いぇきうくぇゃぇ くぇ 
そさけくすぇ し つうく ぇさすうかっさうえしおう 

おぇこうすぇく. ╁うあょぇえおう くっょけしすうゅぇ 
けす ぇきせくうちうう, すけえ しっ ぇくゅぇあうさぇ 
こさっょ ょっこぇさすぇきっくすぇ くぇ ぇさすう-
かっさうはすぇ ゃ しさけお けす すさう きっしっちぇ 
ょぇ けさゅぇくういうさぇ こさけういゃけょしすゃけ - 
ょけ 10 たうかはょう しくぇさはょぇ くぇ ょっく. 
╂かぇしせゃぇす きせ ょけゃっさうっ う ゃ うい-
ゅさぇょっくうすっ おさぇえ ‶ぇさうあ いぇゃけょう 
いぇこけつゃぇす ょぇ しっ こさけういゃっあょぇす 
こけゃっつっ しくぇさはょう, けすおけかおけすけ 
ゃなゃ ゃしうつおう けしすぇくぇかう ゃけっくくう 
こさっょこさうはすうは ゃ しすさぇくぇすぇ, ゃいっ-
すう いぇっょくけ. ╃け くけっきゃさう 1918 ゅ. 
]うすさけっく こさけういゃっあょぇ 24 きうかう-
けくぇ しくぇさはょぇ. ╁しうつおう しっ つせょっかう 
おぇお こけしすうゅぇ すけゃぇ, ぇ ]うすさけっく ゅけ 
けぉはしくはゃぇか し  っょくぇ ょせきぇ – けさ-
ゅぇくういぇちうは. ‶さっょう ゃしうつおけ すけゃぇ 
けいくぇつぇゃぇかけ おけかけしぇかくぇ うおけくけ-
きうは くぇ ゃさっきっ – こさっょうきくけ けす 
けこっさぇちうう, おけうすけ くはきぇかう くっ-
こけしさっょしすゃっくけ けすくけてっくうっ おなき 
こさけういゃけょしすゃけすけ.                                                                
‶っょぇくすうつくけ けさゅぇくういうさぇ-

くうはす けぉはょ. ¨ぉはょなす ぉうか こかぇ-
くうさぇく ょけ すぇおうゃぇ こけょさけぉくけしすう, 
つっ くぇ さぇぉけすくうちうすっ ゃ くっゅけゃうすっ 
いぇゃけょう うき ぉうかう くっけぉたけょうきう くっ 

こけゃっつっ けす 30 きうくせすう. ]うすさけ-
っく こけしすさけうか ゅけかはきぇ しすけかけゃぇ 
し こかけと けす 3000 おゃ. き., きぇしうすっ 
ぉうかう こけょさっょっくう ゃ ょっしっす さっょぇ. 
》さぇくぇすぇ ぉうかぇ こけょぇゃぇくぇ くぇ くは-
おけかおけ しきっくう, おぇすけ ゃしはおぇ しきはくぇ 
しう うきぇかぇ ちゃはす - いぇ こけおさうゃおうすっ, 
いぇ しぇかそっすおうすっ, いぇ かっくすうすっ くぇ 
しっさゃうすぬけさうすっ う しすけかせゃぇとうすっ. 
‶さう すけゃぇ, たさぇくぇすぇ ぉうかぇ っょくぇお-
ゃぇ いぇ ゃしうつおう - う いぇ うくあっくっさう-
すっ, う いぇ ぇょきうくうしすさぇちうはすぇ, う いぇ 
さぇぉけすくうちうすっ.                                                                        
«『ゃっすくけすけ» さぇいょぇゃぇくっ くぇ 

いぇこかぇすうすっ. ╃け すけいう きけきっくす 
おぇしうっさうすっ けぉうおぇかはかう さぇぉけすくう-
ちうすっ こけ きぇてうくうすっ う うき ょぇゃぇかう 
こぇさうすっ. 〈けゃぇ けすくっきぇかけ くはおけかおけ 
つぇしぇ. ]うすさけっく せしなゃなさてっくしすゃぇか 
う すけいう こさけちっしし. ╁ くっゅけゃうすっ いぇ-
ゃけょう こっさしけくぇかなす こけかせつぇゃぇか いぇ-
こかぇすうすっ しう ゃ ういゃなくさぇぉけすくけ ゃさっ-
きっ. ╆ぇおさなゅかはかう しせきぇすぇ ょけ ょっしっす 
そさぇくおぇ う しぇくすうきぇ, ぇ けしすぇすなおなす 
しっ いぇつうしかはゃぇか いぇ しかっょゃぇとうは 
きっしっち. 『ゃっすけゃぇすぇ しうしすっきぇ ぉうかぇ 
ゃなゃっょっくぇ う すせお: すぇかけく いぇ こけかせ-
つぇゃぇくっ くぇ いぇこかぇすぇ し けこさっょっかっく 
ちゃはす しっ こさうっきぇか くぇ けこさっょっかっくけ 
ゅうてっ. 〈ぇおぇ 2500 きなあっ せしこは-
ゃぇかう ょぇ こけかせつぇす いぇこかぇすうすっ しう 
いぇ けおけかけ 10 きうくせすう, ぇ あっくうすっ, 
おけうすけ ぉうかう し けおけかけ 100 こけゃっつっ 
– いぇ 15.
╁ いぇゃけょうすっ くぇ ]うすさけっく ぉうかう 

しないょぇょっくう しすぇう いぇ おなさきっくっ 
くぇ きぇかおう ょっちぇ, ょくっゃくう はしかう, 
こっさぇつくぇ, きぇゅぇいうくう, こけかうおかう-
くうおぇ, ぉっいこかぇすくけ いなぉけかっつっくうっ.                                                                                      
╆ぇ こぇすさうけすうつくうすっ きせ せしうかうは 
そさっくしおけすけ こさぇゃうすっかしすゃけ ゅけ くぇ-
ゅさぇょうかけ し けさょっくぇ くぇ ‶けつっすくうは 
かっゅうけく. 
‶なさゃうはす ぇゃすけきけぉうか. ‶さっい 

1912 ゅ. ゃ いぇゃけょうすっ くぇ 《けさょ ゃ 
]┿】 ]うすさけっく し けつうすっ しう ゃうょはか 
おぇお しぇきけ いぇ 1 ゅけょうくぇ ゃ すけゃぇ 
こさっょこさうはすうっ しっ こさけういゃっあょぇす 

150 000 けす かっゅっく-
ょぇさくうは きけょっか „T“. 
〈けゃぇ っ 71 こなすう こけ-
ゃっつっ けす こさけょせおちう-
はすぇ くぇ かうょっさぇ ゃなゃ 
《さぇくちうは ゃ すけいう 
きけきっくす „[っくけ”.
¨す こさけういゃけょ-

しすゃけすけ くぇ しくぇさはょう 
]うすさけっく くぇすさせこぇか 
きくけゅけ こぇさう. ¨とっ 
ゃ さぇいゅぇさぇ くぇ ぉけえ-
くうすっ ょっえしすゃうは すけえ 
ゃないかけあうか くぇ うく-
あっくっさうすっ しう つっさ-

すっあうすっ くぇ ぇゃすけきけぉうかぇ, おけえすけ 
ゃこけしかっょしすゃうっ こさうっきぇ くっゅけゃけすけ 
うきっ. ╉けゅぇすけ けさなょうはすぇ いぇきかなお-
くぇかう, すけえ うきぇか ゃしうつおけ, いぇ ょぇ 
けさゅぇくういうさぇ しけぉしすゃっくくけ ぇゃすけ-
きけぉうかくけ こさけういゃけょしすゃけ: けこうす, 
ゃうしけおけ おゃぇかうそうちうさぇく っおうこ, 
こさけういゃけょしすゃっくう こけきっとっくうは う 
けゅさけきくう しさっょしすゃぇ.   
‶なさゃうはす ぇゃすけきけぉうか, し おけえ-

すけ ゃっかうおうはす おけくしすさせおすけさ うい-
ゃなさてうか うしすうくしおぇ さっゃけかのちうは, 
ょっおけさうさぇく しなし いくぇおぇ くぇ おけき-
こぇくうはすぇ «]うすさけっく» う くぇさうつぇく 
こさけしすけ «┿», しっ こけはゃうか こさっい 
1919 ゅ. 〈けゃぇ っ こなさゃうはす ぇゃすけきけ-
ぉうか ゃ しっさうえくけ こさけういゃけょしすゃけ ゃ 
╄ゃさけこぇ, こなさゃうはす うおけくけきうつっく 
ぇゃすけきけぉうか, ういちはかけ けぉけさせょゃぇく 
し っかっおすさうつっしおけ けしゃっすかっくうっ う 
しすぇさすっさ, こさっょっく おぇこぇお, けぉかう-
ちけゃぇくぇ さっいっさゃくぇ ゅせきぇ う す.く. 
〈けゃぇ っ う こなさゃうはす そさっくしおう ぇゃ-
すけきけぉうか し かはゃ ゃけかぇく う こなさゃうはす 
ぇゃすけきけぉうか, おけくしすさせうさぇく すぇおぇ, 
つっ ょぇ きけあっ ょぇ ぉなょっ せこさぇゃかは-
ゃぇく けす ゃしっおう. ╃けしすうゅぇか きぇお-
しうきぇかくぇ しおけさけしす 65 おき/つ. ╋ぇ-

てうくぇすぇ ぉうかぇ っゃすうくぇ /こぇいぇさくぇ 
ちっくぇ 7950 そさぇくおぇ/ – すは ぉうかぇ 
ょけしすなこくぇ う いぇ ぇさうしすけおさぇすう-
すっ, う いぇ たけさぇすぇ けす «しさっょくぇすぇ» 
おかぇしぇ. ╁っょくなあ, こけ ゃさっきっ くぇ 
ゃっつっさは, ╅けいっそうくぇ ╀っおっさ うい-
こなかくうかぇ ゃ つっしす くぇ しゃけは ゅけしす 
„╇きぇき ょゃっ かのぉけゃう – きけっすけ 
¨すっつっしすゃけ う ]うすさけっく”.                                                                                                                             
╃させゅうすっ いぇゃけょう ゃ ╄ゃさけこぇ 

こさけういゃっあょぇかう こけ 100 ぇゃすけ-
きけぉうかぇ くぇ ゅけょうくぇ, ぇ ]うすさけっく 
こさけういゃっあょぇか こけ 100 くぇ ょっく! 
′ぇさうつぇかう ゅけ «っゃさけこっえしおうはす 
《けさょ». 
′け... すさはぉゃぇかけ ょぇ いぇこぇかう 

]っくぇ! 〈なえ おぇすけ  きけょっか ┿ ぉうか 
こさぇゃっく くぇぉなさいけ, ぉうかう ょけこせし-
くぇすう ょさっぉくう ょっそっおすう. ╆ぇすけゃぇ 
]うすさけっく ういゅさぇょうか こなさゃぇすぇ 
ゃ ╄ゃさけこぇ そうさきっくぇ しっさゃういくぇ 
きさっあぇ. ╁さっきっすけ きうくぇゃぇかけ う 
くぇ しゃっすけゃくうは こぇいぇさ しっ こけはゃう-
かう くけゃう きぇさおう. 
┿ゃすけきけぉうかうすっ „]うすさけっく” 

こさけょなかあぇゃぇかう ょぇ ぉなょぇす たぇ-
さっしゃぇくう, くけ ゃなくてくけ, こけ ういさぇ-
いぇ くぇ そさぇくちせいうすっ, くっ きけあっかう 
„ょぇ いぇこぇかはす ]っくぇ”. ╆ぇ ょぇ しっ 
しこさぇゃう し おけくおせさっくちうはすぇ, ]う-
すさけっく ゃないかけあうか さぇいさぇぉけすおぇすぇ 
くぇ ょういぇえくぇ くぇ 《かぇきうくうけ ╀っさ-
すけくう, おけえすけ しないょぇゃぇ ぉっしすしっかな-
さぇ «]うすさけっく 〈さぇおしぬけく ┿ゃぇく». 
〈けえ さっゃけかのちうけくういうさぇ しゃっすぇ, 
すなえ おぇすけ っ こなさゃうはす きけょっか けす 
しっさうはすぇ し こさっょくけ こさっょぇゃぇくっ. 
¨しゃっく すけゃぇ, こさうすっあぇゃぇ う さっ-
ゃけかのちうけくくう いぇ ゃさっきっすけ しう 
たぇさぇおすっさうしすうおう - ぇっさけょうくぇ-
きうつくぇ おぇさけしっさうは, けおぇつゃぇくっ し 
すけさしうけくくう とぇくゅう, たうょさぇゃかうつ-
くぇ しこうさぇつくぇ しうしすっきぇ, こさっょくう 
いぇょゃうあゃぇとう う くぇしけつゃぇとう おけ-
かっかぇ  う ょさ.
╉なき おさぇは くぇ 20-すっ ゅけょうくう 

そうさきうすっ くぇ ]うすさけっく いぇっきぇす  
こなさゃけ きはしすけ ゃ ╄ゃさけこぇ こけ けぉっき 
こさけょせおちうは. ‶さっい 1925 ゅ. うい-
かういぇす けす こさけういゃけょしすゃけ 60 たう-
かはょう きぇてうくう, ぇ こさっい 1929 ゅ. 
- くぇょ 100 たうかはょう. ‶さっい 1933 
- 34 ゅ. っ こせしくしぇす きけょっかなす 8 
CV, おけえすけ ゃかういぇ ゃ うしすけさうはすぇ 
こけょ うきっすけ „[けいぇかう“. ‶さっい けお-
すけきゃさう っ しないょぇょっく ╁12 し おぇ-
さけしっさうは ういちはかけ けす しすけきぇくぇ. 
]うすさけっく ういくぇしは ゃ つせあぉうくぇ 3 
000 ぇゃすけきけぉうかぇ ]4G う ]6G, 
けぉけさせょゃぇくう し こなさゃうすっ ょゃうゅぇ-
すっかう し っかぇしすうつくけ そうおしうさぇくっ, 
いくぇつうすっかくけ くぇきぇかはゃぇとけ ゃう-
ぉさぇちううすっ. 

╂かぇゃけいぇえきぇゃぇとぇすぇ さっおかぇきぇ. 
╆ぇ さっおかぇきぇ ]うすさけっく くっ こっしすはか 
こぇさう. ╆ぇ ょっちぇすぇ - ぉなょっとうすっ 
きせ おかうっくすう, すけえ こせしくぇか くぇ こぇ-
いぇさぇ うゅさぇつおぇ «]うすさけっく» - 1:1 
くぇ うしすうくしおうは ぇゃすけきけぉうか. ╆ぇ 
ょぇ ぉなょっ そうさきっくうはす いくぇお «]う-
すさけっく» くっこさっおなしくぇすけ こさっょ 
けつうすっ くぇ てけそぬけさうすっ, うい ちはかぇ 
《さぇくちうは ぉうかう きけくすうさぇくう こなす-

くう いくぇちう う せおぇいぇすっかくう すぇぉっかう 
し ょゃけっく てっゃさけく. 〉しすさけえゃぇくう 
ぉうかう さっおかぇきくう さぇかうすぇ. ‶け ゃう-
しけおけゅけゃけさうすっかう しこっちうぇかうしすう 
けす おけきこぇくうはすぇ さぇいおぇいゃぇかう いぇ 
こさっょうきしすゃぇすぇ くぇ っょうく うかう 
ょさせゅ きけょっか «]うすさけっく», こさう-
ょさせあっくう けす ぇそうてう, こかぇおぇすう, 
いぇくうきぇすっかくう ゃうおすけさうくう う かけ-
すぇさうう こけ ゃさっきっ くぇ こさっしすけうすっ. 
╉ぇすけ さっいせかすぇす: けす 3 ょけ 15% 
けす こけしっすうすっかうすっ しう すさなゅゃぇかう 
しなし しけぉしすゃっく ぇゃすけきけぉうか う こけ-
ょぇさなお: ゅさぇきけそけくくぇ こかけつぇ, くぇ 
おけはすけ けす っょくぇすぇ しすさぇくぇ うきぇかけ 
いぇこうしぇくう てかぇゅっさう, ぇ けす ょさせゅぇ-
すぇ さっおかぇきくう こっしくうつおう, おけうすけ 
ゃしっおう ゃすけさう そさぇくちせいうく しう すぇ-
くぇくうおぇか.
‶さっい 1929 ゅ. すけえ こけしすさけうか ぇゃ-

すけきけぉうかっく しぇかけく-きぇゅぇいうく, つう-
はすけ しすなおかっくぇ ゃうすさうくぇ ぉうかぇ ゃう-
しけおぇ 21 き う てうさけおぇ 10 きっすさぇ. 
‶さっい すぇいう こさけいさぇつくぇ しすっくぇ, いぇ 
おけはすけ ぉうかう ういこけかいゃぇくう 19 すけくぇ 
しすなおかけ, くぇこさぇゃけ けす せかうちぇすぇ 
きけあっかけ ょぇ しっ ゃうょはす  っおしこけくう-
さぇくうすっ ぇゃすけきけぉうかう. 〈とっしかぇゃう-
っすけ きせ こさうょけぉうかけ ゅさぇくょうけいくう 
さぇいきっさう. ╁っょくなあ くぇょ くっぉっすけ 
くぇ ‶ぇさうあ  し 400-きっすさけゃう ぉせお-
ゃう けす ぉはか ょうき, さぇいこなくぇすう こけ 
ょなかあうくぇ くぇ 5 おうかけきっすさぇ, ぉうか 
ういこうしぇく くぇょこうしなす ]╇〈[¨╄′. 
╇いこなかくうすっか くぇ すけいう てっょぬけゃなさ 
ぉうか しこっちうぇかくけ くぇっす ぇくゅかうえしおう 
かっすっち. ]かっょ くはおけかおけ きうくせすう 
くぇょこうしなす, いぇ おけえすけ ぉうかう こけ-
たぇさつっくう けゅさけきくう こぇさう, しっ さぇい-
すゃけさうか ゃなゃ ゃないょせたぇ... ╁っくっち くぇ 
くっゅけゃうすっ さっおかぇきくう すなさしっくうは 
ぉうか こさけっおすなす „┿えそっかけゃぇ おせかぇ”. 
╂けかっきうはす きぇゅくぇす こけょぇさうか すけゃぇ 
いさっかうとっ くぇ しゃけうすっ しなゃさっきっく-
くうちう: くぇ おせかぇすぇ ぉうかう きけくすう-

さぇくう 125 たうかはょう っかっおすさうつっしおう 
おさせておう, おけうすけ ぉうかう いぇこぇかゃぇくう 
っょくぇ しかっょ ょさせゅぇ すぇおぇ, つっ けぉ-
さぇいせゃぇかう ょっしっす ういけぉさぇあっくうは: 
しうかせっすなす くぇ ┿えそっかけゃぇすぇ おせかぇ 
う ゅけょうくぇすぇ くぇ しないょぇゃぇくっすけ え, 
いゃっいょっく ょなあょ, いくぇちうすっ くぇ ╆け-
ょうぇおぇ... う くぇおさぇは そぇきうかうはすぇ 
]うすさけっく. 〈ぇおうゃぇ きぇとぇぉくう う 
ういけぉさっすぇすっかくう „さっおかぇきくう すさう-
おけゃっ” くはきぇかけ くうすけ こさっょう, くうすけ 
しかっょ ]うすさけっく.
┿ゃすけきけぉうか うかう しっょっき しせ?  

╉ぇすけ ゃしっおう しぇきけせゃっさっく つけゃっお, 
┿くょさっ ]うすさけっく くっ しっ こかぇてっか 
けす おさうすうおう う うさけくうは こけ しゃけえ 
ぇょさっし. 〈けえ こけいゃけかはゃぇか ゃ いぇ-
ゃけょしおうは ゃっしすくうお ょぇ こせぉかうおせゃぇす 
ぇくっおょけすう いぇ くっゅけ. ╄すけ っょうく けす 
すはた: «╁っょくなあ ゅ-く ]うすさけっく けぉは-
ゃうか, つっ こせしおぇ ゃ けぉさぇとっくうっ しっ-
ょっき きけくっすう, ゃしはおぇ さぇゃくけしすけえくぇ 
くぇ っょくけ しせ. ′ぇ ゃしはおぇ けす きけくっ-
すうすっ ぉうかぇ ゅさぇゃうさぇくぇ こけ っょくぇ 
けす しっょっきすっ ぉせおゃう くぇ くっゅけゃぇすぇ 
そぇきうかうは. 〈けいう, おけえすけ いぇくっしっ ゃ 
ょうさっおちうはすぇ くぇ いぇゃけょぇ ゃしうつおうすっ 
しっょっき きけくっすう, とっ こけかせつう ぉっい-
こかぇすくけ ぇゃすけきけぉうか. ╇ しっ くぇきっ-
さうか すぇおなゃ. «‶さっおさぇしくけ, - おぇいぇか 
]うすさけっく, - さぇいたけょっすっ しっ うい いぇ-
ゃけょぇ う しう ういぉっさっすっ ぇゃすけきけぉうか». 
]かっょ こけかけゃうく つぇし つけゃっおなす しっ 
ゃなさくぇか う いぇはゃうか: «╀かぇゅけょぇさは, 
くけ ぇい こさっょこけつうすぇき ょぇ ょなさあぇ ゃ 
さなちっすっ しう くっ ゃけかぇくぇ くぇ ゃぇてうは 
ぇゃすけきけぉうか, ぇ きけうすっ しっょっき しせ».
╀かぇゅけすゃけさうすっかくけしす. ′ぇこ-

さっょくうつぇゃ ゃなゃ ゃしはおけ けすくけてっ-
くうっ, ]うすさけっく しないょぇゃぇ すぇおしう-
きっすさけゃぇ う ぇゃすけぉせしくぇ おけきこぇくうう 
う しけぉしすゃっくぇ いぇしすさぇたけゃぇすっかくぇ 
おけきこぇくうは. 〈けえ そうくぇくしうさぇか 
さぇいかうつくう くぇせつくう っおしこっょうちうう, 
せゃかうつぇか しっ けす ぇゃすけさぇかうすぇ. ]ゃっ-
すけゃくぇ ういゃっしすくけしす こさうょけぉうゃぇす 
けさゅぇくういうさぇくうはす けす くっゅけ こさっい 
1932 ゅ. ぇゃすけこさけぉっゅ ╀っえさせす-‶っ-
おうく う こさけっおすなす きせ けす ┿かあうさ 
ょけ そさっくしおぇすぇ ╆ぇこぇょくぇ ┿そさうおぇ 
こさっい こはしなちうすっ くぇ ]ぇたぇさぇ. ]う-
すさけっく こけょぇさうか くぇ ‶ぇさうあ 〈さう-
せきそぇかくぇすぇ ぇさおぇ う こかけとぇょぇ くぇ 
]なゅかぇしうっすけ.
 ╀ぇくおさせすなす.  ‶さっい 1933 ゅ. ┿く-

ょさっ ]うすさけっく ういさぇいたけょうか おさせこ-
くう しせきう, くけ いぇ 5 きっしっちぇ せしこはか 
ょぇ こさっせしすさけう いぇゃけょうすっ しう. ′ぇ 
こかけと けす 55 たうかはょう おゃ. き. ぉうかぇ 
こせしくぇすぇ ゅうゅぇくすしおぇ くっこさっおなし-
くぇすぇ こけすけつくぇ かうくうは し こさけうい-
ゃけょうすっかくけしす 1000 きぇてうくう くぇ 
ょっく. 〈けかおけゃぇ ぉうかけ こけすさっぉかっ-
くうっすけ くぇ ちっかうは そさっくしおう こぇいぇさ.                                                                                                                                 
╂うゅぇくすけきぇくうはすぇ きせ くはきぇかぇ 
おさぇえ. ′け ゃ おさぇえくぇ しきっすおぇ すは 
しっ けぉなさくぇかぇ しさっとせ くっゅけ. ‶さっい 
1934 ゅ., こけ ゃさっきっ くぇ しゃっすけゃくぇすぇ 
うおけくけきうつっしおぇ おさういぇ, すけえ しない-
ょぇゃぇ くけゃ きけょっか „]うすさけっく-7”. 
′け こけかせつうか けすおぇいう けす おさっょうすけ-
さうすっ, すなさしっくっすけ くぇ ぇゃすけきけぉう-
かう くぇきぇかはかけ う... ]うすさけっく ぉうか 
こさうくせょっく ょぇ けぉはゃう ぉぇくおさせす. 
╉けきこぇくうはすぇ ぉうかぇ さっけさゅぇくう-
いうさぇくぇ, いぇこぇいゃぇえおう うきっすけ しう.                                                                                                              
┿くょさっ ]うすさけっく くっ きけゅなか ょぇ 
こさっあうゃっっ すけゃぇ. 〈けえ せきうさぇ けす 
さぇお こさっい 1935 ゅ. くぇ 57 ゅけょうくう. 
‶け さってっくうっ くぇ ぉかういおうすっ きせ 
ぉうか こけゅさっぉぇく きくけゅけ しおさけきくけ う 
ぉっい こけつっしすう.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

《さっくしおうはす うく-
あっくっさ-おけくしすさせお-
すけさ ┿くょさっ ]うすさけ-
っく, しないょぇすっか くぇ 
おけくちっさくぇ „]うすさけ-
っく”, っ さけょっく こさっい 
1878 ゅ. ゃ ‶ぇさうあ. 
╆ぇ くっゅけ しっ ういおぇい-
ゃぇす ょうぇきっすさぇかくけ 
こさけすうゃけこけかけあ-
くう きくっくうは: つっ っ 
かせょ, おけえすけ くっ しう 
いくぇっ こぇさうすっ, う つっ 
っ ぉかっしすはと こさっょ-
こさうっきぇつ し くけゃう う 
くけゃう うょっう.
╉かのつけゃうすっ ょせきう 

いぇ くっゅけゃうすっ ぇゃ-
すけきけぉうかう しぇ ういは-
とっしすゃけ, こさっしすうあ, 

ゅさぇょぇ,  こさっゃなさくぇかぇ しっ ゃ っょくぇ けす かけてうすっ きっしすくう っきぉかっきう.

150 たうかはょう かっゃぇ けす  けぉとうくしおうは ぉのょあっす とっ ぉなょぇす ゃかけあっくう

ゃ いっえくぇかけすけ こさけしすさぇくしすゃけ けす くぇょ 11 ょっおぇさぇ, おぇすけ ょけ ╉けかっょぇ ╉せかすせさくけ-うくそけさきぇちうけくくうはす 
ぇおすさぇおすうゃっく ちっくすなさ すさはぉゃぇ ょぇ っ そぇおす .
‶さけっおすなす くっ さってぇゃぇ けおけくつぇすっかくけ ゃういうはすぇ くぇ すぇいう つぇしす けす ちっくすなさぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, すなえ おぇすけ 

ゃ けぉけしけぉっくぇすぇ こかけと, おけはすけ しっ こけょっかは きっあょせ 4-きぇ しけぉしすゃっくうちう - ぉういくっしきっくうすっ ╈けさょぇく 
╁ぇしうかっゃ, ╇かうはく う ]くっあぇくおぇ ╃けくつっゃう, ′』 „╇しおさぇ” う ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, くけ っ っしすっすうつっしおけ 
さってっくうっ ょけ ういゅさぇあょぇくっすけ くぇ ょゃっ しゅさぇょう, おぇおゃうすけ しぇ くぇきっさっくうはすぇ くぇ しけぉしすゃっくうちうすっ くぇ 
すっさっくぇ. 
¨す けぉとぇすぇ こかけと, くぇえ-ゅけかはきぇ つぇしす – ぉかういけ 6 ょっおぇさぇ, っ しけぉしすゃっくけしす くぇ おぇいぇくかなておけすけ つう-

すぇかうとっ „╇しおさぇ”.  

さぇいおけて, しうかぇ, しこけおけえしすゃうっ う おけくすさけか. ╋くけゅけ けす きけょう-
そうおぇちううすっ くぇ きぇさおぇすぇ “]うすさけっく” - っょうく けす しうきゃけかうすっ 
くぇ 《さぇくちうは, こけかいゃぇく けす ゃしうつおう そさっくしおう こさっいうょっくすう, 
こけかせつぇゃぇす しゃっすけゃくけ こさういくぇくうっ う くぇゅさぇょう. ‶さっい 1990 
ゅ. きっあょせくぇさけょくけ あせさう けす あせさくぇかうしすう こさうしなあょぇ くぇ 
┿くょさっ ]うすさけっく こさういぇ ╉けくしすさせおすけさ くぇ ゃっおぇ. 


