
╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55
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』ちかはけ: ‒けくけさひて-おあちけてかし
たちそな. 〈けせさそ ╆あしさあせつさけ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

╉╋】]¨╊【╅ 〈╅′¨〉╅  

¨す くぇつぇかけすけ くぇ くけゃぇ-
すぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ‶╂ 

„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” – ╉ぇいぇく-
かなお, こなさゃけすけ いぇくぇはすつうえしおけ 
せつうかうとっ いぇ すったくうちう ゃ ]かっ-
ょけしゃけぉけあょっくしおぇ ╀なかゅぇさうは, 
とっ いぇこけつくっ けぉせつっくうっすけ ゃ 
くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす – きっ-
たぇすさけくうおぇ. 
 ╇ょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 

すぇおぇゃぇ しこっちうぇかくけしす, おけは-
すけ くぇ こさぇおすうおぇ とっ こけおさうっ 
くせあょうすっ くぇ ゅけかっきうすっ きぇ-
てうくけしすさけうすっかくう そうさきう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
っ „さけょっくぇ” けす ぇさしっくぇかしおけ-
すけ さなおけゃけょしすゃけ う せつうかうと-
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇすぇ  ゅうきくぇいうは 
し こけきけとすぇ う ぉかぇゅけしかけゃう-
はすぇ う くぇ ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ 
くぇ せつうかうとっすけ, つうえすけ つかっく 
っ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, いぇき.-
ょうさっおすけさ こけ しこっちうぇかくうすっ 
ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”. ╇い-
こなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
っ こさうっか こさうしなさちっ うょっはすぇ う 
は っ こさっゃなさくぇか ゃ しゃけは おぇせいぇ. 
╁っつっ いぇこけつくぇ う おぇきこぇくう-

はすぇ こけ くぇぉうさぇくっ くぇ あっかぇっ-
とう けしきけおかぇしくうちう, おけうすけ ょぇ 
しっ いぇこうてぇす いぇ けぉせつっくうっ こけ 
くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす. ╄ょくぇ  
とっ っ こぇさぇかっかおぇすぇ, ゃ おけはすけ 
とっ しっ けぉせつぇゃぇす せつっくうちうすっ. 
〉つうかうとくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
う ちっかうはす こっょぇゅけゅうつっしおう 
しなしすぇゃ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ ゃかぇ-
ゅぇす きくけゅけ っくっさゅうは う しうかう, 

〈は しっ おぇいゃぇかぇ ╃あせかうは 
┿くくぇ. ╃あせかうっすぇ っ うきっすけ, し 
おけっすけ しっ けぉさなとぇか おなき くっは 
しなこさせゅなす え – ゃっかうおうはす 《っ-
ょっさうおけ 《っかうくう. [けょっくぇ っ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ ちうゅせかぇさ う 
せつうすっかおぇ. ╀ぇとぇ え, ╅っすぇくけ 
╋ぇいうくぇ, ぉうか すぇかぇくすかうゃ きせ-
いうおぇくす, くけ いぇさぇょう かのぉけゃすぇ 
しう おなき きぇえおぇ え – ╊っすうしうは, 
きけきうつっ けす ぉけゅぇすけ しっきっえしすゃけ, 
ぉうか こさうくせょっく ょぇ しすぇくっ おぇしう-
っさ ゃ っょくぇ そぇぉさうおぇ. [けょうすっ-
かうすっ え しっ しなゅかぇしうかう し すけいう 
ぉさぇお, こさう せしかけゃうっ, つっ ╅っ-
すぇくけ しっ さぇいょっかう し きせいうおぇすぇ 
いぇゃうくぇゅう. 
] ゃないこうすぇくうっすけ くぇ ╃あせかう-

っすぇ, けす 4-ゅけょうてくぇすぇ え ゃない-
さぇしす, しっ いぇっかぇ くっえくぇすぇ かっかは 
╃あせかうは, おけはすけ せしこはかぇ けすさぇ-
くけ ょぇ けすおさうっ ぇおすぬけさしおうは すぇ-
かぇくす くぇ しゃけはすぇ こかっきっくくうちぇ. 
¨す 14-ゅけょうてくぇ ╃あせかうっすぇ 
ゃけょう ょっすしおけ さぇょうけこさっょぇゃぇ-
くっ, ぇ くぇ 18 ゅけょうくう ういうゅさぇゃぇ 
こなさゃぇすぇ しう さけかは – くぇ そっは, ゃ 
すっぇすなさぇ.
╆ぇゃなさてゃぇ そうかけかけゅうは ゃ 

[うきしおうは せくうゃっさしうすっす う しっ 
ょうこかけきうさぇ おぇすけ こさっこけょぇゃぇ-
すっか こけ しなゃさっきっくくぇ う ょさっゃ-
くけたさうしすうはくしおぇ かうすっさぇすせさぇ. 
┿くゅぇあうきっくすうすっ え けぉぇつっ ゃ 
さぇいかうつくう すっぇすさう おぇすけ ぇおすさう-
しぇ, こっゃうちぇ う すぇくちぬけさおぇ くっ 
しこうさぇす…
┿い しっ ゃかのぉうた ゃ けすさぇあっ

くうっすけ しう ゃ くっえくうすっ けつう.
〈けゃぇ おぇいぇか 《っかうくう しかっょ 
いくぇきっくうすぇすぇ うき しさっとぇ こさっい 
1943 ゅ. ╃け すけいう きけきっくす すけえ 
ぉうか つせゃぇか しぇきけ ゅかぇしぇ え – 
╃あせかうっすぇ ういこなかくはゃぇかぇ さけ-
かはすぇ くぇ ‶けかうくぇ ゃ さぇょうけ-
しっさうぇかぇ くぇ 《っかうくう „』うおけ 
う ‶けかうくぇ”. 〈は くっ ぉうかぇ おさぇ-
しぇゃうちぇ, ぇ こさうゃかっおぇすっかくけ 
きけきうつっ し さなしす けおけかけ 1.50 
う すっゅかけ くっ こけゃっつっ けす 50 おゅ. 
《っかうくう は こけおぇくうか くぇ けぉはょ 
ゃ しおなこ さっしすけさぇくす. ╃けすけゅぇゃぇ 
きかぇょぇすぇ ぇおすさうしぇ ぉうかぇ おぇくっ-
くぇ しぇきけ ゃ おぇそっくっすぇ. ╀うかぇ 
すけかおけゃぇ こさうすっしくっくぇ, つっ しう 
こけさなつゃぇかぇ くぇえ-っゃすうくうすっ はし-
すうは. 〈は くっ いくぇっかぇ, つっ こさっょう 
ょぇ は こけおぇくう, 《っょっさうおけ 《っ-
かうくう ぉうか ょけてなか ゃ かせおしけい-
くけすけ いぇゃっょっくうっ う こさっょゃぇ-
さうすっかくけ さぇいせつうか きっくのすけ う 
けぉしかせあゃぇくっすけ. ‶け ゃさっきっ くぇ 
ゃっつっさはすぇ すけえ え さぇいおぇいゃぇか 
くっゃっさけはすくう うしすけさうう いぇ しっぉっ 
しう, ぇ すは くっ きけあっかぇ ょぇ さぇいかう-
つう そぇくすぇいうはすぇ けす うしすうくぇすぇ. 
╁いぇうきくけすけ けつぇさけゃぇくうっ ぉうかけ 
こなかくけ! ╃ゃっ しっょきうちう こけ-おなし-
くけ すっ しっ あっくはす…
¨ぉとぇすぇ うき すさぇゅっょうは.

╆ぇ せあぇし くぇ さけょうすっかうすっ くぇ 
╃あせかうっすぇ, おけうすけ きっつすぇっかう 
いぇ ょさせゅ いっす, すっ ょけさう くっ しっ 
ゃっくつぇかう ゃ ちなさおゃぇ. ′ぇしすぇくう-
かう しっ せ かっかはすぇ くぇ ╃あせかうっすぇ, 
すなえ おぇすけ 《っかうくう うしおぇか ょぇ 
ういぉっゅくっ こけゃうおゃぇすっかくぇすぇ いぇ 
ぇさきうはすぇ くぇ ╋せしけかうくう. „〈は 
ぉってっ すけかおけゃぇ きぇかおぇ, くっ-
ゃうくくぇ, くっあくぇ, ょけゃっさつうゃぇ う 
ょけぉさぇ, つっ しっ くせあょぇってっ けす 
きけうすっ ゅさうあう. ╃け すけいう きけ-
きっくす くうおけえ くっ っ いぇゃうしっか けす 
きっく すけかおけゃぇ きくけゅけ”, しこけき-
くは しう 《っかうくう いぇ あっくぇ しう.                                                                                      
╃あせかうっすぇ きっつすぇかぇ ょぇ しすぇくっ 
きぇえおぇ. ╆ぇぉさっきっくはかぇ, くけ こぇょ-
くぇかぇ こけ しすなかぉうすっ う ういゅせぉうかぇ 
ょっすっすけ. ‶さっい 1945 ゅ. いぇぉさっ-
きっくはかぇ けすくけゃけ, くけ ょっすっすけ 
あうゃはかけ しぇきけ ょゃっ しっょきうちう. 
╉ぇいぇかう え, つっ くはきぇ ょぇ きけあっ 

ょぇ うきぇ ょさせゅう ょっちぇ. ¨ぉとぇすぇ 
すさぇゅっょうは しこかけすうかぇ けとっ こけ-
ゃっつっ ょゃぇきぇすぇ きかぇょう しなこさせいう. 
╁ おくうゅぇすぇ しう “┿い, 《っかうくう” 
さっあうしぬけさなす こうてっ, つっ こけさぇょう 
すけゃぇ, つっ こさうすっあぇゃぇ ╃あせかうっ-
すぇ, くうおけゅぇ くっ っ ういこうすゃぇか くっ-
けぉたけょうきけしす けす くっとけ ょさせゅけ. ┿ 

すは しこけょっかは: „′うっ し 《っょっさうおけ 
くっ しきっ すけつくけ しっきっえしすゃけ, いぇ-
とけすけ くはきぇきっ ょっちぇ, くはきぇきっ う 
ぉかういおう. ′うっ しきっ っょくぇ ょゃけえ-
おぇ, しなのい けす ょゃぇきぇ ょせてう.”
╉ぇお しっ あうゃっっ し ゅっくうえ?

╉けゅぇすけ え いぇょぇゃぇかう すけいう ゃな-
こさけし, ╃あせかうっすぇ けすゅけゃぇさはかぇ 
こけ っょうく う しなとう くぇつうく: „╅う-
ゃけすなす し ゅかせこぇゃ つけゃっお とっ きっ 
ょさぇいくう きくけゅけ こけゃっつっ”. „╋ぇか-
おぇ あっくぇ し けつう くぇ いぇゅせぉうかけ 
しっ おせつっくちっ” – すぇおぇ かぇしおぇゃけ 
う し けぉうつ 《っかうくう ゅけゃけさっか いぇ 
くっは. 〈は こさういくぇゃぇかぇ, つっ ょゃぇ-
きぇすぇ しぇ すゃなさょっ さぇいかうつくう. 
〈は いょさぇゃけ しすけはかぇ くぇ いっきはすぇ, 
ぇ すけえ かっすはか ゃ けぉかぇちうすっ. 〈は 
けぉうつぇかぇ  ょぇ こなすってっしすゃぇ, すけえ 
– くっ. 〈は けぉうつぇかぇ ょぇ ぉなぉさう, 
すけえ – ょぇ きなかつう. 〈は ょぇ すぇく-
ちせゃぇ, すけえ – くっ. 〈は – ょぇ しかせ-
てぇ きせいうおぇ, すけえ  ょぇ つっすっ. ╄ょ-
くぇおゃけすけ ぉうかけ, つっ しっ けぉうつぇかう 
ぉっいきっさくけ う かのぉけゃすぇ うき くっ 
くぇきぇかはかぇ ちっかう 50 ゅけょうくう!
¨しゃっく くっうく しなこさせゅ, 《っょっ-

さうおけ しっ こさっゃさなとぇ う ゃ くっえ-
くけ ょっすっ.〈は せょけゃかっすゃけさはゃぇかぇ 
う くぇえ-ゅけかっきうすっ きせ おぇこさういう, 
こさっゃさなとぇえおう あうゃけすぇ きせ ゃ 
くっしおけくつぇっきぇ そっっさうは. ┿ すけえ 
くっこさっしすぇくくけ ういきうしかはか しゃけは 
ゃなかてっぉっく, くっさっぇかっく しゃはす, ゃ 
おけえすけ こさっおさぇしくけ しっ ゃこうしゃぇ-
かぇ ╃あせかうっすぇ.
╆ぇ しなゃきっしすくうは うき あうゃけす 

《っかうくう こけ-おなしくけ とっ おぇあっ: 
„╋ぇいうくぇ くぇこなかくけ けすゅけゃぇさは-
てっ くぇ きけうすっ うょっう, くぇきっさっ-
くうは, ゃおせしけゃっ… ′け ぉさぇおなす え し 
きっく くっ しっ けおぇいぇ, すけゃぇ, おけっ-
すけ っ けつぇおゃぇかぇ. ╆ぇとけすけ くっ 
しっ けしなとっしすゃうたぇ いぇゃっすくうすっ 
え きっつすう. 〈は けつぇおゃぇてっ ょっちぇ. 
]けぉしすゃっく ょけき. ╇ ゃっさっく きなあ. 

┿い は さぇいけつぇさけゃぇた. ′け すは 
きっくっ – くっ. ′っ きうしかは, つっ ぉうた 
きけゅなか ょぇ くぇきっさは こけ-ょけぉさぇ 
あっくぇ …“.
《っかうくう うきぇか すさせょっく たぇ-

さぇおすっさ, ぉうか せぉっょっく ゃ しゃけはすぇ 
ゅっくうぇかくけしす けす しなゃしっき きかぇょ 
う くっ あっかぇっか ょぇ こさぇゃう おけき-

こさけきうしう. ╃あせかうっすぇ ぉうかぇ 
すぇいう, おけはすけ しっ いぇくうきぇゃぇ-
かぇ し ゃしうつおけ – すは せさっあょぇかぇ  
あうゃけすぇ うき う けすくけてっくうはすぇ 
し たけさぇすぇ, し おけうすけ 《っょっさう-
おけ しっ っ しおぇさぇか. ╆ぇ くっゅけ すは 

ぉうかぇ う きぇえおぇ, う しっおさっすぇさおぇ, 
う しつっすけゃけょうすっか, う しなこさせゅぇ, 
う ゃょなたくけゃうすっかおぇ.
《うかきけゃうすっ え さけかう. 〈ぇ-

かぇくすかうゃぇすぇ ╃あせかうっすぇ うかう 
╃あせかっすうくぇ, おぇおすけ けとっ は 
くぇさうつぇか 《っかうくう, しっ こけしゃっ-
とぇゃぇ ういちはかけ くぇ きなあぇ しう – 
すは うきぇ しぇきけ つっすうさう さけかう ゃ 
くっゅけゃう そうかきう. ╇ こさういくぇゃぇ-
かぇ, つっ ょぇ さぇぉけすう し くっゅけ え っ 
こけ-すさせょくけ, けすおけかおけすけ し ょさせゅ 
さっあうしぬけさ.  
‶けこせかはさくけしすすぇ う くぇ ょゃぇきぇ-

すぇ こさっい 60-すっ う 70-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお っ けゅさけきくぇ. 
╂かぇゃくうすっ え さけかう ゃなゃ そう-

かきうすっ “‶なすはす” う “′けとう-

すっ くぇ ╉ぇぉうさうは”, けすかうつっくう し 
„¨しおぇさ”-う, „]ゃっすかうくうすっ くぇ 
ゃぇさうっすっすけ” う “╃あうくょあなさ 
う 《さっょ”, ゃ おけえすけ こぇさすくぬけさ 
くぇ ╋ぇいうくぇ っ ╋ぇさつっかけ ╋ぇ-
しすさけはくう, おぇおすけ う „╀ぇぉぇ 
》けかぇ” くぇ ぃ. ぅおせぉうしおけ, うい-
ょうゅぇす ╋ぇいうくぇ くぇ くっょけしっゅぇ-
っきぇ ゃうしけすぇ. „╇しすけさうはすぇ くぇ 
╉ぇぉうさうは - こさけしすうすせすおぇすぇ しなし 
いかぇすくけ しなさちっ, しっ っ こさっゃなさ-
くぇかぇ ゃ っょうく けす くぇえ-たせきぇく-
くうすっ う ゃなかくせゃぇとう しのあっすう 
ゃ おうくけすけ“, こうてっ おさうすうおぇすぇ 
いぇ „′けとうすっ くぇ ╉ぇぉうさうは“, ぇ 
╃あせかうっすぇ ╋ぇいうくぇ こけかせつぇゃぇ 
くぇゅさぇょぇすぇ いぇ くぇえ-ょけぉさぇ ぇお-
すさうしぇ くぇ おうくけそっしすうゃぇかぇ ゃ 
╉ぇく こさっい 1957 ゅ. う しっ こさっ-
ゃさなとぇ ゃ うしすうくしおぇ ゅっさけうくは くぇ 
しゃけっすけ ゃさっきっ. ╆ぇこけつゃぇす ょぇ は 
くぇさうつぇす ゃっかうおぇ ぇおすさうしぇ う ょぇ 
は しさぇゃくはゃぇす し 』ぇさかう 』ぇこかうく. 
‶さっょかぇゅぇす え ういおかのつうすっかくけ 
ういゅけょくう ょけゅけゃけさう ゃ 》けかうゃせょ, 
くけ くぇ ゃしうつおう こさうきぇきかうゃう 
こさっょかけあっくうは ╃あせかうっすぇ ╋ぇ-
いうくぇ けすゃさなとぇ し けすおぇい. ╆ぇ くっは 
《っかうくう  しすけはか こけ-ゃうしけおけ けす 
ゃしうつおけ! ╇ こさけょなかあうかぇ ょぇ うい-
こなかくはゃぇ さけかはすぇ しう くぇ ゅけかは-
きぇすぇ きぇかおぇ あっくぇ ゃ あうゃけすぇ う 
すゃけさつっしすゃけすけ きせ.
〈けゃぇ っ あっくぇすぇ, しないょぇかぇ 

《っかうくう, おぇいゃぇかう つっしすけ いぇ 
╃あせかうっすぇ ╋ぇいうくぇ. ]ぇきうはす 
《っかうくう ぉうか しなゅかぇしっく し すけゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇ くぇょ そう-
かきうすっ くぇえ-ゃぇあくけ けす ゃしうつおけ 
いぇ 《っかうくう ぉうかけ きくっくうっすけ くぇ 
╃あせかうっすぇ. ┿おけ は くはきぇかけ くぇ 
しくうきぇつくぇすぇ こかけとぇょおぇ, すけえ は 
すなさしっか こけ すっかっそけくぇ う しっ しな-
ゃっすゃぇか し くっは う いぇ くぇえ-きぇかおう-
すっ こけょさけぉくけしすう.
《っかうくう ぉうか しせっすっく – すけえ 

しう こけさなつゃぇか つっさゃっくう てぇかけ-
ゃっ ゃ しおなこう ぇすっかうっすぇ う くっ しっ 
うくすっさっしせゃぇか けす すけゃぇ, つっ いぇ 
さぇいかうおぇ けす ょさせゅうすっ いゃっいょう, 
╋ぇいうくぇ くはきぇ きぇくすけ うかう こなお 
くぇおうすう. 〈は しぇきぇすぇ おぇいゃぇかぇ, 

つっ すっ くはきぇ ょぇ は くぇこさぇゃはす こけ-
おさぇしうゃぇ. ╃ゃぇきぇすぇ あうゃっっかう ゃ 
ちっくすなさぇ くぇ [うき, ゃなこさっおう つっ 
ぉけゅぇすうすっ たけさぇ あうゃっっかう ゃ こけ-
おさぇえくうくうすっ. ╃あせかうっすぇ ぉうかぇ 
うおけくけきうつっく つけゃっお, こかぇとぇかぇ 
ゃしうつおう しきっすおう けす しけぉしすゃっくうは 
しう ょあけぉ, こさっおぇさゃぇかぇ かっすくう-
すっ ゃぇおぇくちうう ゃ [うきうくう, けすおな-
ょっすけ っ 《っかうくう, ゃなこさっおう つっ 

おかうきぇすなす くうおぇお くっ え こけくぇしはか 
う すは つっしすけ ぉけかっょせゃぇかぇ.    
‶さっしすぇくう ょぇ こかぇつって, 

╃あせかうっすぇ! ╋ぇいうくぇ う 《っかう-
くう ぉうかう きくけゅけ こけこせかはさくう – う 
ゃ ╇すぇかうは, う ゃ ┿きっさうおぇ, う ゃ 
[せしうは, おなょっすけ こさっい 1963 ゅ. 
くぇ ╋けしおけゃしおうは きっあょせくぇさけ-
ょっく おうくけそっしすうゃぇか  いぇ そうかきぇ 
“¨しっき う こけかけゃうくぇ” 《っかうくう 
こけかせつぇゃぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ. 
〈けえ うきぇ ょゃっ くぇゅさぇょう „¨しおぇさ” 
う しゃっすけゃくけ こさういくぇくうっ. ╉け-
ゅぇすけ こけかせつうか こけしかっょくぇすぇ 
しう くぇゅさぇょぇ - のぉうかっえくうはす  
“¨しおぇさ”,  すけえ けゅかっょぇか いぇかぇ-
すぇ う ういゃうおぇか くぇ しっょはとぇすぇ ゃ 
こぇさすっさぇ ╋ぇいうくぇ: “‶さっしすぇくう 
ょぇ こかぇつって, ╃あせかうっすぇ!” ╁しうつ-
おう おぇきっさう しっ くぇしけつうかう おなき 
くっは, ぇ すは いぇこかぇおぇかぇ けとっ こけ-
しうかくけ…    
]すさぇてくぇすぇ ょうぇゅくけいぇ. ╋ぇ-

いうくぇ さぇいぉうさぇ, つっ っ ぉけかくぇ けす 
さぇお くぇ ぉっかうすっ ょさけぉけゃっ くは-
おけかおけ きっしっちぇ こさっょう しきなさすすぇ 
くぇ しゃけは しなこさせゅ. 〈は いくぇっかぇ, つっ 
え けしすぇゃぇ きぇかおけ ょぇ あうゃっっ, くけ 
しおさうゃぇ すけゃぇ けす くっゅけ う しっ しな-
ゅかぇしはゃぇ ょぇ ゃかっいっ ゃ ぉけかくうちぇ, 
っょゃぇ しかっょ おぇすけ 《っかうくう ゃかは-
いなか ょぇ しっ かっおせゃぇ. 〈けえ ういけぉとけ 
くっ きけあっか ぉっい くっは, けこっさうさぇ-
くうはす けす しなさちっ 《っょっさうおけ かっ-
あぇか ゃ しなしっょくぇすぇ しすぇは. ′はおけえ 
けす すったくうすっ こさうはすっかう, おけえすけ 
ゅう くぇゃっしすうか, しかせつぇえくけ しこけ-
ょっかうか, つっ すは うきぇ さぇお. 〈けゅぇゃぇ 
《っかうくう きけきっくすぇかくけ けすうてなか 
こさう くっは… ╁ おさぇは くぇ けおすけきゃさう 
1993 ゅ. ょゃぇきぇすぇ しぇ ういこうしぇくう 
う ういかういぇす けす ぉけかくうちぇすぇ.
]っゅぇ, ╃あせかうっすぇ, きけあって 

ょぇ こかぇつって. ¨す すけいう きけ-
きっくす くぇすぇすなお うきぇ ょゃっ ゃっさ-
しうう. ╄ょくぇすぇ, つっ 《っかうくう こけ-
かせつぇゃぇ うくしせかす う せきうさぇ くぇ 
31 けおすけきゃさう. ╃させゅぇすぇ, つっ くぇ 
30 けおすけきゃさう ╃あせかうっすぇ う 《っ-
ょっさうおけ けすうゃぇす いぇっょくけ ょぇ けす-
こさぇいくせゃぇす いかぇすくぇすぇ しう しゃぇす-
ぉぇ ゃ しなとうは すけいう さっしすけさぇくす, ゃ 
おけえすけ しぇ しっ いぇこけいくぇかう こさっょう 
こけかけゃうく ゃっお. ╁ さっしすけさぇく-
すぇ ╃あせかうっすぇ しっ さぇいこかぇおぇかぇ, 
《っょっさうおけ くっ けぉうつぇか すは ょぇ 
こかぇつっ, すけゃぇ ゅけ さぇいしすさけえゃぇかけ 
せあぇしくけ: „′っ こかぇつう, ╃あっかしけ-
きうくぇ…“ - ぉうかう こけしかっょくうすっ 
きせ ょせきう… 〈ぇき, ゃ さっしすけさぇくすぇ, 
すけえ こけかせつうか ゃすけさう きぇしうさぇく 
しなさょっつっく こさうしすなこ う くぇ しかっょ-
ゃぇとうは ょっく ういょなたくぇか.
′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ ぉっいせ-

すってくぇすぇ ╃あせかうっすぇ くっこさっ-
おなしくぇすけ こけゃすぇさはかぇ: „╀っい 
《っょっさうおけ う ぇい くっ しなとっしす-
ゃせゃぇき.” ]かっょ しきなさすすぇ きせ すは 
こけつすう くっ ういかういぇかぇ けす おなとう, 
くっ さぇいゅけゃぇさはかぇ し くうおけゅけ, くっ 
ょぇゃぇかぇ うくすっさゃのすぇ. ╀けかっしすすぇ 
え しっ さぇいゃうゃぇかぇ しすさっきうすっかくけ, 
くけ すは くっ しっ ぉけさっかぇ し くっは.
╃あせかうっすぇ くぇょあうゃはゃぇ 《っかう-

くう し てっしす きっしっちぇ. ‶さっょう ょぇ 
ういょなたくっ, こけあっかぇかぇ ょぇ ぉなょっ 
こけゅさっぉぇくぇ し くっゅけゃぇ しくうきおぇ 
ゃ さなちっすっ. ‶けゅさっぉぇかう は さっょけき 
ょけ くっゅけ ゃ ゅさけぉうとっすけ ゃ [うきう-
くう. ′ぇ けぉとぇすぇ うき くぇょゅさけぉくぇ 
こかけつぇ ういょなかぉぇかう くぇょこうし: 
”]っゅぇ, ╃あせかうっすぇ, きけあって ょぇ 
こかぇつって”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╆ぇこけつくぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ 
おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょう-

ぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ とっ うきぇす けしうゅせ-
さっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ けさなあっえ-
くうちぇすぇ う 5-ゅけょうてっく すさせょけゃ 
ょけゅけゃけさ いぇ さぇぉけすぇ こけ しこっちうぇか-
くけしすすぇ.  
]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇ-

きぇ っ つぇしす けす こけかうすうおぇすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ いぇ しけちうぇかくぇ ぇくゅぇあう-
さぇくけしす う こけょおさっこぇ う てぇくし いぇ 
きかぇょうすっ おぇょさう くぇ そうさきぇすぇ. 
╆ぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっ-

くぇか” きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
ゃしうつおう, いぇゃなさてゃぇとう しさっょくけ-
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ せつっくうちう けす 
おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ, ぉっい 

‶っす しぇ おぇくょうょぇすおうすっ いぇ くぇえ-こさっしすうあくぇすぇ すうすかぇ いぇ たせぉけしす 
ゃ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ, ょっちぇ くぇ ぇさしっくぇかしおう さぇ-
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう.

いくぇつっくうっ くぇ こさけそうかぇ うき. ╄ょうくしすゃっくけすけ せしかけゃうっ おなき ぉなょっとうすっ しすうこっくょうぇくすう っ すっ ょぇ こさけ-
ょなかあぇす けぉせつっくうっすけ しう ゃ ‶かけゃょうゃしおうは すったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす, おけえすけ っ つぇしす けす 〈〉 – ]け-
そうは, ゃなゃ そぇおせかすっすぇ „╋ぇてうくけしすさけっくっ う せさっょけしすさけっくっ”, しこっちうぇかくけしす „]すさっかおけゃけ けさなあうっ う 
ぉけっこさうこぇしう”. 
╆ぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっすけ しう ゃなゃ ゃうしてっすけ せつうかうとっ „┿さしっくぇか” とっ ういこかぇとぇ きっしっつくう しすう-

こっくょうう くぇ しすせょっくすうすっ う とっ こけっきぇ すったくうすっ しっきっしすさうぇかくう すぇおしう. ╅っしすなす くぇ そうさきぇすぇ っ いくぇ-
つうすっかくけ こっさけ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ゃしはおけ しっきっえしすゃけ しなし しすせょっくす.
╋けかぉう くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ 

こさうっきぇす ゃしっおう ょっかくうつっく ょっく. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ こさけゅさぇきぇすぇ う こけ ょさせゅう ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ いぇ けぉせつっくうっすけ ゃ 

〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす, きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ くぇ しかっょくうすっ すっかっそけくう:
0889 632 071, 0889 310 500 う 0431/631 33.
╉けけさょうくぇすけさ くぇ  しすぇあぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ – いぇき.-ょうさっおすけさ こけ 

しこっちうぇかくう ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”.

〈╊｠╅【『《〉¨[╅【╅ - 〉╊《╆｠《╉¨〈《』【 
╇ 』ぇ╇『╊〈╊〉〉¨っ ╋¨╇《【

╇すぇかうぇくしおぇすぇ ぇおすさうしぇ ╃あせかうっすぇ ╋ぇいうくぇ っ さけょっくぇ こさっい 
1921 ゅ. ゃ ]ぇく ╃あけさょあけ ょう ‶うぇくけ, ぉかういけ ょけ ╀けかけくは. ╁ おう
くけすけ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ しくうきぇ こさっい 1948 ゅ. ′ぇえ-ういゃっしすくぇ っ し 
ゅかぇゃくうすっ しう さけかう ゃなゃ そうかきうすっ, さっあうしうさぇくう けす 《っょっさう
おけ 《っかうくう: “‶なすはす” う “′けとうすっ くぇ ╉ぇぉうさうは”, けすかうつっくう 
し „¨しおぇさ”,  „]ゃっすかうくうすっ くぇ ゃぇさうっすっすけ” う “╃あうくょあなさ う 
《さっょ”. ╆ぇ さけかはすぇ しう ゃ „′けとうすっ くぇ ╉ぇぉうさうは“ ╋ぇいうくぇ こけ
かせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇすぇ いぇ くぇえ-ょけぉさぇ ぇおすさうしぇ くぇ 《うかきけゃうは 
そっしすうゃぇか ゃ ╉ぇく こさっい 1957 ゅ.
] かっゅっくょぇさくうは さっあうしぬけさ ゅう しゃなさいゃぇ 50-ゅけょうてくぇ かの

ぉけゃ. ╋ぇいうくぇ っ ょけ おさぇえくけしす しっぉっけすさっつっくぇ, すは っ ぉっいゅさぇ
くうつくけ けすょぇょっくぇ っょうくしすゃっくけ くぇ 《っかうくう う っ くっゅけゃぇ くっうい
きっくくぇ しこなすくうつおぇ う こけおさけゃうすっかおぇ ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ しう.                                                                                                       
〉きうさぇ こさっい 1994 ゅ. ゃ [うき.

ゃなけょせてっゃっくう けす さっぇかういう-
さぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ うょっは う 
こさっゃさなとぇくっすけ え ゃ さぇぉけすっ-
とぇ う しこぇしうすっかくぇ そけさきせかぇ 
いぇ しっさうけいくうは ょっそうちうす くぇ 
けぉせつっくう おぇょさう いぇ きぇてうくけ-
しすさけっくっすけ ゃ さぇえけくぇ. ╃なさ-
あうき くぇ おぇつっしすゃけすけ, ぇ くっ くぇ 
おけかうつっしすゃけすけ, おぇすっゅけさうつくぇ 
っ ゃ くぇきっさっくうはすぇ う ょうさっお-
すけさおぇすぇ くぇ せつうかうとっすけ うくあ. 
╋ぇさうはくぇ ╃っきうさっゃぇ. 
 ╉ぇおゃけ すけつくけ こさっょしすぇゃかは-

ゃぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, 
おぇおゃう しこっちうぇかうしすう とっ  しっ 
しないょぇゃぇす しかっょ 4-ゅけょうてくけ-
すけ けぉせつっくうっ, おぇおゃけ, おぇすけ 
いくぇくうは う せきっくうは, きけゅぇす ょぇ 
けつぇおゃぇす せつっくうちうすっ くぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ, ういぉさぇかう 
すぇいう しこっちうぇかくけしす う せつうかう-
とっすけ, おぇおすけ う すったくうすっ さけ-
ょうすっかう? 
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは こけ 

すっいう ゃなこさけしう こけすなさしうたきっ 
いぇ さぇいゅけゃけさ うくあ. ╊のぉけきうさ 
╉けしすぇょうくけゃ, こけきけとくうお-ょう-
さっおすけさ こけ せつっぉくぇすぇ つぇしす くぇ 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. ]ぇ-
きうはす すけえ, かうつくけ こさっょういゃう-
おぇく う ゃなけょせてっゃっく けす うょっ-
はすぇ いぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, 
ゃっつっ っ せしこはか ょぇ こさうゃかっつっ 
おぇすけ こさっこけょぇゃぇすっかう くぇえ- 
ょけぉさうすっ こさっこけょぇゃぇすっかう こけ 
きったぇくうおぇ, っかっおすさけくうおぇ う 
うくそけさきぇすうおぇ ゃ さぇえけくぇ. 
 ╄すけ おぇおゃけ しこけょっかう すけえ 

しこっちうぇかくけ いぇ ゃっしすくうお „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

╂けしこけょうく ╉けしすぇょうくけゃ, 
うきぇ かう ゃっつっ うくすっさっし おなき 
くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす きっ-
たぇすさけくうおぇ う おぇおゃけ すさはぉゃぇ 
ょぇ いくぇはす すっいう, おけうすけ とっ 
は ういぉっさぇす いぇ けぉせつっくうっすけ 
しう こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけ-
ょうくぇ? ]さけおけゃっ いぇ いぇこうし-
ゃぇくっ, ぉぇか, ゃぇさうぇくすう こさう 
おかぇしうさぇくっすけ ?
]かっょ こさけせつゃぇくっ くぇ くせあょうすっ 

う くぇゅかぇしうすっ くぇ ぉういくっしぇ, おぇお-
すけ う くぇ せつっくうちうすっ ゃ けぉかぇし-
すすぇ, いぇ せつっぉくぇすぇ 2014/2015 
ゅけょうくぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうき-
くぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
けぉはゃはゃぇ こさうっき こけ しこっちうぇか-
くけしす „╋ったぇすさけくうおぇ”, こさけ-
そっしうは „╋ったぇすさけくうおぇ”, しかっょ 
いぇゃなさてっく VIII おかぇし. ′けゃぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす っ くぇこなかくけ こけょ-
おさっこっくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.

инж. Любомир Костадинов - 
помощник-директор по учебната 
дейност в ПГ „Иван Хаджиенов”
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すけ ぇさしっくぇかちう けす ╆ぇゃけょ 6 

ぉせおゃぇかくけ てぇてゃぇす ちっかうは ゅさぇょ ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ くぇ っょうく  7-きう 
くけっきゃさう こけ こけゃけょ ゅけょうてくう-
くぇすぇ くぇ ╁っかうおぇすぇ ¨おすけきゃさうえ-
しおぇ さっゃけかのちうは, っ きぇおしうきぇか-
くけ ぇゃすっくすうつくぇ: きぇすさけしうすっ しぇ 
し うしすうくしおう きけさはておう そせさぇあおう 
– ╀なかゅぇさしおうはす ゃけっくくけ-きけさしおう 
そかけす こけょぇさはゃぇ くぇ „┿さしっくぇか“ 
20 せくうそけさきう くぇ こけょゃけょくうつぇ-
さう; こぇすさけくょぇてうすっ, こさっこぇしぇくう 
けす きかぇょけちうすっ くぇ こかぇすそけさきぇすぇ, 
しぇ っょくけ おなき っょくけ; きぇかおぇすぇ させ-
しおぇ おぇさすっつくうちぇ, おぇおすけ う ゃしうつおう 
けさなあうは, しぇ けす ぇさしっくぇかしおうは きせ-
いっえ, ょけさう いぇぉさぇょおぇすぇ くぇ こけしさっ-
とぇつおぇすぇ くぇ ╊っくうく っ ゃなさいぇくぇ こけ 
させしおう... ╇ょっはすぇ いぇ すっぇすさぇかくぇ-
すぇ おぇさすうくぇ っ くぇ ╂っけさゅう ┿くすけゃ. 
〈けえ さっあうしうさぇ ちはかけすけ ょっえしすゃうっ 
ゃなさたせ こけょゃうあくぇすぇ こかぇすそけさきぇ, 
くぇつっかけ くぇ おけはすけ しすけう しぇきうはす 
╊っくうく – ′っょっかつけ  ′っくけゃ けす ╆ぇ-
ゃけょ 6. [っこっすうちううすっ しすぇゃぇす こさっい 
けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ, こさけしすさぇく-
しすゃけすけ けす  ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは ょけ 
こけさすぇかぇ くぇ ╆ぇゃけょ 6 しっ こさっゃさな-
とぇ ゃ しちっくぇ くぇ けすおさうすけ しかっょ さぇ-
ぉけすくけ ゃさっきっ. ╋くけゅけ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう, いぇうくすさうゅせゃぇくう 
けす こけょゅけすけゃおぇすぇ, けしすぇゃぇす ょぇ 
ゅかっょぇす しかっょ さっょけゃくぇすぇ しきはくぇ 
おぇお すったくうすっ おけかっゅう けす ╆ぇゃけょ 6 
しっ こさっゃさなとぇす ゃ うしすけさうつっしおう 
そうゅせさう. ┿くすけゃ しっ しすさっきう おなき 
きぇおしうきぇかっく こさけそっしうけくぇかういなき 
う こっさそっおちうけくういなき – ゅさうきなす っ 
ゅさうあぇ くぇ くっいぇぉさぇゃうきうは きぇえ-
しすけさ ╀ぇえ ╂っけさゅう ╄きぇくせうかけゃ, たせ-
ょけあくうお ゃ すっぇすなさぇ くぇ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ“, こけきぇゅぇ う さっあうしぬけさなす 
╇ゃぇく ╉っぉぇこつうっゃ. ‶けしすぇくけゃおぇすぇ 
おぇすけ ちはかけ っ おけくしせかすうさぇくぇ し ╇し-
すけさうつっしおうは きせいっえ. 
[っぇかういぇちうはすぇ すけかおけゃぇ ゃこっ-

つぇすかはゃぇ, つっ あうゃぇすぇ おぇさすうくぇ 
うきぇ こさけょなかあっくうっ ゃ しかっょゃぇ-
とぇすぇ ょっゃっすけしっこすっきさうえしおぇ きぇ-
くうそっしすぇちうは, おけはすけ しなあうゃはゃぇ 
きうすうつくうは ‶けこ ┿くょさっえ う くっ-
ゅけゃけすけ すけこつっ. 20-すっ ょせてう けす 
„すさせこぇすぇ“ しっ せしきうたゃぇす ゃ しくうきおぇ 
いぇ しこけきっく... ]さっょ すはた しっ さぇい-
こけいくぇゃぇ きかぇょっあおぇすぇ せしきうゃおぇ 
くぇ おぇいぇくかなておうは すっかっゃういうけくっさ 
]すっそぇく ╉ぇかつっゃ. ┿くすけゃ こさぇゃう 
ゃないしすぇくけゃおぇすぇ こけ こけいくぇすけすけ 
ういけぉさぇあっくうっ くぇ ]っこすっきゃさうえ-
しおけすけ ゃなしすぇくうっ けす おぇさすうくぇすぇ くぇ 
╀けさうし ┿くゅっかせてっゃ. ╄くすせしうぇいきなす 
くぇ せつぇしすくうちうすっ – さぇぉけすくうちう, 
しかせあうすっかう, ぇょきうくうしすさぇすけさう... 
っ くっぉうゃぇか. ╄そっおすなす けす さっぇかう-
いぇちうはすぇ – しなとけ.

┿くすけゃ ょけてなか ゃ „┿さしっくぇか“ 
こけ うょっは くぇ こさうはすっか

‶さうはすっかはす っ ╋うすおけ ╉せちぇさけゃ. 
╀うかけ こさっい 1969-すぇ. ╆ぇゃなさてうか 
おぇいぇくかなておうは ╋ったぇくけすったくう-
おせき, ぉなょっとうはす ぇおすぬけさ けすうゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ こさう けすぉさぇくうすっ おぇ-
ょさう – きぇえしすけさう くぇ ういきっさゃぇすっか-
くう うくしすさせきっくすう. ′ぇさうつぇかう ゅう 
„ぉけゅけこけきぇいぇくうすっ“. 〈ぇおぇ さぇょうけ-
こさけゅさぇきくうはす さなおけゃけょうすっか – たせ-
ょけあくうお けす ╆ぇゃけょ „‶なさゃう きぇえ“, 
いぇきっくは さぇぉけすぇすぇ ゃ おせかすせさぇすぇ し 
すなくおうは, きくけゅけ そうく てかけしっさしおう 
いぇくぇはす. ¨す 130-すう ちった, さなおけ-
ゃけょっく けす ╂っけさゅう 〈ぇくっゃ, ┿くすけゃ 
うきぇ しぇきけ ょけぉさう しこけきっくう. 】せ-
さぇすぇ うょっは くぇ ┿くすけゃ いぇ あうゃう-
すっ おぇさすうくう こけかせつぇゃぇ こけょおさっ-
こぇ う けす こぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ 
くぇ ╆ぇゃけょ 6  ′うおけかぇえ ′っさけっゃ:  
“╋くけゅけ けすゃけさっく いぇ うょっう つけゃっお, 
おけえすけ ゃしはつっしおう くう こけきぇゅぇてっ“.  
‶け すけゃぇ ゃさっきっ っかうすくうはす いぇゃけょ 
うきぇか ょけさう しけぉしすゃっく ╀うゅ ╀っくょ 
し すさけきこっすうしすう, しぇおしけそけくうし-
すう... こかのし きせいうおぇくすう けす ょさせゅう 
いぇゃけょう. „》けさぇすぇ しっ いぇぉぇゃかはゃぇ-
たぇ, くうおけえ くっ っ こさけすっしすうさぇか, つっ 
っ ぇくゅぇあうさぇく ゃ しゃけぉけょくけすけ しう 

- ‶さけそ. ╀ぇかおぇくしおう, くぇこけ
しかっょなお こさうょけぉう てうさけおけ 
けすいゃせお すっいぇすぇ, つっ ょなさあぇ
ゃぇすぇ くう っ うくゃっしすうさぇかぇ くぇょ 
3,5 きかさょ. かっゃぇ ゃ きかぇょう 
せつっくう いぇ こけしかっょくうすっ 20 ゅけ
ょうくう, おけうすけ けぉぇつっ ういすうつぇす 
ういゃなく こさっょっかうすっ くぇ しすさぇ
くぇすぇ くう. ╁ すけいう しきうしなか, おぇお 
ょぇ さぇいぉうさぇきっ こけゃっょっくうっ
すけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ し ょけぉさう 
ょうこかけきう う ゃないきけあくけしすう, 
おけうすけ けすうゃぇす くぇゃなく: おぇすけ 
くっぉかぇゅけょぇさくけしす けす すはたくぇ 
しすさぇくぇ しこさはきけ ょなさあぇゃぇすぇ 
うかう おぇすけ くっぇょっおゃぇすくけしす くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ ょぇ しう いぇょなさあう 
たけさぇすぇ, おけうすけ きけゅぇす? 
- 〈けゃぇ っ ゅけかはきけ とぇしすうっ いぇ 

ょなさあぇゃぇすぇ, つっ うきぇ たけさぇ, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ しっ さっぇかういうさぇす くぇゃなく 
けす ╀なかゅぇさうは. ╆ぇとけすけ, おけゅぇ
すけ しっ ゅけゃけさう おけかおけ ╀なかゅぇさうは 
っ こけたぇさつうかぇ いぇ すっいう たけさぇ, っ 
さっょくけ ょぇ しっ おぇあっ しなとけ おぇお
ゃう こぇさう しっ ょけくぇしはす けす すぇおうゃぇ 
たけさぇ. ╉けかおけ きうかうけくう っあっゅけょ
くけ しっ ょけくぇしはす ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは けす ょけたけょうすっ くぇ すっいう 
たけさぇ. 〈せお すっ ういたさぇくゃぇす しっきっえ
しすゃぇ, さけょくうくう, くけしはす こぇさう. 】っ 
ゃう ょぇき っょうく-っょうくしすゃっく こさう
きっさ けす ゃうしけおけ くうゃけ くぇ せつっくう
すっ, すっいう, おけうすけ しぇ きうくぇかう こさっい 
さぇいかうつくう けかうきこうぇょう ゃ ╀なかゅぇ
さうは う しゃっすぇ う しっゅぇ しぇ くぇゃなく ょぇ 
こさぇゃはす くぇせおぇ, ゃ ┿きっさうおぇ. ╄ょうく 
つぇしすっく しかせつぇえ: すっ しぇ しないょぇかう 
っょうく そけくょ ょけ きけきっくすぇ けす 400 
きかく. ょけかぇさぇ, おぇすけ すけゃぇ しぇ ょぇ
さっくうは けす ╀なかゅぇさうは. 〈けいう そけくょ 
こさけういゃっあょぇ こさうたけょう ゅけょうてくけ 
こけゃっつっ けす 20 きかく. ょけかぇさぇ. ′け 
20 きかく. ょけかぇさぇ, こけ すはたくけ こさぇ
ゃうかけ, しっ たぇさつぇす ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. 《けくょぇちうは „┿きっ
さうおぇ いぇ ╀なかゅぇさうは“ しすけう いぇょ 
おせさしけゃっすっ, おけうすけ すせお しっ こさぇゃはす 
いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ うくあっくっさう, 
すったくうちう, おけきこのすなさくう しこっちうぇ
かうしすう, すせお, ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈っいう 
おせさしけゃっ う ておけかう しぇ こかぇすっくう 
けす そけくょぇちうは „┿きっさうおぇ いぇ ╀なか
ゅぇさうは“. ╀なかゅぇさしおけすけ きうくうし
すっさしすゃけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くっ 
っ こかぇすうかけ っょうく おせさし. 〈ぇおぇ つっ, 
おけゅぇすけ しっ ゅけゃけさう いぇ ういすうつぇくっ 
くぇ きけいなちうすっ けす ╀なかゅぇさうは, すけ 
とぇしすうっ っ いぇ ╀なかゅぇさうは, つっ くっえ
くう たけさぇ けすうゃぇす くぇゃなく. ╆ぇとけすけ, 
ぇおけ すっいう たけさぇ くっ しぇ くぇゃなく けす 
╀なかゅぇさうは, とっ しっ ゅけゃけさう しぇきけ 
いぇ こさっしすなこくけしすすぇ, いぇ おけさせこ
ちうはすぇ, ぇ すけゃぇ くっ っ ょけしすけえくけ. 
〈ぇおぇ つっ たけさぇすぇ, おけうすけ ゅけゃけ
さはす, すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす いぇ おぇおゃけ 
ゅけゃけさはす. ╂けかはきぇ ゅさっておぇ っ ょぇ 
しっ すゃなさょう, つっ ╀なかゅぇさうは こさぇゃう 
あっさすゃぇ いぇ すっいう たけさぇ, ぇ すっ しぇ 
くっぉかぇゅけょぇさくう う けすうゃぇす くぇゃなく. 
〈けゃぇ くっ っ あっさすゃぇ, ぇ こさうくけし 
いぇ ╀なかゅぇさうは. ╄すけ ゃう こさうきっさ 
し きっく: ぇおけ ぇい くっ ぉはた ういかはいなか 
けす ╀なかゅぇさうは, おけえ とってっ ょぇ しっ 
ゃなさくっ すせお, おぇおゃけ とはた ょぇ くぇ
こさぇゃは ぇい いぇ ╀なかゅぇさうは, ぇおけ ぉはた 
けしすぇくぇか ゃ いぇすゃけさぇ?

‶さけそ. ╋うくおけ ╀ぇかおぇくしおう っ 
っょうく けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ ぉなか
ゅぇさう ゃ きけきっくすぇ ゃ つせあぉうくぇ. 
¨す 70 ゅけょうくう あうゃっっ ゃ ‶ぇ
さうあ, そさっくしおう ゅさぇあょぇくうく 
っ, きぇおぇさ ょぇ っ さけょっく くぇ 20-
すうくぇ おうかけきっすさぇ けす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ゃ しっかけ ¨さはたけゃうちぇ, 
こさっい 1928 ゅけょうくぇ. 
‶さっょしすぇゃはか っ しゃけう うい

しかっょゃぇくうは ゃ 34 せくうゃっさしう
すっすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ う ┿きっさうおぇ. 
』っか っ かっおちうう ゃ ぅこけくうは う 
╉うすぇえ. [っいせかすぇす けす ょなかゅけ
ゅけょうてくぇすぇ くぇせつくぇ ょっえくけしす 
くぇ こさけそ. ╀ぇかおぇくしおう しぇ こせぉ
かうおせゃぇくうすっ 30 おくうゅう う くぇょ 

]ょ╆¨〈╊をぇ【 ╅〉【《╇ 』ぇ╋¨╇¨]  ]╊〉¨〉 ╇ „╅『』╊〉╅]“

- ╇ すけゃぇ かう とってっ ょぇ ╁う しっ 
しかせつう? 
- ]うゅせさくけ. ╁ おけきせくうしすうつっ

しおうすっ ゃさっきっくぇ, おぇすけ せつっくうお, 
ぉはた ぇくぇさたうしす う 100% とはた ょぇ 
しなき ゃ いぇすゃけさぇ. ′はきぇてっ ょぇ しな
とっしすゃせゃぇき. ┿い しっ さけょうた, おけゅぇ
すけ けすうょけた ゃなゃ 《さぇくちうは. ′け くっ 
っ しぇきけ すけゃぇ, きけっすけ さぇいゃうすうっ っ 
ゃなゃ 《さぇくちうは. ┿い ゃしはおぇ ゅけょうくぇ 
ういゃっあょぇき ゃ しゃっすぇ 2-3-きぇ きくけゅけ 
すぇかぇくすかうゃう せつっくうちう, そういうちう 
う きぇすっきぇすうちう けす くぇえ-ょけぉさうすっ 
せつうかうとぇ ゃ しゃっすぇ. 〈けゃぇ しぇ たけさぇ
すぇ, おけうすけ しっ さっぇかういうさぇす. ╄すけ ゃう 
っょうく こさうきっさ し っょうく けす くぇてうすっ 
きかぇょう ぉなかゅぇさう, おぇいゃぇ しっ ぅくおけ 

〈けょけさけゃ. ′っゅけゃぇすぇ かぇぉけさぇすけ
さうは しすさせゃぇ ゃっさけはすくけ おけかおけすけ 
っ ちっかうはす ぉのょあっす くぇ ╀┿′. 〈ぇおぇ 
つっ - おぇお ╀なかゅぇさうは こさう すぇいう 
しうすせぇちうは きけあっ ょぇ きせ しないょぇょっ 
せしかけゃうは ょぇ さぇぉけすう ゃ ╀なかゅぇさうは? 
¨とっ こけゃっつっ, つっ, いぇ ょぇ しっ こさぇゃう 
そういうおぇ, きぇすっきぇすうおぇ, ゃうしけおぇ 
くぇせおぇ, すさはぉゃぇ ゅさせこぇ, おけかっおすうゃ. 
′はおけかおけ ょせてう ょぇ さぇぉけすはす ゃいぇ
うきくけ. ┿ ぉなかゅぇさうすっ くっ きけゅぇす ょぇ 
しう しなすさせょくうつぇす. ′はきぇ くぇせつくう 
ゅさせこう ゃ ╀なかゅぇさうは, くっ きけゅぇす ょぇ 
しっ しないょぇょぇす, くはきぇ せしかけゃうは.
 
- ╆ぇとけ? ╆ぇさぇょう かうこしぇ くぇ 

ょけしすぇすなつくけ こぇさう うかう いぇさぇ
ょう っゅけ?
- ′っ, いぇさぇょう くはおぇおゃう しう ゅさせ

こけゃう けすくけてっくうは ゃしっおう しっ いぇ
すゃぇさは ゃ おぇぉうくっすぇ しう, いぇとけすけ 

っ くぇえ-ゃっかうお. ╀ぇぉぇうすとうくぇ きせ 
おぇいゃぇき ぇい くぇ すけゃぇ.

- 〈けっしす, ぉぇぉぇうすとうくぇすぇ くう 
こさっつう, いぇ ょぇ  しっ しないょぇゃぇ ゃう
しけおぇ くぇせおぇ? 
- ]すさぇてくけ くう こさっつう. ╁しっおう しっ 

ぉうっ ゃ ゅなさょうすっ, ゃしっおう っ くぇえ-ゃっ
かうおうはす, きぇすっきぇすうちうすっ しっ こかの
はす っょくう ょさせゅう, ぇ しぇ つせょっしくう 
たけさぇ, ゃしっおう っょうく けすょっかくけ. ′け 
おぇすけ ゅう しかせてぇて, すけいう っ かけて, 
ょさせゅうはす かけて, ちうさおせかうさぇす しぇきけ 
ゅかせこけしすう う おかのおう. ╉ぇお きけあっ 
すけゅぇゃぇ こさう すっいう けぉしすけはすっかしすゃぇ 
ょぇ しっ しないょぇょっ っょくけ けぉとっしすゃけ 
くぇ ゃうしけおけ くうゃけ ゃ ╀なかゅぇさうは?
 

- 〈けゃぇ きぇえ っ くぇちうけくぇかくぇ 
つっさすぇ, ぇ くっ ぉっかっゅ くぇ くはおぇ
おなゃ ゃうょ しけちうぇかっく しすぇすせし? 
- ╉けゅぇすけ いぇ こなさゃう こなす しかっょ 

50-ゅけょうてくけ けすしなしすゃうっ けす ╀なか
ゅぇさうは しっ ゃなさくぇた すせお, うきぇた ぉうぉ
かうけすっおぇ せ ょけきぇ, おぇすけ ょっすっ. ╇ 
くぇきうさぇき っょくぇ おくうゅぇ „《うかけしけ
そうは くぇ おかのおぇさしすゃけすけ“. ╉ぇいぇた 
しう, すけゃぇ しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは きけあっ 
ょぇ しなとっしすゃせゃぇ. ╉くうゅぇすぇ ぉってっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう, こけ ぉなかゅぇさしおう. 
〈けゃぇ おぇすけ ぇくっおょけす くはおぇおなゃ. 
′け ゃ ╀なかゅぇさうは たけさぇすぇ くっ けぉ
とせゃぇす, ゅけゃけさはす かけてけ っょうく いぇ 
ょさせゅ. 〈けゃぇ っ こさっしすなこかっくうっ ょぇ 
ゅけゃけさうて かけてけ いぇ っょうく おけかっゅぇ, 
いぇ っょうく つけゃっお.
 
- ┿おけ しすっ きうくうしすなさ くぇ けぉ

さぇいけゃぇくうっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは 

しっゅぇ, おけっ とっ っ くぇえ-ゃぇあくけすけ 
くっとけ, し おけっすけ とっ しっ いぇっきっ
すっ?
- ′ぇえ- ゃぇあくけすけ, こなさゃけ: くっおぇ 

ゅけゃけさうき いぇ くっとぇ, おけうすけ こけ
いくぇゃぇきっ. ╁ しかせつぇは そういうおぇすぇ. 
╁ ╀なかゅぇさうは きくけゅけ けぉうつぇきっ ょぇ 
ゅけゃけさうき いぇ さぇいかうつくう こけしすうあっ
くうは ゃ すぇいう けぉかぇしす, いぇ いかぇすくうすっ 
きっょぇかう, いかぇすくうすっ そういうちう. ′け 
っすけ ゃう しっゅぇ っょうく すぇおなゃ こさう
きっさ: くぇえ- きぇかおぇすぇ すぇかぇくすかうゃぇ 
そういうつおぇ くぇ しゃっすけゃくけ くうゃけ っ けす 
すけいう ゅさぇょ, けす ╉ぇいぇくかなお - ╄おぇ
すっさうくぇ ′ぇえょっくけゃぇ. 〈は ょけえょっ 
こさう きっく くぇ 15 ゅけょうくう. 〈は っ 
せくうおぇかくぇ, いぇとけすけ きけあっ ょぇ さっ
てぇゃぇ くぇえ-すさせょくうすっ こさけぉかっきう 
ぉなさいけ. 〈けゃぇ っ しかぇゃぇ いぇ くっは, 
しかぇゃぇ いぇ ╀なかゅぇさうは, くけ すは すさはぉ
ゃぇ ょぇ けすうょっ くはおなょっ こけ しゃっすぇ, 
おなょっすけ とっ くぇきっさう っおうこ う とっ 
きけあっ ょぇ さぇぉけすう こなかくけちっくくけ. 
┿ いぇ ╀なかゅぇさうは おぇおゃけ っ くせあくけ? 
′せあくけ っ ゃしうつおう せつうかうとぇ ょぇ 
うきぇす かぇぉけさぇすけさうう こけ そういうおぇ. 
╃っちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす, ょぇ 
しっ いぇうくすっさっしせゃぇす けす そういうおぇ
すぇ こさぇおすうつっしおう, くぇ すっさっく. ′っ 
せつうすっかうすっ う こさけそっしけさうすっ こけ 
そういうおぇ ょぇ こうてぇす くぇ つっさくぇすぇ 
ょなしおぇ そけさきせかう う ょっちぇすぇ ょぇ くっ 
さぇいぉうさぇす いぇ おぇおゃけ しすぇゃぇ ょせきぇ. 
′ぇ くぇし くう すさはぉゃぇ こさけきうて
かっくけしす, うくあっくっさう, すったくうちう. 
〈さはぉゃぇ ょぇ うきぇ っょくけ けぉとっしすゃけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは, おけっすけ ょぇ いくぇっ, つっ 
そういうおぇすぇ しっ こさっこけょぇゃぇ くっ, いぇ 
ょぇ こうてぇす そけさきせかう, ぇ いぇ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃう くっとけ いぇ こさけきうてかっ
くけしすすぇ, いぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ こさぇおすうつくけ こさうかけあっ
くうっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ ょぇょっき つっしす う 
しかぇゃぇ くぇ すったくうちうすっ, くぇ たけさぇ
すぇ, おけうすけ しないょぇゃぇす くっとけ, おけっ
すけ さぇぉけすう, おけっすけ っ ゃ こけかいぇ くぇ 
きくけゅけ たけさぇ. ]っゅぇ おぇおゃけ こさけうい
ゃっあょぇ ぉなかゅぇさしおうはす せくうゃっさしう
すっす? ‶ぇさぇいうすう. ]ぇきけ こぇさぇいうすう 
. ┿ょゃけおぇすう, しつっすけゃけょうすっかう, 
ぉぇくおっさう, くぇえ-きくけゅけ ぉぇくおっさう. 
』っすぇす つせあょう こぇさう. 〈けゃぇ くっ っ 
いぇくぇはす. ╆ぇくぇはす っ, ぇおけ こさけうい
ゃっょって くっとけ. ′ぇてぇすぇ けぉさぇいけ
ゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ ゅけすゃう ゅけかっきう 
せつっくう いぇ ぉぇぉぇうすう.

- ╀なかゅぇさうく かう とっ っ しかっょ
ゃぇとうはす ┿えくとぇえく?
- ╋けあっ ょぇ ぉなょっ. ′うっ うきぇ

きっ くぇうしすうくぇ くっゃっさけはすくう すぇ
かぇくすう. ╄すけ ゃう っょうく くぇうしすうくぇ 
こぇさぇょけおし: くぇ きっあょせくぇさけょくう 
けかうきこうぇょう ╀なかゅぇさうは しっ しなし
すっいぇゃぇ し ╉うすぇえ. 〈けゃぇ っ くっとけ 
くっゃっさけはすくけ. ╉ぇおゃけ けぉとけ うきぇ? 
╂かっょぇえすっ さぇいきっさうすっ, きぇとぇぉう
すっ う こさぇゃっすっ ういゃけょうすっ. 〈けゃぇ 
っ つせょけ! ]なとけすけ っ ゃ きせいうおぇすぇ. 
┿い しっ いぇくうきぇゃぇき う し きせいうおぇ. ╁ 
╀なかゅぇさうは うきぇ ゅけかっきう いぇかけあぉう, 
うきぇ きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう たけさぇ, 
ょっちぇ, くけ くはきぇ たけさぇ, くはきぇ けぉ
とっしすゃけ, おけっすけ ょぇ こさっちっくう すけゃぇ 
う ょぇ しないょぇょっ ゃないきけあくけしすう いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ すっいう すぇかぇくすかうゃう 
たけさぇ. ╁ ╀なかゅぇさうは くはきぇ ゃない

きけあくけしす ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす たけさぇ
すぇ, けす おけうすけ しすさぇくぇすぇ うきぇ くせあ
ょぇ. 〈けゃぇ っ ょさぇきぇすぇ. ╂けかはきぇすぇ 
ょさぇきぇ くぇ しすさぇくぇすぇ!
 
-  ╇ けとっ おけかおけ ゃさっきっ くはきぇ 

ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ ゃないきけあくけしす, 
しこけさっょ ╁ぇし?
- ╃けおぇすけ くはきぇ しないくぇくうっ. ╃け

おぇすけ くはきぇ こけかうすうつっしおぇ ゃけかは, 
ゅさぇあょぇくしおけ けぉとっしすゃけ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ ゅけ うきぇ すけゃぇ けぉとっしすゃけ, いぇ 
ょぇ しっ そけさきうさぇ う すぇおけゃぇ けす
くけてっくうっ. 〉こさぇゃかはゃぇとうすっ すせお 
しぇ けすおなしくぇすう けす くぇさけょぇ. ╁なゃ 
《さぇくちうは きうくうしすなさ, ぇおけ くぇ
こさぇゃう っょくぇ ゅさっておぇ, 2 きうかうけくぇ 
ょせてう しっ しなぉうさぇす こけょ こさけいけさ
ちうすっ きせ う おぇいゃぇす: „』ぇおぇえ, けすう
ゃぇえ しう うかう しっ けこさぇゃはて!“. ╉なょっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ すけゃぇ? 〈ぇ くぇかう 
うきぇてっ こさけすっしすう? ╉けえ うき けぉなさ
くぇ ゃくうきぇくうっ?

-  ╉ぇお しっ くぇさうつぇ すけゃぇ くぇ 
っいうおぇ くぇ そういうおぇすぇ?
- ╀さぇせくけゃけ ょゃうあっくうっ, さっ

いせかすぇすくぇすぇ っ くせかぇ. ╂けかはき こさけ
ぉかっき っ しないょぇゃぇくっすけ くぇ っょくけ 
ゅさぇあょぇくしおけ けぉとっしすゃけ, おけっすけ 
ょぇ きけあっ ょぇ ういかなつう う たけさぇすぇ, 
おけうすけ とっ ゃけょはす くぇさけょぇ. ┿ しっゅぇ 
こけかうすうちうすっ しぇ しかせつぇえくう たけさぇ.
 
-  ╉ぇおゃけ けとっ こさぇゃう そけく

ょぇちうは „╋うくぬけ ╀ぇかおぇくしおう“ 
いぇ すぇかぇくすかうゃうすっ ぉなかゅぇさつっ
すぇ すぇいう ゅけょうくぇ? 
- ‶さっい かはすけすけ けすおさうゃぇきっ 8 

かっすくう ておけかう ゃ しすさぇくぇすぇ: こけ 
きぇすっきぇすうおぇ, いぇぉぇゃくぇ きぇすっきぇ
すうおぇ う そういうおぇ. ]すぇさすうさぇたきっ 
う おけくおせさし „╋かぇょう ういけぉさっすぇすっ
かう“. ┿おけ いくぇっすっ おぇおゃう つせょっしぇ 
しないょぇゃぇす ょっちぇ けす ╀なかゅぇさうは 
くぇ 16, 17 ゅけょうくう. ╇いけぉさっすっ
くうは, おけうすけ, ぇおけ しぇ ゃ ┿きっさうおぇ, 
けす ゃしうつおう かぇせさっぇすう くぇ くぇてうは 
おけくおせさし, すぇき とっ しっ しないょぇょっ 
っょくぇ ちはかぇ うくょせしすさうは.

- ]っさうけいくけ? 
- ′ぇこなかくけ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 

ょっすしおう こけしすうあっくうは, ういけぉさっすっ
くうは, せしすさけえしすゃぇ, おけうすけ ゃっょくぇ
ゅぇ ぉうたぇ ょぇかう くぇつぇかけすけ くぇ っょくぇ 
うくょせしすさうは. ′け おけえ とっ しっ いぇっ
きっ, おけえ とっ いぇかけあう こぇさう? 〈せお 
くっ いくぇき おぇおゃけ こさぇゃはす たけさぇすぇ 
し こぇさうすっ しう. ╇きぇ きくけゅけ たけさぇ 
し こぇさう, きくけゅけ ぉけゅぇすう たけさぇ, くけ 
おぇおゃけ こさぇゃはす し こぇさうすっ しう? ‶う
すぇえすっ ゅう!  ┿い しっ つせょは. ╃ぇ しっ いぇ
っきぇす, ょぇ しないょぇょぇす っょくぇ きぇかおぇ 
うくょせしすさうは, し っょくけ ょぇさけゃうすけ, 
ぇきぉうちうけいくけ ょっすっ. ′け すなさこっ
くうっ すさはぉゃぇ, すっ とっ いぇぉけゅぇすっはす, 
くけ こけ-おなしくけ. ′け すせお しっ ぉなさいぇ 
し こぇさうすっ. 〈さはぉゃぇ さぇぉけすぇ, すさはぉ
ゃぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ くぇせつぇす ょぇ ちっ
くはす すさせょぇ う ょぇ せゃぇあぇゃぇす すっいう, 
おけうすけ けすうゃぇす おなき すさせょぇ. ╉けうすけ 
しないょぇゃぇす くっとぇ いぇ こさけきうてかっ
くけしすすぇ, いぇ うくょせしすさうはすぇ, ぇ くっ 
しぇきけ しかぇゃぇすぇ. ′うっ しきっ しかぇゃくう, 
くけ ぉっょくう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゃさっきっ, くぇこさけすうゃ“, しこけきくは 
しう ╅けさけ ┿くすけゃ いぇ いぇくう-
きぇくうはすぇ しう こけおさぇえ ぇさしっ-
くぇかしおうすっ しう うくうちうぇすうゃう. 
╅うゃうすっ おぇさすうくう しぇ いぇこっ-
つぇすぇくう ゃ せくうおぇかくう しくうきおう, 
おけうすけ すけえ こぇいう ゃくうきぇすっかくけ 
ゃ かうつくうは しう ぇさたうゃ. ╁しなと-
くけしす, ぇさたうゃうすっ くぇ ┿くすけゃ しぇ 
こけしかけゃうつくう. ╂けょうくう くぇさっょ 
すけえ しなぉうさぇ ぇそうてう けす 』せ-

ょけきうさけゃう こさぇいくうちう. 〈ぇおぇ, 
いぇ こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう, しっ 
けそけさきは ちっくくぇ おけかっおちうは けす 
しすけすうちう おせかすせさくう ぇそうてう 
いぇ しなぉうすうは, けしすぇゃうかう ちっく-
くう しこけきっくう いぇ おぇいぇくかなて-
おぇすぇ こせぉかうおぇ. ]さなつくけしすすぇ 
う しすさぇしすすぇ おなき うしすけさうはすぇ 
う ぇさたうゃうすっ こさぇゃはす ┿くすけゃ 
せくうおぇかっく し けとっ っょくけ くっゅけ-
ゃけ いぇくうきぇくうっ: ょくっし すけえ っ 
っょうくしすゃっくうはす おくうゅけゃっいっち ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おけえすけ しすぇさぇすっか-
くけ こけょゃなさいゃぇ ういょぇくうは いぇ 
╀うぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ“, くっゅけ-
ゃう けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう しぇ 
う いぇこぇいっくうすっ ゃ しこさっすくぇすう 
おけさうちう こなかくう すっつっくうは くぇ 
ゃっしすくうお „╇しおさぇ“. ╁いっか いぇ-
くぇはすぇ けす ╀ぇえ ╉けしすぇ – ╉くう-
ゅけゃっいっちぇ, おけえすけ けすうゃぇか ょぇ 

ゅけ せつう くぇこさぇゃけ せ ょけきぇ, こけ-
きぇゅぇか う ゃ さぇぉけすうかくうちぇすぇ くぇ 
╇かうは ╂のかっゃ. ┿くすけゃ しっ いぇくう-
きぇゃぇ けす せつっくうお し すけゃぇ. ]っゅぇ, 
おぇすけ ゅけ こうすぇて: “¨すおなょっ すぇは 
しすさぇしす おなき ぇさたうゃうすっ う こけょ-
ゃなさいうはすぇ?“, すけえ しぇき しっ つせょう. 
¨ぉはしくはゃぇ しう ゅけ しなし しすさぇしすすぇ 
おなき おくうゅうすっ, おけうすけ っ こさけつっか. 
╆ぇ きっく うきぇ う ょさせゅけ けぉはしくっ-
くうっ – ╂けしこけょ っ さなしくぇか ゃなさたせ 

╅けさけ ┿くすけゃ こけゃっつっ けす っょうく 
すぇかぇくす. ╀っいしこけさくけ  っ, けぉぇつっ, 
つっ くぇえ-はさおうはす けす すはた っ ぇお-
すぬけさしおうはす.

┿くすけゃ っ くぇ しちっくぇすぇ けす 
せつっくうお

′ぇつぇかけすけ っ ゃ せつうかうとくぇすぇ 
すっぇすさぇかくぇ すさせこぇ, さなおけゃけょっくぇ 
けす こさっこけょぇゃぇすっかは こけ ぉなかゅぇさ-
しおう う かうすっさぇすせさぇ - ょさせゅぇさはす 
[ぇえつっゃ. ╁ すったくうおせきぇ ┿くすけゃ 
こさぇゃう „っしすさぇょくけ しこっおすぇおなか-
つっ“, ゃ おけっすけ ゃしうつおう あっくしおう 
さけかう しっ ういこなかくはゃぇす けす きけき-
つっすぇ. ‶さっょういゃうおゃぇす そせさけさ... 
╆ぇぉっかはいゃぇ ゅけ うきっくうすうはす 
╅けさけ ′うおけかけゃ けす „╇しおさぇ“ う 
ゅけ おぇくう ゃ つうすぇかうとっすけ – ゃ ╄し-
すさぇょくけ-しぇすうさうつくうは すっぇすなさ. 

〈ぇおぇ こさっい 1962-さぇ ┿くすけゃ うい-
ゅさはゃぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ しちっくぇ 
おぇすけ ╋うしすなさ ╉けそすう – いぇこぇょっく 
あせさくぇかうしす, ゃ ういおかのつうすっかくけ 
せしこってくぇすぇ „‶けかっす ゃ ╉けしきけしぇ“ 
くぇ ‶っすなさ ]すけえつっゃ う ‶っすなさ 
┿くすけゃ.  ╃っしっすうくぇ ゅけょうくう こけ-
おなしくけ – こさっい 1973-すぇ, ┿くすけゃ 
しっ おぇつゃぇ くぇ こさけそっしけくぇかくぇすぇ 
しちっくぇ くぇ ]かうゃっくしおうは おせおかっく 
すっぇすなさ おぇすけ しすぇあぇくす-ぇおすぬけさ. 

¨す „┿さしっくぇか“ くっ ゅけ こせしおぇす, 
くけ しおかけくはゃぇす しかっょ くぇきっしぇすぇ 
くぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, しかっょ ゅけ-
ょうくう しすぇくぇか おきっす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ]さなつくけしすすぇ くぇ こさなしすうすっ 
くぇ かっおぇかつうおぇ ゃかういぇ ゃ さぇぉけすぇ 
ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ しかけあくけ-
すけ ゃけょっくっ くぇ おせおかうすっ. ┿くすけゃ 
しっ せつう すさう きっしっちぇ くぇさっょ, 
さなちっすっ う おさなしすなす ゅけ ぉけかはす, 
くけ せしこったなす けとっ けす こなさゃぇすぇ 
こけしすぇくけゃおぇ „╃-さ ¨た ╀けかう“ 
っ そぇおす. ]かっょゃぇとうは しっいけく 
ゃっつっ っ ゃ ╃なさあぇゃっく おせおかっく 
すっぇすなさ – 〈なさゅけゃうとっ. ]かっょゃぇ 
かのぉうきうはす きせ おせおかっく すっぇすなさ 
ゃ ぅきぉけか. ′ぇこせしおぇ しなし しなあぇ-
かっくうっ, くけ うょっはすぇ いぇ しけぉしすゃっく 
ょけき ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇょょっかはゃぇ. 
┿くすけゃ ょなかゅけ しっ こうすぇ いぇ こさぇ-
ゃうかくけしすすぇ くぇ すけいう ういぉけさ. ′け 

ょくっし, しはおぇて, ゃっつっ くっ しなあぇ-
かはゃぇ. ]かっょ こけゃっつっ けす 60 さけかう 
くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ しちっくぇ, 
ぉっい ょぇ ぉさけう せしこったうすっ ゃ しぇきけ-
ょっえくうは すっぇすなさ, つけゃっお くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ しなあぇかはゃぇ. 〈せお こけっ-
きぇ おぇすけ たせょけあっしすゃっく さなおけゃけ-
ょうすっか ╄しすさぇょくけ-しぇすうさうつくうは 
つうすぇかうとっく すっぇすなさ こさっい 1980-
すぇ, こさっょう すけゃぇ - 〈っぇすさぇかくうは 
しなしすぇゃ ゃ ╃けきぇ くぇ ぇさきうはすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╁ すっぇすなさぇ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお  ゅけ つぇおぇ くっとけ けとっ こけ- 
たせぉぇゃけ:

┿くすけゃ しすぇゃぇ こなさゃうはす
とぇすっく ぇおすぬけさ

‶さっい 1993-すぇ, いぇっょくけ し ╂な-
かなぉうくぇ, ょゃぇきぇすぇ しすぇゃぇす こなさ-
ゃうすっ こさけそっしうけくぇかくう ぇおすぬけさう 
ゃなゃ そけさきぇちうはすぇ – こさっょてっしす-
ゃっくうお くぇ ょくってくうは けぉとうくしおう 
すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“.
¨す 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ  ╉ぇぉぇお-

つうっゃ“, おなょっすけ ┿くすけゃ うゅさぇっ う 
ょくっし, くぇいぇょ ゃ しこけきっくうすっ くぇ 
こせぉかうおぇすぇ けしすぇゃぇす おさぇかしおぇ-
すぇ きせ けしぇくおぇ ゃ せくうおぇかくうは 
おけしすのき くぇ ╉なくつけ ╉ぇしぇぉけゃ  けす 
„╇ゃけくぇ, こさうくちっしぇすぇ くぇ ╀せさ-
ゅせくょぇ“, こけしすぇくけゃおぇ くぇ ╇ゃぇく 
]かぇゃけゃ う 『ぇさ ]っゃす 〈さっすう けす 
„╋うしすっさうう ゃ ╃けかうくぇすぇ“ くぇ 
╋ぇさゅぇさうすぇ ╂さぇょっつかうっゃぇ; ╄ゃ-
すうき, こけこなす う ゃぇかうはすぇ けす おせか-
すけゃぇすぇ „╀ぇかおぇくなす くっ っ きなさ-
すなゃ“ くぇ ]けそうは [うしすっゃしおぇ, ゃ 
おけはすけ こぇさすくうさぇす し ╃っはく ╃けく-
おけゃ; すっあおぇすぇ つけさぉぇょあうえしおぇ 
ょせきぇ くぇ ┿ゃさぇき ′っきすせさ ゃ „╅っ-
かっいくうはす しゃっすうかくうお“ こけ ╃うきう-
すなさ 〈ぇかっゃ し さっあうしぬけさ 〈けょけさ 
╀けはくけゃ う けとっ きくけゅけ さけかう. 
╀っい さぇいおさぇしはゃぇくっ, しなし しう-

ゅせさくけしす しっ ゃうあょぇ, つっ すけえ っ 
う くぇえ-ょけぉさうはす ょけぉなさ ╃はょけ 
╉けかっょぇ, おけえすけ ゃ こけしかっょくう-
すっ ゅけょうくう こぇかう っかたぇすぇ くぇ 
こかけとぇょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ すせお 
ょけしすけかっこくぇすぇ きせ そうゅせさぇ う 
ぉっかうはす きせしすぇお しぇ しぇきけ ゃなくて-
くう ぉっかっいう いぇ すぇは ょけぉさけすぇ. 
┿くすけゃ いぇ くうとけ くぇ しゃっすぇ くっ 
しう ょぇゃぇ きせしすぇおぇ しかっょ おぇすけ 
こさっい 1978-きぇ, しけぉしすゃっくぇすぇ 
きせ あっくぇ ╁ぇしおぇ くっ ゅけ さぇいこけい-
くぇかぇ こさう こさうしすうゅぇくっすけ きせ ゃ 
ぅきぉけか いぇさぇょう しきはくぇ くぇ ゃういう-
はすぇ こけおさぇえ ょけおすけさしおぇすぇ さけかは 
ゃ „╉なとぇ おさぇえ かけいっすけ“ くぇ ]くっ-
あうくぇ ╉ぇきっくけゃぇ ゃ 〈なさゅけゃうと-
おうは すっぇすなさ. ╆ぇ ぉさぇょぇすぇ うきぇ 
おけかっぉぇくうは – きけあっ う ぉっい くっは, 
いぇとけすけ うきぇ かけてう しこけきっくう.
┿おすぬけさなす ╂っけさゅう ┿くすけゃ うきぇ 

けとっ きくけゅけ おぇおゃけ ょぇ さぇいおぇあっ. 
′け, ぇおけ しこぇいうき くっゅけゃけすけ こけ-
あっかぇくうっ いぇ „くうおぇおゃけ さぇいおさぇ-
しはゃぇくっ“ , っ さっょくけ ょぇ しこさっき ょけ 
すせお. ‶さっい あうゃけすぇ しう すけえ ゃう-
くぇゅう っ くぇきうさぇか くぇつうく, おけゅぇすけ 
っ くせあくけ, ょぇ こけしこさっ. 
„╋くけゅけ きうかけ う こさうはすくけ きう 

しすぇくぇ けす すぇいう こけおぇくぇ くぇ „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか“, しこけょっかは ゃ 
おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう ╂っけさゅう 
┿くすけゃ: さぇぉけすうか しなき し きくけゅけ 
たけさぇ ゃ „┿さしっくぇか“ う きう っ きくけ-
ゅけ こさうはすくけ ょぇ ゅう しさっとぇき“, 
ゃさなとぇ しっ ゃ しこけきっくうすっ しう かの-
ぉうきっちなす くぇ こせぉかうおぇすぇ. 
′け こけ-ちっくくう いぇ ┿くすけゃ しぇ くっ 

ょけおせきっくすうすっ いぇ こさけそっしうけ-
くぇかういなき, ぇ けくうは こさっあうゃっくう 
きうゅけゃっ, おぇすけ しこうさぇくっすけ くぇ 
ょなたぇ しかっょ こさっょしすぇゃかっくうっすけ, 
ゃ おけっすけ しぇきうはす ╉ぇかけはくつっゃ 
きせ こけょぇさはゃぇ しけぉしすゃっくぇすぇ しう 
おけてくうちぇ し ちゃっすは ゃ いくぇお くぇ 
こさういくぇくうっすけ くぇ こさけそっしうけくぇ-
かうしす おなき こさけそっしうけくぇかうしすぇ, 
ういこなかくはゃぇとう っょくぇ う しなとぇ 
さけかは – ╉きっすなす けす „╁さぇあぇかっち“. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨おぇいゃぇ しっ, すさせょくけ きけあっ ょぇ しっ くぇきっさう ういはゃっく おぇいぇくかなつぇくうく, おけえすけ ょぇ っ かうてっく 
けす さけょしすゃっくぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゃさないおぇ. ╇, ぇおけ すけゃぇ っ かけゅうつくけ けぉはしくうきけ いぇ うくあっくっさくうすっ 
う さなおけゃけょくうすっ おぇょさう, すけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉせょう せょうゃかっくうっ けぉしすけはすっかしすゃけすけ, つっ う ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ ぉっいしこけさくけ  こさぇゃうかけすけ “╁しうつおけ いぇこけつくぇ ゃ „┿さしっくぇか“, ゃぇあう いぇ 
きくけゅけ けす おぇいぇくかなておうすっ すゃけさちう. ‶さぇゃうかけすけ しっ こけすゃなさあょぇゃぇ う ゃ かうつくぇすぇ しなょぉぇ くぇ 
╂っけさゅう ┿くすけゃ – ょけぇえっく しさっょ ぇおすぬけさうすっ, けしすぇゃうかう はさおう きなあおう こさうしなしすゃうは くぇ すっぇ-
すさぇかくぇすぇ しちっくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ┿くすけゃ っ っょうく けす けくっいう たけさぇ, おけうすけ しぇ さけょっくう いぇ すけゃぇ 
ういおせしすゃけ, いぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, つっ くっゅけゃぇすぇ ょけしすけかっこくぇ けしぇくおぇ さぇいこけいくぇゃぇす くっ しぇきけ 
くぇ しちっくぇすぇ, くけ う こけ せかうちうすっ くぇ ゅさぇょぇ, う きぇかおう, う ゅけかっきう.
╆ぇ くぇえ-きぇかおうすっ ╅けさけ ┿くすけゃ きけあっ ぉう っ くっこけいくぇす, くけ くっゅけゃうすっ けつう, しすさぇくくけ おぇお, ゅう 

ゅかっょぇす し ょけぉさけすぇすぇ くぇ ╃はょけ ╉けかっょぇ, おけえすけ うき っ ょけくっしなか  こけょぇさなおぇ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇ-
ょうくぇ こけ [けあょっしすゃけ. ╀っい ょぇ いくぇはす いぇとけ, すっ ゅけ けぉうつぇす. ╄ょくぇおゃけ けぉうつぇく けす こせぉかうおぇすぇ 
ゃなゃ ゃしうつおう ゃないさぇしすう, ┿くすけゃ いぇ ゃっすっさぇくうすっ - ぇさしっくぇかちう っ う くっとけ こけゃっつっ: すけえ っ しさなつ-
くうはす かっおぇかつうお けす 130-すう ちった くぇ ╆ぇゃけょ 6, おけえすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ こさっゃなさくぇ ╀ぇすう 
′っょっかつけ ′っくけゃ ゃ ╊っくうく う ゅけ おぇつう くぇ こかぇすそけさきぇすぇ いぇ しっょきけくけっきゃさうえしおぇすぇ ゅさぇょしおぇ 
きぇくうそっしすぇちうは, いぇっょくけ し けとっ ょゃぇえしっすうくぇ きかぇょけちう, いぇ ょぇ こさっょしすぇゃはす あうゃぇすぇ おぇさすう-
くぇ くぇ こけしさっとぇくっすけ くぇ ╁かぇょうきうさ ╇かうつ くぇ そうくかぇくょしおぇすぇ ゅぇさぇ, ゃ おけはすけ っ こさっょしすぇゃっく 
しなぉうさぇすっかくうはす けぉさぇい くぇ ╁¨][...

ぢëÜâ. ぜóÖ¡Ü ゐí¿¡íÖï¡ó:

2000 しすさぇくうちう ょさせゅう くぇせつくう 
こせぉかうおぇちうう. 〈けえ っ こけつっすっく 
こさけそっしけさ くぇ 〉くうゃっさしうすっすぇ 
„‶うっさ う ╋ぇさう ╉のさう” ゃ ‶ぇ
さうあ, きくけゅけおさぇすくけ ゅけしす-こさけ
そっしけさ ゃ ╉ぇかうそけさくうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす. 
′けしうすっか っ くぇ ¨さょっく „]すぇ

さぇ こかぇくうくぇ“ う くぇ しすぇすせっすおぇ
すぇ „╋うゅさぇくす くぇ ゅけょうくぇすぇ“ くぇ 
╋っあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇ
ちうは こけ きうゅさぇちうはすぇ.
‶さけそ. ╋うくおけ ╀ぇかおぇくしおう う 

ょけしっゅぇ っ しつうすぇく いぇ っょうく けす 
くぇえ-ういゃっしすくうすっ せつっくう ゃ けぉ
かぇしすすぇ くぇ そういうおぇすぇ ゃ しゃっすけ
ゃっく きぇとぇぉ. [ぇいゃうゃぇ てうさけおぇ 

ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ ょっえくけしす.
╅っくっく っ いぇ そさぇくちせいけえおぇ う 

うきぇ ょゃぇきぇ しうくぇ, おけうすけ しぇ ゃ 
]┿】 う しっ いぇくうきぇゃぇす し おけき
このすなさくう くぇせおう. 〈っ うきぇす いくぇ
つうすっかっく こさうくけし いぇ ぉかぇゅけすゃけ
さうすっかくぇすぇ ょっえくけしす くぇ しゃけは 
ぉぇとぇ ゃなゃ そけくょぇちうはすぇ, くけ
しっとぇ うきっすけ くぇ すったくうは ょはょけ 
„╋うくぬけ ╀ぇかおぇくしおう“ , けしくけゃぇ
くぇ こさっい 1993 ゅけょうくぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ え ちっか っ こけょこけ

きぇゅぇくっ くぇ おせかすせさくうは あうゃけす 
ゃ さけょくうは おさぇえ う くぇ きかぇょう 
すぇかぇくすう ゃ しそっさぇすぇ くぇ そういう
おぇすぇ, うくそけさきぇすうおぇすぇ う きぇすっ
きぇすうおぇすぇ. ╁ さけょくけすけ しう しっかけ 

¨さはたけゃうちぇ っ しないょぇか せくうおぇ
かっく っすくけゅさぇそしおう おけきこかっおし し 
ぉけゅぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ けす くぇょ 6 
たうかはょう すけきぇ そさっくしおぇ かうすっ
さぇすせさぇ. 
′っゅけゃぇ っ う こさけゅさぇきぇすぇ いぇ 

けぉせつっくうっ くぇ せつっくうちう こけ おけき
このすさう ゃ ぉなかゅぇさしおう せつうかうとぇ 
う ょけ きけきっくすぇ こけ くっは そけくょぇ
ちうはすぇ っ けぉけさせょゃぇかぇ 130 ぉなか
ゅぇさしおう せつうかうとぇ し おけきこのすさう. 
‶なさゃうはす おけきこのすなさ ゃ おぇいぇく
かなておぇすぇ ‶╋╂ しなとけ っ ょぇさっく 
けす そけくょぇちうは „╋うくぬけ ╀ぇかおぇく
しおう“. 
¨す 2006 ゅけょうくぇ ゃ さけょくけすけ 

しっかけ くぇ こさけそっしけさぇ そせくお

ちうけくうさぇ し くっゅけゃぇ こけきけと う 
し くっゅけゃう ょぇさっくうは ′ぇちうけくぇ
かっく うくしすうすせす いぇ けぉさぇいけゃぇ
くうっ.
‶さけそ. ╋うくおけ ╀ぇかおぇくしおう 

ぉっ ゅけしす くぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ 
しっ こさけゃっょっ そうくぇかくうはす おさなゅ 
くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ けかうきこうぇ
ょぇ こけ そういうおぇ いぇ せつっくうちう けす 
7 ょけ 12 おかぇし. 
╁ きぇかおけすけ ゃさっきっ けす こさっ

ぉうゃぇゃぇくっすけ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ぉなかゅぇさうくなす し そさっくしおう こぇし
こけさす けすょっかう ゃさっきっ う いぇ つう
すぇすっかうすっ くぇ ゃっしすくうお „〈さう
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

Георги Антов в ролята на Ленин

сн. Личен архив
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In Memoriam

╁ すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ, ゃ 
おけうすけ あうゃっっき, っ きくけゅけ 
ゃぇあくけ う おぇおゃけ けすゃなょ 
けぉせつっくうっすけ こさっょかぇゅぇ 
せつうかうとっすけ  いぇ せつっくう
ちうすっ おぇすけ しけちうぇかくう ぉけ
くせしう, こさっょうきしすゃぇ, こさう
ょけぉうゃおう, けぉかっおつっくうは. 
′っ っ すぇえくぇ, つっ いぇ きくけ
ゅけ しっきっえしすゃぇ ょけさう いぇ
ゃなさてゃぇくっすけ くぇ しさっょくけ  
けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ ょっちぇすぇ 
うき しっ けおぇいゃぇ こさっょうい
ゃうおぇすっかしすゃけ う すさせょくけ 
ういこうすぇくうっ. ╁ すけいう しきう
しなか おぇおゃけ こさっょかぇゅぇ しけ
ちうぇかくぇすぇ ゃう こさけゅさぇきぇ 
いぇ せつっくうちう こさっい くけゃぇ
すぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ? 
╇きぇきっ こさっおさぇしくう けすくけ

てっくうは し きっしすくう すさぇくし
こけさすくう そうさきう, おけうすけ  
けしうゅせさはゃぇす ぉっいこかぇすくけ こな
すせゃぇくっ くぇ しけちうぇかくけ しかぇぉう 
せつっくうちう けす くぇしっかっくう きっし
すぇ くぇ けぉとうくぇすぇ う ょさせゅうすっ 
しなしっょくう けぉとうくう. ‶け うくう
ちうぇすうゃぇ くぇ せつうかうとくけすけ 
くぇしすけはすっかしすゃけ こなさゃうすっ 
こけ せしこった くけゃけこさうっすう せつっ
くうちう こさっい くけゃぇすぇ せつっぉ
くぇ ゅけょうくぇ  とっ こなすせゃぇす 
くぇ っおしおせさいうは ゃ つせあぉうくぇ. 
[ぇいぉうさぇ しっ, うきぇきっ ゃうくぇゅう 
う ゅけすけゃくけしす ょぇ さっぇゅうさぇきっ 
こけ けすょっかくうすっ おけくおさっすくう 
しかせつぇう. ′うっ しきっ せつうかう
とっ, おけっすけ „つせゃぇ” くせあょうすっ 
くぇ せつっくうちうすっ しう.  

╉ぇおなゃ っ こさけちっくすなす くぇ 
ゃぇてうすっ せつっくうちう,  こさう
っすう ゃなゃ ゃうしてう せつうかう
とぇ いぇ こけしかっょくうすっ 4 
ゅけょうくう, う おぇおなゃ っ こさけ
ちっくすなす うき くぇ さっぇかういぇ
ちうは くぇ すさせょけゃうは こぇいぇさ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
けぉせつっくうっすけ こさう ゃぇし?
‶けゃっつっ けす 80% けす せつっ

くうちうすっ, いぇゃなさてうかう ゃ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ, こさけ
ょなかあぇゃぇす けぉせつっくうっすけ しう 
ゃなゃ ╁〉╆ こけ しなとぇすぇ うかう 
しさけょくぇ しこっちうぇかくけしす, ういせ
つぇゃぇくぇ ゃ せつうかうとっ. ¨す くぇ
てうすっ せつっくうちう さはょおけ うきぇ 
ぉっいさぇぉけすくう, こけ こさけしすぇすぇ 
こさうつうくぇ, つっ すっ こさうすっあぇ
ゃぇす せきっくうは う おゃぇかうそう
おぇちうは, おけはすけ しっ すなさしう くぇ 
こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. ]すうゅぇ, 
さぇいぉうさぇ しっ, ょぇ うきぇす あっ
かぇくうっ ょぇ さぇぉけすはす. 

‶けしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょう
くう おけさっくくけ こさけきっくうたぇ 
けぉかうおぇ, ょせたぇ, くぇしすさけっ
くうっすけ, ぇすきけしそっさぇすぇ う 
おぇつっしすゃけすけ くぇ ゃぇてうすっ 
せつっくうちう. ]ないょぇゃぇ しっ 
せしっとぇくっすけ, つっ くぇえ-くぇ
おさぇは ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあう
っくけゃ” っ くぇきっさうか しゃけは 
しすけこぇくうく. 〈けゃぇ かうつう くっ 
しぇきけ こけ ]すっくぇすぇ くぇ ゅけさ
ょけしすすぇ, おけはすけ ぉせおゃぇかくけ 
こさっかうゃぇ けす こけしすうあっ
くうは くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ 
ゃう, しっゅぇてくう う ぉうゃてう, 
くけ う けす ょせたぇ おぇすけ ちはかけ, 
おけえすけ しっ ょけかぇゃは ゃ ゅうき
くぇいうはすぇ. ╀かういけ しきっ ょけ 
そうくぇかぇ くぇ すぇいう せつっぉ
くぇ ゅけょうくぇ, しかっょ ぉさけっくう 
ょくう くぇ こさぇおすうおぇ うい
こさぇとぇすっ う ゃうこせしおぇ しう 
し ぇぉうすせさうっくすう. ╉ぇお うい
ゅかっあょぇ さぇゃくけしきっすおぇ
すぇ ゃう, くぇこさぇゃっくぇ こさっい 
すぇいう こさういきぇ?
¨す ょゃっ ゅけょうくう せつうかうと

くけすけ さなおけゃけょしすゃけ う ちっ
かうはす こっょぇゅけゅうつっしおう おけ
かっおすうゃ しぇ しう こけしすぇゃうかう 
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いぇ ういこなかくっくうっ くっかっおぇすぇ 
いぇょぇつぇ ょぇ ゃなさくぇす しすぇさぇ
すぇ しかぇゃぇ  くぇ くぇえ-ょけぉさけすけ 
すったくうつっしおけ せつうかうとっ けす 
のあくぇ ╀なかゅぇさうは. ╀うゃてうはす 
きったぇくけすったくうおせき っ ぉうか う 
とっ ぉなょっ あっかぇくけ きはしすけ いぇ 
けぉせつっくうっ う すさせょ. 〉つっくう
ちうすっ ゃしっ こけゃっつっ しっ きけすう
ゃうさぇす ょぇ せしゃけはゃぇす いくぇくうは, 
せきっくうは う おけきこっすっくちうう. 
╀っいおけきこさけきうしくう しきっ おなき 
けすしなしすゃぇとうすっ けす つぇしけゃっ, 
おなき ぇこぇすうはすぇ う ぉっいたぇ
ぉっさうっすけ, さぇぉけすうき ゃなさたせ 
くけゃぇ ちっくくけしすくぇ しうしすっきぇ 
くぇ せつっくうちうすっ. ′ぇてうすっ 
せつっくうちう たぇさっしゃぇす, けぉうつぇす 
う しっ ゅけさょっはす し せつうかうとっすけ 
しう. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ 
っ う ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ っかっ
きっくすう くぇ せくうそけさきぇ, おけはすけ 
しっ くけしう し ゅけさょけしす. ╆ぇ こなさ
ゃう こなす こけおぇいぇたきっ おぇおゃけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇ すは くぇ ういきう
くぇかうは くう こぇすさけくっく こさぇい
くうお, ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
╁っかうおょっく. ╁ つっしす こぇお くぇ 
こさぇいくうおぇ くぇ せつうかうとっすけ, 
し さってっくうっ くぇ ‶っょぇゅけゅうつっ
しおうはす しなゃっす, しぇ くぇゅさぇょっ
くう 11 せつっくうちう し ゅさぇきけすぇ 
„╃けしすけっく たぇょあうっくけゃっち” 
- いぇ こけこせかはさういうさぇくっ う 
せすゃなさあょぇゃぇくっ うきっすけ くぇ 
せつうかうとっすけ. ╃けしすけえくけすけ 
こさっょしすぇゃはくっ くぇ さっゅうけ
くぇかくう しなしすっいぇくうは う けかうき
こうぇょう う おかぇしうさぇくっすけ くぇ 
くぇてう せつっくうちう いぇ せつぇしすうっ 
ゃ くぇちうけくぇかくう しなしすっいぇくうは 
こけ っかっおすさけくうおぇ う うくそけさ
きぇすうおぇ  しぇきけ こけすゃなさあょぇ
ゃぇ ゃはさくぇすぇ こけしけおぇ: せつっくっ, 
すさせょ う  いぇしかせあっく せしこった. 
╁ すけいう しきうしなか, くぇ こさぇゅぇ 
しきっ くぇ ういぉけさぇ くぇ きけぉうか
くぇ ゅさせこぇ けす 20 せつっくうちう いぇ 
こけさっょくけすけ けぉせつっくうっ ゃ ゅさ. 
╃さっいょっく こさっい  のかう, しかっょ 
こさっきうくぇすけ けぉせつっくうっ こけ 
っいうおけゃぇ おせかすせさぇ う こさけ
そっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ. 
‶さっょしすけう こけしっとっくうっ, う 
すけ きくけゅけ しおけさけ, くぇ 100 
くぇてう せつっくうちう, せつぇしすゃぇ
とう ゃ こさけっおすぇ „[ぇいゃうすうっ 
くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせ
つっくうっ ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ し 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ” ゃ けそうしぇ 
くぇ „╋ぇえおさけしけそす” ゃ ]けそうは. 
¨す 23 せつっくうちう, せつぇしすゃぇ
とう ゃ こさけっおすぇ „〉つっくうつっしおう 
こさぇおすうおう” う けぉせつぇゃぇとう しっ 
ゃ さっぇかくぇ さぇぉけすくぇ しさっょぇ, 
ゃっつっ 4-きぇ しぇ こさうおかのつう
かう きくけゅけ せしこってくけ. 〈ぇおぇ 
つっ - こさう くぇし しっ せつう う さぇ
ぉけすう. 〈っいう, おけうすけ ういぉっさぇす 
せつうかうとっすけ くう, くはきぇ ょぇ 
しなあぇかはゃぇす, いぇとけすけ しかっょ 4 
ゅけょうくう とっ しぇ  たけさぇ, おけうすけ 
とっ うきぇす さっぇかくう ょうこかけきう 
し さっぇかくけ こけおさうすうっ う とっ 
しう くぇきうさぇす ぉなさいけ さぇぉけ
すぇ. ╁しなとくけしす, すは, さぇぉけ
すぇすぇ, とっ ゅう つぇおぇ. ╇きぇきっ 
おぇおゃけ ょぇ こさっょかけあうき くぇ 
せつっくうちう う さけょうすっかう, しすう
ゅぇ ょぇ いぇかぇゅぇす くぇ くぇうしすうくぇ 
っそっおすうゃくけすけ けぉせつっくうっ, し 
きうしなか う こけゅかっょ くぇこさっょ. 
] けぉせつっくうっ, おけっすけ ょぇゃぇ 
たかはぉ くぇ せつっくうちうすっ. 〈ぇおぇ 
つっ - ょけぉさっ ょけてかう しぇ!
                                                                              

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

 ╆ぇ ゃさないおぇ し ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”, ゅさ. ╉ぇいぇく
かなお 
せか. „『ぇさ ╀けさうし ┶” わ 21
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 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ 
しう けすぉっかはいぇ くぇゃさなた ╁っかうおょっく  
╋ったぇくけすったくうつっしおけすけ せつうかう
とっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょくってくぇすぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“.
′ぇ けそうちうぇかくけすけ つっしすゃぇくっ  

ょうさっおすけさおぇすぇ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ 
╋ぇさうはくぇ ╃っきうさっゃぇ くぇゅさぇょう し 
くぇえ-こさっしすうあくけすけ けすかうつうっ くぇ 
せつうかうとっすけ - ゅさぇきけすぇ  „╃けしすけ
っく 》ぇょあうっくけゃっち“, 11 ういはゃっくう 
せつっくうちう けす せつうかうとっすけ ゃ さぇい
かうつくう しそっさう. ╆ぇ こなさゃう こなす 
たぇょあうっくけゃちう ょっきけくしすさうさぇたぇ 
う けそうちうぇかくうすっ しう せつうかうとくう 
けぉかっおかぇ - ぉっかう さういう う ぉさぇくょう
さぇくう し っきぉかっきぇすぇ くぇ せつうかうとっ
すけ ゃさぇすけゃさないおう. 
‶けつっすくぇ すぇおぇゃぇ ゃさぇすけゃさないおぇ 

ぉっ ゃさなつっくぇ う くぇ „ょうさっおすけさぇ 
くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ“- 》さうしすけ 
╂なょっゃ, くぇえ-ょなかゅけゅけょうてくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ ぉうゃてうは ╋ったぇくけ
すったくうおせき. ‶さう ゃさなつゃぇくっすけ すけえ 
ょっきけくしすさうさぇ きかぇょっあおう ょせた, 
いぇたゃなさかはえおう ょっかけゃぇすぇ しう ゃさぇ
すけゃさないおぇ ゃ うきっすけ くぇ っきけちうけ
くぇかくうは こけょぇさなお. 
』っしすゃぇくっすけ, おけっすけ いぇさぇょう かけ

てけすけ ゃさっきっ う ょなあょぇ しっ けゅさぇ
くうつう しぇきけ ょけ こさけはゃう ゃ さぇえけくぇ 
くぇ せつうかうとっすけ, ぉっ いぇきうしかっくけ 
おぇすけ ゅさぇょしおけ てっしすゃうっ, くぇ おけっ
すけ たぇょあうっくけゃちう ょぇ こけおぇあぇす 
くぇえ-ょけぉさけすけ けす しゃけっすけ せつうかう
とっ う しゃけうすっ こけしすうあっくうは. 
╉せおっさう けす しっかけ ╂けかはきけ ╃さは

くけゃけ こさけゅけくうたぇ いかうすっ ょせたけゃっ 
う すさせょくうすっ ゅけょうくう いぇ こさけそっ
しうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは し くぇょっあ
ょぇ いぇこけつくぇすけすけ こけ さぇいかうつくう 
っゃさけこっえしおう こさけゅさぇきう う こさけっお

╊っゅっくょぇさくうはす おけくしすさせおすけさ 
くぇ しなゃっすしおう さぇおっすくう しうし

すっきう ]っさゅっえ ′っこけぉっょうきう, つうはすけ 
かうつくけしす しっ こぇいってっ ゃ ょなかぉけおぇ 
しっおさっすくけしす, っ こけつうくぇか  ゃ しさっ
ょぇすぇ くぇ ぇこさうか. ╉けくしすさせおすけさなす, 
おけえすけ っ こけつすう ゃさなしすくうお くぇ けすう
てかうは しう けす あうゃけすぇ ゃ おさぇは くぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ╋うたぇうか ╉ぇ
かぇてくうおけゃ, っ こけつうくぇか くぇ 92-ゅけ
ょうてくぇ ゃないさぇしす. ]っさゅっえ ′っこけぉっ

- ╂けしこけょうく 【うおけゃ, すっいう 
ょくう きうくぇ けぉしなあょぇくっすけ 
くぇ ゃないきけあくうすっ ゃぇさうぇくすう 
いぇ けぉたけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇく-
かなお. ╉ぇおゃけ くぇかけあう さぇい-
さぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけっおすう 
いぇ けぉたけょっく こなす, おぇおなゃすけ 
ょけ きけきっくすぇ かうこしゃぇ おぇすけ 
ちはかけしすくけ けおけかけゃさなしすくけ 
てけしっ?
- ‶さっい こさけかっすすぇ くぇ きうくぇ-

かぇすぇ 2013-すぇ ゅけょうくぇ ┿ゅっく-
ちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせ-
さぇ“ - ]けそうは けさゅぇくういうさぇ ゃ 
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, こさう ょけきぇおうく-
しすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ くぇ 
けぉっおす „¨ぉたけょっく こなす くぇ ゅさ. 
╂ぇぉさけゃけ“. ′ぇ すけゃぇ けぉしなあょぇ-
くっ こさっょ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせお-
すせさぇ“ ぉっ こけしすぇゃっく ゃなこさけしなす 
いぇ ゃないかぇゅぇくっ こさけっおすうさぇくっ-
すけ う さっぇかういぇちうはすぇ くぇ ¨ぉ-
たけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお こけ 
っょうくしすゃっくぇすぇ こさうつうくぇ, つっ 
しかっょ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ すせくっ-
かぇ こけょ  ゃさなた 【うこおぇ ちはかけすけ 
いくぇつうすっかくけ せゃっかうつっくけ すさぇく-
いうすくけ ょゃうあっくうっ ゃ こけしけおぇ 
]けそうは /くぇ いぇこぇょ/ - ╀せさゅぇし /
くぇ ういすけお/, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ /くぇ 
のゅ/ とっ こさっきうくぇゃぇ こさっい ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ こさっきうくぇゃぇ-
くっ ぉう しないょぇかけ くぇ こなさゃけ きはし-
すけ – っおけかけゅうつくう こさけぉかっきう 
けす せゃっかうつっくうは こさけちっくす くぇ 
けすょっかっくうすっ ういゅけさっかう ゅぇいけゃっ. 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ, いくぇつうすっかくけ 
しっ こけゃうてぇゃぇ けこぇしくけしすすぇ けす 
すさぇくしこけさすくう こさけういてっしすゃうは 
ゃ さぇきおうすっ くぇ さっゅせかぇちうはすぇ くぇ 
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, すけっしす, ゃ ゅさぇくう-
ちうすっ くぇ ゅさぇょぇ. ′っ こけ-きぇかなお 
こさけぉかっき っ う こけゃさっあょぇくっすけ う 
さぇいさせてぇゃぇくっすけ くぇ せかうつくうすっ 
くぇしすうかおう, おけうすけ しぇ ういゅさぇょっ-
くう いぇ こけ-きぇかおう くぇすけゃぇさゃぇ-
くうは, くっけしうゅせさっくう くぇ こけょけぉ-
くう くぇすけゃぇさゃぇくうは けす すっあおう 
すさぇくしこけさすくう しさっょしすゃぇ. 
╄すけ いぇとけ, ゃしうつおう せつぇしすくう-

ちう ゃ けぉとっしすゃっくけすけ けぉしなあ-
ょぇくっ くぇ けぉたけょくうは こなす くぇ 
ゅさ. ╂ぇぉさけゃけ しっ けぉっょうくうたきっ 
けおけかけ こさっょかけあっくうっすけ ゅ-あぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おきっす くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゅ-あぇ ╃ぇ-
くうっかぇ ╉けっゃぇ, いぇき.-おきっす こけ 
しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす, ょぇ 
けさゅぇくういうさぇす しさっとぇ ゃ ┿ゅっく-
ちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ“ 
– ]けそうは う ょぇ くぇしすけはゃぇす いぇ 
こさけっおすうさぇくっ う ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ けぉたけょっく こなす くぇ ゅさ. ╉ぇいぇく-
かなお ゃ こっさうけょぇ くぇ しすさけうすっか-
しすゃけすけ くぇ すせくっかぇ こけょ ゃさなた 
【うこおぇ. 〈ぇおぇゃぇ しさっとぇ ぉってっ  
こさけゃっょっくぇ う くぇ しっしうは くぇ ¨ぉ-
とうくしおう しなゃっす こさっい のくう 2013 
ゅけょうくぇ おきっすなす ]すけはくけゃぇ いぇ-
こけいくぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくう-
ちう, ぇ つさっい すはた  う けぉとっしすゃっ-
くけしすすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
し ぇくゅぇあうきっくすぇ, こけっす けす ┿ゅっく-
ちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせ-
さぇ“ ゅさ. ]けそうは いぇ ゃないかぇゅぇくっ 
くぇ こさけっおすうさぇくっすけ くぇ くけゃうは 
けぉたけょっく こなす. ╁ ┿ゅっくちうはすぇ 
ぉってっ こさけゃっょっくぇ こさけちっょせさぇ 
こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
こけさなつおう  いぇ ういぉけさ くぇ こさけ-
っおすぇくす いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
うょっっく こさけっおす し こぇさちっかぇさっく 
こかぇく いぇ けぉっおす “¨ぉたけょっく こなす 
くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお“, しゃなさいゃぇと 
‶なす 1-5/しっゃっさ – のゅ: ╂ぇぉさけゃけ 
– ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ/し  ╂かぇゃっく ‶なす 
1-6 /いぇこぇょ  – ういすけお : ]けそうは 
– ╀せさゅぇし/. 

- ╉けかおけ ゃぇさうぇくすぇ いぇ けぉ-

たけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ  
さぇいさぇぉけすっくう う おけえ っ ぇゃ-
すけさなす くぇ こさけっおすうすっ?
- ¨ぉとっしすゃっくぇすぇ こけさなつおぇ 

ぉっ しこっつっかっくぇ けす そうさきぇ „[せ-
すっおし“ ¨¨╃, おけはすけ こさっょかぇゅぇ 
ょゃぇ ゃぇさうぇくすぇ くぇ ゃないきけあくう 
さってっくうは  –  ╇いすけつっく けぉたけょ 
う ╆ぇこぇょっく けぉたけょ. ‶さう こなさ-
ゃうは ゃぇさうぇくす – ╇いすけつっく けぉ-
たけょっく こなす, こさけっおすぇくすしおうはす 
おけかっおすうゃ っ さぇいさぇぉけすうか すさう 

こけょゃぇさうぇくすぇ. ╁ぇあくけ っ ょぇ 
しっ けすぉっかっあう, つっ すっいう すさう 
こけょゃぇさうぇくすぇ, ゃかういぇす ゃ はゃくけ 
こさけすうゃけさっつうっ し ういうしおゃぇくう-
はすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ, いぇしはゅぇとう すっさう-
すけさうう, おけうすけ しぇ いぇぉさぇくっくう 
いぇ ゃないょせたけこかぇゃぇくっ う さぇい-
こけかぇゅぇくっ くぇ ゅさぇあょぇくしおう 
しなけさなあっくうは ゃ すはた. 〈っさうすけ-
さううすっ, いぇ おけうすけ しすぇゃぇ ょせきぇ, 
しぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ ┿さきっえしおう 
ぇさすうかっさうえしおう こけかうゅけく ゃ 
きっしすくけしすすぇ „〈ぇすぇさしおぇ きけ-
ゅうかぇ“. 〈ぇき くっ しぇきけ, つっ くっ 
っ さぇいさってっくけ こさっしうつぇくっすけ 
くぇ すけいう すっさっく, くけ しっ ういぉはゅ-
ゃぇす う ゃないょせてくう おけさうょけさう 
いぇ こさっきうくぇゃぇくっすけ くぇ しぇきけ-
かっすう. 〈けゃぇ けゅさぇくうつぇゃぇ ゃない-
きけあくけしすうすっ いぇ こさぇおすうつっしおぇ 
さっぇかういぇちうは くぇ こなさゃうは ゃぇさう-
ぇくす - ╇いすけつっく けぉたけょ. ]こけさっょ 
こさけっおすぇくすうすっ  けす „[せすっおし“ 
¨¨╃, くぇえ-かけゅうつくけ っ すさぇしっ-
すけ, おけっすけ くぇこせしおぇ ‶なす 1-5 / 
╉ぇいぇくかなお – 【うこおぇ/ こさう ‶ぇ-
きっすくうおぇ  „]っこすっきゃさうえちう”, 
けそけさきっく おぇすけ こなすっく ゃないっか 
„すさけきこっす”, こさっきうくぇゃぇ し こな-
すっく くぇょかっい くぇょ こなすは ╄くうくぇ 
– ╉ぇいぇくかなお う こさっい 〈のかぉっすけ 
こけ しなとっしすゃせゃぇとうは すぇくおけゃ 
こなす, けぉたけあょぇ けす しっゃっさ ┿さすう-
かっさうえしおうは こけかうゅけく, おぇすけ ゅけ 
こさっしうつぇ ゃ くっゅけゃうは しっゃっさけ-
ういすけつっく おさぇえ. ]かっょ すけゃぇ しっ 
しこせしおぇ くぇ のゅ う しっ ゃおかのつゃぇ 
ゃ ‶なす 1-6 /]けそうは – ╀せさゅぇし/ 
こさう さぇいおかけくぇ いぇ し. 』っさゅぇくけ-
ゃけ し こけきけとすぇ くぇ こなすっく ゃないっか 
すうこ „‶けかせょっすっかうくぇ“. ╃なか-
あうくぇすぇ くぇ すさぇしっすけ っ 9 552 
き. /〈さぇしっすけ っ けすぉっかはいぇくけ くぇ 
おぇさすぇすぇ ゃ つっさゃっくけ/. 
╃させゅけすけ すさぇしっ, おけっすけ こさけ-

っおすぇくすうすっ こさっょかぇゅぇす, っ けす 
こなすっく ゃないっか ゃうょ „すさけきこっす” 
こさう こぇきっすくうおぇ „]っこすっき-
ゃさうえちう” すさぇしっすけ こさっきうくぇ-
ゃぇ し こなすっく こけょかっい こけょ こなすは 
╄くうくぇ – ╉ぇいぇくかなお, /]すぇさぇすぇ 
さっおぇ しっ こさっきうくぇゃぇ し きけしす, 
おぇおすけ う こさう こなさゃうは ゃぇさう-
ぇくす/, こけしかっ こさっい 〈のかぉっすけ, 
けぉたけあょぇ けす しっゃっさ ┿さきっえ-
しおうは ぇさすうかっさうえしおう こけかうゅけく, 
ぉっい ょぇ いぇしはゅぇ すっさうすけさうはすぇ 
きせ, いぇゃうゃぇ のゅけういすけつくけ けす し. 

╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ う こさっい きっしす-
くけしすすぇ „╉ぇさぇ おけし” こさっきうくぇゃぇ 
こさっい すせくっか し ょなかあうくぇ 1.5 おき, 
いぇ ょぇ しっ ゃおかのつう ゃ ‶なす 1-6 こさう 
さぇいおかけくぇ いぇ ╀せさゅぇし /]すぇさぇ ╆ぇ-
ゅけさぇ, おけえすけ しっ くぇきうさぇ くぇ うい-
すけお けす ╉ぇいぇくかなお. ╃なかあうくぇすぇ 
くぇ すけゃぇ すさぇしっ っ 13 045 き. 〈けゃぇ 
っ くぇえ-ょなかゅけすけ う くぇえ-しおなこけすけ 
すさぇしっ, くっとけ, おけっすけ っ くっきうしかう-
きけ いぇ ういこなかくっくうっ. /〈さぇしっすけ 
っ けすぉっかはいぇくけ ゃ いっかっく ちゃはす 

くぇ おぇさすぇすぇ/.   
〈さっすうはす こけょゃぇさうぇくす くぇ ╇い-

すけつくうは けぉたけょ っ すさぇしっすけ, おけっすけ 
くぇ おぇさすぇすぇ っ けすぉっかはいぇくけ ゃ さけ-
いけゃ ちゃはす. 〈け くぇこせしおぇ ‶なす 1-5 
しっゃっさくけ けす ╇くしすうすせすぇ こけ さけ-
いぇすぇ, きぇかおけ こけ- ぉかういけ ょけ ゅさぇ-
ょぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす こさっょうてくうすっ 
ょゃぇ ゃぇさうぇくすぇ. 〈けゃぇ くぇこせしおぇくっ 
っ けそけさきっくけ おぇすけ こなすっく ゃないっか 
すうこ „すさけきこっす“, こさっきうくぇゃぇ し 
こなすっく くぇょかっい こなすは ╄くうくぇ – 
╉ぇいぇくかなお う しかっょ すけゃぇ すさぇしっすけ 
ゃかういぇ  ういちはかけ ゃ さっゅせかぇちうけく-
くうすっ ゅさぇくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
こさっい ]すぇさぇすぇ さっおぇ う 〈のかぉっ-
すけ, おぇすけ こなすはす しっ ょゃうあう のあくけ 
けす こけかうゅけくぇ こさっい きっしすくけしすすぇ 
„]すぇさうすっ かけいは” う しっ ゃかうゃぇ ゃ 
‶なす 1-6 こさう さぇいおかけくぇ いぇ し. 
』っさゅぇくけゃけ, けそけさきっく おぇすけ こな-
すっく ゃないっか  すうこ „‶けかせょっすっかう-
くぇ“. ╃なかあうくぇすぇ くぇ すけゃぇ すさぇしっ 
っ  7 708 きっすさぇ. 

- ′ぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあ-
ょぇくっ しすぇくぇ はしくけ, つっ ゅけさくう-
すっ すさう こけょゃぇさうぇくすぇ う ういけぉ-
とけ – ╇いすけつくうはす ゃぇさうぇくす いぇ 
けぉたけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しっ すなかおせゃぇす おぇすけ くっこけょたけ-
ょはとう. ] おぇおゃけ すさぇしっすけ くぇ 
╆ぇこぇょくうは けぉたけょ うきぇ こさっ-
ょうきしすゃぇ こさっょ ╇いすけつくうは 
ゃぇさうぇくす?  】っ しっ くぇかけあう 
かう いぇさぇょう しすさけうすっかしすゃけすけ 
ょぇ ぉなょっ ういゃなさてっくぇ こさけ-
ちっょせさぇ こけ けすつせあょぇゃぇくっ くぇ 
うきけすう くぇ ゅさぇあょぇくう う, ぇおけ 
うきぇ すぇおうゃぇ しかせつぇう, ゃ おぇ-
おなゃ しさけお すけゃぇ っ ゃないきけあくけ 
ょぇ しすぇくっ?
-  ╆ぇこぇょくうはす ゃぇさうぇくす くぇ けぉ-

たけょ  いぇこけつゃぇ し こなすっく ゃないっか 
すうこ „すさけきこっす“, こぇお こさう ‶ぇきっす-
くうおぇ „]っこすっきゃさうえちう”, くけ いぇ 
さぇいかうおぇ けす ╇いすけつくうすっ こけょゃぇ-
さうぇくすう, こなすはす こさけょなかあぇゃぇ 
くっ おなき 〈のかぉっすけ - こさっい こなすは 
╄くうくぇ – ╉ぇいぇくかなお, ぇ くぇ いぇこぇょ 
– おなき し. ╉けこさうくおぇ. ‶け しなとっしす-
ゃせゃぇとうは しっゅぇ すぇくおけゃ こなす すさぇ-
しっすけ けぉたけあょぇ ‶なさゃう おぇいぇさきっく 
さぇえけく けす いぇこぇょ, こさけょなかあぇゃぇ し 
こなすっく くぇょかっい くぇょ あ.こ. かうくうは-
すぇ ]けそうは – ╀せさゅぇし こさう おうかけ-
きっすなさ 2 + 190 う しっ ゃおかのつゃぇ ゃ 
‶なす 1-6 /]けそうは – ╀せさゅぇし/ けす-
くけゃけ し こなすっく ゃないっか すうこ „すさけき-

こっす“. 〈けつおぇすぇ くぇ ゃおかのつゃぇくっ 
っ さぇいこけかけあっくぇ こけ しさっょぇすぇ 
くぇ こなすくうは せつぇしすなお けす ういたけょぇ 
くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う ゃたけょぇ くぇ 
し. ╉けこさうくおぇ. ╃なかあうくぇすぇ くぇ 
すけゃぇ すさぇしっ っ 3 164 きっすさぇ う 
っ くぇえ-おなしけすけ さぇいしすけはくうっ けす 
こさっょかけあっくうすっ ゃぇさうぇくすう いぇ 
¨ぉたけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╄しすっしすゃっくけ, いぇ けそけさきはくっ くぇ 
くけゃけすけ すさぇしっ っ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ ぉなょぇす ういゃなさてっくう けすつせあ-
ょうすっかくう こさけういゃけょしすゃぇ くぇ いぇ-
しっゅくぇすうすっ けす くけゃうは けぉたけょっく 
こなす つぇしすくう うきけすう.
╇しおぇき ょぇ こけょつっさすぇは, つっ 

こさう すけいう ゃぇさうぇくす しっ いぇこぇい-
ゃぇ すさぇくいうすくけすけ ょゃうあっくうっ こけ 
しっゅぇてくうは ぃあっく けぉたけょっく こなす 
くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお.

- ╉ぇおゃぇ っ こけいうちうはすぇ くぇ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす こけ ういぉけさぇ 
くぇ ゃぇさうぇくす くぇ ¨ぉたけょっく 
こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお う おぇお 
╁うっ, おぇすけ けぉとうくしおう しな-
ゃっすくうちう, けちっくはゃぇすっ こさっょ-
かけあっくうすっ ゃぇさうぇくすう?
- ‶け こさっょかけあっくうっ くぇ けぉ-

とうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
うょっえくうはす こさけっおす いぇ けぉたけょっく 
こなす くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, しゃなさ-
いぇゃぇと ‶なす 1-5 し ‶なす 1-6, ぉっ 
さぇいゅかっょぇく けす ‶けしすけはくくぇすぇ 
おけきうしうは こけ せしすさけえしすゃけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ, ぉかぇゅけせしすさけはゃぇ-
くっ しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす. 
╁しうつおう つかっくけゃっ くぇ おけきう-
しうはすぇ しっ けぉっょうくうたきっ けおけかけ 
しすぇくけゃうとっすけ, つっ ゃすけさうはす 
ゃぇさうぇくす – ╆ぇこぇょっく けぉたけょ, 
っ ぉっいしこけさっく おぇすけ ょなかあうくぇ 
くぇ すさぇしっすけ, いくぇつうすっかくけ こけ-
きぇかおうすっ うくゃっしすうちうう, おけうすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃはす いぇ さっ-
ぇかういぇちうはすぇ きせ う きくけゅけ こけ-
きぇかおうすっ こかけとう, おけうすけ こけょ-
かっあぇす くぇ けすつせあょぇゃぇくっ.    

- ╉ぇおゃう しぇ けしくけゃくうすっ ゃな-
こさけしう, おけうすけ こけしすぇゃうたぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ こけ ゃさっきっ くぇ 
こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ う 
ゃ おぇおゃぇ しすっこっく こけゃょうゅくぇ-
すうすっ けす すはた うしおぇくうは きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす せょけゃかっすゃけさっくう?
- ′ぇ こさけゃっょっくけすけ くぇしおけ-

さけ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ 
ゅさぇあょぇくしすゃけすけ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお こさっこけさなつぇ ういぉけさなす 
くぇ ゃすけさう ゃぇさうぇくす – ╆ぇこぇょっく 
けぉたけょ. ╆ぇすけゃぇ しつうすぇき, つっ 
しすぇくけゃうとっすけ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは ょけ ┿ゅっくちうは 
„‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ“ – 
]けそうは すさはぉゃぇ ょぇ しっ しなけぉさぇ-
いう し きくっくうっすけ くぇ けぉとっしすゃっ-
くけしすすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ しっ 
ょぇょっ たけょ くぇ こさけちっょせさぇすぇ こけ 
さぇいゅかっあょぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ けす 
╄おしこっさすくうは しなゃっす くぇ ぇゅっく-
ちうはすぇ. ‶さけちっょせさぇすぇ こさけ-
ょなかあぇゃぇ し ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
╇ょっっく こさけっおす ゃ さぇいかうつくうすっ 
きせ しなしすぇゃくう つぇしすう, けしすけえくけし-
すはゃぇくっすけ きせ, さぇいさぇぉけすゃぇくっ 
くぇ こぇさちっかぇさっく こかぇく くぇ いぇ-
しっゅくぇすうすっ うきけすう, しかっょ おけっすけ 
とっ しっ こさうしすなこう おなき さぇぉけすくけ 
こさけっおすうさぇくっ. ‶さっょう ういけぉとけ 
ょぇ ゅけゃけさうき いぇ しすさけうすっかしすゃけ-
すけ くぇ こなすは, こさっょしすけう ょぇ うい-
しすさぇょぇきっ う すぇいう こさけちっょせさぇ.

- ¨おぇいゃぇ しっ, つっ さっぇかう-
いぇちうはすぇ くぇ ちっかうは こさけっおす 
いぇ しすさけうすっかしすゃけ くぇ ¨ぉ-
たけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお っ 
ういちはかけ いぇゃうしうきぇ けす しすさけ-
うすっかしすゃけすけ くぇ すせくっかぇ こけょ 
【うこおぇ? ╇きぇ かう けこぇしくけしす 
ういけぉとけ ょぇ くっ しっ しすうゅくっ ょけ 

しすさけうすっかしすゃけ?
- ╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ けぉたけょ-

くうは こなす くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
すさはぉゃぇ ょぇ しなゃこぇょくっ し ゃさっきっ-
すけ くぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ すせくっ-
かぇ こけょ ゃさなた 【うこおぇ, ゃおかのつっく 
いぇ しすさけうすっかしすゃけ ゃ こさけゅさぇき-
くうは こっさうけょ 2014 – 2020 ゅけ-
ょうくぇ くぇ ╄]. ¨つぇおゃぇくうはすぇ しぇ 
すせくっかなす こけょ 【うこおぇ ょぇ ぉなょっ 
さっぇかういうさぇく しなし しさっょしすゃぇ 
くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
„〈さぇくしこけさす“.
╋うくぇかうは きっしっち しっこすっきゃさう, 

おぇおすけ っ ういゃっしすくけ, ╄ゃさけこっえ-
しおぇすぇ おけきうしうは ゃなさくぇ ぇこかう-
おぇちうけくくぇすぇ そけさきぇ くぇ すぇいう 
こさけゅさぇきぇ „〈さぇくしこけさす“ こけ 
こさけしすぇすぇ こさうつうくぇ, つっ こさけ-
っおすうすっ, おけうすけ こさっょかぇゅぇたきっ 
ょぇ ぉなょぇす ういこなかくはゃぇくう こけ 
すぇいう こさけゅさぇきぇ, くぇょゃうてぇゃぇ-
たぇ しすけえくけしすすぇ, おけはすけ ぉってっ 
けこさっょっかっくぇ. ‶さぇゃうすっかしすゃけすけ 
ゃくっしっ けすくけゃけ ゃ ╄ゃさけこっえしおぇ-
すぇ おけきうしうは こさっょかけあっくうは いぇ 
そうくぇくしうさぇくっ くぇ こなすくう う あ.こ. 
けぉっおすう こけ ‶さけゅさぇきぇ „〈さぇくし-
こけさす“, おぇすけ しっ くぇょはゃぇきっ, つっ 
すせくっかなす こけょ 【うこおぇ とっ ぉなょっ 
さっぇかういうさぇく こさっい こさけゅさぇきくうは 
こっさうけょ  2014-2020 ゅ.

- ¨ぉっいこっつっくけ かう っ しなし 
しさっょしすゃぇ しすさけうすっかしすゃけ-
すけ くぇ ¨ぉたけょっく こなす くぇ ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお う おぇおゃう ういすけつ-
くうちう くぇ そうくぇくしうさぇくっ 
こさっょゃうあょぇ いぇ すけいう こさけっおす 
¨ぉとうくしおう しなゃっす – ╉ぇいぇく-
かなお?
-  ╃ゃぇすぇ けぉたけょくう こなすは, くせあ-

くう いぇ すせくっかぇ – けぉたけょくうはす くぇ 
╂ぇぉさけゃけ う くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういちは-
かけ しっ そうくぇくしうさぇす し ょなさあぇゃ-
くう しさっょしすゃぇ. ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 
おけきうしうは  くはきぇ けすくけてっくうっ 
おなき そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ ょゃぇすぇ 
けぉたけょくう こなすは, いぇとけすけ すは そう-
くぇくしうさぇ しぇきけ こなすくう せつぇしすなちう 
こけ ╄ゃさけこっえしおうすっ おけさうょけさう.

- ¨つっゃうょくけ, しさけおけゃっすっ しぇ 
おさぇすおう, おぇおゃけ しかっょゃぇ ょぇ 
しっ くぇこさぇゃう いぇくぇこさっょ, いぇ 
ょぇ しっ さっぇかういうさぇ こさけっおすなす, 
ぇおけ すせくっかなす こけょ 【うこおぇ 
ゃかっいっ いぇ そうくぇくしうさぇくっ ゃ 
‶さけゅさぇきぇ „〈さぇくしこけさす“ くぇ 
╄]? ╉けゅぇ さっぇかくけ ぉう きけゅかけ 
ょぇ うきぇきっ いぇゃなさてっく ╆ぇこぇ-
ょっく けぉたけょっく こなす, し おけっすけ 
ょぇ しっ いぇすゃけさう おぇすけ ちはかけ 
けおけかけゃさなしすくけ てけしっ くぇ ╉ぇ-
いぇくかなお?
- ╇いうしおゃぇす しっ いくぇつうすっかくう 

せしうかうは けす しすさぇくぇ くぇ ┿ゅっくちうは 
„‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ“ う 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ しっ しおなしはす 
ゃしうつおう ういうしおせっきう こさけちっょせ-
さう う しさけおけゃっ けす こさけっおすうさぇ-
くっ ょけ しすさけうすっかしすゃけ, し ちっか ょぇ 
しっ けすおかけくう くぇゃさっきっ ういゃなく 
ゅさぇくうちうすっ くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
せゃっかうつっくうはす すさぇそうお おなき すせ-
くっかぇ こけょ ゃさなた 【うこおぇ. ╉ぇおすけ 
ゃっつっ おぇいぇた, さっぇかういぇちうはすぇ くぇ 
¨ぉたけょくうは こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
すさはぉゃぇ ょぇ しなゃこぇょくっ こけ ゃさっ-
きっ し さっぇかういぇちうはすぇ くぇ すせくっかぇ 
こけょ  【うこおぇ. 『はかけしすくけすけ そう-
くぇくしうさぇくっ くぇ けぉたけょくうは こなす 
とっ しっ けしなとっしすゃはゃぇ し ょなさあぇゃ-
くう しさっょしすゃぇ, いぇとけすけ すけえ しっ 
はゃはゃぇ ゃさないおぇ くぇ ょゃっ ゃっつっ しな-
とっしすゃせゃぇとう ょなさあぇゃくう こなすくう 
ぇさすっさうう: ╂かぇゃっく こなす 1-5 /ぃゅ 
– ]っゃっさ: ╉ぇいぇくかなお – 【うこおぇ/ 
う ╂かぇゃっく  ‶なす 1-6 /╇いすけお – 
╆ぇこぇょ: ╀せさゅぇし – ]けそうは/. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇くあっくっさ 『ゃっすぇく 【うおけゃ けす ゅさせこぇすぇ „╄おこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす っ こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ  せしすさけえしすゃけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ, うくそさぇしすさせおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす. ╇くあ. 【うおけゃ っ [なおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっか-
しすゃけ“ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. ╉ぇすけ っょうく けす しこっちうぇかうしすうすっ, おけうすけ くぇえ-ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇたぇ ゃ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ さぇいさぇぉけ-
すっくうすっ ゃぇさうぇくすう いぇ けぉたけょっく こなす くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, くせあっく いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ こけおぇくう うくあ. 【うおけゃ 
いぇ おけきっくすぇさ こけ すっきぇすぇ.

すう ょぇ いぇゃなさてう こけ くぇえ-ょけぉさうは 
くぇつうく.

89-すぇすぇ しう ゅけょうてくうくぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ こけしさっとぇ ゃ 
ういちはかけ けぉくけゃっくぇ しゅさぇょぇ, しぇくう

さぇくぇ う さっきけくすうさぇくぇ しなし しさっょ
しすゃぇ こけ こさけっおすう, しせぉしうょうは けす 
ょなさあぇゃぇすぇ う こぇさう けす ょっかっゅうさぇ
くうは ぉのょあっす くぇ せつうかうとっすけ.
]かっょゃぇとうすっ 12 きっしっちぇ とっ こさっ

きうくぇす ゃ せしなさょくぇ こけょゅけすけゃおぇ う し 
こさけはゃう, こけしゃっすっくう くぇ 90-ゅけょうて
くうは のぉうかっえ くぇ せつうかうとっすけ, おけえ
すけ とっ ぉなょっ つっしすゃぇく ょけゅけょうくぇ. 
』ぇしす けす すはた っ う ゃなゃっあょぇくっすけ 

けす くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ くぇ 
けぉせつっくうっ こけ きったぇすさけくうおぇ. ′け
ゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす とっ こけょゅけすゃは 
おぇょさう し こけいくぇくうは こけ きったぇくうおぇ, 
っかっおすさけくうおぇ う うくそけさきぇすうおぇ, 
ゅけすけゃう ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさて
ゃぇくっすけ くぇ しさっょくけすけ けぉさぇいけゃぇ
くうっ ょぇ しっ ゃおかのつぇす こなかくけちっくくけ 
ゃ こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ こさっょこさう
はすうは ゃ さぇえけくぇ. ╁っょくぇゅぇ しかっょ 
╁っかうおょっくしおうすっ こさぇいくうちう ゅさせ
こぇ せつっくうちう けす せつうかうとっすけ こけ
しっすうたぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 6-ょくっゃくけ 
けぉせつっくうっ こけ こさけっおす „╉けきっくしおう“  
させきなくしおうは ゅさぇょ 》けさっいせ. 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”  っ こさはお 

くぇしかっょくうお くぇ しないょぇょっくけすけ こさっい 
1925 ゅけょうくぇ ╆ぇくぇはすつうえしおけ きっ
たぇくけすったくうつっしおけ せつうかうとっ.  〈け っ 
こけしすさけっくけ しなし しさっょしすゃぇ, ょぇさっ
くう けす おぇいぇくかなておうは しすさけうすっかっく 
こさっょこさうっきぇつ う ぉうゃて おきっす くぇ 
]けそうは こけ ゃさっきっ くぇ [っあうきぇ くぇ 
こなかくけきけとうはすぇ ╇ゃぇく 》ぇょあうっ
くけゃ. ‶さっい 1917 ゅけょうくぇ  けしすぇくぇ

かうはす おさなゅなか しうさぇお う けすゅかっょぇく 
けす つうつけ しう 》ぇょあうっくけゃ ょぇさはゃぇ 
1 きうかうけく いかぇすくう かっゃぇ いぇ こけ
しすさけはゃぇくっすけ くぇ いぇくぇはすつうえしおけ 
せつうかうとっ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ. ╁ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うしすけさうは 》ぇょあう
っくけゃ っ ういゃっしすっく う おぇすけ っょうく
しすゃっくうは ょっこせすぇす, くぇこせしくぇか 
こぇさかぇきっくすぇ - 7-すけ ¨ぉうおくけゃっ
くけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ いぇさぇょう 
すけゃぇ, つっ くっゅけゃぇ そうさきぇ こけっきぇ 
ょなさあぇゃくぇ こけさなつおぇ. 》ぇょあう
っくけゃ せきうさぇ ゃ ╀せおせさっと こさっい 
1923 ゅけょうくぇ, こさっょう ょぇ ゃうょう 
さっぇかういうさぇくぇ  きっつすぇすぇ しう. 
╆ぇ 89-すっ ゅけょうくう けす しなとっしす

ゃせゃぇくっすけ しう せつうかうとっすけ っ 
けぉせつうかけ くぇょ 20 たうかはょう すった
くうつっしおう おぇょさう いぇ さぇえけくぇ う 
しすさぇくぇすぇ, ゅけかはきぇ つぇしす けす おけう
すけ ゃこけしかっょしすゃうっ しぇ つぇしす けす 
しすけこぇくしおうは う うくょせしすさうぇかっく 
っかうす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. ╂けかはきぇ 
つぇしす けす おきっすけゃっすっ くぇ ╉ぇいぇく
かなお ゃ こけしかっょくうすっ 80 ゅけょうくう 
しなとけ しぇ ゃないこうすぇくうちう くぇ ぉうゃ
てうは ╋ったぇくけすったくうおせき, おけえすけ 
こさっい 1962 ゅけょうくぇ っ けぉはゃっく けす 
ょなさあぇゃぇすぇ いぇ けぉさぇいちけゃ. 
╁ きけきっくすぇ こけゃっつっ けす 80% 

けす せつっくうちうすっ, いぇゃなさてうかう 
こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
こさけょなかあぇゃぇす けぉせつっくうっすけ しう 
ゃなゃ ゃうしてう すったくうつっしおう せつうかう
とぇ こけ しさけょくう しこっちうぇかくけしすう.
╁ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇ

いうは くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ しぇ しっ 
けぉせつぇゃぇかう う ぉうゃてう きうくうしすさう 
くぇ こさけきうてかっくけしすすぇ くぇ ょなさ
あぇゃう けす ┿そさうおぇ, しすけこぇくしおう 
さなおけゃけょうすっかう くぇ ゃうしけおう くうゃぇ 
けす ╁うっすくぇき, ╉けさっは う ょさせゅう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁ないこうすぇくうちう くぇ ‶╂ “╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” し くけゃうすっ せくう
そけさきう, しく. ╋ぇさすうく –せつっくうお くぇ  ‶╂ “╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”  

╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ

ょうきう っ ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ くぇ 
こさけすうゃけすぇくおけゃうすっ さぇおっすう „╋ぇ
かのすおぇ”, くぇ さぇおっすうすっ „╆っきは-ゃない
ょせた”, „╇ゅかぇ”, くぇ すぇおすうつっしおうすっ 
さぇおっすう „〈けつおぇ”, くぇ すぇおすうつっしおう
すっ ぉぇかうしすうつくう さぇおっすう し はょさっくぇ 
ぉけえくぇ ゅかぇゃぇ „¨おぇ” う ょさ.
′っこけぉっょうきう っ さけょっく こさっい 

1921 ゅ. ゃ [はいぇく, のあくけ けす ╋けし
おゃぇ. 〈けえ ぉうか きくoゅけ しこけしけぉっく ゃ 
きぇすっきぇすうおぇすぇ. ¨とっ ゃ くぇつぇかけ
すけ くぇ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ 
こけうしおぇか ょぇ いぇきうくっ ょぇ しっ ぉうっ 
くぇ そさけくすぇ, くけ ゃかぇしすうすっ くっ ゅけ 
ょけこせしくぇかう, すなえ おぇすけ うしおぇかう ょぇ 
いぇこぇいはす くぇえ-ょけぉさうすっ しう せつっくう
ちう.
′っこけぉっょうきう いぇゃなさてゃぇ こさっし

すうあくけすけ うくあっくっさくけ せつうかうとっ 
„╀ぇせきぇく”, こけ すけゃぇ ゃさっきっ っゃぇ
おせうさぇくけ ゃ ╇あっゃしお - おかのつけゃ いぇ 
させしおぇすぇ ゃけっくくぇ こさけきうてかっくけしす 
ゅさぇょ, おなょっすけ しっ くぇきうさぇす う いぇ

ゃけょうすっ „╉ぇかぇてくうおけゃ”.
′ぇ ′っこけぉっょうきう ぉうかけ いぇぉ

さぇくっくけ ょぇ くぇこせしおぇ ]]][. 
′はきぇ こせぉかうおせゃぇくう くっゅけゃう 
しくうきおう, ぉうか いぇかうつっく ょけさう 
けす くはおけう ゅさせこけゃう そけすけゅさぇ
そうう, こけしけつゃぇす させしおうすっ きっ
ょうう.
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせ
てっゃ っ しさっょ  くはおけかおけすけ ぉなか
ゅぇさう, うきぇかう さっょおうは うしすけさう
つっしおう  てぇくし, おぇすけ しすせょっくす, 
ょぇ ゃうょう けす いぇかぇすぇ ゃっかうおうは 
おけくしすさせおすけさ. ╃けおぇすけ しっ 
けぉせつぇゃぇ ゃ 〈せかぇ, こさう っょくぇ けす 
けさゅぇくういうさぇくうすっ しすせょっくすしおう 
しさっとう し ゃっかうおう おけくしすさせお
すけさう,  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ うきぇ 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ  こさうしなしすゃぇ 
くぇ しさっとぇ-さぇいゅけゃけさ しなし ]っさ
ゅっえ ′っこけぉっょうきう. 

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ くぇ おぇさすうすっ いぇ こけつうゃおぇ ゃ たけすっか “┿さしっくぇか” ゅさ. ′っしっぉなさ いぇ しっいけく 2014 - ゃ ]うくょうおぇかくうは おけきうすっす くぇ ╉′]╀ “┿さしっくぇか” 
う しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:  ゃなすさ. すっかっそけく: 21-56;  GSM: 0888 582 673 

╈《『╉╊っ 』╊, ぁ╊ 『╅╆《【っ ╇ „╅『』╊〉╅]“
╇さうくぇ ╀けさうしけゃくぇ 〈けて

おけゃぇ っ けつぇさけゃぇすっかくぇ う 
そうくぇ きかぇょぇ あっくぇ. ╁しっ こけ-
さはょおけ しさっとぇきっ すぇおうゃぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶さうしすさぇしすうっすけ え 
おなき おさぇしけすぇすぇ くぇ こさうさけょぇ
すぇ, たせぉぇゃぇすぇ かうすっさぇすせさぇ う 
すっぇすなさなす, せょけゃけかしすゃうっすけ けす 
さぇぉけすぇすぇ  さっょはす あうゃけす, しは
おぇて ういゃぇょっく けす さけきぇくすうつっく 
そうかき くぇ 》けかうゃせょ けす おさぇは 
くぇ 20-う ゃっお: しなこさせゅなす っ たせ
ぉぇゃ きなあ し ょけぉさぇ こさけそっしうは, 
あっくぇすぇ – しなとけ; かのぉけゃすぇ, 
しっきっえしすゃけすけ う せしこってくぇすぇ 
おぇさうっさぇ しぇ そぇおす. ╇ ゃしうつ
おけ すけゃぇ  っ くはきぇかけ おぇお ょぇ しっ 
しかせつう, ぉっい ゃこかうすぇくっすけ くぇ 
すなくおぇすぇ つっさゃっくぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
くうておぇ ゃ いょさぇゃぇすぇ ゃさないおぇ 
くぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ. ′っ
さぇいこけいくぇゃぇっきけすけ くぇつぇかけ くぇ 
すぇいう ゃさないおぇ きけあっ ぉう っ ゃ さぇ
ぉけすぇすぇ くぇ ぉぇとぇ え – そさっいうしす 
ゃ すせかしおうは いぇゃけょ „】ぇきこ“. 
〈けゃぇ こさっょこさうはすうっ, こさけうい
ゃっあょぇかけ くはおけゅぇ おけかおけすけ しぇ
きけゃぇさう, すけかおけゃぇ う けさなあうっ, 
しっゅぇ こけつすう くっ さぇぉけすう, さぇい
おぇいゃぇ ╇さうくぇ. ╋ぇえおぇ え ぉうかぇ 
きっょうちうくしおぇ しっしすさぇ ゃ しなとうは 
いぇゃけょ. ¨す きぇかおぇ しゃうおくぇかぇ し 
さぇいおぇいうすっ いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ 〈せか
しおぇすぇ けさなあっえくうちぇ, いぇ ╇さうくぇ 
こさけそっしうはすぇ  う しっきっえしすゃけすけ, 
おけうすけ ょくっし うきぇ, しぇ しっ しかせつう
かう おぇすけ くっとけ しなゃしっき っしすっしす
ゃっくけ. 
╇さうくぇ っ おかのつけゃ しこっちうぇ

かうしす ゃ „╃けしすぇゃおう“ おなき ╂かぇゃ
くぇ ょうさっおちうは – さなおけゃけょうすっか 
くぇ くぇこさぇゃかっくうっ. ′っえくうすっ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ せしうかうは う 
さっいせかすぇすう ゃ さぇぉけすぇすぇ, けつっ
ゃうょくけ, くはきぇ  おぇお ょぇ けしすぇ
くぇす くっゃうょうきう いぇ おけかっゅう う 
さなおけゃけょうすっかう. 〈ぇおぇ, しなゃしっき  
かけゅうつくけ, すは しすぇゃぇ つぇしす けす 
けすかうつくうちうすっ くぇ „┿さしっくぇか“, 
くぇきっさうかう きはしすけ ゃ すぇいゅけ
ょうてくぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ. 
¨こさっょっかはえおう しっぉっ しう おぇすけ 
しぇきけおさうすうつっく つけゃっお, 〈けて
おけゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ こさうっかぇ 
こさうしなしすゃうっすけ しう しさっょ くぇゅさぇ
ょっくうすっ し こさうすっしくっくうっ う くっせ
ゃっさっくけしす.  ′け しなし しうゅせさくけしす 
っ せゃっさっくぇ ゃ っょくけ: „╂けさょっは 
しっ, つっ さぇぉけすは ゃ „┿さしっくぇか“, 
おぇいゃぇ ╇さうくぇ, けとっ こさっょう ょぇ 
しなき こけこうすぇかぇ. „╁ ╀なかゅぇさうは 
こさけきうてかっくけしすすぇ いぇゅうゃぇ う 
ょぇ しっ さぇぉけすう ゃ すぇおぇゃぇ そうさ
きぇ しなし しすぇさう すさぇょうちうう う 
こけいうちうう くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇ
いぇさう, っ こさけそっしうけくぇかくけ せょけ
ゃけかしすゃうっ“, ょけゃなさてゃぇ さなおけ
ゃけょうすっかはす  くぇ くぇこさぇゃかっくうっ 
„╃けしすぇゃおう“. ╆ぇ くっは さぇぉけすぇ
すぇ いぇょなかあうすっかくけ すさはぉゃぇ ょぇ 
くけしう せょけゃけかしすゃうっ, うくぇつっ っ 

‶さうっきなす とっ しっ けしなとっしすゃう ゃ っょくぇ 
こぇさぇかっかおぇ し 26 せつっくうちう, おぇすけ うきぇきっ 
せゃっさっくうっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さ-
しっくぇか” , つっ とっ くう こさっょけしすぇゃう しゃけはすぇ 
ぉぇいぇ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ せつっぉくぇすぇ 
こさぇおすうおぇ こさっい ちはかけすけ ゃさっきっ くぇ けぉせ-
つっくうっ こけ きったぇすさけくうおぇ. 〈けっしす, くぇてうすっ 
せつっくうちう とっ さぇぉけすはす ゃ さっぇかくう せしかけ-
ゃうは  う とっ ういこなかくはゃぇす さっぇかくう こさけうい-
ゃけょしすゃっくう いぇょぇつう.

╉ぇおゃう いくぇくうは う せきっくうは とっ こさう-
ょけぉうはす せつっくうちうすっ ゃ しこっちうぇかくけしす-
すぇ きったぇすさけくうおぇ, おけっすけ とっ うき ょぇょっ 
こさっょうきしすゃけ こさっょ けしすぇくぇかうすっ こさう 
くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ? ╉けえ とっ ゅう 
けぉせつぇゃぇ いぇ すぇいう ちっか? 
′けゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす „╋ったぇすさけくうおぇ” 

っ しなけぉさぇいっくぇ しなし しゃっすけゃくうすっ すっく-
ょっくちうう ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ くぇえ-こっさし-
こっおすうゃくうすっ う うくけゃぇすうゃくう けぉかぇしすう くぇ 
うくあっくっさくうすっ くぇせおう, いぇとけすけ しなつっすぇゃぇ 
きっすけょうすっ くぇ きったぇくうおぇすぇ, っかっおすさけくう-
おぇすぇ う うくそけさきぇちうけくくうすっ おけきこのすなさくう 
すったくけかけゅうう いぇ しないょぇゃぇくっ, けぉしかせあゃぇ-
くっ う こけょょさなあおぇ くぇ きぇてうくう けす くけゃけ 
こけおけかっくうっ. 〈けっしす, すけゃぇ しぇ くぇえ-くせあくう-
すっ う ちっくくう いくぇくうは いぇ ゃしっおう さぇぉけすくうお 
ゃ くけゃうすっ せしかけゃうは, おけうすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
ゅけ こさっゃさなとぇす う ゃ せくうゃっさしぇかっく しこっ-
ちうぇかうしす ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっ-

くっすけ. 〉つっくうちうすっ こさうょけぉうゃぇす いくぇくうは 
う せきっくうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きったぇくうおぇすぇ, 
っかっおすさけくうおぇすぇ, きうおさけこさけちっしけさくぇすぇ 
すったくうおぇ, うくそけさきぇすうおぇすぇ う おけきこの-
すなさくけすけ せこさぇゃかっくうっ, おけうすけ しぇ くっ-
ょっかうきぇ つぇしす けす きぇてうくうすっ, せさっょう-
すっ う しうしすっきうすっ ゃなゃ ゃしうつおう けぉかぇしすう 
くぇ しなゃさっきっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ けす 
けそうし-う ぉうすけゃぇすぇ すったくうおぇ ょけ ぇゃすけきけ-
ぉうかけしすさけっくっすけ う きっょうちうくしおけすけ けぉけ-
させょゃぇくっ. ¨ぉせつっくうっすけ っ けさゅぇくういうさぇ-
くけ ゃなさたせ こさうけさうすっすくけ ういこけかいゃぇくっ 
くぇ CAD/CAM/CAE  しけそすせっさう, おけっすけ 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ ぉなさいけ ぇょぇこすう-
さぇくっ くぇ すったくうつっしおうすっ おぇょさう おなき うい-
うしおゃぇくうはすぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, おぇお-
すけ ゃ しすさぇくぇすぇ, すぇおぇ う ゃ つせあぉうくぇ. 〈せお  
すさはぉゃぇ ょぇ こけはしくは ゃしなとくけしす おぇおゃけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇす きったぇすさけくくうすっ しうしすっ-
きう.  〈っ しぇ けくっいう しうしすっきくう うくあっくっさ-
くう さってっくうは, こさう おけうすけ しっ けしなとっしす-
ゃはゃぇ うくすっゅさぇちうは くぇ すったくけかけゅうう, 
しゃなさいぇくう し ╋╄》┿くうおぇ, っかっお〈[¨′うおぇ 
う おけきこのすなさくけ ぉぇいうさぇくう すったくけかけゅうう 
おぇすけ うくそけさきぇす╇╉┿. ╋ったぇすさけくうおぇすぇ 
っ  うくすっゅさぇちうは う ゃいぇうきくけ こさけくうおゃぇ-
くっ う しかうゃぇくっ くぇ きったぇくうつくう, っかっお-
すさけくくう う おけきこのすなさくう しすさせおすせさう ゃ 
っょうく ちはかけしすっく, そせくおちうけくぇかくけ こなか-
くけちっくっく こさけょせおす, くぇさうつぇく “きったぇ-
すさけくっく こさけょせおす”. ‶さう すけゃぇ しうしすっき-

くぇすぇ うくすっゅさぇちうは  しっ けしなとっしすゃはゃぇ けとっ 
ゃ おけくちっこすせぇかくぇすぇ そぇいぇ けす しないょぇゃぇくっ 
くぇ ういょっかうっすけ.

¨ぉせつっくうっすけ こけ しこっちうぇかくけしすすぇ  とっ しっ 
けしなとっしすゃはゃぇ けす ょなかゅけゅけょうてくうすっ う ゃう-
しけおけおゃぇかうそうちうさぇくう こさっこけょぇゃぇすっかう ゃ 
こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうはすぇ – うくあ. 
┿くすけぇくっすぇ ╋うたぇえかけゃぇ う うくあ. ╂っけさゅう 
]すけはくけゃ けす くぇこさぇゃかっくうっ „╋ぇてうくけ-
しすさけっくっ” う ょ-さ うくあ. ′うおけかぇえ 》ぇさういぇ-
くけゃ う うくあ. ╄かっくぇ ╈けくおけゃぇ けす くぇこさぇゃ-
かっくうっ „╄かっおすさけくうおぇ う ╉けきこのすなさくう 
くぇせおう”.

′っ っ すぇえくぇ, つっ こけゃっつっ けす こけかけ-
ゃうくぇすぇ けす ゃぇてうすっ せつっくうちう しっ さっ-
ぇかういうさぇす ゃなゃ ゃうしてう せつうかうとぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ う すけ こさっうきせとっしすゃっくけ ゃ 
すったくうつっしおう せくうゃっさしうすっすう う しこっ-
ちうぇかくけしすう.  ╁ くはおけう けす すはた すっ ょけさう 
こけかせつぇゃぇす う しこっちうぇかくう こさっょうき-

しすゃぇ, しぇきけ いぇとけすけ しぇ ゃないこうすぇくう-
ちう くぇ 》ぇょあうっくけゃぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお.  ╉ぇおゃう とっ しぇ こかのしけ-
ゃっすっ いぇ せつっくうちうすっ, いぇゃなさてうかう 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“, こさう おぇく-
ょうょぇすしすゃぇくっ ゃなゃ ゃうしてう すったくう-
つっしおう せつうかうとぇ けすすせお くぇすぇすなお? 
╁っつっ 5 ゅけょうくう ‶さけそっしうけくぇかくぇ 

ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” う 〈った-
くうつっしおうはす せくうゃっさしうすっす  ゃ ╂ぇぉさけゃけ 
うきぇす しおかのつっく ょけゅけゃけさ いぇ しなすさせょくう-
つっしすゃけ. ╁ さぇきおうすっ くぇ すけゃぇ しなすさせょ-
くうつっしすゃけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ こさけゃっあょぇ 
しなしすっいぇくうっ こけ きぇすっきぇすうおぇ, うくそけさ-
きぇすうおぇ う けぉとけすったくうつっしおぇ こけょゅけ-
すけゃおぇ. [っいせかすぇすうすっ けす しなしすっいぇくうっすけ 
しっ こさういくぇゃぇす いぇ こさうっきっく ういこうす ゃなゃ 
╁〉╆-ぇ. 
〈ったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす - ╂ぇぉさけゃけ 

いぇこぇいゃぇ う 30% けす きっしすぇすぇ いぇ いぇゃなさ-
てうかう せつっくうちう ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっ-
くけゃ”, おぇすけ しおかのつゃぇ うくょうゃうょせぇかっく 
ょけゅけゃけさ し せしこってくけ こさっょしすぇゃうかうすっ 
しっ ゃ しなしすっいぇくうっすけ いぇ けぉせつっくうっ こけ 
あっかぇくぇ けす すはた しこっちうぇかくけしす う くぇ 
こさぇおすうおぇ ゅう こさっゃさなとぇ ゃ しゃけう しすせ-
ょっくすう.
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 10 せつっくうちう うい-

ぉさぇたぇ ょぇ せつぇす ゃ しこっちうぇかくけしすすぇ „╋っ-
たぇすさけくうおぇ” ゃ 〈〉-╂ぇぉさけゃけ. 〈ぇいう ゅけ-
ょうくぇ けす はゃうかうすっ しっ くぇ しなしすっいぇくうっ 30 
せつっくうちう 11 ういぉさぇたぇ „╋ったぇすさけくうおぇ”.  
〈けゃぇ っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ ょぇ けぉはゃうき 
いぇ せつっぉくぇすぇ 2014/15 ゅけょうくぇ こさうっき 
ゃ すぇいう しこっちうぇかくけしす.  ╇くすっさっし うきぇ, 
ぉなょっとっ う こっさしこっおすうゃぇ いぇ さっぇかういぇ-
ちうは - しなとけ. 
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きなつっくうっ, くはきぇ しきうしなか. 

[ぇぉけすぇすぇ っ せょゃけかしすゃうっ

′け けとっ: „[ぇぉけすぇすぇ いぇゃうしう 
けす っおうこぇ, けす たけさぇすぇ, し おけう
すけ さぇぉけすうて“, おぇすっゅけさうつくぇ っ 
〈けておけゃぇ. 〈は っ せぉっょっくぇ, つっ 
うきぇ ょゃっ こさけそっしうう, おけうすけ, 
しさっょ ゃしうつおう ょさせゅう, しぇ くぇえ-
けすゅけゃけさくう: かっおぇさ う こっょぇゅけゅ. 
′け, きぇおぇさ う ょうこかけきうさぇく 
こっょぇゅけゅ, ╇さうくぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ しっ つせゃしすゃぇ ょけしすぇすなつ
くけ ゅけすけゃぇ いぇ せつうすっかしすゃけすけ: 
“╇かう すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ さぇぉけすうて 
ゃしっけすょぇえくけ う おぇおすけ すさはぉゃぇ, 

うかう – くっ. ‶さっちっくうた, つっ くっ っ 
いぇ きっく.“ ╆ぇ くっは しっ けおぇいぇかけ, 
つっ え こぇしゃぇ うきっくくけ しっゅぇて

くぇすぇ え さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“. 
′っ しかせつぇえくけ すせお すは っ ゃっつっ 
くぇょ 10 ゅけょうくう. ╉けくすぇおすうすっ, 
おけきせくうおぇちうはすぇ, さぇいきはくぇすぇ 
くぇ うくそけさきぇちうは, こぇさすくぬけさ
しすゃけすけ し おけくすさぇゅっくすう けす 
さぇいかうつくう しすさぇくう こけ しゃっすぇ, 
しゃなさいぇくう し ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ 
きぇすっさうぇかう, うくしすさせきっくすう う 
ういけぉとけ - ちはかけすけ しくぇぉょはゃぇ
くっ くぇ „┿さしっくぇか“,  ょぇゃぇす くぇ 
╇さうくぇ 〈けておけゃぇ せょけゃけかしす
ゃうっすけ けす さぇぉけすぇすぇ, けしけぉっくけ, 
おけゅぇすけ すは っ ょけぉさっ しゃなさてっ

┿さしっくぇかしおぇすぇ すさぇょうちうは - うしおさぇすぇ くぇ かのぉけゃすぇ ょぇ 
しないょぇゃぇ ぉなかゅぇさけ-させしおう しっきっえしすゃぇ, いぇ くはおけう きけあっ 
ょぇ っ けしすぇくぇかぇ ゃ きうくぇかけすけ. ′け くっ っ すぇおぇ. ]っきっえ-
しすゃけすけ くぇ ╇さうくぇ う ╀うかはく ょけおぇいゃぇ すけゃぇ. ╉さぇしうゃぇ, 
せきくぇ, けぉさぇいけゃぇくぇ う ういすなくつっくぇ, ╇さうくぇ けす 〈せかぇ ぉっい 
おけかっぉぇくうっ ういぉうさぇ ょぇ こけしかっょゃぇ ╀うかはく ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ ╉ぇいぇくかなお. ╁ „┿さしっくぇか“. ╁さないおぇすぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ っ 
けす 2003-すぇ. ╀なかゅぇさしおけすけ きけきつっ っ しすうこっくょうぇくす くぇ 
„┿さしっくぇか“ ゃ 〈せかぇ, ╇さぇ せつう ゃ ‶っょぇゅけゅうつっしおうは せくう-
ゃっさしうすっす そさっくしおぇ そうかけかけゅうは. 】ぇしすかうゃぇすぇ ゃさない-
おぇ こさけょなかあぇゃぇ う しっゅぇ, おけゅぇすけ, けしすぇゃうかぇ さけょくうは 
ゅさぇょ, こけ きぇとぇぉう う ゃないきけあくけしすう ょぇかっつ ういこさっゃぇさ-
ゃぇと ╉ぇいぇくかなお, ╇さうくぇ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, いぇきっくうかぇ 
800-たうかはょくうは きっゅぇこけかうし いぇ こさけゃうくちうぇかくけすけ しこけ-
おけえしすゃうっ ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ. 〈ぇえくぇすぇ くぇ とぇしす-
かうゃけすけ せしっとぇくっ - ょぇ あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ╇さうくぇ 
しっ おさうっ ゃ すさう くっとぇ: けぉうつすぇ おなき ╀うかはく, さぇょけしすすぇ, し 
おけはすけ は こさうっきぇ くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ, う  „┿さしっくぇか“.

¨す 1-ゃう きぇえ ゃ „┿さしっ
くぇか“ いぇこけつゃぇ ゃくっょ

さはゃぇくっ くぇ くけゃぇ こさけゅさぇき
くけ-すったくうつっしおぇ しうしすっきぇ 
いぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ こさう
しなしすゃうっすけ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
] こさうかぇゅぇくっすけ くぇ くけゃぇ
すぇ しうしすっきぇ けすこぇょぇ す.く. 
„すさぇくしこけさすくけ ゃさっきっ“ けす 20 
きうくせすう.
′けゃぇすぇ しうしすっきぇ  とっ しっ 

ゃなゃっあょぇ こけっすぇこくけ, ゃ さぇき
おうすっ くぇ ょゃぇ きっしっちぇ.
〈は とっ おけくすさけかうさぇ  ょぇかう  

しかせあうすっかはす っ ょけてなか くぇ
ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. ‶け すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ちはかぇすぇ そうさきぇ とっ しぇ さぇい

╅『』╊〉╅]』[¨ ╉╊を╅  ╇ を╅『¨を╅ 『《′╅ 2014〉《╇╅ 』¨』【╊〈╅ ╇ „╅『』╊〉╅]“
╉さぇしぇゃうちうすっ, おけうすけ とっ しっ  

しなしすっいぇゃぇす いぇ おけさけくぇすぇ くぇ ちぇ
さうちぇすぇ ゃ ゅぇかぇしこっおすぇおなか-おけく
おせさし くぇ 9-すう きぇえ けす 19 つぇしぇ 
ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, しぇ ょなとっさう 
くぇ  そさっいうしすおぇすぇ ╅せかうっすぇ ╉け
しすけゃぇ, くぇ ′っょおぇ ╃うきうすさけゃぇ けす 
『っくすさぇかくうは しすけか, くぇ ゅかぇゃくぇ
すぇ しつっすけゃけょうすっかおぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5 
╉かぇさぇ ┿くぇしすぇしけゃぇ, くぇ いぇゃぇさつう
おぇ [せきっく ╋うすおけゃ う くぇ [けしうちぇ 
╂っけさゅうっゃぇ. 
』ぇさけゃくうちうすっ しぇ し うきっくぇ ┿くっ

かうは う おけくおせさしっく わ 8, [ぇょけ
しすうくぇ し わ 1, ╂っさゅぇくぇ し  わ 9, 
╀っすうくぇ し わ 6 う ‶ぇゃかうくぇ し わ 7. 
┿さしっくぇかしおうすっ  きけきうつっすぇ しぇ 

ぇぉうすせさうっくすおう けす ‶╂╊‶〈, ‶╋╂ 

くぇ. ぅゃくけ っ すぇおぇ, とけき ╇さうくぇ 
〈けておけゃぇ っ ゃ っかうすくうは しこうしなお 
ぇさしっくぇかちう けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇ
ゃぇすぇ. „′うっ しっ いぇくうきぇゃぇきっ し 
ゃしうつおけ, おけっすけ „┿さしっくぇか“ おせ
こせゃぇ“, すぇおぇ くぇおさぇすおけ けこうしゃぇ 
さぇぉけすぇすぇ しう さなおけゃけょうすっかはす 
„╃けしすぇゃおう“. ¨しくけゃっく っいうお 
ゃ おけきせくうおぇちうはすぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ さぇぉけすぇ っ ぇくゅかうえしおうはす, 
こけかいゃぇ しっ う させしおう, おけゅぇ
すけ しっ ょけしすぇゃはす きぇすっさうぇかう 
けす [せしうは. 《さっくしおうはす, おけえすけ 
╇さうくぇ, おぇすけ そうかけかけゅ, いくぇっ 
けすかうつくけ, こけ-さはょおけ ゃかういぇ ゃ 
せこけすさっぉぇ. 〈は きぇかおけ しなあぇかは
ゃぇ いぇ すけゃぇ, いぇとけすけ: “╄いうおなす  
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけかいゃぇ, うくぇつっ 
いぇこけつゃぇて ょぇ ゅせぉうて そけさきぇ. 
“╇さうくぇ, けぉぇつっ, くっ ゅせぉう そけさ
きぇ ゃ こけょょなさあぇくっすけ くぇ さぇい
くけしすさぇくくうすっ しう うくすっさっしう, 
おけうすけ けしすぇゃぇす ういゃなく しかせあっぉ
くうすっ いぇょなかあっくうは, くけ いぇ くっは 
しぇ しなとけ すけかおけゃぇ ゃぇあくう. ′っ 
こさけこせしおぇ ょぇ たけょう くぇ すっぇすなさ, 
きぇおぇさ ゃ さけょくぇすぇ 〈せかぇ すけゃぇ 
ょぇ っ しすぇゃぇかけ ゃしはおぇ しっょきう
ちぇ, ぇ すせお こけ-さはょおけ. 》ぇさっしゃぇ 
おかぇしうつっしおうすっ こけしすぇくけゃおう う 
こけ-きぇかおけ くけゃうすっ しちっくうつ
くう っおしこっさうきっくすう. ╉かぇしうおぇ
すぇ, おぇすけ っしすっすうつっしおう ゃおせし ゃ 
かうすっさぇすせさぇすぇ, いぇ ╇さうくぇ しっ 
ゃなこかなとぇゃぇ けす さけきぇくうすっ くぇ 
╃けしすけっゃしおう, けしけぉっくけ – „╀さぇ
すは ╉ぇさぇきぇいけゃう“. ¨ぉうつぇ う 
〈けかしすけえ.  „〈けゃぇ しぇ ぇゃすけさう, 
くぇこうしぇくけすけ けす おけうすけ くはきぇ 
おぇお ょぇ くっ しっ たぇさっしぇ, ぇおけ 
ゃっょくなあ しう こけしっゅくぇか おなき すはた. 
‶さけつっすって かう ゅけ, くはきぇ おぇお ょぇ 
けしすぇくって ぉっいさぇいかうつっく“, おぇい
ゃぇ ╇さうくぇ. ¨す そさっくしおうすっ こう
しぇすっかう こさっょこけつうすぇ ╀ぇかいぇお, 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ いぇ 
くっは しぇ ╈けゃおけゃ う ╄かうく ‶っかうく. 

‶けつうゃおぇすぇ いぇ ╇さうくぇ う 
╀うかはく っ こかぇくうくぇすぇ

╆ぇ さぇいかうおぇ けす たうかはょう
すっ させしくぇちう, かっすせゃぇとう こけ 
ぉなかゅぇさしおけすけ 』っさくけきけさうっ, 
╇さうくぇ こさっょこけつうすぇ しゃっあうは 
ゃないょせた くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こかぇ
くうくう. ╀かういおうすっ ういかっすう うい 
けおけかくけしすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい せうおっくょぇ しっきっえしすゃけ
すけ さっょせゃぇ し っおしおせさいうう ょけ 
こけ-ょぇかっつくう ょっしすうくぇちうう. 
„¨ぉけあぇゃぇき [けょけこうすっ... ╇ 
こさうさけょぇすぇ, う ぇすきけしそっさぇすぇ, 
う たけさぇすぇ! ′ぇ こなさゃけ きはしすけ – 
たけさぇすぇ! “, しこけょっかは ╇さうくぇ. 
‶け ゃしうつおけ かうつう, つっ ╇さうくぇ 
╀けさうしけゃくぇ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ]ゃうおくぇかぇ ぉなさいけ. 
]ぇきけ ゃ くぇつぇかけすけ ぉうかけ きぇかおけ 
こけ-すさせょくけ. ╀かういおうすっ くっ え 
かうこしゃぇす, いぇとけすけ つっしすけ うょ

ゃぇす ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶け-さっょおう しぇ 
こなすせゃぇくうはすぇ くぇ ╇さうくぇ おなき 
さけょくうは ょけき. ′け させしおけすけ くっ え 
かうこしゃぇ すけかおけゃぇ, いぇとけすけ すせお 
っ けすおさうかぇ う ょさせゅう しなくぇさけょ
くうつおう, ょけてかう せ くぇし し ゃさな
とぇくっすけ くぇ ゃっつっ いぇゃなさてうかう
すっ ぇさしっくぇかしおう けさなあっえくうちう 
– しすうこっくょうぇくすう. [けょうすっかうすっ 
くぇ しなこさせゅぇ は こけしさっとぇす ょけ
ぉさっ.  ]っきっえしすゃけすけ くぇ ╀うかはく 
しっ いぇくうきぇゃぇ し すなさゅけゃうは くぇ 
っょさけ ゃ しっおすけさぇ くぇ たさぇくうすっか
くけ-ゃおせしけゃぇすぇ こさけきうてかっくけしす. 
′け いぇ しうくぇ すけゃぇ くっ っ こさうい
ゃぇくうっ. ╉ぇおすけ っ さぇいおぇいゃぇか  う 
くぇ ╇さぇ, けす きぇかなお ╀うかはく こさけ
はゃはゃぇ うくすっさっし おなき こせておうすっ, 
こうしすけかっすうすっ う けさなあっえくうすっ 
しこうしぇくうは. „¨さなあうっすけ いぇ くっゅけ 
っ う しすさぇしす, う たけぉう, う さぇぉけすぇ,  
- せしきうたゃぇ しっ しなこさせゅぇすぇ, - ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ すけえ っ とぇしす
かうゃ つけゃっお“. 〈けいう とぇしすかうゃ 
つけゃっお, こさっゃなさくぇか たけぉうすけ しう 
ゃ こさけそっしうは, しっゅぇ っ ょうさっおすけさ 
くぇ ╆ぇゃけょ 2 ゃ „┿さしっくぇか“. 〈ぇおぇ 
とぇしすかうゃうすっ けす こさけそっしうはすぇ 
ゃ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ しすぇゃぇす 
ょゃぇきぇ. ╇ いぇ ょぇ っ とぇしすうっすけ 
けとっ こけ-こなかくけ, しさっとうすっ うき 
うい ╀なかゅぇさうは し さぇいくう たけさぇ うき 
くけしはす ょけこなかくうすっかくぇ さぇょけしす. 
╆ぇとけすけ, くぇこせお くぇ さけょくうは 
くうたうかういなき, ょくっし ╇さうくぇ つうし
すけしなさょっつくけ ういくっくぇょゃぇ:  „》ぇ
さっしゃぇき ぉなかゅぇさうすっ!“, おぇいゃぇ 
すは. ╇ くっょけせきはゃぇ いぇとけ ぉなかゅぇ
さうすっ しぇ ゃしっ くっょけゃけかくう, ゃしっ 
きさなくおぇす, きくけゅけ しっ けこかぇおゃぇす 
う くっ けちっくはゃぇす  けくけゃぇ, おけっすけ 
うきぇす. ]こけさっょ ╇さうくぇ 〈けておけ
ゃぇ, ぉなかゅぇさうすっ うきぇす きくけゅけ. ╇ 
すけゃぇ, つっ ゃしっ ゅかっょぇす おなき けくけ
ゃぇ, おけっすけ くはきぇす, いぇ くっは けい
くぇつぇゃぇ しぇきけ っょくけ: くっ けぉうつぇす 
しっぉっ しう. ╉ぇいゃぇ ゅけ, いぇとけすけ いぇ 
くっは 』けゃっおなす っ くぇえ-ゃぇあっく. ′っ 
こけかうすうおぇすぇ, けす おけはすけ くっ しっ 
うくすっさっしせゃぇ きくけゅけ, ぇ うきっくくけ 
– 』けゃっおなす. „′ぇえ-うくすっさっしくけ
すけ いぇ きっく しぇ たけさぇすぇ. ‶け-うく
すっさっしくけ けす つけゃっおぇ くはきぇ. ′っ 
しなき さぇいけつぇさけゃぇくぇ けす  つけゃっ
おぇ, ょけさう – けぉさぇすくけすけ! ‶さうっ
きぇき たけさぇすぇ すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ 
しぇ. ╇きぇ すけかおけゃぇ くっゅぇすうゃういなき 
くぇけおけかけ, くけ けす しぇきうは つけゃっお 
いぇゃうしう おぇお う し おぇおゃけ けちゃっ
すはゃぇ あうゃけすぇ しう“, – ╇さうくぇ くっ 
しぇきけ ゃはさゃぇ ゃ すけゃぇ, くけ う すぇおぇ 
あうゃっっ. 〈は っ けちゃっすうかぇ あうゃけすぇ 
しう すぇおぇ, つっ ょぇ え たぇさっしゃぇ. ] 
ゃはさぇ ゃ たけさぇすぇ う ゃ つけゃっとうくぇ
すぇ. ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ うきっくくけ 
っょうく つけゃっお は ゃけょう ゃ ╀なかゅぇ
さうは おなき けぉとけすけ とぇしすうっ. 』ぇしす 
けす おけっすけ っ う せょけゃけかしすゃうっすけ 
けす さぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか“.   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„′. ¨ぉさっておけゃ” う 》せきぇくうすぇさ
くぇすぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ.]ゃ. ╉うさうか う 
╋っすけょうえ”. 
〈っ しぇ しさっょ 28-すっ こさっすっくょっくす

おう いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 46-すぇすぇ 『ぇ
さうちぇ [けいぇ. ¨す すぇいう しっょきうちぇ 
ょけ 8-きう きぇえ ゃおか. おさぇしぇゃうちうすっ 
とっ うきぇす こけさっょうちぇ けす しさっとう う 
いぇくうきぇくうは, ゃ おけうすけ とっ うきぇす 
ゃないきけあくけしす ょぇ こけしっすはす おぇ
いぇくかなておう いぇぉっかっあうすっかくけしすう, 
ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し こさけちっしぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけ ゃ おぇいぇくかなておぇ 
さけいけゃぇさくぇ, とっ しっ けぉせつぇゃぇす こけ 
しちっくうつくけ こけゃっょっくうっ う っすうおっす 
こけ ゃさっきっ くぇ けそうちうぇかっく こさうっき.
  ‶け ゃさっきっ くぇ さぇいかうつくうすっ しう 

しさっとう すっ とっ くけしはす しこっちうぇかくう 

ぉっかう ぉさぇくょうさぇくう  し かけゅけすけ くぇ 
おけくおせさしぇ こけすくうちう う ょなくおう. 
]ぇきうはす おけくおせさし とっ っ ゃ 3 すせさぇ, 
ぇ あせさうすけ, おけっすけ  とっ けちっくはゃぇ 
おぇくょうょぇすおうすっ いぇ おけさけくぇすぇ, 
とっ っ けす ういゃっしすくう おぇいぇくかなつぇ
くう,  あうゃっっとう ういゃなく ゅさぇょぇ. 
╆ぇ こなさゃう こなす こけ ゃさっきっ くぇ ゅぇ
かぇしこっおすぇおなかぇ くけゃぇすぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ とっ こけかけあう う しこっちうぇかくぇ 
おかっすゃぇ.  
╀なょっすっ っしすっしすゃっくう, せしきうた

ゃぇえすっ しっ こけゃっつっ, ぉっ くぇえ-ゃぇ
あくうはす しなゃっす, おけえすけ おぇくょうょぇす
おうすっ いぇ ちぇさうちう こけかせつうたぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ こなさゃぇすぇ しう しさっとぇ ゃ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

こけかけあっくう くぇょ 30 ょぇすつう
おぇ う ゃしっおう っょうく さぇぉけす
くうお とっ しっ さっゅうしすさうさぇ 
けす ょぇすつうおぇ, おけえすけ っ 
くぇえ-ぉかういけ ょけ さぇぉけすくけすけ 
きせ きはしすけ. [ぇいさぇぉけすおぇすぇ, 
くぇさっつっくぇ ¨╄〈, っ ょっかけ 
くぇ „╃うさっおちうは せこさぇゃかっ
くうっ くぇ こさけちっしうすっ“ ゃ 
„┿さしっくぇか“ し ょうさっおすけさ 
うくあ. ╈けさょぇくけゃ.
‶けゃっつっ こけょさけぉくけしすう 

いぇ くけゃぇすぇ しうしすっきぇ とっ 
こさけつっすっすっ ゃ しかっょゃぇとうは 
79 ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“, おけえすけ とっ うい
かっいっ くぇ 9-すう きぇえ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

╆ぇこうしゃぇくっ う いぇこかぇとぇくっ くぇ おぇさすうすっ いぇ こけつうゃおぇ ゃ たけすっか “┿さしっくぇか” ゅさ. ′っしっぉなさ いぇ しっいけく 2014 - ゃ ]うくょうおぇかくうは おけきうすっす くぇ ╉′]╀ “┿さしっくぇか” 
う しうくょうおぇかくうすっ おけきうすっすう こけ いぇゃけょう.

╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは:  ゃなすさ. すっかっそけく: 21-56;  GSM: 0888 582 673 

╈《『╉╊っ 』╊, ぁ╊ 『╅╆《【っ ╇ „╅『』╊〉╅]“
╇さうくぇ ╀けさうしけゃくぇ 〈けて-

おけゃぇ っ けつぇさけゃぇすっかくぇ う 
そうくぇ きかぇょぇ あっくぇ. ╁しっ こけ-
さはょおけ しさっとぇきっ すぇおうゃぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ‶さうしすさぇしすうっすけ え 
おなき おさぇしけすぇすぇ くぇ こさうさけょぇ-
すぇ, たせぉぇゃぇすぇ かうすっさぇすせさぇ う 
すっぇすなさなす, せょけゃけかしすゃうっすけ けす 
さぇぉけすぇすぇ  さっょはす あうゃけす, しは-
おぇて ういゃぇょっく けす さけきぇくすうつっく 
そうかき くぇ 》けかうゃせょ けす おさぇは 
くぇ 20-う ゃっお: しなこさせゅなす っ たせ-
ぉぇゃ きなあ し ょけぉさぇ こさけそっしうは, 
あっくぇすぇ – しなとけ; かのぉけゃすぇ, 
しっきっえしすゃけすけ う せしこってくぇすぇ 
おぇさうっさぇ しぇ そぇおす. ╇ ゃしうつ-
おけ すけゃぇ  っ くはきぇかけ おぇお ょぇ しっ 
しかせつう, ぉっい ゃこかうすぇくっすけ くぇ 
すなくおぇすぇ つっさゃっくぇ ぇさしっくぇかしおぇ 
くうておぇ ゃ いょさぇゃぇすぇ ゃさないおぇ 
くぇ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ. ′っ-
さぇいこけいくぇゃぇっきけすけ くぇつぇかけ くぇ 
すぇいう ゃさないおぇ きけあっ ぉう っ ゃ さぇ-
ぉけすぇすぇ くぇ ぉぇとぇ え – そさっいうしす 
ゃ すせかしおうは いぇゃけょ „】ぇきこ“. 
〈けゃぇ こさっょこさうはすうっ, こさけうい-
ゃっあょぇかけ くはおけゅぇ おけかおけすけ しぇ-
きけゃぇさう, すけかおけゃぇ う けさなあうっ, 
しっゅぇ こけつすう くっ さぇぉけすう, さぇい-
おぇいゃぇ ╇さうくぇ. ╋ぇえおぇ え ぉうかぇ 
きっょうちうくしおぇ しっしすさぇ ゃ しなとうは 
いぇゃけょ. ¨す きぇかおぇ しゃうおくぇかぇ し 
さぇいおぇいうすっ いぇ さぇぉけすぇすぇ ゃ 〈せか-
しおぇすぇ けさなあっえくうちぇ, いぇ ╇さうくぇ 
こさけそっしうはすぇ  う しっきっえしすゃけすけ, 
おけうすけ ょくっし うきぇ, しぇ しっ しかせつう-
かう おぇすけ くっとけ しなゃしっき っしすっしす-
ゃっくけ. 
╇さうくぇ っ おかのつけゃ しこっちうぇ-

かうしす ゃ „╃けしすぇゃおう“ おなき ╂かぇゃ-
くぇ ょうさっおちうは – さなおけゃけょうすっか 
くぇ くぇこさぇゃかっくうっ. ′っえくうすっ 
こさけそっしうけくぇかくうすっ せしうかうは う 
さっいせかすぇすう ゃ さぇぉけすぇすぇ, けつっ-
ゃうょくけ, くはきぇ  おぇお ょぇ けしすぇ-
くぇす くっゃうょうきう いぇ おけかっゅう う 
さなおけゃけょうすっかう. 〈ぇおぇ, しなゃしっき  
かけゅうつくけ, すは しすぇゃぇ つぇしす けす 
けすかうつくうちうすっ くぇ „┿さしっくぇか“, 
くぇきっさうかう きはしすけ ゃ すぇいゅけ-
ょうてくぇすぇ ┿かっは くぇ しかぇゃぇすぇ. 
¨こさっょっかはえおう しっぉっ しう おぇすけ 
しぇきけおさうすうつっく つけゃっお, 〈けて-
おけゃぇ こさういくぇゃぇ, つっ こさうっかぇ 
こさうしなしすゃうっすけ しう しさっょ くぇゅさぇ-
ょっくうすっ し こさうすっしくっくうっ う くっせ-
ゃっさっくけしす.  ′け しなし しうゅせさくけしす 
っ せゃっさっくぇ ゃ っょくけ: „╂けさょっは 
しっ, つっ さぇぉけすは ゃ „┿さしっくぇか“, 
おぇいゃぇ ╇さうくぇ, けとっ こさっょう ょぇ 
しなき こけこうすぇかぇ. „╁ ╀なかゅぇさうは 
こさけきうてかっくけしすすぇ いぇゅうゃぇ う 
ょぇ しっ さぇぉけすう ゃ すぇおぇゃぇ そうさ-
きぇ しなし しすぇさう すさぇょうちうう う 
こけいうちうう くぇ しゃっすけゃくうすっ こぇ-
いぇさう, っ こさけそっしうけくぇかくけ せょけ-
ゃけかしすゃうっ“, ょけゃなさてゃぇ さなおけ-
ゃけょうすっかはす  くぇ くぇこさぇゃかっくうっ 
„╃けしすぇゃおう“. ╆ぇ くっは さぇぉけすぇ-
すぇ いぇょなかあうすっかくけ すさはぉゃぇ ょぇ 
くけしう せょけゃけかしすゃうっ, うくぇつっ っ 

‶さうっきなす とっ しっ けしなとっしすゃう ゃ っょくぇ 
こぇさぇかっかおぇ し 26 せつっくうちう, おぇすけ うきぇきっ 
せゃっさっくうっすけ くぇ さなおけゃけょしすゃけすけ くぇ „┿さ
しっくぇか” , つっ とっ くう こさっょけしすぇゃう しゃけはすぇ 
ぉぇいぇ いぇ こさけゃっあょぇくっすけ くぇ せつっぉくぇすぇ 
こさぇおすうおぇ こさっい ちはかけすけ ゃさっきっ くぇ けぉせ
つっくうっ こけ きったぇすさけくうおぇ. 〈けっしす, くぇてうすっ 
せつっくうちう とっ さぇぉけすはす ゃ さっぇかくう せしかけ
ゃうは  う とっ ういこなかくはゃぇす さっぇかくう こさけうい
ゃけょしすゃっくう いぇょぇつう.

╉ぇおゃう いくぇくうは う せきっくうは とっ こさう-
ょけぉうはす せつっくうちうすっ ゃ しこっちうぇかくけしす-
すぇ きったぇすさけくうおぇ, おけっすけ とっ うき ょぇょっ 
こさっょうきしすゃけ こさっょ けしすぇくぇかうすっ こさう 
くぇきうさぇくっすけ くぇ さぇぉけすぇ? ╉けえ とっ ゅう 
けぉせつぇゃぇ いぇ すぇいう ちっか? 
′けゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす „╋ったぇすさけくうおぇ” 

っ しなけぉさぇいっくぇ しなし しゃっすけゃくうすっ すっく
ょっくちうう ゃ さぇいゃうすうっすけ くぇ くぇえ-こっさし
こっおすうゃくうすっ う うくけゃぇすうゃくう けぉかぇしすう くぇ 
うくあっくっさくうすっ くぇせおう, いぇとけすけ しなつっすぇゃぇ 
きっすけょうすっ くぇ きったぇくうおぇすぇ, っかっおすさけくう
おぇすぇ う うくそけさきぇちうけくくうすっ おけきこのすなさくう 
すったくけかけゅうう いぇ しないょぇゃぇくっ, けぉしかせあゃぇ
くっ う こけょょさなあおぇ くぇ きぇてうくう けす くけゃけ 
こけおけかっくうっ. 〈けっしす, すけゃぇ しぇ くぇえ-くせあくう
すっ う ちっくくう いくぇくうは いぇ ゃしっおう さぇぉけすくうお 
ゃ くけゃうすっ せしかけゃうは, おけうすけ くぇ こさぇおすうおぇ 
ゅけ こさっゃさなとぇす う ゃ せくうゃっさしぇかっく しこっ
ちうぇかうしす ゃ しそっさぇすぇ くぇ きぇてうくけしすさけっ

くっすけ. 〉つっくうちうすっ こさうょけぉうゃぇす いくぇくうは 
う せきっくうは ゃ けぉかぇしすすぇ くぇ きったぇくうおぇすぇ, 
っかっおすさけくうおぇすぇ, きうおさけこさけちっしけさくぇすぇ 
すったくうおぇ, うくそけさきぇすうおぇすぇ う おけきこの
すなさくけすけ せこさぇゃかっくうっ, おけうすけ しぇ くっ
ょっかうきぇ つぇしす けす きぇてうくうすっ, せさっょう
すっ う しうしすっきうすっ ゃなゃ ゃしうつおう けぉかぇしすう 
くぇ しなゃさっきっくくけすけ こさけういゃけょしすゃけ けす 
けそうし-う ぉうすけゃぇすぇ すったくうおぇ ょけ ぇゃすけきけ
ぉうかけしすさけっくっすけ う きっょうちうくしおけすけ けぉけ
させょゃぇくっ. ¨ぉせつっくうっすけ っ けさゅぇくういうさぇ
くけ ゃなさたせ こさうけさうすっすくけ ういこけかいゃぇくっ 
くぇ CAD/CAM/CAE  しけそすせっさう, おけっすけ 
ょぇゃぇ ゃないきけあくけしす いぇ ぉなさいけ ぇょぇこすう
さぇくっ くぇ すったくうつっしおうすっ おぇょさう おなき うい
うしおゃぇくうはすぇ くぇ こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ, おぇお
すけ ゃ しすさぇくぇすぇ, すぇおぇ う ゃ つせあぉうくぇ. 〈せお  
すさはぉゃぇ ょぇ こけはしくは ゃしなとくけしす おぇおゃけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇす きったぇすさけくくうすっ しうしすっ
きう.  〈っ しぇ けくっいう しうしすっきくう うくあっくっさ
くう さってっくうは, こさう おけうすけ しっ けしなとっしす
ゃはゃぇ うくすっゅさぇちうは くぇ すったくけかけゅうう, 
しゃなさいぇくう し ╋╄》┿くうおぇ, っかっお〈[¨′うおぇ 
う おけきこのすなさくけ ぉぇいうさぇくう すったくけかけゅうう 
おぇすけ うくそけさきぇす╇╉┿. ╋ったぇすさけくうおぇすぇ 
っ  うくすっゅさぇちうは う ゃいぇうきくけ こさけくうおゃぇ
くっ う しかうゃぇくっ くぇ きったぇくうつくう, っかっお
すさけくくう う おけきこのすなさくう しすさせおすせさう ゃ 
っょうく ちはかけしすっく, そせくおちうけくぇかくけ こなか
くけちっくっく こさけょせおす, くぇさうつぇく “きったぇ
すさけくっく こさけょせおす”. ‶さう すけゃぇ しうしすっき

くぇすぇ うくすっゅさぇちうは  しっ けしなとっしすゃはゃぇ けとっ 
ゃ おけくちっこすせぇかくぇすぇ そぇいぇ けす しないょぇゃぇくっ 
くぇ ういょっかうっすけ.

¨ぉせつっくうっすけ こけ しこっちうぇかくけしすすぇ  とっ しっ 
けしなとっしすゃはゃぇ けす ょなかゅけゅけょうてくうすっ う ゃう
しけおけおゃぇかうそうちうさぇくう こさっこけょぇゃぇすっかう ゃ 
こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうはすぇ – うくあ. 
┿くすけぇくっすぇ ╋うたぇえかけゃぇ う うくあ. ╂っけさゅう 
]すけはくけゃ けす くぇこさぇゃかっくうっ „╋ぇてうくけ
しすさけっくっ” う ょ-さ うくあ. ′うおけかぇえ 》ぇさういぇ
くけゃ う うくあ. ╄かっくぇ ╈けくおけゃぇ けす くぇこさぇゃ
かっくうっ „╄かっおすさけくうおぇ う ╉けきこのすなさくう 
くぇせおう”.

′っ っ すぇえくぇ, つっ こけゃっつっ けす こけかけ-
ゃうくぇすぇ けす ゃぇてうすっ せつっくうちう しっ さっ-
ぇかういうさぇす ゃなゃ ゃうしてう せつうかうとぇ ゃ 
しすさぇくぇすぇ う すけ こさっうきせとっしすゃっくけ ゃ 
すったくうつっしおう せくうゃっさしうすっすう う しこっ-
ちうぇかくけしすう.  ╁ くはおけう けす すはた すっ ょけさう 
こけかせつぇゃぇす う しこっちうぇかくう こさっょうき-

しすゃぇ, しぇきけ いぇとけすけ しぇ ゃないこうすぇくう-
ちう くぇ 》ぇょあうっくけゃぇすぇ ゅうきくぇいうは ゃ 
╉ぇいぇくかなお.  ╉ぇおゃう とっ しぇ こかのしけ-
ゃっすっ いぇ せつっくうちうすっ, いぇゃなさてうかう 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“, こさう おぇく-
ょうょぇすしすゃぇくっ ゃなゃ ゃうしてう すったくう-
つっしおう せつうかうとぇ けすすせお くぇすぇすなお? 
╁っつっ 5 ゅけょうくう ‶さけそっしうけくぇかくぇ 

ゅうきくぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” う 〈った
くうつっしおうはす せくうゃっさしうすっす  ゃ ╂ぇぉさけゃけ 
うきぇす しおかのつっく ょけゅけゃけさ いぇ しなすさせょくう
つっしすゃけ. ╁ さぇきおうすっ くぇ すけゃぇ しなすさせょ
くうつっしすゃけ ゃしはおぇ ゅけょうくぇ しっ こさけゃっあょぇ 
しなしすっいぇくうっ こけ きぇすっきぇすうおぇ, うくそけさ
きぇすうおぇ う けぉとけすったくうつっしおぇ こけょゅけ
すけゃおぇ. [っいせかすぇすうすっ けす しなしすっいぇくうっすけ 
しっ こさういくぇゃぇす いぇ こさうっきっく ういこうす ゃなゃ 
╁〉╆-ぇ. 
〈ったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす - ╂ぇぉさけゃけ 

いぇこぇいゃぇ う 30% けす きっしすぇすぇ いぇ いぇゃなさ
てうかう せつっくうちう ゃ ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっ
くけゃ”, おぇすけ しおかのつゃぇ うくょうゃうょせぇかっく 
ょけゅけゃけさ し せしこってくけ こさっょしすぇゃうかうすっ 
しっ ゃ しなしすっいぇくうっすけ いぇ けぉせつっくうっ こけ 
あっかぇくぇ けす すはた しこっちうぇかくけしす う くぇ 
こさぇおすうおぇ ゅう こさっゃさなとぇ ゃ しゃけう しすせ
ょっくすう.
╋うくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ 10 せつっくうちう うい

ぉさぇたぇ ょぇ せつぇす ゃ しこっちうぇかくけしすすぇ „╋っ
たぇすさけくうおぇ” ゃ 〈〉-╂ぇぉさけゃけ. 〈ぇいう ゅけ
ょうくぇ けす はゃうかうすっ しっ くぇ しなしすっいぇくうっ 30 
せつっくうちう 11 ういぉさぇたぇ „╋ったぇすさけくうおぇ”.  
〈けゃぇ っ っょくぇ けす こさうつうくうすっ ょぇ けぉはゃうき 
いぇ せつっぉくぇすぇ 2014/15 ゅけょうくぇ こさうっき 
ゃ すぇいう しこっちうぇかくけしす.  ╇くすっさっし うきぇ, 
ぉなょっとっ う こっさしこっおすうゃぇ いぇ さっぇかういぇ
ちうは - しなとけ. 

ぢÜôóç¡í
》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 6

〈╊｠╅【『《〉¨[╅【╅...
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きなつっくうっ, くはきぇ しきうしなか. 

[ぇぉけすぇすぇ っ せょゃけかしすゃうっ

′け けとっ: „[ぇぉけすぇすぇ いぇゃうしう 
けす っおうこぇ, けす たけさぇすぇ, し おけう-
すけ さぇぉけすうて“, おぇすっゅけさうつくぇ っ 
〈けておけゃぇ. 〈は っ せぉっょっくぇ, つっ 
うきぇ ょゃっ こさけそっしうう, おけうすけ, 
しさっょ ゃしうつおう ょさせゅう, しぇ くぇえ-
けすゅけゃけさくう: かっおぇさ う こっょぇゅけゅ. 
′け, きぇおぇさ う ょうこかけきうさぇく 
こっょぇゅけゅ, ╇さうくぇ こさういくぇゃぇ, 
つっ くっ しっ つせゃしすゃぇ ょけしすぇすなつ-
くけ ゅけすけゃぇ いぇ せつうすっかしすゃけすけ: 
“╇かう すさはぉゃぇ ょぇ ゅけ さぇぉけすうて 
ゃしっけすょぇえくけ う おぇおすけ すさはぉゃぇ, 

うかう – くっ. ‶さっちっくうた, つっ くっ っ 
いぇ きっく.“ ╆ぇ くっは しっ けおぇいぇかけ, 
つっ え こぇしゃぇ うきっくくけ しっゅぇて-

くぇすぇ え さぇぉけすぇ ゃ „┿さしっくぇか“. 
′っ しかせつぇえくけ すせお すは っ ゃっつっ 
くぇょ 10 ゅけょうくう. ╉けくすぇおすうすっ, 
おけきせくうおぇちうはすぇ, さぇいきはくぇすぇ 
くぇ うくそけさきぇちうは, こぇさすくぬけさ-
しすゃけすけ し おけくすさぇゅっくすう けす 
さぇいかうつくう しすさぇくう こけ しゃっすぇ, 
しゃなさいぇくう し ょけしすぇゃおぇすぇ くぇ 
きぇすっさうぇかう, うくしすさせきっくすう う 
ういけぉとけ - ちはかけすけ しくぇぉょはゃぇ-
くっ くぇ „┿さしっくぇか“,  ょぇゃぇす くぇ 
╇さうくぇ 〈けておけゃぇ せょけゃけかしす-
ゃうっすけ けす さぇぉけすぇすぇ, けしけぉっくけ, 
おけゅぇすけ すは っ ょけぉさっ しゃなさてっ-

┿さしっくぇかしおぇすぇ すさぇょうちうは - うしおさぇすぇ くぇ かのぉけゃすぇ ょぇ 
しないょぇゃぇ ぉなかゅぇさけ-させしおう しっきっえしすゃぇ, いぇ くはおけう きけあっ 
ょぇ っ けしすぇくぇかぇ ゃ きうくぇかけすけ. ′け くっ っ すぇおぇ. ]っきっえ-
しすゃけすけ くぇ ╇さうくぇ う ╀うかはく ょけおぇいゃぇ すけゃぇ. ╉さぇしうゃぇ, 
せきくぇ, けぉさぇいけゃぇくぇ う ういすなくつっくぇ, ╇さうくぇ けす 〈せかぇ ぉっい 
おけかっぉぇくうっ ういぉうさぇ ょぇ こけしかっょゃぇ ╀うかはく ゃ ╀なかゅぇさうは. 
╁ ╉ぇいぇくかなお. ╁ „┿さしっくぇか“. ╁さないおぇすぇ くぇ ょゃぇきぇすぇ っ 
けす 2003-すぇ. ╀なかゅぇさしおけすけ きけきつっ っ しすうこっくょうぇくす くぇ 
„┿さしっくぇか“ ゃ 〈せかぇ, ╇さぇ せつう ゃ ‶っょぇゅけゅうつっしおうは せくう-
ゃっさしうすっす そさっくしおぇ そうかけかけゅうは. 】ぇしすかうゃぇすぇ ゃさない-
おぇ こさけょなかあぇゃぇ う しっゅぇ, おけゅぇすけ, けしすぇゃうかぇ さけょくうは 
ゅさぇょ, こけ きぇとぇぉう う ゃないきけあくけしすう ょぇかっつ ういこさっゃぇさ-
ゃぇと ╉ぇいぇくかなお, ╇さうくぇ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ, いぇきっくうかぇ 
800-たうかはょくうは きっゅぇこけかうし いぇ こさけゃうくちうぇかくけすけ しこけ-
おけえしすゃうっ ゃ ╃けかうくぇすぇ くぇ さけいうすっ. 〈ぇえくぇすぇ くぇ とぇしす-
かうゃけすけ せしっとぇくっ - ょぇ あうゃっっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ╇さうくぇ 
しっ おさうっ ゃ すさう くっとぇ: けぉうつすぇ おなき ╀うかはく, さぇょけしすすぇ, し 
おけはすけ は こさうっきぇ くっゅけゃけすけ しっきっえしすゃけ, う  „┿さしっくぇか“.

¨す 1-ゃう きぇえ ゃ „┿さしっ-
くぇか“ いぇこけつゃぇ ゃくっょ-

さはゃぇくっ くぇ くけゃぇ こさけゅさぇき-
くけ-すったくうつっしおぇ しうしすっきぇ 
いぇ さっゅうしすさぇちうは くぇ こさう-
しなしすゃうっすけ ゃなゃ そうさきぇすぇ. 
] こさうかぇゅぇくっすけ くぇ くけゃぇ-
すぇ しうしすっきぇ けすこぇょぇ す.く. 
„すさぇくしこけさすくけ ゃさっきっ“ けす 20 
きうくせすう.
′けゃぇすぇ しうしすっきぇ  とっ しっ 

ゃなゃっあょぇ こけっすぇこくけ, ゃ さぇき-
おうすっ くぇ ょゃぇ きっしっちぇ.
〈は とっ おけくすさけかうさぇ  ょぇかう  

しかせあうすっかはす っ ょけてなか くぇ-
ゃさっきっ くぇ さぇぉけすくけすけ しう 
きはしすけ. ‶け すっさうすけさうはすぇ くぇ 
ちはかぇすぇ そうさきぇ とっ しぇ さぇい-

╅『』╊〉╅]』[¨ ╉╊を╅  ╇ を╅『¨を╅ 『《′╅ 2014〉《╇╅ 』¨』【╊〈╅ ╇ „╅『』╊〉╅]“
╉さぇしぇゃうちうすっ, おけうすけ とっ しっ  

しなしすっいぇゃぇす いぇ おけさけくぇすぇ くぇ ちぇ-
さうちぇすぇ ゃ ゅぇかぇしこっおすぇおなか-おけく-
おせさし くぇ 9-すう きぇえ けす 19 つぇしぇ 
ゃ ╃╉ „┿さしっくぇか”, しぇ ょなとっさう 
くぇ  そさっいうしすおぇすぇ ╅せかうっすぇ ╉け-
しすけゃぇ, くぇ ′っょおぇ ╃うきうすさけゃぇ けす 
『っくすさぇかくうは しすけか, くぇ ゅかぇゃくぇ-
すぇ しつっすけゃけょうすっかおぇ くぇ ╆ぇゃけょ 5 
╉かぇさぇ ┿くぇしすぇしけゃぇ, くぇ いぇゃぇさつう-
おぇ [せきっく ╋うすおけゃ う くぇ [けしうちぇ 
╂っけさゅうっゃぇ. 
』ぇさけゃくうちうすっ しぇ し うきっくぇ ┿くっ-

かうは う おけくおせさしっく わ 8, [ぇょけ-
しすうくぇ し わ 1, ╂っさゅぇくぇ し  わ 9, 
╀っすうくぇ し わ 6 う ‶ぇゃかうくぇ し わ 7. 
┿さしっくぇかしおうすっ  きけきうつっすぇ しぇ 

ぇぉうすせさうっくすおう けす ‶╂╊‶〈, ‶╋╂ 

くぇ. ぅゃくけ っ すぇおぇ, とけき ╇さうくぇ 
〈けておけゃぇ っ ゃ っかうすくうは しこうしなお 
ぇさしっくぇかちう けす ┿かっはすぇ くぇ しかぇ-
ゃぇすぇ. „′うっ しっ いぇくうきぇゃぇきっ し 
ゃしうつおけ, おけっすけ „┿さしっくぇか“ おせ-
こせゃぇ“, すぇおぇ くぇおさぇすおけ けこうしゃぇ 
さぇぉけすぇすぇ しう さなおけゃけょうすっかはす 
„╃けしすぇゃおう“. ¨しくけゃっく っいうお 
ゃ おけきせくうおぇちうはすぇ こけ ゃさっきっ 
くぇ さぇぉけすぇ っ ぇくゅかうえしおうはす, 
こけかいゃぇ しっ う させしおう, おけゅぇ-
すけ しっ ょけしすぇゃはす きぇすっさうぇかう 
けす [せしうは. 《さっくしおうはす, おけえすけ 
╇さうくぇ, おぇすけ そうかけかけゅ, いくぇっ 
けすかうつくけ, こけ-さはょおけ ゃかういぇ ゃ 
せこけすさっぉぇ. 〈は きぇかおけ しなあぇかは-
ゃぇ いぇ すけゃぇ, いぇとけすけ: “╄いうおなす  
すさはぉゃぇ ょぇ しっ こけかいゃぇ, うくぇつっ 
いぇこけつゃぇて ょぇ ゅせぉうて そけさきぇ. 
“╇さうくぇ, けぉぇつっ, くっ ゅせぉう そけさ-
きぇ ゃ こけょょなさあぇくっすけ くぇ さぇい-
くけしすさぇくくうすっ しう うくすっさっしう, 
おけうすけ けしすぇゃぇす ういゃなく しかせあっぉ-
くうすっ いぇょなかあっくうは, くけ いぇ くっは 
しぇ しなとけ すけかおけゃぇ ゃぇあくう. ′っ 
こさけこせしおぇ ょぇ たけょう くぇ すっぇすなさ, 
きぇおぇさ ゃ さけょくぇすぇ 〈せかぇ すけゃぇ 
ょぇ っ しすぇゃぇかけ ゃしはおぇ しっょきう-
ちぇ, ぇ すせお こけ-さはょおけ. 》ぇさっしゃぇ 
おかぇしうつっしおうすっ こけしすぇくけゃおう う 
こけ-きぇかおけ くけゃうすっ しちっくうつ-
くう っおしこっさうきっくすう. ╉かぇしうおぇ-
すぇ, おぇすけ っしすっすうつっしおう ゃおせし ゃ 
かうすっさぇすせさぇすぇ, いぇ ╇さうくぇ しっ 
ゃなこかなとぇゃぇ けす さけきぇくうすっ くぇ 
╃けしすけっゃしおう, けしけぉっくけ – „╀さぇ-
すは ╉ぇさぇきぇいけゃう“. ¨ぉうつぇ う 
〈けかしすけえ.  „〈けゃぇ しぇ ぇゃすけさう, 
くぇこうしぇくけすけ けす おけうすけ くはきぇ 
おぇお ょぇ くっ しっ たぇさっしぇ, ぇおけ 
ゃっょくなあ しう こけしっゅくぇか おなき すはた. 
‶さけつっすって かう ゅけ, くはきぇ おぇお ょぇ 
けしすぇくって ぉっいさぇいかうつっく“, おぇい-
ゃぇ ╇さうくぇ. ¨す そさっくしおうすっ こう-
しぇすっかう こさっょこけつうすぇ ╀ぇかいぇお, 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ かうすっさぇすせさぇ いぇ 
くっは しぇ ╈けゃおけゃ う ╄かうく ‶っかうく. 

‶けつうゃおぇすぇ いぇ ╇さうくぇ う 
╀うかはく っ こかぇくうくぇすぇ

╆ぇ さぇいかうおぇ けす たうかはょう-
すっ させしくぇちう, かっすせゃぇとう こけ 
ぉなかゅぇさしおけすけ 』っさくけきけさうっ, 
╇さうくぇ こさっょこけつうすぇ しゃっあうは 
ゃないょせた くぇ ぉなかゅぇさしおうすっ こかぇ-
くうくう. ╀かういおうすっ ういかっすう うい 
けおけかくけしすうすっ くぇ ╉ぇいぇくかなお 
こさっい せうおっくょぇ しっきっえしすゃけ-
すけ さっょせゃぇ し っおしおせさいうう ょけ 
こけ-ょぇかっつくう ょっしすうくぇちうう. 
„¨ぉけあぇゃぇき [けょけこうすっ... ╇ 
こさうさけょぇすぇ, う ぇすきけしそっさぇすぇ, 
う たけさぇすぇ! ′ぇ こなさゃけ きはしすけ – 
たけさぇすぇ! “, しこけょっかは ╇さうくぇ. 
‶け ゃしうつおけ かうつう, つっ ╇さうくぇ 
╀けさうしけゃくぇ しっ つせゃしすゃぇ ょけぉさっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは. ]ゃうおくぇかぇ ぉなさいけ. 
]ぇきけ ゃ くぇつぇかけすけ ぉうかけ きぇかおけ 
こけ-すさせょくけ. ╀かういおうすっ くっ え 
かうこしゃぇす, いぇとけすけ つっしすけ うょ-

ゃぇす ゃ ╀なかゅぇさうは. ‶け-さっょおう しぇ 
こなすせゃぇくうはすぇ くぇ ╇さうくぇ おなき 
さけょくうは ょけき. ′け させしおけすけ くっ え 
かうこしゃぇ すけかおけゃぇ, いぇとけすけ すせお 
っ けすおさうかぇ う ょさせゅう しなくぇさけょ-
くうつおう, ょけてかう せ くぇし し ゃさな-
とぇくっすけ くぇ ゃっつっ いぇゃなさてうかう-
すっ ぇさしっくぇかしおう けさなあっえくうちう 
– しすうこっくょうぇくすう. [けょうすっかうすっ 
くぇ しなこさせゅぇ は こけしさっとぇす ょけ-
ぉさっ.  ]っきっえしすゃけすけ くぇ ╀うかはく 
しっ いぇくうきぇゃぇ し すなさゅけゃうは くぇ 
っょさけ ゃ しっおすけさぇ くぇ たさぇくうすっか-
くけ-ゃおせしけゃぇすぇ こさけきうてかっくけしす. 
′け いぇ しうくぇ すけゃぇ くっ っ こさうい-
ゃぇくうっ. ╉ぇおすけ っ さぇいおぇいゃぇか  う 
くぇ ╇さぇ, けす きぇかなお ╀うかはく こさけ-
はゃはゃぇ うくすっさっし おなき こせておうすっ, 
こうしすけかっすうすっ う けさなあっえくうすっ 
しこうしぇくうは. „¨さなあうっすけ いぇ くっゅけ 
っ う しすさぇしす, う たけぉう, う さぇぉけすぇ,  
- せしきうたゃぇ しっ しなこさせゅぇすぇ, - ゃ 
すけゃぇ けすくけてっくうっ すけえ っ とぇしす-
かうゃ つけゃっお“. 〈けいう とぇしすかうゃ 
つけゃっお, こさっゃなさくぇか たけぉうすけ しう 
ゃ こさけそっしうは, しっゅぇ っ ょうさっおすけさ 
くぇ ╆ぇゃけょ 2 ゃ „┿さしっくぇか“. 〈ぇおぇ 
とぇしすかうゃうすっ けす こさけそっしうはすぇ 
ゃ きかぇょけすけ しっきっえしすゃけ しすぇゃぇす 
ょゃぇきぇ. ╇ いぇ ょぇ っ とぇしすうっすけ 
けとっ こけ-こなかくけ, しさっとうすっ うき 
うい ╀なかゅぇさうは し さぇいくう たけさぇ うき 
くけしはす ょけこなかくうすっかくぇ さぇょけしす. 
╆ぇとけすけ, くぇこせお くぇ さけょくうは 
くうたうかういなき, ょくっし ╇さうくぇ つうし-
すけしなさょっつくけ ういくっくぇょゃぇ:  „》ぇ-
さっしゃぇき ぉなかゅぇさうすっ!“, おぇいゃぇ 
すは. ╇ くっょけせきはゃぇ いぇとけ ぉなかゅぇ-
さうすっ しぇ ゃしっ くっょけゃけかくう, ゃしっ 
きさなくおぇす, きくけゅけ しっ けこかぇおゃぇす 
う くっ けちっくはゃぇす  けくけゃぇ, おけっすけ 
うきぇす. ]こけさっょ ╇さうくぇ 〈けておけ-
ゃぇ, ぉなかゅぇさうすっ うきぇす きくけゅけ. ╇ 
すけゃぇ, つっ ゃしっ ゅかっょぇす おなき けくけ-
ゃぇ, おけっすけ くはきぇす, いぇ くっは けい-
くぇつぇゃぇ しぇきけ っょくけ: くっ けぉうつぇす 
しっぉっ しう. ╉ぇいゃぇ ゅけ, いぇとけすけ いぇ 
くっは 』けゃっおなす っ くぇえ-ゃぇあっく. ′っ 
こけかうすうおぇすぇ, けす おけはすけ くっ しっ 
うくすっさっしせゃぇ きくけゅけ, ぇ うきっくくけ 
– 』けゃっおなす. „′ぇえ-うくすっさっしくけ-
すけ いぇ きっく しぇ たけさぇすぇ. ‶け-うく-
すっさっしくけ けす つけゃっおぇ くはきぇ. ′っ 
しなき さぇいけつぇさけゃぇくぇ けす  つけゃっ-
おぇ, ょけさう – けぉさぇすくけすけ! ‶さうっ-
きぇき たけさぇすぇ すぇおうゃぇ, おぇおゃうすけ 
しぇ. ╇きぇ すけかおけゃぇ くっゅぇすうゃういなき 
くぇけおけかけ, くけ けす しぇきうは つけゃっお 
いぇゃうしう おぇお う し おぇおゃけ けちゃっ-
すはゃぇ あうゃけすぇ しう“, – ╇さうくぇ くっ 
しぇきけ ゃはさゃぇ ゃ すけゃぇ, くけ う すぇおぇ 
あうゃっっ. 〈は っ けちゃっすうかぇ あうゃけすぇ 
しう すぇおぇ, つっ ょぇ え たぇさっしゃぇ. ] 
ゃはさぇ ゃ たけさぇすぇ う ゃ つけゃっとうくぇ-
すぇ. ╁ おさぇえくぇ しきっすおぇ うきっくくけ 
っょうく つけゃっお は ゃけょう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは おなき けぉとけすけ とぇしすうっ. 』ぇしす 
けす おけっすけ っ う せょけゃけかしすゃうっすけ 
けす さぇぉけすぇすぇ ゃ „┿さしっくぇか“.   

╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ

„′. ¨ぉさっておけゃ” う 》せきぇくうすぇさ-
くぇすぇ ゅうきくぇいうは „]ゃ.]ゃ. ╉うさうか う 
╋っすけょうえ”. 
〈っ しぇ しさっょ 28-すっ こさっすっくょっくす-

おう いぇ おけさけくぇすぇ くぇ 46-すぇすぇ 『ぇ-
さうちぇ [けいぇ. ¨す すぇいう しっょきうちぇ 
ょけ 8-きう きぇえ ゃおか. おさぇしぇゃうちうすっ 
とっ うきぇす こけさっょうちぇ けす しさっとう う 
いぇくうきぇくうは, ゃ おけうすけ とっ うきぇす 
ゃないきけあくけしす ょぇ こけしっすはす おぇ-
いぇくかなておう いぇぉっかっあうすっかくけしすう, 
ょぇ しっ いぇこけいくぇはす し こさけちっしぇ くぇ 
こさけういゃけょしすゃけ ゃ おぇいぇくかなておぇ 
さけいけゃぇさくぇ, とっ しっ けぉせつぇゃぇす こけ 
しちっくうつくけ こけゃっょっくうっ う っすうおっす 
こけ ゃさっきっ くぇ けそうちうぇかっく こさうっき.
  ‶け ゃさっきっ くぇ さぇいかうつくうすっ しう 

しさっとう すっ とっ くけしはす しこっちうぇかくう 

ぉっかう ぉさぇくょうさぇくう  し かけゅけすけ くぇ 
おけくおせさしぇ こけすくうちう う ょなくおう. 
]ぇきうはす おけくおせさし とっ っ ゃ 3 すせさぇ, 
ぇ あせさうすけ, おけっすけ  とっ けちっくはゃぇ 
おぇくょうょぇすおうすっ いぇ おけさけくぇすぇ, 
とっ っ けす ういゃっしすくう おぇいぇくかなつぇ-
くう,  あうゃっっとう ういゃなく ゅさぇょぇ. 
╆ぇ こなさゃう こなす こけ ゃさっきっ くぇ ゅぇ-
かぇしこっおすぇおなかぇ くけゃぇすぇ 『ぇさうちぇ 
[けいぇ とっ こけかけあう う しこっちうぇかくぇ 
おかっすゃぇ.  
╀なょっすっ っしすっしすゃっくう, せしきうた-

ゃぇえすっ しっ こけゃっつっ, ぉっ くぇえ-ゃぇ-
あくうはす しなゃっす, おけえすけ おぇくょうょぇす-
おうすっ いぇ ちぇさうちう こけかせつうたぇ こけ 
ゃさっきっ くぇ こなさゃぇすぇ しう しさっとぇ ゃ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお. 

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

》ちそおひしきかせけか そて つてち. 1

こけかけあっくう くぇょ 30 ょぇすつう-
おぇ う ゃしっおう っょうく さぇぉけす-
くうお とっ しっ さっゅうしすさうさぇ 
けす ょぇすつうおぇ, おけえすけ っ 
くぇえ-ぉかういけ ょけ さぇぉけすくけすけ 
きせ きはしすけ. [ぇいさぇぉけすおぇすぇ, 
くぇさっつっくぇ ¨╄〈, っ ょっかけ 
くぇ „╃うさっおちうは せこさぇゃかっ-
くうっ くぇ こさけちっしうすっ“ ゃ 
„┿さしっくぇか“ し ょうさっおすけさ 
うくあ. ╈けさょぇくけゃ.
‶けゃっつっ こけょさけぉくけしすう 

いぇ くけゃぇすぇ しうしすっきぇ とっ 
こさけつっすっすっ ゃ しかっょゃぇとうは 
79 ぉさけえ くぇ „〈さうぉせくぇ 
┿さしっくぇか“, おけえすけ とっ うい-
かっいっ くぇ 9-すう きぇえ.

〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか
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In Memoriam

╁ すさせょくうすっ ゃさっきっくぇ, ゃ 
おけうすけ あうゃっっき, っ きくけゅけ 
ゃぇあくけ う おぇおゃけ けすゃなょ 
けぉせつっくうっすけ こさっょかぇゅぇ 
せつうかうとっすけ  いぇ せつっくう-
ちうすっ おぇすけ しけちうぇかくう ぉけ-
くせしう, こさっょうきしすゃぇ, こさう-
ょけぉうゃおう, けぉかっおつっくうは. 
′っ っ すぇえくぇ, つっ いぇ きくけ-
ゅけ しっきっえしすゃぇ ょけさう いぇ-
ゃなさてゃぇくっすけ くぇ しさっょくけ  
けぉさぇいけゃぇくうっ いぇ ょっちぇすぇ 
うき しっ けおぇいゃぇ こさっょうい-
ゃうおぇすっかしすゃけ う すさせょくけ 
ういこうすぇくうっ. ╁ すけいう しきう-
しなか おぇおゃけ こさっょかぇゅぇ しけ-
ちうぇかくぇすぇ ゃう こさけゅさぇきぇ 
いぇ せつっくうちう こさっい くけゃぇ-
すぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ? 
╇きぇきっ こさっおさぇしくう けすくけ-

てっくうは し きっしすくう すさぇくし-
こけさすくう そうさきう, おけうすけ  
けしうゅせさはゃぇす ぉっいこかぇすくけ こな-
すせゃぇくっ くぇ しけちうぇかくけ しかぇぉう 
せつっくうちう けす くぇしっかっくう きっし-
すぇ くぇ けぉとうくぇすぇ う ょさせゅうすっ 
しなしっょくう けぉとうくう. ‶け うくう-
ちうぇすうゃぇ くぇ せつうかうとくけすけ 
くぇしすけはすっかしすゃけ こなさゃうすっ 
こけ せしこった くけゃけこさうっすう せつっ-
くうちう こさっい くけゃぇすぇ せつっぉ-
くぇ ゅけょうくぇ  とっ こなすせゃぇす 
くぇ っおしおせさいうは ゃ つせあぉうくぇ. 
[ぇいぉうさぇ しっ, うきぇきっ ゃうくぇゅう 
う ゅけすけゃくけしす ょぇ さっぇゅうさぇきっ 
こけ けすょっかくうすっ おけくおさっすくう 
しかせつぇう. ′うっ しきっ せつうかう-
とっ, おけっすけ „つせゃぇ” くせあょうすっ 
くぇ せつっくうちうすっ しう.  

╉ぇおなゃ っ こさけちっくすなす くぇ 
ゃぇてうすっ せつっくうちう,  こさう-
っすう ゃなゃ ゃうしてう せつうかう-
とぇ いぇ こけしかっょくうすっ 4 
ゅけょうくう, う おぇおなゃ っ こさけ-
ちっくすなす うき くぇ さっぇかういぇ-
ちうは くぇ すさせょけゃうは こぇいぇさ 
しかっょ いぇゃなさてゃぇくっ くぇ 
けぉせつっくうっすけ こさう ゃぇし?
‶けゃっつっ けす 80% けす せつっ-

くうちうすっ, いぇゃなさてうかう ゃ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ, こさけ-
ょなかあぇゃぇす けぉせつっくうっすけ しう 
ゃなゃ ╁〉╆ こけ しなとぇすぇ うかう 
しさけょくぇ しこっちうぇかくけしす, ういせ-
つぇゃぇくぇ ゃ せつうかうとっ. ¨す くぇ-
てうすっ せつっくうちう さはょおけ うきぇ 
ぉっいさぇぉけすくう, こけ こさけしすぇすぇ 
こさうつうくぇ, つっ すっ こさうすっあぇ-
ゃぇす せきっくうは う おゃぇかうそう-
おぇちうは, おけはすけ しっ すなさしう くぇ 
こぇいぇさぇ くぇ すさせょぇ. ]すうゅぇ, 
さぇいぉうさぇ しっ, ょぇ うきぇす あっ-
かぇくうっ ょぇ さぇぉけすはす. 

‶けしかっょくうすっ ょゃっ ゅけょう-
くう おけさっくくけ こさけきっくうたぇ 
けぉかうおぇ, ょせたぇ, くぇしすさけっ-
くうっすけ, ぇすきけしそっさぇすぇ う 
おぇつっしすゃけすけ くぇ ゃぇてうすっ 
せつっくうちう. ]ないょぇゃぇ しっ 
せしっとぇくっすけ, つっ くぇえ-くぇ-
おさぇは ‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあう-
っくけゃ” っ くぇきっさうか しゃけは 
しすけこぇくうく. 〈けゃぇ かうつう くっ 
しぇきけ こけ ]すっくぇすぇ くぇ ゅけさ-
ょけしすすぇ, おけはすけ ぉせおゃぇかくけ 
こさっかうゃぇ けす こけしすうあっ-
くうは くぇ ゃないこうすぇくうちうすっ 
ゃう, しっゅぇてくう う ぉうゃてう, 
くけ う けす ょせたぇ おぇすけ ちはかけ, 
おけえすけ しっ ょけかぇゃは ゃ ゅうき-
くぇいうはすぇ. ╀かういけ しきっ ょけ 
そうくぇかぇ くぇ すぇいう せつっぉ-
くぇ ゅけょうくぇ, しかっょ ぉさけっくう 
ょくう くぇ こさぇおすうおぇ うい-
こさぇとぇすっ う ゃうこせしおぇ しう 
し ぇぉうすせさうっくすう. ╉ぇお うい-
ゅかっあょぇ さぇゃくけしきっすおぇ-
すぇ ゃう, くぇこさぇゃっくぇ こさっい 
すぇいう こさういきぇ?
¨す ょゃっ ゅけょうくう せつうかうと-

くけすけ さなおけゃけょしすゃけ う ちっ-
かうはす こっょぇゅけゅうつっしおう おけ-
かっおすうゃ しぇ しう こけしすぇゃうかう 
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いぇ ういこなかくっくうっ くっかっおぇすぇ 
いぇょぇつぇ ょぇ ゃなさくぇす しすぇさぇ-
すぇ しかぇゃぇ  くぇ くぇえ-ょけぉさけすけ 
すったくうつっしおけ せつうかうとっ けす 
のあくぇ ╀なかゅぇさうは. ╀うゃてうはす 
きったぇくけすったくうおせき っ ぉうか う 
とっ ぉなょっ あっかぇくけ きはしすけ いぇ 
けぉせつっくうっ う すさせょ. 〉つっくう-
ちうすっ ゃしっ こけゃっつっ しっ きけすう-
ゃうさぇす ょぇ せしゃけはゃぇす いくぇくうは, 
せきっくうは う おけきこっすっくちうう. 
╀っいおけきこさけきうしくう しきっ おなき 
けすしなしすゃぇとうすっ けす つぇしけゃっ, 
おなき ぇこぇすうはすぇ う ぉっいたぇ-
ぉっさうっすけ, さぇぉけすうき ゃなさたせ 
くけゃぇ ちっくくけしすくぇ しうしすっきぇ 
くぇ せつっくうちうすっ. ′ぇてうすっ 
せつっくうちう たぇさっしゃぇす, けぉうつぇす 
う しっ ゅけさょっはす し せつうかうとっすけ 
しう. ╃けおぇいぇすっかしすゃけ いぇ すけゃぇ 
っ う ゃなゃっあょぇくっすけ くぇ っかっ-
きっくすう くぇ せくうそけさきぇ, おけはすけ 
しっ くけしう し ゅけさょけしす. ╆ぇ こなさ-
ゃう こなす こけおぇいぇたきっ おぇおゃけ 
こさっょしすぇゃかはゃぇ すは くぇ ういきう-
くぇかうは くう こぇすさけくっく こさぇい-
くうお, ゃ くぇゃっつっさうっすけ くぇ 
╁っかうおょっく. ╁ つっしす こぇお くぇ 
こさぇいくうおぇ くぇ せつうかうとっすけ, 
し さってっくうっ くぇ ‶っょぇゅけゅうつっ-
しおうはす しなゃっす, しぇ くぇゅさぇょっ-
くう 11 せつっくうちう し ゅさぇきけすぇ 
„╃けしすけっく たぇょあうっくけゃっち” 
- いぇ こけこせかはさういうさぇくっ う 
せすゃなさあょぇゃぇくっ うきっすけ くぇ 
せつうかうとっすけ. ╃けしすけえくけすけ 
こさっょしすぇゃはくっ くぇ さっゅうけ-
くぇかくう しなしすっいぇくうは う けかうき-
こうぇょう う おかぇしうさぇくっすけ くぇ 
くぇてう せつっくうちう いぇ せつぇしすうっ 
ゃ くぇちうけくぇかくう しなしすっいぇくうは 
こけ っかっおすさけくうおぇ う うくそけさ-
きぇすうおぇ  しぇきけ こけすゃなさあょぇ-
ゃぇ ゃはさくぇすぇ こけしけおぇ: せつっくっ, 
すさせょ う  いぇしかせあっく せしこった. 
╁ すけいう しきうしなか, くぇ こさぇゅぇ 
しきっ くぇ ういぉけさぇ くぇ きけぉうか-
くぇ ゅさせこぇ けす 20 せつっくうちう いぇ 
こけさっょくけすけ けぉせつっくうっ ゃ ゅさ. 
╃さっいょっく こさっい  のかう, しかっょ 
こさっきうくぇすけ けぉせつっくうっ こけ 
っいうおけゃぇ おせかすせさぇ う こさけ-
そっしうけくぇかくぇ こけょゅけすけゃおぇ. 
‶さっょしすけう こけしっとっくうっ, う 
すけ きくけゅけ しおけさけ, くぇ 100 
くぇてう せつっくうちう, せつぇしすゃぇ-
とう ゃ こさけっおすぇ „[ぇいゃうすうっ 
くぇ こさけそっしうけくぇかくけすけ けぉせ-
つっくうっ ゃ しなすさせょくうつっしすゃけ し 
さぇぉけすけょぇすっかうすっ” ゃ けそうしぇ 
くぇ „╋ぇえおさけしけそす” ゃ ]けそうは. 
¨す 23 せつっくうちう, せつぇしすゃぇ-
とう ゃ こさけっおすぇ „〉つっくうつっしおう 
こさぇおすうおう” う けぉせつぇゃぇとう しっ 
ゃ さっぇかくぇ さぇぉけすくぇ しさっょぇ, 
ゃっつっ 4-きぇ しぇ こさうおかのつう-
かう きくけゅけ せしこってくけ. 〈ぇおぇ 
つっ - こさう くぇし しっ せつう う さぇ-
ぉけすう. 〈っいう, おけうすけ ういぉっさぇす 
せつうかうとっすけ くう, くはきぇ ょぇ 
しなあぇかはゃぇす, いぇとけすけ しかっょ 4 
ゅけょうくう とっ しぇ  たけさぇ, おけうすけ 
とっ うきぇす さっぇかくう ょうこかけきう 
し さっぇかくけ こけおさうすうっ う とっ 
しう くぇきうさぇす ぉなさいけ さぇぉけ-
すぇ. ╁しなとくけしす, すは, さぇぉけ-
すぇすぇ, とっ ゅう つぇおぇ. ╇きぇきっ 
おぇおゃけ ょぇ こさっょかけあうき くぇ 
せつっくうちう う さけょうすっかう, しすう-
ゅぇ ょぇ いぇかぇゅぇす くぇ くぇうしすうくぇ 
っそっおすうゃくけすけ けぉせつっくうっ, し 
きうしなか う こけゅかっょ くぇこさっょ. 
] けぉせつっくうっ, おけっすけ ょぇゃぇ 
たかはぉ くぇ せつっくうちうすっ. 〈ぇおぇ 
つっ - ょけぉさっ ょけてかう しぇ!
                                                                                

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ 

 ╆ぇ ゃさないおぇ し ‶╂ „╇ゃぇく 
》ぇょあうっくけゃ”, ゅさ. ╉ぇいぇく-
かなお 
せか. „『ぇさ ╀けさうし ┶” わ 21
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89 ゅけょうくう けす しないょぇゃぇくっすけ 
しう けすぉっかはいぇ くぇゃさなた ╁っかうおょっく  
╋ったぇくけすったくうつっしおけすけ せつうかう-
とっ ゃ ╉ぇいぇくかなお, ょくってくぇすぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“.
′ぇ けそうちうぇかくけすけ つっしすゃぇくっ  

ょうさっおすけさおぇすぇ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ 
╋ぇさうはくぇ ╃っきうさっゃぇ くぇゅさぇょう し 
くぇえ-こさっしすうあくけすけ けすかうつうっ くぇ 
せつうかうとっすけ - ゅさぇきけすぇ  „╃けしすけ-
っく 》ぇょあうっくけゃっち“, 11 ういはゃっくう 
せつっくうちう けす せつうかうとっすけ ゃ さぇい-
かうつくう しそっさう. ╆ぇ こなさゃう こなす 
たぇょあうっくけゃちう ょっきけくしすさうさぇたぇ 
う けそうちうぇかくうすっ しう せつうかうとくう 
けぉかっおかぇ - ぉっかう さういう う ぉさぇくょう-
さぇくう し っきぉかっきぇすぇ くぇ せつうかうとっ-
すけ ゃさぇすけゃさないおう. 
‶けつっすくぇ すぇおぇゃぇ ゃさぇすけゃさないおぇ 

ぉっ ゃさなつっくぇ う くぇ „ょうさっおすけさぇ 
くぇ ゃしうつおう ゃさっきっくぇ“- 》さうしすけ 
╂なょっゃ, くぇえ-ょなかゅけゅけょうてくうはす 
ょうさっおすけさ くぇ ぉうゃてうは ╋ったぇくけ-
すったくうおせき. ‶さう ゃさなつゃぇくっすけ すけえ 
ょっきけくしすさうさぇ きかぇょっあおう ょせた, 
いぇたゃなさかはえおう ょっかけゃぇすぇ しう ゃさぇ-
すけゃさないおぇ ゃ うきっすけ くぇ っきけちうけ-
くぇかくうは こけょぇさなお. 
』っしすゃぇくっすけ, おけっすけ いぇさぇょう かけ-

てけすけ ゃさっきっ う ょなあょぇ しっ けゅさぇ-
くうつう しぇきけ ょけ こさけはゃう ゃ さぇえけくぇ 
くぇ せつうかうとっすけ, ぉっ いぇきうしかっくけ 
おぇすけ ゅさぇょしおけ てっしすゃうっ, くぇ おけっ-
すけ たぇょあうっくけゃちう ょぇ こけおぇあぇす 
くぇえ-ょけぉさけすけ けす しゃけっすけ せつうかう-
とっ う しゃけうすっ こけしすうあっくうは. 
╉せおっさう けす しっかけ ╂けかはきけ ╃さは-

くけゃけ こさけゅけくうたぇ いかうすっ ょせたけゃっ 
う すさせょくうすっ ゅけょうくう いぇ こさけそっ-
しうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは し くぇょっあ-
ょぇ いぇこけつくぇすけすけ こけ さぇいかうつくう 
っゃさけこっえしおう こさけゅさぇきう う こさけっお-

╊っゅっくょぇさくうはす おけくしすさせおすけさ 
くぇ しなゃっすしおう さぇおっすくう しうし-

すっきう ]っさゅっえ ′っこけぉっょうきう, つうはすけ 
かうつくけしす しっ こぇいってっ ゃ ょなかぉけおぇ 
しっおさっすくけしす, っ こけつうくぇか  ゃ しさっ-
ょぇすぇ くぇ ぇこさうか. ╉けくしすさせおすけさなす, 
おけえすけ っ こけつすう ゃさなしすくうお くぇ けすう-
てかうは しう けす あうゃけすぇ ゃ おさぇは くぇ 
きうくぇかぇすぇ ゅけょうくぇ ╋うたぇうか ╉ぇ-
かぇてくうおけゃ, っ こけつうくぇか くぇ 92-ゅけ-
ょうてくぇ ゃないさぇしす. ]っさゅっえ ′っこけぉっ-

- ╂けしこけょうく 【うおけゃ, すっいう 
ょくう きうくぇ けぉしなあょぇくっすけ 
くぇ ゃないきけあくうすっ ゃぇさうぇくすう 
いぇ けぉたけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇく
かなお. ╉ぇおゃけ くぇかけあう さぇい
さぇぉけすゃぇくっすけ くぇ こさけっおすう 
いぇ けぉたけょっく こなす, おぇおなゃすけ 
ょけ きけきっくすぇ かうこしゃぇ おぇすけ 
ちはかけしすくけ けおけかけゃさなしすくけ 
てけしっ?
- ‶さっい こさけかっすすぇ くぇ きうくぇ

かぇすぇ 2013-すぇ ゅけょうくぇ ┿ゅっく
ちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせ
さぇ“ - ]けそうは けさゅぇくういうさぇ ゃ 
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, こさう ょけきぇおうく
しすゃけすけ くぇ ¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ くぇ 
けぉっおす „¨ぉたけょっく こなす くぇ ゅさ. 
╂ぇぉさけゃけ“. ′ぇ すけゃぇ けぉしなあょぇ
くっ こさっょ こさっょしすぇゃうすっかうすっ くぇ 
┿ゅっくちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせお
すせさぇ“ ぉっ こけしすぇゃっく ゃなこさけしなす 
いぇ ゃないかぇゅぇくっ こさけっおすうさぇくっ
すけ う さっぇかういぇちうはすぇ くぇ ¨ぉ
たけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお こけ 
っょうくしすゃっくぇすぇ こさうつうくぇ, つっ 
しかっょ こけしすさけはゃぇくっすけ くぇ すせくっ
かぇ こけょ  ゃさなた 【うこおぇ ちはかけすけ 
いくぇつうすっかくけ せゃっかうつっくけ すさぇく
いうすくけ ょゃうあっくうっ ゃ こけしけおぇ 
]けそうは /くぇ いぇこぇょ/ - ╀せさゅぇし /
くぇ ういすけお/, ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ /くぇ 
のゅ/ とっ こさっきうくぇゃぇ こさっい ゅさぇょ 
╉ぇいぇくかなお. 〈けゃぇ こさっきうくぇゃぇ
くっ ぉう しないょぇかけ くぇ こなさゃけ きはし
すけ – っおけかけゅうつくう こさけぉかっきう 
けす せゃっかうつっくうは こさけちっくす くぇ 
けすょっかっくうすっ ういゅけさっかう ゅぇいけゃっ. 
′ぇ ゃすけさけ きはしすけ, いくぇつうすっかくけ 
しっ こけゃうてぇゃぇ けこぇしくけしすすぇ けす 
すさぇくしこけさすくう こさけういてっしすゃうは 
ゃ さぇきおうすっ くぇ さっゅせかぇちうはすぇ くぇ 
ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, すけっしす, ゃ ゅさぇくう
ちうすっ くぇ ゅさぇょぇ. ′っ こけ-きぇかなお 
こさけぉかっき っ う こけゃさっあょぇくっすけ う 
さぇいさせてぇゃぇくっすけ くぇ せかうつくうすっ 
くぇしすうかおう, おけうすけ しぇ ういゅさぇょっ
くう いぇ こけ-きぇかおう くぇすけゃぇさゃぇ
くうは, くっけしうゅせさっくう くぇ こけょけぉ
くう くぇすけゃぇさゃぇくうは けす すっあおう 
すさぇくしこけさすくう しさっょしすゃぇ. 
╄すけ いぇとけ, ゃしうつおう せつぇしすくう

ちう ゃ けぉとっしすゃっくけすけ けぉしなあ
ょぇくっ くぇ けぉたけょくうは こなす くぇ 
ゅさ. ╂ぇぉさけゃけ しっ けぉっょうくうたきっ 
けおけかけ こさっょかけあっくうっすけ ゅ-あぇ 
╂ぇかうくぇ ]すけはくけゃぇ, おきっす くぇ 
¨ぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお う ゅ-あぇ ╃ぇ
くうっかぇ ╉けっゃぇ, いぇき.-おきっす こけ 
しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす, ょぇ 
けさゅぇくういうさぇす しさっとぇ ゃ ┿ゅっく
ちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ“ 
– ]けそうは う ょぇ くぇしすけはゃぇす いぇ 
こさけっおすうさぇくっ う ういゅさぇあょぇくっ 
くぇ けぉたけょっく こなす くぇ ゅさ. ╉ぇいぇく
かなお ゃ こっさうけょぇ くぇ しすさけうすっか
しすゃけすけ くぇ すせくっかぇ こけょ ゃさなた 
【うこおぇ. 〈ぇおぇゃぇ しさっとぇ ぉってっ  
こさけゃっょっくぇ う くぇ しっしうは くぇ ¨ぉ
とうくしおう しなゃっす こさっい のくう 2013 
ゅけょうくぇ おきっすなす ]すけはくけゃぇ いぇ
こけいくぇ けぉとうくしおうすっ しなゃっすくう
ちう, ぇ つさっい すはた  う けぉとっしすゃっ
くけしすすぇ くぇ けぉとうくぇ ╉ぇいぇくかなお, 
し ぇくゅぇあうきっくすぇ, こけっす けす ┿ゅっく
ちうは „‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせ
さぇ“ ゅさ. ]けそうは いぇ ゃないかぇゅぇくっ 
くぇ こさけっおすうさぇくっすけ くぇ くけゃうは 
けぉたけょっく こなす. ╁ ┿ゅっくちうはすぇ 
ぉってっ こさけゃっょっくぇ こさけちっょせさぇ 
こけ ╆ぇおけくぇ いぇ けぉとっしすゃっくうすっ 
こけさなつおう  いぇ ういぉけさ くぇ こさけ
っおすぇくす いぇ ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
うょっっく こさけっおす し こぇさちっかぇさっく 
こかぇく いぇ けぉっおす “¨ぉたけょっく こなす 
くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお“, しゃなさいゃぇと 
‶なす 1-5/しっゃっさ – のゅ: ╂ぇぉさけゃけ 
– ]すぇさぇ ╆ぇゅけさぇ/し  ╂かぇゃっく ‶なす 
1-6 /いぇこぇょ  – ういすけお : ]けそうは 
– ╀せさゅぇし/. 

- ╉けかおけ ゃぇさうぇくすぇ いぇ けぉ

たけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお しぇ  
さぇいさぇぉけすっくう う おけえ っ ぇゃ
すけさなす くぇ こさけっおすうすっ?
- ¨ぉとっしすゃっくぇすぇ こけさなつおぇ 

ぉっ しこっつっかっくぇ けす そうさきぇ „[せ
すっおし“ ¨¨╃, おけはすけ こさっょかぇゅぇ 
ょゃぇ ゃぇさうぇくすぇ くぇ ゃないきけあくう 
さってっくうは  –  ╇いすけつっく けぉたけょ 
う ╆ぇこぇょっく けぉたけょ. ‶さう こなさ
ゃうは ゃぇさうぇくす – ╇いすけつっく けぉ
たけょっく こなす, こさけっおすぇくすしおうはす 
おけかっおすうゃ っ さぇいさぇぉけすうか すさう 

こけょゃぇさうぇくすぇ. ╁ぇあくけ っ ょぇ 
しっ けすぉっかっあう, つっ すっいう すさう 
こけょゃぇさうぇくすぇ, ゃかういぇす ゃ はゃくけ 
こさけすうゃけさっつうっ し ういうしおゃぇくう
はすぇ くぇ ╋うくうしすっさしすゃけすけ くぇ 
けすぉさぇくぇすぇ, いぇしはゅぇとう すっさう
すけさうう, おけうすけ しぇ いぇぉさぇくっくう 
いぇ ゃないょせたけこかぇゃぇくっ う さぇい
こけかぇゅぇくっ くぇ ゅさぇあょぇくしおう 
しなけさなあっくうは ゃ すはた. 〈っさうすけ
さううすっ, いぇ おけうすけ しすぇゃぇ ょせきぇ, 
しぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ ┿さきっえしおう 
ぇさすうかっさうえしおう こけかうゅけく ゃ 
きっしすくけしすすぇ „〈ぇすぇさしおぇ きけ
ゅうかぇ“. 〈ぇき くっ しぇきけ, つっ くっ 
っ さぇいさってっくけ こさっしうつぇくっすけ 
くぇ すけいう すっさっく, くけ しっ ういぉはゅ
ゃぇす う ゃないょせてくう おけさうょけさう 
いぇ こさっきうくぇゃぇくっすけ くぇ しぇきけ
かっすう. 〈けゃぇ けゅさぇくうつぇゃぇ ゃない
きけあくけしすうすっ いぇ こさぇおすうつっしおぇ 
さっぇかういぇちうは くぇ こなさゃうは ゃぇさう
ぇくす - ╇いすけつっく けぉたけょ. ]こけさっょ 
こさけっおすぇくすうすっ  けす „[せすっおし“ 
¨¨╃, くぇえ-かけゅうつくけ っ すさぇしっ
すけ, おけっすけ くぇこせしおぇ ‶なす 1-5 / 
╉ぇいぇくかなお – 【うこおぇ/ こさう ‶ぇ
きっすくうおぇ  „]っこすっきゃさうえちう”, 
けそけさきっく おぇすけ こなすっく ゃないっか 
„すさけきこっす”, こさっきうくぇゃぇ し こな
すっく くぇょかっい くぇょ こなすは ╄くうくぇ 
– ╉ぇいぇくかなお う こさっい 〈のかぉっすけ 
こけ しなとっしすゃせゃぇとうは すぇくおけゃ 
こなす, けぉたけあょぇ けす しっゃっさ ┿さすう
かっさうえしおうは こけかうゅけく, おぇすけ ゅけ 
こさっしうつぇ ゃ くっゅけゃうは しっゃっさけ
ういすけつっく おさぇえ. ]かっょ すけゃぇ しっ 
しこせしおぇ くぇ のゅ う しっ ゃおかのつゃぇ 
ゃ ‶なす 1-6 /]けそうは – ╀せさゅぇし/ 
こさう さぇいおかけくぇ いぇ し. 』っさゅぇくけ
ゃけ し こけきけとすぇ くぇ こなすっく ゃないっか 
すうこ „‶けかせょっすっかうくぇ“. ╃なか
あうくぇすぇ くぇ すさぇしっすけ っ 9 552 
き. /〈さぇしっすけ っ けすぉっかはいぇくけ くぇ 
おぇさすぇすぇ ゃ つっさゃっくけ/. 
╃させゅけすけ すさぇしっ, おけっすけ こさけ

っおすぇくすうすっ こさっょかぇゅぇす, っ けす 
こなすっく ゃないっか ゃうょ „すさけきこっす” 
こさう こぇきっすくうおぇ „]っこすっき
ゃさうえちう” すさぇしっすけ こさっきうくぇ
ゃぇ し こなすっく こけょかっい こけょ こなすは 
╄くうくぇ – ╉ぇいぇくかなお, /]すぇさぇすぇ 
さっおぇ しっ こさっきうくぇゃぇ し きけしす, 
おぇおすけ う こさう こなさゃうは ゃぇさう
ぇくす/, こけしかっ こさっい 〈のかぉっすけ, 
けぉたけあょぇ けす しっゃっさ ┿さきっえ
しおうは ぇさすうかっさうえしおう こけかうゅけく, 
ぉっい ょぇ いぇしはゅぇ すっさうすけさうはすぇ 
きせ, いぇゃうゃぇ のゅけういすけつくけ けす し. 

╃けかくけ ╇いゃけさけゃけ う こさっい きっしす
くけしすすぇ „╉ぇさぇ おけし” こさっきうくぇゃぇ 
こさっい すせくっか し ょなかあうくぇ 1.5 おき, 
いぇ ょぇ しっ ゃおかのつう ゃ ‶なす 1-6 こさう 
さぇいおかけくぇ いぇ ╀せさゅぇし /]すぇさぇ ╆ぇ
ゅけさぇ, おけえすけ しっ くぇきうさぇ くぇ うい
すけお けす ╉ぇいぇくかなお. ╃なかあうくぇすぇ 
くぇ すけゃぇ すさぇしっ っ 13 045 き. 〈けゃぇ 
っ くぇえ-ょなかゅけすけ う くぇえ-しおなこけすけ 
すさぇしっ, くっとけ, おけっすけ っ くっきうしかう
きけ いぇ ういこなかくっくうっ. /〈さぇしっすけ 
っ けすぉっかはいぇくけ ゃ いっかっく ちゃはす 

くぇ おぇさすぇすぇ/.   
〈さっすうはす こけょゃぇさうぇくす くぇ ╇い

すけつくうは けぉたけょ っ すさぇしっすけ, おけっすけ 
くぇ おぇさすぇすぇ っ けすぉっかはいぇくけ ゃ さけ
いけゃ ちゃはす. 〈け くぇこせしおぇ ‶なす 1-5 
しっゃっさくけ けす ╇くしすうすせすぇ こけ さけ
いぇすぇ, きぇかおけ こけ- ぉかういけ ょけ ゅさぇ
ょぇ, いぇ さぇいかうおぇ けす こさっょうてくうすっ 
ょゃぇ ゃぇさうぇくすぇ. 〈けゃぇ くぇこせしおぇくっ 
っ けそけさきっくけ おぇすけ こなすっく ゃないっか 
すうこ „すさけきこっす“, こさっきうくぇゃぇ し 
こなすっく くぇょかっい こなすは ╄くうくぇ – 
╉ぇいぇくかなお う しかっょ すけゃぇ すさぇしっすけ 
ゃかういぇ  ういちはかけ ゃ さっゅせかぇちうけく
くうすっ ゅさぇくうちう くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
こさっい ]すぇさぇすぇ さっおぇ う 〈のかぉっ
すけ, おぇすけ こなすはす しっ ょゃうあう のあくけ 
けす こけかうゅけくぇ こさっい きっしすくけしすすぇ 
„]すぇさうすっ かけいは” う しっ ゃかうゃぇ ゃ 
‶なす 1-6 こさう さぇいおかけくぇ いぇ し. 
』っさゅぇくけゃけ, けそけさきっく おぇすけ こな
すっく ゃないっか  すうこ „‶けかせょっすっかう
くぇ“. ╃なかあうくぇすぇ くぇ すけゃぇ すさぇしっ 
っ  7 708 きっすさぇ. 

- ′ぇ こせぉかうつくけすけ けぉしなあ
ょぇくっ しすぇくぇ はしくけ, つっ ゅけさくう
すっ すさう こけょゃぇさうぇくすぇ う ういけぉ
とけ – ╇いすけつくうはす ゃぇさうぇくす いぇ 
けぉたけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
しっ すなかおせゃぇす おぇすけ くっこけょたけ
ょはとう. ] おぇおゃけ すさぇしっすけ くぇ 
╆ぇこぇょくうは けぉたけょ うきぇ こさっ
ょうきしすゃぇ こさっょ ╇いすけつくうは 
ゃぇさうぇくす?  】っ しっ くぇかけあう 
かう いぇさぇょう しすさけうすっかしすゃけすけ 
ょぇ ぉなょっ ういゃなさてっくぇ こさけ
ちっょせさぇ こけ けすつせあょぇゃぇくっ くぇ 
うきけすう くぇ ゅさぇあょぇくう う, ぇおけ 
うきぇ すぇおうゃぇ しかせつぇう, ゃ おぇ
おなゃ しさけお すけゃぇ っ ゃないきけあくけ 
ょぇ しすぇくっ?
-  ╆ぇこぇょくうはす ゃぇさうぇくす くぇ けぉ

たけょ  いぇこけつゃぇ し こなすっく ゃないっか 
すうこ „すさけきこっす“, こぇお こさう ‶ぇきっす
くうおぇ „]っこすっきゃさうえちう”, くけ いぇ 
さぇいかうおぇ けす ╇いすけつくうすっ こけょゃぇ
さうぇくすう, こなすはす こさけょなかあぇゃぇ 
くっ おなき 〈のかぉっすけ - こさっい こなすは 
╄くうくぇ – ╉ぇいぇくかなお, ぇ くぇ いぇこぇょ 
– おなき し. ╉けこさうくおぇ. ‶け しなとっしす
ゃせゃぇとうは しっゅぇ すぇくおけゃ こなす すさぇ
しっすけ けぉたけあょぇ ‶なさゃう おぇいぇさきっく 
さぇえけく けす いぇこぇょ, こさけょなかあぇゃぇ し 
こなすっく くぇょかっい くぇょ あ.こ. かうくうは
すぇ ]けそうは – ╀せさゅぇし こさう おうかけ
きっすなさ 2 + 190 う しっ ゃおかのつゃぇ ゃ 
‶なす 1-6 /]けそうは – ╀せさゅぇし/ けす
くけゃけ し こなすっく ゃないっか すうこ „すさけき

こっす“. 〈けつおぇすぇ くぇ ゃおかのつゃぇくっ 
っ さぇいこけかけあっくぇ こけ しさっょぇすぇ 
くぇ こなすくうは せつぇしすなお けす ういたけょぇ 
くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお う ゃたけょぇ くぇ 
し. ╉けこさうくおぇ. ╃なかあうくぇすぇ くぇ 
すけゃぇ すさぇしっ っ 3 164 きっすさぇ う 
っ くぇえ-おなしけすけ さぇいしすけはくうっ けす 
こさっょかけあっくうすっ ゃぇさうぇくすう いぇ 
¨ぉたけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお. 
╄しすっしすゃっくけ, いぇ けそけさきはくっ くぇ 
くけゃけすけ すさぇしっ っ くっけぉたけょうきけ 
ょぇ ぉなょぇす ういゃなさてっくう けすつせあ
ょうすっかくう こさけういゃけょしすゃぇ くぇ いぇ
しっゅくぇすうすっ けす くけゃうは けぉたけょっく 
こなす つぇしすくう うきけすう.
╇しおぇき ょぇ こけょつっさすぇは, つっ 

こさう すけいう ゃぇさうぇくす しっ いぇこぇい
ゃぇ すさぇくいうすくけすけ ょゃうあっくうっ こけ 
しっゅぇてくうは ぃあっく けぉたけょっく こなす 
くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお.

- ╉ぇおゃぇ っ こけいうちうはすぇ くぇ 
きっしすくぇすぇ ゃかぇしす こけ ういぉけさぇ 
くぇ ゃぇさうぇくす くぇ ¨ぉたけょっく 
こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお う おぇお 
╁うっ, おぇすけ けぉとうくしおう しな
ゃっすくうちう, けちっくはゃぇすっ こさっょ
かけあっくうすっ ゃぇさうぇくすう?
- ‶け こさっょかけあっくうっ くぇ けぉ

とうくしおぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
うょっえくうはす こさけっおす いぇ けぉたけょっく 
こなす くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, しゃなさ
いぇゃぇと ‶なす 1-5 し ‶なす 1-6, ぉっ 
さぇいゅかっょぇく けす ‶けしすけはくくぇすぇ 
おけきうしうは こけ せしすさけえしすゃけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ, ぉかぇゅけせしすさけはゃぇ
くっ しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす. 
╁しうつおう つかっくけゃっ くぇ おけきう
しうはすぇ しっ けぉっょうくうたきっ けおけかけ 
しすぇくけゃうとっすけ, つっ ゃすけさうはす 
ゃぇさうぇくす – ╆ぇこぇょっく けぉたけょ, 
っ ぉっいしこけさっく おぇすけ ょなかあうくぇ 
くぇ すさぇしっすけ, いくぇつうすっかくけ こけ-
きぇかおうすっ うくゃっしすうちうう, おけうすけ 
すさはぉゃぇ ょぇ しっ くぇこさぇゃはす いぇ さっ
ぇかういぇちうはすぇ きせ う きくけゅけ こけ-
きぇかおうすっ こかけとう, おけうすけ こけょ
かっあぇす くぇ けすつせあょぇゃぇくっ.    

- ╉ぇおゃう しぇ けしくけゃくうすっ ゃな
こさけしう, おけうすけ こけしすぇゃうたぇ 
ゅさぇあょぇくうすっ こけ ゃさっきっ くぇ 
こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ う 
ゃ おぇおゃぇ しすっこっく こけゃょうゅくぇ
すうすっ けす すはた うしおぇくうは きけゅぇす 
ょぇ ぉなょぇす せょけゃかっすゃけさっくう?
- ′ぇ こさけゃっょっくけすけ くぇしおけ

さけ けぉとっしすゃっくけ けぉしなあょぇくっ 
ゅさぇあょぇくしすゃけすけ くぇ けぉとうくぇ 
╉ぇいぇくかなお こさっこけさなつぇ ういぉけさなす 
くぇ ゃすけさう ゃぇさうぇくす – ╆ぇこぇょっく 
けぉたけょ. ╆ぇすけゃぇ しつうすぇき, つっ 
しすぇくけゃうとっすけ くぇ けぉとうくしおぇすぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうは ょけ ┿ゅっくちうは 
„‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ“ – 
]けそうは すさはぉゃぇ ょぇ しっ しなけぉさぇ
いう し きくっくうっすけ くぇ けぉとっしすゃっ
くけしすすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ しっ 
ょぇょっ たけょ くぇ こさけちっょせさぇすぇ こけ 
さぇいゅかっあょぇくっすけ くぇ こさけっおすぇ けす 
╄おしこっさすくうは しなゃっす くぇ ぇゅっく
ちうはすぇ. ‶さけちっょせさぇすぇ こさけ
ょなかあぇゃぇ し ういさぇぉけすゃぇくっ くぇ 
╇ょっっく こさけっおす ゃ さぇいかうつくうすっ 
きせ しなしすぇゃくう つぇしすう, けしすけえくけし
すはゃぇくっすけ きせ, さぇいさぇぉけすゃぇくっ 
くぇ こぇさちっかぇさっく こかぇく くぇ いぇ
しっゅくぇすうすっ うきけすう, しかっょ おけっすけ 
とっ しっ こさうしすなこう おなき さぇぉけすくけ 
こさけっおすうさぇくっ. ‶さっょう ういけぉとけ 
ょぇ ゅけゃけさうき いぇ しすさけうすっかしすゃけ
すけ くぇ こなすは, こさっょしすけう ょぇ うい
しすさぇょぇきっ う すぇいう こさけちっょせさぇ.

- ¨おぇいゃぇ しっ, つっ さっぇかう
いぇちうはすぇ くぇ ちっかうは こさけっおす 
いぇ しすさけうすっかしすゃけ くぇ ¨ぉ
たけょっく こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお っ 
ういちはかけ いぇゃうしうきぇ けす しすさけ
うすっかしすゃけすけ くぇ すせくっかぇ こけょ 
【うこおぇ? ╇きぇ かう けこぇしくけしす 
ういけぉとけ ょぇ くっ しっ しすうゅくっ ょけ 

しすさけうすっかしすゃけ?
- ╇いゅさぇあょぇくっすけ くぇ けぉたけょ

くうは こなす くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
すさはぉゃぇ ょぇ しなゃこぇょくっ し ゃさっきっ
すけ くぇ さっぇかういぇちうはすぇ くぇ すせくっ
かぇ こけょ ゃさなた 【うこおぇ, ゃおかのつっく 
いぇ しすさけうすっかしすゃけ ゃ こさけゅさぇき
くうは こっさうけょ 2014 – 2020 ゅけ
ょうくぇ くぇ ╄]. ¨つぇおゃぇくうはすぇ しぇ 
すせくっかなす こけょ 【うこおぇ ょぇ ぉなょっ 
さっぇかういうさぇく しなし しさっょしすゃぇ 
くぇ ╄ゃさけこっえしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ 
„〈さぇくしこけさす“.
╋うくぇかうは きっしっち しっこすっきゃさう, 

おぇおすけ っ ういゃっしすくけ, ╄ゃさけこっえ
しおぇすぇ おけきうしうは ゃなさくぇ ぇこかう
おぇちうけくくぇすぇ そけさきぇ くぇ すぇいう 
こさけゅさぇきぇ „〈さぇくしこけさす“ こけ 
こさけしすぇすぇ こさうつうくぇ, つっ こさけ
っおすうすっ, おけうすけ こさっょかぇゅぇたきっ 
ょぇ ぉなょぇす ういこなかくはゃぇくう こけ 
すぇいう こさけゅさぇきぇ, くぇょゃうてぇゃぇ
たぇ しすけえくけしすすぇ, おけはすけ ぉってっ 
けこさっょっかっくぇ. ‶さぇゃうすっかしすゃけすけ 
ゃくっしっ けすくけゃけ ゃ ╄ゃさけこっえしおぇ
すぇ おけきうしうは こさっょかけあっくうは いぇ 
そうくぇくしうさぇくっ くぇ こなすくう う あ.こ. 
けぉっおすう こけ ‶さけゅさぇきぇ „〈さぇくし
こけさす“, おぇすけ しっ くぇょはゃぇきっ, つっ 
すせくっかなす こけょ 【うこおぇ とっ ぉなょっ 
さっぇかういうさぇく こさっい こさけゅさぇきくうは 
こっさうけょ  2014-2020 ゅ.

- ¨ぉっいこっつっくけ かう っ しなし 
しさっょしすゃぇ しすさけうすっかしすゃけ
すけ くぇ ¨ぉたけょっく こなす くぇ ゅさ. 
╉ぇいぇくかなお う おぇおゃう ういすけつ
くうちう くぇ そうくぇくしうさぇくっ 
こさっょゃうあょぇ いぇ すけいう こさけっおす 
¨ぉとうくしおう しなゃっす – ╉ぇいぇく
かなお?
-  ╃ゃぇすぇ けぉたけょくう こなすは, くせあ

くう いぇ すせくっかぇ – けぉたけょくうはす くぇ 
╂ぇぉさけゃけ う くぇ ╉ぇいぇくかなお, ういちは
かけ しっ そうくぇくしうさぇす し ょなさあぇゃ
くう しさっょしすゃぇ. ╄ゃさけこっえしおぇすぇ 
おけきうしうは  くはきぇ けすくけてっくうっ 
おなき そうくぇくしうさぇくっすけ くぇ ょゃぇすぇ 
けぉたけょくう こなすは, いぇとけすけ すは そう
くぇくしうさぇ しぇきけ こなすくう せつぇしすなちう 
こけ ╄ゃさけこっえしおうすっ おけさうょけさう.

- ¨つっゃうょくけ, しさけおけゃっすっ しぇ 
おさぇすおう, おぇおゃけ しかっょゃぇ ょぇ 
しっ くぇこさぇゃう いぇくぇこさっょ, いぇ 
ょぇ しっ さっぇかういうさぇ こさけっおすなす, 
ぇおけ すせくっかなす こけょ 【うこおぇ 
ゃかっいっ いぇ そうくぇくしうさぇくっ ゃ 
‶さけゅさぇきぇ „〈さぇくしこけさす“ くぇ 
╄]? ╉けゅぇ さっぇかくけ ぉう きけゅかけ 
ょぇ うきぇきっ いぇゃなさてっく ╆ぇこぇ
ょっく けぉたけょっく こなす, し おけっすけ 
ょぇ しっ いぇすゃけさう おぇすけ ちはかけ 
けおけかけゃさなしすくけ てけしっ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお?
- ╇いうしおゃぇす しっ いくぇつうすっかくう 

せしうかうは けす しすさぇくぇ くぇ ┿ゅっくちうは 
„‶なすくぇ うくそさぇしすさせおすせさぇ“ う 
けぉとうくしおぇすぇ ぇょきうくうしすさぇちうは 
くぇ ╉ぇいぇくかなお, いぇ ょぇ しっ しおなしはす 
ゃしうつおう ういうしおせっきう こさけちっょせ
さう う しさけおけゃっ けす こさけっおすうさぇ
くっ ょけ しすさけうすっかしすゃけ, し ちっか ょぇ 
しっ けすおかけくう くぇゃさっきっ ういゃなく 
ゅさぇくうちうすっ くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお 
せゃっかうつっくうはす すさぇそうお おなき すせ
くっかぇ こけょ ゃさなた 【うこおぇ. ╉ぇおすけ 
ゃっつっ おぇいぇた, さっぇかういぇちうはすぇ くぇ 
¨ぉたけょくうは こなす くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
すさはぉゃぇ ょぇ しなゃこぇょくっ こけ ゃさっ
きっ し さっぇかういぇちうはすぇ くぇ すせくっかぇ 
こけょ  【うこおぇ. 『はかけしすくけすけ そう
くぇくしうさぇくっ くぇ けぉたけょくうは こなす 
とっ しっ けしなとっしすゃはゃぇ し ょなさあぇゃ
くう しさっょしすゃぇ, いぇとけすけ すけえ しっ 
はゃはゃぇ ゃさないおぇ くぇ ょゃっ ゃっつっ しな
とっしすゃせゃぇとう ょなさあぇゃくう こなすくう 
ぇさすっさうう: ╂かぇゃっく こなす 1-5 /ぃゅ 
– ]っゃっさ: ╉ぇいぇくかなお – 【うこおぇ/ 
う ╂かぇゃっく  ‶なす 1-6 /╇いすけお – 
╆ぇこぇょ: ╀せさゅぇし – ]けそうは/. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

╇くあっくっさ 『ゃっすぇく 【うおけゃ けす ゅさせこぇすぇ „╄おこっさすう いぇ ╉ぇいぇくかなお“ ゃ ¨ぉとうくしおうは しなゃっす っ こさっょしっょぇすっか くぇ ‶けしすけはくくぇすぇ おけきうしうは こけ  せしすさけえしすゃけ くぇ 
すっさうすけさうはすぇ, うくそさぇしすさせおすせさぇ, しすさけうすっかしすゃけ う すさぇくしこけさす. ╇くあ. 【うおけゃ っ [なおけゃけょうすっか くぇこさぇゃかっくうっ „‶さけっおすうさぇくっ, うくゃっしすうちうう う しすさけうすっか
しすゃけ“ ゃ „┿さしっくぇか“ ┿╃. ╉ぇすけ っょうく けす しこっちうぇかうしすうすっ, おけうすけ くぇえ-ぇおすうゃくけ せつぇしすゃぇたぇ ゃ こせぉかうつくけすけ けぉしなあょぇくっ くぇ こさっょしすぇゃはくっすけ くぇ さぇいさぇぉけ
すっくうすっ ゃぇさうぇくすう いぇ けぉたけょっく こなす くぇ ゅさ. ╉ぇいぇくかなお, くせあっく いぇ しすさけうすっかしすゃけすけ くぇ すせくっかぇ こけょ 【うこおぇ, „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか“ こけおぇくう うくあ. 【うおけゃ 
いぇ おけきっくすぇさ こけ すっきぇすぇ.

すう ょぇ いぇゃなさてう こけ くぇえ-ょけぉさうは 
くぇつうく.

89-すぇすぇ しう ゅけょうてくうくぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ“ こけしさっとぇ ゃ 
ういちはかけ けぉくけゃっくぇ しゅさぇょぇ, しぇくう-

さぇくぇ う さっきけくすうさぇくぇ しなし しさっょ-
しすゃぇ こけ こさけっおすう, しせぉしうょうは けす 
ょなさあぇゃぇすぇ う こぇさう けす ょっかっゅうさぇ-
くうは ぉのょあっす くぇ せつうかうとっすけ.
]かっょゃぇとうすっ 12 きっしっちぇ とっ こさっ-

きうくぇす ゃ せしなさょくぇ こけょゅけすけゃおぇ う し 
こさけはゃう, こけしゃっすっくう くぇ 90-ゅけょうて-
くうは のぉうかっえ くぇ せつうかうとっすけ, おけえ-
すけ とっ ぉなょっ つっしすゃぇく ょけゅけょうくぇ. 
』ぇしす けす すはた っ う ゃなゃっあょぇくっすけ 

けす くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ くぇ 
けぉせつっくうっ こけ きったぇすさけくうおぇ. ′け-
ゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす とっ こけょゅけすゃは 
おぇょさう し こけいくぇくうは こけ きったぇくうおぇ, 
っかっおすさけくうおぇ う うくそけさきぇすうおぇ, 
ゅけすけゃう ゃっょくぇゅぇ しかっょ いぇゃなさて-
ゃぇくっすけ くぇ しさっょくけすけ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ ょぇ しっ ゃおかのつぇす こなかくけちっくくけ 
ゃ こさけういゃけょしすゃっくうは こさけちっし くぇ 
きぇてうくけしすさけうすっかくうすっ こさっょこさう-
はすうは ゃ さぇえけくぇ. ╁っょくぇゅぇ しかっょ 
╁っかうおょっくしおうすっ こさぇいくうちう ゅさせ-
こぇ せつっくうちう けす せつうかうとっすけ こけ-
しっすうたぇ ゃ さぇきおうすっ くぇ 6-ょくっゃくけ 
けぉせつっくうっ こけ こさけっおす „╉けきっくしおう“  
させきなくしおうは ゅさぇょ 》けさっいせ. 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”  っ こさはお 

くぇしかっょくうお くぇ しないょぇょっくけすけ こさっい 
1925 ゅけょうくぇ ╆ぇくぇはすつうえしおけ きっ-
たぇくけすったくうつっしおけ せつうかうとっ.  〈け っ 
こけしすさけっくけ しなし しさっょしすゃぇ, ょぇさっ-
くう けす おぇいぇくかなておうは しすさけうすっかっく 
こさっょこさうっきぇつ う ぉうゃて おきっす くぇ 
]けそうは こけ ゃさっきっ くぇ [っあうきぇ くぇ 
こなかくけきけとうはすぇ ╇ゃぇく 》ぇょあうっ-
くけゃ. ‶さっい 1917 ゅけょうくぇ  けしすぇくぇ-

かうはす おさなゅなか しうさぇお う けすゅかっょぇく 
けす つうつけ しう 》ぇょあうっくけゃ ょぇさはゃぇ 
1 きうかうけく いかぇすくう かっゃぇ いぇ こけ-
しすさけはゃぇくっすけ くぇ いぇくぇはすつうえしおけ 
せつうかうとっ ゃ さけょくうは しう ゅさぇょ. ╁ 
ぉなかゅぇさしおぇすぇ うしすけさうは 》ぇょあう-
っくけゃ っ ういゃっしすっく う おぇすけ っょうく-
しすゃっくうは ょっこせすぇす, くぇこせしくぇか 
こぇさかぇきっくすぇ - 7-すけ ¨ぉうおくけゃっ-
くけ ′ぇさけょくけ しなぉさぇくうっ いぇさぇょう 
すけゃぇ, つっ くっゅけゃぇ そうさきぇ こけっきぇ 
ょなさあぇゃくぇ こけさなつおぇ. 》ぇょあう-
っくけゃ せきうさぇ ゃ ╀せおせさっと こさっい 
1923 ゅけょうくぇ, こさっょう ょぇ ゃうょう 
さっぇかういうさぇくぇ  きっつすぇすぇ しう. 
╆ぇ 89-すっ ゅけょうくう けす しなとっしす-

ゃせゃぇくっすけ しう せつうかうとっすけ っ 
けぉせつうかけ くぇょ 20 たうかはょう すった-
くうつっしおう おぇょさう いぇ さぇえけくぇ う 
しすさぇくぇすぇ, ゅけかはきぇ つぇしす けす おけう-
すけ ゃこけしかっょしすゃうっ しぇ つぇしす けす 
しすけこぇくしおうは う うくょせしすさうぇかっく 
っかうす くぇ ょなさあぇゃぇすぇ. ╂けかはきぇ 
つぇしす けす おきっすけゃっすっ くぇ ╉ぇいぇく-
かなお ゃ こけしかっょくうすっ 80 ゅけょうくう 
しなとけ しぇ ゃないこうすぇくうちう くぇ ぉうゃ-
てうは ╋ったぇくけすったくうおせき, おけえすけ 
こさっい 1962 ゅけょうくぇ っ けぉはゃっく けす 
ょなさあぇゃぇすぇ いぇ けぉさぇいちけゃ. 
╁ きけきっくすぇ こけゃっつっ けす 80% 

けす せつっくうちうすっ, いぇゃなさてうかう 
こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇいうは, 
こさけょなかあぇゃぇす けぉせつっくうっすけ しう 
ゃなゃ ゃうしてう すったくうつっしおう せつうかう-
とぇ こけ しさけょくう しこっちうぇかくけしすう.
╁ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ ゅうきくぇ-

いうは くぇいぇょ ゃ ゅけょうくうすっ しぇ しっ 
けぉせつぇゃぇかう う ぉうゃてう きうくうしすさう 
くぇ こさけきうてかっくけしすすぇ くぇ ょなさ-
あぇゃう けす ┿そさうおぇ, しすけこぇくしおう 
さなおけゃけょうすっかう くぇ ゃうしけおう くうゃぇ 
けす ╁うっすくぇき, ╉けさっは う ょさせゅう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

╁ないこうすぇくうちう くぇ ‶╂ “╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” し くけゃうすっ せくう-
そけさきう, しく. ╋ぇさすうく –せつっくうお くぇ  ‶╂ “╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”  

╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ

ょうきう っ ゅかぇゃっく おけくしすさせおすけさ くぇ 
こさけすうゃけすぇくおけゃうすっ さぇおっすう „╋ぇ-
かのすおぇ”, くぇ さぇおっすうすっ „╆っきは-ゃない-
ょせた”, „╇ゅかぇ”, くぇ すぇおすうつっしおうすっ 
さぇおっすう „〈けつおぇ”, くぇ すぇおすうつっしおう-
すっ ぉぇかうしすうつくう さぇおっすう し はょさっくぇ 
ぉけえくぇ ゅかぇゃぇ „¨おぇ” う ょさ.
′っこけぉっょうきう っ さけょっく こさっい 

1921 ゅ. ゃ [はいぇく, のあくけ けす ╋けし-
おゃぇ. 〈けえ ぉうか きくoゅけ しこけしけぉっく ゃ 
きぇすっきぇすうおぇすぇ. ¨とっ ゃ くぇつぇかけ-
すけ くぇ ╁すけさぇすぇ しゃっすけゃくぇ ゃけえくぇ 
こけうしおぇか ょぇ いぇきうくっ ょぇ しっ ぉうっ 
くぇ そさけくすぇ, くけ ゃかぇしすうすっ くっ ゅけ 
ょけこせしくぇかう, すなえ おぇすけ うしおぇかう ょぇ 
いぇこぇいはす くぇえ-ょけぉさうすっ しう せつっくう-
ちう.
′っこけぉっょうきう いぇゃなさてゃぇ こさっし-

すうあくけすけ うくあっくっさくけ せつうかうとっ 
„╀ぇせきぇく”, こけ すけゃぇ ゃさっきっ っゃぇ-
おせうさぇくけ ゃ ╇あっゃしお - おかのつけゃ いぇ 
させしおぇすぇ ゃけっくくぇ こさけきうてかっくけしす 
ゅさぇょ, おなょっすけ しっ くぇきうさぇす う いぇ-

ゃけょうすっ „╉ぇかぇてくうおけゃ”.
′ぇ ′っこけぉっょうきう ぉうかけ いぇぉ-

さぇくっくけ ょぇ くぇこせしおぇ ]]][. 
′はきぇ こせぉかうおせゃぇくう くっゅけゃう 
しくうきおう, ぉうか いぇかうつっく ょけさう 
けす くはおけう ゅさせこけゃう そけすけゅさぇ-
そうう, こけしけつゃぇす させしおうすっ きっ-
ょうう.
╇いこなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ 

くぇ „┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせ-
てっゃ っ しさっょ  くはおけかおけすけ ぉなか-
ゅぇさう, うきぇかう さっょおうは うしすけさう-
つっしおう  てぇくし, おぇすけ しすせょっくす, 
ょぇ ゃうょう けす いぇかぇすぇ ゃっかうおうは 
おけくしすさせおすけさ. ╃けおぇすけ しっ 
けぉせつぇゃぇ ゃ 〈せかぇ, こさう っょくぇ けす 
けさゅぇくういうさぇくうすっ しすせょっくすしおう 
しさっとう し ゃっかうおう おけくしすさせお-
すけさう,  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ うきぇ 
ゃないきけあくけしすすぇ ょぇ  こさうしなしすゃぇ 
くぇ しさっとぇ-さぇいゅけゃけさ しなし ]っさ-
ゅっえ ′っこけぉっょうきう. 

 „〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”
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すけ ぇさしっくぇかちう けす ╆ぇゃけょ 6 

ぉせおゃぇかくけ てぇてゃぇす ちっかうは ゅさぇょ ゃ 
くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ くぇ っょうく  7-きう 
くけっきゃさう こけ こけゃけょ ゅけょうてくう
くぇすぇ くぇ ╁っかうおぇすぇ ¨おすけきゃさうえ
しおぇ さっゃけかのちうは, っ きぇおしうきぇか
くけ ぇゃすっくすうつくぇ: きぇすさけしうすっ しぇ 
し うしすうくしおう きけさはておう そせさぇあおう 
– ╀なかゅぇさしおうはす ゃけっくくけ-きけさしおう 
そかけす こけょぇさはゃぇ くぇ „┿さしっくぇか“ 
20 せくうそけさきう くぇ こけょゃけょくうつぇ
さう; こぇすさけくょぇてうすっ, こさっこぇしぇくう 
けす きかぇょけちうすっ くぇ こかぇすそけさきぇすぇ, 
しぇ っょくけ おなき っょくけ; きぇかおぇすぇ させ
しおぇ おぇさすっつくうちぇ, おぇおすけ う ゃしうつおう 
けさなあうは, しぇ けす ぇさしっくぇかしおうは きせ
いっえ, ょけさう いぇぉさぇょおぇすぇ くぇ こけしさっ
とぇつおぇすぇ くぇ ╊っくうく っ ゃなさいぇくぇ こけ 
させしおう... ╇ょっはすぇ いぇ すっぇすさぇかくぇ
すぇ おぇさすうくぇ っ くぇ ╂っけさゅう ┿くすけゃ. 
〈けえ さっあうしうさぇ ちはかけすけ ょっえしすゃうっ 
ゃなさたせ こけょゃうあくぇすぇ こかぇすそけさきぇ, 
くぇつっかけ くぇ おけはすけ しすけう しぇきうはす 
╊っくうく – ′っょっかつけ  ′っくけゃ けす ╆ぇ
ゃけょ 6. [っこっすうちううすっ しすぇゃぇす こさっい 
けぉっょくぇすぇ こけつうゃおぇ, こさけしすさぇく
しすゃけすけ けす  ╂かぇゃくぇ ょうさっおちうは ょけ 
こけさすぇかぇ くぇ ╆ぇゃけょ 6 しっ こさっゃさな
とぇ ゃ しちっくぇ くぇ けすおさうすけ しかっょ さぇ
ぉけすくけ ゃさっきっ. ╋くけゅけ さぇぉけすくうちう 
う しかせあうすっかう, いぇうくすさうゅせゃぇくう 
けす こけょゅけすけゃおぇすぇ, けしすぇゃぇす ょぇ 
ゅかっょぇす しかっょ さっょけゃくぇすぇ しきはくぇ 
おぇお すったくうすっ おけかっゅう けす ╆ぇゃけょ 6 
しっ こさっゃさなとぇす ゃ うしすけさうつっしおう 
そうゅせさう. ┿くすけゃ しっ しすさっきう おなき 
きぇおしうきぇかっく こさけそっしうけくぇかういなき 
う こっさそっおちうけくういなき – ゅさうきなす っ 
ゅさうあぇ くぇ くっいぇぉさぇゃうきうは きぇえ
しすけさ ╀ぇえ ╂っけさゅう ╄きぇくせうかけゃ, たせ
ょけあくうお ゃ すっぇすなさぇ くぇ つうすぇかうとっ 
„╇しおさぇ“, こけきぇゅぇ う さっあうしぬけさなす 
╇ゃぇく ╉っぉぇこつうっゃ. ‶けしすぇくけゃおぇすぇ 
おぇすけ ちはかけ っ おけくしせかすうさぇくぇ し ╇し
すけさうつっしおうは きせいっえ. 
[っぇかういぇちうはすぇ すけかおけゃぇ ゃこっ

つぇすかはゃぇ, つっ あうゃぇすぇ おぇさすうくぇ 
うきぇ こさけょなかあっくうっ ゃ しかっょゃぇ
とぇすぇ ょっゃっすけしっこすっきさうえしおぇ きぇ
くうそっしすぇちうは, おけはすけ しなあうゃはゃぇ 
きうすうつくうは ‶けこ ┿くょさっえ う くっ
ゅけゃけすけ すけこつっ. 20-すっ ょせてう けす 
„すさせこぇすぇ“ しっ せしきうたゃぇす ゃ しくうきおぇ 
いぇ しこけきっく... ]さっょ すはた しっ さぇい
こけいくぇゃぇ きかぇょっあおぇすぇ せしきうゃおぇ 
くぇ おぇいぇくかなておうは すっかっゃういうけくっさ 
]すっそぇく ╉ぇかつっゃ. ┿くすけゃ こさぇゃう 
ゃないしすぇくけゃおぇすぇ こけ こけいくぇすけすけ 
ういけぉさぇあっくうっ くぇ ]っこすっきゃさうえ
しおけすけ ゃなしすぇくうっ けす おぇさすうくぇすぇ くぇ 
╀けさうし ┿くゅっかせてっゃ. ╄くすせしうぇいきなす 
くぇ せつぇしすくうちうすっ – さぇぉけすくうちう, 
しかせあうすっかう, ぇょきうくうしすさぇすけさう... 
っ くっぉうゃぇか. ╄そっおすなす けす さっぇかう
いぇちうはすぇ – しなとけ.

┿くすけゃ ょけてなか ゃ „┿さしっくぇか“ 
こけ うょっは くぇ こさうはすっか

‶さうはすっかはす っ ╋うすおけ ╉せちぇさけゃ. 
╀うかけ こさっい 1969-すぇ. ╆ぇゃなさてうか 
おぇいぇくかなておうは ╋ったぇくけすったくう
おせき, ぉなょっとうはす ぇおすぬけさ けすうゃぇ 
くぇ さぇぉけすぇ こさう けすぉさぇくうすっ おぇ
ょさう – きぇえしすけさう くぇ ういきっさゃぇすっか
くう うくしすさせきっくすう. ′ぇさうつぇかう ゅう 
„ぉけゅけこけきぇいぇくうすっ“. 〈ぇおぇ さぇょうけ-
こさけゅさぇきくうはす さなおけゃけょうすっか – たせ
ょけあくうお けす ╆ぇゃけょ „‶なさゃう きぇえ“, 
いぇきっくは さぇぉけすぇすぇ ゃ おせかすせさぇすぇ し 
すなくおうは, きくけゅけ そうく てかけしっさしおう 
いぇくぇはす. ¨す 130-すう ちった, さなおけ
ゃけょっく けす ╂っけさゅう 〈ぇくっゃ, ┿くすけゃ 
うきぇ しぇきけ ょけぉさう しこけきっくう. 】せ
さぇすぇ うょっは くぇ ┿くすけゃ いぇ あうゃう
すっ おぇさすうくう こけかせつぇゃぇ こけょおさっ
こぇ う けす こぇさすうえくうはす しっおさっすぇさ 
くぇ ╆ぇゃけょ 6  ′うおけかぇえ ′っさけっゃ:  
“╋くけゅけ けすゃけさっく いぇ うょっう つけゃっお, 
おけえすけ ゃしはつっしおう くう こけきぇゅぇてっ“.  
‶け すけゃぇ ゃさっきっ っかうすくうはす いぇゃけょ 
うきぇか ょけさう しけぉしすゃっく ╀うゅ ╀っくょ 
し すさけきこっすうしすう, しぇおしけそけくうし
すう... こかのし きせいうおぇくすう けす ょさせゅう 
いぇゃけょう. „》けさぇすぇ しっ いぇぉぇゃかはゃぇ
たぇ, くうおけえ くっ っ こさけすっしすうさぇか, つっ 
っ ぇくゅぇあうさぇく ゃ しゃけぉけょくけすけ しう 

- ‶さけそ. ╀ぇかおぇくしおう, くぇこけ-
しかっょなお こさうょけぉう てうさけおけ 
けすいゃせお すっいぇすぇ, つっ ょなさあぇ-
ゃぇすぇ くう っ うくゃっしすうさぇかぇ くぇょ 
3,5 きかさょ. かっゃぇ ゃ きかぇょう 
せつっくう いぇ こけしかっょくうすっ 20 ゅけ-
ょうくう, おけうすけ けぉぇつっ ういすうつぇす 
ういゃなく こさっょっかうすっ くぇ しすさぇ-
くぇすぇ くう. ╁ すけいう しきうしなか, おぇお 
ょぇ さぇいぉうさぇきっ こけゃっょっくうっ-
すけ くぇ ぉなかゅぇさうすっ し ょけぉさう 
ょうこかけきう う ゃないきけあくけしすう, 
おけうすけ けすうゃぇす くぇゃなく: おぇすけ 
くっぉかぇゅけょぇさくけしす けす すはたくぇ 
しすさぇくぇ しこさはきけ ょなさあぇゃぇすぇ 
うかう おぇすけ くっぇょっおゃぇすくけしす くぇ 
ょなさあぇゃぇすぇ ょぇ しう いぇょなさあう 
たけさぇすぇ, おけうすけ きけゅぇす? 
- 〈けゃぇ っ ゅけかはきけ とぇしすうっ いぇ 

ょなさあぇゃぇすぇ, つっ うきぇ たけさぇ, おけうすけ 
きけゅぇす ょぇ しっ さっぇかういうさぇす くぇゃなく 
けす ╀なかゅぇさうは. ╆ぇとけすけ, おけゅぇ-
すけ しっ ゅけゃけさう おけかおけ ╀なかゅぇさうは 
っ こけたぇさつうかぇ いぇ すっいう たけさぇ, っ 
さっょくけ ょぇ しっ おぇあっ しなとけ おぇお-
ゃう こぇさう しっ ょけくぇしはす けす すぇおうゃぇ 
たけさぇ. ╉けかおけ きうかうけくう っあっゅけょ-
くけ しっ ょけくぇしはす ゃしはおぇ ゅけょうくぇ ゃ 
╀なかゅぇさうは けす ょけたけょうすっ くぇ すっいう 
たけさぇ. 〈せお すっ ういたさぇくゃぇす しっきっえ-
しすゃぇ, さけょくうくう, くけしはす こぇさう. 】っ 
ゃう ょぇき っょうく-っょうくしすゃっく こさう-
きっさ けす ゃうしけおけ くうゃけ くぇ せつっくう-
すっ, すっいう, おけうすけ しぇ きうくぇかう こさっい 
さぇいかうつくう けかうきこうぇょう ゃ ╀なかゅぇ-
さうは う しゃっすぇ う しっゅぇ しぇ くぇゃなく ょぇ 
こさぇゃはす くぇせおぇ, ゃ ┿きっさうおぇ. ╄ょうく 
つぇしすっく しかせつぇえ: すっ しぇ しないょぇかう 
っょうく そけくょ ょけ きけきっくすぇ けす 400 
きかく. ょけかぇさぇ, おぇすけ すけゃぇ しぇ ょぇ-
さっくうは けす ╀なかゅぇさうは. 〈けいう そけくょ 
こさけういゃっあょぇ こさうたけょう ゅけょうてくけ 
こけゃっつっ けす 20 きかく. ょけかぇさぇ. ′け 
20 きかく. ょけかぇさぇ, こけ すはたくけ こさぇ-
ゃうかけ, しっ たぇさつぇす ゃ ╀なかゅぇさうは 
ゃしはおぇ ゅけょうくぇ. 《けくょぇちうは „┿きっ-
さうおぇ いぇ ╀なかゅぇさうは“ しすけう いぇょ 
おせさしけゃっすっ, おけうすけ すせお しっ こさぇゃはす 
いぇ しないょぇゃぇくっ くぇ うくあっくっさう, 
すったくうちう, おけきこのすなさくう しこっちうぇ-
かうしすう, すせお, ゃ ╀なかゅぇさうは. 〈っいう 
おせさしけゃっ う ておけかう しぇ こかぇすっくう 
けす そけくょぇちうは „┿きっさうおぇ いぇ ╀なか-
ゅぇさうは“. ╀なかゅぇさしおけすけ きうくうし-
すっさしすゃけ くぇ けぉさぇいけゃぇくうっすけ くっ 
っ こかぇすうかけ っょうく おせさし. 〈ぇおぇ つっ, 
おけゅぇすけ しっ ゅけゃけさう いぇ ういすうつぇくっ 
くぇ きけいなちうすっ けす ╀なかゅぇさうは, すけ 
とぇしすうっ っ いぇ ╀なかゅぇさうは, つっ くっえ-
くう たけさぇ けすうゃぇす くぇゃなく. ╆ぇとけすけ, 
ぇおけ すっいう たけさぇ くっ しぇ くぇゃなく けす 
╀なかゅぇさうは, とっ しっ ゅけゃけさう しぇきけ 
いぇ こさっしすなこくけしすすぇ, いぇ おけさせこ-
ちうはすぇ, ぇ すけゃぇ くっ っ ょけしすけえくけ. 
〈ぇおぇ つっ たけさぇすぇ, おけうすけ ゅけゃけ-
さはす, すさはぉゃぇ ょぇ いくぇはす いぇ おぇおゃけ 
ゅけゃけさはす. ╂けかはきぇ ゅさっておぇ っ ょぇ 
しっ すゃなさょう, つっ ╀なかゅぇさうは こさぇゃう 
あっさすゃぇ いぇ すっいう たけさぇ, ぇ すっ しぇ 
くっぉかぇゅけょぇさくう う けすうゃぇす くぇゃなく. 
〈けゃぇ くっ っ あっさすゃぇ, ぇ こさうくけし 
いぇ ╀なかゅぇさうは. ╄すけ ゃう こさうきっさ 
し きっく: ぇおけ ぇい くっ ぉはた ういかはいなか 
けす ╀なかゅぇさうは, おけえ とってっ ょぇ しっ 
ゃなさくっ すせお, おぇおゃけ とはた ょぇ くぇ-
こさぇゃは ぇい いぇ ╀なかゅぇさうは, ぇおけ ぉはた 
けしすぇくぇか ゃ いぇすゃけさぇ?

‶さけそ. ╋うくおけ ╀ぇかおぇくしおう っ 
っょうく けす くぇえ-ぉけゅぇすうすっ ぉなか-
ゅぇさう ゃ きけきっくすぇ ゃ つせあぉうくぇ. 
¨す 70 ゅけょうくう あうゃっっ ゃ ‶ぇ-
さうあ, そさっくしおう ゅさぇあょぇくうく 
っ, きぇおぇさ ょぇ っ さけょっく くぇ 20-
すうくぇ おうかけきっすさぇ けす ]すぇさぇ 
╆ぇゅけさぇ, ゃ しっかけ ¨さはたけゃうちぇ, 
こさっい 1928 ゅけょうくぇ. 
‶さっょしすぇゃはか っ しゃけう うい-

しかっょゃぇくうは ゃ 34 せくうゃっさしう-
すっすぇ ゃ ╄ゃさけこぇ う ┿きっさうおぇ. 
』っか っ かっおちうう ゃ ぅこけくうは う 
╉うすぇえ. [っいせかすぇす けす ょなかゅけ-
ゅけょうてくぇすぇ くぇせつくぇ ょっえくけしす 
くぇ こさけそ. ╀ぇかおぇくしおう しぇ こせぉ-
かうおせゃぇくうすっ 30 おくうゅう う くぇょ 
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- ╇ すけゃぇ かう とってっ ょぇ ╁う しっ 
しかせつう? 
- ]うゅせさくけ. ╁ おけきせくうしすうつっ-

しおうすっ ゃさっきっくぇ, おぇすけ せつっくうお, 
ぉはた ぇくぇさたうしす う 100% とはた ょぇ 
しなき ゃ いぇすゃけさぇ. ′はきぇてっ ょぇ しな-
とっしすゃせゃぇき. ┿い しっ さけょうた, おけゅぇ-
すけ けすうょけた ゃなゃ 《さぇくちうは. ′け くっ 
っ しぇきけ すけゃぇ, きけっすけ さぇいゃうすうっ っ 
ゃなゃ 《さぇくちうは. ┿い ゃしはおぇ ゅけょうくぇ 
ういゃっあょぇき ゃ しゃっすぇ 2-3-きぇ きくけゅけ 
すぇかぇくすかうゃう せつっくうちう, そういうちう 
う きぇすっきぇすうちう けす くぇえ-ょけぉさうすっ 
せつうかうとぇ ゃ しゃっすぇ. 〈けゃぇ しぇ たけさぇ-
すぇ, おけうすけ しっ さっぇかういうさぇす. ╄すけ ゃう 
っょうく こさうきっさ し っょうく けす くぇてうすっ 
きかぇょう ぉなかゅぇさう, おぇいゃぇ しっ ぅくおけ 

〈けょけさけゃ. ′っゅけゃぇすぇ かぇぉけさぇすけ-
さうは しすさせゃぇ ゃっさけはすくけ おけかおけすけ 
っ ちっかうはす ぉのょあっす くぇ ╀┿′. 〈ぇおぇ 
つっ - おぇお ╀なかゅぇさうは こさう すぇいう 
しうすせぇちうは きけあっ ょぇ きせ しないょぇょっ 
せしかけゃうは ょぇ さぇぉけすう ゃ ╀なかゅぇさうは? 
¨とっ こけゃっつっ, つっ, いぇ ょぇ しっ こさぇゃう 
そういうおぇ, きぇすっきぇすうおぇ, ゃうしけおぇ 
くぇせおぇ, すさはぉゃぇ ゅさせこぇ, おけかっおすうゃ. 
′はおけかおけ ょせてう ょぇ さぇぉけすはす ゃいぇ-
うきくけ. ┿ ぉなかゅぇさうすっ くっ きけゅぇす ょぇ 
しう しなすさせょくうつぇす. ′はきぇ くぇせつくう 
ゅさせこう ゃ ╀なかゅぇさうは, くっ きけゅぇす ょぇ 
しっ しないょぇょぇす, くはきぇ せしかけゃうは.
 
- ╆ぇとけ? ╆ぇさぇょう かうこしぇ くぇ 

ょけしすぇすなつくけ こぇさう うかう いぇさぇ-
ょう っゅけ?
- ′っ, いぇさぇょう くはおぇおゃう しう ゅさせ-

こけゃう けすくけてっくうは ゃしっおう しっ いぇ-
すゃぇさは ゃ おぇぉうくっすぇ しう, いぇとけすけ 

っ くぇえ-ゃっかうお. ╀ぇぉぇうすとうくぇ きせ 
おぇいゃぇき ぇい くぇ すけゃぇ.

- 〈けっしす, ぉぇぉぇうすとうくぇすぇ くう 
こさっつう, いぇ ょぇ  しっ しないょぇゃぇ ゃう-
しけおぇ くぇせおぇ? 
- ]すさぇてくけ くう こさっつう. ╁しっおう しっ 

ぉうっ ゃ ゅなさょうすっ, ゃしっおう っ くぇえ-ゃっ-
かうおうはす, きぇすっきぇすうちうすっ しっ こかの-
はす っょくう ょさせゅう, ぇ しぇ つせょっしくう 
たけさぇ, ゃしっおう っょうく けすょっかくけ. ′け 
おぇすけ ゅう しかせてぇて, すけいう っ かけて, 
ょさせゅうはす かけて, ちうさおせかうさぇす しぇきけ 
ゅかせこけしすう う おかのおう. ╉ぇお きけあっ 
すけゅぇゃぇ こさう すっいう けぉしすけはすっかしすゃぇ 
ょぇ しっ しないょぇょっ っょくけ けぉとっしすゃけ 
くぇ ゃうしけおけ くうゃけ ゃ ╀なかゅぇさうは?
 

- 〈けゃぇ きぇえ っ くぇちうけくぇかくぇ 
つっさすぇ, ぇ くっ ぉっかっゅ くぇ くはおぇ-
おなゃ ゃうょ しけちうぇかっく しすぇすせし? 
- ╉けゅぇすけ いぇ こなさゃう こなす しかっょ 

50-ゅけょうてくけ けすしなしすゃうっ けす ╀なか-
ゅぇさうは しっ ゃなさくぇた すせお, うきぇた ぉうぉ-
かうけすっおぇ せ ょけきぇ, おぇすけ ょっすっ. ╇ 
くぇきうさぇき っょくぇ おくうゅぇ „《うかけしけ-
そうは くぇ おかのおぇさしすゃけすけ“. ╉ぇいぇた 
しう, すけゃぇ しぇきけ ゃ ╀なかゅぇさうは きけあっ 
ょぇ しなとっしすゃせゃぇ. ╉くうゅぇすぇ ぉってっ 
くぇ ぉなかゅぇさしおう, こけ ぉなかゅぇさしおう. 
〈けゃぇ おぇすけ ぇくっおょけす くはおぇおなゃ. 
′け ゃ ╀なかゅぇさうは たけさぇすぇ くっ けぉ-
とせゃぇす, ゅけゃけさはす かけてけ っょうく いぇ 
ょさせゅ. 〈けゃぇ っ こさっしすなこかっくうっ ょぇ 
ゅけゃけさうて かけてけ いぇ っょうく おけかっゅぇ, 
いぇ っょうく つけゃっお.
 
- ┿おけ しすっ きうくうしすなさ くぇ けぉ-

さぇいけゃぇくうっすけ ゃ ╀なかゅぇさうは 

しっゅぇ, おけっ とっ っ くぇえ-ゃぇあくけすけ 
くっとけ, し おけっすけ とっ しっ いぇっきっ-
すっ?
- ′ぇえ- ゃぇあくけすけ, こなさゃけ: くっおぇ 

ゅけゃけさうき いぇ くっとぇ, おけうすけ こけ-
いくぇゃぇきっ. ╁ しかせつぇは そういうおぇすぇ. 
╁ ╀なかゅぇさうは きくけゅけ けぉうつぇきっ ょぇ 
ゅけゃけさうき いぇ さぇいかうつくう こけしすうあっ-
くうは ゃ すぇいう けぉかぇしす, いぇ いかぇすくうすっ 
きっょぇかう, いかぇすくうすっ そういうちう. ′け 
っすけ ゃう しっゅぇ っょうく すぇおなゃ こさう-
きっさ: くぇえ- きぇかおぇすぇ すぇかぇくすかうゃぇ 
そういうつおぇ くぇ しゃっすけゃくけ くうゃけ っ けす 
すけいう ゅさぇょ, けす ╉ぇいぇくかなお - ╄おぇ-
すっさうくぇ ′ぇえょっくけゃぇ. 〈は ょけえょっ 
こさう きっく くぇ 15 ゅけょうくう. 〈は っ 
せくうおぇかくぇ, いぇとけすけ きけあっ ょぇ さっ-
てぇゃぇ くぇえ-すさせょくうすっ こさけぉかっきう 
ぉなさいけ. 〈けゃぇ っ しかぇゃぇ いぇ くっは, 
しかぇゃぇ いぇ ╀なかゅぇさうは, くけ すは すさはぉ-
ゃぇ ょぇ けすうょっ くはおなょっ こけ しゃっすぇ, 
おなょっすけ とっ くぇきっさう っおうこ う とっ 
きけあっ ょぇ さぇぉけすう こなかくけちっくくけ. 
┿ いぇ ╀なかゅぇさうは おぇおゃけ っ くせあくけ? 
′せあくけ っ ゃしうつおう せつうかうとぇ ょぇ 
うきぇす かぇぉけさぇすけさうう こけ そういうおぇ. 
╃っちぇすぇ すさはぉゃぇ ょぇ さぇぉけすはす, ょぇ 
しっ いぇうくすっさっしせゃぇす けす そういうおぇ-
すぇ こさぇおすうつっしおう, くぇ すっさっく. ′っ 
せつうすっかうすっ う こさけそっしけさうすっ こけ 
そういうおぇ ょぇ こうてぇす くぇ つっさくぇすぇ 
ょなしおぇ そけさきせかう う ょっちぇすぇ ょぇ くっ 
さぇいぉうさぇす いぇ おぇおゃけ しすぇゃぇ ょせきぇ. 
′ぇ くぇし くう すさはぉゃぇ こさけきうて-
かっくけしす, うくあっくっさう, すったくうちう. 
〈さはぉゃぇ ょぇ うきぇ っょくけ けぉとっしすゃけ 
ゃ ╀なかゅぇさうは, おけっすけ ょぇ いくぇっ, つっ 
そういうおぇすぇ しっ こさっこけょぇゃぇ くっ, いぇ 
ょぇ こうてぇす そけさきせかう, ぇ いぇ ょぇ しっ 
くぇこさぇゃう くっとけ いぇ こさけきうてかっ-
くけしすすぇ, いぇ ょなさあぇゃぇすぇ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ うきぇ こさぇおすうつくけ こさうかけあっ-
くうっ. 〈さはぉゃぇ ょぇ ょぇょっき つっしす う 
しかぇゃぇ くぇ すったくうちうすっ, くぇ たけさぇ-
すぇ, おけうすけ しないょぇゃぇす くっとけ, おけっ-
すけ さぇぉけすう, おけっすけ っ ゃ こけかいぇ くぇ 
きくけゅけ たけさぇ. ]っゅぇ おぇおゃけ こさけうい-
ゃっあょぇ ぉなかゅぇさしおうはす せくうゃっさしう-
すっす? ‶ぇさぇいうすう. ]ぇきけ こぇさぇいうすう 
. ┿ょゃけおぇすう, しつっすけゃけょうすっかう, 
ぉぇくおっさう, くぇえ-きくけゅけ ぉぇくおっさう. 
』っすぇす つせあょう こぇさう. 〈けゃぇ くっ っ 
いぇくぇはす. ╆ぇくぇはす っ, ぇおけ こさけうい-
ゃっょって くっとけ. ′ぇてぇすぇ けぉさぇいけ-
ゃぇすっかくぇ しうしすっきぇ ゅけすゃう ゅけかっきう 
せつっくう いぇ ぉぇぉぇうすう.

- ╀なかゅぇさうく かう とっ っ しかっょ-
ゃぇとうはす ┿えくとぇえく?
- ╋けあっ ょぇ ぉなょっ. ′うっ うきぇ-

きっ くぇうしすうくぇ くっゃっさけはすくう すぇ-
かぇくすう. ╄すけ ゃう っょうく くぇうしすうくぇ 
こぇさぇょけおし: くぇ きっあょせくぇさけょくう 
けかうきこうぇょう ╀なかゅぇさうは しっ しなし-
すっいぇゃぇ し ╉うすぇえ. 〈けゃぇ っ くっとけ 
くっゃっさけはすくけ. ╉ぇおゃけ けぉとけ うきぇ? 
╂かっょぇえすっ さぇいきっさうすっ, きぇとぇぉう-
すっ う こさぇゃっすっ ういゃけょうすっ. 〈けゃぇ 
っ つせょけ! ]なとけすけ っ ゃ きせいうおぇすぇ. 
┿い しっ いぇくうきぇゃぇき う し きせいうおぇ. ╁ 
╀なかゅぇさうは うきぇ ゅけかっきう いぇかけあぉう, 
うきぇ きくけゅけ すぇかぇくすかうゃう たけさぇ, 
ょっちぇ, くけ くはきぇ たけさぇ, くはきぇ けぉ-
とっしすゃけ, おけっすけ ょぇ こさっちっくう すけゃぇ 
う ょぇ しないょぇょっ ゃないきけあくけしすう いぇ 
さぇいゃうすうっ くぇ すっいう すぇかぇくすかうゃう 
たけさぇ. ╁ ╀なかゅぇさうは くはきぇ ゃない-

きけあくけしす ょぇ しっ さぇいゃうゃぇす たけさぇ-
すぇ, けす おけうすけ しすさぇくぇすぇ うきぇ くせあ-
ょぇ. 〈けゃぇ っ ょさぇきぇすぇ. ╂けかはきぇすぇ 
ょさぇきぇ くぇ しすさぇくぇすぇ!
 
-  ╇ けとっ おけかおけ ゃさっきっ くはきぇ 

ょぇ うきぇ すぇおぇゃぇ ゃないきけあくけしす, 
しこけさっょ ╁ぇし?
- ╃けおぇすけ くはきぇ しないくぇくうっ. ╃け-

おぇすけ くはきぇ こけかうすうつっしおぇ ゃけかは, 
ゅさぇあょぇくしおけ けぉとっしすゃけ. 〈さはぉゃぇ 
ょぇ ゅけ うきぇ すけゃぇ けぉとっしすゃけ, いぇ 
ょぇ しっ そけさきうさぇ う すぇおけゃぇ けす-
くけてっくうっ. 〉こさぇゃかはゃぇとうすっ すせお 
しぇ けすおなしくぇすう けす くぇさけょぇ. ╁なゃ 
《さぇくちうは きうくうしすなさ, ぇおけ くぇ-
こさぇゃう っょくぇ ゅさっておぇ, 2 きうかうけくぇ 
ょせてう しっ しなぉうさぇす こけょ こさけいけさ-
ちうすっ きせ う おぇいゃぇす: „』ぇおぇえ, けすう-
ゃぇえ しう うかう しっ けこさぇゃはて!“. ╉なょっ 
ゃ ╀なかゅぇさうは うきぇ すけゃぇ? 〈ぇ くぇかう 
うきぇてっ こさけすっしすう? ╉けえ うき けぉなさ-
くぇ ゃくうきぇくうっ?

-  ╉ぇお しっ くぇさうつぇ すけゃぇ くぇ 
っいうおぇ くぇ そういうおぇすぇ?
- ╀さぇせくけゃけ ょゃうあっくうっ, さっ-

いせかすぇすくぇすぇ っ くせかぇ. ╂けかはき こさけ-
ぉかっき っ しないょぇゃぇくっすけ くぇ っょくけ 
ゅさぇあょぇくしおけ けぉとっしすゃけ, おけっすけ 
ょぇ きけあっ ょぇ ういかなつう う たけさぇすぇ, 
おけうすけ とっ ゃけょはす くぇさけょぇ. ┿ しっゅぇ 
こけかうすうちうすっ しぇ しかせつぇえくう たけさぇ.
 
-  ╉ぇおゃけ けとっ こさぇゃう そけく-

ょぇちうは „╋うくぬけ ╀ぇかおぇくしおう“ 
いぇ すぇかぇくすかうゃうすっ ぉなかゅぇさつっ-
すぇ すぇいう ゅけょうくぇ? 
- ‶さっい かはすけすけ けすおさうゃぇきっ 8 

かっすくう ておけかう ゃ しすさぇくぇすぇ: こけ 
きぇすっきぇすうおぇ, いぇぉぇゃくぇ きぇすっきぇ-
すうおぇ う そういうおぇ. ]すぇさすうさぇたきっ 
う おけくおせさし „╋かぇょう ういけぉさっすぇすっ-
かう“. ┿おけ いくぇっすっ おぇおゃう つせょっしぇ 
しないょぇゃぇす ょっちぇ けす ╀なかゅぇさうは 
くぇ 16, 17 ゅけょうくう. ╇いけぉさっすっ-
くうは, おけうすけ, ぇおけ しぇ ゃ ┿きっさうおぇ, 
けす ゃしうつおう かぇせさっぇすう くぇ くぇてうは 
おけくおせさし, すぇき とっ しっ しないょぇょっ 
っょくぇ ちはかぇ うくょせしすさうは.

- ]っさうけいくけ? 
- ′ぇこなかくけ. ]すぇゃぇ ょせきぇ いぇ 

ょっすしおう こけしすうあっくうは, ういけぉさっすっ-
くうは, せしすさけえしすゃぇ, おけうすけ ゃっょくぇ-
ゅぇ ぉうたぇ ょぇかう くぇつぇかけすけ くぇ っょくぇ 
うくょせしすさうは. ′け おけえ とっ しっ いぇっ-
きっ, おけえ とっ いぇかけあう こぇさう? 〈せお 
くっ いくぇき おぇおゃけ こさぇゃはす たけさぇすぇ 
し こぇさうすっ しう. ╇きぇ きくけゅけ たけさぇ 
し こぇさう, きくけゅけ ぉけゅぇすう たけさぇ, くけ 
おぇおゃけ こさぇゃはす し こぇさうすっ しう? ‶う-
すぇえすっ ゅう!  ┿い しっ つせょは. ╃ぇ しっ いぇ-
っきぇす, ょぇ しないょぇょぇす っょくぇ きぇかおぇ 
うくょせしすさうは, し っょくけ ょぇさけゃうすけ, 
ぇきぉうちうけいくけ ょっすっ. ′け すなさこっ-
くうっ すさはぉゃぇ, すっ とっ いぇぉけゅぇすっはす, 
くけ こけ-おなしくけ. ′け すせお しっ ぉなさいぇ 
し こぇさうすっ. 〈さはぉゃぇ さぇぉけすぇ, すさはぉ-
ゃぇ たけさぇすぇ ょぇ しっ くぇせつぇす ょぇ ちっ-
くはす すさせょぇ う ょぇ せゃぇあぇゃぇす すっいう, 
おけうすけ けすうゃぇす おなき すさせょぇ. ╉けうすけ 
しないょぇゃぇす くっとぇ いぇ こさけきうてかっ-
くけしすすぇ, いぇ うくょせしすさうはすぇ, ぇ くっ 
しぇきけ しかぇゃぇすぇ. ′うっ しきっ しかぇゃくう, 
くけ ぉっょくう.

╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ

ゃさっきっ, くぇこさけすうゃ“, しこけきくは 
しう ╅けさけ ┿くすけゃ いぇ いぇくう
きぇくうはすぇ しう こけおさぇえ ぇさしっ
くぇかしおうすっ しう うくうちうぇすうゃう. 
╅うゃうすっ おぇさすうくう しぇ いぇこっ
つぇすぇくう ゃ せくうおぇかくう しくうきおう, 
おけうすけ すけえ こぇいう ゃくうきぇすっかくけ 
ゃ かうつくうは しう ぇさたうゃ. ╁しなと
くけしす, ぇさたうゃうすっ くぇ ┿くすけゃ しぇ 
こけしかけゃうつくう. ╂けょうくう くぇさっょ 
すけえ しなぉうさぇ ぇそうてう けす 』せ

ょけきうさけゃう こさぇいくうちう. 〈ぇおぇ, 
いぇ こけゃっつっ けす 20 ゅけょうくう, しっ 
けそけさきは ちっくくぇ おけかっおちうは けす 
しすけすうちう おせかすせさくう ぇそうてう 
いぇ しなぉうすうは, けしすぇゃうかう ちっく
くう しこけきっくう いぇ おぇいぇくかなて
おぇすぇ こせぉかうおぇ. ]さなつくけしすすぇ 
う しすさぇしすすぇ おなき うしすけさうはすぇ 
う ぇさたうゃうすっ こさぇゃはす ┿くすけゃ 
せくうおぇかっく し けとっ っょくけ くっゅけ
ゃけ いぇくうきぇくうっ: ょくっし すけえ っ 
っょうくしすゃっくうはす おくうゅけゃっいっち ゃ 
╉ぇいぇくかなお, おけえすけ しすぇさぇすっか
くけ こけょゃなさいゃぇ ういょぇくうは いぇ 
╀うぉかうけすっおぇ „╇しおさぇ“, くっゅけ
ゃう けす こけしかっょくうすっ ゅけょうくう しぇ 
う いぇこぇいっくうすっ ゃ しこさっすくぇすう 
おけさうちう こなかくう すっつっくうは くぇ 
ゃっしすくうお „╇しおさぇ“. ╁いっか いぇ
くぇはすぇ けす ╀ぇえ ╉けしすぇ – ╉くう
ゅけゃっいっちぇ, おけえすけ けすうゃぇか ょぇ 

ゅけ せつう くぇこさぇゃけ せ ょけきぇ, こけ
きぇゅぇか う ゃ さぇぉけすうかくうちぇすぇ くぇ 
╇かうは ╂のかっゃ. ┿くすけゃ しっ いぇくう
きぇゃぇ けす せつっくうお し すけゃぇ. ]っゅぇ, 
おぇすけ ゅけ こうすぇて: “¨すおなょっ すぇは 
しすさぇしす おなき ぇさたうゃうすっ う こけょ
ゃなさいうはすぇ?“, すけえ しぇき しっ つせょう. 
¨ぉはしくはゃぇ しう ゅけ しなし しすさぇしすすぇ 
おなき おくうゅうすっ, おけうすけ っ こさけつっか. 
╆ぇ きっく うきぇ う ょさせゅけ けぉはしくっ
くうっ – ╂けしこけょ っ さなしくぇか ゃなさたせ 

╅けさけ ┿くすけゃ こけゃっつっ けす っょうく 
すぇかぇくす. ╀っいしこけさくけ  っ, けぉぇつっ, 
つっ くぇえ-はさおうはす けす すはた っ ぇお
すぬけさしおうはす.

┿くすけゃ っ くぇ しちっくぇすぇ けす 
せつっくうお

′ぇつぇかけすけ っ ゃ せつうかうとくぇすぇ 
すっぇすさぇかくぇ すさせこぇ, さなおけゃけょっくぇ 
けす こさっこけょぇゃぇすっかは こけ ぉなかゅぇさ
しおう う かうすっさぇすせさぇ - ょさせゅぇさはす 
[ぇえつっゃ. ╁ すったくうおせきぇ ┿くすけゃ 
こさぇゃう „っしすさぇょくけ しこっおすぇおなか
つっ“, ゃ おけっすけ ゃしうつおう あっくしおう 
さけかう しっ ういこなかくはゃぇす けす きけき
つっすぇ. ‶さっょういゃうおゃぇす そせさけさ... 
╆ぇぉっかはいゃぇ ゅけ うきっくうすうはす 
╅けさけ ′うおけかけゃ けす „╇しおさぇ“ う 
ゅけ おぇくう ゃ つうすぇかうとっすけ – ゃ ╄し
すさぇょくけ-しぇすうさうつくうは すっぇすなさ. 

〈ぇおぇ こさっい 1962-さぇ ┿くすけゃ うい
ゅさはゃぇ くぇ おぇいぇくかなておぇすぇ しちっくぇ 
おぇすけ ╋うしすなさ ╉けそすう – いぇこぇょっく 
あせさくぇかうしす, ゃ ういおかのつうすっかくけ 
せしこってくぇすぇ „‶けかっす ゃ ╉けしきけしぇ“ 
くぇ ‶っすなさ ]すけえつっゃ う ‶っすなさ 
┿くすけゃ.  ╃っしっすうくぇ ゅけょうくう こけ-
おなしくけ – こさっい 1973-すぇ, ┿くすけゃ 
しっ おぇつゃぇ くぇ こさけそっしけくぇかくぇすぇ 
しちっくぇ くぇ ]かうゃっくしおうは おせおかっく 
すっぇすなさ おぇすけ しすぇあぇくす-ぇおすぬけさ. 

¨す „┿さしっくぇか“ くっ ゅけ こせしおぇす, 
くけ しおかけくはゃぇす しかっょ くぇきっしぇすぇ 
くぇ ]すっそぇく ╃ぇきはくけゃ, しかっょ ゅけ
ょうくう しすぇくぇか おきっす くぇ ╉ぇいぇく
かなお. ]さなつくけしすすぇ くぇ こさなしすうすっ 
くぇ かっおぇかつうおぇ ゃかういぇ ゃ さぇぉけすぇ 
ゃ せしゃけはゃぇくっすけ くぇ しかけあくけ
すけ ゃけょっくっ くぇ おせおかうすっ. ┿くすけゃ 
しっ せつう すさう きっしっちぇ くぇさっょ, 
さなちっすっ う おさなしすなす ゅけ ぉけかはす, 
くけ せしこったなす けとっ けす こなさゃぇすぇ 
こけしすぇくけゃおぇ „╃-さ ¨た ╀けかう“ 
っ そぇおす. ]かっょゃぇとうは しっいけく 
ゃっつっ っ ゃ ╃なさあぇゃっく おせおかっく 
すっぇすなさ – 〈なさゅけゃうとっ. ]かっょゃぇ 
かのぉうきうはす きせ おせおかっく すっぇすなさ 
ゃ ぅきぉけか. ′ぇこせしおぇ しなし しなあぇ
かっくうっ, くけ うょっはすぇ いぇ しけぉしすゃっく 
ょけき ゃ ╉ぇいぇくかなお くぇょょっかはゃぇ. 
┿くすけゃ ょなかゅけ しっ こうすぇ いぇ こさぇ
ゃうかくけしすすぇ くぇ すけいう ういぉけさ. ′け 

ょくっし, しはおぇて, ゃっつっ くっ しなあぇ
かはゃぇ. ]かっょ こけゃっつっ けす 60 さけかう 
くぇ こさけそっしうけくぇかくぇすぇ しちっくぇ, 
ぉっい ょぇ ぉさけう せしこったうすっ ゃ しぇきけ
ょっえくうは すっぇすなさ, つけゃっお くはきぇ いぇ 
おぇおゃけ ょぇ しなあぇかはゃぇ. 〈せお こけっ
きぇ おぇすけ たせょけあっしすゃっく さなおけゃけ
ょうすっか ╄しすさぇょくけ-しぇすうさうつくうは 
つうすぇかうとっく すっぇすなさ こさっい 1980-
すぇ, こさっょう すけゃぇ - 〈っぇすさぇかくうは 
しなしすぇゃ ゃ ╃けきぇ くぇ ぇさきうはすぇ ゃ 
╉ぇいぇくかなお. ╁ すっぇすなさぇ くぇ ╉ぇ
いぇくかなお  ゅけ つぇおぇ くっとけ けとっ こけ- 
たせぉぇゃけ:

┿くすけゃ しすぇゃぇ こなさゃうはす
とぇすっく ぇおすぬけさ

‶さっい 1993-すぇ, いぇっょくけ し ╂な
かなぉうくぇ, ょゃぇきぇすぇ しすぇゃぇす こなさ
ゃうすっ こさけそっしうけくぇかくう ぇおすぬけさう 
ゃなゃ そけさきぇちうはすぇ – こさっょてっしす
ゃっくうお くぇ ょくってくうは けぉとうくしおう 
すっぇすなさ „╊のぉけきうさ ╉ぇぉぇおつうっゃ“.
¨す 〈っぇすなさ „╊のぉけきうさ  ╉ぇぉぇお

つうっゃ“, おなょっすけ ┿くすけゃ うゅさぇっ う 
ょくっし, くぇいぇょ ゃ しこけきっくうすっ くぇ 
こせぉかうおぇすぇ けしすぇゃぇす おさぇかしおぇ
すぇ きせ けしぇくおぇ ゃ せくうおぇかくうは 
おけしすのき くぇ ╉なくつけ ╉ぇしぇぉけゃ  けす 
„╇ゃけくぇ, こさうくちっしぇすぇ くぇ ╀せさ
ゅせくょぇ“, こけしすぇくけゃおぇ くぇ ╇ゃぇく 
]かぇゃけゃ う 『ぇさ ]っゃす 〈さっすう けす 
„╋うしすっさうう ゃ ╃けかうくぇすぇ“ くぇ 
╋ぇさゅぇさうすぇ ╂さぇょっつかうっゃぇ; ╄ゃ
すうき, こけこなす う ゃぇかうはすぇ けす おせか
すけゃぇすぇ „╀ぇかおぇくなす くっ っ きなさ
すなゃ“ くぇ ]けそうは [うしすっゃしおぇ, ゃ 
おけはすけ こぇさすくうさぇす し ╃っはく ╃けく
おけゃ; すっあおぇすぇ つけさぉぇょあうえしおぇ 
ょせきぇ くぇ ┿ゃさぇき ′っきすせさ ゃ „╅っ
かっいくうはす しゃっすうかくうお“ こけ ╃うきう
すなさ 〈ぇかっゃ し さっあうしぬけさ 〈けょけさ 
╀けはくけゃ う けとっ きくけゅけ さけかう. 
╀っい さぇいおさぇしはゃぇくっ, しなし しう

ゅせさくけしす しっ ゃうあょぇ, つっ すけえ っ 
う くぇえ-ょけぉさうはす ょけぉなさ ╃はょけ 
╉けかっょぇ, おけえすけ ゃ こけしかっょくう
すっ ゅけょうくう こぇかう っかたぇすぇ くぇ 
こかけとぇょぇ ゃ ╉ぇいぇくかなお. ╇ すせお 
ょけしすけかっこくぇすぇ きせ そうゅせさぇ う 
ぉっかうはす きせしすぇお しぇ しぇきけ ゃなくて
くう ぉっかっいう いぇ すぇは ょけぉさけすぇ. 
┿くすけゃ いぇ くうとけ くぇ しゃっすぇ くっ 
しう ょぇゃぇ きせしすぇおぇ しかっょ おぇすけ 
こさっい 1978-きぇ, しけぉしすゃっくぇすぇ 
きせ あっくぇ ╁ぇしおぇ くっ ゅけ さぇいこけい
くぇかぇ こさう こさうしすうゅぇくっすけ きせ ゃ 
ぅきぉけか いぇさぇょう しきはくぇ くぇ ゃういう
はすぇ こけおさぇえ ょけおすけさしおぇすぇ さけかは 
ゃ „╉なとぇ おさぇえ かけいっすけ“ くぇ ]くっ
あうくぇ ╉ぇきっくけゃぇ ゃ 〈なさゅけゃうと
おうは すっぇすなさ. ╆ぇ ぉさぇょぇすぇ うきぇ 
おけかっぉぇくうは – きけあっ う ぉっい くっは, 
いぇとけすけ うきぇ かけてう しこけきっくう.
┿おすぬけさなす ╂っけさゅう ┿くすけゃ うきぇ 

けとっ きくけゅけ おぇおゃけ ょぇ さぇいおぇあっ. 
′け, ぇおけ しこぇいうき くっゅけゃけすけ こけ
あっかぇくうっ いぇ „くうおぇおゃけ さぇいおさぇ
しはゃぇくっ“ , っ さっょくけ ょぇ しこさっき ょけ 
すせお. ‶さっい あうゃけすぇ しう すけえ ゃう
くぇゅう っ くぇきうさぇか くぇつうく, おけゅぇすけ 
っ くせあくけ, ょぇ こけしこさっ. 
„╋くけゅけ きうかけ う こさうはすくけ きう 

しすぇくぇ けす すぇいう こけおぇくぇ くぇ „〈さう
ぉせくぇ ┿さしっくぇか“, しこけょっかは ゃ 
おさぇは くぇ しさっとぇすぇ くう ╂っけさゅう 
┿くすけゃ: さぇぉけすうか しなき し きくけゅけ 
たけさぇ ゃ „┿さしっくぇか“ う きう っ きくけ
ゅけ こさうはすくけ ょぇ ゅう しさっとぇき“, 
ゃさなとぇ しっ ゃ しこけきっくうすっ しう かの
ぉうきっちなす くぇ こせぉかうおぇすぇ. 
′け こけ-ちっくくう いぇ ┿くすけゃ しぇ くっ 

ょけおせきっくすうすっ いぇ こさけそっしうけ
くぇかういなき, ぇ けくうは こさっあうゃっくう 
きうゅけゃっ, おぇすけ しこうさぇくっすけ くぇ 
ょなたぇ しかっょ こさっょしすぇゃかっくうっすけ, 
ゃ おけっすけ しぇきうはす ╉ぇかけはくつっゃ 
きせ こけょぇさはゃぇ しけぉしすゃっくぇすぇ しう 
おけてくうちぇ し ちゃっすは ゃ いくぇお くぇ 
こさういくぇくうっすけ くぇ こさけそっしうけくぇ
かうしす おなき こさけそっしうけくぇかうしすぇ, 
ういこなかくはゃぇとう っょくぇ う しなとぇ 
さけかは – ╉きっすなす けす „╁さぇあぇかっち“. 

╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ

¨おぇいゃぇ しっ, すさせょくけ きけあっ ょぇ しっ くぇきっさう ういはゃっく おぇいぇくかなつぇくうく, おけえすけ ょぇ っ かうてっく 
けす さけょしすゃっくぇ ぇさしっくぇかしおぇ ゃさないおぇ. ╇, ぇおけ すけゃぇ っ かけゅうつくけ けぉはしくうきけ いぇ うくあっくっさくうすっ 
う さなおけゃけょくうすっ おぇょさう, すけ こさけょなかあぇゃぇ ょぇ ぉせょう せょうゃかっくうっ けぉしすけはすっかしすゃけすけ, つっ う ゃ 
しそっさぇすぇ くぇ おせかすせさぇすぇ ぉっいしこけさくけ  こさぇゃうかけすけ “╁しうつおけ いぇこけつくぇ ゃ „┿さしっくぇか“, ゃぇあう いぇ 
きくけゅけ けす おぇいぇくかなておうすっ すゃけさちう. ‶さぇゃうかけすけ しっ こけすゃなさあょぇゃぇ う ゃ かうつくぇすぇ しなょぉぇ くぇ 
╂っけさゅう ┿くすけゃ – ょけぇえっく しさっょ ぇおすぬけさうすっ, けしすぇゃうかう はさおう きなあおう こさうしなしすゃうは くぇ すっぇ
すさぇかくぇすぇ しちっくぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお. ┿くすけゃ っ っょうく けす けくっいう たけさぇ, おけうすけ しぇ さけょっくう いぇ すけゃぇ 
ういおせしすゃけ, いぇすけゃぇ くっ っ つせょくけ, つっ くっゅけゃぇすぇ ょけしすけかっこくぇ けしぇくおぇ さぇいこけいくぇゃぇす くっ しぇきけ 
くぇ しちっくぇすぇ, くけ う こけ せかうちうすっ くぇ ゅさぇょぇ, う きぇかおう, う ゅけかっきう.
╆ぇ くぇえ-きぇかおうすっ ╅けさけ ┿くすけゃ きけあっ ぉう っ くっこけいくぇす, くけ くっゅけゃうすっ けつう, しすさぇくくけ おぇお, ゅう 

ゅかっょぇす し ょけぉさけすぇすぇ くぇ ╃はょけ ╉けかっょぇ, おけえすけ うき っ ょけくっしなか  こけょぇさなおぇ ゃ ょっすしおぇすぇ ゅさぇ
ょうくぇ こけ [けあょっしすゃけ. ╀っい ょぇ いくぇはす いぇとけ, すっ ゅけ けぉうつぇす. ╄ょくぇおゃけ けぉうつぇく けす こせぉかうおぇすぇ 
ゃなゃ ゃしうつおう ゃないさぇしすう, ┿くすけゃ いぇ ゃっすっさぇくうすっ - ぇさしっくぇかちう っ う くっとけ こけゃっつっ: すけえ っ しさなつ
くうはす かっおぇかつうお けす 130-すう ちった くぇ ╆ぇゃけょ 6, おけえすけ ゃ くぇつぇかけすけ くぇ 70-すっ こさっゃなさくぇ ╀ぇすう 
′っょっかつけ ′っくけゃ ゃ ╊っくうく う ゅけ おぇつう くぇ こかぇすそけさきぇすぇ いぇ しっょきけくけっきゃさうえしおぇすぇ ゅさぇょしおぇ 
きぇくうそっしすぇちうは, いぇっょくけ し けとっ ょゃぇえしっすうくぇ きかぇょけちう, いぇ ょぇ こさっょしすぇゃはす あうゃぇすぇ おぇさすう
くぇ くぇ こけしさっとぇくっすけ くぇ ╁かぇょうきうさ ╇かうつ くぇ そうくかぇくょしおぇすぇ ゅぇさぇ, ゃ おけはすけ っ こさっょしすぇゃっく 
しなぉうさぇすっかくうはす けぉさぇい くぇ ╁¨][...

ぢëÜâ. ぜóÖ¡Ü ゐí¿¡íÖï¡ó:

2000 しすさぇくうちう ょさせゅう くぇせつくう 
こせぉかうおぇちうう. 〈けえ っ こけつっすっく 
こさけそっしけさ くぇ 〉くうゃっさしうすっすぇ 
„‶うっさ う ╋ぇさう ╉のさう” ゃ ‶ぇ-
さうあ, きくけゅけおさぇすくけ ゅけしす-こさけ-
そっしけさ ゃ ╉ぇかうそけさくうえしおうは 
せくうゃっさしうすっす. 
′けしうすっか っ くぇ ¨さょっく „]すぇ-

さぇ こかぇくうくぇ“ う くぇ しすぇすせっすおぇ-
すぇ „╋うゅさぇくす くぇ ゅけょうくぇすぇ“ くぇ 
╋っあょせくぇさけょくぇすぇ けさゅぇくういぇ-
ちうは こけ きうゅさぇちうはすぇ.
‶さけそ. ╋うくおけ ╀ぇかおぇくしおう う 

ょけしっゅぇ っ しつうすぇく いぇ っょうく けす 
くぇえ-ういゃっしすくうすっ せつっくう ゃ けぉ-
かぇしすすぇ くぇ そういうおぇすぇ ゃ しゃっすけ-
ゃっく きぇとぇぉ. [ぇいゃうゃぇ てうさけおぇ 

ぉかぇゅけすゃけさうすっかくぇ ょっえくけしす.
╅っくっく っ いぇ そさぇくちせいけえおぇ う 

うきぇ ょゃぇきぇ しうくぇ, おけうすけ しぇ ゃ 
]┿】 う しっ いぇくうきぇゃぇす し おけき-
このすなさくう くぇせおう. 〈っ うきぇす いくぇ-
つうすっかっく こさうくけし いぇ ぉかぇゅけすゃけ-
さうすっかくぇすぇ ょっえくけしす くぇ しゃけは 
ぉぇとぇ ゃなゃ そけくょぇちうはすぇ, くけ-
しっとぇ うきっすけ くぇ すったくうは ょはょけ 
„╋うくぬけ ╀ぇかおぇくしおう“ , けしくけゃぇ-
くぇ こさっい 1993 ゅけょうくぇ. 
¨しくけゃくぇすぇ え ちっか っ こけょこけ-

きぇゅぇくっ くぇ おせかすせさくうは あうゃけす 
ゃ さけょくうは おさぇえ う くぇ きかぇょう 
すぇかぇくすう ゃ しそっさぇすぇ くぇ そういう-
おぇすぇ, うくそけさきぇすうおぇすぇ う きぇすっ-
きぇすうおぇすぇ. ╁ さけょくけすけ しう しっかけ 

¨さはたけゃうちぇ っ しないょぇか せくうおぇ-
かっく っすくけゅさぇそしおう おけきこかっおし し 
ぉけゅぇすぇ ぉうぉかうけすっおぇ けす くぇょ 6 
たうかはょう すけきぇ そさっくしおぇ かうすっ-
さぇすせさぇ. 
′っゅけゃぇ っ う こさけゅさぇきぇすぇ いぇ 

けぉせつっくうっ くぇ せつっくうちう こけ おけき-
このすさう ゃ ぉなかゅぇさしおう せつうかうとぇ 
う ょけ きけきっくすぇ こけ くっは そけくょぇ-
ちうはすぇ っ けぉけさせょゃぇかぇ 130 ぉなか-
ゅぇさしおう せつうかうとぇ し おけきこのすさう. 
‶なさゃうはす おけきこのすなさ ゃ おぇいぇく-
かなておぇすぇ ‶╋╂ しなとけ っ ょぇさっく 
けす そけくょぇちうは „╋うくぬけ ╀ぇかおぇく-
しおう“. 
¨す 2006 ゅけょうくぇ ゃ さけょくけすけ 

しっかけ くぇ こさけそっしけさぇ そせくお-

ちうけくうさぇ し くっゅけゃぇ こけきけと う 
し くっゅけゃう ょぇさっくうは ′ぇちうけくぇ-
かっく うくしすうすせす いぇ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ.
‶さけそ. ╋うくおけ ╀ぇかおぇくしおう 

ぉっ ゅけしす くぇ ╉ぇいぇくかなお, おなょっすけ 
しっ こさけゃっょっ そうくぇかくうはす おさなゅ 
くぇ ′ぇちうけくぇかくぇすぇ けかうきこうぇ-
ょぇ こけ そういうおぇ いぇ せつっくうちう けす 
7 ょけ 12 おかぇし. 
╁ きぇかおけすけ ゃさっきっ けす こさっ-

ぉうゃぇゃぇくっすけ しう ゃ ╉ぇいぇくかなお 
ぉなかゅぇさうくなす し そさっくしおう こぇし-
こけさす けすょっかう ゃさっきっ う いぇ つう-
すぇすっかうすっ くぇ ゃっしすくうお „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

Проф. Балкански със своя колега учителят 
Теодосий Тводосиев
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╇いょぇすっかしおう しなゃっす:  ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ, ぅくおけ ╆ぇこさはくけゃ,
『ゃっすぇく 【うおけゃ, ╃けぉさうく ╃さぇゅくっゃ.
[っょおけかっゅうは: ╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ - ゅか. さっょぇおすけさ, ╃うぇくぇ ′っえつっゃぇ, ╋ぇさうは [ぇておけゃぇ, 
‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ, ╋ぇさうは ‶うしおけゃぇ, ╋うさぇく ╋ぇょっくょあうはく, ╁っくおけ ぃくぇおけゃ. 
]なし しなょっえしすゃうっすけ くぇ ╉′]╀ う ╉〈 “‶けょおさっこぇ” ゃ “┿さしっくぇか”┿╃.
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╆ぇ ゃさないおぇ し さっょぇおすけさうすっ くぇ “〈さうぉせくぇ ┿さしっくぇか”:
╃っかはくぇ ╀けぉっゃぇ: 0882 98 70 13, e-mail: didab@abv.bg
╃うぇくぇ [ぇきくぇかうっゃぇ: 0882 98 70 14, e-mail: diana_
ramnalieva@abv.bg
╋ぇさうは [ぇておけゃぇ: 0882 98 70 12; ‶なさゃけかっすぇ ‶っすおけゃぇ: 5 74 55

„╅『』╊〉╅]“ 《╆っ╇¨
』【¨》╊〉╉¨╅〉【』[╅ 》『《╈『╅〈╅

》╊【 ╅『』╊〉╅]』[¨ ╉╊を╅ ╇ [《〉[】『』╅
′╅ を╅『¨を╅ 『《′╅ 2014

』ちかはけ: ‒けくけさひて-おあちけてかし
たちそな. 〈けせさそ ╆あしさあせつさけ

》ちそおひしきあうあ せあ つてち. 5

╉╋】]¨╊【╅ 〈╅′¨〉╅  
Л Ю Б О В ТА  И  В Д Ъ Х Н О В Е Н И Е Т О  Н А  Ф Е Л И Н И

¨す くぇつぇかけすけ くぇ くけゃぇ-
すぇ せつっぉくぇ ゅけょうくぇ ゃ ‶╂ 

„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” – ╉ぇいぇく-
かなお, こなさゃけすけ いぇくぇはすつうえしおけ 
せつうかうとっ いぇ すったくうちう ゃ ]かっ-
ょけしゃけぉけあょっくしおぇ ╀なかゅぇさうは, 
とっ いぇこけつくっ けぉせつっくうっすけ ゃ 
くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす – きっ-
たぇすさけくうおぇ. 
 ╇ょっはすぇ いぇ しないょぇゃぇくっすけ くぇ 

すぇおぇゃぇ しこっちうぇかくけしす, おけは-
すけ くぇ こさぇおすうおぇ とっ こけおさうっ 
くせあょうすっ くぇ ゅけかっきうすっ きぇ-
てうくけしすさけうすっかくう そうさきう くぇ 
すっさうすけさうはすぇ くぇ ╉ぇいぇくかなお, 
っ „さけょっくぇ” けす ぇさしっくぇかしおけ-
すけ さなおけゃけょしすゃけ う せつうかうと-
くけすけ さなおけゃけょしすゃけ くぇ こさけ-
そっしうけくぇかくぇすぇ  ゅうきくぇいうは 
し こけきけとすぇ う ぉかぇゅけしかけゃう-
はすぇ う くぇ ′ぇしすけはすっかしすゃけすけ 
くぇ せつうかうとっすけ, つうえすけ つかっく 
っ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ, いぇき.-
ょうさっおすけさ こけ しこっちうぇかくうすっ 
ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”. ╇い-
こなかくうすっかくうはす ょうさっおすけさ くぇ 
„┿さしっくぇか” ′うおけかぇえ ╇ぉせてっゃ 
っ こさうっか こさうしなさちっ うょっはすぇ う 
は っ こさっゃなさくぇか ゃ しゃけは おぇせいぇ. 
╁っつっ いぇこけつくぇ う おぇきこぇくう-

はすぇ こけ くぇぉうさぇくっ くぇ あっかぇっ-
とう けしきけおかぇしくうちう, おけうすけ ょぇ 
しっ いぇこうてぇす いぇ けぉせつっくうっ こけ 
くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす. ╄ょくぇ  
とっ っ こぇさぇかっかおぇすぇ, ゃ おけはすけ 
とっ しっ けぉせつぇゃぇす せつっくうちうすっ. 
〉つうかうとくけすけ さなおけゃけょしすゃけ 
う ちっかうはす こっょぇゅけゅうつっしおう 
しなしすぇゃ くぇ ゅうきくぇいうはすぇ ゃかぇ-
ゅぇす きくけゅけ っくっさゅうは う しうかう, 

〈は しっ おぇいゃぇかぇ ╃あせかうは 
┿くくぇ. ╃あせかうっすぇ っ うきっすけ, し 
おけっすけ しっ けぉさなとぇか おなき くっは 
しなこさせゅなす え – ゃっかうおうはす 《っ-
ょっさうおけ 《っかうくう. [けょっくぇ っ ゃ 
しっきっえしすゃけすけ くぇ ちうゅせかぇさ う 
せつうすっかおぇ. ╀ぇとぇ え, ╅っすぇくけ 
╋ぇいうくぇ, ぉうか すぇかぇくすかうゃ きせ-
いうおぇくす, くけ いぇさぇょう かのぉけゃすぇ 
しう おなき きぇえおぇ え – ╊っすうしうは, 
きけきうつっ けす ぉけゅぇすけ しっきっえしすゃけ, 
ぉうか こさうくせょっく ょぇ しすぇくっ おぇしう-
っさ ゃ っょくぇ そぇぉさうおぇ. [けょうすっ-
かうすっ え しっ しなゅかぇしうかう し すけいう 
ぉさぇお, こさう せしかけゃうっ, つっ ╅っ-
すぇくけ しっ さぇいょっかう し きせいうおぇすぇ 
いぇゃうくぇゅう. 
] ゃないこうすぇくうっすけ くぇ ╃あせかう-

っすぇ, けす 4-ゅけょうてくぇすぇ え ゃない-
さぇしす, しっ いぇっかぇ くっえくぇすぇ かっかは 
╃あせかうは, おけはすけ せしこはかぇ けすさぇ-
くけ ょぇ けすおさうっ ぇおすぬけさしおうは すぇ-
かぇくす くぇ しゃけはすぇ こかっきっくくうちぇ. 
¨す 14-ゅけょうてくぇ ╃あせかうっすぇ 
ゃけょう ょっすしおけ さぇょうけこさっょぇゃぇ-
くっ, ぇ くぇ 18 ゅけょうくう ういうゅさぇゃぇ 
こなさゃぇすぇ しう さけかは – くぇ そっは, ゃ 
すっぇすなさぇ.
╆ぇゃなさてゃぇ そうかけかけゅうは ゃ 

[うきしおうは せくうゃっさしうすっす う しっ 
ょうこかけきうさぇ おぇすけ こさっこけょぇゃぇ-
すっか こけ しなゃさっきっくくぇ う ょさっゃ-
くけたさうしすうはくしおぇ かうすっさぇすせさぇ. 
┿くゅぇあうきっくすうすっ え けぉぇつっ ゃ 
さぇいかうつくう すっぇすさう おぇすけ ぇおすさう-
しぇ, こっゃうちぇ う すぇくちぬけさおぇ くっ 
しこうさぇす…
┿い しっ ゃかのぉうた ゃ けすさぇあっ-

くうっすけ しう ゃ くっえくうすっ けつう. 
〈けゃぇ おぇいぇか 《っかうくう しかっょ 
いくぇきっくうすぇすぇ うき しさっとぇ こさっい 
1943 ゅ. ╃け すけいう きけきっくす すけえ 
ぉうか つせゃぇか しぇきけ ゅかぇしぇ え – 
╃あせかうっすぇ ういこなかくはゃぇかぇ さけ-
かはすぇ くぇ ‶けかうくぇ ゃ さぇょうけ-
しっさうぇかぇ くぇ 《っかうくう „』うおけ 
う ‶けかうくぇ”. 〈は くっ ぉうかぇ おさぇ-
しぇゃうちぇ, ぇ こさうゃかっおぇすっかくけ 
きけきうつっ し さなしす けおけかけ 1.50 
う すっゅかけ くっ こけゃっつっ けす 50 おゅ. 
《っかうくう は こけおぇくうか くぇ けぉはょ 
ゃ しおなこ さっしすけさぇくす. ╃けすけゅぇゃぇ 
きかぇょぇすぇ ぇおすさうしぇ ぉうかぇ おぇくっ-
くぇ しぇきけ ゃ おぇそっくっすぇ. ╀うかぇ 
すけかおけゃぇ こさうすっしくっくぇ, つっ しう 
こけさなつゃぇかぇ くぇえ-っゃすうくうすっ はし-
すうは. 〈は くっ いくぇっかぇ, つっ こさっょう 
ょぇ は こけおぇくう, 《っょっさうおけ 《っ-
かうくう ぉうか ょけてなか ゃ かせおしけい-
くけすけ いぇゃっょっくうっ う こさっょゃぇ-
さうすっかくけ さぇいせつうか きっくのすけ う 
けぉしかせあゃぇくっすけ. ‶け ゃさっきっ くぇ 
ゃっつっさはすぇ すけえ え さぇいおぇいゃぇか 
くっゃっさけはすくう うしすけさうう いぇ しっぉっ 
しう, ぇ すは くっ きけあっかぇ ょぇ さぇいかう-
つう そぇくすぇいうはすぇ けす うしすうくぇすぇ. 
╁いぇうきくけすけ けつぇさけゃぇくうっ ぉうかけ 
こなかくけ! ╃ゃっ しっょきうちう こけ-おなし-
くけ すっ しっ あっくはす…
¨ぉとぇすぇ うき すさぇゅっょうは. 

╆ぇ せあぇし くぇ さけょうすっかうすっ くぇ 
╃あせかうっすぇ, おけうすけ きっつすぇっかう 
いぇ ょさせゅ いっす, すっ ょけさう くっ しっ 
ゃっくつぇかう ゃ ちなさおゃぇ. ′ぇしすぇくう-
かう しっ せ かっかはすぇ くぇ ╃あせかうっすぇ, 
すなえ おぇすけ 《っかうくう うしおぇか ょぇ 
ういぉっゅくっ こけゃうおゃぇすっかくぇすぇ いぇ 
ぇさきうはすぇ くぇ ╋せしけかうくう. „〈は 
ぉってっ すけかおけゃぇ きぇかおぇ, くっ-
ゃうくくぇ, くっあくぇ, ょけゃっさつうゃぇ う 
ょけぉさぇ, つっ しっ くせあょぇってっ けす 
きけうすっ ゅさうあう. ╃け すけいう きけ-
きっくす くうおけえ くっ っ いぇゃうしっか けす 
きっく すけかおけゃぇ きくけゅけ”, しこけき-
くは しう 《っかうくう いぇ あっくぇ しう.                                                                                      
╃あせかうっすぇ きっつすぇかぇ ょぇ しすぇくっ 
きぇえおぇ. ╆ぇぉさっきっくはかぇ, くけ こぇょ-
くぇかぇ こけ しすなかぉうすっ う ういゅせぉうかぇ 
ょっすっすけ. ‶さっい 1945 ゅ. いぇぉさっ-
きっくはかぇ けすくけゃけ, くけ ょっすっすけ 
あうゃはかけ しぇきけ ょゃっ しっょきうちう. 
╉ぇいぇかう え, つっ くはきぇ ょぇ きけあっ 

ょぇ うきぇ ょさせゅう ょっちぇ. ¨ぉとぇすぇ 
すさぇゅっょうは しこかけすうかぇ けとっ こけ-
ゃっつっ ょゃぇきぇすぇ きかぇょう しなこさせいう. 
╁ おくうゅぇすぇ しう “┿い, 《っかうくう” 
さっあうしぬけさなす こうてっ, つっ こけさぇょう 
すけゃぇ, つっ こさうすっあぇゃぇ ╃あせかうっ-
すぇ, くうおけゅぇ くっ っ ういこうすゃぇか くっ-
けぉたけょうきけしす けす くっとけ ょさせゅけ. ┿ 

すは しこけょっかは: „′うっ し 《っょっさうおけ 
くっ しきっ すけつくけ しっきっえしすゃけ, いぇ-
とけすけ くはきぇきっ ょっちぇ, くはきぇきっ う 
ぉかういおう. ′うっ しきっ っょくぇ ょゃけえ-
おぇ, しなのい けす ょゃぇきぇ ょせてう.”
╉ぇお しっ あうゃっっ し ゅっくうえ? 

╉けゅぇすけ え いぇょぇゃぇかう すけいう ゃな-
こさけし, ╃あせかうっすぇ けすゅけゃぇさはかぇ 
こけ っょうく う しなとう くぇつうく: „╅う-
ゃけすなす し ゅかせこぇゃ つけゃっお とっ きっ 
ょさぇいくう きくけゅけ こけゃっつっ”. „╋ぇか-
おぇ あっくぇ し けつう くぇ いぇゅせぉうかけ 
しっ おせつっくちっ” – すぇおぇ かぇしおぇゃけ 
う し けぉうつ 《っかうくう ゅけゃけさっか いぇ 
くっは. 〈は こさういくぇゃぇかぇ, つっ ょゃぇ-
きぇすぇ しぇ すゃなさょっ さぇいかうつくう. 
〈は いょさぇゃけ しすけはかぇ くぇ いっきはすぇ, 
ぇ すけえ かっすはか ゃ けぉかぇちうすっ. 〈は 
けぉうつぇかぇ  ょぇ こなすってっしすゃぇ, すけえ 
– くっ. 〈は けぉうつぇかぇ ょぇ ぉなぉさう, 
すけえ – ょぇ きなかつう. 〈は ょぇ すぇく-
ちせゃぇ, すけえ – くっ. 〈は – ょぇ しかせ-
てぇ きせいうおぇ, すけえ  ょぇ つっすっ. ╄ょ-
くぇおゃけすけ ぉうかけ, つっ しっ けぉうつぇかう 
ぉっいきっさくけ う かのぉけゃすぇ うき くっ 
くぇきぇかはかぇ ちっかう 50 ゅけょうくう!
¨しゃっく くっうく しなこさせゅ, 《っょっ-

さうおけ しっ こさっゃさなとぇ う ゃ くっえ-
くけ ょっすっ.〈は せょけゃかっすゃけさはゃぇかぇ 
う くぇえ-ゅけかっきうすっ きせ おぇこさういう, 
こさっゃさなとぇえおう あうゃけすぇ きせ ゃ 
くっしおけくつぇっきぇ そっっさうは. ┿ すけえ 
くっこさっしすぇくくけ ういきうしかはか しゃけは 
ゃなかてっぉっく, くっさっぇかっく しゃはす, ゃ 
おけえすけ こさっおさぇしくけ しっ ゃこうしゃぇ-
かぇ ╃あせかうっすぇ.
╆ぇ しなゃきっしすくうは うき あうゃけす 

《っかうくう こけ-おなしくけ とっ おぇあっ: 
„╋ぇいうくぇ くぇこなかくけ けすゅけゃぇさは-
てっ くぇ きけうすっ うょっう, くぇきっさっ-
くうは, ゃおせしけゃっ… ′け ぉさぇおなす え し 
きっく くっ しっ けおぇいぇ, すけゃぇ, おけっ-
すけ っ けつぇおゃぇかぇ. ╆ぇとけすけ くっ 
しっ けしなとっしすゃうたぇ いぇゃっすくうすっ 
え きっつすう. 〈は けつぇおゃぇてっ ょっちぇ. 
]けぉしすゃっく ょけき. ╇ ゃっさっく きなあ. 

┿い は さぇいけつぇさけゃぇた. ′け すは 
きっくっ – くっ. ′っ きうしかは, つっ ぉうた 
きけゅなか ょぇ くぇきっさは こけ-ょけぉさぇ 
あっくぇ …“.
《っかうくう うきぇか すさせょっく たぇ-

さぇおすっさ, ぉうか せぉっょっく ゃ しゃけはすぇ 
ゅっくうぇかくけしす けす しなゃしっき きかぇょ 
う くっ あっかぇっか ょぇ こさぇゃう おけき-

こさけきうしう. ╃あせかうっすぇ ぉうかぇ 
すぇいう, おけはすけ しっ いぇくうきぇゃぇ-
かぇ し ゃしうつおけ – すは せさっあょぇかぇ  
あうゃけすぇ うき う けすくけてっくうはすぇ 
し たけさぇすぇ, し おけうすけ 《っょっさう-
おけ しっ っ しおぇさぇか. ╆ぇ くっゅけ すは 

ぉうかぇ う きぇえおぇ, う しっおさっすぇさおぇ, 
う しつっすけゃけょうすっか, う しなこさせゅぇ, 
う ゃょなたくけゃうすっかおぇ.
《うかきけゃうすっ え さけかう. 〈ぇ-

かぇくすかうゃぇすぇ ╃あせかうっすぇ うかう 
╃あせかっすうくぇ, おぇおすけ けとっ は 
くぇさうつぇか 《っかうくう, しっ こけしゃっ-
とぇゃぇ ういちはかけ くぇ きなあぇ しう – 
すは うきぇ しぇきけ つっすうさう さけかう ゃ 
くっゅけゃう そうかきう. ╇ こさういくぇゃぇ-
かぇ, つっ ょぇ さぇぉけすう し くっゅけ え っ 
こけ-すさせょくけ, けすおけかおけすけ し ょさせゅ 
さっあうしぬけさ.  
‶けこせかはさくけしすすぇ う くぇ ょゃぇきぇ-

すぇ こさっい 60-すっ う 70-すっ ゅけょうくう 
くぇ きうくぇかうは ゃっお っ けゅさけきくぇ. 
╂かぇゃくうすっ え さけかう ゃなゃ そう-

かきうすっ “‶なすはす” う “′けとう-

すっ くぇ ╉ぇぉうさうは”, けすかうつっくう し 
„¨しおぇさ”-う, „]ゃっすかうくうすっ くぇ 
ゃぇさうっすっすけ” う “╃あうくょあなさ 
う 《さっょ”, ゃ おけえすけ こぇさすくぬけさ 
くぇ ╋ぇいうくぇ っ ╋ぇさつっかけ ╋ぇ-
しすさけはくう, おぇおすけ う „╀ぇぉぇ 
》けかぇ” くぇ ぃ. ぅおせぉうしおけ, うい-
ょうゅぇす ╋ぇいうくぇ くぇ くっょけしっゅぇ-
っきぇ ゃうしけすぇ. „╇しすけさうはすぇ くぇ 
╉ぇぉうさうは - こさけしすうすせすおぇすぇ しなし 
いかぇすくけ しなさちっ, しっ っ こさっゃなさ-
くぇかぇ ゃ っょうく けす くぇえ-たせきぇく-
くうすっ う ゃなかくせゃぇとう しのあっすう 
ゃ おうくけすけ“, こうてっ おさうすうおぇすぇ 
いぇ „′けとうすっ くぇ ╉ぇぉうさうは“, ぇ 
╃あせかうっすぇ ╋ぇいうくぇ こけかせつぇゃぇ 
くぇゅさぇょぇすぇ いぇ くぇえ-ょけぉさぇ ぇお-
すさうしぇ くぇ おうくけそっしすうゃぇかぇ ゃ 
╉ぇく こさっい 1957 ゅ. う しっ こさっ-
ゃさなとぇ ゃ うしすうくしおぇ ゅっさけうくは くぇ 
しゃけっすけ ゃさっきっ. ╆ぇこけつゃぇす ょぇ は 
くぇさうつぇす ゃっかうおぇ ぇおすさうしぇ う ょぇ 
は しさぇゃくはゃぇす し 』ぇさかう 』ぇこかうく. 
‶さっょかぇゅぇす え ういおかのつうすっかくけ 
ういゅけょくう ょけゅけゃけさう ゃ 》けかうゃせょ, 
くけ くぇ ゃしうつおう こさうきぇきかうゃう 
こさっょかけあっくうは ╃あせかうっすぇ ╋ぇ-
いうくぇ けすゃさなとぇ し けすおぇい. ╆ぇ くっは 
《っかうくう  しすけはか こけ-ゃうしけおけ けす 
ゃしうつおけ! ╇ こさけょなかあうかぇ ょぇ うい-
こなかくはゃぇ さけかはすぇ しう くぇ ゅけかは-
きぇすぇ きぇかおぇ あっくぇ ゃ あうゃけすぇ う 
すゃけさつっしすゃけすけ きせ.
〈けゃぇ っ あっくぇすぇ, しないょぇかぇ 

《っかうくう, おぇいゃぇかう つっしすけ いぇ 
╃あせかうっすぇ ╋ぇいうくぇ. ]ぇきうはす 
《っかうくう ぉうか しなゅかぇしっく し すけゃぇ. 
‶け ゃさっきっ くぇ さぇぉけすぇ くぇょ そう-
かきうすっ くぇえ-ゃぇあくけ けす ゃしうつおけ 
いぇ 《っかうくう ぉうかけ きくっくうっすけ くぇ 
╃あせかうっすぇ. ┿おけ は くはきぇかけ くぇ 
しくうきぇつくぇすぇ こかけとぇょおぇ, すけえ は 
すなさしっか こけ すっかっそけくぇ う しっ しな-
ゃっすゃぇか し くっは う いぇ くぇえ-きぇかおう-
すっ こけょさけぉくけしすう.
《っかうくう ぉうか しせっすっく – すけえ 

しう こけさなつゃぇか つっさゃっくう てぇかけ-
ゃっ ゃ しおなこう ぇすっかうっすぇ う くっ しっ 
うくすっさっしせゃぇか けす すけゃぇ, つっ いぇ 
さぇいかうおぇ けす ょさせゅうすっ いゃっいょう, 
╋ぇいうくぇ くはきぇ きぇくすけ うかう こなお 
くぇおうすう. 〈は しぇきぇすぇ おぇいゃぇかぇ, 

つっ すっ くはきぇ ょぇ は くぇこさぇゃはす こけ-
おさぇしうゃぇ. ╃ゃぇきぇすぇ あうゃっっかう ゃ 
ちっくすなさぇ くぇ [うき, ゃなこさっおう つっ 
ぉけゅぇすうすっ たけさぇ あうゃっっかう ゃ こけ-
おさぇえくうくうすっ. ╃あせかうっすぇ ぉうかぇ 
うおけくけきうつっく つけゃっお, こかぇとぇかぇ 
ゃしうつおう しきっすおう けす しけぉしすゃっくうは 
しう ょあけぉ, こさっおぇさゃぇかぇ かっすくう-
すっ ゃぇおぇくちうう ゃ [うきうくう, けすおな-
ょっすけ っ 《っかうくう, ゃなこさっおう つっ 

おかうきぇすなす くうおぇお くっ え こけくぇしはか 
う すは つっしすけ ぉけかっょせゃぇかぇ.    
‶さっしすぇくう ょぇ こかぇつって, 

╃あせかうっすぇ! ╋ぇいうくぇ う 《っかう-
くう ぉうかう きくけゅけ こけこせかはさくう – う 
ゃ ╇すぇかうは, う ゃ ┿きっさうおぇ, う ゃ 
[せしうは, おなょっすけ こさっい 1963 ゅ. 
くぇ ╋けしおけゃしおうは きっあょせくぇさけ-
ょっく おうくけそっしすうゃぇか  いぇ そうかきぇ 
“¨しっき う こけかけゃうくぇ” 《っかうくう 
こけかせつぇゃぇ ゅけかはきぇすぇ くぇゅさぇょぇ. 
〈けえ うきぇ ょゃっ くぇゅさぇょう „¨しおぇさ” 
う しゃっすけゃくけ こさういくぇくうっ. ╉け-
ゅぇすけ こけかせつうか こけしかっょくぇすぇ 
しう くぇゅさぇょぇ - のぉうかっえくうはす  
“¨しおぇさ”,  すけえ けゅかっょぇか いぇかぇ-
すぇ う ういゃうおぇか くぇ しっょはとぇすぇ ゃ 
こぇさすっさぇ ╋ぇいうくぇ: “‶さっしすぇくう 
ょぇ こかぇつって, ╃あせかうっすぇ!” ╁しうつ-
おう おぇきっさう しっ くぇしけつうかう おなき 
くっは, ぇ すは いぇこかぇおぇかぇ けとっ こけ-
しうかくけ…    
]すさぇてくぇすぇ ょうぇゅくけいぇ. ╋ぇ-

いうくぇ さぇいぉうさぇ, つっ っ ぉけかくぇ けす 
さぇお くぇ ぉっかうすっ ょさけぉけゃっ くは-
おけかおけ きっしっちぇ こさっょう しきなさすすぇ 
くぇ しゃけは しなこさせゅ. 〈は いくぇっかぇ, つっ 
え けしすぇゃぇ きぇかおけ ょぇ あうゃっっ, くけ 
しおさうゃぇ すけゃぇ けす くっゅけ う しっ しな-
ゅかぇしはゃぇ ょぇ ゃかっいっ ゃ ぉけかくうちぇ, 
っょゃぇ しかっょ おぇすけ 《っかうくう ゃかは-
いなか ょぇ しっ かっおせゃぇ. 〈けえ ういけぉとけ 
くっ きけあっか ぉっい くっは, けこっさうさぇ-
くうはす けす しなさちっ 《っょっさうおけ かっ-
あぇか ゃ しなしっょくぇすぇ しすぇは. ′はおけえ 
けす すったくうすっ こさうはすっかう, おけえすけ 
ゅう くぇゃっしすうか, しかせつぇえくけ しこけ-
ょっかうか, つっ すは うきぇ さぇお. 〈けゅぇゃぇ 
《っかうくう きけきっくすぇかくけ けすうてなか 
こさう くっは… ╁ おさぇは くぇ けおすけきゃさう 
1993 ゅ. ょゃぇきぇすぇ しぇ ういこうしぇくう 
う ういかういぇす けす ぉけかくうちぇすぇ.
]っゅぇ, ╃あせかうっすぇ, きけあって 

ょぇ こかぇつって. ¨す すけいう きけ-
きっくす くぇすぇすなお うきぇ ょゃっ ゃっさ-
しうう. ╄ょくぇすぇ, つっ 《っかうくう こけ-
かせつぇゃぇ うくしせかす う せきうさぇ くぇ 
31 けおすけきゃさう. ╃させゅぇすぇ, つっ くぇ 
30 けおすけきゃさう ╃あせかうっすぇ う 《っ-
ょっさうおけ けすうゃぇす いぇっょくけ ょぇ けす-
こさぇいくせゃぇす いかぇすくぇすぇ しう しゃぇす-
ぉぇ ゃ しなとうは すけいう さっしすけさぇくす, ゃ 
おけえすけ しぇ しっ いぇこけいくぇかう こさっょう 
こけかけゃうく ゃっお. ╁ さっしすけさぇく-
すぇ ╃あせかうっすぇ しっ さぇいこかぇおぇかぇ, 
《っょっさうおけ くっ けぉうつぇか すは ょぇ 
こかぇつっ, すけゃぇ ゅけ さぇいしすさけえゃぇかけ 
せあぇしくけ: „′っ こかぇつう, ╃あっかしけ-
きうくぇ…“ - ぉうかう こけしかっょくうすっ 
きせ ょせきう… 〈ぇき, ゃ さっしすけさぇくすぇ, 
すけえ こけかせつうか ゃすけさう きぇしうさぇく 
しなさょっつっく こさうしすなこ う くぇ しかっょ-
ゃぇとうは ょっく ういょなたくぇか.
′ぇ こけゅさっぉっくうっすけ きせ ぉっいせ-

すってくぇすぇ ╃あせかうっすぇ くっこさっ-
おなしくぇすけ こけゃすぇさはかぇ: „╀っい 
《っょっさうおけ う ぇい くっ しなとっしす-
ゃせゃぇき.” ]かっょ しきなさすすぇ きせ すは 
こけつすう くっ ういかういぇかぇ けす おなとう, 
くっ さぇいゅけゃぇさはかぇ し くうおけゅけ, くっ 
ょぇゃぇかぇ うくすっさゃのすぇ. ╀けかっしすすぇ 
え しっ さぇいゃうゃぇかぇ しすさっきうすっかくけ, 
くけ すは くっ しっ ぉけさっかぇ し くっは.
╃あせかうっすぇ くぇょあうゃはゃぇ 《っかう-

くう し てっしす きっしっちぇ. ‶さっょう ょぇ 
ういょなたくっ, こけあっかぇかぇ ょぇ ぉなょっ 
こけゅさっぉぇくぇ し くっゅけゃぇ しくうきおぇ 
ゃ さなちっすっ. ‶けゅさっぉぇかう は さっょけき 
ょけ くっゅけ ゃ ゅさけぉうとっすけ ゃ [うきう-
くう. ′ぇ けぉとぇすぇ うき くぇょゅさけぉくぇ 
こかけつぇ ういょなかぉぇかう くぇょこうし: 
”]っゅぇ, ╃あせかうっすぇ, きけあって ょぇ 
こかぇつって”.

╋ぇさうは [ぇておけゃぇ

╆ぇこけつくぇ くぇぉうさぇくっすけ くぇ 
おぇくょうょぇすう いぇ しすうこっくょう-

ぇくすう くぇ „┿さしっくぇか”, おけうすけ しかっょ 
いぇゃなさてゃぇくっすけ くぇ ゃうしてっすけ しう 
けぉさぇいけゃぇくうっ とっ うきぇす けしうゅせ-
さっくけ さぇぉけすくけ きはしすけ ゃ けさなあっえ-
くうちぇすぇ う 5-ゅけょうてっく すさせょけゃ 
ょけゅけゃけさ いぇ さぇぉけすぇ こけ しこっちうぇか-
くけしすすぇ.  
]すうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇ-

きぇ っ つぇしす けす こけかうすうおぇすぇ くぇ 
そうさきぇすぇ いぇ しけちうぇかくぇ ぇくゅぇあう-
さぇくけしす う こけょおさっこぇ う てぇくし いぇ 
きかぇょうすっ おぇょさう くぇ そうさきぇすぇ. 
╆ぇ しすうこっくょうぇくすう くぇ „┿さしっ-

くぇか” きけゅぇす ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす 
ゃしうつおう, いぇゃなさてゃぇとう しさっょくけ-
すけ しう けぉさぇいけゃぇくうっ せつっくうちう けす 
おぇいぇくかなておうすっ せつうかうとぇ, ぉっい 

‶っす しぇ おぇくょうょぇすおうすっ いぇ くぇえ-こさっしすうあくぇすぇ すうすかぇ いぇ たせぉけしす 
ゃ [けいけゃぇすぇ ょけかうくぇ - 『ぇさうちぇ [けいぇ, ょっちぇ くぇ ぇさしっくぇかしおう さぇ-
ぉけすくうちう う しかせあうすっかう.

いくぇつっくうっ くぇ こさけそうかぇ うき. ╄ょうくしすゃっくけすけ せしかけゃうっ おなき ぉなょっとうすっ しすうこっくょうぇくすう っ すっ ょぇ こさけ-
ょなかあぇす けぉせつっくうっすけ しう ゃ ‶かけゃょうゃしおうは すったくうつっしおう せくうゃっさしうすっす, おけえすけ っ つぇしす けす 〈〉 – ]け-
そうは, ゃなゃ そぇおせかすっすぇ „╋ぇてうくけしすさけっくっ う せさっょけしすさけっくっ”, しこっちうぇかくけしす „]すさっかおけゃけ けさなあうっ う 
ぉけっこさうこぇしう”. 
╆ぇ こっさうけょぇ くぇ けぉせつっくうっすけ しう ゃなゃ ゃうしてっすけ せつうかうとっ „┿さしっくぇか” とっ ういこかぇとぇ きっしっつくう しすう-

こっくょうう くぇ しすせょっくすうすっ う とっ こけっきぇ すったくうすっ しっきっしすさうぇかくう すぇおしう. ╅っしすなす くぇ そうさきぇすぇ っ いくぇ-
つうすっかくけ こっさけ いぇ ぉのょあっすぇ くぇ ゃしはおけ しっきっえしすゃけ しなし しすせょっくす.
╋けかぉう くぇ あっかぇっとうすっ ょぇ おぇくょうょぇすしすゃぇす ゃ しすうこっくょうぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ くぇ „┿さしっくぇか” しっ 

こさうっきぇす ゃしっおう ょっかくうつっく ょっく. 
‶けゃっつっ うくそけさきぇちうは いぇ こさけゅさぇきぇすぇ う こけ ょさせゅう ゃなこさけしう, けすくぇしはとう しっ いぇ けぉせつっくうっすけ ゃ 

〈ったくうつっしおうは せくうゃっさしうすっす, きけあっすっ ょぇ こけかせつうすっ くぇ しかっょくうすっ すっかっそけくう:
0889 632 071, 0889 310 500 う 0431/631 33.
╉けけさょうくぇすけさ くぇ  しすぇあぇくすしおぇすぇ こさけゅさぇきぇ っ ]すぇくうしかぇゃ ′っくけゃ – いぇき.-ょうさっおすけさ こけ 

しこっちうぇかくう ゃなこさけしう くぇ „┿さしっくぇか”.

〈╊｠╅【『《〉¨[╅【╅ - 〉╊《╆｠《╉¨〈《』【 
╇ 』ぇ╇『╊〈╊〉〉¨っ ╋¨╇《【

╇すぇかうぇくしおぇすぇ ぇおすさうしぇ ╃あせかうっすぇ ╋ぇいうくぇ っ さけょっくぇ こさっい 
1921 ゅ. ゃ ]ぇく ╃あけさょあけ ょう ‶うぇくけ, ぉかういけ ょけ ╀けかけくは. ╁ おう-
くけすけ いぇこけつゃぇ ょぇ しっ しくうきぇ こさっい 1948 ゅ. ′ぇえ-ういゃっしすくぇ っ し 
ゅかぇゃくうすっ しう さけかう ゃなゃ そうかきうすっ, さっあうしうさぇくう けす 《っょっさう-
おけ 《っかうくう: “‶なすはす” う “′けとうすっ くぇ ╉ぇぉうさうは”, けすかうつっくう 
し „¨しおぇさ”,  „]ゃっすかうくうすっ くぇ ゃぇさうっすっすけ” う “╃あうくょあなさ う 
《さっょ”. ╆ぇ さけかはすぇ しう ゃ „′けとうすっ くぇ ╉ぇぉうさうは“ ╋ぇいうくぇ こけ-
かせつぇゃぇ くぇゅさぇょぇすぇ いぇ くぇえ-ょけぉさぇ ぇおすさうしぇ くぇ 《うかきけゃうは 
そっしすうゃぇか ゃ ╉ぇく こさっい 1957 ゅ.
] かっゅっくょぇさくうは さっあうしぬけさ ゅう しゃなさいゃぇ 50-ゅけょうてくぇ かの-

ぉけゃ. ╋ぇいうくぇ っ ょけ おさぇえくけしす しっぉっけすさっつっくぇ, すは っ ぉっいゅさぇ-
くうつくけ けすょぇょっくぇ っょうくしすゃっくけ くぇ 《っかうくう う っ くっゅけゃぇ くっうい-
きっくくぇ しこなすくうつおぇ う こけおさけゃうすっかおぇ ょけ おさぇは くぇ ょくうすっ しう.                                                                                                       
〉きうさぇ こさっい 1994 ゅ. ゃ [うき.

ゃなけょせてっゃっくう けす さっぇかういう-
さぇくっすけ くぇ くけゃぇすぇ うょっは う 
こさっゃさなとぇくっすけ え ゃ さぇぉけすっ-
とぇ う しこぇしうすっかくぇ そけさきせかぇ 
いぇ しっさうけいくうは ょっそうちうす くぇ 
けぉせつっくう おぇょさう いぇ きぇてうくけ-
しすさけっくっすけ ゃ さぇえけくぇ. ╃なさ-
あうき くぇ おぇつっしすゃけすけ, ぇ くっ くぇ 
おけかうつっしすゃけすけ, おぇすっゅけさうつくぇ 
っ ゃ くぇきっさっくうはすぇ う ょうさっお-
すけさおぇすぇ くぇ せつうかうとっすけ うくあ. 
╋ぇさうはくぇ ╃っきうさっゃぇ. 
 ╉ぇおゃけ すけつくけ こさっょしすぇゃかは-

ゃぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, 
おぇおゃう しこっちうぇかうしすう とっ  しっ 
しないょぇゃぇす しかっょ 4-ゅけょうてくけ-
すけ けぉせつっくうっ, おぇおゃけ, おぇすけ 
いくぇくうは う せきっくうは, きけゅぇす ょぇ 
けつぇおゃぇす せつっくうちうすっ くぇ ‶╂ 
„╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ, ういぉさぇかう 
すぇいう しこっちうぇかくけしす う せつうかう-
とっすけ, おぇおすけ う すったくうすっ さけ-
ょうすっかう? 
╆ぇ こけゃっつっ うくそけさきぇちうは こけ 

すっいう ゃなこさけしう こけすなさしうたきっ 
いぇ さぇいゅけゃけさ うくあ. ╊のぉけきうさ 
╉けしすぇょうくけゃ, こけきけとくうお-ょう-
さっおすけさ こけ せつっぉくぇすぇ つぇしす くぇ 
‶╂ „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ”. ]ぇ-
きうはす すけえ, かうつくけ こさっょういゃう-
おぇく う ゃなけょせてっゃっく けす うょっ-
はすぇ いぇ くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす, 
ゃっつっ っ せしこはか ょぇ こさうゃかっつっ 
おぇすけ こさっこけょぇゃぇすっかう くぇえ- 
ょけぉさうすっ こさっこけょぇゃぇすっかう こけ 
きったぇくうおぇ, っかっおすさけくうおぇ う 
うくそけさきぇすうおぇ ゃ さぇえけくぇ. 
 ╄すけ おぇおゃけ しこけょっかう すけえ 

しこっちうぇかくけ いぇ ゃっしすくうお „〈さう-
ぉせくぇ ┿さしっくぇか”.

╂けしこけょうく ╉けしすぇょうくけゃ, 
うきぇ かう ゃっつっ うくすっさっし おなき 
くけゃぇすぇ しこっちうぇかくけしす きっ
たぇすさけくうおぇ う おぇおゃけ すさはぉゃぇ 
ょぇ いくぇはす すっいう, おけうすけ とっ 
は ういぉっさぇす いぇ けぉせつっくうっすけ 
しう こさっい くけゃぇすぇ せつっぉくぇ ゅけ
ょうくぇ? ]さけおけゃっ いぇ いぇこうし
ゃぇくっ, ぉぇか, ゃぇさうぇくすう こさう 
おかぇしうさぇくっすけ ?
]かっょ こさけせつゃぇくっ くぇ くせあょうすっ 

う くぇゅかぇしうすっ くぇ ぉういくっしぇ, おぇお-
すけ う くぇ せつっくうちうすっ ゃ けぉかぇし-
すすぇ, いぇ せつっぉくぇすぇ 2014/2015 
ゅけょうくぇ ‶さけそっしうけくぇかくぇ ゅうき-
くぇいうは „╇ゃぇく 》ぇょあうっくけゃ” 
けぉはゃはゃぇ こさうっき こけ しこっちうぇか-
くけしす „╋ったぇすさけくうおぇ”, こさけ-
そっしうは „╋ったぇすさけくうおぇ”, しかっょ 
いぇゃなさてっく VIII おかぇし. ′けゃぇすぇ 
しこっちうぇかくけしす っ くぇこなかくけ こけょ-
おさっこっくぇ けす さなおけゃけょしすゃけすけ 
くぇ „┿さしっくぇか” ┿╃.
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